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発刊にあたって

『人は作業を通して健康や幸せになる』

人は朝目覚め・身支度を整えることや食事・着替えなどの身のまわりのこと、あそびや仕事

といった、何気ない・毎日営まれる “生活行為 ”を通じて自分が健康である・生きがいがあ

ると実感することができます。私たち作業療法士は、ケガや病気、加齢による変化のみならず、

災害や昨今の感染症の拡大により生活する場所や範囲に制限が生じたとき、日々の “ 生活行

為 ” に困難が生じている人やそれが予測される人に支援を行う専門職です。

『あなたができるようになりたいことはどんなことですか』

私たちは、対象者が抱えている生活課題を解決するために、対象者がしたいことを聞き取り、

できるようになるためにはどのような支援が必要であるか、ご本人とともに検討、分析し手

立てを考えます。対象者ご本人のみならず、生活する環境（道具や物）や周囲の人に働きかけ、

その人らしくできるようになるための支援をお届けします。

『私たちができること』

今、ウイルスから身を守るために自宅で過ごすことや、人との接触を減らすことなど様々な

制約が求められる世の中にあり、私たちはあたりまえの生活行為が妨げられることにもっと

気を配る必要があります。

自分の空間、役割、楽しみ、日課などへ、今まで以上に目を向け、“あなたが元気になれること ” 

をできるだけ多くの人に伝えたい。

“ 人は作業をすることで元気になれる ”

そんな私たちの想いに賛同して寄せられた数々の『大切な作業』を一冊にまとめました。ひ

とりでも多くの方にこの冊子を手に取っていただき、お役立ていただければ幸いです。

一般社団法人　島根県作業療法士会

会　長 小
こ

　林
ばやし

　　　央
ひさし

私にとっての『大切な作業』は、

毎朝カップ４杯分のコーヒーをドリップして専用ボトルで持ち歩き、

『業務の合間にコーヒーを飲む』という作業が、一呼吸をおき集中力を高めるとともに、

その日の予定や課題を整理する大切な時間にもなっています。
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人は作業をすることで元気になれる

食べたり、入浴したり、人の日常生活に関わるすべての生活行為を「作業」と呼んでい

ます。

入浴やトイレ、食事など身のまわりの動作

何かを作り出す、または、成し遂げるため
の行動

炊事、洗濯、掃除、買い物、家計管理など家
庭での日常生活に関する様々な仕事や作業

住んでいる市区町村で、何かしら活動する
こと

2

①作業とは

セルフケア

仕　　事

家　　事

地域活動

仕事の合間などの自由に使える時間

余　　暇

だれでも、「作業」をしていますだれでも、「作業」をしています
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一般社団法人日本作業療法士協会では、「作業療法は、人々の健康と幸福を促進するた

めに、医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる、作業に焦点を当てた治療、

指導、援助である。作業とは、対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為を指

す。」と定義しています。

作業を用いて、基本的な能力から、社会の中に適応する能力まで、３つの能力を維持・

改善し、「その人らしい」生活の獲得を目標に支援します。

②作業療法とは

地域活動への参加、就学・就労

社会的適応能力

運動や感覚・知覚、心肺や精神・認
知などの心身機能

基本的動作能力
食事やトイレ、家事など、日常で必
要となる活動

応用的動作能力

その人なりの、その人らしい生活をその人なりの、その人らしい生活を
「作業」を通じて作っていきます「作業」を通じて作っていきます
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私達の生活は、日常生活などの身辺処理動作が滞りなくできるだけでなく、趣味、生き

がい、社会参加などその人にとって「意味のある作業」を行うことで成り立っています。

人は意味のある作業に従事して、その作業の結果から満足感や充実感を得て、はじめて

健康であることを実感します。つまり、その人にとって「意味のある作業」をすることで、

人は元気になれるのです。

ある状況においてその人にとって「意味のある作業」が失われた時、作業療法士はその

人にとっての「意味のある作業」を探す支援のため治療・指導・援助をします。病気を

しない事が元気に繋がるという事ではありません。自然災害などによる生活状況・環境

の変化なども、私達を不安にするでしょう。生活の不安やストレスも「意味のある作業」

を失うきっかけとなります。新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、社会に大きな

影響を及ぼしました。特に、人が動き集うことが前提となる事業活動や日々の営みは自

粛が求められ、不安を抱えながら予防に努める日々が続いています。今だからこそ、「意

味のある作業」が必要なのではないでしょうか。

③意味のある作業

あなたの生活にとって大切で必要な「意味のある作業」をあなたの生活にとって大切で必要な「意味のある作業」を
作業療法士はまず聞くことから始めます作業療法士はまず聞くことから始めます

私達の生活はその人にとって「意味のある作業」の連続です私達の生活はその人にとって「意味のある作業」の連続です



『コーヒー』
ほっと一息つきたい時、やる気を出
したい時に飲む一杯。同じコーヒー
だけど時と場所で役割が違う。

（ちゃこ /出雲市）

『うたたね』
日曜日の午後、私がうたたねから目
覚め、横を見ると…。一緒にうたた
ねをしている２人に癒されました。

（たむのすけ /出雲市）

『私流の毛糸雑貨１』
作り始めると面白くなり、手が止ま
りません。作品作りは、意欲が出て
元気になります！

（かすみ草 /浜田市）

『フクロウ』
手指の運動で、頑張って作りました。
出来上がると可愛いです。
 （家田和俊 /浜田市）

『私流の毛糸雑貨２』
小箱作りに挑戦しました。複雑な模
様が完成すると一段と楽しくなりま
す。
 （かすみ草 /浜田市）

『手毬』
無理をしない程度に続けることが大
事だと思ってやってます。

（家田和俊 /浜田市）

『私流の毛糸雑貨３』
ティッシュペーパーケースを一人で
作りました。次はどんなものを作ろ
うかな♡
 （かすみ草 /浜田市）

『切り絵』
仕事の手伝いをしながら、切り絵も
挑戦しました。自分のことは自分で
するように努力しています！

（雪ちゃん /浜田市）

心身機能・身体構造　精神・身体機能

『書初め』
謹賀新年の喜びで有りますように。

（巨人 /松江市）
『絵画 2作』

作業療法で学生時代よりちょっと自
信がつきました。

（独楽 /松江市）

『秋の絵画』
色合いに集中して作りました。どう
でしょうか。

（YY/ 松江市）

活　動　創作活動
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写真で伝えよう！ あなたが元気になれること

今回、皆さんから寄せられた大切で必要な「意味のある作業」を、ＩＣＦ（※）の項目
をもとに以下にご紹介します !!

3

「楽しかったこと、嬉しかったこと、元気になれたこと、「楽しかったこと、嬉しかったこと、元気になれたこと、
大切にしていること、やりがいを感じていること……大切にしていること、やりがいを感じていること……

あなたが元気になれることは何ですか？」あなたが元気になれることは何ですか？」
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『コロナに負けないための
かわいくのりきるマスク』
つらいコロナやつらいことを少しで
も乗り切れるようにかわいく癒され
るマスクを作りました。

（TOKO（西川病院）/浜田市）

『100 万ドルの嫁入りダンス』
目が見えなくても、年を重ねても挑
戦すると、自然と体が動いてくれる。
なじみの作業が私の生きがい。
（デイサービスキートス /出雲市）

『安全』
配色で信号機をイメージして作った
花瓶敷きです。皆が安全であります
ように。
 （まゆみ /浜田市）

『秋彩』
島根県でも有名な大イチョウ。
自分で彩 ( いろどり ) を付けて見た
くなりました。

（ひでちゃん /出雲市）

『よみがえれ！
蛇胴古紙』

石見神楽「大蛇」の蛇胴古紙を使っ
てものつくりを楽しんでいます。
 （楫ヶ瀬孝 /浜田市）

『首里城・守礼門』
難しいこともあるけど楽しい切り
絵。完成の頃にはまるで旅行で首里
城へ行ったかのような感じがするの
です。 　　（ササッキー /出雲市）

『気楽なぞうさん』
Tidak apa apa とは「何とかなるさ、
大丈夫」という意味で大好きなぞう
さんと作品にしました。

（西川病院　精神科デイケア
 来夢（らいむ）/浜田市）

『私の楽しみ』
歩行器を使い乍ら自分の身の始末を
七分通り出来るようになり、塗り絵
や大好きな読書を楽しんで居ます。

（佐藤モトヨ /雲南市）

『大切な作業』
入院していても大切な作業を続ける
ことができる。その可能性を一緒に
探していきたいと思います。 

（MTDLP/ 大田市）

『僕たち友達だよね……うん』
絵画が大好きで、毎日色々な絵を描い
ています。ほのぼのと温かい作品がで
きました。描くことが楽しいです。

（益成和雄 /益田市）

『姫路城の模型』
半身麻痺となり、指先の訓練と色々
な補助具を工夫して、又模型を造れ
る喜びを取り戻した作品です。

（坂本守 /雲南市）

『狂い咲き』
中々思い通りにいかないから面白
い。言葉で言えたら作品は作りませ
ん。言葉で言えないから作品を作っ
ています。

（Akira2021/ 出雲市）
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『川柳を楽しむ』
私なりの川柳を詠ってます。ベットに
座り、365歩のマーチも歌いながら、
足の運動をしています。

（さいん（冴子）ちゃん/浜田市）

『消しゴムハンコが
元気の源』

消しゴムハンコを彫るから調子がい
いのか !? 調子がいいから彫れるの
か……？夢中になれて楽しーい !!

（Tange danpei/ 益田市）

『アサガオ』
毎年、病棟の園芸活動でアサガオを
植えるのが恒例になりました。成長
を眺めるのが毎日の楽しみです！

（お花大好き /益田市）

『花を見ると元気になれる！』
今年はじめて植木をしました。一度、
花が枯れましたが手入れをし、再び
咲きました。見ると元気になります。

（鯉のぼり /浜田市）

『野点でお抹茶』
休日に外でお抹茶を楽しみました。
時間がゆっくりと流れて、ほっと安
心できる時間です。

（石見の茶人 /益田市）

『甘～いスイカ』
動けば、元気になれる！やりたいこ
とは沢山ある！少しずつ、やりたい
ことをしたい！
 （趣味の達人 /浜田市）

『楽しい音楽会』
コロナ禍でやっと開催できた院内で
のこころの音楽会、素敵な音楽と共
に、ト音記号の花を添えました。

（西川病院　精神科デイケア
 来夢（らいむ）/浜田市）

『合わせて奏でると
感動の翼はばたく』

日々上達し、発表会では多くの人に
楽しんでもらえます。音楽仲間も増
え、輪が広がるようで嬉しいです。

（ピアーズ（西川病院）/浜田市）

『スペシャル・
オリンピックス　浜田』
月２回武道館で柔道を楽しんでいま
す。皆の笑顔でコロナウイルスを
吹っ飛ばせ !!
 （柔道人 /浜田市）

『旅行風景』
また行けたらいいですね (姫路城 )
 （あっちゃん /出雲市）

『華道小原流』
生活の中にもピリっとした時間を持
つ事は大切だと思います。自画自賛。
すごく上手！花は良いですね

（花鳥風月 /出雲市）

『毛筆』
書道教室陽空に参加しています。今
は７級です。もっと書道が上手にな
りたい。もっと上に上がりたいです。

（うさぎ /出雲市）

活　動　余暇活動 参　加　コミュニティライフ
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 （あっちゃん /出雲市）

『華道小原流』
生活の中にもピリっとした時間を持
つ事は大切だと思います。自画自賛。
すごく上手！花は良いですね

（花鳥風月 /出雲市）

『毛筆』
書道教室陽空に参加しています。今
は７級です。もっと書道が上手にな
りたい。もっと上に上がりたいです。

（うさぎ /出雲市）

活　動　余暇活動 参　加　コミュニティライフ
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『密かなストレス発散』
とにかく野菜を切りまくる。ザクザ
ク切る。少し細かく切るのも良いか
も。スカッとする上に料理も完成。
一石二鳥。 （あじさい /出雲市）

『私の習慣』
小さい頃からの習慣なので家計簿
（お小遣い帳）をつけないとソワソ
ワします。私の大切な日常です。節
約はしてません。　（りんご/出雲市）

『おふくろの味』
帰郷したときに食べる母親の手料
理。幼い時から僕の元気の源はこの
味です。

（ピョン吉 /益田市）

『薪割り』
我が家のお風呂は古いけれど、心身
共に温まる。いつも薪を準備してく
れるお父さんのおかげです。

（いい湯だな /益田市）

『やる気スイッチ』
僕の１日はトーストで始まります。
オーブンの「チン」の音で、スイッ
チが入ります。よぉし１日頑張るぞ！
 （朝ご飯 /益田市）

参　加　家庭生活

『直焚き風呂』
我が家のお風呂は直焚です。毎日父
が温泉を汲んできて焚いてくれま
す。疲れを取るのに最高です♪焼き
芋も♡ （やきいも /出雲市）

『ひるごはん』
自宅で家族とごはんを食べていると
きが一番力が抜け、楽しい時間です♪
 （らいす /出雲市）

『笑顔は最強』
久しぶりに会えたね。楽しかったね。
また遊ぼうね。

（A＆R/ 出雲市）

環境因子　家　族

『おそろいの……』
大好きな「鬼滅の刃」を消しゴムハ
ンコで作ってもらいＴシャツにしま
した！２人とも大満足の笑顔。

（母 /益田市）

『家族への感謝の言葉』
96歳で２回の手術をしました。リハビ
リで「あなたが頑張らなければ」の一
言が心強く今でも忘れられません。
 （佐藤モトヨ/雲南市）

『感謝の心で余生を』
神仏の加護、家族に感謝し寫経を毎
日書いています。優しい家族に支え
られ命を大切に過ごしたいと思いま
す。
 （佐藤モトヨ /雲南市）

『仲良しコースター』
妻とおそろいのコースターを毛糸で
作りました。愛情たっぷりです♡
 （浜田の手品師 /浜田市）
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『bee  bee  明日こそ
晴れますように』

雨の日が続いている梅雨の時期に晴
れの日を願いながら作りました。
きっと明日はいい天気。

（貼り絵グループ /出雲市）

『インカのめざめ＆
アンデスレッド』

機械はないから鍬で耕してます。根菜
なので深く耕すのがコツ！疲れるけど
皆でワイワイ騒ぎながら作ってます。
（カントリーファーム根菜部/出雲市）

『かわいいばら』
また咲いてね

（マッサン /出雲市）

『四季折々』
参加メンバーの合同作品です。完成
するとみんなで喜び、個人作品とは
また違う暖かみのある作品となって
います。
（松ヶ丘病院　習字クラブ /益田市）

『晩秋』
今年もありがとう

（マッサン /出雲市）

『花畑』
11月16日午前11時頃、私の近所のお家
の前の庭のところにきれいなお花が
いっぱいさいていてそれを撮りました。

（よしさん/松江市）

『明日への挑戦』
夕日は、日々挑戦し続けている私た
ちの、明日への希望や未来へと繋
がっていると思う。

（ひでちゃん /出雲市）

『雲海』
夜明け前、星空を見ながら山に登っ
てご来光を拝みました。雲海が神秘
的で綺麗でしたよ。今日も頑張れそ
う☆ （山男 /益田市）

『ふるさと』
最近、帰れていないけど皆元気かな。
故郷は私に癒しと力をくれる大切な
場所です。娘は島根で戦ってます
よ！ （たけださんち /出雲市）

環境因子　物理的環境環境因子　仲　間

『アクアスのシロイルカ』
みんなで協力して作ったペーパーク
ラフト作品です。院内のコンテスト
で最高の賞を獲得しました！

（こなんホスピタル /松江市）

『宍道湖にそびえるガンダム』
我が松江 宍道湖にこんなカッコいい
ガンダムがいたら…！と、みんなで
ワクワクしながら作りました。
（松江市立病院デイケア /松江市）
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『どう行列百周年記念』
私は小学校の時から写真を趣味で
撮っております。何10年撮っても奥が
深いのです。ずーっと撮りたいです。

（よしさん/松江市）

『早くお散歩に行こうよ
（プランターの花はリハビリ
の方と一緒に植えました）』
私は、９年前から毎日散歩をしていま
す。愛猫は私の見守り隊として、暑い
日も寒い日もいつもついて来ます。
 （たかこ姫/浜田市）

『早朝散歩』
毎朝、川沿いを散歩するのが私の日
課です。気持ちがすっきりします。
 （毎朝早起き/益田市）

『No Antenna, No Life』
釣竿とパイプの手作りアンテナ　隣
町の方と高校以来40年後に無線で繋
がる　思い出と次の出会いを楽しみ
に交信終了

（JN4SNG/JH5UPH/出雲市）

『春がきた』
休日の午後、のんびりお散歩しまし
た。桜を見ると色んな思い出がよみが
えってきます。皆元気にしてるかな。

（さくら/益田市）

個人因子　ライフスタイル興味関心

『ブラブラ歩き』
ブラブラとがポイント。きつくなら
ない程度にゆるく歩いてます。虹ヶ
滝。虹は出なかったけど、気分爽快。

（ちゃこ /出雲市）
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※ＩＣＦ
「International Classification of Functioning, Disability and Health」の略で日本語
では、国際生活機能分類と呼ばれています。2001 年、ＷＨＯ (世界保健機構 )によっ
て提唱されました。人の健康について考えるときに「一部ではなく全体を見よう、さま
ざまな視点から考えていこう」という狙いがあります。「国際」と名のつく通り、世界共
通の基準として、様々な専門分野や異なる立場の人々の共通理解に役立つ事から “ 生き
ることの全体像 ” を示す “共通言語 ”です。

作業療法士は、対象者となる人々にとって「目的や価値を持つ生活行為」は何か、その
背景となる情報を具体的にしっかり聞き取ります。生じている課題や原因、強みをＩＣ
Ｆの分類である「健康・心身機能」と「活動」「参加」に分けて分析します。
そして、本人がより満足のできる生活を構築（再編）していけるよう、さまざまな治療、
指導および援助を行います。

心身機能・身体構造 ……心身機能はたとえば手足の動きや精神の働き、身体構造は体の
部分のことを指します。

活　　　　動 ……生活上の目的をもつ動作や具体的な行為を指します。歩くこと
や日常生活に必要な動作をはじめ、家事や仕事、余暇活動など
をすべて含みます。活動は動作そのものを指します。

参　　　　加 ……社会や家庭におけるさまざまな活動に関与し、そこで役割を果
たすことを指します。参加はその活動に参加する行動のことを
指します。

環　境　因　子 ……住居やインフラなどの住環境、家族や友人、仕事仲間といった
人的環境などを指します。

個　人　因　子 ……年齢、性別、生活歴、価値観、ライフスタイル、興味関心など、
その人固有の特徴のことを指します。

心身機能
身体構造
心と体の働き
体の部分

環境因子
住環境、医療・福祉、

周囲の目

活動
生活において必要な
行為のすべて

個人因子
年齢、性別、民族、

価値観、ライフスタイル

参加
趣味・地域活動、
労働、学習活動など

健康状態
疾患・診断

ここの要素は相互に
影響し合っています。



看護師

臨床心理士

看護師

言語聴覚士
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多職種からの便り

作業療法を実施している現場には、沢山の職種の方がいます。多職種と協力して作業療

法を実施し、協働しながら一人一人の対象者をチームで支えています。「生き生きとし

たその人らしい生活を送っていただく」ために、同じ方向を向いて連携をとり支援にあ

たっています。コロナ禍の現在においても、周りの人々が元気に過ごせるよう、私たち

作業療法士も専門性を活かして支えていきたいと思っています。

今回、多職種の方々から作業療法士へ沢山のメッセージが届きましたので、ご紹介します。

4

①作業療法の魅力・強み・期待すること

作業療法の魅力

生活者の支援という点が素敵だと思います。作業療法士さんは患者さ

んを生活する人としてみているように思います。働いている姿や一緒

に患者さんへ関わると特に素敵だなと思うし、学ぶことが多いです。

身近なものが作業療法になるので、ハードルが低く取り組みやすい

ことが魅力だと思います。日常生活の中で続けやすく、自分の好き

なことを新たに見つけられることも魅力です。

利用者さんや患者さんの希望や能力を活かしたリハビリができるこ

と、それが作業療法士の魅力です。

作業活動は「生きる」「働く」「楽しむ」と人が生きていく上での根

幹に関わることから、働いたり楽しんだりする心のゆとりの部分ま

でを網羅していて、人の身体から心までに触れることのできる仕事

であり、幅広く奥の深い仕事だと思います。



理学療法士

臨床工学技士

介護士

看護師

管理栄養士

看護師

管理栄養士
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作業療法の強み

部分のみにこだわらず、患者さんが最も必要とされている訓練を組

み込んでいただいていて、すごく助かっています。

作業療法は、自由だな〜と感じてる。幅が広い！

あたりまえのことができなくなるという大きな悲しみに寄り添い、

心を支え、専門的知識と技術を活かして身体の回復を支え、できる

ようになる喜びを患者さんと１対１でリアルタイムに分かち合うこ

とのできる素晴らしいお仕事だと思います。

作業療法は、日常生活に密着していたり、興味やモチベーションが

上がるようなアプローチをしてくれるところが魅力です。

専門性があるので、動作面や関わり方、介助の仕方など利用者さん

について細かく相談ができます。相談しやすいです。

患者さんを待つことができる作業療法士さんって素敵です。患者さ

んが食べたいものを見つけてくれます。患者さんの願いを叶えてく

れるイメージがあります。

外出で患者さんを楽しませてくれるのは、やっぱり作業療法士さん

です。企画をして、全体を動かせるのは作業療法士さんの強みだと

思います。



理学療法士

理学療法士

理学療法士

医療ソーシャル
ワーカー

介護士

管理栄養士
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作業療法士に期待すること

入院患者のリハビリに携わっています。作業療法士さんには認知機

能の評価や、買い物・洗濯・掃除などの生活活動の指導を期待して

います。

作業療法士さんは、いつも穏やかでやさしい雰囲気ですが、広い視

野をもっているように感じます。心のことに強いのが作業療法士さ

んの強みではないかと思います。

作業療法は細かいところまで見逃すことなくしっかりとその一人に

向き合ってリハビリをしているように感じます。患者さんの思いや

希望などを大切にして、協力して質の良いリハビリを提供していき

たいです。

作業療法の強みは、日常生活に直結する動作の獲得だと思います。

幼児から高齢者まで幅広い年代の方の支援ができると思います。介

護現場では、みんな “私を見て ”と１対１の関わりを求めておられ

ますが、個別対応がなかなか難しいのが現状です。作業療法士さん

の力も借りながら支援していきたいです。

作業療法士が多職種と連携を深めることで、患者さんの生活環境や
能力に合わせた支援や疾患の再発・進行予防に繋がっていくことを
期待します。例えば、管理栄養士の持つ栄養面の知識と、作業療法
士が身体活動や認知面等から評価していただいたことを互いに情報
共有することで、より患者さんに寄り添った介入を行うことができ
ると思います。



保健師

保健師

保健師

公衆衛生分野・
医師
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②行政より

生活の中で、必要で楽しい事柄を通じて、また自分の生活圏を踏ま

えて、リハビリを支援する実践的な療法の推進者であり、幅広い知

識と工夫ができる柔軟性をもつ職種であるところに魅力を感じます。

日々の生活を営むために必要な生活習慣は単純な繰り返しです。子

どもの時に身につければ苦労はありませんが……大人になってそれ

を失えば生活ができなくなるかもしれません。だからこそ基本とな

る生活支援はとても大切なものと思っています。

作業療法士さんの魅力は「その人の活かせる強みを引き出すことが

できる」ことです。様々な事例の関わりの経験則を活かして作業療

法につなげることができるのが強みだと思います。

身体面だけでなく、「こころ・精神面」に働きかけ「その人らしい生活、

いきがい」によりそい、その人自らが判断できるように支援できる

ことが一番の強みだと思います。

こどもから高齢者まで「こころが動くとからだが動く」を教えても

らい、対応に困ったときに頼りになる存在です。

Ｑ．あなたにとって必要な意味のある作業は何ですか？
「趣味として中学生の頃からアマチュア無線をしています。（「中本さん
ち」で検索してください）無線機は高度な工作物ですので私には作れま
せんが、快適な無線環境にするために周辺機器やＰＣ活用のために、基
板キットの製作や機器の配線、ＰＣの組み立てなどを楽しんでいます。タワーに上って、ア
ンテナを組み立てることもしています。」

Ｑ．作業療法士に対するメッセージをお聞かせください。
「ＷＨＯのＩＣＦにあるように、“ 参加 ” につながる仕事をしていると考えています。
作業そのものは、社会活動や生活での役割を確認して、他者から評価してもらえる大事な目
標です。リハビリテーションの大事な役割を担っていると考えます。」

〜出雲保健所　中本稔所長からのメッセージ〜〜出雲保健所　中本稔所長からのメッセージ〜
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多職種の皆さんから作業療法士に対してのつぶやきも頂きました。うんうんと頷ける“あ

るある ”、反省させられる “あるある ”……色々な “あるある ”が集まりました。

「作業療法士ってそげだが～！」とつっこみながら共感して読んで頂けると喜びます。

③多職種から寄せられた “ 作業療法士あるある ”

通りすがりの医療スタッフより通りすがりの医療スタッフより

調理活動の一場面より調理活動の一場面より

まめに

情報共有や連携

とっていかぁやぁ

将棋ようせんのに

付き合っちゃる姿は素敵だが。

でも叱られとった  （笑）

声がいかい！

マイク要らんわ

（苦笑）

団結力☆

羨ましいっ

ちゃね！

あげあげ☆

畑でこさえた野菜

預けとるの忘れとったろう。

腐っとったよ！

今ほしいからって、

しょうゆがいつでもあると

思わんでよ～  （汗）

せっかくレシピ

こしらえたのに使って

ごさんだったわー  （涙）

高級塗り皿に

絵の具入れとらい

たわ～！

気を
つけーね♡

※そげだがー……そうだよね

※いかい……大きい

ほんに

聴き上手な人が

多いよね！
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おんぼらと

してる

百均グッズに

詳しそう！

よう知っとりんさるわ

祭りやら運動会やら

司会させたら

天下一品

まめな事が

上手だけんのう～

レクリエーション

盛り上げ上手!!

よー真似せん！

意外と

酒豪がいる！

よーな！？

だんだん

理学療法士と言語聴覚士は

なんとなくイメージがつくけど、

作業療法士は

正直イメージできらんよ

聞いたことはあるけれど聞いたことはあるけれど

いまいち知らない島根と作業療法いまいち知らない島根と作業療法

きばーね！

※おんぼらと……おだやかな

※だんだん……ありがとう

※きばーね……頑張ります



− 24 −

“ 意味のある作業 ” を用いた作業療法

膝の関節が変形し、痛みが強く家事などの生活行為が出来なくなったＡさんに作業

療法を実践した経過です。

作業療法士がご自宅を訪問し、掃除などご自宅内で行う動作練習や、お墓参りに必要な

歩行練習、そして、実際にお墓参りに必要な動作の練習を行うと共にご家族への進捗状

況の共有や、ケアマネジャーへも実際場面の確認を依頼しました。他にも福祉用具事業

者にご本人に合った歩行器の準備を依頼しました。

半年後、お一人で歩行器を使用したお墓参りやご自宅での家事、友人との交流も再開が

出来るようになり、作業療法を卒業されました。

始めは膝の痛みを何とかして欲しいという事でしたが、Ａさんの人生やご家族の想いを

聞いていくと…

5

事例１

Ａさん ご家族

●お墓参りを再開し
たい
●友達とも会いたい

●自分の事はしてほ
しい
●安全に出来るなら
墓参りもやって欲
しい



− 25 −

脳梗塞で入院され、退院後ご自宅での生活行為は概ね自立しておられましたが、趣

味であった手芸や手芸教室への参加が出来なくなったＢさんに作業療法を実践した

経過です。

通所リハビリ（デイ・ケア）でご本人の能力向上を図ると共に、主治医・ケアマネジャー

などのケアチームでご家族へ状況説明を行い、ご家族の不安軽減と送迎協力の依頼をお

こないました。他にもご友人に送迎の協力を依頼するなどご本人を取り巻く人への調整

もおこないました。

３ヵ月後、友人やご家族の協力を得て手芸教室に通いながら趣味である手芸を再獲得す

る事が出来ました。

始めは「手芸の再開は難しいかも知れない」とやや諦めがありましたが、作業療法士の

見解をお伝えした所…

事例２

Ｂさん ご家族

●以前の様に手芸を
してみたい
●出来る事なら手芸
教室にも参加して
みたい

●無理をしない範囲
で日常の事が出来
てくれるといいで
す
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終わりに　〜事業部より〜

私たちは、県民の皆様により身近に作業療法を感じていただきたく毎年数百人規模のイ

ベントを開催してまいりましたが、2020 年から続くコロナ渦の中、「作業療法フェスタ」

も開催中止を余儀なくされました。毎年参加を楽しみにしてくださっている方の作業、

そしていままでの生活で当たり前であった作業と共に元気が失われる危機でもあると感

じました。作業療法では、当たり前のことがいかに大切かを日々気付かされます。

今回の冊子「作業療法リモートフェスタ 2020」は、新しい生活様式での「意味のある作業」

に着目し企画したものです。環境の変化などにより私たちがストレスフルな状況に陥っ

たとき、心身の健康を保っていくためには自分にとって興味・価値のある作業に取り組

むことが非常に大切といえます。

私たちの実践は、作業をすることで健康になるために、ひとと環境・作業それぞれの側

面に働きかけます。今回皆様から寄せられた様々な作業を、私たちは治療や援助・指導

の手段として用いています。

この冊子を通して、皆様の元気の源や作業の魅力を多くの方々にお届けすると共に、作

業療法への理解を深めて頂けると喜びます。

疲れた時、ページを開いて見てみてください。きっとたくさんの元気に出会えるはずで

す。これからも、より多くの笑顔に繋がる支援をしていきたいと思っています。

6

広く県民の皆様に向けた作業療法の認知度を高める活動や、関連職種の方へ作業療法の理解
や役割を深める活動、作業療法に関わる職場・職業体験を促進する活動などを行っています。

この冊子の内容は、島根県作業療法士会の
ホームページにも掲載しています。　
より多くの方々に見ていただけることを願っています。

フェイスブックでも、応募写真＆エピソードを順次掲載予定です。
どうぞご覧下さい。

事業部とは……事業部とは……

検索島根県作業療法士会

作業療法士は、あなたの街のあちこちにいます作業療法士は、あなたの街のあちこちにいます
あなたの元気に繋がりますようにあなたの元気に繋がりますように



本冊子の作成にあたり、本冊子の趣旨を理解し、写真やエピソードを応募してくださっ

た応募者の皆様に感謝の意を表します。

また、お忙しい中アンケートにご協力いただいた多職種・行政の皆様、広報活動にご協

力いただいた NHK 松江放送局・山陰中央新報社の皆様、広報部の白鹿真之介部長・高

木良大さん・岩成藍さん・亦賀美咲さん、和久利洋平さん、原稿の執筆にご協力いただ

いた生活行為向上マネジメント委員会の皆様、構成や印刷にご協力いただいた柏村印刷

株式会社の皆様に心より御礼申し上げます。

一般社団法人日本作業療法士協会：パンフレット　作業療法ってなんですか

一般社団法人島根県作業療法士会：パンフレット　作業療法士の仕事

世界保健機関（WHO）、障害者福祉研究会：ICF 国際生活機能分類―国際障害分類改訂
版，中央法規出版株式会社，2002．

一般社団法人日本作業療法士協会：作業療法ガイドライン（2018 年度版），2019．

一般社団法人日本作業療法士協会：作業療法マニュアル 66　生活行為向上マネジメン
ト　改訂第３版，2018．

かわいいフリー素材集　いらすとや

掲載事例は、一般社団法人　日本作業療法士協会　MTDLP 研修資料より引用
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