平成 29 年 10 月吉日

平成 29 年度 一般社団法人 日本生活期リハビリテーション医学会
公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 共催

企画・主催

平成 29 年度
第 1 回 生活期リハビリテーションにかかわる
医師のための研修会（初級）
一般社団法人

生活期リハビリテーション医学会
代表理事 水間 正澄
（押印略）

生活期リハビリテーション医療を学ぶ医師研修会についてご案内申し上げます。
現在、 地域包括ケアの推進が期待される時代となり、 生活期におけるリハビリテーション医
学・医療の一層の充実が求められています。とりわけ医師の関与の重要性が指摘される中、更な
るリハビリテーション医学・医療の知識を得る機会への期待が高まっております。今回の研修会
は、基礎的内容を充実させ、ご期待に応える内容となっております。
・本研修会は公益社団法人日本リハビリテーション医学会との共催です。
・本研修会は研修修了書を発行いたします。
「研修会の全講義への参加」が条件となります。従
いまして、遅刻・早退・中抜けは一切認められませんのでご注意ください。
（公共交通機関の
乱れによる遅刻の場合、遅延証明が提出されない限り認められません。）
・研修修了書は、後日郵送いたします。
・本研修会は日本リハビリテーション医学会の単位認定対象として以下の単位を付与します。
＜20 単位（２日間全講義を受講した場合）日本専門医機構リハビリテーション科専門医は４単位＞

1. 日

程：第 1 日目：平成 29 年 12 月 2 日（土）

9：00～18：30（予定）

第 2 日目：平成 29 年 12 月 3 日（日）

9：00～16：00（予定）

2. 研 修 会 場：日本教育会館

3. 対
4. 参

中会議室

住所

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-6-2

Tel.

03-3230-2833

象：医師・歯科医師
加

費（2 日間研修会費・資料代・両日昼食代含む）
①

日本生活期リハビリテーション医学会・日本リハビリテーション医学会の
上記 2 学会に入会されている方

②

5. 定
6. 申

20,000 円

①以外の方：30,000 円

員：150 名
込

先：日本生活期リハビリテーション医学会

事務局宛

第１回 生活期リハビリテーションにかかわる
医師のための研修会（初級）
会場：日本教育会館

中会議室

【講師については現在調整中です】

12 月 2 日（土）：1 日目
9：00～9：10

開会（オリエンテーション、挨拶）

9：10～9：55

リハビリテーションの流れと生活期リハビリテーションの意義

9：55～10：40

地域包括ケアシステムの概念

10：50～12：20

生活期リハビリテーションの提供体制

昼食
13：20～14：50

地域における医師の診療と多職種協働

15：00～16：30

在宅医療現場に必要とされるリハビリテーション

16：40～18：10

生活の場での障害の見かた（各種評価法の基礎的知識）

12 月３日（日）：２日目
9：00～9：05

オリエンテーション

9：10～10：40

生活の場での障害への対応（各種アプローチの基礎知識）

10：50～12：20

生活期に必要な合併症の知識

昼食
13：20～14：50

リハビリテーションに必要な併存疾患の管理

14：50～15：20

修了試験

15：20～15：30

挨拶

プログラム・講義タイトルは変更になる場合があります。予めご了承ください。
この研修会は、遅刻・早退・中抜けは認められせん。
交通のご手配は余裕を持って行ってください。

第 1 回 生活期リハビリテーションにかかわる
医師のための研修会(初級) 会場案内図

会場：日本教育会館
（住所）東京都千代田区一ツ橋 2-6-2

中会議室
Tel. 03-3230-2833

（最寄駅のご案内）
電車 ●地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線「神保町駅」(A1 出口) 徒歩 3 分
●地下鉄都営三田線「神保町駅」(A1 出口) 徒歩 5 分
●東京メトロ東西線「竹橋駅」(丸の内公園側出口) 徒歩 5 分
●東京メトロ東西線「九段下駅」(6 番出口) 徒歩 7 分
●JR 総武線「水道橋駅」(西口出口) 徒歩 15 分

参加申込みの手続についてのお願い
1.

当協会ホームページから、ダウンロードした申込用紙に必要事項をご記入のうえ、事務局までファッ
クス送信してください。

2.

受付確認後、事務局より受付番号をファックス送信致します。

3.

10 日たっても連絡がない場合は通信エラーにより受付できていない可能性があります。必ず事務局
まで問合せをお願いします。

4.

受付番号がお手元に届きましたら、郵便局の払込取扱票へ記入頂きご入金ください。この際、受付番
号が未記入の場合は受付できません。必ず、受付番号を記入のうえご入金ください。

5.

参加証を兼ねた名札は各研修会開催日の 1 ヶ月前頃にお手元に届くようにご送付します。入金が遅れ
る場合は事務局までご一報下さい。なお、名札の発送につきましては、入金確認後となります。

6.

事前にお送りした名札を必ず研修会にご持参ください。

7.

研修会第 1 日目の受付時に、名札をご提示ください。研修会資料及び名札ケースをお渡しします。

8.

研修会期間中は、名札を胸につけて頂くようお願い致します。なお、研修終了時には名札ケースを回
収致しますので、ご協力ください。

9.

定員に達した場合は受付を終了させて頂きます。受付をお断りする場合であっても、事務局からファ
ックス送信にて返信します。

10. 申込後に自己都合により、研修会参加をキャンセルされる場合は、ホームページに掲載されている『研
修会参加費のキャンセル料について』に記載の通り、返金等の手続きをさせて頂きます。
なお、電話でのキャンセルは取り扱っておりませんので、必ず書面にてお知らせください。
11. 参加は事前申込のみとなります。当日の参加受付はしておりません。
12. 領収書は発行致しませんので、金融機関で発行された受領書または振込明細をご活用ください。
13. 修了証の発行条件として、
「研修会の全講義への参加」が必要になります。従いまして、遅刻・

早退・中抜けは一切認められませんのでご注意頂きますようお願い申し上げます。（公共交通
機関の乱れによる遅刻の場合、遅延証明が提出されない限り認められません。
）
14. ご不明な点は、事務局までお問合せください。

（問い合わせ先）
一般社団法人

日本生活期リハビリテーション医学会

E-MAIL：nsr@kiseikai-reha.com TEL：03-5816-8051

FAX

03-5816-8072
一般社団法人

日本生活期リハビリテーション医学会

事務局宛

※下記の太枠内に必要事項をご記入し、ＦＡＸにてお申し込みください．

第 1 回 生活期リハビリテーションにかかわる医師のための研修会(初級)

【申込書・受付票 】

月日

曜日

形式

会場（開催地）

12 月２日・３日

土・日

講義

日本教育会館

ふりがな
所属施設名

申込者

〒
施設所在地
ふりがな

日本生活期リハ医学会 会員・非会員
日本リハ医学会
会員・非会員

氏名

該当に○をしてください

様

連 絡 先

FAX

TEL

（受付返信票返送先）

定員になり次第締め切らせて頂きますので、ご了承ください。締切りの場合は、その旨ご連絡させて頂きます。
申込み後のキャンセルはキャンセル料が発生致します。以下のキャンセル料を除く金額をご返金します。
キャンセルポリシー
お申込み後の参加取り消しの場合、以下のキャンセル料をお支払い頂きます
・研修会開催日の 90 日前 参加費の 20％
・研修会開催日の 15 日前 参加費の 50％
・研修会開催日の 7 日前 参加費の 100％
※研修会開催日を含めて日数をカウントします。
※休日・祝日も日数としてカウントします。

【事務局使用欄】

