2019 年度成人片麻痺における環境適応講習会＜in 秋田＞
１）日時 ：2019 年 11 月 2 日(土) 9:00-18:00
2019 年 11 月 3 日(日) 9:00-18:00 (2 日間で１コースです)
２）定員 ：100 名
３）会場 ：医療法人楽山会 大湯リハビリ温泉病院 理学療法室・作業療法室
４）アクセス
・最寄りの駅：JR 花輪線「十和田南駅」
・新幹線をご利用の方
JR 東北新幹線 盛岡駅下車後、高速バス「みちのく号」に乗車、バス停「高速けまない」で下車。
(高速バスをご利用の方は、スタッフがバス停「高速けまない」から会場まで送迎します。※要予約)
・自家用車でお越しの方
東北自動車道青森方面 十和田・大館 IC 下車後、大湯方面へ車でおよそ 10 分
５）開催コース ： Ａコース(平面適応)
「両手を広げて大の字で寝ることができる」というのは、私たち人間の重要な特徴であると言うこと
ができます。外部環境との接触面を常に知覚し、可能な限り身体を預けることができ、かつ自由に動け
る適応状態を保つように中枢神経系は制御されています。では片麻痺患者はどうでしょうか？
A コースでは、片麻痺患者の臥位姿勢や寝返り起き上がりなどの起居動作等に着目し、身体にどのよ
うな不適応状態を起こしているかを考えます。評価のポイントや徒手的な介入、治療デモンストレーシ
ョンを交えながら分かりやすく勉強できます。
<講義・実技内容例>
片麻痺の定型パターン・臥位姿勢の不適応状態(視知覚や体性感覚)に関しての講義
寝返り起き上がりなどの動作誘導・ポジショニング・リーチングなどの実技
６）講師

７）対象

：山梨県 柏塾

作業療法士

柏木 正好

：東京都 東京リハビリセンターα

作業療法士

高橋 栄子

：宮城県 宮城厚生協会

作業療法士

山根 佳子

：福島県 枡病院

作業療法士

渡部 昭博

：福島県 介護老人保健施設 二ツ箭荘

作業療法士

広渡 一隆

：秋田県 大湯リハビリ温泉病院

作業療法士

水原 寛 ほか

：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

８）参加費 ：15,000 円
９）懇親会 ：11 月 2 日(土）19：00 より鹿角市大湯地区の旅館で予定しています。
※懇親会費（5000 円）は別途頂戴致します。
１０）弁当 ：講習会会場周辺は店舗が少ないため、昼食の弁当(お茶付)を用意しております。

※ご希望の方は１日につき別途 500 円頂戴します。

参加申し込み方法
下記の注意事項をよくお読み頂き、申し込みフォーム、または E-mail にてお申し込み下さい
＜申し込みフォームはＱＲコードまたはＵＲＬから＞
ＵＲＬ→ https://www.sslforms.net/ssl/akita_kanteki/
2019 年度秋田環境適応講習会Ａコース
申し込み期間：2019 年 4 月 1 日～10 月 18 日(金)
＜E-mail は下記項目１～１２をコピーしてご記入ください＞

宛先：akita_kanteki＠yahoo.co.jp

1.氏名：氏名(

ふりがな

件名：秋田環境適応講習会申し込み

)

2.施設名： ※法人名不要
3.施設郵便番号：
4.施設住所： ※都道府県名からお願いします
5.施設電話番号： ※市外局番からお願いします
6.職種： PT or OT or ST
7.臨床経験年数： ○年目
8.環境適応講習会の受講歴： ○コース or 受講歴なし
9.懇親会の出欠：出席 or 欠席
10.弁当の申し込み：両日 or ２日のみ or３日のみ
11.返信先メールアドレス： ※申し込みアドレスと異なる場合はお知らせください
12.その他：送迎や宿泊先などに関してのご相談があればこちらにお願いします
＜申し込みに関しての注意事項＞
・携帯電話、スマートフォンでのお申し込みは、文書のやり取りができない恐れがあります。可能
な限りＰＣまたはＷｅｂメールにてお申し込みください。

・申し込みフォームの場合は申し込み後すぐに自動返信メールが届きます。E-mail の場合はお申し
込み後 5 日以内に受理メールを送信します。受理メールがない場合は電話にてお問い合わせく
ださい。
・受講可否の連絡は９月１５日以降に送信致します。定員に達し次第受付終了またはキャンセル待
ちとなりますのでご了承ください。開催の 1 週間前になっても、事務局から受講可否のメールがな
い場合は、事務局まで電話にてお問い合わせ下さい。
・キャンセルまたは参加者の変更はお早めにお知らせ下さい。10 月 30 日以降のキャンセルは受

講費・懇親会等の返金ができませんので予めご了承ください。
・「秋田環境適応講習会＆活動分析研究大会」の Facebook ページでも当講習会の情報や申し込み状
況をお知らせしております。どうぞご活用下さい。

宿泊に関して
宿泊は各自で手配をお願い致します。宿泊施設が少なく行楽シーズンのため、お早めの予約をお勧め
します。また、旅館にご宿泊される場合は、お知り合いの方との相部屋利用にご協力ください。
料金はおおよその目安ですが、近隣の宿泊施設です。ご参照ください。
施設名

電話番号

宿泊料金

備考

御宿 馬ぶち

0186-37-2277

素泊まり 6000 円～

１名でのご利用不可．

元の湯旅館

0186-37-2031

上野旅館

0186-37-2066

ホテル鹿角

0186-37-4111

宿 花海館

２食付き 6450 円～
朝食のみ・素泊まりは要相談

２食付き 6500 円～

基本的に 2 名～(和室)
基本的に 3～5 名(和室)

朝食のみ・素泊まりは要相談

要相談

2 食付き 14850 円～

洋室シングル・ツイン有

朝食付き 11700 円～

和室最大 6 名まで

0186-37-3221

電話にて対応

１名でのご利用不可．和室 2～3 名．

旅館 岡部荘

0186-37-2245

電話にて対応

1 名でのご利用不可．和室 3～8 名

龍門亭 千葉旅館

0186-37-2211

電話にて対応

１名でのご利用不可．

※小坂ゴールドパレス

0186-29-3833

素泊まり 5250 円～

洋室シングル・ツイン有

※茅茹荘

0186-23-3126

素泊まり 4200 円～

洋室シングル有

※お宿 ちとせ

0186-23-4230

素泊まり 4200 円～

和室、1 人利用可能

※鹿角パークホテル

0186-22-1111

素泊まり 5500 円～

洋室シングル有

※ホテルガーデンかわむら 0186-22-2600

素泊まり 6000 円～

洋室シングル有

※の宿舎は講習会会場から車で 25 分ほど要します。自家用車でお越しの方にお勧めします。
また、懇親会にご参加予定の受講生は、懇親会会場の旅館に宿泊可能です。お申し込みの際にお伝え下
さい（数に限りがあります。また基本的に相部屋になりますので予めご了承下さい）

その他、ご不明な点がございましたらご遠慮なく事務局までお問い合わせ下さい。
【問い合わせ先】
秋田環境適応講習会秋田事務局 OT 神馬歩(ジンバアユム)
〒018-5421 秋田県鹿角市十和田大湯字湯ノ岱 16-2
℡：0186-37-3511
※尚、緊急時以外は E メールでのお問い合わせにご協力をお願い致します。
宛先：akita_kanteki@yahoo.co.jp
件名：秋田環境適応講習会問い合わせ

