
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報告
大会委員長　小池　隆行

　28回目を数える石川
県リハビリテーション
風船バレーボール大会
を11月8日（土）に無事
終えることができた。
　これもひとえに後援
団体のご支援、県内の
病院や施設のご協力が

あってのことであり、深く御礼申し上げる。また金
沢大学と金沢リハビリテーションアカデミーからは
毎年多くの学生がボランティアとして参加いただき、
諸先生方と学生の皆様にも感謝を述べたい。加えて、
会員の皆様には、自分の所属施設でのチーム参加、
および準備と運営に多くの協力をいただいた。
　大会の主役はもちろん県下で生活する高齢者や障
がいを持つ方々であり、生き生きとした表情を見る
につけ、大会を開催できたことに喜びを感じる。当
会の原点であり、公益事業の柱となるこの大会を、
今後も多くの参加で充実したものにしていきたい。

◆大会の概要と結果
　・会場：いしかわ総合スポーツセンター
　・参加施設：16施設、24チーム
　   （一般部門：10 シルバー部門：7 お楽しみ部門：7）
　・参加者数：192名（男性：114名、女性：78名）
　・参加者平均年齢：60.9歳
　   （最年小：13歳、最高齢：96歳）
　・結果
　＜一般部門＞
　　優　勝：シルバーストーン
　　準優勝：青山アドバルーン
　　第三位：ゴールドストーン
　＜シルバー部門＞
　　優　勝：なかよしＡ
　　準優勝：県中イーグルス
　　第三位：鶴友苑あおぞら
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介護・福祉総合フェア
介護老人保健施設和光苑　在宅支援部　中西　こずえ

　10月19日（日）石川県産業展示館3号館にて介護・
福祉総合フェアが開催された。昨年までの介護フェ
スタとは異なり、「介護福祉の人材育成」のテーマが
明確になり!?会場も大きく参加団体も増え、賑やか
な中開催された。県士会として、「作業療法士につい
て」の動画ショー、体験コーナーでは「調理体験」
と「自助箸製作」を行った。
　スライドショーでの事業・施設説明を取り入れて
いるところが多かったが、会場内の集客のための
ショーの音響等に押された感があった。しかし我が
県士会は幟を持って回り、マイクで呼びかけ「人を
元気にする作業療法」をアピールした。
　「調理体験」では、野菜の皮むきや用途に合わせた
切り方などを行い、片手しか使えない事の不便さや、

支障がある際の自助具の便利さを体験していただい
た。「自助箸製作」では、ストロー・割り箸・セロハ
ンテープだけで簡単に作れる自助箸の製作、作った
自助箸でビーズなどをつまむ体験をしていただいた。
幼児の箸操作練習としての体験も数名あった。参加
した一人の小学生がその場でいろいろ工夫を凝らし
見本の自助箸よりも巧妙且つ使いやすい自助箸を発
明した。その場にいた作業療法士一同が絶賛し、未
来の作業療法士誕生が目に浮かんだ。本人も保護者
も将来はOTになりたい！なってほしい！との声がき
かれた。
　地域・社会に求められる作業療法士が増える様に、
今後もこのような機会を活用して、OTの普及活動に
取り組んでいきたい!!

～因みにアンケート結果は以下のようでした～　アンケート結果 49名

7名小学生

高校生

専門学校
大学生 7名 16名

５名２名

５名 OTになりたい人
回答者数

［社会人］
子どもを将来OTにさせたい　11名
 （アンケート回答者18名）

［65 ～ 75歳］
子・孫を将来OTにさせたい　 2名
 （アンケート回答者3名）

将
来
の
Ｏ
Ｔ
！
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　私たちは、これまで要介護度をいかによくするか、

いかにして要介護から要支援者にするか、してきた

つもりが全く証明できないのが実態である。要支援

者、要介護者が、輝きある人生を送るために、身体的、

精神的、社会的に自立に向けた本当にいい介護保険

でのサービスを受ける助言をしてきたと言えるのだ

ろうか。今回、この課題に対し真剣に向き合うために、

各支部に出向いて研修会を実施することとした。地

域包括ケア構想のもと市町ごとの動き、ニーズは全

く違う。市町からのニーズにスピードをもって応え

るためには、緊急の課題なのである。

　もし、市町から作業療法ニーズがあったならば、私

たちは要支援者、要介護者のご本人のみならず、ご家

族、そしてその方々をとりまくスタッフに地域ケア会

議などで的確な助言をしなければならない。それがで

きなければ、作業療法のニーズはなくなる覚悟が必要

である。また、市町からのニーズがあっても職場の業

務との調和をもって地域に出向かなければ、職場に迷

惑をかけてしまうことになる。地域貢献と雇用してい

ただいている職場への貢献を同時に果たさなければな

らないのである。そしてその中で、後輩作業療法士に

それを見せて育成していかなければならない。今回の

研修会は、私たちが何をしていかなければならないの

か一人ひとりの作業療法士が、明日からの目標を持て

るものにしたい。

　10月19日（日）、

県リハビリテー

ションセンターに

て身体障害領域に

おける現職者選択

研修会に参加し

た。今回の研修で

は、急性期・回復期・慢性期（施設・訪問）部門のそ

れぞれの専門的立場からみる作業療法について、各部

門のエキスパートの先生方から、実際の症例報告を交

えて講義していただいた。私は現在、訪問部門に携わっ

ているが、普段関わることの少ない急性期や施設につ

いての視点を学ぶことができ、とても興味深い内容で

あった。私が臨床現場で働く中でも、次の病院や施設、

在宅に情報提供していく場合、どんな情報がどこまで

必要なのかに悩むことがある。今回の研修で、それぞ

れの専門的な視点や考え方を持った上で、情報共有を

していくことの難しさを改めて実感した。今後は、そ

の症例に関わる「意味のある作業」をキーワードとし

て、今後の展望や治療内容、問題点をうまく伝え、繋

げていくことが必要だと感じた。

　午後は実際の症例を通して、グループワークを行い、

急性期～維持期のそれぞれの役割について検討する場

があった。さまざまな場で働く同年代のOTが、症例

を通して、必要な課題や問題点を抽出していくことで、

自分にはない考えや意見を聞くことができた。新たな

視点を持つことができるとても有意義なものであっ

た。今後は、他部門で働くOTとの情報交換を積極的

にとり、対象者

に対してより良

いOTが出来る

ように取り組ん

でいきたい。

現職者選択研修（身体障害）に参加して

医療法人社団　浅ノ川　浅ノ川病院　竹田　はるか

出張支部研修会　その目的は？

公益社団法人　石川県作業療法士会　会長　進藤　浩美

緊急
企画
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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

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～　PartⅡ

副会長　寺田　佳世

　10月から会長・副会長とともに、「出張研修会」を
県内で開催している。これは作業療法士全員に現在
の作業療法士が置かれている立場を理解頂くと共に、
県士会が各市町村から要請があった時に応じるシス
テムへの協力をお願いするものである。すでに加賀
市や小松市では「地域ケア会議」や準じた会議に作
業療法士が出席し尽力頂いている。
　それらの会議では、生活行為を焦点にした作業療
法士にしかできない提案を期待している。その際に
この「生活行為向上マネジメント」の考えは、マネ
ジメントそのものを使用していなくても貴重なツー
ルになり得ると考えているし、市町村が作業療法士
に求める提案はまさにその内容であると考えている。
　県MTDLP推進委員会では9月より2ヶ月に1度の委
員会を定期開催し、情報交換するとともに、各委員
が使用したMTDLPを検証しスキルアップを図ってい
る。ここで集積したデータに関しては来年以降、各

支部で事例検討会や研修会での事例検討でのモデル
ケースに利用していく予定である。
　皆さんはすでに使ってみてくれているだろうか。
私の周りでは少しづつではあるが「使ってみた」と
いう方が増えてきている。県士会では来年早々に各
支部にて研修会を企画している（能登：1月10日（土）、
加賀：1月25日（日）、金沢：2月8日（日））。もう使
い始めた方も知識の整理に、まだの方も今後のため
に、是非参加頂きたいと思う。
　来年1月早々に全国の推進委員会の開催も決まってい
る。その場で
知り得た新し
い情報は次号
以降のニュー
スにて皆さん
にお伝えして
いきたい。

　地域リハビリテーション活動支援事業を厚生労働
省は一般介護予防事業に新たに位置づけた。この事
業は地域における介護予防の取組を機能強化するた
めに、地域包括支援センターと連携しながら、通所、
訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運
営の通いの場等へのリハビリテーション専門職（以
下、リハ専門職）の関与を促進する事業である。そ
こでのリハ専門職への期待は、1）地域ケア会議やサー
ビス担当者会議に関与することで、個々の人に対し
自立支援の視点で課題を整理し、疾患の特徴を踏ま
えた生活行為の改善の見通し、本人の能力を最大限
に引き出し課題解決していく手段を提案すること。2）
住民運営の通いの場に定期的に関与することで、身
体障害や関節痛があっても継続的に参加する運動法
の指導や、認知症の方への対応方法などの助言によ
り、要介護状態になっても参加し続けることのでき
る通いの場を地域に展開することができること。3）
通所や訪問にリハ専門職が定期的に関与することに

より、日常生活に支障のある行為を改善するための
効果的な運動プログラムの提案や介護職等への助言
等を実施し、通所や訪問における自立支援に資する
取組を促すことである。
　厚生労働省は今までの介護予防の手法が、心身機
能を改善することを目的とした機能回復訓練に偏りが
ちで、「活動」や「参加」に焦点をあててこなかった
ことを問題としており今後積極的にリハ専門職等の関
与を促し、要介護状態になっても生きがい・役割を
持って生活できる地域の実現を目指した自立支援に
資する取り組み
が期待されてい
る。まさしく生
活 行 為 向 上 マ
ネージメントの
視点にたった作
業療法の取り組
みが重要である。

第2回県推進委員会（事例検討の様子）
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新人が語る

浅ノ川総合病院　新谷　遥香

　皆様こんにちは。浅ノ川総合

病院の新谷遥香と申します。私

は、今年就職しました1年目で

す。入職してから約半年経ちま

したが、やっと業務に慣れ、リ

ハビリの知識も技術もない中で

先輩方に指導を受けながら、

日々の業務をこなしています。

　突然ですが、私は聴覚障害を持っています。補聴

器をして会話は出来ますが、理解出来ている部分は

半分程かもしれません。そのため、職場では皆様に

協力を得ながら会話をしています。患者様とも筆談

であったり、唇の動きや表情の変化を見ながらリハ

ビリを何とか行えています。これまで障害による様々

な苦労がありましたが、私が障害を持っていて思う

ことがあります。それは、自分の生き甲斐を人生最

後までしたいということです。これはリハビリでも

当てはまることであり、私がOTとして目標にしてい

ることでもあります。麻痺や後遺症により生き甲斐

であったことが出来なくなったということを、患者

様は体験していると思います。生き甲斐を失くすと

いうことは楽しみを失くすことと同等のことであり、

在宅復帰出来ても笑顔で無ければ、本当の意味での

在宅復帰ではないのではないかと私は考えます。患

者様にとっての生き甲斐をどんな方法であれ、様々

な工夫をすることで出来るように、また笑顔になっ

て頂くために、今後も様々な勉強をし、そんなOTに

なれるように精進していきたいと思います。障害を

プラスに!!

　では、次回は志雄病院の大島統也さんです。

　作業療法士になって27年目、病

院に16年、通所リハに5年、通所

介護で6年目になる。久しぶりに

病院併設の通所サービスで仕事

をしていると私が就職した当時、

脳卒中で入院されていた方が今も

通所サービスに通われている。自

分たちが行ってきたリハビリテーションはどうなのか、

かかわりは適切だったのか、もっと何かできることはな

かったのか、など思う事はたくさんある。そして信頼し

て長年通って頂けることに感謝すると共にあらためて責

任の重さを感じている。さてこの原稿依頼を受けて、私

に何が語れるのかと思いながら入職当時の事を思い出し

ていた。時に喧嘩までして真剣に患者様と向き合い理解

してもらおうとし、後輩には熱く作業療法を語りいつも

患者様の事ばかり考えていた先輩のことを思い出した。

当時私はその先輩がとてつもなく大きく思え、追いつこ

うと必死になっていた。今考えると先輩と過ごした日々

がご利用者様と向き合う時の自分の基礎になっている。

現在自分がそのような先輩になっているか甚だ疑問だが

今自分ができることを一生懸命行い、そして少しでも後

輩に自分の経験を伝えるよう努力したい。

先輩が語る

やわたメディカルセンター在宅サービス部 通所課 やわたデイスタジオ　酒井　広勝

会員が語る
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介護老人保健施設　ろうけん桜並木
二木　三菜子

　介護老人保健施設　

ろうけん桜並木は、

本年7月、在宅強化

型の老健として田上

地区に開設されまし

た。通所リハビリ

テーション　でいけあ桜並木、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所　ささえるねっと桜並木を併設

し、地域での生活を継続していけるよう機能していま

す。ろうけん桜並木は浅野川沿いに立地し、リハ室や

交流ホールからは浅野川の遊歩道や木々の緑が眺めら

れ、利用者からは好評を得ています。外観はやや殺風

景とよく言われますが、内部は家庭での生活を想定し

た造りや温かみのある家具を配置してあります。リハ

ビリ担当スタッフは、入所担当にOT1名、PT3名、通

所担当にOT1名と配属されています。まだ利用者数も

少なく、スタッフの人数も十分とは言えませんが、ス

タッフ間で助け合って運営しています。利用者がその

人らしく在宅生活を送るための支援に奔走し、日々邁

進していきたいと思っていますので、今後ともどうぞ

よろしくお願いします。

第14回東海北陸作業療法学会（三重）報告

広報担当理事　明福　真理子
　11月15・16日、四日市市文化会館にて開催された

標記学会に参加した。3つのモーニングセミナー、7

つの教育セミナー、参加型シンポジウムや「災害対策」

公開会議、ジャーナリストの藤田太寅氏による一般

公開講座があり、学会参加者は590名、公開講座には

80名を超える一般参加があったとのことだった。一

般演題も口述65題ポスター 46題と盛り沢山であった。

当会からは口述発表16題、ポスター発表9題が採択さ

れており、座長2名という参加があった。

　参加型シンポジウム「集めよう作業療法士の豊か

な力～人・技・心～」では城北病院小池隆行氏が1週

間前に終了したばかりの第28回リハビリテーション

風船バレーボール大会の歴史を軸に各種データをま

とめて「技」の集め方と活用方法について熱く語り、

○×カードを通じて和気藹々と意見交換することが

できた。「災害対策」公開会議では県リハビリテーショ

ンセンター東ひとみ氏が平成19年3月に発生した能登

半島地震における県士会や県リハ作業療法士の活動

について報告すると共に、各県の災害対策への取り

組みの情報共有を行なった。

　私も1日目に開催された広報関連会議に出席し、各

県で実施しているWebサイトや広報啓発活動について

意見交換や情報共有の機会を得た。展示ブースでは各

県の啓発グッズの展示や広報誌の閲覧・投票も行なわ

れた。投票総数226票中当県士会は5位と奮わなかった

ものの、今後の広報活動について多くの刺激を受けた。

来年は岐阜県、その次は石川県での開催である。全員

参加で大いに盛り上げていくために、今後の広報啓発

活動を展開していきたいと考

えている。

東海北陸7県の広報啓発
グッズを一同に展示した。

公開会議では時間を延長して
熱い意見交換がされた。
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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2回事例検討会は、11月28日金曜日に金沢大学附属病院にて開催し
た。参加者は30名、事例検討は6演題行われ、一つ一つの発表に対して多くの意見交
換がなされ、充実した検討会であった。また今回は発達領域の発表もあり、普段身障
領域で働いている身としては変わった視点が刺激になった。今後は老年期や精神障害
など、幅広い領域からの演題を期待したい。次回の事例検討会は2月6日に開催する予
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

　平成26年度の第2回金沢西支部研修会・事例検討会を11月29日土曜日に開催し21名の方が参加した。金沢西支部
では精神分野の施設も多く、会員の皆様に多く参加して頂けるよう今回は認知症をテーマにした研修会を企画した。
研修会では介護老人保健施設はまなすの丘の明福真理子氏より「認知症患者の評価と介入」と題して基礎から介入
までの組み立てについてご講演頂いた。また事例検討会では今回は1事例のみであっ
たが活発な意見交換が行われた。
　次回は平成27年2月に今年度最後となる第3回研修会・事例検討会を予定している。
第3回の研修会では自助具の作成と題して実技を交えて、実際に現場で使える技術の
習得を目的に研修を企画中である。事例検討会では毎年第3回目は事例数が少ない傾
向にあるので、まだ事例検討を行っていない会員の方は是非参加及び事例検討をお願
いしたい。

能登支部
恵寿総合病院　福井　朱美

　去る10月17日（金）18時30分より公立能登総合病院にて第2回能登支部事例検討会を開催した。6月は発表3題・
参加28人であったが、今回は金沢支部の方からも発表があり計8題もの申し込みがあった。金曜日の夜の開催でも
あり仕事終わりの参加者の耐久性や集中力が懸念されたが、それは取り越し苦労で参加者36人の協力もあり質疑
応答やアドバイスが積極的になされた。
　次回は、平成27年1月10日に恵寿総合病院にて県立高松病院の塩田繁人先生を講師に迎え生活行為向上マネジメン
トの研修、2月21日に休暇村能登千里浜にて石川認知神経リハビリ勉強会代表の城北病院の牧野洋平先生を講師に
迎えての研修会、22日に第3回事例検討会を実施予定である。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
介護老人保健施設　葵の園・丘の上　西村　幸盛

　11月19日（水）18時30分よりやわたメディカルセンターにて今年度2回目の症例検討会を開催した。計8症例の報告
があり、参加人数は37名であった。
　ターミナルケアでのOTが果たす役割について考察されたものや、趣味活動を通して育まれた意欲を日常生活の行
為に汎化させた例や、在宅生活に向けて必要な住宅改修を症例が決定するにあたり、支援的な後押しを家族ととも
に行った取り組みなどが報告された。
　アドバイスや質問のやり取りの中で、他職種と連携を図りながらアプローチする中、
OTとしてどんな特色を打ち出せたか？この点についての議論が深められた。
　合間の休憩時間には、ドーナツと飲み物を準備し、情報交換や親睦を図った。
　今後の予定として、平成27年2月18日（水）18時30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。加賀支部の若手からベテランまでの会員はもちろん、
他支部からの参加も大いに期待する。

各支部支援活動状況
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平成26年度　公益社団法人石川県作業療法士会
第1回理事会議事録

1．日　　時：平成26年11月12日（水）　19：00 ～ 20：20
2．場　　所：石川県作業療法士会　西泉事務所
3．出席理事：  進藤浩美、柴田克之、寺田佳世、東川哲朗、大西真澄美、小池隆行、安本大樹、西谷すずな、

麦井直樹、明福真理子、安田秀一、渡邉貴之（欠席理事：岡田千砂、村田明代、寺尾朋美）
　 出席監事：後出博敏、中川等史
4．総会次第
　1）開会のあいさつ：会長　進藤浩美
　2）定足数報告：理事15名中12名出席で定足数を満たす。
　3）議長確認：会長　進藤浩美
　4）議事：
　　【報告事項】
　　　第1号報告　平成26年度上半期事業報告について
　　　　各部担当理事より、平成26年度上半期事業報告について説明があった。
　　　第2号報告　平成26年度下半期事業計画について
　　　　各部担当理事より、平成26年度下半期事業計画について説明があった。
　　　第3号報告その他
　　　　①事務局員について
　　　　　進藤会長より、相川事務局員が1月末で退職するため、現在、後任を検討中であると説明があった。
　　【議決事項】
　　　第1号議案　平成26年度補正予算について
　　　　安本財務部担当理事より、平成26年度補正予算について説明がなされ、全会一致で承認された。
　　　第2号議案　その他
　　　　①『47都道府県委員会に関わる協定書』について
　　　　　  進藤会長より、協会から来年度より始まる『47都道府県委員会』に関わる協定書の締結について説

明があり、現段階では案であるが、本格的に始動した場合、締結する旨が全会一致で承認された。
　　　　②2016年度開催の『第16回東海北陸作業療法学会』学会長について
　　　　　  進藤会長より、『第16回東海北陸作業療法学会』学会長について、寺田副会長を推薦したいとの説

明があり、全会一致で承認された。
　5）その他
　　　①協会表彰について
　　　　  中川監事より、協会表彰者推薦について質問があった。それに対し、進藤会長より、今年度は表彰基

準を満たす該当者が不在であり、見送るとの回答があった。
　6）閉会のことば：副会長　柴田克之

診療報酬・介護報酬
改訂研修会

日　時：3月下旬頃を予定

場　所：調整中

参加費：1,000円（予定）

インフォメーション

生活行為向上
マネジメント（MLDP）研修会
日　時：①能登地区　平成27年1月10日（土）
 　 9：30～ 16：30（受付9：00開始）
 ②加賀地区　平成27年1月25日（日）
 　 9：30～ 16：30（受付9：00開始）
 ③金沢地区　平成27年2月8日（日）
 　 9：30～ 16：30（受付9：00開始）
場　所：①恵寿総合病院
 ②芳珠記念病院
 ③県リハビリテーションセンター
参加費：2,000円　要事前申し込み
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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 

第3回東海北陸ブロック　リーダー養成研修会に参加して

金城大学医療健康学部作業療法学科　川口　朋子

　11月29・30日に、福井市「AOSSA」会場にて研修
に参加した。この会場は、3年前の東海北陸作業療法
学会の時と同じ場所であり、懐かしさを覚えながら
会場に入った。7県各5名ずつ計35名の出席者と、福
井県リーダー研修実行委員約10名で2日間を過ごし
た。1日目は、福井県立大学経済学部田中先生より、『コ
ミュニケーション』と『組織論』についての講義を

聴講した。組織とは、「人の出入りがあっても同じシ
ステムとして存続するもの」と述べており、中堅や
後輩育成の重要性を痛感した。さらに、協会会長の
中村春基先生の講義を聴講した。中村会長は、リー
ダーとは『プレイングマネージャー（選手兼任監督）』
であり、患者さんを第一に考え、作業療法に精通し
ている必要があることを述べた。他にも、「生活支援
にはプラトーは無い。プラトーはOTの頭の中にあ
る。」「心身機能をOTなりにアプローチする前提で活
動・参加に対する助言をするべきであり、疾患や心
を診ることを忘れてはいけない。」など、様々な名言
が印象に残った貴重な講義であった。1日目のナイト
セミナーでは、各県士会のPR発表があり、セイコ蟹
パスタは絶品であった。2日目のグループワークでは、
県士会の多くが、県士会からの情報発信や、会員か
らの意見収集の方法について課題があると発表して
いた。短い時間であったがとても有意義な研修であっ
た。次年度の研修は静岡県で開催される。是非参加
していただきたい。

（左から）小川氏、井上氏、釣谷氏、杉浦氏、筆者（右下）セイコ蟹パスタ
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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
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

賛助会員名簿　（順不同）

新入会者
氏　名 会員番号 勤務先

若林　栄子 2885 恵寿金沢病院

会員動向
石川県作業療法士会員数700名（平成26年11月現在）
認定作業療法士　30名

編集後記
　今年度の新企画「先輩が語る」も諸先輩方の御協力のもと、好調である。
　先日、落語家の記事に、心の残る先輩からの言葉で「先繰り機転」というものがあった。これは、先輩がして欲しいことを見抜く
機転だそうである。見抜けない人は全てを自分の物差しで行うようになり、高座に上がっても、お客様の反応よりも自分のやりたい
ようにしてしまうらしい。私達も「先繰り機転」を利かせ、先輩の言葉を胸に刻んで、望まれる県士会ニュースをお届けしていきたい。
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