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　令和４年３月末で厚生連高岡病院を退職し、６月の県士会総会
をもちまして４期務めた理事を退任しました。理事をさせていた
だいた８年間、高岡地区の県士会員の皆様はもちろん、広報部、
福利厚生部の皆様には、力不足の担当理事にも関わらず、多大な
ご協力をいただきましたこと、この場をお借りしてお礼申し上げ
ます。
　特に印象に残っているのは、県士会ホームページの充実、会員

メールアドレス登録の推進、ニュースのカラー化、年一回の懇親会、普及指導部の皆さんと作業療法体験
会の設営、直近ではハイブリッド開催での東海北陸学会など・・・その都度、各部長や責任者の皆さんと
試行錯誤しながら取り組んだ事業の数々です。今は当たり前にホームページで何でも確認していますが、
理事拝命当初はHP担当の塚田さんに研修や広告の選択、報告書の閲覧など、即対応していただき、ICTに
弱い私はずいぶん助けられました。また、福利厚生部の皆さんには、コロナ禍により懇親会やマラソン大
会などの事業が行えないなか、ZOOMを使った新人交流会の新企画に取り組んでいただき大変好評を得る
ことができました。一つ心残りは、自宅会員の皆さんにも気軽に文献を読んでもらえれば・・と発案した
メデイカルオンラインでしたが、利用者が少なく、結果的に廃案になってしまったことで、大変申し訳な
く思っています。今後、士会員全員が広く気楽に利用できる福利厚生事業を、次理事の方と考案していた
だけることを期待しています。
　私は仕事に対して「20代は自分のこと、30代は部署のこと、40代は病院（施設）全体のこと、50代は
地区（富山県）のことを考えてキャリアアップ」のスタンスでやってきました。30～40代は家庭でも職場
でも一番忙しい年代で、その頃に県士会活動は正直きついな・・と感じることも多々ありましたが、私よ
りもっと若い世代の齋藤会長はじめ、理事・部長の皆さんが、他団体に「作業療法はこれができる！」と
アピールできる強い組織を目指して努力しておられる姿をみると、改めて全世代でバックアップしていか
ねばならないなと感じています。
　今年の10月より、私は病院から新たに在宅へフィールドを変え、訪問看護ステーションで勤務させてい
ただくことになりました。求職活動中「作業療法士」という職種が社会から求められている内容に、自分
の中で漠然とした不安な気持ちも芽生え、改めて「セラピスト」としての専門性を地域にどう生かせるか、
悩みながらの再出発です。しかし私には県士会から得たもの、県士会活動に従事したからこそ得られた、
縦と横の太い線の繋がり、「絆」があります。これからもその絆を頼りつつ、今年度からは監事として、
皆さんといつか笑顔で学会後の懇親会で乾杯できる日を楽しみに、県士会活動に関わっていきたいと思い
ます。

富山県作業療法士会から得た絆
ソフィアメディ訪問看護ステーション射水　森　伊津子
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地域アドバイザー委員会委員長
佐賀　真也

　当委員会は、地域包括ケアシステムの中で「やっぱり地域には作業療
法士（以下OT）が必要だよね！」と思って頂けるよう、地域・行政と
の連携強化や士会員が安心して地域で活動できるよう各医療圏域毎の
OT同士の顔の見える関係性作りや人材育成などに力を入れています。
　これからの地域アドバイザー委員会だよりでは、各地区の取り組みや
地域活動の魅力、委員の熱い想い等を発信していきます。所属する地区
のOTの発信を通して自分の地域での活動に興味を持ったり、地域の作業療法が少しでも身近なものに感
じてもらえたりして頂ければ幸いです。では、トップバッターは富山地区です。

新委員長からの
メッセージ

富山地区　高木　初代・清水　知子

　こんにちは！みなさん、地域支援事業に参加されたことはありますか？
　地域支援事業に参加すると、OTの生活を見る視点が切望されていることを、身をもって実感できま
すよ。
　今回は、どのような事業があるのか、また地域アドバイザー委員会はどのような活動をしているの
か、紹介したいと思います。

　一般介護予防事業で行われるサービスの一つで、地域包括支援センター（以下、包括）が企画・運営し
ています。公民館や地区センターなどで、週１回３ヶ月間の開催が多いです（地域や事業、教室の種類に
よってさまざまです）。対象は65歳以上の方で、基本チェックリストをもとに、介護予防の取り組みが必
要な方です。
　要介護状態になることを防ぎ、自分らしく生活するために、内容は運動機能、口腔、栄養、認知機能の
フレイル予防など、多岐にわたります。OTへの依頼内容は、自宅で出来る介護予防の筋トレや体操、転
倒予防の運動、認知症を予防する活動などです。また、最近はコロナによるフレイル予防やWithコロナで
の介護予防を伝えています。
　運動や活動を習慣化できるよう助言したり、機
能改善や介護予防を生活にとり入れる視点はOT
の強みです。介護予防教室を通して地域住民や包
括の方にOTやリハビリを知ってもらう機会にな
り、地域とのつながりにもなります。コロナ禍な
ればこそ、生活全体が活性化し元気になるOTの
視点を伝えていきたいと思います。

は楽しいよ！

地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより地域アドバイザー委員会だより

地地

介介

域域 活活 動動

護予防教室
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　認知症の方や介護する家族を対象とした情報交換や学びの場です。作業活動の活用や効果、人とのつな
がりの重要性の講義や、実際の活動場面を紹介したり、生活環境の工夫や、声かけや接し方の助言をした

り、作品作りの体験など・・・・、生活全体をみるOTの力が必要と
されています。
　また、家族同士の情報交換では、家族のリアルな体験に目から
鱗！ ということもしばしばです。
　認知症の方がその人らしく地域で暮らし続けるために施設や病院
のOTは何ができるのか？と、OT自身の学びの場にもなります。

認認

　地域ケア個別会議は、医師・理学療法士・作業療法士・薬剤師などの専門職が同席し、包括から提示さ
れた事例をもとに、課題を検討していきます。その目的は、要支援者等の生活課題の解決や自立を促すこ
と、高齢者のQOLの向上、それを支える社会資源の課題の明確化などです。
　生活課題（ADL、IADL）に目を向けるOTなればこそ見える課題があり、MTDLPを知るOTの本領が発
揮される場です。今年度、富山地区では、当委員会から６名のOTが参加します。委員に限らず、多くの
OTに関わってもらいたいと思います。興味のある方、ぜひ、参加してみませんか。

地地

　地域包括ケアシステムの構築に向けて、自立支援・重度化防止の強化が掲げられ、OTなどリハビリ職
との連携がより一層と示されています。OTを活用してもらうにはと考え、各地区の委員一人一人が、介
護予防やOTのPRパンフレットを持参し、行政や包括を訪問しています。「顔の見える関係づくり」をす
ることで「次年度も協力をお願いしたい」「包括に就職してほしい（笑）」「○○教室の講師をお願いし
たい」と距離が縮まっていることを実感しています。
　OTは生活課題を明確にし、MTDLPの思考から対象者や地域にアプローチできる専門職です。今後も積
極的に地域に貢献することで、住民にとってより良い地域を作り上げる一員になるはずです！

市市

　皆さんに地域支援事業に興味をもってもらえるよう、地区毎での研修会、委員会全体としての研修会を
企画しています。地域支援事業の実践的な研修会や症例報告、講師を招き地域を学ぶ研修会などです。昨
年は、多くの包括職員の方が各研修会に参加され、関係づくりにつながりました。
　今年度も各地区、全体での研修会がリモートで開催される予定です。いろいろな顔ぶれに会えると思い
ますので、機会があれば参加をお待ちしています。そして、地域に出て一緒に楽しみましょう！

地地

知症家族介護教室

域ケア個別会議

町村や地域包括支援センターとの連携

域アドバイザー委員会　研修会
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　生活行為工夫情報とは、道具や環境の調整について、OTの工夫やアイディアを文章やイラスト、画像
などを用いて表現した情報のことです。
　我々、OTは、生活に困っている方に、動作方法などの指導や道具の工夫、福祉用具や環境の調整など
様々なアプローチを行っています。その日頃から行っている技術を形にして、皆で共有できるようにした
のが生活行為工夫情報システムです。
　近年、全国の県士会では、生活行為工夫情報の登録件数が増えてきております。また、各県士会での生
活行為工夫情報のコンテストや研修も開催されており、生活行為工夫情報の事業活動が盛り上がってきて
おります。富山県作業療法士会でも、今年度、生活行為工夫情報コンテストを初開催します。

福祉用具支援委員会からのお知らせ福祉用具支援委員会からのお知らせ福祉用具支援委員会からのお知らせ

会員異動等
氏名種別 所属 備考

改姓 松原　槙子  旧姓　水口
改姓 岡村　貴子 杉野脳神経外科病院 旧姓　尾村
改姓 定村　唯衣 市立砺波総合病院 旧姓　柴田

2022年度　新入会員一覧（追加）
氏名 所属

八箇　夏未 常願寺病院
荒屋　朱李 香野苑デイサービス
魚津　綾花 チューリップ長江病院
梅基　珠里 富山赤十字病院
酒井　里菜 あゆみの郷

氏名 所属
砂道　雄太 ソフィアメディ訪問看護ステーション射水
藤平　美結 アルペンリハビリテーション病院
三輪　鮎巳 特別養護老人ホーム香野苑
吉田　純也 介護老人保健施設　アメニティ月岡

第１回

生活行為工夫情報コンテスト 催催開開
只今事例を募集中只今事例を募集中只今事例を募集中

募集期間は、2022年7月～12月15日です。
受賞者（最優秀賞、優秀賞、特別賞）の方は、第20回富山県作業療法学会にて
表彰させて頂きます。受賞者には、表彰状と景品（富山ご当地グルメ1,000円
～3,000円相当）を贈ります。
受賞者の方には、学会への参加および受賞スピーチ（数分程度）の御協力お願
いします。

生活行為工夫情報コンテストへの参加お待ちしております。
生活行為工夫情報に登録お願いします。
生活行為工夫情報コンテストへの参加お待ちしております。
生活行為工夫情報に登録お願いします。
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　令和４年７月24日㈰と８月７日㈰に作業療法
体験会が開催されました。今回も昨年と同様、コ
ロナウイルス感染拡大防止のためZoomを使用し
て開催いたしました。参加者は作業療法士に興味
のある高校生で、両日合わせて５名でした。
　体験の内容は、作業療法の概論、回復期病院や
老人保健施設等での作業療法についての発表、作
業療法士が働いている実際の現場の動画、グルー
プに分かれた座談会、富山県内の学校紹介が行わ
れました。私は、回復期病院での作業療法につい
て発表いたしました。今まで作業療法について詳
しく知らない方々に説明する機会はなかったので、
私にとっても改めて作業療法について考える良い
機会となりました。動画での紹介に関しましては、
リハビリ室の風景やリハビリで使用する道具の説
明等を様々な分野ごとに動画を作成していただき、
紹介することができました。動画を通した発表は

今回初の試みでしたが、高校生からは「イメージ
しやすくてわかりやすかった。」等の良い意見が
聞かれ好評でした。座談会に関しましては、高校
生２名と作業療法士３名でグループに分かれて、
作業療法についての話ができました。少人数で行
うことで、それぞれの高校生が心配していること
や疑問についてより詳しく話を聞くことができ、
有意義な話し合いとなりました。
　今回の体験会に参加し、作業療法について改め
て考え、説明する難しさを実感しながら作業療法
の魅力について再確認することができました。ま
た、私自身も高校生の時に想像していた作業療法
と実際に働いてからの作業療法のイメージにずれ
があったため、今後も体験会のような活動を通し
て、より実際の作業療法について魅力を発信して
いけたらと思いました。

作業療法士体験会を通して　

富山西リハビリテーション病院　伊東　朱音
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介護老人保健施設みどり苑　亀田

　みどり苑では、通所リハビリ部門と訪問リハ
ビリ部門、入所リハビリ部門にて、PT・OT・
STがリハビリを行っています。
　通所リハビリ部門では、PT２名、OT２名、
ST１名の計５名のリハビリスタッフが所属し、
要支援・要介護の方を対象に在宅生活の維持向
上を目指したリハビリを提供しています。多職
種にてリハビリ会議を実施、目的に応じたリハ
ビリプログラムを作成し、個々に必要なリリハ
ビリ（個別＋セルフリハビリ）を実施していま
す。退院・退所後の利用者には短期集中リハビ
リとして40分以上の集中した個別訓練を実施
しています。
　訪問リハビリ部門はPT２名、OT１名、ST１
名（兼務）の計４名が所属し、ご自宅に伺い、
要支援・要介護の方に実際の生活場面に即した
リハビリを行います。法人内での連携も積極的
に行っており、病院退院後や外来の医療リハビ
リから訪問リハビリへ移行される方も増えてき
ています。
　入所リハビリ部門はPT３名、OT３名、ST１
名、DH１名の合計８名のリハビリスタッフが
所属しており、要介護者（整形外科疾患や脳血
管疾患、内科疾患、認知症など様々な疾患）に
対して、在宅復帰超強化型の施設として、在宅
復帰を目標にリハビリを実施しています。100
名（一般棟60名、認知症等40名）の入所者様
に月～土曜日（祝日含む）週３回の個別リハビ
リ（20分）、入所から３か月間は短期集中リ
ハビリとして週６回の個別リハビリを実施し、

在宅復帰を目指します。認知症棟では認知課題
だけでなく、利用者様の興味・関心を活かした
認知症リハビリの提供を心がけています。
QOLや余暇時間の充実の取り組みとして、毎
月１回リハビリ教室や管理栄養士と連携し、料
理リハビリを実施しています。小グループで疾
病予防の体操や作品作り、認知症棟の利用者を
対象としたおやつ作りなど中心に開催していま
す。当苑では、H29年から腰痛予防推進施設と
して活動しています。適切な介助方法や利用者
の能力を引き出す介護を目標に、①必要な福祉
用具の整備や使用方法の理解②職員の腰痛予防
に向けての意識改革・環境づくりを目指し、委
員会を中心にPT・介護職で活動しています。
腰痛予防通信を発行し、アンケート結果の報告
や理学療法士から腰痛体操・新情報の情報提供
などを行っています。当苑での歯科衛生士の役
割として、週１回歯科医師による口腔ケアラウ
ンドを実施しています。歯科衛生士が専門的口
腔ケアを利用者全員に実施し介護職員への指導
をしていただいています。歯科医師による研修
会も行っており、口腔衛生や疾病予防に努めて
います。
　入所・通所・訪問部門で連携を密にして、利
用者様が自分らしく生活できるように支援して
います。今後も
スタッフ一同質
の高いサービス
の提供を目指し
取り組んでいき
たいと思ってい
ます。

機能訓練室 腰痛予防
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　県士会の皆さんこ
んにちは。みしま野
苑一穂の稲田さんか
らバトンを受け継ぎ、
今回のコラムを担当
させていただきます
真生会富山病院の竹
田美貴代です。稲田
さんと同じ犀潟リハ
ビリテーション学院
を卒業後、新潟県南
魚沼市の病院・訪問
看護ステーションで

勤務したのち、地元富山に戻って現在の職場に
入職しいつの間にか約15年が経ちました。
　新潟勤務時代は、仕事後はバレーボールやソ
フトバレーボールに明け暮れ、富山に戻ってか
らは職場の看護師さんに声をかけてもらいビー
チバレーを始め全国大会を目指し部活並みに練
習をしていました。しかし、それも８年ほど前
に体力の限界を感じすっぱりと引退しました。
上手ではなく大変なこともありましたが、新潟

でも富山でもバレーを通して交友関係が広がり、
練習や大会などでは色々なところに行き来でき
て今ではとても良い思い出です。
　新潟時代、パワフルな職場の先輩にいろんな
ところに連れて行ってもらいましたが、特に高
田城址公園の夜桜と長岡花火の素晴らしさに感
化され、富山に戻ってきてからは春には県内の
桜の名所をまわり、夏には花火大会を見にまわ
り、時に蕎麦好きの夫の影響で蕎麦屋まわりを
したりしています。近年はコロナ禍でなかなか
県外には行けませんでしたが全国の桜の名所を
調べたり、富山県内にもまだまだ行っていない
名所やイベント、蕎麦屋はたくさんあるので情
報収集をしたりして楽しんでいます。今後は、
もう少し子育てが落ち着いたらそば打ちやうど
ん打ちを習いたいと思っているのですが、最近
バレーで痛めた肩の古傷が痛み出してきており、
とうとう当院の肩専門医のお世話にならなけれ
ばいけない日が来たかと悩んでいます。
　次のバトンは同じ射水市で頑張っている、射
水市民病院の米田麗花さんに渡したいと思いま
す。

会員リレーコラム

　皆さん、こんにち
は。さくら脳とここ
ろの訪問看護ステー
ションに勤務してい
る松本大輔と申しま
す。この度は、かみ
いち総合病院の新鞍
さんから過分な紹介
を受け、このコラム
を書かせていただき
ます。私は長野県出
身で、富山県に来て

から10年ほどになります。コロナ禍で、しば
らく帰省もできていませんが、皆さんには私の
出身地である長野県の魅力を少しお伝えしてみ
ようかと思います。
　まず、長野県と聞いて連想されるのは何でし
ょうか？善光寺、上高地、松本城、軽井沢、そ
ば、昆虫食などあるかと思います。私のお薦め
は、諏訪の立石公園、軽井沢の雲場池、戸隠神
社や諏訪大社、信州サーモンや山賊焼きなどで
すが、挙げ出したらキリがありません！立石公

園は映画「君の名は。」のモデルになったとか
ならなかったとか。諏訪湖が一望でき、景色が
素敵なところなので観光やデートで行ってみて
は！？雲場池は、夏の新緑が美しく、秋には紅
葉で一面真っ赤になり、冬は雪化粧をした木々
が湖面に映りとても幻想的です。ただ、冬はマ
イナス10℃を超える日もあり、くれぐれも路
面凍結にはご注意を！私は以前、諏訪市で働い
ていたため、パワースポットとして人気の諏訪
大社もぜひお薦めしたい場所です。雨が降った
後の朝方には霧がかかり、これまた幻想的な雰
囲気が醸し出されています。また、７年に１度
開催される諏訪大社の御柱祭は、地元の氏子
（うじこ）と呼ばれる人々が「よいさ」の掛け
声とともに大木を引き回し、時にはけが人も多
数出る迫力満点のお祭りです。文字数の関係で、
全ては伝えられませんが、どこも魅力的な場所
ばかりですので、機会があればぜひ長野県へ足
を伸ばしてみてください。
　次回は富山県リハビリテーション病院の長江
和彦さんに、このバトンを託したいと思います。

さくら脳とこころの訪問看護ステーション
松本　大輔

真生会富山病院
竹田　美貴代
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１．名前　２．施設名　３．出身校or旧所属施設　４．趣味・特技　５．富山のおすすめスポット
６．OTとして働いてみての感想　７．今後チャレンジしたいと思っていること

新入会員の横顔新入会員の横顔新入会員の横顔

１．魚津　綾花
２．チューリップ長江病院
３．中部大学
４．ゲーム、折り紙
５．Caprice.H
６．知識・技術不足を痛感し
ていますが、患者様との
関わりは楽しく、やりが

いを感じています。患者様の退院後の生活を
想像し、より良いアプローチができるよう
日々努力していきたいです。

７．体力をつけたいです。

１．名前　２．施設名　３．出身校or旧所属施設　４．趣味・特技　５．富山のおすすめスポット１．名前　２．施設名　３．出身校or旧所属施設　４．趣味・特技　５．富山のおすすめスポット
６．OTとして働いてみての感想　７．今後チャレンジしたいと思っていること６．OTとして働いてみての感想　７．今後チャレンジしたいと思っていること

１．花井　愛佳
２．富山西リハビリテーショ
ン病院

３．日本福祉大学
４．散歩、柔軟
５．風の丘公園
６．毎日多くの患者様を担当
させていただく中で、や

りがいと同時に責任感や知識・技術不足を痛
感しています。これから様々な経験を積んで、
少しでも患者様の支えとなれるよう日々精進
していきます。

７．身体を鍛えて、姿勢改善をすること

１．大﨑　優暉
２．厚生連高岡病院
３．金沢大学
４．旅行、ドライブ、筋トレ
５．砂時計、旬彩食堂ひらき
野

６．患者様の変化を身近で感
じられるとき、やりがい

や喜びを感じます。これから学びを深めて、
より豊かな暮らしを支えられるOTになりた
いです。

７．何か資格取得に挑戦したいです。

７．身体を鍛えて、姿勢改善をすること

１．熊谷　茂子
２．医療法人財団五省会　西
能病院

３．新潟リハビリテーション
大学

４．ピアノ
５．立山
６．リハビリを通して、患者

と出来ることが増えていく喜びを一緒に共有
でき、自分自身も嬉しい気持ちになります。

７．サップヨガに挑戦してみたいです。
７．何か資格取得に挑戦したいです。

１．左近　みずき
２．医療法人社団秋桜
　　　　　　　　丸川病院
３．新潟医療福祉大学
４．音楽鑑賞、買い物
５．ココマカロン
６．日々、患者様と関わる中
で知識・技術不足を感じ

ていますが、患者様との関わりを大事に日々
成長できるよう頑張りたいです。

７．作業療法の知識やアプローチ方法を増やして
いきたいです。

１．西田　美波
２．社会福祉法人喜寿会　特
別養護老人ホームことぶ
き苑

３．長野県（デイサービス）
４．野球観戦
５．中山食堂（射水市）
６．福祉用具・介護ロボット

が充実している施設に入職し、新たに学ぶこ
とが増え日々頭をフル回転しながら充実した
毎日を過ごしています。

７．富山の名所をたくさん巡りたいです。

１．梅基　珠里
２．富山赤十字病院
３．新潟医療福祉大学
４．温泉巡り、ドライブ
５．古城公園
６．知識や技術不足、患者さ
ん一人一人に合わせたリ
ハビリプログラムを提供

することの難しさを日々痛感しています。ま
だまだ未熟な部分が多いため、より一層勉強
に励みたいです。

７．筋トレ

７．富山の名所をたくさん巡りたいです。

７．筋トレ

１．坂井　亜伽里
２．富山県リハビリテーショ
ン病院・こども支援セン
ター

３．群馬大学
４．ダンス、バドミントン
５．蕎麦処　樹樹
６．日々、知識・技術不足を

痛感していますが、患者様から感謝の言葉を
いただいた時には本当に嬉しく感じます。患
者様に喜んでいただけるようこれからも頑張
りたいです。

７．外国語を学びたい
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１．早木　達哉
２．済生会高岡病院
３．富山リハビリテーション医療

福祉大学校
４．野球、ゴルフ、旅行
５．新湊大橋
６．患者様と関わる中で、知識や

技術不足だと感じています。
今後は一つでも多くの知識を身に付けられるよ
うに日々勉強していきたいです。また分からな
いことがあれば、文献を読んだり、先輩方に質
問したりし、患者様や多職種の方に信頼される
作業療法士になれるように頑張りたいです。

７．高次脳機能障害や整形に関する研修会に参加し
ていきたいです。

１．吉田　純也
２．アメニティ月岡
３．富山リハビリテーション医療
福祉大学校

４．ギター演奏、音楽鑑賞
５．環水公園
６．実際に作業療法士として現場
で働いてみると知識や経験不

足を実感しました。はじめの頃は利用者様の名
前やリハビリの内容などを覚えることができず
苦労しました。日々経験を積み、利用者様のニ
ーズにこたえられるような作業療法士になりた
いです。

７．利用者様に学生の頃に学んだコースター作りや、
押し花のしおり作りなどを提供したいです。

作業療法士になれるように頑張りたいです。
７．高次脳機能障害や整形に関する研修会に参加し

ていきたいです。
７．高次脳機能障害や整形に関する研修会に参加し

１．松井　弥琴
２．老人保健施設ちょうろく
３．富山リハビリテーション医療
福祉大学校

４．カフェ巡り、ゲーム、旅行、珈
琲に必要な物品を集めること

５．立山町にある「そば処おき
な」そばも美味しいですが旬

の山菜の天ぷらも美味しいので是非行ってみて
下さい。富山市内にあるアルパカ珈琲は、珈琲
もいろいろな種類がありますがカヌレや珈琲ソ
フトクリームなど美味しいスイーツもあります。

６．今年度入社し分からない事だらけでまだまだ力
不足ですが、早く戦力になるように努力して行
きたいと思いました。患者さんとの関わりを大
事にしていき今後も頑張りたいと思いました。

７．多くの県にいき有名どころや美味しい物めぐり
などを沢山して行きたいです。

７．利用者様に学生の頃に学んだコースター作りや、
押し花のしおり作りなどを提供したいです。

７．高次脳機能障害や整形に関する研修会に参加し７．高次脳機能障害や整形に関する研修会に参加し７．利用者様に学生の頃に学んだコースター作りや、７．利用者様に学生の頃に学んだコースター作りや、

６．今年度入社し分からない事だらけでまだまだ力

１．小川　美樹
２．老人保健施設ちょうろく
３．国立病院機構医王病院
　　(石川県金沢市）
４．国内旅行、漫画を読むこと、
レイトショーに行くこと、夜
のドライブ

５．氷見の道の駅「番屋街」日中
もいいですが、夜もおすすめです。波の音やラ
イティングが落ち着いていてきれいです。氷見
「焼肉たなか」氷見牛おいしいのでぜひ食べて
みて欲しいです。ランチもやってますよ～！

６．半年程ブランクがありましたが、復職しました。
やっぱり患者さんと関わっているときは幸せで、
あっという間の毎日です。作業療法士はとても
やりがいのある仕事だと再認識しました。

７．47都道府県観光制覇することです。
事にしていき今後も頑張りたいと思いました。

７．多くの県にいき有名どころや美味しい物めぐり
などを沢山して行きたいです。

７．多くの県にいき有名どころや美味しい物めぐり

１．大澤　和
２．丸川病院
３．恵寿総合病院
４．カフェ、旅行、LIVEに行くこと
５．sweets cafe funwari
６．日々、患者様と関わらせてい
ただく中で、知識・技術不足
を感じています。新しい環境

でまだまだ慣れないことばかりですが、様々な
ことが経験でき、教えていただける環境に感謝
し、OTとして成長していけるように頑張って
いきたいです。

７．OTとして臨床経験を積み、知識や技術をさら
に身につけていきたいです。興味のある分野の
資格取得。

あっという間の毎日です。作業療法士はとてもあっという間の毎日です。作業療法士はとても
やりがいのある仕事だと再認識しました。

７．47都道府県観光制覇することです。 ７．多くの県にいき有名どころや美味しい物めぐり

７．OTとして臨床経験を積み、知識や技術をさら

１．小林　昌泰
２．谷野呉山病院
３．新潟医療福祉大学
　　(西浦会 京阪病院)
４．ゲーム、アニメ（これから釣
りなどアウトドアも始めてみ
たいと考えています！）

５．病院の前にある呉羽山公園で
す。展望台からの景色や春の桜など、とても綺
麗です。

６．決まった答えは無いため、患者様それぞれに合
った治療を考えることが難しいですが、同時に
それが楽しいもと感じています。

７．まだまだ病院で行っている作業は分からないも
のばかりなので、練習して身に着けていきたい
と思っています！

７．OTとして臨床経験を積み、知識や技術をさら７．OTとして臨床経験を積み、知識や技術をさら７．まだまだ病院で行っている作業は分からないも７．まだまだ病院で行っている作業は分からないも
のばかりなので、練習して身に着けていきたいのばかりなので、練習して身に着けていきたい
と思っています！

１．森田　康紀
２．富山西リハビリテーション病院
３．恵寿総合病院
４．運動・釣り
５．海王丸パーク
６．作業療法の対象は幅広く、介
入の難しさを感じますが、
様々な対象者に対応できるよ

う自己研鑽していきたいと思います
７．自動車運転支援や高次脳機能障害の分野につい
て理解を深めたいと思います。

に身につけていきたいです。興味のある分野の
資格取得。

のばかりなので、練習して身に着けていきたいのばかりなので、練習して身に着けていきたい

病院病院

６．作業療法の対象は幅広く、介
入の難しさを感じますが、
様々な対象者に対応できるよ

７．自動車運転支援や高次脳機能障害の分野につい

１．中山　琉心
２．富山西リハビリテーション病院
３．富山リハビリテーション医療
福祉大学校

４．野球、犬と散歩
５．バッティングセンター
６．わからないことやならないこ
とが多く大変です。

７．体調管理 

新入会員の横顔新入会員の横顔新入会員の横顔新入会員の横顔
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１．理事役員選出
・会長　齋藤氏、副会長　松岡氏、桐山氏、事務局
長　島津氏…承認

・常務理事、理事…承認
２．組織図および担当理事
・部会、委員会担当理事…承認
・2022年度は、組織再編に向けた準備期間とする
ことを確認

３．今年度の理事会開催について
　・毎月第３木曜日　19時より

≪報告事項≫
１．県士会関連事業
１）リハビリ専門職協議会
　・第１回会議は８月上旬開催予定
２）教育部
⑴臨床実習指導者講習会
・7月30日、31日　臨床実習指導者講習会。30名参
加予定。
・県外OT、PT申し込みあったが、別の講習会に参
加していただくよう説明し了承。
・Zoom事前練習２回開催済み、参加予定の９割参
加。

⑵現職者研修
　・7月31日　20名
⑶MTDLP基礎研修
　・8月21日　開催予定。20～30名の見込み。
３）運転委員会
・問い合わせは、ホームページのフォームにて入力
し、宛先は事務局とする。担当者の名前を記載。

３）富山県への対応
⑴富山県厚生企画課
・とやまサンシップ内介護実習・普及センターの企
画調整委員の依頼。齋藤会長受託。

⑵富山県高齢福祉課
・NHKとやま製作フレイルダンス（仮称）の作成
について依頼あり。齋藤会長監修、撮影調整。

令和４年度　第３回理事会
日時：令和４年６月12日（日）　総会後
富山医療福祉専門学校およびZOOMによる
WEB会議にて開催
出席者：齋藤、松岡、桐山、島津、吉波、渡邊、
　　　　大平、丁子、安本、能登、堀口、中山、
　　　　塚田、水島、小倉、森

令和４年度　第４回理事会
日時：令和４年７月21日（木）19時より20時30分
ZOOMによるWEB会議にて開催
出席者：齋藤、松岡、桐山、島津、吉波、渡邊、
　　　　大平、丁子、安本、能登、堀口、中山、
　　　　塚田、水島、森
欠席者：小倉

理事会議議事録

⑶精神保健福祉協会
・富山県精神障害者レクリエーション大会（10月
12日）中止の案内。

⑷心の健康センター
・引きこもり、子どもの心の健康セミナー　開催案
内。堀口理事へ転送。

・アディクション関連問題研修会　開催案内。堀口
理事へ転送。

⑸医療功労賞推薦
　・8月22日〆切
　・県士会３役で検討
８）令和４年度　県学会
・発表形式は口述のみ。特別講演など講師から内
諾。

９）普及指導部
⑴介護ロボット・福祉用具展示会
・９月１日㈭２日㈮出展、協力依頼あり。介護ロボ
ット担当と普及指導部にて企画調整。

・ミニ講座（移動について、排泄について）と作品
展示

・物販は、お金の扱いがあるため出品者が参加。参
加できない場合の取り決めを参加者と相談。

・県士会向けの案内はホームページとメーリングリ
ストにて広報し、個別にも依頼、確認。

・コロナ感染のため参加予定者が参加できなくなる
可能性あり。

・12月にも同じく開催予定。協力者必要。
　　※ポスター素案添付
⑵ほたるイカマラソンボランティア
・10月９日開催予定。８月19日〆切。役割につい

ては７月22日部会で検討予定。
・廣田部長（氷見市民病院）へ送付。

⑶高校生体験会
・7月24日、８月７日それぞれ２名、６名の申し込
みあり。内容は例年通り。

10）後援、共催など
・新川地域在宅医療支援センター市民公開講座。後
援承諾。

・北陸の摂食嚥下ケアを支える会研修会の後援承
諾。

・県地域ケア会議に関する研修会。事例とポイント
の手引きを提供。齋藤会長対応

11）保険の紹介
・株式会社　エヌエフエー　より士会事業における
災害保険加入案内。加入は見送り

２．東海北陸ブロック事業
１）東海北陸作業療法学会
・田中三重県士会長より、ブロック士会員以外の発
表について問い合わせあり。齋藤、桐山返答。

２）東海北陸リーダー研修会
・10月22日　オンライン開催。５名推薦。新理事
および部、委員会役員より対応。〆切未定。

・候補者への連絡について。福田氏は昨年度参加済
み吉原氏は丁子理事確認。衣笠氏は堀口理事確認
し、不参加の場合は、精神部会より選出。永井氏
は、桐山理事確認。原氏は大平理事確認

３．協会関連事業
１）47委員会
・９月10日オンライン開催。会長、他３役、担当
理事および新人理事より３名程度。

・齋藤、水島、他（委員会の内容で適任者を検討）
２）日本OT協会より
・コロナ禍における協会事業の対面での研修会、会
議基準。事務局長保管。

・倫理問題事案対応に関する資料。理事、監事、担
当者へ送付。

・協会処分者４名の報告：迷惑防止条例にて退会と
譴責。道交法違反にて退会。暴力・飲酒にて除名。

≪検討事項≫
１）事務局移行について
・富山医専への問い合わせがあるため、メールでの
問い合わせを周知。

２）理事会関係について
・総会資料を公的な資料に公正して理事捺印。輸送
にて回覧予定。

・県士会郵送物が届かない場合は吉波理事へ問い合
わせ。

・議事録の記録は、各回を持ち回りで行う。（五十
音順）理事会後に会長から届く資料に追記。　齋
藤会長より広報部へ提出。

・組織図について　基礎医学部担当理事丁子から水
島理事へ担当理事変更

・名刺は島津事務局長へ連絡し、森監事より発注。
・報告書の更新について　原案桐山理事作成「懇親
会参加」「県士会への提案」が必要

３）県士会管理のZoomの使用権について
・「協賛申請」→「理事会で審議」で使用可否につ
いて決定

新入会員の横顔新入会員の横顔

１．松田　茉里耶
２．富山西リハビリテーショ
ン病院

３．富山リハビリテーション
医療福祉大学校

４．ヨガ
５．朝日町　時間の流れがほ
っとします

６．患者さまや周りで働く多くの方からたくさん
パワーをいただくことが多く，やりがいをも
って働くことができてうれしいです。作業療
法が必要な方にとってより良い味方になれる
ようこれからもがんばります。

７．英会話

１．松田　茉里耶
２．富山西リハビリテーショ

１．青城　聡夏
２．済生会高岡病院
３．北里大学
４．読書　好きな作家さんの
本は初版で買うようにし
ています！

５．雨晴海岸
６．わからないことが多く悪

戦苦闘の日々です。先輩方に支えて頂きなが
ら患者さんの回復を身近に感じることができ、
とてもやりがいのある仕事だと感じています。

７．海外旅行　コロナ禍で行けなくなってしまっ
たので… 

新入会員の横顔新入会員の横顔新入会員の横顔新入会員の横顔新入会員の横顔新入会員の横顔新入会員の横顔新入会員の横顔新入会員の横顔新入会員の横顔

１．柿岡　美紅
２．流杉病院
３．富山リハビリテーション
医療福祉大学校

４．ランニング、筋トレ
５．総曲輪ベース
６．周りの支えてくださる
方々のおかげで大変なこ

ともありますが頑張ることができていると感
じています。知識不足を感じることも多いの
で成長できるように努力していきたいです。

７．グランピング、パラグライダー、スノボ７．グランピング、パラグライダー、スノボ

１．小川　莉奈
２．富山西総合病院
３．専門学校金沢リハビリテ
ーションアカデミー

４．映画鑑賞
５．環水公園
６．自分の知識不足を痛感す
る毎日ですが患者様が回

復していく姿を近くでみることができやりが
いを感じています。

７．様々な疾患の患者様と関わり知識や技術を身
につけていきたいです。
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１．理事役員選出
・会長　齋藤氏、副会長　松岡氏、桐山氏、事務局
長　島津氏…承認

・常務理事、理事…承認
２．組織図および担当理事
・部会、委員会担当理事…承認
・2022年度は、組織再編に向けた準備期間とする
ことを確認

３．今年度の理事会開催について
　・毎月第３木曜日　19時より

≪報告事項≫
１．県士会関連事業
１）リハビリ専門職協議会
　・第１回会議は８月上旬開催予定
２）教育部
⑴臨床実習指導者講習会
・7月30日、31日　臨床実習指導者講習会。30名参
加予定。
・県外OT、PT申し込みあったが、別の講習会に参
加していただくよう説明し了承。
・Zoom事前練習２回開催済み、参加予定の９割参
加。

⑵現職者研修
　・7月31日　20名
⑶MTDLP基礎研修
　・8月21日　開催予定。20～30名の見込み。
３）運転委員会
・問い合わせは、ホームページのフォームにて入力
し、宛先は事務局とする。担当者の名前を記載。

３）富山県への対応
⑴富山県厚生企画課
・とやまサンシップ内介護実習・普及センターの企
画調整委員の依頼。齋藤会長受託。

⑵富山県高齢福祉課
・NHKとやま製作フレイルダンス（仮称）の作成
について依頼あり。齋藤会長監修、撮影調整。

理事会議議事録

⑶精神保健福祉協会
・富山県精神障害者レクリエーション大会（10月
12日）中止の案内。

⑷心の健康センター
・引きこもり、子どもの心の健康セミナー　開催案
内。堀口理事へ転送。

・アディクション関連問題研修会　開催案内。堀口
理事へ転送。

⑸医療功労賞推薦
　・8月22日〆切
　・県士会３役で検討
８）令和４年度　県学会
・発表形式は口述のみ。特別講演など講師から内
諾。

９）普及指導部
⑴介護ロボット・福祉用具展示会
・９月１日㈭２日㈮出展、協力依頼あり。介護ロボ
ット担当と普及指導部にて企画調整。

・ミニ講座（移動について、排泄について）と作品
展示

・物販は、お金の扱いがあるため出品者が参加。参
加できない場合の取り決めを参加者と相談。

・県士会向けの案内はホームページとメーリングリ
ストにて広報し、個別にも依頼、確認。

・コロナ感染のため参加予定者が参加できなくなる
可能性あり。

・12月にも同じく開催予定。協力者必要。
　　※ポスター素案添付
⑵ほたるイカマラソンボランティア
・10月９日開催予定。８月19日〆切。役割につい

ては７月22日部会で検討予定。
・廣田部長（氷見市民病院）へ送付。
⑶高校生体験会
・7月24日、８月７日それぞれ２名、６名の申し込
みあり。内容は例年通り。

10）後援、共催など
・新川地域在宅医療支援センター市民公開講座。後
援承諾。
・北陸の摂食嚥下ケアを支える会研修会の後援承
諾。
・県地域ケア会議に関する研修会。事例とポイント
の手引きを提供。齋藤会長対応

11）保険の紹介
・株式会社　エヌエフエー　より士会事業における
災害保険加入案内。加入は見送り

２．東海北陸ブロック事業
１）東海北陸作業療法学会
・田中三重県士会長より、ブロック士会員以外の発
表について問い合わせあり。齋藤、桐山返答。

２）東海北陸リーダー研修会
・10月22日　オンライン開催。５名推薦。新理事
および部、委員会役員より対応。〆切未定。
・候補者への連絡について。福田氏は昨年度参加済
み吉原氏は丁子理事確認。衣笠氏は堀口理事確認
し、不参加の場合は、精神部会より選出。永井氏
は、桐山理事確認。原氏は大平理事確認

３．協会関連事業
１）47委員会
・９月10日オンライン開催。会長、他３役、担当
理事および新人理事より３名程度。

・齋藤、水島、他（委員会の内容で適任者を検討）
２）日本OT協会より
・コロナ禍における協会事業の対面での研修会、会
議基準。事務局長保管。

・倫理問題事案対応に関する資料。理事、監事、担
当者へ送付。

・協会処分者４名の報告：迷惑防止条例にて退会と
譴責。道交法違反にて退会。暴力・飲酒にて除名。

≪検討事項≫
１）事務局移行について
・富山医専への問い合わせがあるため、メールでの
問い合わせを周知。

２）理事会関係について
・総会資料を公的な資料に公正して理事捺印。輸送
にて回覧予定。

・県士会郵送物が届かない場合は吉波理事へ問い合
わせ。

・議事録の記録は、各回を持ち回りで行う。（五十
音順）理事会後に会長から届く資料に追記。　齋
藤会長より広報部へ提出。

・組織図について　基礎医学部担当理事丁子から水
島理事へ担当理事変更

・名刺は島津事務局長へ連絡し、森監事より発注。
・報告書の更新について　原案桐山理事作成「懇親
会参加」「県士会への提案」が必要

３）県士会管理のZoomの使用権について
・「協賛申請」→「理事会で審議」で使用可否につ
いて決定
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　2022年の夏は「コロナとの戦いの夏」と言いたいですが、長女の自由研究、次女の防犯ポスター、
三女のおねだり、終わりが見えない戦い。掲載時には、宿題もコロナも終わっているといいな。「終
わっているわけないやん。」と隣でつぶやく長女。皆さんにとってどんな夏だったでしょうか。其々
の戦いに打ち勝って、皆さんと顔を合わせる日が早く訪れますように。（T.K）

編
集
後
記

会 員 名（代表者） 住　　　所

（順不同）賛助会員名簿

学校法人金城学園
　金城大学　医療健康学部
　（学長　前島　伸一郎）

医療法人社団いずみ会
　（理事長　大西　仙泰）

富山リハビリテーション
　　　　医療福祉大学校
　　（理事長　青池　浩生）

株式会社　富山県義肢製作所
　富山県補聴器センター
（代表取締役　森田　忠浩）

株式会社　gene
（代表取締役　張本　浩平） 

ライフ・クリエイト株式会社
（代表取締役　北野　満）
リハビリ・デイサービスおやべ
リハビリ・デイサービスたかおか
リハビリ・デイサービスとなみ

〒924-8511
石川県白山市笠間町1200
TEL　076-276-4400

〒939-8075
富山市今泉220
TEL　076-425-1166

〒930-0083
富山市総曲輪4丁目
　　　　　　　4番5号
TEL　076-491-1177

〒930-0042
富山市泉町1丁目2-16
TEL　076-425-4279

〒461-0004
愛知県名古屋市東区葵
　　　　　　　1-26-12
IKKO新栄ビル6階
TEL　052-325-6611
 
〒932－0814　
小矢部市赤倉207
TEL　0766-67-2001

　

１．理事役員選出
・会長　齋藤氏、副会長　松岡氏、桐山氏、事務局
長　島津氏…承認

・常務理事、理事…承認
２．組織図および担当理事
・部会、委員会担当理事…承認
・2022年度は、組織再編に向けた準備期間とする
ことを確認

３．今年度の理事会開催について
　・毎月第３木曜日　19時より

≪報告事項≫
１．県士会関連事業
１）リハビリ専門職協議会
　・第１回会議は８月上旬開催予定
２）教育部
⑴臨床実習指導者講習会
・7月30日、31日　臨床実習指導者講習会。30名参
加予定。

・県外OT、PT申し込みあったが、別の講習会に参
加していただくよう説明し了承。

・Zoom事前練習２回開催済み、参加予定の９割参
加。

⑵現職者研修
　・7月31日　20名
⑶MTDLP基礎研修
　・8月21日　開催予定。20～30名の見込み。
３）運転委員会
・問い合わせは、ホームページのフォームにて入力
し、宛先は事務局とする。担当者の名前を記載。

３）富山県への対応
⑴富山県厚生企画課
・とやまサンシップ内介護実習・普及センターの企
画調整委員の依頼。齋藤会長受託。

⑵富山県高齢福祉課
・NHKとやま製作フレイルダンス（仮称）の作成
について依頼あり。齋藤会長監修、撮影調整。

現在、ホームページや施設宛ての発送以外に、メーリングリストへ登録していただいた方に、多くの
情報を配信しています。
今後さらに、メーリングを活用し、会員への情報の多くをメールを通じてお知らせしていきます。
■対象
一般社団法人 富山県作業療法士会会員
■配信内容
〇  協会や県士会が主催する研修会等に関するお知らせ
〇  作業療法に関する情報（制度改定や最新情報等）
〇  災害時の緊急連絡や情報提供
〇  協会や県士会からの事務的な連絡
〇  その他作業療法に有用な情報　等

⑶精神保健福祉協会
・富山県精神障害者レクリエーション大会（10月
12日）中止の案内。

⑷心の健康センター
・引きこもり、子どもの心の健康セミナー　開催案
内。堀口理事へ転送。

・アディクション関連問題研修会　開催案内。堀口
理事へ転送。

⑸医療功労賞推薦
　・8月22日〆切
　・県士会３役で検討
８）令和４年度　県学会
・発表形式は口述のみ。特別講演など講師から内
諾。

９）普及指導部
⑴介護ロボット・福祉用具展示会
・９月１日㈭２日㈮出展、協力依頼あり。介護ロボ
ット担当と普及指導部にて企画調整。

・ミニ講座（移動について、排泄について）と作品
展示

・物販は、お金の扱いがあるため出品者が参加。参
加できない場合の取り決めを参加者と相談。

・県士会向けの案内はホームページとメーリングリ
ストにて広報し、個別にも依頼、確認。

・コロナ感染のため参加予定者が参加できなくなる
可能性あり。

・12月にも同じく開催予定。協力者必要。
　　※ポスター素案添付
⑵ほたるイカマラソンボランティア
・10月９日開催予定。８月19日〆切。役割につい

ては７月22日部会で検討予定。
・廣田部長（氷見市民病院）へ送付。
⑶高校生体験会
・7月24日、８月７日それぞれ２名、６名の申し込
みあり。内容は例年通り。

10）後援、共催など
・新川地域在宅医療支援センター市民公開講座。後
援承諾。
・北陸の摂食嚥下ケアを支える会研修会の後援承
諾。
・県地域ケア会議に関する研修会。事例とポイント
の手引きを提供。齋藤会長対応

11）保険の紹介
・株式会社　エヌエフエー　より士会事業における
災害保険加入案内。加入は見送り

２．東海北陸ブロック事業
１）東海北陸作業療法学会
・田中三重県士会長より、ブロック士会員以外の発
表について問い合わせあり。齋藤、桐山返答。

２）東海北陸リーダー研修会
・10月22日　オンライン開催。５名推薦。新理事
および部、委員会役員より対応。〆切未定。
・候補者への連絡について。福田氏は昨年度参加済
み吉原氏は丁子理事確認。衣笠氏は堀口理事確認
し、不参加の場合は、精神部会より選出。永井氏
は、桐山理事確認。原氏は大平理事確認

３．協会関連事業
１）47委員会
・９月10日オンライン開催。会長、他３役、担当
理事および新人理事より３名程度。

・齋藤、水島、他（委員会の内容で適任者を検討）
２）日本OT協会より
・コロナ禍における協会事業の対面での研修会、会
議基準。事務局長保管。

・倫理問題事案対応に関する資料。理事、監事、担
当者へ送付。

・協会処分者４名の報告：迷惑防止条例にて退会と
譴責。道交法違反にて退会。暴力・飲酒にて除名。

≪検討事項≫
１）事務局移行について
・富山医専への問い合わせがあるため、メールでの
問い合わせを周知。

２）理事会関係について
・総会資料を公的な資料に公正して理事捺印。輸送
にて回覧予定。

・県士会郵送物が届かない場合は吉波理事へ問い合
わせ。

・議事録の記録は、各回を持ち回りで行う。（五十
音順）理事会後に会長から届く資料に追記。　齋
藤会長より広報部へ提出。

・組織図について　基礎医学部担当理事丁子から水
島理事へ担当理事変更

・名刺は島津事務局長へ連絡し、森監事より発注。
・報告書の更新について　原案桐山理事作成「懇親
会参加」「県士会への提案」が必要

３）県士会管理のZoomの使用権について
・「協賛申請」→「理事会で審議」で使用可否につ
いて決定
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