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ALS 患者の「生きる」に思う
独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院
作業療法士

渋

谷

亮

仁

京都で起こったALS患者の嘱託殺人事件が世間を騒がせたことは記憶に新しい。しかし、最近では
ニュースで取り沙汰されることも無くなり、筆者の中でも当時の衝撃が薄れつつある。まだ回顧できる
うちに、その時に感じたこと、考えたことを備忘録として書き残しておこうと思う。
筆者は神経難病患者を診療している病院に勤務するOTだ。ALS患者を担当する機会は多い。ALSは
罹患すると、人工呼吸器の装着で延命するか否かの選択を迫られる場面が遠からず訪れることになる。
どちらを選ぶかは患者自身の意思決定によるところであるが、いずれにおいてもOTとしてできる支援
は多岐にわたると考えている。
例えば、ICTを含む支援技術の活用が有用となる場合がある。患者の残存機能を基にした活動の再獲
得から三人称世界への接続を目指す。病床にあってもLINEで家族と会話する人、Amazonでプレゼン
トを送る人、株式に参加する人、自伝を書き綴って出版を目指す人など、介入を繰り返す中で様々な患
者を見てきた。中でも娘の挙式に分身ロボットで参列した患者が印象的であった。式場はハワイだ。
迎えた当日、操作端末に届いた現地の様子を目の当たりにした患者は、まるでそこにいるかのように
錯覚し、強烈な感動を抱いたとの感想を聞かせてくれた。分身ロボットの手は、ヴァージンロードを歩
く娘の手に握られていたのである。そんな患者にも奈落の時代があった。生きる気力を失いながらも周
囲の支えで立ち直り、人工呼吸器を着けて生きる道を選んだ。今では患者団体の役職に就くほど活発に
仕事をこなしている。挙式参列は、苦難を乗り越えた先で叶えた父親の夢であった。
延命を望むかどうかは患者自身の意思決定による。どちらを選択したとしても、それは尊重されるべ
き人生譚である。京都の事件を経験則から振り返ると、例えば家族や友人と繋がりを持てていたらどう
だっただろう、と考える。もしかしたら、見える世界は違っていたかもしれないし、そこから拡がる世
界もあったかもしれない。少なくとも、幕引きを依頼するような展開にはならなかったのではないだろ
うか。想像は尽きないが、OTならALS患者は元より、常に対象となる人々の本質に寄り添って支援で
きる存在でありたいものである。
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「47都道府県士会会議からのトピックス」

〜令和2年度第2回47都道府県委員会より〜
新潟県作業療法士会副会長 菊

入

恵

一

協会理事と全国の士会長が協業し行う会議、47都道府県委員会が9月12日、オンラインにて実施され
ました。協会からの情報提供から各士会のコロナ禍での近況、活動報告などが中心に行われました。
その中でも会員にとって必要と思われる情報を抜粋しお伝えしたいと思います。該当されることや興
味のある部分は協会ホームページより詳しくご確認ください。
①

日本作業療法士協会方針

中村協会長挨拶より抜粋

◦協会では、豪雨災害によって被災された会員・COVID-19を理由に解雇された会員の会費免除を実施
している。
◦来年度以降の事業計画の柱に「人材育成」がある。協会と士会共に国民に届く「臨床力」を持った作
業療法士育成を行っていきたい。
②

日本作業療法士協会の新システム（生涯教育手帳の移行）について

◦協会員ポータルサイトへログインして頂き個人メールアドレスの登録をお願いします。
◦協会員が所属する施設の情報は誰でも閲覧できるようになったので未登録の場合は入力をお願いしま
す。
◦現行の「手帳」からWeb上の「手帳システム」へ移行する。
2021年3月までに移行手続きを実施して頂きたい。移行手続きの詳細なやり方については2020年3
月・7月機関誌をご覧ください。
（OT協会HP→刊行物から機関誌を閲覧することができます。）
③

臨床実習指導者講習会について

◦臨床実習指導者講習会修了者目標を15000名とし、8000名が養成完了（8月末）している。今年度4000
名修了する予定。
◦臨床実習指導者実践研修会（臨床実習指導者講習のアドバンスコースとしての位置づけ）を開催。
臨床実習指導者講習会修了者、中・上級認定者を対象としており、1月と2月にWebにて開催予定。
◦臨床実習施設認定制度については継続。
◦新潟県士会では臨床実習指導者講習会を2020年度に3回実施予定です。是非ご参加をお願い致します。
④

他士会との情報共有

◦COVID-19の対応について新潟県士会の報告を致しました。Web（Zoom）研修会を行ううえでのマ
ニュアル作成や委員会体制など他士会が参考にしたいと多くの賛同を頂きました。
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今と未来の人材育成のあり方を再考する
臨床実習推進委員会

担当理事

北

上

守

俊

1．効果的な教育のあり方とは？
作業療法士の人材育成のあり方を再考していく上で、各人が効果的な教育について理解を深める必要
があると考える。教育者の指導方法や教育者の姿勢・態度は、教育の効果を左右する一因であること
が、これまでの多くの研究から明らかにされている。教育者は、学習者に対する説明の分かりやすさは
さることながら、学習者に期待し、温和で、思いやりを持ち、学習者が安心感をもった中でフィード
バックを行い、他者を尊重する教育者の姿勢・態度などが学習者に望ましい教育の効果をもたらすこと
が報告されている1）。
現在、全国で開催されている厚生労働省指定 臨床実習指導者講習会は、作業療法士の臨床実習のあ
り方を学ぶだけの講習会ではなく、作業療法士の人材育成を再考する講習会でもある。従って、臨床実
習指導者講習会は、作業療法士を目指す学生に対する効果的な教育のあり方を学ぶだけではなく、今の
作業療法士が抱える教育面の課題とどう向き合い、そして我々はどのような作業療法士を未来に残して
いく必要があるのかを熟考する良い機会であると考える。
2．臨床実習指導者の要件とその要件が厳しくなった背景とは？
2020年4月の入学生から新しい理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の適用がスタートしてい
る。新しい指定規則に伴い、臨床実習指導者の要件が厳しくなった。その背景には、人の命に関わる議
論がなされている。今一度そのことを考えながら、今と未来の作業療法士の人材育成のあり方を議論し
ていく必要がある。
また、現在、県士会員からの問い合わせが多い、臨床実習指導者の要件について改めて情報提供した
い。
新しい指定規則の臨床実習指導者の要件は、下記①と②の両者を満たす者である。この要件が適
用される実習は、評価実習、総合臨床実習である。見学実習は「実務年数5年以上」と実務年数の
みが要件となる。
① 作業療法士の免許取得後5年以上作業療法業務に従事した者
② 下記a)～c）のいずれかの講習会を修了した者
a) 厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会
b) 厚生労働省及び公益財団法人医療研修推進財団が実施する理学療法士・作業療法士・言
語聴覚士養成施設教員等講習会
c) 日本作業療法士協会主催の臨床実習指導者中級・上級研修
臨床実習指導者数の現状は、新潟県内の養成校の学生数と現時点での臨床実習指導認定者数を比較す
ると、臨床実習指導者不足になる可能性が懸念される。「2020年度 第2・3回厚生労働省指定 臨床実習
指導者講習会（Web研修会） in 新潟」のエントリーが開始されている。ぜひ多くの方にエントリーし
ていただきたい。
3．臨床実習に関する新たな研修制度がスタート
日本作業療法士協会は「臨床実習指導者実践研修制度」をスタートさせている。なお、現在、全国
で開催されている厚生労働省指定 臨床実習指導者講習会とは異なるため、その点はご注意いただきた
い。臨床実習指導者実践研修会の参加対象者は、厚生労働省指定 臨床実習指導者講習会修了者であ
る。より実践的で効果的な臨床教育のあり方を学ぶ機会として日本作業療法士協会が企画整備した。臨
床実習指導者実践研修会の修了者は、氏名や所属施設名等が日本作業療法士協会のホームページに公開
される予定であるため、研修会参加は各人のブラッシュアップだけではなく、所属施設にとっても対外
的にアピールとなる。開催情報に関しては、日本作業療法士協会のホームページからご確認いただきた
い。
文献
1）ジョン・ハッティ（監訳：山森光陽），教育の効果-メタ分析による学習に影響を与える要因の効果の可視化-，初版，
東京，株式会社 図書文化社，2018，p.137-204
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レッツリモコン（テレビ用リモコン）について
悠遊健康村病院

作業療法士

榎

本

康

佑

今回は、レッツリモコン（テレビ用リモコン）を紹介します。レッツリモコンとは、「テレビが見た
い」という高齢者や身体障害者の方のために作られたテレビ用のリモコンのことです。
レッツリモコンにはSTとADがあり利用者の状況に合わせた2種類があります。レッツリモコンSTは、
一般高齢者、要介護度の軽い高齢者、軽度の身体障害者、視覚障害者、聴覚障害者、認知機能が低下し
た高齢者等を対象としています。テレビ付属のリモコンではボタンが小さくてわからない、リモコンを
テレビに向けることが大変という方へオススメです。ボタンが大きくなっており、ボタンも少ないため
操作がしやすいです。また、ボタンを押したことを音や光で知らせてくれることも可能です。
次にレッツリモコンADは、重度の身体障害者等、手が不自由でリモコンのボタンを直接指で押すこ
とが困難な方を対象としています。使用方法としては、レッツリモコンSTのようにそのままでも使用
できます。加えて、入力スイッチを接続することで様々な使用ができるようになることがADの特徴で
す。手押し式や足踏み式、ポッペタッチスイッチ等の入力スイッチをレッツリモコンADに接続するこ
とで身体の動く部位での使用が可能です。
＜レッツリモコンST＞

＜レッツリモコンAD＞

レッツリモコンについては新潟県作業療法士協会福祉用具対策委員会にてレンタルを実施しています。
レッツリモコンについて詳しく知りたい方やレンタル希望のある方はご連絡いただければと思います。
（担当榎本連絡先：o9o43857554@gmail.com）

また、その他の福祉用具を紹介している会員向けのWebシステムで「福祉用具相談支援システム」
があります。日本作業療法士協会所属の方であればどなたでもご利用でき、県内で登録された１１９事
例を閲覧したり福祉用具について相談したりすることもできます。もちろん、自分で工夫した事例も登
録できます。システムの登録方法については、以下の通りです。ぜひご活用ください。
①ネットで検索「福祉用具相談支援システム」
②共通のログインIDとパスワードを入力して、ログイン（利用規約画面に移る）

ログインID：yokaotパスワード：otot
③利用規約に同意して申請をクリック（利用者登録画面に移る）
④利用者情報を入力、確認画面で確認して、利用者登録完了！

2020年10月31日
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施設紹介のページ
医療法人愛広会

新発田リハビリテーション病院
佐久間



葵

/

増子

奈南

当施設は、平成17年に慢性期医療を担う病院として誕生しました。令和2年6月より豊浦病院から新発
田リハビリテーション病院へ名称を変更し、新たなステージへのチャレンジを開始しました。一般病床、
医療療養病床を増床、介護医療院を新規開設し、将来的には医療療養病床を地域包括ケア病床と回復期
リハビリテーション病床に機能転換していく予定です。また、介護老人保健施設、通所リハビリテー
ション、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所を併設した、切れ目のないサービスが提供できる
地域に密着した病院です。
現在、リハビリテーション科はPT29名OT16名ST17名のスタッフで、亜急性期から回復期、そして
生活期に至るまで対象者の方のニーズに合わせたリ
ハビリを行っています。作業療法では、対象者の方
の今までの生活や価値観を考慮したうえで、「その
人らしい」生活の再獲得を目標に日々取り組んでお
ります。
新病院となり、回復期を中心に、亜急性期から在
宅までのサービスをワンストップで提供する地域多
機能型の病院として生まれ変わります。他職種と連
携を図りながら、地域包括ケアシステムの一翼を担
う拠点となるよう目指してまいります。

医療法人水明会

佐潟公園病院
竹



田

裕

子

昭和40年、佐潟湖畔という自然豊かな場所で佐潟荘としてスタートした当院は、令和2年4月に佐潟公
園病院へと名称が変わりました。精神療養病棟、認知症病棟、精神一般病棟、精神科急性期治療病棟の
合計240床の病床数を持ち、作業療法士1２名、助手2名が入院・外来の精神科作業療法を中心に関連施
設のデイケア、最近では訪問看護にも活動の場を広げ、賑やかに活動しています。入院患者の高齢化が
進む中、若い患者さん、慢性期の患者さん、身体管理が必要な患者さんなど対象も多岐に亘るため様々
な活動展開が必要とされ、スタッフ同士ちょっとしたことでも相談、情報共有を心がけて、良い治療を
提供していけるよう日々奮闘しています。
そんな環境もあってかスタッフが朗らかに仕事をしている
ので（厳しい職人の顔もだしますよ）患者さんにとっては治
療生活のちょっとしたオアシス的なOTさんとして存在でき
ていると感じます。私たち作業療法士の制服はピンクのポロ
シャツです。男性も女性も若い人も少し年増した人も。優し
い雰囲気を醸し出していてこの病院のＯＴさんにはピッタリ
だと思います。
高齢化やコロナ禍という時代の流れについていかなければ
ならず生活者みんなが戸惑うこともありますが、その人らし
い生活を送れるようオアシス精神とチームワークの良さで楽
しくも質の高い治療を目指していきたいと思います。
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Web研修会・Web会議の活用に向けての取り組みについて

〜withコロナ時代の「人との繋がりかた」「学びかた」についての模索〜
Web研修推進ワーキンググループ

門

脇

高

1．新型コロナウィルスが与えた人への影響
新型コロナウィルスが全世界に感染拡大の一途を辿り、私達ひとりひとりの生活も短期間に一変いた
しました。会員の皆さまも多く変化を強いられ、それぞれが「ひとと繋がる機会の喪失」に辛い思いを
されていることでしょう。取らざるを得ない「ひと」との距離や着用したマスクは、我々から「ひと」
と繋がることで得られる温もりや、「表情」というノンバーバルなコミュニケーションを奪いました。
私自身、以前は身体的な圧迫感や表情というコミュニケーションの重要性から着用に抵抗のあったマス
クも、自宅以外でのマスク着用や他者と距離を取るソーシャルディスタンスに「習慣」としては僅かば
かり慣れてきたように感じる一方、以前のような生活が送れない日々の不全感が心の底に澱のように溜
まっていることを実感していることも事実です。
2．県士会におけるオンラインの積極的な活用に向けて
当士会でも新型コロナウィルスの感染拡大を懸念し、今年度の上半期は対面という形式の会議も研修
も一切行わないという苦渋の決断をせざるを得ない状況下で一歩を踏み出すべく、Web研修推進ワー
キンググループ（以下、WG）が下記5名をメンバーとして立ち上がりました。
そしてWGは「県士会のそれぞれの委員会がWeb会議・研修を企画運営し、会員が参加しやすい道
標」として、参加者向けの『Zoomを活用したWeb会議「参加」マニュアル* 』および企画・運営する
委員会向けの『Zoomを活用したWeb会議「運営」マニュアル* 』（以下、マニュアル）の作成に着手
し、本年8月に完成に至りました。プラットフォームはビデオ・Web会議アプリケーションの最大手で
あるZoomを活用し、パーソナルコンピューター・タブレット・スマートフォンなど一般的な端末から
であれば会議・研修会へ参加が可能となる仕組みが整いました。Web会議・研修会への参加について
は少々ハードルが高いと感じる方もいらっしゃると思いますが参加に伴う心のハードルを少しでも下げ
られるマニュアルになっていると感じております。
3．オンラインの研修会・会議の可能性
現在、士会の会議のほとんどはこの道標であるマニュアルをもとにWeb会議にて行われておりま
す。当初は従来形の会議からの変更に多くの戸惑いがあったと思いますが、現在では移動に伴う時間や
経費の節約など、Web会議から得られるメリットを感じている委員も少なくないでしょう。そしてこ
れから多くの会議・研修もWebを通じて行われていきます。また、新潟県は広大な面積を持つ県でも
ありますので、今後、新型コロナウィルスの感染拡大が鎮静化の方向に向かったとしても、遠隔地に住
むことで研修会の参加が困難だった会員の皆さまに対しても新しい学びの場として寄与できる可能性を
秘めるツールであると確信しております。
皆さまも是非、マニュアルを携え新たな取り組みを積極的にご活用していただくとともに、このwith
コロナという濁流の中から一歩を踏み出し、「ひととの繋がり方」や「学び方」について新たな取り組
みから得られるメリットを共に実感していただければ幸いです。

2020年10月31日

（公社）新潟県作業療法士会ニュース

№ 14（７）

【Web研修推進ワーキンググループメンバー（五十音順）
】
門脇
渋谷
橋爪

高（黒川病院）
亮仁（西新潟中央病院）

北上

守俊（新潟医療福祉大学）

能村

友紀（新潟医療福祉大学）

卓（田宮病院）

* Zoomを活用したWeb会議「参加」および「運営」マニュアルは、新潟県作業療法士会のホームページから閲覧・ダウ
ンロード可能です。掲載箇所は、下記の通りです。
『新潟県作業療法士会ホームページ』⇒『刊行物』⇒『Zoomを活用したWeb会議開催マニュアル』

各種車椅子・座位保持装置・ベッ
ド
・コミュニケーションエイド・福祉機器
・介護用品・介護保険レンタル・住宅改修

ᲢǪȸǨȃǯǹૼឭᲣ
ࠛ
᪂₲┴᪂₲ᕷ⛅ⴥ༊࠶࠾ࡤ㏻┠
7(/  )$; 
http://www.gtb-niigata.jp/
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員もおり、今年度だけ補助というのはどうか

令和2年度
第3回理事会議事録（臨時）
日

時：令和2年6月4日（木）20：00～22：10

会

場：Web開催

⑶

臨床実習推進委員会
の発表をみて再度検討

⑷

公開講座実行委員会

➡非開催

◦来年度に2回開催するということでよいのではな

尾崎、門脇、北上、小山、佐藤、能村、松岡、

いか。パンフレットが公開講座の代替えとして認

村山、吉井（以上理事15名）、水越、横田

められるか。広報と公開講座は違うのではないか
◦広報というより、県民への学び、気づき、知見を

（以上監事2名）

得ることに寄与するものと考えている

欠席者：貝淵、高頭、松本（以上理事3名）
【報告事項】

⑸

特別支援教育委員会

⑹

障害福祉対策委員会

➡9月までは派遣中止

➡県外の講師を予定していたため非開催。施設見

１．会長報告

学も困難なため代替でアンケート実施へ。

総会予行の報告
5月31日（日）に実施。承認も円滑に行えた。

⑵

➡協議保留

⑵同様に6月8日Web研修に関する協会の方針

出席者：四方、菊入、児玉、石井、一ノ本、伊東、

⑴

2020年10月31日
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⑺

移動支援対策委員会
➡県外の講師であり、対面研修は困難。症例検討

リハビリテーション専門職協議会

も症例使うことにルールがないため、研修非開催。

前回理事会で研修会の参加費は無料というこ
とになり、臨床実習指導者講習会について理学
療法士会佐藤会長とも相談。参加費・資料代を

⑴

無料とする場合の理解、了承を得た。
⑶

３．令和2年度補正予算
収入の部
事務局

介護ロボットニーズ・シーズ連携協調協議会報
⑵

告

正会員数人数修正

➡承認

支出の部
企画戦略

昨年度末で終了した。50協議会の冊子ができ
⑷

金額のみ修正

部局長委員長合同会議中止、他会議等

あがった。

予定もないため交通費減額。茶の間は4～9月まで

第54回日本作業療法学会

派遣中止の為、諸謝金減額

➡承認

第54回日本作業療法学会がWeb開催となる。
新潟市茶の間の報告が採択され、笹川委員長が

４．その他
⑴

参加。

参加費について協議、承認が必要

◦県士会の事業としてのWeb研修について、今後
研修事業として通常に行っていくことをどのよう

【協議事項】
１．令和2年度補正予算
⑴

に考えるか、災害時（今年度）としてどのように

収入の部

考えるか。

移動支援対策委員会、障害福祉対策委員会、総

まず、災害時（今年度）としてどのように考え

会議事運営委員会が予定の研修会を行わないこと

るかを協議するべき

を決議したため、補正後の研修会事業収益は0円
で修正。

➡承認

◦参加費については、災害時（今年度）に限ったこ

茶の間は、各モデルハウスの事情に応じ7月

とか、今後も同じようするのか考える必要がある

より再開の検討が始まっているが9月まで派遣

◦Web研修について、試行が必要であり、試行の

⑵

年として無料にしてはどうか

は中止の為、受託事業収益は、1,296,000円から
648,000円へ修正。

  ➡承認

◦試行だから無料ということではなく、ポイントが
付くかどうかで無料とするか判断

上記以外の研修会参加費は再度検討することと

◦参加費については、会費と同様に事前納入、事務

なった。

局で確認することで可能
２．令和2年度補正予算

◦ポイントが付かないということで、無料とするか

支出の部

⑴

現職者共通研修委員会

⑵

現職者選択研修委員会

どうかについて判断する。協会の指針の発表を待
ち、決定していく

➡協議保留

（6月8日Web研修に関する協会の指針の発表を

⑵

みて再度検討）

◦参加費有料･無料で予算作成が大きく変動するた

◦1～8まではe-ラーニングでの受講は可能、Web研
修については受講扱いとなるかは未定
◦e-ラーニングは、これまで自費で受講している会

予算について協議、承認が必要
め、是非を決定後、補正予算作成を行う。
以上

2020年10月31日
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全員分を県士会より補助（負担）する。

令和2年度
第4回理事会議事録（臨時）

➡承認
◆補足事項

日

時：令和2年6月11日（木）20：00～22：10

会

場：Web開催

◦公益社団法人として参加費無料として扱うことに
ついて、明確な理由と理事会承認で可能である旨

出席者：四方、菊入、児玉、石井、一ノ本、伊東、
尾崎、門脇、北上、小山、佐藤、能村、松岡、

をさくら会計に確認済みである。
◦今年度は災害（新型コロナウィルス）時、非常事

村山、吉井（以上理事15名）、水越、横田

態として捉え、事業形態を考える。下半期で事業

（以上監事2名）

展開する上で会員に期間・金銭的負担を強いるこ
とや、Web開催が中心となるため会員、運営側

欠席者：貝淵、高頭、松本（以上理事3名）

共に不慣れで内容的に例年通りの質を担保し難い、
また、会員のインターネット等の金銭的な負担を

【報告事項】

強いることが大きな理由となる。

なし

（基本的に研修は有料と考えるが今年度に限る方
針として事業展開する。）

【協議事項】
１．令和2年度事業について（参加費、Web研修につ

◦臨床実習指導者講習会の資料代については別とし
て考える。

いて）
令和2年度「参加費徴収につい

◦現職者共通研修の開催はe-ラーニングかWeb開催

て」無料の場合・有料の場合について資料を用い

かは検討中。（7月中に決定する。テーマ9、10は

説明。

開催で決定している。）

⑴

四方会長より

日本作業療法士協会発出の「生涯教育制度 現

◦県士会員の平等な教育機会の整備を考慮し、

職者共通研修・現職者選択研修等の遠隔会議シス

Web研修の環境（備品・方法など）を整え、来

テムを利用した開催について」の内容について確

年度以降も継続して遠隔地（サテライト型研修）

認。

や、子育て世代への研修会提供のステップとした

⑵

⑶

い。

参加理事の意見、今後の方針を共有。

◦Web研修の開催については、Web研修ワーキン

協議の結果
参加費について（令和2年度開催の事業）

ググループで一定の基準としてガイドラインを作

◦新潟県作業療法士会主催の基礎ポイント対象研修

成し、協会が指針とする水準を担保するよう務め

①

る。

について参加費を無料とする。
◦現職者選択研修は協会の方針の通り、4000円とす

◦現職者共通委員会、選択研修委員会、臨床実習推
進委員会、MTDLP推進委員会の教育の4委員会

る。
◦現職者共通研修会はテーマ1～8までは、士会開催

について今後、補正予算の提出の予定。

を行わず、e-ラーニングを推奨する。
➡承認
②

e-ラーニング管理料の補助について

２．その他
なし
以上

◦現職者共通研修e-ラーニング管理料（医療福祉
チャンネル登録）1650円について、受講する会員

広報委員会ではこちらに掲載する皆様の作業療法の成果を募集しています！Activityによる作品や利用者様との思い
出の写真等なんでもOKです！少しでも興味のある方は下記の連絡先まで！！

新潟県作業療法士会事務局
〒950-0872
新潟市東区牡丹山３丁目１番11号 三森ビル301号
<TEL> 025-279-2083
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行：公益社団法人 新潟県作業療法士会広報部
〒950-0983 新潟市中央区神道寺2-5-1

<FAX> 025-384-0018

<E-mail> ot-niigata.toki4721@helen.ocn.ne.jp

（次回発行は２月頃を予定しています）
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PT・OT・STのための総合オンラインセミナー

どこでも視聴できる

豪華講師陣

オンデマンドでいつでもどこでも視聴可能！ 各分野のスペシャリストが分かりやすく解説！

充実のコンテンツ
毎月新規動画を配信予定！

臨床・研修・マネジメント

全てのヒントがここにある

毎月ＯＴ向け動画を4本以上配信！

終末期を迎えた対象者に対するリハビリテーション

認知症発症後の生活を支えるリハビリテーション ＜全3回＞

【第1回】これだけは知っておきたい認知症のキホン～最新知識に今すぐアップデート！～（仮）
【第2回】新たな認知症のリハビリテーション・ケア～セラピストとしてのアセスメント・支援の考え方～（仮）
【第3回】認知症の人の生活を支えるリハビリテーション(実践編)～地域でhappyに暮らすために～（仮）

【第1回】11月28日（土）【第2回】12月26日（土）【第3回】1月2日（土）
山口 智晴

OT

明日からの臨床に活かす！ 高次脳機能障害のある方の
ADL・IADLの診方と支援の実際【後編】

OT

玉垣 努

OT

神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 リハビリテーション学科
大学院 研究科 リハビリテーション領域、作業療法学専攻 専攻長 教授

中堅リハスタッフのキャリアデザインを考える

【第2回】統合失調症のある方への支援とプログラム

【第1回】1月16日（土）
【第2回】1月30日（土）

30代からの働き方とキャリア構築について

1月9日（土）

杏林大学 保健学部 作業療法学科 講師

細川寛将

札幌医科大学 保健医療学部 作業療法学科 講師

OT

10月までに配信された全86タイトルをすべてご視聴いただけます！
PT・OTのための嚥下障害
Total Approach
【前編・後編】

ボバース概念に基づいた中枢神経疾患への
アプローチの基本的な考え方
【前編・後編】

内田 学 PT

小野 剛 OT

東京医療学院大学 保健医療学部 リハビリテーション学科理学療法学専攻 准教授

森ノ宮医療大学 保健医療学部 作業療法学科

12月5日（土）

【第1回】うつ病、双極性障害の特徴と作業療法

脳卒中片麻痺者に対する介入

大阪府済生会富田林病院リハビリテーション科 技師長リンパ浮腫セラピスト

実践に活かす！臨床動作分析につなげるアフォーダンス理論

森ノ宮医療大学 保健医療学部 作業療法学科 教授

精神疾患の疾患別特徴とアプローチ（仮）＜全5回＞

OT
【第2回】森元 隆文 OT

OT

東 泰弘

【前編】11月28日（土）
【後編】12月26日（土）

【第1回】早坂 友成

島﨑 寛将

11月14日（土）

基本的コミュニケーションの考え方-ADL・IADL支援、終末期のQOLまで

OT

【前編】11月14日（土）【後編】12月5日（土）

症例検討を通じて観察の視点を身に着けよう

群馬医療福祉大学 リハビリテーション学部 作業療法専攻 教授
前橋市認知症初期集中支援チーム

「その人らしさ」を考える！認知症のある方へのリハビリテーション

松下 太

定額見放題

定額制だから何度見ても何時間見ても安心！

株式会社エス・エム・エス 東海北陸拠点 事業所長

※社会状況により予告なく変更となる場合がございます。

個人会員料金
（1アカウント）

ボバース初学者のための、姿勢コントロールの考え方とその重要性
認定NPO法人法人KNERC 上賀茂神経リハビリテーション教育研究センター 理事センター長、ボバース国際認定インストラクター

明日からの臨床に活かす！高次脳機能障害の
片麻痺者の排泄及びその関連行為の
ある方のADL・IADLの診方と支援の実際【前編】 分析と自立への段階づけ
【前編・後編】
症例検討を通じて観察の視点を身に着けよう

排泄・起居移乗・更衣に必要な感覚情報と予測的姿勢制御の促通

東 泰弘 OT

原 義晴 OT

これなら分かるシーティング

セラピストが見立てる就労支援のあり方

串田 英之 OT

芳賀 大輔 OT

森ノ宮医療大学 保健医療学部 作業療法学科

問題点の発見から解決までのプロセスをマスターする
湖山リハビリテーション病院 リハビリテーション部、シーティングエンジニア

リハビリテーションにおける感染対策

新型コロナウィルス（COVID-19）感染予防をしながらリハビリテーションを実現するために

髙橋 忠志 PT

公益財団法人 東京都保健医療公社 荏原病院 リハビリテーション科 主任

リハスタッフの新卒教育シリーズ 【全5回】
①課題解決の考え方と適切なフレームワーク
松山 太士 PT

大和大学 保健医療学部 総合リハビリテーション学科 作業療法学専攻 教授

基礎から学ぶ支援の仕組みとアセスメント技法

※表示料金は税抜料金です

NPO法人日本学び協会 ワンモア 統括所長訪問型職場適応援助者

脳卒中後上肢麻痺に対する運動学習とCI療法
基礎からの考察と実践

法人会員料金

（マルチアカウント）

竹林 崇 OT

大阪府立大学 地域保健学域 総合リハビリテーション学類 作業療法学専攻 教授

③自己研鑽の意味とキャリアデザイン
青木 一樹 PT

医療法人安祥会 松井整形外科 リハビリテーション部 主任

社会医療法人財団 新和会 八千代病院 介護事業部統括責任者、
保健学修士、
経営学修士
（MHSc MBA）

④社会人として正しい言葉遣いの重要性と身だしなみとは何か？
宮嵜 友和 PT

②組織におけるルール・就業規則の意味と労働基準法
張本 浩平 PT

⑤感情労働とリハビリテーション業務、対人スキルを磨く
内藤 貞子 PT

株式会社gene 代表取締役

※全て月割の支払いとなります

30

医療法人桂名会 木村病院 リハビリテーション部 科長

医療法人尽誠会 理事、
老人保健施設 尽誠苑 リハビリテーション部 主任

※表示料金は税抜料金です

※敬称略

最新情報、無料公開動画をHPでご覧いただけます

リハノメ

検索

お問い合わせは
こちらまでお願いいたします

https://www.gene-llc.jp/rehanomept/
株式会社 gene
セミナー事業部

☎052-325-6611

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-26-12 IKKO新栄ビル6階

※年間（12ヶ月契約のみ）

