令和 4 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 4 年 9 月 9 日（金）19:00～20:55
場所：web 会議
出席者：
理事：田中一彦、佐藤明俊、松本周二、大塚美奈子、牧野有華、石崎健、山本泰雄
宮坂裕之、上野平圭祐、島崎博也、冨中真悟（11 名）
監事：永田穣、橋本昌弘（2 名）
書記：前田健太（1 名）
ブロック長・部長・委員長・報告者：廣瀬富二（北勢ブロック長）、松原健（中勢ブロッ
ク長）、伊藤正敏（地域リハ部部長）、中西伸彰（災害対策委員会委員長）、小山隆幸（障
がい者スポーツ推進委員長）、萩野創（広報部）（6 名）
＜協議事項＞
1． 後援依頼について
・全国リハビリテーション学校協会第 8 回東海ブロック教育部研修会より後援依頼
・みえ福祉用具フォーラム 2022 後援および三重県作業療法士会賞依頼
承認
2． 共催依頼について
・第 22 回三重県小児在宅研究会より共催依頼
承認
3． 推薦依頼について
・四日市市瀬古泉カフェでのグループ回想法講師依頼

上田 奈央 氏（主体会病院）

・四日市市大矢知地区「健康管理講座」認知症についての講演依頼
佐野 佑樹 氏（長太の寄合所くじら）
日時：令和 4 年 11 月 16 日（水）13：30-15：00
内容：「家族の思い」：20 分間
講師：中川 秀行 氏（認知症の人と家族の会 三重県支部 四日市市世話人）
「変えやな！認知症のイメージ～当事者の声が活動の出発点～」：60 分
講師：佐野 佑樹 氏（長太の寄合所「くじら」/三重県作業療法士会 地域リハビリ
テーション部 認知症とともに班）
・四日市市障害区分認定会議委員会

大塚 美奈子 氏（小山田記念温泉病院）
承認

4．新入会員の承認
1名
承認

5．東海北陸リーダー養成研修会推薦者について
現段階で 4 名の参加予定あり
（渡邉誠氏、濱口真氏、古野智香氏、木山喜史氏）
理事から 1 名推薦する
承認
6．ホームページリニューアルについて
日本作業療法士協会、県士会の統合を控えている中で、ホームページのリニューアルを
進めていくべきか、またその他作成にあたっての意見はないか
＜意見＞
・会員用、非会員用のページは作成してほしい
・会員用ページでは、部局ごとにページを作成したり、研修会の参加フォームを作成でき
ると良い
・ログイン ID・パスワードには日本作業療法士協会の協会番号を入力するようにしたい
・非会員の一般の方向けの啓発、情報発信も増やしていきたい
＜確認・検討事項＞
・日本作業療法士協会の入退会、決済方法を確認しておいてほしい（事前に県士会で採用
できるとスムーズに統合へ移行できるため）
・大幅リニューアルには費用が掛かるので、入退会管理のシステムは導入せずに、会員用
ページのみ充実させていく方法も含めて今後さらに検討していく
保留
7．LINE スタンプの配布方法について
LINE スタンプ配布が、県士会の LINE＠から行えないため代替案を検討
個人の携帯電話で友達申請を行って渡すことは可能だが、個人情報の観点から良くない
と思われる
＜代替案＞
① 番号付き携帯電話（SIM）をレンタルする
東海北陸作業療法学会で携帯電話をレンタルするので、レンタル期間を 1 か月程延長し、
東海北陸学会のイベントとしてその間に実施する、もしくは啓発部にてレンタルする方法
②県士会で携帯電話を保有し、その携帯電話から配布する
③企業案件としてスタンプを作成する
無料スタンプであれば月額 250 万円ほど費用がかかる、また無料スタンプは期間限定の
配布となる
→有料販売であれば、1 個 120 円程度から販売可能なため、有料販売も検討
配布方法は決定していないが、スタンプの配布自体は進める
もう少し情報収集をして、配布方法を検討していく
日本作業療法協会が LINE スタンプを配布しているので、方法について聴取する
保留

8．県士会での携帯電話のレンタル（保有）について
議案 7 と同様に、県士会として携帯電話を保有することも今後継続して検討
保留
＜報告事項＞
1． 各ブロック長より報告あり
北勢ブロック：廣瀬富二氏より報告あり
連絡網の整備を実施
北勢ブロック学習会のアンケート結果について別紙報告あり
内容については学術部にて報告
中勢ブロック：
（1）中勢ブロックの連絡網の整備
施設の順番、連絡先（電話番号・メールアドレス）等修正を行う。
（2）中勢ブロックの研修の企画
令和 4 年 10 月 28 日（金）に開催予定で準備を進めている。
Zoom を使用し、オンラインで施設・病院紹介を行う。（コロナ禍以前に対面で行
われていたものをオンラインで実施する）
南勢ブロック：欠席（次回報告）
2．三重アルコールと健康を考えるネットワーク第２回研修会について
「総合病院内での多職種連携の現状と課題」
日時：11 月 4 日（金）18 時 30 分～20 時 45 分
場所：県庁講堂
参加者：中西 伸彰 氏（三重県立こころの医療センター）
シンポジスト：大塚 美奈子 氏（小山田記念温泉病院）
3．組織部より
（1）令和 4 年度の各部局・委員会名簿
牧野理事より、現時点の各部局・委員会名簿を理事へ配布する予定
（2）三重県作業療法士会活動研修会
日時：令和 4 年 7 月 29 日（金）20：00～21：30
場所：Web 会議
参加費：無料
目的：三重県作業療法士会の歴史や活動を知る、ブロック長や地区担当者の役割を
理解し、県士会活動に活かしていく
参加者：11 名
研修内容：講義：県士会活動の歴史と現状の課題
講師：佐藤 明俊 氏（鈴鹿回生病院）

グループワークと質疑応答
4．地域リハビリテーション部より
地域で活用できる作業療法士育成研修」修了証についての現状報告あり
順調に進めば令和 4 年度より発行を開始していく予定
5．学術部より
（1）三重県作業療法士会 学術部主催研修会
「これからはじめる方必見！臨床研究のいろは。～テーマの決め方から発表の仕方
まで～」
日

時：令和 4 年 7 月 24 日（日）9:00～12:30

開催方法：Zoom
講

師：加藤康太氏（主体会病院

理学療法士）

申し込み者：12 名
当日参加者：10 名
（2） 学術部主催

北勢ブロック学習会

開催報告

日時：令和 4 年 8 月 21 日（日）13：30～16:30
開催方法：zoom によるオンライン開催
内容：①「What’s 特別支援教育」
三重県立特別支援学校 北勢きらら学園 堀池恵里 氏
②「三重県における学校内作業療法士の現状」
三重県立特別支援学校

伊賀つばさ学園

三重県立城山特別支援学校
三重県立特別支援学校

梶村季美江 氏

節句田絵美 氏

北勢きらら学園

堀池恵里 氏

③「特別支援学校の作業療法士の現状と学校 OT に必要なスキル」
神奈川県立麻生養護学校

芝崎律子 氏

④シンポジウム
参加者：県内 OT，県外 OT，OT 養成校学生

総勢４８名

6．四日市市認知症関連図書啓発パネル展示について
四日市市から依頼があり、四日市市立図書館に佐野佑樹氏作成（回想法に関して）の
パネル展示を行っている
事前に三役にて承認済み
7．日本作業療法士協会 2022 年度大規模災害発生を想定したシミュレーション訓練につ
いて
2022 年度災害発生を想定した訓練についての報告あり
8．ブロック長への連絡事項

事務局：令和５年度の計画、予算案の作成
教育部：ホームページ、LINE＠から研修会参加を促してください
組織部：連絡網が整い次第、松本氏、牧野氏へ連絡する
啓発部：啓発活動が出来るようになった時に、部員募集の協力依頼
地域リハ部：研修会の企画時、連絡網等で広報依頼
広報部：各研修会のリモート画像のスクリーンショットの送付
南勢地区で運転と作業療法に興味がある方の募集
福利部：イベントを行う際の参加者の参加促し依頼
障がい者スポーツ推進：イベント開催時の協力依頼
規約表彰委員：各議題の進捗状況など、不明点等の意見収集
渉外部：賛助会員になる企業
監事：県士会を盛り上げるには、ブロック活動の活性化が必要
会長：新人、新入会員の把握のためブロック、地区の中で交流会や勉強会の企画立案
東海北陸作業療法学会の参加者の広報依頼
＜ブロック長からの質問＞
特になし

次回理事会日程
日時：令和 4 年 10 月 14 日（金）19:00～21:00
場所：web 会議

