令和元年度 地域ケア会議・介護予防推進リーダー導入研修のご案内

日本理学療法士協会では、
『地域包括ケアシステム』を推進するにあたって、
「地域ケア会
議」、「介護予防」の２つの施策に重点を置き、地域包括ケアシステムに関わることのでき
る人材の育成を始めています。そのための育成制度として、地域ケア会議推進リーダー（旧
地域包括ケア推進リーダー）
、
介護予防推進リーダーの 2 つの認証コースを設定しています。
一般社団法人 島根県理学療法士会では令和元年度地域包括ケア・介護予防推進リーダー
導入研修を下記の通り開催いたします。

1.

日時
令和元年 10 月 5 日（介護予防推進リーダー導入研修）
令和元年 10 月 26 日（地域ケア会議推進リーダー導入研修）
両日のスケジュール 受付

9:00～ 研修会９：30～16：40（終了予定）

※推進リーダー導入研修の前には、事前に E ラーニングの受講が必要となります。
ご注意ください。
※両日とも翌日同会場にて、実践パッケージ型推進リーダースキルアップ研修会
を開催予定です。併せてご参加ください。
※スキルアップ研修会は推進リーダー取得者が該当ですが、令和元年度 推進リ
ーダー取得予定者も参加可能です。

2.

対象
〇日本理学療法士協会会員であり、新人教育プログラム修了者（予定者を含む）
詳細は推進リーダー取得要件その他については下記協 HP をご覧ください。
http://www.japanpt.or.jp/members/lifelonglearning/jinzai_ikusei/edu_houkatsu/

〇島根県作業療法士会会員・島根県言語聴覚士会会員
〇その他関係職種および行政機関等関係者

3.

場所
【10 月 5 日】
島根県民会館

309 会議室

〒690-0887 島根県松江市殿町 158 電話： 0852-22-5511

【10 月 26 日】
江津市総合市民センター 会議室
〒695-0011 島根県江津市江津町 1110 番地 17 電話： 0855-52-2155

4.

参加費
〇島根県理学療法士会員：無料
〇島根県作業療法士会会員/島根県言語聴覚士会会員：1 日あたり 1000 円
〇その他関係職種および行政機関等関係者：無料

5.

内容（スケジュール）

○10 月 5 日 【介護予防リーダー導入研修】
１時限 9：30～10：30
介護予防・日常生活支援総合事業とリハビリテーション専門職の取り組みを知る
前半（60 分）
飯南町保健福祉課 理学療法士 嘉田 将典 氏

２時限 10：40～12：10
介護予防・日常生活支援総合事業とリハビリテーション専門職の取り組みを知る
後半（90 分）
訪問看護ステーションくるみ 理学療法士 鐡池 高志 氏

（昼休憩）

３時限 13：00～13：40 （40 分）
シルバーリハビリ体操を用いた茨城県での住民主体の通いの場の取り組み
島根県済生会江津総合病院

リハビリテーション技術科

理学療法士・シルバーリハビリ体操指導士 川上 雄也 氏

4 時限 13：40～15：10 グループワーク（90 分）
安来第一病院 理学療法士 太田 真英 氏
島根県県立中央病院 理学療法士 坪内 史子 氏

5 時限 15：20～16：40
各地域の取り組み（DVD 視聴：80 分）

閉会行事 16：40 終了

○ 10 月 26 日 【地域ケア会議推進リーダー導入研修】
１時限 9：30～10：30
地域包括ケアシステムについて （60 分）
松江総合医療専門学校 理学療法士 内田 賢 氏

２時限 10：40～11：40
地域ケア会議とは（60 分）
飯南町保健福祉課 理学療法士 嘉田 将典 氏

（昼休憩）

3 時限 12：30～13：50
地域ケア会議における理学療法士の関わり（80 分）
社会医療法人 石州会 六日市病院 リハビリテーション室
理学療法士 佐々木 晃一

氏

4 時限 14：00～15：20
地域ケア会議における理学療法士の関わり（80 分）
益田地域医療センター医師会病院 リハビリテーション科
理学療法士 広瀬 強志 氏

5 時限 15：30～16：30
模擬会議と心構え（60 分）
地域ケア会議に向けた効果的な助言について
訪問看護ステーション ありがとう 理学療法士 濱田 龍 氏

閉会行事 16：40 終了

6.

申し込み方法・申し込み締め切り
添付の申込書に記入の上、送付いただくか申し込みフォーム
https://forms.gle/dsqEP1VpmHnSSrU4A からお申し込みをお願いします。

締め切りは 9 月 30 日（月曜日）です。

7.

本研修会に関するお問い合わせ
飯南町保健福祉課 地域包括支援センター 嘉田将典
〒690-3207 島根県飯石郡飯南町頓原 2064 番地
TEL 0854-72-1770
FAX 0854-72-1775
e-mail： kada.masanori@gmail.com

※本研修会は、令和元年度島根県介護人材資質向上事業補助金を申請しています。

添書不要：
島根県理学療法士会 地域包括ケア推進委員会
飯南町訪問看護ステーション 理学療法士 森山 智博 行（FAX：0854-72-1333）
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PT・OT・ST・その他
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該当に丸をしてください。
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締め切り：9 月 30 日（月曜日）

【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人

島根県理学療法士会

（飯南町地域包括支援センター）
e-mail:kada.masanori@gmail.com

社会局

嘉田将典

