
第22回 石川県作業療法学会 開催
県学会実行委員長

金沢大学附属病院　堀江　翔

　第22回石川県作業療法学会が9月8日（日）、金沢大
学附属病院宝ホールにて開催された。学会テーマは
「専門性の追求－魅力ある毎日を創る－」であり、金
沢大学附属病院の麦井直樹学会長のもと、日々OTと
して専門性を高めている方々による特別講演、シン
ポジウムが行われ、一般演題も23題と過去最多の演
題数であった。

　特別講演では石川県での勤務経験もある西出義明
氏（もり整形外科・リウマチ科クリニック）をお招
きし、「ハンドセラピィ分野での作業療法の可能性」
というタイトルでご講演頂いた。患者の声を親身に
聞き取り、手の障害により低下したADL、QOLに対
してスプリントの適応、効果を明確に示したご講演
で非常に感銘を受けた。参加者からも「明日から実
践していこうと思う」や「OTの魅力が再発見できま
した」などの感想が多く聞かれた。 
　シンポジウムでは、高次脳機能について中嶋理帆
氏（金沢大学）、関節リウマチについて長田千里氏（上
荒屋クリニック）、手外科・ハンドセラピィについて
西村誠次氏（金沢大学）、認知症について明福真理子
氏（介護老人保健施設　はなますの丘）の4名に、そ
れぞれ専門領域との出会いや魅力、日々の実践につ
いて語って頂いた。それぞれ特色ある発表であり、
各領域の魅力があふれていた様に感じられた。
　一般演題に関しては、例年同様若いセラピスト中

心の発表であったが、日々試行錯誤しながら患者一
人一人のために努力している様子が伺えた。また中
堅以上のセラピストの発表ではより詳細な、または
新しいアプローチについての内容であり、若いセラ
ピストに対してもよい刺激になったと思われた。今
後も若手、ベテラン問わず多くの演題を期待してい
る。
　また、昼食の時間には、宝ホール裏のCPDセンター
において特別講演の西出氏や本県士会理事の面々に
加え、若いセラピストも交えた食談会を開催した。
50名以上が集まり、各テーブルで盛り上がった会話
が展開されていた。加えて、進藤県士会長による公
益法人移行に関しての説明や、石川県内で開催して
いる勉強会（石川県活動分析研究会、認知神経リハ）
の紹介など短い時間ではあったが盛りだくさんの内
容であった。
　学会長奨励賞は2演題に送られ、受賞者は『当院緩
和ケア病棟における作業療法士の関わり』を報告し
た梶澤祥子氏（石川県済生会病院）、『更衣用ボード
の工夫によって更衣が自立した症例』を報告した中
寺智也氏（金沢医科大学病院）であった。
　参加者は151名と当初の目標であった120名を大き
く越え、会場内に人が入りきらないほどの盛況ぶり
であった。当日は非常にタイトなスケジュールとな
り終了時間に大幅の遅れが生じたこと、またマラソ
ン大会と重なった影響で交通の便が悪かったことに
関してお詫び申し上げる。加えてアンケートで得ら
れた意見を参考にして、よりよい学会づくりに努め
ていきたい。来年も多くの参加を期待している。
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　先日、金沢大学附属病院にて開催された第22回石

川県作業療法学会に参加した。西出義明氏の特別講

演をはじめ明日からの活力になる貴重な話が多く聞

けた。その他、食談会やシンポジウムなど時間いっ

ぱいにプログラムがあり、あっという間の一日だった。

　個人的には、当院の緩和ケア病棟における作業療

法士の関わりについて事例を通して紹介させて頂い

た。当院には県内では珍しい緩和ケア病棟があり、

作業療法が入院生活のサポートのひとつになってい

る。この発表において賞を頂きありがたく思ってい

る。今後もよりよい作業療法を提供できるよう努め

ていきたいと思う。

　この度は学会長奨励賞を頂き非常に感謝している。

このような賞を頂けるとは露ほども思っておらず、

名前を呼ばれた時には大変驚いた。

　今回発表させて頂いた更衣用ボードは、自分にとっ

ても未知の部分が多く、症例にどのような効果をも

たらしたのかより具体的に考えていく必要があると

思う。そして、更衣で悩んでいる方々を一人でも多

く支援できるよう、更衣用ボードをより洗練された

ものにしていければと思う。

　今回の発表を行うに至るまでには、職場の先輩方

から多くのアドバイスを

頂き、幾度となく修正に

付き合って頂いた。この

場を借りて感謝の意を表

したい。

福祉用具相談支援システムを活用しましょう

金沢福祉用具情報プラザ　安田　秀一

　日本作業療法士協会（以下協会という）が実施してい
る「福祉用具相談支援システム」について紹介する。協
会は、福祉用具に関する相談をどこにしてよいのかわか
らない主に若い世代のＯＴに対して、気軽に相談ができ
るようにＷＥＢでの相談窓口を作った。それが「福祉用
具相談支援システム」である。
　石川県士会員の皆様は、まずPCか携帯・スマートフォ
ンからインターネットに接続し以下のように登録していた
だきたい。

① 検索エンジンで「福祉用具相談支援システム」を検索
② 検索された中から「福祉用具相談支援システム
html」を選択する

③ ログイン画面で、ログインID→yokaot、パスワード
→ototを入力

④ 登録フォーム画面へ進み、個人情報を入力して登録完了

　その後の相談は自由なので、ここまでを是非とも済ま
せてほしい。
　石川県の相談対応者は、石川県リハビリテーションセ
ンターの寺田と金沢福祉用具情報プラザの安田のどちら
かが対応することになっている。また、登録さえ済ませ
れば、全国のＯＴがこれまでどのような相談をして、各
県の相談対応者がどのように応えてきたのか、サマリー
を閲覧することもできる。
　県士会員のみなさまの活用をお待ちしている。

金沢医科大学病院　中寺　智也石川県済生会病院　梶澤　祥子

学会長奨励賞を受賞して
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第6回能美市ボランティアフェスティバルに参加

加賀支部担当理事　村田　明代

　8月4日（日）猛暑の中行われた、『第6回能美市ボラン
ティアフェスティバル』で加賀支部の会員18名が作業
療法の啓発活動を行った。会場は『能美市根上総合文
化会館』。能美市やその近隣の施設や団体が、作品や
活動ポスターの展示や作品販売などを行っていた。
　このフェスティバルへの参加は今年で2回目。今回
は認知症予防ガイドブックを使った認知症の予防相談
とパネル展示に
加えて、食事や
調理に関する自
助具を展示し実
際に野菜を切
る、食べ物をす
うなどの使用体
験を行った。ス

タンプラリーの
チェックポイン
トであったこと
もあり、多くの
人が来場し、あ
ちこちで作業療
法について熱く
説明する様子が
あった。はじめは戸惑っていた来場者たちも会員の熱
心な説明に耳を傾け、自助具体験では大いに感心する
様子もあった。将来、運営ボランティアの中学生や高
校生、来場した子供たちの中から、「この日の体験が
作業療法士になるきっかけだった」と言う人が出てき
てくれることを期待する充実の一日だった。

「生活行為向上マネジメント」できますか？

（社）石川県作業療法士会　理事・事務局長

医療法人社団浅ノ川　金沢脳神経外科病院　東川　哲朗

　8月に、日本作業療法士協会主催の「生活行為向上
マネジメント全国推進会議」に出席してきた。お盆の
Uターンラッシュと重なる時期で何となく心華やぐ気
分で会議場に出向いた。しかし、会議に出席し、その
気分は一転した。「いよいよ作業療法生き残りの正念
場だ」「石川県の取り組みは全国に比べると遅い」な
どなど、危機感と焦りで一杯になった。
　「生活行為向上マネジメント」と聞いて「私は関係
ない」と思わないでこの記事を読んで頂きたい。「関
係ない」と思われるのは勘違いである。作業療法士を
していて、介護支援専門員（ケアマネジャー）とお付
き合いの無い方は希であろうと思われるが、そのケア
マネジャーとお仕事される方はもれなく関係してく
る。すなわち、病院・施設・地域に関わる方はもれなく、
とても密接に関係することなのである。
　それでは、少し内容に触れていきたい。現在厚生労
働省は2025年に向け、介護保険の制度維持に力点を置
いている。2025年というのは、後期高齢者の人口が急
増する節目の年である。その準備として、自立支援型
医療・介護（生活行為向上）を進める方針を取っている。
この方針に、協会がこれまで取り組んできた「生活行
為向上マネジメント」に関する一連の研究が有効では
ないかと目を向けて頂いた。協会では2015年度第6期

介護保険事業計画に、その研究結果が取り組まれるよ
う努力しているが、もしそれが実現した際、作業療法
士が「生活行為向上マネジメント」を知っていて利用
できる状態になければならない。
　果たして現実はどうか？作業療法士が熟知するには
至っていないどころか、名前程度しか知らないと言っ
た方が大勢ではないだろうか。かくゆう私もこの推進
会議に出席するまでは同様であったと思っている。私
が感じた危機感・緊張感を直にお伝えしていかなけれ
ばと考えている。今後、県士会では各種取り組みを開
始し、会員が「生活行為向上マネジメント」に熟知で
きるよう推進・支援していく予定である。どうか関心
を持って今後の取り組みに参加頂きたい。
　具体的に県士会が予定している計画を記す。まず、
「生活行為向上マネジメント推進委員会」を立ちあげ
た。以後、「県士会レベルでの講習会・演習」及び「各
支部での演習」、「各支部毎の事例検討会」を開催して
いく予定である。また、県士会ニュースでは毎号関連
するシリーズを展開していく。
　目標は、2015年春には全会員が「生活行為向上マネ
ジメント」を熟知し、使えるようになっていることで
ある。共にがんばりましょう。
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精神医療部研修会

『認知症の治療とリハビリテーション』に参加して
加賀こころの病院　認知症治療病棟　作業療法士　荻野　大樹

健康福祉部研修会

「どう関わる？他（多）職種連携と地域ケア会議の実際」
を開催しました

野々市市地域包括支援センター　寺尾　朋美

　平成25年7月20日（土）に専門学校金沢リハビリテー

ションアカデミーにて「認知症の治療とリハビリテー

ション」について石川県立高松病院院長北村立先生、

認定作業療法士村井千賀氏による研修会が開催された。

　講義ではアルツハイマー型認知症が認知症の中で多

くみられ、続いてレビー小体型認知症が多くみられて

いる。それぞれの疾患に対する障害の特徴、予後予測

に伴い本人及び家族への支援、疾病教育・環境整備が

大変重要なことであると話された。また作業療法士と

して本人の残存機能と障害された機能を理解し、この

機能を利用して、どう代償することで、対象者の送り

たい生活を支援できるかマネジメントすることが重要

であると話された。そのために入院前の生活をアセス

メントし、ＢＰＳＤの要因を推定し、家族または施設職

員に指導することが重要である。

　今回の研修に参加してＢＰＳＤが引き起こされる要

因や機能をしっかりと理解することが大変重要である

と感じた。また現状の問題だけではなく、今後を見据

えた支援が地域での生活の継続につながると感じた。

当院でも退院支援、退院後の施設職員への指導などは

行っているものの、退院後の生活を継続できるために、

退院前訪問や家族及び施設職員への指導などに力を入

れて取り組んでいきたい課題であると感じた。今後も

個々の機能をしっかりとアセスメントし、作業療法士と

して対象者の望む生活を支援していきたいと考える。

　地域包括ケアシステムの構築の一環として、多職種

連携や地域ケア会議が話題となっている。

　どこに所属していても、作業療法士としての連携は

重要と考えられるため、健康福祉部では今年度これら

をテーマにした研修会を開催した。

　参加者は20歳代、30歳代の22名。他職種と深くかか

わる機会の多い白山市、津幡町、野々市市の各地域包

括支援センターに所属する作業療法士3人が、他職種連

携や地域ケア会議についての総論、作業療法士がこれ

らに参加するときのポイントを講義し、具体的なケース

を通じて更に理解を深めるためのグループワークを

行った。

　地域ケア会議については通常の作業療法士業務とは

少し異なったものでもあり、限られた時間の中で理解

を深めることは難しかったように思われる。しかし、研

修後のアンケート結果から参加者の7割が他職種連携で

「困っている」、「どのようにしたら良いか」という回答

を得たことから、理解を深め作業療法士としての役割

を果たしたいと考えている参加者が多かったのではな

いかと思う。

　また、アンケートの自由記載には、「どのような情報

を提供したらよいか」、「作業療法士の役割を他職種に

伝えることが難しい」などがあったため、健康福祉部

からはこれからも他職種連携に関する情報発信を行っ

ていく必要があると思う。
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金沢東支部
金沢大学附属病院　堀江　　翔

　今年度の金沢東支部の第1回事例検討会は、9月7日（土）、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（右写真）をお迎えし、『手関節拘縮のセラピィ　―手関節
尺側部痛の評価と対応も含めて―』のタイトルでご講演頂いた。1時間強の時間であったが、臨床
に基づいた技術がふんだんに盛り込まれたご講演であった。参加者は44名、事例検討は6演題行わ
れ、西出氏を含め活発な意見、アドバイス等が発せられ非常に盛況であった。次回の事例検討会
は11月29日（金）、会場は再び金沢大学附属病院リハビリテーション室にて開催する予定である。変
わらず多数の参加を期待している。

金沢西支部
公立つるぎ病院　苗山　卓弘

　今年度金沢西支部では、多くの病院や施設からの意見を聞きたいと考えている。そこで、多く
の病院や施設から募り新しいメンバーのもと事業計画を立案している。今年度は研修会と事例検
討会を合わせた事業を年3回（9月、12月、2月）実施予定している。研修会では、昨年度までの
研修会で皆様からのもう一度聞きたいという希望が多かった内容の中から企画するよう各先生に
は依頼をしている。第1回の研修会・事例検討会は9月21日（土）に開催し、研修会では金沢大学
の柴田克之氏をお迎えし、「学会発表及び論文の書き方HOW TO」と題して講演して頂いた。
　今年度も、少しでも皆様の明日からの臨床のヒントとなるよう企画・運営していきたいと考えて
いる。是非、他の支部からも多くの発表及び研修会への参加をお待ちしている。

能登支部
恵寿総合病院　福井　朱美

　7月22日（祝）に公立能登総合病院にて第1回能登支部研修会・事例検討会を開催した。研修
会は県立中央病院の西川拡志氏による「A-ONEインフォメーション研修会」を行い、加賀や金
沢地区からの参加もあり34名となった。事例検討会は4名の発表があり活発な意見交換があった。
　また、平成26年2月22～ 23日に能登支部恒例となった宿泊研修を能登小牧台にて予定してい
る。講師は福井県小浜市を拠点に介護保険サービスの提供や、会員制の問題解決型健康体力
づくり指導、さらに理学療法士が作るインソール提供を中心にテイクアウト型健康体力づくり指
導を行っている組織「有限会社リリフィジオグループ」の社長であるPT安倍浩之先生をお招きする。
　皆さんの積極的な参加をお待ちしている。

加賀支部
葵の園・丘の上　西村　幸盛

　8月4日（日）に開催された能美市ボランティアフェスティバルでは、加賀支部より18名の
作業療法士が参加し、訪れた方に対して認知症についての理解を深めてもらったり、片手
での調理を体験してもらったり、作業療法を啓発したりと多忙な1日を過ごした。
　9月22日（日）には「介護保険だけが使えるサービスじゃない！～障害者総合支援法をス
ムーズに利用するコツ～」と題し、小松陽光苑の認定作業療法士小西友美氏による研修
会を開催した。

　症例検討会は11月17日（日）9時から芳珠記念病院で、来年2月16日（日）9時から加賀市内で、更に日時や場所は
未定だが平日の夕方からの開催を1枠予定している。詳細は決まり次第連絡するので、積極的な参加をお願いしたい。

各支部支援活動状況
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「ハンドセラピィとの出会い」

金沢医科大学病院　入江　啓輔

　金沢医科大学病院2年目の入江啓輔と申します。早
速ですが、簡単に自己紹介をさせていただきます。
出身は福岡県で長崎大学を卒業しました。なんで石
川県に来たの？とお思いの方もいらっしゃると思い
ますので、今回はそのきっかけとなったハンドセラ
ピィとの出会いについて語ろうと思います。
　大学3年生の時、手外科では有数の病院に実習先が
決まりました。その当時の僕は「ハンドセラピィ」
という言葉を聞いたことがなく、手に関する障害と
いっても数えるほどしか知りませんでした。実習が
数日経過したある時、全国でも数人しかいない認定
ハンドセラピストの先生に呼ばれ、こう言われまし
た「手の傷や外観だけでなく、もっと手の中を見な
さい」。これは、解剖学や運動学を基礎とした手の構

造・機能から患者さんの手の状態や、それに対する
治療を考えなさいということでした。この言葉がきっ
かけで、表面的にしか捉えることのできなかった障
害や治療の意味を少しずつ理解できるようになりま
した。また、1日1日良くなっていく患者さんの手を
見て、「すごいな」と感動しました。
　このようにして僕はハンドセラピィを知り、ハン
ドセラピストを目指すようになりました。あの実習
での感動は今でも忘れることは
なく、臨床の活力となっていま
す。
　次号はキッズルームパンプキン
の山本真由実さんにバトンタッチ
です。よろしくお願いします。

会員が語る

町立富来病院

宗行　慶泰

　町立富来病院は羽咋郡志賀町（旧富来町）にある
病床数98床の病院です。近くにはギネスにも掲載さ
れている世界一長いベンチがあり、そこから見る日
本海の景色は絶景です。
　当院のリハビリスタッフは常勤理学療法士5名、常
勤作業療法士2名、非常勤作業療法士2名、物理療法
等のお手伝いをしている助手1名が勤務しており、そ
のうち1名は訪問リハビリも担当しています。自分は
作業療法士になって今年で5年目です。自分を含めて
経験年数が短い者が多く、頭を悩ませることも多々
ありますが、明るい雰囲気の中で日々の業務に取り
組んでいます。病院での対象疾患は脳血管疾患や整
形外科の手術後の方、他病院から転院してきた患者
さんが多く、在宅へ復
帰するためのリハビリ
や家屋調査も行い、他
職種との連携を図って
います。また、リハビ
リ独自で患者さん向け

の腰痛・肩こり体操などのパンフレット作成に取り
組み、患者さんのレベルに応じた運動や一人でも簡
単に出来る運動を中心に考えて、提供しています。
その他にも病院で実施している糖尿病教室内でリハ
ビリスタッフが運動の必要性を患者さんに指導した
り、糖尿病患者さんに運動の一環としてポールウォー
キングの指導も行い、様々な場面で活躍しています。
　地域柄や今日の高齢化の時代もあり、対象の年齢
層は高い状態です。リハビリの重要性はもちろんで
すが、前述にもあるように、患者さんのニーズに応
えられるように、より一層の他職種との連携を密に
し、当院の基本理念である「親切」「信頼」「快適」
を信条に日々の業務に取り組んでいくとともに、現
在の明るい雰囲気をこれからも継続できるようにし
ていきたいです。今後と
もよろしくお願いします。
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平成25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25年7月10日（水）　19:00 ～

場所：西泉事務所

出席者： 進藤、柴田、東川、安本、小池、麦井、西谷、明福、安田、大西、寺尾、渡邉、村田

以上　理事13名　代理：藤島、岩田

【会員動向】7月9日現在、正会員数668名

【社会福祉部】 安田）福祉用具相談支援システムの運用について。

【財務部】安本）会費納入率は96.6％。

 議事録署名人　安本　大樹、安田　秀一

平成25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9月13日（金）　19:00 ～

場所：西泉事務所

出席者： 進藤、柴田、寺田、東川、安本、小池、明福、安田、岡田、大西、寺尾、渡邉

以上　理事12名　代理：西、買手

【会員動向】9月12日現在、正会員数676名

【学術部】 西）県学会は151名参加。来年度は9月7日に十全講堂で開催予定。

【財務部】 安本）公益法人移行書類申請を8月に県へ電子申請済。

 議事録署名人　岡田　千砂、渡邉　貴之

 次回は11月8日を予定

生涯教育制度改定2013【症例発表】

教育部　副部長　石川県済生会金沢病院　岩田　祐美

　前号に引き続き、生涯教育制度の改定について説明

する。

■症例発表について

　今回の改定において、協会は基礎研修の現職者共通

研修「10．事例報告」の機会の拡大として、①士会主

催の報告会での事例報告以外に、②協会主催の学会及

び査読のある士会の学会等での発表、③事例報告登録

制度への登録、④SIGでの事例報告、⑤基礎研修修了

者が指導する事例報告会での発表も可能とした。

　生涯教育制度の目的は、作業療法士の質の向上にあ

り、基礎研修の内容は臨床実践に必要な基礎能力向上

を主眼としている。そこで、石川県では前述の変更は

行わず、症例発表について「8．事例検討方法論」は

講義の拝聴、「9．事例検討」「10．事例報告」は県士

会各支部主催の症例発表会での発表をもって修了する

こととした。つまり、基礎研修の間に症例発表は2例

必要であり、発表場所は県士会各支部主催の症例発表

会のみ、となる。また、各支部の発表会には、認定作

業療法士が3人以上アドバイザーとして出席する必要

がある。これらの方針について、当県士会では症例発

表会を基礎研修修了のための発表であるとともに、学

会発表や事例報告登録、更には論文発表のための準備

として知識と経験のある先輩作業療法士からコメント

をいただく場として考えている。他の研修会等ですで

に発表した症例でも、再度発表することで次につなげ

たり、珍しい症例や困っている症例を紹介し相談する

事も可能である。このように各会員が自己研鑚を重ね、

当会の質を担保するために、各支部の症例発表会は年

間通して開催されており、支部を越えた参加や発表も

可能である。是非、気軽に発表していただきたい。

－　－7

社団法人石川県作業療法士会ニュース　No.88 8発行2013. 10.



第1回　役職者研修会
～各職場の役職者の皆さんに伝えたかったこと～

会長　進藤　浩美

　去る8月31日に、急遽、第1回役職者研修会を開催す

ることとした。石川県内の病院・施設等の作業療法の

管理者、もしくは監督者、またはその役職に準ずる者、

都合が悪い場合には代理の者を対象として、作業療法

の管理を任される者として、ぜひ理解していただきた

いことを直接伝えるためである。

　8月に入ってからの突然の案内であり、子育て世代

にとっては、最後の夏休みの週末であり、申し訳なく

思ったが、「どうしても今、伝えないといけない。」と

いう三役の強い思いから実施に至ったことを理解して

いただきたい。当初の申し込みは、一桁人数であり非

常に心配したが、県内約170の病院・施設から約60人

の参加があった。残念ながら半数までは届かなかった。

　【伝えたかったこと　その1 】

　『作業療法室のトップは店長(経営者)である』という

意識をもって欲しい。そのために、日本の人口動向と

日本の医療・介護の動向を示した。勤務する病院・施

設の方針に従って、ぜひ、その病院・施設に貢献して

欲しい。施設基準上必要な作業療法士ではなく、なく

てはならない作業療法士を目指して頂きたい。柴田副

会長からリーダーのあるべき姿について講演をしてい

ただいた。

　【伝えたかったこと　その2】

　『石川県作業療法士会が公益社団法人を目指してい

る』ということを理解し、部下に周知して欲しい。法

人格とはどういうことか、何故、公益社団法人を目指

しているのかを説明した。作業療法士会は、我々によ

る我々のための会であり、作業療法士が、21世紀に生

き残る専門職種として作業療法の啓蒙、啓発、地域貢

献には、必須であり、何よりも作業療法士の生涯教育

のため必要なのである。

　そして、リハビリテーション風船バレーボール大会

は、我々を法人化に導いてくれた原点であり、それに

協力・参画の依頼をした。また、我々の学術的基盤強

化のためにも、県学会への中堅作業療法士の参加を求

める依頼をした。

　【伝えたかったこと　その3】

　『日本作業療法士協会の動きの中で、石川県作業療

法士会で新たにやっていることは何なのか』を常に理

解して欲しい。

・日々の臨床の中で、生活行為向上マネジメント推進

プロジェクトを理解し、実践しなければならなくなっ

たことを当会のプロジェクトリーダー東川理事より詳

細の説明をした。

・地域ケア会議とは何かを理解し、作業療法士として

貢献できるコメントを言わなければならないことを話

した。

・作業療法士会は、県内の特別支援学校を支援してい

る。日本作業療法士協会は、通常学級の特別支援を目

指していることも知ってほしい。

・認知症初期集中支援チーム対応プロジェクトが各地

域ではじまっており、日本作業療法士協会の動きを理

解し、行動していくことが必要。

・その他、世界作業療法学会の動き、がんのリハビリ

テーションの施設認定の研修の動き、東日本大震災後

の取り組みなどを説明した。

　ここに書ききれない強い思いがある。我々による

我々の会であることを考えていただきたい。そのため

に、これからもこのような研修会を継続していくこと

を書き添える。
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インフォメーション

介護保険部
現職者選択研修会
（老年期の作業療法）

日時：平成25年10月27日（日）
　　　9：00 ～ 16：10（受付8：30開始）
場所：石川県リハビリテーションセンター
　　　（金沢市赤土町二13-1）
参加費：会員4000円（2ポイントが付与）
　非会員8000円

第5回　介護フェスタ
いしかわ　2013

日時：平成25年11月16日（土）
　　　13:00 ～ 17:00
場所：金沢市女性センター
　　　（金沢市三社町1-44）
参加費：無料

北国健康生きがい支援事業
金城大学プログラム

第8回保健・医療・福祉創造フォーラム

日時：平成25年11月30日（土）
　　　10:00 ～ 15:30
場所：金城大学 医療健康学部棟
　　　白山市笠間町1200
内容：
講演「1917年、近代作業療法が始まった!!
　　～作業の力・作業療法の魅力～」
　　澤俊二教授（藤田保健衛生大学）
分科会 「高齢者の認知・精神機能に対する

包括ケアのアプローチ」
参加費：無料（1ポイントが付与）
　　　　要事前申込み

病院医療部研修会
達人セミナー

日時：平成25年11月10日（日）
　　　10:00 ～ 15:00
場所：石川県リハビリテーションセンター　
　　　4階研修室（金沢市赤土町二13-1）
内容：前頭前野機能および
　　　その障害の理解と介入
講師：酒井浩准教授（名古屋大学大学院）
参加費：会員2000円　非会員4000円

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
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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
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
　この春から夏にかけて私の勤める施設に嬉しい出来事が二つありました。

　一つは駐車場すみのコンクリートの隙間から小さな『ド根性ビオラ』が花を咲かせて楽しませてくれたこと。もう一つは職員が食

べたビワの種から芽が出てそれを施設の庭に移植し数年、木が大きくなり今年初めてビワが5つなったこと。大変小さな出来事でし

たがとても“ほのぼの”とさせてくれて、自然から養分をしっかり吸い上げる植物の力を改めて感じたところでした。

　私ども県士会もしっかりと地に足をつけ、地域の皆さまに愛される運営をしていかなければならないと改めて感じたところでした。
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