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『会話』                          

かつらぎクリニック 

片岡 歩 

 

皆さん毎日会話はしていますか？当然ですがしていますよね。 

皆さんは一日の中でどれだけ会話しているでしょうか？ 

国立国語研究所では人間の一日の平均会話時間は 6.2 時間とされています。つまり一日の 4 分の 1 は「会話」

をしている訳です。 

作業療法の場面の中で私たちは信頼関係を構築していかなければいけません。むしろ最重要課題の一つとも

言えるでしょう。そんな中で「会話」というものは最も気軽に行うことができ、且つ最も重要な役割を担って

いることは日々の仕事をしている中で皆さんも想像できると思います。そこで今回、私が「会話」の中で一つ

意識しながら行っていることをお伝えしようと思います。 

それは「自分のネガティブな事を相手に話す」という事です。誰にでも人には言いにくいネガティブなこと

はあると思います。自分の身体的特徴や身内のことなど何でも構いません。あまり人に話さない事を話すこと

で相手は「この人は自分に対して心を開いてくれている」と感じ、自分の事を話しやすくなる傾向があります。

またネガティブな話になればなるほどグッと距離が縮まることが多いです。もちろん内容によっては相手が引

いてしまう可能性もありますのでそのあたりは並行して相手のキャラクターを分析する必要があります。 

皆さんの中には患者さんが自分にあまり話してくれないなど、信頼関係を構築する際に困っている方も少な

くないと思います。その際に先ほどお伝えしたことを一つの選択肢として使って頂けると良いかもしれません。 
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会長挨拶 

 

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。この度、奈良 

県作業療法士会の役員改選にて、理事（会長）を再任いたしました西井正樹です。今 

期で 4 期目になります。 

 さて、昨年より新型コロナウイルス感染症の影響で、思うような士会運営ができない状況でしたが、Web

などを活用しながら、県士会内のことのみならず、県士会外のことも進めてまいりました。昨年度は、会長と

して、新たな取り組みとして、会長企画と題しまして、Web での研修会を企画・運営しました。分野として

は、今話題となるようなトピックスを中心に、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研修会を企画しました。今年度も継続して進めてまいります。 

 今期 2 年間の会長としての役割は、3 点あります。まず 1 点目は、今年度の総会で承認していただく予定で

あった代議員制度についてです。残念ながら、今年度の総会では、全会員の 2/3 の賛成表が集まらず、不成立

となってしまいました。定款の変更などの場合、総会時に全会員の 2/3 以上の賛成表が必要になります。今回

もそうでしたが、全会員の 2/3 の出席並びに委任状を集めることには大変な労力がいるのと、委任状が集まら

ないのが現状で、出席・委任状の不足から定款の変更（代議員制度）はできませんでした。これでは、今後時

代の流れとともに奈良県作業療法士会が変化しなければならないときに、何も変えることができない団体にな

ります。そうならないためにも代議員制度は必要になります。確かに民主主義ですから、投票（委任状を送ら

ない）しないのも 1 つの主張ですが、やはり総会の場や意思表示をしていただきたいと思います。 

 2 点目は、2023 年度に行われる近畿作業療法学会の学会長を拝命いたしました。この学会では、新型コロ

ナウイルス感染症でどのようになるかわかりませんが、対面学会を企画しています。日付は、2023 年 6 月 4

日（日）を予定しています。皆様には、お手伝い等で協力要請があるかもしれませんが、良い学会にしていき

たいと考えています。 

 3 点目は、近畿作業療法学会の前日に行われます（一社）奈良県作業療法士会の法人化 10 周年並びに 45

周年記念式典の挙行です。これは、毛利事務局長と協力しながら進めてまいります。 

 以上 3 点と併せて、研修会事業・対外的事業を進めてまいります。2 年間よろしくお願い致します。 

 

副会長挨拶 

 

会員の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。この度、副会長を拝命

致しました東條秀則と申します。 

まだまだコロナの対応で大変ですが、施設ごとで様々な工夫をされ、患者・利用

者・家族の為に感染対策に尽力されておられると思います。もうひと踏ん張りだと

思います。何とか乗り越えましょう。県士会も 4 ブロックに分かれ、理事の交代も

あり、変革の時期を迎えています。県内養成校との協力も大事にしながら、前に進

めたらと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  

      副会長・事務局長 

 

会員の皆様におかれましては、平素より奈良県作業療法士会にご協力を賜り、誠

にありがとうございます。この度、副会長・事務局長を兼務させて頂くことになり

ました毛利陽介です。副会長として会長の補佐や関連団体への対外的な活動を行い

ます。また事務局長では職能団体としての士会運営業務など職務に尽力をいたす所

存でございます。どうぞ今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げます。 

理事挨拶 
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理事挨拶 

 

副事務局長 

 

前期より引き続き副事務局長を拝命いたしました、田北病院の松山和樹と申します。

去年から続く自粛生活、皆様はいかがお過ごしでしょうか。去年はオンライン飲み会

なるものがちらほらありましたが「全然いけるね！」なんて話しながらめっきりなく

なりました。対面が待ち遠しい今日この頃です。コロナ禍で活動しにくい中でも各部

局、工夫を凝らした県士会活動を考えて頂いております。微力ながら精一杯サポート

に努めてまいりますので宜しくお願い致します。 

 

事業局長 

 

この度、事業局長を拝命いたしました奈良学園大学の坪内善仁と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。事業局では、これまで大西先生(前事業局長)が大切にされて

きた「作業療法士の知識・技術研鑽への貢献」、「作業療法士同士のつながり」、「地域・

家族会との協働」をさらに推進し、奈良県作業療法士会の発展に寄与できるよう、尽力

してまいります。今後とも御理解と御協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

啓発局長・保健福祉部長 

 

この度、啓発局長・保健福祉部長を拝命致しました天理よろづ相談所病院 白川分院

の前岡伸吾と申します。保健福祉部の主な役割は医療や介護などの制度について皆様に

情報を発信していくことです。部局の立ち上げ時には 4 人だった部員が 7 人に増え、部

員内での情報共有できる機会も増え、私自身も診療報酬に関する知識が増えてきたよう

に感じています。今後も会員の皆さんに診療報酬、介護報酬に関する情報をいち早くお

伝え出来るように努力してまいりますので何卒、宜しくお願い致します。 

 

地域局長 

 

継続して理事を拝命しました、株式会社 UT ケアシステムの安井でございます。私

の担当部局は、地域局全体と地域包括ケアシステム委員会になります。これからの我

が国では、超少子高齢化社会と人口減少を迎えます。益々、「地域」が重要な役割を求

められる中、作業療法士のできることを発信し、実践していきたいと考えます。皆さ

まも、地域での活動や医療介護連携など、是非ご協力をお願い致します。 

 

学術局長 

 

残暑厳しき折、皆様、お変わりはございませんか。花もしおれるほどの暑さの中、

夏草のように強く勢いを増したい今日この頃です。この度、学術局長を拝命致しまし

た辰己一彦と申します。 

 さて、改めてですが簡単に学術局の紹介をさせていただきます。当局は、教育部と

学術部の 2 つの部門で構成されています。また、その下に 10 の委員会を構成し、士

会員の研究力・臨床力・教育力の向上を支援する体制を整えております。2 部門協力

体制の下、皆様に有益な研修等を提供できるよう努めてまいります。皆様も奮ってご

参加ください。 



 

 

教育部長 

 

教育部長の木納潤一（きのうじゅんいち）と申します。教育部では、日本作業療法士

協会の生涯教育制度に準じて、毎年、現職者共通研修と現職者選択研修を開催します。

会員の皆様の卒後教育と自己研鑽を支援していけるよう、そして研修会を通じて会員同

士のつながりを持てるよう、努めて参ります。 

 

 

奈良ブロック長 

 

県士会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。今年度

から奈良ブロック長を命ぜられました、関西学研医療福祉学院の渡邉俊行です。これ

まで北和ブロック長を務めておりましたが、公私ともに格別のご指導ご厚情を賜り心

よりお礼申し上げます。奈良ブロック長におきましては、決意を新たに誠心努力して

まいる所存ですので、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

東和ブロック長 

 

6 月の総会をもって東和ブロック長を拝命致しました奈良県総合リハビリテーショ

ンセンターの田中陽一です。新ブロック体制となり、不慣れな点も多々出てくるかと

思いますが、新しいブロックメンバーの皆様のお力をお借りしながら、旧ブロックよ

りもより良い県士会活動ができるように微力ながら尽力したいと思いますので、何卒

よろしくお願い申し上げます。 

 

西和ブロック長 

 

今年度西和ブロック長を拝命致しました西大和リハビリテーション病院作業療法士

の塩田大地です。平素は県士会活動にご理解ご支援をいただいていることを厚く御礼

申し上げます。前回の任期では中和ブロック長を務めておりましたが、今年度より新

ブロック体制となります。私自身まだまだ未熟で至らない点が多々あろうかと存じま

すが、奈良県作業療法士会の今後の発展のためにも若い力で盛り上げていく所存であ

ります。皆様には引き続き、ご指導ご鞭撻いただければ幸いです。 

 

中・南和ブロック長 

 

新年度から中・南和ブロック長に就任いたしました医療法人友愛会 かつらぎクリ

ニックの片岡と申します。現在は地域・老年期分野で勤務しておりデイケア・訪問リ

ハビリを担当しています。 

新型コロナウィルスの感染が長引く中、まだまだ先が見えにくい状況ではあります

がお互いにこの危機を乗り切りましょう！ 

ブロック長としてまだまだ経験が浅く皆様にご迷惑をおかけするかもしれませんが

勉強会の開催や学会の開催以外にも会員の皆様にとって様々な視点からプラスになる

ように励んでまいります。よろしくお願いいたします。 
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監事挨拶 

 

前期に続き、監事を拝命しました金星と申します。奈良県士会の事業内容や財務に

ついて、適正を監査する役割となります。コロナ禍で各事業の様式や財務管理も一変

しました。これからも新しい様式へと変化を遂げることがあると思います。監査に関

しましても、変化にしっかりと対応できるよう、また、奈良県士会のより良い運営を

お手伝いできるよう、気を引き締めて参りたいと思います。今後とも宜しくお願い申

し上げます。 

 

 

ハッピーリング plus の土井と申します。この度、監事を続投させていただくことに

なりました。監事の仕事内容としましては、会が適切に運営されているか、皆様から

頂いた会費が適切に使用されているかを確認する役割があり、毎月の理事会への出席、

半年ごとの会計監査を実施させていただいております。まだまだ未熟な点もあります

が、会員皆様のお力となれるように頑張っていきますので、よろしくお願い致します。 

            

 

 

 

 

 

   

事業部                      坪内 善仁  

向暑の候、皆様におかれましてはご壮健のこととお慶び申し上げます。事業局では、現在、スキルアップセ

ミナー10 講座を順次開催しております。また、事業部セミナーは奈良学園大学の飯塚照史先生、神戸学院大

学の小川真寛先生、湘南医療大学の田島明子先生をお招きすることが決定いたしました(いずれもオンライン

講座)。セミナーの日程詳細は、随時ホームページにアップしますので、積極的な参加をお待ちしております。

今後とも、事業局活動へのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

学術局                      辰己 一彦  

季夏の候、暑い日が続いておりますがいかがお過ごしですか。奈良県作業療法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。 

今年度も学術局では学会発表の為の勉強会を企画しております。また、身体領域、精神領域、老年・地域領域、

小児領域での研修会やイベントを企画しております。開催日等はメーリングリストや奈良県士会のホームペー

ジに掲載する予定となっております。多数の参加をお待ちしております。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

盛夏の候、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。 

奈良県作業療法士会では奈良県 PT 協会・ST 協会とも連携を図っており、県士会員であれば、各々の研修

会を会員価格での参加が可能となっております。是非興味のある研修会に参加をして作業療法士としての知

識・技術の幅を広げてみては如何でしょうか。 

 事務局では総会・理事会の運営や会員状況の把握など会員皆様の活動や、職能団体としての各部局の活動が

円滑となるように運営させて頂きます。今年度から大きく変更する点としてブロックが 3 ブロックから 4 ブ

ロックへと変更されます。別紙で添付いたしますブロックマップをご覧頂き各会員がどのブロックへ移動とな

るかを確認しておいて下さい。尚この新しいブロックでの活動は 10 月から始動いたします。よろしくお願い

致します。 

令和 3 年 6 月 27 日（日）定時社員総会を開催しました。出席社員数 279 名（内、委任状出席 254 名）で定

款第 18 条に基づき総正会員数の 1/3 以上の出席を満たしたことから本会は成立しました。議長は佐藤氏が選

ばれ、事業報告・決算報告・事業計画・予算計画などの第一号から四号までの議案が承認されました。ご協力

ありがとうございました。 

しかし第五号議案の定款変更には総正会員の 2/3 以上の議決権が必要であることから、不成立となりました。

以前から取り組んでいた「県士会＝協会員」「代議員制度」の導入は来年度以降への持越しとなりました。 

 今年度予算は 14,929,866 円となっております。詳細につきましては、HP をご覧ください。  

財務では皆様からお預かりした会費を適切に運用・管理致します。 

まだ、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。 

◎会費   ：10,000 円◎新入会員 ：11,000 円 

 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 

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 

0745-60-9007(直通) 事務局長 毛利 陽介 

新ブロックマップ 2021 年 10 月始動 

 

奈良ブロック 奈良市 

東和ブロック 天理市、桜井市、宇陀市、山添村、川西町、三宅

町、田原本町、曽爾村、御杖村 

西和ブロック 大和郡山市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、

安堵町、上牧町、王寺町、川合町 

中南和ブロック 大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、

高取町、明日香村、広陵町、五條市、吉野町、大

淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津

川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 

奈良ブロック 

東和ブロック 
西和ブロック 

中南和ブロック 

 

新ブロックは奈良県医療圏域に基づいております。 
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教育部                                        木納 潤一  

＜現職者共通研修＞ 

 今年度もすべての講座について、ZOOM を用いたオンラインで開催し、年間の予定が決まっております。

まだ受講ができていない講座がありましたら、是非ご都合を合わせて受講してください。 

＜現職者選択研修（身体障害領域）＞ 

こちらも ZOOM で開催します。4 つの講座を 10 月 3 日と 10 月 10 日の 2 日間にわけて、2 講座ずつ開催

します。どちらも午前中に開催します。すでに受講希望者は 90 名を越えております。受講者を 120 名までに

したいと考えておりますので、お早目にお申込みください。 

＜事例検討会開催と発表者の募集について＞ 

 今年度から、領域別に下記の予定で事例検討会を開催します。事例を発表していただける方を募集しており

ます。介入がうまくいったケースでも、これから介入するケースでも OK！ワードで 2 枚にまとめて発表して

いただきます。まだ「事例報告」を履修していない方、是非ご検討ください。事例検討会に参加することで、

「事例検討」を履修できます。すでに履修済の方は無料でご参加できます。作業療法の醍醐味はやはり事例で

す！ 

・8 月 25 日（水）19:00～20:30 身体障害  ・10 月 31 日（日）9:00～10:30 精神障害 

・11 月 22 日（月）19:00～20:30 発達障害 ・2 月 19 日（土）19:00～20:30 精神障害 

・3 月 13 日（日）9:00～10:30 認知症領域 

〇生涯教育手帳の手帳移行申請はお済みでしょうか？ 

手帳移行申請は 9 月までになっております。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。 

〇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？ 
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奈良ブロック                          渡邊 俊行  

蒸し暑い中、変わらずの「マスク生活」が続いておりますが、奈良ブロック会員のみなさまにおかれまして

はお変わりなくお過ごしでしょうか。引き続き COVID-19 の感染防止に努めていただきますようお願い申し

上げます。 

今年度はブロックが再編されました。各病院・施設間での交流を図っていくためにオンラインでの会議や研

修会を開催していきたいと思っておりますので、みなさまの参加をお待ちしています。 

なお、今年度の会費納入や移動などの変更処理がお済みでない会員は速やかに手続きをお願いいたします。 

 

東和ブロック                          田中 陽一  

長い梅雨が明け、うだるような暑さがやってまいりましたが、会員の皆様におかれましては健やかにお過ご

しでしょうか。第 13 回奈良県作業療法学会では多数のご参加を頂き誠にありがとうございました。お陰様で

盛会裏に終了することが出来ました。今後も会員の皆様の学術研鑽の場を多く作っていけるように企画・運営

をしていきたいと思います。今年度の奈良県作業療法士会の会費納入がお済みでない会員の方や所属の変更・

氏名の変更がありましたらお早めにお手続きを宜しくお願い致します。 

 

西和ブロック                          塩田 大地  

日頃は奈良県作業療法士会の活動にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

鬱陶しい梅雨の日々が続いておりますが、会員の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。 

 新型コロナウィルスの感染状況におきましても、長く先の見えない日々が続いておりますが、引き続き感染

拡大防止に努めていただきますようお願い申し上げます。 

また今年度の奈良県作業療法士会の会費納入がお済みでない会員の方は納入手続きをよろしくお願い致し

ます。 

 

中南和ブロック                        片岡 歩    

新年度になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

この度、新しく中・南和ブロック長に就任いたしました片岡と申します。 

今年度からブロックが 3 ブロック制から 4 ブロック制に変わっております。皆様が所属されているブロック

が今回から変更になっている可能性がありますので現在の勤務先がどのブロックになっているか改めてご確

認をお願い致します。新しいブロックは前回のまほろば 113 号に記載されています。奈良県作業療法士会の

ホームページからもまほろばの閲覧が可能ですので是非ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロックだより 
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今年度は基礎研修、実践者研修ともに全てオンラインでの実施を予定しています。例年の研修に加えて、生

活行為向上マネジメントを多職種連携に役立てる為の特別研修会を企画しています。オンライン研修となって

いますので、自宅から気軽に受講していただけます。詳細は当会ホームページでも案内していますので、ご確

認ください。 

日時  ：2021 年 9 月 15 日 19：00～ 

タイトル：地域包括ケアシステムにおける OT の役割～ケアマネージャーとの連携～ 

開催方法：Zoom によるオンライン形式 

参加費 ：無料 

今回の研修会は、近畿 2 府 4 県の士会にも参加募集をしています。既に他府県の方からも申し込みをいた

だいています。奈良県作業療法士会の皆様も是非ともご参加ください。 

 

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。 

また、教育部主催のアップデート研修も開催致しますので、”認知症研修基礎編”として新卒の方中心にご参

加いただけたらと思います。 

 研修の詳細や日程が決まり次第、報告させて頂きます。 

コロナ禍で、行政関連の事業や地域住民の方達・当事者の方達の支援が実行できていない状況であり、次回の

まほろばでは、少しでも明るい報告ができればと思っています。 

認知症支援委員会 千葉 亜紀 

所属：秋津鴻池病院 0745-63-0601 

 

 

 

 

会員のみなさま、日々の業務と生活の中で感染症予防に取組んでおられると思いますが、地域包括ケアシス

テム委員会では、今年も Web を積極的に使用して活動を継続していきます。 

また、奈良県の補助金を活用して、「地域での作業療法のちから」を啓発する事業を計画しています。 

2 年に渡る自粛生活で、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

県民を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 

 

 

 

委員会だより 
 

MTDLP 推進委員会 

 

認知症支援委員会 
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障害者就労の現状と課題 

就労移行支援 UT ジョブズ大和八木 

作業療法士  河野 隆 

 

平成 26 年から平成 28 年にかけて行われた厚生労働省による推計調査では、障害者の総数は 936.6 万人で

あり、人口の約 7.4％に相当します。その中で障害者就労については、障害者雇用促進法の後押しもあり、企

業ではたらく障害者の方が年々増えています。2020 年には民間企業で働く障害者は 57 万 8292 人となり、前

年から 3.2%増加し、17 年連続で過去最多となっています。また、対象企業の従業員に占める割合である障害

者の雇用率も 2.15%となり、過去最高を更新しています。 

ところで、障害のある方が「働き続ける」ことには、どのような課題があるのでしょうか。障害者職業総合

センターが行った調査から職場定着率をみてみると、就職後 1 年時点の定着率は、身体障害 60.8%、知的障害 

68.0%、精神障害 49.3%、発達障害 71.5%となっています。最も 1 年後の定着率が低くなっている精神障害

がある方の離職の理由では、職場の雰囲気・人間関係 33.8%、賃金・労働条件に不満 29.7%、仕事内容があわ

ない 24.8%、疲れやすく体力・意欲が続かなかった 28.4%、作業・能率面で適応できなかった 25.7%、症状が

悪化（再発）した 25.7%となっています。精神障害は、他者から見えずに理解されにくいとよく言われます。

一般求人で障害をクローズ（非開示）にして入職する場合も多く、職場の人から障害についての理解や認識が

得られにくいといったことが考えられます。一方、定着率の高い知的障害や発達障害は、障害者求人で採用さ

れている割合が高く、採用時から障害について認識されていることの影響が大きいと考えられます。障害の開

示、非開示どちらが良いというものではありませんが、自分らしく働くためにどのような働き方をしていくか、

そういった自己理解や自律の力を養うことも就労支援において必要な支援の一つだと感じています。このよう

に、働き続けることが重要視される中、平成 30 年には、職場定着を目的にした就労定着支援事業が始まりま

した。 

UT ジョブズが行う就労移行支援事業は、就労を希望する 65 歳未満の障害のある方に対して、一般就労に

必要な知識・能力を養いながら、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指しています。UT ジョブズ

では、作業療法士をはじめとしたスタッフが、職業指導員、生活支援員、就労支援員という役割で日々、支援

に当たっています。利用者の個別性を大切にしながら、ビジネスコミュニケーションを高める「コミュトレ」、

就労についての知識を学ぶ「ビジネスマナー講座」「就労準備ワーク」、困りごとを解決していく「SST 生活

編・仕事編」、自己適性を知るための「職場体験や実習」「就活サポート」などを行なっています。就労支援は

就職がゴールではなく、生活をしていくために安定した収入を得ていくこと、つまり「働き続ける」ことが重

要になります。そのための支援として、対利用者への支援だけではなく、就職先企業や多機関との連携も重要

な役割になってきます。そのような中で私たちは、地域にある企業や関係者の方々に障害者雇用について知っ

てもらうことにも力を入れています。「ひとは役割によって輝く！」という UT ジョブズの理念のもと、これ

からも人と、地域と、ポジティブな変化を共有できるよう頑張っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労支援 
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リハビリを体験して 

 

                  奈良東病院 

 尾西敦子 

令和 3 年も早くも半年が過ぎ、7 月となりました。新型コロナ感染症は、変異株もあり予断は許されない状

況です。昨年から、働き方や、自身の今後の在り方など、考えた方も多かったのではないでしょうか？ 

私に至っては、2 月から 3 月にかけて、外反母趾の手術のため 10 日間の入院、その後の自宅静養で、1 か

月休職しました。入院中は急性期の病院であったため、興味深く、また、実際に自分がリハビリを受けること

となり、学ぶことばかりでした。 

車いすから、U 字歩行器、杖歩行とレベルを上げていき、それぞれ体験できたのは貴重でした。リハビリで

怖かったのは、杖での階段昇降練習です。降段する時は、なかなか下肢も杖も出せず、立ち止まってしまいま

した。入浴動作では困難を極めました。 

そんなこんなで、1 か月を過ごし、外来リハビリでは歩行練習をし、現在術後 4 カ月半ですが、見た目は普

通に歩行しているかと思います。完全に足趾の違和感がなくなるには、あと 2 か月かと予測しています。 

初めてのリハビリ体験でしたが、私が、求めることを適切にサポートしてもらえ、大変ありがたかったです。

私もそのように、適切なアドバイスができ、安心してリハビリを受けていただけるように、日々精進していき

たいです。 

今回の入院を機に、より一層、健康に、継続して作業療法士として勤務できること、そして何より、求めら

れる人材であることが、大切だと思いました。 

次回は、介護老人保健施設 ならふくじゅ荘の尾上昭代さんです。 
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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 

災害時の安否確認、広報誌のペーパーレス化、ブロック

メールの送信（新ブロックで 10 月より運用予定）など

に活用したいと考えております。 

未登録の方、 

登録をお願いします 
 

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る可能性あり。 

ご注意ください 

mailto:naraot@w.bme.jp
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～優子のいちにち～ 

「片麻痺ってどんな生活をしてるんだろう？」と考えた方もいると思います。今回は片麻痺体験者である私こ

と奥田優子の一日をお話しします。平日の一日を例としています。参考になれたらいいなと思います。 

・6：00～6：30 

起床 

寝起きは悪いです。起こされることも良くあります。 

・6：30～7：00 

洗顔・歯磨き 

保湿・日焼け止め・着替え・カーテン開ける・ベッド掃除・ハンカチ用意・薬用意・ 

保湿は一度麻痺手に出してから塗ります。 

・7：00～7：30 

朝食 

食パン派です。色んなジャムを塗って食べられて楽しいです。 

・7：30～7：50 

朝食後薬飲む・弁当詰める・LINE 返信・Facebook チェック・天気予報確認・ 

出勤前のゆっくりできる唯一の時間です。犬と遊んだりしてモチベーションを上げます。 

・7：50～8：00 

出勤！ 

妹や母親が運転している車に乗せてもらって出勤してます。 

・8：30～17：00 

仕事 

病院事務をしています。この重しが活躍しています。 

・17：00～17：30 

帰宅 

職場から歩いて駅まで行き、電車に乗って帰宅します。 

ラッシュで座れる事が少ないので、電車では立った状態で乗っています。 

・18：00～18：30 

お風呂 

夏場の今はシャワーが多いです。洗顔は泡で出てくる洗剤を使って洗顔しています。 

・18：30 

お風呂上り・スキンケア 

わたしはアトピーがあるので、薬を塗ったり、保湿をしています。 

・19：00～20：00 

お風呂待ち・ごはん手伝い 

・20：00～21：00 

片付け手伝いが多いです。 

夕ご飯はじめ 

・21：00～21：30 

夕ご飯片付け 

・21：30～22：00 

就寝準備・就寝 

 

 

編集後記 

今回は自分自身の一日を振り返ってみました。 

面白くないという苦情は受け付けません…（笑） 

人は皆、生活をして人生を過ごしています。 

障害者も例外ではありません。 

作業療法士はその生活を守る素晴らしい仕事をしていると思います。 

これからも障害者の生活を守るため、お仕事頑張って下さい！ 

ちょっとした応援でした。         優子 
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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 

奈良学園大学 

部長 坪内 善仁 

TEL(0742)-95-9800 

FAX(0742)-95-9850 
 

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 

奈良ブロック 

関西学研医療福祉学院 

ブロック長 渡邊 俊行  

TEL(0742)-72-0600 

西和ブロック 

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 

東和ブロック 

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。 

中南和ブロック 

かつらぎクリニック 

ブロック長 片岡 歩 

TEL(0745)-69-0807 



 

  

 

                     株式会社 gene             

 

 
 

 

 



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 

 

mailto:recruit@happy-service.co.jp
https://www.happy-service.co.jp/

