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活発な質疑応答がなされた一般演題第2会場の様子

第24回石川県作業療法学会報告
学会長

平賀

昭信

９月６日（日）に金沢大学医薬保健学域医学類 十全講堂にて『作業療法への期待と責任』をテーマとして開
催した。演題数32演題、参加者179名で、演題は、身体障害17演題、地域包括３演題、老年期障害６演題、精神
障害６演題だった。精神障害の演題では、就労支援や地域交流活動といったベテランによる活動報告もあった。
多くの発表が対象者のニーズに合った目標を立てそれを実現にするために支援した内容だった。学会長奨励賞
として、芳珠記念病院の椎名拓氏の『高齢の肺炎患者への急性期からの作業療法～在宅での余暇活動を生かし
た介入～』と、介護老人保健施設加賀のぞみ園の今井啓介氏の『本人の希望する生活行為に焦点を当て取り組
んだ症例～一人の作業療法士が訪問リハビリと通所リハビリで携わった経験から～』の2演題を選出した。
特別講演では、日本精神科救急学会理事長で、千葉県精神科医療センター病院長の平田豊明先生に『精神科
急性期治療における作業療法の意味』というテーマでご講演を頂いた。千葉県精神科医療センターは、わが国
における精神科救急医療専門病院の草分けであり、今年で開設30周年を迎える時に、この30年間の医療活動と
急性期に作業療法に期待する内容をお話しいただいた。
今回の開催にあたり、金沢大学附属病院の麦井氏、実行委員長の堀江氏を中心に実行委員会の方々で準備・
運営いただき無事に終了できた事にお礼を申し上げる。
来年度は、11月26日・27日に石川県で東海北陸作業療法学会が寺田佳世学会長で開催される。数多くの演題
発表と参加があることを祈念する。
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学会長奨励賞受賞者の言葉

左から今井氏、平賀学会長、椎名氏

介護老人保健施設

加賀のぞみ園

今井

啓介

今回、学会長奨励賞を頂き大変うれしく思っている。このような賞を頂けたのも人生の大先輩である利用者
様と普段から『熱く愛のある』ご指導をしてくださる先輩方のおかげであり、心から感謝している。今回の賞
を励みに今一度、作業療法士としての期待と責任を感じながら、利用者様に『情熱と愛』を持ち日々の関わり
を大切にしていきたい。最後に平賀学会長を始め、学会の運営に携わった皆様に、本当に感謝申し上げる。
芳珠記念病院

椎名

拓

今回、急性期から高齢の肺炎患者の方と関わる中で多くのことを学んだ。急性期という全身状態の管理に重
点が置かれる時期から、患者の生活、ニードを知り、一緒に目標を共有することが信頼関係の構築につながる
こと、そして余暇活動を通し多職種と連携する中で、離床、ADL能力の向上、病棟生活を充実したものにで
きることなど勉強させて頂いた。今回学んだことを今後の臨床で生かし、この賞を頂いたことを励みとし精進
したいと思う。

第24回石川県作業療法学会に参加して
金沢医科大学病院

作業療法士

中寺

智也

私が初めて県学会で発表し、学会長奨励賞を頂いたのは、今から２年前の第22回石
川県作業療法学会の時である。その時は、脳血管障害によって片麻痺を呈した患者
に対して更衣練習用の自助具を作成し、アプローチを試みた事例を発表させて頂い
た。当時は、発表する事に精一杯で、只々緊張していたが、職場の先輩方の助けも
あり、無事に発表を終える事が出来た。発表に対して良い評価も頂け、今では良い
思い出となった。
今回の学会でも、更衣や食事などで使用する自助具の作成や、道具の使用方法に
工夫を施した発表が幾つもあり、発表者の柔軟な発想に感銘を受けると共に、自分
は頭が固くなっているな、と反省する思いであった。そのような面白い発表が幾つ
もあった中、私が特に興味を惹かれたのは、文字認識ソフトを使った書字練習の介入である。本来は紙文書を
電子データに変換するためのソフトを、書字練習のフィードバックとして使うという発想には大変驚かされ、
是非自分も試してみたいと感じた。
現在、私は回復期病棟にてリハビリを行っており、患者に対するADL･IADL練習や退院支援に関して日々
頭を悩ませている。今回の学会では、その悩みを解消するヒントを幾つも頂けた。今後、学会で得られた新た
な知見を臨床に活かし、患者にとって適切なリハビリを提供していきたい。また、リハビリスタッフで行って
いる研究も積極的に進めていき、いずれは学会で報告しようと考えている。
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第16回東海北陸作業療法学会
学会テーマ：作業療法の想起と再考
― 人の暮らし、生きることを創造し実践する作業療法 ―
第16回東海北陸作業療法学会

学会長

寺田

佳世 （県作業療法士会副会長）

本学会は1966年に日本で始めて作業療法士が誕生し、2016年で半世紀を迎える年
に開催することになる。そのため、今一度諸先輩方が築いた作業療法を思い起こし
継承して行くべきものは何か、そして、これからの少子高齢化を迎える社会の中で、
作業療法士は、
「その人の暮らし、生きる力の可能性を創造すること。それを実現す
るには作業療法の限界をつくることなく技術を創造し、それを実践すること。」を再
確認し、地域包括ケアシステムのなかで必要とされる作業療法士になるよう、セル
フエフィカシー（自己効力感）を高めることができるテーマをと思い、上記学会テー
マとした。
いよいよ2016年11月26日（土）27日（日）の大会日に向けて、８月25日に、実行委
員長の麦井直樹氏、副実行委員長の河野光伸氏を中心に、各委員長及び実行委員のメンバーが集まり「キック
オフ会議」を行った。本学会では特別講演、シンポジウム、一般公開講座、８テーマのセミナー、および福祉
用具展Ishikawa OT

Selection ― 日本海側最大規模！ OTが厳選して集めた現場で使える福祉用具の紹介―

を予定している。また、口述発表とポスター発表を多数集めたいと思っている。
これらの企画で、東海北陸地区のみならず広く県外の作業療法士に学会参加を呼びかけ、大勢の方々に金沢
に来県いただければと思う。是非、県士会員みなさんのご協力をお願いしたい。

学会発表をすることの意味
金城大学

河野

光伸

研究の要素は、１：自ら深く探求すること、２：結果を発表すること、３：同学の士の批判を求めること、の３
つです。このうちの「３：同学の士の批判を求めること」への不安、恥ずかしいと思う気持ちから、「発表」か
ら遠ざかっている方も多くいることでしょう。
日々の臨床業務を考えてみると、患者さんへの治療内容の説明、カンファレンスでの作業療法計画の説明、
実習学生への説明、など、実は、私たちは多くの場面で他者に「発表」をしています。これらの場面で「恥ず
かしい」や「自信がない」と言っていては、業務は成り立ちませんよね。
患者さんや他職種に対して「作業療法が行っていることをしっかり説明できるようになりたい」と思ってい
る方は多いと思います。私も、そう思っています。では、どうすれば説明力は身に付くのでしょうか。それに
は「発表を繰り返す」しかありません。学習理論そのものです。「聞き手に理解していただく」という気持ち
で発表準備をし、批判を受けて発表内容への振り返りを繰り返すことで、伝える順序、文の構成力などの説明
力が身に付いてきます。発表経験の豊富な方に指導いただく事も、説明力向上の学習には効果的です。
私たち作業療法士が「臨床科学」の領域で働いている以上、
“発表をすることは義務”といってもよいでしょ
う。言い過ぎでしょうか･･･。発表の経験を積み、自身、そして作業療法全体の「臨床能力」を、みんなで向
上させていきましょう。
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リハビリテーション専門職活用支援事業
7月4日-5日の研修会を終えて
(公社)石川県作業療法士会

会長

進藤

浩美

今年度初めて、県リハビリテーションセンターと県理学療法士会、
県言語聴覚士会と当会の協働で、リハ専門職種が市町事業に関与でき
る連携体制の構築と人材育成を目指しての研修を企画し実施した。市
町ごとにリーダー的役割を担っていただきたい会員にも声をかけ3団
体130名のリハ専門職種が参加した。
7月4日から5日と2日間にかけて、地域包括ケア実現に向けた介護予
防事業について、兵庫県丹波県民局丹
波健康福祉事務所の逢坂所長をはじめ、県市町の方々から実情と提言をいた
だき、県立高松病院北村院長から、認知症と介護予防事業の理解を高める講
義を受けた。そして、地区ごとに分かれて、SWOT分析を用い、我々の強み・
弱みを理解した上で、まず何をすべきか、グループワークを実施した。今年度、
何とか話し合ったことを一つでも実現できるように支援していきたいと考え
ている。(写真は加賀市チームの思いである)
『市町事業に関わるリハビリテーション専門職育成研修を明日へつなぐ
介護老人保健施設加賀のぞみ園

』

中森

清孝

参加者130人!!私が参加してきた県内のリハビリテーション専門職（以下、リハ専門職）３職種を対象とした
研修では初めての人数と熱気だった。参加者は市や町（近隣の）に属するメンバーでグループ分けされており、
真意として、先ずは『参加者１人ひとりが属する地域で働くリハ専門職の顔が見える工夫』がなされていた。
その効果もあってか、講演を聴けば聴くほどに、グループメンバーで職種を超えた会話が自然と生まれていた
ように感じた。私としては、２日間に亘る受講の中、「地域包括ケアシステムで活躍する・していく１人のリハ
専門職のあり方とは何か!?」を自問自答する場となり、明日から行動することを真剣にリハ専門職で協議する
機会となった。今回を踏まえ、３士会長・副会長と石川県リハビリテーションセンターが当研修を企てた意味
を振り返り、明日からの作業療法士の視点に活かすことを心掛けていきたい。
そして、何よりも当研修を企画・運営頂けたことを感謝していることをおわりとさせて頂きたい。

現職者選択研修（老年期）に参加して
介護老人保健施設 白鳥苑

金田

和弘

７月18日（土）
、県リハビリテーションセンターにて上記研修会が開催された。参加者は61名で県外からも2
名の参加があった。講師は、岡田千砂氏（自立就労支援センターいしびき）、買手登美子氏（能美市介護老人
保健施設はまなすの丘）、福井朱美氏（介護老人保健施設和光苑）、西谷すずな氏（介護老人保健施設ふぃらー
じゅ）
、中森清孝氏（介護老人保健施設加賀のぞみ園）で、内容は、老年期OTに関する実践的なアプローチ例
の紹介・解説、老年期の基礎知識、生活行為向上マネジメント、法改正
後の通所リハビリの動向など、多彩で貴重な講義を各先生方から拝聴で
きた。実践的なアプローチ例では、対象者の生活歴（漁師）を反映させ
た手続き記憶の活用で、重度の認知症ながら、包丁で魚をさばけた事例、
また、対象者本人の想い（庭で花の世話をしたい）と家族の想い（転倒
が心配）をOTが擦り合せていく事例が印象に残った。「できない」と決
めつけず、
「諦めない」ことを大切にしていきたいと思った。
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『脳卒中友の会中堅リーダー養成研修事業』へ講師派遣
（公社）石川県脳卒中リハビリテーション協会は脳卒中の後遺症を持ちながら在宅生活を送ってい
る皆さんの社会復帰等を目的に、脳卒中友の会中堅リーダー養成研修事業を県内３地区で継続開催してい
る。その内容は軽スポーツ、軽作業等の６種目にわたり、当会では平成22年度から依頼を受け、研修種目「OT
作品：手工芸」に講師を派遣している。
講師は２時間弱の研修時間内に仕上がる手芸種目を選定し、材料の準備から行なっている。以下に２年
前から講師を担ってくれている会員からの報告を掲載する。
介護老人保健施設和光苑

中西

こずえ

平成27年6月19日（金）、志賀町文化ホールにて中能登地区の研修を担当した。参加者は22名で男女半々で
あった。麻痺も比較的軽く、ADLもほぼ自立されている方々であった。
今年は「牛乳パックで作るカゴ方型小物入れ」を作成した。①牛乳パックを切る②組み立てる③生地を選
択④貼り付けるという工程を多くすることで静と動を組み合わせ、同一姿勢ではなく生地を選択するために
途中で作業する場所を移動するなどの動きも取り入れる工夫を行なった。
昨年までは同一姿勢での作業を取り入れたこともあり、作成途中や
終了後に疲労の声が聞かれることもあったが今回は場所を移動するこ
とで改善することができ、生地を選択することで個々の特徴もでて仕
上がりも様々になった。参加者からは「薬入れにするわ」「洗濯の時に
よく洗濯バサミを落とすから、これに入れるわ」といった意見も聞かれ、
作品を通してそれぞれの参加者の生活に触れることもできた。
このような事業を通して、対象者の外出機会の創出や仲間作り、生
活の可能性や活用法を考える様々なきっかけづくりに携わることがで
き、作業療法士として充実した時間を過ごすとともに勉強の機会になっ
ている。

新会員が語る

金沢赤十字病院

観田

恵美代

皆様こんにちは。金沢赤十字病院の観田恵美代と申します。私は今年就職した１年
目です。私が入職してから約半年が経とうとしていますが、日々の業務にもやっと
慣れてきました。知識、技術、経験が少ない中で、職場の先輩方の御指導を頂きな
がらなんとか日々の業務を行っています。
入職直後の私は、何事にも自信を持つことが出来ませんでした。リハビリの知識、
技術もない中で、「私が作業療法士としてこの患者さんに出来ることはなんだろ
う？」と、毎日不安や悩みでいっぱいでした。そんな私の不安を吹き飛ばしてくれ
たのが、患者さんの「笑顔」でした。私が学生時代から心がけていた「笑顔」で接
するということを思い出し、今では患者さんと「笑顔」で接することが出来ています。
私が悩んでいる時、元気がない時は、患者さんの「笑顔」が私の「元気」、
「やる気」
になります。
私の作業療法士としての目標は、
「笑顔あふれる作業療法をすること」です。それは簡単なようで難しいこ
とだと、働いてから実感しています。患者さんに「笑顔」になって頂くために、まずは自分が「笑顔」を忘れ
ないことを心がけていきたいと思います。そして、私のために時間を割いて御指導して下さる先輩方に、感謝
の気持ちを忘れずに、これからも様々な勉強をして精進していきたいと思います。
次回は、済生会金沢病院の西永明人さんです。よろしくお願いします。
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第29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
企画部

小池

隆行（城北病院）

企画部では現在、第29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
2015年11月21日（土）受付開始		9:30
終了予定 （お楽しみ部門）
13:00
		
（一般部門、シルバー部門）
15:00
場所
いしかわ総合スポーツセンター
このニュースが皆様のお手元に届く頃には参加チームも出そろい、実務的な準備が進行していることと思う。今
年は新幹線開業の影響で遅い時期の開催となってしまったが、新しいチームが増えて風船バレーの体験が広がるこ
とや、常連の方々の元気な姿にお会いできることを楽しみに、安全で楽しめる大会開催に準備を尽くしたいと思う。

特別支援学校機能強化モデル事業に関する
聞き取り調査
金城大学医療健康学部作業療法学科

猪狩

もとみ

平成25年度より特別支援学校機能強化モデル事業（特別支援学校のセンター的機能充実事業）がスタートし、
今年で3年目を迎えた。この事業の目的は、特別支援学校に外部人材（OT、ST、PT、心理学の専門家）を配
置することで特別支援学校の専門性向上を図り、地域内の小・中学校等に対するセンター的機能を充実させる
ことである。
文部科学省からこの事業の委託を受けた教育委員会の依頼を受け、能登地区では七尾特別支援学校、七尾特
別支援学校珠洲分校、加賀地区では明和特別支援学校、小松瀬領特別支援学校、小松特別支援学校、錦城特別
支援学校において、作業法士10人が専門職として相談・支援を実施している。今回、この事業の活動を県士会
単位でバックアップしている地域として石川県士会が選ばれ、8月29日（土）には日本作業療法士会（制度対
策部）よりヒアリングを受けた。
協会としては、今後もこの事業を充実させるべく体制を整えていきたいとの意向を伺った。

株式会社サンウェルズ 太陽のプリズム藤江
楠

佳代子

（株）サンウェルズは平成23年に創立し、現在石川県と富山県でデイサー
ビス、有料老人ホーム等19事業所を運営しております。太陽のプリズム藤
江はサンウェルズで初めてのリハビリ型有料老人ホームとして平成26年２月
に金沢市藤江の８号線沿いにオープン致しました。３階建ての事業所にはク
リニック、訪問介護事業所、訪問看護事業所が併設しており、１階にはリハ
ビリルームが完備されています。リハ部門はＰＴ２名ＯＴ３名、柔道整復師１
名が在籍しております。
“自らが輝き、
人を元気にする”という理念のもと、 写真左が楠さん
集団でのエクササイズや訪問看護、住環境整備、福祉用具提案など、看護・
介護と密接に連携をとりながら、実際の生活場面でお客様の元気な暮らし
をコーディネートしております。中には短期的・集中的にリハビリテーショ
ンを希望して入居される方もいらっしゃいます。今後も地域の方が地域の
中で元気に暮らし続けるためにお役に立てる事業所を目指して行きます。
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翔

平成27年度の第1回事例検討会は、５月29日（金）に金沢大学附属病院にて開催した。参加者は25名（認定
OT４名）
、事例検討は３演題と、やや寂しめなボリュームではあったが、時間に余裕があったこともあり、発表
で紹介された自助具の実演が行われた。発表中の写真だけでは伝わりにく
い部分も、実演を交えることで非常にわかりやすく、自分たちの臨床に活
かしやすくなったと感じた。東支部の発表としても、今後は動画の使用を
推奨するので、発表者にはより伝わりやすいプレゼンを心がけてほしい。
次回は10月24日(土)、研修会として金沢大学附属病院の西悦子氏に「自動車
運転再開への評価と現状」についてご講演いただく予定である。事例検討
会も併せて実施するため、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

６月６日（土）に第64回金沢百万石まつりにおける百万石踊り流しに西支部
担当で参加した。昨年から金沢の支部での持ち回りであり不慣れな担当で
あったものの51名と多数の参加をして頂き感謝する。来年は再び東支部の担
当となるが今年同様多数の参加を期待したい。
金沢西支部研修会は７月11日（土）に実施した。内容は講義と事例検討で
あり、17名の参加と２例の事例提示があった。講義は金沢脳神経外科病院の
高多真裕美氏を迎え「その人らしい生活を継続するために ～ 家族も巻き込んだ作業療法実践 ～ 」というタ
イトルで事例を交えながら作業療法実践での考え方や注意点をお話しして頂いた。次回は11月に講義と事例検
討会を予定している。多数の参加をお願いしたい。

能登支部
介護老人保健施設

和光苑

福井

朱美

６月５日（金）18時30分より公立能登総合病院にて第１回能登支部事例検討会を開催した。今回の発表者は3名
であったたため、質疑応答の時間を十分取ることができ、事例登録など次のステップに向けての参考になった
のではないかと考える。またALS患者に対する意思伝達装置の導入についての発表もあり、意志伝達装置につ
いての理解を深める機会にもなった。
今後は、第２回事例検討会を10月30日（金）18時30分から能登病院にて、第１回研修会を東北福祉大学の佐藤
善久先生を講師にお迎えし平成27年２月13日（土）14時から能登小牧台にて、また第３回事例検討会を翌14日（日）
に能登小牧台にて予定している。詳細は適宜、公文書・ホームページにて掲載予定なので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２日（日）
、能美市根上総合文化会館で開催された「能美市民ボランティアフェスティバル」において、
作業療法の紹介や体験ができるコーナーを展開した。体験コーナーでは、ストロービーズを用いたアクセサリー
作りを通じて、作業がもたらす治療的効果について知っていただいた。当日は近隣よ
り21名の協力があった。この場をお借りしてお礼申し上げる。
さらに８月12日（水）、やわたメディカルセンターにて、今年度第１回目となる事例
検討会を開催し、認定OT5名を含む、35名の参加のもと、７題の発表があった。急性
期病棟や介護療養病棟、地域包括ケア病棟での取り組み、通所リハや訪問リハでの取
り組みなど、実に様々な場面で対象者の生活の質を高めるため、活動と参加に視点を
置いた作業療法が行われていることを発表より伺い知ることが出来た。なお、それぞ
れの発表ごとに活発な質疑応答がなされていた。
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生活行為向上マネジメント
県士会MTDLP推進委員長

東川

哲朗

８月29日（土）
、白山市交流センターにおいて、「MTDLP
特別研修会」を開催した。講師には福井県より谷川真澄氏（株
式会社なるざ

代表取締役）をお招きした。先生は、現在(一

社)日本作業療法士協会の重点項目である、
「生活行為向上マ
ネジメント（以下MTDLP）」の推進プロジェクト委員会委
員長を務められている。MTDLPの最先端を走っている先生
である。
冒頭はMTDLP誕生の背景についての話であった。来る
2025年に備え時代の要請として作業療法の持つ力への期待が
外的要因。内的要因としては、世界の作業療法の潮流がクライエント中心、作業への焦点化にある中で日本の
作業療法とのギャップが生じているという点である。これらの要因に加え、国民に作業療法をわかりやすく伝
える方法として（作業療法の見える化）、MTDLPが誕生した。加えて力説されていたのが、
「自助」、
「互助」、
「共
助」
、
「公助」であり、国は中でも「自助」、「互助」の効果を期待しており、その実践として作業療法に期待し
ている。
この様な節目に今、私たちは居ることになる。しかし、作業療法士自身にその自覚はあるだろうか。夢のみ
ずうみ村代表の藤原

茂OTは、
「『さぎょう』はわかりやすい日本語だと思うが作業療法士には難しいらしい」

と危惧し「今こそ、
『作業』を健康・元気づくり・生きがいづくりに活躍しよう」と呼びかけている。谷川先
生の言葉を借りれば、
「ハードルが迫ってきている。跳ぶ準備は？このハードルは待ってくれないよ」と話し
ている。ハードルとはMTDLPを用いての作業療法である。
教育制度について、最新の情報をお伝えする。名称が「生活行為向上マネジメント研修制度」、「生活行為向
上マネジメント指導者」
（旧：熟練者）と確定した。今後、指導者を増やす事が目標となる。石川県の目標値
は平成28年度末（平成29年３月）までに40名である（平成27年９月時点３名）。また、実践者研修修了者（事例報
告修了者）は225名である（平成27年9月時点61名）。事例審査システムは７月30日より運用開始となった。実践
者研修修了者から速やかに事例登録して頂きたいと思う。
今回の特別研修では後半、事例報告を５例行った。どの事例も勉強になる事例ばかりであった。その中で、
回復期や急性期病院の退院時期の関わりについて参考になるコメントが聞かれた。今後、通所リハや訪問リハ
で生活行為を向上させ終了者を増やす事が目標となるが、その通所・訪問の終了と、病院を退院するというこ
とは何ら変わらないという点である。私は病院に勤務する為、「この後は訪問・通所で」とついつい考えがち
である。しかし、この考えは今後改める必要がある。これからは通所・訪問サービスに委ねることなく、病院
退院時に生活行為を高め、自宅に戻って頂き、長く在宅生活が続くことを目標にしなければいけない。参考に
なったと書いたが、本当は反省と勉強になったコメントであった。
この様に何度出席していても勉強になる実践者研修ではあるが、研修終了となるのは発表者だけである。参
加頂き討議頂く方には、自己研鑽という目的はあっても、いささか申し訳無い気もしている。そこで、参加費
の徴収について理事会を通じて検討して行きたいと考えている。
11月には健康福祉部・在宅支援部の事業としてMTDLPの生みの親とも言える村井千賀氏をお迎えしての地
域包括ケアに関する研修会も企画している。石川のOTが皆でハードルを跳び越える準備を整え、県民の期待
に応えよう。
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平成27年度 公益社団法人石川県作業療法士会
◆◆◆第２回連絡会議 議事録◆◆◆

１．日
時：平成27年7月15日（水） 19：00 ～
２．場
所：西泉事務所
３．出 席 者：進藤、寺田、東川、安本、麦井、大西、明福、村田、寺尾、西谷、岡田、小池、渡邉、西村、井上、
高多、川上、
（計17名）
欠 席 者：河野
事：
４．議
第1号議案
【会員動向】東川）現在、正会員数733名。
【学術部】麦井）石川県作業療法士学会について。演題は32題。座長は8 ～ 9割決定している。抄録の印刷
は250部を予定している。
【教育部】井上）現職者研修会を8月、11月、２月に行う。
【健康福祉部】寺尾）11月22日に地域包括ケアシステムの研修会を行いたい。 承認
【社会福祉部】渡邉）10月または11月にポジショニング研修を行う。
【発達障害支援部】安本）現職者研修を９月13日に金沢こども医療福祉センターで行う。
【事務局】東川）東海北陸リーダー研修会の参加者を募集している。
【財務部】安本）木島病院から賛助会員入会の希望があり、申込書等を送った。
【事業部】大西）高校生向けセミナーを桂部長のもと、10月に行う予定。
【情報通信委員会】東川）ホームページをリニューアルした。
【生活行為向上マネジメント委員会】東川）日本作業療法士協会より定められている28年度の目標値は、実
践者200名、熟練者30名。基礎研修修了証をもっている方は、
速やかに事例検討を行って欲しい。
各支部
【加賀支部】村田）10月25日に小松駅前で小松市障がい者ふれあいフェスティバルがある。
参加者を募集する。
【金沢東支部】麦井）10月に第２回事例検討会を実施予定。各理事と日程を調整している。
【金沢西支部】渡邉）６月６日に百万石踊り流しに参加した。参加者は51名、懇親会には19名が参加。
【能登支部】川上）症例発表会に30名参加。次回は10月30日に開催予定。
第２号議案
【東海北陸学会について】寺田）企画委員会は7月28日19時から県リハセンターで理事以外の企画委員も含
めて行う。

問合せ先 本部事務局総務課 0767‐52‐3211
soumu@keiju.co.jp
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賛助会員名簿
Ａ会員
社会医療法人財団董仙会
学校法人 金城学園

No.96

（順不同）

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
医療法人社団光仁会
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
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
株式会社メディぺック

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

Ｄ会員
医療法人社団あいずみクリニック

会員動向
石川県作業療法士会員数

731名（平成27年9月2日現在）

認定作業療法士

30名

編集後記

今年の夏は猛暑・酷暑が続き、高齢者の体調管理の難しさがニュースでも頻繁に取り上げられていた。スタッフ自身の体調管
理も難しいが、いつも元気な要支援の方が暑い中でも活動（役割）をいつもと同じように頑張った結果、自分の体調管理ができず、
熱中症で倒れ通所をお休みされたことがあった。在宅での生活行為を考える上で、いろんな面を配慮していかないといけないと改
めて痛感した。

勤務先
やわたメディカルセンター
やわたメディカルセンター
岡部病院
松原病院
市立輪島病院
金沢西病院
金沢医科大学病院
金沢医科大学病院

新入会名簿

氏名
出村 佳苗
山田 早紀
前田 真由
西田 智大
新木 恵梨香
越仲 共子
中山 加菜
谷内 美月

公益社団法人石川県作業療法士会ニュース

勤務先
木島病院
加賀市民病院
木島病院
自宅(非常勤：敦賀温泉病院)
自宅
青和病院
石川病院

氏名
高木 祐惟
善波 尚貴
石戸谷 梨恵
大塩 彩加
土田 啓一
北
春菜
柴田 進吾

年4回発行

編集担当：明福真理子、酒野直樹、入江啓輔、藤田隆司、杉浦有子、寺井利夫、川口朋子、谷内香織、
橋本実、小川正人、買手登美子、平木咲代子、福井清美、前田勝也、中寺智也、山本真一郎、
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