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『寄り添う』                          

天理よろづ相談所病院 白川分院 

前岡伸吾 

過ごしやすい季節となりましたが会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。去年は言うまでもなくコロナウ

イルスの感染症の影響により生活スタイルが激変した一年となりました。皆様も日々の生活や仕事の中で感染

症予防に努め、大変なご苦労をされていたとお察し致します。何かと不便の多い今日ですが、この状況が一日

も早く解消され、平穏な日々が取り戻せるよう心から願っております。 

さて、私の病院では新任の作業療法士が 3 名入職致しました。今年度入職した作業療法士は臨床実習を経験

せずに学内の授業のみで卒業した方も多いと聞いております。そのため、自分自身を過小評価し、些細なミス

でも自信喪失し、どうすればよいのかと悩む日々を送り続けてしまうことも予測されます。新しい環境に慣れ

るまでの不安と作業療法士としての知識、経験が不足している中での仕事は我々が想像している以上にストレ

スを感じているのではないでしょうか。私はこの新人作業療法士と患者さんの気持ちには共通する部分がある

と考えております。患者さんは突然の病に襲われ、今までの生活が一変してしまい、「これから自分の人生は

どのようになってしまうのか。」という不安に毎日見舞われてしまい大きなストレスを抱えて生活を送ってい

ます。我々作業療法士は患者さんに対し、「寄り添い、希望を聴取し、様々な視点で評価を行い、それを丁寧

に説明する。日々の訓練の中で少しずつ成功体験を積み重ね、課題を解決し、本人と一緒に喜びを分かち合い

ながら目標をクリアーしていく」という事を行います。新人作業療法士にも同じように丁寧に指導し、日々の

中で試行錯誤しながら共に悩み、成功体験を積み重ねて成長していくことで作業療法の仕事の重要性ややりが

いを感じることができるのではないかと考えております。 

皆様もご自身の新入職の頃を思い返しながら新人さんの気持ちを汲み取り、潜在的な能力をうまく引き出し、

沢山の経験を積む中で一人前の作業療法士として成長していただけるよう、寄り添う作業が大切と思われます。 
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第 13 回奈良県作業療法学会（オンライン開催） 

学会長 嶋谷和之 

（奈良県総合リハビリテーションセンター） 

実行委員長 田中陽一 

（奈良県総合リハビリテーションセンター） 

 

昨年度の第 12 回奈良県作業療法学会は、COVID-19 の影響により抄録集の発行による開催となり、実際に

プログラムが決まっている中で開催できなかった思いから、リベンジとして令和 3 年度も南和ブロックで学会

を運営したい旨を申し出て、早期に対面会場を確保し準備してまいりました。様々な研修会や学会がオンライ

ン開催となっている中、県内学会であることから感染状況を見ながら、ぎりぎりまで対面での学会開催を検討

していましたが、感染収束が見えず、今年度の学会は奈良県士会としては初めてのオンライン開催として舵を

切ることになりました。 

オンライン開催の検討に入ったのは 1 月中旬、初のオンライン開催であることからすべてが手探り状態！し

かも準備はとても急がねばならないという状況でしたが、実行委員の先生方の精力的な活動のおかげで 4 月上

旬に開催のめどが立ちました。学会プログラムをどうするかは、実行委員一同とても悩みました。オンライン

の不慣れさがあることから、すべての発表を録画による視聴にして安全な方法でオンライン開催を、、、という

ことも考えましたが、どのような学会にしたいのかをまず先に考え、それが実現できるように実行委員を中心

に会議を重ねて参りました。具体的には演題発表重視と LIVE 感重視です。今までの奈良県作業療法学会の良

さとして、口述発表に重きを置いている印象を持ちましたので、その継承をしたいと考えました。昨年度の第

12 回奈良県作業療法学会では、口述発表の演題募集をしておきながらその機会を提供できなかった心苦しさ

があり、できるだけ対面での口述発表に近い形を提供することにより、対面で味わう LIVE 感を体験していた

だきたいと考えました。こうした思いから、学会当日の 6 月 27 日は 18 名の演題発表、および特別講演を LIVE

発表にてお届けする予定です。教育講演 2 講演とセミナー2 講演は、録画したものを一定期間配信する予定を

しております。 

オンライン開催では、デメリットもありますが、メリットもたくさんあります。１つはプログラム内容の充

実です。特別講演・教育講演 2 講演・セミナー2 講演は昨年度と変わらないものの、すべて 1 時間 30 分ずつ

たっぷりとご講演頂けます！対面での学会では、このプログラムは実現できませんでした。２つめは 6 月 27

日の LIVE 開催後、一定期間当日の LIVE 発表の様子を録画配信することにより、お好きな時間にいろいろな

場所で全プログラムを視聴することができます！昨年度の第 12 回奈良県作業療法学会のプログラムは、とて

も盛りだくさんすぎて時間的にかなり窮屈なプログラムでしたが、第 13 回奈良県作業療法学会はオンライン

にすることで盛りだくさんはそのままに、さらにバージョンアップしたプログラムにすることができました。 

学会テーマは「子どもから大人までを応援する作業療法 ～科学と実践～」です。ひと・作業はデジタル的

ではなくアナログ的かと思います。したがって子どもから大人までのひとを応援する作業療法もアナログ的か

と思います。一人一人に応じた作業を提供できる柔軟性や広さが良さである一方で、効果があってもそれを科

学として客観的に示しづらいという悩みがあります。実践を一番大切にしながらも科学も重要で追及すること

が必要なこの時代、実践と科学がより融合できればと思います。丸 1 日では視聴が難しいぐらいのこの盛りだ

くさんな学会にご参加いただき、臨床実践になにがしかのお役に立てることができましたら幸いです。 

プログラムの詳細は、随時更新・ご案内いたします。今年度は SNS での発信も精力的に行っていきますの

で、Facebook、Twitter をご利用の方は「第 13 回奈良県作業療法学会」を検索してみてください。もちろん、

奈良県作業療法士会の HP でも学会情報をご覧いただけます。 

昨年度の第 12 回奈良県作業療法学会準備段階から考えますと、約 3 年間待ち望んだ学会がようやく開催で

きる運びとなりました。お誘いあわせのうえ参加登録をお待ちいたしております。運営委員の一同、先生方と

ともに盛り上がりたく思っております。 
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パラダイムシフト 

 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。 

新型コロナウイルス感染症が続く中、皆様の病院・施設はどのような対応を取られていますか。今の世の中

はまさにパラダイムシフトが起こっているといわれています。よく耳にするのは「地の時代から風の時代へ」

ということです。つまり、地の時代は、物質的な豊かさを求めた時代でした。18 世記後半から世界中を席巻

していった産業革命をスタートに、日本でも殖産興業・岩戸景気・日本列島改造論・バブル景気など大量生産

のモノ作り、お金に価値が置かれていました。その経済発展によって、ヒエラルキーと貧富の差が生まれまし

た。物を所有する、お金を貯める、受験勉強をしていい大学に入り、優良企業に就職することが最高の到達点

とされてきました。 

それに対し、風の時代は、体験といった目に見えない豊かさ、ネットワーク（横の人脈）の広がりを大切に

する。スマホと PC さえあれば誰でもどこからでも情報発信ができる時代になり、発信力や IT リテラシーを

高めることも大切になります。また、所有することから共有する時代への変化、縦のつながりから横のつなが

りへと変化しています。 

それを作業療法にあてはめてみるとどうでしょうか？皆様はパラダイムシフトできているでしょうか？例

えば、研修会は Zoom を用いて行うこともできていますし、私が関わっている奈良市の介護認定審査会も電話

による合議を行っています。また市町村との会議も Zoom を用いたり、学会もオンデマンド配信であったり、

この新型コロナウイルスでどんどん進歩しました。奈良県作業療法士会も変化しています。縦のつながりから

横のつながりへ変化していく、つまり作業療法士の仲間同士で「繋がる」「共有する」「体験する」「循環する」

そんな作業療法士会を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

事業部                      坪内 善仁  

新年度となり、感染対策への取り組みを継続しながらも、教育や臨床に御多忙のことと存じます。さて、今

年度もスキルアップセミナーの予定をホームページに掲載しました。また、事業部セミナーでは、神戸学院大

学の小川真寛先生、奈良学園大学の飯塚照史先生の講座を予定しております。こちらも順次、案内準備を進め

て参りますので、積極的なご参加をよろしくお願い致します。なお、開催方法について、当面はオンライン講

座を計画しておりますが、状況に応じて開催方法の見直し（対面講座・オンライン講座のハイブリット形式）

を行いたいと考えておりますので、こまめにホームページをご確認ください。その他、事業局活動に興味があ

る方は、ご一報ください。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   

新緑の候、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。 

 さて、6 月 27 日（日）に総会を開催いたします。COVID-19 感染状況を勘案して、今回の総会は Zoom 及

び、議決権行使書での開催と致します。議案では事業報告や事業計画に加えて定款を変更する議題があります。

定款変更についてはホームページなどで説明を行っておりますが、概要を提示させて頂きます。 

変更点は 2 点で「県士会員=協会員」と「代議員制度導入」です。「県士会員=協会員」では県士会への入会

の要件として日本作業療法士協会の正会員であることが必要となります。また、会員資格の喪失についても協

会と同様に変更を致します。 

「代議員制度導入」については正会員から 20 名に対して 1 名の割合で代議員を選挙により選出し総会の運

営を行います。 

以下に主な定款の変更部分を掲載しております。変更案の全文はホームページに掲載しております。今回の

総会では皆様会員の１/２の出席が必要となります。ご参加の程宜しくお願い致します。参加が難しい場合は

「書面での議決権行使書」を必ずご提出ください。尚、予算・事業計画につきましては、ホームページで公開

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またブロック制についても総会後から現状の３ブロックから、医療圏域を軸とした４ブロックへ変更されます。

次項に変更後のブロックについて記載をしております。 
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教育部                                        木納 潤一  

＜新入会員の皆様へ＞ 

新たに奈良県作業療法士会に入会された会員の皆様、国家試験合格おめでとうございます！そして、奈良県

士会にようこそ！ 

国家試験の勉強はとても大変だったかと思います。実は、作業療法士になってから勉強することのほうがと

ても多いです。作業療法士になられた皆様は、患者様・利用者様・地域の皆様に対し、より良い、より質の高

い作業療法を提供するため、生涯に渡って自己研鑽をしていくことが求められます。日本作業療法士協会では、

皆様の自己研鑽を支援するために、「作業療法生涯教育制度」を設定しております。奈良県士会の教育部では、

この制度に沿って、現職者共通研修（10 講座）・現職者選択研修（2 講座）の運営をしております。令和 3 年

度は、6 月以降にこれらの講座の順次開催を予定しております。これらの講座はすべてオンラインで行います。

研修会の情報は、奈良県士会ホームページやメールマガジンでご案内します。 

＜すでに入会されている皆様へ＞ 

生涯教育手帳の手帳移行申請はお済みでしょうか？ 

2020 年度から、生涯教育手帳は廃止されております。各自で OT 協会ホームページの会員ポータルから、

履修している研修を登録する必要があります。手帳移行をお早めにお願いいたします。 

オンラインでの研修をしている今が履修のチャンス！ 

 現職者共通研修や現職者選択研修で受講していない講座はありませんか？しばらくはオンラインでの研修

が続きそうです。オンラインでの研修会開催によって、自宅で受講できますし、子育てしながら受講すること

もできます。この機会に、これまでに受講を残している講座を受講してみてはいかがでしょうか？ 

事例報告をしてみませんか？ 

 令和３年度は、事例報告会を分野ごとに開催することを計画しています。日頃、臨床でがんばっておられる

皆様の作業療法を報告してみませんか？事例報告会のスケジュールは、随時ホームページなどでお知らせしま

す。 
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学術局                      辰己 一彦  

青葉繁れる好季節を迎え、奈良県士会の皆様におかれましては，ますますお健やかにお過ごしのことと存じ

ます。 

新たに奈良県士会の一員になられる方も多数いらっしゃると思いますので学術局の活動についてお知らせ

いたします。 

学術部                                      

奈良県作業療法士学会の査読、SIGの管理、研究助成費採択・拠出、研究発表に関する勉強会開催、学術局

主催研修会などを行います。 

各分野委員会 

精神分野：委員会の開催、精神科作業療法に関する研修会、事例検討会 

身体障害分野：委員会の開催、身体障害分野に関する情報交換会、研修会、事例検討会                                

地域・老年期分野：委員会の開催、奈良県内社会資源データ収集など                               

発達分野：特別支援委員会の開催、啓発用資料の作成、市民向け公開講座                               

福祉用具相談支援委員会：委員会の開催、研修会、生活行為工夫情報モデル事業への参加                               

運転委員会：委員会の開催パンフレット作成〜配布、指定自動車教習所との連携、研修会 

近畿運転プロジェクトへの運営参加 

研究助成委員会：2021年度の研究助成の募集、2019年度・2020年度の助成決定者のサポート 

各委員会にて，事例検討会や研修会などを開催しておりますので，ご興味のある方は下記アドレスまでお問

い合わせください。奈良県作業療法士会の HP にも研修会情報を掲載させていただきますので，そちらもご参

照ください。 

お問い合わせ先：tatsumi@utcaresystem.com  学術局 辰己まで 

 

 

 

 

北和ブロック                          渡邊 俊行  

平素より北和ブロック活動にご協力を賜り、誠にありがとうございます。新年度になり、皆様いかがお過ご

しでしょうか？新型コロナウィルスのワクチン接種は済みましたか？まだまだ先が見えない状況が続いてお

りますが、今年度のブロック活動へのご協力、また、新入職や異動など皆様の職場でもいろいろと変化があっ

たかと思います。県士会活動についてお伝えの上、入会手続き等のお声掛けをお願いいたします。 

中和ブロック                          塩田 大地  

日毎に春の訪れを感じる季節となりました。会員の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。 

世間では新型コロナウィルスの感染が予想以上に長引いており、会員の皆様におかれましても、窮屈な日々

を過ごされていることと思います。まだまだ対面での研修会等の開催が難しい状況ではありますが、当会にお

きましてもオンラインでの研修会を多数企画しております。自宅からでも参加しやすくなっておりますので、

奮ってご参加ください。 

皆様、時節柄どうぞご自愛ください。 

南和ブロック                          田中 陽一    

新年度になりましたが、皆様如何お過ごしでしょうか？6 月 27 日には第 13 回奈良県作業療法学会が行われ

ます。今年度は県士会としても初のオンライン開催となります。現在、実行委員を中心に急ピッチで準備を進

めておりますので、皆様も楽しみにお待ちいただけると幸いです。新入職の方や異動などで手続きが必要な先

生方は各種書類の提出宜しくお願い致します。 

ブロックだより 
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当委員会では本年度も基礎研修、実践者研修の開催を予定しています。開催方法につきましては、新型コロ

ナウィルスの感染状況を踏まえて臨機応変に対応していく予定です。また、今年度は外部講師をお招きし、

MTDLP の視点を臨床現場や多職種連携に役立てられるような研修会も企画しています。 

委員長 北別府 慎介 

所属：西大和リハビリテーション病院 

 

 

 

今年度の認知症支援委員会のテーマは『相談・発信できる場作り』です。研修の予定としましては、分野別

研修（WEB 形式）と多職種研修（対面形式）を予定しております。 

認知症支援は多岐の分野にわたるテーマであり、分野を越えて、が最近の傾向かと思いますが、あえて分野

別研修にトライしてみようと思います。日々の業務の中で、認知症の方の支援について悩んだ時に、同じもし

くは近い環境で働く他の OT さんの話を聞いてみたい・ついでに苦労や愚痴も共有したい！と思うことはあり

ませんか？そんな分野別研修になればと考えています。 

多職種研修では、我々作業療法士を多職種に知ってもらう（発信する）目的も兼ねて行いたいと思っており、

こちらは対面形式を予定していますが、コロナ禍の状況をふまえて検討していきます。 

 研修の詳細や日程が決まり次第、報告させて頂きます。 

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、新入会のみなさま、地域包括ケアシステム委員会では、毎年コツコツと活動の実績を残し

ています。 

2年目に突入した、新型コロナウイルス感染症予防の生活が続くなか、自身の知識研鑽の「研修会」への参

加も不自由になっていますが、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。 

更に、過去に作成しました、YouTube 動画についても、積極的に活用して非接触での学習をお薦めします。

是非下記の検索をお試しください。 

検 索  5分でわかる地域包括ケア YouTube  

検 索  自立支援型地域ケア会議 奈良 YouTube  

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。 

地域局 地域部 地域包括ケアシステム委員会 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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委員募集！！ 

啓発委員会 委員長 田北病院 

松山和樹 

若手作業療法士により 2013年より始動している啓発活動を目的とした委員会です。作業療法士を県民の皆

様に知っていただくことはもちろん、内部啓発として奈良県の作業療法士の繋がり作り・質の向上も目的とし

ています。 

活動内容について詳しくはブログをご覧ください（https://ameblo.jp/nara-keihatsu/） 

 

 

 

 

 

楽しみながら、違う職場の作業療法士と繋がりを作りたい方はぜひ！連絡お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

書くことのススメ 

ハートランドしぎさん 

福西義友 

 今回、私が伝えたいのは「コロナ禍の今こそ、書こう」ということです。特に 1〜3年目くらいの若い先生

におすすめしたいと思います。 

私はずっと書くことが苦手でした。しかし、学生時代のレポートや仕事のカルテなどで以前より文章を書く

ようになり、気づいたことがあります。それは、もやもやした思考を紙やスマホに書くと気持ちがすっきりす

るということです。頭の中のものをいったん外に出し、見える状態にすると、物事の漏れや重なりが捉えやす

くなり、順序立てて考えやすくなります。整理することで、気持ちもすっきりするのです。 

 最近、職場の部署で、カルテを改善するための有志の話し合いをしました。①問題（理想と現実のギャップ）、

②課題（ギャップを埋めるためにするべきこと）、③解決案の順に話し合い、書き出しました。例えば、専門

用語の誤用があることから「用語の理解が乏しい」という問題が挙がり、「用語を正しく理解する」という課

題が見えてきました。そのための解決案を次回、持ち寄ることになりました。考え続けることにはエネルギー

が必要で、「もうこれくらいでいいや」と投げ出したくなることもあります。そんなとき考えを文章にするこ

とで、自らの認識を確かにするとともに、他者と共有して力を合わせることができます。 

 16世紀頃のイギリスの思想家のフランシス・ベーコンは「読書は充実した人間をつくり、会話は機転のき

く人間をつくり、書くことは緻密な人間をつくる」といいました。言葉を用いることで人は成長します。少し

話が逸れてしまいました。 

 昨年や今年に就職された先生は、学生から社会人への立場の変化に加え、コロナ禍という不測の事態に、大

変なストレスにさらされていると思います。日々の出来事と、そこから感じたことや考えたことを書いてみて

ください。社会人 1年目の何色にも染まらない頃の気づきは、ときに鋭いものがあります。その記録は今後の

人生にとって財産になるでしょう。 

次回は、奈良東病院の尾西敦子さんです。 

ブログ 

委員募集 

啓発委員会 

 

https://ameblo.jp/nara-keihatsu/
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北林厚生会 五条山病院 

早川 智美 

ありがたいことに今回も原稿のご依頼をいただきました。私は「まほろば」ではその時々に思うことを書い

ているのでテーマに一貫性がなくて、これで良いのかなと恐縮しているのですが、今回は「職業評価」につい

て書くことにします。 

 職業評価は、障害者職業センターで、厚生労働省一般職業適性検査（GATB）や心理検査、作業課題に取り

組む様子の観察などを行い、その人が働くうえでのセールスポイントや支援内容を整理するものです。障害者

職業センターは、たまたま私の勤務先の近くにあるので、私が支援している方は比較的評価を受けやすい環境

だと言えます。でもやはり、なじみのない初めての場で検査を受けるのは緊張感が増しやすく、精神障害のあ

る方は特に普段の力を発揮しにくいのではないかと思われます。もちろん、仕事につくための評価なので、緊

張した状況での結果も就労支援の際の参考になるのですが、普段の力を把握したいときには、日ごろ通所して

いる施設で実施できるのが良いのではないかと思います。そのため私は、ご本人が希望すれば評価バッテリー

を用いて自施設で職業評価を行うようになりました。使用している評価バッテリーは次のとおりです。 

 障害者職業センターで使われているものと同じ評価バッテリーは、厚生労働省一般職業適性検査（GATB）

です。これは、どのような職業がその人に合うのかを評価するものですが、もともとは健常者を対象にした検

査なので、障害のある方が受けるとどの職業も合わないという判定になってしまうことがあります。そのため、

この評価だけでその人に合う職業を判定するのは難しいのではないかと思っています。 

 作業遂行能力の評価には遂行機能障害症候群の行動評価（BADS）を使っています。これは高次脳機能障害

の方の評価のために開発されたものですが、精神障害のある方の評価にも役立つと議論されています。一般企

業で働きたい方やクローズド（障害があることを企業に伝えずに働く）を希望する方にこの検査を受けること

をお勧めし、作業に取り組む力がどれくらい備わっているのかをご本人と共有しています。もちろん、就労は

作業遂行能力が備わっていれば十分うまくいくというわけではなく、対人面や心理面の問題などを合わせて評

価する必要があることもご本人にお伝えします。 

 作業遂行能力が低下していて、ご本人の努力ではどうにもうまくいかないような方には、注意力や集中力、

作業記憶の評価ができる、統合失調症認知機能簡易評価尺度（BACS-J）をお勧めしています。検査の結果、

認知機能が低下していることが判明した方には認知機能リハビリテーションに取り組んでもらうことにしま

した。これは 5月からスタートできるように現在準備中です。 

 そして、発達障害のある方で感覚処理に問題がありそうな方には、AASP 青年・成人感覚プロファイルを用

いて特性を評価し、ご本人の支援内容や職場環境を選ぶときの参考にしてもらいます。また、聴覚情報処理検

査にも関心を持っているので、ひそかに勉強しています（でもこれは ST の領域？）。 

 評価バッテリーを使うとご本人が障害に直面して落ち込んでしまうのではないかという心配もあったので

すが、やはりご自分の状況を客観的に知る機会がある方が、自分の将来を自分で考え、リカバリーにつながる

のではないかと思い取り入れることにしました。日頃から行動観察で評価している結果と評価バッテリーで得

られた結果に大きな違いはない印象です。しかし、観察評価だけだと、作業療法士からみるとこう見えますよ、

とフィードバックするしかなく、主観的な評価だと思われがちです。これではご本人と課題を共有しにくいと

感じていたのですが、評価バッテリーを使うことでご本人に客観的なフィードバックが可能になるのでこの問

題が解決されそうです。まだ十分な実績にはつながっていませんが、評価バッテリーを使うことで課題をご本

人と共有し、その人に合う就労につながるように支援したいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

就労支援 
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奈良厚生会病院 介護医療院 

 

奈良厚生会病院の介護医療院の特徴は、家族の介護が難しくなり、医学的管理が必要になった方が「終の棲

家」として長期療養及び日常生活を送る施設となっています。そのため、日常的なケアの一部として利用者様

の状態や生活パターンに合わせてリハビリテーションサービスを提供しています。 

日本介護医療院協会の調査では、介護医療院における作業療法実施件数は入所者の半数程度とされています

が、当院では約７割の方に作業療法を提供しています。しかし、回復期病院とは違い、1 週間あたりの作業療

法実施時間は約 50 分となっているため、看護師や介護士との連携が非常に重要となります。この短い介入時

間の中でも様々な作業療法を実施しています。例えば、爪切りやオムツ交換時の手足を動かしやすくするため

の機能訓練や施設行事の参加に向けて車椅子座位訓練、風船バレー等の運動の実施、季節に合わせた創作活動

を行い療養棟や居室の飾りつけ等の環境作りを行っています。 

また、医学的管理が必要となる利用者が半数以上を占めていることから、緩和ケア委員会が発足され、リハ

ビリテーション科も構成員として活動を始めています。今後は、「看取り」に関しても積極的に関わっていく

体制が整えられています。 

生活期（維持期）リハビリでも『生活の質』の改善は期待できます。当院の作業療法室としては、入所者の

平均要介護度が 4.4 と常に介護が必要な方が多い中でも、画一的な生活介助にならないよう、作業療法士とし

て残存能力を評価し、日常生活の中でその生活機能を生かせるような作業療法を提供するように心掛けていま

す。また、寝たきりの方が多く、外部との接点が少ない生活環境の中ではありますが快・不快、喜怒哀楽など

の感情を表出できるような働きかけを意識しています。 

 

以上、簡単ではありますが奈良厚生会病院の介護医療院の紹介とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

施設紹介 
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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 
m a i l  m a g a z i n e   

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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まだまだコロナが全国で流行しています。 

私は奈良片麻痺会と、主に九州片麻痺会のメンバーと共にＮＰＯ法人「まなびあい」で活動しています。 

５月のＮＰＯ法人まなびあい総会は中止になってしまいました。ですが、私たち「まなびあい」はＺＯＯＭと

いう新しいツールを手に入れ、色々な活動をしています。その活動を少しだけ紹介したいと思います。 

 

１．交流会 

片麻痺の方たちと作業療法士の方々で交流・意見交換会をしました。 

色々な片麻痺の方の数だけ、名言や、生活の知恵みたいなのが出てきて、すごく楽しかったです。 

 

２．内部研修会 

コロナの関係で養成校での授業や、発表の機会がなくなってきているのを受けて、一人ずつ、発病時の事に

ついて発表することにしました。 

今回は資料作成をサポートしてもらいましたが、発表は一人で進め、質疑応答にも先生のサポートなく答え

る事ができ自信が持てました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ＷＥＢ講義 

まなびあいでＯＴの学生さんに向けたＺＯＯＭによるＷＥＢ講義も行っています。 

葉山先生が主体となって活動しています。そして、来年奈良の養成校から、私にＺＯＯＭによる講義依頼が来

ました。緊張しますが私だけが伝えられる事があると信じ、頑張りたいと思います。 
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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。 



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） 

④ 保育所等訪問支援 ハッピーリング（奈良市六条 3-1-15） 

★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～20 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 

④ 保育所等訪問支援 

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（超える場合は、実費支給） 

★①のみ 訪問手当 訪問件数 60 件超えにつき、1 件 2,000 円 

★②③④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 112 日 （リフレッシュ休暇 3 日・アニバーサリー休暇 1 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 

上記の【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。 

★詳細は下記 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 〒630-8043 奈良県奈良市六条 3-1-15 

TEL 0742-52-8880（担当：法人本部 吉田） 

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