第８回 全国介護・終末期リハ・ケア研究大会 広島２０２１ 開催のご挨拶

第８回 全国介護・終末期リハ・ケア 研究大会 広島２０２１ 大会長
豊田 章宏
中国労災病院 治療就労両立支援センター 所長

第８回全国介護・終末期リハ・ケア研究大会を２０２１年９月１１日（土）に広島県医師会館で開催させて
いただくにあたり、会員の皆様にご挨拶を申し上げます。まず、新型コロナウイルス感染症の終息を願う
ばかりですが、その対応も含めた開催方法とならざるを得ない状況が続いていることへのご理解をお願
い申し上げます。
さて、本研究会は本格化する多死・多障害時代を見据え、介護・終末期リハ・ケアに関心を寄せるすべて
の人々が、互いの交流と研鑽を重ねることを通して、この分野の発展と互いの向上をはかることを目的
として、2013 年に設立記念研究大会が開催されました。
わが国の高齢化は急速に進行し続け、いわゆる２０２５年問題が間近に迫っています。このため、国で
は可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域包
括ケアシステムの構築を推進しています。既に各市町で介護予防事業や地域ケア会議など様々な取り組
みが行われており、アドバンス・ケア・プランニング（人生会議）も推奨されています。しかし、こうした様々
な取り組みの理念は理解できるものの、医療・介護スタッフとして何をしたらいいのか、具体的な行動に
結びついていないという方も多いのではないでしょうか。
今回のテーマは「ええ人生じゃったよ！」とし、それを実現するために何ができるかを考える会としまし
た。不思議なもので「ええ人生じゃったよ」と言われると、本人だけでなく周囲の人間もうれしい気持ちに
なるものです。しかし、「ええ人生じゃったよ」と言えるためには本人の主体性が必要です。それをどう引
き出して、どう支援できるかがカギとなるはずです。
本大会では広島県並びに全国から具体的な試みをされておられる先生方をお招きし、貴重なご講演
をいただくとともに、実践するために何ができるのかを考えるパネルディスカッションも行う予定です。
多職種で終末期に向けて取り組むことを深く考える内容となっており、明日からの実践に役立つ内容を
発信できる重要な機会になると確信しております。
大会開催中は、新型コロナ感染対策も考慮しつつ、ハイブリット形式での開催を準備いたしますが、事
情さえ許せば、是非とも全国から多くの皆様にご参加いただき、交流を深めていただける会となります
よう願っております。

開催概要
会

期

会

場

２０２１年９月１１日（土）
広島県医師会館 ホールおよび２０１会議室
〒７３２－００５７ 広島市東区二葉の里三丁目２番３号
TEL：０８２－５６８－１５１１ FAX：０８２－５６８－２１１２

大 会 長

豊田 章宏（中国労災病院治療就労両立支援センター所長）

副 大 会 長

林 拓男 （公立みつぎ総合病院 名誉院長・顧問）

実行委員長

荒木 攻 （医療法人光臨会 荒木脳神経外科病院 理事長）
三宅 貴志（公立みつぎ総合病院 リハビリ部）

主

催

後

援

全国介護・終末期リハ・ケア研究会
一般社団法人 広島県医師会
一般社団法人 広島県介護支援専門員協会
一般社団法人 広島県言語聴覚士会
一般社団法人 広島県作業療法士会
一般社団法人 広島県歯科医師会
一般社団法人 広島県歯科衛生士会
一般社団法人 広島県精神保健福祉協会
公益社団法人 日本認知症グループホーム協会 広島支部
公益社団法人 広島県栄養士会
公益社団法人 広島県介護福祉士会
公益社団法人
公益社団法人
公益社団法人
公益社団法人
社会福祉法人

広島県看護協会
広島県社会福祉士会
広島県薬剤師会
広島県理学療法士会
広島県社会福祉協議会

中国新聞社
広島県
広島県医療ソーシャルワーカー協会
広島県国民健康保険団体連合会
広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会
広島県地域包括ケア推進センター
広島県訪問看護ステーション協議会
広島県リハビリテーション支援センター
広島県老人福祉施設連盟
広島県老人保健施設協議会
大会テーマ
参加人数

（50 音順）

全国介護・終末期リハ・ケア研究会研究大会 広島 2021 「ええ人生じゃったよ！」
１５０名

実行委員会（敬称略）
・大会長

豊田 章宏：中国労災病院治療就労両立支援センター 所長

・副大会長

林 拓男：公立みつぎ総合病院 名誉院長・顧問
荒木 攻：医療法人光臨会 荒木脳神経外科病院 理事長

・実行委員長 三宅 貴志：公立みつぎ総合病院 リハビリ部
・事務部長

新谷 保貴：中国労災病院 中央リハビリテーション部

・経理部長

棚橋 康行：中国労災病院 治療就労両立支援センター 事務長

・管理部長

今田 直樹：医療法人光臨会 荒木脳神経外科病院 リハビリテーション部

・総務部長

水戸 裕香：医療法人光臨会 荒木脳神経外科病院 リハビリテーション部

・運営部長

佐藤 優子：医療法人光臨会 荒木脳神経外科病院 リハビリテーション部

・渉外部長

三宅 神奈：医療法人社団 仁慈会 安田病院 介護老人保健施設まお
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公立みつぎ総合病院 リハビリ部 三宅 貴志
〒７２２-０３９３
広島県尾道市御調町市１２４
TEL：０８４８－７６－１１１１
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プログラム
１．開会式 10：00－10：15
挨拶
豊田 章宏（大会長・中国労災病院治療就労両立支援センター 所長）他
２．オープニング・メッセージ 10：15－10：45
全国介護・終末期リハ・ケア研究会の「これまで」と「これから」
・全国介護・終末期リハ・ケア研究会 事務局
３．口述発表 10：50－12：00
４．ポスター発表 12：30－13：20（201 会議室）
１）指定ポスター
テーマ

地域包括ケアシステム構築に向けた地域リハビリテーションの取り組み

担当者（敬称略）
・田中 康之 千葉県千葉リハビリテーションセンター 地域支援センター センター長
地域リハ推進部 部長 （理学療法士）
・田所 愛理
・山原 千里
・安尾 仁志

滋賀県立リハビリテーションセンター 事業推進係 係長 （理学療法士）
京都府 健康福祉部 リハビリテーション支援センター 副主査 （言語聴覚士）
兵庫県地域リハビリテーション支援センター 課長 （理学療法士）

・塩田 真麻

広島県健康福祉局健康づくり推進課 健康づくり推進グループ 主任 （保健師）

２）その他
５．パネルディスカッション 13：30－15：30
テーマ 「ええ人生じゃったよ！」 を実現するために
パネリスト（敬称略）
・落久保 裕之 医療法人 裕心会 落久保外科循環器内科クリニック 院長 （医師）
一般社団法人 広島県医師会 常任理事
一般社団法人 広島県介護支援専門員協会 会長
・臂 美穂
・越部 恵美
・石口 由美

公立みつぎ総合病院 リハビリ部 主任 （作業療法士）
訪問看護ほっと・はぁとステーションてのひら 管理者 （看護師）
府中市介護保険課長寿さぽーと係 係長 （保健師）

・木田 裕子

特定非営利活動法人もちもちの木 グループホーム古田のおうち 管理者
（介護福祉士）
やまゆり居宅介護支援事業所 管理者 （介護支援専門員）

・中束 奈津紀
コーディネーター
・平井 敦子
・豊田 章宏

中国新聞社 編集局報道センター 社会担当部長代理
大会長、中国労災病院 治療就労両立支援センター 所長

６．閉会式 15：30－15：45
挨拶
壹岐 英正 全国介護・終末期リハ・ケア研究会 会長
（医療法人瑞心会 渡辺病院 リハビリ科 理学療法士）

