
事務局：平成医療短期大学  岐阜市黒野 180
℡＆Fax：058-234-6763 
E-mail:jimu@gifu-ot.com 　URL http://gifu-ot.com

Gifu  Occupational  Therapist  Association  News

ご　っ　た　に　89号
  2018 年  5 月

－１－ ごったに89号

季刊（４月･７月･１０月･１月　発行）

・巻頭言（より良いリハを提供する為の守破離）

・活動報告（福祉用具サービス計画書研修）

・活動報告（平成29年度学術部研修会（発達障害領域）報告）

・全国における岐阜県士会の位置付け

・私の職場の強み（関中央病院）

・突撃！となりの作業療法士

　　（人生100年時代　－作業療法士の働き方を考えよう－）

・新入会員紹介

目　

次

特集特集

＜全国における＜全国における
　　　　岐阜県士会の位置付け＞　　　　岐阜県士会の位置付け＞

特集

＜全国における
　　　　岐阜県士会の位置付け＞



－２－ごったに89号

　　　「より良いリハを提供する為の守破離」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　網代診療所しらゆり発達医療センター
（旧　あじろ診療所しらゆり療育センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　園　康　嗣　

　発達の分野で働き出して３年目を迎えました。日々の臨床では、子ども達に作業療法を
楽しく提供する方法に悩まされる毎日を過ごしています。
　今回は巻頭言のお話を頂くにあたり、勉強会に積極的に参加している事を挙げて頂きま
したが、実際は日本作業療法士協会の定める教育プログラムが終わっていなかった為に慌
てて取り組んだ結果というお恥ずかしい状況であります。そんな私ですが、必死に勉強し
ようと思える様になったきっかけがあります。僭越ながらこれらについて書かせて頂こう
と思います。
　私は、多少の経験を経て発達の分野に挑戦しましたが、将来の可能性を秘めた子ども達
と関わる事は想像以上に大変なことでした。数々の失敗を重ね、入職して僅か１ヵ月で自
信を失い、家族様の期待にプレッシャーさえ感じる様になりました。そんな中で私も親と
なり、「子どもに少しでも良い環境を」と望む気持ちを理解できる様になると、保護者様
の気持ちが分かる様になってきました。そして、作業療法は一つの家族を支える大切な仕
事であると言う自覚を持てる様になり、プレッシャーは学習意欲へと変わりました。この
様に、私が勉強に目覚めたきっかけは保護者様と同じ気持ちになれる様になった事でし
た。
　発達促進としての感覚統合療法の文献を読んで、足りない経験を補うために、県内外の
研修に行かせて頂く等して多くの先輩から直接アドバイスを頂き、少しずつ自信を得る事
ができました。そのノウハウを日々の臨床で使わせて頂いております。
　しかし、発達の分野は課題も多いのが現状です。私は、より良い訓練を提供するため
に、先輩の教えも超えて行かなくてはならないと感じる様になりました。原因が明確に
なっていない発達障害の訓練において、私は脳のミエリン形成期に着眼しています。主に
在胎期から２歳までの形成が盛んな時期に予防医学として専門的視点を持った関わりが、
発達障害の予防医学として必要な視点であると考え、それを立証する為に施設の仲間と
日々研究と臨床に臨んでいます。
　乱文ではありますが、作業療法が人の人生を支える素晴らしい仕事である事と、ただ臨
床をこなすだけでなく「守破離」の遂行段階に則り勉強、アレンジ、開発を目指して日々
努力する事の面白さが伝わればと思います。
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福祉用具対策委員会　　　　　
樅　山　貴　子（自宅会員）

　平成29年12月９日、羽島市の株式会社トーカイにて、「福祉用具サービス計画書研修」
が行われました。これは福祉用具専門相談員の研修に作業療法士がファシリテーターとし
て参加させていただいたもので、当日は福祉用具専門相談員４名に作業療法士１名のグ
ループで、２例の事例検討を行いました。
　事例の病名、既往歴、身体、認知機能、ADL状況、本人の希望、家屋状況などから、今
後どのような福祉用具を導入して、対象者の希望する生活を実現していくのか、選定理由
を考えながら進めていきます。福祉用具専門相談員の方のとても豊富で細かな知識を目の
当たりにして、ファシリテーターとして入った私達でしたが、本当に勉強になりました。
私達からは、マイナスな部分を補う視点になりがちなところ、対象者本人の生活やニーズ
を重視し、福祉用具で実現していくことや、疾患の特徴を捉えて選定することを伝え、情
報交換を行うことができ、とても有意義な研修になりました。
　専門職同士が連携することで、利用者の方にとって必要なサービスが提供できることを実
感しました。運営にご協力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。

福祉用具サービス計画書研修福祉用具サービス計画書研修福祉用具サービス計画書研修

（株）トーカイ福祉用具サービス計画書作成研修会
作業療法士・福祉用具専門相談員合同研修会

　研修会に参加した福祉用具専門相談員の皆様から…
　「グループワークにて作業療法士の方と接し、どのような気づきがありましたか？」

（回答を一部抜粋）
〇常に「利用者様が何を求めているのか、利用者様にとって生きがいのある幸せな生活
　に重きを置いて考えられている」と感じました。
〇連携を意識したことは今までなく、その点は不慣れであったが、ＯＴ目線での意見は
　とても参考になったのでこれからも頼っていきたいと思う。
〇自助具の提案など、見えている範囲が広く、自分では気づかない意見を頂けました。
〇作業療法士の方が「時折、使えそうにもない福祉用具が導入されていることがあり、
　見かけると悲しい。例えば歩行器など福祉用具の変更・追加があるときにはひと声か
　けて頂き一緒に考えていきましょう」とおっしゃられていました。これからは相談し
　あい、チームでサービス提供をしたいと感じました。
〇これまで医療従事者の方に対して気後れして、話づらいという先入観がありました
　が、福祉用具専門相談員として、福祉用具に関しては自信を持ってお話しすることが
　大切だと感じました。また、そうなれるように知識を深めて参りたいです。
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　　学術部長：渋　谷　玲　二（朝日大学病院／旧　朝日大学歯学部附属村上記念病院）
　　発達障害領域担当：後　藤　昭　道（飛翔の里　第二生活の家）

　平成30年２月３日(土)、ハートフルスクエアーＧにて学術部研修会（発達障害領域）が
行われました。参加者は10名でした。以下に報告をします。
　今回、聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部作業療法学科 伊藤信寿先生を
お迎えし、「大人の発達障害に対する作業療法　地域とのつながり」といったテーマで御
講義いただきました。学童期から青年期へ変化する中で、地域と共存するために作業療法
士の役割とは何だろうかという点を参加者とともに勘案し、伊藤先生からも熱弁していた
だきました。
　一緒に過ごしやすい社会を目指すためには、地域が障害者に適応していく環境調整が必
要であり、そこには今以上に作業療法の視点とエネルギーが必要とされていることを強く
実感することができた内容でした。その一方で、伊藤先生の穏やかなお人柄から話される
温かい言葉やエピソード、時折挟まれる冗談に包まれながら充実感のある時間を得ること
ができました。

平成平成 2929年度学術部研修会年度学術部研修会 (発達障害領域発達障害領域 )平成 29年度学術部研修会 (発達障害領域 )
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全国における岐阜県士会の位置付け

みなさんで岐阜県士会を
　盛り上げていきましょう！

≪生涯教育システム
　　基礎コース修了者≫

17名（2.7％）

全国ワースト２位

≪MTDLP指導者≫
2名（0.3％）
全国平均2.6名
目標5％以上

≪MTDLP実践者修了≫
12名（1.8％）

全国ワースト1位
目標30％以上

≪生涯教育システム
　　認定作業療法士≫

８名（1.2％）
全国28位

≪MTDLP基礎修了≫
265名（38.9％）
全国24位
目標60％以上

※（％）は協会員数から算出
※生涯教育システムは平成28年度現在
※MTDLPは、平成29年度現在

基礎コース修了者は、
沢山みえるハズです。
協会への申請をお忘れなく！

Oh,n
o…!
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私の職場の強み 第7回

医療法人香徳会　関中央病院医療法人香徳会　関中央病院医療法人香徳会　関中央病院
病床数 150 床（内　地域包括ケア
病棟 50 床、回復期病棟 50 床、療
養病棟 50 床）を有しており、二次
救急から急性期、回復期、慢性期の
疾患に対応しています。

　機能訓練、ADL 訓練の他に
IADL 訓練も行っており、調理
訓練や掃除動作練習、洗濯動作
練習など、患者様の役割を考慮
した介入を行っております。

　介護老人保健施設、訪問リハビリテーショ
ン、グループホーム、特別養護老人施設が
隣接しており、各施設でのサービス内容が
把握できます。そのため、退院後の生活や
状態を確認することができ、また、入院時
の情報を伝えることで目指していた目標を
共有することができます。リハビリテーショ
ン科では介護老人保健施設、訪問リハビリ
テーションへの配属もあり、退院後の生活
に直接関わっていきます。

関 連 施 設

　機能

　自動車運転支援にも着手しており、SDSA な
ど自動車運転に関する評価器具を揃え介入を
行っています。今年度では他院と連携し実車評
価に関するシステムも構築していく予定です。
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第9回

突撃となりの作業療法士
関中央病院
古桧山建吾先生からのご紹介

職歴
平成20年　朝日大学歯学部附属村上記念病院
　　       　リハビリテーション科　入職
平成28年  揖斐郡北西部地域医療センター
　　　　　やまびこの郷　
　　　　　リハビリテーション科 入職

学歴：
平成20年　平成医療専門学院　作業療法学科卒業
平成24年　日本福祉大学通信教育部 福祉経営学部　
　　　　　 医療・福祉経営マネジメント学科卒業
平成29年　広島大学大学院　医歯薬保健学研究科
　　　　　 保健学専攻　博士課程前期修了

　総務省によると団塊の世代が後期高齢者
となる2030年には、日本人男性の平均寿命
は81.9歳、女性88.6歳、社会保障費は148兆
円（2025年）にのぼると推計されていま
す。
　先日、研修会で協会理事の方が大多数の
作業療法士（以下；OT）が病院にとどまっ
ている現状に“早く地域に出てOTの強みを
発揮してほしい”と切実に語っておられま
した。OTは医療機関などの限定された環境
で強みを発揮することが得意ですが、多様性豊かな地域で行うとなると一筋縄ではいき
ません。地域でのOTの役割として、関連機関とのマネジメントという仕事の比重が大き
くなり、多角的な視点と分析能力が必要だからです。しかし、多様性ある作業療法だか
らこそマネジメント力が生かされ、社会の複雑な課題に柔軟に対応できるとも考えられ
ます。超高齢化と長寿の波が押し寄せる中、OTの働き方を省みる時期に来ているのかも
しれません。これはOTとして働き続けていくために重要な観点だと感じています。

高　橋　一　滋

揖斐郡北西部地域医療センター
やまびこの郷

人生 100 年時代
－作業療法士の
　　　 働き方を考えよう－
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【会員数・会員所属施設数】　
平成 30年４月 16日現在　
　岐阜県作業療法士会会員数 517 名
　所属施設数　144 施設

機関誌編集部機関誌編集部機関誌編集部

生涯教育部生涯教育部生涯教育部

広報部広報部広報部
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・会員向け）

岐阜清流病院（旧 岐阜中央病院）
　リハビリテーション療法課　作業療法室
〒501-1151　岐阜市川部 3丁目 25番地

TEL. 058-239-8111
FAX. 058-239-8216

山田病院
　リハビリテーション科　作業療法部門 
〒501-0104　岐阜市寺田 7丁目 110 番地

TEL. 058-254-1411
FAX. 058-254-1413

【編集後記】
　新年度を迎えていかがお過ごしでしょうか。最近は春バテという言葉もあるようで寒暖
差には気を付け、楽しく明るい春を過ごせると良いと思います。今年度もよろしくお願い
申し上げます。

　各研修会の受講証明書をお持ちの方は、下
記住所へ郵送を。内容を確認出来次第、生涯
教育ポイントシールを郵送にて配布します。
　平成30年度（平成30年4月～平成31年3
月）開催分の受講証明書は、平成31年3月中
旬までに郵送をお願いします。

〒502-0812　岐阜市八代1-7-1
　　　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
　　　　　　　　　　　　　　林　節也　宛

＊往信用封筒には「受講証明書在中」と朱書き
＊受講証明書と返信用封筒（82 円切手貼付）
　を同封

機関誌「岐阜作業療法」論文投稿のお願い

　日頃より機関誌編集部の活動にご協力頂き
まして、厚く御礼申し上げます。
　この度、機関誌「岐阜作業療法」発刊に向
けて準備を進めておりますが、現在、論文の
投稿が少ない状況です。
　岐阜県作業療法学会だけでなく、昨年に開
催されました日本作業療法学会等、他学会で
発表された方も、論文として岐阜作業療法に
投稿してみてはいかがでしょうか？
　「論文を書くのは難しそうだ」と思ってい
る方も多いと思います。査読等の手続きを通
して、掲載までサポートしますのでご検討頂
けると幸いです。よろしくお願い致します。

　機関誌編集部　石川真太郎
　　　　　　　s-ishikawa@wakokai.or.jp

印刷（有）いすくら
〒501-2514 岐阜市三輪宮前 164-1

TEL.058-229-6091 FAX.058-229-6093
isukra@muse.ocn.ne.jp
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