
第21回石川県作業療法学会が開催

金沢大学附属病院　麦井　直樹

　9月2日（日）に第21回石川県作業療法学会が金沢大学附属病院の宝ホールにて開催された。学会テーマは『そ

の人らしさを支える作業療法』であった。12題の一般演題の他に、桜ヶ丘病院の岡田千砂学会長の企画した特

別企画として、今回は石川県内の作業療法士の実践を生の声できく、シンポジウム：『その人らしさを支える

作業療法』が行われた。司会を、学会長である桜ヶ丘病院の岡田千砂認定作業療法士、シンポジストとして、

金沢脳神経外科病院の東川哲朗認定作業療法士、介護老人保健施設ふぃらーじゅの西谷すずな作業療法士、石

川県リハビリテーションセンターの寺田佳世認定作業療法士、そして児童ディサービス　キッズルーム　ラ

ディッシュの中川等史認定作業療法士から発言があり、会場の1人1人の心に響くプログラムであった。また、

石川県作業療法士会会長である恵寿総合病院の進藤浩美認定作業療法士より、『その人らしさを支える作業療

法　－臨床30年の経験から、若者たちへのメッセージ－』というタイトルで、特別講演が行われた。進藤浩美

認定作業療法士は臨床の実践や就職間もない時期に感じていたこと、そして作業療法の魅力を熱く伝えてくれ

た。若手作業療法士へのメッセージは古い作業療法士にも響いていた。

　また、昼の時間には学会長とその仲間たちのバンドによる演奏が行われ、和やかな雰囲気が会場を流れた。

　学会長奨励賞は今回も2演題に対して送られた。受賞者は、『無為・自閉患者へのプログラム開発』を報告し

た桜ヶ丘病院の中平昇吾さん、『一人で外出できるようになった！－くも膜下出血発症2年の引きこもりがちな

自宅生活を見直して－』を報告した金沢医療センターの林怜子さんである。

　今回の学会参加者は117名であった。
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学会長奨励賞を賞して

桜ヶ丘病院　中平　昇吾

　「無為・自閉患者に対するプログラム開発」という表題で発表を行った。精神科回復期治療に関して論じら

れることは、急性期治療に対してあまりにも少ない。その為、プログラム開発や学会資料作りに苦慮したが、

先輩方にご指導を頂けたことでより良いプログラム開

発を出来、今回の受賞につながったと思う。忙しい時

間の合間でも熱心に指導して下さった先輩方に本当に

感謝したい。 

　「その人らしさを支える作業療法」を長年に渡り実

践してきた諸先生方を手本とし、今後も精進していき

たい。 

第21回石川県作業療法学会に参加して

金沢医科大学病院　高崎　聡美

　9月2日に開催された第21回石川県作業療法学会に参加し、微力ながら学会運営のお手伝いをさせていただい

た。各領域からの発表を聴きとても刺激になった1日であった。シンポジウムでは各先生方の対象となる方へ

の視点や考え方、取り組みや思いを伺い、「その人らしさを支える作業療法」を実現することの大切さを感じた。

同時にこれを実現するためには多岐にわたる知識、技術が必要であることを再認識し、日頃の自分の診療を振

り返ると反省させられることが多かった。私は急性期のリハビリに従事するなかで時間に追われることを理由

にこのような視点がおろそかになりがちのように思う

ので、今後に生かしたいと思った。

　また今回は岡田先生率いるバンドメンバーによる演

奏会が開催され、緊張感のある学会のなかでとてもリ

ラックスした時間を過ごさせていただき、とても感謝

している。

　来年度も参加者の皆様に有意義な学会にできるよう

自分も頑張りたいと思う。
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能美市民ボランティアフェスティバルに参加して

介護老人保健施設　葵の園・丘の上　西村　幸盛

　8月5日（日）、能美市の根上総合文化会館にて開催された「能美市民ボ

ランティアフェスティバル」に石川県作業療法士会の加賀支部も、認知

症予防の啓発と作業療法士の紹介を目的に参加する機会があった。

　このボランティアフェスティバルでは「環境」「地域」「福祉」「健康」

の4つをテーマに、円形ホール内に40を超える団体・事業所が飲食や活動

展示、健康チェックや体験コーナーを出展し、子供から大人まで楽しみ

ながら各テーマを学べるようになっていた。

　当日は各病院や施設から18名のスタッフの協力があり、11時から14時

半までを交代で担当することとした。空き時間には地元の食材を使った

食事を味わったり、非常食の炊き出しや、手話体験など各コーナーを見

て回ることができた。

　認知症予防の啓発では、石川県作業療法士会が作成した「認知症予防のすすめ」の冊子内の物忘れのチェッ

クリストをスタッフと一緒に記入してもらい、結果を元に冊子にある生活の中でできる脳の活性化の方法や脳

に良いとされている食事、更には運動の勧めなどの説明を行った。年齢的に自分も無関心ではいられない方な

どは真剣な表情で話に耳を傾けられていた。また、自分はまだまだ…という方でも「家にもじいちゃんがおる

から、帰ってからじっくり読んでみるわ」と家族を思い遣る様子も見受けられた。

　このコーナーはスタンプラリーのチェックポイントにもなっていたため、大勢の人たちで賑わい、用意して

いた100部の冊子も終了20分前には底を付くこととなった。

　また、このイベントでは地元能美市内から多数の中高生がボランティアスタッフとして参加し、付き添い介

助やコーナー運営、会場設営など様々な場面で活躍していた。従って当然このコーナーの前にも中高生が多数

行き来することがあり、そのうちの何人かをコーナーのパネル前に案内し、作業療法（士）について知っても

らうことができた。将来の希望の有無を聞くと、まだ決めていないと応える学生がほとんどであり、是非選択

肢の一つにして欲しいというメッセージも送った。

　冒頭に行われた能美市社会福祉大会での能美市長の

話の中の「最近の痛ましい事件は地域や家族の絆が希

薄になってきているために起きている」という内容が

印象的であったが、認知症の早期発見や認知症の方を

地域で支えていく上でも、この「地域や家族の絆」は

大切であると強く感じた。それと同時に、今回の活動

がこの「絆」を深めるための一助になった点は意義深

いと感じた。

行事参加報告
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現職者選択研修「精神障害の作業療法」を受講して
桜ヶ丘病院　廣川　愛美

　7月22日（日）に石川県リハビリテーションセンターにて、大西真澄美先生（高松デイケアセンター）、岡田

千砂先生（桜ヶ丘病院）、米田貢先生（金沢大学）による現職者選択研修「精神障害の作業療法」が開催され、

精神科作業療法の歴史や、医療現場やデイケアにおける作業療法のプログラムの実施や評価、退院促進や地域

移行への取り組み、精神科作業療法の最新の話題等、作業療法の知識から臨床における取り組みまで、様々な

議題で講義して頂いた。 

　私自身は作業療法士となって2年目となり、右も左も解らず慌しく過ぎていった1年目に比べて、担当する患

者さんに対して悩む事も多くなってきた。まだまだ知識も技術も足りず、入院が長期化してしまっている方や、

繰り返し精神状態を悪化させてしまう方、徐々に活動性が低下していってしまう方等に対して、どのようにア

プローチしていけば良いのか悩み、試行錯誤している毎日である。また、現在退院促進プログラムを行ってい

るが、長期入院の方が退院に近づく為には何が必要なのか悩んでいる所であった。今回の研修を通して、他の

施設の取り組みを知り、最新の作業療法の知識を得られたことは、自分自身の作業療法を広げる良いきっかけ

となった。精神障害については日々新しいことが発見されており、今後も自ら知識を求め勉強していく必要が

あると思う。米田先生の講義では、人の探索行動の話題を興味深く聞かせて頂き、変化をつける事が大切だと

いう事を考える事ができた。また、岡田先生の講義を受け、私が普段行っているプログラムに対して意味や進

行方法、提供方法等を再確認することができた。今回の研修を受講した事で自分自身の作業療法を振り返り、

考え直す事ができた事は、私にとって有意義なものであり、受講した他の方にとっても同じであったのではな

いだろうか。今後も現職者研修だけでなく様々な研修に参加して、もっと自分の可能性を広げて行きたい。

ＯＴと福祉用具専門相談員の連携
介護老人保健施設　葵の園・丘の上　西村　幸盛

　去る7月29日（日）、金沢福祉用具情報プラザにて、ＯＴと福祉用具専門相談員の連携について学ぶ機会を得

た。前半は安田秀一先生による介護保険制度の改正の中でＯＴに期待される役割についての話と、㈱ヤマシタ

コーポレーションの上野裕司氏による福祉用具の制度改正の流れと福祉用具専門相談員の役割についての話が

あり、後半は福祉用具専門相談員と連携しながら事例を検討するグループワークが行われた。

　今回の介護保険制度の改正では、居宅サービス計画に基づいて福祉用具専門相談員が「福祉用具サービス計

画書」を作成することが義務付けられた。この計画書の内容は、福祉用具の選定に携わるＯＴとしても知って

おくことが大切であるとのことであった。

　グループワークでは、在宅生活を希望するケースに対して、対象者の障害像や能力等をしっかりと評価し、

生活状況のイメージから福祉用具が必要な場面や動作を想定し、福祉

用具専門相談員と共に福祉用具の選定や機能、スペックを確認するこ

とで、それぞれの専門性を生かした連携を模擬的に体験することがで

きた。

　何故その福祉用具のこの機能が必要なのか？きちんと根拠を持って

他の職種に説明できないと、様々な目的を持って開発された福祉用具

も、有効に活用されなくなる恐れがある。この部分がＯＴに期待され

る役割であり、しっかりと応えていきたいと感じた。

研修会報告

研修参加報告
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第46回日本作業療法学会における協会功労表彰および協会長表彰受賞者の報告
― 石川県作業療法士関係者 ―

表彰委員会委員長　藤井　信好

　今年の宮崎学会で、協会功労表彰者と協会表彰者の表彰式が行われた。いずれも各県士会からの推薦もあり

盛大に執り行われた。石川県作業療法士会からは、協会功労表彰者として、石川県立高松病院 作業療法科 主

任専門員の村井 千賀先生、金沢大学医薬保健学域保健学系リハビリテーション科学領域 作業療法学専攻の柴

田 克之先生、社会福祉法人 石川整肢学園 金沢こども医療福祉センター主任作業療法士の安本 大樹先生の3名

が推薦され表彰を受けた。また協会表彰者として有限会社ケアパック石川 代表取締役 リハビリ訪問看護ス

テーションの宮本 智次先生が推薦された。

　協会功労表彰の対象は、25年以上の作業療法士経歴があり、又県士会員、日本作業療法士協会会員であるこ

と、さらに50歳以上でなおかつ県士会役員及び日本作業療法士協会の役員または委員を通算15年以上行ってい

たものという基準がある。これはまさに、日本作業療法士協会または石川県作業療士会のために尽くしてきた

というものであり、その方々に対しての表彰ということである。

　協会表彰の対象は、25年以上の経験があるものを推薦するが、石川県作業療法士会では、協会のために尽力

があったものを一般には推薦し、県士会役員及び日本作業療法士協会の役員または委員を通算15年以上行って

いたが、10年以上の役員でも士会活動貢献が認められたものをなるべく推薦している。

　いずれにしても、日本作業療法士協会、石川県作業療法士会のために尽力のあった方々を優先して感謝の意

も含め表彰推薦している。今後、多くの作業療法の先駆者の方々から若い先生方が順番に役員等協会のために、

尽力され感謝も込めそれぞれの候補者として推薦されていくことを期待する。

金沢市地域包括支援センターと県士会支援体制の取り組みについて

桜ヶ丘病院　岡田　千砂

　金沢市には現在19の地域包括支援センターがあるが、そこからの依頼により、当会では講師を派遣し、連携

をとる取り組みを今年度より行っている。 

　地域包括支援センターの近隣地区の施設のOTが講師として出向くことにより、地域でサポートしていく体制

づくりが目的である。 

　現在7件の依頼があり、それぞれ近隣地区のOTへ依頼し、実施後は報告書を提出してもらっている。依頼内

容は「認知症予防の講義」「転倒予防体操」「簡単にできる手工芸」「自宅でできる体操」などで、依頼も徐々

に増えてきている。

　2012年6月に厚生労働省より、「今後の認知症施策の方向性について」として、早期診断・早期対応の中で、

看護職員やOT等の専門家からなる「認知症初期集中支援チーム」を地域包括支援センター等に配置し、家庭

訪問し、生活場面での本人や家族に対する初期アセスメントを実施するとしている。このことからも、この取

り組みはOTにとって重要な位置づけになっていくと考えられる。
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金沢東支部
金沢大学附属病院　麦井　直樹

　平成24年度の金沢東支部の第2回の症例検討会を10月26日（金）に金沢大学附属病院にて開催予定である。

金沢東地区に限らず、多くの事例を募集中。

金沢西支部
済生会金沢病院　野田　祐輔

　今年度第1回西支部勉強会を7月22日（日）、済生会金沢病院にて開催した。症例検討会には13名の参加があ

り、2症例の発表があった。引き続き初めての試みとして各施設から部員を集い、西支部運営会議を行った。

17施設から24名の参加があり、中堅から経験年数の多い方の参加もあり貴重な意見を得る事が出来た。来年

度からの勉強会などに意見を取り入れていきたい。

　本年度の「ふくしの集い」が9月2日（日）松ヶ枝福祉館で開催された。作業療法のブースでは本年も、認

知症評価の体験や相談・作業療法の紹介としてマクラメの体験を行った。来年度も各施設の協力をお願いする。

能登支部
恵寿鳩ヶ丘　福井　朱美

　去る7月20日（金）18：30 ～恵寿総合病院で第1回事例検討会を開催した。参加者30名、発表者は2名であり、

より充実した討議がなされた。また第2回事例検討会、第1回研修会を平成25年2月9日～ 10日の日程で能登小

牧台にて予定している。講師は、京都大学の加藤寿宏先生であり、テーマは学生教育の面や感覚統合など、小

児分野のみでなく、どの分野の方でも参考になる内容を検討中である。詳細はホームページ等でお知らせした

い。皆さんの参加をお待ちしている。

加賀支部
訪問看護ステーション加賀　中森　清孝

　能美市民ボランティアフェスティバルが8月5日（日）に開催され、猛暑の中、加賀支部より約20名の作業療

法士が集った。参加者やその家族に対し、「認知症予防のヒント」を活用して認知症との向き合い方をお伝え

するとともに、高校生ボランティアを含めて作業療法の啓発やPRを行った。

　今後の活動として、症例検討会が11月18日（日）に辰口芳珠記念病院にて、来年2月17日（日）に山中温泉

医療センターにて各々開催していく。また、加賀支部研修会を12月2日（日）にやわたメディカルセンターで

企画しており、野々市市地域包括支援センターの寺尾朋美氏より「地域包括ケアシステム」をテーマにご講演

を頂く。これからの3つの企画に際し、多くの会員皆さまからの積極的な参加と会場での作業療法に対する熱

いディスカッションを心よりお待ちしている。

各支部支援活動状況
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平成24年度　社団法人石川県作業療法士会第2回理事会議案書
日　　　時：平成24年7月13日（金）　19:00 ～
場　　　所：石川県リハビリテーションセンター
出　席　者：進藤、中川、柴田、東川、安本、寺田、小池、酒井、岡田、安田、麦井、千田、西谷、寺尾、

大西、明福　以上　理事16名　代理：北村　部員名　佐藤、稲積、相川
【会員動向】平成24年7月12日現在、正会員数660名
第1号議案：各部・委員会・支部事業経過報告
【学術部】麦井）第22回石川県作業療法学会は平成25年9月8日に開催。 承認
【教育部】寺田）県士会の主催の講義は90分以上の講義で2ポイント、2日間で4ポイント。県士会が認めた団体
の研修会はポイントが5割。協会に申請、認可が必要。
【病院医療部】千田）9月30日に現職者講習会の身体障害領域を企画中。
・認知症作業療法申し送りシートについて
進藤）方向性についての再確認が必要。検討会を開催する。
・研修会マニュアルについて
進藤）修正箇所があれば、版を明記して修正していく。 承認
Webへの掲載を検討。
【介護保険部】西谷）10月6日（土）　午前に介護保険部研修を開催予定。
【精神医療部】岡田）現職者選択研修会（精神障害）を7月22日（日）県リハにて実施。
【社会福祉部】安田）7月29日研修会の予定。
【健康福祉部】寺尾）5月19日（土）生活行為向上マネジメント研修伝達講習会を金沢スカイホテルにて開催、
参加者は40名。
【小児医療部】中川）夏季に予定していた研修会が講師の都合で秋に変更。
【特設委員会　専門委員会】進藤）9月8、9日東海北陸のリーダー研修会を開催予定。
【事務局】・事務所について　東川）物件を探している。
【財務部】公益法人申請進歩状況
安本）7月11日12日開催の公益法人セミナーで移行申請セミナー受講後、申請手続きに必要な申請書類のチェッ
クを行う。
・県士会費納入状況　安本）納入率は92％。
【渉外部】西川了　代理北村）6月2日第61回踊り流しに参加。参加者は40名程度。
【企画部】・新会員歓迎会
小池）新人45名、一般88名、表彰4名、計137名の参加。
各施設の先輩OTによる新人紹介により一般の参加者が増加した。
・風船バレーボール大会について
小池）審判講習会は10月6日、21日の2回を予定。
【事業部】・出張講義案内
柴田）7～ 8月中に金沢市内中学校向けに出張講義案内配布予定。同様に石川県下の高校への出張講義案内配
布予定。
【都道府県作業療法士連絡協議会】柴田）東海北陸学会参加者が少ない。協議会で少ない原因を調査したいと
の意向あり。

各支部
＜加賀支部＞・能美市民ボランティアフェスティバルについて
明福）作業療法の紹介パネル、認知症症状予測テストを実施予定。
＜金沢東支部＞ ・第1回事例検討会の報告
麦井）7月6日に実施。発表事例は4題。昨年の事例検討で優れていた発表（金沢こども医療福祉センターの渡
邊めぐみ氏）を会で発展を奨めた。その研究が宮崎学会で優秀賞を受賞した。
＜金沢西支部＞ 寺田）7月22日に1回目の事例報告を実施。今後の西支部のあり方を考えたいということで運
営会議を開催し、34施設中10施設が参加。事例発表については老健のスタッフより老健の定例部会で報告した
いので、県士会では行わないとの返信が多く聞かれた。
＜能登支部＞ 進藤）7月20日金曜日開催予定。
平成24年7月13日　議事録署名人　岡田　千砂、千田　茂

事務連絡
医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱いについて
対象：5年以内に作業療法士免許を変更した方の中で、氏名と本籍地を変更した方
申請の際に2000円の収入印紙を支払い（氏名変更分1000円、本籍地の変更分1000円）分のうち、1000円が返還
される。
詳しくは石川県健康福祉部医療対策課ホームページまたは石川県健康福祉部薬事衛生課ホームページを参照。
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金沢大学医薬保健研究域　中嶋　理帆

　金沢大学附属病院の堀江翔さんからバトンを受け取りました。金沢大学医薬保健研究域保健学系リハビリ

テーション科学領域の中嶋理帆です。今年で作業療法士になって8年目となりました。私がこの職場に来たの

は約2年前で、これまで、いくつか職場を移動してきました。今回、この原稿を執筆するにあたり、作業療法

士になってから今までを振り返ると、職場の先輩や後輩、患者さんなど、本当に多くの出会いがありました。

そして、出会った皆さんから、私が作業療法士として働いていく上で大切なことを、ベストタイミングで教え

て頂いてきたように感じます。 

　よく「大学って毎日何をしているの？」と聞かれます。時間の使い方は原則、自由なので個人により異なり

ますが、私は、臨床・研究・教育の3つに主に携わっています。金沢大学に来てから約2年が経過し、臨床・研

究に関しては、今、やっと自分のやりたい方向性が見えてきた気がします。しかし、ここに来るまで、学会発

表以上の長さのプレゼンをしたことがほとんどなかった私にとって、授業はなかなか慣れることができません。

まだまだ未熟で、これからという事ばかりですが、他の先生方の親切なご指導、たくさんの助けのもと、充実

した楽しい毎日を送っています。 

　私事ですが、私は中学以来今まで、ずっと陸上の長距離をやってきました。今年は30歳、節目の年になったの

で何か新しいことを始めてみようと思い、最近新しいスポーツを始めました。これまで経験のない新しい体の使

い方を習得するのは、難しいですが、なかなか面白いです。これは、患者さんが体の使い方を習得していくとき

の過程と似ているなあと思いながら、早く上手くなるために有効な練習方法をいろいろ試してみています。 

　以上が私の近況です。これからも、1人1人との出会いを大切に、作業療法士として進歩し続けていきたいと

思います。では、次回は金沢医科大学病院の高崎聡美さんにバトンを渡したいと思います。高崎さん、よろし

くお願いします。

会員が語る

金沢有松病院

後藤　洋平

　金沢有松病院は金沢駅からバスで約20分、片町周辺からも5分程と交通の便もよく、比較的街中に位置して

います。

　昭和58年に有松中央病院として開院。平成2年にリハビリテーションセンターを開設し、平成9年にはデイケ

アセンターを開設。平成14年に金沢有松病院へ名称変更し、一昨年には、『特別養護老人ホームゆうけあ相河』

を設立しました。ベッド数140床、地域に開かれた小回りの利く一般病院です。「地域医療、救急医療そして住

民の健康管理・福祉に貢献し、安心して医療を受けられる24時間体制の病院を目指す」を理念とし努めてまい

りました。リハビリテーション室には理学療法士7名、作業療法士2名、デイケアには理学療法士1名、作業療

法士1名が勤務しており、私はリハビリテーション室に勤務し、今年で4年目になります。

　今日の高齢化の時代もあり対象の年齢層も高く、急性期から終末期、介護まで幅広く支援、サービスを提供

していく必要があり、その中でリハビリテーションの存在は欠かせないものと感じています。今後もより質の

高い医療・サービスを提供していくためにも、医療部門だけでなく介護部門とも連携を密にとり、患者様の支

援に努めてまいります。
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共に支えあい、共に歩む。共に支えあい、共に歩む。
医療・福祉・保健のスペシャリストを育成します。医療・福祉・保健のスペシャリストを育成します。

共に支えあい、共に歩む。
医療・福祉・保健のスペシャリストを育成します。

救急救命学科
（ 昼間部3年制 ）
定員　35名

理学療法学科
（ 昼間部3年制 ）
定員　35名

作業療法学科
（ 昼間部3年制 ）
定員　35名

介護福祉学科
（ 昼間部2年制 ）
定員　30名

国際医療福祉専門学校七尾校
厚生労働大臣指定養成校・石川県知事認可校

〒926-0816　石川県七尾市藤橋町西部1番地
TEL.0767-54-0177　　FAX.0767-54-0215

http://www.kifs-nanao.ac.jp
Mail:info@kifs-nanao.ac.jp

HPアドレスを
ケータイに送る

第26回石川県リハビリテーション風船バレーボール大会の出場受付中

企画部担当理事　小池　隆行
　風船バレーボール大会の魅力は何といっても、この大会が、県下から多くのチームが集まって開催されると
いうところにある。病院や施設で日常的に風船バレーを利用していることも多いと思うが、真剣勝負の醍醐味
や価値ある自分の発見など、一施設の中では決して味わうことのできない喜びや緊張感が大会にはある。ここ
に職能団体として大会を毎年開催する意義があり、私自身も大きな責任感と喜びを感じている。　
　今年度の大会は以下の要項にて開催する。　
1．日　程：平成24年11月24日（土）9：30受付開始、13：00終了（シルバー部門、お楽しみ部門）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：00終了（一般部門）（予定）　
2．場　所：いしかわ総合スポーツセンター　
3．部　門：例年と同じく3つの部門を設ける　
　　　　　 ・一 般 部 門： リーグで予選を行い、その上位チームによりトーナメント戦を行う。　
　　　　　 ・シルバー部門： 介護老人保健施設およびチームの選手の平均年令が70歳を超えるチー

ムの中で希望するチーム。一般部門同様に予選とトーナメント戦を行う。　
　　　　　 ・お楽しみ部門： 参加、交流を目的とした部門。総当たり戦で交歓試合を行う。　

　今年は会場の都合上例年より遅い時期の開催となったが、その分、出場を検討したり、準備にあてる時間が
とれるかと思われる。チーム出場の申し込み締切は10月12日（金）となっており、今からでも十分間に合う（出
場チームは10月6日と21日に開催される審判講習会のどちらかに出席する必要がある）。皆さんが日々関わって
いる対象者の方々が生き生きと活動できる場を、一緒につくっていこう。詳しくは当会のホームページに掲載
している。相談などは下記の大会事務局までお気軽にどうぞ。　
 大会事務局：城北病院リハビリテーション科　小池隆行　電話（076）208-5081

インフォメーション

〒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
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
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
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
株式会社日本メディックス金沢営業所
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
酒井医療株式会社金沢オフィス
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
ミナト医科学株式会社金沢営業所
有限会社リーフレットライフ
丸善株式会社金沢支店
株式会社メディぺック

Ｄ会員
医療法人社団あいずみクリニック 
みなと工房
株式会社ヒロセ板金

賛助会員名簿　（順不同）

編集後記
　9月に入り涼しくなるかと思いきや、暑さ続きの毎日ですが、やはり秋と言えば読書の秋、芸術の秋、そして食欲の秋
です。しかし、生活に追われ本も読まず、芸術とも縁遠い日々。食欲だけはいつでも旺盛で、それが毎日のパワーにつな
がっているのかもしれません。先日、県外で行なわれた講習会に参加しました。新たな知識を学びパワーを得た気分に
なりました。よし、今年は「学びの秋」にしよう！という意気込みを大切にしたいです。 （意気込みだけは立派な編集人）
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