
2020年5月発行（年4回発行＋特別号）第176号

日本
リハビリテーション
病院・施設協会誌

発行／一般社団法人 日本リハビリテーション病院・施設協会

2020年春
No.176

特集 本邦での新型コロナウイルス感染症拡大の経緯　 　7
令和元年度 第2回リハビリテーション研修会　 　12

2020年5月発行　第176号　日本リハビリテーション病院・施設協会

発行所／一般社団法人 日本リハビリテーション病院・施設協会
〒101-0035　東京都千代田区神田紺屋町14千代田寿ビル3階
電話03-6260-8146　［URL］  http://www.rehakyoh.jp

発行人 ／ 斉藤 正身
広報委員会 ／ 横串算敏・大野重雄・槌田義美・斉藤秀之・内山量史・増岡薫子・川本愛一郎・佐藤英雄
印刷所 ／ 株式会社 新協
定　価 ／ 500円（会員の購読料は会費に含む）

「日本リハビリテーション病院・施設協会」
会誌への寄稿について

本会誌では下記の1～4の原稿を募集いたします．
下記あてにお気軽にご投稿ください．

〒113-0033 
東京都文京区本郷6-17-9 本郷綱ビル
（株）三輪書店　気付
「日本リハビリテーション病院・施設協会」
広報委員会
電話03-3816-7796　
FAX03-3816-7756

1.「表紙のイラスト」
障害をもつ方々の作品（油絵，水彩画，版画，
切り絵，貼り絵，写真など）をお送りくださ
い．サイズはA3判以内，表紙の体裁の都合上，
横長の作品をお願いいたします．

2.「ボクの工夫・私の工夫」
リハビリテーションの日常臨床に役立つ “ち
ょっとした工夫” を広く募集します．写真（２
枚以内）に簡単な解説（200字程度）を付け
てください．

3.「新刊紹介」
会員・関係者が出された新刊書籍の書評を
400字詰原稿用紙2枚におまとめください．
タイトル推薦の場合は書籍見本1冊をお送り
ください．

4.「読者の声」
リハビリテーション全般に関する会員の皆様
のご意見を募集いたします．400字詰原稿用
紙2枚におまとめください．

原稿の送付先

編 集 後 記

　2020年春号をお届けします．本号の巻頭言では，日本リ
ハビリテーション病院・施設協会会長の斉藤正身先生が新
型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策でのネットワー
クの重要性を提言されています．また，山鹿眞紀夫先生（日
本リハビリテーション病院・施設協会 顧問）追悼の文章で
懐かしい思い出なども語られています．「私の備忘録」では
小倉リハビリテーション病院 院長の梅津祐一先生に学生時
代の体験や患者さんから学んだ思い出などをご寄稿いただ
いています．懐かしい思い出とともにリハビリテーション医を
目指した経緯が語られていて，頷きながら読まれた方も多か
ったのではないでしょうか．今回の病院・施設紹介では，
東京都の大久野病院・進藤医院，鹿児島県の恒心会おぐ
ら病院，千葉県の新東京病院を紹介させていただきました．
三病院とも地域に根ざした活動をしておられ，地域になくて
はならない病院だと理解できます．
　さて，日本での新型コロナウイルス感染第1号の報告があ
ったのは1月14日でしたが，4月7日には「緊急事態宣言」
がでました．今までに経験したことのない恐ろしい感染力で
全国に広がった新型コロナウイルスは，私たちの生活を一瞬
で変えてしまった気がします．あちこちで起こるクラスター感
染，とりわけ高齢者施設や福祉施設での集団感染は，弱者
を感染者にしてしまうという点でむなしい気持ちや悲しい気
持ちにさせてしまいます．病院の院内感染に関しても，その
ニュースが流れるたびに感染力のすさまじさを再確認し，今
以上に拡大しないことを祈るしかありません．医療従事者の
マンパワーの低下やそれに伴う未感染の方の激務を察する
に余りあるところです．
　私が従事している大学教育は，活動自粛の範疇にありま
すので，対面授業は延期になっています．しかし，いつまで
も待っているわけにいきませんから，慣れないオンラインでの
授業構成の作業に追われています．新型コロナウイルスがい
つ収束するかわからない状況ですから，学生の理解度をリア
ルタイムにつかめないとしても，わかりやすい授業内容を工
夫して資料の作成に取り組んでいるところです．
　多くの病院・施設勤務の方々が，最善の努力と使命感に
後押しされ患者さん，利用者さんに医療・看護・福祉サー
ビスを届けておられることに敬意を表して編集後記を締めくく
りたいと思います．
 （広島国際大学　増岡薫子）



事務局からのお知らせ

１. 年会費のお支払いについて
　年会費請求書は 4月に発送いたしました。宛先は、特にご要望がない場合は協会誌送付先
と同一の宛先に発送しております。協会誌とは別の封書で発送いたしましたのでご注意くだ
さい。お手続きのほど、よろしくお願いいたします。

２. 会員情報登録内容のご確認をお願いします
　年会費請求書には、現在の会員情報登録内容を記載した「会員登録状況確認書」を同封し
ております。情報に相違がないか内容をご確認いただき、変更がございましたら記入のうえ、
FAXでご送信ください。登録内容に変更がない場合は「登録変更なし」と記載してご送信く
ださい。
　特に協会誌送付先とメールアドレスについては、未登録であったり、誤った情報のまま登
録されていたりすると、郵送やメールでの情報がお届けできなくなってしまいますので、必
ず最新の情報をお知らせくださいますようお願いいたします。

３. 登録内容に変更・追加があった場合の手続き
　登録内容のご変更やご追加がある場合，変更手続きをおこなってください．

※ メールアドレスは複数件ご登録いただけます．研修会のお知らせやリハ協ニュースなど，
最新情報を都度メール配信しておりますので，ご興味のある会員施設職員様はぜひご登録
ください．

●変更手続き
　① 当協会ホームページ〔https://www.rehakyoh.jp/〕の右上「お問い合わせ・変更届」
をクリック．

　②必要事項をご記入のうえ，「変更届」から変更項目にチェックを入れてください．
　③変更内容の欄に，修正前と修正後の情報をご記入ください．
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─表紙の言葉

塚本由美子「色鉛筆画」
私は34歳の時，落雷により第4頚髄損傷不全麻痺，
視覚障害となりもう20年以上が経過しました．日常
のすべてのことに介助が必要ですが，視覚障害者へ
拡大鏡の支給があり，人の手を借りることなく「自分
一人でできる色鉛筆画」を始めました．現在はどんな
作品を描くか考えながら楽しんで取り組んでいます．
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地域リハビリテーションへの想い
山鹿眞紀夫先生，ありがとう！

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い，
病院や施設の日常業務にもかなりの支障が出てい
ます．急性期・回復期のリハビリテーションを提
供している医療機関はもちろん，生活期の通所・
訪問リハビリテーションについても，さまざまな
制約や中止を余儀なくされる事例が出てきていま
す．新入職員の採用時期と診療報酬改定も重なり，
会員の皆さんには大きな負担を抱えて新年度を迎
えることになったと推察いたします．日本リハビ
リテーション病院・施設協会（以下，当協会）と
しても予定していました会議の延期やWebによる
研修会の実施など，会員の皆さんにご迷惑をおか
けしているところですが，速やかに的確な情報発
信ができるように鋭意努力してまいりますので，
よろしくお願いいたします．
　また，会員病院のスタッフの感染を受け，消毒
薬やマスクなどを支援させていただきました．大
規模災害などへの対応にはいつも目配り気配りし
ていましたが，目に見えない敵に対しては無力を
痛切に感じています．しかしながら，このような
時期であるからこそ，地域が1つになって安全で
安心した生活を確保するための具体的な方策やネ
ットワークの構築を進めていくタイミングととら
えることが大切ではないでしょうか．

　今年に入り，悲しいお知らせがありました．か

ねてより病気療養中でした当協会の顧問である熊
本リハビリテーション病院の山鹿眞紀夫先生が，
令和2年1月28日に永眠されました．66歳という
早過ぎる一生を終えられたことは，ご家族はもち
ろん，熊本リハビリテーション病院の関係者，熊
本の皆さん，そして当協会にとっても，辛く悲し
いことでした．
　個人的にも，当協会の役員として地域リハビリ
テーションの明日を語り合い，私の企画したオラ
ンダ研修にご賛同いただき，ご夫婦で参加してく
ださいました．仲睦まじいご夫婦との研修旅行は
一生忘れません．研修終了後に娘さんがお住まい
のデンマークへいそいそと向かわれた姿には，ご
家族への深い愛情と絆を感じました．
　山鹿先生のゆったりとした語り口と優しい心配
りは，せっかちで事を急ぎがちな私にとって，良
き先輩，良き兄貴であり，そして同じ目標を持っ
た「仲間」でした．熊本で築き上げられた地域リ
ハビリテーションへの想い・志をこれからもお教
えいただき，当協会の運営に関しても的確なアド
バイスをいただきたかったです．山鹿先生の輝か
しく地に足をつけた活動は，私たちの進むべき道
「地域リハビリテーション」のあるべき姿を示して
くださいました．心からの感謝と敬意を表しご冥
福をお祈り申し上げます．山鹿先生，ありがとう
ございました．

斉藤正身
日本リハビリテーション病院・施設協会 会長

霞ヶ関南病院 理事長 
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