
14日 26日 ３０日 22日

【日　時】 東京衛生学園　19時～

【議　事】

21日

4日 10日 14日 21日 27日

【日　時】

【テーマ】

未定 未定 講師派遣

【日　時】 未定(月　1～2回)

【議　事】

未定 21日 未定 未定

【日　時】

【テーマ】

28日 17日（土） 16日 15日 21日 17・18日

【日時】 調布市 13時

【テーマ】 17日　9:00～17:00

17日（土） 21日 21日 24日 18日　9:00～15:00

1日 【日時】 大分県諏訪の杜病院 9時

【テーマ】

4日 17日（火） 13日 26日 9日

【日時】 小金井市 14時 7日

【テーマ】

13日 未定 19・25日 14:00～16:30

【日時】 病院 14時

【テーマ】

27日

10日（火） 7日 未定 5・19日 12日

【日時】 病院 19時

【テーマ】

4日 未定 22日 不定期

【日時】 病院 17時

【テーマ】

市民交流事業

　【日　時】清瀬市アミューホール

　【テーマ】地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築に向けて

　【テーマ】脳卒中片麻痺者の歩行改善
のための姿勢コントロールへのアプロー
チ

各地域リハ支援センターの３か月スケジュール表（平成２７年１月～３月）

圏域
事務局

（連絡先）

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部

（03-3433-1111） （03-5734-8000） （03-5365-8500）

区東北部

 東京慈恵会医科大学附属病院  荏原病院 初台リハビリテーション病院 慶應義塾大学病院  豊島病院  いずみ記念病院

（03-3353-1211） （03-5375-1234） （03-5888-2160）

 日時・内容

（１月） （１月） （１月） （１月） （１月） （１月）

慈恵リハ研究会 大田区理学療法士協会設立準備委員会 地域リハビリテーション研修会 地域ﾘﾊｻｰﾋﾞｽ調整会議　16日　事例検討会

―

　【日　時】病院　18時30分 　【日時】目黒区役所　19時 【日時】 18:30-20:30, 慶應病院リハセンター 【日　時】豊島病院 17:00～19:00

　【テーマ】嚥下の研究報告など 【テーマ】リンパ浮腫と在宅ケア平成27年度設立に向けた準備

医療と介護の研修会 　23日　事例検討会

　【日　時】病院　19時 　【日時】三軒茶屋しゃれなあど　19時

　【テーマ】高次脳機能障害

（２月） （２月） （２月） （２月） （２月） （２月）

慈恵リハ研究会 地域リハ講演会 高度先進リハビリテーション研究会 リハ・ケア事例検討会 第2回新人ｾﾗﾋﾟｽﾄ向け研修会　21日　研究発表大会

　【日　時】病院　18時30分 　【日時】渋谷ﾌｫｰﾗﾑｴｲﾄ　13時 【日時】 12:40-17:05, 慶應義塾大学信濃町キャンパス　北里記念医学図書館 【日　時】豊島病院 13:30～16:30 【日　時】シアター1010　 19時病院　19時～21時

　【テーマ】4病院合同研究報告など   【内容】ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、講演会 【テーマ】リハビリテーションの課題を探る 【テーマ】高齢者の居場所と出番 【テーマ】摂食・嚥下について高齢者の転倒予防について

セラピスト向け研修会 大田区理学療法士協会設立準備委員会

　【日　時】病院　17時

　【テーマ】リスク管理 平成27年度設立に向けた準備

（３月） （３月） （３月） （３月） （３月） （３月）

大田区理学療法士協会設立総会 東京都在宅療養推進区市町村支援事業研修会 地域リハ協議会 地域ﾘﾊ協議会準備会　12日　幹事会

―

　【日時】病院　18時30分 【日時】 13:00-15:50 新宿エイザイ会議室 　【日　時】　未定 【日　時】　未定未定

  【議事】今年度総括、次年度事業内容 　【議　事】　未定 【議　事】  未定【テーマ】医学ケアを要する在宅療養者
の都市型災害時支援体制の構築にむけて
〜嚥下障害者への支援の課題と対策〜

設立に当たり趣意の共有・情報交換

圏域
事務局

（連絡先）

区東部 西多摩 南多摩 北多摩西部 北多摩南部

（03-3616-8600） （042-597-0873） （0426-61-4025） （042-561-1221）

北多摩北部

 東京都リハビリテーション病院  大久野病院  永生病院  村山医療センター  武蔵野赤十字病院  多摩北部医療センター

（0422-32-3111） （042-396-3811）

 日時・内容

 （１月）  （１月）  （１月）  （１月）  （１月）

　【日　時】調整中 【時間・場所】13:00～　病院にて 【日　時】大横健康福祉センター　13:30- 【日　時】ＫＫＲ立川病院　19時

 （１月）

すみだ訪問リハ連絡会 事例検討会 介護予防講座 講演会 東京都テキスト講習会 技術研修会

　【日　時】病院 1階運動療法室　

　【テーマ】調整中 【テーマ】PNF（固有受容性神経筋促通法）について 【テーマ】ロコモティブシンドローム 【テーマ】ユマニチュードについて 嚥下障害

研修会 介護者講習会 技術研修会 高次脳機能障害施設見学（２月）

【時間・場所】18:30～　羽村市生涯学習センターゆとろぎ 【日　時】由井市民センター　10:00-リハビリ多職種連携研修会 【日　時】病院　13時30分

【テーマ】痰の吸引について　【日　時】本所地域プラザ　13時 【テーマ】PNF（固有受容性神経筋促通法）について 【テーマ】負担の少ない移動技術 高次脳機能障害に対する連携視察

　【テーマ】摂食・嚥下について （２月） （２月） （２月） （２月）

サポート医研修会 研修会（調理実習） ケアマネ研修会 技術研修会 ケアマネジャー向け講習会 （２月）

　【日　時】墨田区医師会館　19時30分 【時間・場所】13:00～　福生市福祉センター 【日　時】八王子市役所　18:30- 【日　時】病院　18時30分

　【テーマ】転倒防止、転倒予防について 【テーマ】楽食について（講義および実習①） 【テーマ】摂食・嚥下のリハビリテーション 【テーマ】移乗動作の介助方法について 糖尿病の運動療法

高次脳症例検討会 研修会 在宅PT・OT向け糖尿病勉強会

（３月） （３月） （３月） （３月） （３月）

【テーマ】在宅における栄養指導について

【日　時】すみだ福祉保健センター
　　　　　19時00分

高次脳圏域連絡会

研修会（調理実習） 第4回市民公開講座 幹事会 症例検討会

糖尿病について

【時間・場所】14:00～　羽村市生涯学習センターゆとろぎ

区東部地域リハ協議会 研修会 第10回フォーラム

幹事会【日　時】ティアラこうとう
　　　　　19時00分 【時間・場所】13:30～　福生市福祉センター 【日　時】オリンパスホール八王子　14:30- 【日　時】病院　19時 　【日　時】病院　16:00～17:00

（３月）

リハ資源の明確化

【テーマ】楽食について（講義および実習②） 【テーマ】脳梗塞からの復帰とリハビリ 【テーマ】決算報告について 　【議　事】今年度の実績報告等　嚥下障害

リハビリテーションマップ作成

【時間・場所】14:00～　羽村市生涯学習センターゆとろぎ（予定） 【日　時】八王子市学園都市センター　14:30-　【日　時】すみだ産業会館　19時

　【議　事】実績報告と年度計画 【テーマ】災害時対応について 【テーマ】脳梗塞からの復帰とリハビリ

2/1 13時 東部地域リハ主催 

   ﾃｰﾏ    「いつまでも食事を楽しむために」 

 

2/13 18時半 葛飾区地域活動支援ｾﾝﾀｰ主催 

     高次脳機能障害者事例検討会 

 

2/10 15時 足立区障がい福祉ｾﾝﾀｰ主催 

   ﾃｰﾏ 「失語症」 

 


