
平成 28 年度 第 5 回一般社団法人三重県作業療法士会拡大理事会議事録 

日時：平成 28 年 9 月 22 日（木）13:00～15:30 

場所：ユマニテク医療福祉大学校 

出席者：田中一彦、佐藤明俊、松本周二、橋本昌弘、石崎健、上西徹、宮坂裕之、 

矢賀進二、北川知宏、山本泰雄、井手洋平（以上理事）永田穣（監事） 

オブザーバー：立松麻記子、山内雅之、福浦正樹（ブロック長）  

書記：塩津裕康 

 

＜協議事項＞ 

1. 三重県脳卒中医療福祉連携懇話会リハビリ部会委員の推薦について 

  田中会長を推薦する                        承認 

 

2. 東海北陸リーダー養成研修会について 

  日時：平成 28 年 12月 3 日（土）午後 2時～4日（日）午前 12時 

  場所：富山県総合福祉会館サンシップとやま 6階 

参加者候補 

組織部より牧野氏、寺下氏、参加予定 

理事からは宮坂理事に参加依頼。 

他の候補者の方へも打診していく。 

平成29年度三重県での開催に向けて来年度の予算立てのために、今まで開催した県士会へ

連絡をして、内容、予算等を調査する。 

予算については、東海北陸ブロックでの補助が無い場合もあり、持ち出しとなる可能性あ

り。 

承認 

 

3. 平成 29年度三重県計画にかかる地域医療介護総合確保基金事業（医療分）の提案募集につい

て 

 平成 28年度の企画も保留となっている現状を踏まえ今回は見合わせる 

承認 

4. 後援依頼について 

① 第 9回呼吸ケア誤嚥ケア学会の後援依頼について          承認 

② みえ福祉用具フォーラム２０１６について 

     （審査委員：佐藤副会長、表彰式出席：田中会長）    承認 

③ 一般社団法人日本介護支援専門員協会東海ブロック研修会について  承認 

④ 第 3回東海三重県小児在宅医療研究会               承認 

⑤ 第 15 回みんなの健康講座「みえ・医療と健康を守る会」       承認 

⑥ 第 9回全国精神保健福祉家族大会～みんなねっと三重大会～        承認 

 

5. 県士会 HPについて 

 会員専用ページを作ると、HP作成予算を 1万円超えてしまう 

 会員専用ページを作らなければ予算内になる。 

  会員専用ページには理事会議事録等の記事や、資料などを掲載する 



  →会員専用ページを作成する 

承認 

6. 第 16 回東海北陸作業療法学会より 

① 座長推薦について 

脳血管セッション、高次脳セッション各１名推薦 

早急に三役で人選する 

保留 

② 風船バレーボール参加依頼 

6 名～8名の候補 

参加者を確認し申し込む。 

保留 

③ 開会式出席者について 

田中会長が出席する 

承認 

7. 熊野市地域ケア会議への講師依頼 

  熊野病院の久保氏へ依頼する           承認 

 

8. 特別支援教育での実践に関する情報交換会について 

  ユマニテク医療福祉大学校の熊谷氏を推薦する   承認 

 

9. 補正予算について 

  事務局：第 4回 47委員会オブザーバー派遣費 

      50 周年記念式典参加費・交通費 

  災害対策委員会：JIMTEF 研修会交通費 

  学術部：地域医療介護総合確保基金事業一部負担金 

  各部局の補正予算を追加する   

承認 

10. 三重県障がい者スポーツフェスティバルについて 

  佐藤事務局長を推薦する 

承認 

11. 新人会員県士会活動協力者登録制度推進について＜平成 29 年度＞ 

   案1）新人から各部局へ配置 

   案2）新人、2年目のOTを各部局へ配置。2年目の把握は事務局に前年度の新人登録 

  の用紙が残っているか確認して表を作成 

 →案 2 で継続する 

承認 

12. 地域リハビリテーション部より 

 協力部員に関するアンケート調査について 

 →再度協議して提案する 

保留 

13. 広報部より 

 広報誌「OTみえ」の発送先について 



 →次回理事会で検討 

保留 

14. 教育部より 

   平成 28年 10月 2日（日）開催の共通研修「事例検討報告会」について 

   聴講者 10名、事例報告者 1 名  開催予定 

承認 

15. 第 28 回三重県作業療法学会について 

   プログラムについて 

   →演題登録後最終決定する 

   演題締め切り、査読について 

   →延長は現時点では演題数により延長する可能性あり 

   →査読は 11 月中に実施する 

   印刷について 

   →見積もりを取り、郵送会社への費用も含めて黒川印刷へ依頼する 

    印刷部数は 600部とする 

   後援依頼について 

   →来月より開始する 

   参加費の使い分けについて 

   →500 円ほどを昼食時の懇親会費用やサプライズに使用する。 

   閉会式後の表彰について 

   →表彰者が参加できず、今回は見合わせる。 

承認 

 

 

＜報告事項＞ 

1. 厚生労働大臣表彰受賞者の審査結果について 

永田穣氏の受賞が決定した 

 

2. ブロック長より 

北勢ブロック 

 北勢ブロック研修会：平成 28 年 8 月 28 日 

 アンケート調査実施 

 防災連絡網の訓練実施：平成 28 年 9 月 1 日に実施 

 四日市の１系列除き、全系列で連絡網が機能した 

 地域包括ケアの説明会：各ブロックに分けて実施した 

中勢ブロック 

 勉強会：平成 28 年 10 月 16 日実施予定 

 地区担当者会議実施 

南勢ブロック 

・9 月 3 日担当者会議を実施し、上半期活動・会計報告と下半期活動計画・予算案につい

ての報告 

・下半期活動計画：①松阪地区持ち回り勉強会 10/28 西井病院、2 月頃大台厚生病院担当 



 ②伊勢志摩鳥羽地区：11/13 手の外科領域勉強会、2 月頃に交流会の予定 

 ③尾鷲熊野地区：持ち回り勉強会 9/6 熊野病院、11/8 紀南病院、2/7 老健輝 

   ・2 月号の広報誌の施設紹介は済生会松阪総合病院担当 

   ・学術部南勢ブロック共催の研修会として 12 月 11 日（日）にテーマ「拘縮・褥瘡を防

ぐ！ポジショニング・シーティング」、済生会松阪総合病院にて実施予定。併せて南勢

ブロック交流会も実施予定。 

 

3. 50 周年記念について 

日時：平成 28 年 12 月 4 日（日）13 時 30 分～16 時 30 分 

場所：アスト津 研修室・食工房 

対象：一般 1 部：70 名 2 部：20 名 

チラシを新聞、関連施設へ配布し HP へも掲載して PR する 

 

4. 三重県リーダー養成研修会報告 

一般公募は2年連続候補者無し。結果参加者は1人のみ。 

原因は、各部局から出す人が限られてきて出すのが難しいのでは。 

新規の部局員がいないために出すことが難しい。 

ただ、部局によっては人が多くいるのに出せないのはなぜか。 

今後は、研修会を定例化（たとえば三重県で5年目のOTは必ず参加する研修会にする、とか） 

現部局員の確認のために拡大理事会出席の方には、現段階での部局員の方を教えていただ

く。 

 

5. 新人会員県士会活動協力者登録制度推進について 

新人の方にメールをまわして協力してもらうようにしたが、出欠の返答が全くなく、 

メール連絡での確認は難しかった。 

リハフェスタは10名程度の協力者が必要であったため、まず各施設の上司のOTへ 

連絡して新人の出勤状況を確認して、上司から推薦してもらう形で依頼した。 

 

6. 地域リハビリテーション部より 

① MTDLP 推進プロジェクト委員から協力依頼あり 

 

7. みえメディカルバレー推進代表者会議・みえライフイノベーション総合特区地域会議に 

ついて 

佐藤理事が会長代理で参加 

 

8. 第 7 回 JIMTEF 災害医療研修ベーシックコースの報告 

奥村氏が参加し報告書が届く 

 

9. 第 2 回三重県災害リハビリテーション研修会 

日時：平成 28 年 11 月 19 日(土) 

場所：鈴鹿医療科学大学にて開催 

 



10．学術部主催研修会 

  日時：平成 28 年 11 月 6 日（日） 

  場所：四日市文化会館 

 

11．財務部 

上半期の会計報告依頼 

 平成 29 年度の予算立て依頼 

 

次回理事会日程（理事会） 

日時：平成 28 年 10 月 14 日（金）19:00～21:00  場所：松阪中央総合病院 

 

 

 

 


