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「なごやか作業療法セミナー」開催
事業部担当理事（金沢大学）

柴田 克之

事業部担当理事（石川県立高松病院）

大西真澄美

11月17日（土）に金沢大学医薬保健学類の教室にて、県下の高校生を対象とした「なごやか作業療法セミナー」
を主催した。本セミナーには、学校に掲示されたポスターを見たり、学校の先生から勧められたりして、県下
高等学校6校より10名（1年生3名、2年生1名、3年生5名、他）の参加があった。
当日は、「リハビリのプロを目指そう ＯＴの魅力」と題した講義から始まった。そして、「スペクトログラ
ム自己紹介」で参加者の緊張をほぐした後、実演も含めた事例紹介に続いて、私が作業療法士だったら…と「ブ
レインストーミング」で演習を行った。ティーブレイクしながらの交流の後、作業療法士が福祉用具を紹介し
ながら、参加者がトランスファー体験をしたり、ワンハンド調理板や障害者用スプーン・箸などの自助具を実
際に使用したりする実習を行った。県士会が作成しているパンフレットなどを配布し、最後に柴田克之副会長
より「専門領域は広く、かかわり方は深く、ハートは熱く」という作業療法士からのメッセージが伝えられた。
終了後の参加者アンケートでは、講義、演習、実習ともに好評であり、大半が「作業療法士を目指したい」
との回答であった。セミナーを受けた感想は、「楽しみながら学ぶことができ、とても充実した時間になった」
「作業療法士の方の話を聞くことができ、作業療法士になりたいという気持ちが強くなった」「とてもおもしろ
いので、また来たいと思った」
「作業療法士の心情（体験談）とかをもっと聞きたい」などであり、高校生の
積極的な思いが伝わってきた。
初のセミナー開催であり実施前はやや不安もあったが、セミナー前の参加者の不安げな表情が終了後には笑
顔に変わったのを目の当たりにし、事業部メンバーも実施して良かったと思えた。来年も行ってほしいとの要
望もあり、会員各位の協力を得ながら、内容を充実し、作業療法の啓発活動に励んでいきたい。
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第26回石川県リハビリテーション風船バレーボール大会報告
大会委員長

小池 隆行

1．日時 平成24年11月24日（土） 9:30 〜 15:00
2．会場 いしかわ総合スポーツセンター
3．大会の概要と結果
1）参加施設とチーム
参加施設：20施設
（石川県内の病院、介護老人保健施設、社会福祉法人施設等）
参加チーム：26チーム
・一般部門：11チーム
・シルバー部門： 6チーム
・お楽しみ部門： 9チーム
2）参加者数
195名（男性：118名、女性：77名）
3）参加者年齢
平均年齢：60.6±23.7歳（最年少：13歳、最高齢：96歳）
4）参加者疾患分類
脳血管疾患 ：60名
腰痛
： 4名
脳性麻痺
：27名
脊髄損傷
統合失調症 ：20名
パーキンソン病： 3名
認知症
：12名
神経症
骨関節疾患 ：11名
その他、不明 ：38名
頭部外傷
：10名
5）結果
＜一般部門＞
＜お楽しみ部門＞
優 勝 青山バルーン
健闘賞 恵寿鳩ぽっぽ
準優勝 シルバーストーン
ザ☆はまなす
第三位 シティハンター B
ヒーローズ
＜シルバー部門＞
ふれあいレッツゴー
優 勝 県中イーグルス
ふれあいレッツゴー ･ピンク
準優勝 藤井あすなろチーム
敢闘賞 シティハンター A
第三位 わこうえん･やったるディ
スマイルトオの家
ドリーム城北
ビックウェーブ青山

： 2名
： 2名

風船バレーボール大会にスタッフとして参加して
城北病院

小橋麻里奈

風船バレーボール大会スタッフとして参加した。私自身去年・今年と2回目の参加となった。今年は参加施
設が前年よりも多く、前準備の際、椅子がずらりと並んでいる状態は圧巻だった。大会当日は、選手の方々が
白熱した試合を繰り広げ、また施設のスタッフの方々・家族の応援や工夫を凝らした横断幕等が飾られとても
盛大な大会であった。スポーツで、年齢・性別・障害が様々な人たちが
一緒に競技を出来るものはなかなか無いなか、そのような事が関係なく
試合をし、交流を行える事が風船バレーの良い所だと感じた。表彰式の際、
選手の方が賞状をもらった途端、満面の笑みになった場面がとても印象
的だった。日々の臨床の場面でもそのような表情・その人に意味のある
作業を提供する事が出来たら良いと改めて感じる事が出来た。今回参加
して感じた事を今後に生かし、また、来年も大会のスタッフとして参加
したい。
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介護フェスタいしかわ2012 〜広げよう笑顔の わ 〜報告
金沢福祉用具情報プラザ（石川県介護支援専門員協会理事）

安田

秀一

11月17日（土）に例年通り石川県女性センターにて、介護フェスタいしかわ2012が開催された。本イベント
は、11月11日の介護の日制定をきっかけに、石川県介護支援専門員協会が中心になりつつ、石川県内の医療・
福祉関連団体合わせて15団体（当会含む）が主催共催で、2009年から行われているイベントである。
今年の内容は当事者と家族、支援者が発表するパネルディスカッション「私に支えられる時が来たら、こん
なふうに支えてほしい、そして支えたい」（コーディネーター 馬渡徳子氏）を中心に、演劇などのステージと、
各主催団体による相談や体験コーナーなどのブース展示であり、およそ200人の来場があった。
当会は「工夫次第で作業ができる―OT的アクティビティの紹介・体験―」と題し、ブースを構え、片手で
も作業を行えるようにするための器具やその使用上の工夫、自助具等を展示し、一部体験できるようにした。
来場者は一般の方もいらっしゃるが、ほとんどが主催団体の専門職の方であることを見込んで、
「OTの視点で
作業活動を支援するとこんなに色々な可能性が広がる」ということを、あらためて知ってもらう狙いであった。
今回は公立つるぎ病院の渡邉さんに企画及び実行委員として参加してもらい、当日もつるぎ病院のOT職員の
協力により運営することができた。OTブースへ立ち寄って、話をしたり体験された方は予想より多く、狙い
通りの効果をあげることができたと感じている。
地域包括ケアの強化、医療・介護連携の充実が必要とされている中で、
石川県内の医療・福祉団体が企画段階から打合せを行い、一つのイベン
トを実施することは大変な苦労があるが、チームで利用者様を支えてい
くことを推進する助力になる会であると感じた。

第12回東海北陸作業療法学会に参加して
金沢大学附属病院

麦井

直樹

11月10日（土）
・11日（日）に静岡県で開催された第12回東海北陸作業療法学会に参加してきた。同じブロッ
クであっても、石川県からは遠く離れた地域であり、当院スタッフと高速道路で向かったが、大変時間がかかっ
た。全国学会ほどの演題数や人数ではないが、
石川県学会とは異なり、
多くの会場で様々な内容の演題を選んで、
きくことができる学会と感じられた。石川県学会の参加者は中抜けの若手とベテランが中心で、会員の増加の
割には伸び悩む傾向にあるが、東海北陸学会は様々な年代の参加があり、
活発なディスカッションが行われている印象だった。今回もやや専門外
の発表を行ったが、多くの意見をきくことができた。もちろん、夜の懇親
会においても意見交換が行われ、日々の臨床の活力となるすばらしい時
間となった。石川県作業療法学会もブロック学会のようにはいかなくと
も、多くの会員が集まり、自己研鑽できる場になればよいと感じた。
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現職者選択研修会「身体障害領域の作業療法」
知華
えんやま健康クリニック デイケアセンターすこやか 東本

9月30日（日）
、石川県立中央病院にて現職者選択研修会（身体障害領域）が開催された。
研修会は急性期・回復期・維持期・終末期の作業療法の4テーマに分かれており、認定作業療法士の4人の先生
方から貴重な講義を受けた。
「急性期の作業療法」では、早期離床の利点やリスク管理のポイント、障害別作業療法の実際を学んだ。私自身、
昨年石川県立中央病院で臨床実習をさせていただいた機会があり、早期離床やリスク管理の重要性について、未
熟ながらも身をもって実感した。広い視野で注意を払い、気を配ることの難しさ、急性期病院の患者様が持つ疾患
の多様性に苦労した実習を思い出す内容であった。
「回復期の作業療法」は、ADLへの関わりや住宅改修等の実例紹介があり、大変参考になった。また、回復期は
機能回復から活動・参加に焦点を当てた作業療法へと患者様の価値観を転換していくアプローチが重要だと講義
されていたことが印象的で、心理面へのアプローチがその人らしい生活を送る上で、作業療法士の大切な役割で
あることを再認識した。
「維持期の作業療法」では、
「作業療法士は効果がなくても認められる職業」だと実際に言われた経験から、
「説
明出来る作業療法をしよう」と強調されていたことが心に残った。私は現在維持期の患者様が中心の施設で勤務し
ており、患者様を良くしたいと思う一方で、なかなか変化が見られず悩むことも多い。本人様を始め家族の方、他
のスタッフにも自信を持って「説明出来る作業療法」を実践出来るようになろうと強く思った。
「終末期の作業療法」は、がんリハを主とした内容であった。死期ギリギリまでOT室に出療する患者様が多いこ
とを知り、作業療法士は最期の時まで患者様にとって有意義な環境や作業活動を提供し、近くで寄り添うことので
きる職業であると実感したと同時に、専門職として患者様に関わる責任を日々自覚しなければと改めて感じた。
全講義において内容が豊富で収穫の多い研修会であった。今回学んだこと、感じたことを忘れずに今後も努力
していきたい。

介護保険部「生活行為向上マネジメント」研修会に参加して
隆司
介護老人保健施設 アイリス 藤田
10月6日（土）
、
「生活行為向上マネジメント」の開発に携わり、昨年2月の全国研修会でも講演された村井千賀先
生の講義が拝聴できるということで参加した。介護保険部の研修ということで介護保険分野に勤める会員が多数
だったが病院に勤める会員の参加もあり、約50名の参加があった。
研修は、
先生が執筆に携わった著書「 作業 の捉え方と評価・支援技術」をつかっての講演だった。お話の冒頭、
「人は作業をすることで健康に、元気になれる」
、
「人の営みは作業・生活行為が連続して成り立っている」といっ
た言葉をいただいた。この言葉は以前、協会から配布されたポスターにも載っていた言葉だが、主体を 介護され
る 側から、積極的な生活を する人 へとしていくために、生活への意欲を高め、自己の実現に向けて積極的、
活動的に営めるように支援する、それが作業療法であり、その手段として「生活行為向上マネジメント」を活用す
ることが、よりよい在宅生活、よりよい生活の獲得・意味のある作業遂行につながっていく、と改めて紹介された。
アセスメントをして障害の要因を特定し、その人にとって「意味のある作業」を見出し、それに焦点を当て、遂
行できなくなった生活行為の遂行障害を回復させたり、向上させるための支援方法だということを大いに学んだ。
また、そのマネジメントで介入することで、健康効用値の尺度が上がり医療費の抑制にもつながったというデー
タ、通所施設で介入することで8割が「改善」したこと、逆に、介護保険の予防
給付者に行われている運動器機能向上訓練に固執し行うと3ヶ月後は向上したが
1年後には低下しているというデータも示され、機能向上のためだけに行うので
はなく生活行為に着眼する大切さも話され、たくさんの根拠を示しながらの講
義で大変参考になった。と同時に、このマネジメントによって、作業療法の効
果を根拠立てて示していくことが具体的となり、無限に広がっていくのではない
かとも感じた。
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健生

10月14日（日）に金沢リハビリテーションアカデミーにて精神医療部研修会があり、宮部真弥子先生（医療法人
社団和敬会脳と心の総合健康センター長、精神保健福祉士）より精神障害者の地域生活支援についてというタイ
トルのもと、長期入院患者に必要な支援の概要・ポイントについての講義や先生がこれまでに実践してきた退院促
進についての取り組みについて、またＡＣＴ−Ｇや相談支援事業所についての講義をしていただいた。
講義の中でとても印象に残っていることとして①退院促進プログラム『あすなろ会』②ストレングスモデルの2
点があった。①は20年以上前に立ち上げていたそうで、プログラムの内容や成果、事例を通した話があった。当セ
ンターでも同様に長期入院患者の退院促進が課題の1つとなっている。入院生活がその人の生きてきた期間の半分
以上となっている人もおり、このような人たちが、慣れ親しんでしまった入院生活から退院して地域で暮らしてい
くためにはどのようにかかわっていけばよいのか？日々悩んでいる状況である。先生の話を通し、長期入院患者へ
の関わりやプログラムを考えるヒントをいただいたように思う。また、退院した人を対象にしたアンケート結果か
ら病院に戻りたい人はいなかったという結果だったことも聞け、やる気も一緒に注入していただいた。②について
は講義の中で何度も紹介があり、また「良い点を見つけることは様々な職種の中でOTの得意なことではないか？」
という話もいただいた。日々プログラムを回すことに目を奪われていないか、その人をきちんとみてその人に合わ
せた対応がとれているか？恥ずかしながら自問自答する機会になった。
長期入院患者に関わらず、その人ができることやできないこと、援助が必要なことを把握し、どうすればできる
ようになるかを考えていく。書いてみると作業療法士としての基本のように感じるが、その基本のことをきちんと
していけるよう日々精進していきたい。

移動・移乗介助実技講習会
公立つるぎ病院

渡邉

貴之

11月25日（日）に金沢福祉用具情報プラザにて社会福祉部研修会として「移動・移乗介助実技講習会」を開催
した。講師にキネステティクスのベーシック・アドバンスコース修了者の宮田尚彦氏を迎え、参加者14名でキネス
テティクスの理論と介助方法について実技を中心に行われた。
研修では二人一組になり介助される側はどのような感覚や空間を使って動作を行っているのか、介助する側は動
作を観察しながらどのような介助方法が良いのかを考えた。このＡＤＬだからこのやり方、この能力だからこのや
り方という一方向性の介助ではなく、相手の動き（感覚や空間の使い方など）
を観察しながら段階をひとつずつ介助していく調歩式の介助が重要であると学
んだ。また、人の動きには大きな力で勢いよく直線的に動くパラレルな動きと、
小さな力でゆっくりと身体を捻じりながら行うスパイラルな動きがあることを学
んだ。イメージとして前者は椅子から真っすぐに立ち、後者は体を一方に捻じ
り座面に両手をつき手で支えながら立つ動作になる。
パラレルな動きでは出来ない人でもスパイラルな動きを取り入れれば介助が
少なくてもできるという事であった。現場においても動作の特長を捉えてどのよ
うに介助すれば、その人の動きを生かした介助になるかを考える良い機会となっ
た。今回の研修は運動学や解剖学ではみられない動きの概念であり、言葉も初
めて聞くものが多かったが作業療法士としてその人をみる視点の幅が広がった
と思う。
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各支部支援活動状況
金沢東支部
金沢大学附属病院

麦井

直樹

平成24年度の金沢東支部の第2回の症例検討会を10月26日（金）に金沢大学附属病院にて開催した。演題数
は8題、24名（認定OT6名）の参加であった。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。
次回は明日から役立つ高次脳機能のアプローチについて最近の動向を盛り込んで、金沢大学の中嶋理帆先生に
ミニレクチャーをお願いしている。開催予定は 平成25年2月15日（金）、金沢大学附属病院となっている。多
くの演題発表と参加を期待したい。

金沢西支部
石川県済生会金沢病院

西谷

厚

今年度第2回西支部研修会・症例検討会を12月1日（土）、石川県済生会金沢病院にて開催した。研修会は「手
の拘縮とスプリント療法」で金沢大学の西村誠次先生を講師に迎え行った。参加者は27名で、能登・加賀か
らの受講者もあった。今回はスプリント作成の実技も行う予定であったが、時間が足りなくなりデモンスト
レーションのみになってしまい申し訳なかった。引き続き症例検討会を行った。今回は7例の報告があり、新
人から経験7 〜 8年のセラピストの報告もあった。
第3回は平成25年2月23日（土）予定であり、詳細は後日案内する。

能登支部
公立能登総合病院

米山眞喜子

今年度、第1回能登支部研修会・第2回能登支部事例検討会が、平成25年2月9日（土）・10日（日）に七尾市
中島町の国民宿舎能登小牧台にておこなわれる。9日の14時から研修会、その後、食談会、10日の9時から事例
検討会の予定で、研修会の講師は京都大学医学部人間健康科学科作業療法学専攻の加藤寿宏先生で、テーマは
「自閉症スペクトラムを通して、対人関係、社会性を考える」である。是非、たくさんの皆さんのご参加をお
待ちしている。

加賀支部
介護老人保健施設葵の園･丘の上

西村

幸盛

平成24年度1回目となる症例検討会が、11月18日（日）芳珠記念病院で開催した。参加者は32名で、金沢か
らの発表者も含め、5症例の発表があり、多くの意見交換が行われた。12月2日（日）には、やわたメディカル
センターにて、野々市市地域包括支援センターの寺尾朋美先生をお招きし、「明日から行う!!地域包括ケアシ
ステムの構築のためにできること」と題して講演して頂いた。高齢者ケアのニーズの増大に伴い、医療と介護
の更なる連携のため、職種の枠を超えた「コミュニケーション力」が求められると強調されていた。
平成25年2月17日（日）13時30分から症例検討会を予定している。今回は初めての試みとして同日午前に県
リハビリテーションセンターで予定されている、浜村明徳先生による「生活期リハビリテーションにおける地
域連携」と題した研修会に昼食を挟んで続けて実施する計画を立てている。加賀地区から飛び出す形での開催
となるが、多数の参加をお願いしたい。また、午前の研修会に参加される方も、時間の許す限り是非こちらに
も参加して頂きたい。
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平成24年度 社団法人石川県作業療法士会第3回理事会議事録
日
時：平成24年10月10日（水）19：00 〜 21:00
場
所：石川県リハビリテーションセンター
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、明福 以上 理事16名
【会員動向】平成24年10月10日現在、正会員数657名
第1号議案：各部・委員会・支部事業経過報告
【学術部】
・第21回石川県作業療法学会報告
麦井）9月2日に第21回石川県作業療法学会を金沢大学附属病院の宝ホールにて開催。参加者117名。学会長奨
励賞は桜ヶ丘病院の中平昇吾氏、金沢医療センターの林怜子氏。
【特設委員会 専門委員会】
進藤）東海北陸ブロックリーダー研修会を開催。他県は理事など役員の参加があったが、石川県は若い人が参
加。今回リーダー研修会に参加した6名が理事会の参加に対して興味を示していたため、今後、理事会に傍聴
者として、リーダー研修の一環として、誘ってみても良いか。 承認
【事務局】進藤）会費規定について。会費は2年以上滞納で除名。現在の定款通りにしてもよいか。 承認
【財務部】安本）県士会費について。納入率95％、未納入者41名。納入の催促をしていく。未納入者について
分析、対処する。
【法人組織検討委員会】進藤）三役に事務所の選定を一任してもらっても良いか。 承認
【表彰選定委員会】
中川）平成25年度の日本作業療法士協会の協会長表彰及び功労賞表彰の推薦について。資格としてはOT歴通
算20年以上かつ50歳以上で役員歴15年以上の方となる。
中川）協会長表彰は清水氏、西川氏、寺田氏。 承認
中川）功労賞表彰は協会25年以上が条件。
進藤）藤井信好氏がよい。学術部で長期に渡り活動されている。 承認
【加賀支部】明福）症例検討会を2月17日に予定。
【金沢西支部】寺田）7月22日支部運営会議を開催した。
【能登支部】進藤）2月9日・10日一泊研修を予定。
議事録署名人
麦井直樹、千田茂

平成24年度 社団法人石川県作業療法士会第4回理事会議事録
日
時：平成24年11月30日（金） 19：00 〜 21:30
場
所：石川県リハビリテーションセンター
出 席 者：進藤、中川、柴田、東川、安本、寺田、小池、酒井、岡田、麦井、西谷、寺尾、大西
代理：武田千絵、西村幸盛
【会員動向】平成24年11月28日現在、正会員数657名
【学術部】麦井）次年度学会テーマは「専門性の追求
−魅力ある毎日を創る−」場所は金沢大学宝ホール
を予定。
【介護保険部】西谷）介護保険の改訂があれば3月23日総会時に研修会を実施。改訂がなければ他の内容につい
て研修会を開催予定。
【小児医療部】平成25年3月10日（日）に金沢こども医療福祉センターにて研修会予定。
【財務部】安田氏より平成24年4月1日から平成25年3月31日までの収支予算書（補正）についての報告あり。
【企画部】小池）第26回石川県リハビリテーション風船バレーボール大会が終了。
運営スタッフが毎年同じ会員になっている印象あり。多くの施設より参加の協力をお願いする。
【事業部】柴田）なごやか作業療法セミナーが11月17日（土）金沢大学にて開催され、県下6校より10名の参加
者があった。高校側より希望あり、来年は9月・10月に行う予定。
【都道府県作業療法士連絡協議会】進藤）東海北陸支部リーダー会議で、石川県からは次期リーダー世代が出
席した。
【特設委員会 専門委員会】岩田氏より第3回訪問リハ地域リーダー会議について報告あり。
進藤）運営面についてPT・OT・STも含めて訪問リハ振興委員会と話し合っていく。 承認
【加賀支部】西村）2月17日県リハで症例検討会を予定。
【金沢東支部】麦井）2月15日研修会を開催予定。
【その他】進藤）事務所の賃貸を契約した。12月1日より開所予定。
議事録署名人
小池隆行、西谷すずな
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かないわ病院
曽我部秀宣
かないわ病院は金沢市内を流れる犀川が日本海に注ぐ河口付近の小高い丘に位置しています。健民海浜公園
に隣接し、正面は犀川と金石港、後方には松林と砂丘そして雄大な日本海が広がります。
当院は、昭和31年4月、精神病床100床を有する精神科病院、「金石神経サナトリウム」として発足し、診療
業務を開始。平成12年12月には病院改築工事に着工し、平成14年8月完成。名称も「かないわ病院」と改称、
精神病床189床として入院環境の改善を図り、保健医療、地域サービスの向上に努めています。
平成12年4月には精神科作業療法を開始。現在、常勤の作業療法士5名と助手2名にて入院患者様の症状の回
復及び社会復帰を目指し日々努力しています。療養病棟では専属のOTがADL面での改善及び日常生活にて必
要な体力・耐久性の向上を目的とした介入を行い、精神科作業療法では様々な活動を提供し、参加者が主体的
に取り組め、より日常生活を充実させられるよう働きかけています。1日約70名もの患者様が利用し、入院生
活の中での貴重な刺激を得る機会となっています。特に風船バレーボール等のスポーツも治療の一環としてプ
ログラムに取り入れ、平成13年度より大会に出場し、過去2度の優勝、2
度の準優勝の結果を残す事ができ、メンバーの集中力の向上やチーム意
識の芽生え、社会適応能力の向上等の効果を実感しています。
最近では地域社会との接点も持てるよう、地域住民の方と交渉し隣接
集落内での園芸作業を実施したり、地元公民館に例年の病院祭に参加協
力して頂くなど少しずつではありますが地域社会に開かれた病院を目指
し、関係職種一丸となって取り組んでいます。

会員が語る
金沢医科大学病院

高崎

聡美

金沢医科大学病院の高崎聡美です。金沢大学の中嶋さんからバトンを受け取りました。私は愛知県でOTと
して3年間勤務し、昨年度より石川県で働いております。
出身校と初任地が他県であった私にとって、石川県は故郷ではありますがOTの知り合いはほとんどおらず、
はじめは不安と寂しさでいっぱいでした。しかしながら昨年度お世話になりました金沢大学附属病院の先生方
に温かく迎えられ、また県士会を通しても素敵な先輩方にめぐり合うことができました。今年度より金沢医科
大学病院で勤務しておりますが、いつも笑顔の絶えない楽しい仲間にめぐり合うことができとても幸せに思っ
ております。
OTとして5年目になりますが、医療者としての知識・技術・態度の乏しさを痛感する毎日です。そんな私に
も今年度から初めて後輩ができてしまいました。今まで先輩に甘えてばかりいた私ですが、今は何かと質問さ
れるという立場になり、毎日あたふたしております。しかし後輩の指導を通して、自分では気づけない自分の
未熟な側面がよくわかるようになり、後輩の存在が私自身の成長の糧になっているように感じます。来年度は
さらにたくさんの後輩を当院に迎えることとなりそうです。私が今まで多くの先輩方に指導していただいたこ
とを、自分と後輩のために生かせるように、それが患者さんへ貢献できるように今後も頑張っていきたいと思っ
ております。先輩方、今後ともたくさんの叱咤激励のほどぜひよろしくお願いいたします。
次回は金沢脳神経外科病院の河野ちひろさんにバトンを渡したいと思います。よろしくお願いいたします。
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インフォメーション
重要！ 生涯教育制度改定2013
2003年4月に生涯教育制度がスタートし、今年満10年を迎える。この間、周囲を取り巻く医療情勢の変化や
時代の流れに柔軟に適応できるように、5年に1度の見直しを行うこととし、2008年度に最初の改定が行われ、
今回2013年度に2回目の改定が実施される。詳細な「改定の概要」については日本作業療法士協会誌（JAOT：
2012. 12）に特集として掲載されているので、必ず一読してください。

小児医療部

技術研修会

テーマ「脳性麻痺における作業療法士としてハンドリングの実際
─生活を豊かにするハンドリング─」（仮）
講 師：大阪発達総合療育センター リハビリテーション部 副部長 作業療法士 茂原直子先生
場 所：金沢こども医療福祉センター
日 時：平成25年3月24日（日）9：00 〜 16：00（予定）

平成25年度石川県作業療法士会総会および介護・診療報酬改定研修会
日 時：平成25年3 月23日（土）時間未定
場 所：県立中央病院・健康教育館

共に支えあい、共に歩む。
医療・福祉・保健のスペシャリストを育成します。

救急救命学科 理学療法学科 作業療法学科 介護福祉学科

金沢オフィス

（ 昼間部 3 年制 ） （ 昼間部 3 年制 ） （ 昼間部 3 年制 ） （ 昼間部 2 年制 ）
定員 35 名
定員 35 名
定員 35 名
定員 30 名

〒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

厚生労働大臣指定養成校・石川県知事認可校

国際医療福祉専門学校七尾校

HP アドレスを
ケータイに送る

石川県七尾市藤橋町西部 1 番地
TEL.0767-54-0177
FAX.0767-54-0215
http://www.kifs-nanao.ac.jp
Mail:info@kifs-nanao.ac.jp
〒926-0816
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賛助会員名簿
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（順不同）

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
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

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

Ｄ会員
医療法人社団あいずみクリニック
株式会社ヒロセ板金

編集後記
先日リハビリ室でなんとも不思議な？凄い光景を見ました。百歳に近づいても杖をついて通所利用してくださる方が、それも平
均年齢をはるかに超えて車椅子を自力でなんとか押して移動している89歳の入所者を、
『もっと歩く練習をしてしっかりしなダメや』
と、同郷のお友達ということもあって励ましている光景でした。
大正・昭和・平成と生きぬき戦争も経験した人のたくましさを感じ、さらに、その方たちを支えていくためにも私たち自身の健
康寿命をのばせるよう頑張らなければと改めて感じました。

社団法人石川県作業療法士会ニュース 年4回発行
編集担当：酒井広勝、明福真理子、中島 孝、西村誠次、米田 貢、犬丸敏康、西川拡志、橋本 実、
杉浦有子、塩谷真美、田中 明、平木咲代子、牧野洋平、福井清美、寺井利夫、岩倉聡子、
前田勝也、山本真一郎、藤田隆司、買手登美子、小川正人、谷内香織、岩岸桃子、
中田幸栄、西出優子、山田ともみ
発 行 所：社団法人
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