＜一般社団法人 佐賀県作業療法士会 理事運営会議 議事録＞
日時：平成 29 年 9 月 12 日（火）19：00～21：00
場所：アバンセ 佐賀県立男女共同参画センター ４階研修室 （佐賀県佐賀市天神 3-2-11）
出席：倉富、山口、小池、江渡、中倉、熊谷、仙波、寺﨑、村岡、鶴田、本山、松尾、石原、米田、島ノ江、
吉富、堀（17 名）
Ⅰ．報告事項
１．OT 協会関連
1）地域ケア会議・総合事業における人材育成研修会
・期日：平成 29 年 9 月 9 日（土）
・10 日（日）
・場所：TKP 御茶ノ水カンファレンスセンター（東京都）
・出席者：山口副会長、熊谷理事
2）平成 29 年度士会接続システム講習会
・期日：平成 29 年 10 月 28 日（土）
・場所：日本 OT 協会事務局
・出席者：熊谷事務局長
※

貸与 PC のメンテナンス実施（10 月 20 日までに OT 協会へ返却）

3）日本作業療法士連盟よりアンケート
・佐賀県作業療法士連盟（仮称）代表 米田 則幸 監事が対応
・政治活動に関心を抱いている作業療法士たちが、学習会や話し合いの機会、政治活動に関する研修会開催
予定や実施した場合の参加者数、作業療法士で議員の有無の質問
・理学療法士会ではすでに 2 名の国会議員選出していることが背景にある
2. 九州地区作業療法士関連
1）臨床実習指導者養成研修（佐賀県士会担当）
・日時：平成 29 年 9 月 30 日（土）
・10 月 1 日（日）
・場所：佐賀県在宅生活サポートセンター（佐賀市神野東２丁目３−３３）
・派遣会員：未定
・準備委員：山嵜 正信 OT（ひらまつ病院）、中尾 亮太 OT（神野病院）、佐々木 OT（服巻病院）
→定員は 50 名だが研修室は 80 名まで対応可能である。
2）九州士会長会議・合同士会長会議
・平成 29 年 11 月 10 日 宮崎県シーガイアコンベンションセンター
・倉富会長、山口副会長

出席予定

3．県士会関連
1）佐賀県在宅生活サポートセンター関連
①平成 29 年 8 月 30 日 介護福祉士会・作業療法士会合同理事会
・介護福祉士会 理事
・作業療法士会 理事（倉富、山口、江渡、原、熊谷、本山、寺崎）
・内容：

・平成 28 年度事業報告、平成 29 年度事業計画
・平成 28 年度の赤字の解消について
→指定管理終了の平成 32 年度末で赤字の場合はそれぞれの団体から貸し出す予定
・平成 30 年度の事業計画→主に研修会の内容について→12 月までに事業計画立案
（研修内容が分かるように表示して案内を出す）
②9 月 12 日 財政的援助団体等監査
・前回、平成 25 年度に実施。この年は指定管理を受けた年度で前年度の実績がなかった。
・今回、平成 28 年度の事業について監査
→指定管理時に提案した事業が実施されているか。赤字への対応。センターの活用などが中心
③イベント：10 月 22 日（日） サポートセンター祭（OT フェスタと合同開催）
・福祉用具展示、シーティング講座、自助具工房など
・OT フェスタは北館 3 階を使用
・センター職員、介護福祉士会、作業療法士会で打ち合わせ予定
2）県関連
①認知症ケアに携わる者のリハビリテーション研修事業委託について
・昨年に引き続き、認知症ケアに携わる者のリハビリテーション研修事業の委託あり
・委託契約書を取り交わしている最中
・担当は上城憲司氏（西九州大学）
②佐賀県地域包括ケア推進会議
・平成 29 年 9 月 5 日（火） 県庁で開催
・倉富会長出席
・検討事項：地域ケア会議、介護予防、認知症対策、在宅医療・介護連携、生活支援体制整備、
その他、地域包括ケアの構築に必要となる事項
3）佐賀中部広域連合
①平成 29 年度より地域ケア会議を開催するので作業療法士の派遣依頼あり
・17 会議へ派遣要請 →

野崎地区担当理事へ調整依頼（15 会議へは調整済）

4）佐賀県リハビリテーション 3 団体協議会関連
①医療介護総合基金事業
・リハビリテーション介護技術の普及事業が減額→1,705,000 円が 1,051,400 円
開催日：平成 30 年 1 月 13 日（土）
・14 日（日） 医療福祉専門学校 緑生館 看護学科
・介護予防推進リーダー育成事業は予定通り承認
1 回目：11 月 4 日（土）佐賀県教育会館・5 日（日）メートプラザ佐賀
2 回目：12 月 2 日（土）
・3 日（日） 伊万里市市民会館
②佐賀県リハビリテーション 3 団体協議会研修会
・佐賀県庁医療統括監 野田氏へ依頼予定
・テーマ「佐賀県におけるリハビリテーション専門職への期待（仮）」
→11 月～12 月の夕方以降で調整中

③訪問リハビリテーション研修会：
・平成 30 年 2 月 3 日（土）全体研修、4 日（日）佐賀中部ケアマネと合同開催：佐賀市内
・平成 30 年 2 月 17 日（土） 西有田地区ケアマネと合同開催：伊万里市内
5）佐賀リハビリテーション研究会
・11 月 25 日（土） 佐賀大学医学部附属病院臨床大講堂
・14：00-16：00 シンポジウム
・佐賀県医師会の JRAT を担当してくださる理事の先生：山津善保先生、枝國源一郎先生
・佐賀県における JRAT の担当部署となる健康福祉部の医務課医療企画担当 山田良和係長
・長寿社会課地域包括ケア推進室担当平野一暢係長
・佐賀県 PT 協会、OT 協会、ST 協会、リハ医会など
・16：00－17：00 特別 講演： 徳島大学リハビリテーション部教授 加藤真介先生
「リハビリテーションからみた大規模災害への準備―地方自治体とともに進む徳島の場合―」
※ JRAT 佐賀の設立記念会として開催予定

Ⅱ．協議事項
１．OT 協会関連
1）平成 30 年度「作業療法推進モデル事業」募集
①作業療法士を目指す人材の確保に関する取り組み
②日本作業療法士協会・都道府県作業療法士会の組織強化の促進を図る取り組み
・締切：平成 29 年 9 月 20 日
2.県士会関連
1）九州合同士会長会議・士会長会議の議案
2）JRAT への対応
・11 月 25 日の参加者協議
・県士会内での対応の検討
→初動人員を決めておく必要がある。ウェイティングリスト作成していく
3）佐賀県在宅生活サポートセンター関連
・10 月 22 日 イベントへの対応協議
4）佐賀県作業療法士連盟の設立について
→全国では 7 士会のみ連盟を設立している。
佐賀県作業療法士連盟（仮称）として、米田 則幸 監事が対応していく

Ⅲ．各部局からの報告および検討・審議事項
1.

学術局（江渡学術局長より報告）

・九州士会長会主催リーダー養成研修
準備委員会会議：10 月 15 日午後サポートセンターにて実施予定（学術局井本 OTR 担当）
2.

学術部（中倉学術部長より報告）

1) 学術研修会関連
・第 61 回学術研修会
日時：10 月 22 日（日）
テーマ：
「明日から役立つ心疾患の作業療法」
講師：埼玉医科大学国際医療センター：鈴木真弓先生、訪問看護ステーション花あかりの村井達彦先生
→公文書、案内文書発送済み
・第 62 回学術研修会
日時：1 月 21 日(日)
場所：武雄文化会館
講師：山田先生（長崎北病院）
→公文書発送済み、案内文書作成中
・第 63 回学術研修会
日時：3 月 4 日（日）
テーマ：地域移行、認知リハビリテーション
→準備中
2)教育部
・8 月 20 日現職者選択研修ＭＴＤＬＰ実施 参加者 26 名
・11 月 19 日現職者共通研修実施予定
場所：佐賀勤労総合福祉センター（佐賀メートプラザ）
内容：
「実践のための作業療法」講師：島ノ江先生
「作業療法における協業・後輩育成」講師：中倉先生
「作業療法の可能性」講師：前田憲志先生
「日本と世界の作業療法の動向」講師：江渡義晃先生
・生涯教育推進委員会会議 11 月 11 日－12 日 前田部長参加予定
3.

事務局（熊谷事務局長より報告）

1)会員状況（2017.9.12 現在）
・県士会 会員数：563 名 休会者 5 名
・2017 年度の新入会会員数：44 名
2)会費納入状況（2017.9.8 現在）
・2017 年度年会費納入者：283 名（50.2%）納入（内、2 名は 2017 年度福岡県士会に入金済み）
3)会員歴証明書について
・会員歴証明書の発行を HP から申請できるように整備する。
会員歴証明書は協会より認定 OT の申請や更新の時に県士会に所属しているのかを確認するために、各士
会より発行しているものである（現状、年 1～2 回程度の発行である）。申請用紙記入し、県士会事務局
へ申し込むことで発行する流れ。
→82 円切手同封してもらうことで承認
4)個人情報について

・個人情報保護方針（プライバシーポリシー）および特定個人情報保護規程（マイナンバーに関する規程）
を作成。この規程で問題なければ、承認頂きたい。規程は理事会の決議によって変更可能である。
→会計事務所に内容を確認してもらい、これでよければ承認
5)県士会備品一覧
・事務局にて管理している備品を整理して一覧表を作成した。別紙資料を参考。研修会や学会時に必要が
あれば事前に事務局にお知らせください。
6)運転と OT 佐賀県アンケート結果のフィードバック
・伊万里有田共立病院の﨑田先生、森先生がアンケートを集約して頂いています（内容は理事運営委員に
メールにて転送しています）
。HP への掲載と会員への発送を考えている。
7)佐賀県 OT 士会年間行事予定
・別紙資料で修正なければ、HP に掲載する。
4. 広報部（仙波広報部長より報告）
・8/24 広報部会議実施。広報誌作成中。
・ホームページ作成業者選定中。2 社に見積もりを依頼している。
予算額をもとにページ数などの容量、更新頻度等詳細を決めていく。業者選定後は作成までに 3 か月ほ
どかかる予定。
→年内に業者選定し、来年度総会以降に立ち上げていく予定。
5. 事業部（寺﨑事業部長より報告）
・事業部副部長を新設。
・高校生職業体験受け入れ実施終了。
・認知症カフェ 10 月より再開。
・OT フェスタ案内文書送付済み。
・OT フェスタに関するポスター内容を一部変更。
6. 福利部（村岡福利部長より報告）
・県士会Ｔシャツ注文受け付けている。9 月末締め切り、10 月フェスタまでに配布予定。
7. 鳥栖三神地区（松尾部長より報告）
・11 月地域ケア会議派遣依頼を行っている。
・高次脳機能障害アンケートを回収中。
8. 東西松浦地区（本山部長より報告）
・地域ケア会議開始 8 名の作業療法士で対応予定（今年度 8 回開催予定）
。3 名ほど増員依頼も来ている。
現在会議は 2 回終了しており、4 回終了した時点で意見交換会等実施していく予定。
19 時～20 時 30 分の時間帯で行い、月曜日は見学参加自由としている。
・唐津市ふれあい福祉祭り 10 月 15 日（日）開催。前田 OTR、本山 OTR でブースを作成予定。
9. 杵藤地区（鶴田部長より報告）
・9 月 2 日、第 19 回佐賀県作業療法学会準備委員会設置。
・9 月 13 日地域ケア会議情報交換会、白石保養院にて実施。
31 名参加予定。

10．在宅生活サポートセンター（石原運営委員長より報告）
・10 月 22 日イベント準備中。OT フェスタも併せて実施予定。
10 月 15 日全体会議予定（介護福祉士会・OT 県士会）。
・来年度の研修計画についてすすめていくが、こういう講座があったらよいなどご意見あれば受け付けてい
きたいと思います（参加者にとって魅力のある内容）。
11. OT フェスタ関連報告（吉富 OTR より報告）
・募集スタッフ締め切りは 9/22 としている。
・身体障害分野、精神障害分野、老年期障害分野、発達障害分野のブース作成予定。
・自助具作成、シーティング研修については県士会のシーティング・福祉用具のエキスパートの会員にも協
力してもらう予定。
・広報については、チラシのほかにサガテレビ「かちかちワイド」、SNS、新聞各社に申し込みを行っている。
・会場周辺施設への挨拶回りも行っていく予定。
12．生活行為向上マネジメント推進委員会（小池副会長より報告）
・MTDLP 事例検討会を 12 月 16 日（土）
、2 月 25 日（日）実施。
13．認知症作業療法推進委員会（小池副会長より報告）
・認知症アップデート研修 12 月 24 日（日）在宅生活サポートセンターにて実施予定。
・「認知症アップデート研修」と「認知症ケアに携わる人材育成研修」内容について、共通する部分はシラ
バスの読み替えができるか検討中。
14. 佐賀県リハビリテーション 3 団体事業について（山口副会長より報告）
・介護予防推進リーダー人材育成研修会
日程：平成 29 年 11 月 4、5 日
場所：1 日目は市内教育会館、2 日目メ－トプラザ
内容：介護予防に資する人材育成研修
案内文発送済み
・地域包括ケアシステム研修会
日程：12 月 2、3 日
場所：伊万里市内
内容：地域ケア会議、国の政策含めて佐藤先生より講演予定
15. 地域包括ケアシステム推進委員会（山口副会長より報告）
・9 月 9、10 日 協会会議参加
後日詳細報告
・佐賀県各地区で情報交換会をすすめていく。
16. 県士会員のエキスパート育成事業
1) シーティング研修（江渡学術局長より報告）
・研修会関連
①8 月 5 日－佐賀県在宅サポートセンター公開講座「座る」を考える 講師：土居道康先生
8 月 6 日－「シーティングにおける多職種ネットワーク構築」研修 講師：土居道康先生

実施している。
②シーティングアセスメント基礎研修：平成 29 年 9 月 9 日（土）実施 開催場所：伊万里有田共立病院
18 名参加。内容を来年度より少し変更していく予定。
③シーティング講座：10 月 28 日、29 日 実施予定 開催場所：在宅生活サポートセンター
講師：山崎泰広先生
※相談会も同時に行うため参加者を募集中。
④シーティングケーススタディ：12 月 9 日 実施予定 開催場所：共立病院
2) 福祉用具エキスパート事業（寺崎事業部長より報告）
・生活行為工夫情報モデル事業
協力会員に向けて 9 月 17 日に本事業の説明会を実施予定。
→登録事例数を増やしていけるように、県士会主催で本事業の趣旨説明など会員にも周知していく必要が
ある。佐賀県は約 30 事例の登録を目標としている。事業に協力してもらえる会員もエキスパート事業の
会員から選出していく必要がある。
17. 特別支援教育について（江渡学術局長より報告）
・7 月 22 日（土）スクールソーシャルワーカーと談話会実施。
・8 月 3 日放課後児童クラブへ 2 回目の訪問実施。10 月 5 日に 3 回目の訪問を予定。
・うれしの特別支援学校にて江渡理事が講義 200 名弱の参加者であった。
・放課後児童クラブより講演依頼あり、内容打ち合わせ中。
・10 月 12 日 障害者支援にかかわる専門家と巡回相談員との合同会議参加予定。
18. その他
・9 月 22 日（金）佐賀県精神障害者スポーツ大会（ソフトバレーボール）を障がい者スポーツセンターにて
実施予定。
以上
（文責：堀 恭介）

