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「平成 26年度 ＡＤＬ維持向上等体制加算研修」開催のご案内 

 

 

 平素は、本会事業活動につきまして、ご支援とご協力をいただき厚く御礼申し上

げます。 

 さて、平成 26 年度診療報酬改定は、重点課題に掲げられている「医療機関の機

能分化･強化と連携､在宅医療の充実等」にもあるように、「在宅医療の充実」に力

を入れた改定になりました。その 1つの取組として、入院患者の在宅への移行を推

進するために、入院中の患者の ADL維持・向上を目的とした「ADL維持向上等体制

加算」が新設されました。 

当会では、「ADL維持向上等体制加算」の施設基準の要件に合致した、医師を対

象としたリハビリテーションに係る研修を開催することにいたしましたので、ご案

内いたします。 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】　公益社団法人 全日本病院協会　事務局　久下・上田・向井・祝
　　〒101-8378　東京都千代田区猿楽町2-8-8 住友不動産猿楽町ビル7Ｆ
　　TEL：03-5283-7441　　FAX：03-5283-7444
　　E-mail：kuge@ajha.or.jp



「平成２６年度 ＡＤＬ維持向上等体制加算研修」実施要領 

 

１．主  催  公益社団法人 全日本病院協会 

 

２．開催日時  ① 第１日目 平成２６年７月５日（土） １３：００～１８：２５ 

       ② 第２日目 平成２６年７月６日（日） １０：００～１６：２０ 

 

３．会  場  公益社団法人 全日本病院協会 大会議室１・２ 

  〒１０１-８３７８ 東京都千代田区猿楽町２－８－８ 

                       住友不動産猿楽町ビル７Ｆ 

 

４．参 加 費  会 員：３０，０００円（2日分受講料、テキスト代を含む） 

        非会員：４０，０００円（2日分受講料、テキスト代を含む） 

 

５．対  象  リハビリテーション医療に関する３年以上の経験を有している医師 

 

６．定  員  １５０名（先着順） 

 

７．研修内容 

  平成２６年度診療報酬改定で新設された「ＡＤＬ維持向上等体制加算」の施設基準の

要件となっている「医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療に関

する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、２日以上かつ１０時間

以上の研修期間で、修了証が交付されるもの」に合致する研修であり、２日間の研修

終了後に当研修を受講した方に「修了証」を発行いたします。 

 

８．申込方法 

  別紙「お申込用紙」に必要事項をご記入の上、全日病事務局へＦＡＸにてお申込みく

ださい。 

  事務局にて確認後、「確認書・参加料お振込みのご案内」を送信いたします。 

   ※定員を超えている場合には、事務局よりご連絡いたします。 

 

９．締 切 日   

平成２６年６月２０日（金） 定員に達し次第、締め切りとなります。 

 

10．そ の 他 

 ・交通・宿泊については、各自でご手配願います。 

・参加申込の際にお送りいただいた個人情報は、適切に処理し、本研修の目的以外には

使用いたしません。 

・２日目は昼食をご用意してあります。※１日目は昼食を済ませてからご来場ください。 



  

平成２６年度 「ADL維持向上等体制加算研修」プログラム 

 

 

平成 2６年７月５日（土）   

時   間 研 修 項 目 目的・内容 担当講師 

13:00 ～ 13:05 （5分） 開催の挨拶   猪口雄二 

13:05 ～ 14:05 （60分） 
リハビリテーション概論につい

て 

急性期からのリハ

ビリテーションの

目的、障害の考え

方、チームアプロー

チ等 

小笠原真澄 

14:05 ～ 15:05 （60分） 
リハビリテーション治療法につ

いて 

運動療法、作業療

法、言語聴覚療法、

義肢装具療法及び

薬物療法等 

小笠原真澄 

15:05 ～ 15:10 （10分） 休憩     

15:10 ～ 16:10 （60分） 
リハビリテーション評価方法に

ついて 

評価の意義、リハビ

リテーションに必

要な評価等 

和田直樹 

16:10 ～ 17:10 （60分） 
リハビリテーション処方につい

て 

リハビリテーショ

ン処方の実際、患者

のリスク評価、リハ

ビリテーションカ

ンファレンス等 

鈴木大雅 

17:10 ～ 17:20 （10分） 休憩   

17:20 ～ 18:20 （60分） 
呼吸器疾患に対するリハビリテ

ーションについて 
 福島康次 

18:20 ～ 18:25 （5分） 事務連絡  事務局 

1 日目の研修時間 300 分 ※左記の研修時間に「休憩時間等」は含まれておりません。 

※プログラム内容は、変更になる場合があります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

平成 2６年７月６日（日）   

時   間 研 修 項 目 目的・内容 担当講師 

10:00 ～ 11:00 （60分） 
脳・神経系疾患（急性期）に対す

るリハビリテーションについて 
 鈴木大雅 

11:00 ～ 12:00 （60分） 

心臓疾患（CCUでのリハビリテーシ

ョンを含む）に対するリハビリテー

ションについて 

 広瀬 健 

12:00 ～ 13:00 （60分） 昼食   

13:00 ～ 14:00 （60分） 
運動器系疾患に対するリハビリ

テーションについて 

関節・脊椎疾患の管

理等 
野原 裕 

14:00 ～ 15:00 （60分） 

周術期におけるリハビリテーシ

ョンについて（ICUでのリハビリ

テーションを含む） 

術前・術後の疼痛管

理等 
山口重樹 

15:00 ～ 15:10 (10分） 休憩   

15:10 ～ 16:10 （60分） 
高齢者を含む包括的リハビリテ

ーションについて 

心理状態・廃用症候

群の管理等 
古市照人 

16:10 ～ 16:20 (10分） 総括  猪口雄二 

２日目の研修時間 300 分 ※左記の研修時間に「休憩時間等」は含まれておりません。 

※プログラム内容は、変更になる場合があります。ご了承いただけますようお願い申し上げます。 

【講師一覧】 

猪口 雄二：全日本病院協会 副会長 

      医療法人財団寿康会寿康会病院 理事長 

小笠原真澄：獨協医科大学医学部リハビリテーション科学講座 非常勤講師 

日本リハビリテーション医学会専門医・指導医 

 和田 直樹：群馬大学医学部リハビリテーション科学講座 講師 

       日本リハビリテーション医学会専門医・指導医 

       日本神経内科学会専門医・指導医 

 鈴木 大雅：獨協医科大学医学部リハビリテーション科学講座 助教 

       日本リハビリテーション医学会専門医・指導医 

 福島 康次：獨協医科大学医学部越谷病院呼吸器内科学講座 主任教授 

       日本内科学会総合内科専門医・指導医 

       日本呼吸器学科専門医・指導医 

       日本アレルギー学会専門医・指導医 

 広瀬 健 ：獨協医科大学医学部リハビリテーション科学講座 非常勤講師 

       日本循環器学会循環器専門医 

       日本心臓リハビリテーション学会心臓リハビリテーション指導医 

       日本麻酔科学会麻酔科指導医 

 野原 裕 ：獨協医科大学副学長 

       元獨協医科大学医学部整形外科学講座 主任教授 

       日本整形外科学会専門医 

 山口 重樹：獨協医科大学医学部麻酔科学講座 主任教授 

       日本麻酔科学会麻酔科指導医 

       日本ペインクリニック学会ペインクリニック専門医 

       日本緩和医療学会暫定指導医 

古市 照人：獨協医科大学医学部リハビリテーション科学講座主任教授 

      日本リハビリテーション医学会専門医・指導医 

      日本老年医学会指導医       



 

平成２６年度ＡＤＬ維持向上等体制加算研修 会場案内図 
 

 

会場：公益社団法人 全日本病院協会 大会議室１・２ 

〒101-8378 東京都千代田区猿楽町 2-8-8住友不動産猿楽町ビル7F 

    TEL：03-5283-7441  FAX：03-5283-7444 

 

 
 
 

 
交通手段 

JR総武線・都営三田線「水道橋」駅下車 

徒歩４分 




