
令和2年12月吉日 

  

関係者各位 

  

一般社団法人宮城県作業療法士会 会長  大黒 一司 

一般社団法人宮城県理学療法士会 会長  渡邊 好孝 

宮城県言語聴覚士会       会長  遠藤 佳子 

  

令和2年度「宮城県地域リハビリテーション研修会 

（訪問リハビリテーション実務者研修会）」開催のお知らせ 

  

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 この度、下記の日程で「宮城県地域リハビリテーション研修会」を開催致します。訪問リハに従事

されている方に限らず、地域リハに興味のあるPT・OT・STを対象としています。つきましては、本

研修会の趣旨をご理解の上、奮ってご参加下さいますようお願いいたします。           

敬具                                 

記 

日   程：令和3年2月20日(土) 8：50～15：50 

      タイムスケジュール等、詳細は別紙ご参照ください。 

会   場：Web開催（zoomミーティング） 

参加対象者：日本理学療法士協会・日本作業療法士協会・日本言語聴覚士会協会 各会員 

定   員：80名（定員となり次第締め切り） 

参 加 費：無料  

※研修会の全課程を修了した参加者には、3協会長連名の「訪問リハ実務者研修会受講証」を発行致します。

この受講証を有することで、「訪問リハ管理者養成研修会」を優先的に受講することができます。例年

は10時間の研修受講が条件ですが、今年度に限り、5時間の研修受講が条件となります。 

※本研修会は日本作業療法士協会の生涯教育制度の基礎ポイント研修に該当します。 

また、日本理学療法士協会の生涯学習制度のポイントが付与されます(全課程受講者に限る)。 

 ・新人教育プログラム履修中の協会員（⇒C－5地域リハビリテーション） 

 ・新人教育プログラム修了後の協会員（⇒協会主催研修会参加20ポイント：地域理学療法） 

 申請したポイントが審査の結果、認められない場合もあります。制度の変更により審査方法が変わる 

 可能性がありますのでご了承ください。 

申し込み：下記内容を記載の上、メールにてお申し込みください。締め切りは2月13日(日)です。 

①氏名、②所属先、③職種(PT/OT/ST)と会員番号、④生年月日、⑤経験年数・地域リハ 

従事年数、⑥連絡先電話番号 

申し込み先→ mpta.kaigohoken＊gmail.com (＊を@に変えてください)  

担当：高橋 真由子                   

問い合わせ：ご不明の点などありましたら、各県士会の担当者にメールにてお問い合わせ下さい。 

・PT … mpta.kaigohoken＊gmail.com 高橋 真由子  

・OT … houmonot＊zmkk.org      鈴木 美帆 

・ST … nakagawa＊sendai-reha.or.jp 中川 大介 

以上 
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令和2年度 宮城県地域 研修会 
（訪問 実務者研修会） 
 

「 力 考 」 
～全身

「小児 何 観 」 「難病 方 分 」 
「呼吸 苦手…」 相談
「全身 観 」 対象者 大人 子供 疾患 方  
領域 仕事 PT・OT・ST 必要不可欠 。 

出来 方 身体・動作・行為 理解 必要
自分 出来 技術 誰  

苦手意識 持 「全身 影響 意識下 上 呼吸」
「問題 抱 影響 全身」 視点 考 。 

禍 現在 感染 対応 経験 職 出来 対応策 考
冬道 対応 私 苦慮 自動車運転 障害者 自動車運転 支援

職 出来 学

× × 

本研修会 zoom 使用 受講環境 各人 責任 事前 準備下
申 込 zoom入室 ID 資料 受講 注意点等 配信    

 申込先 受信 設定等 願
研修会 当日 配信 後日 配信 予定
申 込 先 → mpta.kaigohoken＊gmail.com   2月1３日

  （氏名、所属先、職種 会員番号、生年月日、経験年数・地域 従事年数、連絡先電話番号 記載 。） 

 

時　刻 時間数 講義名 講　師 職　種　等 所　　属 講義内容

8:30

8:50

9:00 60
講義1 明日からはじめる呼吸リハビリテーション
　　　　－介入につながるアセスメント－

藤原裕太 理学療法士
東北医科薬科大学若林病院
リハビリテーション部

COPD、間質性肺炎、肺炎を中心に、地域で多く
見られる呼吸器疾患のフィジカルアセスメントを、
症例も含めて学びます、明日から現場で使える
知識を身に着けて、呼吸器疾患への苦手意識を
無くしましょう。

10:00 10 休憩

10:10 120
講義2  全身性障害のある方のアセスメント
          ～小児から成人まで～

菅原まき子 理学療法士
ないとうクリニック訪問看護ステーション

理学療法主任

難病、小児、医療依存度の高い方、重複疾患の方･･･
どうアセスメントしますか？
アセスメントとアプローチ、同時進行で進めていく
訪問リハでの見方と、症例を通してアセスメントの
実際を学びたいと思います。

12:30 60 昼食休憩

13:30 60 講義3  コロナ禍にのまれた経験から 渡部達也 作業療法士
株式会社わざケア代表取締役
訪問看護ステーションわざケア

対象者がコロナに感染していたら、事業所スタッフが
コロナに感染したとき、まずどう対応するべきか。現
在の対応方法は正しいか。実際の経験から学びます。

14:30 10 休憩

14:40 60 講義4　障害者の自動車運転 中川大介 言語聴覚士
仙台リハビリテーション病院
リハビリテーション部

障害のある方の社会参加を支援する上で、自動車
運転は大きな課題となります。運転支援の流れや
実際、PT・OT・STにできることを学びます。

15:40 10 諸連絡～終了

zoom入室開始

開講式
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宮城県地域リハビリテーション研修会　実行委員会

宮城県地域リハビリテーション研修会　実行委員会

令和2年度 宮城県 地域リハビリテーション研修会
(訪問リハビリテーション実務者研修会)

日時：2021年2月20日（土） 8：30入室開始 9：00講義開始～15：50終了予定

会場：WEB開催（zoomミーティング)

一般社団法人宮城県理学療法士会
一般社団法人宮城県作業療法士会

宮城県言語聴覚士会

今年度 無料


