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平成 29 年度 山形県訪問リハビリテーション研修会のご案内 

 

 

謹啓 初夏の候、会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、リハビリテーション専門職のスキルアップを目的とした、平成 29 年度 山形県訪問リハビリ

テーション研修会を開催いたします。 

今年度は、訪問の際に必要な基礎的知識の内容と地域包括ケアシステムに伴った総合事業に触れるよ

うな、応用的内容の研修会を企画しています。さらに、グループワークでは、発展的な意見・情報交換

ができる有意義な時間にしたいと考えております。 

一日目の研修会終了後には、懇親会も予定しております。参加者同士の情報交換や交流を深めるため

にも、是非ご参加ください。 

訪問リハビリテーションに携わっている方はもちろん、訪問以外の領域でも関心のある方には有益な

研修会になるものと考えております。研修会スタッフ一同、多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上

げております。 

謹白 

 

記 

 

 

 

１．期日    平成 29 年 8 月 26 日（土） 9:50～17:15（ 受付 9:50～開始 ） 

                27 日（日） 9:00～14:40（ 受付 8:30～開始 ） 

 

 

 

２．会場    山形医療技術専門学校  4 階レクリエーション室 

   （〒990-2352 山形市大字前赤石字水下 367 TEL 023-645-1123）  

 

 

 

        



３．日 程・内 容 

 

 8 月 26 日（土） 

9時 50分～受付開始 

10時 20分～10時 30分 開会式 

10時 30分～12時 00分 講義①：『介護予防・日常生活支援総合事業とは』 

 長井市福祉あんしん課 地域包括支援センター 専門員  布施京子 氏 

 『訪問型サービス Cにおける訪問リハビリテーション事業所の関わりについて』 

介護老人保健施設リバーヒル長井 言語聴覚士  荒井晋一 氏 

12時 00分～13時 00分  昼休憩 

13時 00分～14時 30分  講義②：『急変時の対応やリスク管理について』 

訪問看護ステーションむらやま 看護師  設楽妙子 氏 

 

14時 45分～14時 55分  ：『リハビリ座談会』の説明 

14時 55分～15時 35分 座談会Ⅰ 

15時 35分～16時 15分 座談会Ⅱ 

16時 15分～16時 55分 座談会Ⅲ 

16時 55分～17時 15分 発表 

  18時 30分～      懇親会 

 

8 月 27 日（日） 

8 時 30 分～ 受付開始 

9 時 00 分～10 時 30 分 講義③：『転倒につながりやすい薬剤について』 

はなざわ薬局 薬剤師 遠藤彰則  氏（一般社団法人 山形県薬剤師会 在宅医療委員会） 

  

  10 時 40 分～12 時 10 分 講義④：『地域でリハ職に期待すること』 

山形県立保健医療大学 保健医療学部 理学療法学科  丹野克子 氏 

 

12 時 10 分～13 時 00 分 昼休憩 

 

13 時 00 分～14 時 30 分 講義⑤：『住宅改修や福祉用具の効果的な利用について』 

   山形県立保健医療大学 保健医療学部 作業療法学科    慶徳民夫 氏 

 

14 時 30 分～14 時 40 分 閉会式 

 

※26 日の「リハビリ座談会」はメンバーの組み合わせを変えながら少人数で意見交換ができる場です。

座談会Ⅰ、Ⅱ、Ⅲでそれぞれ違うテーマに移動します。テーマは以下の 7 つの中から選択することがで

きます。①事業所のシステム②活動と参加③連携について④ゴール設定・継続終了について⑤評価とア

プローチについて⑥生活環境について⑦認知症について。それぞれのテーマには委員会より選出した司

会と書記がついており、発表も委員が行います。 

 

４．受講条件 

  県内・県外問わず、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士会会員であること。 

※ 訪問リハビリテーションに興味ある方のご参加、大歓迎です。 



５．参加費および受講に関する注意点 

   各県士会員               3,000 円 

   PT・ST 非会員および OT 会費未納者  6,000 円 

 

なお、作業療法士は一般社団法人山形県作業療法士会の規定により、非会員の方は研修会参加が

出来なくなります。受講の際には、会員証もしくは会費納入が確認できるものをお持ちください。

但し、平成 29 年度会費未納者は、上記のようになりますのでご注意ください。 

この研修会では、理学療法士会は生涯学習プログラムの生活環境支援理学療法専門分野のポイン

ト、作業療法士会は生涯教育制度のポイントとして認定されます。言語聴覚士会は日本言語聴覚士

協会生涯学習の対象研修会となります。 

 

６．研修会受講証について 

  研修会全日程参加者には、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の三協

会会長、および全国リハビリテーション振興委員会会長の連名での受講証が交付されます。また、

過去に参加された方でも、新たな受講証が交付されます。 

   尚、本研修会は介護保険・医療保険制度の特性や地域の実情に合わせた内容を盛り込むため毎年

異なるものとなります。皆さんには知識、技術の最新を学ぶ機会として繰り返しの参加を期待いた

します。また、本研修会は、訪問リハビリテーション管理者養成研修会 Step1～3 に繋がる研修会と

しても位置付けられております。 

 

７．昼食 

  昼食は各自でご用意ください。 

 

８．懇親会 

  8 月 26 日（土）1 日目の研修会終了後、18 時 30 分より、山形駅前周辺にて開催致します。会費は

4000 円前後で検討中です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

９．申し込み締め切り 平成 29 年 8 月 18 日（金） 

別紙申し込み用紙に記入し、FAX でお申し込みください。 

 

10．募集定員  70 名 

 

11．問合せ先 

   平成 29 年度訪問リハビリ実務研修委員会事務局 

    在宅リハビリ看護ステーションつばさ 

      理学療法士 榎本 敏明  TEL 023-627-7011  FAX 023-627-7012 

    在宅リハビリ看護ステーションつばさ 天童サテライト 

      作業療法士 川田 智尋  TEL 023-656-8561  FAX 023-656-8562 

    在宅リハビリ看護ステーションつばさ 米沢サテライト 

      言語聴覚士 佐藤 広章  TEL 0238-26-1277  FAX 0238-26-1278 



ＦＡＸ送信票 
送信先  在宅リハビリ看護ステーションつばさ 米沢サテライト 

 

言語聴覚士 佐藤 広章  行 

 

ＦＡＸ ０２３８－２６－１２７８ 

 

※ 上書き用紙の添付は不要です。下記にご記入の上、このままご送信下さい。 

                                            

平成 29 年度 山形県訪問リハビリテーション研修会  

参加申込書 

施設名（所在市町村）：                       （        ） 

ふりがな 

職種 会員番号 懇親会 
氏 名 

 

PT/OT/ST  
参加 

不参加 
  

 

PT/OT/ST  
参加 

不参加 
  

 

PT/OT/ST  
参加 

不参加 
  

 

PT/OT/ST  
参加 

不参加 
   

 

PT/OT/ST  
参加 

不参加 
  

※ 今年度 2 日間の参加者には、新たな受講証が交付されます。 

※ ふりがなの記入もお願い致します。 

用紙が不足の場合はコピーしてご使用ください。申込みを受領した旨の返信はいたしませんので、ご

了承下さい。 

◆  申込締め切り   平成 29 年 8 月 18 日（金）  必着 

  


