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創立２０周年記念特集

創立２０周年記念特集編集にあたり
このたび，日本リハビリテーション連携科学学会創立２０周年を迎えることとなり，創設に関わる諸先生およ
びご支援をいただきました会員の皆様方には心より御礼を申し上げます．
学会創立２０周年記念事業として，２０１８年３月より記念事業準備委員会が発足し，準備が進められてきまし
た．２０周年を祝う事業としては，第２０回大会日本リハビリテーション連携科学学会（平成３１年３月１６―１７日，
藤田医科大学）鈴木孝治大会長のご協力をいただき，記念式典と懇親会，記念シンポジウムの催し，さらに，
本研究誌における記念特集といたしました．
記念特集には，当学会江藤文夫理事長の挨拶に続き，創立の沿革，創立期理事長三澤義一先生をはじめ，歴
代の理事長の澤村誠志先生，奥野英子先生，創設期に副理事長・事務局長の要職に就かれた福屋靖子先生，香
川邦生先生，藤田和弘先生にお祝辞をお寄せいただきました．
また，当学会のこれまでの経緯「図でみる学会２０周年のあゆみ」では，会員動向および，学会開催地・演題
推移，リハビリテーション科学誌掲載論文数など，この２０年間の学会活動，実践と研究業績，多職種・広地域
の発展等について，見て分かるような図といたしました．そして，この間の学会運営に関わる役員をはじめと
する，多くの方々のご活動と，学会活動の主な歩みについて年表で示しました．さらに，第１回から第２０回大
会の「大会のあゆみ」では，大会テーマやご講演題目に包含される各年代のトピックスと問題提起を概観し，
当学会が創立趣意の「リハビリテーション連携の提案」から一貫して時代をリードしたメッセージの提唱と活
動の展開を続けていることを拝察いたすことになりました．
創立２０周年記念事業としての当特集を機に，日本リハビリテーション連携科学学会の今後の益々の発展を祈
念いたす次第です．
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学会創立２０周年を迎えて
日本リハビリテーション連携科学学会理事長

挨拶
江藤

文夫＊１

日本リハビリテーション連携科学学会は１９９９年に

は，はじめから多職種によるチームアプローチを活

創設され，今年で２０周年を迎えた区切りに記念特集

動形態の特徴として展開してまいりました．新しい

が企画されました．そこで，ご挨拶をかねて，この

領域であること，例によって海外より概念を含め導

２０年間を振り返り，改めて連携について考えてみた

入されたものでありますが，２０世紀後半より政策的

いと思います．はじめに，歴代理事長，毎年の大会

に推進すべき領域とされたことにより，急速にわが

長ならびに，今日まで学会の発展にご尽力いただい

国でも普及し，医療におけるリハビリテーションの

た会員の皆様に感謝申し上げます．

品ぞろえは国際的にもトップクラスに達していると

ちょうど２１世紀を前にしてミレニアムという区切

思います．しかし，病院の発達や，そこで教育養成

りで新しい時代に向けたさまざまなヴィジョンが論

される専門職の歴史を西欧と共有せず，強力な国家

じられた頃，身体に偏することなく精神も知的も含

の行政主導で急速に医療や福祉の外形基準を満たし

めた障害者のリハビリテーションに関わる高度で包

てきた底流は維持されているように感じます．連携

括的な支援活動へのニーズを実感して，リハビリテ

に関しても１９５５年前後から多数専門職の交流・連携

ーション全体に関わり，専門分野間の連携を図る理

の試みとして実務者研修会やセミナーが行政主導で

論的研究，こうした理論に裏付けられた専門的技

開催されるようになりましたが，制度的に養成され

術・方法の実践，さらには障害者のライフサイクル

てきた専門職の枠内でとどまりがちでした．とく

の視点に立った最適な地域ケア実現のための方策の

に，いわゆる「たて」の関係を主軸に活動が展開さ

検討に取組む学術団体を目指して本学会が誕生しま

れてきたことで，
「よこ」に対しては関心をもって

した．

も，積極的に職務に取り込むことに極めて消極的で

その母体となったのは，１９８９年に設立された現在

あったという歴史に気付かれます．

の「筑波大学大学院人間総合科学研究科生涯発達専

人権や個人の概念も翻訳語が創出されて以来であ

攻リハビリテーションコース」の同窓会であり，障

り，「リハビリテーション」に関しては「更生」と

害者のリハビリテーションに携わる多職種の高度専

いう用語が当てられはしたものの医療と医療関連の

門家養成を行ってきたことから，専門職種間の連携

福祉の領域で普及すると，せっかくの「更生」とい

やネットワーク作りを求めるニーズの高まりが実感

う言葉は嫌われ，片仮名で表記することが定着しま

されていました．また，コースが発行していたユニ

した．刑法においても死刑廃止論が紹介された明治

ークな学術誌「筑波大学リハビリテーション研究」

初頭の議論は忘れられ，更生よりは死刑を頂点とす

の存在が本学会の機関誌の円滑な創刊につながった

る刑罰が優位に想起される社会が持続しています．

ものと思います．

しかし，国際障害者年や，近年の国連における「障

「連携」は現代社会におけるもっとも重要なキー

害者の権利に関する条約」の誕生に伴い，個人の権

ワードの一つとなっていますが，医療と福祉におい

利や自己決定権が尊重されるべきことが理解されつ

て２０世紀に誕生したリハビリテーションの領域で

つあり，当事者を中心に支援に関わる専門職がパー

＊１
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トナーシップにより対処することで，多職種による

まいりました．現在は，社会リハビリテーション研

支援や支援計画の会議もさかんに持たれるようにな

究会，教育支援研究会，地域包括ケア研究会，国際

りました．

リハビリテーション連携研究会が包括的な総合リハ

障害に関する世界報告書で取り上げられたように
世界人口の１５％が障害者として見積もられ，国際障

ビリテーションの充実を目指して研究に取り組んで
おります．

害者年当時に比し，障害者数が増加している最大の

連携の実践においては多数専門職の協業を円滑に

理由の一つとして人口の高齢化が挙げられていま

実践するための調整役が有用性を発揮します．欧米

す．そして YLDs（Years Lived with Disability ; 障

のリハビリテーションに関わる医療や福祉の場で

害生存年数）の７４％はリハビリテーションが役立つ

は，発展の早い時期からコーディネータの役割が認

健康状態に由来するとされます．わが国では，いわ

識されていました．日本で理学療法士・作業療法士

ゆる超高齢社会を迎えて１０年以上を経過し，さらに

の養成に尽力された米国の Betty Lawson 女史が３０

高齢化の傾向は持続しています．

余年前に再来日されたおりに女史から頂いた名刺に

高齢者の介護では多職種の介入が必須であること

は

Coordinator, Physical Therapy Services と 書

から，近年の研究課題名には「連携」という文字が

かれていました．それぞれの部署における多様な職

目立つようになっています．現場ではさかんにケ

能者がチームとして適切に機能できるためには調整

ア・マネジメントの会議が開かれるようになり，各

役を必要とすることになります．すでに，米国では

コミュニティあるいは地域での生活支援が目標にあ

理学療法サービスも多様化していましたが，総合的

げられ，議論がなされるようになりました．しか

なリハビリテーションではなおさら，そのニーズは

し，タテ社会で養成されてきた多数専門職種が会す

高まります．本学会の活動に関わるヴィジョンにお

る場で使用される用語に関して，その意味は参加者

いて，コーディネータの位置づけと，そのあり方の

全員で共有されているのか疑問を感じさせることが

議論は重要課題の一つになると思います．

あります．専門職の壁は，用語にしばしば現れるよ

本学会ではこの数年，学会の基盤整備と新たなる

うですが，身近な会議が普及することで解消されて

展開を目指して，常任理事会メンバーを中心に議論

いくことが期待されます．

され，取り組みがなされてきました．学会運営に関

本学会は，特定の職種による専門的学協会ではな

しては，①各種委員会の効率化と強化（あり方検討

く，協業における円滑な連携の促進とそのための理

を含む），②会則の整備，③会計と財務の見直しと

論や技術開発に関心をもつ多数の専門職種の研究者

整備，学会活動に関しては，①関連諸学協会との連

や実践者の集まりです．そして，会員の多くは各自

携を検討すること，②研究誌の充実，③地域ケア・

の専門職で構成された学協会にも所属して活動をさ

福祉との関わりの強化，④研究推進（自主研究会の

れています．連携が強調されることでは，専門職間

あり方検討と見直し）
，⑤広報活動の充実，などに

の連携だけでなく施設間の連携，あるいは関連する

取り組む必要が認識され，着実に学会の基盤が整備

団体間の連携についても語られます．介護を含めた

されてきました．この２０周年を機に，ヴィジョンの

複数の生活収容施設と地域支援機関との実践におけ

共有とコミュニケーションの向上が図られ，個別で

る連携だけでなく，研究においても関係諸機関が連

異なる障害のある人々への生活と活動の支援に関わ

携して研究開発に取り組むことの有効性が論じられ

る多職種の集う学術団体の３０周年を目指して，さら

ます．本学会では創立当初より自主研究会が組織さ

なる発展を願い，ご挨拶とさせていただきます．

れ，研究推進委員会のもとに活発な活動を展開して
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日本リハビリテーション連携科学学会創立の沿革
日本リハビリテーション連携科学学会創立（１９９９
年３月２１日）
．

の学会にない関連多領域，多職種の総合リハビリテ
ーションと連携に関わる学会の設立に向けて審議を

１９９８（平成１０）年，筑波大学大学院教育研究科リ

重ねた．

ハビリテーションコース設立１０周年を機に，各分野

１９９９（平成１１）年３月２１日，筑波大学大塚地区キ

で活躍する専門職が職種を越えて連携し，リハビリ

ャンパス（G204 教室）にて設立総会を開催し，設

テーション支援についての研究活動を行う場として

置趣意書（次項参照）に基づき，本学会の発足につ

の学会設立が提起された．そこで，学内外の専門家

いて承認された．
学会事務局を筑波大学大学院内におく（〒１１２―

に広く参加を呼びかけて，国内広域の多専門領域か
ら賛同を得て学会設立準備委員会を設置した．既存

００１２東京都文京区大塚３―２９―１）．

創立時役員
理事長

: 三澤義一（つくば国際大学産業社会学部教授，学部長）

副理事長 : 藤田和弘（筑波大学心身障害学系教授）
，
飛松好子（東北大学大学院医学系障害科学専攻助教授）
常任理事 : 香川邦生（筑波大学心身障害学系教授）
，三ツ木任一（放送大学教授），
牟田口辰巳（筑波大学附属盲学校教諭）
，福屋靖子（筑波大学心身障害学系教授），奥野英子（筑波
大学心身障害学系助教授）
，三友啓太（社会福祉・医療事業団）
理事

: 江藤文夫（東京大学医学部リハビリテーション科教授）
，太田裕子（東京都教育庁指導部心身障害
教育指導課統括指導主事）
，荻原喜茂（国際医療福祉大学保健学部作業療法学科講師），佐藤登美（静
岡県立大学看護学部教授）
，篠原吉徳（筑波大学心身障害学系教授），鈴木孝治（小田原市立病院リ
ハビリテーション科主任作業療法士）
，高橋正雄（筑波大学心身障害学系助教授），武田秀和（聖マ
リアンナ医科大学横浜市西部病院リハビリテーション部主査）
，立川和子（伊豆逓信病院心理士，
副長）
，長崎勤（筑波大学心身障害学系助教授）
，中田英雄（筑波大学心身障害学系助教授）
，野中
猛（埼玉県立精神保健総合センター専門調査員）
，芳賀裕子（芳賀経営コンサルティング事務所代
表）
，松井亮輔（北星学園大学社会福祉部教授），吉野公喜（筑波大学心身障害学系教授，学系長）

監事

: 落合芙美子（日本リハビリテーション看護学会会長）
，高見葉津（東京都立北療育医療センター言
語療法士）

会員数
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: １７０名
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日本リハビリテーション連携科学学会設立趣意書
１９９９（平成１１）年１月３０日

準備委員会委員一同
２０世紀も間もなく終わりを告げ，やがて新しい世紀を迎えようとしています．
近年の急激な科学技術の発展により，我が国における現代の社会は，国際化，都市化，核家族化，少
子・高齢化，さらには価値観の多様化など，大幅な社会的変動の渦中にあります．こうした現代の高度
化，複雑化した社会においては，特に障害者の社会参加や社会的自立はますます困離な状況になってい
るといえます．このような状況の中，障害を改善・克服して，自己の諸能力を最大限に発揮し，自立で
きるように支援するためには，障害者のリハビリテーションに関わる高度で包括的な活動が求められて
います．こうした要請を実現するための社会的課題としては，リハビリテーション全体に関わり，かつ
専門分野間の連携を図る理論的研究，こうした理論に裏付けられた専門的技術・方法の実践，および，
障害者のライフサイクルの視点に立った，最適な地減ケア実現のための総合的方策の検討などが喫緊の
課題となっています．
ところで，１９９３年から２００２年はアジア太平洋障害者の十年であり，また，１９９９年は国連の提唱する国
際高齢者年でもあります．こうしたグローバルな視点からも，障害者および高齢者の問題は，今日積極
的に取り組まなければならない重要課題となっています．このような時代背景に鑑み，特に障害者や高
齢者を中心としたリハビリテーションのニーズは，今後，増加の一途をたどり，それに伴って，リハビ
リテーションに関連する科学や研究成果への期待は，かつてないほどの高まりを見せることになること
でしょう．
戦後の我が国は，欧米先進国をモデルとして，障害者，高齢者等のリハビリテーションを展開してき
ました．行政主導による種々のリハビリテーション施策も，それなりに発展してきました．また，各種
のリハビリテーション関連学会も量的・質的に拡大発展し，それぞれの専門的立場からの科学性が追求
され，専門領域におけるレベルアップが図られてきたことは，非常に喜ばしいことであります．しかし，
制度上の壁もあって，ともすれば，関連諸科学の協調には円滑性を欠き，真に生活者としての個々人の
ニーズに立脚した包括的な研究やその成果の活用に難点があったことは否定できません．
来るべき２１世紀にあっては，リハビリテーションの新しい理念と技術・方法が求められ，基本的なパ
ラダイムにも転換を迫られています．こうした時代を迎えるに当たって，私どもは，専門領域別のリハ
ビリテーションの研究と実践を重視しつつも，その枠組みを越えた新しい研究交流の場を用意すべく，
ここに，「日本リハビリテーション連携科学学会」の創立を発意いたしました．
本学会がめざすものは，リハビリテーション諸科学の有機的連携，現場の実践に即した研究・討議，
リハビリテーション分野のネットワーク，トータルリハビリテーションなどであり，医学，教育学，心
理学，社会福祉学，工学など関連諸科学の研究者，および，医療，教育，福祉，職業などの分野におけ
る実践家の共通の広場として機能する学会であります．私どもは皆様方のお力添えのもとに，この学会
が一歩一歩の着実な歩みを続けていくべく，努力してまいりたいと存じます．
私どもの意図するところを是非とも御理解いただき，関係各位の御参加を心からお待ち申し上げます．
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学会創立の頃の思い出
三澤
日本リハビリテーション連携科学学会創立２０周年

義一＊２
思われます．

を迎えられることに，心からお祝いを申し上げま

教育関係の専門家以外の方々は，従来から，教育

す．創立から今日までの関係各位のご助力には，

関係がリハに加わることに，多少の抵抗感があった

並々ならぬものがあったと存じます．特にいろいろ

かもしれません．しかし，昔の特殊教育ではなく，

な分野の研究者が心を一つにして学会を立ち上げる

２００７年から特別支援教育に移行し，方向性も内容も

過程には，多くの苦労があったことでしょう．この

異なっております．最近は特に，いわゆるインクル

学会の成立の過程を注意深く見守り，微力を捧げた

ーシブ教育の推進が重視されるようになりました．

者のひとりとして，学会成立という成果を手にでき

この教育は，障害者を含むあらゆる段階の教育制度

たことは，当時，大きな喜びでした．しかし，初め

や生涯学習推進を図ることにあります．従来の「特

の頃は，はたしてこれからどうまとめていくか，そ

殊教育」に較べて幅も内容もはるかに拡大，充実し

のことがいつも胸中を去来していました．医学，職

た教育を目指しております．

業，福祉，教育の各分野の人々が，一堂に会し議論

リハビリテーションという言葉も，最初はいろい

をすることは，当時としてはまさに画期的な出来事

ろ議論があり，子どものリハは，いわゆる「ハビリ

でした．これからどうすべきか，むしろ不安の方が

テーション」であるべきだとする主張もありまし

先に立っていました．各自の専門性は最大限に尊重

た．しかしいつしかそうした議論は影をひそめ，子

しつつ，共通の場に集うというあまり例のない試み

どもの場合にも，リハビリテーションが抵抗なく使

に，内心どうなることかと思ったことは事実です．

われるようになりました．本学会の名称も「リハビ

しかし各位の自覚と協調性により，このような不安

リテーション」が使われております．時の経過とと

は次第に薄らぎ，むしろ生き生きとした姿が随所に

もに新しい分野は，最初は抵抗があっても次第に受

見られるようになり，専門的な議論が各自の専門の

け入れられていくものです．

枠を超えて展開されるようになりました．最初の頃
の不安は程なくして消え去りました．

２０年の歴史には多くの価値ある内容が含まれてい
ることと思います．そしてこれからもいろいろな問

あれから２０年の歳月が夢のように過ぎ去ろうとし

題が提起されることでしょう．本学会２０年の歴史

ております．まさしく感無量の境地です．他人の行

が，名実ともに次の２０年に最大限に継承されますこ

動を評価し，あるべき姿を示唆することが，リハビ

とを切に希望してやみません．次の２０年のための豊

リテーションの仕事の本質ですので，そうした相互

かな発展の糧となりますように．

の関係が一層鮮明に理解され，成熟してきたものと

＊２

Giichi Misawa 筑波大学名誉教授，金城大学名誉学長，日本リハビリテーション連携科学学会元理事長・元顧問
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日本リハビリテーション連携科学学会２０周年を祝して
澤村

誠志＊３

日本リハビリテーション連携科学学会がこのたび

その後，本学会が江藤文夫理事長のもとに，リハ

創設２０周年を迎えられたことを，心からお祝い申し

ビリテーション全体における専門分野間の連携を図

上げます．

る理論的な研究，この理論に裏付けられた専門的技

２００２年より９年間，私はリハビリテーション諸科

術・方法の開発と実践，そして，地域ケアの実践に

学の有機的連携，現場の実践に即した研究，討議，

取り組む学術集団を目指した学会として，多くの素

そして総合的なリハビリテーションなど，本学会設

晴らしい成果を残されてきたことに対して，改めて

立時の主題を求めて，理事長を勤めさせていただき

敬意を表したいと思います．

ました．過去５０年間に亘る兵庫県立総合リハビリテ

わが国は，これから障害のある子どもや成人・高

ーションセンターでの多職種協働によるチームアプ

齢者とその家族を含めて，誰もが，住み慣れたとこ

ローチの実践経験をもとに，奥野英子，香川邦生，

ろで，一生安全に，その人らしくいきいきと地域と

藤田和弘，福屋靖子先生を始め多くの先生方のご指

のつながりのある生活ができるよう，地域住民を含

導と，筑波大学の全面的なご支援を得ながら，本学

め，医療や保健，福祉や介護および生活にかかわる

会の基盤整備に向けて，研究推進，研究誌編集，広

あらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの

報などの諸委員会の活動に支えられて，微力ながら

立場から協力し合って行なう地域リハビリテーショ

何とか職責を果たすことができました．

ン活動が重要視される時代に入ってくると確信して

学会が１０周年を迎えました２００９年には，奥野先生

おります．特に，市町の地域包括ケア時代を支える

のリーダーシップのもとに，各分野でご活躍の先生

には，都道府県の全県域および２次圏域における地

方にお願いして，
「リハビリテーション連携論．ユ

域リハビリテーションシステムの構築が必要です．

ニバーサル社会実現への理論と実践」を学会企画と

多職種協働による地域共生社会の創生が私どもの最

して出版（三輪書店）させていただきました．この

終ゴールではないでしょうか．それには，今後とも

中で，リハビリテーションにおける連携を実現する

日本リハビリテーション連携科学学会が，インクル

ために，リハビリテーションにおける連携の概念や

ーシブ社会を目指して，一人でも多くの人びとの笑

国際的な動向を明らかにし，保健医療福祉教育，ラ

顔を求めて地域の住民主体による連携にかかる基礎

イフサイクルに応じた地域リハビリテーションにお

的な研究を追及していただきたいと願っています．

ける連携の実践，当事者の視点からのリハビリテー

今後の学会の益々のご発展を祈っております．

ションなどを取り上げさせていただきました．

＊３

Seishi Sawamura 兵庫県立総合リハビリテーションセンター名誉院長，日本リハビリテーション連携科学学会元理事長・元
顧問，第４回大会大会長
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日本リハビリテーション連携科学学会設立の背景と目的
奥野

英子＊４

日本リハビリテーション連携科学学会が設立され

ーション協会と実行委員会の共催となり，全国にリ

て２０周年を迎えます．本学会のためにこれまでお世

ハビリテーションを普及するために，東京と地方都

話になりました関係者の皆様に心から御礼を申し上

市で毎年交互に開催されるようになりました．

げます．

また１９８８年に東京で「第１６回リハビリテーション

１９９９年春に設立され，２０００年３月に第１回大会が

世界会議」が「総合リハビリテーション : その現実

開催され，本年度，第２０回大会が開催されます．こ

的展開と将来展望」のテーマで開催され，９３か国か

れまでのわが国におけるリハビリテーションの歴史

ら２８００名の参加がありました．その後，リハ交流セ

を振り返り，設立の背景と目的について書かせてい

ミナーは１９９１年に「総合リハビリテーション研究大

ただきます．

会」に改称され，
「リハ交流セミナー」と「総合リ

１９６４年に東京パラリンピックが開催され，１９６５年

ハ研究大会」はわが国における総合的なリハビリテ

４月に東京で，わが国で初めてのリハビリテーショ

ーションの発展に大きな役割を果たしてきました．

ン国際会議として「第３回汎太平洋リハビリテーシ

「総合リハ研究大会」が「総合
実は１９９０年代に，

ョン会議」が「リハビリテーションの具体的実施」

リハビリテーション学会」に発展する機運がありま

のテーマで，２３か国，約１０００名の参加により開催さ

した．しかし，当時，障害者福祉・リハビリテーシ

れました．また同年に医学的リハを支える重要な専

ョンのリーダーであった板山賢治先生が「学会にす

門職である「理学療法士及び作業療法士法」が制定

ると敷居が高くなるので，学会にしない」と断言さ

されました．

れました．その意味するところは，
「この分野で頑

国際的には，ニューヨークに本部を置く「国際障
害者リハビリテーション協会」
（現在，Rehabilitation

張っているあらゆる実践家や障害当事者が参加でき
る場でなければいけない．」ということでした．

International : RI）は，１９６０年代後半に，リハビリ

そのような背景の中で，リハビリテーションの全

テーションは医学リハ，教育リハ，社会リハ，職業

分野，あらゆる職種の専門職，障害当事者・家族と

リハなどの分野から構成されるとしました．わが国

の連携を実現するために，
「日本リハビリテーショ

は，同国際協会，国連，WHO，ILO およびリハビ

ン連携科学学会」が設立されたと私は理解していま

リテーションの先進諸国から多くのことを学んでき

す．設立準備委員会では当初「日本総合リハビリテ

ました．

ーション学会」の名称を考えていましたが，外部か

一方，わが国に総合的なリハビリテーションを促
進するために，１９７７年に「リハビリテーション交流
セミナー」が医学分野（６名）
，社会（５名）
，教育

らの意見もあり，現在の名称になりました．
この２０年間にわが国では総合的なリハビリテーシ
ョンは発展・確立されましたでしょうか？

介護保

（２名）
，職業（９名）
，工学（１名）の 有 志２３名 の

険制度の普及により「地域リハビリテーション」の

実行委員会によって開催されました．１９８０年の第４

基盤が整備され，高齢者の医学的リハビリテーショ

回のリハ交流セミナーからは日本障害者リハビリテ

ンは大きく発展したといえますが，重い障害のある

＊４

Eiko Okuno 日本リハビリテーション連携科学学会前理事長・元顧問，元筑波大学大学院教授
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児童，青年，成人にとって高度な総合リハビリテー

テーションに関わる各種学会，リハビリテーション

ションサービスが全国各地，どこででも受けられる

の各種専門職能団体等と連携を取り，わが国により

ようになっていますでしょうか？

よい総合リハビリテーションの体制が創られること

今後，
「日本リハビリテーション連携科学学会」

を期待しています．

が「総合リハビリテーション研究大会」やリハビリ

リハビリテーション連携科学学会として期待されるもの
福屋

靖子＊５

リハコースとして入学してきた筑波大学社会人大

，障 害 者 総 合 支 援 法
（２０１６（H28）年４月 施 行）

学院生のゼミで，医療・教育・福祉・工学等の現職

（２０１３（H25）年４月）が制定され，インクルージ

専門家たちに他領域に関する無理解が存在している

ョンに向けての兆しは見えてきてはいるが，就労に

ことに愕然としたことが本学会設立のきっかけであ

関わる課題や社会の片隅で取り残され孤立化してい

る．彼らはまた，１０年以上のキャリアを持ちながら

る障がい者・高齢者は少なくなく，孤独死の増加，

も，リハビリテーション支援（以下「リハ支援」と

死後１週間を超えて発見されるケースも減少しては

略）の実践現場で長年にわたり蓄積された成果と同

いない現状にある．

時に，マンネリ化の壁を打破しようとするエネルギ
ーを感じさせる学生たちでもあった．

近年，多発している災害で災害関連死者数の多さ
６７６人にも上る
には驚かされ，東日本大震災では３，

個々人のエンパワーを目的とするリハ支援は，空

（２０１８年３月３１日，内閣府）．これは，地域に拠点を

論ではなく実証・実践の蓄積が求められ，当学会で

置いた支援体制の不備，特に災害弱者と称される対

は，連携による支援の力の増強の追究を目標に掲げ

象者への支援体制の欠落によるものと思っている．

て発足した．つまり，人のいのち・自由・尊厳の支

筆者は，スリランカ，ミャンマー，マダガスカル，

援のためには１職種のみでは限界があることは自明

ペルーでのボランティア活動の経験から，この点に

の理である．この２０年間の学会発表を見ると，実践

関しては，わが国は開発途上国に端を発したプライ

現場の連携に関わる貴重な挑戦，取り組みの報告が

マリケア，地域リハ（WHO，１９７８）に学ぶべきも

多くみられ当学会の存在意義の証左と言えよう．し

のがあると信じている．この災害関連死者の問題

かしながら，会員の実践において直面する制度上の

は，たまたま災害時に露呈したもので，わが国の在

限界と課題はより明確化され，さらに未解決の連携

宅者の個々のニーズの把握による支援体制の欠落を

課題が浮上してきた．

意味している．

２０年経った現在，わが国の社会の仕組みは変動し

地域包括ケアが提示され，やっとリハ支援の必要

ているが，障がい者・高齢者のリハに関してはどう

性がクローズアップされ始めたが，地域包括支援セ

であろうか？

ンターを拠点とした現状のままではリハ連携に関し

＊５

やっと，障害者差別解消法が制定

Yasuko Fukuya 法政大学名誉教授，元筑波大学大学院教授，日本リハビリテーション連携科学学会元副理事長・元顧問，第
１回大会大会長
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ては全く期待できない．筆者の耳から離れない，Ｔ

革の指針作りもあり，そのための第一歩はやはり，

町，Ｉ町における在宅脳卒中後遺症者の悲痛な叫び

同じ目的を持つリハ支援団体との連携が必須と考え

や，大都市における在宅高齢者の引きこもりの生活

る．２０年を迎え成人としての当学会が他団体に受け

実態にどのように対処できるのかが課題である．今

入れられ，リハ連携のコーディネーターとしての役

後，地域包括ケアの中で，リハ支援をどのように展

割を担えるようになってほしいと考える．リハ関連

開していくのかが問われている．

団体は，連携の重要性は掲げながらもそれぞれの専

在宅者のリハニーズの把握の欠落により見過ごさ

門追究が中核である．リハ連携を専門追究の中核と

れている転倒・生活習慣病・フレイルは，社会参加

して存在している当学会は，関連団体と連携し，行

を見届けないリハ専門家の怠慢と言わざるを得な

政に反映できる地域リハ連携モデルづくりを追究す

い．対策としては，地域の拠点に在宅者のリハニー

べきであろう．地域に根差したリハ『連携』強化に

ズを把握できるリハ専門職者を配置することが政策

より，真のリハ支援の目標達成が可能なのではない

上必須となる．

だろうか？

学会の役割には，連携促進・保証のための社会改

学会創設２０周年を祝って
香川

邦生＊６

「日本リハビリテーション連携科学学会」の創設

ともに，関係多職種間の連携の大切さを学んだ点で

当初からかかわってきた者の一人として本学会が２０

ある」という感想を述べていた点にありました．リ

周年という節目を迎えたことを心から嬉しく思い，

ハコース修了生は，リハ関連の職場の第一線で活躍

お祝い申し上げます．この間，学会は，多くの関係

している方々であり，こうした感想は，私たちを動

者に支えられて発展を遂げてきたわけで，これまで

かす原動力として十分な重みを持っていました．も

支えてくださった方々に，深甚なる敬意と感謝を申

ともとリハ領域の実践や研究は，関連する多くの職

し上げたいと思います．

種の方々の連携なくしては成り立たない分野のはず

さて，私共が学会創設を思い立ったのは，１９８９

なのに，その第一線で活躍している方々が，連携が

（平成元）年に発足した社会人を対象とした「筑波

十分でなかったことを自覚し，その大切さを再確認

大学大学院教育研究科カウンセリング専攻リハビリ

したという感想なのです．何とかしてリハ関係で横

テーションコース」を修了した方々が，異口同音

の広がりを深め，連携してこの分野を盛り立てる，

に，
「大学院に入ってよかった点は多々あるが，中

そうした核になる広場ができないものかと考え，そ

でもリハビリテーションの第一線で実践や研究に携

れを実現するために，学会を立ち上げたいと思い立

わっているさまざまな職種の人たちと親しく交わっ

つに至ったのです．

て情報交換をすることによって，今まで気付かなか

こうした思いを実現するために，１９９８（平成１０）

った実践的研究課題に気付かされ，視野が広がると

年度に３回にわたる学会創設の目的や必要性，さら

＊６

Kunio Kagawa 元筑波大学大学院教授，日本リハビリテーション連携科学学会元顧問・元事務局長，第６回大会大会長
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にはその性格付け等に関する検討会（意見交換会）

が大切である．とりわけ，実践的研究や事例研究を

を関係者で持ちました．この検討会では，さまざま

大切にするような学会であってほしい．

な意見や要望が寄せられましたが，その主なものは
次のようなものでした．

④既存の学会は，年１回の研究発表大会や研究誌
の発刊に多くの勢力を費やしているように見受けら

①リハ関連の学会が既にいくつも存在している中

れるが，今回立ち上げる学会が一味異なる学会にな

で，新たに学会を立ち上げるためには，分化した専

るようにするためには，日常的な意見交換や研究が

門領域を超えて参集した専門家が，リハを総合的・

できる体制を整えることが大切である．そのため，

学際的な視点に立脚して討議する場となるような学

日常的に研究や意見交換できる場をぜひ設けてほし

会でなければならない．

い．

②さまざまな学会の研究大会においては，いくつ

これらの検討会における意見や要望を踏まえて，

もの分科会に分かれて研究成果の発表が行われる

学会創設のための準備委員会を３回にわたって行

が，新たな学会においては，少なくとも連携の重要

い，１９９９（平成１１）年３月に発会のための総会にこ

な視点に関わる研究発表は，全参加者が集うメイン

ぎつけたのです．

会場で行い，連携に関わる実践的課題の認識を共有

学会を取り巻く状況は，時代とともに変化します
ので，その変化に柔軟に対応できる学会でなければ

できるような場にする必要がある．
③リハ分野においては，実践と研究とは車の両輪

ならないのは当然ですが，それとともに，時代を超

のような関係なので，実践家（practitioner）と研究

えて大切にすべきコンセプトは何かを今一度見極

者（researcher）が共に対等な立場で意見をたたか

め，この分野の発展に貢献できる学会として今後と

わせ，両者を満足させる学会となるよう努めること

もに発展してもらいたいと切に願うものです．

本学会の創設にかかわって
藤田

和弘＊７

本学会は，筑波大学夜間修士課程リハビリテーシ

高度専門職を 養 成 す る こ と を 目 的 に す る．PT，

ョンコースの教官と修了生有志が発起人となって誕

OT，ST，ナース，教師，福祉職，心理職，職業リ

生した．発起人の一人としてかかわった立場から思

ハ関係者など多職種の院生が１８時半から２１時まで茗

い起こすと，およその経緯は次のようなものであっ

荷谷にある大塚キャンパスで高い志を持って熱心に

たと思う．

学んでいた．１０周年を迎え修了生が１８０名に達した

１９８９（平成元）年，国立大学としてわが国初の社

のを機に，多専門職からなる横断的な研究組織の必

会人を対象にした通学制夜間大学院が開設された．

要性について，リハコース同窓会会員にアンケート

このコースでは，リハビリテーションにかかわる専

を取った結果，学会の設立に賛同する意見が多数を

門家，すなわちコメディカルスタッフを中心とする

占めた．リハ教官と修了生有志との話し合いの結

＊７

Kazuhiro Fujita 日本リハビリテーション連携科学学会顧問・元副理事長，筑波大学名誉教授，元吉備国際大学学長，元九州
保健福祉大学教授，第１１回大会会長
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果，学内だけでなく広く学外の専門家に参加を呼び

括した総合リハビリテーションを提唱され我国のモ

掛ける必要があることから，学外専門家を含む賛同

デルとなる理想的なシステムを兵庫県域で具現化さ

者からなる学会設立準備委員会を設置し，学会の名

れた著明な方である．二代理事長としての最大のご

称，目的，会則などを決定した．１９９９（平成１１）年

功績は，本学会を全国区にされたことであろう．

３月２１日の１５時から１６時３０分の間，設立総会を筑波

第一期までは，リハコースを母体とした同窓会的

大学大塚地区キャンパス G204 教室にて開催し，既

な学会というイメージがぬぐえなかったが，それを

存の学会にはないリハビリテーションに関係する多

払拭するまでに全国的な拡大を可能にされた．その

職種連携を目的とするリハビリテーション連携科学

ことは，会員数の著しい増加（理事長就任時の２９０

学会の創設が承認された．創設時の役員は，理事長

名から交代時の５２０名）からも裏付けられよう．二

をはじめ２４名の理事と２名の監事からなり，会員数

代理事長時代は，本学会の発展期といえる．三代理

は１７０名であった．

事長の奥野英子先生は，わが国における社会リハビ

本学会の設立から２０１６（平成２８）年までの１８年

リテーションの第一人者であられる．本学会の創設

間，私は４人の理事長に仕え副理事長として学会の

にもかかわられた先生で，何よりも実践者の取り組

運営に微力ながら当たってきた．初代理事長は，三

みと障害当事者の視点を大切にされた．加えて，リ

澤義一先生であった．リハビリテーション心理学の

ハビリテーション関連分野における他学会，他団

草分け的存在であり筑波大学時代の恩師でもあった

体，他組織と本学会の連携の在り方を真剣に模索さ

先生は，教育リハ，社会リハ，職業リハなど幅広い

れてこられた．この時期を質的充実期と名付けた

分野において高い見識をお持ちで，誠に初代理事長

い．四代理事長は，現理事長の江藤文夫先生であり，

にふさわしい方であった．三顧の礼をもってお願い

その偉大さは会員の皆様がご存知の通りである．先

にあがったことを鮮明におぼえている．三澤理事長

生は，本学会の創設時から理事として学会の歩みを

は，３年間本学会のレール敷きに奔走され基礎を築

ずっと見守ってこられた数少ない方である．時代の

かれた．本学会の第一期である．

変遷に伴う本学会の在り方を見直し，今後の舵取り

第二期から第四期までの９年間は，澤村誠志先生
が理事長の任に就かれた．先生は，医師でありなが
らも福祉の町づくりや地域リハビリテーションを包
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をしてくださると思う．どう名づけるかは今後に待
つとしたい．
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図でみる学会２０年のあゆみ
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大会演題数の推移
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表１
















































































学会年会費の推移
正会員

学生会員

１９９９―２００１ ７，
０００円

―

２００２―２００４ ７，
０００円

―

２００５―２００７ ７，
０００円

―

２００８―２０１０ ７，
０００円

―

２０１１―２０１３ ７，
０００円

―

２０１４―２０１５ ７，
０００円

―

２０１６―２０１８ ８，
０００円

７，
０００円

リハビリテーション連携科学誌掲載論文数（１〜１９巻 : 計１７６編）
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図４

会員数の推移
表２

会員の地域別人数（２０１８年度

地方区分

自治体

北海道地方

北海道
青森，岩手，秋田，宮城，山形，福島
神奈川
山梨，長野，新潟，富山，石川，福井，
静岡，愛知
三重，滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，

近畿地方

n＝505）

３

茨城，栃木，群馬，埼玉，千葉，東京，

中部地方

会員の勤務地域（２０１８年度

和歌山

中国地方

鳥取，島根，岡山，広島，山口

四国地方

香川，愛媛，徳島，高知

九州・沖縄

福岡，佐賀，長崎，大分，熊本，宮崎，

地方

鹿児島，沖縄

４２都道府県に所在
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会員の職種等（２０１７年度

n＝480）

図７

会員の職域（２０１７年度

＊性別（２０１８年度 n＝５０５）
：男性２３４人（４６．
３％）
，女性２７０人（５３．
５％），不明（記載なし）１人
０％）
＊大学教員および大学院修了の研究志向者（２０１８年度 n＝５０５）：３５３人（７０．
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人数

東北地方
関東地方

図５
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n＝480）
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学会役員他 一覧
期

顧問

理事長

副理事長

（５０音順）

常任理事

理事

監事

第１期
１９９９
―２００１

三澤義一

飛松好子
藤田和弘

奥野英子
福屋靖子
三ツ木任一

香川邦生
三友啓太
牟田口辰巳

江藤文夫
佐藤登美
高橋正雄
長崎 勤
芳賀裕子

太田裕子
篠原吉徳
武田秀和
中田英雄
松井亮輔

荻原喜茂
鈴木孝治
立川和子
野中 猛
吉野公喜

落合芙美子
高見葉津

第２期
２００２
―２００４

澤村誠志

藤田和弘
三ツ木任一

飯島 節
奥野英子
武田秀和

太田裕子
香川邦生
福屋靖子

石渡和実
荻原喜茂
飛松好子
芳賀裕子
八重田 淳

江藤文夫
佐藤登美
中野善達
松井亮輔
牟田口辰巳

小川喜道
篠原吉徳
野中 猛
水上昌文

高見葉津
三友啓太

第３期
２００５
−２００７

三澤義一
三ツ木任一

澤村誠志

福屋靖子
藤田和弘

飯島 節
香川邦生
八重田 淳

奥野英子
清水 聡
水上昌文

會田玉美
太田裕子
齋藤佐和
高見葉津
芳賀裕子

石鍋圭子
小川喜道
篠原吉徳
長澤 弘
松井亮輔

江藤文夫
黒田大治郎
高橋正雄
野中 猛
吉野眞理子

入江多津子
大内 進

第４期
２００８
―２０１０

三澤義一
三ツ木任一

澤村誠志

奥野英子
藤田和弘

會田玉美
大嶋伸雄
川間健之介

飯島 節
香川邦生
八重田 淳

入江多津子
太田裕子
佐々木葉子
野中 猛
松井亮輔
吉永勝訓

江藤文夫
工藤恵子
隆島研吾
濱口豊太
水上昌文

大内 進
黒田大治郎
中西 勉
福屋靖子
山口洋史

荒木順司
小野真由美

第５期
２０１１
―２０１３

澤村誠志
三ツ木任一

奥野英子

飯島 節
藤田和弘

會田玉美
川間健之介
八重田 淳

大内 進
廣田栄子
矢野秀典

入江多津子
小川喜道
隆島研吾
谷口明弘
野中 猛
吉永勝訓

上村数洋
香川邦生
高松滋生
長島 緑
福屋靖子

江藤文夫
工藤恵子
田中康之
中西 勉
松坂誠應

武田廣一
芳賀裕子

第６期
２０１４
―２０１６

奥野英子
澤村誠志
福屋靖子

江藤文夫

廣田栄子
藤田和弘

小澤 温
森田秋子
矢野秀典

芳賀裕子
八重田 淳
吉野眞理子

會田玉美
上村数洋
川間健之介
齋藤正身
中津真美
吉永勝訓

石渡博幸
大内 進
工藤恵子
高木理彰
春原則子

入江多津子
小川喜道
小池純子
田中康之
松坂誠應

飯島 節
香川邦生

第７期
２０１７
―現在

藤田和弘

江藤文夫

廣田栄子
吉永勝訓

小澤 温
芳賀裕子
八重田 淳

川間健之介
万行里佳
矢野秀典

會田玉美
大内 進
工藤恵子
鈴木孝治
原田公人
吉野眞理子

上村数洋
小川喜道
後藤裕子
田中康之
春原則子

臼倉京子
上岡裕美子
清水 聡
中津真美
柳田正明

飯島 節
黒澤和生

委員会委員長等
期
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期

一覧

事務局長

総務委員長

財務委員長

研究誌編集
委員長

研究推進
委員長

会報編集
委員長

情報ネットワ
ーク委員長

広報委員長

香川邦生
香川邦生
奥野英子
川間健之介
會田玉美
芳賀裕子
芳賀裕子

三ッ木任一
―
―
―
―
―
―

牟田口辰巳
太田裕子
清水 聡
八重田 淳
川間健之介
八重田 淳
八重田 淳

福屋靖子
福屋靖子
飯島 節
飯島 節
廣田栄子
吉野眞理子
川間健之介

―
武田秀和
香川邦生
香川邦生
八重田 淳
小澤 温
小澤 温

奥野英子
奥野英子
八重田 淳
會田玉美
矢野秀典
矢野秀典
万行里佳

三友啓太
飯島 節
水上昌文
大嶋伸雄
―
―
―

―
―
―
―
大内 進
森田秋子
矢野秀典
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学会活動の主なあゆみ
年月
１９９９年３月

項

目

日本リハビリテーション連携科学学会創立時に年１回の大会開催と，継続的な研究・研修
組織として自主研究会の設置が承認．

１９９９年７月―現在

会報（現

連携通信） 第１号

発刊 : 会報編集委員会（委員長 : 奥野

１９９９年１１月―現在 自主研究会 : 社会生活力支援研究会発足（代表 : 奥野
ーション研究会に名称変更．
（現代表 : 森山
２０００年３月―現在

英子）．

英子）．２００４年 : 社会リハビリテ

拓也）

日本リハビリテーション連携科学学会第１回大会（大会長 : 福屋

２０００年５月―現在 自主研究会 : 自立活動研究会発足（代表 : 香川

靖子）開催．

邦生他，４名）
．２００５年 : 特別なニーズ

を有する児童生徒の教育支援研究会（略称 : 教育支援研究会）に名称変更．
（現代表 : 大
内
２０００年８月―現在

進）

研究誌 : リハビリテーション連携科学第１巻発刊 : 研究誌編集委員会（委員長 : 福屋

靖

子）．
学会ホームページ開設．
２０００年１０月―現在 自主研究会 : ケアマネジメント研究会発足（代表 : 福屋
研究会に名称変更．
（現代表 : 入江

靖子）．２０１７年 : 地域包括ケア

多津子）

２００１年―２００４年

自主研究会 : 職業リハビリテーション連携研究会発足（代表 : 春名

２００５年―現在

研究誌の投稿規定について，科学技術情報流通技術基準（SIST）を採用して多学術領域
共通形式に改訂 : 研究誌編集委員会（委員長 : 飯島

２００６年―２０１０年

由一郎）．

節）．

自主研究会 : 保健医療福祉連携教育研究会発足（代表 : 矢谷

玲子）
．２００８年より日本保

健医療福祉連携教育学会に独立．
２００７年―現在

（公）日本学術協力財団の日本学術会議協力学術研究団体（協力学術研究団体）に承認．
，国会図書館，医学中央誌
研究誌 : 国際標準逐次刊行物コード ISSN 登録し（１８８０―７３４８）
web・メディカルオンラインのデータベース収載 : 研究誌編集委員会（委員長： 飯島
節）

２００８―２００９年
２０１０年３月

１０周年記念連携プロジェクト研究活動（委員長 : 吉永
同プロジェクト研究報告書刊行 : 第１部

勝訓）

学会活動からみるリハビリテーション連携の実

践 : 研究誌他分析研究（２０００〜２００９年），第２部 : 保健・医療・福祉に携わっている人の
「連携」の捉え方の検証 : 面接・調査研究（リハビリテーション連携科学１１巻２号概要掲
載）
２０１２年４月―現在

研究誌 : 英文目次・抄録掲載により海外データベース収載を開始，雑誌サイズを国際学術
誌様式（A4 変型判）に改訂 : 研究誌編集委員会（委員長 : 廣田
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日本リハビリテーション連携科学学会大会の記録（第１回〜第２０回）
第１回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演
特別講演
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ

２０００年３月１９日（日）
・２０日（月）
東京，東京海上火災保険株式会社
福屋 靖子（筑波大学心身障害学系教授）
リハビリテーションにおける連携を求めて
リハビリテーションにおける連携の課題 : 三澤 義一
人間関係と連携 : 西山 賢一
リハビリテーションにおける連携を求めて
リハビリテーションとケアマネジメント―障害特性に応じた工夫―

第２回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演
特別講演
シンポジウム

２００１年３月１０日（土）
・１１日（日）
東京，筑波大学東京キャンパス
江藤 文夫（東京大学医学部教授）
リハビリテーションにおける連携―その促進要因を探る―
リハビリテーション連携と保健医療におけるパラダイムシフト :
江藤 文夫
開放型知識社会における強い連携 : 菊池 純一
リハビリテーションにおける連携―促進要因と阻害要因―

第３回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演
特別講演
シンポジウム

２００２年３月９日（土）
・１０日（日）
栃木，国際医療福祉大学
初山 泰弘（国際医療福祉大学大学院長）
連携促進のための工夫
リハビリテーションにおける連携促進のための工夫―医師としての
臨床の経験を通して― : 初山 泰弘
地域リハビリテーションにおける連携の重要性 : 澤村 誠志
連携のための工夫

第４回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
実践報告
特別講演Ⅰ
特別講演Ⅱ
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ
シンポジウムⅢ

２００３年３月２１日（金）
・２２日（土）
兵庫，兵庫県立総合リハビリテーションセンター
澤村 誠志（兵庫県立総合リハビリテーションセンター顧問・中央
病院名誉院長）
地域のニーズに合うリハビリテーションの実践から学ぶ
総合リハビリテーションの連携実践から
まちの保健室 活動から見た連携上の問題と将来 : 南 裕子
障害のある人々が安心して企業就労できる環境整備＝不安をニーズ
として捉る : 依田 晶男
地域におけるリハ連携の促進因子と阻害因子
福祉のまちづくりにおけるリハビリテーションの連携
精神障害者の就業支援におけるリハ連携上の課題
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第５回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ

２００４年３月２０日（土）
・２１日（日）
茨城，茨城県立医療大学
大田 仁史（茨城県立医療大学付属病院長）
ライフサイクルから見たリハビリテーションの連携
高齢者のリハビリテーションの課題 : 大田 仁史
就労に対する教育・保健・医療・福祉からの支援
小児のリハビリテーション―就学支援における連携―

第６回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ

２００５年３月１９日（土）
・２０日（日）
東京，文京区民センター
香川 邦生（健康科学大学教授）
新たな連携のかたちを求めて
障害児教育と連携の課題 : 香川 邦生
医療と地域の連携
特別支援教育における連携

第７回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ

２００６年３月１８日（土）
・１９日（日）
神奈川，神奈川県立保健福祉大学
阿部 志郎（神奈川県立保健福祉大学学長）
連携と統合―ヒューマンサービス―
連携と統合―ヒューマンサービス― : 阿部 志郎
新たな介護保険における連携と統合
障害者自立支援法への転換における連携

第８回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演

２００７年３月１７日（土）
・１８日（日）
兵庫，神戸学院大学総合リハビリテーション学部
奈良 勲（神戸学院大学総合リハビリテーション学部長）
「安心できる地域社会」の創造―自立と参加―
新時代のリハビリテーション専門職養成に求められるもの―総合リ
ハビリテーション学部の創設と地域リハビリテーションの関わり― :
奈良 勲
パネルディスカッシ スウェーデンのコミュニティケアにおける専門職連携と国際比較
ョンⅠ
パネルディスカッシ 地域リハビリテーションの現状と今後の展望―地域リハビリテーシ
ョンⅡ
ョン私論の多角的検証―
第９回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演
特別講演
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ
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２００８年３月２２日（土）
・２３日（日）
新潟，新潟医療福祉大学
髙橋 榮明（新潟医療福祉大学学長）
健康長寿を目指す QOL サポーターの連携
健康長寿を目指す QOL サポーターの連携 : 髙橋 榮明
多職種間教育―レトリックから現実へ― : Hugh Barr
保健医療福祉連携教育の実現にむけて
課題解決に向けて自主研究会相互に連携の輪を広げるために

リハビリテーション連携科学 1９
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第１０回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ
シンポジウムⅢ
（１０周年記念）
シンポジウムⅣ

２００９年３月１４日（土）
・１５日（日）
埼玉，国立障害者リハビリテーションセンター
岩谷 力（国立障害者リハビリテーションセンター総長）
コミュニティケアを支えるための連携―誰もが安心して暮らせる地
域作りを目指して―
障害者を地域で支える : 炭谷 茂
青年期発達障害者の地域生活を支えるために
障害としての認知症
リハビリテーション連携を推進する鍵となるもの―
「連携推進活動」
から学ぶ―
共生社会におけるバリア・フリースポーツ―障害のある人もない人
も共に楽しむスポーツ―

第１１回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演
特別講演
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ

２０１０年３月２０日（土）
・２１日（日）
宮崎，九州保健福祉大学
藤田 和弘（吉備国際大学学長）
連携力の創造と社会資源の再構築―みんなが資源，みんなで支援―
連携力と社会資源 : 藤田 和弘
専門性と組織の連携―地域リハビリテーションの視点から― :
松坂 誠應
個々の連携力養成へのアプローチ
イキ，イキ，高齢者の地域生活

第１２回大会
会期
開催地
大会長
大会副会長
テーマ
基調講演
特別講演
学会企画セミナー
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ

２０１１年３月１２日（土）
・１３日（日）
滋賀，滋賀県立県民交流センターピアザ淡海
藤原 誠（滋賀県立リハビリテーションセンター所長）
笠原 吉孝（滋賀県医師会会長）
コミュニティの創成・継承・展開―響きあい，繋がるこころ―
安心社会への道標 : 澤村 誠志
からだとこころ，そして社会をつなぐもの : 柏木 哲夫
リハビリテーション連携を実現する具体的方策―リハビリテーショ
ン連携コーディネーターについて―
医療・福祉・介護と地域住民の協議によるリハビリテーションの推
進―地域で暮らす！―
真のノーマライゼーションと真のリハビリテーションを求めて―響
きあい，繋がるこころ―

第１３回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演Ⅰ
基調講演Ⅱ
特別講演
教育講演
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ

２０１２年３月２４日（土）
・２５日（日）
山形，山形テルサ
高木 理彰（山形大学医学部整形外科主任教授）
あらためて問う，連携の意義―困難を乗り越えて―
地震大津波と廃用症候群―被災地支援から学んだこと― :

髙木 理彰
「北欧フィンランドに学ぶ」
「フィンランドの社会福祉制度―現状と
問題点―」: Nina Santavirta
東日本大震災―有事の医療福祉対応― : 成田 徳雄
災害時のリハビリテーション―連携と今後の展望― : 栗原 正紀
東日本大震災―リハビリテーションの連携と課題―
障害者・障害児のリハビリテーション
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第１４回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演
特別講演
学会企画セミナー
シンポジウム

２０１３年３月９日（土）
・１０日（日）
千葉，ホテルプラザ菜の花
吉永 勝訓（千葉県千葉リハビリテーションセンター長）
誰もが街でくらすために
誰もが街でくらすために : 吉永 勝訓
総合リハビリテーションにおける「連携」: 伊藤 利之
ライフスパンから見たリハビリテーションの連携
暮らしを支える連携

第１５回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演
学会企画セミナー
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ
シンポジウムⅢ

２０１４年３月１５日（土）
・１６日（日）
東京，目白大学新宿キャンパス
斎藤 佐和（目白大学大学院リハビリテーション学研究科長）
ライフステージに沿ったリハビリテーションの連携―発達・成人・
高齢期におけるリハビリテーションの可能性―
生涯の段階とリハビリテーション : 齋藤 佐和
本学会における連携推進の取り組み
ライフステージに沿ったリハビリテーションの連携（発達期）
「育ち
と学びへの支援と連携」
ライフステージに沿ったリハビリテーションの連携（成人期）
「多職
種・多機関にわたる就労支援サービスの連携」
ライフステージに沿ったリハビリテーションの連携（高齢期）
「多職
種協働による終末期リハビリテーションの課題」

第１６回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演
特別講演Ⅰ
特別講演Ⅱ
学会企画セミナー

２０１５年３月１４日（土）
・１５日（日）
神奈川，障害者スポーツ文化センター横浜ラポール
小池 純子（横浜市リハビリテーション事業団参与・横浜市北部地
域療育センターセンター長）
連携を科学する―なぜ連携ができないのか，どうしたら連携できる
のか，技術的側面からの探究―
リハ連携―横浜からのメッセージ― : 小池 純子
人の連携を科学する : 加納 佳代子
機関・組織の連携を科学する : 山名 清隆
リハビリテーションの連携の検証

第１７回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演
講演
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ
シンポジウムⅢ
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２０１６年３月１９日（土）
・２０日（日）
栃木，国際医療福祉大学大田原キャンパス
黒澤 和生（国際医療福祉大学小田原保健医療学部副学部長・理学
療法学科長）
共に生きる社会の実現と連携
共に生きる社会の実現と連携 : 黒澤 和生
障害者権利条約の批准と就労 : 藤井 克徳
学校教育と就労とリハ専門職の連携
連携教育の現状と課題―リハビリテーションを担う職種を育てる
IPE―
地域力を向上させる連携とその効果

リハビリテーション連携科学 1９
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第１８回大会
会期
開催地
大会長
テーマ
基調講演
特別講演Ⅰ
特別講演Ⅱ
特別講演Ⅲ
教育講演Ⅰ
教育講演Ⅱ
教育講演Ⅲ
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ
シンポジウムⅢ
教育セミナーⅠ
教育セミナーⅡ
教育セミナーⅢ
教育セミナーⅣ

２０１７年３月１８日（土）
・１９日（日）
東京，筑波大学東京キャンパス
廣田 栄子（筑波大学大学院人間総合科学研究科教授）
新たなステージでの，ソーシャルサービスとしての多職種連携とは―
高齢者・障害児者の地域連携支援の今を学び，高度コーディネーシ
ョン機能について考える―
リハビリテーション連携科学と多職種連携 : 廣田 栄子
回復期リハビリテーション病棟の現状と課題―多職種連携のモデル
病棟として― : 石川 誠
法的背景を得た小児在宅医療と連携 : 前田 浩利
地域包括ケア２０３５年までにやるべきこと : 新田 國夫
高次脳機能障害のある方々への当事者視点での支援 : 関 啓子
知的障害のある人の医療・療育から就労までの支援ネットワーク作
り: 湯汲 英史
地域連携と多職種連携における ICT の活用 : 土屋 淳郎
ソーシャルコーディネーションと多職種連携
専門職のキャリア発達
大学における障害学生支援―合理的配慮に基づく支援の現状と課
題―
介護予防最前線―フレイルに対する介入― : 山田 実
リハビリテーション の国際的展開とこれから : 奥野 英子
特別支援教育，カリキュラムマネージメントとアクティブラーニン
グ : 川間 健之介
文学に見るリハビリテーション : 障害受容論の系譜 : 高橋 正雄

第１９回大会
会期
開催地
大会長

２０１８年３月３日（土）
・４日（日）
神奈川，独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
原田 公人（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所上席総括研
究員）
テーマ
インクルーシブ教育システムの構築に際して，教育，医療，保健，福
祉，労働等との切れ目のない有機的な連携の在り方について考える
インクルーシブル教育システムの構築に関する多機関連携 : 原田 公人
基調講演
インクルーシブ教育における発達障害児の教育課題 : 渥美 義賢
特別講演Ⅰ
障害のある子どもの医療と教育の連携 : 西牧 謙吾
特別講演Ⅱ
我が国のインクルーシブ教育システム構築の施策動向 : 森下 平
教育講演
学会企画シンポジウム 自閉症幼児・者と家族の支援 : 当事者，教育，医療機関の連携と支援
シンポジウムⅠ
精神障害者が職場に定着するために必要なポイント
シンポジウムⅡ
特別支援学校（肢体不自由児）の専門機関連携
シンポジウムⅢ
専門職のキャリア発達
第２０回大会
会期
２０１９年３月１６日（土）
・１７日（日）
開催地
愛知，藤田医科大学，藤田医科大学病院
大会長
鈴木 孝治（藤田医科大学医療科学部リハビリテーション学科教授）
テーマ
リハビリテーションの連携は科学できたのか
基調講演
リハビリテーションの連携は科学できたのか : 鈴木 孝治
特別講演
地域包括ケアシステムの今後 : 金田 嘉清
教育講演Ⅰ
地域包括ケアシステムと多職種連携 : 都築 晃
教育講演Ⅱ
認知症カフェと多職種連携 : 武地 一
２０周年記念シンポジウムⅠ 連携をどう活かすか
シンポジウムⅡ
緩和ケアから在宅へ繋げるための連携―それぞれの立場からの連
携―
教育セミナーⅠ
急性期から回復期につなげるための多職種連携 : 池田 亮
教育セミナーⅡ
災害時の連携と対応 : 羽田 道信
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