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巻頭言
いろんな形の「互助」の威力は絶大
公益社団法人 奈良県看護協会立
宇陀訪問看護ステーション
谷村 賢司
若葉萌える好季節となりましたが、皆様お変わりはございませんでしょうか。
まだ記憶に新しい話ですが、昨年（酉年）は台風や豪雨による自然災害が多く発生しました。昔から「申酉
（さるとり）騒ぐ」とありますが、これはその年には多くの災害が発生すると言われています。私のふるさと
であり、働く地域でもある宇陀市でも、土砂崩れなどの災害が多く発生しました。そんな中、障がいがあるに
も関わらず、利用者さん達でも自分にできることはないかと被害に遭われた身近な友人や知人へ働きかける姿
を多く見受けする機会があり、「互助」の力を感じ、とても感銘を受け、私自身も地域住民の一人として頑張
る必要があると感じました。
話しは変わりますが、昨年は妻が思いもよらぬ病気にかかった年でもありました。3 番目の子どもが産まれ
て間もない 2 ヶ月目のことでした。妻自身、育児もできない状況だったため、私はやむなく作業療法士の仕事
を休業する決断をし、約半年間、妻の入院・通院・自宅療養へのケア・3 人の子どもの世話に専念するように
なりました。はじめは本当に先の見えない不安ばかりで、押しつぶされるような日々でしたが、そんな大変な
中、助けになったのが「互助」の力です。本当に周りの人たちに助けて支えて頂きました。今では妻も苦難の
時期をひとまず超えて、私も作業療法士の仕事に復帰できるようになり、幸せな日々を過ごせるようになりま
した。
今後、訪問リハビリテーション及び地域包括ケアシステムに作業療法士として参画していくために細かな大
字単位もしくは、さらに小さな集落単位、もっと言えばその人を取り巻く交友関係などを十分確認していくこ
とが重要であると感じました。その関わりがその人それぞれの互助に繋がり、生活の質を高め、地域包括ケア
システムの構築に繋がるのではないかと思っております。
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会長だより
～

夕暮れ時の庭で作業療法を考える

～

奈良県作業療法士会会長
西井 正樹
新緑が芽吹く、いい季節になってきました。皆さまの施設では新入職員もそろそろ慣れてきたころではない
でしょうか。それともまだまだ緊張は取れていないでしょうか。
私の近況は、庭仕事に精を出しています。春になると、庭も活動的になり、いろいろな花を咲かせます。花
を咲かせるためには、日々の手入れが重要になります。手をかければかけるほど、それにこたえてきれいな花
を咲かせます。学校の仕事も会長の仕事も忙しいですが、その暇を見つけては、土を触り、水や肥料をやり、
草を抜き、芝を苅り、木を剪定し、庭を造っています。庭仕事が終われば、庭で一杯のビールと魚を焼いてみ
る・・・。猫ではなく子供が集まってくる。なんとなく、そこに家族の輪ができる。それを明日への活力とす
る。皆さまにもそんなサイクルが存在すると思います。そのサイクルがあれば、仕事などつらいことがあろう
とも笑って生きていけます。もし私が作業療法を受けるときがあるなら、このサイクルを取り戻してほしいと
切実に思います。この思いをかなえることができるのが、作業療法士だと思います。あらためて作業療法は素
敵な仕事ですね。
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各部局からのお知らせ
事務局 財務

毛利 陽介

青葉の候、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。
昨年度の収支決算につきましては、ホームページにてご覧頂けますので、ご確認してください。会費の納
付につきましては奈良学会の受付にてさせて頂いております。また、既会員様には納付書も送付しておりま
すのでご利用下さい。納付期限は 6 月中としております。尚、年会費の支払いの証明となる奈良県士会通称
「鹿シール」は協会の会員証の電子化に伴い順次送付される「研修受講カード」の表に貼ってください。
◎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
日本作業療法士会会誌 ３月号に詳細が掲載されておりますので、必ずご覧ください。
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学術部

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。
今年度も学術部勉強会の開催を企画しております。日ごろの成果を検証、自己能力の研鑽、学会発表の必要
性を理解してもらうことを目的としております。勉強会を通じて、他施設の作業療法士と協力しながら事例の
検討、研究への取り組みを行い学会等への研究発表を目指していきます。みなさん、是非一緒に勉強していき
ましょう。詳しい情報などは追って皆様にご連絡いたします。よろしくお願いいたします。

教育部

木納

潤一

新入会の皆様、ご卒業、ご入会おめでとうございます。奈良県士会教育部では、会員の皆様の卒後教育をサ
ポートしています。その一環として、OT 協会が定めている、現職者共通研修と現職者選択研修の企画・運営
をしております。今年度の研修会の詳細をお知らせしますので、下記をご確認ください。
１．日本作業療法士協会の生涯教育制度を学ぶ研修会
講座：作業療法生涯教育概論
講師：木納潤一 先生 （奈良県士会 教育部長）
日時：2018 年 6 月 17 日（日）9:30～11:00（受付 9:00～）
会場：すみれホール （近鉄大和八木駅から徒歩 5 分）
２．4 講座を受講できる現職者共通研修 集中研修会
講座 1：事例報告と事例研究
講師：大西和弘先生 （秋津鴻池病院）
講座 2：職業倫理
講師：南庄一郎先生 （やまと精神医療センター）
講座 3：日本と世界の作業療法の動向
講師：松岡剛先生（奈良県総合医療センター）
講座 4：作業療法の可能性
講師：前岡伸吾先生 （天理よろづ相談所病院白川分院）
日時：2018 年 7 月 1 日（日）9:30～16:30
会場：すみれホール
３．合宿で仲間と共に学ぶ現職者研修会
講座 1：事例検討会
講師：坪内善仁先生
講座 2：保健・医療・福祉と地域支援
講師：西井正樹先生
講座 3：実践のための作業療法研究
講師：坪内善仁先生
講座 4：作業療法における協業・後輩育成 講師：上嶋倫子先生
日時：2018 年 9 月 29 日（土）19:00 ～ 9 月 30 日（日）15:30

（秋津鴻池病院）
（白鳳短期大学）
（秋津鴻池病院）
（秋津鴻池病院）
会場：かつらぎの森

４．現職者選択研修（身体障害領域）
講座 1：身体障害領域の基礎知識
講師：東條秀則先生 （秋津鴻池病院）
講座 2：急性期の作業療法
講師：坪内善仁先生 （秋津鴻池病院）
講座 3：回復期の作業療法
講師：大西和弘先生 （秋津鴻池病院）
講座 4：生活期・終末期の作業療法
講師：星合直子先生
日時：2018 年 11 月 25 日（日）9:30～16:30
会場：すみれホール
※受講の申し込み方法は奈良県士会ホームページをご確認ください。
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大西 和弘

平成 30 年度の事業局活動が、始まりました。事業局事業部長の大西と申します。事業部では、県士会員の
皆様への研修事業を中心に活動しています。平成 30 年度も事業部セミナー3 本、スキルアップセミナー12 本
を開催予定です。すでに県士会ホームページには、詳細が記され、4 月からセミナーが開催されています。興
味の如何にかかわらず、是非ご参加ください。
また、研修事業以外の活動として、パーキンソン病や ALS といった神経難病患者様のご自宅へ訪問して相
談対応を行うアウトリーチ事業も行っています。さらに、昨年は当県士会の作業療法士 3 名が中和保健所、奈
良市保健所、奈良県難病相談支援センターにて講演活動も行い、作業療法の啓発に努めています。事業部の研
修会運営及びアウトリーチ活動に興味のある方は、事業部スタッフまでご連絡ください。
※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」バナーにアップいたしますので、ご覧く
ださい。
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女性支援委員会だより
啓発局 女性会員支援委員会 「女性支援に関するアンケート」結果
女性会員支援委員会委員長
訪問看護ステーションポシブル飛鳥
松本未来子
ライフスタイルに合わせたキャリア育成支援や、どの世代の会員でも当士会活動へ参加しやすい環境整備を目的に、
2017 年秋より「女性会員支援委員会」が新設されました。昨年末に奈良県内で就業されている女性作業療法士を対
象に、働く女性の実情を知り支援を検討する目的で実施しましたアンケート結果を公表致します。
対象 奈良県内で働く女性作業療法士
2017 年 11 月現在の（一社）奈良県作業療法士会の全会員数は 433 名であり、うち
女性は 239 名（約 55.2%）でした。本アンケートは会員・非会員問わず対象としました。
実施期間 2017 年 11 月 20 日〜12 月 13 日
男性
方法 奈良県作業療法士会員所属施設への全施設ファックス、北和・中和・南和ブロックメーリングリスト
（回答はインターネットか FAX を選択）
1)回答者の属性・仕事環境について
89 名（会員 79 名・非会員 10 名）
北和：15 名［17.2%］ 中和：36 名［41.4%］
会員回収率 33.1%

回答者

南和：36 名［41.4%］

(1)経験年数(89 名)→1〜5 年目：39 名［43.8%］
6〜10 年目：24 名［27.0%］
11〜15 年目：13 名［14.6%］ 16 年目以上：13 名［14.6%］
(2)年齢(89 名)→20 代：41 名［46.1%］ 30 代：31 名［34.8%］ 40 代：14 名［15.7%］ 50 代：3 名［3.4%］
(3)配偶者(89 名)→有:47 名［52.8%］ 無：42 名［47.2%］
▶配偶者は奈良県内の作業療法士ですか(61 名)→はい:14 名［23.0%］ いいえ：47 名［77.0%］
(4)子(89 名)→有:32 名［36.0%］ 無：57 名［64.0%］
▶(有の方へ)子の世代(31 名)→妊娠出産期：2 名 乳児期：10 名
↑※複数回答可
幼児期：17 名 学童期：8 名 思春期以降：4 名
(5)家族の介護(89 名)→無：80 名［89.9%］ 有:9 名［10.1%］
(6)職場での役職(89 名)→無：80 名［89.9%］ 有:9 名［10.1%］
▶(有の方へ)役職名(9 名)→主任(4 名) 施設責任者(2 名) 課長（１名） 課長補佐（１名） 副主任（１名）
2)県士会活動への参加について
(7)所属の有無(89 名)
有：75 名［84.3%］
4 名 ［4.5%］
無： 8 名 ［9.0%］
2 名 ［2.2%］
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(8)運営活動(89 名)→不参加：55 名［61.8%］
(9)県士会主催の研修会の参加頻度
全体(89 名中)
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参加している：18 名［20.2%］ 以前は参加あり：16 名［18.0%］
子が「有り」の方（32 名中）

(10)県士会主催の研修会・学会に参加したいですか
→参加したい：53 名［59.6%］ 参加したくない：8 名［9.0%］
どちらとも言えない：28 名［31.4%］
(11)託児は必要→ 必要：63 名［70.9%］
不要：3 名［3.3%］
どちらとも言えない：23 名［25.8%］
(12)運営活動に対するあなたの気持ちは
→参加したい：19 名［21.3%］ 参加したくない：24 名［27.0%］ どちらとも言えない：46 名［51.7%]
「どちらともいえない」が半数 ＝ 参加した方が良い気持ちはあるが、時間の都合等により参加が難しい方が多い
(13)理事は現在 12 名(全員男性)であり、女性理事の就任を目指しています。理事として参加したいですか
→参加したい：3 名［3.3%］
女性会員支援委員会 研修会

参加したくない：24 名［74.2%］

どちらとも言えない：20 名［22.5%］

2018 年 2 月 25 日（日） 開催しました！

「女性がいきいきと働きやすい組織づくりと身体づくり」
講師に理学療法士の吉田李沙先生を迎え、バランスボール
エクササイズを通して心身のリフレッシュとストレス発散ができお
子様の参加もあり笑い声が沢山聞こえた楽しい時間でした。
また、アンケート結果の詳細な公表や、作業療法士が働きや
すい組織づくりに向けて、グループディスカッションを行いました。
ライフスタイルに合わせた意見が多く聞かれ、奈良県の作業療法士がより発展出来る企画を、女性目線で企画
していきます。理事会・委員会はお子様の同伴可能ですが、「参加」の選択肢が増える取り組みを目指します。
本年度は Skype での委員会会議開催、学会・研修会の子の同伴支援を検討予定です
委員会への参加希望者も募集しています
nara.josei.ot@gmail.com までご連絡お待ちしています！
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委員会だより
地域包括ケアシステム委員会
今年は、各市町村の介護保険料の見直しの年でもあり、県内でも介護保険料の高騰が課題となっています。
そのような中国からは、「自立支援」
、「重度化防止」、
「住民主体」の取組を重要視する政策推進が図られてい
ます。昨年度からも県内自治体から「自立支援型地域ケア会議」の立ち上げ支援の依頼が続いています。
平成 30 年度は、多くの会員に「自立支援の考え」や「自立支援型地域ケア会議での生活課題の解決に繋が
る助言方法」などを研修会を通して学んで、地域で実践して頂く趣旨で、平日夜間開催を主軸に企画して実施
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 推進委員会では今年度も事例検討会（5 回）と基礎研修（2 回）を予定しています。基礎研修に関
しては、多くの会員に受講していただき、臨床実践にお役立ていただければと考えています。事例検討会に関
しては、自身の臨床実践を振り返る場でもあり、多施設での取り組みを知る貴重な機会でもあります。後日案
内をさせていただきますので宜しくお願い致します。
MTDLP 推進委員委員長
西大和リハビリテーション病院
北別府慎介
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認知症支援委員会
～平成 30 年度認知症支援委員会

活動報告

第 1 報～

いつも認知症支援委員の活動にご協力を頂き、誠にありがとうございます。
平成 29 年度もあっという間に過ぎ、終始バタバタしましたが、無事に全ての活動を終えることが出来まし
た。吉野町では 3 年間の取り組みを報告し続けてきましたが、昨年度で無事終了し、今年度からは完全に住民
活動に移行となります。1 から町役場の皆様・住民さんと協力して作り上げ、一緒に実践してきたため思い入
れも強く、寂しい思いもありますが、大切な一歩だと踏ん切りをつけました。終了証を渡す際には、住民さん
でも OT でもなく、町役場の職員さんが涙する場面がみられ、驚きましたが多職種で協力できたことを実感す
る感動の場面でした。今後も、住民さんは継続するなかで様々な困難・心配な点があると思いますが、地域の
つながり・たくさんの経験をもとにエンパワーメントを高めながら認知症啓発・予防活動の拡大を図ってもら
いたいと思います。
感傷に浸りながらも、今年度も早速走り出しました。橿原市や宇陀市、田原本町、大淀町など、これまで以
上に認知症の啓発・予防活動の拡大を図るべく、住民さんの力になれたらと思っております。認知症初期集中
支援事業への参画も複数同時に動き始めております。今年度も、勢いそのままに頑張っていきますので、是非
とも県士会員の皆様の協力を、よろしくお願いいたします。
また、今年度も、秋～冬にかけて、認知症アップデート研修(昨年度までの受講終了証交付 99 名)を 2 回(1
回は夜開催、1 回は日中開催)開催する予定です。他府県に比べるとまだまだ参加者数が少なく、今後も県士
会員全員参加を目標に少しでも充実した研修になるよう準備していきますので、是非とも参加をよろしくお願
いいたします。同時にステップアップ研修として、認知症事例検討会(GP という協会がすすめる事例検討フォ
ームを使用)を行う予定としています。こちらも、決まり次第案内をしますので、是非とも参加をよろしくお
願いいたします。
認知症支援委員会
秋津鴻池病院 リハビリテーション部 坪内善仁

【吉野町サロン 終了証授与】

【認知症アップデート研修の様子】
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ブロックだより
北和ブロック

渡邉俊行
新緑のさわやかな季節となりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか？平素より北和ブロックの活動にご
協力を賜り、誠にありがとうございます。新年度になり、いろいろと環境に変化があった方々も多いかと思い
ます。新入会や異動などの届出も忘れずにお願いします。
北和ブロックをみんなで盛り上げていければと思いますので、今年度も昨年度以上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
平素より中和ブロックの活動にご協力を賜り、誠にありがとうございます。平成 30 年度となりました。新
入職の作業療法士が入職された施設も多いのではないでしょうか？
以前から何度もお願いをしていますが、県士会費の納入や移動の手続きなどは速やかに対応をお願いいたし
ます。新入会の会員へは、先輩会員の皆様からご指導をいただけば、事務手続きもスムーズに進みますので、
宜しくお願い致します。

南和ブロック

田中陽一
平素よりブロック活動へのご理解、ご協力を賜り誠に有難うございます。新年度となり、お忙しい日々が続
いているかと思います。今年度も県士会主催の各種研修会や南和ブロック研修会など盛り沢山ですので、参
加・ご協力よろしくお願い致します。施設間の横の繋がりも一層深いものにしていければと思いますので、積
極的に県士会活動に足を運んでいただければ幸いです。今年度もどうぞ宜しくお願い致します。

エッセイリレー

株式会社 UT ケアシステム
リハビリ発達支援ルーム UT キッズ河合
山之内宏司
新年度が始まって一か月あまりがたち、新しい環境での生活を始められた方も、少し慣れてこられたころか
と思います。私も昨年度までとは一変して、毎日、発達の問題で生きづらさをかかえている子供たちに対して
の学習支援に従事するようになりました。その子たちは、おもに学習面での学びにくさをかかえていて、文字
が読みにくかったり、計算がしにくかったり。かかえる問題とその原因はさまざまで、私も、あれこれと試行
錯誤しながら過ごしています。子供の学習。そのことを考える・・・これはおよそ 30 年前にも経験したこと
でした。
当時、私は大学生で、中国残留日本人孤児といわれる人たちのお子さんに日本語を教えるボランティア活動
をしていました。小学生から高校生まで。その子供たちとのかかわりは、悲しいものでした。ままならない日
本語。理解できない学校の勉強。貧しく、あまり良いとはいえない家庭環境。
「この子たちが日本に根付いて、
“しあわせ”になるには、学力をつけるしかない」と、私は必死で勉強を教えこもうとしました。同じ気持ち
をあの子たちにも求めました。しだいに子供たちから笑顔が消えてゆく。私の悲愴感があの子たちを、逆に、
追いつめていたのです。
あれから 30 年。ふたたび子供たちとかかわりあえるようになって、あらためて思うことは、・・・
“しあわ
せ”は、歯を食いしばって生きた先にたどりつくものではなく、日々、心という感覚器で、いっぱいに、うれ
しさやたのしさを感じとる連鎖のなかにある、ということ。学習障害という問題は簡単には解決できないので
すが、子供たちと、一緒にのりこえてゆきたい。もちろん・・・たのしみながら。
・・・そう思って日々を過
ごせることが、私にとっては“しあわせ“なことなのです。
次はリハビリ発達支援ルーム UT キッズ田原本、上西清吉さんです。
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施設紹介
南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター
『南和の医療は南和で守る』という理念のもとに、救急医療の強化・災害医療対策・地域密着型の医療サー
ビスの強化を目的とし、奈良県南部地域の公立病院の統合・再編成事業がおこなわれました。当院は、南奈良
総合医療センター・吉野病院・五條病院の南和広域医療企業団の 3 病院のうち、急性期・回復期医療を担う病
院として平成 28 年 4 月に大淀町に開設しました。
病床数は一般病棟 188 床、HCU8 床、回復期リハビリテーション病棟 36 床の計 232 床の規模で診療を行
っています。
リハビリテーション部は PT14 名、OT5 名、ST4 名で構成されております。OT は現在、運動器疾患、呼吸
器疾患、脳血管疾患、がんのリハビリテーションを中心に、多くの診療科に携わらせて頂いています。また、
予防医療にも関わっており、地域住民にむけての健康フェスティバルや、各種出前講座も行っています。
奈良県南部の中核病院のリハビリテーション部として、地域に根差した質の高いリハビリテーションを提供
できるよう部内一同取り組んでいきます。

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
今回は、頚髄損傷の方の、テレビのリモコン操作に関しての工夫を紹介します。この頚髄損傷の方は、高位
頚髄損傷の方で、残存機能が右上肢のわずかのみで、手関節より遠位の随意性がなく、肩関節の屈曲、肘関節
の屈曲、伸展が、抗重力方向にわずかに運動が可能な方です。その方から、ベッド臥床されている際に、テレ
ビのリモコンの操作をしたいというニーズが聞かれました。
この方のベッド環境ですと、テレビを見るためには右側
にテレビを設置しないと、頚部の回旋が困難により、テレ
ビが見られないということで、ベッドの右側にテレビ台が
あります。また、リモコンを把持しながらの操作が困難な
ため、写真のようにリモコンを固定し、リモコンを操作し
ます。また、リモコンの先端にアルミを装着し、赤外線を
反射させ、テレビに向け変わるようにしています。また、
音量、チャンネル部分のボタンを、押しやすいように消し
ゴムにて押しやすくしています。

研修会に参加して
～女性委員支援研修会～
五条山病院
上村 弥生
今回の勉強会では、お子さんを連れて一緒に参加されてる方もおられ、勉強会中でも子供の声や物音が聞こ
えていても気にならない環境、お子さんが目に届く範囲内に居ることで安心して参加出来る工夫がなされてい
ました。今後もこういった形の勉強会が増えていけば、結婚し家族が増えていくであろう若い世代のセラピス
トも勉強会に参加しやすく、生涯勉強を続け質の良い医療につながっていくのではないかと思います。
女性活躍に向けた日本での取り組みや、作業療法士協会での取り組みなどの紹介は、自分自身知らない事
が多かったです。また、女性が活躍出来る場を設けてくれてはいるものの、実際に女性が参加し辛い環境であ
ることを知り、自分自身が当事者として、どうして参加し辛いのか、どうすればいいのか提案をしていく必要
があると思いました。
特別公演では、日々の疲れを癒していくのに適度な有酸素運動を行い体力メンテナンスを行っていく重要
性を教えていただきました。バランスボールを使った実技では、運動が苦手で普段運動しない私であっても辛
くなく、とても心地よい運動でした。終わった後はスッキリとした感覚があり、運動後に 5 年後の自分をイメ
ージするという課題があったのですが、とても良いイメージをすることができました。軽い運動をするだけで
心も体もポジティブになることを実感することができました。
最後にグループに分かれてディスカッションを行い、女性としての悩みや働きやすさなどを話し合いまし
た。なかなか職場では立場的に不利となるような女性ならではの悩みを共有したり、先輩作業療法士の先生方
からの助言をいただき、とても貴重な場に参加させていただいたと思います。

一般社団法人 奈良県作業療法士会ニュース Vol．101 2018 年 5 月発行 No.13

№11
会員のみなさんこんにちは。そして初めまして。まほろばで記事を書かせて頂いている佐瀬優子(させゆう
こ)と申します。
私は今から約 9 年前、18 歳の専門学校に入学してすぐに脳梗塞を発症し、その後遺症で左半身麻痺になり
ました。それ以来、周りの方々のサポートのおかげで病院事務に就職させて頂き、毎日を送っていましたが、
今から約 5 年前、九州でデイサービスの見学に行った際、片麻痺会の方達と偶然出会い、「障害者ではなく体
験者」という言葉に深く感動しました。
「障害を負っていても人生を楽しむことが出来る」ということに気付
く事が出来ました。その感動をさらに多くの人に伝えたいと思い、この「まほろば」にて記事を書かせて頂い
ています。
「障害者ではなく体験者」の文字通り、体当たりで色んな事に挑戦し、記事にしていきたいと思い
ますのでよろしくお願いします！！

3 月 8 日、白鳳短期大学にて講義をさせて頂く機会を頂き、作業療法士を目指す学生たちに講義をしました。
学生は大体十代の方達で私が脳梗塞を発症した年齢とほぼ同じです。私は入院してから今までを話させて頂き、
体験で、片手でジャガイモむきを披露しました。とても緊張しましたが、休憩時間の時に生徒さんが私の所へ
質問に来てくれた事がとても嬉しく、「講義をして良かった！」と思いました。

見つけました👀
家の近くのスーパーの隣にある 100 円均一のお店で大さじ小さじを簡
単に計る道具を見つけました。
計量スプーンとは違い、底が平らなのでぐらつくことなく醤油やみりん
などの液体を計る事が出来ます。
目盛りは上からも横からも見やすくとても便利です。
新しい道具で料理を頑張ります！
編集後記
今年の 7 月で発症から 9 年経ちます。同じ片麻痺で発症８年の友達がいるのですが、その子が
自己紹介する時に「発症 8 年！伸び盛りです！」と紹介しているのを聞き、私も伸びて行かない
となー！と思いました。
これからも人との繫がりを大切にしていきたいと思います。
優子
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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】

【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

教育部
森ノ宮医療大学
部長 木納 潤一
TEL(06)-6616-6911
FAX(06)-6616-6912

【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

松村：今年度より県士会ホームページに「まほろば
バナー」出来ましたので、カラーで見られる
ようになりました。今年度もよろしくお願い
します。
服部：今年度からまほろばの編集頑張ります。
よろしくお願い致します。

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」を掲
げ、リハ部方針では「活動量」に主眼を置き、リハプログラムは

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

「1 日最大限の活動・運動量の提供」、「動作練習での機能障害

皆勤手当 1 万円

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

業務手当(所定の時間外手当含む)3 万円

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 階に
2

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）

専用リハスペース（AR など）、ADL 室（キッチン・和室）、各階

年次有給休暇：入職後 3 か月にて 10 日支給

にも ST 室 3 部屋、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

また、2017 年にはロボティクス機器を導入し、先進的なリハビ

施設名

：登美ケ丘リハビリテーション病院

リを進めています。

開院日

：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

平岡・中川

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）

訪問看護ステーションしん
平成 30 年度版 Ｑ＆Ａ 「訪問看護ステーションしん」
Ｑ1．「しん」の名前の由来は？
Ａ．当社理念・社名に私たちの想い『しん』を掲げているのは、社内外問わず信頼関係を大切に、芯
を大切に、後進育成を大切に。という 3 つの想いに加え、皆が自身の持つ「しん」を大切に歩みたい
と考えているからです。
Ｑ2．どのような働き方があるの？
Ａ．現在、35 名の仲間が在籍しており、正社員 26 名（週 40 時間）
、短時間正社員 2 名（週 30 時間以
上）
、非常勤 7 名（週 30 時間未満）となります。それぞれのライフスタイルに合わせ、細かい調整（子
育て真只中のお母さんも、１日の訪問件数、勤務時間の個別設定）も可能です。
Ｑ3．どのような活動を行っているの？
Ａ．訪問看護ステーションしんとしての活動の総称を社内用語として「しん活」と言い、しん活を充
実させております。ご利用者、担当ＣＭへの丁寧な説明や報連相、市町村への協力、健康講座、制度
勉強会など様々な活動を行っております。
その他、訪問看護ステーションしんの詳細は、
ホームページをご参照くださいますと幸いです。検索：
「しん 交野」

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

株式会社 THYME

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。
設立してまだ 4 年目の事業所ですが、
スタッフ一同、夢と理想をもって日々楽
しく頑張っております。
ぜひ、私たちと一緒に地域に根差した
ステーションを作り上げていきません
か？訪問看護未経験者でも丁寧に指導致
します。運転に自信の無い方もサポート
致しますので安心して下さい。
ご応募お待ちしております。

医療法人雄信会

求人のお知らせ
雇用形態： OT・ST・PT（常勤・非常勤）
訪問地域：大和郡山市・西和・北和
勤務時間：９時～18 時
給
与：常勤 年収 380 万円～500 万円
（実績・経験により優遇します）
非常勤 3000 円～4000 円/回
昇
給：あり（実績により随時考慮）
休
日：年間 112 日
社会保険：完備
応募方法：電話・メールにて随時受付けております。
株式会社 THYME
大和郡山市小泉町２７３３－２
電話：0743-85-6776
ｅ-mail thymethyme@snow.ocn.ne.jp

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・PT（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
OT1 名、PT1 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）

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

医療法人栄仁会

【ホームページ】
https://www.green-2017.com/

宇治おうばく病院

亜急性期、回復期前期、回復期後期、生活期など各回復段階に応じた
作業療法システムを構築し個別性の高い作業療法を提供しています。
当法人内のアウトリーチチーム、訪問作業療法、復職専門デイケア、
就労専門デイケア、生活支援専門デイケア、就労支援事業所、デイサー
ビスにはすべて作業療法士が配属されており、
急性期から地域生活にむ
けた包括的な支援システムに作業療法士が主体的に参画しています。
当院の理事である山根寛（京都大学名誉教授）のスーパーバイズのも
と事例研究、臨床研究など様々な研究活動も行っており、臨床の知の確
立に向けて作業療法士全員で知識・技術の向上を目指しています。また、
勉強会は全て業務時間内に実施しています。

基本給
休日
法人名
応募方法

送付先

187,000 円～244,800 円+（職務手当）20,000 円＝（総支給）207,000 円～264,800 円
（金額差は経験加算・年齢加算によるもの）
その他手当：子育て応援手当（未就学時までお子さん一人につき 15,000 円/月）
・通勤手当
年間休日 113 日（閏年は年間休日 114 日）
医療法人栄仁会 宇治おうばく病院
新卒の方：履歴書・成績証明書・卒業見込証明書・健康診断書
既卒の方：履歴書・免許書（写）・健康診断書（当院で実施可）
上記書類を下記の住所へご送付下さい。
※病院見学も随時行っております。
〒611-0011 宇治市五ケ庄三番割 32-1

TEL：0774-31- 1362

総務管理室 松村 吉典 宛

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

