一般社団法人 奈良県作業療法士会ニュース

Vol．103 2018 年 11 月発行

No.1

まほろば
発行所：一般社団法人
奈良県作業療法士会 広報係
事務局：〒636-0151
奈良県生駒郡斑鳩町龍田北 4-2-26
TEL:0745-47-0823
【目次】 巻頭言…1

会長だより…2

FAX:0745-47-0825
各部局からのお知らせ…2・3・4
委員会だより…4・5

ブロックだより・エッセイリレー…6
施設紹介…10

喜笑転結…11

研修会に参加して…7

患者さんの作品紹介…8・9

問い合わせ…12

巻頭言
訪問看護ステーション

LIFEDESIGN
田中 祥子

今年の夏は厳しい暑さとなったことで、時期をずらし運動会を実施する地域もありました。奈良県作業療法
士会の皆様におかれましても、厳しい暑さを乗り越えて秋を迎えておられることと思います。私事ではありま
すが、この夏に長年勤めていた精神科病院から、開設間もない精神疾患に特化した訪問看護ステーションに転
職し、作業療法士として一つの転機を迎えました。その中で私に起こったリカバリーストーリーを、拙い文章
ですがお伝えしたいと思います。
前職では、治療環境が整った院内、病棟、デイケアで回復時期に合わせた作業療法を学ばせて頂きました。
特に、当事者の方の就労支援に携われたことは大変貴重な経験となりました。一方で、その頃の私は家事育児
よりも仕事を最優先し、不器用な私は心身を疲弊させていくばかりの日々を送り、仕事と家庭のバランスがと
れない状態にありました。そこで、転職後はワークライフバランスを取り戻す為に勤務時間を減らし、家族と
向き合う時間を持ちました。すると、気がつけば家族の中に自然な笑顔が戻り、自分ができていないことを改
めて見直すゆとりができました。
また、初めて経験する訪問リハでは、培ってきた経験に頼るばかりでは利用者のニーズに沿えないことが多
く、もどかしさを感じていました。今までは治療環境が整っていたからこそ自分の力を活かせていたと痛感し、
新たな環境に置かれることで、柔軟であること、広い視野を持つことの大切さを感じました。一から学びなお
すことを決めてからは、他機関の支援者や当事者等の枠を超えて、すべての人との出会いの中に多くの学びが
あることに気づきました。学術的な学びだけでなく、人との出会いには、その人が人生の中で学んできたこと
を自らの学びとして共有できる魅力があり、面白さを感じています。
自由に発想することを自分に許してからは、人との出会いの数だけ学びのチャンスがあること、それらが自
らの糧になっていくことを実感し、作業療法を土台として新たな自分が作り上げられていく過程を楽しんでい
ます。今まで関わってきた人たち、これから出会う人たち、すべての人に感謝しながら数年後の自分がどんな
人間になっているか、可能性を感じながら歩んでいきたいです。
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会長だより
「養成校の指定規則が変更されます」
日頃より県士会活動にご協力していただきありがとうございます。
平成 30 年 10 月 5 日付けにて PT・OT 養成校の指定規則が変更との文部科学省・厚生労働省の省令として
公布されました。以前より色々なところでお聞きになったかもしれませんが、平成 32 年度より養成校の指定
規則が改正されます。臨床の皆さまに変更点をお伝えします。なお、12 月 9 日に近畿連絡協議会主催で詳し
い説明会がありますので、そこでもお伝えできるかと思います。県士会でも伝達講習を行います。
＊ 養成校の卒業単位

現行 93 単位→改正後 101 単位

養成校の卒業単位が 8 単位増えます。
「作業療法管理学」や「画像診断」
「救急法」
「地域包括ケアシステム」
など授業が盛り込まれます。臨床実習が 18 単位から 22 単位に変更します。810 時間から 990 時間に増えま
す。ただし、WFOT 認可校は 1000 時間必要です。また、実習は臨床参加型を推奨しています。
＊ 実習施設に関する要件

指導者年数：現行 3 年→改正後 5 年
臨床実習指導者講習会を終了したもの

臨床実習指導者要件が変更になります。5 年の業務経験（6 年目～）と臨床実習指導者講習会の受講が必要
になります。
＊ 実習に関する要件

通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションを 1 単位以上行う。
全体の実習期間の内 2/3 は医療提供施設で行う。

医療提供施設の中に介護老人保健施設が含まれました。2/3 のうち、1/2 が病院および診療所での実習にな
ります。
他にもいろいろございますが、改めて情報提供の場所を作りたいと思います。
最後に、これは養成校の問題ではありません。私たち作業療法士が未来永劫必要とされる職種として、質の
高い作業療法士を輩出していくことが目的となります。「指導者要件が厳しくなったから実習生を見なくても
よい」とするのではなく、勤めている病院に実習から育てた少しでもいい人材を確保するためにも、皆様の協
力が必要です。

各部局からのお知らせ
事業部

大西 和弘

事業部活動報告です。下半期に入り、もう師走というところまで来ました。今年度の事業部セミナー3 本、
スキルアップセミナー12 本は、すべて無事終了することができました。
他の活動として、バリアフリー展会議、奈良県難病支援センター連絡会議、介護の日、大淀町就職フェアへ
参加しています。
今年度の活動は、ほぼ終了となりましたが、来年度のスキルアップセミナーで希望される講義等があれば、
是非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」バナーにアップしていますので、ご覧く
ださい。
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事務局 財務

毛利 陽介

会費未納の方は早急に入金をお願いします！
9 月末時点で約２割の方が未納となっております。
当士会の運営は会費からの収入により成り立っております。未納が多い場合は予算の執行にも影響が出ます
ので速やかに入金をお願いします。
事務局は未納の対応として、ブロック財務から未納者に直接ご連絡を差し上げます。それでも対応していた
だけない場合は、郵送にてお知らせを致します。
尚、退会や所属の異動がある場合も速やかに退会届・変更届の提出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
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)

学術部

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。
現在、学術部では、「学会発表しよう」を合言葉に勉強会を開催しております。口述、ポスター演題につい
て、テーマについて、データ分析についてなど、学会発表に必要な基礎知識を身につけるとともに、所属施設
を超えた連携を取りながら事例の検討、研究への取り組みを行っています。ご興味がある方は是非ご連絡くだ
さい。
また、身体領域、精神領域、発達領域、老年・地域領域、福祉用具・運転の委員会を設置しております。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。
連絡先：uenishi@utcaresystem.com まで
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教育部

木納

潤一

9 月 29～30 日に秋期１泊合宿を“かつらぎの森”で開催しました。11 名が研修・懇親会に参加し、９名が
宿泊しました。懇親会や座談会では、参加者同士で、日頃の作業療法について意見交換、情報交換をしました。
残念ながら、2 日目に予定していた 3 つの講座は、台風接近に伴い、延期となりました。現職者共通研修を合
宿形式で開催したのは、今回が初めてであり、奈良県でしかやっていない取り組みです。次年度は、開催する
講座、会場までのアクセスなどを検討して、内容をより良いものにし、多くの会員に参加してもらえるように
計画します。
教育部では、例年通り、生涯教育制度の現職者共通・選択研修を企画運営してきました。現職者共通研修は、
卒後間もない会員が、今後の臨床実践に必要となる共通基礎的な内容を学習すること、現職者選択研修は、臨
床場面で多様な視点をもち、複数の領域に対応可能な作業療法士としての基本的な視点を学習することを目的
としています（作業療法ガイドライン 2018 年度版）。毎年、1 つの講座につき、受講者は平均 20 名という状
況です。私が作業療法士になった 2006 年での会員数は約 250 名、2018 年 10 月現在では、約 500 名です。
会員数は２倍になりましたが、受講者数は横ばいです。受講者数が増えない要因の１つとして、会場までの交
通手段がないこと、受講のタイミングを逃してそのまま年数が経過してしまっていることが考えられます。会
員からは、北和や中和ブロックでの開催を望む声もあがっています。そこで、教育部では、次年度以降の現職
者研修の開催方法について、インターネットライブ中継を用いた方法や、アクセスしやすい会場での開催など、
受講しやすい環境を整備することについて議論を進めています。これからも、より多くの会員が現職者研修を
受講できるよう努めていきます。

委員会だより
地域包括ケアシステム委員会
奈良県内では、総合事業・自立支援型地域ケア会議など新たに開催・整備される動きがあります。しかし、
地域の支援に立って頂く作業療法士の充実が課題となっています。「通常業務が大変で地域には出ることが出
来ない」
、
「職場の理解が得られない」
、
「地域の活動はあまり知らない」など地域で活動する作業療法士の充実
には様々なハードルがあります。
地域包括ケアシステム委員会では、研修会の充実や会員が地域に出て活躍して頂けるための体制整備に力点
を置いています。
現在、地域ケア会議傍聴キャンペーンを実施しています。一度地域ケア会議を見学して、住み慣れた地域で
暮らし続けるための支援について体験して下さい。
詳細は、県士会 HP をご覧ください。
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
お問い合わせ

090-1676-9898
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認知症支援委員会
秋津鴻池病院
坪内 善仁
朝晩涼しくなり、過ごしやすくなりました。食欲・読書・運動・睡眠…の秋、皆さんはいかがお過ごしでし
ょうか。
さて、今年度も認知症支援委員会では市町村からの依頼を受け認知症初期集中支援事業、サロンでの認知症
啓発講座、認知症サポーター養成講座、認知症カフェ、本人ミーティングなど活動の幅を広げ頑張っています。
平成 30 年度より各市町村で始まった初期集中支援チームでは、訪問実動が 2 例、その他複数の市町村にてチ
ーム員会議・検討委員会に参加しています。こうした活動を通じて OT の生活支援を中心とした認知症の知識、
評価・実践力は期待されています。一致団結して頑張っていきましょう。
おかげさまで 2016 年度から認知症の基礎知識の共有を目指した認知症アップデート研修は、2 年間で受講
者が 100 名を超えました。本当にありがとうございます。今年も 12 月・1 月に 2 ヶ所の会場で実施を予定し
ており、初の夜間開催も企画しています。さらに、今年度から新たな試みとして、アップデート研修受講者に
よる認知症事例検討会も実施します。詳細はホームページに掲載しますので、まだ受講されていない方・もう
1 度受講したい方など、ご確認の上、是非御参加下さい。その他、地域活動に参加したい、すでに施設もしく
は個人で活動を引き受けているなど、情報やご意見がありましたら御一報ください。

MTDLP 推進委員会

西大和リハビリテーション病院
北別府 慎介
ＭＴＤＬＰ推進委員会では、奇数月の最終月曜日に西大和リハビリテーション病院で開催しています。次回
の開催は 11 月 26 日（月）を予定しています。自身の実践を振り返る貴重な機会となりますので、是非とも
ご参加ください。
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ブロックだより
北和ブロック

渡邉 俊行

日増しに寒さが身に染みるようになってきましたが、お元気でしょうか？
来年度の第 11 回奈良県作業療法学会は北和ブロックでの開催になります。準備も始まっており、まほろば
が届く頃にはテーマ・講師・日程が決まり、演題募集も始まっている頃かと思います。北和ブロック会員のみ
なさまには運営スタッフとして活躍して頂きたいのはもちろん、演者として多数のご参加をして欲しいと思い
ます。

中和ブロック

北別府 慎介

今年度も半分以上が経過しました。皆様の施設の会員は、当会の年会費、移動などの手続きはお済みでしょ
うか？普段当会の活動に参加していない会員は、忘れてしまう方も多いように感じます。所属長の方や、積極
的に参加をしている会員の皆様は周囲の方への声掛けもお願いします。

南和ブロック

田中 陽一

日頃から県士会業務にご理解・ご協力を賜りありがとうございます。10 月 19 日に南和ブロック研修会を行
うこともでき、30 名近い先生方にご参加頂きました。今後も会員の皆様に有益となる研修会を企画していけ
ればと思いますので、ご協力よろしくお願い致します。また、今年度の会費の納入はお済みでしょうか？まだ
お済みでない方はできるだけ早期の納入にご協力頂くよう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

リハビリデイサービス ユーティー河合
山本 紘貴
奈良県作業療法士協会の皆様、季節も変わり肌寒い季節となってきましたが、いかがお過ごしでしょうか？
今回、エッセイリレーを担当する機会を頂けたので、自分の最近の出来事を書かせて頂けたらと思います。
私は専門学校卒業後より地域の領域に勤め始め、高齢者の方にかかわり約１年半が経ちました。少しづつでは
ありますが、日々取り組んでいることでの成果が出始め自信がついてきたように思います。また、担当の方と
も関係性も出来、日常生活の中で困難であること、やってみたいこと等の意見を聞くことができるようになっ
てきました。最近では、関わっていく中でどのようにして作業を習慣化してもらうか、意欲的に取り組んでも
らうにはどのような形で伝えていくことが必要かを考えながら過ごしています。
話は変わりますが、私自身あまり運動習慣がなかったため、何かしないといけない！と思い自転車を購入し、
無理やりでも運動を日々の生活の中に取り入れています。しかし、始めは嫌々乗っていたため運動の時間に嫌
な気分になり、継続的な習慣にならず失敗してしまいました。これは自分だけではなく、高齢者の方々も一緒
だと思いました。作業をするにあたって目的を明確にしていくことが大切であり、その人らしく過ごすことに
繋がってゆくと思います。自分の担当した方にとって大切なことは何なのかを考え、いつまでもその人らしさ
を引き出せるように努めてゆきます。
次の担当者は、秋津鴻池病院の高谷夏葉さんです。
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研修会に参加して
秋津鴻池病院
徳本 唯
今回、9 月 29 日・30 日にかつらぎの森で開催された、現職者共通研修 秋期一泊研修会に参加させていた
だきました。1 日目は、奈良県作業療法士会

会長である西井先生が「保健・医療・福祉と地域支援」をテー

マにご講義くださいました。社会保障制度や介護保険制度などついて重要なところに的を絞ってお話しくださ
り、わかりやすかったです。
その後、懇親会が行われました。懇親会は自然と会話ができるようなとても和やかな雰囲気で行われました。
また、研修会の案内に「横のつながりを作りましょう」という記載があり、その言葉をきっかけに普段は緊張
してなかなか話かけることができない私もお話しすることができたと思います。残念だったのは、台風の影響
で 2 日目に予定していた研修が延期になり、宿泊も断念しなければならなかった先生がいらっしゃったことで
す。また、事例検討会も楽しみにしていたので、機会があればぜひ参加したいと思います。
最後になりましたが、今回の一泊研修会を開催するにあたって、お忙しい中準備していただいた皆様に感謝
申し上げます。
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患者さんの作品紹介
① 患者さん紹介
100 歳の女性で現病歴は総胆管結合ドレナージ後廃用症候群の方です。食事以外のＡＤＬは介助が必要で
すがコミュニケーションは良好で、病前はバス旅行が趣味で、バスの中で友達を作ることや、おしゃべりす
るのが大好きだったとのことです。今回は 100 円均一の工作セットで自転車を作りました。
② 作品を作る事の意味・目的
認知面、身体機能面への働きかけはもちろん、作ること自体の楽しさ、作り終えた満足感などが感じられ
ることであり、また作品を通して交流が生まれ、動機付けや活動性、習慣化に繋がることです。
③ セラピストが作品を作るにあたって工夫した点
興味があるか、適切な負荷量になっているか、どこにしんどさや楽しさを感じているのかを表情で確認し、
徐々に形になっていく過程に期待感がもてるように対話をしました。色を塗る時は、何色にするかを熟考さ
れ、時間をかけて丁寧に色を塗られました。患者さんが納得して動き出すまで待つことや、絵の具や水を無
駄遣いしないようにと配慮される面にもプラスのフィードバックを行いました。
④ 患者さんが作品を作り終えての感想
「手も頭も動くもんね」 「完成感があってスッとしますな」 「何かしていないと寂しいです」
⑤ ＯＴＲの視点での効果
・作品作りを通して個性が引き出せることや、その個性を活かすことができる
・作品づくりを通して他患者さんや家族さん、スタッフとの交流が増えたこと
・組み立てが進んでいく過程や色付けを楽しむことができたこと
・次も何か作ってみたいという動機付けができたこと
⑥ 実際の作品の写真

奈良春日病院

太田暢
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施設紹介

和幸会グループは、大阪府四條畷市、奈良県生駒市を中心に、医療、学校、社会福祉に関わる法人グループ
です。その中で医療法人和光会阪奈中央病院は 1978 年（昭和 53 年）に設立されて以来、地域の救急医療か
ら在宅医療も含め積極的に取り組み、総合病院的な存在として地域医療への貢献を目指してる病院です。
一般病棟 165 床、回復期リハビリテーション病棟 45 床、地域包括ケア病棟 45 床そして在宅支援として訪
問リハビリテーション部門があります。リハビリテーション科（PT40 名 OT13 名 ST７名）では脳血管、整
形外科、廃用症候群と関わっていますが、専門性の高い部門では小児リハやスポーツリハ、癌リハに加え、10
月より心リハを実施しており、OT では小児リハとがんリハに取り組んでいます。また「ボツリヌス療法」
、
「促
通反復法（川平法）
」
、
「PAS システム」や歩行や立ち上がりなどの動作を測定・解析する三次元動作分析シス
テムや筋活動を測定、解析するノラクソン筋電計などを導入し、最新の治療を患者様に提供出来るようにスタ
ッフ間で切磋琢磨しています。
訪問部門では、退院前カンファレンスから訪問スタッフが関る事や、入院した時には病院スタッフに在宅時
の情報を伝えるなど連帯を心がけています。
訪問 OT の特色としては認知神経リハビリテーションを用いての高次脳機能障害や認知症リハを実施して
います。その他、病院 OT では委託にて市の認知症部会にも参加しており、住み慣れた地域で最後までを目標
に、小児から高齢者まで門徒を広げ全面的にお引き受け出来る様、地域貢献に努めています。一緒にやってみ
たい OT さん募集中です。
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№13

記：佐瀬優子
すっかり秋めいてきました。皆様風邪など大丈夫でしょうか？？
さて。「秋」と聞いて皆さんは何を思い浮かべますか？
スポーツの秋、芸術の秋、読書の秋など色々ありますが、その中で私は「食欲の秋」を思い浮かべます(笑)
秋にはたくさん美味しい物がありますよね。秋刀魚やキノコ、果物などなど。
ですが果物、特にリンゴやナシは皮を剥くのが大変で剥いたのを買ったり、旦那さんに剥いてもらった
りしていました。ですが、先日、私は剥くのに素晴らしい方法を発見しました！！

これはたまたまコップの上に置いて剥いてみようかと思い、やってみると梨が固定されて動かず、とてもや
りやすい事を発見しました。また、剥いている間、梨の汁が下に落ちていくので机を汚さず剥けるという利点
も発見しました。コップ以外でもマグカップなどでも出来ると思います。また、コップを滑り止めなどで固定
すると更に剥きやすいと思いました。
これからも色々な剥き方を発見していきたいと思います。
編集後記
以前は違う方法でリンゴやナシを剥いていました。
更に良い剥き方を発見できて嬉しかったです。
これから料理に関してももっと便利な方法を発見していきたいと思いました。
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】
教育部
森ノ宮医療大学
部長 木納 潤一
TEL(06)-6616-6911
FAX(06)-6616-6912

【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

松村：来年、消費税が 10％になるようですね。生活用
品を買い溜めすることは逆に損をする可能性が
あるようです。 節約しなければ…。
服部：秋も深まり寒い季節になってきましたね。
私の家ではもうこたつが大活躍しています。
早くもこたつから出られず引きこもってます…

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

