
第29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
城北病院　小池　隆行（大会委員長）

　11月21日（土）、第29回石川県リハビリテーション風船バレーボール大会をいしかわ総合スポーツセンター
において開催した。毎年出場を続けている方や初出場の方、合わせて172名の選手が、年代を超えて競技を楽
しんだ。
　今年の大会では、従来の一般部門、シルバー部門、お楽しみ部門の試合に加え、他施設との交流試合をした
り家族で楽しんだりしていただくための「交流コート」と、待ち時間などに練習を行う「練習コート」を新た
に設けた。全体としてやや手狭かと懸念したが、事故等もなく、とくに「交流コート」はスタッフの子どもさ
んを交えての試合や、チームとボランティアの対戦など、さまざまな形で活用していただき、活気のある大会
となった。この場をお借りし、後援団体の皆様と県内の病院、施設のご支援とご協力に御礼申し上げる。また、
金沢大学と金沢リハビリテーションアカデミー、金城大学からは多くの学生ボランティアのご協力もいただき、
大会をスムーズに運営することができた。快く応じていただいた学校の先生方と参加いただいた学生の皆さん
に感謝申し上げたい。
　当会の基幹事業として毎年開催してきたこの大会も来年はいよいよ30回目となる。会員一同の知恵と力を結
集し、記念大会にふさわしい内容となるよう今から準備をすすめていきたい。

大会の概要と結果
・会場：いしかわ総合スポーツセンター
・参加施設：16施設、21チーム（一般部門：9　シルバー部門：5　お楽しみ部門：7）
・参加選手数：172名（男性：103名　女性：69名）
・参加者年齢：平均60.0歳（最小年齢：14歳、最高年齢：100歳）
・結果
　＜一般部門＞
　優勝：ゴールドストーン　準優勝：青山フェニックス　第三位：シティハンターA
　＜シルバー部門＞
　優勝：やわた健康スタジオAチーム　準優勝：やわた健康スタジオBチーム　第三位：鶴友苑あおぞら
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いしかわ介護フェスタに参加して

城北クリニック　永原　知佳

第2回小松市障がい者ふれあいフェスティバルに出展

芦城クリニック　村田　明代

　10月31日（土）石川県産業展示館3号館にて、「いしかわ介

護フェスタ」が行われた。

　福祉機器や介護ロボットなどの展示や「介護技能グランプ

リ」という企画もあり、今年も様々な団体が工夫をこらした

ブースを展開していた。

　OT県士会としては、「自助箸作製」「箸操作技能チェック」

「空間認識チェック」「軽度認知障害(MCI) チェック」「机上

動作姿勢・移乗動作指導　福祉用具・生活用具の工夫」「ADL

テスト」と盛りだくさんの体験を準備した。

　「自助箸作製」では割り箸とストローで作った自助箸を使って、動き回るおでんのおもちゃをつかみ、簡単

な工夫で普通の箸より使いやすくなることに感心している方もいた。

　世の中では『認知症』がメディアを賑わしているためか、MCIチェックなども人気があったようである。「空

間認識チェック」では、線分二等分だけでなく三等分も行ってもらい、自分がどの程度ずれているかを知って

驚く方もいて、ワー！キャー！と歓声をあげながら賑やかに、それぞれの体験を楽しんでいただけていた。中

には自分の子どもの障害について真剣にOTに相談をしたいという方もいたが、作業療法士という職業を知っ

てもらい、広めていくためにも、このような活動が大切なのだと実感した。

　今年は作業療法士で、芸人でもあるという石田竜生さんが講演会のゲストとして招かれており、ステージで

もOTに注目が集まったフェスタであった。

　10月25日（日）に小松駅前市民広場において、第2回小松市障

がい者ふれあいフェスティバルが行われ、秋晴れの下、小松市

の病院・施設に勤務する作業療法士8名が作業療法の紹介活動を

行った。

　小松市障がい者ふれあいフェスティバルは、小松市やその近

隣の地域で活躍している障害を持った方々の活動を紹介し市民

と交流するイベントで、昨年度から県士会加賀支部として参加・

協力をしている。

　今年は、作業療法の紹介パネルを展示するとともに、小松こども医療福祉センターの協力で作業療法で使用

している遊具や自助具の展示、プラ板を使ったキーホルダー作りの体験を行った。当日は当会のテントに100

名近くの市民が訪れ、作業療法の体験を楽しまれた。

　このような地域のイベントに参加すると、作業療法の知名度

はまだまだ高いとは言えないことを実感させられる。生活に支

障が生じて困ったときに「作業療法士」を頼っていただけるよ

うに、日々の業務を誠実に行うことはもちろんだが、このよう

な地域活動も大事にしていきたいと思う。

　ご協力いただいた会員の皆様、ありがとうございました。
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地域のOT活動紹介
『RUN TOMO-RROW 通称RUN伴〔らんとも〕』

RUN伴北陸代表　(やわたメディカルセンター）　城野　友哉

2015年　役職者研修会報告

会長　進藤　浩美

　RUN伴は、全てのまちが認知症になっても安心して暮らせ

る地域になることをめざして、認知症の人とともにタスキをつ

なぎ列島をリレーするランニングイベントである。5年目の今

年は、北海道をスタートし、太平洋や日本海側のルートも通り

ながら、約3000kmの道のりを、8000人の参加者で協力しあい、

九州・福岡へ11月に到着した。北陸では新潟から渡ったタスキ

を、富山・石川・福井を経て滋賀県彦根までつないだ。石川県

では、認知症の方をはじめ、家族会、施設や病院、行政、商店

街の方々、一般の方、走ることが好きな方など、40以上の施設、

参加者は予想を超えて300名以上の方々に参加していただけた。

　当事者の方や家族の方の参加、認知症のケアに本気で取り組んでいる方のお声を大切にしながら、どのよう

なまちでありたいのか、考えるきっかけにできればと願っている。特に今年は一般の方への啓発を目的に伏見

台商店街や小松駅前商店街などを走る区間を設け、チラシを配りながら、手渡しで市民の方に「想い」を伝え

ることができた。施設を超えてネットワークを広げる事で、顔の見える専門職の関係を促し、地道に地域包括

ケアシステムの一助となりたい。走ることではなく、「認知症の方が住みやすいまち」をどう創っていくかと

いうRUN伴の「目的」を大切にしながら、作業療法士として活動していこうと考える。また次年度も開催予

定であるため、関心のある方はお気軽にお声かけいただきたい。

　少子化、高齢化の日本における消費税増税と社会保障改革の

中での医療と介護はどう変わるのかを県内の役職者と一緒に勉

強し、自分たちは何をすべきか一緒に考える役職者研修会を開

催した。来年度からは定期的な日程を定め、一人でも多くの方

に参加していただく計画である。

　内容は、①医療・介護の動きとして、地域医療構想、病床機

能の必要数の最新のニュースを勉強した。②日本作業療法士協

会で今年度できた各都道府県代表者から成る47委員会について

報告した。地域包括ケアの市町村事業における作業療法士会の

関わり、新オレンジプラン基づく事業について先駆的な県の事

例を情報共有した。③当会の動きとして、特別支援学校に支援していること、生活行為向上マネジメントの現

状、理学療法士会・言語聴覚士会と県リハビリテーションセンターとの市町事業への関わり事業の進捗状況に

ついて報告した。そして、当会の問題の解決策を探るグループワークである。テーマ1は、28年継続してきた

風船バレーボール大会をさらに継続・発展していくための新しい試み(写真参照)、テーマ2は市町事業からの

依頼の対する対応について、各種提案を頂いた。今後、これらの提案を一つひとつ検討する。今年度の風船バ

レーボール大会では、訪れた方の子供等が交流できるコートを初めてつくることとした。今後も会員から提案

を頂き、事業を実施していく機会を作っていく予定である。

写真最前列右端が城野さん
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リハビリテーション専門職活用支援事業
～県リハビリテーション専門職活用支援連絡会の設立と活動参画について～

公益社団法人　石川県作業療法士会　副会長・事務局長　東川　哲朗
（医療法人浅ノ川　金沢脳神経外科病院）

　近年、種々の方向からリハビリテーション専門職（作業療法士・理学療法士・言語聴覚士）のまとまった活
動が求められている。他都道府県士会の状況を眺めると、先駆的に求めに応じている県士会もあれば、そうで
ない県士会もあり、その地の3団体のこれまでの歴史による異なった対応となっている。そんな折、県リハビ
リテーションセンター（以下県リハ）より、県リハと3団体が協力してリハビリテーション専門職の連絡会を
設けないかとの提案があった。
　本年5月に前記4つの団体が一同に会し、現状と今後のまとまった活動についての話合いがもたれた。その中
で、対応が急がれる地域包括ケアシステムへの働きかけを足がかりとして、3つの専門職団体と県リハが一つ
となって役立っていこうとの事で話がまとまった（名称は県リハビリテーション専門職活用支援連絡会）。
　その手始めとしていくつかの事業がすでに動き始めている。連絡会が主催となり7月に地域で活用される専
門職となる基盤作りの研修会とワークショップを開催した。この会での地域別にグループとなって行ったワー
クショップでは、今更ながら顔の見える関係作りができた。また、県内でリハ専門職が地域でまとまった活動
を始めている能美市の方から報告もあった。この報告は他地域を刺激するには十分な内容で、加賀市の方々が
エネルギッシュに動き始める事となった。
　連絡会ではこの加賀市の取り組みを支援し、モデルケースとすることとし、来年1月31日（日）に加賀市に
於いてシンポジウムを開催することとなった。現在加賀市の皆さんを中心にこのシンポジウムの準備を進めて
いるところである。
　この他に、連絡会では一つのリーフレットを作成する事とした。地域包括ケアシステムの中で、リハ職が参
画できる事業をひとまとめとし、その事業に個々の団体がどんな専門性を発揮できるかという内容の物に仕上
がる予定である。
　元々、働く場では3職種が協力し合って対象者の方に関わっていたと思われる。これからは、もっと広いフィー
ルドで共に協力し合い地域の方々のお役立っていこうとの立ち位置である。どうぞ、この連絡会の活動に皆さ
んも関心を持って参画・協力頂きたいと思う。

連載　生活行為向上マネジメント
公開講座「地域包括ケアとリハビリテーション」に参加して

加賀こころの病院　荻野　大樹
　11月22日（日）、石川県地場産業振興センターでの健康福祉部・在宅支援部共催公開講
座に参加した。公益社団法人として初の公開講座ということもあり、介護支援専門員や
PT、看護師といった他職種22名を含め100名を超える参加であった。講師に村井千賀氏（厚
生労働省老人保健課課長補佐）をお招きし「地域包括ケアとリハビリテーション」につ
いてご講演頂いた。
　講演では、2025年に生じる様々な問題に対応できるよう、地域特性に応じた地域包括
ケアシステムの構築が必要であり、地域住民による生活支援や高齢者の社会参加の重要
性が述べられていた。しかし、高齢者は老化や様々な疾患などにより閉じこもりを招き
やすく、IADL能力のみならず、ADL能力の低下、さらには廃用症候群のリスクを高めて
しまう。高齢者の社会参加を促進するために、IADL能力を高め、「活動と参加」を支援

できる力が重要であり、その実践が作業療法に求めてられているのである。
　今回の研修を通して、その人の生活歴や興味、能力に応じた様々な社会参加の方法を本人や家族、他職種を
含めた支援者で一緒に考え、それぞれの役割を果たして協働することの大切さを再認識できた。
　午後からは石川県生活行為向上マネジメント推進委員会主催の実践者研修に引き続き参加した。こちらも50
名を超える参加があった。他職種との連携をより強固にし、さらには職種間、事業所間での相互理解を深める
ため、今後も生活行為向上マネジメントツールを活用していきたいと強く感じた。

講師の村井千賀氏
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新人が語る

石川県済生会金沢病院　西永 明人
　皆さんこんにちは。今年度から石川県済生会金沢病院に勤務しております西永 

明人と申します。専門学校金沢リハビリテーションアカデミー出身で、先生方の

厳しいご指導をして頂き、無事に12期生として卒業することが出来ました。趣味

は卓球で、小学校5年生の頃から始めて高校時代に県でベスト32に入りました。現

在は地元のクラブチームで子供達に指導も行っています。

　さて、仕事では私の人見知りが災いし、いつもコミュニケーションで苦労して

しまいます。日々の業務で患者さんや職員とやりとりする中で、特に看護師さん

はいつも忙しそうで話しかけにくく、恥ずかしながら名前を覚えることもままな

らない状態でした。しかしそんな中、病棟とリハ部の飲み会が開催される機会があり、そこでの会話がきっ

かけとなり業務でも話しかけやすくなったという経験をしました。飲みニケーションとは本当なんだなぁ…

と痛感したと同時に、日々の業務で連携が取りやすくなったことに自分なりの成長を感じました。

　とはいえ、臨床ではまだまだ知識不足を痛感することが多く、もっと勉強をしなければと感じています。

幸い2人の同期に恵まれ、時に励まし合い、時に助け合い、切磋琢磨しながら仕事に取り組んでいます。早

く一人前の作業療法士になれるよう頑張ります！

　次回は浅ノ川総合病院の水上 星児さんです。宜しくお願いします。

　ある日届いていた原稿依頼は、しばらく老眼で「見えない」私に放置されていた。

頭のどこかで、どうしたものかと思いは巡らせていたが意を決し恥の書き捨てと、

書いてみた。

　私は、今日も人生の先輩、職場の先輩、地域の先輩と色々な先輩に囲まれ、その

知恵と言葉を道標に手探り模索しながら、日々、作業療法士として過ごしている。

他の方とは「違う」と私を判ってくださる方、他の方には見せない笑顔をむけてく

ださる方、今の悩みを語ってくださる方、より良い方法を相談してくださる方、そ

の全ての方々が私の先輩である。私をはじめとする世の後輩の皆さんへ、自分なり

の道標となってくれる先輩を見つけてみましょう。なれるものなら私は、そんな先

輩の1人になりたいと願う。

　さて、自分も含めて年を召した人は、変わる事を受け入れる、変える事、変わった事を認める勇気。そして、

変わらない事を受け入れる、変えない事、変わらなかった事を認める勇気。この相反する2つの勇気の間で日々

揺れ動き、思い悩み、思い切りがつかず、勇気がわかず、時を過ごしてしいる事を世の後輩の皆さんはご存知

だろうか。

　辞書では「勇気とは、困難や物事を恐れない心」とある。大げさと言われるだろうが私もそうだと思う。最

近では、思い悩み、勇気がわかないだけでなく、利用者の皆様もこんな事があったのかと、つい納得する事が

増えつつある自分に思わず「はっ」としながら今日も作業療法をしている。

先輩が語る

介護老人保健施設　加賀中央メディケアホーム　藤井　由美

会員が語る
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　金沢大学医薬保健学域保健学類及び
大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻

西村　誠次
　当大学は、1979年に国立大学短期大学部で初めて作業療法学科が設

置され、1995年には医学部保健学科に移行し、現在は医薬保健学域保

健学類及び大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻となっております。

短期大学部時代から現在まで北陸に多くの卒業生を輩出し、また開学

当初から臨床教育に加え研究教育にも多くの力が注がれており、前任

の教員等の想いが今も継続されております。現在は教授5名、准教授2名、

助教4名の計11名で、ADLや福祉機器、高次脳機能、呼吸循環代謝系、

手外科、記憶・学習関連など多くの分野を研究しております。本専攻

の教育方針は、作業療法の専門知識・技術を高めるとともに、病める

人の医療・福祉のために情熱を持って携われる医療人を育てることで

す。そのためには教員の努力とともに、医療・福祉分野で活躍する指

導者のご協力は必須であります。今後とも県士会員の皆様のご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。

第16回東海北陸作業療法学会を成功させましょう！

第16回東海北陸作業療法学会　実行委員長　麦井　直樹

　東海北陸作業療法学会が来年2016年11月26日、27日に石川

県で開催される。石川県は次で3回目の開催となる。学会テー

マは『作業療法の想起と再考　～人の暮らし、生きることを

創造し実践する作業療法』、学会長は寺田佳世先生である。学

会では大規模な福祉機器展を同時展開する予定としており、

今回の新しい取り組みである。私は職場にも恵まれ、東海北

陸作業療法学会は今年の岐阜まで皆出席している。年々学会

規模は大きくなり、多くの若い作業療法士の参加を目にする。

石川県は8月から来年の準備を実行委員で開始した。実行委員

の構成は少し若返ってきた印象を持つ。来年になると当日の実行委員を皆様にお願いしなければならない。そ

して学会を成功させるには、多くの発表と参加が必要である。作業療法を取り巻く環境は近年土日の勤務も当

たり前になりつつあるのが現状である。しかし学会への参加は臨床医学に専門を持つ作業療法士の使命であろ

う。若い皆様は是非積極的に発表と参加をお願いしたい。また、中堅やベテランの作業療法士は発表のみなら

ず、後輩の参加を応援してほしい。先輩は、私と一緒に参加しようと誘ってほしい。石川県作業療法学会のア

ンケート結果からは、経験5年を超えた会員の参加、身体障害分野以外の参加が極めて乏しい現状がある。こ

れから未来に作業療法をつなげていくにはこれまで参加を見送っている会員の後押しが必要と考えている。是

非手助けしてほしい。皆様多くの力の結集で学会を成功させたいと思う。

第15回東海北陸学会の岐阜にて来年のPR
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　平成27年度の第1回研修会・第2回事例検討会は、10月24日（土）『自動車

運転再開への評価と現状』のテーマのもと、金沢大学附属病院の西悦子氏

にご講演頂いた。昨今、話題となっている自動車運転再開について、評価

法や他との連携などを分かりやすく教えて頂いた。参加者は18名（内学生1

人）、事例検討は3演題行われ、学会練習も2演題行われた。新人としての事

例発表が終了された会員の皆さんも、学会前の練習の場として支部検討会

を積極的に利用して頂きたいと考えている。次回は平成28年1月29日（金）に開催予定である。最近は参加者

が減少傾向にあるため，次回は経験者も含め多数の参加を期待している。

　平成27年度の第3回金沢西支部研修会・事例検討会を年明けの1 ～ 2月の間に開催予定である。今回の研修会

は恵寿総合病院の川上直子氏に依頼している。例年、3回目の事例検討会の発表者が少ない傾向がある為に多

くの事例提示を期待したい。詳細な日時や場所については決まり次第県士会HPにてお知らせ予定である。参

加申し込みのご協力をお願いしたい。

　11月11日（水）18時30分より、やわたメディカルセンターにおいて、症

例検討会を開催した。全体で43名が参加し、金沢からの参加も含め9症例の

報告と自動車シミュレーターの紹介があった。症例報告では末期のがん患

者とその家族に対する支援の在り方や、腕神経叢引き抜き損傷をきたした

症例に対して趣味活動の獲得を目指したことなど、様々なアプローチが報

告された。途中、遠方からの参加者も多かったため、十分な休憩時間を挟み、

活発な意見交流を図った。諸先輩方からは、制限時間やエビデンスなどの基本的な発表形式に関する指摘もあっ

た。実際、発表する際には内容や形式に難渋することもあるかと思われる。その現状を踏まえ、加賀支部では

平成28年2月14日（日）に金沢大学付属病院の堀江先生を招き、症例や学会などでの発表方法についての研修

会を予定している。このお知らせが、これから症例報告を行おうとする方に対して朗報となることを期待する。

　10月30日（金）18時30分より公立能登総合病院にて第2回能登支部事例検

討会を開催した。参加者は31名、発表者は3名であった。3演題とも退院支

援についての発表であり、生活行為向上マネジメントが重要であることが

更に認識された。そのうち1演題は独居にむけての支援であり、独居の方が

増える昨今、ますます作業療法士の支援が必要になることを実感した。

　今後、多施設の方が参加しやすいように、能登地区の各施設での開催に

ついて検討している。皆さんの施設へ依頼があった際には、是非ともご協力をお願いしたい。

　次回は、能登小牧台にて平成28年2月13日（土）14時から東北福祉大学の佐藤善久氏を講師にお迎えし第1回

研修会を、翌14日（日）は第3回事例検討会を予定している。宿泊可能な企画なので、皆さんの積極的な参加

を能登地区でお待ちしている。

金沢東支部
金沢大学附属病院　堀江　　翔

金沢西支部
公立つるぎ病院　苗山　卓弘

加賀支部
介護老人保健施設 葵の園・丘の上　西村　幸盛

能登支部
公立能登総合病院　岡崎　律江
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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3回連絡会議　議事録◆◆◆

1．日　時：平成27年9月8日（火）　19：00 ～
2．場　所：西泉事務所
3．参加者：  進藤、寺田、東川、岡田、麦井、安本、西谷、井上、小池、高多、川上、渡邉、大西、西村、河野、村田、

明福
 欠席者：寺尾
4．議　事：
第1号議案
 【学術部】　麦井）県学会の報告。参加者178名のうち学生21名。複数校の参加があった。
 【教育部】　井上）8月23日に現職者研修を実施。参加者40名。
 　　　　　次回は11月14日、場所は金沢リハアカデミー。
 【病院医療部】　川上）12月26日に達人OTセミナーを予定。　
 【健康福祉部】　明福）11月22日の公開講座の問い合わせ先は野々市事務局。
 【在宅支援部】　西谷）いしかわ介護フェスタの人員不足。各部へ参加呼び掛ける。
 【社会福祉部】　渡邉）1月にポジショニング研修会を予定。
 【発達支援部】　安本）9月13日に研修会を予定。参加申込29名。
 【財務部】　安本）会費納入率95.5％（未払い33名）
 【企画部】　小池）風船バレーの審判講習を予定。
 【事業部】　大西）高校生のための作業療法セミナーの参加者募集中。
 【MTDLP】　大西）  実践者研修での事例発表の機会を増やすために9月11日小規模な実践者研修を予定。
各支部
 【加賀】　村田）11月11日、第2回事例検討会をやわたメディカルセンターで予定。
 【金沢東】　麦井）10月24日、研修・事例検討会を金沢大学で予定。
 　　　　　岡田）10月3、4日、認知症予防の研修会を予定。
 【金沢西】　渡邉）第1回事例検討会を7月11日に実施。参加者17名。発表者2名。
 　　　　　　　　2回目は11月。
 【能登】川上）　10月30日に事例検討会を予定。
 　　　　　　　2月13日に研修会を予定。講師は東北福祉大学の佐藤先生。
第2号議案
 【東海北陸学会について】　寺田）  次回会議を10月20日県リハセンターで予定。講師決定する。舞台、印刷、WEB

関係、宿泊について試算。

平成27年度　公益社団法人石川県作業療法士会
◆◆◆第3回理事会　議事録◆◆◆

1．日　時：平成27年11月6日（金）　19：00 ～ 20：20
2．場　所：石川県作業療法士会　西泉事務所
3．出席理事：  進藤、寺田、東川、大西、安本、西谷、麦井、村田、岡田、明福、渡邉、寺尾、河野、井上、高多、川上、

小橋（小池理事代理）
 出席監事：後出、中川
 会員動向：平成27年11月6日現在、正会員数725名（個人賛助会員3名含む）
第1・2号議案　各担当理事より、平成27年度上半期事業報告・下半期事業計画の説明。
　①会費未納による、退会者7名の承認。
　②  後出監事より、平成27年度補正予算の報告に対し、「全部門」予算実績管理体制の整備、「法人会計」会費未収金

管理、「法人会計」マイナンバーと講師謝金についての意見があった。
第3号議案　第16回東海北陸学会開催について
　①寺田副会長より、第3回実行委員会開催。準備進捗状況の報告があった。

平成27年度　公益社団法人石川県作業療法士会
◆◆◆第4回連絡会議　議事録◆◆◆

1．日　時：平成27年11月6日（金）　20：20 ～
2．場　所：西泉事務所
3．参加者：  進藤、寺田、東川、安本、岡田、麦井、寺尾、西谷、井上、高多、川上、渡邉、大西、河野、村田、明福、

（計16名）
 欠席者：小池、西村
 その他：山田（ノチデ会計　※1号議案のみ出席）、藤島教育部部長、小橋（小池理事代理）
1号議案：マイナンバーについて
　①山田会計士より、マイナンバー制度対応への助言があった。
2号議案：東海北陸作業療法学会進捗状況の報告について
　①  進藤会長より、シンポジウム内容について、これからの10年ということで、医療、介護を経営陣の立場、県士会

長として話をするとの説明があった。
3号議案：生涯教育制度推進担当者会議の報告について
　①藤島教育部長より、OT協会の担当者会議でのMTDLP関連の報告があった。
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問合せ先 本部事務局総務課 0767‐52‐3211
soumu@keiju.co.jp

「退院後の人生を支えたい」

そんな想いで介護の業界に入

りました。お客様とじっくり

関われる今の環境にやりがい

を感じています。

デイサービス 太陽のリゾート白山
管理者 作業療法士 中富 博久

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

正社員

パート

月給…270,000円～、時間…8:30～ または ～
休日…週休 日〈シフト制〉、賞与年 回、社会保険完備、退職金あり

時給…2,000円～、時間…1日 時間以上
勤務…1ヶ月の勤務回数応相談、労災あり ※時間に応じて雇用保険･社会保険加入

共 通 昇給年 回、交通費あり、各種資格手当、日 祝出勤手当、 制度

金沢市、野々市市、白山市の
◆デイサービス ◆訪問リハビリ〈有料老人ホーム内勤務〉

↓こちらの事業所で募集中です↓

インフォメーション

「ＭＴＤＬＰ　基礎研修」

日　時：平成28年2月21日（日）9時受付開始
場　所：金沢赤十字病院
参加費：4,000円

「診療報酬・介護報酬改定研修会」

日　時：平成28年3月26日（土）13時受付開始
場　所：調整中
参加費：2,000円

「県士会Webリニューアル！」

　研修会の申込みがWebで可能になりました！
　今後、研修会の案内・申込みはWebに統一化してい
く予定です。
　あわせて、会員メーリングリストも登録してご活用
下さい。

「実技研修　拘縮予防とポジショニング」

日　時：平成28年1月24日（日）14：00 ～ 16：00
場　所：  金沢福祉用具情報プラザ（金沢市本町1－10－1）
　　　　2階　研修室
参加費：2,000円（非県士会員は4,000円）

※上記研修会の詳細・申込みは、県士会Webよりお願い致します。
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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
医療法人社団浄心会
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）

新入会名簿 （平成27年11月5日現在）

会員動向
石川県作業療法士会員数　　725名（平成27年11月25日現在）

認定作業療法士　　　　　　32名

編集後記
　ゴールデンサークル理論という考えがある。ゴールデンサークルは三重の円で構成され、外側から、Ｗｈａｔ・Ｈｏｗ・
Ｗｈｙとなる。殆どの場合、外側の「Ｗｈａｔ(何を)」を最初に説明するが、内側の「Ｗｈｙ(何故)」を明確にすると、
途端に人々は行動を起こし始めるという。リハビリでも「何を・どのように」と考える前に、「何故それを行うのか」を
明確にする必要がある。
　広報誌も「何を載せるか」ではなく，「何故それを載せるのか」が重要であろう。来年も、肝に銘じて活動していきたい。

勤務先 氏名
独立行政法人　国立病院機構　七尾病院 澗株　康博
公立つるぎ病院 澗株　紗也加
介護老人保健施設　葵の園・丘の上 清水　彩香
みずほ病院 福島　由佳子
やわたメディカルセンター通所課　やわた健康スタジオ 河合　綾香

〈 お詫びと訂正 〉

　先日お送りしました平成27年度の会員名簿におきまし
て訂正がありますので、ご連絡させて頂きます。

追加　部員の追加
健康福祉部　川畑圭良子（小松市介護長寿課）
変更　賛助会員　病院長の変更
金沢医科大学病院病院長 松本　忠美
珠洲市総合病院病院長 浜田　秀剛
医療法人社団浅ノ川桜ヶ丘病院病院長 岩﨑　真三

　深くお詫び申し上げますとともに、ここに訂正させて頂きます。
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