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巻頭言

～祝

まほろば 100 号～
一般社団法人奈良県作業療法士会 会長
白鳳短期大学 西井 正樹

奈良県作業療法士会発行の「まほろば」はおかげさまで、100 号を迎えることが
できました。これもひとえに、会員の皆様方のご支援とご指導の賜物と厚く御礼申
し上げます。
さて、1984 年（昭和 59 年）11 月 20 日に奈良県作業療法士会が設立されてから、
34 年の月日が経とうとしております。当初 1 桁の会員数から今では 500 名の会員を
抱える団体にまで成長してきました。これも初代会長の橋本先生からの歴史が脈々
と受け継がれてきた結果だと思います。まほろばの第 1 号の発刊の日付はわかりま
せんが、年 4 回発行ですので、約 25 年間続いてきたことになります。「継続は力なり」とありますが、ただ
継続してきたわけではありません。まほろばを通じて情報発信をできたことで、皆様に「力」がついたという
ことだと思います。これからも、200 号を目指して情報発信をしていきたいと思います。
現在、奈良県作業療法士会はいろいろな事業に挑戦しています。まず平成 29 年度、30 年度と 2 年連続で日
本作業療法士協会のモデル事業に参画することができました。平成 29 年度は地域包括ケアシステム委員会が
中心となって、奈良県の地域ケア会議に資する人材育成認定制度と地域ケア会議の DVD 作成を行っています。
1 月下旬には模擬のケア会議の様子を撮影しました。2 月には完成予定です。30 年度は「絵本で語る作業療法」
ということで、作業療法にまつわる絵本を作成して、保育所や幼稚園、小学校に寄贈、そして紙芝居にして読
み聞かせ、保育所訪問とのパッケージも考えています。このモデル事業に関しては、他県士会も興味があると
のことで、絵本を実費で譲ってほしいなどという声がさっそく聞かれました。今までは、会員数も少なくあま
り注目されなかった県士会ですが、協会から助成金をいただき、モデル事業まで行えるようになってきた奈良
県士会は、全国からも注目されています。ぜひご協力をお願いします。また、平成 29 年に 50 周年記念事業
で作成した「毎日作業療法の日めくりカレンダー」も大変好評で、OT の諸先輩や各県士会長からかなりの評
価をいただいています。そして、なんといっても、これらの活動が実を結び、2 月 1 日に奈良県知事との会談
の機会が持てました。奈良県庁には残念ながら作業療法士が配置されておりません。そんな中、奈良県知事が
時間を作ってくださったことは、奈良県作業療法士会にとっての一歩前進に繋がったのではないでしょうか？
高齢社会を迎える今、社会は「自立支援」
「生活支援」に目が向き始めました。OT が活躍できるフィール
ドがどんどん増えてきます。奈良県作業療法士会は、奈良県民の皆様に作業を通じて健康を提供していきます。
そのためには、会員の皆様の知識の共有（ナレッジマネジメント）が必要になります。臨床で得た知見を会員
で共有（研修会や事例検討会等）し、知識をデータベース化（学会発表・学術論文）し、新たなる知識を生み
出していくことが大切です。今後とも奈良県作業療法士会に参加・ご協力をお願いいたします。
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各部局からのお知らせ
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。
理事会では来年度に向けて、部局ごとに事業計画・予算を作成しております。会員の皆様が身近に感じて参
加して頂けるような事業など検討しておりますので、可能な範囲で県士会の活動に参加して頂けたらと考えて
おります。
また、事務局では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きます。その為に皆様の会
員情報の統一を図ります。所属施設の移動・変更（県内・県外ともに）は県士会と協会の両方に提出して頂き
ますようにお願いいたします。
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
口座記号番号
口座名称(加入者名)

(郵便局の振込用紙をご利用下さい。)
００９３０－０－２３３８３９番
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

教育部

0745-60-9007(直通)
木納

潤一

今年度の教育部主催の事例検討会は、平成 30 年 3 月 1 日（木）19:00～奈良県総合リハビリテーションセ
ンターでの開催を予定しております。
教育部では、平成 30 年度の研修として、現職者共通研修 10 テーマ、現職者選択研修（身体障害領域）を
予定しております。研修の日時や会場などは、会員の皆様からいただいた意見をもとに検討しております。ま
た、来年度から、日本作業療法士協会の生涯教育制度にいくつか改定があります。基礎研修では、現職者共通
研修のいくつかのテーマでシラバスの見直しがなされます。他に、認定作業療法士取得要件の変更、専門作業
療法士制度の改定があります。これらの改定について、概要が決まり次第、会員の皆様にお伝えしたいと考え
ております。

学術部

辰己 一彦

極寒の候、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。
この度、第 10 回奈良県作業療法学会が開催されます。学術部では、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。
次年度からは、身体・精神・発達・老年地域領域すべてに責任者を設け、作業療法の啓発や研究、研修など
を計画しております。ご興味がある方はお声かけください。詳細が決まりましたら、会員の皆様にご連絡を差
し上げます。よろしくお願いいたします。
連絡先：uenishi@utcaresystem.com まで
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事業部

大西 和弘

平成 29 年度の事業部活動は、ほぼ終了となりました。今年度も事業部セミナー3 本、スキルアップセミナ
ー12 本を無事開催できたことに感謝致します。
来年度のスキルアップセミナーは、例年通り、一部改変しながら年間 12 本を予定しています。平成 30 年
度は、要望の多い肩関節関連の実技も検討していますので、是非ご参加ください。また、事業部セミナーでは、
神奈川リハの実力者で、作業療法士としての臨床に造詣深い、一木愛子先生を迎えて研修会を行います。タイ
トルは「身体障害と生活をどう考えるか～代償はどう考える（介助・環境・身体の治療）～」で、脊損や脳卒
中、排泄のエキスパートである一木先生に臨床に活きる講義をして頂きます。さらに第 2 弾として、神戸学院
大学の藤原瑞穂先生には、
「作業」に関する研修会を上半期に予定しています。
来年度も、事業部研修に是非参加して頂ければ幸いです。事業部活動は随時、県士会ホームページ左、
「事
業部活動報告」バナーにアップしていますので、ご覧ください。

保健福祉部

前岡伸吾

平成 30 年度保健福祉部研修会のご案内
陽春の候、時下ますますご清栄のことと、会員の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、このたび下記の要綱にて「平成 30 年度診療報酬・介護報酬改定における研修会」を開催する運びと
なりました。会員の皆様にはぜひ、ご出席いただきたくお願い申し上げます。
程 ：平成 30 年 3 月 19 日(月)
18 時 30 分 受付開始
19 時 00 分～20 時 30 分 研修
場
所 ：奈良県総合リハビリテーションセンター
2 階会議室
内
容 ：平成 30 年度診療報酬・介護報酬の改定について
講
師 ：宮城慎二
リハビリデイサービス ステップ
前岡伸吾
天理よろづ相談所病院 白川分院
会
費 ：奈良県作業療法士会員 無料
非会員・その他 2000 円
＊ＯＴ協会基礎ポイントを希望される場合は、1,000 円が必要です。
申し込み方法：件名に「診療報酬改定研修会参加」と記入し、下記のアドレス
にメールを送信してください。
日

daycare-2@hosp.go.jp
※必ず施設名、会員番号、氏名をご記入ください。
※申し込み期日は平成 30 年 3 月 16 日（金）までです。
【問い合わせ先】
国立病院機構 やまと精神医療センター
永阪元基
TEL 0743－52－3081
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委員会だより
地域包括ケアシステム委員会
～リハ 3 団体では、過去にない機会を頂く!～
この、「まほろば」が会員の皆さんの手元に届くころには、リハ 3 団体にとって県内史上初の出来事が実現
出来ているはずです。
それは、荒井正吾 奈良県知事とリハ 3 団体との意見交換の場が開かれたことです。原稿を作成している頃
には、どの様な意見交換が出来るのか？未来の想像の段階ですが、これから継続して作業療法士が奈良県民の
健康増進、健康・平均寿命の延長、活動・参加の促進に愚直に貢献していきたいと考えています。
委員会発足後、「自立支援」、
「住民主体」に活動内容を選択・集中して取り組んでいき、全国の士会でも先
駆的な「地域包括ケア OT 推進リーダー制度」の運用を開始しました。来年度、平成 30 年度は、地域各地で
の最前線で活躍出来る会員・認定者を養成するための研修会や OJT での傍聴に更に集中して取り組んでいき
ます。
これからは、県内 39 の自治体が、「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」をもとに各事業が動き出し
ます。この事業の中身は、作業療法士のど真ん中・ど直球の関りで地域包括ケアを実現するには、作業療法士
の考えが非常に重要になる制度になっています。
平成 30 年度は、多くの会員に研修会を通して学んで実践して頂く趣旨で従来の土日開催を見直し、平日夜
間の開催に企画変更して実施していきますので、興味をお持ちの会員の皆さんは一度研修の受講をお勧めしま
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）UT ケアシステム
ユーティー訪問看護ステーション
お問い合わせ 090-1676-9898

MTDLP 推進委員会
～MTDLP の実践・報告をしてみませんか？～
MTDLP 推進員会では奇数月の最終月曜日に、MTDLP 事例検討会を行っています。平成 29 年度は 5 回の
開催でしたが、未だ参加者は多いとは言えない状況です。
私事で恐縮ですが、私も臨床経験が 10 年を超えました。しかし、本検討会での多施設の会員の助言や質問
からは多くの学びがあります。特に中堅以上の会員の皆様は、自分の実践を振り返り、多施設の会員と意見交
換する場としてみてはいかがでしょうか？
次年度は 5 回の開催を予定しています。多くの方の参加をお待ちしています。
MTDLP 推進委員 委員長
北別府慎介(西大和リハビリテーション病院)
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認知症支援委員会
～平成 29 年度認知症支援委員会

活動報告

第 3 報～

拝啓 初春の候、県士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。
平素より認知症支援委員会の活動にご賛同・ご協力を賜り、深謝致します。昨年は、認知症支援委員会議の
開催をはじめ、宇陀市・田原本町での認知症支援活動の開始など、支援活動の広がりを得ることが出来ました。
また、前回まで報告をしておりました吉野町 3 ヶ所・1 年間のサロン活動では、活動の充実とともに Moca-J
を用いた評価で良好な結果を得ることができました(詳細は次年度報告させて頂きます)。平成 30 年 2 月には、
各サロンで取り組んできた創作体操の合同発表会開催を企画しており、盛り上がりを今から楽しみにしており
ます。
一方で、平成 30 年度からは、各市町村で認知症初期集中支援チームが設置・稼働し始めます。我々、認知
症支援委員の取り組む役割は、これまでの各市町村での支援活動を継続していくことに加えて、さらに認知症
の人の生活を支援できるよう、認知症初期集中支援チームをはじめ新たな関わり方も模索・実施していく必要
があります。同時に、県士会員の皆様が日頃取り組まれている活動情報を集約し、発信していくことも重要な
役割となります。平成 29 年 11 月 18 日・19 日には全国 47 都道府県の認知症推進委員が集う第 2 回認知症推
進委員会議に今年度も参加をさせて頂きました。今年度は各士会の取り組みと課題について報告があり、地域
に応じた様々な支援の形を知ることが出来ました。また、共通した課題としては、情報共有と人材育成が挙げ
られていました。地域で暮らす認知症の人の生活を支援するためには、県士会員同士のつながりが重要であり、
日頃携わる専門分野に関わらず、認知症支援においても多くの OT が活躍できる体制構築を目指す必要がある
と感じました。その一環として、今年度も平成 30 年 1 月 28 日日曜日(場所：秋津鴻池病院)、平成 30 年 2 月
25 日日曜日(場所：関西学研医療福祉学院)の 2 回認知症アップデート研修を開催し、認知症の基礎を確認する
とともに、奈良県士会・他県士会の取り組み情報を共有したいと考えております。積極的に参加して頂きます
よう、よろしくお願いいたします。また、次年度にはさらにステップアップ研修の開催も計画しており、皆さ
んが日頃感じる「こんな支援があったら良いな」を、実現していけるように我々も微力ながら努力していきた
いと思っております。
今後とも、認知症支援委員会の活動に関しまして、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
認知症支援委員
秋津鴻池病院 坪内善仁
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ブロックだより
北和ブロック

渡邉俊行
6 年に一度の診療報酬と介護報酬の同時改定が控えていたりと年度末を迎えお忙しくなりますが、いかがお
過ごしでしょうか？次年度の活動として、ブロック研修会の開催を予定しております。
『まほろば』も Vol.100
を迎え、北和ブロックの会員同士もより一層の連携を深めていければと思っておりますので、みなさんのご協
力よろしくお願いします。

中和ブロック

北別府慎介
今年度も中和ブロックの活動にご協力を賜り、誠に有難うございました。皆様の職場で、年度末に移動・退
職される会員の方は速やかに手続きを行っていただくようお願い申し上げます。
次年度は、第 10 回奈良県作業療法学会の運営を控えています。ブロックの会員一丸となって、学会運営に
臨みましょう。

南和ブロック

田中陽一
南和ブロック会員の皆様、昨年は県士会の活動にご協力いただきありがとうございました。また、11 月に
行われた南和ブロック研修会も無事に開催することができました。ご参加・ご協力いただいた先生方に感謝申
し上げます。今年度も残りわずかとなってまいりましたが、引き続き県士会活動へのご理解、ご協力を宜しく
お願い致します。

エッセイリレー
はじめまして、医療法人藤井会、香芝生喜病院に勤務している大西秀雄と申します。
香芝市に新しく救急医療を行う病院が開院して早９ヶ月。自分が新しく職場が変わり 10 カ月となりました。
エッセイを書くとなって色々と内容を考えていましたが、年末年始にあった身近な話をさせて頂きたいと思い
ます。
昨年末、仕事が終わり帰宅すると妻がめまい吐き気を催す状態となっていました。1 日休めば回復するかな
と様子を見ていましたが、翌日になっても一向に回復せず動けばめまい吐き気が出てしまう状態、初めて年末
の夜間救急にお世話になりました。12 月 31 日の夜間救急は混んでいて、受診まで 1 時間かかり妻も気分が悪
い状態で大変だったと思います。その日は薬も頂き帰ることになりましたが、翌日もめまい吐き気は変わるこ
となく、救急病院として自身の病院を利用することとなりました。1 月 1 日元旦でした。CT や点滴を受け最
終的には前庭神経炎という診断がおりました。風邪や腸炎の後に起こる事があるそうです皆さんも気を付けて
ください。
今回自分自身が患者の家族となって感じた事は、住んでいる地域に救急病院があって本当に良かったなとい
うことと、2 歳の娘を育てる身として、年末年始を妻の助けが無い中で日常生活を娘と過ごす事になり、妻が
どれほど家事や洗濯、娘の事を見てくれていて自分を助けてもらっていたんだと痛感する機会となりました。
今回の件で、家族に何かアクシデント（入院、怪我など）が起こった時に、今まであった生活が激変してしま
うこともある家族さんの事ももっと考えていかないといけないなと感じる年末年始を過ごしました。
次はユーティー訪問看護ステーション山之内宏司さんです。
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医療法人田北会
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田北病院

当院は昭和 26 年、大和郡山市城南町に開設されました。
近鉄郡山駅より西に徒歩８分ほどの立地となります。
リハビリテーション室は病院４階にあり、窓からは若草
山や矢田山が四季折々の風景を見せてくれます。
当院リハビリテーション部は「親切・丁寧・一生懸命」
を理念に現在、PT26 名 OT10 名 ST5 名のスタッフが在
籍しています。一般病棟、回復期病棟、地域包括ケア病棟
を有しており、また、介護老人保健施設「幸寿苑」
、訪問
看護ステーション「なのはな」
、田北会居宅介護支援事業
所を併設し、医療・介護・福祉のトータル・ライフケアを
実践しています。
作業療法の対象は整形疾患、脳血管疾患、廃用症候群な
ど多岐に渡り、中でも切断再接着は 24 時間受け入れ体制
をとっており、術後のハンドセラピーを行っていることは
特徴でもあります。対象や年齢に幅がありますが、どんな
方にとっても、その 1 人ひとりが大切にしている作業を支
援していけるようこれからもスタッフ一同精進して参りま
す。

患者さんの作品紹介
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福祉用具紹介

奈良県総合リハビリテーションセンター
林 朋一
久々の投稿になってしまいました。今回は、重度四肢麻痺の方が、自身でナースコールを押せるように万能
カフを工夫した症例の方を紹介します。
この方は重度の麻痺、またコミュニケーションが取れず、自分自身での意思を伝えることが困難な状況でし
た。そこで、担当 OT が、自分の意思を伝える手段として、ナースコールを押すことを考えました。重度の麻
痺が残存していたため、自身で押すことが困難でしたが、担当 OT は以下の写真のように、ナースコールに万
能カフを取り付けました。

そして、わずかに運動が可能であった右手の拇指の運動を生かし、以下の写真のようにナースコールを押す
ことが可能となりました。

このようにして、自分自身で意思を述べることができなくても、ナースコールを通じ、この方がなにかを「伝
えよう」とする気持ちの一助になれた工夫であったのではないかと思います。

研修会に参加して

辻村病院 作業療法士 西岡 達也
今回、生活行為向上マネジメント基礎研修会に参加させて頂きました。
生活行為向上マネジメントは対象者のしたい生活行為（作業）に焦点を当てて、対象者を取り巻く環境すべ
てをマネジメントし、目標達成を目指すものです。
私は日々のリハビリテーションを行う上で対象者との目標の共有や他職種との目標の共有、連携が大切だと
感じていました。生活行為向上演習シートには対象者が行うことだけでなく、対象者を取り巻く家族や支援者
も目標に向かって実施することを記載する部分があります。作業療法士が対象者と関わる時間は生活時間のほ
んの一部なので、他の職種も連携して一日をプランニングすることで目標達成に近づくと思いました。私自身
も他職種連携の重要性を痛感していながらも実際にはなかなかうまく出来ておらず、今後も意識して取り組ん
でいかないといけないと気持ちを新たにしました。
研修会を受けて基礎・基本を大切に、対象者が本当にしたい生活行為を目標としてリハビリが出来るように
がんばりたいと思います。
研修スタッフの先生方、ありがとうございました。
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旧大乗院庭園

今回紹介させていただくのは奈良市の興福寺の南側にある「名勝 旧大乗院庭園」です。
大乗院は興福寺の門跡寺院として、平安時代から室町時代にかけて栄えた子院です。この庭園は鎌倉時代に
築造されたといわれています。15 世紀末に大乗院の門跡であった尋尊が、当時の庭師の第一人者・善阿弥に
依頼したと伝えられ、善阿弥が関与した唯一の庭園遺構として貴重なものです。平成 22 年（2010 年）より一
般公開となり、庭園内を散策することができるようになりました。
館内は車椅子で通ることができる十分な広さの通路と資料館があり、車椅子でも利用できるトイレも完備さ
れているバリアフリーな構造になっています。入園料 100 円で庭園内に入れます。鹿の入ってこない庭園内
は芝生がふかふかしており、とても美しいです。中央には大きな池があり、複数ある島へ渡ることができます。
また池を囲むように一周を歩いて散策することができます。庭園の西側には舗装されている場所もあるので、
車椅子でも安心して楽しむことができます。
季節によって庭園は表情を変え、春にはウメやモクレン、夏にはサルスベリ、秋にはモミジが色鮮やかに彩
り、見ごろを迎えるそうです。日常の喧騒から少し離れて、悠久の歴史に想いを馳せてみるのはいかがでしょ
うか。
施設情報
公開時間

9 時～17 時

休館日

月曜日（祝日又は振替休日にあたる場合はその翌日）
年末年始（12 月 26 日～1 月 5 日）
祝日の翌日（土・日曜日を除く）

入園料

お問合せ

大人（高校生以上）

100 円

子ども（小・中学生）

50 円

幼児（小学生未満）

無料

名勝大乗院庭園文化館（TEL 0742-24-0808）
〒630-8301 奈良市高畑町 1083-1
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№10
新年あけましておめでとうございます
そして私、優子よりご報告です。
私事ですが、昨年 11 月に結婚致しました。
慣れぬながらも新米主婦やってます。
これから新しい視点からも片手で工夫する方法を色々報告出来ればと
思います。
結婚にあたり今回は新居、特にキッチンで工夫した点をご紹介します。

※キッチン…狭いキッチンなので動きやすいように工夫しました。
・小物をガスコンロ奥に置かずに、
（火の前に手を伸ばし火傷等を防ぐた
め）右側の壁側に設置。
・ガスコンロは火の調節をしやすいように火加減調節がスライド式の物
を購入。
・コンロ下に調理しやすいようにスライド式のガステーブルを設置（お
皿や菜箸等を乗せる）
。
・食器棚や調理用品（レンジ・炊飯器等）を一か所にまとめられるよう
にオーダーサイズで棚を父に作ってもらいました。
・調理用具は片手で使いやすい物を選びました。
（自立できる計量スプーン・滑り止めを各所に配置・
コンセントコードは足が引っ掛からないように配線する・話題のナ
イサーダイサー（調理用具）をプレゼントしてもらいました。）

編集後記
今回の結婚にあたりドレス選び・小物選び等も色々悩み考えました。例えば、結婚式場で着物を着て
長い距離を歩くことが出来るのか、披露宴会場でドレスを着てブーケを持ちながら歩けるか、それに伴
い履物もどうするのかということも試行錯誤しました。その中で多くの方が私に一番いい方法を考えて
くれて最高の結婚式になりました。そんな事もこれから色々お伝え出来ればと思います。今年もどうか
よろしくお願いします！
佐瀬

優子(旧姓：奥田)
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【県士会登録・異動・退会・会費などの問い合わせ】
入退会、休会届等は各所属ブロック長へお問い合わせ下さい。
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 北別府 慎介
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

【生涯教育制度についての問い合わせ】
教育部
秋津鴻池病院
部長 木納 潤一
TEL(0745)63-0601
FAX(0745)62-1092

【セミナー及び研修会などの問い合わせ】
事業部
秋津鴻池病院
部長 大西 和弘
TEL(0745)63-0601
FAX(0745)62-1092

【広告に関する問い合わせ】

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

編集後記

姫野：記念すべき 100 号のまほろばの編集に携わ
ることができ、嬉しく思います。来年度も、
頑張って参ります!!
松村：ついに 100 号なんですね。年 4 回の発行な
ので 25 年続いている、ということになり
ますか。驚きです。これからも頑張ります。

登美ヶ丘リハビリテーション病院
医療法人社団生和会は、回復期から生活期の患者さまを中
心にリハビリテーションを提供しています。
病院理念「自分らしさをとりもどす、精一杯のお手伝い」

施設概要

：回復期リハビリテーション病棟 122 床

募集人数

：若干名

初任給

：26 万円

を掲げ、リハ部方針では「活動量」に主眼を置き、リハプロ

皆勤手当 1 万円

グラムは「1 日最大限の活動・運動量の提供」、「動作練習
での機能障害改善」、「課題難易度に応じた効率の良いリハ
プログラム」の実践を目指しています。
施設は 5 階建、2～4 階が病棟、1 部屋 10 ㎡以上の居室、5

業務手当(所定の時間外手当含む)3 万円
賞与

：年 2 回（昨年度実績 4 ヵ月）

休日

：110 日（夏期休暇最大 3 日）

階に専用リハスペース（3 次元 BWS）、各階にも ST 室 3 部屋、

年次有給休暇：入職後 3 か月にて 10 日支給

個浴 2 室、リハスペースを完備しております。

法人名

：医療法人社団生和会

施設名

：登美ケ丘リハビリテーション病院

また、2017 年にはロボティクス機器を導入し、先進的な

開院日

リハビリを進めています。

：平成 26 年 6 月 1 日

【お問い合わせ先】
〒631-0003
奈良県奈良市中登美ケ丘 6 丁目 12 番 2 号
Tel

0742-45-6800 Fax 0742-45-6801

E‐mail

manager@tomigaoka-rh.jp
担当

かなえるリハビリ訪問看護ステーション
所属先

小児リハへも注力しています。

：かなえるリハビリ訪問看護ステーション
かなえるリハビリ訪問看護ステーション

★所属療法士（常勤）OT

48 名、PT

44 名、ST

13 名

平岡・中川

サテライト東（大東）
サテライト南（河内長野）

雇用形態

：常勤・准社員（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

勤務時間

：ご自身で勤務時間の設定可能（育児等で勤務時間の短縮可能）

給与

：月給 28 万円～（生活状況・経験考慮）+実績手当

処遇

：退職金制度あり、賞与年 2 回（4 月・10 月）

※H29.4 時点

女性も多く活躍している職場です

【お問い合わせ先】
〒550-0015 大阪市西区南堀江 1-16-15 名城ビル 5 階 B 号室
アクセス：地下鉄・JR 難波駅より徒歩７分
株式会社かなえるリンク
TEL：06-6531-3505（担当：人事部 中道）

依頼増加エリア

河内総合病院
業務内容⇒急性期・外来
募集条件⇒新卒・有資格者
募集人員⇒複数名
勤務開始予定⇒経験者は応相談
勤務時間⇒9:00～17:00
休日休暇⇒4 週 8 休制 (午前・午後休日等もあり)
応募方法➾まずはお気軽にご連絡下さい。
特徴 PR⇒
経験年数 10 年目から 1 年目のスタッフ 7 名が在籍しています。
作業療法=ADL 訓練ではなく、ADL 改善に必要なスプリント作成、治療手技を用いた機能訓練、
歩行へのアプローチなどに取り組んでいます。
先輩は後輩をアシストする事、PT・OT・ST 間で共に治療する事で最大限の改善に導く事、
“固
定概念のない治療の提供”を心がけています。
また、患者様やご家族様との時間もリハビリテーションの一部だと捉え大切にしています。私
たちと、専門性が高く固定概念のないリハビリテーションを提供しませんか?
（問い合わせ先） ℡072－965－0731 リハビリテーション部 森にお問い合わせください

訪問看護ステーションしん

求人のお知らせ
私たちは、生駒山を越えてすぐの大阪府交野市に事業所を開設しており、交野・枚方・寝
屋川・大東・四条畷市等で訪問看護事業を中心に営んでおります。
皆様のお力添えを頂き、交野市の事業所に加え、居宅介護支援事業所の開設・大東市に出
張所設置をさせていただけました。この場をお借りして御礼申し上げます。
私たちは、事業の拡大・継続性に加え、永く安心して働ける職場づくりにも力を入れてい
ます。
現在は、28 名の仲間と活動しており、大変嬉しいことに平成 26 年 2 月の開業以来、正社
員の退職者が 0 です。
ご利用者・関係者の方々にも大変喜ばれており、更に仲間を募集して居ります。
募集要項詳細は、ホームページをご参照くださいますと幸いです。
検索キーワード「しん 交野」
少しでもご興味を持ってくださった方、一度お会いしてみませんか？

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！

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

給与

応募方法

常勤：9 時～18 時
非常勤：9 時～18 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。
常勤：月給３０万円～（生活状況・経験考慮）＋実績手当
非常勤：当社規定による実績給
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。

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 ユーティー河合
発達支援ルーム UT キッズ
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 25 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？

【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
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 】 Ns5 名 OT19 名 PT5 名 ST1 名 CW4 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
〒634-0007 奈良県橿原市葛本町 220-6
電話：0744-20-3353 FAX：0744-20-3354 (担当：阿部）

URL:http://utcaresystem.com

訪問看護ステーションたいむ
訪問看護ステーションたいむは、ハーブのタイムから名付けました。
その花言葉から「ご利用者様に勇気と安心を。ご家族様に自信と笑顔を。」を
モットーに、私たちは皆様に精一杯のサービスを提供していこうと思っております。
おかげさまで 2 周年を迎え、スタッフ一同、皆様のご期待にお応えできるよう、
より一層精進してまいりますので何卒、よろしくお願い申しあげます。

株式会社 THYME
大和郡山市小泉町 2733-2
電 話 0743-85-6776
FAX 0743-87-9299

松倉病院
当病院では日頃からスタッフ同士の意見交換やコミュニケーションを大切にしています。一人で悩む事が無
いように取り組み、なんでも言い合える職場環境が自慢です。助け合える仲間がいるからこそしっかり患者様
と向き合え、自身の成長へと繋がると考えています。そんな仲間があなたを全力でサポートします。

リハビリ科
専門職種でチームを作りみんなで患者様に取り組むので資格取り
立ての未経験スタートや子育てなどでブランクのある方も大丈夫♪
相談できる環境が整っております。
患者様の社会復帰・自宅復帰のサポートをしませんか？
応募の前に悩まれているのであればお気軽にお電話頂き、病院の見
学やお話だけでもしませんか？お待ちしております。
【面接時職場見学 OK です】
地域に根ざした心ある医療提供の実現を追求し、
「人・社会・未来」
へ貢献します。
私たちと一緒に地域の患者様を笑顔にしていきましょう！

【連絡先】
医療法人 博愛会 松倉病院
奈良市川ノ上突抜町 15
℡：0742-26-6941
担当者 上村（カミムラ）

当社では、障がいをお持ちの方々の＜生きる権利＞＜育む権利＞＜安心・安全に暮らす権利＞＜社会に参加し生きがいを持て
る権利＞などの権利が、最善の利益で守られるためには、３つの視点からの支援が必要だと考えています。



「発達支援」：ライフステージに応じた可能性を引き出し、自立していくための力をつける支援。



「地域支援」：ともに地域で暮らしていくための支援。



「家族支援」：最も身近な存在であるご家族の支えとなり得る支援。

そのためには、日々、私たちにできることを考え、全社的な取組みに繋げていけるように、社内研修会や専門家からの指導な
どを積極的に採り入れ、独善的な姿勢や狭量な視点に偏らないように心掛け、取組みを進めております。
募集職種
必要な資格
業務内容

雇用形態
就業場所

採用人数
就業時刻
休日
賃金（税込）
役職手当
合計
担当者
電話番号

機能訓練担当職員および管理者
作業療法士
障害児通所支援事業における個別機能訓練及び集団指導
障害児通所支援事業におけるレクリエーションの企画及び実施
帳票類の作成および管理
正社員
奈良県天理市岩室町 57 番地 4
奈良県奈良市菅原町 35-5
奈良県橿原市十市町 843-2
3名
9：00～18：00（1 か月単位の変形労働時間制）
週休 2 日制（法人休業日 12/30～1/3）
基本給 200,000 円
30,000 円
230,000 円
福隅 勇（ふくすみ まさとし）
0743-62-7557

医療法人雄信会

【ホームページ】
https://www.green-2017.com/

介護老人保健施設大和三山

当施設は平成 26 年 4 月に橿原市膳夫町に開設した全室ユニット型個室の介護老人保健施設です。
ご利用者様が介護状態になった場合においても自立した日常生活を営むことができるようリハビリに取り
組んでいます。今後認知症の方に対するリハビリも強化していきます。
スタッフ同士の意見交換やコミュニケーションを大切にしています。施設内研修や外部研修への参加制度
も整っており、当施設で力を合わせて専門分野を生かしてみませんか。スタッフ一同お待ちしております。
【ホームページ】http://www.yushinkai-nara.com/
募集人員
雇用形態
業務内容
勤務時間
給与

3名
OT（常勤）
老健および老健内通所リハビリでのリハビリ
8：30～17：30
月給 237,000 円
資格手当 25,000 円
調整手当 32,000 円（所定時間外手当を含む）
（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
PT2 名、ST1 名
応募方法
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ 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
TEL：0744-23-6688
FAX：0744-23-6836（担当：吉田）

