
令和元年度 視能訓練士ロービジョンケア研修会日程表 

 

月 日 午 前 午 後 

10 月 
31 日 
（木） 

受付                       （8:30～ 9:00） 

開講式と研修オリエンテーション      （9:00～ 9:10） 

                      

① ロービジョンケア概論 

-視能訓練士に必要な知識-    （9:10～10:00） 

病院 第二診療部 清水 朋美 

   

② 視覚障害者に対する視機能検査の留意点（含実習）                   

（10:10～11:00） 

         病院 リハビリテーション部  三輪 まり枝 

病院 リハビリテーション部   西脇 友紀 

病院 リハビリテーション部   山田 明子 

 

③ 自己紹介・グループワーク        (11:10～11:45) 

病院 リハビリテーション部  三輪 まり枝 

病院 リハビリテーション部   西脇 友紀 

病院 リハビリテーション部   山田 明子 

自立支援局             河原 佐和子 

  埼玉医科大学総合医療センター  丸林 彩子 

名古屋市立大学病院  澁谷文枝 

たまがわ眼科クリニック     田中 佳子 

てるや眼科クリニック     照屋 邦子 

日本大学病院     菊池 由夏子 

秋田大学医学部眼科学講座     田中 敦子 

東京医科大学八王子医療センター     箭内 こまき 

諏訪赤十字病院     今井 美和 

 

※昼食（ロービジョン体験）         （11:45～12:45） 

ロービジョンシミュレーションゴーグル装用にて昼食 

 

④ 遮光眼鏡                  （12:45～13:45） 

      病院 リハビリテーション部  三輪 まり枝 

病院 リハビリテーション部   西脇 友紀 

病院 リハビリテーション部   山田 明子 

自立支援局            河原 佐和子 

埼玉医科大学総合医療センター   丸林 彩子 

名古屋市立大学病院  澁谷文枝 

たまがわ眼科クリニック     田中 佳子 

てるや眼科クリニック     照屋 邦子 

日本大学病院     菊池 由夏子 

秋田大学医学部眼科学講座     田中 敦子 

東京医科大学八王子医療センター     箭内 こまき 

諏訪赤十字病院     今井 美和 

 

⑤ 一般眼科でできるロービジョンケア   (14:00～15:30) 

（眼鏡、ハイパワープラスレンズ眼鏡、ニーズの聴き取り）               

 病院 リハビリテーション部  三輪 まり枝 

病院 リハビリテーション部   西脇 友紀 

病院 リハビリテーション部   山田 明子 

    

⑥ 視覚障害者の安全な誘導方法    （15:40～16:40） 

         病院 リハビリテーション部  中西  勉 

         病院 リハビリテーション部  岡崎 あずさ 

自立支援局              河原 佐和子 

                     

⑦ 自立支援局見学（視覚機能訓練課） （16:45～17:15） 

自立支援局           河原 佐和子 

                  

＊理解度チェック                    （17:15～17:30） 

三輪、西脇、山田 

                 

11 月 
  1 日 
（金） 

⑧ 知っておきたい社会資源と診断書   （9:00～9:50） 

  病院 第二診療部 清水 朋美 

 

⑨ ICT 機器（タブレット型端末）     （9:50～10:40）    

病院 第二診療部  堀 寛爾 

 

⑩ 日常生活用具（講義と体験）     （10:50～11:40） 

                      学院   松﨑 純子 

                                    

⑪ 視野障害認定基準改正に伴う視野検査の留意点 

 病院 リハビリテーション部  三輪 まり枝 

（11:40～12:00） 

 

⑫ 拡大補助具選定のための基礎知識 （13:00～14:50）            

（網膜像の拡大、Diopter と倍率、屈折異常と網膜像、算定倍率測

定方法など） 

   ※１ 

 

⑬ 拡大補助具（実習） 

（拡大鏡、弱視眼鏡、拡大読書器）    （15:00～15:50） 

  ※１ 

 

⑭ 連携                    （16:00～16:30） 

          病院 リハビリテーション部    中西 勉 

 

⑮ 視覚障がい者スポーツ（講義）     （16:30～17：00） 

                   病院 第二診療部  堀 寛爾 

 

＊理解度チェック                   （17：10～17：25） 

三輪、西脇、山田 

（終了後、希望者はロービジョンクリニック見学と懇親会） 

 



月 日 午 前 午 後 

11 月 
 2 日 

 
（土） 

⑯  年代別ロービジョンケア（子どもから高齢者まで）        

（9:00～9:40） 

病院 リハビリテーション部  三輪 まり枝 

病院 リハビリテーション部   西脇 友紀 

病院 リハビリテーション部   山田 明子 

 

⑰ 疑似症例 （実習を含む）        （9:50～12:10）             

   ※１ 

 

⑱ まとめと質疑応答（事前アンケートからの質問を含む） 

（12:10～12:30）  

三輪、西脇、山田 

 

 

※１ ⑫⑬⑰講師 

病院 リハビリテーション部  三輪 まり枝 

病院 リハビリテーション部   西脇 友紀 

病院 リハビリテーション部   山田 明子 

自立支援局          河原 佐和子 

杏林アイセンター    新井 千賀子 

東京医療センター      小川 佳子 

埼玉医科大学総合医療センター      丸林 彩子 

前橋中央眼科       亀山 尚美 

名古屋市立大学病院      澁谷 文枝 

小郡第一総合病院      横峯 弘隆 

たまがわ眼科クリニック     田中 佳子 

てるや眼科クリニック     照屋 邦子 

日本大学病院     菊池 由夏子 

秋田大学医学部眼科学講座     田中 敦子 

東京医科大学八王子医療センター     箭内 こまき 

諏訪赤十字病院     今井 美和 

 

 

 

 

 

※ 講師の都合等によりプログラム等が変更される場合がありますので、予めご了承ください。 

 


