令和元年度 第 10 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 2 月 15 日（土）9:00～12:00
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、井手洋平、大塚美奈子、山本泰雄、石崎健、
宮坂裕之、牧野有華、冨中真悟、上野平圭祐、（以上理事）
橋本昌弘（監事）
書記：松本周二
部長・委員長・報告者・ブロック長：熊谷ちほり（発達支援作業療法推進委員長）、
久保雅邦（南勢ブロック長）、山内雅之（中勢ブロック長）、水谷耕太郎（北勢ブロック
長）
＜協議事項＞
1．令和 2 年度第 11 回地域リーダー会議の参加者の推薦について
・古野智香氏（伊勢慶友病院）、竹森史江氏（訪問看護ステーションほたるみえ）
承認
2．令和元年度第 2 回「みえライフイノベーション総合特区地域協議会」および「みえメデ
ィカルバレー推進代表者会議」参加者について
・田中会長参加
承認
3．三重県介護支援専門員協会第 3 回研修会共催依頼について
承認
4．リハ MAP 中部支部第 2 回勉強会での後援依頼について
承認
5．賛助会員の会員規程の変更について
・A 会員 B 会員の賛助会員費一本化について
⇒5,000 円に統一し、広報には毎回掲載（年 2 回）、掲載時は 1/4 ページとする
・規程の第 3 条（4）の文言の変更
⇒無料で掲載出来る。

に変更

・2．の 会費の納入は原則として当該年度内とする。
・HP 掲載についてもよりわかりやすく掲示を検討
・決定した事項を盛り込み、次回理事会で改定案を協議する。
承認

6．慶弔費について

・理事会で今後検討
保留
7．三重県作業療法学会演題採否決定の手引きについて
・演題採択責任者は認定作業療法士、学会座長経験者又は実績のある経験年数 5 年以上
の正会員とする．に変更
・学術部で三重県作業療法学会の座長、査読委員、のリストを作成（過去 5 年分）
承認
8．会計申し合せ事項について
・参加者の会費・伝達講習会及び地区勉強会の講師謝金規定（案）を作成
・研修会で必要な茶菓子代は福利厚生費として計上する
・「参加者の会費・伝達講習会及び地区勉強会の講師謝金規定」について、次回理事会
までに、文言を追加し提案する。
保留
9．地域生活応援会議助言者の推薦について
・前年に引き続き 服部智史氏（ヨナハ総合病院）推薦
承認
10．令和 2 年度予算案の確認と法人クレジットカード作成について
・活動計画変更など会計の変更あれば財務部長へ連絡
・法人クレジットカード作成する
承認

＜報告事項＞
1．障がいスポーツ委員からの士会員への広報について
・みえとこわか大会の内容の広報、各ブロックで大会のアピール、広報を行う
・運営委員会より、コンディショニングルームなどで怪我や精神的ケアに対しての対応、
ボランティア依頼あり

2．各ブロックからの報告事項
＜北勢ブロック活動計画＞
・令和 2 年 8 月 23 日（日）研修会（学術部と合同企画）

常葉大学 吉田氏が講師
・連絡網の整備
・定例会議の開催
＜中勢ブロック活動報告と活動計画＞
1）下半期活動報告
①中勢ブロック勉強会 5 回開催
②施設見学会
③中勢ブロック企画学術部勉強会 開催
2）R2 年度活動計画
①活動計画
・中勢ブロック勉強会→継続
・中勢ブロック企画学術部勉強会→継続
日時・会場未定
「臨床で遭遇する上肢整形の基礎知識」
鈴鹿回生病院 坂 尚樹氏
・施設見学会 →継続 地区担当施設から選出
②新ブロックメンバー
ブロック長１ しおりの里 植村恭也氏
２ 未定
地区担当
津北

：主担当 介護老人保健施設あのう小宮 悠一郎氏
副担当 カサデマドレ 谷口 麻実氏

津東

：主担当 若葉病院 栗山 翼氏
副担当 ほたるみえ 竹森 史江氏

津西

：主担当 しおりの里

植村 恭也氏

副担当 藤田医科大学七栗記念病院 宮坂 裕之氏
伊賀・名張：主担当 デイサービスそらまめ希央台 冨田 一孝氏
副担当 ハーモニーハウス伊賀大山田 米澤 悦子氏
＜南勢ブロック活動報告と活動計画＞
1）南勢ブロック連絡網の整備
2）ブロック会議を実施（年２回）
＜新南勢ブロック長・地区担当者＞
南勢ブロック長：加太俊太朗氏（大台厚生病院）
松阪地区：茨木孝氏（介護老人保健施設 嘉祥苑）
伊勢志摩鳥羽地区：山口陽平氏（伊勢赤十字老人保健施設 虹の苑）

尾鷲熊野地区：浅井巧氏（三時間デイサービス リハビリハウスみやま）
3）学術部南勢ブロック共催研修会・交流会開催
日時：令和2年1月19日（日）研修会9：30～12：00交流会12：15～12：30
場所：済生会松阪総合病院
内容：「高次脳機能障害 ～回復期を終えてから社会復帰までの道のり～」
講師： 島村 藍氏（三重県身体障害者総合センター

臨床心理士/公認心理士）

参加者：23名（会員20名、他職種3名）
4）地区活動
1）松阪・伊勢・志摩・鳥羽・尾鷲・熊野、各地区での勉強会・交流会
の開催
5）南勢ブロック活動計画
1）年 1 回 学術部と共催の研修会 ブロック交流会を実施予定
2）年 2～3 回（拡大理事会前、必要に応じ）担当者会議を実施予定
・各部局よりブロック長への相談
・事務局より腰部尾
ブロック連絡網への連絡の徹底
・各ブロックより要望
退会・休会のお知らせ
新規施設のお知らせ
3．組織部より
・令和元年度報告事項と調査結果
・東海北陸リーダー養成研修会
日程：令和 2 年 11 月 28 日（土）～29 日（日）
場所：愛知県
4．令和 2 年度一般社団法人三重県作業療法士会総会の開催場所とスケジュールについて
日時：令和 2 年 6 月 28 日（日）
会場：四日市市文化会館 第 3 ホール、第 2 研修室、和室
＜スケジュール案＞
9：00～9：30（新入会員）・9：30～10：00（会員）
9：30～9：50 新人オリエンテーション（概要）
10：00～11：30 勉強会または研修会 （第 3 ホール、第 2 研修室）
11：40～13:00 総会（第 3 ホール）
13：10～14：20 懇親会（新人オリエンテーション・各部局のインフォメーション）

14：30～15：00 撤収作業
※2 会場で勉強会・研修会を行う。時間は 90 分とする予定。
※各部局の活動報告を 3 月理事会までに完成予定
5．福利部より
「みえ OT ボッチャ体験会」
日時：令和 2 年 2 月 9 日 10：00～12：00
会場：鈴鹿厚生病院 体育館
内容：ボッチャおよびフライングディスクの体験
参加者数：16 名（大人 14 名，子供 2 名）
6．第 3 回 47 委員会の報告
・議事内容資料回覧
・会員＝協会員＝士会員 が原則となる 2022 年に一本化となる
・会費を徴収する手間が省くことが出来る
・会員の情報が協会と士会で共有できる。

7．広報部より
・3/8 の OT 県士会でアンケート調査実施、学会誌にもアンケート協力のページを挿入した
・広報誌「OT みえ」132 号を発行
8．運転と作業療法委員会より
・教習所の見学の調整をしているが、今年度開催は難しい

次回理事会日程
日時：令和 2 年 3 月 13 日（金）19:00～21:00
場所：鈴鹿厚生病院

