
2022 年度 第 6回 理事会議事録 

 

日時 1月 17 日（火） zoom にて実施  

時間：19：00～21：00 

 

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、宮内監事 

欠席：石黒監事 

 

【報告・確認事項】 
◯奥野副会長 

・滋賀 OT 学会 参加登録 135 名 次回湖東（引継ぎ 1月 25 日 びわリハ） 

 

◯事務局（鈴木） 

１．本部 

◯47 委員会の報告 

・協会員=士会員 

士会としての動向を HP にて報告していく。 

・オープンチャットの利用について 

 和歌山県士会が災害時に利用。今後の地域活動局で活用を検討していく。 

   

２．広報部 

◯部会開催 

 アイコラ（北川さん）も部会に招き、HP 改定についての検討を進める。  

 

３．会員管理部 

◯1月 14 日時点の会員状況 

    会員数：４９３名（うち休会４名） 

 2022 年度会費未納者：６３名 

 2021 年度会費未納者：２３名 

◯管理システム導入の進捗 

・12 月末時点で、現会員のうちアドレスを回収できたのは 290 名程度。回収できてない方

には個別に案内予定 

・現在は、会員管理システムに移行するデータを作成中。スムーズに作業を行うため、退

会届以外の手続きについては、停止中。会費の支払いについても、停止している。 

・4月より会員管理システムのサイトが運用できるように準備中 

 

◯各常設委員会 

１．災害対策委員会 

 ・1月 19 日 滋賀 JRAT 会議 

２．選挙管理委員会 

 ・来週 23 日からの選挙公示に向けて準備を進めている。 

 

◯教育局 

１．生涯教育部 

  ◯終了した事業 

   ①12 月 18日 生涯教育制度 現職者選択研修（身体障害）  参加者 18名 

   ②1 月 15 日 第 3回現職者共通研修「事例検討/事例報告」 



参加者 16 名 発表者 4名   

◯予定している事業 

   ①1 月 21 日 生涯教育制度推進会議   

         竹内（大津市民病院）、鈴木（南草津病院）の 2名が参加予定 

２．臨床実習指導者教育部 

  ◯特に動きなし。 

３．MTDLP推進教育部 

  ◯終了した事業 

    10 月 19 日 第 2回 MTDLP全国推進会議 

         参加者：加藤 

         内容：各都道府県士会の MTDLP関連事業のアンケート結果 

            模擬事例をもとにしたファシリテーター育成の意見交換 

    11 月 4 日 近畿連絡協議会 MTDLP推進委員会議 

         参加者：加藤 

         内容：近畿連絡協議会主催の研修会について 

    11 月 10 日 第 1回 MTDLP 事例検討会 

         参加者：16 名 発表者２名 

             講師：加藤 

            ファシリテーター：小室、竹内 

    12 月 4 日 第 2回 MTDLP 事例検討会＋講義「MTDLP の実践と地域支援」 

          参加者 ６名  発表者 2名（うち県外１名） 

                          講師：小室雅紀 先生 

  ◯予定している事業   

    2 月 5 日 MTDLP 事例登録 書き方研修  

         参加予定者６名（うち県外１名） 

        演習＋講義「事例登録の書き方のポイント） 

        講師：柴田八衣子 先生（兵庫県立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中央病院） 

        演習補助：加藤智志（MTDLP指導者） 

             小室雅紀（MTDLP指導者） 

    2 月中旬頃：MTDLP推進教育部会議 

    3 月 5 日：近畿連絡協議会主催 MTDLP 事例検討会 

        講義補助で加藤参加予定 

    3 月中旬頃：第 3回 MTDLP全国推進会議 

         加藤、小室、竹内 参加予定 

 

４．小児期、精神、身障老年期分野普及部 

  小児期 

  ◯終了した事業 

   ①10 月 28日 滋賀県内での子どもの困り感を支援する OT の情報交換会 

    参加者 県士会 OT  18名  他府県 OT 1 名 

        その他  2 名         合計 21 名 

    びわリハ辛島先生にご参加いただいたことで、次回以降事例検討会の開催を決定。 

  ◯予定している事業 

   ②1 月 20 日 滋賀県内での子どもの困り感を支援する OT の情報交換会 

    多職種に参加者を拡大して参加者を募集。ZOOMにて開催予定。 

    参加者 30 名程度を予定 

    事例提供 主催者より  助言者 びわリハ辛島先生 

 



身障老年期 

  ◯予定している事業 

   ①1 月 26 日 脳血管疾患の事例を通して学ぶ、症例報告についてのプロセス 

    講師：宇野正顕先生（甲西リハビリ病院作業療法士）滋賀県活動分析研究会代表 

    現在、20 名の参加予定。 

精神障害分野 

  ◯予定している事業 

   ①2 月 10 日 「OT カフェ from 滋賀」 

 

◯学術局 

１．学術誌編集部 

  ISSN 取得 学術誌名  印刷予算など を決定していく。 

２．学会事業部 

 2023 年度学会運営に参画予定。 

 

◯特設委員会 

１．運転対策委員会 

2/1 滋賀県自動車運転と医療に関する協議会 コア会議 

2/14 第二回滋賀県自動車運転と医療に関する協議会 研修会 

18:00～19 時半 草津ボストンプラザ草津びわ湖 

 

２．福祉用具対策委員会 

来年度４月にバリアフリー展 開催予定（滋賀から運営スタッフ選出） 

 

３．認知症対策委員会 

2 月 4日（土） LEAP（若年性認知症と家族の会 交流会） 

3 月 4日（土） 

 

４．精神科作業療法推進委員会 

１月 20 日 大津圏域との合同開催で研修会予定 20 時から 22 時 

「作業療法の精神面の評価について」講師：園田悠馬先生 

 

５．女性活躍推進委員会 

11 名の返信。回収率は 15％。 

彦根在住１名の会員さんからは士会活動への参画要望あり。 

  

６．地域包括ケア推進委員会 

・2022 年度第 3回 地域支援事業への参画推進のための WEB研修会   

2023 年 2 月 12 日（日）9:00～12:50 地域共生社会がテーマ  選任者 2名聴講者 3名 

 

◯地域活動局 

１．東近江支部 

    ・8月以降の会議開催なし 

    ・東近江 OT 実践倶楽部は部員事情により    11 月、1月中止。2月開催検討中。 

    ・POS 連絡協議会 甲賀・東近江ブロック事例検討会 

        日時 1/27 18:30～20:30 

    ・LINEグループ：81 名 

    ・来年度支部長交代：古山広晃(株式会社スイッチオン) 



 

２．湖北支部 

 ・9月以降の会議無し（今年度２回開催、次回 2月開催予定） 

 ・POS 連絡協議会への協力 

   人材育成事業事例検討会 12 月 14 日（水）18:30～：GWファシリテーター 

 ・Line グループの運用継続：現在 33 名 

 ・来年度支部長交代：大宮佑介（アクト NEXT） 

 

３．湖東支部 

 ・支部（臨時）会議 12 月 22 日 

  2023 年度滋賀作業療法学会準備委員会発足        

          学会長：大塚武司（彦根市立病院） 

  次回定例会議 2 月を予定 

 ・第 1回学会準備委員会会議（12 月 22 日） 

   実行委員長：三嶋敏光（アロフェンテ彦根） 

   事務局長 ：日下部洋平（豊郷病院） 

 ・学会引継ぎ：1月 25 日（水）19 時～ 

         びわこリハビリテーション専門職大学 

         三役出席 

 ・ 地域ケア会議出席（彦根市） 

 ・11 月出席済 次回 1月出席予定 

 ・ Line グループの運用継続：現在 43 名 

 ・次期支部長交代：伊藤太久哉（彦根市立病院） 

 

４．大津支部 

 ・定例会議 2 回開催済。年度末に 1回開催予定 

 ・ 啓発活動 大津市主催ほかほかまつり参加 or 和邇いきいき祭り：コロナで中止。 

      大津障害福祉協会から聴覚障害者が参加する DS への OT 参加依頼あり 

      市職員への OT の啓発を予定。1月 19 日に開催予定。 

      作業療法の講義+アクティビティで講師 1人、ヘルプ 2名。 

 ・研修会 作業療法における精神面の評価（意欲、鬱の評価。数値化）について。 

      講師は神戸大学園田先生、1月 20 日（金）に開催。 

 ・オンライン交流会 

      非開催。湖西支部と合同 MTDLP 予定。⇒滋賀県全域で開催予定となる。 

 ・グループ LINE：57 名参加中。メール、FAXも兼用。 

 ・次期支部長：琵琶湖中央リハビリテーション病院の山本 OT に交代。 

 

５．湖西支部 

 ・定例会議：3回予定。年末に 1回開催済。 

      教育委員会にパフレットを渡した際に出前講座の依頼あったが、 

      今年度は講座の依頼がなかった。 

      ⇒次年度計画は、1～3月に計画するとの情報により、 

       年明けすぐに市教育委員会へ。1月末直接中学校に話をする予定。 

      支部で派遣を検討中 

      今津病院、マキノ病院 協力予定 

      高島病院       部員 1名のため協力は未定 

      17 名士会員。パンフレット：学校、福祉施設等に配布済。 

 ・地域に必要な作業療法士の育成 



      滋賀県 POS 連絡協議会 人材育成事業事例検討会実施済み 

      事例検討担当 マキノ病院松井 OT。 

 ・高島市リハビリ連携協議会への協力・支援 

      小児、発達分野事業（マキノ病院独自の研修会予定） 

      地域、高齢分野事業（サロンへの介入）→PT が担当 

      次世代交流、地域共生社会推進事業 

（セラピストへのアンケート、学校への介入方法の検討）→行われていない 

      障害スポーツ分野事業（ボッチャを中心に）→行われていない 

      産業事業（保健所と連携し、市内企業などへの健康教室の実施）→PT が担当 

 ・ OT啓発活動 

      高島市民病院まつり（コロナのため開催未定） 

      新旭福祉祭りが毎年開催されているとのことで、ブース設営して啓発検討。 

 ・地域の OT同士の交流・連携・会議 

      これまで実施している事業は継続予定ではあるが、コロナ禍のため開催は 

      未定。士会登録者を再確認し、グループ LINE を作成し同圏域で連携を 

      強化していく予定。 

 

６．湖南支部 

・定例会議 12/21 開催 

・POS 連絡協議会 

 地域ケア会議に向けた事例検討会の開催 12/14 

・部員交流会 2/16 開催予定 

 

７．甲賀支部 

・次回定例会議 2/2 

 

◯その他 

・多職種連携学会 

 奥野副会長が座長。来年度のテーマなどが次回の会議からスタートする。 

・滋賀県スポーツ委員会 

 精神面や集団についてのテーマで 1〜2 月で講師依頼あり。（加藤副会長） 

・県民参画事業 in草津イオンモール 

馬場さん（豊郷病院）と糸谷さん（草津ケアセンター）に参加いただいた。非常に好評

であったとのこと。来年度は予算や、動員数、領域なども十分に検討して臨む。 

・次世代リーダー研修会への参加者選出 

令和 5年 2月 22 日(水)19:00-20:30 Zoom 開催 

各士会より 5名以上参加 

19:00～20:00：講演「組織率向上に向けた県士会の魅力を発信する」  

山本 伸一 副会長 

20:00～20:20：グループディスカッション 

20:20～20:30：質疑応答  

 

【審議事項】 
◯損害賠償保険について 

→来年度から導入を進めることで承認 

◯総会開催について 

・研修会の同時開催は実施で承認。開催場所はびわリハ（WEB）。 



◯拡大理事会について 

 来年度から試行的に進めることで承認。 

◯税理士の変更 

 →承認 

 

【協議事項】 
〇県士会の ZOOMアカウントの予約方法について 

 →令和 3年 9月に作成した ZOOM運用のルールを確認。 

  再度、部長や委員長にも周知する。 

◯組織図について 

 事務局より再提案。三役・本会にて承認。 

 来年度は 14〜15 名の理事体制で進める方針。 

 

次回理事会 2/21 

 


