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　モザイクとは「図案に従ってタイル・石・ガラス・卵殻などの素材を基盤に貼り付け、いろ
いろな装飾品や灰皿・コースター・ブックエンドなどの実用品を作ったり、建物の床や壁の装
飾に利用する手法」。起源はメソポタミアでB.C3000年頃とも言われ、日本には明治以降に公共
建築物の壁や床を中心に利用されてきたようです。

１.身体的側面への治療的応用

　　「タイルニッパーを握ってタイルをカットする」
　→手指の屈曲力を増強する(手関節の伸展も伴う)。
　　「ニッパーを握る程の屈曲力がない手では、
　　　接着剤を押し出す」
　→弱い屈曲力を強化できる。
　　「カットしたタイルを目的の場所に並べる」
　→つまむ能力と目と手の協調性・手の巧緻性向上。
　　　ピンセットを用いればより高度の感覚・運動能力訓練になる。
　　「作業時間」
　→完成までに長時間必要な為、座位・立位の耐久性を高める。

２.精神的側面への治療的応用

　　「デザインや色を考え決定する」
　→企画力・構成能力が向上。
　　「カットして並べる工程が繰り返される」
　→精神的耐久力・集中力が要求される。
　　「タイルをカット・（ニッパーを使わず）
　　　ハンマーで割る」
　→潜在的な攻撃エネルギーを昇華させる。
　　「複数人で大きな作品を制作する」
　→他者と言語的・非言語的交流を持ち、協調し、
　　　或いは妥協しながら作品を完成する経験になる。

３.タイルモザイクの特徴

　　＜長所＞　見た目が美しく失敗しにくい。作品の大きさを自由に段階付できる(例：テー
　　　　　　　ブル、花台、コースター等)。素材はタイル以外に日常のモノ(石・ビー玉・お
　　　　　　　はじき・卵殻・貝殻等)でも作れる。
　　＜短所＞　破片が飛散したり、ニッパー等刃物でケガをする可能性がある。
　　　　　　　（対処法：透明なビニール袋の中でカットすれば、飛散しない。）

４.おまけ

　　あるテレビ番組で、玄関ポーチを手作りする家族がいました。材料は、レンガと子供の好
　　きなビー玉も並べ、可愛い手作りモザイク玄関ポーチの完成!　ステキですね!!

島根リハビリテーション学院　　
　　　　　　金弦　敬子

作 業 を

知 る
タイルモザイク

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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　団塊の世代が後期高齢者を迎える2025年、日本はこれまでに人類が経験したことない超高齢

化社会を迎えます。その時65歳以上の高齢者人口は3700万人、カナダ1国の人口より多い高齢

者人口が一挙に、この国の都心部を中心に出現することになります。これだけの大規模の高齢

人口が一つの国に出現した経験は今までどこの国

にもありません。この危機を乗り越え高齢者が過

ごしやすい街づくりに作業療法士が果たす役割

は大いにあると考えます。そんな中、買い物が苦

痛だと感じている高齢者がショッピングセンター

（以下：SC）で、開発した楽々カートを使用し、

楽に快適に歩ける環境を整え、高齢者が活動でき

る「買い物リハビリ」モデルを弊社は展開してい

ます。本モデルはEBMに乏しく、またSCまでの送

迎による問題などの多くの壁があります。

　ICFの視点で「買い物リハビリ」考えとき、生

活していくために欠くことのできないSCでの活動支援は、生活機能である「心身機能」・「活

動」・「参加」にバランス良く介入できると手段と示唆しています。2015年施行の改正介護保

険法で要支援者の介護予防事業が地域支援事業に

移行していくなか「心身機能」の改善を図る機能

訓練は生活機能の維持向上に効果の高い介入であ

る。しかしそれらに加え作業療法士として強みと

する「活動」・「参加」という本来人間が生活を

営んでいくための必要な活動支援のフィールドを

SCから構築していきたい。

　終わりに医療福祉の専門職である作業療法士が

病院・施設というフィールドから少し視点をずら

すと一般の地域社会でも専門性を十分に発揮でき

るフィールドが多々あります。高齢者の在宅ケア

が求められ、全国各地で地域包括ケアシステムの

取り組みが動きだしている昨今、医療福祉の立場から離れ街や暮らしの抱えている課題に向き

合うことで、高齢者に対する新たな作業療法が展

開できると考えます。

・長い距離の歩行がしづらくなった方への

　買い物カート「楽々カート」

・楽々カートを使用した「買い物リハビリ」が

　できるショッピングセンター

　　鳥取県米子市、「ホープタウン」

　　鳥取県米子市、「箕蚊屋丸合店」

新たな作業療法士の

　　　　　　フィールドを求めて

光プロジェクト株式会社

　代表取締役　杉村　卓哉
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　2014年6月18日～21日にかけて、横浜（パシフィコ横浜）で開催された第16回世界作業療法

士連盟大会・第48回日本作業療法学会に参加してきました。世界大会は、4年に一度開催され

ます。余談ですが、サッカーのthe World Cupも4年に一度開催されます。6月にブラジルにて

開催されました。日本は惜しくも予選にて敗退しましたが・・・　

　折しも同じような時期に開催された世界大会を兼ねた日本の作業療法学会は、約70か国か

らの作業療法士が集い、約5,000名からの参加者が「伝統を分ち、未来を創る」というテーマ

のもとに盛大に開催されました。日本における「作業」や「作業療法」の伝統を共有し、現

在の取り組みと未来への可能性を示す場としては、有意義で世界をリードできる格好の機会

となったのではないでしょうか。

　基調講演、シンポジウム、口述、ポスター、ワークショップ等を含め、約2，700題の演題

発表がありました。そのため、臨床・教育・研究をはじめ、多数の分野での報告がなされま

したが、私が最も注目したのは、やはり「作業」に関するセッションでした。各セッション

で語られていたことを私なりに解釈すると、「ある人が、ある環境で作業を行うこと」こそ

が、作業であります。作業の実践には、人―環境―作業の一体的な関係性を欠くことができ

ません。世界の作業療法では、人の変化（病気や障害の改善）以上に、人と環境、作業の関係

性を全般的にとらえることの重要性を説いています。

　日本の作業療法の歴史も約50年を迎えようとしています。この日本では、約8割の作業療法

士が病院勤務であり、医療職として、診療報酬の範疇で活躍してきております。

　これからは、地域で作業を行う「地域作業推進職」としての一役を担う作業療法士が増え

るべきではないでしょうか。

　今回の学会では、世界の動向を知ることで改めて、「作業」や「作業療法」の在り方につ

いて考えさせられました。環境の変化によって、人の行動が引き出される現象をアフォーダ

ンスといいます。この日本の作業療法に対する認識（認知）が更に深まれば、社会のニーズ

として作業療法が求められる時代が訪れるでしょう。その時代に、地域を主体とした作業実

践を示すことができる作業療法士がいなければなりません。そしてグローバル社会である今

こそ、社会環境が作業療法の多様性を求める時代に突入しているように感じます。

第16回世界作業療法士連盟大会

第48回日本作業療法学会
島根リハビリテーション学院

　　　作業療法士　石倉　健一

報告

平成26年度　診療報酬改定に関する
　　　　　　作業療法士の対応状況調査

島根県作業療法士会

　　保険部長　秋吉　正広

はじめに

　平成26年4月に診療報酬改定が行われ、作業療法士（以下OT）は様々な面で職名記載がされ、

社会保障の一端を担うことが期待されている。

　改定に先立ち日本作業療法士協会（以下協会）は診療報酬改定に関する要望活動を行ってい

る。作業療法が有効なケースであっても、制度上作業療法の実施が認められていない場合や、

現実にそぐわない制度もあり、要望活動はこうした問題に対して意見を述べ、制度改正を求め

る重要な活動である。

　よりよい作業療法を実践するためには制度面からの検討も重要であり、そのためには現場の
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状況やニーズ等の把握が前提として必要となる。

　今回は診療報酬改定で新設された基準に関する項目と協会の要望事項に関する項目を中心に、

島根県のOTの従事状況を調査し、島根県作業療法士会（以下県士会）の役割を考察したのでこ

こに報告する。

調査概要

 県士会会員所属52医療機関に調査票を郵送し31施設から回答を得た（回収率60％）。平成26年

7月25日～8月10日に7月1日時点での状況を調査した。

調査内容・結果

 平成25年9月25日に厚生労働省に提出された協会要

望事項に関する項目について、OTの従事状況を調査

した。呼吸ケアチーム、緩和ケアチームともにOTの

従事はないが、緩和ケア病棟入院患者への作業療法

は積極的に行われている。

　平成26年度改定において新設された施設基準等へ

の対応を調査した。新しく職名記載された心大血管

リハ料では1施設が対応し、OTの従事が確認された。

地域包括ケア病棟についてはOTの専従もある他、現

在開設準備中である施設もあり、今後増加するもの

と思われる。認知症リハ料は1施設が実施し9名のOT

が従事している。介護保険リハ移行支援料は1施設

の実施の回答があった。

　ADL維持向上等体制加算、精神科重症患者早期集

中支援管理料は実施回答がなかった。精神医療分野

では精神療養病棟入院料の要件として退院支援相談員が、精神保健福祉法改正により医療保護

入院者に退院後生活環境相談員の選任が必要となったが、退院後生活環境相談員に1名の従事

が確認された。

まとめ

　日本作業療法士協会要望事項に関する調査では、緩和ケア病棟におけるOT実施が確認された。

「緩和ケア病棟におけるリハ実態調査」からもリハの必要性は明らかであるが、包括医療のた

めリハ料算定ができないことが問題となっている。これに対し協会を通して制度改正を求める

こと、現場からは県学会や事例報告、協会事例報告制度を通し、実践の積極的な報告をお願い

したい。その他の項目についてOTの従事がなかったが、これらについても各施設でOTが行える

ことを示し積極的にチーム医療に参画することが必要である。

　B新設施設基準に関しては、新たな基準へは移行段階であることが伺えるが、県士会ではそ

の対応状況を随時確認把握し、新たな基準を活用できるよう情報収集を行い、必要に応じて会

員への情報提供や相談対応が必要であると考えられる。

謝　辞

　この度は保険部の調査にご協力いただきましてありがとうございました。調査に当たりまし

ては記載の方法等わかりくい点が多々あり、ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。得

られました結果は会員の皆様の日々の業務に役立つよう活用してまいりたいと思います。また

保険部では引き続き現場の状況を調査しながら、制度面からのバックアップを充実していきた

いと思います。今後ともご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
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　査読について

　平成26年度より島根県作業療法士会では査読委員による査読の実施をしております。

対象は島根県作業療法学会及び生涯教育制度にある現職者共通研修事例検討に投稿された研究

発表論文または事例報告です。

　査読により倫理上の問題や内容の確認等を行い発表内容の水準を高める目的で行います。

投稿文は1題を3名の委員で査読し、「無修正で掲載可」「修正後掲載可」「修正後再査読」の

3段階で判定します。

　詳細に関しては、一般社団法人 島根県作業療法士会 HP(http://www.shimane-ot.jp/)を

ご覧ください

　また、会員の皆様から査読につてのご意見等ございましたら遠慮なくお知らせください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　松江青葉病院　作業療法室内

　　島根県作業療法士会 学術部　中林章子

　　E-mail：ot@matsueaoba.or.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　皆さん、こんにちは。7月12日・13日は、広島市にて全国で初めて、ブロック規模による生

活行為向上マネジメント（以下MTDLP）研修大会が開催され、180名余りの参加者が集いました。

1日目は、講師よりMTDLPの開発経緯や概要、日本作業療法士協会の意気込みをふまえた話しが

ありました。2日目は、各県代表者のMTDLPを用いた研究事例が発表され、島根県士会からも高橋

里佳さんの事例を基に、参加者が学ぶ機会を得ました。また、各コースに分かれ、参加者が持

ち寄った事例検討会や事例を用いてシートを記入することなどの演習を行いました。

　参加者の多くは、実際にMTDLPを用いた経験がない方がほとんどでした。MTDLPは、昨年より

協会誌や県士会誌で取り上げられたばかりで、実践をふまえた認知度は低いことが予測されま

す。対象者や分野により、MTDLPを用いることに躊躇される方も多いと思いますが、皆さんも是

非、挑戦してみてはいかがでしょうか？

　ところで、MTDLPを実践されている方から話を聴くと、対象者と合意した目標設定をするこ

とに困難さを感じていることをよく耳にします。「合意した目標」とは、作業療法士と対象者

の目標とする作業（生活行為）が一致した状態を示します。

　私事ですが、臨床現場にいた時、私は、あたかもルーチン化されたようにADL訓練を行って

いました。今思うと対象者の生活の中で狭義のADLに重点を置く必要があったのか？対象者に

とっての意味や将来を見据えた機能をもつ作業（生活行為）を導きだしていたのか？と私の考

えに偏った目標設定であったことを反省しています。　

 合意した目標は、対象者、家族、作業療法士、他の医療従事者など、それぞれの意見が提示

され、公正に検討された結果、導かれるものだと思います。しかし、実際には不均衡な状況は

起きているようです。

「何が対象者にとってウェルネスとなる作業（生活行為）か？」その判断材料として、倫理学

や民俗学、社会学といった環境面に沿った知識も作業療法士にとって必要になるかもしれませ

ん。

　嚥下障がいをもつ方が「家に帰って餅が食べたい」と言われたら、皆さんは合意した目標を

どのように設定しますか？

生活行為向上マネジメント推進活動
～中国ブロック研修会報告と実践から見えてきた「作業」の在り方について～

島根リハビリテーション学院　

　　　　　　宇都宮　賢一
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　現在全国的に、来年度の介護報酬改定を見据えて、生活行為向上マネジメント推進活動は加
速しています。前号の県士会ニュースで、宇都宮推進委員の報告もありましたように、当県士
会も遅れをとらぬよう、「島根で作業を学ぶ会（ＳＯＭＧ）」とコラボレーション研修会を開
催しました。
　生活行為向上マネジメントを用いた学会発表の数も増えています。ぜひ一度このツールに触
れる機会を持ってください。

　今回はプランシートです。前回お話ししたように、事例登録や学会発表用に、マネジメント
シートが作成され、聞き取りシート・アセスメントシートそしてプランシートが１つになって
います。プランシートとマネジメントシートの大きな違いは、生活行為工程分析が割愛されて
いるところです。生活行為工程分析は、我々作業療法士が最も得意とする、活動分析であった
り、作業分析です。
　このシートは、目標達成のために具体的にプログラムを立案します。プログラムは、基本的・
応用的・社会適応的に段階づけて考案します。つまり心身機能だけでなく、新たな生活行為の

実施方法や、福祉用具の利用など環境調整も含め、トータルに考えることが必要です。そして
いつ・どこで・誰が支援していくのか明確にし、対象者自ら取り組むこともプランに盛り込み
ます。

『生活行為向上マネジメント』とは … パート
５
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　山陰地方に新たなリハビリテーション勉強会グループが立ち上がりました！！

　当グループは「6つのN」を理念とし、山陰の地域ごとの1１名の世話人と５名のスタッフが

中心となり運営しています。

主には定期セミナー(月一回)と企画研修会(不定期)を開催しています。

定期セミナー：松江市民活動センター（スティックビル）を主会場に月一回の頻度でテーマに

　　　　　　　沿った講師をお迎えし講義形式のセミナーを開催しております。

　　　　　　　現在で12回開催しており、オープン化してからは毎回100名を超えるセラピス

　　　　　　　トにご参加いただけています。テーマは神経生理学の基礎、セラピストの思

　　　　　　　考の組立て、基本動作、ADLなど多岐にわたり臨床実践に直結する内容を企画

　　　　　　　しています。

企 画 研 修 会：不定期で講演会、研修会を開催しています。講師、座長共に日本の生理学研

　　　　　　　究者、リハビリテーション従事者の中でもトップレベルの先生方をお招きし

　　　　　　　て、「理論」を基に臨床を解釈できるような機会を提供しています。(25年は

　　　　　　　日本における小脳研究の第一人者の東京大学大学院、総合文化研究科広域科

　　　　　　　学専攻生命環境科学系、准教授の柳原大先生をお迎えし、中国、四国、近畿

　　　　　　　より120名の参加者のもと盛大に開催されました。)

　今後も山陰のリハビリテーション従事者の良き学びの場となるよう会を継続、運営してい

きます。

　FacebookやLINEなどを利用した広報、また各施設にFAXを利用し研修アナウンスを定期的に

行います。今後ともご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

N-reha (えぬりは)のご紹介

Neurology…「神経-心身-環境」がどう繋がり影響し合っているかを学べる場に。

Need ……… 地域のセラピストが「求めている」内容をアンケートなど利用し実現させる。

Near ………「身近」に感じて参加しやすい研修会運営。定期セミナーの参加費は安価で。

Neutral …… 特定のコンセプトに偏ることなく「中立の立場」で運営する。

Nurture…… 松江・出雲・米子圏域のセラピストのつながりを「育む」ことのできる場を目指す。

Necessary… 研修会開催が少ない山陰地域にとって「必要とされる」研修会を目指す。

（定期セミナーの様子） （講師、世話人、スタッフでの一枚）

世話人代表　松江生協病院　　　　　　　　　　作業療法士　元廣　惇

　　　　　　出雲市民リハビリテーション病院　理学療法士　足野正洋

　　　　　　出雲市民リハビリテーション病院　作業療法士　藤井寛幸
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　8月21日にいずも福祉用具プラザにて行われた床ずれについての研修会に参加させていただ

きました。講師には、株式会社ケープより床ずれの現状、福祉用具の選定などの面からご説

明頂きました。

　実際、現場において私たちセラピストが、褥瘡の‘治療’として介入することは少なから

ずあると思います。ですが、治癒に関わる以前の部

分に気づいていかなければならないと感じています。

では、果たして私たちが褥瘡に対して、正しい認識

を持てているのか？という部分について話をされ、

改めて再認識する機会となりました。

　では、マットレスなどの選定にあたり、『褥瘡が

あるから。』ということで、使用目的を明確にして、

選定をできているでしょうか？？

　福祉用具の良い部分、悪い部分、対象者に適して

いるのかどうか、様々な視点からの評価が昼用と

なります。

　対象者にとって、本当に快適な姿勢をケアして

いくためには、やはり寝てみることが大切だと感

じました。

　また、‘得手体位’というものも、人それぞれ

にあるようです。‘得手体位’とは、何気ない姿

勢にも、右利き又は左利きのように得意不得意が

あるということだそうです。褥瘡に限らず、対象

者自身の過ごしやすさを追求していくことも必要だと感じました。

　今後も、いずも福祉用具プラザにて、様々な研修会を開催されるようです。一般の方向け

の勉強会や、今回のような、医療・介護向けの研

修など、随時情報をチェックしてみるのも、新た

な‘気づき’の一つのきっかけになるかと思いま

すので、ぜひ！！　　　　　　　　　　　　　　

　　

医療・介護に関わる全ての関係者向け

～床ずれ対策を深めよう～

株式会社アミーゴ島根

　　　　　岡　哲也
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腰痛予防に対する福祉用具の活用（全３回）

～第2回　福祉用具の活用法～

　前回に引き続き今回は福祉用具の活用についてお話します。

≪スライディングシートの活用≫

　種類が多いですが丈夫で滑りやすいものを選びます。ロールタイプ、シートタイプとありますが、

使い方次第でどちらも有効に使えます。シートタイプは折って使うので、寝返りなどでは重宝します

し、ロールタイプであればロールになっているので使いやすいですが、折り方の多様性が少ないで

す。使い方として、背面に敷いて身体を上方へ滑らす、左写真のように

体位交換の際にも使用ができます。利点としては少ない力で身体を動か

せる、エアマットなど沈み込む上でも活用ができます。なにより対象者

の身体的苦痛を軽減できます。また摩擦が少ないのでリハビリの練習場

面、背臥位での股関節外転運動時などにも活用ができます。注意点とし

ては、よく滑るので力の入れすぎには注意が必要です。シートタイプの

種類によっては滑りやすい方向がある為、それを含めた操作指導・練習

が必要になります。また汚染した場合は清潔に保つことも必要になって

きます。

≪スライディングボードの活用≫

　スライディングボードの素材も様々ですが選ぶ上では丈夫、滑りやす

いものを選びます。ポイントはアームサポートが外れる車椅子が必要で

あり、坐骨を乗せることで移乗がスムースになります。また、立ち上が

り困難な方で、上肢でいざりができる方は自分でいざり、機能を活かし

た移乗動作に繋がります。大きさ、形状の選択は対象者に合わせた仕様が必要となります。移乗する

方向によってベッドの高さを調整する（移乗する先を低くする）などの工夫をすることで、より移乗

がしやすくなります。坐骨に乗っていないとスライドする時にボードが一緒に動いてしまうので注意

が必要です。

≪リフトの活用≫

　床走行型(スタンディング式、つりさげ式)、天井走行型とありますが、前回

紹介した、スタンディング式を紹介します。これはスリングの種類も多く、腰

回りを邪魔しないスリングを使用すれば排泄介助やケアが一人でも可能です。

座位のまま装着が可能であり小回りが利きやすく屋内の使用でも有効に利用で

きます。移乗以外に立位練習に使える等様々な場面で活用が期待されていま

す。家屋の段差や動線に合わせた選定が必要となります。介護保険でレンタル

をする際はレンタル単価が高く、多くのサービスを利用されている方に対して

は限度額を超える可能性がある為注意が必要です。またスリングの装着方法が

不適切であると上手く立ち上がることが出来ないことも多いので、介助者への

指導や装着の練習が必須となります。

≪福祉用具の活用について≫

　紹介した福祉用具については、操作方法に慣れるためにも実際に使用して体感する事をお勧めしま

す。紹介した以外の福祉用具も便利なものはたくさんあります。今後この福祉用具を通してどのよう

な導入を検討するか。施設・病院でどのような取り組みをすればよいか？など最終回に掲載できたら

と考えています。

11月に腰痛予防の研修会を当グループで企画しています。

詳細は追って県士会HPやブロックメールでお知らせいたします。

興味のある方はぜひご参加ください。

事業部　福祉用具グループ

　浜田医療センター　岩根　寛
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　平成 17 年度より大田圏域（大田市、邑智郡）のリハ職を中心に勉強会や活動交流会を開催

しています。

　当会は世話人（大田市立病院等のリハ職）が中心となり運営し、毎回 30 人程度の PT、OT、

ST の参加があります。

　平成 26 年度は 6 月に大田市立病院において「新人紹介」「地域で抱える課題の検討」「つど

いの方向性の検討」を行いました。新人さんは緊張感溢れる発表でしたが、顔の見える関係づ

くりの第一歩が踏み出せる会でした。今後も大田圏域のリハに関係する職種が集まり、連携を

深めていきたいと思います。興味がある方は、一度ご参加ください。

　なお、秋に圏域内の地域包括支援センターから講師を招き、地域包括ケアに関する勉強会を

計画しています。

　今年度、６月に開催された総会において承認を受け、当チームが活動することとなりました。

　今年度は、現状を把握するため県や市町村、会員の皆様へのアンケート調査を予定していま

すので、ご協力をよろしくお願いいたします。今回から少し紙面をお借りし、地域包括ケアに

関する情報をお届けします。今後も定期的に情報発信いたしますので、よろしくお願いします。

◎地域包括ケアのすすめ　第1回～地域ケア会議について～

大田市立病院　小林　央

　地域ケア会議は地域包括支援センターが主催し、困難事例等を医療や介護の専門職が協働し

て個別課題の解決を図るとともに介護支援専門員の自立支援に向けたケアマネジメントの実践

力を高める会議です。個別ケースの課題分析を積み重ねることで地域課題を明確化し、その解

決に必要な資源開発や地域づくり、介護保険事業計画に反映する政策形成までつなげることが

目的です。

　この度（平成26年9月18日）大田市高齢者福祉課の主催する地域ケア会議に参加し、2事例の

検討を行い、①介護度の改善したケースがさらに役割賦活や活動参加につながる支援の検討、

②在宅における服薬管理とその多職種支援について課題分析を行いました。地域によってサー

ビス事業者の数や種類にも差がある中で、作業療法士等も参画し助言することで新たなケア計

画の検討につながる協議を行ったほか、医師や薬剤師からの在宅支援といった現状と課題に活

発な意見が交わされました。　

大田圏域における多職種連携の取組
～大田圏域リハビリテーションの集いの紹介～

島根県立こころの医療センター

総合リハビリテーション室

　　　　　　　　　持田　怜
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　おかげさまで娘も7月で一歳になり、「まんま」から「ネンネ」「ないない(片づけ)」も言えるようになり、

食事の前後には合掌もできるようになりました。娘のブームは真似ごっこで、「ちょちちょち　あわわ」

「おつむテンテン」や、着替え・ジャンケンも真似して喜んでいます。

　現在、我が家は夫の両親と同居なので5人家族です。娘は家族に交代しながら遊んでもらっています。

祖父母からは昔ながらの手遊びや歌遊びで遊んでもらっています。主人は私がお風呂に入っている間

に、娘と遊んでくれたり寝かしつけてくれます。とても助かっています。

　「子供は風邪の子」「子供は放っておいても大きくなる！」等言われますが、子供が熱を出した時、

育児に慣れない私はアタフタしました。そんな時、祖父母から「冷えピタをオデコに貼らず、タオル

に貼りそれを枕にして寝かせるといいよ」と聞き、早速試しました。氷枕まで必要ではないが、頭を

冷やしたいときにピッタリでした。子育ては育児書に書いてあるものではなく、経験が大事と言われ

ますが、それを実感した一面でした。娘が夏バテでご飯を食べないときは、ミルクを飲ませましたが

私は心配で心配で・・・そんな時、主人がご飯を食べなかった娘にボソっと「好きな人でもできたか ?

　許さんぞ。」と・・・（笑）

　臨床現場では、対象者とご家族も含めてリハビリテーションについて考えてきたつもりでした。今、

私が子育てをしながら仕事を続けられるもの家族のおかげであり、特に主人の存在は大きく、心身共

に支えてもらっています。リハビリテーションに対する家族の捉え方、まだまだ私の視野は狭かった

な (^^ ゞと実感させられました。

第４回

奮　闘　記ママさん

日常の景色の中に

　　　住環境は 十人十色
松江生協病院

　リハビリ科　岩田　竜太

　こんにちは。職場の関係上、患者様のお宅へ退院前訪問として行かせて頂くことがあります。

自分は病院勤務という事もあり、院内では患者様の自宅を再現したり環境を想定した訓練にも

限界があります。その為、患者様の生活様式や家屋環境に触れれることはとても貴重な体験で

あると感じます。

　さて、今回は入浴の場面について考えてみたいと思います。これからの季節は肌寒さもあり

シャワーだけじゃなく湯船に入って体を温めるような期会も増えてくると思います。しかし湯

船に浸かるということは浴槽を跨いだり立ち座りなどの動作が必要になってきます。

　色々な要因でそんな動作が困難になった場合には、手すりを設置することがほとんどだと思

います。しかし日本家屋や構造上設置できない壁がある場合はどうなるでしょうか。配管や金

属製のタオル掛けを手すり代わりに使われる方もいらっしゃいます。場合によっては手すりも

手作りの方もいらっしゃいました。改修や環境調整の仕方も生活様式も十人十色で、退院支援

や他の患者様からの相談など受ける際にはいつも勉強になります。訪問などで患者様のお宅へ

お邪魔する事はとても貴重な経験だと思います。

　自分の風呂や家ではどんな工夫をしているのか、出来るのか考えてみたいと思います。
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　ランチ食べ歩き日記

　　　　　　　　　　第７回「学生の記憶」

　どうもみなさん、はじめまして。

　ジャスミンの弟のトムです。ジャスミンより、バトンを受け継いだので、これからは代わり

に私が食べ歩き日記を書こうと思います。拙い日記ですが、みなさん、一息ついでに見てやっ

て下さい。

　さて、さっそくですが私、７月に出雲朱鷺会館で開催された勉強会＆福祉機器展に参加して

きました。

　勉強会では、学生の時にふと戻った内容だった気が・・・（生理学・解剖学など苦手だった

記憶がorz・・・＾＾；）

　福祉機器展示では、たくさんの業者が来られており、車椅子・バギー・オルソーチェアー・

さらにはスヌーズレングッズなども体験することが出来、とても良い時間でした。

私自身勉強会に出ると、今の自分の知識や技術の無さを再認識させられるので、これを機に、

改めて頑張りたいと思います！！

　そうそう、肝心のランチですが、帰りに職場の同僚と一緒に出雲のラーメン屋に行ってきま

した。見た目はこってりだったけど、食べたら以外にもあっさり・・・多少のギャップに驚い

たけど、なかなか美味しかったですよ。

　さてさて、今度はどこにランチをしにいこうかな・・・。また会いましょう。

新人奮闘記

　私は現在デイサービスに勤めており、４月の入職した日から約半年が過ぎようとし

ています。専門学校に在籍中も作業療法とは何か考え、就職したら何かしらの答えが

見つかるであろうと思っていましたが、就職しても尚悩む日々です。お客様に対し、

作業療法士として何が出来るのか分からず悶々としては専門学校の恩師に話を聞いて

もらっています。恐らく作業療法とは何か…この先も考え続けていくのだと思います。

最近は、考え続けることが大事なのではないかと思い始めてきました。お客様により

良いものが提供できるよう、現在の自分に満足せず、お客様の幸せを援助したいと思う。

　そして、私は実家から職場に通っていますが、朝起きれば朝食を一緒に食べてくれ、

どれだけ夜遅くなっても帰れば晩御飯が用意してあります。私を支えてくれる家族が

いて本当に幸せです。そんな幸せを感じつつも、４月からコツコツと貯金をしており、

旅行に行って来ようと思います。ついでに色んなものを発散しようと計画中で、仕事

終わりに妄想しながら帰宅するのが毎日の日課となっております。悩むこと、考える

ことが尽きないですが上手く楽しみを作り、これからも頑張っていこうと思います。

つたない文章で申しわけありません。以上で終わります。

約半年が経過し…
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□編集担当　　石倉健一・白鹿真之介・植田泰斗・岩田竜太・江角奈緒子・遠藤早紀・飛田翔子

　　　　　　　妹尾麻美・大中信祐・岡　哲也・足立貴哉・有田里恵

□投稿（400 字程度）、提案、情報提供を歓迎します。

発行所　〒 699-1511　島根県仁多郡奥出雲町三成 1625-1

　☆☆☆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。

一般社団法人島根県作業療法士会広報部　島根リハビリテーション学院（TEL 0854－54－0001　FAX 0854－54－0002）

　　　　　　　　　発行者：泉　靖司／編集者　石倉健一・白鹿真之介

　　　　　　　　　印　刷：障がい者支援施設　授産センターよつば（〒 690-0131　松江市打出町 43）

編集後記

　稲刈りの後の田んぼを見ると、何か寂しく感じます。季節の変わり目は、時が経つのは早い

なあといつも思います。

　さて、今回のおおはごんは恒例の新入会員の紹介となっております。毎年思いますが、少し

ずつ増えていく仲間たちを心強く感じます。新入会員の皆様、これからよろしくお願いします。

お知らせ

財
務
部
よ
り


