
　５月21日（土）午後、KKRホテル金沢
「孔雀の間」において公益社団法人石川
県作業療法士会第３回総会が開催され
た。その場で表彰を受けられた皆さん
は以下の通りである。

濱昌代（石川県リハビリテーションセンター）

西川了幸（金沢市福祉局介護保険課）

県知事表彰受賞者

仲佐東（金沢脳神経外科病院）

「脳血管障害後のうつ状態が
  作業遂行に与える影響
～文献レビューを通して～」

優秀論文表彰

小池隆行（城北病院）　種本美雪（専門学校金沢リハビリテーションアカデミー）

川上直子（恵寿総合病院）　村上ゆみ子（介護老人保健施設レイクサイド木場）

東出直子（すずみが丘病院）　坂村健介（介護老人保健施設グリーンポート小松）

長原美穂（石川県立高松病院）　奥田りつ子（介護老人保健施設なでしこの丘）

安宅大（介護老人保健施設ピカソ）　山本槇子（白山市健康福祉部健康増進課）

上谷久美子（障害者支援施設小松陽光苑）　東幾子（津幡町役場町民福祉部長寿介護課）

中村恵子（介護老人保健施設ふぃらーじゅ）

永年会員表彰

中央が濱氏、後方左が仲佐氏、右が西川氏

後列左から東出氏、安宅氏、上谷氏、坂村氏、川上氏

前列左から村上氏、長原氏、種本氏、小池氏

第3回通常総会　表彰式を開催

謝辞 石川県リハビリテーションセンター　濱　昌代

　思いがけず晴れがましい栄誉を得ましたことは、ひとえに進藤会長をはじめ理事の方々のご支援があったか

らこそと深く感謝しております。長きにわたり作業療法士として仕事を続けられたのは、大学の恩師、職場の

上司、先輩、友人、そして家族の支えがあったからこそと改めて感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。

　私は作業療法士として昭和60年に加賀八幡温泉病院（現：やわたメディカルセンター）に入職いたしました。

当時は老人医療費の自己負担が無料であったためか、多くの患者さんが長期間入院していました。しかし、平

成の初めには、発症6か月以降のリハビリテーション報酬の引き下げが打ち出され、なんとかそれを食い止め

ることはできないかと思案した結果、発症6か月以降の作業療法の効果について生田先生、進藤先生、東川先

生らと共同研究したことが懐かしく思い出されます。その研究によって、たとえ発症6か月以降に身体の麻痺

が残ったとしても、生活に適応する動作方法を習得し、福祉用具を活用して環境を整えることができれば、日

常生活動作の障害を軽減できることが示唆されました。当時得られた知識や経験は、今でも私の臨床の礎となっ

ております。

　今、私は地域にお住まいの障害のある方々に作業療法士として相談支援に従事していますが、これからも高

次脳機能障害や難病の方々への支援を通して作業療法の発展に精進してまいりたいと存じます。微力ではあり

ますが、石川県民の皆様のお役に立てるよう力を尽くす所存でございます。今後とも皆様より一層のご指導ご

鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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日本作業療法士協会設立50周年事業in石川
「これからもあなたと共に」

（公社）石川県作業療法士会　会長　進藤　浩美
　今年は、日本作業療法士協会設立５0周年である。協会ニュース等で案内されているが、キャッチコピーは、「こ

れからもあなたと共に」である。コンセプトは、作業療法、リハビリテーションの主役は利用者、関わる対象

であり、その方々一人ひとりの暮らしに寄り添い、作業療法が暮らしの拠り所になるように、「あなた」と共に

作業療法が創造され、お互いの人生が良くなっていくようにという願いが込められている。

　この５0周年事業が全国各地で開催される。石川県としては、当会の公益事業の原点であり、29年継続してい

る『リハビリテーション風船バレーボール大会(以下風船バレーボール大会)』に関した事業を二つ計画してい

る。29年継続している今大会は、私たちの力となってくれることを信じている。

　『風船バレーボール大会』は、身体、知的、精神、発達など障がいの違い、子供から高齢者まで年齢の違いを

超えて、同じルールで楽しむことができるスポーツであり、重度の障がいを持っても可能なスポーツなのであ

る。そして、この大会に出場を目指すことで、日々の生活時間に変化を与え、外出の機会を提供することで、

生活行為が向上していくことも可能なのである。

　まず、10月8日(土)いしかわ総合スポーツセンターで『第３0回風船バレーボール大会』を開催する。この大会

を見たこともない、参加したことのない施設の方々にお越しいただけるようにご案内し、この大会を通じて得

られるものについて、理解を深めていただきたいと考えている。例えば、選手を2名しか連れて来ることがで

きない施設の方も、選手を連れてくることが困難な施設の方にも来ていただけるように案内を検討中である。

継続参加している方にもお礼を申し上げたいと考えている。

　次に、11月26日(土) ～ 27日(日)に石川県地場産業振興センターで開催する‘第16回東海北陸作業療法学会’で

の『ミニ風船バレーボール大会』事業である。日本作業療法士協会会長も理事も出席をお願いしている。この『ミ

ニ風船バレーボール大会』は、一般の方々も参加可能な日本海側最大級の福祉機器展の場所で行う。先の大会

で優秀な成績をおさめられた皆さんに、試合を行っていただき、一般市民の方々に感動を届けたい。さらに、

東海北陸作業療法各県から作業療法士のチームを結成していただき、試合を体験してもらう。このことにより、

『風船バレーボール大会』を広く普及していただきたいと考えている。

　石川県作業療法士会も設立３３年となるが、常に行ってきたことは、石川県から日本に、日本で最初、日本で

一番を目指すことであり、これからも石川県からという精神を忘れずに５0周年を目指して行っていただきたい

と考えている。
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　11月26日（土）27日（日）の大会まで残り半年になった。現在、演題募集を行っているが会員の皆さんは演題

登録を済ませただろうか？既に学会ホームページを目にしたことだろうか？まだ一度も見ていない会員は是非

みて頂きたい。

　本学会では日本作業療法士協会50周年の特別企画として、福祉機器展及び特別講演、公開講座を位置付けて

一般公開し、地域包括ケア関連職種や各障害者団体、行政などの多くの方々にも広くご案内させて頂き、より

多くの方にご来場いただければと願っている。併せて当県の発祥で、３0年間継承してきた子供からお年寄りま

で誰もが一緒に楽しむことができる風船バレーボール大会30周年の記念イベントも企画している。

　５0周年事業は、未来に向けて「一般県民と次世代の作業療法士に想いをつなげる」を目的としているが、学会

には様々な年代の作業療法士が参加できるよう託児所も準備し、多くの会員の参加を望んでいる。先輩から後

輩へ、これからを担う作業療法士に少しでも多くの想いが伝わる機会になること、また学会が盛大に行われる

ことで、他職種の方々に作業療法の活力が伝わる機会になることを願っている。そのためにも、全ての県士会

員の力でこの学会を作っていくことが重要であり、是非皆さんの力を貸して頂ければと思う次第である。宜し

くお願いします。

日本海側最大級の福祉機器展　Ishikawa OT Selection

機器展示委員長　安田　秀一

第16回東海北陸作業療法学会（第25回石川県作業療法士会）

学会長　寺田　佳世

　第16回東海北陸作業療法学会の同日同場所にて、

標記機器展を開催する。

　大規模な福祉用具展示会は毎年9月～ 10月に東京

で開催される国際福祉機器展（HCR）が著名だが、

北陸ではこれまでにも開催されることは少なく、今

回学会長である寺田の熱い思いで開催を企画し、現

在60以上の企業の方々による出展が予定されている。

　福祉用具は、障がいまたは高齢の方の生活におい

て、あたりまえに使われている。日々進化した新し

い製品が出てくる以上、OTのみならず、関係者は

情報をもっておく必要がある。カタログ情報だけで

なく、直に触り、メーカーの方と直接話をすること

で情報は深まる。

　本機器展は一般参加が可能である。当事者、当事者家族、ケアマネジャーや介護職の方にとっても有用な情

報であるはずであり、県士会員の皆さまにおいては、皆さま自身の参加はもちろんのこと、身近な関係者への

周知も重ねてお願いしたい。

　11月26日、27日に石川県地場産業振興センターに沢山の来場者が訪れてくれることを祈願する。
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OT・PT・ST3団体で連絡をとれるようにしました　～志賀町～
志賀町リハビリテーション連絡会を発足！

町立富来病院　加藤　孝之
　昨年度より志賀町の地域包括支援センターが開催している「在宅医療・介護ワーキンググループ」や、「地域ケア
会議」といった、様々な職種が集まる会議にリハ専門職として参加させてもらっている。そこでは地域包括ケアシ
ステムを構築するためにはまず「顔の見える関係作り」に重きを置かれ、私自身各会議に参加することで他職種の
方々と交流する機会が増え、意見交換やたくさんの関係作りができたと感じている。しかし、ふと考えると「志賀
町で働くリハ専門職同士の顔の見える関係はできているのか？」との疑問が浮かび上がった。地域包括ケアシステ
ムにリハ専門職はどのように必要とされるのだろうか、急性期から在宅まで切れ目のないリハビリを提供し地域で
最後まで暮らすためにはリハ専門職種間の関係作りも必要ではないのか、との思いから「志賀町リハビリテーショ
ン連絡会」の立ち上げに至った。
　志賀町には病院、クリニック、介護老人保健施設、通所介護施設、行政にOT・PTが勤めており、ほぼ全員
の14名の賛同を頂き連絡会を立ち上げた。昨年10月には第1回リハビリ連絡会を開催し、各職場の状況、今後
の連携の取り方などの意見交換をおこなった。今年1月には石川県理学療法士会と志賀町が主催した「地域包括
ケアシステム推進研修会in志賀」にコアメンバーとして準備から参加させて頂いた。さらに今年度は志賀町の
地域介護予防活動支援事業のひとつの住民運営の通いの場へ、月に1 ～ 2回、講師として出向くことを始め、
いよいよ地域住民に接する場へのデビューとなる。
　当面は富来病院が事務局となり連絡会の運営に取り組んでいく予定である。まだまだ経験も浅く、若いメン
バーが多いものの、フットワークは軽く、先進地域の取り組みを参考に志賀町の地域包括ケアシステムを構築
するためにはリハビリ専門職が絶対に必要だと感じてもらえるような活動をしていきたい。

志賀町役場　笠間　純子
　昨年10月に発足した「志賀町リハビリテーション連絡会」に行政のOTとして参画している。志賀町は人口約
22,000人、高齢化率約18.５％、要支援・要介護認定率は約18％である。認定者のうち要支援者が約2割を占め、中
でも新規申請時の原因疾患が骨関節疾患・認知症が合わせて半数を占めている。当町の行政OTは一人で、リハビ
リ教室や認知症予防教室、二次予防事業の運動器の機能向上教室を実施しているが、地域での受け皿が少なく長
期にわたって教室に参加している方や教室終了後、運動を継続できず再びレベル低下する方も多い。住民の自主
グループである「そくさい会」を町内6５か所で実施されているが、実施頻度は概ね月1回と十分であるとは言えない。
また訪問による生活指導の機会が少なく、向上した機能を実際の生活の場で活かせない方も多いようである。

　総合事業への移行に当たり、高齢者がいつまでも住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを継続できるよう、機能訓練等の
本人へのアプローチだけでなく生活環境の調整や地域で生き
がいや役割をもって生活できるよう居場所や出番づくりが必
要となる。今後は体操教室などの住民主体の通いの場が広が
るよう支援し、参加を勧めることが重要と考える。
　急性期から在宅まで切れ目のないリハビリを提供するた
め、リハビリ連絡会を発足した。個別事例の予後予測や疾
病の障害特性からみえる能力の見立てや、地域の関係職種
への助言や指導などを行い、高齢者の自立支援に向けて行

政の立場から関わっていければと考えている。前列、左から2人目が笠間さん、３人目が加藤さん

連載企画 第1回

地域包括ケアシステム構築に向けて
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災害リハビリテーション支援

公益社団法人　石川県作業療法士会　会長　進藤　浩美

　皆様ご承知のように、気象庁震度階級では最も大きい震度7を観測した地震が、4月14日および16日に熊本県
と大分県に相次いで発生した。当会と石川県理学療法士会、石川県言語聴覚士会の会長、副会長と石川県リハ
ビリテーションセンターで、災害リハビリテーションについて検討の機会をもった。
　その結果、6月19日(日)に『災害対策研修　～災害リハビリテーション支援について～』を緊急開催すること
とした。大規模災害時において、救急救命に継続したリハビリテーションによる生活支援等により、生活不活
発病の災害関連死を防ぐことを目的とした団体として、Japan Rehabilitation Assistance Team (JRAT) が
ある。このJRATの存在を広く周知し、石川県チームが早期に派遣できる体制を構築していくのが目的である。
JRATとして活動するためには、過去の災害支援のノウハウも含めたスキルが必要である。会員のスキルアッ
プのための研修、情報発信を継続的に実施したいと考えている。また、個人としてJRATチームとして活動を
希望しても、職場のコンセンサスが得られていない時期、期間の活動、家族の理解が得られていない活動では
本末転倒となる可能性もある。
　さて当会では私が、当会の対策本部長として、石川県JRAT窓口の北谷理学療法士会副会長（羽咋病院)より、
JRAT東京本部、熊本本部の情報をメールでいただき情報収集し、熊本支援希望者を募った。石川県JRATチー
ムとして、５月５日から8日まで、染矢滋医師(浅ノ川病院）、北谷正浩PT(羽咋病院)、吉本真樹PT(県立中央病院)
チームが活動に参加した。全国の都道府県JRATチームが熊本入りした。５月20日付けのJRAT文書で今後は、
熊本JRATチームを中心に活動していくこととなった。
　熊本とは、少し離れた私たちにできることは義援金である。4月21日に、当会から2万円と理事の気持ちを集
め、熊本県作業療法士会に５万円送金した。今後も継続的に支援したいと考えている。会員の皆様にご協力を
お願いしたい。

生活行為向上マネジメント（MTDLP）　養成校の立場から

専門学校　金沢リハビリテーションアカデミー　種本　美雪
　昨年、協会主催による生活行為向上マネジメント（以下、MTDLP）の教員向け研修会に参加した。今回はそ
の研修会と、養成校側の現状等をまとめて報告する。
　この教員向け研修会はMTDLP基礎研修を受けた後、教員研修を受ける、という流れで構成されており、ま
た参加する養成校側への条件として、①「H28・H29年度の卒業予定者にむけて、270分以上のMTDLPの教授（概
論90分＋演習180分）の実施」、②①の実施報告の提出、③「H29年度以降のシラバス（指導計画）への反映および
その提出」が提示されていることから、各養成校ともある一定の理解・納得をした上で参加していると思われる。
　また教員研修の中では、「MTDLPを臨床実習で活用するために」と題して、MTDLPを臨床実習に取り入れ
ている養成校の現状報告がなされた。アンケート内には学生から「順序立てて整理ができる」「活動や参加への
視点が持て、目標設定しやすい」「治療計画が説明しやすい」等のコメントがあり、指導者からは「ある程度、
理解度が把握しやすい（レポート等の確認作業の短縮）」等が挙げられており、まとめとして「指導者・学生間の
理解度が上がり、有意義な実習ができる」としている。協会側は「臨床実習への活用は無理強いはしない」とし
ながらも、臨床実習でMTDLPを活用することを推奨しており、活用目標としてH29年度は５0％を掲げている。
本校の評価実習・臨床実習の数施設においても、MTDLPを用いた実習の展開が見受けられている。
　上記を踏まえると、臨床場面、臨床実習指導者のみならず養成校側も、学生という基礎の段階から伝えてい
くという重責と必要性をより一層痛感する。今後はより技術を高めるべく、1例でも多くのMTDLP事例検討
会に参加し、MTDLPの活用を理解・習得しつつ、学生への教授へ反映できるよう努めていきたい。
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浅ノ川総合病院
田中　　桂
平林　　愛
大道　さとの

医王ケ丘病院
相京　和茂

石川県済生会金沢病院
坂本　佳奈
吉田　雅史
林　　杏奈

石川県
リハビリテーションセンター

柿崎　亜紗奈

　先日の石川県作業療法士会表彰式において、同期の作業療法士と一緒に20年表彰をい

ただいた。あっという間の20年だったが、振り返ってみるとさまざまな方の言葉や姿が

今の自分の礎になっていることを感じる。この場をお借りして、学生時代にお世話になっ

た先生、昔も今も変わらず一生懸命な先輩、同期と後輩のみなさん、そして毎日の生活

と気持ちを支えてくれている家族に深く感謝申し上げます。

　21年目がスタートした4月、JRATよりも先に話の出ていた勤務先の要請を受けて熊本

県南阿蘇村に支援に入った。現地ではわずか2日間の滞在だったが、実に様々なことを考

えさせられた。最初は支援先の避難所で、能力低下が目立ってきている方の対応をする

ことで精一杯だったが、自分のしたことを次にどう引き継ぐか気になっていた。加えて、

2日目にJRATの巡回を受けて、地域全体としてまだまだリハの手が足りない現状を知っ

た。そして現地を去るにあたり、今この地域に必要なことに対して、作業療法士が、リ

ハ職が、どのように関わったらよいのか考えていた。端的に言えば、作業不在に起因する不健康状態が今ここにはあり、

今後さらにそれが進行することが懸念されていた。しかしそこに何かアプローチしようと思うと、時間的にも空間的

にも拡がりをもった取り組みでなければならない。点よりも線、線よりも面の視点と関わりを持たないと、震災支援

はパフォーマンスに終わってしまう。

　私たちの日常を振り返ってみると、「申し送り」は確かに不可欠なものとして行われている。でもそれは本当に点で

はなく線、線よりも面の関わりに結びついているだろうか。時は地域包括ケア時代。それぞれの地域で、あるいは職

種をまたぐネットワークが生まれ、動き始めている。自分が直接関わっているだけでも総合事業でのつながり、地域

連携パス、回復期リハ病棟連絡協議会があり、りくつなケアネット金澤や金沢元町在宅医療を考える会など、在宅医

療連携のグループもさかんに活動している。とくに最近は職種横断的な活動が特徴的だと思うが、そのような場に出

ていて顔の見える作業療法士はまだ多くない。お互い顔を合わせること、対面して話をすることは人と人との関係の

基本であり、そういう関係が点を線にし、面を形づくっていく。質の高い連携の基礎として、やはりお互いの顔を知

ることは大切であろうと思う。

　新人の皆さんは、日々自分が提供する作業療法の質を高めることに一生懸命だと思うが、自分が打った点を線にし

ていくことにも心を砕いてほしい。そのために臆せず地域に出て、ネットワークに飛び込んで、ドメインを異にする

さまざまな職種や人と交わろう。そして自分を含む中堅は、新人を引っ張り、ネットワークの核になろう。その経験

は絶対に自分の力量を向上させるし、何よりもクライエントのためになる。さらに構築された線と面は「もしもの時」

にも有意義なネットワークとして機能するだろう。

先輩が語る
城北病院　小池　隆行

会員が語る

新入会員　紹介（H28.5.25 現在・敬称略、順不同）

加賀こころの病院
正前　大樹

金沢大学附属病院
仁木　裕也

金沢医科大学病院
真柄　麻衣

金沢こども
医療福祉センター

山本　翔太

金沢聖霊総合病院
南部　　健

金沢西病院
南　　朱音

金沢脳神経外科病院
森長　史香
野村　信之助
庄山　玲奈

河北中央病院
長森　奈々
田中　里奈

敬愛病院
毛利　俊介

久藤総合病院
宮川　　智

恵寿総合病院
舟金　優那
石﨑　昌美代
澤田　雅也
信田　有里彩

公立能登総合病院
小泉　加奈子

国立病院機構
石川病院

鍛冶　麻沙子

小松市民病院
岩尾　竜一

桜ヶ丘病院
田中　　穣
宮川　　彩

十全病院
今藤　文香

城北病院
茶谷　朋子
野村　直子
東　　有希
藤本　周一
高木　満帆
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　例年通りの３回の事例検討会，内1回は研修会を含めて開催する予定で，第1回は7月1日（金）に実施する．なお今回の検討会
では事例発表以外の時間を長めにとり，軽食を交えながら参加者の懇親，日頃の悩み相談を行っていこうと考えている．相談
者として，または相談役として様々な年代，領域の方にご参加いただきたい．また今年は百万石踊り流しの担当年であり，こ
のニュースが配布されるころには終了しているが，新人・経験者問わずOTの啓発の為に多数の参加を期待している．また参
加者による体験記をニュースにて報告する予定であるので，ご覧いただき次年度への意欲を高めていただけたら幸いである．

金沢東支部
金沢大学附属病院　堀江　　翔

各支部支援活動状況

　これまでの能登支部での事例検討会は、恵寿総合病院か能登総合病院で開催されていた。しかし今年度は他施設の方にも運営
協力して頂き、その周辺の施設の方も参加しやすいように開催場所を変更した。6月24日（金）に七尾松原病院、10月28日（金）に町立
富来病院にていずれも金曜日の18時３0分より開催予定である。また2月の土日開催で恒例となっている宿泊研修会と事例検討会は、
日は未定だが能登小牧台にて開催予定である。研修会はリハビリ型就労スペース「リハス」の藤島健一氏にご講演頂く予定である。
　詳細な日時や場所については、今後、公文書や県士会Hpにてお知らせ予定なので、今年度、事例報告を行う予定の
方は、是非、準備して臨んで頂き、皆さんの積極的な参加もお待ちしている。

能登支部
和光苑　福井　朱美

　事例検討会を年３回（7、11、2月）と2月に研修会を企画している。研修会については金沢西支部に所属している各施設の方々
と相談しながら企画していきたいと考えている。また、今年度は金沢西支部の担当事業として福祉のつどい、いしかわ介護
フェスタがあり事例検討会、研修会、担当事業ともに金沢西支部のみならず、広くご参加いただけるようにお願いしたい。

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

　これまでと同様に、３回の事例検討会（8月10日（水）、10月19日（水）：ともに芦城クリニック、翌年2月19日（日）：芳珠記念病院）
を計画しており、その内の最後の回は研修会も兼ねた形式とし、金沢福祉用具情報プラザ館長の安田秀一氏を招き、「福祉

用具の選定・使い方の伝え方（仮）」と題して学びを深める予定としている。事例検討会に
ついては東海北陸作業療法学会を控え、発表内容を推敲する機会としても活用されたい。
　地域支援、作業療法の啓発・普及の取り組みとして7月３1日（日）に能美市民ボランティ
アフェスティバル、9月に小松障害者ふれあいフェスティバル、翌年３月に加賀市こころ
まちフォーラムに体験コーナーや紹介ブースなどを出展する予定である。自身の地域に
おける取り組みに率先して参加することで、本業に活かせる点も多くあるはずであり、会
員の方の多くの参加・協力を期待している。写真はH28年3月の加賀市こころまちフォーラムの様子

新村病院
伊藤　綾子

珠洲市総合病院
浦野　未千子

青和病院
美勢　敦子

千木病院
岩下　美砂

田中町温泉ケアセンター
波　　文砂

地域医療機能推進機構
金沢病院

米田　美登里
柳内　百合香

国立病院機構　七尾病院
浜野　明日香

藤井脳神経外科病院
五十川　養
奥佐　玲奈
細木　大輔

二ツ屋病院
北風　慶太朗

芙蓉会デイサービスセンター
長原　久志

芳珠記念病院
高柳　　葵
多長　楓佳

ボニュール根上苑
前口　祐未佳

あんしんケアーズ・
リハビリステーション 24

山城　智恵子

まだら園
部谷　早苗

南ヶ丘病院
角間　祐美
遠藤　麻由

森田病院
松田　優香

やわたメディカルセンター
南　　優花
益田　圭珠
伊藤　萌子

米澤病院
下田　逸平
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◆◆◆平成28年度 第1回理事会議事録◆◆◆

1．日時：平成28年4月19日（火）　19：00 ～ 19：4５
2．場所：西泉事務所
３．出席理事：  進藤，寺田，東川，安本，麦井，大西，明福，村田，西谷，岡田，小池，渡邉，河野，西村，

井上，高多，川上（欠席理事：寺尾）
 出席監事：後出，中川
4．議事
 第1･2号議案　各担当理事より，平成27年度事業報告･平成27年度決算について説明あり，承認。
 第３号議案　 後出監事より，監査報告について説明。進藤会長より，監事意見書の指摘事項について説明。
 第4号議案　その他　①進藤会長より，経理規程について説明あり，承認。
 　　　　　　　　　 ②進藤会長より熊本地震義援金について説明あり，承認。

◆◆◆平成27年度 第4回理事会議事録◆◆◆

1．日時：平成28年３月9日（水）　19：00 ～ 20：00
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，村田，岡田，明福，渡邉，河野，井上，高多，川上，

小池
 欠席者：麦井，西村，寺尾
 出席監事：後出，中川
 会員動向：３月9日時点，総会員数722名（賛助会員３名含む）
 第1号議案　進藤会長より平成28年度事業計画の説明あり
 　・  進藤会長より，12月に東海北陸学会，第３0回風船バレーボール大会，日本作業療法士協会５0周年につ

いて会員に意識付けしたいとの話あり．
 　　ニュース発行は年4回予定．
 第2号議案　予算書について進藤会長，安本氏から説明あり
 　・後出監事より，研修会費の値上げの実施状況の確認があった．
 　・中川監事より会費の値上げについて意見があった．
 第３号議案　講師謝礼規程，特定個人情報取扱規程についての説明あり．

1．日時：平成28年５月21日（土）　16：00 ～ 17：20
2．場所：KKRホテル金沢
３．出席理事：  進藤，寺田，東川，安本，麦井，大西，明福，寺尾，西谷，岡田，小池，渡邉，河野，西村，

井上，高多，川上（欠席理事：村田）
 出席監事：後出，中川
4．議事
 第1･2号議案　平成27年度事業報告･平成27年度決算について審議，承認。
 第３･4号議案　平成28年度事業計画･平成28年度予算について審議，承認。
 第５号議案　　①第16回東海北陸学会寺田会長より，学会の進捗状況と案内について報告。
　　　　　　　　②進藤会長よりJRATへの参加について連絡。

◆◆◆公益社団法人 石川県作業療法士会 第3回総会議事録◆◆◆
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インフォメーション

北陸三県合同MTDLP事例検討会
日　時：7月9日（土）1３：00 ～ 17：00
　　　　（受付12：３0 ～）
場　所：石川県リハビリテーションセンター
参加費：1,000円
申込先：  石川県作業療法士会Webより
　　　　（締め切り6月22日（水）正午）

第5回東海北陸ブロック
リーダー養成研修会

日時：9月4日
場所：未定
詳細は後日お知らせします

地域包括ケアと
リハビリテーション構築事業報告会
日　時：8月7日（日）10：00 ～ 17：00
場　所：石川県リハビリテーションセンター
参加費：無料
申し込み・問い合わせ：
　　　　石川県リハビリテーションセンター

第30回石川県リハビリテーション
風船バレーボール大会

日時：10月8日（土）
場所：いしかわ総合スポーツセンター

「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↓
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会員動向
石川県作業療法士会員数　　760名（平成28年6月8日現在）

認定作業療法士　　　　　　３1名

編集後記
　本誌に災害支援関連記事を掲載しているが、編集人の職場からもリハビリスタッフが現地に赴いた。
　ある体験談に『避難所での支援は、仮設トイレ移動・段ボールベッド作成・段差解消など環境調整が主体。自宅より
活動量が増加するため、生活不活発の問題は仮設住宅入居後が多いと実感』とあり、今後もJRATの活動が重要となろう。
また、『支援は永遠ではなく、地元の力で復興可能になるまでの繋ぎ。ホームランよりも送りバント、地元で継続でき
るリハビリを』ともあった。どれも連携、ネットワークの重要性を考えさせる言葉である。

公益社団法人石川県作業療法士会ニュース　年4回発行

編集担当：明福真理子、酒野直樹、入江啓輔、藤田隆司、杉浦有子、寺井利夫、川口朋子、谷内香織、

　　　　　橋本実、小川正人、買手登美子、平木咲代子、福井清美、前田勝也、中寺智也、山本真一郎、

　　　　　山崎佳子、川口日和、伊関浩克、山田ともみ、田中明、犬丸敏康
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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
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）
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