
平成 29年 1月 20日 
各 位 

（公益社団法人）熊本県理学療法士協会 
会	 長 	 	 	   北里 堅二 
保健福祉部部長 大浦 佳子 

地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度  

「推進リーダー」の導入研修会開催のお知らせ  

 
日本理学療法士協会の「地域ケア会議」「介護予防」に対して重点を置いた人材育成事業に

おける、【地域包括ケア推進リーダー】【介護予防推進リーダー】の資格取得コースに必要

な導入研修の開催をお知らせいたします。 
記 

 
日時	 	 	 	 平成 29年 3月 4日（土）介護予防推進リーダー	 9:30～16:30 

講師：北尾昌平・伊藤善範・白﨑幸紀	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3月 5日（日）地域包括ケア推進リーダー	 9:30～16:40 

講師：仙頭城次・中園健太郎・一安宏紀 
場所	 	 	 	 人吉医療センター	 (住所：熊本県人吉市老神町３５) 
参加費	 	 	 500円（各研修コースにつき）	 ※昼食は各自ご準備ください 
 
申込方法	 	 申し込み、問い合わせは必要事項をご記入の上 Emailにてお願いいたします。 

くまもと温石病院	 通所リハビリテーション	 理学療法士	 白﨑	 幸紀 
E-mail：reha-zaitaku@onjaku.jp 

 
【必要事項】 

①氏名	 ②所属施設(領収書への記載が不要な方はその旨もご記入ください) 
③E-mailまたは連絡先	 ④受講コース「地域包括ケア/介護予防」 
⑤会員番号(理学療法士協会会員の場合) 

 
申込期限	 	 平成 29年 2月 17日（金） 
 
備考	 	 	 	 研修会当日使用する資料につきましては、各自ダウンロードサイトより印刷・

ダウンロードして頂き、当日ご持参ください。ダウンロードサイトにつきま

しては申込みを確認後お知らせいたします。 
以上 



《熊本県理学療法士協会会員の皆様へ》  
ü 研修会当日はカードリーダーでの受付を致しますので会員証をご持参ください。 
ü 推進リーダーの研修会参加は日本理学療法士協会指定の e-ラーニングを受講済みであ

ることが条件ですが、「e-ラーニング免除要件」がございます。(詳しくは日本理学療法
士協会ホームページをご覧ください) 

ü 導入研修の受講前までに e-ラーニングを修了してください。導入研修は、e-ラーニング
受講修了者または e-ラーニング受講免除者の方が対象となります。e-ラーニング受講未
修了者の方も、導入研修を受講いただくことは可能ですが、履修済とはなりませんので、

ご注意ください。 
ü e-ラーニングの免除申請をされる方は、導入研修開催の１週間前までに免除申請をして

いただきますよう、お願い致します。 
 
【e-ラーニング免除要件】 
地域包括ケア推進リーダー 
① 士会事業に参加経験があり、かつ士会からの推薦がある会員 
② ケアマネージャー資格取得者 
③ 認定理学療法士取得者 

 
介護予防推進リーダー 
① 士会事業に参加経験があり、かつ士会からの推薦がある会員 
② ケアマネージャー資格取得者 
③ 介護予防認定理学療法士 
④ 介護予防(暫定)認定理学療法士 

 
※e-ラーニング免除要件の士会推薦基準について 
〈地域包括ケア推進リーダー〉 
過去に地域ケア会議または行政から指定された会議に参加しているもの、またはこの分

野に関して知識があり士会として会議依頼があれば推薦できる人物 
〈介護予防推進リーダー〉 
上記同様、過去に事業に参加した実績がある。またこの分野に精通しており、依頼があ

ればお受けできると推薦できる人物。 
士会運営に携わり協力関係が取れている人材(士会が直接依頼できる人材) 

 
【士会推薦による免除申請方法】 
士会推薦を希望され方は、日本理学療法士協会のマイページよりお申し込みください。 
推薦の可否につきましては地域包括ケア推進特別委員会において判定・通知いたします。 



 
【士会指定事業の内容】 
平成 28年度の活動または役員歴等で認められるもの 
① 本会の理事・監事・部長・委員長 
② 部員等として 3年以上の活動がある者 
③ 介護認定審査会委員等としての経験を持つ者 
④ 熊本訪問リハビリテーション研修協議会主催の研修会を修了した者 
⑤ 介護予防や転倒予防等に関する講演会の講師 
⑥ 市町村の健康まつり等の運営 
⑦ 介護予防全国キャンペーンの運営 
⑧ 理学療法週間の行事(「PTぁ！」っと健康講座)の運営 
⑨ 地域ケア会議への参加 
⑩ 熊本城マラソン・車椅子マラソン・車椅子テニス大会のボランティア参加者 
⑪ 平成 28年度開催の熊本県医療・保健・福祉連携学会への参加 
⑫ その他、上記以外で地域包括ケア推進特別委員会が認めた事業 
※⑫の判断に関しましては地域包括ケア推進特別委員会に於きまして判断いたします 
 
日本理学療法士協会の「地域ケア会議」「介護予防」人材育成事業及びエントリー方法等に

関しましては、日本理学療法士協会のホームページも併せてご参照ください。 
 
〈問い合わせ先〉 
研修会に関するお問い合わせは下記まで 

くまもと温石病院	 通所リハビリテーション	 理学療法士	 白﨑	 幸紀 
E-mail：reha-zaitaku@onjaku.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



介護予防推進リーダー導入研修 
開催日程：平成 29年 3月 4日（土曜日） 
場	 	 所：人吉医療センター	 (住所：熊本県人吉市老神町３５) 
参 加 費：500円	 	 ※昼食は各自ご準備ください 
 
スケジュール 
9:00～ 受付開始  

9:25～ 開会の挨拶 〇〇	 〇〇 

9:30～11:00 介護予防事業に関連する行政組織・関連団体と福祉計画 
Ø 行政組織と行政が策定する福祉計画の役割を理解する 

北尾	 昌平 

11:10～12:40 介護予防事業の展開方法 
Ø 介護予防冊子(行政対象・住民対象)に記載されている内

容を理解する 
Ø 介護予防冊子の具体的な使用方法を理解する 

白﨑	 幸紀 

12:40～13:20 昼食  

13:20～14:50 介護予防の実践 
Ø 行政職員や関連の職員に、理学療法士が関わる介護予

防事業の意義・内容・効果にてついて説明するための

基本的技能を習得する 
Ø 地域住民に、介護予防の必要性と運動方法のポイント

を説明するための基本的技能を習得する 

伊藤	 善範 

15:00～16:30 介護予防事業の企画・立案 
Ø 介護予防推進リーダーに必要とされる介護予防事業の

企画立案方法を教授する 
Ø 理学療法士としての専門性を活かし、効果的で魅力的

な介護予防事業を企画・提案するための視点を養成す

る 

北尾	 昌平 

16:40～ 修了  

 
※導入研修に関するお問い合わせは右記の E-mailまで：reha-zaitaku@onjaku.jp 
※研修会資料は、後日ダウンロードサイトをご案内しますので各自ご準備ください。 
 
 
 
 



地域包括ケア推進リーダー導入研修 
開催日程：平成 29年 3月 5日（日曜日） 
場	 	 所：人吉医療センター	 (住所：熊本県人吉市老神町３５) 
参 加 費：500円	 	 ※昼食は各自ご準備ください 
 
スケジュール 
9:00～ 受付開始  

9:25～ 開会の挨拶 〇〇	 〇〇 

9:30～10:30 地域包括ケアシステムについて 
Ø 地域包括ケアシステムの背景 
Ø 地域包括ケアシステムとは 

中園	 健太郎 

10:40～12:00 地域ケア会議とは(必要とされる背景と位置づけ) 
Ø 地域ケア会議が必要とされる背景 
Ø 目的と機能 
Ø 個別課題から地域課題 

仙頭	 城二 

12:00～12:40 昼食  

12:40～13:50 地域ケア会議に求められる理学療法士の役割 
Ø 全体の流れ 
Ø 利用者の把握の仕方 
Ø 予後予測の仕方と課題抽出 
Ø 提案の仕方 
Ø 理学療法士の役割 
他職種連携について 

一安	 宏紀 

14:00～15:00 事例検討(書類の見方と書類の解説) 仙頭	 城二 

15:10～16:40 模擬会議の実際と心構え 
Ø ビデオ視聴 
Ø 心構えについて 
Ø アンケート記入 

仙頭	 城二 

 修了  

 
※導入研修に関するお問い合わせは右記の E-mailまで：reha-zaitaku@onjaku.jp 
※研修会資料は、後日ダウンロードサイトをご案内しますので各自ご準備ください。 
 


