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「令和２年度 地域のちから・リハビリテーション機能強化推進事業 介護予防研修会」 

＆ 

「第１１回訪問リハビリテーション実務者研修会」   

の開催について（案内） 

 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

宮崎県リハビリテーション専門職協議会は、県内の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の各職能団 

体が協力し、平成 27年度に結成いたしました。当協議会が県の依頼を受け、地域包括ケアシステムに 

寄与できるリハビリテーション専門職の育成を目的に「地域のちから・リハビリテーション強化推進事 

業」に取り組んでおります。当事業の一環として、毎年介護予防研修会を企画・開催しております。 

 また、地域での生活支援のひとつの柱となる訪問リハビリテーションの活動についても学べる場を 

作ることを目的に、令和元年度から訪問リハビリテーション財団とも共催した合同研修会として開催 

しております。 

今回は「地域包括支援活動～コロナ禍の中どう考え、どう動くか～」というテーマで、講義や事例

報告、シンポジウムなどを企画しております。つきましては、今回の趣旨にご賛同頂き、この研修会

に多くの参加をしていただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

申込み締切り日  令和３年２月１２日（金） 

 

【お問い合わせ】 

一般社団法人 宮崎県理学療法士会 

（事務局担当 水口） 

〒880－0032 宮崎市霧島 2 丁目 62－2 

TEL: 0985-34-9120 FAX: 0985-34-9119 

Mail: miyapt@orange.ocn.ne.jp  



「令和２年度 地域のちから・リハビリテーション機能強化推進事業 介護予防研修会」 

＆ 

「第１１回訪問リハビリテーション実務者研修会」  

 

 

１．趣 旨 

  2025 年問題にむけて地域包括ケアシステム構築を進める中で、宮崎県における地域支援事業を市

町村及び包括支援センターそしてリハビリ専門職等がシームレスな関係を構築し地域住民に関して効

果的な介護予防の推進が求められます。 

  今後、より継続的かつ効果的な介護予防事業を展開する上での視点を共有します。 

 

２．主 催 

  宮崎県・宮崎県リハビリテーション専門職協議会 

 

３．共 催 

訪問リハビリテーション振興財団 

 

４．期 日 

  令和３年 2月 21日（日曜日）午前１０時～午後４時まで （９時 30分受付開始）           

      

５．開催方法 

  ハイブリッド形式。 

会 場：シーガイア 

リモート：Cisco Webexを使用。 

＊現時点ではハイブリッド形式を計画していますが、コロナ感染の状況によっては、完全WEB 研修 

形式での実施も検討します。 

６．定 員  

100名    

  

７．受講対象者 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 ＊リハ専門職の方は各職種とも県士会員を対象とします。 

介護支援専門員   

８．参加費 

  無料 

 

９．受講申込方法 

  別紙「受講申込書」より、令和 3 年２月１２日（金）までに、宮崎県理学療法士会の事務局にＦＡ

Ｘにてお申込みください。 

  



 10．プログラム 

 

時 間 内 容 

９：30～１０：00 受 付 

１０：00～１０：10 開会挨拶・事務連絡 

１０：10～1１：１0 講演 

 「地域包括ケアシステムについて（仮題）」 

講師：宮崎県福祉保健部 長寿介護課 医療・介護連携推進室 

    地域包括ケア推進担当 髙野 吉輝 様 

 

1１：１0～12：００ 

 

講演 

 「総合支援事業について（仮題）」 

 講師：金子 茂稔 様（株式会社 未来図 Labo OT） 

12：００～13：０0 昼食・休憩 

13：０0～14：０0 講義「COVID-19禍における感染対策（仮題）」 

・宮崎市健康管理部 医監 副島 京子様（医師） 

 

・けいめい記念病院 訪問看護ステーションかがやき 

  感染管理認定看護師 串間 真由美 様（看護師） 

 

14：０0～15：０0 事例報告「COVID-19禍での取組み（仮題）」 

・訪問リハビリテーションの立場から 

PT：川名 俊和 様（訪問看護ステーション life） 

OT：大村 良 様（訪問看護ステーション 元気） 

ST：佐藤 龍也 様（高千穂町国民保険病院） 

・通所事業所が特例の訪問事業として取り組んだ事例 

山之内 勇介様（江夏整形外科クリニック 

 通所リハビリテーションセンター PT） 

 

15：10～1６：０0 ・シンポジウム「地域包括支援活動～コロナ禍の中でどう考え、どう動くか～」 

 感染対策の講義、事例報告にご登壇頂いた方をシンポジストとして、会場や

WEB 研修参加者からの質疑も受け付けながら、表題の内容について意見交換を

行います。 

 

16：００～ 閉会挨拶 

 

 

 



10．その他 

（１）「受講申込書」に記載された個人情報は、研修会の運営管理のみに使用します。 

また本人の同意なく個人情報を第三者への開示、提供はいたしません。 

（２）ＦＡＸのお申込をもって受付とします。定員が超過した場合、調整させて頂く場合がありますの

で、あらかじめご了承ください。事務連絡等にも使用する場合がありますので、メールアドレスは

必ずご記入ください。 

（３）昼食は各自ご持参ください（会場内のみ飲食可）。ごみは各自でお持ち帰りください。 

（４）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

士協会による訪問リハビリテーション管理者養成研修会 STEP１に参加するためには、本研修の

受講修了が必要です。受講終了書は、希望者の方にメールにて送付いたします。 

 

（５）今回の研修会を受講された PT は協会主催研修会地域理学療法 20ポイントに該当します。 

ST は生涯学習プログラム参加ポイント（１ポイント）に該当します。 

OT は生涯教育基礎ポイント（2ポイント）に該当します。 

（６）現時点ではハイブリッド形式を計画しておりますが、コロナ感染の状況によっては、完全WEB

研修形式での実施となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

（７）本研修会につきましては、オンライン会議ツール「Cisco webex」を使用いたします。WEB 参加 

の方は、当日使用する端末から接続可能なメールアドレスを申込用紙にご記入ください（お申込み 

後に確認メールをお送りいたします）。また、事前にご使用になる端末へのアプリインストールを 

お願いいたします。アプリインストール、参加方法につきましては下記 URL をご参照ください。 

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/webex/how-to-use.html 

（８）2月 17日（水）19時から 19時 30分にかけて接続テストを行います。接続テスト開始３０分 

前に申込用紙へご記載いただきましたアドレスへ招待メールをお送りいたしますので、そちらか 

ら接続テストにご参加いただきますようお願いいたします（迷惑メールに振り分けられる場合も 

ございますので、そちらもご確認いただきますようお願いいたします）。 

 

11．事務局及び受講申込先 

一般社団法人 宮崎県理学療法士会 事務局 

〒880－0032 宮崎市霧島 2丁目 62－2 

ＴＥＬ（0985）34‐9120  ＦＡＸ（0985）34‐9119 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/webex/how-to-use.html


介護予防研修会、訪問リハ実務者研修会  FAX 申込用紙 

送付先：宮崎県理学療法士会 事務局  
FAX：0985-34-9119 

 

施設名： 
TEL： 

FAX： 

 

 

 

 

1 

氏名（ふりがな） 生年月日 メールアドレス 参加希望方法 

（希望に〇） 

      会場 

WEB 

職 種 各士会入会状況 訪問リハの経験 修了書発行希望 

PT・OT・ST・CM PT 士会・OT 士会・ST 士会・CM 協会   有り（    年） 必要 

無し 不要 

 

 

 

２ 

氏名（ふりがな） 生年月日 メールアドレス 参加希望方法 

（希望に〇） 

      会場 

WEB 

職 種 各士会入会状況 訪問リハの経験 修了書発行希望 

PT・OT・ST・CM PT 士会・OT 士会・ST 士会・CM 協会   有り（    年） 必要 

無し 不要 

 

 

 

３ 

氏名（ふりがな） 生年月日 メールアドレス 参加希望方法 

（希望に〇） 

      会場 

WEB 

職 種 各士会入会状況 訪問リハの経験 修了書発行希望 

PT・OT・ST・CM PT 士会・OT 士会・ST 士会・CM 協会   有り（    年） 必要 

無し 不要 

 

＊黒太文字部分は、必須（協会に提出する名簿に必要なため）！ 

＊申し込み締め切り：令和３年２月１２日（金）17：00 まで 

 


