
  

2021 年 9 月吉日 

各位 

一般社団法人 埼玉県作業療法士会 
会長 宇田 英幸 

地域包括ケア推進部長 野村 健太 
 

令和 3 年度 埼玉県作業療法士会主催  
多職種連携による退院支援セミナー 
～地域の架け橋となれる作業療法士へ～ 

 
拝啓 時下，皆様におかれましては益々御健勝のこととお喜び申し上げます． 
地域包括ケアシステムに資する作業療法士の育成において，当士会はこれまで様々な研修の開催や広

報活動を行ってまいりました．地域への移行は，多職種で切れ目なく連携させていくことが重要です．し

かし，多職種連携の取り組みは，各地域で奮闘中であり，今後も当事者への最適な支援について継続的に

議論する必要があります．加えて，新型コロナウィルスの感染予防により，これまで行えていたことを控

えざるを得ないことも現状です． 
 そこで，本研修では，当事者が退院する際に，実践可能で最適な支援が出来ることを目的に，その分野

のスペシャリストである看護師と作業療法士の 2 名の講師にご教授頂きます．また，当研修は受講者参

加型の内容となっており，実際の困り事や悩み事を参加者と講師が共有し，打開策を見いだせればと考え

ております．実際の退院支援の業務に携わっている方々だけでなく，これから関与を考えている方々，も

しくは興味のある方々など，参加をお待ちしております．                  敬具 
記 

１． 日時：2021 年 12 月 5 日（日） 13：00～16：30（Zoom 開始 12 時 30 分～） 

２．参加形式：オンライン 

Zoom（Web 会議ツール）を使ったオンラインでの研修会となります．スマートフォンでの参加
も可能ですが，資料の閲覧のために画面共有を行うこともありますので，PC等での参加をお勧め
します．また，光回線もしくはその他の固定回線経由の wifi をお勧めいたします．尚，通信料は自
己負担になりますので，ご了承ください（1 時間で 600MB程度）． 

３．対象：作業療法士（日本作業療法士協会会員は生涯教育ポイント２ポイントの対象となります）      
障がい当事者（主な対象は作業療法士ですが，障がい当事者の方々もご興味あればぜひご参
加いただければと思います） 

４．定員：100 名（先着順：定員になり次第締め切りとさせていただきます） 

５．参加費用：無料（埼玉県士会員および他県士会員，障がい当事者） 

＊士会非会員，その他の方は 4,000円になります 

６．参加申し込み・参加方法 ＜参加費払込期限：2021 年 11 月 26 日（金）＞          

参加申し込みは，下記ＱＲコードまたはＵＲＬから申込みサイトへアクセスし，参加費が必要な方

はオンラインで決済して下さい．研修４日前までに、研修会資料と Zoom のミーティング ID とパス

ワード、配布資料を研修会参加申し込み時に記載されたメール宛てにお送り致します。 

【注意事項】研修会の録音・録画，資料の譲渡はご遠慮ください．また，万全を期しますが，予期せぬト

ラブルが起こりえた場合は，録画した動画を後日ご覧になる事が出来ます 



  

宇都宮 宏子 氏（在宅ケア移行支援研究所 宇都宮宏子オフィス 代表） 

・1980年 京都大学医療技術短期大学部 看護学科卒業 

・1992年 京都の訪問看護ステーションで勤務 

・2002年 京大病院地域ネットワーク医療部で活動 退院支援 3 段階プロセスを開発 

・2012年 起業独立（病院の在宅移行支援、地域の医療介護連携，在宅医療・看取り・ACP 等の 

講演，研修，アドバイザー・コンサルテーション活動） 

現在 ・看護師   

・京都大学医学部 人間健康科学学科 非常勤講師    ・聖路加国際大学 臨床教授 等 

７．プログラム（内容は多少変更することがありますのでご了承ください）  
13：00セミナー開始（受付 12：30～） 
13：10～宇都宮宏子先生講義（＊） 

「地域で“暮らし”そして“生ききる”に伴走する～退院支援は人生の再構築を支援すること～」 
14：15～梶原幸信先生講義（＊）  
「作業療法士が退院支援に関わる際の課題とポイント」      
15：20～質疑応答 
16：30セミナー終了             （＊）講義中の質問は随時チャットにて受付けます 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

詳細は埼玉県作業療法士会のホームページにて掲載されますので、ご確認ください。 
また、Facebook や LINE にも掲載されますので、ご確認ください。 

「申し込み等に関するお問い合わせ先」 
E-mail：chiiki.saitama@gmail.com 地域包括ケア推進部 担当：江幡・野村 

参加申込メールフォーム 
～協会会員のＯＴ及び障がい当事者～ 

梶原 幸信 氏（公益社団法人地域医療振興協会 伊東市民病院 作業療法士） 

・1991年 熊本リハビリテーション学院卒業 

 同年   農協共済中伊豆リハビリテーションセンター作業療法科勤務 

・2013年 伊東市民病院 リハビリテーション室勤務  リハビリテーション室長 

・2017年 医療技術部長 兼務 

・2018年 経営戦略室室長補佐 兼務 

・2019年 事務部長補佐 診療支援課 兼務 

現在 ・作業療法士 

   ・一般社団法人 日本作業療法士協会 理事   ・モータースポーツ バリアフリー協会理事 等 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

参加申込メールフォーム 
～その他の作業療法士～ 

https://business.form-mailer.jp/fms/92c09afc132107 https://www.ot-saitama.or.jp/payment/7574/ 

※申し込み後に，ご登録頂いたメールアドレスに必ずご返信しております．30 分経っても返信が無いな
どがありましたら，お手数ですが下記のメールアドレスまでご連絡をお願いいたします． 



地
域
の
架
け
橋

と
な
れ
る

作
業
療
法
士
へ

多
職
種
連
携
に
よ
る

退
院
支
援
セ
ミ
ナ
ー

z

開催日

12/
５

【日曜日】

●開催時間 13：00～16：30

●開催場所

●参加料

●定員●対象者

梶原幸信 氏 宇都宮宏子氏

詳細は埼玉県作業療法士会のホームページにて掲載されますのでご確認ください．
また， Facebook や LINEにも掲載されますので，ご確認ください．

公益社団法人地域医療振興協会

伊東市民病院
作業療法士

在宅ケア移行支援研究所

宇都宮宏子
オフィス代表

オンライン（ZOOM）

埼玉県士会, 他県士会会員,
障がい当事者：無料 非会員：4000 円

100 名作業療法士又は障がい当事者

https://www.ot-saitama.or.jp/
https://www.facebook.com/chiiki.ot/


講師紹介

梶原幸信氏
略歴 ・1991年 熊本リハビリテーション学院卒業

同年 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター作業療法科勤務

・2013年 伊東市民病院 リハビリテーション室勤務 リハビリテーション室長
・2017年 医療技術部長 兼務
・2018年 経営戦略室室長補佐 兼務
・2019年 事務部長補佐 診療支援課 兼務

現在 ・公益社団法人地域医療振興協会 伊東市民病院 作業療法士
・一般社団法人 日本作業療法士協会 理事

・モータースポーツ バリアフリー協会 理事

宇都宮宏子氏
略歴 ・1980年 京都大学医療技術短期大学部 看護学科卒業

・1992年 京都の訪問看護ステーションで勤務
・2002年 京大病院地域ネットワーク医療部で活動 退院支援3段階プロセスを開発
・2012年 起業独立
病院の在宅移行支援、地域の医療介護連携、在宅医療・看取り・ACP等
講演、研修 アドバイザー・コンサルテーション活動

現在 ・在宅ケア移行支援研究所 宇都宮宏子オフィス 代表

・京都大学医学部人間健康科学学科非常勤講師

・聖路加国際大学臨床教授 等

【 申し込み等に関するお問い合わせ 】下記メールアドレスにお問い合わせください

埼玉県作業療法士会 地域包括ケア推進部 E-mail：chiiki.saitama@gmail.com

研修４日前までに研修会資料，ZoomのミーティングIDとパスワード，配布資料を
研修会参加申し込み時に記載されたメール宛てにお送りいたします．

参加の申し込み は

コチラ☞
参加費の払込期限：

2021年 11月 26日 （金）

▼埼玉県士会員・他都県士会員
または障がい当事者

▼その他の作業療法士

プログラム

参加方法

・13：00 セミナー開始
・13：10～ 「地域で“暮らし”、そして“生ききる”に伴走する

～退院支援は人生の再構築を支援すること～」
・14：15～ 「作業療法士が退院支援に関わる際の課題とポイント」
・15：20～ 質疑応答
・16：30 セミナー終了
（講師の先生への質問は随時チャットにて受付けます）

https://www.ot-
saitama.or.jp/payment/7574/

https://business.form-
mailer.jp/fms/92c09afc132107


