
　平成23年度（社）日本作業療法士協会役員改選において、副会長に選出されました。

これは、石川県士会、東海北陸作業療法士会の力の結集であります。ここに会員の皆様にお礼申し上げます。

　今回の副会長選へ立候補した大きな理由は、これまでの現協会の運営に風穴を開けて変革していこうと考え

たからです。すでに出馬メッセージでも書かせていただきました。会員構成が5万人を超えようとしている職

業団体において、会長が2つの職を持つ兼任体制では当協会は内外の交渉に応えられません。先ずは会長が協

会専属（専任）職員となり、協会をリードできる立場に就くことが重要であります。それにより国などの関係

機関との折衝が滞りなく可能になります。事務局基盤が完成できてこそ、協会運営が円滑に行われます。2番

目は地方（各県士会）がそれぞれ行っている活動に協会本部の関心を持たせることであります。本県のように

士会活動を積極的に行なっている士会には、より多くの金銭的な支援をし、さらに推進させる体制を作ってい

くことであります。それには、協会は各士会の活動状況を審査し、士会ごとに競争原理を植込みます。

　3番目は会員からお預かりした大切な会費の使用状況です。私は会費が作業療法士の地位確保に使用される

のであれば、使途に問題はないと考えます。そのためには、その道に長けた人材を配置し、そして活動してい

くように努めます。

　さて、今回の選挙から多くのことを知ることができました。その一つは、作業療法士は「自分が毎日行って

いる作業療法という職業が危うい状況に立たされている」と言うことを理解して、日々業務に携わっているの

でしょうか。本当に考えているのでしょうか。このことに対して、たいへん不安が生まれました。それは各会

員個人宛てに協会から選挙投票に必要なパスワードが記載された封書が送られているにも関わらず、開封すら

していない、また、届いていることすら確認していないという現場で働く多くの作業療法士が存在している現

状がありました。このことが投票率に如実に表現されております。一方、この状況に比較し、（社）石川県作

業療法士会のまとまりは素晴らしく、高い意識を持っています。

　私はこれから2年間という任務期間で最大限の努力をして、作業療法士全員が「自分（私）は作業療法士で

すよ」と言える組織と人間を作っていきます。

　これからもご協力と積極的なご意見を寄せていただけるようによろしくお願い申し上げます。

（社）日本作業療法士協会

副会長　清水　順市

副会長の就任にあたって
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2011　担当理事一覧

学術局

学術局長　柴田　克之

小児医療部 中川　等史　　安本　大樹

教育部・生涯教育委員会 寺田　佳世

学術部 麦井　直樹　　柴田　克之

精神医療部・精神保健地域支援委員会 岡田　千砂　　大西真澄美

健康福祉部 西川　了幸　　寺尾　朋美

介護保険部 西谷すずな　　明福真理子

病院医療部 千田　　茂

社会福祉部 安田　秀一

認知症予防推進委員会 岡田　千砂　　西谷すずな　　明福真理子　　大西真澄美

訪問リハ委員会 東川　哲朗

事務局

事務局長　東川　哲朗

財務部 安本　大樹

事業部 柴田　克之　　大西真澄美

企画部 小池　隆行

渉外部 西川　了幸

広報部 酒井　広勝　　明福真理子

法人組織検討委員会 進藤　浩美　　中川　等史　　東川　哲朗　　安本　大樹

情報通信委員会 東川　哲朗

支　部

金沢東支部 麦井　直樹　　岡田　千砂　　千田　　茂

金沢西支部 寺田　佳世　　中川　等史　　東川　哲朗

加賀支部 酒井　広勝　　明福真理子

能登支部 進藤　浩美

協会長表彰の受賞報告

副会長　中川　等史
　この度、平成23年6月25日（土）に大宮ソニックシティにて日本作業療法学会総会の開始前に表彰式典が開
催されました。今回、その表彰式で日本作業療法士協会長表彰を受賞するに至りました。当日は、大ホールの
壇上で受賞者がすべて並び、協会長の中村春基氏から一人ひとりに表彰状を手渡しで頂き、握手で激励されま
した。
　また今回、石川県作業療法士会から協会に表彰推薦していただきましたことを非常に光栄に思い、また深く
感謝しています。
　私が作業療法士になって30年が経過し、石川県作業療法士会の理事を務めて20年以上が経過しました。これ
まで、石川県の作業療法士の資質の向上や作業療法の啓発、また、法人化と対外的な活動等々会長を支えつつ
理事として石川県作業療法士会に務めてきました。そのことを認めて頂き、今回の協会長表彰の推薦を頂き、
協会長表彰を実際に受賞することとなったことを本当に有難く思います。石川県作業療法士会は、会員が最初
は8名程度から始まり、毎年30 ～ 40人の会員が増えていき、現在600名を越す程となり全国でも最も会員入会
率が高く、学術的なレベルや対外的活動のレベルも高い士会に成長しました。このレベルを今後も継続し、若
い会員たちに引継ぎをしっかりとすることが重要かと思っています。
　今後は、協会長表彰に恥じることの無い活動を更に続けていきたいと思います。現在、石川県作業療法士会
は、公益法人に向けて動き出しています。この大きな変革に向けて力を尽くしていきたいと思います。また、
協会の副会長に清水順市氏が当選され、石川県の様に入会率を高め魅力ある協会にするために協力していきた
いと思います。
　今回は、本当に有難うございました。次に続く人が増えていくことを願っています。
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新理事の抱負

病院医療部担当理事

千田　　茂（石川県立中央病院）

　これまで恵寿総合病院、石川県能登中部保健福祉センター（保健所）、石川県リハビリテー
ションセンターでの勤務を経て現職に至り、今年で作業療法士となって20年を迎えた。石
川県作業療法士会からは永年表彰も頂き、これまで私が様々な職場で胸を張って作業療法
士として仕事ができたのも県士会の支えがあったからこそと感じている。今後は微力なが
らも県士会に貢献できるよう努力する所存なので、皆様のご協力をよろしくお願いしたい。

事業部、精神医療部担当理事

大西真澄美（石川県立高松病院）

　現在、石川県立高松病院のデイケアに勤務しており、精神科作業療法と精神科デイケア
の経験がある。作業療法士を取り巻く環境が日々変化している昨今、「対象者」も「働く作
業療法士」も『健康でこころ豊かに生きる』ことができるような作業療法を目指したい。
会員各位のご意見を伺いながら精神医療に関する研修会や講習会を企画していきたいと
思っているので、お気軽に声をかけていただきたい。

健康福祉部担当理事

寺尾　朋美（野々市町地域包括支援センター）

　県士会の役員としては、数年前に会計を担当した以来であり、非常に大きな役を担うこ
ととなった。不安はあるものの、同じ行政に勤務する作業療法士の方々に支えられながら
役割を果たしていきたい。また、地域で生活するには「連携」が必要である。行政にあり
がちな「連携するためのマニュアルづくり」ではなく、「顔の見える連携」が作業療法士や
他職種と構築できるよう、活動していきたい。

広報部・介護保険部担当理事

明福 真理子（はまなすの丘）

　昨年12月に県士会で開催された『リーダー研修会』に参加し、諸先輩方の熱い思いを身
近に聞かせていただき、同年代や若い世代の皆さんとのディスカッションに身を委ね、今
までよりももっと積極的に活動する必要性があると実感した。爆発的に増加している若い
作業療法士達と、楽しくて難しい「作業療法」のこれからのためにも、共に学び続け実践
を積み重ねていきたいと考えている。よろしくお願いしたい。

介護保険部担当理事

西谷 すずな（老健ふぃらーじゅ）

　介護保険法施行前年に老人保健施設に勤務し、特養を経て現在の老健で主に通所・訪問
リハビリに携わっている。今年度は9月の「現職者研修『老年期の作業療法』」、来年度は
医療・介護両保険同時改正、そして平成25年は石川で全国老健大会が開催される。吸収し
啓発することの多さにプレッシャー大である。私個人は日々「温故知新」、さらに新しい事
を共感したい（ふぃらーじゅブログ；カテゴリ《デイケア》にご意見を）。

（順不同）
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平成23年度　社団法人石川県作業療法士会第1回理事会議事録
日　時：平成23年4月22日　19:00 ～　場所：県リハセンター 
出席者：進藤、中川、宮本、東川、安本、西川了、寺田、柴田、小池、酒井、西川拡、岡田、安田、麦井
　　　　委任状3名：宮本、卜部、新谷　部員 藤田、庄源、溝口
第1号議案：各部・委員会・各支部事業経過報告について
東川）会員動向平成23年4月22日現在正会員数581名　　
【学術部】麦井）第20回石川県作業療法学会、学会長は東川氏．
【特設委員会　専門委員会】進藤）10月に研修会予定．
【事務局】東川）後援依頼2件、広告協賛依頼1件あった．承認
・公文書の発送について確認．東川）公文書は事務局から発送するため、事務局へ依頼．
【企画部】小池）風船バレーボール大会は11月3日に決定． 
【事業部】柴田）新パンフレットを2500部発行．
【認知症予防推進委員会】進藤）要点をしぼったパンフレットを作成予定．
【都道府県作業療法士連絡協議会】進藤）震災に関し、当会は45万円の送金を報告．
第2号議案：平成22年度事業報告・平成22年度決算報告について　承認
進藤）理事会で、承認されたものを4月26日に監査予定．
 平成23年4月23日
 議事録署名人：岡田千砂、安田秀一

平成23年度　社団法人石川県作業療法士会第2回理事会議事録
日　時：平成23年5月21日（土）　15：30 ～ 16：30
場　所：ホテル金沢
出席者：進藤、中川、宮本、東川、安本、寺田、柴田、小池、酒井、西川拡、卜部、新谷、安田、麦井　監事　

清水　委任状2名：西川了、岡田　部員　溝口、河野、庄源、稲積
東川）会員動向平成23年5月21日現在正会員数605名
議題1．各部・委員会・支部事業経過報告について
【学術部】麦井）第20回石川県作業療法学会経過の説明あり．
【事務部】東川）日本作業療法士協会員で非石川県士会員10名．
【財務部】安本）平成23年度会費について会員の90％納入．
【事業部】柴田）作業療法パンフレットを各施設に配布予定．
 平成23年5月21日
 議事録署名人：安本大樹、小池隆行

平成23年度  社団法人石川県作業療法士会  第37回総会　議事録
1．日時：平成23年5月21日（土）16：30 ～ 18：00　　2．場所：ホテル金沢　　3．会員の現在数：605名
4．出席者数：78名(委任状393名）
5．総会次第
1）開会のことば：中川等史副会長　　2）議長団選出：川上直子氏、山岸眞喜子氏を選出
3）会長挨拶：進藤浩美会長
4）定足数報告：東川哲朗事務局長より出席者、委任状にて471名、定款第21条に基づき総会が成立。
5）書記任命：庄源一夫氏、稲積愛氏を任命　　6）議事録署名人任命：須崎敏広氏、干場和美氏を任命
7）議案
　  第1号議案　平成22年度事業報告の件
 各部担当理事より、平成22年度事業報告について説明。
 【事業部】作業療法パンフレットを新たに作成。
 質疑に入る。　賛成多数で承認。
　  第2号議案  平成22年度収支決算の件
 安本大樹財務部理事より平成22年度収支予算案について説明。　賛成多数で承認。
　  第3号議案　選挙報告(長原美穂選挙管理委員長）
 会長・副会長・監事・理事共に無投票当選。
8）議長団解任
9）閉会のことば:中川等史副会長
　  平成23年5月21日　石川県作業療法士会
　  議長：川上直子、山岸眞喜子　　書記：庄源一夫、稲積愛　　議事録署名人：須崎敏広、干場和美
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●平成23年度　（社）石川県作業療法士会研修会予定
（6月30日現在）

月 日 主催部 事業名 場所

7

精神医療部 研修会① 県リハセンター
教育部 現職者共通研修（2回目） 県リハセンター
金沢東支部 事例検討会①
小児医療部 講習会 県リハセンター

8 28 学術部 第20回石川県作業療法学会

9

加賀支部 研修会 やわたメディカルセンター
介護保険部 現職者研修会
健康福祉部 障害者施策トピックス研修会
金沢西支部 研修会・事例検討会② 済生会金沢病院

10

16 加賀支部 事例検討会① やわたメディカルセンター
22 特設委員会　専門委員会 吸痰・吸引研修会 七尾看護専門学校

金沢東支部 事例検討会②
病院医療部 第6回達人セミナー 県リハセンター

30 特設委員会　専門委員会 リーダー育成研修会 県リハセンター

11
3 企画部 第24回石川県風船バレーボール大会

精神医療部 研修会 県リハセンター (予定)
教育部 現職者共通研修（3回目） 県リハセンター

1 金沢西支部 研修会・事例検討会③ 済生会金沢病院

2

19 加賀支部 事例検討会② 辰口芳珠記念病院
25-26 能登支部 事例検討会②及び研修会 奥能登

金沢東支部 事例検討会③
教育部 現職者共通研修（4回目） 県リハセンター

3

小児医療部 現職者選択研修
総会

県リハセンター病院医療部
介護保険部 診療報酬・介護報酬改定セミナー

＊空欄は日程が未定　＊＊詳細は県士会HP、郵送物でご確認ください。

石川県作業療法士会のパンフレット刷新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副会長　柴田　克之

　世の中に数多く存在する紙および電子媒体のパンフレット。中でもパンフレットは小さな地域の寄り合いか
ら行政および企業の紹介など、限られたページの中に組織の特徴と社会貢献の内容を凝縮して可視化した言わ
ば、組織の顔である。当会でも長年使用してきたパンフレットの在庫が底をつき、新たなパンフレット作成が
事業部の命題であった。作成時のコンセプトは、今までのコンテンツを踏襲した上で、小中高生から地域の高
齢者まで幅広い年代に、理解しやすい語彙と平易な表現にすること。さらに作業療法士の臨床場面や活動分野
がそれぞれの写真から確実に伝わる一枚を厳選し、見やすくレイアウトすることであった。まずパンフレット
の表紙では作業療法士を含めた8名のイラストの人物が迎えてくれる。プロローグのページを開くと、作業療
法の永遠のテーマでもある「障がい者の豊かな生活の提案」の言葉が飛び込んでくる。様々な障がいを持った
方たちが、再び輝きのある生活の第一歩を踏み出せるように支援する専門家が作業療法士であり、その目標に
向かって、対象者と向き合って、時には前から手を携えて引っぱり、時には後ろから背中をしっかりと押し続
け、対象者や家族と寄り添い、支援し続ける作業療法を強調した。
　エピローグのページは、世界中で障がい者のために活躍している作業療法士の分布とJICAから発展途上国
に派遣された作業療法士ならびに、石川県下の作業療法分布を掲載した。小中高生には、国内のみならず世界
中で活躍している作業療法士がいることを知って頂きたい。さらにこのパンフレットを用いて、病院見学、中
高生の職場体験、患者家族への紹介、地域の予防教室などで活用して頂き、作業療法の幅広い守備範囲である
発達領域から身体、精神、高齢者までのフィールドワークと急性期から維持期、ターミナル期まで深い関わり
ができる作業療法の魅力を伝えるツールとしてどしどし活用して頂きたい。今後、各部でパンフレットの再編
集を検討しており、皆さんの意見を取り込みながら、石川県の活動を全国に力強くアピールしていきたい。

●第20回石川県作業療法学会　
　学会テーマ『作業の魅力』
　学会長　金沢脳神経外科病院　東川　哲朗
　　日　時：平成23年8月28日（日）　9時～ 17時
　　場　所：専門学校　金沢リハビリテーションアカデミー　金沢市清川町2-10 　Tel:076-280-8151
　　内　容：1．一般演題　（発表は全て口述発表です）
　　　　　　2．特別講演（葉山　靖明氏　-デイサービスけやき通り-）　
　　　　　　3．シンポジウム 石川県作業療法士会のこれまでとこれから
　　　　　　　（進藤浩美氏・卜部弘子氏・岡田千砂氏・小池隆行氏）
　　問合先：〒920-8641　金沢市宝町13-1　金沢大学医学部附属病院　麦井直樹
　　　　　　TEL：076-265-2013 　FAX：076-234-4308

インフォメーション

事業部
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渉外部
百万石踊り流しに参加して

渉外部担当理事・部長　西川　了幸

　今年も6月の第1土曜日6月4

日（土）に「百万石踊り流し」

に50人程で参加した。

　今年は、踊り本番前に30分程

度の練習を設けての参加。本番

の時に初めから皆で揃って踊れ

た事に感激した次第である。

　石川県作業療法士会は今後も

踊り流しに参加する。休憩の時

の飲み物や軽食も用意し、踊り

流し終了後は懇親会もある。決して新人や経験年数3年未満の会員だけの参加行事ではないので、古い会員（？）

の参加もお待ちしている。

新入会員歓迎会

企画部部員　坂下　宗祥

　2011年5月21日（土）に石川県作業療法士会の新会員歓迎会がホテル金沢にて行われた。今年度は新会員52名、

表彰者4名、現会員61名の計117名の参加となり、新会員さんの体を張った出し物やビンゴ大会で盛り上がった。

出し物では、新会員さんの素晴らしい想像力から、今日初めて顔を合わせたグループとは思えないほど個性的

な作品が飛び出し、会場を沸かせてくれた。初めは緊張した面持ちだった新会員さんも会が進むにつれて、新

会員同士や先輩方とコミュニケーションを取る姿を見かけるようになり、徐々に緊張が解けていくのが感じら

れた。仕事の悩み、不安、目標など様々なことが話せる機会となったのではないでしょうか。今後も経験年数

や働く領域に関係なく同じ作業療法士としてコミュニケーションを取り合って、石川県作業療法士会を発展さ

せていきたいと思った。また、今回運営させていただくにあたり、多くの方の協力があったからこそ成り立つ

会であることを実感し、ご協力していただいた皆様に深く御礼を申し上げます。

　これからも県士会の活動として研修会、学会、風船バレーボール大会など様々な行事があるのでぜひ積極的

に参加して頂き、皆で石川県作業療法士会を盛り上げていけたらと思います。進藤会長からのあいさつにあっ

たように、石川県作業療法士会がいい県士会、日本一の県士会となるように皆さん団結して一緒に頑張ってい

きましょう!

企画部
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厳かな県知事表彰・永年会員表彰・優秀論文表彰

表彰委員会委員長　藤井　信好
　この度、平成23年5月21日（土）ホテル金沢　4階エメラルドルームにて、第37回（社）石川県作業療法士
会総会時にあわせ、県知事表彰、永年会員表彰、優秀論文表彰の式典を執り行った。今回の県知事表彰者は、
石川県立高松病院の村井千賀氏、石川県リハビリテーションセンターの寺田佳世氏の2名。永年会員表彰者は
宮崎哲也氏（えんやま健康クリニック　デイケアセンターすこやか）、西谷美津江氏（鶴友苑）、北村賢麗氏（金
沢南ケアセンター）、杉浦有子氏（やわたメディカルセンター）、千田　茂氏（石川県立中央病院）、安田秀一
氏（金沢福祉用具情報プラザ）、吉羽真弓氏（自宅）の7名であった。また優秀論文表彰者は、論文名「心大
血管疾患に対する作業療法の実践」で石川県立高松病院の塩田繁人氏だった。受賞者の方々、本当におめでと
うございました。知事表彰者には、石川県健康福祉部参事、北川龍郎様にご臨席を賜り、ご祝辞をいただいた。
また知事表彰者の代表として村井氏、永年会員表彰者代表として安田氏にそれぞれ謝辞をいただいた。
　表彰式には、多くの会員の皆様にも参加していただき、大変厳かな雰囲気の中での表彰式となった。年々多
くの会員が入会し県士会員も600名を超えるようになった。表彰委員会としても今後もより多くの永年会員表
彰、知事表彰、そして優秀論文表彰が輩出され、（社）石川県作業療法士会が、ますます発展していくことを
期待する。

児童デイサービス　キッズルーム　ラディシュ・キャロット

高瀬　陽子・中川　等史
　石川県野々市町にラディシュ・キャロットの2事業所があります。利用対象児童は発達障害のお子さんがメ
インで、障害者の手帳を所持している自閉症、ダウン症、脳性麻痺のお子様が中心に利用されています。利用
可能な年齢は0歳～ 18歳までの方が対象です。利用頻度は住んでいる市町村により異なり、一か月の受給日数
は5日～ 25日あり、ほぼ毎日利用されているお子様もいます。利用されているお子様は金沢市、白山市、野々
市町、内灘町、能美市、小松市など様々な市町村から利用され、養護学校や地元小学校の特別支援クラスに通っ
ているため、利用時間は午後1時30分～ 6時までの利用が中心です。送迎も行っているため、自宅が遠方でも
利用可能で、施設内にはロッククライミングや滑り台、トランポリンなどを設置してあります。各事業所に1
名ずつの作業療法士が在籍しており、日常生活面から学習支援などを中心に支援アプローチを計画して取り組
んでおります。個別と集団両方の視点での利点を生かしながら計画を立てています。また、保育士や介護福祉
士、ヘルパーなど18人の職員が勤務していますので、定期的に勉強会を行い、個々のスキルアップに努めてい
ます。
　夏場は利用者さんを対象にお食事会を開催し、夏休み期間はプールの時間を設けるなど遊びの面でも充実し
ています。個々の児童に合わせた方法での発達の手助けを行っています。皆様、見学やボランティアを募集し
てます。

表彰委員会

－　－7

社団法人石川県作業療法士会ニュース　No.79 22発行2011. 7.



能登支部

恵寿鳩ヶ丘　福井　朱美

　今年度の能登支部の予定は、既に協会ホームページ、案内文書でお知らせしているように7月8日（金）　

18:30 ～公立能登総合病院にて事例検討会を開催した。

　また平成24年2月に恒例の宿泊研修および事例検討会を予定している。内容は、検討中なので、希望の講師

や能登で宿泊研修したい場所などのご意見があれば、是非、ご一報願いたい。

加賀支部

　　　　　久藤総合病院　大西　信勝

　加賀支部では9月に研修会を予定している。金沢大学の清水順市氏をお招きして作業療法士の治療手段のひ

とつである作業をもう一度みんなで考えてみたいと思っている。一日コースでグループワークも取り入れなが

ら作業が臨床の場にどのようにつながっていくのかを分析できればと思う。

　詳細が決まり次第、県士会HPなどでお知らせできればと思う。

金沢西支部

済生会金沢病院　　西谷　　厚

　今年度の西支部研修会・症例検討会の予定を知らせる。第1回は研修会と症例検討会、8月21日（日）　済生

会金沢病院にて開催する。第2回は研修会と症例検討会、1月　済生会金沢病院にて開催する。第3回は症例

検討会3月　場所未定。今年度の研修会は栄養と排泄を考えており、現在講師交渉中である。また9月4日に

は「福祉のつどい」に参加予定であり、各施設には協力を要請する。　　　

金沢東支部

金沢大学附属病院　麦井　直樹

　平成23年度の金沢東支部の第1回の症例検討会は7月5日、火曜日に金沢大学附属病院にて開催された。今回

は身障5題、訪問1題、精神1題の7題であった。参加者は24名であったが、能登地区や金沢西地区からも参加

していただき、活発な話し合いが行われた。また終了後は会員のコミュニケーションがはかれ、分野を問わず

発表される勉強会は会員の顔がよくわかり、また小さな意見も議論できる有意義な場となっている。今年度も

第2回以降に、福祉機器の適応などについて等ミニレクチャーを予定している。

各支部支援活動状況
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松原病院　冨田　裕果
　野倉さん、バトン受け取りました。県士会の皆さん、松原病院の冨田です。私は作業療法士になって今年で
6年目になります。
　当院は、金沢の兼六園に程近い小立野台の一角にある精神科病院です。金沢中心部から徒歩圏内にあり、兼
六園をはじめとする周辺観光地は患者様の散歩コースにもなっています。当院の作業療法士は、精神科作業療
法、精神科デイケア、認知症治療病棟、認知症デイケアに勤務し、私は、精神科デイケアにて働いており、う
つ病など気分障害の方の復職・再就職を支援するためのリワークプログラムを行っています。
　さて皆さん、突然ですが、長期休暇の後朝起きて出勤するのがつらかったことはありませんか？上司に怒ら
れたり、仕事をミスして“もうダメだ”と、感じたことはありませんか？誰しもが、少なからずこのような経
験や体験があると思います。うつ病の人は、このようなことがきっかけで働けなくなって、休職したり、退職
してしまいます。まず、問題となるのは毎日通うことです。休んでいる間に生活のリズムを失って決まった時
間に起きられなくなります。また何とか通っても、意欲や集中力は簡単には回復しません。一定時間作業をす
ることは思った以上につらいことです。さらにはストレス対処です。うまく対処できなければ再発してしまい
ます。これらの問題を一定期間で解決していく専門プログラムを行っています。“負荷をかけることで乗り越
える力をつける”治療は、ゆっくり休んでもらいストレスをかけないことに重点を置いた治療から180度転換
するもので、最初は戸惑いも感じました。現在では、終了して働いている方も出てきています。実際働いてい
る方なので、こちらが患者様から学ぶことも多くあります。今日も日々試行錯誤を繰り返しながら頑張ってい
ます。
　次は、私の中学の後輩でもある、もりやま越野病院の細川理衣さんです。

会員が語る

〒921-8036　　石川県金沢市弥生2丁目6番16号
　TEL：076-241-5721　FAX：076-241-5722

金沢オフィス
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Ａ会員

医療法人社団勝木会

社会医療法人董仙会

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

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加賀温泉病院

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

医療法人社団南ケ丘病院

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

金沢社会保険病院

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

社会福祉法人北伸福祉会

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

医療法人社団青樹会青和病院

Ｄ会員

医療法人社団あいずみクリニック 

賛助会員（病院・施設）名簿　（順不同）

編集後記
　今年度最初の県士会ニュースです。今年度は県士会理事の入れ替えがあり、新しい体制での県士会がスター
トしました。今年で48歳になる私も何を思ったか『身体を柔らかくしてみよう』と思い立ち、毎日ストレッチ
なんぞをやっています。今まで立位体前屈がマイナスだったのが、最近指尖が床に付くようになってきました。

(継続は力なりと痛感している編集人)
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