
理療教育 研究・業績集（第２９号）平成３０年度版 

 

巻頭言：「理療教育 研究・業績集（第２９号）」の発刊に寄せて 

 

この度、平成３０年度における理療教育関係の取組について、「理療教育 研究・業績

集（第２９号）」（国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局理療教育・就労

支援部理療教育課）として取りまとめましたので、関係者の皆様にご報告申し上げます。 

「理療教育 研究・業績集」は、日頃の業務実績や研究成果の発表を通じて、業務への

正しい理解と認識を深め、職員相互の資質の向上に資することを目的として平成３年度に

創刊され、以来今回で２９回目の発刊となりました。 

これもひとえに、関係者の皆様のご支援ご協力の賜物と心から感謝申し上げます。 

今回の「理療教育 研究・業績集（第２９号）」は、大別して二つの編集・構成として

おり、「臨床・教育研究編」では学会・研修会等や当センター業績発表会、理療教育課内

研究発表会などにおける各種発表実績を、「業務編」では理療教育課の運営や利用者募

集、教育計画、実技・受験対策、卒後支援・理療研修などにおける各種業務実績を、それ

ぞれ取りまとめております。 

本書の内容が、各関係機関の皆様や同様の教育を実践されている皆様にとって、多少な

りとも今後の一助になれば幸いです。 

さて、当センターは、昭和５４年７月に設置されて以来、国立の社会福祉施設（障害者

支援施設）として今日まで様々な取組を行ってまいりました。現在、当センターにおいて

は、達成すべき業務運営の目標として「第２期中期目標」（平成２７年度～平成３１（令

和元）年度）を定めて各種業務運営等に取り組んでいるところであります。 

このような中で、近年の当センターを取り巻く状況の変化を踏まえ、今日的役割や次期

中期目標策定に向けた事業運営の見直しなどを行うため、一昨年（平成３０年）８月、有

識者を含めた検討会が発足し、同年１２月、「国立障害者リハビリテーションセンターの

今後のあり方について（報告書）」（平成３０年１２月１９日国立障害者リハビリテーシ

ョンセンターの今後のあり方に関する検討会）が取りまとめられました。 

この報告書の中では、「国リハの今後持つべき機能」として、「医療的ケア、重複障害

などにより特別支援学校での対応が難しい、あはき師資格取得を目指す者に対する支援を

行う必要がある」、「理療教育を利用する中高年者に対する効果的・効率的学習プログラ

ム開発が必要である」など理療教育関係についても指摘されております。 

上記報告書を踏まえ、現在、当センター全体として「第３期中期目標」（令和２年度～

令和６年度）の策定に向けて最終的な調整を行っているところでありますが、今後とも、

国立の唯一の障害者支援施設として、私ども職員一同、引き続き質の高いあん摩マッサ

ージ指圧師、はり師及びきゅう師を養成するために、全力で取り組んでまいります。 

最後に、理療教育の運営に関係する皆様、各関係機関の皆様におかれては、一層のご指

導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 国立障害者リハビリテーションセンター 

自立支援局 理療教育・就労支援部長  三浦 友也 



以下、目次のみご覧いただけます。 

 

臨床・教育研究編 

 

Ⅰ 投稿論文、学会・研修会等での発表原稿 

 

１．盲ろう者の就労に関する研究－盲学校、養成施設のアンケート調査から－ 

高橋 忠庸 浮田 正貴 

        p.5 

２．視覚障害者の学習における手書き行動の有効性と脳メカニズム 

伊藤 和之 水落-遠藤智美 幕内  充 加藤  麦 

池田 和久 中村 仁洋 

               p.6 

 

Ⅱ 業績発表会原稿 

 

１．理療教育における支援データの分析から（第 4報） 

米田 裕和 小笠原 ひろみ 加藤  麦 滝   修 

p.11 

２．センター病院患者・自立支援局利用者に対する東洋療法の活動報告（その 3） 

加藤  麦 麻生 弘樹 新井 秀信 池田 和久 

小泉  貴 島村 明盛 高橋 忠庸 舘田 美保 

中西 初男 藤原 太樹 牧  邦子 小笠原 ひろみ 

松浦 久泰 

p.21 

 

Ⅲ 課内研究発表会発表原稿 

１．実技力向上を目指した課外臨床教育講座の実施報告 

あはきの適応症となる運動器疾患の新鮮例に対する触診法から治療法の組立まで 

柴田 均一 

p.29 

 ２．臨床実習前試験における医療面接ステーションの実践 

伊藤 和之 藤原 太樹 飯塚 尚人 小笠原 ひろみ 

舘田 美保 

                     p.33 

３．盲特別支援学校出身者への特別指導教官の取り組み 

－高等課程 1年の授業実践から－ 

浮田 正貴 

               p.34 

 

 

 



――以下、発表題目のみ掲載―― 

１. 理療教育利用者の出欠席、身だしなみ、衛生面等の実態把握と課題解決に向けて 

(業績発表会) 

２．－新カリキュラム対応－臨床実習に向けた臨床実習前試験試行報告 

(課内研究発表会) 

３．国家試験合格率維持向上のための学習環境について 

(課内研究発表会) 

 

業務編 

 

Ⅰ 課の運営等に関する業務 

１．第 27回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師国家試験の状況について 

漆畑 和美 佐取 幸枝 

         p.41 

２．平成 30年度利用を考える方の見学対応報告 

牧  邦子 江黑 直樹 島村 明盛 佐取 幸枝 

                     p.43 

３．平成 30年度ヒューマンアシスタント調整係業務報告 

高橋 忠庸 松浦 久泰 佐取 幸枝 

               p.45 

 

Ⅱ 利用者募集・学級運営等に関する業務 

１．平成 30年度利用者募集活動報告 

江黑 直樹 麻生 弘樹 米田 裕和 伊藤 和之 

                     p.49 

２．平成 30年度就労移行支援（養成施設）利用者選考実施報告 

江黑 直樹 漆畑 和美 松浦 久泰 高橋 忠庸 

加藤  麦 牧  邦子 藤原 太樹 小笠原 ひろみ 

伊藤 和之  

               p.53 

 

３．平成 30年度利用者の健康管理に関する取組みと課題 

漆畑 和美 伊藤 和之 

         p.56 

 



Ⅲ 教育計画等に関する業務 

１．平成 30年度新利用者オリエンテーション実施報告 

江黑 直樹 滝   修 

         p.61 

２．平成 30年度学習支援実施報告 

高橋 忠庸 浮田 正貴 漆畑 和美 小泉  貴 

中西 初男 松浦 久泰 米田 裕和 渡邉 麗恵 

滝   修 

        p.73 

３．平成 30年度初期学習支援実施報告 

高橋 忠庸 浮田 正貴 漆畑 和美 小泉  貴 

中西 初男 松浦 久泰 米田 裕和 渡邉 麗恵 

滝   修 

         p.75 

４．平成 30年度総合学習支援実施報告 

高橋 忠庸 大竹 秀一 

         p.77 

５．平成 30年度解剖実習見学実施報告 

浮田 正貴 舘田 美保 高橋 忠庸 藤原 太樹

小笠原 ひろみ 滝   修 

        p.79 

６．平成 30年度利用者に対する支援サービスのデータ集積と分析 

米田 裕和 小笠原ひろみ 加藤  麦 滝   修 

               p.80 

７．平成 30年度あん摩研究会に対する支援業務報告 

中西 初男 牧  邦子 小笠原 ひろみ 滝   修 

              p.82 

 

Ⅳ 実技・受験対策等に関する業務 

１．平成 30年度施術所見学実習に関する業務報告 

舘田 美保 

                     p.87 

２．平成 30年度受験対策実施報告 

渡邉 麗恵 高橋 忠庸 米田 裕和 麻生 弘樹 

舘田 美保 

             p.89 

 

３．平成 30年度臨床実習実施報告 

舘田 美保 

   p.92 



  ４．平成 30年度課外臨床教育実施報告 

中西 初男 舘田 美保 

         p.98 

  ５．平成 30年度進路支援講座実施報告 

牧  邦子 高橋 忠庸 浮田 正貴 渡邉 麗恵 

舘田 美保              p.104 

 

Ⅴ 卒後支援・理療研修等に関する業務 

１．平成 30年度卒後特別研修会実施報告 

松浦 久泰 麻生 弘樹 飯塚 尚人 小笠原 ひろみ 

藤原 太樹 新井 秀信           p.109         

 

２．平成 30年度進路別卒後研修会実施報告 

牧  邦子 松浦 久泰 渡邉 麗恵 藤原 太樹 

新井 秀信                     p.115 

 

３．平成 30年度臨床研修講座実施報告 

新井 秀信 麻生 弘樹 小笠原 ひろみ 

               p.117 

４．平成 30年度東洋療法推進の活動報告 

加藤  麦 麻生 弘樹 新井 秀信 池田 和久 

小泉  貴 島村 明盛 高橋 忠庸 舘田 美保 

牧  邦子 藤原 太樹 中西 初男 松浦 久泰 

小笠原 ひろみ 

                     p.119 

５．平成 30年度授業アンケート実施報告 

新井 秀信 滝   修 舘田 美保 

               p.122 

６．平成 30年度点字図書室業務報告 

小泉  貴 池田 和久 松浦 久泰 小笠原 ひろみ 

藤原 太樹 米田 裕和 中村 美惠 新井 秀信 

p.128 

 

７．平成 30年度理療教育 課内研究発表会報告 

新井 秀信 小笠原 ひろみ 

         p.137 

 

  



８．平成 30年度国立障害者リハビリテーションセンター 

自立支援局教官研修会実施報告 

新井 秀信 麻生 弘樹 柴田 均一 藤原 太樹 

松浦 久泰 米田 裕和 

   p.140 

 

 


