
|回覧 | 令和元年 9 月 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 10 団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。

本年度も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にて「第 10 回長野県訪問リハ

ビリテーション実務者研修会」を開催する運びとなりました。
本年度は、 『訪問リハビリテーションの成長を考える』と題し、 2 日間にわたり開催いたします。 1 日目に
は、当ネットワークがこれまでに実施してきた長野県訪問リハピリテーション実態調査アンケートをもとに、

県内の訪問リハビリテーションの状況推移を振り返るとともに、これからの事業所の成長に関して講演とグ

ループワークを通して考えます。 2 日目には、地域医療の現場で活躍されている他職種からの講師をお招き

して、訪問リハビリテーション業務の視野を広げるためのご講演をしていただきます。

より多くの方々にご参加頂きたく、ご案内申し上げます。

なお、本研修会は令和元年度地域医療介護総合確保基金事業(医療分野)の補助金を受けての開催となります。

敬具

記

1.研修会名:第 10 回長野県訪問リハビリテーション実務者研修会

2.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

3.後援:一般社団法人 長野県医師会(予定)

公益社団法人 長野県看護協会(予定)

公益社団法人 長野県栄養士会(予定)

4. 日時: 1 日目 令和元年 11 月 16 日(土)
2 日目 令和元年 11 月 17 日(日)

受付開始 9: OO~ 

受付開始 9: 30~ 

10:00~16:30 

10:00~16:40 

※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し 1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。

5. 場所:相津病院ヤマサホール 2F 大ホール(相津病院西側)
干 390・8510 松本市本庄 2・5幽 1 TEL: 0263・33 ・8600 (代)

6. 対象:長野県内でリハビリテーションに従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

7. 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。)

8.研修内容
研修会テーマ 「訪問リハビリテーションの成長を考える j



。 1 日目 11 月 16 日(土)

画
【講演 11 10: 10""11 : 30 

「県内訪問リハの成長を振り返る

~長野県訪問リハ実態調査から見えてくること""J (仮)
講師信州訪問リハビリテーションネットワーク代表小林仰(コパヤシ コウ)氏

(くろさわ病院 作業療法士)

【実態調査報告1 11: 30""12 : 00 

「令和元年度 長野県訪問リハ実態調査の報告J (仮)
信州訪問リハビリテーションネットワーク 北信世話人

函
【講演 21 13: 00""14 : 30 

「小規模事業所の成長を考える ~講師自身の経験を踏まえて""J (仮)
講師一般社団法人訪問リハビリテーション振興財団研究班班長

露木昭彰(ツユキテルアキ)先生

【グループOデ、イスカッション1 14 : 40"" 16 : 30 

「事業所の成長を考える j

①利用者獲得のためにできること

②日常業務の効率化 ~残業時間の短縮~
③訪問リハの効果判定 ~効果の可視化~

。 2 日目 11 月 17 日(日)

画
[講演 31 10: 00""11 : 40 

「訪問リハビリテーションで行える栄養アドバイス J (仮)

助言者露木昭彰先生

司会小林仰氏

講師社会医療法人財団慈泉会相津病院栄養科管理栄養士丸山恵理(マルヤマ エリ)先生

函
[講演 41 12: 40""14 : 10 

「地域医療の中で訪問リハビリテーションに期待すること J (仮)

講師医療法人斎藤診療所相談支援専門員遠藤清美(エンドウ キヨミ)先生
(上伊那郡宮田村)

【講演 51 14: 20""16 : 20 

日出加え需主!誌とし;ミシや υ云長さコニヒゾ…ドは、人と人をつなぐ

講師佐久大学看護部・大学院研究科准教授朴相俊(パク サンジュン)先生

9. 日程

.1 日目 .2 日目

9:00 受付 9:30 受付

10:00 開会式 10:00 【講演 3]
10:10 【講演 1] 11:40 昼食休憩 (60 分)

11:30 [実態調査報告] 12:40 [講演 4]

12:00 昼食休憩 (60 分) 14:20 【講演 5]

13:00 [講演 2] 16:30 閉会式・受講証授与
14:40 【グループ。デ、イスカッション} 16:40 解散
16:30 一日目終了



(一日のみ参加、両日参加いずれの場合も同じ金額となります。 )
10.参加費
1) 各県士会員: 1， 000 円

2) 非県士会員: 4，000 円

※昼食は各自でご用意下さい。

1 1.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 追杉幸子

申し込み期限: 10 月 18 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。 ご不明な点はメールか電話にてお問い合せ下さい。

キャンセノレは 11 月 2 日(金)までにメールまたは FAX にてご連絡下さい。 (受理後、返信いたします。 )
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J ) 

三才山サテライト訪問リハビリテーション科

FAX 0263-46-0355 

※ 

※ 

※ 

※ 

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J 1 枚

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

12. 会場のご案内
※ 駐車場には限りがございます。 公共交通機関のご利用や、乗り合い乗車にご協力下さい。

※ 相津病院第 2 駐車場ご利用の場合は駐車料金が無料となります。 受付時に駐車券をご提示ください。

他の駐車場ご利用の場合は有料となります。

0 =第 2 駐車場
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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 10 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 18 日(金)

l県士会会員肩
所属

氏名(フリガナ)
職種

(経験年数)

シンシュウ タロウ OT 
例)信州| 太郎 ( 10 年)

年)

年)

年)

年)

年)

l非県士会員用l

所属

職種
氏名(フリガナ)

(経験年数)

年)

年)

年)

会員番号

(協会番号)

123456 

云^貝Eコ否てτず方r寸

(協会番号)

(北信・東信・中信・南信)

連絡先 (TEL)

働いている場所 参加予定日
(し 1ずれかに0) (予定日に0)

⑪入所通所病院初 ⑪ 16 日のみ 17 日のみ

訪問入所・通所病院その他 両日・ 16 日のみ・ 17 日のみ

訪問入所・通所病院その他 両日・ 16 日のみ・ 17 日のみ

訪問入所・通所病院その他 両日・ 16 日のみ・ 17 日のみ

訪問入所・通所病院その他 両日・ 16 日のみ・ 17 日のみ

訪問人所・通所病院その他 両日・ 16 日のみ・ 17 日のみ

(北信・東信・中信・南信)

連絡先 (TEL)

働いている場所 参加予定日
(し、ずれかに0) (予定日に0)

訪問入所・通所病院その他 両日・ 16 日のみ・ 17 日のみ

訪問入所・通所病院その他 両日・ 16 日のみ・ 17 日のみ

訪問入所・通所病院その他 両日・ 16 日のみ・ 17 日のみ

一 一一一 一

*記入欄が不足する場合は、コピーしてご使用ください。


