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一般社団法人

理事就任のご挨拶
一般社団法人　富山県作業療法士会　理事　丁子　雄希（富山リハビリテーション医療福祉大学校）

一般社団法人

　このたび富山県作業療法士会
の理事に就任させていただくこ
とになりました富山リハビリテ
ーション医療福祉大学校の丁子
です。私は石川県のヤワタメデ
ィカルセンターと済生会金沢病
院で各６年ずつ臨床経験を積ん
だ後、当校の教壇に立ちはや４

年が経とうとしています。
　ところで、皆さんは理事が何をする人かご存知
だろうか？理事を一言で説明するならば、「法人
の業務を執行する人」である。では、何を目的に
業務を執行するのだろうか？
　当法人の定款をみてみると・・・
　「当法人は、富山県内に勤務若しくは居住する
作業療法士の研鑽、作業療法の普及発展を図り、

地域医療、福祉の向上に資することを目的とし、
次の事業を行う」とある。つまり、会員の皆さん
が作業療法士のやりがいや魅力を感じ、社会に貢
献できることを目的としています。そのため、皆
さん一人一人の真の声をぜひ各理事に挙げていた
だきたい。皆さんと協力しあって少しでも当会を
盛り上げれたらと思います。微力ではありますが
少しでもお役に立てるよう尽力して参りますので
よろしくお願いいたします。
　末筆になりますが、皆さんはシングルケースデ
ザイン（SCD）という手法をご存知だろうか？今
回、拙者による初学者向けのSCDに対する実践本
「作業療法士のためのシングルケースデザイン
（仮）」を2020年９月に金芳堂より発刊予定です。
興味があればぜひ手にとってお読みいただきたい。 

「繋がりを大切に努めていきます！」
一般社団法人　富山県作業療法士会　理事　安本　美帆子（富山西リハビリテーション病院）

　2020年６月より、一般社団
法人富山県作業療法士会の理
事を拝命しました。富山西リ
ハビリテーション病院の安本
です。

 　県士会での役割は身体障害
部会と認知症作業療法委員会
の担当理事となりました。

　新型コロナウィルス感染症の流行に伴い、なか
なか皆さまと直接お会いする機会がなく、毎年行
われていた研修会も中止が続き、これからどうい
うスタイルで開催していくかなど各部会や委員会
で検討されているかと思います。

　「新しい生活様式」ならぬ「新しい研修様式」
が求められている中、自宅でも研修の受講が少し
ずつ受講できるようになってきました。
　認知症作業療法委員会の研修においても現在
WEBを導入した研修会の開催を模索中ですが、
年内か年度内にはお知らせできる日がくるかと思
います。
　私にとって理事も初めて、WEB会議も初めて
‥初めてづくしの2020年となりました。理事にな
ってまだ数ヶ月、まだまだわからないこともあり
ますが、皆さまとの繋がりを大切にし、組織の活
動を理解し、理事としての活動に尽力したいと思
います。今後とも宜しくお願いします。 
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　今年６月に厚生労働省指定臨床実習指導者講習

会に参加させていただきました。

　講義の主な内容は臨床実習における背景と課題、

臨床実習の考え方や到達目標、実習の流れについ

てです。

　作業療法参加型臨床実習は、学生は実習指導者

の指導・監督の下で臨床チームに参加し、実習指

導者をモデルとして、許容範囲内で臨床体験を重

ねることで作業療法士としての基本的態度や臨床

技能・臨床思考過程を習得する指導－学習形態と

なっています。その中で、学生が主体的に参加で

きるための工夫や理解度に合わせた臨機応変な対

応、ティーチングとコーチングの使い分けをどの

ように行っていけばよいのかなど、講義と合わせ

てグループディスカッションを行いました。

　学生が活動や参加に焦点を当てた治療を展開で

きるようにMTDLPを活用した指導方法の講義を

受け、今後学生を指導していく上で、私自身も普

段からの治療においてMTDLPを意識した治療過

程で整理し、考えてみようと思うきっかけとなり

ました。

　さらに、臨床技能や理解度といった学習面だけ

でなく学生の気質や健康状態、心理的側面にも十

分配慮し、幅広い視点でフォローを行っていく必

要があると学びました。

　グループディスカッションにおいては、私自身、

指導経験が少なく、意見交換時は自分の経験から

はなかなか深い意見を言える立場ではありません

でしたが、指導経験が豊富な先生方のお話や他の

病院や施設での実習の取り組みについての情報や

学生指導に対する思い、学生とのコミュニケーシ

ョンの取り方や指導に苦戦した例も含め、熱のこ

もった意見や自分にはない視点からの考えを聞く

ことができ、学びが多いものとなりました。

　今回の講義を受講し、学生と指導者の立場であ

る自分自身も臨床実習を通して成長できる機会に

していけたらと思いました。

　今回の講義開催は臨床実習指導者講習会におい

て全国初のオンライン上での開催で、Zoomアプ

リを使っての講義でした。これまでオンライン上

での受講経験はなく、受講前はPCでの受講のや

り取りがどういったものになるのか少し不安もあ

りましたが、運営に当たられた実行委員の方々の

丁寧な対応により、４日間の講習を無事に受講す

ることができました。オンラインでの受講は環境

さえ整っていれば、自宅にいながらの受講が可能

であり開催場所までの移動の負担がなく、多くの

メリットがあると思います。今回の受講を機に、

オンライン研修参加の機会を増やしていこうと思

います。

臨床実習指導者講習会を受講して

池田リハビリテーション病院　尾村　貴子

きっときと新聞休刊のお知らせ

地域リハビリテーション部会

　新型コロナウイルス流行により新聞会議開催が困難なためきっときと新聞秋号は
休刊とさせていただきます。
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重要！生涯教育システム稼働中重要！生涯教育システム稼働中

富山県作業療法士会　教育局長　能登　健司（かみいち総合病院）

　６月24日より「生涯教育システム」が稼働しました。これまでの「生涯教育手帳」を廃止し、シ
ステムを用いてすべての生涯教育制度の履歴を管理していきます。

まずは手帳（生涯教育受講記録）の移行の準備！
●2019年度（2020年３月31日）までに受講した現職者共通 ・選択研修の履歴がすべて記載されて
いることを確認してください。都道府県作業療法士会（以下、士会）の印鑑が必要なものは押
印 してもらってください。
●現職者共通研修「10．事例報告」を読替え申請する場合には、士会にて読み替え申請を行って
ください。
●2019年度（2020年３月31日）までに取得した基礎ポイントシールはすべて受講記録へ貼付して
ください。
●臨床実習指導者ポイントも養成校から送付されたポイントシールをすべて受講記録に貼付して
ください。
●他団体・SIG等の受講証明書からポイントへの処理手続きは移行申請する前に所属士会にて行っ
てください。2019年度以前のものはすべて手帳移行により処理します。
●手帳移行の準備が整った方は、早めに移行手続きを行いますようご協力をお願いします。

つぎに手帳移行申請を実行！ 
〇手帳移行の運用 ： 
●移行期間（手続き期間 ）：2021年３月31日まで手続きを行ってください！ 
移行期間内に手続きを行わない場合は、手帳に記載されている受講記録が無効になる場合があ
ります。 

●手帳の移行手続きは、原則１回のみです。複数回 、手続きをすることはできません。
●移行した基礎ポイントは、「2020年４月１日」付で、合計ポイント数のみを基礎ポイント研修
の項目で表示します。 

●手帳移行の手続きにおける不正防止のため、手続きされたデータの確認作業をします。 そのた
め、移行手続き後 、データが会員ポータルサイトに反映されるまでに、２週間程度かかる場合
がありますのでご了承ください。 

〇具体的な手順：日本作業療法士協会ホームページ生涯教育制度のページ「手帳移行の運用」と
「手帳移行の手順書（操作マニュアル）」を参照。２つの資料を確認し、パソコンまたはスマー
トフォンにて手続きを行ってください。 

問い合わせ先：

　１．日本作業療法士協会　教育部生涯教育委員会　ot-syougaikyouiku@jaot.or.jp

　２．富山県作業療法士会　生涯教育制度推進担当者　

　　　　　かみいち総合病院　森進之介　能登健司　toyama.ot.kyouikubu@gmail.com



４

　去る７月19日㈰、富山県大規模災害リハビリテ
ーション支援関連団体協議会（略称：富山
JRAT）設立記念式典が行われました。
　兼ねてより、コロナウイルスの影響で開催は難
しく延期かとも思われていましたが、６月下旬に
なって、急遽予定通り開催する運びとなり、関係
団体に連絡をまわした次第です。
　当日は、50名定員のところ約70名が参加し、会
場となった富山県リハビリテーション病院・こど
も支援センターのリハビリ室をいっぱいに使って
のソーシャルディスタンスを保ちながらの式典と
なりました。

　成り立ちの経緯は、2011年３月11日の東日本大
震災のおりにリハビリ関連団体（日本リハビリテ
ーション医学会、日本リハビリテーション病院・
施設協会、日本理学療法士協会、日本作業療法士
協会、日本言語聴覚士協会、回復期リハビリテー
ション病棟協会、全国デイ・ケア協会、日本訪問
リハビリテーション協会、全国地域リハビリテー
ション支援事業連絡協議会、日本介護支援専門員
協会）が「東日本大震災リハビリテーション支援
関連10団体」を結成し148日間活動。それが基盤
となって、2013年「大規模災害リハビリテーショ
ン支援関連団体協議会（JRAT）」が結成されま
した。同年、各県から医師、看護師、PT、OT、
ST、介護支援専門員の６人を召集し、東京で災
害リハビリテーションコーディネーター研修会を
開催。各県でのJRAT組織の設立を要請される。
しかし、どの県でも行政側との協定を結ぶことは、

なかなか難しく富山県も同様な状況で医師会との
連携を確認して今回の組織立ち上げとなりました。
役員は会長の影近謙治氏（富山県リハビリテーシ
ョン病院・こども支援センター病院長）を筆頭に
医師４名、PT３名、OT２名、ST２名、介護支援
専門員２名で構成。
　式典では、川崎寛孝医師（小松ソフィア病院）
にご講演をいただき、阪神・淡路大震災、能登半
島地震、東日本大震災、熊本地震での活動や医療
と生活の見えるJRATの必要性についてお話を聞
くことができました。
　JRATは、避難所等における避難者の活動不活
発対策・自立生活支援を行うと共に、被災地リハ組
織の自立を主たる目的としています。リハ専門職
は、身体と環境の両面に同時に多職種でアプロー
チすることを日常業務としている為、被災からの
回復支援には大きな力となることが出来ると期待
されており、その期待に応えるべく日頃からの体
制作りが大切だとあらためて痛感させられました。
　県士会内では会員の災害支援の意識の活性化と
被災時の情報収集の在り方など課題は山積してお
りますが、まずは情報収集の基盤となるメーリン
グリストに登録されていない会員の皆様には、す
ぐにでも登録していただきたいと考えております。
　富山JRATでは、毎年の研修会も予定しており、
今後のご支援・ご協力をお願いいたします。
 
　

富山JRAT設立記念式典

アルカデイア氷見　高林　一彦

影近謙治氏 河崎寛孝氏氏
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「若年性認知症の人と家族の交流会」への支援　

認知症作業療法委員会　中山　真一（魚津緑ヶ丘病院）

　５月中旬に富山県若年性認知症相談支援センタ

ーより、認知症作業療法委員会に「本人家族の交

流会の運営に力を貸してもらえないか」とのご相

談をいただきました。

　富山県ではこれまで家族援助を主体にしていた

そうですが、これからは当事者本人が主体的に過

ごせる場にしていきたいそうです。しかし、支援

センター所属の保健師ではその方法が分からない。

そこで本人の力を引き出すことに長けている作業

療法士に声をかけてみよう、となったそうです。

　交流会は7/4（土）の午後に開催され、齋藤会

長と私で行ってきました。私達に求められている

のは「本人の力を引き出し、活き活き過ごせる

場」を提供すること。委員会内で検討を重ねた結

果、トートバック作りを行っていただくことにな

りました。（ただ作るだけでなく、エコバックとして

活用可能。また自分の生活を振り返りどんな場面

で活用するか考えられる、という意図からです）

　作業は消しゴムスタンプやステンシルで、無地

のトートバックに模様をつけていく、というもの。

若年性認知症の方といっても、口頭説明だけで一

人で作業が可能な方、常にマンツーマンの対応が

必要な方など、作業能力は様々。事前情報では全

体像が掴めなかったので、対応はぶっつけ本番。

複数の段階付けを考え臨んだ結果、準備品は段ボ

ール箱４つ分にもなりました。

　私達以外にも、看護師さんや保健師さんも携わ

ってくださり、参加者の方とほぼマンツーマンで

対応させていただきました。その甲斐もあり出来

栄えは中々のもの。作品発表会では、ご本人に作

品のポイントを説明していただき、ご家族からは

「まだこんなことを出来る力があったと驚いてい

る」とのお言葉をいただきました。

　交流会後の反省会では作業活動の選考や交流会

の運営手法について称賛する声や、「次回は何を

作るの？」と期待を込めたお言葉を頂戴いたしま

した。一般的に若年性認知症の方は進行も早く、

見守っている方々はつらいこともあると思います。

トートバック作りを通し、ご本人達の健康的な側

面を引き出すお手伝いが出来たのではないかと思

っています。

　全国的には埼玉県作業療法士会が認知症の人の

家族会との連携を先駆けて行っており、2020年６

月２日に参議院厚生労働委員会においてもその取

り組みが取り上げられました。その委員会におい

て認知症の人の家族会の方から「介護家族が認知

症本人のことを一番分かっているが、これに作業

療法士によるプロの視点が合わさることで、劇的

な改善がみられる、ということを何度も見かけ

た」とのご意見が発せられたそうです。

　富山県では今後は２ヶ月に１度開催予定で、認

知症作業療法委員が輪番で対応していきます。社

会から作業療法士の技量を試されてもいるので緊

張はかなりのものですが、関係者の方々に「作業

療法士にお願いして良かった！」と言われるよう

に頑張っていきたいと思っています。
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委員長　富山赤十字訪問看護ステーション　赤尾　智子

◇県士会HP他への地域活動実績報告のご協力ありがとうございます

　2019年度実績では総回数・延べ人数にして地域ケア会議：31回・31名、健康教室や介護予防教

室：60回・60名、認知症予防関連：10回・10名、認知症初期集中支援：２回・２名、家族介護支

援：３回・３名、その他講師派遣：２回・２名、家族会連携：３回・３名、訪問Cや施設間指導連

携：40回・57名の報告をいただきました。

　報告いただけていない活動も多い為、皆さんがより簡単に入力出来るようHPのフォームをリニ

ューアルしました。高齢者支援に限らず、発達分野や精神分野の地域支援についても是非ご報告く

ださい。また地域包括ケアに関する協会研修会や県内の地域活動で使用した資料を閲覧し共有でき

るようHPに随時掲載します。ID・パスワードはいずれも【tiiki】です。是非ご活用ください。OT

協会HPにも役立つ情報が掲載されていますので合わせてご覧ください。

◇zoomを活用した研修会への参加ありがとうございます

　当委員会では今年度も新川・富山・高岡・砺波の各地区単位で地域活動に関する情報交換会や勉

強会を開催します。今年度は３密を避ける目的でzoomを活用して行います。

　新型コロナウイルス感染症を契機にICFの環境因子が大きく変化し、ステイホームや人との距離

をとる事が推奨され、生活不活発＝フレイルが問題化しています。感染予防をしながら生活不活発

にならないために、OTは何ができるか、新しい生活様式になじむ様私たち自身も行動変容を起こ

して一緒に考えていきましょう。

◇地域ケア会議や介護予防事業などへの参画ありがとうございます

　自立支援や重度化防止において、OTはADL・IADLの改善に向けた支援ができる専門職として積

極的に関わり効果を上げていく事が求められています。ケア会議に参加しているOTからはその助

言が生活に根差していて「分かり易い」「明日からでも実践できる」「役に立つ」と好評だと聞き

ます。OTの当たり前の思考やアプローチが自立支援や介護予防・重度化防止に役立ち、感謝され

るのです。一方で地域活動に講師として参加した別のOTからはOTという職種の認知度の低さを指

摘する声もありました。知って活用してもらえればこれほど心強い味方はいないのに、そもそも知

られていないのです。

　団塊ジュニア世代が高齢化し支え手がいなくなる2040年問題を見据え高齢者の自立支援施策とし

て、厚生労働省は今年４月「高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的な実施」を2024年度までに

全ての市町村で展開する方針を出しました。また市町村の医療専門職配置は、従来は保健師・管理

栄養士・歯科衛生士でしたが理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のリハビリ３職種が追加明記さ

れました。地域を担当し支援する専門職としてOTの配置が明記された事はとても重要です。会員

一人一人がこのことを認識して地域活動に関わり、外へ向けて啓発していく必要があります。

　これからも皆さんのご協力をお願いします。

～地域アドバイザー委員会だより～
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八尾老人保健施設　風の庭

　リハビリの時間が始まると、続々とリハビリ
室に利用者が入ってこられます。歩行器で来ら
れる方、独歩で来られる方、車椅子を駆動して
来られる方…。来られた方から順々に空いてい
る所を回られます。平行棒や階段・エルゴメー
ター等、机で認知課題や手指運動をされる方で
リハビリ室は気付けば人が沢山いて空いている
所を探すのに一苦労といった光景が当たり前で
した。順番を待つ間ホットパックで温めながら
運動し、隣の人と会話する。入所の方も通所の
方のパワーをもらって元気になる。自分から動
くようになっていく。動けるようになって元気
になって自宅へ帰られる。自宅退所されてから
は通所を利用され在宅生活が維持できるよう援
助していく。そんな形で入所から通所まで関わ
っていました。
　当施設は昭和63年11月11日に富山県で２番
目の老人保健施設として開設されました。八尾
駅近くにあり、おわら風の盆の時期には町や施
設全体がおわらで一色になります。施設の理念
として、『老人の自立を支援し、家庭への復帰
を目指し、明るく家庭的な雰囲気を持って、地
域や家族との結びつきを重視する。』を挙げ、地
域に根差した施設としての役割をもっています。
　定員は、入所150名（一般棟120名　認知症
専門棟30名）通所リハビリテーション70名（一
般通所60名　認知症通所10名）です。リハビ
リスタッフはPT５名　OT６名　ST非常勤１名
となっています。毎月在宅復帰率50％以上を保

ち超強化型の施設として充実したリハビリの提
供を行っています。
　先述した通りの生活でしたがコロナの影響で
変えざるをえなくなくなりました。３密を避け
ソーシャルディスタンスを保つようにリハビリ
時間を区切り、通所と入所の方の利用時間を分
けました。椅子は一つおきに座っています。区
切った時間毎に噴霧器でリハビリ室内を消毒し
ています。リハビリのことだけではなく、入所
者の方の面会制限やiPad面会への変更など様々
なコロナ対策を行って、施設にコロナが入らな
いようクラスターが起きないように日々注意を
払っています。在宅訪問も最小限・最短・最小
人数で行い、必要時は事前にiPadで動画を撮っ
ていくなど今までとは違った形で関わるように
なっています。
　課題としては今までの集団での効果（周囲へ
の関心・会話・役割・仲間意識・同調・生活の
活性化・他活動への興味関心等）が得られにく
いことが挙げられます。個別や小集団などの強
化をしながらどう補っていくかが今後は重要に
なってくると思われます。そんな時こそ作業療
法の手法（作業・役割・季節感・興味・楽し
み・五感の利用）が活かされてくるのではない
かと思います。
　今後も八尾地区の地域包括ケアシステムの中
での風の庭として地域に根差した施設としての
役割を担っていけるよう取り組んでいきたいと
思います。

津嶋　朋美

噴霧器にて消毒中 ソーシャルディスタンス！
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　藤永君ご紹介ありがとう
ございます。彼とは５年ほ
ど前に学生とSVの関係で
した。彼が言う「仕事でも
趣味でも、誰かを笑顔に出
来る存在になりたい」は見
習いたいものです。私の
SVであった方は今では同
僚であったり、同じ部会で
あったりと臨床実習はその
時々のものでなく今後にも
いろんな面で影響を受ける
貴重な時間だと思います。

現在COVID-19にて十分な臨床実習を経験でき
ない学生を思うと心が痛みます。一日でも早い
終息を願うと共に、来年度入職する新人の方に
は、より温かい目で指導していきましょう。本
題に入ります。厚生連高岡病院に勤務していま
す河井恵介です。途中「水島さん」のボキャブ
ラリーを学ぶため系列病院である厚生連滑川病
院に３年半レンタル移籍し、昨年10月より高岡
病院へ戻って参りました。いつまでも若いと思

っていましたが、子どもを２人授かることがで
き、あっという間に10年経過しました。それで
もこの仕事をやってきてよかったと思うのと今
後もやり続けたいと思えるのは、この10年一生
懸命頑張ってきた証なのかなと思います。また、
院内のOTをよくしたいと切磋琢磨できる同僚
や良き環境があったことが一番だと思っていま
す。この場を借りて感謝申し上げます。最近で
は県士会の事業に関わらせていただく機会も増
え、職場外の仕事なので「面倒くさい」と思う
方もいるかもしれませんが、組織を太くしてい
くことは自分たちの10年20年後のためだと思い
ます。「20年後ITによって失われない職業」の
上位にOTは挙げられていますが、それも自分
たち次第かもしれません。皆さん県士会事業を
頼まれたら丁重にお断りせず、快く引き受けま
しょう！そんな県士会のつながりもあり、昨年
は齋藤会長と釣りにも出掛けました。結果は二
人ともボウズでしたが、その中初めて釣りをし
一人だけアオリイカを釣った方にバトンを託し
たいと思います。高校の同級生で同じサッカー
部であった南砺市民病院の野田理央さんです。

会員リレーコラム

　県士会会員の皆様こ
んにちは。富山県リハ
ビリテーション病院・
こども支援センターの
遠藤さんからバトンを
受け継ぎ、今回コラム
を担当させていただく
ことになりました。
　私は南富山中川病院
の阪本彩佳といいます。
富山医療福祉専門学校

を卒業し、作業療法士となって２年目になりま
した。当院は主に精神疾患・認知症の方が利用
されており、私は精神科のデイ・ナイトケアで
勤務しています。デイ・ナイトケアでは、退院
された後の生活の安定・社会復帰の促進を目的
とし、個別作業と集団作業を行っています。当
院のデイ・ナイトケアに作業療法士が配属され
たのは私が初めてであり、職員・利用者様に作
業療法を理解していただく段階からのスタート
でした。働き始めて２年目となり、開始当初よ
り個別作業の種目が増え、利用者様から「楽し
い」という声が増えてきました。私自身まだま

だ知識不足のため、利用者様と共に楽しみなが
ら作業療法について学び、理解していただける
よう努力していきたいと思います。
　私は最近利用者様の影響で、かぎ針編みの練
習をしています。かぎ針編みをするのは学生時
代に授業でエコたわしを作った以来でした。利
用者様の希望が「模様入りのリストバンド」と
初心者には難しく、教えると共に私自身も勉強
する日々です。今は必要のない作業もいつか役
に立つかもしれないと感じ、色々なことを経験
しておきたいと思いました。まだ続きそうなこ
の自粛期間中、色々な作業に挑戦してみたいと
思います。
　また、病院と家の往復ばかりで気分転換もま
まならない状況の中、私の生活を充実させてく
れているのは、ペットの存在です。私の家では
猫を９匹飼っており、家中を走り回る猫たちの
お陰で毎日とてもにぎやかです。家族全員動物
が好きで、可愛い瞬間を写真や動画に収めては
共有し、それぞれの可愛さにとても癒されてい
ます。
　最後に、次のバトンはかみいち総合病院の黒
田あずささんへ渡したいと思います。

南富山中川病院

阪本　彩佳

厚生連高岡病院

河井　恵介
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新入会員の横顔

１．中川　等史
２．富山リハビリテーション
医療福祉大学校
３．金沢大学医療技術短期大
学部
４．スポーツ全般、子どもと
仲良くなること
５．環水公園
６．OT学は、奥が深い
７．スカイダイビングをやっ
てみたい

１．名前　　２．施設名　　３．出身校or旧所属施設　
４．趣味・特技　　５．富山のおすすめスポット　
６．ＯＴとして働いてみての感想
７．今後チャレンジしたいと思っていること

１．大川　莉奈
２．光ヶ丘病院
３．健康科学大学
４．映画鑑賞、ショッピング、
旅行
５．砺波市にある農工房長者
というカフェが私のおすす
めするお店です。
６．初めての事が多く慣れな
い日々の為、大変ですが、

利用者の方から「ありがとう」と感謝の言葉をい
ただくことでやりがいのある仕事だと感じました。
７．仕事では、どの分野においても知識を身につけ
ていきたいです。プライベーでは、旅行に行きた
いです。

１．宮前　帆花
２．老人保健施設
　　　アルカディア雨晴
３．富山医療福祉
　　　　　　　専門学校
４．ものづくり、
　　音楽を聴く
５．古城公園
６．1日に何人もの利用
者様と関わり、1人1

人にあった計画を考えて行うことがとても大変だ
と感じます。勉強して自信を持ってリハビリを行
えるように努力していきたいです。
７．勉強会等に参加して知識をつけたいです。プラ
イベートでは何かスポーツをする習慣をつけたい
と思っています。

１．佐伯　絃里
２．介護老人保健施設きぼう
３．富山医療福祉専門学校
４．ドライブ、卓球
５．おとぎの森公園
６．知識や経験不足で日々学
ぶことがたくさんあり、大
変ではありますが利用者様
からの「ありがとう」とい
う言葉を励みに頑張ってい
ます。

７．利用者様のADL、認知機能向上のため様々な
方向から作業療法を提供できるよう作業手段や手
法を学びたいです。

１．塩谷　奈那
２．にしの老人保健施設
３．専門学校金沢リハビリテ
ーションアカデミー
４．趣味：買い物・特技：民
謡の踊りを踊ること
５．環水公園
６．利用者の方々との関わり
はとても楽しく勉強になり
ますが、日々知識不足を痛

感します。ですが利用者さんから感謝の言葉をも
らうと嬉しくやりがいを感じます。
７．OTとしての知識や技術を更に身に付け、利用
者さんに合ったアプローチを提供出来るよう、勉
学に励みたいです。

１．横川　加奈
２．光ヶ丘病院
３．金城大学
４．ショッピング
５．環水公園
６．まだまだ分からないこと
も多いですが、多くの経験
を積みスキルアップできる
ように頑張りたいです。

７．コロナが落ち着いたら旅行に行きたいです。

　ようこそ県士会へ。心より歓迎申し上げます。皆さんは今、患者様と向き合い、目指してきた作業療法
を実践されていることでしょう。また、日々の業務で、もっと知識や技術があれば、と考えることもある
かと思います。県士会はそんな皆さんの味方です。
　福利厚生部では、新人歓迎会を予定していましたが、今年度はやむなく中止。人と人の交流が一変しま
した。
　しかしながら、他施設のOTや、経験ある先輩OTとの交流は、新しい視点を見出すことが出来たり、こ
んなOTになりたいと思う先輩に出会えたりと、皆さんの力になるはずです。皆さんの可能性は無限です。
一緒に県士会を盛り上げていきましょう！　　　　　福利厚生部　金木麻弓（グリーンヒルズ若草病院）

新入会員の皆様へ
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１．大杉　真優佳
２．老人保健施設
　　　アルカディア雨晴
３．国際医療福祉
　　　　専門学校七尾校
４．趣味は音楽・映画鑑
賞・ショッピング
５．朝日山公園(氷見市)
６．利用者様一人ひとり
に合わせたリハビリを

提供する難しさを実感していますが、リハビリを
通して利用者様の嬉しそうな顔や楽しそうな顔を
見るとやりがいを感じます。まだまだ知識・経験
が浅く苦労することばかりだと思いますが、これ
からいろいろなことにチャレンジし、たくさん知
識・技術を身に付け立派なOTになれるよう頑張
ります。
７．自分ができるアクティビティ（手芸など）を増
やす！

１．桐谷　日奈子
２．真生会富山病院
３．大坂保健医療大学
４．買い物、園芸、お菓子作り
５．ぷちロール、大岩山日石
寺、Matilda
６．医療の現場に身を置いて
患者に寄り添って支える仕
事にやりがいを感じていま
す。今後は勉強・臨床を通

し経験を重ねていきたいです。
７．何か習い事をしたいです。

１．熊谷　三咲
２．特別養護老人ホーム
　　　　　　　　　ささづ苑
３．専門学校金沢リハビリテ
ーションアカデミー
４．好きなことは、映画、
　　ドラマ、ドライブです。
５．月とカンパニオ、
　　高倉町珈琲

６．日々利用者様と関わっていくうちに変化に気が
付くことができたり、レクリエーションでも少し
ずつ人前でも話せるようになりました。まだ、知
識的にも精神的にも未熟な事ばかりなので、自分
なりに成長していきたいと思っています。利用者
様が少しでも「楽しい」と思ってもらえるような
作業療法を提供できるOTになりたいです！
７．認知症の勉強をしていきたいです。コロナが収
まれば、色々なところに出かけたり、気になって
いる習い事をしたいです。

１．荻原　理恵
２．富山市民病院
３．デイサービスあおば
４．買い物
５．子どもと一緒に太鼓山ラ
ンドや天湖森でアウトドア
を楽しんでいます。
６．奥が深く、いつまでも自
己研鑽が必要な仕事だと思
います。

７．初心に戻り、一から作業療法を学んでいきたい
と思います‼

１．出口　裕基
２．射水市民病院
３．新潟医療福祉大学
４．登山・釣り
５．黒薙温泉
６．患者さまの未来の幅を広
げる事のできる素敵な仕事
だと思うと同時に、知識不
足を痛感しています。
７．OTとしては知識を増や

し自身のリハビリに活かしたいです。プライベー
トではまだ行った事のない多くの山に登りに行き
たい。

１．開澤　未希 ２．富山県リハビリテーション病院・こども支援センター
３．東京都リハビリテーション病院 ４．お気に入りのカフェでのんびりすること
５．SAYSFARMからの眺望 ６．いろんな人の人生に触れることができる面白い仕事だと感じています。
７．ミニマリストになること

１．野原　果鈴
２．福野デイサービスセンター
３．国際医療福祉専門学校七
尾校
４．折り紙、漫画を読むこと
５．射水市大島絵本館
６．知識や技術不足で悩むこ
ともありますが、これから
少しずつできることが増え

ていばいいなと思います。
７．認知症ケア専門士資格を取得できたらいいなと
思っています。

１．宮田　優夏
２．谷野呉山病院
３．岡部病院（石川県）
４．ミュージカルや演奏会に
行く事
５．新湊の獅子舞と曳山
６．環境が変わり、仕事と子
供の事とで１日があっとい
う間です。いろんな経験を
積み作業療法士として成長

していけるように頑張りたいと思います。
７．家の空きスペースに木を植えたり、石を積んだ
りして、素敵な空間を作りたいです。庭について
検索し、構想を練っています。
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１．水野　静香
２．魚津緑ヶ丘病院
３．国際医療福祉専門学校
　　　　　　　　　七尾校
４．ネコと寝ること
５．シャノワール
６．毎日学ぶことばかりです
が、やりがいのある仕事だ
と感じています。少しでも

患者様のお力になれるように、頑張っていきたい
です。
７．一人旅行

１．遠藤　麻由
２．介護老人保健施設
　　　　　　　　さくら苑
３．南ヶ丘病院（石川県）
４．ライブ観戦、ドライブ、
　　カラオケ
５．高岡のドリア専門店
　　「ドリアリーボ」
６．その人らしさを尊重した
作業療法を提供し、昨日出

来なかった事が出来るようになった喜びを分かち
合える事がやり甲斐です。
７．筋トレ　大殿筋を鍛えたい！

１．小山　暢子
２．独立行政法人国立病院
　　機構　富山病院
３．関西福祉科学大学
４．音楽を聴くこと
　　映画鑑賞
５．富山に来たばかりなので、
これから富山のいろんな場
所に行ってみたいです。

６．わからないことも多く、知識不足を痛感してい
ますが、患者さんの笑顔がたくさん見られるよう
に、一つ一つ学んでいきたいです。
７．患者さんに関わる上で必要なOTとしての基礎
知識と技術をしっかり身につけたい。

１．三輪　奈津紀
２．富山県リハビリテーション
病院・こども支援センター
３．浅ノ川総合病院(石川県)
４．旅行・キックボクシング
５．ことの葉
６．新しい環境で慣れないこ
ともありますが、新しい知
識を日々学んでいます。奥
深い職業だと感じています。
７．料理

１．松嶌　ありさ
２．富山県リハビリテーション
病院・こども支援センター
３．伊丹恒生脳神経外科病院
４．旅行、買い物
６．新しい環境で学ぶことが
多く、日々勉強になってい
ます。
７．たくさん勉強して知識を

増やし、臨床で活かしていきたいです！

１．鏡田　陽香
２．富山県立中央病院
３．広島大学
４．イラストを描く、楽器、
旅行
５．富山に帰ってきたばかり
なので開拓予定です
６．知識や技術不足から、
日々自身の視野の狭さを感
じています。頼れる先輩方
からアドバイスをいただき

ながら勉強しています。患者さんにとって頼れる
OTになりたいです。
７．4月から運転をし始めたので、一人で様々なと
ころに行けるようになりたいです。

１．新鞍　成美
２．かみいち総合病院
３．富山医療福祉専門学校
４．ヨシタケシンスケの本を
読むこと。
５．東福寺野俱楽部 季節パ
フェがおすすめです。
６．毎日複数の患者様と関わ
らせていただき、自身の勉
強不足と要領の悪さを痛感

しています。「患者様が願う生活」に近付けるよ
うOTとして何が出来るのかを考え関わっていけ
るよう勉強していきたいです。
７．コロナが収束したら友人と旅行

１．村上　和輝
２．老人保健施設
　　　　　　アルカディア氷見
３．国際医療福祉専門学校
　　　　　　　　　　　七尾校
４．散歩、フットサル
５．環水公園
６．考え方、捉え方を変えるこ
とで違った視点で捉える事が
出来る事が面白いと思った。
７．登山
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河　越　野々佳
新　鞍　成　美
塩　谷　奈　那
森　田　汐　音
大　杉　真優佳
宮　前　帆　花
村　上　和　輝
佐　伯　絃　里
関　　　優　都
畑　野　　　唯
大　野　弘　貴
北　野　翔　也
水　野　静　香
大　川　莉　奈
横　川　加　奈
小　山　暢　子
出　口　裕　基
桐　谷　日奈子
宮　田　優　夏
熊　谷　三　咲
桑　葉　美　帆
開　澤　未　希
松　嶌　ありさ
三　輪　奈津紀
鏡　田　陽　香
岩　河　智　子
荻　原　理　恵
宮　田　遥　佳
宮　本　崇　寛
堀　　　裕　介
鍋　島　采　実
野　原　果　鈴
高　島　美　和
遠　藤　麻　由
中　川　等　史

アルペンリハビリテーション病院
かみいち総合病院
にしの老人保健施設
温泉リハビリテーションいま泉病院
介護老人保健施設　アルカディア雨晴
介護老人保健施設　アルカディア雨晴
介護老人保健施設　アルカディア氷見
介護老人保健施設　きぼう
介護老人保健施設　きぼう
介護老人保健施設　シルバーケア今泉
介護老人保健施設　サンテリテ
丸川病院
魚津緑ヶ丘病院
光ヶ丘病院
光ヶ丘病院
国立病院機構 富山病院
射水市民病院
真生会　富山病院
谷野呉山病院
特別養護老人ホームささづ苑
独立行政法人国立病院機構　北陸病院
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター　成人療法課
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター　成人療法課
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター　成人療法課
富山県立中央病院
富山市民病院
富山市民病院
富山市民病院
富山西リハビリテーション病院
富山大学附属病院
富山老人保健施設
福寿園福野デイサービスセンター
流杉病院
介護老人保健施設　さくら苑
富山リハビリテーション医療福祉大学校

2
0
2
0
年
度
　
富
山
県
作
業
療
法
士
会
　
入
会
者

　今年４月より、富山県作業療法士会ML（メーリングリスト）への登録を皆様にお願いしておりますが、
７月末現在で208名の登録に留まっています。また、登録済みの方が誤って再度登録申し込みをし
たり、登録後、受け取り拒否メール設定となっているケース（toyama-ot@google.groups.com
からのメールを受け取れる設定にして下さい）も見られますので、今一度、確認をお願い致します。
引き続き、登録にご協力いただけますように、また、周りの方にもお声掛けしていただけますよう
に重ねて宜しくお願いいたします。

　ML登録ページアドレス：https://forms.gle/Jzbm1DhqWkUKxLzR7
　お問い合わせ先：県士会広報部HP担当　塚田大紀
　　　　　　　　　メールアドレス　toyama-ot@toyama-ot.sakura.ne.jp

県士会メーリングリストへの登録のお願い県士会メーリングリストへの登録のお願い

hirot
タイプライターテキスト
toyama-ot@googlegroups.com

hirot
取り消し線
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氏名種類 旧所属 新（現）所属 備考
異動 朝野小百合 老人保健施設　ちょうろく 常願寺病院　デイケアひだまり 

異動 河井　恵介 厚生連　滑川病院 厚生連　高岡病院 

異動 喜多　利晃 富山診療所 水橋診療所通所リハビリのびのび 

異動 窪田　崚大 西能病院 介護老人保健施設　みどり苑 

異動 佐伯　　亘 富山西リハビリテーション病院 老人保健施設　チューリップ苑 

異動 定田　恵美 光ヶ丘病院 介護老人保健施設　あおぞら 

異動 高畑　知子 自宅 介護老人保健施設　みしまの苑一穂 

異動 武田　美紀 富山西総合病院 介護老人保健施設　チューリップ苑 

異動 滝林奈津美 富山西リハビリテーション病院 富山西総合病院 

異動 谷内　桂槙 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 成人療法科 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター こども療法科 

異動 塚田　由佳 藤木病院 流杉病院 

異動 辻　貴充 西能病院 西能みなみ病院 

異動 手谷　香奈 富山西総合病院 八尾総合病院 

異動 新出　知世 富山西総合病院 富山西リハビリテーション病院 

異動 羽広　千明 済生会富山病院 自宅 

異動 細田　浩子 シルバーケア今泉 富山城南温泉病院 

異動 松島　真美 西能みなみ病院 みどり苑在宅事業部通所リハビリテーション 

異動 宮田真奈未 かみいち総合病院 自宅 

異動 三輪　洋美 わらび学園 きずな子ども発達支援センター 

異動 山本　朋子 介護老人保健施設チューリップ苑 富山西リハビリテーション病院 

異動 湯浅千佐都 富山西リハビリテーション病院 八尾総合病院 

異動 吉原　有佐 富山リハビリテーション医療福祉大学校 友愛温泉病院 

異動 渡邊　純子 自宅 ヴィストカレッジ富山県庁前 

異動・改姓 佐藤　江莉 深川病院 佐伯病院 旧姓　山本

異動・改姓 南條安里紗 富山西リハビリテーション病院 老人保健施設　つるぎの庭 旧姓　杉田

改姓 浦島　彩乃   旧姓　延澤

改姓 澤田　苑華   旧姓　柳田

改姓 中田沙由里   旧姓　渡辺

改姓 馬場　紋乃   旧姓　前川

改姓 林　　純香   旧姓　松島

改姓 渡辺　美香   旧姓　松田

退会 池田　香織 済生会高岡病院  

退会 大野　汐実 介護老人保健施設　みどり苑  

退会 神下　雅美 となみ三輪病院  

退会 後藤　優佳 自宅  

退会 島田貴和子 大沢野老人保健施設　かがやき  

退会 高野　　葵 西能みなみ病院  

退会 武内あけみ 自宅  

退会 田邊はるみ みしま野苑ひかり  

退会 辻　　　優 ケアポート庄川  

退会 南　　愛理 アルペンリハビリテーション病院  

退会 湯口　美香 介護老人保健施設　さくら苑  

会員異動等
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令和２年度　第２回理事会

≪報告事項≫

１．当会における新型コロナウィルス対策について

・７月以降は、ソーシャルディスタンス、体調確

認を行い、徐々に緩和予定

・OT協会からの助成金を利用し、WEBによる研

修会、会議を導入予定。

２．各種事業より

　２－１．OT協会関連

・今年度の47委員会は全てWEB開催

・社員総会後の会議にて、研修会・学会の

WEB活用、年会費の維持など周知あり

３．各部会、委員会などより 

　３－１．臨床実習指導者講習会

・６月６日、7日、13日、14日　OT協会、都士

会も参加し、全国発のWEB開催。マニュア

ル作成。

　３－２．認知症作業療法委員会

・７月４日　若年性認知症センターより教室の

講師依頼あり、齋藤会長、中山委員長にて対

応。

　３－３．福祉用具委員会

　　・今後の活動について、資料参照

　３－４．地域アドバイザー委員会

　　・資料参照

　３－５．普及指導部

・健康と長寿の祭典は中止予定。関連委員会へ

引継ぎ等

・高校生体験会は、７月までに終息なければ、

今年度延期予定。

　３－６．広報部

・ホームページに定期開催の研修会案内の要望

あり、掲載内容の検討。

・先の３か月分の予定を掲載する。

・各種事業が中止になり、内容が希薄になるが、

広告費もあるため、３回発行予定。

　３－７．財務部

・懇親会など福利厚生の費用の扱いについて統

一されておらず、周知、修正。

　３－８．教育部

　　・事業計画など資料参照

　３－９．事務局

・メーリング190名程度登録され、活用方法に

ついて、関連委員会等と検討。

≪検討事項≫

１．総会について

　１－１．開催方法

・６月２８日日曜日10時よWEBにて開催。

・議長　塚田氏。理事、監事、菱田氏、沖財務

部長、議事録署名人（金川、他１名）3役出

席。

・事業報告／計画、決算／予算についての質疑

応答。

・報告書、計画書案、立候補者等は事前に送付。

当日までに質問受付け、質問の回答はホーム

ページ。

・理事会にて役員承認。

≪報告事項≫

１．当会における新型コロナウィルス対策について

・７月以降については、HPに掲載済み。

・Zoomなどの積極的活用のため、有料版購入。

運用方法を作成し、理事・委員長・部長に配信

予定。

・他団体との交流の場合は、防護用品を持参する

等対策を行う。

２．各種事業より

　２－１．OT協会関連

・令和3年度改定に向けた意見交換会は、佐々

木委員長に対応依頼。（オンラインでれば参

加可）

３．各部会、委員会などより 

　３－１．災害リハビリテーション委員会

・７月19日　富山JRAT設立記念研修会

・OT協会災害訓練による安否確認は、従来通

りの方法

・富山県シェイクアウト開催予定

ZOOMによるWEB会議にて開催
日　時：令和2年6月15日（月）19時より　　　 
出席者：齋藤、島津、丸本、橋爪、吉波、藤井、
　　　　森、渡邊、能登、大平、桐山、小倉、
欠　席：松岡、吉村、松本、作田、小倉

令和２年度　第３回理事会

ZOOMによるWEB会議にて開催
日　時：令和２年7月20日（月）19時より　　　
出席者：齋藤、松岡、桐山、島津、丸本、吉波、
　　　　藤井、森、渡邊、能登、丁子、安本、
　　　　小倉、橋爪、大平

　３－２．認知症作業療法委員会

・７月４日　若年性認知症の本人と家族の会交

流会を齋藤、中山委員長にて対応。

・毎回２名で対応し、謝金の扱いについては、

委員会内で検討。

　３－３．広報部

・株式会社geneより広告掲載の依頼あり、広報

紙に掲載予定。

　３－４．福祉用具支援事業委員会

・令和２年度　補装具費支給基準告示改定に向

けた書面ヒアリング

・LINE「オープンチャット」の運用を準備。7

月規約・マニュアルの作成、8月士会ホーム

ページに掲載。

　３－５．地域アドバイザー委員会

・「地域支援事業に資する人材育成研修会

（WEB 研修会）８/８」は、大平理事、赤尾

委員長、福田氏（公立南砺中央病院）等参加

予定。

　３－６．日本作業療法士連盟

・富山県責任者に渡邊理事が就任し、学会等で

士会員に理解を求める。

　３－７．普及指導部

・今年度の「富山県 健康と長寿の祭典」中止。

・作業療法体験会は中止し、高等学校へ作業療

法士についての資料を送付。

　３－８．広報委員会

・コロナ禍の影響で研修会等が開催できないた

め、例年に比べて広報誌の記事が少なく、記

事を広く募集

　３－９．訪問リハビリ研究会

・請求書などないため、昨年度、今年度分の拠

出金の振込みが滞っていた。

　３－10．富山県ロボットニーズ・シーズ

　　　　　　　　　　　　　　　　連携協調協議会

　　・特許や協力企業などとの交渉を続けている

≪検討事項≫

１．組織図、2020年度富山県士会重点活動項目およ

び役割について 

・新理事体制に伴い一部担当部署の理事変更、部

長交代。

・新入会員の配属は、広報、総務、教育局等で見

直し、修正後、役員に送付。

・2020年度 富山県士会重点課題項目を作成し、

協会と県士会活動の連携の強化、各部会と委員

会の役割や目的の明確化を図る。

２．各種法人登録について

・office Voxの法人登録によって文具用品代が割

り引かれる。事務局に会員証管理。

３．その他
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≪報告事項≫

１．当会における新型コロナウィルス対策について

・７月以降は、ソーシャルディスタンス、体調確

認を行い、徐々に緩和予定

・OT協会からの助成金を利用し、WEBによる研

修会、会議を導入予定。

２．各種事業より

　２－１．OT協会関連

・今年度の47委員会は全てWEB開催

・社員総会後の会議にて、研修会・学会の

WEB活用、年会費の維持など周知あり

３．各部会、委員会などより 

　３－１．臨床実習指導者講習会

・６月６日、7日、13日、14日　OT協会、都士

会も参加し、全国発のWEB開催。マニュア

ル作成。

　３－２．認知症作業療法委員会

・７月４日　若年性認知症センターより教室の

講師依頼あり、齋藤会長、中山委員長にて対

応。

　３－３．福祉用具委員会

　　・今後の活動について、資料参照

　３－４．地域アドバイザー委員会

　　・資料参照

　３－５．普及指導部

・健康と長寿の祭典は中止予定。関連委員会へ

引継ぎ等

・高校生体験会は、７月までに終息なければ、

今年度延期予定。

　３－６．広報部

・ホームページに定期開催の研修会案内の要望

あり、掲載内容の検討。

・先の３か月分の予定を掲載する。

・各種事業が中止になり、内容が希薄になるが、

広告費もあるため、３回発行予定。

　３－７．財務部

・懇親会など福利厚生の費用の扱いについて統

一されておらず、周知、修正。

　３－８．教育部

　　・事業計画など資料参照

　３－９．事務局

・メーリング190名程度登録され、活用方法に

ついて、関連委員会等と検討。

≪検討事項≫

１．総会について

　１－１．開催方法

・６月２８日日曜日10時よWEBにて開催。

・議長　塚田氏。理事、監事、菱田氏、沖財務

部長、議事録署名人（金川、他１名）3役出

席。

・事業報告／計画、決算／予算についての質疑

応答。

・報告書、計画書案、立候補者等は事前に送付。

当日までに質問受付け、質問の回答はホーム

ページ。

・理事会にて役員承認。

≪報告事項≫

１．当会における新型コロナウィルス対策について

・７月以降については、HPに掲載済み。

・Zoomなどの積極的活用のため、有料版購入。

運用方法を作成し、理事・委員長・部長に配信

予定。

・他団体との交流の場合は、防護用品を持参する

等対策を行う。

２．各種事業より

　２－１．OT協会関連

・令和3年度改定に向けた意見交換会は、佐々

木委員長に対応依頼。（オンラインでれば参

加可）

３．各部会、委員会などより 

　３－１．災害リハビリテーション委員会

・７月19日　富山JRAT設立記念研修会

・OT協会災害訓練による安否確認は、従来通

りの方法

・富山県シェイクアウト開催予定

　３－２．認知症作業療法委員会

・７月４日　若年性認知症の本人と家族の会交

流会を齋藤、中山委員長にて対応。

・毎回２名で対応し、謝金の扱いについては、

委員会内で検討。

　３－３．広報部

・株式会社geneより広告掲載の依頼あり、広報

紙に掲載予定。

　３－４．福祉用具支援事業委員会

・令和２年度　補装具費支給基準告示改定に向

けた書面ヒアリング

・LINE「オープンチャット」の運用を準備。7

月規約・マニュアルの作成、8月士会ホーム

ページに掲載。

　３－５．地域アドバイザー委員会

・「地域支援事業に資する人材育成研修会

（WEB 研修会）８/８」は、大平理事、赤尾

委員長、福田氏（公立南砺中央病院）等参加

予定。

　３－６．日本作業療法士連盟

・富山県責任者に渡邊理事が就任し、学会等で

士会員に理解を求める。

　３－７．普及指導部

・今年度の「富山県 健康と長寿の祭典」中止。

・作業療法体験会は中止し、高等学校へ作業療

法士についての資料を送付。

　３－８．広報委員会

・コロナ禍の影響で研修会等が開催できないた

め、例年に比べて広報誌の記事が少なく、記

事を広く募集

　３－９．訪問リハビリ研究会

・請求書などないため、昨年度、今年度分の拠

出金の振込みが滞っていた。

　３－10．富山県ロボットニーズ・シーズ

　　　　　　　　　　　　　　　　連携協調協議会

　　・特許や協力企業などとの交渉を続けている

≪検討事項≫

１．組織図、2020年度富山県士会重点活動項目およ

び役割について 

・新理事体制に伴い一部担当部署の理事変更、部

長交代。

・新入会員の配属は、広報、総務、教育局等で見

直し、修正後、役員に送付。

・2020年度 富山県士会重点課題項目を作成し、

協会と県士会活動の連携の強化、各部会と委員

会の役割や目的の明確化を図る。

２．各種法人登録について

・office Voxの法人登録によって文具用品代が割

り引かれる。事務局に会員証管理。

３．その他
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≪報告事項≫

１．当会における新型コロナウィルス対策について

・７月以降は、ソーシャルディスタンス、体調確
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・OT協会からの助成金を利用し、WEBによる研
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２．各種事業より

　２－１．OT協会関連

・今年度の47委員会は全てWEB開催
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　３－７．財務部

・懇親会など福利厚生の費用の扱いについて統

一されておらず、周知、修正。

　３－８．教育部

　　・事業計画など資料参照

　３－９．事務局

・メーリング190名程度登録され、活用方法に

ついて、関連委員会等と検討。

≪検討事項≫

１．総会について

　１－１．開催方法

・６月２８日日曜日10時よWEBにて開催。

・議長　塚田氏。理事、監事、菱田氏、沖財務

部長、議事録署名人（金川、他１名）3役出

席。

・事業報告／計画、決算／予算についての質疑

応答。

・報告書、計画書案、立候補者等は事前に送付。

当日までに質問受付け、質問の回答はホーム

ページ。

・理事会にて役員承認。

≪報告事項≫

１．当会における新型コロナウィルス対策について

・７月以降については、HPに掲載済み。

・Zoomなどの積極的活用のため、有料版購入。

運用方法を作成し、理事・委員長・部長に配信

予定。

・他団体との交流の場合は、防護用品を持参する

等対策を行う。

２．各種事業より

　２－１．OT協会関連

・令和3年度改定に向けた意見交換会は、佐々

木委員長に対応依頼。（オンラインでれば参

加可）

３．各部会、委員会などより 

　３－１．災害リハビリテーション委員会

・７月19日　富山JRAT設立記念研修会

・OT協会災害訓練による安否確認は、従来通

りの方法

・富山県シェイクアウト開催予定

　新型コロナウイルスが再び猛威をふるいはじ
め、感染症対策の徹底や外出・イベントの自粛
など気の張る毎日を過ごす方も多いと思います。
私は最近、テイクアウトの利用や旬のものを使
って料理を作るなど食事の中で季節や楽しみを
感じる機会が増えました。秋はコロナ太りとの
闘いになりそうです…。新型コロナウイルスと
の闘いもまだまだ続きそうですが、限られた
日々の中で楽しみを見つけて乗り切っていきた
いと思います。　　　　　　　　　　(H・O)

編 集 後 記

会 員 名（代表者） 住　　　所

（順不同）賛助会員名簿

学校法人金城学園
　金城大学　医療健康学部
　（学長　前島　伸一郎）

医療法人社団いずみ会
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TEL　076-425-1166

〒930-0083
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・毎回２名で対応し、謝金の扱いについては、

委員会内で検討。

　３－３．広報部

・株式会社geneより広告掲載の依頼あり、広報

紙に掲載予定。

　３－４．福祉用具支援事業委員会

・令和２年度　補装具費支給基準告示改定に向

けた書面ヒアリング
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め、例年に比べて広報誌の記事が少なく、記

事を広く募集

　３－９．訪問リハビリ研究会

・請求書などないため、昨年度、今年度分の拠

出金の振込みが滞っていた。

　３－10．富山県ロボットニーズ・シーズ

　　　　　　　　　　　　　　　　連携協調協議会

　　・特許や協力企業などとの交渉を続けている
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１．組織図、2020年度富山県士会重点活動項目およ

び役割について 

・新理事体制に伴い一部担当部署の理事変更、部

長交代。

・新入会員の配属は、広報、総務、教育局等で見

直し、修正後、役員に送付。

・2020年度 富山県士会重点課題項目を作成し、

協会と県士会活動の連携の強化、各部会と委員

会の役割や目的の明確化を図る。

２．各種法人登録について

・office Voxの法人登録によって文具用品代が割

り引かれる。事務局に会員証管理。
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