
　平成20年に黄色の表紙の「認知症予防のヒント」の

冊子ができ、この冊子を使用してあちこちで出前講座

を行ってきた。何度かの増刷も行い、約4年間の間に

出前講座に参加した方から「もっと大きな字にしてほ

しい」「わかりやすい内容で」などの要望もあり、内

容の見直しを柴田先生（金沢大学）、卜部先生（和光苑）、

西谷先生（ふぃらーじゅ）、大西先生（高松病院）、寺

尾先生（野々市市地域包括支援センター）、明福先生（は

まなすの丘）と私の7人の編集委員で検討し、今回簡

易版のパンフレットを2月に完成させた。

　今回のパンフレットは黄緑色の表紙で、以前事業部で作成した作業療法のパンフレットと表紙のイラスト等

を統一した形になっている。

　今後はホームページでも閲覧できるようにするとともに、在庫管理は金沢では金沢事務局（金沢脳神経外科

病院）、金沢大学、桜ヶ丘病院、能登では恵寿総合病院、加賀でははまなすの丘で管理していくので、いつで

も必要部数を取りに来てほしい。

　会員の皆様がこのパンフレット

を使用して認知症の講習会での講

義はもちろんのこと、認知症を持

つご家族に広く配布していただ

き、作業療法の活動を理解してい

ただくことを目的に積極的な活用

を行なっていただきたい。そして、

実施後には必ず事務局へ実施した

報告を行ってほしい。

　また、今年度は冊子の方の見直

しも行い、新たに改訂版を発行す

る予定である。

認知症予防推進委員会　担当理事　

桜ヶ丘病院　岡田　千砂

「認知症予防のヒント」簡易版パンフレット完成！
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出張講義の報告

副会長　柴田　克之

　平成23年度の高校への出張講義は、進藤会長が七

尾高校、鹿西高校、柴田が鹿西高校へ出向いて、作

業療法の魅力について講義してきた。

　昨年11月5日、大学コンソーシアム石川の主催で、

鹿西高校の2年生、30名を対象に医療、作業療法に

ついて話す機会を得たので報告する。私は数日前か

ら、高校生の受講する表情を想像しながら、医療に

興味を持ち、作業療法を理解してもらうためのパ

ワーポイントに着手した。講義当日は自分の思いの

丈を伝えることを待ち望み、ワクワクする気持ちで

車のハンドルを握り高校へ向かった。講義1時間前に校長室で校長から、当高校の学習の取り組みやサークル

および地域活動の話しを聞き頷きながら、私の頭の中では、講義導入の話題や笑いを入れるタイミングなど講

義の流れをイメージしていた。ようやく2限目の開始のチャイムが鳴り、担当教員と共に、教室に向かう廊下

や階段ですれ違うごとに、生徒から「こんにちは」とはつらつとした挨拶に自分のテンションが徐々に高まっ

てきた。教室に入るなり日直係の生徒の起立、礼、着席のかけ声で、騒がしかった教室のざわめきが一瞬のう

ちに水を打ったように静まりかえった。

　自分に与えられた授業時間はわずか50分であり、限られた時間の中で、作業療法の魅力と素晴らしさを伝え、

さらに作業療法へ進学を希望する学生を増やすことできるかが最大の行動目標であった。さあーパソコンをプ

ロジェクターに接続し、立ち上げる。画面が映し出されない？なかなか接続できない。なぜ？　徐々に操作す

る指先が震え、先ほどまでイメージしていたシナリオがガタガタと音を立てて崩れていった。機器担当の先生

が再設定され、スクリーンに映し出されるまでの20分間はアドリブとなったが、そのお陰で生徒のまっすぐな

視線を見ながら、作業療法パンフレットを用いて、作業療法の魅力を伝えることができた。

　講義の終盤には、作業療法士は障害をもった方に何を提供できるのか。生徒に以下の質問を投げかけた。障

害により右手が使えなかったらどうする？　左手を使えるようにする。両足で歩けなかったら？　いざりや車

いすなどの道具を使って移動する。それでは両手と両足が動かせない上に、話すこと、食べることもできなかっ

たらどうする？の問いにみんなの目がうつむいた。教室全体をゆっくり見渡すと、一番後ろの席で私の視線を

待っていたかのように、ぴたっと視線が合うスポーツ刈りの男子生徒がいた。すかさず、君ならどうする？「僕

は相手の目を見て、なにを伝えたいのか、なにを望んでいるのか、以心伝心で理解する」　彼の口から発せら

れたこの言葉は、周りの女子生徒たちも、互いに顔を見合わせ、言葉の意外性にびっくりとした様子であった

が、その後教室全体が大きな拍手で包まれた。まさにこの瞬間、この場に遭遇できてよかった。作業療法の魅

力と仰々しいことを目標としていたが、自分が伝えたい想いは、しっかりと伝えることができた。

　今後も依頼があれば、我々作業療法士が、出張講義を通して高校や小中学校へ出向き、　未来の作業療法士

の卵に、熱いメッセージを伝えていきたい。皆さんの協力を重ねてお願いしたい。
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診療報酬改定　～機能分化と連携が明確に～
病院医療部副部長　西川　拡志

　一般病院は3つの改定ポイントがある。1．『早期リハ加算』が2段階点数になり、常勤リハ科医師がいる場

合は、発症後2週間まで30点アップし、それ以降は逆に下がる。急性期病院からの転院がスピードアップする。

2．『亜急性期入院管理料』はリハの有無で分類され、リハ有の『2』は点数が下がり、逆に点数が上がった重

度患者の受け入れや高い在宅復帰率が求められ、新『回復期リハ病棟入院料1』と同じ1911点になった。リス

ク管理と“意味のある作業を見据えて機能回復しつつADLを向上させる”事が必要になる。3．『13単位以内ルー

ル』は10 ～ 20点前後下がり、2年後廃止と決まり、慢性期は医療から介護や福祉へという流れが必須となった。

また、せん妄や抑うつへのチーム医療として一般病棟での『精神科リエゾンチーム加算』が新設された。作業

療法士は専従なので、将来投資と捉えまずは、チーム立ち上げを提案し実績を作ろう。

　精神科では特に注目すべき項目として、『精神科身体合併症管理加算：350点』があり、まずは入院患者で他

の疾患や合併症を持つ患者は？リハビリテーションが必要な患者は？といった実態把握から始める必要があ

る。『退院調整加算：500点』では、退院患者数の把握と退院支援部署の設置を検討し、作業療法士が専従また

は補助的な参画をするのかを検討する。外来では精神科作業療法の実施で再入院率抑制し、デイケア等の個別

計画の実施体制とプログラムの検討を行い、マンパワーによるが、訪問看護への参画を検討すべきである。 

　点数の増減に一喜一憂することなく、大局に立ち、自身の病院施設の方向性や患者ニーズを見極め、他病院

や施設と連携を考え、対象疾患と作業療法内容を再検討し、収益性も考えよう。作業療法士1人1人が“病院・

施設内自営業者”の意識で仕事をすることが大事ではないだろうか。

介護保険改定・自律支援法研修を終えて
介護保険部部長　西谷　すずな

　今回の改定は、介護報酬単独での改定は4回目、診療報酬との同時改定は2回目となった。改定率は全体で

＋1.2％、うち施設系サービスは＋0.2％・在宅系サービスは＋1.0％となった。しかし「介護職員処遇改善交

付金」を介護保険で賄うこととなり、実質は－0.8％改定となる。

　『医療と介護の役割分担・連携強化』として、＊医療保険機関のみの地域連携診療計画を老健入所後の返書

で算定可能、＊訪問リハビリテーション（介護保険適用）の急性増悪に医療のリハビリテーションが集中的に

介入可能、等が挙げられる。『加算関係』については、通所リハビリテーションではリハビリテーションマネ

ジメントが月8回から4回以上の利用でも可能に緩和された。予防（要支援）の選択的サービスが運動器機能

向上サービスに口腔機能や栄養改善を組み合わせることで複合加算が算定可能にはなったが、実際に予防を対

象に前述の2種を実施算定している施設は僅かであり、絵にかいた餅のような加算である。訪問リハビリテー

ションでは、主治医・指示医の各診療が毎月から3月毎に緩和された。またリハビリテーション専門職等の行

う訪問看護では単位時間の見直し等があった。訪問介護も受けている場合は、訪問リハビリテーションのリハ

ビリテーション専門職と共同して評価・指導助言を行った場合の「生活機能向上連携加算」の算定が可能とな

り、訪問リハビリテーション提供側は「（訪問介護……と）連携した場合の加算」が算定可能となった。通所

介護ではリハビリテーション専門職の介入はないが予防を対象に「生活機能向上グループ活動加算」が新設さ

れ、より具体的な生活動作そのものの向上を図るプログラムがされることとなる。

　また今回改定を控え多忙な時期にも関わらず、県健康福祉部長寿社会課の道原氏、西野氏お二人が講師を引

き受けてくださり、現時点でわかる範囲で、質問等にも噛み砕いて分かりやすく回答していただけた。会員の

皆様には、これから随時発信されるQ＆Aにも目を配り備えていただきたい。

　自立支援法の一部改正も4月から実施されるため、ポイントをまとめた形で寺尾理事から紹介を受ける時間

も設けた。対象者の生活支援のために、介護保険法のみでなく、自立支援法を使うという選択肢を提案できる

ことも求められている。
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精神医療部研修会に参加して

石川県立高松病院　稲口　葉子
　平成24年1月22日に石川県リハビリテーションセンターにて開催された精神医療部研修会に参加した。宮城

県立精神医療センターの香山明美先生を講師に迎えて「これからの精神科作業療法を考える」というテーマで

行われ、精神疾患の考え方や社会の動向を踏まえた上での作業療法の役割についての講義であった。

　我が国では2004年に「精神保健福祉の改革ビジョン」が発表され、入院医療中心から地域生活支援へと支援

の在り方が大きく変わってきている。うつ病や自殺の増加が社会問題となっていることからも精神疾患への注

目がなされ、2011年にはこれまでの4疾病5事業から5疾病5事業へと精神疾患が加えられることとなり、精神

科を取り巻く国の方針、社会の動きに合わせて、作業療法の在り方を考え直し実践していく必要性を感じた。

　また、精神科医療においても早期介入や予防・啓発が必要と言われている中で、精神科急性期リハビリテー

ションの重要性についても述べられた。最近注目されている早期精神病の治療についての紹介があり、早期か

ら多職種チームで包括的な支援を集中的かつ継続的に実施することが、精神病の予後や経過の改善につながる

ということであった。その中での作業療法の役割として、早期からの生活機能レベルに着目したアプローチの

重要性が挙げられ、併せて、チームの一員として実践を通して作業療法の視点を発信していき、他職種へアピー

ルすることの必要性を強調された。

　講義終了後は質疑応答が活発に行われ、日頃の疑問や悩みについて香山先生から様々なアドバイスをいただ

くことができた。精神科デイケアの在り方について悩んでいる施設も多く、利用者の特徴や必要とされている

支援に合わせた運営の仕方を考える良い機会になったと思う。今回の研修会を通して、日々医療や社会は変化

しており、常に新しい情報や技術を習得してより良い作業療法を提供していかなければならないと感じた。

現職者選択研修「発達障害領域の作業療法」に参加して

金沢こども医療福祉センター　板倉　杏奈
　平成24年3月11日、石川県リハビリテーションセンターにて現職者選択研修「発達障害領域の作業療法」が

開催され、16名の参加者が講義を受けた。

　研修会は「発達障害の歴史と治療理論」、「乳幼児期の作業療法」、「就学・学童期の作業療法」、「成人期の作

業療法、今後の課題と展望」といった4つのテーマがあった。

　「発達障害の歴史と治療理論」の講義では、脳性麻痺の療育史や今年4月に改正される自立支援法の内容など

細かな講義内容で、改正される制度については自分自身の理解が不十分だったため大変参考になった。「乳幼

児期の作業療法」の講義では、就学前までの子どもは第一に生活リズムの安定をはかる事の重要性や、障害児

を持つ母親は、育児に対しての自信が低い場合が多いため、母親の困り感に寄り添いながら育児の喜びを感じ

られる様に支援していく事の重要性を学ぶ事が出来た。「就学・学童期の作業療法」の講義では筆記用具や視

覚タイマーなど様々な支援グッズの写真が紹介され、学校で必要な環境調整について学んだ。臨床場面でもこ

のような支援グッズが必要とされる子どもが多く、自分の担当している子どもたちと照らし合わせながら理解

を深めていく事が出来た。「成人期の作業療法、今後の課題と展望」の講義では、成人期における対象者の身

体面・心理面などの変化に対応する事、家庭でのリハビリ指導、福祉機器利用、利用サービス事業所との連携

等が大切である事が強調された。乳幼児期から成人期までのいずれのライフステージにおいても対象児・者の

発達過程や発達課題を的確にとらえる事、母親と信頼関係を得る事、学校など他職種との連携が大切であると

感じた。

　今回研修を受けて知識不足を実感し、自分自身の作業療法をもう一度見直す機会を得る事が出来た。

研修会報告
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金沢東支部

金沢大学附属病院　麦井　直樹
　平成23年度の金沢東支部の第3回の症例検討会を、2月24日金曜日に金沢大学附属病院にて開催した。今回
は移動主体の福祉機器について最近の動向を盛り込んで、金沢福祉用具情報プラザの安田秀一先生にミニレク
チャーをお願いした。大変参考になることが多く、会員からの質問が安田先生を取り囲んでいた。当日は金沢
東支部最高記録と思われる32名の参加であった。事例報告数題に対して今回もベテラン、中堅、若手から多く
の意見が出されていた。 

金沢西支部

済生会金沢病院　西谷　　厚
　昨年度は2回の研修会と症例検討会を行った。昨年度は症例報告希望が少なかったため3回目の症例報告会
を中止した。今年度も3回の報告会を予定しており、新採職員にも症例報告の意識を持たせるよう各職場か
らの積極的な参加をお願いします。

能登支部

恵寿鳩ヶ丘　福井　朱美
　平成24年3月17日に第1回研修会、18日に第2回事例検討会を1泊2日の日程で穴水町の国民保養センター　
キャッスル真名井で開催した。研修会は、NTT東日本関東病院の岡崎渉先生をお招きし、「うつ病患者に対す
る作業療法～多様化するうつ病へどう関るか」と題して講演していただいた。社会構造の変化などでうつ病が
増えている中で、どの領域で働く作業療法士においても非常に興味深い内容であり、能登地区28名、加賀地区
16名の計44名の参加があった。
　事例検討の参加者は27名で演題数は13演題と過去最多であった。活発な質疑応答や有意義なコメントもあり、
是非、石川県作業療法学術雑誌などへの投稿につなげていただければと思う。来年度も1泊2日の予定で研修
会と事例検討会を予定しているので多数の参加をお願いします。

加賀支部

葵の園丘の上　西村　幸盛
～第2回事例検討会～
　平成23年度2回目となる事例検討会が2月19日（日）に芳珠記念病院で開催された。参加者は30名で症例数
は7症例（内、金沢地区より1症例）であった。発表された症例は、食事や排泄などの身近な行為へのアプロー
チ以外にも、自営の理容やバスを利用した買い物など幅広いニードに対応した内容もあり、テーマは多岐に渡っ
ていた。今回の発表では、症例にとって意味のある作業の適応を検討するためには、心身機能と作業自体の十
分な評価と分析が重要であることを改めて考えさせられた。若手の作業療法士からの質問や、ベテラン作業療
法士からの貴重なアドバイスなど活発な意見交換があり、内容の濃い検討会となった。
　平成24年度は9月に開催される能美市のボランティアフェスティバルにワークショップ形式での参加を予定
している。できるだけ多くの会員に楽しみながら携わって頂きたいと思う。

各支部支援活動状況
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平成23年度　社団法人石川県作業療法士会第7回理事会議事録
日　　  時： 平成24年2月3日（金）　19：00 ～ 22：30　　場所：県リハセンター
出 席 者：  進藤、中川、柴田、東川、安本、西川、寺田、小池、酒井、岡田、安田、麦井、千田、西谷、寺尾、

大西、明福　以上　理事17名　部員名　榊原、溝口
第1号議案： 各部・委員会・支部事業経過報告
【会員動向】（東川） H24年1月30日現在、正会員数は611名、個人賛助会員3名。 
【学術部】（麦井） 第21回石川県作業療法学会について。日付は9月2日の日曜日、場所は金沢大学附属病院の外
来棟4階、宝ホール。石川県作業療法学術雑誌No20については、査読終了。
【教育部】・12月3日生涯教育制度推進委員会の報告について
（寺田） H24年4月から資格認定審査の試験の導入が概ね決定。またH24年4月以降、新規認定OT申請の際は試
験実施。H25年2月11日を試験日とし、申請期間はH24年1月31日から1 ヶ月間。H24年2、3月で読み替えすれ
ば試験を受けずにすむ。また専門OTについて大学院教育と連携する話がスタートしている。
・ SIGのポイントについて
（寺田） 20人くらいの団体で年に数回勉強会を行っていれば、SIG申請可能。SIGになればポイントを申請可能。
他の研修会に関しては、現在問い合わせ中。
【病院医療部】・診療報酬・介護保険改定研修会の案について
（千田）日時は平成24年3月24日、石川県地場産業振興センターで実施予定。
・認知症作業療法申し送りシートについて
（寺田）シート自体を広めるのではなく、OTならではの報告書の書き方を示せば良い。
【精神医療部】（岡田） 平成24年1月22日に精神医療部の研修会を実施。県リハビリテーションセンターにて講
師は香山明美先生、参加者64名。
【小児医療部】（中川）3月11日発達分野現職者選択研修を開催。場所は県リハビリテーションセンター、講師
は中川等史・安本大樹先生。
【事務局】（東川）現況調査報告書作成中。 
【広報部】・県士会ニュースの割り振りについて
（進藤）最初の1ページ目に現在行っていることが伝わる写真を載せて、石川県のOTの活動が分かるようにしたい。 
【障害教育委員会】（寺田）来年度は身体障害、精神障害分野の現職者選択研修を行う予定。
昨年末の委員会で、全国認定作業療法士ランキング石川県1位、2位が岡山県。
基礎研修が修了者は15.1パーセントで石川県が1位。富山、和歌山が2位であった。
【認知症予防推進委員会】・認知症予防パンフレット進捗状況について。
（岡田）現在作成中。パンフレットの表紙の色など、検討したい。
・健康フェアについて
（岡田）4月15日11：10 ～ 11：30に介護予防に対する講義の依頼あり。恵寿総合病院の体操の予定。 
【表彰選定委員会】（中川）県内養成校学生表彰を行う予定。
【法人組織検討委員会】【財務部】
（進藤）石川県作業療法士会の会員が600名を越えており、事務業務が増加。会の発展を考えた上で預金などに
計画を立てる必要有り。理事の負担を軽減するためにも事務所を借りて、人も雇いたいがどうだろうか。 
・予算について
収支予算書の説明が安本理事よりあった。予算書の作り方は公認会計士に確認してもらう予定。
（進藤）事務員給与は、今年度は100万円を予算として計上し、長期事業基金から取り崩す形にしたい。
（安本）事務所設立の予算として150万円を計上。消耗什器備品は100万円の予算。
（進藤）事務所を借りる、事務員を雇うことはどうだろうか。承認
（進藤）今までは県士会で集めて協会費を納入していたが、協会側より会計上問題があると言われたため、今
後は個々で協会に会費の納入を行う。
・第2号議案：訪問リハビリテーション実務者研修会について
 （進藤）石川県作業療法士会からは委員となる県士会員の会議費を出す程度。来年度はST県士会の運営となる。
状況を確認し、検討する。承認　
 議事録署名人：明福真理子、寺尾朋美を会長より任命

－　－6

社団法人石川県作業療法士会ニュース　No.8223発行2012. 4.



●作業療法優秀賞

　当会では県内作業療法の学術発展のために、県内の作業療法養成校を卒業される方の中から各校1名優秀賞

の表彰を卒業式に実施している。23年度の優秀賞は、金沢大学は、藤井巳浦さん、専門学校金沢リハビリテー

ションアカデミーは、高山恭兵さん、国際医療福祉専門学校七尾校は、加藤孝之さんである。

●平成24年　介護報酬・診療報酬改定研修会　　　　　　　　　

　「介護報酬改定」について、いつも会員から講師を出していたが、今回初めて県長寿社会課から、道原正浩氏、

西野友加里氏の2名にお越しいただいた。年度末の忙しい中、感謝でいっぱいである。今回、私の要望で「自

立支援法の改定」を盛り込んだ。病院から退院するとき、介護保険を申請し利用する場合がある。症状固定に

は至っていないため、障害者手帳等の手続きができないことも一因であるが、若くして不自由さを抱えた人に

対し、就労支援など自立支援法の中の制度が利用できないか再考して欲しいためである。

　「診療報酬改定」については、私がいつも思っていることを西川拡志氏がわかりやすく、力強く説明してく

れ感銘を受けた。我々は雇われている。しかし、『病院・施設の中では自営業者』である。自営業者として、

例えば対象疾患の絞込みや、新たなチーム医療への参入について検討しなければならないのである。

●リーダー養成研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成24年9月8 ～ 9日に和倉温泉で、次世代を担うリーダーを育てるために、東海北陸地区のリーダー養成

研修会を開催する。

第21回石川県作業療法学会 学会テーマ「その人らしさを支える作業療法」

学会長　桜ヶ丘病院　岡田　千砂
　

日　　  時： 平成24年9月2日（日）　9時00分～ 16時予定

場　　  所：金沢大学附属病院　宝ホール　　　金沢市宝町13-1 　Tel:076-265-2000

　第21回石川県作業療法学会は例年の8月より9月に移しての開催となります。学会長は精神科領域初となります。

精神科領域からも多くの演題をお待ちしています。演題募集開始は4月を予定しています。会員の皆様の日々の活発

な臨床活動、研究活動、教育活動、地域貢献をまとめてください。それとともに大勢のご参加をお待ちしています。

平成24年度からの県士会費・協会費の納入について

　(社)日本作業療法士協会の一般社団法人への移行に伴い、協会担当の会計士より会費徴収方法の改善が求め

られた。その結果、他団体（ここでは石川県士会）がとりまとめて納入する方法が変更され、平成24年度会費

徴収から改められることなった。

　平成24年度からの会費は、以下の形になります。

　　　協 会 費……今回の協会からの案内に従い納入

　　　県士会費……後日、士会財務からの案内に従い納入

問い合わせ先：石川県作業療法士会　金沢事務局　担当　東川哲朗、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　または金沢こども医療福祉センター　安本大樹

インフォメーション
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金沢社会保険病院　越田　雄

　県士会会員の皆様、こんにちは。金沢赤十字病院の片村寛子さんからバトンを受け取りました、金沢社会保

険病院の越田雄です。まずは当院の紹介をさせていただきたいと思います。

　金沢社会保険病院は金沢市沖町にある二次救急の総合病院です。近くには市民野球場があり、春夏には高校

野球の声援が聞こえます。当院は健康管理センターを併設しており、疾病の治療だけでなく、「予防」に重点

を置いた医療活動を特色としています。また同敷地内に介護老人保健施設のサンビューかなざわも併設してお

ります。リハビリテーション科のスタッフは病院が作業療法士5名、理学療法士11名、言語聴覚士3名、サン

ビューが作業療法士2名、理学療法士3名、言語聴覚士1名となっています。リハビリテーション室は作業療

法室、理学療法室、言語聴覚室が隣続きとなっており、非常に連携の取りやすい環境となっています。また数

年単位で病院とサンビュー間の人事異動があり、介護保険下での業務も経験することができます。

　続いて私事ですが、先日テレビで輪島塗の職人がスマートフォンのカバー作りをしているといった内容の番

組を観ました。漆器の売上がバブル期以降減少し続けている状況を打開するために始めたとのことですが、今

ではカバー作りが仕事量の7割を占めるようになったとのことです。座して仕事を待つのではなく自ら新しい

仕事を生み出す姿に大変刺激を受けました。私は今年で経験年数9年目、当院の作業療法部門の責任者となっ

て4年が経ちました。これまで日々の業務を漫然と行ないがちでしたが、来年度からは現状の業務以外に作業

療法部門が活躍の場を拡げていけるよう努めたいと思っています。

　さて、毎年恒例の踊り流しまであと数カ月となりました。今年も県士会の皆様と楽しく踊り流せる日を心待

ちにしております。それでは次は金沢大学附属病院の堀江翔さんにバトンを渡したいと思います。堀江さんよ

ろしくお願いします。

会員が語る

 七 尾 松 原 病 院

柿島　瑠美

　“能登はやさしや土までも”

能登半島の厳しい風土と人を例えた言葉ですが、七尾松原病院は能登の中心部に位置しています。国道159号

線沿いにあり、病院周辺にデイケア、地域活動支援センター、就労継続支援・自立訓練施設、共同住居やグルー

プホームといった関連施設が充実していることが特徴的であり、地域に根ざした生活の実現を援助しています。

徒歩・交通機関を使って様々な場所へのアクセスも良好であり、実際に作業療法の時間を利用して外出するこ

とも多いです。また、七尾は港町であり、青柏祭や奉燈祭に代表されるように一年を通し様々な祭がある、と

ても賑やかなところです。

　当院は157床の精神病院です。患者様は50 ～ 70代が一番多く、平均年齢は66歳となっていますが、職員は働

き盛りの30 ～ 50代が多く、日々奮闘しています。作業療法室には作業療法士3名、作業療法助手2名が勤務し

ており、患者様・利用者様中心の関わりを重視しています。作

業療法は午前・午後の各1単位となっています。作業療法室で

の活動はもちろん、社会復帰に向けたプログラムにも力を入れ

ています。心理教育や社会資源の利用にも力を入れており、作

業療法スタッフだけではなく、多職種によってプログラムを進

めていることも当院の特徴だといえます。

　病気と上手く付き合いながら地域で自分らしく生活していけ

るよう、更に多職種と切磋琢磨して支援していきたいと思いま

す。それでは次は、ときわ病院の榊原隆義さんです。
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〒921-8036　　石川県金沢市弥生2丁目6番16号
　TEL：076-241-5721　FAX：076-241-5722

金沢オフィス

福島県南相馬市災害支援活動について（報告）

会長　進藤　浩美

　日本作業療法士協会が、福島県南相馬市長からの要請で実施していたボランティア派遣に、元当会会員、現

在滋賀県の山本尚美氏が3月10日～ 17日に現地入りした。現地の実態について知ってもらうことも支援の一つ

となると思われ、山本氏からの活動を紹介する。

　①応急仮設住宅内のサロン支援：サロンの環境・内容の成熟度は様々であったが、作業活動を導入し、『作

業活動はサロン以外での生活を活発にすることができる』提案の一つであることを理解してもらった。②社会

福祉協議会が実施しているデイサービスの個別相談：今回3月末でこの事業は終了となるが、環境の変化が多々

あるため、リハビリテーション的な視点から定期的に相談が継続できる体制が望ましいと考えられた。③地域

包括支援センターの職員に同行しまたは同行なしでの訪問指導： ほとんどの症例が、1年前（地震発生前）と

比べて廃用が進んでいた。原因としては、『避難所で迷惑になると思って動かなかった。住宅環境が違って運

動量が減った。畑などがなくなり役割がなくなった。孫が避難して、役割がなくなった。周りが津波に流され

て散歩するところがなくなった。家族が亡くなり、生きていても仕方ないと思う。通っていた通所リハビリテー

ションが閉鎖された。』が考えられた。

　社会資源が不足する中で、身体面・環境面と同時に本人および家族の心理面のケアも必要であり、個別に対

応する作業療法士のニーズは大きい。今回は、3月までの期間限定のボランティアであり、現地スタッフに移

行できるものと、継続的にリハビリテーション的な視点が必要となるものとを明確化した。
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Ａ会員
社会医療法人董仙会

Ｂ会員
学校法人センチュリー・カレッジ
社会福祉法人徳充会青山彩光苑
医療法人社団勝木会
学校法人阿弥陀寺教育学園
医療法人社団和宏会

Ｃ会員
粟津神経サナトリウム
石川県済生会金沢病院
石川県リハビリテーションセンター
医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院
医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院
医療法人社団浅ノ川桜ヶ丘病院
医療法人社団浅ノ川千木病院
医療法人社団映寿会
医療法人社団片山津温泉丘の上病院
医療法人社団さくら会森田病院
医療法人社団慈豊会加賀温泉病院
医療法人社団丹生会
医療法人社団生生会えんやま健康クリニック
医療法人社団千木会
医療法人社団扇寿会
医療法人社団長久会
医療法人社団同朋会
医療法人社団中田内科病院
医療法人社団福久会
医療法人社団洋和会
医療法人社団輪生会
医療法人積仁会
金沢医科大学病院
金沢社会保険病院

金沢赤十字病院
公立穴水総合病院
公立宇出津総合病院
社会福祉法人篤豊会
社会福祉法人北伸福祉会
社団法人石川勤労者医療協会城北クリニック
城北病院
珠洲市総合病院
芳珠記念病院
医療法人社団博洋会
医療法人社団持木会柳田温泉病院
医療法人社団浄心会
医療法人社団博友会
医療法人社団青樹会青和病院
宇野酸素株式会社
金沢義肢製作所
株式会社アイテム
株式会社トータルシステム
株式会社トミキライフケア
株式会社日本メディックス金沢営業所
株式会社半田　
株式会社ヤマシタコーポレーション金沢営業所
酒井医療株式会社金沢オフィス
セントラルメディカル株式会社
三星自動車販売株式会社
ミナト医科学株式会社金沢営業所
有限会社リｰフレットライフ
丸善株式会社金沢支店
株式会社メディぺック

Ｄ会員
医療法人社団あいずみクリニック 
みなと工房
株式会社ヒロセ板金

賛助会員名簿　（順不同）

編集後記
　未曾有の大震災であった3月11日から早くも一年が経ちました。この度の震災は日本のあり方をいろいろと
改めて考えさせる機会となり、私も原発の問題を含めて今までの考え方を180度転換することが必要だなあと
痛感しました。微力ながらも日々の業務だけでなく、さまざまな活動を通して復興に貢献できたらと思う。 

（明るい未来を願う編集人）
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