｜平成30年度｜

在宅リハビリテーション
従事者研修会
通所リハ・通所介護編

10月20日（土）〜21日（日）
少子高齢社会対策として、地域包括ケアシステム
の構築と、持続可能な社会の実現に向けて、矢継
ぎ早に社会保障制度が見直され、平成 30 年度に
診療報酬と介護報酬の同時改定が行われました。
地域で暮らす人々を支える在宅リハビリテーショ
ンにおいては、心身機能の回復だけでなく、活動
や参加につなげ、すべての国民が社会に参画する
一億総活躍社会の実現が求められています。
高齢であっても、認知機能の低下があっても、
障害があっても、病気療養をしていても、その人
の持っている強みを活かして家族や地域での役割
を持ちながら、自分の存在価値を肯定できる暮ら
し作りが求められてきています。
そこで、本研修においては、平成 30 年度介護
報酬改定の方向性を学びつつ、これからの自立支
援介護につなげるリハビリテーションマネジメン
トの在り方を共有していきたいと思います。

[ 会場 ]

田町イーストウイングビル 6 階
東京都港区芝浦 3-5-39

[ 対象者 ]
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
[ 参加費 ]
会員 ……16,200 円（税込）
非会員……21,600 円（税込）
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
※事前にお振込をお願いいたします
振込先等詳細はお申込み確認後、ご案内いたします。
※ご希望者には、お弁当（お弁当代別）をご用意いたします。
※懇親会を開催いたします。ご参加される方は別途、懇親会費をご負担ください。

サテライト会場としてwebを利用した
研修会を準備中です。詳しくは株式
会社geneウェブサイトをご確認くだ
さい。

受付期間 8 月 1 日㈬より開始

平成 30 年度 在宅リハビリテーション従事者研修会
≪通所リハ・通所介護編≫ 予定
副題 ： 平成 30 年度介護保険改定を踏まえた通所リハ・通所介護における今後の在り方と療法士の役割を学ぶ

1 日目
時間

2018 年 10 月 20 日（土）
種別

10:00 〜 10:10
（受付 9：30-）

講義テーマ

学習ポイント

開会式オリエンテーション

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

①10:10 〜 11:30
（80 分）

講義

通所リハ・通所介護における
平成 30 年度介護保険制度改定とその背景

通所リハ・通所介護における
平成 30 年度介護保険制度改定
とその背景を学ぶ

医療法人真正会 コミュニティケア部
部長 岡野 英樹 氏（PT)

②11:40 〜 13:00
（80 分）

講義

通所系リハにおける活動・参加につなげる
ストレングスアプローチ

活動・参加につなげる
ストレングスアプローチを学ぶ

在宅りはびり研究所
代表 吉良健司 氏（PT）

昼食
③14:00 〜 15:20
（80 分）

講義

制度改定を活かした通所リハ事業所の実践と
運営のポイント

平成 30 年度 介護保険制度改定を
活かした通所リハ事業所の実践と
運営のポイントを学ぶ

在宅総合ケアセンター元浅草
澤潟 昌樹 氏（OT）

④15:30 〜 16:50
（80 分）

講義

制度改定を活かした通所介護事業所の実践と
運営ポイント

平成 30 年度 介護保険制度改定を
活かした通所介護事業所の実践と
運営のポイントを学ぶ

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）

⑤17:00 〜 18:00
（80 分）

シンポ
ジウム

通所系サービスにおける今後の課題

通所系サービスにおける
今後の課題を学ぶ

レセプション

18:30 〜 20:30

2 日目
時間
9:00 〜

【コーディネーター】
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）
【シンポジスト】
岡野氏、吉良氏、澤潟氏 他

2018 年 10 月 21 日（日）
種別

9:10

講義テーマ

学習ポイント

オリエンテーション

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

9:10 〜 10:40
（90 分）

講義

通所介護 DAYS BLG! の実践と
認知症の人の可能性

通所介護 DAYS BLG ! の実践と
認知症の人のボランティア活動等
の可能性について学ぶ

NPO 町田市つながりの開
DAYS BLG ! 代表
前田 隆行 氏

②10:50 〜 12:20
（90 分）

講義

脳梗塞リハビリセンターにおける
自費リハビリの実践

脳梗塞リハビリセンターにおける
自費リハビリの実践を学ぶ

株式会社ワイズ
代表取締役会長兼 CEO
早見 泰弘

①

昼食
通所リハ・通所介護における
今後の事業所運営と療法士の
役割をグループで議論する

③13:20 〜 14:20
（60 分）
ワーク
ショップ
④14:30 〜 15:30
（60 分）

15:30 〜 15:50

主

催

お問合せ先

通所リハ・通所介護における
今後の事業所運営の
在り方と療法士の役割

通所リハ・通所介護における
今後の事業所運営と療法士の
役割を発表し、総括する

【コーディネーター】
在宅りはびり研究所 代表
吉良健司 氏（PT）
医療法人真正会 コミュニティケア部
部長 岡野 英樹 氏（PT）

閉会式

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
¦ 事務局代行 ¦ 株式会社 gene
名古屋市東区葵 1-26-12 IKKO 新栄ビル 6 階
Mail：jimukyokudaikou@gene-llc.jp

TEL：052-325-6611

FAX：050-3852-1905

