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巻頭言
広報部 前へ
広報部

部長

神保

武則

今年度は神奈川県作業療法士会にとって変革のとき。こ
の記事をお読みの皆様はどう思われるか。私自身、広報部
理事となってから、様々な作業療法広報活動を通じて嬉し
く思うことが沢山ある “ 溢れ出るエネルギーに満ちた可能
性と、澱みなく澄み切った輝く瞳、そして希望に満ちた情
熱をもつ OT たちが大勢いるなぁ ” と。新たな作業療法士
の誕生を心から喜んでいる自分にも気付かされる。
広報部ニュース班は、広く県内の作業療法活動を共有
するための情報紙として丁寧に編集し皆様のお手元に配
布している。作業療法に興味を抱いて下さる学生さんや、
一般の方々にも広く知っていただきたいと願う、そんな
県士会が誇る県士会ニュースは、『作業療法というもの
に食らいつく情報発信ツール』である。
皆にとって作業療法は、どのような定義をもち、その
意味をどのように深めるのであろうか。我々は作業療法
を学び、作業療法を専門とした職に就き、変幻自在にそ
の姿を変えても作業療法という軸は崩さず、効果の高い
治療アプローチを臨機応変に提供する。そして、そこか
ら引き出された効果をさらに考え、如何に受け止め、今
後の知識や技術研鑽に活かすという作業工程を繰り返
す。ニュース班が編集するこの情報紙には、作業療法な
らではの奥行きや重み（深み）を感じる様々な色合いを
感じることができる。
先日、この県士会ニュースの編集作業に携わって下さ
る新しい委員が誕生した。頼もしい新たな光だ。躍動感
ある県士会の立役者とし、これからの作業療法に関する
話題や可能性をとことん追求する新しい輝きである。心
から私もサポートしていきたいと想う。

新委員４人からのコメント
田中優子：広報部のお仕事をさせて頂くこと、大変光
栄に思っております。ニュースを読むみなさんにとっ
ても、その先にいる患者様や利用者様にとっても、意
味あるものになるよう、楽しみながら頑張って行きた
いと思います！

※ 1 名２次元にて参加

丸岡ちひろ：旅行がすきで、その土地の文化や人に触
れ新たな刺激を受けています。この県士会ニュースもそ
のような存在になれるよう、これまでの先輩方が築いて
こられた歴史と伝統を踏まえ、神奈川県作業療法士会の
一層の発展、飛躍を目指し頑張ります。

佐藤愛：作業療法とは何かを知りたくて、作業療法士

になり気が付けば 4 年目になりました。まだまだ作業
療法に悩む事も多く、様々な刺激を受け取って成長し
たいと思う日々です。同じような作業療法士さんへ、
この広報が成長のひとつに繋がるように貢献していけ
たらと思いますので、どうぞよろしくお願い致しま
す！

井部賢吾：私の作業療法士としてのもっとうは「つな
げる」です。脳と体、体と活動、活動と環境、本人と
地域、作業と現実。今回、広報部として神奈川県の作
業療法士の活動と会員の皆様とを新聞を通して「つな
げて」いきたいと考えております。
今後も引き続き広報部が担う役割は大きく膨らんでい
くであろう。会員の皆も作業療法の未来に向けて躍進す
る県士会や日本作業療法協会（JAOT）を支えていこう !
そう！皆が作業療法の啓発者なんです。そして、もっと
もっと仲間を増やしていこう ! 作業療法は楽しい専門職、
やりがいのゾンブンに感じる素晴らしい仕事である、と
いうことを是非とも、身近にいる小学生や中学生、そし
て高校生たちにも伝えて下さい。
そう ! 今こそ変革のとき。 広報部と共に 前へ !!
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〜 第16回神奈川県作業療法学会への道のり vol.2〜

身体障害領域のシンポジウムについて
後藤
今回の学会テーマが「選択する未来」でありますが、

純平

療法を実践され、今尚第一線でご活躍されていらっしゃ

身体障害領域の作業療法においても、今まさに一人一人

います。機能と活動をいかに結び付けていくか、また活

の作業療法士の選択と決断が求められていると思いま

動を通していかに心身機能回復を回復させていくのかと

す。平成２８年度の診療報酬改定では成果主義がより明

いう課題に大きなヒントを頂けると思います。そしてさ

確化され、急性期、回復期の早期退院が求められる中で、

らに、今回の特別講演では講師に、藤田保健衛生大学医

機能面だけではなく生活、活動、参加を見据えた統合的

療科学部リハビリテーション学課教授である冨田昌夫

なアプローチの重要性が強く訴えられています。

先生に「情動を支援する身体からのアプローチ

ー OT

地域包括ケアシステムの中で「生活行為向上マネジメ

に期待したい潜在認知への介入ー」というテーマでご講

ント」を基盤として、急性期、回復期の時期から、機能

演いただけるということで、「機能」「活動」「参加」へ

と活動をどのように結び付けてアプローチしていくのか

の理解がより一層深まり、次の日からの臨床に役立つこ

は大きな課題であると思われます。そこで、今回はなん

と間違いなしだと思います。

と、日本作業療法士協会理事、ボバース国際インストラ

学会長からの挨拶にもありましたが、今学会では、熟

クター、活動分析研究会会長である山本伸一先生をシン

練者も新人も関係なく、日頃より実践している臨床の成

ポジストにお招きして「中枢神経系における作業療法～

果や悩み、研究成果などを話し合える場になり、これか

臨床 OT の可能性」というテーマでお話していただけ

ら「選択する未来」に繋がるとても良い機会だと思いま

ることになりました。山本先生は活動分析アプローチの

す。皆さん是非参加お待ちしています。

第一人者であり、当初から「活動」に焦点を当てた作業

第 16 回神奈川県作業療法学会 演題募集のお知らせ
演題採択委員長

実弦

みなさまこんにちは。横浜舞岡病院で勤務しておりま

な距離でディスカッションできるポスター発表形式を全

す作業療法士の魚岸と申します。第 16 回神奈川県作業

演題で採用する選択をしました。ポスター発表は特に座

療法学会におきまして、演題採択委員長を務めさせてい

長を設けず、50 分間の自由討議形式で実施します。学

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

会発表のご経験がある方も初めての方も、ぜひこの機会

本学会は、遡ること江戸時代後期、日本開港の地でも

に発表する未来を選択しませんか？学会当日、みなさま

有名な神奈川県横須賀市に居を構える神奈川県立保健福

が実りあるディスカッションができるよう、私たちも全

祉大学で 2017 年 7 月 2 日に開催いたします。県民も

力で準備をして参ります。みなさまが日頃から取り組ん

そうでない方も愛して止まない赤い電車の京浜急行（青

でいらっしゃるおひとりおひとりの作業療法を開港の地

や黄色もたまにありますね）に乗って県立大学駅で下車

に結集させ、一緒に作業療法の未来に向けて力強く出航

し、のんびり潮香る方へおよそ徒歩 10 分の場所に凛と

しましょう。

佇んでいます。

なお、演題募集期間は 2016 年 10 月 3 日から 2017

海を中心とした自然や歴史情緒あふれる地で、学会

年 1 月 31 日を予定しています。詳細は県士会ニュース

テーマは「選択する未来」。特別講演や県民公開講座、

や本学会のホームページをご覧ください。みなさまから

領域別教育講演やシンポジウム、福祉機器等の展示など、

の多くの演題応募をお待ちしています。

幅広く充実した内容を予定しています。そしてもちろん、
一般演題発表も本学会の重要な要素として位置付けられ
ています。一般演題発表は、発表者と聴講者がより身近
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魚岸

海風心地よい来夏の横須賀に、作業療法の未来をつく
るみなさまとみなさまの演題が一堂に会しますように。
集まれ！ 100 演題！

第16回神奈川県作業療法学会 演題募集のお知らせ

演題募集要項
Ⅰ．応募資格
筆頭演者（発表者）が神奈川県作業療法士会正会員
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（例：未成年者、重度の認知症者、重度の精神障害者、
重度の意識障害者等）は、本人の代理人から承諾が
得られた旨を明記してください。
2．倫理審査機関の承認について

であることが要件となります。ただし、演題募集の締

発表にあたって、所属先機関の倫理委員会もしく

め切り時点において、筆頭演者が 2016 年度の神奈

はそれに相当する機関の承認（例：所属長等の承認）

川県作業療法士会会費未納者の場合、応募資格はあり

を得てください。なお、倫理委員会に承認を得た場

ません。応募前に必ず会費を納入してください。会費

合は、固有の委員会名などは記載しないようにご注

納入が確認できない場合には登録を取り消します。共

意ください。

同演者は、神奈川県作業療法士会正会員以外の方でも
なることが可能です。また、作業療法士以外の職種の
方も同様です。

3．著作権等への配慮
原稿に引用文献を記載するとともに、本文中に引
用箇所を明示して、著作権を侵害しないように注意
してください。

Ⅱ．応募受付期間
2016 年 10 月 3 日（月）～ 2017 年 1 月 31 日（火）
なお、演題登録において、タイトルや本文などは直
接書き込むのではなく、あらかじめワープロソフトで

4．学会長の要請に対する協力について
学会長から、演題登録に関する倫理的配慮に関す
る文書の提出や説明を求める場合があります。その
場合はご協力願います。

作成したものをコピーして貼り付けるようにしてくだ
さい。
Ⅲ．応募内容と発表形式
1．募集内容

一般演題（すべてポスター発表）。
演題登録は 1 人当たり一演題に限ります。演題
は必ず 1 つの演題で完結してください。
2．発表形式
本学会ではすべてポスターでの発表となります。

Ⅵ．応募方法

1．演題応募は、神奈川県作業療法学会ホームページ
からのオンライン登録のみとなります。和文だけで
なく、英文での登録も可能です。
〈推奨ブラウザについて〉
特段非推奨ブラウザはございません。ただし、当
システムは各種スマートフォンおよび iPad などの
携帯端末からの登録動作を保証いたしません。ご利
用はお控え願います。

ポスターの本文（図表・写真含む、縦 1,350mm、

2．演題応募者は原則として筆頭演者とします。

横 850mm） お よ び 演 題 名・ 所 属・ 氏 名（ 縦

3．メールアドレスの登録に際して、携帯電話のアド

200mm、横 650mm）は、演者に作成していただ

レスはシステムからの返信メールが届かない可能性

きます。発表時間は 50 分設けており、自由討議形
式で実施します。発表者の方は指定時間の 10 分前
までには各自のポスター前で待機してください。時
間中はポスター前から離れないようにしてくださ
い。座長及び司会者はいませんので、時間中に参加

がありますので使用をお控えください。
4．入力は、画面の指示に従って進んでください。
〈オンライン登録について〉
1発表演者の氏名：必ず発表者を筆頭演者にしてく
ださい。

者と討議をお願いいたします。ポスターフォームの

2共同演者：筆頭演者を含めて 10 名以内

詳細・掲示方法につきましては、学会ホームページ

3所属機関：5 か所以内

および後日発行の学会プログラム集でお知らせいた

4希望する発表領域を選択してください。

します。

①身体領域
②精神領域

Ⅳ．演題原稿の使用について
演題原稿の二次使用権・特許権は、神奈川県作業療
法士会に帰属します。

③老年期領域
④発達領域
⑤地域領域
⑥教育領域

Ⅴ．演題内容にかかわる倫理的事項について

1．インフォームド・コンセント（説明と同意）について

一連の過程において、倫理的な配慮を十分に実施

してください。また、発表に先立ち、対象者からイ
ンフォームド・コンセントを得るようにしてくださ
い。本文中に対象者の同意についての記載が必須で
す。また、対象者の判断能力低下が考えられる場合

⑦その他
※最終的な発表領域の決定は学会長に一任くだ
さい。プログラム編成の都合でご希望に添え
ない場合がありますことをご了承ください。
5演題名：和文の場合 50 文字以内、英文の場合
20 ワード以内。
6抄録本文：和文の場合、最大 1,600 字です。た
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だし図表を掲載する場合には 1,200 字となりま
す。英文の場合、最大 600 ワードです。図表を
掲載する場合は 450 ワード となります。
7図表の掲載：図表は１点のみとします。図表の
ファイルは 3MB 以下の PDF か JPEG に限らせ
ていただきます。
8パスワード：半角英数文字 6 ～ 8 文字。大文字・
小文字は区別されます。
※演題登録完了の際には、登録番号が発行されま
す。登録番号とパスワードは演題登録内容の確
認や修正時に必須です。登録者の責任により確
認・保管してください。なお、パスワードに関
するお問い合わせには、セキュリティーの関係
からお答えできませんのでご了解ください。
Ⅶ．演題採択基準
1．発表の質

れているか。
2抄録は読みやすく記載されているか。
4．倫理的配慮
1発表は個人情報を保護し、対象者からインフォー
ムド・コンセントを得て行われているか。また、
当該機関の承認を得ているか。
5．その他
1同一、または極めて類似した内容で他学会等にお
いて発表されていない。
2本学会の演題募集要項が遵守されている。
6．演題審査方法
「Ⅶ．演題採択基準」に基づき、審査員の査読に
より「採択」、「修正後採択」、「不採択」の判断を行
います。最終的な採否判定は、学会長が行います。
7．審査員コメント
審査の結果、「修正後採択」、「不採択」になる可
能性があります。「修正後採択」の場合は、審査員

発表は以下のように項目とその内容が構成的に記

からの修正理由に関するコメントが応募者に通知さ

載されているか（以下は発表の構成例です。必ずし

れます。「不採択」の場合は、審査員が今後の発表

も構成例の通りに記載する必要はありません）。

や抄録の改善に役立つコメントを記入します。コメ

1序論：発表の背景（先行研究の成果や残されてい

ントは応募者に通知されます。なお、コメントは学

る課題）、発表の重要性や必要性が述べられてい

会長が修正することがあります。

るか。
2目的：発表で何を明らかにするのか、具体的な方
法が述べられているか。
3方法：対象と方法が具体的に述べられているか。
方法は発表の目的に合致しているか。倫理手続き

Ⅷ．演題採択結果の通知
演題採択委員会より電子メール（応募時のアドレス
に返信）で筆頭演者宛に通知します（29 年 4 月上旬
を予定）。

が述べられているか。
4結果：実践や介入の結果が示されているか。
5考察（結論）：得られた結果が論理的に説明され

Ⅸ．基礎研修ポイント
本学会にて演題発表を行った場合は、発表加算と

ているか。発表の重要性や問題点、社会に果たす

して（社）日本作業療法士協会

貢献などが述べられているか。

ポイントが付与されます。

基礎研修ポイント 2

※事例報告や実践報告に関しては、項目を明確に
して構成的に述べられているか。
2．専門性
1発表は作業療法の発展に貢献するか。発表の内容

Ⅹ．その他
演題応募に関して不明な点は、第 16 回神奈川県作
業療法学会演題採択委員会までお問い合わせ下さい。

は作業療法と関連しているか。実践のレベルを高
めたりするのに役立つ発表か。
2作業療法を発展させるユニークな発想や、オリジ
ナルな視点（斬新さや革新性）はあるか。
3．抄録の記述
1抄録の体裁は、「発表の質」に示した項目から構
造化され、序論、目的、方法、結果、考察（結論）
が論理的に記載されているか。事例報告や実践報
告については、項目を明確にして構成的に記載さ
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第 16 回神奈川県作業療法学会事務局
神奈川県立保健福祉大学作業療法学専攻
〒 238-8522

神奈川県横須賀市平成町 1-10-1

TEL・FAX：046-828-2727
E-mail：16jimu@kana-ot.jp
平成 28 年 8 月 8 日
学会長

玉垣

努
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連載

生活行為向上マネジメント

生活行為向上マネジメントの流れと
ツールの紹介 part5
生 活 行 為 向 上 マ ネ ジ メ ン ト（ Ｍ anagement Tool
for Daily Life Performance：ＭＴＤＬＰ）は作業療法
士の臨床思考過程を見える化したツールです。
前回に引き続きＭＴＤＬＰの流れとツールの紹介をい
たします。
メインシート
①生活行為聞き取りシート
②生活行為アセスメント演習シート
③生活行為向上プラン演習シート
サブシート
④興味関心チェックシート
⑤生活行為課題分析シート
⑥生活行為申し送り表

図１

図２

生活行為申し送り表から居宅サービス計画書への展開

生活行為向上マネジメントの流れ

今回は⑥生活行為申し送り表について紹介します。
サブシートに分類されていますが前回ご紹介した⑤生
活行為課題分析シートと同様に非常に重要なシートに位
置付けられています。
その名の通り、対象者の状態や今までの経過を次の支
援者に申し送る際に使用いたします。生活行為申し送り
表は以下の項目で構成されております。
１）対象者の元気な時の状態（生活歴・作業歴）
２）ＡＤＬ・ＩＡＤＬの状況
３）対象者の「困っていること」や「できるようになり
たいこと」
４）日常生活の過ごし方
５）アセスメントのまとめ
６）継続を進める活動や練習（プログラム）
この項目はケアマネジャーが作成する居宅（施設）サー
ビス計画書第２表（図２）にそのまま転記できるように
設定されております。
病院や施設で実施していた内容が自宅（施設）でのプ
ランに反映されない、根拠のない課題が設定されるなど
の今までの問題点を解消する一つの手段となります。

図３

医療への生活行為申し送り表

そのため、ケアマネジャーが居宅サービス計画を作成
する前に申し送る必要があります。退院時には既に居宅
サービス計画書が完成していることが多いため、ケアマ
ネジャーに作成時期を確認しておくことが重要になりま
す。
本シートは病院、施設を退院（所）時に使用するもの
ですが、協会プロジェクトチームによって、自宅から入
院（所）の際の申し送り表も作成されております。（図３）
これらのシートの使用により生活行為を中心とした連
携がなされ、チーム全体でより対象者の理解が進むこと
を切に願います。
本シートのより詳細な使用方法については、生活行為
向上マネジメント研修会にご参加いただき、演習を体験
することが望ましいと思います。研修会の日程について
は随時ウェブサイト等で広報いたしますので、こまめな
チェックをお願いいたします。
（文責：生活行為向上マネジメント推進委員会

木村）

次号

生活行為向上マネジメントの研修制度について
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―不定期連載！ぴぐめい編集長の突撃取材シリーズ―

『今年も！！新入会員向け研修会＆歓迎会に行ってきたよ！！』
⇒「ぴぐめい編集長、今回はどこに行ってきたんです
か？」
ぴ「学術部と福利部がタッグを組んで主催した『学術部
研修会（身体障害領域編）& 新入会員歓迎会』です
ぞ。6 月 19 日（日）に横浜リハビリテーション専
門学校で開催されたんぢゃ。」
⇒「おっと、これは午前に「初めて担当を持ちましたシ
リーズ」と銘打った研修会と終了後に新人と理事た
ちが親睦を図るための懇親会がセットになったお徳
な 1 日ぢゃないですか！！」
ぴ「せや！！研修会は新人の方 51 名で既に会員の方
26 名、他士会の方も新人はじめ 12 名が参加した
ぞ。89 名の参加で盛大な研修会であった！懇親会
にも 1 年目の方は 52 名（他県士会の方 1 名含む）
の参加があり、2 年目の方 13 名、3 年目から 10
年目の方が 6 名、全部での 71 名の参加があったん
やで。理事・役員も錠内会長、澤口両副会長に加え、

理事ーず

皆さん研修会では真剣に『懇親会で何が食べられるのかな？』
なんて考えながら受講！（嘘）

教育部奥原理事、地域リハビリテーション部遠藤理
事、MTDLP 木村理事、認知症対策委員会村越理事、
広報神保理事、学科評議委員会内山理事、監事の田
中理事が参加したほか、研修会講師の新都市脳神経
外科病院の酒井先生も参加したんやー。」
⇒「なんと！」
ぴ「懇親会では福利部の進行で理事が自己紹介もしたし
な。県士会が新人に身近になったと思うよ。食べも
の飲み物もありで和気あいあいや。」
⇒「今年も企画運営してくださった学術部、福利部のみ
なさんに感謝ですね。」
ぴ「ほんまやで、企画・運営有難うございました＆お疲
れ様でした！や！」
⇒「編集長って関西の人でしたっけ？」
ぴ「いやちがうよ。」
⇒「・・・」

多くの方が懇親会にも参加されました。
中央に我らが講師の酒井先生発見！！

錠内会長

澤口副会長

教育部：奥原理事

認知症対策委員会：
村越理事

広報：神保理事

学科評議委員会：
内山理事

地域リハビリテーション部：
遠藤理事
（臨床作業療法大会長）

MTDLP：木村理事

監事：田中理事

本年も懇親会大活躍の
吉本理事

「理事―ず」の
足元には
浴槽台！
ナイス OT
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理事会
報 告

（2016年）
平成28年
度
日時

第２回理事会議事録

平成28年6月9日（木）19：00～21：25

場所

神奈川県作業療法士会事務所

出席理事：澤口、福留、佐藤、奥原、神保、吉本、遠藤、名古屋、野々垣、作田、内山、木村 計 12 名
欠席理事：錠内、野本、村越
出席監事：清宮、田中
そ の 他：渡邉（OT 協会制度対策部福祉用具対策委員会委員長）、玉垣（次回県学会長）、甲本（ウェブサイト管理委員会）、金山、
大郷（郁）、山口（事務局：書記）

●報告・検討事項
1．事務局（福留事務局長）

⑴報告事項
1協会関連 認知症に関わる推進委員 →村越理事
を推薦
2渉外・会議参加報告
①日本作業療法士協会 福祉用具相談支援システ
ムを利用したモデル事業説明会
参加者：渡
邉委員長、粂田部員、塚原部員、沼田班長、福
留事務局長、錠内会長
②神奈川県地域リハビリテーション三団体協議会
平成 28 年 4 月 27 日 介護老人保健施設アゼ
リア
参加者：錠内会長
⑵審議事項
1２名の再入会を審議→承認
2後援名義使用依頼
①ヨコハマヒューマン＆テクノランド 2016 後
援依頼 →承認
②県臨床工学技士会「第 7 回関東臨床工学会」
後援依頼 →承認
③県保険医協会より第 20 回医療健康フェスティ
バル 後援依頼 →承認
④“むかし Matto の町があった”後援依頼 →
承認

2．財務部（佐藤理事）

⑴報告事項
1財務部ブログ「財務’s Jobs ぱちぱちだけじゃ
おまへんで」の更新について
⑵審議事項
1県士会財務状況について
当会は 9 割近くが会員からの収入で成り立って
いる。今年度の予算組みにおいて各部に予算の
削減をお願いした。財務部からのお願いとして
以下 3 点の提案がある。
①支出抑制よりも収入増加を進める
②入会者を増やす、研修会収入を増やす事の検討
「研修会 PR ＆開催報告」コンテンツを立ち上げ
る（ウェブサイト管理委員会と共同審議提出）
→承認

3．学術部（福留事務局長）
⑴審議事項
1査読委員の依頼
選出依頼 →承認

4．広報部（神保理事）

各養成校、大学に査読委員の

⑴審議事項
1部員の承認 ①ニュース編集班 ３名の部員→承
認 ②対外広報班 １名の部員→承認

5．福利部（吉本理事）

1受賞報告
日本作業療法士協会 特別表彰受賞（平成 28 年
5 月 28 日社員総会にて授与式）→渡邉愼一先生
（社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団
横浜市総合リハビリテーションセンター）

6．制度対策部（福留事務局長代読）

⑴報告事項
1福祉用具対策班
生活行為の不便さを助ける道具等にかかる情報提
供体制の構築～神奈川県作業療法士会におけるモ
デル事業～ 12 月までには事例のまとめ作業完了
の予定。
⑵審議事項
1部員承認 １名の部員 →承認

7．規約委員会（名古屋理事）

⑴報告事項
1現行の定款及び規約集 配布
正会員に対して定款はホームページ上にて閲覧可
能、規約は希望者が閲覧可能となっているが、回
覧方法について公表しておく必要がある。新入会
の際に一緒に定款を送付することも検討していく
必要がある。

8．学会評議委員会（内山理事）
⑴審議事項
1部員承認

１名の部員

→承認

9．公益法人化対策委員会（名古屋理事）

⑴報告事項
会計事務所に相談。現在の研修会では公益活動と
は認められない可能性が高い。財政基盤の強化や
専属職員の配置の必要性などの助言を受けた。

10．MTDLP 推進委員会（木村理事）

⑴報告事項
1OT 協会のグランドデザイン
現在 (2016 年 5 月時点 ) の神奈川県士会の基礎
研修修了者数 364 名 20.4％ ( 会員数 1,776
名)
2地域リハビリテーション活動支援事業 ( 横浜市 )
について 地域リハと連携 横浜市からの派遣要
請に対応し県士会から推薦していく

11．その他

⑴日本 OT 協会関連
2016 年度は情報の収集・整理の仕組みづくりを
行っており、福岡県・神奈川県の 2 県に情報提供
を呼び掛けている。「福祉相談支援システム」への
情報提供を依頼。
⑵第 16 回神奈川県作業療法学会
玉垣大会長より
挨拶があった。

⑴報告事項
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第3回

湘南リハケア２０１６

～地域生活に寄り添った福祉用具体験会～
日
会

時
場

平成 28 年 11 月 27 日（日）９：00 ～ 17：00
藤沢商工会議所ミナパーク 5・6F 参加費 無料

今回は湘南リハケアの紹介をさせて頂きます。当体験会は
地域生活を楽しく豊かに過ごせるために、何ができるかを当事
者と一緒に考えていく体験会です。私自身は 2 回目の参加で生
活を支援していく作業療法士に必要な情報や繋がりを作ること
が出来ると感じました。そのため今回告知させて頂きたいと考
えました。
昨年度のリハケアの際に、実際に当事者の方やご家族の方か
ら話を伺うと、「困っているけど、相談するところがない。ど
んな道具や制度があるのか分からない。」ということでした。
病院から退院される方の多くは自宅に戻り、地域生活をしてい
くことになります。しかし現状は、社会資源や便利な自助具な
どを知らない一種のバリアの中で生活している参加制約の状態
にあると感じました。湘南リハケアでの関わりの中では、社会
資源・自助具の紹介などもありましたが、最も心に響いたこと
は専門職種・業者・当事者が立場を超えて話していることです。
私自身この場に参加したことで、地域にこんなコミュニティー
が多くあればいいなと思いました。

3 回目の開催となる今年度は『わかる・かわる・できる』テー
マに、地域で生活を送る高齢者や障害者の方の生活をイメージ
できるような展示方法を行います。リハビリ・福祉用具・介護
サービス・社会資源についてのことや余暇・旅・おしゃれブー
スなど他の体験会には少ない趣味活動や楽しみまで目を向けて
おり、地域生活をより豊かにすること身をもって体験してもら
える展示会となっています。写真は昨年度の調理ブースの様子
です。リハケアならではの光景で業者の方・専門職種・当事者
が同じ空間を共有して、より良い方法を考えています。

今年度も来場者の方にも展示しているものを使って頂き、一
緒に考えていく参加型の体験会になっています。また、会場内
のセミナールームでは専門家による講演や、メーカーによる商
品紹介・ワークショップなども行います。活動・参加の支援を
行う作業療法士にとって作業療法を選択する一助となる情報を
多く提供できたらと考えているので、皆様にお越し頂くことを
心よりお待ちしております。

（文責：宇都宮

裕人）

各 部 か ら の 報 告
教 育 部

ら

県士会ウェブサイトか
質問ができます！

連載「お届け！生涯教育制度、あれもこれも」
「お届け！生涯教育制度、あれもこれも」は、生涯教育制度
関連の情報を毎号少しずつお伝えしています。

１．現職者共通研修
申し込み受付中！ 詳細は先月号ニュースチラシ、県士会
ウェブサイトにてご確認ください。
9 月 19 日（月）
「作業療法生涯教育概論」、
「職業倫理」、
「実
践のための作業療法研究」
11 月 20 日（日）
「作業療法における協業・後輩育成」、
「日
本と世界の作業療法の動向」、「作業療法の可能性」
12 月 11 日（日）「事例報告と事例研究」、「保健・医療・
福祉と地域支援」
２．現職者共通研修の「事例報告と事例研究」、
「事例報告」、「事例検討」の 3 テーマに関して
同封チラシにご案内を掲載しましたので、今から準備を
進めてください。

３．現職者選択研修
申し込み受付中！ 詳細は先月号ニュースチラシ、県士会
ウェブサイトにてご確認ください。
11 月 3 日（木）「ＭＴＤＬＰ基礎研修」（東京都作業療法
士会と共催）
４．事例報告登録制度に関する研修会
申し込み受付中！詳細は先月号ニュースチラシ、県士会
ウェブサイトにてご確認ください。
12 月 11 日（日）
10：30 ～ 12：00（受付 10 時より）
＊当日開催の現職者共通研修の午前中に開催します。現職者
共通研修と合わせてご参加ください。
＊神奈川県士会員無料！（他県士会員 1000 円）。2 ポイン
ト付与！
＊現職者共通研修とは別の研修会となりますので、申し込み
は別々になります。
生涯教育制度に関してご不明の点はご連絡ください。
県士会ウェブサイトからもご質問ができます。

（文責：教育部 奥原孝幸（神奈川県立保健福祉大学））
045-828-2738（直）、kyoiku ＠ kana-ot.jp
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財 務 部 か ら の お願い
× 会費納入 → × 研修会参加
県士会会費を納入しないと研修会に参加できません
し、最悪強制退会となってしまいます。
あなたや身近にいる同僚や後輩は大丈夫ですか？よく
あるパターンは次の通り。
1銀行口座振替依頼書を提出し忘れている
2行口座振替依頼書の印鑑が口座開設時の印鑑と異なっ
ている
3銀行口座振替依頼書の印鑑の押印が不鮮明で照合でき
ない

4銀行口座の残高不足
5銀行口座の名義変更したけれど県士会事務局に変更届
けを出し忘れている
入会手続きや会費納入に関して、事務局から「重要文
書在中」と押印されている黄色い封筒が届いたら、必ず
開封して内容を確認してください。
ご不明な点はご遠慮なく事務局へお問い合わせください。
Phone & FAX : 045-663-5997
（平日 10：00 〜 15：00）

NEW コンテンツ登場 @ 県士会サイト！
みなさま、ご存知でしたでしょうか？このたび、県士会サイトに新しいコンテンツが登場しました。
その名は「県士会活動☆あらかると」。県士会活動のあれこれを部門横断的に掲載するコンテンツです。
県士会サイトトップページから赤い四角で囲ってあるところをクリックしてアクセスしてみてください (^^) 県
士会は会員の皆様とともに成長していきます。それらを県士会ニュースや県士会サイトでお知らせしてまいります。
今後とも引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます m(_ _)m

（文責：財務部

佐藤良枝）

研修会案内
第 52 回精神科作業療法協会（POTA）
全国研修会 in 茨城
主

催：特定非営利活動法人精神科作業療法協会
（POTA）
日 時：2016 年 10 月 8 日（土）・9 日（日）
場 所：筑波大学
ＵＲＬ：http://www.npota.com/

第 17 回日本臨床リハビリテーション心理研究会
主 催：日本臨床リハビリテーション心理研究会
日 時：2016 年 10 月 16 日（日）
場 所：済生会神奈川県病院西館地下１階講堂
ＵＲＬ：http://rehabilipsychology.jimdo.com/

終末期・緩和ケア作業療法研究会
第７回 年次研修会 in TOKYO「家族◯ケア」

主 催：終末期・緩和ケア作業療法研究会
日 時：2016 年 10 月 22 日（土）・23 日（日）
場 所：東京工科大学 蒲田キャンパス １２号館
ＵＲＬ：http://www.kanwaot.net

『脳卒中リハビリテーションの理論と技術』
千里リハビリテーション病院
副院長 吉尾雅春先生
主 催：NDK 横浜研修
日 時：2016 年年 10 月 30 日 ( 日 )
場 所：スポーツ医科学センター
ＵＲＬ：http://ndkyokohama.net/
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“Around the World”
日本は世界有数の OT 大国！
留学をしていたと話すと、「やっぱり海外の方が OT は
進んでいますか？」と聞かれることがよくあります。け
れども、実はそんなことないですよ、というのが私の考
えです。
確かに、OT は米国で発祥し、欧米を中心に発展してき
ました。世界作業療法士連盟が 1952 年に創立された際
の加盟国は、米国、英国、スウェーデンなどの 10 カ国。
日本が加盟したのは、その 20 年後と、他国の後を追うよ
うに発展してきたのは事実です。
しかし、OT の人数を見てみると、状況は一変します。
2015 年時点での世界の OT 人口は約 48 万人です。日本
の OT 人口は約 8 万人。なんと、米国についで世界で２
番目に OT が多いのは、日本なのです！なお、３位はド
イツの 5 万人、4 位は英国の 3 万人、5 位以降は 2 万人
以下、と極めて少なくなっていき…OT が一番少ない国は、
マダガスカルの 1 名（！）となっています。
また、養成校が世界で一番多いのは、日本（184 校）
なのです！欧米の教科書を使用する国が主流な中、日本
独自の教科書が出版がされ選べる環境。日本の OT 教育
が発展している証拠です。

求
作業療

法士

募集

さらに、協会員数では、日本は世界で一番高い組織率
（67.7%）を誇り、米国（23%）と比較しても「まとまり
のある」国であることがわかります。
ざっと数だけお示ししましたが、世界作業療法士連盟
の中でも、日本の立ち位置というのは決して低くはあり
ません。OT 教育や、高齢化対策（介護保険）など、日本
の動向に世界が注目しています。世界有数の OT 大国と
して、日本がリーダーシップを発揮することが、今後さ
らに期待されていくことでしょう。
どうですか？日本の OT であること、すこし誇りに思
えてきませんか？

おまけ情報ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
そ の 他 に も、「OT の 男 女 比 率 」「 人 口 10 万 人 当 た
りの OT 数」など、様々な国別の統計が公開されて
い ま す。 詳 細 は、 世 界 作 業 療 法 士 連 盟 (www.wfot.
org) の Resource Center の ペ ー ジ か ら「2016
Occupational Therapy Human Resources Project」
をどうぞ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

（文責：好きな飲み物は和風出汁。地球上どこに出張するときも、
梅昆布茶が欠かせない K・T）

人

案

医療法人社団こうかん会

内
日本鋼管病院

当院は川崎区にあります地域密着型の総合病院です。
職員のアイデアが病院作りに生かされる、経営の風通しが良い病院です！一緒に働きませんか！

――――――――――――――――――――――――――――――――

募集人員：常勤作業療法士 2 名随時募集（免許既取得者、卒業見込み者どちらでも可）
一般病床、地域包括、介護療養、訪問看護の 4 領域のローテーションあり。

施設概要：◆一般病床 310 床 ◆地域包括ケア病棟 37 床 ◆介護療養型病棟 48 床 ◆訪問看護 ST スタッフ
OT ９名（一般床 5 名、介護療養 2 名、地域包括 1 名、訪問看護 1 名）

待

PT 16 名

ST 2 名

遇：◆経験年数、年齢加算あり ◆定期昇給制度あり ◆賞与年 2 回 ◆年間休日 111 日
◆有給休暇 20 日付与（４月１日入職の場合、繰越制度あり）◆誕生日休暇付与
◆研修会出張奨励 ◆長距離出張（学会等）1 回 / 年 可能 ◆年間行事多数

勤務時間：平日 8：45 ～ 17：10

土曜 8：45 ～ 14：10（出番は１日 / 月程度）

募集方法：※まずはお気軽にお問い合わせ下さい
問い合わせ先

〒 210-0852 川崎市川崎区鋼管通 1-2-1

TEL：044-333-5591（代表） FAX：044-333-5591
URL：http://www.koukankai.or.jp
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Mail：hiroyuki-jyonai@koukankai.or.jp

担当：リハビリテーション科

錠内（ジョウナイ）まで
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作業療

医療法人社団東京石心会
新緑脳神経外科

法士

募集

募集人員：若干名（平成 29 年 4 月 1 日採用）
業務内容：訪問リハビリテーション課での勤務応募資格：
作業療法士免許（取得見込みも含む）
給与賞与：新卒 217,728 円

賞与：年 2 回（H27 年度実

績 3.9 ヶ月）昇給年 1 回
待

遇：当院規程により優遇。経験年数加算

勤務時間：月～金 8：30 ～ 17：30（内、8 時間勤務）
（土曜日は午前のみ 4 時間勤務）
休

日：4 週 8 休（シフト制）

そ の 他：車通勤可、住宅手当、家族手当あり
応募方法：電話連絡の上、履歴書（写真貼付）を送付して下
さい。
※まずはお気軽にお問い合わせ下さい
問い合わせ先
〒 241-0014

横浜市旭区市沢町 574-1

TEL：045-355-3600
担当：事務長

吉野良平

作業療

医療法人社団 博奉会
相模ヶ丘病院

法士

急募

診療科目：精神科・心療内科
募集人員：若干名 常勤
待
遇：当院規定により昇給年 1 回。賞与年 2 回（昨年
度実績）交通費全額支給、退職金規程有、社会保
険完備
給
与：219,000 円～
（諸手当含む。家族手当等当院規程による。）
勤務時間：9：00 ～ 17：00
（部署により 12：00 ～ 20：00 勤務もあり）
免
許：要普通自動車運転免許
休
日：4 週 7 休、有給休暇、夏期休暇（3 日）、年末年始
（5 日）、特別休暇等
応募方法：随時電話連絡の上、履歴書（写貼）持参又は郵送
下さい。
問い合わせ先
〒 252-0335 神奈川県相模原市南区下溝 4378 番地
小田急線相武台前駅から送迎バスあり
JR 相模線下溝駅から徒歩 10 分
TEL：042-778-0200
問い合わせ先：採用係 ホームページもご覧下さい
URL：http：//www.hakuhou-kai.or.jp

作業療

法士

募集

初台リハビリテーション病院
〜法人事業拡大による増員募集です〜

―――――――――――――――――――――――――――
応募資格：経験者（有資格者）
勤務時間：日勤８：30 〜 17：30、早出７：00 〜 16：00
遅出 12：00 〜 21：30
休

日：シフト制（年間公休 121 日、月平均 10 日）
有給休暇 / 特別休暇（慶弔）/ 産前・産後休暇 /
育児休暇 / 介護休暇

待

遇：賞与有、各種社会保険完備、各種手当、通勤支給

ご応募につきまして：当法人 HP より履歴書・職務経歴書を
ダウンロードしご記入の上、資格免許証写しと共
に下記へご郵送ください。
問い合わせ先
〒 110-0015

東京都台東区東上野 1-28-9 キクヤビル５階

医療法人社団輝生会サポート本部採用担当 宛
TEL：03-5816-8053
URL：http：//www.kiseikai-reha.com/recruit/
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作 品 コーナー
作品名

コースター
大塚 隆子 様（80 代・大腿骨頸部骨折）

作品名“コースター”

製作者

作品について 今回大腿骨を骨折してしまいましたが、家に帰ってから
使えるコースター作りをする為に近くのスーパーまで歩いて糸を買
いに行きました。久しぶりでしたが、夏の暑さを感じながら買いに
行けましたし、帰ってから買い物にも行けそうです。今回作ったコー
スターを帰ったら子どもと孫にあげたいです。自分でも一杯お茶を
●担当作業療法士：山岡 洸氏（新戸塚病院）
飲みます。

事 務 局 からのお願い
休会される方

来年度に休会予定の方は、前年の 12 月 31 日（末日消印有効）までに①『休会届』と②『証明書』
を郵送でご提出願います（FAX 不可）。

退会される方

年度内に退会予定の方は、3 月 15 日までに『退会届』を①郵送又は② FAX にてご提出願います
（上記日必着）。

届出内容を変更される方

住所・勤務先・氏名・送付先等の変更がある方は、『変更届』を①郵送又は② FAX にてご提出願
います。（随時受付）

届出書類は、神奈川県作業療法士会ホームページ公式ウェブサイトの INDEX より、ダウンロード可能です。
なお期日までにご提出いただけない場合は、次年度の会費が自動引落しとなり、返金を致しかねます。

編集
後記

秋も半ばに近づいていますが、まだまだ暑い日が続いています。花は向日葵から秋桜へと移り変わ
り四季の変化を感じ取れる日常の一コマです。早いもので 4 月から約半年が経とうとしていますが、
春先に立てた目標の達成度はどうでしょうか。進む速度は人それぞれですが、失敗や成功を重ねな
がら着実に前進していきましょう！

一般社団法人

神奈川県作業療法士会ニュース

（大和）
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