
令和 1（2019）年度 第 2 回広報委員会議事録 

 

日時：2019 年 11 月 20 日(水)14：00-16：00  

石川県立音楽堂 コンサートホール 3 階 楽屋 J 

出席者：内山量史,大野重雄,川本愛一郎,斉藤秀之,佐藤英雄，槌田義美,増岡薫子,横串算敏, 

佐藤吉沖 ，[三輪書店] 青山 智，高野裕紀，大島 登，木次谷 僚      欠席 

【議  題】  

  

1.報告事項 

１）2019 年度第 3 回理事会 （2019 年 9 月 12 日エッサム神田ホール 2 号館） 

２）協会誌編集進捗状況 

協会誌 172 号(2019/8 夏号)30 周年記念特集 

(1) 会長挨拶 

(2) 名誉会長・顧問・外部理事・厚労省関係者祝辞 

(3) 沿革 

(4) リハビリテーション医療研修会 

(5) 当協会が参画したリハビリテーション施策等 

(6) 地域リハ定義の変遷 

(7) リハサミット，シンボルマーク 

(8) 委託研究事業 

(9) 各種委員会活動と報告 

(10) 発行書籍 

(11) 歴代会長/役員一覧 

(12) 委員会一覧 

(13) 役員派遣団体等 

(14) 30 周年記念祝賀会概要  

 

2.協議事項  

1)協会誌編集  

協会誌 173 号（2019/11 秋号） 

(1) 巻頭言（天野純子先生）  

(2) 特集「地域リハ塾―活動報告」 

平田好文常務理事，塾生（及川真人先生/東八幡平病院，槌田義美先生/熊本リハ

ビリテーション病院） 

(3) 報告 

① 令和元年第 1 回理事会，定時総会，第 2 回理事会，第 3 回理事会 



② デンマークの認知症支援プログラム（藤田雅章先生/小倉リハビリテーション

病院） 

③ 医科歯科連携［資料 4，5］ 

    ❶歯科衛生士向け研修会 10/19 

❷インストラクター講習会 11/17 

④ 関連団体大会レポート 

❶PT ❷ST ❸訪問リハ ❹日リハ ❺デイ・ケア ❻CM  

❼地域リハ合同研修大会 ❽OT 

(4) 病院・施設紹介（芳珠記念病院，倉敷スイートホスピタル） 

(5) コラム 

「好日」第 11 回（パーキンソン病友の会） 

(6) 書評 

① 『続 パーキンソン病はこうすれば変わる！/橋本弘子』（担当：佐藤委員） 

② 『ユーモアを生きる/柏木哲夫』（担当：槌田委員） 

(7) 潮流を読む（川本委員） 

(8) 編集後記（斉藤委員） 

協会誌 174 号(2020/2 冬号） 

(1) 巻頭言（吉永勝訓先生） 

(2) 特集 

① 令和元年第１回リハ研修会「令和時代に求められる医療とリハビリテーショ

ン次期診療報酬改訂を見据えて－」(担当：横串委員長) 

◆医療･介護保険動向から見るこれからの方向性◆ 

【講師】江澤 和彦 氏 

日本医師会 常任理事 

          日本リハビリテーション病院・施設協会 理事  

〔字数目安：5,000～7,000 字程度（3~4 ページ）〕 

     ◆診療報酬改定に向けた要望（全国リハ医療関連団体協議会から）◆ 

      【講師】近藤 国嗣 氏  

          東京湾岸リハビリテーション病院 院長 

〔字数目安：4,000～5,000 字前後：（2～3 ページ）〕 

② 共生社会に向けたリハ・ケアの課題と展望 

リハ・ケア金沢講演（斉藤正身会長）（担当：横串委員長） 

〔字数目安：8,000～10,000 字前後（4～5 ページ）〕 

(3) 報告 

① 令和 2 年第 4 回・第 5 回理事会 

② 障害児･者支援検討委員会…アンケートの回収が遅れているため，冬号への掲



載が難しい．3 月には報告可能➡春号（176 号）に延期 

③ 関連団体大会レポート 

❶全老健（大久保健作先生），❷予防 PT（浦辺幸夫先生），❸日リハ秋季 

（笠原 隆先生），❹リハ看護（石川ふみよ先生） 

(4) 病院・施設紹介（青梅慶友病院，みどりヶ丘病院） 

(5) コラム 

「好日」第 12 回（日本 ALS 協会） 

(6) 書評(文字数：800～1,000 字程度：1/2～1 ページ) 

①『救急車とリハビリテーション 3 長崎発 地域包括ケアとリハビリテーション

―これからの地域医療のかたち』（担当：内山委員） 

②『みんなよくなれ 鳥獣りは』（担当：内山委員） 

③『はじめてでも簡単 ! 3D プリンタで自助具を作ろう』（担当：川本委員） 

④『リハビリテーション薬剤』（担当：大野委員）    

(7) 潮流を読む（佐藤委員）…1,600〜3,000 字程度 

(8) 編集後記（内山委員）…800～1,000 字前後 

協会誌 175 号(2020/4 特別号） 

リハ・ケア合同研究大会金沢特集 

    原稿〆切 2 月上旬 

文字数については，テープ起こしお原稿のご送付をいたしました際にお知らせ

させていただきたく存じます． 

協会誌 176 号(2020/5 春号） 

(1) 巻頭言（斉藤正身会長） 

(2) 特集-①会長・副会長座談会「2020 診療報酬改訂を振り返って」 

(3) 報告 

① 令和 2 年第 6 回理事会，臨時総会，臨時理事会 

② 認知症対策検討委員会（田中志子常務理事），障害児･者支援検討委員会（藤田

正明常務理事） 

③ 関連団体 

❶回復期リハ札幌（橋本茂樹先生），❷全国地域リハ支援事業ブロック大会 

（井手伸二先生） 

(4) 病院・施設紹介（新東京病院、サニーサイドホスピタル） 

(5) コラム 

① 「好日」第 13 回（日本筋ジストロフィー協会） 

② 「私の備忘録」第 15 回（未定） 

(6) 潮流を読む（槌田委員）…1,600〜3,000 字程度 

(7) 編集後記（増岡委員）…800~1,000 字前後 



 

2) 広報委員会自主企画 

   (1)「2020 年診療報酬改定を振り返って」会長・副会長座談会 

 2020/3 千代田寿ビル 

インタビュアー：大野副委員長 

      内容案：要望がどの項目が通り、通らなかったのか 

現場に影響与えるのか等 

   (2) 小児と地域リハ（子どもたちが安心して大人になる地域づくり） 

        ・相談窓口が少ない➠虐待 

・子供と貧困➠教育格差・生活格差 

・子ども食堂など 

 

3）2020 年以降の編集方針 自由討論 

  広報誌編集について 

   議題 

① 広報誌発刊に多くの予算を使っているが費用対効果を考えると役割を果たし

ていると言えるかどうか 

② 広報誌の役割を整理する（会員増を目指す．読者対象など） 

意見 

① 会員外に協会活動を知ってもらう。 

・会員外への情報発信 例）図書館へ配布など 

・広報誌を協会ホームページに掲載 

②  地域リハを周知するためにオープンアクセスにする 

③  次回委員会まで委員で検討する 

 

4）令和元年度広報委員会 

第 3 回広報委員会 2020/3/6 千代田寿ビル or web 会議 

➡同日 15：00～17：00 に第 2 回リハ研修会＠ベルサール飯田橋ファースト HALL 

 

3.その他  

第 3 回日本リハ医学会秋季学術集会(2019/11/15-17 静岡県コンベンションアーツセンター)  

第 30 回全国介護老人保健施設大会別府大分(2019/11/20-22,別府ビーコンプラザ等) 

リハ・ケア合同研究大会金沢 2019(2019/11/21-22，石川県立音楽堂等) 

第 31 回日本リハ看護学会学術大会 (2019/11/9-10,上智大四谷キャンパス) 

第 27 回日本慢性期医療学会(2019/12/3-4､大阪国際会議場) 

第 35 回回復期リハ病棟協会研究大会札幌(2020/3/13-14，札幌コンベンションセンター) 



第 55 回日本理学療法学術研究大会 in おおいた(2020/5/23-24,別府コンベンションセンター) 

第 16 回日本訪問リハ協会学術大会 in 高知 (2020/5/30-31,高知) 

第 57 回日本リハ医学会学術集会(2020/6/11-14,国立京都国際会館) 

第 21 回日本言語聴覚学会 in いばらき (2020/6/19-20,つくば国際会議場) 

 


