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第 21 回 日本作業療法教育学術集会が盛大に開催されました
秋に差し掛かった 10 月初旬,杜の都仙台にて第 21 回日本作業療法教育学術集会が開催されました.今回のテ
ーマは,「新しい時代の作業療法士養成を目指した教育」です.例年に比べ,参加者人数も多く 77 名の参加でした.
講演では,日本作業療法士協会より中村春基会長,陣内教育部長に来ていただきました.特別講演では,吉川ひろ
み先生にもご講演していただきました.シンポジウムでは,教育の現場での取り組みということで,藤井先生,上
遠野先生,東川先生に話題提供をしていただきました.ワークショップでは,酒井先生を中心に「作業療法士のコ
ンピテンシー」について昨年同様盛り上がりを見せました.また,発表演題数も 15 題と多く,急遽企画の段階で,
宮前会長からご提案により,一部の演題を「フラッシュトーク」形式での発表を行い,大盛況でした.学術集会の
最大のイベントといっても過言ではない「飲みニケーション」の場として,会場から 10 秒のステーションキャ
ンパス内でおいしい料理とおいしい日本酒に囲まれながらの情報交換会を行いました.

（会場の東北福祉大学のステーションキャンパス）

（学術集会の会場の様子）
1

日本作業療法教育研究会ニュース

NO.62

2016.11.15.発行

（フラッシュトークでの一場面：発表時間 2 分 30 秒のあと,興味ある発表についてはポスターにて）

（シンポジウムでの一コマ：藤井氏 上遠野氏 東川氏

司会は紀國谷氏）

（ワークショップでの一コマ：各分野に分かれてコンピテンシーの作成）
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第 21 回 日本作業教育学術集会を終えて
学術集会 実行委員長（研究会理事）
佐藤善久
10 月 1，2 日に仙台で開催された本学術集会には多数の

導者としての立場で東川先生にお話とご提言を頂きました.

皆様にお越しいただき心から感謝申し上げます.本研究会の

また,ワークショップでは昨年に引き続き酒井先生を中心に

理事に就任する以前から本学術集会のテーマはとても興味

作業療法士のコンピテンシーを考える機会をご提供頂きま

深く,内容も濃い会と感じていましたが,参加者が少ないことを

した.実践家のコンピテンシーについて石黒先生よりご紹介

聞いてとても残念に思っていました.今回の学術集会では先

いただいた上でのワークショップでは時間が足りなくなるほ

ずは多くの教育に関心のある方々にお集まりいただき,議論と

どの活発な議論がなされました.さらに今回の演題発表でも

懇親・交流できる場を提供したいと考えて企画しました.多く

予想を超える数の演題応募があったことから,口述発表とポ

の方々のご支援のお蔭で今回の学術集会には 77 名（講師

スター発表に会場を分けて発表することなり,全発表をお聞

10 名（うち 9 名が会員）を含む）の方々にご参加いただき,会

きになりたかった方々にはご迷惑をおかけしました.しかし,怪

員発表も 15 演題と過去最大の演題数となり,担当者としては

我の功名かポスター発表ではフラッシュトークという新たな

ほっと胸を撫で下ろしたところでした.ご協力を頂きました

形式を導入したことで,ポスターの内容を全体的に把握した

方々には心より感謝申し上げます.

上で議論ができこともとても印象に残りました.演題内容に関

今回は「新しい時代の作業療法士養成を目指した教育」

しても教育方法や臨床教育,学生の課題,コミュニケーション,

をテーマとし,世界や日本の作業療法士が目指すべきところ

実践家の育成などどれも興味深いものでした.

や指定規則の改訂の方向性など OT 教育について日本作

学術集会後のアンケートにも参加された過半数以上の方

業療法士協会の中村会長と陣内教育部長に大局的な視点

にご回答を頂き,感謝申し上げます.各企画内容に関しては,

でご講演を頂き,先を見据えた教育を考える上でとても示唆

多くの方々にとても満足したとのコメントを頂きましたが,会場

に富むお話を頂きました.また,中村会長には大変お忙しい身

や時間の制約からもう少し時間が欲しいなどのコメントもあり,

であるにも関わらず,学術集会の終わりまでご同席いただき,

次年度の課題にしたいと考えています.また,次年度以降の学

本会の意義を実感され,OT 協会との連携の必要性を話され

術集会や本会への要望について,次年度も中村会長のご講

ていたことはとても印象的でした.作業に関する特別講演で

演や WFOT の教育基準,指定規則の改訂に関することをトピ

は吉川ひろみ先生に作業の捉え方,位置付けを改めて整理

ックとして取り上げてほしいとの要望があった他,本会が日本

して頂き,作業科学や MDTLP 等の作業ベースの視点や介

作業療法士協会との強い連携のもとで教育のあり方を検討

入の基盤をお伝え頂きました.シンポジウムでは臨床教育と

してほしいなどたくさんのご意見をお寄せ頂き,今後の活動

いう学内教育から実践家への橋渡しとなる重要な教育の場

に反映させていきたいと思います.また,ありがたいことに運営

での取り組みや考え方について大学の立場で藤井先生に,

に関するコメントは暖かい言葉が多く,本会の理事をはじめ,

専門学科校の取り組みとして上遠野先生に,そして臨床の指

運営にあたった東北福祉大学の教員としても疲れが一気に
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吹き飛ぶ思いがしました.

来年度は,東京での開催を予定していますが,さらに多くの

本会を開催するにあたり,今回の会場を無償でご提供頂き

方々にご参加をいただき養成教育のみならず実践家の人

ました東北福祉大学には心より感謝いたします.また,懇親会

材育成までの幅の広い議論がなされる学術集会になること

時に食育を標榜する学食でもある「ふるさと」の皆様の心の

を願っています.改めてご参加いただきました皆様,ご協力を

こもった料理の数々で 50 名近い参加者が仙台の味を堪能

頂きました皆様には心より感謝申し上げます.また,来年東京

しながらの懇親できたことにも感謝したいと思っています.

でお会いしましょう.

（宮前会長・中村日本作業療法士協会会長を囲んで）
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懇親会では,日本酒やビールなどが起爆剤となり,日ごろの教育の悩みや教育論についていろいろな先生とつなが
りを持ちました.料理もおいしかったです.

（東川監事の最後の大仕事 司会ご苦労様でした）

（日頃の教育について情報交換しています）

ご退任の理事・監事
藤原理事、島本理事、小川理事、東川監事
6 年間ご苦労様でした。

（総会での様子）
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第 21 回日本作業療法教育学術集会に参加して
社会福祉法人恩賜財団 済生会奈良病院 松本 吉史

今回,「新たな時代の作業療法士養成を目指した教育」

の活用なども,実習中の学生指導や卒後の新人教育にも

というテーマのもと,東北福祉大学で行われた第 21 回日

活用出来ると思いました.

本作業療法教育学術集会に参加しました.私がこの学会

懇親会では,初めてお会いする先生方が多い中,お酒の

に参加したきっかけは,酒井ひとみ先生に相談したこと

力をかりて緊張感を減らし,また先生方からも気さくに

がきっかけでした.現場では,日本作業療法士協会に入会

話しかけて頂けたことでリラックスして,有意義な時間

せずにリハビリを行う職員や,身体機能面にばかり焦点

を過ごすことが出来ました.今後の作業療法について熱

が当たってしまう職員もいる中,常々から「作業」を基盤

い思いを持たれた先生方ばかりで,良い刺激になりまし

とした作業療法部の構築に悩んでいました.そのような

た.中でも,永井洋一先生とは名酒を片手に色々とご教授

折,『絶対に勉強になるから』と今学術集会を紹介して下

して頂けました.私の発表内容から,養成校の学生のこと,

さり,参加してみることにしました.

卒後の新人教育,今後の作業療法のあり方・・・.なかなか

実際に参加してみると,教員経験の無い私にとって,養

聴くことが出来ない貴重なお話しばかりで,とても嬉し

成校側からみた学生の特徴や指導方法などは,大きな気

く,有り難いものでした.最終日に行われたコンピテンシ

付きの場となりました.吉川ひろみ先生の作業療法教育

ーについての各領域に分かれたディスカッションでは,

のお話では,「意味ある作業」
「外を見る人は夢を見る」

種々な意見が出る中,「こんな職場であったらなあ」と感

「内を見る人は目覚める」と,自分のストーリーを知識に

じずにはいられませんでした.

することには何やら心が熱くなりました.これは私が分

今回の学術集会に参加し,悩みが解決したわけではあ

かったつもりでいた言葉や内容が,経験を経て聴くこと

りませんが,私にとっては多くの知識と気付き,そして
「元

で,実は更に深い意味があり,そのことに気付かされたこ

気」を頂けました.これを励みに,今後も「意味ある作業」

とが関係していたのかもしれません.後でお願いして頂

を実践することで,患者が「元気」になれる,そんな作業療

いた PowerPoint 資料は,職場の教育プログラムの一つと

法部になれるように,邁進していこうと思いました. 最

して活用させて頂く予定です.紀國谷恵子先生の実習で

後にお忙しい中,素晴らしい学術集会を企画,運営して頂

学んだ学生の認識変化や西井正樹先生のルーブリック

いた実行委員の諸先生方にお礼を申し上げます.

第 21 回

日本作業療法教育学術集会に参加した感想
山形医療技術専門学校 作業療法学科 太田健次

13 年前に養成校の教員となり,同時に日本作

加いたしました.日頃より,学生に対しては,医療

業療法教育研究会に入会しましたが,これまで

人としての資質向上のための指導や臨床実習に

参加する機会がなく,今回初めて学術集会に参

対応できるための技術,また国家試験合格のた
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めの知識を授業のなかで意識しながら教授して

ベーションを確認した上で個別に対応し指導す

きましたが,立ち止まって自分自身のやり方や

る.その方法としてクリニカル・クラークシップ

学科のシステムを見つめ直してみると,果たし

（ＣＣＳ）を導入して,患者のプロフィールから

て現状の教育方法で十分対応できているのか疑

環境,初期評価内容,問題点,目標,プログラムを開

問が生じたことが参加のきっかけとなりました.

示し学生の理解を深めると同時に経験値を増や

今回,学術集会に参加して感じたことは,作業療

しているという内容でした.多忙な業務の中,こ

法士養成校の現状と今後の変遷について知るこ

れまで言われてきた臨床実習の問題点を考え,

とででき,現在の養成教育の問題点や作業療法

学生に合わせ,丁寧で,分かりやすく,何よりも学

士に求められていることも理解できた学術集会

生の取り組む姿勢（考え方）を分析し関わって

であったと思います.

いく方法は,「学生を評価する」というより「分

その中でも,陣内大輔教育部々長から WFOT

からないことを分かるように,できないことを

作業療法士の教育最低基準「未来の作業療法士

できるようにして,臨床に送り出す＝学生を育

教育最低基準の改定として規則の見直しの方向

てる」教育の基本を実践されていることに感銘

性」として作業療法士養成校の現状と近い将来

いたしました.

の課題を提示されていましたが,本学科では 10

最後に,臨床実習における学生に対する具体

年以上カリキュラムと教育体制の改正はほとん

的な判定基準が示されていなかったため,専門

どしなかったため, 教 育基準をはじめとする

領域や臨床実習指導者によって学生の評定に差

様々な部分において時代の流れに対応できてい

が生じていましたが,「作業療法士のためのコン

ないことに気づかされました.学術集会で得た

ピテンシーを基盤とした臨床実習の評価」の研

知識は,早速,学内会議の中で臨床実習要綱の見

究が進められ,実用化の見通しが立ち,具体的な

直しやプレテスト内容の変更などを検討する資

実習評価基準ができることは,長年の課題の改

料として使わせて頂いています.

善に結びつく画期的な内容であると思いました.

また,シンポジウム「臨床教育における取組と

今回の学術集会は,私にとって新たな情報が多

課題」として東川哲朗氏から「臨床の場」からの

く,2 日間で情報を整理し理解するまで至らなか

発表がありました.冒頭に「作業療法士は対象者

ったため,これからも資料を読み返すことで理

に合わせて個別に評価し治療（介入）を行って

解し教育に役立てて行きたいとと考えておりま

いるが,実習生に対する指導方法（介入）につい

す.

ては,個別対応ができているのだろうか.」と述べ
てから,金沢脳神経外科病院の取り組みとして,
学生に対して「どの様な実習をしたいと思って
いるか」を聞くことで学生の実習に対するモチ
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学術集会終了後,総会が行われ作業療法教育研究会の新たな体制が決定しました.
① 名前（担当）
② 所属
③ 理事の抱負
① 宮前珠子 （ 会長 ）
② 聖隷クリストファー大学
③ ２期目になります．何年か学術集会への参加者が極端に少ない時期があ
りました．昨年度はこの研究会の今後の展望を考える会を開催し,その結
果に基づいて改革を図ってきました．これからの OT の盛衰は教育にか
かっていると言っても過言ではありません．今年度は機関誌を複数回発
行して学術雑誌としての価値を高め,またニュース配信を電子化・迅速化
するなど今後を展望しつつ運営を進めたいと思います．

① 佐藤善久 （ 副会長 学術集会担当 ）
② 東北福祉大学
③

理事としてまた副会長として 2 期目を務めさせていただきます.私は,

理事として教育に関する情報交流の場である学術集会の充実と日本作業
療法士会の連携や WFOT の教育に関する情報発信等に努めていきたいと
思っています.時代の変化に柔軟に対応できる人材の育成が私の教育上の
目標です.ご協力よろしくお願いいたします.

①

古山千佳子 （

事務局

）

②

県立広島大学

③

昨年,初めてティーチングポートフォリオを作成し,自らの教育理念を

振り返る機会を持ちました.作業療法教育に携わって約 20 年.今まで,いか
に自分が作業療法教育に対して関心を持たず,責任を果たしてこなかった
かということに気づかされました..作業療法教育の発展のために微力なが
ら貢献したいと思っています.
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① 酒井ひとみ

（ 学術集会担当 コンピテンシーWG）

② 関西福祉科学大学
③ ２期目です．1 期目から作業療法士のコンピテンシーについて取り組ん
でいます．有り難いことに,有志によるワーキンググループのメンバーも
徐々に増えてきました．今期は,臨地の作業療法士の方々にも会に関わっ
ていただけるような企画を盛り込んでいきたいです．世界の OT 教育の
動向を見据えながら,日本の状況に適合したコンピテンシーを創りあげ
ていきましょう．

①

籔脇健司 （ ホームページ・ニュース担当 ）

②

吉備国際大学

③

これまで作業療法士を養成する大学教育に 15 年近く関わり,作業療法の

専門性や社会での認知度を高めるためには,何よりも教育の現場から変わら
なければいけないことを強く実感しております。自分自身が勉強不足で今後
も多くのことを学ぶ必要がある立場ではありますが,その中でも研究会の理
事として,作業療法教育の発展に微力ながら貢献していきたいと考えており
ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
①

小林幸治 （ 機関紙 学術集会担当 ）

②

目白大学

③

今回,新たに理事となった目白大学の小林幸治です．若い OT たちが,診療
報酬制度が厳しくなり,その制約の中で対象者に何ができるのか自信を失っ
ている．学校や臨床実習で作業遂行支援の仕方を習った事がない,そうした声
を聞きます．私は,臨床参加型実習の普及,学内で実習につながる教育の実現,
実習指導者が作業療法士を育てる指導法を習得する，こうした本来的な作業
療法士の教育に取り組んでいます．ご一緒に考え,行動しましょう．

① 西井正樹 （ニュース 機関紙担当 ）
② 白鳳短期大学
③ 今回で理事 3 期目に入ります.今回からニュースと機関紙を担当します.今年
から職場が変わり,新設校に赴任いたしました.学生のパフォーマンス評価は,
全てルーブリックにて取り組んでいます.できるかぎり学生にわかりやすく
「できていること」
「できていないこと」を伝える工夫を共有できればと思い
ます.
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① 永井 洋一 （ 監事 ）
② 新潟医療福祉大学
③ 2 期目の監事をお引き受けすることになりました．1 期目は東川先生
のおかげで大過なく過ごすことができました．2 期目はもう少し自立
度を向上させて仕事に臨みたいと考えております．昨年度から少しず
つ研究大会への参加者も増え，会員数も微増しておりますので，研究
会の活動の活性化に何らかのお手伝いができるように努力いたしま
す．OT 実習生の評価や Active Learning の手法を用いた授業など，
やるべきことは多いと思いますが，虻蜂取らずにならぬよう注意しな
がら前進しましょう．

① 古川宏 （ 監事 ）
② なし（神戸大学名誉教授・神戸学院大学名誉教授）
③

新たに監事に就任いたします。50 年間一緒に作業療法に関与してき
た同級生の宮前先生の依頼と私自身の最近の作業療法を取り巻く環境
に対する危機感から引き受けました。当研究会が本来の目的である作
業療法の学問的追及および教授法の研究と実践的な体験レッスンは重
要です。しかし厚生労働大臣の文書にある通り、介護人材不足を補う介
護専門職として作業療法を強く期待しています。カリキュラムに介護
福祉士指定カリキュラムを義務図けられる恐れがあります。OT 協会と
協調して対処する視点も加えてほしいと思います。

「作業療法教育研究」投稿原稿募集のお知らせ
日本作業療法教育研究会では，機関誌「作業療法教育研究」の発刊を年 1 回行っています．広く会
員の皆様からの論文の投稿をお待ちしております．機関誌にあります投稿規程をご覧いただき，規
定に沿って準備し事務局あてにお送りください．ご不明な点などございましたら，研究会事務局ま
でお問い合わせください．なお，査読は受付日順に行います．原稿受理日によっては，次号の掲載
になることもありますので，あらかじめご了承ください．
（ホームページ http://www.joted.com）
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会員募集のお知らせ
作業療法教育研究会では，会員を募集しています．
この会は，教育現場における様々な問題を解決・提起していく研究会です．年に 1 回の学術集会・学術誌
の発刊や年 3 回のニュース発行が主な活動です．教員同士の横のつながりを大切に日々の教育におけ
る悩みを解決していきましょう．入会をお待ちしております．
入会金：1000 円
年会費：3000 円
学術大会：平成 29 年度 10 月開催（未定）
現在会員数：220 名 賛助会員： 2
振込口座 郵便振替 01320-2-58224 日本作業療法教育研究会
問い合わせ先
事務局 〒723-0053 広島県三原市学園町 1-1 県立広島大学 保健福祉学部 古山千佳子
TEL，FAX：0848-60-1237 E-mail otkyoiku@gmail.com

OT 教育研究会ニュース メール配信します！
OT 教育研究会ニュースのメール配信を始めました．情報をより早く，お届けすることができま
す．これまでの郵送からメール配信へ切り替えご希望の方は下記メールアドレスまでご連絡くださ
い．なお，登録いただいたメールアドレスには学術集会のご案内など本研究会のいろいろな情報を
お送りしていく予定です．ホームページもあわせてご覧ください．
otkyoikunews@gmail.com

研究費助成募集
日本作業療法教育研究会では，研究費の助成を行っています．是非，奮ってご応募ください．
詳細はホームページをご覧ください．
＜日本作業療法教育研究会 研究助成金制度＞
・作業療法教育の発展に関する研究であること
・代表研究者は日本作業療法教育研究会会員であること
・１研究に対し 5 万円を助成
・応募締切：2016 年 12 月 31 日
・ホームページ http://www.joted.com/
∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈

編集後記
秋気いよいよ深くなってきました。紅葉も染まりはじめ、衣替え・畑など冬支度に勤しんでいます。OT の
教育に関しましても、指定規則の改案がちらほら耳にする今日この頃、どのように作業療法を伝えるのか、
まだまだ冬眠とはいきません。
今回より、ニュースがメール配信及び Web 配信となります。メール配信の良さは、写真がカラーで伝わり
やすいことです。今後もトピックスを中心にスピーディーに配信していきます。（西井正樹）
∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈
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