
平成 27 年度 第 1 回広報委員会 

 

日時：平成 27 年 5 月 22 日(金)11：30～秋葉原 UDX 6F 会議室 

出席者：大野重雄，槌田義美，横串算敏  

[三輪書店]大島登，木次谷僚，高野裕紀 

欠席者：梅尾さやか，梅津博道，梅津祐一，川上千之 

 

【議 題】 

1．報告事項 

1）平成 26 年第 6 回理事会報告（H27-3-13.東京ベルサール八重洲） 

(1)委員会活動報告.広報委員会 H26 活動報告 

(2)リハ職派遣協力体制組織化 

(3)リハ 5団体会議へ参加 

(4)リハケア神戸大会，その他 

 

2）協会誌編集進捗状況 

協会誌 149 号(H27.2 冬号)  

(1)巻頭言(山本伸一先生) 

(2)H26 第 4 回理事会(H26.11.5)，第 5回理事会(H27.1.16) 

(3)特集－①第 1回リハ研修会（H26.12.13）. 講演 村井千賀氏 (編集:横串委員長) 

②全国デイケア大会(H26.7.5). 講演 大西康之先生 

「内から見たデイケア･外から見たデイケア」 (編集：梅津博委員) 

(4)報告－①口腔リハ推進委員会 角町正勝先生(H26.11.7 リハケア長崎特別企画リレー講演) 

②第 26 回日本リハ看護学会報告(H26.11.28-29 倉敷リハ.淺野文枝氏) 

(5)コラム－①「ありのままのこころ」第 3回（岡本先生） 

②「復興の足音」第 4回（及川先生） 

(6)関連施設紹介（いわてリハセンター，沖縄リハセンター病院） 

(7)潮流を読む(横串委員長) 

(8)編集後記(槌田委員) 

協会誌 150 号(H27.3 リハケア長崎特集)  

(1)リハケア長崎大会概要報告(栗原大会長) 

(2)大会長講演(栗原大会長) 

(3)基調講演.山口昇先生 

「地域包括ケアシステム構築に向けて私達が大切にしなければならないこと」 

(編集：横串委員長) 

(4)長崎地域リハ物語 1.松坂誠應先生「第１章実践史編」(編集：横串委員長)， 

長崎地域リハ物語 2,3 シンポ(編集：井川吉徳氏，井口 茂 氏) 

長崎地域リハ物語 4.鼎談「第 4章つなぐ編」(編集：大野委員) 



(5)特別講演①水間正澄先生「リハ医療と地域包括ケア」(編集：梅津委員) 

特別講演②松田晋哉先生「地域包括ケアにおける看護の役割」(編集：梅尾委員) 

(6)優秀演題紹介 

(7)編集後記(川上委員) 

 

3）継続審議：協会内病院施設調査 

 

2．協議事項 

1) H27 広報委員会活動計画 

①広報委員会:年 3回開催（第 1回−H27.5.22,第 2 回−H27.10.1,第 3 回−H28.1-2 web) 

②広報委員 3名増員 

PT 協会:斉藤秀之氏（筑波記念病院.PT 協会副会長） 

OT 協会:清水順市氏（東京工科大学保健医療学部.OT 協会理事） 

ST 協会:内山量史氏（春日居サイバーナイフ･リハ病院.ST 協会副会長） 

③活動計画 

(1)年間定期発行回数は 5回（リハ・ケア合同研究大会神戸特集号を含む） 

(2)理事会，委員会活動等の協会活動の迅速な広報 

(3)診療報酬改定，医療介護総合確保法の解説等:「潮流を読む」 

(4)インタビュー「介護報酬改定と地域包括ケアシステム構築」 

日時：7 月 22 日（水曜日）午前 11：00～12：00  

出席者：栗原正紀会長，齊藤正身副会長 

司会・編集：川上委員 

 (5)新企画：コラム「私の備忘録（仮題）」 

名誉会長，顧問にお願いする。初回は大田仁史先生に依頼する。 

※コラムは「私の備忘録（仮題）」で，先輩から後輩へ（どうしてこの道に進んだのか）,

座右の銘，人生を決めた一言，今だから話せる話，ワークライフバランスの秘訣など 

自由なテーマのリレーエッセイで当協会の名誉会長，顧問の先生に執筆を依頼する。地

域リハビリテーション活動に携わる後進に向けてのメッセージをいただき，世代間の交

流の一助にもなればと考えている。新コラムの掲載は，冊子が年間５（通常号４）冊と

いうことを考えると，例えば著者を 4人揃えれば各先生年 1回のご執筆で済む。8人い

れば 2年に 1回となる。(横串委員長) 

(6)ボクの工夫・私の工夫 

退院後の電話による栄養管理指導（札幌西円山病院 橋本茂樹先生） 

(7)書評 

・「介護予防と介護期・終末期リハビリテーション（荘道社）」著者 大田仁史先生 

（書評：川上委員） 

・「誰でもできる心のケア」著者 南雲直二先生（書評：川上委員） 

・「脳卒中のリハビリテーション」（書評：大野委員）：期限 9月までに 

・「臨床 OT ROM 治療」（書評：槌田委員）：期限 9月までに 



 

2)協会誌編集 

協会誌 151 号(H27.5 春号)  

(1)会長年頭所感（巻頭言兼） 

(2)H26 第 6 回理事会(H27.3.13)，H27 第 1 回理事会（H27.5.22） 

(3)特集－1 第 2 回研修会報告（H27.3.14） 

①第 2回研修会報告(編集：梅津祐常務理事) 

②通所リハ「岡野英樹氏」（編集：川上委員） 

③訪問リハ「鈴木修氏」（編集：槌田委員） 

④介護老人保健施設「平川博之氏」（編集：大野委員） 

(4)報告 

①災害リハ対策委員会 近藤国嗣先生(H26.11.6 リハケア長崎特別企画) 

②全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会ブロック大会岩手(H27.3.21) 

（→夏号へ） 

③第 25 回回復期リハビリテーション病棟協会研究大会愛媛(H27.2.27-28) 

(5)コラム－①「ありのままのこころ」第 4回（岡本先生） 

(6)関連施設紹介（旭神経内科リハ病院，リバーサイド御薬園） 

(7)潮流を読む(大野委員) 

(8)編集後記(横串委員長) 

協会誌 152 号(H27.8 夏号) 

(1)巻頭言 

      ST 協会会長 深浦順一先生…1ページ（1,400 字程度） 

(2)表紙 

 トマト 横串委員紹介…1ページ 

(3)H27 年第 2回理事会(H27.7.22)，H27 年定時総会議事録(H27.5.22) 

（4）特集－1  SW･CM 研修会(H27.4.25)  ※編集期限 6月まで 15～20 ページ？ 

①関連職種が果たすべき地域連携･地域リハ(浜村明徳先生)（編集：横串委員長） 

②シンポジウム 

・地域リハ実践に学ぶ「江尻和貴氏」（編集：梅津博委員） 

・介護保険改正と地域リハの重要性を通して「水上直彦氏」（編集：梅尾委員） 

・地域リハと対人援助スキルの必要性「佐原まち子氏」（編集：清水委員） 

   （5）特集－2 リハケア合同研究大会神戸 2015 大会長に聞く（太田利夫 副大会長）  

→6/30 締切 

  (6)報告 

①委員会活動報告（障害児･者リハのあり方検討委員会） 

…4 ページ（横串先生よりご進捗についてお伺い） 

②H27年第 52回日本リハビリテーション医学会学術集会報告…1ページ（1200字＋写真） 

             里宇明元先生に依頼し，執筆いただけない場合は大野委員が執筆する。 

（事務局に確認を依頼） 



③H27 年 PT･OT･ST 年次大会報告 …各 1ページ（1,200 字+写真） 

  ST（遠藤佳子），OT（古川 宏），PT（内山 靖）大会長 

④新理事紹介：田中志子先生 

⑤新広報委員紹介：斉藤委員，清水委員，内山委員…1/4 ページ（250 字程度+顔写真） 

(7)コラム 

①「ありのままのこころ」第 5回（岡本先生）…1ページ 

②「私の備忘録（仮題）」大田仁史先生 …1ページ（1,500 字＋写真 1枚） 

※執筆期間が難しければ次号から開始 

(8)潮流を読む(川上委員)…2ページ 

(9)関連施設紹介（東京湾岸リハ病院，熊本託麻台リハ病院）各 2ページずつ、計 4ページ 

(10)編集後記(梅尾委員)…1ページ 

協会誌 153 号(H27.11 秋号) 

(1)巻頭言 

未定 

 (2)表紙 

      おかげさまで（萩田浩一様）梅尾委員紹介…1ページ  

(3)H27 第 3 回理事会(H27.9) 

（4）特集－1 インタビュー：「介護報酬と地域包括ケアシステム構築」 

 (5)報告 

①委員会活動（在宅支援対策委員会） 

    ②全国デイ・ケア研究大会広島(H27.7.24-25)…1 ページ（1,200 字＋写真） 

会長講演「認知症と通所系ケア～出かけよう私の席がある～（平川晃先生）」 

※大会レポートと講演の両方を掲載予定 

※主催団体、大会本部（録音のお願いも含む）、講演者の許諾のうえ掲載 

③全国地域リハ合同研修会茨城(H27.7.19-20)報告…1ページ（1,200 字＋写真） 

 招待講演「地域包括ケアシステム推進における地域リハ支援体制の役割」 

（澤村誠志先生） 

※大会レポートと講演の両方を掲載予定 

※主催団体、大会本部（録音のお願いも含む）、講演者の許諾のうえ掲載 

※素起こし・編集：内山委員，斉藤委員（②③をどちらにお願いするかは未定） 

(6)コラム 

①「ありのままのこころ」第 6回（岡本先生）…1ページ 

②「私の備忘録（仮題）」未定…1ページ（1,500 字＋写真 1枚） 

(7)潮流を読む(槌田委員)…2ページ 

(8)関連施設紹介（鶴巻温泉病院，長崎県立島原病院）各 2ページずつ、計 4ページ 

(9)編集後記（梅津博委員）…1ページ 

協会誌 154 号(H28.2 冬号) 

（1）巻頭言 

未定 



(2)表紙 

 橋田俊克様（熊本機能病院）…１ページ 

（3）H27 第 4 回理事会(H27.11.5)，H27 第 5 回理事会(H28.1.16) 

(4) 特集-1 第 1 回研修会(H27.12):診療報酬改定と地域リハ(未定)…10～15 ページ 

    （編集：大野委員，川上委員）  

（5)報告 

①委員会活動（医療・介護連携） 

②第 27 回日本リハ看護学会報告 (H27.11.20-21) 

  大会長へ執筆を依頼（粟生田友子先生）…1ページ 

(6)コラム 

①「ありのままのこころ」第 7回（岡本先生）…1ページ 

②「私の備忘録（仮題）」未定…1ページ（1,500 字＋写真 1枚） 

(7)潮流を読む（梅尾委員）…2ページ 

(8)関連施設紹介（山梨リハ病院，諏訪の杜病院）各 2ページずつ、計 4ページ 

(9)編集後記（大野委員）…1ページ 

協会誌 155 号（H28.3 リハケア神戸特集） 

     (1)プログラム公開後に ML 等で掲載講演を決定 

 

3．その他 

1)表紙   

156 号（春号）田中素子様（横串委員） 

157 号（夏号）萩田浩一様（梅尾委員） 

2)事務局と三輪書店の業務整理について 

事務局が行っていた下記業務を三輪書店が代行する。 

・学会・研究会レポート・巻頭言・連載などの依頼（諾否確認，催促含む） 

※詳細は双方で打ち合わせ 


