
年頭所感
平成26年度　公益法人としての思い

社団法人石川県作業療法士会　会長　進藤　浩美

　年頭に当たり、石川県における作業療法の歩みと

今後の思いを述べる。1966年(47年前)に日本作業療法

士協会(以下、協会)が設立した。協会は、当時の文部

省に理学療法士、作業療法士養成を四年制大学教育

にと陳情した。この陳情から10年以上経ってやっと、

日本初の文部省の所管する金沢大学付属医療短期大

学部が誕生した。石川県に日本の作業療法を意識し

た作業療法士が集結してきたのである。そして、10

人にも満たない人数で石川県作業療法士会を設立し

た。当会は日本の中でどうするか、どうあるべきか

を常に考え、協会より早く、生涯教育制度を導入し、

作業療法士の質の担保を考えてきた。その結果、協

会が認定する認定作業療法士数は、33人と人口比で

は、全国一位を誇っている。県内の養成校は3年制の

専門学校が2校、4年制大学が2校となった。この卒業

生の質を担保するために認定作業療法士までのキャ

リアパスを明確にし、そこに乗せていくことが、当

会の質の担保に繋がると考える。作業療法士を21世

紀に生き残るレベルの高い医療専門職種にしたいと

いう熱い思いをもって、各種公益事業を展開してい

きたいと考えている。

　平成26年度、特に力を入れるのが、『生活行為向上

マネジメント』である。入院中から、在宅において

も医療専門職種として生活行為をマネジメントでき

るように研修を準備していく。

　また、超高齢化の中で医療・介護における作業療

法ニーズにこたえるために、“作業療法士の質”とし

ての研修等は当然であるが、“作業療法士の量”とい

う側面では、まだまだ潤沢ではない。そこで、小学校、

中学校、高校への出前授業、養成校におけるなごや

か作業療法体験等を通じ、作業療法士の卵になるべ

き人材を発掘していきたいと考える。

写真は『なごやか作業療法セミナー』の様子。 石川県作業療法士会が主催し、県下6校の高等学校から9名の参加者があった。
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第27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25年10月5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：18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　　： 8チーム
 ・シルバー部門： 8チーム
 ・お楽しみ部門：10チーム
2）参加者数
 206名（男性：122名、女性：84名）
3）参加者年齢
 平均年齢：67.8±19.7歳
 （最小年齢：20歳、最高年齢：97歳）
4）参加者疾患分類
 脳血管疾患 ：88名 腰痛 ：  7名
 統合失調症 ：26名 パーキンソン病 ：  6名
 骨関節疾患 ：23名 脳腫瘍 ：  1名
 認知症 ：13名 脊髄損傷 ：  1名
 脳性麻痺 ：10名 その他、不明 ：23名
 頭部外傷 ：  8名

5）結果
 ＜一般部門＞
 優　勝　ゴールドストーン
 準優勝　シルバーストーン
 第三位　シティハンターA
 ＜シルバー部門＞
 優　勝　県中イーグルス
 準優勝　わこうえん･やったるディ
 第三位　藤井あすなろチーム
 ＜お楽しみ部門＞
 敢闘賞　恵寿鳩ぽっぽ
 　　　　　ふれあいレッツゴー
 　　　　　ヒーローズ
 　　　　　ザ☆はまなす
 　　　　　恵寿元気俱楽部
 　健闘賞　ふれあいレッツゴー･ピンク
 　　　　　ひすいファイターズ
 　　　　　ドリーム城北
 　　　　　青山ドラゴンズ
 　　　　　シティハンターB

風船バレーボール大会を終えて

城北病院　千葉真梨恵
　スタッフとして参加し、今年で3回目となった。

　県士会員の皆様、大会関係者の皆様のご協力のもと、

準備から大会当日まで、今年も大成功だったのではないか。

　大会当日は、選手の方はもちろん、応援として参加さ

れた方や運営スタッフなど、会場に居られた、たくさん

の方の笑顔や生き生きと楽しむ様子が見られた。

　大会までの数ヶ

月間、各施設では、

試合の練習、応援

の練習、旗や応援

グッズの作成など、

様々な作業に取り

組む元気な姿があったのだろうと想像できた。

　作業療法のポスターに掲げるように「人は作業をする

ことで元気になれる」ということを改めて感じることが

できた1日であった。

　参加される方々の生活に元気をプラスできるよう、「風

船バレーボール大会」を通して今後も支援していきたい。

－　－2

社団法人石川県作業療法士会ニュース　No.8916発行2014. 1.



「生活行為向上マネジメント（MDLP= Management Tool for 
Daily Life Performance）」の取り組み経緯

一般社団法人日本作業療法士協会　生活行為向上プロジェクト推進リーダー

石川県立高松病院　村井　千賀

　平成20年、地域包括ケアの実現に向け、「我々作
業療法士は高齢者の活動性を高める支援に貢献で
きる」ということを、協会保健福祉部として厚生
労働省に提案をしたことが、この取り組みの始ま
りである。当時、平成15年度疾患別リハビリテー
ション料の診療報酬導入後、厚生労働省では理学
療法士と作業療法士を「リハビリテーション療法
士」に一本化することが議論されていたようであ
る。国の担当補佐から、「国民が何をしてくれるか
わからない、知らない職種に国は介護・診療報酬
を提供することはないし、活用することはない。」
「理学療法士と一緒になって、リハビリテーション
療法士になってはどうか。」など、作業療法不要と
言わんばかりの言われ方をされた。続いて「もし、
作業療法が地域貢献をしたいのであれば、まず何
をする職種なのかを明らかにしてほしい。最低限
全国の作業療法士が「作業療法はこれだ。」といっ
た国民に見せることができる「作業療法の30cmの
ものさし」を菓子箱につめて持ってきてほしい。」
と言われた。この「作業療法の見える化」が「生
活行為向上マネジメント（以下、MDLP）」を開発
する経緯となったわけである。そこで、国が実施
すべき事業を団体に委託する平成20年度老人保健
健康増進等事業、国の事業として取り組むことに
なった。しかしこのあと、喫茶店で会長と今後の
具体的対応を話し合った時には、「今年度中に示せ
るのだろうか、大変なことになった」という思いで、
二人でどんよりとしたことが思い出される。
　平成20年度、500万円の補助を得て、通所リハビ
リテーション、地域包括支援センター、医療機関
で働く作業療法士の先輩方々の作業療法提供の思
考過程を事例分析し、地域包括ケアに求められる
高齢者の余暇、社会参加までを視野にいれた「365
日24時間、人の作業に焦点をあて、本人自身が遂
行できるように支援するマネジメント」として「作
業療法の見える化」であるMDLPとして完成させ
たわけである。
　併せて、平成21年度このマネジメントツールを
活用しアプローチした場合の効果を明らかとする
ため、QOL、活動性、ADL、IADL、身体・精神

機能など標準化された評価指標を用いて、通所リ
ハビリテーション、医療機関、老人保健施設で各
200名(介入100名、対照100名)、対象数計600名の
大規模介入研究を実践した。その結果、MDLP
はADL指標であるBI、IADLであるFrenchay　
Activities　Index、医療経済効果とQOLの指標で
あるHealth Utility Indexで感度が良いことがわか
り、それらの指標を効果測定で活用することとし
た。特にHealth Utilities Indexとの相性がよく、
現在MDLPの経済的効果を測定すべく、3年間の追
跡調査を実施し、昨年度の中間評価ではMDLPの
介入は年間100万円の介護費用を抑制でき、介護度
の改善を図ることができることがわかってきてい
る。これらのことから、「人は作業を行なうことで
元気（健康）になれる」という、単純、明快な作
業療法を国に提案したわけである。
　この取り組みから、平成24年度介護保険改正は
作業療法が提供しやすい環境整備となり、国から
は介護保険は作業療法士の活用が有効なのではな
いかという意見までいただけるようになってきて
いる。昨年度国から、すべての作業療法士が
MDLPを活用できるようにしてほしいとの要望が
あり、そこで今年度、国庫1200万円を投入してい
ただき、都道府県推進委員の設置、熟練者の養成
へとつながってきているわけである。
　「2025年にはすべての国民が作業療法を知ってい
ること」、この国の宿題に答えるべく、作業療法士
の挑戦が始まったばかりである。
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第13回東海北陸作業療法学会（富山学会）の報告
金沢大学　柴田　克之

第36回総合リハビリテーション研究大会（金沢）に参加して

石川県リハビリテーションセンター　濱　　昌代

　私は2度目となる富山学会アドバイザーとして、準備

の段階から適宜意見を伝え、開催両日は学会運営を間

近で見守り参画することができた。近年の東海北陸作

業療法学会の参加人数は漸減傾向にあり、500名以上（昨

年の静岡学会を除く）を集めることが困難と囁かれて

いた。こうした状況を鑑みて富山学会の目標演題数も

当初は70-80演題に達すればよいと想定していたが、実

際の登録数は予想を遥かに越え、過去最高の122演題と

なった。言うまでもなくこの演題数を受けて、参加した

会員は650名（富山：310名、石川100名、愛知75名、以

下三重、静岡、岐阜、福井40－30名）を越え、富山学

会を成功裏に終えることができた。

　本学会の成功に導いた要因は、大きく分けて2つの要

因が考えられる。一つは、日頃から県学会、研修会へ

の参加意欲が高い士会であるが、遡ること開催2年前か

ら各領域のベテランOTが新人OTを対象に、学会に参

加する意義とは？発表のメリットと勧めなどに関する研

修会を行い、少しずつ県内における学会参加と発表の

意識を高める素地を作ってきたこと。二つ目は、従来

までの慣例となっていた華美な企業展示をやめ、教育・

技術講座を含めた、学術的なプログラムのみに焦点化

したこと。参加者は各講座や発表に専念できることか

ら、どの会場も若手から中堅のOTで満席となった。熱

心にメモを取る姿、臨床疑問を解くための本質的な質

問などを聞き、若手の頼もしさを感じると同時に、自ら

の知識をブラッシュアップする貴重な二日間であった。

　懇親会では、参加者全員で越中おわら風の盆を踊り、

富山弁クイズで笑い、静かにコーラスに耳を傾けるな

ど、手作り感溢れる富山OTの心のこもった「おもてなし」

を受け、改めて富山県士会の控えめな美学と力強い組

織力を感じる学会であった。さて次年度は三重、岐阜

の次は石川県の番である。会員の皆さん一人一人の力

を合わせて、3年後の石川学会を盛り上げていきたいと

考えている。

　去る10月12、13日に金沢市文教会館にて「総合リハ

ビリテーションの深化を求めて～当事者の主体性と専

門家の専門性」をテーマに開催された。石川県での開

催は今回初めてであったが、残念ながらリハ専門職の

参加は少なく教育関係者の参加が多いようであった。

　「自己実現を支える総合リハビリテーション－当事者

の主体性を支える専門性の追究－」と題したシンポジ

ウムでは、ある脊髄損傷者がシンポジストとして以下

のようなコメントを述べ、リハ医療が専門性を追求す

るあまりにプログラムが画一化し、当事者の個性がな

いがしろにされていることを指摘していた。

　「いつも『重度の障害者』『医療依存度の高い患者』

としか扱われていないと感じました。」「私にとっては、

歩けないことも食べられないことも呼吸器がついてい

ることも、話せないことも全部違和感だらけですが、病

院のスタッフにとってはその状態が普通であり、『私』

なのです。それがなんとも納得がいかないというか、

虚しい気持ちにさせます。たとえば、私がふと『歩け

たら』という話をすれば、『前から歩けないじゃない。

何言ってるの～』と冗談のような扱いをうけ・・（略）」「何

のための訓練？」「意味を説明して」など。

　自己実現を支えるために、①当事者の声に耳を傾け

て、②自己決定による自信と尊厳を保持できるように、

③共に考える姿勢を徹底し、④専門職としてプラスの

芽を見つけ延ばす見方ができるように、⑤将来の生活

設計につながる情報が提供できるように、リハ専門家

に対して課題が提起されていた。

　私たちはこれらの指摘と課題を真摯に受け止め、総

合リハビリテーションの実現に真に寄与できる専門職

となれるよう努力していく必要性を強く感じた。
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金沢東支部
金沢大学附属病院　堀江　　翔

　平成25年度の金沢東支部の第2回事例検討会は、11月29日（金）に金沢大学附属病院にて開催された。参加者は
34名、事例検討は9演題行われ、定例通りの夕方開催であったが活発な意見、アドバイス等が発せられ盛況であった。
また加賀地区担当理事の明福氏にも参加頂き、急性期・回復期においても退院後の施設で
の生活を考えた評価や申し送り等があるとよいとのアドバイスを頂いた。東支部だけでなく
その他の支部からの参加者も増えており、これからも県内OTの交流に一役買えれば幸いで
ある。次回の事例検討会は2月21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

　12月14日（土）に済生会金沢病院作業療法室にて第2回金沢西支部研修会を開催した。研修会では児童デイサー
ビスキッズルームラディッシュの中川等史氏をお迎えし、「中枢神経障害のシーティングの基礎」を題としてご講演し
て頂いた。講演後の質疑応答では、現在臨床場面でシーティングに関して困っている参
加者もおりアドバイスを頂ける機会となった。今回、研修会と事例検討会を実施する予定
ではあったが、事例検討への申し込みがなく実施できなかった。次回、2月に第3回金沢
西支部研修会・事例検討会の実施を予定している。他の支部からも是非多くの発表およ
び参加をお待ちしている。

能登支部
恵寿総合病院　福井　朱美

　前回の県士会ニュースでもお知らせしたように、平成26年2月22日（土）～ 23日（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。福井県小浜市を拠点に介護保険サービスの提供、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
康体力づくり指導からなる組織「有限会社リリフィジオグループ」の社長であるPT安倍浩
之先生を講師にお招きし、訪問リハから会社運営まで幅広くお話を伺う予定である。先
生には食談会にも参加していただく予定であり、能登の食事も堪能しながら更に貴重な
お話も聞くことができると思うので、皆さんの積極的な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

　11月17日（日）9時より芳珠記念病院で今年度1回目の症例検討会を開催した。合計6症例の報告があり、参加人
数は31名であった。リウマチを患った症例が在宅復帰を目指す過程の中で、生きがいとなる活動を模索した報告では、
「生活行為向上マネジメント」を活用することの可能性について検討することができた。その他にも作業療法が介入
したことによる結果の理由や根拠を示すことの大切さについて、アドバイスの中で言及されていた。

　一人あたりの質疑応答やアドバイスを受ける時間は十分に設けていたが、終了
後にも活発な意見交換や助言を受ける光景が各所で見受けられた。
　今後の予定として、平成26年1月23日（木）18時15分より、やわたメディカルセ
ンターにて症例検討会を開催する。更に2月19日（水）にも症例検討会を予定し
ている。加賀支部の会員はもちろん、他支部からの参加も大いに期待している。

各支部支援活動状況
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「第2回災害リハビリテーション・コーディネーター研修会」に参加して

石川県リハビリテーションセンター　東　　ひとみ

　平成25年10月19日（土）～ 20日（日）、大規模災害
リハビリテーション支援関連団体協議会が主催する「第
2回災害リハビリテーション・コーディネーター研修会」
に参加した。本協議会は、東日本大震災で組織的な支
援活動を行うため、日本リハビリテーション医学会を
はじめ、リハビリテーション支援関連団体で結成され
た。本研修も、その活動経験から災害リハビリテーショ
ン支援について企画された。参加者は、都道府県ごと
に医師、ＯＴ、ＰＴ、ＳＴ、看護師、介護支援専門員、
義肢装具士等を含めた多職種でチームを編成し、47都
道府県を4回に分けて実
施している。第2回は、
石川県を含めた12都道
府県が参集した。
　石川県は、医師、ＯＴ、
ＰＴ、ＳＴ、看護師、
介護支援専門員の6名が

参加し、4名～ 5名が多い他県からみると、開始時から
団結力の強さを感じた。内容は、災害リハビリテーショ
ンの基礎的なことから、東日本大震災で支援活動した
方からのコーディネーターの役割等、過密スケジュー
ルながらも、グループ演習を交えて時には楽しく参加
できる構成だった。研修を終え、他職種との連携の重
要性を再認識したとともに、ＯＴ自身が災害時の役割
を理解することが必要であると感じた。石川県は能登
半島地震を経験し、当会は、他団体、行政と連携した
支援活動を行ったことを今でも覚えている。発災から
6年が過ぎた今、当時
の活動を知らない会
員に伝えていきなが
ら、他団体との連携
を深めていきたいと
思った。

リハビリ型訪問看護ステーション「リハス」

越後　亮介

　リハビリ型訪問看護ステーション「リハス」は昨
年4月に開設した、まだ新しい事業所です。現在は非
常勤のスタッフも含めて理学療法士5名，作業療法士
12名、言語聴覚士3名、看護師6名と多職種のスタッ
フが在籍しています。スタッフの中には、小さなお
子様をお持ちの主婦の方も多く、頻繁に事務所に出
勤しなくても良いようなシステムも導入しており、
働きやすい職場になるよう工夫しています。お子様
を連れて事務所に来られる方が多いのですが、移転
したばかりの綺麗な事務所でお子様を遊ばせておく
こともできます。
　現在約150名のご利用者様がいらっしゃいますが、
多職種のスタッフが在籍していることにより、利用
者様に対して様々な視点からアプローチしていくこ
とができ、治療方針などで困ったことがある場合に

は他のリハ職や看護スタッフから意見をもらい治療
に活かしております。また、看護師と作業療法士に
よる精神科訪問看護もおこなっており、特に若いご
利用者様に対しての就労支援にも力を入れています。
サービスにかかわる全ての人が幸せになるような事
業所を目指すという理念の下、地域医療の重要性が
増していく中で、地域の医療-介護-福祉ネットワーク
の中心的な役割を担い、ご利用者様の真のQOL向上
につなげていけるようなサービスを提供し、さらに
スタッフも仕事にやりがいと生きがいを感じられる
ような事業所となるよ
う、スタッフ一同努力
していきます。
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平成25年度　社団法人石川県作業療法士会第6回理事会議事録
日時：平成25年11月8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、麦井、西谷、岡田、明福、大西、渡邉
代理・傍聴者：東、藤島、堀江
【会員動向】
11月8日現在、正会員数667名
【学術部】
麦井）来年度の学会は演題数40題を目指す。今年度の学術誌は14題掲載予定。
【教育部】
藤島）生涯教育制度委員会の会議報告。事例報告登録制度の現状、生涯教育受講システムについて、認定

OT・専門OTの報告、基礎研修報告があった。
寺田）『作業で考える会』を協会のSIGに申請。承認
【病院医療部】
渡邉）11月10日に名古屋大学の酒井氏を招き開催予定。診療報酬改定研修会は3月15日開催で進める。

 承認
【在宅支援部】
西谷）11月16日の介護フェスタに参加予定。
【事務局】
東川）協会から特別表彰の推薦依頼あり。表彰選定委員会で推薦者を決定後、理事会で諮る。医療推薦協

議会について。今年度の会員名簿の確認。WFOT協賛金について。協会から生活行為向上マネジメ
ントマニュアル（仮称）が年内に完成予定と連絡があり、県士会でまとめて150部程度、購入予定。
 承認

【企画部】
小池）第27回風船バレーボール大会の報告。報告書を各後援団体に送付した。第28回風船バレーボール大

会は平成26年11月8日（土）に、いしかわ総合スポーツセンターで開催予定。承認
【事業部】
大西）10月27日になごやか作業療法セミナーを開催し、高校6校から9名の参加があった。
【情報通信委員会】
東川）支部のパソコンの買い替えを予定。承認
【生活行為向上マネジメント推進委員会】
東川）平成26年2月16日の9：30－16：30で研修会を開催予定。この研修会とは別に認知症支援チームの研

修会カリキュラムに生活行為向上マネジメントの枠があり、読み替えの依頼あり。承認
【財務部】
安本）中間決算について。
 議事録署名人　大西　真澄美、西谷　すずな
 次回は平成26年1月16日（木）を予定
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特別支援教育について
国際医療福祉専門学校　七尾校　今井　伸戸

達人OTセミナー報告
社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院　川上　直子

　石川県教育委員会が文部科学省から委託を受け、
特別支援学校のセンター的機能充実事業を実施し
ている。特別支援学校において、外部人材（PT・
OT・ST等）の活用を通して自立活動の指導や効果
的なICT等活用の充実を図り、特別支援学校の専門
性の向上、併せて、地域における特別支援教育のセ
ンター的機能の充実を図ることを目的としている取
り組みである。
　石川県リハビリテーションセンター（以下、県リ
ハ）が、地域リハビリテーション支援の一環として
PT・OTが以前から関わっていたが、今年度より、
金沢・加賀・能登地区の外部専門家も県リハのスタッ
フと連携し支援を行っている。実際には、学校へ出
向き、書面による情報を基に授業を参観し、必要に
応じて対象児童の評価を実施する。その後、担任・
専門相談員と共にディスカッションを行う。支援内
容としては、担任への支援方法における助言、学習
課題に対する助言が主である。生徒一人ひとりの教

育ニーズに合わせ（時には家族のニーズに合わせ）、
児童の特性、環境的側面、活動における課題を把
握し、担任への心理的支援、環境調整を含め、指
導内容や指導方法を助言していく。
　私個人としては、発達障がい領域での実務経験
がなく当初は不安であったが、そもそものOTの役
割に則り、「人―作業―環境」という視点で観ていき、
生徒一人ひとりに何が必要かをみるように心がけて
いる。そして、各々連携を取りながら、支援してい
くことで教育機関におけるニーズに対応していける
のではないかと感じている。
　現状として、姿勢や運動機能面、コミュニケーショ
ン面の相談が多い。OTの専門性を活かし関わって
いくためにも、教育機関への職種理解が進み認知さ
れるように、意識して対応していく必要性があると
考える。また、継続的な支援が必要となるため、自
己研鑽に努め、生徒一人ひとりがいきいきと生活し
自己実現できるよう支援していきたい。

　病院医療部開催の達人OTセミナーが11月10日
（日）に、石川県リハビリテーションセンターで開
催された。今年度は高次脳機能障害をテーマに、名
古屋大学の酒井浩先生を講師に招き、「前頭前野機
能およびその障害の理解と介入」と題しておこなわ
れ、参加者数は76名であった。
　講義は前頭前野の働きと障害に関する総論的なと
ころから始まった。解剖的なことから、活動制御や、
運動・認知学習に関する働き、基底核や小脳との関
係、前頭前野内の役割分担についてなどなど・・・「2
日間の研修会にしたかったかも」と思ってしまうほ
ど、基本的な内容か
ら丁寧に教えていた
だいた。
　各論もまた、社会
行動障害や、環境依
存症候群、ワーキン

グメモリー障害、遂行機能障害と盛りだくさん。そ
れぞれのメカニズムや評価方法、アプローチについ
て講義された。特に、アプローチにおいては、自身
の担当事例に対し、「そうやったら上手くいくかも！」
とか「あの方法は、あんまり良くなかったかも・・・」
と、日々の臨床に希望が出たり、反省したりした参
加者も多かったのではないだろうか。それも、前半
の総論があってこその分かりやすさであったと思
う。
　講師の酒井先生に対する前情報で、「難解な高次
脳機能障害を実に平易にわかり易く説明される先
生」と伺っていたが、
正にその通りで、参
加者にとっては、実
り多い研修会になっ
たと思われる。
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インフォメーション

小児現職者選択研修会
「発達障害領域の作業療法」

テーマ1：発達障害領域の基礎知識と作業療法
の課題と展望

テーマ2：作業療法の実際①（0歳～就学前）
テーマ3：作業療法の実際②（就学・学童期・

青年期以降：6歳～ 18歳以降）
テーマ4：自閉症スペクトラム障害児に対する

作業療法の実際（主に18歳未満）
日　時：平成26年3月2日（日）　9：00～16：50
場　所：石川県立中央病院内健康教育館
　　　　 （金沢市鞍月東2-1）
参加費：4,000円

石川県訪問リハビリテーション
研修会

日　時：平成26年2月1日（土）
　　　　13：30 ～ 18：40（受付13：00開始）
　　　　2月2日（日）
　　　　9：00 ～ 16：00（受付8：30開始）
場　所：石川県リハビリテーションセンター

4階　大研修室
　　　　（金沢市赤土町ニ13-1）
参加費：500円（生涯教育ポイントあり）
　　　　要事前申し込み

生活行為向上マネジメント研修会
日　時：平成26年2月16日（日）　9：30 ～ 16：30（受付9：00開始）
場　所：いしかわ総合スポーツセンター（金沢市稚日野町北222）
参加費：県士会員2000円　非県士会員4000円　要事前申し込み

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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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：明福真理子、酒野直樹、山本真一郎、杉浦有子、藤田隆司、寺井利夫、川口朋子、中島孝、
　　　　　西川拡志、西村誠次、米田貢、谷内香織、山本幸栄、堀桃子、西出優子、橋本実、小川正人、
　　　　　買手登美子、塩谷真美、平木咲代子、福井清美、前田勝也、中寺智也、入江啓輔、山崎佳子、
　　　　　宇塚芽生、川口日和、竹内美月、伊関浩克、山田ともみ、田中明、犬丸敏康

発 行 所：社団法人　石川県作業療法士会

　　　　　〒921-8043　石川県金沢市西泉3-28　東和第3ビル201　076-259-0678

発 行 人：進藤浩美　印刷：ヨシダ印刷株式会社

Ａ会員
社会医療法人財団董仙会
学校法人　金城学園

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
　新年明けましておめでとうございます。
　県士会ニュース新年号は、「そうだったのか！　学べる　県士会ニュース　～石川県士会の歴史とMDLPの成り立ち～」。
　作業療法士の生き残りをかけた取り組みの結果がMDLPだった！まさに納得の、読み応えのある内容をお届けできたの
ではないでしょうか。石川県士会の公益法人化も追い風として、作業療法士の進撃の年にしたいものです。
　午年だけに、「駆け馬に鞭」、拍車をかけて「万馬奔騰」の勢いで駆け抜けましょう！
 （馬は馬でも、牛溲馬勃(ぎゅうしゅうばぼつ)・意馬心猿な編集人）

平成25年会員動向
11月8日現在　　正会員数667名
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