
 

       第７回バイオフィリア リハビリテーション学会    

    

平成平成平成平成 15151515 年年年年 8888 月月月月 2222 日日日日((((土土土土),3),3),3),3 日日日日((((日日日日),4),4),4),4 日日日日((((月月月月))))    11:0011:0011:0011:00 開場開場開場開場    

場所場所場所場所：：：：大分県医師会館大分県医師会館大分県医師会館大分県医師会館    

テーマテーマテーマテーマ    介護介護介護介護・・・・依存依存依存依存からからからから自立自立自立自立へへへへ、、、、    

療養型病床群を持つ病院・介護老人保健施設・特別養護老人ホームに於ける 
リハビリテーションにおいて、慢性期・維持期リハに携わっている皆様と共に 
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医療法人帰巌会岡本医療法人帰巌会岡本医療法人帰巌会岡本医療法人帰巌会岡本病院理事長病院理事長病院理事長病院理事長 

岡本雄三岡本雄三岡本雄三岡本雄三 

 
バイオフィリアバイオフィリアバイオフィリアバイオフィリア    リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション学会学会学会学会    

第第第第７７７７回大会回大会回大会回大会ごごごご案内案内案内案内    
    
財団法人テクノエイド協会 
財団法人日本産業技術振興協会 
社団法人全国老人保健施設協会 
社団法人日本理学療法士協会 
日本生活支援工学会 
ライフサポート学会 
大分県医師会 
ＯＢＳ大分放送 

大分合同新聞社 

大分県地域リハビリテーション研究会 

大分県理学療法士協会 

大分県作業療法協会 

大分県医療ソーシャルワーカー協会 

社団法人大分青年会議所 



 

 

プログラム 
 

第１日 平成 15年 8月 2日(土) 

10: 30～受付 
11:00～11:20  開会式 

大会会長挨拶大会会長挨拶大会会長挨拶大会会長挨拶 医療法人帰巌会岡本病院理事長 岡本雄三 

 

1１:20～13:00 基調講演 

          司会  神奈川県立保健福祉大学教授 長澤 弘 

基調講演基調講演基調講演基調講演ⅠⅠⅠⅠ 在宅重度身体障害者訪問診査から在宅リハへの提言   

岡本雄三（特定特別医療法人帰巌会岡本病院）   

基調講演基調講演基調講演基調講演ⅡⅡⅡⅡ 分子遺伝学から見たリハビリテーションの未来   

白澤卓二（東京都老人総合研究所分子遺伝学部門室長） 

 

13:00～14:00 昼食・総会 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶   日本医科大学客員教授      木村哲彦   

ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶            

社団法人 全国老人保健施設協会常務理事 川合秀治 

 

14:10～15:10  一般演題Ⅰ 工学視点からの開発状況  

座長  神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 長澤 弘 

1. 下肢創動運動の評価 

東京電機大学 野本洋平、他  

2. 新開発クッションの褥瘡対策に関する診療計画書への対応   

リハビリエイド有限会社バイオフィリア研究所 滝沢茂男、他 

3. モダンスポーツからコンテンポラリースポーツへ－とくに医療福祉分野における大学体

育の教育課程について（第Ⅲ報） 

新潟医療福祉大学 高橋一榮 

4. 車いす走行時の人体の動特性 

   横浜国立大学 高田一、他 

 

15:10～16:10  一般演題Ⅱ 介護と社会  

座長  新潟医療福祉大学 理学療法学科 牧田光代 

5. 特別養護老人ホームの依存・自立の取り組み～褥瘡対策の症例～  

特別養護老人ホームひかり苑 大井桂子、他 

6. 栄養スクリーニング表を用いた在宅高齢者の栄養管理 

 昭島市高齢者在宅サービスセンター愛全園 佐藤悦子、他 

7. 非営利活動の社会化に関する一考察   

産能大学経営学部 松岡幸次郎、他 

8. 消費行動視点を取り入れた評価表の試作と評価報告 
立花整形外科 和田 里佳、他 



 

16:10～17:10  一般演題Ⅲ プログラム実施の現状 

座長  川崎医科大学附属川崎病院リハビリテーション科 森田 能子 

9. 当施設における、タキザワプログラムと「高齢者筋トレーニング」との併用について   

介護老人保健施設泉の里  石丸 知二、他 
10. タキザワプログラムのリハビリテーション（総合）実施計画書への対応 

介護老人保健施設湘南の丘 滝沢恭子 

11. 老健における、タキザワプログラムのメニュー選択と実際    

介護老人保健施設泉の里  阿部明美、他 
12. 介護老人保健施設におけるタキザワプログラム効果判定の試み（第 1 報）  

新潟医療福祉大学 牧田光代 

 

14:10～17:00  公開市民講座 

司会 三重町在宅介護支援センター長 田嶋昭二 

講演Ⅰ    尾沢潤一（経済産業省産業技術環境局産業技術政策課企画官） 
テーマ   ：「医療福祉技術に関する最近の研究動向について」 
講演Ⅱ    村尾俊明（財団法人テクノエイド協会常務理事） 
テーマ   ：「福祉用具の利用環境の向上について」 
講演Ⅲ    木村哲彦（日本医科大学客員教授） 
テーマ   ：「希望に満ちた長寿社会へのアプローチ」 
研究発表講演：滝沢茂男（バイオフィリア研究所）・牛澤賢二（産能大学経営情報学部教授） 
テーマ   ：「高齢社会の消費者行動： (平成 14・15 年度文部科学省科学研究報告)高齢者

及び軽度痴呆高齢者の消費者教育の実際と将来像調査研究」 
 

17:00～  閉会式 

大会副会長挨拶大会副会長挨拶大会副会長挨拶大会副会長挨拶 産能大学経営学部教授 松岡幸次郎 

18:30～   交流会（予定） 

 
大会会場大会会場大会会場大会会場    

所：大分県医師会館 
〒870-8563 大分県大分市大字駄原 2892－1  TEL:097-532-9121 
 

大会参加費大会参加費大会参加費大会参加費  大会会場受付でお支払い願います（公開市民講座は無料です） 

会員 3,000円  一般 5,000円  学生無料（予稿・論文集代金 1,000 円） 

 

交流会交流会交流会交流会            
参加申込み当日【8月 2日(土) 大会会場受付でお支払い】 

    
弁当弁当弁当弁当のおのおのおのお申込申込申込申込みみみみ    

弁当（お茶付）〈8月 2日(土)〉（1食当り)お 1人様 800円(税込) 
○ 会場近辺には食事箇所が少ない為・お弁当をお勧め致します・ 

    
大分大会事務局大分大会事務局大分大会事務局大分大会事務局・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ        

〒879-7131 大分県大野郡三重町市場 590,岡本病院内 
TEL：0974-22-0018 FAX：0974-22-0990 担当 石丸知二 
e-mail kigankai@violin.ocn.ne.jp  http://www.biophilia.info/ooita/ 

mailto:kigankai@violin.ocn.ne.jp


 

 

申込申込申込申込みみみみ締切日締切日締切日締切日    
   ２００３年７月２０日 

*公開市民講座参加希望者もお申込ください。当日参加も可能ですが満員の場合おこと

わりすることがあります。 
参加等の申込みに関する問い合わせは大会事務局へ。 
研修会は満員になり次第締め切ります。 
国際学会は 2003 年１１月１日にカナダで実施予定ですので、今回通訳（手話通訳含む）

はありません。カナダにおける第 2 回国際大会（学会）に参加ご希望の方は学会事務局

へお問い合わせください。 
 

宿泊宿泊宿泊宿泊    
宿泊が必要な方は学会事務局へお問い合わせください 

学会事務局（バイオフィリア研究所内研究会担当：青木信夫） 

TEL：0466-81-0204  FAX：0466-81-8815   

aoki@civilnet.org ： http://www.biophilia.info/ooita/ 

 

第２日（研修会） 

平成 15年 8月３日(日)  講義:午前 9：30～12：00 午後 1：15～5：00  

研修会会場研修会会場研修会会場研修会会場    

所：老健施設泉の里 
大分県大野郡三重町市場 590 

第３日（研修会） 平成 15年 8月 4日(月)    

午前 9：30～12：00  実地研修・老健施設におけるリハビリテーションの実際 

午後 1：00～2：30  講習証授与・閉講式 

研修会参加費研修会参加費研修会参加費研修会参加費  事前受付け 一般 19,900 円 

（含まれるもの：宿泊費：2日分の昼食費・教科書代・受講料）朝夕食代金は含まれて

いません 

研修会時間割研修会時間割研修会時間割研修会時間割    

８月３

日（日） 
第１日：題 

担当

者 

８月４

日（月）
第２日：題 

担当

者 

9:30～

10:45 
タキザワプログラム概説 

牧田

光代 

9:30～

10:45 

実地研修・老健施設における

リハビリテーションの実際 

11:00～

12:00 
利用器具について 

石丸

知二 

11:00~1

2:00 
実地研修・体操 

滝沢

恭子 

昼食   昼食   

1:15～

3:00 

評価について・機能評価表

と日常生活行為評価 

森田

能子 

1:00～

2:30 
講評・講習証授与・閉会式 

木村

哲彦 

3:15～

5:00 
これからの研究 

滝沢

茂男 
   

 

参加申込参加申込参加申込参加申込みについてみについてみについてみについて、（ＨＰ、（ＨＰ、（ＨＰ、（ＨＰページページページページ、、、、電子電子電子電子メールメールメールメール又又又又はははは葉書葉書葉書葉書・・・・FAXFAXFAXFAX によるによるによるによる申込申込申込申込みみみみ。）。）。）。）    
表題に参加申込と記入し、氏名、勤務先、勤務先・連絡先住所、電話番号、参加希望講座を、葉

書に記入の上郵送するか又は FAX で申し込んでください。様式は問いません。（FAX：0974-22-0990） 

電子メールでも、上記を記載し、お申込いただけます｡（宛先 kigankai@violin.ocn.ne.jp） 
www.biophilia.info/ooita には申し込みページを用意してあります｡ 

http://www.bioreha/

