
公益法人化後初の学会、盛況に終わる！

第23回石川県作業療法学会　学会長　安田　秀一

　218人。過去最高の参加人数を記録できた。参
加した会員、学生、主催運営の学術部の皆さん、特

別講演をいただいた松尾先生、すべての人に感謝申

し上げる。

　私の目から見た総評と所感を記す。

　県士会NEWS等で公言した通り、2会場にまたがる

セッション数で運営ができた。サブの会場は十全講

堂2階の会議室で、ホールに比べると小さな空間で

あったが、精神科領域の演題セッションを軸に行わ

れ、空間が作り出す雰囲気が活かされて、実に活発

な意見交換がなされ、感動的なものであった。

　発表演題全体の傾向については、目標・目的を明

確にして、動機づけを丁寧に拾い上げたアクティビ

ティの選択が、治療効果を上げるのに有効であると

いう結論の事例報告が多かったように思う。このこ

とは、作業療法の原点であると思われ、学会テーマで

ある「新たなるステージへ」に対して、原点に立ち返

ることによる新たなるステージが見えた気がした。

　また、目標・目的を明確にするプロセスにおいて、

生活行為向上マネジメントを用いたことで有効性を

発揮できた報告も目立った。

　それ以外では、社会背景等による特徴的なものと

して、終末期の作業療法の効果や地域・在宅と病院・

施設との連携に関する発表が多かった。

特別講演で熱意あふれる講義をされる佐賀大学松尾清美氏
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学会長症例賞受賞者の言葉

　本学会では、住宅改修、福祉用具の重要性やその人
らしい生活、活動について改めて感じた学会であった。
　松尾清美先生の特別講演で住宅環境や福祉用具の
使用により、自立度を上げる重要性を改めて感じた。
松尾先生の講演の中で「高齢となって身体に障害が現
れ歩けなくなったら介助が必要との思い込み」という
話があった。私が臨床の現場で働く中でも患者様や特
にキーパーソンの家族様からも同じようなことを言わ
れた経験がある。介助が必要＝施設入所又は何もでき
ないと言われる家族様もいる。今回の講演で一つの福
祉用具、住宅改修が患者様の活動範囲、自立度を変え
られる可能性があることを痛感した。身体機能、精神
機能をみることができ、更に住宅環境や福祉用具の知
識がある我々作業療法士が、患者様本人らしい生活、

住み慣れた環境で生活できるよう援助をしていかなけ
ればと思った。松尾先生も作業療法士に対する期待を
話されており、更なる知識の習得に取り組み、期待に
対しても答えていきたいと感じた。
　また、本学会の演題の中で、生活行為向上マネジメ
ントを用いて、その人らしい生活や作業活動、家族と
目標の共有に取り組んだ発表がいくつかみられた。私
の臨床場面でも、患者様や家族様
とその人らしい目標の共有が難し
いと感じることが多々ある。当院
では生活行為向上マネジメントを
臨床での活用までは至っていない
が、この考えを取り入れていきた
いと強く感じた。

国立病院機構　金沢医療センター　渡邊　景太
　私は学会に発表するのは今回が初めてあった。
　患者様の想いや病前生活を考慮し、整容動作に焦
点を当てたアプローチについて発表した。初めての
発表でどのようにまとめればよいかわからなかった
が、金沢医療センターの先輩方と発表の練習を重ね、
発表に自信を持って臨むことができた。この経験を
糧に、これからも患者様の想いを聴き、作業を通し
て笑顔に繋げられるように努力していきたいと思う。

公立能登総合病院
精神センター　精神保健福祉部　今井　　透

　この度、学会長症例賞を頂き大変光栄に思う。対
象者、病院スタッフ、関連機関の方々に感謝し、今
後更に精進していきたい。松尾先生の講演では、車
椅子の「移乗」・「姿勢」・「移動」という3機能を考慮し、
対象者の生活環境と適合したものを考えていくこと
が必要であるというのが印象的であった。今回、多
くの発表を聞き学んだことを活かして、対象者のよ
り良い生活・社会参加を対象者と一緒に作業療法で
実現していきたい。

第23回石川県作業療法学会に参加して
やわたメディカルセンター　西田　紘規

　特別講演をいただいた佐賀大学の松尾先生は、自
身が車椅子ユーザーでありリハビリテーションエン
ジニアであるからこそ見える、実体験を通したOTと
の協働と、今後さらにOTに期待したい協働を明快に
語られ、福祉用具支援がいかに生活自立支援に影響
があるかを納得させられるものであった。加えて金
沢福祉用具情報プラザの一部の展示福祉用具をロ
ビー展示したため、これまで福祉用具支援にあまり
関心がなかった参加者にも刺激になったのではない
かと感じた。

　学会長症例賞を2演題選定させていただいた。いず
れの演題もすばらしく、選定するのに難儀したが、
取り組みの斬新さと丁寧な評価モニタリングを示さ
れた点を評価した。
　お二方および研究発表に協力された方々を称賛さ
せていただいた。
　最後に。参加された方々それぞれが、新たなるス
テージに立つ準備ができたか？気持ちを持つことが
できたか？それができていれば幸いである。

今井氏 安田学会長 渡邉氏
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「ＷＦＯＴ大会に参加して」

金城大学医療健康学部作業療法学科　酒野　直樹

　6月18日から21日まで、横浜市のパシフィコ横浜で

開催された第16回世界作業療法士連盟（WFOT）大

会に参加してきた。主催者の発表によると、大会期

間を通しての正規参加者数は5,905人とWFOT大会と

しては過去最大級の大会となったとのこと。尚、採

択された演題数も2,666題とこの大会の規模の大きさ

を表している。我が石川県作業療法士会からは口述4

題、ポスター 14題と多くの演題が採択され、また12

人の方が座長を務められた。

　国際大会ということで、会場近くの地下鉄を降り

た時から一目でWFOTの参加者だとわかる外国の方

が多くみられ、その熱気が伝わってきた。会場に着

いて感じたことは、参加者は外国の方も女性が多い

ということだ。やはり作業療法士は女性の方が多い

職業なのだと再認識した。

　ほとんどの会場が満席に近く、立ち見になる会場

も珍しくなかった。参加者の関心の高さを窺うこと

ができた。口述発表については日英の同時通訳レシー

バーの貸し出しもあり、英語が苦手な私も発表内容

を理解することができた。このようなサービスが行

き届いており、運営側の気配りと多大な努力を感じた。

　ポスター会場では、発表者と傍聴者の距離の近さ

もあり、あちこちで日本の方と外国の方が長時間に

わたり話す姿が見られた。流暢にコミュニケーショ

ンを取る方、身振り手振り交え苦労しながらコミュ

ニケーションを取る方と様々だが、このような光景

を見られるのも国際学会ならではであろう。

　大会を通じて、日本はもとより世界中の作業療法

士のエネルギーを肌で感じ取ることができ、今後の

作業療法界全体の発展の可能性を実感した。今回、

私自身は共同発表のみで発表はしなかったが、将来

是非国際学会で

の発表に挑戦し

てみたいと感じ

させられた。

　私は、作業療法士になって2年目の1982年ドイツの

ハンブルクで開催されたWFOTに参加した。参加し

たのは、同じ経験2年目の広島の川原OTと日本作業

療法士協会の会長等重鎮4名で、共に行動し、フラン

ス、スイスも廻った。川原OTと私は、「いつか

WFOTで発表しよう。」と誓い合って、それぞれ石川

と広島の地で臨床を重ねた。二人ともなかなか機会

にめぐまれず、日本OT学会で会うたびに「今回もダ

メだったね。」と話した。

　私は4年前臨床を離れることとなった。川原OTと

の約束を守れなくなることが辛かった。しかし今回、

石川県作業療法士会として、能登半島地震後、人と

地域を元気にする取り組みを継続的に実施している

ことを世界で発表する機会を得た。『英語で直接、発

表したい。』と思い、毎晩英語の特訓を行なった。

　そして今回、WFOTで二人とも発表することがで

きた。学会では、32年前に一緒に旅した寺山先生の特

別講演があった。そしてその講演の中で、32年前のこの

写真を先生は使ってくれた。夜、川原OTと二人、喜び

をかみしめた。

WFOT in 横浜で発表　～ 32年目にして、夢がかないました～

社会医療法人財団董仙会　本部事務局　事務局長　進藤　浩美
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　企画部では現在、第28回石川県リハビリテーション風船バレーボール大会の準備をすすめている。今年の開

催概要は下記の通りとなっている。

日時： 2014年11月8日（土）9:30受付開始、終了は13時（お楽しみ部門）、15時（一般部門、シルバー部門）予定

場所： いしかわ総合スポーツセンター

審判講習会： 9月21日（日）と9月27日（土）、城北クリニック

　このニュースがみなさんのお手元に届く頃は、今年度大会の参加チームが出そろい、運営スタッフも確定し

た段階で、対戦表作成や当日役割分担などの具体的作業が開始していると思う。

　さて、この間の参加チームの状況は、昨年と一昨年が26チームと、ここ5年ほどの間では増加傾向にあり、

初参加の施設も毎年ある。参加者総数も昨年は数年ぶりに200名を超えた。しかしながら作業療法士の働く場

の拡がりに比較するとチーム数も参加者数もまだまだ少なく、参加経験のない作業療法士もいるだろうと思

う。そこで企画部では、そのような作業療法士を対象に研修会を開催し、風船バレーボール大会に参加するた

めの具体的方法や治療的応用について伝達する場を設けたいと考えている。今日、365日リハや休日営業など

も当たり前になり、参加するための工夫も必要になっているが、それらについても意見交換できればと思って

いる。

　我々はそれぞれの職場で日々仕事をしていると同時に、石川県で活動する作業療法士の集団でもある。当会

が公益社団法人となった現在、風船バレーボール大会は社会貢献活動としてさらに大切なものとなっている。

28年間、毎年欠かさず開催している意義を会員の間で共有し、参加と運営を含めて当会が一丸となって盛り上

げていきたい。

第28回石川県リハビリテーション
風船バレーボール大会と研修会開催について

城北病院　小池　隆行

インフォメーション

この他にも各支部研修会・症例発表会など。詳細は県士会HP随時更新中。

緊急企画 支部研修会「平成27年度医療・介護報酬改定に向けたOT存在理由」
加賀支部 10月17日（金） やわたメディカルセンター
金沢東・西支部 11月21日（金） 県リハビリテーションセンター
能登支部 12月 4日（木） 恵寿総合病院

いずれも18:30～20:30
他地区での参加も可能。各施設・病院のOT部門の「長」は必ずご出席ください

介護・福祉総合フェア
10月19日（日）
石川県産業展示館

東海北陸作業療法学会
11月15日（土）16日（日）
三重県四日市市文化会館

病院医療部現職者研修会
10月19日（日）9:00 ～ 16:20
県リハビリテーションセンター
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若者が語る

医療社団法人博洋会藤井脳神経外科病院　亥上　卓身
　皆様こんにちは。藤井脳神経外科病院の亥上卓身と

申します。私は、作業療法士になって今年で3年目にな

ります。まだまだ知識や技術も未熟ですが、職場の先

輩方や一週間に一度来ていただける生田宗博先生の指

導によりなんとか日々の業務を行えています。

　3年目になりましたが、勉強が苦手な私は、今まで積

極的には勉強を行ってきませんでした。後輩がいない

ことをいいことに先輩達に頼りきっていたと改めて思い

ます。そんな私ですが、今年度より当院のリハビリテー

ション部では勉強会等がより活発になり勉強する機会

が増えました。さらにリハビリテーション部内だけのも

のではなく、当院に来られる患者様向けのセミナーを

担当させていただくことになり多くの勉強が必要となり

ました。患者様にわかりやすく説明するためにはどうす

れば良いかと思考錯誤するなかで、いろいろなことを

学ぶことができたと思います。セミナーを行うことはと

ても嫌でしたが、終わってみると多くの知識を得ること

ができましたし、セミナーを行えたことは自分にとって

も大きな自信となりました。

　作業療法士になって自分のように勉強が苦手な方や、

働いてみて楽しくないと感じている方がいらっしゃると

思います。しかし、その様な方こそ一度思いっきり勉

強をして、患者様の前に立ってその話をしてみると良

いと思います。勉強して得た知識は自信になり、おそら

く仕事も楽しくなってくるのではないでしょうか。

　レベルの低い話ですが、私は3年目にしてようやく勉

強への意欲が出て

きました。これから

はもっと楽しく働い

ていけるよう勉強

したいと思います。

　次は浅野川病院の

新谷遥香さんです。

　和光苑の卜部です。学生時代の臨床実習で、指導

者の先生から「患者さんによいことをしてあげなさ

い。色々な方向性はある。作業療法士は増えるから、

淘汰される時代がくるぞ」と言われ、そのことを心

に留め、今日まで来ています。

　金沢大学医療技術短期大学部を卒業して、今年で

早30年目、総合病院、病院通所リハビリ、訪問リハ

ビリ、老人保健施設と経験させていただきました。

老人保健施設（入所・通所）での経験は長く、集中

的リハビリテーション、在宅復帰、看取り、地域行

事への積極的参加、認知症予防の講師、車椅子の方

でも園芸できる畑の考案や施行など、いろいろなこ

とを行ってきました。その間、うれしいこと、つら

いことなどたくさんありましたが、どれも作業療法

士だけではなく、人生としての貴重な肥やしにもな

りました。またこのような機会を多く頂き、普通で

は交流出来ない方々とも交流出来ました。

　徐々に臨床場面は減ってきているのですが、最近

思うことは「作業療法って、おもしろいなあ」、「もっ

と勉強しないと…」、「自分もしていただいた分、後

輩教育にも力を注がないと…」など…。

　現在は、私の時代と少し違ってきていますが、若

い人の良いところをみて伸ばそう、話を聞く場面を

できるだけ持つことをしようと心掛けています。若

い方も、今あるエネルギーをたくさん使って多方面

に勉強し、常に患者さんには謙虚な気持ちを忘れず、

頑張って

ください。

先輩が語る

介護老人保健施設　和光苑　卜部　弘子

会員が語る
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芦城クリニック
竹内　理恵

　整形外科芦城クリニックは、平成25年12月に、小松

駅前にリニューアルオープンしました。高齢者総合相

談センター、訪問看護ステーションも併設し、整形外

科のみならず、生活習慣病や内科疾患も含めて急性期

リハから在宅支援を担う「総合リハビリテーション診

療所」として始動しています。　

　リハ部門は、PT10名、OT3名、ST1名が配置され、

外来リハ、通所リハ、訪問リハを行っています。

　外来リハでは整形疾患の周術期や変性疾患、脳血管

疾患や生活習慣病の患者様に対して、運動や生活動作、

さらにはコミュニケーション障害や職業復帰に至るま

で、幅広くリハサービスを提供しています。

　通所リハでは主に介護予防を必要とする要支援者に

対し、充実した運動機器とリハスタッフによるトレー

ニングを実施しています。また、個々のやりたいこと

を見つけ、活動、社会参加支援や職業復帰支援なども

含め、短時間（90分）でのサービスを提供しています。

　訪問リハでは生活の安定を目的に、より実生活に踏

み込んだ支援を行っています。

　いずれのサービスにおいても他職種との連携を密に

し、身体の改善にとどまらず、自宅でのいきがいのあ

る生活がいつまでも継続できるよう、日常生活動作の

改善はもとより、地域への参加を積極的に支援してい

ます。

百万石踊り流しに参加して

金沢大学附属病院　堀江　　翔
　6月7日に開催された、第63回金沢百万石まつりにお

ける百万石踊り流しに参加した。今回から踊り流しの

役員は金沢の支部での持ち回りとなり，今年は金沢東

支部の担当であった。慣れない役員としての参加であっ

たが、公益社団法人として初めての踊り流しを担当で

きたことを光栄に思う。また参加者も50名以上と多くの

方に参加頂いたことに深く感謝する。

　年々踊り流し全体としての参加者も増えており、そ

れにより踊り流しのコースが広坂通りまで拡大され、開

始前から非常ににぎわいを見せていた。開始後は例年

のごとく、うろ覚えの踊りを思い出し、反対車線のチー

ムの洗練された踊りを参考にしながら、3種類の踊りを

順番に踊っていった。2時間の踊りは体力的になかなか

くるところもあるが，これだけの人数がまとまって踊る

雰囲気はなかなか味わえないものである。参加から遠

ざかっている会員の皆様も、来年は参加してみてはい

かがだろうか。

　また踊り流しの最中、沿道の方に「私の息子も作業

療法士の学校に通ってるの！応援してるからがんばっ

てね！」と声をかけられ非常にうれしかった。作業療法

士の団体としてがんばっている姿を見せ、認知しても

らうことが踊り流し参加の理由の一つと考えているた

め、今回の声かけによってそれを改めて実感すること

ができた。

　来年は金沢西支部の担当となるが，今年以上の盛り

上がりを期待している。
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金沢東支部
金沢大学附属病院　堀江　　翔

　平成26年度の第1回研修会・事例検討会は、7月12日土曜日、『OTで理解しておきたい
検査データ』のテーマのもと、身体障害領域における血液データについて私堀江が担当し、
精神科領域については金沢大学附属病院の菊池ゆひ氏にご講演頂いた。参加者は27名
（内学生2人）、事例検討は6演題行われ、多様な内容の発表があり盛況であった。次回
の事例検討会は10月末頃に開催する予定である。変わらず多数の参加、演題を期待して
いる。

金沢西支部
石川県済生会金沢病院　岩田　祐美

　平成26年8月2日に第1回研修会を実施した。内容は講義と事例検討であり、事例は5例
の提示があった。講義は金沢大学の中嶋理帆氏を迎え「高次脳機能障害のみかた～評
価から治療の基礎～」というタイトルで高次脳機能障害の患者様を担当する際に注意す
る点を基礎からお話しして頂いた。次回は11月前後に認知症をテーマに予定している。
事例検討も同時開催予定であるため奮って参加していただきたい。

能登支部
恵寿総合病院　福井　朱美

　6月13日18時30分より新築された恵寿総合病院講堂にて第1回能登支部事例検討会を開催した。3題の発表と28
人の参加があり活発な意見交換がされた。
　次回は10月17日に能登総合病院にて18時30分より第2回事例検討会、平成27年1月10日には県立高松病院の塩田
氏を講師に迎えて9時～16時の予定で恵寿総合病院にて生活行為向上マネジメントの研修、2月には場所は未定だ
が事例検討会と研修会を石川認知リハビリ勉強会代表の城北病院の牧野洋平氏を講師に迎え実施予定である。今
までは時間の都合上、参加が難しかった方、遠方の方も含め、皆さんの積極的な参加をお願いしたい。

加賀支部
葵の園・丘の上　西村　幸盛

　7月6日(土)にやわたメディカルセンターにおいて加賀支部研修会、および昼食を挟んで症例検討会を開催した。
研修会では大阪保健医療大学の井口知也氏を招き、「最新の認知症に対する作
業療法」と題して認知症に対する最新の知見を披露して頂いた。その後の症例
検討会では、同一の症例に対して医療から介護へとシームレスな連携を実践し
た報告がそれぞれの機関から行われた。8月3日(日)には能美市のボランティア
フェスティバルに参加し、作業療法の啓発以外にも、簡単にできる自助箸の作成
体験や片手で使用する調理器具の使用体験などに人だかりができた。

各支部支援活動状況
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発達障害支援部研修会報告

発達障害支援部担当理事　安本　大樹
　7月13日(日)に健康教育会館にて、「発達障害」の観点
から考える「環境」というテーマで、発達障害支援セ
ンター パース センター長 瀬戸 美津子先生による研修
会が開催された。40名の参加者のうち、精神障害領域
や身体障害領域の病院等に勤務する作業療法士の参加
もあった。以前と比べ、発達障害の概念・状態像やラ
イフステージにおける支援の重要性が広く知られるよ
うになったため、発達障害領域以外での作業療法支援
を受けている当事者が増えているものと伺われる。
　今研修会では、発達障害の理解やライフステージ別
による当事者が持つ困り感の理解や家族・地域がかか
える問題点、またその支援について講演していただい
た。後半では、参加者側から事例に対して、瀬戸先生

のアドバイスをいただく事例検討も行い、より実践的な
支援方法について学ぶ事ができた。研修会後のアンケー
トでは、概ね臨床に役立つ内容だったという結果だっ
た。また精神科領域の作業療法士の意見として、最近
では発達障害をベースに持っている疾患の方が多いと
の事である。二次的な障害ができるだけ大きくならな
いように、発達障害領域に
関わる作業療法士として、
今後どのように支援して
行ったら良いかを改めて考
える機会となった。

　県士会では7月に生活行為向上マネジメント（MTDLP）研修会を開催した。今回はアンケートを取り、MTDLP
への感心などを探った。その一部をお知らせする（協力：高松病院　大西真澄美推進委員）。

　いかがだろうか。関心を持って頂いていること、活用を試みようとの意見が多く聞かれ安堵している。また、事例
登録にも関心がありうれしく感じている。そんな方にニュースがある。MTDLPの事例登録を行うと、そのまま生涯
教育制度の事例登録にもカウントされることが決定した。これは、今後認定作業療法士を目指す方には朗報と言える。
　これらの使用や事例登録を支援するために、何が必要か。推進委員会では、要望の強い事例検討会を各支部単
位で開催する事を決定した。また、事例検討だけではなく、全体研修も引き続き継続開催する。どうか、研修など
の機会を活かして自在に「生活行為向マネジメント」できる作業療法士を目指して頂きたい。また、お気づきの方
もおいでるかもしれないが、県士会Webに「MTDLP」のページを設けた。これは、MTDLPを使おうとしたときに、
すぐに用紙を手にすることが出来る様にしたものである。県士会Webトップページよりアクセス可能である。
　追記の様な形になるが、この研修会の開催同日に「役職者研修」を開催した。この中では、今後地域から要請
されるであろう「地域包括ケアセンター」等の派遣依頼に応じられる対応策として、各支援センター付の担当者に
ついて検討した。今後この原案を参考に、各支部・三役会を経て選出し依頼していきたい。担当を依頼された方は、
県内作業療法士の、いや、日本の作業療法士をしょって立つ意気込みでお受け頂きたい。8月現在で一市より「地
域ケア会議委員」の派遣要請を受けている。すでに地域・行政が動き始めていることを認識頂きたい。

質問：理解できたか
よくできた だいたいできた 少しできた できなかった

14 35 13 0

質問：活用したことがあるか
ある ない シートなしで実施
11 50 2

質問：今後活用するか
活用していきたい 活用は難しい 活用はしたくない 分からない

60 3 0 0

質問：事例について
事例登録したい 事例登録してみたい 一人でまとめてみたい もう少し勉強したい

9 19 5 32

質問：事例をまとめるには
援助がほしい 必要時のみ援助がほしい 一人でやりたい もう少し勉強したい

29 20 0 18

質問：今後の研修場所は？
支部単位 金沢 その他
33 21 3

質問：今後の研修形式は？
講義 演習（事例検討） 実習（事例発表）
26 51 23

生活行為向上マネジメント　トピックス
金沢脳神経外科病院　認定作業療法士

（公社）石川県作業療法士会MTDLP推進委員長　東川　哲朗
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2014年７月 
恵寿金沢病院が 
誕生しました 

（旧NTT西日本金沢病院） 
 

作業療法士募集 
スキルアップするための 
環境がここにあります 

まずはお気軽にお問い合わせください 
社会医療法人財団董仙会本部事務局　総務課 
Tel 0767-52-3211　Mail soumu@keiju.co.jp 
www.keiju.co.jp 

　2025年（平成37年）には団塊の世代が75歳を迎える

など少子高齢化が進展していく中、重度な要介護状態

となっても住み慣れた地域（在宅）で自分らしい暮らし

を人生の最期まで続けることができるよう、平成27年4

月の制度改正では、医療・介護・予防・住まい・生活

支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構

築が重要であると言われている。中でも市町村や都道

府県が地域の自主性や主体性に基づき、要支援者等の

高齢者の多様なニーズに地域全体で応えていくため、

予防給付の訪問介護及び通所介護について全国一律の

基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて市町

村が効果的かつ効率的に実施する介護予防・日常生活

支援総合事業（以下、総合事業）へと移行する。

　総合事業では生活機能の低下した高齢者に対しては、

リハビリテーションの理念を踏まえて「心身機能」「活動」

「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけるこ

とが重要であり、地域においてリハビリテーション専門

職等を活かした自立支援に資する取り組みを推進するこ

とを目的とした新しい介護予防として、（新）地域リハ

ビリテーション活動支援事業がスタートする。具体的に

は、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、

住民運営の通いの場等の介護予防の取り組みを、地域

包括支援センターと連携しながらリハビリテーション専

門職が関与することで、要支援者に対する自立を支援

することが期待されている。

　平成27年度4月の制度改正では、在宅を中心とした地

域における適切な医療・介護サービスの提供体制を実

現し早期の社会復帰を進め住み慣れた地域での継続的

な生活を可能にするための改革であり、県士会としては

高齢者や障害のある方が自立度高く地域の中に生きが

い・役割を持って生活ができる支援を提供することがで

きる作業療法士として、その役割を果たしていく責務を

感じている。

これからの新しい介護予防
～平成27年度制度改正におけるリハビリテーション専門職の役割～

副会長　寺田　佳世
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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
特定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
独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院
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）

新入会者
氏　名 勤務先 氏　名 勤務先 氏　名 勤務先
刀祢　一海 柳田温泉病院 近藤　真美 あかまる整形外科 平野　ともえ 金沢赤十字病院
石川　京佑 十全病院　 平地　美紀子 桜ヶ丘病院 西出　智美 金沢医科大学病院
北本　純子 マナの家

会員動向
石川県作業療法士会員数706名（平成26年8月29日現在）
認定作業療法士　28名

編集後記
　前号より、会員が語るの特集に若者だけでなく、先輩が語るという頁を載せている。それに加え今号は、ＷＦＯＴから始まり県
学会まで、多様な範囲で多様な年代の方々のそれぞれの想いが寄せられている。我々ＯＴ県士会自体もいろいろな流れとともに変
遷していることや、構成メンバーの多様化やそれぞれの想いを痛感するニュースになったと思う。これからも、「新たなるステージ
へ」向け分かり易いニュースを発行していきたい。
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