
地域包括ケアとリハビリテーションin加賀市　シンポジウムの開催
（公社）石川県作業療法士会　会長　進藤　浩美

　今年度、県作業療法士会、県理学療法士会、県言語聴覚士会の3団体が、県リハビリテーションセンターに
ご支援、ご協力をいただき、市町の地域包括ケア体制に貢献していくために、リハビリテーション専門職(以下、
リハ専門職)の育成教育と市町事業の介護予防などへの関わりを検討してきた。
　この市町事業の介護予防に対する取組みの中で、通所・訪問サービス、地域ケア会議、サービス担当者会議、
住民運営の通いの場などへリハ専門職が関わらせていただくために何が必要なのかを考えた。そのひとつに、
行政、地域包括支援センター、社会福祉協議会、医療と介護の連携に関わる方々と『顔の見える関係』の不十
分さがある。そこで今回、リハ専門職が、すでに地域包括ケア体制に関わらせていただいている加賀市をモデ
ル地区とさせていただき、皆様からの話を聞き、よりよい地域包括ケア構築のための問題と対策をさらに深め
るシンポジウムを企画、開催した。
　シンポジストとして、①加賀市地域包括支援センター・高齢者こころまちセンターの山下晴浩所長に加賀市
の高齢者の現状と地域包括センターが展開している施策について、非常にわかりやすく説明していただいた。
次に②加賀市在宅医療連携推進協議会代表の橘秀樹医師に、加賀市で展開している医療と介護の連携について
紹介いただき、リハ専門職もこの協議会にまぜていただき、顔の見える関係を構築して行かなければならない
ことを認識した。そして③加賀市社会福祉協議会地域福祉係の辻利英子主幹に、おたっしゃサークルなど地域
における取り組みを紹介していただいた。その後、“元気はつらつ塾”に行っている介護老人保健施設太陽の
丘の西田寛之理学療法士、“おたっしゃサークル”に行っている介護老人保健施設葵の園・丘の上の西村幸盛
作業療法士、“ケアマネジメントのあり方検討会”に参加している介護老人保健施設加賀のぞみ園の中森清孝
作業療法士が、それぞれ実践報告をした。一同に会し、現状説明を理解し合えたことで、加賀市のリハ専門職
が、これからもっと連携できる関係を深めることができたと考える。
　このシンポジウムには、行政、地域包括関係者、医療機関、介護保険関係の事業所137名の参加をいただいた。
加賀市内84名、加賀市外53名であり、地域包括ケア展開に関わっていないリハ専門職の研修の場になったと考
える。
　最後に、このシンポジウムにご協力、ご発言、ご参加いただきました加賀市の皆様に深く感謝したい。
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第16回東海北陸作業療法学会（第25回石川県作業療法学会）
ご　案　内

学会長　寺田　佳世
（石川県リハビリテーションセンター）

　第16回東海北陸作業療法学会（兼　第25回石川県作業療法学会）は、平成28年11月26日(土)27日(日)の2日間、

金沢の石川県地場産業振興センターにて開催します。学会発表に併せて特別講演、シンポジウム、一般公開講

座、8つのセミナーのほか、日本海側最大規模の福祉機器展 ｢Ishikawa OT Selection（ＯＴが厳選する現場

で使える福祉機器の紹介）｣ を企画しています。中でも福祉機器展及び特別講演は、日本作業療法士協会50周

年の特別企画に位置付けて一般公開し、地域包括ケア関連職種や各障害者団体、行政などの多くの方々にも広

くご案内させて頂き、より多くの方にご来場いただければと願っております。併せて当県の発祥で、30年間継

承してきました子供からお年寄りまで誰もが一緒に楽しむことができる風船バレーボール大会30周年の記念イ

ベントも企画しております。

　なお本学会の演題申し込みは４月上旬から６月中頃を予定していますので、日ごろの臨床実践を今からまとめ、

多くの会員の方々が演題発表に挑戦する機会にしていただけるよう期待しています。

【一般公開】

●日本海側最大級の福祉機器展

 Ishikawa OT Selection　 OTが厳選して集めた現場で使える福祉機器の紹介

●大会特別企画シンポジウム

「人の暮らし、生きることを創造し実践する臨床家とは」

　ＮＰＯバーチャルメディア工房ぎふ　理事長　上村 数洋,　金沢美術工芸大学　名誉教授　荒井 利春

　第16回東海北陸作業療法学会　大会長　寺田 佳世

●一般公開講座

「車椅子バスケットボール～スポーツの魅力と生きる力～（仮題）」

　車椅子バスケットボール男子日本代表アシスタントコーチ　　京谷　和幸

【学会企画】

●シンポジウム

「これからの１０年、作業療法士は何をしていかなければならないか」

　医療、介護の経営陣、県士会長として　進藤　浩美（恵寿総合病院）,病院のＯＴ　長谷川 敬一（竹田総合病院）

　老人保健施設のＯＴ 浅野 有子(涼風苑）,　訪問リハ、市町事業への関わり　中森　清孝 （加賀のぞみ園）

　在宅支援、日本作業療法士協会理事として　谷 隆博（かなえるリンク）

●セミナー

1.「急性期循環器センターにおける生活行為への取り組み」 生須 義久 (群馬県立心臓血管センター )

2.「働く幸せ－雇用と就労と地域生活の支援－」 宮崎 宏興 (特定非営利活動法人いねいぶる)

3.「呼吸器疾患患者にどう向き合うか－生活を支援するエキスパートとして必要な知恵とコツ－」

　  寺本 佳津明 (大垣市民病院)

4.「発達しょうがいに対する作業療法の実践とは」 小野 昭男 (あさま塾)

5.「心理社会的健康に着目した認知予防のための地域介入」竹田　徳則 (星城大学)

6.「終末期を生きることを支援する－作業療法士として共に悩み学ぼう－」島崎 寛将(大阪府済生会富田林病院)

7.「作業：作業療法の手段と目的」　　吉川　ひろみ (県立広島大学)

8.「臨床場面の人間関係におけるコミュニケーション・スキル」長田 久雄 (桜美林大学)
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　平成27年11月7日(土)・8日(日)に静岡県伊豆長岡にて開催さ

れ、東海北陸7県から33名、静岡県士会員約40名の参加があった。

　1日目は中村春基協会会長による講義「OT協会の現状と今後

の課題」、各県士会の現状報告、グループディスカッション「県

士会の課題」から成った。中村会長の講義の中でOTは活動と

参加をみることができる職種と再認識した。「障害のラベルを

貼り、時には意欲の『せい』にして作業の芽を摘んでいる」「患

者・利用者ではなく生活者として支援する、退院はスタートラ

イン」「出会ったOTで人生が変わる」と、印象的な言葉に出会

えた貴重な講義であった。グループディスカッションでは「子

育て世代の支援」と普段考えることが少ないテーマであったが

他の県士会員と意見や情報の交換ができ有意義な時間を持て

た。ナイトセミナーは静岡県士会員（理事は30 ～ 40代が主）から熱烈な歓迎を受け、OTに対する熱い思いや

勢いを感じた。

　2日目の静岡県リハビリテーション病院の大石裕也先生による講義「組織における質マネジメント　リーダー

シップとイノベーション」では、リーダーの意味と周囲の動かし方、組織の構造や仕組みについて学ぶことが

できた。「プロセス思考が大事」とのことでプロセスをつくることの大切さを痛感した。今回の研修を通して、

主体性を持って活動することの大切さや県士会員としての自覚と責任を感じることができた。今後もさらに努

力をしていきたい。

達人OTセミナー報告

公立つるぎ病院　買田　望

第4回東海北陸ブロックリーダー養成研修会に参加して

恵寿金沢病院　米山　太朗

　平成27年12月26日(土)、石川県立中央病院健康教育館にて病

院医療部主催の達人OTセミナーが開催された。平成25年度に

引き続き藍野大学の酒井浩氏を招き「注意障害・半側空間無視

に対する臨床介入の実際」をテーマとして講義が行われ、53名

の作業療法士が参加した。

　前半の講義では、脳内の役割分担、表象モデル、注意障害、

半側空間無視、ワーキングメモリーなど盛りだくさんの内容の

中に評価やアプローチのポイントなどもちりばめられていた。

文脈のあるまとまった行動の表象を実現するための脳機能を理

解し、私たちセラピストが患者の障害を受けた脳機能に対して強化・抑制の役割を担っていかなければならな

いことを学んだ。

　後半には模擬症例を通して評価や分析を行うグループワークが行われた。グループでの意見交換では、講義

の知識が頭の中でまとまらず意見がなかなか言えなかったが、メンバーに助けられ知識と評価をつなげること

ができた。各グループの発表や酒井先生からのフィードバックもあり、症例を通して評価・分析・アプローチ

の流れを理解することができ、講義の中の知識を臨床で役立てるためのトレーニングとなった。

　今回の研修会で、脳機能の理解が基本動作やADL獲得の一助となることを改めて感じた。日々の作業療法

プログラムでは患者の生活歴や職業歴をヒントとすることが多いが、今回の学びを機に、脳機能の分析を基に

したアプローチもしっかり取り入れていきたい。

（左から）金沢大学附属病院堀江翔氏、金沢大学医薬保健研究域
保健学系中嶋理帆氏、恵寿金沢病院米山太朗氏、県立高松病院長
原美穂氏、石川県済生会金沢病院丁子雄希氏
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MTDLP全国指導者研修会
日本作業療法士協会MTDLP指導者　石川県士会　MTDLP推進委員　福井　朱美

（所属　和光苑）

　平成28年1月30日(土)・31日(日)に東京の日本リハビリテーション専門学校での「生活行為向上マネジメント
指導者研修会」に参加した。MTDLP推進プロジェクト担当理事の佐藤孝臣氏の「インテーク技術について」
では、対象者が自分を知るためには、難しい事を分り易いように簡単に説明する説明力が必要であり、その説
明で合意した目標を設定できる事、国立社会保障・人口問題研究所の川越雅弘氏の「マネジメント論」では、
対象者がしたいことをしていくために「卒業」ではなく、適切なサービスに「つないでいく」と言う視点が必
要である事を学んだ。1月3日現在、51例の事例審査を終え、合格が3例、修正後再査読が23例、不合格が26例
と報告があった。不合格となった要因としては、生活歴の情報不足、キーパーソンの意向なし、合意した目標
が具体的な生活目標でない、他職種との連携の記載なし、退院後の生活をイメージした視点なし、趣味活動へ
の関わりのみで生活全体への広がりへの検討なしなどであった。事例登録の際は審査表（事例報告書作成の手
引きP35）を参照し、自己・他者によるチェックを是非して頂きたい。

「今、作業が必要な理由と作業療法士の可能性」に参加して。

公立能登総合病院　蓜島　大二郎
　七尾市中島町にある国民宿舎、能登小牧台にて平成28年2月13日(土)・14日(日)に能登支
部研修会が開催され、参加した。参加者は40名と北は輪島から南は金沢までと、多くの方
がこられた。「今、作業が必要な理由と作業療法士の可能性」のテーマのもと、東北福祉
大学の佐藤善久氏にご講演頂いた。佐藤氏は日本だけでなく、世界中を飛びまわりご活躍
されていて、世界の中から見た日本の作業療法の実態が佐藤氏を通して感じることができ
た。日本と世界の作業療法士には、働き方の違いが幾つかある。第一に日本は看護師から
作業療法士へ仕事を変えていった歴史があるが、欧米では教師から作業療法士へと活躍の
場を変えていっているということだ。そのため、欧米での作業療法士の認知度は高く、子
供が憧れる職業になっているそうだ。第二に、作業療法士免許以外の資格取得者が多くみ
られることだ。欧米では作業療法士の専門性の発揮する為、教員免許や保育士などの教員免許系や自動車教習
所の教官の免許などを取得し、学校や教習所などで従事しているという。日本の作業療法士の専門領域割合は
身体障害領域約50%、精神障害領域約12％、発達障害領域約3%、老年期障害領域約17％と半数が身体障害領
域となっている。しかし、世界の作業療法実践領域でみると身体障害、精神障害、発達障害、老年期障害がほ
ぼ同数の割合となっている。この差に驚き、世界の作業療法士はどんな仕事をしているのか大変興味を持つこ
とができた。
　また、今後の作業療法士の可能性としては医療保険や介護保険分野外での開拓が必要で、保育園や幼稚園、
小学校などの教育機関への作業療法を発展させていくのがトレンドになる可能性があるとのことだ。
　今回の研修会や講師の先生、諸先輩方との交流を通して作業療法士としての視点の狭さを感じる事ができた。
学ぶこと、情報を得ることの大切さを実感し、今後も研修会など積極的に参加していきたい。

MTDLP全国推進会議
石川県士会　MTDLP推進委員　荻野　大樹

（所属　加賀こころの病院）

　平成27年12月12日(土)・13日(日)の両日、東京で開催された『第5回MTDLP全国推進会議』に出席した。協会
としての今後の方向性や生涯教育制度への位置づけ、養成校への推進、幅広い分野での活用方法の応用などに
ついて示された。会議中も活気あるディスカッションや所々で起こるどよめきなど、熱い討論が繰り広げられた。
　先駆的な取組みとして石川県士会の「実践者研修」運営マニュアルや全てのシートを用いた事例報告方法を
紹介した。これは作業療法の質の担保と実践力の向上を図ることを目的に実施している。また他士会の動向やリ
ハ専門職での合同研修、地域包括ケアシステムに資するOT養成道場などへの活用方法の紹介があった。
　当士会では次年度に北陸3県合同の実践者研修を予定しており、他士会の実践報告や各地域での取組みなどを
肌で感じる機会になればと思っている。これからも参加者にとって意味ある研修会となるよう企画していきたい。

写真は佐藤善久氏
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新人が語る

浅ノ川総合病院　水上　星児
　皆様こんにちは。浅ノ川総合病院の水上星児と申します。4月に入職しそろそろ

1年が経とうとしています。この1年を振り返るとあっという間で、業務を覚える

ことで必死になっていました。私が勤務する病院は総合病院ということもあり、

毎日さまざまな疾患で入院されリハビリが処方される患者さんが多くいます。そ

れに伴い退院される方も毎日います。中には亡くなられて退院される方も多くみ

てきました。その中で私は患者さんやその家族の方々の一期一会を大切に作業療

法を実施しています。私との出会いがその患者さんの今後の生活にプラスになり、

「浅ノ川病院のあの方に作業療法をしていただけてよかった」、「これをやったおか

げでまた大好きな趣味が出来るようになった」と思ってもらえるように心がけて

います。私が最後のセラピストになるかもしれないという思いでその一瞬を大切にし、今出来る最高の作業

療法を提供することを心がけています。

　これからの作業療法は今年度の診療報酬の改定に伴い更に結果が求められ、作業療法士の存在意義を求め

られると思います。必要とされ、結果が出せる作業療法士を目指し、まだまだ知識も技術も未熟ですがアッ

トホームな雰囲気の当院リハビリテーションセンターの先輩方に助けられ明日からも当院スローガン「元気

のある病院・元気のでる病院」をモットーに頑張ります。

　「事実は小説より奇なり」私は患者さんとの雑談が嫌いではない。訓練と関係の

ない話をしている私を、当院の職員もよく訓練場面では見ている光景である。回想

法ではないけれど、高齢者に昔話を語らせることは、活気づけるきっかけにもなる。

また、患者さんは障害を持ちながら入院生活を続けることでの不安・ストレスを抱

えている。　　　

　私たちの職種は、入院生活の中で患者さんと接している時間が最も長い。1時間

黙々と訓練をこなすのか、面白・楽しく・前向きな気持ちで過ごしてもらうのか。「雑

談」は、作業療法の教科書には書いてはいない技術ではあるが患者さんとの関係づ

くりの一手段にもなると考える。

　自分の親よりも年配の方と接していくには多方面の雑学が必要です。郷土の歴史文化・季節の行事・格言・

スポーツ・花の名前・様々な職種のことなどなど目を向けてください。

　冒頭の言葉は知っていますか？ 50代以上の方はほとんど知っている言葉です。患者さんから思いがけない

話が聞き出せるかもしれません。

先輩が語る

石川県済生会金沢病院　西谷　厚

会員が語る
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小松こども医療福祉センター

若林　優衣
　平成10年に設立された当施設は自然に囲まれた小松市瀬領町に

あり、季節の移り変わりを間近で感じることができます。重症心

身障害児者の入所施設とともに、平成25年には児童発達支援セン

ター「ぴうぱ」が設立され、就学前の発達障害のお子さんが通園

されている児童発達支援「和こう」、18歳～ 65歳までの身体障害

の方を対象にした自立訓練「とらい」、地域支援等の提供も行なっ

ています。

　作業療法部門で

は、重症心身障害

児者、発達障害・知的障害のお子さんを主な対象としており、そ

れぞれの年齢や生活環境に即して、ADL動作や学習動作、余暇活

動の充実に向けた支援を行なっています。最近では外来療育に来

られるお子さんが増えてきており、地域での生活を支援するため、

通園、通学先の保育士、学校教員と情報共有できるように努めて

います。充実した生活を送れるよう日々模索しながら、より良い

支援を目指していきたいと考えています。

社会福祉部研修会「拘縮予防とポジショニング」に参加して

介護老人保健施設 葵の園・丘の上　清水　彩香
　平成28年1月24日(日)金沢福祉用具情報プラザにて、社会

福祉部主催「拘縮予防とポジショニング～理学療法士がお

すすめする効果的な手法～」が開催された。講師に理学療

法士三ツ田佳代氏（リハビリマネジメントオフィス みんな

と）を迎え、大雪・強風にも関わらず定員を上回る35名が

参加した。

　「安楽に」をキーワードに、座学では、人間本来の機能や

基本動作の流れを踏まえ、姿勢や動作の維持改善を図る事

の大切さや、他職種と連携しての継続的なモニタリングを

行う必要性等を学んだ。実技では、褥瘡対策や患者さんの

苦痛に配慮した基本動作の介助方法を、グループに分かれて行った。患者さん役、介助者役と立場をかえ、意

見交換を行いながら体験したことは、患者さんの苦痛や安楽さを実感でき、とてもよい経験となった。今回学

んだ事を臨床場面で積極的に活用していきたい。そして、他職種との協同場面で、OTの視点からしっかりと

助言できる様日々努力を重ねたい。
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　平成27年度の第3回事例検討会は、平成28年1月29日(金)に金沢大学附属病
院にて開催した。参加者は24名（内学生1名。認定OT5名）、事例検討は7演
題であった。脳血管、リウマチ、難病など様々な疾患の検討がなされた。
最近は発表スライドも洗練されてきているため、深い内容への質問も出る
ようになりOTとしての質も高めやすくなってきているのではないかと感じ
ている。東支部では来年度も3回の事例検討会、内1回は研修会を含めて開
催する予定である。検討会中にティータイムを長めに設定し、OTや個人と
しての悩みを気軽に相談できる場として利用して頂きたいと思っている。また百万石踊り流しも東支部が担当
となるので、県内へのOTアピールの場としてそちらも経験者を含めた多数の参加を期待している。

金沢東支部
金沢大学附属病院　堀江　　翔

　平成28年2月13日(土) ・14日(日) に国民宿舎能登小牧台にて恒例の1泊研修会を開催した。1日目は研修会で、参
加者38名、講師に東北福祉大学の佐藤善久氏を迎え、「今、作業が必要な理由と作業療法士の可能性」について講
義して頂いた（この詳細は，別頁の能登支部研修会報告参照）。2日目は第3回能登支部事例検討会で、参加者は37名、
発表者は5施設から10名であった。急性期・回復期の事例以外にも、精神科在宅医療における作業療法や脳性麻痺
児への在宅生活支援の発表など多分野からの発表があり、興味深く、新しい発見があった。多職種や行政への関
わり方、診療点数についても話しあいがあり、まだまだ多分野で作業療法士の活躍が期待されると感じた。
　今回は進藤県士会長より新たな提案があり、今まで以上に発表者がアドバイスを受けやすいよう、前半後半2名
ずつの認定作業療法士を座長に迎え、事例検討会の進行をお願いした。急遽依頼したが、快く引き受けて下さっ
たため、今まで以上に実りある事例検討会となった。この場を借りてお礼を申し上げる。当たり前のことであるが、
常に場がもっと良くなるように環境や方法などを新しく考えていくことが大切であると実感した。
　今回は、今年度能登支部主催最後の研修会だった。至らぬ点が多々あったが、皆様のご協力のもと無事終了す
ることができたことに感謝を申し上げる。次年度も会員のみなさまのプラスになるように能登支部一同で尽力す
る所存である。

能登支部
公立能登総合病院　岡崎　律江

　平成28年2月14日(日) 10時より、芳珠記念病院において、午前中は研修
会を、昼食を挟み午後からは今年度3回目となる症例検討会を開催した。
世間では特別な日であるにも関わらず30名を超える参加があった。「主張
が伝わるプレゼンテーション作り」と題した研修会では、金沢大学付属病
院の堀江翔氏より、見やすくシンプルな中にも伝えたいことをしっかり盛
り込んだ資料作り、発表方法についての講話があった。後半は7症例の報
告とRUN伴のＰＲがあった。苦痛の軽減を目的として作業活動を導入し
た報告や、環境や関わりを調整することで、活動の範囲が拡大したり、行動特性が変化した症例の報告がなさ
れた。今回発表された方々には、今回の発表だけで完結するのではなく、直前に教授いただいた内容を踏まえ、
事例登録や学会発表へと深化してもらえる事を期待するところである。

加賀支部
介護老人保健施設 葵の園・丘の上　西村　幸盛

　平成27年度の第2回金沢西支部研修会・事例検討会を平成27年12月19日(土) 
「ＡＤＬ支援のポイント～知覚と運動の相互作用の視点から～」のテーマにて、
金沢リハビリテーションアカデミーの井上良氏にご講演頂いた。今回の研修
では講義はもちろんのこと、参加者同士での実技体験などもあり、他施設の
方と交流しながらの研修となった。事例検討会では4演題の発表が行われた。
質疑応答に対して十分時間を取ることが出来たため、様々な意見や今後の考
え方等を発表者だけでなく、参加者も考えることが出来るいい機会となった。
　金沢西支部では来年度も皆様の意見を聞きながら、研修会、事例検討会を
開催したいと考えている為多く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
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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５回連絡会議　議事録◆◆◆

1．日　時：平成28年1月21日（木）19：00 ～ 21：30

2．場　所：西泉事務所

3．出席者：進藤、寺田、東川、岡田、麦井、安本、西谷、井上、高多、川上、渡邉、大西、西村、村田、寺尾

4．議　事：

【会員動向】会費納入率98%

【第1号議案】各部・委員会・支部事業経過報告

①学術部：麦井）メディカルオンライン参画する。学術誌2/2締切り。17題掲載予定。

②在宅支援　訪問事業：村田）三団体のモデル会議研修会に参加報告。

　　上記研修をうけ、1月9日、10日にPT北谷理事を中心に研修会を開催した。

　　寺田）富来病院のOTより、志賀町でPOS合同連絡会を発足。全会員14人。

③認知症予防推進委員会：岡田）冊子『認知症予防のヒント』の改訂をする。　

④MTDLP：東川）12月12、13日　協会のMTDLP会議出席した。

　　全国的にみて、石川県の進行具合は中程度。次年度は北陸3県合同の研修会を石川で主催・開催予定。

⑤  47委員会：進藤）認知症、災害対策等の来年度の組織案作成予定。学会で、悩み相談などのOTカフェを作ってほし

いと依頼あり。

【第2号議案】平成28年度事業計画について

①平成28年度事業計画について。各部より事業計画について報告がなされた。　

・東 支 部：踊り流し担当。金沢健康をまもる市民の会。　

・発達障害：POS活用支援事業　特別支援学校への派遣。　

・特設事業：リハ職活用支援事業連絡会。

・MTDLP：東川）実践者研修9回予定（各支部3回ずつ）。

・ 事 業 部：進藤）  県内4養成校と県士会とで協議会を作るようOT協会から言われている。連携教育のため。今後検討

していく。OTはどこも人数不足している。なごやか作業療法セミナーだけでなく、大学のオープ

ンキャンパスの際などにスペースをもらい、OT県士会としても中・高校生にアピールしていきたい。

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28年4月末日　＊ただし、必ず納入は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　

 公益社団法人　石川県作業療法士会　会長　進藤浩美

●郵便振替　00720-7-22369　公益社団法人　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．

 ・北國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.

     (公社) 石川県作業療法士会事務局員　　山下 yamashita@ishikawa-ot.com　FAX：076-259-0681

【お問い合わせ先】(公社) 石川県作業療法士会事務局員　　山下 yamashita@ishikawa-ot.com　FAX：076-259-0681
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問合せ先 本部事務局総務課 ‐ ‐

金沢市､白山市を中心に16ヶ所の介護施設を運営しています。
＜お問合せ＞ 株式会社サンウェルズ本社 人事部：東(ひがし)

076-272-8982

インフォメーション
平成28年度

公益社団法人
石川県
作業療法士会総会

日　時

平成28年5月21日(土)
午後より

場　所

 KKRホテル金沢
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公益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、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、

　　　　　山崎佳子、川口日和、伊関浩克、山田ともみ、田中明、犬丸敏康

発 行 所：公益社団法人　石川県作業療法士会

　　　　　〒921-8043　石川県金沢市西泉3丁28-1　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
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
公益社団法人石川勤労者医療協会城北クリニック
公益社団法人石川勤労者医療協会城北病院
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
株式会社サンウェルズ

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）

会員動向
石川県作業療法士会員数　　720名（平成28年2月26日現在）

認定作業療法士　　　　　　29名

編集後記
　今年の冬は記録的な暖冬だった。北陸でこれほど雪が積もらなかった冬は記憶にない。雪がないのは気持ち的にも体
力的にも楽なのだが、北陸の人間としては何となく落ち着かない気持ちにもなる。ラグビーの五郎丸選手で有名になっ
た「ルーティーン」という言葉があるが、雪のある冬を超えるというのも北陸の人間にとっては大切なルーティーンな
のかもしれない。ともあれ、いつも通り春はやってくるわけで自分自身はしっかり準備をして新年度を迎えたい。
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