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平成２６平成２６平成２６平成２６年度第年度第年度第年度第６６６６回理事会議事録回理事会議事録回理事会議事録回理事会議事録    

    

１ 開催日時 平成２６年１０月２１(火) 午後７時００分から午後８時３０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 ８名 

   出席した理事の氏名 大松慶子・西井正樹・前岡伸吾・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 奈良市介護認定審査会 委員について 

   ２ 吉野町認知症予防サロンについて 

 【検討事項】 

   １ 作業療法リーフレットについて 

   ２ 協会表彰について 

   ３ 研修会領収書印について 

   ４ 全国研修会 実行委員・理事宿泊費用について 

   ５ 生活行為向上マネジメント PR幟の作成について 

   ６ 第８回奈良学会について 

 【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 

   ７ 北和ブロック報告について 

   ８ 中和ブロック報告について 

   ９ 監事報告 

 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 奈良市介護認定審査会 委員について 

   西井事務局長から次年度の奈良市介護認定審査会 委員について更新の時期である旨の説明があった。 



   審議の結果、西井事務局長と島本氏に今年度同様に継続して頂くこととなった。 

  審議事項２ 吉野町認知症予防サロンについて 

   東條副会長からの議題であったが、欠席の為、西井事務局長・木納理事から吉野町認知症予防サロン 

について説明があった。別紙あり。 

   審議の結果、吉野町認知症予防サロン事業について、詳細については検討が必要であるが、 

当士会事業部で活動していくこととなった。 

  検討事項１ 作業療法リーフレットについて 

   毛利理事から作業療法リーフレット(事業部啓発委員作成)について説明があった。別紙あり 

   検討の結果、微調整を行い 3,000部作成することとなった。 

  検討事項２ 協会表彰について 

   西井事務局長から日本作業療法士協会から協会表彰の推薦依頼について説明があった。 

   検討の結果、当士会からの推薦は見送ることとなった。 

  検討事項３ 研修会領収書印について 

   土井理事から、研修会領収書について押印の必要性や印鑑の種類の規定に説明があった。 

   検討の結果、領収印は必要であるとしたが、詳細は税理士に確認し情報共有することとなった。 

  検討事項４ 全国研修会 実行委員・理事宿泊費用について 

   西井事務局長から、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・理事について 

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 生活行為向上マネジメント PR幟の作成について 

   西井事務局長から生活行為向上マネジメント PR幟を協会費用で作成できる旨の説明があった。 

検討の結果、担当である西井事務局長・北別府理事に一任することとした。 

  検討事項６ 第８回奈良学会について 

   北別府理事から第８回奈良学会について説明があった。別紙あり 

   学会長：前岡伸吾理事 

   実行委員長：北別府慎介理事 

   特別講演：大庭潤平先生(神戸学院大学講師、作業療法士) 

   テーマ：未定 

   会場(予定)：王寺町やわらぎ会館 

   時期：未定 

検討の結果、時期については総会と同一日となる為５月中旬から下旬で調整することとなった。 

  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近畿作業療法連絡協議会交流会報告  H26年 10月 4日 

   ②災害時対応机上訓練報告  H26年 10月 19日 

   ③第１回リハビリ３団体連絡協議会(仮称)参加予定 

     H26年 12月 20日  

    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書面にて以下の報告があった。 

   ①近畿作業療法連絡協議会役員会報告 H26年 9月 19日 

   ②近畿認知症支援チーム会議報告 H26年 9月 28日 



   ③近畿作業療法連絡協議会交流会報告  H26年 10月 4日 

 

   ④近畿学会連携事業報告  H26年 10月 5日 

  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。 

   ①PT・OT・ST合同ボーリング大会 予定 H26年 11月 7日 

   ②生活行為向上マネジメント研修会 予定H26年 12月 23日 いかるがホール 

  報告事項４ 事業部活動報告 

   大西理事から書面にて以下の報告があった。 

   ①生涯教育推進担当者会議出席報告  H26年 10月 4.5日 詳細別紙有り  

   ②スキルアップセミナー  

    「意味のある作業とは」 10 月 12 日（日）  

      講師：大松 慶子先生（関西学研医療福祉学院）  

参加者：22 名 

    「作業を援助する必要性」 10 月 12 日（日） 

      講師：大松 慶子先生（関西学研医療福祉学院）  

参加者：23 名 

   ③難病支援関連  

     パーキンソン病友の会奈良支部在宅療養相談  

       H26.9.25（木）郡山報告済  H26.10.17（金）香芝 

     ALS 患者様在宅訪問 H26.9.25（木）郡山保健所オジマ保健師と同行訪問 

       H26.10.17（金）香芝市訪問  

   ④バリアフリー展会議出席 H26.10.19（日）大阪府士会事務所 

今後の活動 

⑤無料セミナー 

      「精神科デイケアにおける就労支援の実践報告」 

       講師：早川 智美先生（五条山病院）  

      「手指機能障害への作業療法」 

       講師：毛利 陽介先生（田北病院）  

      「老年期の作業療法」 

       講師：東條 秀則先生（秋津鴻池病院）  

      「作業療法士のための統計学と研究方法」 

       講師：西井 正樹先生（関西福祉科学大学）  

      「作業療法士の現場で活かせる物理療法」 

       講師：北別府 慎介先生（西大和リハビリテーション病院）  

⑥全研前日事業部セミナー参加費について 

 「ケーシーを脱いで街に出よう！」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） 

⑦難病支援関連  

      パーキンソン病友の会奈良支部在宅療養相談  H26.11.27（木） 

⑧生活行為向上マネジメント研修会 12 月２３日（火）  

⑨啓発委員会 会議開催  



⑩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。 

10月 23日（木） 現職者共通研修「実践のための作業療法研究」の中止 

   また、H27年 2月 3日(火)へ延期 

   参加者へは連絡済み、全施設 FAXでも通知する。 

  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。 

   ①H26年度 7.8.9月決算報告 詳細別紙あり 

   ②会員数 374名 会費納入者(出産特例を含む)343名 91％ 

   ③大和郡山 多職種連携会議報告 平成 26年 10月 1日 詳細別紙有り 

  報告事項 7 北和ブロック報告について 

   土井理事から書面にて以下の報告があった。 

   北和ブロック研修会 

「成人の発達障害への対応 ～精神科デイケアでの実践～」 10月 12日開催  

 参加者 23名 

  報告事項８ 中和ブロック報告について 

   北別府理事から以下の報告があった。 

   中和ブロック研修会予定  

   「根拠に基づくリハビリテーション評価の実践」 

～すぐに臨床に活かせる帰結評価指標の知識と有効利用法～ 

    講師：徳久謙太郎先生(西大和リハビリテーション病院技師長 理学療法士) 

    時期：２月下旬 

  報告事項９ 中間監査について 

   中上監事から中間監査をH26年 11月 12日に実施する旨の説明があった。 

  以上をもって議案の審議などを終了したので午後８時３０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。 

平成２６年１０月  日 

大松会長 東條副会長 松本副会長 西井理事 大西理事 前岡理事 木納理事 安井理事 

                

土井理事 北別府理事 金星理事 毛利理事 内川監事 中上監事     

                

 


