令和元年度 第 5 回一般社団法人三重県作業療法士会定例理事会議事録
日時：令和元年 9 月 22 日（日）9:00～11:50
場所：鈴鹿厚生病院
出席者：田中一彦、佐藤明俊、松本周二、井手洋平、大塚美奈子、橋本昌弘、山本泰雄、
島崎博也、石崎健、冨中真悟（以上理事・監事）
書記：松本周二
部長・委員長・報告者・ブロック長：上西徹（事業部部長）、佐野祐樹（認知症作業療法
推進委員長）、中西伸彰（災害対策委員長）、小山隆幸（障がいスポーツ委員長）、水谷
耕太郎（北勢ブロック長代理）、山内雅之（中勢ブロック長）、久保雅邦（南勢ブロック
長）、位田貴俊（教育部）、
＜協議事項＞
1．後援について
・第 12 回伊勢地区医師会脳卒中・認知症市民公開講座
・第 31 回三重県理学療法学会
・第 4 回三重県言語聴覚士会学術集会
・地域リハ活動推進のための研修会
・秋季研修会「PTOTST からみた摂食嚥下障害～基礎と実技～」
・第 12 回呼吸ケア誤嚥ケア学会
・みえ福祉用具フォーラム 2019
・第 52 回三重県臨床工学技士会教育セミナー
・第 6 回三重がんリハビリテーション研修会
・三重県慢性腎臓病対策・県民公開講座
・みえ医療と健康を守る会
各依頼に対し後援する。

承認

2．講師依頼
・第 12 回伊勢地区医師会脳卒中・認知症市民公開講座
伊勢慶友病院 成川氏を推薦する。

承認

・大和学童保育所「学童保育と作業療法の連携」
発達支援委員会の早川氏を推薦する。

承認

・三重県指定自動車教習所より 高次脳機能障がいについて
藤田保健七栗記念病院の渡辺氏を推薦する。

承認

・地域リハ活動推進のための研修会
鈴鹿中央総合病院の伊藤氏を推薦する。
3．組織部より

承認

・東海北陸リーダー養成研修会について
日時：令和元年 11 月 30 日（土）、12 月 1 日（日）
開催場所：石川県
理事より 1 名選出し、他 4 名を各部局より厳選していく。

保留

4．財務部より補正予算について
北勢ブロックにて 8 月 25 日（日）開催の研修会で、講師費が計上されていなかった。
今回、ブロック長変更等々で予算計上できていない面もあり、予算立案されていない
が支出した。
今後は、学術部に事前申請して、予算立てを綿密に行うようにしていく。
承認
各部局・委員会の交通費支給について
現行の規約であれば、職場からの会議場へのブロック区分で算出している。
しかし、現在は開催施設の委員に対しての支給はない状況
今後、施設提供協力会員などへの支給内容などについて財務部と、規約表彰委員会で
検討する。
保留
5．規約表彰委員会より
・令和 2 年春の外国人叙勲候補者の推薦について
該当者なし

承認

6．地域リハビリテーション部より勉強会について
第 2 回勉強会開催を下記日程で検討している。
会期：令和元年 12 月 21 日（土）
時間：14：00〜16：00
テーマ「地域におけるフレイル予防」
対象は会員向けで検討している。

承認

7．第 21 回東海北陸作業療法学会 組織について
学会長：田中一彦
副学会長：松本周二
実行委員長：佐藤明俊
事務局長：大塚美奈子
財務部長：井手洋平
運営局長・学術局長に関しては、三役で候補者を検討する。
会期は、令和 3 年 11 月 13 日（土）・14 日（日）四日市市文化会館にて開催予定

今年度より準備運営を開始する予定

保留

8．認知症作業療法推進委員会より
令和元年 11 月 9 日（土）10 日（日）に東京で開催
委員会より工藤氏と上田氏を推薦する。

承認

＜報告事項＞
1． 各ブロック長より報告
北勢ブロックより
4 月 6 月 8 月に定例会議を開催
令和元年 8 月 25 日（日）にブロック研修会開催
会員連絡網の整備を行った。
ブロック役員が入れ替わったことで、若干運営に戸惑いがあったが、徐々に修正でき
てきている
中勢ブロックより
令和元年 8 月 14 日（水）ブロック勉強会開催
令和元年 6 月 28 日（金）施設見学会実施
令和元年 10 月 6 日（日）にブロック研修会開催予定
今年度よりブロック長２人体制で運営している。
例年、勉強会、研修会では名簿を財務部より提供していただいて確認していたが、
今年度より、県士会会員カードで確認しているが忘れてくる方の確認ができていな
い。今後どうするか。
→学術部長より
今後は、会員カードの提示は必須となるため、携帯を促していくようにする。
南勢ブロックより
ブロック連絡網整備
令和元年 9 月 8 日（日）ブロック研修会開催
次年度ブロック長変更に伴う役員会開催
松阪・伊勢各ブロックで勉強会・研修会開催
尾鷲・熊野地区にて地区交流会開催
2．日本作業療法士協会より
・会員情報ポータルサイトへの会員・施設情報の更新依頼あり
・会員情報更新促進について
OT 協会より、数年にわたり OT 協会員＝県士会員を進めている。

OT 協会システムの情報と三重県作業療法士会の情報を確認したところ、
OT 協会登録で、県士会登録が 607 名（OT 協会と県士会との情報の相違が 34 名）
OT 協会登録で、県士会未登録が 146 名
OT 協会未登録で、県士会登録が 64 名
という状況である。
今年度県士会入会の新人会員の本登録が完了しておらず、9 月末までの登録完了に向け、
各施設へ依頼する。
毎年、情報の更新を行えるように情報発信する。
3．事業部より
・公開講座について
令和元年 12 月 8 日（日）名張市役所にて開催予定
テーマ：「いつまでも運転が続けられるように日々の暮らしでできること」
名張市の広報へは掲載依頼済み
チラシに関しても現在作成している状況
4．教育部より
（1）臨床実習指導者講習会について
令和元年 10 月 26 日（土）・27 日（日）鈴鹿医療科学大学にて開催
鈴鹿地区は 100 名定員に対して、定員に達した。
令和元年 12 月 14 日（土）・15 日（日）松阪中央総合病院にて開催
松阪地区は 87 名の参加予定、内 20 名が非会員
OT 協会への登録は申請済み
（2）現職者選択研修 MTDLP 基礎研修（南勢地区）
今年度より 2 回開催
第 2 回目は、令和元年 9 月 29 日（日）に伊勢にて開催
（3）MTDLP について
協会開催の推進会議に位田委員が参加してきた。
今後は、養成校での普及をしていく。
また、今後は実習生指導にも関わるために県内でも推進していく。
受講履歴に関しての問い合わせは、位田氏が対応していく。
5．作業療法啓発部より
・高校生見学アンケート

令和元年 7 月 22 日（月）〜27 日（土）の期間で 68 施設より協力いただき、38 施設で
見学実施
62 名の参加が得られた。
実施後に学生アンケートを実施
・2019 年 PT・OT・ST 合同啓発イベント：救急・健康フェア 2019
令和元年 9 月 15 日（日）10:30〜16:30 まで、鈴鹿医療科学大学白子キャンパスにて
開催
実行委員 11 名の協力あり
全体参加延べ人数 522 名、OT ブース 221 名あり
6．福利部より
ファミリー交流会を令和元年 7 月 28 日（日）10:00〜12:00、津市久居のおやつタウン
にて開催
会員・家族計 47 名（大人 20 名・子供 27 名）の参加あり
7．事務局より
・白書アンケートについて
ブロック毎の協力を得て今回実施し、回収している。
個人では 260 名、施設では 91 施設の回答があり、40％程度の回収率となっている
再度、ブロック連絡網で、回収率 UP を図る。
8．認知症作業療法推進委員会より
（1）地域活動チャレンジ企画研修会
スキルアップ研修会開催
令和元年 6 月 23 日（日）三重県立こころの医療センターにて開催
参加者 46 名（学生 3 名、他職種 10 名、OT33 名）
（2）共に支え合って歩もう

〜認知症アップデート研修会〜

令和元年 8 月 25 日（日）三重県立こころの医療センターにて開催
参加者 29 名（OT18 名、その他 11 名）
9．日本作業療法士協会との災害対策訓練について
令和元年 9 月 25 日（水）協会連携での災害訓練を実施予定
また、今回台風 15 号の影響で、局地的な被害もあった。災害時は、事務局から安否確
認のメール発信であったが、今後は各ブロック長判断で確認していくことも必要と考
えている。

10．災害対策委員会より
今回、千葉の風水害、伊勢湾台風から 60 年という現状があり、三重県としても警戒
をしている。
また、48 時間以降の災害非常電源のバックアップも切れるため、その後の情報集約
の方法など、課題になっている
三重県災害対策本部は設立されるが、JRAT 等との協定は現状では結べない。
南海トラフ地震発生すると、東日本を超える規模の災害が予想され、近隣県からの救
援などは厳しいと考えられる。
今回の協会との訓練後に、災害対策委員より新たなメールを配信し今後の訓練、ボ
ランティア協力などの情報共有を行っていく。

11．障がい者スポーツ推進委員会より
令和元年 8 月 24 日（金）第 1 回会議開催
会員への障がい者スポーツの啓発方法について検討を行った。
茨城いきいき夢大会視察に小山氏、奥川氏の 2 名を派遣する。
12 月開催される鹿児島区分判定研修へ佐藤氏を派遣する。
12. みえ福祉用具フォーラム 2019 の開催について
令和元年 11 月 22 日（金）10:00〜15:30
三重県身体障害者総合福祉センターにて開催
県士会 HP にチラシを掲載していく。

次回理事会日程

日時：令和元年 10 月 11 日（金）19:00～21:00
場所：鈴鹿厚生病院

