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　日頃は県士会の活動にご理解とご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　これまで当士会の事務局は、福井市灯明寺にありま
す㈲ケアユニット内に置かれていました。長年、事務
所を提供していただき、そして陰ながら多大なご協力
をいただいておりました㈲ケアユニット代表の米田尚
先生に深く感謝申し上げます。また、長年にわたり福
井総合病院スタッフの方々にも事務局の管理運営にお
いて、かなりご負担をお掛けしていました。併せてお
礼申し上げます。
　このように県士会活動は、会員皆さんのボランティ
ア精神で成り立っています。しかし、事務局の作業は、
日中の勤務時間内に実働せざるを得ないこともあり、
これまで幾度と時間調整をしながら、活動していただ
いていました。このような状態を鑑み、この度、事務
所を移転すると同時に、事務局運営管理の一部を担っ
ていただくために事務作業の委託契約も結び、新たな
スタートを切りました。
　移転の大きな理由として、①事務局機能の一元化、
②事務作業の負担軽減、③積極的な県士会活動への参
画推進です。

　これまで、歴代の事務局長をはじめ事務局各部長、
そして部員の皆さんの並々ならぬご尽力がひしひしと
身にしみています。今回、事務局移転の機会に携わら
せていただき、再度、事務局機能を見直しました。主
に庶務部、財務部の業務のスリム化を心掛け、会員管
理業務では速やかに会員の異動を把握し、郵便物が必
ずお手元に届くようにしています。また、新卒者の方
や転入されてきた方々の情報を一早く把握し、入会の
促進を図っています。今後は郵送業務の負担軽減 ICT
の活用も検討していきたいと考えています。
　最後になりますが、会員の皆様にお願いです。県士
会からの諸連絡が速やかに皆さんにお届けできるよう
に、職場異動があった場合には県士会ホームページか
ら、事務局あてにメールにてご連絡をぜひお願います。
ご本人若しくは職場の方でも結構です。お気軽にお問
い合わせください。また、周りに県士会に所属してい
ない作業療法士の方がおられましたら、入会をお勧め
して下さい。同じ職能団体として、『活動と参加』の
概念を活かして、多方面で活躍できるように一緒に頑
張っていきましょう！！

2022年7月15日 新たな県士会事務局がスタート！
一般社団法人福井県作業療法士会　事務局長 　山　村　ひとみ医療法人　博俊会　デイサービスセンターカルミア春江 
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　第 9 回福井県作業療法学会を、令和5年3月19日
（日）にオンラインにて開催することとなりました。
一昨年に予定されていた第 8 回の学会は、新型コロ
ナ感染拡大にて残念ながら紙面のみの開催になり、ま
た昨年は学会が中止となりました。2 年ぶりに開催す
る学会ですが、福井県作業療法学会としては、はじめ
てのオンライン開催となり、実行委員も試行錯誤しな
がら準備をすすめております。
　本学会のテーマは「新たな生活様式の開拓　～未来
を支える作業療法～」とさせていただきました。この
数年間は、新型コロナ感染症により、生活そのものが
変化したり、生活自体を見直したりと、様々な場面で
考えさせられることが多かったと思います。
　入院患者さんは面会制限で、ご家族と直接会うこと
ができず、寂しい思いをされたり、外泊や外出などの
制限により、自宅退院の準備ができなかったりと、病
院や施設での生活も大きく変化しました。ただ、直接
会えなくても、テレビ電話などのオンラインで、入院
中でも画面越しでご家族に会えたり、遠く県外に住ん
でいるご家族ともお顔を確認しながら話ができること
で、患者さんの笑顔が確認でき、どのような手段でも
コミュニケーションをとることができることを再確認
しました。
　我々も、学会や研修会が中止となり、ここ数年は学

会や研修会で現地に出向いたりすることが少なくなり
ましたが、オンラインでの学会や研修会が多く開催さ
れるようになってきました。現地開催で、直接会って
話をしたり、食事をしたりして楽しむことはできませ
んが、自宅でいろいろな県で開催される学会や研修会
に参加できることは、これまで家庭の事情や業務の関
係で、学会や研修会に参加できなかった方々にとって
も、大きなメリットになっていると思います。
　今回の学会は、オンラインで開催できるメリットを
大いに活かして、3月19日にオンラインで開催後に
は、オンデマンド配信も検討しており、当日参加でき
なくても、期間中であれば、いつでも教育セミナーや
特別講演、口述発表を聴講ができるようしたいと思っ
ております。興味のある教育セミナーや特別講演を企
画中ですので、県士会の皆様はもちろん、県外からも
奮ってご参加していただきたいと思います。また、多
くの演題も募集いたしますので、皆様の積極的な演題
登録をお待ちしております。アフターコロナの新たな
生活を見直して、未来を支える作業療法を一緒に考え
ていきましょう。
　最後に、コロナ禍で、まだまだご苦労されている県
士会員も多いと思います。一日も早いコロナ終息と、
会員皆様方のご健康を心よりお祈り申し上げます。

第9回 福井県作業療法学会の開催に
あたって

第 9回福井県作業療法学会 学会長 　仲　辻　良　仁福井赤十字病院

福井県作業療法学会　開催案内
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　昨年度より、福井県作業療法士会 職能部理事を務
めています、福井大学医学部附属病院 亀井絵理奈で
す。私は、県士会活動に携わる前より県士会の催し物
は、刊行物や HP で情報を取り入れ、自分の興味のあ
るものに関しては、積極的に参加をする方だったよう
に思います。ただ、研修案内が前月であると、研修を
受けるための自分の日程調整が難しかったり、ひと月
にいくつもの催し物の案内があると、すべてに参加す
ることは難しく、選ばないといけない…といったよう
なことが起きることもありました。
　昨年度、職能部に配属となり、研修会の企画・運営
をする中で、他のどのような部局・委員会が研修等の
催し物を企画されているのか気になりました。私が一
会員として把握していたよりも多くの催し物が福井県
作業療法士会主催で行われている現状を知りました。
しかし、その日程に関しては、だれも管理していな
い。特に昨年度は下半期にいくつもの催し物が企画さ
れ、刊行物に何枚もの案内チラシが入っていたりと、
毎週のように何かしら催し物があるような月がありま
した。企画されているものは、どれも作業療法を実施

する上で役に立つものや、福井県作業療法士同士、顔
の見える関係につながるものであり、せっかく企画さ
れた催し物だけれども、今の案内の時期や各部局・委
員会の各々が決める開催日程の決め方は会員の皆さん
の参加を促しにくいのではないか…と思いました。
　そこで、今年度より職能部では、各部・委員会の計
画した催し物を、開催部局・委員会全体で共有するこ
と、開催日程が短い期間で重なり過ぎないように、日
程を調整することとしました。
　今はまだ、会員の皆さんがみえるところにはスケ
ジュールを公表できていませんが、後々、福井県作業
療法士会 HP の『研修・学会・イベント案内』のとこ
ろの Google カレンダーにスケジュールを公表してい
く予定です。なるべく早い時期に、福井県作業療法士
会の 1 年間の催し物を把握していただき、多くの会員
のみなさんに参加していただきたいと思っています。
　今年度は、まだ試行運用中であります。会員のみな
さんが参加しやすくなるよう、他部局・委員会の研修
スケジュール調整担当の方々と、今後の動きも含め検
討していきます。

研修スケジュール調整 試行運用中です！！
一般社団法人　福井県作業療法士会　職能部　理事 　亀井絵理奈福井大学医学部附属病院

県士会主催研修の調整、発信に関する取り組み



4 すいせん 2022年度 Vol.1 すいせん 2022年度 Vol.1

　今年度、コロナ禍で初めて「令和 4 年度診療報酬改定」
が行われました。私は、2022 年 3月13 日に日本作業療
法協会制度対策部主催の「令和 4 年度診療報報酬改定説
明会」に参加してきました。今回の内容をすでに把握され
ている会員もおられると思いますが、令和 4 年度診療報
酬改定の概要とリハビリテーション（以下 : リハビリ）に
関係する改定項目の内容、作業療法士に求められる視点に
ついてお伝えします。

令和 4年度診療報酬改定の概要
　令和 4 年度診療報酬改定の改定率は、+0.43%。うち医
科は、 +0.26% となりました。基本的視点と具体的方向性
として以下の 4 項目に整理され、この方向性に基づいて
個別改定項目が決められました。
Ⅰ．�新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・
効果的で質の高い医療提供体制の構築

Ⅱ．�安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働
き方改革等の推進

Ⅲ．�患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の
高い医療の実現�

Ⅳ．�効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の
向上

リハビリに関係・影響する改定項目について
　身体・老年障害領域、精神障害領域、発達障害領域、そ
の他に分類し以下の表にまとめました。

作業療法士に求められる視点
　診療報酬改定説明会を通して、私が感じた、作業療法士
に求められる視点について以下の 3 点にまとめました。
《リハビリの質》
　回復期リハビリ病院入院料への第三者評価の導入や、標
準的算定日数を超えてのリハビリの際、FIM の要件化等に
より、リハビリの質やアウトカムが重要視される方向にある。
《ICT活用推進》
　医療機関にて ICTを活用した業務の効率化・合理化や
リハビリの実施計画書等に係る運用変更（ICTの活用）等
より、コロナ禍によってより一層リハビリ分野での ICT
活用が導入されていく方向にある。
《精神疾患患者への地域支援充実》
　アルコール依存症外来患者に対する集団療法評価や精神
疾患の地域定着に向けた多職種による支援評価等の新設に
より、地域で安心して暮らせる支援の充実を図る方向にある。

令和4年度診療報酬改定

《身体・老年障害領域》
項目名 内　容

早期離床・リハビリ加
算と職種要件の見直し

・ 加算の算定対象に、救命救急入院料、
ハイケアユニット入院医療管理料、脳
卒中ケアユニット入院医療管理料およ
び小児特定集中治療室管理料を算定す
る治療室を追加

・ 職種に言語聴覚士を追加

回復期リハビリ病棟入
院料の評価体系および
要件や回復期リハビリ
を要する状態の見直し

・ 第三者評価を受けることが望ましい
・ 回復期リハビリを要する状態「急性心筋

梗塞、狭心症発作その他急性発症した
心大血管疾患又は手術後の状態」追加

特定機能病院において
リハビリを担う病棟の
評価の新設

特定機能病院におけるリハビリに係る役
割を明確化し「特定機能病院リハビリ病
棟入院料」と位置付け、当該入院料に係
る施設基準を見直し

《精神障害領域》
項目名 内　容

アルコール依存症の外
来患者に対する集団療
法の評価の新設

外来におけるアルコール依存症の集団療
法について実施に係る評価

精神疾患を有する者の
地域定着に向けた多職
種による支援の評価の
新設

精神科外来に通院する重点的な支援を要
する患者に対し、多職種による包括的支
援マネジメントに基づく相談・支援等を
実施した際の評価

《発達障害領域》
項目名 内　容

医療的ケア児等に対す
る訪問看護に係る関係
機関の連携強化

情報提供先に高等学校等を追加し、対象
となる利用者の年齢を引き上げ

《その他》
項目名 内　容

医療機関における ICT
を活用した業務の効率
化・合理化

医療従事者等により実施されるカンファ
レンスについて、ビデオ通話等を用いて、
対面でない方法で実施する際、入退院支
援加算等の要件を緩和

リハビリ実施計画書
の署名欄の取扱いの見
直し

リハ実施計画書およびリハ総合実施計画
書の署名欄について、説明内容および当
該患者等の同意を得た旨を診療録に記載
することで、同意を得ていること等が事
後的に確認できる際、患者等の署名を求
めなくてよい

疾患別リハビリ料の見
直し

標準的算定日数を超えてリハビリする
際、月に１回以上 FIM の測定を要件化

福井県作業療法士会保険対策部理事 　野路　丈人    　　福井県立病院
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特別
企画

　こころもからだも、生活もみれる
　OTでありたい

社会福祉法人六条厚生会　吉　岡　恵　美障がい相談支援センターまるおか

　今回、障害福祉分野で、地域をフィールドにしている
私の業務をご紹介します。
　私は、坂井地区（坂井市、あわら市）で障害福祉サー
ビスの相談支援専門員として勤務しています。相談支援
専門員とは、介護保険でいう所のケアマネージャーです。
障害福祉サービスにおいても、ケアプランなるサービス
等利用計画書というものを作成します。この、障害福祉
サービスというものを、みなさんご存じですか？
　かつて病院勤務時代、平成 18 年に身体、知的、精神
の 3 障害共通の法律が施行され、驚いたことを覚えて
います。恥ずかしながら詳しくは知りませんでした。知
らなくても、日々の業務が遂行できていました。でもあ
の時世の中は既に、地域共生社会の実現に向けて動き出
していたんですね。
　さて、なぜ私は病院での精神科作業療法から地域福祉
に飛び出したか？
　それは単に「目の前の患者さんの退院後の生活を知り
たい」と思ったからです。
　病院での作業療法は、目の前の患者さんの能力を評価
し、入院前の生活を知り、退院後の生活を想像し、今解
決すべき課題を見つけ、解決に向けて治療プログラムを
設定し実施する。この、「退院後の生活を想像する」こ
とが難しいですが、醍醐味でもあります。そして、２つ
として同じものはありません。地域福祉では、利用者の
医学的な疾患、障害などを評価し、その人の生きづらさ、
困りごとを受け止め、残されている能力に着目し、その
人が生き生きと活躍できるような場の設定、作業の提供、

自己肯定感を高めるような支援によって、自立を目指す。
これらはどちらも作業療法の基本のき、我々 OT が学
生時代から培ってきた能力であり、この力は地域という
フィールドにおいて、大きな武器となります。
　また、障害福祉サービスには様々な種類、事業所があ
ります。それぞれ立地、規模、内容、雰囲気など、物理
的環境も人的環境も多種多様です。ここでも、前述の作
業療法の基本のき、が役立ちます。双方を、様々な視点
から捉え、より最適な環境となるようにマッチングする、
これが、相談支援専門員に求められている業務であり、
地域福祉の基本のきです。
　繰り返しになりますが、2 つとして同じものはない治
療プログラム、地域福祉では「支援」といいますが、こ
れを、疾患や障害種別を問わず、オーダーメイドで設定、
マッチングすることは、OT が得意とすることであり、
相談支援専門員の業務。こここそが、OT が活躍できる、
活躍すべきフィールドではないかと思っています。
　こころもからだも、生活もみれる OT でありたい。私
の理想であり、目標です。
　地域をフィールドに、OT が役立つことを知ってもら
えるように、毎日一生懸命、力いっぱい楽しみながら仕
事をしています。
　たった一度の人生での職業に OT を選んだのだから、
思いっきり楽しもうと日々心掛けています。
　この楽しくやりがいのある地域福祉のフィールドで、
たくさんの OT に会えることを願いながら…。

　前回の “ リレー随筆 ” をご執筆頂いた松田卓也さんからバトンを受け、第 4 回でご紹介させて頂くのは、
社会福祉法人六条厚生会、障がい相談支援センターまるおかで相談支援専門員をされている吉岡恵美さんです。
吉岡さんは病院で精神科作業療法をご経験され、現在は地域福祉分野での相談支援業務に従事されておられます。
相談支援業務の中で活かされている作業療法の視点や、作業療法に対する想いをご執筆頂きました。県士会会
員の皆様にも、改めて作業療法の特性や魅力を感じて頂けますと幸いです。 （編集部）

第 4回
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　越前市で合同会社夢の旅行屋という会社を営ん
でいる米津と申します。簡単にですが、立ち上げ
た経緯からご紹介させていただきます。
　以前医療法人で勤務していた時に、利用者さん
が「本当は○○に行きたい、○○がしたい」とよ
く話されていましたが、医療介護保険内ではフォ
ローすることができずに歯がゆい思いをしてきま
した。そんな時に計画した家族旅行。子供２人連
れで下の子はまだ乳児。どの経路が動線が短いか。
乗り継ぎ時間は適当か。座席指定、どこに乗れば
エレベーターの場所が近いか。幼児食の手配。主
人がビールを飲む場所のチェック。事前に子供に
リュックを背負わせお出かけの練習。おもちゃは
真新しいものを用意。たいして旅行に興味がない
主人に、「大丈夫、こうすれば負担少なく行けるよ、
ここでビールもあるし」と毎日プレゼンするので
すが（笑）そこで主人が発した一言は「そんなに
好きならそれ仕事にしたらいいよ」…
　主人からしたら寝ても覚めても旅行旅行うるさ
い私への最大限の嫌味だったのかもしれませんが

「そうか、その手があったか」と目からうろこで
した。でもよく考えたら、これってすごく作業療
法を提供するときの自分の考え方と似てるんです
よ。ある作業ニーズに介入するとき、対象者を評
価して、環境調整して、練習して、っていう流れ
が同じだなと感じ、臨床勤務の前に旅行会社で１
年ほど働いていたこともあって起業を決意するの
にそう時間はかかりませんでした。

　夢の旅行屋では、高齢や障がいによって今まで
遂行することが難しかった旅行や外出の実現に向
けた支援をしています。具体的には、臨床と変わ
らずアセスメントから始まり、それをもとに旅行
素材を組み立てたり素材先と調整したり付き添い
をしたりします。
　2019 年２月に法人格を取得して３年、旅行業
の認可を取得してからは２年が過ぎましたが、そ
の期間のほとんどは感染症とともにありました。
弊社に求められているものも純粋な「旅行支援」
から少々形を変えてきたように思います。若いこ
ろに行きつけだった店を巡って懐かしの人に会い
に行く月に１回の定例外出。このご時世でなかな
か会えないからと県外の家族のもとに引っ越す際
の付き添い。病院受診付き添い後のランチ・お買
物が楽しみと話してくださる方も。
　いろんな形の支援があり、支援そのものは作業
療法士でなくともできるでしょう。でも私たちは
人を分析でき、環境を分析でき、何よりその旅行
や外出という作業がもたらす価値や意味を汲むこ
とができます。作業の価値や意味に焦点を当てな
がら細やかな支援をつなぎ合わせるということは
どんな分野でも一緒かなと思って、作業療法士と
いう資格に誇りを持ちながら日々活動しています。

ホームページもぜひご覧ください。

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。今回ご紹介させ
て頂く米津歩さんは、越前市にあります合同会社夢の旅行屋を開業され、代表を務めておられます。米津さんには、会
社設立の経緯やコロナ禍での旅行・外出支援の実情などをご執筆頂きました。対象者に寄り添い、作業療法士の視点で
旅行・外出支援をされ地域で活躍されている米津さんの取り組みを通して、皆様にも社会参加支援について改めて考え
るきっかけとなれば幸いです。 （編集部）

ホームページもぜひご覧ください。

合同会社夢の旅行屋

旅行や外出を作業として捉えて支援する
合同会社夢の旅行屋 代表　米津　　歩
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1．調査目的
　福井県作業療法士会が発刊している「機関誌すい
せん」ならびにホームページに掲載している「Web
すいせん」の閲覧状況、満足度を調査し、今後の会
員向けの情報発信のあり方について再検討する。

2．調査対象
　福井県作業療法士会会員

3．調査方法
　福井県作業療法士会ホームページへ依頼文を掲載
ならびに各施設へ依頼文を郵送。アンケートは計 8
問で、Googleform を用いて実施した。

4．調査期間
　令和 4 年 4 月16 日（土）～令和 4 年 5 月15 日（日）

5．回収状況
　 回収数：114 件
　回収率：22％（会員 516 名　4 月 30 日時点）

6．調査結果の概要
　「機関誌すいせん」に関して、どのくらい満足
していますか？の問いへの回答は【大変満足】が
12.6％、【満足】が 80.2％、【やや不満足】が 7.2％
であった。「Web すいせん」に関しては、【大変満足】
が 15.1％、【満足】が 78.1％、【やや不満足】が 6.8％
であった。
　　
7．調査詳細

機関誌すいせん満足度

webすいせん満足度

「機関誌すいせん」で取り上げてほしい、内容や企画

　・施設内や施設外の多職種連携について
　・ 特設委員会など、協会の重点課題に追随する委

員会の活動報告と協力委員募集
　・ 作業療法士が対象者の希望を叶えるためにどの

ようなスキルを磨くと良いか、作業療法士がも
つマネジメント力の追求などの特集

 等 32 件のご意見を頂いた
「webすいせん」で取り上げてほしい、内容や企画

　・ 施設紹介の続編（介護・通所系）
　・ テーマを決めて連載してもよい
　・ 更新したら会員個々へお知らせがいくシステム

は作れないか
 等 16 件のご意見を頂いた

会員向けの情報発信のあり方についての意見

　・ 個人宛てに研修案内など届くと良い
　・ SNS の活用は必須
　・ Mamail の登録を促したのだから、もっとそこ

で発信すればよいと思う。
　・ メールだと目を通しやすいです
 等 22 件のご意見を頂いた

8．所感
　「機関誌すいせん」や「web すいせん」について
は 90％以上の方が【大変満足】または【満足】と
回答されており、一定の評価を頂けた。
　「機関誌すいせん」は現在年 2 回発刊し、各施設
へ送付させて頂いている。また、「Web すいせん」
や「理事会議事録」をホームページ上で更新した際
はトップページに更新情報を掲載している。今後は、
ホームページ掲載情報を更新した際に、Mamail 等
を活用し情報発信していくことも検討していく。
　具体的なご意見・ご提案も多数頂けたので、今後
参考にしながら、企画運営していく。

満足 80.2％満足 80.2％

大変満足
12.6％

やや不満足
7.2％

満足 78.1％満足 78.1％

大変満足
15.1％

やや不満足
6.8％

満足 80.2％満足 80.2％

大変満足
12.6％

やや不満足
7.2％

満足 78.1％満足 78.1％

大変満足
15.1％

やや不満足
6.8％

アンケート調査結果報告

「機関誌すいせん」「Webすいせん」の
企画・満足度についての
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※ 今回のご紹介記事に関しましては 2022 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。

垣
かき

内
うち

　麻
ま

里
り

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 職業体験でリハビリの様子を見学した
ことがきっかけです。
④ 両親　やりたいことができるよう、
環境を整えてくれたから。

清
きよ

川
かわ

　史
し

織
おり

① 福井医療短期大学
② 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
③ 高校生の時に当時病院で働いていた母
からリハビリの仕事を教えてもらいま
した。
④ 中島裕也さん。仕事への情熱、熱い
ところ、尊敬してます！！！

齊
さい

藤
とう

　裕
ひろ

和
かず

① 福井医療大学
② 医療法人福仁会
 福仁会病院

③ 人の役に立ちたい・何かしたいという　気持
ちから色んな職を調べ作業療法士という職に
たどり着き、調べていくにつれ素晴らしい職だ
と感じたからです。
④ 水谷さん　どんな時もあきらめず、今できるこ
とを全力で行っている姿勢が見本になるから。

木
き

村
むら

　知
とも

愛
ちか

① 金沢大学
② 福井県立病院
③人と関わり、喜ばれる

　ような仕事に就きたかったため。
④ 野路さん　患者さんに優しく、リハ
ビリに妥協しない姿勢が良いと感じ
るため。

白
しら

﨑
さき

　弘
ひろ

朗
あき

① 金沢大学
② 医療法人 福井心臓血
圧センター

 福井循環器病院
③ 昔から医療系職を目指しており、リハ
ビリの分野に興味を示しました。
④ 松井秀喜さん　重圧に耐えながら十
分に実績を残された事に尊敬してい
ます。

高
たか

田
だ

　明
あき

穂
ほ

① 福井医療大学
② 越前町国民健康保健
 織田病院

③ 学生時代に怪我をした経験からこの職
業に興味を持った。
④ 仕事場の主任　広い視野を持ちなが
ら、一人一人の患者さんに柔軟に対
応する姿を見て、自分もこうなりた
いと思うから。

髙
たか

木
ぎ

　冬
とう

唯
い

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 学生時代に怪我で作業療法士の方にお
世話になり、憧れを抱いたためです。
④ 福井医療大学 作業療法学専攻 酒井涼先
生です。私を作業療法士並びに研究者と
しての道を導いてくださった恩人です。

丹
に

羽
わ

　佑
ゆう

菜
な

① 福井医療大学
② 医療法人健康会
 嶋田病院

③ 家族の病気を機に人の役に立ちたいと
強く思うようになり目指しました。
④ 両親：優しく時には厳しく私の夢を応援
し支え続けてくれたおかげで今があると
思っているからです。

水
みず

野
の

谷
や

和
わ

子
こ

① 金沢大学
② 社会福祉法人 恩賜財団 
済生会支部

 福井県済生会病院
③ 医療関係で勤務する母親に紹介された
ことでこの職業を知り、目指すように
なった。
④ 両親　誇りをもって仕事をしており、
見習うところがたくさんあるため。

松
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① 福井医療大学
② 医療法人健康会
 嶋田病院

③ 祖母のリハビリについて行った際にこ
んな仕事をしたいと思ったから。
④ 祖母　怪我をして大変な時もいつも
と変わらず優しく接してくれたから。
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① 福井医療大学
② 医療法人健康会
 嶋田病院

③ 祖母が怪我をした際に、リハビリを通
して元気な姿に戻るのをみて作業療法
士を目指しました。
④ 母です。同じ医療従事者とし働きな
がら家事、育児をこなしてきた母の
ようになりたいと思います。

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 尊敬している人とその理由を教えて下さい。

8 すいせん 2022年度 Vol.1

③ 職業体験でリハビリの様子を見学した
ことがきっかけです。
④ 両親　やりたいことができるよう、
環境を整えてくれたから。

③ 作業療法士を目指したきっかけ・理由は何ですか？

8 すいせん 2022年度 Vol.1

③ 職業体験でリハビリの様子を見学した

④ 両親　やりたいことができるよう、
①出身校　②勤務先

FRESHERS
2022

新しい仲間を紹介します！

〒910－0101 福井市つくし野2丁目107番地
TEL：（0776）55－7001　FAX：（0776）55－7002
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