
【2020 度 日本ヒューマンケア・ネットワーク学会 総会議案書】 

 

 

【第 1号議案】 

2019年度事業活動報告および収支決算書 

 

Ⅰ．2019年度の本研究会の活動として、下記の事業を行った。 

１．学術集会 

１）第19回学術集会 2019年12月8日（日）於：大正製薬株式会社 2号館1階  

   テーマ：「地域共生社会の実現に向けて」 

大 会 長：太成学院大学 看護学科 教授 田村玉美 先生 

副大会長：社会福祉法人黎明会 法人本部 参与 逢坂範子 先生 

 

（１） 特別講演 (座長  田村 玉美 大会長 太成学院大学 看護学科 教授） 

「題名：地域共生社会の実現に向けて－日本看護協会の取り組み－」  

   公益社団法人 日本看護協会 常任理事 荒木 暁子 先生 

（２） シンポジウム(座長 逢坂 範子 副大会長 社会福祉法人黎明会 法人本部 参与) 

「在宅医療の現状と課題」  

1） 在宅医療の現状と課題： 鈴木 道明 先生 

（小平すずきクリニック） 

2） 在宅医療の現状と課題－訪問看護の現場から－： 奥 朋子 先生 

（合同会社ウエルネスアトリウム訪問看護ステーションフレンド） 

3） 寝たきり老人のいない町を作ろう： 小野寺 郁子 先生 

（リハプライド石岡（絆）） 

 4） 地域共生社会の実現に向けた包括支援体制の整備における 

地域包括支援センターの現状と課題： 小林 美穂 

（介護老人福祉施設 緑友会 小川ホーム）  

（３） 一般演題 10題  

２．研究会誌発行  

１）2019年度『日本ヒューマンケア・ネットワーク学会誌』第17巻第1号発行 

３．2019年度総会 

１） 2019年12月8日（日） 於：大正製薬株式会社 2号館1階 

  

 



 
 

 

 

 



【第 2号議案】 

2020年度事業活動計画および収支予算案 

 

Ⅰ．2020年度の本研究会の活動として、下記の事業を行う 

 

１．学術集会 

１）第20回学術集会 2020年12月13日（日）於：東京保健医療専門職大学 6階大教室・ｵﾝﾗｲﾝ併用 

   テーマ：「地域共生社会における他職種連携」 

 大会長     熊本 圭吾 長野保健医療大学 教授  

         副大会長  菊地 みほ 東京保健医療専門職大学 准教授 

 

（１）特別講演 （座長：熊本 圭吾 大会長 長野保健医療大学 教授） 

「題名：地域共生社会における医療介護連携〜地域リハビリテーションの実践〜」  

日本リハビリテーション病院・施設協会会長、 

医療法人真正会 霞ヶ関南病院理事長 斉藤 正身 先生  

 

（２）シンポジウム （座長：熊本 圭吾 大会長 長野保健医療大学 教授 

              菊地 みほ 副大会長 東京保健医療専門職大学 准教授） 

「多職種連携の実際〜地域ケア会議から多職種連携教育まで〜」 

1） 学部および実践者における多職種連携教育の実践： 田口 孝行先生 

（埼玉県立大学 理学療法学科 教授） 

2） 地域自立支援協議会における多職種連携： 里村 恵子先生 

（東京保健医療専門職大学 准教授、江東区地域自立支援協議会会長） 

3） 地域支え合いの仕組みづくりの実践と課題について： 秋山 毅行先生 

（社会福祉法人 愛の泉  特別養護老人ホーム 愛泉苑 副施設長） 

 4） 多職種・他機関の連携と協働の実際について： 伊藤 直哉先生 

（伊那市社会福祉協議会 地域福祉課 生活相談係長） 

 

（３） 一般演題 10題 

  

 

２．研究会誌発行  

１）2020年度『日本ヒューマンケア・ネットワーク学会学会誌』第18巻第1号発行 

 

３．2020年度総会 

１） コロナウィルス感染対策のため、学術集会開催前に事前メール審議 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020（令和2年）度  収支予算案 

＜収入の部＞ 
 

（単位：円） 

科 目 予算額 積算内訳等 

年会費 ¥300,000 

  

一般会員：3,000×100名 

  

学術集会参加費 ¥0 第20回学術集会参加費 

広告料・企業展示料 ¥0 学術集会企業展示0社 

その他 ¥5,000 
メディカルオンライン文献権利使用料 

預金口座利息 

当期収入合計 ¥305,000   

前年度繰越金 ¥1,126,002   

収入合計（A） ¥1,431,002   

   

＜支出の部＞ 
 

（単位：円） 

科目 予算額 積算内訳等 

学術集会講師料 ¥130,000 講師5名分 

学術集会講師交通費 ¥40,000 講師5名分 

学術集会会場費 ¥40,000 東京保健医療専門職大学講義室 

備品費 ¥10,000 非接触型体温計 

消耗品費 ¥40,000 
プリンター用紙、学術集会雑貨（紙コップ、ティッシュ等）、感染対策用品（マスク、手指消毒

薬、アルコール除菌シート）等 

研究会誌印刷製本費 ¥55,000 研究会誌編集・製本（CD-ROM版、資料分）、封筒印刷 

通信運搬費 ¥30,000 学術集会案内送付、講師資料送付送料等 

会議費 ¥10,000 常任理事会会議室使用料等 

スタッフ交通費 ¥40,000 学術集会スタッフ交通費 

その他 ¥10,103 
リハビリテーション医学会生涯学習ポイント申請費、郵便振替口座残高照会手数

料等 

当期支出合計（B) ¥405,103   

予備費（次年度繰越金）（C) ¥1,025,899   

支出合計 ¥1,431,002   

 

※オンライン開催決定前に常任理事会・理事会で承認されているため、講師交通費等が

予算立てされた状態となっています。ご了承ください。 



【第３号議案】 

2021 年度事業活動計画 

 

2021年度の本研究会の活動として、下記の事業を計画している。 

 

Ⅰ. 2021年度（令和3年度） 第21回学術集会 

期 日： 2021 年 12 月 12 日（日）（予定） 

大会長 ：武蔵村山病院 リハビリテーションセンター長・副院長 鈴川 活水 先生 

副大会長：未定 

場所   :未定 

 

 

Ⅱ. 研究会誌発行 

１）2021 年 10 月頃発行予定（第 19 巻 1 号、電子版のみ発行、メディカルオンライン

にて公開予定） 

※ 研究会会員のログイン方法につきましては、10 月に会員様にお届けした「メディ

カルオンライン学会員様無料閲覧サービス」のおしらせにございますので、ご確

認をお願いいたします。 

 

 

【第４号議案】 

役員の確認 

Ⅰ．役員名簿一覧 

退任:  中島 育昌 先生 甲州リハビリテーション病院 理事長  

 

新任推薦: なし 

     

Ⅱ．会員動向 

 

2020年10月末現在会員数 104名（一般100名、学生4名、法人0施設） 

 以上 



2020 年度（令和 2 年度） 役員名簿  

 

『日本ヒューマンケア・ネットワーク学会』 

The Japanese Society of Human Care and Network  

 役員名簿   

 

理事長 

陶山 哲夫  学校法人敬心学園 東京保健医療専門職大学 学長 教授 

 

理事 

青木 隆明   岐阜大学 医学部 関節再建外科学先端医療講座 整形外科 特任准教授 

阿部 靖    日本リハビリテーション専門学校 理学療法学科 統括学科長  

池田 喜久子 千葉徳洲会病院 リハビリテーション科 部長 

石田 健司   高知大学医学部附属病院 整形外科 准教授  

及川 忠人   一般財団法人みちのく愛隣協会 東八幡平病院 理事長・病院長 

逢坂 範子   社会福祉法人黎明会 法人本部 参与 

大成 尚     早稲田大学 名誉教授 

香川 美仁   拓殖大学 工学部 機械システム工学科 教授 

菊地 みほ   学校法人敬心学園 東京保健医療専門職大学 准教授 

熊本 圭吾   長野保健医療大学 共通教養センター 教授  

鈴川 活水   武蔵村山病院 リハビリテーションセンター センター長・副院長 

田村 玉美   太成学院大学 看護学部 看護学科 教授 

中村 春基   日本作業療法士協会 会長  

永沼 充    帝京科学大学 学長補佐 教育人間科学部長 教授 



富家 隆樹   医療法人社団富家会 富家病院 理事長・院長 

古荘 純次   一般財団法人ファジィシステム研究所 特別研究員 

丸山 博史     株式会社 日立産業制御ソリューションズ 部長 

美津島 隆    獨協医科大学病院 リハビリテーション科 主任教授 

宮田 昌司    日本訪問リハビリテーション協会会長、医療法人社団輝生会本部 

四津 有人   東京大学大学院 工学系研究科 精密工学専攻 准教授 

 

常任理事 

太田 久彦     市立大町総合病院 副院長 

草野 修輔  学校法人敬心学園 東京保健医療専門職大学 副学長 教授 

小林 毅      日本医療科学大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 教授 

高倉 保幸    埼玉医科大学 保健医療学部 理学療法学科 教授 

浜田 利満    筑波学院大学 名誉教授 

皆川 晃慶    徳州会東京本部 リハビリテーション部  顧問  

山本 満    埼玉医科大学総合医療センター リハビリテーション科 教授 

 

監事 

國澤 洋介     埼玉医科大学 保健医療学部 理学療法学科 准教授 

佐久間 肇     埼玉医科大学 保健医療学部 看護学科 教授 

 

（50音順） 

以上 

2019年 10月 31日改訂 
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＜第５号議案 その他＞ 

 

Ⅰ．会則・投稿規定の改定や確認について 

 

今回変更点はございません 

 

Ⅱ．2022年度（令和4年度） 第22回学術集会大会長・副大会長候補者選出について 

  大 会 長： 富家 隆樹 （医療法人社団富家会 富家病院 理事長・院長）  

副大会長： 未定 

   


