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第10回訪問リハビリテーション管理者養成研修会STEP2～東京会場～ 募集要項
【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。急性
期から回復期そして生活期への継続的なリハビリテーション医療提供体制の整備とともに、主として介護保
険領域におけるリハビリテーションサービスの重要性が大きくなっています。その中でも訪問リハビリテー
ションは介護保険の目的である、要介護高齢者の自立と活動性の拡大、QOLの向上等その働きかけが大いに期
待されています。また地域包括ケアシステムの一要素である「予防」においては、市町村で実施される予防
事業への訪問リハビリテーションの職域の拡大が必要であり、要介護高齢者の増加を抑止する手段に成り得
ると確信しております。
このような多くの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。
3協会がこれまで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、量的な普及とと
もに管理者の要件がかなり重要性を増してくることと予測されます。
各協会員が訪問リハビリテーションを提供する事業所の管理者として必要な、地域に望まれる事業所の遂
行能力と高いコンプライアンスの実践能力、また不測の事態にも的確に対応できるリスク管理能力、そして
より広角的視座に立った運営能力等を身につけることを目的として、｢ 訪問リハビリテーション管理者養成
研修会 STEP 1～3 ｣を開催致します。
※今回の研修会はSTEP2に位置づけられ、STEP1～3 （ 合計9日間 ）の日程で全課程修了
【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】 平成28年11月11日（金）～11月13日（日）
【場 所】 タイム24ビル 10階 南研修室
東京都江東区青海2丁目4番32号
【募集規定】訪問リハビリテーション管理者養成研修会STEP1修了者
※平成27 (2015)年度以降開催のSTEP1修了者は実務者研修会を受講した方が優先となります。
平成26 (2014)年度までのSTEP1修了者は、実務者研修会未受講でも受講可能です。
【お申込み】受付開始日時
平成28年9月21日（水） 正午＝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=1473138704-264174
【募集定員】155 名 （ 定員予定 ）
【受講料】

21,600 円（ 事前振込によるお支払いが必要 ）
※希望者は懇親会費（ 5,400 円 ）及び、昼食お弁当代（ 各日 1,080 円 ）が別途必要

【内容詳細】プログラムが確定次第、3協会 及び 株式会社gene ホームページ にて掲示致します
【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

【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

第 10 回

研修テーマ

3 協会主催

訪問リハビリテーション管理者養成研修会 STEP2－東京会場－

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
2016 年 11 月 11 日（金）～

11 月 13 日（日）

1 日目受付 9:20 / 3 日目終了時刻は 15:30 を予定

開催日時
会場

タイム 24 ビル

10 階 南研修室

東京都江東区青海 2 丁目 4 番 32 号

訪問リハビリテーション管理者養成研修会 STEP1 修了者
募集規定

※平成 27 (2015) 年度以降開催の STEPI 修了者は実務者研修会を受講した方が優先となります。
平成 26 (2014) 年度までに STEPI を修了されている方は受講可能です。

受講料

参加費
申込方法

21,600 円（税込）

※希望者は＜懇親会費

5,400 円＞＜昼食お弁当代 各日 1,080 円＞が別途必要

株式会社 gene ホームページ 事務局代行情報 よりお申込みください。
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＜訪問リハビリテーション管理者養成研修会＞とは？
『管理者としての管理技能を高め、職場や地域における対応能力の高い訪問セラピストを養成する』
を目的に、STEP1 から STEP3 までの段階を踏み「管理者になる」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

第10回訪問リハビリテーション管理者養成研修会 STEP2 東京プログラム案
研修テーマ ： 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
１日目 11月11日（金）
時間
9:50～10:00
10:00～10:10

種別

② 10:10～11:40

講義

講義テーマ
開会式
オリエンテーション
訪問看護ステーションの事業運営と法令順守

学習ポイント

講師（コーディネーター）

管理者養成研修会の全体構成とＳＴＥＰ２のポイントを学ぶ
訪問看護ステーションの制度的な事業運営の流れや必要な手続き、
看護とPT・OT・STの連携のあり方について学ぶ。

訪問リハビリテーション振興財団 研修班
公益財団法人 日本訪問看護財団
常務理事 佐藤 美穂子 氏 （看護師）

訪問リハ事業所の制度的な事業運営の
流れや必要な手続きについて学ぶ。

医療法人 永広会 八尾はぁとふる病院 真鍋 阿沙子 氏 （PT)

昼食
① 11:50～13:20

③ 14:10～15:30

④ 15:40～16:50

⑤ 17:00～18:30
19:00～21:00

講義

訪問リハ事業所の事業運営と法令順守

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
管理者としてどのように法令を遵守した運営をしていくか①
討論

事業運営に必要な法令順守の視点をグループで討論・整理する。

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
管理者としてどのように法令を遵守した運営をしていくか②
発表

各グループの発表を通して、具体的な法令順守のポイントを理解し、
具体的業務に落とし込めるよう学ぶ。

講義

効率的な訪問事業運営のためのシステムの工夫

効率的な訪問事業運営のための様々なシステムの工夫を知り、
業務改善の視点を学ぶ。

コーディネーター
医療法人 永広会 八尾はぁとふる病院 真鍋 阿沙子 氏 （PT)

株式会社ジェネラス 代表取締役

小山 樹 氏 （ＰＴ）

懇親会 ： シーガル（タイム24ビル11階）

２日目 11月12日（土）
時間
9:00～9:10
① 09:10～10:40

② 10:50～12:20

講義テーマ
講義

実技

急変時の対応と救命救急法１

急変時の対応と救命救急法２

昼食
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 医療依存度の高い対象者への訪問リハの実践と
③ 13:10～15:10
講演
事業所としての対応方法
④ 15:20～16:20

⑤ 16:30～18:00

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

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 管理者として医療依存度の高い利用者への
討論
サービス供給体制をどう整えるか
講義

在宅要介護者の健康支援とフィジカルアセスメント

講義を通して、訪問時に想定される急変時の対応や事業所として
必要な準備を学ぶ
実技を通して、訪問時に想定される急変時の対応や
事業所として必要な準備を学ぶ
講演を通して、医療依存度の高い対象者への
訪問リハの実践を学ぶ。
講義、討論を通して、医療依存度の高い対象者への訪問リハの
管理者としてのマネジメント、事業所としての対応方法を学ぶ
在宅要介護者の健康支援のポイントと症状から分析する
フィジカルアセスメントスキルを学び、事業所の質の向上を促す。

住まいと介護研究所 谷口 昌宏 氏
（PT・日本赤十字社救急法指導員）

①小児疾患：さやまリハビリ訪問看護ステーション 高橋 正浩 氏 （PT）
②がん末期：東大宮訪問看護ステーション 佐治 暢 氏 （OT)

NPOグリーンタウン呼吸嚥下研究グループ 理事長

井上 登太 氏 （医師）

３日目 11月13日（日）
時間
9:00～9:10
① 09:10～10:40

講義テーマ

学習ポイント

講義

事業所の課題解決と組織化

事業運営上の様々な課題をどう解決し、組織化を進めていくかを
事業事例を通して学ぶ。

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
管理者としての組織・システム作りを学ぶ①
討論
昼食
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
③ 13:20～14:50
管理者としての組織・システム作りを学ぶ②
発表

講義や各班の受講者の体験を共有し、組織作りやシステム作りの
具体的な方法や考え方を検討する。

④ 15:00～15:15

STEP３研修の予告を通して、受講計画を立てる。

② 10:50～12:20

15:15～15:30

講師（コーディネーター）

オリエンテーション

STEP３ 予告
閉会式

各班からの発表や討論の内容を通して、
組織化の具体的方法論を学ぶ。

医療法人真正会 コミュニティケア部 副部長 岡野 英樹 氏 （PT）

コーディネーター
医療法人真正会 コミュニティケア部 副部長 岡野 英樹 氏 （PT）

訪問リハビリテーション振興財団 研修班

