
公益社団法人への移行
会長　進藤　浩美

　来る2014年5月17日（土）、ホテル日航金沢において、
初めての公益社団法人としての社員総会、並びに永年表
彰と祝賀会の開催を予定している。石川県作業療法士会
が誕生して、30年の記念の年に移行できることに感謝の
気持ちで一杯である。当会が今日あるのも、会員の所属
する病院、施設の賛助会員様、企業の賛助会員の皆様方
の経済的援助を含めての温かい支援とご協力、行政各位
のご指導・ご支援、諸先輩作業療法士のご助言・ご援助
の賜物であると深く感謝している。
　さて、若い会員の皆さん、私たちの団体の30年の歩み
を覚えていて欲しい。1970年代の後半、日本で初めての
文部省による金沢大学医療短期大学部作業療法学科の開
設に向けて、高い志をもった作業療法士が金沢に集結し
てきたのである。そして、初めての卒業生輩出の年、
1982年（昭和57年）に10人にも満たない作業療法士で石
川県作業療法士会を設立した。会員が全員顔の見える関
係だった。それから、大人の団体になるために、必死に
基本財産300万円をつくってきた。
　そして20年前、1992年（平成4年）社団法人石川県作業
療法士会となり大人の団体として県に認めていただくこ
とができた。それから10年、来るべき会員1000人時代を
目指して、事務局基盤の強化をはかってきた。やっと、
金沢市において、会議ができる事務所、事務局員を持つ

ことができるところまでくることができた。
　私たちの1日の生活は、何らかの行為を行って成り立っ
ている。作業（活動）でできている。私たちの一生もそ
の積み重ねである。その生活に何らかの不自由が生じた
とき、私たちは、作業で評価して作業で治さなければな
らないことを基本原則とし、生活の不都合に対する対策
を組み立てていかなければならない。日本は今、かつて
経験したことがない高齢化社会の中で、医療・介護・福
祉を一体的に構築しようとしている。私たち作業療法士
は、急性期から回復期、維持期の様々なステージで、生
活行為についてアプローチできる医療専門職種である。

若い会員の皆さん
みんなのための　みんなによる　みんなの会に
関わっていただきたい。
学術的にも臨床的にも、21世紀に生き残る医療
専門職種となっていただきたい。
そのためには、
『あたらしいことをやりたくて仕方がない。何か
やりたくて仕方がない』
という作業療法士になっていただきたい。

11月16日　介護フェスタの様子（場所：石川県女性センター）
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第23回石川県作業療法学会「OT　新たなるステージへ」予告

学会長　金沢福祉用具情報プラザ　安田　秀一

　平成26年9月7日（日）、我らが石川県作業療法士会

の公益法人化後、初の学会の学会長の任をいただく

ことになった。

　やるからには、多くの会員に参加いただけるよう

にしたい。ベテランも新人も中堅も、参加する意義

のある実(みのり)のある内容にしたい。現在考えてい

るのは、セッション種を増やし、2会場以上の時間進

行で、参加できるセッションを選択できる方式を企

んでいる。これには会員の皆様の積極的な協力が必

要である。具体的には高齢者領域や小児領域、精神

領域、教育領域は1セッションが成立できる演題数の

エントリーをお願いしたい。

　テーマを標題のようにしてみた。公益法人化とし

ての「新たな」だけでなく、会員個々の「新たな」

パフォーマンスを促せる機会になってほしいという

願いである。

　特別講演として、佐賀大学のリハビリテーション

工学技師の松尾清美氏をお招きする予定である。松

尾氏にはOTに元気をくれる、明日から主体的に仕事

に取り組みたくなる、

そんな講演を期待し

ている。

平成28年度東海北陸作業療法学会に向けて

学会長　金沢大学　柴田　克之

　この度、平成28年度開催予定の第16回東海北陸作

業療法学会学会長を拝命することになった。なぜこ

の時期に？まだ3年もあるのに？という会員からの声

が聞こえてきそうだが、今から皆さんに石川学会に

向けて、準備して頂きたいことがある。昨年の富山

学会は、前号でも報告したように、参加者650名のう

ち富山会員が310名と50%近く占め、演題数も過去最

高の122題を集めた。そこで皆さんに以下の3点をお

願いしたい。

　第1点は、石川県内から多くの演題を出して頂きた

い。3年後は、700人を越える石川県会員の規模から

すると目標演題数を70題とし、領域は身体障害、高

齢期障害、発達障害、精神障害、地域など幅広い専

門分野からのエントリーをお願いしたい。新人だけ

でなく中堅、ベテランOTもこの機会に、事例の取り

組みを量的・質的研究としてまとめてほしい。その

ための支援は、私を含め理事一同責任を持って担当

させて頂く。

　第2点は、今から発表のための備えをして頂きたい。

日頃の臨床疑問を事例と対峙しながら、じっくりと

経過や介入方法について振り返り、何についてまと

めるのかを今から考えてほしい。研究デザインが立

案できれば、後ろ向きまたは前向き研究としてまと

め、さらにエビデンスを立証するためのシングルケー

スデザイン、比較研究など研究方法論の可能性が深

まる。

　第3点は、3年後の石川学会に向け、参加する気持

ちを鼓舞するための

様々な取り組みを提案

していくので参加して

頂きたい。石川学会が

成功裏に導くために、

会員一人一人の協力

と参加を重ねてお願い

したい。
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膠原病のリハビリテーション勉強会

金沢大学附属病院　麦井　直樹
　昨年7月より 、膠原病のリハビリテーション勉強会
が発足した。そして現在SIG認定を申請している。
　さて、近年リハ分野は、疾患別の取り組みが行われ、
より専門性を必要とする傾向にある。膠原病はリハの
分野においても多彩な障害像を示し、治療の進歩によ
りその機能的予後も変化がみられる。対象となる患者
様も自分で疾患やその治療を勉強して来院されるな
ど、作業療法士も多くの勉強が必要となる現状があ
る。決して担当する頻度の高い疾患ではないが、担当
すると戸惑う病態が多い疾患である。しかしながら、
膠原病は、まだまだリハ分野での取り組みが少ない状
況である。関節リウマチはまだしも、全身性強皮症や
皮膚筋炎、多発性筋炎といった疾患の勉強会は皆無
である。今回、チーム医療に貢献すべく、患者様の
QOLの向上を目指す事を目的に勉強会を発足した。
専門医による診断・治療の方面とリハ分野からの報告

の両面からの勉強、そして参加者の情報交換を行う。
この会は膠原病分野におけるリハの重要性を発信す
る場ともしたい。
　石川県において発足、全国展開を目指していく。参
加者は石川県内の作業療法士を主体に、理学療法士、
言語聴覚士、富山、福井の北陸、他にも、京都、愛知、
茨城と仲間を増やしている。勉強会を支えてくれる医
師としては、金沢大学皮膚科教授の竹原和彦先生を
最高顧問とし、
多くの膠原病診
療に関わる医師
に賛同を得てい
る。皆様の参加
を期待したい。

『作業で考える会』in 加賀　開催
～（一社）日本作業療法協会

生涯教育制度 基礎ポイント対象SIG認定取得～
事務局長　東川　哲朗

　平成25年12月20日（金）、「作業で考える会」の研
修会を初めて加賀地区で開催した。会を重ねること
45回目にして初めての加賀地区の開催であった。年
末・週末の忙しい時期にも関わらず、県外からの参
加者も含め50名の参加があった。これほど多くの参
加者が集ったのは、発起大会以来でないかと西川拡
志世話人（石川県立中央病院）、参加者と共に驚きと
うれしさを感じることが出来た。
　今回は特別企画として、会の全体像が伝わる研修
を企画した。地元加賀地区より城野友哉氏（やわた
メディカルセンター）が、ADOCを中心とした非構
成的評価についての紹介、私から作業科学的解釈に
よる急性期・回復期における意味のある作業導入に
ついての検証をした事例を報告した。丁子 雄希氏（石
川県済生会金沢病院）からはリーズニングを踏まえ
た、回時期リハ病棟での作業療法士の専門的役割を
考える事例報告をして頂いた。最後に西川世話人か
らMOHO（人間作業モデル）を用いた評価・解釈し
た事例を通してMOHOによる患者アプローチについ
てレクチャー頂いた。

　初めての加賀地区での開催と言うことで、各人が
気負い十分の熱い発表となり予定の2時間はあっとい
う間に過ぎ、大変中身の濃い研修会となった。
　今回の加賀地区での開催は、進藤会長から是非能
登や加賀でも開催をとお声かけ頂いたお陰で重い腰
を上げ開催にこぎ着けることができた。次は是非能
登地区で開催したいと考えている。その際には多く
の方がお集まり頂ければと思う。
　蛇足であるが、昨年末協会の生涯教育制度基礎ポ
イント対象SIGの認定を取得することが出来た。これ
からは熱意で参集頂いた皆様にその証明としてポイ
ントを付与できることになる。また、石川県からの

SIG認定申請は
初で、今後各種
のSIGが同様に
申請頂き、生涯
教育の一端を担
えるよう願って
いる。

第1回膠原病のリハビリテーション勉強会の様子

12月20日作業で考える会の様子

－　－3

社団法人石川県作業療法士会ニュース　No.90 20発行2014. 3.



石川県訪問リハビリテーション研修会
～みんなが支える　みんなでつなぐ地域リハビリテーションネットワーク～

在宅支援部訪問部長　石川県済生会金沢病院　岩田　祐美

生活行為向上マネジメント研修会の報告
（一社）日本作業療法士協会生活行為向上マネジメント推進委員

（社）石川県作業療法士会生活行為向上マネジメント推進委員長　東川　哲朗

　2月1日（土）、2日（日）に石川県訪問リハビリテーショ
ン研修会が開催された。本研修会は石川県のPT、OT、
ST士会が合同で石川県訪問リハビリテーション連絡会
を編成し、訪問リハビリテーションの普及を目的に運
営する研修会である。事前打ち合わせ会議を重ね、県
内外の講師を迎えた盛り沢山な内容を企画した。
　1日目は2種類のグループワークを実施、まずは連絡
会員が連携をテーマとした寸劇を披露し、その修正点
を各グループが寸劇で発表する、というユニークな内
容であった。参加者全員が配役されるためグループ内
での発言も自ずと促され、白熱した話し合いが成され
ていた。
　2日目は各分野の講師からの講義が中心であった。熊

本からお招きした野尻晋一氏からは、今回の配布テキ
ストの主題に沿った、生活期の対象者をみる豊富な視
点について具体例を交えて紹介していただいた。シン
ポジウムでは急性期、回復期で働くシンポジストより
連携のための提案を具体的に提示して頂いた。
　2日間を通して会場はセラピストの熱気で満たされて
いた。本研修会は次年度以降も継続する予定であり、
訪問実務者のみ
ならず、急性期
や回復期で働く
セラピストも
奮ってご参加い
ただきたい。

　2月16日（日）にいしかわ総合スポーツセンターにて、
「生活行為向上マネジメント研修会」を開催した。参加
者は170名。何と、県士会員の1/4の方々に参集頂いた
ことになる。協会の「第二次5カ年計画」の重点項目に
も挙げられていると言うこともあり、多くの参加者を求
めたが、その要請に応じて会員が参画頂けたものとう
れしく感じた。
　これまでに無い規模の会場を用意したが、参加者の
熱意も相まって、会場は大変な熱気に包まれた。講師
の村井氏、稲口氏、塩田氏の指導の元、マネジメント
の概略と手法について学ぶ事ができた。しかしこれは

スタートに過ぎず、この研修を受け、参加者がいかに
このマネジメントを有効に利用していくかが今後問わ
れる事になる。
　新年度以降、各支部に於いて事例検討会を開催して
いく予定である。是非、マネジメントの使用による対
象者の生活行為
向上にアプロー
チし、その成果
を事例検討会で
報告頂きたいと
思う。

「生活行為向上マネジメント研修会」に参加して

千木病院　沼田　尚子
　今回の研修会には参加者も多く、また様々な経験年
数の方々が参加されており関心の高さがうかがえた。
研修内容としては、評価用紙を用い、症例検討を中心
にグループワークを行った。目標を立て、問題点や治
療プログラムを立案するだけではなく、予後予測や家
族・支援者などに対するプログラムを書面にまとめる
ことで自分自身においても頭の中が整理されたように
感じた。発表の際はとても緊張したが、いい経験になり、

また、様々な経験年数・分野の方々の意見を聞くこと
でも、自身では気付けなかった視点や考え方を知るこ
とができた。患者様・家族様・多職種とも、目標や情
報の共有ができるだけではなく、作業療法士の専門性
を伝えられるツールとして活用できることも魅力に感じ
た。今後当院でも患者様のため、また、作業療法を知っ
てもらうためにも積極的に取り組んでいきたい。
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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第3回事例検討会は、2月21日（金）に金沢大学附属病院にて開催された。参加者は、44名（PT

学生含む）、事例検討は10演題行われ、ミニレクチャー等が併催されない検討会では最多の人数となった。検討内

容に関しても、徐々に深い内容となってきている印象であり、アドバイサーの方 と々のやりとりも向上してきたように

感じられた。また、今回は精神科領域の発表も2題あり、身障領域に身を置いている者としては新鮮さが感じられた。

来年度も事例検討会は3回予定しているが、身障だけでなく様々な領域からの発表が増えることを期待している。

金沢西支部
公立つるぎ病院　苗山　卓弘

　2月1日（土）に障害者支援施設金沢ふくみ苑にて第3回金沢西支部研修会を開催

した。研修会では金沢大学の西村誠次氏をお迎えし、「外傷手のスプリント療法の

基本」と題してご講演して頂いた。研修会では疾患別スプリント作成の講義の後に、

作成のデモンストレーションをして頂いた。スプリント作成に対して経験が少ない

参加者もいた為、作成するきっかけとなる機会となった。研修会後には、開催場所

となった金沢ふくみ苑の加藤先生より施設の紹介をして頂いた。来年度も多くの研

修会、事例検討会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

　2月22日（土）～ 23日（日）に研修会と事例検討会を能登小牧台にて開催した。

22日は、有限会社リリ・フィジオグループの社長であるPT安倍浩之氏を講師にお

招きし、「セラピストが地域に必要なサービスを事業化する」と題して講演してい

ただいた。23日は、事例検討会で8演題の発表があり活発な質疑応答がなされた。

来年度も研修会と3回の事例検討会を予定している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

　1月23日（木）18時30分より、やわたメディカルセンターで、今年度2回目の症例検討会を開催した。40名の参加の中、

11症例の報告があった。若くして障害を有しながらも、主婦や職業人としての役割の再獲得といった難しい課題に対

して、具体的な目標を本人や家族・職場内で共有していくアプローチなどの報告があり、活発な意見交換がなされた。

次年度の計画についても、アンケートを実施するなどして現在検討している。

　2月19日（水）には同時刻同会場で今年度3回目の症例検討会を開催、OT学生2名を含む33名の参加の中、3症例

の報告があった。

各支部支援活動状況
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　今回、担当になりましたサンビューかなざわの坂明奈

です。1年目は、併設病院の金沢社会保険病院で、2年

目から現在に至る6年目まで当施設で勤務しています。

　さて、当施設の訓練室ですが1階にあります。訓練室

を見た方の第一声は、「とても広くて明るい！」が大半

です。実は3階まで吹き抜けになっており、本当に広く

て開放感がある空間なので、利用者様にもご家族様に

も好評です。そして当施設のスタッフですが、仲がよ

く常に笑いが絶えません。また、利用者様に対してと

ても真剣で、悩んだ時には何でも話し合える上司や仲

間がいます。とても良い環境の中で私は働いているの

だと日々感じています。そんな日々の中、私の毎日の

楽しみはというと利用者様の笑顔を見ることです。利

用者様から1日1笑顔を引き出す事を毎日の目標にして

います（これが意外と難しい…）。さらに、自宅復帰の

支援ができ、利用者様とご家族様の笑顔にふれあえた

時がこの仕事を選んで良かったなと思える瞬間です。

楽しいことばかりではなく、時に挫けそうになること

もありますが、その笑顔と私を支えてくれる仲間の存

在により私は明日も頑張ろうと思えます。これからも

利用者様の笑顔を引きだせるような作業療法を提供し

ていきたいと思います。

　では、次回は芳珠記念病院の高山恭兵さんにバトン

を渡したいと思います。よろしくお願いします。

金沢医科大学病院

前田　勝也
　金沢医科大学病院は、内灘海水浴場の近隣にある

総合病院です。東の窓からは雄大な立山連峰と河北

潟が、西の窓からは日本海と沈む夕日がみられるな

ど、地元カメラ愛好家も当院へ訪れるほどの素晴ら

しいロケーションを誇っています。加えて、能登有

料道路無料化に伴い名称変更となった「のと里山海

道」の出入口近くにあることや、金沢のベッドタウ

ンであるため、能登や金沢からのアクセスも良好な

場所にあります。

　当院は、大学病院でありながらも回復期病棟を有

しており、急性期から自宅まで幅広いリハビリテー

ションを提供できる点が特徴です。回復期リハビリ

テーションにおいては、平成24年度より365日体制が

開始されています。休祝日も休み無くリハビリが展

開され、患者さん達は充実した日々を送られていま

す。また当院では精神科における作業療法も実施さ

れているため、身体障害、精神障害分野，共に経験

できる職場環境にあります。

　スタッフは年々増加傾向にあり，現在、作業療法

士14名、理学療法士30名、言語聴覚士4名と大規模な

所帯になりつつあります。このことでセラピスト一

人当たりの担当患者さんが減少したため、充実した

医療の提供が可能となりました。

　教育体制では指導者制度を設けており、新人は指

導者のもとで指導が仰げるため、安心して臨床に取

り組めるとの声も聞こえてきます。毎月勉強会や抄

読会なども行われており、帰宅時間は遅くなりがち

ですが、「勉強できるチャンス」と前向きに捉えて遅

くまで頑張っている方も多くいます。そのような姿

をみて、自分自身も身の引き締まる思いがする今日

この頃です。

　これからも進歩し続ける当院の波に乗り遅れない

よう、自分も自己研鑽を重ねるとともに、当院が地

域拠点病院として、より地域に貢献できるよう取り

組んでいきたいと思います。

介護老人保健施設　サンビューかなざわ

坂　　明奈

会員が語る
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平成25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26年1月16日(木)　19:00 ～
場所：西泉事務所
出席者：進藤、柴田、寺田、東川、麦井、大西、明福、安本、西谷、岡田、小池、安田、渡邉
代理：山本
【会員動向】1月9日現在、正会員数665名。
【学術部】麦井）26年度の学会について。学会長は安田氏で、金沢大学医学部十全講堂を含む2会場で開催予定。
【教育部】寺田）2月22日に現職者共通研修を実施予定。26年度専門作業療法福祉用具応用編の開催依頼あり。
【病院医療部】
　渡邉）3月15日に在宅支援部と合同で診療報酬改定研修を予定。26年度現職者選択研修の依頼あり。
　寺田）身障分野と精神分野を依頼したい。
【在宅支援部　施設事業】西谷）11月16日に介護フェスタに参加。認知症パンフレット配布などを実施。参加

者は100名を超え、盛況であった。
【発達障害支援部】安本）3月2日に現職者選択研修を予定。
【広報部】明福）90号県士会ニュースの割付について検討。

26年度のニュース発行月は、6・9・12・3月の3か月おきにしたい。
【事業部】柴田）来年度のなごやか作業療法セミナーの打ち合わせが来週おこなわれる。
【財務部】安本）来年度予算について。特定資産の5つを流動資産へ移行する。
【情報通信】東川）県士会HPのトップページにWFOTのバナーを貼った。
【加賀支部】明福）1月23日と2月19日に事例検討会を予定。
【金沢東支部】
　麦井）2月21日に事例検討会を予定。
　岡田）4月12・13日に開催される金沢市健康つくりフェアの会議に参加してくる。
【金沢西支部】渡邉）2月1日に施設見学を含めた事例検討会を予定。
【能登支部】進藤）2月22・23日にリリ・フィジオ・グループの安倍先生を招き、研修会及び事例検討会を予定。
【特設】
・公益社団法人移行記念式典について
　東川）新人研修会、総会、表彰記念式典、移行記念式典の順に実施予定。立食形式。
・リーダー研修会について　推薦者の決定。
【その他】
・来年度事業計画について
・SIGについて
　麦井）膠原病のリハビリテーション勉強会を協会のSIGに申請したい。昨年、第1回の研修会を実施。年2回

の研修会を実施する。リウマチの勉強会は広くおこなわれているが、膠原病全体の勉強会はあまりお
こなわれていない。情報発信の場として、勉強会を作った。

・公益社団法人移行について
　安本）現在、登記のための資料を作成中である。4月1日に登記し、その日が設立日になる。また、『公益社

団法人石川県作業療法士会　代表理事』という法人印鑑を新たに作成する必要があり、その印鑑を登
記資料に押印する。今後は、通帳の口座名の変更、関係各所に公益社団法人に移行の案内状の送付、
名刺の作成等の作業がある。

・公益社団法人移行後の規程について
　安本）選挙管理規程については、現行ある3つの規程を一本化し、作成する。その他の規程については現段

階で提案したものでよいか。

 議事録署名人　小池　隆行、明福　真理子
 次回は平成26年3月15日(土)を予定

承認

承認

承認

承認
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生涯教育制度専門作業療法士の紹介

教育部長（福祉用具専門作業療法士）　寺田　佳世

社団法人石川県作業療法士会　公式ホームページについて

金城大学医療健康学部作業療法学科　川口　朋子

　日本作業療法士協会は、2009年に専門作業療法

士制度を創設した。現在、「福祉用具、手外科、高

次脳機能障害、認知症、精神障害急性期、特別支

援教育、摂食嚥下」の7つの専門分野が整備されて

いる。2013年度より、資格認定審査（試験）が導入

され初めての試験が、2月11日（火）東京首都大学

を会場として実施された。

　今回、専門作業療法士既得者もすべて受験し、

試験合格者が再認定されることになったため私も受

験してきた。会場では約50名の受験者が集まり、

11:00 ～ 13:00の2時間の試験が厳粛に行われ、久し

ぶりに若い時に味わった緊張感を体験した。会場を

見渡すと石川県士会のメンバーを3人程見かけるこ

とができ、とても誇らしく思えた。これも県士会で

先駆けて「福祉用具」や「認知症」のスペシャリス

ト育成に取り組んだ成果ではないかと思った。

　専門作業療法士は認定作業療法士の上位概念で

あり、「広告が可能な医師等の専門性に関する資格

名等の届出」を目標としており、作業療法士という

知的専門職集団としてその専門性を明確化し、良質

な作業療法サービスを提供していく上で重要な制度

であり、これからを支える若い作業療法士の方々に

は是非専門作業療法士にチャレンジしていって欲し

いと思っている。 

　2014年度は、福祉用具分野応用研修の「家族支援」

と「住宅改修」の2テーマを8月9～10日と12月6～7日

に石川県リハビリテーションセンターを会場に開催

する予定である。県内開催であるので受講資格のあ

る県士会員の多くの参加を期待している。

　会員の皆さん、石川県作業療法士会（以下、県

士会）の公式ホームページがあることをご存じだろ

うか。今回、広報部ニュース編集長の目線で、以前

よりホームページの閲覧数の少なさが気になってい

たため、この場を借りてPRさせていただく。

　会員数が675人に対し、毎日の閲覧数は平均38

（1/23 ～ 2/19まで，編集長調べ）と、会員に対しわ

ずか5.6%の割合である。公式ホームページには、

研修会の話題はもちろん、刊行済みの県士会ニュー

スや認知症パンフレットも閲覧することができる。

県士会の活動では、石川県作業療法学会の歴史や、

風船バレーボール大会についての情報等も掲載さ

れている。また、研修会や事例検討会報告の申し込

みFAX用紙のダウンロードもでき、県士会入会・異

動・退会手続きの流れについても掲載されており、

是非とも活用していただきたい。また、世界作業療

法士連盟（WFOT）大会、日本作業療法学会への

リンクも可能となっている。まだ閲覧したことのな

い会員の皆さんは、ぜひ一度閲覧していただきたい。

過去・現状・今後の県士会の活動内容等を知ること

で、知識の幅は広がると考える。公式ホームページ

をきっかけに、

県士会をどん

どん盛り上げ

ていきたいと考

えている。
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インフォメーション

会費納入についてのお知らせ
【納入金額】
[県士会　会員]
・石川県作業療法士会費　5,000円
[県士会に新規入会の方]
・石川県作業療法士会　　入会費　5,000円　　年会費　5,000円　　計　10,000円
【納入期限】
平成26年4月末日　＊ただし、納入は4月1日以降でお願いします。
【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、
・郵便振込みを利用の場合： 振込用紙通信欄に施設名、個人名とその会員ごとの金額を明記してくだ

さい。
・銀行振込みを利用の場合：同様の内容をメールあるいはFAXで以下までお知らせ下さい。

(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
【お問い合わせ先】
(社)石川県作業療法士会 事務所　相川　宛　メール：aikawa@ishikawa-ot.com

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　Tel 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
　今年の冬は、例年より雪が少なかったのではないでしょうか。暖かい春はもう目の前です。先月、「生活行為向上マ
ネジメント研修会」に参加しました。参加者一覧を見ますと、ベテランOTR！豪華メンバーが勢揃いで、9年目OTR
の私としては、とても嬉しく胸が高鳴りました。
　社団法人としての最後のニュース編集長を務めることができ光栄です。新年度公益社団法人に移行後の県士会
ニュースも、広報部一丸となり、新鮮な情報をお届けします。

石川県士会正会員数675名（平成26年1月9日現在）
認定作業療法士24名
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