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巻頭言
大谷正登
奈良県作業療法士会の皆様、猛暑が予想される今日この頃、いかがお過ごしでしょうか？
梅雨明けを前にひと足早い台風が日本列島を縦断し、各地で被災された皆様にこの紙面を借りてお悔やみ申し
上げ、追悼の意を表します。
私事ではありますが、自宅にて療養とケアを続けていた 90 歳の父をこの手で看取り、はや四十九日法要を
終え我が家はこの夏に初盆を迎えることになりました。
思えばかかりつけ医の往診と訪問看護、介護保険のサービスによって住み慣れた環境で終末期を迎える選択
は正しかったのだろうか？入院加療による濃密な治療を選ぶ道もあったのではないか…と、様々な葛藤の日々
を母と共に過ごしました。
いつかは必ずあること…と分かってはいても、いざその時を迎えてはじめて知る生命の瀬戸際を知る事とな
った梅雨の出来事でした。
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生活行為向上マネジメント研修会
生活行為向上マネジメント研修会に参加して
天理よろづ相談所病院 馬場千夏
平成 26 年 7 月 27・28 日に京都テルサで行われた、近畿作業療法士会主催の研修会に参加しました。一日
目は京都府の取り組みと生活行為向上マネジメントの概論、二日目は症例検討とグループワークが行われまし
た。
生活行為向上マネジメントは、作業療法士が対象者へ介入していく手順をいくつかのシートを使って “見
える化”するものです。次の場の職員（ケアマネジャー、訪問看護師など）に ADL の状況や問題点をわかり
やすく伝えられるということが、最大のメリットです。
また、私のような経験の浅い作業療法士にとって、対象者に必要な身体機能や環境をしっかり評価し、紙
面上で整理して考えていくことはとても重要と感じます。対象者と目標を共有し目に見える形で介入を行って
いくことで、病院や施設等、多職種の集まる場で作業療法士の役割を明確にすることができます。日々の臨床
でもよりよい作業療法を提供できるよう、今回の研修会で学んだ内容を活用していきたいと思います。
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研修会に参加して

奈良春日病院
藤本 沙織
奈良市保健所保険予防課主催 『奈良市自殺対策市民講座会』
テーマ～「うつ病」と「落ち込み」はどう違うの？～
平成 26 年６月 8 日に開催された『すこやかフェスタ』の一環として行なわれた、奈良市保健所保険予防課
主催 『奈良市自殺対策市民講演会』に参加しました。テーマは『「うつ病」と「落ち込み」はどう違うの？』
講師は ハートランドしぎさん 精神科医 徳山明宏医師 です。
典型事例を元に、問診や実際に治療法を提示され、日常生活に当てはめながら、
「うつ病」と「落ち込み」
の違いを説明していただきました。また、なぜうつ病になるのか“物事の考え方”を工夫することや、遺伝で
決まっている“こころの器”が病気により深さが変化するなど、とても理解しやすいご説明でした。日常生活
での両者の違いについては、実際に家庭でもご家族が判断できるような、入眠困難（落ち込み）と早朝覚醒（う
つ病）、食欲に波（落ち込み）と食欲低下（うつ病）などの対比をされていました。
今回の講演会に参加させていただき、うつ病に対して発生機序から対応方法、治療法などを理解できたとと
もに、一般の方々への説明の仕方、話し方など様々なことを学ぶことができました。特に、日頃ご本人やご家
族へ説明する機会が多いため、今回学んだことを生かせるようにしていきたいと思います。公演いただいた徳
山先生、奈良市保健所職員の皆様、ありがとうございました。

天理よろづ相談所病院 白川分院
乾 修朗
奈良県作業療法士会主催 事業部スキルアップセミナー
テーマ～高次脳機能障害の基礎知識と治療介入
奈良県作業療法士会主催の事業部スキルアップセミナーでは、資質向上と若手作業療法士の教育支援を目標
に研修会を実地しています。
去る平成２６年６月１３日、２７日に前岡信吾先生（天理よろず相談所病院白川分院）講師のもと「高次脳
機能障害の基礎知識と治療介入」について勉強会が行われました。両日お忙しい中多くの方が参加しており、
会場は満員となっておりました。１３日の講義内容は、高次脳機能障害の概要が行われ、基本知識、高次脳機
能障害患者の特徴、観察ポイントについて学び、２７日は臨床で用いる検査バッテリーやアプローチの方法を
学びました。講義では、実際の高次脳機能障害患者の検査結果や動画も用いていたので、分かりやすく学ぶ事
ができ、知識の再確認だけではなく、実際の画像を見る事でより理解を深める事ができました。残った時間で
ディスカッションを行い充実した研修会でした。
今回の研修会に参加して、今まで机上での知識しかなく、実際の臨床ではどの様にアプローチを行えば良い
のか迷う事があったのですが、研修内容を整理し学んできたことを臨床に活用できるように努力しようと思い
ました。最後になりましたが、研修を企画してくださった事業部の皆様、講師をして下さった天理よろづ相談
所病院の前岡先生、本当にありがとうございました。
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施設紹介
社会医療法人

松本快生会

西奈良中央病院

昭和 31 年 7 月に医療法人 松本病院として創立・開院し、昭和 48 年 6 月に医療法人 松本快生会 西奈
良中央病院と名称変更しました。平成 25 年 10 月「 社会医療法人 」としての認可を受けています。
奈良市西部の中核病院として、急性期医療、在宅医療、血液透析、さらに日本医療機能評価機構と人間ドッ
ク健診施設機能評価の認定病院であり予防医学にも重点をおいています。
平成 24 年 9 月奈良市鶴舞西町への移転を機に、人工透析センターは増床し、奈良市初の緩和ケア病棟を新
設しました。また、地域のニーズに対応した診療科を新たに開設し、現在の診療科目は、内科・消化器内科・
循環器内科・血液内科・腎臓内科・糖尿病内科・膠原病内科・漢方内科・心療内科・精神科・外科・消化器外
科・肛門外科・脳神経外科・整形外科・ﾘｳﾏﾁ科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・泌尿器科・放射線科です。これらの診療科を
補助すべく最新鋭のＣＴやＭＲＩを導入し、医療機能の充実を図りました。健康管理センター（各種人間ドッ
ク・特定検診・保健指導）も行っています。病床数は一般 166 床 （ 緩和ケア病棟 24 床含む ）、人工透析セ
ンター 80 床です。
グループ施設として、丸山診療所（大和田の里に併設）
、訪問看護ステーション 「なでしこ」「さわやか」、
ケアプランセンター、介護老人保健施設 「大和田の里」 などを有しています。
リハビリテーション科は PT10 名、OT2 名、ST と PT
ダブルライセンス 2 名、訪問リハビリ PT4 名在籍してい
ます。
高齢化の進展を踏まえた急性期医療から終末期医療、
そして在宅、健診まで幅広いケアサービスを提供しながら、
さらなる地域医療の貢献を目指します。
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エッセイリレー

初めまして。介護老人保健施設 若草園に勤めている篠原と申します。
臨床に出て５年目となり、さまざまな作業活動を行ってきました。その中でも、印象深く残っているのが園
芸活動です。若草園では、毎年、園芸を行っていて、たくさんの野菜や花を育てています。私自身、今まで園
芸に関わることがほとんどなく、育て方がわからなくて困ることが多いですが、ご利用者様に相談するとなん
でも答えてくださります。また、一緒に世話や採取などをすると、満面の笑みでとても楽しそうにされていま
す。私も、ご利用者が手慣れた手つきで作業を行ってくださるので安心して見ることができ、「やっぱり経験
を積んできた人は違うなぁ。楽しそうだなぁ」と、感心すると同時に、ご利用者様から学ばさせて頂くことは
たくさんあるんだと、実感する毎日です。
私自身、まだまだ臨床経験と知識が浅いですが、作業療法士として出来ることを日々学び、経験を重ねるこ
とで、少しでも治療に活かしていきたいと思います。また、作業活動には、ご利用者様の興味がある活動を通
して、運動機能の維持、生活リズムを整える、出来ることを増やす、自信を持って頂くなど、得られる効果が
たくさんありますので、ご利用者様にとってより良い効果が得られるように治療を行っていきたいと思います。
写真は当園で採れた野菜です。とてもきれいな形で出来ました！
次は、橿原リハビリテーション病院の斧山先生です。よろしくお願いします。

患者さんの作品紹介
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各部局からのお知らせ
事務局

西井正樹

事務局では、毎年奈良県士会会員名簿を発行することになりました。
更新は 7 月 1 日付での発行となります。発行につきましては、必要とする人のみ送付する形になります。必
要とする方は、内容を記載の上、下記メールまでお送りください。
記載内容：郵便番号・住所・所属施設・名前
申込先：mnishii@fuksi-kagk-u.ac.jp
申し込み締め切りは、12 月 1 日までです。

事務局 財務

毛利陽介

猛暑の候、いかがお過ごしでしょうか。
事務局財務では、一回目の決算が７月に済み、６月までの収支が出そろいました。各部局の会計担当者様に
はお手数をお掛け致しました。
県士会員は 373 名(6 月 30 日現在) 内、新入会員 55 名と予想を上回り奈良県士会に入会して頂いておりま
す。
会費の納入につきましては、306 名と 67 名の会員が未納となっております。
今後、ブロック財務の協力を得てご連絡させて頂きますので、至急入金をお願致します。皆様の会費や研修
会参加費が主な収入源となっておりますので、宜しくお願い致します。
◎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)

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：田北病院 作業療法士室 毛利まで
0743-54-0112(代表)
事務副局長 毛利 陽介

学術部

安井敦史

学術部では、現在来年度の奈良県作業療法学会での演題査読について、準備会議を招集し、マニュアルの確
認、分野担当の人選などを行っていく予定です。
会員の皆様におかれましては、学会の募集要項が公開されましたら書式などフォーマットの確認を行って投
稿して頂くよう、お願い致します。
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教育部

木納潤一

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
テーマ
講師

「職業倫理」
渡部

静

④
テーマ

先生

講師

（秋津鴻池病院）

「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９月１１日(木)

日時

平成２６年１２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

⑧

テーマ
講師

「実践のための作業療法研究」
東條秀則

テーマ

先生

（秋津鴻池病院

講師
認定作業療法士）

「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１０月(予定)

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

⑥

テーマ

「作業療法における協業・後輩育成」

テーマ

「事例報告・事例検討」

講師

坪内善仁

講師

未定

日時

平成２６年１１月(予定)

日時

平成２７年２月(予定)

会場

関西学研医療福祉学院

会場

奈良県総合リハビリテーションセンター

先生

（秋津鴻池病院）

２、現職者選択研修（身体障害領域）
日時：平成２６年９月.２１日（日） 会場：関西学研医療福祉学院 ７階講堂
時間

テーマ

講師

１講座 09:30～11:00

「身体障害領域の基礎知識」

西井正樹

２講座 11:10～12:40

「脳血管障害」

北別府慎介 先生 （西大和リハビリテーション病院）

３講座 13:30～15:00

「神経筋・内部障害」

前岡伸吾

４講座 15:10～16:40

「整形外科疾患の作業療法」

金星 聡

先生 （関西福祉科学大学）
先生 （天理よろづ相談所病院）
先生 （奈良県総合リハビリテーションセンター）

※詳細・申し込みは、（一社）奈良県作業療法士会ホームページをご参照下さい。

事業部

大西和弘

暑い日が続きますが、県士会員の皆様におかれましては、夏バテに留意して邁進して頂ければと思います。
事業部では充実した内容のセミナーを実施しておりますので、ホームページを御確認の上、是非御参加下さい。
また、事業部では随時、パーキンソン病友の会へのアウトリーチ、難病支援関連のアウトリーチも行ってい
ます。興味のある方は、御連絡頂ければ同行できますので、事業部スタッフまでご連絡ください。
今年度は、奈良開催の全国研修会も控えています。１２月５日全研開催前日には、ナイトセミナーを開催し
ます。内容は、「作業」を中心に据えた考え方からアプローチについて講演を依頼していますので、こちらも
是非御参加下さい。詳細は確定次第、ホームページにアップします。
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ブロックだより
北和ブロック
土井一輝
涼しい季節が待ち遠しいこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか？
今年度の北和ブロック研修会は １０月中旬を予定しております。内容は精神障害分野（発達障害分野）
の研修会を予定しております。詳細が決まり次第、皆様にお知らせいたしますのでご参加の程よろしくお
願いします。北和ブロック会員の皆様は準備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

晩夏の候、皆様にはいっそうご活躍のこととお慶び申し上げます。
早いもので、次年度の奈良県作業療法学会の運営は中和ブロックが担当となります。皆様と一緒に良い学
会にしたく準備を進めてまいります。近日中に、ブロック会議などを予定しています、是非ともご協力下
さい。
また、今年度の会費納入はお済みでしょうか？未だお済みでない方は入金手続きをお願いいたします。

南和ブロック

金星 聡
南和ブロックからは、６月に開催しました第７回奈良県作業療法学会の報告とお礼を申し上げます。155
名の参加者数で、大変盛況に終えることができたと思います。特に特別講演では、認知症と脳活性化リハ
をテーマに Dr.の目から見たこれからの作業療法についてご講演頂き、大変有意義なものになったのでは
ないでしょうか？また、初めての試みであった託児所も、利用された方々から好評を頂きました。
大きな問題もなく無事に終えることが出来たのも、ご参加頂いた皆様、またスタッフとしてご協力頂い
た皆様のおかげであると思います。本当にありがとうございました。今後とも宜しくお願い申し上げます。

バリアフリーなお店紹介

珈琲風雅（ぷろばんす）

広報係 奈良春日病院 中谷久美 太田暢
今回は、国道２４号線沿いにあり、車でアクセスしやすい「珈
琲風雅（ぷろばんす）
」に行ってきました。
蔵のような造りの店内は想像以上に広く、西洋と東洋をおりま
ぜた様な作品が飾ってありました。また、窓からは日本庭園が眺
められ、心が落ち着きます。テーブルは車いすのまま使用できる
ようになっており、トイレは身障者用に広いスペースが確保され
ています。
珈琲は光サイフォンというもので淹れて下さいます。目でも楽
しめ、美味しく頂きました。皆様も機会があれば、ゆったりとし
た空間で美味しい珈琲を満喫してみてください！

「珈琲風雅（ぷろばんす）
」
℡：0742-34-6155
住所：奈良県奈良市柏木町 541-1
営業時間：8:00~20:00(L.O.19:30)
定休日：不定休
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新人紹介

プロフィール
【名前】 高木宏成
【勤務先】おかたに病院
【出身校】関西学研医療福祉学院
【趣味】 国内旅行・ドライブ
【休日の過ごし方】
遊びに行ったり、飲みに行ったりしてます。

プロフィール
【名前】石田かなえ
【勤務先】吉田病院
【出身校】青丹学園
【趣味】読書、音楽鑑賞
【休日の過ごし方】
買い物、お寺巡り

①なぜ OT を目指したか
一人の人とじっくり向き合える仕事がしたいと考えてい
ました。そんな時、この仕事の存在を知り、患者さんの笑
顔に出会えるこの仕事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
患者さんの笑顔、退院する際に流された涙を見て仕事の
やりがいを改めて感じました。
③働いている中で何か悩みはあるか
患者さんの病棟での生活にばかり目が向いて、退院後の
生活を考えた目標設定がなかなか出来ていないことです。
④今後の抱負
まだまだ引き出しの少なさを感じるので、日々勉強しな
がら OT としての引き出しを増やしていきたいです。

①なぜ OT を目指したか
もともと、医療関係に興味はあったのですが具体的には決
まっていませんでした。しかし、母が作業療法士という職種
を紹介してくれたことにより調べ、自分の好きな手芸がこの
職種で活かせることができるのではないかと思ったことが
きっかけです。
②この職業について良かったと思うこと
やはり、患者様に「ありがとう」と言ってもらえた時です。
③働いている中で何か悩みはあるか
まだまだ未熟者なので、全てにおいて悩んでおりバタバタ
している状態です。その中でも、患者様と向き合い、その方
ご本人を知るということが難しいと思っています。
④今後の抱負
今はできるだけ勉強会などに積極的に参加し、知識を蓄
え、それを実践していきたいと思います。
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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
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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】
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：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：シロイルカ可愛かったです♪
大峠:マリンスポーツしたい☆
乾：セグウェイ乗ってきました☁
姫野：北海道行きたい★

かなえるリハビリ訪問看護ステーション

育児中も大歓迎

所属先

：かなえるリハビリ訪問看護ステーション

雇用形態

：常勤・准社員（理学療法士・作業療法士・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３０万円～（生活状況・経験考慮）+実績手当
※常勤社員（療法士）平均年収

処遇

約５，２３０，０００円

：退職金制度あり

女性も多く活躍している職場です
★所属療法士（常勤）OT

35 名（うち臨床験 5 年以上

85.7％）PT

22 名、ST

5名

訪問活動エリアについて
当社では、社員の居住地を考慮した訪問活動エリアを設定しております。また、ご利用者宅への
直行・直帰を可能としているため、事業所またはサテライトへ毎日出社する必要はありません。
例：生駒市在住
大和郡山市在住
五条市在住

→
→
→

訪問活動エリア：生駒市・枚方市・交野市
訪問活動エリア：大東市・東大阪市
訪問活動エリア：太子町・富田林市

など

【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）

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

