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第5回訪問リハビリテーション管理者研修会～東京会場～
【趣旨・概要】
医療におけるリハビリテーションの提供体系の変化や、高齢化率の上昇に伴う要介護高齢者の増加により、在宅
リハビリテーションへの関心は国民のみならず行政や関係諸団体においても年々高まっています。その中でも訪問
リハビリテーションは地域包括ケアシステムの基本的な考え方である要介護高齢者の自立と活動性の拡大、QOLの
向上等への働きかけについて大いに期待されています。
このような要望に応えるために理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3協会は、訪問リハビリテーションに従事
するスタッフの質の向上と量的な拡大を目的とした研修会の企画開催に取り組んで参りました。そして、これまでに
制度化を要望してきた訪問リハビリステーションが将来的に実現した場合、量的な普及と共に管理者要件において
重要性が増してくることと予測されます。
今までに管理者養成研修会として実施したSTEP1～STEP3・計9日間のコース修了者は、約2500名を輩出するに
至りましたが、管理者として継続した質の向上への取り組み、管理者同士の情報交換を目的としたネットワーク化
などはまさに喫緊の課題であり、しっかりと先を見据えた対策を立てていく必要があります。
このような背景を鑑み、STEP3修了者を対象に｢ 訪問リハビリテーション管理者研修会 ｣を企画開催致します。

【主 催】

｢日本理学療法士協会｣・｢日本作業療法士協会｣・｢日本言語聴覚士協会｣ 3協会

【日 程】

2017年2月18日（土）～19日（日）

【会 場】

国際ファッションセンタービル（KFC Hall ＆ Rooms）Room101～103
東京都墨田区横網一丁目6番1号

【募集規定】

訪問リハビリテーション管理者（養成）研修会STEP3 修了者

【お申込み】 2016年12月19日（月） お昼12時 より 株式会社geneホームページよりお申込ください。
http://www.gene-llc.jp/secretariat/?id=1460432855-004586
【募集定員】

155 名（定員予定）

【受講料】

16,200 円（ 事前振込によるお支払いが必要 ）
※希望者は昼食お弁当代（ 各日 1,080 円 ）が別途必要

【事務局】

一般財団法人 訪問リハビリテーション振興財団 ホ－ムペ－ジ ：http://www.hvrpf.jp/
〒108-0023 東京都港区芝浦 3-5-39 田町イーストウイング 6 階
TEL：03-6453-7370

【事務局代行】 株式会社gene （ ジーン ） ホ－ムペ－ジ ：http://www.gene-llc.jp/
〒462-0059 愛知県名古屋市北区駒止町二丁目52番地 リベルテ黒川1階
E-mail：jimukyokudaikou@gene-llc.jp TEL：052-911-2800 FAX：052-911-2803
※本研修会に関するお問い合わせは、株式会社gene が一括して受け付けております

日本理学療法士協会・日本作業療法士協会・日本言語聴覚士協会
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訪問リハビリテーション管理者研修会－東京会場－

地域リハコーディネータースキル入門！
研修テーマ

管理者としてブラッシュアップし、さらに地域リハコーディネーターとして
活躍できる視点を学ぶ
2017 年 2 月 18 日（土）～

2 月 19 日（日）

1 日目受付 9:20 / 3 日目終了時刻は 16：00 を予定

開催日時
会場

KFC Hall ＆ Rooms

Room101～103

東京都墨田区横網一丁目 6 番 1 号

受講料

参加費

16,200 円（税込）

※希望者は＜昼食お弁当代

各日 1,080 円＞が別途必要

一般財団法人 訪問リハビリテーション振興財団
〒108-0023 東京都港区芝浦 3-5-39
Website：http://www.hvrpf.jp/

事務局

田町イーストウイング 6 階

株式会社 gene
事務局代行

〒462-0059 愛知県名古屋市北区駒止町二丁目 52 番地 リベルテ黒川 1 階
TEL：052-911-2800 FAX：052-911-2803
E-MAIL：jimukyokudaikou@gene-llc.jp Website：http://www.gene-llc.jp
※本研修会のお申込・お問合せは、株式会社 gene が一括して受け付けております。

＜訪問リハビリテーション管理者研修会＞
訪問リハビリテーション管理者（養成）研修会 STEP3 修了者を対象に、管理者として継続した質の向上
への取り組み、管理者同士の情報交換や根とワーク作りを目指します。

STEP1

STEP2

今回は
ここ

STEP3

管理者入門！
管理者のイロハを学び、一職員から管理職へどう意識や行動を変えていけばいいのかを学ぶ

管理スキルアップ！
管理スキルを高め事業所の組織化をどのように推し進めればいいかを学ぶ

事業運営管理入門！
経営労務管理の視点をもち、現在から将来に向けての事業運営全体の管理方法を学ぶ

地域リハコーディネータースキル入門！
管理者研修会

管理者としてブラッシュアップし、さらに地域リハコーディネーターとして
活躍できる視点を学ぶ

第５回 訪問リハビリテーション管理者研修会 東京 プログラム
研修テーマ ： 地域リハコーディネータースキル入門！管理者としてブラッシュアップし、さらに地域リハコーディネーターとして活躍できる視点を学ぶ
1日目 平成29年2月18日（土）
時間

種別

講義テーマ

9:50～10:00

開会式

10:00～10:10

オリエンテーション

学習ポイント

研修会の目的を理解する

講師（コーディネーター）

訪問リハビリテーション振興財団 研修班

① 10:10～11:10

講義

地域包括ケアにおける療法士の可能性と期待すること 地域包括ケアにおける療法士の可能性と期待することについて学ぶ

訪問リハビリテーション振興財団 理事長 半田一登 氏

② 11:20～13:00

講義

訪問事業所の管理者としての実践報告

①訪問リハ事業所の運営における実践報告（４０分）
②訪問看護ステーションにおける実践報告（４０分）

①三軒茶屋リハビリテーションクリニック 中島鈴美 氏 （PT)
②株式会社RURA 代表取締役 木村修介 氏 （０T)

管理者に求められるリーダーシップ

管理者に求められるリーダーシップを学びなおす

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 新井一男 氏

参加者同士の交流を通して、ネットワーク作りと情報交換を行う

コーディネーター
有限会社足柄リハビリテーションサービス 代表取締役 露木昭彰 氏 （ＰＴ）

昼食
③ 14:00～15:30

講義

④ 15:40～17:10

演習

⑤ 17:20～19:30

ナイト
訪問リハ管理者のためのネットワーク作り
セミナー

2日目 平成29年2月19日（日）
時間

講義テーマ

9:00～9:10
①

学習ポイント

講師（コーディネーター）

オリエンテーション

9:10～10:40

講義

ストレングスリハビリテーション

強みを活かした生活期リハビリテーションのアプローチモデルを学ぶ

在宅りはびり研究所 代表 吉良健司 氏 （PT)

② 10:50～12:10

講義

総合事業に求められるセラピストの役割

総合事業等における新しい療法士の地域での役割を学ぶ

大東市保健医療部 高齢支援課 逢坂伸子 氏 （ＰＴ）

昼食
③ 13:10～14:20

④ 14:20～15:30
⑤ 15:30～16:00

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
管理者として運営管理で困っている事①
討論

実際の管理者として管理運営に携わり困っていることをグループで共有
し、整理分類する

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
管理者として運営管理で困っている事②
発表

実際の管理者として管理運営に携わり困っていることを各グループの発
表と討論を通して共有する

閉会式

コーディネーター
株式会社コンパス 代表取締役 永来 努 氏 （ＳＴ)

訪問リハビリテーション振興財団 研修班

