
平成29年10月25日 一般社団法人 島根県作業療法士会ニュース

1

Vol.30　　No.2

第12回島根県作業療法学会
　　　　　　　開催にあたり

　「秋深き　隣は何をするひとぞ」。これはご存じ松尾芭蕉の有名な句ですが、秋も

深まり、ふと思うことが「隣の人は今、何をしているのかな？」と感じてしまうと

いう、人懐かしさを表している意であります。“十人十色”とも申しますが、それ

ぞれの生活背景の中でひとは暮らしている中で、会員の皆様は現在の住み慣れた地

域でどんな生活をお送りでしょうか。そして、対象者が住み慣れた地域で生き活き

と生活するためには、作業療法士は何をすべきなのでしょうか。

　今回の学会のテーマは 『今こそ出番！私の役割～対象者 ( あなた )が役割を担う

ために、OT( わたし ) ができること～』であります。対象者の人生に最も多く携わ

るセラピストとしての作業療法士の責務は重要かつ、最も能力を発揮することがで

きる専門職能人であると認識しています。本学会では、( 株 ) ライフリー　代表取

締役　佐藤孝臣先生（現　大分県作業療法協会副会長）をお招きしての教育講演を

はじめとして、様々な企画を用意しております。会員の皆様がそれぞれの臨床現場

でご活躍されている中で、作業療法士に課せられたことは何か、何が求められるの

か、会員同士のお互いに共有できる学会であればと考えております。

　その他にも、ワークショップ、昼食レセプション『ごっそう会』、一般演題発表

の企画のほか、本ブロックの地域・社会資源の紹介として『地域 PR ブース』を企

画しております。本地域で活躍される姿を、是非会員の皆様にご紹介したいという

思いも込め実現いたしました。

　益田・三隅ブロックでの学会開催は第 7 回以来となりますが、島根県は横に広い

県ですよね。調べてみますと島根県は東西の距離（国道 9 号線・安来市～津和野町

間）は約 230 キロと言われているそうです。島根県の最西部で開催となりますと、

東部地区及び隠岐地方の会員の方からは「随分遠いなあ…」と思われるのは少なく

ないでしょう。そんな県西部でも徐々にではありますが交通網が改善されつつあり

ます。平成 27 年には『仁摩・温泉津道路』が、翌 28 年には『浜田三隅道路』が全

線開通いたしました。県東部からお越しになられる方も「予定より早く着いたよ。」

という声を聞くのも少なくありません。

　会員の皆さん、お時間がございましたら是非、三隅・益田に「きちゃんさい！

（来てください）」。

第12回島根県作業療法学会　学会長

学校法人同志舎リハビリテーションカレッジ島根

　　　　　　　　　　　　石川　慎二
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浜田医療センター

作業療法士　加藤　佑季

作業療法フェスタ2017を終えて

　平成 29 年 9 月 9 日（土）、寿生病院にて、国際学園九州医療スポーツ専門学校　認知症

専門作業療法士の久野 真矢先生をお招きし、「認知症を地域で支える」と題し作業療法フ

ェスタ 2017 が開催されました。今回は、認知症に関わる専門職から一般の方まで幅広い

層からの参加を募り、77 名の方にご参加を頂きました。そのうち 20 名は作業療法士以外

の方の参加となりました。

　この度のご講演では、認知症の基礎的な部分から認知症の方が地域で生活を送っていく

ために作業療法士としてどのような関わりが必要であるか、また多職種からどのような視

点での関わりを求められているのかなどを教えていただきました。そして臨床応用として

機能年齢別に、運動・認知・社会性が認知機能検査（MMSE や HDS-R、NM スケール）の点

数と相関性がある研究の内容もご教授頂き、日々の臨床場面ですぐに活用していくことの

できる内容もありました。

　今回ご講演頂き、私が感じたことは認知症の方がいかに地域で安心して生活を送ってい

くことが出来るか、ということです。「危ないから…」と作業に制限をしてしまい、「そ

の人らしさ」を失ってしまいがちですが、医療スタッフ、行政、地域住民、それぞれが協

力し、認知症ケアのための人づくり・チーム作り・地域づくりを行っていくことで認知症

の方にとって住み慣れた地域で自分らしく生活を送っていくことが出来るのだと感じまし

た。その第一歩として、今回のように作業療法士以外の方に向け「作業療法とは何か」「作

業療法士とは何をする人か」をアピール出来たことはとても大きなことではないかと思い

ます。

多様な価値観や生活スタイルを持っている団塊の世代の方々が 75 歳以上となる 2025 年

には更に認知症の方は増えています。そのような時代になったときに、認知症の方が閉じ

こもった生活を送ることなく、住み慣れた地域でその人らしい生活を送ることができるよ

うに作業療法士として何が出来るのか、どのように支えていけるのか、しっかりと考えて

いきたいと感じました。
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作業療法フェスタ2017

　平成 29 年 9 月 17 日（日）ゆめタウン出雲で「作

業療法フェスタ 2017」が開催されました。当日は

あいにくのお天気で心配していましたが 501 名の

来場客を迎え大盛況の一日でした。作品展示・作

業体験・福祉用具展示・認知症 ipad アプリ・認知

症予防ドリル・まめなくんと６つのブースを設け

賑やかに楽しく過ごせました。初めて作業療法と

いう言葉にふれたと言う方も多く、作業療法フェ

スタを通し県民の皆様に少しでも作業療法を知っ

て頂くきっかけとなったなら嬉しく思います。会

場にお越しいただいた皆様、スタッフとしてご協

力して頂いた皆様に感謝します。

　今年の 4 月から作業療法士として働き始めました。半年が経過し、職場の雰囲気

や日々の業務の流れ、ひとり暮らしにも慣れてきて楽しい毎日を送っています。

　私は学生の時から相手に自分の考えを伝えるのが苦手で苦労しました。なので、

本当に作業療法士としてやっていけるのかと不安を抱きながら入職しました。今は

自分の考えを少しだけ相手に伝えることが出来てきたと思います。その一方で、Ｏ

Ｔらしさとは何か、作業療法士として対象者様の人生がより良くなるために何が出

来るのか、自分が提供している作業療法は対象者様のためになっているのかと悩み

不安になることもありました。この先も悩み考え続けていくのだと思っています。

しかし、最近は悩み考えることが大事だと同じリハビリ色の先輩の助言を聞きて思

いました。そして、何より対象者様の笑顔が見れた時や感謝の言葉を言われた時は

作業療法士になって良かったと実感できました。

　これからも多くの壁にぶつかり悩むことがあると思いますが、それが自分の成長

につながり、対象者様に還元できると信じて今は懸命に頑張っていこうと思いま

す。

新人奮闘記

開催報告
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　平成28年度、地域ケア会議・介護予防に資する作業療法士の人材育成研修会の伝達講習会を平

成29年6月3日、７月１日の2日間、リハビリテーションカレッジ島根、出雲医療看護専門学校を会

場に開催しました。2日間の参加者は61名と多くの士会員や学生に参加いただきました。

　さて、地域ケア会議や介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業）の実施は法律に明記

されており、各市町村で確実に開始されてきています（総合事業の開始は平成29年度末まで）。そ

こで、各市町村から作業療法士の参加が求められる機会も増えてきていると思われます。

　今回の伝達講習会では新しい総合事業や地域ケア会議の概要、地域ケア会議で実施する個別

事例検討会の演習、また介護予防の実践報告をさせて頂きました。個別事例検討会ではグループ

に分かれて行いましたが、各グループで活発な話し合いがされており、演習事例の自立支援に資

するケアマネジメントの提案等が行えていたと思います。

　今後も作業療法士の地域ケア会議と総合事業の参画に向けた人材育成研修会を開催予定で

す。士会員の地域ケア会議や総合事業への参加状況の把握も併せて行いたいと考えています。

　今後とも、ご協力頂けますよう、何卒宜しくお願い致します。

地域ケア会議・介護予防研修会の報告

町立奥出雲病院　宮崎　裕太

【リハビリテーションカレッジ島根】 【出雲医療看護専門学校】
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　7月 15日に岡山にて行われました「運転に関する作業療法士の考え方」講習会および協力者会

議に参加してきました。講習会では、運転に関する支援の進め方や各領域での支援方法など運転

に関わる作業療法士にとって知っておくべき内容でした。

　作業療法士は運転適性に関する診断書を作成する医師および関連多職種と共に、対象者が運転

という作業を行う利益、不利益を十分検討した上で慎重に評価・指導を行うことが必要であると

言われていました。自動車の運転はリスクの伴う作業であり評価・指導のすべてのプロセスにお

いて、あらゆる可能性を確認し一定の段階付けを行うことが望ましいと考えられています。また、

島根県の自動車運転に関する現状についても協力者会議で報告させていただきました。県によっ

ては支援体制が統一されており他機関との連携が構築されている所もありました。現在、島根県

は運転に関する研修会はないため、事例検討会などを行い横のつながりを作り、対象者の運転や

その他の移動手段など地域全体として考えていきたいと思います。

　謝　辞

　この度は、運転と作業療法委員会のアンケート調査にご協力いただきましてありがとうござい

ました。アンケートの結果に関しては、日本作業療法士協会　運転と作業療法委員会からまとめ

たものをお知らせするとの返答でしたので、後日県士会の皆様に報告したいと思います。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。

「運転に関する作業療法士の考え方」講習会

　および協力者会議に参加して

益田地域医療センター医師会病院

　作業療法士　和崎　博典
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　平成 29 年 7 月 9 日、県内の作業療法士との交流を目的に出雲にてボウリング大会を福利部

により、企画運営を担当し開催致しました。参加人数が 13 人と少ない中での開催でしたが、

県士会員の皆様と交流を図る貴重な機会とさせて頂きました。

  交流会ではボウリングを 2 ゲーム程行い、1 ゲームは個人戦、2 ゲーム目は個人戦の結果を

踏まえてチーム戦で合計点を競い合いました。ボウリング終了後、バイキング形式のレストラ

ンにて昼食を取りました。

  私はほとんどの方々と初対面での交流という事もあり、不安や緊張もありましたが、運動を

交えることで会話も弾みやすく、楽しみながら交流を図る事が出来ました。また、作業療法士

として成長する為に貴重な情報交換を行える場ともなりました。専門家として働いていると、

どうしても頭が固くなってしまい、特定のリハビリや考え方に捉われてしまうことがあります

が、他病院で勤務されている方々の様々な考えに触れる事で新しい発見が生まれたり、多様な

角度から患者さんを支援する可能性を見い出す事に繋がるのでないかと感じました。

　最後に福利部の一員として今後、皆さんが興味を持って参加いただけるような交流企画を考

えていきたいと思っています。また、お集まりいただいた県士会員の皆様、朝早くからの参加

本当にありがとうございした。

島根県作業療法士会交流企画

　　　　　「ボウリング大会」に参加して

益田地域医療センター医師会病院

　　　作業療法士　吉松　鷹志
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　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　平素より当協会の事業推進につきまして、県士会員の皆様のご高配を賜り厚く御礼申し上げ

ます。

　平成 29 年 7 月 22 日出雲市にある寿生病院にて第 1回認知症アップデート研修を開催致しま

した。日々の業務もご多忙なところ 103 名 ( 全県士会員の 20％ ) の方に参加して頂きました

事、心より感謝申し上げます。また、研修会後のアンケートでのお声を参考に今後もより分か

りやすい研修となりますよう、精進して参りたいと思っております。

　

【第2回認知症アップデート研修に関して】

　平成29年10月28日(土)にリハビリテーションカレッジ島根にて第2回認知症アップデート研

修を開催致します。内容は第1回と同じ内容です。研修終了後、第1回・第2回研修修了者を日

本作業療法士協会へ登録させて頂きます。今年度は、本研修が最後の認知症アップデート研修

となりますので、多くの会員の方のご参加お待ちしております。

※認知症アップデート研修とは

　分野に関係なく全ての作業療法士が認知症に関する最新かつ最低限の知識を有する事を目的

としています。アップデート内容は、日本作業療法士協会認知症の人の生活支援推進委員会が

作成したシラバスを用いて、全国共通で行われる予定となっています。この研修は、下記のマー

クが入っており、研修会参加者には、修了証を発行致しますので、県士会の皆様の積極的なご

参加をお待ちしております。

【認知症特設委員会連絡先】

　その他、ご質問やご意見などがありましたら、下記の連絡先まで宜しくお願い致します。

　　　　認知症特設員会連絡先 　Mail：shimane.ninchisho.ot@gmail.com

第1回認知症アップデート研修報告

島根県認知症作業療法推進委員

　　　山崎　晃　　黒田　曜嗣
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3.　経験年数

2.　年齢分布

4.　出身養成校

　平成29年1月～2月にかけて行った県士会会員を対象とした調査結果について、以下のとおりご報告いたします。

【調査方法】　　郵送調査

【調査協力者】　320名(一般社団法人島根県作業療法士会会員445名
*
のうち、協力が得られた者)

                  男性：126名(40.65%)　　　女性：184名(59.35%)  　　　　　　*平成28年9月現在
　
【結果】　回収率　71.91％　　　平均年齢　32.3±7.3歳　　　平均経験年数：9.44±6.79年

H29年10月
学術部

1.　性別分布

県士会会員調査報告
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8.　役職

今回の調査を通じて、会員の動向について以下のことが明らかとなりました。
1.会員年齢は、20歳代と30歳代がほとんどであり、全体の約80%を占めます。
2.会員の実務経験年数は、10年未満の者が約50％を占めています。
3.会員の所属領域・主な業務内容は、約80%以上が病院であり、約90％以上の者が臨床業務に従事してい
ます。

学術部の調査にご協力いただき、ありがとうございました。今後も継続して調査を行い、会員の動向を把握
し、県士会の更なる発展に努めていきたいと考えております。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

5.　所属領域 6.　主な業務内容

7　勤務形態
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　7月 30日・8月 27日の２日間で、島根大学医学部附属病院で行われた、ＩＴ育成セミナーに

参加しました。初日の流れとして、コミュニケーション支援の概要～法制度に関わる支援、コ

ミュニケーション機器の説明と体験などがありました。法制度の講義の中で、コミュニケーショ

ン支援を受けるにあたり、制度を有効活用する事は個人または家族の経済的負担を軽減するた

めに重要ですが、「制度活用」について活用方法が分からない、または知らない方々が多いの

が現状としてある事が分かり、各支援者の発信する努力が必要であると感じました。また、介

護・訓練支援用具などといった日常生活用具給付事業実施率が全市町村のうち 16.3％と低い現

状にも驚きました。

　2日目では、実際に文字盤を使ったコミュニケーション体験やマイクロスイッチを用いたワ

ンスイッチの作成を行いました。文字盤体験では、①患者と文字盤との距離感②患者の見てい

る文字を同じ目線で探す③文字の確定の合図を理解する事が大切であると、体験した中で実感

しました。それと同時に相手とのタイミングが合わず、所々伝えたい言葉と異なる場面もあり、

視線で伝える事への難しさも感じました。

　スイッチ作成では、コードの被覆や半田付けを行い自作のマイクロスイッチを作成しました。

私自身も、作成前はスイッチ＝複雑で分からないといった印象でしたが、作成に必要な道具の

選択・半田付け・コード被覆の基本知識を教わった事で、比較的容易に作成が出来ました。作

成したマイクロスイッチは、実際にナースコールや在宅用の呼び出しベルに接続して使用され

る方が多いそうです。また、その他日常生活機器に接続して使用するなど、多岐に渡って使用

出来る事が強みであると感じました。

　この 2日間のセミナーでは、支援が必要とされる方々への機器の提案やより良い支援方法を

考える有意義な機会となりました。

　最後に、ご自身も ALS患者であり、日本 ALS協会会長の岡部宏生さんの「四肢麻痺や音声言語

機能が低下する事で、筆記や発語が困難になり、他者とのコミュニケーションに支障をきたす

ことも多く、コミュニケーション支援は重要である」と書かれた言葉が印象的であり、セミナー

で教わった事を、今後の日々の業務や周囲で支援が必要とされる方々に対して支援や発信がで

きるよう努めていきたいと思います。

ＩＴ育成セミナーへの参加
東部島根医療福祉センター

　　　　足立　貴哉
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　現在私は松江市にあります通所リハビリで勤務しております錦織健次と申します。

在宅で生活される皆様が通所を利用される理由は本当に様々で、保険制度と現場の

実状が率直に言って合致していないと感じることもあります。そんな中だからこそ、

作業療法士が対象者様と実践していく生活行

為が大切であると感じています。

　生活行為の大切さを目の前の対象者様だけ

でなく、これから作業療法と出会う方達へ知

って頂くことは、その方の活動性を高め、病

気の予防や生活スタイルを変化させることに

もつながっていくと考えています。

　生活行為向上マネジメントへの理解を高め

つつ、保険部活動では制度という共通事項を

通じ、会員同士がつながる機会の提供をして

いきたいと考えています。皆様、宜しくお願

い致します。

　今年度より島根県作業療法士会の理事を務めることになりました、西川病院の篠

崎と申します。以前にも理事をさせていただいておりましたが、約１０年振りぐら

いになるでしょうか・・・ブランクあっての久しぶりの理事活動になります。また

今回は初めて学術部を担当ということで、正直今

はまだ現状把握の段階です。私で務まるのかと不

安もありますが、お声かけいただいたことに感謝

し、小林会長はじめ理事の皆様方のお力をお借り

しながらなんとか頑張っていきたいと思っていま

す。

　ちなみに、学術部の大きな役割としては島根県

作業療法士会としての学術誌発行を目指すことに

なるようです。島根県作業療法士会らしい素敵な

学術誌が出来るよう、会員の皆様方のご協力をど

うぞよろしくお願い致します。

新理事の横顔

錦織氏

篠崎氏　
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松江総合医療専門学校

た す き リ レ ー

こなんホスピタルさんから紹介されました。

いつも実習で大変お世話になっております。今年度から、新しい職員を 2 名（1 名は 9 月から入職）迎え

て個性的？な 6人体制で元気に学生支援に励んでいます！

近年、学生は減少傾向にありますが、少人数だからこそできる教育方法もあるかと考えています。ＭＴＤ

ＬＰも、本校でも昨年度よりカ

リキュラムに加えて取り組んで

います。県士会では“ツナガル

教育”の研修も行われ、臨床現

場の先生方と学校教員との情報

共有の場もあり、今後島根県が

ますます盛り上がっていくよう

本校も微力ながら頑張っていき

たいと考えています。

次は、浜田医療センターのみ

なさんよろしくお願いします。

リハビリテーションガレッジ島根

松江市立病院さんから紹介されました。松江総合医療専門学校です。

当校は、県内で唯一の 3 年制の作業療法士養成校であり、3 年間で全員卒業、国家試験合格を目指し、教

員一同が協力し合いながら学生一人一人

の特性に合わせた学習支援を行っていま

す。

「臨床現場で信頼される作業療法士」

の育成を目指し、多くの作業療法士の仲

間を増やしていけるように努めていきま

す。

次はエスポワール出雲クリニックさ

んよろしくお願いします。

～
日
常
生
活
編
～

便利グッズ♪

　今回は便利グッズとしてパワーマットを

紹介したいと思います。こちらの便利グッ

ズは写真を見ていただけると分かるよう

に、熱したものに対して鍋敷きとしての使

い道や鍋・フライパンなども安心してつか

むことが出来ます。また耐熱温度も 150℃

まであるため電子レンジなどで温めたお皿

などもつかむことが出来ます。さらに、滑

り止めの突起物も付いており固くしまった

ペットボトル等のフタを開けることもでき

るため、握力の低い子供から高齢者まで幅

広い年代の方に使用していただくことがで

きます。
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会費納入のお願い
皆様のご協力で納入率 100％まであとわずかとなりました。心より感謝申し上げます。
まだ納入がお済みでない方、何卒県士会運営にお力添えよろしくお願い致します。

いい県士会、いい職場のためにあなたの力を。　　　　　財務部部長　石川

お問い合わせ
島根県作業療法士会事務局

メールアドレス：shimaneot@gmail.com

　　　～茹で鶏ときゅうりの棒棒鶏～

　ひと手間加えればさらに美味しく、やわらかくなります♪

　鶏ムネ肉（今回200gを使用）を鍋に入れ水を浸かるくら
いまで注ぎ、ネギの青い部分を１～２本分、しょうが1片、調
理酒大さじ2を入れて沸騰したら火を止めて放置。余熱で
調理します。
（時間が無ければ水のみでゆがいてもOK）

中まで火が通るのを待つ間に…
キュウリを斜めに薄切りしてから細切りにする。
（スライサーがあればそれでもOK）

たれは胡麻ドレッシングをベースに豆板醤、酒、砂糖、醤
油を足し、混ぜ合わせる。
（ゴマだれだけでもOK）

ゆでた鶏ムネ肉を取り上げ、水気を切り、冷ましてから線維
の方向へ裂くように手でほぐします。

キュウリと鶏ムネ肉を盛りつけ、たれをかけて完成。

“男の料理”

　　追　記
　作業工程に（）内でも記載しましたが、ムネ
肉は普通に茹でても細く切ったり、裂いたり
すればそれだけでもやわらかいです。たれも
同じくゴマだれだけでも十分美味しいです。
　ひと手間加えればさらに美味しくし上ります
ので時間がある時や凝りたい方は是非試
してみてください。


