
2020年度事業報告 

自 2020年4月1日  至 2021年3月31日 

Ⅰ 作業療法の学会・研修会・講習会等に関すること（定款第４条第１号関係） 

1.学術部 

1)新人歓迎研修会 開催中止 

2)身体障害部門研修会（web研修）開催 （企画会議 8回） 

    期 日 2021年 2月 17日 

   内 容 講演・パネルディスカッション 

講師 渡辺病院 理学療法士 小林 まり子 

  渡辺病院 前田 浩伸 

  岡山博愛会病院 前田 愛生   

テーマ「コロナ禍における患者・家族・地域支援の在り方を探る！」 

   参加者 26名 

3)発達障害部門研修会 開催中止 （企画会議 1回） 

4)精神障害部門研修会（web研修）開催 （企画会議 4回） 

期 日 2021年1月24日 

内 容 講演 

        講師 倉敷神経科病院 西本 由香里 

           岡山県精神科医療センター東古松サンクト診療所 安野 隆司 

           八豊会訪問看護ステーションタウンサークル 井上 哲 

           万成病院 藤川 信 

           こころの医療たいようの丘ホスピタル 足立 正史 

テーマ「集めてみました！精神科OTのお仕事」 

参加者 43名 

5)老年期部門研修（web研修）開催 （企画会議 1回）  

期 日 2021年2月21日  

内 容 講演 

講師 岡山県薬剤師会 理事 寺井 竜平 

テーマ「リハビリテーション薬剤」  

参加者 26名  

6)学術誌編集部門研修会（web研修）開催 （企画会議 1回） 

  期 日 2020年10月29日 

  内 容 講演 

      講師 玉野総合医療専門学校 渡邊 真紀 

      テーマ「論文執筆のキホン（初学者セミナー）～事例報告編～」 

  参加者 24名 

2.教育部 （企画会議 4回） 

1)第1回現職者共通研修（web研修）開催 

期 日 2020年10月25日    

内 容 講演 

     「作業療法生涯教育概論」 倉敷中央病院 西出 康晴 

「実践のための作業療法研究」 川崎医療福祉大学 小野 健一 

参加者 のべ36名 

2)第2回現職者共通研修（web研修）開催 

期 日 2021年1月31日    

内 容 講演 

     「職業倫理」 万成病院 香川 五百里  

「事例報告と事例研究」 慈圭病院 野口 卓也  

参加者 のべ29名 

3)現職者選択研修「老年期障害領域の作業療法」（web研修）開催 

   期 日 2021年3月7日     

   内 容 講演  

       「老年期の基礎知識」 北川病院 大森 大輔  
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「老年期の治療的枠組み」 岡山医療技術専門学校 徳地 亮  

「地域生活の支援」 岡山医療専門職大学 十河 正樹  

       「老年期の作業療法実践」 備前地域包括支援センター 岸本 直子 

参加者 23名 

3.保険部 （企画会議 5回） 

1)保険部研修会（web研修）開催 

期 日 2021年3月15日(リアルタイム) 

    2021年3月23日(15日の録画配信) 

内 容 講演  

講師 株式会社メディックプランニング 三好 貴之 

テーマ「令和3年介護報酬改定 ～時代を先取り！生き残れる作業療法士をめざそう～」 

参加者 リアルタイム 33名  録画配信 16名 

4.生活行為向上マネジメント普及推進委員会   

1)指導者養成勉強会（web研修）開催 

期 日 2020年11月25日 

講 師 老人保健施設虹 米井 浩太郎  

参加者 11名 

2)基礎研修会（web研修）開催  

  期 日 2020年12月13日 

  講 師 概論 老人保健施設虹 米井 浩太郎  

      演習 さとう記念病院 牧 卓史  

  参加者 会員39名   

3)第１回事例検討会（web研修）開催  

    期 日 2021年1月29日  

講 師 井原市立井原市民病院 佐野 裕和  

参加者 発表者1名  聴講者9名 

4)第2回事例検討会（web研修）開催  

    期 日 2021年2月28日  

講 師 老人保健施設虹 米井 浩太郎  

さとう記念病院 牧 卓史  

参加者 発表者6名  聴講者5名 

5.学会実行委員会 （企画会議 12回） 

1)岡山県作業療法学会（web学会） 

   期 日 2021年3月14日 

学会長 津山中央病院 太田 有美 

    演題 口述発表14題  基調講演  教育講演  学会長講演 

参加者 116名 

6.訪問リハビリテーション振興委員会 

   計画していた研修会はすべて中止 

 

Ⅱ 作業療法の調査研究に関すること（定款第4条第２号関係） 

1.診療報酬等に関する相談及び解決に向けての取り組み（本年度は質問なし） 

 2.報酬体系に関する課題や要望の抽出のため、理事・監事に対しヒヤリングを実施中（保険部） 

 

Ⅲ 作業療法の刊行物の発行に関すること（定款第４条第３号関係） 

1.岡山県作業療法士会ニュ－スを発行 

  2020年 9月15日 123号発行  2020年 12月15日 124号発行 

  2021年  3月15日 125号発行   

2.学術誌「作業療法おかやま」を発行  作業療法おかやま第30巻を発行 

3.広報部企画会議 3回  

4.学術部学術誌編集部門会議 3回 

 

Ⅳ 作業療法の普及指導に関すること（定款第４条第４号関係） 
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1.社会福祉に寄与する  

  自治体等の事業に委員として寄与する 

・岡山県介護支援専門員の実務研修の指導者として寄与する 

・岡山県内市町村における介護認定審査会の委員として寄与する 

・岡山市介護認定審査会運営協議会の役員として寄与する 

・岡山県老人保健施設協会の役員として寄与する 

・岡山県介護保険関連団体協議会の役員として寄与する 

・岡山県福祉用具相談展示運営委員会の委員として寄与する。 

・岡山市障害者自立支援審査委員会の委員として寄与する 

・岡山市障害者総合支援審査会の委員として寄与する       

・岡山県精神保健推進委員会の委員として寄与する 

・岡山障害者雇用企業研究会「クリオ」の専門職会員として寄与する 

 2.地域派遣事業に関すること 

・岡山市保健福祉局保健福祉部医療政策推進課主催、「2020年度 岡山市訪問介護インセンティブ事業」への派遣 

・公益財団法人岡山市ふれあい公社「介護職員人材育成研修」への講師派遣 

・笠岡市放課後児童クラブへの作業療法士派遣事業（Webで実施） 

・笠岡市役所子育て支援課主催「放課後児童クラブ支援研修」への講師派遣（Webで実施） 

・鏡野町放課後児童クラブへの作業療法士派遣事業（Webで実施） 

・岡山市学童保育連絡協議会主催「放課後児童クラブ支援研修」への講師派遣（Webで実施） 

・和気町保健福祉課「和気町子ども支援巡回相談」への巡回相談員の派遣 

3.教育機関との連携活動 

・作業療法士養成校及びその他学校における非常勤講師として作業療法の教育活動を行う 

4.広報活動を行う 

1)計画していたOTフェスティバルは中止 

2)作業療法推進活動月間 県内会員所属機関に広報ポスターの配布と掲示依頼 

3)新聞への記事広告掲載 

4)各種イベントにおけるパンフレットやグッズ（岡山県作業療法士会作成）の配布 

  5)各種イベントにおけるガイドブック（岡山県作業療法士会作成）の配布 

6)介護サービス博覧会おかやまマッチングプラザ2020（11月9日～14日の日程で、Web開催）特大バナーでの出展 

7)地域（各市町村）で行われるイベントでの作業療法ブースの出展は地域のイベントがすべて中止となり出展なし   

 

Ⅴ 作業療法士の教育の向上に関すること（定款第４条第５号関係） 

1.勤務施設での作業療法士養成校の学生に対して実習指導を行う 

2.中国支部リーダー養成研修会（中国地区作業療法士会合同研修会）  

中国5県士会で協議の上、次年度へ延期   

 

3.臨床実習指導者研修に関すること 

1)臨床実習指導者講習会の開催 （企画会議12回） 

・第1回臨床実習指導者講習会岡山講習会（web研修） 

 期 日 2020年12月19日、20日 

 参加者 50名 

 ・第2回臨床実習指導者講習会岡山講習会（web研修） 

 期 日 2021年2月13日、14日 

 参加者 49名 

 

Ⅵ 作業療法士の社会的地位の向上に関すること（定款第４条第６号関係） 

1.会員の職場開拓と待遇改善のための活動を行う（随時事務局窓口） 

2.会員の求人、求職者への助言紹介を行う（随時事務局窓口） 

 

Ⅶ 県内、県外関係諸団体との連携交流に関すること（定款第４条第７号関係） 

1.県内 

1)第62回全日本病院学会in岡山主催、「第62回全日本病院学会in岡山」の後援 

2)日本医療マネジメント学会第25回、岡山県支部学術集会主催、「日本医療マネジメント学会第25回岡山県支部学術 
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 集会」の後援 

3)一般社団法人岡山県通所介護事業所協議会主催「令和2年度大規模研修会」の後援 

4)岡山リハビリテーション講習会実行委員会主催「岡山リハビリテーション講習会」の後援 

5)アジア太平洋ディスレクシアフォーラム2020inおかやま実行委員会主催、「APDF2020プレイベント」の後援 

6)介護予防市町村支援事業 

    ・2020年度15市町村に派遣（岡山県リハビリテーション専門職団体連絡会以下三団体）（備前市・美咲町・高梁市・吉備

中央町・真庭市・浅口市・倉敷市・総社市・里庄町・津山市・美作市・笠岡市・新見市・久米南町・玉野市） 

・2020年12月6日 スタートアップ研修開催（三団体） 

・2020年6月23日・9月28日・12月21日 2021年3月23日 地域リハビリテーションリーダー会議（三団体） 

・2020年2月6日備中北ブロック地域連絡会 2月19日美作ブロック地域連絡会 2月27日備中南ブロック地域連絡会 

     3月4日備前ブロック地域連絡会 

7)認知症支援委員会 （企画会議4回） 

   ・認知症アップデート研修（web研修）開催 

期 日 2020年11月1日 

内 容 講演 

講師  岡山医療技術専門学校 徳地 亮  

            岡山ひだまりの里病院 宮城 健一 

          倉本 千春  

            岡山済生会吉備病院 古崎 勝也         

        テーマ  世界及び日本における認知症の課題、認知症の障害の本質と認知症原因疾患への理解、行動・ 

心理 症状の原因・背景および障害構造の理解、認知症作業療法におけるアセスメントとマネジメ 

ント、ＧＰの紹介とシートの記入方法について、岡山県作業療法士会における今後の取り組み 

    参加者 18名   

   ・作業療法実践事例報告会（web研修）開催 

期 日 2021年2月7日 

     参加者 10名（報告者3名、聴講者7名） 

・オンラインオレンジメモリーウォーク  

      期 日 2020年9月23日 

         会員派遣  2名 

   ・士会における認知症への取り組みを推進する担当者同士の情報交換会（Web）  

期 日 2021年1月31日 

会員派遣  3名 

  8)事業部 他団体交流活動 （企画会議1回） 

   ・介護支援専門員と作業療法士による合同研修会の開催（Web講習会） 

     期 日 2021年3月15日 

     内 容 講演 

「生活行為向上の支援」 井原市民病院 佐野裕和 

「自動車運転再開という生活行為目標に向けて介護支援専門員と作業療法士で支援した症例」  

 創心会居宅介護支援センター倉敷 介護支援専門員 小田浩司 

                        倉敷リハビリテーション病院 尾藤真奈美 

「移動支援の基礎知識～知っておくべきポイント～」 倉敷市立市民病院 酒井英顕 

9)就労支援委員会 （企画会議2回） 

    ・2020年度 クリオ第1回会議への参加 

     期 日 2020年7月6日 

     場 所 おかやま西川原プラザ 

     内 容  「障がい者雇用の施策と取り巻く状況について」 

岡山労働局 職業対策課 地方障害者雇用担当官 神宝英雄 

          「障がい者雇用の現場から」 

         株式会社エブリイホーミイホールディングス 人事部障がい者雇用担当 三宅めぐみ 

          おかやま障害者ワークフォーラムについて 

・「おかやま障害者ワークフォーラム2020」 

主 催 岡山県、山陽新聞社会事業団、岡山障害者雇用企業研究会「クリオ」、岡山障害者就業・生活支援センター 

期 日 2020年12月9日 
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場 所 岡山コンベンションホール 

内 容 専門職相談ブースの出展   

来場者 全来場者 100名程度   作業療法士会専門職ブース来場者 16名  相談対応件数 12件 

10)子ども地域支援委員会 （企画会議 3回） 

 ・2020年度 子ども地域支援員会 第1回研修会（web研修）開催 

     期 日 2020年12月11日 

内 容 講演 

    講師 川崎医科大学付属病院リハビリテーションセンター 言語聴覚氏 後藤圭乃 

テーマ「ことばとコミュニケーションの支援 －地域連携に活かすための基礎知識－」 

      参加者 31名 

   ・2020年度 子ども地域支援員会 第2回研修会（web研修）開催 

期 日 2021年2月7日 

内 容 講演 

    講師 藍野大学医療保健学部 作業療法学科 高畑脩平 

     テーマ「子ども領域における地域支援の実践－幼児期から学童期－」 

参加者 31名 

2.県外 

1)日本作業療法士協会 

2)日本理学療法士協会 

3)各都道府県作業療法士会 

岡山県作業療法士会ニュ－ス発送 

  4)日本作業療法士協会47委員会  会議参加・情報交流 

5)訪問リハビリテーション振興委員会 

 ・第11回 訪問リハビリテーション地域リーダー会議 リーダー限定の動画配信により実施 

3.その他 

1)事業部企画会議 10回 

2)広報部ＯＴアピール部門企画会議 2回 

 

Ⅷ その他前条の目的を達成するために必要な事業（定款第４条第８号関係） 

1.災害対策に関すること 

1)災害対策委員会  

2)岡山JRAT理事会  

 災害対策委員会の活動が岡山JRATを基本としており、新型コロナウイルス感染拡大に伴い活動が停止していたため、 

双方ともに開催できない状況であった。 

2.施設代表者会議 

  施設代表者会議 （学会がWeb開催となったため中止） 資料をメール配信とした 

3.福利厚生に関すること 

1)福利部企画会議 随時Web会議を実施 

 

Ⅸ 本会の運営に関すること（定款第4条第8号関係） 

1.総会の開催 

  2020年6月14日 定期総会 万成病院（Web会議） 

  2021年3月14日 定期総会 岡山県作業療法士会事務局（Web会議） 

2.理事会の開催 

   2020年 4月21日  万成病院（Web会議） 

   2020年 5月29日  万成病院（Web会議） 

   2020年 6月14日  万成病院（Web会議） 

   2020年 7月16日  万成病院（Web会議） 

   2020年11月5日  万成病院（Web会議） 

2021年1月21日  万成病院（Web会議） 

2021年3月18日  岡山県作業療法士会事務局（Web会議） 

3.事業の円滑化 

1)県士会員の県士会活動参加に関する傷害保険への加入 
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    保険加入期間 2020年4月１日～2021年3月31日 

2)「新人向け県士会活動に関する説明会」として（web開催）実施 

期 日 2020年9月11日 

参加者 39名（新人36名） 

 

Ⅹ 附属明細書に関すること 

事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。 
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