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『作業療法士としての役割』                          

 

社会医療法人 平成記念会 平成まほろば病院  

山口 史哲  

 

私は、社会医療法人平成記念会で作業療法士として勤務しており、作業療法士となり 12 年になります。ま

だまだ若輩ではありますが日々研鑽し、これまで、さまざまな患者様と出会い貴重な経験を積ませていただき

ました。経験の浅い私が臨床で悩んでいるとき、県士会主催の研修会・勉強会に参加し、とてもわかりやすく

説明していただけました。また、さまざまな領域で働いているセラピストとの情報交換や関わりなどを知るこ

とができ、今の私があるのは士会のおかげと考えています。 

 また、これまでの経験から今の私が大切にしていることは、「経験年数に関係なくディスカッションできる

職場環境」「患者様の生活を考えた介入」「他職種との協業・連携」ができるように常に意識し、日々の業務に

取り組んでいます。患者様中心のリハビリテーションを常に最良の方法で提供できるよう患者様を取り巻く環

境の理解を行い、関係職種の中心として働くことができるのが「作業療法士」であると考えています。作業療

法士同士での連携・協業ができ、領域などの垣根にとらわれず、さまざまなアイデアや意見交換ができるよう

な環境を築けていけたらと考えております。 

奈良県作業療法士会は我々作業療法士の発展・研鑽をする柱として、多くの企画・運営をしてくださってい

る会です。私自身今後も県士会活動やキャリアアップにつながるように日々研鑽し、微力ではありますが貢献

できるように努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 
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第 43 回 近畿作業療法学会の準備が始まりました 

西井 正樹 

 

平素より会員の皆様には、（一社）奈良県作業療法士会の事業にご協力いただきましてありがとうございま

す。令和 4 年度も精力的に活動をしていきたいと思います。 

 さて、令和 4 年度になって早速ですが、第 43 回近畿作業療法学会の準備委員会が始動しました。会期は令

和 5 年 6 月 4 日で、対面方式で企画しています。会場の下見当日には、塩田実行委員長、北別府副実行委員

長、毛利事務局長、松山広報委員長と行ってきました。場所は、2020 年にできたばかりの奈良県コンベンシ

ョンセンターを予定しています。このコンベンションセンターは、木をふんだんに使用した会場で、2020 年

ウッドデザイン賞にも選ばれた会場です。ホテルや本屋なども併設され、とても魅力的な場所になります。 

 実は、近畿作業療法連絡協議会（近畿の 2 府 4 県の作業療法士の団体で、近畿学会を主催している団体）

が発足して 50 年目の節目を迎えることにもなり、盛大に学会が執り行われます。また、前日には（一社）奈

良県作業療法士会 45 周年記念・法人化 10 周年記念式典も行います。濃い 2 日間になること間違いなしです。

皆様、式典参加・学会参加・発表のご準備をお願いします。なお、第 43 回近畿作業療法学会において奈良県

作業療法士会の会員は、県士会から学会参加補助費として、前日参加費分は補助させていただくことが、理事

会の承認を得ておりますので、実質無料にて参加することができます。魅力的な講師陣の講演も依頼させてい

ただいていますので、ぜひ参加してください。 

 最後になりましたが、コロナ禍におきまして、医療福祉職の皆様は大変なご苦労とストレスを感じていらっ

しゃると思います。どうか、自らの命を守る行動をお取りください。自らの命を守る行動をとることが、コロ

ナ収束への一番の近道と考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業部                      坪内 善仁  

厳寒の候、会員の皆様におかれましてはご清勝のこととお喜び申し上げます。さて、2021 年度も事業部セ

ミナー1 講座「存在を肯定するリハビリテーションアプローチ」（田島明子先生）を残すのみとなりました。

今年度は、若手の先生だけではなく、熟練の先生方の参加が増加したことが特徴であったと思います。本当に

多くのご参加ありがとうございました。 

さて、事業局では早くも 2022 年度の講座開催に向け、準備を進めております。感染状況によりますが、い

ずれはオンライン研修の利点、対面研修だから学べること、双方を踏襲した形式で開催したいと考えておりま

す。さらに、若手と熟練の融合、会員同士のつながりをテーマにさまざまな研修を企画したいと思っておりま

す。2022 年度も積極的なご参加をお待ちしております。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。 

会長だより 
 

各部局からのお知らせ 
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学術局                      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。 

2022 年 6 月 26 日に第 14 回奈良県作業療法学会を予定しております。学術局では，皆様から登録いただい

た演題の査読を実施しております。皆様の多数の学会参加をお待ちしております。 

また、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。 

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。 

 

  

 

事務局                                     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。 

本年度も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。コロナ禍に

より県士会の活動も変化し、3 密を避け会議や研修会は web 開催となりました。来年度も先が見通せない状

況ですが、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、総会では士会員＝協会員と代議員制度の導入を実現する為に定款の変更を目指しております。是非ご

理解とご協力の程宜しくお願い致します。そして、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。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 

 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。 

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 陽介 

                                      電話：0745-47-0823 

 

教育部                                     木納 潤一   

令和 3 年度は、現職者共通研修 10 テーマと現職者選択研修（身体障害領域）を開催し、領域別の事例検討

会も形になってきました。オンライン研修会に教育部員も会員の皆様も慣れてきたこともあり、多くの方に受

講をしていただくことができました。まだ年度末にいくつか研修会が残っておりますが、引き続きご参加をお

願いいたします。令和 4 年度については、現職者共通・選択研修を開催すると共に、領域別の事例検討会の開

催頻度を増やしていく予定（目標 10 回開催！）をしております。 
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奈良ブロック                        渡邊 俊行     

コロナ第 6 波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？今年度はブロック再編がありました。しかしながら、今年度も対面でお会いする機会はほぼ

ありませんでした。その中でもオンラインでの学会や研修会など、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いたします。 

 

 

東和ブロック                        田中 陽一    

協会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。 

昨年は奈良県作業療法士協会に多大なるご協力・ご理解を頂戴し、本当にありがとうございました。なかな

か感染状況の終息が見えない中ではありますが、オンラインを活用した研修会はこの 2 年でそのノウハウも構

築でき、学術研鑽の場として会員の皆様にお届けできているのではないかと思います。オンラインでの利点も

活かしながら、今年こそは対面で皆様とお会いし、今後の奈良県の作業療法の発展に向けて意見交換が行える

日を期待して、日々の協会運営に励んでいく所存です。 

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 

西和ブロック                        塩田 大地   

新年あけましておめでとうございます。 

新型コロナウィルスの感染が広がってからはや二度目の新年幕開けとなり、未だ医療従事者として窮屈な生

活を強いられる日々ですが、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。 

まだまだ油断のできない日々が続きますが、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。 

 

 

中・南和ブロック                     片岡 歩     

新年あけましておめでとうございます。 

新型コロナウィルスがまだまだ収まりを見せない中、昨年は皆様の多くのご協力により各研修会、学会を開

催できることができました。 

本年もさらなる皆様の発展・向上に向けて、気持ちを新たに取り組んでまいりますので、お気付きのことは

何なりとご意見いただければ幸いです。 

2 月に一度ブロック会議を実施したいと思いますので振るってご参加のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

ブロックだより 
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～皆様の職場での MTDLP 実践を支援します～ 

今年度も基礎研修と実践者研修を企画運営してまいりました。基礎研修に関しては、生涯学習プログラムの

一部であることから、多くの方に履修していただいています。実践者研修に関しては、発表希望者が少ないの

が現状です。そこで・・・ 

「MTDLP の基礎研修を終えたけど、実践する為のシートの書き方が分からない」 

「シートを作ってみたけど、これで良いのか不安」このような会員は、是非とも当委員会にご一報くだ

さい。MTDLP 指導者および実践経験者が、お手伝いをさせていただきます。 

指導に関しては、オンライン・対面など柔軟に対応させていただきます。勿論費用も無料です。この機会に、

MTDLP 実践を始めてみてはいかがでしょうか？ 

  委員長 北別府 慎介 

 所属：西大和リハビリテーション病院 

 

 

 

今年度の締めくくりとしまして、多職種研修の開催を予定しております。3 月 8 日（火）19 時～20 時 30

分までの予定で、若年性認知症当事者の方と若年性認知症サポートセンター職員の方、お二人にお話し頂きま

す。 

 普段、私たちは『認知症の方の支援』という言葉をよく使いますが、果たして、支援を受ける認知症の人

のニーズや思いと私たちの考える支援にズレはないでしょうか？当事者の思いや意見を聞くことで、今一度、

私たちがしている支援について振り返る、貴重な機会となると考えています。多くの方の参加をお待ちして

おります。 

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、新しい年を迎えた矢先、再び感染者数が増加に転じてしまいました。当委員会では、

「コロナ禍でも持続可能」といったコンセプトで、引き続き Web を積極的に活用していきます。地域ケ

ア会議でも、現在 Zoom を使って開催しています。この奈良県の取組は、県内市町村をはじめ、日本作業

療法士協会でも広く紹介されており、全国的にも関心を持ってもらう機会が増えました。 

令和 4 年度の研修会についても、地域包括ケア OT 推進リーダー研修をはじめ、最新のトピックを中心

に開催を企画していきます。 

長く続くニューノーマルの生活で、生活不活発病の影響や、日常生活の内容や 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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大切にしていきたいこと 

 

天理よろづ相談所病院 白川分院  

浅田 健太 

 

 

当院へ入職して 4 年目となりました。年月の過ぎる早さを常々感じます。 

私は昨年 2 月に急性期から回復期病棟へ異動になり現在約 1 年が経ちました。患者さんや患者家族との関

わり方、多職種連携、退院調整など、様々な点で違いがあり、先輩方にご教示いただきながら日々勉強してい

ます。 

急性期では、医学的情報を元にしたリスク管理や目標設定、患者さんの障害受容への配慮などが大切になり

ます。しかし回復期では、入院生活から退院後の生活を想定した多職種連携、退院調整をより綿密に行ってい

くなど、注力する点が少し違ってくるように思います。 

一方で急性期、回復期に共通して大切と感じるのが、“想像力”です。入職当初から先輩方にアドバイスい

ただき、未だにもっと意識していきたい点でもあります。患者さんや患者家族の退院後の生活を想定した介入

をしていく上でこの想像力が大切になります。患者さんの退院後の生活をいかに具体的に想像して関わること

ができるかが細やかな支援につながります。さらには、患者さんや患者家族の想いを可能な限りくみ取り、当

事者目線で支援をする上でも大切になってくると考えます。このような想像力を働かせるためには、セラピス

ト自身の見識の広さが大切になると思います。これらは業務に限ったことではないので、業務内外問わず日々

意識していきたいです。 

 

次回は、リハビリ発達支援ルーム UT キッズ田原本 南 竜太 さんです。 
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医療法人 泰山会  介護老人保健施設 秋篠 

 

医療法人 泰山会は、介護老人保健施設の 3 施設、ショートステイ＆デイサービス 1 施設、グループホー

ム 1 施設を運営しています。当施設は平成 23 年 7 月に設立されました。建物は 3 階建、入所定員は 150 床で

す。当施設では「自立支援・在宅復帰」に力を入れています。入所リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリ、

訪問介護事業を展開しており、退所後もスムーズな総合的支援が可能となっています。 

リハビリスペースは 1F に設けており、自転車エルゴメーターや 4 種のパワーリハビリ器具を常備していま

す。南北に長い建物の為、廊下の長さは約 100 メートルあり、日常的にご利用者が歩行練習に励まれていま

す。ご利用者向けのアクリビティとして、靴下の端切れを利用した座布団などの作品作りや、敷地内の畑での

野菜作りなどにも取り組んでいただいており、ご利用者が心豊かな毎日を職員と共有し、自分らしくお過ごし

いただけるような温かいケアを目指しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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先日、専門学校で授業をさせてもらった時に、生徒さんから「アクセサリーはどうしてますか？」という質

問がありました。 

私も片麻痺になった時に、ネックレスが付けられない…と落ち込みましたが、片麻痺でも付けられるネック

レス・ブレスレットなどがあるので紹介したいと思います。今は、私はこのアクセサリーでおしゃれをして外

出したりしています。 

 

1 ジュエルボックス マグネットネックレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽天で見つけました。右の写真のように、留め具がマグネットになっていて、簡単に付け外しが出来ます。

1400 円程度で購入しました。 

デザインもすごくかわいくて、とても気に入っていたのですが、ただ一つの欠点は、マグネットなので「少

し引っ張るだけですぐ落ちてしまう」という所です・・・。 

京都に行ったときに付けていったのですが、帰った時に無くなっていて、少しショックを受けました。 

Amazon だと 700 円くらいで購入できます。 

楽天：ネックレス マグネット で検索 

Amazon ジュエルボックス マグネットネックレス で検索してみてください。 

特に楽天では色々なマグネットネックレスがあります。 

 

私の場合は・・・ 

家とか、コンビニではマグネットネックレスを付けて、 

外出用は、洋服屋で購入した右の写真のようなネックレスを付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

片麻痺の方は外へ出る事を諦めてしまいですがこんなアクセ・アイテムがあると 

片麻痺でも生活・外出するのが楽しくなります。 

「片麻痺だからおしゃれも出来ない」と諦めないで、こんなネックレスを着けて、 

一番のおしゃれである「笑顔」でおでかけしてみませんか？ 

これからも、片手でもおしゃれに出来るコツをもっと紹介していきたいと思います！ 

奥田 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 

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 



【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 

 

  

 

株式会社 gene 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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？ 



 

株式会社ハッピーサービスグループ 

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。 

 

【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 採用担当） 

〒630-8043 奈良県奈良市六条 3-1-15 

TEL 0742-52-8880 

E-mail: recruit@happy-service.co.jp 

URL: https://www.happy-service.co.jp 

 

 

事業拡大のため増員募集中です！！ 

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～20 分 

雇用形態 正社員 ※非常勤も募集しています 

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 

★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 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/ 

 

 

 

 

スタッフ写真 

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

