
   一般演題（口述）プログラム          10 月 19日（木） 第 3会場 
 

  10:00 ～ 11:00    リスク管理 1                 

座長：谷本道(アマノリハビリテーション病院) 

O1-01 当院におけるスライディングシート活用の実態と課題、今後の取り組みへ  

-経験３年看護師の視点から- 

尾屋家 裕子(総合リハビリテーション 伊予病院) 

O1-02 回復期リハビリテーション病院におけるセンサー選択基準の開発  

（意識調査によるフローチャートの評価） 

井上 紀恵子(新横浜リハビリテーション病院) 

O1-03 清潔間欠自己導尿が必要な脊髄損傷患者の手指衛生の実態調査 

石神 晶子(兵庫県立リハビリテーション中央病院) 

O1-04 環境設定の可視化による転倒転落予防への取り組み 

坂元 夏子(社会医療法人緑泉会 米盛病院 看護部) 

O1-05 多職種連携による転倒転落防止対策の効果－第２報－ 

－入院・転入時多職種ラウンド型カンファレンス－ 

皆川 隆志(医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病院) 

 

  11:00 ～ 12:00    リスク管理 2                  

座長：中島ゆかり(社会医療法人大道会 森之宮病院) 

O2-01 脳血管障害患者の身体機能からみた転倒要因～環境も踏まえて～ 

岩野 裕一(医療法人財団慈生会 野村病院 リハビリテーション科) 

O2-02 当院回復期病棟における転倒・転落の状況分析～転倒カンファレンス導入から分かったこと～ 

橋本 緑(医療法人 清仁会 水無瀬病院 リハビリテーション部) 

O2-03 当院回復期リハ病棟に入院した脳卒中患者の転倒ハイリスク患者の検討 

－転倒リスクアセスメント リスク III の患者に着目して－ 

宇野 龍祐(一般社団法人 是真会 長崎リハビリテーション病院 臨床部) 

O2-04 転倒予防に着目した裸足歩行の有用性 

三谷 尚平(医療法人 凌雲会 稲次整形外科病院) 

O2-05 当院における回復期リハビリテーション病棟の脳卒中再発率と再発例の臨床的背景の検討 

石川 裕貴(社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 回復期リハセンター) 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 19日（木） 第 3会場 
 

  13:00 ～ 14:00    リスク管理 3                  

座長：谷口真基(社会医療法人 生長会 阪南市民病院) 

O3-01 回復期リハ病棟ベッドサイド転倒の入院時期による特徴の違いについて 

―ADL・認知機能の重症度からみた分析― 

藤井 博昭(鵜飼リハビリテーション病院) 

O3-02 重度褥瘡が改善し自宅退院に至った一症例 

今村 将(社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院 療法部) 

O3-03 方向転換動作時の安定性改善により転倒予防自己効力感が向上し 

自宅復帰が可能となった一症 例 

黄瀬 智也(社会医療法人 祐生会 みどりヶ丘病院) 

O3-04 平成 28 年度のＰＴ中インシデントについて ～新人研修内容との振り返り～ 

岩 克典(初台リハビリテーション病院 リハケア部) 

O3-05 当院の転倒転落アセスメントスコアでの妥当性と転倒者の特徴 

田中 志門(一般社団法人巨樹の会蒲田リハビリテーション病院) 

 

  14:00 ～ 15:00    高次脳機能障害・認知症 1              

座長：冨居泰臣(医療法人渓仁会 札幌西円山病院) 

O4-01 回復期リハビリテーション病棟でのアロマセラピー実施報告 

吉田 志緒理(柳育会 リハビリテーション部 八女リハビリ病院 リハビリテーション科) 

O4-02 認知症患者に対する集団作業療法の実践と効果判定 

山本 明歩(社会医療法人 仁生会 西堀病院) 

O4-03 不眠・大声・多弁な症状を呈した認知症患者を通して観察の重要性を学んだ事例 

堀切 加菜(医療法人社団健育会 竹川病院 看護部) 

O4-04 30 代男性の職場復帰に対し職場との情報共有が有効であった 1 例 

～セラピストが繋ぐ職場復帰～ 

岡野 雄二(旧 芙蓉会南草津病院 現 清仁会水無瀬病院リハビリテーション部) 

O4-05 重度記憶障害を呈した症例の在宅復帰・社会復帰への多職種での取り組み 

黒田 紗弥子(医療法人社団 甲友会 西宮協立リハビリテーション病院) 

   

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 19日（木） 第 3会場 
 

  15:00 ～ 16:00    高次脳機能障害・認知症 2              

座長：渕雅子(九州栄養福祉大学) 

O5-01 左被殻出血発症 5 ヶ月後に急激に発語や自発的行動がみられるようになった患者の機能回復へ  

の影響要因 

清原 有紀子(福岡リハビリテーション病院 看護部) 

O5-02 左半側空間無視により ADL 動作改善が難渋した症例 

三宅 ゆり(香川医療生活協同組合 高松協同病院) 

O5-03 身体拘束解除に向けての取り組み ～脱抑制・攻撃性の強い患者の一症例からの学び～ 

松川 千鶴(社会福祉法人 農協共済 別府リハビリテーションセンター) 

O5-04 高次脳機能障害が影響する携帯電話操作を細分化して訓練した症例 

北村 佑太(社会医療法人さくら会 さくら会病院) 

O5-05 歩行時に呈した注意障害および半側空間無視の改善から、自宅退院に向けて 

菅原 友樹(医療法人社団 哺育会 桜ヶ丘中央病院 リハビリテーション科) 

 

  16:00 ～ 17:00    高次脳機能障害・認知症 3              

座長：栗林環(医療法人タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院) 

O6-01 高次脳機能障害者の就労状況 実態追跡調査（第 4 報）～ 調査票の結果から ～ 

西原 大助(東京都リハビリテーション病院) 

O6-02 集団アクティビティによる抑制解除への取り組み～アクティビティによる外部刺激の効果～ 

楠見 早紀(医療法人博仁会 志村大宮病院) 

O6-03 当院における自動車運転再開の現状と課題 

宮川 怜(医療法人 清和会 平成とうや病院 リハビリテーション科) 

O6-04 注意機能改善が対人コミュニケーション改善に繋がった一例～APT の概念に基づいた介入～ 

山本 直(医療法人明倫会 本山リハビリテーション病院) 

O6-05 外泊訓練を契機にアウェアネスの障害が克服できた脳出血後高次脳機能障害の一症例 

伊藤 淳美(JCHO 湯布院病院 リハビリテーション科) 

 

 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 19日（木） 第 3会場 
 

 17:00 ～ 18:00    高次脳機能障害・認知症 4               

座長：佐藤浩二(社会医療法人敬和会 大分岡病院) 

O7-01 Trail Making Test とタブレット版 Trail Making Test の所要時間の比較・検討 

丸本 菜美子(栃木県医師会 塩原温泉病院 リハビリテーションセンター ) 

O7-02 半側空間無視患者の CBS 改善度に影響する因子の検討 

森下 千晶(福井総合病院 診療支援部 リハビリテーション課 作業療法室) 

O7-03 アイカメラと Near-infrared spectroscopy（NIRS）の同時測定を用いて 

千原 壮智(医療法人 和光会 山田病院 リハビリテーション部) 

O7-04 高次脳機能障害を有する患者における地域機関との連携と課題について 

細川 美穂(社会医療法人愛仁会 愛仁会リハビリテーション病院 地域医療部 医療福祉相談科) 

O7-05 安心して作業が出来るように-リロケーションダメージによる心理的負担に対するアプローチ- 

中村 友哉(医療法人社団 緑野会 みどり野リハビリテーション病院) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 19日（木） 第 4会場 
 

  10:00 ～ 11:00    業務改善 1                

座長：大塚未来子(社会医療法人敬和会 大分岡病院) 

O8-01 回復期リハ病棟入棟時の初回面談に対する取り組みについて ～初回面談シートの導入～ 

中元 隆之(医療法人社団 清風会 五日市記念病院) 

O8-02 入院時基本動作能力による退院時 FIM 運動項目の予後予測 

和田 来緒(医療法人 渓仁会 札幌西円山病院) 

O8-03 看護必要度の定期的評価を行うことに対するスタッフの認識と自立度の実態調査 

澤 須美子(公益社団法人 群馬県医師会 群馬リハビリテーション病院) 

O8-04 当院回復期リハビリ病棟セラピストにおける意識の現状・課題を 10 か条を用いて明確化した取 

り組み 

浅野 未由希(医療法人 さとう記念病院) 

O8-05 退院御膳～患者満足度向上への取り組み～ 

山本 亜紀(医療法人社団 甲友会 西宮協立リハビリテーション病院 栄養科) 

 

 11:00 ～ 12:00    業務改善 2               

座長：中之丸秀子(医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院) 

O9-01 回復期リハビリ病棟看護職員の腰痛の実態調査 

割田 雄志(群馬リハビリテーション病院) 

O9-02 当院における「セルフストレッチ指導マニュアル」作成の取り組み 

祖田 敬子(医療法人ハートフル アマノリハビリテーション病院 リハビリテーション部) 

O9-03 早期栄養改善を目的とした他職種との取り組み 

佐藤 真理(福岡リハビリテーション病院) 

O9-04 目標カードの掲示による多職種間での目標共有への取り組み 

～アンケート結果から得られた現状と課題～ 

片山 歩美(医療法人社団 同心会 人吉リハビリテーション病院) 

O9-05 地域包括ケア病棟での退院支援の取り組み ～目標シートを導入して～ 

福永 聖典(特定医療法人茜会 昭和病院) 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム         10 月 19 日（木）  第 4会場 
 

  13:00 ～ 14:00    摂食・嚥下・口腔ケア 1              

座長：山本道代(医療法人 青木内科小児科医院 あいの里クリニック・歯科) 

O10-01 咀嚼と認知機能の関係－咀嚼練習を介して認知機能および摂食嚥下機能の向上を認めた症例－ 

菊森 清美(医療法人社団菫会 名谷病院 リハビリテーション科) 

O10-02 嚥下障害のある患者に対しての安全な摂食・嚥下のアプローチ 

山下 真奈(医療法人 豊泉会 丸山病院) 

O10-03 両側輪状咽頭筋切除術並びに喉頭挙上術後の重度嚥下障害に難渋した一例 

酒井 崇(社会医療法人 祐生会 みどりヶ丘病院) 

O10-04 病棟での療法士による嚥下体操の運営方法について 

銅野 貴之(北大阪警察病院 リハビリテーション技術科) 

O10-05 回復期リハビリテーション病棟入院患者における正常嚥下獲得が FIM 利得に及ぼす影響 

石井 良(医療法人社団栄宏会 土井病院 リハビリテーション科) 

 

  14:00 ～ 15:00    摂食・嚥下・口腔ケア 2              

座長：藤岡友美(社会医療法人 生長会 ベルランド総合病院) 

O11-01 A 病院回復期リハビリテーション病棟看護師の口腔ケアの実態 

～口腔ケアに関する質問紙による実態調査から～ 

平 明子(JCHO 登別病院 看護部 回復期リハビリテーション病棟) 

O11-02 重度嚥下障害患者に完全側臥位法を実施し、一部経口摂取が可能となった事例に関する報告 

岡野 完(医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院 リハビリテーション部) 

O11-03 経管離脱に必要な認知機能-CBA を用いて- 

柿森 健志(医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院) 

O11-04 当院における嚥下チームの発足～介入までのあゆみ 

阿河 由登理(医療法人社団 清風会 廿日市記念病院) 

O11-05 嗽の実施基準の作成にむけて 

江口 由希(医療法人真正会 霞ヶ関南病院) 

 

 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム         10 月 19 日（木）  第 4会場 

 

  15:00 ～ 16:00    摂食・嚥下・口腔ケア 3              

座長：我謝翼(沖縄リハビリテーションセンター病院) 

O12-01 回復期リハ病棟における FIM と FOIS の食事能力評価の比較検討 

佐藤 俊彦(社会医療法人 敬和会 大分リハビリテーション病院 リハビリテーション部) 

O12-02 精神疾患により経口摂取への移行に難渋した一症例～KT バランスチャートを用いて～ 

平尾 さやか(愛仁会リハビリテーション病院 リハ技術部 言語療法科) 

O12-03 ワレンベルグ症候群患者の嚥下機能と姿勢への介入 

寺本 りか(社会医療法人雪の聖母会 聖マリアヘルスケアセンター リハビリテーション室) 

O12-04 誤嚥性肺炎後の廃用による重度の嚥下障害に対してバルーン法が有効であった 1 症例 

坪田 浩平(医療法人社団 豊泉会 丸山病院) 

O12-05 コミュニケーションが嚥下障害に影響を与えるか 

脇坂 勇輝(医療法人福岡桜十字 桜十字福岡病院) 

 

  16:00 ～ 17:00    業務改善 3                

座長：池田隼也(鵜飼リハビリテーション病院) 

O13-01 リハマネ加算 2 を通したリハケアサービス向上への取り組み 

谷口 理恵(社会医療法人敬和会 介護老人保健施設 大分豊寿苑) 

O13-02 在宅リハミーティングによる介護保険分野の業務改善への取り組み 

竹内 茂伸(社会福祉法人こうほうえん 錦海リハビリテーション病院 リハビリテーション技

術部) 

O13-03 介護療養型医療施設における退院支援 

山口 みゆき(社会医療法人財団 白十字会 燿光リハビリテーション病院) 

O13-04 医療福祉複合施設における腰痛検診の効果と今後の課題の検討 

久保 直之(福井総合病院 リハビリテーション課) 

O13-05 「仕事」と「職場環境」についての意識調査 

相馬 千尋(一般財団法人 黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター) 

 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム         10 月 19 日（木）  第 4会場 
 

 17:00 ～ 18:00    業務改善 4                

座長：花畑栄子(京都大原記念病院) 

O14-01 回復期病棟における余暇時間の活用について 

飯塚 文女(亀田リハビリテーション病院) 

O14-02 観察の視点から環境整備に着目して得られたこと 

磯谷 里佐(医療法人社団健育会 西伊豆健育会病院) 

O14-03 看護師、ケアワーカーの業務中に感じる怒りの調査 

横山 絵里子(三友堂リハビリテーションセンター) 

O14-04 地域包括ケア病棟における OT の取り組みと今後の課題 

両角 瞳(鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院) 

O14-05 ADL 全介助者の介護負担感評価ツールにおける妥当性の検討 

壹岐 英正(医療法人瑞心会 渡辺病院 リハビリテーション科) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム         10 月 19 日（木）  第 5会場 
 

 10:00 ～ 11:00    レスパイトケア・家族指導 1                

座長：得居和義(医療法人北辰会 西条市民病院) 

O15-01 二人暮らしの患者の自宅復帰に影響する因子 

水島 景子(愛仁会リハビリテーション病院 看護部) 

O15-02 脊髄損傷患者の自宅退院が実現するまで ～介護する両親を前向きにした関わり 

鈴木 奈苗(医療法人社団 健育会 石巻健育会病院) 

O15-03 意思決定者が自宅退院を決定した要因～第 2 報～ 

稲木 あい(NTT 東日本伊豆病院) 

O15-04 対麻痺を呈し希死念慮を認めた症例 ～家族が主体となったリハビリテーション～ 

松本 渉(医療法人明倫会 本山リハビリテーション病院) 

 

  11:00 ～ 12:00    IADL・APDL 1               

座長：大室良太(熊本リハビリテーション病院) 

O16-01 外出訓練の段階的施行により、退院後の活動・参加に結びついた症例 

峰 菜緒(社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院) 

O16-02 回復期病院自宅退院患者の「FIM」と「興味・関心」の関係  

松元 一世(社会医療法人ペガサス ペガサスリハビリテーション病院 リハビリテーション部) 

O16-03 サロン活動の再開を目指して～生活行為向上マネジメントの活用～ 

佐々木 健吉(徳島県厚生農業協同組合連合会 阿南共栄病院 リハビリテーション科) 

O16-04 患者の HOPE に添った医療機関外での関わり～社会参加への有用性について～ 

井上 敦士(横浜なみきリハビリテーション病院 リハビリテーション科) 

O16-05 当院回復期リハビリテーション病棟退棟時 ADL と退棟後在宅における生活機能の関連について 

五十峯 淳一(医療法人 慈圭会 八反丸リハビリテーション病院) 
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  13:00 ～ 14:00    IADL・APDL 2               

座長：太田有美(社会医療法人敬和会 大分リハビリテーション病院) 

O17-01 笛演奏という治療をチームに伝えていくことで好影響を及ぼした症例 

牧山 大輔(IMS グループ 横浜新都市脳神経外科病院 リハビリテーションセンター) 

O17-02 役割であった料理の再獲得へ至った症例 ～病人から主婦へ～ 

板倉 みづほ(一般財団法人太田綜合病院附属 太田熱海病院) 

O17-03 強みに焦点を当てた支援とリハビリをコーディネートしたことで「参加」に繋がった症例 

渡部 幸博(医療法人 養和会 養和病院) 

O17-04 身体認識低下・重度感覚障害に対し意識付けを行うことで動作能力が改善した症例 

岡 修人(社会医療法人 若弘会 若草第一病院 医療技術部 療法課) 

O17-05 当院主催の「リハビリ友の会」宿泊旅行の概要と参加者の満足度の検討 

欠畑 大樹(飯能靖和病院 回復期リハビリテーション病棟) 

 

  14:00 ～ 15:00    IADL・APDL 3               

座長：安藤美幸(熊本託麻台リハビリテーション病院) 

O18-01 調理動作の立位時に下腿部後面に重怠さが生じ立位保持に難渋する一症例 

紺谷 郁美(株式会社三輪 リハビリ特化型デイサービスリファイン) 

O18-02 自宅内での役割を持つ事で QOL が改善した一症例 

塩原 瑠美(社会医療法人財団慈泉会 地域在宅医療支援センター 塩尻診療所) 

O18-03 デイケアにおいて閉じこもり傾向にあった高齢利用者に対する行動変容理論を用いた実践 

―3 事例の物語分析から得た知見― 

大山 大将(いけだクリニック ハリ・デイケア) 

O18-04 生活行為向上マネジメント活用により福祉バスを利用して買い物等外出が可能となった一例 

小野 優子(医療法人 三井会 神代病院デイケア ) 

O18-05 自宅閉じこもりからデイケア、デイケアから中国へ！ 

内野 敬(横浜なみきリハビリテーション病院 リハビリテーション科)  
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  15:00 ～ 16:00    IADL・APDL 4               

座長：尾下真志(初台リハビリテーション病院) 

O19-01 在宅障害高齢者に対して家族旅行支援を通して活動と参加に繋がった 1 症例 

武井 誠司(社会医療法人 財団新和会 八千代病院) 

O19-02 訪問リハ移行により屋外歩行獲得を目指した大腿骨転子部骨折の一症例 

～COPM と SF36v2 を 用いた介入～ 

石田 文香(大阪回生病院 リハビリテーションセンター) 

O19-03 訪問リハビリにて介護度の軽減、QOL 向上が得られた一症例  

～外出訓練の写真撮影による次年度カレンダー作成の試み～ 

東山 学史(大阪回生病院 リハビリテーションセンター) 

O19-04 在宅高齢者の閉じこもり予防 

石崎 琢朗(株式会社 アール・ケア 訪問看護ステーション ママック岡山) 

O19-05 慢性期片麻痺症例に対する移動範囲拡大に向けた訪問リハビリの取り組み 

～COPM を用いた介入により QOL 向上に繋がった一症例～ 

西河 和也(大阪回生病院リハビリテーションセンター) 

 

  16:00 ～ 17:00    障害受容・心のケア 1                 

座長：齊藤智子(社会医療法人社団 熊本丸田会 熊本リハビリテーション病院) 

O20-01 回復期リハビリ病棟脳卒中患者の障害の受容 

岡本 五十雄(医療法人ひまわり会札樽病院 リハビリテーション科) 

O20-02 回復期リハビリ病棟脳卒中患者の障害受容、落胆、苦悩、希死念慮と関連する要因 

岡本 五十雄(医療法人ひまわり会札樽病院 リハビリテーション科) 

O20-03 被災した看護師の 1 年後のストレス障害調査～震災 4 ヵ月後調査との比較～ 

猪本 伸子(医療法人 堀尾会 熊本託麻台リハビリテーション病院) 

O20-04 セルフマネジメントにより活動量向上・体重減少に繋がった症例を経験して 

森屋 侑希(医療法人 鴻池会 秋津鴻池病院) 

O20-05 患者の思いを受け止めて退院支援を行うことの難しさを考える。 

松島 敦子(JA 静岡 厚生連 遠州病院) 
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  17:00 ～ 18:00    障害受容・心のケア 2                 

座長：大西和弘(医療法人鴻池会 秋津鴻池病院) 

O21-01 回復期リハビリテーション病棟におけるピアサポートを利用した作業療法の報告 

山田 早紀(特定医療法人社団 勝木会 やわたメディカルセンター) 

O21-02 介助指導をされる側の気持ちを考えたことがありますか。 

多賀 聖(岡山リハビリテーション病院 リハビリ部 作業療法科) 

O21-03 慢性期病院に入院中のパーキンソン（PD）病患者が入院生活において重要視していること 

佐藤 友美(定山渓病院 リハビリテーション部 作業療法科) 

O21-04 NIRS を用いた手のぬくもり・タッチ効果の検証 ～疼痛刺激に対する反応性について～ 

人見 太一(文京学院大学 保健医療技術学部 作業療法学科) 

O21-05 末期がん患者の最期の望みをかなえた余命一週間からの関わり  

公文 梨花(公益財団法人 天理よろづ相談所病院) 
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  10:00 ～ 11:00    義肢・装具・福祉用具 1              

座長：加辺憲人(医療法人社団輝生会 船橋市立リハビリテーション病院) 

O22-01 ロボット型膝装具（Robotics Knee Orthosis）のリハビリテーション介入効果の検討 

～起立に着目した報告～ 

植松 裕文(医療法人沖縄徳洲会 千葉徳州会病院 リハビリテーション科 ) 

O22-02 回復期脳出血患者の出血範囲と下肢装具処方との関連についての検討 

阿部 紀之(社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院 リハビリテーション部) 

O22-03 色を用いた視覚的フィードバックによる脳卒中感覚障害患者に対する HAL 介入効果の検討 

鈴木 優希(栃木県医師会 塩原温泉病院 リハビリテーションセンター) 

O22-04 脳卒中下肢装具製作チャート表作成の取り組みについての紹介 

坂本 貴志(広島医療生活協同組合 広島共立病院 リハビリテーション科) 

O22-05 重度の下肢運動麻痺に対する試み～HAL の随意制御機能を用いて～ 

橋本 篤(社会医療法人 生長会 阪南市民病院 リハビリテーション室) 

 

  11:00 ～ 12:00    義肢・装具・福祉用具 2              

座長：石橋由貴(京都大原記念病院) 

O23-01 重度聴覚障害を既往にもつ大腿切断患者の治療経験 

上月 澄人(医療法人明倫会 本山リハビリテーション病院) 

O23-02 ＴＯＹＯＴＡ歩行練習アシスト活動報告 

～当院入院から９０日以上経過してからＧＥＡＲを開始した４症例について～ 

高田 靖夫(医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院 リハケア部) 

O23-03 脳血管障害患者の短下肢装具着脱動作自立要因の検討 

－座位下肢荷重率，座位前方リーチテスト，Trunk Control Test を用いて‐ 

三橋 陽平(医療法人社団 苑田会 竹の塚脳神経リハビリテーション病院) 

O23-04 介護老人保健施設におけるシーティングカンファレンスの活動報告 

伊藤 元気(IMS グループ 医療法人財団 明理会 介護老人保健施設 相模原ロイヤルケアセ

ンター) 

O23-05 当院における下肢装具作成状況と FIM 利得・効率の比較検討 

～2015 年度と 2016 年度の比較検討～ 

白椛 郁美(原宿リハビリテーション病院 リハビリテーション科) 
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  13:00 ～ 14:00    訪問サービス 1                  

座長：中原和美(熊本保健科学大学) 

O24-01 終末期がん患者に対する在宅リハビリテーションでの関わり 

藤野 慎平(株式会社 アール・ケア) 

O24-02 訪問リハビリテーションで周辺症状にアプローチし介護負担感を軽減できた症例 

横井 菜美(社会医療法人 財団新和会 八千代病院) 

O24-03 当法人における訪問リハビリテーション終了者の考察と今後の課題 

伊藤 将(医療法人社団らぽーる新潟 ゆきよしクリニック) 

O24-04 在宅生活における日常的な外出の阻害要因に関する考察 

杉本 祐樹(医療法人財団 樹徳会 上ヶ原訪問看護センターすまいる) 

O24-05 当事業所における現状と課題 ～地域包括ケアシステムに根差した訪リハへ～ 

遊馬 悦子(財団医療法人 謙昌会 総合リハビリ美保野病院 杏の里訪問看護ステーション) 

 

  14:00 ～ 15:00    訪問サービス 2                   

座長：大串幹(兵庫県立総合リハビリテーションセンター中央病院) 

O25-01 訪問リハビリテーション開始時期が要介護度変化に与える影響 

井上 健太(医療法人 愛仁会 千船病院 リハビリテーション科) 

O25-02 介護支援専門員との連携強化に向けた取り組み～訪問リハビリテーション報告書を作成して～ 

伴野 里恵(新緑脳神経外科 訪問リハビリテーション課) 

O25-03 回復期病棟入院中と訪問時における理学療法の運動強度 

長崎 正義(社会福祉法人 こうほうえん 錦海リハビリテーション病院) 

O25-04 日常生活に介助を要するビッカースタッフ型脳幹脳炎患者 1 例の発症から 2 年間の経過 

～在宅復帰後の経過を中心に～ 

丸山 夕希(医療法人社団輝生会 船橋市立リハビリテーション病院) 

O25-05 訪問リハビリテーション利用者の抑うつの推移と家族の介護負担感について 

斉藤 弘匡(社会医療法人社団カレスサッポロ よつば家庭医療クリニック 訪問リハビリテー

ション科)  
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  15:00 ～ 16:00    訪問サービス 3                  

座長：真鍋阿沙子(医療法人永広会 八尾はぁとふる病院) 

O26-01 訪問リハビリテーションを通じて社会参加を支援し生活範囲が拡大した失語症例 

金森 英毅(医療法人社団哺育会桜ヶ丘中央病院 リハビリテーション科) 

O26-02 閉じこもりが予測された利用者への訪問リハビリの試み  

～COPM で個別性を聴取し、多角的介入により QOL 向上を目指した一症例～ 

原田 宏隆(大阪回生病院 リハビリテーションセンター) 

O26-03 当院訪問理学療法における 3 年 6 ヶ月間の介護支援勉強会の取り組み 

増原 俊幸(社会福祉法人こうほうえん 錦海リハビリテーション病院) 

O26-04 当センターにおける神経変性疾患に対する訪問言語聴覚士介入の現状と役割について 

太田 光代(医療法人社団 輝生会 在宅総合ケアセンター元浅草) 

O26-05 男性利用者からの拒否を通し利用者を支える連携の重要性を考える 

篠原 淳(製鉄記念室蘭病院 訪問リハビリテーションセンター) 

 

  16:00 ～ 17:00    人材育成 1                

座長：田川綾(医療法人鴻池会 秋津鴻池病院) 

O27-01 看護学生が抱く回復期リハビリテーションのイメージ 

皆川 裕美((株) 日立製作所 多賀総合病院) 

O27-02 理学療法士の教育における臨床場面でのｏｎ ｔｈｅ ｊｏｂ ｔｒａｉｎｉｎｇ導入について 

西村 瞬(医療法人双葉会 西江井島病院 リハビリテーション科) 

O27-03 多職種共通クリニカルラダー導入による自己教育力の変化  

～クリニカルラダー導入後 3 年が経過して～ 

金山  耕治(医療法人社団 久英会 高良台リハビリテーション病院) 

O27-04 介護士育成のための客観的介護技術評価の開発と実践 

荒井 友章(医療法人豊和会 介護推進研究室) 

O27-05 当院リハビリテーションセンターにおける急変時対応についての 1 年間の取り組み 

～意識変容と行動変容に着目して～ 

青木 彩香(天理よろづ相談所病院 白川分院 リハビリテーションセンター) 
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  17:00 ～ 18:00    人材育成 2                

座長：斉藤翔(医療法人渓仁会 札幌渓仁会リハビリテーション病院) 

O28-01 愛仁会グループ リハビリテーション部門における教育ガイドライン改訂の取り組み 

貞末 仁美(愛仁会リハビリテーション病院 リハ技術部 教育研修科) 

O28-02 新人指導についての意識調査 

岩谷 奈津子(一般財団法人黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター) 

O28-03 超高齢社会を担う小学生の意識調査と学習支援-自助・互助・リハビリの重要性を学ぶ- 

佐々木 智弘(医療法人社団 北樹会病院) 

O28-04 熊本県における自立支援を推進する人材育成への取り組み 

～自立応援プロジェクト人材育成研修会の開催 第１報～ 

山本 恵仙(熊本託麻台リハビリテーション病院) 

O28-05 病棟リハビリテーションの現状と今後の課題－病棟スタッフの意識調査から－ 

大黒 春香(医療法人ハートフル アマノリハビリテーション病院) 
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  10:00 ～ 11:00    医学管理 1                

座長：藤田正明(伊予病院) 

O29-01 脳卒中患者の肩手症候群と肩関節痛に対する治打撲一方による治療効果 

岡本 五十雄(医療法人ひまわり会札樽病院 リハビリテーション科) 

O29-02 視床出血後の筋緊張亢進に対する筋電バイオフィードバックを用いた弛緩学習 

～食事動作と書字動作に改善がみられた症例～ 

小野 芳子(社会福祉法人農協共済 別府リハビリテーションセンター) 

O29-03 チーム医療で取り組むボツリヌス療法 

入江 暢幸(福岡リハビリテーション病院 脳神経外科) 

O29-04 脊髄損傷者に対する随意運動介助型電気刺激装置（IVES）の有用性の検討 

田代 涼(栃木県医師会 塩原温泉病院 リハビリテーションセンター) 

O29-05 脳卒中片麻痺患者における加速度計内臓活動量計による歩数計測の妥当性 

山崎 美帆(福井総合病院 リハビリテーション課) 

 

  11:00 ～ 12:00    医学管理 2                

座長：西嶋一智(宮城県リハビリテーション支援センター) 

O30-01 回復期リハビリテーション病棟における ADL 向上のためのチェックシートの開発と運用 

 ～経緯と内容の紹介～ 

渕 雅子(九州栄養福祉大学) 

O30-02 回復期リハビリテーション病棟における気管切開患者の管理と実績 

大原 務(一般社団法人巨樹の会・新上三川病院リハビリテーション科) 

O30-03 フットケア、足も美しく フットケアを行う事によりリハビリへの影響、効果を考える 

川邉 裕美子(白山リハビリテーション病院) 

O30-04 脳血管障害患者におけるレーヴン色彩マトリックス検査（RCPM）成績が FIM 運動項目の利得  

に与える影響 

西川 洋平(社会福祉法人 農協共済 別府リハビリテーションセンター) 

O30-05 回復期リハ病棟脳卒中片麻痺患者の帰結予測 

後藤 健一(第二成田記念病院 リハビリテーション室) 
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  13:00 ～ 14:00    医学管理 3                

座長：辻雅夫(西宮協立リハビリテーション病院) 

O31-01 誤嚥性肺炎患者における日常生活自立度と入院日数との関係 

宮田 卓也(箕面市立病院 リハビリテーションセンター) 

O31-02 急性期における大腿骨頚部骨折保存治療に対するリハビリテーション効果 

～認知症高齢者の日常生活自立度判定による影響～ 

新江 大輔(社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 整形外科リハセンター) 

O31-03 大腿骨頚部骨折保存治療に対する入院後早期かつ高密度のリハビリテーションの効果 

堀田 諭(社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 整形外科リハセンター) 

O31-04 Corynebacterium が検出された肺炎罹患患者に対して陽・陰圧体外式人工呼吸器を使用した 4 症

例の治療報告 

有本 直人(JA 厚生連遠州病院リハビリテーション科) 

O31-05 自主トレーニングの習慣化により、自助力の向上に至った症例 

～マネジメントを意識した関わりを通して～ 

土田 昌平(社会医療法人至仁会 圏央所沢病院 リハビリテーション科) 

 

  14:00 ～ 15:00    医学管理 4                

座長：南由紀(熊本リハビリテーション病院) 

O32-01 回復期リハビリテーション病棟における ADL 向上のためのチェックシートの開発と運用 

－症例への活用－ 

古場 友貴(特定医療法人社団三光会 誠愛リハビリテーション病院 リハビリテーション部) 

O32-02 生活場面での麻痺側上肢使用の意識付けにより行動変化がみられた症例 

徳道 智美(医療法人社団 健育会 竹川病院) 

O32-03 当院回復期病棟における立位バランス評価方法の検討 

佐々木 美沙(医療法人ハートフル アマノリハビリテーション病院 リハビリテーション部) 

O32-04 当院回復期リハビリテーション病棟における FIM 時系列変化による ADL 回復分析 

近藤 和美(誠愛リハビリテーション病院) 

O32-05 回復期運動器疾患患者における上肢筋肉量の変化及びその要因についての検討 

田川 佳奈(医療法人かぶとやま会 久留米リハビリテーション病院) 
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  15:00 ～ 16:00    連携 1                   

座長：田中智香(熊本リハビリテーション病院) 

O33-01 右片麻痺・失語症・高次脳機能障害患者に対する復職支援 ～就労準備性を用いて～ 

田中 志穂(医療法人医誠会児島中央病院) 

O33-02 自宅での内服自己管理に向けた継続支援 

佐藤 綾乃(社会福祉法人農協共済別府リハビリテーションセンター 回復期リハビリテーショ

ン部 看護・介護科) 

O33-03 肥満体型片麻痺患者におけるベッド・車椅子間の移乗介助が難渋した一症例 

岡本 直樹(医療法人寿人会 木村病院 リハビリテーション部) 

O33-04 高次脳機能障害に対するスタッフの意識調査 

高橋 友紀子(弘前脳卒中・リハビリテーションセンター) 

O33-05 地域に根ざした施設を目指して   

阿部 真由美(ＩＭＳグループ 医療法人財団 明理会 介護老人保健施設 相模原ロイヤルケ

アセンター) 

 

  16:00 ～ 17:00    連携 2                   

座長：阿部泰昌(川崎医科大学 リハビリテーション科) 

O34-01 脳血管疾患回復期プロセスパスの作成 

荒谷 千恵(一般財団法人 新田塚医療福祉センター 福井総合病院) 

O34-02 回復期リハビリテーション病院として地域と連携する為の試み 

～地域看護・介護ネットワークを開催して得たもの～ 

竹田 聖子(戸田中央リハビリテーション病院) 

O34-03 回復期リハビリテーション病棟における FIM 評価定着に向けた取り組み 

江畠 由紀(地域医療機能推進機構 湯布院病院 リハビリテーション科) 

O34-04 当院における自動車運転支援に対する取り組み 

花宮 徳介(医療法人社団 緑野会 みどり野リハビリテーション病院 リハビリテーション科) 

O34-05 当院回復期リハビリテーション病棟実績報告とリハビリ連携サポート室の取り組み 

森口 正太郎(南東北グループ医療法人財団健貢会 総合東京病院) 
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  17:00 ～ 18:00    連携 3                    

座長：大塚英樹(せんだんの丘 ぷらすあらい) 

O35-01 当院における整形外科疾患の急性期及び回復期リハビリテーション病棟入院期間と退棟経路の

調査報告 

浅倉 秀剛(社会医療法人恵愛会 大分中村病院 リハビリテーション部) 

O35-02 くも膜下出血により全介助を要する脳性麻痺者の自宅退院に向けての取り組み 

徳田 国加(医療法人 藤井会 藤井会リハビリテーション病院) 

O35-03 地域包括ケアシステムに対する当院セラピストの関心・行動の変化  

～院内研修会前後アンケート調査から得られた研修会の有用性～ 

川瀬 弘義(公益社団法人福岡医療団 千鳥橋病院 リハビリテーション技術部) 

O35-04 外来における継続看護への取り組み～入院患者シートの試験的導入～ 

梶谷 里香(社会医療法人財団池友会 新行橋病院) 

O35-05 養護老人ホームにおける生活機能を維持するための関わり 

早坂 恵輔(社会福祉法人真宗協会 帯広光南病院) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


