2020 年 2 月吉日

2020 年度「第１回

厚生労働省指定

臨床実習指導者講習会 in 新潟」のご案内

時下、皆様方におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、この度「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」の改正に伴い、臨床実習指導にあたり臨床実
習指導者講習会の受講が義務付けられました。
つきましては、以下の通り、臨床実習指導者講習会を開催いたします。
未来の作業療法士育成のため、多くの方々にお申込みくださいますよう、お願い申し上げます。
●日

時：2020 年 6 月 27 日（土）9：20～19：30（受付 8：50～）
28 日（日）9：00～16：30

●会

場：新潟医療福祉大学 Q 棟 203 教室

p.4「会場案内」参照

●対 象 者：実務経験 4 年（5 年目）以上の作業療法士、理学療法士
●定

員：100 名 ※先着順ではございません。定員を超えた場合は、応募状況からお断りする場合もあ
ります。予めご了承願います。

●受 講 料：OT 会員および PT 会員

2,000 円（資料代含む）

OT 非会員および PT 非会員 11,000 円（資料代含む）
※OT 会員（PT 会員）とは・・・日本 OT 協会（日本 PT 協会）かつ各都道府県 OT 士会（各都道府県 PT
士会）に入会している者
●講師・ファシリテーター（五十音順）
：
阿部雄太（下越病院）
上杉文都（晴陵リハビリテーション学院）
北上守俊（新潟医療福祉大学）
関 悟 （魚沼基幹病院）
能村友紀（新潟医療福祉大学）
平澤利博（柏崎総合医療センター）

石井 登（新潟西蒲メディカルセンター病院）
門脇 高（黒川病院）
小山智彦（介護老人保健施設 サンクス米山）
竹田 恵（上越地域医療センター病院）
長谷川裕（新潟リハビリテーション大学）

●申込締切：2020 年４月２４日（金）
●申込方法：Web（Google フォーム）で受付
右記 QR コードあるいは下記 URL から申し込みください。
URL：https://forms.gle/CepzU8aS3STYo5Ja7
受付完了後に自動返信メールが届きます。また、本講習会の受講の可否に関しては、後日メー
ル で ご 連 絡 い た し ま す 。 そ の た め 、「 … @docomo.ne.jp 」「 … @softbank.ne.jp 」「 …
@ezweb.ne.jp」などのキャリアメールは、送受信できない可能性が高いため、使用はお控えく
ださい。
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●お願い事項（下記の点をご理解の上、お申込みください）：
本講習会における作業療法士の修了者は、後輩育成に力を注いでおられる病院・施設および作業療法士とし
て、日本作業療法士協会と同様に、新潟県作業療法士会ホームページに「所属」と「氏名」について、リスト
化したデータを掲載させていただきます。何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
●講習会のプログラム：p.3「臨床実習指導者講習会プログラム」参照
●ご連絡事項：・可能な限りノートパソコンをご持参ください（演習で使用のため）。
・会費を納めていない方は、必ず研修前に納めて下さいますようお願い致します。事前に確認
が取れない方に関しては、当日受付にて会員であることが証明できるものをご提示できるよう
準備をお願い致します。当日証明できるものをご提示頂けない場合は、受講できない可能性が
あります。
・日本作業療法士協会員は、協会の生涯教育基礎ポイント（4pt）付与対象となります。
当日受付で、原則、日本作業療法士協会の研修受講カードのご提示をお願いします。カード
の紛失などでご提示できない場合は、日本作業療法士協会のポータルサイト上にて、会員証
をご提示できるようにご準備をお願い致します。

研修受講カード

・本講習会は、16 時間のプログラム全ての履修が義務付けられています。
・遅刻、早退や他の回との分割受講は認められませんので十分にご注意ください。
・昼食は、各自ご用意をお願いします
●個人情報保護：
参加申し込みの際にご登録いただきました個人情報は、臨床実習指導者講習会に関する運用以外に使用いた
しません。
●主催者等：
[主催]（一社）全国リハビリテーション学校協会・
（一社）日本作業療法士協会・
（公社）日本理学療法士協会
[運営]（公社）新潟県作業療法士会
●問合せ先：公益社団法人 新潟県作業療法士会 臨床実習推進委員会
E-mail：niigata.clinical.training@gmail.com
第 2 回 臨床実習指導者講習会は、2020 年 10 月頃（中越エリア）開催を予定しています。
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2020 年度

第1回

厚生労働省指定

１日目（６月 27 日（土））

臨床実習指導者講習会 in 新潟

プログラム

講義・演習概要

08：50～09：20（30 分） 受付
09：20～09：30（10 分） 開会 オリエンテーション（講習会の進め方）
09：30～10：00（30 分） 講義１）理学療法士・作業療法士養成施設における臨床実習制度論
意義・目的・内容・仕組み
10：00～11：00（60 分） 演習１）一般目標と行動目標
11：00～11：05（0５分） 休憩
11：05～12：05（60 分） 講義２-1）臨床実習指導方法論①
学生の特徴と対応、対象者の捉え方、臨床実習指導のあり方
12：05～13：05（60 分） 講義 2-2）臨床実習指導方法論②
見学・模倣・実施プロセスと指導ポイント
コーチング・ティーチング
13：05～13：50（45 分） 昼食・休憩
13：50～15：20（90 分） 演習２）基本的態度・臨床技能・臨床思考過程の見学・模倣・実技の実践
15：20～15：50（30 分） 講義３）臨床実習における管理・運営
15：50～16：50（60 分） 演習３）ハラスメント防止
16：50～17：00（10 分） 休憩
17：00～18：00（60 分） 講義４）臨床実習における学生評価
教育評価の意義、学生評価とは、評価の側面と役割（OSCE の活用）
18：00～19：30（90 分） 演習４）臨床実習における学生評価
重点ポイントの整理、実習遂行が困難な学生への対処法

２日目（６月 28 日（日））

講義・演習概要

09：00～09：30（30 分） 講義 5）職業倫理および連携論
多職種連携・チームワーク論・卒後教育との関連
09：30～10：30（60 分） 演習５）多職種連携
10：30～11：30（60 分） 講義６）臨床実習指導方法論③
11：30～11：35（05 分） 休憩
11：35～13：05（90 分） 演習 6-1）MTDLP によるマネジメント過程の実践（ランチョン形式）
13：05～14：35（90 分） 演習 6-2）事例報告書の作成
事例報告書の作成指導・報告の仕方、臨床思考過程の理解と指導
14：35～14：45（10 分） 休憩
14：45～16：15（90 分） 演習７）作業療法参加型臨床実習の理解
作業療法参加型実習のあり方
16：15～16：30

閉会 終了証発行・事務連絡等
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会場案内
[会場場所]
学校法人 新潟総合学園 新潟医療福祉大学
住所：〒950-3198 新潟市北区島見町 1398 電話番号：025-257-4455(代)
[交通アクセス]
《お車をご利用の場合》
新新バイパス「競馬場 IC」を降りて新潟競馬場方面へ進み、県道 398 号線との交差点を右折、約 1.5 キロ
進行方向右手。

駐車場～会場：
•

第 10 駐車場よりキャンパス方向へお進みください．
※第 10 駐車場が満車の状況でしたら他の駐車場にご駐車ください。
●講習会会場
Q 棟（第 2 講義棟）2 階
203 教室

第 10
駐車場

キャンパスマップ
《路線バスをご利用の場合》
新潟駅万代口バスターミナルから、９番のりば空港・松浜線『新潟医療福祉大学行き』乗車、「新潟医療福
祉大学」下車、または『太郎代浜行き』乗車、「新潟医療福祉大学入口」下車すぐ。
時刻表・料金については、以下の新潟交通サイト内「時刻・運賃検索」にてご確認ください。
新潟交通＠WEB 内「時刻・運賃検索ページ」
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