
8日 未定 11日（土） 28日 31(金）

【日時】　

【内容】　

28日 21日（水） 未定 講師派遣依頼あり

【テーマ】

8-9日 1日（土） 19日

25日 26日（水）

９日 未定 5日（土） 未定 11（金）

【日時】　 未定

【内容】　

16日 16日（水）

18日 11日 22日 2日 23日

16日

18:30～20:30　 14日

２２日 19日

13:00-17:00 調整中 16日
【場所等】

　　23日

31日 １２日 13:30-15:00 6日

27日 健康づくりサポーター養成講習会

10:30-12:00 20日

7日

21日
18:30～20:00　

（９月）

14日 10日 26日 調整中 3日

13:00-　

16日

未定 １６日 10・26日

18:30～20:00　 17日

がんリハビリテーションフォーラム
多職種カンファレンス

　【日　時】茗荷谷エーザイ本社　13時

キネジオロジー道場

在宅の多職種チームケアを考える会研修会

　【日　時】新宿パークタワー23階 エーザイ会議室　13時30分

　【テーマ】在宅で最期までささえる・寄りそう力

キネジオロジー道場
　【日　時】病院 リハ科外来　19時～22時30分

　【テーマ】手関節・手パート1

会場：クリエイトホール＆エスフォル
タ

当院　勉強会

吉祥寺南病院　症例検討会

三鷹武蔵野勉強会親睦会

杉並リハ病院　症例検討会

FIM講習会

吉祥寺南病院　症例検討会

　18日　移乗動作基礎研修会

　24日　摂食嚥下研修会

三鷹武蔵野勉強会親睦会

認知症サポーター養成講座

　【テーマ】事業報告と実施計画について 【テーマ】廃用症候群のリハビリテーション

　【日　時】すみだ産業会館 19時（仮） 【日時】羽村ゆとろぎ　19：00～

地域リハ連絡協議会 当院　　勉強会

　【テーマ】「認知症」家族支援と社会福祉制度 【テーマ】呼吸療法 【テーマ】「口腔ケアについて」 心不全勉強会

12-13日　技術者研修会
　【日時】10：00-16：00
　【内容】呼吸器疾患に対するフィジカ
ルアセスメントと呼吸介助手技
25日　市民公開講座
　【日時】14：00-15：00
　【内容】脳卒中の後遺症と
　　　　　リハビリテーション

新人セラピスト教育研修会ケアマネ向け研修会

会場：永生会　イマジン　【日　時】ティアラこうとう　18時30分 【日時】大久野病院　17：30～ 【場所等】 未定 武蔵野陽和会病院　症例検討会

リハビリ多職種連携研修会 呼吸リハビリテーション研修会 家族支援講座 三鷹武蔵野勉強会親睦会

（９月） （９月） （９月） （９月） （９月）

会場：エスフォルタ八王子

　【日　時】ティアラこうとう　19時

　【テーマ】未定

新人セラピスト教育研修会

高次脳機能障害「症例検討会」

　【テーマ】認知症のリハビリテーション 【テーマ】脳卒中のリハビリテーション

（８月）

会場:八王子市南大沢保健福祉センター

　【日　時】ティアラこうとう　18時30分 【日時】羽村ゆとろぎ　19：00～ 当院　症例検討会

介護者講習会　

会場:イマジンリハビリ多職種連携研修会 ケアマネ向け研修会 未定 三鷹武蔵野勉強会親睦会 未定

会場：杏林大学医学部

（８月） （８月） （８月） （８月） （８月）

基礎編・応用編　　

【テーマ】口腔ケアの実践 病院会議室　19:00～

【日時】大久野病院　15：00～ 地域リハ支援事業幹事会 三鷹武蔵野勉強会親睦会

摂食嚥下リハビリテーション研修会

認知症講習会

について」

当院　　研修報告会 【日時】16時～

【テーマ】情報交換 【テーマ】「高齢者のスキンケア会場:クリエイトホール 【議題】各事業進捗報告、その他

 （７月）

介護技術研修会 介護予防教室高齢者の身体の歪みと矯正法 医療従事者研修 三鷹武蔵野勉強会

　【テーマ】移乗・床上移動 武蔵野運動器リハ研究会

 日時・内容

 （７月）  （７月）  （７月）  （７月）  （７月）

　【日　時】ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ　10時 【日時】羽村ゆとろぎ　18：30～ 【場所等】病院会議室　18:30～

 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

（03-3616-8600） （042-597-0873） （0426-61-4025） （042-561-1221） （0422-32-3111） （042-396-3811）

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 北多摩北部

 東京都リハビリテーション病院  大久野病院

【場所】東京慈恵会医科大学 　【日時】三茶しゃれなあど 　【日　時】病院リハ科外来　19時～22時30分

【テーマ】嚥下障害 　　　　　　　　　　　　19時 　【テーマ】手関節・手パート2

医療と介護の合同研修会

【テーマ】ボツリヌス療法関連 　　　　　　　　　　　　19時 【テーマ】　未　定

　15日　摂食嚥下研修会

【場所】東京慈恵会医科大学 　【日時】初台ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

　【テーマ】がんリハビリ

【日　時】　シアター1010　19時～

慈恵リハ研究会 打ち合わせ ｹｱﾏﾈ研修会 新人セラピスト向け研修会　11日　事例検討会

（９月） （９月） （９月） （９月） （９月） （９月）

 　　　　　　　18時30分

【場所】京橋包括支援センター

【テーマ】ロコモ

　【日時】目黒区役所総合庁舎

【テーマ】高次脳機能障害 　　　　　　　　　　　　19時 [場所･時間]板橋区おとセン 13:00～15:00

介護予防講座

【場所】東京慈恵会医科大学 　【日時】初台ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ連携会議

高次脳機能障害研究会 未定 板橋区高齢者等地域 未定

（８月） （８月） （８月）

7/24（金）18：30～20：30

（８月）

【テーマ】ロコモ

「高次脳機能障害けの関
わリ～入門編～」

【テーマ】　地域における歯科診療の現場から

【場所】日本橋包括支援センター 地域リハ担当者訪問　【日　時】病院リハ科外来　19時～22時30分

介護予防講座

（８月） （８月）

豊島区･北区･練馬区

【場所】東京慈恵会医科大学 　【日時】在宅総合ｹｱｾﾝﾀｰ成城 　【日　時】病院　13時 [場所･時間]豊島病院 18:00～20:00

　【テーマ】肘関節パート2

【日　時】　シアター1010　19時～

１７日　多職種交流会

【テーマ】理学療法関連 　　　　　　　　　　　　19時 　【テーマ】臨床研究と倫理

幹事会

キネジオロジー道場

打ち合わせ リハビリテーション医療懇話会 地域ﾘﾊｻｰﾋﾞｽ調整会議 医療従事者向け研修会

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

（７月）

　10日　移乗動作基礎研修会

 日時・内容

（７月） （７月） （７月） （７月） （７月）

未定

ケアマネの交流会について

症例検討会について

慈恵リハ研究会

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

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７月～９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）


