受入施設及び研修の概要について
受入施設によって、研修内容及び日程、受講条件が異なりますので、下記をご確認の上、
お申込みください。（注：申込みは１か所のみ。複数の施設に対して申込みすることはできません。）
詳細は東京都福祉保健局ホームページに掲載しています。
お申込み・お問合せはこちらまで
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 福祉保健局 医療政策部 医療政策課 地域医療対策担当 松尾
℡：03-5320-4417（直通）
※各受入施設が実施する研修内容に関するお問合せは、各施設までご連絡ください。

（1）東京慈恵会医科大学附属病院
○診療科目：リハビリテーション科 他
○病床数：173床（うちリハビリ専門病床 173床）
○リハ関連施設基準：心Ⅰ、脳Ⅰ、運Ⅰ、呼Ⅰ、がん患者、障害児（者）、リンパ浮腫、集団コ
○利用の多い症例：脳血管疾患、進行性筋疾患、頭部外傷、心筋梗塞、糖尿病合併症、てんかん合併症、関節疾患 等

特定機能病院における急性期リハビリテーションの臨床体験

研修テーマ

（１）各診療部門の見学及び臨床体験と事例検討（ディスカッション）
【理学療法】入院診療部門（SCU・ICU・人工関節・がん周術期・小児など）、心臓ﾘﾊ、ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊ、外来診療部門
【作業療法】入院診療部門（手の外科、急性期脳卒中、慢性期脳卒中に対するrTMS＋集中的作業療法）
外来診療部門（リンパリハ・手の外科・ボトックス＋集中的作業療法）
【言語聴覚療法】主に失語症
（２）臨床体験レポートの作成
研修時期は次のとおり。いずれも土日除く。
平成 29 年 8 月 7 日（月）～ 8 月 18 日（金） 全10日間 理学療法士 又は 作業療法士 合計２名募集

研修内容

注意事項

【研修内容に関するお問合せ先】リハビリテーション科 ℡：(03)3433-1111(代)

（2）公益財団法人東京都保健医療公社 荏原病院
○診療科目：内科、循環器内科、神経内科、精神科、小児科、外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、形成外科 等
○リハ関連施設基準：地包１、脳Ⅰ、運Ⅰ、呼Ⅰ、がん患者
○病床数：506床（うちリハビリ専門病床 32床）
○利用の多い症例：脳血管疾患、関節疾患、骨折、脊髄損傷、脊椎疾患、呼吸器疾患、がん、廃用症候群
研修テーマ
研修内容

注意事項

「急性期から地域包括ケアまで
：地域拠点病院におけるリハビリテーションの技術と知識を深める」
【見学】施設全般、各部門の療法・評価、各種カンファレンス、ミーティング、勉強会等
【講義】急性期リハ、ＳＣＵ病棟専従業務、地域包括ケア病棟専従業務、ボツリヌス治療、その他チーム医療等
【ワークショップ】症例検討会や地域支援をテーマにしたワークショップなど

研修時期は次のとおり。いずれも土日祝除く。次の日程の中で、理学療法士 又は 作業療法士 合計6名募集
① 平成 29 年 11 月 6日（月）～ 11月 17日（金）全10日間
② 平成 29 年 11 月 27日（月）～ 12月 8日（金）全10日間 ※申込書に希望期間を記載すること。
③ 平成 30 年 1 月 15日（月）～ 1月 26日（金）全10日間
※研修希望者は、日本理学療法士協会又は日本作業療法士協会に加入していることが条件です。

【研修内容に関するお問合せ先】地域医療連携室 担当：佐藤、町田 ℡：(03)5734-8000(代) 内線1617

（3）医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院
○診療科目：リハビリテーション科
○リハ関連施設基準：回１、脳Ⅰ、運Ⅰ、呼Ⅰ
○病床数：173床（うちリハビリ専門病床 173床）
○訪問リハビリ（医療及び介護）・通所リハビリ（介護）
○利用の多い症例：脳血管疾患、頭部外傷、脊髄損傷、高次脳機能障害、摂食嚥下障害
研修テーマ

「輝生会におけるチームアプローチの体感と基礎的知識・技術の確認」
「回復期及び生活期リハビリテーションの実際」

研修内容

【見学・帯同】訓練や各種ミーティング、カンファレンス、早出・遅出、生活期施設、他
【講義・演習】当院の概要とチームアプローチ、回復期～生活期リハビリテーション部門概要（PT、OT、他
職種紹介）、車いす、歩行補助具・装具、福祉用具、高次脳機能障害の理解、ケアについて、基本動作とＡＤ
Ｌ、接遇、ケースディスカッションやワークショップ、他

注意事項

※申込書に希望期間を記載すること。
研修時期は次のとおり。いずれも土日除く。全10日間
①平成 29 年 10 月 23 日（月）～ 11 月 3 日（金）12名（理学療法士6名、作業療法士6名をそれぞれ上限）
②平成 29 年 11 月 20 日（月）～ 12 月 1 日（金）12名（理学療法士6名、作業療法士6名をそれぞれ上限）
※早出（7～８時半）遅出（18～21時）の見学、生活期拠点（在宅総合ｹｱｾﾝﾀｰ成城）１日見学の希望聴取します。

【研修内容に関するお問合せ先】教育研修部 ＰＴ･ＯＴ部門

℡：(03)5365-8500(代)

（4）慶應義塾大学病院
○診療科目：整形外科、神経内科、消化器外科、呼吸器内科、血液内科、脳神経外科、循環器内科、消化器内科 等
○リハ関連施設基準：心Ⅰ、脳Ⅰ、運Ⅰ、呼Ⅰ、廃Ⅰ、がん患者 ○病床数：941床（うちリハビリ専門病床4床）
○利用の多い症例：脳血管疾患、進行性筋疾患、頭部外傷、心筋梗塞、糖尿病合併症、てんかん合併症 等

急性期大学病院における疾患別リハビリテーション及びがんのリハビリテーション
に関する知識・技術の向上並びに先端的リハビリテーション医療を学ぶ

研修テーマ

【理学療法部門】循環器・呼吸器疾患・周術期（食道癌）などの臨床見学、カンファレンス参加、質疑応答
【作業療法部門】大学病院における作業療法室の役割や診療の流れなどに関する見学・講義・実技演習
【言語聴覚療法部門】ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞでの摂食嚥下障害のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査・評価の流れ等に関する臨床見学、講義・演習

研修内容

※下記日程の中で、受講決定後に受講生と日程調整をし、日程を決定します。
平成 29 年 10 月 2 日（月）～平成 30 年 2 月 28 日（水）までの間で全10日間
理学療法士2名・作業療法士１名・言語聴覚士１名 合計４名募集
理学療法士は経験年数３年以上が望ましい。

注意事項

【研修内容に関するお問合せ先】リハビリテーション科

℡：(03)5363-3833(直)

（5）公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院
○診療科目：内科、循環器内科、緩和ケア科、小児科、外科、整形外科、リハビリテーション科 等
○リハ関連施設基準：心Ⅰ、脳Ⅰ、運Ⅰ、呼Ⅰ、廃Ⅰ、がん患者 ○病床数：415床（うちリハビリ専門病床 4床）
○利用の多い症例：脳血管疾患、心筋梗塞、関節疾患、ｽﾎﾟｰﾂ外傷、骨折、呼吸器疾患、高次脳機能障害 等
研修テーマ

急性期病院で多岐にわたる疾患に対する知識とリハビリテーションを学ぶ

研修内容

各診療科医師による疾患等の講義。急性期リハビリテーションの流れ（ＩＣＵ，ＨＣＵ，ＳＣＵなど）

注意事項

※申込書に希望期間を記載すること。
研修時期は次のとおり。いずれも土日祝除く。全10日間
① 平成 29 年 10 月 2 日（月）～ 16 日（月） 理学療法士4名募集
② 平成 29 年 11 月 6 日（月）～ 17 日（金） 理学療法士3名、作業療法士1名募集
③ 平成 29 年 12 月 4 日（月）～ 15 日（金） 理学療法士3名、作業療法士1名募集

【研修内容に関するお問合せ先】地域医療連携室

℡：(03)5375-1212(直)

（6）社会医療法人社団医善会

いずみ記念病院

○診療科目：内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、消化器内科、消化器外科、呼吸器内科、循環器内科
○リハ関連施設基準：回１、脳Ⅰ、運Ⅰ、呼Ⅰ、廃Ⅰ
○病床数：144床（うちリハビリ専門病床 90床）
○訪問リハビリ（介護）・通所リハビリ（介護）
○利用の多い症例：脳血管疾患、関節疾患、腰痛、骨折、呼吸器疾患、高次脳機能障害、接触嚥下障害 等
研修テーマ
研修内容

注意事項

等

入院から地域リハビリテーションへ ～トータルファミリーケアサービス～
①急性期・回復期・訪問リハ・通所リハ・老健の見学
②急性・回復・生活期での臨床やケアを通して、病期に合わせたリハ計画の立て方や連携、地域リハでの役割
研修時期は次とおり。いずれも土日除く。全10日間 各期で、理学療法士又は作業療法士２名を上限、合計24名募集
※申込書に希望期間を記載すること。
【平成29年】①9月4日（月）～15日（金） ②9月25日（月）～10月6日（金） ③10月16日（月）～27日（金）
④11月6日（月）～17日（金） ⑤11月20日（月）～12月1日（金） ⑥12月4日（月）～15日（金）
⑦12月18日（月）～29日（金）
【平成30年】⑧1月15日（月）～26日（金）
⑨1月29日（月）～2月9日（金）
⑩2月19日（月）～3月2日（金）
⑪3月5日（月）～3月16日（金） ⑫3月19日（月）～3月30日（金）
※日程により当院で行っている経頭蓋反復磁気刺激（rTMS）とボトックスの治療を見学

【研修内容に関するお問合せ先】区東北部地域リハビリテーション支援センター ℡：(03)5888-2160（直）

（7）東京都リハビリテーション病院
○診療科目：リハビリテーション科、整形外科、泌尿器科、歯科、眼科、耳鼻いんこう科
○リハ関連施設基準：回２、脳Ⅰ、運Ⅰ
○病床数：165床（うちリハビリ専門病床 131床）
○訪問リハビリ（介護）
○利用の多い症例：脳血管疾患、頭部外傷、関節疾患、腰痛、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、高次脳機能障害
【理学療法科】回復期 脳血管疾患患者のリハビリテーション
研修テーマ
【作業療法科】当院における作業療法評価とアプローチ
【地域リハ科】生活期のリハビリテーションを理解する。介護予防事業を理解する。
研修内容
注意事項

回復期リハ病棟のリハビリの流れ・役割、評価と訓練、訪問リハの見学等

※各科で異なる。

研修時期は、平成 30 年 1 月 29 日（月）～ 2 月 9 日（金）（土日除く） 全10日間
理学療法科（ＰＴ３名）、作業療法科（ＯＴ３名）、地域リハビリテーション科（ＰＴ又はＯＴ４名）募集
※申込書に希望する科を記載すること。詳細は、福祉保健局ホームページを参照

【研修内容に関するお問合せ先】東京都リハビリテーション病院事務室経営企画係

℡：(03)3616-8600(代)

等

（8）医療法人財団利定会

大久野病院

○診療科目：内科、皮膚科、リハビリテーション科 ○リハ関連施設基準：回２、脳Ⅰ、廃Ⅰ、運Ⅰ、呼Ⅰ、がん患者
○病床数：158床（うちリハビリ専門病床 50床） ○通所リハビリ（介護）
○利用の多い症例：脳血管疾患、頭部外傷、関節疾患、腰痛、骨折、呼吸器疾患、高次脳機能障害、摂食嚥下障害
研修テーマ

回復期から生活期におけるリハビリテーションの関わり方
①回復期リハビリテーション病棟を中心に臨床場面に触れ、基本的流れ、役割を理解する。
②外来、療養病棟、通所・訪問などの見学を通して、生活期の様子を知る。

研修内容

研修時期は次のとおり。いずれも土日除く。全10日間 ※申込書に希望期間を記載すること。
① 平成 29 年 9 月 25 日（月）～ 10 月 6 日（金） ※各期 理学療法士又は作業療法士 ３名
② 平成 29 年11 月 27 日（月）～ 12 月 8 日（金）
合計9名募集
③ 平成 30 年 1 月 22 日（月）～ 2 月 2 日（金）
※事前に賠償責任保険等の加入をお願いいたします。公共交通機関利用。車の場合は事前に要相談。
各自で白衣等と靴を持参。貴重品は各自で管理。昼食は各自で持参するか、当院にて弁当注文。

注意事項

【研修内容に関するお問合せ先】リハビリテーション部

℡：(042)597-0873(代)

（9）医療法人社団永生会

永生病院

○診療科目：内科、整形外科、精神科、神経内科、リハビリテーション科、歯科口腔外科
○リハ関連施設基準：回１、脳Ⅰ、廃Ⅰ、運Ⅰ、呼Ⅰ、がん患者
○病床数：628床（うちリハビリ専門病床 100床） ○訪問リハビリ（医療・介護）、通所リハビリ（介護）
○利用の多い症例：脳血管疾患、頭部外傷、糖尿病合併症、関節疾患、腰痛、骨折、脊椎疾患、骨粗しょう症 等
研修テーマ

永生会の急性期から生活期におけるリハビリテーションの見学及び体験
①永生会のリハビリテーションの概要の紹介
②永生会の急性期リハ、回復期リハ、通所リハ、訪問リハ、地域包括ケアなどの見学及び体験

研修内容

研修時期は次のとおり。全10日間 各期で理学療法士１名、作業療法士１名 合計４名募集
① 平成 29 年 11 月 6 日（月）～ 17 日（金）
※申込書に希望期間を記載すること。
② 平成 29 年 11 月 20 日（月）～ 12 月 2 日（土）
※損害賠償責任保険に加入していることが望ましい。八王子市内の永生会の関連施設にて研修実施。
施設により研修場所、就業時間が多少異なる。研修プログラムは処暑の事情により変更の可能性あり

注意事項

【研修内容に関するお問合せ先】永生会地域リハ支援事業推進室

℡：(042)661-4025(直)

（10）独立行政法人国立病院機構

村山医療センター

○診療科目：リハビリテーション科、整形外科、外科、リウマチ科、内科、神経内科、呼吸器内科 等
○リハ関連施設基準：地包、回１、脳Ⅰ、運Ⅰ、呼Ⅰ
○病床数：303床（うちリハビリ専門病床 40床）
○利用の多い症例：脊髄損傷、脊椎疾患、関節リウマチ、骨折、脳血管疾患、頭部外傷、呼吸器疾患

研修テーマ

村山医療センターが有する各病棟におけるリハビリテーション技術等の実践
①脊髄損傷専門病棟、②回復期リハ病棟、③整形外科病棟、
④地域包括ケア病棟の各領域での臨床経験と知識の確認

研修内容

研修時期は次とおり。いずれも土日除く。全10日間 各期当たり上限3名 合計24名募集
■理学療法士 ①平成29年10月16日（月）～27日（金） ②平成29年11月 6日（月）～17日（金）
③平成29年12月 4日（月）～15日（金） ④平成30年 1月15日（月）～26日（金）
■作業療法士 ①平成29年11月 6日（月）～17日（金） ②平成29年11月20日（月）～12月4日（月）
③平成29年12月 5日（火）～18日（月） ④平成30年 1月15日（月）～26日（金）
※損害賠償保険加入が望ましい。ＯＴは実務経験３年以上が望ましい。 ※申込書に希望期間を記載すること。

注意事項

【研修内容に関するお問合せ先】村山医療センター北多摩西部医療圏地域リハビリテーション支援センター事務局
（担当：齋藤） ℡：(042)561-1221（代）

（11）日本赤十字社東京都支部

武蔵野赤十字病院

○診療科目：リハビリテーション科、神経内科、整形外科、脳神経外科 等
○リハ関連施設基準：脳Ⅰ、運Ⅰ、呼吸Ⅰ、心Ⅰ
○病床数：611床（うちリハビリ専門病床 －床）
○利用の多い症例：脳血管疾患、進行性筋疾患、頭部外傷、心筋梗塞、関節疾患、パーキンソン病 等
研修テーマ
研修内容

注意事項

疾患の急性期に対するリスク管理を行いながら実施する
①当院スタッフに同行して病棟における訓練見学・実施
②脳卒中センター等での訓練見学・実施
③リスク等に関するディスカッション
④カンファレンスに出席
・研修時期は、受講生決定後に受講生と日程調整し、10日間の日程を決定します。
・理学療法士又は作業療法士 合計3名募集
※経験年数3年以上。当院は３次救急医療施設であり、リハビリテーションの対象は急性期に限定。研修で
はICU・HCU・脳卒中センターでの早期離床訓練も含めて見学・実施します。また、地域連携に対しての寄
与についても学習するカリキュラムも組むため、経験を積み、施設をリードする役割を担う療法士を募集

【研修内容に関するお問合せ先】リハビリテーション科

℡：(0422)32-3111（代）

（12）公益財団法人東京都保健医療公社

多摩北部医療センター

○診療科目：リハビリテーション科、神経内科、整形外科、脳神経外科、内科、外科 等
○リハ関連施設基準：脳Ⅰ、運Ⅰ、廃Ⅰ、がん患者
○病床数：344床（うちリハビリ専門病床 2床）
○利用の多い症例：脳血管疾患、頭部外傷、関節疾患、骨折、高次脳機能障害、摂食嚥下障害、がん
研修テーマ
研修内容

注意事項

急性期におけるリハビリテーション評価と治療
①急性期のリハの基本的な流れや役割の理解 ②事例を通じてリハの基礎的知識の確認
③基本的な評価方法や治療技術の確認 ④リハに関連する業務の見学・経験
研修時期は次とおり。いずれも土日除く。全10日間
平成29年10月16日（月）～10月27日（金） 研修時間：8時30分～17時15分
理学療法士２名、作業療法士１名 合計３名募集
※賠償責任保険等に加入していると望ましい。被服の貸与は無し。各自で白衣や靴、名札、筆記用具持参

【研修内容に関するお問合せ先】リハビリテーション科

℡：(042)396-3811 内線2250

