一般社団法人 奈良県作業療法士会
平成２５年度第５回理事会議事録
１

開催日時 平成 25 年 9 月 27 日(金) 午後７時から午後９時

２

会

３

理事現在数及び定数並びに出席理事数及びその氏名

場 青丹学園 関西学研医療福祉学院 ４階 ４－２教室

理事現在数 １２名

定足数 ７名

出席理事数 ９名
出席した理事の氏名 大松慶子・東條秀則・西井正樹・大西和弘・前岡伸吾・土井一輝・北別府慎介
金星聡・毛利陽介
欠席した理事の氏名 松本裕二・安井敦史・北別府慎介
４

監事現在数及び出席監事氏名
監事現在数 １名
出席した監事の氏名 中上裕隆

５

議長の氏名
大松慶子

７

議 題
【審議事項】
１ バリアフリー展 担当者について
２ 後援依頼について
３ 追加予算申請 事務局 福利厚生部(ボーリング)関連について
４ 奈良学会特別講演講師への講師料について
【検討事項】
１ 会員管理システム運用について
２ 奈良学会開催日程について
３

全国研修会について：市民公開講座・士会担当講座

【報告事項】
１ 近畿作業療法連絡協議会の役員会の報告
２ 介護の日について
３ 生活行為向上マネジメント研修会について
４ 法人設立記念誌(案)について
５ 公益社団法人 奈良県理学療法士協会 法人設立２０周年式典について
６ 事務局員仕事リストについて
７ 会員数について
８ 事業部活動報告について
９ 事業部活動予定について
１０ 学会応募規定について
１１ 定款の訂正について
８

理事会の議事の経過の要領及びその結果
(１) 定足数の確認など
冒頭で議長が定足数の充足を確認し、本会議の成立を宣した。
(２) 議案の審議状況及び議決結果など

審議事項１ バリアフリー展 担当者について
東條副会長からバリアフリー展についての説明があった。
今までは、大阪府士会を中心に運営されていたが、今後は近畿で協力し企画・運営・開催することとなり、
当士会からも担当者を選出することとなった。
審議の結果、大西理事に兼任して頂くこととなった。
審議事項２ 後援依頼について
西井事務局長から後援依頼について説明があった。
「第６回呼吸ケアと誤嚥ケア学会」から後援依頼があった。
審議の結果、承認された。
審議事項３ 追加予算申請 事務局 福利厚生部(ボーリング)関連について
西井事務局長から、追加予算申請 についての説明があった。
平成２５年１１月８日開催予定の PT・OT・ST 合同ボウリング大会の予算５万円についての
追加予算申請
審議の結果、承認された。
審議事項４ 奈良学会特別講演講師への講師料について
大西理事から奈良学会特別講演講師への講師料について説明があった。
奈良学会特別講演講師として山口 晴保先生に依頼する予定である。講師料として医師であり、
著名な講師であることから５万円にて講師料が決定した。
審議の結果、承認された。
検討事項１ 会員管理システム運用について
毛利理事から会員管理システムの運用について説明があった。
今後、会員管理システムを運用していき、管理場所は田北病院とする。
検討の結果、了承された。
検討事項２ 奈良学会開催日程について
金星理事から奈良学会開催日程について説明があった。
平成 26 年 6 月 1 日を開催予定とているが、総会と同時開催であると予算の執行が
可能であるかを検討した。
検討の結果、次回奈良学会は平成 26 年 6 月 1 日とする。総会は別日で４月を検討することとなった。
検討事項３ 全国研修会について：市民公開講座・士会担当講座
西井事務局長から全国研修会での講座では市民公開講座とトピックス講座(士会担当講座)の２講座が士会
での担当となり、市民公開講座の内容は理事会で検討しトピックス講座は実行委員で検討するとの案が出
された。
検討の結果、了承された。
報告事項１ 近畿作業療法連絡協議会の役員会の報告 (別紙)
前岡理事及び東條副会長から近畿作業療法連絡協議会の役員会の報告があった。
①認知症初期集中支援チームについて
近畿圏で協力しあっていく方針で先日各士会の代表者が集まり、近畿圏認知症支援関連チームを発足し、
報告会を実施した。
②バリアフリー展について
③防災支援体制について
④生活行為向上マネジメントについて
⑤福祉用具支援システムについて

⑥特別支援学校機能強化モデルについて
⑦協会生涯教育システムについて
⑧その他
報告事項２ 介護の日について
大西理事から介護の日について報告があった。
2013 年 11 月 2 日(土) なら１００年会館で開催、
事業部としては必要な方にパンフレットを配布する。
報告事項３ 生活行為向上マネジメント研修会について
西井事務局長から生活行為向上マネジメント研修会について報告があった。(別紙)
2013 年 11 月 20 日(水) 19：00～20：30 関西福祉科学大学
「生活行為向上マネジメントと作業の関連性について考えるワークショップ」
報告事項４ 法人設立記念誌(案)について 大松会長から書面での報告
法人設立記念誌
①歴史
②メッセージ (OT 協会会長、歴代の会長・事務局長、奈良県 PT 協会会長、奈良県 ST 士会会長、
現在の理事)
③組織図
④ブロック割の図
報告事項５ 公益社団法人 奈良県理学療法士協会 法人設立２０周年式典について
大松会長から書面での報告
平成 25 年 11 月 17 日(日)
報告事項６ 事務局員仕事リストについて
西井事務局長から事務局員仕事リストについて書面での報告
会員名簿作成・FAX 送信・郵送物管理
報告事項７ 会員数について
毛利副事務局長から会員数について書面での報告
正会員数 302 名
賛助会員 2 社
報告事項８ 事業部からの活動報告
大西事業部長から事業部の活動報告が書面であった。
・パーキンソン病友の会奈良支部アウトリーチ支援
H25．8．22 葛城市、奈良市 2 例実施 報告済み
・無料セミナー
H25.9.6

9.20 前岡先生 高次脳機能障害の基礎知識と治療介入

H25.9.15

9.17 北別府先生 脳卒中患者の脳画像の読み方

報告事項９ 事業部からの活動予定報告
大西事業部長から事業部の活動予定報告が書面であった。
・無料セミナー
H25.10.13 大松先生 「意味のある作業とは」
「作業を援助する必要性」
H25.11.17 西井先生 「作業療法士のための統計学と研究方法」
・パーキンソン病友の会アウトリーチ支援
H25.10.24 パーキンソン病友の会アウトリーチ支援

H25.12.19 パーキンソン病友の会アウトリーチ支援
・難病関連セミナー
H25.11.6 難病関連セミナー 実践編 郡山難病支援センター
H25.12.11 難病関連セミナー 基礎編 大淀町
H26.2.15-16 難病関連セミナー 関西学研医療福祉学院
・生涯教育制度推進委員関連
H25.10.5 生涯教育制度推進担当者会議
報告事項１０ 学会応募規定について
欠席の安井学術部長にかわり西井事務局長から学会応募規定について意見を求めた。
安井理事が作成した募集要項を基に検討され、
「査読の目的」や「共同演者」の人数や県士会入会の有無、
「発表データの使用環境」について意見が出された。
今後、安井理事に再度検討して頂くこととなった。
報告事項１１ 定款の訂正
中上監事から誤字などについて訂正された定款を提出して頂いた。
以上をもって議案の審議などを終了したので午後９時に議長は閉会を宣し、解散した。
この議事録が正確であることを証するため、出席した理事及び監事は記名押印する。
平成２５年９月

日
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