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巻頭言
全国研修会を成功させよう！
（一社）奈良県作業療法士会会長
関西学研医療福祉学院
大松 慶子
新年度を迎え、会員の皆様には、常にも増してお忙しくされていることでしょう。また、新入職員として入
職された方は、そろそろ緊張も解ける頃でしょうか。新人さんにしかできない様々なチャレンジをして、職場
に新しい風を吹き込んでください。
さて、奈良県作業療法士会は、一般社団法人となって１周年を迎えました。これも、会員皆様や他団体の方々
のご支援の賜物と、感謝しております。
法人化当時は、それに伴い会費の大幅値上げをしたにもかかわらず、約 300 名の会員様が入会を継続してく
ださいました。そのため、事業部では、できるだけ会員の皆様に還元しようと無料セミナーを実施しました。
また、会員管理を確実に行い、休会制度や出産に伴う会費免除制度なども開始しています。財務面では、一般
社団法人として適切な内容にするため、定期的に税理士のチェックを受けています。新しいことばかりで、理
事一同、戸惑いながらですが、少しずつ前へ進んできた１年でした。
そして、今年 12 月には初の全国的取り組みとして、日本作業療法士協会の全国研修会（12 月 6 日（土）、7
日（日）奈良県文化会館）を開催します。現在、実行委員を中心に準備を進めておりますが、秋頃からは会員
皆様にご協力をお願いすると思います。奈良で初めて開催される全国研修会を、全会員の協力で成功させまし
ょう！そして、その作業を通じて横のつながりを強めましょう！！
現代は、生涯地域で暮らせる支援システムを作っていくためにも、作業療法士の力が必要とされています。
会員どうし顔の見える関係になることで、今後、求められるであろう別の機会にも協力して取り組めると思い
ます。全会員が自分の出せる力を出し合い、全国研修会を成功させましょう。
今年度もご協力の程、よろしくお願い致します。
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エッセイリレー
はじめまして、田北病院の松山和樹と申します。いつ来るかいつ来るかとドキドキしていたエッセイリレ
ーが遂にまわってきました。
働きだして５回目の春を迎え、私自身は三十路を目前としています。小さい頃に思い描いていた大人には
十分すぎる年齢に達しました。結婚も済ませ、今年は父親にもなる予定です。精神的には十代の頃と何一つ
変わっていないようにも思いますし、これから 10 年経っても同じことを言っているでしょう。
小さい頃にみていた父や母、学校の先生等の大人は私にとって“絶対的な正しさ”を持っていました。
私が二十歳をすぎた頃、父親が酒を飲んで泣いているのをみました。母親が酒を飲んで下着姿で畳にバタ
ンしているのをみました。小学校時代の担任の先生が旦那に浮気されて浮気相手と修羅場を迎えた話を聴き
ました。特に父親の涙は衝撃的で、そのとき初めて父親は父親である前に、１人の人間なんだなと、すごく
当たり前のことに気付いたように感じます。
思い出せば、実習先の指導者も同じような存在であったように思います。子どもの頃に感じていた大人の
ような“絶対的な正しさ”を感じていました。
今、私も実習生のバイザーとなっています。今の私は“絶対的な正しさ”どころか、まだまだ分からないこ
とに溢れています。これから１０年経っても同じことを言っているでしょう。しかし今感じることは当時の
私を指導して頂いた先生方も迷いの中で指導をしていたのだろうと生意気ながらに振り返れます。
常に先を歩いてきた大人・先生・先輩に追いつくことはありませんが、年々みえてくることがあります。
そんな方々への敬意を忘れず、また“子に育てられている”ことを感じながら、これからの人生過ごしたい
と思っています。
写真はアントニ・クラーペの「赤い点」という作品です。山梨県にあります光の美術館で見たのですが、
作者は絵の中央右側にあります小さな赤い点をどこに置くかに２年間迷ったそうです。驚愕です。１つの作
品に対する「なんじゃこれ」が「すげー」に変わる瞬間はその作品の物語を知ったときでした。
物語を大切にできる作業療法士になりたいです。と無理矢理 OT に絡めて結びとさせて頂きます。

次回は若草園の篠原文子さんです。よろしくお願いします。
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研修会に参加して

天理よろづ相談所病院 馬場千夏
平成 26 年 2 月 20 日、啓発委員会が主催された研修会に参加しました。19 時から 20 時半まで、6 人のグル
ープワークによる 2 つのセッションがあり、とても厚い内容でした。
セッション①では OT としての悩みを挙げてカテゴライズし、多くの人が挙げた悩みについて話し合いまし
た。私が参加したグループでは、患者さんの生活レベルでのニードを聴取することの難しさが挙がりました。
メンバーの経験年数は 1 年目から 10 年以上まで様々でしたが、
「病前の 1 日のタイムスケジュールを聞き、そ
の中で何を実現させたいかを尋ねる」という意見が多くありました。
セッション②では、多職種や患者家族に対する OT の役割説明について話し合いました。印象に残ったのは、
「患者さんのご希望に沿って、トップダウンで生活レベルの支援ができる」といった方の言葉でした。
この研修会に参加して、どの病院・施設でも、経験年数が違っても、同じ悩みを持っていることを知りまし
た。しかし別の OT がどのような対処をしているかをお聞きすることができ、とても有意義な時間でした。
最後になりましたが、研修会を企画して下さった啓発委員会の皆様、貴重なご意見をいただいた関西学研医
療福祉学院の島本先生、本当にありがとうございました。
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施設紹介
医療法人豊生会

介護老人保健施設

でぃあほうむ吉野

当施設は、平成 14 年に開設された介護老人保健施設であり、サービス事業内容には、施設入所・ショート
ステイと通所リハビリテーション(デイケア)があります。
入所者定員は８０名であり、２階の一般棟に５０名と、３階の認知症棟に３０名が生活をされており、週２～
３回の個別リハビリ訓練を実施しています。
通所リハビリテーションは、１日約１０数名の方がリハビリ対象となっております。
現在、リハビリテーション室にはＰＴ４名(非常勤２名)、ＯＴ１名、ＳＴ１名が在籍しており、上記のご利用
者様の個別リハビリ訓練を実施させて頂いております。
又、当施設２階のリハビリテーション室は、１８０度がガラス張りになっており、入って正面にはそびえた
つ金剛山、右手には葛城山が目前に広がります。その光景は日々の天候によって変化するので飽きることなく、
山の端に太陽の落ちる位置によっても四季を感じることができ、ご利用者様にも好評の声を頂いております。
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各部局からのお知らせ
事務局

西井正樹

新年度が始まり、病院には新しいセラピストもたくさん入職されたことと思います。奈良県作業療法士会も
新組織となって 2 年目に入りました。4 月 27 日に行われました第２回定時総会も皆様のご協力のもと無事終
了することができました。会員数３２５名、出席者 75 名、委任状出席 154 名でした。ちなみに、総会の成立
は、会員数の 1/3 の出席（委任状含む）が必要になります。また、今回の 5 号議案である定款の変更につきま
しては、2/3 の賛成が必要になります。今回の 5 号議案成立には、216 の賛成票が必要でした。
総会でもお伝えいたしましたが、事務局では引き続き事務局の強化として、名簿管理・会費管理等を行って
いきます。また、会員の皆様への還元といたしまして、出産に伴う 1 年間の会費免除、研修会の託児システム
の確立を目指していきます。
事務局員も入職しました。何か電話でのご質問がございましたら、基本は水曜日の 12:30～16:00 まで対応
することができます。月初めにメーリングリストで、その月の出勤日をお知らせします。ぜひ活用してくださ
い。

事務局 財務

毛利陽介

爽やかな初夏を迎え、会員の皆様におかれましては、ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
事務副局長をさせて頂いております毛利と申します。
事務局の財務の仕事を主に担当させて頂いております。ブロック事務局・財務の先生方と連携し、皆様から
お預かりした会費の管理などを行います。
また、経費や予算管理システムを利用し分かりやすい運用を徹底して参ります。各部局の財務担当の先生方や
会員の皆様にはご協力をお願致しますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
尚、会費の納入期限は６月１５日とさせて頂いております。
当士会の運営は皆さまの会費で成り立っております、ご理解を頂き期限までのご入金をお願致します。
納入方法などの詳細につきましては、ホームページをご覧ください。
会費などのお問い合わせ：田北病院 作業療法士室 毛利まで 0743-54-0112(代表)

学術部

安井敦史

新入会員の皆様、奈良県作業療法士会へのご入会ありがとうございます。
学術部では、昨年度より「奈良県作業療法学会」に関する演題査読と演題規定・応募フォーマットの作成を行
っています。
今年度からは、新たに「ＳＩＧ認定」の管理業務を事業部より移管される予定になっています。
＊「SIG 団体」とは，日本作業療法士協会の生涯教育制度「基礎ポイント」を発行できる団体です。
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教育部

木納潤一

平成２６年度の現職者共通・選択研修の日程をお知らせ致します。
１．現職者共通研修
①
⑥
テーマ
講師

「作業療法生涯教育概論」

テーマ

木納潤一 先生

講師

（秋津鴻池病院 認定作業療法士）

「作業療法の可能性」
前岡伸吾 先生
（天理よろづ相談所病院 白川分院）

日時

平成２６年６月１２日(木)

日時

平成２６年１１月(予定)

会場

秋津鴻池病院

会場

奈良県総合リハビリテーションセンター

②

⑦

テーマ
講師

「事例報告と事例研究」

テーマ

大西和弘 先生

講師

（秋津鴻池病院 認定作業療法士）

「作業療法における協業・後輩育成」
坪内善仁 先生
（秋津鴻池病院）

日時

平成２６年７月１７日(木)

日時

平成２６年１２月(予定)

会場

秋津鴻池病院

会場

関西学研医療福祉学院

③

⑧

テーマ
講師

「保健・医療・福祉と地域支援」

テーマ

西井正樹 先生

講師

（関西福祉科学大学）

「日本と世界の作業療法の動向」
日垣一男 先生
（大阪府立大学 認定作業療法士）

日時

平成２６年８月(予定)

日時

平成２６年１２月(予定)

会場

秋津鴻池病院（予定）

会場

関西学研医療福祉学院

④
テーマ
講師

「職業倫理」

テーマ

「事例報告・事例検討」

渡部 静 先生

講師

大西和弘 先生

（秋津鴻池病院）

（秋津鴻池病院 認定作業療法士）

日時

平成２６年９月(予定)

日時

平成２７年２月(予定)

会場

秋津鴻池病院

会場

奈良県総合リハビリテーションセンター

⑤
テーマ
講師

「実践のための作業療法研究」
東條秀則 先生
（秋津鴻池病院 認定作業療法士）

日時

平成２６年１０月(予定)

会場

秋津鴻池病院

２．現職者選択研修（身体障害領域）
講師：西井正樹
前岡伸吾

事業部

H２６．９月頃予定

先生（関西福祉科学大学）
先生（天理よろづ相談所病院）

会場：関西学研医療福祉学院

北別府慎介
金星

聡

先生（西大和リハビリテーション病院）
先生（奈良県総合リハビリテーションセンター）

大西和弘

県士会員の皆様、新年度を迎え、御多忙のことと存じますが、如何お過ごしでしょうか？県士会は一般社団法
人取得後、2 年目に突入しました。事業部活動では、今年度のスキルアップセミナーは、昨年度の 10 テーマか
ら１２テーマへ拡大実施致します。ベテランの先生方もリピーターの方も、この際に是非御参加下さい。他にも
充実した事業部セミナーを開催予定ですので、ホームページを御確認の上、お申し込みください。（同封の別紙
ご参照ください）
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ブロックだより
北和ブロック
土井一輝
日中は少し汗ばむほどの季節となりましたが、いかがお過ごしですか。
「まほろば」が届くころには第 7 回奈良県作業療法学会を迎える頃かと思います。ぜひ参加し、活発な討
論をしていきましょう。
また秋ごろに北和ブロック研修会を開催する予定にしています。内容については現在検討しております
ので、今しばらくお待ちください。興味を持っていただける研修会にしたいと考えております。12 月には
全国研修会も控えております。北和ブロック会員の先生方は企画・運営のご協力をよろしくお願いします。

中和ブロック
北別府慎介
緑樹の候、皆様におかれましては、益々活躍のこととお慶び申し上げます。
新たな年度を迎えて、一般社団法人奈良県作業療法士会でも多くの会員を迎えることになるかと思います。
入会および移動手続きは各ブロック長が窓口となりますので、宜しくお願い申し上げます。
また、各種事業や研修会などを通して、新入会の会員も含めて互いに自己研鑽を詰めるよう、尽力いた
します。

南和ブロック
金星 聡
平素より県士会活動にご協力頂き、誠にありがとうございます。南和ブロックからは、奈良学会につい
てのお知らせをさせて頂きます。今回は１５演題の応募があり、どの演題も大変興味深い内容のものをお
寄せ頂きました。前回、ランチョンセミナーとして発表して頂いた事業部啓発委員会からも、今回は演題
発表という形で報告をして頂けるようです。また、前回同様、福祉車両の展示等も計画しております。活
気あふれる学会にしたいと考えておりますので、皆様の多数のご参加をお待ち申し上げております。
第７回奈良県作業療法学会
テーマ：
『生活向上・なら・作業療法 ～地域での暮らしの再建～』
特別講演講師：山口 晴保 先生（群馬大学教授）
日

程：平成２６年６月１日（日）

場

所：学校法人青丹学園 関西学研医療福祉学院
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新人紹介

①なぜ OT を目指したか
医療職の事は詳しくなかったのですが、オープンキャン
パスで OT って素晴らしい仕事だと思ったことがきっかけ
です。
②この職業について良かったと思うこと
患者さんや家族の笑顔を見る事が出来た時です。
プロフィール
【名前】 乾修朗
【勤務先】天理よろづ相談所病院白川分院
【出身校】 関西学研医療福祉学院
【趣味】 ドライブ
【休日の過ごし方】
録画した番組を見たり、買い物に行ったりし

③働いている中で何か悩みはあるか
患者さんに、どの様に声掛けをすれば「心の支え」にな
るのか、
「リハビリテーションに参加してもらえる」等、言
葉の選択やタイミングが難しいです
④今後の抱負
患者さんに寄り添い、患者さんや家族さんの笑顔になる
お手伝いが出来る OT になりたいです。

ます。

①なぜ OT を目指したか
「人の役に立てる仕事をしたい」という気持ちから、医療
系の仕事をしたいと思っていました。中でも、患者さんの気
持ちに寄り添い、身近な活動を通してその方の支えになるこ
とができる OT に魅力を感じました。
②この職業について良かったと思うこと
「気持ちいいわー」
「楽になるわ」
「嬉しい」
「ありがとう」
プロフィール
【名前】 姫野百合香
【勤務先】天理よろづ相談所病院白川分院
【出身校】 京都大学
【趣味】 ソフトテニス、ピアノ
【休日の過ごし方】
京都に行ってのんびりと過ごしたり、好きな
ものを食べに行ったり、ウィンドウショッピン
グをしたり、車の運転の練習をしています。

など、患者さんにもらう言葉一つ一つがとても嬉しいです。
少しでも役に立てたのかな、と思うととても温かい気持ちに
なります。
③働いている中で何か悩みはあるか
評価や治療でいっぱいになり、患者さんと「かかわりあい」
を大事にできていないのではないか、と思います。
④今後の抱負
OT へのやりがいを感じる初心を忘れず、様々な経験を通
して人として成長したいです。
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奈良県総合リハビリテーションセンター

福祉用具紹介

林 朋一

今回は当センターで作成、使用している

キルティング

「肘置き」を紹介したいと思います。
この「肘置き」は、当センターでは担当 OTR が患者
様の状態に合わせた設定で作成しています。「肘置き」
を使用することで、車椅子座位時のポジショニング、
麻痺側上肢の管理、患者様自身の麻痺側上肢への気付
き、亜脱臼への対処等のメリットがあると考えます。

[材料]
・強化段ボール

強化段ボール

・キルティング

段ボール

⇒強化段ボールという従来の段ボールより分厚い段ボールにて患者様が使用されている車椅子に合わせて、ま
た患者様の状態に合わせて作製します。天板となる部分にはキルティングにてクッション性を出します。

[対象・使用方法]
主に脳卒中による片麻痺を呈された方で。
① 麻痺側上肢の随意性が低下されており、麻痺側上肢の管理が不十分な方
② 随意性低下に伴いポジショニング不良の方
③ 麻痺側上肢の感覚障害、高次脳機能障害によって、上肢への気付きが困難な方
を主に対象として使用しています。

上から
かぶせる

亜脱臼悪化防止

麻痺側上肢の管理
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奈良精神科勉強会のお知らせ
奈良県の精神科領域では、精神科作業療法領域における卒後研修・生涯学習の場として 2 ヶ月に 1 回のペー
スで勉強会を開催し、事例検討と情報交換会にて知識と技術の向上を図っています。
事例検討では、今対応に困っている事例をあげ、参加者やスーパーバイザーと活発なディスカッションを行
い、問題解決の糸口を探ります。参加者全員が今すぐにでも、臨床で活かせる技術や知識を学んでいます。情
報交換会ではテーマを決めて各施設の取り組みを聞ける良い機会になっています。
去る平成 26 年 4 月 11 日に今年度、第 1 回目の勉強会を実施しました。
情報交換会は「院内作業療法室での備品と危険物管理方法」について意見交換を行い、危険物の管理場所や
患者様への貸し出し方法について各施設での取り組みを聞く事が出来ました。事例検討では統合失調症を呈し
た長期入院の方に統合失調症認知機能評価尺度（BACS）を使用して評価を行い、今後の症例との関わり方につ
いて検討を行いました。
この勉強会は県士会 SIG の承認を受けて活動しているものです。勉強会は通常、
偶数月の第 1 週目の金曜日、
19:00～21:00 に奈良北部会館にて開催していますが変更等もありますので詳しくは奈良県作業療法士会ホー
ムページをご覧ください。会員制の勉強会ですが、途中からの入会も受け付けています。4 月より入職された
新人の方から経験者の方までそれぞれの立場で学ぶことができますので、ぜひ多くの方のご参加をお待ちして
おります。
連絡先：奈良精神科作業療法勉強会 代表 五條山病院 早川 智美
電話：0742-44-1811（代表） メール nara_seishin_ot@yahoo.co.jp

バリアフリーなお店紹介
今回は富雄にある日本料理「和あすか」に行ってきました。
お店の前に駐車場があり、車を降りてすぐに店内に入れます。
お店の外から店内・トイレまで車椅子で十分移動できる広さが確保されており、身障者用のトイレが完備され
ています。バリアフリーの設備ですが、店内は落ち着いた雰囲気でゆっくりとくつろげる空間となっていまし
た。お料理は昼・夜ともコースがあり、夜は一品料理・各種日本酒などもあるようです。季節の食材を取り入
れられた和懐石はどれも上品で繊細なお味でした。ちょっと落ち着いた雰囲気で本格的な和食を楽しみたいと
いう方におススメです！
和あすか
Tel：0742-41-8282
住所：奈良市三碓町 6-10-3-101
営業時間：
【平日】
AM.11:00～14：30（14：00 ラストオーダー）
PM.18:00～22：00（21：30 ラストオーダー）
【土日祝日】
AM.11:30～14：30（14：00 ラストオーダー）
PM.17:00～22：00（21：30 ラストオーダー）
定休日：毎週水曜日・第 3 火曜日
（第 3 火・水曜日は連休）
HP : http://www.wa-asuka.com/
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患者さんの作品紹介
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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
東大寺福祉療育病院
ブロック長 土井 一輝
TEL(0742)-22-5577

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 金星 聡
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】

教育部
秋津鴻池病院
部長 木納 潤一

事業部
秋津鴻池病院
部長 大西 和弘

TEL(0745)63-0601
FAX(0745)62-1092

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：田北病院
担当 毛利 陽介
連 絡 先：TEL 0743-54-0112
E-mail:otnarajimu@yahoo.co.jp
http://www.naraot.jp/nblog/wp-login.php

梶本： 運動不足です。
大峠：パン教室に通い始めました。

医療法人良成会

奈良リハビリテーション病院

■募集要項
・職種／（1）理学療法士 （2）作業療法士 （3）言語聴覚士
・応募資格／（1）有資格者 （2）有資格者 （3）有資格者
・雇用形態／正職員（常勤）
・業務内容／病院及び訪問診療、老人保健施設、有料老人ホーム等
・待遇／給与：180,000～276,500 円、賞与：年 2 回（計 3.5～4 ヵ月）、昇給：年 1 回
就業時間：8:30～17:00、夜勤：なし
手当：通勤手当：上限 50,000 円、住宅手当：10,000 円、扶養手当：2,000 円～、役職手当；別途
休日：年間休日：112 日（4 週 8 休 ローテーションによる）、有給休暇：6 ヶ月経過後 10 日、最大 20 日、
休暇：夏季休暇、冬季休暇、年末年始休暇、育児休業、介護休業、看護休暇（制度あり）
福利厚生：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 定年制：あり（一律 65 歳）
・応募方法／インターネットまたは電話（受付時間：月～金曜日 10:00～16:00）
■応募・問い合わせ先
・NRH 総合施設開設準備室 採用担当：松尾
・〒635-0833 奈良県北葛城郡広陵町馬見南４-１-１８
・TEL：0745-43-7167
ホームページアドレス：http://nrh.elysion-gr.com/

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 13 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】 月給 25 万～30 万＋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 】 Ns4 名 OT10 名 PT2 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

