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2018 年度 一般社団法人兵庫県作業療法士会 総括 
 

 

会長 長尾 徹 
 

 

～地域に根差した作業療法士を支えるためのシステム構築と組織の変革に向けて～ 

 
 

2018 年度は「地域に根差した作業療法士を支えるためのシステム構築と組織の変革に向けて」をテー

マとし、重点課題５つと毎年継続されている県士会事業に取り組んだ。 

重点課題「１．地域包括ケアシステムにおける人材活用と作業療法の推進」については、兵庫県リハ３

士会合同地域支援推進協議会へ会長・監事が役員として参画し、兵庫県理学療法士会・兵庫県言語聴覚

士会との連携活動を通して兵庫県・神戸市等の事業に貢献を果たしたと考えている。具体的な事業につ

いては、当士会内の部署の部員・委員が横断的に協力し、企画・実施を担った。リハ３士会以外の活動

としては、認知症対策委員会も継続的な研修会を開催し、受講者への修了証を発行しつつ、継続的な人

材育成をもたらした。また、教育部・学術推進部・広報啓発部も会員への研修・伝達・広報啓発を行っ

てきた。保険福祉対策部では会員が置かれた状況を情報収集し、今後の活動に示唆を与える結果を導い

た。 

重点課題「２．在宅・介護の一体化および障害者施策に資する人材育成と質の向上」では、特別支援教

育対策委員会が日本作業療法士協会と連携して全国規模の研修会を開催し、教育現場で期待されている

作業療法士の活用方法を伝えた。また、地域ケア推進委員会は兵庫県からの受託事業を通して兵庫県医

師会をはじめ他の医療職団体の協力のもと研修会を開催し、他職種への情報発信と２０１９年度につな

がるシステムの開発に尽力した。さらに、兵庫県が設置した「県東部における障害児者リハビリテーシ

ョン医療のあり方検討会」へ監事が参加し、２０１９年度の兵庫県における障害児者施策と事業計画に

提言を行い、兵庫県がその企画を予算化し県民に公表された。 

重点課題「３．作業療法士の生涯教育における県士会の役割明確化」については、協会４７都道府県委

員会への参加を通して兵庫県の役割を確認し、各部・委員会が協働できるように随時調整作業を行った。

また、協会がテーマとしてとりあげた精神障害の作業療法分野におけるワーキンググループ活動に対応

すべく、県士会内での準備活動を始めた。このことは２０１９年度も継続し、組織改編を伴った企画が

実施される予定である。ＭＴＤＬＰについては、前年からの活動を継続し、その活用および推進のため

に部員の派遣や広報活動に携わった。 

重点課題「４．新組織体制による組織力向上」では、三局制を運用し、各部・委員会の組織立てを見直

し、相談を行う対象や会議等の構成員を明確化した。また、県士会活動に利用していたグループウェア

の変更が必要となったため、半年以上をかけて次システムの検討を行い、試験的な利用を開始した。 

重点課題「５．関係団体・他職種、地域住民との連携推進」では、兵庫県医療職団体協議会（１０団体）

へ参加し、兵庫県看護協会が開催する健康福祉啓発事業に広報啓発部が協力した。地域住民への作業療

法の啓発と貢献を担ったが、この事業は通常の業務となりつつある。また、近畿作業療法士連絡協議会

が主催する近畿学会（大阪）への協力のみならず、他府県士会との協働事業に参画した。兵庫県作業療

法士会の活動は、これまであげた重点課題に該当する活動を総務部・財務部・情報発信部が協力するだ

けではなく、通常業務を通してその基盤を支えた。 

会員の日々の臨床活動や研修においては、身近な会場で事業の恩恵を受けることができるように各ブロ

ックで活動が盛んに行われ、年を追うごとにシステマティックに企画・運営され、広報啓発活動も取り

組まれるようになってきており、これらの基盤事業が滞りなく継続されたことは特筆に値する。 

 

 

会員数：２０８５名（２０１９年３月３１日） 
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2018年度 他組織・団体等の県士会担当名簿 

団体名 委員会名 役 職 士会代表 

日本作業療法士協会 47委員会 委 員 会 長 

兵庫県医療職団体協議会 理事会 理 事 会長・理事 

兵庫県リハ 3士会合同地域支援推進協議会 幹事会 副代表・幹事 会長・理事 

近畿作業療法士連絡協議会 役員会 代表・役員 会長・理事 

一般社団法人兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会 理事会 理 事 会 長 

兵庫県リハビリテーション協議会 理事会 理 事 会 長 

兵庫県プライマリ・ケア協議会 幹事会 幹 事 副会長 

兵庫県立福祉のまちづくり研究所企画運営委員会 委員会 委 員 理 事 

兵庫県立リハビリテーション中央病院運営懇話会 懇話会 委 員 会 長 

兵庫県介護予防・生活支援推進会議 会 議 構成員 会 長 

兵庫県災害リハビリテーション推進協議会 理事会 理 事 会 長 

神戸市リハ職種地域支援協議会幹事会 幹事会 副代表・幹事 理 事 

持ち上げない介護推進プロジェクトモデル施設認定審査会 審査会 委 員 会 長 

明石市地域総合支援協議会 専門部会 構成員 会 長 

 

2018年度 他組織・団体等の依頼・渉外活動 

関係機関・委員会名 役 職 

兵庫県介護保険審査会 委 員 

神戸市障害支援区分判定審査会 委 員 

神戸市介護認定審査会 委 員 

加古川市自立支援給付審査会 委 員 

高砂市自立支援給付等審査会 委 員 

姫路市障害認定審査会 委 員 

兵庫県介護支援専門員協会 委 員 

 
  

兵庫県東部における障害児者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝのあり方検討会 構成員 

阪神北圏域リハビリテーション支援センター連絡協議会 構成員 

宝塚市セラピスト協議会 構成員 

宝塚市ＰＴＯＴＳＴ連絡会 構成員 

宝塚市いきいき百歳体操への体操支援 構成員 

阪神南圏域リハビリテーション支援センター連絡協議会 構成員 

尼崎市ＰＴＯＴＳＴ連絡会 構成員 

尼崎市地域ケア代表者会議 構成員 

西宮ＰＴＯＴＳＴ連絡会 副代表 

西宮市自立に向けたケアマネジメント会議 構成員 

西宮市リハビリテーション専門職によるケアマネジメント支援事業 構成員 

東播磨圏域リハビリテーション連絡協議会 構成員 

明石市リハ職連絡会 構成員 

明石市総合支援事業 構成員 

明石市自立支援型ケアマネジメント会議 構成員 

明石市認知症職初期集中支援チーム 構成員 

三木市地域ケア会議 構成員 

姫路市医療介護連携会議 構成員 

姫路市医療介護連携会議 れんけい手帳検証部会 構成員 

姫路市医療介護連携会議 介護予防部会 構成員 

姫路市地域マネジメント会議 構成員 

姫路市認知症初期集中支援チーム 構成員 

西播磨圏域リハビリテーション連絡協議会 構成員 
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西播磨圏域認知症疾患医療連絡協議会 構成員 

相生市認知症初期集中支援チーム員 構成員 

上郡地域ケア会議 構成員 

淡路圏域リハビリテーション連絡協議会 構成員 

洲本市自立支援型地域ケア個別会議 構成員 

洲本市認知症初期集中支援チーム員会議 構成員 

洲本市地域ケア会議・医療介護連携部会 構成員 

南あわじ市認知症初期集中支援チーム員 構成員 

南あわじ市医療・介護連携会議 構成員 

淡路市認知症初期集中支援チーム検討会 構成員 

  相生市認知症予防体操教室 講 師 

兵庫県ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ協議会平成３０年度（2018年度）研究集会 講 師 

兵庫県まちづくり研究所自立支援型ケアプラン作成研修 講 師 

南あわじ市居宅介護支援専門員研修会 講 師 

すもと高齢社会をよくする会 介護保険学習会 講 師 

姫路市朝日地域包括支援ｾﾝﾀｰ第３回包括的・継続的ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援研修 講 師 

東播磨地域ビジョン委員会 職業人と語ろう 講 師 

明石放課後児童クラブ指導者員研修会 講 師 

 

後援一覧 

公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会 

  第 12回兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会 

一般社団法人兵庫県理学療法士会 

  第 31回兵庫県理学療法学術大会 

 一般社団法人兵庫県言語聴覚士会 

  平成 30年度（2018年度）ひょうご言語聴覚の日イベント失語症啓発フォーラム 

 兵庫県プライマリ・ケア協議会 

  平成 30年度（2018年度）研修集会 

 兵庫県立リハビリテーション中央病院 

  兵庫県立リハビリテーション中央病院県民公開講座 

兵庫県メンタルケアフットサル連盟 

 第 7回ひょうごメンタルケアフットサル大会 

 一般社団法人日本障がい者乗馬協会 

  第 26回全国障がい者馬術大会／第 2回全日本パラ馬術大会 

 公益社団法人全国精神保健福祉連合会・公益社団法人兵庫県精神福祉家族会連合会 

  第 11回精神保健福祉家族退会～みんなねっと兵庫大会～ 

 公益社団法人姫路市救急医療協会 

  第 13回救急医療フォーラム 

 一般財団法人神戸在宅医療･介護推進財団 

  口腔ケアに関するシンポジウム 

 神戸市在宅医療・介護推進財団 

  めざそう健康長寿の延命！神戸市いきいきシニアライフ講演会 

 RUN伴あこう実行委員会 

  RUN伴 2018ひょうごゴールイベント 

 看護 CBTを学ぶ会 

  認知行動基礎研修ならびに宿泊型事例検討会 

第 5回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 

  第 5回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会近畿支部学術集会 

 特定非営利法人活動アイ・コラボレーション神戸 

  アクセシビリティの祭典 2019 
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 全国地域リハビリテーション合同研究会、全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会 

  全国地域リハビリテーション合同研修大会 in ひょうご 2019 

 日本プライマリ・ケア連合学会 

  第 33回近畿地方会 
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2018年度 事業報告 
 

全 体 

1. 2018年度兵庫県作業療法士会社員総会開催（6月 10日（日）） 

2. 三役会 12回、運営会議 12回、拡大運営会議 2回、理事会 4回 

3. 理事改選 
 

 

事務局総務部  

1. 県士会ニュースを含む定期刊行物などの発送及び資料保管 

2. 会員管理（入退会、会費納入・督促に関する実務、会員情報管理システム「マイページ」運用） 

3. 内外の公文書の整理 

4. 外部情報の受付、情報整理、管理 

5. 求人情報の掲載（4月･･･1件 5月･･･4件 6月･･7件 7月･･･2件 8月･･･2件 9月･･･1件  

10月･･･5件 11月･･･1件 12月･･･2件 1月･･･2件 2月･･･4件 3月･･･1件 計 32件） 

6．他団体研修会チラシの定期配送への同封 

7. 表彰者推薦の実務 11件（内 2件は 3役対応） 

8. 日本作業療法士協会・都道府県連絡協議会合同研修会、近畿作業療法士連絡協議会会議、 

会員管理実務者講習会への派遣 

9. 役職者・会計担当者説明会 

 日時・場所：2018年 4月 14日(土) 13：30～15：30 新長田勤労市民センター別館 

 内容：財務部から会計方法の説明、情報交換会（対象：部長・ブロック長、委員長）等 

 参加：43名 

10.春季講習会＆交流会 

1）講習会 

日時・場所：2018年 5月 19日(土) 14：30～16：30 新長田勤労市民センター 

 内容：「職場や地域での他職種との連携の大事さ」 

講師 門脇誠一氏（理事） 

「県士会におけるスキルアップの必要性」 

    講師 小南陽平氏（理事） 

    「生涯教育制度について」  

    報告者 北岡裕也氏（教育部長），進藤真央氏（日本作業療法士協会生涯教育推進委員） 

 参加：40名（うち新入会者 32名） 

2）交流会 

参加：41名（新入会者 27 名、県士会員 14名） 

11. 県学会入会窓口開設および県士会活動紹介、2017年度活動報告  

1）県士会入会窓口開設 

日時・場所：2018年 6月 4日(日) 9:00〜11:45 兵庫県民会館 

入会者： 10名  

 2）県士会活動紹介および 2017年度活動報告 

日時・場所：2018年 6月 4日(日)  12:40～13:10 兵庫県民会館 

内容：「県士会活動紹介および活動報告」 

報告者 溝部二十四氏（総務部） 

「2017年度兵庫県介護人材確保に向けた市 町・団体支援事業報告」 

報告者 佐野善章氏（地域ケア推進委員会） 

    「兵庫県認知症臨床作業療法士育成研修会報告」 

報告者 上田章弘氏 （認知症対策委員会） 

12.災害対策事業 

1）兵庫 JRAT関連 

①2018年 7月豪雨による岡山 JRAT本部活動への派遣  

日時・場所：2018年 8月 10日（金）～12日（日） 岡山県倉敷市真備 

内容：岡山 JRAT本部活動への派遣 
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②2018年度第 2回兵庫 JRAT連絡調整会議 

  日時・場所：2018年 10 月 5日（金）19時〜21時 総合リハビリテーションセンター 

③2018年度第 3回兵庫 JRAT連絡調整会議 

 日時・場所：2018年 11月 15日（木）19時〜21 時 総合リハビリテーションセンター 

2）兵庫県但馬地域合同防災訓練参加（但馬ブロック 田渕ブロック長） 

日時・場所：2018年 9月 2日（日） 香住小学校 

3）2018年度災害支援研修会～災害に備えて平時から取り組むこと～ 

  日時・場所：2018年 11 月 4日（日）10：00～16：00 日本作業療法士協会 

4）2018年度 第 2回近畿作業療法士協議会 災害支援対策事業 

 日時・場所：2019 年 1月 13日（日）10時～12時 大阪府作業療法士会事務所 

5）OT協会災害対策室「平成 30年度（2018年度）災害 発生を想定した訓練」 

  日時：2018年 2月 8日（金）11:00 

13.2018 年度 福祉・介護従事者キャリアアップ研修 

日時・場所：2018年 11月 25日(日) 10：30～12：00 神戸市教育会館 

内容：「災害時に OTとしてできることと課題」 

講師 長谷川敬一氏（一般社団法人福島県作業療法士会会長） 

 参加：52名 

日時・場所：2018年 11月 25日(日)13：00～14：45 神戸市教育会館 

内容：「REHUGによる災害時の対応訓練」大規模災害リハビリテーション支援チーム本部運営ゲーム(REHUG)

を用いて災害時の支援チーム本部の運営を疑似的に体験した 

参加：47 名 

14.OTサポーター管理，運用 

1) OTサポーター登録 

  アンケート回答受付期間：2018年 8月 全登録者数：114名 

15.OT福祉用具相談支援システム 

16.細則検討委員会 

17.会員情報管理 

18.その他総務部運営事務の遂行 

  

 

財務部 

1. 2018 年度予算管理と会計処理 

2. 2018 年度決算 

3. 2019 年度予算案立案 

4. 会計関連マニュアル 2019 年度版の作成 

5. 会計担当者会議開催 2018 年 4月 14日（土）参加者 43名 
  

 

情報発信部 

1．ニュース係 

1）県士会ニュース 年間 6回発行（No.42,43,44,45,46,47）、企画・編集作業 

  ①掲載内容 運営会議・拡大運営会議報告，各部署・委員会・ブロックからのお知らせ， 

作業療法士求人広告,第 39回近畿学会情報,シリーズ企画 

その他トピックス，他団体研修会情報 

  ②奇数月：表紙、他 3Pをカラーによる印刷・製本の実施 

   偶数月：フルカラーによる印刷・製本の実施 

2．ホームページ係  

1）管理・運営 

2）「最新情報」、「研修会案内」掲示板のデータ更新 

3）フェイスブック運用 

4）ブロック・教育部「研修会情報」データ更新 

5) 他団体研修会情報掲載 

6)「厚生労働省報道情報」の更新 
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7)「ダウンロードコーナー」の作成、運用 

8）OTマップの更新 

9）年間スケジュールの作成 

10）「第 39回近畿学会」広報 

 

 

広報啓発部 

1．ふれあいの祭典 

 日時・場所：2018年 10月 20・21日(土・日)10：00～16：00 明石公園  

 内容：作業療法啓発のブース出展、自助具の展示とバネ箸作製体験、パンフレット配布  

 参加：184名（1日目）、204名（２日目）計 388名の参加 

2．福祉・介護啓発事業「一般市民講座」の実施 

 日時・場所：2018年 11月 24日（日）13:30〜15:30 姫路市男女共同参画推進センター（あいめっせ） 

 内容：講義「ペアレント・トレーニングの考え方～子育て、高齢者ケアへの活用方法～」 

    講師：竹中正彦氏（兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校） 

      対談「ペアレント・トレニーングの考え方を地域で活用するには」 

    対談者：長尾 徹氏（兵庫県作業療法士会・会長） 

 参加者：96名 

3．バリアフリー展への協力事業 

日時・場所：2018年 4月 19・20・21日（木・金・土） インテックス大阪 

内容：相談窓口、ビラ配りなどによる啓発 

4．兵庫県障害者スポーツ大会支援 

日時・場所：2018年 11月 16日（金）グリーンアリーナ神戸 

内容：兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会「精神障害者の部～バレーボール大会～」へ、当日ボランティ 

ア人員として 1名派遣 

5．公開講座・啓発活動の予告や報告などの情報提供 

県士会ニュース、県士会ホームページにおける情報発信 

6．低年齢層への啓発事業（夏休みの自由研究は作業療法士におまかせ） 

日時・場所：2018年 8月 5日（日）9:00〜12:00 順心会 地域リハビリテーションセンター 

内容：夏休みの自由研究として自助具（ピンセット箸・ソックスエイド）の作成を通じ作業療法の啓発を

実施。 

参加者：子供・保護者 23名 

7．看護の日記念イベント 

日時・場所：2018年 5月 12日（土）10:00〜15:30 兵庫県看護協会 

内容：作業療法啓発のブース出展、自助具（ピンセット箸・ソックスエイド）作成と作業療法の説明 

参加者：120名 

8.看護フェア 

日時・場所：2018年 11月 17日（土）10:00〜15:30 兵庫県看護協会 

内容：作業療法啓発のブース出展、自助具（ピンセット箸）作成・握力測定と作業療法の説明 

参加者：118名 

9. ラインスタンプ作製事業 

    内容：原案完成、スタンプ登録の手続き開始 

10. コングレスバック作製事業 

    内容：1000枚作製し啓発事業等で配布 

11. ポロシャツ作製事業 

    内容：100着作製、部署長・部員を中心に販売（残 39着） 
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保険・福祉対策部 

1．保健・医療・福祉関連の情報提供 

県士会ニュース、県士会ホームページにおける情報発信 

2．精神科作業療法実態調査に関する検討会議の開催 

  検討会議 1回 

  実態調査の実施 

回収数 19枚 回収率 65.5％ 

結果は県士会ニュース、県士会ホームページ、機関誌に掲載 

3．診療報酬改定等に関する実態調査の実施 

回収数 509枚 回収率 53.5％ 

結果は県士会ニュース、県士会ホームページ、機関誌に掲載 

4．兵庫県リハ 3士会合同地域支援推進協議会「第 9 回兵庫県リハ 3士会合同研修会」企画・運営 

 

 

教育部 

1．研修会 

 1）第 1回兵庫県作業療法士会研修会 

   内容：講義「自動車運手再開・中止における OTの関わり」 

   講師：岩佐英志氏（専門学校 健祥会学園） 

   日時：2018年 12月 9日（日）13：30～16：30 

   場所：JEC日本研修センター 神戸元町 

   参加：21名 

2）第 2回兵庫県作業療法士会教育部主催研修会 

   内容：講義「スキルアップセミナー タナベセラピー」 

   講師：宮本直也氏（大西脳神経外科病院） 

   日時：2019年 2月 3 日（日）13:30～16:30 

   場所：JEC日本研修センター 神戸元町 

   参加：24名 

2.現職者研修 事例報告と事例研究 

 1）第 1回現職者共通研修 

   日時：2018年 11月 11日（日） 

   場所：こうべ市民福祉交流センター 

   参加：延べ 303名 

時限 講義名 講師名 参加者 

1 職業倫理 西本 寛氏 （ケアステーションかんざき） 67 名 

2 作業療法における協業・後輩育成 本多伸行氏   (関西福祉科学大学） 81 名 

3 事例報告と事例研究 本多伸行氏   (関西福祉科学大学） 78 名 

4 保健・医療・福祉と地域支援 
宮崎宏興氏   (たつの市地域活動支援センター 

いねいぶる） 

77 名 

2）第 2回現職者共通研修 

日時：2018年 8月 5 日（日） 

場所：兵庫県中央労働センター  

参加：延べ 369名 

時限 現職者共通研修 講師名 参加者 

1 作業療法生涯教育概論 
長倉寿子氏  （順心リハビリテーション病院地

域リハビリテーションセンター）         

87 名 

2 実践のための作業療法研究 長尾 徹氏 （神戸大学） 94 名 

3 作業療法の可能性 大瀧俊夫氏 （神戸労災病院） 94 名 

4 日本と世界の作業療法の動向 山﨑せつ子氏 (兵庫医療大学） 94 名 
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3）現職者選択研修 

 1）第 1回現職者選択研修 

内容：第 1回ＭＴＤＬＰ基礎研修 

日時・場所：2018年 7月 1日（日） 9：30～17：00 兵庫県民会館 

講師：田中康介氏（（財）神戸在宅医療・介護推進財団老人健康センター 地域リハビリテーションセンター） 

       北岡裕也氏（関西総合リハビリテーション専門学校） 

       松本宏昭氏（西江井島病院） 

参加：65名 

2）第 2回現職者選択研修 

内容：第 2回ＭＴＤＬＰ基礎研修 

    日時・場所：2018 年 10月 21日（日） 9：30～17：00 兵庫県学校厚生会 

講師：田中康介氏（（財）神戸在宅医療・介護推進財団老人健康センター 地域リハビリテーションセンター） 

       小南陽平氏（宝塚第一病院） 

       松本宏昭氏（西江井島病院） 

参加：41名 

3）第 3回現職者選択研修 

  内容：身体障害領域の作業療法 

日時：2018年 10月 28日(日) 9：30～17：00 

   会場：兵庫県学校厚生会館 

   参加：44名 

 時限 現職者選択研修（身体障害領域） 講師名 参加者 

3 

1 身体障害領域の基礎知識 大瀧 誠氏 (神戸学院大学) 44 名 

2 生活期の作業療法 常本浩美氏 (関西総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校) 44 名 

3 回復期の作業療法 末宗 梓氏 (荻原みさき病院) 44 名 

4 急性期の作業療法 高井京子氏 (北播磨総合医療センター) 44 名 

3．生活行為向上マネジメントに関する研修 

1）第 1回ＭＴＤＬＰ事例発表会 

発表者 0名にて事業中止 

2）第 2回ＭＴＤＬＰ事例発表会 

内容：第 2回生活行為向上マネジメント事例発表会＆書き方説明会 

日時・場所：2019年 2月 17日（日）  9：30～13：00 福祉のまちづくり研究所 

講師：北岡裕也氏（関西総合リハビリテーション専門学校） 

   勝原勇希氏（にこにこハウス医療福祉センター） 

発表者：2名 参加者：3名 

 

 

学術推進部 

1．機関誌 

 1）2018年度機関誌発行 

   内容：投稿論文、特集「認知症」、文献紹介など、ネット配信の形での発行 

 2）2017年度機関誌印刷 

 3）投稿論文の募集 

 4) 第 25回県学会にて機関誌バックナンバー（2014～16年度）販売 

（販売実績：500円×3冊＝1,500円） 

2．県学会 

 1）第 25回（2018年度）兵庫県作業療法学会 

   日時：2018年 6月 24 日（日） 

   場所：兵庫県民会館 

   参加者：286名（うち一般参加者 12名） 

   学会長：谷口英郎氏（介護老人保健施設長者町白寿苑） 

   担当ブロック：神戸ブロック 

2）第 25回（2018年度）兵庫県作業療法学会準備会議 

   4月～6月で計 3回実施 
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 3）第 25回（2018年度）兵庫県作業療法学会視察 

   第 26回学会三役、学術推進部学会支援担当による学会運営視察 

 4）兵庫県作業療法学会オリエンテーション 

   第 25回学会総括、第 26回以降見直し点など検討 

 5）兵庫県作業療法学会第 2期演題審査委員リスト作成 

3．学術支援活動 

 1）SIG管理 

   1団体認定 

 2）研究助成 

① 2017年度助成対象 2研究 最終報告提出（4月） 

・「ストレッチポール上における筋活動の比較」  

亀山一義氏（はくほう会医療専門学校赤穂校） 

 ・「自動車運転支援について、兵庫県内の作業療法士の実態調査研究」  

本多伸行氏（関西福祉科学大学） 

② 2018年度助成対象１研究 中間報告及び最終報告提出（10月、3月） 

・「医療機関のセラピストとケアマネジャーが連携しやすくなる関係づくりについて考える」 

  金剛丸朋子氏（第二協立病院） 

③ 2019年度助成対象 2研究 決定 

・「兵庫県における作業療法士を対象とした心臓リハビリテーションの実態調査」 

  田内悠太氏（兵庫医科大学ささやま医療センター） 

・「介護認定を受けた在宅高齢者の身体活動量と、認知機能、精神機能、高次生活機能、QOL との関連

の検証」 

  荻原 崇氏（介護老人保健施設アルカディア） 

 3）研究を行う上での倫理的配慮に関する情報提供 

①利益相反（Conflict of Interest）の管理（県士会ニュース 6月号掲載） 

②情報の保管および廃棄の方法（県士会ニュース 10月号掲載） 

③研究対象者に生じる負担、リスク、利益等の説明（県士会ニュース 2 月号掲載） 

④2018年度機関誌に上記①～③掲載 
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2018年度 ブロック活動報告 
 

阪神北・南ブロック 

＜ブロック勉強会＞ 

日時・場所：2018年 7月 26 日（木）19：00～20：30  第二協立病院 

内容：講義「明日から使える福祉用具の知識 ミニ福祉用具体験会」 

参加：40名 
 

日時・場所：2018年 9月 27 日（木）19：00～21：00 笹生病院 

内容：講義「整形疾患について」 

参加：40名 
 

日時・場所：2018年 11月 22日（木）19：00～21：00 宝塚リハビリテーション病院 

内容：講義「自助具について」 

参加：13名 
 

日時・場所：2019年 1月 25 日（木）19：00～21:00 第二協立病院 

内容：講義「特設委員会分野について」 

参加：25名 
 

＜ブロック研修会＞ 

日時・場所：2018年 7月 17 日（火） 19：00～21:00 はくほう会セントラル病院 

内容：講義「上肢機能訓練と機能的電気刺激の実際」 

講師：平田篤志氏（伊丹恒生脳神経外科病院） 

参加：18名  
 
 

日時・場所：2018年 11月 16日（金） 19：00～21：00 兵庫県立尼崎総合医療センター 

内容：講義「介入前に知っておきたい呼吸のあれこれ」 

講師：山﨑とも子氏（宝塚第一病院） 

参加：22名 

 

＜現職者共通研修事例検討・事例報告＞ 

日時・場所：2018年 8月 26 日（日） 9：30～12：30 平成リハビリテーション専門学校  

発表演題数：10題 
 

日時・場所：2019年 2月 24 日（日） 9：30～15：30 尼崎総合文化センター  

発表演題数：18題 

 

＜MTDLP事例発表会＞ 

日時・場所：2018年 6月 21 日（木） 19：00～21：00 はくほう会セントラル病院 

内容：「第１回 MTDLP事例発表会」 

講師：小南陽平氏（宝塚リハビリテーション病院） 

島崎俊二氏（西宮協立リハビリテーション病院） 

参加：3名 
 

日時・場所：2018年 10月 18日（木） 19：00～21：00 はくほう会セントラル病院 

内容：「第 2回 MTDLP事例発表会」 

講師：小南陽平氏（宝塚リハビリテーション病院） 

島崎俊二氏（西宮協立リハビリテーション病院） 

参加：発表者 0名のため中止  
 

日時・場所：2019年 1月 17 日（木） 19：00～21：00 はくほう会セントラル病院 

内容：「第 3回 MTDLP事例発表会」 

講師：小南陽平氏（宝塚リハビリテーション病院） 

島崎俊二氏（西宮協立リハビリテーション病院） 

参加：発表者 0名のため中止 
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＜啓発活動＞ 

日時・場所：2018年 11月 10日（土） 11：00～17：00 キセラ川西せせらぎ公園 

内容：「かわにし音灯り」へのブース出展。広報、自助具作成体験、コミュニケーション支援機器使用体験 

参加：180名 自助具作成：50名 

 

 

神戸ブロック 

＜ブロック勉強会＞ 

「オープン勉強会」 

日時・場所：2018年 4月 26 日（木）19：00～21：00 神戸市勤労会館 

内容：講義「体が上手に動く神経メカニズム」 

参加：52名 
 

日時・場所：2018年 5月 24 日（木）19：00～21：00 兵庫県立リハビリテーション中央病院 

内容：講義・実技「更衣動作について」 

参加：48名 
 

日時・場所：2018年 8月 27 日（木）119：00～21：00 神戸市勤労会館 

内容：講義「栄養とリハビリテーション」 

参加：0名（台風により中止） 
 

日時・場所：2019年 2月 28 日（木）19：00～21：00 神戸市勤労会館 

内容：講義「OTが地域包括ケアシステムの中で求められることとは？」 

参加：28名 

 

「神戸東・阪神地区精神科勉強会」 

日時・場所：2018年 4月 13 日（金）19：00～21：00 向陽病院  

内容：講義「今年度勉強会の内容選出」 

参加：22名  
 

日時・場所：2018年 6月 13 日（金）19：00～21：00 ひょうごこころの医療センター 

内容：講義「ひょうごこころの医療センター施設紹介」 

参加：23名 
 

日時・場所：2018年 8月 17 日（金）19：00～21：00 有馬高原病院 

内容：講義「初期評価についての情報交換、地域移行への取り組み(事例)、プログラム体験会」 

参加：23名 
 

日時・場所：2018年 10月 19日（金）19：00～21：00 向陽病院 

内容：講義「MTDLP事例報告、SSTグループ（情報交換）、臨床実習指導について」 

参加：24名 
 

日時・場所：2018年 12月 21日（金）19：00～21：00 宝塚三田病院 

内容：講義「現職者共通研修事例検討・報告」 

参加：29名 

発表者：4名  

 

「西神戸精神科勉強会」 

日時・場所：2018年 5月 18 日（金）19：00～21：00 神出病院 

内容：講義「2018年度勉強会スケジュール決め」 

参加 15名 
 

日時・場所：2018年 7月 20日（金）19：00～21：00 新生病院 

内容：講義「プログラムについての情報交換」 

参加：16名 
 

日時・場所：2018年 9月 28 日（金）19：00～21：00 垂水病院 

内容：講義「疾患別に改めて知る会」 

参加：22名 
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日時・場所：2018年 11月 17日（金）19：00～21：00 関西青少年サナトリューム 

内容：講義「中堅以降による症例検討会」 

参加：18名 
 

日時・場所：2019年 1月 18 日（金）19：00～21：00 神戸白鷺病院 

内容：講義「SSTのセッション会」 

参加：15名 

 

「小児部門勉強会」 

日時・場所：2018年 4月 20 日（金）19：00～21：00 神戸市勤労会館 

内容：講義「施設紹介・症例検討」 

参加：12名 
 

日時・場所：2018年 5月 27 日（金）19：00～21：00 にこにこハウス医療センター 

内容：講義「ファシリテーションテクニック、ハンドリング講義・実技」 

参加：17名 
 

日時・場所：2018年 6月 15 日（金）19：00～21：00 神戸市勤労会館 

内容：講義「遊びの幅を広げたい、重度知的障碍児への関わりの症例検討」 

参加：9名 
 

日時・場所：2018年 9月 1 日（金）19：00～21：00 にこにこハウス医療センター 

内容：講義「当事者視点で考える重症心身障がい児について・支援方法について」 

参加：17名 
 

日時・場所：2018年 10月 19日（金）19：00～21：00 神戸市勤労会館 

内容：講義「アテトーゼ型脳性麻痺児に対する操作性を高める姿勢設定や評価・アプローチについ 

ての症例検討」 

参加：7名 
 

日時・場所：2019年 1月 18 日（金）19：00～21：00 神戸市勤労会館 

内容：講義「先天性ミオパチ－疑いの児に対する評価・アプローチについての症例検討」 

参加：9名 
 

日時・場所：2019年 2月 3 日（金）19：00～21：00 にこにこハウス医療センター 

内容：講義「保育所等訪問サービスについての勉強会・施設紹介」 

参加：7名 
 

日時・場所：2019年 3月 15 日（金）19：00～21：00 神戸市勤労会館  

内容：講義「パニックが主訴の中学 3年生男児への訪問リハビリでの関わりについての症例検討会」 

参加：11名 

 

＜ブロック研修会＞ 

日時・場所：2018年 7月 20 日（金）19：00～21：00 神戸労災病院 

内容：講義「肩周囲の触診」 

講師：水島健太郎氏（大久保病院） 

参加：34名 
 

日時・場所：2018年 9月 21 日（木）19：00～21：00 地域リハビリテーションセンター 

内容：講義「ＭＴＤＬＰの内容を踏まえた移乗介助方法やストレッチについての実技」 

講師：田中康介氏（（財）神戸在宅医療・介護推進財団老人健康センター 地域リハビリテーションセンター） 

参加：16名 
 

日時・場所：2018年 11月 17日（土）14：00～16：00 湊川病院 

内容：講義「認知症作業療法・ケアにおける EBPとデータベースの活用」 

講師：尾嵜遠見氏（神戸学院大学） 

参加：22名 
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＜現職者共通研修事例検討・事例報告＞ 

「第 1回現職者共通研修 事例検討・報告（身障分野）」 

日時・場所：2018年 6月 28 日（木） 19：00～21：00 神戸リハビリテーション病院 

発表題数：5演題 事例報告者 5名 事例検討者 24名 聴講者 18名 
 

「第 2回現職者共通研修 事例検討・報告」 

日時・場所：2018年 10月 25日（木）19：00～21：00 兵庫県総合リハビリテーション中央病院 

発表題数：4演題 事例報告者 5名 事例検討者 13名 聴講者 29名 
 

「第 3回現職者共通研修 事例検討・報告」 

日時・場所：2019年 1月 27 日（日） 9：00～13：00 兵庫県総合リハビリテーション中央病院 

発表題数：35演題 事例報告者 32名 事例検討者 14名 聴講者 61名 
 
 

「第 4回現職者共通研修 事例検討・報告」 

日時・場所：2018年 12月 21日（金）19：00～21：00 宝塚三田病院 

発表題数：4演題 事例報告者 4名 事例検討者 7名 事例報告者 4名 事例検討者 9名 聴講者 11名 
 
 

「第 5回現職者共通研修 事例検討・報告（精神分野）」 

日時・場所：2019年 3月 8 日 19：00～21：00 神出病院  

発表題数：2演題 事例報告者 2名 事例検討者 14名 聴講者 6名 
 

＜MTDLP事例発表会＞ 

日時・場所：2018年 9月 13 日（木）19：00～21：00 兵庫県立リハビリテーション中央病院 

内容：講義「第 1回 MTDLP 事例発表会」 

講師：田中康介氏（（財）神戸在宅医療・介護推進財団老人健康センター 地域リハビリテーションセンター） 

   垣本茂一氏（介護老人保健施設神戸長者町白寿苑）   

参加：4名 発表者 1名 
 

日時・場所：2018年 12月 7日（金）19：00～21：00 兵庫県立リハビリテーション中央病院 

内容：講義「第 2回 MTDLP 事例発表会」 

発表者・聴講者：0名（中止） 

 

 

丹波・北播磨ブロック 

＜ブロック勉強会＞ 

日時・場所：2018年 5月 30 日（水） 19：00～21：00 土井病院 

内容：講義「福祉用具に関して」 

参加：29名 

 

＜ブロック研修会＞ 

日時・場所：2018年 7月 3 日（火） 19：00～21：00 小野病院 

内容：講義「他職種に伝える認知症の方への機能訓練の考え方と実践」 

講師：中西誠司氏（介護老人保健施設青い空の郷） 

参加：28名 
 
 

日時・場所：2018年 9月 13 日（木） 19：00〜21：00 小野病院 

内容：講義「頭頂葉の機能とその生涯」 

講師:中田 修氏（神戸総合医療専門学校） 

参加：35名 
 
 

日時・場所：2018年 11月 30日（金） 19：00〜21：00 土井病院 

内容：講義「片麻痺者へのアプローチ」 

講師：内山正視氏（ツカザキ訪問看護ステーション） 

参加：23名 
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＜現職者共通研修事例報告・事例検討＞ 

日時・場所：2019年 2月 3 日（日） 10：00～12：00 土井病院 

発表演題数：6題 

参加：25名  

 

＜MTDLP事例発表会＞ 

日時・場所：2019年 2月 28 日（木） 19：00～21：00 サンビラ三木 

講師：北岡裕也氏（関西総合リハビリテーション専門学校） 

参加者：0名（中止） 
 

 

 

淡路ブロック 

＜ブロック勉強会＞ 

日時・場所：2018年 5月 17 日（木）19:00～20:30 関西総合リハビリテーション専門学校 

内容：講義「淡路圏域内における自動車運転支援」 

参加者：50名 
 
 

日時・場所：2018年 8月 28 日（火）19:00～20:30 県立淡路医療センター 

内容：講義「精神疾患について」 

参加者：31名 
 
 

日時・場所：2019年 2月 28 日（木）19:00～20:30 関西総合リハビリテーション専門学校 

内容：講義「保育園や小学校の実践、就労支援の作業療法、小児の作業療法」 

参加者：51名 

 

＜ブロック研修会＞ 

日時・場所：2018年 6月 22 日（金） 19：00～21：00 洲本伊月病院 

内容：講演「地域に飛び出せ作業療法の可能性」   

講師：鍛冶 実氏（赤穂市立介護老人保健施設 老健あこう） 

参加：34名 
 

日時・場所：2018年 10月 16日（火） 19：00～21：00 兵庫県立淡路医療センター 

内容：講演「社会資源と退院支援について」  

講師：古家英敬氏（兵庫県立淡路医療センター） 

参加：18名 
 
 

日時・場所：2019年 2月 19 日（木） 19：00～21：00 関西総合リハビリテーション専門学校 

内容：講演「就労支援について」  

講師：猪川 俊博氏（社会福祉法人ゆうわ会 北むつみ すずらんの里 野いちごの会） 

参加：24名 
 

＜現職者共通研修事例報告・事例検討＞ 

日時・場所：2019年 1月 27 日（日） 9：00～17：00 関西総合リハビリテーション専門学校 

内容：第 2回現職者共通研修 事例報告・事例検討会 

発表者：12名 

  

＜MTDLP事例発表会＞ 

日時・場所：2018年 12月 13日（木） 19：00～20：00 関西総合リハビリテーション専門学校 

内容：MTDLP事例発表会 

講師：坂本敏行氏（株式会社ジャック） 

発表者：1名 

参加：6名 
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＜啓発活動＞ 

日時・場所：2018年 10月 27日（土） 9：00～16：00  国営明石海峡公園 

内容：体力測定、健康相談会、福祉用具相談、パンフレット配布 

参加：53名 

 

 

東播磨ブロック 

＜ブロック勉強会＞ 

日時・場所：2018年 5月 17 日（木）19：00～21：00 明石こころのホスピタル 

内容：交流会 

参加：14名 
 
 

日時・場所：2018年 6月 21 日（木）19：00～21：00 順心ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

内容：講義「FIMについて」 

参加：11名 
 
 

日時・場所：2018年 7月 19 日（木）19：00～21：00 障害者支援センター てらだ  

内容：講義「精神科作業療法の関わり方」  

参加：12名 
 
 

日時・場所：2018年 11月 29日（木）19：00～21：00 加古川医療センター 

内容：実技「ハンドセラピーについて・装具作成」 

参加：5名 
 

日時・場所：2019年 2月 7 日（木）19：00～21：00 順心ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ  

内容：実技「褥瘡とポジショニング」 

参加：19名 
 

日時・場所：2019年 3月 7 日（木）19：00～21：00 東加古川病院 

内容：身障・精神合同勉強会 

参加：5名 
 
 

日時・場所：2019年 3月 21 日（木）19：00～21：00 明石土山病院  

内容：今年度の振り返り、来年度へ向けての話し合い 

参加：4名 

 

＜ブロック研修会＞ 
日時・場所：2018年 6月 7 日（木） 19：00～21：00  順心リハビリテーション病院  
内容：講義「認知症～現場レベルでの介入・ケア～ 」 
講師：長倉寿子氏（順心リハビリテーション病院地域リハビリテーションセンター） 

参加：31名 
 

日時・場所：2018年 10月 25日（木） 19：00～21：00  順心リハビリテーション病院  

内容：講義「前頭葉症状について」 

講師：大山明美氏（姫路循環器病センター） 

参加：19名 
 
 

日時・場所：2018年 11月 22日（木） 19：00～21：00 東加古川病院  
内容：講義「うつ病 認知行動療法について」 

講師：村田俊郎氏（明石こころのホスピタル） 

参加：12名 
 

＜現職者共通研修事例検討・事例報告＞ 

日時・場所：2019年 1月 17 日（木） 19：00～21：00 播磨サナトリウム 

内容：第 1回現職者共通研修 事例報告・事例検討会（精神） 

発表者：4名 

参加：17名  
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日時・場所：2019年 1月 27 日（日） 9：00～14：00 順心リハビリテーション病院 

内容：第 2回現職者共通研修 事例報告・事例検討会（身障・老人） 

発表者：10名 

参加：29名 
 

＜MTDLP事例発表会＞ 

日時・場所：2018年 8月 9 日（木） 19：00～21：00 松本病院  

内容：第 1回ＭＴＤＬＰ事例発表会 

講師：松本宏昭氏（西江井島病院） 

参加：発表者・聴講者 0名（中止） 
 

日時・場所：2018年 12月 13日（木） 19：00～21：00 西江井島病院  

内容：第 2回ＭＴＤＬＰ事例発表会 

講師：松本宏昭氏（西江井島病院） 

末吉謙斗氏（明石仁十病院） 

   発表者 0名・聴講者 2名（中止） 
 
 

日時・場所：2019年 3月 7 日（木） 18：45～20：45 明石仁十病院  

内容：第 3回ＭＴＤＬＰ事例発表会 

講師：上田章弘氏（介護老人保健施設恵泉） 

末吉謙斗氏（明石仁十病院） 

参加：6名（発表者 3名・聴講者 3名） 

 

＜PTOTST合同研修会＞ 
日時・場所：2018年 11月 1日（木） 19：30～21：30  

順心リハビリテーション病院 地域リハビリテーションセンター 中研修室 
内容：講義「リハビリをする上での注意するバイタルサイン」 
講師：森沢知之氏（兵庫医療大学） 
参加：20名（うちＰＴ7名、ＯＴ6名、ＳＴ7名） 

 

＜啓発活動＞ 

日時・場所：2018年 11月 3日（土・祝）9：00～14：00 稲美町 障害者ふれあいセンター 

内容：アイロンビーズにて作品作り、パンフレットやポケットティッシュ配布による作業療法啓発 

参加：約 60名 

 

 

中播磨ブロック 

＜ブロック勉強会＞ 

日時・場所：2019年 2月 1 日（金）19：00～21：30 姫路医療専門学校 大講義室 

内容：「わが町勉強会 みんな de 地域包括ケアシステム」（みんなで作る地域包括ケアシステム、参加してい

る作業療法士の活動報告） 

参加：30名 

 

＜ブロック研修会＞ 

日時・場所：2018年 8月 3 日（金）19：00～21：00 石川病院 せせらぎ保育所  

内容：講義「認知症の理解と BPSDのとらえ方」 

講師：中西誠司氏（介護老人保健施設青い空の郷） 

参加：26名   
 
 

日時・場所：2018年 10月 28日（日）10：00～12：00 石川病院 せせらぎ保育所 

内容：講義「小規模多機能型ホームの紹介とそこで活動する作業療法士の活動について」 

講師：小森雅士氏（社会福祉法人 博愛福祉会） 

参加：9名 
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＜現職者共通研修事例検討・事例報告＞ 

日時・場所：2018年 12月 9日（日） 9：30～11：00 姫路赤十字病院  

内容：第１回現職者共通研修 事例報告・事例検討会 

発表者：3名 
 

日時・場所：2019年 1月 20日（日） 9：30～13：00 石川病院 

内容：第 2回現職者共通研修 事例報告・事例検討会 

発表者：15名 
 

＜MTDLP事例発表会＞ 

日時・場所：2018年 12月 9日（日） 13：00～15：00 姫路赤十字病院 大会議室 

内容：第 1回 MTDLP事例発表会 

講師：山本真之氏（姫路北病院） 

下山早苗氏（介護老人保健施設夢前白寿苑） 

梅田 顕氏（姫路医療専門学校） 

発表者：0名（中止） 
 

日時・場所：2019年 1月 20 日（日） 13：00～15：00 石川病院 せせらぎ保育所 

内容：第 2回 MTDLP事例発表会 

講師：山本真之氏（姫路北病院） 

下山早苗氏（介護老人保健施設夢前白寿苑） 

梅田 顕氏（姫路医療専門学校） 

発表者：0名（中止） 

 

＜PTOTST合同研修会＞ 

日時・場所：2018年 9月 20 日（木） 19：00～21：00 姫路・西はりま地場産業センター（じばさんびる） 

内容：中播磨リハビリテーション支援センターと PTOTSTブロック合同での事例検討会 

   ICFを用いた事例検討 

参加：約 50名 
 

＜啓発活動＞ 
日時・場所：2018年 4月 22 日（日）9：30～16：00 イーグレ姫路、大手前広場 

内容：「食べる」をテーマとした、寸劇、ポスター展示、ブースによる各団体の取り組み紹介（主催：姫路市

医師会、共催：姫路市、協力団体：姫路市歯科医師会、姫路薬剤師会、兵庫県看護協会西播他） 
 

日時・場所：2018年 9月 30 日（日）10：00～17：00 イオンモール姫路リバーシティー 

内容：PTOTST合同リハビリテーション啓発キャンペーン 

   握力など体力チェック、嚥下音の聴診、革細工、福祉用具展示、パンフレットの配布 

参加：来場者約 200人 
 

日時：2018年 11月 25日（日）13：30～15：30 姫路市花の北市民広場 

内容：地域住民に向けた各専門機関、専門職の活動周知、作業療法士会としては、作業療法啓発ポスターの掲

示、自助具の展示と説明 

 

 

西播磨ブロック 

＜ブロック勉強会＞ 
日時・場所：2018年 9月 12 日（水） 19：00～21：00 半田中央病院 
内容：講義「ADL分析について」 

参加：17名 
 
 

日時・場所：2018年 10月 24日（水） 19：00～21：00 半田中央病院 
内容：講義「発達障害の理解と支援」 

参加：24名 
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日時・場所：2018年 11月 14日（水） 19：00～21：00 半田中央病院 

内容：講義「精神障害の作業療法について」 

参加：21名 

 

＜ブロック研修会＞ 

日時・場所：2018年 5月 30 日（水） 19：00～21：00 半田中央病院 

内容：講義：「摂食・嚥下のことはじめ～ちょっとの気付きで明日からの臨床が変わります～」 

講師：鍛冶 実氏（赤穂市立介護老人保健施設 老健あこう）  

参加：37名 
 

日時・場所：2018年 7月 19 日（木） 19：00～21：00 半田中央病院 

内容：講義：「肩関節の機能解剖について」 

講師：田中公二氏（信原病院）   

参加：53名 
 

＜現職者共通研修事例検討・事例報告＞ 

日時・場所：2018年 12月 12日（水） 19：00～20：00 半田中央病院 

発表者：2名 

参加者：20名 
 

日時・場所：2019年 1月 16 日（水） 19：00～19：30 半田中央病院 

発表者：6名 

参加者：20名 

 

＜MTDLP事例発表＞ 

日時・場所：2019年 2月 13 日（水）19：00～21：00 半田中央病院 

発表者：1名 

聴講者：7名  

 

＜啓発活動＞ 

日時・場所：2018年 10月 28日（日）10：00～13：00 赤穂ハーモニーホール 

内容：RUN伴フィニッシュイベント内での啓発活動実施 

バネ箸作り体験、福祉用具展示、パンフレットの配布 

参加：62名 

 

 

但馬ブロック 

＜ブロック勉強会＞ 

日時・場所：2018年 6月 20 日（水） 18：30～20:00 但馬長寿の郷 

内容：ベッド上でのポジショニングについて 

講師：中野裕貴氏（但馬長寿の郷）  

参加：13名 
 

日時・場所：2018年 7月 13 日（金） 18：30～20:30 但馬長寿の郷 

内容：施設紹介 デイサービス未来 

講師：福井隆司 （デイサービス未来） 

参加：9名 

 

＜ブロック研修会＞ 

日時・場所：2018年 9月 1 日（土） 10：00～12:00 但馬長寿の郷  

内容：講義「同職種・多職種との連携に必要なコミュニケーションについて考える」 

講師：石浦佑一氏（姫路獨協大学）   

参加：8名 
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日時・場所：2018年 10月 13日（土） 10：00～12:00 公立八鹿病院  

内容：講義「地域包括ケアシステムにおけるセラピストの役割」 

講師：小森昌彦氏（但馬長寿の郷） 

参加：6名 
 
 

日時・場所：2018年 11月 16日（金） 19：00～21:00 豊岡病院  

内容：講義「介入前に知っておきたい呼吸のあれこれ」 

講師：山崎ともこ氏（宝塚第一病院） 

参加：8名 
 

＜啓発活動＞ 

日時・場所：2018年 8月 2 日（木） 13：00～15：00 公立八鹿病院 

内容：兵庫県看護協会の「ふれあい看護体験」との合同開催 作業療法説明会、作業療法士協会作成のビデオ

放映 

参加：15名 
 

日時・場所：2018年 8月 8 日（水） 13：00～15：00 公立豊岡病院 

内容：作業療法体験および説明会、作業療法協会パンフレット配布 

参加：11名 
 
 

日時・場所：2018年 11月 10日（土） 9：00～16：00 兵庫県立但馬ドーム 

内容：「革細工で作業療法体験コーナー」但馬まるごと感動市の健康福祉まつりへブース出展 

参加：11名（ブースへの来場者 150名） 
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認知症対策委員会 

＜研修会＞ 

日時・場所：2018年 8月 12 日（日）  9：50～17：40 兵庫県立総合リハビリテーションセンター 

内容：兵庫県作業療法士会認知症臨床作業療法士育成研修会 ステップⅠ 

1．世界および日本における作業療法の課題 

2．認知症の障害の本質と認知症原因疾患への理解 

3．行動・心理症状（BPSD）の原因・背景および障害構造の理解 

4．認知症作業療法におけるアセスメントとマネジメント 

5．事例演習 

参加：61名 

講師：1．長倉寿子氏（順心リハビリテーション病院地域リハビリテーションセンター） 

2．前谷一旗氏（関西総合リハビリテーション専門学校） 

3．吉水由香里氏（有馬高原病院） 

4．常本浩美氏（関西総合リハビリテーション専門学校） 

日時・場所：2018年 9月 22 日（土）・23日（日）9：50～17：30 兵庫県立総合リハビリテーションセンター 

内容：兵庫県作業療法士会認知症臨床作業療法士育成研修会 ステップⅡ 

1．認知症の早期発見と地域支援 ～作業療法に期待すること～ 

2．生活支援の実際 

   ①医療保険領域における認知症アプローチの実際と課題 

 ②介護保険領域における認知症アプローチの実際と課題 

3．社会資源・地域支援関連における対応の実際と課題 

 ①初期集中支援 

 ②若年性認知症施策 

 ③認知症カフェ 

 ④予防への取り組み 

3．事例検討 

参加：32名 

講師：1．  柿木達也氏（兵庫県健康福祉部健康局健康増進課 認知症対策室） 

2-①．田中寛之氏（大阪府立大学） 

2-②．常本浩美氏（関西総合リハビリテーション専門学校） 

3-①．尾嵜遠見氏（神戸学院大学） 

3-②．土橋光伸氏（介護老人保健施設 青い空の郷） 

3-③．宮崎宏興氏（たつの市障害者地域活動・相談支援センター いねいぶる） 

3-④．中野裕貴氏（但馬長寿の郷） 

日時・場所：2019年 1月 27日（日） 9：40～17：30 兵庫県立リハビリテーションセンター 

内容：兵庫県作業療法士会認知症臨床作業療法士育成研修会 ステップⅢ 

1．家族の理解と支援 

2．地域支援実践報告・情報交換 

3．全体討論 

4．終了証書交付 

参加：31名 

 

＜HOTカフェ ＋ オレンジ運動会＞ 

日時・場所：2018年 11月 4日（日） 12:30～15:30 神戸市民福祉交流センター 

内容：HOTカフェ 

1．カフェ 

2．キャンドル制作 

3．相談会 

4．二本の傘試写会 

5．認知症関連書籍紹介 

6．認知症関連リーフレット紹介 
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   オレンジ運動会 

   1．ストレッチ 

   2．風船バレーボール 

   3.．グラウンドゴルフ 

   4．卓球 

参加：スタッフ 7名 

   家族の会 6名 一般（大人）11名 （小人）6 名 当事者 1名 作業療法士 7名  計 31名 
 

 

地域ケア推進委員会 

＜地域ケアブロック意見交換会＞ 

日時・場所：2018年 7月 28 日（土）13:30～15:30 新長田勤労市民センター 会議室 1 

内容：各ブロック長・地域リハ活動に関わっている OT を招集し、兵庫県内の各市町における地域リハ活動で

の現状や課題の情報収集を目的として意見交換会を開催。市町での状況の差や課題を比較し検討、情報

収集を行うことで今後の当委員会の役割を検討。また、委員会として各ブロックでも地域リハ活動の状

況の把握を依頼。 

参加：22名 

 

＜平成 30年度（2018年度）兵庫県介護人材確保に向けた市町団体支援事業＞ 

1.作業療法士に対する地域支援総合事業への参加協力人材育成研修 

日時・場所：2018年 12月 9日（日） 第一部 9:45～12:15 スペースアルファ三宮 中会議室 

内容：テーマ「地域支援事業における作業療法士の役割」～地域ケア会議における助言のポイント～ 

   講義①「地域支援事業における作業療法士の役割」 

   講義②「地域ケア会議のでの作業療法士の助言のポイント」 

（模擬事例による地域ケア会議での作業療法士の助言演習） 

講師：講義①②：佐野善章氏（地域ケア推進委員会 委員長） 

参加：18名 

2.重度化予防のための具体的生活支援（昨年度の調査を受けて福祉用具との活用を含む）及び自立支援型ケア

プランの推進 

日時・場所：2018年 12月 9日（日） 第二部 13:45～16:15 スペースアルファ三宮 中会議室 

内容：講義①「知ってほしい作業療法士の自立支援を考えた福祉用具の選定のポイント」 

   講義②「知っておきたい地域の役立つ福祉用具の効果的な活用法」 

   講義③「兵庫県内における福祉用具に関する現状報告～昨年度受託事業意識調査より～」 

講師：講義①：樋口智和氏（介護老人保健施設ステップハウス宝塚） 

   講義②：北川裕正氏（パナソニックエイジフリーショップ川西） 

      講義③：酒井達也氏（兵庫県作業療法士会地域ケア推進委員会 委員） 

参加：28名 

3.地域リハビリテーション活動に対する作業療法士の意識調査 

 兵庫県作業療法士会の全会員を対象に、地域リハビリテーション活動における他分野に対して、作業療法士 

の活動状況及び興味・関心の有無をアンケートにて調査実施 

 

＜医療介護連携における生活行為申し送り票を活用したリハ職間（リハ―リハ）連携の強化事業＞ 

1.医療介護連携におけるリハ職間（リハ-リハ）連携強化に対する啓発活動 

申し送り手帳（元気アップ手帳）の作成 約 100部 
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2.兵庫県内の地域医療介護連携の現状の普及啓発活動 

日時：2019年 2月 24日（日）13:30～16:45 スペースアルファ三宮 中会議室 

内容：テーマ「地域包括ケアシステムの実現に向けた地域医療介護連携の重要性」 

   基調講演 「兵庫県における地域医療介護連携の推進について」 

   シンポジウム 「地域連携の取り組み」 

           1)作業療法士の立場から 

           2)栄養士の立場から 

           3)介護支援専門員の立場から 

講師：基調講演 兵庫県医師会 副会長 足立光平氏 

   シンポジウム 1)長倉寿子氏（兵庫県作業療法士会 監事） 

2)河内清美氏（兵庫県栄養士会 理事） 

3)甲斐加津代氏（兵庫県介護支援専門員協会 常任理事） 

参加：25名 

3. 在宅医療・介護の上で、状態像の変化に応じた具体的生活支援（福祉用具支援機器を含む）及び自立支援

型ケアプランの推進 

日時・場所：2019年 3月 10 日（日） 10:30～16:30 神戸市教育会館 501 

内容：講義①「福祉用具と作業療法士の役割について」 

   講義②「福祉用具の関連制度について」 

   講義③「事例を交えた福祉用具の活用①」 

   講義④「事例を交えた福祉用具の活用②」 

講師：講義①：酒井達也氏（兵庫県作業療法士会地域ケア推進委員会 委員） 

   講義②③：北川裕正氏（パナソニックエイジフリーショップ川西） 

      講義④：樋口智和 氏（介護老人保健施設ステップハウス宝塚） 

参加：34名 

 

 

特別支援教育対策委員会 

＜研修会＞ 

2018年度特別支援教育対策委員会研修会 

日時：2018年 10月 27日（土）11：00～16：20 10 月 28日（日）9：30～15：30 

場所：デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO） 

参加：42名 

内容：学校を理解して支援が出来る作業療法士の育成 

   講義①「特別支援教育と作業療法士の関わり～教育現場で作業療法士が行うこと～」 

②「日本の教育の制度の内容」 

     ③「兵庫の特別支援教育の今」 

④「作業療法士が関与可能なモデル」 

⑤「総合的なアセスメント」 

⑥「学校における作業療法士による支援」 

⑦「事例を通じた学び」 

⑧「まとめ・今後の展望」  

講師①：酒井康年氏（うめだあけぼの学園） 

講師②：藤本裕人氏（帝京平成大学現代ライフ学部） 

講師③：小俵千智氏（兵庫県教育委員会特別支援教育課課長） 

講師④：吉岡和哉氏（県立広島大学保健福祉学部講師） 

講師⑤：酒井康年氏（うめだあけぼの学園） 

講師⑥：吉岡和哉氏（県立広島大学保健福祉学部講師） 

講師⑦：吉岡和哉氏（県立広島大学保健福祉学部講師） 

講師⑧：酒井康年氏（うめだあけぼの学園） 
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＜渉外活動＞ 

近畿学会小児チーム発表参加 

日時：2018年 7月 21日（土） 

場所：大阪国際交流センター 

学童保育コンサルに関する作業療法士情報交換会（WAM助成）参加 

日時：2018年 6月 30日（土）13：00～17：00 

場所：首都大学東京秋葉原サテライトキャンパスにて開催 

明石放課後児童クラブ指導員研修会講師派遣 

日時：2018年 10月 25日（木）10：00～11：30 

場所：明石市立勤労者福祉センター 

 
 

受託事業委員会 

1．受託事業委員会の運営方法の検討・決定 

2．平成 30 年度（2018 年度）介護人材確保に向けた市町・団体支援事業（地域ケア推進委員会担当）の事業記録 

3．平成 30年度（2018 年度）キャリアアップ研修（総務部担当）の事業記録 

4．平成 30年度（2018 年度）福祉・介護啓発事業（広報啓発部担当）の事業記録 

 

 

 

 


