日本地域作業療法研究会研修会のご案内
〜 地域生活支 援のため の 作業療 法実 践技術研 修会 (基本編)〜
日 時
会 場
大会長
参加費
主 催
協 賛
参加資格者
定 員
申込み方法

平成 20年 7月 12日 (土)13:00〜 ,7月 13日 (日)9:30〜
ウエルネス交流プラザ (宮崎県都城市蔵原町 11街 区 25号 )
東 祐二 (藤元早鈴病院)
¥10,000(資 料代¥i.000含 む)
日本地域作業療法研究会 (http://wtt chilk10t.net)
(有)ア イペ ック (http://躙肌 lpec―
pub.co.jp)
(非
日本地域作業療法研究会会員
会員の方は入会 *が必要です)
日本作業療法士協会会員
70名 (参加者 には受講証を発行 します)
藤元早鈴病院 セラビス ト室 OT 老川大輔宛に氏名,所 属施設名,会 員非会員の別,懇
親会参加の有無を記入の上,Fax(0986‑25‑3950)に てお申し込み下さい。

「
講師プロフィール」
近藤
敏 先生 県立広 島大学保健福祉学部 作業療法 学科 教授
日本作業療法 士協 会学会評議委員長 日本地域作業療法研究 会理事
古川 昭人 先生 国際医療福祉大学大川キャンパス 作業療法学科 教授
元 日本作業療法士協会副会長 日本地域作業療法研究会代表理事
吉 田 隆幸 先生 介護老人保健施設やす らぎ 通所 リハ ビリテ ーシ ョンセンター長
日本地域作業療法研究会理事
東 祐 二 先生
藤元早鈴病院 リハ ビリテーションセンター セラビス ト室長
日本作業療法士協会保険部長 日本地域作業療法研究会理事
*日 本地域作業療法研究会への入会は当日受付 します.年 会費¥2,000が別途必
要です。
*日 本作業療法士協会生涯教育制度基壁研修 2ポ イン ト取得できます.
「
プログラム」
第 1日 平成 20年 7月 12日 (土)13:00〜 (受 付開始)
1.地 域生活支援作業療法理論の基礎 ￨(90分 )
13:30〜
15:00
1)自己効力感の獲得の支援
2)生 活における作業 (活動)の 意味と役割
講師 :
県立広島大学保健福祉学部
近藤 敏 先生
2.地 域生活支援作業療法理論の基礎 ‖ (90分)
15:10〜
16:40
3グ ループ (家族)ダ イナミクスの評価と支援方法 4 ADL・ IADLの評価と支援方法
講師 :
国際医療福祉大学大川キ ャンパス
古川 昭人 先生
3.地 域支援作業療法 に必要なチ ーム連携 (90分)
16:50〜
18:20
1)チーム連携の必要性 とその役割の具体例
a介
護保険におけるチーム連携の具体例
①カンファレンス (リハマネージメン ト)の 実際 ②担当者会議の実際
③行政 との関わ りの実際
講師 :
介護老人保健施設 やすらぎ
吉 田 隆幸 先生
4.懇 親会 (18:30〜
)
第 2日 平成 20年 7月 13日 (日)10:00〜
5.地 域支援作業療法プログラムの実際 (90分)
9:30〜
11:00
1)訪 問リハ ビリテーシ ョンの実際 (医療 ・介護) a通
所 リノヽビリテーションの実際
3効 果検証と視点の整理
講師 : (社 )八 日会 藤元早鈴病院
東
祐 二 先生
助言者 :古 川 昭人 先生
近藤 敏
先生
6。 事例検討ワークショップ (検討と発表)(180分 )
11:lo〜
15,10 (12:iO〜13:10は昼食 )
講師 :
介護老人保健施設 やすらぎ
吉田 隆幸 先生
事例提示者 :7名 程度
7.総 括 ミーティング
i5:10〜15:40
司会 :
国際医療福祉大学大川キ ャンパ ス
古川 昭人 先生
フアシリテーター :近藤 敏 先生,吉 田 隆幸 先生 ,東 祐 二 先生

日本地域作業療法研究会研修会
〜 地域生活支援のための作業療法実践技術研修会 (基本編)〜
参加申込書
申込みは本用紙をもつて下記まで Faxし て<だ さい.
丁o

藤元早鈴病院

セラピス ト室

丁EL:0986‑25‑1313(内
FAX:0986‑25‑3950

老川

大輔

行

線 5224)

申込者氏名 :
所属施設名 :
日本地域作業療法研究会 会員

所属施設電話番号 :

懇親会 :

・ 非会員

日本作業療法士協会

会員

・ 非会員

