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巻頭言 「伝えることの難しさ」 
             秋田県立リハビリテーション・精神医療センター   川野辺 穣 

今回は先日,ビューホテルで開催されたリハセン講演会での出来事を紹介したいと思います.当日

は作業療法の紹介,体験コーナーのブース運営と,講演は「認知症への多職種アプローチ」がテーマ

でしたので,20分の時間を頂き,「認知症の作業療法 －集団訓練の実際－」でお話をさせて頂きまし

た.当日は 150 名を超える参加者が来場して,盛況のうちに閉会することができて安堵しているとこ

ろです.趣旨は一般の方向けの講演会でしたが,ブースにいらした方々の話を聞くと,グループホーム

の職員とか事業所でケアマネや相談員を行っているなど医療関係者も混じっておりました.その中

で革細工の体験中に「これって作業療法でやるものなの？」「作業療法ってそもそも何？」と明らか

に医療関係者の口からは辛辣な質問が何度かありました.私自身は作業療法士になって 24 年経ちま

すが,まだまだ認知度は十分に浸透していないということでしょうか.一緒に行なった握力測定は,健

康に関心のある一般の方から「握力はこれで大丈夫なの？」「握力を上げるためにはどうしたらいい

の？」と反応がよく,生活習慣から家庭内での役割,趣味などをお聞きしながら,アドバイスを行うこ

とができました.まさに「作業」に焦点を当てた関わりができ,非常に有益に感じました.啓蒙活動の

難しさを再び感じた瞬間でした. 

当日の講演の中でも触れましたが,日本作業療法士協会の定義は「作業療法は,人々の健康と幸福

を促進するために,医療,保健,福祉,教育,職業などの領域で行われる,作業に焦点を当てた治療,指導,

援助である.作業とは,対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為を指す」です.今年の社員

総会にて承認された新しい定義になります.以前,私たちが学生の時に見聞きしていた定義は 1985

年に作成されて以来改定が行われていなかったとのことで,少し驚きでした.最近,多職種の前で話す

ことが増えて思うのは,相手にはどう伝わっているのかということです. 私たちの仕事の中核をな

す「作業」という言葉は,簡単なようで日常との関りが深いために,その範囲の広さから聞き手には

瞬時に認識しにくいことも考えられます.今一度私達が,「作業」という言葉と向き合い考える必要

があると切実に感じます.相手に伝える難しさを考える前に,まずは自分たちが「言葉の意味・本質

をしっかり理解すること」が重要です.これは当センター長であった千田富義先生からも,若い時に

何度もご指導いただき,今でも臨床や後輩や学生指導の上で大切にしていることです.年をとり経験

Vol,35 No.3 

2018.DEC 

 

 

 

 

    
 



一般社団法人秋田県作業療法士会ニュース  Vol.33,No3 

 

2 

を積んだ今だからこそ,原点に立ち戻る努力が必要だと思います. 

もう一つ,講演会では認知症の集団訓練についてお話しました.日々行っていることをまとめてお

伝えすることは難しさを感じるとともに,対象者が一般の方向けだったので,写真や動画を入れて普

段の雰囲気を感じとってもらえるようにと考えスライドを作りました.私が伝えたかったのは,集団

訓練の運営の難しさとともに,いかに些細な反応や変化を引き出すべく工夫して関わっているかを

伝えることでした.印象的な映像として当日は「自己紹介で丁寧に立って挨拶をした患者さんを,笑

顔で賞賛する作業療法士の写真」を使い,私たちは患者さん一人一人が活躍し,生き生きと過ごす時

間を提供できるかを常に考えて,人的配置や課題内容を精査しながら進めていることを強調しまし

た.残念ながらまだアンケートの結果が戻ってきていませんが,少しでも印象に残る言葉や内容があ

ればと期待しているところです. 

今回の経験を経て,常に研鑽を積み自分を高めること,作業療法士として自分の職務を伝え社会に

理解され,貢献していくことの大切さを強く感じました.県士会ではこの冬に秋田県内各地（県北

1/26,県南3/2）で事例検討会が開催されます.事例を通じ作業療法の緻密で計画された介入を見聞き

することは,自分の糧になると思います.日々臨床で疑問に思っていることや困っていることを発表

者や先輩作業療法士にぶつけてみるのはいかがでしょうか？是非参加してみて下さい. 

 

印象記 「作業療法士が関わる自動車運転」研修会に参加して 

                        中通リハビリテーション病院 佐々木雄基 

 平成30年7月28に日本赤十字秋田看護大学で秋田県作業療法士会平成30年度身障部門研修会

が開催され,「作業療法士が関わる自動車運転」をテーマに千葉県立保健医療大学の藤田佳男先生,

秋田県立リハビリテーション精神医療センターの伊藤崇先生,秋田県運転免許センターの先生方の

講義を聴講する機会をいただきました. 

 私は,大学 2 年生のときに合宿に参加して無事自動車免許をとりました.しかし関東の大学に通っ

ており,幸い交通の便が良いところに住んでいたことや金銭面の問題から運転免許をとったにも関

わらず大学卒業まで運転したことはほとんどありませんでした.個人的な考えではありますが,住ん

でいる地域によって自動車の必要性に違いがあると考えています.関東では,交通の便が良いため分

単位で電車がきます.秋田県では,関東に比べると交通の便が良いとはいえません.そのような地域に

よる環境の違いもあり,現在高齢者や疾患を持つ人の交通事故が注目されてきているため,秋田県で

の運転に関する注目度は高いと思っています. 

 講義の中では,運転は身体・認知・心理機能が安全性に影響する高度な作業であり,その全てを評

価・訓練・指導できるのは作業療法士だと話していました.平成 28 年度診療報酬改定から移動手段

の獲得を目的として,自動車の運転等の訓練を行うことが疾患別リハビリテーションの対象に含ま

れると具体的に記載されました.しかし,入院に限定され 3 単位以内（往復の時間は含まれない）こ

とや保険外の患者負担が発生しないことなど算定の制限になる部分も多いのが現状です.現在,ドラ

イブシュミレーター評価や教習コースを有している病院・施設が少ない中で十分な評価・指導がで

きないところが多いと思います.私が所属している病院でも運転に関する道具が揃っていない中で

藤田先生が話されていた 2 つが印象に残りました.1 つ目は,運転に関するリスクを意識してもらう

ことです.運転に関する研究では,65 歳以上のタクシー乗務員 13 名のうち 3 名がMMSE23 点未満

だが無事故であったそうです.その３名は,運転に関する自己評価は低く,あるものは自分の運転行動
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を制限していたそうです.よって運転者のリスク目標値の設定がカギとなります.これらの事から,作

業療法士と対象者で運転に関するリスクについてコミュニケーションをとることも作業療法士の役

目であり重要であると感じました.２つ目は,評価として有効視野が大事ということです.有効視野と

は,運転しながら道路に段ボールが落ちているなど弁別できる視野のことです.有効視野は,個人差が

大きく加齢によって縮小します.訓練によって拡大することが可能であり,有効視野訓練をおこなっ

たことによって運転実技検査に合格したものが 2 倍に増えたという報告があります.この有効視野

に関する検査法では VFIT という検査がでていますが,日々のリハビリの中でも工夫をして二重課

題などを設定することで評価・指導できると感じました. 

 最後になりますが,今回の研修会を講義してくださった藤田先生をはじめ,研修会を主催していた

だいた役員の皆様,印象記の執筆の機会をくださった皆様に御礼申し上げます. 

 

印象記 身障部門研修会 

「作業療法士が関わる自動車運転」に参加してみて  

能代山本医師会病院 菊池 智彦 
最近は高齢者の運転事故やあおり運転,自動運転技術など自動車運転について注目度が高くなっ

ていると感じますが,作業療法でも運転支援について注目されています.私個人の経験としては,時折

患者さんから「おれって運転していいよな？」といった不安が聞かれることがありますが,安易な判

断はできないので主治医や警察への相談を勧めるようにしていました.当院では脳血管疾患や運動

器,呼吸器,がん,廃用など様々な疾患の方が作業療法の対象となっていますが,そもそもどういう疾

患が運転に影響を及ぼすとされているのか,どのような評価が適切か,院内だけの評価で安全な運転

を判断できないのではないか,など疑問に思うことはありました.また,運転と病気についての法律的

視点などもわからないことが多い状態でした.これを機に自分の知識や視点を広げられればと思い,

研修会に参加しました. 

研修会では千葉県立保健医療大学の藤田佳男先生から「自動車運転総論」「運転と作業療法の基本

的考え方」について,秋田県立リハビリテーション・精神医療センターの伊藤先生から「作業療法士

が関わる秋田県の自動車運転の現状」について,秋田県免許センターの安保警部補から「障害者に対

する自動車運転の適性評価」について講義を受けました. 

藤田先生は「運転と作業療法委員会」の委員長で,作業療法士になる以前は自動車学校で教習指導

をしていたという経歴もあり,講義はとても熱意を感じるものでした.その中で私の印象に残ったの

は有効視野とリスク知覚についてです.有効視野とは「見える・見えないか」ではなく,見えたもの

を「弁別できる・知覚できる」範囲のことで,一般的な対座法による視野検査とは違い,パソコンを

使った検査方法・訓練方法などの例を紹介していました.普段の臨床では考えないような項目で,運

転ならではの視点であり,とても興味深いと思いました.一方,リスク知覚とは「運転に対するリスク

の意識」のことで,教育や経験に大きく影響されるとありました.認知機能が低くても,自己評価が低

い者・自分の運転を制限していた者は無事故だったという調査結果が示されており,支援者側の評価

だけでなく当事者自身の運転に対する評価も重要だと思いました. 

伊藤先生からは先日行われたアンケート調査,意見交換会の結果をもとに,秋田県の課題が示され

ていました.「患者への説明・対応方法（評価・介入）」「院内の多職種との連携」「他機関との連携」
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に対する疑問が多く認められており,私も含めて似たような疑問・印象をもっている方が多いのだな

と感じました. 

 安保警部補からは,運転は「権利」であり「取り消しについては慎重に判断する」「病気が良くな

った場合は救済措置がある」という話がありました.疾患だけで免許の取り消しを判断するのではな

く,医療側の意見も参考に個人の能力を確認して判断するということでしたので,医者の診断書や作

業療法士の評価も重要になると感じました.最後には「運転に不安のある方は免許センターの運転適

性相談係まで連絡して下さい」と呼びかけ,周知していました. 

講義全体や資料を通して,前述した私の疑問に対しても触れられていました.また,運転支援は作業

療法士のみでなく多職種,多機関での援助が必須であり連携が重要なことも改めて認識できました.

自分にはなかった知識や視点が増え,運転支援の現状について知ることができて良かったと思いま

した. 

 最後になりますが,今回講師をして頂いた藤田先生,伊藤先生,安保警部補,研修会を企画・準備して

頂いたスタッフの皆様に深く感謝致します.ありがとうございました. 

 

 

 

 

「転倒と感じる気づきについて」 
秋田大学医学部保健学科  金城 正治 

日本転倒予防学会が毎年募集してる転倒予防の川柳で，各年度の大賞です． 

2011年大賞 口先の 元気に 足が追いつかず （埼玉県 掛川二葉）  

2012年大賞 コケるのは ギャグだけにして お父さん（兵庫県 奥田明美） 

2013年大賞 あがらない 年金こづかい つま先が（静岡県 石川芳裕） 

2014年大賞 つまづいた むかしは恋で いま段差（長崎県 福島洋子） 

2015年大賞 滑り止め つけておきたい 口と足（東京都 佐川晶子） 

2016年大賞 転んでは 泣いていた子が 「転ぶなよ」（新潟県 矢沢秀子） 

2017年大賞 離さない 昔は君で 今は杖（愛知県 井深 靖久） 

（日本転倒予防学会 http://www.tentouyobou.jp/のHPより引用） 

なかなかユーモアで的をえています．とても参考になる川柳です．我々も作業療法士も地域在宅

や病院施設で転倒予防や歩行支援を実施しています．高齢者の転倒は骨折を起こしやすく，寝たき

りの要因にもなっています．特に家庭内での不慮の事故で①溺死及び溺水，②窒息，③転倒転落の

順になっています．転倒転落で亡くなる方は 1年に2634人で全体の18％（厚生省人口動態統計 2015

年）と報告しています．そして，事故の発生個所は①居室45％，②階段19％，③台所食堂 17%とな

っています．別のデータで，東京消防庁は事故種別ごとの高齢者の救急搬送人員の割合で，「ころぶ」

の事故が約8割（23万人）だとしています．いかに転倒事故が多く発生しているかが分かります． 

転倒予防のために，家屋内の段差をなくす，照明，滑り止め，手すり，整理整頓などバリアフリ

ー環境にすることも勧められています．また，各地域で転倒予防教室や体操が開催されています．

この転倒予防教室で実施されている内容は，運動機能評価，ストレッチ，筋力強化運動，バランス

強化運動,早歩きなどが主たるものです．これらも大切ですがこれらの実施効果については色々な報

シリーズ「作業療法と生活考」NO.69 

http://www.tentouyobou.jp/
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告があり，成果も上がっているようです．しかし，この内容でも高齢者は，いずれ筋力低下，バラ

ンス能力低下，感覚・認知機能低下していきます．大事なことは，自分の今の体を感じる学習も必

要ではないでしょうか．身体機能や認知機能の評価は，最大限の能力を発揮する，時間で制限をか

ける検査も多いです．もっと本人が自分の体を感じて，体験して学べるようにしていくのが必要だ

と思います． 

自分の足をよく見てください．No62足指のタッチが感じられますか？でも書きましたが，趾（足

の指）を他人に触ってもらうと趾の区別が分かりますか．立位で足底のどの部分に重さを感じます

か．皮膚圧と筋の緊張で感じることができます．重心線で判断するのでなく感じる感覚を重視しま

しょう．多くは踵に圧が強い（踵重心）になっています．ラテラルフィット（踵骨・立方骨・第４・

５中足骨・第４・５趾骨の足の外側構造）で重さを流すことが重要です．第 1趾で支えるよう立つ

とラテラルフィットで第5趾のつけ根で立つ体験をしてみてください．第１趾やこの指の付け根（母

指球）は，重さを調整する役割が大きいのです．高齢者は偏平足，前足部の過回内（内反），外反母

趾などの変形もよく観察されますが，自身の足の状況を感じることも大切です．そして，教室での

歩行は，正常歩行や速足歩行の指導で大股に歩く，第１趾で蹴ることを指導していることも多いで

す．これは健常の大人のモデルであって高齢者の場合もそのまま適応するのは間違っています．歩

くことは，重さを片足に流す「片足立ち」の繰り返しです．当然靴や靴下などの履物にも影響を受

けます． 

我々は運動を指導しているのか，生活での歩行を支援しているのかを認識していく必要がありま

す．筋トレや歩行運動を指導する前に自分を感じて，運動をした時の緊張はどうかを感じるのも必

要です．そして，指導する我々も足を感じる事が必要です．感じられない，緊張がある（以外と認

識してない方が多い）方は，力に頼った動きになりやすいです．最近，転倒まではいかなくても段

差や階段で足をひっかけたり，つまずいたり，滑ったりすることはありませんか？足の変化に気づ

いていないかもしれません. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人仁恵会 佐藤病院 押切弥生 

 現在,学童保育利用者は年々増加傾向にあるが,その中で,学校・保護者との連携や,暴力等のトラ

ブルを起こす児童への対応,発達障害の疑いのある児童への対応など,専門的知識を持つ指導員不

足も問題の一つとなっている.そこで,OTと指導員が連携することで,教育的視点の他に医療的視点

からも子どもたちの成長発達を支援することができることが期待されている.現在の連携事業とし

ては,お互いのことを知るためのセミナーを開催したり,OTが学童保育に訪問し（2か月に3回程度）,

行動観察を通して指導員にノウハウを伝えたり（コンサルテーションの実施）という内容で進めら

れている. 

「学童期の作業療法入門 

～学童保育と作業療法士のコラボレーション～」 

【著者】編著：小林隆司・森川芳彦・河本聡志・岡山県学童保育連絡協議会  

【出版】クリエイツかもがわ 【価格】 価格：￥1800＋税 【ページ数】130頁 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

書評 
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この本は,その事業においてOTをほとんど知らない指導員の方々のための入門書として作られ

た本となっている.そのため,第1章の「基礎編」では“OTとは？”というOTの自己紹介的な部分

から,感覚統合の理論など発達障害についての基本的なことがわかりやすく説明されている.第2章

では「実践編」ということで,事例を用いながら実際の対応の仕方などが学べる流れになっている.

‘特に変わった事例’というわけではなく,幼稚園や小学校でよくあるような,自分でも「こういう

子見たことあるなぁ」と感じるような事例も多々掲載されている.全体的にわかりやすい言葉で,挿

し絵も多く使用されているため,イメージしやすい内容となっている. 

わたしはこの本を読んで,「世間から求められているOT像」を感じることができた.この本の著者

は主にOTではあるが,岡山県学童保育連絡協議会との共同出版であるため,学童指導員さんたちの

「OTについて知りたいこと」「OTのこういう視点が役に立った」など,他職種からの意見も多々反

映されている.そのため,普段わたしたちが‘OTとして働いている上では当たり前に持っている視

点’が他職種にとっては新鮮に感じられていることや,それが問題解決の糸口となって役に立った

事例なども知ることができ,わたしたちOTにとっても改めて自分たちのアピールポイントを確認

できる一冊となっている. 

医療現場において多職種の連携が必要であるということは重々言われ続けているが,それは学童

の現場でも同様である.学校・幼稚園の先生や保護者,市町村,学童指導員などの中に今後は作業療法

士も加わっていくことで,教育的視点の他に医療的視点からも理解を深め,アプローチすることが

可能となる.教育現場において,周りと足並みを揃えられなかったり,いつもトラブルの元になって

いたりという子どもは「困った子」と認識されがちだが,それは子ども本人の「困っている」とい

うサインである.OTが連携することで「困っている」子どもたちがすこやかに育つ環境づくりの一

助となることが望まれている.OTという職種は多分野にわたっているため,今後地域のあらゆる場

面で必要とされることも増えていくだろう.その中で,求められた仕事を全うできるようなOTにな

れるよう,日々精進しなくてはならないと改めて感じさせてくれる本であった. 

 

 

 

 

社会福祉法人 横手福寿会 介護老人保健施設 りんごの里 福寿園  柴田 亜紀 

 

とうとう雨の中に白いものが混じってくる頃となり,長い冬がやってきました.今シーズンの積雪

が少ないことを祈りながら,介護老人保健施設 りんごの里 福寿園を紹介します. 

○ 横手市増田町について 

りんごの里福寿園は横手市増田町にあります.増田町は古くから産業・交通・物流の要として栄え

た町であり,メインストリートには明治から昭和初期にかけて商人が築いた町並みや内蔵が今も残

されており,観光客でにぎわっています. 

当施設の近くには県内屈指の桜の名所として知られた真人公園があり,季節ごとに「さくらまつ

り」「たらいこぎ競争」「りんごまつり」などのイベントを楽しむことができます. 

○ 介護老人保健施設 りんごの里福寿園について 

平成8年5月に介護老人保健施設が開設,今年で22年目を迎えました.同年10月に通所リハビリ

テーションサービスが開始され,平成24年5月には訪問リハビリセンター（作業療法士専従1名）

職場紹介 



一般社団法人秋田県作業療法士会ニュース  Vol.33,No3 

 

7 

が開設されています.平成29年4月からは横手市より介護予防・日常生活支援総合事業を委託され

「健康アップ教室」を週1回実施しています. 

・ 入所定員     100名（短期入所含む） 

・ 通所リハビリテーション定員 40名（介護予防通

所リハビリテーションを含む） 

○ リハビリテーション課について 

・ 作業療法士 6名（入所担当3名・通所担当3名） 

・ 理学療法士 4名（入所担当2名・通所担当2名） 

・ 言語聴覚士 1名（入所通所兼務） 

・ 介護福祉士 1名（レクリェーション担当） 

リハビリテーション計画書の担当は分かれていますが,利用者様を多くの視点で捉えることがで

きるよう,複数のスタッフで関わりを持つようにしています.今年 7 月に待望の言語聴覚士が入職し

たためさらに新しい視点が加わり,コミュニケーション障害や嚥下障害の方へのリハビリテーショ

ンも提供できるようになりました. 

○ 入所リハビリテーションについて 

在宅復帰を目標としたリハビリテーション,施設での自分らしい生活

を目標としたリハビリテーションはもちろん,経口摂取維持のための

働きかけやターミナルケアにも力を入れて取り組んでいます.      

集団活動は運動・手工芸・音楽・昔語りなどリハビリテーションス

タッフによるクラブ活動,介護士が行うグループワークや手工芸活動

など多くのプログラムがあります.使用する道具は毎回身近な材料を

使って作成しており,「ほう,えぐ作ったごと！」と利用者様からお褒

めの言葉をいただくこともあります. 

＊右の写真は工芸クラブの利用者様が作成したロールペーパーモザイクの「恵比寿様」です. 

○ 通所リハビリテーションについて 

施設内通貨「PLLE（プル）」を取り入れたことによ

り, “入浴後のドライヤー”“布団をたたむ”“お茶を

つぐ”など,それまでは当たり前のように職員が行って

いたことをご自分で行ってくださる利用者様が増えて

います. 

「☆☆☆ができるようになりたい」「○○○が難しく

なってきた」と利用者様がその時に感じていることや

抱えていることを信頼して話していただける存在にな

れるよう,コミュニケーションを大切にしています. 

りんごの里福寿園が地域に根差した施設となれるよう,職員全員で誠心誠意サービスを提供してい

ます. 
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かづの元気フェスタ活動報告 
秋田労災病院 中央リハビリテーション部  高橋 育未 

 

平成 30 年 9 月 16 日に鹿角市役所周辺で「かづの元気フェスタ」が開催されました.今年度のか

づの元気フェスタは,地域を知り,人と人とのつながりを深め,互いに理解しあい,みんなが安心して

暮らせるまちづくりを目指し開催されました.今回,健康に関するコーナーのブースを使わせていた

だき,一般の方々に作業療法とは何か,どんなことをしているのかを知ってもらうための活動を行い

ました.活動内容としては,鹿角・大館市周辺の病院や施設で行っている作業療法紹介ポスターの展

示,秋田県内で作業療法士が働いている施設の紹介ポスターの展示,作業療法紹介ビデオの上映,自助

具の紹介・使用体験,パンフレットの配布,そして認知症検査（HDS-R）を行いました. 

来場された方の中には,作業療法を初めて知ったという方が多く,ポスターを真剣に眺めたり,自助

具を実際に使ってみたりと,興味を持っていただくことができました.また,作業療法を知っていたと

いう方からも,病院以外でも作業療法士が働いている施設が多数あることに驚かれていました.今回,

認知症検査コーナーを新たに設置したため,「両親や配偶者,兄弟など認知症が進み介護が大変にな

ってきた」「認知症の介護をしたことがある」「物忘れが多くなってきて,家族に迷惑をかけるのでな

いか」と相談される方もいました. 

私が以前,この活動に参加させていただいた際は,革細工コーナーがあり,お子様連れの方や中高生

が多く来場していました.しかし,今回は 40 代～80 代の方が多く来場され,その中でも認知症に関し

て,介護をしたことがある方や自分や家族の今後が不安な方が,作業療法に興味を持たれていました.

秋田県は超高齢社会であり,認知症患者に関する正しい知識の提供や家族への指導など,作業療法士

が介入していくことがさらに増えると予測されます.今回の活動により,作業療法士は認知症の方に

も深く係わっていると,地域の方々に知ってもらうことができたのではないかと感じました.今後も,

このような活動を通し,作業療法とは何かを知ってもらうことが必要であると考えます.以上,簡単で

すが活動報告とさせて頂きます. 

 

平成３０年度環境・保健事業功労者表彰 
この度,湯浅孝男先生が秋田県の医療功労者表彰を授与されました. 

湯浅先生は秋田大学医療技術短期大学部,秋田大学を通じて長年にわたり作業療法士の教育,育成,

指導に従事されてきました. 

また,発達障害から認知症まで作業療法士として幅広

く県民のリハビリテーションに貢献してきたことが認め

られ,今回の表彰となりました. 

作業療法士としては初の受賞であり,大変うれしく思

っています. 

 湯浅先生には今後も引き続き作業療法士のご指導をい

ただき,さらなるご活躍を期待しております. 

おめでとうございました.        髙橋 敏弘 
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広報部から 

・研修会情報をお知らせしております. 

 余白を有効活用して,県内で開催される講習会・研修会情報を公開しております.院内での小さな

勉強会でも構いません.「他の病院から参加者を募り,実りある研修にしたい」「情報交換をしてお互

いの技術や知識を高めたい」その想いが秋田の作業療法を発展させます.みんなで秋田を盛り上げて

いきましょう.情報お待ちしております.宛先はこちらakita_ot_kouhou@akita-ot.jpn.org 

・秋田県作業療法士会 会費納入案内について 

平成30年度の年会費納入についてご案内申し上げます. 

今年度より,払込取扱票（既に送付済み）を使用してのコンビニでの会費納入が可能となりました. 

また,例年通り,郵便局又は銀行での納入も引き続き可能となっております. 

会費は7,000円,納入期限は平成 30年 12月 31日までとなっております. 

会費が未納ですと,来年度からの県士会主催の研修会,学会等への参加が出来なくなりますので, 

お早めに納めて頂きますようよろしくお願い致します. 

加えて,納入期限を過ぎますと払込取扱票での払込は出来なくなりますのでご注意ください. 

ご不明な点は県士会ホームページ問い合わせフォームにてお問い合わせください. 

秋田県作業療法士会 ホームページ http://akita-ot.jpn.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人秋田県作業療法士会 

入会の案内 

秋田県作業療法士会では,県士会主催の研修

会・学会等への参加は,正会員でないと参加資格

が得られません.県士会正会員になるためには,

一般社団法人日本作業療法士協会への入会も必

要となります. 

どちらも未入会の方は日本作業療法士協会と

秋田県作業療法士会双方への入会をよろしくお

願い致します. 

 尚,日本作業療法士協会入会に関しては,こち

らのURLからお願い致します. 

http://www.jaot.or.jp/nyukai/seikaiin.html   

秋田県作業療法士会入会に関しては,県士会HP

の各種届出用紙をダウンロードして必要事項を

記入後,県士会事務局まで郵送してください. 

 秋田県作業療法士会 

HP  http://akita-ot.jpn.org/ 

 県士会事務局 〒010-0041 秋田県秋田市

広面字屋敷田25-2 セジュールエスト105号 

一般社団法人 秋田県作業療法士会事務局 

 

作業療法士募集 

【募集人数】 2名 【雇用形態】 正社員 

【勤務時間】 8:30~17:30（休憩60分） 

【給  与】 250,000円~400,000円 手当含む 

【休  日】 週休２日制（年間休日109日） 

※ 試用期間3ヶ月 ※ 入職祝い金あり 

※ 各種保険完備（健康、厚生、雇用、労災） 

※ 昇給年1回、賞与年2回（昨年度3.8ヵ月） 

※ 扶養手当（配偶者8千円、母子父子5千円、第1

子5千円、第2子以降3千円）別途支給 

※ 通勤手当（月17,600円まで）別途支給 

※ 夏季・冬季休暇、有給休暇、慶弔休暇、育児休

暇、看護休暇、介護休暇 完備 

※ 制服貸与 無料駐車場有 

※ 転居の伴う方、住居手当補助あり（一部負担） 

提出書類： 履歴書1通、職務経歴書1通、 

 資格免許証写し1通、ハローワーク紹介状1通 

医療法人社団博愛会 鷹巣病院  

〒018-3301 北秋田市綴子字釜堤脇12   

TEL 0186-62-1210 FAX 0186-62-2335   

担当：事務 工藤 

 

http://www.jaot.or.jp/nyukai/seikaiin.html
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編集後記 

 平成最後の冬がきましたね.今年は暖冬になりそうだとの予報が出ているようですが,冬だという

ことには変わりはなく,寒さが身に染みております.皆さん,冬支度は済みましたか？ 

 自分が住んでいる県北では,だんだん気温が下がってきており,いよいよ冬が来たなという感じに

なってきました.息子は,天気予報で雪マークがつくと「やったー‼雪だー‼」と喜んでいます.自分も

冬を楽しめるような元気がほしいです www                                          （cedar） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

秋田市新屋豊町 1 － 

 

22  

  TEL 018 － 823 － 3380  

 FAX 018 － 862 － 5126  

http://www.sensyu - 

 

gishi.co.jp  

株式会社  

千秋義肢製作所 
 

( 一 社 ) 日本義肢協会登録   

東北 101 号  

 

義手・義足・装具・車椅子  

リハビリ用品    

 

リハビリテーション機器・生体現象測定装置等販売 

 

 

 

高度管理医療機器販売事業04-000026号 有限会社バイオテック 

 

代表取締役 飯塚清美 

〒010-0041 秋田市広面字碇80-1  TEL018-837-0161 FAX018-837-0162 


