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巻頭言 「 論文を書きませんか？ 」 
              秋田県立リハビリテーション・精神医療センター   吉田 悟己 

 

 医学は日々進歩しますし作業療法士として自身の専門性を高め成長していくことは,医療・福祉を

担う一員としての責務だと思います. 

私の勤務する職場では数年前から同一法人の作業療法士で症例検討会を行っており,1年に1度は

必ず症例をまとめる機会が回ってきます.症例をまとめるためには介入のなかで力を入れた点や工

夫点など話の核になる部分が必要なため,過去に担当した症例を思い浮かべながら自分がどのよう

な介入を行ったのか考えます.この過去を振り返る過程で私は「ここが上手くいった」と思うのと同

時に「詰めが甘かった」「他の方法だとどうだったのか？」と必ず自分に問い掛け次に活かそうと考

えます.まとめる症例と話の核を決めた後は,それをわかりやすく伝えるためのプレゼンテーション

方法を考え形にします.そして準備を整えて症例検討会に臨みますが,各セラピストが様々な考え方

をもって日々の作業療法に取り組んでいますので活発な議論がなされ,質問の中には経験年数を問

わずハッとさせられるものも少なくありません.以前の症例検討会では廃用による再入院で前回退

院時よりもADLの自立度が向上した脳卒中片麻痺患者についてまとめましたが,「評価項目を追加

した方がよかったのでは」と指摘され,まさにハッとした記憶があります.このように内輪の症例検

討会一つをとってみても自分の介入を振り返り課題を見つけて次に活かす,伝わりやすい文章表現

やプレゼンテーションについて考える,他者と議論しながら考え方の幅を広げるといった自分を成

長させるための様々な要素が詰まっています.自分自身の成長のため研修会などで知識や技術を「吸

収する」方法もありますが,自分で「内省し次の行動に活かす」といった機会も重要だと考えます.

また,当センターでは通常の文献抄読に加えて持ち回りで英語論文の翻訳も行っており,非常に苦労

しながら翻訳していますが,自分の順番が回ってくるたびに海外のトレンドを知ったり今の作業療

法の主流を感じておくのも大切だと感じます. 

自分自身を成長させる方法についていくつか書きましたが,学会発表や症例検討,論文など形にす

ることは非常に労力を要し容易なことではありません.さらにそこには様々なルールやテクニック

がありそれらは実際に行ってみなければわからないものです.少し前になりますが今年度の東北作

Vol,35 No.4 

2019.MAY 

 

 

 

 

    
 



一般社団法人秋田県作業療法士会ニュース  Vol.35,No4 

 

2 

業療法学会では事例登録のセッションが導入され,私自身は進行役として参加していました.セッシ

ョンの中で座長からは適切な文章表現やより伝わりやすい文章構成など教育的なコメントが多く聞

かれ,経験豊富な先生方の意見を聞くことの重要性を感じました.しかしながら,そういった先生方

に指導を仰ぐことができる人は少ないと思います.私が携わっております機関誌「秋田作業療法学研

究」は査読にご協力くださる先生方のご理解とご厚意により教育的側面も持ちながら編集作業を行

っております.自分自身の成長させるツールはいくつかあり学会発表もその一つですが,さらにもう

一歩進んで論文を投稿しませんか？ 

みなさんのお力になれるようご協力いたしますので,どんな些細なことでも構いません.いつでも

ご連絡ください. 

 

印象記 ～事例検討会に参加して～ 

             秋田県立リハビリテーション・精神医療センター   佐々木 智里 

 

平成30年10月13日,秋田大学医学部保健学科にて,精神領域と老年領域の事例検討会が行われ,

私は精神領域の事例発表を行いました.参加者は少人数でしたが,アットホームな雰囲気で,活発な

ディスカッションができました. 

老年領域は,介護老人保健施設あいぜん苑の長谷川由美子先生が発表されました.長谷川先生の対

象者との信頼関係の築き方から,適切な評価に基づいた介入の戦略,それを新人OTが行う場合に必

要な具体的視点まで,日々の臨床に活かしたいヒントを沢山頂き,事例報告のまとめ方としても大変

参考になりました. 

私の発表は,統合失調症患者に対する病識獲得に向けたチームアプローチをテーマに,「服薬

SST」を通した多職種連携と,その中でのOTの役割を考えました.服薬SST とは,当センターで行

っている心理教育を目的としたプログラムで,週1回の1時間,1クール4回で,Ns,OT,CP,薬剤師

が担当し,病名が告知されている統合失調症患者を対象に行っています.どのような疾患でも,対象

者本人が治療に積極的に参加する為に重要な「病識」ですが,殊に統合失調症の患者さんは,固有の

自我障害や自己認識の乏しさから,治療継続に難渋する場合があります.今回の対象者 A さんも,初

回入院でしたが未治療期間が長く,病識の獲得,再発防止のための服薬遵守には難渋することが予測

され,服薬SSTの介入を行いました.始めは参加に拒否的であったAさんでしたが,参加時の様子を

スタッフ間で情報共有し,普段の声掛けで疾病や服薬への理解を深める関わりを継続し,参加を重ね

る毎に,こちらの話に耳を傾けてくれるようになりました.これと並行し,本人の興味ある活動を通

じて気分転換を図ることを目的にOTに参加してもらい,入院生活のストレスを軽減しながら,必要

な治療を継続する為に重要な場であったと考えます.今回の事例検討会では精神領域の参加者が 1

名でしたが,他領域の先生方からもそれぞれの視点からご意見を頂き,改めて,OT はどのような領

域でも活躍できる職種なのだと感じました. 

事例をまとめ発表する事を通して関わりを振り返り,必要なことは修正して次に活かす.自分の考

えや経験だけでは生まれないアイディアでも,他の先生方の考えや経験から新たな視点が見つかり,

次の対象者に還元する.事例発表という場の活用は,自分(OT)だけでなく,対象者の為に有効な場で

あり,領域や経験に限らず,皆行うべきだと感じました.今回このような機会を頂いた事を感謝しま

す. 
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印象記 

「事例検討会（精神・老年期領域）」に参加して 

介護老人保健施設 ニコニコ苑   照井 美帆 

 

 平成30年10月13日に秋田大学で「事例検討会（精神・老年期領域）」が新企画として開催され,

介護老人保健施設あいぜん苑の長谷川由美子先生,秋田県立リハビリテーション精神医療センター

の佐々木智里先生の2名の先生方の事例発表を聴講する機会をいただきました.参加のきっかけは,

臨床現場における目標や治療計画の立て方,実践方法について自分の知識や視点を広げられればと

思ったことでした. 

 長谷川先生からの事例発表は,「重度認知症高齢者の施設から在宅へ,切れ目のない支援」という

テーマで,介護老人保健施設に入所中の重度認知症の方に対して MTDLP を活用し,多職種との情

報共有や段階付けたリハビリを実施し,在宅生活へ戻ることができた事例でした.私も普段から重度

認知症高齢者と関わる機会が多い中で,目標の聞き取りや合意形成が OT の主観に偏りがちになっ

たり,家族の意向に偏重しがちになったりしてしまっていると感じることが多々あります.しかし,

『認知症高齢者＜その人』の見方を忘れずに,その人が生活してきたストーリー（生き方,価値観等）

を大切にすることが重要です.今回の事例では本人の「したいこと」と家族の「こうなってほしい」

をすり合わせ,目標を合意されていました.特に印象に残っていることは,目標の聞き取り・合意形成

において会話の中から繰り返し出てくる本人のコメントから目標となる生活行為を選択し,複数回

の確認を行ったことや,家族が困っていること,心配していることを本人に伝え改善の必要性を話し

合うなど丁寧に目標設定が行われていたことでした.聞き取りの時点で本人の目標を明らかにする

こと,家族の意向を具体的に引き出すことの大切さを再認識することができました. 

 佐々木先生の事例発表は,「統合失調症に対する作業療法～病識獲得に向けたチームアプローチ

～」というテーマでした.統合失調症患者における病識の欠如は約50～80％に認められると言われ

ていますが,未治療期間が長く治療に難渋するケースも少なくないということを再認識しました.さ

らに今回の症例は,1 ヶ月という短い期間の関わりであり最終的に本人から表出された希望につい

ては十分な支援ができなかったということでした.しかし,精神障害領域における退院後の生活支援

として利用できる制度やサービスの種類が他の領域に比べてまだまだ不足しているという印象を受

け,今後の課題でもあると感じました. 

 事例検討会全体を通して,評価結果から目標設定,治療計画,作業療法計画,作業療法実践までに至

る過程それぞれにおいて,なぜそれを選択したのか実践したのかの理由を加えながら説明していた

だけたので,普段の臨床現場や生活行為向上マネジメント実践者研修での事例発表の参考にさせて

いただきたいと感じました.非常に有益な 1 時間を過ごす事

ができ,参加して良かったと思いました. 

 最後になりますが,今回の研修会で事例発表をしてくださ

った長谷川先生,佐々木先生,研修会の企画・準備をしていた

だいた役員の皆様に深く感謝いたします.ありがとうござい

ました. 
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「 運動よりも読書で健康になる！？ 」 
秋田大学医学部保健学科  金城 正治 

 
昨年の 10月 13 日のNHKスぺシャルAiに聞いてみた どうすんのよ！？ をご覧になった方

はおりますか？ 

ニッポンで都道府県ごとに,この中で,健康寿命が最も長く,平均寿命も全国平均より長いのが山

梨県.一方,長寿県として有名な長野県は,平均寿命は一番長いですが,健康寿命はほぼ平均となって

います.ということは,平均寿命が長い理由と,健康寿命が長い理由は違うところにあるのではない

でしょうか.と述べていました 残念ながら秋田県は不健康で短命な県（平均寿命と健康寿命も短

い） 

詳しくはホームページで見て頂けるとよいかもしれせん.しかし運動より本や雑誌を読む読書が

健康に関係する分析は驚きでした.読書される方は近隣のグループに参加，外出はほぼ毎日，友人と

よく笑うなどの健康要素につながっているようでした. 

アメリカ・イェール大学が発表した「読書と寿命」に関する論文によると,50 歳以上・約 3600

人を「本を読む人」と「まったく読まない人」のグループに分け 12 年に渡って追跡調査したとこ

ろ,「本を読む人」の方が 2 年近く寿命が長かったというのです.しかも,性別や健康状態,財産,学

歴には関係なく,本を読むことが長寿につながっていたと結論づけています.またこの分析ににデー

タを提供した千葉大学教授の近藤克則さんは,「読書は心を動かし,行動を起こすきっかけを与えて

くれるのでは」と分析しています. 

オックスフォード大学のジョン・スタイン教授は,「読書は脳全体を使う,積極的な活動である」

と指摘しています. 

英サセックス大学の研究では,読書がもっとも効果的なストレス発散法であると述べています. 

 

 

 

 

 

 

 

湖東厚生病院   澤木 悠菜 

本屋で何気なく手にした本，それも絵本に，こんなにも心を揺さぶられたのはいつぶりだろうか． 

  もしも 

  話すことばが 目に見えたら 

  どんなかたちを しているだろう 

このフレーズで始まる『ことばのかたち』は,絵本作家,漫画家,童謡の作詞家として知られる  

おーなり由子が,日々のことばの向こう側にある景色を写し出した絵本である.グッとくる詩と一

緒に描かれた色鮮やかな水彩画も印象的だ.もしことばが目に見えたらという一風変わった発想と,

シリーズ「作業療法と生活考」NO.70 

「ことばのかたち」 

【著者】おーなり由子 【出版】講談社  

【価格】￥1200＋税   【ページ数】48頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

書評 
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優しく柔らかくも次々に迫りくるその展開に,私は引き込まれるようにページを捲った. 

  たのしいことばは タンバリン 

  かなしいことばは つめたい水滴 

  話すたびに発射される とがった針のようなことば 

  ありふれているけれど うれしい シロツメクサのようなことば 

ことばとは自分自身を表現するものであり,他者に伝える手段である.同時に,相手から受け取る

ものでもある.ことば自体は色も形も温度も匂いも持たず,発しても何も残らない.しかし不思議な

ことに,私たちはことばひとつで前向きになったり気が滅入ったり,或いはその後の人生を左右す

るようなことばに出会うこともあるかもしれない.日頃から私たちは,目には見えないことばの向

こう側をやり取りしているのだ. 

自分が投げかけたことばはどのように相手に届いているのだろうか.もしことばのかたちが目に

見えたら,思いもよらないことばが針となり相手に刺さっている場面を目にするかもしれない.

日々のことばを考え直すきっかけとなった. 

  「だまっている」という ことばのむこうに 

  ゆたかな森が ひろがっているかもしれない 

  まいにち 消えていく 話ことばの むこうの 

   こころのかたちをさがす 

私が特に好きなフレーズだ.沈黙だって悪くない.沈黙の中にその人の想いが詰まっている.目に

見えるものだけでなく,目に見えないもののその先を感じ,考え,思い遣りたいと思った.仕事でも,

家族や親しい友人との間柄でも,SNSでも,自分のことばの先に相手がいることを想像し,ことば

に責任を持って,ことばと上手に付き合っていきたいと改めて考えさせられる一冊である. 

ノンフィクション作家である柳田邦男は「絵本は人生に三度」「今，大人にこそ絵本を」とキャ

ッチフレーズを掲げ,自分が子どものときに読んだ感覚,子育ての時代になって読む感覚，年をとっ

て人生の秋冬に読む感覚,全部違う味わい方ができるのが絵本の魅力なのだと語っている.私が年

を重ね,区区たる人生経験を積んでからこの絵本を読んだ時,また違った思いが溢れてくるのだろ

うか.『ことばのかたち』は,人生のバイブルとしてずっと大切にしていきたい. 

 

 

 

 

 

能代厚生医療センター  金田 和磨 

 

 みなさん,こんにちは.能代厚生医療センターに勤務している,1年目作業療法士の金田です.今回

は,当院リハビリテーション科について紹介させて頂きます. 

当院は,一昨年まで「山本組合総合病院」として地域の皆様に親しまれていましたが,地域の中核病

院であることから,職員などから名称を募集し「能代厚生医療センター」へと生まれ変わりました. 

当院の許可病床数は一般病床392床,精神科病床60床,感染病床4床の465床からなり,全診療科

を対象としたリハビリテーションを急性期から実施しています.私の所属するリハビリテーション

科は,PT12名,OT10名,ST2名が在籍しており,3職種共同してリハビリを行っています.うちPT1

職場紹介 
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名は訪問看護ステーションに在籍し,能代・山本地域の方々に訪問リハビリの提供も行っています.

また,精神科病棟・精神科デイケアの患者様に対して,精神科作業療法も提供しています.セラピスト

の7割が20～30代で,リハビリ室はいつも明るく,賑やかな職場となっています.新入職員の私にと

って,歳の近い先輩がいる環境は気軽に相談でき,日々良い刺激をもらいながら仕事に励むことがで

きます.また,3学会合同呼吸療法認定士,秋田県糖尿病療養指導士などの認定資格保有者もおり,専

門知識を持ったセラピストのもと学べる環境も整っています. 

OTの対象疾患は,骨折,腱損傷などのハンドセラピー,脳卒中などの中枢神経疾患,がん,呼吸器

などの内部疾患,統合失調症,うつ病,認知症などの精神科疾患で,運動療法や作業活動を交えて心身

の機能回復を図っています.また,身辺動作（食事・更衣・整容など）や家事動作の自立,早期の職場

復帰を目指し,“その人らしい生活”を送ることができるようサポートしています.また,地域の支援

学校と連携し,発達障害に対するリハビリも行っています.1階リハビリ室の外にはリハビリ庭園が

あり,園芸スペースでは支援学校の生徒さんと一緒に花や野菜の栽培を行っています. 

能代・山本地域は,かつて“東洋一の木都”といわれたほど林業が盛んで,現在でも天然秋田杉の

出荷生産が盛んな地域です.そのため,作業中の受傷による腱損傷や切断などの疾患が多い印象があ

ります.当院整形外科には手の外科専門医も在籍しており,より高度で専門的な治療を提供していま

す.リハビリでは,術前評価から介入を開始し,術後翌日から円滑にリハビリを進められるよう取り

組んでいます. 

また,当院は地域中核病院としての役割

を担っており,地域包括ケアシステムの中

心として,患者支援センター,訪問看護ステ

ーション,指定居宅介護支援事業所,地域包

括ケア病棟などを設置しています.地域包

括ケア病棟では患者様の退院後の生活をイ

メージし,その患者様にふさわしい退院先

の選択を決定することでスムーズな退院に

向けて,多くのスタッフが連携して地域の

皆様の治療にあたっています. 

以上で紹介とさせていただきます.お読

み頂きありがとうございました. 

 

 

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 
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【 日 時 】平成31年4月20日（土） 

【 会 場 】横手セントラルホテル（横手市） 

【 テ ー マ 】 

「地域連携における作業療法の役割」 

【 内 容 】・一般演題 

・秋田県作業療法士会定期総会 

・特別講演 （二講演） 

・懇親会（兼新入会員歓迎会） 

 

 

年会費納入について 

平成30年度の会費（7000円）納入について,未納の方は年度内に速やかに納入願います. 

年会費未納の方は次年度の県士会主催の学会・研修会の参加資格がありません.また,未納が続く場

合（3年以上）,会員資格喪失の対象となりますのでご注意ください. 

なお,振込用紙を紛失された方は事務局にお問い合わせの上,早めにお納め下さい. 

【 問い合わせ先 】県士会ホームページのメールフォームからお問い合わせください. 

 

 

～ 第 27回 秋田県作業療法学会のご案内 ～ 

学会長   鈴木 新吾 

 

今年の秋田県作業療法学会は県南地区の横手市で行われます.内容は一般演題発表・特別講演など

です.今学会のテーマは「地域連携における作業療法の役割」としました.近年のトピックスの一つ

として地域包括ケアシステムが挙げられます.これは高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的

のもとで,可能な限り住み慣れた地域で,自分らしい暮らしを続けることができるように包括的な支

援やサービスが提供できる地域の仕組みの事です.システムを構成する要素の一つとしてリハビリ

テーションが挙げられており,作業療法士もその確立に寄与することが求められています.またこれ

は各市町村が地域の特性に応じて作り上げていくことも求められています.私たち作業療法士も地

域包括ケアシステムなど地域と関わりが多くなっていくと考えられます. 

今回の特別講演はこの地域連携というテーマに沿って二つを企画しています.地域ではどのよう

な事が行われているかについて知るこ

とで今後何が必要かを知る良い機会

になると思っております. 

また一般演題発表では県士会員に

よる発表が行われ,定期総会や新入

会員の歓迎会を兼ねた懇親会も行わ

れます.学会は県士会員の皆さんが

集まるため,交流・情報交換の場にも

なると思います. 

ぜひ今学会にご参加いただけたらと

希望します. 

 

編集後記 

暖かい日が増えてきて春らしさを感じる日も増えてきました.今年は雪も少なく,過ごしやすい冬

でしたね.これからさらに暖かくなっていくようですが,皆さん体調管理は万全ですか？私は季節の

変わり目の度に風邪をひいていたような気がしています.万全な体調で過ごし,来年度へと弾みをつ

けていきましょう！                                                             （takuto） 
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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 


