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今までのＯＴ人生で感じた事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リハビリデイサービス　ひまわり

　井　畑　珠　実　

　何年か前に一度、巻頭言の原稿依頼を受けましたが、文章を書くことが苦手な私はお断
わりをしてしまいました。そのため今回は引き受けさせて頂きましたが、経験年数は一人
前、知識や技術は半人前の私は皆さんのような立派な文章は書けないので、今までＯＴと
して仕事をしてきた中で感じた事を書いていこうと思います。
　専門学校を卒業してから数年は病院で勤務し、その後は訪問看護ステーション等の介護
保険施設で勤務しています。特に訪問看護ステーションでの勤務は長く、利用者様や御家
族の方々から様々なことを学ばせて頂きました。病気のことはもちろん、人生の大先輩で
もある利用者様からは、戦争の話や苦労話等の経験豊富な人生談や生活の知恵を教えて頂
きました。そして、“口のリハビリ”と称した御家族との会話も、やはり人生の大先輩と
あって、雑学知識的なものもあり、とても勉強になりました。それらの会話はどれも興味
深く楽しいものであり、時には利用者様の本音や生活歴も垣間見え、貴重な時間でした。
何よりもデイサービスや病院等の施設で見るよそ行きの顔ではなく、家庭での顔が見られ
たので、より生活に密着したリハビリを行うことが出来、本当に良かったと思います。
又、知識や技術が半人前であるが故、気持ちが折れそうになる事も多々あります。認知神
経リハビリテーションを勉強し始めたこともあり、行き詰まる事が多いのです。しかし、
そのような時に、利用者様が自分の目標に向かって頑張っている姿を見たり、痛みが軽減
されて晴れ晴れとした表情になり元気になった姿（まさに心と体が元気になった状態で
す）を見ると、ＯＴ冥利に尽きる、といいますか、ＯＴになって良かったと改めて思うこ
とが出来、励みにもなります。
　最後に・・・　“天使のパン”屋さん（レース中の事故で頚髄損傷受傷、不全麻痺、脳
機能障害を患った元競輪選手の作るパン）からもらった、とっておきの言葉です。

「楽しいリハビリをして下さい。」
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【第 21回大垣市市民の健康広場】
事業部　山　田　貴　章（フェニックスグループ　デイサービスCom.Do DANKE）

　平成 28 年 10月16日に大垣城ホールにて第 21回大垣市市民の健康広場が開催され岐阜県作業療
法士会として参加させていただきました。来客者としては例年ほどで健常者や家族連れや高齢の方
が主流でした。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。治療器具に「これはどうやっ
て使うんですか」と聞かれる方に作業療法の説明を行うことができま
した。体験や道具やパンフレット等を使用し作業療法の良い啓発活動
になったのではと思います。この度の活動を通し、作業療法士は作業
活動によって市民の健康増進や予防・人との輪を作ることで元気に
なれる。そういう仕事をしていることを、参加した市民の方に紹介す
ることができました。また、開催にあたり準備や当日参加していただ
いたスタッフの皆様本当にありがとうございました。

【平成 28年度学術部研修会（精神障害領域）】
学術研修部：渋　谷　玲　二（朝日大学歯学部附属村上記念病院）
学術研修部（精神障害領域担当）：東　灘　エ　ミ（養南病院）

　平成 28 年 10月 29日（土）、大垣駅アピオ６階 貸会議室にて学術部研修会（精神障害領域）が
行われました。参加者は 20 名（精神科領域 10 名・その他の領域 10 名）。今回の研修会は、午後の
講習会と夜の部・懇親会という流れで行い、テーマは、“生活行為向上マネージメントを使用した精
神科領域でのケース”。講師に MTDLP の生みの親である村井千賀先生（石川県立高松病院　作業
療法士）をお招きしました。
　講義からグループワーク演習と質疑応答も含め予定時間を超過し、グループワークの際は、「精神
科は分からない」と頭をかしげる他領域の先生に、「精神科の患者さんはね･･･」と語る精神科領域
の先生を交え、領域を超えた交流の場ともなりました。また村井先生からはMTDLPの話だけでなく、
診療報酬や薬剤・OT 室の管理などの話もあり、先生のテンポ良い話にうなずきながら必死にメモを
とったり、質疑応答では日々の臨床に直結するような質問も飛び交ったりと、中身の濃い３時間となっ
たと思います。

【第 36回岐阜市市民健康まつり】
事業部　山　田　貴　章（フェニックスグループ　デイサービスCom.Do DANKE）

　平成 28 年 11 月６日に岐阜市文化センターで第 36 回岐阜市市
民健康まつりが開催され岐阜県作業療法士会として参加させて
いただきました。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｡今年は来場者が非常に多く、非
常ににぎわっていました。現場
では多数のスタッフに恵まれた
ため、交代で昼休憩をとること
で途切れなく出展ができました。

今回も多くのスタッフのご協力を得て、岐阜地域の市民の皆様に、
作業療法の素晴らしさを伝えることができたと思われます。また、
開催にあたり準備や当日参加していただいたスタッフの皆様本当に
ありがとうございました。
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【第 16回東海北陸作業療法学会　風船バレーボール大会】
田　中　美　絵（岐阜中央病院）

　平成 28 年 11月 26日（土）・27日（日）の２日間、金沢の石川県
地場産業振興センターを会場として、第 16 回東海北陸作業療法学
会が開催されました。日本作業療法士協会 50 周年記念の年に開催
されたこともあり、今まで築いた作業療法の継承していくこと、ま
た今後も作業療法技術を創造・実践していくことを再確認したい、
との想いから、学会テーマには「作業療法の想起と再考～人の暮ら
し、生きることを創造し実践する作業療法～」が掲げられました。
　石川県は子供からお年寄りまで誰もが一緒に楽しむことが出来る
風船バレーボール大会の発祥の地であり、石川県士
会では「石川県リハビリテーション風船バレーボール
大会」を30年間継承してきました。30周年を記念して、
当学会では東海北陸各県 OT チームと石川県レジェン
ドチーム対抗のミニ大会が開催され、想像以上に楽
しく白熱した戦いに会場が湧きました。皆さんも是非
一度、本場の風船バレーボール大会を体感しに、石
川へ出掛けてみては如何でしょうか（石川県士会ホー
ムページに風船バレーボール大会専用ページがありま
すので、一度ご覧ください）。

【東海北陸リーダー養成研修会 in 富山】
林　　　節　也（岩砂病院・岩砂マタニティ）

　平成 28 年 12 月３日（土）～４日（日）に、富山県富山市にて東海北陸リーダー養成研修会に参加
致しました。この研修は、東海北陸７県の代表者が集まり、これからの OT を担っていくリーダーを
養成するための研修会です。

　研修会では、初日は船橋伸一教授（富山大学　経済学教授・
博士）より、「リーダーとして必要なこと～チームを引っ張るため
に～」のご講演から始まりました。リーダーに必要な資質とは、「相
手を納得させ周囲の協力を得られること・現状把握に努め、決断
できること」の二点が特に大事なことと述べられていました。ま
たこの講演では、採用人事シミュレーションをディスカッションし

ました。このディスカッションでは答えはありませんが、いかに相手を納得させながら一つの答えを
導き出すかの重要性を学ぶことができました。また二日目も同教授より、「頭で考えていることを言
葉にする能力を高める実践」の講演を聴講しました。ここでも人類滅亡シミュレーションをディスカッ
ションし、自分の意見を的確に説明することやディスカッションしていく中でのグループの思考の変
化に納得しながら対応することを学びました。
　また、県士会活動を今後どう発展していくかを SWOT 形式でまとめあげ、他県士会との情報共有
を図るディスカッションでは、他の県士会活動の情報収集や学会活動で工夫している点などを情報
共有することができ今後のヒントを得ることができました。
　ナイトセミナーもあり、お酒や富山名産を
戴きながら事前に提出した写真を宣伝しあう
などユニークな時間や他県士会との交流を図
ることができました。
　最後に、他県士会の方達と交流を図る機
会をいただきありがとうございました。皆さ
んもこのような機会に積極的にご参加される
ことを願っています。
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　　優勝

石川レジェンド

＊石川レジェンド：
県大会で近年優秀な成績を
収めているチーム

【風船バレーボール大会・結果】
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私の職場の強み 第2回

社会医療法人厚生会　木沢記念病院社会医療法人厚生会　木沢記念病院社会医療法人厚生会　木沢記念病院
29 の診療科、12 のセンターをもつ、
病床数 452 床（内 ICU10 床、療護
センター 50 床、回復期リハビリテー
ション 42床）の総合病院です。

中部療護センター
　自動車事故による脳損傷で重度意識障害
になられた方々の専門施設です。全国に４
か所あり、NASVA（ナスバ：自動車事故
対策機構）から委託され運営しています。
本センターのリハビリテーションの特徴は
「五感刺激療法」であり、OT・PT・STに加え、
音楽療法（MT）、鍼 治療、アロマテラピー
などを取り入れ、「脳の目覚め」を促して
います。また、@Attention を応用して患
者さんの視線を分析し、患者さんの意思を
少しでも理解しリハビリテーションに活用
できるような試みも始めています。

　中枢神経障害患者等に対し、PAS や
NESS といった機器を導入し機能訓練を
行っています。また今年の 10 月には
@Attention を取り入れ、高次脳機能障
害患者へのアプローチも行っています。

　機能訓練やADL訓練のみではなく、
アクティビティを取り入れ、楽しみ
ながらリハビリテーションを行って
いただけるような取り組みも行って
います。そうした活動の中で患者さ
ん同士の関わりも増えています。

調理訓練やちぎり絵カレンダー製作

明るく楽しい職場です♪
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平成28年度　学術部研修会（地域領域）の案内
【テーマ】生活を豊かにするための姿勢づくり～キャスパーアプローチ
【日　時】平成 29 年２月５日（日）13 : 30 ～ 16 :00（受付開始　13：00 ～／２時間講義・
　　　　 30 分質疑応答）
【場　所】西美濃厚生病院　研修室（岐阜県養老町押越 986 ／ 0584-32-1161）
【講　師】村上潤氏（NPO法人『生活を豊かにする』障害児・者支援福祉協会　代表理事）
　　　　＊痛さやストレスを最小限にする為の試行錯誤から生まれた今までに無い全
　　　　　く新しい姿勢保持の考え方キャスパーアプローチ理論を提唱。著書 :「生活
　　　　　を豊かにするための姿勢づくり」（ジアース教育社より出版） 
【参加費】県士会員 1,000 円 非会員・県外 2,000 円
【申込方法】研修会参加申込フォーム（フォームの研修区分で「地域」を選択）
【申込期限】平成 29 年２月３日（金）
【その他】当日、生涯教育手帳を持参してください。
【連絡先】 朝日大学歯学部附属村上記念病院 作業療法室 渋谷玲二
　　　　 電話：058-253-8001　　　Eメール：gakujyutsu@gifu-ot.com

平成28年度　学術部研修会（老年期障害領域）の案内
【テーマ】星城大学における居宅高齢者への認知症予防と転倒予防活動の効果と課題
　　　　  について
【日　時】平成 29 年２月 12 日 ( 日 )13:00 ～ 15:00（受付時間　12：30 ～）
【場　所】平成医療短期大学　Ｆ館 (岐阜市黒野 180 ／ 058-234-3324 )
【講　師】藤田高史氏（星城大学）
【参加費】県士会員 1,000 円、非会員・県外 2,000 円
【申込方法】研修会参加申込フォーム（フォームの研修区分で「老年期障害」を選択）
【申込期限】平成 29 年２月５日（日）
【その他】生涯教育ポイント数：２ポイント
【連絡先】http://fs220.xbit.jp/p583/form5/index.cgi

平成28年度　岐阜県人材育成研修助成事業
第７回 岐阜県訪問リハビリテーション実務者研修会の案内

【テーマ】訪問リハとして望まれる姿とは
【日　時】平成 29 年２月 25 日（土）９：30 ～ 17：00（受付時間９：15 ～）
２月 26 日（日）９：30 ～ 13：00
【場　所】岐阜産業会館　第１会議室　（岐阜市六条南２丁目 11-1　Tel 058（272）3921 ）
【内　容】  （１日目）講演：船戸崇史氏（船戸クリニック医院長）、
　　　　　　　　　立木孝幸氏（岐阜県居宅介護支援協議会　会長）／グループワーク
　　　　  （２日目）講演：岐阜県健康福祉部高齢福祉課／グループワーク
【対　象】PT・OT・ST 県士会　会員
【参加費】無料（ただし非会員は各士会年会費相当額を徴収）
【定　員】80 名（定員となり次第、締め切り）
【申込方法】参加申込専用フォーム（　https://ws.formzu.net/fgen/S10512754/　）
【申込期限】 平成 29 年２月７日（火）　
【その他】主催：岐阜県リハビリテーション連絡協議会
　　　　 共催：公社）岐阜県理学療法士会、一社）岐阜県作業療法士会、
　　　　　　　 岐阜県言語聴覚士会
　　　　 懇親会：１日目の後に企画予定、参加費 4,000 円程度
【連絡先】訪問リハビリテーション推進部会事務局
　　　　 訪問看護ステーション ほのぼ（担当：馬場）　honobo@smile.ocn.ne.jp
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平成29年１月13日現在　岐阜県作業療法士会会員数496名（休会９名を含む）
　　　　　　　　　　　 所属施設数　142施設

【編集後記】
　新年となりみなさまいかがお過ごしでしょうか。まだまだ寒い時期が続きますが、体調
には十分注意していきましょう。今年の広報部も一致団結でがんばります！本年も相変わ
らず、よろしくお願いいたします。皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

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4回

とは

突撃となりの作業療法士

寺　倉　恭　子

私
OT

にとっての

JA岐阜厚生連　西美濃厚生病院
　　田垣　敦朗先生からの紹介

医療法人社団　大誠会
訪問看護ステーションハーブ

Ooini　Tanoshimu

　私の生き方のテーマは、おおいに楽し
む！これは、私にとっての OT のテーマ
でもあります。[楽 ]という字が好きです。
　私が、臨床で訪問させていただいてい
る方とリハビリの訓練のことを話す時使う
言葉は、[ 生活は、修行じゃないから少し
でも楽な方法を探しましょう！ ]
　[ 楽 ] は、ズルをするという事ではありま
せん。辛いことは続かないけど、少し心に楽しむ余裕があることは続けられる。最近接領
域を意識して楽に動作が出来るようにって設定を考えながら…ムズカシイケド。OTになっ
てから、ずっと、目に見えない何かと戦っている気がします。もっと、こうしていればとか、
どうしたらいいのだろうって。でも、それを楽しんでいる自分もいるのです。辛いと幸い
は一字画違い。物事は、ちょっとした視点の違いで、いろんな楽しみ方が出来ます。どう
したら、その状況を [ 楽 ] しむことが出来るか、たのしみながらずっと探しています。

平成8年藍野医療技術専門学校卒業、作業療法
士免許取得
フジヤマ病院(静岡県)、老人保健施設喜の里勤
務後、育児中心にしつつ訪問看護ステーション
ウィズ、老人保健施設大樹非常勤勤務を経て平
成25年より現職に至る。

育児中は、細々とOTを続けていました。
小さかった子どもたちも今春より高校
生と中学生になります。いろいろある
けど何とかなるものです！
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