平成 30 年 9 月 吉日
関係各位
一般社団法人長野県理学療法士会
会長 佐藤 博之(公印省略）
一般社団法人長野県作業療法士会
会長 大月
肇(公印省略）
長野県言語聴覚士会
会長 安川 健治(公印省略）

「第 9 回 長野県訪問リハビリテーション実務者研修会」のご案内
拝啓
時下、貴職におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、長野県理学療法士会、長野県作業療法士会、長野県言語聴覚士会主催「第 9 回長野県訪問リ
ハビリテーション実務者研修会」を開催することになりました。
本年度は、『介護報酬改定後の訪問リハビリテーションの目指すもの』と題し、2 日間にわたり研修
会を開催いたします。
平成 30 年の介護報酬改定は、訪問リハビリテーションにとって厳しいものとなりました。改定への
対応、スキルアップを行い日々の業務に活かせる研修会となるよう企画致しました。
1 日目には、第 24 回日本心臓リハビリテーション学会学術集会にて大会長を務められました、順天堂
大学保健医療学部開設準備室特任教授 高橋哲也先生より、訪問リハビリテーションに必要なリスク管
理やフィジカルアセスメントに関した講演をしていただきます。また、午後には訪問リハビリテーショ
ン振興財団組織班 小林司先生より、訪問リハビリステーション設立に向けた、訪問リハビリテーショ
ン振興財団のこれまでの活動と今後訪問リハビリテーションの目指すものに関して講演をしていただき
ます。
2 日目には、訪問リハビリテーションフォーラム 2018 にて基調講演を行ない大変好評であった、柏
木クリニック院長 柏木潤一先生より、在宅医の立場から訪問リハビリテーションに期待することを講
演していただきます。さらに、佐久大学看護学部・大学院研究科准教授 朴相俊先生より、自分自身が
健康で働くためにも近年とても重要視されるようになっているメンタルヘルスについての講演をしてい
ただきます。
本年度は様々な分野でご活躍の先生方より、多彩な内容で講演をしていただきます。本研修会は、訪
問リハビリテーションに従事されている方だけではなく、どなたでも、参加することができます。より
多くの方々にご参加頂きます様ご案内申し上げます。
なお本年度の実務者研修会は、平成 30 年度地域医療介護総合確保基金事業(医療分野)からの補助金を
受けての開催となります。
敬具
記
1. 日時 ： 1 日目 平成 30 年 11 月 24 日(土)
受付開始 9：30～ 10:00～16:45
2 日目 平成 30 年 11 月 25 日(日)
受付開始 9：30～ 10:00～16:15
（※両日とも開館時間 9:00 となります）
※両日参加された方には、訪問リハビリテーション振興委員会による受講証を発行いたします。
この証明書は 27 年度からの管理者養成研修会受講の必須要項となっています。
過去に実務者研修会を受講された方は、管理者養成研修会の受講基準を既に満たしています。
2. 場所：佐久市市民創錬センター
〒385-0011 佐久市猿久保 165 番地 1

℡ 0267-66-0551

3. 対象：リハビリテーションに従事するまたは興味のある理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
4. 定員：120 名
定員を超えた場合は参加をお断りすることがあります。ご了承下さい。

5.

研修内容

1 日目

11 月 24 日（土)

【講演 1】
「心疾患を合併する高齢者のリハビリテーション
～在宅業務に役立つリスク管理とフィジカルアセスメントの実際～ 」
講師 順天堂大学 保健医療学部開設準備室 特任教授
高橋 哲也先生
(順天堂大学 医学部付属順天堂医院リハビリテーション室 室長補佐)
【実態調査報告】
信州訪問リハビリテーションネットワーク中信世話人
【講演 2】
「訪問リハビリテーション振興財団の現状と今後について」
講師 医療法人 石和温泉病院 訪問リハビリテーション室 室長
一般社団法人 訪問リハビリテーション振興財団 組織班

小林

司先生

【演習 1】グループディスカッション
「制度改定に沿った訪問リハビリテーションの実践」
助言者 小林 司先生
司会・進行 世話人

2 日目

11 月 25 日（日)

【講演 3】
「在宅医療からの訪問リハビリテーションに期待すること」
柏木クリニック

院長 柏木 潤一先生

【演習 2】グループディスカッション
「主体性を育てる訪問リハビリテーションとは？」
～自分の強みや相手の強みを知り、強みを生かした生活を想像しよう～
司会・進行 世話人
【講演 4】
「困ったときのこころの引き出し」
講師 佐久大学看護学部・大学院研究科

■1 日目
9:30
受付
10:00 開会式
10:15 【講演 1】
12:15 昼食休憩（60 分）
(信州訪問リハビリテーション
ネットワーク活動報告)
13:15 【実態調査報告】(休憩含む)
14:00 【講演 2・演習 1】(休憩含む)
16:30 閉会の挨拶
16:45 終了

准教授 朴 相俊先生

■2 日目
9:30
受付
10:00 【講演 3】
12:00 昼食休憩（60 分）
13:00 【演習 2】
14:30 【講演 4】(休憩含む)
16:00 閉会式・受講証授与
16:15 解散

7. 参加費
1) 各県士会員： 1,000 円 (長野県理学療法士会、長野県作業療法士会、長野県言語聴覚士会)
2) 非会員
：4,000 円
※昼食は各自でご用意下さい。

8. 申込方法
※ FAX のみの受付となります。

申し込み先

鹿教湯病院

訪問リハビリテーション科 三才山サテライト
FAX 0263-46-0355

追杉幸子

※ 申し込み期限：10 月 19 日(金)
※ 申し込み受理のご連絡は致しません。募集人数を超えた場合のみ、各施設での人数調整の依頼をお
願いすることがあります。心配な方はメールか電話にてお問合せください。
※ キャンセルは 11 月 9 日(金)までにメール及び FAX にてご連絡下さい。(受理後、返信させていただ
きます。)
※ 本研修会は各協会の定める生涯学習ポイント対象研修会になります。
理学療法士協会会員：2 日間参加されないとポイントを取得することができません。
2 日目に日本理学療法士協会会員証カードを必ずご持参下さい。
・新人教育プログラム履修中の協会員(C-5 地域リハビリテーション)
・新人教育プログラム修了後の協会員
(協会主催研修会参加 20 ポイント「地域理学療法」)
作業療法士協会会員：生涯学習基礎研修 基礎ポイント研修 1 日 2 ポイント(H26 年度から)
言語聴覚士協会会員：2 日間参加されないとポイントを取得することができません。
生涯学習プログラム C)参加ポイント「参加証明書」1 枚
9．会場のご案内
※ 駐車場は十分な広さがありますが、公共交通機関のご利用や乗り合い乗車にご協力ください。

・
・

上信越道佐久 I.C より車で約 9 分、佐久平駅より車で約 12 分
佐久平駅より車で 12 分、北中込駅よりで約 15 分
主催

一般社団法人 長野県理学療法士会
一般社団法人 長野県作業療法士会
長野県言語聴覚士会
後援 一般社団法人
長野県医師会
公益社団法人
長野県看護協会

お問い合わせ 信州訪問リハビリテーションネットワーク
担当 追杉 幸子（鹿教湯病院 訪問リハ三才山サテライト）
【メール】 houri-misayama@kakeyu-hp.com
【電 話】 0263-46-0607

鹿教湯病院

訪問リハビリテーション科

三才山サテライト

追杉幸子

宛

FAX 0263 (46) 0355
「第 9 回

長野県訪問リハビリテーション実務者研修会 申込書」

締め切り 10 月 19 日(金)
県士会会員用
所属

（北信・東信・中信・南信）

連絡先(TEL)
氏名

職種

会員番号(協会番号)

働いている場所

参加希望日

(いずれかに丸をお願いします)

(希望日に丸をお願いします)

訪問

入所・通所

病院

その他

一日目･二日目･両日

訪問

入所・通所

病院

その他

一日目･二日目･両日

訪問

入所・通所

病院

その他

一日目･二日目･両日

訪問

入所・通所

病院

その他

一日目･二日目･両日

訪問

入所・通所

病院

その他

一日目･二日目･両日

訪問

入所・通所

病院

その他

一日目･二日目･両日

非会員用
所属

（北信・東信・中信・南信）

連絡先(TEL)
氏名

職種

働いている場所

参加希望日

(いずれかに丸をお願いします)

(希望日に丸をお願いします)

訪問

入所・通所

病院

その他

一日目･二日目･両日

訪問

入所・通所

病院

その他

一日目･二日目･両日

訪問

入所・通所

病院

その他

一日目･二日目･両日

＊記入欄が不足する場合は、コピーしてご使用ください。

