
主なプログラム 
<< 1 日目 >>  
 開会式 9:00～9:20 

 大会長講演 9:30～10:00 「周産期から高齢者までの効率的なケアマネジメントを求めて」 

講師：福田 道隆（財団法人黎明郷） 

座長：斉藤 正身（霞ヶ関南病院） 

 特別講演 I 10:10～11:10 「ケアする心とケアされる心」 

講師：柳田 邦男（作家） 

座長：吉岡 利忠（弘前学院大学）  

 特別講演 II 11:10～12:10 「地域リハビリテーションとマインド」 

講師：澤村 誠志（兵庫県立総合リハビリテーションセンター） 

座長：浜村 明徳（小倉リハビリテーション病院） 

 教育講演 I 14:00～15:00 「リハビリテーション医療における EBM の現状と課題」     

講師：里宇 明元（慶応義塾大学医学部リハビリテーション医学教室）   

座長：鈴木 恒彦（大阪府立身体障害者福祉センター） 

 研修会 1 15:00～17:30   

回復期リハビリテーション研修会  「地域医療連携と回復期リハビリテーション病棟」   

シンポジスト 

榮畑  潤（総務省大臣官房審議官（前厚生労働省保険局 総務課長））    

橋本洋一郎（熊本市民病院）    

栗原 正紀（近森リハビリテーション病院 地域リハビリテーション部部長）    

土田 昌一（在宅リハビリテーションセンター成城 センター長）     

座長：石川 誠（初台リハビリテーション病院） 

 シンポジウム１ 14:00～16:00 「期待される地域リハ活動～地域包括支援センター活動との連携」   

シンポジスト 

１．松坂 誠應（長崎大学医学部保健学科）  

  「地域リハ推進事業の全国的な状況と今度の市町村「介護予防」支援への可能性」  

２．南 眞司（富山県南砺市民病院）    

  「広域支援センターの地域包括医療への取り組みと介護予防の展望」  

３．栗野 ヤヱ子（八戸市健康福祉部高齢福祉課） 

  「地域包括支援センターの取り組み～八戸市の現状と課題～」  

４．陣野 紀代美（長崎市中央地域包括支援センター） 

  「「地域包括支援ネットワーク」の構築をめざして～地域リハ活動との連携～」   

座長：林  拓男 （公立みつぎ総合病院） 

  



 一般演題 13:40～17:30   スライドセッション、ポスターセッション 

 ランチョンセミナー 12:20～13:20  

１）「脳卒中治療の最前線！」～院内マニュアルと”スマイルネットみやぎ”～  

 講師： 清水 宏明（広南病院）  

 座長： 相馬 正始（青森市民病院）  

 共催： 小野薬品工業株式会社（２５０名）  

２）摂食嚥下障害と誤嚥  

 講師： 佐々木 英忠（秋田看護福祉大学）  

 座長： 堀尾 愼彌（熊本託麻台病院）  

 共催： 田辺製薬株式会社（２４０名）  

３）脳卒中からの回復と慢性期の薬物療法  

 講師： 長田 乾（秋田県立脳血管センター）  

 座長： 長谷川 幹（桜新町リハビリテーションクリニック）  

 共催： ノバルティスファーマ株式会社（２５０名）  

<< 2 日目 >>  
 特別講演 III 9:00～10:00 「地域リハビリテーションにおける心のケア」     

講師：大田 仁史（茨城県立健康プラザ）   

座長：栗原 正紀（近森リハビリテーション病院 地域リハビリテーション部） 

 特別講演 IV 10:00～11:00 「心の再構築におけるリハ医学･医療の役割」     

講師：江藤 文夫（国立身体障害者リハビリテーションセンター）   

座長：石川  誠 （初台リハビリテーション病院） 

 教育講演 II 11:00～12:00 「認知症のリハビリテーション」     

講師： 旭  俊臣（旭神経内科リハビリテーション病院）   

座長：藤田 久夫（兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンター） 

 シンポジウム２ 8:30～10:30 

「サービス提供の格差 ～地域リハビリテーション広域支援センター活動を通して～」    

シンポジスト 

１．米満 弘之（熊本機能病院） 

  「７年間の地域リハビリテーション支援体制を構築して」  

２．山口 明（武蔵村山病院リハビリテーションセンター） 

  「地域リハビリテーション広域支援センターの課題」  

３．高橋 明（いわてリハビリテーションセンター） 

  「岩手の地域リハビリテーション事情」  

４．小川 克弘（むつ総合病院） 

  「地域リハビリテーション広域支援センター活動を通して」   

座長：及川 忠人（東八幡平病院）  



 シンポジウム３ 10:30～12:30 「効率的な地域連携の進め方」   

シンポジスト 

１．山脇 泰秀（尾道市立市民病院） 

  「尾道市方式による効率的な地域連携の進め方」  

２．古閑 博明（熊本リハビリテーション病院） 

  「地域完結型リハシステム：熊本方式について」 

３．里宇 明元（慶応義塾大学医学部リハビリテーション医学教室） 

  「大都市圏脳卒中診療連携体制の構築に向けて」  

４．横串 算敏（西円山病院） 

  「広範な圏域での連携：北海道の場合」 

５．大仲 功一（茨城県立医療大学附属病院） 

  「比較的リハ資源の乏しい地域での連携～茨城県の場合～」   

指定発言：近藤 健男（東北大学医学部附属病院） 

座長：山鹿 眞紀夫（熊本リハビリテーション病院） 

 研修会２ 13:40～16:10   

通所リハビリテーション研修会  「通所リハビリテーションの役割機能を現場から提案」   

座長： 井上  崇（介護老人保健施設 伸寿苑） 小笠原 正（在宅総合ケアセンター近森） 

 現場からの運営報告（６０分）   

報告者 

斉藤 久子（西円山病院デイケア室）  

中島 鈴美（桜新町リハビリテーションクリニック）  

畠中 悦子（青木内科小児科医院）  

川渕 正敬（介護老人保健施設 いごっぱち）  

 ディスカッション（６０分）  

 総評「これからの通所リハビリテーション」（３０分）       

斉藤 正身（霞ヶ関南病院 全国老人デイ・ケア連絡協議会 会長） 

 研修会３ 16:10～18:10   

訪問リハビリテーション研修会  「ますます求められる在宅支援～制度改定によって変えるべき対

応・変わらぬ姿勢～」    

演者：柴田 勝博（柴田病院） 〈シンポジウム〉    

コメンテーター：柴田 勝博     

シンポジスト 

岡田 しげひこ（北海道在宅ケア事業団）      

座小田 孝安 （株式会社シダー）      

宮田 昌司（在宅リハビリテーションセンター成城）   

座長：伊藤 隆夫（在宅総合ケアセンター元浅草） 



 シンポジウム４ 13:40～15:40 「電子カルテと個人情報保護」   

シンポジスト 

１．井合 茂夫（亀田リハビリテーション病院） 

  「亀田電子カルテの挑戦：情報保護・共有そして開示」  

２．園田 茂（藤田保健衛生大学七栗サナトリウム） 

  「リハビリのためになる電子カルテ」  

３．和島 早苗（弘前脳卒中センター） 

  「電子カルテ導入・運用・管理に伴う個人情報保護の取り組み」  

４．池田 吉隆（初台リハビリテーション病院） 

  「電子カルテと情報保護」 

座長：木下 牧子（初台リハビリテーション病院） 

 シンポジウム５ 15:40～17:40 「心の再構築・うつ・障害受容における効果的な方策」   

シンポジスト 

１．中間 浩一（青梅慶友病院リハビリテーション室） 

  「豊かな最晩年をつくる」  

２．福地 舞（沖縄リハビリテーションセンター病院） 

  「心理リハビリテーションの大切さと難しさ」  

３．大館 千歳（東京都リハビリテーション病院） 

  「リハビリテーション看護における障害受容過程の援助について」  

４．宮里 好一（沖縄リハビリテーションセンター病院） 

  「リハビリテーション医療における精神・心理学分野の専門職の役割」 

座長：宮里 好一（沖縄リハビリテーションセンター病院）  

 一般演題 9:00～12:10 13:40～17:50 スライドセッション、ポスターセッション 

 ランチョンセミナー 12:30～13:30  

４）アルツハイマー型認知症：機能維持を目的としたマネージメント  

 講師：繁田 雅弘（首都大学東京大学院）  

 座長：首藤 貴（愛媛県立中央病院）  

 共催：エーザイ株式会社（３００名）  

５）脳卒中における骨・カルシウム代謝異常と大腿骨頸部骨折予防  

 講師：佐藤 能啓（見立病院）  

 座長：林  正岳（福井総合病院）  

 共催：武田薬品工業株式会社（２４０名）  

６）脳卒中とリハビリテーション  

 講師：栗原 正紀（近森リハビリテーション病院）  

 座長：土田 昌一（在宅リハビリテーションセンター成城）  

 共催：三菱ウェルファーマ株式会社（２４０名） 



７）ＰＥＧを中心とした栄養管理と地域連携  

 講師：倉 敏郎（町立長沼病院 院長）  

 座長：津川 信彦（津軽保健生協健生五所川原診療所）  

 共催：大塚製薬株式会社（２５０名） 

<< 3 日目 >>  
 特別講演 V 9:00～10:30 「医療保険･介護保険･障害者自立支援 3 法改定の意味するもの」   

講師：松田 晋哉（産業医科大学医学部公衆衛生学教室）   

座長：米満 弘之（ 熊本機能病院） 

 総括シンポジウム 10:30～12:00 「心のケア」について総括  

シンポジスト 

藤田 久夫（兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンター）   

栗原 正紀（近森リハビリテーション病院）   

浜村 明徳（小倉リハビリテーション病院）   

吉岡 利忠（弘前学院大学）   

石川  誠（初台リハビリテーション病院）   

宮里 好一（沖縄リハビリテーションセンター病院）  

座長：  米満 弘之（熊本機能病院 理事長）   斉藤 正身（霞ヶ関南病院 理事長） 

 一般演題 9:00～12:00 スライドセッション 

 地域リハビリテーション 支援推進事業研究大会 9:00～10:30  

全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会 

 閉会式 12:00～12:20 ◇ 市民公開講座 13:00～15:00  

「脳卒中から心身を守るために」  ～予防・治療・リハビリテーション・在宅ケアについて～  

司会：福田 道隆（財団法人黎明郷） ：今田 慶行（黎明郷リハビリテーション病院） 疫学・予防  

講師：中路 重之（弘前大学医学部 社会医学講座） 急性期の診断・治療 《脳梗塞》  

講師：齊藤 元太（弘前脳卒中センター） 《脳出血》  

講師：伊藤 勝博（青森市民病院 脳神経外科） 《くも膜下出血》  

講師：大熊 洋揮（弘前大学医学部 脳神経外科講座） リハビリテーション 《リハビリテーション》  

講師：松本 茂男（青森県立中央病院 リハビリテーション科） 在宅ケア 《地域包括支援活動》  

講師：栗野ヤヱ子（八戸市健康福祉部高齢福祉課） 


