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第 17 回 茨城県総合リハビリテーションケア学会学術集会 

大会長 鈴木 邦彦（志村大宮病院） 

 第 17 回茨城県総合リハビリテーションケア学会学術集会は、茨城県医師会が当番団体ですが、今

回は県医師会の承認を得て、県医師会理事でもある私を大会長として、医療法人博仁会志村大宮病院

が事務局を担当させていただくことになりました。当院の大仲功一副院長が実行委員長となって実行

委員会を開催しながら準備を進めておりますが、12 月 1 日に水戸市の県メディカルセンターで開催

します。

 午前の基調講演としては、地域リハビリテーションの第一人者である小倉リハヒリテーション病院

名誉院長の浜村明徳先生に、「地域包括ケアと地域リハビリテーション」のタイトルで講演をしてい

ただきます。昼にはランチョンセミナー、午後からは一般演題発表後にシンポジウム「在宅ケアにお

ける多職種協働とリハビリテーション」を行います。

 当日は、これからの超高齢社会を支える地域包括ケアにおける多職種協働とリハビリテーションの

役割について、皆様と共にじっくり勉強したいと考えています。県医師会が当番団体ですが、在宅に

求められている多職種協働を目指すためにも、すべての職種の方の参加を期待しています。終了後に

は懇親会もありますので是非ご参加下さい。当日会場でお目にかかれますことを楽しみにしておりま

す。

１．参加資格 

市民公開とし、特に制限はございませんので皆様お誘い合わせの上ご参加下さい。 

２．大会参加費 

大会参加費は大会当日、受付にて徴収させていただきます。事前登録の必要はございません。 

・会員  2,000 円（茨城県総合リハビリテーションケア学会） 

・非会員 3,000 円（会員以外の医療・福祉専門職） 

・学生   1,000 円（医療・福祉専門職養成校。学生証を提示） 

  ・上記以外の一般の方   無料 

３．閉会式および懇親会のご案内 

大会当日、懇親会をおこないます。 

日時および場所 2013年12月1日（日） 18：00～ 会場内レストラン 

  会費：無料 

大 会 長 挨 拶 

参 加 費 等 



●受 付                         ９：００～

●評議員会                        ９：００～９：３０

●定期総会                        ９：３０～９：５０

●開会式                         １０：００～１０：１５

●基調講演                        １０：２０～１１：５０

  テーマ    「 地域包括ケアと地域リハビリテーション（仮） 」

講 師    浜村 明徳 医師   小倉リハビリテーション病院

  座 長    鈴木 邦彦 医師   医療法人 博仁会 志村大宮病院

浜村明徳先生はわが国の地域リハビリテーションを牽引して来られた重鎮のお一人です。  

今回は特に地域包括ケアと地域リハビリテーションにスポットを当て、それらの関係や課題、展望な

どを中心にご講演いただきます。  

 先生の豊富なご経験や知識に基づいたわかりやすい解説だけでなく、茨城県の地域包括ケアや地域

リハビリテーションを担う私たちに向けての熱いメッセージも頂戴できるものと思います。

●ランチョンセミナー                   １２：００～１３：００

         バイエル薬品株式会社・エーザイ株式会社

●一般演題発表（１）                   １３：１０～１４：１０

●一般演題発表（２）                   １４：１０～１５：１０

●シンポジウム                       １５：２０～１７：２０

  テーマ    「 在宅ケアにおける多職種協働とリハビリテーション（仮） 」

シンポジスト 荒井 康之 医師       生きいき診療所・ゆうき  

       横井由美子 看護師      訪問看護ステーションとりで 

       高堀 康裕 作業療法士    いばらき診療所訪問看護ステーション 

       能本 守康 ケアマネジャー  ケアファクトリー 

座長     千葉 順一 歯科医師     社団法人 茨城県歯科医師会 

         （ほか 1 名調整中）

●閉会式                         １７：２０～

●懇親会                         １８：００～

プ ロ グ ラ ム 



演題は、研究報告、活動報告、症例報告などを幅広く募集します。まだ、発表経験のない方も、この学

術集会が会員同士の交流の場であることを心に留めて、ふるってご応募下さるようお願い申し上げます。 

演題募集はインターネットを利用したオンライン登録のみです。 

また発表形式は、口述発表とポスター発表で、未発表のものに限ります。下記の募集要領を熟読の上、

ご応募下さい。 

１．応募資格 演者(筆頭)は、茨城県総合リハビリテーションケア学会会員に限ります。 

未入会の方は、演題登録までに入会手続きをお願い致します。 

共同演者は会員以外の方でも結構です。 

学会当日、茨城県総合リハビリテーションケア学会の会員受付を設けます。新入会員申し 

込み、ならびに継続会員で年会費の納入がまだお済みでない方は、お手続きの程お願い致 

します。 

茨城県総合リハビリテーションケア学会 

手続き先：茨城県総合リハビリテーションケア学会事務局 

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋6-8-33 

つくば国際大学内 

事務局長 宮崎 泰   TEL029-826-6622 

               FAX029-826-6776 

E-mail:care@tius.ac.jp 

                ＊事務局までメールにて入会希望の旨お知らせ下さい。 

その際、書類送付先も合わせてお知らせ下さい。 

（入会金3,000円，年会費4,000円） 

筆頭演者1 人につき、1 演題の申し込みとします。 

なお、共同演者としての連名はこの限りではありません。 

２．演題募集期間 

１）2013年7月8日（月）正午よりオンライン演題登録の申し込みを受け付けます。 

練習期間は設けていません。 

２）締め切りは、2013年9月10日（火）正午です。 

３．登録方法 

茨城県医師会ホームページ（http://www.ibaraki.med.or.jp/）の「第 17 回茨城県総合リハビリテーショ

ンケア学会学術集会ご案内」からネット登録画面に入れます。

 演題登録の仕方、注意事項はすべて演題登録用ホームページに掲載されています。ページ内に掲載され

ている注意事項をよく読んでから登録して下さい。

４．字数制限など 

 抄録本文（タイトル、筆頭演者・共同演者名、所属機関名、カテゴリー分類を除く）は、1,200 文字以

内（半角・全角共に 1 文字となる）とします。本文は【目的】【方法】【結果】【結論】などの小見出しを

つけて作成して下さい。図表は使用できません。また、本文内容を表す「キーワード」３つを 1,200 文字

の中に含めて最初に記載して下さい。

一 般 演 題 募 集 の ご 案 内 



５．カテゴリー分類 

 演題投稿の際には、演題のカテゴリーがどの分類に当てはまるかを下記の【カテゴリーA 分類】【カテゴ

リーB 分類】の中から、各 1 つずつ選んで下さい。

【カテゴリーA 分類】

１） 急性期リハ・ケア

２） 回復期リハ・ケア

３） 生活期（維持期）リハ・ケア

４） 終末期リハ・ケア

５） 訪問リハ・ケア

６） 通所リハ・ケア

７） 地域リハ・ケア

８） その他

【カテゴリーB 分類】

１） 医学管理（診断、治療など）

２） 理学療法

３） 作業療法

４） 言語聴覚療法

５） 看護・介護

６） 栄養・NST 
７） ソーシャルワーク・ケアマネジメント

８） チームアプローチ

９） ADL・IADL 
１０） 摂食・嚥下・口腔ケア

１１） 高次脳機能障害・認知症

１２） 補装具・福祉用具

１３） 家屋調査・住宅改修・環境整備

１４） 地域連携パス・医療介護福祉連携・支援センター

１５） 障害受容・心のケア

１６） リスク管理（転倒・褥瘡・感染）

１７） 介護予防・レク

１８） 人材育成（教育）・業務管理

１９） 医療保険・介護保険・自立支援

２０） 疾患別リハ・難病リハ・障害児者リハ

２１） レスパイトケア・家族指導

２２） 地域づくり

２３） 災害復興支援

２４） その他

６．演題申込締め切り日時 

2013年9月10日（火）正午 

締め切り当日はアクセスが集中し、演題登録に支障をきたすことが考えられますので、余裕を持って登

録を行って下さい。尚、演題登録は、パソコンでホームページ上からのみ可能です。携帯電話からの登録

は出来ませんので予めご了承下さい。 

 尚、演題登録についてのお問い合わせは、下記、「茨城県医師会 第17回茨城県リハケア学会学術集会 演

題登録担当」まで、ご連絡下さい。 

 茨城県医師会 第17回茨城県リハケア学会学術集会 演題登録担当  

  TEL 029-241-8446 

  E-Mail office@ibaraki.med.or.jp

７．演題受領ならびに採否通知 

演題受領通知は、申請されたメールアドレスに送付します。（携帯アドレスは不可、パソコンのアドレ

スで登録して下さい。フリーメールアドレスでかまいません）演題登録日に受理メールが来ない場合は、



お手数ですがお問い合わせください。 

 今回、口述発表とポスター発表の2種類あるため、演題申し込みのバランスにより、発表形式の変更をお

願いする場合もありますので、ご了承下さい。また、ポスター発表と口述発表の両方へのエントリーはで

きません。 

 尚、演題の採否については、9月下旬頃に事務局よりメールにて連絡いたします。 

８．実施要項 

＜一般演題：口述＞ 

１．動作確認のため、発表に先立ち、データを持参して頂く予定です。 

２．発表機材はPCプレゼンテーション（1面映写）のみとします。PC本体は持ち込めません。プロジェクタ

の解像度はXGA（1024×768ピクセル）です。スライド原稿の解像度がこれより大きい場合は、画像周

辺が切れる可能性がありますのでご注意ください。 

３．学会で準備するパソコンはOS：Windows7で、ソフト：Office Power Point2007です。 

  スライド作成は必ずWindows版Microsoft Power Point2003・2007を使用して下さい。Macintoshはサポ

ートしません。 

４．動画データ・音声データは使用できません。ご注意ください。 

５．Windowsに標準装備されているフォント「MS・MSPゴシック」「MS・MSP明朝」「Times New Roman」「Century」

のみ使用可能です。これ以外のフォントを使用した場合、文字・段落のずれ、文字化け、表示されな

い等のトラブルが発生する可能性があります。 

６．作成したスライドのファイルはUSBメモリに保存してご持参下さい。MO、CD-R、CD-RW、その他のメデ

ィアは受け付けません。USBメモリおよび発表用ファイルは必ずウイルスチェックを行ってください。

また、保存ファイルが作成されたパソコン以外の環境でも再生できることを事前にご確認下さい。 

＜一般演題：ポスター＞ 

ポスター展示 

１．ポスターの貼付および撤去は、下記の指定日時に各自でおこなって下さい。 

貼付日時：2013年12月1日（日）（大会当日） 9:00～10:00 

撤去日時：2013年12月1日（日）（大会当日）17:20～ 

２．ポスター展示箇所は、会場内に演題番号を明示して指定します。 

３．演題名、演者名および共同演者名、所属機関名は、縦200mm×横650mmの枠内に貼付して下さい。 

４．発表内容は模造紙に貼った状態でご持参下さい。 

５．ポスターは、会場に用意してあるテープ等を使用して貼付して下さい。 

６．掲示内容は、図表、文章等を自由に構成し、縦1300mm×横900mmの枠内に納まるように貼付して下さい。 

＜発表方法＞ 

 各演題の発表時間は、1演題10分（発表6分、質疑4分）を予定しています。座長の指示に従い、指示時

間内に口頭による発表に続き、発表者と参加者による自由討論を行います。配布資料があれば各自で必

要枚数を用意して臨んで下さい。指示棒等は、各自でご用意下さい。 

９．応募上の注意 

 抄録に関する著作権は第17回茨城県総合リハビリテーションケア学会学術集会及び筆頭演者に帰属しま

す。



茨城県メディカルセンター

〒310-8581 茨城県水戸市笠原町 489-4 
TEL：029-243-1111（代表）

交通案内

【バスで来られる方】

水戸駅北口（8番乗り場）から「茨城交通バス」もしくは「関東鉄道バス」で「本郷経由笠原行き」

か「払沢経由笠原行き」に乗車し、「メディカルセンター前」で下車。

【車で来られる方】

常磐高速道路「水戸・笠間IC」から国道50号バイパスを国道6号方面に向かい約15分。

マップのオレンジ色枠線内をクリックすると周辺拡大図をご覧いただけます。

印刷用マップはこちら

茨城県メディカルセンター [周辺広域マップ] 

会 場 の ご 案 内 



実行委員会組織 

 大 会 長 鈴木  邦彦  （志村大宮病院） 

 実行委員長 大仲  功一  （志村大宮病院） 

 実 行 委 員 諸岡  信裕  （一般社団法人 茨城県医師会） 

       千葉  順一  （社団法人 茨城県歯科医師会） 

       根本  ひろ美 （公益社団法人 茨城県薬剤師会） 

       真木  真奈美 （公益社団法人 茨城県看護協会） 

       白田  勇輝  （茨城県社会福祉士会） 

       横須賀 優   （茨城県社会福祉士会） 

       佐伯  友里恵 （茨城県ソーシャルワーカー協会） 

       矢花  光   （一般社団法人 茨城県介護福祉士会） 

川﨑  仁史  （公益社団法人 茨城県理学療法士会） 

山口  卓巳  （一般社団法人 茨城県作業療法士会） 

打越  智恵美 （茨城県言語聴覚士会） 

太田  幸人  （志村大宮病院） 

徳増  博   （志村大宮病院）

小林  忍   （志村大宮病院）

長須  麻寿美 （志村大宮病院） 

川﨑  真弓  （志村大宮病院） 

横田  美代子 （志村大宮病院） 

後藤  まどか （志村大宮病院）

後藤  恵理子 （志村大宮病院） 

木戸田 真   （志村大宮病院）

岩間  武寿  （志村大宮病院）

圷  宗彦  （志村大宮病院）

細田  忠博  （志村大宮病院）

梅澤  健 （志村大宮病院）

寺門  貴 （志村大宮病院） 

宮崎  泰   （つくば国際大学） 

小林  聖美  （つくば国際大学） 

遠江  朋子  （つくば国際大学）

学術集会事務局（演題登録以外のお問い合わせ先） 

〒319-2261 茨城県常陸大宮市上町313 

    志村大宮病院 茨城北西総合リハビリテーションセンター 

   TEL 0295-53-8883 

    FAX 0295-53-8215 

    E-Mail reha-care17@hakujinkai.com 

   （担当：大仲・寺門・川﨑） 

茨城県総合リハビリテーションケア学会事務局

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋6-8-33 

つくば国際大学内  

茨城県総合リハビリテーションケア学会事務局 

    事務局長 宮崎 泰  

   TEL 029-826-6622 

   FAX 029-826-6776 

   E-Mail care@tius.ac.jp 


