2019 年度

「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。

PT・OT・ST
3団体で


終了しました

在宅リハの
リーダー育成の
ための研修会


日時

11 月 22 日（金）〜

会場

天満研修センター

24 日（日）
受講料

大阪市北区錦町 2-21

受付中

22,000 円（税込）

組織で役立つ
カリキュラム


日時
会場

2020 年 1 月 17 日（金）〜 19 日（日）
大阪私学会館

受講料

大阪市都島区網島町 6-20

27,500 円（税込）

受付開始 :
11 月18 日（月）より
受付開始

管理者スキルアップ研修会（     修了者対象）
日時
会場

訪問リハに従事
していなくても

2020 年 2 月 22 日（土）〜 23 日（日）

田町イーストウイングビル
東京都港区芝浦 3-5-39

受講料

16,500

受付開始 :
12 月16日（月）より
受付開始
円（税込）

管理者となる
予定が無い方でも

従事者としての
スキルＵＰ
できる内容
訪問リハビリテーション振興財
団 は、東日本大震 災 を 受 け
て、3 協会が共同出資し、被
災者の支援を目的として創設
いたしました。
訪問リハビリテーションに従事
する者としての『質の向上』、

※受講料はいずれも事前のお支払いとなります。
※近年、宿泊施設が取りにくくなっておりますので、研修のお申込をする前に宿泊先だけ確保することをお勧めします。

『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』、『不測の事態

受講要件

事務局

問合わせ先

❶ 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 会員
❷ 臨床経験 4年目以上

にも的確に対応できるリスク
管理能力』

※実務者研修会を受講された方の受付を優先的に行います。未受講の方は記載の受付日より１週間遅くなります。

そして今回は『医療介護同時

一般財団法人

改定を捉え、選ばれる事業運

訪問リハビリテーション振興財団

http://www.hvrpf.jp/office

営を学ぶ』機会でもあります。

※本研修会に関するお問い合わせ・お申込は、株式会社geneが一括して受け付けております。

役職を問わず、ご自身のスキ

事務局代行：株式会社gene

〒461-0004

名古屋市東区葵1-26-12IKKO新栄ビル6階

Web ： http://www.gene-llc.jp/
TEL ： 052-325-6611
Email ： jimukyokudaikou@gene-llc.jp

ルアップ等のためにもぜひご
参加ください。

■ 訪問リハビリテーション管理者養成研修会の流れ
ST EP 1

在宅リハ管理者入門！

ST EP 2

管理スキルアップ！

ST EP 3

事業運営管理入門！

次STEPの
受講は
来年でもO
K！
※年内に全STEPを
履修する必要はございません。

■ 受講者の声
Q．訪問リハ経験年数は？

Q．肩書は何ですか？

Q．参加のきっかけは何ですか？

(一般職等)

訪問リハ経験未経験・5年目以下の
参加が半数以上！

一般職の参加者も多数！

上司が薦めたくなる研修！

●人材育成、教育体制の不足に気付いた
●第一線で活躍している講師が多く、貴重な話を聞くことが出来た
●上司の立場や気持ちを知る機会になった
●事業所内での自分の立場、事業所の方針に沿った自分の役割を再確認できた
●職場内/外のコミュニケーションを見直してみようと思った
●自分を見つめ直すきっかけになった

部下や上司との
関りで悩んでいる

今さら「管理職」とは
なんて
相談出来ない…

訪問リハを学びたい、
訪問リハに
従事してみたい！

★「訪問リハステーション」が制度化された場合の
管理者要件（本財団における要件）となります。
管理者で無い方も、訪問リハ未経験者も多くの方にご参加いただいています。
学びたい方・悩んでいる方、参加者は問いません︕

自分自身を見直す時間、作ってみませんか？

第13回訪問リハビリテーション管理者養成研修会 STEP２ 大阪プログラム
研修テーマ ： 在宅リハ管理スキルアップ！ 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22日（金）
時間
9:50～10:00
10:00～10:10

種別

① 10:10～11:40

講義

訪問リハ・通所リハ事業所の事業運営と法令遵守

② 11:50～13:20

講義

訪問看護ステーションの事業運営と法令遵守

③ 14:10～15:30

④ 15:40～16:50

⑤ 17:00～18:30

講義テーマ
開会式
オリエンテーション

学習ポイント

管理者養成研修会の全体構成とＳＴＥＰ２のポイントを学ぶ。
訪問リハビリテーション振興財団 研修班
訪問リハ及び通所リハの制度的な事業運営の流れや必要な手続き、法
八尾はぁとふる病院 古賀 阿沙子 氏 （PT)
令遵守について学ぶ。
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と法 日本訪問看護財団立 刀根山訪問看護ステーション 長濱 あかし 氏
令遵守、看護とPT・OT・STの連携のあり方について学ぶ。
（看護師）

昼食
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遵守の視点をグループで討論・整理する。

コーディネーター
八尾はぁとふる病院 古賀 阿沙子 氏 （PT)

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。

株式会社ジェネラス 代表取締役

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
講義

効率的な訪問事業運営のためのシステムの工夫

講師（コーディネーター）

小山 樹 氏 （PT)

19:00～21:00 レセプション（懇親会）

２日目 11月23日（土）
時間
9:00～9:10

講義テーマ
オリエンテーション

① 09:10～10:40

講義

これからの新しい組織マネジメントの在り方

② 10:50～12:20

講義

事業所におけるチーム作り

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
訪問リハビリテーション振興財団 研修班
これまでの組織と新しく進化する組織の特徴を理解し、各事業所におけ
在宅りはびり研究所 代表 吉良 健司 氏 （PT)
る組織作りのヒントを学ぶ。
事業所内におけるチーム作りに関して学ぶ。

株式会社コンパス 代表取締役 永来 努 氏 （ST）

昼食
③ 13:10～14:40

講義

④ 14:50～18:00 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

在宅要介護者の健康支援とフィジカルアセスメント

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
NPOグリーンタウン呼吸嚥下研究グループ 理事長
スメントスキルを学び、事業所の質の向上を促す。

井上 登太 氏 （医師）

講演とディスカッションを通して、難病、小児等の医療依存度の高い対象 ①難病：訪問看護ステーション カナン 澤田 光一 氏 （PT）
医療依存度の高い対象者への訪問リハの実践と事業所とし
者への訪問リハの実践と事業所としての対応方法を学ぶ。
②小児：さやまリハビリ訪問看護ステーション 高橋 正浩 氏 （PT）
ての対応方法
（講義60分×2コマ、討論60分）
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

３日目 11月24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 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 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

