
2021年度 新入職者教育プログラム

受講予定数 ５+６＝１１名 受講予定数 ７９名 受講予定数 ８３名 受講予定数 ３８名 受講予定数 ３３名 受講予定数 ２６名

分野 分野 分野 分野 分野 分野

ＩＴリテラシー
専門の知識

と技術

キャリア
アップ

9:10～9:40

コミュニケー
ション・接遇

コミュニケー
ション・接遇

専門の知識
・技術

講師 講師 講師 講師 講師 講師

職業人の
先輩として

専門の知識
と技術

職能団体

9:40～10:30
メンタルヘルス メンタルヘルス

専門の知識
・技術

講師 講師 講師 講師 講師 講師

医療・福祉
の仕組み

職業倫理

職業人の
先輩として

13:00～14:20

ＩＴリテラシー ＩＴリテラシー
ライフ
プラン

講師 講師 講師 講師 講師 講師

キャリア
アップ

キャリア
アップ

職業人の
先輩として

14:20～15:00

キャリアップ キャリアップ
メンタル
ヘルス

講師 講師 講師 講師 講師 講師

職能団体

職業人の
先輩として

15:10～15:50

キャリアップ キャリアップ

講師 講師 講師 講師

（15：00）終 了16:00 終 了 終 了 終 了 終 了 終 了

１年後の自分へ
(視能訓練士として１年後の自分を想像してみよう)

講師：大槻 哲也 氏
株式会社ナッセ　訪問看護ステーションMARE 事業責任者

講師：岸村 厚志 氏
大阪府作業療法士会 理事
大阪医療福祉専門学校 教務部長

講師：学科専任教員 講師：学科専任教員

１年後の自分へ
(視能訓練士として１年後の自分を想像してみよう)

卒後教育
(同窓会、卒後研修などについて)

卒後教育
(同窓会、卒後研修などについて)

医療従事者のストレスケア～
(ストレスに対する向き合い方、緩和の方法など)

講師：西 基之 氏
住友病院 医事室長

講師：大槻 哲也 氏
株式会社ナッセ　訪問看護ステーションMARE 事業責任者

講師：椿原 一郎 氏、吉岡 氏
作業療法士学科 専任教員

講師：高宮 麻也子 氏
視能訓練士学科 学科長

講師：横田 敏子、椋代 未帆 氏
視能訓練士学科 学科長

講師：林 亜遊 氏
大阪医療福祉専門学校 教務課長

5 14：00～14：50

生涯教育の必要性について
（生涯教育の必要性）

卒後教育について
(同窓会の歩みと活動報告)

最後の授業～担任から最後に伝えたいこと～
(社会人・作業療法士に求められること)

6 15：00～15：50

理学療法士の職能団体について
(職業団体の概要、登録・認定･専門理学療法士のキャリ
アについて)

職業人の先輩として
(人として、作業療法士として)

12：00～13：00 休 憩 ： 昼 食 休 憩 ： 昼 食 休 憩 ： 昼 食 休 憩 ： 昼 食 休 憩 ： 昼 食 休 憩 ： 昼 食

4 13：00～13：50

地域包括ケアシステムについて
(地域包括ケアシステムに対する取組み)

新人理学療法士に必要な臨床技能④
(理学療法士における心構え)

皆さんに伝えたかったこと～作業療法士として一番大事
にしていること！～
(教員として、作業療法士として皆さんに求めること)

社会人としてのＩＴリテラシー
(SNSモラル、SNSの取扱、個人情報保護など)

社会人としてのＩＴリテラシー
(SNSモラル、SNSの取扱、個人情報保護など)

ワークライフバランスについて考える
(生産人口について、成果を出せる働き方とは。ワーク
ライフバランスについて考える)

講師：山本 和利 氏
社会福祉法人 嘉誠会 特別養護老人ホームヴァンサンクボ
ヌール施設長

講師：永吉 啓吾 氏
理学療法士学科 学科長

講師：学科専任教員
講師： 森 由利子 氏
ブレーンスタッフコンサルタンツコンピュータ教育担当インスト
ラクター

講師： 森 由利子 氏
ブレーンスタッフコンサルタンツコンピュータ教育担当インスト
ラクター

講師：赤松 滋子 氏
大阪医療福祉専門学校 事務次長

地域包括ケア
地域ケアシステムと課題
(地域包括ケアシステムの概要と言語聴覚士の役割)

講師
講師：能美 智子 氏
診療情報管理士学科 非常勤講師

講師
講師：安丸 直希 氏
学科専任教員

講師 講師：学科専任教員 講師
講師：飛田 伊都子 氏
滋慶医療科学大学大学院 教授

職業人の
先輩として

10:40～12:00

皆さんに伝えたかったこと～作業療法士として一番大事
にしていること！～
(教員として、作業療法士として皆さんに求めること)

リスク
マネジメント

リスクマネジメントの基礎 ～患者と自身を守るために
～
(臨床リスクマネジメント・感染防止)

リスク
マネジメント

リスクマネジメントの基礎 ～患者と自身を守るために
～
(臨床リスクマネジメント・感染防止)

講師
講師：飛田 伊都子 氏
滋慶医療科学大学大学院 教授

講師
講師： 藤井 達也 氏
(一般社団法人 大阪府言語聴覚士会 会長)

メンタルヘルスケア
(メンタルヘルスケア)

メンタルヘルスケア
(メンタルヘルスケア)

臨床現場で使える手話講座② ～手話について学ぶ～

講師：長弘 美澄 氏
診療情報管理士学科 専任教員

講師：安丸 直希 氏
学科専任教員

講師：関本 充史 氏
(大阪府作業療法士会 会長・日本作業療法士協会　理事)

講師：中川 るみ 氏
大阪・京都地方検察庁 社会福祉アドバイザー

講師：中川 るみ 氏
大阪・京都地方検察庁 社会福祉アドバイザー

講師： 大阪ろうあ会館より派遣

2 10：10～11：00

最後の授業～担任から最後に伝えたいこと～
(社会人・医療人に求められること)

新人理学療法士に必要な臨床技能②
(内部障害患者にたいする理学療法のすすめ方①)

大阪府作業療法士会より
(日本作業療法士協会・大阪府作業療法師会の役割と位
置づけ、取り組み)

3 11：10～12：00

医療・福祉
の仕組み

保険点数改定への取り組み
（保険点数改定に対する取り組みについて）

専門の知識
と技術

新人理学療法士に必要な臨床技能③
(内部障害患者にたいする理学療法のすすめ方②)

開会挨拶・オリエンテーション

1 9：10～10：00

ＩＴリテラシー
(SNSモラル、SNSの取扱、個人情報保護など)

新人理学療法士に必要な臨床技能①
(慢性疼痛に関する一考察）

職業人としてのキャリア形成
(専門職としてのキャリア形成、専門職としてのあり方
について)

コミュニケーション・接遇
(チーム医療とコミュニケーション、接遇・マナー)

コミュニケーション・接遇
(チーム医療とコミュニケーション、接遇・マナー)

臨床現場で使える手話講座① ～手話について学ぶ～

講師：増田 友子 氏
ブレーンスタッフコンサルタンツコンピュータ教育担当インスト
ラクター

9：00～ 9：10 開会挨拶・オリエンテーション 開会挨拶・オリエンテーション 開会挨拶・オリエンテーション 開会挨拶・オリエンテーション 開会挨拶・オリエンテーション

講師：山田 一貫 氏
学科専任教員

講師：林 亜游 氏
学科専任教員

講師：中川 るみ 氏
大阪・京都地方検察庁 社会福祉アドバイザー

講師：中川 るみ 氏
大阪・京都地方検察庁 社会福祉アドバイザー

講師： 大阪ろうあ会館より派遣

大阪医療福祉専門学校 ７０２教室

時間 演題・概要 など 演題・概要 など 演題・概要 など 演題・概要 など 演題・概要 など 演題・概要 など

会場 合同第２校舎 601教室（6F） 学生：大阪医療福祉専門学校 大教室 WEB開催 WEB開催 WEB開催

２月２５日（金）

担当者 澄川 先生 永吉 先生 鎌田 先生 高宮 先生 横田 先生 高柿 先生

実施日
(2022年)

２月１４日（月） ２月２２日（火） ２月２２日（火） ２月２４日（木） ２月２５日（金）

大阪医療福祉専門学校

学　科　名 診療情報管理士学科・専攻科 理学療法士学科（昼・夜間部） 作業療法士学科（昼間部・夜間部） 視能訓練士学科（1年制） 視能訓練士学科（3年制） 言語聴覚士学科

大阪医療福祉専門学校 大阪医療福祉専門学校 大阪医療福祉専門学校 大阪医療福祉専門学校 大阪医療福祉専門学校


