
介護老人保健施設のリハビリテーションを創造する会 

                              せんだんの丘 土井 勝幸  関西総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 長倉 寿子

涼風苑  浅野 有子    清雅苑  坂本 佳  

介護老人保健施設のリハビリを創造する会 第 1７回研修会 

テーマ： これからの十年へ向けて、 地域の資源としての老健のリハビリ  

～ 個別機能訓練・認知症リハビリ・訪問リハビリ・地域生活支援を展開しよう ～ 

 
介護報酬改定・地域包括ケア・老健を核にした地域貢献等、タイムリーな情報共有・実技ワークショップ・ディスカッション・現場

にすぐに役立つ実践的な知識・技術共有を中心とした研修会です。 

老健を取り巻く現状を知り、自分自身のキャリアアップを模索し、現場をパワーアップ出来るきっかけにしましょう。たくさんの方

のご参加をお待ちしております。東日本大震災の復興応援も兼ねての研修会企画です。多くの仲間で集いましょう。 

情報プレゼンター：  長倉 寿子  （関西総合リハビリテーション専門学校 作業療法士） 

浅野 有子  （涼風苑  作業療法士、介護支援専門員）   他 現場の仲間たち             

               関本 充史氏 （株 かなえるリンクリハビリ取締役 作業療法士、介護支援専門員） 

 

日時： 平成２５年１０月１２日(土曜日) １０時受付開始  １０時３０分～１７時 30 分 研修  

希望者のみ １９時００分～懇親会 

    定員９０名    １０：００～１０：３０  受付 交流会 情報交換 

               １０：３０～１０：４０  オリエンテーション 創造する会 事務局長 浅野 

               １０：４０～１２：００  長倉 寿子氏 地域包括ケアのゆくえとこれからの老健リハ 

               １３：００～１３：４０  柏川 晴香氏 施設内連携とチームリハ体制構築 

               １３：５０～１４：３０  北岡 裕也氏 地域連携と地域に根差す資源としての展開 

               １４：４０～１５：２０  関本 充史氏 訪問リハビリの展開と老健に期待すること 

１５；３０～１７：００  浅野 有子 氏  実践！個別機能訓練 生活行為向上チームリハ 

１７時 ～ 情報交換   １９：００～大阪駅周辺で懇親会 

      平成 2５年１０月１３日（日曜日） 8 時 30 分ワークショップ受付  １２時 30 分 終了 

     定員３０名    9：００～１０：３０  セレーナなとり施設紹介・リハ体制について 

               10：３0～１２；30  訓練実技 プレゼンテーション （担当 浅野・柏川 他） 

 

会場： １０月 1２日（土）  大阪医療福祉専門学校  （新幹線 新大阪駅 徒歩１分） 

     １０月 1３日（日） 介護老人保健施設セレーナなとり （西淀川区 阪神西大阪線 福駅徒歩５分） 

交通： アクセスの詳細は各会場のホームページをご覧ください。（２会場間は ３０分程度で移動可能） 

 

参加費： １日目 ８０００円 ２日目 ５０００円   参加可能な方は懇親会費別途 4000 円 

    ※宿泊先は大阪駅周辺に個人でご用意ください。（希望者へ近隣宿泊先を受付票送付時紹介） 

対象： 老健や高齢者分野で働くリハビリ関係者や、ケアマネジャー 興味のある人であれば誰でも 

 

申込締切： 平成２５年１０月８日 （火） 

申込方法：  ① 参加希望日 １２日のみ か １２・１３両日か （1３日のみは原則お受けできません） 

 ②参加者名 ③職種 ④ 臨床経験年数 ⑤施設名 ⑥施設住所 ⑦施設電話番号  

⑧施設ＦＡＸ番号   ⑨交通手段 （車を利用するかしないか） 

          以上を明記し、涼風苑 ＯＴ室宛にＦＡＸ（０２９７－６３－００１８）でお送りください。 



参加者へは後日、詳細をＦＡＸにて送らせていただきます。 

 申し込みフォーム    この面をＦＡＸ ０２97-63-0018 へ  

ろうけんのリハビリを創造する会２０１３ ＩＮ 大阪 セレーナなとり 

 研修会参加希望日  １０月 1２日のみ ・ 1２日、1３日両日  ＊丸印をつけて下さい 

 懇親会の参加      希望する  ・ 希望しない ・ 迷っている   

申込み者氏名：                            

申込者職種：                              

臨床・職務経験年数：                         

所属施設・事業所名：                         

     施設・事業所住所：                                     

                                                      

         ＴＥＬ ：                             

         ＦＡＸ ：                                       

交通手段 ：  新幹線と電車 ・ 飛行機と電車 ・ 在来線国鉄・私鉄 

自家用車（原則公共交通機関で） ・ その他（      ）・宿泊紹介希望 

（受付票と一緒に交通・等 ご案内します）  ＊当てはまるところに○印をつけて下さい 

特に学びたい事 ： 

                                                          

                                                           

その他 連絡事項 ： 

 

お問い合わせ：介護老人保健施設 「涼風苑」 

        リハビリ室 浅野 ・ 柏川 

TEL：0297－63－0008  

FAX：0297－63－0018 

お気軽に ご連絡ください 

 



介護老人保健施設のリハ（作業療法）を創造する会 
（ろうけんのリハを創造する会） 

                      会の結成 ２００６年６月１日 
                        会則の制定 ２０１２年４月 1 日 

 
規約・会則 

 
第１条 会の目的  
この会は、我が国の急速な高齢社会への変化に対応し、作業療法士が地域包括ケアの時

代へ向けて個々の力量を増し、現場で他の職種から頼りにされ生き生きと働けることを目

的として創設された。その後 ＰＴ・ＯＴ・ＳＴの垣根を越えて 老健のリハを創造する

会として活動している。 
会員が 相互に連携し、最新の情報を共有しながら各自の専門性を発揮できるように自

己研鑽することを目的とし、地域資源として可能な限りの発信ができることを目指す。 
この会に集う仲間は それぞれの職場環境の違いを理解しながら協力し、地域包括ケア

に貢献する。又、想像性（イマジネーション）を発揮し、創造性（クリエーティブ）豊か

に仕事をすることを目指す。 
 
第２条 会員の努力の方向性 
介護保険制度や老健のあり方について情報を交換・共有し、各自の現場で想像力を豊か

にクライアントの可能性を共に描き、創造的な仕事をしよう！ 
参加者相互が知り合い、交流を深め、アセスメントやプログラムの実際・作業療法の展

開・施設内外との連携・地域への貢献等について力量を増そう！ 
多職種協働が進められている中で、老健リハの専門性や各施設の作業療法士が積み上げ

てきた実績を広く他の職種や地域、クライアント自身に向けて発信・アピールできるよう

になろう！ 
老年期を支えるＯＴの仲間たちがしっかり自分自身のあり方や方向性を意識出来るきっ

かけにしよう！ 
 《 会のスローガン 》 

１）リハビリテーションの理念をコミュニティケアの中で推進します。 
２）医療職として 最新の知識と・技術を提供します。 
３）対象者の利益・幸福のため力を尽くします。 
４）脳の専門家・生活の実態を見る専門家として研鑽します。 
５）地域・地区の実情を良く知り、それに応じた貢献をします。 

   ６)医療･保健・福祉にかかる経済効率を念頭に置き効率的に、効果的に仕事をします。 
  ７）住民・ユーザー・他職種との連携を図り、協力して理想の実現を図ります。 



８）誰もが住みなれた地域で暮らし続けられることを支援します。 
９）誰もが自分の持てる力を発揮し参加していける街づくりを支援します。 
１０）作業療法士として作業活動を広く捉え、深く探りこれを 

手段として地域保健福祉に貢献します。   
  
第３条 会員の入会と退会 
 特に資格を問わないが、老健現場に勤務するリハ専門職種・高齢者生活支援、作業療法

に興味のある者が集まる。この会に賛同し、研修会に参加し その後も情報共有や相互支

援を希望する者を名簿に登録し、この会の会員とする。名簿からの消除を希望する者は申

し出によって退会とする。 
 
第４条 会費と運営の方法（財務関連） 
 会が運営する 研修会参加費の内 一人５００円を参加者にその旨の了承を得てこの会

の事務局運営に充てる。事務局運営の状況に応じて、一人１０００円を上限に事務局運営

に充てる事ができるものとする。 
  
第４条 会に次の理事、事務局、各地区の相談窓口を置く 
 開設世話人理事 吉田隆幸 土井勝幸 長倉寿子 浅野有子 
 
 事務局を次に置く 介護老人保健施設 涼風苑 
         〒３０１－０８５６ 
         龍ヶ崎市 貝原塚町 ３６８９ TEL 0297-63-0008 
                        FAX 0297-63-0018 
事務局代表者・総務 浅野 有子 （介護老人保健施設 涼風苑） 
 
相談窓口を設置し老健仲間からの相談に応じる 

九州・四国：坂本 佳（老健清雅苑 FAX096-345-8188） 
中国・関西・中部：長倉寿子（関西総合リハ学院 FAX0799-60-3610） 
甲信越・関東・北陸：浅野有子（老健涼風苑 FAX0297-63-0018） 
東北・北海道：土井勝幸（老健せんだんの丘 FAX022-727-7727） 
 

第５条 会は次の研修会・ワークショップを開催する 
 ＊ 地域包括ケアの中の老健リハビリテーションの役割、地域連携についての講演会 

（年１回以上開催） 
 ＊ 老健施設内のリハビリ業務・作業療法の管理運営についてのワークショップ 
                                （年 1 回以上開催） 



 ＊ その他 災害被災地や被災老健の支援のためのチャリティ研修会 
                                （随時） 
 
第６条 会は次の広報手段を活用する 
 会の広報には 事務局施設のホームページを活用し、会員の問い合わせは原則 FAX で受

け付け FAX・メール・電話で対応する。 
 URL http://www.ryofuen.or.jp 
 
 FAX ：０２９７－６３－００１８ 
 研修会の案内は JAOT・作業療法ジャーナル・臨床作業療法 等の研修会案内ページを

活用して広報する。又、近隣全国老人保健施設協会の各県支部、作業療法県士会、等に協

力を依頼して広報する 
 
第６条 その他 
 この会の理念・目的を達成する様な活動については 世話人会（年１回）を通して合意

のもと取り組む事とする。 
 
                                 以上 
 
 
                                        



 ろうけんのリハビリを創造する会 被災地応援プロジェクト 

 
 被災地では 地域や公園 バス停などで 人々が体を休めたり、話を弾ませたり、若い

人たちが恋を語ったり していた プラスティックベンチが 軽いため津波にもっていか

れてしまいました。 これまでのろうけんリハ創造の研修会の規模を少し大きくし参加者

の皆さんの参加費の一部をこのプラスティックベンチを被災地の駅や会館などに贈り、被

災地域の皆様の元気を応援していきましょう。フルカラー印刷で 1 台 39800 円です。 

 
 Ｈ24 年度 6 台の ベンチを 石巻・女川・南相馬に届ける事が出来ました。 
 これからも実り多い研修会に多くの仲間を集めて この応援活動を続けたいです 
 １００台のベンチを贈る事が出来る頃には 被災地も復興に向かい 

生活も活動的になっているといいですね 

参加者の集合写真をフル

カラー印刷し 

桜や富士山ひまわりなど

の写真とメッセージを組み

合わせて4人がけの プラ

スティックベンチをオーダ

ーします 
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