一般社団法人 福井県作業療法士会

Vol.2

FUKUI ASSOCIATION OF OCCUPATIONAL THERAPISTS

2021年度

福井県作業療法士会ニュース

見える！伝える！繋がる！

CONTENTS
巻頭言 …………………………………

1

ワクワクが溢れる県士会 ………

2
3
4
5

OT 連絡部会開催報告

各ブロック活動のご紹介 ………
特別企画 リレー随筆 …………
学会発表の勧め ……………………
幅広い分野で活躍されている
作業療法士のご紹介 ……………
新任役員紹介 ………………………
新入会員紹介 ………………………

巻頭言

時代の要請・今後、求められる作業療法について
一般社団法人 福井県作業療法士会 地域包括ケア推進部 理事
福井厚生病院 リハビリテーション課

水

上

保

孝

「今後、求められる作業療法の方向性は…?!」、この

おいて、何らかの疾患や障害を抱えた方に対する治療

ような思いを持ったのは、約 10 年ほど前だったよう

や援助であると考えていますが、予防的介入（直接的・

に思います。丁度、2025 年問題や地域包括ケアシス

間接的介入）の視点も重要になってくると考えていま

テムの構築などの言葉をよく耳にするようになった頃

す。医療機関になるべく受診しなくて済む、または病

です。漠然と 2025 年頃は、私は 40 代半ば。恐らく

気の急変リスクを回避する→救急搬送を少なくする、

何かしらの役割を持たせて頂き、活動しないといけな

という視点を持って、地域住民に疾患の重度化予防（予

い年代と自覚したように記憶しています。それからし

防的生活支援）を行っていくといった作業療法士の専

ばらくして、作業療法士養成校の教員となり、5 年間

門性を発揮するということです。特に福井県の大病院

という短期間ではありましたが、学校教育の中で次世

は全て福井市周辺に偏在しています。疾患の重度化は、

代を担う作業療法士を育てる経験をしました。教員と

すなわち住まいから遠く離れた病院で入院・治療を行

して必要なカリキュラムを教授するだけでなく、先輩

うことを意味します。そして、今後さらに拡大するこ

作業療法士として、将来を見据えながら進んでいける

とが予測されます。福井県の病院事情から鑑みますと、

作業療法士を育てていく必要があると考えて教育して

予防的に作業療法士が関わるニーズは高いのではない

いたように思います。現在は、臨床に戻りましたので、

かと考えています。県士会員が皆で忌憚のない意見を

県士会員の皆様と共に、社会から求められる作業療法

出し合いながら今後の作業療法を考えていき、作業療

ニーズに応え、逆に私達から社会へ作業療法の可能性

法士が活躍できる裾野を拡げていけると良いな、と考

をアピールし、主体的に行動していければと考えてい

えています。今年度は、そのきっかけ作りとして、県

ます。

内作業療法士が所属する施設のリーダーを対象とし

「地域包括ケアシステム」は当初、高齢者に対する

た県士会主催研修「OT 連絡部会」を 11 月 28 日に

ケアシステムという趣旨が大きかったわけですが、現

開催致しました。60 名の参加者があり、参加者の多

在は高齢者に留まらず精神分野、小児分野、災害対策

くから、「参加して良かった」と高評価を頂きました。

分野、また障害のある・なしに関わらず、全ての生活

県士会としましては、今後も継続的な取り組みにして

者を含めたケアシステムと言われ、「地域共生社会」

いきたいと考えています。今後とも県士会活動へのご

と言われています。今後、作業療法士が活躍できる主

理解・ご協力のほど宜しくお願い致します。

な領域（分野）は、医療機関や介護機関・福祉機関に
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ワクワクが溢れる県士会
～楽しさは新しい未来の始動～

一般社団法人 福井県作業療法士会 会長
春江病院 介護事業部

田

嶋

神

智

この度、理事をはじめ地域包括ケア推進部のご尽力に

律を変えることは難しいでしょう。しかし、各都道府県

より、藤波前会長時代から企画しておりました OT 連

士会と協会がしっかりとタッグを組んで活動していかな

絡部会、いわゆるトップミーティングをようやく開催す

ければ、会員の声が国に届かないと思います。一人の作

ることができました。中村協会長からは「2040 年の作

業療法士として考えると、我々はある意味、職能団体に

業療法士の在り方とは ?!」と題してご講演を賜り、我々

守られていると考えられるのではないかと思います。こ

に熱いメッセージを頂きました。作業療法士が国民に認

れは物凄く個人にとってのメリットのある「保険」であ

められ、そして地位の向上、更には職域の拡大につなげ

ると思います。

ていくためには、会員一人一人がしっかりと目の前にい

ただ保険に入っているから大丈夫というだけでは意味

る患者様や利用者様、一般住民の方々に作業療法を提供

を成しません。我々の地位向上、職域拡大を推し進め、

していかなければならないと、改めて感じたところです。

県民の方々の健康的な生活の維持に寄与するためにも、

続いて、県士会の現状を踏まえた上で、福井県作業療

積極的に仲間と一緒に活動することが大切であると思い

法士会の進むべき方向性・組織運営について、私の方か

ます。

らお話をさせて頂きました。まず、課題として考えられ

後半は、「今後の県士会発展に向けた取り組みについ

る「士会活動の魅力」についてですが、自問自答してみ

て」と題し、グループワークを行いました。参加者の方々

ると、やはり私は魅力あるものであると断言できます。

からは多くの貴重なご意見を頂き、今後の組織運営に大

一言でいうと、「人」だと思います。いろんな方と知り

変参考になるものでした。このグループワークで出た意

合うことができること、いろんな方と共通認識を持って

見を基に、県士会活動が何かワクワクする、楽しいもの

活動することで、達成感や自己効力感が生まれ、人とし

にしていきたいと思います。そのためにも、県士会とし

て、そして作業療法士として成長できることだと思いま

てはミッションとビジョンを会員の皆様と共有し、会員

す。

一人一人が意見を言いやすく、主体的に興味関心のある

「協会員や士会員であることのメリット」について考
えてみると、「会費に見合った興味のある研修会がない」
「協会や県士会が何をしているのか分からない」等の声
も聞かれます。会員にとってのメリットは、其々顔が異

活動に参画できる組織内環境を目指したいと思います。
県士会という組織と、会員のエンゲージメントを高め
ることが組織力の強化につながり、県士会の見える化に
つながると考えています。

なるのと同じように、感じ方も違うと思います。研修会

OT 連絡部会に参加して、県士会活動に何らかの形で

に参加できることや、生涯教育の認定や専門作業療法士

関われることへの喜び、その中で人とつながれることの

を目指すなど、学術的に知見を広めるための研鑽を図る

楽しさ、そして共に県士会の発展のために汗をかくこと

ことも会員としてのメリットの一つであると思います。

のワクワク感、まさに「楽しさは新しい未来の始動」で

また、会員同士の交流が持てることも大きなメリットで

あると痛感しました。

あると思います。

これを機に、会員一人ひとりの声を大事にして、県士

協会も県士会も職能団体として、自己の専門性の維持

会活動がワクワクした気持ちで楽しく参加できるよう

や向上を図るための組織であることは勿論ですが、専門

に、「開かれた県士会」を会員みんなで作っていけたら

職としての待遇や利益を保持・改善するための組織でも

と思います。

あります。一人の作業療法士の声を国に届けることや法
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二州・若狭ブロック 担当理事

各ブロック活動のご紹介
二州・若狭ブロック 担当理事

理事
丹南ブロック 担当

医療法人保仁会 泉ヶ丘病院
通所リハビリセンターいずみ

片理事
山
丹南ブロック 担当

医療法人 広瀬病院

洋 平

繋がりを通して共通認識を持てるように
福井県において、嶺北・嶺南の情報や整備の格差は
以前から感じられており、我々の分野においても嶺南
理事
福井ブロック 担当
の作業療法士が福井県作業療法士会と繋がっていない
印象がありました。嶺南の岡本副会長が就任されて以

渡
理事
福井ブロック 担当

邊

聡

多様性を活かすために
丹南ブロック担当理事を拝命しました渡邊聡です。

ブロック担当の活動は初めてで、現在、会員の皆さん
当理事
坂井
・奥越ブロック 担
に何ができるのかを思案中です。会長から頂いている
使命は会員動向を知ることです。丹南ブロックにいる

に始めたいと思っています。

作業療法士同士が、お互いを知り合える機会を何とか
当理事
二州
・若狭ブロック 担
作りたいと考えています。
協会からは「協会員 = 県士会員」となるよう尽力す
るようにと言われています。私の知る限り、県士会員
ではない作業療法士も一定数いるように思いますので、
理事
その方々が県士会の活動を知り、賛同し協力して頂け
丹南ブロック 担当
る方法を模索していきます。また、丹南ブロックでは
地域ケア会議の見学会を企画するなど、地域包括ケア
推進の先頭に立っていると思っています。
「自己実現が
叶う丹南ブロック」を掲げ、丹南ブロックの作業療法
理事
福井ブロック 担当
士ひとり一人が主役になれる活動ができたら、と考え
ています。ご支援・ご協力の程よろしくお願いします。

理事
福井ブロック 担当

坂井・奥越ブロック 担当理事

降、繋がりが持て始めたように感じられ、地域活動推
進部ではそこから「嶺南と福井（嶺北）を繋ぐ」「嶺
当理事
坂井
・奥越ブロック 担
南内を繋ぐ」ことを試みてきました。積極的な部組織
の構築や研修の開催は行えていませんが、まず一歩と
して LINE グループで各施設の代表の方と繋がり、情
二州・若狭ブロック 担当理事
報共有がしやすい環境づくりを行いました。現在は研
修会の周知しか行えていませんが、日頃感じている悩
みなどに対して相談したり、指導したりできるツール
になればと考えています。まだまだ十分ではありませ
担当理事
丹南ブロック
んが、ICT
なども活用しながら繋がるところから地道

たけとう病院
デイケア野向の舎

（株）ケア・フレンズ

松 塚
坂井・奥越ブロック 担当理事

泰 孝

地域で発揮される作業療法のチカラ

福井ブロックには、会員の半数以上となる 271 名
の方が在籍されています。（11 月 1 日現在）
病院やクリニックなどの医療機関をはじめ、介護保
険施設・事業所、障害福祉・児童福祉サービス、教育
機関等で、一人ひとりの OT の皆様が職域を拡大さ
せながら、活躍されています。地域活動推進部としま
しては、我々作業療法士が地域包括ケアシステムの一
角となるべく、以下の活動を行っています。
▪福井市地域包括ケア推進協議会
▪福井市在宅医療・介護検討協議会
▪福井市介護予防・生活支援サービス検討会議
▪地域包括支援センター 13 圏域の連携窓口の設置
▪自立支援型地域ケア会議、医療介護連携会議
▪行政からの研修案内依頼、情報交換
▪地域活動で活躍する作業療法士への情報提供や意見交換
作業療法のチカラを、行政や他団体、地域社会に向け
て PR していけるよう、会員の皆様とのやり取りを行
いながら一歩一歩進めていきたいと考えております。
今後とも、何卒よろしくお願い致します。

中 村

こと美

会員同士の連携を目指して
今年度、坂井・奥越ブロックでは 12 名の部員がご
協力下さり、この地区の動向把握や連携づくりのため、
連絡名簿班と研修企画班に分かれて動いています。連
絡名簿班は、坂井地区と奥越地区それぞれにリーダー
を選出して名簿作りに着手し 12 月に名簿が完成しま
した。また研修企画班も 12 月 3 日に Zoom で田嶋
会長を講師に「今知っておきたいフレイルについて」
という研修会と「顔の見える連携」が取れるように参
加者全員に一言ずつ発言していただく企画を行いまし
た。終了後のアンケート結果も「参考になった」とい
うご意見がほとんどで、概ね好評のうちに終えること
ができたと思います。
来期も部員で意見を出し合い、出来上がった名簿や
アンケ―ト結果を活用して、会員同士の連携つくりや
研修会等を企画できればと考えています。ぜひ坂井・
奥越地区の皆さま、企画の際はご協力よろしくお願い
致します。
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特別
企画

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
役員経験者から会員に向けたメッセージ―
役員経験者から会員に向けたメッセージ
―

第 3 回となる “ リレー随筆 ”。今回は、前回ご執筆頂きました米田尚先生からのご推薦で、福井県作業療法士
会選挙管理委員会委員長であります松田卓也先生にご執筆頂きました。訪問看護ステーションにて精神障害の
方への訪問も行っておられる松田先生に、日々の業務で感じていることや体験していることを中心にご執筆頂
きました。県士会会員の皆様にとって、精神科領域の作業療法について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３回

訪問しながら日々感じること
訪問看護ステーション仁里

松

田

卓

也

今回、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ションが指示されます。薬物療法は常に継続されて

ムの構築」という視点から、臨床での生活訓練や就労

いるのが当たり前のように思って病院内で作業療法を

支援、退院に向けての取り組みという大層なお題で執

行ってきました。これが訪問してみると薬は絶対で無

筆の依頼を頂きました。現在の僕は訪問看護ステー

くなっていることが多いのです。自宅というフィール

ションに勤務しており、とてもこのお題でリレー随筆

ドでは医療が優先されることが当たり前では無くなり

を書くことができず、精神障害の方への訪問について

ます。服薬を忘れるなんてことはごくごく普通のこと

専門的なことを書こうとしたわけですが、これがこれ

です。また必要ないから薬は止めると宣言されること

でピタリとペンが止まってダラダラと言い訳がましい

もよくあります。このときこちらの内心は服薬して欲

文章となっています。専門的なことは協会が出してい

しいなあと思っても、服用しなさいという権限は何も

るマニュアルなどを参照していただくとして、入院時

ありません。服薬、断薬のメリット、デメリットを伝

の作業療法と訪問での作業療法の違いについて僕が

えて、よく考えてみて下さいというのが訪問の中では

日々感じていること、体験していることを紹介してみ

手一杯です。主治医とよく相談することを促し、心配

ます。

だからと訪問の回数を増やしたりして対応しています。

精神科入院時に作業療法が処方されたとき、目標と

薬を飲まないと精神疾患は再発することが多いので

して考えることは退院であることが多いです。訪問で

すが、これが当てはまらない場合もあるので、お勧め

は本人に明確な目標がある場合は別ですが、僕は本人

はしないですが薬を飲まずに頑張っている方もいらっ

との面談を前に一番優先に思い浮かぶことは退院後の

しゃいます。薬を飲まずに何とかなってしまうことが

生活を維持するということが多いです。ちょっと後ろ

素晴らしくもあり、不思議でもあると感じています。

向きになっている気がしますが、やりたいこと、夢に

エピソードも含めて、エビデンスのある話ができる

向かうことは本人の気持ちの中で膨らませていっても

とよかったのですが誌面の都合で紹介できないのが残

らい、訪問しながらサポートしていく僕は、調子が悪

念です。今回お話したことは、医学モデルの中での訪

くならないようにバランスを保っていく役割を担う存

問支援と地域生活でストレングスを活かす利用者本人

在になれればと思っています。

の関係を表すよい例だと思います。日々いろいろ迷い

何かしら精神に不調をきたして入院した場合には、
薬物療法から始まり安静を保ち、その後リハビリテー

悩みながら、3 歩進んで 2 歩下がり、少しずつ前に進
みながらこれからも訪問していこうと思っています。
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学会発表の勧め
一般社団法人 福井県作業療法士会 副会長
福井医療大学

この度、福井県作業療法士会編集部より執筆依頼が

下川

幸蔵

良い機会です。

あり、「学会発表の勧め」と題して、私の思いを記事

私は今回「MTDLP が臨床実習に活用されているの

にしたいと思います。思いついたまま書き連ねますの

か」をテーマに発表をしました。皆さんもご承知の通

で大変読みづらいと思いますが、ご容赦いただきたい

り、臨床実習の指定規則改正に伴い症例基盤型実習か

と思います。

ら診療（作業療法）参加型実習への変換を求められ

過日オンライン及びオンデマンドで開催されました

ました。MTDLP は実習生に対し作業療法の臨床推論

第 55 回日本作業療法学会にて口述発表をして参りま

と思考過程を体験させるために有効なツールであると

した。学会の一番の醍醐味は、様々な演題をテーマに

考えてはいますが、実際に臨床実習施設でそれが使わ

他の作業療法士とディスカッションができることにあ

れているのだろうかという問いを明らかにするためで

ると思います。普段仕事をしているとなかなか作業療

す。学術的か？という疑問を持ちながらも学生教育の

法の効果や魅力、これからの展望について熱く語り合

一助になればという思いで調査を行いました。このよ

う時間がないものですが、この時ばかりは「私はこう

うに普段感じている疑問を解決するために行った調査

思う」「あなたはどのように考えるか」など、話の中

も学会発表をするに値します。決して難しいことはあ

心を作業療法にすることができます。作業療法のいろ

りません。

んな活用方法を目にし、作業療法の新たな魅力を感じ

今回の学会では、普段遠方で、また業務の都合上、

ることができる。これが、私が考える学会参加、発表

参加がし難い会員の方の参加もありましたし、海外の

の魅力であると思います。自分の目には最善と思って

作業療法士の講演もオンラインで聞くことができまし

いた介入方法でも、見る人・捉える人を変えると、改

た。また対面での学会であると、同時間に開催されて

善の余地があることが見出せたり、もしくは他の作業

いるセッションの口述発表などが聞けないということ

療法士の見本になったりします。視点や知識の共有を

もありましたが、オンデマンドであると後日視聴す

することで、作業療法を受ける対象者に還元でき、作

ることができますし、web で質疑応答もできました。

業療法士の実践力の向上に寄与します。

ICT をフル活用したオンライン学会およびオンデマン

学会発表と聞くと「ハードルが高い」「私には無理」

ド学会はニュースタンダードになっていくと思いま

「難しそう」「面倒くさい」など敬遠しがちな方も多い

す。オンライン、オンデマンド、ハイブリッド等開催

かと思います。作業療法の可能性を探るために新規

方法も学会の特色や参加者層に合わせて検討されてい

性・独創性のあるテーマで研究デザインを練り、実際

くことでしょう。

に基礎研究や臨床研究するという方向性もあります

全国規模での発表をするのはちょっと…と考える方

が、対象者の生活機能障害に対して、作業療法士が作

も多いのではないでしょうか。その場合には、まず施

業療法らしい臨床推論と思考過程の後に治療介入し効

設内の勉強会や発表会、県下ブロックで行われている

果があった事例について紹介するという方向性もあり

事例検討会、福井県作業療法学会などで発表を経験し

ます。どちらも重要で必要不可欠な要素であるように

てから、ステップアップしていくという方法もありま

思います。普段の仕事の中で対象者の笑顔が見られた、

す。ご自分に合ったスピードで自己研鑽を続けていた

または対象者が作業療法を受けて良かったと感じた実

だけたら、と思います。「ご縁」があって出会った対

践を積み重ね、当事者の主観に委ねられる QOL の向

象者の生活の再構築に責任を持つ作業療法士として、

上に効果が出せる作業療法のエビデンスを確立してい

作業療法士らしい思考と治療で、県民の生き生きとし

く必要があります。そのような演題がいくつもあり、

た生活、笑顔がたくさん見られるよう作業療法士一同、

私自身が作業療法士の可能性について考えさせられる

切磋琢磨しましょう。
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幅広い分野で

ご活躍されている 作

業 療 法 士のご 紹 介

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。今回ご紹介させ
て頂く中島裕也先生は福井県高次脳機能障害支援センターで支援コーディネーターとしてご活躍されており、会員の方々
の中には、高次脳機能障害に関する研修会や事例検討会を通して先生から支援に関するアドバイスを頂いた方も多いの
ではないでしょうか。記事を通して先生をより身近に感じ、同職種連携を強化し、さらに充実した支援の実現に繋がり
ますように祈念しております。
（編集部）

作業療法士×支援コーディネーター
8 年間を振り返って
福井総合クリニック、福井県高次脳機能障害支援センター

中島

裕也

筆者は 2008 年に福井総合病院へ入職し、5 年間

可能性もある。しかし、作業療法士がクライエントの

の回復期リハビリを経て、2013 年～現在まで高次脳

生活や社会参加の（再）獲得をサポートする専門職と

機能障害支援センターの支援コーディネーターとして

捉えるのであれば、社会保障制度についても積極的に

従事している。学生時代の臨床実習から入職後の回復

その知識を取り入れ活用すべきだろうと考えることが

期リハビリまで、高次脳機能障害の患者さんを担当す

できた。このように柔軟に適応できたのは、ICF を包

る機会が多く、入職と同時に高次脳機能障害支援セン

括的に捉え、クライエントの生活や社会参加を支えて

ターが設立されたこともあり、私の少ない経験の中で

いく作業療法士の専門性があったからだと感じてい

も“高次脳機能障害”というキーワードが常にそばに

る。よって、コーディネートに作業療法を活かすとい

あった。

うよりは、コーディネートを行ったことで作業療法に

さて、2013 年から支援コーディネーターに従事し
たのだが、回復期リハビリで培った知識や技術では支

おける重要な部分を学んだという側面の方が多かった
ように思う。

援コーディネーターの職を全うすることは到底困難で

本稿内では、他にも当支援センターの紹介や利用の

あり、とても打ちひしがれたことを鮮明に覚えてい

流れ、各実績などにも触れてほしいと依頼されていた

る。本稿執筆にあたっては、コーディネートを行う際

のだが、これについては県士会や当支援センター内で

の作業療法士としての経験の活かし方、という内容に

の研修にぜひご参加いただき、その中でお伝えできれ

ついても執筆を依頼されたのだが、当時入院作業療法

ばと考えている。

しか経験していなかった筆者にとっては、その作業療

最後に、私は一般的な作業療法士に比べるとかなり

法士としての経験を活かすことはできず、「なんて狭

偏った臨床経験を積んでいることになる。かなり不器

い世界で作業療法を行っていたのだろう…」という感

用な作業療法士になりつつあるが、それにも関わらず、

覚を受けたことだけが残っている。しかし、作業療法

いつも理解して支えていただけている職場の皆さんに

士でよかった！と思えたのはその適応力であろう。支

この場を借りて感謝申し上げたい。その上で益々作業

援コーディネーターを務める上では、高次脳機能障害

療法士×支援コーディネーターを極め、県内ならびに

（ICF の心身機能）やその影響で生じる生活・社会参

全国の作業療法士の活躍の場を広げる一助になれれば

加障害（活動・参加）はもちろん、幅広い社会保障制

と強く思っている。

度（環境因子）やクライエントの生活史（個人因子）
を踏まえて支援を行うことが非常に重要となる。特に
社会保障制度については、その知識を得て活用するこ

福井県高次脳機能障害支援センター

とが生命線となるのだが、ともすると「ソーシャルワー
カーじゃないんだけどな…」といったジレンマに陥る

ホームページもぜひご覧ください。
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新任役員紹介

【監事】
医療法人博俊会 春江病院 リハビリテーション課

中 山

今年度より新たに、監事・理事・委員長になられた
方々をご紹介せて頂きます。会員の皆様に、身近に
感じて頂けますように趣味やおすすめの書籍などの
質問にご回答頂いております。

① 趣味 ② 尊敬している人
③ 最近読んだおすすめの書籍
New

【MTDLP 部
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担当理事】

幸 保

①小さい庭ですが苔庭と松を主とした庭造りと、日本
酒を嗜むこと
②学生時代の恩師の田川義勝先生と、現在の恩師の
吉村光生先生
③職場と自宅で現在まで長く愛読している「手 その
機能と解剖」

【二州・若狭ブロック担当理事】

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

医療法人保仁会 泉ヶ丘病院 通所リハビリセンターいずみ

①お菓子作り
オーブンの蓋を閉めるとき「美味しく焼けますよ
うに」と思いを込めて。
②秘密です。
③最近ではないけど「スマホ脳」。もう少し易しく書
かれたものが「最強脳」

①本当はイラストなどを描きたいのですが、最近は職場
の資料や動画づくりを趣味と思って作成しています。
②志村けん：年齢、世代を超えて笑いを届けられていたから。
③書籍はほとんど読めていませんが、通所リハを任さ
れている立場として、
「通所リハにおけるリハビリテー
ションマネジメント実践マニュアル」を読みました。

熊 狼

妙 子

【職能部担当理事】

片 山

洋 平

【坂井・奥越ブロック担当理事 兼 認知症対策委員会委員長】

国立大学法人 福井大学医学部附属病院

医療法人 たけとう病院 デイケア野向の舎

①睡眠
疲労回復、現実逃避には欠かせません。
②夫
いろんな意味で。
③志村けん論
なぜか手に取り最後まで読めたので。

①読書・色々とお役に立てること
②忙しくても色々な活動に関与されている方たち
③“本家”公認！まんがでわかる『7 つの習慣』
監修：フランクリン・コヴィー・ジャパン

亀 井

絵理奈

【選挙管理委員会委員長】

中 村

こと美

【特別支援教育委員会委員長】

医療法人福仁会 訪問看護ステーション 仁里

こども療育センター 地域支援課

① NFL
（アメリカンフットボール）
観戦 インターネッ
トで観戦しています。月曜日はいつも寝不足です。
②髪元 朋史 先生 強面でも親しみある方でした。
偉大な先生だったと感じています。
③六人の嘘つきな大学生 最近読んだなかで、最後
まで謎でハラハラした作品です。

① Gecko Café でチャイと art で過ごすこと。

松 田

卓 也

県士会ホームページにて担当理事並びに委員長から
の各局・委員会のご紹介をさせて頂いております。
トップページの各部・各員会の紹介ページも合わせ
てご確認下さい。

木 下

美智子

②両親と Fukase さんです。
③「あたし研究」：小道モコ

著
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FRESHERS2021
新しい仲間を紹介します！

たましろ

玉城

み

え

見依

①滋賀医療技術専門
学校
②医療法人三愛会
中山クリニック
③学生時代に職場体験で作業療法士
という職種を知り、興味を持った
ため。
④利用者様それぞれの生活を見据え
てリハビリを提供できる作業療法
士になりたいです。

せんしゅう

千秋

本瀬

あゆみ

米津 歩

①東京都立 保健科学
大学
②（同）夢の旅行屋
③ 単に安定してそうという理由で
すが臨床や地域に出てから深みに
はまりました。
④地域・人・資源の 橋渡しが できる
作業療法士でありたいと思ってい
ます。

さ

①福井医療大学
②トゥモローズホーム
リハビリセンター
③学生時代に病気になった経験から
この仕事に興味を持った。
④ 1 人 1 人の特性に合わせたリハビ
リを提供できるような作業療法士
になりたいです。

もと せ

よね づ

り

梨紗

な

な

七菜

①金沢リハビリテー
ションアカデミー
②嶺南こころの病院
③親 戚 が 理 学 療 法 士 を 目 指 し て お
り、その関係で作業療法士の仕事
を知って興味を持ったことがきっ
かけです。
④ 1 人 1 人の患者さんに柔軟に対応
出来るような作業療法士になりた
いと思っています。

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？

みちかみ

あ

す

か

道上 明日香
①福井医療大学
②医療法人 林病院
③学生時 代に怪我 を
した際リハ職を知り、職場体験に参
加し魅了されたため。
④広い視野を持ち一人一人の人生に
寄り添えるような向上心を忘れな
い OT

の むら

野村

あい り

愛理

①福井医療大学
②公立丹南病院
③高校の進路相談で
作業療法学科を勧められ、興味を
持ったため。
④患者様やスタッフの方といい関係
性を築ける作業療法士になりたい
です。

Information（ご案内）
県士会に入会されている方で、転居や入籍
等により住所や氏名及び勤務先に変更があ
る方は、県士会ホームページのトップペー
ジから変更をお願い致します。
HP http://www.fuku-fuku-ot.jp/

一般社団法人

福井県作業療法士会

http://www.fuku-fuku-ot.jp/

〒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

