
2022 年度 第 3 回 理事会議事録 

 

日時：7 月 19 日（火） zoom にて実施  

時間：19：15～21：45 

 

参加：木岡会長、加藤副会長、奥野副会長、青野理事、小室理事、小野理事、 

   野口理事、河津理事、小菅理事、常深理事、玉木局長、鈴木事務局長、石黒監事 

欠席：小菅理事、宮内監事 

 

 

【報告・確認事項】 
◯三役 

１．定款の見直しについて 

２．MTDLP 事例検討会への参加 

３．POS 連絡協議会主催の災害対策に関する研修会への参加 

４．多職種連携学会…加藤副会長と奥野副会長出席 

５．加藤副会長の委員就任依頼について（令和 4 年度地域リハビリテーション中核人材に

よる地域における障害者スポーツの活性化に向けた協働事業連絡調整会議委員） 

◯事務局 

１．広報部 

・7/12 に広報部会議。 

HP などの状況について会員への調査を行う。改めて HP の運用について確認する。 

２．財務部 

・会計会議を ZOOM にて開催 

３．福利部 

・新入職者歓迎会 

 6/5 総会後 18:30～実施済み 12 名参加 

◯公益社会局 

１．健康医療福祉部指定管理者選定委員会の出席 

  日時：第 1 回 6/30（木）16:00〜18:00  

     第 2 回 10 月上旬 

  場所：滋賀県大津合同庁舎 

  委員：植松潤治（滋賀県障害児者と父母の会連合会 会長） 

     津止正敏（立命館大学 産業社会学部 教授） 

     前野 奨（滋賀県脊髄損傷者協会 理事長） 

     森田淳一（日本公認会計士協会京滋会 理事） 

     河津 拓（滋賀県作業療法士会 理事） 

  内容：福祉用具センター指定管理者の募集要項，審査基準の検討 

◯教育局 

１．生涯教育部 

   9 月 11 日  第 1 回 現職者共通研修 

２．臨床実習指導者教育部 

   10 月 8.9 日 開催予定 

 募集は 8/8 まで 現在までに 28 名の申し込みあり 

３．MTDLP 推進教育部 

   7 月 24 日 9:30〜16:00 MTDLP 基礎研修（生涯教育部と共催） 

    10 月 23 日 9:30〜12:30   MTDLP 事例検討会＋研修 

                           公開事例検討会と MTDLP 室長 村井先生の講義 



       講義内容の詳細は調整中ですが、MTDLP の現在と、教育等での活用方法、 

       士会に期待することなど予定。 

   2 月 5 日 9:30〜12:30   MTDLP 書き方研修 

        書き方のポイントの講義（MTDLP 審査員）と事例の演習を予定 

   7 月 11 日 MTDLP 推進教育部会議実施 

   6 月 22 日 第 1 回全国推進会議 

       （参加者：加藤 MTDLP 推進教育部部長、竹内生涯教育部部長） 

         →マニュアル一部改訂されます（第４版） 

         →基礎・事例検討会・書き方研修・事例登録で使う資料の整理 

         →指導者の名簿を各事務局に配布 

   11 月・12 月 MTDLP 事例検討会予定 日時未定 

         11 月は平日夜開催、12 月は日曜日 AM 開催予定 

         12 月は小室理事の地域での実践の講義＋事例検討会 

４．小児期、精神、身障老年期分野普及部 

   身障老年期分野普及部：2023年 1月 26日「事例報告についての教育的研修」（仮） 

              19：00～21：30  ZOOM 使用 

   精神分野普及部：9 月 2 日（金）「ベテランによるケース発表」（仮）                                    

19：00～21：00 ZOOM 使用 

◯特設委員 

１．運転対策委員会 

・7 月 24 日 近畿運転プロジェクト事例検討会開催 

・運転特設委員会 圏域代表者意見交換会７月２６日１８時半～ 

 今年度研修会開催と情報交換会実施予定 

２．福祉用具対策委員会 

・生活行為工夫情報事業の啓発を 8 月から積極的に開催予定（チラシ配布） 

３．認知症対策委員会 

・LEAP（若年性認知症 友の会） 

第一回家族交流会 7 月 16 日開催（部員：山崎・宮部・奥野参加） 

第二回家族交流会 8 月 6 日開催予定 

４．精神科作業療法推進委員会 

・第一回研修会「認知症のリハビリテーション Updateと精神科病院でできること」 7月

15 日開催（講師：びわこリハ大学 園田先生） 

５．女性活躍推進委員 

7 月 2 日協会主催の男女共同参画に関する懇談会に委員 3 名出席 

7 月 25 日会議予定 

◯地域活動局 

１．湖北・湖東支部 

湖北支部： 

・第 1 回定例会議を 5 月 18 日に実施。会議メンバー8名。 

・第 1 回支部研修は 7 月 19 日に職場紹介と交流会を計画している。（第 2 回は 11 月ご

ろ予定） 

・LINE グループは 33 名参加。 

・パンフレットは長浜市内の中学 7 校、高校 4 校に配布。その他、部員の施設へ配布し

ている。 

湖東支部： 

・第３回支部会議実施（6/10）実施。会議メンバー５名。 

・支部内の人材育成研修実施。「彦根市の地域ケア会議出席に向けて」１５名参加。 

・彦根市地域ケア会議の予定決定。８月から８回。WebEX にて開催。 



・地域とリハ職を繋ぐバトン事業、講師派遣。7/22「移乗介助と腰痛予防」 

・研修会「ボッチャを知ろう」8/26 19:00～ Zoom にて開催。 

・新入職者紹介 8/26 研修会後実施予定。新入職 彦根中央病院 2 名、アロフェンテ彦根

1 名 

・LINE グループは 43 名参加。 

・パンフレットは各施設に配布予定で調整中。 

３．大津・湖西支部 

 ・大津支部：定例会議３〜4 回予定（6/3 に 1 回実施済）。研修会を実施予定で運営を検

討中。啓発活動は大津市主催のほかほか祭り等を検討中。LINE グループ作成済で現在

54 名参加。連絡手段は LINE、メール、FAX を併用。 

・湖西支部‥メンバーは 17 名。今年度の LINE グループを作成し、メンバー全員を招待

予定。パンフレットは、高島市内中学校(6 校)、高校、高島市内にある病院・福祉施設

等に配布済。今後、中学校への出前講座も検討中。 

４．湖南・甲賀支部 

・甲賀支部、グループ LINE のメンバーは現在 37 名となっており、情報発信や連絡手段

となっている。パンフレット配布は検討中で、8 月 4日の支部会で打ち合わせ予定。 

【審議事項】 
◯三役からの審議事項 

１．対面での会議・研修会について 

 ・協会の基準をもとに実施を試みてみる。ただし対面実施は理事会 LINE で共有。 

 →保留 

２．本会のロゴ作成について→承認 

３．講師支払い基準の見直しについて→承認 

４．倫理案件に関する問い合わせについて→承認 

５．2023 年度からの郵送代行について→承認 

６．事務局システムの改変に伴う新たな組織の編成について→承認 

７．士会からの研究・活動助成金について→一時保留 

【協議事項】 
１．退会者と入会者に対する働きかけについて 

 意見→2013〜2018 年あたりは FAX、FB、LINE など発信を頻繁にやっていた。 

    毎年 4 月初旬に入会の案内の郵送を試みる。 

    びわリハ大への士会・協会に関する紹介出張講義を試みる。 

退会者の理由について分析してみるのもあり。 

    入会への意味が浸透しない、入会へのデメリットも感じている意見もある。 

    OT 所属長宛へのメッセージを郵送するのはどうか。 

    上長から、そして新人からの双方の情報発信。早めの情報発信が望ましいか。 

    士会員用の研修動画をアップロード（2023 年度新システムへ入れ込めるか）。 

２．学術誌の査読について 

結論：査読委員一覧の試作 

    学会と学術誌との連動を踏まえて検討を進める 

３．士会の広報活動について 

 ・士会パンフレットへの意見 

  ターゲットを絞り込んだパンフレット 

  伝えたいコンセプトを絞り込んだパンフレット 

  理事の中で十分検討された内容で進めていく 

紙面にこだわらずメディアを活用する選択肢も考えられるのではないか。 


