
平成26年 4月 吉日 
 

公益社団法人 日本理学療法士協会    
会 長   半 田  一 登 

一般社団法人 日本作業療法士協会    
会 長   中 村  春 基 

一般社団法人 日本言語聴覚士協会    
会 長   深 浦  順 一 

 
第１２回訪問リハビリテーション管理者養成研修会STEP１～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STEP１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26年7月19日（土） ～ 7月21日（月・祝） 
 
【場 所】   東京都千代田区丸の内三丁目4番1号   新国際ビル 9階 大会議室 

アクセス： http://www.kotsu.or.jp/bp/root/room/ 
 
【募集規定】 1．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 
【募集規定】 2．臨床経験 4 年目以上 
【募集規定】 3．現時点において、管理者または、それに準じていく立場にある者 
【募集規定】 4．上記の 1～3 項目全てに該当する者 

※来年度からは上記受講要件に“実務者研修会受講者”が追加されます 
 
【お申し込み】  受付開始日時  平成26年5月19日（月） 正午＝お昼12時 より 

入力フォーム（https://fs222.formasp.jp/d627/form2/）またはQRコードからお申し込みください   
 
【募集定員】    155 名 （ 定員予定 ） ※定員確定後のキャンセル待ちの際は“実務者研修会受講者”を優先 
 
【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 
※ご負担をお願い致しますが、今年度から各種金額は外税対応（消費税8％）となります 

 
【内容詳細】    プログラムが確定次第、3協会 及び 合同会社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/ 

〒151-0051  東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-8-5 

 
【事務局代行】   合同会社 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 A号室 
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、合同会社ｇｅｎｅ が一括して受け付けております 

mailto:jimukyokudaikou@gene-llc.jp
TEL:052-911-2800
TEL:052-911-2800


1日目　7月19日（土）
時間 種別 講義テーマ 学習ポイント 講師（コーディネーター）

09:50～10:00 開会式

① 10:00～11:30 講義 訪問リハを取り巻く制度的背景と求められる社会的役割 制度的背景や厚生労働省からの意向も含めて学ぶ
厚生労働省老健局老人保健課
課長補佐　　村井千賀　氏　（ＯＴ）

② 11:40～12:40 講義 訪問リハ振興財団の活動と今後の展望
訪問リハ振興財団の位置付けや活動、今後の展望、管理者要件
について学ぶ

一般財団法人　訪問リハビリテーション振興財団
理事　　松井一人　氏　（PT)

昼食

③ 13:40～15:10 講義 事業所管理者の心構えと求められる役割
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
メンタルヘルスも含めて学ぶ

一般社団法人　日本産業カウンセラー協会　　新井一男　氏

④ 15:20～16:50 講義 管理者とスタッフ間のコミュニケーションのあり方

⑤ 17:00～18:30 演習 管理者とスタッフ間のコミュニケーションのあり方

19:00～21:00 懇親会 レセプション会場　　コートヤードマリオット銀座

2日目　7月20日（日）
時間 種別 講義テーマ 学習ポイント 講師（コーディネーター）

① 09:00～10:30 講義 事業所内外の連携と地域ネットワーク作り
事業所内及び事業所外での連携の実際を学び、地域ネットワーク
の作り方を学ぶ

大東市保健医療部　高齢支援課　　逢坂伸子　氏　（PT)

② 10:40～12:10 講義 事業所における教育研修体制 事業所内での訪問リハ教育研修体制の構築のあり方について
一般社団法人　日本訪問リハビリテーション協会
副会長　　宮田昌司　氏　（ＰＴ）

昼食

③ 13:10～14:40 講義 事業所管理者の役割と組織作り
小規模事業所管理者の役割と組織作りを経験者の実例を通して
学ぶ

有限会社トゥモローズリハビリテーショングループ
代表取締役　　見目隼人　氏　（ＳＴ）

④ 14:50～16:20 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 活動・参加につなぐ訪問リハにおけるPT・OT・STの専門性 活動・参加につなぐ訪問リハにおけるPT・OT・STの専門性を学ぶ

⑤ 16:30～17:30 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 活動・参加につなぐ訪問リハにおけるPT・OT・STの専門性 活動・参加につなぐ訪問リハにおけるPT・OT・STの専門性を学ぶ

3日目　7月21日（月祝）
時間 種別 講義テーマ 学習ポイント 講師（コーディネーター）

① 09:00～10:30
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
討論

管理者としてどのように事業所内の人材育成を進めるか 人材育成・教育研修の仕方を学ぶ

② 10:40～12:10
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
発表

管理者としてどのように事業所内の人材育成を進めるか 人材育成・教育研修の仕方を学ぶ

昼食

③ 13:10～14:40 講義 ケアマネジメントと訪問リハのあり方
適切なケアプランのあり方、ケアマネと訪問系リハの協働、担当者
会議、地域ケア会議の参加のあり方を学ぶ

一般社団法人　日本介護支援専門員協会
会長　　鷲見よしみ　氏

④ 14:50～15:10 STEP２　予告 STEP２研修会の予告を通して受講計画を立てる 一般財団法人　訪問リハビリテーション振興財団　研修班

15:10～15:30 閉会式

第12回訪問リハビリテーション管理者養成研修会　STEP1　東京プログラム案
研修テーマ　：　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

久留米大学　文学部社会福祉学科
准教授　　片岡靖子　氏

PT:三軒茶屋リハビリテーションクリニック　　中島鈴美　氏
OT:新緑訪問看護ステーション長津田　　木村修介　氏
ST：東京ふれあい医療生協　梶原診療所　　山口勝也　氏

スタッフとのコミュニケーションのとり方、あり方、働きやすい職場の
環境創り　スタッフとどのように関係性を形成すべきかを学ぶ

コーディネーター
一般社団法人　日本訪問リハビリテーション協会
副会長　　宮田昌司　氏　（PT）



ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ ３協会 主催 『 訪問リハビリテーション管理者養成研修会 』 

平成２６年度 開催日程のご案内 

 

★STEP１ 開催日程  ※今年度に限り、経過措置として実務者研修会の未受講者もお申し込み可能 

第１２回訪問リハビリテーション管理者養成研修会 STEP１～東京会場～ 平成２６年７月１９日（土）～７月２１日（月・祝） 

会場 ： 社団法人 日本交通協会 大会議室 （ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 新国際ビル ９階 ） 

…平成２６年５月１９日（月） 正午＝お昼１２時 より受付開始  ※ キャンセル待ちの際は実務者研修会の受講者を優先 

 

第１３回訪問リハビリテーション管理者養成研修会 STEP１～大阪会場～ 平成２６年９月１３日（土）～９月１５日（月・祝） 

会場 ： ＣＩＶＩ北梅田研修センター ５階 ホール （ 大阪市北区芝田２丁目７番１８号 オーエックス梅田ビル新館５階 ） 

…平成２６年７月１４日（月） 正午＝お昼１２時 より受付開始  ※ キャンセル待ちの際は実務者研修会の受講者を優先 

 

★STEP２ 開催日程 

第８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～ 平成２６年１１月２２日（土）～１１月２４日（月・祝） 

会場 ： 財団法人 自治労会館 ６階ホール （ 東京都千代田区六番町１ ） 

…平成２６年９月２２日（月） 正午＝お昼１２時 より受付開始  ※ STEP１ 修了者を対象 

 

★STEP３ 開催日程 

第６回訪問リハビリテーション管理者養成研修会 STEP３～東京会場～ 平成２７年１月１６日（金）～１月１８日（日） 

会場 ： タイム２４ビル 研修室２０３ （ 東京都江東区青梅２－４－３２ ） 

…平成２６年１１月１７日（月） 正午＝お昼１２時 より受付開始  ※ STEP２ 修了者を対象 

 

★管理者研修会（旧フォローアップ） 開催日程 

第３回訪問リハビリテーション管理者研修会～東京会場～ 平成２７年２月１４日（土）～２月１５日（日） 

会場 ： 社団法人 日本交通協会 大会議室 （ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 新国際ビル ９階 ） 

…平成２６年１２月１５日（月） 正午＝お昼１２時 より受付開始  ※ STEP３ 修了者を対象 

 

【お申し込み】   受付開始日時以降からお申し込みをお受け致します 

事務局代行 合同会社 gene（ ジーン ） ホームページ よりお申し込みください 

（ www.gene-llc.jp もしくは合同会社 gene で検索 ） 

入力フォーム( https://fs222.formasp.jp/d627/form2/ ) 又は右記 QR コード からお申し込み可能 

 

【受講料】     ＳＴＥＰ１・２ 各 21,600 円、ＳＴＥＰ３ 27,000円、管理者研修会 16,200円（ 事前振込支払が必要 ） 

※希望者は懇親会費（ 5,400 円 ）及び、昼食お弁当代（ 各日 1,080 円 ）が別途必要になります 

※修了認定制度の厳格化・シラバスに則った新体系強化により、受講料等の金額変更が生じております 

 

【詳細内容】   各研修会のプログラムが決定次第、3 協会 及び 合同会社 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/ 

〒151-0051   東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-8-5    

 

【お問い合わせ】 事務局代行  合同会社 gene（ ジーン ）     ホ－ムペ－ジ  http://www.gene-llc.jp/ 

〒462-0059   名古屋市北区駒止町二丁目 52 番地 リベルテ黒川 1 階 A号室 

E-mail  jimukyokudaikou@gene-llc.jp  TEL  052-911-2800  FAX  052-911-2803 

※上記研修会に関するお問い合わせは、合同会社 gene が一括して受け付けております 

https://fs222.formasp.jp/d627/form2/


2014 年 4 月吉日 
各 位 
 
 

公益社団法人 日本理学療法士協会 
会 長  半田 一登 

一般社団法人 日本作業療法士協会 
会 長  中村 春基 

一般社団法人 日本言語聴覚士協会 
会 長  深浦 順一 

 
 

「訪問リハビリテーション管理者養成研修会」受講要件の変更に伴う 
移行措置について（通知） 

 
 
拝啓 春陽の候，時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます．平素は 3 協会事業の

運営ならびに推進に向けてご協力いただき，訪問リハビリテーション従事者の養成・育成

に対しても特段のご尽力を賜りまして厚く御礼申し上げます． 
昨年度（平成 25 年）開催された地域リーダー会議において，3 協会が主催する訪問リハ

ビリテーション管理者養成研修会の事務局及び運営が“訪問リハビリテ－ション振興財団”

に移行するにあたり，当該研修会 STEP1 の受講要件を「（１）協会員（２）臨床経験 4 年

目以上（３）実務者研修会受講者（４）管理者または，それに準じていく立場にある者」に

変更させていただく旨，ご説明申し上げました． 
しかしながら，突然の変更に対する配慮として前記事項（３）「実務者研修会受講者」に

関しては 平成 26 年度のみ 受講要件に含めない形で移行措置の決定がなされました． 
既に当該研修会の広報を実施しておりますが，地域リーダーの方々には当初のご説明から

異なった受講要件となり，更にご通知が遅れてしまったことを深くお詫び申し上げます． 
甚だ勝手ながら，各都道府県士会におかれましては，その点ご留意いただきまして今後の

ご周知にお力添え願えますよう何卒宜しくお願い申し上げます． 
敬具 

 
 
 

お問い合わせ先 ： 一般財団法人 訪問リハビリテーション振興財団 

     事務局   横山 紀子 

TEL：03-6804-1421 FAX：03-5414-7913 
Email：n-yokoyama@japanpt.or.jp 

※Email でのお問い合わせにご協力ください 



平成 26 年 4 月 18 日 
関係各位 

 

公益社団法人 日本理学療法士協会 
一般社団法人 日本作業療法士協会 
一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

 
 

平成 26 年度 訪問リハビリテ－ション管理者養成研修会 
受講料などの改定に関するお知らせ 

 
謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り、

厚く御礼申し上げます。 
さて、この度の「消費税法改正」を受けまして、消費税の取り扱いを平成 26 年度より誠

に勝手ながら下記の通り対応させていただきます。 
また、管理者養成研修会 STEP3 につきましては、修了認定における試験の実施などの運

営費用がかかっているため、今後の事業の安定運営を考慮して受講料改定をさせていただ

くこととなりました。今年度からシラバスに則った新体系強化に向け、研修内容の更なる

整備・充実を推し進めて参りますので、今後ともご支援賜りますよう何卒よろしくお願い

申し上げます。 
敬白 

記 
 

【 管理者養成研修会 STEP1・2 受講料 】 
前年度 20,000 円（内税 5％）    →  今年度 20,000 円（外税 8％） 

 
【 管理者養成研修会 STEP3 受講料 】 

前年度 20,000 円（内税 5％）    →  今年度 25,000 円（外税 8％） 
 

【 管理者研修会 受講料 】 
前年度 15,000 円（内税 5％）    →  今年度 15,000 円（外税 8％） 

 
【 その他の費用（懇親会費・昼食費等） 】 

前年度 基本金額（内税 5％）     →  今年度 基本金額（外税 8％） 
 

 
 
◆お問い合わせ先◆ 
 一般財団法人 訪問リハビリテ－ション振興財団 事務局 横山 紀子 

e-mail：n-yokoyama@japanpt.or.jp Tel 03-6804-1422  fax 03-6804-1405 
以上 
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