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広島県地域リハビリテーション専門職等研修会の修了書交付についてのお知らせ
平素は本会運営にご支援ご協力いただきましてありがとうございます。
広島県では、介護予防事業の推進を強化するため、別紙のとおり「広島県地域リハビリ
テーション専門職等人材育成研修実施要項」が制定され、基礎研修及び専門研修を受講し
た方に「広島県地域リハビリテーション専門職等修了書」が交付されることとなりました。
つきましては、申請を希望される方は、様式１「広島県地域リハビリテーション修了証
申請書」を提出してくださいますようお願い申し上げます。
詳細は広島県ホームページをご覧ください。
（
「様式１申請書」および「研修会一覧」
、「広島県地域リハビリテーション専門職等研修
会の修了書交付について」をダウンロードしてください。
）
〇広島県ホームページからのダウンロードの方法
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kaigoyobou/1249968002202.html
■「はじめよう！ひろげよう！介護予防」サイトより
⇒介護予防とは

⇒３．地域リハビリテーション活動支援事業

⇒ 🔶🔶 参考資料
【様式１申請書】
【研修会一覧】
（平成 27～29 年度対象研修）
【広島県地域リハビリテーション専門職等研修会の修了書交付について】
〇申請方法
メール， 郵送， FAX，
〇提出先
広島県健康福祉局地域包括ケア・高齢者支援課健康長寿グループ
〒 730-8511 広島市中区基町 10-52
電話 082-513-3214
FAX 082-502-8744
Mail

fukoureishien@pref.hiroshima.lg.jp

広島県地域 リハ ビ リテーシ ョン専門職等人材 育成研修実施要綱

1

目的
地域包括ケ アシステムの強化 に向けて , リハ ビ リテ ー シ ョンの理念 を踏 まえて 「′
い身

機 能」,「 活動」,「 参加 」 のそれぞれの要 素にバ ラ ンス よく働 きかける介護予防事業 を推
進す るために,多 職種 との連携 の必要性 を理解 し,市 町等か らの派遣要請 に応 じ,地 域
ケア会 議 や住民運営 の通 いの場等 の 多様 な場 において技術的助言等 を実施できる人材 を
養成す る。

2

研修対象者
理学療法士 ,作 業療法 士 ,言 語聴覚士 ,管 理 栄養 士,歯 科衛生 士 ,薬 剤師 ,保 健師

,

看護師等地域 リハ ビ リテー シ ョンに係 る専門職 ,市 町担 当職 員 ,地 域包括支援 セ ンター
職員

3

研修内容

(1)地 域 リハ ビリテーシ ョンの視点に基づ き,多 職種連携 を基 に した 「日腔」,「 栄養」
,

「運動 」,「 社会 参加 」へ の一 体的な取 り組みが実践 できる内 とし
容
,基 礎研修 と専門
研修に分 けて実施す る。

(2)基礎研修及び専門研修 の内容及び運営の方法等は,別 に定める。

4

実施

(1)研修 の実施主体は,県 とす るも
(2)県 は,研 修の一部又はすべ てを広島県地域包括 ケア推進 ヤ ンター に委託 して実施
す ることがで きる。

5

修了証の交付

(1)基 礎研修及び専門研修 の両方 を受講 した者 に対 し,修 了証 を交付す る。
(2)修 了証 の交付 を希望す る者 は,申 請書 (様 式 1)を 県へ提 出 し,受 講 の確認 を受 け
るもの とす る。

(3)県 は,受 講 の確認 がで きた者 に対 し,様 式 2に よ り修了証 を交付す る。
(4)県 は,修 了証 を交付 した者 につい て,修 了証番号,氏 名 ,生 年月 日等必要事項 を記
入 した名簿 を作成 し,管 理す るもの とす る。
(5)修 了証 の交付 については,こ の要綱 に定めるほか,別 に定める。

6

その他

(1)修 了証 は,広 島県地域 リハ ビ リテー シ ョン推進事業実施要綱 に定 める広 島県地域 リ
ハ ビ リテー シ ョンサポー トセ ン ター の指定基準である研修 の受講 を たす ことを
満
証明
す る書類 として使用す ることがで き る。

(2)個 人情報 は,法 令 に基 づ き適正 に管理す るとともに,修 了証 に関す る情報 について
は,本 人 の同意 を得 た上 で地 域 リハ ビ リテー シ ョン支援体 制 の運営 のため に利用す る
もの とす る。

