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2020年の東京オリンピックが決まってから約２年が過ぎている。施設やロゴの問題を経て、よう
やく仕切り直しが行われたのは最近のニュースで知るところだ。
「近代オリンピックの父」と呼ば
れるクーベルタンが唱えたオリンピック精神とは、スポーツを通して心身を向上させ、文化・国籍
などさまざまな違いを乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって平和でよりよい世界
の実現に貢献すること、とされている。障害者スポーツという点では、ここ 10年でパラリンピック
は広く国民に知れ渡る祭典になったのではと実感する。
スポーツ精神医学という分野はまだ歴史は浅く、2002 年日本スポーツ精神医学会が発足されて
から広く知られるようになった。
「アスリートの精神医学問題を解決するという課題」と「精神疾
患に対して医療の場にスポーツを取り入れるという課題」と大きく２つ存在する。後者は精神科作
業療法では、以前から治療の一環でスポーツを活動に取り入れていることから、ソフトボール、バ
レーボール、卓球、グラウンドゴルフなど様々な種目が取り入れられている。ソフトバレーボール
は香川県でも全国障害者スポーツ大会の予選として、またふれあい、交流を目的として年２回、県
精神保健福祉協会主催の大会が行われている（2001 年に精神障害者ソフトバレーボール大会が全国
障害者スポーツ大会の関連行事として行われ、以降オープン競技を経て、2008年から正式競技となっ
ている）。
また最近、全国的にフットサルが行われていることは興味深いところだ。特に普及に当たっては、
クラブチームの特性でもある地域密着型でＪリーグチームとも連携している地域も存在する（ガン
バ大阪やコンサドーレ札幌など）。2008 年頃から行われ、北海道、埼玉、大阪、福岡など全国に広
がりを見せている。平成 27 年10 月３日には名古屋で全国各地から 12 チームが集結し第１回ソーシャ
ルフットボール大会全国大会が開催された。NPO 法人日本ソーシャルフットボール協会によると、
チームは全国に 130 チームほど存在するようだ。香川県内でソーシャルフットボールチームは私の
知る限り存在はしていない。他の四国３県は存在するようで、研修会や４県での交流大会の企画も
挙がっている。複数の OT と立ち上げについて模索しているところだ。
仕事ではない、だが OT をしていないと知り得なかった情報というのは少なくない。興味など個
人因子も影響して「作業療法の考え＋○○」という強みを活かすことがクリエートすることかと思
う。ユーザーが「適応する
（ハマる）」かもしれないし、しないかもしれない。ハマる活動のひとつがフッ
トサルならいい、他の活動でもいい。そんな仕組み作りを気取らず力を抜いて話したい、そこから
始まる「こと」を期待して。
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先 輩 の 声
No.17

穴吹リハビリテーションカレッジ

大川

麻美

（18 年目）

現在教員という立場で作業療法と関わっています大川です。
リハビリテーション・ケアは、目の前のお一人お一人を大切にして、丁寧に向き合うこ
とからはじまると言われています。そのことを心した上で、私が大切にしていることは、
今までの経験や習慣からの自分の枠でルールを決め、物事を解決してしまいがちなその
「枠」を広げることです。もっと柔軟な考えが生まれ対応できるよう、たくさんの方と接
しアドバイスをいただきながら枠を広げる努力をしています。
学生の頃得意だった科目は、こう見えて体育です。だんだんと筋力も持久力も衰え口だ
けになりそうですが。また興味あることには挑戦する性格であり、実は今も挑戦している
最中です。皆さんも、今の自分に満足せず、今の自分に何ができるかを常に考え枠を広げ、
出会ってよかったと思い・思われる人生を送りましょうね！
最後に、皆さん、日々の中で小さな楽しみ喜びを感じてますか？自分からですよ。
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坂出市立病院

三谷真由美
（15 年目）

「先生、あれから随分体の調子がよくなりました。その節はありがとうございました。
」
通いなれた地元の町中で時々私に声をかけてくれます。患者さんは私との出会いをいつま
でも覚えてくれています。一期一会…。
作業療法士をしてきた 15 年間を思いおこせば、少しでも楽になってもらいたい、良く
なってほしいという思いの中でやってきました。現在まで子育てをしながら大好きな作業
療法士の仕事を続けてこられたのは、家族の協力や良き職場のスタッフに出会えたからと
感じています。
新人の頃はよく先輩に患者さんの事を相談し助言をもらっていました。大切なことは、
何年たっても分からない事や困った時は多職種や同僚と相談や情報交換がいつでも誰とで
も気軽にできる環境で働ける職場のスタッフに感謝する気持ちを忘れずに働くことだと実
感しています。
これからも作業療法士として働いていきたいと思っていますし、患者さんの心に寄り添
える作業療法士になれるよう努力していきたいと考えています。
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病院紹介
デイサービスセンター LEAF

こんにちは、観音寺市の機能訓練特化型デイサービスセンター LEAF で管理者兼機能訓練指導員をしている
西山です。
当事業所は観音寺市では初の短時間型デイサービスであり、個別・集団訓練や物理療法を中心とした機能訓練
に特化したサービス提供を行っています。短時間・少人数制での個別対応を重視したサービス提供に努め、在宅
生活を重視した機能・能力の維持・向上を図るため他事業所やご家族との連携にも力を注いでいます。
現在、要支援１から要介護４（男女比 4.5：5.5）、52 歳から 94 歳と幅広い利用者にご利用頂き、利用者本人・
ご家族の意向も尊重した立案・サービス提供を行っています。
今後は総合事業移行に向け、市との連携を図り地域における介護福祉事業の基盤強化や拡充、またサービスの
質や専門性の向上、介護保険の適正利用に寄与できる体制作りに取り組みたいと考えています。
今後とも各関係機関や県士会員の皆様の温かいご指導・ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

新人歓迎会に参加して
滝宮総合病院

高橋

優里

県士会の新人歓迎会に参加させて頂きました。今回の会には約 30 名程の新人作業療法士、また役員の先生方
も来られており、とても緊張しましたが堅苦しいものではなく、同期や他の病院の先生方と会話したり、リレー
形式の自己紹介があったりと、とても楽しい時間を過ごすことができました。沢山の同期、素敵な先生方に出会
う場を設けて下さったことに感謝致します。
そして、県士会の組織についてのご説明もして下さり、県士会の活動紹介では、ひとつひとつの部が県士会を
盛り上げるために活動を行っていることを教えて頂きました。私はその中でも、県士会ニュースを作ったり、作
業療法について知ってもらう活動を行っている広報部に入部させて頂きました。部の一員として、
一生懸命頑張っ
ていきたいと思います。
また、作業療法士の免許を取得することがゴールではなく、本当のスタートは就職してからなのだと改めて実
感しました。まだまだ分からないことばかりですが、早く先生方のような作業療法士になれるよう、努力してい
きたいです。
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〜リレーエッセイ 37〜
総合病院回生病院

作業療法士

細田

知美

最近は芸能人ががんを公表しているのをよく目にするようになり、先日もタレントの北斗晶さんが
乳がんで乳房切除したことが話題となっていました。がんであることを公表することだけでも勇気の
必要なことであると思うし、特に女性にとって乳房を切除するということは想像以上に受け入れがた
いことだと思います。当院でも乳がん患者に対しリハビリ介入を行っていますが、乳房切除だけでな
く化学療法による脱毛など女性として自信をなくしてしまいそうになる現実も目の当たりにし、改め
て精神的なケアの重要性を感じています。現在、日本では 12 人に１人が乳がんを発症しています。
乳がんは、１から１になるまで 15 年かかります
が、１から２になるのは２年もかかりません。だ
からこそ、２以下の早期乳がんを発見するために、
毎月の自己検診と、少なくとも２年に一度のマン
モグラフィやエコーなどの乳がん検診が必要で
す。日本では 10 月１日をピンクリボンデー＝乳
がん検診の日としています。この機会に乳がんの
検診を受けてみてはいかがでしょうか。

四国四県同時啓発イベント開催報告
滝宮総合病院

広報部長

木村

勇介

平成 27 年９月 27 日にゆめタウン高松にて広報部が中心となり啓発活動イベントを行いました。このイベ
ントは日本作業療法士協会が設立された９月 25 日を作業療法の日とし、四国四県がほぼ同時期に各県民の皆
様に作業療法を知ってもらおうと毎年行っているものです。今回はゆめタウン高松で開催し非常に多くの方々
に参加、見学していただくことができました。内容も OT 説明コーナー、自助具体験コーナー、脳年齢テスト、
アクアビーズ作業体験、OT 協会 DVD 閲覧コーナーなど盛り沢山な内容を企画し、子供からお年寄りまで幅
広い年齢の方々に来ていただけました。今年で５回目の開催となり少しずつではありますが、作業療法の知
名度も上がってきている印象を受けます。企画・運営に協力していただいた広報部員・理事の皆様お疲れ様
でした。そして来場していただいた方々本当にありがとうございました。今後も事業を継続し、少しでも県
民の皆様に作業療法を広めることができるよう努めていきたいと思います。
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〜新人 OT だから語れる素直な気持ち〜

No.3
医療法人ブルースカイ

松井病院 リハビリテーションセンター

大西

花奈
（1 年目）

私は、作業療法士として働き、はや半年が過ぎました。当院は、急性期から維持期まで幅広く関わっ
ていかなければならないため、リスク管理やアプローチなど、日々奮闘しています。一人一人の患者
様に対して、まだまだ知識や考えが未熟ですが、小さな変化も見落とさずに、「その人らしさ」を引
き出せるような作業療法士を目指し、患者様の一番の笑顔がみられるように、これからも精進してい
きます。

No.4
聖マルチン病院

宮脇

舞
（1 年目）

国家試験合格後に、就職先にはどんな先輩がいるのだろう。未熟な私で患者様の役に立てるのだろ
うか。と様々な不安を抱えながら就職してはや半年が過ぎました。
患者様への対応や治療方法に迷ったり困った時には、先輩方から
アドバイスや指導を頂き、少しずつ勉強しています。休憩時間は
楽しく過ごし、素敵な職場に就職できてよかったと思います。勉
強がまだまだ足りず課題は沢山ありますが、患者様の役に立てる
ように頑張っていきます。

広告掲載についてのご説明
●広告のサイズと料金（1 掲載につき）
ページ

たて 24cm× よこ 16cm

40,000 円

1/2 ページ

たて 12cm× よこ 16cm

20,000 円

1/4 ページ

たて 12cm× よこ 8 cm

10,000 円

1

●広告の原版について
鮮明なものに限ります。写真・マークなども掲載できます。
いただいた原版はそのまま印刷されますので、サイズに
収まるように作成し、期日までにお送りください。
（原版 1 部、コピー 1 部）
※ただし印刷の都合上若干、形などが変わることがあります。

掲載希望の方は、
滝宮総合病院 作業療法士

木村勇介までご連絡ください。

TEL:087-876-114 FAX:087-876-1302
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三豊総合病院

名越映理子
（10 年目）

私が作業療法士になり、三豊総合病院に就職して 10 年が過ぎました。学生の時に初め
ての長期実習で指導していただいた、要潤似のイケメン（笑）の先生に「いろいろな疾患
を経験して一人前になるのは 10 年してからだ」と言われたのがとても印象的で、ずっと
心の隅においたまま 10 年が経過しました。頑張って仕事をしてたくさん学んだらどれほ
ど素晴らしい OT になっているのか、とあの頃は妄想をふくらませていました !!
そして今思うのは、思い描いていたような素晴らしい OT にはまだまだ程遠いという事。
たくさんの患者さんに出会い、先輩方に一から指導してもらい、いろいろな人の力を借り
て OT にしてもらい、育ててもらったんだという実感。本当に感謝の気持ちでいっぱいで
す。
ツライことも時にはありますが、急性期なのに毎年患者さんたちとクリスマス会をやっ
ちゃう素敵な職場で、これからも子育てと仕事の両方とも楽しみながら頑張っていきたと
思います。
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潸赤沢病院

澀明るく元気に一生懸命頑張りま

潯OTR としても人としても日々成長していきます。

①白石

諒

②平成４年１月 20 日

⑥読書、クレーンゲーム

③香川県

④四国医療専門学校

⑧新人ですが一生懸命がんばります。

⑤赤沢病院

⑨様々な問題に対

し冷静に臨機応変に対応出来るようになっていきたいと思います。

①池田健人 ②平成５年７月 24 日 ③香川県東かがわ市 ④専門学校穴吹リハビリ
テーションカレッジ ⑤医療法人社団和風会 橋本病院 ⑥バレーボール、ベース
⑧バンドが好きで、自分もベースを弾いている。 ⑨患者様のことを第一に考えられ
る OT になりたい。患者様からもスタッフからも信頼されるような OT になれるよう
努力します。
①宮川友輔
団和風会

②平成３年６月 23 日

橋本病院

③香川県

④四国医療専門学校

⑤医療法人社

⑥カフェめぐり、旅行、バレーボール、ナノブロック集め ⑧

笑顔でポジティブです。

⑨患者様に信頼してもらえるような作業療法士を目指しま

す。
①田渕博睦
カレッジ

②昭和 63 年５月 27 日
⑤医療法人社団和風会

が、やる気はあります。

①田川奈美
カレッジ

橋本病院

④専門学校穴吹リハビリテーション

⑥水泳、スノーボード

⑧不器用です

⑨患者様ひとりひとりをしっかりと見れるようになりたい。

②平成５年９月 18 日
⑤医療法人社団和風会

楽しく過ごしています。

③香川県

③香川県
橋本病院

④専門学校穴吹リハビリテーション
⑥バレーボール、料理

⑧毎日笑顔で

⑨患者様、ご家族様から信頼される作業療法士になりたい

です。毎日笑顔で楽しくリハビリをできるように、がんばります。
①氏家
院

歩

②平成４年 12 月 21 日

⑥カフェ巡り

⑧

③香川県

笑顔で明るく

OT になりたいと思います。
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①村上太気 ②昭和 59 年８月 20 日 ③香川県 ④健康科学大学 ⑤医療法人以和貴
会 いわき病院 ⑥ラーメン屋巡り、イラスト描き、サイクリング ⑦医療法人新光
会 伊豆函南病院（2008 年４月〜2015 年３月） ⑧静岡県の精神科病院に７年程、勤
務しておりました。その経験をいかして、香川県の精神科医療に貢献できるように頑
張ります。 ⑨秋頃になったら、しまなみ海道をサイクリングしたいです。今治〜尾
道間を、今年中に制覇したい！
①大西花奈

②平成４年７月 14 日

療法人ブルースカイ松井病院
ぱいです。

③愛媛県

④四国中央医療福祉総合学院

⑥野球、ソフトボール、旅行、食べること

⑤医

⑧元気いっ

⑨１人１人の患者様に少しでも笑顔にできるように一生懸命頑張りま

す！

①田中佑佳
病院

②平成５年１月５日

回生病院

③香川県多度津町

⑥ねこ、ネットショッピング

④四国医療専門学校

⑤総合

⑧体力のみ自信があります。 ⑨いっ

しょうけんめいがんばります。

①佐藤恒輔

②昭和 62 年 10 月 23 日

③香川県

ジ ⑤総合病院 回生病院 ⑥スノーボード
な方に入ると思います。

④穴吹リハビリテーションカレッ

⑦調理師

⑧OT の中では調理が上手

⑨自己研鑽し、少しでも OT の認知度向上に努めたいと思

います。
①桂 雅俊 ②昭和 63 年７月 13 日 ③徳島県 ④土佐リハビリテーションカレッジ
⑤総合病院 回生病院 ⑥お酒を通した交流会、スキー ⑦４年間、愛知県の病院
で回復期リハビリテーション病棟にて働いておりました。 ⑧香川県士会の中で身長
は高い方に入れると思います。 ⑨医療・介護との連携を考え、他職種に OT の良さ
を知って頂けるように頑張ります。
①内藤貴浩

②昭和 59 年 11 月 28 日

リハビリテーションカレッジ
マホアプリ

③香川県仲多度郡多度津町

⑤総合病院

⑦パナソニック電工香川㈱

④専門学校穴吹

回生病院 ⑥スノーボード、買い物、ス

⑧人との接し方には自信があります。

⑨

多くの人々を笑顔に出来る OT になる！

①瀬本香織
レッジ

②平成６年２月４日

⑤総合病院

誰にも負けません！

①石原麻衣

回生病院

③徳島県

④専門学校穴吹リハビリテーションカ

⑥飲み会、カラオケ、バレーボール

⑧元気だけは

⑨患者様の笑顔がたくさん見れる OT になりたいです。

②平成４年 11 月９日

合病院 回生病院 ⑥食べること

③香川県善通寺市

④川崎医療福祉大学

⑧いつも明るいところ

⑤総

⑨少しでも多く知識を

身につけて先輩 OT に近づけるように頑張ります。

① 高橋優里
院

②平成４年 12 月８日

③香川県

④川崎医療福祉大学

⑤滝宮総合病

澁おいしいものを食べること 潯笑顔で前向きに頑張ります。 ⑨信頼される作業

療法士になれるよう頑張ります。
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（一社）香川県作業療法士会事務局について
事務局長

松本嘉次郎

事務局長の松本です。（一社）香川県作業療法士会の事務局についてご説明します。
内

容

漓会員の名簿等の管理
滷情報の管理、情報の伝達
澆会費や他の収入活動や支出に関する事
潺関係団体、関係者との連絡調整に関する事
潸渉外に関する事（主には賛助会員に関する事）
澁福利厚生に関する事（主には新入会者への啓発）

説

明

大別すると、内的な仕事と外的な仕事になります。「事務」という名がついているので皆様が想
像するように上記の㈰〜㈬についての仕事が事務としての仕事になります。
会員の名簿等管理（
「賛助会員を含む」
）では、「入会」、「退会」及び「異動」
（職場が変更、結婚
して姓が変わった等）、近年では「休会」及び「復会」という形で会員の情報やその管理を行います。
また、県士会の会員情報と協会の会員情報を整理することも行っています。
関係団体に関しては、香川県や各市町村、他団体、日本作業療法士協会からの情報や依頼に関し
てやり取りを行っています。
㈭と㈮に関しては、従来は別の部としていたものを事務局の業務として組み込まれています。
事務局の仕事として、香川県士会の会員カード（シール）の発行。これは会費納入者に対して送
付いたします。（新入会員は入会届と会費の両方が満たして初めて発行となります）
「入会」、「退会」、「異動」や「休会」等に関してですが、広報部で管理している香川県作業療法
士会のホームページにて用紙をダウンロードできるようになっていますのでそちらを基本的にはご
利用ください。もし、インターネットの環境が整っていない場合は事務局（四国医療専門学校）に
ご連絡くだされば応対いたします。
会員の皆様にお願いですが、現在、香川県士会の会員は 500 名
を超えております。そこで一人ひとりの情報をすべて事務局が探
し出し修正することは不可能であり、職場の異動や退会または入
会等は情報提供をしていただかないと把握が出来ない状態です。
ご協力をお願いいたします。
また、会員の施設の方で「協会は入会しているが県士会は入会
していない。」「協会も県士会も入会していない。」方がおられま
したら、お声かけをお願いいたします。協会も組織率の低下を危
惧しています。組織率の低下は、職能団体としての信用にかかわ
る問題となります。ご協力よろしくお願いいたします。
他にも、総会等の業務も行ってはおりますが、簡単には上記の
内容が事務局業務となります。
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第１回学術研修会を終えて
林内科呼吸器科医院
伊勢谷友美
（第１回学術研修会担当委員）

テ ー マ：「摂食・嚥下について〜臨床でのかかわり方も含めて〜」
講

師：古川

勝規先生

（社会医療法人財団大樹会総合病院

回生病院

日

程：平成 27 年６月 14 日（日）10:00〜12:00

会

場：ユープラザうたづ

言語聴覚士）

視聴覚室

参加総数：41 名（会員 36 名、学生５名）
今回は、回生病院

言語聴覚士の古川勝規先生をお招きし、
『摂食・嚥下について〜臨床でのか

かわり方も含めて〜』というテーマで充実した研修会を開催することができました。
疾患や加齢等の要因により、摂食・嚥下に問題が生じている患者様・利用者様に対しての訓練や
評価等は言語聴覚士が関わることが多く、作業療法士が関われる機会は少ないと思われます。また、
言語聴覚士が配置されていない病院や施設等では作業療法士が関わる機会も増えますが評価やアプ
ローチ方法に悩んでいることも多いと思われます。
講義では摂食・嚥下に関する解剖学的・基礎的なことからお話していただき、どのプロセスで問
題があるのかをしっかりと把握して、そのプロセスに沿ったアプローチを実施していくことが必要
だとわかりやすく教えて頂きました。また、とろみ剤を取り扱う業者の方からとろみの付く仕組み
や正しいとろみの付け方等、臨床現場でとても役立つお話もして頂きました。
最後に作業療法士は病院・施設にかかわらず生活場面に介入する職種であり、その中でも毎日欠
かすことのできない摂食・嚥下は重要な行為といえます。そのためにもしっかりと評価を行い問題
点を抽出し、それに対するリハビリテーションを立案・実施するとともに他職種と連携し患者様・
利用者様のよりよい生活の質の向上をめざしていくことが必要であると再確認することができた研
修会でした。
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香川県作業療法学会

テーマ『作業療法の進化と真価』
蘆会期

『腱損傷に対するスプリント療法』
・会期：平成 28 年１月 10 日（日）
９:00〜17:00（受付開始８:30〜）
・会場：総合病院回生病院 本館２階 リハビリテーション室
（〒762-0007 香川県坂出市室町３−５−28
TEL:0877-46-1011）

蘆会場

平成 28 年１月 17 日（日）９:30〜16:00（受付開始９:00〜）
綾歌総合文化会館

アイレックス

（香川県丸亀市綾歌町栗熊西 1680
蘆主催
蘆内容

一般社団法人

TEL:0877-86-6800）

香川県作業療法士会

◎特別講演
『二つの「しんか」と OT 像（仮）
』
神奈川県リハビリテーション病院

蘆研修内容：腱損傷に対する後療法の基礎的知識の習得と実際に臨床で

作業療法士

松本琢磨先生

◎演題発表

使用するスプリントの作製実習

県士会会員による公募

蘆受 講 料 ：8,000 円（※スプリント作製に必要な材料費を含んでおります）
蘆定

No.66

◎自助具・治療器具コンテスト

員：40 名（※先着順）

県士会会員、県内の作業療法士養成校学生による公募

蘆申し込み方法：メール件名に「第１回スプリントセミナー受講申し

蘆参加費

込み」と明記いただき、

会員：1,000 円、非会員：2,000 円、
他職種・一般・学生：無料

漓氏名滷所属施設澆所属住所潺連絡先アドレス潸職種（経験年数）を

蘆生涯教育ポイント

記載し、必ず返信が可能なメールアドレスを用いてメールにて

２ポイント

下記事務局までお申込み下さい。
なお、定員に達し次第締め切らせていただきますので、できるだけ
早めにお申込み下さい。
蘆お問い合わせ：香川ハンドセラピィ研究会事務局
E-mail:kagawa.handtherapy@gmail.com

退

入

会

会

髙橋

一嘉（赤沢病院）

瀬本

香織（回生病院）

内藤

貴浩（回生病院）

安西

大貴（高松協同病院）

松村

昌幸（吉田病院）

前田

陽子

細川

明奈

岡田

麻衣

瀬知

杏奈（西香川病院）

越智

美香

田中

佑佳（回生病院）

越智

啓介

佐藤

恒輔（回生病院）

小笠あずさ

石原

麻衣（回生病院）

宮本真由美

髙橋

美奈（西香川病院）

大西

花奈（松井病院）

北谷
増田

異

動

円（おとなとこどもの医療センター）
祥子（西山脳外病院）

善相原健史（西香川病院）
池田

健人（橋本病院）

髙橋

真理（西香川病院）

■（一社）香川県作業療法士会ニュース
編集長 : 木村勇介

復

会

樋本

英司（回生病院）→プライマリケア訪問看護ステーション

山西

大介（デイケアおさか）→老健ロイヤル三好

和泉

洋介（プライマリー）→キナシ大林病院

上杉

紘子（西香川病院）→白栄会もとやまガーデン

中村

涼子（高松協同病院→善通寺診療所）
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