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『新しい日常』                          

奈良県総合リハビリテーションセンター 

米田 幹子 

新年あけましておめでとうございます。昨年は新型コロナウイルスの猛威にさらされた一年でした。 

年末になると清水寺でその年の世相を表す「今年の漢字」が公表されます。2020 年は皆さんが一番耳にし

た言葉「密」が選ばれました。新型コロナウイルスの感染症拡大防止のために政府などが 3 密の回避を多く発

信していました。仏教用語でも「3 密」があり、その仏教用語における 3 密では身密（身体・行動）口密（言

葉・発言）意密（心・考え）となるようです。私たち人間は人と会い、コミュニケーションをとり、心を通わ

せることができますが、その人と会う、という手段が制限された年となりました。学会、研修会や実習生の受

け入れも院内の勉強会も制限され、さらに当センターでは 4 月の緊急事態宣言の際に入院、外来ともすべての

リハビリ業務が 2 日間停止となり、ようやく 3 日目にリハビリが再開された時の患者さんとの出会いに「日

常の生活がこんなにありがたいものだったのか」と改めて感じたものです。当たり前だと思っていた日常が一

変した年となりました。 

感染症対策をしながらの新しい日常がはじまりつつありますが、その対策も強いて言えば新型コロナウイル

スに対しては誰も正解がわからない中で、模索しながらの対策だと思います。 

作業療法は人と人との対話、コミュニケーションをとても丁寧にもちながらできる仕事の一つだと思います。

改めて人と人との繫がりを大切にしつつ新型コロナウイルス感染症対策しながら誰もが安心して暮らせる日

常を取り戻していきたいと感じています。会員の皆様もまず自身の健康を守りつつ、それぞれの分野でご活躍

することを切に願います。 
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こんな社会の状況だからこそ「意味のある作業」の提供を！！ 

白鳳短期大学 

 西井 正樹 

平素より県士会活動にご協力いただきましてありがとうございます。 

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、職場や家庭のみならず地域経済活動においても様々な影響を受けてい

ることかと思います。昨年初めて、新型コロナウィルスが確認されてから 1 年間、山あり谷ありの状況が続き、

収まる気配すら見えず、ごく身近なところまでやってきました。外出制限から身体機能の低下のみならず、心

の不安や閉塞感までも起こり、生活の狭小化を招いています。こんな時に必要なのはやはり「作業療法：作業

の力」なのではないでしょうか。今までの生活様式が世界中で変化したわけですから、作業療法士としての思

考も変化する時期に来ました。「いままでの生活はできないけれども、やりたいことを見つけるアイデアを提

供する」「できなくなったこともあるけれども、できることもたくさんあること」そのことを伝えなければな

りません。毎日を悲観するのではなく、「こんな時期だけれども、こんなことができて楽しい」を提供してい

きましょう。私たちの業務は、訓練や手工芸を提供することではなく、その人の意味のある生活を送るために

支援をすることなのです。私たち作業療法士には、今までの経験で培ったアイデアが無限にあります。今こそ

そのアイデアを出し惜しみすることなく、県民の皆様に提供していきましょう。 

 また昨年は、奈良学会をやむなく中止という判断をせざるを得ない状況でした。手探りの中、Web を導入

することで、理事会や各種委員会を再開するようになりました。下半期には、研修会にも Web を導入するこ

とができました。12 月から「会長企画」ということで、心電図、就労支援をはじめ、自動車運転・臨床実習・

呼吸リスク管理・精神科などなど多くの講習会を企画しています。来年度も継続して、会員の皆様に提供して

いく予定です。Web での講習会は、生涯教育制度の講習会以外は一律無料となっていますし、会長企画は夜

の 60 分だけですので、子育て世代の方も参加しやすいとの声もいただいています。Web ですので、全国のい

ろいろな講師陣を会長の人脈？？を使いながら、この機会に会員の皆様へ提供していきたいと思います。 

最後になりましたが、今年一年会員の皆様が健康でありますよう祈念いたします。 

 

 

事業部                      坪内 善仁  

残寒の候、いかがお過ごしでしょうか。県士会員の皆様も様々な思いを胸に、2021 年を迎えられたことと

思います。1 年前を思い返すと、当然ながらこのような状況になっているとは予想もつきませんでした。また、

日常が変わることの恐さと不安を覚えました。一方で、人のつながりの大切さに気づき、新しい生活様式によ

る ICT の促進など、苦境だからこそ進化したものがあったと思います。事業局でも 2020 年度下半期は Zoom

を使用したオンライン講座で、スキルアップセミナー8 講座を開講しました。当初は講座運営に不安もありま

したが、講師の先生や受講者の皆様のご協力により無事に軌道に乗せることができたと思います。この経験を

活かし、2021 年度にはオンライン講座・対面講座を組み合わせ、ハイブリット形式の開催を目指しておりま

す。Covid-19 の状況も予断を許さない状況ではありますが、学びを止めることなく、作業療法発展の一助に

なるように準備を行って参ります。今年も事業局の活動に対し、ご理解・ご協力の程、よろしくお願い致しま

す。 

会長だより 
 

各部局からのお知らせ 
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事務局 財務                                 毛利 陽介   

立春の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

1 月下旬に拡大理事会を開催し来年度に向けて、部局ごとに事業計画・予算を作成しております。現状では

コロナ禍で研修会の在り方が大きく変わり、研修会のほとんどが web 開催となりました。今年度は上半期の

活動が休止せざるを得ない状況でしたが、下半期は会長企画も含め、多くの研修会が開催されています。来年

度も引き続き皆様の活動の場を設定させて頂きますので、ご参加の程よろしくお願いいたします。 

また、来年度の総会では組織の再編を検討しております。 

①士会員＝協会員 ②代議員制度の導入 ③4 ブロック制への変更 の 3 つです。 

地域からの要請が多くなっている現状から素早く対応できる体制や会員の皆様が県士会活動に円滑に参加し

て頂けるような体制を目指しております。具体的な内容はホームページなどを通して広報をしますので、ご確

認をお願いいたします。 

また、日本作業療法士協会と協力をして会員管理の一本化を進めています。その為に皆様の会員情報の統一

を図ります。現状で情報が異なっている方には、郵送にてお知らせを致します。年度末は所属施設の異動（県

内・県外ともに）が多いと思います。最新の情報に更新して頂きますようお願いいたします。尚、届出は県士

会と協会の両方に提出してください。 

会費を納入されていない会員の方は速やかに納入をお願いいたします。 

 2 年間の未納で強制退会となりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

◎会費：10,000 円         ◎新入会員：11,000 円 

以前使用していた、南都銀行の口座は使用できません。 

会費などのお問い合わせ：白鳳短期大学 リハビリテーション学専攻 毛利まで 

 事務局長 毛利  電話：0745-47-0823 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ゆうちょ銀行振替口座    (郵便局の振込用紙をご利用下さい。) 

口座記号番号      ００９３０－０－２３３８３９番 

 口座名称(加入者名)    一般社団法人 奈良県作業療法士会 

 ※この口座を他行等から振込される方は下記内容をご指定下さい 

 店名(店番)：〇九九(ゼロキュウキュウ)店 (０９９)   

預金種目：当座  口座番号：０２３３８３９ 

 ※振込書には氏名・住所・連絡先・所属を記載して下さい 
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教育部                                        木納 潤一  

＜手帳申請について＞（2019 年度以前に入会されている方） 

2021 年 3 月末が期限です！！ 

 2020 年度からは、生涯教育手帳が廃止され、ポイントシールや押印の手続きが廃止されております。その

代わりに、ポイントや受講履歴は、すべて会員ポータル内に登録されていくシステムになっております。その

ため、2019 年度以前に入会されている方は、手帳申請をしなくてはなりません。「手帳申請」というのは、こ

れまでに取得したポイントや履修した講座を、会員の皆様がご自身で会員ポータルに登録する手続きのことを

指します。手帳申請をしていない状態ですと、会員ポータル上では、なにも受講していないことになり、基礎

研修の修了や認定 OT の申請などができなくなります。この「手帳申請」を受け付けている期日が、今年（2021

年）の 3 月末までになっております。すでに手帳申請を済ませている方は、会員全体の 5%しかいません（全

国 5%、奈良 5%）。 

＜「手帳申請」の方法＞パソコンよりもスマートホンで申請したほうが簡便です。 

１．手帳申請のページの見つけ方 

OT 協会ホームページ → 会員ポータル → 各種手続き → 手帳申請 

２．手帳内の写真アップロード 

・基礎研修（現職者共通・選択研修）が途中の方は、手帳内の①現職者共通研修のページ、②現職者選択研

修のページ、③最後に取得した基礎ポイントが貼られているページ（片側のページで可）、①～③の写真

をアップロードします。 

・基礎研修を修了登録している方、認知 OT を取得している方は、①最後に取得した基礎ポイントが貼られ

ているページ（片側のページで可）の写真をアップロードします。 

３．OT 協会の担当者が登録内容を確認して受理 

※登録は１回しかできません。情報の追加はできないので、間違えのないようにしてください。手帳申請で

登録できるのは、2020 年 3 月 31 日までに取得したポイントです。（ポイントはたくさんあるけれど、い

つ、何で取得したポイントかわからない方は、ひとまず貼り付けて、一番最後に取得したポイントが貼ら

れているページだけは、空欄なくきっちりと記載して写真をアップロードしてください。） 

学術部                      辰己 一彦  

 暦の上に春は立ちながら、厳しい寒さが続いております。会員の皆様は、お健やかにお過ごしのことと存じ

ます。 

奈良県作業療法士会では、会員による学術活動を促進するために、研究助成を行っています。作業療法につ

いて科学的に検証し、臨床での実践や更なる研究活動への発展に寄与することを目的としています。優秀な案

件について年間 2 件までを選定し、各々最大 5 万円の活動助成を行います。今年度は、1 件の案件を頂きまし

た。 

次年度も継続して公募いたしますので、詳しくは士会 HP のバナーをご確認ください。 

多くの会員の皆様方からのご応募をお待ちしております。 

QR コードからも確認可能です。 
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北和ブロック                          渡邊 俊行  

コロナ禍で先が見えない日々が続く今日この頃、また、年度末を迎えお忙しい時期ですが、いかがお過ごし

でしょうか？今年度は県士会活動があまりできずご迷惑をお掛けしました。その中でも県士会活動へ協力いた

だきありがとうございました。来年度も引き続き会員の先生がたのご協力が必要になります。皆で盛り上げ、

より一層の連携を深めていければと思っております。今年もよろしくお願い致します。 

中和ブロック                          塩田 大地  

新年あけましておめでとうございます。 

昨年は新型コロナウィルスにより、生活様式や働き方も大きな変化を求められる年となりましたが、当会に

おきましては会員皆様の多大なるご協力により無事に新しい年を迎えることができました。 

まだまだ先の見えない中ではございますが、会員の皆様と共に歩みを止めず、将来を展望し邁進してまいりた

いと思います。 

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。 

南和ブロック                          田中 陽一    

県士会会員の皆様明けましておめでとうございます。昨年は誰もが経験したことがない一年となってしまい

ましたが、そのような中でも県士会活動にご理解とご協力を賜りありがとうございました。今年はオンライン

という新しい研修会の形も見えてきましたので、更に会員の皆様に利用して頂きやすい活動も案内していける

かと思います。本年もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロックだより 
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今年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響で、例年と比較して十分な活動が行えませんでした。しかしな

がら下半期には、リモートでの研修体制も整い、少しずつではありますが、研修活動を再開することもできま

した。次年度も現在のような状況は続くと予測されますので、これまでと異なった様式での MTDLP の普及・

推進を進めてまいります。具体的には、基礎研修や実践者研修のリモート開催、外部講師を招聘しての研修会

等も企画してまいります。次年度もよろしくお願い申し上げます。 

委員長 北別府 慎介 

所属：西大和リハビリテーション病院 

 

 

 

今年度は、コロナウィルス感染症の影響で研修会は 1 度のみとなりましたが、2 月 19 日開催の研修は三重

県の河合晶子先生に講師としてお話を頂きました。Web 研修という新しい形でしたが、そのため、他府県の

先生にお話しをしてもらうことができ、次年度の研修も幅広い視点の研修をできるのではないかと考えており

ます。 

次年度もよろしくお願い致します。 

委員長 千葉 亜紀 

所属：秋津鴻池病院 

お問い合わせ 0745-63-0601 

     

 

 

会員のみなさま、新年明けましておめでとうございます。 

昨年より、新型コロナウイルス感染症予防に日々取組む生活が続きましたが、1 日も早く通常の生活に戻れ

ることを祈念致します。 

地域包括ケアシステム委員会では、引き続き Zoom を使った多職種向け研修会を継続して開催していきます。

さらに、1 月からの研修では、はじめて「オンデマンド型」も取り入れた研修を予定しています。家事や子育

てが済んだあとで、自分の自由な時間で研修会を受講できる形を取り入れ多くの会員に研修の機会を増やして

頂こうと考えています。 

また、多くの県民に対しては、長く続く感染予防の生活で、生活不活発病が進み、やがて生活や QOL が低

下しないように、作業療法の視点で元気にしていきたいと思います。 

委員長 安井 敦史 

所属：株式会社 UT ケアシステム 

ユーティー訪問看護ステーション 

リハビリデイサービス UT 広陵 

お問い合わせ 090-1676-9898 

 

地域包括ケアシステム委員会 

 

認知症支援委員会 

 

委員会だより 
 

MTDLP 推進委員会 
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2019 年度 奈良県作業療法士会 研究助成を受けて 

国立病院機構 やまと精神医療センター 

作業療法士 南 庄一郎 

 

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、会員の皆様に於かれましては、お変わりないでしょうか。今後も大

変な時期が続くと予想されますが、どうぞご自愛ください。さて、ここでは、私が 2019 年度の奈良県作業療

法士会の研究助成を受けて取り組んでいる臨床研究についてご紹介させて頂きたいと思います。 

 

研究題目 医療観察法病棟で勤務する作業療法士が職業的アイデンティティを形成するプロセス 

 

本研究の背景と目的 

私は、当院の医療観察法病棟（司法精神科病棟）において、精神疾患等によって、殺人や放火などの重大な

他害行為を行った触法精神障害者（以下、対象者）に対する作業療法に携わっています。医療観察法病棟に入

院する対象者は、単に精神疾患による問題だけでなく、重大な他害行為を行ったことに伴う社会的制約など、

一般の精神科医療の対象者に比べて非常に複雑なニーズを抱えています。このため、医療観察法病棟において

は、1 人の対象者に精神科医・看護師・心理療法士・作業療法士・精神保健福祉士の 5 職種からなる専門的多

職種チーム（MDT）で社会復帰に向けた治療が行われます。このように、医療観察法病棟では MDT という

多職種チーム医療が基本となるので、そこに配置される作業療法士は常に他職種との強固かつ密接な連携が求

められ、多職種連携の有意義さを感じる一方で、ケアに対する考え方が異なる他職種との連携に困難さを感じ、

疲弊することもあります。また、他職種からは、作業療法士の専門性と役割が分かりづらいことが指摘されて

おり、私自身も MDT の中でどのような役割を果たすべきか、日々悩むことが多いです。こうした背景から、

私は医療観察法病棟で勤務する作業療法士がどのように作業療法士としての職業的アイデンティティを形成

するかに疑問を持ち、これを研究で明らかにしたいと考えました。職業的アイデンティティとは「職業人とし

ての自分が独自で一貫しているという感覚。すなわち職業領域における自分らしさの感覚」と定義されます。

そこで、本研究では、修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）という質的研究の手法を用

いて、医療観察法病棟で勤務する作業療法士が職業的アイデンティティを形成するプロセスを明らかにするこ

とを目的としました。本研究によって、このプロセスが明らかになれば、既に医療観察法病棟で勤務する作業

療法士だけでなく、今後新たに医療観察法病棟に配置される作業療法士が効果的に職業的アイデンティティを

形成する一助になり、対象者へのより効果的な作業療法の実践に繋がることが期待されます。 

 

本研究の進捗状況 

昨年の第 12 回 奈良県作業療法学会で本研究に先立つ文献レビュー研究を演題発表しました。そして、今

年 6 月の第 13 回 奈良県作業療法学会で本研究の演題発表を行う予定です。また、現在、学術誌『作業療法』

に本研究で得られた成果を投稿中です。 

 

◎会員の皆様も、日々の臨床実践で生じた疑問を、研究で明らかにしてみてはいかがでしょうか？ 

その際には、奈良県作業療法士会の研究助成制度は非常に有意義であると思います。 

ご関心がお有りの方は、奈良県作業療法士会ホームページの「研究助成公募」バナーをご覧下さい。 

研究助成 
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北林厚生会 五条山病院 

早川 智美 

 

最近の「まほろば」で、私が取り組んでいる精神障害のある方を対象にした就労準備プログラムの実践内容

について報告させてもらったのですが、もう一度原稿を書かせていただく機会をいただいたので、今回は就労

継続支援 A 型事業所（以下 A 型事業所）と作業療法について普段感じていることを述べます。 

 令和 2 年 12 月現在、奈良県内には 44 か所の A 型事業所があります。A 型事業所は障害者総合支援法に基

づくサービスで、難病や障害のある方が事業所と雇用契約を結び、その契約に基づく生産活動の機会を提供さ

れ、必要な訓練を行うところです。A 型事業所は株式会社の参入も認められており、「十分な収益がなくても

障害者を集めれば給付金がもらえて安定経営ができる」という触れ込みで全国的にどんどん増えていったので

すが、中には、収益の上がらない簡単な仕事しか提供しない、社会保険や賃金をできるだけ安くおさえるため

に労働時間を短時間にする、といった不適切な運営がみられるようになりました。その結果、平成 29 年には

A 型事業所の賃金は自立支援給付から支払うことが原則認められず、障害のある方が自ら稼いだお金で支払わ

ないといけないことが明示されました。また、平成 30 年には利用者の一日平均労働時間によって報酬額が定

められ、労働時間が短い場合は減算されることになりました。 

 こういったことから、A 型事業所では利用者に生産性が求められるようになり、私が関わっている方が応募

しても不採用になるケースもでてきました。また、週 20 時間勤務が雇用の条件になっているところが多いの

ですが、精神障害のある方は、まずは短時間から働きたいというニーズがあるので、それならば一般企業で障

害をオープン（開示）にしてパート就労する方が本人の負担が少ないということもありそうです。一般企業で

働くことはインクルーシブ社会の実現にも近づくと思われるので、「まずは A 型事業所から」という考えにと

らわれずに支援したいと思います。ただ最近、障害者の雇用率をあげたい企業から一任されて障害者雇用を代

行しているような会社が行政やマスコミからほめたたえられています。これではインクルーシブの概念から後

退してしまうと懸念されるので、応募する会社はどのような理念で障害者雇用をされているのかを知っておく

ことも大切だと考えます。 

 就職活動で大事なのは、本人と企業のマッチングです。A 型事業所は福祉のサービスだから手厚くフォロー

してくれるだろう、などと安易に考えるのではなく、本人の希望を聞き取り、職業スキルを評価して、就職先

や仕事内容の環境調整をすることが大切だと思います。評価は作業療法士が得意とするところであり、私も評

価スキルを磨いていきたいと思っています。 

厚生労働省も、短時間就労から始めたいという精神障害のある方のニーズをくんだ制度の改定を検討してい

るようなので、A 型事業所は今より使いやすくなるかもしれません。また、就労移行支援事業所では、作業療

法士を配置した方が就労につながりやすいことが明らかになっているので、A 型や B 型の事業所にも作業療

法士を配置することで加算がつく仕組みにすることも検討されています。就労支援では作業療法士への期待が

高まっているのだと嬉しく思います。 

 

 

 

 

 

就労支援 
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ハートランドしぎさん  

河原 麻里奈 

 

ハートランドしぎさんに勤めています、河原と申します。早いもので、作業療法士になりもうじき二年目を

終えようとしています。一年目の頃は日常業務を覚えることに必死でしたが、二年目に入り徐々に患者様に重

きを置いて業務に取り組めるようになったのではと感じています。三年目も、初心を忘れずに勉学に励んでい

きたいです。 

昨年は新型コロナウィルスの流行により、我慢の多い一年となりました。当院でも、料理プログラムや外出

プログラムなど、感染リスクの高いプログラムが中止となり、患者様にも我慢をして頂いています。我慢・不

自由が多い生活ですが、そんな中でも前向きな変化もありました。まず、今まで行われていなかった病棟 OT

が始まりました。OT 室に出向いての参加は体力や気持ちの問題で難しい患者様が、「デイルームでやってる

なら、覗いてみようかな」と参加をして下さり、活動の機会が増えたのではないかと思います。 

OT 室では十数名でプログラムを運営していましたが、病棟 OT では三～四名で運営を行っています。先輩

方がいないので、「自分がしっかりせねば！」とより強く責任感を持つようになりました。また、各病棟の患

者様に合わせた集団プログラムを、一から立案し運営まで行うこと、これはコロナ禍でなければ二年目では経

験出来なかったことだと思います。今回の経験は、少なからず自身の成長に繋がったのではないかと思います。

まだまだ不自由な時期が続きますが、熱意と工夫で乗り越えていきたいです。 

次回は、ハートランドしぎさんの 福西 義友 さんです。 

 

 

             

発達支援リハスタジオ ハッピーリング西ノ京・plus 

発達支援リハスタジオ ハッピーリング西ノ京・plus は主に知的・発達障害の子どもたちを対象に専門的

な療育を提供している児童発達支援・放課後等デイサービスの施設です。 

母体である株式会社ハッピーサービスグループの小児分野への関わりは、訪問看護分野が始まりでした。訪

問看護の医療分野で携わる中で、保護者様が「障害がいがあるかもしれない」と感じた時にスムーズに作業療

法を提供できないケースも見られ、早期療育へとつなげていく目的でハッピーリング西ノ京を立ち上げました。

当事業所では感覚統合の考え方をベースに集団療育・個別療育を実施しており、日常生活動作の獲得、集団生

活への適応などを目的に療育を提供しています。また2020年4月には保育所等訪問支援ハッピーリング、2020

年 5 月に発達支援リハスタジオ ハッピーリング plus を立ち上げ、作業療法士・言語聴覚士・保育士が一丸

となり、包括的な支援を行っていくことを目的に事業の展開をしています。

施設紹介 
 

エッセイリレー 
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奈良県作業療法士会 

メールマガジン登録のお願い 
 

FAX や郵送していた重要なお知らせや研修会情報 

会報誌（まほろば）をペーパーレス化し、 

今後はメールマガジンにて 

お届けする予定をしております。 

まだの方は是非 

ご協力をお願いします 
 

登録方法 

①QRコード読み取る→ 

必要事項の入力 

or 

②空メール送信 

宛先：naraot@w.bme.jp 

※ドメイン名が 

ezweb,softbank,docomo, icloud の方は配信エラーとなります。 

ご注意ください。 

 

mailto:naraot@w.bme.jp
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出口孝行といいます。 

2006 年 12 月に脳出血で倒れて右半身麻痺（1 種 2 級）になってしまいましたが、2010 年 7 月に以前勤め

ていたホテルに復職することが出来ました。 

 

社会復帰を振り返って 

脳出血で倒れてから 3 年半・・・ 

以前に勤めていたホテルに社会復帰させて頂けることになりました。 

それまで 13 年、京都・熊本・奈良のホテルのレストランやバー、宴会サービスで働いてきましたが、脳出

血の後遺症で片麻痺（1 種 2 級）になってしまったので、表のサービスではなく裏方の仕事（総務）での社会

復帰となりました。 

慣れたはずのホテル勤務ではありましたが、初めての裏方の仕事は何をしていいのか全くわからない状態で

した。 

最初の頃は与えられた仕事をこなしながら、手の空いた時間に何をやったらいいのか？手探りの毎日でした。 

それでも少しずつその環境にも慣れていき、仕事も自分なりに出来るようになってきた、社会復帰から 3 年目

を迎える頃に総務課長との面談があり、その時に簿記の勉強を始めて思い切って資格を取ったらどうだろうと

提案されました。 

それに対して「自分は高校の時に簿記の資格は取りました（日商簿記 2 級、全商簿記 1 級、県商簿記 1 級）。」

というと、それだったら、経理の仕事も出来そうですねと言われました。 

でも資格を取得してからかなりの年月が経っており、ずっとその資格とは無縁の仕事をやってきたので、当

然勉強のやり直しが必要です。 

しかし、総務の仕事だけではなく経理の仕事も出来るようになれば仕事の幅が広がる！ぜひチャレンジさせ

て下さいと返答しました。 

それ以降、総務の仕事と経理の仕事を自分なりに優先順位をつけて、何を最優先にしなければいけないのか

自分なりに考えながら仕事をやってきて今に至ります。 

 

脳出血の後遺症で言葉を失ったと思った入院当初。失語症とはいえ少しずつ言葉を取り戻し、話し方がゆっ

くりではありますが普通に近い状態で会話が出来るようになった社会復帰当初。 

社会復帰する時に上司から今の環境に不便なことがあればなんでも言ってきなさいと言われましたが、不便

な環境を変えるよりも自分が不便だと思う環境を不便ではない環境にしていくことが自分なりのリハビリだ

と思っています。 

バリアフリーの環境であれば行動しやすいのは確かなことかも知れませんが、坂道や階段があってもそれを

乗り越えるために努力を続けていくことが大事だと思います。 

たとえ時間がかかっても自分に出来ることなら自分でやる。どうしても無理だと判断をすれば応援を要請す

る。でも、出来る限りは人の手を借りずに自分で出来るように努力を重ねる。それを継続することが自分にと

っての最高のリハビリ環境だと思っています！ 
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料理活動 クリスマス会 

      医療法人 悠明会 

      介護老人保健施設ウエルケア悠 

         笠間 裕介 

〇参加者紹介 

料理活動は希望参加の形式をとっているため、性別、年齢、現病歴共に様々です。統計では女性が多

く、70～90 歳、片麻痺・認知症の方の参加率が多いです。活動は 10 人定員とし管理栄養士がメニュー

や栄養面を考え、リハビリが活動面を評価することで他職種との連携でのアプローチを実施しています。

      

〇参加者にとっての意味・目的         

意味・目的も様々であり最も多いものとしては、認知症の進行予防、栄養改善、QOL の向上、上肢機能

改善等があげられます。         

 

〇セラピストが活動を行うにあたり目的としている点・工夫している点 

目的としては個々に寄り添った計画を考案しています。例えば片麻痺の方の姿勢の崩れ、認知症の方の

意欲低下などを主としながら、活動としては「楽しい・美味しい 健康になる」を目的に実施しています。

楽しい＝QOL の充実 美味しい＝食の改善 健康＝栄養・心身の充実を前提として個人の目標と吟味して

実施しています。 

         

〇参加者の感想 

・楽しく参加させてもらっています。 

・自ら料理の話をするようになった。（家族の意見）  

・家事をするようになりました。（家族の意見） 

     

〇OTR の視点での効果         

QOL の充実はみられます。希望参加制の為興味がなければ参加はみられないが毎回一定数を超え何回も

参加されるなどリピーターも多いです。また、上肢・手指機能の向上もみられます。美味しいものを食べた

いというモチベーションの為に集中して動作に取り組んでいます。 

しかし、多くの参加者が活動内のみ向上がみられデイケアや在宅生活への反映が不十分であることがある

のが今後の課題と考えます。         

 

○注意点         

現在、感染症予防の為感染対策を徹底したうえで実施しています。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者さんの作品紹介 
 



 

 

 

 

 

  

       

                                  

                                 

 

 

                                

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告掲載について、賛助会員に入会して頂ければ、掲載可能

です。ご希望の方は以下にお問い合わせ下さい。 

申 込 先：白鳳短期大学  

担当 毛利 陽介 

連 絡 先：TEL 0745-60-9007 

E-mail:otnarajimu@yahoo.co.jp 

教育部 

秋津鴻池病院 

部長 木納 潤一 

TEL(0745)-63-0601  

FAX(0745)-62-1092 

 

事業部 

秋津鴻池病院 

部長 大西 和弘 

TEL(0745)-63-0601 

FAX(0745)-62-1092 
 

学術部 

株式会社 UT ケアシステム 

部長 辰巳 一彦 

TEL(0744)-20-3353 

FAX(0744)-20-3354 

事務局 

白鳳短期大学 

事務局長 毛利 陽介 

TEL(0745)-32-7890 

FAX(0745)-32-7870 

保健福祉部 

天理よろづ相談所病院 

白川分院 

部長 前岡 伸吾 

TEL(0743)-61-0118 

地域包括ケアシステム 

株式会社 UT ケアシステム 

ユーティー訪問看護ステーション 

リハビリデイサービスＵＴ広陵 

委員長 安井 敦史 

TEL090-1676-9898 

北和ブロック 

関西学研医療福祉学院 

ブロック長 渡邊 俊行  

TEL(0742)-72-0600 

中和ブロック 

西大和リハビリテーション病院 

ブロック長 塩田 大地 

TEL(0745)-71-6688 

南和ブロック 

奈良県総合 

リハビリテーションセンター 

ブロック長 田中 陽一 

TEL(0744)-32-0200 

認知症支援委員会 

秋津鴻池病院 

委員長 千葉 亜紀 

TEL(0745)-63-0601 

FAX(0745)-62-1092 

 

MTDLP 推進委員会 

西大和リハビリテーション病院 

委員長 北別府 慎介 

TEL(0745)-71-6688 

運転委員会 

奈良県総合リハビリテーション 

センター 

委員長 林 朋一 

TEL(0744)-32-0200 

FAX(0744)-49-6424 

 部局長  

 ブロック長  

 委員長  

 広告に関するお問い合わせ  

※県士会登録・異動・退会・休会・会費などについては、各所属ブロック長へお問い合わせ下さい。 



【募集人員】 若干名 

【雇用形態】 OT・PT・ST（常勤 非常勤） 

【業務内容】 訪問看護ステーションからの訪問リハビリ 

       小児・高齢者デイサービスでのリハビリ業務 

【訪問地域】 奈良県広域 

【勤務時間】 9:00～18:00 

【給  与】 当社規定による（実績・経験に応じる） 

【休  日】 原則週休 2日（相談に応じます） 

【社会保険】 完備 

【職 員 数】 Ns6名 OT21名 PT5 名 ST4名 CW7名 

【応募方法】 電話にて随時受け付けています。 

お気軽にお問い合わせください。 

 

お問い合わせ先 

株式会社ＵＴケアシステム 

〒634-0062 奈良県橿原市御坊町 152 

電話：0744-20-3353 FAX：0744-20-3354 (担当：阿部） 

URL:http://utcaresystem.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属先 株式会社 PLAYZ 訪問看護ステーションるーく (生駒市さつき台 2 丁目 451-204-102) 

募集人員 ２～３名 

雇用形態 常勤・非常勤（作業療法士・理学療法士・言語聴覚士） 

業務内容 訪問看護ステーションからの訪問リハビリ(生駒市・大和郡山市・奈良市) 

勤務時間 
常勤：9 時～17 時 

非常勤：9 時～17 時の間で個別設定可能。週 1 回半日から可能、但し固定曜日となります。 

給与 
常勤：月給 30 万円～（生活状況・経験考慮）年 2 回賞与 

非常勤：当社規定による実績給 3000 円～ 

応募方法 電話：0743－77－7001 にて随時受け付けております。担当：谷村までお気軽にお問い合わせください。 

訪問看護ステーションるーくは、平成 27 年 12 月に事業

を開始いたしました。利用者様の[なりたい自分を実現する]

ためにリハ職種として精一杯のサポートをしていくことを

理念に掲げています。また、同じ職場で働いている看護師

とも連携をとり、互いの専門性を活かしたケアを行ってい

ます。 

 現在リハ職種は理学療法士 5 名、作業療法士 2 名、言語

聴覚士 1 名とまだまだ人手が足りない状況です。そのため、

さらなる仲間が必要です。どうぞ力を貸してください！ 

ユユーーテティィーー訪訪問問看看護護スステテーーシショョンン 

リリハハビビリリデデイイササーービビスス  UUTT 広広陵陵  

発発達達支支援援ルルーームム  UUTT キキッッズズ 

当事業所は「理想の在宅ケアを追究する」をモットー

に身体機能だけでなく、生活・暮らしを考えたリハビ

リを行なっています。療法士は総勢 30 名在籍してい

ますが、横のつながりは強く皆仲良く働いています。 

勉強会も定期的に行っており、安心して仕事に取り組

んでいただけます。 

私たちと一緒に地域のリハビリを盛り上げていきま

せんか？ 



わたしたちハッピーサービスグループは古都・奈良の地で 2002年に創業し、 

高齢者・児童の福祉医療サービスを行っています。『わたしたちは仕事を通じ

て、ひとびとに笑顔を届ける』の会社使命を胸に、 

お客様・ご家族様と深く繋がり、地域との連携を 

大切にし、お客様をトータルにサポートできる 

体制を整えております。 

ハッピーのみんなと一緒に働きませんか？ 

あなたのご応募をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名 

所在地 

① 訪問看護ハッピーリハビリ＆ナースステーション （奈良市六条 2-18-1） 

② 発達支援リハスタジオ ハッピーリング西ノ京 （奈良市六条 3-1-15） 

③ 発達支援リハスタジオ ハッピーリング plus（奈良市六条 2-10-15）  

★マイカー通勤可能・駐車場無料★最寄り駅：近鉄「西ノ京駅」より徒歩 15 分 

雇用形態 正社員 ※非常勤も募集しています 

仕事内容 
① 訪問看護ステーション訪問リハビリ （奈良市、大和郡山市、天理市等） 

②・③ 児童発達支援／放課後等デイサービス 個別機能訓練及び集団指導 

給与 

《月給》 【A】経験 3 年以上 275,000 円～／【B】経験 3 年未満 200,000 円～ 

《通勤手当》 定額 10,000 円（10,000 円を超える場合は、実費支給） 

★①のみ 訪問手当 訪問件数 50 件超えにつき、1 件 2,000 円 

★②③のみ 特別処遇改善加算による技能手当 5,000 円 

※試用期間 1～2 ヶ月 時給 【A】1,400 円／ 【B】1,100 円～・通勤交通費 500 円／日 

勤務時間 8：30～17：30 （うち休憩 60 分） 

休日 

年間休日：111 日（リフレッシュ休暇 連続 3 日あり）  

定休日：日曜日、週休２日制 

★週休 3 日の短時間正社員制度あり！仕事と子育ての両立を応援いたします。 

応募方法 
下記の【お問い合わせ先】電話・メールにて随時受け付けております。 

★詳細は右記 URL リクルートページをご覧ください★https://job-gear.net/happyservice/ 

お問い合わせ先 

★見学は随時受け付けております！お気軽にお問い合わせください★ 

株式会社ハッピーサービスグループ （担当：法人本部 吉田） 

〒630-8043 奈良県奈良市六条 3-1-15TEL 0742-52-8880 

E-mail: recruit@happy-service.co.jp URL: https://www.happy-service.co.jp 

 

      訪問看護ステーション しん            
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                     株式会社 gene                

 

      医療法人雄信会 介護老人保健施設大和三山    
当施設は『明日は今日より楽しくなる』をモットーにサービス提供を心掛けており、利用者様のみでなく、

職員の意見も大切にし、施設としての成長を目指しています。 

また令和 2 年 4 月より通所責任者に臨床経験 10 年目の OT を迎え、施設内研修や外部研修への参加制度だ

けでなく、リハビリの教育制度を導入し 1 年目 1 人に対し 1 人の指導員が教育にあたる等、入職者の経験年

数を問わず安心して仕事が出来る体制を整えています。 

人間関係も良好な職場ですので、皆様と一緒に働ける日を心待ちにしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 2 名 【雇用形態】 OT・PT・ST（常勤） 

【業務内容】老健施設及び老健通所リハビリ、訪問リハビリでのリ

ハビリ業務全般 

【業務時間】8：30～17：30 

【給与】  月給 237,000 円～347,000 円 

        基本給  175,000 円～210,000 円 

        資格手当  25,000 円～ 35,000 円 

        調整手当   32,000 円～（生活状況・経験考慮） 

【休日】ローテーションによる月８～９回の休み（日曜日固定休日） 

【職員数】OT7 名、PT3 名 

【応募方法】電話・メールにて随時受け付けております。 

【お問い合わせ先】医療法人雄信会 介護老人保健施設大和三山 

〒634-0012 奈良県橿原市膳夫町 477-17 

電話：0744-23-6688  FAX: 0744-23-6836(担当：吉田) 

e-mail : yushinkaiyamatosanzan@yahoo.co.jp (担当：吉田） 

URL：https://yushinkai-nara.com/ 

 

 

https://yushinkai-nara.com/

