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一般社団法人 日本リハビリテーション病院・施設協会 

平成 27 年度第 2回理事会議事録 抄録 

 

Ⅰ．日時：平成 27 年 7 月 22 日（金）15：00～17：00 
Ⅱ．場所：東京丸ビルホール＆カンファレンススクエア 
Ⅲ．出席者：名誉会長：1名，顧問：1名，理事：32 名，監事：1名，事務局：
2名 
 
［内容］ 

1．開会（山鹿常務理事） 

2．会長挨拶（栗原会長） 

 世の中の変化があまり良い方向ではないことを心配しているが，ネガティブ

に考えずに皆さんのお力添えで来年度へむけての活動をしていく所存です．ご

協力をよろしくお願いしたい． 

3．定足数の確認（山鹿常務理事） 

 理事総数 37 名中，出席理事は 32 名，定足数を満たし理事会成立． 

4．議長選出（山鹿常務理事） 

 会長が議長に就任． 

5．議事録署名人選出（栗原会長） 

 議長より佐藤吉沖理事，鈴木龍太理事を推薦し承認． 

6．議事 

(1)各委員会活動について 

１）研修委員会：梅津祐委員長 

 7 月 3 日に事務研修の部会を開催した．リハ・ケア大会での事務部門シンポの

内容が決まりつつある．今後の検討課題として事務部門の管理，運営，人事，

連携，教育などがあるが，その中でもリハ専門職の人事考課の在り方を主なテ

ーマとして早々に取り組んでいきたい．8月中に事務研修についてのアンケート

を実施したいので協力をお願いする． 

②広報委員会：横串委員長 

 協会誌 151 号（平成 27 年 5 月春号）は発行済み．現在 152 号（平成 27 年 8

月夏号）は編集中で，特集は 4月に行われた SW・CM 研修会である．本日「介護

報酬改定と地域リハ」のテーマで会長，副会長の対談を取材した．リハ関連職

に読んでいただきたい内容で，153 号（平成 27 年 11 月秋号）に掲載予定である．

150 号（平成 27 年 2 月冬号）の特集 1 に記事削除があった．関係各位にご迷惑

をかけたことをお詫びする． 
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③災害リハビリテーション対策委員会：近藤委員長 

 内閣府の国土強靱化計画 2015 の中で，発災時の DMAT，JMAT，JRAT の活動が

明文化された．栗原会長が８月のレジリエンス協議会で JRAT の活動をお話しす

る予定である．JRAT の広報委員会で，各都道府県の活動についてのアンケート

を行っているので，その結果をお知らせしていきたい．また各都道府県の活動

に対して先生方のご支援をお願いしたい．JRAT のホームページ上で協会誌 151

号に掲載された災害リハ対策委員会活動報告を転載してよいか検討いただきた

い． 

書店側に版権について問い合わせ，問題なければ理事会としては承認する（栗

原）． 

④口腔リハビリテーション推進委員会：栗原会長 

 医科歯科連携の成果について調査を行うことを考えている．厚労省の医療課

に歯科衛生士の方が入ったと聞いている．医科歯科連携，歯科衛生士の役割に

ついてヒアリングがあったので，今後これに関する施策がなされる可能性があ

るのではないかと思う． 

⑤医療・介護連携対策委員会：徳永委員長 

 在宅支援対策委員会と合同で会議を行ってきた．前回の理事会でその内容を

了解いただいた「医療・介護のスムーズな移行に関するアンケート」調査を web

上で行う予定である． 

⑥在宅支援対策委員会：平田委員長 

 在宅機能低下チェックリストのアンケートの分析を行ったが，CM のリハに対

する認識の分析を再度行い今年度中には報告したい．「スムーズな移行」につい

ての啓発活動についても今年度中にまとめたい．Web アンケートはこれから 1月

の間に行う予定なので，理事には協力をお願いしたい． 

⑦障害児・者リハビリテーション検討委員会：武居委員長 

 6 月 28 日小委員会を開催し，脊髄損傷患者施設アンケートのまとめの確認修

正を行った．誤字脱字の最終チェックを終え次第，冊子にして会員に配布した

い．制度，スタッフの教育，連携などの問題があることが判り，病院施設協会

の先生方の貢献度が高いことも明らかになったのでこの場を借りしてお礼した

い． 

⑧認知症対策委員会：田中委員長 

 短期目標として認知症リハの定義の提案，認知症サポーター要請の支援，中
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期目標として認知症サポートチームの立ち上げ，長期目標として認知症ケアの

効果を科学的に検証し，将来的には診療報酬に訴えていければと考えている． 

(2)リハ・ケア合同研究大会開催候補地について：栗原会長 

 今年は神戸，来年は茨城の予定だが，神戸大会でその次の開催地を決定した

い．開催地は西東と来ており，次は西日本の予定なので手あげしていただきた

い． 

7．報告事項 

(1)議事録承認：山鹿常務理事 

①平成 27 年度第 1回理事会議事録 

 議事録署名：及川理事，鵜飼理事 

②平成 27 年度総会議事録 

 議事録署名：大井理事，太田理事 

(2)他団体協議会活動 

①大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会：栗原会長 

 平成 27 年度社会福祉振興助成金の要望書を提出している．都道府県毎に災害

リハコーディネーターが養成されるという前提のもとで，組織作りを各都道府

県あるいはそれを含む地区毎に進めていくためのものである．政策上認知され

るという目標については達成されたので，今後の問題は財源である．  

②全国リハビリテーション医療関連団体協議会 

1) 会長会議：栗原会長 

 本日会議が行われるが，テーマは診療報酬改定で厚労省に要望する項目の合

意，リハ・サミットである． 

2) 常設委員会 

・報酬対策委員会：山鹿常務理事 

 昨日の９団体会議で，来年度の診療報酬について 8 項目について合意がなさ

れた．１）ADL 維持向上等体制加算の見直し/算定病棟を ER,ICU,NICU,HCU に拡

げる，休日提供を増点（25→50 点），２）回復期リハ入院料 1 の見直し/体制強

化加算の見直しで医師要件を 2名以上とし病棟外業務制限の緩和，外来・通所・

訪問リハ等の退院後サポート体制をもつことを要件とする，その他①A項目評価

を外して B 項目にする，②回復期 1 の要件として専門医の配置や③病院機能評

価をうけていることなどの案が課題として出されている。３）廃用症候群のリ

ハ提供体制の見直し/廃用症候群リハ料を脳血管疾患等リハ料から分離し新施
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設基準を設け，誤嚥性肺炎後は ST ができるようにする，４）介護保険利用者の

急性増悪に対して医療によるリハを 1日 4単位，2週間に限定して実施可能（外

来，入院），５）維持期リハの 1 月あたり 13 単位実施可能な制度についての対

応/除外規定を残すことを明示してもらう，６）医療保険の訪問リハ提供場所の

拡大，７）回復期リハ病棟からの退院前訪問指導を複数回評価する，８）外来

でのがんリハ料を算定可能に，などの 8 項目について詳細を詰めて合意に持っ

ていく段取りになっている。 

・データベース委員会：宮井理事 

 新体制になってから新たに設置された常設委員会である．基本的には診療報

酬，介護報酬にマッチングした情報の収集があるが，急性期から維持期の追跡

可能な情報を経年的に収集していく．3年後の同時改定にむけて生活期のデータ

をしっかり構築すること，総合実施計画書に ICF の概念を入れるという動きが

あるので，これをデータベースの中にどう盛り込むかの 2 点について検討を進

めている．  

3) 特別委員会 

・グランドデザイン委員会：栗原会長 

 ほぼまとまりつつあるが，リハ医の identity についての報告がまだでていな

い．もう少し待っていただきたい． 

・人材委員会：梅津常務理事 

 会長が水間日リハ医学会理事長から半田 PT 協会会長に代わった．2 年かけて

キャリアパスを作成してきたが，今後これを活かしていくことを再確認した． 

・リハ・サミット委員会：斉藤副会長 

 平成 27 年 11 月 3 日（火曜日/祝日），東京の帝京平成大学沖永記念ホール（約

1000 名収容）で開催する．リハビリテーション関連団体，関連職種を対象にし

ているが，次年度以降は一般の方を対象に入れることも考えている．参加費が

5000 円で，各団体に拠出金をお願いすることも含め検討している．リハビリテ

ーションを認知していただくためのキックオフとなる集まりで，後援・参加を

各団体にお願いしたい． 

(3)福祉医療機構補助金事業申請：栗原会長 

 現在申請中で資料の通り． 

(4)平成 27 年度会員入退会報告：山鹿常任理事 

 今年 4月 1日以降の会員異動は，6施設増え 723 施設となった．会員増のため
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に引き続き協力をお願いする． 

(5)平成 27 年度第 9 回生活行為向上リハビリテーション研修会収支報告：事務

局 

 収入は 4141800 円，支出は 1568912 円，収支は 2572888 円であった．本年度

は9月にも研修会を開催する予定で，希望者があれば事務局まで連絡願いたい．

リハ職が対象の研修であるが，看護・介護職，医師の研修も求める要望がある

ので，検討して行きたい（斉藤副会長）．医師の研修の必要性については，「高

齢者の地域における新しいリハの在り方」委員会でもでており，地域包括ケア

を見すえて，協会が啓発，教育の役割を担っていかなければと考えている（栗

原会長）． 

(6)後援名義承認 

 第 32 回全国デイ・ケア研究大会 2015 広島の後援が承認された． 

(7)リハ・ケア合同研究大会進捗報告 

 神戸大会 2015：太田理事 

 総演題集は 911 題（口演 655 題/11 会場，ポスター256 題/1 会場），講演をお

願いしていた平尾氏から全日本のロックの林氏に変更，7月 1日から事前登録を

開始しているので協力をお願いしたい．ホームページに講演講師名を紹介して

いる．各団体には名義講演をお願いしたい． 

(8)平成 27 年度事業日程について：山鹿常務理事 

 会議日程は昨年同様，開会場所は会場変更なしに丸ビルで行う予定． 

８．その他 

 外部理事の日本作業療法士協会山本理事，日本訪問リハ協会宮田会長，日本

リハ看護学会松田理事長，日本言語聴覚士協会宮田会長，日本介護支援専門員

協会鷲見会長，全国老人保健施設協会東会長，日本歯科医師会佐藤理事からご

挨拶，ご報告，ご意見をいただいた．石川顧問から最近の日リハ医学会の動向

についてご報告いただいた．浜村名誉会長からリハ・サミットを成功させるた

めに病院施設協会会員への協力の呼びかけ，地域リハの定義についての方向付

けの提案があった．ICF の導入についての質疑応答があった（及川理事，宮井理

事，東理事）．神戸大会で地域リハの座談会，前日の各種委員会の場所について

広報された（太田）．認知症サポーター，認知症サポートチーム養成について提

案があった（斉藤副会長）． 

９．閉会 
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