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表紙デザイン について 
 
 
 中国･四国地区の国立病院機構の関連施設は全25施設になります。その範
囲は非常に広いものですが、私たちOT部会を通じたネットワークによって
140名を超える作業療法士がつながっています。互いを支えあい刺激しあう、
このつながりは私たちの臨床の礎となっています。 
 

 表紙デザインは、このような“つながり”をイメージしました。 
 
 

国立病院作業療法士協議会 中国･四国ｸﾞﾙｰﾌﾟ OT部会 
 

副会長 片岡靖雄 
 

（関門医療センター 副作業療法士長） 



ごあいさつ 

 私たちは、中国・四国グループの国立病院機構、国立病院では
たらく作業療法士の団体です。 

 このたび、平成30年度の中国四国グループ内の作業療法士が勤
務する25施設の職場をご紹介するパンフレットを完成致しました。 

 就職活動をしている、学生のみなさまに少しでも現場の仕事を
知っていただき、興味をもって応募をして頂けることを期待して
います。今年度も、各地区での勉強会へ学生参加も受け入れてい
ます。現在働いている職員との交流もできます。さらに、施設見
学も各施設対応可能ですので、現場見学もしてみてください。 

 また、会員の皆様には、昨年度に引き続きパンフレット作成へ
のご協力ありがとうございました。実習生への広報活動、自施設
以外の情報提供を通して人材確保に活用していただけるようお願
いいたします。 

 このパンフレットは、各施設の特色や、現場で働く作業療法士
１人ひとりの患者様へのまっすぐで、前向きな気持ちが表現され
ています。どの施設からも明るく、元気なエネルギーが感じられ
るものに仕上がったと自負しています。 

 このパンフレットが機構内のお互いの意識を高めあい、また将
来を担っていく次の世代の方々につながっていくことを期待して
います。 

 

 

平成30年6月1日作成 

 

 

国立病院作業療法士協議会 中国・四国ｸﾞﾙｰﾌﾟ  
作業療法士部会 会長 小林 理英 



開催県 日時 開催場所 テーマ 代表者 

島根県 
8月4日(土)  

13:00～16:00 
松江医療センター 

2階 リハビリ室 

困っている症例を出し合い 
一緒に作業療法を検討しよう！ 

足立 崇 
(松江医療センター) 

山口県 
7月14日(土) 
13:00～16:00 

岩国医療センター 
研修棟 地下研修室 

発達障害への関わり 
～心理療法士の視点から～ 

石丸 眞 
(山口宇部医療センター) 

広島県 
8月25日(土) 
13:00～16:00 

東広島医療センター 
1階 リハビリ室 

自動車運転再開における 
作業療法の取り組み 

友安 青子 
(東広島医療センター) 

岡山県 
9月2日(日) 

13:00～16:00 
長島愛生園 

事務本館2階 大会議室 

特別講演 

元患者からみた       
ハンセン病と人権 

西村 剛 
(長島愛生園) 

徳島県 
7月22日(日)  
13:00～15:00 

徳島病院 
5階 リハビリ室 

地域が求める・期待する   
OTとは？ 

上岡 紗由美 
(愛媛医療センター) 

国立病院作業療法士協議会 中国･四国ｸﾞﾙｰﾌﾟ OT部会主催 

2018年 OT勉強会のご案内 

応募方法： 次ページのFAX送信用シートを印刷し必要事項を記載の上、FAX番号まで送信
してください。 

 

応募締切： 各開催日の1週間前まで 
 

 その他 ： 参加費 無料 

      公共交通機関をご利用ください。車の場合、各病院に駐車場はありますが有料
となる場合がございます。 

事故等について当方は責任を負えません。あらかじめご了承ください。 

 当部会は、中四国内の国立病院機構に勤務する作業療法士で組織されています。各病院の連携

に加えて、国立病院の作業療法の質向上に向けた勉強会が開催されています。作業療法学生で、

勉強したい方や国立病院機構に興味がある方、参加されてみませんか。 

 今年度は、島根・山口・広島・岡山・徳島で、それぞれ魅力的な研修会が組まれております。

特に、岡山県で行われる研修会は、元ハンセン病患者さまが自らの体験やハンセン病の歴史につ

いて話をしてくださる予定です。 

 なお、勉強会参加者は、開催病院の病院見学も行えます。国立病院機構を知る良い機会ではな

いでしょうか。皆さんのご参加、お待ちしております。 

国立病院作業療法士協議会 中国・四国グループ OT部会  会長  小林 理英 
（所属：南岡山医療センター 作業療法士長） 



   FAX番号：0857-59-1589 
  送信先： 鳥取医療センター リハビリテーション科 
         作業療法士長 村山 大佑   (作業療法部会  広報部長) 

【作業療法部会  OT勉強会  学生申込書】 
必要事項をご記入いただき、FAXにてお申し込みください。 

 

参加 
希望者 
（学年） 

1.                     （  年生） 

2.                     （  年生） 

3.                     （  年生） 

4.                     （  年生） 

5.                     （  年生） 

学校名 
（住所・TEL） 

 
（住所:                                                  ）（TEL：                         ） 

代表者 
連絡先 

急遽、開催中止になった場合にご連絡いたします。要記入 

  TEL                    . 

 E-mail         ＠        . 

希望する 
勉強会 

希望する勉強会に ☑をご記入ください  （複数選択可能） 

□ 島根県 8月4日(土) 松江医療センター 

□ 山口県 7月14日(土) 岩国医療センター 

□ 広島県 8月25日(土) 東広島医療センタｰ 

□ 岡山県 9月2日(日) 長島愛生園 

□ 徳島県 7月22日(日) 徳島病院 

その他 

 ご質問がありましたら、 

広報部長  村山大佑 [ murayama-daisuke@tottori-iryo.hosp.go.jp ] 
 まで、ご連絡下さい。なお、メール本文内に学校名および氏名の記入をお願いい
たします。 

国立病院作業療法士協議会 中国･四国ｸﾞﾙｰﾌﾟ   OT部会 



 
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 

中国・四国地方の国立病院機構 
職場紹介 目次 

 
 
 

① 鳥取県 鳥取医療センター 
米子医療センター 

② 島根県 松江医療センター 
浜田医療センター 

③ 岡山県 岡山医療センター 
南岡山医療センター 
邑久光明園 
長島愛生園 

④ 広島県 呉医療センター･中国がんセンター 
福山医療センター 
広島西医療センター 
東広島医療センター 
賀茂精神医療センター 

⑤ 山口県 関門医療センター 
山口宇部医療センター 
岩国医療センター 
柳井医療センター 

⑥ 徳島県 東徳島医療センター 
徳島病院 

⑦ 香川県 高松医療センター 
四国こどもとおとなの医療センター 

大島青松園 

⑧ 愛媛県 四国がんセンター 
愛媛医療センター 

⑨ 高知県 高知病院 



鳥取医療センター 

  

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 鳥取県鳥取市三津876 
作業療法士： 20名（ 理学療法士 16名・言語聴覚士 9名 ） 

作業療法役職者： 士長 1名・主任 3名 

病院全景 リハビリテーション室 

 当院のリハビリテーション科では、回復期病棟、重症心身障害・小児、神経難病、精

神の4領域において各専門職種とのチーム医療を進めています。回復期ではADL・高次脳

機能訓練や自宅への家屋調査、他機関との連携に取り組んでいます。神経難病では包括

的評価を基盤としてコミュニケーションエイド、スイッチ等の作成をしています。重症

心身障害児者に対しては個々に応じた遊びを通して専門性を発揮できるよう取り組んで

います。精神科は閉鎖病棟、デイケア、医療観察法医療と併せ、認知症治療病棟も開棟

し、地域広報活動も含めた運営にも参画しています。 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法士長まで 
電話番号（代表）：0857-59-1111 

 新人教育では、当科既定の新人教育プログラムに基づき、新採用者に対して指導係と

アドバイザーを配置して指導や助言を行い、自律した業務遂行を目指してます。また、

スタッフ個々の臨床能力やディスカッション能力を高めていく取り組みも行っています。

勉強会は科内研修および対外的な研修会の開催など、院内だけでなく地域への発信を目

指した専門分野研修を行っています。 

  当院では回復期、神経難病、重症心身障害、精神科領域と各チーム

に分かれており、チームごとに職種間で意見や情報共有して連携を高

めながら業務を行っています。そのためスタッフの仲が良く、職種の

垣根を感じさせないほどです。不安なことも先輩からの助言があり安

心して学べる環境です。(入職1年目) 

①
鳥
取
県 

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 

9件 8件 6件 5件 3件 



  

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 鳥取県米子市車尾 
作業療法士： 3名（ 理学療法士 9名 ） 

病院全景 リハビリテーション室 

 “医療センター”の呼称で親しまれる当院は，地域に根差した病院です。大腿骨近位

部骨折や上肢骨折全般，誤嚥性肺炎，寝たきりの高齢者が主な対象となります。地域が

ん診療連携拠点病院として，乳癌や血液腫瘍などのがんリハビリテーション取り扱い件

数も多いです。それぞれにADL早期回復に向けたアプローチ（環境調整も含む）を提供し，

元の生活に戻る礎となるよう心掛けています。訪問・通所リハビリテーション担当者と

のコミュニケーションも充実しており，地域にとって大切な役割を担っているのが実感

されます。 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法士まで 
電話番号（代表）：0859-33-7111 

 症例検討や学会発表などの学術活動を推進しています。1～2年目はリハビリテーショ

ン科内での症例検討，次のステップとして院外発表をサポートします。その過程が何よ

り臨床への意欲や質を高めると感じます。もちろん個々の成長度合いや家庭の都合に配

慮して声掛けをしています。その他，週3回，整形外科カンファレンスへの参加機会が

あり，医師と密に情報共有ができコミュニケーションを取ることができます。またハン

ドセラピィを手掛ける上で何よりの勉強になっています。週に1度作業療法士のみでの

ミーティングを行い，その中で症例検討(短時間でのディスカッション)を実施したり，

月に1回持ち回りで科内勉強会を実施しています。 

 当院リハビリテーション科で作成した新人教育プログラムを

使用しています。作業療法士スタッフだけでなく，理学療法士

スタッフも協力し新人教育を実施しているため，どのスタッフ

とも情報共有しやすい環境となっています。また，急性期を中

心に慢性期・緩和ケアまで幅広く勉強することができます。 

 米子医療センター 
①
鳥
取
県 

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 

2件 3件 2件 2件 1件 



松江医療センター 

  

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 島根県松江市上乃木5-8-31 
作業療法士： 4名（ 理学療法士 10名・言語聴覚士 3名 ） 

病院全景 リハビリテーション室 OT室 

 当院は、神経難病（パーキンソン病・ALSや筋ジストロフィー）・呼吸リハビリテー

ション・がんリハビリテーション・発達（重度心身障害者を含む）の4分野を主に取り

組んでいます。神経難病ではADLの評価や環境調整、コミュニケーション方法の検討。

呼吸器分野では在宅生活に向けた関わり・認知機能へのアプローチ。がんの分野では

トータルペインの緩和に向けた関わり。発達では机上活動や遊びを通して発達を促す訓

練をそれぞれの専門分野から他職種と連携して診療に当たっています。 

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 

１件 2件 3件 5件 5件 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 理学療法士長まで 
電話番号（代表）：0852-21-6131 

 院内に教育研修部体制があり、基礎的な各分野の知識を、各分野のスペシャリストが

講義を行います。講義は、年間を通じて実施されており、終業後の自己研鑚で参加も自

由です。講義を見逃した場合は、DVDの貸し出しなどもあり、自宅でも勉強する機会が

ありますよ。OT部門では、島根県作業療法士会に所属しており、重度障害者のコミュニ

ケーションITサポートの拠点病院にもなっており、コミュニケーション支援の勉強会も

主催しています。 

 入職して3年目になりました。当院は主に神経難病、筋ジストロフィー

の患者さんが入所されています。患者さんの要望を聞きながらアクティ

ビティやスイッチ作成など行っています。日々目的をもったリハビリが

提供できるよう頑張っています。先輩方も優しく指導して下さいます。

みなさんも一緒に働いてみませんか？ 

②
島
根
県 



  

浜田医療センター 

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 島根県浜田市浅井町 
作業療法士： 12名（ 理学療法士 15名・言語聴覚士 5名 ） 

作業療法役職者： 士長 1名・主任 2名 

病院全景 リハビリテーション室 

 

 当院は、県西部唯一の３次救急医療から在宅復帰まで、幅広くカバーする地域の中核

病院です。作業療法は、急性期・回復期・地域包括・緩和ケアに大きく分かれており、

幅広い疾患を対象にリハビリを行っています。作業療法士の中には、呼吸療法認定士、

癌のリハビリテーションの資格を有する者もおり、患者様の治療に役立てるため積極的

に資格の取得にも取り組んでいます。また、自動車学校と連携し自動車運転の希望があ

る患者様のサポートも行っています。 

 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合：  リハビリテーション科 作業療法士長まで 
電話番号（代表）：0855-25-0505 

 新人教育についてはリハビリテーション科全体で力を入れて取り組んでおり、プリセ

プター制度を取り入れ、年に６回の科内新人研修を実施しています。その他にも、新人

症例報告会、急性期・地域包括・回復期それぞれの勉強会も実施しています。また、OT

専用の教育プログラムも作成し、業務管理や疾患ごとの知識・技術が段階的に学んでい

けるようプログラムを組んでいます。また、院外で行われる勉強会にも参加しやすい環

境で各自自己研鑽に励んでいます。 

 浜田医療センターのOT5年生です。勉強会へ積極的に参加でき、スキ

ルアップできる職場です。また、急性期から緩和ケアまで幅広い領域

において、整形・脳疾患・がん・内部疾患など多岐にわたる疾患を学

ぶことができる環境です。ぜひ浜田医療センターで一緒に働いてみま

せんか？ 

②
島
根
県 

2015年 2016年 

1件 2件 



岡山医療センター 

  

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 岡山県岡山市北区田益 
作業療法士： 5名（ 理学療法士 11名・言語聴覚士 2名 ） 

作業療法役職者： 主任 1名 

病院全景 リハビリテーション室 

 当院は岡山県内全域をカバーしている急性期病院です。作業療法士は5名（うち主任1

名）が在籍し、整形・脳血管疾患をはじめ、呼吸器や心疾患などの内部疾患に至るまで

幅広い作業療法を展開しています。各疾患の患者様に早期から介入を行い、機能回復、

ADL改善に向けたアプローチを行っています。 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法主任まで 
電話番号（代表）：086-294-9911 

 新人教育プログラムでは新人1人に対してプリセプターがつき患者様の評価・治療の

指導や相談を受ける体制を整え新採用者の教育を行っています。また、リハビリ科の勉

強会を1回／月開催し、職員全体のスキルアップを図っています。 

 岡山医療センターに勤務して2年目になりました。1年目はプリセプ

ターの先輩から手厚い指導を受け、様々な疾患の方を対象にしながら

も安心して臨床経験を積むことができました。また、科内や院内で

様々な勉強会があり、必要な知識を得られる機会も多いと思います。

是非一度見学にいらしてみて下さい。 

③
岡
山
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2016年 2017年 2018年 

1件 1件 1件（予定） 



  

南岡山医療センター 

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 岡山県都窪郡早島町 
作業療法士： 9名（ 理学療法士 11名・言語聴覚士 5名 ） 

作業療法役職者： 士長 1名・主任 1名 

病院全景 リハビリテーション室 

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 

3件 3件 1件 3件 4件 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法士長まで 
電話番号（代表）：086-482-1121 

③
岡
山
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 当院の作業療法士は、急性期病棟、地域包括ケア病棟、神経・筋疾患病棟、呼吸

器・感染症病棟、重度心身障児者病棟に配属されています。様々な疾患に関わること

ができ、専門性を高めていけます。神経・筋疾患病棟ではコミュニケーションツール

の確保として、特殊スイッチによる意思伝達装置の導入や操作などにも関わります。

呼吸器チームでは、呼吸困難の緩和に向けた動作方法の指導や生活上での工夫なども

行っていきます。 

 新人教育では、総合的な指導者を1名配置。加えて、新人スタッフが担当した患者様

の疾患に応じて各チームリーダーがそれぞれ指導・助言を行います。この体制は1年間

継続し、この間はできるだけ1人の患者様をゆっくり診療できるよう配慮しています。   

 また、月に1回、近隣の病院と連携し合同勉強会も開催しています。なお、作業療法

スタッフでは“呼吸療法認定士”3名、“呼吸ケア指導士”1名が資格を有しており、

臨床場面や受験者のサポートも行っています。 

 私は、国立病院機構中国四国グループにて臨床実習をさせて

いただきました。職場の雰囲気が良く、様々な疾患を経験・勉

強できる所にひかれて中国四国グループに応募しました。 

 教育指導体制も充実しており、日々の成長を実感できる環境

だと思います。ぜひ私達と一緒に南岡山医療センター作業療法

を盛り上げていきませんか？ 



国立療養所 邑久光明園 

所在地： 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 
作業療法士： 2名（ 理学療法士 3名・言語聴覚士 1名 ） 

病院全景 リハビリテーション室 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

施設見学を希望される場合：  リハビリテーション科 作業療法士まで 
電話番号（代表）：0869-25-0011 

対象疾患 
運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

 当園のリハビリテーション室は、作業療法士・理学療法士・義肢装具士のチームで

行っています。対象は当園の全入所者様です。入所者様の大半は、何らかのハンセン病

の後遺症をお持ちですが毎日を生き生きと過ごしています。入所者様の作業(趣味活動)

としては、備前焼の陶芸・手芸・カラオケ等があります。特に、陶芸は作業療法との関

係が深く、陶芸の窯はリハビリテーション室にあり、窯焚きの手伝いも行っています。 

 作業療法は、入所者様に対して機能回復訓練はもちろんですが、スタッフとの会話や

入所者様同士のふれあいも大切にし、入所者様が楽しく過ごせるように努めています。

リハビリテーション室はアットホームな雰囲気です。 

 その他にもレクリエーション、自助具の作成・調整、入所者様が使用される電動車の

適合の手伝いをさせていただいています。 

 このような活動を通して、作業療法士・リハビリテーション室スタッフで少しでも入

所者様の役にたてるようにと活動しています。 

特徴 

 国立療養所邑久光明園は、全国に１３ある国立ハンセン病療養所のうちの一つで、岡山市の東南３
５Kmの瀬戸内海に浮かぶ、長島にあります。瀬戸内海の温暖な気候と四季折々の美しい自然に満ちあ
ふれた環境は、療養に最適の地とされております。 
  ハンセン病はらい菌によって引き起こされる慢性の感染症です。この菌は神経組織との親和性が高
く、末梢神経がおかされることによって生ずる神経障害がもっとも重要な症状です。現在では、抗生
剤を中心とする治療法が確立されており、障害を残さず完治する疾病です。 
 現在当園におられる入所者様は確実な治療法がない時代に発症したため、末梢神経障害等やそれに
起因する身体障害を持った方々がおられます。また、入所者様の平均年齢は約86歳と高齢化していま
す。そのため、ハンセン病による身体障害の悪化予防や高齢による機能低下に対するリハビリテー
ションが重要になっています。 

③
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国立療養所 長島愛生園 

  

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 
作業療法士： 1名（理学療法士4名） 

病院全景 理学・作業療法室 

 以前の理学・作業療法では、ハンセン病・ハンセン病後遺症による末梢神経障害や機

能障害による二次的病変や後遺症を予防・軽減することが重要でした。 しかし、現在

は入所者が高齢化しているため、後遺症に留意しながらも、他の病院・施設と同様な高

齢者に対する治療・運動・訓練を実施しています。大腿骨頸部骨折などの急性期から維

持期、健康に過ごすための介護予防の運動・訓練を入所者の必要性に合わせ行っていま

す。変形・欠損等の機能障害については、義肢装具士と連携し、失われた機能の回復訓

練等も積極的に行っています。 

2015年 

1件 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合：  理学・作業療法室 作業療法士まで 
                電話番号（代表）：0869-25-0321 

 入職後は、個々人の習熟度に応じて先輩作業療法士・理学療法士から指導を受けるこ

とができます。指導を受ける期間に期限はありません、納得できるまで知識の習得・技

術の指導を受けていただけます。 

 入職し11年になります。自信がなく不安だったのですが、先輩理学療法士・利用者

の方々から暖かいご指導・応援をいただきました。少しづつですが、自信をつけるこ

とができました。経験豊富な職員が多く公私に渡り適切な助言・支援を受けることが

できます。また平成30年5月30日から新病棟でサービスを提供しています。新しい建

物で、清々しい気持ちで働くことができると思います。興味のある方は是非ともお越

しください。 

③
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呉医療センター･中国がんセンター 

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 広島県呉市青山町 
作業療法士： 12名（ 理学療法士 18名・言語聴覚士 6名 ） 

作業療法役職者： 士長 1名・副士長 1名・主任 1名 

病院全景 リハビリテーション室 

 当院は疾患別チーム制を導入しており、集中して研鑽を行える体制を整えています。

作業療法士は、脳血管、運動器、呼吸器、循環器、がん、精神科チーム等にそれぞれ

所属しており、理学療法士・言語聴覚士とともにチームを構成しています。チーム内

でリーダー、サブリーダー等を経験することにより、自ずとキャリアアップしていく

こともひとつの特徴といえます。また、365日診療体制をとっており、リハビリテー

ションが重要となる発症早期の患者さんにシームレスかつ満足感の高い介入を行って

います。 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法士長まで 
電話番号（代表）：0823-22-3111 

 当院では、“新人を大切にする”ことがひとつの文化として根付いています。一年

目は各チームをローテーションし、各疾患や急性期作業療法について広く学ぶ機会を

設けています。その間、ゆとりを持って診療できるよう、担当患者数の配慮がありま

す。また、入職時のオリエンテーションや各チーム・リハ科・病院等が主催する研修

が充実おり、学会発表など学術面に対するサポートも積極的に行っています。 

 この病院では、急性期という患者さんにとって重要な時期のリハビ

リテーションに携わることができます。また、様々な疾患の患者さん

と向き合える職場でもあります。それを不安に思うかもしれませんが、

経験豊富で熱心な先生が多く、相談にも乗ってくれるのでとても心強

いです。 

④
広
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2011年 2013年 2015年 2016年 2017年 

3件 1件 10件 2件 4件 



福山医療センター 

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 広島県福山市沖野上町 
作業療法士： 8名（ 理学療法士 13名・言語聴覚士 2名 ） 

作業療法役職者： 主任 2名 

病院全景 リハビリテーション室 

 当院の作業療法は整形外科（人工関節、脊椎疾患、上肢疾患、骨折等）、がん（周術

期、終末期）、小児等様々な疾患を対象としています。整形外科疾患に対しては、365

日の介入にて、早期離床及び早期ADL再獲得に寄与しています。上肢疾患は、術後は当

院の外来にて作業療法を継続し、必要に応じスプリントも作成しています。また、急性

期から在宅復帰まで幅広くサポートしています。チーム医療充実の為、各疾患ごとにカ

ンファレンスを実施し、RSTやNST等にも積極的に参加しています。 

  2012年 2013年 2014年 2015年 2016年   

   3件  1件 4件 4件 6件  

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法主任まで 
電話番号（代表）：084-922-0001 

 作業療法部門では、各スタッフが、研究・教育・臨床ができることを目標にしていま

す。そのため、研究体制は整っており、文献検索や取り寄せ、統計ソフトの保有等、学

会発表をできるようにサポートします。国際学会の発表実績もあります。勉強会はリハ

ビリテーション科内（2回/月）、院内（不定期 外部講師の研修会）があります。新人

教育は、指導者を配置し、必要に応じ指導援助を行っています。担当患者数は、個々の

能力に応じ少しずつ調整し、無理のないようにスタッフ全員でサポートしています。 

 リハビリテーション科スタッフ全員が、明るく、元気がよい職場です。
就職当初は慣れない業務に苦労しましたが、先輩方の御指導や同僚との
勉強会などを通し、日々の臨床を楽しみながら自分の理想とする作業療
法を提供できるように頑張っています。 
 夏季休暇など休みも取りやすいため勉強、プライベート共に充実した
毎日を過ごせています。是非一度見学に来てください！ 

当院のリハビリテーション室は、 
平成29年度に新築移転予定です。 

④
広
島
県 

平成29年度より新築移転しました。 



広島西医療センター 

  

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 広島県大竹市玖波 
作業療法士： 7名（ 理学療法士 13名・言語聴覚士 3名 ） 

作業療法役職者： 主任 1名 

病院全景 リハビリテーション室 

 新人教育では、腱板損傷の評価・介入についてや神経筋疾患患者が用いるスイッチに

ついて、発達障害児への関わり方など早期から勉強会を行っています。また、OTだけで

なくPT、STも含めた新人教育研修会も開催しています。講義のみでなく、実技指導など

和気あいあいとした雰囲気で行われています。また、実際の臨床現場でもスタッフみん

なで情報を共有し、一緒に考えながら取り組んでいるため、困ったことがあれば相談し

やすい環境です。また月に2回、科内勉強会と症例検討会も行っています。 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合：  リハビリテーション科 作業療法士まで 
電話番号（代表）：0827-57-7151（内線2880） 

 当院では整形外科疾患、神経筋疾患、重症心身障害等の発達障害、がん患者を対象に

作業療法を実施しています。 

 整形外科疾患では、主に肩腱板断裂の術後リハ、神経筋疾患では、筋ジストロフィー

や筋萎縮性側索硬化症の患者に対して意思伝達装置の導入、操作のためのスイッチ調整

などを行っています。発達障害では遊びを通した発達支援を、がんのリハビリでは主に

血液腫瘍患者のADL面や、活動提供による手指操作・認知賦活を目的とした介入を行っ

ています。 

 入職当初は様々な分野があり戸惑いもありましたが、先輩方に熱心な

ご指導を頂き、多くのことを学び充実した毎日を過ごせています。病院

の祭やマラソン大会、キャンプ、交流会など他の職種や地域との関わり

もあり、地元出身でなくても交友関係が広がりました。 

④
広
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2011年 2012年 2013年 2017年 

1件 3件 1件 5件 



東広島医療センター 

  

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 広島県東広島市西条町寺家513 
作業療法士： 5名（ 理学療法士 9名・言語聴覚士 1名 ） 

作業療法役職者： 主任 1名 

病院全景 リハビリテーション室 

 作業療法では、主に運動器・脳血管疾患の患者さまに急性期から関わり、在宅復帰あ

るいは回復期病院転院まで日常生活動作練習や機能訓練、環境調整等を行います。呼吸

器疾患、心疾患、がん等を有する患者さまに廃用予防や在宅復帰支援を行うことも多く、

さまざまの病態に向き合う機会の多い職場です。その他、広島県野球肘検診への参画、

地域介護予防事業での実地指導などスタッフの活動は多岐に渡ります。 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法主任まで 
電話番号（代表）：082-423-2176(内線6910) 

 新人教育ではプリセプタ―制度を導入し、先輩スタッフと新人スタッフが相互に育て

あっていける環境を目指しています。人数が比較的少ないこともあり確立された教育シ

ステムは未構築で、今後の課題でもありますが、アットホームな雰囲気の中で、スタッ

フ全員で問題解決やスキルアップへの知識や情報を共有しています。勉強会については

整形外科医師によるハンドセラピィに関する講義や、作業療法部門の勉強会を行ってき

ました。昨年度からリハビリテーション科全体の勉強会も定期的に行っています。 

  

 作業療法部門は少ない人数ですが、頼りになる先輩方が時間を作っ
て丁寧に指導してくれます。また職場内は明るく仕事のしやすい環境
が整っています。身近に開催される勉強会も多く、知識を深めながら
多くの方と関わることでたくさんの刺激をもらうこともできます。東
広島医療センターで私たちと一緒に成長していきませんか！ 

④
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2012年 2013年 2014年 2016年 2017年 

1件 2件 1件 2件 1件 



賀茂精神医療センター 

  

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神障害 ハンセン 

所在地： 広島県東広島市黒瀬町南方92 
作業療法士：７名（OTA1名・Ns1名・PT2名・PSW9名・CP6名） 

作業療法役職者： 士長 1名 主任 1名 

病棟全景 リハビリセンター（ホール） 

 当院は中国四国グループ最大規模の精神科病院で、「急性期」「回復期」「退院支

援」「認知症」「重症心身障害」「医療観察法」の機能を持っています。『共に生き

る』という病院理念のもと、多職種協同チームでの医療の実践に力を入れています。 

 精神科作業療法と精神科デイケア・ショートケアの施設認可を受けており、入院・外

来患者さんを対象に、多彩な活動を実践するリハビリセンターでのOTを核とし、病棟の

特色に応じた病棟OTや患者さんの状況に応じた個別OTも行っています。 

対象疾患 

学会発表等 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法士長まで 
電話番号（代表）：0823-82-3000 

 日々の活動は、先輩作業療法士と一緒に運営し、アドバイスを受けながら実践経験を

積みます。活動前後のミーティング、週1回の「スタッフミーティング」、ざっくばら

んな『勉強会』など、困り事はタイムリーに相談できます。また、院内研修も充実して

おり、臨床で必要な知識が習得しやすい環境です。アットホームな雰囲気の中で『自分

らしく』成長できる職場です。 

 当院で働いて2年目になります。1年目には認知症病棟を担当させても

らいましたが、自分の主担当病棟以外にも様々な患者さんと関わる機会

があり、幅広い知識やスキルを身につけることができます。個別支援の

際は他職種と連携をとり、チームみんなで「その人らしい人生の実現」

に向けて取り組んでいます。スタッフ同士仲が良く先輩に相談しやすい

職場です。是非、賀茂で一緒に楽しく働きましょう！ 

④
広
島
県 

2013年 2014年 2015年 2016年 

1件 1件 2件 2件 



  

関門医療センター 

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 山口県下関市外浦町 
作業療法士： 11名（ 理学療法士 16名・言語聴覚士 3名 ） 

作業療法役職者： 副士長 1名 

病院全景 リハビリテーション室 

 当院の作業療法は、脳神経疾患・整形疾患の2チームに分かれ、その他の疾患はOT全

員で対応し、各専門性を高めています。主に脳神経チームではADL動作の獲得や高次脳

機能の改善を、整形疾患チームは上肢の骨折やハンドセラピ―、腱板損傷を、がんのリ

ハビリでは患者様のトータルペインの緩和に向けた関わりを、それぞれ他職種と連携し

て診療にあたっています。 

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 

6件 6件 5件  6件        6件       

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 副作業療法士長まで 
電話番号（代表）：083-241-1199 

 新人教育では、新人スタッフ1名につき、指導者を1名配置しています。加えて、新人

教育グループを設立しており、リハビリスタッフ全体で情報の共有を行い、指導・助言

を行います。この体制は1年間継続し、この間はできるだけ1人の患者様をゆっくり診療

できるよう配慮しています。 

 勉強会は毎月、リハ科内で開催しており、幅広い分野の勉強が行えます。なお、“が

んリハビリ認定士”は6名、“呼吸療法認定士”は2名と多くの資格取得者がいます。 

 病院からは海が見えるなど景色もよく、毎日さわやかな気分でリハ

ビリ業務に取り組んでいます！当院は、脳疾患や骨折などの運動器疾

患・神経難病など幅広い分野に関わることができ、PT･OT･ST間で刺激

し合って切磋琢磨しています。 

 いつも笑顔のたえない職場で、一緒に働いてみませんか？ 

⑤
山
口
県 



  

山口宇部医療センター 

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 山口県宇部市東岐波685番地 
作業療法士： ５名（理学療法士９名・言語聴覚士４名） 

作業療法役職者： 主任１名 

病院全景 リハビリテーション室 

  当院では呼吸器疾患と重症心身障害児（者）のリハビリテーションを主に行っています。作

業療法では重症心身障害児（者）のリハビリを中心に一般病棟での環境調整や上肢のリハビリ、

ADLの練習も行っています。 

  重症心身障害児（者）病棟は120床ありますが当センターの特徴として、超重症心身障害

児（者）が多いことがあげられます。その為、関節を動かしたり、姿勢を整えるなどして全身の変

形を予防したり、起き上がりや坐位姿勢、移動などの手助けなど、快適な日常生活を送ることが

できるように取り組んでいます。また、患者様の希望にそって、制作活動や散歩などのアクティビ

ティを行いQOLの向上に努めています。 

対象疾患 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 理学療法士長まで 
電話番号（代表）：0836-58-2300 

 新人教育では、新人スタッフが担当した患者様により担当の指導者を配置しOT部門全体で

指導・助言を行っています。また、PT・STの他部門からのフォローもあり、新人スタッフが慣れる

まで患者様をゆっくり診療できるような体制となっています。 

 科内の勉強会や、部門内の新人勉強会も開催しています。 

 山口宇部医療センターに入職して2年目になります。当院には急性

期から慢性期（維持期・終末期）の病棟があり、呼吸器、がん、重症

心身障害などの疾患を経験することが出来ます。急性期の実習経験が

なく入職当初は不安でしたが、先輩方の手厚いご指導もあり現在では

安心して患者様と向き合う事が出来ています。完全週休二日制なので

勉強会やプライベートの計画が立てやすく、とても働きやすい職場で

す。 

先輩から 
一言 

⑤
山
口
県 



岩国医療センター 

  

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地：山口県岩国市愛宕町1丁目1-1 
作業療法士：8名（理学療法士18名・言語聴覚士4名） 

作業療法役職者：士長 1名 

病院全景 リハビリテーション室 

 当院の作業療法は脳血管障害を中心に、整形外科、呼吸器、がんと多岐にわたる領

域に対応しています。また、当院の特色として小児外来への対応があげられます。小

児外来では様々な年齢の児を診ており、OTならではの精神・発達分野の知識も活かし

ながら介入をしています。急性期リハビリとしては、発症直後からベッドサイドにて

起居動作・端座位等離床訓練を開始し、状態に準じて、食事、トイレ動作などADL向上

に向けた取り組みを実施しています。 

2013年 2014年 2015年 

2件 3件 1件 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法士長まで      
 電話番号（代表）：0827-34-1000 

 新人１人に対しては、学術担当者が指導します。また、OTカンファレンスにより担

当患者について悩んでいることがあればOTチームにて解決策を出せるよう援助します。

また、365日の交代勤務のため新人が担当している患者のリハを休日に他スタッフが代

理で実施した際は、アドバイスをしています。その他各新人の状況を見ながら必要な

知識、技術について勉強会を開きフォローをしています。 

 入職して４年目になります。当院は幅広い疾患・分野があり、急性期医療の中で

様々な経験や知識を得ることができます。また、国立病院機構では研修会などで他

施設のスタッフと交流する機会があるところも魅力です。日々の臨床では学びと疑

問の中で難しさを感じることも多くありますが、先輩方に相談しながらアットホー

ムな雰囲気の中で楽しく仕事に取り組んでいます。 

⑤
山
口
県 



柳井医療センター 

  

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 山口県柳井市伊保庄 
作業療法士： 5名（ 理学療法士 7名・言語聴覚士 3名 ） 

作業療法役職者： 主任 1名 

病院全景 新リハビリテーション室 

 当院ではパーキンソン病・筋萎縮性側索硬化症・脊髄小脳変性症などの神経難病の

患者様のリハビリを主として行っており、作業療法ではコミュニケーション支援（ス

イッチでの意思伝達装置操作など）にも積極的に関わっております。近年は脳卒中急

性期や整形外来など、急性期から慢性期まで幅広い疾患のリハビリを行っており、さ

らには外科手術後、重症心身障害児（者）、人工透析の患者様のリハビリにも力を入

れています。2018年5月から新リハビリ室を開設し、リハビリ科職員一同は心機一転で

日々精進しております。 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法主任まで 
電話番号（代表）：0820-27-0211 

 新人育成では病棟担当制（チーム制）を導入し、経験のある職員が新人職員へマン

ツーマンで指導・助言を行ない、評価・診療出来るよう計画しております。また、リ

ハビリの技術のみならず、 一社会人としての一般常識やコミュニケーション能力の向

上も目指しております。作業療法部門では、毎月ミーティングを開催しており、活発

な情報交換も行っております。 

 リハビリテーション科では定期的に全体の勉強会を開催していますが、必要に応じ

てOT部門のみの勉強会も開催しております。 

 柳井医療センターに入職して4年が経ちました。学生時代に神

経難病のリハビリに興味を持っていたので、国立病院機構の当

院へ入職しました。当時新卒だった私にも丁寧な指導や定期的

な勉強会もあり、グループでの研修にも積極的に参加させてい

ただいています。OTとしてのスキルアップが可能な職場です。 

⑤
山
口
県 

2012年 2013年 2014年 2016年 

1件 1件 1件 1件 

先輩から 
一言 



  

東徳島医療センター 

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 徳島県板野郡板野町  
作業療法士： 3名（ 理学療法士 5名 ） 

病院全景 リハビリテーション室 

 当院の作業療法は、整形・呼吸器・脳性麻痺などが主な対象疾患となっています。

H30年１月からはがんのリハビリテーションも始まりました。 

 平成29年5月から、全60床の地域包括ケア病棟が開棟しました。地域包括ケア病棟と

は、自院や他院の急性期病棟で治療を終えた患者さんが、そのまま介護施設や在宅復

帰できないときに転棟して来られる病棟です。リハビリテーションでは、そういった

患者さんに対して、早期退院を目指し、在宅生活を可能するようなADL訓練を行ってい

きます。 

対象疾患 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 理学療法士長まで 
電話番号（代表）：088-672-1171       

 新人教育では、先ず先輩職員の訓練を見学してもらい、雰囲気に慣れたころに少な

い人数から担当します。担当してからは、できるだけゆっくり診療して、成功体験を

築くようにします。また、院内の勉強会、グループ内施設への研修制度やブロック主

催の研修参加も奨励されています。 

 作業療法士になり7年目になりますが、東徳島でのリハビリは楽しい

です。地域包括ケアでのリハビリでは、患者さんの在宅生活が可能に

行えるように家屋評価やADL・IADL動作練習を実施し早期退院を目指す

よう心がけています。カンファレンス等も多く他部署との連携できと

ても勉強になります。また、研修等も多く参加させて頂き自分自身の

ステップアップになります。 

⑥
徳
島
県 



  

徳島病院     

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 徳島県吉野川市鴨島町 
作業療法士： 4名（ 理学療法士 10名・言語聴覚士 3名 ） 

作業療法役職者： 主任 1名 

病院全景 リハビリテーション室 

 本院は筋ジストロフィー医療の、四国で唯一の専門病院であり、パーキンソン病、 

筋萎縮性側索硬化症（ALS）等の神経筋疾患や整形外科疾患等が作業療法の対象となっ

ています。神経筋疾患では、意思伝達装置導入や特殊スイッチ紹介等のコミュニケー

ション支援とともに、在宅患者様の短期入院では、ケアプランや生活環境の調整、本

人家族への教育を、多職種と連携してすすめています。またスポーツ障害では、アマ

チュアからプロの選手まで治療の対象としています。最近は、ロボットスーツHALを用

いた ロボットリハビリテーションや、ボトックス治療を併用してのリハビリテー

ションなど、先進的なリハビリテーションの展開と開発を進めています。 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法主任まで 
電話番号（代表）：0883-24-2161 

 院内では勉強会や研修会が定期的に行われ、自由に参加することができます。 

機構主催の研修会はもちろん、各種学会や勉強会などの参加・発表にも積極的な職場  

環境です。 

 担当患者様と日々接するなかで、患者様のこれまでの生活歴や大切に

したい事など、その方の人となりや現在の悩みを教えて頂くことが、貴

重な経験になっています。熱心な先輩方のご指導のもと疾患の理解をよ

り深め、患者様が必要とする作業療法を提供できるよう多くを学んでい

きたいと思っています。特色ある徳島病院で一緒に働きましょう。 

⑥
徳
島
県 

2014年 2015年 

2件 2件 



高松医療センター 

  

 

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 香川県高松市新田町乙の8 
作業療法士： 2名（ 理学療法士 3名・言語聴覚士 1名 ） 

 

病院全景 リハビリテーション室 

 整形疾患や脳卒中とともに、主にはALSなどの神経・筋難病患者への作業療法（環境

調整、ADL訓練、特殊入力装置や意思伝達装置等のコミュニケーション支援など）を、

行っています。また、香川県の難病ネットワークの拠点病院として、地域への支援

（在宅訪問指導 、電話やメールでの相談業務）を担っています。 

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 

2件 1件 2件 4件 4件（全講演） 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法士まで 
電話番号（代表）：087-841-2146 

 日々の業務の中での疑問や課題の解決だけでなく、日本作業療法士協会や県士会で

行われる研修会の参加や学会発表も大切な教育の一環と位置付け、支援していきます。 

また当院スタッフは、生涯教育のひとつである生活行為向上マネジメント（MTDLP)を

指導することができます。作業療法ジャーナル2016年7月号に当院の実践報告が掲載さ

れます。取り組みをご覧ください。 

 入職して2年目となります。日々多くのことを学んでいます。今年度

は四国学会での発表が決まっており、先輩より指導を受けております。

疑問や質問、意見等も相談しやすいあたたかな環境です。ぜひ一緒に

働いてみませんか？ 

⑦
香
川
県 



  

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 香川県善通寺市仙遊町 
作業療法士： 6名（ 理学療法士 17名・言語聴覚士5名 ） 

作業療法役職者： 主任 2名 

病院全景 リハビリテーション室 

 当院の作業療法では、「こころとからだのリハビリ」をテーマに、こどもからおとな

までを対象に、幅広い疾患の治療・訓練に携わっております。急性期脳卒中や外傷では、

ERやICUなどの早期介入を図っており、とてもやりがいのある現場です。また、小児の

発達障害では、入院・外来問わず家族サポートを含めた指導・治療を行っております。

幅広い領域を経験できることが特徴です。 

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 

3件 6件 3件 3件 3件 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法主任まで 
電話番号（代表）：0877-62-1000 

 新人1年目の方には、プリセプターとメンターを配置し、マンツーマンでの指導およ

びメンタルサポートをしています。科内勉強会やOT勉強会を通して、気軽に相談・質問

できる場を設けております。職員全体で丁寧で分かりやすい指導を心がけており、学会

発表に向けての指導も行っています。テーマの決定・抄録作成・発表練習など、細やか

に指導しています。 

 様々な疾患の患者様と関わることができ、日々新たな発見がたくさ

んある職場です。対象疾患ごとにチームが組まれており、アドバイス

を受けやすい環境であることも、とても魅力的であると感じています。

興味に応じて新たな分野へも挑戦でき、確実なスキルアップにつなが

る環境です。私たちと一緒に楽しく働きませんか。(入職３年目) 

⑦
香
川
県 

四国こどもとおとなの医療センター 



国立療養所 大島青松園 

 

 

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地：香川県高松市庵治町6034-1 
作業療法士： 1 名（理学療法士 1 名） 

病院全景 リハビリテーション室 

 当園の医療対策とは、ハンセン病の基本治療を既に終了し、ハンセン病の後遺症治

療と一般疾患治療を必要な医療としており、後遺症治療は皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、

外科、整形外科等の診療科で治療が行われ、一般治療では内科、心療内科、婦人科、

泌尿器科等で、悪性腫瘍、脳血管障害、心臓病、高血圧症、生活習慣病、認知症等入

所者の高齢化に伴う医療内容が最近では大きな比重を占めています。 

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 

2件 2件 2件 2件 1件 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法士まで  
電話番号（代表）：087-871-3131  

 リハビリテーション部として、転倒・転落予防教室の講演、摂食嚥下教室のセミ

ナー開催を実施しています。また園内の研修については、可能な限り参加できる環境

を整えています。 

 これからも入所者の尊厳を守り、入所者の心情を理解し、入所者の
皆様が安心して生活できる環境を提供できるよう仕（さぶら）う、侍
（サムライ）の精神を忘れずにいきたいと思っています。 

⑦
香
川
県 



四国がんセンター 

  

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 愛媛県松山市南梅本町甲 
作業療法士： 1名（ 理学療法士 5名・言語聴覚士 2名 ） 

病院全景 リハビリテーション室 

 四国地方の「がん」に関する中心的施設として、ナショナルセンターとの連携の下

に、高度で専門的な医療、臨床研究、教育研修及び情報発信の機能を備えた施設とし

て整備されています。また、愛媛県がん診療連携拠点病院に指定されています。 

 リハビリ部門では、臨床研究、解析、臨床へのフィードバックを行うことで、より

多くのがんの患者さんのQOL向上に寄与すべく、日々臨床を続けております。 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 作業療法士まで 
電話番号（代表）：089-999-1111 

 新入職時の院内新人教育研修、その他、院内の勉強会が随時開催されています。四

国地方のがん拠点病院の医師、看護師、リハビリ等、多職種の有志が集まって開催さ

れる、四国がんリハビリ勉強会への参加を行っています。平成27年度からは毎年一回、

「がん患者リハビリテーション料」に関する施設基準の要件に係わるがんのリハビリ

テーション研修会を主催しています。 

 がん患者さんは、治療や原疾患によってADLやQOLの低下をきたすこと

が少なくありません。当院のがんのリハビリテーションは、エビデンス

をもとに、より効果的な介入を計り、その人らしい生き方を過ごすお手

伝いをすることを目指しております。 

⑧
愛
媛
県 

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 

2件 2件 2件 1件 1件 



愛媛医療センター 

  

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 愛媛県東温市横河原 
作業療法士： 3名（ 理学療法士 7名・言語聴覚士 2名 ） 

病院全景 リハビリテーション室 

 当院は政策医療と地域医療を2本柱とし、政策医療では神経難病、重症心身障害、結

核の専門医療施設の役割、またポストNICU病床を設け小児医療にも力を入れ、地域医療

では地域の一般急性期病院として機能しています。一般病棟では神経難病、呼吸器疾患、

心疾患の患者様に対する生活支援（自助具の提案、ADL指導）やメンタルケア、上肢機

能障害に対する訓練などに関わっています。重心病棟では変形拘縮へのポジショニング

や遊びの提供、笑顔発見に努め、またポストNICUでは、子供の将来に向けて今後の方向

性を家族と共に考えていく事を重要視しアプローチしています。 

２０１３年  保健所での神経難病に関する講演会 

対象疾患 

地域での 
活動 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 理学療法士長まで 
電話番号（代表）：089-964-2411 

 教育体制としては“気づき・考え方”の幅の広がりに着目し、さまざまな方面から患

者像を捉える事ができるよう、OTのみならずPT・STとも密にコミュニケーションを取る

事で、リハスタッフ全体が指導・助言を行っています。 

 また当院には、呼吸、栄養、糖尿病などのさまざまなサポートチームにリハスタッフ

が所属し、それぞれのチームが他職種と共に勉強会を開催したり、院外からもさまざま

な分野の講師を招くなど、知識・技術の習得に励んでいます。 

 リハスタッフは和やかで相談などが気軽にできる環境にあり、

育児や介護休暇などの長期休業にも、迅速に人員補充をしてくれ

るなど、お互い気持ちよく仕事ができます。また当院のOT部門は

病棟担当制ではない為、急性期～維持期まで幅広く関われ、様々

な疾患の患者様に携わることができるのも魅力の一つです。 

顔 
写真 

リハ室 OR OT質 
写真 

景 写真 

病院 
ﾛｺﾞ 

⑧
愛
媛
県 



高知病院 

  

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管 

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン 

所在地： 高知県高知市朝倉西町1丁目2-25 
作業療法士： 3名（ 理学療法士 8名・言語聴覚士 2名 ） 

病院全景 リハビリテーション室 

 当院では、主に呼吸器疾患、整形疾患、がん、重症心身、発達障害の患者様に対し

て作業療法を行っています。呼吸器疾患に関しては、平成23年8月に呼吸器センターを

設立し、医師、コメディカルと協力して包括的に診療することができるようになって

います。また、整形疾患では頸椎疾患、腱板断裂や人工肩関節術後の患者様が多く、

早期から積極的に関わっています。 

対象疾患 

学会発表 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 機能区分 

特徴 

教育体制 
勉強会など 

先輩から 
一言 

施設見学を希望される場合： リハビリテーション科 理学療法士長まで 
電話番号（代表）：088−844−3111 

 教育体制として作業療法士はもちろん、理学療法士や言語聴覚士など職域を超えて

指導・助言を受けることができる環境になっています。また、学会発表や勉強会への

参加、資料作りなどのサポートも行っています。 

 勉強会は定期的に開催されており、リハビリ部門で執り行われる勉強会のほか、病

院・看護師主催の勉強会等への参加も可能です。 

 当高知病院では、運動器疾患を中心とし、さらに呼吸器疾患やがん

疾患、重症心身・発達障害といった幅広い分野に携わることができま

す。また、コメディカル内だけでなく、看護師や医師とも親密に関わ

ることがあり、職種間での深い連携を取ることができるなど、この枠

では語りつくせないほど魅力ある良い職場です。どこに就職するか

迷っている人、高知病院で楽しく仕事をしてみませんか？ 

⑨
高
知
県 

2013年 2015年 2017年 

2件 2件 1件 



パンフレットや当部会についての お問い合わせ先 
 

国立病院作業療法士協議会 中国・四国ｸﾞﾙｰﾌﾟ OT部会 
 

  会長 小林 理英  
 

（南岡山医療センター 作業療法士長） 
 
 

TEL : 南岡山医療センター  086-482-1121 (代表) 

国立病院機構に興味がある方 
 

独立行政法人 国立病院機構 中国四国グループ  
ホームページ より “病院職員採用情報” をご覧ください 

 
  

  http://www.nho-chushi.jp/   

 「業務内容」 「処遇」 「研修制度」 「募集要項」 などが確認できます 


