
平成 25 年度 第 4 回広報委員会報告書 

 

日時：平成 26 年 1 月 14 日（土）17：00-18：00（web 会議） 

出席者：梅尾さやか，梅津博道，大野重雄，川上千之，槌田義美，横串算敏，山鹿眞紀夫 

  [三輪書店]大島 登，中山恭子，木次谷 僚［事務局］吉野信一 

 

1．報告事項 

 1）日本リハ病院施設協会第 4回理事会報告（H25/11/12;千葉幕張 略） 

①委員会活動報告,②他団体協議会活動報告,③その他 

2）協会誌編集進捗状況 

①協会誌 144 号(1 月号) 

特集 1 -認知症対策検討委員会/協会認知症アンケート結果報告･分析(宮里先生) 

特集 2 -第 1 回研修会(H25/12/7) 

「地域包括ケアとリハビリテーション」(老人保健課長 迫井氏/横串委員長) 

「今後の地域医療のあり方とリハ医療に期待すること」 

(大臣官房企画官 佐々木氏/大野委員) 

「診療報酬改定に向けた要望」(山鹿先生) 

特集 3 -H25 リハ看護学会報告(H25/10/25-26)(梅尾委員) 

その他 

 H25 第 4 回理事会 (H25/11)  

時流を読む(川上委員) 

書籍･調査資料 HP 掲載  

関連施設紹介(船橋市立リハ病院、霞ヶ関南病院) 

連載コラム(長谷川先生),書籍紹介(川上委員),巻頭言(宮井先生),編集後記(川上委員) 

②協会誌 145 号(リハケア合同研究大会特集号) ：3 月～4月に発刊 

 リハケア千葉大会概要報告(梅津大会長) 

大会長講演(梅津大会長) 

基調講演(大田先生/横串委員長) 

協会主催シンポ(梅津祐先生) 

開催地企画シンポ(梅津大会長) 

リレー講演：急性期(宮越先生/横串委員長) 

回復期(近藤先生/大野委員) 

在宅(堀見先生/槌田委員) 

終末期(桑田先生/梅尾委員) 

教育講演(栗原先生/横串委員長) 

模擬カンファ(江尻さん) 

優秀演題(梅津大会長) 

 3）継続審議：協会内病院施設調査 



2．協議事項 

1）協会誌発刊と編集 

① 協会誌発刊時期と発刊号呼称について 

     研修会（12 月と 3 月）記事の編集には最低 1 ヶ月間が必要なため，1 月号/4 月号は発

刊が 1ヶ月遅くなる。 

→以下の 2案を検討。 

(a) 通巻号数に月数を入れる/144 号（1月号 or2 月号） 

   [意見] 

・通巻号のみとし、月数を削除する。 

1 月号/4 月号は発刊が 1ヶ月遅くなり、2月／5月の発刊となる。 

   ・通巻号に発刊した月数を入れる。 

定期発刊月数である 1月/4 月にこだわらず、発刊した月(2 月／5月)を入れる。 
・月号数は従来通りとし 1－2 月程度の遅れは許容内とする。 

 (b) 通巻号数に季節名を入れる 

     [意見] 

・発刊日が定期発刊月より、遅れても違和感がないように春/夏/秋/冬号に変更する。 

・実質季刊誌となるので春夏秋冬号とする。 

（季節名を入れることで季節感があり、印象がよい。） 

・季節名（春/夏/秋/冬号）を入れることで、表紙絵を選定する際に季節を考慮する必

要がある。 

※上記の 2案の意見を理事会に諮り、判断は会長に委ねる。（1/17 理事会で通巻号数

に季号を入れるよう決定） 

※発刊号呼称は、146 号から変更する。 

② 研修会，シンポジウムのテープ起こし予算化 

(a) テープ起こし費用は、リハケア大会 15 万円，研修会（2回）6万円 約 20 万円である。 

テープお越し費用は、次年度から予算化する。（1/17 理事会で決定） 

(b) 業者選定は、事務局に一任する。 

(c) テープお越し後の記録データ編集は、広報委員以外の先生や研修会担当地区の人にもお

願いする。  

③ 新コラム案 

(a) 東日本大震災からの復興 

及川先生(東八幡平病院)に 4～5回予定で依頼する。（1/17 理事会で承認） 

(b) 障がい受容「復活の朝」 

岡本先生(札樽病院)にコラムとして 4～5回予定で依頼する。 

(d) リレーコラムとして当事者の掲載は可能である。(三輪書店) 

(e) 今後、委員は、当事者のコラム案を提案する。 

 

 

 



 

2）協会誌編集予定 

①  協会誌 146 号(4 月号) 

(a) H25 第 5 回理事会(H26/1/17) 

(b) H25 第 6 回理事会(H26/3/7) 

(c) 特集 1-第２回研修会 H26/3/8 (診療報酬関連)概要 

   研修会担当：梅津祐先生（小倉リハ病院） 

講師には事前に原稿を依頼する（最低限レジメを依頼する）。 

(d) 特集 2 -通所リハと通所介護「生活機能チェックリスト」(大井先生) 

(e) 特集 3 -リハ看護（H25/11 リハケア千葉特別企画シンポ） 

「リハにおける倫理的意思決定への支援」（梅尾委員） 

(f) 時流を読む(槌田) 

   国会や医療/介護保険制度の改正など  

  （g）その他 

・他団体活動報告 

・関連施設紹介(森之宮病院、東八幡平病院) 

・連載コラム 12 回（長谷川先生は、今回で終了） 

・巻頭言(未定) 

・書評（未定） 

・表紙（未定） 

・編集後記(梅尾委員) 

・研究会案内 

② 協会誌 147（7 月号) 

(a) H26 第 1 回理事会(H26/5)/評議員会/定時総会 

(b) 新体制紹介 

(c) 特集 1 -座談会（H26/3）:「地域包括ケアにどう向き合うか」 

     日  時：3 月 7 日（金）13：30～15：00 

場  所：東京ステーションコンファランス 

参加者：PT 会長、OT 会長、ST 会長 

インタビュアー：梅尾委員、槌田委員 

内 容：2025 年地域包括ケアシステム構築に向け、3 協会が組織として地域包括ケア

にどう向き合うか、特にリハスタッフの役割や教育の問題に焦点をあてて、

座談会を開催する。 

 地域包括ケアを推進するに当たっての各協会の方針と取り組みについて 

 人材育成について 

(d) 特集 2-障害児者リハ調査報告（武居先生） 

(e) 特集 3-地域医療と在宅リハ(H26/6) 

訪問リハ大会特別講演「地域包括ケアシステムと訪問リハ」 

（f）時流を読む(梅尾委員) 



（g) その他 

・連載コラム 

・関連施設紹介（湯布院厚生年金病院、未定） 

・他団体活動報告,巻頭言,書評,研究会案内,編集後記 

③ 協会誌 148 号(10 月号) 

(a) H26 第２回理事会(H2/7) 

(b) H26 第 3 回理事会(H27/9) 

(c) 特集 1 -リハケア長崎大会長所感(栗原先生) 

(d) 特集 2 -日リハ，三士会大会報告 

  大会長に原稿を依頼する 

(e) 特集 3 -全国ディ・ケア研究大会，全国地域リハ合同研修会報告 

(f) 特集 4 -10 団体活動総括 or 介護保険関連（keyword-生活支援，地域ケア会議） 

(g) 時流を読む（梅津委員） 

「介護保険法改正」など 

(h) その他 

他団体活動報告,関連施設紹介,連載コラム,巻頭言,書評,研究会案内,編集後記 

④ 協会誌 149 号(1 月号) 

   （a）特集 1 -第 1 回研修会(H26/12):「介護保険とリハ」 

(keyword-地域支援事業，介護予防，短時間通所リハ等) 

(b) 介護報酬改定に向けた要望 

(c) その他 

時流を読む, 関連施設紹介,連載コラム,書籍紹介,巻頭言,編集後記 

 

  ⑤その他 

   「山鹿先生より提案」 

   （a）認知症の論文が、多く投稿されているので、要旨やプロダクトを掲載したらどうか 

⇒ 事務局で把握しているので、後日まとめて委員へ報告する。 

   (b) 4 月に事務職研修会が開催されるが、何らかの形で掲載したらどうか 

   ※（a）(b)は、次回の会議で検討する。 

 

3）次回会議予定 

H26 第 5 回広報委員会 H26/3/7(金)12:30-13:30 

場 所：東京ステーションコンファレンス 

 

 

 

 


