
2022 年度 第 5回 理事会議事録 

 

日時 11 月 15 日（火） zoom にて実施  

時間：19：00～21：30 

 

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：宮内監事 

 

【報告・確認事項】 
◯会長報告（木岡） 

１．近畿作業療法士連絡協議会 

・6/4 近畿 OT 学会。オンラインで決定。 

・指導者講習会や災害対策について情報共有 

 

◯加藤副会長 

１．多職種連携学会の委員であるが、奥野副会長に代理を依頼している。 

２．「地域リハビリテーション中核人材における障害者スポーツの活性化に向けた協議事

業連絡調整会議」ついては 11 月 30 日に開催・出席予定。 

 

◯奥野副会長 

１．多職種連携学会 会議 11 月 7日 

・次回学会開催に向けたアイデア募集中（オンラインから対面の実現へ） 

・11 月 11 日 10 時から 12 時まで基調講演撮影会・・・会場聴講へ参加依頼あり 

 

◯事務局（鈴木） 

１．本部 

 ・プライバシーポリシーは掲載完了 

 ・令和４年度地域保健総合推進事業 アンケート調査 回答済み 

 ・「協会の方針や最新の情勢を会員に伝える研修会」 回答済み 

 ・県民参画事業(12/18)の報告（景品やパンフレット） 

 ・定款について 

  ・彦根市高齢福祉推進課より就職枠の件 

  ・smoosyの進捗 

２．広報部 

 ・士会ホームページへの広報依頼文等の掲載作業 

 ・12 月 6日（火）部会開催予定 

３．会員管理部 

・11 月 3日時点の会員の状況 

会員数：490名（うち休会 5名） 

入会者：0名 

退会者：2名 

2022 年度会費支払：410名 

2021 年度会費未納：24名 

 

◯公益社会局 

1．滋賀県健康医療福祉部指定管理者選定委員会 

   日時：2022 年 10 月 14 日（金）10：00～12：30 



   場所：県庁本館 4階 

   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（NPO 法人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） 

 

◯各常設委員会 

１．災害対策委員会 

 ・2022 年 9 月 25 日（日） 大規模災害発生を想定したシミュレーション訓練に参加 

  各圏域の LINE グループにて実施。母数約 341名 返信数 164名との結果。 

 ・2022 年 12 月 2日（金） 滋賀災害対策研修会 

  災害支援～有事・平時にリハ専門職ができること～ 

  講師：田後裕之先生 応募者 12名（締め切り） 

   

◯教育局 

１．生涯教育部 

   終了した事業 

    9 月 11 日  第 1 回 現職者共通研修。20 名の参加。 
    11 月 13 日 9：00～ 第 2回現職者共通研修 

   残り予定の事業 

    12 月 18 日 現職者選択研修「身体障害・老年期分野」 

    1 月 15 日 第 3回現職者共通研修「事例検討/事例報告」 

    1 月 21 日 全国生涯教育推進会議 竹内部長、参加予定。 
 

２．臨床実習指導者教育部 

   10 月 8.9 日 開催。50 名の申し込みあり、最終 48 名の参加。 

   来年も 100 名の募集枠で継続予定。 
 

３．MTDLP推進教育部 

 ・終了した事業 

  10 月 23 日 9:30〜12:30  

   公開事例検討会（事例提供 瀧沢 OT) 

        ＋日本 OT 協会 MTDLP室  村井先生・三上先生による講義 

     テーマ「OT に期待する MTDLPの活用の仕方」  参加者 32名  

  11 月 10 日 19:00〜20:30   

   第１回 MTDLP事例検討会 

   参加者 16名（うち、発表者２名 県外 4名） 

   講師：加藤部長 ファシリテーター：小室部員、竹内部員 

 ・残り予定の事業 

  12 月 4 日   9:30〜12:30 

     第 2 回 MTDLP事例検討会＋小室理事講義「MTDLPの実践と地域支援」 

      現在応募者 ６名（うち発表者２名 県外２名） 

      講師・ファシリテーター：小室部員、加藤部長 

  2 月 5 日  9;30〜12:30 

    MTDLP事例登録書き方研修 

    柴田八衣子先生講義「事例登録の書き方のポイント」＋演習 

      現在応募者 ４名 



       講師 柴田先生（兵庫県立リハビリテーションセンター） 

          演習サポート：加藤部長、小室部員 

 

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（CVA）についての教育的研修」（仮） 

      19：00～21：30 ZOOM 使用。 

    精神障害分野普及部： 

      令和 5年 2月に、もう１つ研修を実施予定。近日、部会を実施予定。 

    小児期分野普及部： 

      滋賀県内で子どもの困り感を支援する OT の情報交換会 終了 

            令和４年１０月２８日（金）19：00～21：00。21名の参加。 

次回、1/20 の 19：00より第 2回を開催。  

 

◯学術局 

１．学術誌編集部 

・投稿規定などを作成。2023 年年明けで会員へと公開できればと考えている。 

 →理事会承認 

２．学会事業部 

・11 月 27 日 学会当日 

 

◯特設委員会 

１．運転対策委員会 

・11 月 7日滋賀県自動車運転と医療に関する協議会 会議へ部員、県庁宮本 OTと参加 

今後パンフレット作製、2月に研修会の開催を予定 

 

２．福祉用具対策委員会 

・生活行為工夫情報事業にて、事例登録を募集中。各圏域や所属で登録の推進にご協力を

お願い致したい。 

・2023/1/27 研修会開催予定「障害を有する方の生活を豊かにする ICT・IoT の活用に向

けた作業療法士の役割」：講師 小林大作 OTR 

 

３．認知症対策委員会 

・若年性認知症 交流会 LEAP 2022 年 11 月 5 日開催 滋賀県立長寿社会福祉センター 

会議室にてハイブリット開催（宮本、山崎、宮部、奥野参加） 参加者 11名  

 6 月 家族の会と打ち合わせ 毎月オンラインでの開催を周知、年に 2回ほど会場参集 

 7 月 16 日、8月 6日、9月 3日、10 月 1日オンラインにて開催済 

・認知症に関わるOT交流会 2022年 12月 15日オンライン開催予定（年度内2-3回予定） 

 

４．精神科作業療法推進委員会 

・大津支部から研修会の依頼あり。精神機能に関する評価・・・１月開催に向けてアンケ

ートなど準備中。 

 

５．女性活躍推進委員会 

・10 月 19 日、自宅会員向けアンケート発送作業実施。 

・11 月 30 日までの期限で、返送待ち。11 月 15 日現在、８通返信。 

 

 



６．地域包括ケア推進委員会 

・9月 29 日（木）POS連絡協議会ファシリテーター研修参加 

・10 月 2日（日）POS連絡協議会アドバンス研修リハーサル参加 

・10 月 3日（月）POS連絡協議会、滋賀県立リハビリテーションセンター合同会議参加 

・10 月 14 日（金）POS連絡協議会会議参加 

・10 月 30 日（日）地域包括ケアシステム推進委員会参加 

 

◯地域活動局 

１．東近江支部 

①定例会議:9 月、10 月は実施なし 

②東近江 OT 実践倶楽部(ZOOM) 

  ［日程］1 回/2 か月、年 6回予定 

  ［時間］18:30～19:30 

  ［内容］学習会・事例紹介＆意見交換 

                ※若手 OT が参加しやすいテーマ 

     ［予定］ 第 4 回 11/11(金)→延期、日程再調整 

                  第 5 回 1 月 

                  第 6 回 2 月 

③東近江ＰＯＳ連絡協議会人材育成事例検討会      

    ［日時］9/22 日（木）19:00～ 

④グループ LINE 運用の継続  

 11/7 時点・・・81名参加 

           

２．湖北支部 

  ①9 月以降の会議無し 

  ②自立支援会議出席（長浜市） 

  ③湖北支部 Zoom 研修会 

  ・「湖北の OTどこにいる」病院・施設紹介＆交流会 

    第２回 11/21（月） 19 :00～ 

           紹介施設： 米原市地域包括医療福祉センターふくしあ 

            いそクリニック 

            スポーツひろばアクト NEXT 

           現在申込者２名 

  ④Lineグループの運用継続：現在 33名 

 

３．湖東支部 

  ①支部会議 2回開催（定例、臨時） 

  ・2023 年度滋賀作業療法学会の学会長の選出        

          大塚武司先生（彦根市立病院） 

          役員決定は 11 月 27 日学会以降に選考予定 

  ・次回定例会議 3 月を予定 

  ②学会運営会議の発足 

  ③地域ケア会議出席（彦根市） 

  ・９月、10 月出席済 11 月出席予定 

  ④Lineグループの運用継続：現在 43名 

 

 

 



 ４．大津支部 

①定例会議（計 3 回予定） 

 6/3、10/19 開催済 

②大津支部の研修会について、概要検討 

 テーマ：「作業療法の精神面の評価について（仮）」 

   講師：園田先生 神戸大学大学院保健学研究科 認知症予防推進センター ウェル

ビーイング先端研研究センター 特命准教授   ※ 精神と大津支部合同で開催予定 

③作業療法の啓発活動（大津市で実施している聴覚障害の方のデイサービスにて） 

 運用の担当者 杉江先生 

④グループ LINE  

 11/9 時点 56名参加 

 

５．湖西支部 

 ①11 月４日に開催された滋賀県 POS連絡協議会(人材育成として)参加で、会員 8名が参

加しました。 

 ②市内中学校への出前講座は、依頼ありませんでした。※市の教育委員会とのやり取り

は一回有。「各中学への連絡はしています」とのこと。 

 

６．湖南支部 

①広報パンフレット進捗なし 

②POS連絡協議会 

11/18 症例検討 

12/24 地域包括ケア会議に向けた事例検討会 

③部員交流会 

1～5年目をターゲットに令和５年２月頃を予定 

④啓発活動 

福祉用具センターの福祉用具フェアへの参加。協賛を提案し同意を得た。 

 

７．甲賀支部 

①9/24甲賀圏域交流会 17名参加 

②広報パンフレット甲賀市内全中学校へ配布 

③定例会議 11/17 開催予定 

 

◯その他 

・抱え上げない介護推奨事業所推奨審査 9/26 9：00〜11：00 

  滋賀県福祉用具センター（鈴木） 

・令和 4年度総合リハビリテーション推進会議出席（鈴木） 

 11/15（火） 14：00〜16：00 オンライン会議 

 センター事業の進捗状況、これからのセンターが取り組むべき課題、基本理念について  

 

 

 

 

 

 

 

 



【審議事項】 
◯非会員の各部局主催の勉強会参加への対策 

 入会案内のスライド作成→承認 

 

◯損害賠償保険について 

 日本作業療法士会「作業療法士総合補償保険制度」に加えた新たな補償は導入すべきか。 

 →過去に契約していた保険会社の資料からも情報収集し、継続審議とする。 

  

◯学会（11/27） 

 →ハイブリッド開催を予定通り進めていくことについては改めて承認 

 

【協議事項】 

◯事務局システムへの意見収集 

 →以後、引き続き意見を求めていく 

 
◯47 委員会の報告と今後について（事務局） 

 →引き続き協議事項とする。 

 

◯県リハとの地域リハビリテーションの促進について（小室） 

 ・2023 年度から人材名簿をもとにした運用 

  2022 年度中に名簿の内容を吟味する。 

  推奨される教育プログラム（領域）について次回の理事会までに→継続審議 

 

◯地域包括ケア推進委員会 

 ・協会の会議に出席 

 ・「各事業担当者との連携」について各会員の状況把握が必要。 

アンケートを実施予定 
  →引き続き協議事項とする。 

 

 

次回理事会、2024 年 1 月 17 日 19：00〜 

 

 


