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『士会と共に 35年』                          

奈良学園大学保健医療学部  

山形 力生 

 

初めての方も多いと思いますので、簡単に紹介させていただきます。現在、奈良学園大学の教員として仕事

させていただいています。30 年程前、奈良県士会員としてかかわっておりました。奈良県総合リハセンター

を開設し 15 年近く臨床に従事しておりました。当時は士会員数 30 名くらいだったと思います（大阪 300 名、

兵庫 200 名ぐらい）。そのあと恩師である中村春基先生（協会長）の勧めもあり兵庫県の大学開設に着手し、

作業療法教育に 16 年ほど従事してきました。4 年前、奈良県に初の作業療法 4 年制大学を開設したいとの要

望を受け、奈良県に戻ってまいりました。現在理事をされている先生方にはまだ新人で入職された方もおられ、

その後立派に士会運営されている姿も見せていただき、頼もしく感じております。また、つくづく時代の流れ

を感じております。 

士会のご尽力もあり、大学も無事に開設することができました。関係者の皆様、関わっていただいた先生方

には感謝しております。作業療法教育の新制度への変更、コロナ感染による実習への影響などもあり、困難に

見舞われながらもなんとか一期生が 3 回生に学ぶところまできました。来年には完成年度を迎え、さらに大学

院開設の準備にも入ったところです。会員の皆様方には臨床現場にいながら学ぶ機会も増えるものと思います

ので、ぜひ活用していただきたいと思っております。大学は地域に根差したものであり、地元への作業療法士

の養成はもちろんのこと、臨床現場への貢献を使命とするべきと考えております。今後も大学の機能をうまく

活用していただき、県士会活動や会員のキャリアアップに貢献できたらと思っております。今後とも、どうぞ

よろしくお願いいたします。 
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今年のノーベル賞で思うこと 

西井 正樹 

 

今年のノーベル物理学賞が、アメリカ・プリンストン大学上級研究員の真鍋淑郎さん(90 歳)に贈られること

が決まりました。ノーベル物理学賞の受賞理由は、「信頼性の高い地球温暖化予測を実現する地球気候の物理

モデルについての研究」だそうです。真鍋さんは 1960 年代から、地球の気候の物理モデルの開発を先導し、

「大気中の二酸化炭素濃度が上昇することで気温が上がる」ことを数値で示しました。また、地球温暖化が進

行するにつれて洪水や干ばつが増えることを、1980 年代の研究ですでに示していました。地球温暖化は決し

て「将来の問題」ではなく、すでに現実の大きな脅威となっています。その影響は、これまでに経験したこと

のない酷暑や、自然災害というかたちで、私たちの身に直接、降りかかっています。また、真鍋さんは、ある

異常気象が発生したとき、温暖化がどのくらい影響しているかを見積もる「イベント・アトリビューション」

という手法を用いて、人間活動が温暖化に与える影響を客観的な数字によって「見える化」しました。 

さて、前置きが長くなりましたが、私たちが行う作業療法の「見える化」はできているでしょうか。私たち

がかかわることで、どのような効果を生み出しているのかを示すことができているでしょうか。特に作業療法

は、AI にはできない職業と言われていますが、逆に「見える化」しにくい職業とも言えます。しかし、見え

る化できないわけではありません。まずは、日々の臨床について事例検討などを通じて、good practice を示

していきましょう。 

現職者共通研修の事例検討は、皆さん発表しましょうね。 

 

 

 

 

 

事業部                      坪内 善仁  

紅葉の候、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。さて、事業局では、事業部セミナー

として 2021 年 11 月 21 日「外傷手に対する作業療法」(飯塚照史先生)、2021 年 12 月 19 日「作業に焦点を

当てた認知症のある人への作業療法」(小川真寛先生)の案内を開始しました。既に県内外から多くの申し込み

があり、本当にうれしく思います。2022 年 2 月には湘南医療大学の田島明子先生の講座も予定していますの

で、こちらも積極的なご参加をお待ちしております。年末の多忙な時期に突入しますが、くれぐれもお身体に

は御自愛ください。今後とも、事業局活動への御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

 

学術局                      辰己 一彦  

秋も一段と深まり、少しずつ冬の気配も感じられます。皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申

し上げます。 

学術部研究助成委員会では、会員による学術活動を促進するために、研究報告を公募にて選定し、最大 10 

万円の活動助成を行っています。多くの会員の方からのご応募をお待ちしております。 

 また、各種委員会でも様々な活動を行っております。身体領域、精神領域、発達領域、老年・地域領域，福

祉用具・運転委員会などでウェビナーを企画・検討しております。活動内容にご興味のある方はご連絡をお待

ちしております。委員とともに専門領域の知識を学びましょう。 

 

会長だより 
 

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

晩秋の候、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、事務局ではブロック再編を進めております。すでに新ブロックとなり、ご自身がどのブロックに所属

しているかご存じでしょうか。変更届の提出先や学会運営・地域での活動など皆様にかかわることがございま

す。ホームページに施設名や市町村が記載されておりますので、ご確認をお願い致します。 

 また、会員の皆様へのご連絡も所属長を通してではなく直接届くようにメールマガジンの利用も進めており

ます。是非登録をして頂き研修会やブロックでの連絡事項が手元に届くように手続きをお願い致します。今後

はペーパーレスをすすめこの広報誌「まほろば」も紙媒体ではなくメールでの配信を検討しております。ご協

力の程宜しくお願い致します。 

 当士会では福利厚生の一つとして「総合賠償責任保険補助規程」を運用しており「作業療法士総合補償保険

制度」の基本プランに追加する上乗せ補償プラン(任意加入 2,840 円)を一部補助致します。県士会が依頼し

た事業などで、年間６回以上従事して頂いた会員に 1,060 円を年間 12 回以上従事した会員に 2,130 円をお支

払い致します。是非ご利用ください。申込用紙はホームページからダウンロードをお願いします。 

 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。 

予算の収益のほとんどが会費収入となっており事業の運営には皆様の会費が不可欠です。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 

以前使用していた、南都銀行の口座は使用できません。 

お問い合わせ：事務局 0745-47-0823  事務局長 毛利 陽介 

 

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。 

 

＜やっぱ事例でしょ！事例検討会＞ 

 作業療法の質を高めるためには、事例をまとめることが欠かせません。職場によっては、事例をまとめる機

会がない、教えてくれる先輩がいない、などの悩みを抱えている方もおられるようです。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みませんか？ 

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。先輩方、各領域の作業療法を盛り上げるために

も、ご参加ください！作業療法の醍醐味はやはり事例です！ 

・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 
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奈良ブロック                        渡邊 俊行     

寒さが駆け足で近づいていますが、会員のみなさまにおかれましては変わりなくお過ごしでしょうか？引き

続き COVID-19 の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。 

10 月からは 3 ブロックから 4 ブロックへ変更になり、以前の北和ブロックの奈良市・生駒市から、奈良ブ

ロックは奈良市のみとなりました。今後は今まで以上に、より密に各病院・施設間での交流を図っていきたい

と考えていますので、みなさまのご参加をお待ちしております。そのためのメールマガジンへのご登録をお願

いいたします。 

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な手続きも重ねてお願いいたし

ます。 

 

東和ブロック                        田中 陽一    

平素より奈良県作業療法士会の活動にご理解とご協力を賜りありがとうございます。10 月より新たな取り

組みである 4 ブロック制がスタートします。慣れるまでは戸惑うことも多いかと思いますが、会員管理や情報

提供をより円滑にするための取り組みとなりますので、何卒宜しくお願い致します。 

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。 

 

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。 

 10 月から当会の会員管理のシステムに変更があり、これまでの 3 ブロック制から 4 ブロック制へと変わっ

ております。所属施設様の中には、これまでの所属ブロックから新しいブロックへと変わっている施設様もあ

るかと思いますので、改めて会員の皆様にはご自分の所属施設がどのブロックに該当するのか HP からご確認

をよろしくお願い致します。 

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     

ブロックの皆様、いかがお過ごしでしょうか？新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日々厳しい状況

が続いておりますが、体調等お変わりはございませんでしょうか？ 

中南和ブロックにおいては今年度及び次年度に向けて近日中にブロック会議を開きたいと思います。詳細は

追ってご連絡をいたしますので皆様のご参加をお待ちしております。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロックだより 
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平素より大変お世話になっております。当委員会では例年と同様に基礎研修、実践者研修を粛々と進め

ています。開催に関しては、他の部局と同様にオンラインでの研修会となっています。下半期は、実践者

研修（事例検討会）を 11 月 29 日と 1 月 31 日に、基礎研修を 1 月（調整中）に予定しています。詳細は

ホームページとメールマガジンで案内させていただきます。基礎研修につきましては、日本作業療法士協

会の生涯学習制度に含まれた研修会となりますので、奮ってご参加ください。 

 

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。部門別研修として、10 月 29

日（入院・入所部門）、11 月 19 日（地域部門）の 2 日間、WEB 形式で開催致しました。（この原稿を作

成している段階ではまだ研修が開催されていませんが、きっと同じ分野で働く OT 同士で様々な情報交換

や悩みの共有ができる研修になると願っています） 

年が明けてからは多職種研修も予定しておりますので、日程や詳細はメールマガジンにて報告させて頂

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、地域包括ケアシステム委員会では、今年も引き続きＷeb を積極的に使用して活動を

継続していきます。地域ケア会議でも、現在 Zoom を使って開催しています。 

今年の研修会については、8 月に実施しました「OT が考える生活支援コーディネーター」の第 2 弾・第

3 弾を予定しています。是非、新しい取組を知って頂きたいと思います。 

長く続く自粛生活で、生活不活発病が進み、やがて生活内容や 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 

 

 

委員会だより 
 

認知症支援委員会 

 

地域包括ケアシステム委員会 

 

 

 

MTDLP 推進委員会 
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異動して思うこと 

 

介護老人保健施設 ならふくじゅ荘 

尾上 昭代 

 

肌寒い季節となり、体調管理に一層気を付ける時期がやってきました。コロナ禍もありマスクとフェイスシ

ールドでの業務が続いており、目元の動きや声の抑揚など、相手への伝わり方を意識することが大事だと感じ

ます。 

私は健和会の回復期、療養病棟、介護医療院を経てグループ内の老健に異動になり、半年が経ちました。診

療業務に追われる中で、制度や仕組みなどまだまだ理解できていないことが多く、勉強の日々です。長期療養

が主の介護医療院では余暇の提供に力を入れていましたが、積極的に在宅復帰を進める老健とでは時間の流れ

が全く違うように感じます。身体機能へのアプローチが優先になってしまうため、在宅復帰後の生きがいや役

割、楽しみに目を向けることも作業療法士の役割であると感じつつも、作業活動や余暇の提供がなかなかでき

ず、もどかしさを感じることもあります。介護士はレクリエーションを定期的に実施しているので、フロアと

の連携を大切に、今までの経験も踏まえアイデアを出しあっていきたいと思います。他の老健ではどうされて

いるのかも気になるところです。 

デイケア部門ではリハビリ会議にて医師、ケアマネを交えた話し合いを進めていますが、利用者様の希望が

特になかったり、生活目標がぼんやりしていたりということも少なくなく、デイケアでのリハビリのかかわり

方も変えていく時期なのかなと思っています。リハブースのレイアウトをスタッフと協議し、少しずつですが

自主的に運動に取り組んでもらえるような働きかけをしていますが、課題も多いのが現状です。エネルギーは

かなり必要ですが、情報収集をし、知恵を出し合って、変化を生んでいきたいと思います。 

 

次回は、天理よろづ相談所病院 浅田健太さんです。 

 

 

 

奈良学会 演題優秀賞 

 

この度は第 13 回奈良県作業療法学会優秀賞にご選出いただきありがとうございます。

本調査に関して助言いただいた皆様、査読・選考をしていただいた皆様、また未曾有の

災禍の中、新たな形式での学会開催に尽力を注がれた関係者の皆様に感謝御礼申し上げ

ます。本調査は、脳卒中発症後片麻痺を呈した症例に対して、運動イメージの有無が作

業療法介入後に麻痺手の使用頻度や運動麻痺へどのような変化を及ぼすかを調査した

ものです。対象が 2 症例であり 1 ヶ月の短い期間での探索的な調査研究のため、今後は

症例数の担保及びより縦断的に調査していきます。今回の受賞を励みに、より一層好奇

心を持って精進して参ります。 

奈良県総合リハビリテーションセンター 

岩本 健吾 
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医療法人せいわ会 ならまちリハビリテーション病院 

 

当院は令和 2 年 8 月に旧大倭病院から、ならまちリハビリテーション病院と名称を変更し、移転いたしま

した。 

 病床数は 3～5F に各 36 床ずつ、計 108 床全てが回復期リハビリテーション病棟となっております。各病棟

に機能訓練室を配置しており、6F のリハビリテーション室には、BWS(体重免荷装置)、ADL シミュレーター

(入浴・トイレ)、LDK を配置し、退院後の生活環境に合わせた評価・練習が行えます。 

 BWS(体重免荷装置)は16ｍの長さがあり、歩行練習を行うのに十分な長さを確保しており、トレッドミル(ル

ームランナー)と組み合わせたリハビリも実施可能です。これだけの長さがある体重免荷装置の導入は日本で 3

病院目、奈良県では初の導入となります。 

 ADL シミュレーターでは、退院先の浴室・トイレ環境に合わせた手すりの位置・高さに調整することがで

き、特に入浴では福祉用具を使用した方法の評価や提案がスムーズに行えるので重宝しています。 

 LDK では調理訓練、冷蔵庫・棚から物を取り出して運搬する練習も可能です。調理訓練では栄養科と連携

し、必要な能力に応じてメニューを選択し、実際に調理を行っていただきます。 

 このように、可能な限り退院後の生活を見据えた環境で評価・練習を行い実生活に繋げていくことをコンセ

プトに掲げております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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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今回は片麻痺の私がおすすめする 

靴や杖を紹介したいと思います！ 

 

１.CRAAS(クラース) 

装具用の結婚式などの改まった場に履く靴です。 

値段は１万円程度と少しお高めですが、 

可愛い靴がたくさんあります。 

 

 

 

       2.moon star 810ｓ(エイトテンス) 

今回新しく購入しました。 

普段履くときに使います。 

装具を履いてても入る靴です。 

Amazonで６千円くらいで購入しました。 

履くところはがばっと開くようになってて、 

マジックテープで止まるようになってます。 

履いた感じでは少し余裕がある感じです。 

 

 

 

3.あゆみ 

前に履いていた靴です。 

介護用の靴で、装具を付けていても履きやすい靴です。 

軽くて、歩きやすいです。 

コンビニ行くとか、ちょっとした用事の時に履きます。 

すぐ履けるのでとても便利です。 

 

 

 

             4.杖 

杖はネット注文で購入することが多いです。 

杖を買う基準は、 

デザインと、持ちやすいか、です。 

おすすめは、楽天で「つえ子の素敵な杖屋さん」 

と検索すると可愛い杖があります。 

あと、Ａｍａｚｏｎで「シナノ ネオクラシカル」と検索すると、 

持ちやすい杖が売っています。 

是非検索してみてください。 
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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 

自宅会員 

ブロック長 田中 陽一 

TEL078-304-3180 

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 
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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。 
 

 

 

【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 

 

 

 

 

 

 

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 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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？ 

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

