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　来たる平成27年11月1日（日）に第10回島根県作業療法学会を開催する運びとなりました。松江

市立病院の川上拓也実行委員長をはじめ橋南・東出雲・宍道・雲南・仁多ブロックの県士会の皆様

のご苦労を察し、心よりお礼申し上げる次第です。また、県士会には、優秀な若手の療法士の皆様

が沢山いらっしゃる中、私のようなロートル（中国語の「老頭児」由来：年寄りの意）の出る幕で

はないと、学会長就任を固辞して参りましたが、皆様の温かいお言葉に押されて、老体に鞭打つこ

とに致しました。私の力不足で至らぬことが多々あろうかとは思いますが、数多いご参加を期待し

てやみません。

　さて、今回の学会テーマは「リハビリテーションの転換期　～今、作業療法を考える～」と致し

ました。昨年、第50回目の国家試験が実施され、資格制度の節目を迎える中、本年度の作業療法学

会のテーマも「温故知新」とされ、作業療法の世界も一つの節目として、原点回帰が大きなテーマ

となったのではと理解します。また、医療中心のリハビリテーションの世界も、2000年の介護保険

制度施行後は、高齢者のリハビリテーションモデルとして、国立長寿医療研究センターの大川弥生 

医師らにより、生活リハが声高に謳われるに至り、作業療法士の引き合いも多くなってきたようで

す。これらを踏まえると、やっと、本来のリハビリテーションが目的とする生活の再構築に視点を

据えた作業療法の時代が到来したのだと、感慨深いものがあります。生活は生活行為によって組み

立てられ、生活行為は作業活動の連続線上に位置します。作業療法士にとってはまさに渡りに船の

状況が到来したと言えましょう。これまで、リハビリテーションの一般的イメージ、すなはち、

その多くは医学的理学療法モデルなのですが、それに感化されてきた作業療法を一変させる大いな

る機会を得たものと思います。

　そもそも、作業療法は作業活動を行うことに根本があり、それなくしては成立しないはずです。

であるにも拘らず、「何でも作業療法」が横行し、理学療法の真似事までが作業療法となれば、作

業療法のアイデンティティーを知らしめることは困難なのが当然です。それを置いて、「作業療法

は理解されない・・」というのは言い訳にもなりませんでした。

　この度、冒頭に掲げた学会テーマは作業療法の原点を見つめ、今学会が作業療法を再構築してい

く先駆け、礎となることを念じて決定したものです。作業療法における作業活動は、単に障がい部

位の回復に使用するツールとしてだけではなく、その対象者の障がいを含めた全ての生活、ひいて

は人生の再構築を動機付ける「希望」を包括するものだと私は考えています。そういった作業療法

の核心部分を、作業療法施行者の私たち専門職でなく、作業療法を受けて下さったユーザーの視点

から、葉山靖明先生にご講演いただくのは、大変有意義なことではないでしょうか。

　葉山先生には、昨年、本学院にてご講演をいただきました。そのご縁で、再び島根にお出で頂

き、ご講演頂くことに深く感謝申し上げる次第です。

第10回島根県作業療法学会開催にあたり

第10回島根県作業療法学会　学会長　平岡 千昭
　　　　　　　　　　　　　　　　　（島根リハビリテーション学院）
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　地域や市町村事業で活躍されている作業療法士について紹介します。今回は隠岐圏域で訪問リハ、

地域活動を行われている作業療法士について紹介します。

　初めに、私が勤務している隠岐病院について紹介します。当院は隠岐圏域に2つある病院の中で、

隠岐の島町にあります。隠岐の島町は人口約15,000人、高齢化率33.9％と全国平均よりも１割程度

高く、高齢者のみの世帯も全国平均と比べ12％程度高いと言われています。そのため、日本の医療、

福祉問題の一歩先を行く現象が起こっているとも言われます。当院のリハビリテーションの特徴とし

て、島内には当院以外、入院設備を持った医療機関がないことから一部の脳血管、運動器疾患等につ

いては急性期から維持期まで関わり、入院された多くの方が在宅及び施設に退院します。また、基本

的に一人の患者様に対して、一人の療法士が担当するシステムをとっています。疾患には配慮します

が、作業療法士であっても下肢の疾患で歩行の自立に向け、対応する場面があります。ただし、当院

で急性期治療を終えた後、主に言語療法などを必要とされる場合は、本島の医療機関に紹介させて頂

くこともあります。

　私は作業療法士になり今年で１１年目を迎えます。昨年から訪問リハ業務を担当し、島内を廻って

います。在宅場面で感じることは、入院リハでは多くの方から「早く退院したい」や「良くなりた

い」ということを多く聞きましたが、訪問リハでは「○○が出来るようになりたい」といった言葉を

聞くことが多いです。実際の生活行為と目標とする生活行為との関係を考え、訓練場面では実際の行

為を目標に繋げることを意識しています。さらに、訪問リハ業務以外の活動として、作業療法士では

珍しいですが、若年層のスポーツ傷害への参加、DMAT（災害医療）へ携わっています。一人の作業療

法士としてだけでなく、医療従事者として幅広く様々な活動へ関わることの重要性を感じます。最近

ではこれらの活動から、年配の方を対象にしたロコモティブシンドロームなどの講演依頼も頂くよう

になりました。

　今後、構築されていく地域包括ケアシステムの中では、作業療法士に必要な事は多々あると思いま

す。その中で、システムを構築するだけでなく、作業療法士は地域での活動をとおして、介護予防

や予防医療に取り組む重要性を根付かせる必要があります。隠岐圏域の実情は先述しましたが、当院

や当圏域は機能分化を行っている本島の医療・福祉の状況とは異なると思います。ただ、どのような

形であれ、地域包括ケアに関わるためには、その地域の医療・福祉だけでなく、対象者を取り巻く文

化、事情を知る必要があります。そういう意味では、地域の催し物に参加すること、在宅医療に触れ

ることは地域社会、文化的な側面を知る上でとても有効だと思います。

　最後に、地域包括ケアに作業療法士が関わるにあたり、各々の地域における生活や人間が行う行為

に対して知識と経験が求められると思います。退院支援以外でも在宅医療に触れて頂き、地域の事情

にあった形、それぞれの分野の特性を生かし、皆様で関わっていければと思います。

地域包括ケアのすすめ

第4回地域包括ケア推進委員会

隠岐における地域での取組について

～対象者を取り巻く地域の実情、文化的側面を知る大切さ～

隠岐広域連合立隠岐病院　小川　勝
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　皆さん、こんにちは。　月日が経つのは早いもので、あっという間に秋になりました。

　皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回も引き続き生活行為向上マネジメントの新着情報を

お伝えします。

　平成27年7月18日に一般社団法人日本作業療法協会（以下、OT協会）理事会にて、図1のよう

に、生活行為向上マネジメント研修制度が確定、承認されました。研修制度は4つの段階に分

かれ、①初めて生活行為向上マネジメントを勉強される方は、基礎研修会に参加していただき

ます。島根県士会では、今年度は1日（7時間）研修として、実施しています。②基礎研修を修

了された方は、各自、職場において、OT協会ホームページ内にある「事例報告書作成の手引き」

を参考に、自己学習をしていただきます。次に、③実践者研修会において、1事例につき45分

以上の事例報告を行います。実践者研修会についても、島根県士会では45分以上の事例報告を

行っていただいております。④最終的に事例登録制度に従い、審査つき事例報告で1事例合格

すると、「生活行為向上マネジメント指導者」が認定されます。（以前は「熟練者」と呼ばれ

ていました）

　研修会受講にあたり、OT協会会員であること、また、県士会員であることが義務付けられて

いますので、ご注意ください。

　その他、今年度は全国の養成校教員を対象にした、生活行為向上マネジメント研修会が実施

されています。OT協会は、養成校での生活行為向上マネジメントの活用を勧めています。近い

将来に、臨床実習で生活行為向上マネジメントを実践する学生さんが増えていくかもしれませ

んね。

　最後に、当県士会や島根県理学療法士会、山陰言語聴覚士会は、地域包括ケアシステムの構

築に向け、3団体ができることを検討しています。しかし、「療法士だからできること」を明

確にし、多くの県民から求められるためには、時間がかかりそうです。地域で実践する作業療

法・リハビリテーションの提案や啓発に興味のある方は、是非、ご協力をお願いします。

生活行為向上マネジメント研修制度について

島根リハビリテーション学院

　　　　　宇都宮 賢一
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　平成27年6月27、28日に島根大学医学部附属病院にて行われました、人間作業モデル＜ＭＯ

ＨＯ＞講習会in島根に参加してまいりました。島根・鳥

取を始め山口さらには大阪から来ている方もおられ、総

勢約30名の方が参加されました。

　島根で行われるのは初めてという事もあり、山田先

生・石井先生を迎えての講習会はとても緊張しました。

　人間作業モデル＜ＭＯＨＯ＞について学生時代に教わ

ったのが最後でしたが、2日間のコースに参加させて頂き、作業療法の始まりからどのような

流れで現在に至ったのか、なぜこれを学ぶのか、そしてどう使うのか等講義して下さり充実し

た2日間となりました。改めて人間作業モデル＜ＭＯＨＯ＞について勉強し、作業療法士にと

っての考え方、視野を広げるとてもいい機会になりました。

　人間作業モデル＜ＭＯＨＯ＞講習会にまだ参加

されたことのない方は、ぜひ一度は参加していた

だきたい講習会だと自分は思います。

　最後になりましたが、今回人間作業モデル

＜ＭＯＨＯ＞講習会の為に東京からお越しいただ

いた山田孝先生・石井良和先生に感謝するととも

に、運営スタッフの皆様にも感謝申し上げます。

人間作業モデル ＜ＭＯＨＯ＞

　　　　　　　　講習会参加報告 介護老人保健施設

　　昌寿苑　奥野　将悟

　今回は、「屋内スロープ」についての紹介をしたいと思いまず。

　私の実家の例で言いますと、高齢の祖母のために廊下から和室へ上がる段差を無くす

ために写真１の様なミニスロープを取り付けました。

　取り付け時の注意点として、①スロープの傾斜を緩やかにすること、②両側面にも傾斜

面をつけて側面からのつまずきを無くすこと、③表

面は滑りにくい様に工夫すること、また、④廊下の

通行の妨げにならないように長さを考える事に配

慮しました。

　スロープがあることで、車いすの通行も可能となり、

より安全・安心した利用が可能となりました。是非ご

参考にしていただけると喜びます。

住
　宅
　改
　修
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地域包括ケアシステムへの作業療法士の関与及び役割についての調査並びに 

地域包括ケア推進に向けた全県士会員調査の報告について（概要） 

 

地域包括ケア推進委員会 
 

本調査は、市町村の地域包括ケアの取組状況及び県士会員の地域包括ケアへの関与状況等を把握する

ため、平成 26 年 12 月から平成 27 年 1 月にかけて実施しました。お忙しい中、回答いただきました市町

村担当者の皆様、会員の皆様へ感謝申し上げます。 
対象は県内全市町村の担当課、全県士会員 406 名（平成 26 年度のデータを基準）です。結果として、

市町村、会員、いずれも 8 割程度の回答率を得ることができ、今後の市町村事業へ関与するうえで大変

貴重な調査となりました。今回は簡単に結果について、ご説明します。 
なお、今回の結果を踏まえ、今年度は市町村事業参加に向けて、①参加するための環境づくり（会員

の組織化、参加しやすい仕組みの検討等）、②地域包括ケアに関する研修会の企画、③県内の地域包括ケ

アに関する情報発信を行う予定ですので、皆様のご理解、ご協力、そして参加をお願いいたします。 
 
１）回答率 
・ 市町村の回答は 16/19 か所（回答率 84％）だった。 
・ 会員の回答は 316/406 名（77.8％）だった。 
２）地域ケア会議への関与状況 
・ 参加市町村数は 5 か所（大田市、江津市、奥出雲町、西ノ島町、知夫村）だった。 
・ 現在参加する会員は 11 名。以前、参加していた会員は 7 名だった。 

リハ職別の割合は PT5 割、OT3 割弱、ST1 割未満の参加率だった。 
・ 会員の参加形態は委員、あるいは依頼があった場合のみの参加が多かった。 
・ 市町村が地域ケア会議において OT に求めるものは、「IADL、リスク、生活機能の予後予測」、「「で

きそう」なこと「できる」「している」にするために必要な援助内容」「生活障害の原因について探る」

についての意見が 7 割を超えていた。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             図 地域ケア会議で OT に求めるもの及び現在、地域ケア会議で検討されていること 
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３）介護予防事業への関与状況 
・ 参加市町村数は７か所だった（松江市、出雲市、浜田市、安来市、飯南町、知夫村、西ノ島町）。 
・ 現在参加する会員は 19 名。以前、参加していた会員は 19 名だった。 

リハ職別の割合は PT5 割、OT4 割弱、ST1 割強の参加率だった。 
・ 会員の参加理由は運動機能の低下予防が最も多かった。 
・ 市町村が介護予防事業において OT に求めるものは運動機能、認知機能の低下予防が多かった。 
４）認知症初期集中支援チームの関与状況 
・ 実施 1 か所（奥出雲町）。別の形で実施は隠岐の島町、知夫村だった。 
・ 現在、OT が関与しているのは知夫村のみだった。 
・ 市町村が認知症初期集中支援チームにおいて OT に求めるものは「ADL、IADL の客観的な評価」が

最も多く、次いで「住環境・福祉用具の調整、導入」、「認知機能面の客観的な評価」だった。 
５）地域包括ケアについての会員の関心度 
・ 地域包括ケア全般へ関心ありと答えた会員は 279 名（回答会員の 9 割以上）だった。 
・ 介護予防事業へ関心ありと答えた会員は 281 名（回答会員の 9 割以上）だった。 
・ 認知症初期集中支援チームへ関心ありと答えた会員は 274 名（回答会員の 8 割以上）だった。 
６）市町村事業への参加意向 
・ 参加したいと答えた会員は 63 名、どちらかといえば参加したいと答えた会員は 150 名だった。 

さらに、実際に市町村より依頼があれば参加したい会員は 60 名おり、全圏域に分布していた。 
 
 
 
 
                     表 実際に依頼があれば参加したい会員数 

・ 参加したくないと回答した会員が参加しやすくするための意見として、「市町村の開催状況が分かれ

ば参加できる」、「職場の理解があれば参加できる」、「他の OT の参加状況が分かれば参加できる」が

多かった。 
７）地域包括ケア作りにおいて市町村が OT（県士会）に求めるもの 
・ 「作業療法士がどのような役割を担えるのか啓発する」、「地域で活動できる作業療法士を明らかにす

る」「積極的に市町村事業に関与する」について多かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 市町村事業に OT が参画する際に必要なこと 

８）会員より地域包括ケア作りで県士会に求めるもの 
・ 「会員に対する研修機会の提供」「県内の地域包括ケアシステムに関する情報発信」「県、市町村へ

OT の啓発」が全体の 8 割近くを占めていた。 
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介護保険による福祉用具の制度と概要について 

福祉用具グループ 陶山 幸弘 

【はじめに】 

 高齢者や核家族化の進展などに対処するために、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして 2000 年(平成

12)年 4 月より介護保険制度が導入された。 

 介護保険制度の中で対象となる福祉用具について定められており、大きく分けて「貸与（レンタル）」と「購入」に分けら

れている。貸与は、心身の機能が低下し日常生活に支障がある場合、便宜を図るためおよび機能訓練のための用具

であり、自立を助けるものをいう。購入は入浴や排泄に用いるもので、貸与に馴染まない物(直接肌に触れる、汚染が

あるなど)をいう。いずれも原則として費用の 1 割（2015 年 8 月より所得により 2 割の方もあり）で利用できる。 

 

【福祉用具貸与・購入、住宅改修詳細】 

 

 移動用リフトや自動排泄処理装置については、本体はレンタルで部品はレンタルとなっている。自助具や T 字杖など

比較的安価なもの、シルバーカーなど自費購入の商品もある。また電動カートは車いすとして捉えられ、要介護２以上

からレンタルできる。 

今年 8 月からは、介護保険の負担割合が所得により 2 割負担の方もおられるようになった。今まで以上に金額につ

いても対象者の方と相談していく必要性が出てきた。 

 福祉用具は対象者の方の自立を援助し、実用性を得ることができる有用な手段であるが、上記に記載した購入や貸

与の制度を理解したうえで、ケアマネージャーや福祉用具事業者の方と、導入を検討していく必要がある。 

以上福祉用具に関わる法令・制度について説明しました。そのほかにも施設における助成金制度など、多岐にわたりま

すが、基本を理解し対象者や多職種に適切に情報提供や連携をして頂ければと思います。 

【購入一覧（5 項目）】  【貸与（レンタル）一覧（１３項目）】 

  

※支給限度額は、年間 10 万円まで支給される  ※軽度者（要支援 1・2、要介護 1）に対しては、1～6・11・12 の項

目(13 については要介護 4 まで)の貸与が認められていない。申請

を行うことで認められることもある。 

【住宅改修】（6 品目） 

 

住宅改修は工事を伴うものや、手すりなどを設置するにあたり必要

な補強工事を言う。 

支給限度額は 20 万円までで、１～2 割負担で工事が出来る。 

介護度が 3 段階上がることで再度 20 万円まで支給されるが、要

支援 2 と要介護 1 は同水準と捉えられるため注意が必要。例)要

介護 2→3→4→5 3 段階 

要支援 1→要支援 2(要介護 1)→要介護 2→要介護 3 
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バリアフリーフェスティバル
～高知ふくし機器展～

古民家えにし　岡　哲也

　7月 3・4・5日の 3日間に渡り、高知県で行われたバリアフリーフェスティバルに参加してきました。

この展示会の特徴としては、各メーカー毎の展示ブースではなく、車いす、マットレスなど、分野ご

とに展示されており、自社商品だけではなく、他社の商品もまとめて、説明して頂くことができます。

ここで、各商品をご紹介することは難しいですが、気になった商品を何点かご紹介したいと思います。

　その他にも、やはりリフトは注目されているようです！『持ち上げないケア』が取り上げられてい

る中、重要性も高まってきています。

　福祉用具はリハビリや、ケアの中でも一つの重要な手段となっていると思います。アンテナを張り

ながら、‘笑顔’のあふれる生活のためにも、体験を通して、多くの人間が、知ることも必要なのかも

しれませんね！

ハンドル部分の角度設定、前腕部の支持性に特化しているような印象を受け

ました！

また、従来は前腕手掌面で支持され、脇を開いてしまうような状態もありま

したが、支持面が変化するだけで、体幹を安楽な姿勢で保持することができ

るように思います。また、ハンドル部の角度設定があることにより、痙性の

コントロール、状態に合わせたこまめな姿勢管理にもつながるかと思います。

各製品、背張り機能、姿勢保持機能へのアプローチがみられています。

シーティングでの姿勢保持も必要となりますが、常に、行うことが難し

い環境もあります。各種車いすの機能性の判断、再現性のある対応を検

討する上で、一つのきっかけにもなりそうです。従来以上に骨盤周辺の

安定性も高まっています。各社、背張りに対する工夫も様々みられてい

ますので、対応の幅も広がりそうです。

　新しい年度が始まり9月で半年になります。私は今まで他県士会に所属し介護保険の分野で働いていま

したが、今年の3月から島根県士会に移り、縁あって今の就職先でも介護保険の分野で働くことになりま

した。あまり意識していませんでしたが早いもので、今年で7年目になりました。周りからするといろい

ろと任せられることも増えてきているころだと思います。

　私は専門学校卒業ですが、その時の先生から卒業の際にもう一つの作業療法士免許証をもらいました。

『生涯あくまで自分は初級作業療法士である』謙虚な気持ちをずっと忘れないようにと言われたことを覚

えています。年齢・経験年数はこれからも重ねていきますが、新人のときと変わらず謙虚さを忘れず、自

己研鑚することができるように心掛け、作業療法を通して対象者の方へ還元できればと思います。

新人奮闘記
介護老人保健施設

　　昌寿苑　松崎　真也
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　どうもこんにちは。マシュマロ系男子のジャスミンよ。実際マシュマロと言うよりミ

シュランマンだけど。さて、前号にも掲載しておりました枝豆たちなのですが、見事に

壊滅してしまいました。原因はプランター栽培による肥料の不足、石灰などで消毒出来

なかったこと…原因を数えればキリがありません。しかし挫けてばかりはいられません。

　話は逸れますがみなさんはオクラが上に向かって伸びること知っていましたか？恥ず

かしながら私は今回の栽培で知ることとなりました。

　写真をご覧ください。曇天雨天の天候ですが、ま

るで空に向かって伸びてるみたいですよね。しかも

すぐに収穫しないと筋張って硬くなる繊細さもあり

ます。

　残念だけど今年は上手くいかなかった栽培。栽培

に限らず多少失敗することもあるけれど、次大きく

ジャンプするための溜めの時期だと思って今は耐え

る。次回に活かす。オクラのように上に向かって伸

びる。私はオクラになりたい。

ちょっと一言つぶやくわ。

第二回　オクラになりたい。

学会の
　お知らせ
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　いつも福祉用具については、こちらの思いと使用する方の思いや感覚が中々しっくりこず悩むこと

が多いです。今号では比較的福祉用具に関連する記事が掲載されております。また参考にさせていた

だきたいと思います。

　さて、気が付くと平成 27 年も終わりがみえてきました。気忙しくなってきますが、落ち着いて日々

過ごしていきたいと思います。

編集後記

　　　　　　☆☆☆会費納入について☆☆☆

県士会会費納入はお済みですか？
今一度ご確認の上、納入が完了していない方は速やかにお振込み下さい。

　未納3年を超えると退会となることがあります。

　ご確認の上、速やかにお振込下さいますようお願いいたします。

　平成 27・28 年度、保険部副部長を務めさせて頂くこと

になりました、松江市立病院に所属しております岩本　

悠です。

　保険部では、診療報酬改定の情報等をメール配信・HP

掲載、問い合わせ対応、年度末には診療報酬改定の伝達

講習会と保険部研修会を開催しております。今後とも、

メールと HP 保険部欄チェック、研修会への参加宜しくお

願い致します。また、幅広い領域で対応できるよう多く

の部員を募集しております。部会も勉強会を兼ねていま

すので、ぜひご興味のある方は保険部メールに返信もしくは直接保険部員に連絡

下さい。秋吉部長を始め、部員の皆様と協力しながら、楽しく活動していきたい

と考えております。

　県士会に関わることとして、11 月 1 日（日）当院と隣接する松江市保健福祉総

合センターで開催予定の県学会準備が、実行委員の皆様のお力で着々と進んでお

ります。多くのご参加を期待しております。

　最後に私事ですが、松江市立病院身体障害者当事者家族会『田和山たんぽぽ会』

設立して 9 年目に入ります。患者家族会に関わっておられる方、これから立ち上

げようとされる方、ぜひ共同企画等で輪を広げることが出来たらと考えておりま

す。お話し頂ければ幸いです。

新理事の横顔


