一般社団法人 奈良県作業療法士会
平成２６年度第
年度第５
平成２６
年度第
５回理事会議事録
１ 開催日時 平成２６年９月１８(木) 午後７時３０分から午後９時００分
２ 会

場 青丹学園 関西学研医療福祉学院 ４階 ４－２教室

３ 理事現在数及び定数並びに出席理事数及びその氏名
理事現在数 １２名

定足数 ７名

出席理事数 １２名
出席した理事の氏名 大松慶子・東條秀則・松本裕二・西井正樹・大西和弘・前岡伸吾・安井敦史
木納潤一・土井一輝・北別府慎介・金星聡・毛利陽介
４ 監事現在数及び出席監事氏名
監事現在数 ２名
出席した監事の氏名 中上裕隆・内川誠
５ 議長の氏名
大松慶子
７ 議 題
【審議事項】
１ 近畿学会協力金の予算超過分について予備費からの支出について
２ 第７回奈良学会の予算超過分について予備費からの支出について
【検討事項】
１ 地域包括ケア担当者について
２ 奈良県 PT 協会、ST 士会との会議について
３ 近畿作業療法交流会参加者について
４ 全国研修会 実行委員宿泊費用について
５ 後援依頼ルールについて
６ 奈良県介護支援専門協会からの「災害時対応机上訓練」の参加者について
７ 全国研修会 前日事業部セミナーについて
【報告事項】
１ 会長活動報告について
２ 副会長活動報告について
３ 事務局長報告について
４ 事業部報告について
５ 教育部報告について
６ 財務報告について
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 近畿学会協力金の予算超過分について予備費からの支出について
毛利理事から近畿学会協力金の予算超過分について予備費からの支出について以下の説明があった。
予算額：266,400 円 内訳 333 名×800 円
計上額：298,248 円 内訳 372 名×800 円 ＋648 円(振込手数料)

超過分 31,848 円
超過理由は新入会員の予想以上の入会があった為とのこと。
審議の結果、超過分 31,848 円を予備費から支出することとなった。
審議事項２ 第７回奈良学会の予算超過分について予備費からの支出について
金星理事から第７回奈良学会の予算超過分について予備費からの支出について説明があった。別紙あり。
予算額：支出

488,000 円

収入 240,000 円

計上額：支出

520,067 円

収入 324,000 円

超過額：支出

32,067 円

収入 84,000 円

超過理由として実行委員スタッフの増加により、弁当代・交通費が予算より超過したとのこと。
審議の結果、超過分 32,067 円を予備費から支出することとした。
検討事項１ 地域包括ケア担当者について
大松会長から、地域包括ケア担当者について説明があった。
検討の結果、安井敦史理事が地域包括ケア担当者となった。
検討事項２ 奈良県 PT 協会、ST 士会との会議について
大松会長から地域包括ケアについての県庁訪問後に、奈良県 PT 協会から ST 士会を含めた３団体での
会議の開催の依頼があったとの説明があった。
検討の結果、会長・副会長・地域包括ケア担当者が参加する方向で調整することとなった。
検討事項３ 近畿作業療法交流会参加者について
大松会長から、近畿作業療法交流会、平成 26 年 10 月 4 日(土)開催について説明があった。
検討の結果、大松会長・東條副会長・前岡理事・木納理事・土井理事が参加することとなった。
検討事項４ 全国研修会 実行委員宿泊費用について
西井事務局局長から、全国研修会１日目レセプション後の親睦会が深夜に及ぶ為、実行委員について
宿泊費を予備費からの支出とする提案があった。
検討の結果、宿泊費を予備費から支出することとなった。
検討事項５ 後援依頼ルールについて
西井事務局長から新規での後援依頼は、今まで同様に理事会に諮るが、継続しての企画と考えられる
同団体・同内容での次年度以降の後援依頼はメーリングリストでの許可をしたいとの説明があった。
検討の結果、了承された。
検討事項６ 奈良県介護支援専門協会からの「災害時対応机上訓練」の参加者について
大松会長から奈良県介護支援専門協会からの「災害時対応机上訓練」の参加者について 2 名の推薦依頼が
あったと説明があった。
検討の結果、大松会長と木納理事が参加することとなった。
検討事項７ 全国研修会 前日事業部セミナーについて
大西理事から全国研修会前日事業部セミナーについての説明があった。
テーマ：
「ケーシーを脱いで街に出よう！」
日時：12 月 5 日（金）18 時 30 分～
講師：山口清明先生 （国民健康保険関ヶ原病院リハビリテーション科）
参加費について、県士会員のみ 1,000 円という案内は出しにくいため、
一律 2,000 円、非会員 8,000 円とするとの提案があった。
検討の結果、了承された。
報告事項１ 会長活動報告について
大松会長から以下の活動報告があった。

①介護予防市町村支援事業実施に関する研修会参加報告
②地域包括ケアについての県庁訪問概要報告
③京都府作業療法士会創立３０周年と法人設立祝賀会参加報告
以上は別紙詳細資料あり。
報告事項２ 副会長活動報告について
東條副会長活動報告について以下の報告があった。
①協会・都道府県士会合同役職研修会 別紙詳細資料あり。
②都道府県作業療法士会連絡協議会

別紙詳細資料あり。

・協議会のあり方
・規約案 会長会
③近畿作業療法学会 連携事業報告 HP バナーアップ
④今後の予定
・9 月 19 日(金) 連絡協議会役員会 東京
・9 月 28 日(日) 近畿認知症支援チーム会議
・10 月 4 日(土) 近畿作業療法士連絡協議会 役員交流会
・10 月 5 日(日) 近畿学会 連携事業報告 座長
報告事項３ 事務局長報告について
西井事務局長から以下の報告があった。
①後援依頼 ３件
・成年後見市民シンポジウム 2015
・発達障害者就労支援セミナー
・呼吸ケアと誤嚥ケア学会
②全国研修会進捗状況
・開催概要 (別紙参照)
・10 月 9 日(木) 拡大実行委員会
③生活行為向上マネジメント会議
協会より補助金の支出が保留されている、研修会の日程が決定次第支出される予定である。
報告事項４ 事業部活動報告
大西理事から以下の報告があった。
①生活行為向上マネジメント研修会 7 月 25 日 26 日 両日参加：13 名（奈良）
②スキルアップセミナー
「作業療法士のためのフィジカルアセスメント」８月７日（木）
講師：渡部 静先生（秋津鴻池病院）
参加者：４７名
「認知症における作業療法実践～病態生理と生活障害の捉え方～」8 月 21 日（木）
講師：坪内 善仁先生（秋津鴻池病院）
参加者：45 名
③難病支援関連
奈良つながりの会 挨拶 8 月 11 日（月）
NEC 難病コミュニケーション支援講座 ハーティーラダー大会 in 大阪
８月 24 日（日） 事業部倉賀野 OT 参加 森ノ宮医療大学
④今後の活動

パーキンソン病友の会奈良支部在宅療養相談

H26.9.25（木）

難病支援関連
ALS 患者支援 H26.9.25（木）郡山保健所オジマ保健師と同行訪問
発達障がい者就労支援セミナーシンポジウム 宮崎先生シンポジスト参加
H26.12.6（土）奈良女子大学
報告事項５ 教育部活動報告について
木納理事から以下の報告があった。
①現職者共通研修
「事例報告と事例研究」 ７月１７日（木）
講師：大西和弘 先生（秋津鴻池病院）
受講者：２８名
「保健・医療・福祉と地域支援」 ８月０５日（火）
講師：西井正樹 先生（関西福祉科学大学）
受講者：１９名
「職業倫理」 ９月１１日（木）
講師：渡部 静 先生（秋津鴻池病院）
受講者：１９名
②今後の予定
・９月２１日（日） 現職者選択研修「身体障害領域」
・１０月２３日（木） 現職者共通研修「実践のための作業療法研究」
・１１月１８日（火） 現職者共通研修「作業療法における協業・後輩育成」
・１２月１２日（金） 現職者共通研修「日本と世界の作業療法の動向」
報告事項６ 財務報告について
毛利理事から以下の報告があった。
①賛助会員について
・介護老人保健施設 シルバーケア まほろば ２口
②会費未納について
会員数 373 名
未納者 41 名 (10.9%)
9 月上旬に未納者へ連絡済み
③会員管理システム講習会参加 東京
平成 26 年 8 月 23・24 日
以上をもって議案の審議などを終了したので午後９時００分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。
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