
関係諸団体各位・会員

の皆様には日頃より当会

の活動にご理解とご支援

を頂き、深く感謝している。また新型コロナウイ

ルスの対応でご尽力されている医療従事者の皆様

には深く感謝と尊敬の思いをお伝えするととも

に、感染などの被害に遭われた皆様にはお見舞い

申し上げる。

2020年度はこれまで経験したことのないスター

トをされたのではないだろうか。新職員の迎え入

れ・歓送迎行事の自粛、お子様をお持ちのご家庭

では卒業・入学・新学期の行事が無くなり残念な

思いをされている方も多いと思う。

県士会においては2月に予算編成を終えており、

今後補正予算を組みながら、新型コロナウイルス

に対応していきたい。

学術・生涯教育においては研修会や種々の事例

検討会の開催方法の検討が必要でWebを活用した

方法を試行開始した。私たちの仕事は日々の研鑽

なく行えるとは思っていない。この大事な柱を途

絶えることなく実施していく。 

次に教育に関する事である。昨年臨床実習指導

者に関する講習会を開催したが、これは継続的な

開催が必要である。今年度も引き続き開催すると

ともに、開催回数を増やすことの工夫も検討して

いきたい。この講習会を受講した方はイメージし

やすいと思うが、かねてより臨床実習改革は生涯

教育改革と一体的に行う必要があることを協会に

意見し続けている。現在、臨床実習改革が先行し

てしまったが、生涯教育に関する手当てが急務と

考えている。そこで、県士会独自のキャリア・パ

スを作成したいと考えている。これにより、たと

え一人職場への就職者であっても、キャリアアッ

プの道筋が解り、それに則ることで一定の水準を

確保できる、そんな仕組みを作っていきたい。

研鑽活動に当たる研修会であるが、県士会、支

部主催研修会を見直し、統合した形での開催を検

討している。県学会に関しては今年度の開催が中

止となり来年度に延期となった。日程延長や公開

プログラムなど充実した企画が準備されており来

年度の開催を待ちたい。

社会の要請として地域包括ケアシステムへの対

応、認知症対策、発達障害分野対策、災害対応、自

動車運転への取り組みがあり、非常に多岐に渡る。

職能団体として要請に応える力を付けていきたい。

また、私たちの職種の発展に向けて、優秀な人

材の確保も重要課題である。今年度も引き続き広

報誌の発行を行う。小学生・中学生への啓発事業、

高校生に対する体験機会の提供は今年度において

は限定的な事業となるが、制約の中で可能な限り

取り組んでいきたい。

継続実施してきている「リハビリテーション風船

バレーボール大会」は今年度中止となるが、次年度

は再開し対象者の「活動」・「参加」を支援したい。

県士会や作業療法士にご期待を頂いている。一

方で質も問われている。私たちが提供するサービ

スが何であるかを考え、県民の健康と福祉に貢献

していきたいと考えている。

　2020年度当初にあたり
公益社団法人　石川県作業療法士会　会長　東川　哲朗

（金沢脳神経外科病院）
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石川県医療功労者知事表彰受賞

お 礼 の 言 葉
明福　真理子（能美市介護老人保健施設はまなすの丘）

　この度は、このような素晴らしい賞をいただきま
したことを深く感謝申し上げます。
　私が作業療法士を知ったのは高校生の頃、祖母が
入院していた病院でのことでした。病院の作業療法
室は、それまで私が持っていた病院や患者さんのイ
メージを覆す、笑顔と希望に溢れた場所で、衝撃を
受けたのを今でも鮮明に覚えています。
　そして進学した学生時代には、病院だけではなく
地域で活躍する作業療法士を知る機会がありました。
治療だけにとらわれず、その人の生活全体を支援し、
やや大げさな言い方かもしれませんが、元の生活を
取り戻すことだけでなく、新しい人生に踏み出すこ
とを支える仕事だと教わりました。
　今回の受賞を励みといたしまして、今後も目の前
の利用者さん達の「したい生活」の実現にむけて作業
療法士としてできることに1つずつ取り組んでいきた

いと思います。
　最後になりますが、作業療法士として好きな仕事
を続けることができたのは家族の理解と支えがあっ
たからこそです。これからも感謝の気持ちを忘れる
ことなく全力で取り組んでいくことをお約束し、簡単
ではございますがお礼の言葉とさせていただきます。
　今後ともご指導・ご鞭撻のほどを賜りますようお
願い申し上げます。

論文表彰奨励賞

　　論文名「  家族との自宅生活が可能となった乳癌骨転移により対麻痺を呈した一症例」

吉田　　翔（城北病院）

　この度は、論文表彰奨励賞を頂き、たいへん光栄
に思います。この賞を頂くことができたのも職場の
同僚や先輩方、そして日々様々なことを教えてくれ
る患者様がいたからだと思います。今回の受賞を励

みに、今後も日々臨床に取り組み、より良い作業療
法を提供できるよう努力していきたいと思います。
至らない点ばかりですが、今後ともご指導・ご鞭撻
のほどよろしくお願い致します。

優秀論文表彰者の喜びの言葉
優秀論文表彰
　論文名「  Endocannabinoid signaling from 2-arachidonoylglycerol to CB1 cannabinoid receptor 

facilitates reward-based learning of motor sequence」

谷上　　颯（キッズルームポテト）

　この度、輝かしい表彰を頂戴し、去る5月16日（土）
に、COVID-19（新型コロナウィルス感染症）で大変
な状況の中、表彰式を挙行していただき、深く感謝
申し上げます。ご指導いただきました諸先生方をは
じめ、職場の上司や同僚の皆様に心より御礼申し上
げます。今回の栄誉を励みとして、職場の放課後等
デイサービスを利用されている子どもたちのために
も、より一層精進してまいります。

左から吉田氏、東川会長、谷上氏
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　公益社団法人石川県作業療法士会第7回総会にて
20年永年会員表彰を受けた。新人の頃から諸先輩
方のご指導ご鞭撻により県士会会員として今日を
迎えることができた。これからも県士会の発展に
尽力していきたいと思う。

永年会員表彰者

渡邉　貴之（公立つるぎ病院）

永年会員表彰者の皆様

このたび20年の永年会員の表彰を受けた皆様をご紹介
します。

ケアパック石川　 出雲　祐子
自宅 中島　　律
芳珠記念病院　 北原　久代
松原病院　 志村　志乃
けんろく診療所 川尻　裕美
能美市健康福祉部我が事丸ごと推進課 尾﨑　信子
かないわ病院 曽我部秀宜
やわたメディカルセンター 谷内　香織
自宅 中村　良好
公立つるぎ病院 渡邉　貴之
すずみが丘病院 高村　直子
ラフィーネ　うめばちすずみ 渡邉　香
志賀町デイサービスセンター 山口　里美
自宅 茅野亜由美
専門学校金沢リハビリテーションアカデミー 今井　伸戸
金沢南ケアセンター　 犬塚絵理佳
山中温泉しらさぎ苑 小原　能子
自宅 宮本　美恵
能美市立病院 山田ともみ
自宅 坂井　麻子
介護老人保健施設なごみ苑 相馬　悦子

新会員紹介　53名

安田内科病院 小髙　友也
訪問看護・リハビリステーション　「リハス」 久田　捺代
なごみの里鹿島 植田　優子
粟津神経サナトリウム 金居　菜緒
浅ノ川総合病院 小川　拓真
あんしんケアーズ・リハビリステーション 25 山口　成美
専門学校　金沢リハビリテーションアカデミー 向田　明奈
金沢大学附属病院 小松　瑞生
金沢脳神経外科病院 福田菜乃花
金沢脳神経外科病院 市井　冴佳
金沢脳神経外科病院 下村　　綾
恵寿総合病院 竹島光一郎
浅ノ川総合病院 冨坂　汐理
浅ノ川総合病院 吉浦　志帆
浅ノ川総合病院 中村　彩乃
公立松任石川中央病院　 松﨑　柚璃
公立松任石川中央病院　 山田　彩乃
浅ノ川総合病院 笹尾　歩美
浅ノ川総合病院 中西　富貴
金沢西病院 村井　俊太
みらいのさと　太陽 竹田　奏海
金沢医科大学病院 吉田　昂平
木島病院 綾瀬　莉那
国立病院機構　医王病院 高平　　匠
国立病院機構　医王病院 細江　彰子
石川県済生会金沢病院 浜川　　健
南ヶ丘病院 竹内　雅斗

金沢医科大学病院 西島　大智
南ヶ丘病院 川端　志歩
地域医療機能推進機構　金沢病院 木村　知愛
石川県済生会金沢病院 中西　泰志
金沢こども医療福祉センター 橋本　　賢
加賀市医療センター 中出　彩加
石川病院 北出　叶実　
森田病院 北尾　涼音
南ヶ丘病院 米田　佑聡
芳珠記念病院　 松本　葵衣
七尾病院 岩見穂乃香
芳珠記念病院　 北出　雅揮
金沢赤十字病院 渡辺　勇哉
児童発達支援　Stella Spes 木挽　久美
岡部病院　 野村　愛梨
岡部病院　 河合　美奈
岡部病院　 山岸　陽子
キッズルーム　パプリカ 紅林　美咲
桜ヶ丘病院 山森いずみ
藤井脳神経外科病院　 小池田梓真
藤井脳神経外科病院　 大鍋　桃子
みらい病院 伊東　樹生
みらい病院 専田　海里
城北病院 廣瀬　大星
金沢医療センター 玉川　靖旺
粟津神経サナトリウム 竹原　絋太
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　全世界が新型コロナで大混乱している中、医療や

介護の現場で従事している我々作業療法士は、より

感染への意識をもった行動が必要である。石川県は、

緊急事態宣言から脱したものの、県士会主催の行事

に関して昨年度までとは異なる対応が必要である。残

念ながら、新会員歓迎・全会員懇親会や風船バレー

ボール大会は中止、石川県作業療法学会も1年延期と

なる。また作業療法普及に関する事業として精力的

に行ってきた作業療法体験セミナーや学校訪問も現

状では開催困難となっている。県をまたぐ行事、例

えば各種学会も中止、延期、Web開催となっており、

非日常の毎日が過ぎている。しかしながら、会員の

卒後教育に関してこのまますべて中止というわけで

なく、各地域での事例検討会やMTDLP事例検討会、

現職者共通研修会は例年通りの回数で、Zoomを活用

してWeb開催していく。南北に長い石川県は、かえっ

て他の地区の検討会に参加しやすいメリットもある。

能登の会員は加賀へ、その反対も、大いに期待でき

るシステムである。日本作業療法協会の取り組みに

ついては、ホームページを参照していただきたい。

　今後、ワクチンなどにより状況が好転した際は、

抑制している活力を大いに発揮して作業療法を盛り

上げていきたいものである。今年度新入会した会員

や県知事表彰、永年表彰、論文表彰された会員は来

年度に2倍お祝いしたい。そして学会は学会長が困る

ほどの演題数で活気よくいきたい。 

新型肺炎対策について県士会の取り組み

事務局長　麦井　直樹（金沢大学附属病院）

新生涯教育制度（会員ポータルサイト公開）の延期について

教育部理事　桂　靖典（木島病院）

　当初は2020年4月より新生涯教育システム（会員

ポータルサイト公開）を稼働予定であったが、開発等

の遅れから稼働が遅延となり、5月連休明けに稼働さ

れることとなった。しかし新型コロナウイルス感染

拡大の影響を受け再遅延となっている。本情報につ

いては、日本作業療法士協会が発刊している「日本作

業療法協会誌」の4月号に同封されている別紙、およ

び5月号の2頁に詳細な情報が掲載されているので、

会員の皆様には是非ともご確認を願いたい。公開延

期がいつまで続くのかは未定だが、事態が好転しシ

ステム公開の日程が決定し次第、日本作業療法士協

会より広報される予定であり、会員の皆さまにも引

き続き情報収集に努めて頂きたい。

　新生涯教育制度（会員ポータルサイト）の公開後、

今年度からの新人作業療法士を除いて手帳移行申請

を行う必要がある。皆さまに行っていただきたい作

業内容を再掲するのでご確認をお願いしたい。

①2019年度末までに取得した基礎ポイントを全て受講記録へ貼付、押印する。

②以下の準備を行う。
　・インターネットが使える機器（スマホ、PC、タブレットなど）
　・生涯教育受講記録
　・生涯教育受講記録の写真等（スマホの写真やPDFデータなど）
　・会員ポータルサイトのIDとパスワード

③日本作業療法士協会のホームページより会員ポータルサイトへログインする。

④手帳移行作業を行う。（基礎研修修了・未修了者などで行う作業は異なる）
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2020年 石川県作業療法士会　新体制のご案内
今年一年ご協力お願いいたします。

担当理事 部長・支部長
委員長 会計

会　長 東川　哲朗

副会長 寺田　佳世

副会長 安本　大樹

事務局
事務局長 麦井　直樹 （山下　千里）

財務部 高多真裕美 安本　大樹 袋井かおり （山下　千里）

事業局

事業部 米田　　貢 種本　美雪 合歓垣紗耶香 宮腰　　真 米田美登里

企画部 白山　武志 桂　　靖典 種本　美雪 岡　　純矢 観田恵美代

広報部 明福真理子 白山　武志 酒野　直樹 南　　朱音

学術局

健康福祉部 寺尾　朋美 田中千亜紀 長原　美穂

社会福祉部 渡邉　貴之 東　ひとみ 織田裕可里

在宅支援部　施設事業 明福真理子 買手登美子 二木三菜子

在宅支援部　訪問事業 村田　明代 中森　清孝 坂本　真理 石川　佳代

発達障害支援部 安本　大樹 寺田　佳世 猪狩もとみ

精神医療部 大西真澄美 米田　　貢 合歓垣紗耶香 坂下美加代 谷　久瑠美
宮川　　彩

病院医療部 永井亜希子 渡邉　貴之 小浦　綾乃 塚谷　理子

教育部 寺田　佳世 桂　　靖典 越田　　雄 丸山　紘範

学術部 麦井　直樹 河野　光伸 堀江　　翔 岡本　聡美

各支部

金沢東支部 麦井　直樹 桂　　靖典 堀江　　翔 岩田　　望

金沢西支部 河野　光伸 渡邉　貴之 長原　美穂 上田　陽子

加賀支部 村田　明代 明福真理子 中森　清孝 西村　幸盛 田福　智幸

能登支部 永井亜希子 小川　正人 白山真由子

委員会

生活行為向上M推進委員会 大西真澄美 中森　清孝 福井　朱美 坂井　 由衣

表彰委員会 三　　　役 進藤　浩美 （－） （山下　千里）

選挙管理委員会 麦井　直樹 小浦　綾乃 （山下　千里）

認知症対応委員会 大西真澄美 明福真理子 （検討中）

情報通信委員会 東川　哲朗 小池　隆行 （山下千里）

地域包括ケアシステム対応委員会 村田　明代 中森　清孝 坂本　真理 石川　佳代

自動車運転の作業療法検討委員会 寺田　佳世 合歓垣紗耶香 高間　達也 四登　久嗣

災害対策委員会 米田　　貢 寺田　佳世 東川　哲朗 東　ひとみ 吉田　里沙

作業療法教育検討委員会 東川　哲朗 寺田　佳世 （－） （山下　千里）
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能登支部
小川　正人（恵寿総合病院）

　令和2年 度 の 金 沢 西支部の活動としては、
COVID-19感染予防対策として、オンライン研修等「新
しい生活様式」を取り入れて、例年通り事例検討会を
3回(6月3日、9月12日、3月3日)、MTDLP事例検討会
を3回(7月15日、10月7日、2月10日)、昨年度延期となっ
た車椅子に関する研修会を9月12日に予定している。
　また、作業療法の普及や交流に関する事業では金

沢市の福祉のつどい(9月5日)に参加予定であるので支
部の皆様のご協力をお願いしたい。
　今年度、当支部にフレッシュな新会員約20名をお
迎えした。様々な分野の先輩方に気軽に相談でき、
交流を深める場としてご活用いただければ幸いであ
る。また、支部活動についてご要望・ご意見もお待
ちしている。

金沢西支部
長原　美穂（石川県リハビリテーションセンター）

　今年度は百万石踊り流しの担当年であったが、コ
ロナ禍のため中止となった。このような状況でも、
新たな取り組みとしてWeb研修会開催に向けて他支
部と協働しマニュアル等の作成や実際の検討会の実
施を行った。参加者からのアンケート結果において
も好印象であったが、課題も複数見つかったため今

後改善を続けていきたい。また、Web研修は支部に
限らず県全体からの参加を心待ちにしている。新し
い生活様式が求められる中で新しい研修会や支部事
業の展開を、状況に応じて柔軟に考えていきたい。
また会員の方々からの意見・提案も、研修会時など
で気軽に伝えていただきたいと思う。

金沢東支部
堀江　翔（金沢大学附属病院）

　今年度も昨年度と同様にMTDLP事例検討会と通常
の事例検討会を各3回予定している。他の研修と同様
にWeb会議ツールとして広く使用されているzoomを
利用して実施する。7月15日のMTDLP事例検討会は
金沢西支部と合同で開催し、来年2月10日の事例検討
会は2月17日に変更することで調整を予定している。
また、在宅支援部と合同企画・開催を予定している
現職者選択研修会（老年期）については協会からの情

報・指示を待っている状態である。zoomを利用する
上でのメリットやデメリットは色々あるが、当面は
zoomを使いこなせるようになることが求められる。
zoomに全く馴染みのなかった私も手探り状態から操
作・運営のスキルアップを図っているので、皆さん
も新しい事に臆することなく、これをいい機会とプ
ラスに捉え、「zoomのダウンロード」という第一歩を
踏み出してもらいたい。

加賀支部
西村　幸盛（片山津温泉･丘の上病院）

　新型コロナウィルス感染対策の中、5月15日に他支
部に先駆け第1回MTDLP事例検討会をWEB上で開催
した。ゼロからの開催にあたり当部員のみならず、
東川会長、堀江支部長をはじめ他支部の皆様のご協
力と2度の事前練習で無事に開催できた事に深く感謝
申し上げる。ファシリテーターからは通常開催と変
わらぬ濃密で解りやすいアドバイスを頂き、参加者
からも「思ったより簡単に参加できた」「リラックス
した雰囲気で参加できた」、「自分の意見が言いやす
かった」、「多くの目が気になり緊張した」など多様な
意見が上り、参加者、運営側も次に繋がる有意義な
会となった。能登支部は今後もMTDLP検討会を2回、
事例検討会を3回、研修会を1回予定している。当面
WEB開催が想定されるが、部員の連携を密にし、こ
れまで参加を断念してきた遠隔地からの参加者が増

えるよう働きかけていきたい。

WEB検討会の様子
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令和2年度　診療報酬改定について

　日本作業療法士協会理事　村井　千賀（県立高松病院）

改定の概要

前回の改定は6年に一度の介護報酬、障害福祉

サービス等報酬との同時改定であり、2025年を目

途にした地域包括ケアシステムの構築に向けての

重要な改定と位置づけられていたが、今回はその

方向性を引き継ぐ内容であった。

改定の基本的認識としては、（1）健康寿命の延

伸、人生100年時代に向けた「全世代型社会保障」

の実現、（2）患者・国民に身近な医療の実現、（3）

どこに住んでいても適切な医療を安心して受けら

れる社会の実現、医師等の働き方改革の推進、（4）

社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・

財政との調和、の4点が挙げられている。

改定の基本方針は下に示す4点であり、前回改

定とほぼ同様の内容であるが、医療従事者の負担

軽減、医師等の働き方改革の推進が重点課題とし

て位置づけられた。

1．  医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革

の推進【重点課題】

2．  患者・国民にとって身近であって、安心・安

全で質の高い医療の実現

3．  医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケア

システムの推進

4．  効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続

可能性の向上

医師等の働き方改革に関して2024年4月から医

師について時間外労働の上限規制が適用される予

定であり、各医療機関は自らの状況を適切に分析

し、労働時間短縮に計画的に取り組むことが必要

となること、 そのためにタスク・シェアリング／

タスク・シフティング、チーム医療のさらなる推

進が求められることによるものである。

次回改定へ向けて

　診療報酬改定の答申附帯意見には、各入院料

に係る入院患者のより適切な評価指標や測定方法

等について引き続き検討すること、地域移行・地

域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価

について引き続き検討すること等が挙げられてお

り、明確なエビデンスや治療ガイドライン等なし

に評価がなされることはない。

日本作業療法士協会では、近々各施設への改定

後影響調査は例年どおり実施することを考えてい

る。調査対象となった施設にはぜひ回答に協力い

ただき、現場の課題をお伝えいただければと考え

ている。

なお、改定概要と作業療法（士）に関連した項目

をまとめた資料を会員ポータルサイト「協会から

のお知らせ」に掲示している。各自ご確認いただ

きたい。
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◆◆◆令和元年度　公益社団法人石川県作業療法士会　　第4回理事会　議事録◆◆◆
1．日時・場所：令和2年 3月11日（水）　　新型肺炎の影響により電磁的方法による（定款第6章-第39条）
2．出 席 理 事：  東川哲朗、寺田佳世、安本大樹、麦井直樹、村田明代、大西真澄美、明福真理子、渡邉貴之

高多真裕美、米田貢、白山武志、桂靖典、中森清孝、種本美雪、永井亜希子、合歓垣紗耶香
 出席監事：後出雅敏、進藤浩美 
3．議　　　事　正会員数：832名（令和2年3月11日現在）
   第1・2号議案　令和2年度の事業計画と予算が執行部より電磁的方法（電子メール）にて理事会

前日に提示された。　新型肺炎の流行状況により、今春以降の事業や委員会等の開催決定に
関して決定方法等の確認を要するとの意見があった。赤字予算については次期理事会での継
続審議とする旨、安本副会長兼財務担当理事より意見があった。 承認

◆◆◆令和元年度　公益社団法人石川県作業療法士会　　第7回理事連絡会　議事録◆◆◆
1．日時・場所・出席：第4回理事会に同じ　　
2．議　　　事
　　【審議事項】     ①新生涯教育システム運営について継続審議とする。②2020年度診療・介護報酬改定研修会

の開催時期についてWEB配信も考慮しての継続審議とする。③地域包括ケアシステム推進委
員会と健康福祉部の統合など組織編制について今後も継続審議とする。

◆◆◆令和2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・場所：令和2年 4月 9日（木）　19時～ 19時15分　金沢勤労者プラザ　101研修室
2．出 席 理 事：  東川哲朗、寺田佳世、安本大樹、麦井直樹、渡邉貴之、河野光伸、桂靖典、米田貢、白山武志、

種本美雪（以上会場出席10名）　村田明代、大西真澄美、寺尾朋美、高多真裕美、中森清孝、
永井亜希子、合歓垣紗耶香（以上WEB出席7名）　　 

   出席監事：後出雅敏（会場）、進藤浩美（WEB）　堀江、長原、西村、小川、酒野（支部長4名、
部長1名）

3．議　　　事　正会員数：819名（令和2年3月31日現在）　　強制退会者：1名　令和2年4月1日付　 承認　
　　【審議事項】 ①令和元年度事業報告と令和元年度決算について会長と安本副会長より報告。 承認　
　　【報告事項】 ①令和元年度監査報告について後出監事より報告。

◆◆◆令和2年度　公益社団法人石川県作業療法士会　　第1回理事連絡会　議事録◆◆◆
1．日時・場所：令和2年 4月 9日（木）　19時20分～ 20時50分　金沢勤労者プラザ　101研修室
2．出　　　席：第1回理事会に同じ
3．議事
　　【審議事項】   ①県学会を1年延長する。 承認　②学術雑誌のPDF版を作成する。 承認　③6月開催予定の現

職者共通研修を延期する。 承認　④WEB研修会等開催のため県士会でWEB会議アプリのアカ
ウントを取得する。 承認　⑤今年度の新会員歓迎会と風船バレーボール大会を中止する。 承認　
⑥WEB開催による研修会の会議費と謝金は現行の規定とし、MTDLP事例検討会の参加費（資
料印刷代実費）は非徴収とする。 承認　

◆◆◆令和2年度　公益社団法人石川県作業療法士会　　第7回総会　議事録◆◆◆

1．日時・場所：令和2年5月16日（土）　16時～ 16時15分　　西泉事務所
2．出 席 理 事： 東川哲朗、寺田佳世、麦井直樹、安本大樹、明福真理子、渡邉貴之（以上6名会場出席）　大西

真澄美、寺尾朋美、高多真裕美、河野光伸、米田貢、白山武志、中森清孝、桂靖典、永井亜
希子、種本美雪、合歡垣紗耶香（以上11名WEB出席）　出席監事：後出雅敏（会場）、進藤浩美
（WEB）

3．議　　　事　議決権のある会員の数：819名　　出席者数：611名（うち委任状589名）
　　【審議事項】   ①令和元年度事業報告と収支決算について会長と安本理事より報告。 承認　②令和2年度事業

計画と予算について会長と安本理事より説明。 承認　

◆◆◆令和2年度　公益社団法人石川県作業療法士会　　第2回理事会　議事録◆◆◆
1．日時・場所：令和2年5月16日（土）　16時35分～ 17時00分　　西泉事務所
2．出席：理事・監事は第7回総会に同じ　　堀江、長原、小川（支部長3名）
3．議　　　事
　　【審議事項】   ①令和2年度新入会会員53名について東川会長より報告があった。 承認　②支部口座を開設す

る。 承認　③WEB研修会等の参加費徴収及び決済を電子決済とする。 承認　
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7/5（日）　教育部
MTDLP基礎研修

8月中
役職者・リーダー研修会

9/5（土）～ 9/6（日）
臨床実習指導者講習会

9/16（水）　金沢東支部
第2回MTDLP事例検討会

9/12（土）　金沢西支部
研修会・第2回事例検討会

8/12（水）　加賀支部
第1回事例検討会

8/21（金）　能登支部
第2回MTDLP事例検討会

8/30（日）　発達障害支援部
研修会

7/29（水）
運転と作業療法に係る委員会

勉強会

7/15（水）加賀支部・金沢西支部
第1回MTDLP事例検討会
Web開催（zoom使用）

インフォメーション 研修案内
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Web会員手続きQRコード
QRコードの説明

Web会員手続きがお済みでない会員は、QRコードから県士会webにアクセスして登録して下さい。

登録いただいたメールアドレスに研修会の情報などをML配信します。

会員数
会員数　865名　　　認定作業療法士　29名　　　専門作業療法士　5名

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
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
医療法人社団千木福久会
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
株式会社トータルシステム
株式会社トミキライフケア
エア・ウオーター・リンク株式会社北陸支店　
株式会社ヤマシタ
セントラルメディカル株式会社
株式会社メディぺック
株式会社サンウェルズ
医療法人社団橘会　整形外科米澤病院
学校法人阿弥陀寺教育学園

Ｄ会員
医療法人社団あいずみクリニック
有限会社さわやか金沢
東洋羽毛北信越販売株式会社

賛助会員名簿　（順不同）

編集後記
　「人が幸せを感じるのは恐怖や不安感がないときだろう」、また「永続的に幸福を感じるためには時折軽い不
安によってそのありがたみを確認する必要もありそうだ」とノーベル賞を受賞した本庶さんがおっしゃったよ
うだ。なるほどとうなずけるところがあり、今、コロナ禍でこれ以上ない不安を感じていた。そして何気ない
日常のありがたさを思いながら、不安から解かれるときっと幸福を感じるに違いないと信じてやまない今日こ
の頃であった。
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