
全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会 

令和元年度年度事業報告 

 

合同研修大会、研究大会 

地域リハビリテーション合同研修大会 

 

【主 催】 全国地域リハビリテーション研究会 

全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会 

【共 催】 兵庫県社会福祉事業団総合リハビリテーションセンター 

兵庫県リハ 3 士会合同地域支援推進協議会 

【後 援】 兵庫県、神戸市、兵庫県医師会、兵庫県看護協会、日本リハビリテーション病院・施設   

協会、兵庫県リハビリテーション医会、兵庫県リハビリテーション協議会、兵庫県理学

療法士会、兵庫県作業療法士会、兵庫県言語聴覚士会、兵庫県介護支援専門員協会、兵

庫県社会福祉士会、兵庫県介護福祉士会、兵庫県知的障害者施設協会、ひょうご子ども

と家庭福祉財団、兵庫県肢体不自由児者協会、兵庫県医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ協会、兵庫県精神

保健福祉協会、兵庫県頚髄損傷者連絡会、あけぼの会(脳卒中者友の会)【大会運営】 全

国地域リハビリテーション合同研修大会 in みやぎ実行委員会 

【大会テーマ】『リハビリテーションの未来 ～時代の潮流と地域の流儀～』 

【日 時】 令和元年 7 月 13 日（土）～14 日（日）2 日間 

【会 場】 神戸芸術センター 芸術劇場 

【参加者数】 274 名 

【プログラム】 

7 月 14 日 

[名誉大会長講演]「地域リハビリテーションの未来に向けて」 

演者：澤村誠志（兵庫県社会福祉事業団 顧問） 

座長：岩井信彦（一般社団法人兵庫県理学療法士会 会長） 

[シンポジウム１]「誰もが安心して安全に暮らせる地域づくり」 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ：安福ひとみ（NPO 法人ひやしんす 施設長 作業療法士） 

        渡部政弘（さくらホームおおの家 まちづくり渉外担当管理者 理学療法士） 

        中村祐介（株式会社 あらたか 代表取締役社長 理学療法士） 

座長：篠山潤一（兵庫県地域リハビリテーション支援センター） 

[シンポジウム２]「地域の流儀に応じた地域づくり」 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ：後藤真也（西宮市役所健康福祉局福祉総括室福祉のまちづくり課） 

        門脇誠一（西宮協立リハビリテーション病院 作業療法士） 

        正野潔 （たつの市健康福祉部地域包括支援課総合相談支援係） 



        宮崎宏興（NPO 法人いねいぶる 理事長 作業療法士） 

座長：柳尚夫 （全国地域リハビリテーション研究会 会長） 

7 月 14 日 

[実践報告・意見交換会（ポスター発表）] 20 演題 

「来て・見て・話して解かり合う 地域リハビリテーション」 

[大会長講演]「わたしの地域リハビリテーション」 

演者：大串幹 （兵庫県地域リハビリテーション支援センター長） 

座長：田中義之（一般社団法人兵庫県言語聴覚士会 会長） 

[招待講演１]「その人が望む暮らしを続けるために」 

講師：旭俊臣 （医療法人社団弥生会旭神経内科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 院長） 

座長：長尾徹 （一般社団法人兵庫県作業療法士会 会長） 

[シンポジウム３]「地域におけるリハビリテーションの活用促進を目指した調査研究事業」 

報告者・座長：松坂誠應（全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会会長） 

座長：大串幹 （兵庫県地域リハビリテーション支援センター長） 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ：田中康之（千葉県リハビリテーション支援センター） 

三宅貴志（広島県リハビリテーション支援センター） 

篠山潤一（兵庫県地域リハビリテーション支援センター） 

[招待講演２]「主体性を考える～『受け手』から『支え手』に～」 

講師：長谷川幹（三軒茶屋内科リハビリテーションクリニック 院長） 

座長：大串幹 （兵庫県地域リハビリテーション支援センター長） 

 

 

リハビリテーション・ケア合同研修大会 

全国地域リハビリテーション支援団体連絡協議会主催シンポジウム 

 

 

地域包括ケア体制に必要な地域づくり 

～地域リハビリテーションの理念と戦略から考える～ 

 

11 月 22 日（金） 10：30～12：00 石川県立音楽堂 コンサートホール 

座    長：松坂 誠應氏 

（全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会 会長） 

（一般社団法人是真会 法人本部 地域リハビリテーション統括） 

（在宅支援リハビリテーションセンターぎんや センター長） 

村上 重紀氏 

（公立みつぎ総合病院 リハビリ部 参与） 

演    者：畑山 浩志氏 

（洲本市役所 健康福祉部介護福祉課） 

北谷 正浩氏 



（羽咋郡市広域圏事務組合 公立羽咋病院 リハビリテーション科） 

村山 謙治氏 

それぞれの地域で介護予防に関連した事業を通して住民の支え合いや地域づくりに取り組

んでいる方々にご登壇頂いた。以下について討論を行った。 

①リハ専門職として、事業の目標・目的を行政と共有しているか？ 

② 地域リハ活動支援事業のそれぞれ（「通いの場」「地域ケア会議」「通所・訪問による事業」

を関連づけて実施しているか？（事例で示して紹介を） 

③ 「通いの場」での諸要件（自主性、継続性、リーダー養成等）について、どのような工

夫をしているか。 

 

 

九州ブロック大会 in 長崎 

「明日につなげる！“これからの地域リハビリテーションのあり方”」 

第 1 部 「地域包括ケアを支える地域リハビリテーション」 

第 2 部 「地域包括ケアシステムの実現、自分たちが住みたいまちづくり」 

令和 2 年 1 月 18 日（土）～19 日（日） 長崎原爆資料課ホール 

   参加：204 名 

 

[講演 1] 

 □テーマ ：「 地域包括ケアを支える地域リハビリテーション」 

 □講 師 ： 浜村 明徳 氏（ 医療法人共和会会長 小倉リハビリテーション病院 名誉院長） 

  座 長 ： 林  拓男 氏 （公立みつぎ総合病院 名誉院長・顧問） 

[講演 2] 

  □テーマ ：「 セラピストの地域密着型モデル事業の展開について～長崎市在宅支援リハビリセン 

       ター推進事業～」 

  □講 師 ： 井手 伸二 氏（ 長崎リハビリテーション病院 副院長） 

   座 長 ： 松坂 誠應 氏（ 全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会会長） 

[シンポジウム①] 

 □テーマ ：「 長崎市におけるセラピストの地域密着型モデル事業を通して」～通いの場、評価、

ネットワーク、地域活動の基本～ 

  □シンポジスト 

  ・ 當麻 俊久 氏 理学療法士（和仁会病院 地域包括ケア課長兼デイサービスセンター和仁会管 

理者） 

  ・ 高倉 潤一 氏 理学療法士（サテライト型小規模介護老人保健施設サンブライト愛宕Ⅱ ： 

 医療法人 博和会 リハビリテーション室 室長） 

  ・ 本田 憲一 氏 理学療法士（長崎リハビリテーション病院 地域リハビリテーション 

推進部副部長） 

  ・ 下玉利郁美 氏 社会福祉士（介護老人保健施設コスモスガーデン桜の里 地域連携・企画 

推進室室長） 



  ・ 指定発言 山口 伸一 氏（ 長崎市福祉部長） 

    座  長 ： 山下潤一郎 氏（ 長崎記念病院 常任理事 兼 リハビリテーション部 部長） 

          井手 伸二 氏（ 長崎リハビリテーション病院 副院長） 

[講演 3] 

  □テーマ ：「 長崎県における地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み ～まちづくりの視点

から～」 

 □講 師 ： 前山 隆史 氏 （長崎県福祉保健部長寿社会課 主任技師） 

[講演 4] 

 □テーマ ：「 まちづくりは支えあい活動から」 

  □講 師 ： 松坂 誠應 氏（ 長崎県リハビリテーション支援センター 代表） 

[シンポジウム②] 

  □テーマ ：「 支えあい活動を通して地域づくり！」 

  □シンポジスト 

  ・ 災害支援の活動を通した地域づくり 

    江川 雅也 氏（ 南島原市社会福祉協議会 地域福祉課 課長） 

  ・ 集いの場を通した地域づくり 

    桑田 峰代 氏（ 福田さんさん仲良し会） 

  ・ プロボノ活動を通した地域づくり 

    中武 聖貴 氏（ 小倉リハビリテーション病院 臨床サービス部 ソーシャルワーカー 課長代 

理） 

  ・ 住民の力を引き出す取り組み 

    福田 一子 氏（ 長崎市西浦上・三川地域包括支援センター 管理者） 

司会 ： 池田 茂則 氏（ 佐世保市社会福祉協議会 事務局次長）  

       松坂 誠應 氏（ 長崎県リハビリテーション支援センター 代表） 

 

 

 

日本リハビリテーション病院・施設協会 地域リハ推進委員会との連携 

 地域リハビリテーションの更なる普及に向け、日本リハビリテーション病院・施設協会の地域リハ推

進委員会に松坂会長が委員として参加した。 

昨年度、同協会が主体となり受託した「平成 30 年度老人保健事業推進費等補助金」の研究事業につ

いて、その検証とそれに基づいた地域リハ支援体制の検討を行った。 

当該調査は、地域リハ支援体制（都道府県・都道府県リハ支援センター・地域リハ広域支援センター）

の実態、都道府県における介護予防市町村支援事業や地域包括ケアシステム構築の進捗状況、介護予

防・日常生活支援総合事業を行っている市町村と市町村事業を受託している医療機関等、都道府県のリ

ハビリ専門職団体等の活動状況を明らかにするもの。さらに「地域リハ活動が地域包括ケアシステム構

築に寄与する」という仮説を立て、「地域リハ活動」あるいは「地域リハ支援体制の存在」が行政や関

係機関の事業・活動に及ぼす影響を検討し「地域リハ活動の効果」を明らかにすることを目的として実



施したもの。 

令和元年度は、この調査研究事業を検証し、地域リハを更に普及するための戦略を検討した。具体的

にはツールとしてパンフレットの作成や地域リハ支援体制の検討、その実現に向けた政策提言の作成

を行った。 

 

                                   以上 



令和 2 年度事業 
 
①全国地域リハビリテーション合同研修大会 北九州 2020  
新型コロナウイルス感染症拡大により延期 

 
②リハ・ケア合同研究大会大阪 2020 主催者団体シンポジウム 
 新型コロナウイルス感染症拡大により中止 
 
③ブロック研修大会京都 2020 WEB 形式にて実施 
【日時】第 1 回 令和 3 年 2 月 24 日（水）14：30～17：00 
【テーマ】「地域リハビリテーションの新たな転換に向けた行政・公的機関の役割」 
   基調講演 京都府リハビリテーション支援センター長 武澤 信夫 

       シンポジウム 「地域リハの新たな転換に向けた行政の役割と課題」 
      座長 田中 康之氏 千葉県千葉リハビリテーションセンター 
      座長 山元 顕太氏 京都府リハビリテーション支援センター 

高松 滋生氏 滋賀県立リハビリテーション支援センター 
         安尾 仁志氏 兵庫県地域リハビリテーション支援センター 
         三宅 貴志氏 広島県リハビリテーション支援センター 

【参加者数】131 名 
 
【日時】第 2 回 令和 3 年 3 月 7 日（日）14：00～16：30 
【テーマ】「新型コロナウイルス感染症対策のポイントと京都府の対応」 
   基調講演 京都府立大学 講師 山畑佳篤氏 
   シンポジウム「新型コロナ禍での地域リハビリテーションの変化と課題」 
       阪東 美可子氏 宇治市福祉サービス公社 
       家森 早百子氏 医療費鵜人家森クリニック 
       垣田 さちこ氏 垣田病院 
       冨田 素子氏  京都博愛会病院 
【参加者数】81 名 
 
④日本リハビリテーション病院・施設協会 地域リハ推進委員会との連携 
 主な活動 

「令和 2 年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分） 
地域リハビリテーション体制の活動マニュアル等の作成事業」 

   地域リハビリテーションにおける効果的な連携の在り方を検討するため、全国の市町
村および都道府県医師会へアンケート調査を実施し（悉皆調査）、効果的な地域リハビリ
テーション支援体制の在り方に関する報告書および体制整備に関するマニュアルを作
成した。 

 



 
令和 3 年度事業 

 
①全国地域リハビリテーション合同研修大会 北九州 2020  
新型コロナウイルス感染症拡大により 2020 年の開催を見合わせ本年度に実施した。 

【メインテーマ】 地域包括ケア推進に向け地域の “ちから” を育む ～いま、我々は何をす 
るか～ 

【開催形態】 オンディマンド方式による動画配信 
【参加人数】 192 名 
【配信期間】 令和 3 年 7 月 1 日（木）～7 月 31 日（土） 
【大会長】 浜村明徳（医療法人小倉リハビリテーション病院名誉院長） 
【副大会長】橋元 隆（九州栄養福祉大学 リハビリテーション学部教授） 
【主 催】 全国地域リハビリテーション研究会 

全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会 
【共 催】 北九州市 
【後 援】 福岡県、日本リハビリテーション病院・施設協会、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、福岡県医師会、福岡県病院協会、福岡県理学療法士
会、福岡県作業療法協会、福岡県言語聴覚士会、福岡県看護協会、福岡県社会福祉士
会、福岡県介護福祉士会、福岡県介護支援専門員協会、北九州市医師会、福岡県介護
老人保健施設協会北九州ブロック 

【大会運営】 全国地域リハビリテーション合同研修大会 in 北九州 2021 実行委員会 
実行委員長 森山雅志 副実行委員長 山本美江子 小泉幸毅 

【プログラム】 
鼎談 
『これからの地域リハ活動を展望する～先達からのメッセージ～』 
メッセージ 1 浜村明徳 /医療法人共和会 会長 
メッセージ 2 澤村誠志 /兵庫県立リハビリテーション中央病院 名誉院長 
メッセージ 3 大田仁史 /茨城県立健康プラザ 管理者 

招待講演 
『“おたがいさま” といえる地域をどう育むか～地域共生社会の実現に向けて～』 
講演 1 小川全夫 /アジアン･エイジング･ビジネスセンター 理事長 

『地域包括ケア推進に向けた地域づくりの重要性』 
講演 2 松田晋哉 /産業医科大学公衆衛生学教室 教授 

実践報告 
『行政が行う地域づくりの実践と課題』 
報告 1 藤内修二 /大分県福祉保健部感染症対策課 参事監兼課長 
報告 2 宮永敬市 /北九州市地域リハ推進課長『医療機関が行う地域づくりの実践と課題』 
報告 3 斉藤正身 /医療法人真正会 霞ヶ関南病院 理事長 
報告 4 山本美江子 /医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院 医長 



 
②リハ・ケア合同研究大会兵庫 2021 主催者団体シンポジウム 
  
【日時】令和 3 年 11 月 18 日（木）11：00～12：30 
【方式】ハイブリッド形式 
【テーマ】 

「地域包括ケアシステム構築を目指した市区町村レベルでの地域リハビリテーション支援 
市区町村が求めるもの、専門職が支援すべきもの」 

【概要】 
シンポジウムでは、座長から市区町村スタッフやリハ専門職が抱えている問題を示し、2 つ
の地域から市区町村スタッフやリハ専門職の報告を受けた。ディスカッションでは、市区町
村あるいは地域包括支援センタースタッフから市区町村事業の取り組み、リハ専門職から市
区町村への支援活動の報告を受け、事業や支援のあり方について討論を行った。 

【登壇者】 
座長 
松坂誠應（全国地域リハ支援事業連絡協議会会長、長崎リハビリテーション病院） 

シンポジスト 
高柳 公司  (理学療法士、池田病院 リハビリテーション部 部長（長崎県島原市）) 
辻 敏子   (島原市地域包括支援センター 所長) 
保坂 和輝 (作業療法士、在宅支援センター 甲州ケア・ホーム（山梨県）) 
望月理香子（保健師 社会福祉法人 小菅村社会福祉協議会 包括ケア部 地域包括支援

センター 管理者） 
 

③日本リハビリテーション病院・施設協会 地域リハ推進委員会との連携 
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