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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

　2019年夏の 172号は，当協会創立30周年記念誌で
す．編集後記では，この30年間で協会誌がどう変わっ
てきたか，振り返ってみたいと思います．
　1989年 8月に日本リハビリテーション病院協会が創
立されました．1989年 1月に昭和天皇が崩御し，元号
が平成となりましたので，協会は平成と共にその歴史を
刻んできたことになります．日本リハビリテーション病
院協会創立から6カ月後の1989年 11月に『日本リハ
ビリテーション病院協会報』第1号が発刊されました．
協会報は以後，年6回の奇数月に発刊されますが，第1
号から第47号までは，都道府県の「県花」が表紙を飾
っています．記念すべき第1号は北海道のすずらん，第
47号は滋賀県のシャクナゲでした．北海道の道花は「ハ
マナス」ですので，第1号だけが公式の県花ではなかっ
たことになります．第48号以降は，会員病院・施設か
ら提供された患者・利用者さんの作品（絵手紙，書，写
真，絵画など）が表紙を飾ることになります．1998年
に，協会名が「日本リハビリテーション病院・施設協会」
へと変更になりました．それに伴い，同年7月の第53
号から，協会誌名が『日本リハビリテーション病院・施
設協会』になりました．2001 年 1 月の第 68 号から，
『日本リハビリテーション病院・施設協会誌』となり，
現在に至っています．表紙の体裁も時代と共に変わり，
2005年1月の第92号から，表紙に協会のロゴマークが
入りました．2005年9月の第96号から，表紙に研修会
の案内，特集内容の見出しが表記されるようになりまし
た．2006年 7月からは，表紙の左隅が縦に色づけされ
ています．橙，緑，赤，青の4色を年ごとに使用し，書
棚に協会誌を収納した際に，発刊年度が識別しやすくな
りました．2013 年 3 月までは年 6 回発刊でしたが，
2013年度からは年4回の季刊に，前年度のリハビリテ
ーション・ケア合同研究大会の特集号を加えた，年5回
の発刊となりました．表紙の体裁も変わり，表題の背景
が色づけされ，青（群青），緑，橙，赤となっています．
表紙の変遷については，2018年リハビリテーション・
ケア合同研究大会 米子のポスターセッションの特別企
画として，第1号から第167号までの表紙を展示させて
いただきました．
　協会誌は，理事会・委員会などの協会活動の迅速な報
告，報酬改定を含む医療・介護・地域福祉政策等の動向
の広報，会員の病院・組織間の交流などの役割を担って
います．現在の広報委員は，担当理事（佐藤吉沖常務理
事：甲州リハビリテーション病院 院長），委員長（横串
算敏理事：札幌渓仁会リハビリテーション病院 院長），
副委員長（大野重雄：小倉リハビリテーション病院 診
療部長），委員（内山量史：春日居サイバーナイフ・リ
ハビリ病院 言語療法部長，川本愛一郎：有限会社リハ
シップあい 代表取締役，斉藤秀之：日本理学療法協会 
副会長，佐藤英雄：いわてリハビリテーションセンター 
理学療法科長，槌田義美：熊本リハビリテーション病院 
リハ部技術部長，増岡薫子：広島国際大学看護学部 教
授）です．委員は，外部理事団体（日本理学療法士協会，
日本作業療法士協会，日本言語聴覚士協会，日本リハビ
リテーション看護学会）から出向で，関連団体とも情報
共有しながら編集を進めております．
　梅雨もようやく明け，本格的な夏を迎えています．
1989年8月に設立された協会が，ちょうど30周年目を
迎えたこの8月に，30周年記念誌（2019年夏 172号）
をお届けすることになります．次の30年に向けて，当
協会の活動を伝える広報誌として，新しい企画にも果敢
にとり組んでいきたいと思います．会員の皆さんのより
一層のご協力とご支援をお願いいたします．

 （札幌渓仁会リハビリテーション病院 横串算敏）
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栗原正紀先生，そして斉藤会長という6名の大先
輩にじっくりお話を聞く幸運を得ましたが，6名
が一堂に会した今回の会でその空気に接し，改め
て30年の歴史とその価値を肌で感じ，これからの
地域リハを日本の文化にしていく活動に尽力した
いという思いを新たにしました．
　最後に第4代会長の栗原名誉会長から閉会の挨
拶をいただき，約2時間の祝賀会が締められまし
た．私は本会の仕事に参加させていただいてまだ
1年足らずですが，改めて日本のリハビリテーシ
ョン医療や活動が形づくられてきた歴史と，それ
を実践してきた先生方の強い思いを感じることが
できました．これからの地域リハビリテーション
の普及・啓発は簡単なものではないと言われます
が，その概念やマインドを何度でも深く考え理解
し，目の前の事象や日々の仕事に結びつけていき
たい，そんな思いを持った機会となりました．

　おわりに今回の祝賀会を企画準備，当日の運営
に奔走いただいた皆様方に感謝申し上げます．

横倉義武医師会長からの祝辞

浜村明徳名誉会長による乾杯挨拶

井手　睦常務理事によるピアノ演奏

祝賀会の様子

栗原正紀名誉会長の閉会の挨拶
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30年，そして「Next 30」

　令和元年5月17日，日比谷の東京會舘にて日本
リハビリテーション病院・施設協会（以下，当協
会）の創立30周年記念祝賀会が開かれました．当
協会が日頃からお世話になっている方々をご招待
し，役員や委員会メンバーを含めて112名の皆さ
んと迎えた祝宴でした．前号の巻頭言で当協会の
30年間の足跡はご紹介しましたから，今号の巻頭
言では，個人的なことになって申し訳ありません
が，「協会と私」をテーマに述べたいと思います．
　当院（霞ヶ関南病院）はいわゆる老人病院とし
てスタートしましたが，あくまでも在宅復帰を目
標にし，平成の始めから必要なハード・ソフトの
両面の充実を図ってきました．訪問・通所等のコ
ミュニティケア・サービスの充実に積極的に取り
組み，地域では行き過ぎと噂されるほどのリハビ
リテーション提供体制の整備に躊躇せずチャレン
ジしてきました．なぜ躊躇せずに突き進んできた
かというと，浜村明徳先生，そして石川　誠先生
との出会いがすべての始まりでした．とにかく両
先生の熱い想いに後押しされ，地域医療への取り
組みの中心にリハビリテーションを位置づけたわ
けです．会員になったのは，平成7年です．その
後，全国デイ・ケア協会の会長職や回復期リハビ
リテーション病棟協会理事などを仰せつかり，平
成13年より当協会の理事として活動が始まりまし
た．当時は，澤村誠志先生が会長で，私にとって
は雲の上の存在の先生だと思っていました．しか
しながら，気さくに話しかけてくださったり，海
外の先進事例を紹介してくださったり，そして何
よりも地域リハビリテーション体制を整備するこ

との重要性を教えてくださった大恩人です．この
先生方と仕事がしたいと強く思ったのがこの時期
です．そして平成15年に浜村会長・石川副会長体
制がスタートした時点で，栗原正紀先生とともに
常務理事として活動が始まりました．当時の三役
会は，会長・副会長・常務理事2名の4人です．浜
村先生と私は，高齢者リハビリテーション研究会
のメンバーとしての活動も始まっていましたので，
とにかく毎日が忙しく，苦しく，そして実はとて
も楽しい充実した時期だったと思います．明日へ
の夢を語り合いながら，それを制度につなげてい
く過程に携われたことは，本当に貴重な経験だっ
たと思います．個人的には，高齢者のデイケア
（デイホスピタル）への思いが強かったですから，
元来，多機能多目的な医療サービスとしてのデイ
ケアを日本に根づかせることを使命と感じて活動
していました．平成22年からは，社会保障審議会
介護保険部会の臨時委員としての仕事も加わりま
したが，全国デイ・ケア協会や当協会の代表とし
て，高齢者へのリハビリテーションの必要性を訴
え続けてまいりました．
　誌面の関係もありますから，その後の昔話はま
たの機会にいたします．しかし，わかっていただ
きたいのは，私たちはいつも前を向き新たな時代
に夢を描き続けてまいりました．それはこれから
も続きます．昨年から始まった新たな役員の皆さ
んと「Next 30」を描いていきたいと思います．
そのためには，会員の皆さんの現場の声を十分に
反映できる協会運営が求められると思っています．
ともに頑張りましょう．

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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