
 

転換期になることが予想される。

各施設で個別に対応するだけでなく、施設間でネットワークの構築を図り、組織的に情報を共有し、

かつ適切に

に各施設の運営ができるよう

 

テーマ：平成

講師：山野宏章氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

   

   

座長

   

 

日時：平成

   

   

※

 

会場：

アクセス：

受講費：大阪府理学療法士会員

定員：

単位認定：生涯学習領域別プログラム（教育・管理領域）

申込期間

申込方法

 

右記

※申し込み後、自動返信メールが届かない場合は、パソコンからの

メール受信拒否を解除し、再度お申込みください。お一人様につき

１つのアドレスからの申し込みをお願いいたします。

 

問合わせ：社会医療法人頌徳会

koji_maeda@syo.or.jp

 

 

2025 年の地域包括ケアシステムの構築に向けて、来年度の診療・介護報酬の同時改定が一つの大きな

転換期になることが予想される。

この同時改定が

各施設で個別に対応するだけでなく、施設間でネットワークの構築を図り、組織的に情報を共有し、

かつ適切に対応していく必要がある。

そこで今回の研修会では、

に各施設の運営ができるよう

 

テーマ：平成

講師：山野宏章氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

   前田孝治氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

   杉本和規

座長：中川法一氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

   羽田晋也氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

 

日時：平成 30

   一部 

   二部 

※ 終日・一部・二部のみ

 

会場：天満研修センター（大阪市北区錦町

アクセス：JR

受講費：大阪府理学療法士会員

定員：150 名（一部・二部ともに）

単位認定：生涯学習領域別プログラム（教育・管理領域）

申込期間：平成

申込方法：https://ssl.form
 

右記 QR コードまたは上記アドレスよりお申込みください。

※申し込み後、自動返信メールが届かない場合は、パソコンからの

メール受信拒否を解除し、再度お申込みください。お一人様につき

１つのアドレスからの申し込みをお願いいたします。

 

問合わせ：社会医療法人頌徳会

koji_maeda@syo.or.jp

 

年の地域包括ケアシステムの構築に向けて、来年度の診療・介護報酬の同時改定が一つの大きな

転換期になることが予想される。

この同時改定が診療報酬においても、介護報酬においても

各施設で個別に対応するだけでなく、施設間でネットワークの構築を図り、組織的に情報を共有し、

対応していく必要がある。

そこで今回の研修会では、

に各施設の運営ができるよう

テーマ：平成 30 年度同時改定の大枠を捉える

講師：山野宏章氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

前田孝治氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

杉本和規氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

：中川法一氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

羽田晋也氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

30 年 3 月 24 

 介護報酬改定について

 診療報酬改定について

終日・一部・二部のみ

天満研修センター（大阪市北区錦町

JR 天満駅下車

受講費：大阪府理学療法士会員

名（一部・二部ともに）

単位認定：生涯学習領域別プログラム（教育・管理領域）

平成 30 年 2

https://ssl.form

コードまたは上記アドレスよりお申込みください。

※申し込み後、自動返信メールが届かない場合は、パソコンからの

メール受信拒否を解除し、再度お申込みください。お一人様につき

１つのアドレスからの申し込みをお願いいたします。

問合わせ：社会医療法人頌徳会

koji_maeda@syo.or.jp 

 医療・介護保険部研修会

年の地域包括ケアシステムの構築に向けて、来年度の診療・介護報酬の同時改定が一つの大きな

転換期になることが予想される。 

診療報酬においても、介護報酬においても

各施設で個別に対応するだけでなく、施設間でネットワークの構築を図り、組織的に情報を共有し、

対応していく必要がある。

そこで今回の研修会では、平成 30

に各施設の運営ができるようにネットワーク作りに繋がる機会としたい。

年度同時改定の大枠を捉える

講師：山野宏章氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

前田孝治氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

：中川法一氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

羽田晋也氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

24 日（土）9

介護報酬改定について

診療報酬改定について

終日・一部・二部のみの参加可能です。申し込みフォームにご記入ください。

天満研修センター（大阪市北区錦町

駅下車 徒歩 2 分

受講費：大阪府理学療法士会員  無料

名（一部・二部ともに）

単位認定：生涯学習領域別プログラム（教育・管理領域）

2 月 1 日（木）

https://ssl.form-mailer.jp/fms/2b25477c536671

コードまたは上記アドレスよりお申込みください。

※申し込み後、自動返信メールが届かない場合は、パソコンからの

メール受信拒否を解除し、再度お申込みください。お一人様につき

１つのアドレスからの申し込みをお願いいたします。

問合わせ：社会医療法人頌徳会 日野病院

 までお願いいたします。

医療・介護保険部研修会

年の地域包括ケアシステムの構築に向けて、来年度の診療・介護報酬の同時改定が一つの大きな

 

診療報酬においても、介護報酬においても

各施設で個別に対応するだけでなく、施設間でネットワークの構築を図り、組織的に情報を共有し、

対応していく必要がある。 

30 年度同時改定に関する情報を共有し、今後できる限り迅速

にネットワーク作りに繋がる機会としたい。

年度同時改定の大枠を捉える 

講師：山野宏章氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

前田孝治氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

：中川法一氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

羽田晋也氏（公益社団法人大阪府理学療法士会

9 時 30 分～

介護報酬改定について： 9 時 30

診療報酬改定について：14 時 00

の参加可能です。申し込みフォームにご記入ください。

天満研修センター（大阪市北区錦町 2-21

分 

無料  /   その他

名（一部・二部ともに） 

単位認定：生涯学習領域別プログラム（教育・管理領域）

日（木）～ 平成

mailer.jp/fms/2b25477c536671

コードまたは上記アドレスよりお申込みください。

※申し込み後、自動返信メールが届かない場合は、パソコンからの

メール受信拒否を解除し、再度お申込みください。お一人様につき

１つのアドレスからの申し込みをお願いいたします。

日野病院 リハビリテーション室

までお願いいたします。

医療・介護保険部研修会

年の地域包括ケアシステムの構築に向けて、来年度の診療・介護報酬の同時改定が一つの大きな

診療報酬においても、介護報酬においても

各施設で個別に対応するだけでなく、施設間でネットワークの構築を図り、組織的に情報を共有し、

年度同時改定に関する情報を共有し、今後できる限り迅速

にネットワーク作りに繋がる機会としたい。

 

講師：山野宏章氏（公益社団法人大阪府理学療法士会 社会局

前田孝治氏（公益社団法人大阪府理学療法士会 社会局

氏（公益社団法人大阪府理学療法士会 社会局

：中川法一氏（公益社団法人大阪府理学療法士会 社会局

羽田晋也氏（公益社団法人大阪府理学療法士会 社会局

分～17 時 30 分 

30 分～13 時 0

0 分～17 時 30

の参加可能です。申し込みフォームにご記入ください。

21） 

その他  3,000

単位認定：生涯学習領域別プログラム（教育・管理領域）

平成 30 年 3 月 10

mailer.jp/fms/2b25477c536671

コードまたは上記アドレスよりお申込みください。

※申し込み後、自動返信メールが届かない場合は、パソコンからの

メール受信拒否を解除し、再度お申込みください。お一人様につき

１つのアドレスからの申し込みをお願いいたします。 

リハビリテーション室

までお願いいたします。 

医療・介護保険部研修会

医療・介護保険部

年の地域包括ケアシステムの構築に向けて、来年度の診療・介護報酬の同時改定が一つの大きな

診療報酬においても、介護報酬においても将来の方向性を大きく左右する可能性があり、

各施設で個別に対応するだけでなく、施設間でネットワークの構築を図り、組織的に情報を共有し、

年度同時改定に関する情報を共有し、今後できる限り迅速

にネットワーク作りに繋がる機会としたい。

社会局 医療介護保険部部長）

社会局 医療介護保険部副部長

社会局 医療介護保険部副部長

社会局 局長）

社会局 担当理事）

 

00 分（受付

30 分（受付

の参加可能です。申し込みフォームにご記入ください。

3,000 円 

単位認定：生涯学習領域別プログラム（教育・管理領域）10 ポイント認定

10 日（土）正午

mailer.jp/fms/2b25477c536671   

コードまたは上記アドレスよりお申込みください。 

※申し込み後、自動返信メールが届かない場合は、パソコンからの 

メール受信拒否を解除し、再度お申込みください。お一人様につき 

リハビリテーション室 前田

医療・介護保険部研修会 

医療・介護保険部

年の地域包括ケアシステムの構築に向けて、来年度の診療・介護報酬の同時改定が一つの大きな

将来の方向性を大きく左右する可能性があり、

各施設で個別に対応するだけでなく、施設間でネットワークの構築を図り、組織的に情報を共有し、

年度同時改定に関する情報を共有し、今後できる限り迅速

にネットワーク作りに繋がる機会としたい。 

医療介護保険部部長）

医療介護保険部副部長

医療介護保険部副部長

局長） 

担当理事） 

9 時 00 分～）

分（受付 13 時 30 分～）

の参加可能です。申し込みフォームにご記入ください。

ポイント認定 

正午まで（定員になり次第終了）

    

前田 孝治 

医療・介護保険部 部長

年の地域包括ケアシステムの構築に向けて、来年度の診療・介護報酬の同時改定が一つの大きな

将来の方向性を大きく左右する可能性があり、

各施設で個別に対応するだけでなく、施設間でネットワークの構築を図り、組織的に情報を共有し、

年度同時改定に関する情報を共有し、今後できる限り迅速

医療介護保険部部長） 

医療介護保険部副部長） 

医療介護保険部副部長） 

分～） 

分～） 

の参加可能です。申し込みフォームにご記入ください。 

まで（定員になり次第終了）

 宛 

部長 山野宏章

年の地域包括ケアシステムの構築に向けて、来年度の診療・介護報酬の同時改定が一つの大きな

将来の方向性を大きく左右する可能性があり、

各施設で個別に対応するだけでなく、施設間でネットワークの構築を図り、組織的に情報を共有し、迅速

年度同時改定に関する情報を共有し、今後できる限り迅速かつ適切

まで（定員になり次第終了） 

 

山野宏章 

年の地域包括ケアシステムの構築に向けて、来年度の診療・介護報酬の同時改定が一つの大きな

将来の方向性を大きく左右する可能性があり、

迅速

適切

 


