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総会次第 

 

１．	 開会の挨拶 

２．	 議長選出  

３．	 総会議事録署名人 選出 

４．	 第一号議案  2019 年度 事業報告 

５．	 第二号議案  2019 年度 収支報告 

６．	 第一号、第二号議案に関する質疑応答並びに採決 

７．	 第三号議案  2020 年度 事業計画 

８．	 第四号議案  2020 年度 予算計画 

９．	 第三号、第四号議案に関する質疑応答並びに採決 

10． 閉会の挨拶 

 

 

 

 

2020 年度 入会者数     名 

総会参加者数     名 

委任状総数      枚 

（     ）％ 
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一般社団法人 奈良県作業療法士会 役員一覧 

（任期	 2019.6～2021.6） 
 

役職 氏名 所属 

【 理事 】 
  

会長 西井 正樹 白鳳短期大学 

副会長 東條 秀則 秋津鴻池病院 

副会長（事業局長） 大西 和弘 秋津鴻池病院 

事務局長 毛利 陽介 白鳳短期大学 

事務副局長   松山 和樹 田北病院 

学術局長 辰己 一彦 UT ケアシステム 

教育部長 木納 潤一 秋津鴻池病院 

広報・啓発局長 前岡 伸吾 天理よろづ相談所病院 白川分院 

地域局長 安井 敦史 UT ケアシステム 

北和ブロック長 渡邉 俊行 関西学研医療福祉学院 

中和ブロック長 塩田 大地 西大和リハビリテーション病院 

南和ブロック長   田中 陽一 奈良県総合リハビリテーションセンター 

 

【 監事 】   

 
金星 聡 奈良県総合リハビリテーションセンター 

 
土井 一輝 ハッピーリング西ノ京 
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第一号議案	 2019年度	 事業報告 
会長                                       会長 西井正樹 

 会長業務として以下のような活動を行った。 

日本作業療法士協会・近畿作業療法士連絡協議会との連携については、47 委員会の委員として年 3 回参加した。

モデル事業として松山理事とともに報告を行った。日本作業療法士協会との連携を進めるべく、「士会員＝協会

員」のための基盤を毛利事務局長とともに作っていった。また、近畿連絡協議会幹事として、近畿学会の協力と

近畿連絡協議会幹事として、近畿の作業療法士の連携を進めてきました。指定規則改定に伴う臨床実習指導者講

習会等の調整をしてきた。 

 行政との連携については、地域包括ケアシステムやその他市町村との連携を図った。 

各種団体との連携については、奈良県理学療法士協会・奈良県言語聴覚士会とは年 2 回の会議を通じて連携を図

った。議題としては、地域関連や臨床実習指導者講習会などを調整し意見交換をした。 

 奈良県医師会・奈良県看護協会等医療福祉関連団体と連携を強化するため、奈良県医師会式典出席や医療推進

会議などに参加、連携を強化してきた。介護ロボットシーズニーズ連携協調協議会では、協議会を立ち上げ、委

員長として、毛利事務局長・北別府 MTDLP 推進委員長やその他作業療法士・施設職員・県内企業と連携を図り、

推進枠として進めてきた。 

 他分野についての研修会の強化に努めるべく、今まで奈良県作業療法士会が取り組んでこなかった分野の啓発

活動の推進を行うことで、補正予算を出したが、講師調整が難航し、来年度事業計画で挙げることとした。 

 

副会長                                      副会長 東條秀則 

会長・副会長との業務分担として以下のような活動を行った。 

１．日本作業療法士協会関連 

 １）日本作業療法士協会令和 1 年度定時社員総会 

  5 月 25 日 出席 OT 協会の県の代表としての代議員 

２．公益活動 

 １）関連団体 各種行事出席 

  4 月 3 日 奈良学園大学 入学式 出席 

 

副会長                                     副会長 大西 和弘 

事業局活動に加えて、西井会長・東條副会長のサポートを行った。 

 

事務局 

財務担当                                     事務局長 毛利陽介 

１．ブロック事務局 財務と連携し会費納入に対し迅速に対応する 

１）ゆうちょ銀行振替口座を利用し全ての納入した会員への対応が出来ている。 

２）ブロック事務局と連携して会費納入後の対応がスムーズに行えている。 

２．ブロック事務局 財務と連携し会費納入率の向上を図る 

１）１２月には督促状を送付し、2 月にはブロック財務と連携し未納者へ直接連絡し、未納者は 1 割未満と

なった、其の内半数は退職し連絡が取れない若しくは、退会希望者となっている。 

３．各部局と連携し、予算・支出を管理する 
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１）支出の多い部局では各口座での管理を行っている。 

２）すべての部局は 4 半期ごとに決算を行い経費の管理を行っている。 

４．税理士と連携し、法令に準じた決算書を作成し納税を行う 

１）平松税理士事務所と顧問契約を結んでおり、法令に準じて決算書を作成した。 

２）各部局の協力を得て、所得税など法令に準じ適切に納税を行っている。 

５．財務会議を開催する 

１）財務会議を行った。 

６．県士会データと会員管理システムにおけるデータの統一化を図る 

１）年会費の入力などシステムを運用しているが、協会のデータと県士会のデータでは所属や会員番号など一

部整合性に欠ける部分が見られ、完全な統一には至っていない。 

 

総務担当                                  事務副局長 松山和樹 

１．会員情報管理の徹底 

奈良県士会会員の情報を管理していくためのシステムを徹底して行った。より正確な情報の共有をめざし、

会員管理システムの活用、ブロック事務局との連携を密に行った。入退会において、ブロック事務局との連

携を行った。 

 会員管理システムを運用しているが、協会員と県士会との統一されていない為、同一運用は出来ていない。 

２．理事会運営 

 議事録を適切に作成している。 

 年１２回行いその内、２回は拡大理事会を開催した。 

３．情報の伝達 

1）全施設 FAX 等のペーパーレス化を目指したが、SNS の運用には至っていない。 

2）県士会ホームページにおいて、研修会情報や部局情報の更新を随時行った。 

４．協会員=県士会に向け定款変更を目指す 

  日本作業療法士協会の動向を踏まえ、定款変更には至っていない 

 

福利厚生                                   事務副局長 松山和樹 

１．新入会員の歓迎会 

 １）学会終了後の打ち上げ 

当日の学会終了後の打ち上げの会計並びに司会を担当し、啓発委員会と協力して行った。 

２）PT ・ OT ・ ST 合同ボーリング大会 

  今年度は中止となった。 

２．子育て支援 

１）出産に伴う会費補助 

会員の出産に伴う次年度の会費免除を行った。 

３．地域で働く作業療法士の支援 

１）奈良県作業療法士会から各会員へ委託した事業についての作業療法士総合保険への補助を行った。 

 

表彰委員会                                     委員長 毛利陽介 

１．優秀学生賞の選出 
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２．学会優秀演題賞の選出 

 

 

北和ブロック                               北和ブロック長 渡邉俊行 

 

１．	 北和ブロック会員の入退会・異動、会費納入の管理を行った 

２．	 北和ブロックメーリングリストの再編成を行った 

３．	 第 11 回奈良県作業療法学会を開催した 

     日程：令和 1 年 6 月 9 日  参加者１５３名      

４．	 第 11 回奈良県作業療法学会の実行委員会を開催した（3 回/４・５・６月） 

５．	 北和ブロック会議を開催した（1 回/1 月） 

 

中和ブロック                              中和ブロック長 塩田大地 

１．中和ブロック会議の実施（2 回/年） 

→中和ブロック研修会の企画・準備のため会議(1 回：8 月)を行った。 

２．中和ブロック研修会の開催 

 →「活動・参加に結びつけるための生活環境づくり」 

→講師：河添竜志郎先生(株式会社くますま代表取締役) 

→参加者：36 名 

３．中和ブロック事務局機能の徹底 

 →既存のメーリングリスト(GMO)から新規のメーリングリスト(Google)へ変更した。 

→中和ブロック会員の入退会・異動、年会費納入の正確な管理を事務局と財務部との連 

携して行った。 

 

南和ブロック                               南和ブロック長 田中陽一 

１．南和ブロック会員管理（移動や変更届の処理，会費納入に伴う処理等） 

2．南和ブロック会議の実施（2 回実施：令和元年 7 月,8 月） 

 １）令和元年度の南和ブロック研修会の詳細についての会議と R２年度奈良学会の実行委員の選出のための会

議を実施 

２．南和ブロック研修会の開催 

 １）「和歌山県での自動車運転支援の取り組み－戦略と実践－」 

   講師：鍵野 将平先生（琴の浦リハビリテーションセンター） 

  27 名参加 

 

事業部                                    事業局長 大西 和弘 

1. 研修事業 

 １） 事業局セミナー 

   平成 31 年 事業局セミナー 

   １．「作業療法のエビデンス構築に向けた臨床研究の進め方」 

     講師：竹林崇 先生 （大阪府立大学） 
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     日時：平成 31 年 8 月 22 日木曜日 19：00～20：30 

     場所：奈良県総合リハビリテーションセンター 

     参加者：４９名 

   ２．「神経難病患者に対するコミュニケーションのためのスイッチ作製セミナー」  

     講師：倉賀野藍子 大西和弘 他    

     日時：令和元年 9 月 29 日日曜日 １３：３０～１６：００ 

     場所：秋津鴻池病院 研修棟 

     参加者：１１名 

   ３．「作業に根差した実践（OBP2.0）の理論と実践：評価の使い方」 

     講師：寺岡 睦 先生 （吉備国際大学 保健医療福祉学部講師） 

     日時：令和 2 年 2 月 16 日日曜日 10：００～１３：１０ 

     場所：秋津鴻池病院 研修棟 

     参加者：20 名 

 

 ２） スキルアップセミナー（全て県士会員は無料）  

  ・「高次脳機能障害の基礎知識と治療介入」 

   講師：前岡伸吾先生 天理よろづ相談所病院白川分院 

   日時：令和元年 5 月 16 日（木）19：00～20：30 

   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター  参加者：29 名 

    ・「急変時の対応とリスク管理」 

   講師：公文梨花 先生 天理よろづ相談所病院 

   日時：令和元年 5 月 30 日（木）19：00～20：30 

   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター  参加者：45 名 

  ・「急性期脳卒中の作業療法」  

   講師：松岡剛 先生 奈良県総合医療センター 

   日時：令和元年 6 月 13 日（木）19：00～20：30   

   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター  参加者：41 名 

  ・「重度心身障がい児が地域で生活するための支援について」  

   講師：吉川景一郎 先生 アイデル訪問看護ステーション 

   日時：令和元年 6 月 27 日（木）19：00～20：30 

   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター  参加者：13 名 

・「脳卒中患者の画像所見の読み方」 

   講師：北別府慎介 先生 西大和リハビリテーション病院 

   日時：令和元年 7 月 11 日（木）19：00～20：30 

   場所：西大和リハビリテーション病院  参加者：38 名 

    ・「脳卒中患者の上肢麻痺に対する作業療法」 

   講師：塩田大地 先生 西大和リハビリテーション病院 

   日時：令和元年 7 月 25 日（木）19：00～20：30 

   場所：西大和リハビリテーション病院  参加者：28 名 

    ・「臨床における疼痛評価と対応—作業療法士に求められる疼痛治療とは？—」 
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   講師：田中陽一 先生 奈良県総合リハビリテーションセンター 

   日時：令和元年 8 月 8 日（木）19：00～20：30 

   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター  参加者：47 名 

  ・「事例で学ぶ精神科作業療法」 

   講師：南庄一郎 先生  

   日時：令和元年 9 月 12 日（木）19：00～20：30 

   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター  参加者：13 名 

・「地域における精神科作業療法」 

   講師：上嶋倫子 先生 秋津鴻池病院 

   日時：令和元年 9 月 26 日（木）19：00～20：30 

   場所：秋津鴻池病院 研修棟  参加者：15 名 

・「手指機能障害への作業療法Ⅰ」 

   講師：毛利陽介 先生 白鳳短期大学 

   日時：令和元年 10 月 24（木）19：00～20：30 

   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター  参加者：２７名 

  ・「手指機能障害への作業療法Ⅱ」 

   講師：松山和樹 先生 田北病院 

   日時：令和元年 11 月 14 日（木）19：00～20：30 

   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター  参加者：30 名 

 ・「排泄機能障害と作業療法」 

   講師：坪内善仁 先生 奈良学園大学 

   日時：令和元年 11 月 28 日（木）19：00～20：30 

   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター  参加者：33 名 

・「老年期の作業療法」 

   講師：和田航平 先生 介護老人保健施設鴻池荘 

   日時：令和元年 12 月 12 日（木）19：00～20：30 

   場所：秋津鴻池病院 研修棟  参加者：22 名 

・「作業に焦点を当てる」 

   講師：東條秀則 先生 秋津鴻池病院 

   日時：令和 2 年 1 月 16 日（木）19：00～20：30 

   場所：秋津鴻池病院 研修棟  参加者：15 名 

 

2. 啓発事業 

 １） 外部啓発 

・家族会 

  奈良県パーキンソン病友の会奈良支部、家族会への在宅療養訪問相談  未実施 

ひまわり会、春うらら会他家族会  未実施 

・難病支援関連 

  近畿 ALS 協会総会出席 

 令和元年 6 月 1 日（土） 
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奈良県難病相談支援センター 令和元年度医療相談 相談員参加  大西 

 令和元年 9 月 6 日（金） 

  神経難病患者様在宅訪問 大西、倉賀野 

   令和元年５月 14 日（火）香芝市 ALS 在宅訪問 中和保健所保健師同行 

   令和元年５月 19 日（日）香芝市 ALS 在宅訪問  

   令和元年 6 月 10 日（月）大和郡山市 ALS 在宅訪問 郡山保健所保健師同行 

   令和元年 6 月 15 日（土）大和郡山市 ALS 在宅訪問 

   令和元年６月 25 日（火）大和郡山市 ALS 在宅訪問 

令和元年 6 月 21 日（金）大和郡山市 ALS レスパイト先訪問 郡山保健所保健師同行 

   令和元年 7 月 16 日（火）大和郡山市 ALS 在宅訪問 

   令和元年 10 月 9 日（水）河合町 ALS 在宅訪問 郡山保健所保健師同行 

   令和元年 10 月 24 日（木）河合町 ALS 在宅訪問 

   令和元年 12 月９日（月）大淀町 ALS 在宅訪問 

   令和元年 12 月 23 日（月）大淀町 ALS 在宅訪問 

・介護の日 

  令和元年 11 月 10 日（日）リハビリ相談ブースへの参加（PTST 士会合同） 

・バリアフリー展 

  平成 31 年４月 18 日 19 日 20 日 相談コーナー参加 

・その他 

  奈良県作業療法士会ホームページ内、事業局ブログ配信 

学術局                                    学術局長 辰己一彦 

教育部                                   教育部長 木納潤一 

１．生涯教育基礎研修 

１）現職者共通研修 

以下、現職者共通研修 10 テーマ中、10 テーマを実施した。 

・7 月 14 日：作業療法生涯教育概論（参加者 18 名）講師：木納潤一先生 

・7 月 14 日：事例報告と事例研究（参加者 17 名）講師：大西和弘先生 

・8 月 4 日：職業倫理（参加者 18 名）講師：南庄一郎先生 

・8 月 4 日：日本と世界の作業療法の動向（参加者 18 名）講師：松岡剛先生 

・9 月 28 日：作業療法の可能性（参加者 15 名）講師：前岡伸吾先生 

・9 月 29 日：保健・医療・福祉と地域支援（参加者 14 名）講師：西井正樹先生 

・9 月 29 日：実践のための作業療法研究（参加者 13 名）講師：坪内善仁先生 

・令和 2 年 1 月 19 日：作業療法における協業・後輩育成（参加者 7 名）講師：上嶋倫子先生 

 ・令和 2 年 1 月 19 日：事例検討会は、事例提供者がおらず中止した 

・事例報告申請：5 名 

２）現職者選択研修（老年期障害領域） 

・12 月 8 日：現職者選択研修—老年期障害領域（参加者 33 名） 

 講師：東條秀則先生，坪内善仁先生、前岡伸吾先生，西井正樹先生 

 ３）認知症アップデート研修 

  ・8 月 25 日（参加者 6 名），10 月 27 日（参加者 10 名） 
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 ４）臨床実習指導者講習会 

  ・9 月 22-23 日（参加者 65 名）、1 月 12-13 日（参加者 55 名） 

２．その他 

  ・県士会員の生涯教育手帳管理 

  ・事例報告登録研修制度：１名の会員に対し、奈良学会での演題発表までサポートした 

 

生活行為向上マネジメント委員会                          委員長 北別府慎介 

1．基礎研修を開催（2 回）した。 

２．事例検討会を開催（4 回）した。 

３．（一社）日本作業療法士協会の MTDLP 士会連携支援室連絡会議出席。      

 

学術部                                    学術部長 辰己一彦 

１．奈良県作業療法学会査読体制の見直しを行った 

１）査読実務のマネジメントを行う部員の養成 

２）部局員への査読体制の周知を図った。 

３）分野別査読委員の選定 

２．SIG の管理 

発達分野での SIG の管理を行った。 

３．研究発表に関する勉強会を開催した 

１）一般演題、事例報告の要項説明 

２）研究に関する基礎知識と文献検索 

３）研究計画法の講習会 

対象：1 年目からベテランまでのＯＴを対象 

学術部員：身体障害、精神障害、発達障害、老年・地域の代表者を立てて実施した。 

第 1 回勉強会 １１月２１日 演題募集要項，ポスター発表について 

第 2 回勉強会 １２月１９日 研究課題検討，研究プロセス，文献レビューについて 

第 3 回勉強会 １月９日   研究デザインについて 

第 4 回勉強会 １月１６日  日本作業療法学会演題登録について 

第 5 回勉強会 ２月２０日（予定） 発表スライド作成 

４．各委員会活動 

 

身障分野                                    委員長 金星 聡 

・研修会企画会議 

  日程：令和元年 9 月 18 日 

  会場：奈良県総合リハビリテーションセンター 

  参加：9 名 

・身体分野研修会開催 

  テーマ：「電気刺激装置について情報交換をしよう」 

  日程：令和元年 11 月 19 日 

会場：奈良県総合リハビリテーションセンター 
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参加：19 名 

 

発達分野                                   委員長 高畑 修平 

1. 発達 OT のマップ作成 

 市民より作業療法を受けられる施設に関する問い合わせが増えてきたこと、加えて、福祉領域で働く発達

OT が増えてきたことから、発達領域の OT が働いている施設のマップを作成した。今後、 終確認を行

い HP に掲載する予定である。 

2. 市民向け公開講座 

 令和２年 2 月 1６日 開催（予定）  定員 100 名 

「チームで叶える子どもの学校（園）生活」 

講師：松村エリ（フリーランス） 

 

老年・地域分野                                 委員長 片岡 歩 

１．委員会の開催 

  １）実施なし 

２．各市町村の社会資源データのやり取り 

  葛城市：地域包括支援センターにて各大字の集会所での取り組みデータを取得 

  三宅町：担当者との方とコンタクトを取り現在データを作成して頂いている 

  奈良市：市のホームページに掲載されている為、県士会で使用して良いか確認中 

  天理市：地域包括ケアシステム委員からの紹介で市内の集会所での実施状況のデータを取得 

  橿原市：ホームページにて各集会所での取り組み、市の支援サービスの一覧データを取得 

 

精神分野                                   委員長 木納 潤一 

１．委員会の開催 

 １）第１回委員会 令和 1 年 9 月 13 日 5 名出席 

 ２）第２回委員会 令和 1 年 12 月 13 日 4 名出席 

２．研修会の開催 

 令和 2 年 2 月 9 日「寝たきりをつくらない！身体の健康を支援する精神科作業療法」参加 24 名 

 

福祉用具                                     委員長 林 朋一 

福祉用具研修会を開催した 

 

運転                                       委員長 林 朋一 

１．運転フェスティバルへの参加 

⇒運転フェスティバルへ 4 名参加しました。 

２．アンケート実施 

⇒施設毎にアンケートを行いました。 

結果、20 件の回答を頂きました。 

３．会議 

⇒運転委員としての会議を今年度 2 回実施しました。 
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研究助成委員会                               委員長 高畑脩平 

1. 研究助成の募集・審査・確定 

令和元年度は、２名からの申請があった。研究助成委員会の審査、並びに３役からの 終審査を経て助成

が確定した。１年間の研究により成果を報告していただく予定である。 

 

広報・地域局                                  局長 前岡伸吾 

啓発部         啓発部委員長 松山 和樹 

１、新人歓迎会 

  奈良学会後の新人歓迎会の企画運営を行った。参加者 76 名。 

２、第 2 回作業療法の日 

10/13(日）イオンモール大和郡山のイオンホールにて開催した。 

公開講座・作品展示・体験コーナー・相談ブースを実施した。 

公開講座参加者：50 名 

３、飛鳥ランランリレーマラソン 

11/4 橿原運動公園にて開催されたリレーマラソンに参加した。10 名参加 

 

女性会員支援委員会・子育て支援委員会                      委員長：堀内あすか 

１．委員会会議の開催 

 集合会議を１回、ＷＥＢ会議を 2 回実施。 

２．研修会の実施 

  7 月 7 日に OT 女性会員・非会員を対象に OT を講師として子同伴のアロマセラピーの研修会を実施。 

委員会メンバー以外で 9 名の参加があった。 

３．日本作業療法士協会誌「窓」へ投稿し 2 名掲載。 

 

広報部                                     広報部長 前岡伸吾 
１．広報誌「まほろば」の発行を年 4回（5月、9月 12月 2月）行いました。  
	 １）まほろばの原稿を依頼する。 
２）まほろばの編集、印刷依頼、発送準備を行う。 

２．年賀状の作成を行いました。  
	 １）年賀状のデザイン作成を行いました。 
２）都道府県作業療法士会事務局、奈良県内の各種団体へ送付しました。 

３．奈良県士会の発送作業の業務を行いました。 
	 １）各部局から依頼のあった書類などの発送作業を行いました。 
 
地域局                                      局長 安井 敦史 

地域包括ケアシステム委員会                            委員長 安井敦史 

１．地域包括ケア OT 推進リーダー研修を北和・南和ブロックにて実施した 

・基礎研修  ：2 回 

・認定研修Ⅰ ：2 回 
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・認定研修Ⅱ ：1 回（講師：谷川 OT・由利 OT） 

２．自立支援型地域ケア会議に委員会から 10 名体制で参加した 

（安井、上野、鍛冶、吉川、沼田、宮城、西浦、谷村、片岡、山本） 

３．市町村からの講師依頼、会議の対応を行った 

奈良県庁地域包括ケア推進室、 奈良県庁医療政策局地域医療連携課、奈良市、香芝市、 

生駒市、桜井市、天理市、広陵町、河合町、斑鳩町、三宅町など 

４．奈良県庁より、厚生労働省介護予防活動普及展開事業、奈良県アドバイザー継続となった 

５．奈良県補助金事業として、「5 分でわかる地域包括ケア」のスライド動画を作成した 

６．	 奈良県補助金事業として、OT 協会「地域包括ケアシステム参画の手引き」を製本印刷した 

７．	 日本作業療法士協会誌 「5 分間講読」の執筆を行った（2019 年 5 月号） 

８．	 OT 協会、「地域ケア会議および介護予防・日常生活支援総合事業に関する人材育成研修会」 

に委員会より 2 名で参加した 

 

認知症支援委員会                                委員長 千葉 亜紀  

１．奈良県作業療法士会認知症支援委員 

１）定例会 

5 月 29 日 第 1 回 5 名 今年度の事業計画の分担、家族の会本人の集いの打合せ 

8 月 30 日 第 2 回 6 名 本人の集い報告、作業療法の日と研修日の打合せ 

9 月 25 日 第 3 回 6 名 作業療法の日打合せ 

 2 月 2 日  第 4 回 開催予定（次年度の事業計画打合せ） 

２）研修会 

ステップアップ研修 12 月 4 日（青丹学園）参加者 17 名 

多職種研修     2 月 2 日（奈良学園）開催予定 

３）認知症の人と家族の会 

   ①本人の集い 7 月 27 日 4 名参加   2 月 29 日開催予定 

   ②交流研修会 10 月 1 日 3 名参加 

   ③老人保健健康増進等事業 当事者へのインタビュー 12 月 12 日 1 名 

  ４）作業療法の日 7 名参加 講義とコグニサイズ体験 

  ５）その他 

    RUN 伴 大淀町区 5 名参加 

    ポロシャツ作成 

２、日本作業療法士協会関連 

 １）認知症作業療法推進委員会議 

   11 月 9・10 日 東京 2 名の委員出席 

３、各行政との協力関連 

 １）大淀町 

  ①地域包括ケア専門職会議 月 1 回 １名の委員参加 

  ②大淀高校 夏季特別講座 8 月 29 日 １名の委員参加 

        認知症サポーター養成講座 11 月 21 日 2 名の委員参加 

 ２）橿原市 
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  ①介護予防セミナー認知症予防 ８会場 各 1 名の委員参加 

 ３）宇陀市 

  ①知ってあんしん認知症講座 月 1 回上半期 2 名、下半期 1 名委員参加 

 ４）田原本町 

  ①認知症の人と家族のつどい 偶数月 2 名の委員参加 

 ５）御所市 

  ①認知症初期集中支援チーム検討委員会 6 月 26 日 1 名の委員参加 

 ６）香芝市 

  ①認知症初期集中支援チーム員会議  月 1 回 1 名の委員参加 

  ②認知症初期集中支援チーム検討委員会 11 月 12 日 1 名の委員参加 

７）吉野町 

  ①認知症初期集中支援チーム員会議  10 月から月 1 回 1 名の委員参加 

 ８）下市町 

①吉野郡 3 町認知症支援推進検討委員会 5 月 31 日 1 名の委員参加 

②認知症本人ミーティング たんぽぽミーティング 9 月から 2 回 1 名の委員参加 

  

保健福祉部                                保健福祉部長 前岡 伸吾 

１．日本作業療法士協会保健福祉部との情報の共有と会員への周知 

１）診療報酬・介護報酬改定に向けての情報収集を行った。 

   定期的に配信される診療改訂に向けた情報収集する。 

2．奈良県保険医協会との連携 

 １）奈良県保険医協会と情報収集や意見交換を行った。 

3．保健福祉部会議の実施 

 １）年 1 回（令和 1 年 9 月）部局会議を実施しました。 

4．近畿各士会制度対策の交流会及び研修会への参加 

１）8 月 31 日 京都地域リハビリテーションセンター  4 名参加 

5．令和 2 年度診療報酬改定説明・意見交換会への参加 

 １）診療報酬改定説明会・意見交換会    3 名参加 

 

各種委員会 

（常設委員会） 

災害支援対策委員会                                 委員長 東條秀則 

１．奈良 JRAT 

 １）6 月 15～16 日 第 12 回 JIMTEF 災害医療研修ベーシックコース（神戸） 1 名自費参加 

 ２）7 月 28 日 奈良県 PT 協会主催 災害対策研修会 OT6 名参加 

 ３）10 月 2 日 奈良 JRAT 会議 組織化検討 委員 1 名出席 

 ４）10 月 5～6 日 第 11 回 JIMTEF 災害医療研修アドバンスコース（神戸） 1 名参加 

 ５）11 月 30 日～12 月 1 日 地域 JRAT 全国研修会（東京） 委員 1 名参加 

 ６）1 月 29 日 地域 JRAT 代表者会議 近畿ブロック（京都） 委員 1 名出席 

２．近畿作業療法士聯絡協議会 災害支援対策事業 
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 １）８月 25 日 会議 委員 1 名出席、支援活動基本指針検討 

３．災害時士会内安否確認訓練 

 １）OT 協会から依頼、9 月 25 日予定も前回から期間が短く見合わせ 

 

規約検討委員会                                   委員長 木納潤一 

令和元年度は「会議費規程」を作成した。 

 

（特設委員会） 

倫理委員会                                     委員長 西井正樹 

奈良県作業療法士会 倫理問題担当窓口 

 

選挙管理委員会                                   委員長 梅林未来 

 

【自治体および各種団体より依頼された委員】 

【奈良県】 

・ 奈良県発達障害就労支援連絡協議会委員 

（宮崎瑠璃子） 

・奈良県高次脳機能障害支援体制委員会 

 （金星 聡） 

【奈良市】 

・ 奈良市介護給付等の支給に関する審査会委員 

（宮崎瑠璃子、北野真奈美、前岡伸吾、田中祥子、杉山有希、公文梨花） 

・ 介護認定審査会委員 

（西井正樹・渡邉俊行） 

【奈良県難病支援センター】 

・在宅療養難病患者コミュニケーション支援協力者 

（大西和弘、星合直子、倉賀野藍子、坪内善仁） 

【奈良市保健所】 

・在宅療養難病患者コミュニケーション支援協力者 

（大西和弘、星合直子） 

【王寺町】 

・認知症初期集中支援チーム検討委員（石橋慎二） 

【他団体】 

・奈良脳外傷友の会あすか（北野真奈美） 

・奈良高次脳機能障害リハビリテーション講習会実行委員 （北野真奈美） 

【令和元年度（一社）奈良県作業療法士会 奈良学会優秀演題賞】 

・河野 隆 先生 （UT 訪問看護種テーション） 

【令和元年度 （一社）奈良県作業療法士会 優秀学生賞】 

・白鳳短期大学 作業療法学課程 3 年 松山 奈美（奈良県総合リハビリテーションセンター） 

・関西学研医療福祉学院 作業療法学科 3 年 森田 真季 （山の辺病院） 



15 
 

第二号議案	 2019年度	 収支報告 
 
�	 決算が終了次第	 更新し提示致します。 
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第三号議案	 2020年度	 事業計画 
 会長                                       会長  

西井正樹 

会長業務として以下のような活動を行う。 

１．日本作業療法士協会との連携 

 １）47 委員会の委員として参加する。 

２）近畿連絡協議会幹事として、近畿の作業療法士の連携を進める。 

２．行政との連携 

 １）県・市町村との関係を強化する。 

３．各種団体との連携 

 １）奈良県理学療法士協会・奈良県言語聴覚士会との連携を強化する。 

 ２）奈良県医師会・奈良県看護協会等医療福祉関連団体と連携を強化する。 

 ３）障がい者団体との連携を強化する。 

４．他分野についての研修会の強化に努める 

 １）今まで奈良県作業療法士会が取り組んでこなかった分野の啓発活動の推進 

   全国の作業療法士会とも連携を取りながら、研修・啓発活動を展開する。 

 ２）臨床実習指導者を増やす。 

  臨床実習指導者講習会を年 2 回行う。 

５．「協会員＝士会員」に向けた動き（定款の変更） 

 １）3 ブロック制から 4 ブロック制の拡大 

 ２）代議員制の導入 

 

副会長                                      副会長 東條秀則 

会長・副会長との業務分担として以下のような活動を行う。 

１．公益活動 

 関連団体協力 適時人選調整 

 

副会長                                      副会長 大西和弘 

会長を補佐し、三役会の開催・近畿連絡協議会の出席など対外的な活動を行う。 

 

事務局                                     事務局長 毛利陽介 

財務部 

１．ブロック事務局 財務と連携し会費納入に対し迅速に対応する。 

２．ブロック事務局 財務と連携し会費納入率の向上を図る。 

３．各部局と連携し、予算・支出を管理する。 

４．税理士と連携し、法令に準じた決算書を作成し納税を行う。 

５．財務会議を開催する。 

６．県士会データと会員管理システムにおけるデータの統一化を図る。 
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総務部 

事務                                     事務副局長 松山和樹 

 １．会員情報管理の徹底 

２．理事会運営 

３．情報の伝達 

1）全施設 FAX 等のペーパーレス化をめざすために、メールマガジンへの登録を進める。 

2）県士会ホームページにおいて研修会や部局情報の更新、問い合わせメールへの対応を行う。 

４．協会員=県士会に向け、説明を行い、情報の統一を図り来年度総会で定款変更を目指す 

 

福利厚生                                        松山 和樹 

１．会員の慶弔 

２．新入会員の歓迎会 

３．子育て支援 

１）出産に伴う会費補助 

４．作業療法士総合保険への補助 

５．奈良県 PT・OT・ST ボーリング大会の開催 

 

表彰委員会                                    委員長 毛利陽介 

１．優秀学生賞の選出 

２．優秀演題賞の選出 

 

ブロック部 

北和ブロック                              北和ブロック長  渡邉俊行 

１．北和ブロック会議の実施（4 回） 

北和ブロック研修会の企画・準備を内容とした会議を実施する 

２．北和ブロック研修会の開催（12 月） 

３．北和ブロック事務局機能の徹底 

１）北和ブロックメーリングリストを再編し、事務連絡等を迅速に行う 

２）北和ブロック会員の入退会・異動、年会費納入の正確な管理を事務局と財務部の連携により行う 

３）災害時緊急連絡のブロック内システムを再構築する 

 

中和ブロック                            中和ブロック長  塩田大地 

１．中和ブロック会議の実施（3 回/年） 

中和ブロック研修会、R3 年度奈良学会の企画・準備を行う。 

２．中和ブロック研修会の開催 

３．中和ブロック事務局機能の徹底 

１）中和ブロックメーリングリストによる事務連絡等を迅速に行う。 

２）中和ブロック会員の入退会・異動、年会費納入の正確な管理を事務局と財務部の連携により行う。 
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南和ブロック                              南和ブロック長  田中陽一 

１．南和ブロック会議の実施（１/年） 

主に南和ブロックの運営に関した会議を実施する。 

２．南和ブロック事務局機能の徹底 

１）南和ブロックメーリングリストによる事務連絡等を迅速に行う。 

２）南和ブロック会員の入退会・異動、年会費納入の正確な管理を事務局と財務部の連携により行う。 

３．第 12 回奈良県作業療法学会の準備・運営 

  6 月 21 日の開催に向けた会議の実施。及び開催にあたり南和ブロックを中心に運営を行う。 

 

事業局                                    事業局長 大西 和弘 

1. 研修事業 

 １） 事業局セミナー 

   令和 2 年 事業局セミナー 

   １．「認知症関連 未定」 

     講師：小川真寛（京都大学人間健康科学系専攻作業療法学講座） 

     日時：令和 2 年８月開催予定 

     場所：未定 

   ２．「身体障害領域 未定」 

     講師：飯塚照史（奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻） 

     日時：令和 2 年１０月開催予定 

     場所：未定 

   ３．「作業関連 未定」  

     講師：未定    

     日時：令和 2 年下半期開催予定 

     場所：未定 

    ※詳細は今後確定次第アナウンス予定 

 

 ２） スキルアップセミナー（全て県士会員は無料） 

※会場変更の可能性あり ※オンラインセミナー3 講座予定 

  ・「高次脳機能障害の基礎知識と治療介入について～注意障害と USN 症例を中心に～」 

   講師：前岡伸吾先生 天理よろづ相談所病院白川分院 

   日時：令和２年５月１４日（木）19：00～20：30 

   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター 

・「急変時の対応とリスク管理」  

   講師：公文梨花 先生 天理よろづ相談所病院 

   日時：令和２年５月２８日（木）19：00～20：30 

   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター 

  ・「読み書きの神経機構に基づく評価と実践」  

   講師：高畑修平 先生 白鳳短期大学 

   日時：令和２年６月１１日（木）19：00～20：30 
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   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター 

・「脳卒中患者の画像所見を臨床に役立てる」 

   講師：北別府慎介 先生 西大和リハビリテーション病院 

   日時：令和２年７月２日（木）19：00～20：30 

   場所：西大和リハビリテーション病院 

    ・「脳卒中患者の上肢麻痺に対する作業療法」 

   講師：塩田大地 先生 西大和リハビリテーション病院 

   日時：令和２年７月１６日（木）19：00～20：30 

   場所：西大和リハビリテーション病院 

    ・「作業療法士に求められる疼痛評価と慢性疼痛の臨床対応」 

   講師：田中陽一 先生 奈良県総合リハビリテーションセンター 

   日時：令和２年８月６日（木）19：00～20：30 

   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター 

  ・「精神科の作業療法」（新規）  

   講師：木納潤一 先生  

   日時：令和２年９月８日（火）19：00～20：30 

   場所：秋津鴻池病院 研修棟、関西学研医療福祉学院 オンラインセミナー 

・「手指機能障害への作業療法Ⅰ」 

   講師：毛利陽介 先生 白鳳短期大学 

   日時：令和２年１０月８日（木）19：00～20：30 

   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター 

  ・「手指機能障害への作業療法Ⅱ」 

   講師：松山和樹 先生 田北病院 

   日時：令和２年１０月２２日（木）19：00～20：30 

   場所：奈良県総合リハビリテーションセンター 

 ・「地域・訪問リハビリテーションにおける作業療法」（新規） 

   講師：中島由紀香 先生 阪奈中央病院  

   日時：令和２年１１月１９日（木）19：00～20：30 

   場所：秋津鴻池病院 研修棟 

・「老年期の ADL と作業療法」 

   講師：和田航平 先生 介護老人保健施設鴻池荘 

   日時：令和２年 12 月８日（火）19：00～20：30 

   場所：秋津鴻池病院 研修棟、関西学研医療福祉学院 オンラインセミナー  

・「作業に焦点を当てる」 

   講師：東條秀則 先生 秋津鴻池病院 

   日時：令和 3 年 1 月１２日（火）19：00～20：30 

   場所：秋津鴻池病院 研修棟、関西学研医療福祉学院 オンラインセミナー 

  ※詳細は追ってホームページ及びメーリングリスト等でアナウンス予定 
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2. 啓発事業 

 １） 外部啓発 

・家族会 

  奈良県パーキンソン病友の会奈良支部、ひまわり会、春うらら会他家族会支援 

・難病支援関連 

  研修会への参加 

  奈良県難病相談支援センター及び県内保健所における難病患者への支援 

  家族会支援 

・介護の日 

  令和 2 年１１月８日（日）リハビリ相談ブースへの参加（PTST 士会合同） 

・バリアフリー展 

  令和２年 4 月 16 月 17 日 18 日感染症の影響で延期 実施日未定 参加予定 

・その他 

 

学術局                                    学術局長 辰己一彦 

教育部                                    教育部長 木納潤一 

１．生涯教育基礎研修 

１）現職者共通研修を以下の要領で実施予定。 

 R2 年度上半期 

「作業療法生涯教育概論」「事例報告と事例研究」「保健・医療・福祉と地域支援」 

「職業倫理」「実践のための作業療法研究」「作業療法における協業・後輩育成」 

  R2 年度下半期 

「作業療法の可能性」「日本と世界の作業療法の動向」 

「事例検討、事例報告（事例報告会）」 

※教育部主催の秋季合宿で、上記講座のうちいくつかの講座を開催する。 

２）現職者選択研修について、R２年度は発達障害領域を 11 月頃に開催予定 

  ３）認知症アップデート研修：R２年度は２回（北和と南和）開催予定 

２．生涯教育手帳管理：会員が手帳移行の手続きを円滑に執り行えるよう支援する 

３．事例報告登録研修制度の実施と事例登録の推進 

４．生涯教育基礎研修修了者への修了申請手続きの促進 

５．生活行為向上マネジメントに関連する研修会の補助 

６．臨床実習指導者講習会の準備と運営補助 

 

生活行為向上マネジメント推進委員会                      委員長 北別府慎介 

１．基礎研修の開催（2 回）。 

２．事例検討会の開催（5 回）。 

 

学術部                                     部長 辰己一彦 

１．奈良県作業療法士会学術部の査読体制の見直し 

１）査読実務のマネジメントを行う部員の養成 
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２）部局員への査読体制の周知を図る。 

３）分野別査読委員の選定 

２．SIG の管理 

３．研究助成費採択，拠出 

  研究助成委員会の会議にて、応募者の研究の進捗状況を確認し支援する。 

４．研究発表に関する勉強会開催 

１）一般演題，事例報告，事例登録の要項説明 

２）研究に関する基礎知識と文献検索 

３）研究計画法の講習会 

対象：１年目の若手 OT からベテラン OT を対象とする。 

目的：会員の作業療法実践の質的向上を図り，根拠資料を作成し成果を内外に示す。 

日本作業療法士学会，近畿作業療法士学会，奈良県作業療法士学会への演題登録 

   生涯教育制度の「認定作業療法士」申請の要件である事例登録を行う。 

学術部員：身体障害，精神障害，発達障害，老年・地域の代表者を立てる。 

勉強会全 6 回実施予定 

５．各委員会の管理，運営補助 

身障，発達，老年・地域，精神，運転，福祉用具，研究助成，学術誌発行 

 

学術部精神分野                                担当：木納潤一 

１．委員会の開催 

 合計 4 回実施予定（令和 2 年 6 月、9 月、12 月、令和 3 年 2 月） 

２．研修会の開催 

 １）精神科作業療法に関連する研修会の開催・運営 

 ２）奈良県内の精神障害者スポーツに関する調査 

 

身体障害分野                               担当分野責任者 金星 聡 

・身体分野会議開催 

  内容：研修会の企画、今後の方向性についての話し合い、その他（予定） 

  会場：奈良県総合リハビリテーションセンター（予定） 

・研修会開催 

  内容：未定 

  会場：奈良県総合リハビリテーションセンター 

 

地域・老年期分野                              担当分野責任者 片岡 歩 

１．委員会の開催 

 合計 4 回実施予定（令和 2 年 4 月、7 月、10 月、令和 3 年 2 月） 

２．各市町村の社会資源データの獲得 

 引き続き奈良県内の市町村とコミュニケーションをとりつつ地域包括ケアシステム委員会と連携を取りなが

らデータ獲得を進める。 

目標：さらに５市町村のデータ獲得（合計１０市町村）。 
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３．新規委員の獲得 

 

発達分野 特別支援委員会                              委員長：高畑脩平  

１．Q&A 冊子の作成 

  引き続き、Q&A 冊子の作成を継続する。 

２．特別支援教育委員会主催 市民向け公開講座 

保護者・支援者向けの研修会を年に 1 回の頻度で実施する。 

 

福祉用具相談支援委員会                              委員長 林 朋一 

１．研修会に向けての会議開催 

２．福祉用具関連の研修会開催 

 

運転委員会                                    委員長 林 朋一 

１．運転委員会議 4～5 回実施（2 か月に 1 回程度） 

２．運転フェスティバルへの参加 3～4 名参加 9 月開催 

３．パンフレット作成 

⇒運転支援に関する法律、手順、評価法をまとめた冊子を作成し、県内の施設に送付し、運転再開の支援の

統一、底上げをはかる。 

４．指定自動車教習副管理者向け講習 7 月開催 

５．運転研究会への参加 1 月開催 

 

研究助成委員会                             委員長 高畑 脩平 

2. 令和２年度の研究助成の募集 

１名に対して１０万円の助成を行う予定である。 

２. 令和元年度の助成決定者のサポート 

 令和元年度に助成が決定した２名に対して、研究の進捗状況の確認、研究成果の報告方法を案内する予定

である。 

 

広報・啓発局                                    局長 前岡伸吾 

啓発部                                     委員長  松山和樹 

外部・内部啓発    

１.「第３回作業療法の日」の企画 

2021 年度開催予定の一般向け職業啓発イベント「第３回作業療法の日」の企画を行う。 

２. リレーマラソンへの参加 

橿原市で秋期に開催される「飛鳥 RUN×２マラソン」に奈良県作業療法士会名義で参加する。 

 

女性会員支援委員会・子育て支援委員会                      委員長 堀内 あすか 

１．女性会員を対象として子同伴可能な交流の機会とスキルアップのための研修会を実施する。 

２．集合会議 2 回とウェブ会議を 2 回行う。 
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広報部                                     広報部長 前岡伸吾 

１．広報誌「まほろば」の発行 年 4 回（5 月、9 月 12 月 2 月）。 

１）まほろばの原稿を依頼する。 

２）まほろばの編集、印刷依頼、発送準備を行う。 

２．年賀状の作成を行います。 

１）年賀状のデザイン作成を行います。 

２）都道府県作業療法士会事務局、奈良県内の各種団体へ送付する。 

３．奈良県士会の発送作業の業務を担う。 

１）必要に応じて発送作業の業務を担う。 

 

地域局                                     局長 安井敦史 

地域包括ケアシステム委員会                          委員長 安井敦史 

１．奈良県介護人材確保対策総合支援補助金の申請を行う 

２．地域包括ケア OT 推進リーダー研修を実施する（原資：県補助金事業） 

３．総合事業短期集中 C 研修会を実施する 

４．自立支援型地域ケア会議研修会を実施する(原資：県補助金) 

５．委員会定例会議を開催し、県内各地の情報収集・情報更新を行う 

６．OT 協会誌 5 分間講読の執筆者を 1 名育成する 

７．県庁、市町村からの依頼に対応をおこなう 

 

認知症支援委員会                               委員長 千葉 亜紀 

１．奈良県作業療法士会認知症支援委員 

１）5 月・8 月・１１月・2 月 委員会開催を予定 各ブロック情報共有、研修・企画の打合せ 

 ２）県士会メーリングリストにて会員に認知症支援事業関与のアンケート実施 

 ３）研修体制の検討・試行（ステップアップ研修・多職種研修・事例報告・地域活動見学） 

 ４）認知症支援パンフレットの作成検討 

 ５）RUN 伴 

 ６）認知症サポーター養成講座 

２．各行政・他団体との協力関連 

 １）市町村の事業参加（橿原市・香芝市・宇陀市・田原本町・下市町・大淀町・吉野町） 

３．認知症の人と家族の会  

 １）本人の集い（7 月・2 月） 

 ２）奈良県支部総会 講師（4 月 感染症対策の為中止） 
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保健福祉部                                保健福祉部長 前岡 伸吾 

1．日本作業療法士協会保健福祉部との情報の共有と会員への周知 

 １）診療報酬改訂に向けた情報を協会ホームページで確認し、必要に応じてホームペー 

ジに掲載する 

２）令和２年の診療報酬改定に向けて情報収集を行う 

３）令和 3 年の介護報酬買い手に向けての情報収集を行う 

2．診療報酬に関する研修会の実施 

 １）令和２年度診療報酬研修会を実施する。 

3．介護保険制度についての研修会実施 

  １）介護保険制度の基礎について研修会を実施する。 

4．奈良県保険医協会との連携 

 １）奈良県保険医協会と交流を深める中で情報収集や意見交換、研修会などへの参加を 

   行っていく 

5．近畿制度対策交流会・研修会の参加 

 １）近畿の制度対策委員の交流会及び研修会に参加する 

6．保健福祉部会議の実施 

 １）年１回（令和 2 年 9 月）部局会議を実施する 

 

(常設委員会) 

災害支援対策委員会                               委員長  東條秀則 

１．奈良 JRAT 

 １）奈良・近畿会議出席 

 ２）奈良・近畿研修会参加 

 ３）JIMTEF 災害医療研修ベーシックコース 受講者調整 

２．近畿作業療法士聯絡協議会 災害支援対策事業 

 １）会議出席 

３・災害時士会内安否確認訓練 

 １）OT 協会と協力し実施 

 

規約検討委員会                                  委員長 木納潤一 

１．規程・細則の見直し、修正や変更を行う。 

２．規程・細則の作成を行う。 

３．会員が規程・細則を閲覧できる環境を整備する。 

 

（特設委員会） 

倫理委員会                                    委員長 西井正樹 

奈良県作業療法士会 倫理問題担当窓口 
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第四号議案	 2020年度	 予算計画 

�	 決算が終了次第、更新し提示致します。 
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一般社団法人	 奈良県作業療法士会	 組織図 
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一般社団法人	 奈良県作業療法士会	 所属ブロック 

 

北和ブロック 
奈良市 生駒市 

 

中和ブロック 
天理市 大和郡山市 生駒郡 北葛城郡 香芝市 

 

南和ブロック 
桜井市 五條市 宇陀市 大和高田市 橿原市 葛城市 御所市 高市郡  

磯城郡 吉野郡 

 
 
 


