
神経難病 コミュニケーション支援講座

開催日
平成29年 11月19日（日）・12月10日（日）

講師
本間武蔵（東京都立神経病院）
山本直史（吉野内科・神経内科医院）
勝澤香織（国立病院機構東埼玉病院）
唐住尚司・小百合（当事者・家族）
鈴木康子、赤間公一（埼玉県総合リハビリテーションセンター）
埼玉神経難病生活支援の会

主催 ： 埼玉県難病医療連絡協議会
協力 ： 埼玉県難病相談支援センター

国立病院機構東埼玉病院
NPO法人 ICT救助隊
埼玉神経難病生活支援の会

神経難病のコミュニケーション支援について（講義）、透明文字盤について（講義・演習）
レッツチャット、伝の心、ハーティーラダー、iOS スイッチコントロールについて（演習）
当事者・家族の語り（講話）、意思伝達装置の導入について（講義）

参加費 ： 無料（資料代1.000円）

問い合わせ
埼玉県難病医療連絡協議会

TEL/FAX 048-768-2305

会場
国立病院機構
東埼玉病院

＊ ALS 患者さんと作業療法士が共同で描いた絵です



 

平成２９年度  埼玉県難病医療連絡協議会事業 

 

研修会１日目「 神経難病 コミュニケーション 支援 」 

日時：平成２９年１１月１９日（日）１０：００～１６：００（９：３０開場） 

会場：国立病院機構東埼玉病院 ２階大会議室 

 

10:00～10:05   開会あいさつ 

               埼玉県難病医療連絡協議会  会長             正田  良介           

              （国立病院機構東埼玉病院  院長） 

 

10:05～10:15  開催の目的 

            国立病院機構東埼玉病院 作業療法士          勝澤 香織 

    

10:15～12:05  講 義 

 「神経難病のコミュニケーション支援について」 

東京都立神経病院 作業療法士              本間 武蔵                                

                                                               

12:05～13:05 ＜ 休憩 ＞ 機器展示：こころかさね（ニューロスカイ） 

各種透明文字盤（吉野内科・神経内科医院 山本 直史） 

 

13:05～13:45   当事者・家族の語り                       唐住 尚司 

                                小百合 

 

13:45～13:55 ＜ 休憩 ＞  

 

13:55～15:45   講 義・演 習 

           「透明文字盤について」  

吉野内科・神経内科医院 言語聴覚士                  山本 直史  

                      

15:45～15:55 質疑応答・アンケート記入 

国立病院機構東埼玉病院 作業療法士           勝澤 香織 

 

15:55～16:00 終了あいさつ・事務連絡 

            埼玉神経難病生活支援の会 代表             村木 貴洋 

 



 

平成２９年度  埼玉県難病医療連絡協議会事業 

 

研修会２日目「 神経難病 コミュニケーション 支援 」 

日時：平成２９年１２月１０日（日）１０：００～１６：００（９：３０開場） 

会場：国立病院機構東埼玉病院 ２階大会議室 

 

10:00～10:05   オリエンテーション  

国立病院機構東埼玉病院 作業療法士          勝澤 香織 

 

10:05～11:15  演 習 

          「レッツチャット、伝の心について」 

           埼玉神経難病生活支援の会 作業療法士         高木 恭平 

           （狭山神経内科病院） 

11:15～12:00  演 習 

 「ハーティーラダーについて」 

埼玉神経難病生活支援の会 訪問介護員         田川 元気                                

           （有限会社 仁）                                            

            

12:00～13:00 ＜ 休憩 ＞  

 

13:00～13:45   演 習 

「iOSスイッチコントロールについて」iPhone/iPadの活用 

 埼玉神経難病生活支援の会 あん摩マッサージ指圧師  河野 哲   

（有限会社 仁）                  

13:45～14:45  講 義 

                      「意思伝達装置の導入について」 

            埼玉県総合リハビリテーションセンター 

                         作業療法士    鈴木 康子・赤間 公一 

14:45～14:55   ＜ 休憩 ＞ 

14:55～15:45  機器展示 

 

15:45～15:55  質疑応答・アンケート記入 

国立病院機構東埼玉病院 作業療法士          勝澤 香織 

15:55～16:00  閉会あいさつ 

            埼玉神経難病生活支援の会 代表            村木 貴洋 



神経難病 コミュニケーション支援講座

開催日
平成29年 11月19日（日）・12月10日（日）

主催 ： 埼玉県難病医療連絡協議会
協力 ： 埼玉県難病相談支援センター

国立病院機構東埼玉病院
NPO法人 ICT救助隊
埼玉神経難病生活支援の会

神経難病のコミュニケーション支援について（講義）、透明文字盤について（講義・演習）
レッツチャット、伝の心、ハーティーラダー、iOS スイッチコントロールについて（演習）
当事者・家族の語り（講話）、意思伝達装置の導入について（講義）

参加費 ： 無料（資料代1.000円）

問い合わせ
埼玉県難病医療連絡協議会

TEL/FAX 048-768-2305

会場
国立病院機構
東埼玉病院

講師
本間武蔵（東京都立神経病院）
山本直史（吉野内科・神経内科医院）
勝澤香織（国立病院機構東埼玉病院）
唐住尚司・小百合（当事者・家族）
鈴木康子、赤間公一（埼玉県総合リハビリテーションセンター）
埼玉神経難病生活支援の会

＊ ALS 患者さんと作業療法士が共同で描いた絵です



神経難病 コミュニケーション支援講座

開催日
平成29年 11月19日（日）・12月10日（日）

主催 ： 埼玉県難病医療連絡協議会
協力 ： 埼玉県難病相談支援センター

国立病院機構東埼玉病院
NPO法人 ICT救助隊
埼玉神経難病生活支援の会

神経難病のコミュニケーション支援について（講義）、透明文字盤について（講義・演習）
レッツチャット、伝の心、ハーティーラダー、iOS スイッチコントロールについて（演習）
当事者・家族の語り（講話）、意思伝達装置の導入について（講義）

参加費 ： 無料（資料代1.000円）

問い合わせ
埼玉県難病医療連絡協議会

TEL/FAX 048-768-2305

会場
国立病院機構東埼玉病院

講師
本間武蔵（東京都立神経病院）
山本直史（吉野内科・神経内科医院）
勝澤香織（国立病院機構東埼玉病院）
唐住尚司・小百合（当事者・家族）
鈴木康子、赤間公一（埼玉県総合リハビリテーションセンター）
埼玉神経難病生活支援の会

＊ ALS 患者さんと作業療法士が共同で描いた絵です



神経難病 コミュニケーション支援講座

主催 ： 埼玉県難病医療連絡協議会
協力 ： 埼玉県難病相談支援センター

国立病院機構東埼玉病院
NPO法人 ICT救助隊
埼玉神経難病生活支援の会

神経難病のコミュニケーション支援について（講義）、透明文字盤について（講義・演習）
レッツチャット、伝の心、ハーティーラダー、iOS スイッチコントロールについて（演習）
当事者・家族の語り（講話）、意思伝達装置の導入について（講義）

参加費 ： 無料（資料代1.000円）

問い合わせ
埼玉県難病医療連絡協議会

TEL/FAX 048-768-2305

講師
本間武蔵（東京都立神経病院）
山本直史（吉野内科・神経内科医院）
勝澤香織（国立病院機構東埼玉病院）
唐住尚司・小百合（当事者・家族）
鈴木康子、赤間公一（埼玉県総合リハビリテーションセンター）
埼玉神経難病生活支援の会

＊ ALS 患者さんと作業療法士が共同で描いた絵です

開催日
平成29年 11月19日（日）・12月10日（日）

会場
国立病院機構東埼玉病院


