
「県士会　事務所開所!!」
（社）石川県作業療法士会

理事・事務局長　東川　哲朗
事務局部員　相川美紗子

　これまでに、総会などでお伝えしてきたとおり、本会は自前の事

務所を設けることにし、昨年末、賃貸契約を結び開所した。

　新事務所の住所は、「金沢市西泉3丁目28東和第3ビル201号室」。

周囲は商業施設、文教施設が並ぶ住宅街で国道に面している。

　これまで、本会は県士会活動に理解・支援を下さる病院などの施

設を間借りさせていただきながら事務局機能を維持してきた。実際は、

住所をお借りし業務は勤務施設の時間外に行うという形であった。

　これは、会員がまだ少なく、どこにどんな作業療法士がいるかが、誰もが分かるような時代だからこそ可能

だったことで、現在の650名を超える規模の団体の体としては十分とは言えないものになってきたと言える。

　会は、この度の法人移行により、公益法人の取得を目指している。そう遠くない未来に会員1,000人時代がやっ

てくるだろう。その時を見据えた、事務局機能の整備が必要となったと言える。

　事務局強化とはどの様な内容になるであろうか。会員管理体制の徹底、財務管理の一元化・整備、各種教育

研修記録の整備、発送作業の円滑化などが当然の事として挙げられる。

　これら、事務局として当たり前の作業は、この度事務所開設と共に雇用を開始した相川部員と共に整備して

いきたいと考える。

　事務局としての当然の業務に加え､ 今後はもう少し機能を強化していきたいと考えている。これからの会員

1,000人時代を構成する会員は､ 半数以上が経験10年以下の若い世代である。その様な時代に、事務局として、

若い世代をバックアップできる体制も併せ持っていきたい。例えば、臨床上のちょっとした相談、困難事例の

相談、福祉用具・住宅改修の相談などに、事務局が対応できるようなシステム作りをしていきたい。具体的に

は、事務局が全ての問題を解決するのではなく、解決にもっとも適任のベテラン作業療法士とのパイプ役を担

うというのはどうだろうか。また、相談事などをデータベース化し、類似する相談には容易に回答が提示でき

るようなシステムなどはどうだろうか。

　そんな事を事務所開設と共に考えていると、わくわくしてきた。事務所を有形無形の形の中心として､ 種々

の連携ができるのではないだろうか。そんな夢見る今日この頃である。そんな私の夢の拠点は、今のところ隔

日勤務体制であるが、見学・利用など自由である。どうぞお気軽にお立ち寄り頂き､ 一緒に夢を広げて行きま

しょう。

　最後に､ 相川美紗子さんの自己紹介である。本来､ 県士会ニュースは「で､ ある調」と規定されているが､ 自

己紹介であり､「です・ます調」となっている事を､ お許し願いたい。それでは自己紹介である。

　「この度、新事務所で勤務することになりました作業療法士の相川美紗子と申しま

す。皆様の県士会活動をサポートする形で作業療法に関わることができ、うれしく思

います。まだまだ至らない点があると思いますが、私だからできることを生かせるよ

う頑張ります。よろしくお願いいたします。」

西泉事務所での理事会
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市とのコラボレーション：脳いきいき講座開催！ in加賀

介護老人保健施設加賀のぞみ園　訪問看護ステーション加賀　中森　清孝

　今年2月1日（金）と27日（水）の2回、加賀温泉駅前のabio city加賀

にて脳いきいき講座（認知症予防講座）が開催され、その中で認知症予

防について講演する機会を得た。この講座は昨年12月に、加賀市の地域

包括支援センター（以下こころまちセンター）より下記の構成で講演依

頼を受けたものであった。

①脳の働きと加齢による変化：医師

②今できる認知症の予防について：作業療法士（以下、OT）

③これからの暮らしを考えてみよう：こころまちセンター職員

　当初②の講座は、保健師に依頼を検討していたが、『疾患と生活支援のプロフェッショナルであるOTに依頼

したい』と非常にうれしいお言葉を頂き、喜んで受諾した。

　講座の報告に際し、先ず個人的に大変重要だと思う講座までの経過について報告する。

　こころまちセンター職員の計らいにより、市内OTに対して「市の認知症対策の推進」に対する報告を受け、

介護予防の視点を伝達頂いた。その後、桜ヶ丘病院の岡田千砂氏より認知症予防講座の事前研修を受け、より

実践的な方法や留意事項などを教わった。市内約50名のOTの内約20名が参加し、介護予防の知識と認知症予

防講座の担い手を育成する場となり、大変貴重な研修会であったことを実感している。この場をお借りし、事

前研修を快く引き受けてくださった岡田氏に感謝をお伝えしたい。また、こころまちセンター職員と講座担当

OT4名（丘の上病院西村氏、加賀中央メディケアホーム藤井氏、加賀市民病院大神氏、筆者）で合同ミーティ

ングを行った。そこでは『「これをすれば認知症にならない」ではなく、「今から認知機能を衰えないようにで

きることをやっていこう」』という共通コンセプトを確認し、講座に臨んだ。

　筆者が担当した27日は約20名の市民の皆様が集まった。参加者には、脳梗塞や認知症の兆候の診断を受けて

いる方や、手話や要約筆記が必要な方もおられた。手話と要約筆記担当スタッフへは事前に講座資料を渡す工

夫や、会場設営として補聴器専用マイクを使う配慮も行った。開催時間は午後1時30分～ 3時と、参加者の眠

気を誘う時間に行われた。そこで、講義スタイルをできる限り少なくし、自身の生活を振り返る機会を設ける

ことにより、参加型の講演を意識した。県士会が作成した「認知症予防のヒント」のテキストを用いた際、特

に「脳の活性化と作業療法」のページを中心に注目を集めるように進行した。そして、『参加者が日頃から行っ

ている作業は、実は脳に良いことであった』ことに気づきを提供することや、『好きなことや心地良い（快）

ことを1つでも諦めずに継続していく重要性』を投げかけた。講演後には「今まで通りに諦めずに続けていく

勇気を貰った」、「ありがとう（手話の方）」、更にはがっちり握手を求める参加者もおられ、不安だった気持ち

が安堵感で一杯となった。

　講演を終え、1次予防事業（65歳以上の一般市民対象）で「伝える」難しさと責任の重さを痛感したとともに、

真に市民が認知症への予防意識が高いことを学ぶ良い機会となった。今後もこのような活動を継続していける

よう、県士会・市とも協力を得ながら取り組んで参りたい。そして今回の機会を生かし、地域住民が住み慣れ

た地域で、自分らしい作業や役割を遂行しつづけ幸せに生きられるよう、作業療法士として支え続けていきたい。
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「平成25年度診療報酬・介護報酬改定研修会」に参加して

介護老人保健施設　福久ケアセンター　東元　尚子

　平成25年3月23日（土）、石川県立中央病院健康教育館にて平成25年度診療報酬・介護報酬改定研修会が行われ、

60名の県士会員が参加した。

　診療報酬については石川県立中央病院の西川拡志氏より、介護報酬については介護老人保健施設和光苑のト

部弘子氏より、障害者総合支援法については石川県リハビリテーションセンターの寺田佳世氏より講義があった。

　診療報酬では平成24年度改正において現場での変化や影響、来たる2025年に迎える超高齢化社会に向けての

予測、これから我々作業療法士としてどう考え進んでいけばよいのかを検証・予測・実行の3項目で示していた

だいた。まだまだと思っていた2025年問題ではあるが、医療・介護の負担はさらに拡大と進んで行く状況になっ

てきている。専門職それぞれの役割を明確にしながら、患者のニーズにあったサービスを提供していく体制作

りをしていかなければならないと感じた。

　介護報酬については、平成24年度改正での施設収入はマイナスとなっていることを強く感じている。より個

別での対応を求められ、在宅復帰率を上げることでしかプラスにはならないという現状は厳しいものである。

事実、私の勤める施設での在宅復帰率は低い。入所当初から特別介護老人ホームへの待機となっていることが

多いことも一因であるが、在宅というベクトルを積極的に向けていたかというと自分自身疑問でもある。在宅

復帰と考えたときに、まず頭に浮かぶのは、元の本人の家に帰る事と捉えがちになっていた。今回講師である

ト部氏から多くの入所施設を説明して頂き、それぞれの違いや制度などをより理解することができ、大変有意

義であった。これまでを振り返ると、利用者が現状のサービスから次の施設選択に至っては、そのほとんどを

相談員や居宅介護相談員の意見を参考にして決定していたことが多かったように思う。今後在宅復帰を目指す

中で、作業療法士の立場で適切な情報を伝え、利用者に適したサービス提供をしていけるよう、今後もこのよ

うな知識を増やすことが必要であると強く感じた。

　障害者自立支援法については新サービスとしての訓練等給付に自立訓練・就労移行支援・就労継続支援の項

目ができたことに関心を持った。私が勤務する施設でも身体的な問題はないが、高次脳機能障害があり就労に

結びつかない方がいる。彼らがこの制度を利用することで、このような利用者の自立した生活を目標と定められ、

より生きがいを高めることを期待できるのではないかと強く感じた。また、障がい者をサポートする相談支援

専門員という存在を今回初めて知り、この機に障がい者を取り巻く問題や支援環境などを深く調べてみたいと

思った。

　平成24年度の診療報酬・介護報酬同時改正があって1年経過しようとしているが、各保険制度について未だ

内容を把握しきれていない。報酬改正のない今年を利用して、それぞれの保険制度の内容をより深く検証して

いくこと、そして2025年問題を背景にした情勢を敏感に受け取ることで、医療・介護が今後どのように進んで

いくのかを予測し備える必要があることを再確認できた研修会であった。

　平成25年度4月から従来の「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律（障害者総合支援法）」とされ施行される。我々作業療法士は、障害のある方の自立的
な生活や社会参加を推進する専門職としてこの法律を把握しておくことが重要である。詳細は下記ホー
ムページの「障害者自立支援法のサービス利用についてのパンフレット」の内容をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/b_shien/

障害者総合支援法関連
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事業部　中学生向け出張講義
かほく市立高松中学校2年生にむけて

専門学校　金沢リハビリテーションアカデミー　井上　　良

　昨年12月5日　かほく市立高松中学校において平成24年度　人

権・キャリア講座が開催され、そこで作業療法を紹介する機会を得

た。この講座の目的は職業人の体験を通して、働くことの意義を知

り個々が生き方や進路を考え、自分の可能性を伸ばそうと努力する

態度を養うことにある。参加者は高松中学校2年生101名であった。

実技では車いすの駆動体験と介助体験を行った。多くの学生が車

いすに乗るのが初めてであり、障がい者の方の気持ちを理解する経

験をした。わずかなスピードの変化や方向転換を行う際などには一声かけて介助するなど、各々が工夫しながら介

助体験も行った。またバックでの走行や片手片足駆動で操作する機会を与え、苦戦しながら学生達は体験していた。

思ったように進むことができず、これほど難しいと思わなかったとの声が多く聞かれた。「車いすで困っている方を

見かけたら声を掛け助けたい」と障がい者の方の心に寄り添い、気持ちを汲む声を聴くことができた。

　後半は講義形式で作業療法の職業紹介を行った。その中でもバリアフリーについての関心が高く、物の障壁を

取り除くバリアフリーから、さらに心のバリアフリーと題して話を展開した。話の内容はパラリンピックを取り上げ、

私が過去に車椅子バスケットボールの試合を観戦した際、海外チームはミスした選手を強く非難する場面を見か

けたことがあった。果たして日本人のチームに置き換えるといかがであろうか。試合に負けたとしても、「障がいを

持ちながらも良くやった」と非難を浴びせることは少ないことが予測される。これは日本人が持つ、「相手を思い

やる心」の武士道の神髄ともいえる。しかし一方、見方を変えれば障がい者と健常者を強烈に線引きしている証と

捉えることもできる。その意味ではノーマライゼーション理念の浸透は、日本においてはまだまだ時間がかかる課

題であると私見を述べさせていただいた。

　作業療法の世界は法が設立して50年近くが経とうとしているもののまだ歴史の浅い職種である。特に作業療法の

職域も病院から介護老人保健施設へ、さらに対象者が住み慣れた地域に出向き、そこで自立した生活や役割を実

施するための支援を行うなど職域も広がり、合わせてアプローチ内

容も飛躍的に変化してきている。このような状況にあり、今後ます

ます作業療法士を志望する者が増加するように働きかけるのが我々

の責務であり、様々な場面で多くの方々に作業療法の魅力を伝達し

続ける努力が必要であることを切実に感じながらすべてのスケ

ジュールを終えた。
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生涯教育制度の改正2013について

教育部　寺田　佳世

　前回の県士会ニュースや日本作業療法

士協会誌でも伝えてきたが、今回2013年

に生涯教育制度の改正が行われる。詳細

を知らない会員は「日本作業療法士協会

会誌：ＮＯ．9　2012年12月の特集　生涯

教育制度2013」を一読するようお願いし

たい。

　生涯教育制度改定2013の主要な項目は

右図の通りである。

小児医療部技術研修会に参加して

金沢こども医療福祉センター　渡邉　めぐみ

　3月24日（日）、金沢こども医療福祉センターにて小児医療部技術研修会が開催された。講師に大阪発達総合療

育センター作業療法士の茂原直子氏を迎え、「脳性麻痺における作業療法士としてのハンドリングの実際―生活を

豊かにするハンドリング―」というテーマで、講義と実際の治療介入という形の研修会であった。他分野・他県・

他職種も含めて参加者は30名であった。

　講義では、正常発達知識の治療的応用ということで、改めて正常発達を確認し治療へと結び付けていく考え方

を学んだ。身体的要素だけでなく乳幼児期の母子相互作用の重要性についても触れ、この時期から心理的な予後

予測を見据えて関わっていく必要があることに気付かされた。

　次に2人の症例に対し、実際に治療を実施しながら解説していただいた。私の担当する症例児も機会を頂き、そ

の治療場面は私自身大変実りある時間であった。治療の中で身体

面や機能面の評価、正常発達を応用した治療内容などの解説が充

実し、他の参加者にも分かりやすい内容であったと感じた。また、

担当の症例児がいつも以上に頑張っている姿に成長を垣間見ること

ができ、驚きと嬉しい気持ちでいっぱいになった。

　一日を通して、茂原氏の経験や療育に対する期待感、地域性の

違いなどの話もお聴きし、大変楽しく充実した研修会であった。今

後の臨床場面に生かしていけるよう努めたいと思う。

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24年度の金沢東支部の第3回の症例検討会を2月15日、金曜日に金沢大学附属病院にて開催した。演題数

は9題、31名（認定OT5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。

今回は『明日から役立つ高次脳機能のみかた　‒前頭葉病変に対して－』　と題して、最近の動向を盛り込んで、

金沢大学の中嶋理帆氏にミニレクチャーをお願いした。非常に好評であった。次回開催予定は 平成25年9月7

日土曜日、金沢大学附属病院となっている。翌日開催の第22回石川県作業療法学会の特別講演の講師である西

出義明氏をお呼びして、実践的な講演を行っていただくこととなっている。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　野田　祐輔

　今年度第3回西支部勉強会を2月28日石川県済生会金沢病院で開催した。初めに石川県済生会金沢病院作業

療法士の西谷厚氏を講師に「車椅子のいろはのい」を内容とした勉強会を実技も交えて行った。車椅子の調

整など実際に行ったことのないセラピストもいたようである。引き続き症例報告会を行った。今回は6例の発

表があり、他の支部からの発表もあった。来年度も多くの報告を期待する。

能登支部
恵寿鳩ヶ丘　福井　朱美

　去る、平成25年2月9日に第1回研修会、10日に第2回事例検討会を1泊2日で七尾市中島町の国民宿舎　能登

小牧台で開催した。研修会参加者は43名、演題数は10題であった。研修会は、京都大学の加藤寿宏氏に「自

閉症スペクトラムを通して、対人関係、社会性を考える」と題してビデオも交えて講演していただいた。自

閉症スペクトラム指数などの評価表の紹介もあり、自分を省みると共にちょっと変わった周囲の方々への対

応について再考できた貴重な機会となった。

　今年度は、7月と2月に事例検討会と研修会を予定しているので、昨年度同様、積極的な参加をお願いする。

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2回目となる事例検討会を2月17日（日）県リハビリテーションセンターで開催した。午前中開催

された県リハ主催の研修会、浜村明徳氏による「生活期リハビリテーションにおける地域連携」に引き続く午

後の開催とした。そのため加賀地区から飛び出す形での開催となったが、演題数は8演題、28名の参加であった。

食事と排泄に対するアプローチがそれぞれ2例ずつ報告され、対象者が持つ身近な行為への切実な思いを垣間

見ることができた。さらに臥床傾向にある症例に対するアプローチも2例報告され、意欲や活動性などを客観

的且つ科学的に捉える事について、貴重なアドバイスを受ける良い機会となった。また今回は、小松市長寿介

護課の川畑氏から地域包括支援センターの役割について事例を交えた報告もあり、介護が必要な高齢者を地域

で支えていく仕組みについての理解を深めることができた。

各支部支援活動状況
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平成24年度　社団法人石川県作業療法士会第5回理事会議事録
日　　　時：平成25年2月1日（金）　19：00 ～
場　　　所：西泉事務所
出　席　者：15名（代理：藤島健一氏、西村幸盛氏）委任状：2名
【会員動向】平成25年2月1日現在、正会員数656名（個人賛助会員3名を含む）
【学術部】麦井）来年度の石川県作業療法学会の目標は150名の参加を目指す。企画として、昼に交流会を企画
し、参加者のメリットを少しでも増やしていく。
【教育部】寺田）2月3日（日）教育研修の最終日。
【介護保険部】進藤）今回は退院後の施設検討における最低限の知識について話をしてはどうか。その知識全
般を伝えられる講師を考えると、卜部元理事はどうか。
西谷）連絡してみる。
【小児医療部】中川）3月24日（日）に大阪の茂原直子氏が脳性まひにおけるハンドリングの実際、生活を豊か
にするハンドリングという内容で実技中心の研修会を行う予定。
【特設委員会　専門委員会】進藤）今年度は吸引・吸痰の研修会は行わない予定。
【事務局】検討案件
・選挙公示について
進藤）来年度は石川県作業療法士会の役員選挙がある。
・平成24年度加賀市介護予防日常生活支援総合事業実施検討会委員推薦について
東川）加賀市から作業療法士の参加の依頼があり、中森氏が参加した。
【財務部】安本）未納者への再請求をするよう動いている。
進藤）杉本氏がしている未納者への再請求を相川部員に移行してほしい。
【広報部】酒井）今年度最後の号となる。事務所を開設したことをトップ記事にする。『会員が語る』という記
事に会員の顔写真を入れたらどうかという提案があり、本人の了解のもと載せていきたい。
【企画部】・風船バレー大会報告書について
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報告書を、各後援団体に送付した。
【事業部】柴田）12月5日に高松中学校に専門学校金沢リハビリテーションアカデミー教員の井上良氏が出張講
義に行った。
【生涯教育委員会】寺田）平成25年度生涯教育のシラバスが変更となる。
【認知症予防推進委員会】進藤）岡田理事がパンフレットを使ってどのように講義をしているのか、見学する機
会を設けたらよい。
東川）次回、岡田理事と参加者、主催者の許可があれば、撮影してみる。
【表彰選定委員会】中川）永年表彰は1993年入会の方が対象で約7名いる。県知事表彰は東川理事を推薦した。
【精神保健地域支援委員会】大西）1月26日に勉強会を開催し、49名の参加があった。内容は、リワークおよび
就労支援についてであり、施設見学もあった。
【特設委員会　専門委員会】石川県訪問リハビリテーション連絡会決定事項
岩田）3士会の会長で相談後、先月、訪問リハ連絡会で決定したことは、1年ごとにPT・OT・STが主催して
いくこと、主催以外が共催となることとなった。来年度はPTが主催で、OTが共催という立場となる。また、
研修会の規定はPT会に則ったものとなる。内容は連絡会が決める。時期の候補は、平成26年2月である。

各支部
＜加賀支部＞ 西村代理）2月17日県リハで症例検討会実施。
＜金沢東支部＞ 麦井）2月15日に第3回の事例報告会を実施予定。金沢大学中嶋理帆氏のミニレクチャーあり。
・金沢市の健康フェアについて
藤島）4月14日、15日に健康フェアが開催、テーマ「タバコと健康」
＜金沢西支部＞ 岩田）2月23日に西谷氏に車椅子についての研修会開催、その後、事例検討会を実施予定。
＜能登支部＞ 進藤）2月9・10日の研修会は参加者40名を予定。食談会25名、宿泊21名、事例発表は10名である。
講師は京都大学の加藤寿宏氏である。

議事録署名人　寺田佳世、西谷すずな
次回理事会は平成25年4月12日（金）を予定
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金沢脳神経外科病院　河野ちひろ

　金沢脳神経外科病院の河野ちひろです。金沢医科大学病院の高崎聡美さんよりバトンを受け

取りました。

　私は他県の学校を卒業後、今の職場に勤務し六年目となりました。一年目の頃は、何も分か

らず上司や先輩方に頼ってばかりの日々でした。それでも温かく、時には厳しく指導してくれ

る上司や先輩方と出会い、少しずつ成長できたように思います。そして、明るく頼もしい後輩

にも恵まれ、毎日楽しい日々を過ごしています。当院の作業療法室はいつも明るい雰囲気で、

患者さんとスタッフが楽しみながら練習を行っています。作業療法士の仕事が楽しい・やりがいがあると思え

たのも、患者さんや職場の仲間に出会えたからだと感じています。

　多くの患者さんと接するうち、私生活も充実したように思います。患者さんのお話をお聞きし、その方が今

までやってきたことを自分もやってみたいと思うようになりました。例えば一年目の頃に患者さんの影響で始

めた白山の夏登山では、毎年の楽しみの一つとなりました。頂上に着いた時の気持ちは普段の生活では味わえ

ない達成感や充実感が得られ、私の生活の中で大きな影響がありました。これからもいろいろなことに挑戦し

ていきたいと思います。

　四月からは、たくさんの新しい後輩を迎えることになります。作業療法士になってよかったという気持ちを

後輩にも伝えられるように、そしてこれからも一人でも多くの患者さんが退院後に笑顔で生活を送れるように

今後も頑張っていきたいと思います。

　次回は、公立つるぎ病院の苗山卓弘さんにバトンを渡したいと思います。よろしくお願いします。

会員が語る

介護老人保健施設　百寿苑

北　　洋介

　百寿園は輪島市内の気勝平町という小高い丘の上にあります。昨年、地域の皆様のご協力のもと、創立20周

年を迎えることができました。

　輪島市内で唯一の介護老人保健施設とデイケアであるため、輪島市の地域リハの中心となっています。定員

は入所者104名、デイケアは今年度から定員が5名増え35名と拡大しました。現在リハビリテーションとレクリ

エーションを同一としたリハレク課に理学療法士3名（うち非常勤1名）、作業療法士1名、介護員2名の6名が勤

務をしています。

　作業療法として、居室の環境調整やシーティング、基本動作練習やADL訓練等を中心に行っています。ま

たアクティビティのひとつとして、広い中庭で園芸や農作業を行い、四季を感じることができるよう工夫して

います。さらに夏にはこの中庭で納涼祭が行われます。輪島市指定無形民俗文化財である三夜踊りが名物であ

り、保存会と婦人会の方々もお招きし、共に楽しんでおります。この納

涼祭はご家族や施設のご近所の方々にも毎年御好評を頂いております。

　また月に一回、外出支援計画を立て馴染みのある場所や新しくできた

マリンタウン、昨年世界農業遺産に登録された千枚田などに出かけ、利

用者様の思い出作りやリフレッシュとなるよう支援を行っています。

　私はまだ3年目でありますが自己研鑽を積み重ね、当施設が地域リハ

に対しさらに貢献できるよう取り組んでいきたいと思います。
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共に支えあい、共に歩む。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。医療・福祉・保健のスペシャリストを育成します。

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
（ 昼間部3年制 ）
定員　35名

理学療法学科
（ 昼間部3年制 ）
定員　35名

作業療法学科
（ 昼間部3年制 ）
定員　35名

介護福祉学科
（ 昼間部2年制 ）
定員　30名

国際医療福祉専門学校七尾校
厚生労働大臣指定養成校・石川県知事認可校

〒926-0816　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

HPアドレスを
ケータイに送る

　　第22回石川県作業療法学会のご案内 金沢大学附属病院　麦井　直樹
　今年は学会長を仰せつかった。平成25年9月8日（日）に第22回の石川県作業療法学会の開催を予定している。
学会テーマは『専門性の追求　－魅力ある毎日を創る－』である。これまでOTは、どちらかといえば応用動
作といった専門性がゆえに幅広い守備範囲を要求されてきた。しかし近年は生涯教育制度の中でも専門OTが
様々な分野で誕生してきている。医学の専門性がより高くなった現代では、我々OTも高い専門性が要求され
ている。今回は特別講演に、石川県で若かりし頃働いておられた西出義明氏に熱くそのOTの魅力をお話しし
ていただく。またシンポジウムでは、県内で専門性を追求している各分野のOTに魅力を紹介していただく。
今回は参加した学会の翌日から対象者もOTも元気になれるような企画にしたい。詳細はホームページにも案
内させていただくが、多くの演題発表、そして大勢が参加する大会となることを望む。

　第22回石川県作業療法学会
　日　時：平成25年9月8日（日）　　　場　所：金沢大学附属病院　宝ホール

会費納入についてのお知らせ
下記の要領に従い、会費を納入願います。
　【納入金額】年会費　　　5,000円
　　　　　　 新入会者の場合は、入会費　5,000円　　年会費　　5,000円　計　10,000円
　【納入期限】平成25年4月末日（厳守）
　【納 入 先】 ・北國銀行　野田支店　普通　260902　社団法人　石川県作業療法士会　会長　進藤　浩美
　　　　　　 ・郵便振替　00720-7-22369　社団法人　石川県作業療法士会
　　　　　　 ＊できる限り施設分をまとめてお支払いください。
　　　　　　 施設分まとめて会費を納める場合には、
　　　　　　 ・郵便振込を利用の場合：振込用紙通信欄に施設名、個人名と個人別金額を明記してください。　　
　　　　　　 ・銀行振込を利用の場合：同様の内容を下記のメールあるいはFAXでお知らせください
　　　　　　 ※お問い合わせは必ずメールでご連絡くださるよう願います。
　【連 絡 先】（社)石川県作業療法士会事務所　相川　宛
　　　　　　 メール ：aikawa@ishikawa-ot.com　　FAX ：(社)石川県作業療法士会 事務所　076-259-0681

インフォメーション

〒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
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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
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
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 
株式会社ヒロセ板金

賛助会員名簿　（順不同）

編集後記
　今春、上の娘が幼稚園に入園した。思えば3年前、あんなに小さかった赤ちゃんが身長は約2倍、体重は約5倍になり、生意気な
口をきくようになった。こんなに成長したんだなあと感慨深く写真をみていると、後ろから夫も「おまえも成長したな」とポツリ。
（お腹周りの成長が止まらないママ）
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