2020 年度第 5 回理事会資料
日時：令和 2 年 11 月 21 日（土）13：30～16：00
場所：オンライン
出席者：原、三橋、安原、平川、藤嶋、田中、小枝、上谷、笹原、算用子、小山内、
菩提寺、大塚、秋元、西村、泉田、佐々木、工藤、新谷、落合、加藤
書記：金谷、佐藤、森山
【報告事項】
1.会長報告
9/29

第 30 回東北作業療法学会第 2 回評議員会（Web 会議）

⇒報告事項 4＜第 30 回東北作業療法学会第 2 回評議員会（Web 会議）＞参照
9/30 3 士会 Web 会議（OT 士会：6 名

PT 士会：8 名 ST 士会：5 名）

住宅改修・福祉用具点検に関するアドバイザー派遣業務
リハビリテーション専門職派遣調整業務⇒本会の窓口は事務局となった。
臨床実習指導者講習会
訪問リハビリテーション研修
新型コロナウイルス関連
10/12

令和 2 年度青森県脳卒中協議会出席

2.各部局委員会報告
＜事務局＞
[会員数（11 月 19 日現在）]
正会員数合計 946 名（内、2020 年度入会者 69 名）
正会員所属施設数合計 201 施設

賛助会員数合計 9 施設

（内訳）
ブロック名

正会員数

施設数

ブロック名

正会員数

施設数

弘前ブロック

281

50

西北五ブロック

65

17

八戸ブロック

261

61

上十三ブロック

74

21

青森ブロック

237

42

下北ブロック

28

10

※会費未納者 5 名
[渉外活動（9 月 18 日～11 月 19 日）]
・委員等推薦
依頼元

委員等名称
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委員名

平川市長
三八地区特別支援連携協議会
田面木・館・豊崎地区
高齢者支援センターハピネスや
くら

公益社団法人
青森県介護支援専門員協会

十和田市長
十和田市
北地域包括支援センター
社会福祉法人
平川市社会福祉協議会
社会福祉法人阿闍羅会
八戸市長

介護予防事業についての支援 講師
令和 2 年度三八地区特別支援連携協議会
供者
地域ケア個別会議

情報提

委員

泉田

令和 2 年度「つどいの場」機能強化のための
関係専門職ネットワーク構築支援会議(研修会)
アドバイザー
令和 2 年度認知症対策多職種協働研修会
地域ケア個別会議

平川 裕一
秋元 真樹子
橋本 優華

委員

委員

康志

落合 利香
平川 裕一
石田 侑
成田 勝治
新谷 亨
泉田康志
小笠原 牧
小笠原

令和 2 年度平川市生活支援ボランティア養成講座
講師
研修会 講師
令和 3 年度及び令和 4 年度八戸市障害支援区分判定
審査会 委員

裕一

平川 裕一
阿部 三知代
岩藤 裕樹
中居 真紀子
齋藤 繭子
大塚 基永
宗前 友大
佐々木 清美
泉田 康志
階上 由貴
大塚 美佳

八戸地域広域市町村圏事務組合

第 12 期（令和 3 年・4 年度）介護認定審査会
員

八戸市長

令和 2 年度八戸市医療と介護の多職種連携意見交
換会 出席者

笹原

秀平

「地域ケア個別会議」

泉田

康志

是川・中居林地区
高齢者支援センター修光園
三沢市長
田面木・館・豊崎地区
高齢者支援センターハピネスや
くら

青森地域広域事務組合

大館・東地区
高齢者支援センター福寿草
社会福祉法人
青森県社会福祉協議会

委員

令和 2 年度三沢市地域ケア会議
「地域ケア個別会議」

委員

菩提寺

委員

青森地域広域事務組合介護認定審査会

地域ケア個別会議

委

平川

牧

小向

委員

委員

令和 2 年度 青森県社会福祉協議会介護ロボット
導入支援事業補助金交付選考委員会 委員

玲子

達也

阿部 奈津子
伊藤 美弥子
小泉 忠司
安原 清文
佐々木 潤
笹原
原

秀平

長也

・後援等： なし
[2020 年度新入会オリエンテーションについて]
5/30 に開催を予定していたものの中止となった新入会オリエンテーションについて、
12 月中にオンラインにて開催を予定している（今年度の新入会者へ案内を郵送し、
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Google フォームで出欠を確認する。
）
[文献権利許諾使用料について]
株式会社メテオより、7 月から 9 月までの文献権利許諾使用料が 6 件 396 円との報告
があった。
[財務担当]
10 月 8 日，10 月 9 日，10 月 16 日，10 月 22 日，10 月 23 日，10 月 28 日，10 月 29 日，
11 月 4 日
補正予算書（案），当初予算書（案）の確認と希望備品リストの確認を行った．
＜学術部＞
１）機関誌発行事業
投稿数 6 編（研究論文および症例報告）であり，現在，2 編が査読中，4 編が著者に修正依
頼中である．
＜教育部＞
＜教育部業務＞
10/13

教育部業務

補正予算、臨床実習指導者講習会準備

10/30

教育部業務

臨床実習指導者講習会の準備、報告資料作成

＜研修会関係＞
10/4

現職者選択研修（身体障害）開催
参加者：12 名

10/11

現職者共通研修②開催
参加者：作業療法生涯教育概論

27 名

日本と世界の作業療法の動向

27 名

事例報告と事例研究

29 名

職業倫理

27 名

10/24・25 第 1 回臨床実習指導者講習会（都道府県講習会）
参加者：37 名（うち県内 OT は 19 名）
●現職者共通研修③、MTDLP 事例検討について
「事例検討」申込者は 8 名いたが、「事例報告」申込者は申し込みなしだった。
MTDLP 事例検討は、聴講者・発表者ともに申し込みなしだった。
事例発表者がいないため、研修事業は中止とした。
●臨床実習指導者講習会申し込み者
・第 2 回講習会（締め切り済）：47 名（うち県内 OT は 33 名）
・第 3 回講習会（締め切り済）：48 名（うち県内 OT は 34 名）
・第 4 回講習会（12 月 25 日締め切り）：現時点で 6 名受付済
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＜広報部＞
1)ホームページの管理・運営
9/11-11/15
更新情報：2 件の情報をアップした。
学会・研修会情報：19 件の情報をアップした。
トピックス等：数回の修正をした。
＜福利部＞
2020 年叙勲・褒章潜在候補者選定依頼

→

該当者なし

＜制度対策部＞
・制度関連情報を士会員に情報提供した。
・令和 3 年度の介護報酬改定に伴い、現在の加算取得状況についての調査、報告を検討中。
＜規約委員会＞
・特になし
＜倫理委員会＞
なし
＜選挙管理委員会＞
＜災害対策委員会＞
第１回災害対策委員会会議（紙上）
日時：2020 年 9 月 26 日（土）～10 月 3 日（土）
内容：・「先進ソリューションによる感染症下での避難所訓練及び検証実証」報告
・災害リハビリテーション研修会報告
・2020 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
・補正予算・購入物品について
・来年度事業計画・予算について
2020 年度大規模災害発生を想定したシミュレーション訓練の実施
日時：2020 年 9 月 25 日（金）11:00～10 月 31 日（土）
＜地域作業療法推進委員会＞
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（1）研修会の開催について
①「地域作業療法スキルアップ研修会
～地域ケア会議と MTDLP、地域ケア会議における助言者～」
日時：2020 年 9 月 30 日（日）9:30～17:00
参加者数：午前の部 18 名、午後の部 19 名
※参加者は、経験年数が少ない会員が大半であり、地域包括ケアシステムについての
理解を促すことができた。一方で、経験が豊富な会員の参加が少なかったため、地
域支援事業に参画できる人材の育成は不十分であった。そのため、次年度の研修会
は、地域包括ケアシステムの啓発を目的としたベーシック編、各種の事業に参画で
きる（している）人材の育成を目的としたアドバンス編に分けて計画する。
（2）研修会の延期・中止について
①「多職種連携研修会」
日時：市町村や関係団体等の動向を見ながら年度内の開催を検討
⇒新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み中止
②「地域作業療法スキルアップ研修会

～介護予防・通いの場への支援～」

日時：2020 年 11 月 29 日（日）9:30～17:00
⇒新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み延期（12 月中に開催の可否を決定する）
（3）なかどまり健康フォーラムへの協力について
なかどまり町民文化祭の「なかどまり健康フォーラム・健康コーナー」において体
組成の測定・結果説明，健康相談を実施した。また、
「高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施」や「町の保健事業のあり方」について、町保健師と意見交換した。
10/31（土）8:30～15:00
11/1（日）8:30～12:00

平川裕一（弘前大学）
平川裕一（弘前大学）
，柏崎勉（弘前医療福祉大学）

＜認知症の人の生活支援推進委員会＞
・認知症基礎研修会（人材育成）
11 月 1 日(日)開催予定だったが、八戸市内で新型コロナウィルスのクラスターが発生
したため急遽中止となった。
・9/29 八戸市総合保健センター（総合的医療・健康対策拠点）が 6 月にオープン。施設内
の『介護予防センター』を見学した（泉田・笹原・大塚）
。すでに作業療法士（非常勤
専従）1 名、理学療法士（業務委託）3 名が配置されている。作業療法士は認知機能低
下予防（地域回想法）に関与している。
・10/6 八戸ブロック認知症初期集中支援事業活動報告会実施。
（メールにて各市町村の状況報告会とした）
・10/17 八戸地区認知症の人と家族の会『つどい』参加（笹原・大塚）
・10/17,18 八戸市健康パネル展の協力
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・八戸圏域の地方紙（デーリー東北）と県士会が協力し認知症 4 コマ漫画作成。特集記事
のテーマは『介護予防』
。認知症の人への対応方法を住民に少しでも理解してもらえるよ
うな記事とした。
この４コマ漫画は当士会所有となった。
＜特別支援教育関連参画推進委員会＞
・特別支援教育関連参画推進委員会主催

第 2 回研修会

テーマ: 「学童保育と作業療法の連携について

～支援に必要な知識を学ぼう～」

講師:松浦淳氏（青森中央短期大学部）
日時：2020 年 10 月 31 日(土)

9:30～11:30 場所：アピオ青森(青森市)

・特別支援教育関連参画推進委員会主催

第 3 回研修会

テーマ: 「発達性協調運動障害（DCD）について」
講師:小枝修平氏(弘前大学大学院穂年健康学研究科)
日時：2020 年 11 月 28 日(土)

13:30～15:30 場所：はちふくプラザ(八戸市)

⇒全県域からの参加希望があり、感染リスクを考え、コロナクラスター発生、県内の感
染状況から、開催中止とした。（各ブロック理事を通じて、会員へ周知）
・2021 年 2 月 27 日勉強会 変更について
⇒10 月 31 日の研修会はアピオ青森で開催予定だったが、中止に伴い、会場費のキャンセ
ル料は全額かかるが、日時の変更が可能との事で、2021 年 2 月開催予定の勉強会を、
アピオ青森へ変更した。
（開催場所は八戸市を予定していたが会場は未定だったため。）
第 2 回研修会の内容を 2 月 27 日に変更するよう調整、検討をすすめている。
決まり次第、周知する。
・2020 年 10 月 2 日(金)

弘前第二養護学校から依頼があった外部人材の活用による障害に

対応した専門性向上のための研修会に講師として参加した。
・2020 年 11 月 27 日(木) 三八地区特別支援連携協議会参加（情報提供）
橋本優華氏(青森県立はまなす医療療育センター)
秋元真樹子（青森県立あすなろ療育福祉センター）
・「学童保育と作業療法」研修会、リモート研修会開催について
岡山県学童保育連絡協議会会長糸山智栄氏から情報提供を受けている。研修内容・参加
対象を検討中。
＜第 33 回青森県作業療法学会＞
9 月 30 日会議実施（日程と開催方法について）
．
その後，三役への報告や検討を重ね，開催日時，開催方法が決定する．
開催日時：2021 年 5 月 30 日（日）
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3.各ブロック活動報告
＜弘前ブロック＞
弘前ブロック第 4 回勉強会「作業療法士に必要な物理療法の基礎知識」を 10 月 28 日（水）
19:00～20:00 でオンラインで開催。参加者 31 名。
＜八戸ブロック＞
第 3 回八戸ブロック会議を開催（2020 年 9 月 25 日）
2020 年度八戸市健康パネル展への参加・展示（2020 年 10 月 17 日・18 日）
2020 年度五戸町「五戸ちゃんねる de 健康まつり 2020」に向けた撮影を実施
（2020 年 10 月 19 日） 放映日時は未定（2020 年 12 月～2021 年 3 月の間で放送予定）
＜青森ブロック＞
・１０月７日（水）第２回ブロック会議（web 会議。６名参加）
・１０月１７日（土）青森ブロック第１回臨床研修会は１６名参加予定であったが、県内
コロナウイルス発生に伴い、講師、ブロック間で協議の上、中止とした。
＜西北五ブロック＞
・第４回ブロック会議（オンライン会議）
日時：１０月１３日（火）１９：００～２０：１０
内容：今後の症例検討会の実施方法について
来年度の活動について
・オンライン接続テスト※第 1 回の症例検討会として実施
日時：１０月２４日（土）９：００～１０：００
内容：Microsoft Teams を使用しての接続テスト実施。
※今後の症例検討会を Teams を使用して実施するため
参加者：１０名
・鰺ヶ沢町通いの場への同行（10/20，10/23）はコロナウィルスの影響で中止となる。
10 月に企画していたものは延期となる。
・なかどまり健康フォーラムについて（10/31，11/1）
当初、西北五ブロックの 3 施設から 6 名が協力予定であったが、コロナウィルスの感
染拡大に伴い、3 施設とも協力出来なくなった。
＜上十三ブロック＞

◎第 2 回ブロック会議（2020 年 10 月 8 日）を十和田市立中央病院で開催。
9 名参加。
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◎ブロック主催 臨床研修会①（2020 年 10 月 2 日）を市民交流プラザトワーレで開催。
14 名参加。

◎ブロック主催 臨床研修会②（2020 年 11 月 13 日）を延期。日時調整中。
＜下北ブロック＞
・第１回ブロック会議開催
令和２年１０月７日（水）むつ総合病院で開催
１．県士会理事会報告
２．今年度のブロック活動について
３．勉強会運営時の感染対策について
４．災害シミュレーション訓練などのブロック内の連絡方法について
５．令和３年度のブロック活動について
・下北ブロック症例検討会実施
令和２年１１月１８日（水）むつ総合病院で開催

4.その他
＜第 30 回東北作業療法学会第 2 回評議員会（Web 会議）＞
日 時：2020 年 9 月 29 日（土）13:30～14:30
参加者：原長也，三橋武信，平川裕一，小山内隆生
議題

1．第 30 回東北作業療法学会報告（福島県作業療法士会）
2．第 30 回東北作業療法学会監事選出
⇒岩手 大久保，青森 原
3．次期、第 31 回東北作業療法学会について（岩手県作業療法士会）
⇒経費削減および各士会事務局の省力化のため，演題募集要項および学会誌
（演題抄録）の Web 化
4．学会会則の改正について（宮城県作業療法士会）
⇒評議員の選任に関する条項を追加，変更により選任された評議員の任期に
関する条項の追加
5．その他（意見交換）
⇒学会資料の保存方法について

＜OT 協会地域包括ケアシステム推進委員会北海道・東北ブロック主催 WEB 情報交換会＞
日 時：2020 年 9 月 29 日（火）19:00～20:50
参加者：菩提寺玲子，平川裕一
内

容：地域包括ケアに関する各士会の活動状況や困りごと、解決策などがざっくばら
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んに話された。今後も同様の内容で継続することが確認された。終了後に Web 懇
親会が開催された。
＜OT 協会地域包括ケアシステム推進委員会主催 地域支援事業に資する人材育成研修会
（WEB 研修会）＞
日 時：2020 年 10 月 3 日（土）13:30～17:30
参加者：菩提寺玲子，平川裕一
内

容：1．開会の挨拶（中村会長）
2．オリエンテーション（三浦 晃）
3．1）特設委員会終了に伴う今後の方向性
2）With コロナおよび After コロナにおける作業療法士の役割（谷川真澄）
4．最新の地域包括ケアに関するトピックス（佐藤孝臣）
5．シンポジウム（進行 若林佳樹）
→テーマ：作業療法士の地域支援事参画を推進するためネジメント
6．グループワーク
・アイスブレク
・行動目標シートに落とし込むためのディスカッョン
・ブロック企画の検討・整理
7．研修会のまとめ
・ブロックごとの発表（6 ブロック）
8．質疑応答
9．閉会の挨拶

＜OT 協会 MTDLP 士会連携支援室主催 第 4 回拡大連絡会議（Web 会議）＞
日 時：2020 年 10 月 7 日（水）19:00～20:30
参加者：金谷圭子，平川裕一，上谷英史
内

容：養成教育と MTDLP（臨床実習で用いるポイントおよび養成教育における連携）

＜OT 協会 MTDLP 士会連携支援室主催 第 5 回拡大連絡会議（Web 会議）＞
日 時：2020 年 11 月 10 日（水）19:00～20:30
参加者：金谷圭子，平川裕一
内

容：各士会における研修等の計画と web 研修の情報交換

【協議事項】
1.会議費の取り扱いについて（会長）
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承認された

2.旅費に関する申し合わせについて（事務局長）
承認された

3.旅費規程に施行日について（会長）
承認された

4.2020 年度補正予算について（財務担当理事）
継続審議
各ブロックで iPad を使用して事業を展開する方向で準備をする。
承認された

5.2021 年度事業計画・当初予算について
（1）2021 年度事業計画について（各部局委員会担当理事）
継続審議

（2）2021 年度当初予算について（財務担当理事）
継続審議

6.2022 年度の県学会について（会長）
承認された

7. 災害等有事およびその訓練における個人情報の取り扱いについて（災害対策委員会）
承認された
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