
平成28年７月15日 一般社団法人 島根県作業療法士会ニュース

1

Vol.29　　No.1

　本年は、日本作業療法士協会設立50周年となり、キャッチコピーを、「これからも　あなた

と共に　作業療法」として、協会としても盛大に記念事業の開催が企画されている。その一つ

として、各県士会単位での、普及啓発・会員の求心力を高める企画の依頼があり、当会として

は、例年開催している「県民普及事業」をグレードアップする形で、作業療法推進局（広報部・

渉外部・事業部）が運営主体となり、9月24日（土）～25日（日）、松江イングリッシュガーデン

に於いて「作業療法フェスタ」を、盛大に開催予定である。

　テーマとしては、近年、高齢化と核家族化が進み、介護負担の問題は日本全体として大きな

問題となっている。そのような状況の中で、作業療法士は、残存機能を生かしながら、効率の

良い生活の獲得に向けて、日々取り組んでいる。その、スキルを県民の皆様にお伝えしたく、

「日々の介護に困っていませんか？～作業療法士が伝える介護のコツ」として、公開講座や

ワークショップを企画している。講師陣も県内で活躍されている先生にお願いしている。公開

講座では、県士会事務局長（大田市立病院）の小林先生に、作業療法士の役割や視点などをお

話し頂く予定にしている。それを受けて、ワークショップにて、福祉用具グループの皆様を中

心に、具体的な動作について講義と実技を開催して頂く予定にしている。

　また、例年開催している、作品展示や作業体験、治療過程のポスター展示に加え、県内養成

校や当事者会のブース設置を新たに計画している。

　当日は多くのご参加を頂きたく、後日チラシを配布させていただく予定ではありますが、会

員の皆様にも、お忙しい中とは思いますが、お誘いあわせご参加頂くと同時に、友人知人の方

や、関わっておられる対象者の方などに、御声掛けを頂き、「作業療法フェスタ」を会員の皆

様と一丸となって盛大に開催したいと考えておりますので、宜しくお願いいたします。

日本作業療法士協会　設立50周年記念事業　
　　　　 
作業療法フェスタの開催に向けて

作業療法推進局　事業部

堀江　利光　　陶山　幸弘

【講座予定】
◆ワークショップ①　岩根寛先生（浜田医療センター）「寝返り・起き上がり動作について」

◆ワークショップ②　岩根寛先生（浜田医療センター）「移乗動作について」

◆公開講座　島根県作業療法士会事務局長　小林央先生　「作業療法士の役割について」

◆ワークショップ③　佐藤千晃先生（島根大学医学部）「排泄について（おむつの当てかた）」

◆ワークショップ④　山﨑敦広先生（玉造病院）「歩行・移動について」
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（社）日本作業療法士協会設立50周年事業

『作業療法フェスタ』ワークショップ
　　　　福祉用具グループメンバー紹介

　9月24・25日の『作業療法の日』に県民の皆さんや各種関連団体の皆さんに対して『県民普及事業』

が開催されますが、皆さん今年2016年は（社）日本作業療法士協会が設立して50周年という記念すべき

年であることはご存知ですか？

　今年の県民普及事業は『作業療法フェスタ』と名前が変わり、これまで以上にたくさんの企画や催

しが予定されています。

　その中でも県民や各関連職種に対して『作業療法士が伝える介護技術』というテーマのもとワーク

ショップが行われる事になり、福祉用具グループメンバーも講師として協力させて頂く事となりました。

　ここではワークショップの内容と、講師の皆さんからの一言などをお知らせさせていただきます。

福祉用具グループ　代表

えだクリニック　松本　和広

9月24日(土)

　ワークショップ ①『寝返り・起き上がり動作について』　14：00-14：50

　ワークショップ ②『移乗動作について』　　　　　　　　15：00-15：50

　　　　　　　　　　講師：岩根　寛　先生（浜田医療センター）

　　一言コメント：車椅子やトイレ、起き上がりで力いっぱい抱えたり持ち

　　　　　　　　　上げたりしていませんか？

　　　　　　　　　腰痛の予防や介護の負担が少なくなるよう、福祉用具を

　　　　　　　　　使って少しでもお互いに楽な介助方法をお伝えしていき

　　　　　　　　　ます。

　ワークショップ ④『排泄ケアについて』　　　　　　　　14：00-14：50

　　　　　　　　　　講師：佐藤　千晃　先生（島根大学医学部附属病院）

　　一言コメント：当事者の方が快適かつ尊厳のある排泄ケアが行える方法   

　　　　　　　　　をわかりやすくお伝えしたいと思います。またおむつの

　　　　　　　　　選び方や当て方など体験を通して、おむつから漏れる原

　　　　　　　　　因を一緒に考えていきましょう。たくさんの方にお越し

　　　　　　　　　頂き、当事者の方の“笑顔”を一緒に作っていきましょう。

　今回のワークショップをきっかけに作業療法士が医療・介護の現場でどのようにその専門性を伝え

ることが、でき少しでも多くの皆さんに作業療法について知っていただければと思います。

　県士会員の皆さんもぜひ『作業療法フェスタ』に足をお運びください！

福祉用具グループ一同

9月25日(日)

　ワークショップ ③『歩行・移動について』　　　　　　　13：00-13：50

　　　　　　　　　　講師：山崎　敦広　先生（JCHO　玉造病院）

　　一言コメント：ワークショップ２では移動補助具として歩行車、シルバー

　　　　　　　　　カーについてお伝えさせて頂きます。購入品・レンタル

　　　　　　　　　品の分類、タイプ別使用方法、選定方法、フィッティン

　　　　　　　　　グの目安など、わかりやすくお話しさせて頂きます。
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特　集

　平成28年5月28日（土）14時より開催された一般社団法人 日本作業療法士協会平成２８年度定

時社員総会に出席いたしました。

　平成28年度重点活動項目の通り、国が推し進める地域包括ケアシステムの推進に作業療法士が

寄与する方策について具体的な検討がなされています。

　特には作業療法士の臨床思考過程を可視化した「生活行為向上マネジメント」の更なる普及と

発展、昨年度特設委員会設置がなされた地域包括ケア推進委員会活動、学術発展への取り組みと

して作業療法の定義改定など私たちが日々の臨床に向き合うだけでなく、作業療法士に今求めら

れるものへの取り組みが審議されました。

　翌日開催された47都道府県委員会を含め協会は

47県士会と協会とが一緒になり作業療法の発展を

力強く推し進めようとしています。島根県士会の

皆様もどうか協会ホームページ等をご覧いただき、

取り組みの詳細を確認されますとともに、様々な

方法で参画できる協会、士会の関係機関への働き

かけにご協力をお願いいたします。

　平成28年6月5日（日）男女共同参画センターあすてらす（大田市）にて平成28年度一般社団法

人島根県作業療法士会総会が開催されました。開催に際して、会員の皆様にはご協力をいただき

ありがとうございます。議案書及び開催後の議事録にて内容をお知らせしておりますので別途ご

確認ください。

　平成24年一般社団法人化より4年目を迎え、また次年度役員改選を控え、理事会は次世代を担う

人材育成と協会方針を踏まえた士会運営を進めてまいります。

　総会でもお伝えしましたが、日本作業療法士協会内に設置された47都道府県委員会は年4回開催

され、協会が国に働きかける作業療法士の活用について各県への周知と呼応するように士会活動

も少しずつ変化いたします。

　特に「地域包括ケアの推進」は私たち作業療法

士にとっても大きな課題であり、昨年度設置いた

しました地域包括ケア推進委員会を中心として会

員の皆様に適時情報発信をいたします。

　より多くの会員の皆様がお住まいの地域で「作

業療法士」という役割を担い、お近くの市町村と

の連携がなされるよう、要請がありました際には

どうぞご協力をお願いいたします。

島根県作業療法士会

協会総会
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【身体障害領域】

◯初期加算、早期加算の算定要件の見直し　診断名から状態が悪化場合や長期患者で診断名を

変更して算定可能か等疑問があったが、算定対象は「急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増

悪等の患者に限る」とされ、起算日は心大血管と呼吸器が「発症、手術若しくは急性増悪から

７日目又は治療開始日のいずれか早いもの」、脳血管・運動器は「（算定対象は）それぞれ発

症、手術又は急性増悪から180・150日以内に限り、その他は最初に診断された時点から180・

150日以内に限り」とし疾患別に整理された。

◯廃用症候群リハビリテーション料の新設➡平成22年度改定で脳血管が親でそれに準じた廃用

が子で少し点数が下がるが、点数良く何でも廃用でという流れが急増した結果、平成26年度改

定で疾患別リハ料の対象でない場合のみ算定可能となり減算された。その後も脳血管と関係な

い場合もあるので名称が分かりにくい、運動器不安定症をどう扱うか等の問題があった。今回

対象者を整理した改定となり、廃用症候群リハ料が新設、算定日数期限は診断又は急性増悪か

ら120日以内となった。

◯心大血管リハビリテーション料の施設基準の見直し➡Ⅱの点数が上がり、循環器医師や環境

スペースが整っていたら分野を広げて、方向転換していく流れが出来ていくと考えられる。

◯運動期リハビリテーション料の評価の充実➡Ⅰが僅かに5点だが上がり、前回改定時外来は

Ⅱ→Ⅰとなり、徐々に改善されてきている。

◯生活機能に関するリハビリテーションの実施場所の拡充➡在宅復帰に当たり敷地外リハは重

要でありながら、今まで算定不可であった。今回、医療機関外におけるリハを疾患別リハビリ

テーションの対象に含める方向となり、1日3単位までとされた。

◯要介護被保険者の維持期リハビリテーションの介護保険への移行等➡維持期は1月に13単位

に限り算定可能だが、今回改定で要介護被保険者等である場合6割、介護保険のリハビリ実績

がない場合は8割しか算定出来なくなり減算。しかし、ただ「介護保険に移行を！」ではな

く、病院から介護保険のリハビリに移行する際に、患者は不安で次に進めないので、一定の条

件をもとに併給にかかる規定を緩和する対処が提示された。目標設定等支援管理料をとって、

3ヶ月以内に医療保険の疾患別リハを受けながら、今後介護保険に移行することを目的とし

て、介護保険の方のリハビリを経験する場合、1ヶ月に5日を超えない範囲なら疾患別リハを算

定可能となった。

○回復期リハビリテーション病棟における

アウトカムの評価➡一定の水準に達しな

い機関について疾患別リハ料の評価が見直

され、今まで全患者9単位でやっていたと

ころは大変な改定となった。今後、FIMが

改善しにくい患者層（例：失語症のみ、気

切、重度麻痺、経管栄養管等）の入院制限

が回リハに行く際、出てくるのではないか

と考えられる。

平成28年度 診療報酬改定

～リハビリテーション関連における改定の経緯とその要点～

　　　　　　　　　　　保険部副部長

松江市立病院リハビリテーション技術科　岩本　悠
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　精神科分野においては、＜Ⅰ．地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化・連携

に関する視点＞からは主に精神科訪問看護について、＜Ⅲ．重点的な対応が求められる医療分

野を充実する視点＞からは、地域移行・地域生活支援の充実と質の高い精神医療をすすめるた

めの改定が行われました。

　具体的には特に作業療法士に関連の深いものでは、精神科訪問看護指導料が増点となったこ

と、地域移行機能強化病棟入院料、依存症集団療法が新設され、その施設基準に作業療法士が

職名記載されました。一方で精神科重症患者早期集中支援管理料では作業療法士の常勤要件が

はずされました。また精神科デイケアでは地域移行をより意識した取り組みが求められる要件

が加えられています。

　認知症分野では「認知症施策推進総合戦略」を踏まえた適切な医療を行うことが求められ、

特に今回の改定では一般病院において身体合併症をもった認知症患者へチームで対応すること

が求められ、作業療法士も認知症ケアチームの構成員として名前が挙げられています。

　これら施設基準や職名記載がされたところで期待される成果を示すことはもちろん、その他

基準や作業療法の視点や特色を生かした取り組みで積極的に成果を示していくことが求められ

ます。改定の意図や背景をよく理解し、一人ひとりが社会を支える意識を持って取り組んでほ

しいと思います。

　診療報酬改定については、以下のホームページから資料を閲覧・ダウンロードできます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html

　また、島根県士会保険部でも質問等受け付けております。疑問点等がありましたらお問い合

わせください。

平成28年 診療報酬改定について

（精神 科･認知症分野）
島根県作業療法士会

　保険部長　秋吉　正広
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　皆さん、こんにちは。　新年度を迎え、何かとお忙しい事とは思いますが、いかがお過

ごしでしょうか。今回は研修会について、平成28年度より位置づけ変更された生活行為向

上マネジメント（以下、MTDLP）に関する情報をお伝えします。

　MTDLP研修は、平成28年度より「生涯教育制度」に組み込まれるようになりました。簡

単にいえば生涯教育制度基礎研修に、MTDLPの基礎（概要と演習）と事例報告が位置づけ

られたということになります。つまり、生涯教育制度基礎研修でMTDLPも一緒に学んでし

まおうということです。

　生涯教育基礎研修には、必須である現職者研修と自由選択である基礎ポイント研修があ

ります。現職者研修は、現職者選択研修と現職者共通研修に分かれます。昨年まで行って

いた MTDLP 基礎研修は、「現職者選択研修」の選択必修研修として位置づけられました。

そのため、現職者選択研修では、4 領域（身体障がい、精神障がい、発達障がい、老年期）

のうち 1 領域を選択し、加えて MTDLP 基礎研修を必修として受講することになります。続

いて、昨年まで行っていた MTDLP 実践者研修（事例報告）は、「現職者共通研修」となります。

名称が変わることで、混乱するかもしれませんが研修内容については、昨年同様に、現職

者選択研修では概要と演習を、現職者共通研修では、事例報告を行います。

　また、昨年度までは MTDLP 基礎研修修了後に修了証を発行し、引き続き実践者研修にて

事例報告を行った方には実践者修了証を発行しておりました。しかし、平成 28 年度から

は現職者選択研修（MTDLP 基礎研修）と現職者共通研修（事例報告）の両方が修了した後

に、修了証が発行されることになります。

　2025年（平成37年）には地域包括ケアシステムが構築されますが、国民の生活が自

助・互助・共助・公助のもと支援されることになります。対象者の「生活や人生」に視点

を向けることは、今以上に作業療法士に求められます。MTDLPにも欠点はありますが、生

活支援に向けたツールとしての利点もあることから、是非、多くの作業療法士にふれて頂

きたく思います。

　地域包括ケア推進委員会としても、平成28年度は地域ケア会議等の参加に向けた研修会

を企画します。また、各地域で行っているNPO・地域の集まりなどインフォーマルな活動

についての調査を行い、皆様に情報提供ができればと思っております。そして、認知症初

期集中支援、MTDLP共に研修会を企画しておりますので、多くの皆さんに参加して頂きた

いと思います。

　高齢者や障がいがある方にとって現在の日本は、まだまだ住みにくい社会です。その方々

が安心して生活できるように、一緒に奮闘していきましょう。

「生活行為向上マネジメント研修」が

　　　　　生涯教育制度に組み込まれます！

地域包括ケア推進委員会

島根リハビリテーション学院　宇都宮　賢一



平成28年７月15日 一般社団法人 島根県作業療法士会ニュース

7

Vol.29　　No.1

　生活行為向上マネジメント（MTDLP）基礎研修が現職者選択研修の必修研修になったのはご

ぞんじですか？

　現職者基礎研修といえば、共通研修の10テーマに加え、選択研修の身体障害領域、精神障害

領域、発達障害領域、老年期領域の四つのテーマから二つ以上を選択して受講していただいて

おりました。この度、基礎研修を修了するにあたり、選択研修部分が変更となり、「作業療法

の専門領域を超え、わが国で働く作業療法士として基本的に知っておくべき、生活行為向上マ

ネジメント（MTDLP）や各領域に関連する作業療法の理論や現状について学ぶ」という目的の

もと、生活行為向上マネジメント（MTDLP）基礎研修を必修研修とし、加えて、今までの4領域

の選択研修から1領域以上を選択し受講していただくことになりました。

　協会会員番号65877以降の会員は生活行為向上マネジメント（MTDLP）基礎研修は必修となり

ますのでご確認ください。基礎研修終了者でも受講は可能です。詳細は協会ホームページをご

覧ください。

島根県作業療法士会の皆様へ
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　今回、2016 年 3 月 5 日、6 日に東京都で開催され

た第３回福祉住環境サミットへ参加してきました。

　一般社団法人福祉住環境アソシエーション主催に

よる今回のサミットではテーマを「個人を守る住環

境から、コミュニティと共存できる住環境へ」と題

し、より良い福祉や地域のために今私達が考え・行

動すべきことは何かを考えていく内容になっていました。

　開催目的として、①テーマに対しNPOや企業、団体、個人などが経験の中で培ってきた

住環境についての知識を専門分野の枠を超えて提供・共有し、新たな活動、事業の可能性

をはかる。②人材育成や生活者への啓蒙をはかる。

③多くの地域事業を学び、様々な専門分野のスキルを体験・共有できるネットワークを構

築すること。以上の３つが挙げられ盛大に開催されました。また、今回はウェルビーイン

グフェアが同時に開催され、様々な企業や先駆者として地域で活躍している方々の取り組

みなどをより近く感じることができるものとなっていました。

　基調講演や第1～8分科会毎の各テーマに沿った様々な演題発表が行われましたが、今回

私は1日目に行われた第2分科会での〝住環境整備〟をテーマとした講演に参加しました。

内容としては「住宅改修」からみえてくる超高齢社会の住宅について分かりやすく話され

ました。特にこれまでの日本の施策などにより、戦後約70年間にわたり質より量を重視し

た住まい造りが行われたこと。団塊の世代の方々の持ち家がその時期にあたり、今後、住

宅改修の質の向上の必要性や他職種との連携が重要になることなど考えることの多い内容

でした。また、住宅改修後の事後調査の結果みえてきた問題点なども提示され、退院前に

居宅へ訪問する機会がある私にとって、視野の広がるものとなりました。

　地域包括ケアシステムが取り上げられている現在の日本において、作業療法士も地域

や福祉での活躍が求められてきているように思います。対象者や家族などの〝個人〟を

守る環境づくりから、いつまでも暮らしやすい〝地域〟づくりを行うために、「認知症」

や「住環境整備」、「地域の取り組み」など広いテーマで開催された今回の福祉住環境サ

ミットは、個人やより良い地域に向け、作業療法士として何ができるのかを考えるきっか

けとなるものでした。また、建築士や福祉用具専門相談員、福祉用具プランナー、ケアマ

ネージャー、医療経営士など様々な他職種の取り組みに触れる中で、作業療法士としての

知識や常識と、他職種の常識を掛け合わせることにより、新たな常識や方向性を見い出せ

る、そんな可能性を感じることのできる2日間となりました。個人や地域のために自分に

できることはなにか。今回感じた事を臨床や今後の活動に活かしていきたいです。

○第4回福祉住環境サミットの開催時期のお知らせです。
　　　場所：昭和女子大学　　日時：2017年3月18日(土)、19日(日)
上記の場所・日程にて開催予定です。福祉や地域で活躍されている様々な方の
経験や思考、取り組みを知る良い機会となりますので、是非ご参加ください。

福祉住環境サミットを
　　　　ご存知でしょうか？ 出雲市民リハビリテーション病院

　　作業療法士　和久利　洋平

研修報告
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　今年の2月、山口県にある夢のみずうみ村で開かれた「生活行為向上プログラム講習会」へ

行ってきました。講師は藤原茂先生！始めてお会いしました（＾＾）

　昨年度より介護保険に導入された「生活行為向上リハビリテーション加算」ですが、藤原先

生の様に今まで“本当のOT”をしていた人にとっては、特に目新しい考え方や制度ではない

のではないかと思います。なので、今回の講習会は特に制度等の話はなく、藤原先生のOT論

をたっぷりと聞かせて頂けました。講習会の冒頭ではこんなお話をして下さいました。

― OTには、3つの「専門」がある。

「無専門」とは、分かったような事を自信持って口走るが、全く実績を生み出せない

者をいう。

「外専門」とは、PTもどきをやっている人である。

「専門」とは“見えない意志”を引き出し、見えるようにする、まさに OT そのもの、

原点を追求するものだ。

OTは見えない“意志”と関わる専門家である。だから、分かりにくい。分かりにく

いという事がわかれば、まずOTが見え始める。一度、自分のOTを捨てることだ。

私はOTを捨てた。随分前の話しだ。―

　日々、迷いながらOTをしている私の心にじ～んと染みました。「OTってなに？」「PTと何

が違うの？」…友人や、時には職場の人にも何度となく聞かれました。「作業療法の見えにく

さ」は、今まで何度も私の心に迷いを生んできました。

　「ケアマネに伝わらない。」「介護職に伝わらない。」「家族に伝わらない。」皆さんもこん

な思いをされていると思います。講習会では、見えない意思の引き出し方も沢山教えて頂きま

した。「え？こんな事もするの！？」「こんな仕掛けがあるんだ！」と驚かされる事ばかりで

した。

　OT8年目に突入した今、「無専門」でも「外専門」でもなく「専門」でいることを忘れては

いけないと、改めて感じました！

では最後に、藤原先生の好きな格言を・・・

　『一人ではなにもできぬ

　　　　　しかしまず一人が始めなければならぬ』

　　　　　　　　　　　― 岸田国士「泉」より ―

夢のみずうみ村へ行ってきました(^o^)丿



10

平成28年７月15日 一般社団法人 島根県作業療法士会ニュース Vol.29　　No.1

　松江生協病院の OT 室は毎日患者様と職

員の笑顔と明るい声で溢れています。担当

患者様だけではなく、いろんな方に挨拶を

し、「体調はどうですか？」と声かけを行い、

和やかな雰囲気作りを心がけています。

　この OT 室の特徴の一つは、豊富な道具

と施設環境が整っていることだと思いま

す。作業療法室には、台所が設置され、掃

除機や物干しなどもあり、退院後に必要な

生活動作を積極的に練習しています。また、

家庭浴もあり、実際に入浴しながら動作を練習することもできます。さらに、患者

様の今までの趣味活動などにも寄り添えるように折り紙、革細工、水彩、裁縫、将

棋、などの activity を目的とした道具も豊富です。患者様の作品も多く飾ってあり、

その作品を見て、「私も作ってみたい」と意欲を持たれる患者様もいらっしゃいます。

　現在、当院は急性期から生活期までと幅広い患者様を対象としています。今後も

この OT 室で患者様に寄り添った作業療法が提供できるように励んでいきます。

　それでは次は玉造病院 OT 室のみなさんよろしくお願いします。

　急性期から維持期、包括ケアまで幅広

く、地域医療を担っています。

みなさんに愛されるリハビリテーション

を目指しています。次は安来第一病院の

みなさんの紹介をよろしくお願いします。

生協病院　リハビリ室

安来市立病院　リハビリ室

OTたすきリレーと題し今年度からの新しい連載企画を始めました。

この企画の目的は県内で働く作業療法士がどこで何をしているのかを会員の皆さんと共有し、

島根県内で一緒に働く仲間を繋ぎたいと思い企画しました。

これから、徐々に紹介する施設の幅を広げていければと考えています。

初回は安来私立病院さんと松江生協病院さんです。

たすきリレー
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　ごきげんよう。だいぶぽっちゃりオネエ系、ジャスミンよ。

　今年度も連載継続の運びとなりました。宜しく哀愁。時期的にはもう夏よね。時期は関係ないけど米

子でベーグル専門店を見つけたの。思わず毎週通ってしまったわ。あの重厚なフォルムに自分のお腹を

重ねていたのかも。噛みごたえがあって顎が疲れるし、結構ボリュームのあるベーグル。それでも食べ

ずにはいられない。幸せはベーグルの形、ベーグルは幸せの形とも言いましょうか。

　さて、5月初旬にありましたツナガル勉強会に参加して参りました。バイザー 1年生の自分からした

ら、今の学生さんの置かれている環境であったり状況など知ることができました。それと同時に実習生

当時の自分がいかに至らず、温かい目で見守られ、時には厳しい言葉をいただいていたのだと改めて感

じました。

　その勉強会を踏まえて私は今回初めてのバイザーを担当しました。改めて感じることは人になにかを

伝えることはとても難しい。実習生さんには「ああなってほしい」、「こうなって欲しい」とか思ってし

まうのですが結局は自分の価値観を押し付けているに過ぎない。リハビリの現場を見て欲しいのはもち

ろん、様々な事を考え、私自身も勉強の日々でした。

　自分が実習生だった時のバイザーさんのお気持ちも、あの時の対応も今になってわかる気がしました。

「バイザーの気持ちと冷酒は後で効く」ことわざから引用させていただきました。お後がよろしいようで。

ちょっと一言つぶやくわ。

第4回　○○と冷酒はあとで効く

　高齢者の方がおられる住宅では、廊下にこのような横手すりがある住宅も多いではない

でしょうか？

　杖などでは疲れやすく、滑りやすい廊下では、写真のような手すりがあると安全かつ安

心して使うことが出来ます。

　手すりの高さは、医師や理学療法士・作

業療法士などが医学的な処方のもと決めら

れた高さに揃えます。手首や前腕を載せや

すいように、骨盤やへその高さを目安にし

て取り付けます。あくまでも目安ですので、

医学的な処方を受ける場合もあります。

　写真の手前にも手すりが写っていますが、

廊下の往復が右手で支持しながら出来るよ

うに改修しています。

住　宅　改　修 ～廊下の手すり～

普段男性が料理を自ら作って食べる機会
はあまり多くないと感じます。
ましてや自分の為だけになんて．．．（笑）
カップ麺がいいところだと思います。
私だけなのかも知れませんが．．．。
そこで、今日は自分が今食べたい物を調理
し、一人で食しました。

感　想
　彩りはあまりよくないですけど、味は魚介の出汁が
しっかりときいてとてもおいしかったです。
　チャーハンは塩コショウとウスターソースのみで味
付けしたのですが、クセになる味でした。
　豚バラには片栗粉を付け、しょうゆとみりんで味付
けしましたが素人が作った割りにはよく出来ました。
　次は何を作りましょうか？？

新連載を企画！！

“男の料理”

料理名

「海鮮たっぷり餡かけチャーハン」

「豚バラ肉の照り焼き」



平成28年７月15日 一般社団法人 島根県作業療法士会ニュース

12

Vol.29　　No.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。

平成28年6月1日　現在　施設数113　会員数445名

一般社団法人 島根県作業療法士会ニュース　年３回発行

□編集担当　　石倉健一・白鹿真之介・大中信祐・岩田竜太・岡　哲也・足立貴哉

□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

財務部より

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）

　日毎に暑くなり、夏を感じています。草刈りで日焼け、海で日焼けどちらも同じ日焼けだけども、どうせな
ら海でと思いながら、そうもいかない日々です。
　さて、今年は➡日本作業療法士協会が設立して50周年ということです。先輩方のおかげで作業療法が世に広
く知れるようになってきました。目の前の一人一人にしっかりと向かい合うことが、これからのさらなる発展
につながると思っております。

編集後記

 ２０１６ 

『作業療法士の役割について』 

ワークショップ 

作品展示 

★寝返り・起き上がり 

動作について 

★移乗動作について 

★歩行・移動について 

★排泄について 

（オムツの当てかた） 

 詳しくは裏面参照 

作業体験 

★養成校ブース  

★当事者会ブース 

こばやし ひさし 

 小林 央
 9月 25日(日) 

10:00～11:30 
 
多目的ホールにて 

運営 

島根県作業療法士会 事務局 大田市立病院 作業療法室  

℡：0854-82-0330(代) 担当 小林 央 別所 泰一 
― 問い合わせ先 ― 

作業療法士と一緒に 

作品作りをしてみませんか？

治療で用いる作業活動を 

体験できます♪ 

 

作業療法の治療の過程で 

作った作品を展示します。 

 作品数約100点 

参加無料 

H28年 

 

13：00～16：00 

一般社団法人 島根県作業療法士会 事務局長 

大田市立病院 リハビリテーション技術科 副科長 

大田市富山町 自治会長 

スタンプを集めて 

景品をゲットしよう！ 

（数量限定） 

 

会員配布用チラシ 

9：30～15：00 

これからも 

あなたと共に 

作業療法 

主催 

アクセスマップ 

各種ブース 

福祉用具展示 

作業療法の治療過程で作った作品募集中！来場者アンケートで賞を決定します。詳しくは募集要項を参照。 

お知らせ


