
10月～12月
配信スケジュール
年間100タイトル以上を配信予定

股関節拘縮の評価と運動療法 後編 機能解剖学に基づいた病態解釈から実際の治療まで！ 熊谷 匡晃 PT 三重県厚生連松阪中央総合病院
リハビリテーションセンター 主任

10月 
(土)

(土)

(土)

(土)

3日

10日

17日

24日

神経難病の疾病概要の理解と予後を推測した中で行うリハビリテーション 寄本 恵輔 PT 国立精神神経医療研究センター 
身体リハビリテーション部 主任

重症心身障害児者の上気道閉塞性呼吸障害のアプローチ 金子 断行 株式会社目黒総合リハビリサービス
代表取締役PT

姿勢と呼吸から介入するパーキンソン病の嚥下アプローチ 前編 新アプローチ！超音波による温熱刺激療法まで 内田 学 PT 東京医療学院大学 准教授

原 義晴 OT 大和大学 教授片麻痺者の排泄及びその関連行為の分析と自立への段階づけ  後編
排泄・起居移乗・更衣に必要な感覚情報と予測的姿勢制御の促通

リハスタッフのための口腔ケア 質の高い口腔ケアによって、リハビリテーション効果をさらに高めよう（入れ歯・物品選び編） ますい えつこ 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
日本歯科衛生士会 認定歯科衛生士

芳賀 大輔セラピストが見立てる就労支援のあり方 基礎から学ぶ支援の仕組みとアセスメント技法 OT NPO法人日本学び協会 ワンモア　
統括所長・訪問型職場適応援助者

瓜谷 大輔肩関節の機能不全に対するマニュアルセラピー 前編 肩関節周囲炎・腱板損傷・インピンジメントへのアプローチを中心に PT

ＤＨ

畿央大学　准教授

森岡 周 PT脳の構造と機能  第5回  ＜全5回シリーズ＞ 畿央大学  教授

脳のシステム障害の理解とアプローチ 第5回 視覚・聴覚系 ＜全5回シリーズ＞ 吉尾 雅春 PT 千里リハビリテーション病院 副院長

松本先生の骨折の評価と運動療法の考え方 上腕骨近位部骨折を中心に(前編) PT松本 正知 桑名市総合医療センター
リハビリテーション科 副室長

PT・OTのための嚥下障害Total Approach 後編 脳卒中片麻痺者に対する介入 PT内田 学 東京医療学院大学 准教授

東 泰弘 OT 森ノ宮医療大学　講師明日からの臨床に活かす！ 高次脳機能障害のある方のADL・IADLの診方と支援の実際 前編
症例検討を通じて観察の視点を身に着けよう

小野 剛ボバース概念に基づいた中枢神経疾患へのアプローチの基本的な考え方 後編
ボバース初学者のための、姿勢コントロールの考え方とその重要性 OT

認定NPO法人KNERC
上賀茂神経リハビリテーション
教育研究センター 理事センター長

PT・OT・STのための総合オンラインセミナー

11月 

永耒 努 ST 株式会社コンパス 代表取締役言語聴覚士のための嚥下障害の理解とポジショニングを考えたアプローチ 前編
パフォーマンスの基盤となるコア！体幹機能障害からおこるスポーツ障害　
上肢・下肢の関連性を考えたスポーツリハビリテーション概論＆評価編 PT金子 雅明 株式会社 KINETIC ACT 取締役

東 泰弘

唐澤 幹男

明日からの臨床に活かす！ 高次脳機能障害のある方のADL・IADLの診方と支援の実際 後編
症例検討を通じて観察の視点を身に着けよう

(土)

(土)
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(土)
21日

28日

OT

OT

OT

OT

トータルボディメイク 代表

森ノ宮医療大学　講師

(土)
7日 PT

松原 貴子 PT 神戸学院大学 教授

西村 紀子

慢性疼痛リハビリテーション イチから学ぶ！疼痛治療戦略

①保健外サービスでの起業のポイント運動器疾患編

変形性膝関節症の痛みとMobility/Stabilityに対するアプローチを考える

＜全3回シリーズ＞

セラピストの起業シリーズ 全5回

ST

金子 雅明 PT 株式会社 KINETIC ACT 取締役

内田 学姿勢と呼吸から介入するパーキンソン病の嚥下アプローチ 後編  新アプローチ！超音波による温熱刺激療法まで PT 東京医療学院大学 准教授

永耒 努 ST 株式会社コンパス 代表取締役

PT 畿央大学  教授

瓜谷 大輔 PT 畿央大学 准教授

瓜谷 大輔 PT 畿央大学 准教授

島崎 寛将 大阪府済生会富田林病院
技師長リンパ浮腫セラピスト終末期を迎えた対象者に対するリハビリテーション 前編

森岡 周

PT 脳卒中専門リハビリスペース
動きのコツ研究所 代表生野 達也

ニューロリハビリテーションの基本戦略 第1回

セラピストの起業シリーズ 全5回

パーキンソン病における嚥下障害の理解とアプローチの考え方 前編

概論成長期におけるスポーツ障害のメカニズムの理解とその予防

山口 智晴 群馬医療福祉大学 教授、
前橋市認知症初期集中支援チーム①これだけは知っておきたい認知症のキホン～最新知識に今すぐアップデート！～

認知症発症後の生活を支えるリハビリテーション 〈全3回シリーズ〉（仮）

膝関節の機能不全に対するマニュアルセラピー 前編

松本 正知 桑名市総合医療センター
リハビリテーション科 副室長PT

言語聴覚士が行う高次脳機能障害者の社会復帰支援 前編 自己の障害に対する気づきと、関係者への情報提供 矢木脳神経外科病院
リハビリテーション科 主任

杉下 周平 ST 高砂市民病院
リハビリテーション科 主任

松本先生の骨折の評価と運動療法の考え方 上腕骨近位部骨折を中心に(後編)

臨床に活かす！リハスタッフのための運動機能評価としての運動器画像の読影
医師とは異なる視点で読む！リハに必要な画像の読み方：読影の基礎Ⅰ

瀧田 勇二 PT 白金整形外科病院

松下 太 森ノ宮医療大学  教授「その人らしさ」を考える！認知症のある方へのリハビリテーション 前編
基本的コミュニケーションの考え方-ADL・IADL支援、終末期のQOLまで　

肩関節の機能不全に対するマニュアルセラピー 後編　肩関節周囲炎・腱板損傷・インピンジメントへのアプローチを中心に

言語聴覚士のための嚥下障害の理解とポジショニングを考えたアプローチ 後編

PT金子 雅明 株式会社 KINETIC ACT 取締役パフォーマンスの基盤となるコア！体幹機能障害からおこるスポーツ障害
上肢・下肢の関連性を考えたスポーツリハビリテーション評価＆実践

②保健外サービスでの起業のポイント脳卒中後編
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※社会状況により、予告なく変更となる場合がございます。※敬称略

※敬称略

リハノメ 検索 https://www.gene-llc.jp/rehanomept/最新情報、無料公開動画を
ＨＰでご覧いただけます

井上 登太

河合 眞哉

実践に活かす！臨床動作分析につなげるアフォーダンス理論

成長期におけるスポーツ障害のメカニズムの理解とその予防 実践

STのための嚥下アプローチにおける基礎技術【リスク評価編】 i-EALDを用いた誤嚥性肺炎、窒息、生命予後の評価
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Body Pioneer株式会社
代表取締役

みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック 院長

12月 
(土)
5日 PT

PT

玉垣 努

西村 紀子

③保険サービスでの起業のポイント～デイサービス編～

変形性膝関節症の痛みとMobility/Stabilityに対するアプローチを考える

セラピストの起業シリーズ 全5回

ST

神奈川県立保健福祉大学  教授

PT金子 雅明 株式会社 KINETIC ACT 取締役

宇野 彰 ST
筑波大学 教授、
NPO法人LD Dyslexiaセンター
理事長

瀧田 勇二 白金整形外科病院

PT
株式会社S・T・S、
接遇マナーインストラクター、
介護支援専門員、笑いヨガティーチャー

神田 賢 PT

PT

新潟医療福祉大学 助教

PT

Ｄr.

畿央大学 准教授

前中尾 絵梨香リハスタッフの接遇マナーシリーズ 全3回

②新たな認知症のリハビリテーション・ケア～セラピストとしてのアセスメント・支援の考え方～

パーキンソン病における嚥下障害の理解とアプローチの考え方 後編

基礎編発達性ディスクレシアの理解と評価～なぜ読み書きができないのか～　

鈴木 啓介 国際医療福祉大学 講師今までよりも一歩踏み込んだリスク管理と治療のために（仮）血液・生化学データから読み解くリハビリテーションへの応用

膝関節の機能不全に対するマニュアルセラピー 後編

俵 祐一 聖隷クリストファー大学 准教授PT

言語聴覚士が行う高次脳機能障害者の社会復帰支援 後編 自己の障害に対する気づきと、関係者への情報提供 矢木脳神経外科病院
リハビリテーション科 主任

杉下 周平 ST 高砂市民病院
リハビリテーション科 主任

誤嚥性肺炎のリハビリテーションのためのワンステップ！ 前編  呼気筋トレーニングの重要性に着目した予防と治療の考え方

認知症発症後の生活を支えるリハビリテーション〈全3回シリーズ〉（仮） 山口 智晴 群馬医療福祉大学 教授、
前橋市認知症初期集中支援チーム

松下 太 森ノ宮医療大学  教授「その人らしさ」を考える！認知症のある方へのリハビリテーション 後編
基本的コミュニケーションの考え方-ADL・IADL支援、終末期のQOLまで　

頚部の診方を習得しよう！頚部機能障害へのアプローチ（仮）

臨床に活かす！リハスタッフのための運動機能評価としての運動器画像の読影
医師とは異なる視点で読む！リハに必要な画像の読み方：読影の基礎Ⅱ

＜全3回シリーズ＞ PT 畿央大学  教授森岡 周ニューロリハビリテーションの基本戦略 第2回

瓜谷 大輔

①リハスタッフに適した接遇マナー・コミュニケーションの基礎編

OT島崎 寛将 大阪府済生会富田林病院
技師長リンパ浮腫セラピスト終末期を迎えた対象者に対するリハビリテーション 後編

新型コロナウィルス（COVID-19）
感染予防をしながらリハビリテーションを実現するために

法人会員料金
（マルチアカウント）

※表示料金は税抜料金です　※年間（12ヶ月契約のみ）※表示料金は税抜料金です　※全て月割の支払いとなります

個人会員料金
（1アカウント）

これなら分かるシーティング
問題点の発見から解決までのプロセスをマスターする

串田 英之
湖山リハビリテーション病院 リハビリテーション部
シーティングエンジニア

脳卒中後上肢麻痺に対する
運動学習とCI療法 
基礎からの考察と実践

竹林 崇
大阪府立大学 地域保健学域 総合リハビリテーション学類
作業療法学専攻 教授

片麻痺者の排泄及び関連行為の
分析と自立への段階づけ 前編

排泄・起居移乗・更衣に必要な
感覚情報と予測的姿勢制御の促通

骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折の病態理解と運動療法

原 義晴
大和大学 保健医療学部 総合リハビリテーション学科
作業療法学専攻 教授

ボバース概念に基づいた
中枢神経疾患へのアプローチの

基本的な考え方 前編
ボバース初学者のための、姿勢コントロールの考え方とその重要性

小野 剛
上賀茂神経リハビリテーション 教育研究センター 
KNERC（ネルク） 理事センター長

5 月～ 9月に配信されたＯＴ向け 4タイトルを含めた 69タイトルをご視聴いただけます！

作業療法士

作業療法士

作業療法士

作業療法士

呼吸器ケア・リハをする人のための基礎技術
血液透析患者のリハビリテーションの基礎知識
高齢心不全患者に対するリハビリテーションの進め方
生活を見据えたリハビリテーションのゴール設定の考え方
アフターコロナのセラピストの小資本起業戦略
リハスタッフのための解剖学の再学習・再構築
脳卒中のリハビリテーションとは何か？

リハスタッフの新卒教育シリーズ
①課題解決の考え方と適切なフレームワーク
②組織におけるルール・就業規則の意味と労働基準法
③自己研鑽の意味とキャリアデザイン

⑤感情労働とリハビリテーション業務、対人スキルを磨く
④社会人として正しい言葉遣いの重要性と身だしなみとは何か？

嚥下障害の予防・改善を目指して・運動器の視点から
体幹・股関節に着目した「なぜ？」を
紐解くために必要な解剖学と運動学
肩関節拘縮の見方と運動療法
脳のシステム障害の理解とアプローチ

他にも多彩なタイトルをご用意しています

リハビリテーションにおける
感染対策

好評
配信中！


