
   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 19 日（木）  ポスター会場 1 
  
  13:00 ～ 14:00    医学管理 1                  

座長：狹田純(医療法人ハートフル) 
P1-01 頭頂葉病変による重度感覚障害患者に対して、振動刺激での感覚入力後に上肢機能訓練を行った

ことで上肢機能向上を認めた事例 
鈴木 善幸(中村記念南病院 医療技術部 リハビリテーション部門) 

P1-02 大脳白質病変重症度が脳梗塞患者の運動機能、認知機能に及ぼす影響 
野上 達矢(済生会吉備病院 リハビリテーション科) 

P1-03 脳卒中片麻痺患者の道具操作に対するミラーセラピーの効果 
市村 将家(赤羽リハビリテーション病院) 

P1-04 回復期リハビリテーション病棟に入棟した初発脳卒中患者の理学療法内容調査 
奥山 夕子(藤田保健衛生大学七栗記念病院) 

P1-05 HALが ADLに与える可能性～当院入院患者で HAL使用者を 2群に分けた FIM利得の比較～ 
石福 一彦(原宿リハビリテーション病院 リハビリテーション科) 

 

  14:00 ～ 15:00    医学管理 2                
座長：松本茂男(一般財団法人 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター) 

P2-01 使用機体の違いが FIM利得・効率に与える影響～HAL福祉用と HAL-FL05の比較～ 
木村 知弘(原宿リハビリテーション病院 リハビリテーション科) 

P2-02 当院回復期病棟における栄養状態と FIM利得の関連 
平田 絵梨(医療法人 社団誠仁会 夫婦石病院) 

P2-03 当院回復期リハビリ病棟の退院時目標設定の実態 ～FIM運動項目を通して～ 
加藤 祐樹(特定医療法人アガペ会 北中城若松病院) 

P2-04 足関節脱臼骨折術後早期からのベッド上での足関節ポジショニングにより関節可動域が早期に 
改善した症例 
冨樫 健太(埼玉医科大学総合医療センター リハビリテーション部) 

P2-05 変形性股関節症を有する脳卒中後患者に人工股関節置換術を施行した２例 
宮井 保尚(新上三川病院) 

 

 

 

 



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 19 日（木）  ポスター会場 1 
 
  15:00 ～ 16:00    医学管理 3                

座長：齋藤信一(弘前・脳卒中リハビリテーションセンター) 
P3-01 急性期脳卒中患者の初発群と再発群の比較 

兵働 眸(社会福祉法人 十善会 十善会病院 リハビリテーション科) 

P3-02 lateropulsion を呈した症例に対して、意識される知覚を活用したアプローチにより傾斜改善が図 
れた一症例 
馬渕 重雄(社会医療法人財団 佐世保中央病院 リハビリテーション部 理学療法課) 

P3-03 急性期脳卒中患者の FIMの改善に影響及ぼす因子と自宅復帰率、歩行獲得率との関係 
磯野 浩之(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) 

P3-04 ハンドヘルドダイナモメーターによる下肢筋力測定の検者内信頼性 
高山 真一(一般財団法人 津山慈風会 津山中央病院) 

P3-05 85歳以上の脳梗塞患者におけるmRSを用いた当院急性期の自宅退院者の傾向 
有田 健吾(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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 19 日（木）  ポスター会場 2 
  
  13:00 ～ 14:00    IADL・APDL 1               

座長：溝部二十四(兵庫県立リハビリテーション中央病院) 
P4-01 回復期リハ病院で片麻痺者が指導する「片手でできる料理教室」の活動報告 

松尾 温子(東京都リハビリテーション病院 リハビリテーション部 作業療法科) 

P4-02 回復期リハ病院における患者の活動・参加に焦点をあてた「日曜特別訓練プログラム」の実践報 
告～365充実に向けて～ 
清野 佳代子(東京都リハビリテーション病院 リハビリテーション部 作業療法学科) 

P4-03 回復期リハ病院における「日曜特別訓練プログラム」が患者や作業療法士に与える効果 
～アンケート結果より～ 
森 友紀(東京都リハビリテーション病院 リハビリテーション部 作業療法科) 

P4-04 ﾌｨｰﾄﾞﾌｫﾜｰﾄﾞ系の再学習により散歩が可能なﾚﾍﾞﾙとなったｹｰｽ 
和田 悠(医療法人社団 和風会 橋本病院) 

P4-05 趣味活動を生かした関わりが ADL改善、QOL向上につながった症例 
加藤 真弘(医療法人財団慈強会 松山リハビリテーション病院) 

 

  14:00 ～ 15:00    IADL・APDL 2                
座長：齋藤曜子(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) 

P5-01 当院回復期リハビリテーション病棟における職場復帰の傾向について 
吉田 雄吾(医療法人社団帰厚堂 南昌病院) 

P5-02 具体的な目標設定と成功体験により自己効力感の向上に繋がった事例 
～回復期病院で退院後の生活を見据えた支援～ 
浅尾 佳織(社会医療法人共愛会 戸畑リハビリテーション病院 リハビリテーション科) 

P5-03 ドライバーテストステーションを利用した自動車運転再開支援 
米須 梓(医療法人緑水会 宜野湾記念病院 リハビリテーション科) 

P5-04 左橋出血により利き手の重度感覚障害を呈した症例が両手動作を再獲得した一例 
～家事動作、趣味活動の再獲得の経過、考察～ 
浦田 真弓(一般財団法人 操風会 岡山リハビリテーション病院) 

P5-05 職場復帰を目指した CIDP（慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー）の一症例 
江頭 陽子(聖マリア病院 リハビリテーション室) 

 

 



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 19 日（木）  ポスター会場 2 
 
  15:00 ～ 16:00    IADL・APDL 3               

座長：御代川英己(医療法人社団輝生会 船橋市立リハビリテーション病院) 

P6-01 料理人として職場復帰したバイク事故による利き手損傷の一症例 
戸波 大樹(明理会 行徳総合病院 リハビリテーション科) 

P6-02 外来リハを通して日常の自己効力感を高めた一例～スプリントを用いた意味のある作業～ 
三田 尚弥(一般社団法人 巨樹の会 新久喜総合病院 リハビリテーション科) 

P6-03 障害者の社会参加を目的とした観光行動に関する考察   失語症のバスツアーを事例に 
畑原 理恵(NPO 法人 失語症サロン いーたいむ) 

P6-04 生活行為向上マネジメントを活用し，自宅退院につながった一例 
高木 雅浩(聖マリア病院 リハビテーション室) 

P6-05 「6か月後にコンビニまで歩いて行きたい」 
～通所リハビリテーションにおける目標達成へ向けた取り組み～ 
土屋 佳世(公益社団法人 地域医療振興協会 台東区立台東病院 台東区立老人保健施設千束) 

 

  16:00 ～ 17:00    病棟・組織運営 1               
座長：下林実(医療法人社団 甲友会 西宮協立リハビリテーション病院) 

P7-01 当院回復期リハビリテーション病棟における除外対象者選定に関する考察 
丸山 真範(会田記念リハビリテーション病院 リハビリテーション科) 

P7-02 回復期セラピストマネージャー研修受講の効果及び有効性 
宮城 寛樹(特定医療法人 茜会 リハビリテーション部) 

P7-03 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者と股関節患者の実績指数と FIM項目の検討 
東山 和寛(社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院) 

P7-04 回復期病棟アウトカム実績指数と病棟運営の変化について 
小山 真也(医療法人福西会 福西会南病院 リハビリテーション科) 

P7-05 病床稼働 2年半で見えてきた当院地域包括ケア病床の傾向と課題～専従セラピストの立場から 
福田 裕通(木古内町国民健康保険病院 リハビリテーション科) 

 

 

 

 



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 19 日（木）  ポスター会場 3 
 
  13:00 ～ 14:00    ADL 1                     

座長：古川健(医療法人社団 輝生会 船橋市立リハビリテーション病院) 
P8-01 主食用介助食器の提案 

鎌田 康広(中村記念南病院) 

P8-02 食事姿勢の修正により咀嚼回数に変化を認めた一症例 
酒井 康成(公益財団法人健和会 戸畑けんわ病院 リハビリテーション科) 

P8-03 ALS患者の食事動作に自作 PSBを作成しアプローチを行った一症例 
飛弾 由加里(明理会 行徳総合病院 リハビリテーション科) 

P8-04 夜間トイレ動作が自立している脳卒中患者のバランス能力についての検討 
川戸 真理(医療法人尚豊会 みたき総合病院 リハビリテーション科) 

P8-05 排泄動作が改善すれば家に帰れる？～当病棟における在宅復帰の調査報告～ 
島袋 辰夫(特定医療法人 アガペ会 北中城若松病院) 

 
  14:00 ～ 15:00    ADL 2                   

座長：安田康平(医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院) 
P9-01 片麻痺を呈した症例への更衣動作獲得へ向けての関わり～着たい服を着て外出するために～ 

森 琴巳(鵜飼リハビリテーション病院 リハビリテーション部) 

P9-02 している ADLとして更衣動作の向上を目指したチームの試み 
-生活リズムに合わせた直接介入を通して‐ 
駒瀬 悠二(医療法人社団 明芳会 横浜旭中央総合病院) 

P9-03 本人・家族の希望に沿った退所後の自立支援に向けた取り組み 
福田 茜(医療法人 健康会 介護老人保健施設 ぬくもりの里) 

P9-04 当院回復期リハビリテーション病棟における ADL自立後の患者の支援について 
～自動車運転の再開を目指した一事例～ 
神田 龍太(一般社団法人 是真会 長崎リハビリテーション病院) 

P9-05 当院地域包括ケア病棟における生活機能改善プログラムとその有用性について 
堀 真悠子(独立行政法人 地域医療機能推進機構 湯布院病院) 

 

 

 

 



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 19 日（木）  ポスター会場 3 
 
  15:00 ～ 16:00    介護予防・レク 1               

座長：高柳公司(医療法人社団東洋会 池田病院) 
P10-01 明るく笑顔の絶えない病棟生活を目指して～集団レクリエーションの介入～ 

中村 知加(医療法人社団 石鎚会 田辺記念病院 ) 

P10-02 二次予防事業対象者の二重課題遂行能力と身体・注意・認知機能の関連および認知機能の推定 
中原 和美(熊本保健科学大学 保健科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻) 

P10-03 茨城県におけるシルバーリハビリ体操指導士養成事業の現状 
今 絵理佳(茨城県立健康プラザ) 

P10-04 日本理学療法士協会が取り組むシルバーリハビリ体操指導士養成事業を活用した介護予防事業
の全国展開 
石田 修也(茨城県立健康プラザ) 

P10-05 日本理学療法士協会全国一斉イベントとシルバーリハビリ体操指導士養成事業のコラボレー 
ション 
大西 耕平(茨城県立健康プラザ) 

 
  16:00 ～ 17:00    介護予防・レク 2               

座長：村上重紀(尾道市公立みつぎ総合病院) 
P11-01 入浴活動報告 -そうだ！展望の湯に行こう！- 

島 佑太朗(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) 

P11-02 介助動作に対応するシルバーリハビリ体操の検討 －「一介助一体操」の導入を目指して－ 
大川 沙緒里(茨城県立健康プラザ) 

P11-03 シルバーリハビリ体操指導士養成事業 －他県への広がりとその地域の特性－ 
塚田 優子(茨城県立健康プラザ) 

P11-04 地域包括ケア病棟での OTの取り組み～個別リハビリと集団活動の効果～ 
中村 美香(JA長野厚生連 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 作業療法科) 

P11-05 働きやすい病棟を目指した当院の地域包括ケア病棟における取り組み 
～アクティビティケア導入による病棟変革 第 1報～ 
小濱 仁司(社会医療法人社団 さつき会 袖ケ浦さつき台病院 身体リハビリテーション課) 

 

 

 



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 19 日（木）  ポスター会場 4 
   
  13:00 ～ 14:00    摂食・嚥下・口腔ケア 1              

座長：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) 
P12-01 認知 FIMと食事形態の関連性 

宮里 大策(医療法人おもと会 大浜第二病院) 

P12-02 栄養カンファレンス・フローチャート導入により食事摂取状態が改善した一症例 
金光 睦子(大阪暁明館病院) 

P12-03 当院回復期リハビリテーション病棟における肺炎対策の取り組み 
-冬場の肺炎発生ゼロを目指して- 
新竹 裕文(社会医療法人 喜悦会 那珂川病院 リハビリテーション部) 

P12-04 回復期入院時の口腔環境と認知機能の関連について 
八木 麻菜美(鵜飼リハビリテーション病院) 

P12-05 当院回復期リハビリテーション病棟における口腔ケアの実態調査 
石田  香(医療法人社団 光仁会 木島病院) 

 

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

座長：大渡崇世(医療法人社団甲友会 西宮協立リハビリテーション病院) 
P13-01 改定水飲みテストと水分のトロミ有無・濃度との関連性の検証 

田嶋 香苗(医療法人社団日高会 日高病院 リハビリテーションセンター 回復期リハビリ室) 

P13-02 多職種での重度嚥下障害に対する経口摂取獲得への取り組み 
大井 啓一朗(医療法人 秋津会 徳田脳神経外科病院 リハビリテーション室) 

P13-03 味覚刺激、冷刺激を用いた「お楽しみ」経口摂取の取り組み  
～パーキンソン病の症例を通して～ 
岡田 ゆき江(医療法人友愛会 盛岡友愛病院 ) 

P13-04 ADL全般に介助を要する障害高齢者の活動が体重に与える影響－誤嚥性肺炎予防を目指して－ 
高田 明規(青梅慶友病院) 

P13-05 スポイトを用いた簡便な舌圧測定方法の検討 
小笠原 悠人(医療法人社団 札幌明日佳病院 リハビリテーション科) 

 

 

 



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 19 日（木）  ポスター会場 4 
 
  15:00 ～ 16:00    摂食・嚥下・口腔ケア 3              

座長：岡﨑裕香(一般社団法人 是真会 長崎リハビリテーション病院) 
P14-01 ST部門立ち上げから見えた嚥下障害患者への効果と地域病院における役割 

中田 めぐみ(医療法人財団 古宿会 小美玉市医療センター) 

P14-02 VF を用いた地域包括ケアへの試み、入退院後のバルーン拡張法によって、経口摂取を獲得した
WaIIenberg症候群の一例 
須賀 文子(竹の塚脳神経リハビリテーション病院) 

P14-03 食事等で困っていることはありますか？ ～潜在的なニーズを探って～ 
臼杵 美菜(医療法人真正会 霞ヶ関中央クリニック) 

P14-04 認知症治療病棟へ STが介入したことによる摂食嚥下機能の変化 
崎濱 瞳(医療法人タピック 宮里病院 リハビリ部 回復期リハビリ課) 

P14-05 ハイチュウ押しつぶし課題による最大舌圧推定の試み：若年健常者と通所利用者における予備 
的検討 
志村 栄二(愛知淑徳大学 言語聴覚覚学専攻) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 19 日（木）  ポスター会場 5 
 
  11:00 ～ 12:00    コミュニケーション 1                 

座長：塚本恵子(熊本託麻台リハビリテーション病院) 
P15-01 復職支援を行った失語症者１症例 

小濱 正平(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) 

P15-02 失語症者に対して多職種と言語的アプローチを行ったことによって病識が改善した症例 
堀場 汐美(医療法人財団善常会 善常会リハビリテーション病院) 

P15-03 回復期病棟における失語症患者の FIMコミュニケーション項目利得とその要因について 
浅井 諒子(社会医療法人 高橋病院 リハビリテーション科) 

P15-04 小児における舌小帯短縮症の構音の誤りについての検討 
緒方 麻里子(社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 リハビリテーション室 ) 

P15-05 在宅療養の重度肢体不自由児に対する早期コミュニケーション支援 SMA１型児２例の支援  
を通して 
田畑 友惠(福田病院) 

 

  13:00 ～ 14:00    チームアプローチ 1               

座長：手塚康貴(社会医療法人生長会 阪南市民病院) 
P16-01 スムーズな在宅復帰～生活期への取り組みについての検討-連携シートを用いたことで見えた 

連携の特徴について- 
鈴木 勇太(医療法人社団 北樹会病院) 

P16-02 家族の希望が明確、かつ積極的な協力が得られ自宅復帰ができた重症例 
～目標達成へ向けた各 職種の役割～ 
當眞 陽奈(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) 

P16-03 回復期リハビリテーション病棟入院患者の目標達成度調査 
近藤 正基(特定医療法人一輝会 荻原みさき病院 リハビリテーション部 作業療法士科) 

P16-04 ICFコアセット（短縮版）を用いて経過を振り返る  
～重度頚髄損傷患者の退院支援に向けての関わり～ 
久保木 康人(医療法人社団輝生会 船橋市立リハビリテーション病院) 

P16-05 回復期リハビリテーション病棟における充実した退院支援に向けた取り組み 
寺西 元(医療法人 尚豊会 みたき総合病院) 
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  14:00 ～ 15:00    チームアプローチ 2               

座長：齋藤正美(北海道文教大学 理学療法学科) 
P17-01 週１回のＦＩＭ評価導入による看護師のアプローチの変化 

高谷 里子(甲州リハビリテーション病院 看護部 5 階病棟) 

P17-02 身体拘束解除に向けたカンファレンス定着への取り組み 
吉永 幸恵(社会医療法人白十字会燿光リハビリテーション病院) 

P17-03 回復期リハビリ病棟ケア 10項目宣言に基づくカンファレンスの現状と課題 
高尾 育未(医療法人社団 甲友会 西宮協立リハビリテーション病院) 

P17-04 家族カンファレンス内容の明確化～患者の意思決定支援の場を目指して～ 
飛田 奈都江(洛和会音羽リハビリテーション病院) 

P17-05 当院の転倒件数減少に対する取り組みについて－多職種で協業する難しさと重要性－ 
西谷 よし美(医療法人社団 清風会 五日市記念病院 技術部 リハビリ技術科) 

 

  15:00 ～ 16:00    チームアプローチ 3               
座長：奥山夕子(藤田保健衛生大学七栗記念病院) 

P18-01 当院回復期リハビリテーション病棟におけるサルコペニア症例の特徴からみた今後の取り組み 
中岡 伶弥(医療法人 宝持会 池田病院) 

P18-02 みんなで作ろう！リハビリテーション総合実施計画書！ 
～アンケート調査からみえた今後の課題～ 
山下 亜津沙(医療法人タピック 宮里病院 回復期リハビリテーション課) 

P18-03 回復期リハビリテーション病棟における「している ADL」と「できる ADL」の FIM 得点差の経 
過 
森田 雄太(社会医療法人 明和会医療福祉センター ウェルフェア北園渡辺病院) 

P18-04 70歳代の回復期脳血管患者における FIMに影響する因子の検討 
福岡 宏之(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 リハビリテーション
科 121) 

P18-05 当院回復期リハビリテーション病棟における多職種協働の取り組みについて 
下川 亮(社会医療法人財団 天心堂 へつぎ病院 診療技術部リハビリテーション科) 
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  16:00 ～ 17:00    チームアプローチ 4               

座長：西村裕子(アマノリハビリテーション病院) 
P19-01 当院における骨粗鬆症リエゾンサービスの取り組み 

～理学療法評価からみる問題点と今後の課題～ 
吉田 智香子(十和田市立中央病院 リハビリテーション科) 

P19-02 結腸憩室穿孔術後より廃用症候群・せん妄を呈したが，チームアプローチにより急性期から ADL
が向上し自宅退院に至った症例 
若林 健太郎(一般社団法人 巨樹の会 新久喜総合病院 ) 

P19-03 病棟パラメディカル・カンファレンス実施の効果と満足度調査 
林 洋暁(医療法人社団 苑田会 苑田第一病院 リハビリテーション科) 

P19-04 当院におけるがんリハカンファレンス導入後の現状 
新垣 諭(医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院) 

P19-05 ポジショニング表の掲示方法の工夫と他職種との連携にて褥瘡の改善がみられた一症例 
岩崎 彩芽(医療法人社団 永生会 南多摩病院) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


