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受講費：大阪府理学療法士会員

参加者：

申し込み期間：

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。

 

問合せ先：

 

※

趣旨：2019 年現在、理学療法士免許の保有者数が

る理学療法士が所属しているということも当たり前のようになってき

能力だけでなく、部下や組織のマネジメント能力を求められる管理者やプレイングマネジャーという立場

を担う若手のリーダー

ないかと思います。

な知識や価値観もあ

と考えられます。

そこで本研修会は

務管理」というキーワードを若手のリーダーやミドルマネジャーにもわかりやすくお伝えしたいと思って

います。講義とグループワークを通して、マネジメントというものが何なのかその本質に迫り、

みやモヤモヤ

ーとして試行錯誤しながら日々業務に取り組んでいる若手の方々も是非ご参加ください。

 

テーマ：「マネジメント再考

日 時：令和元

会  場：AP 大阪駅前

〒530

アクセス：JR

     地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札より徒歩

 

講 師：大垣

    山木

 

受講費：大阪府理学療法士会員

参加者：60 名

申し込み期間：

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。

 

問合せ先：大阪行岡医療大学

H1371025@kio.ac.jp

 

※ 単位認定：生涯学習領域別プログラム（

医療・介護保険部

年現在、理学療法士免許の保有者数が

る理学療法士が所属しているということも当たり前のようになってき

能力だけでなく、部下や組織のマネジメント能力を求められる管理者やプレイングマネジャーという立場

若手のリーダーも

ないかと思います。また、

知識や価値観もあり、それらを学ぶことでその組織の進むべき方向性が見えてくる可能性は大いにある

考えられます。 

そこで本研修会は、愛仁会本部

というキーワードを若手のリーダーやミドルマネジャーにもわかりやすくお伝えしたいと思って

講義とグループワークを通して、マネジメントというものが何なのかその本質に迫り、

モヤモヤを少しでも晴らしませんか

として試行錯誤しながら日々業務に取り組んでいる若手の方々も是非ご参加ください。

マネジメント再考

令和元年 12 月

大阪駅前 AP

530‐0001 大阪市北区梅田

JR「大阪駅」中央南口より徒歩

地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札より徒歩

大垣 昌之氏（

山木 健司氏（

受講費：大阪府理学療法士会員

名 

申し込み期間：令和元年

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。

大阪行岡医療大学

H1371025@kio.ac.jp

単位認定：生涯学習領域別プログラム（

医療・介護保険部

年現在、理学療法士免許の保有者数が

る理学療法士が所属しているということも当たり前のようになってき

能力だけでなく、部下や組織のマネジメント能力を求められる管理者やプレイングマネジャーという立場

も必然的に増加し

また、マネジメントをする際に誰しもが有しておくべき普遍性が高く基礎になるよう

り、それらを学ぶことでその組織の進むべき方向性が見えてくる可能性は大いにある

愛仁会本部の大垣先生と

というキーワードを若手のリーダーやミドルマネジャーにもわかりやすくお伝えしたいと思って

講義とグループワークを通して、マネジメントというものが何なのかその本質に迫り、

を少しでも晴らしませんか

として試行錯誤しながら日々業務に取り組んでいる若手の方々も是非ご参加ください。

マネジメント再考」  

月 1 日（日）9

AP ホールⅡ 

大阪市北区梅田

「大阪駅」中央南口より徒歩

地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札より徒歩

氏（社会医療法人愛仁会

氏（社会医療法人愛仁会

受講費：大阪府理学療法士会員 無料

年 11 月 25 日（

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e00cfa59635258

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。

大阪行岡医療大学 医療学部

H1371025@kio.ac.jp  までお願いします。

単位認定：生涯学習領域別プログラム（

医療・介護保険部ミドルマネジメント

年現在、理学療法士免許の保有者数が

る理学療法士が所属しているということも当たり前のようになってき

能力だけでなく、部下や組織のマネジメント能力を求められる管理者やプレイングマネジャーという立場

増加し、各職場で組織運営や部下の教育に悩まれている方も多いのでは

マネジメントをする際に誰しもが有しておくべき普遍性が高く基礎になるよう

り、それらを学ぶことでその組織の進むべき方向性が見えてくる可能性は大いにある

の大垣先生と

というキーワードを若手のリーダーやミドルマネジャーにもわかりやすくお伝えしたいと思って

講義とグループワークを通して、マネジメントというものが何なのかその本質に迫り、

を少しでも晴らしませんか。トップマネジャーだけでなくチームリーダーやミドルマネジャ

として試行錯誤しながら日々業務に取り組んでいる若手の方々も是非ご参加ください。

9時 30 分～1

 

大阪市北区梅田 1－12－

「大阪駅」中央南口より徒歩 2分

地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札より徒歩

社会医療法人愛仁会 

社会医療法人愛仁会 

無料  ／ 

日（月）正午まで（定員になり次第終了）

mailer.jp/fms/e00cfa59635258

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。

医療学部 理学

までお願いします。

単位認定：生涯学習領域別プログラム（管理・運営

ミドルマネジメント

年現在、理学療法士免許の保有者数が 17 万人を超え、一つのリハ科や事業所に数十人を超え

る理学療法士が所属しているということも当たり前のようになってき

能力だけでなく、部下や組織のマネジメント能力を求められる管理者やプレイングマネジャーという立場

、各職場で組織運営や部下の教育に悩まれている方も多いのでは

マネジメントをする際に誰しもが有しておくべき普遍性が高く基礎になるよう

り、それらを学ぶことでその組織の進むべき方向性が見えてくる可能性は大いにある

の大垣先生と高槻病院の山木

というキーワードを若手のリーダーやミドルマネジャーにもわかりやすくお伝えしたいと思って

講義とグループワークを通して、マネジメントというものが何なのかその本質に迫り、

トップマネジャーだけでなくチームリーダーやミドルマネジャ

として試行錯誤しながら日々業務に取り組んでいる若手の方々も是非ご参加ください。

16 時 50 分（受付

－12 東京建物梅田ビル地下

分 

地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札より徒歩 2分

 愛仁会本部

 高槻病院）

 その他 3,000

正午まで（定員になり次第終了）

mailer.jp/fms/e00cfa59635258

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。 

理学療法学科 

までお願いします。 

管理・運営）10

ミドルマネジメント

医療・介護保険部

万人を超え、一つのリハ科や事業所に数十人を超え

る理学療法士が所属しているということも当たり前のようになってきました。

能力だけでなく、部下や組織のマネジメント能力を求められる管理者やプレイングマネジャーという立場

、各職場で組織運営や部下の教育に悩まれている方も多いのでは

マネジメントをする際に誰しもが有しておくべき普遍性が高く基礎になるよう

り、それらを学ぶことでその組織の進むべき方向性が見えてくる可能性は大いにある

山木先生をお迎えして

というキーワードを若手のリーダーやミドルマネジャーにもわかりやすくお伝えしたいと思って

講義とグループワークを通して、マネジメントというものが何なのかその本質に迫り、

トップマネジャーだけでなくチームリーダーやミドルマネジャ

として試行錯誤しながら日々業務に取り組んでいる若手の方々も是非ご参加ください。

分（受付 9時 0

東京建物梅田ビル地下

分 

愛仁会本部） 

） 

3,000 円 

正午まで（定員になり次第終了）

mailer.jp/fms/e00cfa59635258 

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 

 山野宏章 宛

10 ポイント認定

ミドルマネジメント研修会

医療・介護保険部

万人を超え、一つのリハ科や事業所に数十人を超え

ました。こういった状況下で、臨床

能力だけでなく、部下や組織のマネジメント能力を求められる管理者やプレイングマネジャーという立場

、各職場で組織運営や部下の教育に悩まれている方も多いのでは

マネジメントをする際に誰しもが有しておくべき普遍性が高く基礎になるよう

り、それらを学ぶことでその組織の進むべき方向性が見えてくる可能性は大いにある

先生をお迎えして「組織運営」「教育」「労

というキーワードを若手のリーダーやミドルマネジャーにもわかりやすくお伝えしたいと思って

講義とグループワークを通して、マネジメントというものが何なのかその本質に迫り、

トップマネジャーだけでなくチームリーダーやミドルマネジャ

として試行錯誤しながら日々業務に取り組んでいる若手の方々も是非ご参加ください。

00 分～） 

東京建物梅田ビル地下 2階  

正午まで（定員になり次第終了） 

宛         

ポイント認定 

研修会 

医療・介護保険部 部長 山野

万人を超え、一つのリハ科や事業所に数十人を超え

こういった状況下で、臨床

能力だけでなく、部下や組織のマネジメント能力を求められる管理者やプレイングマネジャーという立場

、各職場で組織運営や部下の教育に悩まれている方も多いのでは

マネジメントをする際に誰しもが有しておくべき普遍性が高く基礎になるよう

り、それらを学ぶことでその組織の進むべき方向性が見えてくる可能性は大いにある

「組織運営」「教育」「労

というキーワードを若手のリーダーやミドルマネジャーにもわかりやすくお伝えしたいと思って

講義とグループワークを通して、マネジメントというものが何なのかその本質に迫り、

トップマネジャーだけでなくチームリーダーやミドルマネジャ

として試行錯誤しながら日々業務に取り組んでいる若手の方々も是非ご参加ください。 

 

         

 

山野 宏章 
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こういった状況下で、臨床

能力だけでなく、部下や組織のマネジメント能力を求められる管理者やプレイングマネジャーという立場

、各職場で組織運営や部下の教育に悩まれている方も多いのでは

マネジメントをする際に誰しもが有しておくべき普遍性が高く基礎になるよう

り、それらを学ぶことでその組織の進むべき方向性が見えてくる可能性は大いにある

「組織運営」「教育」「労

というキーワードを若手のリーダーやミドルマネジャーにもわかりやすくお伝えしたいと思って

講義とグループワークを通して、マネジメントというものが何なのかその本質に迫り、日頃の悩

トップマネジャーだけでなくチームリーダーやミドルマネジャ

万人を超え、一つのリハ科や事業所に数十人を超え

こういった状況下で、臨床

能力だけでなく、部下や組織のマネジメント能力を求められる管理者やプレイングマネジャーという立場

、各職場で組織運営や部下の教育に悩まれている方も多いのでは

マネジメントをする際に誰しもが有しておくべき普遍性が高く基礎になるよう

り、それらを学ぶことでその組織の進むべき方向性が見えてくる可能性は大いにある

「組織運営」「教育」「労

というキーワードを若手のリーダーやミドルマネジャーにもわかりやすくお伝えしたいと思って

日頃の悩

トップマネジャーだけでなくチームリーダーやミドルマネジャ


