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会議次第 

 

１． 開会のことば                                         

２． 県士会長挨拶                                            

３． 定足数報告 

４． 議長の選任 

５． 書記任命 

６． 議事録署名人任命                                      

７． 報告事項 

１）令和２年度 事業計画及び予算案 

    ８． 決議事項 

第１号議案 令和元年度 事業報告について 

第２号議案 令和元年度 決算報告について 

第３号議案 令和元年度 監査報告について 

第４号議案 来年度の会費の減免について 

その他 

９．議長団解任 

１０．閉会のことば 
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【報告事項】 

Ⅰ．令和２年度事業計画 
（総括） 

令和２年度は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う全ての社会活動の停止に始まり、その先行きは

全く不透明な状態が続いている。県士会の事業においても、様々な制約が予想されるところではある

が、可能な限り今年度事業を推進して行きたい。令和元年度に続き、高齢者や障害児者を対象に各市

町村で展開される地域包括ケアシステムづくりや自立支援・重度化防止の取り組みに対して、当士会

としてその体制づくりに貢献できる人材育成と人材配置が急務である。リハビリテーション専門職団

体との連携より、自治体からの依頼が増加し、地域課題の分析やケアプラン検討会等に対しても該当

地域の会員派遣を行っている。また、予防事業においても、認知症予防を中心に各自治体からの依頼

が急増している。昨今の状況を踏まえ、このニーズにも効果的な介護予防の実施や地域ケア会議を活

用してのケアマネジメントを支援する事業は継続して実施する。その為、引き続き作業療法の学術の

発展ならびに会員の技術向上に繫がる各種の研修会の開催や、人材育成の強化を図っていきたい。ま

た、我々を取り巻く変化にあわせ、公益団体としての役割が果たせるよう事業全体についても中間評

価、および最終事業評価を実施する。 

あと一つの取り組みとして、現在も実施している高校生を中心とした作業療法への啓発、広報活動

も引き続き推進する。 

 

Ⅱ．会議の開催 

１．総会 
第 39回総会 
日時：令和２年 6月 14日（日）9：30～11：00 受付 9:15～  

    場所：愛媛県生涯学習センター 大研修室(4 階) 
 

２．理事会開催予定 

理事会：4/15、5/20、6/14（総会後）、7/15、9/16、10/21、11/18、 

1/20、2/17、3/10 

 

Ⅲ．法人管理運営部門 

１．事務局 

１）総務部（文書、発送、福利厚生） 

1．発送作業や会員向け発信情報に関連すること。 

(1)封書での個人会員への発送回数は年 4回とし、その他必要であれば FAX送信。 

(2)基本的に議案書・学会誌や坊っちゃんニュース、研修会案内をまとめて掲載する。 

(3)必要な情報は、できるだけ当士会ホームページを閲覧してもらうようにする。 

2．その他下記の内容 

(1) 定款及び諸規程の運営に関すること 

(2) 会員の地位向上及び待遇の向上に関すること 

(3) 求人・就職状況調査および情報の提供に関すること 

(4) 他団体や官公庁との連絡･調整に関すること 

(5) 会議案内、会議設営、接待に関すること 

(6) 儀礼関係、内外の来信に関すること 

(7) 機関誌等刊行物の発送に関すること 

(8) 会員の福利厚生に関すること 

(9) その他、法人管理運営に関すること 

 

4月 新入会オリエンテーション案内・坊ちゃんニュース等の発送物管理委託 

5月 ①新入会オリエンテーションおよび新人交流会開催 

【新入会オリエンテーション】 

日時：5月 16日（土）14:00～16:50  
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場所：河原医療大学校 

内容：「入会説明会」と「新人教育」 予定  

入会説明：新入会書類（入会申込、会員引落）の受理 

【新人交流会】 

日時：5月 16日（土）17:30～20:00 

場所：リジェール松山 JA愛媛 8F ビアガーデン  

②総会議案書・委任状等の発送物管理・委託 

8～9月 研修会案内等の発送物管理・委託 

12 月 ①県学会誌等の資料発送物管理・委託 

②協会・都道府県士会への年賀状発送作業 

2月 ①新年会開催 

②各養成校へ新卒者の愛媛県士会入会説明会の日程などの事前連絡 

3月 愛媛県内の各養成校に卒業・入学祝い文 郵送 

 

２）管理部（名簿、備品管理） 

 （１）内外の文書保管 

（２）刊行物の保管 

（３）会員の入会・退会処理 

（４）会員名簿の作成 

（５）ＯＴ協会会員管理システムの運用 

   ※専用パソコンのメンテナンス 

（６）ホームページ管理 

（７）会費の口座引き落とし用データ処理協力 

（８）管理部会開催予定（年３回程度） 

 

３）財務部（資産、会費管理） 

（１）預金と現金及び会計帳簿の管理並びに関係書類の整備、保管 

（２）令和 2年度会費の徴収に関する事務処理 

（３）令和 2年度四国作業療法士会連絡協議会等の会費の納入 

（４）令和 2年度補正予算の編成 

（５）令和 2年度決算処理 

（６）令和 3年度予算の立案 

（７）報酬等の法定調書、支払調書作成と提出 

 

４）常設委員会（選挙管理、倫理、規約委員会） 

 (１）選挙管理委員会 

   令和 3年度役員改選の準備  

    3月  令和 3年 6月に実施予定の総会時での役員改選公示文書の作成 

 

 (２）倫理委員会 

①倫理に関する相談窓口の設置 

   ②倫理に関する情報収集と啓発 

 

（３）規約委員会   

①規約委員会の開催 

②運営に則った規程内容であるかの確認、各規程の整合性の確認を行い必要に応じて修正及び変 

更を行う。 

③本会の運営に必要と考えられる諸規程の追加を検討・提案・整備を行う。 
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Ⅳ．公益目的事業部門 

１．学術局 

１）学術部 

 第 54回学術部研修会   

日付：令和２年 6月 28日（日曜日）  場所：愛媛県生涯学習センター 

（１）中枢部門 

    テーマ：中枢神経障害を作業の中で評価・分析する作業療法の視点  

 講師：広島市立リハビリテーション病院 松原麻子 OTR 

（２）整形部門  

    テーマ：整形外科領域における手術療法  講師：土居内科外科 中村 Dr  

（３）地域・在宅部門 

    テーマ：食べることと出すこと ～排泄ケア～ 

 講師：メディカルリハビリ訪問看護ステーション京都  山下和典 OTR 

（４）精神障害部門  

    テーマ：精神疾患をもつ患者に対する身体機能の向上     

講師： 松山記念病院 大野竜馬 OTR 

（５）小児発達部門 （パネルディスカッション 90分講義・30分質疑） 

     テーマ：（一般病院 or各分野）で診る子供への関わり  

 講師： 済生会松山訪問看護ステーション 猪木祥智 OTR 

松山市民病院 餌原洋輔 OTR 

松山赤十字病院 高岡宏 OTR 

（６）内部障害部門 

    テーマ：緩和ケア or終末期での作業療法  

 講師：静岡がんセンター 田尻寿子 OTR 

 

２）教育部（現職者共通、選択研修）   

（１）現職者共通研修 

【中予：ナイトセミナー】  

時間：19：00～20：30 

場所：総合リハビリテーション伊予病院  

開催日： 

① 令和２年６月５日   

作業療法生涯教育概論      講師：理事 沖 信吾(伊予病院) 

② 令和２年６月１２日  

実践のための作業療法研究    講師：認定 菅 隆一(松山リハビリテーション病院) 

③ 令和２年７月３日 

日本と世界の作業療法の動向   講師：認定 篠森丞（松山赤十字病院） 

④ 令和２年７月１０日 

作業療法の可能性        講師：土居道康（南松山病院） 

⑤ 令和２年８月１４日 

職業倫理            講師：認定 福田靖（愛媛十全医療学院） 

⑥ 令和２年９月１１日 

事例報告と事例研究       講師：認定 高岡 宏(松山赤十字病院) 

⑦ 令和２年１０月２日 

保健・医療・福祉と地域支援   講師：久徳壮一郎（愛ほっと訪問看護ステーション） 

⑧ 令和２年１０月９日 

作業療法における協業・後輩育成 講師：認定 山本太一（老人保健施設 王子苑） 

⑨ ⑩ 令和２年１１月６日 

事例検討・事例報告       講師：認定 吉田弘輝（松山赤十字病院） 
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【東予・南予 日曜開催】 

開催日：日程調整中 

  時間：9：00～12：10  

場所：東予 ハートランド三恵 (2日で 2講座ずつ開催) 

① 実践のための作業療法研究    講師：認定 菅 隆一(松山リハビリテーション病院) 

② 作業療法の可能性        講師：土居道康（南松山病院） 

 

開催日：令和 2年 8月 9日 調整中 

  時間：9：00～12：10  

場所：東予 ハートランド三恵  

③ 事例報告と事例研究       講師：認定 三並広親(住友別子病院) 

④ 職業倫理            講師：認定 福田靖（愛媛十全医療学院） 

 

開催日：令和 2年 7月 12日 調整中 

  場所：南予 介護老人保健施設ひまわり  

②  保健・医療・福祉と地域支援   講師：久徳壮一郎（愛ほっと訪問看護ステーション） 

② 作業療法生涯教育概論      講師：理事 沖 信吾(伊予病院) 

 

(２)現職者選択研修  

テーマ【生活行為向上マネジメント】1回   

日付：令和 2年 12月 6日予定 

講師：丹生谷哲哉(愛媛十全医療学院) 

   久保健二(美須賀病院)     その他講師検討中 

時間：8:30～17:00 

場所：愛媛十全医療学院(予定) 

      

テーマ【老年期領域】 

講師：調整中(内容としては、急性期、回復期、維持期の分野の内容が講義可能で、新人教育プ

ログラム修了者以上、認定作業療法士を優先して決定する。) 

日付：令和 2年 10月 11日予定  

場所：伊予病院予定 

時間 9：00～16：30 

 

(３) 新人実務者講習 

   対象：入職後１～５年目の作業療法士 

   開催日：①令和２年６月１８日 テーマ シーティング 

       ②令和２年７月１６日 テーマ ポジショニング 

       ③．④調整中 テーマ 接遇 ＡＤＬ動作 

 時間：19：00～20：30 

 場所：伊予病院 

 講師：①．② 岡田英剛(南松山病院) 

      ③福田靖（愛媛十全医療学院） 

④山田太一(ＨＩＴＯ病院) 

 

３）県学会実行部  

第 20回愛媛県作業療法学会 

日時：2021年 2月(予定) 

場所：未定 

令和２年６月        第 1回委員会開催   

７月        一般演題募集開始 

９月        第 2回委員会開催 一般演題募集終了 
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       １０月        一般演題抄録締め切り 

１１月     査読終了 

１２月     第 3回委員会開催・学会誌完成・発送 

令和３年１月      第 4回委員会開催 備品管理 

 

４）臨床実習指導者研修 

   令和２年６月～１１月までに２回(２日の研修)実施予定 

  日時：未定 

  場所：未定(２日で開催可能な場所) 

  時間：日本作業療法士協会のマニュアルに基づいて実施 

 

 

２．制度対策局 

１）福祉用具支援部門 

＜第 9回えひめ福祉用具フェア＞ 

日程：令和 2年 9月 25日（金）、9月 26日（土） 2 日開催 

場所：愛媛県総合社会福祉会館 

OT の役割：セミナー講師、各ブース（車椅子・移乗・自助具）の担当責任、自助具作成、相談対応など 

※実行委員会開催し、作業部会を中心に企画・運営決定 

 

＜生活行為工夫情報モデル事業＞ 

日程   未定 

参加者  10名程度 

活動内容 愛媛県士会および病院への広報活動 

     （日本 OT協会事業に参画） 

 

２）情報収集調査部門 

①職場環境調査（愛媛県内の作業療法士の働き方について） 

→10月 1日～10月 31日を目安に県士会員へ Webアンケートを実施。 

 結果を HPに掲載。 

※会議回数：4回（令和 2年 7月 1回・8月 1回・11月 2回） 

②：①についての県士会での発表（令和 3年 2月） 

→令和元年度同様、ランチョンセミナーにて発表予定 

※会議回数 1回 発表内容について検討（令和 3年 1月 1回） 

③：次年度計画（次年度調査内容の検討） 

→9 月予定  

※会議回数 1回 

 

３）松前事業 

・松前町 フレイルチェック 

日程   令和 2年 6月～3月予定 

場所   各集会所、公民館（8地区予定） 

参加人数 各地区 30名程度 

活動内容 健康・生活状況調査、各地区初期・最終チェックの 2回実施 

 

・松前町 複合型介護予防事業 

日程   令和 2年 7月～3月予定 

場所   各集会所、公民館（8地区予定） 

参加人数 15名程度 

活動内容 作業療法士、理学療法士、歯科衛生士の共同開催  

1地区計 4回（OTメイン授業 1回：内容 生活・認知）、1教室 2 時間予定 
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・松前町一般市民講座 

日程   未定（2回実施予定） 

場所   松前町総合福祉センター 

参加人数 40名程度 

内容   認知機能、福祉機器についての講話 

・松前町出前講座 

日程   未定 

場所   自主グループの活動場所（公民館、集会所） 

参加人数 各会場 5名以上 

内容   自主グループに対して認知症についての講話や二重課題などの提供 

 

３．事業局 

１）渉外部（折衝調整、派遣事業） 

（１）公的団体・公的事業への参加・協力 

（２）市町村・公的団体開催の講演会・イベント等への人材派遣 

（３）渉外部会開催予定（２回程度予定：９月・２月） 

（４）各種折衝活動と各部との協力（活動費・派遣費支給） 

委託事業等への協力 

OT啓発活動への折衝協力 

他県作業療法士会との交流・情報交換会など 

 

２）事業部（公開講座実行、活動集作成、支援部門） 

（１）公開講座の開催 

  第２１回 公開講座 

開催日：令和２年９月６日（日曜日） 

会 場：テクスポート今治 

テーマ：『人間学を根拠とした認知症ケア』 

    ～治療から共生へ 生活リハビリの視点から～ 

講 師：生活とリハビリ研究所 

     理学療法士 三好春樹先生  

    介護老人保健施設コスモス 

     作業療法士 塩崎定義先生       

  

（２）活動集（お役立ち集）の作成 

   ・４年前に作成した認知症関連のお役立ち集を基に作成。 

   ・公開講座やその他県士会活動で要請された場合に配布。 

   ・発行部数 令和２年度作成のものは５００部 

   ・過去の活動集の増刷 

   

（３）地域に関わる作業療法士養成事業 

 開催日：令和２年１１～１２月で開催予定  

会 場：未 定  

内 容： 愛媛県リハビリテーション専門職協会と検討する。 

 

（４）派遣事業（スカラシップ制度） 

・ＨＰや県士会からの文章での案内にて、県士会員が希望する研修会を含め公募。 

審議及び審査にて選考を行+い派遣する。 

・研修会参加後、事業部などの開催する研修会・勉強会において、県士会員への 

伝達を行う。 

 

（５)実行委員会 ５～６回/年 開催予定 
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３）支援部門（認知症地域、発達、高次脳機能、精神、難病、災害リハ 支援部門） 

（１）認知症地域支援部門  

①東中南予各ブロックで依頼事業の実施 

   ・認知症サポーター養成講座実施 

   ・市町村事業への協力 

 ②愛媛県作業療法士会が推奨する“認知症予防体操 DVD”の、県下の作業療法士への研修の実施 

 ③“認知症予防体操 DVD”の追跡調査（10月頃にアンケートを郵送） 

 ・アンケートを取り、使用状況について把握する 

 ④認知症の人と家族の会への協力 

    講師派遣や研修会の周知等 

  ⑤認知症アップデート研修 

 

（２）発達障害支援部門   

①委員会開催 ：年 3～4回  開催場所 愛媛県立子ども療育センター 

②研修会   ：年 1回 （日時・場所・講師：未定） 

③勉強会  ：年 1回 （日時・場所・講師：未定） 

 

（３）高次脳機能障害支援部門 

①委員会の開催（年 3回） 

  ・開催場所：松山リハビリテーション病院   

・必要に応じて臨時委員会を開催する 

②研修会：2020.8.2（日）9：00～13：00  会場：松山リハビリテーション病院 

  テーマ①：就労支援について  

テーマ②：自動車運転支援について 

③高次脳機能障害者を支援する会「あい」家族会への参加（月 1回） 

  ・毎月東予、中予、南予と持ち回り開催であり、各圏域の委員で参加できる者が参加する 

  ・参加後は参加報告書を作成する 

④ 愛媛県高次脳機能障害支援連絡協議会への出席（年 2回） 

  ・委員長が参加 

 

（４）精神障害支援部門 

１）障がい者スポーツへの社会貢献 

精神障がい者バレーボール（毎月の練習支援）、卓球（大会運営補助）などの支援活動 等 

２）精神障がい者支援部門運営のための会議（年 3 回程度） 

   

（５）災害リハビリテーション支援部門  

①災害時緊急連絡網訓練 

県士会員が所属するすべての施設を対象にした緊急連絡網訓練を行う。 

災害マニュアルの見直しを行う 

②県士会員に対する災害啓発活動 

県士会員に対し、研修会を実施。会員の災害防災意識向上を図る。 

③各地の災害訓練および研修会への参加 

 

４）広報啓発部（ニュース作成、発行部門） 

①ニュースの作成 

   ８ 月 坊っちゃんニュース 89号発行 

   １２月 坊っちゃんニュース 90号発行 

   ３ 月 坊っちゃんニュース 91号発行 

   各 1,150部の発行（発行部数は新入会員数に合わせて調整する） 

②一般の方に向けての広報活動 

高校生への広報活動：愛媛県作業療法士会会員の所属する各施設への見学会 
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高校生向けのパンフレット作製 

③ ホームページや SNSの管理 

ホームページに掲載する記事（会員向けや一般向け）の検討、SNSでの情報発信 

 

４．地域局（南予・中予・東予の企画・運営 部門）  

１）東予地区 

・実行委員会     年６回予定 

①各市町における連携、地域包括ケアシステムに関連する事業や地域貢献活動などの現状調査 

    今治市 担当：平田 

    西条市 担当：塩﨑 

    新居浜市 担当：橋本 

    四国中央市 担当：大崎 

②各地域における事業への協力（昨年度同様要請時に対応する） 

1）川之江フジグラン健康フェスタ 

2）出前講座 

3）トーカイ（福祉用具サービス計画書研修） 

③組織力強化の為の報告会（令和 2年 6～8月予定） 

④ ③に関する勉強会もしくは研修会（令和３年１～２月予定） 

 

２）南予地区 

  ①新人歓迎会・交流会（6月予定）     

②地域別交流会（8月予定、八幡浜）（新）       

③第 2１回南予支部研修会（10月～1月頃の開催を予定）      

④南予支部学術研修会（新）          

⑤健康フェスタ フジグラン北宇和島        

⑥大洲市 福祉と健康づくり 市民のつどい（11月予定）      

⑦地域ケア会議（各月）         

⑧その他事業（サロン対応）         

  

３）中予地区 

①委員会の開催（3回を予定） 場所：松山リハビリテーション病院 

   ＊臨時委員会開催もあり得る 

②中予地区の連絡網の構築 

  ③地区内における情報共有や協力体制 

④研修会や地域イベントなどへの参加協力 

 

Ⅴ．特設委員会部門（訪ﾘﾊ研修実行委員会、生活行為向上マネジメント推進委員会） 

  １．（特設）愛媛県訪問リハビリテーション研修会実行委員会（PT･OT･ST共催） 

① 訪問リハ・地域リーダー会議への参加 

② PT・ST士会との実行委員会の開催 

③ 愛媛県訪問リハ実務者研修会の実施 

④ その他 

  

２．生活行為向上マネジメント推進委員会 

事例検討会  ２回 （６月、１１月） 

実行委員会  ２回 
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２．令和２年度予算案について 
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【決議事項】 

第１号議案：令和元年度 事業報告について 

Ⅰ．令和元年度 事業報告 

（総括） 

令和元年度は大きく変化する社会情勢、および地域包括ケアシステムに関わるリハビリテーション

専門職として貢献できる人材育成に主眼を置いた活動を継続して行った。また、県内各地における人

材の育成にも引き続き重点を置き、士会活動への協力依頼、事業実施メンバー依頼、各種研修会への

参加派遣を行った。もう一つの人材育成として、作業療法士養成のための実習指導者確保は急務であ

り、昨年度は 2回の実習指導者講習会を開催している。 

公益活動の中心となる公開講座については四国学会との共催により、延べ 570名を超える参加者の

元、まさに愛媛県が直面した豪雨災害を基に「災害後の医療・作業療法の視点」と題し、長崎リハビ

リテーション病院の淡野義長先生にご講演いただいた。愛媛県でも予測される災害時の連携体制を構

築するために、愛媛 JRAT および愛媛県災害時福祉支援地域連携協議会に対しても引き続き参画し、

災害時の連絡体制やその構築に対しての日本作業療法士協会主催の災害時情報収集訓練に参加し、緊

急時連絡訓練を実施した。 

また、昨年度は理事改選により新しい理事が半数を占め、新しい組織の構築と事業改編へ向けての

準備を行った。 

 

Ⅱ．会議の開催 

１．総会 
第 38回総会 
日時：令和元年 6月 16日（日）9:00～10:50   

    場所：愛媛県生涯学習センター 大研修室 

 ２．理事会 

１）第１回 理事会 

日時：令和元年 5 月 15 日（水） 18:45～21:00  場所：愛媛県作業療法士会事務所 

２）第 2回 理事会 

日時：令和元年 6 月 16 日（水） 11:20～12:30  場所：愛媛県生涯学習センター 

３）第 3回 理事会 

日時：令和元年 7 月 17 日（水） 18:45～21:00  場所：愛媛県作業療法士会事務所 

４）第４回 理事会 

日時：令和元年 9 月 18 日（水） 18:45～21:00  場所：愛媛県作業療法士会事務所 

５）第 5回 理事会 

日時：令和元年 10 月 16 日（水） 18:45～21:00  場所：愛媛県作業療法士会事務所 

６）第 6回 理事会 

日時：令和元年 11 月 13 日（水） 19:00～21:00  場所：愛媛県作業療法士会事務所 

７）第 7回 理事会 

日時：令和元年 12 月 18 日（水） 18:45～21:00  場所：愛媛県作業療法士会事務所 

８）第 8回 理０事会 

日時：令和 2 年 1 月 15 日（水） 18:45～21:00  場所：愛媛県作業療法士会事務所 

９）第 9回 理事会 

日時：令和 2 年 2 月 19 日（水） 19:00～21:00  場所：愛媛県作業療法士会事務所 

10）第 10 回 理事会 

日時：令和 2 年 3 月 11 日（水） 19:00～21:00  場所：愛媛県作業療法士会事務所 

３．理事・部局長会議 

１）第１回 理事・部局長会 

日時：平成 31 年４月 17 日（水）18:45～21:00 場所：愛媛十全医療学院 
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Ⅲ．法人管理運営部門（事務局） 

１．総務部（文書、発送、福利厚生） 

１）発送作業や会員向け発信情報に関連すること。 

（１）封書での個人会員への発送回数は年 4回とし、その他必要であれば FAX送信。 

（２）基本的に議案書・学会誌や坊ちゃんニュース、研修会案内をまとめて掲載する。 

（３）必要な情報は、できるだけ当士会ホームページを閲覧してもらうようにする。 

２）その他下記の内容 

（１）定款及び諸規程の運営に関すること 

（２）会員の地位向上及び待遇の向上に関すること 

（３）求人・就職状況調査および情報の提供に関すること 

（４）他団体や官公庁との連絡･調整に関すること 

（５）会議案内、会議設営、接待に関すること 

（６）儀礼関係、内外の来信に関すること 

（７）機関誌等刊行物の発送に関すること 

（８）会員の福利厚生に関すること 

（９）その他、法人管理運営に関すること 

 

４月 新入会オリエンテーション案内・坊ちゃんニュース等の発送物管理委託 

５月 ①新入会オリエンテーションおよび新人交流会開催 

【新入会オリエンテーション】 

日時：令和元年 5月 11日（土）14:00～16:50  

場所：河原医療大学校 

内容：「入会説明会」と「新人教育」 予定  

入会説明：新入会書類（入会申込、会員引落）の受理 

参加者：40名 

【新人交流会】 

日時：令和元年 5月 11日（土）18：00～20:00 

場所：リジェール松山 JA愛媛 8F ビアガーデン  

参加者：29名 

②総会議案書・委任状等の発送物管理・委託 

８～９月 研修会案内等の発送物管理・委託 

１２月  県学会誌等の資料発送物管理・委託 

協会・都道府県士会への年賀状発送作業 

２月   新年会開催 

各養成校へ新卒者の愛媛県士会入会説明会の日程などの事前連絡 

３月   愛媛県内の各養成校に卒業・入学祝い文 郵送 

 

２．管理部 

（１）内外の文書保管 

（２）刊行物の保管 

（３）会員の入会・退会処理 

（４）会員名簿の作成 

（５）OT協会会員管理システムの運用 

（６）会費の口座引き落とし用データ処理協力 

（７）管理部会開催 

（８）会議議事録作成 
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３．財務部 

（１）現金と預金及び会計帳簿の管理並びに関係書類の整備、保管 

（２）令和元年度会費の徴収に関する事務処理 

（３）令和元年度四国作業療法士会連絡協議会等の会費の納入 

（４）令和元年度補正予算の編成 

（５）令和元年度決算処理 

（６）令和 2年度予算の立案 

（７）報酬等の法定証書、支払調書提出 

 

４．渉外部 

（１）株式会社フジ介護健康フェスタ派遣 

（２）地域局中予地区委員会派遣 

（３）砥部町社協イベント派遣 

（４）伊予銀行宮崎要奨学会選考委員会派遣 

（５）伊予銀行ケース会議派遣 

（６）JDDnet愛媛総会派遣 

（７）JDDnet愛媛人材育成研修派遣 

（８）四国作業治療士会連絡協議会定例会議派遣 

（９）えひめ福祉用具フェア作業部会派遣 

（10）松前町事業会議派遣 

（11）渉外部会 

 

５．常設委員会 

１）選挙管理委員会 

   令和元年度役員改選、選挙公示活動 

   役員改選の公示、立候補受付 

 ２）倫理委員会 

（１）情報交換 

（２）倫理問題における事例検討 

（３）倫理問題に関する広報啓発活動について検討 

 ３）規約委員会 

（１）諸規程の整合性の確認作業を継続して実施 

（２）規約委員会の開催 

    日 時：令和元年 6月 8日（土）18：00～20：00 

    場 所：松山リハビリテーション病院 

    内 容：①現在運用している各規程の整合性及び内容の確認作業を実施 

        ②新たな規程の必要性の確認や検討作業を実施 

 

Ⅳ．公益目的事業部門 

１．学術局 

１）学術部 

（１）第 53 回 学術部研修会 

日 時：令和元年 7月 7日（日） 9:00～15:50 

場 所：愛媛生涯学習センター 

参加者：合計：92名 

テーマ・講師： 

整形部門：「肩関節の基礎知識」 横山病院 藤原亮 OTR 

内部部門・地域在宅：「通所リハでの心臓リハビリテーション」 

            大分臼杵コスモス病院 真田康孝 OTR 

精神部門：「マインドフルネス」 

       県立広島大学保健福祉部作業療法学科 助教 織田靖史 OTR 
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小児部門：「小児期における食事」倉敷成人病センター 河本聡志 OTR 

中枢部門：「認知神経リハビリテーション」 

松山リハビリテーション病院 花田智仁 OTR 

基礎医学：「日常生活動作の評価 〜FIM〜」 南松山病院 岡田英剛 OTR   

 

（２）学術誌編集部門 

  平成３１年 ４月 １日 国会図書館・医学中央雑誌刊行会に 

平成３０年度の県士会誌を納本 

令和元年  ７月１７日 ホームページへ原稿募集についてのお知らせを依頼 

        １１月～   委員による原稿依頼実施 

令和２年  １月～   原稿回収と編集作業、校正のチェック実施 

               投稿者への掲載内容の最終確認と承諾 

         ２月２８日 印刷業者へ依頼 

         ３月１１日 最終校正確認と印刷依頼 

         ３月２４日 納品・発送業者への委託 

               国会図書館・医学中央雑誌刊行会・科学技術振興機構に 

平成３１・令和元年度の県士会誌を納本 

 

（３）県学会実行部 

第 20回愛媛県作業療法学会 

日 時：令和２年２月 16日（日）  

会 場：松前町総合文化センター 

テーマ：「新時代の可能性」 ～受け継ぎ未来を切り開く作業療法士～ 

参加者：７８名  特別講演 一般演題：10 演題 シンポジウム：３演題 

令和元年６月 第１回実行委員会開催 学会構成の検討 

７月 第２回実行委員会開催 学会プログラムの立案 

９月 第 3回実行委員会開催 学会プログラム調整 

１１月  第 4回実行委員会開催 学会誌構成 

令和 2年１月 第 5回実行委員会開催 当日運営及び備品等の最終確認、第 21回テーマ検討 

 

２．教育部（現職者共通研修部門、現職者選択研修部門） 

現職者共通研修 

《中予地区》  

   会場：総合リハビリテーション伊予病院 

   時間：19：00～20：30 

   講師・日時・参加人数 

① 実践のための作業療法研究        講師：菅 隆一(松山リハビリテーション病院) 

令和元年 6月 7日(金曜日) 31名 

② 作業療法生涯教育概論      講師：沖 信吾(総合リハビリテーション伊予病院)  

令和元年 6月 14 日(金曜日) 27名 

③ 日本と世界の作業療法の動向     講師：篠森 丞（松山赤十字病院） 

令和元年 7月５日(金曜日) 28名 

④ 作業療法の可能性            講師：土居道康（南松山病院） 

令和元年 7月 12 日(金曜日) 30名  

⑤ 事例報告と事例研究         講師：高岡 宏(松山赤十字病院)  

令和元年 8月 2日(金曜日) 29名 

⑥ 作業療法における協業・後輩育成 講師：山本太一（老人保健施設 王子苑） 

令和元年 9月６日(金曜日) 30名 

   ⑦ 職業倫理            講師：福田 靖（愛媛十全医療学院） 

令和元年 9月 13 日(金曜日) 27名 

⑧ 保健・医療・福祉と地域支援     講師：久徳壮一郎（愛ほっと訪問看護ステーション） 
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令和元年 10月 4 日(金曜日) 33名(県外 1名) 

⑨ 事例検討・⑩事例報告      講師：吉田弘輝（松山赤十字病院） 

⑨15名(県外 1名)⑩6名 

 

《南予地区》  

場所：介護老人保健施設ひまわり 

  時間：受付８：４５～ 講義①９：００～１０：３０ ②１０：４０～１２：１０ 

① 事例報告と事例研究         講師：亀岡一敏(たんぽぽ俵津診療所) 

② 職業倫理            講師：福田 靖（愛媛十全医療学院） 

令和元年７月７日（日曜日）  

参加者 ①7名 ②6 名 

《東予地区》  

場所：介護老人保健施設リハビリステーション三恵荘 

時間：受付８：４５～ 講義①９：００～１０：３０ ②１０：４０～１２：１０ 

① 作業療法生涯教育概論      講師：沖 信吾(総合リハビリテーション伊予病院)  

② 作業療法における協業・後輩育成 講師：山本太一（老人保健施設 王子苑） 

  令和元年 6月 2日（日曜日） 

  参加者 ①8名 ②9名 

 

現職者選択研修 身体障害領域 

令和元年 10月 6日（日） 場所：総合リハビリテーション伊予病院  

① 急性期の作業療法 

講師：近藤 優磨ＯＴＲ 南松山病院 

② 回復期の作業療法 

講師：菅 隆一ＯＴＲ 松山リハビリテーション病院 

③ 回復期の作業療法(回復期・地域包括ケア病棟等での取り組み) 

      講師：山田 太一ＯＴＲ ＨＩＴＯ病院 

④ 生活期の作業療法 

講師：山川 泰輝ＯＴＲ 有限会社さくら介護 

時間：受付８：３０～ 講義８：５０～１６：１０ 

参加者：35名(県外 1名) 

 

３．社会局 

１）保健・福祉部（福祉用具支援）  

①第 8回えひめ福祉用具フェア 

日程：令和元年 9月 20、21日（金・日） 金 9:00（受付）10:00（開始）～土 16:30（終了） 

場所：愛媛県総合社会福祉会館  

OTの役割：シーティングクリニック、自助具作成コーナー、杖先ゴム・車椅子メンテナンス、 

相談対応など 

②松前町 フレイルチェック 

日程：令和元年 6月～3月 

場所：南黒田、北黒田、新立、本村、筒井、宗意原（6地区） 

参加人数：南黒田 14 名、北黒田 20名、新立 15 名、本村 12名、筒井 19 名、宗意原 60名 

活動内容：健康・生活状況調査、各地区初期・最終チェックの 2回実施 

※ 新型コロナウイルスの影響により、本村・宗意原地区の最終チェックは非実施。 

③松前町 複合型介護予防事業 

日程：令和元年 6月～3月 

場所：南黒田、北黒田、新立、本村、筒井、宗意原（6地区） 

参加人数：10名程度 

活動内容：作業療法士、理学療法士、歯科衛生士の共同開催  

1地区計 4回（OTメイン授業 1回：内容 生活・認知）、1教室 2時間予定 
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④松前町一般市民講座 

日程：令和元年 6月 27日 

場所：松前町健康課保健センター 

参加人数：48名 

内容：認知機能についての講話 

 

日程：令和元年 8月 22日 

場所：松前町健康課保健センター 

参加人数：46名 

内容：福祉用具について（移動）の講話 

⑤松前町出前講座 

令和元年 6月 14日：西小泉 12名 

令和元年 6月 27日：中川原 16名 

令和元年 11月 28日：鶴吉 9名 

令和 2年 2月 21日：筒井 7名 

内容：自主グループに対して認知症についての講話や二重課題などの提供 

 

２）医療・介護保険部（認知症地域支援部門、発達障害支援部門、高次脳機能障害支援部門） 

（１）認知症地域支援部門 

１）認知症地域支援部門の打ち合わせ会開催 

    年間２回実施 

２）「三浦保」愛基金を活用し、認知症予防体操ＤＶＤ“えひめカンカン体操”を制作 

３）認知症予防体操 DVD“えひめカンカン体操”を、県内の地域包括・社協、作業療法士へ配布 

    ①中予 

令和元年 9月 29 日(日) 

認知症予防体操ＤＶＤ“えひめカンカン体操”のお披露目会を開催 

参加者 77名（包括・社協 31名、ＯＴ46名） 

包括・社協へ 31枚、ＯＴへ 75枚（29枚は持ち帰りのみ）  

計 106枚を配布 

協力スタッフ 14 名  

②南予 

令和元年 11月 10 日(日) 

大洲市市民の集いで、認知症予防体操ＤＶＤ“えひめカンカン体操”の講演会を開催 

包括へ 1枚、ＯＴへ 2枚、地域のサロン代表者及び住民へ 20枚  計 23枚を配布 

協力スタッフ２名   

    ③東予 

令和 2年 1月 28 日(火) 

     西条市シニアライフ応援講座「楽しく笑って認知症予防」で、認知症予防体操ＤＶＤ“えひ

めカンカン体操”の講演会を開催 

     地域住民 20名参加  地域住民の方へ 7 枚配布 

     協力スタッフ３名 

    ④郵送 

     令和 2年 2月 24 日(月) 

     渡せていない包活・社協 30ヶ所へレターパックで郵送 

４）認知症の人と家族の会への協力 

    令和元年 9月 21日(土) 

    世界アルツハイマーデーに合わせた街頭活動に参加し、認知症への正しい理解を呼びかけリー

フレットを配布する 

    協力スタッフ 2名 

５）認知症アップデート研修会を愛媛県リハビリテーション専門職協会と共同開催 

   令和元年 12月 15日（日） 愛媛県生涯学習センター 
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   講師：藤田 健次、塩崎 定義 、山内 由香里、小川 敬之 

   参加者：OT25名、PT2名、ST2名の合計 29名 

OTへ DVD７枚配布 

 

（２）発達障害支援部門 

１）委員会開催：年 4回 

開催場所：愛媛県立子ども療育センター 

開催日時：第 1回：平成 31年 4月 19日（金曜日）18：30～20：00 

          第 2回：令和元年 7月 6日（土曜日）17：00～18：00 

         第 3回：令和元年 10月 25日（金曜日）18：30～20：00 

        第 4回：令和 2年 3月に予定していたが、新型コロナウイルスの影響にて実施せ

ず 

２）研修会：年１回：第 8回発達支援研修会 

日程：令和元年 7月 7日（日曜日） 10:00～15:00 

場所：愛媛十全医療学院 3階 多目的ホール 

講師：大阪発達総合療育センター 作業療法士 辻  薫 先生 

演題名：「感覚調整のつまずきと不器用に対する理解と支援－合理的配慮と環境整備の工夫－」 

参加人数：95名（定員 80名） 

３）OT対象勉強会：年１回 

  日程：令和元年 7月 6日（土曜日） 15:00～17:00 

場所：愛媛県立子ども療育センター リハビリテーション室 

講師：大阪発達総合療育センター 作業療法士 辻  薫 先生 

演題名：「感覚調整、行為機能のつまずきに対する保育園、幼稚園、学校でできる 

支援 ～大阪での実践例から～」 

 

（３）高次脳機能障害支援部門 

①委員会開催 

第 1回 平成 31年 4月 2日   場所：松山リハビリテーション病院 

第 2回 令和元年 8月 3日    場所：松山リハビリテーション病院 

第 3回 令和元年 10月 9日  場所：松山リハビリテーション病院 

②研修会開催 

    研修会：第 7回 障害者の就労を支える研修会『高次脳機能障害者へ生活支援』 

日 時：令和元年 8月 3日（土） 9:30～12:30  

会 場：松山リハビリテーション病院 9F大会議室 

講 師：『就労支援について』 

北野 順哉 氏（株式会社マルク 代表取締役）  

        谷口 学 氏 （同、 精神保健福祉士） 

『自動車運転支援について』 

白岩 淑子 氏（神奈川県警察本部交通部運転免許本部運転教育課 作業療法士） 

田中 克己 氏（同、警部補） 

参加者：75名 

③高次脳機能障害者を支援する会「あい」家族会への参加 

④愛媛県高次脳機能障害支援連絡協議会への出席（愛媛県庁第一別館 3階 会議室） 

    日 時：令和元年 12月 16日（月）18：30～20：00  

見学者：菅隆一（松山リハビリテーション病院） 

⑤【運転と作業療法】先進的施設の見学（大分県井野辺病院） 

    日 時：令和元年 12月 2日（月）  

見学者：鈴木京（西条市民病院） 

⑥運転と作業療法委員会 2019年度都道府県士会協力者会議（大阪府） 

    日 時：令和 2年 1月 11日（土）  

出席者：宮崎光泰（伊予訪問看護ステーション） 
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（４）精神障がい者支援部門 

１）部門会議 

5月 27日（月）19：00～ 於：愛媛十全医療学院 

    9月 11日（水）19：00～ 於：愛媛十全医療学院 

    1月 22日（水）19：00～ 於：県士会事務所（天山） 

    ２）愛媛県精神障がい者バレーボール練習会（練習補助として参加） 

    場所：すべて愛媛県身体障がい者福祉センター 

       4月 14日（日）13：00～  3名参加 

       5月 26日（日） 9：00～  2名参加 

       6月 9日（日） 9：00～  2名参加 

       7月 21日（日）9：00～  3名参加 

       8月 18日（日）9：00～  3名参加 

       9月 7日（土）・8日（日）中四国合同練習会 4名参加 

       10月 13日（日）9：00～1名参加 

       11月 24日（日）9：00～  3名参加 

       12月 22日（日）9：00～  2名参加 

    ３）精神障がい者地域交流事業『愛顔 de 交流 in とうおん』 

    日時：令和元年 11 月 30日（土） 11：00～14：00 

    場所：東温市中央公民館 

 内容：地域交流事業に参加し、愛媛県作業療法士会の活動紹介と「スーパーボールすくい」 

「バランスボール de 輪投げ」の体験コーナーを担当。部員 5名で担当し、65名ほど参

加者が集まった。交流事業自体は当日 200名くらいの集客あり。松山市以外の保健所中

予地区圏域から事業所が集まりバザーや展示・体験などで地元住民との交流をはかった。 

 

（５）難病支援部門 

１）部門会議 

開催：令和元年 10月 1日に実施 場所：伊予病院 

活動を始めて最初の顔合わせを実施。各自が業務やその他の活動を通してどのような形で難病

支援を行っているかなど情報共有を行った。また、今後難病支援部門がどういった活動を通し

て、部門として活動していくかなど確認した。 

２）講師派遣 

    日 時：令和元年１１月１６日（土） １４：００～１６：３０ 

場 所：西条市総合福祉センター（もてこい元気館） 研修室２ 

演題：「ＡＬＳ患者へのコミュニケーション支援」 

講師：渡辺陽介氏（作業療法士）宇和島徳洲会病院リハビリテーション科 

     病態に合わせた生活・コミュニケーション支援方法の実際 

参加人数：16名（看護師・医師・保健師・作業療法士・理学療法士・患者家族など） 

 

４．事業局 

（１）広報部（ニュース作成・発行部門） 

①会報誌「坊っちゃんニュース」の作成 

    ８月  坊っちゃんニュース 86号発行（1130部） 

    １２月 坊ちゃんニュース 87号発行（1130 部） 

    ３月  坊っちゃんニュース 88号発行（1200部） 

  ②一般の方に向けての広報活動 

8月 5～22日に高校生施設見学会を開催 

受入施設数：28施設 

   参加高等学校数：8校 

参加高等学校生徒数：28名  

2名の高校生が体調不良などで不参加。 

③愛媛県作業療法士会の「のぼり」をネットで発注。 
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（２）事業部（公開講座実行部門、活動集作成部門、地域養成事業部門） 

１）公開講座の開催 

    第２０回 公開講座（第３０回四国作業療法学会共同開催） 

  日 時  令和元年９月２９日 日曜日 

  場 所  松前町総合文化センター 広域学習ホール  

  内 容  活動報告 

        『平成 30 年 7月豪雨における 

愛媛県災害リハビリテーション連絡協議会の活動報告』 

     (公社)愛媛県作業療法士会災害リハビリテーション支援部門 中村 匡秀 

特別講演 

『災害と作業療法とリハビリテーション』 

～想定と準備でいざというときに備えましょう～ 

   長崎災害リハビリテーション推進協議会 事務局 

(長崎リハビリテーション病院内）作業療法士 淡野 義長 

参加者 198名 （作業療法士 197名、他職種１名） 

２）活動集（お役立ち集）の作成と配布 

    内 容 『災害への備え』 

          災害支援部門の協力にて作成 

    部 数 220部 第 20回公開講座参加者（他職種及び県外からの参加者全員と県士 

会員は一部の者）に配布 

余りは、公開講座・活動集部門にて保管 

 

     昨年度までに作成した活動集は、第２０回公開講座及び依頼のあった研修会等で配布 

  ３）地域に関わる作業療法士養成事業 

    日 時 令和元年 11月２日（日曜日） 

    場 所 松前町総合文化センター 視聴覚室 

    内 容 講演① 愛媛県東温市における地域ケア会議モデル事業のかかわり 

            愛媛県リハビリテーション専門職協会会長 藤田健次 

        講演② 行政と教育機関・作業療法士会のコラボによる自立支援プログラム 

        講演③ 介護予防事業実施の効果、連携、協力のポイント 

            大阪府立大学教授 作業療法士 高畑進一 

            大阪府立作業療法士会会長 関本充史 

    参加者 ２０名 

４）派遣事業（スカラシップ制度） 

    日 時  令和元年７月２０日・２１日 

研修会名 厚生労働省指定 臨床実習指導者講習会 

場 所  岡山医療技術専門学校 

参加者  藤田健次 篠原直里 中城弘行 三並広親 吉川匡希 

伝達講習は、令和２年度に開催予定 

５)実行委員会  

平成３１年４月、 

令和元年７月、９月、１０月 

令和２年１月           計５回開催 

 

（３）調査部（法人管理運営調査部門、公益目的事業調査部門） 

  ①愛媛県作業療法士の動向調査 

平成 31年 4月基礎調査のデータ整理を実施。  

基礎調査結果ついては坊ちゃんニュース 8月号に掲載。 

②診療報酬改定に伴う調査 

事業実施：4月、6月、7月、9月、11月、2月 

愛媛県作業療法士会会員所属の病院施設に対し、身体障害領域、精神障害分野（精神科病院／精
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神科デイケア等）に分けてアンケート形式のモニター調査を実施。 

結果集計後、県士会 HPへの掲載（9月）、第 20 回愛媛県作業療法学会で報告を行う(2月)。 

 

５．地域局（南予・中予・東予の企画・運営 部門）  

（１）東予地区 

①実行委員会 7回開催 

令和元年 4月 5日、5月 24日、7月 12日、9月 13日、11月 1日 

令和 2年 2月 7日、3月 6日（LINE会議） 

②東予地区アンケート実施 

締切日：令和 2年 1月 31日 

発送部数：342部  

回答数：68名 

③健康フェスタ 

日時：令和元年 4月 20日（土）、21日（日） 11：00～17：00 

場所：フジグラン川之江 

内容：理学療法士協会と合同でブース出展。県士会お役立ち集の紹介・配布、認知機能バランサ

ーの実施。（認知機能予防食などのパンフレット） 

スタッフ：4月 20日 4名 

4月 21日 4名 

参加者：4月 20日 34名（男性 13名、女性 21 名） 

       4月 21日 41名（男性 10名、女性 31名） 

④福祉用具サービス計画書作成研修（トーカイ） 

日付：令和元年 7月 20日 

場所：愛媛県総合科学博物館 

内容：福祉用具が必要な理由』『具体的に提案する福祉用具』『提案する理由』を話し合い作成（2

症例：パーキンソン病、脳出血）。その後発表。 

      作業療法士・ケアマネージャーは、上記話し合いの際にアドバイザーとして助言。作業療

法士としての視点や留意すべき事柄。福祉用具専門相談員として、持って貰いたい視点や

留意して欲しいことを伝達。 

スタッフ：県士会員 5名、多職種 22名 

 

（２）南予地区 

①南予地区新人歓迎・交流会 

【開催日時】令和元年６月２２日（土）１９:００～２１:００ 

【開催場所】西予市 「たちばな」 

【参加者】 ３７名（新人５名） 

②フジグラン北宇和島 介護・健康フォーラム 

【開催日時】令和元年１０月１２日（土）１３日（日） 

【開催時間】１０:００～１８:００ 

【来場者】12日（土） スタッフ：6.5名 来場者数：87名（午前 30名 午後 87名） 

       13日（日） スタッフ：5.5名 来場者数：92名（午前 30名 午後 62名） 

来場者数 2日間合計 179名 

③大洲市 福祉と健康の集い 

【開催日時】令和元年１１月１０日（日）９:００～１２：００ 

【開催場所】大洲市保健センター １階 

【来場者】36名 

【運営スタッフ】８名 

④第 20回南予地区研修会  

日時：令和 2年 3月 15日に開催予定であったが新型コロナウイルスの影響により延期 

   会場：大洲市保健センター 4F 多目的ホール （予定） 

   講師：藤田 健次先生 
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   テーマ：「地域包括ケアシステムの実践」～介護予防教室における認知予防体操活用術～ 

   開催内容：地域包括ケアシステムについての概要と今後の展望 

        認知症予防体操について(DVD) 

        地域ケア個別会議について 

        介護予防事業の協力について 

他職種とリハ専門職との交流会(グループワーク) 

⑤西予市、大洲市地域ケア会議の参加 

西予市：作業療法士 2名 

大洲市：作業療法士 2名 

 

（３）中予地区 

①委員会開催 

第 1回 令和元年 10月 10日（木）  場所：松山リハビリテーション病院 

②フジ健康フェスタ 

１）日時：令和元年 9月 6日（金）～9月 8日（日） 10:00～17:00 

場所：フジグラン松山 

参加人数：14名 

活動内容：認知機能バランサーの実施、座圧センサー体験 リハビリ相談 生活相談 

２）日時：令和元年 9月 21日（土）～9月 23 日（月祝） 10:00～17:00 

場所：フジグラン重信 

参加人数：16名 

内容：認知機能バランサーの実施 リハビリ相談 生活相談 

３）日時：令和 2年 1月 10日（金）～1月 12 日（日） 10:00～18:00（最終日 17:00） 

場所：エミフル MASAKI 

参加人数：14名 

内容：認知機能バランサーの実施 リハビリ相談 生活相談 

③第 9回 砥部町社協福祉フェスタ 2019 

日時：令和元年 10月 20日（日） 9:30～14:30 

場所：砥部町文化会館 

参加人数：3名 

内容：認知機能バランサーの実施 リハビリ相談 生活相談 

④中予地区連絡網作成 

目的：中予地区の情報共有、当士会の活動に必要な連絡対応（情報提供、災害関連、広報） 

 

Ⅴ．特設委員会部門（訪リハ研修実行委員会、災害リハ委員会、生活行為向上マネジメント推進委員会） 

１．愛媛県訪問リハビリテーション研修会実行委員会 

１）全国訪問リハビリテーション実務者研修会の参加（令和元年６月１６・１７日）開催地：東京 

 ２）愛媛県リハビリテーション専門職協会実施の愛媛県訪問リハビリテーション実務者研修会への

協力（令和元年１２月７・８日）開催地：松前町総合福祉センター ６４名参加 

 

２．愛媛県リハビリテーション専門職協会 

１）愛媛県介護人材研修等支援事業費補助金を活用した研修会実施 

〇介護予防推進リーダー育成研修会 

日時：令和元年 9月 29日(日) 10:00～17:00 

会場：テクスポート今治 

参加者：総数 14名(内訳：PT12名、OT2名) 

〇地域ケア会議推進リーダー研修会 

日時：令和元年 10月 27日(日) 10:00～17:00 

会場：宇和島市総合福祉センター 

参加者：総数 10名(内訳：PT7名、OT3名) 

〇第 6回リハ職のための地域包括ケアシステム研修会 
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日時：令和元年 11月 16日(土) 14:00～17:10 

会場：愛媛県生涯学習センター 

参加者：総数 73名(内訳：OT27名、PT29名、ST3名、行政・包括関係者 14名) 

〇地域に関わる作業療法士養成事業研修会 

日時：令和元年 11月 2日(土) 9:30～15:10 

会場：松前総合文化センター 

参加者：総数 20名(内訳：OT20名) 

〇愛媛県訪問リハビリテーション実務者研修会 

日時：令和元年 12月 7日(土) 13:15～17:20   12月 8日(日) 9:00～16:30 

会場：松前町総合福祉センター 

参加者：総数 64名(内訳：PT33名、OT27名、ST4名) 

〇認知症アップデート研修会 

日時：令和元年 12月 15日(日) 10:00～14:40 

会場：愛媛県生涯学習センター 

参加者：総数 29名(内訳：OT25名、PT2名、ST2名) 

〇言語聴覚士会初期研修会 

日時：令和元年 12月 1日(日)  9：15～16：30 

会場：今治市総合福祉センター 愛らんど今治 ２階研修室  

参加者：総数 19名(内訳： ST19名) 

２）レディ薬局「健康フェスタ㏌えひめ 2019」への協力 

日時：令和元年 7月 6日(土) 10:00～17:00   7月 7日(日) 10:00～16:00 

会場：アイテムえひめ 

内容：認知症バランサーの体験およびリハビリテーションに関する相談 

３）愛媛県内各市町との連携 

【四国中央市】 

・四国中央市リハビリ専門職地域情報交換会（9月 12日、10月 10日）アドバイザー派遣 

【新居浜市】 

・「地域リハビリテーション活動支援事業における業務委託について」 

①介護予防教室対象者の効果測定法の開発に委員参加 

②PPK体操（PT協力によるご当地体操）のバージョンアップと効果検証委員参加 

③地域ケア会議への委員派遣調整（PT2名 OT3名） 

・令和元年度市民体操指導士養成講座講師協力依頼 

・新居浜市在宅緩和ケア運営委員会委員協力依頼 

【西条市】 

・介護予防のための地域ケア個別会議打ち合わせおよび委員の派遣調整 

・介護予防事業講師派遣依頼調整（市内 10か所） 

・介護予防・日常生活支援サービス事業（スマイルサポート教室）講師派遣調整 

【今治市】 

・今治市介護予防事業派遣調整 

・介護予防検討会講師派遣調整（3回） 

・機能向上教室講師派遣調整（23回、のべ PT39名、OT3名） 

・介護予防推進研修講師派遣調整 

・介護予防普及講座講師派遣調整（2回） 

・認知症予防教室講師派遣調整（6回） 

・介護支援専門員研修会講師派遣調整（1回） 

・リハビリ専門職による相談事業講師派遣調整（6回、のべ PT4名、OT2名） 

・自立支援型地域ケア会議委員派遣調整（PT1 名、OT1名、ST1名） 

【松山市】 

・松山市ケアプラン検討会委員派遣調整（PT2 名、OT2名） 

【東温市】 

・介護予防のための地域ケア個別会議委員の派遣調整（OT1名） 
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・東温市地域ケア会議推進事業検討会委員の派遣調整（PT1名、OT1名） 

【内子町】 

・介護予防のための地域ケア個別会議打ち合わせ 

【大洲市】 

・介護予防のための地域ケア個別会議打ち合わせおよび委員の派遣調整（PT1名、OT1名） 

【西予市】 

・介護予防のための地域ケア個別会議打ち合わせおよび委員の派遣調整（PT2名、OT2名） 

４）愛媛県介護予防市町支援委員会 担当：吉野 

   令和元年 6月 9日（火） 令和元年度第 1回愛媛県介護予防市町支援委員会出席 

   令和元年 8月 21日（水） 中予圏域会議出席 

   令和元年 9月 19日（木） 第 1回伊予市支援 

   令和元年 10月 4日（金） 令和元年度愛媛県介護予防従事者研修会出席 

   令和元年 10月 24日（木） 第 1回西予市支援 

   令和元年 12月 20日（月） 第 2回西予市支援 

   令和 2年 1月 17日（金） 愛媛県介護予防市町支援委員会部会 

   令和 2年 2月 26日（水） 第 2回伊予市支援 

５）愛媛県とリハビリテーション職の派遣調整事業委託に関する検討会議参加 

   愛媛県からリハビリテーション職の派遣調整事業委託に応じ、以下の事業を来年度以降に実施す

る計画を作成 

・各市町を集め「リハビリテーション職の派遣調整事業」を説明し、支援に関するニーズ把握調査

を行う 

・ニーズ把握に基づいた事業可能な具体的メニュー作り 

（例）通いの場の講師派遣（運動指導など）、介護予防教室の講師派遣、地域ケア個別会議の助言者

派遣、地域ケア推進会議の委員派遣、勉強会・学習会の講師派遣、事業評価（介護予防教室

や通いの場の効果測定）に関する可能なメニュー提示と実施 

・メニュー決定後（9月頃）メニューに関するパンフレット作成 

・令和 4 年度実施に向けて PT・OT・ST 各会員の派遣協力体制の整備（愛媛県介護人材研修等支援

事業費補助金を活用した研修会を通じ県内各地区で協力体制を整備） 

 

３．災害リハビリテーション委員会 

①実行部門会 ３回開催 

4月 24日 7月 3日 10月 10日 

②令和元年度(平成３１年度)災害発生を想定したシミュレーション訓練 

令和元年 9月 25日 

③第 1回災害リハビリテーション研修会 

日時：令和元年 6月 16日 

開催場所：愛媛生涯学習センター 

参加人数：56名 

 

４．生活行為向上マネジメント推進委員会 

  ①第１回事例検討会 

日時：令和元年 10月 25日(金) 

場所：愛媛十全医療学院 

参加者：3名 （発表者 1名） 

②第 2回事例検討会 

新型コロナウイルスのため中止 
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Ⅵ．士会の社会貢献等 

士会より委員等を派遣している都道府県等の委員会・審議会等について 

   （主催者・委員会・審議会名称）                （役名） 

1. 愛媛県 愛媛県高次脳機能障害支援連絡協議会         委員 

2. 愛媛県 特別支援教育推進制度連絡協議会             委員 

3. 東温市 特別支援教育推進制度連絡協議会             委員 

4. 松山市 松山市介護支援専門員協議会             監事・委員 

5. 愛媛県社会福祉協議会 えひめ福祉用具フェア実行委員会     委員 

6. 愛媛県社会福祉協議会   福祉用具・住宅改修普及促進委員会    委員 

7. 愛媛県社会福祉協議会 介護実習・普及センター運営委員会 委員 

8. 愛媛県教育委員会 知的障がい通級指導検討会           委員 

9. 愛媛県教育委員会 特別な支援を必要とする子どもの理解と支援（冊子）監修委員 

10. 松山市 松山市社会福祉審議会                 委員 

11. 各市町  介護認定審査会                     委員 

12. 愛媛県リハビリテーション研究会                  委員 

13. 各市町  障害程度区分 認定審査会             委員 

14. 愛媛県医師会 愛媛県医療推進協議会             理事 

15. 愛媛県災害リハビリテーション連絡協議会              役員 

16. 日本 ALS協会コミュニケーション支援体制構築事業           委員 

17. 西予市地域ケア会議推進事業                    委員 

 

士会より講師・相談員・指導者等を派遣した事業について  

  （主催者）        （事業名）          （要請内容） 

1. 愛媛県社会福祉協議会 介護実習普及センター         講師 

2. 愛媛県         介護支援専門員実務研修及び専門研修   講師 

3. 大洲市保健センター 福祉と健康づくり市民のつどい       相談員 

4. 砥部町社会福祉協議会   砥部町社協福祉フェスタ                相談員 

5. 四国中央市        認知症予防講演会            講師 

6. 西予市地域包括      西予市介護フォーラム in野村・城川    相談員   

7. 株式会社トーカイ     福祉用具サービス計画書作成研修     講師 

8. 西条市社会福祉協議会    シニアライフ応援講座          講師 

9. 認知症家族の会愛媛県支部 講演会                            講師 

10. 松前町                   認知症家族の会愛媛県支部活動協力     街頭活動 

11. 松前町                    松前町地域ケア個別会議             相談員 

12. 西条市・大洲市・西予市  介護予防のための地域ケア個別会議    助言者 

13. 松山市          松山市ケアプラン検討会         助言者 

14. 新居浜市         地域ケア会議              助言者 

15. 四国中央市        リハビリ専門職地域情報交換会      発言者 

16. 今治市地域包括支援センター運営協議会委員、自立支援型地域ケア会議 助言者 

17. 東温市          地域ケア会議              助言者 
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第２号議案：令和元年度 決算報告について 

令和元年度決算報告書（自平成 31年 4月 1日 至令和 2年 3月 31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勘　定　科　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ．資産の部
　１．流動資産
　　　　　現　金 786,131 795,725 -9,594
　　　　　普通預金 5,474,991 5,732,367 -257,376
　　　　　定期預金 250,110 250,080 30
          立替金 0 238,740 -238,740
　　　　　未収入金 1,389,400 1,052,000 337,400
　　　　　前払費用 41,580 68,340 -26,760
　　　　流動資産合計 7,942,212 8,137,252 -195,040
　２．固定資産
　（１）特定資産
　　　　  特定積立預金 0 0 0
　（２）その他の固定資産
　　　  　器具・備品　　 2 2 0
　　　　固定資産合計 2 2 0
　　　　資産合計 7,942,214 8,137,254 -195,040

Ⅱ．負債の部
　１．流動負債
　　　　　未払金 290,752 0 290,752
　　　　　預り金 52,108 57,632 -5,524
　　　　負債合計 342,860 57,632 285,228

Ⅲ．正味財産の部
　１．指定正味財産 0 0 0
　　　　指定資産合計 0 0 0
　２．一般正味財産 7,599,354 8,079,622 -480,268
　　　（うち特定資産への充当額） （0） （0）
　　　　正味財産合計 7,599,354 8,079,622 -480,268
　　　　負債及び正味財産合計 7,942,214 8,137,254 -195,040

貸　借　対　照　表
令和2年3月31日現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
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勘　定　科　目 公益目的事業会計 法人会計 合計

Ⅰ．資産の部
　１．流動資産
　　　　　現　金 45,534 740,597 786,131
　　　　　普通預金 50,000 5,424,991 5,474,991
　　　　　定期預金 0 250,110 250,110
          立替金 0 0 0
　　　　　未収入金 1,101,400 288,000 1,389,400
　　　　　前払費用 41,580 0 41,580
　　　　流動資産合計 1,238,514 6,703,698 7,942,212
　２．固定資産
　（１）特定資産
　　　　  特定積立預金 0 0 0
　（２）その他の固定資産
　　　  　器具・備品　　 2 0 2
　　　　固定資産合計 2 0 2
　　　　資産合計 1,238,516 6,703,698 7,942,214

Ⅱ．負債の部
　１．流動負債
　　　　　未払金 66,000 224,752 290,752
　　　　　預り金 10,054 42,054 52,108
　　　　負債合計 76,054 266,806 342,860

Ⅲ．正味財産の部
　１．指定正味財産 0 0
　　　　指定資産合計 0 0 0
　２．一般正味財産 1,162,462 6,436,892 7,599,354
　　　（うち特定資産への充当額） （0） （0） （0）
　　　　正味財産合計 1,162,462 6,436,892 7,599,354
　　　　負債及び正味財産合計 1,238,516 6,703,698 7,942,214

貸　借　対　照　表　内　訳　表
令和2年3月31日現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （単位：円）
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科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　（１）経常利益
　　　   ①特定資産運用益
　　　　　　   特定資産受取利息 0 0 0
　　　   ②受取入会金
　　　　　　   受取入会金 120,000 138,000 -18,000
　　　   ③受取会費
　　　　　　   正会員会費 9,064,000 8,904,000 160,000
　　　　　　   賛助会員会費 80,000 100,000 -20,000
　　　   ④受取補助金等
　　　　　　　 受取補助金 364,000 80,000 284,000
　　　   ⑤受取寄付金
　　　　　　   受取寄付金 149,511 961,808 -812,297
　　　   ⑥受取事業収入
               受託事業収入 1,101,400 1,656,000 -554,600
　　　　　　   研修会等参加費収入 467,000 273,000 194,000
　　　　　   　その他 0 0 0
         ⑦雑収入
　　　　　　   受取利息収入 109 101 8
　　　　　　   その他 5,500 29,351 -23,851
　   　経常収益計 11,351,520 12,142,260 -790,740
　（２）経常費用
　　   　①事業費
　　　　   　　会議費 660,935 454,973 205,962
　　　　   　　旅費交通費 1,424,370 1,221,874 202,496
　　　　   　　通信運搬費 83,757 735,271 -651,514
　　　　   　　減価償却費 0 0 0
　　　　   　　消耗什器備品費 605,861 649,783 -43,922
　　　　   　　印刷製本費 1,811,353 1,155,720 655,633
　　　　   　　会場費 151,004 157,282 -6,278
　　　　　   　保険料 30,000 30,000 0
　　　　    　 諸謝金 2,364,647 2,227,858 136,789
               支払負担金 453,940 200,400 253,540
　　　　　     支払手数料 1,072,758 12,936 1,059,822
　　     事業費計 8,658,625 6,846,097 1,812,528
　　　　 ②管理費 0
　　　　　　　 福利厚生費 0 30,000 -30,000
　　　　　　　 会議費 281,212 421,606 -140,394
　　　　　　　 旅費交通費 367,580 433,950 -66,370
　　　　　　　 通信運搬費 886,608 546,658 339,950
　　　　　　　 消耗什器備品費 369,694 408,502 -38,808
　　　　　　　 印刷製本費 429,185 214,999 214,186
　　　　　　　 支払負担金 0 0 0
　　　　　　　 支払手数料 328,643 284,276 44,367
　　　　　　　 賛助会費 8,000 489,936 -481,936
               光熱水料費 79,241 39,256 39,985
               賃借料 327,000 441,000 -114,000
               修繕費 0 226,908 -226,908
　　　　　　　 雑費 96,000 16,000 80,000
　　　    管理費計 3,173,163 3,553,091 -379,928
         経常費用計 11,831,788 10,399,188 1,432,600
　　　　　　評価損益等調整前当期計上増減額 -480,268 1,743,072 -2,223,340
　　　　　　評価損益等 0 0 0
　　　　　  当期経常増減額 -480,268 1,743,072 -2,223,340
　２．経常外増減の部
　　　（１）経常外収益
　　　　 　経常外収益計 0 0 0
　　　（２）経常外費用
　　　　 　経常外費用計 0 0 0
　　　　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　　 　他　　会　　計　　へ　　振　　替　　額 0 0 0
　　　　　　　当期一般正味財産増減額 -480,268 1,743,072 -2,223,340
　　　　　　　一般正味財産期首残高 8,079,622 6,336,550 1,743,072
　　　　　　　一般正味財産期末残高 7,599,354 8,079,622 -480,268
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　　　　　指定正味財産期首残高 0 0 0
　　　　　　　指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 7,599,354 8,079,622 -480,268

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：円）
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公益目的
事業会計

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　（１）経常利益
　　　   ①特定資産運用益
　　　　　　   特定資産受取利息 0 0 0
　　　   ②受取入会金
　　　　　　   受取入会金 60,000 60,000 120,000
　　　   ③受取会費
　　　　　　   正会員会費 4,532,000 4,532,000 9,064,000
　　　　　　   賛助会員会費 40,000 40,000 80,000
　　　   ④受取補助金
　　　　　　   受取補助金 364,000 0 364,000
　　　   ⑤受取寄付金
　　　　　　   受取寄付金 74,760 74,751 149,511
　　　   ⑥受取事業収入
　　　　　　　 受託事業収入 1,101,400 0 1,101,400
　　　　　　   研修会等参加費収入 467,000 0 467,000
　　　　　   　その他 0 0
         ⑦雑収入
　　　　　　   受取利息収入 0 109 109
　　　　　　   その他 0 5,500 5,500
　   　経常収益計 6,639,160 4,712,360 11,351,520
　（２）経常費用
　　   　①事業費
　　　　   　　会議費 660,935 0 660,935
　　　　   　　旅費交通費 1,424,370 0 1,424,370
　　　　   　　通信運搬費 83,757 0 83,757
　　　　   　　減価償却費 0 0 0
　　　　   　　消耗什器備品費 605,861 0 605,861
　　　　   　　印刷製本費 1,811,353 0 1,811,353
　　　　   　　会場費 151,004 0 151,004
　　　　　   　保険料 30,000 0 30,000
　　　　    　 諸謝金 2,364,647 0 2,364,647
               支払負担金 453,940 0 453,940
　　　　　     支払手数料 1,072,758 0 1,072,758
　　     事業費計 8,658,625 8,658,625
　　　　 ②管理費
　　　　　　　 福利厚生費 0 0 0
　　　　　　　 会議費 0 281,212 281,212
　　　　　　　 旅費交通費 0 367,580 367,580
　　　　　　　 通信運搬費 0 886,608 886,608
　　　　　　　 消耗什器備品費 0 369,694 369,694
　　　　　　　 印刷製本費 0 429,185 429,185
　　　　　　　 支払負担金 0 0 0
　　　　　　　 支払手数料 0 328,643 328,643
　　　　　　　 賛助会費 0 8,000 8,000
               光熱水料費 0 79,241 79,241
               賃借料 0 327,000 327,000
　　　　       修繕費 0 0 0
　　　　       雑費 0 96,000 96,000
　　　    管理費計 3,173,163 3,173,163
         経常費用計 8,658,625 3,173,163 11,831,788
　　　　　　評価損益等調整前当期計上増減額 -2,019,465 1,539,197 -480,268
　　　　　　評価損益等 0 0 0
　　　　　  当期経常増減額 -2,019,465 1,539,197 -480,268
　２．経常外増減の部 0
　　　（１）経常外収益 0
　　　　 　経常外収益計 0 0 0
　　　（２）経常外費用
　　　　 　経常外費用計 0 0 0
　　　　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　　 　他　　会　　計　　へ　　振　　替　　額 1,800,000 -1,800,000 0
　　　　　　　当期一般正味財産増減額 -219,465 -260,803 -480,268
　　　　　　　一般正味財産期首残高 1,381,927 6,697,695 8,079,622
　　　　　　　一般正味財産期末残高 1,162,462 6,436,892 7,599,354
Ⅱ　指定正味財産増減の部 0
　　　　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　　　　　指定正味財産期首残高 0 0 0
　　　　　　　指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ　正味財産期末残高 1,162,462 6,436,892 7,599,354

正味財産増減計算書内訳表

科目 法人会計 合計

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
（単位：円）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財　産　目　録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年3月31日現在

　　　　（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

現金 手元保管 運転資金として 786,131

預金
普通預金
伊予銀行　川内支店

運転資金として 5,474,991

定期預金
伊予銀行　川内支店

運転資金として 250,110

未収入金 会員に対するもの 会費等の未収分 288,000

受託事業に関するもの 受託事業費の未納分 1,101,400

前払費用 令和２年度保険料 保険料 30,000

令和２年度HP管理料 支払手数料 11,580

流動資産合計 7,942,212

（固定資産）

その他の固定資産 什器備品 プロジェクター、プリンター
公益目的事業会計に使用
している。

2

固定資産合計 2

資産合計 7,942,214

（流動負債）

未払金 令和元年度印刷製本費 事業費の印刷代金 66,000

令和元年度印刷製本費 管理費の印刷代金 90200

令和元年度通信運搬費 管理費の発送代金 134,552

預り金 平成26年度正会員会費 会費等の未返金分 108

平成29年度正会員会費 会費等の未返金分 10,000

新居浜地域包括支援 謝礼の預り分 32,000

令和２年度入会金 入会金等の前受分 2,000

令和２年度正会員会費 会費等の前受分 8,000

流動負債合計 342,860

負債合計 342,860

正味財産 7,599,354

貸借対照表科目
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１．基本財産及び特定資産の明細

　　　　該当事項はありません。

２．引当金の明細

　　　　該当事項はありません。

附属明細書

１．重要な会計方針

　　（1）固定資産の減価償却の方法

　　　　　定額法による

　　（２）消費税等の会計処理

　　　　　税込経理による

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

　　　　　該当事項はありません。

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　　　　該当事項はありません。

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

　　（単位：円）

科目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

什器備品 751,800 751,798 2

合計 751,800 751,798 2

財務諸表に対する注記
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第３号議案：令和元年度 監査報告について 
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第４号議案：来年度の会費の減免について 

公益社団法人 愛媛県作業療法士会では、コロナウイルスの影響により、今年度の事業は 9月末まで 

中止もしくは延期の対応をとっております。そのため、5 月 15 日時点での概算で約 95 万円の事業執行

が難しくなり、会員の皆様にもご迷惑をおかけしております。そのため来年度の会費を減免したいと考

えております（今年度会費納入会員のみ）。減免の金額につきましては、今後の事業執行状況により決定

させていただき、ホームページ上で報告する予定です。 

つきましては来年度の会費を減免することを了承いただけますでしょうか。 
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資料  

令和２年度 役員・部局員・委員会委員 

常務理事 

会長       池之上 卓治 河原医療大学校 

副会長      福田 靖   愛媛十全医療学院 

副会長      岸 治代   指定居宅介護支援センター おとなりさん 

副会長・事務局長 丹生谷 哲哉 愛媛十全医療学院 

事務局次長    大西 真二  愛媛十全医療学院 

学術局      沖 信吾   総合リハビリテーション伊予病院  

事業局   形山 泰次郎 南愛媛医療アカデミー 

 制度対策局    篠森 丞   松山赤十字病院 

 地域局      藤田 健次  株式会社アクティブサポート 

理事 

 事業部      高尾 和宏  済生会今治病院 

 東予地区         塩崎  定義    老人保健施設 コスモス 

 中予地区         菅 隆一      松山リハビリテーション病院 

 南予地区         山川 泰輝   さくら介護 

監事        寺本 直史   訪問看護ステーションみかん 

監事        三澤 一登   愛媛十全医療学院 

 

副会長・法人管理運営部門 

事務局  常務理事・事務局長 

丹生谷 哲哉 愛媛十全医療学院 

  常務理事・事務局次長 

大西  真二 愛媛十全医療学院 

  部  員 

受川  透 愛媛十全医療学院 

事務局 総務部  

 部 長 

石川  弘幸 四国中央医療福祉総合学院 
 副部長 

高島  進 愛媛十全医療学院附属病院 
 会   計 

田米  祥子 介護老人保健施設  アイリス 

  部   員 

北岡  翔 四国中央医療福祉総合学院 

二宮  享介 四国中央医療福祉総合学院 

香川  久圭 四国中央医療福祉総合学院 

白石  武士 四国中央医療福祉総合学院 

事務局 管理部  

 部   長 

平岡  泰志 デイサービス To-be 
 副部長 

安永  修久 愛媛十全医療学院 

  部   員 

石川  武史 愛媛十全医療学院附属病院 

坂本  祥太 愛媛十全医療学院附属病院 

事務局 財務部  

 部   長 
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井上  浩二 道後温泉病院 
 会   計 

木下  清美 愛媛十全医療学院 

  部   員 

赤松  和紀 道後温泉病院 

福積  のりこ 真光園 

事務局 規約委員会    
 委員長 

町尻  拓真 松山リハビリテーション病院 
 会 計 

武内  俊憲 松山リハビリテーション病院 

事務局 倫理委員会  
 

 東予・委員長 

岸  治代 指定居宅介護支援センター   おとなりさん 
 会   計 

木村 志保 訪問看護ステーション   たかのこ館 

  中予 委員 

生田  房美 松山リハビリテーション病院 

菅 隆一 松山リハビリテーション病院 

大西 恵子 介護老人保健施設高井の里 
 南予 委員 

大隅  奈花 くじら病院 

 

  
副会長・公益目的事業部門（学術局・制度対策局） 

 常務理事 

福田  靖 愛媛十全医療学院 

学術局 

 常務理事 

沖  信吾 総合リハビリテーション伊予病院 

学術局 学術部  
 部   長 

西原  慎太郎 松山市民病院 
 副部長 

一ノ宮  哲郎 総合リハビリテーション伊予病院 
 補佐 

高岡 宏 松山赤十字病院 
 会   計 

猪木  祥智 済生会松山病院 

  事務局    

井出  梓 県立今治病院 

  中枢疾患部門 

一ノ宮  哲郎 総合リハビリテーション伊予病院 

平野  智彦 松山リハビリテーション病院 

岡田  英剛 南松山病院 

  整形疾患部門 

中村  匡秀 済生会松山病院 

  発達小児部門 

篠森  麻衣子 県立子ども療育センター 
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餌原  洋輔 松山市民病院 

受川 透 愛媛十全医療学院 

  精神疾患部門 

佐伯  絢子 久米病院 

曽我部 竜一 久米病院 

  地域在宅部門 

城本  拓哉 味酒野ていれぎ荘 

田部井  陽 砥部病院 

日野 雅文 れんげ荘 

  内部障害部門 

村上  光帆子 HITO病院 

佐々木 隆一 済生会松山病院 

  学術誌編集部門 

大坂  晃司 株式会社ライフネット 

池田  愛 HITO病院 

近藤  なつ美 HITO病院 

石川  美奈 HITO病院 

梶田  真美 宇和島徳洲会病院 

小松  洸貴 加戸病院 

学術局 学術部 県学会実行部門  
 実行委員長 

玉井  美緒 松山シルバー北条指定通所介護事業所 
 事務局長 

高橋  直寿 HITO病院 
 会   計 

篠原 晴菜 HITO病院 

  委   員 

山田 太一 HITO病院 

山門  良平 大洲中央病院 

渡辺  陽介 宇和島徳洲会病院 

大野  沙苗 松山記念病院 

清水 亮芳 大洲記念病院 

西岡 貴人 大洲記念病院 

学術局 教育部 

 部   長 

武智  誠 介護老人保健施設ひまわり 
 副部長 

岩森  太志 介護老人保健施設合歓の木   デイケア 
 事務局 

西山  沙希 総合リハビリテーション伊予病院 
 会   計 

田中  貴大 総合リハビリテーション伊予病院 

  部員（中予） 

浅野  奈緒 総合リハビリテーション伊予病院 

青山  舞 総合リハビリテーション伊予病院 

  部員（南予） 

岡本  直也 介護老人保健施設ひまわり 

  部員（東予） 

越智 由香里 リハビリステーション三恵荘 
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藤田 ありさ リハビリステーション三恵荘 

制度対策局 

 常務理事 

篠森  丞 松山赤十字病院 

制度対策局 制度対策部    
 部   長 

近藤  優磨 南松山病院 

制度対策局 制度対策部 福祉用具支援部門  

 部門長 

白方  一範  松山リハビリテーション病院 
 会   計 

村田  早紀 松山リハビリテーション病院 

  部   員 

大塩 真実 松山リハビリテーション病院 

正岡  佑次 介護老人保健施設ミネルワ 

萬條  翔也 HITO病院 

川崎  祐太郎 松山赤十字病院 

眞鍋  綱介 松山赤十字病院 

大西  真純 総合リハビリテーション伊予病院 

岡田  英剛 南松山病院 

竹尾  昴洸 南松山病院 

山内  保輝 しまなみ福祉会   デイサービスすずらん 

澤田  健吾 おおぞら病院 

制度対策局 制度対策部 情報収集調査部門  

                          部門長 

加藤  真弘 松山リハビリテーション病院 
 副部門長 

小島  一洋 松山リハビリテーション病院 
 会   計 

高橋  幸規 松山リハビリテーション病院 

馬場  悠介 大洲中央病院 

近藤  宏 済生会今治第二病院 

牧  拓史 松山記念病院 

制度対策局 企画調整部 

 理事兼部長 

篠森  丞 松山赤十字病院 
 副部長 

川﨑 祐太郎 松山赤十字病院 

制度対策局 松前事業  
 

 部   長 

川﨑  祐太郎 松山赤十字病院 
 副部長 

岡田  英剛 南松山病院 

  会   計 

黒田  弥生 道後温泉病院 

山下 実那 松山リハビリテーション病院 

武市  江里子 道後温泉病院 

  部   員 

篠森  丞 松山赤十字病院 
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眞鍋  綱介 松山赤十字病院 

近藤 優磨 南松山病院 

沖 信吾 総合リハビリテーション伊予病院 

浅野 奈緒 総合リハビリテーション伊予病院 

黒田 ゆき 総合リハビリテーション伊予病院 

吉野 勝哉 ライフネット 

澤田 健吾 おおぞら病院 

日野 雅文 老人保健施設れんげ荘 

平 奈津美 訪問看護ステーション   アルク 

白方 一範 松山リハビリテーション病院 

菅 隆一 松山リハビリテーション病院 

藤原 美紗子 松山リハビリテーション病院 

穂木 貴紀 松山リハビリテーション病院 

 

副会長・公益目的事業部門（事業局・地域局） 

 常務理事 

岸   治代 指定居宅介護支援センター   おとなりさん 

事業局  
 

 常務理事 

形山 泰次郎 南愛媛医療アカデミー 

事業局 渉外部  

 部   長 

吉野  勝哉 ライフネット 

  部   員 

大森  智和 正光会宇和島病院 

櫛部  拓也 済生会今治第二病院 

事業局 広報啓発部   

 部   長 

佐藤  信治 道後温泉病院 
 会 計 

濱岡  孝之 道後温泉病院デイケアセンターみらいず ひめ duka 

  部   員 

寺田  隆造 済生会今治老人保健施設 希望の園 

久保  俊貴 HITO病院 

笹木  俊之 道後温泉病院 

武田  竜児 道後温泉病院 

大下  直人 道後温泉病院 

仲島  舞 道後温泉病院 

和気  太一 愛ほっと訪問看護ステーション 

福本  圭司 市立宇和島病院 

  ホームページ管理 

岡本  壮平 松風病院 

嶋屋  貴之 大洲記念病院 

渡部  具哉        ベストケア訪問看護ステーション 

事業局 事業部 理事・部長 （各支援部門担当理事） 
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公開講座実行・活動集部門   

 部門長 

高尾  和宏 済生会今治病院 
 副部門長 

清水  真也 大洲記念病院 
 会   計 

有江  徳真 松山記念病院 

  部   員 

高山  竜次 牧病院 

山之内  翔子 松山市民病院 

花田  智仁 松山リハビリテーション病院 

林  幸治 介護老人保健施設ひまわり 

水木  彰宏        訪問看護リハステーション CORE 

赤松  俊輔 介護老人保健施設フレンド 

小原 巧    松山リハビリテーション病院 

佐藤  純也 吉野病院 

亀井  文義 愛媛リハビリ訪問看護ステーション 

事業局 事業部 高次脳支援部門 

 部門長 

林  美里           愛媛県立今治病院 
 副部門長 

大野  竜馬 松山記念病院 

  会   計 

黒田  ゆき 総合リハビリテーション伊予病院 

清水  真里枝 総合リハビリテーション伊予病院 

矢野  智浩 済生会西条病院 

  部   員 

石川  美奈  HITO病院 

佐藤  弘幸 HITO病院 

鈴木  京 西条市民病院 

山本  司 片木脳神経外科 

櫛部  拓也 済生会今治第二病院 

菅   隆一 松山リハビリテーション病院 

花田  智仁 松山リハビリテーション病院 

宮崎  光泰 伊予訪問看護ステーション 

平野  智彦 松山リハビリテーション病院 

山崎  航 大洲中央病院 

浦瀬  康太 市立宇和島病院 

三澤  一登 愛媛十全医療学院 

事業局 事業部 認知症地域支援部門 

   部門長 

山内  由香里 老人保健施設  あすか 
 副部門長 

近藤  竜也 西条市民病院 
 会   計 

橋本  貴之 宮下整形外科内科 
 書   記 

山本  真美 松山リハビリテーション病院 

  委   員 
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藤田  健次 株式会社アクティブサポート 

岸  治代 指定居宅介護支援センター  おとなりさん 

塩崎  定義 老人保健施設  コスモス 

木村  寛子 特別養護老人ホーム光風館  氷見の丘 

花井  隆史 介護老人福祉施設  ハートランド三惠 

大崎  雅俊 HITO病院 

沖  信吾 総合リハビリテーション伊予病院 

黒川  さくら おおぞら病院 

岡本  直也 介護老人保健施設  ひまわり 

武智  誠 訪問看護ステーション  ひまわり 

中塚  翔三 介護老人保健施設  アンジュ 

藤原  美紗子 松山リハビリテーション病院 

村田  早紀 松山リハビリテーション病院 

山内  保輝 特別養護老人ホーム   すずらん 

山本  唯 特別養護老人ホーム   すずらん 

事業局 事業部 災害リハビリテーション支援部門 

   部門長 

中村  匡秀 済生会松山病院 
 副部門長 

中迫  紀彦  愛媛県立中央病院 
 会   計 

田中  省吾  済生会松山病院 

  部 員 

福本  圭司 市立宇和島病院 

大西  隼人 総合リハビリテーション伊予病院 

事業局 事業部 発達障害支援部門 

   部門長 

藤井  雅之 十全総合病院 
 副部門長 

加地  正憲 愛媛県立子ども療育センター 
 会   計 

野田  麻希 総合リハビリテーション伊予病院 

  部   員 

田内  広子 愛媛県立子ども療育センター 

三澤  一登 愛媛十全医療学院 

辻  多加子 四国中央市子ども若者発達支援センター 

重見 いつみ 愛媛リハビリ訪問看護ステーション 

受川  透 愛媛十全医療学院 

河端  祥之 愛媛県立子ども療育センター 

森脇  美香 旭川荘南愛媛療育センター 

水本  沙織 松山市児童発達支援センターひまわり園 

篠原  由香 篠原医院 

河野 宗一郎 愛媛県立子ども療育センター 

事業局 事業部 精神障がい支援部門 

   部門長 

尾根沢  祐子 松山記念病院 

  副部門長 

倉本  裕子 松山記念病院 

合田  直人 松風病院 
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 会   計 

富永  英樹 十全ユリノキ病院 
 書   記          

水野  美枝 平成病院 

  部   員 

瀬戸  竜太 くじら病院 

中川  竜太 くろだ病院 

三宅 亜希 真光園 

事業局 事業部 難病支援部門  

 部門長 

余吾  政宏 総合リハビリテーション伊予病院 

  部 員 

渡辺  陽介 宇和島徳洲会病院 

藤田  健次 株式会社アクティブサポート 

八木  累 松山ベテル病院 

地域局  
 

 常務理事 

藤田  健次 株式会社アクティブサポート 

地域局 南予地区  
 理  事 

山川  泰輝 さくら介護 
 代   表 

西谷  郷平 訪問看護ステーション ひまわり 
 副代表（広報） 

多田  敦博 双岩病院 
 会   計 

大野  宏侑 宇和島病院 
 書   記 

土居  忠太郎 介護老人保健施設オレンジ荘 
 市民の集い 

中平  孔志 大洲記念病院 
 研修会（正） 

山田  直史 介護老人保健施設フレンド 
 研修会（補） 

中塚  翔三 介護老人保健施設アンジュ 
 福利厚生 

和泉  菜未子 真網代くじら院                                   

兵頭  紳吾 訪問看護ステーション 希望の風 
 連絡網 

亀岡  一敏 野村学園 
 フジイベント 

冨岡  孝仁 愛ほっと訪問看護ステーション愛なん 

地域局 中予地区 

 理 事 

菅  隆一 松山リハビリテーション病院 
 代 表 

平野  智彦 松山リハビリテーション病院 
 副代表 

加藤  真弘 松山リハビリテーション病院 
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 会   計 

武内  俊憲 松山リハビリテーション病院 

  部   員 

高須賀  友秀 老人保健施設長安 

青山  舞 総合リハビリテーション伊予病院 

田部井  陽 砥部病院      

地域局 東予地区 

 理  事 

塩﨑  定義 老人保健施設   コスモス 

  今治 

平田  高之 (代表) 吉野病院 

久保 健二 美須賀病院 

中矢 英孝 美須賀病院 

兵藤 仁美 済生会今治第二病院 

  西条 

塩﨑 定義 老人保健施設   コスモス 

山内 由香里 老人保健施設   あすか 

日浅 尊之 (副代表) 西条中央病院 

山本 雄貴 村上記念病院 

浮田 奈央子 老人保健施設ゆるぎ荘 

村上 沙月 西条愛寿会病院 

近藤 竜也 西条市民病院 

  新居浜 

岸 治代 指定居宅介護支援センター   おとなりさん 

花井 隆史 介護老人福祉施設ハートランド三恵 

  四国中央 

山田 太一 HITO病院 

大﨑 雅俊 (書記) 訪問看護ステーションいしかわ 

増田 和也 (会計) 松風病院 

 

 

 

 


