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　会員の皆様には、日頃より当士会の活動にご理解と
ご協力を頂き感謝申し上げます。
　この度、定時総会におきまして、一般社団法人福井
県作業療法士会の会長を拝命致し、身の引き締まる思
いです。4期 8年と長きにわたり当士会の発展のため
にご尽力されてきました藤波英司前会長のあとを引き
継ぎ、浅学非才の身ではありますが、新体制のもと心
新たに県士会活動を進めていきたいと思います。
　昭和58年に発足しました当士会は、平成22年には
一般社団法人を取得し、現在516名の会員により構成
されています。これまで歴代の会長をはじめとする役
員の志のもと、会員一人ひとりが築いてこられた道筋
をしっかりと受け継ぎ、新たなステージに向け士会の
さらなる発展のために取り組んでいきたいと思います。
　さて、（一社）日本作業療法士協会では、2021年
度の重点活動項目が示されました。既に 2025 年を
目処に地域包括ケアシステムの構築に向け、協会も
MTDLP の推進をはじめとする様々な地域包括ケアに
係わる事業を展開してきました。当士会におきまして
も、組織改編と各部局の機能強化を基軸に、地域包括
ケアに資する人材育成やMTDLPの推進、さらには認
知症対策、精神科作業療法、運転と作業療法について、
協会が示す重点活動項目に沿った活動を展開してきま
した。これらの取り組みをさらに充実させるために、
以下の項目について取り組みを推進していきたいと考
えています。
（1）�我々作業療法士の専門性である生活行為向上の視

点をしっかりと活かし、作業療法の普及啓発に取
り組みます。

（2）�今後、益々多様化する社会ニーズに応えるために
も、地域の実情に応じた組織づくりや人材育成に
取り組み、柔軟に対応できる組織力の強化を図っ
ていきます。

（3）�県民の健康増進ならびに自立支援、介護予防、地
域共生社会の実現に貢献できる体制づくりと、関
連団体や各自治体との顔の見える関係づくりの構
築に取り組みます。

（4）�会員一人ひとりの声を大事にして、県士会活動が
ワクワクした気持ちで楽しく参加できるように、
開かれた魅力ある県士会づくりに取り組みます。

　これらの取り組みを推進するためには、各部局・委
員会活動の事業運営はもとより、会員一人ひとりが「自
分ごと」として士会運営に参画して頂くことが重要で、
縦割りの県士会活動ではなく横串を刺した連携強化を
図ることがキーポイントになると考えています。
　会員の皆様のどんな小さな声にも耳を傾け、一つ一
つ丁寧に課題に取り組んでいきたいと思います。
　結びになりますが、公益法人として、保健・医療・
福祉等の領域において作業療法が、県民の方々の健康
的な生活の維持に寄与できるように、新体制となった
今、自分の前にある課題に対し責務を全うしていく所
存です。微力ながら県士会のさらなる発展のために努
力していきたいと思いますので、今後ともご指導ご鞭
撻のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

会長就任のごあいさつ

一般社団法人福井県作業療法士会 会長 　田　嶋　神　智春江病院 介護事業部
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理 事 会
【会　長】
　田嶋　神智（医療法人博俊会�春江病院）

【副会長】
　紅野　　勉（医療法人池慶会�池端病院）
　岡本　利子（医療法人�嶺南こころの病院）
　下川　幸蔵（学校法人新田塚学園�福井医療大学）

【監　事】
　石田　圭二（学校法人新田塚学園�福井医療大学）
　中山　幸保（医療法人博俊会�春江病院）新

事 務 局
【事務局長】
　山村ひとみ（医療法人博俊会�春江病院）新

広 報 局
【広報部】
　広報局局長�兼�広報部担当理事／前田　真弘

　（有限会社なるざ�リハビリスタジオなるざの森）

【編集部】
　編集部担当理事／清水　雅浩

　（医療法人健康会�嶋田病院）
教 育 局

【教育部】
　教育局局長�兼�教育部担当理事／山田　英二

　（日本赤十字社�福井赤十字病院）

【MTDLP 部】
　MTDLP 部担当理事／熊狼　妙子
　（一般財団法人新田塚医療福祉センター�福井総合クリニック）新

制度対策局
■二州・若狭
　二州・若狭ブロック担当理事／片山　洋平
　（医療法人保仁会�泉ヶ丘病院通所リハビリテーションいずみ）新
■丹南
　丹南ブロック担当理事／渡邊　　聡

　（医療法人�広瀬病院）

■福井
　制度対策局局長�兼�福井ブロック担当理事／

松塚　泰孝
（（株）ケア・フレンズ）

■坂井・奥越
　坂井・奥越ブロック担当理事／中村こと美

（医療法人�たけとう病院デイケア野向の舎）新

【保健対策部】
　保険対策部担当理事／野路　丈人

（福井県立病院こころの医療センター）

【地域包括ケア推進部】
　地域包括ケア推進部担当理事／水上　保孝

（医療法人厚生会�福井厚生病院）

学 術 局
【学術誌編集部】
　学術局局長�兼�学術誌編集部担当理事／

吉田　一平
（医療法人博俊会�春江病院）

【職能部】
　職能部担当理事／亀井絵理奈

（国立大学法人�福井大学医学部附属病院）新

委 員 会
■常設
【記念事業準備委員会】
　委員長／藤波　英司（（有）ハートフルケア）

【福祉用具対策委員会】
　委員長／山川　　愛

（社会福祉法人�げんきの家）

【表彰委員会】
　委員長／堀　　敦志

（学校法人新田塚学園�福井医療大学）

【選挙管理委員会】
　委員長／松田　卓也
（医療法人福仁会�訪問看護ステーション�仁里）新

【災害対策委員会】
　委員長／横山　千晶
　（一般財団法人新田塚医療福祉センター�福井総合病院）

■特設
【特別支援教育委員会】
　委員長／木下美智子（こども療育センター）新

【認知症対策委員会】
　委員長／中村こと美

（医療法人�たけとう病院デイケア野向の舎）

【精神科作業療法対策委員会】
　委員長／岡本　利子

（医療法人�嶺南こころの病院）

【運転と作業療法委員会】
　委員長／面湫祐太朗
　（一般財団法人新田塚医療福祉センター�福井総合クリニック）

発達
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老年
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新は新任の方



3すいせん 2021年度 Vol.1 すいせん 2021年度 Vol.1

副会長・事務局長就任のごあいさつ

「時流を捉えた動きのサポートを」
　福井県作業療法士会副会長は4期目となります。この6年で地域では、身体、精神等領域の区別なく
他職種と協力して対象者を支援する流れが整ってきましたが、コロナ禍、M&A等、我々作業療法士の
臨床に大きく影響する事象も起こっています。このような変化の時代においては、各自が時流を捉えて
能力を高め、変化への対応力を培っていく必要があります。
　私は副会長として、理事会がうまく機能するように会長を助け、各理事の支援、組織運営の充実と効
率化に注力したいと思っています。会員全体に向けては近年の領域を超えた地域連携を支える各ブロッ
クにおける地域活動推進の強化と精神科対策委員会における地域包括支援に資する人材育成に役立つ情
報発信を迅速に行うことを含めた変化への対応力の強化をサポートしていきます。

副会長
医療法人 嶺南こころの病院

岡 本   利 子

「時代の要請に応えられる専門職集団を目指して」
　副会長として立候補し、5期目を迎えました。田嶋新会長を補佐し、県士会の活動が一段と活発になるよ
うに精一杯努めて参りたいと考えています。会員の皆様には県士会活動への積極的な参加をお願いする次第
でございます。
　国は地域共生社会の実現を目指し、市町は地域包括ケアシステムの構築とその深化・推進に注力するように
なりました。行政施策としても第8期の介護保険事業計画をはじめ老人福祉計画などが策定され、医療・介
護の業界では昨年の診療報酬改訂に続き、今年の介護報酬改定にも大きく影響していると実感しています。
　私たち作業療法士は、このような時代に（行政や他団体から）何を期待され、どのような行動が求めら
れているのでしょうか?この問いに早急に答えを出し、適切な行動を起こしていかなければなりません。
　地域包括ケアシステムの深化・推進に寄与できる人材を増やし（育成）、職能団体として対応（組織化）
することが重要ではないかと考えています。そのためには、県士会の各部局間の連携強化と、ブロック
単位の活動が活発になるような仕組み作りを進めて参ります。

副会長
池端病院

紅 野   　 勉

「つながり」
　この度、副会長に就任いたしました下川幸蔵です。これまで部員をはじめ多くの皆様に支えて頂いた
おかげで学術部、職能部、MTDLP 部の担当理事、学術局局長を務めさせて頂くことができました。そ
の経験で学んだことは、私一人でいくら紙上談兵を重ねても、現場で活躍されている部員が集まって出
した企画や工夫、知恵には到底及ばないという事でした。私にはカリスマ性はありません。だからこそ
できることがあります。会員同士の横のつながり、協会・県士会・会員の縦のつながりが持てるよう、
私が先陣を切って皆さんにご意見を伺いに行ったり、ご相談させて頂きます。それを良い機会として活
用し全員参加型の県士会活動になるよう努力いたします。若輩者で未熟な私ですので、会員の皆様に支
えてもらいながら精一杯務めさせて頂きます。何卒よろしくお願い致します。

副会長
福井医療大学

下 川   幸 蔵

「顔が見える県士会作りを目標に！」
　（一社）福井県作業療法士会会員の皆さん、今年度、はじめての理事、事務局長という大役を拝命した（医）
博俊会春江病院の山村ひとみと申します。以前はただの庶務部員で、のんびりと県士会活動に参加して
いました。今回、突然三役になってみて、理事の皆さんが積極的にがんばっておられることにびっくり
すると同時に、あまりの忙しさに何をしていいのか分からず、うつ気分になることもありました。しかし、
今は会員の皆様に少しでも県士会活動を身近に感じてもらえるように、また顔の見える関係作りのお手
伝いができるようにがんばっていこうと思います。会員の皆さんも、まずは県士会のホームページから
会員専用ページを覗いていただいて、新役員のメンバーを是非知っていただければと思います。皆さん
と一緒に県士会をもり立てていけたら嬉しいです。これからも宜しくお願いします。

事務局長
春江病院 介護事業部

山村  ひとみ
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会長退任のごあいさつ

有限会社ハートフルケア 　藤　波　英　司

　令和３年度の総会をもちまして会長の職を退任いたし
ました。平成25年に会長を拝任し４期８年間務めさせ
ていただきました。在任中は、公私にわたりご指導とご
支援を賜り大過なくその職責を全うできましたことはひ
とえに皆様方のご厚情の賜ものと心より厚くお礼申し上
げます。
　さて、ここで皆様と共に歩んできた８年間を振り返り、
残された課題や今後の展望について私見を述べさせてい
ただきます。今後の皆様の活動の参考になれば幸甚です。
　福井県作業療法士会は昭和58年に発足し、歴代の会
長をはじめ会員皆様のご尽力により着実に発展してきま
した。その後に引き継いだ私の使命は、これまでの実績
を継承しつつ更に充実させること。作業療法の発展や作
業療法士の資質向上をもって、県民や会員に求められ（必
要とされ）しっかりと応えられる県士会、作業療法にす
ることと決心しました。
　当時より地域包括ケアシステムの構築が打ち出される
中、日本作業療法士協会では「作業療法５ヵ年戦略」で
地域包括ケアにおける作業療法の役割強化が示され、作
業療法の核とも言える「生活行為向上マネジメントの普
及」が具体的行動目標として設定されました。当士会に
おいても県内各市町で構築されるシステムに対応できる
人材の発掘と育成、質の担保が重要課題でした。その課
題を解決するには県内のすべての作業療法士が情報を共

有し、一致団結して取り組む必要があると考えました。
会員の組織離れを感じる中、一人でも多くの作業療法士
が協会や県士会に入会し積極的に活動に参加、参画して
いただくにはどうするか。ホームページの充実、メーリ
ングリスト作成など情報発信や共有への取り組みや、生
活行為向上マネジメント、認知症、地域包括ケアに関連
した研修、県学会、新任者及び管理者研修、タウンミーティ
ングと称した懇親会の開催など、質の担保を図りつつ参
加・参画したくなるような魅力的な会を目指して活動し
てまいりました。活動の効果はまだ不十分かも知れませ
んが、今後も地道な活動の継続が大切です。また、会員
の意見を聴取しながら活動の再検討も必要と考えます。
　地域包括ケアシステムに伴う人材の確保については、
未だ各市町で差があるのが実情で、作業療法サービスが
地域で格差なく提供できることが望まれます。各々がそ
の地域を支える一員であり、地域は作業療法士に期待し
ているという現実を自覚し、人任せにせずその地域を支
えていくと言う気概を持ち取り組むことが大切なのだろ
うと思います。そして県士会はそれらの活動を把握しマ
ネジメントできることが理想です。今後、新たな課題も
想定されますが、これまでのように会員の皆様と共に一
歩ずつ着実に県士会が発展し、県民の保健・医療・福祉
の向上に寄与し続けられることを祈念申し上げます。

会　長：藤　波　英　司 様

監　事：五十嵐　市　世 様

理　事：宇都宮　妃　美 様 佐々木　聖　悟 様
　　　　（制度対策局地域活動推進部丹南ブロック担当） （制度対策局保健対策部担当）

委員長：高　橋　幸　代 様（選挙管理委員会）	 梨　木　　　勲 様（特別支援教育委員会）

※昨年度までの担当役職を記載しています

　福井県作業療法士会の役員並びに委員会委員長として、長きにわたり精励してこられた皆様の
ご功績に敬意と感謝を表し、今後のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人福井県作業療法士会
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　地域包括ケアシステムへの参画として、私たち作業療法士は医療機関以外の領域（介護、保健、福祉、教育等）に
おいても責務を果たすことが求められています。『自立支援型地域ケア会議』では、多職種協働による協議の中で、リ
ハビリテーション専門職としてアセスメントに「奥行き」を加えながら、自立を阻害する要因の追及、医療との連携、
地域課題の検討などに向けての助言や提案が求められます。
　今回は、『自立支援型地域ケア会議』で活躍される方々に、作業療法士に求められる役割や責任、意識していること
などを教えて頂きます。

制度対策局局長

松塚　泰孝

「自立支援型地域ケア会議」参加報告

　敦賀市美浜町の地域ケア会議と、自立支援型地域ケ
ア会議の県アドバイザーとして関わらせていただいて
います。会議の際には、事例の課題解決に向けて作業
療法士として、人・作業・環境の点から①本人の能力
に対して②課題動作のやり方について③環境設定につ
いて助言するようにしています。また、自立支援の考
えから、本人が望む生活を把握し、共有するために興
味関心チェックシートの活用も進めています。事例提
出者や司会者の負担も理解しながら、ケア会議に関わ
る全員がチームとして会議に関われるように謙虚さと
柔軟さを持つように配慮しています。地域ケア会議の
開催を通して、個別課題、地域課題の解決につなげて
いく役割と、自分自身にとっても多職種や地域のこと
を学べるよい機会となっています。

二州・若狭ブロック
医療法人保仁会 
通所リハビリセンターいずみ

片  山　洋  平
　私は令和元年度から、南越前町地域包括支援センター
より依頼を受け地域ケア会議に参加しています。
　地域ケア会議に参加する作業療法士に求められる役割
として、「活動」と「参加」の視点から、その人が望む生
活行為を達成するために個人だけでなく、取り巻く環境
や社会資源も視野に入れ、助言することが求められます。
　助言するにあたり、「指摘」ではなく、同じチームの
一員として考え、専門用語を控え、具体的にわかりやす
く「助言」するよう心がけています。また南越前町の特
性（高齢化率が高い、移動手段が少ない、地域のつな
がりが深い等）を理解し、フォーマル・インフォーマル
な社会資源の情報を収集することも重要です。
　地域ケア会議に参加することは、臨床における作業
療法にも必ず役立ちます。是非機会があれば、参加し
てみてください。

丹南ブロック
南越前町 
国民健康保険 今庄診療所

齊  藤　隆  行

　令和2年度は多くの自立支援型地域ケア会議に出席
させていただき、作業療法士が求められるものについて
感じたことをお伝えします。
　地域ケア会議では議題で挙げられたケースの方が、ど
うすれば活動的に地域で生活できるかを話し合います。
作業療法士としては、その方の生活をより鮮明に想像し、
身体機能、日常生活動作はもちろん、趣味活動、生活す
るための収入を得る生産活動や地域での役割などにも焦
点を当て、充実した生活を送るためのアドバイスや情報
の提案をします。資料を会議前に配布されるので、その
地域に合った特性や行政の支援など事前に下調べをしっ
かりとすることが重要です。他職種の方の特性を理解し
建設的な意見交換ができるかがポイントになってきます。

福井ブロック
デイサービスリハビリセンター トレフル

仲  山　峰  雄

　昨年度から坂井市で開催されている自立支援型地域
ケア会議に作業療法士として参加させて頂いています。
会議では作業療法士としての専門的な視点から助言を
行うよう心がけています。実際に参加すると提示された
対象者の課題や目標が漠然としていることが多いように
思いました。そこで課題となっている生活行為が阻害さ
れている要因を情報提供者に確認しながら具体的にして
心身機能や環境要因から予後予測を行い具体的な目標
設定や支援方法を提案するようにしています。会議では
多職種の専門的な意見を聞くことができて自分自身も多
くの刺激と学びを得ています。参加する機会があれば対
象者が元気になれるよう多職種と積極的に意見交換をし
て頂きたいと思います。

坂井・奥越ブロック
医療法人博俊会 春江病院

正  真　康  宏
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福井県作業療法士会の足跡を辿る福井県作業療法士会の足跡を辿る
―役員経験者から会員に向けたメッセージ―

特別
企画

　介護報酬から見えてくること
有限会社ケア・ユニット 代表　米　田　　　尚

　今年の介護報酬改定のポイントと今後の経営戦略、
変化する時代の中で作業療法士に求められる事という
お題を頂いたので、字数制限もあるのでポイントを
絞って説明したいと思います。
　介護報酬のポイントとして、今まで議論されていた
内容が加算の要件にメスが入った形で、過去最大級の
改定になった印象を受けます。リハ関係に限ると基本
報酬に組み込まれた形でリハビリテーションマネジメ
ント加算が廃止され、通所・訪問リハビリ実施に対し
て医師が運動中の留意事項、中止基準、負荷量などの
うち 1つ以上指示する事となり医師の関与が必要に
なったとかその他細かい要件が増えたので留意が必要
となりました。その他のキーワードとしては、一つ目
は新型コロナや災害など発生した際のサービスの継続
方法を計画する BCP（事業継続計画）です。二つ目は、
利用者の情報をデータベース入力して、フィードバッ
クを受けて計画に反映する LIFE（科学的介護情報シ
ステム）です。今まで総合リハ計画書や生活行為向上
マネジメントなどの書類を作成していたリハ職にはす
ぐに対応できる内容です。
　次に今後の経営戦略は、基本的に早期、中期、長期
に分けて考えています。理解しやすいのは早期で今回
の改定における弊社の課題を明確にして実行する事で
す。長期は 2040 年として、そこから逆算して中期、

早期と戦略を練ります。何を参考にするかと言うと、
「2040 年：多元的社会における地域包括ケアシステ
ム」の報告書、国の動向や市町の介護計画や地域福祉
計画、県の医療計画など多岐にわたります。それらを
分析して、弊社の向かう方向性を考え実行しています。
人口減少することと生産人口が減ることを考慮すると
現状のサービス事業を変化しながら維持することとな
り、新規事業はあまり考えておりません。（もう少し
若いといろんな事業展開しているかもしれませんが）
これから全ての事業者（医療・介護分野）において共
有な重要課題としては、いかに地域に根ざすことを考
える必要性が増します。
　変化する時代の中で作業療法士に求められる事と
は ?かなりの私見になりますけど、まずは目の前の
仕事を真摯に向き合っていろんな情報を INPUTして
事業者内でも学会でもどのような形でもいいので必ず
OUTPUT して欲しいです。最初は事例から始まり、
その他の仕事にも目を向けて連携を学び、人脈につな
がって様々な経験知を得られると思います。OTの強
みは、医療・介護分野に精通しておりかつ PDCAサ
イクルを常に行なっており、弱みはマネジメント能力
や福祉などの知識が乏しいと思います。自分の強みや
弱みを分析して、明確な目的・目標を立てている事が
必要なのかなと思います。年寄りの戯言でした。

　第2回となる “リレー随筆 ”。今回は、前回ご執筆頂きました石田圭二先生からのご推薦で、福井県作業療法
士会副会長であられました米田尚先生にご執筆頂きました。小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能
型居宅介護&訪問看護、認知症対応型共同生活介護、3カ所の介護保険事業所を経営される経営者としての顔も
持っておられる米田先生に、今年の介護報酬改定のポイントと今後の経営戦略についてご執筆頂きました。県士
会会員の皆様にとって、介護保険制度をより深く理解するための参考として頂けますと幸いです。	 （編集部）

第２回
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　私は今年で40歳を迎える精神科病院で勤務する16年
目の作業療法士です。最近では年齢・キャリア・管理職
のため、将来についてあれこれと考えることが増えて参
りました。本稿では将来への自分なりの考え方やその取
り組みについて述べさせて頂きます。
　将来を考える時にコンビニやスマホといったものを参
考にしています。ともいうのも、この両者は短い期間で発
展を遂げ、社会システムや人々の生活を大きく変化させ
ました。
　特にコンビニは都市部から始まり、競合が出現すると次
第に地方各地へと出店を繰り広げました。これは他業種帯
と比較し、手軽さや24時間365日といった独自の機能性
が評価された結果といえ、その後も配送やATMなど様々
な機能を備えた多様性を実現させました。この点はスマホ
も同様で登場した当初はバッテリー持続時間も短く、バグ
が多かったですが現在は改善され、デジカメを凌駕するほ
どのカメラ機能、支払いや遠く離れている人とも手軽に動
画で話せる等、こちらも多様性を備えることができました。
つまり両者は新たな機能性で展開した後に、競争原理から
次第に多様性を備えました。もはや、これらの進化を遂げ
ないものは淘汰される社会に変化したとも考えています。
　作業療法士は生誕55年を迎え、学術的検証もなされ
専門職として確立し機能性を認められていると言えま
す。またこれまで作業療法が届かなかったエリア（分野・
地方）にも広がり、現代の保健医療福祉において機能性
が浸透していると考えています。
　では、本稿の本題である多様性について私の経験を紹
介させて頂きます。現職はリハビリテーション課と地域
医療連携課を統括しています。約8年前から地域医療連
携業務を行い、外来や入院の調整や社会保障制度の調整
を行っており、年間で延べ250件ほど近隣の医療機関等
に出向き、情報交換を行いながら連携を深めた結果、現

在では病院の大きな収入源であるベッドコントロールを
順調に管理することや、病院の方針についても考えられ
るようになってきました。
　では、なぜここまでやってこれたか ?それには作業療
法士の特性・機能性が特に医療連携業務に於いて充分に
活かすことができるからだと考えております。
　具体的に地域医療連携に従事しているCW・SW・
MSW・PSWと比べ、作業療法士は医学的知識はもとよ
り生活モデルの観点を備えています。また数多くの評価
手段、家族支援技能は他職種の中ではカラーの違いを出
しやすく、最近では「相談員の相談」を受けることもし
ばしばあります。実は同職種ではなく他職種の中で、他
職種の仕事を一緒にすることでこそ作業療法士の真の特
性を発揮できるものだと考えています。
　新たな領域で活動を展開するには現職を退職してから
行うなど、多くの犠牲を払うこともありますが、これまで
に存在していたものを2つ繋げるだけでも、新たな機能
性と多様性を生むものであると確信しています。ですが、
その際に充分な能力がない場合は「所詮、作業療法士さ
んだから」となってしまうため能力的に他職種に負けな
いことも必要です。まとめると下記の図式が成立するの
ではないでしょうか。
　簡易スーパー+24時間 365日稼働=コンビニ
　携帯電話+パソコン=スマホ
　作業療法士+地域医療連携=南出
　作業療法士の専門性を磨くことも重要ですが、作業療
法士の機能性を活かした多様性も重要と考えます。人口
減少・働き手不足・働き方改革・タスクシェアリング・
COVID-19。社会変化は待ってはくれず、働く場所の保
障をしてくれる訳でもありません。知識・技術を醸成さ
せ多様性を図ることが、今後の社会や人々の生活を支え
る作業療法士にとっての新たな課題ではないでしょうか。

多機能型作業療法士の提案

ご活躍されている
幅広い分野で

作業療 ご紹介法士の
　県士会会員の中には、作業療法士の資格を活かして幅広い分野で活躍されている方々がおられます。機関誌を通して
このような方々をご紹介させて頂き、他分野で活躍されることになった経緯や専門性の活かし方等をお伝え頂きます。
第２回目にご紹介させて頂く南出耕佑先生は、嶺南こころの病院の生活支援部長としてご活躍されています。地域医療
連携を推進する上で作業療法士としての特性・機能性の活かし方等をご執筆頂いております。県士会会員の皆様が作業
療法を再考される上での、一助となれば幸いです。	 （編集部）

医療法人 嶺南こころの病院 生活支援部長　南出　耕佑
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伊
い

林
ばやし

　香
か

織
おり

①�福井医療大学
②�医療法人健康会

�嶋田病院
③�学生時代の職場体験でこの仕事を知
り、目指したいと思ったことがきっ
かけです。
④�患者様の気持ちに寄り添える作業療
法士になりたいです。

①出身校　②勤務先
③�作業療法士を目指したきっかけ・理由は何ですか？
④�どのような作業療法士になりたいですか？

〒910－0063  福井市灯明寺 1 丁目 2401（有限会社 ケア・ユニット内）
TEL：（0776）37－3333　FAX：（0776）37－3377

編集担当 / 編集部理事：清水 雅浩

一般社団法人 福井県作業療法士会
http://www.fuku-fuku-ot.jp/

小
こ

林
ばやし

　慶
よし

季
き

①�福井医療大学
②�弘昭会�大森整形外科　
リウマチ科
通所リハビリ�ロコモケア

③�学生時代に祖母が入院をしたことでこの
仕事を知り自分もやってみたいと感じた。
④�利用者様の社会参加面までしっかり考
えられるような作業療法士になりたい。

近
こんどう

藤　藍
あい

①�金沢大学
②�医療法人健康会

�嶋田病院
③�家族がリハビリをしているところを
見てこの仕事を知り、目指すことに
なった。
④�患者様に信頼される作業療法士にな
りたいです。

平
ひら

野
の

　葉
は

月
づき

①�信州大学
②�あさくら苑�デイ
サービスセンター

③�学生時代にリハの仕事を知り、元々
はPT志望。今はOTになって良かっ
たと思う。
④�利用者さんがやりたいことを一緒に
楽しめる作業療法士になりたいです。

前
まえ

田
だ

　一
いつ

樹
き

①�福井医療大学
②�医療法人厚生会

福井厚生病院
③�看護師を目指すうちに、作業療法の
魅力に引かれたからです。
④�僕がいるだけで周囲の人が笑顔にな
り、OTの理想郷を作れるような人
になりたいです。

松
まつ

井
い

　郁
いく

海
み

①�福井医療大学
②�医療法人厚生会　

福井厚生病院
③�医療職を調べている際に各方面で活
躍する作業療法士に憧れを持ったた
め。
④�患者様に信頼していただける作業療
法士になりたいです。

宮
みや

田
た

奈
な つ み

月美
①�福井医療大学
②�平谷こども発達クリ
ニック

③�発達障がい児・者の手助けをしたく
て、この仕事を知り、目指すことに
なった。
④�患者様と家族様が楽しめる療育をで
きる作業療法士になりたいです。

山
やまぐち

口　聖
せい

矢
や

①�福井医療大学
②�一般財団法人�新田塚
医療福祉センター�　
福井総合病院

③�地元に住む方々に恩返し出来る仕事
をしたいと思った。
④�患者さまと一緒にリハビリを楽しめ
る作業療法士になりたいです。

山
やまもと

本　皐
こう

詩
し

①�福井医療大学
②�株式会社�ハート&
ハート�陽和縁

③�昔から人の役に立てる仕事につきた
いと思っていたから。
④�その人自身の能力を最大限に引き出
せる作業療法士になりたいです。

吉
よし

田
だ

ひかり
①�福井医療大学
②�医療法人健康会�

嶋田病院
③�祖父が認知症を患っており、また姉
が理学療法士であったためこの仕事
を知った。
④�患者様にとってより良い作業療法を様々な
視点から考えて提供できるようになりたい。

渡
わたなべ

部　由
よし

樹
き

①�福井医療大学
②�医療法人�
嶺南こころの病院

③�テレビ等でリハビリを通して患者様
と向き合う場面を見て、憧れを感じ
たため。
④�患者様個人に適した治療を提供でき
る作業療法士になりたいです。

※�今回のご紹介記事に関しましては 2021 年 6月 30 日まで当県士会に入会された方を対象とさせて頂いております。7月 1日以降
に入会された方に関しましてはVol2 にてご紹介させて頂きます。

福井県作業療法士会では、本年度も新入会員を受け付けております。ホームページからのお手続きまたは事務
局へのご連絡をお願い致します。

令和３年度 福井県作業療法士会入会のご案内

FRESHERS
2021

新しい仲間を紹介します！


