
 

 

理療教育 研究・業績集（第 30号）令和元年度版 

 

巻頭言：「理療教育 研究・業績集（第３０号）」の発刊に寄せて 

 この度、令和元年度における当課の理療教育関係の取組について、「理療教育 研究・業

績集（第３０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３０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。 

 「平成」から「令和」へ改元され、３０回目の節目に当たる「令和元年度版」の発刊に

際しては、刊行の意義や編集方法等を改めて見直しの上、広く皆様の日々の業務により活

かせるよう、掲載内容を精査・精選するとともに、これまでの紙媒体のみの作成だけでは

なく、コンパクトディスク（ＣＤ）版も作成させていただきました。 

今回の「理療教育 研究・業績集（第３０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」では当センター業績発表会や理療教育課内研究発表会における各

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・学級運営、教育計画・受験

対策、実技・進路支援、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。 

 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）に基づき各

種業務運営等に取り組んでいるところでありますが、今後とも、唯一の国立の障害者支援

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ましては、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 理療教育課



 

以下、目次のみご覧いただけます。 

 

臨床・教育研究編 

 

Ⅰ 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 5 報） 

米田 裕和 池田 和久 小泉  貴 松浦  武 

p.1 

２．理療教育における臨床実習前試験の実践 ―OSCEの導入― 

佐取 幸枝 舘田 美保 米田 裕和 高橋 忠庸 

加藤  麦 小泉  貴 中西 初男 松浦 久泰 

滝   修 伊藤 和之 

p.9 

 

Ⅱ 課内研究発表会原稿 

 

１．国家試験合格率維持向上のための受験対策プロジェクト実施報告 

渡邉 麗恵 藤原 太樹 佐藤 智紀 浮田 正貴 

松浦  武 柴原 繁俊 

p.15 

 ２．過去５年間の就業率・進学率について 

池田 和久 高橋 忠庸 佐藤 智紀 

                     p.20 

 

３．３Ｄプリンターで作製した模型教材の検討 

高橋 忠庸 浮田 正貴 橋本 拓也 藤原 太樹 

佐取 幸枝        

        p.24 

 

 



 

――以下、発表題目のみ掲載―― 

１．理療教育における臨床実習前試験の実践－医療面接ステーション－ 

（業績発表会） 

２．理療教育における臨床実習前試験の実践－身体診察ステーション－ 

（業績発表会） 

３．特別指導教官の取組－高等課程 1年の授業実践から－ 

（業績発表会） 

４．実技実習における施術方法の工夫－高等課程１年の授業実践から－ 

（課内研究発表会） 

５．東洋医学臨床論の授業をより面白くてためになるものとするための試み 

（課内研究発表会） 

 

業務編 

Ⅰ 課の運営等に関する業務 

１．第 28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.28 

２．令和元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 渡邉 麗恵 

佐取 幸枝 

                     p.30 

３．令和元年度ヒューマンアシスタント調整係業務報告 

高橋 忠庸 佐取 幸枝 

               p.32 

 

Ⅱ 利用者募集・学級運営等に関する業務 

１．令和元年度利用者募集活動報告 

江黑 直樹 伊藤 和之 

                     p.34 

 



 

２．令和元年度就労移行支援（養成施設）利用者選考実施報告 

江黑 直樹 漆畑 和美 高橋 忠庸 佐藤 智紀 

橋本 拓也 藤原 太樹 牧  邦子 松浦 久泰 

伊藤 和之  

               p.36 

３．令和元年度利用者の健康管理に関する取組と課題 

漆畑 和美 伊藤 和之 

         p.39 

 

Ⅲ 教育計画・受験対策等に関する業務 

１．令和元年度新利用者オリエンテーション実施報告 

江黑 直樹 松浦  武 

         p.41 

２．令和元年度学習支援実施報告  

高橋 忠庸 麻生 弘樹 浮田 正貴 漆畑 和美 

小泉  貴 佐藤 智紀 島村 明盛 滝   修 

松浦 久泰 米田 裕和 松浦  武 

        p.54 

３．令和元年度初期学習支援実施報告 

高橋 忠庸 麻生 弘樹 浮田 正貴 漆畑 和美 

小泉  貴 佐藤 智紀 島村 明盛 滝   修 

松浦 久泰 米田 裕和 松浦  武  

         p.56 

４．令和元年度総合学習支援実施報告 

高橋 忠庸 大竹 秀一 

         p.58 

５．令和元年度解剖実習見学実施報告 

浮田 正貴 藤原 太樹 橋本 拓也 滝   修 

松浦  武 

        p.60 



 

６．令和元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 小泉  貴 池田 和久 

               p.61 

７．令和元年度恒常的な実技指導体制の確立（あん摩研究会を含む）報告  

中西 初男 小泉  貴 橋本 拓也 牧  邦子 

松浦  武 

              p.63 

 

８．令和元年度受験対策実施報告 

渡邉 麗恵 藤原 太樹 小泉  貴 松浦  武 

              p.66 

 

Ⅳ 実技・進路支援等に関する業務 

１．令和元年度施術所見学実習実施報告 

佐藤 智紀 高橋 忠庸 池田 和久 

                     p.69 

２．令和元年度臨床実習実施報告 

池田 和久 

   p.71 

３．基礎力向上・応用技術に関する講座の実施報告 

高橋 忠庸 佐藤 智紀 池田 和久 

              p.77 

４．令和元年度理療教育病院見学実習実施報告 

牧  邦子 浮田 正貴 

              p.79 

 

  



 

Ⅴ 卒後支援・理療研修等に関する業務 

１．令和元年度東洋療法推進の活動報告 

牧  邦子 小泉  貴 高橋 忠庸 藤原 太樹 

佐藤 智紀 橋本 拓也 池田 和久     

 p.86 

２．令和元年度授業アンケート実施報告 

中西 初男 池田 和久 松浦  武 滝   修 

小泉  貴 牧  邦子 橋本 拓也 

          p.89 

 

３．令和元年度点字図書室業務報告 

小泉  貴 池田 和久 松浦 久泰 橋本 拓也 

                  藤原 太樹 中村 美惠 中西 初男 

p.93 

 

４．令和元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 

中西 初男 麻生 弘樹 滝   修 柴田 均一 

橋本 拓也 藤原 太樹 米田 裕和 

   p.102 

 


