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日本リハビリテーション病院・施設協会誌は、
前号まで、横串算敏広報委員長を筆頭に、委員の
先生方が精力的に、協会の情報発信、広報に努め
てこられた。制度や社会情勢を含めたそのときど
きのトピック、わが国におけるリハ創生期から現
在に至るまでの先達の思い、話題の書籍など、多
岐にわたる内容を網羅し、日頃より興味深く拝読
していた。委員の先生方の長きにわたる協会への
ご貢献に深く敬意を表す。
2020年度より広報委員会委員長を拝命、引き継
がせていただくこととなり、大変光栄であるとと
もに身の引き締まる思いである。
数年前から政府の方針として、安心につながる
社会保障の実現に向けて、人口減少社会への対応
や働き方改革、健康寿命の延伸などでさまざまな
施策がとられてきた。
今年に入り、世界中の人々の生活を一変させた
新型コロナウイルスは、私たちの働き方や活動を
さらに大きく変えるきっかけとなった。
公衆衛生のあり方や社会環境の変化は、人々の
活動や社会参加に変容をもたらすとともに、心身
の状態にも影響を与えた。とりわけ、私たちが日
頃接する障害のある子どもや成人・高齢者とその

家族は、より大きな影響を受けていると思われ
る。
対人サービスが基本である医療・介護分野で
は、感染予防対策や空間的・時間的なゾーニング
をはじめとした臨床現場の運営だけでなく、患者
や家族とのかかわり、教育や研修、地域連携、行
政との連携など、さまざまな場面で試行錯誤を重
ねている。
当協会では、「急性期・回復期・生活期にわ
たって必要となるリハ」「障害の種別や病期、医
療・介護など保険種別を問わず提供するリハ」
「地域リハ」「認知症」について調査研究・研修
を行っている。
本誌では、当協会だからこそ提供できる情報
を、タイムリーに、わかりやすくビジュアル化な
どの工夫をしながら、提供していきたいと思う。
リハに注力する病院・施設が、地域で躍動でき
る環境づくりや共生社会の実現に向けて、役立つ
誌面をつくっていきたいと考える。
微力ながらも、夢を大きく掲げて、努力してい
く所存なので、会員の先生方には、ご指導ご鞭撻
いただきたく、何とぞよろしくお願い申し上げま
す。    

巻頭言

公文 敦
日本リハビリテーション病院・施設協会 理事、広報委員会委員長

医療法人社団康人会適寿リハビリテーション病院 理事長

当協会ならではの情報を
タイムリーにわかりやすく
伝える
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リハに注力する病院・施設が、地域で躍動でき
る環境づくりや共生社会の実現に向けて、役立つ
誌面をつくっていきたいと考える。
微力ながらも、夢を大きく掲げて、努力してい
く所存なので、会員の先生方には、ご指導ご鞭撻
いただきたく、何とぞよろしくお願い申し上げま
す。    

巻頭言

公文 敦
日本リハビリテーション病院・施設協会 理事、広報委員会委員長

医療法人社団康人会適寿リハビリテーション病院 理事長

当協会ならではの情報を
タイムリーにわかりやすく
伝える
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※このページ以降の誌面をご覧いただく場合は、 

当協会への入会が必要です。 
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【入会について】 
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https://www.rehakyoh.jp/join.html

	バインダー1.pdf
	177_open1-1
	施設協会誌177表1.pdf
	施設協会誌177表2.pdf
	施設協会誌177本文_200730.pdf


	第178号協会誌（一般向け）q.pdf

