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　2007年３月まで東京士会のお世話になっておりま
した徳永千尋です。今回ご依頼があり、経験談など
を纏めてみます。
　昭和60年社医学を卒業し、免許を得てから随分と
年月が経ちました。その間、王子生協病院、社会医
学技術学院に奉職し、東京都士会の運営にも携わっ
てきました。平成４年から、監事、理事、事務局長、
副会長（平成９年６月まで）を歴任、２年間日本を
離れましたが、社医学の教員としてのキャリアを重
ねました。
　割と公的な事業に参画することを許され、北区機
能訓練事業（訪問事業含む）では30年以上、小金井
市介護認定審査会には2000年から現在に至るまで継
続しております。幸運にも北区からは区政功労表彰、
小金井市からは市政功労賞をいただき、現在も介護
認定審査会会長を拝命し微力ながら貢献しようとし
ております。作業療法士が、社会的に高い位置につ
けることもあるという事をお示しできれば良いのか
なと思っております。
　講師としては、他大学、専門学校での外来講師や、
あきる野市、杉並区、小金井市、東大和市、西東京
市などで、高齢者・地域在住の障害者の方々に対す
る理解を求める内容と作業療法士の「使い勝手の良
さ」を強くアピールしてきました。触法精神障害者
関連の研究協力なども経験して来ました。

　現在は、埼玉の日本医
療科学大学の教授として勤務。大学に異動してから
は、新設校のスタートから、教育・研究活動という
本来業務に加え、他の大学との連携協定や、地方自
治体との協定締結などの業務や、７年に一度、受審
義務のある第三者評価の報告書作成に関わり、現在
は、その第三者評価の委員及び団長として全国の大
学を評価する立場になりました。国士舘大学と城西
大学の２つの大学からは、外部評価員としてご依頼
を受け、大学の健全運営化への部分的な評価を担っ
ております。O T養成教育関連ではOT協会教育関
連審査委員会のWFOT教育水準審査に20年以上関
わり、リハビリテーション専門職である理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士の養成校が集う全国リハビ
リテーション学校協会の監事、リハビリテーション
教育評価機構の作業療法班班長も継続して取り組ん
でおります。

　東京に住み、都内での活動も行っておりますので、
未だ半分は「都士会会員」のような気持ちではおり
ますが、紙面の都合上この程度のご紹介に留めます。
昭和の終わりから平成の中期までの事で、お尋ねに
なりたいなどございましたら、どうぞご遠慮なくお
申し出下さい。ごきげんよう。
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第18回東京都作業療法学会の終了およびアンケート結果のご報告

　この度は第18回東京都作業療法学会へ多数のご参加・ご協力ありがとうございました。今学会の最終的な参
加登録申し込み人数は370名でした。

　今回も昨年に続きフルオンラインでの開催となりましたが、大きなトラブルなく学会を開催できたことを実
行委員一同感謝申し上げます。

　今年は東京都作業療法士会発足40周年という節目の年であり、かつ時代の潮流が大きく変化している中で、
それぞれのOTの前向きな取り組み、困難を乗り越える姿勢を取り上げたいと感じ「change・chance・
challenge」と学会テーマを設定しました。
　また、40周年記念企画ということで、三沢学会長により調整いただき、日本作業療法士協会３代目会長の寺
山久美子先生、４代目会長の杉原素子先生、東京都作業療法士会現会長の田中勇次郎先生による鼎談という形
で実現に至りました。東京都作業療法士会の歴史のみにとどまらず、日本における作業療法の「はじまり」か
ら、昔も今も変わらない先生方の作業療法士としての「核」、そして若い作業療法士への「エール」をいただ
けたことは、皆さんにとっての力となるでしょう。学会長講演では、作業療法を取り巻く環境や私達自身が持
つ課題について、具体的な解決方法を提示してくださいました。地域学会の良さでもある、顔の見える関係、
地域特性も踏まえた日々の取り組みの共有が大切であり、それには各々の積極的な情報発信と受信が重要であ
るということを再認識しました。今回のサブテーマである～作業療法のいま・これから～の輪郭がより明確に
なり、演題発表や公募企画も併せ、皆さんの明日からの臨床につながる内容になったと思います。
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アンケート結果

　皆様にご回答いただいた学会アンケートの結果を一部ご紹介します。（回答120件）

【参加者の経験年数】について
11-20年目が33％、１-３年目が27.5％、４-10年目が23.3％、20年目以上が11.7％、学生が4.2％でした。

【今後望ましい開催方法】について
オンライン・対面ハイブリッドが56.2％と最も多く、オンラインだからこそ参加しやすい方、当日参加でき
ない方もオンデマンド配信で視聴できる等のオンラインのメリットも感じられている結果でした。

【学会内容の満足度】について
総合的な満足度の項目では大変満足が43名、満足が60名、普通が14名、やや不満が３名でした。

　これから次年度の第19回作業療法学会を担当される区中央・区南部・島しょ部ブロックの皆様の準備がはじ
まることと思います。来年度の学会への期待と成功を祈りつつ、今回のアンケート結果・反省も含めて区中央・
区南部・島しょ部ブロックへバトンを渡したいと思います。
　以上で第18回作業療法学会の報告を終えさせていただきます。皆様ありがとうございました。

　最後に、今学会の準備は、初めての会議からリモート中心で、直接会ったことのない委員も多い中で都学会
の準備をすることへの不安も大きかったです。それは他の委員も同じだったと思います。リモートでの会議や
メールでのやりとりで進めることは、便利なところもありますが、慣れていないこともあり難しいところも多々
あり、最後の最後まで不安がありました。それでも何とか成功裏に終えることができ、私たち委員にとっても
３つのCを実行でき達成感と自信を得ることができました。また明日から新たなChallengeをしましょう。

実行委員長　粟沢　広之

お問い合わせ：第18回東京都作業療法学会 事務局occupational.therapy.tokyo@gmail.com
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事業部活動報告
事業部　部長　大舘　哲詩

　７月の都学会でも事業部の今までの活動を振り返った内容でお話しをさせていただく機会をいただきまし
た。私が関わるようになったこの数年においても様々な形で活動をしてきたのだと改めて思い返せる良い機会
になりました。当日聴講いただいた方、アーカイブで視聴いただいた方、ありがとうございました。少しでも
啓発活動への興味を持っていただければ幸いです。事業部では一緒に活動をしていく仲間を随時募集しており
ます。作業療法の魅力を一緒に伝えていきませんか？
　さて、学会での発表でもお話しした企画の一つ、オープンキャンパス企画を今年度も実施しております。高
校生たちが作業療法士を目指すきっかけのひとつとなり、背中を押せるようなサポートができればと思ってい
ます。今年度もオンラインや動画配信という形での協力となりました。本来の病院見学へつなげる形は今年度
も新型コロナの感染拡大のため断念せざるを得なかった状況なのが少し残念ではあります。次年度には限定的
にでも病院・施設の見学機会の提供を復活させられないかなと思案しています。
　また、このニュースが手元に届く頃には９月25日、作業療法の日も近くなっていることと思います。昨年度
配布したステッカーは使用していただけたでしょうか？もし、まだ手元にあるようでしたら、ぜひどこかに貼
り付けて作業療法をPRしてみてくださいね。

教育部からのお知らせ

現職者選択研修（老年期領域の作業療法）
１．日時：2022年11月６日（日）９：00～16：30（若⼲延長する場合あり）ZOOM接続開始８：45～
２．会場：ZOOMによる遠隔研修となります。各自、機材及び通信環境のご準備をお願いします。
３．講義名・講師

講義１　老年期の基礎知識 首都医校：髙橋章郎先生
講義２　老年期作業療法の治療的枠組み 社会医学技術学院：河野崇先生
講義３　地域生活の支援 帝京平成大学：宇佐美好洋先生
講義４　作業療法のトピックス 首都医校：太田萌先生

＊詳細は東京都作業療法士会ホームページにてご確認下さいませ。
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子ども委員会活動報告
子ども委員会・教育部　飛田　孝行

　「自分達で発信する企画をやりたい」教育部発達チームのメンバーから始まった思いは、子ども委員会と協
働し、都学会の公募企画で実現することになった。当日は40名以上の参加があり、「地域で働く発達OTのいま
とこれから」について主に３つの話題が取り上げられた。障害児支援から一般的子育て支援へOT活動の拡大、
現職発達OTに対する人材育成機会の需要、アウトリーチ型で支援できるスキルなどがあがった。発達支援の
現場で活動するOTが「今」求められている事は、同時に都士会の活動に求められている事と捉えられ、今後
の企画に大いに活かしていきたい。生活を支援するOTにとって、社会の変化を把握している事は「これから」
を考える上で重要であることを再認識した。近年、発達領域では、発達支援に関するリソースの拡大や特別支
援教育の広がりといった社会的状況が大きく変化している。それら変化を把握する上でOT同士の「情報共有」
が重要な意味を持つため、都士会が共有の場として機能することを充実させていきたい。
　自分たちの「やりたい」から始まった本企画は、準備も苦に感じず、当日まで待ち遠しくさえ感じた。発達
に関わるOTが都士会の活動を通じて得た「つながり」が形になった企画だった。職場以外のリンクが臨床現
場の作業療法士を支え、現状を共有し、これからの作業療法はどのように発展していくのか、少し先の未来を
あれやこれやと想像する、そんな場となっていた。１人では出来ない事も、仲間がいる事でできる事がある。
そして、その力は大きくなり時代を動かしていく、そんな期待で心躍らせている。

第18回東京都作業療法学会　地域包括ケア対策委員会企画報告

他職種から見た作業療法の強みとは？ 
～先駆的地域における作業療法の取り組みに学ぶ～

地域包括ケア対策委員　大内病院　古御門幸奈

　「作業療法士ってQOLを向上してくれる魔法使いかもしれない！！」「なんか楽しいんです、OTさんの記録
を読むのって」
　今回ご登壇いただいたのは、墨田区にある東京都リハビリテーション病院作業療法士の齋藤正洋さんと看護
師の渡邊則子さんです。区独自の事業である訪問リハビリサポート事業と在宅療養リハビリサポート事業につ
いて事例を交えてご説明いただき、作業療法の強みについて語っていただきました。
　数回の訪問介入で魔法のようにQOLを向上させた、介護予防的介入における本人への支援事例では、話を
丁寧に傾聴して強みや興味関心を活かしながら、身体機能評価に基づくホームワーク、屋外歩行や入浴方法の
助言、家族を巻き込んだベッドの導入など、本人の希望を明確にして支援する作業療法の強みを感じることが
できました。また、ケアの方法や環境調整を提案する介護者への支援事例では、トイレ動作自立に向けて作業
工程分析表を用い、通所先介護スタッフの教育、成果の可視化による本人スタッフ双方のモチベーション向上、
安全で繰り返し反復できる訓練環境の提供など、リハビリ全体をマネジメントする作業療法の強みを感じるこ
とができました。さらに病前や今の生活から生きてきたその人を捉えようとする作業療法の視点が、記録を読
むのを楽しくさせています。後日アフタートークセッションも行い、対象者が自分らしくいられる時間を作る
作業療法の強みを再確認しました。
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第18回東京都作業療法学会で発表しました 
：Change（変化）・Chance（チャンス）・
Challenge（挑戦） ３つのCへの取り組み

認知症の人と家族の生活支援委員会委員　東京医療学院大学　内田　達二

　７月にオンライン開催された東京都作業療法学会において、認知症の人と家族の生活支援委員会は『コロナ
禍でも見つけた【認知症×作業療法なこと】座談会』と題して発表の機会を得た。
　最初に野本潤矢先生（区立台東病院）から、「認知症カフェ」の運営に参画したことが、チャンスに挑戦し
たことであり、コロナ禍でも活動を変化させながら継続していることが重要と話された。
　次に村島久美子先生（桜新町アーバンクリニック）から、「<地域>行政への関わり」として、認知症在宅生
活サポートセンターの運営について報告があった。2020年に「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」が制
定されたことにより、認知症のある方々との関わりが重要になってきた（変化）。認知症のある方のよりよい
生活を再構築するため、行政と関わっていくような挑戦が今後も求められると話された。
　最後に竹原敦先生（群馬パース大学）から、研究者が論文を書き、実践者が研究を参考に実践をすること、
そういった過程が、現場の変革（変化）や挑戦につながり、OTとしてのチャンスになると話された。OT以外
の論文を読んでも、OTにつながる研究はされていて、それを参考にすることで、OT実践が広がる機会になる
と話された。
　３つのCに取り組む意義や目的を再認識させられる発表であった。

認知症にやさしい本の紹介　VOL.34
川崎市立教育委員会　川崎市立宮前図書館　館長　舟田　彰

いっしょにあるく
さく・え/　うえのみえこ　出版社／みらいパブリッシング

　今回は認知症当事者からの声を知ることができる絵本。まず、この本の冒頭「わたしはこれまでずうっとが
んばっていきてきました。」という一文に惹かれた。今までは自分で決定することができ、これからも自分の
意志で生きて行くことができると思っていたはずが…。自分でできることを一つのジグソーパズルのピースに
たとえ、整然と並んでいるピースが認知症によって外れて、不規則な模様になったり、ピースが外れたりする
絵が出てくる。「こんなはずじゃない。がんばってきた、わたし…‼」という一文は他人ごとではなく当事者
視線で見た時はそう思うだろうと感じた。『さらに「わたしのために」というやさしいことばで、あなたのた
めの「あんしん」と「あんぜん」でうめつくさないでください』という一文はハッとさせられた。確かに私自
信、認知症の方にこのような行動をとってしまったことを思い出した。自分の都合ではなく認知症の当事者の
声をしっかりと受け止めて欲しいことが綴られている。そして、当事者に向き合うばかりではきゅうくつにな
ってしまうから、同じものを横に並んで見たりすることもしてほしい。ここに書かれていることもごもっとも
と思う。最後に「だから　どうか　これからもいっしょにあるいてください。」という一文。これに尽きると
改めて思った。著者は認知症介護に携わる経験があるからこその一冊。「共に生きるとは」を振り返ることが
できた。
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保険部　Letter　～１-５年目が知っておくと良い保険制度やサービスの情報～

保険部部長　門脇　優

　作業療法士になってから様々なことを学んでいくと思います。その中で、保険制度やサービスの内容に関し
て、１～５年目くらいのセラピストが学んでいくと良い方法について、私の経験を踏まえながら記載したいと
思います。

１．各都道府県士会の研修会
　OT協会の生涯教育制度だけなく、他団体主催の保険制度やサービスに関する研修会情報も掲載されてい
る。現在はオンラインで受講できるものも多い。

２．リハビリテーションセミナー
　幅広い医学的な知識だけでなく、保険制度やサービスに関する専門的な内容に特化したものなど様々な情
報を得ることができる。都士会ニュースでも同封している会社もある。

３．学会
　日本作業療法学会や各都道府県の作業療法学会、各専門学会など多岐に渡って開催されている。学会に参
加されている方の発表の中でも多くの情報が得られる。

４．管理職向けの勉強会
　自身が管理職になるときはもちろん、管理される側としても上司がどのような視点で評価・業務管理をし
ているかを知ることは、とても重要である。職場によっては、職員研修の一環として組み込まれているとこ
ろもある。

　OTとして必要な研修と自分にとって興味があること・将来への投資になることを分けて学ぶのも１つ重要
だと思います。何がよいか迷う際には、近くの先輩セラピストに相談をしてみてはいかがでしょうか。

再案内）都士会ニュース７月号でご紹介いたしましたが再度案内させて頂きます。

福祉用具部から動画配信のお知らせ
（６月12日研修内容「メーカーさんから教わる選定ポイント」）

　６月12日に感染予防に配慮しながら福祉用具部主催の対面型研修「居室～玄関・アプローチ編」を開催致し
ました。メーカーさん９社（ホクメイ、モルテン、アロン化成、矢崎化工、パナソニック、シコク、モリトー、
新光産業、アサヒケアサポート）の方に、商品の説明、選定ポイントや実際の事例紹介と実機体験することで、
明日から現場で活用できる内容となりました。今回、「研修に参加したいが、感染のリスクから研修に参加で
きない。動画での配信が出来ないか？」などの問い合わせが多数ありました。福祉用具部で検討し研修内容の
ポイントを動画配信致します。

視聴の流れ
　tokyo.ot.yougu@gmail.comへ件名【動画視聴
希望】として①氏名　②協会会員番号を記載し
てメールを送る　→　会員情報を確認後PWを
お知らせします
　※視聴は、12月28日まで可能です。
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自動車運転と移動支援対策委員会 活動報告
自動車運転と移動支援対策委員会　委員

東京都リハビリテーション病院　作業療法科　天内　將広

　先日の第18回東京都作業療法学会に演者として参加し、「東京都内の運転支援に関する実態調査について：
アンケート調査を用いて」というテーマで発表いたしました。
　具体的な内容として、東京都内の運転支援の現状を明らかにすることを目的に日本作業療法士協会協会員に
対して実施した「自動車運転支援に関する全国調査」のデータを解析した内容です。結果として23施設から回
答があり、半分以上の施設でDSを取り入れていること、半分以下の施設でOTの実車評価の同行をできていな
いこと、提案経験がある代償手段として公共交通機関・自転車・シニアカー・電動車椅子等多岐にわたること
がわかりました。全国調査では、自転車やシニアカー・電動車椅子を提案する機会が１割にも満たず少ないの
ですが、東京都では、自転車やシニアカー、電動車椅子の提案が３割ほどあり、全国に比べて多い結果となり
ました。東京都では、シニアカーや電動車椅子への支援・対応を行っている地域も多く、利用しやすいことが
理由ではないかと考えられます。
　今後は、施設間で移動支援について情報交換することで、対象者の移動支援の充実を図る必要性があります。
また東京都から全国の施設へ、代替手段の活用方法や支援体制について情報共有を行い、全国的に支援体制を
整えられるよう取り組んで参りたいと思います。

就労支援委員会活動報告
～第18回東京都作業療法学会参加のご報告～

就労支援委員会　齊藤　陽子

　2022年７月10日（日）に開催された第18回 東京都作業療法学会にて、「就労支援に関わるOTの働き方－回
復期病院・就労移行支援事業所の就労支援とは－」と題し、就労支援委員会のメンバーである谷本佳代子さん

（医療法人社団KNI　北原リハビリテーション病院）と、扇浩幸さん（ワークステーションJade中野）より、
話題提供をさせて頂きました。当日は、それぞれの施設で行っている就労支援に関する取り組みの紹介だけで
なく、「どんな１日、どんな１週間を過ごしているのか？」「就労支援が必要なクライエントを何人担当してい
るのか？」「就労移行支援事業所において利用者さんが帰宅された後、OTは何をしているのか？」など、普段、
あまり知る機会のない就労支援に関わるOTの働く様子についても発表させて頂きました。当日ご参加頂いた
方に、就労支援の実際や、おもしろさ、やりがい感などが、少しでもお伝えできていれば嬉しいです。
　最後に、今年度就労支援委員会では、「オンライン就労支援事例検討会」を開催しています。就労支援委員
会のメンバーが事例をあげ、就労支援委員会のメンバ－同士で支援方法などについて検討をすすめます。事例
検討をお聞きいただく中で、就労支援の実際を知って頂く機会になればと思います。また、当日は「就労支援
に関する質問コーナー」も設けており、日々の支援で困っていることなどについて、一緒に考える時間も予定
しています。是非、ご興味のある方は、お気軽にご参加下さい！

【次回】
日　　程：12月７日（水）19：00～20：30
方　　法：オンライン（ZOOM）
お申込み： QRコード（もしくは、東京都作業療法士会ホームページ＞会員の方へ＞講演会・

研修会・学会情報より）
※今年度最後の開催となります！
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　都士会では、障がいのある方や都民、都士会員を主な対象として災害対策を行っています。今回は、発達障
がいのあるお子さんを対象とした災害対策の考え方に関して記載したので、是非ご一読ください。

OTが関わる災害対策Vol７
～発達障がいのあるお子さんの合理的配慮を伴う防災教育や避難訓練～

保険部　住田多恵子

　近年、日本において、毎年のように自然災害があり、高齢者や障がい者に対しても大きな被害をもたらして
います。そのような被害を小さくする為に、発達障がいのあるお子さんにも合理的配慮を伴う防災教育・避難
訓練の取り組みが必要になってきます。
１） 合理的配慮を行う際のポイント：発達障がいのあるお子さんは、急な予定の変更、臨機応変な対応、初め
ての状況に適応する事、今まで一度もした事がない行動を取る事が苦手な傾向があります。このような特
性のあるお子さんが、分かりやすく学べる教育を行う必要があります。従来の「緊急時に臨機応変に対応
できるスキルを身につけさせる」といった方法より、「緊急時に必要となる行動（身を守る、助けを呼ぶ
など）を日常的な行動として慣れてもらう」という考え方で取り組んでいく方が適応しやすくなります。
　緊急時にとるべき行動でよく「地震が起きたら机の下に移動して身を守りましょう」と教わります。こ
れも、この行動を取る理由を伝えておく必要があります。理由がわからなければ、特性により言葉を文字
通りに受け取りやすいお子さんが、地震発生時に安全な広場にいたのに、教わったとおり机の下に隠れる
ため危険な屋内に入り、かえって危険な状況を招く事もあります。避難訓練の際によく教わる「おかしも」
は「押さない」「駆けない」「しゃべらない」「戻らない」という意味ですが、どう行動すればいいか分か
りにくい表現でもあります。例えば「避難中は『しゃべらない』」と教えられたお子さんは、声を出して
はいけないと思い、実際の場面で助けを求められなくなるお子さんもいます。なので、必ずその理由もセ
ットで学んでもらう必要があります。

２） 事前の説明と学習：発達障害のあるお子さんは見通しの立たない状況に不安を覚えやすい傾向にあります。
避難訓練を行う際は、事前の十分な説明（いつ、どこで、誰が、どんな目的で何をするか）、予定の提示
などをしたほうが良いでしょう。暗黙の了解ではなく、丁寧な説明をする事で理解や適応を促しやすくな
ります。

３） 避難訓練の際は避難経路がわかるように「経路に矢印や色紙等を貼って通路を明確にする」などの視覚支
援を行う事も有効です。

４） 提示する情報を規則的に伝える事（構造化）も理解を助ける有効な方法です。学習を①事前学習（手がか
りの提示）、②視覚的・体験的学習（知識を行動に移す）、③振り返り（学習を振り返りながら自由な会話
で広げる）という三段階に分けてみます。扱う話題が「落下する家具から身を守る方法」であれば「家具
が落ちてくる」よりどのような問題が発生するかを考え、「落下物にあたって怪我をする」という問題に
ついてどうすればいいかを考え、「座布団などで頭を守る」といった対策を引き出していき、学習につな
げていきます。

５） 非日常な事は一度は体験しておく事も大切です。体験を通していざという時の恐怖心の軽減に繋がります。

　取り組みの一部をご紹介しました。一つの課題として、「誰が教育を行うか」という点があります。障がい
のあるお子さんへの指導は時間やさまざまな配慮が必要な為、ご家庭だけで取り組みには限界があります。合
理的配慮を伴う安全教育の方法を幅広く普及させ、知識やスキルを持つ人を増やしていく事も今後の課題とな
ります。

参考文献；宮田恵美子：障がいのある子の安全教育と対策　防災・防犯・交通安全・事故予防．晃洋書房、京都、2022．
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区中央部・南部・島嶼部ブロック（港区、千代田区、文京区、台東区、中央区、品川区、大田区、島し
ょ部）

　松本　宗一郎
　区中央部・南部ブロックでは、今年度もさまざまな研修会を予定しております。第１弾に関しては、「当事
者とその家族の語りから学ぶ社会復帰までの道のり」といった内容で、７月に開催させていただきました。ご
参加いただきました皆さま、ありがとうございました。
　今後もオンラインの研修会を中心に、「卒後教育」や「パラスポーツ」などをテーマに、研修会を企画して
いく予定としておりますので、区中央部・南部ブロックの皆さまをはじめ、多くの方にご参加いただきたいと
思っております。詳細が決まり次第、都士会のホームページ上などで発信させていただきたいと思っておりま
すので、ご確認いただけましたら幸いです。
　また、区中央部・南部ブロックではブロック活動を一緒に取り組んでいただける方を募集しております。ブ
ロック活動に興味がある方がいらっしゃいましたら、こちらのアドレスまでご連絡ください！
　連絡先：ku.chuou.nanbu.ot@gmail.com

西部西南部ブロック（新宿区、中野区、杉並区、目黒区、渋谷区、世田谷区）
春口　麻衣

　皆さまこんにちは。６月から西部西南部ブロックのブロック長を拝命しました、目黒区役所に勤務しており
ます春口と申します。これからどうぞよろしくお願いいたします。私は西部西南部ブロックと地域包括ケア対
策委員会にて、約８年活動しています。この４月から行政の職員になり、地域の介護予防をOTとして支援す
べく活動しています。
　OTが対象者と関われるのは、その方の長い人生の中の、ほんの短い間だと思います。でもその短い間にで
きる支援をいちばん有効な形で提供したい。病院施設から在宅など、環境や利用する保険が変わっても連続し
た支援ができることはその方にとってとてもメリットがあると思います。そのためには、私たちOTが所属を
超えた繋がりを持つことがとても役立つと考えています。みなさんは自分の周りに他に活躍しているOTがい
ることを知っていますか？ブロックの活動はそんな所属を超えたOT同士の繋がりや情報交換の場になり、そ
の繋がりは日々の支援にも役立ちますよ。ということで、皆さん、一緒にブロックで活動しませんか？ご興味
のある方は、西部西南部ブロックまでご連絡ください。お待ちしています！
　西部西南部ブロック：seibuseinanbu.ot@gmail.com

区西北部ブロック（練馬区、板橋区、北区、豊島区）
三前　有理

　私は回復期病院と訪問リハ、青年海外協力隊の経験を経て、現在は障害福祉領域の『脳卒中専門の就労移行
支援事業所』と『就労継続支援 B型事業所』で働き、障害をもつ方のはたらくを通した社会参加を支援してい
ます。仕事では、利用者の作業の環境調整、代償手段の獲得、精神面への支援、職場の環境調整、地域との連
携を行っています。まだまだ作業療法士が少ない領域ですが、今まさに専門性が求められており、私は作業療
法士の専門性が発揮できるフィールドだと可能性とやりがいを感じています。都士会の区西北西部のブロック
で活動させて頂く中で、作業療法の専門性の向上に貢献しつつ、医療と福祉を繋げる役割を担っていきたいです。

ブロック活動のお知らせ



東京都作業療法士会ニュース2022.9 206

11

　区西北部ブロックでは６月に「生涯教育制度について」７月に「MTDLP基礎研修会」を開催しました。７
月よりブロック長も交代し新体制での運営を進めて参ります。引き続き会員の皆様に興味の持てる企画・運営
を継続していきたいと思います。

区東部東北部ブロック（墨田区、江戸川区、江東区、足立区、葛飾区、荒川区）
坂　直樹

　５月20日に中高生の職業観育成活動の一環として、中学生が働く大人の方を訪問、インタビューする「ジョ
ブtavi」という企画があり、作業療法士として協力させていただきました。当日は新型コロナウイルス感染拡
大の影響があり、オンラインにて豊岡中学校10名の生徒のインタビューを対応させていただきました。
　インタビューの内容は、「この仕事を選んだきっかけ」「社会人になるまでやっておくべきこと」「学校での
学びと仕事の繋がり」など、改めて考えると難しい内容ばかりで、答えを考える過程は、初心にかえり自分の
仕事、働き方を見つめ直す良いきっかけとなりました。インタビュー当日は生徒自身の自己紹介があり、趣味
や将来の夢など教えてもらいました。作業療法士を聞いたことある、知っている生徒は半分くらいでしたが、
作業療法士になりたい方はなんと一人もいませんでした…（ゲーム関係に関心がある生徒が多いようです）心
が折れそうになりましたが、精一杯作業療法のやりがい、魅力を伝えてきました。普段関わらない中学生との
対話は、私自身も貴重な経験となりました。

北多摩ブロック（武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、小金井市、府中市、清瀬市、東久留米市、西東
京市、東村山市、小平市、国分寺市、国立市、立川市、昭島市、東大和市、武蔵村山市）

有賀　正亮
　北多摩ブロックの広報活動を担当している有賀正亮と申します。北多摩ブロックではブロック内外の作業療
法士がつどい、語り合うことができる“ツドイノバ”を、２ヶ月に一度開催しています。それを今回は夏の特
別企画として７、８月の２ヶ月連続で行いました。毎回参加や都合の良い時のみなど、それぞれの都合に合わ
せた参加が可能であり、最近では顔馴染みの関係が増えてきたこともあり、参加者同士のつながりがより強く
なってきているように感じます。また９月末には勉強会を予定しています。今回も様々な分野で活躍されてい
る作業療法士に限らず、学生さんも参加の対象とさせて頂きました。どなたにとっても有益で明日からの活力
につながる内容となっていますので、是非ご参加下さい。
　最後に、北多摩ブロックでは私たちと一緒にブロック活動を盛り上げてくれる方を募集しています。ブロッ
ク員は皆優しく、お酒が好きな明るいメンバーがたくさんいます！　興味がある方はot.kitatama@gmail.com 
まで連絡をお願い致します。

西多摩・南多摩ブロック（瑞穂町、福生市、羽村市、あきる野市、⻘梅市、日の出町、奥多摩町、桧原村、
八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市） 

今泉　幸子
　西多摩・南多摩ブロックは、本年、都学会運営に注力する年となりましたので、下半期は大きな取り組みは
行わない予定ですが、都学会をきっかけに育まれた人とのつながりを活かして、引き続きブロック内で繋がれ
る活動に取り組んでいきたいと思っております。
　☆ブロック活動へのご意見・ご要望・ご質問はこちらまで　⇒　swtamaot@gmail.com
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▪東京都作業療法士会　事務局
　〒160―0022　東京都新宿区新宿５－４－１　新宿Qフラットビル501号室
　　　　　　　TEL：03―6380―4681　　FAX：03―6380―4684
　　　　　　　◆東京都作業療法士会ホームページ　　　http://tokyo-ot.com/
　　　　　　　◆東京都作業療法士会ホームページ窓口　postmaster@tokyo-ot.com
　※お詫びとお願い：現在事務局での電話対応が困難な状況にあります。
　　　　　　　　　　　ご質問・ご連絡は、FAX・メールにてお願いいたします。

※ニュースに掲載されている写真は、ご本人の同意を得たうえで掲載しています。

　皆様、いかがお過ごしでしょうか。都学会や総会などが終わり、都士会としては活動がひと段落し
た時期でしょうか。しかし秋は学会シーズンで何かとお忙しい方も多いかと思います。広報部としても
OTOの作成に向けてそろそろ本腰を入れる時期となってきました。また、これまでと違ったOTの広報
の在り方を考えていきたいと思っているところです。これは福祉用具部、事業部、教育部など部横断
的に取り組んでいければな、考えているところですので、皆様、ご協力よろしくお願い申し上げます。
一年前の今頃は第５波がようやく落ち着き始めた頃でした。今年はまたどうなることでしょうか。いず
れにしても大切な人守るため、ご自愛ください。 広報部部長　水口寛子

編 集 後 記

サッカースタジアムでの作業療法支援　～Jリーグ百年構想クラブとの協働～

事務局長　中里　武史

　７月31日（日） 味の素スタジアムAGFフィールド（調布市）にて開催された。
　クリアソン新宿 主催試合JFL第18節 vs東京武蔵野フットボールクラブの試合会場の一画にて来場者を対象
とした「オリジナル応援グッズづくり体験」を東京都作業療法士会として企画参加してきました。
　クリアソン新宿が使用した過去のコレオやマッチデープログラムといった紙材を再利用することでSDGsに
も協力し、子どもたちには自由に絵を描いたりシールを貼ったりしてもらいながら声を出さなくても応援でき
る「自分だけの応援ハリセン」をつくりました。
　そもそも今回の企画に至るきっかけは東京都作業療法士会のTwitterでした。クリアソン新宿のJFL昇格を
何気なくつぶやいたことからSNSでつながり、「新宿やスタジアムを盛り上げるために一緒にできることはな
いか？」とお話させていただく中で、今回１つの取り組みにつなげることができました。
　作業療法士とスポーツのかかわりは、競技者に限らず、観戦する人や支える人も対象になります。スポーツ
をより身近に、スポーツで日常が豊かになるように、スタジアムでみんなが楽しめるように、今回参加してみ
て作業療法とスポーツにはたくさんの可能性があるのだということが実感できました。また、JFL所属のJリ
ーグ百年構想クラブという新しい接点との中で
協働できたことも大きな経験になりました。こ
れからも地域の中のいろんな人たちとの「出会
い」、「つながり」を大事にしながら作業療法士
にできる地域支援や社会貢献を模索していきた
いと思います。


