
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回復期リハビリテーション病棟協会 

第 37回 研究大会 in 熊本 
2021年 2月 12日（金）～13日（土） 

熊本城ホール 

 

募金趣意書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ご挨拶 

謹啓 

貴社におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお

礼申し上げます。また、新型コロナウイルス感染症対策に取り組まれ、皆様大変なところに申し訳ござ

いません。 

私共は今回、「回復期リハビリテーション病棟協会第37回研究大会in熊本」を、2021年2月12日（金）・ 

13日（土）の2日間にわたり、熊本城ホールの会場で開催の運びとなりました。 

大会のメインテーマは、「質の向上と連携の強化 Better Quality and Stronger Cooperation」です。

リハビリテーション医療の質の向上、多職種間の連携、急性期から回復期、そして回復期から地域生活

への連携の向上という思いを込めました。 

平成12年（2000年）に介護保険制度の施行と共に、「ADLを向上させ、寝たきりを防ぎ、在宅復帰を

推進する」ことを目的とした回復期リハビリテーション病棟が新設されました。その後、急激な高齢化

が進む中、必要な病棟機能が、診療報酬改定の度に毎回追加・変更され、2025年モデルに向けた病院・

病床の機能分化・機能強化が着々と進んでいます。 また、地域包括ケアシステムの中の一つの機能とし

て、回復期リハビリテーション病棟には、 在宅に帰す「質」、すなわち「住み慣れた地域へソフトラン

ディング（軟着陸）させ、その生活をできるだけ長く継続させる」ための一層の努力が求められており

ます。 

 今回、この全国大会を開催する熊本は2016年4月に震度7の震災を受け、多大なる被害を受けました。

しかし現在、新たな熊本を目指して、復興事業が着々と進んでおります。熊本には、日本三大名城の一

つである熊本城と世界農業遺産に認定された阿蘇地域、また、世界文化遺産である「長崎と天草地方（熊

本）の潜伏キリシタン関連遺産」の崎津集落があります。さらに、熊本名物の代表格といえる馬刺し、

からし蓮根、豚骨スープの熊本ラーメンなど全国に知られた名物グルメが皆さんをお待ちしております。   

回復期リハビリテーション病棟協会の研究大会は、回を重ねるごとに参加者及び演題数が増え、本大

会の担っている役割がますます重要になっております。その中でこの熊本から新たな発信ができること

に、大変身の引き締まる思いです。   

なお、2020年3月 13～14日札幌にて開催予定でした「回復期リハビリテーション病棟協会第 35回研

究大会in札幌」は、新型コロナウイルス感染症対策で、苦渋の決断で開催が中止となりました。大会準

備スタッフの方、協賛企業の皆様、関係団体の皆様のお気持ちも引き継ぎ、熊本での大会を開催したい

と思っております。 

大会の開催にあたり、貴社におかれましては、本大会の趣旨にご理解をいただき、大会成功のために

是非ともご協力を賜りたく、ご案内とお願いを申し上げます。 

本来、学術総会の経費は会員の参加登録費等をもって賄うべきところではありますが、実際にはこれ

だけでは不十分で皆様方の御援助に頼らざるを得ないのが実情であります。つきましては誠に恐縮では

ございますが、本学会の開催の趣旨をご理解頂き、ぜひご協力賜れば幸甚に存じます。何卒よろしくお

力添えを賜りますよう重ねてお願い申し上げます。なお、拠出いただきました共催費につきまして、各

社が公表されることを了承いたします。 

末筆ながら、御社の益々のご発展をご祈念申し上げます。 

謹白 

令和 2年3月吉日 

一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会 第 37回研究大会 in 熊本  

大会長  ：渡邊 進  （社会医療法人寿量会 熊本機能病院 副院長） 

副大会長  ：米満弘一郎 （社会医療法人寿量会 熊本機能病院 理事長） 

名誉大会長 ：米満 弘之 （社会医療法人寿量会 熊本機能病院 会長） 
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回復期リハビリテーション病棟協会 
第 37回 研究大会 in 熊本 

開 催 概 要 
 

1.会議名称  回復期リハビリテーション病棟協会 第37回 研究大会 in 熊本  

2.主 催  一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会 

3.大 会 長      渡邊 進 （社会医療法人寿量会 熊本機能病院 副院長） 

4.テ ー マ  質の向上と連携の強化 Better Quality and Stronger Cooperation 

5.会   期  2021年 2月12日（金）、13日（土） 

6.会   場  熊本城ホール 

〒860-0805熊本市中央区桜町 3番40号 

7.参加人数  3,000名（予定）／加盟病院数：1,220病院(2019年 5月 28日現在) 

8.開催趣旨           

本研究大会は、一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会が主催す

る研究大会として回復期 リハビリテーションに関連する基礎的･臨床的研

究成果の発表の場として重要な役割を担うとともに、幅広い領域の専門家が、

専門化･多様化する最新の診断･治療技術あるいは研究成果に関する 情報交

換を行う場です。これにより、最新のリハビリテーション医療に関する知識･

技術を習得している専門家の育成を目指すことにより、社会に貢献すること

を目的としています。 

9.過去の開催状況    

2020年 第35回 札 幌 新型コロナウイルス感染症対策にて中止 

2019年 第33回 千 葉 約4,200名 

2018年 第31回 盛 岡 約2,600名 

2017年 第29回 広 島 約3,500 名 

10.プログラム（予定）    

総会、基調講演、特別講演、シンポジウム、一般演題（口演・ポスター）

教育講演、企業展示、委員会企画、実態調査報告、ランチョンセミナー 

11.展示・各種広告・セミナー共催・寄付金を必要とする理由  

本研究大会は参加者約3,000名が予定され、会議の準備、運営に要する費

用は総額50,000千円が必要と推算されますが、その不足は覆うべくもなく、

諸団体及び諸企業の方々のご支援を仰がざるを得ないのが実状でございま

す。つきましては、以上述べました本研究大会開催の趣旨を十分にご理解

いただき、展示・各種広告・セミナー共催・寄付金を賜りますようお願い

申し上げる次第です。 

12.事 務 局      ■本部事務局 

社会医療法人寿量会 熊本機能病院 

〒860-2158 熊本市北区山室 6－8－１ 

Tel:096-345-8111 Fax:096-345-8188 

■運営事務局 

株式会社 コンベンション リンケージ内  

〒860-0805熊本市中央区桜町 2番17号 

TEL:096-288-0882 FAX:096-288-0883  

E-mail:37kaifukuki-reha@c-linkage.co.jp 
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募金募集要項 

1. 募金の名称 

回復期リハビリテーション病棟協会 第 37回研究大会 in 熊本 募金 

 

2. 募金期間： 

2021年 2月 11日（木）まで 

 

3. 募金の使途 

回復期リハビリテーション病棟協会 第 37回研究大会 in 熊本の準備並びに運営に関する費用

に充当します。 

 

4. 募金総額 

1,000,000円 

 

5. 募金の対象先 

製薬企業、機器メーカー、その他病院経営に関する企業、団体等 

 

6. 募金募集責任者 

回復期リハビリテーション病棟協会 第 37回研究大会 in 熊本 大会長  

渡邊 進 （社会医療法人寿量会 熊本機能病院 副院長） 

〒860‐2158 熊本市北区山室 6-8-1 

TEL: 096-345-8111 FAX: 096-345-8188  

 

7. 寄付金の払込方法 

 別紙寄付申込書によってお申込みください。 

  <寄付振込先> 

振込先口座 

銀行名：肥後銀行 

支店名：北熊本支店 

口座番号：普通 １６６３２３６ 

口座名義：回復期リハビリテーション病棟協会 第37回研究大会 大会長 渡邊進 

口座カナ：ｶｲﾌｸｷﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼﾖﾝﾋﾞﾖｳﾄｳｷﾖｳｶｲ ﾀﾞｲ 37 ｶｲｹﾝｷﾕｳﾀｲｶｲ ﾀｲｶｲﾁｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞｽｽﾑ 

 

8. その他 

寄付金に対する税制上の優遇措置はございませんのでご了承ください。 

また、拠出いただきました寄付金を各社が公表することについて了承いたします。  
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収支予算案 

 

 

 

【収入の部】     

科目 数量 予算額 

参加登録費 3000人 30,850,000 

懇親会参加費 400人 3,200,000 

セミナー共催金 10社 7,700,000 

広告関係費【プログラム集・バナー】 25社 2,486,000 

展示出展料【書籍含む】 42コマ 8,844,000 

寄付金   200,000 

    53,280,000 

   

   

   

【支出の部】   

科目 予算額 

事務局運営費【演題登録・通信・ホームページ作成・印刷】 11,500,000 

当日運営費【会場・機材・人件費】 32,300,000 

関連行事日 5,200,000 

招請・接遇費 1,300,000 

全体管理費 2,000,000 

予備費 980,000 

  53,280,000 
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年   月   日 

 

【ご提出】FAX：096-288-0883 / E-mail :37kaifukuki-reha@c-linkage.co.jp） 
回復期リハビリテーション病棟協会 第 37回研究大会 in 熊本 運営事務局 
株式会社コンベンションリンケージ 宛 
申込締切：2021年 2月 11日（木） 

 

 

回復期リハビリテーション病棟協会 第 37回研究大会 in 熊本 

寄付申込書 
 

回復期リハビリテーション病棟協会 第 37回研究大会 in 熊本 

大会長 渡邊 進 殿 

 

 

 

 

回復期リハビリテーション病棟協会 第 37回研究大会 in熊本開催の趣旨に賛同し、 

上記金額を寄付金として申込みます。 

貴社名  

部署名  

ご担当者名  

ご連絡先 

〒 

 

TEL：                    FAX： 

E-mail： 

 

口座振込予定日：         年      月      日 

振込先口座 

銀行名：肥後銀行 

支店名：北熊本支店 

口座番号：普通 １６６３２３６ 

口座名義：回復期リハビリテーション病棟協会 第37回研究大会 大会長 渡邊進 

口座カナ：ｶｲﾌｸｷﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼﾖﾝﾋﾞﾖｳﾄｳｷﾖｳｶｲ ﾀﾞｲ 37 ｶｲｹﾝｷﾕｳﾀｲｶｲ ﾀｲｶｲﾁｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞｽｽﾑ 

 

【問合せ先】 

回復期リハビリテーション病棟協会 第 37回研究大会 in熊本 運営事務局  

株式会社コンベンションリンケージ内 

〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町 2番 17号 

TEL:096-288-0882  FAX:096-288-0883   E-mail：37kaifukuki-reha@c-linkage.co.jp 

 

 

金           円也 
 

mailto:37kaifukuki-reha@c-linkage.co.jp
mailto:37kaifukuki-reha@c-linkage.co.jp

