第46回日本リハビリテーション工学協会

車いすＳＩＧ講習会 in 神戸
開催のご案内
神戸講習会キャラクター
“ラムネクン”

車いすＳＩＧでは年 2 回講習会を開催しており、冬は基礎編（共通講義・座学）
、夏は実践編（選択コ
ース制）となっています。神戸では４回目の開催となります。今回もデモンストレーションや実技を含
めた講習内容で、２つのコースからお好きなコースを選んでいただけるようにご用意しました。
日頃車椅子に興味をお持ちの方、車椅子についてもっと深めたい方、受講者のみなさまの多様なニー
ズにお応えできるように精一杯準備してお待ちいたします。
日

程： ２０１７年８月２６日（土）～２７日（日）

主

催： 日本リハビリテーション工学協会 車いすＳＩＧ

共

催： 一般社団法人日本車椅子シーティング協会
日本福祉用具・生活支援用具協会
賛： 一般社団法人日本福祉用具供給協会
公益財団法人テクノエイド協会
一般社団法人日本作業療法士協会

協

（２日間）

※

公益社団法人日本理学療法士協会「専門理学療法士制度ポイント」認定講習会・研修会（生活環境支援理学
療法専門分野 全領域）となっております。
※ 一般社団法人日本作業療法士協会「生涯教育制度」基礎ポイント対象研修会となっております。
「専門理学療法士制度ポイント」認定及び「生涯教育制度」基礎ポイントにつきましては、当講習会をお申し込
みされる前に各協会へお問い合わせください。

後

援：

会

場： 一般社団法人日本福祉用具評価センター
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町 7-1-5
TEL：078-306-0556 FAX：078-303-0506
http://www.jaspec.jp/

定

員： 各コース 20 名

一般社団法人 兵庫県理学療法士会

一般社団法人 兵庫県作業療法士会

参 加 費： テキスト代金を含みます
日本リハ工学協会員
日本車椅子シーティング協会加盟企業の方
車いすＳＩＧ賛助会員（A・B）企業の方
車椅子利用者及びそのご家族（常時(終日)専任介助者）
学生（社会人で学校等へ通われている方は除く）
車いす SIG 講習会協賛・後援団体企業の方および加盟者
第 32 回リハ工学カンファレンス（ http://www.resja.or.jp/conf-32/）
協賛団体加盟者

車いすSIG 会員

車いすSIG 非会員 14,000 円
車いすSIG 会員

14,000 円

車いすSIG 非会員 16,000 円
車いすSIG 会員

上記以外の方

12,000 円

20,000 円

車いすSIG 非会員 20,000 円

昼

食： 事務局で昼食（1,000 円）の注文をとりまとめさせていただきますので、ご希望の方は参加申
込書にてお申し込みください。

宿

泊： 各自インターネット等でご予約ください。

申込締切

２０１7 年８月１０日（月）

※定員になり次第受付を終了させていただきます。

申込方法： 参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX または郵送にて下記までお申し込みください。
車いす SIG メンバー（会員）の優先受付期間を設けており、一般の方の受付開始は 6 月 15 日（予
定）となります。それ以前にお申込いただきました場合受理できませんので予めご了承ください。
なお、参加費は事前振込制とさせていただいております。お申込を受けさせていただいた方には、後
日、請求書をお送りいたしますので期限までにお振込をお願いいたします。
車いすSIG講習会事務局
担当：深野栄子
〒235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田2-7-20
TEL．０４５－３５２－８１６５
FAX．０４５－３５２－８１６６

http://www.wheelchair-sig.jp

◆車椅子体験実習会場◆

ホール（２階）

車椅子が勢ぞろい！！
8 月 26 日（土）

12:00 ～ 18:30

8 月 27 日（日）

09:00 ～ 13:20

◆情報交換会◆

8 月 26 日（土） 17:10 ～18:30

ホール（２階）

■詳しく知ろう車椅子！（仮）企業プレゼン（協力企業による製品紹介）
■講師陣とのディスカッション
■参加者との情報交換
車椅子等の展示をじっくり見ながら、とことんディスカッションしてください！
ふるってご参加ください。

【講師・スタッフ一覧（予定）】（敬称略・順不同）
※この一覧は現段階でご了解いただいている講師・スタッフのみの記載となっておりますので予めご了承ください。
宮野 秀樹（兵庫頸髄損傷者連絡会 車椅子ユーザー）
是友 京介（日進医療器株式会社 車椅子ユーザー）
大前千代子
中嶋
仁（日本ウイールチェアー株式会社 車椅子営業）
以下車いすＳＩＧ役員
■常任世話人
松尾 清美（佐賀大学 リハエンジニア）
沖川 悦三（神奈川県総合リハビリテーションセンター リハエンジニア）
江原 喜人（総合せき損センター リハエンジニア）
北野 義明（石川県リハビリテーションセンター リハエンジニア）
小林 博光（総合せき損センター リハエンジニア）
白鳥 智子（山梨県立あけぼの医療福祉センター 理学療法士）
辻
奈美（国際医療福祉大学 保健師）
辻村 和見（神奈川リハビリテーション病院 リハエンジニア）
中村 俊哉（兵庫県立福祉のまちづくり研究所 リハエンジニア）
松田 健太（神奈川リハビリテーション病院 リハエンジニア）
田邊 侑佳（横浜市総合リハビリテーションセンター 理学療法士）
村田 知之（神奈川県総合リハビリテーションセンター リハエンジニア）
■監事
桂
律也（クラーク病院 リハビリテーション専門医）
佐藤 史子（横浜市総合リハビリテーションセンター 理学療法士）
■世話人
高橋 義信
岡野 善記（株式会社７６６ 車椅子ユーザー）
松田 靖史（川村義肢株式会社 エンジニア）
山田 賀久（日進医療器株式会社 設計）

講習プログラム

＊プログラム内容は、都合により一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。

Ａコース
『車椅子適合ノウハウの実践～日々の暮らしを意識したシーティング～』
会場：研修室１（２階）

定員２0 名

【概要】
車いす SIG では、『移乗』『移動』『姿勢』の三要素も基に車椅子の作製・選択の考え方を薦めて
います。しかし、それぞれの要素について理解が進んでいても、それらを利用者と使用環境に合わせて
考えると、悩むことも多くあると思います。車椅子を選択・適合するにあたり、実機（車椅子）を交え
たグループワークを通して、問題や疑問を共有し、解決策を協議検討して、経験値を高めあうことを考
えております。
講師：桂律也

小林博光

白鳥智子

田邊侑佳

辻奈美

辻村和見

松田健太（50 音順）

１日目：8 月 26 日（土）
09:40～10:00

受付

10:00～10:30 概要説明・講師紹介・グループ分け（小林）
10:30～10:40 休憩＆名刺交換
10:40～12:10 車椅子の三要素（白鳥）
12:10～13:30 昼食＆展示見学
13:30～14:30 生活環境による車椅子選定への影響（辻）
14:30～14:40 休憩＆質疑応答
14:40～15:10 身体と車椅子の寸法計測（講義）（辻村）
15:10～15:50 モデルを計測・車椅子を選択（実技）（全員）
15:50～16:00 休憩＆質疑応答＆移動
16:00～17:00 車椅子の歴史と見学（A・Ｂコース共通）（高橋）

実習等がありますので、当
日はなるべく動きやすい服
装でご参加ください！
・スカートよりもズボン
・革靴よりもスニーカー

17:10～19:00 情報交換会

２日目：8 月 27 日（日）
09:30～10:30 身体特性と座り方～モデルケースになりきるために～（桂）
10:30～10:40 休憩＆質疑応答
10:40～10:50 今日の実技と発表の進め方（小林）
10:50～12:00 車椅子の調整・試乗と評価・記録と撮影（前半）（全員）
12:00～13:00 昼食＆嚥下体験
13:00～14:00 車椅子の調整・試乗と評価・記録と撮影（後半）（全員）
14:10～14:40 グループごとにまとめ、発表準備（小林）
14:40～14:50 休憩＆発表打合せ
14:50～15:50 各グループによる発表とＱ&Ａ（小林）
15:50～16:00 まとめの言葉（小林）
・

＊プログラム内容は、都合により一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。

Ｂコース
車椅子スポーツとレジャーから学ぶ車椅子の適合と楽しみ方
会場：研修室２（２階）

定員２0 名

【概要】
このコースでは、車椅子スポーツやレジャーの体験を通じて、その魅力を感じてもらいたいと思いま
す。その中で、車椅子の歴史や発展、日常用車椅子にフィードバックされている競技用車椅子の技術や
その適合方法などを知ることで、日常生活での車椅子適合の気づきとなればと考えています。
また、手動車椅子ユーザーや電動車椅子ユーザー、車椅子スポーツに携わる選手の外出（旅行や宿泊、
レジャーなど）経験を交えて、外出先で必要となる車椅子への配慮やその環境下での工夫を共有し、車
椅子だけでなく、環境も含めた車椅子適合について学べるコースにしたいと考えています。
講師：江原喜人、大前千代子、岡野善記、沖川悦三、北野義明、是友京介、佐藤史子、
中嶋仁、松尾清美、松田靖史、村田知之、宮野秀樹、山田賀久（50 音順）

１日目：8 月 26 日（土）
09:40～10:00

受付

10:00～11:00

旅行を楽しむ～手動車椅子編～（公共交通、宿泊、レジャーなど）（松尾）

11:10～12:00

旅行を楽しむ～電動車椅子編～（公共交通、宿泊、レジャーなど）（宮野）

12:00～13:30 昼休み・展示見学
13:30～14:20 日常生活用車椅子の考え方（佐藤）
14:30～15:20 障害者スポーツの発展と車椅子（北野）
15:30～15:50

競技特性と車椅子、実習体験のオリエンテーション（沖川、岡野）

16:00～17:00

歴史的車椅子見学（A・Ｂコース共通）（高橋）

17:10～19:00 情報交換会

２日目：8 月 27 日（日）

実習等がありますので、当
日はなるべく動きやすい服
装でご参加ください！
・スカートよりもズボン
・革靴よりもスニーカー

09:30～11:30 実習体験（車椅子スポーツ・レジャー）（大前、岡野、是友、中嶋、山田、ほか）
※この講義は隣接の株式会社ニチイ学館 神戸ポートアイランドセンター体育館にて行います。土足厳
．．．
禁ですので必ず体育館実習用の室内履きをご用意ください。
11:30～13:00 昼休み・展示見学
13:00～13:30 活動を広げる道具の工夫（岡野）
13:30～14:50

競技用車椅子の性能と日常用車椅子へのフィードバック（松田）

15:00～16:00 車椅子スポーツ・レジャーへの支援（江原、村田）

会場までのご案内
【講習会場】一般社団法人日本福祉用具評価センター
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町 7-1-5
TEL:078-306-0556
FAX:078-303-0506
http://www.jaspec.jp/
■アクセス
★三宮駅から
JR 神戸線「三宮駅」から神戸空港行ポートライナーを利用し、「京コンピュータ前駅」で下車します。下車後、
右手に「神戸どうぶつ王国」を見ながら直進し、一つ目の横断歩道を渡ったら右折。左手の円形建物が JASPEC
です。
（京コンピュータ前駅下車徒歩 2 分）
★神戸空港から
神戸空港到着ロビーは 1F になります。2F の出発ロビーに隣接してポートライナーの神戸空港駅があります。1
つ目の京コンピュータ前南駅で下車してください。
★新幹線新神戸駅から
神戸市営地下鉄を利用し、1 つ目の三宮駅で下車。三宮駅からは、ポートライナーをご利用ください。
※お車で来られる場合は駐車場（無料）もございます。
■主な駅からの所要時間
★新神戸駅→三宮駅市営地下鉄 200 円 約 10 分（乗換含む）
★三宮駅→京コンピュータ前駅ポートライナー 280 円 乗車時間 14 分 （朝夕約 6 分間隔で三宮発）※神戸空港
行にご乗車ください。
★神戸空港駅→京コンピュータ前駅ポートライナー 240 円 乗車時間 4 分 （朝夕約 8 分間隔で空港駅発）

FAX 045-352-8166 車いすＳＩＧ講習会事務局あて
番号をお間違えのないようにお願いいたします。
※参加費等請求書がお手元に届かない場合、受付が受理されていない場合がございますのでご注意ください。

「第 46 回日本リハ工学協会車いすＳＩＧ講習会 in 神戸」参加申込書
氏

名

職

種

男

・

女

車いす

年 齢

フリガナ

□

使用

該当する職種を○で囲んでください
理学療法士

作業療法士

介護支援専門員
経験年数

介護職

医師

看護師

介護福祉士

保健師
相談員

上記職種について

エンジニア
社会福祉士
年目

義肢装具士
支援員

教員

製造・営業
その他（

）

車いす処方・適合に関わって

年目

勤務先
(学校名)
希望連絡先

いずれかに○をつけてください
勤務先
住

所

・

自宅

E-mail

〒

TEL

FAX

①の該当する加盟(加入)団体を○で囲み、②SIG 会員の有無を確認の上、該当する参加費を○で囲んでください
①加盟（加入）団体会員
※必ず該当する加盟(加入)団体を○で囲んでください。
●

日本リハ工学協会（会員番号
賛助会員（A・B）企業

）

(一社)日本車椅子シーティング協会

参加費

車いす SIG 会員

12,000

車いす SIG 非会員

14,000

車いす SIG 会員

14,000

車いす SIG 非会員

16,000

車いす SIG 会員

20,000

車いす SIG 非会員

20,000

車椅子利用者及びそのご家族（常時(終日)専任介助者）

学生（社会人で学校等へ通われている方は除く）
●

(一社)日本福祉用具供給協会

●

(一社)日本作業療法士協会

●

②車いす SIG 会員
有無

日本福祉用具・生活支援用具協会
(一社)兵庫県理学療法士会

(公財)テクノエイド協会

(一社)兵庫県作業療法士会

第 32 回リハ工学ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ（http://www.resja.or.jp/conf-32/）協賛団体加盟者

● その他（上記に該当しない方）

講習はコース選択制になっておりますので、ご希望のコースを下記より選択しご記入ください。
第１希望（
）
第２希望（
）第１希望が定員に達していた場合、受講希望があればご記入ください
選択コース
A：車椅子適合ノウハウの実践～日々の暮らしを意識したシーティング～
B：車椅子スポーツとレジャーから学ぶ車椅子の適合と楽しみ方

昼食を注文される方は希望
日に○をつけてください
（1,000 円/1 日）
26 日

・

27 日

※先着定員制。車いす SIG メンバー(会員)優先受付期間を設けております。

氏名・職種・勤務先を掲載した名簿を受講者のみなさまへの当日配布、および、公益社団法人日本理学療法士協会「専門理学療
法士制度ポイント」認定講習会・研修会申請用に提出予定ですのでご了承ください。
なお掲載不可の方は下記の「掲載不可」を○で囲んでください。
掲載不可
車いす SIG メンバー優先受付期間：７月５日まで

申込み締切り

８月１０日（月）

一般（車いす SIG メンバー以外の方）受付開始：７月 6 日（予定）
定員になり次第受付を終了させていただきます。

