第 1 号議案

平成 29 年度事業報告
会員資質向上に関しては，学会，定期研修会，現職者共通研修，現職者選択研修会（精神障害領域），
地区別勉強会が予定通り実施され，分野別研修会については，すべての部会において開催された．地
域包括ケア推進部において，認知症初期集中支援，地域ケア会議，MTDLP，住環境福祉機器に関する研
修が行われた．
平成 29 年度訪問リハビリテーション実務者研修会は作業療法士会が担当となり参加者
数 62 名で開催を終えた．
中国地区リーダー養成研修会では士会役員および士会からの推薦者が参加し，中国 5 県士会の現状
等情報共有し，研修会等の協力体制も確認した．
事業部内に特別支援対策委員会，自動車運転対策委員会を設置し日本作業療法士会と連携を図りな
がら情報交換を行い，県内の現状把握を行った．
広報活動では，例年通り各地区において，健康まつり，福祉フェスタ，高等学校の文化祭などのイ
ベント会場で地区ごとのアイディアによる広報活動が展開され，宇部小野田地区，山口地区において
は養成校学生の参加を募り実施された．また，
「2018 県内進学・仕事魅力発信フェア in やまぐち（仕
事紹介）」に参加し高校生に向け，作業療法の仕事についてアピールをした．
公益目的事業の遂行については，教育部，広報部，高校生一日 OT 体験，住環境・福祉機器対策，認
知症に対する OT 検討，介護保険対策の 6 事業が予定通り実施された．また，山口県及び各市町等の委
員を例年通り推薦した．地域支援事業への OT 参画依頼は増加傾向にあり，派遣依頼のあった自治体へ
会員の推薦を行った．
会費納入の利便性を図るため，平成 30 年度会費コンビニ決済に向け，準備を進め実施した．
【事務局】
１.会議の開催及び運営
定期総会 1 回(H29/5/21)
理事会 定例 6 回(H29/5/22，7/15，9/25，11/28，H30/1/24，3/3)
２.会員管理（会員の入退会等）
３.財務管理（財務部との連携）
４.内外の公文書の処理
５.メールによる研修会情報等の配信
６.OT 協会 47 都道府県委員会への出席
７.関連団体との情報交換，交流
８.その他事務局運営業務の遂行
情報記録委員会
各種事業の記録
県士会事業や会員動向をデータで整理
40 周年事業に向けて各種情報の収集と記録の整理
災害対策室
マニュアルの検討
大規模災害の対応
その他，災害対策に関すること

【事業部】
特別支援教育対策委員会
特別支援教育対策委員会の会議開催（H29/6/17，8/24，H30/3/2）
山口県学童保育連絡協議会主催の研修会へ講師派遣（H29/11/19，12/19）
自動車運転対策委員会
自動車運転に関するリハビリテーションのアンケート調査実施
運転と作業療法委員会 都道府県士会協力者会議参加（H29/7/15）
【財務部】
１.平成 29 年度の予算についての収支管理
２.会計帳簿の作成及び管理
３.賛助会員の募集
４.決算及びその他財務に関する業務
５.平成 30 年度予算の編成
【学術部】
１.定期研修会の開催
第 1 回定期研修会 「認知症者への生活支援～ICF を活かした作業療法の視点～」
日時：H29/7/29 場所：山口コ・メディカル学院 OT 会員 55 名，非会員 1 名
講師：広島都市学園大学 作業療法士 谷川 良博氏
第 2 回定期研修会 「半側空間無視と注意障害の評価とその治療～事例を通して～」
日時：H30/2/24 場所：YIC リハビリテーション大学校 OT 会員 68 名，非会員 1 名
講師：福山リハビリテーション病院 作業療法士 川原 薫氏
２.部会研修会の開催
小児部会：
「特別支援教育への取り組み」
日時：H29/11/25 場所：鼓ヶ浦こども医療福祉センター OT9 名参加
講師：鼓ヶ浦こども医療福祉センター リハビリテーション部副部長 白石 俊則氏
老人部会：
「高齢者のむくみについて」
日時：H29/10/21 場所：山口コ・メディカル学院 OT42 名参加 （他職種 9 名）
講師：ﾃﾙﾓ･ﾋﾞｰｴｽｴﾇ株式会社西日本 ｴﾘｱﾘｰｼﾞｮﾅﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 石堂 正昭氏
精神部会：
「いまのままでいいの？活動と参加から精神科作業療法の展望を考える」
日時：H29/10/15 場所：泉原病院 OT 会員 33 名参加
講師：佛教大学 作業療法士（准教授）苅山 和生氏
身障部会：
「糖尿病を知らずして作業療法できず」-作業療法士に求められる糖尿病の知識・技術日時：H29/12/3 場所：下関看護リハビリテーション学校 OT50 名参加 （他職種１名）
講師：製鉄記念八幡病院 池永 千寿子氏
３.地区別勉強会の開催
岩国地区
H29/6/20（16 名），H30/2/14/(10 名)，新人発表会 H29/8/24(12 名)
周南地区
H29/8/18(7 名）
，9/8(39 名)，12/8(21 名)，新人発表会 H30/2/9(17 名)
山口地区
H29/6/22(12 名)，8/30(18 名)，12/20(13 名)，H30/2/15(15 名)
宇部小野田地区
H29/7/10(26 名），H30/1/16(15 名)，
下関地区
H29/7/4(36 名)，9/5(44 名)，10/3(31 名），H30/2/6(30 名）
萩・長門地区
H29/11/21(20 名)，H30/1/19(20 名)，2/16(15 名)，新人発表会 H29/12/14(18 名）
４.現職者選択研修会(精神障害領域)の開催
日時：H30/2/18 場所：YIC リハビリテーション大学校 18 名参加
講師：精神障害作業療法の基礎知識 織田靖史氏（玉野総合医療専門学校）
精神障害作業療法関連のトピックス 織田靖史氏（玉野総合医療専門学校）
精神障害作業療法の展開方法 石原弥生氏（山口県立こころの医療センター）
精神障害作業療法の実践 池田晶代氏（吉南病院）

【教育部】
第 1 回現職者共通研修会
日時：H29/6/18 会場：YIC リハビリテーション大学校 参加人数：87 名（県外 25 名）
１.①作業療法生涯教育概論
講師：木下大介氏
２.③職業倫理
講師：上野祥志氏
３.⑥作業療法の可能性
講師：河野聡子氏
４.②作業療法における協業・後輩育成
講師：信久美佐子氏
第２回現職者共通研修会
日時：H29/7/30 会場： 山口コ・メディカル学院 参加人数 107 名（県外 36 名）
１.⑦日本と世界の作業療法の動向
講師：幸田英二氏
２.④保健・医療・福祉と地域支援
講師：村上泉氏
３.⑧事例報告と事例研究
講師：和久美恵氏
４.⑤実践のための作業療法研究
講師：原直利氏
第 3 回現職者共通研修会－事例報告会－
日時：H29/10/22 会場：山口コ・メディカル学院
⑩事例報告対応
参加者：28 名 内発表者：6 名
【広報部】
１.ホームページの委託・管理
２.コンテンツの更新
啓発活動委員会
・全体会議２回実施（Ｈ29/9/1，Ｈ30/2/16）
・地区別での広報活動
（下関地区）日時：H29/12/18 場所：海峡メッセ下関
第 18 回手をつなぐみんなの福祉フェスタ 参加人数：会員 13 名，非会員 1 名
作業療法パネルの展示，パンフレット配布，作業療法体験
（宇部・小野田地区）日時：H29/11/19 場所：山陽小野田市市民館，山陽小野田市体育館
山陽小野田市 SOS 健康フェスタ 参加人数：会員 9 名，業者 1 名，学生 10 名
OT 体験（箸を使った非利き手での駄菓子掴み取り）
簡易認知力検査(大友式認知症予測テスト，脳年齢テスト)
進路・介護相談（学校パンフレット 個別相談対応）
OT ポスター展示，OT 紹介パンフレット配布
自助具，福祉用具展示（協力 はんど様）
啓発 DVD 放映
（山口地区）日時：H29/11/3 場所：山口市小郡保健福祉センター
平成 29 年度おごおり健康まつり 参加人数：会員 8 名，非会員：2 名
パネル・パンフレットの展示・配布，福祉用具・自助具展示の体験，
進路・介護・住宅改修相談
（萩・長門地区）
日置ふるさと祭り
日時：H29/11/12 場所：日置ふるさと祭り 参加人数：会員 10 名
学校法人 長門高等学校文化祭でのイベント
日時：H2911/18 場所：長門高等学校 参加人数：会員 6 名
文化祭で作業療法を中心としたリハビリテーションの説明，各種体験，進路指導の実施．
（周南地区）
周南市ぶち元気がいいねフェスタ
日時：H29/10/9 場所：津田恒美メモリアルスタジアム
来場者数約 120 名 参加人数：会員 8 名，
下松市福祉健康まつり

日時：H29/10/29 場所：ザ・モール周南中央広場及びスターピアくだまつ
参加人数：会員 6 名
リハビリ体験コーナー（利き手交換練習体験，輪投げゲーム，魚つりゲーム）
自助具作成体験コーナー
ポスター展示，パンフレット配布
（岩国地区）
日時：H29/11/19 場所：ゆめタウン南岩国 参加人数：会員８名
作業活動体験（コースター，キーホルダー作り，塗り絵）
作業療法紹介パネルの展示，パンフレット配布
日時：Ｈ30/1/20 場所：シンフォニア岩国 参加人数：会員４名
作業療法紹介パネルの展示，パンフレット配布，相談対応
県士会ニュース編集委員会
１.県士会ニュースの編集（年 12 回）
２.会員（賛助会員含む）・他県士会・関係団体への発送
３.委員の選任
４.印刷・発行（山口コロニー印刷に委託）
高校生作業療法一日体験実行委員会
県内 OT 在籍病院・施設で高校生を対象に，作業療法場面の見学，障害体験，オリエンテーション
（進路指導等）等を実施．
実施期間：H29/7/21〜H29/8/31
参加高校：14 校
参加人数：39 名
【福利部】
１.会員交流会・脱出ゲーム
日時：H29/5/20 場所：山口コ・メディカル学院 14 名参加
２.福利・厚生 新入会員 71 名の保険料の納入，
県士会員 983 名分の 2017 年度分の保険料納入
３.広島県 OT 士会主催のサッカー大会
日時：H29/10/14 場所：杉の泊ホビーフィールド 14 名参加（中国ブロック OT 士会員約 50 名他）
【渉外部】
１.県内外の関係団体，関係者との連絡調整
介護保険関係団体連絡協議会総会出席
医療関係団体新年互例会出席
県内 OT 養成校卒業式出席
後援依頼，講師依頼への対応
２.関係行政機関との折衝
山口県主催「介護予防担当者会議」出席
３.求人，求職の助言（福利部との連携）
４.その他渉外に関すること
【地域包括ケア推進部】
１.MTDLP（生活行為向上マネジメント）研修会の開催
＜基礎研修＞
H29/8/20
概論及び演習 31 名
H29/10/29 概論及び演習 18 名

＜事例発表会＞
H30/2/3 参加者 9 名

発表者 2 名
聴講 4 名
ファシリテーター1 名 委員 2 名
２.認知症初期集中支援関連の研修会
① アップデート研修
日時：H29/7/9 9:30～16:00 参加人数：69 名 場所：山口コ・メディカル学院
② 認知症初期集中研修会（若年性認知症の支援について）
日時：H29/10/15 10:00～12:00 参加人数：28 名(内 PSW1 名) 場所：泉原病院
３．地域支援事業関連の研修会
①「地域ケア会議」研修会
日時：H29/6/11
9:30～12:00 参加人数：49 名(内 1 名 PT) 場所：山口県立大学
講師：山口県立大学 社会福祉学部 社会福祉学科 学部長 横山正博氏
内容：リハビリテーション専門職のための地域包括ケアシステム構築と地域ケア会議
②ステップアップ研修会
日時：H29/8/6
9:00～16:00 参加人数：23 名
③地域支援事業研修会(理事・委員対象)
日時：H30/1/27
14:00～16:30 参加人数：20 名
４．委員会議
①四役会議：H29/5/17 H29/9/13 H29/1/17
②委員全体会議：H29/2/17
住環境・福祉機器対策委員会
１.会員への情報提供
２.住環境・福祉機器研究会の開催
H29/7/29
第１回住環境福祉機器研究会
基本動作をふりかえり，福祉用具の活用も見
直してみましょう！！
「人の動きを生かすための環境と用具
～腰痛予防に向けた取り組みを含めて～」
H29/11/12
第２回住環境福祉機器研究会
自助具作製教室
H30/1/13
第３回住環境福祉機器研究会
移乗講習会

会員 14 名

会員 16 名
会員 14 名福祉用具業者１名
福祉用具相談専門員３名
介護支援専門員１名

３.地区別住環境・福祉機器研究会の開催
岩国地区 場所：介護老人福祉施設ヴィータ 地域交流センター
H28/11/16 「福祉用具（移動）の特色～多職種お視点より～」
～現場での経験や事例を通し，多職種の視点でのグループ
ワーク～
宇部小野田地区 場所：介護老人保健施設寿光園
H30/2/18
「高齢者のシーティング」
周南地区 場所：独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
H30/3/16
「ベッド，車椅子上でのポジショニング」
下関地区 場所：安岡病院
H29/10/27 「手すり」
H30/2/22

「移動，移乗」

会員外 1 名

会 員 11 名
会員外 22 名

会 員7名
会員外 8 名
会 員5名
会員外 13 名
会 員 13 名
会員外 4 名
会 員 11 名
会員外 6 名

萩長門地区 場所：岡田病院
H30/3/8
「コミュニケーション機器」
山口地区 場所：防府市文化福祉会館
H29/10/6 「認知症の方と家族が地域で生活する為に」
～認知症患者を取り巻く環境の一症例～

会 員 11 名
会員外 21 名
会 員 10 名
会員外 25 名

【制度対策部】
保険対策委員会
１. 診療報酬に関する情報収集
２. 情報提供（県士会ホームページ，県士会ニュース，メール配信）
３. 会員からの問い合わせへの対応
介護保険対策委員会
平成 29 年度山口県介護保険研究大会における演題発表および研究大会運営
主催：山口県介護保険関係団体連絡協議会
日時：H29/11/26 場所：山口県総合保健会館 参加人数：会員 11 名
発表者：村谷 翔一氏「回復期リハビリテーション病棟における生活行為向上マネジメントの実践
報告～大切にしていた夫と旅行を再開するまで～」
（特設委員会）
長期展望委員会
１. 委員会の開催（2 回）
H29/9/19 参加人数：9 名 H30/3/2 参加人数：9 名
場所：山口コ・メディカル学院
２. 県士会活動に対する要望，所属地区の現状に対する意見の集約と理事会への提言
３. その他
選挙管理委員会
役員改選における選挙日の確認及び公示日の確認
第 29 回山口県作業療法学会運営委員会
日時：H29/10/1 場所：徳山大学
テーマ つながる 地域＝ヒト＋モノ＋トキ
学会長：鈴木健朗氏 実行委員長：橋本 章氏
会員発表 19 題（口述 10 題・ポスター9 題）
特別講演 [いきいきした地域を取り戻すために」 講師 元厚生労働省老健局 老人保健課 課長補佐
下関市保健部 部長 下関市立下関保健所 所長 福本怜氏
参加人数：184 名 会員：163 名 非会員：21 名(非会員 3 名・学生 13 名・市役所 5 名)
県学会在り方検討委員会
１.H29 年度県学会実行委員会より情報収集，県学会運営ガイドの内容検討，更新のための加筆・修正
２.学会運営に関する問い合わせへの対応
機関誌発行委員会
「山口県作業療法士会機関誌」の編集，発行

中国地区リーダー養成研修会運営委員会
日時：H29/11/18・19 場所：鳥取県 養和病院リハビリテーションセンター４階
主催：
（一社）鳥取県作業療法士会 共催：中国地区作業療法士会（岡山，島根，広島，山口）
参加人数：８名（山口県士会役員８名）
11/18
1.各県士会の現状報告（各 15 分）
2.グループワーク
①会員管理と災害対応②組織強化・人材育成③地域ケア会議④広報⑤生涯教育
11/19
「地域包括ケアシステムと人材育成」～自治体と協同し，士会の組織力を上げる仕組み～
講師：岩佐英志氏 一般社団法人徳島県作業療法士会 会長
訪問リハビリテーション実務者研修会運営委員会
第 8 回山口県訪問リハビリテーション実務者研修会開催
日時：H29/12/9～10 場所：山口コ・メディカル学院
主催：山口県作業療法士会 共催：山口県理学療法士会・山口県言語聴覚士会
参加人数：OT17 名 PT42 名 ST3 名
OT 士会が企画担当し，
「地域資源の活用と創造」「同職種連携」「呼吸リハビリテーション」の３つの
テーマで，2 日間（10 時間）の研修を実施した．
その他
後援
・山口県言語聴覚学会「第４回山口県言語聴覚学会」
・山口県介護支援専門員協会「第１４回山口県ケアマネジメント研究大会」
・山口県理学療法士会「第２７回理学療法士学会」
・認知症と家族の会「世界アルツハイマーデー記念講演会」
・山口県高次脳機能障害支援センター「高次脳機能障害リハビリテーション講習会」
・山口県社会福祉士会「日本社会福祉士会全国大会」
委員推薦
・岩国市地域包括ケア推進協議会（豊田）
・岩国市介護認定審査会委員（岩田）
・宇部市介護認定審査会委員（奴田原）
・宇部市難病対策地域協議会委員（青木，濵本）
・山陽小野田市高齢者保健福祉推進会議委員（永富）
・山陽小野田市在宅医療・介護連携協議会作業部会 連携システム部（長富），研修広報部（八木）
平成 29 年度山口県作業療法士会理事(13 名)・監事(2 名)・顧問（2 名）（平成 28 年度～平成 29 年度）
会長
木下大介
副会長 中村敏浩，高山直美
理事
宮内順子，和久美恵，築地信之，木原涼子，信久美佐子
豊田拡吉，幸田英二，矢頭真，橋本章，萬屋京介
[地区理事]
下関地区：矢頭真 宇部小野田地区：幸田英二
山口地区：木原涼子
萩長門地区：萬屋京典
周南地区：橋本章
岩国地区：豊田拡吉
監事
上原奈緒子，小林努
顧問
河本玲子，白澤伸一
平成 29 年度日本作業療法士協会 代議員議員[山口県]
白澤伸一，中村敏浩，木下大介，幸田英二

（4 名）

