
地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度    (HP)(HP)(HP)(HP)    

リーダーリーダーリーダーリーダー登録登録登録登録のためののためののためののための士会指定事業士会指定事業士会指定事業士会指定事業        

『地域包括ケアシステムに関する推進『地域包括ケアシステムに関する推進『地域包括ケアシステムに関する推進『地域包括ケアシステムに関する推進リーダーリーダーリーダーリーダー』の役割を考え、』の役割を考え、』の役割を考え、』の役割を考え、必要と思われる士会活動を以下のように指定しま必要と思われる士会活動を以下のように指定しま必要と思われる士会活動を以下のように指定しま必要と思われる士会活動を以下のように指定しましたしたしたした。。。。 

士会行事の参加・士会総会の参加・士会活動の運営士会行事の参加・士会総会の参加・士会活動の運営士会行事の参加・士会総会の参加・士会活動の運営士会行事の参加・士会総会の参加・士会活動の運営、地域活動、地域活動、地域活動、地域活動に関ることが主な内容となります。に関ることが主な内容となります。に関ることが主な内容となります。に関ることが主な内容となります。 

 

(１１１１)    士会活動・事業士会活動・事業士会活動・事業士会活動・事業 

①①①① 東京都理学療法士協会東京都理学療法士協会東京都理学療法士協会東京都理学療法士協会総会の出席総会の出席総会の出席総会の出席    (27 年度より年度より年度より年度より)     

②②②②理学療法週間に関する行事『理学療法フェスタ』の運営・参加理学療法週間に関する行事『理学療法フェスタ』の運営・参加理学療法週間に関する行事『理学療法フェスタ』の運営・参加理学療法週間に関する行事『理学療法フェスタ』の運営・参加(広報局外宣部広報局外宣部広報局外宣部広報局外宣部) 

③③③③「介護のコト「介護のコト「介護のコト「介護のコト    体験フェア」の企画・運営体験フェア」の企画・運営体験フェア」の企画・運営体験フェア」の企画・運営(保健・福祉局老人福祉部保健・福祉局老人福祉部保健・福祉局老人福祉部保健・福祉局老人福祉部)     

④④④④健康祭り・福祉祭りのリハビリ相談、健康祭り・福祉祭りのリハビリ相談、健康祭り・福祉祭りのリハビリ相談、健康祭り・福祉祭りのリハビリ相談、体力測定等体力測定等体力測定等体力測定等参加参加参加参加(保健・福祉局健康増進部保健・福祉局健康増進部保健・福祉局健康増進部保健・福祉局健康増進部)         

⑤⑤⑤⑤訪問リハビリテーション実務者研修会企画・運営訪問リハビリテーション実務者研修会企画・運営訪問リハビリテーション実務者研修会企画・運営訪問リハビリテーション実務者研修会企画・運営(保健・福祉局保健・福祉局保健・福祉局保健・福祉局) 

⑥⑥⑥⑥地域包括ケアシステム関連研修会地域包括ケアシステム関連研修会地域包括ケアシステム関連研修会地域包括ケアシステム関連研修会等等等等企画・運営企画・運営企画・運営企画・運営(地域包括ケア推進委員会地域包括ケア推進委員会地域包括ケア推進委員会地域包括ケア推進委員会) 

⑦⑦⑦⑦介護者教室等の講師介護者教室等の講師介護者教室等の講師介護者教室等の講師(東京都理学療法士協会から依頼したものに限る東京都理学療法士協会から依頼したものに限る東京都理学療法士協会から依頼したものに限る東京都理学療法士協会から依頼したものに限る) 

⑧⑧⑧⑧国際福祉機器展国際福祉機器展国際福祉機器展国際福祉機器展    企画・運営・参加企画・運営・参加企画・運営・参加企画・運営・参加(渉外局渉外部渉外局渉外部渉外局渉外部渉外局渉外部) 

⑨⑨⑨⑨キッズキッズキッズキッズフェスタフェスタフェスタフェスタ(子どもの福祉機器展子どもの福祉機器展子どもの福祉機器展子どもの福祉機器展)    企画・運営・参加企画・運営・参加企画・運営・参加企画・運営・参加(保健・福祉局小児福祉部保健・福祉局小児福祉部保健・福祉局小児福祉部保健・福祉局小児福祉部) 

⑩⑩⑩⑩障がい児に関る保護者・他職種向け講習会障がい児に関る保護者・他職種向け講習会障がい児に関る保護者・他職種向け講習会障がい児に関る保護者・他職種向け講習会    企画・運営企画・運営企画・運営企画・運営(保健・福祉局小児福祉部保健・福祉局小児福祉部保健・福祉局小児福祉部保健・福祉局小児福祉部) 

⑪⑪⑪⑪国体の運営や選手サポート国体の運営や選手サポート国体の運営や選手サポート国体の運営や選手サポート(スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの理学療法理学療法理学療法理学療法委員会委員会委員会委員会) 

⑫介護⑫介護⑫介護⑫介護予防事業予防事業予防事業予防事業(士会から依頼したもの士会から依頼したもの士会から依頼したもの士会から依頼したもの) 

⑬都民の各種スポーツ活動のメディカルサポート支援事業⑬都民の各種スポーツ活動のメディカルサポート支援事業⑬都民の各種スポーツ活動のメディカルサポート支援事業⑬都民の各種スポーツ活動のメディカルサポート支援事業(士会から依頼したもの士会から依頼したもの士会から依頼したもの士会から依頼したもの) 

⑭学校での体育活動のメディカルサポート活動⑭学校での体育活動のメディカルサポート活動⑭学校での体育活動のメディカルサポート活動⑭学校での体育活動のメディカルサポート活動(士会から依頼したもの士会から依頼したもの士会から依頼したもの士会から依頼したもの) 

⑮高校野球や体育大会等のサポート⑮高校野球や体育大会等のサポート⑮高校野球や体育大会等のサポート⑮高校野球や体育大会等のサポート(士会から依頼したもの士会から依頼したもの士会から依頼したもの士会から依頼したもの) 

⑯中学軟式野球大会のメディカルサポート支援事業⑯中学軟式野球大会のメディカルサポート支援事業⑯中学軟式野球大会のメディカルサポート支援事業⑯中学軟式野球大会のメディカルサポート支援事業(士会から依頼したもの士会から依頼したもの士会から依頼したもの士会から依頼したもの) 

⑰他職種対象の研修⑰他職種対象の研修⑰他職種対象の研修⑰他職種対象の研修    企画・運営・参加企画・運営・参加企画・運営・参加企画・運営・参加(士会から依頼したもの士会から依頼したもの士会から依頼したもの士会から依頼したもの) 



地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度    (HP)(HP)(HP)(HP)    

⑱市町村や都道府県が主催する委員会等の委員⑱市町村や都道府県が主催する委員会等の委員⑱市町村や都道府県が主催する委員会等の委員⑱市町村や都道府県が主催する委員会等の委員(士会から依頼したもの士会から依頼したもの士会から依頼したもの士会から依頼したもの) 

⑲「地域包括ケアシステム」「地域リハビリテーション」「在宅支援・自立⑲「地域包括ケアシステム」「地域リハビリテーション」「在宅支援・自立⑲「地域包括ケアシステム」「地域リハビリテーション」「在宅支援・自立⑲「地域包括ケアシステム」「地域リハビリテーション」「在宅支援・自立支援」「介護予防」等をテーマとした研修会を受支援」「介護予防」等をテーマとした研修会を受支援」「介護予防」等をテーマとした研修会を受支援」「介護予防」等をテーマとした研修会を受

講し、受講を証明するもの講し、受講を証明するもの講し、受講を証明するもの講し、受講を証明するもの(受講料領収書・修了証など受講料領収書・修了証など受講料領収書・修了証など受講料領収書・修了証など)のコピーとレポートを提出して指定事業とする。のコピーとレポートを提出して指定事業とする。のコピーとレポートを提出して指定事業とする。のコピーとレポートを提出して指定事業とする。(書式Ⅲ書式Ⅲ書式Ⅲ書式Ⅲ) 

⑳東京都版「効果の見える生活期共通評価表⑳東京都版「効果の見える生活期共通評価表⑳東京都版「効果の見える生活期共通評価表⑳東京都版「効果の見える生活期共通評価表(訪問版訪問版訪問版訪問版)」」」」(書式Ⅳ書式Ⅳ書式Ⅳ書式Ⅳ)を使用して、を使用して、を使用して、を使用して、1 事例提出事例提出事例提出事例提出     

その他、士会事業・活動の企画・運営に関することその他、士会事業・活動の企画・運営に関することその他、士会事業・活動の企画・運営に関することその他、士会事業・活動の企画・運営に関すること     

    ＊東京都理学療法士協会＊東京都理学療法士協会＊東京都理学療法士協会＊東京都理学療法士協会からからからから依頼書、担当部署から依頼書、担当部署から依頼書、担当部署から依頼書、担当部署から参加証明書を発行する。参加証明書を発行する。参加証明書を発行する。参加証明書を発行する。 

 

(２２２２)地域活動・事業地域活動・事業地域活動・事業地域活動・事業 

①①①①学校での体育活動のメディカルサポート活動学校での体育活動のメディカルサポート活動学校での体育活動のメディカルサポート活動学校での体育活動のメディカルサポート活動 

②②②②介護予防事業介護予防事業介護予防事業介護予防事業 

③③③③市町村や都道府県が主催する委員会等の委員市町村や都道府県が主催する委員会等の委員市町村や都道府県が主催する委員会等の委員市町村や都道府県が主催する委員会等の委員(例えば、例えば、例えば、例えば、介護認定審査会介護認定審査会介護認定審査会介護認定審査会委員委員委員委員・・・・地域包括支援センター運営協地域包括支援センター運営協地域包括支援センター運営協地域包括支援センター運営協議議議議会委員会委員会委員会委員などなどなどなど) 

④④④④高校野球や体育大会等のサポート高校野球や体育大会等のサポート高校野球や体育大会等のサポート高校野球や体育大会等のサポート 

⑤⑤⑤⑤他職種対象の研修他職種対象の研修他職種対象の研修他職種対象の研修    企画・運営・参加企画・運営・参加企画・運営・参加企画・運営・参加 

⑥⑥⑥⑥中学軟式野球大会のメディカルサポート支援事業中学軟式野球大会のメディカルサポート支援事業中学軟式野球大会のメディカルサポート支援事業中学軟式野球大会のメディカルサポート支援事業 

⑦都民の各種スポーツ活動のメディカルサポート支援事業⑦都民の各種スポーツ活動のメディカルサポート支援事業⑦都民の各種スポーツ活動のメディカルサポート支援事業⑦都民の各種スポーツ活動のメディカルサポート支援事業 

⑧「地域包括ケアシステム」「地域リハビリテーション」「在宅支援・自立支援」「介護予防」等をテーマとした研修会を受⑧「地域包括ケアシステム」「地域リハビリテーション」「在宅支援・自立支援」「介護予防」等をテーマとした研修会を受⑧「地域包括ケアシステム」「地域リハビリテーション」「在宅支援・自立支援」「介護予防」等をテーマとした研修会を受⑧「地域包括ケアシステム」「地域リハビリテーション」「在宅支援・自立支援」「介護予防」等をテーマとした研修会を受

講し、受講を証明するもの講し、受講を証明するもの講し、受講を証明するもの講し、受講を証明するもの(受講料領収書・修了証など受講料領収書・修了証など受講料領収書・修了証など受講料領収書・修了証など)のコピーとレポートを提出して指定事業とする。のコピーとレポートを提出して指定事業とする。のコピーとレポートを提出して指定事業とする。のコピーとレポートを提出して指定事業とする。(書式Ⅲ書式Ⅲ書式Ⅲ書式Ⅲ)     

    ＊主催者・依頼者に参加証明書＊主催者・依頼者に参加証明書＊主催者・依頼者に参加証明書＊主催者・依頼者に参加証明書(士会書式士会書式士会書式士会書式)に記入してもらう。に記入してもらう。に記入してもらう。に記入してもらう。 

    ＊＊＊＊地地地地域包括ケア推進リーダー、介護予防推進リーダーそれ域包括ケア推進リーダー、介護予防推進リーダーそれ域包括ケア推進リーダー、介護予防推進リーダーそれ域包括ケア推進リーダー、介護予防推進リーダーそれぞぞぞぞれのれのれのれの登録登録登録登録に、１に、１に、１に、１回ずつ回ずつ回ずつ回ずつ士会指定事業士会指定事業士会指定事業士会指定事業へへへへの参加が必要です。の参加が必要です。の参加が必要です。の参加が必要です。 

 

 



地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度    (HP)(HP)(HP)(HP)    

【今後の流れ】【今後の流れ】【今後の流れ】【今後の流れ】 

（Ⅰ）導入（Ⅰ）導入（Ⅰ）導入（Ⅰ）導入研修を受けた者が、士会指定事業に参加してリーダー研修を受けた者が、士会指定事業に参加してリーダー研修を受けた者が、士会指定事業に参加してリーダー研修を受けた者が、士会指定事業に参加してリーダー登録登録登録登録をする。をする。をする。をする。 

        （（（（１１１１））））東京都理学療法士協会の活動・事業を士会指定事業とする東京都理学療法士協会の活動・事業を士会指定事業とする東京都理学療法士協会の活動・事業を士会指定事業とする東京都理学療法士協会の活動・事業を士会指定事業とする場合場合場合場合 

①①①①    過去（過去（過去（過去（25 年度事業まで対象年度事業まで対象年度事業まで対象年度事業まで対象））））に参加した事業にに参加した事業にに参加した事業にに参加した事業につつつついて、いて、いて、いて、本本本本人から人から人から人から担当担当担当担当部部部部署署署署に問いに問いに問いに問い合合合合わわわわせせせせががががあああある。る。る。る。 

            ⇒⇒⇒⇒    担当担当担当担当部部部部署は署は署は署は、、、、参加者参加者参加者参加者名簿名簿名簿名簿、、、、交交交交通通通通費費費費やややや臨時雇賃金臨時雇賃金臨時雇賃金臨時雇賃金等の等の等の等の控控控控えから、参加のえから、参加のえから、参加のえから、参加の確確確確認をする。認をする。認をする。認をする。 

                    参加参加参加参加確確確確認が認が認が認が取取取取れたら、士会指定事業参加証明書れたら、士会指定事業参加証明書れたら、士会指定事業参加証明書れたら、士会指定事業参加証明書（（（（書式書式書式書式Ⅰ－Ⅰ－Ⅰ－Ⅰ－１１１１））））をををを作成作成作成作成してしてしてして本本本本人に人に人に人に送送送送る。る。る。る。 

                    ＊＊＊＊証明書証明書証明書証明書作成時作成時作成時作成時、ど、ど、ど、どちちちちらのリーダーらのリーダーらのリーダーらのリーダー登録登録登録登録の事業かの事業かの事業かの事業か確確確確認して、認して、認して、認して、該当該当該当該当するするするする方方方方にににに○○○○ををををつつつつける。ける。ける。ける。 

            ⇒⇒⇒⇒    担当担当担当担当部部部部署は署は署は署は、士会指定事業参加証明書を出した者の、士会指定事業参加証明書を出した者の、士会指定事業参加証明書を出した者の、士会指定事業参加証明書を出した者の名簿名簿名簿名簿を、保健福祉局に提出する。を、保健福祉局に提出する。を、保健福祉局に提出する。を、保健福祉局に提出する。 

        ②②②②    これからの事業にこれからの事業にこれからの事業にこれからの事業につつつついていていていて 

⇒⇒⇒⇒    担当担当担当担当部部部部署は署は署は署は、、、、今後今後今後今後行う事業で、行う事業で、行う事業で、行う事業で、上記上記上記上記士会指定事業の対象となる事業に士会指定事業の対象となる事業に士会指定事業の対象となる事業に士会指定事業の対象となる事業につつつついていていていてはははは、参加、参加、参加、参加募集募集募集募集ををををHP にににに掲載掲載掲載掲載。。。。 

            事業に参加した際に、士会事業参加証明書事業に参加した際に、士会事業参加証明書事業に参加した際に、士会事業参加証明書事業に参加した際に、士会事業参加証明書（（（（書式書式書式書式Ⅰ－Ⅰ－Ⅰ－Ⅰ－１１１１））））をををを作成作成作成作成しししし本本本本人に人に人に人に渡渡渡渡す。す。す。す。 

            ＊＊＊＊証明書証明書証明書証明書作成時作成時作成時作成時、ど、ど、ど、どちちちちらのリーダーらのリーダーらのリーダーらのリーダー登録登録登録登録の事業かの事業かの事業かの事業か確確確確認して、認して、認して、認して、該当該当該当該当するするするする方方方方にににに○○○○ををををつつつつける。ける。ける。ける。 

⇒⇒⇒⇒    担当担当担当担当部部部部署は署は署は署は、士会指定事業参加証明書を出した者の、士会指定事業参加証明書を出した者の、士会指定事業参加証明書を出した者の、士会指定事業参加証明書を出した者の名簿名簿名簿名簿を、保健福祉局に提出する。を、保健福祉局に提出する。を、保健福祉局に提出する。を、保健福祉局に提出する。 

（（（（２２２２））））東京都理学療法士協会の活動・事業東京都理学療法士協会の活動・事業東京都理学療法士協会の活動・事業東京都理学療法士協会の活動・事業以外以外以外以外を士会指定事業とするを士会指定事業とするを士会指定事業とするを士会指定事業とする場合場合場合場合 

                    士会の士会の士会の士会の直接直接直接直接事業・活動以外の指定事業・活動以外の指定事業・活動以外の指定事業・活動以外の指定さささされた地域活動等を士会指定事業とするれた地域活動等を士会指定事業とするれた地域活動等を士会指定事業とするれた地域活動等を士会指定事業とする場合は場合は場合は場合は、その事業に参加した者が、依、その事業に参加した者が、依、その事業に参加した者が、依、その事業に参加した者が、依 

頼頼頼頼さささされた自れた自れた自れた自治治治治体・事業体・事業体・事業体・事業所所所所等に士会指定事業参加証明書等に士会指定事業参加証明書等に士会指定事業参加証明書等に士会指定事業参加証明書（（（（書式書式書式書式Ⅰ－Ⅰ－Ⅰ－Ⅰ－２２２２    士会活動・事業以外士会活動・事業以外士会活動・事業以外士会活動・事業以外））））を出してもらい、保を出してもらい、保を出してもらい、保を出してもらい、保 

健福祉局に提出する。健福祉局に提出する。健福祉局に提出する。健福祉局に提出する。 

    (３３３３)    テーマ指定の研修会受講し、レポート提出を指定事業とするテーマ指定の研修会受講し、レポート提出を指定事業とするテーマ指定の研修会受講し、レポート提出を指定事業とするテーマ指定の研修会受講し、レポート提出を指定事業とする場合場合場合場合 

                テーマ指定の研修会を受講し、受講を証明するものテーマ指定の研修会を受講し、受講を証明するものテーマ指定の研修会を受講し、受講を証明するものテーマ指定の研修会を受講し、受講を証明するもの(修了証・受修了証・受修了証・受修了証・受講料領収書など講料領収書など講料領収書など講料領収書など)のコピーのコピーのコピーのコピーをををを郵送郵送郵送郵送にて、にて、にて、にて、レポートレポートレポートレポート

(書式Ⅲ書式Ⅲ書式Ⅲ書式Ⅲ；；；；800～～～～1,600字字字字)ははははメールにて事業メールにて事業メールにて事業メールにて事業担当担当担当担当者者者者へへへへメールにて提出する。メールにて提出する。メールにて提出する。メールにて提出する。。受講。受講。受講。受講日日日日よりよりよりより 1 ケケケケ月月月月を提出の期限とすを提出の期限とすを提出の期限とすを提出の期限とす

る。受講を証明するもののコピーとレポート提出る。受講を証明するもののコピーとレポート提出る。受講を証明するもののコピーとレポート提出る。受講を証明するもののコピーとレポート提出後後後後、、、、事業事業事業事業担当担当担当担当者よ者よ者よ者より士会指定事業参加証明書をり士会指定事業参加証明書をり士会指定事業参加証明書をり士会指定事業参加証明書を発発発発行する。行する。行する。行する。         

＊＊＊＊＊＊＊＊    保健福祉局で、士会指定事業参加証明を受けた者の保健福祉局で、士会指定事業参加証明を受けた者の保健福祉局で、士会指定事業参加証明を受けた者の保健福祉局で、士会指定事業参加証明を受けた者の名簿名簿名簿名簿をををを管管管管理し、理し、理し、理し、日本日本日本日本協会に提出する。協会に提出する。協会に提出する。協会に提出する。 



地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度    (HP)(HP)(HP)(HP)    

 

(４４４４)    東京都版「効果の見える生活期リハビリテーション評価表東京都版「効果の見える生活期リハビリテーション評価表東京都版「効果の見える生活期リハビリテーション評価表東京都版「効果の見える生活期リハビリテーション評価表(訪問版訪問版訪問版訪問版)」を使用して、」を使用して、」を使用して、」を使用して、1 事例を提出することで士会事例を提出することで士会事例を提出することで士会事例を提出することで士会 

指定事業とする。指定事業とする。指定事業とする。指定事業とする。 

①評価①評価①評価①評価はははは 2回回回回行い、効果・行い、効果・行い、効果・行い、効果・変化変化変化変化がわかるがわかるがわかるがわかるかかかか検討検討検討検討ででででききききるようにする。るようにする。るようにする。るようにする。 

②②②②1回目回目回目回目(訪問の訪問の訪問の訪問の初回初回初回初回ととととはははは限定しない限定しない限定しない限定しない)の評価から、そのの評価から、そのの評価から、そのの評価から、その症症症症例の例の例の例の状態状態状態状態にににに合合合合わわわわせせせせて、て、て、て、３～３～３～３～6 ケケケケ月月月月の間にの間にの間にの間に 2回目回目回目回目の評価をの評価をの評価をの評価を 

行う。行う。行う。行う。 

③③③③プライバプライバプライバプライバシシシシ――――にににに配慮配慮配慮配慮しししし個個個個人人人人情情情情報報報報(氏名氏名氏名氏名・生年・生年・生年・生年月日月日月日月日)をををを消消消消してコピーを提出する。してコピーを提出する。してコピーを提出する。してコピーを提出する。 

④定期④定期④定期④定期的的的的にににに一一一一定期間訪問に行定期間訪問に行定期間訪問に行定期間訪問に行っっっっているているているている利利利利用者を事例の対象とする。用者を事例の対象とする。用者を事例の対象とする。用者を事例の対象とする。 

⑤⑤⑤⑤2つつつつのリーダーをのリーダーをのリーダーをのリーダーを取得取得取得取得する人する人する人する人はははは、、、、2 事例提出する。事例提出する。事例提出する。事例提出する。 

 

 

【【【【提出の手提出の手提出の手提出の手順】順】順】順】 

１１１１．．．．事例提出事例提出事例提出事例提出届届届届(書式Ⅳ書式Ⅳ書式Ⅳ書式Ⅳ)にににに記入記入記入記入し、し、し、し、1回目回目回目回目の評価をした評価表のコピーとともにの評価をした評価表のコピーとともにの評価をした評価表のコピーとともにの評価をした評価表のコピーとともに郵送郵送郵送郵送で提出する。で提出する。で提出する。で提出する。 

２２２２．．．．１の事例が１の事例が１の事例が１の事例が届届届届いたいたいたいた時点時点時点時点で、士会指定事業参加証明書をで、士会指定事業参加証明書をで、士会指定事業参加証明書をで、士会指定事業参加証明書を発発発発行する。行する。行する。行する。 

3．３～６．３～６．３～６．３～６ケケケケ月月月月の間に、の間に、の間に、の間に、2回目回目回目回目の評価をして事例提出の評価をして事例提出の評価をして事例提出の評価をして事例提出届届届届と評価表のコピーをと評価表のコピーをと評価表のコピーをと評価表のコピーを郵送郵送郵送郵送で提出する。で提出する。で提出する。で提出する。 

        4．．．．提出提出提出提出先：〒先：〒先：〒先：〒２２２２０７－０００７－０００７－０００７－００１１１１４４４４ 

                                東京都東大東京都東大東京都東大東京都東大和和和和市市市市南街南街南街南街２２２２－４９－３－４９－３－４９－３－４９－３ 

                                社社社社会会会会医医医医療法人療法人療法人療法人    財団財団財団財団大大大大和和和和会会会会     

東大東大東大東大和和和和訪問訪問訪問訪問看看看看護ステーション護ステーション護ステーション護ステーション 

                                    神原神原神原神原    舞舞舞舞子子子子    宛宛宛宛 

 

 



地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度    (HP)(HP)(HP)(HP)    

士会指定事業のお知らせ士会指定事業のお知らせ士会指定事業のお知らせ士会指定事業のお知らせ    

    

    ((((１１１１))))    事業への参加事業への参加事業への参加事業への参加        

①①①①事業事業事業事業名：名：名：名：介護のコト介護のコト介護のコト介護のコト    体験フェア体験フェア体験フェア体験フェア 

                日日日日    時：平成時：平成時：平成時：平成 26 年年年年 11月月月月 9日日日日(日日日日)    １１１１０：３０～０：３０～０：３０～０：３０～１１１１７：００７：００７：００７：００ 

                会会会会    場：場：場：場：国際フ国際フ国際フ国際フォォォォーーーーララララムムムム 

                募集募集募集募集人人人人数：数：数：数：5名名名名 

                備備備備    考考考考：平成：平成：平成：平成 26 年年年年 10月月月月 22日日日日のののの打ち合打ち合打ち合打ち合わわわわせせせせ会に参加で会に参加で会に参加で会に参加でききききることがることがることがることが条件条件条件条件です。です。です。です。     

                                打ち合打ち合打ち合打ち合わわわわせせせせ会会会会：日時：日時：日時：日時        10月月月月 22日日日日(水水水水) 

                                                            場所場所場所場所        赤羽赤羽赤羽赤羽中中中中央央央央総総総総合病院合病院合病院合病院    (赤羽駅徒歩赤羽駅徒歩赤羽駅徒歩赤羽駅徒歩 5分分分分)     

                                問い問い問い問い合合合合わわわわせせせせ・・・・申込先：申込先：申込先：申込先：    清瀬清瀬清瀬清瀬リハリハリハリハ病院病院病院病院    田代田代田代田代 

                        E-mail：：：：pt-info@kiyose-reha.jp    募集募集募集募集をををを締め切締め切締め切締め切りましたりましたりましたりました 

            ②事業②事業②事業②事業名：名：名：名：福生市健康祭り福生市健康祭り福生市健康祭り福生市健康祭り 

                日日日日    時：平成時：平成時：平成時：平成 26 年年年年 11月月月月 2日日日日(日日日日)    ８：３０～８：３０～８：３０～８：３０～１１１１６：００６：００６：００６：００ 

                会会会会    場：場：場：場：福生市市営野球福生市市営野球福生市市営野球福生市市営野球場場場場(最寄駅最寄駅最寄駅最寄駅    牛浜牛浜牛浜牛浜) 

                募集募集募集募集人人人人数：数：数：数：5名名名名 

                募集締め切募集締め切募集締め切募集締め切りりりり：平成：平成：平成：平成 26 年年年年 10月月月月 30日日日日(木木木木)    ２２２２３：５９３：５９３：５９３：５９ 

                問い問い問い問い合合合合わわわわせせせせ・・・・申込先：熊川病院申込先：熊川病院申込先：熊川病院申込先：熊川病院    内内内内田田田田 

                                                        E-mail：：：：uctida-t@js3.so-net.ne.jp        事業事業事業事業終終終終了しました了しました了しました了しました 

 

 



地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度    (HP)(HP)(HP)(HP)    

(２２２２)    「地域包括ケアシステム」「地域リハビリテーション」「在宅支援・自立支援」「介護予防」等をテーマ「地域包括ケアシステム」「地域リハビリテーション」「在宅支援・自立支援」「介護予防」等をテーマ「地域包括ケアシステム」「地域リハビリテーション」「在宅支援・自立支援」「介護予防」等をテーマ「地域包括ケアシステム」「地域リハビリテーション」「在宅支援・自立支援」「介護予防」等をテーマや内容や内容や内容や内容としとしとしとし

た研修会を受講し、受講を証明するものた研修会を受講し、受講を証明するものた研修会を受講し、受講を証明するものた研修会を受講し、受講を証明するもの(受講料領収書・修了証受講料領収書・修了証受講料領収書・修了証受講料領収書・修了証などなどなどなど)のコピーとレポートのコピーとレポートのコピーとレポートのコピーとレポート(書式Ⅲ書式Ⅲ書式Ⅲ書式Ⅲ)を提出して指定事を提出して指定事を提出して指定事を提出して指定事

業とする業とする業とする業とする。。。。     

 

            【【【【    テーマテーマテーマテーマ・内容・内容・内容・内容指定と認められた研修会等指定と認められた研修会等指定と認められた研修会等指定と認められた研修会等    】】】】 

 

①①①①    事業・研修会事業・研修会事業・研修会事業・研修会名：べん名：べん名：べん名：べんりりりりモノモノモノモノフェスタフェスタフェスタフェスタ(南多摩南多摩南多摩南多摩福祉機器展福祉機器展福祉機器展福祉機器展) 

                 日日日日          時：平成時：平成時：平成時：平成 26 年年年年 11月月月月 15日日日日(土土土土)～～～～16日日日日(日日日日)    １１１１０：００～０：００～０：００～０：００～１１１１７：３０７：３０７：３０７：３０ 

                 会会会会          場：エ場：エ場：エ場：エスフスフスフスフォォォォルタアリールタアリールタアリールタアリーナ八王ナ八王ナ八王ナ八王子子子子(八王八王八王八王子市総子市総子市総子市総合合合合体育体育体育体育館館館館) 

                 備備備備                    考考考考：：：：福祉機器展参加の福祉機器展参加の福祉機器展参加の福祉機器展参加のみみみみでも、講でも、講でも、講でも、講演演演演・講習会を受講しても・講習会を受講しても・講習会を受講しても・講習会を受講しても可可可可。。。。 

                レポートのテーマレポートのテーマレポートのテーマレポートのテーマ：：：：A；；；；福祉福祉福祉福祉用用用用具具具具と自立支援と自立支援と自立支援と自立支援、、、、B；；；；介護介護介護介護ロボロボロボロボットをどう活用するかットをどう活用するかットをどう活用するかットをどう活用するか、、、、C；；；；住住住住宅宅宅宅改改改改修と自立支援修と自立支援修と自立支援修と自立支援 

 

 

 

②②②②    事業・研修会事業・研修会事業・研修会事業・研修会名：名：名：名：日本日本日本日本地域理学療法学会地域理学療法学会地域理学療法学会地域理学療法学会 

                                        テーマテーマテーマテーマ：：：：地域理学療法学の地域理学療法学の地域理学療法学の地域理学療法学の構築構築構築構築に向けてに向けてに向けてに向けて 

                 日日日日          時：平成時：平成時：平成時：平成 2７７７７年年年年 1月月月月 24日日日日(土土土土)    ９９９９：：：：１１１１５５５５～～～～ 

                 会会会会          場：場：場：場：大大大大阪阪阪阪府立大学府立大学府立大学府立大学    i-site ななななんんんんばばばば 

                レポートのテーマレポートのテーマレポートのテーマレポートのテーマ：：：：地域ケアにかかわる地域ケアにかかわる地域ケアにかかわる地域ケアにかかわる視点視点視点視点と役割のと役割のと役割のと役割の可能性可能性可能性可能性ににににつつつついていていていて     

 

 

 



地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度    (HP)(HP)(HP)(HP)    

③③③③    事業・研修会事業・研修会事業・研修会事業・研修会名：北多摩北名：北多摩北名：北多摩北名：北多摩北部地域リハビリテーション支援センター事業部地域リハビリテーション支援センター事業部地域リハビリテーション支援センター事業部地域リハビリテーション支援センター事業 

                                        市民市民市民市民交流交流交流交流会会会会    ――――    みんみんみんみんなで考えようなで考えようなで考えようなで考えよう！！！！地域包括ケアシステ地域包括ケアシステ地域包括ケアシステ地域包括ケアシステムムムム(仮仮仮仮) 

                 日日日日          時：平成時：平成時：平成時：平成 2７７７７年２年２年２年２月７日月７日月７日月７日(土土土土)    １１１１３：３０～３：３０～３：３０～３：３０～ 

                 会会会会          場：場：場：場：アアアアミュミュミュミューーーーホホホホールールールール    (西武池袋線西武池袋線西武池袋線西武池袋線    清瀬駅清瀬駅清瀬駅清瀬駅下下下下車車車車    徒歩徒歩徒歩徒歩 1分分分分) 

                レポートのテーマレポートのテーマレポートのテーマレポートのテーマ：：：：A；あ；あ；あ；あなたが考える地域包括ケアシステムなたが考える地域包括ケアシステムなたが考える地域包括ケアシステムなたが考える地域包括ケアシステム、、、、B；；；；地域包括ケアシステムに地域包括ケアシステムに地域包括ケアシステムに地域包括ケアシステムにおおおおけるけるけるける(病院病院病院病院・老・老・老・老

健健健健施設施設施設施設・訪問リハ・通・訪問リハ・通・訪問リハ・通・訪問リハ・通所所所所リハ・その他リハ・その他リハ・その他リハ・その他)の役割の役割の役割の役割     

    ＊＊＊＊()内内内内はははは、、、、ああああなたのなたのなたのなたの所属所属所属所属する職する職する職する職場場場場を選を選を選を選んんんんででででくださくださくださください。い。い。い。 

 

 

④④④④    事業・研修会事業・研修会事業・研修会事業・研修会名：名：名：名：都民都民都民都民公開公開公開公開講講講講座座座座        介護予防介護予防介護予防介護予防 

                                            ――――    理学療法士がすす理学療法士がすす理学療法士がすす理学療法士がすすめめめめる運動と地域る運動と地域る運動と地域る運動と地域づくづくづくづくりりりり 

                 日日日日          時：平成時：平成時：平成時：平成 2７７７７年２年２年２年２月月月月 20日日日日(金金金金)    １１１１９：００～９：００～９：００～９：００～２２２２０：３００：３００：３００：３０ 

                 会会会会          場：パ場：パ場：パ場：パルテルテルテルテノノノノンンンン多摩多摩多摩多摩        小小小小ホホホホールールールール 

                レポートのテーマレポートのテーマレポートのテーマレポートのテーマ：：：：A；；；；介護予防の展介護予防の展介護予防の展介護予防の展開開開開のののの仕方仕方仕方仕方、、、、B；；；；理学療法士がすす理学療法士がすす理学療法士がすす理学療法士がすすめめめめる運動と地域る運動と地域る運動と地域る運動と地域づくづくづくづくりりりり 

 

 

 

⑤⑤⑤⑤    事業事業事業事業名：第名：第名：第名：第 2 回回回回  区西北区西北区西北区西北部部部部ブロブロブロブロッッッックククク研修会研修会研修会研修会 

                 テーマテーマテーマテーマ：：：：地域包括ケアシステムに地域包括ケアシステムに地域包括ケアシステムに地域包括ケアシステムにおおおおいていていていて私私私私たたたたちちちちが果たす役割とが果たす役割とが果たす役割とが果たす役割と課題課題課題課題 

                 日日日日               時：平成時：平成時：平成時：平成 26 年年年年 11月月月月 12日日日日(水水水水)    １１１１９：００～９：００～９：００～９：００～２２２２０：３００：３００：３００：３０ 

                 会会会会               場：場：場：場：Coconeri ホホホホールールールール    （練馬駅北口徒歩（練馬駅北口徒歩（練馬駅北口徒歩（練馬駅北口徒歩 1分）分）分）分） 

            レポートのテーマレポートのテーマレポートのテーマレポートのテーマ：：：：地域包括ケアシステムに地域包括ケアシステムに地域包括ケアシステムに地域包括ケアシステムにおおおおいていていていて貴方貴方貴方貴方の地域で果たす役割との地域で果たす役割との地域で果たす役割との地域で果たす役割と課題課題課題課題ににににつつつついてまといてまといてまといてまとめめめめる。る。る。る。 

～～～～地域地域地域地域特性特性特性特性もももも踏踏踏踏まえて考まえて考まえて考まえて考察察察察することすることすることすること～～～～ 



地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度    (HP)(HP)(HP)(HP)    

《《《《    士会指定事業の例士会指定事業の例士会指定事業の例士会指定事業の例    》》》》 

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実事業実事業実事業実施日施日施日施日 事業事業事業事業名名名名 担当担当担当担当部部部部署署署署 問い問い問い問い合合合合わわわわせ先せ先せ先せ先 

11/17 介護のコト介護のコト介護のコト介護のコト    体験フェア体験フェア体験フェア体験フェア 老人福祉部老人福祉部老人福祉部老人福祉部  

 国際福祉機器展国際福祉機器展国際福祉機器展国際福祉機器展 渉外部渉外部渉外部渉外部  

5/5 全全全全関東総関東総関東総関東総合空合空合空合空手道選手手道選手手道選手手道選手権権権権大会大会大会大会    サポート事業サポート事業サポート事業サポート事業 スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会  

5 /25~26 全全全全国障国障国障国障害害害害者スポーツ大会者スポーツ大会者スポーツ大会者スポーツ大会ププププレ大会サポート事業レ大会サポート事業レ大会サポート事業レ大会サポート事業 スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会  

8/ 全日本全日本全日本全日本学学学学童童童童・・・・少少少少年野球大会年野球大会年野球大会年野球大会    サポート事業サポート事業サポート事業サポート事業 スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会  

9/28～～～～30 国民体育大会高校軟式野球大会国民体育大会高校軟式野球大会国民体育大会高校軟式野球大会国民体育大会高校軟式野球大会    サポート事業サポート事業サポート事業サポート事業 スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会  

10 /11～～～～14 全全全全国障国障国障国障害害害害者スポーツ大会者スポーツ大会者スポーツ大会者スポーツ大会    サポート事業サポート事業サポート事業サポート事業 スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会  



地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度    (HP)(HP)(HP)(HP)    

《《《《    士会指定事業の例士会指定事業の例士会指定事業の例士会指定事業の例    》》》》 

平成平成平成平成 26 年度年度年度年度 

 

事業実事業実事業実事業実施日施日施日施日 事業事業事業事業名名名名 担当担当担当担当部部部部署署署署 問い問い問い問い合合合合わわわわせ先せ先せ先せ先 

7/13     介護介護介護介護予防キ予防キ予防キ予防キャャャャンンンンペペペペーンーンーンーン 保健福祉局保健福祉局保健福祉局保健福祉局  

8/12~13 全日本全日本全日本全日本学学学学童童童童・・・・少少少少年野球大会年野球大会年野球大会年野球大会    サポート事業サポート事業サポート事業サポート事業 スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会  

8/14 都士会主催講都士会主催講都士会主催講都士会主催講演演演演会会会会 

地域包括ケアシステムに地域包括ケアシステムに地域包括ケアシステムに地域包括ケアシステムにおおおおけるけるけるける PT の役割の役割の役割の役割 

保健福祉局保健福祉局保健福祉局保健福祉局  

9/24 全全全全関東総関東総関東総関東総合空合空合空合空手道選手手道選手手道選手手道選手権権権権大会大会大会大会    サポート事業サポート事業サポート事業サポート事業 スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会スポーツの理学療法委員会  

10/1～～～～3 国際福祉機器展国際福祉機器展国際福祉機器展国際福祉機器展 渉外部渉外部渉外部渉外部  

11/9 介護のコト介護のコト介護のコト介護のコト    体験フェア体験フェア体験フェア体験フェア 老人福祉部老人福祉部老人福祉部老人福祉部  

    

    

 

 

 

 

 

 

 



地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度    (HP)(HP)(HP)(HP)    

【今後の流れ】【今後の流れ】【今後の流れ】【今後の流れ】 

（（（（ⅠⅠⅠⅠ）導入）導入）導入）導入研修を受けた者が、士会指定事業に参加してリーダー研修を受けた者が、士会指定事業に参加してリーダー研修を受けた者が、士会指定事業に参加してリーダー研修を受けた者が、士会指定事業に参加してリーダー登録登録登録登録をする。をする。をする。をする。 

        ☆☆☆☆ままままずずずず、、、、各部各部各部各部署署署署から、対象となる事業を提から、対象となる事業を提から、対象となる事業を提から、対象となる事業を提示示示示するするするする（（（（25 年度・年度・年度・年度・26 年年年年～）～）～）～）     

（（（（１１１１））））東京都理学療法士協会の活動・事業を士会指定事業とする東京都理学療法士協会の活動・事業を士会指定事業とする東京都理学療法士協会の活動・事業を士会指定事業とする東京都理学療法士協会の活動・事業を士会指定事業とする場合場合場合場合 

①①①①    過去（過去（過去（過去（25 年度事業まで対象年度事業まで対象年度事業まで対象年度事業まで対象））））に参加した事業にに参加した事業にに参加した事業にに参加した事業につつつついて、いて、いて、いて、本本本本人から人から人から人から担当担当担当担当部部部部署署署署に問いに問いに問いに問い合合合合わわわわせせせせががががあああある。る。る。る。 

            ⇒⇒⇒⇒    担当担当担当担当部部部部署は署は署は署は、、、、交交交交通通通通費費費費やややや臨時雇賃金臨時雇賃金臨時雇賃金臨時雇賃金等の等の等の等の控控控控えから、参加のえから、参加のえから、参加のえから、参加の確確確確認をする。認をする。認をする。認をする。 

                    参加参加参加参加確確確確認が認が認が認が取取取取れたら、士会指定事業参加証明書れたら、士会指定事業参加証明書れたら、士会指定事業参加証明書れたら、士会指定事業参加証明書（（（（書式書式書式書式Ⅰ－Ⅰ－Ⅰ－Ⅰ－１１１１））））をををを作成作成作成作成してしてしてして本本本本人に人に人に人に送送送送る。る。る。る。 

                    ＊＊＊＊証明書証明書証明書証明書作成時作成時作成時作成時、ど、ど、ど、どちちちちらのリーダーらのリーダーらのリーダーらのリーダー登録登録登録登録の事業かの事業かの事業かの事業か確確確確認して、認して、認して、認して、該当該当該当該当するするするする方方方方にににに○○○○ををををつつつつける。ける。ける。ける。 

            ⇒⇒⇒⇒    担当担当担当担当部部部部署は署は署は署は、士会指定事業参加、士会指定事業参加、士会指定事業参加、士会指定事業参加証明書を出した者の証明書を出した者の証明書を出した者の証明書を出した者の名簿名簿名簿名簿を、保健福祉局に提出する。を、保健福祉局に提出する。を、保健福祉局に提出する。を、保健福祉局に提出する。 

        ②②②②    これからの事業にこれからの事業にこれからの事業にこれからの事業につつつついていていていて 

⇒⇒⇒⇒    担当担当担当担当部部部部署は署は署は署は、、、、今後今後今後今後行う事業で、行う事業で、行う事業で、行う事業で、上記上記上記上記士会指定事業の対象となる事業に士会指定事業の対象となる事業に士会指定事業の対象となる事業に士会指定事業の対象となる事業につつつついていていていてはははは、参加、参加、参加、参加募集募集募集募集ををををHP にににに掲載掲載掲載掲載。。。。 

            事業に参加した際に、士会事業参加証明書事業に参加した際に、士会事業参加証明書事業に参加した際に、士会事業参加証明書事業に参加した際に、士会事業参加証明書（（（（書式書式書式書式Ⅰ－Ⅰ－Ⅰ－Ⅰ－１１１１））））をををを作成作成作成作成しししし本本本本人に人に人に人に渡渡渡渡す。す。す。す。 

            ＊＊＊＊証明書証明書証明書証明書作成時作成時作成時作成時、ど、ど、ど、どちちちちらのリーダーらのリーダーらのリーダーらのリーダー登録登録登録登録の事業かの事業かの事業かの事業か確確確確認して、認して、認して、認して、該当該当該当該当するするするする方方方方にににに○○○○ををををつつつつける。ける。ける。ける。 

⇒⇒⇒⇒    担当担当担当担当部部部部署は署は署は署は、士会指定事業参加証明書を出した者の、士会指定事業参加証明書を出した者の、士会指定事業参加証明書を出した者の、士会指定事業参加証明書を出した者の名簿名簿名簿名簿を、保健福祉局に提出する。を、保健福祉局に提出する。を、保健福祉局に提出する。を、保健福祉局に提出する。 

 

（（（（２２２２））））東京都理学療法士協会の活動・事業東京都理学療法士協会の活動・事業東京都理学療法士協会の活動・事業東京都理学療法士協会の活動・事業以外以外以外以外を士会指定事業とするを士会指定事業とするを士会指定事業とするを士会指定事業とする場合場合場合場合 

                    士士士士会の会の会の会の直接直接直接直接事業・活動以外の指定事業・活動以外の指定事業・活動以外の指定事業・活動以外の指定さささされた地域活動等を士会指定事業とするれた地域活動等を士会指定事業とするれた地域活動等を士会指定事業とするれた地域活動等を士会指定事業とする場合は場合は場合は場合は、その事業に参加した者が、依、その事業に参加した者が、依、その事業に参加した者が、依、その事業に参加した者が、依 

頼頼頼頼さささされた自れた自れた自れた自治治治治体・事業体・事業体・事業体・事業所所所所等に士会指定事業参加証明書等に士会指定事業参加証明書等に士会指定事業参加証明書等に士会指定事業参加証明書（（（（書式書式書式書式Ⅰ－Ⅰ－Ⅰ－Ⅰ－２２２２    士会活動・事業以外士会活動・事業以外士会活動・事業以外士会活動・事業以外））））を出してもらい、保を出してもらい、保を出してもらい、保を出してもらい、保 

健福祉局に提出する。健福祉局に提出する。健福祉局に提出する。健福祉局に提出する。 

         

＊＊＊＊＊＊＊＊    保健福祉局で、士会指定事業参加証明を受けた者の保健福祉局で、士会指定事業参加証明を受けた者の保健福祉局で、士会指定事業参加証明を受けた者の保健福祉局で、士会指定事業参加証明を受けた者の名簿名簿名簿名簿をををを管管管管理し、理し、理し、理し、日本日本日本日本協会に提出する。協会に提出する。協会に提出する。協会に提出する。 

 


