
　平成23年11月12日土曜日に石川県女性センターにて、介護フェスタいしかわ2011が開催されました。本イベ

ントは、11月11日の介護の日制定をきっかけに、2009年から石川県介護支援専門員協会が主催しているイベン

トです。この協会の理事は、石川県医師会、看護協会、薬剤師会、作業療法士会、理学療法士会、社会福祉士

会、介護福祉士会等から代表がでております。今年は、東日本大震災の復興キーワードである「絆」をテーマ

として掲げ、石川県内の医療・福祉関連団体合わせて15団体が主催共催となりました。当日、およそ250人の

来場がありました。

　当会は、昨年「認知症」に関する相談コーナーを行いましたが、今年はステージに上がりました。『エビデ

ンスに基づいた介護予防パフォーマンスの紹介』というテーマで、恵寿総合病院の理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士が考案した体操を行いました。体操は、転倒予防のための筋力強化に繋がる運動、2つ以上のこと

を並行して行い注意分割機能を鍛える活動、想起を鍛える活動、そして嚥下能力を鍛える口の周囲の体操が組

み合わされています。この体操を「しあわせなら手をたたこう」の歌を歌いながら楽しく、会場全員で盛り上

がりました。

　平成24年度の介護保険制度改定では、地域包括ケアの強化が柱になっており、ますます医療・介護連携の充

実が必要です。今後も医療・介護・福祉団体が一つのイベントを通して、より連携を高められるように、当会

としてもさらに、会員がイベントに参加していただくように周知していきたいと考えます。

金沢福祉用具情報プラザ　安田　秀一
介護フェスタいしかわ2011 ～つなげよう「介護」の絆～報告
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第25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
1．日時　平成23年11月3日（木・祝）　9：30 ～ 15：00
2．会場　いしかわ総合スポーツセンター
3．大会データ
1）参加者数
　　　171名（男性：114名、女性：57名）
2）参加者年齢
　　　平均年齢：55.4±23.1歳（最小年齢：13歳、最高年齢：93歳）
3）参加者疾患分類
　　　脳血管疾患　：44名 頭部外傷 ： 3名
　　　統合失調症　：35名 パーキンソン病 ： 1名
　　　脳性麻痺　　：35名 脊髄損傷 ： 0名
　　　認知症　　　：15名 神経症　　　　 ： 0名
　　　腰痛　　　　： 5名 その他、不明　 ：29名
　　　骨関節疾患　： 4名
4）参加施設とチーム
　　　参加施設 16施設
 （石川県内の病院、介護老人保健施設、社会福祉法人施設等）
　　　参加チーム：22チーム
　　　一 般 部 門：12チーム　シルバー部門：4チーム　お楽しみ部門：6チーム
5）結果
　　＜一般部門＞
　　　優勝：ゴールドストーン 準優勝：スーパーチェリーズ 第三位：青山フレッシュB
　　＜シルバー部門＞
　　　優勝：県中イーグルス 準優勝：鶴友苑あおぞら 第三位：有縁必勝チーム
　　＜お楽しみ部門＞
　　　健闘賞：恵寿鳩ぽっぽ／あっぷる／恵寿元気倶楽部
　　　敢闘賞：ザ☆はまなす／シティハンターA／スカイブルー青山
6）25周年特別賞
　　　平野建次氏（県中ミレニアム）／武岡憲子氏（県中ミレニアム）／
　　　和光苑／青山彩光苑ライフサポートセンター

4．運営報告
　11月3日（木・祝）、いしかわ総合スポーツセンターにて第25回石川県リハビリテーション風船バレーボー
ル大会が開催された。これまでは寒い日にあたることが多かったが、今年はまずまずの天候に恵まれた。事務
局としては、昨年度の大会でインシデントが生じたことをふまえ、気を引き締めて準備をすすめてきた。
　当日、今日一日が参加者の皆様にとって思い出深い良き一日となるよう祈りながら会場に入った。受付など
の当日準備をしている間にも、早くに到着したチームのメンバーが続々会場に入ってくる。「おはよう」「また
来たよー」「よろしくね」と、笑顔とともにいつもの会話が交わされる。私自身を含めて多くの作業療法士が、
今年も無事にこの日を迎えられて良かったと感じる場面だ。
　開会式が終わり、試合スタート。一打一打を真剣に打ち合う一般とシルバー部門、真剣な中にもどこかなご
やかなムードが漂うお楽しみ部門と、各部門の特徴が感じられる。時には歓喜の声がわき、時には静まりかえ
るコート。大会でしか体験できないものがここにある。このような場をつくり、意味ある時間を過ごすことを
サポートしていくことこそ、職場を超えた作業療法士の仕事なのだろうと思う。
　今回は第25回大会ということで特別賞が設けられ、長年連続して出場していただいている県中ミレニアムの
平野建次氏と武岡憲子氏、および和光苑と青山彩光苑ライフサポートセンターに贈られた。平野氏と武岡氏は
実に18年以上にわたって毎年選手として出場されている。今後も多くの方が「風船バレーで会おう」を合い言
葉に、健康を維持され、出場を続けてくださることを願う。
　今大会は全日程を通じて、インシデント、事故ともに無く、無事終了を迎えることができた。大会をご支援して
いただいた諸団体の皆様に御礼申し上げ、選手とご家族の皆様、出場施設職員の皆様、ボランティアの皆様のご
協力に感謝申し上げる。来年度も多くの方が参加し、盛り上がる大会となるよう準備をすすめていきたい。
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日本作業療法士協会の一般法人化に向けた代議員制度と選挙について　第2報

会長　進藤　浩美
　私は、石川県の作業療法士会の代表として代議員に立候補し、無事、当選することができた。石川県の当選

者は、下記のとおりでである。日本作業療法士協会の副会長である清水順市氏、当会の顧問である今寺忠造氏

とともに当選でき、非常に心強く思っている。

石川県【定数：3】

　今寺　忠造 (社会福祉法人徳充会　青山彩光苑)　　

　清水　順市 (金沢大学医薬保健研究域保健学系)　　

　進藤　浩美 (社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院)

代議員の役割をまとめた。

代議員の役割

・正会員の代表である　　　　　・任期は4年である

・総会に出席する義務がある　　・総会での議決権がある

・①～⑦の議決を行う

　①会員の除名　　②社員の解任　　③定款の変更　　④解散及び残余財産の処分

　⑤理事及び監事の選任又は解任　　⑥理事及び監事の報酬等の額

　⑦法人法又は定款で定められた事項

　当会は、「作業療法士を21世紀に生き残るレベルの高い医療専門職種にしたい」という志を持ち活動してきた。

したがって、当会としてどうするかという視点ではなく、日本の中でどうするか、今何をすべきかを常に考え

て活動してきた。したがって、日本作業療法士協会で実施されていない事業は、より速く、当会独自で実施し

てきた。例えば、作業療法士の質の担保が急務と考え、生涯教育制度を導入し、福祉用具・住宅改修専門作業

療法士、認知症専門作業療法士を育成してきた。日本作業療法士協会が定める生涯教育制度、福祉用具専門作

業療法士、認知症専門作業療法士の誕生を待っている時間はなかったのである。目の前に支援・援助しなけれ

ばならない対象者がいたからである。支援するには、身近に頼れる人(作業療法士)と物(参考となる本)が必要

である。このように、当会は『住まいの環境改善事例集』、『作業療法士がすすめる福祉用具』、『介護予防に対

する支援 IADL編』、『認知症予防のヒント』、『ADLの極意　DVD』を日本作業療法士協会に先駆けてを発刊

してきた。作業療法士支援としての本であると同時に、「作業療法士はこんなことができる」という世の中へ

のメッセージでもある。21世紀に生き残りをかけている専門職としての強いメッセージなのである。

　代議員として、日本の作業療法士協会が日本の作業療法士についても方向性をしっかりみてきたいと思って

いる。皆の代表として、意見を述べ皆に報告したいと考えている。聞きたいことや意見があったら、上記代議

員に言って欲しい。
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達人作業療法セミナー
「臨床に生かすリスクコミュニケーション」に参加して

石川県立中央病院　上野　真季
　平成23年10月9日（日）に、石川県リハビリテーションセンターにて開催された達人作業療法セミナーに参
加した。テーマは「臨床に生かすリスクコミュニケーション」と題し、日ごろ臨床場面で遭遇するリスク対策
の手法で、講師は広島大学医学部保健学研究科教授の宮口英樹先生であった。参加者は48名を数え盛大な研修
会であった。
　研修は1日かけて行われ、午前中は「リスクコミュニケーション」に関する基礎的な知識に関する講義であっ
た。初めての方には聞き慣れない言葉かも知れないが、これは科学、食品安全や環境問題などの分野から発展
してきた考え方であり、近年保健、医療の分野でも活用されるようになってきたそうである。例えば同じ作業
療法士でもある患者さんの転倒リスクは「非常に危険である」と判断する場合と「十分注意すれば安全」と判
断する場合がある。これは他職種が関与すると更にその判断は違ったものとなることは臨床場面でよく遭遇す
ることである。このギャップを埋めるためには専門的な知見を基にした話し合い（カンファレンス等）が重要
であり、特に見えないリスク（認知機能や高次脳機能障害等）を専門的に翻訳することが重要となる。
　午後からはグループに分かれて実際にビデオで患者さんのリスクを検討した。最初は一人ひとり異なった意
見であったが、話し合いを進めるにつれて意見は統一されていった。しかし、グループ発表では同じように話
し合いを進めても多少の見解のずれが生じることも体験し、改めてリスクコミュニケーションの難しさを実感
した。
　今回受けた研修会は一作業療法士だけでは行えない活動であり、他職種の協力も必要となる。まずは職場に
おけるリスクコミュニケーションの考え方の意思統一から始め、患者さんのリスクを少しでも軽減できるよう
に働きかけを行っていきたい。

吸痰吸引研修会を受講して

社会医療法人董仙会　恵寿総合病院　高間　達也
　今回、平成23年10月22日七尾看護専門学校で開かれた、喀痰等の吸引の技術研修会に参加させていただいた。
作業療法士が活躍する臨床現場では、患者の喀痰等の吸引が必要とされる場面が多くある。これは、リハビリ
テーションを行うにあたり、窒息などのリスクを軽減するために必要な医療行為である。しかし、実際は喀痰
の吸引は、看護師や家族により実施されている。作業療法士は喀痰等の吸引を行う事が認められていなかった
事で、私自身が患者様に対してもどかしい気持ちもあり、必要性を感じていた。
　今回の研修では看護師を講師に、解剖学を始め、現場では気に留めなかったカテーテルや吸引器の種類など
道具の知識を学ぶ機会があった。また、技術面では看護師や家族の方が行っている動作の一つ一つの意味を学
ぶ事もできた。実際の場面で見るだけでは分からなかった事を詳しく知る機会となった。その後、実際の道具
を使用し実践練習の機会もあった。実際に話を聞いてイメージしていたのとは違い、正しい位置にカテーテル
を持っていく事がとても難しく、また緊張で手順が分からなくなる事もあった。実際に看護師の方から指導を
受けながら、練習を行えた事はとても貴重な体験となり、自信にも繋がった。
　その後、日本作業療法士会の学習到達目標を達成するために、喀痰等の吸引の研修受講後に実際場面で看護
師と連携し経験を積む必要がある。今回の研修では、前回の研修後、作業療法士が実際場面で経験を積まれ、
難しかった事や作業療法士の動き方など先駆者としてのご意見も聞く事ができとても貴重な体験となった。
　今後、自身のスキルアップを図っていくとともに、今回の研修で得た知識や技術を実際場面でいかす事がで
きるように努力していきたいと感じた。また、このような研修会が多く開かれる事で、作業療法士が一般的に
行える医療行為としてさらに定着していく必要性を感じた。

研修会報告
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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2回の症例検討会を10月25日（火）に金沢子ども医療福祉センターにて開催し
た。参加29名、発表11名と演題多数あり、夜遅くまで討議された。今回も活発な話し合いが行われたが、医療
である作業療法が、ADL評価や患者行動の観察のみで報告されるケースが多いように感じた。病院勤務でな
くとも症例の初期評価や経過について機能的側面を医学的立場から評価を加え、疾患の変化をともなった症例
の変化なのか、それとも疾患はプラトーであるが、作業療法介入により変化がみられたのかなど十分な評価、
考察がなされていないことが多い印象である。我々が他分野の専門職から必要とされるように勉強会にて熱い
議論をしていく必要を感じる。次回は、平成24年2月に城北病院にて開催予定であるが、今回行えなかった福
祉機器の適応についてのミニレクチャーを検討している。

金沢西支部

済生会金沢病院　西谷　厚
　第2回西支部研修会・症例検討会を、平成24年2月18日（土）14時から済生会金沢病院1階作業療法室にて
行なう。今回の研修会は14時から金沢大学の柴田先生を講師に「学会発表及び論文の書き方の HOW TO」
という講義を行なう。講義後症例検討会を予定している。予定者は申し込みをお願いします。

能登支部

公立能登総合病院　山岸　眞喜子
　第2回能登支部事例検討会・研修会が、平成24年3月17日（土）・18日（日）に穴水町のキャッスル真名井に
て開催の予定である。研修会の講師はNTT東日本関東病院の岡崎渉先生である。学会での講演やオペラでも
紹介された先生である。「うつ病」に関する内容を予定しており、身体・精神・老人分野等の全ての方々に興
味深い内容となると思われるので、是非、たくさんの皆さんのご参加をお待ちしております。詳細については
県士会ホームページでお知らせしますのでご確認下さい。

加賀支部

久藤総合病院　大西　信勝
～研修会報告～
　加賀支部研修会が平成23年9月25日に開催された。1日研修の中で、午前は清水順市先生より「作業療法の
科学性を考える」をテーマに講演を頂き、午後からは午前の講義内容を踏まえたグループワークを行った。グ
ループワークでは4班に分かれ木工の1工程を抽出し、「どのように作業療法に活用していくか」をディスカッ
ションし、最終的に各班で発表を行なった。清水先生からは1日を通じて「作業活動と作業療法」をテーマに、
巧みなアドバイスや提言を頂くことができた。大変充実した研修であり、他の作業療法士の作業に対する考え
方が聞け貴重な機会となった。

～第1回事例検討会～
　今年度、加賀支部第1回事例検討会が11月27日（日）に芳珠記念病院で開催された。参加者は30名で演題数は
9演題（金沢地区より4演題）であった。活発な意見交換があり内容が濃い検討会であった。なお平成24年2月1
9日（日）にも事例検討会を同じ芳珠記念病院で予定している。発表したい方は加賀支部事務局、芳珠記念病
院光田まで連絡をお願いします。

各支部支援活動状況
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平成23年度　社団法人石川県作業療法士会第5回理事会議事録
日　　  時： 平成23年9月30日（金）　19：00 ～ 21：00
場　　  所： 県リハセンター
出 席 者：  進藤、中川、柴田、東川、安本、小池、酒井、岡田、安田、麦井、千田、西谷、寺尾、大西、明福、
 清水（監事） 代理出席部員：岩田　委任状：2名　部員：河野、庄源
第1号議案： 各部・委員会・支部事業経過報告
【学術部】（麦井）今回の学会参加者は142名．
【病院医療部】 （千田）「認知症作業申し送りシート作成事業」の平成24年度作業療法推進活動パイロット事業
助成制度の申請は見送る．
【社会福祉部】（安田）協会より福祉用具相談支援モデル事業について依頼があるかもしれない．
【法人組織検討委員会】（進藤）10/4に安本先生と会計士の方と県庁へ相談会に行く予定．
当県士会の定款を変更する必要あり．また、代議員制度について検討したい．代議員制度にすると確実に総会
を開催できるが、現在の総会でも過半数の参加・委任状が得られている．他県や、PT県士会の動向も確認し
て検討する．年に1回開催するという案もある．
【財務部】（安本）会費の未入金者が20名いる． 
【広報部】（酒井）県士会ニュースを9/26に発行．
【企画部】（小池）風船バレーボール大会の審判講習会終了．
【事業部】（柴田）出張講義に関して、今年度は金沢市内の小学校、中学校を対象とし、案内文を再作成する．
【認知症予防推進委員会】（岡田）金沢市の課長より、来年度の事業で認知症予防について取り上げるに当たり、
県士会に協力の依頼があった．
各支部
＜加 賀 支 部＞（酒井）9/25に研修会開催、参加者は19名．
＜金沢西支部＞（岩田）福祉のつどいが中止．8/21研修会、事例検討会実施、参加者30名．
＜能 登 支 部＞（進藤）能登支部の研修会を3/17、18に開催予定．
 平成23年9月30日
 議事録署名人：柴田克之、安田秀一

平成23年度　社団法人石川県作業療法士会第6回理事会議事録
日　　  時： 平成23年12月2日（金）　19：00 ～ 21：30
場　　  所： 県リハセンター
出 席 者： 進藤、中川、柴田、東川、安本、寺田、小池、岡田、麦井、千田、西谷、大西、明福　
 代理：渡辺　委任状 4名　部員：庄源、溝口　
第1号議案：各部・委員会・支部事業経過報告
【学術部】 （進藤）来年度の学会長は岡田先生、再来年度は麦井先生で決定とする．承認
【病院医療部】（千田）認知症作業療法申し送りシートを一部改訂．次回理事会に提出．
【総会】（進藤）今年度の総会は3/24、25のどちらかが良いかと思う．会場を検討．
【精神医療部】（大西）1/22に香山先生をお呼びして研修会を行う． 
【小児医療部】（中川）現職者選択研修会を3月に開催予定． 
【特設委員会　専門委員会】（進藤）吸痰・吸引研修会を開催．また、リーダー研修会2回目終了．
【事務局】 （東川）県から震災支援活動報告書作成協力の依頼があった．
【財務部】（安本）平成22年度中間決算及び補正予算報告．承認
【企画部】（小池）11/3風船バレーボール大会が事故なく終了．参加チームにアンケートを実施した．
【事業部】（柴田）10月中旬に出張講義の案内を校長宛に送付．
【認知症予防推進委員会】 （岡田）パンフレットの細部を手直し中．
【都道府県連絡協議会】 （進藤）各県士会の強化を目的としたリーダー養成研修会を24年度は石川で受け入れる
予定．代議員選は今寺顧問と清水監事と進藤会長が代議員として当選． 
各支部
＜東支部＞（麦井）10/25 事例検討会実施．発表の質に疑問あり、ある程度経験年数のある者が一度目を通す
必要がある．
（進藤）発表の練習でも良いレベルと認識、告知している．
議案2　その他．
（東川）石川県内でもSIGの認定をしていくことを検討して欲しい
（寺田）協会の会議で確認してくる．
 平成23年12月2日
 議事録署名人：岡田千砂、千田茂
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第11回東海北陸作業療法学会に参加して

やわたメディカルセンター　島田　恵津子
　2011年11月19 ～ 20日、福井県福井市にあるAOSSAにおいて、第11回東海北陸作業療法学会が開催された。
今回のテーマは「OTが誕生して半世紀　これからの歩む道を探る」ということで、作業療法が社会に定着し
つつある中で、今後の可能性や方向性を探るきっかけとなる学会であった。一般演題は、口述とポスター含め
84題であり、教育セミナー 5題、特別講演、市民公開講座、シンポジウムと多方面から作業療法について振り
返り方向性を見直すことができるよう、様々な内容が組み込んであった。
　私自身は「意味のある作業により退院後の主体的な生活に繋がった症例～チームアプローチの中でのOTの
役割～」という演題で発表させていただいた。内容としては、身体機能の変化は乏しかったが意味のある作業
を使って認識を変化させたことで生活レベルが向上したというものである。機能改善に着目した発表が多い中
で、今回の発表がどのように他院の作業療法士に伝わるか不安であったが、座長よりチームという環境を生か
したアプローチについて賞賛の声をいただいた。今後作業療法を行う上で、チームの中でどのような働きを行
い、どのように患者様に反映させるか考え直す良い機会となり、自信にも繋がった。
　また、印象に残ったものはシンポジウムである。五十嵐市世学会長の司会のもと、20代～ 40代それぞれの
先生方と生田宗博先生により「活かそう！試そう！！作業療法！！！～世代を超えて未来へ提言」という内容
で行われた。どの先生方も共通し、今後の作業療法では患者様のニーズに対しいかに効果的であるか、「作業
療法」という専門性のアピールをし続けることが大切であると感じているところが印象に残った。
　現在、作業療法をとりまく環境は大きく変化しているが、「人は作業をすることで健康になれる」という根
本的な背景を忘れず、素晴らしい作業療法を提供していきたいと感じた学会であった。

現職者選択研修「老年期障害の作業療法」を終えて

介護保険部担当理事　西谷　すずな
　10月2日（日）に特別養護老人ホーム「ふぃらーじゅ」通所
介護（デイサービス）フロアにて、上記研修を開催した。大テー
マは「老年期障害の作業療法」、熱く働き、熱く導く4名の石川
の認定作業療法士（以下、認定OT）の先生が講師を引き受け
てくださった。東川哲郎先生（金沢脳神経外科病院）；「基礎知
識（総論）・医療機関でのOT」、岡田千砂先生（桜ヶ丘病院）；「認
知症のOT」、寺田佳世先生（石川県リハビリテーションセン
ター）；「環境設定と行政機関でのOT」、明福真理子先生（能美
市介護老人保健施設　はまなすの丘）；「介護老人保健施設（入
所・通所）でのOT」と小テーマ別に講義していただいた。参

加は新卒者や小児分野に勤務される方など多彩にわたり63名（予定40名）にもなり、ぐずついた天候で寒く感
じる1日であったが、室内は熱気に溢れていた。
　講師陣の認定OTの先生方は、臨床技術も後輩OTの育成においても素晴らしいのは今更述べるまでもない。
同じ職場でその働く姿を目の当たりにできない、また直接の指導を受ける機会の少ない、若いOTの皆さんに
とっては、実践報告や他職種との連携など、例え分野が違っても参考になることばかりだったであろう。是非、
明日からのそれぞれの職場で活かしていただきたいと感じた。

学会報告

研修会報告
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金沢赤十字病院　片村　寛子
　もりやま越野病院デイケアセンターの細川理衣さんからバトンを受け取りました、金沢赤十字病院の片村寛
子です。今年度で入職6年目、思い返せば本当にあっという間の6年でした。6年間の間に色々なことがあり、
入職当初は対象者の方やご家族と接する中で戸惑うことも多くありましたが、良き先輩や後輩に囲まれ、とて
も明るい職場で本当に楽しい日々を送っています。
　当院は金沢市と野々市市の境にある一般病院です。急性期病棟・回復期リハビリ病棟・デイケアセンターを
併設しており、リハビリセンター内には実に様々な対象者の方がいらっしゃいます。特にOT室はいつも混み
合っていて、とても賑やかです。私は現在回復期リハビリ病棟の担当をして2年目になります。当院の回復期
リハビリ病棟は昨年度の6月から365日のリハビリを開始しました。まもなく2年が経ちますが、対象者の方や
スタッフの意見を聞きながら効率的な運営方法を日々模索中です。また、回復期リハビリ病棟連絡協議会等で
他院の現状等を聞き、参考にさせて頂きながら少しずつ改善している段階です。対象者の方からは「リハビリ
のために入院をしているので、毎日リハビリができるのはうれしい」といった喜ばしいお言葉を頂くことが多
く、休日の出勤は大変ですが、喜んで下さる対象者の方の「早く家に帰りたい」、「歩けるようになりたい」と
いった目標のお手伝いができるよう頑張っています。
　私事ですが、この県士会ニュースが発行される頃には産休に入っている予定です。出産と子育てという人生
初めての体験を通して、1年後に仕事復帰する際にひと回りもふた回りも成長できるよう頑張りたいなと思っ
ています。県士会の中にも仕事と育児を両立されているママさんOTがたくさんいらっしゃるので、またアド
バイスを頂けたらうれしいです。
　それでは次回は、金沢社会保険病院の越田雄さんにバトンを渡したいと思います。よろしくお願いします。

会員が語る

 介護療養型老人保健施設　恵寿鳩ヶ丘

小川　正人
　恵寿鳩ヶ丘は平成21年10月、療養型医療施設から石川県で初めての介護療養型老人保健施設に生まれ変わり、
デイケアとクリニックを併設しています。少子高齢化が進む奥能登、穴水町の丘陵にあり、5階浴室からの眺
望は眼下に七尾湾と能登ツインブリッジを、天気の良い日は前方に立山連邦の大パノラマが楽しめます。ただ
冬期は能登有数の豪雪地となり職員の通勤における緊張感を極度に高めています。
　入所定員は143名、平均要介護度は4.2と高く、看護師の配置は6：1で従来の介護老人保健施設と比べ医療面
で手厚く、夜間の看護体制や看取り、終末期ケアの充実が当施設の特徴です。リハスタッフはOT・PT各2名（平
均年齢30代）、お互いの専門性を発揮しながらも重症度の高い方々を前に、離床、食事、QOL…時には看護スタッ
フと意見をぶつけながら悩み考えさせられている日々です。また、吸痰を必要とする方が多く、技術習得にお
いても学ばさせて頂いています。
　デイケアは町内及び近隣には無く、転換を機に定員10名、リハビリのみの1～ 2時間営業から開始しました。
徐々に利用者様、スタッフも増え、現在は定員20名、入浴、食事付きの6～ 8時間営業となり、隣接の輪島市
からもお声を掛けて頂けるようになり少しずつ市民権を得てきたと自負しています。また、H23年度の県風船
バレーボール大会には、初めてデイケア利用者様と一緒に参加
し、奥能登地区も頑張っている姿を皆様にお見せする事ができ、
よい経験となりました。高松SAの喫茶店で穏やかな海岸線を
眺めながら皆で飲んだブレンドコーヒーの味は別格でした。た
だ、時間の都合、お楽しみ部門で全勝したにも関わらず楯がな
いと不服を漏らす利用者が続出、次回は上のクラスを検討する
必要があるかも…。診療・介護報酬の改正もあり状況は日々変
化しますが、今後も恵寿鳩ヶ丘、スタッフ一丸となり盛り上げ
ていこうと思います。
　次回は七尾松原病院の柿島さんです。よろしくお願い致します。
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〒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

●精神医療部研修会
　日　時：平成24年1月22日（日）　14：00 ～ 17：00
　場　所：石川県リハビリテーションセンター
　内　容：これからの精神科作業療法を考える～急性期から退院促進まで～
　講　師：香山明美先生（宮城県立精神医療センター）

●現職者選択研修（発達障害領域）
　日　時：平成24年3月11日（日）　9：00 ～ 17：00
　場　所：石川県リハビリテーションセンター
　会　費：4,000円
　内　容：①発達障害の領域の基礎知識・理論とモデル
　　　　　②作業療法の実際（0 ～就学前）
　　　　　③作業療法の実際（就学・学童・青年期以降：6 ～ 18歳以降）
　　　　　④発達障害領域の作業療法の今後の課題と展望
　講　師：中川等史（児童デイサービス　キッズルーム　ラディッシュ）
　　　　　安本大樹（金沢こども医療福祉センター）　

●平成24年度石川県作業療法士会総会および介護・診療報酬改定研修会
　日　時：平成24年3月24日（土）
　場　所：石川県地場産業振興センター　第2研修室

インフォメーション
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編集担当：酒井広勝、明福真理子、中島　孝、西村誠次、米田　貢、犬丸敏康、西川拡志、橋本　実、

　　　　　杉浦有子、塩谷真美、田中　明、平木咲代子、牧野洋平、福井清美、寺井利夫、岩倉聡子、

　　　　　前田勝也、山本真一郎、藤田隆司、買手登美子、小川正人、谷内香織、岩岸桃子、
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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
　新年明けましておめでとうございます。今年は辰年ということで、広報部一同、発行日厳守の「タッ成」を
目指し、また会員の皆さまも公私とも目標とする事柄の「タツ人」となることを願っております。本年も会員
皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。 

（チェンソーのタツ人を目指すＮ）
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