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２０１９年度 一般社団法人兵庫県作業療法士会 総括 
 

 

会長 長尾 徹 

 

 

～ひろがる地域課題への対処と会員の対応力増大～ 

 
２０１９年度は「ひろがる地域課題への対処と会員の対応力増大」をテーマとし、重点課題４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．社会情勢の変化に応じた人材の育成」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・副会長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

が横断的に協力して研修会の企画・実施を担った。リハ３士会以外の活動としては、地域ケア推進委員会による

地域支援事業等への作業療法士の協力と、地域支援・連携の充実と実践力の底上げに向けた人材育成を実施

した。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、認知症に対応できる作

業療法士としての地盤固めを推し進め、地域での要請や支援に貢献できる多数の人材の育成をもたらした。また、

教育部・学術推進部・広報啓発部も社会情勢に合わせつつ、会員一人一人の身近な自己研鑽の機会を精力的

に提供し、研修・伝達・広報啓発を行った。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ている。特設委員会では、臨床実習対策委員会が指定規則改定に伴う作業療法

士養成環境の構築を目的として臨床実習指導者講習会を開催し、９７名の修了者を輩出した。残念ながら新型コ

ロナウィルスの影響により、１回が中止となったが、これについての対応は２０２０年度に再検討予定である。さらに

精神分野作業療法委員会が設置され、研修会を通した人材育成が行われた。特別支援教育対策委員会では兵

庫県リハ３士会障害児者支援協議会へ協力し、「脳性まひ等肢体不自由児者に係る療法士等研修事業」の開催

をはじめ、委員会として学校での特別支援教育への助言指導の支援充実に向けた人材育成を行い、２０２０年度

からの学校支援への大きな足掛かりとなった。 

重点課題「２．県士会業務の効率化・明確化」では、活動に伴う会議費の修正（会議費減額の廃止）を実施し、

従来の会議費へその単価を復帰させた事により、他の職能団体が支出している費用に近づける事ができた。県

士会活動におけるＩＴ活用では有料グループウェアの試用を行い、３役会・運営会議・部署活動において利用可

能である事を確認した。 

重点課題「３．県行政・市町村行政との協働」については、地域支援事業等の企画運営・協議会運営への協力

として、会長・副会長・理事・ブロック長などが、兵庫県や市町等が主催する事業等へ出向し、それぞれの役割を

果たした。各市町村認定審査会等への委員派遣や兵庫県等が企画するその他の事業への協力がこれに該当す

る。 

重点課題「４．日本作業療法士協会、近畿作業療法士連絡協議会、県内他職種、地域住民との連携事業」で

は、日本作業療法士協会との連携として４７委員会へ参加し、兵庫県士会が取り組んでいる受託事業について報

告する機会を得た。また、協会各部の活動に際して部・委員会が事業協力および参加を全うした。近畿作業療法

士連絡協議会の活動としては、近畿作業療法学会（兵庫）を野田学会長が開催し、９００名弱の参加者を得て成

功裏に終了した。また、連携５事業の活動と支援も継続して行われた。県内他職種・地域住民との連携事業では、

兵庫県医療職団体協議会（１１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、地域住民への作業療法の啓発と貢献を担った。 

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、例年必要とされている通常の士会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、身近な会場で事業に参加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た。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：２１６３名（２０２０年３月３１日） 
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2019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 

幹事 
会長・理事 

兵庫県リハ 3士会合同地域支援推進協議会 運営委員会 委 員 副会長 

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 

 

2019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 
   

兵庫県リハ３士会障害児者支援協議会 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 代 表 

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 ケアマネリハ職連携推進部会 構成員 

姫路市医療介護連携会議 介護予防部会 構成員 
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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 

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 

東播磨地域ビジョン委員会 職業人と語ろう 講 師 

宝塚市薬剤師会研修会つながる薬局プロジェクト 講 師 

兵庫県リハ 3 士会合同地域支援推進協議会 STEPⅢ介護予防事業研修会 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 13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 32回兵庫県理学療法学術大会 

 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 8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 27回全国障がい者馬術大会／第 3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 

  みんなねっと近畿ブロック大会／ひょうかれん創立５０周年記念大会 

 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 

  人生の最終段階における意思決定支援に関する講演会 

  訪問看護シンポジウム 

 特定非営利法人活動アイ・コラボレーション神戸 

  わたし達の未来をつくるアイデアソン・ハッカソン 2019 

 第５６回日本リハビリテーション医学会学術集会 

 第 10回 日本医療ソーシャルワーク学会神戸大会 
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2019年度 事業報告 
 

全 体 
1. 2019年度兵庫県作業療法士会社員総会開催（6月 9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 3回 

3. 理事改選 
 

 

事務局総務部  
1. 社員総会の開催（6月 9日）・議案書の作成、発送 

2. 理事会（3回）、運営会議（12回）、拡大運営会議（2回）の開催・運営 

3. 総務部会（1回：12月） 

4. 県士会ニュースを含む定期刊行物等の発送及び資料保管 

5. 会員管理（入退会、会費納入、会情報管理システム「マイページ」運用等） 

6. 日本作業療法士協会実務者研修などへの担当者派遣 

7. 内外の公文書の処理・外部情報の受付、情報整理、管理 

8. 他団体への理事の渉外活動 

9. 役員・部員活動における傷害保険 

10. 求人情報の取り扱い（4月･･･2件 5月･･･2件 6月･･2件 7月･･･1件 8月･･･1件 9月･･･4件  

10月･･･2件 11月･･･3件 12月･･･4件 1月･･･3件 2月･･･3件 3月･･･2件 計 29件） 

11. 近畿作業療法学会（兵庫県士会員受付） 

日時・場所：2019年 6月 30日（日）9:00〜17:30 神戸ファッションマート 

12. 表彰検討係・表彰者推薦の実務 

全 11 件の表彰依頼の内 5 件、春の叙勲及び褒章、兵庫県自治賞（神戸地区）、日本作業療法士協会「特

別表彰」、兵庫県功労者表彰、内閣府「女性のチャレンジ賞」候補者の推薦 

兵庫県自治賞（神戸地区）受賞：野田和惠、佐野恭子 

13. 細則検討係 賛助会員規定作成 

14. 災害対策係 

1）兵庫 JRAT関連 

連絡会議（6回） 

2）兵庫県士会関連 

 ①西播磨ブロック勉強会（講師派遣） 

日時・場所：2019年 7月 17日（木）19:00〜21:00 半田中央病院 

  内容：災害時の対応方法に関して 

 ②兵庫県播磨広域合同防災訓練 

日時・場所：2019年 9月 1日（日）7:00〜15:00 たつの市体育館、西はりまナーシングヴィラ 

③OT協会大規模災害におけるシュミレーション訓練 

日時：2019年 9月 25日（水）～11月 30日（土）（対象者 1596名、回答者 711名） 

  内容：安否確認メール 

15. OTサポーター管理，運用 

1）第 1回 OTサポーター募集 

アンケート回答受付期間：2019年 8月 7日（水）～8月 21日（水） 

2）第 2回 OTサポーター募集 

アンケート回答受付期間：2019年 12月 6日（金）～2020年 1月 15日（水） 

登録者総数 108名 

16. 2019年度 福祉・介護従事者キャリアアップ研修 

 日時・場所：2019年 11 月 17日（日）13：30～15：00 新長田勤労市民センター別館ピフレホール 

内容：「作業療法士のための著作権セミナー」 

講師 内田 弘二氏（一般社団法人日本著作権教育研究会 理事） 

 参加者：46名（県士会役職者） 

17. 自動車運転支援ワーキング 

運営会議（第 1回；9月 26日，第 2回；11月 14日）  

18. その他事務局運営事務の遂行 
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財務部 
1. 2019年度予算管理と会計処理 

2. 2019年度決算 

3. 2020年度予算案立案 

4. 会計関連マニュアル 2020年度版の作成 

5. 会計担当者会議開催 2019年 4月 6日（土）参加者 18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.48,49,50,51,52,53）、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回近畿作業療法学会情報，第 26回兵庫県作業療法学会情報,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) ホームページ管理・運営 

2) ホームページ レイアウト構成・作成 

3) ホームページ TOPページ・研修会案内・各部署ページの更新 

4) 臨床実習対策委員会新規ページ作成・申し込みフォーム作成・管理 

 

 

広報啓発部 
1．ふれあいの祭典 

 日時・場所：2019年 10 月 26・27日(土・日)10：00～16：00 三木防災公園  

 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：214名（1日目）、197名（２日目）計 411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：2020年 1月 19日（日）13:30〜16:30 ウィズ明石 ９F子午線ホール 

 内容：人生 100年時代！今から認知症に備えるために 

映画上映：ぼけますから、よろしくお願いします。 

講座：作業療法士が考える認知症への備えとは 

    講師：中西 誠司 氏（有馬高原病院 作業療法士） 

 参加者：142名（内一般 126名） 

3．バリアフリー展への協力事業 

日時・場所：2019年 4月 18・19・20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．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 

5．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） 

  開催ブロック：淡路ブロック（2019年 7月 27日開催） 

  内容：事前打ち合わせおよび当日運営のサポート 

7．看護の日記念イベント 

日時・場所：2019年 5月 11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、自助具展示と作業療法の説明 

参加者：99名 

8.看護フェア 

日時・場所：2019年 11月 16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、自助具展示と作業療法の説明 

参加者：50名 
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9. 啓発用バック作製事業 

    内容：650枚作製し啓発事業等で配布 

10.県士会リーフレット作製事業 

  内容：内容を検討。作製は来年度事業に引き継ぐ 

 

 

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．診療報酬改定等に関する実態調査の実施 

回収数 558枚 回収率 53.8％ 

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．兵庫県リハ 3士会合同地域支援推進協議会「第 10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「臨床実習における指導の一歩前へ Advanced講習会」 

   講師：藤原瑞穂氏（神戸学院大学） 

      木村龍太郎氏（姫路北病院） 

      崎本史生氏（神戸リハビリテーション病院） 

   日時：2020年 1月 18日（土）13：30～16：45 

   場所：兵庫県私学会館 

   参加：17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：2019年 7月 21日（日） 

   場所：兵庫県学校厚生会館 

   参加：延べ 372名 

時限 講義名 講師名 参加者 

1 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） 90名 

2 実践のための作業療法研究 長尾 徹氏 （神戸大学） 95名 

3 作業療法の可能性 大瀧俊夫氏 （神戸労災病院） 91名 

4 事例報告と事例研究 藤原瑞穂氏  （神戸学院大学） 96名 

2）第 2回現職者共通研修 

日時：2019年 8月 18日（日） 

場所：兵庫県学校厚生会館  

参加：延べ 374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 松本宏昭氏  （西江井島病院）         94名 

2 職業倫理 西本 寛氏 （ケアステーションかんざき） 92名 

3 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） 96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） 

92名 

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：2019年 7月 7日（日） 9：30～17：00 兵庫県私学会館 

講師：田中康介氏（神戸リハビリテーション病院） 

       小南陽平氏（宝塚第一病院） 

参加：60名 
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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：2019年 10月 19日（日） 9：30～17：00 兵庫県学校厚生会館 

講師：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：48名 

3）第 3回現職者選択研修 

  内容：発達障害領域の作業療法 

日時：2019年 10月 27日(日) 9：30～16：20 

   会場：神戸市立地域人材派遣センター ふたば学舎 

   参加：36名 

時限 現職者選択研修（発達障害領域） 講師名 参加者 

1 発達障害の基礎知識 
丹葉寛之氏 (和歌山リハビリテーション専 

門職大学準備室) 
36名 

2 作業療法の実践（就学後） 泉谷憲正氏 (四天王寺和らぎ苑) 36名 

3 作業療法の実践（就学前） 
中島るみ氏 (大阪発達総合医療センター 

あさしお園) 
36名 

4 
自閉症スペクトラム障害に対する 

作業療法の実際 
伊藤斉子氏 (兵庫医療大学) 36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 

 

 

学術推進部 
1．機関誌 

 1）2019年度機関誌発行 

   内容：投稿論文、特集「臨床実習について」、文献紹介など、ネット配信の形での発行 

 2）2018年度機関誌印刷 

 3）投稿論文の募集 

2．県学会 

1）第 26回（2020年度）兵庫県作業療法学会準備会議 

   4月～3月で計 12回実施 

 2）第 27回（2021年度）兵庫県作業療法学会 三役決定 

   学会長：冨本絋之氏（株式会社あべいすと） 

   実行委員長：安部太郎氏（株式会社ジャック） 

   会計：濱田静香氏（八木病院） 

 3）兵庫県作業療法学会第 3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）2019年度助成対象 2研究 中間報告及び最終報告提出（10月、3月） 

・「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） 
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（2）2020年度助成対象 2研究 決定 

・「兵庫県指定自動車教習所における自動車運転支援に関する実態調査」 

  竹原崇登氏（兵庫医科大学ささやま医療センター） 

・「脳卒中後、自動車運転再開困難患者の生活状況変化についての追跡調査」 

  笹沼里味氏（伊丹恒生脳神経外科病院） 

 3）研究を行う上での倫理的配慮に関する情報提供 

（1）情報のやりとり（＝授受）（県士会ニュース 6月号掲載） 

（2）研究の科学的合理性の根拠（県士会ニュース 10月号掲載） 

（3）連載終了にあたって（県士会ニュース 2月号掲載） 

（4）2019年度機関誌に上記①～③掲載 
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2019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：2019年 7月 27日（木）19：00～20：30  第二協立病院 

内容：講義「栄養」 

参加：27名 
 

日時・場所：2019年 9月 26日（木）19：00～21：00 第二協立病院 

内容：講義「福祉用具・自助具」 

参加：16名 
 

日時・場所：2019年 11月 28日（木）19：00～21：00 はくほう会セントラル病院 

内容：講義「医療介護保険」 

参加：14名 
 

日時・場所：2020年 1月 30日（木）19：00～21:00 はくほう会セントラル病院 

内容：講義「IADL」 

参加：10名 
 

＜ブロック研修会＞ 
日時・場所：2019年 8月 7日（水） 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：22名  
 
 

日時・場所：2019年 11月 7日（木） 19：00～21：00 はくほう会セントラル病院 

内容：講義「ロボットリハビリテーション」 

講師：安田弘希氏（宝塚リハビリテーション病院） 

参加：11名 
 

＜現職者共通研修事例検討・事例報告＞ 
日時・場所：2019年 8月 25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：11題 
 

日時・場所：2020年 2月 23日（日） 9：30～15：30 尼崎総合文化センター  

発表演題数：18題 新型コロナウイルスのため中止 

 
 

＜MTDLP事例発表会＞ 
日時・場所：2019年 6月 20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：発表者 0名のため中止 
 

日時・場所：2019年 10月 17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：2020年 1月 23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 3名 



10 
 

＜啓発活動＞ 
日時・場所：2019年 11月 9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、 

参加：60名 自助具作成：45名 

 

 

神戸ブロック 

＜ブロック勉強会＞ 
第一回オープン勉強会」 

日時・場所：2019年 4月 25日（木）19：00～21：00 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：27名 
 

「第二回オープン勉強会」 

日時・場所：2019年 5月 23日（木）19：00～21：00 神戸リハビリテーション病院 

内容：講義・実技「股関節の知識と治療」 

参加：30名 
 

「第三回オープン勉強会」 

日時・場所：2019年 8月 22日（木）19：00～21：00 神戸市勤労会館 

内容：講義「認知症」 

参加：60名 
 

「第四回オープン勉強会」 

日時・場所：2020年 2月 25日（火）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「パーキンソン病関連」 

参加：未実施 
 

「神戸東・阪神地区精神科勉強会」 

日時・場所：2019年 4月 12日（金）19：00～21：00 有馬病院  

内容：講義「今年度勉強会の内容選出」 

参加：21名  
 

日時・場所：2019年 6月 21日（金）19：00～21：00 向陽病院 

内容：講義「「スタッフの働きやすい環境作り」  

参加者：15名 
 

日時・場所：2019年 8月 9日（金）19：00～21：00 向陽病院 

内容：講義「急性期の作業療法について、プログラム等の紹介」 

参加：16名 
 

日時・場所：2019年 10月 18日（金）19：00～21：00 向陽病院 

内容：講義「身体リハについて各病院の実施状況を共有」 

「“これからの精神科病院を考える会”でのシンポジウムの内容共有」 

参加：22名 
 

「西神戸精神科勉強会」 

年間事業休止 
 

「小児部門勉強会」 

日時・場所 2019年 4月 19日（金）19:00～21:00・神戸市勤労会館 

内容：講義「施設紹介・人間作業モデルについて」 

参加：18名 
 

日時・場所 2019年 5月 17日（金）19:00～21:00・神戸市勤労会館 

内容：講義「症例検討（食事、スプーン操作）」 

参加：18名 
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日時・場所 2019年 6月 21日（金）19:00～21:00・神戸市勤労会館 

内容：講義「発達のマイルストーンについて（乳幼児期の社会性を中心に）」 

参加：24名 
 

日時・場所 2019年 7月 18日（金）19:00～21:00・神戸市勤労会館 

内容：講義「症例検討（重度知的障がい児）」 

参加：14名 
 

日時・場所 2019年 10月 18日（金）19:00～21:00・神戸市勤労会館 

内容：講義「上手くいったアプローチ・道具・アクティビティ発表会」 

参加：10名 
 

日時・場所 2019年 11月 22日（金）19:00～21:00・神戸市勤労会館 

内容：講義「視線入力装置について」 

参加：16名 
 

日時・場所 2020年 1月 17日（金）19:00～21:00・神戸市勤労会館 

内容：講義「コグトレについて」 

参加：9名 
 

日時・場所 2020年 2月 21日（金）19:00～21:00・神戸市勤労会館 

内容：講義「症例検討（漢字の書字）」 

参加：未実施 
 

日時・場所 2020年 3月 13日（金）19:00～21:00・神戸市勤労会館 

内容：講義「未定」 

参加：未実施 

 

＜ブロック研修会＞ 
日時・場所：2019年 7月 6日（土）10：00～15：00 神戸学院大学有瀬キャンパス 

内容：講義「肩・手関節の触診」 

講師：大瀧 誠氏（神戸学院大学） 

参加：27名 
 

日時・場所：2019年 9月 13日（金）19：00～21：00 神戸リハビリテーション病院 

内容：講義「呼吸リハビリについて」 

講師：山口卓巳（神戸市立医療センター西市民病院） 

参加：15名 
 

日時・場所：2019年 11月 16日（土）14：00～16：00 湊川病院 

内容：講義「認知行動療法の基礎の基礎」 

講師：森川孝子氏（神戸学院大学） 

参加：9名 

 

＜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：2019年 12月 6日（金） 18：30～20：30 向陽病院 

発表題数：4演題 事例報告者 4名 事例検討者 2名 聴講者 12名 
 

「第 2回現職者共通研修 事例検討・報告」 

日時・場所：2020年 2月 2日（日）9：00～15：00 兵庫県総合リハビリテーション中央病院 

発表題数：40演題 事例報告者 39名 事例検討者 39名 聴講者 50名 ファシリテーター11名 
 

＜MTDLP事例発表会＞ 
日時・場所：2019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：垣本茂一氏（あらたか訪問看護センター 垂水ステーション） 

   勝原勇希氏（にこにこハウス医療福祉センター） 

発表者・聴講者 0名（中止） 
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日時・場所：2019年 12月 12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 2回 MTDLP 事例発表会」 

講師：垣本茂一氏（あらたか訪問看護センター 垂水ステーション） 

   勝原勇希氏（にこにこハウス医療福祉センター） 

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：2019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：12名 

 

＜ブロック研修会＞ 
日時・場所：2019年 8月 2日（金） 19：00～21：00 小野病院 

内容：講義「認知症の人と家族に対する作業療法」 

講師：上田章弘氏（介護老人保健施設恵泉） 

参加：15名 
 
 

日時・場所：2019年 9月 4日（水） 19：00〜21：00 小野病院 

内容：講義「各脳葉と高次脳機能障害」 

講師:中田 修氏（神戸総合医療専門学校） 

参加：15名 
 
 

日時・場所：2020年 1月 18日（土） 13：30〜15：30 小野病院 

内容：講義「作業療法士が地域にコミットとする意味」 

講師：鍛冶 実氏（赤穂市立老健あこう） 

参加：10名 

 

＜現職者共通研修事例報告・事例検討＞ 
日時・場所：2020年 1月 25日（日） 10：00～13：00 土井病院 

発表演題数：12題 

参加：32名  

 

＜MTDLP事例発表会＞ 
日時・場所：2020年 2月 27日（木） 19：00～21：00 サンビラ三木 

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） 

参加者：0名（中止） 
 

 

淡路ブロック 

＜ブロック勉強会＞ 
日時・場所：2019年 5月 24日（金）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「排尿に関する福祉用具について」 

参加者：39名 
 
 

日時・場所：2019年 8月 8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「臨床実習について」 

参加者：8名 
 
 

日時・場所：2019年 11月 21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「認知症・精神疾患について」 

参加者：18名 
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＜ブロック研修会＞ 
日時・場所：2019年 6月 21日（金） 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「脳画像の見方」   

講師：重松 孝氏（聖隷淡路病院） 

参加：52名 
 

日時・場所：2019年 9月 27日（金） 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「更衣における評価と知覚・運動アプローチ」  

講師：大賀隆正氏（兵庫県立リハビリテーション中央病院） 

参加：21名 
 
 

日時・場所：2020年 1月 24日（金） 19：00～21：00 県立淡路医療センター 

内容：講演「目指せワンチーム 若手からベテランまで、みんなで考える組織マネジメント」  

講師：坂本 敏行氏（株式会社ジャック ジャック訪問看護リハステーション） 

参加：11名 
 

＜現職者共通研修事例報告・事例検討＞ 
日時・場所：2020年 2月 7日（金） 18：50～21：00 洲本伊月病院 

内容：現職者共通研修事例報告・事例検討会 

発表者：8名 

聴講者：8名 

参加：13名 
  

＜MTDLP事例発表会＞ 
日時・場所：2019年 12月 13日（金） 19：00～21：00 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：北岡裕也氏（関西総合リハビリテーション専門学校） 

発表者：1名 

参加：6名 

 

＜啓発活動＞ 
日時・場所：2019年 7月 27日（土） 13：00～16：00  関西総合リハビリテーション専門学校 

内容：（淡路市の小学生対象）夏休み自助具イベント 

参加：20名 

 
日時・場所：2019年 10月 27日（日） 9：00～16：00  国営明石海峡公園 

内容：くるみボタン作り、健康相談会、福祉用具相談、パンフレット配布 

参加：67名 
 

 

東播磨ブロック 

＜ブロック勉強会＞ 
日時・場所：2019年 5月 16日（木）19：00～21：00 明石こころのホスピタル 

内容：交流会 

参加：8名 
 
 

日時・場所：2019年 6月 20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「肩の機能解剖と治療戦略」 

参加：28名 
 
 

日時・場所：2019年 7月 18日（木）19：00～21：00 播磨サナトリウム  

内容：講義「病院と地域での事例を通した臨床家のリーズニングの追体験」  

参加：8名 
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日時・場所：2019年 9月 19日（木）19：00～21：00 明石土山病院 

内容：講義「クリニカルクラークシップについて」 

参加：12名 
 

日時・場所：2019年 11月 14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「血液データの見方」 

参加：10名 
 

日時・場所：2020年 2月 6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「福祉用具について」 

参加：20名 
 

日時・場所：2020年 3月 19日（木）19：00～21：00 障害者支援センター てらだ  

内容：今年度の振り返り、来年度へ向けての話し合い 

参加：（未定）名 

 

＜ブロック研修会＞ 
日時・場所：2019年 6月 6日（木） 19：00～21：00  順心リハビリテーション病院  
内容：講義「脳画像から考える機能予測とリスク管理 脳梗塞（後方循環系）・くも膜下出血・頭部外傷」 
講師：日高 悠氏（加古川中央市民病院） 

参加：17名 
 

日時・場所：2019年 10月 24日（木） 19：00～21：00 松本病院  

内容：講義「食事動作の評価とアプローチ」 

講師：村山侑紀氏（書写病院） 

参加：20名 
 
 

日時・場所：2019年 11月 14日（木） 19：00～21：00 東加古川病院  
内容：講義「作業療法士が描く〝まちとデザイン〟－私と市民と行政と－」 

講師：宮崎興宏氏（特定非営利活動法人 いねいぶる） 

参加：19名 

 

＜現職者共通研修事例検討・事例報告＞ 
日時・場所：2020年 1月 16日（木） 19：00～21：00 東加古川病院  

内容：第 2回現職者共通研修 事例報告・事例検討会（精神） 

発表者・参加：0名（事業中止） 
 
 

日時・場所：2020年 1月 26日（日） 9：00～15：00 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：第 1回現職者共通研修 事例報告・事例検討会 

発表者：15名 

参加：44名 

 

＜MTDLP事例発表会＞ 
日時・場所：2020年 3月 5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）、末吉謙斗氏（明石仁十病院） 

参加：発表者 2名・聴講者 1名 
 

 

＜啓発活動＞ 
日時・場所：2019年 11月 3日（日・祝）9：00～14：00 稲美町 障害者ふれあいセンター 

内容：自助具体験、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 30名 
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中播磨ブロック 

＜ブロック勉強会＞ 
日時・場所：2019年 8月 1日（木）19：00～21：00 酒井病院 理学療法室 

内容：「学会報告をしたら〇〇になった！」（学会発表の経験を共有） 

参加：約 30名   
 

日時・場所：2020年 2月 2日（日）10：00～12：30 姫路医療専門学校 大講義室 

内容：「わが町勉強会」（地域包括ケアシステム勉強会） 

参加：約 30名 

 

＜ブロック研修会＞ 
日時・場所：2019年 6月 16日（日）10：00～12：00 石川病院   

内容：講義「地域リハビリテーション支援活動について」 

講師：小南陽平氏（宝塚リハビリテーション病院） 

参加：13名   
 
 

日時・場所：2019年 11月 22日（金）19：00～21：00 石川病院  

内容：講義「脳損傷者の自動車運転再開支援について」 

講師：松下由紀美氏（石川病院） 

参加：19名 

 

＜現職者共通研修事例検討・事例報告＞ 
日時・場所：2020年 1月 19日（日） 9：30～14：30 石川病院  

内容：第１回現職者共通研修 事例報告・事例検討会 

発表者：21名 
 

 

＜MTDLP事例発表会＞ 
日時・場所：2019年 12月 15日（日） 9：30～17：00 石川病院 せせらぎ保育所 

内容：MTDLP事例発表会 

講師：山本真之氏（姫路北病院） 

下山早苗氏（介護老人保健施設高砂白寿苑） 

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：2020年 2月 28日現在、年度末開催にむけて検討中。 

 

＜啓発活動＞ 
日時・場所：2019年 11月 24日（日）11：00～17：00 イオンタウン姫路 

内容：PTOTST合同リハビリテーション啓発キャンペーン 

   職業説明、体力チェック、ばね付き箸作成と使用体験、コミュニケーション体験 

参加：OTブース来場者約 80人 

 

 

西播磨ブロック 

＜ブロック勉強会＞ 
日時・場所：2019年 7月 17日（水） 19：00～21：00 半田中央病院 
内容：講義「災害時に OTとして出来ること」 

参加：27名 
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日時・場所：2019年 9月 13日（金） 19：00～21：00 赤穂中央病院 
内容：講義「就労支援での関わりについて」 

参加：40名 
 

 

日時・場所：2019年 9月 25日（水） 19：00～21：00 半田中央病院 

内容：講義「生活行為工夫情報モデルについて」 

参加：26名 

 

＜ブロック研修会＞ 
日時・場所：2019年 10月 20日（日） 10：00～12：00 半田中央病院 

内容：講義：「発達障害領域での作業療法士の介入について(未就学児)」 

講師：若林秀昭氏（兵庫県立リハビリテーション中央病院）  

参加：26名 
 

 

＜現職者共通研修事例検討・事例報告＞ 
日時・場所：2020年 1月 15日（水） 19：00～21：00 半田中央病院 

発表者：4名 

参加者：27名 
 

 

＜MTDLP事例発表＞ 
日時・場所：2020年 2月 19日（水）19：00～21：00 半田中央病院 

発表者：2名 

聴講者：7名  

 

 

但馬ブロック 

＜ブロック勉強会＞ 
日時・場所：2019年 5月 25日（土） 18：30～20:00 公立豊岡病院 

内容：講義「災害対策について」 

講師：佐野一成氏 小川智之氏（兵庫県理学療法士災害対策委員）  

参加：6名 
 

日時・場所：2019年 7月 20日（土） 10：00～13:00  一般社団法人ソーシャルデザインリガレッセ 

内容：講義「施設紹介 一般社団法人ソーシャルデザインリガレッセ」 

講師：広瀬和幸 （一般社団法人ソーシャルデザインリガレッセ） 

参加：13名 

 

＜ブロック研修会＞ 
日時・場所：2019年 8月 24日（土） 10：00～12:00 但馬長寿の郷  

内容：講義「前頭前野と高次脳機能障害」 

講師：中田 修氏（神戸総合医療専門学校）   

参加：9名 
 

日時・場所：2019年 10月 26日（土） 10：00～12:00 但馬長寿の郷  

内容：講義「廃用症候群 拘縮について」 

講師：田渕慎一氏（公立豊岡病院） 

参加：10名 
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＜啓発活動＞ 
日時・場所：2019年 8月 7日（水）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：2019年 8月 8日（木） 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：13名 
 
 

日時・場所：2019年 11月 9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：10名（ブースへの来場者 150名） 
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2019年度 委員会活動報告 

 
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．令和元年度（2019 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．令和元年度（2019 年度）キャリアアップ研修（総務部担当）の事業記録 

4．令和元年度（2019 年度）福祉・介護啓発事業（広報啓発部担当）の事業記録 

5. 日本作業療法士協会 47都道府県委員会「ダイヤモンドを探せ」プログラム資料作成 

 

認知症対策委員会 

＜研修会＞ 
日時・場所：2019年 7月 20日（土）  9：55～17：40 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：69名 

講師：1．上田章弘氏（介護老人保健施設恵泉） 

2．小南陽平氏（宝塚リハビリテーション病院） 

3．武田暁樹氏（介護老人保健施設ふるさとの家） 

4．金剛丸朋子氏（第二協立病院） 

 

日時・場所：2019年 9月 28日（土）・29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．認知症の早期介入と地域支援 ～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認知症初期集中支援 

 ②若年性認知症施策 

 ③認知症カフェ 

 ④認知症予防への取り組み 

3．事例検討 

参加：29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：2020年 1月 26日（日） 10：00～16：30 のじぎく会館 

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．認知症の人の生活を支援する職能団体としての役割 

2．認知症の人の家族の理解と支援 

3．レポート報告 

4. 地域分析～認知症になっても暮らしやすい地域とは～ 

5．ＯＴとして何ができるか、何をしているか～ステップⅠ・Ⅱ・Ⅲを通じて～ 

6. 発表 



19 
 

7. 振り返り 

参加：25名 

講師：1．中西誠司（介護老人保健施設青い空の郷） 

2．苅山和生氏（佛教大学） 

3～7．中西誠司（介護老人保健施設青い空の郷） 

 

 

＜家族の会との交流会＞ 
日時・場所：2019年 5月 18日（土） 14:30～16:30 神戸市勤労会館 

内容：認知症のひとと家族の会（兵庫支部）、若年性認知症サロン「おひさま」と合同開催 

「ご存知ですか？作業療法」の講義 

「HOTカフェ」（バスボム作り、棒体操、カフェ） 

「掲示・相談・啓発」（掲示、相談コーナー、啓発コーナー） 

 

参加：兵庫県作業療法士会スタッフ：15名 

認知症の人と家族の会：35名 

おひさま：33名 

（当事者：9名  家族：10名  ボランティア：9名  スタッフ 5 名） 
 

 

地域ケア推進委員会 

＜特設委員会合同意見交換会＞ 
日時・場所：2019年 11月 17日（日）10:00～11:30 ピフレホール 3階会議室 A 

内容：地域包括ケアシステム・地域共生社会における、分野を横断的に関わる作業療法士の役割について、地

域ケア推進委員会・認知症対策委員会・特別支援教育対策委員会・精神分野作業療法委員会・教育部

（MTDLP）の役職者を集い意見交換会実施。兵庫県作業療法士会の特設委員会が合同して、2020年度に

研修会などの開催を検討する 

参加：小南陽平氏（地域ケア推進委員会担当理事） 

門脇誠一氏（地域ケア推進委員会副担当理事） 

佐野善章氏（地域ケア推進委員会委員長） 

上田章弘氏（認知症対策委員会委員長） 

佐野恭子氏（特別支援教育対策委員会副担当理事） 

若林秀昭氏（特別支援教育対策委員会委員長） 

角谷哲生氏（特別支援教育対策委員会委員） 

森川孝子氏（精神分野作業療法委員会担当理事） 

北岡裕也氏（教育部部長） 

  

＜2019年度 兵庫県介護人材確保に向けた市町団体支援事業＞ 
1.地域支援事業等への作業療法士の人材確保及び専門性を活かせる共有資料の作成 

日時・場所：2019年 10月 20日（日） 13:30～15:30 神戸市教育会館 203 

内容：「地域ケア会議参画者意見交換会」 

各市町の地域ケア会議に参画している作業療法士を各圏域で 1名に出席頂き意見交換会を実施。実践者

を集い実際の現場の状況や実践者から課題や工夫していることなどの情報収集を行う。地域ケア会議に

おける運営状況の地域差や作業療法士としての役割を具体化して、県士会として会員に向けてのフォロ

ーアップ体制の構築に繋げる。また、実践者及び今後の参画する作業療法士に向けた参考資料、広報・

啓発資料として、この意見交換会での具体的な意見を Q&A資料として作成する 

参加：鍛冶 実氏（介護老人保健施設 老健あこう） 

   巣守 悟氏（石川病院 中播磨圏域リハ支援センター） 

   川口和也氏（介護老人保健施設 白寿苑） 

   永尾 信氏（介護老人保健施設 サンビラ三木） 

   山下妙子氏（兵庫医科大学ささやま医療センター） 

   森名重文氏（株式会社 あかね） 

   高橋朋子氏（明石市 福祉局 地域共生社会室） 



20 
 

2.自立支援・重度化予防における対象者の行動変容の具体的支援方法と職種連携の考え方の共有 

日時・場所：2019年 12月 15日（日） 午前の部 10:00～12:00・午後の部 13:30～15:30 

兵庫県民会館 10階 福の間 

内容：「対象者の意欲を引き出す、自立支援に向けての考え方」 

午前の部「対象者が思う生活に向けての自立支援の考え方～生活行為向上マネジメントの視点から～」 

   午後の部「対象者自身が気づき、意欲を引き出す関わり～認知作業療法における視点から～」 

講師：午前の部 大庭潤平氏（兵庫県作業療法士会 理事・神戸学院大学） 

   午後の部 下岡隆之氏（認知作業療法研究会 常務理事・帝京平成大学） 

参加：57名（リハビリテーション専門職・他職種向け） 

 

 

3.対象者の主体性を引き出し、目標設定のアセスメントを支援できる人材を育成するための研修会 

 対象者の自立支援に働きかけるツール（元気アップ手帳）の活用の推進 

日時・場所：2020年 2月 2日（日） 11：00～16：00 神戸市教育会館 203 号室 

内容：「地域包括ケアシステムから地域共生社会への作業療法士の役割」 

①地域共生社会における実際の活動を踏まえた概要 

   ②地域の実情を活かした作業療法士の助言の技術～地域ケア会議での助言を通して～ 

   ③「元気アップ手帳」の活用方法（事例を通して） 

講師：①・②佐野善章氏（社会医療法人 中央会 尼崎中央病院） 

   ③椿野由佳氏（介護老人保健施設 ウエルハウス川西）・西脇英里氏（宝塚リハビリテーション病院） 

参加：18名（作業療法士向け） 

 

 

＜渉外活動＞ 
一般社団法人 兵庫県介護福祉士会主催 「医療・介護連携に向けた研修会」 講師にて参加 

日時：2020年 2月 28日（金）13:00～16:00 

場所：兵庫県福祉センター 1階 多目的ホール 

内容：「生活リハビリから考える」～介護従事者が利用者の ADLで QOL向上のために取り組むこと～ 

① 高齢者の身体特性 

② 生活リハビリについて（日常生活場面での工夫・ポジショニングについて・食事について） 

③ 実習（自助具箸の作成体験） 

④ グループワーク（事例を通して生活リハビリを考える） 

講師：椿野由佳氏（介護老人保健施設 ウエルハウス川西） 

   佐野善章氏（社会医療法人 中央会 尼崎中央病院） 

福島典子氏（介護老人保健施設 ケアヴィラ伊丹） 

参加：38名 

    

 

特別支援教育対策委員会 

１．2019年度特別支援教育対策委員会研修会 

日時：2020年 1月 18 日（土）13：00～16：30 

場所：神戸市教育会館 404 

参加：55名 

内容：ひょうご学校作業療法士育成セミナー 

     第１部：三田市での特別支援教育の現状 

① 特別支援教育の充実と作業療法士の連携」 

松下修（三田市立ひまわり特別支援学校 学校長） 

② 三田市特別支援教育における作業療法士の役割」 

飯田勇人（ひょうご子どもと家庭福祉財団 作業療法士） 

第２部：学校支援基礎講座 

①姿勢と書字動作 

田中尚樹（宝塚市立子ども発達支援センター） 
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②休み時間、生活、掃除 

佐藤亜紀（加古川市立こども療育センター） 

③知っておきたい学校のこと 

角谷哲生（神戸市立いぶき明生支援学校） 
 

２．こども福祉機器展示会（兵庫県理学療法士会主催）の参加 

  日時：2019年 8月 17 日（日）8：00～17：00 

  場所：いぶき明生支援学校 

  内容：兵庫県作業療法士会のブース出展し、生活支援グッズ、自助具、玩具、ICT機器、スイッチ類、 

     コミュニケーション機器ブース等を展示・紹介 
 

３．「脳性まひ等肢体不自由児者に係る療法士等研修事業」研修会への参加 

  日時：2019年 12月 14日（土）・15日（日） 

  場所：BBプラザ 

  内容：兵庫県リハ 3士会障害児者支援協議会主催の研修会に参加 

講義「作業療法アプローチ」 開發基文（関西総合リハビリテーション専門学校） 

 

臨床実習対策委員会 
1．研修会 

1）第 1回臨床実習指導者講習会 

日時・場所：2019年 12月 21～22日・兵庫医療大学 

内容：厚生労働省指定 臨床実習指導者講習会（都道府県講習会） 

修了者：97名 

 
2）第 2回臨床実習指導者講習会（新型コロナウイルスへの対応につき中止） 

日時・場所：2020年 3月 7～8日・平成リハビリテーション専門学校 

内容：厚生労働省指定 臨床実習指導者講習会（都道府県講習会） 

修了者：0名 

 

 

精神分野作業療法委員会 
精神分野作業療法委員会第 1回研修会 

日時：2020年 2月 8日（土） 

場所：新長田勤労会館 

参加：45名 

内容①：対話を促進するオープンクエスチョン〜OT面接に役立つホワイトボードミーティング® 

内容②：おとなの発達障害 

 講師①：馬場麻里子（就労支援 Small Steps） 

講師②：大下隆司（代々木の森診療所 医師） 
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追記事項  

 

新型コロナウイルス感染症に関する（一社）兵庫県作業療法士会の対応について 

 

 2020年 2月 21日に（一社）日本作業療法士協会からの「新型コロナウイルスへの対応について(第 1報)」

を受け、県士会では同日に新型コロナウイルス対策本部を設置し第 1回対策本部会議を開き、年度内の県士会

活動について下記のように決定した。 

 

記 

 

1. 県士会活動について 

• 基本的に職場のルールに従う。 

• 他団体の主催行事で県士会に講師依頼や参加依頼を受けている場合は、他団体のルールに従う。 

• 年度内の県士会主催行事については中止する。会議の場合はメール会議等を活用する。理事が認めた

少人数会議のみ感染予防策を講じた上で実施可能とする。 

 

2. 令和元年度第 2回臨床実習指導者講習会（3月 7日、8日）についても中止とする。 

 

3. 県士会員の不利益を減ずる方法について 

現職者共通研修事例報告・事例検討など、会員の不利益になる行事については、可能な限り会員の不利益

を減ずる工夫について部署長と担当理事での検討を依頼する。 

 

4. 県士会員への周知について 

県士会ホームページの新着情報、メールマガジンの送信にて周知する。 

 

5. 対策本部会議について 

基本的には会長、副会長、事務局長の 4名にて行い、必要に応じて構成員を増やして実施することとする。 

 

以上 

 

2019年度に新型コロナウイルスの影響により中止した事業 

 

開催予定日、部署、事業名、中止又は延期の区別の順に記載する（日付順） 

 

• 2020年 2月 21日 認知症対策委員会  委員会会議  メール会議 

• 2020年 2月 25日 財務部    財務部会   中止 

• 2020年 2月 21日 学術推進部  機関誌企画会議  メール会議 

• 2020年 2月 26日 学術推進部  運営会議  メール会議 

• 2020年 2月 28日 中播磨ブロック  第 4回運営会議  中止 

• 2020年 2月下旬 総務部   養成校への説明会  養成校教員に依頼 

• 2020年 3月未定 地域ケア推進委員会  委員会会議  中止 

• 2020年 3月 5日 東播磨ブロック  現職者共通研修事例報告・事例検討 中止 

• 2020年 3月 10日 総務部   三役会議  ビデオ会議 

• 2020年 3月 17日 総務部   第 12回運営会議  LINE審議 

• 2020年３月 19日 東播磨ブロック  第 7回運営会議  中止 

 

 

 

 


