
■リハビリテーション事業管理部 

 

1. リハビリテーション事業管理部のミッション 

リハビリテーション事業管理部（以下 リハ）は、亀田メディカルセンターの理念に基づき、「亀田メディカ

ルセンター内の各事業所及び隣接リハ提供施設と連携し、病期別に求められる専門的なリハ医療をシームレ

スに提供し続けること」を使命としている。これは亀田総合病院、亀田リハビリテーション病院、亀田クリ

ニック、亀田スポーツ医科学センター、亀田ファミークリニック館山、訪問リハと社会福祉法人太陽会関連

施設である安房地域医療センター、介護老人保健施設「たいよう」、特別養護老人施設「めぐみの里」さらに、

亀田グループ以外の医療・介護・福祉施設とが継ぎ目なく連携して、障害発症前の予防から、発症後の急性

期、回復期、維持期といった各時期に求められる専門的なリハビリを効果的に提供することで、障害者及び

その家族がこの地域で安全にかつ安心して暮らしていける地域完結型医療を達成するためにIHN（Integrated 

Healthcare Network）及び地域包括ケアシステムの構築を推進する。 

 

2. 2018 年度評価 

2018 年度のリハ事業管理部テーマは「連携とプラットフォーム」とした。12 月には亀田グループの亀田森の

里病院において一般病床を一部地域包括ケア病棟へと変更することから鴨川事業所からセラピスト PT2 名を

派遣した。また同月太陽会において短時間型デイケア「SUN Daycare」を開設し 2019 年より導入されるリハ

ビリの算定日数越え患者のフォロー体制を構築した。さらに隣接する南房総市にある南房総市立富山国保病

院と太陽会が地域連携推進法人（関東で初めて、全国で 7 番目）を設立し地域包括ケア病棟を開設したこと

より、亀田グループより理学療法士 2 名を派遣し職員教育及び連携強化を推進した。今後、機能分化が加速

する一方で、その専門分化した施設をいかに繋ぎ、地域全体の医療及び介護の質向上を図ることが期待され

ている。これまでプロセスやコミュニケーション、風土など異なる組織文化を有した組織が連携することは

容易ではない。しかしながら、ICT などのコミュニケーションツールの活用促進及び顔の見える関係づくり、

目標の共有などをとおしてまずはスタートできた。 

2018 年度下半期より中期経営計画がスタートした。リハ部門としては、診療単位の効率的取得及び質の高い

医療提供に向けた計画書等の確実な作成が目標となった。まず PowerBI 等を活用した経営指標（KPI）の見え

る化を推進し取り組んだ。 

 

3. 2019 年度の重点目標 

2019 年度の事業部のテーマは「原点」とした。専門分化する前の「原点」を知ることでその分化の意義を再

確認し、それぞれの専門施設の役割とその意義を考えることを目的として取り組む。また、2018 年度からス

タート中期経営計画を推進することも大きな目標となる。 

 

4. 事業所別人員配置 

リハ事業管理部は、総合病院・リハビリテーション病院、クリニック、訪問リハビリ、介護老人保健施設、

特別養護施設内に位置している各リハビリテーション室を管轄している。2018 年度は、亀田森の里病院の出

向が加わった。これらの施設は各リハビリテーション室室長が縦断的に統括し、またこれらの施設間の連携

においては、事業管理部部長が横断的に統括している。 

全事業所態勢 理学療法士 163 名、作業療法士 35 名、言語聴覚士 24 名、トレーナー5 名、医事事務 11 名 



合計 240 名。 

 

表１ 人員配置（2019 年 4 月現在） 

 事業部 総合病院 クリニック リハビリ病院 在宅訪問 安房地域両センター 亀田ファミリークリニック館山 たいよう 富山国保 森の里病院 合計 

理学療法士 3 63 13 18 4 29 4 7 2 20 163 

作業療法士 0 12 4 8 1 6 2 1 0 1 35 

言語聴覚士 0 7 5 4 0 4 4 0 0 0 24 

歯科衛生士  2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

トレーナー 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 

事務 1 3 4 0 0 2 1 0 0 4 11 

合計 3 88 31 30 5 41 11 8 2 25 240 

 

5. 地域連携 

（ア） 千葉県地域リハビリテーション支援体制整備推進事業（圏域：安房地域） 

表 2 活動報告 

体験・講習会 開催頻度 参加者数 

第 10 回南房総リハビリテーション・ケア文化祭 年 1回開催 268 名 

住民主体の通いの場（サロン）支援 13 回実施  

パラスポーツ体験会 7 回開催 142 名 

小中学校でのパラスポーツ体験学習会 2 回開催 140 名 

施設出向講習会 7 回開催 160 名 

地域イベントへのブース出展 3 回実施  

 

（イ） 千葉県高次脳機能障害支援普及事業 

① 2018 年度事業活動目標 

 高次脳機能障害およびその支援活動についての啓発 

個別支援の活動事業を蓄積する 

家族会の安定した活動の支援 

② 活動報告 

全国および千葉県開催での会議（年 4回） 

③啓発事業 

 一般の方に高次脳機能障害に興味を持っていただくため、入りやすい内容の高次脳機能障害の方を題材と

した映画鑑賞会（抱きしめたい）を上映。高次脳機能障害についてレクチャーを 20 分、南房総家族と支援

者の会よりお話し。一般や当事者家族 150 名参加。 

 

6. 院外活動 

（ア） 市民講座 

① リハビリ市民講座の目的 

リハビリテーションスタッフの得意分野を地域住民に還元し、健やかな日常生活に寄与する。 



亀田メディカルセンターリハビリテーション部門を地域住民へ宣伝する一手段とする。 

 表 3 実績 

 講師 日程 タイトル 参加者 

1 DR 久保田 2018 年 5 月 12 日 骨粗しょう症の話 お薬と栄養 56 名 

2 PT 小山 2018 年 8 月 25 日 靴とインソール 18 名 

3 OT 山田 2018 年 9 月 15 日 ばね指の対処方法について 31 名 

4 AT 宮本 2018 年 10 月 6 日 今日から始まる足腰づくり 22 名 

5 PT 畑中 2018 年 11 月 17 日 膝の痛みと予防と対処 59 名 

6 DR 井合 2018 年 12 月 22 日 認知症の予防と対処 24 名 

 

（イ） 鴨川市メディカルチェック事業 

① 目的 運動によって発生する関節等の障害の早期発見及び早期予防（治療） 

生徒－中学校生活で満足できる部活動参加への支援 

   障害予防に対する意識付け・実践 

教諭（指導者）－生徒が満足できる部活動参加への支援。指導者、教諭への知識共有と支援 

② 活動報告 

メディカルチェック 4回（安房東中学校 1回 47 名参加、鴨川中学校 3回 231 名参加） 

結果説明会 2回（安房東中学校 1回、鴨川中学校 1回） 

 

（ウ）鴨川市サロン活動 

鴨川市介護予防地域リハビリテーション活動支援事業の一環として，鴨川地区，天津小湊地区，江見地区，

長狭地区で開催されている地域高齢者サロンへの参加者およびボランティアスタッフ（介護予防サポータ

ー）に対して，介護予防を目的とした，体力測定（ロコモチェック）や運動指導（ロコトレ），体操指導，

その他健康づくりに関する講義（認知症予防，栄養について）を実施した。 

 

 表 4 2018 年度 サロン活動実績一覧 

サロン名 実施日 場所 参加数 活動目的・概要 実施者 

大日サロン 2018 年 9 月 18 

2019 年 3 月 19

日 

西条公民館 24 名 ロコモ測定,運動指

導,講義 

大嶋幸一郎 髙

橋友親 横井和

晃 

御園女子会

サロン 

2018年11月20

日 

吉尾公民館 9 名 ロコモ測定,運動指

導,講義 

大嶋幸一郎 髙

橋友親 

海辺のサロ

ン 

2019 年 1 月 21

日 

コミュニティーセン

ター小湊 

22 名 ロコモ測定,運動指

導,講義 

大嶋幸一郎 髙

橋友親 

サロン花笠 2019 年 2 月 15

日 

旧江見幼稚園舎 26 名 ロコモ測定,運動指

導,講義 

大嶋幸一郎 髙

橋友親 

横井和晃 佐伯

孝一 

 



7. 教育活動 

（ア）理学療法士講習会（年 2回開催） 

①質の高いリハビリテーション部門運営のための仕組みづくりとその実行 

 日 程：2018 年 7 月 5日（木）～7月 7日（土） 

 参加者：16 名（理学療法士） 

 内 容：これからの医療に求められること 

     質の高いリハビリテーション部門運営のための仕組みづくり 

     外部審査の仕組みと教育の仕組み 

②理学療法におけるリスク管理とその対応（急性期から在宅まで） 

 日 程：2018 年 10 月 25 日（木）～27 日（土） 

 参加者：23 名（理学療法士） 

 内 容：リハビリ診療におけるリスク管理総論・疾患別各論（講義） 

     在宅診療におけるリスク管理 

     グループワーク・基礎的救命救急法・シミュレーション演習（実技） 

 

（イ）臨床実習受入 受入実習期間 2018 年 4 月～2019 年 3 月まで 

  受入学生数：46 名 

 表 5 学生内訳 

 総合実習 評価実習 見学実習 合計 

理学療法士 21 6 3 30 

作業療法士 5 3 0 8 

言語聴覚士 7 1 0 8 

合計 33 10 3 46 

 

（ウ）韓国鮮文大学理学療法学科学生の研修受入 

研修生：4名 

   研修期間：2018 年 7 月 30 日～8月 24 日 

   内 容：日本におけるリハビリテーションの取り組みの理解 

       疾患別、時期別リハビリテーションの機能分化と連携についての理解 

       高齢化における課題に向けた理学療法士の取り組みにの理解  

  

（エ）他施設研修受入 

 受入件数 3 件 

 ①手稲渓仁会病院  

外来リハビリテーションにおけるアプローチおよび管理業務、スタッフ育成について 

 ②島根大学医学部付属病院 

  集中治療室でのリハビリテーション業務 

 ③勝浦整形外科 

  外来リハビリのシステム管理及び施設見学、入院リハビリ施設見学 



 

（オ）学生対象リハビリテーションキャンプ（夏・春開催） 

 ①2018 年 8 月 10 日（金）11 日（土） 

  参加者数 32 名（理学療法学科 18 名、作業療法学科 6名、言語聴覚学科 7名、歯科衛生 1名） 

  内容：1泊 2日の研修プログラム 

体験学習、臨床見学、グループワーク、先輩セラピストからの経験談など 

 ②2019 年 3 月 20 日（水） 

  参加者数 29 名（理学療法学科 23 名、作業療法学科 4名、言語聴覚学科 2名） 

  内容：体験学習、臨床見学、グループディスカッション 

 

8. 学術活動 

（ア）リハビリテーション研究会 

目的：継続的改善を視点に、以下の 2点を目的とする。 

① 疑問を形にする方法を学ぶ（PICO、研究計画、解析、院内発表、院外発表、（論文作成）） 

② 批判的吟味の方法を学ぶ（研究発表の聴き方、抄録の読み方、情報の見方、質疑の仕方など） 

 

リハビリテーション研究会最終報告会（2017 年度） 

日時：2018 年 6 月 14 日（木） 

 表 6 発表演題 

 発表者 演題名 

1 吉田 智子 急性期間質性肺炎の退院時日常生活活動作自立群と非自立群の違いについて 

2 小森 瑞樹 バーチャル空間を用いた半側空間無視治療支援システムにおける可動スリットの効

果検証 

3 小柴 輝晃 透析中の運動量がフレイル、QOL、透析療法へ与える効果の検討 

4 室井 大佑 脳卒中片麻痺患者の隙間通貨歩行における視覚と注意の影響 －麻痺側侵入により

接触率軽減した 3症例による検討－ 

5 宮崎 準也 高校生野球選手の１シーズン中の肩関節可動域の前向き調査 

6 宮本 瑠美 人間ドック受診者における片脚立ち上がりテストと糖尿病有病率に関する横断的研

究 －kameda health study－ 

7 齋藤 洋 高齢心不全患者における身体的・社会的フレイルに関する疫学・予後調査 ～多施

設前向きコホート研究～ 

8 山内 弘喜 鏡視下腱板修復術後患者の再断裂に関連する因子の分析 

優秀賞 2名：齋藤洋、小森瑞樹 

 

  



リハビリテーション研究会中間報告会（2018 年度） 

日時：2019 年 2 月 7日（木） 

表 7 リハ研演題 

 発表者 演題名 

1 根岸 悠理 当院医療的ケア児、心身障害児を養育する母親の日中一時支援及び障害児通所支援

事業等へのニーズ調査 

2 小林 由佳 回復期病棟退院者における作業参加と QOL 及び生きがいとの関連 

3 小森 瑞樹 バーチャルリアリティ装置を用いた半側空間無視へのアプローチ －VR 空間での 3

次元的無視症状評価ツールの有用性検討 

4 小柴 輝晃 当院における腎移植後の理学療法経験 

5 比護 文也 人口膝関節全置換術後可動域に影響を与える因子の検討 

6 齋藤 洋 高齢心不全患者における身体的・社会的フレイルに関する疫学・予後調査 ～他施

設前向きコホート研究～ 

7 平井 菜穂 健常者と排便協調障害における努責時の腹部動きおよび腹部骨格筋の超音波所見の

違い 

 

表 8 リハビリテーション事業管理部特別勉強会 

 日時 テーマ 講師 担当チーム 

1 2018 年 6 月 9 日 歩行再建の基礎知識 京都大学大学院 

大畑光司 

リハ病院 PT 

2 2018 年 8 月 31 日 リハビリテーションのためのEBM概

論 -エビデンスの活用と構築‐ 

京都大学医学部付属病院 

大寺祥佑 

リハ病院 PT 

3 2018 年 11 月 22 日 入院から在宅、医療から介護におけ

るシームレスな連携 ～患者さん

は地域に戻って何に困っているの

か？～ 

安房生活支援センター 

岡田まゆみ 

リハ病院 OT 

4 2019 年 1 月 20 日 ①理学療法の可能性 

②受傷から協議復帰、パフォーマン

ス向上までのロードマップ 

①真木伸一（Re-Vive） 

②阿児嘉浩（トレナーズネ

ットワーク大阪） 

運動器チー

ム 

5 2019 年 2 月 2 日 訪問・地域リハにおける患者様・ご

家族のニーズ、回復期での役割 ～

言語・コミュニケーション、摂食嚥

下、高次脳機能面を中心に～ 

訪問言語聴覚士 

平澤哲哉 

リハ病院 ST 

6 2019 年 2 月 2 日 浮腫ケア 大阪国際がんセンター 

島崎貴将 

がんリハチ

ーム 

7 2019 年 2 月 17 日 急性期から現場まで（高齢者も含

む） 

PCP×Lasante 栗田興司 クリニック

PT 

 

  



（ウ）　学会発表

氏名　 職種 学会名 発表テーマ 出張先

佐伯　考一 PT 第20回医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会学術総会 ﾁｰﾑに対する新たな組織開発を支援する取り組みについての報告 北海道札幌市

宮本　瑠美 AT 日本運動疫学会 ﾛｺﾓ度ﾃｽﾄと体格指標の関係に関する横断研究 東京都新宿区

佐伯　考一 PT 第68回日本病院学会 亀田総合病院で取り組むｺｰﾁﾝｸﾞ普及活動　-14年間の報告- 石川県金沢市

室井　大佑 PT 第55回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会学術集会 脳卒中片麻痺患者における狭い隙間の通貨方法 福岡県福岡市

室井　大佑 PT 第55回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会学術集会 脳卒中片麻痺患者における狭い隙間の通過方法　～麻痺側侵入の有用性の検討～ 福岡県福岡市

佐藤　裕之 PT 第55回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会学術集会 当院回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟における転倒発生率　～他職種連携の取り組みによる予防と対策～ 福岡県福岡市

松田　徹 PT 日本予防理学療法学会　第4回ｻﾃﾗｲﾄ集会
理学療法士の臨床判断（直感）による転倒ﾘｽｸの感じ方は、客観的評価と関連するか？　高齢者9名の映像評価による前向
き研究

埼玉県川越市

小山　稔 PT 第30回日本整形外科超音波学会 超音波を用いた内側型投球障害における円回内筋の収縮機能強化について 山形県山形市

佐藤　裕之 PT 第30回日本整形外科超音波学会 超音波を用いた膝蓋骨側方移動距離の検討 山形県山形市

鈴木　洋平 PT 第30回日本整形外科超音波学会 ｸﾗｲｵｽﾄﾚｯﾁﾝｸﾞの有無が運動後の筋の組織弾性に与える影響について 山形県山形市

室井　大佑 PT 日本生態心理学会第7回研究大会 脳卒中患者の隙間通過行動 東京都新宿区

松田　徹 PT 第37回関東甲信越ﾌﾞﾛｯｸ理学療法士学会 Timed　Up＆Go　Test+（TUG+）の開発-高齢者のTUG遂行映像を使用した信頼性評価 栃木県宇都宮市

須貝　尚樹 PT ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ･ｹｱ合同研究大会 動画による手指衛生遵守率向上のための教育 鳥取県米子市

村永　信吾 PT 中日友好病院　講演 日本に於ける急性期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝについて 中国北京

松田　徹 PT 第5回日本予防理学療法学会学術大会
新たに開発したTimed　UP＆GO　Test+使用による転倒予測妥当性の評価　－ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽに通所する地域在住高齢者に対す
る多施設共同後ろ向き研究ー

福岡県北九州市

石川　修平 PT 第20回日本骨粗しょう症学会 亀田総合病院における骨粗鬆症ﾘｴｿﾞﾝｻｰﾋﾞｽの取り組み　第一報 長崎県長崎市

宮崎　準也 PT 日本臨床ｽﾎﾟｰﾂ医学会 高校生野球選手の1ｼｰｽﾞﾝ中の肩関節可動域の前向き調査 北海道札幌市

鈴木　洋平 PT 第37回日本理学療法教育学会学術大会・第1回理学療法士学会管理部門研究会 当院での症例報告における臨床実習生と新入職者との達成度の比較について 兵庫県神戸市

松田　徹 PT 第7回日本理学療法教育学会学術大会
臨床判断（直感）による転倒予測精度が高い理学療法士の視点とその構造-通所ﾘﾊﾋﾞﾘ利用高齢者9名の映像評価による前
向き研究-

兵庫県神戸市

鵜澤　吉宏 PT 第28回日本呼吸ｹｱﾘﾊ学会学術集会 今さら聞けない呼吸生理と人口呼吸療法 千葉市

室井　大佑 PT 第16回日本神経系理学療法学会学術大会 脳卒中片麻痺患者の隙間通過歩行における視覚と注意の影響-麻痺側侵入により接触率軽減した3症例による検討- 大阪府大阪市

山内　弘喜 PT ACPT2018
Comparison of in Vivo Glenohumeral Kinematics During Simulated Cockin Mootion between Dominant and Non-dominant
Using  a 3D-to-2D Registration Technique

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　ｾﾌﾞ

宮崎　準也 PT 第6回日本運動器理学療法学会 関節鏡視下腱板修復術後の肩関節可動域制限に対する高頻度理学療法介入の効果ー症例報告ー 福岡県福岡市

上村　尚美 OT 第33回回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟協会研究大会 回復期における小児患者への対応並びに復学へのﾁｰﾑ連携 浦安市

小林　由佳 OT 広島県作業療法学会 書字作業で作業機能障害の作業疎外を改善された一事例 広島県広島市

松田　徹 PT 第24回千葉県理学療法士協会 理学療法士の臨床判断(直感）を基盤とした転倒予測の臨床経験による違い 千葉市

水野　祐基 PT 第24回千葉県理学療法士学会 投網動作を獲得した上腕骨近位橋骨折の1症例 千葉市

三宅　理佳 PT 第24回千葉県理学療法士学会 自覚的脚長差が改善した人工股関節全置換術後患者 千葉市



（エ）執筆活動 

 

 

（オ）講師・講演指導相談実績 

 

 

執筆者 タイトル 掲載誌

宮本　瑠美
Stand-up test overestimates the decline of locomotor function in taller people: a cross-sectional
analysis of data from the Kameda Health Study

Journal of Physical Therapy Science

比護　真奈美 急性期病棟における専従作業療法の実践 作業療法ジャーナル

鵜澤　吉宏 呼吸ケアチーム 総合リハビリテーション

齋藤　洋
Discordance between subjective and objective evaluations of cognitive function in old Japanese
patients with heart failure.

Australasian Journal on Ageing 

齋藤　洋 Social isolation is associated with 90-day rehospitalization due to heart failure. European Journal of Cardiovascular Nursing

鵜澤　吉宏 教育システム　キャリア形成のために リハビリテーション管理運営実践ガイドブック

大瀬　律子
リハビリテーションの挑戦！「フローレンスガーデンハイツ（看護学生寮と併設した高齢者住宅）の取り
組み」

かめだより

大瀬　律子 「体験」と「対話」が医療者と地域住民の意識変化をもたらした報告ーAWA　cafe　projectの活動ー 作業療法

大瀬　律子 MCIは正常の脳機能に戻れる？～早期発見と早期支援～ おひさまニュース

大瀬　律子 認知症リスクとコグニサイズ おひさまニュース

大瀬　律子 用具の工夫で「できる」を増やそう！ おひさまニュース

西山　新治 お母さんを守ろう　家庭医は産前家族の応援団 南山堂

村永信吾 理学療法における生涯学習の展開：医療機関での取り組み 医学書院　PT[ジャーナル

村永信吾 理学療法管理学 南江堂

村永信吾・
松田徹

特集　高齢者の運動器疼痛に対する運動療法と予防医療「ロコモティブシンドロームの評価とロコト
レ」

真興交易　ペインクリニック

氏名 職種 内容・目的 出張先 開催日程

村永　信吾 PT あなたの足腰大丈夫？！　ロコモ警報発令中 東京理科大学森戸記念館 2018/4/15

村永　信吾 PT 亀田医療大学 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ概論 亀田医療大学 2018/4/16

村永　信吾 PT 透析運動療法講演会 名古屋国際会議場 2018/4/20

村永　信吾 PT 第53回日本理学療法士学術研修大会　講師 つくば国際会議場 2018/5/24

村永　信吾 PT 亀田医療大学　チーム医療 亀田医療大学 2018/6/1

村永　信吾 PT 企業内運動器健診の実施 新電元工業㈱　飯能工場 2018/6/15

村永　信吾 PT
40th　Aunual Conferende参加と日本人会への亀田の紹介　American Pacific Nursing
Leade's Counci1

グアム大学 2018/6/26

村永　信吾 PT 茨城県立保健医療大学講義 茨城 2018/7/20

村永　信吾 PT SPORTEC2018セミナー　立つ、歩くから診る介護予防 東京ビックサイト 2018/7/26

村永　信吾 PT 山梨県理学療法士会　働き方改革ーワークライフバランスー 甲府 2018/9/26

村永　信吾 PT 鴨川健康教室 鴨川市（主基小学校）

村永　信吾 PT 鋸南町講演会「腰痛・膝痛を防ぐ！　ストレッチ＆筋トレ」 鋸南町 2018/11/5

村永　信吾 PT 九州ブロック 管理者研修会「質の高いリハビリテーション部門管理」 大分市 2018/11/11



 

以上 

文責  村永信吾 

 

村永　信吾 PT 多職種連携「多職種でつなぐチーム医療は、プロセスとコミュニケーションの標準化から」 千葉県立保健医療大学 2018/12/4

村永　信吾 PT 森の里グランドオープン講演会「あなたの足腰大丈夫？　ロコモ警報発令中」 亀田森の里病院 201812/16

村永　信吾 PT 学校講義（理学療法管理学） 千葉県立保健医療大学 2018/10/24

村永　信吾 PT 学校講義（理学療法管理学） 千葉県立保健医療大学 2018/10/31

村永　信吾 PT JENESYS2018　Locomotive syndrome 亀田総合病院 2019/1/24

村永　信吾 PT 学校講義（理学療法管理学） 千葉県立保健医療大学 2018/11/7

村永　信吾 PT
第17回　日本フットケア学会市民公開講座「生活習慣病（メタボ）対策の阻害因子であるロ
コモティブシンドロームの理解

名古屋国際会議場 2019/2/10

村永　信吾 PT 第1回ジェネラルセラピスト講習会「ロコモティブシンドロームの病態とリハ介入」 札幌医科大学 2019/3/23

山田　直美 OT 長狭高等学校　介護職員初任者研修　講師 長狭高等学校 2019/1/24

鵜澤　吉宏 PT 第15回呼吸ｹｱｶﾝﾌｧﾚﾝｽ　講師依頼 大阪国際会議場 2018/4/28

鵜澤　吉宏 PT 第46回日本呼吸療法医学会ｾﾐﾅｰ講師 神戸国際会議場 2018/5/11

佐伯　考一 PT ｺｰﾁﾝｸﾞ研修（亀田森の里病院） 亀田森の里病院 2019/3/1

松田　徹 PT 千葉医療福祉専門学校　非常勤講師 千葉医療福祉専門学校 2018/4/19

松田　徹 PT 茅ヶ崎ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校講師 茅ヶ崎ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 2018/4/28

松田　徹 PT 長狭高等学校医療福祉ｺｰｽ支援1年次（動機付け学習） 長狭高等学校 2018/10/10

彦田　直
大澤　有美子

PT 鴨川市ﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｪｯｸのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 鴨川中学校 2019/1/24

大嶋　幸一郎 PT 健康づくり講演での公演および体力年齢測定 旧吉尾小学校体育館 2018/10/20

池田　一樹 PT BLS講習 亀田医療大学 2018/5/18

池田　一樹 PT ﾁｰﾑｽﾃｯﾌﾟｽ研修ｲﾝｽﾀﾗｸﾀｰ 亀田森の里病院 2018/11/4

永久保　珠絵 OT 療育相談依頼のため 館山市簡易ﾏｻﾞｰｽﾞﾎｰﾑ 2018/6/5

永久保　珠絵 OT 特別非常勤講師派遣依頼により 千葉県立安房特別支援学校 2018/6/11

永久保　珠絵 OT 千葉県作業療法士学術部発達障害委員会　研修会講師 千葉県立保健医療大学 2018/8/26

永久保　珠絵 OT 療育訪問指導、相談のため 館山市簡易ﾏｻﾞｰｽﾞﾎｰﾑ 2018/9/14

永久保　珠絵 OT 当該学部幼児の自立活動の指導（2回） 千葉県立安房特別支援学校
2018/9/26
2018/12/5

佐藤　裕之
大澤　有美子

PT 鴨川市ﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｪｯｸのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 安房東中学校 2018/9/27

大澤　有美子 AT 講演；介護職のﾌｨｯﾄﾈｽ「心身ともに健康で長く働き続けるためのｺﾂ」 ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰわきあいあい 2019/1/19

荒牧　奈緒美 PT 千葉県立安房特別支援学校研修会講師 千葉県立安房特別支援学校 2018/8/23

小池　沙織 ST 安房地方学校保健大会　講演会講師 南総研修所 2018/5/31

小池　沙織 ST 館山市　幼児言語相談（3回） 館山市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
2018/5/31
2018/6/22
2018/7/10

西山　新治 PT 特別非常勤講師（安房特別支援学校）自立活動の指導助言（2回） 千葉県立安房特別支援学校
2018/9/28
2018/11/2

近藤　真莉子
伊藤　綾香

ST 鴨川市母子保健事業3歳児健診相談業務（6回） 鴨川市保健福祉ｾﾝﾀｰすこやか 2018/5月より

二ノ形　恵 ST 認定こども園OURS訪問リハビリ事業 認定こども園OURS
2018年4月より
（46回訪問）

二ノ形　恵 ST 南房総市特別支援教育専門家チーム巡回相談（2回） 南房総市内小学校
2018/4/27
2018/11/7

二ノ形　恵 ST 鴨川市特別支援教育専門家チーム巡回相談（1回） 鴨川市内小学校 2018/7/11

二ノ形　恵 ST 千葉県立安房特別支援学校鴨川分教室　巡回相談（1回） 安房特別支援学校鴨川分教室 2018/10/23
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