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　皆さんはICT （Information and Communication Technology）という言葉を知っ

ていますか？以前から耳にする IT （Information Technology）という言葉は、コ

ンピューターやインターネットが急激に普及してきた1990年代から多く使われていま

す。さて、ICTとITは何が違うのでしょうか？それはコンピューター単体ではなく、

そこに「Communication＝人」が介在します。人と人を繋ぐのがICTなのです。そんな

ICTの技術や機器は私達の生活だけではなく、障害を持つ方にとっても生活を豊かに

して、社会と繋がり、生活の質を向上する役割を持っています。作業療法士としても

ICTの活用は、大きな可能性を持つものだと感じています。

　今回の学会のテーマは、『ICT×作業療法～「わかる」を発見！「できる」を引き

出す！～』です。特別講演に島根大学総合理工学研究科の伊藤史人氏をお招きし、機

器の活用がどれだけ障害を持つ方の生活や社会をひろげていく可能性を持つのか、多

くの事例を交えてお話して頂きます。さらには当事者である早川幸希氏、橋本紗貴氏

に来ていただき、実際にどのように機器を活用して生活しているのか、社会でどのよ

うに活躍しているのかを話して頂きます。ここでの話はきっと皆さんにとって大きな

衝撃とヒントを与えてくれるのではないでしょうか。そして、作業療法士としてどの

ようにICTと関わっていくのか、ご家族や他の支援者とどのように連携していけばい

いのか、皆さんと一緒に考える機会になるのではと思っています。

　ICTと聞くと、少し苦手意識のある人も多いと思います。しかし、ICTは「いつも（I）」

「ちかくで（C）」「たすけになる（T）」、そんな存在なんです。今回の学会でICT

をぜひ身近に感じてもらえたら嬉しいです。

　現在、江津・浜田・邑智ブロックの実行委員全員の力を集結し、最高の学会になる

よう全力で準備を進めております。決して交通の便の良くない江津での開催ですが、

多くの皆さんのご参加を心よりお待ちしております！

第14回島根県作業療法学会　学会長

社会福祉法人　島根整肢学園

西部島根医療福祉センター

引地　晶久

第14回 島根県作業療法学会

開催にあたり
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作業療法フェスタ

作業療法フェスタ2019

　７月28日に浜田市いわみーるで小学生向けのフ

ェスタを開催いたしました。延べ数60名を超える

参加者に来場いただき、盛況な会になりました。

　今回の企画は夏休みの宿題を作業療法の作業体

験から行えるというコンセプトで実施しました。

来場者の方から聞いた情報では近年、公共施設や

他職能団体も夏休みの自由工作に向けたイベントを

開催しており、クオリティも高い！とのことで、

作業療法士会も負けてはいられないと気合いが入りました！やはり小学生は正直で、楽

しいものには熱中して、そうでないものには無関心といっていいほど注意が散漫してお

り、改めて実施する中身の選択の重要性を肌身通じて感じました。

　今回実施してみて、“作業療法”という言葉は発信できましたが、どのような職業か

というものはあまり周知されなかったように思います。小学生向けではまずは楽しい体

験を通じて、作業療法という名称に慣れ親しんでもらい、学年が上がるごとに職業の特

異性について学んでいただけるようなソフトランディングできるような仕組みも必要な

のかなと思いました。企画者も色々学ばせていただけることが多く大変勉強になりまし

た。お手伝いいただいたスタッフの皆様に感謝でございます。今後ともよろしくお願い

いたします。

　9月29日に作業療法フェスタ2019 研修会を寿生病院にて開催いたしました。また、前

日にはセラピスト対象にクローズ研修会も開催いたしました。

両日とも徳島県で先駆的に自動車運転支援に取り組まれている、岩佐英志先生、山下旭

先生をお招きしました。

　28日のクローズ研修会では「自動車運転の再開に向けて〜停止車両評価と納得した選

択への支援」と題しまして実技も踏まえた講義をしていただき、あっという間に時間が

過ぎました。実際に高次脳評価を机上で行い、それを利用者さんに伝えて果たして納得

できるか？との問いに対して、今までは特に疑問を持っていませんでしたが、実際に停

止車両評価を行うと、利用者さんや家族さんへの“気づき”に繋がり、それが“納得”

へ繋がるという大事なプロセスを踏んだ評価でとても感銘を受けました！一般社団法人

リハケアネットワークの中には停止車両インストラクターの研修も設けており、受講す

るとインストラクターになれます。地域特性から自動車は欠かせないのが現状でありますの

小学生向け

研修会報告
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で、ぜひ島根でも自動車運転支援に精通したセラピストが増えていくことを願います。

　29 日は岩佐先生、山下先生、さらに特別ゲストとして島根県警察本部 交通部運転免許

課課長補佐 警部　福間智則様 , 一般社団法人 浜田自動車協会 はまだ自動車教習所副管

理者 講習係長　大賀茂樹様の方にも現状や実際の取り組みについてもお話をしていただ

きました。やはり車は便利な道具で生活に欠かせないものですが、同時に危険な道具でも

あることを痛感しました。また、浜田自動車教習所では浜田医療センターと連携をして希

望のある方に自動車運転評価を行なっており、体系化された流れも教示していただきまし

た。県内でも連携こちら側からもアウト

リーチをかけていくことも重要だと思い

ました。

 本研修会にお越しいただきました、講

師の先生、また運営スタッフ、お越しい

ただきました参加者の皆様に深くお礼を

申し上げます。

　ありがとうございました。

　令和元年 8 月 17 日（土）～ 18 日（日）の 2 日間、島根大学医学部附属病院ゼブラ棟 2

階だんだんにて、現職者共通研修を開催致しました。全 10 テーマを 2 日間で一括受講可

能な体制を、前年度同様に企画出来た事もあり、全テーマ延べ人数として 289 名に受講し

て頂きました。これも、講師をお引き受け頂いた先生方、前年度より企画運営に携わって

下さる生涯教育部員の皆様のお陰であります。今回 7 名の講師をお招きし、県内で活躍す

る作業療法士ならではの島根県でしか聴けないお話をして頂き貴重な時間となりました。

日本理学療法士協会では生涯学習制度をリニューアルし、新制度の運用が 2021 年 4 月よ

り開始されることが発表された。今まで、認定理学療法士の段階で専門分野に分かれてい

ましたが、「登録理学療法士」制度を設け、スペシャリストだけでなく、ジェネラリスト

育成に向けた取り組みが実施されます。座学、実施研修時間も大幅に増加し、旧生涯教育

制度内での駆け込み受講者も増加していくのではないでしょうか。生涯教育の動きは、量

が確保された療法士に与えられた「質」の向上という課題であるかと考えます。私のこの

文章を読んで下さっている方、共通研修を受講していた頂いた士会員の皆様、危機感を持

って頂ければ幸いです。来年度も 8 月予定で、2 日間一括での共通研修実施を検討してお

ります。年に一回の貴重な開催ですので、ブロックメール、士会ＨＰでの案内確認を宜し

くお願い致します。

令和元年現職者共通研修（2日間）を終えて

生涯教育部　部長　岩本　悠
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生涯教育部より

認定・専門作業療法士の資格取得・更新には、研修会参加による

基礎ポイント獲得は勿論、後輩育成によるポイントが必須となります。

どちらもポイント取得出来る事は、生涯教育部に在籍するメリットです。

ご興味のある方、ぜひ生涯教育部にご連絡を！！

Mail:shimanekyouiku@gmail.com

共通研修に関するよくある質問

Ｑ：再受講者でもポイント付与はありますか？

Ａ：共通研修に関しては、初受講者のみの生涯教育ポイント付与となりま

　　す。全テーマ受講で20Ｐ付与となります。

Ｑ：新旧テーマはどのように確認したら良いですか？

Ａ：協会ＨＰの現職者共通・選択研修　研修シラバス・運用マニュアル

　 （第4.0版）Ｐ50をご覧下さい。

Ｑ：事例報告はどのように発表しますか？

Ａ：発表形式は、パワーポイントでの口述発表となります。

　　パワーポイントは15枚以内で、発表時間7分、質疑応答8分の時間を設

　　けさせて頂きます。事前の抄録提出のみではありません。
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　去る9月5日、出雲市において介護老人保健施設せんだんの丘施設長、土井勝幸先生をお招き

して「リハ職の組織マネジメント～組織活性化のために～」と題し、研修会を開催することが

できました。平日の夜の研修会となりましたが、会員22名、非会員1名の参加を頂きました。

　今回の研修では、「組織をマネジメントするためには制度を知らなければならない」という

視点から、現在のリハ職を取り巻く制度や人の変化といった環境について土井先生より説明を

頂き、その上で先生ご自身の経験、具体的なせんだんの丘での取り組みを交えて管理職として

取り組まれていること、人材育成についてご講演頂きました。特にご自身の経験をお話し頂け

たことは、先生ご自身が何を学び、何を得て、現在のマネジメントに活かしているかを知るこ

とにつながりました。自分自身もマネジメントに活かすためには？を自問しながら日々の経験

を積み重ねていくことが大切であると感じました。

　終了後のアンケートでは、「管理職の方がどういう考え、思いで指示を出しているかを知る

ことができた」「上司の方のマネジメントの視点を知ることが出来た」「マネジメントについ

ての研修は数が少ないので、貴重な時間であった」「リーダーを支える側にとっても活かせる

ことが多い内容だった」「職場内におけるリーダーシップの育成、どのような人材が部署異動

すべきかなどとても参考になった。自分の職場内における位置を見直す機会になった」といっ

た意見を参加者より頂きました。一方、「時間を長く設定して欲しかった。」「もっと詳しく

聞きたい。時間的にもっと必要だった。」といった意見も頂きました。また、「管理職になっ

たことで、やりたいこと、やらなければならないこと、やりたくないことに悩んでいました。

今後も諦めず、考え続けていきたい」というご意見もありました。

　本研修を通し、管理職以外の方に管理職が一体どのような思いをもっているかを知ってもら

うことは管理者をサポートする役割を担う方にも有益であったと感じました。また、管理職に

なった方が業務の中で生まれてきた悩みを話し合い、解決に向かって考え、実行して行く力に

なった研修会となりました。

リハ職の組織マネジメント

～組織活性化のために～

保険部部長　錦織　健次

研修会報告

土井先生のお話に参加者皆さんが引き込まれているよ
うでした。
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　8月17日に開催された島根県作業療法士会主催の交流会に参加させて頂きました。

　初めての参加でしたので緊張と同時に新たな繋がりができる楽しみがありました。

　交流会には、新人の先生からベテランの先生まで多くの方々が参加されていまし

た。経験年数の違いは全く感じることはなく、イベントも交えながら終始和やかで

賑やかな会でした。それを一番に作り上げてくださっていたのが、小林会長をはじ

め理事の方々、福利部の皆さんでした。分け隔てない場を作って下さっていて自分

の所属する県士会の楽しさ、温かさを再認識することができました。それを感じた

ことの一つが、小林会長とお話ししたことです。小林会長と直接お話しする機会は

初めてでしたが、私のような経験の浅いセラピストの話を親身に受け止め、共感し

てくださいました。更に様々なアドバイスや刺激を頂き、島根県士会を盛り上げて

いくことに微力ながら力になるように一層頑張りたいと思いました。

　今回の交流会では頼れる仲間が沢山いることを改めて感じることができました。

それは、今後の OT 人生の中でとても励みになることです。目まぐるしく移り変わる

社会情勢の中だからこそ、頼れる仲間の存在は大きいと思います。私が 1 年目の頃

にある先生から「人との繋がりは広いほど必ず自分へのメリット（力）になる」と

教わり 2 年が経ちました。来年も是非参加させて頂き繋がりをより一層太く広くさ

せたいと思います。また、今回は残念ながら参加できなかった先生方が私の感想文

を読んで次回参加してみたいと思って頂けたなら幸いです。

　最後になりましたが、小林会長をはじめ参加された諸先生方、そしてお忙しい中

準備してくださった福利部の先生方へこの場をお借りしてお礼申し上げます。

　本当にありがとうございました。

～繋がりの大切さを改めて感じた時間～

出雲市民リハビリテーション病院

作業療法士　三浦 行陽

2019年

島根県作業療法士会交流会
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　皆さま、こんにちは。生涯教育部の山本です。この度、生涯教育部に掲載の機会をいた

だきましたので、臨床実習に関して規則改正を中心に、メッセージを記載します。

　さて、すでにご承知のこととは思いますが、約20年ぶりに理学療法士作業療法士学校養

成施設指定規則に対し省令があり、主に臨床実習の在り方、カリキュラム、専任教員要件

に関する内容が改正されました。

　臨床実習部分についてですと、2020

年度養成校入学生より単位数が18単位

から22単位に増え、1単位を実習時間

外に行う学習等の時間も含め45時間以

内に見直されました。臨床実習施設要

件としては、医療提供施設の中に介護

老人保健施設が含まれ、また、訪問・

通所リハビリテーションに関する実習を

1単位以上行うことも含まれました。

臨床実習指導者要件としては、5年以

上業務に従事した者であり、かつ、厚

生労働省が指定した臨床実習指導者講

習会、作業療法士協会が実施する臨床

実習指導者中級・上級研修等の講習会を修了した者とされました。加えて、臨床実習指導

者の指導・監視の下で行う診療参加型臨床実習が明示されました。

　このように、臨床実習の在り方が変革を求められている中、島根県作業療法士会におい

ても士会・養成校連携協議会が発足され、今後、指導者講習会の開催を企画している他、

生涯教育部では卒前・卒後の新たな教育体制構築に向けたツナガル教育研修会も開催して

おります。島根県で働く作業療法士のさらなる発展を遂げるため、臨床現場・県士会・養

成校が一丸となって後進育成

に取り組む必要があると思い

ます。共に取り組み、共に盛

り上げていきましょう！

臨床実習に関して

島根リハビリテーション学院

山本真理子

「平成30年度臨床実習指導者研修会（中級・上級）　

開催にあたって」　引用

「島リハ学院　FD研修」中川法一　引用
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IT支援チーム主催・第 3回支援者セミナー  開催報告 

                                                           出雲市民病院 大櫛 亜矢 

７月５-６日で島根大学医学部附属病院にて第３回 IT 育成セミナーを開催した。２日間で合計１１名の
作業療法士、言語聴覚士、保健師の参加があった。 
１日目の「スイッチ作成と活用方法」では、様々なスイッチの概要、疾患に適応したスイッチの活用

法などの講義後、セラピストが見本のスイッチ作成を行いながら必要な道具、使用方法を細かく説明さ
れた。その後は、それぞれの参加者が自作のマイクロスイッチ作成に行った。次の「コミュニケーショ
ン機器の使い方」では、種類と選択方法、援器の導入の問題など人それぞれにあった導入のタイミング
があること、また明確な導入時期はないが、当事者と価値観や思考・生活・未来を一緒に考え、患者自
身を知ることが導入の第一歩であることが大切であることを学んだ。 
２日目は、3 つテーマで行われた。「コミュニケーション支援の概要」では、実際の訪問リハビリの利

用者様の事例紹介やその方の意図に合わせたコミュニケーション支援が必要性についてのお話があり、
関わり方がとても大切であること、また何を目的として、何のためのコミュニケーションを本人が求め
ているかを明確化にして支援する必要があることを学んだ。次の「コミュニケーション支援で関わる制
度」では、経済的に不安を抱えている患者様、御家族様は大多数を占めている中、支援者は制度活用の
知識を十分に把握しておくことで、経済的負担を軽減させ、適切な支援の幅が広がる可能性が大きいこ
とを伝えられた。また、文字盤を使った体験は実際に参加者同士で文字盤の体験を行ったが、うまく伝
わらない難しさも体験できた。IT が進む中で、災害時に電気を使用するツール活用できない、パソコン
が故障した場合を想定した、いつでもどこでも使えるツールとして文字盤は習得しておくべきものであ
ると再認識できた。 
 
 
 
 
 
 
 
「視線入力装置を知ろう」では、視線入力装置の種類、ソフトの種類、パソコン固定具の種類の紹介、
視線入力の評価、ポイントなどの内容であった。実際に視線入力ソフトを活用したゲームを行い、視線
入力の難しさも体験できた。体験場面では活発なディスカッションもでき、意味のある研修会となった。 
 
 
 
 

今後も を 

対象者にはもちろん、 
山陰各地のセラピストに発信できる 
支援チームとして活動の継続をしてい

きたい。 

でき
る！
を支
援 

今今後も後も「できる」の支  を、 
対象者にはもちろん 

島根の作業療法士に発信できるチームとして 
継続して活動していきます！ 
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　　日本作業療法士協会倫理綱領に『作業療法士は、後輩の育成と教育水準の高

揚に努める。』の一文があることを現職者共通研修の際にはお伝えすることを欠

かしません。私たち自身も養成教育課程において臨床実習指導を受け、現在こう

して臨床に携わっています。

　　しかし教育の専門家ではない、多くの臨床実習指導者は、養成課程のなかで

も重要なプロセスであろう臨床実習の指導場面に、どのようなことを留意して実

習生に向き合わなくてはならないのでしょうか。今年度より全国各地で『厚生労

働省指定臨床実習指導者講習会』が開催されています。臨床経験4年以上の作業

療法士に受講資格があり、見学実習を除く臨床実習指導者は5年以上の臨床経験

を有するもので、かつ本講習会を受講しておく必要があります。いま、臨床実習

指導は大きく変わろうとしています。本講習会の開催にあたっては県内養成校と

作業療法士会が一体となり運営をしております。会員諸氏におかれましては、臨

床実践のみならず後進育成と教育法・指導方法に関する知見も是非アップデート

され、国家資格者である私たちが果たすべき役割を担えるよう各自準備を進めて

いただきたく存じます。

県士会長コラム

厚生労働省指定臨床実習指導者講習会
2020年3月７日（土）８日（日）

会場は島根大学医学部附属病院（予定）

＊詳細が確定次第、会員の皆様にご案内いたします。

　次年度以降も開催予定にはしておりますが、できる

　だけ早く受講しておくことを強くお勧めいたします。
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医療法人あすか

た す き リ レ ー

　飯南病院の上田さんから、紹介を頂きました雲南市立病院です。

　現在、理学療法士 22 名、作業療法士 12 名、言語聴覚士 3名のスタッフにより、一般診療（入院・

外来）、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、訪問リハビリテーションに従事して

います。

　また、院内外で行われる各種健康増進活動にも積極的に参加しています。この他、地域ケア会

議への出席、住民主体で運営される介護予防、健康運動グループ「通いの場」の支援などの取り

組みも行っています。

　雲南地域ならではの、濃くて、温かい時間を

スタッフも一緒に過ごさせていただいています。

これからも、愉快な仲間たちで、地域の皆様に

より良いリハビリを提供できるよう日々努めて

いきたいと思います。

　ケアセンターきすきの皆さんにバトンタッチ

したいと思います。よろしくお願いします。

雲南市立病院

　松ヶ丘病院さんから紹介されました。医療法人あすかです。

　当法人は益田市にてクリニック、デイケア、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、

訪問介護、デイサービスの運営をしています。

　在籍する OT5 名は部署こそ違いますが、地域の皆様の“その人らしい暮らし”を支えたいとい

う共通の志を持って日々努力しています。

　今後も県士会を盛り上げるべく、島根のはじっこから存在をアピールしていこうと思います。

次は六日市病院の皆さん、宜しくお願いします。
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　今年度から福利部部長に任命されました、六日市病院の

古田翔太と申します。

　私自身、理事への参加は初めてであり、分からないこと

だらけですが、交流会の企画や福利厚生の充実を目標に活

動していこうと思います。

　交流会等の参加が「面倒だなあ」、「知らない人ばかりで

嫌だなあ」といった意見を少しでも解消し、多くの会員に

参加して頂けるような企画ができれは良いと考えています。

　福利部員、理事のメンバーと共に精一杯楽しみつつ、島

根県作業療法士会を盛り上げたいと思いますので宜しくお

願いします！

新 理事 の 横 顔

　皆さん、こんにちわ。

　この度、新しく島根県士会の理事の仲間入りをしました、

原田真希です。

　財務副部長として、皆様から頂いた会費が有意義に使われ

るよう、会計業務をしっかり行っていきたいと思います。

　部長のサポートをしながら、少しでも県士会運営のお役に

立てればと思っています。

　よろしくお願い致します！

　皆様、はじめまして！この度、新たに島根県士会の理事とし

て事業部副部長に任命されました、引地晶久と申します。私は

江津市にあります西部島根医療福祉センターで、主に重症心身

障害の方達と関わっています。

最近では重度障害の方への機器活用を通じて、重度の障害があ

っても「できる」ことがあること、周囲の支援者に伝える手段

があること、そして社会参加にもつなげられることを学んでい

ます。さらに、それらを島根県内だけでなく県外の作業療法士、

他職種、ご家族の方達へ伝える機会を多く頂けるようになりま

した。

　これらの経験を活かし、作業療法（OT）は、人生を「おもし

ろく（O）、「たのしく（T）」することができることを県士会の

活動を通じて多くの方に知って頂きたいと考えています！若輩

者ではございますが、皆様何卒ご指導くださいますよう宜しく

御願い致します。 引地　晶久さん

原田　真希さん

古田　翔太さん
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　こんにちは。夏が終わればすぐに冬が来る。秋なんてどこに行ったのよ。そんなシームレス

な季節の変わり目に戸惑っているジャスミンよ。肌着もシームレスな方が着心地が良いわよね。

そうなの。使いたいだけなの。シームレス。

　さて、自分の職場には職場実習として中高生が来ることがあるわ。その時によく聞くことが

「なんで OT に興味があるの？」。純粋な好奇心だったり、この職業をどう見られているか知り

たいと思ったからなの。

　でも、振り返ると自分も学生の時に「なんで OT になりたいの？」と聞かれた事を思い出し

ました。その時は自分の考えをお答えしましたが、なんでこんな事聞くんだろう？と内心思っ

ていました。いざ自分が反対の立場になると聞いてしまうのよね。興味だったり好奇心だった

り。そしてOTがどういう風に捉えられているのか。さらに発展すると、自分は自分の思うOT

が出来ているのか、患者様に寄り添えているのか。なんて色々考えてしまうこともあります。

　見学の学生さんを通して自分自身を見つめなおす機会になったと思います。30 を超えると

人に叱られることも少なくなります。自分自身を律したり、修正したりする機会を頂けたと思っ

て日々過ごしていきます。ガラにもない事を書くとお腹が減るわ。さぁ、ランチしよう。

「見学の学生さんを通して 」

ジャスミンの　ちょっと一言いいかしら

男

の料
理

麺つゆで味付け簡単肉団子
麺つゆをメインにした味付けで肉団子を作ってみました。

　　完成♪

　工程も少なく簡単です。 また湯がいているので余分な脂も落ちさっぱりとした味に仕上がります。 このまま

でもおいしいですが、 ケッチャップや甘酢と和えたり、 そのままスープの具として入れたりと応用が利きます。

　湯がいた時のお湯もお肉の出しが出ているので、 灰汁を取り除いてスープとして食卓に出しています。

　皆さんも試してみてください。

材料 ： 豚ひき肉　300g　パン粉 20g　生姜 （チューブでも OK）
　　　　　　麺つゆ 大さじ１くらい　塩コショウ　少々

1． 材料をボールに入れて、 よくこねる。
２． 鍋に湯を沸かし、 沸騰させておく。
３． 形を整え、 鍋に入れる。
４． 肉団子が浮いてきたら、 お皿に取り上げる。
　　（小さめに作ると上記で大丈夫ですが、 大きく作った場合はそこから
　　　数分待ちます。 余熱知調理でも OK）


