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令和 3 年 6 月吉日 
一般社団法人 岩手県作業療法士会 
会員各位 

  一般社団法人岩手県作業療法士会 
         会長 藤原 瀬津雄 

 学術教育局  髙橋 秀暢 
（公印省略） 

                                      

令和 3 年度 第 1 回岩手県臨床実習指導者講習会 Web 開催のご案内 
 

平素より県士会活動におきまして会員の皆様には格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、平成 30 年 10 月に理学療法士作業療法士養成施設指定規則が改正され、2020 年度より臨床

実習指導者の要件は、免許を受けた後 5 年以上業務に従事した者であり、かつ、厚生労働省が指

定した臨床実習指導者講習会等を修了した者と義務付けられました。 
岩手県作業療法士会におきましても、臨床実習教育の質の向上を生涯教育の一環と位置付け、実習

指導を担う OT の人材育成につなげていきたいと考えております。今年度も COVID-19 による感

染拡大予防の観点から、ZOOM による Web 開催とさせていただきます。以下の要項をご確認のう

えご応募いただきますようよろしくお願いします。 
 

記 

 

日 時 ：【第 1回】 令和 3年 9月 4日（土）～ 5 日（日） 

         【第 2回】 令和 3年 12 月 18日（土） ～ 19 日（日） 

参 加 費 ： 無料（※ただし、資料代 1000 円は自己負担） 

対 象 ： 実務経験 4年以上の作業療法士、理学療法士 

プログラム : 別紙参照 

定 員 ： 50 名 （※応募多数の場合は選考となります） 

申し込み先 ： 下記 URL および QRコードの申込フォームよりお申込みください。 

https://forms.gle/3tFHewiM4bneha8f8  

        

申し込み締め切り ： 令和 3年 7月 10 日 正午 

※厚生労働省への申請手続きの都合上、期限厳守のこと 

※第 2 回目の案内は後日ご案内いたします。 
その他 ：  

・修了者には厚生労働省からの修了証が発行されます。 

・講習会の修了には、2 日間のプログラム全てを受講することが修了要件となります。遅刻や途中

退席等の場合は修了証の発行はできませんのでご了承ください。 
・参加申し込み後のキャンセル・変更は原則できませんのでご了承ください。 

 

受講者の Web 環境について： 

・受講に際しては PC（カメラ機能付き）およびスマートフォン（緊急時の連絡用に使用）をご準

備ください（タブレット、スマートフォンだけでは受講できません）。 
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【問い合せ先】 

岩手県作業療法士会 学術教育局 

おはようクリニック 

高橋 秀暢（たかはし ひでのぶ） 

E-mail： h_stream8@yahoo.co.jp 

・演習で Word、Excel を使用しますので、パソコンの OS は Windows でのご参加をお願いします。 
・講習会は ZOOM アプリにて行います。事前にパソコンへ ZOOM アプリをダウンロードをお願

いします（リンク先：https://zoom.us/download#client_4meeting）。 
・PC、Wi-Fi などの通信環境が準備できない方の受講はお控えください。 
・参加者が決定した後、ZOOM の 使用についてリハーサルをします（リハーサルについては後日

連絡）。  
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2021 年度 厚生労働省指定 臨床実習指導者講習会プログラム 

 

＜1日目＞ 

8:50～ 受付 

9:20～9:30 開会 オリエンテーション（講習会の進め方） 

9:30～10:00 （30 分） 
講義 1 理学療法士、作業療法士養成施設における臨床実習制度論   

意義・目的・内容・仕組み 

10:00～11:00 （60 分） 演習 1 一般目標と行動目標 

11:00～11:05 （5 分） 休憩 

11:05～12:05 （60 分） 
講義 2-1 臨床実習指導方法論①   

学生の特徴と対応 対象者の捉えかた 臨床実習指導のあり方 

12:05～13:05 （60 分） 
講義 2-2 臨床実習指導方法論②  

見学・模倣・実施プロセスと指導ポイント コーチング・ティーチング 

13:05～13:10 休憩 

13:10～14:40 （90 分） 演習 2 基本的態度・臨床技能・臨床の思考過程の見学・模倣・実施の実践 

14:40～14:45 （5 分） 休憩 

14:45～15:15 （30 分） 
講義 3 臨床実習における管理・運営   

臨床実習の基本構造、ハラスメント、リスク管理、個人情報の保護 

15:15～16:15 （60 分） 演習 3 ハラスメント防止 

16:15～16:20 （5 分） 休憩 

16:20～17:20 （60 分） 
講義 4 臨床実習における学生評価  

教育評価の意義 学生評価とは 評価の側面と役割（OSCE の活用） 

17:20～18:50 （90 分） 
演習 4 臨床実習における学生評価の実際 

重点ポイントの整理および実習遂行が困難な学生への対処法 
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＜2 日目＞ 

＊演習 6-1 は昼食を取りながら実施致します。  

8:45～9:15 （30 分） 
講義 5 職業倫理および連携論   

多職種連携・チームワーク論、卒後教育との関連 

9:15～10:15 （60 分） 演習 5 多職種連携 

10:15～10:20 （5 分） 休憩 

10:20～11:20 （60 分） 
講義 6 臨床実習指導方法論③   

生活行為向上マネジメント（MTDLP） 

11:20～12:50 （90 分） 演習 6-1 MTDLP によるマネジメント過程の実践 

12:50～12:55 （5 分） 休憩 

12:55～14:25 （90 分） 
演習 6-2 事例報告書の作成   

事例報告書の作成指導・報告の仕方 臨床思考過程の理解と指導 

14:25～14:30 （5 分） 休憩 

14:30～16:00 （90 分） 
演習 7  作業療法参加型臨床実習の理解 

    作業療法参加型実習のあり方 

16:00～16:05 （5 分） 閉会・事務連絡 


