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巻頭言
『天命に安んじて人事をつくす』
いなば幸朋苑 佐野

4 月 14 日に発生した熊本地震により被害を受けられた地域の皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、す
でに支援・援助活動に駈けつけられた方の行動に敬意の気持ちと共に、心より現地の復興をお祈りいたします。
以前「人事を尽くして天命を待つ」という故事成語について書かせていただきました。ベストを尽くして良
きも悪きも結果を楽しむということだったと思います。なんとなく気負ってその後はなるようになるみたいな
感覚がありました。その後、「天命に安んじて人事を尽くす」いう言葉に触れる機会を持ち、気持ちがすぅ~と
軽くなるのを感じました。
何かに挑戦する時、成功するかしないかを考えるより、開き直ってとにかくできることを一生懸命頑張ろう
と心掛けたりします。しかし、最善を尽くしたにもかかわらず、成功しなければ非常に落ち込み、あるいは頑
張ると決めたのに結果を気にしすぎて不安が膨れ上がり、力を出し切れないことの経験はありませんか。
「天命に安んじて人事を尽くす」は、ありのままの自分を受け入れ、最善を尽くす。不安がある自分に気付
き、結果がどうなろうとも（結果は後から付いてくる）自分はただ、今できることを気負うことなく淡々とや
っていくことが大切だということです。こう考えてみると結果に対する執着ではなく、そのプロセスを重視し
た言葉であることが分かります。
鳥取県作業療法士会の特設委員会に、地域包括ケアシステム対策・生活行為向上マネジメント・認知症対策
の 3 委員会があることは周知のことと思います。私たち OT が専門家としてするべき役割です。結果は後で必ず
付いてくるのですから、今は一人一人が成長することに努力していきませんか。
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各部局からの連絡・報告事項
【事務局より】
事務局だより（平成２８年５月２７日現在：会員数名４４８、施設数９７）
１．会員の異動
１）新入会員
山﨑

（ＯＴ協会会員番号）
（渡辺病院）

64515

２）勤務先変更
石津

通所介護ふれあい広場

→

チューリップホーム

石田

錦海リハビリテーション病院

→

寿楽荘

佐伯

あわしまデイケアセンター

→

老健あわしま

河合

サンライズひえづ

→

サンライズ名和

野口

米子東病院

→

ル・サンテリオンよどえ

大釜

山本外科内科医院

→

ル・サンテリオン鹿野

来間

ＮＰＯ法人陽なた

→

デイサービスつむぎ 通所発達支援

竹田

藤井政雄記念病院

→

倉吉病院

３）転出
廣瀬

（米子病院）

長谷

（米子医療センター）

園山

（藤井政雄記念病院）

４）転入
高安

（真誠会 通所リハビリテーション）

森

（博愛病院）

池淵

（米子病院）

金平

（デイサービスつむぎ 通所発達支援）

西田

（鳥取生協病院）

井伊

（尾﨑病院）

５）改姓
濱

（やわらぎ）

→ 三上

橋本

（鳥取大学医学部附属病院）

→ 宍戸

朝木

（ゆうとぴあ）

→ 吉木

野口

（ル・サンテリオンよどえ） → 前田

野々村

（さとに田園クリニック）

→ 河上

６）自宅会員
峰地

（デイサービスセンターほほえみ）

宮本

（皆生温泉病院）

７）休会
永見

（なんぶ幸朋苑）

●休会について
28 年度は 1 名の休会が承認されました。

2

●義援金の募金について
鳥取県作業療法士会としてはこの度の熊本地震におきまして熊本県作業療法士会と日本作業療法士会へ義援
金送金の検討をしています。
また総会でも皆様こころよく募金して下さいましたことを心より感謝申し上げます。募金につきましては 28
年度とおして県士会主催の研修会にて続けていきますのでどうぞよろしくお願いします。

【生活行為向上マネジメント委員会より】
◎研修会案内
皆様に指導者になっていただくための研修会です。
「事例登録したいが、どのようにまとめたらよいかわからな
い」等の方のために実際に事例審査する先生をお呼びし、事例登録する直前の事例を用いてディスカッション
及び講評を聞ける機会を設けました。貴重な機会ですので参加
平成 28 年度

第 1 回生活行為向上マネジメント研修会

「公開事例検討会を通して MTDLP の視点を共有し理解を深めよう」
主

催：鳥取県作業療法士会

期

日：平成 28 年 7 月 31 日（日）

時

間：9：00～15：15 （8：30 受付開始）

場

所：地域交流センター

アゼリアホール（倉吉市山根 43 倉吉病院横）

参加条件：MTDLP 基礎研修修了以上
＜研修スケジュール＞
9:00〜10:30 「合格する事例報告の作り方〜MTDLP のおさらいも含めて〜」
講師：柴田八衣子 先生
10:30〜10:40 休憩
10:40〜11:00 公開事例検討会 1

講師：柴田八衣子

先生

11:00〜11:45 公開事例検討会 2★
11:45〜12:45 昼休憩
12:45〜13:05 公開事例検討会 3
13:05〜13:50 公開事例検討会 4★
13:50〜14:00 休憩
14:00〜14:20 公開事例検討会 5
14:20〜15:05 公開事例検討会 6★
15:05〜15:15 総括
★印は事例検討会を 45 分としています．
貴重な機会ですので参加の検討をお願いします。
なお、参加申し込み等の詳細は、鳥取県作業療法士会のホームページより申し込みをお願いします。
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【認知症対策委員会より】
国は 2015 年 1 月「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）
」策定し、
『認知症の人の意思が尊重され、
できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す』ことを基
本的考え方として、これまでの計画をより重層的な内容に強化しています。そして、①認知症への理解を深め
るための普及・啓発の推進、②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供、③若年性認知症施策
の強化、④認知症の人の介護者への支援、⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進、⑥認知症
の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進、
⑦認知症の人やその家族の視点の重視という 7 つの視点に立った戦略を進めています。
鳥取県下においても、認知症初期集中支援チームの設置、認知症カフェ、認知症サポーター養成、徘徊見守
りネットワークの構築、認知症ケアパスの作成など各自治体で様々な取り組みが始まっています。
このように、国を挙げて地域支援・認知症施策が進められてきている中、認知症初期集中支援をはじめとす
る各種取り組みに貢献できる人材育成・確保は重要な課題になっています。そこで、当県士会においても昨年
度から 3 回にわたる研修会を開催し、認知症の方に対する専門的な人材育成・チームケアリーダーの育成を進
めてきました。今年度も『認知症初期集中支援』
、
『認知症アセスメント』
、
『認知症の正しい理解』
、
『認知症支
援方法論』
、
『家族・地域支援方法論』といったテーマに基づき 3 回の研修会を開催する予定にしています。
今後地域包括ケアシステムの構築を含めた街づくり、認知症施策に主眼においた街づくりに、作業療法士・
鳥取県作業療法士会として十分に貢献できるよう多くの会員の参加をお待ちしています。

第４回 認知症研修会のご案内
日

時；2016 年 8 月 28 日(日)10：00～17：00

会

場；YMCA 米子医療福祉専門学校 201 教室

内

容；認知症初期集中支援・認知症アセスメント・認知症支援方法論

10:00～12:00 講演Ⅰ『認知症初期集中支援の役割と実践(仮)』
講師；西田 征治 氏（県立広島大学保健福祉学部作業療法学科 准教授）
13:00～14:30 講演Ⅱ『生活障害のアセスメント(仮)』
講師；西田 征治 氏（県立広島大学保健福祉学部作業療法学科 准教授）
14:45～

講演Ⅲ『中核症状と BPSD に対する看護ケア(仮)』
講師；竹本 朋子 氏（大山リハビリテーション病院 認知症看護 認定看護師）

定

員；50 名

参加費；県士会員 500 円、他職種 5.000 円、非県士会員 10.000 円
申込先：認知症対策委員

倉吉病院 山本･舟木 申込メールアドレス：kurayosiriha@med-wel.jp

Ｅ－メールにて①氏名、②所属施設と電話番号、③OT 協会番号（会員のみ）④職種をご記入ください。
TEL：0858-26-1011 FAX：0858-26-4794
申込期限；8 月 12 日（金）
※今年度から認知症研修会を受講された方を登録していき、会員の研修受講状況の確認ならびに
県士会からの派遣人材候補者として登録・リスト化していきますので、あらかじめご了解ください。

◎お知らせ
H28 年度から 47 都道府県の認知症担当委員(窓口)を設置し、OT 協会との情報交換、全体委員会の開催などが進
められます。協会とリンクしながら、認知症 OT の底上げ、認知症領域で働いている作業療法士への支援、国・
自治体における認知症施策への作業療法士活用の推進を図っていく予定となっています。
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【学術部より】
１．第１３回鳥取県作業療法学会開催について
・テーマ

：
「住み慣れた地域で活きたい」

・日時

：平成 28 年 12 月 11 日（日）

・特別講演 ：川越 雅弘氏（国立社会保障・人口問題研究所）
・会場

：養和病院

この学会は日本作業療法士協会設立５０周年記念事業の対象となっております。

詳しい内容につきましては鳥取県作業療法士会ホームページに掲載されます案内を御確認下さい。

２．テーマ別勉強会について
東・中・西部で勉強会を開催しております。皆様にはいずれかの勉強会への所属と活動をお願いします。
各勉強会の開催につきましては鳥取県作業療法士会ホームページに掲載されます案内を御確認下頂くか、
下記の部員まで問い合わせてください。
地区

勉強会名称

学術部員氏名

所属

TEL

FAX

E-mail

デイサービス

0857-30-6978

0857-30-6979

tsumugi.ot@gmail.com

三朝温泉病院

0858-43-1321

0858-43-2732

riha_ot@hosp.misasa.tottori.jp

倉吉病院

0858-26-1011

0858-26-4794

kurayosiriha@med-wel.jp

（敬称省略）
東部

全般

廣田
田中

中部

合同

松本

つむぎ

中村
増﨑
中部

精神科

兼藤
竹田

西部

作業を考える

河合

サンライズ名和

0859-54-3232

0859-54-3212

kimachi@aurora.ocn.ne.jp

西部

CVA

金山

養和病院

0859-29-5351

0859-29-7179

riha@yowakai.com

西部

福祉用具

三上

やわらぎ

0859-31-1000

0859-31-1003

riha-yawaragi@douaikai.net

河津

西伯病院

0859-66-2211

0859-66-4012

daycare@saihaku-hp.jp

養和病院

0859-29-5351

0859-29-7179

riha@yowakai.com

・住環境
西部

精神科

國貞
西部

治療演習

渡部

・ADL 分析
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【教育部よりお知らせ】
１．生涯教育関係文書更新について
県士会ホームページ→会員専用→部局委員会から会員への周知事項をご覧ください。
「平成 28 年度

生涯教

育制度について」を UP しました
２．前期現職者共通研修会（Ⅰ・Ⅲ）のご案内
申し込み〆切は７月３日です。詳しくは県士会ホームページをご覧下さい

期

日：平成２８年７月２４日（日） 9：30～12：40（受付

会

場：鳥取医療センター
Ｔ ＥＬ

（鳥取市三津 876
Ⅰの内容：9：30～11：00

0857-59-1111）

作業療法生涯教育概論

花倉敏文氏：養和病院

11：10～12：40 職業倫理
Ⅲの内容：9：30～11：00

9：00～）

長田貴徳氏：尾﨑病院

保健・医療・福祉と地域支援

11：10～12：40 作業療法における協業･後輩育成

長谷川徹氏：はまなす
田住秀之氏:YMCA 米子

対 象 者：日本作業療法士協会会員かつ都道府県士会の会員
生涯教育：現職者共通研修の各テーマ修了認定あり、ポイントは全ての現職者共通研修修了者に
２０ポイント付与
申 込 み：方法：ホームページ掲載の申込書で１人１枚を使用し、Ｅ－メールに添付して送付する
送先：問い合わせ先に同じ
期限：平成２８年 7 月３日（日）
問合せ先：教育部長 養和病院 精神科ＯＴ

花倉

Ｅ－メールアドレス：hanakura_t@yowakai.com
受 講 料：現職者共通研修会Ⅰ、Ⅲ各 1.000 円。1 テーマのみ参加者は 500 円。受付時にお釣りのないよう支
払い
注意事項：①遅刻・早退の扱い
遅刻の場合、受講はできません。早退の場合、受講認定されません。
②申し込み
・〆切後も余裕があれば受付可能な場合があります。
・会場都合により、申込者多数の場合先着順で申し込みを受け付けます。
・新人の方は早急に日本作業療法士協会入会手続きを行い、協会会員番号を得て
都道府県作業療法士会入会手続きを完了してください。間に合わない場合はお問
い合わせください。
・申込み受付後、教育部より E-メールで受理・不受理の連絡をします。
・キャンセルする場合は速やかに連絡してください。
③受付について
・１１：１０～のコマだけを受講する場合の受付は１１：００～になります。
・ＳＩＧポイント等の申請も受付けます。基礎研修ポイント申請書・証明書を提出して
ください（申請書は県士会ホームページ→会員専用→部局・委員会からの周知事項→基礎研
修ポイント申請書）
案内地図：注意事項がありますので必ず、県士会ホームページの会場・駐車場案内をご覧ください。
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【財務部より】
1.年会費について
年会費の納入にご協力いただきありがとうございます。
年会費は 5,000 円となっておりますのでお間違えのないようお願いいたします。
納入期限は 5 月末日（新入会員は 7 月末日）となっております。
未払いの会員様には早急にお振込みいただきますようお願い申し上げます。
新入会員の皆様につきましては入会手続き完了後にお振込みください。
年会費は郵便振込みでお支払いいただけます。詳細は下記の枠内をご参照下さい。

口座記号番号：０１３１０－２－５１２２０
加入者名：一般社団法人鳥取県作業療法士会
※通信欄に必ず『H28 年度』
『所属施設（自宅会員の場合は「自宅会員」
）
』
『金額』
『住所』
『氏名』を記載してください。記入漏れがないようご注意ください。
※複数名分をまとめて振込む場合は必ず全員の氏名の記載をしてください。

【領域対策部より】
① 情報配信について
毎週情報が配信されています。診療報酬改定情報・介護保険情報等、重要な情報が掲載されておりますの
で、随時ご確認下さい。
② 現職者選択研修について
今年度の現職者選択研修は『精神障害領域』となっています。
現在のところ開催日等の内容については未定ですが、決まり次第ホームページ掲載にて告知しますのでご
確認下さい。

【広報部より】
お忙しい中、平成２８年度「巻頭言」「施設紹介」
「日々想うこと」掲載担当をご了承頂き、また今回担当して
下さった佐野さん、ありがとうございます。次回は、８月発行になります。土肥さん・坂本さん・さかい幸朋
苑の方、よろしくお願いします。

巻頭言

６月発行

８月発行

11 月発行

２月発行

佐野氏

土肥氏

土井氏

石津氏

（いなば幸朋苑）

（鳥取市医療看護専門学校） （老健はまかぜ）

（チューリップホーム（グ
ループホームひえづ）
）

日々想うこと

施設紹介

―

―

坂本氏

小笹氏

（さとに田園クリニック）

（ル・サンテリオン北条） （済生会境港総合病院）

さかい幸朋苑

まさたみの里

7

村瀬氏

博愛病院

≪鳥取県士会新人紹介≫
①氏名 ②事業所名 ③出身校 ④自分を動物に例えると何？（理由も合わせて）⑤楽しみにしている時間は？
⑥ＯＴ以外になりたかった職業は？ ⑦どんなＯＴになりたい？

⑧一言アピール

①森田

①以後

②鳥取生協病院

②鳥取生協病院

③佛教大学

③神戸医療福祉専門学校

④ネコ：自由気ままだから

④パンダ：のろのろしているから

⑤寝る時間

⑤家族・友達と過ごす時間

⑥考古学者

⑥パティシエ、イルミネーション設計

⑦患者さんが笑顔で過ごせ、元気を与えられるセラピ

⑦在宅に向けて何が患者様にとってのニーズであり、

スト、また在宅での生活が安心して過ごせるよう患

必要なことなのか幅広い視点をもって考えられるセ

者さんに寄り添い援助・介入していけるセラピスト

ラピストになりたいです。

三田校

⑧私は高齢者が多い地域で育ち、高齢者と関わること

になりたいです。
⑧挨拶と笑顔を大切に患者さんと関わっています。よ

が好きです。人との関わりにおいて、共に楽しい時

りよいセラピストになれるように勉強会などに参加

間を過ごせるように思いやりをもち常に笑顔で関わ

させてもらおうと思っていますのでよろしくお願い

っていけるように心がけています。まだ 1 年目で未

します。

熟な面はございますが、よろしくお願い致します。

①前根

①生駒

②鳥取生協病院

②鳥取生協病院

③YMCA 米子医療福祉専門学校

③YMCA 米子医療福祉専門学校

④かめ：のんびりしているから

④コアラ：気分屋な性格だから

⑤友達と遊ぶ時間

⑤ごはんを食べる時間

⑥カフェ店員

⑥保育士

⑦患者さん一人一人のことをよく知り、思いやりをも

⑦患者さん一人一人に寄り添い、今後の生活や人生が

ってその人らしく生活できるように援助できるセラ

その人らしく送れるよう患者さんと共に目標に向か

ピストになりたいです。

って努力していけるセラピストを目指したいです。

⑧自分との関わりの中で少しでも患者さんが笑顔にな

⑧常に広い視野をもって患者さんと関われるよう、勉

ってほしいと思っています。まだまだ未熟な面もあ

強会等に積極的に参加させて頂きたいと思っており

りますが宜しくお願いいたします。

ます。宜しくお願いします。

①西本

①橋本

②介護老人保健施設いなば幸朋苑

②渡辺病院

③松江総合医療専門学校

③玉野総合医療専門学校

④猫です。気分で自由に出かけるからです。

④キリン

⑤服など見る事が好きなので、買い物が楽しみです。

⑤友達と一緒に散歩やごはんに行くこと

⑥ネイリスト

⑥看護士

⑦対象者さまの気持ちを大切にしながら、一人一人に

⑦患者さんの笑顔を引き出すＯＴ

合った作業療法が提供できるようになりたいです。

⑧元気に、笑顔で患者さんと接するため一生懸命自分

⑧対象者さまの「生活の暮らし」を考えながら日々頑

の良さを引き出していきます。

張りたいと思います。
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①澤田

①小竹

②ウェルフェア北園渡辺病院

②ウェルフェア北園渡辺病院

③川崎リハビリテーション学院

③島根リハビリテーション学院

④さる 申年で高い所が好きだから

④クマ 容姿が似ているから

⑤ライブ、カラオケ、食べること

⑤休日に釣りをする時間

⑥学校の先生

⑥警察官

⑦患者さんにとって、自分自身が安心できる存在になれ

⑦対象者に寄り添って、その方の可能性を一緒になって

るようにしたい。患者さんにとって“今”が楽しいと

模索し、可能性に向けた挑戦を支援・援助出来る様な

思える様な空間を作りながら一緒にリハビリをして

作業療法士になりたい。
⑧これから一生懸命に頑張ります。よろしくお願い致し

いきたい。

ます。

⑧鳥取の温かい雰囲気が好きなので、岡山の学校から鳥
取に帰ってきました。よろしくお願いします。

①阿部

①佐藤

②ウェルフェア北園渡辺病院

②ウェルフェア北園渡辺病院

③島根リハビリテーション学院

③島根リハビリテーション学院

④あらいぐま 洗い物が好きだから

④猫

⑤夕食後の TV タイム、ライブ、旅行

⑤休日、ドライブ、買い物、ライブ

⑥音響さん

⑥看護師

⑦患者様や家族の方に寄り添い、一緒に前へ進んでいく

⑦患者様個々に合ったリハビリを提供でき、その人らし

ことが出来る OT になりたい。また患者様が願ってい

い生活を過ごせるように支援・援助出来る作業療法士

る事に、より近づける様な作業療法を提供できる OT

になりたい。

マイペース、猫みたいとよく言われるため

⑧笑顔で明るく、精一杯頑張ります。

になりたい。

よろしくお願い致します。

⑧沢山のことを吸収して、自分らしく頑張って行きたい
と思います。よろしくお願いします。

①福田

① 澤

②医療法人社団 尾崎病院

②医療法人社団 尾崎病院

③松江総合医療専門学校

③YMCA 米子医療福祉専門学校

④げっ歯類（前歯が 2 本出ているため。）

④ゾウ。大きくて包容力がある。

⑤寝る時間です。

⑤YouTube を見る時間

⑥管理栄養士（自分や家族を身体の中から管理できるた

⑥ゲームのプログラマー

め）

⑦患者さんを笑顔にできるＯＴ

⑦ご家族（または施設の方）、ご本人など様々な方の立

⑧学校で学んだ知識と臨床での経験を結びつけ、患者さ

場を考えながらリハビリを提供できるＯＴになりた

んにとって意味のあるリハビリを行っていきたいと

いです。

思います。また、様々な勉強会に参加し向上心を持っ

⑧初めて働き、その大変さを日々感じています。不安な

て作業療法士として成長できるように努力していき

ことがあるからこそ今のうちからいろいろな事を学

ます。

び、作業療法士として生きていきたいと思います。こ
れからよろしくお願いいたします。
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①遠藤

①松井

②医療法人 十字会 野島病院

②医療法人 十字会 野島病院

③姫路獨協大学

③YMCA 米子医療福祉専門学校

④ナマケモノ

④マイペースな性格なので猫だと思います。

理由）普段はのんびりしているが、いざという時はす

⑤お風呂の時間、洗濯物を干す時間

ぐに動くことができるのがナマケモノなので、自分も

⑥焼きたてのパンの香りが好きなのでパン屋になり

同じだと思うからです。

たかったです。

⑤寝ること、スマホでゲームをすること

⑦視野を広く持ち、他職種と協調して患者さまをサポ
ートできる OT になりたいです。

⑥数学の教師
⑦PT、OT という枠に捉われず、リハビリを提供できる
ようになりたいです。

⑧積極性を持って周囲のスタッフ、患者さまと関わっ
ていきたいと思います。

⑧新人で分からない事が多いですが、一つ一つ覚えてい
けるように頑張りたいです。
①大山

①瀧

②藤井政雄記念病院

②藤井政雄記念病院

③関西総合リハビリテーション専門学校

③YMCA 米子医療福祉専門学校

④犬。表情や気分が顔に出やすいとよく言われるから。

④猿：いつも動きまわっている

⑤家にいてのんびりする時間

⑤食事

⑥看護師

⑥保育士

⑦患者様に寄り添いながら笑顔で接していける OT にな

⑦対象者さんの思いを大切に頑張っていきたいと思

りたいです。

います。

⑧OT として出来ることを常に考えながら、今後も精一

⑧主役はいつも患者（対象者）さん

杯仕事をしていきたいと思います。よろしくお願いし
ます。
①藤原

①清山

②三朝温泉病院

②三朝温泉三喜苑

③YMCA 米子医療福祉専門学校

③YMCA 米子医療福祉専門学校

④コアラ：のんびりやだから

④猫：散歩が好きだから。

⑤友人と会うとき

⑤仕事終わりに運動する時間

⑥特になし

⑥和菓子職人

⑦気持ちに寄り添って共に考え、患者様らしさを

⑦誰からも信頼される明るい OT になりたいです。

活かせる OT

⑧笑顔を忘れず、多くのことを学び、それを生かして

⑧これから、いろいろ知識と経験を身につけ、患者様を
支えていけるように頑張ります。
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いくことができるように頑張って行きます。

①村上

①篠田

②大山リハビリテーション病院

②大山リハビリテーション病院

③YMCA 米子医療福祉専門学校

③YMCA 米子医療福祉専門学校

④犬です。真面目で主人に忠実なところが犬っぽいの

④顔など見た目は犬と言われますが、性格など中身は

ではないかと思います。

猫だといわれます。

⑤友達などと集まって飲んだり話をしたりすることで

⑤子供から一日の報告を聞く時間です。あとビールの

す。

一口目

⑥警察官になって市民のために働きたいと思っていま

⑥機械をかまう事が好きで速い車に憧れていたので車

した。

のメカニックになりたかったです。

⑦クライエントが困っていることを少しでも楽にでき

⑦リハビリテーションは決して楽なものではないです

るように、そしてクライエントがやりたいと思って

が、クライアントに「終わってみれば楽しいリハビ

いることを一つでも多く取り戻して対象者の生活に

リだった。」と感じて頂ける介入をしていきたいで

笑顔が増えるような関わりができる OT になりたい

す。

です。

⑧遠回りしましたがやっと作業療法士になれました。

⑧まだまだわからないことだらけですが、一つ一つ経

これまでゴールとしてきましたが、スタートである

験を自分のものにして、患者様と良い治療関係を築

と切り替えて豊富な人生経験を充分に活かして行き

けるように努力していきたいと思います。

たいと思います。

①池淵

①永栄

②米子病院

②米子病院

③YMCA 米子医療福祉専門学校

③松江総合医療専門学校

④ボーとしているのでナポレオンフィッシュ

④サル（賑やか）

⑤ボーと漫画を読む時間

⑤週末

⑥漁師

⑥生物学の研究者

⑦対象者の方と一緒に楽しめる OT

⑦より患者さんの利益になることが出来る。

⑧初心を忘れずに頑張ります

⑧よろしくお願いします。

①西村

①野々村

②米子病院

②博愛病院

③YMCA 米子医療福祉専門学校

③YMCA 米子医療福祉専門学校

④うさぎ ふわふわしているから

④熊

⑤お菓子を作るとき

⑤休日前日の夜

⑥保育士

⑥公務員

⑦明るくて元気な OT になりたい

⑦実力とユーモアのある OT

⑧よろしくお願いします。

⑧趣味でギターとベースをしています。またバンドも

友人に似ていると言われたので

したいと思い始めています。
勉強会も参加していこうと思っているのでよろしく
お願いします。
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①中尾

①常松

②博愛病院

②博愛病院

③吉備国際大学

③松江総合医療専門学校

④チンパンジー 顔が良く似ているから

④ナマケモノ 休日はたくさん寝るので

⑤仕事終わりの車内。休日

⑤甘いものを食べる時

⑥公務員

⑥特になし

⑦知識、技術、人間味のあふれる OT

⑦元気を与えられるような OT

⑧身体を動かすことが好きで、特に野球が好きです。臨

⑧趣味は神社仏閣＆カフェ巡りです。カフェがお好き

床に出てから間もないため、経験や知識、技術等至ら

な方がいらしたら、是非ご一緒できればと思いま

ない点が多いですが、勉強会等に積極的に参加しよう

す！あと、たまにヨガしています。

と考えているので宜しくお願いします。

よろしくお願いします！

①福田

①宮里

②介護老人保健施設おしどり荘

②介護老人保健施設はまかぜ

③松江総合医療専門学校

③YMCA 米子医療福祉専門学校

④ナマケモノ 理由は寝ることが好きな為。でも仕事で

④サル 動物占いで診断されたからです。

は、はきはきと動けるように頑張ります。

⑤マンガを読む時間

⑤ゆっくりと寝る時間を楽しみにしています。

⑥調理師

⑥花が好きなので、花屋さんで働いてみたかったです。

⑦対象者にとって、気をつかわずなんでも相談できる
ような OT になりたいです。

⑦患者様一人一人によりそって、以前好きだったこと、
またやってみたい事等、患者様の思いを叶えられるよ

⑧早く一人前になれるように勉強会や研修会にもどん

うな遊び心のある OT になりたいです。

どん積極的に参加していきたいと思います。よろし

⑧OT になることができたので、これからいろいろな事

くお願いします。

に挑戦して、
現場でも活かせれるように頑張っていき
たいと思います。宜しくお願いします。
①伊藤
②医療法人友紘会皆生温泉病院

編集後記

通所リハビリテーションゆうゆうの里

2016 年度診療報酬改定があり、バタバタとしたス

③YMCA 米子医療福祉専門学校

タートでした。なかなか厳しい世の中になってきた

④なまけもの

ものです。そんな中、今年度も新しい仲間を迎え入

性格の根底にあるものが怠け者気質な為

れることができました。ありがたいことです。

⑤食べたいものを、食べたい時に、食べたいだけ

会員の皆様には、広報部より原稿のお願をしてい

食べる時間

る方々がおられます。お忙しい中とは思いますが、

⑥農業人

なにとぞよろしくお願い致します。

⑦クライアントの思いをベースに、クライアントの暮

今年度も患者・利用者やそのご家族の方により添

らしを共に考え、支えていける様な OT

える関わりを実践していけたらいいです。

⑧色々な方と出会い、色々なお話をし、色々な事を学
んでいきたいと思います。
よろしくお願いします。
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