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　　　適　応　力
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンビレッジ国際医療福祉専門学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣　瀬　　　武　
　　　　　　　　　　　　　　　
　新型コロナウイルスの感染拡大で様々な影響が出ています。皆様どうお過ごしですか？
私は自分が生きている間にこんなパンデミックが起こるとは思ってもいませんでした。心
のどこかで世界的パンデミックは映画の中での出来事であって、現実では起こらないと
思っていました。しかし、実際に起こるものなのですね。非常事態宣言が出された岐阜県
では「非日常」の状態。つくづく私の今まで過ごしていた生活、「当たり前の生活」は
数々の条件が揃って初めて実現していたのだなと思わされます。私にとっての当たり前の
生活は、感染症が蔓延しておらず、戦争状態でもなく、法によってある程度コントロール
されて、食料も水も石油も安定的に供給され、自分のこころも体もある程度健康でいられ
る生活でした。
　この中で何か一つでも崩れると、当たり前の生活ではなくなるのですね。
　さて、このような「非日常」では年間を通してスケジュールを立て業務を行う教育現場
は大混乱です。授業はどうなるのか？実習はどうなるのか？計画を立て直して、それを壊
して、もう一度立て直して…を繰り返す日々です。今後、新型コロナウイルスの感染拡大
がどうなっていくのか？ウイルスは変化していくのか？政府がどのように舵を切っていく
のか？不透明な事ばかり。ついつい「じゃあどうしたらいいの？」と言いたくなる時があ
ります。
　そのような時、私は日頃学生たちに伝えている言葉「答えはない。考えなさい。」を自
分に言い聞かせます。他者に答えを求めたり他責からは何も生まれません。今できること
はできるだけ正確な情報を集め、今後の事も予想しながら優先順位を立て、できることか
ら丁寧に行っていき、チーム内で思考のプロセスを丁寧に共有していくことが必要です。
一言で行ってしまえば、これが「適応力」なのだと思います。今のような非常事態では柔
軟に対応と適応を重ねていくことが大切です。サンビレッジ国際医療福祉専門学校も適応
を重ね、すべての学科で４月20日（月）よりWebによる遠隔授業を開始することができま
した。
　これからの時代は答えなきことがさらに増え、一人ひとりや組織としての「適応力」が
試される時代。岐阜県作業療法士会の会員の皆さんと一緒に、この非常事態を、「適応
力」を伸ばす機会にしていければと思っております。
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岐阜県作業療法士会広報誌

　　　「ごったに」 が手元に届くまで

ごったに　　号・目前
特別企画
100001100100100100 !

!

いつも、岐阜県作業療法士会広報誌「ごったに」をご愛読いただき、ありがとうございます。
「ごったに」が創刊されてからの数十年、岐阜県作業療法士会の活動報告や会員紹介、そして
県士会員へのメッセージ等を掲載してきました。そして遂に、「ごったに」は100号を迎えよう
としています!!（且つて発行されていた、ごったにminiを除く…）
今回は、「ごったに」が皆様の手元に届くまで、どのようにして作られているのかを紹介したい
と思います。

新型コロナウイルス感染が拡大している現在、岐阜県作業療法士会では思うように活動が展
開できない状況にあります。しかし、感染拡大が落ち着いた際には、岐阜県作業療法士会員
の輝かしい活躍を、たくさん広報誌に掲載したい!!皆さんに届けたい!!という思いがあります。
これからも、岐阜県作業療法士会広報誌「ごったに」をよろしくお願い致します(^ ♪̂
　　　  （記事の執筆依頼があった際は、皆さん是非、協力してくださいね…　広報部より）

3 か月
前 2か月

前

1か月
前

2週間
前

当 日
後 日

直 前



－４－ごったに97号

3月28日／岐阜県作業療法士会　理事会
（平成医療短期大学)

2月2日／47都道府県委員会
（TKP築地新富町カンファレンスセンター）

2月8日～9日／厚生労働省委託事業 介護ロボット
のニーズ・シーズ連携協調協議会 成果報告会

（TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター）
2月16日／岐阜県理学療法学会 開会式来賓出席

（中部学院大学）
2月24日／養成校卒業者向け 協会・士会プレゼン 
入会促進事業  　　　　　　（平成医療短期大学）
2月25日／養成校卒業者向け 協会・士会プレゼン 
入会促進事業　（サンビレッジ国際医療福祉専門
学校 岐阜保健大学短期大学部）

地域リハ推進部
2月2日／認知症アップデート研修会

(那加福祉センター)
＊参加者：32名

2月１4日／POS合同 地域包括ケアシステム推進
会議　　　　　　(訪問看護ステーションほのぼ)

広報部（会員向け）
2月26日／広報誌「ごったに」96号　発行

岐阜県作業療法士会　活動報告
2020年 2月～ 2020年 4月

日付／内容（場所）
＊備考（研修会のテーマ・参加者数など）

【記載内容】

社会局

学術局

教育局

その他

地方局

会　長

学術研修部
2月15日／令和1年度学術部研修会

（瑞穂市総合センター）
＊テーマ：薬物療法基礎知識からそれ病気の症
状ではなく副作用かもしれませんよ？(現在の薬
物療法基礎知識を共通認識にする) 

＊参加者：24名

現職者研修部
2月23日／第2回現職者選択研修
(近石病院)

＊参加者：16名

2月7日／西濃OT勉強会
(サンビレッジ国際医療福祉専門学校)

＊テーマ：これからの臨床教育について～診療参加
型実習とは～　

＊参加者：25名

2月12日／大垣市障害支援区分認定審査会
2月21日／大垣市地域ケア会議
3月11日／大垣市障害支援区分認定審査会
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第24回 岐阜県作業療法学会
延期のお知らせ

学会長　　古桧山　建　吾（関中央病院）

　現在のCOVID-19の感染状況を考慮し、岐阜県作業療法士会と協議のうえ令和２年６
月28日（日曜日）に予定されていた第24回岐阜県作業療法学会を一年程度延期するこ
ととなりました。
　演題発表を予定して頂いていた方、事前登録をして頂いた方など、本会に関わって
頂いている全ての方に多大なるご迷惑をおかけすること伏してお詫び申し上げます。
申し訳ございません。
　運営委員一同、少しでもこの状況が好転することを祈り、一年後の開催に向けて準
備を進めてまいります。詳細が決まり次第、HPや県士会メールなどでお知らせ致しま
す。
　何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

会長　　柴　　　貴　志（岐阜県立多治見病院）

　話題のトップに上がっているのが、パチンコ店の休業要請。経営しないと明
日がない自転車操業の店側と、ギャンブル依存症に加えて「自分の命だから勝
手だわ」との利己主義で感染リスクお構いなしの者。どちらにも共通するのが
自己中心原理。渦中でどれだけ自分から遠いところを見つめられるかにその人
の価値が浮かび上がるのでしょう。自分が感染すると、家族や同僚、そこから
また先に･･･。遠い人に思いを馳せる、利他の原理が大切でしょう。
　専門職団体はいつも利他の視点で活動をしています。当協議会もPT/OT/ST県
士会もそうです。しかし、意外に人を集めることで行う事業が多いことに気づ

かされました。
　学会や研修会、市民公開講座、住民対象の介護予防教室
など「密」を作って行っているために、事業計画が見通せ
ない苦渋に立たされています。世界規模のパンデミックと
の戦いは今後も続くので、事業の枠組みを検討することも
必要になりました。悩む。

岐阜県リハビリテーション協議会便り No.4

岐阜県内は新たな感染者ゼロ！
　　　　　このまま続くことを願うばかり。
新型肺炎、この渦中で皆は何を思われます？

延期
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私の職場の強み 第15回

入所 100 床、通所午前・午後利用者 45 名、１日利
用者 30 名の超強化型老健施設としての在宅復帰支
援、在宅復帰後の在宅療養支援を行っています。

和光グループププ
介護老人保健施設

入所 100 床 通所午前 午後利用者 45 名 １日利

寺田ガーデン寺田ガーデン
介護老人保健施設

寺田ガーデン

た

役割の獲得に向けた通所機能役割の獲得に向けた通所機能役割の獲得に向けた通所機能

地域包括ケアシステムの拠点地域包括ケアシステムの拠点地域包括ケアシステムの拠点
　寺田ガーデンはセラピストの豊富

な人員配置（PT14名、OT6名、ST2名、リハケア
ワーカー6名）により幅広くリハビリサービスを提供し、

生活場面に直接アプローチを行うことで卒業に向けた目標達
成型のリハビリテーションの提供を目指しています。卒業後は、
自宅に訪問し、ご利用者様・ご家族様の不安を軽減できるよう
に、ヒアリングやサービスの提案を行っています。
　また地域貢献として介護予防教室やデイサービス、グルー
プホームへの訪問なども行い、介護予防や介助方法の伝
達、介護計画立案の補助を行うことで地域包括ケ

アシステムの拠点となるよう活動して
います。

自宅訪問やご家族様との面談な
どで、目標を定め、毎月のカンファレンスで
進捗状況を確認しながら個別リハビリ、生活リ
ハビリ、機器を用いた集中的なリハビリテーショ
ンを毎日行い、3カ月～6カ月以内の在宅復帰
を目指します。

　
職場復帰、車の運転、家事の獲

得などADLだけでなくIADLやQOLの向
上を目指し、その人らしい生活を取り戻す・
再構築することで、リハビリテーション
からの卒業を目指します。

在宅復帰に向けた入所機能在宅復帰に向けた入所機能在宅復帰に向けた入所機能
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第17回

突撃となりの作業療法士
八幡病院
川合　弘晃　さんからのご紹介

　私は河村病院に勤めて８年が経ち、臨
床、研究、教育、チーム医療について多く
のことを学んできました。当院は地域に根
差した医療を提供する病院として、未熟な
組織ながらも皆で学び、考え、行動し、
様々なことにチャレンジしてきました。よ
り良い医療とは何か、そのために当院に足
りないものは何かを考え、協議し、実践
し、修正することを繰り返しています。既
に整っている病院は素晴らしいと感じてい
ますが、私は、そこでは学ぶことのできな
い多くの経験を積むことができたと思って
います。今では管理職を任され、さらにそ
の難しさを痛感しているところではありますが、これまで培ってきた知識、経験、ときに
は助言をいただくなどして、これからもより良い医療とは何か、そのために私（達）にで
きることは何かを考え続けていきたいと思っています。末筆ながら、今回執筆する機会を
与えて頂けたことを編集者皆様方に深謝申し上げます。

 「作業療法士、
　　社会人としての成長と
　　　　　　　 これから」

医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ
　　　河村病院　リハビリテーション部

森　島　圭　佑



学歴：2012年　藤田保健衛生大学医療科学部
　　　　　　　  リハビリテーション学科
　　　　　　　  作業療法専攻　卒業
　　　2014年　藤田保健衛生大学大学院保健学研究科
　　　　　　　  リハビリテーション学領域
　　　　　　　  摂食・嚥下治療学専攻　卒業
　　　　　　　　（保健学修士）

職歴：2012年　医療法人社団
　　　　　　　  カワムラヤスオメディカルソサエティ
　　　　　　　  河村病院　入職
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2020.4.27. 現在
【県士会会員数】　
581 名（うち休会者 9名）

【県士会所属施設数】
158施設（休会者が所属する施設を含む）

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
　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】
　今回のごったに97号は現在の広報部（会員向け）スタッフでの、最後の発送となりま
す。この経験を活かし、今後の広報活動に励みたいと思います。本当にお世話になりまし
た、ありがとうございました。

機関誌編集部機関誌編集部機関誌編集部

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、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

　2020 年度より生涯教育手帳の電子化、お
よび生涯教育受講新システムの運用が開始さ
れる件について。諸事情により新システム運
用の準備が遅れており、生涯教育手帳移行手
続きは、まだ行うことが出来ません。遅れる
期間におきましては、日本作業療法士協会か
らの連絡待ちであり、現時点でお伝えする事
は出来ません。
　しかしながら、近日中には生涯教育手帳の
電子化と、生涯教育受講新システムの運用が
開始されますので、連絡があり次第、会員の
皆様にはご報告いたします。

　介護老人保健施設　山県グリーンポート
　　　　　作業療法室　　林　　節　也

生涯教育部生涯教育部生涯教育部

広報部広報部広報部

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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