
事務局：平成医療短期大学  岐阜市黒野 182
℡＆Fax：058-234-6763 
E-mail:jimu@gifu-ot.com 　http://gifu-ot.com

Gifu  Occupational  Therapist  Association  News

ご　っ　た　に　81号
  2016 年　4月

－１－ ごったに81号

季刊（４月･７月･１０月･１月　発行）

県士会理事・任期満了（平成26・27年度）

・巻頭言「定期社員総会の活動参加状況について、
　ご報告申し上げます。」
・活動報告
・私のまちのお店紹介
・突撃隣りの作業療法士
・医療機器紹介
・研修案内
・県学会事前申し込みについて



目　

次



－２－ごったに81号

平成27年度 ⼀般社団法⼈ 岐⾩県作業療法⼠会 第5回 定時社員総会  活動参加状況
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総合計

34 28 26 32 30 41 40 43 41 27 38 47 20 447

26 23 13 18 18 20 20 20 20 10 19 38 8 253

76.5% 82.1% 50.0% 56.3% 60.0% 48.8% 50.0% 46.5% 48.8% 37.0% 50.0% 80.9% 40.0% 56.6%
総会参加者数（①） 6 7 3 5 6 2 9 7 6 3 5 10 1 70

割合 17.6% 25.0% 11.5% 15.6% 20.0% 4.9% 22.5% 16.3% 14.6% 11.1% 13.2% 21.3% 5.0% 15.7%
委任状提出者数（②） 20 16 10 13 12 18 11 13 14 7 14 28 7 183

割合 58.8% 57.1% 38.5% 40.6% 40.0% 43.9% 27.5% 30.2% 34.1% 25.9% 36.8% 59.6% 35.0% 40.9%

会員番号区分

該当区分県士会数

定時社員総会
参加数（①＋②）

割合

内
訳

　　　　定時社員総会の活動参加状況について、
　　　　ご報告申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜県保健短期大学（県士会事務局総会運営部）

　中　根　英　喜　

　岐阜県作業療法士会（以下、県士会）は、一般社団法人化されて５年が経過しました。
　それに伴い、例年５月に開催されている「定時社員総会」も今年で第６回目の開催とな
りました。
　ここで今一度、社員総会についてご説明させて頂きます。
　県士会の定款によると、『社員総会は、法令またはこの定款に別に規定するもののほか、次
の事項について決議する。（１）定款の改廃に関する事項。（２）事業計画の決定及び変更。
（３）事業報告の承認。（４）収支予算の決定。（５）収支決算の承認。（６）理事及び監事の選任
または解任。（７）その他、当法人の運営に関する重要な事項。〔定款；第 12 条抜粋〕』と記載
されています。
　さらに議決の方法としては、『社員総会の決議は、一般社団法人・一般財団法人法第49
条第２項に規定する事項または定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過
半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行い、可否同数
のときは、議長の決とするところによる。〔定款；第16条一部抜粋〕』と記載されています。
　簡単に申し上げますと「定時社員総会」とは、前年度の活動報告と本年度の活動計画を
各役員から報告させて頂き、様々な議案に対して会員の皆様からの活発な意見を頂き、よ
り良い県士会運営を行うための討論の場であり、総社員（＝県士会員）の過半数が出席す
ることが大前提となっているのです。
　しかし過去３年の「定時社員総会」の定足数率は、平成25年度 第３回定時社員総会は
56.7％、平成26年度 第４回定時社員総会は58.1％、平成27年度 第５回定時社員総会は
56.6％と総社員の過半数を若干数超えているのが現状となっております。
　総会運営部では、平成27年度の第５回定時社員総会における会員番号別活動参加状況を
集計し、分析を試みてみました。その結果、協会番号が増えるにつれて定時社員総会の活
動参加状況が低迷している傾向が認められました。（下記表をご参照ください。）
　毎年、５月に開催される「定時社員総会」において定足数が満たない場合には、後日、改め
て「臨時社員総会」を開催する運びとなることも、例年の懸念材料として挙がっております。
　今年は、５月 22 日（日）に開催される「第 20 回 岐阜県作業療法学会」において、会場とな
る“大垣市情報工房”にて「第６回定時社員総会」を開催する予定で準備を進めております。
　今後の県士会を発展させていく上でも、積極的に社員総会に参加して頂けることを心よ
りお願い申し上げます。
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「第18回　大垣市民の健康広場」　
日時：平成27年10月18日（日）８時半～15時半（市民の参加は９時～15時）　
会場：大垣城ホール
内容：１）「字がうまく書けるかも！？」
　　　２）治療器具体験：アクリルコーン、ペグ、
　　　　　オコナー、ペットボトルキャップ等
　　　３）自助具体験：箸、スプーン等
　　　４）作業療法士のイメージ動画再生
参加者：見学者／124名
報告：今年度も晴天に恵まれましたが、来客者としては例年よりも20人以上多くこられました。健
　常者や家族連れや高齢の方が主流で、やはり中高生や大学生の参加はほとんど見ませんでした。
　スタッフは６名で対応しました。大垣市としては20回目を迎え、大垣市医師会を始め、保育園や
　地域クラブ活動をしている方々の発表会も行われて盛り上がっていました。
　活動内容ですが、治療器具体験や自助具体験、作業療法士のイメージ動画再生、パンフレット
などを配布し作業療法の啓蒙活動を行いました。また、メインとして「字がうまく書けるか
も！？」という題目でスライド映写後体験参加してもらいました。
　　今年度は、ブースが80cmほどずれたことで、通路の幅が狭くなり声をかけやすい状況となりま
　した。やはり小さなお子さんが、治療道具体験をすることで楽しんでいる間に、「字をうまく書
　く」という活動に興味を持っていただくために、家族さんへの説明を行い、活動参加を促しこと

や、スタッフや学生さんも積極的に声かけを行うことができていたこと
も、活動参加への流れをつかむ要因にもなりました。
　中には、親が作業療法士にお世話になったことがあるとか、作業療法士
の仕事についての質問も何回か受けることや、介護相談などもうけるが、
まだまだ作業療法士として地域に浸透することは難しいですが、継続して
すすめていく必要があると感じました。

「第36回　岐阜市健康まつり」
日時：平成27年11月８日（日）10時～15時半
会場：岐阜市文化センター１階催し広場、金公園
内容：１）上肢機能検査（STEF）
　　　２）マクラメストラップ製作
　　　３）作業療法紹介
　　　４）福祉用具相
報告：平成27年11月８日　岐阜市文化センターにて第36回ぎふ市
　民健康まつりが開催されました。当日は生憎の雨でしたが、会場には日頃か
　ら健康に対する意識の高い方々が多く訪れ、熱気にあふれていました。
　今年から新たに岐阜県歯科技工士会も参入され、まつりの中に新しい風を
感じられました。
　今回も様々な方面からご協力を頂きましたおかげで、無事に終えることが
できました。
　この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。
　作業療法のブースでは本年も上肢機能検査（STEF）と組みひもストラッ
プづくりを通じて市民の皆様に作業療法を体験していただきました｡
　また、作業療法紹介･相談コーナーにおいては、日常生活や在宅生活の中での個別の案件に対
し、相談対応させていただきました。
　普段、病院の中での業務が主な私にとって、現場からの生の声というのはとても印象に残りました。
改めて患者様、利用者様、ご家族様の「生活」を意識して、明日から臨床に望まなければと思いました。
　今回、作業療法紹介・相談ブースにおいて、過去の健康まつりで配布した資料の影響でお孫さ
んがリハビリの分野へ進学を決めたというエピソードを聞く機会がありました。
　微力ではありますが、自分たちの活動が何らかの形で市民の皆様に届いていたんだなと、心洗
われる気持ちになりました。
　来年も、一人でも多くの市民の方々と作業療法を通じて交流できることを楽しみにしたいと思います。
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薬彩⾷房 よこひら亭

お店紹介お店紹介
今月号も岐阜県内にある福祉に関するお店や活動を紹介するページ
を設けていきます。今回は車椅子の方でも利用できるバリアフリー
となっており、身体にやさしい食事が楽しめるお店を紹介します。

第五回

　第五回は岐阜市にある薬膳料理を取り
扱うレストラン「薬彩食房　よこひら
亭」を紹介します。今回は美濃薬膳師で
もある横平料理長にお話しを伺いまし
た。こちらのお店は平成調剤薬局本店に
併設されています。２階にはサービス付
高齢者向け住宅「ながらの家」も併設さ
れており、施設内の食事も提供していま
す。そのため岐阜の特産品や伝統野菜、
「疲労回復」「滋養強壮」「免疫力向
上」に良いとされる薬草や漢方食材等を
使用し「身土不二」「医食同源」をキーワード
にスローフードの観点から「地産地消」の身近
にある食材を使った、身体にやさしい料理を提
供しています。

　店舗は一階にあ
り、二ヵ所ある入
口はどちらも段差
がないため車椅子
の方でも安心して入店することができます。店内はテーブル
席であり、間隔は広く取ってあるため車椅子でも十分に移動
ができます。トイレもバリアフリー仕様であり扉は折り戸、
手すりも設置されています。駐車場は店舗から一番近い位置
に障がい者用スペースが確保されています。

近
提

入
差
子
入店することができます 店内はテ ブル

横平料理長
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　料理長おすすめは「薬彩ご膳」と「薬
膳茶」とのことで、薬彩ご膳は旬の食
材を取り入れるため毎月メニューが替
わります。薬膳茶は 12 種類あり、それ
ぞれ薬剤師の方が漢方薬にも用いられ
る食材や薬草を使用し作っており、そ
の時の体調に合ったお茶を楽しむこと
ができます。
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薬膳茶
一番　元気茶

　よこひら亭はバリアフリーが整備された、
ハード面のやさしさに加え、食べる人の身体に
気を遣った料理長こだわりのやさしい料理を味
わうことができます。
　日々の疲れを癒しに、大切な身体を労りに、
ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

薬彩食房　よこひら亭

〒502-0812　岐阜市八代1-3-3
TEL 058-232-6611

営業時間　10：30～18：30
　　　　　夜は予約にて営業
　　　　（４名様以上・2000円～）
定休日　火曜
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第1回

とは

医療機器紹介医療機器紹介医療機器紹介 携帯型心電計　リード・マイハートPuls

　2014年の診療報酬改定にて心大血管疾患リハビリテーショ
ン料の施設基準に作業療法士の職名が追記されました。
　高齢者は診断がついていなくても心疾患を有している場合
が多く、安全なリハビリテーションを実践する上では心電図は
必要不可欠であると思われます。しかし、心電図は費用が高
く、施設によってはリハビリ目的で購入することが難しい場合が多いのではないでしょうか。
　今回紹介させていただく携帯型心電計　リード・マイハート（Daily Care BioMedical社
製、選任製造販売業者：株式会社トライテック）は
①機器の値段がモニター心電図と比較し安価　②操作・設置が簡易的であり、持ち運び
に便利　③精度が高い　④リハビリ前後の変化をその場で確認できる　⑤医師に画像を

提示し診断の一助となる
　以上の利点より心疾患のリハビリを安全に実施する上でのリス
ク管理の機器の１つとして有用ではないかと思われます。また、
コンパクトなため、訪問リハビリの際にも活用できるのではない
かと思われます。

東京都品川区南大井1-20-17 マルイト南大井ビル3F　
Tel.03-5767-9831 

平成９年
　　平成医療専門学院卒業
　　作業療法士免許取得
平成９年
　　医療法人清光会 介護老人保健施設
　　　　巣南リハビリセンター
平成19年
　　平成医療専門学院　作業療法学科
平成26年
　　平成医療短期大学 リハビリテーション学科
　　　　作業療法専攻／専攻長・教授

突撃となりの作業療法士

加　藤　清　人

　私がOTを目指すきっかけを作ってくれたのは
祖母でした。当時、祖母が脊柱管狭窄症と認知
症になり思うように身の回りのことができなく
なったことが衝撃的でした。その影響もあって
認知症高齢者への関心が高まり現在に至ってい
ます。なかでも、いま注目しているのは認知症
予防です。認知症になる前段階から介入してい
くことで、認知症発症を遅延もしくは予防がで
きればと疫学研究にも取り組んでいます。
　OTは、生活をみる専門家です。対象者の生活
機能を捉えるだけでなく、どのように環境に適応し、強いてはQOLを高められるのかを今
一度考え、成果を出していくことが求められています。我々の対象とする方が住み慣れた
地域で生活していくためには、対象者個人はもちろん、その方が住まう地域の特性にも目
を配る必要があります。これからのOTには個だけでなく集団（地域）を含めたマネジメ
ント力を発揮することが重要だと思います。私自身も生活者であり、地域の方々から多く
のサポートを受けているからこそ今の生活が満足に送れているのだと改めて感じるように
なりました。

私
OT

にとっての

株式会社トライテック

※株式会社トライテックのWebにて、本機器の詳細や本機器を題材とした論文が掲載されています。
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第 1回 現職者共通研修会の案内

【期　日】　平成28年６月５日（日）　９：30～15：00
【場　所】　土岐市立総合病院　核医学棟３F大会議室
　　　　　（土岐市土岐津町土岐口703-24／0572-55-2111）
【日　程】　９：00～受付
　　　　　　９：30～11：00　　講義①「作業療法生涯教育概論」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：柴貴志氏（岐阜県立多治見病院）
　　　　　　11：10～12：40　　講義②「職業倫理」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：河口由加里氏（市立恵那病院）
　　　　　　13：30～15：00　　講義③「作業療法の可能性」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：服部優香理氏　　　　　
【参加費】　１講義500円（当日支払）
【申込み方法】研修会参加申込手続きフォーム　http://fs219.xbit.jp/b588/form2/index.cgi
【申込期限】　平成28年５月28日（土）
【その他】　当日、生涯教育手帳を持参してください　　　
【連絡先】　509-5193　土岐市土岐津町土岐口703-24
　　　　　　土岐市老人保健施設やすらぎ　山本紀子
　　　　　　　　TEL：0572-55-2111（内線2661）
　　　　　　　　FAX：0572-54-8488
　　　　　　　　Email：kyoiku@gifu-ot.com
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平成28年３月26日現在　岐阜県作業療法士会会員数490名

【編集後記】
　新年度となり職場環境も変わった方が多いのではないでしょうか。新しい環境で適応し
ていけるよう、日々努力を重ねていきましょう。楽しく働いていくために。

岐阜中央病院　リハビリテーション療法課　作業療法室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒501-1198　岐阜市川部 3丁目 25番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL. 058-239-8111　FAX. 058-239-8216

岩砂病院・岩砂マタニティ　リハビリテーション科　作業療法室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒502-0812　岐阜市八代 1-7-1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL. 058-231-2631　FAX. 058-294-1480

岐阜県作業療法士会ニュース

「ごったに」編集：岐阜県作業療法士会（広報部）

第20回 岐⾩県作業療法学会参加申し込みについて第20回 岐⾩県作業療法学会参加申し込みについて第20回 岐⾩県作業療法学会参加申し込みについて
　本学会は原則、事前参加申し込みとさせていただきます。
　事前申し込み期間は４月１日～５月 15 日です。スムーズな学会運営のため、５月 15 日
までの参加申し込みにご協力ください。また、岐阜県作業療法士会未入会の方は日本作業
療法士協会並びに岐阜県作業療法士会入会手続きを行った上、学会参加申し込みをお願い
いたします。
【事前参加申し込み方法】
①　パソコンで下記ＵＲＬを入力するか岐阜県作業療法士会ホームページから学会専用
　ホームページへアクセスし学会参加申し込みメールフォームをご利用下さい。
②　携帯電話（ＱＲコード利用可能なもの）より、下記ＱＲコードを読み取り学会参加申
　し込みメールフォームをご利用下さい。
 　　　　　　　　

＊ＵＲＬ：http://ot-gifu.com/lieu.html


