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絆と団結力を高めよう！ 

 

                         天理よろづ相談所病院 白川分院 

前岡 伸吾 

紅葉の候、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。今年も残すと

ころ 2 ヶ月となりました。思い返せば、台風や記録的短時間の豪雨による土砂災害、御嶽山の噴火など未曾有

の自然災害があり、皆様も改めて自然災害の恐ろしさを痛感したのではないでしょうか。被災にあわれた皆様

にこの紙面をお借りして追悼の意を表します。 

 私事ではありますが先月、子供の小学校の運動会に参加してきました。チーム一丸となって行う綱引きや玉

入れ、徒競走、そして組体操など一生懸命行う子供の姿に心をうたれました。チーム対抗リレーでは足の速い

子、遅い子などがいるなかで１位を目指して頑張っていました。組体操では 1 人１人の息がぴったりとあって

いないと上手く完成せず、本番に至るまでに何度も失敗し、励ましあい、協力して完成にまで至ったと聞きま

した。何かひとつの事を完成させるのに１人でできない事でも皆で助けあい、励ましあえば出来るというチャ

レンジ精神、努力するということを子供たちは学べたのではないでしょうか。私も改めて何かにチャレンジす

る時、「時間がない」「忙しい」などを理由に諦めていましたが、どんな事でもやり遂げるんだという強い気持

ちで何かにチャレンジしていきたいと思いました。さて、皆様はいかがでしょうか。日々の業務や生活に追わ

れ、研修会の参加を怠ったり県士会の活動を敬遠している人、チャレンジする気持ちを忘れてはいないでしょ

うか。きっと何かを成し遂げた時の達成感や満足感は図り知れないものだと思いますので小さなことでもコツ

コツとチャレンジしていく気持ちを忘れないでください。 

今年は初めて奈良県にて全国研修会が開催されるのはご存知でしょうか。全国的にみても奈良県は作業療法

士の人数が少なく、最初は「奈良で本当に全国研修会が出来るのかな」と不安に思っていました。自分１人で

は成し遂げることが難しくて西井実行委員長を始めとする OT の仲間達の協力にて準備も着々と進み、開催を

待つばかりとなっております。改めて団結力の強みと重要性を再認識出来ました。県士会の皆様も大変お忙し

いとは思いますが、ぜひ参加して頂きたいと思います。そしてこれから県士会一丸となって団結し、仲間の絆

を深め、様々なことにチャレンジしていければ良いなと願っております。 
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 学会奨励賞受賞！おめでとうございます！ 

 

西大和リハビリテーション病院 

作業療法士 金岡春奈 

 

10 月 5 日に滋賀県栗東市で開催された第 34 回近畿作業療法学会に演者として参加してきました。今回の発

表内容は、生活行為向上マネジメントを使用して調理や買い物などの IADL に介入した症例報告でした。私は

日頃から作業に焦点をあてた関わりを大切にしたいと感じている反面、具体的な介入方法を整理することの難

しさや、それらを人に上手く伝えられないもどかしさを感じることが多々ありました。今回このツールを用い

たことで症例の大切にしている生活行為について包括的に見える形でまとめることができ、症例を含めたチー

ムで目標を共有しながら前に進めたことが作業療法らしい介入だと感じました。多くの作業療法士に今回の取

り組みを知ってもらいたいと思い、発表することにしました。当日のポスター発表では様々なディスカッショ

ンが行え、今後の臨床に繋がる多くのヒントを得られたように思います。“作業療法らしい内容ですね”とい

った意見も頂き、私自身の自信にも繋がる有意義な発表となりました。また、ツールの存在を知らなかったと

いう作業療法士が多くいることも知ることになりました。今後このツールを多くの作業療法士が活用すること

で作業療法の 1 つの形や効果を示すことができるのではないかと感じました。 

 今回の発表では有難いことに、学会奨励賞をいただくことができました。初めての経験でありとても嬉しく

感じています。症例や協力してくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに、今後も日々患者さんの笑顔に繋

がる支援ができるよう努めていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

実行委員長 西井正樹 

全国研修会があと２か月に迫ってきました。残り２か月を切ってきたということで、慌ただしくなってくる

反面、ある程度の骨子ができあがってきました。 

 10 月 9 日には、全国研修会の拡大実行委員会が開催されました。拡大実行委員会では、前日準備から当日

運営までのスタッフ 60 名に参加していただきました。まず、全体説明の後、各部門に分かれての運営説明を

行いました。各部門は、本部・受付・進行・接待・クローク・レセプション・コンシェルジュです。特に今回

大きな大会としては初めての「コンシェルジュ」の部門を設けました。コンシェルジュの具体的な動きとは、

全国から参加されるＯＴに、奈良の魅力を体験していただきたいと思い、主にタクシーの配車・夜の飲み会の

場所の案内・観光案内などを積極的に行っていこうという企画です。 

 この全国研修会が成功しますよう会員の皆様のご協力とご参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

第５５回作業療法全国研修会 進捗状況 
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天理よろづ相談所病院 白川分院  姫野 百合香 

奈良県作業療法士会主催 現職者選択研修 

テーマ『身体障害領域の作業療法』 

  

 平成 26 年 9 月 21 日に、関西学研医療福祉学院で『身体障害領域の作業療法』をテーマに、現職者選択研

修が行われました。各 90 分の 4 講座で、1 日に及ぶ研修でした。 

 1 つ目は、「身体障害領域の基礎知識」―講師：西井正樹先生（関西福祉科学大学保健医療学部）です。少

子高齢化という社会的背景に伴い増加する家族の負担を考慮したかかわりの大切さ、各病期における作業療法

の役割、作業療法の流れ、などの基礎的なことを、おもしろおかしい会話も交えて説明いただきました。 

 2 つ目は、「脳血管障害に対する作業療法」―講師：北別府慎介先生（西大和リハビリテーション病院）で

す。信頼度の高い文献や、実際の症例などの例を交えながら、脳血管障害の作業療法に対する評価から治療、

家族支援について、非常に丁寧でわかりやすい説明をいただきました。 

 3 つ目は、「神経・筋・内部障害に対する作業療法」―講師：前岡伸吾先生（天理よろづ相談所病院白川分

院）です。パーキンソン病、ALS、多系統委縮症、呼吸器疾患、循環器疾患について、基礎知識から、臨床で

の治療の実際について学びました。実際のかかわりについての体験談も交えた熱い講座となりました。 

 4 つ目は、「整形外科疾患に対する作業療法」―講師：金星聡先生（奈良県総合リハビリテーションセンタ

ー）です。人工股関節置換術後や脊髄損傷に関する基礎知識や、治療法について説明いただきました。 

今回の、内容盛りだくさんの研修に参加して、疾患についてや、その評価・治療法についてのトータルな知識

を学ぶことができました。さらに、理論にあてはめるのみではなく、対象者やそのご家族の気持ちに寄り添う

ことが大切である、ということを実感する機会となりました。最後になりましたが、研修を企画・運営してく

ださった方々、講師をしてくださった先生方、本当にありがとうございました。 

 

 

 

KIZUNA Café きずなかふぇ 
季節も移ろい、朝晩の冷え込みがすっかり秋を意識させるように 

なってきました。 

今回私が紹介するのは、近鉄奈良駅の東向商店街を南に進み、親愛 

幼稚園のすぐそば、奈良県女性センター１階にある「KIZUNA Café きずなかふぇ」さんです。 

奈良県、社会福祉団体、経営者団体、労働者団体等が連携し、障害者雇用の促進への架け橋となるアンテナ

ショップとしてオープンしました。店内は明るく落ち着いた雰囲気で、近代的な造りの中に木を基調とした、

どこか懐かしさを感じさせる空間です。店に入ってすぐに奈良県の授産施設で作られた質の高いパンやクッキ

ー、工芸品などの授産品が並び、立ち寄ったお客様が気軽に購入できます。 

看板メニューは日替わりの和・洋ランチプレートで、ランチタイムはサラダ、スープ、ミニデザートが付いて

平日 540 円、土日祝日は 730 円と大変リーズナブル。特に和ランチは昼になると売り切れることも。（私も通

っていますが、お昼時を過ぎると売り切れていることが多いほどの人気です！）デザートもかわいくきれいで、

とてもおいしいです。満足のいくひとときをゆっくりと過ごせます。 

これからの紅葉シーズン、奈良公園で散策を楽しんだ帰りに立ち寄ってみてはいかがですか？ 

 

 

 

 

 

 

KIZUNA Café きずなかふぇ 

℡：0742-26-2030 

住所：奈良県奈良市東向南町 6 番地 

   奈良県女性センター 

営業時間：10:00～19:00 

定休日：月曜日 

研修会に参加して 
 

バリアフリーなお店紹介 
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平成まほろば病院 
 

平成 26 年 6 月に社会医療法人平成記念病院の関連病院として、平成まほろば病院を開設しました。 

 橿原市の中心部に位置しており、近隣には橿原市を代表する藤原旧跡や橿原神宮などの歴史的建物がありま

す。また、病院周囲は緑豊かな環境で、病室からは大和三山や稲穂に紅葉と四季折々の情景が広がります。 

 当院は、3 階建てとなっており、1 階にリハビリテーション室・検査室があり、2 階 3 階が病棟となってお

ります。病床数は回復期リハビリテーション病棟 116 床です。 

 現在の診療科目は、内科・リハビリテーション科です。リハビリテーション室は、408 ㎡と広く、暖かい木

目調となっております。さまざまな機器を導入し、パワーリハビリにも力を入れております。また、従来の治

療技術に加え、促通反復療法(川平法)や、IVES といった新しい技術や技能を取り入れ、リハビリテーション

技術の充実を図りつつ、患者様 1 人ひとりに合わせたリハビリテーションに努めております。 

 当院のリハビリテーション科は 10 月現在、OT5 名、PT11 名、ST2 名のスタッフが在籍しております。 

 関連施設として、平成記念病院、訪問看護ステーション「あおい」、居宅介護支援事業「しじょう」、通所介

護施設リハビリ「あ・える神宮前」、通所介護施設リハビリ「あ・える田原本」といった施設があり、更に来

年 5 月には西隣に老人保健施設が竣工します。これらの施設と連携し、患者様の急性期から回復期、または退

院された後の在宅生活でのフォローに至るまで、一貫した幅広いサービスの提供を実現しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設紹介 
 



一般社団法人 奈良県作業療法士会ニュース Vol．87 2014 年 11 月発行 No.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次は奈良県立医科大学付属病院の藤村茂和さんです。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エッセイリレー 
 初めまして、橿原リハビリテーション病院の斧山智徳と申します。 

作業療法士になり、当院に入職して 4 年目となり日々が過ぎていく速さを痛感している今日この頃です。当

院は療養型の病院であり、高齢で重度な患者さんが多く入院されています。その中で、日ごろの作業療法を振

り返ると、自分は十分に作業療法が出来ているのかなと考える事が多々あります。 

 今まで関わってきた患者さんの中には戦争を経験されていた患者さんが多く、戦争の話を聞く事があります。

私自身も昔、祖父から戦争の話をよく聞いていたことがあり、祖父と同じ時代を生きてきた人が多くいるのだ

なと感じることがありました。 

戦争の時代というとマイナスイメージを勝手に持ってしまっていて、悲しい思い出話になるように感じてし

まいます。しかし、患者さんは、「あの頃は苦労した」「空襲の火で空が真っ赤になった」と恐かった話をする

ことがありますが、中には戦時中苦労しながらも自分が経験してきたことを楽しそうに話される方もいらっし

ゃいます。そういえば、祖父も戦争中の話題をしている時には、いきいきしていたと思い出すことがありまし

た。 

こちらの価値観では戦争はマイナスのイメージでしかないのですが、戦争を経験してきた方々にとっては、

その時代を一生懸命に生きてこられ、生き抜いてきた一つの青春時代ではないかと考えるようになってきまし

た。初めは、作業療法を行っている中で、戦争の話を聞くのが少し辛い部分もありましたが、そのように考え

るようになり、患者さんが笑顔や真剣な表情で話される事で、いろいろな患者さんが、どの様な時代を生きて

きたのかを聞くことが楽しみになってきました。 

人が生きてきた「人生」を聞くという事がとても大切であると、学生時代からも聞いていました。戦争中、

自分が経験した事を語る「語り部」という役割を持った方もいらっしゃるとの事で、患者さんが経験した事を

語る事も一つの活動になっているのではないかと考えています。 

これからは、自分の祖父にも戦時中の話題を振り、祖父に作業療法をしてみようかなと考えています。 

患者さんの作品紹介 
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事務局 財務                                  毛利陽介 

事務局財務では、皆様の会費の管理および、日本作業療法協会と協力して会員管理システムを昨年より導入

し、運営を開始しております。 

 会員管理システムでは、協会と各士会の情報を共有することで県外移動された場合に会員情報を移行し、ス

ムーズな手続きすることが可能となります。また、士会内での会員数や施設情報などを用いた統計なども可能

となります。しかし現状では士会員と協会員が一致していない(奈良県士会に入会されているが、日本作業療

法士協会には入会されていない、またその逆)こともあり情報の一本化は完全には出来ておりません。 

 入会当初より所属施設を移動された方や、ご結婚されお名前が変わられ協会へ変更届を提出されていない先

生方がおられましたら、変更をお願い致します。今後、適切な運営をすることでより皆様にとって有意義なシ

ステムとなると考えております。 

 次に会費未納者について、ブロック財務の先生方にご協力頂き、未納の方々へご連絡をさせて頂きました。 

ご連絡させて頂いた先生方は、至急入金をお願い致します。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      ００９３０－０－２３３８３９番 

 口座名称(加入者名)    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 

教育部                                         木納潤一 

 教育部の平成２６年度の事業として、現職者共通研修 10テーマ、現職者選択研修（身体障害領域）を実施

しております。現職者共通研修では、毎回 20名近くの参加があり、現職者選択研修では、40名を超える参加

がありました。県士会員の皆様の県士会活動・研修会に対する意識が高まってきている印象を受けております。 

 平成 27年 2月 10日（火）には、教育部主催の「事例検討会」を予定しております。こちらの研修会は、現

職者共通研修の「事例検討」「事例報告」に該当しますので、まだ事例報告を修了されていない会員の皆様に、

是非とも事例報告をして頂きたいと考えております。なお、すでに「事例検討」と「事例報告」を修了されて

いる方は、無料で参加することができます。 

 「事例検討会」が有意義なディスカッションの機会になるよう経験年数の長い先生方もご参加をよろしくお

願い致します。 詳細につきましては、ホームページをご覧下さい。 

学術部                       安井敦史 

現在、次年度の奈良県作業療法学会の準備が始まっています。学術部では引き続き、演題査読を実施してい

きます。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。 

 

各部局からのお知らせ 
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事業部                       大西和弘 

やっと過ごしやすい季節になってきましたが、そんなのんびりしたことを言っている場合ではなくなってき

ています。そう、皆様ご存じのように、12月には奈良県で全国研修会を開催するのです。昨年愛媛県で開催

された全国研修会の見学から始まり、西井先生を中心に会議を重ねて参りました。その節は、委員及び関係各

位の皆様に御礼を申し上げると共に、今後も最後までご協力を頂き、県士会員一致団結して成功に導いていき

たいものです。皆様も是非御参加ください。 

 全国研修会初日の県士会講座では、斎藤佑樹先生をお呼びし、「作業に焦点を当てた目標設定と実践」と題

して、作業に纏わる熱い講義をして頂く予定です。その前日、12月 5日には事業部ナイトセミナーでは、齋

藤先生の講演につながる「ケーシーを脱いで街に出よう！」と題した山口清明（さやか）先生の講演を予定し

ています。アクティブに病院及び地域へ飛び込む作業を基盤とした実践報告をして頂きますので、ホームペー

ジを御確認の上、是非御参加下さい。 

 また、今年度下半期の事業部スキルアップセミナーの内容もホームページにアップしていますので、御確

認の上、お申し込みください。 

ブロックだより 
 

北和ブロック 

中和ブロック 
北別府慎介 

深秋の候、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。今年も残すところ、僅かと

なっています。法人化以降、奈良県作業療法士会の活動もより一層活発になっていると感じています。今

年度からの取り組みでは、「生活行為向上マネジメントの推進」が挙げられます。12 月 23 日（火）に生活

行為向上マネジメントの研修会を予定しています。今回は、奈良県の会員に向けた研修会となっています。

座学とグループワークを組み合わせた内容を予定しています。今話題のツールを用いて、他施設の会員と

ディスカッションしませんか？ 

多くの会員の参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 土井一輝 

朝夕の寒気が身にしみる頃となりましたが、いかがお過ごしでしょうか？ 

 12 月の 6・7 日に奈良で全国研修会が開催されます。前日には事業部主催の研修会も開催されますので、

皆様ぜひご参加ください。 

ところで北和ブロックの皆様、メーリングリストのメールはご確認していただいていますでしょうか？

研修会情報などをメーリングリストでも送信していますので、１週間に１回程度は確認していただけます

ようにお願いします。1 月には施設見学を兼ねて北和ブロック会議の開催を予定しています。日程が決定

しましたらメールを送信しますのでご確認ください。 

南和ブロック 
金星 聡 

平素より県士会活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

さて、奈良県士会で初めて運営を担当させていただきます「第 55 回作業療法全国研修会」が、来たる

12 月 6 日（土）・7 日（日）に開催されます。南和ブロックから運営スタッフにご応募いただいた方々は、

主に受付業務・クローク業務を担当していただくことになりました。皆様と力を合わせて円滑な運営を行

い、全国研修会を盛り上げたいと思いますので、ご協力よろしくお願い致します。また、運営スタッフに

当たられていない方々には、参加者として実りの多い研修会をお過ごしいただきたいと思います。奮って

ご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。 
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  新人紹介 
 

プロフィール 

【名前】岡崎美紗希 

【勤務先】登美ヶ丘リハビリテーション病院 

【出身校】大阪医療福祉専門学校 

【趣味】映画鑑賞 

【休日の過ごし方】友人と買い物など 

①なぜ OTを目指したか 

作業療法士を目指したのは高校２年生の時でした。 

高校では介護福祉士の勉強をしていてそこで作業療法士の存

在を知りました。 

その人の生活に寄り添い最大限にその人らしさを引き出せる

仕事だと思い作業療法士を目指しました。 

②この職業について良かったと思うこと 

担当した患者さんの笑顔や「ありがとう。あなたのおかげ。」

と言われることでこの仕事にやりがいを感じられるこがとて

も嬉しいです。 

③働いている中で何か悩みはあるか 

 まだまだ勉強不足でわからないことだらけです。目の前のこ

とで精一杯なのでもっと余裕をもって患者さんのことを考え

ていきたいと思います。 

④今後の抱負 

今関わっている患者さんやこれから関わる患者さんに、笑顔

で退院してもらえるようにその人にあった作業療法を提供し

ていきたいと思います。 

プロフィール 

【名前】 藤田悠 

【勤務先】登美ヶ丘リハビリテーション病院 

【出身校】関西学研医療福祉学院 

【趣味】 工作、プラ板作り 

【休日の過ごし方】買い物、カフェ巡り 

①なぜ OTを目指したか 

 祖父がリハビリを受けているのを見て、生活に関する作

業療法に興味を持ちました。 

②この職業について良かったと思うこと 

患者さんが良くなっていって退院されるときは嬉しいと

思いました。 

③働いている中で何か悩みはあるか 

勉強不足を毎日感じます。 

④今後の抱負 

色んな患者さんと関わってたくさん引き出しのある OTに

なりたいです。 
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奈良県総合リハビリテーションセンター 

林 朋一 

 

今回は、脊髄損傷の方に対して当センターが作成している 

自助具について紹介します。その一つとして「自己導尿」時に 

使用する「自己導尿カテーテル」を紹介します。⇒ 

 

 

 

 

 

脊髄損傷の方が自然排尿が困難な場合、間歇導尿が必要になります。間歇導尿を行う際にベッド上にて尿器

を当てて行う方法もありますが、移乗せず車椅子に座りながら導尿を行うことができるようにするために、こ

の「自己導尿カテーテル」を使用するよう提供しています。 

 

①カテーテルのキャップに穴を開けます。     ②カテーテルに延長部分の管を繋げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③2 つの部分を繋げます。            ④完成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・延長したカテーテルを便器に入れることで、移乗せずに導尿を行うことができます。 

・使用する場合は、延長部分も含めて衛生管理を十分に行うことが必要になります。 

 

 

☆当センターでは脊髄損傷の方が多く来られるので、患者様の状態、またニードに合わせた自助具を作成しています。

福祉用具紹介 
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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。 

 

 

 

 

  

 

 【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】 

       

                                  

                                 

                                

                                

 

 

【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 

教育部 

秋津鴻池病院 

部長 木納 潤一 

TEL(0745)63-0601 

FAX(0745)62-1092 

事業部 

秋津鴻池病院 

部長 大西 和弘 

TEL(0745)63-0601 

FAX(0745)62-1092 

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 

梶本：産休に入ります。  

大峠: 皆既月食見ました。 

乾：食欲の秋です。 

姫野：甘いもの食べたいです。 

編編集集後後記記  



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   → 訪問活動エリア：生駒市・枚方市・交野市 

  大和郡山市在住 → 訪問活動エリア：大東市・東大阪市 

  五条市在住   → 訪問活動エリア：太子町・富田林市    など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 約５，２３０，０００円 

処遇   ：退職金制度あり 

 
★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 

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） 

 



 

 

 

 

 

  

当施設は入所定員 100 名、通所リハビリ定員 35 名の施設です。在宅復帰を目指して、短期集中リハビリや個

別リハビリに積極的に取り組んでいます。今回リハビリをさらに充実すべく、リハビリスタッフを募集します。

私たちと一緒に利用者の在宅復帰を目指してリハビリを盛り上げましょう！！ 

 

募集人員 1 名 

雇用形態 常勤 

業務内容 入所者及び通所リハビリテーション（デイケア）利用者のリハビリ 

勤務時間 8：30～17：15 

休  日 完全週休二日制（土・日・祝日休み、但し土曜日は月 1 回程度、祝日は 3 か月に 1 回程度の出勤

があります。） 

給  与 193,200 円～、経験により加算があります。賞与年 2 回、4.15 か月分（昨年度実績） 

待  遇 社会保険完備、職員互助会あり、院内託児所あり（1 回 2,000 円又は 1 か月 20,000 円）、退職金あ

り（勤続 3 年以降） 

応募方法 電話にて随時受け付けています。まずはお気軽にお電話ください。 

連絡先  ０７４４－４６－１３１１ 

     奈良県桜井市阿部 323 番地 

     介護老人保健施設シルバーケアまほろば 担当：田平 

北和ブロック 

東大寺福祉療育病院 

ブロック長 土井 一輝 

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 

介護老人保健施設シルバーケアまほろば 

リハビリスタッフ求人 


