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今回の

特集

奈良県障害者総合支援センター

● 開設30周年を迎えて
● 開設30周年記念事業開催のお知らせ
●『第3回福祉機器展 in 奈良2018』
を開催します
● 県営福祉パーク 講座のご案内

開設３０周年を迎えて

県営福祉パーク
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奈良県総合リハビリテーションセンター院長
奈良県障害者総合支援センター所長

宮内 義純

奈良県総合リハビリテ−ションセンタ−は、昭和63年6月に心身障害者の社
会的な自立を促進するため、障害の早期発見と治療、機能回復訓練としての
リハビリテ−ションを一貫して行う奈良県では初めての総合的施設−奈良県心身
障害者リハビリテ−ションセンタ−として開設され、今年が開設30年目の節目に当たります。
平成18年4月には障害者が地域で自立して暮らせる社会づくりを目指して、障害者自立支援法
が施行され、これと時を同じくして当センターに指定管理者制度が導入され、名称も奈良県総合
リハビリテ−ションセンタ−と改変され、経営基盤の改善とより一層のサ−ビスの向上が求められる
ようになりました。平成26年4月には、県立奈良病院、県立三室病院とともに病院部門が奈良県立
病院機構に組み入れられ独立行政法人となって現在に至っております。
病院部門では、内科、神経内科、小児科、整形外科、精神科、泌尿器科
（外来のみ）
、眼科
（外来の
み）
、耳鼻咽喉科
（外来のみ）
の8科の診療科が診療を行い、小児から高齢者の方の急性期から回復
期まで広い範囲にわたっての治療要望にお応えできるようにしております。リハビリ部門では、理学
療法士30名、作業療法士27名
（成人15名、小児12名）
、言語聴覚士10名と67名のスタッフを配置
し、良質なリハビリテ−ションの提供ができる体制を整えております。特に平成24年からは、回復期
病棟では365日、切れ目のないリハビリができるようにして充実した療養が可能になりました。
また、新しい試みとしてロボットス−ツ
「HAL」
を訓練に加えて質の高い治療を目指しております。
一方、福祉部門は、平成16年には重症心身障害児・者の通所施設を、平成20年には高次脳機能
障害支援センターを新たに開設し、平成24年には発達障害児の医学的療育支援を開始するなど
ニーズに応じたサービス提供に取り組んでまいりました。このように、開設以来病院部門と一体運
営されてきましたが、病院部門が独立行政法人化された平成26年4月から福祉部門は奈良県障害
者総合支援センターとして生まれ変わりました。
今後とも障害のある方々の支援を続けるために病院部門と福祉部門が手を携えてともに成長・
進化できるように努力する所存です。皆様方には、今までと変わらないご支援・ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げ、私のご挨拶とさせていただきます。
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開設30周年記念事業開催のお知らせ
■開催日時：平成30年9月29日
（土）11：00〜12：00 多目的ホール
記念事業では、パラリンピック元日本代表の根木慎志氏による記念講演「素敵に生きよう」
を開催
いたします。
当日、第3回福祉機器展と同日開催です。地域の皆様、関係機関の皆様、ぜひ御参加下さい。

根 木 氏 の ご 紹 介
■プロフィール
ねぎ

しんじ

根木 慎志
【経歴】
2000 シドニーパラリンピック車椅子バスケットボール日本代表
キャプテン 出場
【所属】
公益財団法人 日本パラリンピック委員会

運営委員

一般社団法人 アスリートネットワーク 副理事長
日本財団パラリンピックサポートセンター 推進戦略部
「あすチャレ！」
プロジェクト ディレクター

小・中・高校では柔道・水泳・サッカーとスポーツ少年
だったが高校三年生の時、突然の交通事故によって脊髄
を損傷。以後、車椅子生活となる。知人の紹介にて車椅子
バスケットボールと出会う。その後、持ち前の『ポジティブ
精神 』と『リーダーシップ 』で国内トップクラスの車椅子
バスケットボールプレーヤーに成長。
２０００年に開催され
たシドニーパラリンピックでは、男子車椅子バスケットボール日本代表チームのキャプテンを務める。
度重なる海外遠征の経験や諸外国の選手達との交流などを通じて海外と日本の障害者に対する関
わり方の大きな違いを感じる。そのころから今後日本の社会がどう変化すれば障害者が楽しく素敵に
暮らして行けるのかを考えはじめ、現在では、
「出会った人と友達になる」
という独自のライフテーマを
モットーに人と人との『つながりの環』
を通してすべての人たちが友達になり、元気で幸せに生活できる
まちづくりをめざす活動を行なっている。
2020東京オリンピック・パラリンピック招致委員会のアスリート委員として約2年間招致活動を行
なってきた。現在は、日本パラリンピック委員会の運営委員・日本財団パラリンピックサポートセンター
戦略推進部
「あすチャレ！」
プロジェクトディレクターをはじめ2020東京オリンピック・パラリンピックの
成功に向けて活動を行なっている。

研修会のお知らせ
高次脳機能障害とリハビリテーションをテーマに研修会を開催します。
（予定）
日時

平成30年12月1日
（土） 13：00〜16：30

場所

奈良県産業会館5階 大会議室（奈良県大和高田市幸町2番33号）

具体的な募集案内等が決定しましたら、奈良県障害者総合支援センターのホームページに掲載
いたしますのでご確認下さい。

ホームページアドレス

http://www.nara-sfj.or.jp/
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「第3回 福祉機器展」
を開催します。

県営福祉パークでは、来る平成30年9月29日に

▲

福祉機器展ではバザーを開催しますので、バザー用品をご提供下さい。
詳しくは、県営福祉パークにお問い合わせください。※連絡先は、最終面に記載しています。
チラシ及びポスターについては、県営福祉パーク及び奈良県障害者総合支援センター
のホームページからダウンロードができますのでご活用下さい。福祉機器展ポスターQRコード
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県 営 福 祉 パ ー ク
介護実習・普及センターでは、介護意識の啓発、介護知識・技術を学んでいただく講座を開いています。
具体的な介護方法等を学んでいただけます。
また、一人ひとりの生活に合わせた福祉用具・介護に関する相談にも応じています。
お気軽にご参加ください。
○介護体験見学講座
（要予約）

お 知 ら せ

福祉パーク概要説明、改善住宅見学、高齢者疑似体験、車いす体験、アイマスク体験、
福祉機器展示場案内、福祉機器体験

○介護講座
（要予約）

募集人数
内
容
開催日
時間
平成30年１０月 ２日
（火） 13：00〜16：00 30名 高齢期に起こりやすい事故と対応
（AED）
介護とレクリエーション
平成30年１０月２３日
（火） 13：00〜16：00 30名
コミュニケーションの上手なとり方
認知症の基礎知識
平成30年11月21日
（水） 13：00〜16：00 30名
認知症の人への接し方について
チームで支える看取り
平成３０年１２月１４日
（金） 13：00〜16：00 30名
〜住み慣れた自宅で最期までくらすために〜
平成3１年 １月２５日
（金） 13：00〜16：00 30名 知っておきたい薬の知識

○高齢者介護者向け介護講座
（要予約）

募集人数
内
容
開催日
時間
平成30年１１月 ７日
（水） 13：00〜16：00 30名 床ずれ発生のメカニズムと安楽な体位
平成30年１１月２９日
（木） 13：00〜16：00 30名 身体にやさしい介助方法
（ベッド・車いす編）
平成30年１２月 ５日
（水） 13：00〜16：00 30名 脳卒中患者の日常生活の支援について

○介護予防講座＜ストレッチコース＞
（要予約）

募集人数
内
容
開催日
時間
平成31年 2月 6日
（水） 13：00〜15：00 30名 ストレッチをしよう！〜股関節編〜

○第3回福祉機器展in奈良2018〜みんなで見て・触れて・試して・体験しましょう〜
開催日
時間
平成30年 9月29日
（土） 10：00〜15：00

内
容
①福祉機器展
（最新の福祉用具を一挙に展示）
②電動車いすサッカー
③介護食試食会
④介護予防体操
⑤YAMATO超人ナライガー
（奈良のご当地ヒーロー戦隊ショー）
⑥ふうせんアート
⑦大仏連
（阿波踊り）
⑧動物ふれあいコーナー
⑨バザー
⑩自助具製作体験
⑪障害者作品展
⑫模擬店
⑬団体見学
⑭その他 せんとくん、ももたんが出演します！
県営福祉パーク（TEL：0744‑32‑8848）

県営福祉パークでは、介護用品等の展示を行っています。
詳しくは県営福祉パークのホームページをご確認下さい。
ホームページ：http://www.kaigo.pref.nara.jp/
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多神社

奈良県障害者
総合支援センター

高等養護学校
奈良県心身障害者
福祉センター

奈良県総合リハビリテーションセンター

■近鉄笠縫駅…………1.3㎞
徒歩 約20分

至橿原

交 通 機 関

笠縫駅

寺戸 保津西
満田南

至奈良
郡山下ツ道JCT

寺川

飛鳥川

教育研究所

三宅

国道 号バイパス

I.C

︵京奈和自動車道︶

24

西名阪自動車道

至天理

至大阪

交 通 の ご 案 内

N

至西大寺

法隆寺I.C

■近鉄田原本駅………タクシー
約10分
■近鉄八木駅…………タクシー
約10分
リハビリセンター行バス
（無料送迎バス）約15分
（土日祝及び12/29〜1/3は、運休）

■西名阪郡山下ツ道JCTより京奈和自
動車道橿原方面へ入り、三宅I.C出口
から、
約10分
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きらりのバックナンバーは
こちらのQRコードから
閲覧できます。

奈良県障害者総合支援センター
県営福祉パーク

〒636‐0393 奈良県磯城郡田原本町大字多722番地
電話 0744
（32）
0200
（代） FAX 0744
（32）
0208
（奈良県障害者総合支援センター）http://www.nara-sfj.or.jp/
（県営福祉パーク）http://www.kaigo.pref.nara.jp/

■ 基 本 理 念 ■

私たちは障害のある方々の自立と社会参加に向け､総合
的なリハビリテーションサービスを通して､相互に人格と個性
を尊重し支え合う｢ともに生きる｣社会の実現に貢献します。

■ 基 本 方 針 ■

私たちは､基本理念を踏まえ､｢利用者よし｣｢事業団よし｣
｢地域よし｣の｢三方よし｣の考え方を基本方針とし､職員一人
ひとりか真心をもって､最適な医療･福祉サービスを提供します。

