
養成校主催研修会・同窓会

養成施設名 研修会・講座の名称など 開催日 区分 都道府県

あ アール医療福祉専門学校 自分づくりのためのコミュニケーション 2012年3月24日 養成校 茨城県

あ アール医療福祉専門学校 人材育成と管理運営 2013年3月23日 養成校 茨城県

あ アール医療福祉専門学校 VICONの基礎と臨床応用例 2014年3月29日 養成校 茨城県

あ アール医療福祉専門学校 職場におけるコミュニケーションのあり方 2015年3月14日 養成校  茨城県

あ 麻生リハビリテーション専門学校 九州人間作業モデル事例検討会 2008年8月17日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション専門学校 福岡人間作業モデル事例検討会 2007年10月27日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション専門学校 福岡人間作業モデル事例検討会 2007年12月24日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション専門学校 福岡人間作業モデル事例検討会 2008年3月9日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション専門学校 福岡人間作業モデル事例検討会 2008年6月28日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション専門学校 九州人間作業モデル事例検討会 2008年8月17日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション専門学校 九州人間作業モデル事例検討会 2008年10月19日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション専門学校 臨床実習教育セミナー 2009年3月13日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション専門学校 臨床実習教育セミナー 2010年3月20日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション専門学校 臨床実習指導者講座 2011年3月19日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション専門学校 臨床実習指導者講座「臨床実習教育セミナー」 2012年3月17日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション専門学校
臨床実習教育セミナー「臨床実習における教育
内容について考える」

2013年3月16日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション専門学校 臨床実習教育セミナー 2014年3月20日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション大学校 臨床実習教育セミナー 2015年3月28日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション大学校 ハラスメント防止研修 2016年3月18日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション大学校 臨床実習教育セミナー 2017年3月24日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション大学校 臨床実習教育セミナー 2018年3月23日 養成校 福岡県

あ 麻生リハビリテーション大学校 臨床実習指導者会議教育セミナー 2019年3月23日 養成校 福岡県

あ 穴吹リハビリテーションカレッジ 穴吹リハビリテーション卒後研修会 2016年11月6日 養成校 香川県

え 愛媛十全医療学院 臨床実習指導者会議特別講義 2009年3月28日 養成校 愛媛県

え 愛媛十全医療学院 臨床実習指導者会議特別講演 2011年3月26日 養成校 愛媛県

え 愛媛十全医療学院 臨床実習指導者連絡会議　講習会 2012年3月24日 養成校 愛媛県

え 愛媛十全医療学院 臨床実習指導者連絡会議　講習会 2013年3月23日 養成校 愛媛県

え 愛媛十全医療学院 臨床実習指導者連絡会議　講習会 2014年3月29日 養成校 愛媛県

え 愛媛十全医療学院  臨床実習指導者連絡会議　講習会 2015年3月28日 養成校 愛媛県

え 愛媛十全医療学院  臨床実習指導者連絡会議　講習会 2016年3月26日  養成校 愛媛県

え 愛媛十全医療学院  臨床実習指導者連絡会議　講習会 2017年3月25日  養成校 愛媛県

え 愛媛十全医療学院同窓会 同窓会 愛媛県

え 愛媛十全医療学院 臨床実習指導者連絡会議　講習会 2019年3月23日 養成校 愛媛県

お 大分リハビリテーション専門学校 対象者とのコミュニケーションについて 2004年4月17日 養成校 大分県

お 大分リハビリテーション専門学校 実習指導における留意点　－実践から学ぶ－ 2008年4月19日 養成校 大分県

お 大分リハビリテーション専門学校 教育講演「人を変える力」 2009年4月18日 養成校 大分県

お 大分リハビリテーション専門学校
教育講演「先端リハビリ医療から作業療法士の
プロフェッショナルリズムについて考える」

2010年4月17日 養成校 大分県

お 大分リハビリテーション専門学校 教育講演「臨床現場で後輩を育てる役割・意義」 2012年4月7日 養成校 大分県

お 大分リハビリテーション専門学校
教育講演「学生のできる・ひろげるを伸ばすため
に昨今の学生の特質、実習の現状を知り、指導
方法を考える」

2013年4月6日 養成校 大分県

お 大分リハビリテーション専門学校
臨床実習におけるクリニカル・クラークシップの
教育的視点、運用について

2015年4月11日 養成校 大分県

お 大分リハビリテーション専門学校 教育講演会 2017年4月22日 養成校 大分県

お 大阪医療福祉専門学校
第4回作業療法士学科公開セミナー「ひとを知る
観る-ひとに関わる仕事に必要な技術-」

2012年6月10日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
作業療法士学科実習連携セミナー「コミュニケー
ションを考える」

2012年10月14日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
第5回作業療法士学科公開セミナー「脳損傷対
象者に対する上肢・手へのアプローチ～ADLに
向けて～」

2013年2月2日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
作業療法士学科OB会　「反側空間無視の評価と
アプローチ」

2013年2月17日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
第6回作業療法士学科公開セミナー「ニューロリ
ハビリテーションの考え方とアプローチ～ボディ
イメージの歪みと生活障害～」

2013年6月15日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
第2回作業療法士学科実習連携セミナー「対象
者とのコミュニケーションを考える～対象者の悩
みを話し合おう～」

2013年9月15日 養成校 大阪府



お 大阪医療福祉専門学校
第1回作業療法士学科OB会　「作業療法の専門
性を高めよう～生活行為向上マネジメント～」

2013年9月15日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
 第2回作業療法士学科実習連携セミナー「対象
者とのコミュニケーションを考える～対象者の悩
みを話し合おう～」

2013年11月 同窓会 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
第7回作業療法士学科公開セミナー「高次脳機
能障害入門」

2014年3月26日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
介助技術の基礎（講義）と実習（トランスファーを
中心に）

2014年10月18日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
生活行為向上マネジメント～生活を観れる作業
療法士になるために～

2014年11月1日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
第9回作業療法士学科公開セミナー「認知症に
対する作業療法」

2015年2月22日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
第4回作業療法士学科実習連携セミナー「介護
技術の基礎（講義）と実習（ﾄﾗﾝｽﾌｧｰを中心に）
第2弾」

2015年3月28日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
第10回作業療法士学科公開セミナー「10年度の
作業療法士を考える～学生に何を魅せる、臨床
のOT～」

2015年10月18日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校 MTDLP(生活行為向上マネジメント)入門編 2016年12月4日 同窓会 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
作業療法士学科同窓会　シーティング・福祉用
具

2017年3月19日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校 作業療法士学科公開セミナー 2017年3月25日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校 上肢手指機能へのアプローチ 2017年7月30日 同窓会 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校 上肢手指機能へのアプローチ② 2018年1月20日 同窓会 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
第12回 作業療法士学科公開セミナー「作業科学
と作業療法士の未来」

2018年3月21日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校 アクティビティと上肢機能アプローチ 2018年7月1日 養成校 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
MTDLPを使用した事例を通じて、MTDLPの実際
の使用方法の提示と検討

2018年11月10日 同窓会 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校
中枢神経疾患に対する作業を主眼においた観
察と評価

2019年2月9日 同窓会 大阪府

お 大阪医療福祉専門学校 作業療法士学科同窓会　上肢機能 2019年12月7日 同窓会 大阪府

お 大阪保健医療大学　保健医療学部 シンガポールにおける作業療法の実際と課題 2017年1月7日 養成校 大阪府

お 大阪保健医療大学　保健医療学部
タイ王国における作業療法次週教育の現状と課
題

2018年1月6日 養成校

お 大阪保健医療大学　保健医療学部 臨床実習指導者会議 特別講演会 2019年1月12日 養成校 大阪府

お 大阪保健医療大学　保健医療学部 臨床実習指導者会議特別講演会 2020年1月11日 養成校 大阪府

お
岡山医療技術専門学校リハビリテー
ション研究会

2006年6月 同窓会 岡山県

お 岡山医療技術専門学校 注意とワーキングメモリーとリハビリテーション 2012年10月14日 養成校 岡山県

お 岡山医療技術専門学校
運動制御障害の評価と介入-小脳性運動性制御
障害を中心に

2014年1月26日 養成校 岡山県

お 岡山医療技術専門学校 認知症の理解と関わり方 2015年1月25日  養成校 岡山県

お 岡山医療技術専門学校 特別講演会 2017年12月3日  養成校 岡山県

か 川崎リハビリテーション学院同窓会 体性感覚の階層性処理と触知覚」 2004年7月10日 同窓会 岡山県

か 川崎リハビリテーション学院同窓会
第29回卒後研修会「高齢者のリハビリテーショ
ン」

2008年7月19日 同窓会 岡山県

か 川崎リハビリテーション学院同窓会
第30回卒後研修会リハビリテーションと連携の
重要性

2009年7月18日 同窓会 岡山県

か 川崎リハビリテーション学院同窓会 第31回卒後研修会大脳皮質機能の再構築 2010年7月10日 同窓会 岡山県

か 川崎リハビリテーション学院同窓会 医療・介護の現場で求められるリハ専門職 2011年7月9日 同窓会 岡山県

か 川崎リハビリテーション学院同窓会
第33回卒後研修会「高次脳機能障害-社会的行
動障害のみかた-」

2012年7月14日 同窓会 岡山県

か 川崎リハビリテーション学院同窓会
第34回同窓会「肩関節の機能解剖と障害-評価
と治療-

2013年7月13日 同窓会  岡山県

か 川崎リハビリテーション学院同窓会
第35回同窓会「関節可動域制限に対する運動療
法」

2014年7月5日 同窓会 岡山県

か 川崎リハビリテーション学院同窓会 第36回同窓会「SSTを活かした学生教育」 2015年7月4日 同窓会 岡山県

か 川崎リハビリテーション学院同窓会 第37回卒後研修会 2016年7月23日 同窓会 岡山県

か 川崎リハビリテーション学院同窓会
第38回卒後研修会「高齢者の運動機能障害に
対する評価とトレーニング」

2017年7月22日 同窓会 岡山県

か 川崎リハビリテーション学院同窓会
第39回卒後研修会「架け橋の上から見る世界
～当事者として作業療法士として～」

2018年7月28日 同窓会 岡山県

か 川崎リハビリテーション学院同窓会 第４０回卒後研修会 2019年7月6日 同窓会 岡山県

か
関西総合リハビリテーション専門学
校

臨床実習指導者会議研修会 2014年5月10日 養成校 兵庫県

き 吉備国際大学作業療法学科 第４回吉備国際大学作業療法学科セミナー 養成校 岡山県

き 吉備国際大学作業療法学科
第7回吉備国際大学同窓会及び第1回吉備国際
大学作業療法学会

2008年11月15日 同窓会 岡山県

き 吉備国際大学作業療法学科 第2回吉備国際大学作業療法学会 2009年11月14日 養成校 岡山県

き 九州保健福祉大学 精神科作業療法の歴史 2006年11月25日 養成校 宮崎県



き 九州保健福祉大学 臨床実習指導について（臨床実習の今昔） 2007年11月22日 養成校 宮崎県

き 九州保健福祉大学
臨床実習指導者会議特別講演「園芸療法の活
用方法」

2008年11月21日 養成校 宮崎県

き 九州保健福祉大学 臨床指導ワークショップ 2009年11月27日 養成校 宮崎県

き 九州保健福祉大学 臨床実習指導者会議「実習指導ワークショップ」 2011年11月25日 養成校 宮崎県

き 九州保健福祉大学保健科学部
九州保健福祉大学作業療法学科臨床実習指導
者会議「特別研修」

2010年11月19日 養成校 宮崎県

き 九州保健福祉大学保健科学部
九州保健福祉大学作業療法学科臨床実習指導
者会議「臨床実習指導法」

2012年11月1日 養成校 宮崎県

き 九州保健福祉大学保健科学部
九州保健福祉大学作業療法学科臨床実習指導
者会議「特別講演」

2013年11月15日 養成校 宮城県

き 九州保健福祉大学保健科学部
九州保健福祉大学作業療法学科臨床実習指導
者会議　特別講演　-臨床実習指導法-

2014年11月14日 養成校 宮城県

き 九州保健福祉大学保健科学部
九州保健福祉大学作業療法学科臨床実習指導
者会議　特別講演　-臨床実習指導法-

2015年11月20日 養成校 宮崎県

き 九州保健福祉大学保健科学部
九州保健福祉大学作業療法学科臨床実習指導
者会議　特別講演　-臨床実習指導法-

2016年11月18日 養成校 宮崎県

き 九州保健福祉大学保健科学部
九州保健福祉大学作業療法学科臨床実習指導
者会議　特別講演

2017年11月17日 養成校 宮崎県

き 九州保健福祉大学保健科学部
九州保健福祉大学作業療法学科臨床実習指導
者会議　特別講演

2018年11月16日 養成校 宮崎県

き 九州保健福祉大学保健科学部 九州保健福祉大学臨床実習指導者会議研修会 2019年11月15日 養成校 宮崎県

き
金城大学医療健康学部作業療法学
科

北国健康生きがい支援事業　第8回保健・医療・
福祉創造フォーラム

2013年11月30日 養成校 石川県

き 京都医健専門学校
平成27年度臨床実習Ⅰ指導者会議「作業療法
科学生の特徴と対応について」

2015年10月17日 養成校 京都府

き 京都医健専門学校 臨床実習指導者会議 2016年2月12日 養成校 京都府

き 京都医健専門学校
臨床実習指導者会議「国家試験対策の最近の
状況」

2017年2月10日 養成校 京都府

き 京都医健専門学校 臨床実習指導者会議 2017年9月15日 養成校 京都府

き 京都医健専門学校 臨床実習指導者会議 2018年2月9日 養成校 京都府

き 京都医健専門学校 卒後研修会 2018年11月3日 養成校 京都府

き 京都医健専門学校 臨床実習指導者会議 2018年11月30日 養成校 京都府

き 京都医健専門学校 臨床実習指導者会議 2019年4月12日 養成校 京都府

き 京都医健専門学校 第１回作業療法科卒後研修会 2019年11月2日 養成校 京都府

き 北九州リハビリテーション学院 九州作業療法士学校連絡協議会 2019年4月13日 養成校 福岡県

く
熊本駅前看護リハビリテーション学
院

第1回教育講演会 2013年10月26日 養成校 熊本県

く
熊本駅前看護リハビリテーション学
院

臨床実習指導者　第1回講習会 2014年3月29日 養成校 熊本県

く
熊本駅前看護リハビリテーション学
院

臨床実習指導者　第2回講習会 2015年3月28日 養成校 熊本県

く
熊本駅前看護リハビリテーション学
院

臨床実習指導者　第3回講習会 2016年3月26日 養成校 熊本県

く
熊本駅前看護リハビリテーション学
院

臨床実習指導者　第4回講習会 2017年3月25日 養成校 熊本県

く
熊本駅前看護リハビリテーション学
院

第2回教育講演会 2017年12月2日 養成校 熊本県

く
熊本駅前看護リハビリテーション学
院

臨床実習指導者　第5回講習会 2018年3月24日 養成校 熊本県

く
熊本駅前看護リハビリテーション学
院

臨床実習指導者 第6回講習会 2019年3月23日 養成校 熊本県

く 熊本リハビリテーション学院
作業療法における理論の位置づけ～臨床実践
および臨床実習への適用～

2008年2月23日 養成校 熊本県

く 熊本リハビリテーション学院 第14回教育講演会 2009年3月14日 養成校 熊本県

く 熊本リハビリテーション学院 第15回教育講演会 2010年2月27日 養成校 熊本県

く 熊本リハビリテーション学院
ナラティブとコミュニケーション　～質的研究をめ
ぐって～

2006年2月25日 養成校 熊本県

く 熊本リハビリテーション学院 事例研究の重要性と臨床実習 2007年2月24日 養成校 熊本県

く
熊本総合医療リハビリテーション学
院

熊本総合医療リハビリテーション学院　第16回教
育講演会

2011年3月6日 養成校 熊本県

く
熊本総合医療リハビリテーション学
院

熊本総合医療リハビリテーション学院　第17回教
育講演会

2012年3月17日 養成校 熊本県

く
熊本総合医療リハビリテーション学
院

熊本総合医療リハビリテーション学院　第18回教
育講演会

2013年2月16日 養成校 熊本県

く
熊本総合医療リハビリテーション学
院

熊本総合医療リハビリテーション学院　第19回教
育講演会

2014年3月15日 養成校 熊本県

く
熊本総合医療リハビリテーション学
院

熊本総合医療リハビリテーション学院　第20回教
育講演会

2015年3月14日 養成校 熊本県

く
熊本総合医療リハビリテーション学
院

熊本総合医療リハビリテーション学院　第21回教
育講演会

2016年3月19日 養成校 熊本県

く
熊本総合医療リハビリテーション学
院

熊本総合医療リハビリテーション学院　第22回教
育講演会

2017年3月18日 養成校 熊本県



く
熊本総合医療リハビリテーション学
院

熊本総合医療リハビリテーション学院　第23回教
育講演会

2018年3月17日 養成校 熊本県

く 熊本保健科学大学
共同研究会　作業療法に活かす質的研究法in熊
本

2016年2月27日 養成校 熊本県

く 群馬医療福祉大学
第1回群馬医療福祉大学リハビリテーション学部
研修会

2012年4月21日 養成校 群馬県

く 群馬医療福祉大学
第2回群馬医療福祉大学リハビリテーション学部
研修

2013年12月7日 養成校 群馬県

群馬医療福祉大学リハビリテーション学部研修

講演1　「膝のスポーツ外傷」

講演2　「リハビリテーションにおける先端医用工
学の臨床応用」

群馬医療福祉大学リハビリテーション学部研修

講演1　「がんリハビリテーション」

講演2　「超高齢社会における医療・介護の在り
方」

け
県立広島大学作業療法学科同窓会
いずみの会

2011年5月 同窓会 広島県

け
県立広島大学作業療法学科同窓会
いずみの会

卒後研修会「作業の力そして作業療法の力」 2013年9月22日 同窓会 広島県

こ 郡山健康科学専門学校 公開講座「人間作業モデルへのいざない」 2003年9月20日 養成校 福島県

こ 郡山健康科学専門学校 作業療法学科　卒後教育研修会 2018年6月9日 養成校 福島県

こ
国立身体障害者リハビリテーション
センター学院

養成校 埼玉県

こ
国立障害者リハビリテーションセン
ター学院

作業療法士研修会
2015年10月8日～9
日

養成校 埼玉県

こ
国立障害者リハビリテーションセン
ター学院

作業療法士研修会
2016年10月27日～
29日

養成校 埼玉県

こ
国立障害者リハビリテーションセン
ター学院

作業療法士研修会
2017年11月9日～11
日

養成校  埼玉県

こ
国立障害者リハビリテーションセン
ター

平成30年度作業療法士研修会
2018年10月10日～
12日

養成校  埼玉県

さ 埼玉県立大学保健医療福祉学部 手の動作学－箸操作の分析と練習方法 2008年7月6日 養成校 埼玉県

さ 埼玉県立大学保健医療福祉学部 事例報告入門「事例報告登録制度について」 2008年8月24日 養成校 埼玉県

さ 埼玉県立大学保健医療福祉学部
臨床での疑問をどのように研究としてまとめるか
第2回研究計画書の作成

2009年7月5日 養成校 埼玉県

さ 埼玉県立大学保健医療福祉学部
手の感覚・知覚障害の見方-動くけれど感じない
手どのようにアプローチしますか

2009年8月6日 養成校 埼玉県

さ 札幌総合医療専門学校校友会 2004年9月 同窓会 北海道

さ
札幌リハビリテーション専門学校同
窓会

2006年5月 同窓会 北海道

さ 札幌医科大学医学部
2015年度ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌのための運動器解剖ｾﾐ
ﾅｰ

2015年10月17日・18
日

養成校 北海道

さ 札幌医科大学医学部
2016年度ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌのための運動器解剖ｾﾐ
ﾅｰ

2016年10月15日・16
日

養成校 北海道

さ 札幌医科大学医学部
2017年度ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌのための運動器解剖ｾﾐ
ﾅｰ

2017年10月14日・15
日

養成校 北海道

さ 札幌医科大学保健医療学部
2018年度ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌのための運動器解剖ｾﾐ
ﾅｰ

2018年10月13日・14
日

養成校 北海道

さ 燦々会（山口コ・メディカル学院） 2011年3月 同窓会 山口県

し 首都大学東京 第4回作業療法士養成施設研修会 2009年12月2日 養成校 東京都

し 首都大学東京 第5回　作業療法士養成施設研修会 2010年12月1日 養成校 東京都

し
四国医療リハビリテーション（旧：四
国リハビリテーション学院）同窓会

2006年2月 同窓会 香川県

し
四條畷学園大学・短期大学同窓会
作業療法分科会

2011年6月 同窓会 大阪府

2015年7月21日～24
日・27日
2015年11月9日～13
日

し
滋賀医療技術専門学校作業療法学
科

臨床実習Ⅰｾﾐﾅｰ・臨床実習Ⅱｾﾐﾅｰ
 2016年7月23日・
2016年11月28日

養成校 滋賀県

し
滋賀医療技術専門学校作業療法学
科

臨床実習Ⅰ学生事例検討会・臨床実習Ⅱ学生
事例検討会

 2017年8月4日・2018
年11月16日

養成校 滋賀県

し 社会医学技術学院 臨床実習指導者研修会 2020年1月18日 養成校 東京都

せ 仙台リハビリテーション専門学校 「公開講座研究法」 2003年7月12日13日 養成校 宮城県

せ
専門学校金沢リハビリテーションアカ
デミー

「医療現場のリスクマネージメント～医療訴訟の
現状とその防止に向けて」

2004年7月3日 養成校 石川県

せ 晴陵リハビリテーション学院
精神科医療の現状把握と作業活動に関する理
解

2004年5月30日 養成校 新潟県

せ 晴陵リハビリテーション学院 第7回講演会 2008年5月25日 養成校 新潟県

せ 晴陵リハビリテーション学院 第8回講演会 2009年5月31日 養成校 新潟県

せ 晴陵リハビリテーション学院 第9回講演会 2010年5月16日 養成校 新潟県

し
滋賀医療技術専門学校作業療法学
科

臨床実習Ⅰｾﾐﾅｰ・臨床実習Ⅱｾﾐﾅｰ 養成校 滋賀県

く 群馬医療福祉大学 2015年11月28日 養成校 群馬県

く 群馬医療福祉大学 2014年11月8日 養成校 群馬県



せ 晴陵リハビリテーション学院 第10回講演会箱作り法について・箱作り法実習 2010年8月1日 養成校 新潟県

せ 晴陵リハビリテーション学院 第13回晴陵学習会山根寛先生講演会 2012年5月20日 養成校 新潟県

せ 晴陵リハビリテーション学院 第11回講演会 2011年5月15日 養成校 新潟県

せ 晴陵リハビリテーション学院 第12回講演会 2011年7月31日 養成校 新潟県

せ 晴陵リハビリテーション学院 第14回講演会 2012年5月20日 養成校 新潟県

せ 晴陵リハビリテーション学院 第14回晴陵学習会　山根寛先生講演会 2013年5月19日 養成校 新潟県

せ 晴陵リハビリテーション学院 第15回晴陵学習会 2014年3月30日 養成校 新潟県

せ 晴陵リハビリテーション学院 第16回晴陵学習会 2014年6月1日 養成校 新潟県

せ 聖隷クリストファー大学
臨床実習指導者会議「臨床実習における背景と
課題、今後のゆくえ」

2017年9月16日 養成校 静岡県

せ
専門学校日本福祉リハビリテーショ
ン学院同窓会

2005年8月 同窓会 北海道

た 多摩リハビリテーション学院 Bellak.Lの12の自我機能 2006年5月28日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院 PNF　下肢と体幹のパターン　～講義と実技～ 2007年3月6・13日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院
場の使い方　～社会復帰に向けて～　講義・ディ
スカッション

2007年7月15日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院
場の使い方　～社会復帰に向けて～　事例検討
１・２

2007年7月15・16日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院
高齢化していく統合失調症患者～起こりうる様々
な問題について

2008年8月2日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院
パーソナリティー障害～学校，職場，地域社会で
うまく付き合っていくために～

2008年8月3日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院
アクティビティーケア　～構造の考え方・組み立
て方と実際～【第1部】

2008年5月17日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院
アクティビティーケア　～構造の考え方・組み立
て方と実際～【第2部】

2008年5月18日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院 特別セミナー第1部公開スーパービジョン 2009年5月16日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院 特別セミナー第2部アクティビティケア 2009年5月16日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院
「治療・援助関係と自己の治療的利用について」
講義

2009年8月22日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院
「治療・援助関係と自己の治療的利用について」
事例検討

2009年8月22・23日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院 心地良い人間関係を築くために 2010年5月29日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院 認知症患者と家族支援 2010年5月30日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院
作業療法における面接・観察技術～構造の理解
から実践、治療・援助への発展～ 講義

2010年8月7日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院
作業療法における面接・観察技術～構造の理解
から実践、治療・援助への発展～事例検討会

2010年8月7・8日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院
生活歴から対象者をとらえる～IMMDリハビリ
テーションシートの実践的利用～講義・演習事例

2010年8月7・8日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院 治療・援助における２つのコミュニケーション 2012年8月4・5日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院
臨床作業療法夏期研修「長期入院から抜け出そ
う～退院促進のはじめ方～」「作業療法士がおこ
なう役に立つ心理教育」

2012年8月3・4日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院
臨床作業療法夏期研修「パラレルな場の実際、
パラレルな場の落とし穴」「事例検討会①②」

2014年8月2・3日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院 明日から使える作業療法の伝え方 2015年8月1日・2日 養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院  臨床作業療法夏期研修
2016年7月30日・31
日

養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院 第16回  臨床作業療法夏期研修
2018年7月28日・29

日
養成校 東京都

た 多摩リハビリテーション学院 第17回　臨床作業療法夏期研修 2019年7月27・28日 養成校 東京都

ち 千葉県医療技術大学校同窓会 2005年7月 同窓会 千葉県

ち
中部大学生命健康科学部作業療法
学科

平成28年度理学療法教育ｾﾐﾅｰ（第5回）・作業
療法教育ｾﾐﾅｰ（第4回）

2016年1月23日 養成校 愛知県

ち
中部大学生命健康科学部作業療法
学科

平成28年度理学療法教育ｾﾐﾅｰ・作業療法教育
ｾﾐﾅｰ

2017年1月21日 養成校 愛知県

ち
中部大学生命健康科学部作業療法
学科

平成29年度理学療法教育ｾﾐﾅｰ・作業療法教育
ｾﾐﾅｰ

2018年1月20日 養成校 愛知県

て
帝京大学福岡医療技術学部作業療
法学科

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ教育におけるｸﾘﾆｶﾙ・ｸﾗｰｸｼｯﾌﾟ
（CCS)の導入

2014年11月8日 養成校 福岡県

て
帝京大学福岡医療技術学部作業療
法学科

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ教育におけるｸﾘﾆｶﾙ・ｸﾗｰｸｼｯﾌﾟ
（CCS)の導入効果

2015年10月31日 養成校 福岡県

て
帝京平成大学健康医療スポーツ学
部

クリニカル・クラークシップ教育講演会～ＣＣＳに
よる臨床実習の円滑な進め方（各論Ⅰ）～

2018年8月22日 養成校 千葉県

て
帝京平成大学健康医療スポーツ学
部

クリニカル･クラークシップ教育講演会 2019年3月15日 養成校 千葉県

て
帝京平成大学健康医療スポーツ学
部

クリ二カル・クラークシップ教育講演会（総論） 2019年8月23日 養成校 千葉県

て
帝京平成大学健康医療スポーツ学
部

クリニカル・クラークシップ教育講演会（各論） 2020年2月28日 養成校 千葉県

と 藤華医療技術専門学校 思春期心理 2009年4月18日 養成校 大分県



と 藤華医療技術専門学校 指導者ー学生の良環境を目指して 2010年4月17日 養成校 大分県

と 藤華医療技術専門学校 組織の活性化と個人の役割 2011年4月16日 養成校 大分県

と
東京都立保健科学大学作業療法学
科

2003年12月10日 養成校 東京都

と
東京工科大学医療保健学部作業療
法学科

臨床教育のよりよいあり方について 2016年3月26日 養成校 東京都

と
東京工科大学医療保健学部作業療
法学科

作業に焦点を当てた実践の臨床実習指導につ
いての研修会

2018年12月9日 養成校 東京都

と 東北福祉大学
社会貢献・地域連携センター予防福祉健康増進
推進室「メディカルフィットネス講座」

2014年10月25日 養成校 宮城県

と 東北文化学園大学
リハビリテーションスタッフのためのコーチング技
術とその実際

2009年9月12日 養成校 宮城県

と 東北文化学園大学
東北文化学園大学作業療法セミナー　スプリント
の適応と作製の実際

2010年2月27日 養成校 宮城県

と 東北文化学園大学 平成22年度臨床実習Ⅱ指導者会議の際の講演 2010年9月11日 養成校 宮城県

と 東北文化学園大学
医療福祉フォーラム～高齢化社会における地域
再生へのロードマップ～あなたの終の棲家はど
こですか？

2015年5月24日 養成校 宮城県

と
東北文化学園大学作業療法学専攻
卒業生会

2007年7月 同窓会 宮城県

と
東北文化学園大学医療福祉学部リ
ハビリテーション学科

第2回東北文化学園大学（TBGU）作業療法セミ
ナー

2010年10月30日 養成校 宮城県

と
東北文化学園大学医療福祉学部リ
ハビリテーション学科

平成22年度臨床実習Ⅰ及び平成23年度臨床実
習Ⅲ指導者会議の際の講演

2011年1月22日 養成校 宮城県

と
東北文化学園大学医療福祉学部リ
ハビリテーション学科

第3回東北文化学園大学（TBGU)作業療法セミ
ナー

2011年11月20日 養成校 宮城県

と
東北文化学園大学医療福祉学部リ
ハビリテーション学科

平成23年度臨床実習Ⅰ及び平成23年度臨床実
習Ⅲ指導者会議の際の講演　高齢者の摂食嚥
下の基礎知識

2012年1月28日 養成校 宮城県

と
東北文化学園大学医療福祉学部リ
ハビリテーション学科

グローバル化した作業療法の世界における日本
の役割

2012年9月5日 養成校 宮城県

と
東北文化学園大学医療福祉学部リ
ハビリテーション学科

平成25年度臨床実習Ⅰ･平成26年度臨床実習
Ⅲ指導者会議の際の講演　本学における臨床
実習の新たな試み-臨床実習検討会議から-

2014年1月11日 養成校 宮城県

と
東北文化学園大学医療福祉学部リ
ハビリテーション学科

学生の行動変様と成長を促す臨床実習を目指し
て

2013年9月14日 養成校 宮城県

と
東北文化学園大学医療福祉学部リ
ハビリテーション学科

臨床実習Ⅱ指導者会議の際の講演-クリニカル
クラ-クシップの考え方と実際-

2014年9月5日 養成校 宮城県

と
東北文化学園大学医療福祉学部リ
ハビリテーション学科

臨床実習Ⅱ指導者会議の際の講演-クリニカル
クラ-クシップを活用した臨床実習の必要性-

 2015年9月4日 養成校 宮城県

と
東北文化学園大学医療福祉学部リ
ハビリテーション学科

平成28年度臨床実習ⅡおよびⅠの実習指導者
会議の際の講演

 2016年9月2日 養成校 宮城県

と
東北文化学園大学医療福祉学部リ
ハビリテーション学科

平成30年度臨床実習ⅡおよびⅠの実習指導者
会議の際の講演

 2018年8月31日 養成校 宮城県

と 徳島医療福祉専門学校 徳島医療福祉専門学校教育研修会 2010年4月3日 養成校 徳島県

と 徳島医療福祉専門学校
第22回臨床実習指導者連絡会議における研修
会

2015年4月4日 養成校 徳島県

と 富山医療福祉専門学校 臨床実習指導者会議における研修会 2017年3月10日 養成校 富山県

と 富山医療福祉専門学校 臨床実習指導者会議における研修会 2018年3月9日 養成校 富山県

と 冨山医療福祉専門学校
「今後の臨床実習指導の方向性～臨床実習指
導者研修会の報告～」

2019年3月8日 養成校 冨山県

な 長崎大学作業療法同門会 2006年4月 同窓会 長崎県

な 長崎大学医学部保健学科 高度ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職養成教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 2015年3月28日 養成校 長崎県

な 長崎大学医学部保健学科
高度ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職養成教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ-長崎
地域包括ｹｱｼｽﾃﾑを活用したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ-

2015年7月11日 養成校 長崎県

な 長崎大学医学部保健学科
高度ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職養成教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ-推進
ﾌｫｰﾗﾑ-

2015年10月31日 養成校 長崎県

な 長崎大学医学部保健学科
高度ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職養成教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ-臨床
指導者養成教育ｺｰｽ　推進ﾌｫｰﾗﾑ-

2016年1月28日 養成校 長崎県

な 長崎大学医学部保健学科
高度ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職養成教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ-地域
包括ｹｱ人材養成ｺｰｽ　推進ﾌｫｰﾗﾑ-

2016年6月11日 養成校 長崎県

な 長崎大学医学部保健学科
高度ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職養成-長崎地域包括ｹｱ
ｼｽﾃﾑを活用したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ-臨床指導者養成教育
ｺｰｽ推進ﾌｫｰﾗﾑ-

2016年11月5日 養成校 長崎県

な 長崎大学医学部保健学科
高度ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職養成-長崎大学×大阪
府立大学合同フォーラム-

2017年8月26日 養成校 長崎県

な 長崎大学医学部保健学科
高度ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職養成-長崎地域包括ｹｱ
ｼｽﾃﾑを活用したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ-臨床指導者養成教育
ｺｰｽ推進ﾌｫｰﾗﾑ-

2017年12月2日 養成校 長崎県

な 長崎大学医学部保健学科

文部科学省「課題解決型高度医療人材養成教
育プログラム」採択事業　「高度ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専
門職養成」-長崎地域包括ｹｱｼｽﾃﾑを活用したﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ- シンポジウム　「高度リハビリテーション
専門職の養成に向けた課題と展望」

2019年1月26日 養成校 長崎県

宮城県と
東北文化学園大学　医療福祉学部
作業療法学専攻

平成24年度臨床実習Ⅰ及び平成25年度臨床実
習Ⅲ指導者会議の際の講演　地域包括ケアシス
テムの今後-OTにもとめられているもの-

2013年1月12日 養成校



な 長野保健医療大学
クリニカルクラークシップによる臨床教育のあり
方

2018年2月10日 養成校 長野県

に 新潟医療福祉大学 第9回新潟医療福祉学会 2009年10月31日 養成校 新潟県

に 日本福祉大学作業療法研究会 2013年10月 養成校 愛知県

ひ 弘前大学医学部保健学科
「頸髄損傷者のコミュニケーションに対する機器
の活用」

2004年10月9日 養成校 青森県

ひ 弘前大学作業療法学専攻同窓会 2004年9月 同窓会 青森県

ひ
弘前ホスピタリティーアカデミー作業
療法科同窓会

臨床報告会 2004年11月 同窓会 青森県

ひ
広島国際大学保健医療学部総合リ
ハビリテーション学科

第1回作業療法セミナー社会人類学と高齢者支
援の接点

2012年2月26日 養成校 広島県

ひ
広島国際大学保健医療学部総合リ
ハビリテーション学科

咲楽塾　第2回作業療法セミナー「広島電鉄にお
けるバリアフリー化の取り組み」

2013年2月2日 養成校 広島県

ひ
広島国際大学保健医療学部総合リ
ハビリテーション学科

ポジショニング実践力向上セミナー 2015年3月7日 養成校 広島県

ひ 広島都市学園大学
平成29年度理学療法教育セミナー・作業療法教
育セミナー

2018年1月20日 養成校 広島県

ひ
広島都市学園大学リハビリテーショ
ン学科作業療法学専攻

臨学共同教育検討会 2018年12月8日 養成校 広島県

ひ
広島都市学園大学リハビリテーショ
ン学科作業療法学専攻

臨学共同教育検討会 2019年12月7日 養成校 広島県

ふ
藤田保健衛生大学医療科学部リハ
ビリテーション学科卒後研修会

2007年4月 同窓会 愛知県

ふ
藤田医科大学保健衛生学部リハビ
リテーション学科

藤田療法士教育研究会 2019年8月3日,4日 養成校 愛知県

ふ 富士リハビリテーション専門学校 臨床教育研修会「第7回」・「第8回」
2015年5月17日・
2015年9月6日

 養成校 静岡県

ふ 富士リハビリテーション専門学校 臨床教育研修会「第9回」 2016年5月15日  養成校 静岡県

ふ 富士リハビリテーション専門学校 臨床教育研修会「第10回」  2016年12月11日  養成校  静岡県

ふ 富士リハビリテーション専門学校 臨床教育研修会「第11回」 2017年5月28日 養成校 静岡県

ふ 富士リハビリテーション専門学校 臨床教育研修会「第12回」 2017年12月10日 養成校 静岡県

ふ 富士リハビリテーション専門学校 臨床教育研修会「第13回」 2018年5月16日 養成校 静岡県

ふ 富士リハビリテーション専門学校 臨床挙育研修会「第１４回」 2018年12月2日 養成校 静岡県

ほ 北海道文教大学人間科学部 コンピュータで体験する運動制御の基礎 2009年3月14日 養成校 北海道

ほ 北海道文教大学人間科学部
Occupational Presence: 作業に従事する人の健
康を促進するために

2009年5月23日 養成校 北海道

ほ 北海道文教大学人間科学部
第１回北海道文教大学人間科学部作業療法学
科セミナー

2011年8月2日 養成校 北海道

ほ 北海道文教大学人間科学部 第3回作業療法学科セミナー 2018年2月24日 養成校 北海道

ほ 北海道文教大学人間科学部
第1回作業療法学科セミナー「オープンダイア
ローグ～開かれた対話が投げかけるもの」

2018年11月10日 養成校 北海道

ほ 北海道文教大学人間科学部
第2回作業療法学科セミナー「高齢者に対する予
防的･健康増進作業療法プログラム」

2019年2月23日 養成校 北海道

ほ 北海道文教大学人間科学部
第１回作業療法学科セミナー「ガンに対するリハ
ビリテーションの実際」

2019年6月22日 養成校 北海道

ほ 北海道文教大学人間科学部 メデイカルスタッフのための運動器解剖セミナー 2019年10月19、20日 養成校 北海道

ほ 北海道文教大学人間科学部 第２回作業療法学科セミナー 2019年10月26日 養成校 北海道

ほ 北海道文教大学人間科学部 第３回作業療法学科セミナー 2020年2月22日 養成校 北海道

ほ
北都保健福祉専門学校作業療法学
科同窓会

2004年9月 同窓会 北海道

ほ 北海道大学OB「作業行動の会」 2011年5月 同窓会 北海道

ほ
北海道千歳リハビリテーション学院
学友同窓会

2013年10月 同窓会 北海道

ほ
北海道千歳リハビリテーション学院
学友同窓会

2017年7月9日 同窓会 北海道

ほ
北海道千歳リハビリテーション学院
学友同窓会

2017年9月9日 同窓会 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第1回卒後支援研修会 2014年6月28日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第2回卒後支援研修会 2014年7月26日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第3回卒後支援研修会 2014年9月6日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第4回卒後支援研修会 2014年9月20日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第5回卒後支援研修会 2014年9月27日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第6回卒後支援研修会 2014年10月12日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第7回卒後支援研修会 2014年11月1日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第8回卒後支援研修会 2014年11月15日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第9回卒後支援研修会 2014年11月29日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第10回卒後支援研修会 2014年12月6日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第1回卒後支援研修会 2015年6月13日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第2回卒後支援研修会 2015年7月11日 養成校 北海道



ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第4回卒後支援研修会 2015年9月5日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第5回卒後支援研修会 2015年9月19日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第6回卒後支援研修会 2015年10月31日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第7回卒後支援研修会 2015年11月14日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第1回卒後支援研修会 2016年7月2日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 第1回卒後支援研修会 2016年9月24日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院 卒後支援研修会 2017年6月24日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院
北海道千歳リハビリテーション科学学会　特別講
演

2016年9月2日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院
北海道千歳リハビリテーション科学学会　特別講
演

2017年9月2日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション学院
第4回北海道千歳リハビリテーション科学学会
特別講演

2018年9月1日 養成校 北海道

ほ 北海道リハビリテーション大学校 交友会 2017年12月2日 養成校 北海道

ほ
北海道リハビリテーション大学校交
友会

高次脳機能障害の評価と予後予測アプローチに
基づいたアプローチ

2019年2月9日 養成校 北海道

ほ 北海道リハビリテーション大学校 交友会 2020年2月15日 養成校 北海道

ほ 北海道千歳リハビリテーション大学
行動変容につながる上肢機能障害に対する作
業療法

2019年10月26日 養成校 北海道

み 宮崎リハビリテーション学院
臨床実習に関する指導方法論（クリニカルクラー
クシップ）について

2012年4月13日 養成校 宮崎県

み 宮崎リハビリテーション学院 臨床実習指導者会議　講習会 2013年4月19日 養成校 宮崎県

み 宮崎リハビリテーション学院 臨床実習Ⅱ指導者会議　研修会 2014年4月11日 養成校 宮崎県

や 柳川リハビリテーション学院 キャリア・職業教育の必要性と職業人の養成 2009年4月4日 養成校 福岡県

や 山口コ・メディカル学院 ICFに基づく実習の進め方の実際 2004年3月27日 養成校 山口県

や 山口医療福祉専門学校同窓会 2011年3月 同窓会 山口県

や
山形県立保健医療大学　作業療法
学系同窓会「ちとせ会」

2017年10月21日 同窓会 山形県

や
山形県立保健医療大学　作業療法
学系同窓会「ちとせ会」

2018年10月20日 同窓会 山形県

や
山形県立保健医療大学　作業療法
学系同窓会「ちとせ会」

2019年10月19日 同窓会 山形県

ゆ ユマニテク医療専門学校 臨床実習指導者会議における特別講演 2010年10月30日 養成校 三重県

ゆ ユマニテク医療福祉大学校
臨床実習指導者会議における特別講演「研究に
統計を用いる際のポイント」

2012年2月11日 養成校 三重県

ゆ ユマニテク医療福祉大学校
臨床実習指導者会議における特別講演「応用行
動分析をリハビリテーションに活かす」

2012年10月17日 養成校 三重県

ゆ ユマニテク医療福祉大学校
臨床実習指導者会議における特別講演「摂食・
嚥下障害に対するリハビリテーションの実際」

2012年10月27日 養成校 三重県

ゆ ユマニテク医療福祉大学校
臨床実習指導者会議における特別講演「筋力増
強方法論～患者教育の重要性について～」

2014年2月15日 養成校 三重県

ゆ ユマニテク医療福祉大学校
臨床実習指導者会議における特別講演「2型糖
尿病に対してＰＴ・ＯＴは何ができるか」

 2014年10月25日 養成校 三重県

ゆ ユマニテク医療福祉大学校
臨床実習指導者会議における特別講演「臨床で
いかせるコミュニケーションスキル～事例を通じ
て学ぶ～」

 2015年2月14日 養成校 三重県

ゆ ユマニテク医療福祉大学校 臨床実習指導者会議における特別講演  2015年10月24日 養成校 三重県

ゆ ユマニテク医療福祉大学校 臨床実習指導者会議における特別講演  2016年2月20日 養成校 三重県

ゆ ユマニテク医療福祉大学校 臨床実習指導者会議における特別講演  2016年10月22日 養成校 三重県

ゆ ユマニテク医療福祉大学校 臨床実習指導者会議における特別講演  2017年2月18日 養成校 三重県

ゆ ユマニテク医療福祉大学校 臨床実習指導者会議における特別講演  2017年10月14日 養成校 三重県

ゆ ユマニテク医療福祉大学校 臨床実習指導者会議における特別講演  2018年2月17日 養成校 三重県

ゆ ユマニテク医療福祉大学校 臨床実習指導者会議における特別講演 2019年10月19日 養成校 三重県

ゆ
遊心会（YICリハビリテーション大学
校同窓会）

2011年3月 同窓会 山口県

よ よこすかOT勉強会 2009年5月 同窓会 神奈川県

よ 横浜ﾘﾊビリテーション専門学校 ４年次臨床実習指導者会議1部講演会 2020年3月2日 養成校 神奈川県

わ YMCA米子医療福祉専門学校
臨床実習指導者会議　MTDLPを臨床実習で活
用するために

2015年11月14日 養成校 鳥取県

わ YMCA米子医療福祉専門学校
臨床実習指導者向け研修会　MTDLP概論・模擬
事例演習

2015年12月23日 養成校 鳥取県

わ YMCA米子医療福祉専門学校
臨床実習指導者会議特別講演　MTDLPを臨床
実習で活用するために(その2)

2016年11月12日 養成校 鳥取県

わ YMCA米子医療福祉専門学校 臨床実習指導者会議特別講演 2017年11月18日 養成校

わ YMCA米子医療福祉専門学校 臨床実習指導者会議 2018年11月17日 養成校 鳥取県

わ YMCA米子医療福祉専門学校 臨床実習指導者会議特別講演 2019年11月16日 養成校 鳥取県


