
 

 

理療教育 研究・業績集（第 31号）令和 2年度版 

 

巻頭言：「理療教育 研究・業績集（第 31号）」の発刊に寄せて 

この度、「理療教育 研究・業績集（第 31 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、令和 2年度における当課の理療教育関係の取組に

つい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 31 回目の発刊を迎えました。これもひとえに、関係者の皆様のご支援とご協力の賜物と心か

ら感謝申し上げます。 

 31年前の記念すべき第 1号の巻頭文では、関係各部門、各機関との連携を強化して、「入所者一

人一人の幸せを求め、個々人に適合した教育に取り組む」ことが三橋孝一理療教育部長（当時）に

より、当課の使命として記されております。 

現在の当センター自立支援局の第 3期中期目標においても、その基本的姿勢は貫かれています。つ

まり、受験対策や実技指導の強化に限らず、視覚障害以外にも多様化する障害をもつ利用者、それ

ぞれに応じた個別的支援の充実に重点を置いた障害福祉サービスの提供として展開しています。 

 具体的な収録原稿では、それぞれの視力状況にあった学習手段や学習方法を支援する初期学習支

援やその後の学習支援、基礎学力や語彙力、読解力の向上を図る総合学習支援、これまでの生育環

境等に起因するような障害や困難に対しても、個別に寄り添った解決を支援する特別指導教官の実

践記録等に、その一端を感じ取っていただくことができると思います。 

各関係機関や本センター理療教育同様の教育を実践されている皆様にとって、「臨床・教育研究編」

から「業務編」に至る本書の内容が、少しでも今後の諸活動の一助となれば望外の喜びです。 

 今後とも、障害者総合支援法に定める唯一の国立障害者支援施設としての責任をもとに、質の高

いあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の養成に全力で取組むとともに、利用者一人ひとり

が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活、社会生活を営むことができるよ

うな支援を実現して参ります。 

終わりに、理療教育の運営に関係するすべての皆様、関係各機関のご協力、ご支援に改めて御礼を

申し上げますとともに、今後ともなお一層のご協力、ご指導とご鞭撻を心よりお願いいたします。 

   令和 3年 11月 

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  

理療教育課長 太田 浩之 



 

 

以下、目次のみご覧いただけます。 

 

臨床・教育研究編 

 

Ⅰ 理療教育業績報告会原稿 

１．「自作模型教材に関する検討報告－神経伝導路模型（長後索路）を用いて－」 

橋本 拓也 髙橋 清志 

p.3 

２．「オンライン教育検討会活動報告－オンライン授業の実践を中心に－」 

高橋 忠庸 池田 和久 浮田 正貴 髙橋 清志 

橋本 拓也 柴原 繁俊 

p.12 

３．「職務上の問題解決を志向した取組の変遷」 

伊藤 和之 

p.20 

――以下、発表題目のみ掲載―― 

１．「保健体育の授業実践と個別支援実施報告」 

（理療教育業績報告会） 

２．「盲学校出身者への特別指導教官の実践報告 

－高等課程 1 名の実技実習の授業から－」 

（理療教育業績報告会） 

３．「受験対策関連業務報告」 

（理療教育業績報告会） 

 

業務編 

Ⅰ 課の運営等に関する業務 

１．第 29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 伊藤 和之 

p.59 

２．令和 2年度利用を考える方の見学対応報告 

牧  邦子 江黑 直樹 渡邉 麗恵 小林  仁 

伊藤 和之 

p.67 

  



 

 

３．令和 2年度ヒューマンアシスタント調整係業務報告 

滝   修 小林  仁 橋本 拓也 山田  忠 

伊藤 和之 

p.69 

 

Ⅱ 利用者募集・学級運営等に関する業務 

１．令和 2年度利用者募集活動報告 

江黑 直樹 佐取 幸枝 

p.75 

２．令和 2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 佐藤 智紀 牧  邦子 

山田  忠 松浦 久泰 髙橋 清志 佐取 幸枝  

p.77 

３．令和 2年度利用者の健康管理に関する取組みと課題 

漆畑 和美 佐藤 智紀 佐取 幸枝 

p.81 

 

Ⅲ 教育計画・受験対策等に関する業務 

１．令和 2年度新利用者オリエンテーション実施報告 

江黑 直樹 佐藤 智紀 橋本 拓也 浮田 正貴 

中西 初男 

p.85 

 

２．令和 2年度学習支援実施報告 

浮田 正貴 小泉  貴 漆畑 和美 髙橋 清志 

松浦 久泰 滝   修 中西 初男 

p.99 

３．令和 2年度初期学習支援実施報告 

浮田 正貴 小泉  貴 漆畑 和美 髙橋 清志 

松浦 久泰 滝   修 中西 初男  

p.101 

４．令和 2年度総合学習支援実施報告 

浮田 正貴 大竹 秀一 

p.104 



 

 

５．令和 2年度利用者に対する支援サービスのデータ集積と分析 

麻生 弘樹 佐藤 智紀 中西 初男 

p.107 

６．令和 2年度恒常的な実技指導体制の確立からの報告 

－あん摩マッサージ指圧に関わる深化型補習を含む－ 

松浦 久泰 小泉  貴 橋本 拓也 牧  邦子 

中西 初男 

p.110 

 

Ⅳ 実技・進路支援等に関する業務 

１．令和 2年度臨床実習実施報告 

池田 和久 高橋 忠庸 

p.113 

２．令和 2年度臨床実習前試験実施報告 

牧 邦子 高橋 忠庸 

p.118 

 

Ⅴ 卒後支援・理療研修等に関する業務 

１．令和 2年度授業アンケート実施報告 

池田 和久 中西 初男 高橋 忠庸 柴田 均一 

小泉  貴 牧  邦子 橋本 拓也 髙橋 清志 

p.124 

２．令和 2年度授業公開実施報告 

柴田 均一 小泉  貴 牧  邦子 橋本 拓也 

髙橋 清志 池田 和久 

p.131 

３．令和 2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 

髙橋 清志 中村 美惠 

p.133 

 



 

 

その他 理療教育課長直轄業務 

１．令和 2年度受験対策関連業務報告 

・受験戦略会議 

小泉  貴 小林  仁 渡邉 麗恵 高橋 忠庸 

中西 初男 柴原 繁俊 

・受験対策補講の企画、立案及び実施 

小泉  貴 小林  仁 中西 初男 

(麻生 弘樹 髙橋 清志) 

・模擬試験、実力試験の企画、立案、実施及びデータ処理 

小泉  貴 麻生 弘樹 漆畑 和美 柴田 均一 

髙橋 清志 橋本 拓也 山田  忠 中西 初男 

p.144 


