
   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 3 会場 
 
  9:00 ～ 10:00    連携 4                      

座長：宇田薫(おもと会 統括リハビリテーション部) 
O36-01 退院後の生活に不安を感じていた症例に対し、早期に支援者と連携したことで安心して自宅退 

院に至った事例 
前岡 伸吾(公益財団法人 天理よろづ相談所病院 白川分院) 

O36-02 医療・介護連携の課題について～生活期への移行が円滑に進まなかった症例を経験して～ 
澤田 智司(しおりの里 デイケアセンター) 

O36-03 ケアマネジャーとの連携に関する当院装具外来における地域連携の取り組み及び質問調査から
考察する課題と展望 
小中 弘樹(医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院) 

O36-04 医療保険と介護保険間のリハビリテーションの連携を高める為の取り組み 
元井 康弘(医療法人社団永生会 永生クリニックリハビリテーション科) 

O36-05 埼玉県所沢市のリハビリガイドマップ作成を目指した取り組み 
浜中 雅乃(社会医療法人 至人会 圏央所沢病院) 

 

  10:00 ～ 11:00    連携 5                   
座長：米村郁(諏訪の杜病院) 

O37-01 筋萎縮性側索硬化症の病状の初期段階からの在宅支援―医療・保健・福祉の連携― 
千葉 かえで(横浜市総合リハビリテーションセンター 地域支援課) 

O37-02 退院後の生活スタイルを患者とともにイメージし指導できる退院支援シートの活用 
～早期から退院支援をおこなうために～ 
岡本 愛子(医療法人社団 洛和会 音羽リハビリテーション病院) 

O37-03 回復期リハから通所リハへ ～院内における部門間連携推進の試み～ 
岸 伸江(社会医療法人大道会 ボバース記念病院 診療部 医療社会事業課) 

O37-04 リハビリテーション病院退院後の歯科治療継続に向けた歯科衛生士の取り組み 
三ノ宮 美紀(JCHO 湯布院病院 リハビリテーション科) 

O37-05 地域包括ケア病棟に関わる各職種間の連携・協働意識調査及び認識調査 
濱添 信人(社会医療法人 義順顕彰会 種子島医療センター リハビリテーション室) 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 3 会場 
 
  11:00 ～ 12:00    連携 6                   

座長：堀内俊和(札幌渓仁会リハビリテーション病院) 
O38-01 兵庫県における地域リハビリテーション活動支援事業の推進に向けた取り組み 

～兵庫県リハ 3士会合同地域支援推進協議会との協働～ 
安尾 仁志(兵庫県社会福祉事業団 総合リハビリテーションセンター 兵庫県地域リハビリテ
ーション支援センター) 

O38-02 目標達成へ導く訪問リハビリテーションを考える  
～社会参加支援を協働した介護支援専門員へのアンケート調査をもとに～ 
谷口 憲央(医療法人 新成医会 総合リハビリテーションセンター・みどり病院 リハビリテ
ーション科) 

O38-03 訪問リハビリテーションの早期介入により社会参加移行者が増えた取組み 
宇原 裕人(社会医療法人 社団慈生会 常楽診療所) 

O38-04 入院から在宅へ円滑な生活移行に向けて～入院中から多職種との連携を通して～ 
毎床 秀朗(社会医療法人 敬和会 介護老人保健施設 大分豊寿苑 訪問看護ステーション) 

O38-05 「一人でトイレに行きたい」を目標に生活空間の拡大が図れた症例 
大神 善寛(訪問看護ステーション やわらぎ) 

 

  13:00 ～ 14:00    高次脳機能障害・認知症 5              

座長：石部由紀(医療法人永広会 島田病院) 
O39-01 認知症高齢患者で BPSDが軽減した一例  
         ～パーソンセンタードケアに基づいた取組みを通して～ 

北村 七恵(リハビリテーションセンター 熊本回生会病院 リハビリテーション部) 

O39-02 回復期リハビリテーション病棟における認知症を有する整形外科疾患症例の特性 
玉村 悠介(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) 

O39-03 当院回復期リハビリテーション病棟においての認知症の有無による看護必要度の変化について 
黒澤 拓哉(医療法人社団 健育会 石巻健育会病院) 

O39-04 パーキンソン病患者に対する二重課題歩行訓練の即時効果とその持続性について 
―4症例による予備的研究― 
冨居 泰臣(医療法人 渓仁会 札幌西円山病院 リハビリテーション部) 

O39-05 脳血管疾患患者に対する投影型リハビリテーションシステム「Fieldo」の効果 
小島  秀太(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 20 日（金） 第 3 会場 
 
  14:00 ～ 15:00    高次脳機能障害・認知症 6              

座長：舘野仁美(医療法人 渓仁会 札幌渓仁会リハビリテ－ション病院) 
O40-01 Trail Making Testの測定方法の違いによる測定誤差の検討 

金野 達也(目白大学 保健医療学部 作業療法学科) 

O40-02 当院回復期リハビリテーション病棟看護部門における高次脳機能障害者へのアプローチ 
市川 充(飯能靖和病院 回復期リハビリテーション病棟) 

O40-03 認知症ケアチーム活動の評価～身体拘束 0に向けての取り組みを通して～ 
緒方 千代美(医療法人 堀尾会 熊本託麻台リハビリテーション病院) 

O40-04 記憶障害例に対する急性期からのチームアプローチ ～メモリーノートの共有の重要性～ 
原 萌夏(イムスグループ 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 ) 

O40-05 急性期病院における自動車運転希望者への神経心理学的検査 
青木 みのり(社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院 リハビリテーション部) 

 
  15:00 ～ 16:00    高次脳機能障害・認知症 7              

座長：柴田まゆみ(社会医療法人 大道会 森之宮病院) 
O41-01 個別介入が困難な症例に対して集団訓練を介した関わり方 

今崎 優翼(社会医療法人 北九州病院 北九州八幡東病院) 

O41-02 高次脳機能障害児への復学支援とピアサポート 
堀江 仁志(福井総合病院 診療支援部 リハビリテーション課) 

O41-03 認知機能低下を認める要介護者と同居する主介護者間における情報共有プリント使用 
伊藤 亜衣(主体会病院 総合リハビリテーションセンター) 

O41-04 障害者支援施設＜にじ＞における脳卒中後遺症者の集団訓練の効果について 
福澤 至(別府リハビリテーションセンター 障害者支援施設にじ) 

O41-05 脳挫傷による高次脳機能障がい者の復職支援 ～障害者支援施設＜にじ＞から地域支援者へ～ 
笹原 紀子(別府リハビリテーションセンター 障害者支援施設にじ) 

 

 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 3 会場 
 
  16:00 ～ 17:00    高次脳機能障害・認知症 8              

座長：井上理恵子(医療法人社団寿量会 熊本機能病院) 
O42-01 障害者支援施設「にじ」での家族支援 ～家族教室の取り組み～ 

山本 和也(別府リハビリテーションセンター 障害者支援施設にじ) 

O42-02 当院療養病棟における集団プログラムの効果検証 
新本 憲治(誠愛リハビリテーション病院) 

O42-03 生活訓練利用者に対する身体活動への取り組み 
小野田 光宏(京都市地域リハビリテーション推進センター 支援施設課) 

O42-04 社会的行動障害が顕著な対象者に対する自宅復帰支援と復職支援の経過 
宗本 香織(京都市地域リハビリテーション推進センター 支援施設課 ) 

O42-05 当院認知症治療病棟における身障リハの取り組み 第２報 ～3年経過してみえてきたこと～ 
門脇 達也(養和病院 リハビリテーション課) 

 
  17:00 ～ 18:00    コミュニケーション 1                  

座長：岡本香月(医療法人社団 康人会 適寿リハビリテーション病院) 
O43-01 回復期リハビリテーション病棟における集団コミュニケーション療法の効果 

小澤 克裕(医療法人社団 日高会 日高リハビリテーション病院 リハビリテーションセンター) 

O43-02 人工喉頭により,夫婦間のお話し機会を再獲得した症例 
進藤 翔(札幌西円山病院 言語療法科) 

O43-03 コミュニケーション機器｢でき iPad｣を使用することで、文章レベルの意思表出が可能となった 
筋萎縮性側索硬化症患者に関する報告 
安平 志織(医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院) 

O43-04 iPadのスイッチ入力で活動・参加へと繋がった症例～LINE始めました～ 
渡邉 里美(甲州リハビリテーション病院 リハビリテーション部) 

O43-05 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コミュニケーションに対する ST の関 
わり 
久保 花恵(一般社団法人 是真会 長崎リハビリテーション病院) 

 

 

  



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 4 会場 
 
  9:00 ～ 10:00    地域づくり 1                  

座長：椿原彰夫(川崎医療福祉大学) 
O44-01 障害者とともにスキューバダイビングをするということ-なぜボランティアをするのか- 

伊佐地 隆(筑波記念病院 リハビリテーション科) 

O44-02 『こども』x『高齢者』 -HUBとしての有床診療所、デイケアを目指して- 
石坂 俊輔(医療法人社団 石坂脳神経外科 ) 

O44-03 認知症カフェにおける作業療法士の関わり 
～所沢市みんなのカフェ すうぃーとはーとの取り組み～ 
高橋 果歩(圏央所沢病院 リハビリテーション科) 

O44-04 情報発信による外出支援の新たな可能性について～アンケート結果からの考察～ 
福山 真樹(医療法人 養和会 養和病院 リハビリテーション課) 

O44-05 マラソン大会におけるメディカルサポート活動報告 vol.2 
～疼痛部位と療法士に求められるものとは～ 
伊藤 翔平(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) 

 

  10:00 ～ 11:00    地域づくり 2                  
座長：鈴木和江(公益社団法人茨城県理学療法士会 北茨城地域自立支援センター) 

O45-01 「元気もりもり体操」による介護予防効果 
清水 学(社会医療法人みゆき会 通所リハビリテーション南館) 

O45-02 高齢化地域における療法士の役割 ～社会参加への取り組み～ 
鶴薗 慎二郎(社会福祉法人 鉱徳会 介護老人福祉施設 みどりの園) 

O45-03 活動報告 安城地域リハビリネットワークの発足から現在までの５年間の歩み 
堀山 貴之(株式会社 ONZiii Act) 

O45-04 当院で考案した体操の効果検証と運動習慣形成への関わり 
ーDVDなどの媒体を使用し地域の方の自助へ繋げるためにー 
神林 努(医療法人 渓仁会 定山渓病院) 

O45-05 当院における短時間通所リハビリテーション～運転支援の取り組みについて～ 
鈴木 京(医療法人 北辰会 西条市民病院 通所リハビリテーション) 

 

 

  



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 4 会場 
 
  11:00 ～ 12:00    地域づくり 3                  

座長：関根美香(札幌渓仁会リハビリテーション病院) 
O46-01 地域密着の体操教室開催にあたって 

山本 浩二(社会福祉法人 秀峰会 訪問看護リハビリステーション さくら苑) 

O46-02 理学療法士が地域で行うアクティブシニア健康教室の取り組み 
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) 

O46-03 認知症初期集中支援チーム事業における作業療法士の関わり 
関 智(在宅総合ケアセンター成城 成城リハケア病院 訪問リハ部) 

O46-04 石狩市内で安心して最期を迎えるために 
～ケアカフェ＆学習会を通じて、かかりつけ医とのコミュニケーションを深める～ 
冨居 潤一(医療法人 喬成会 花川病院) 

O46-05 岩手県シルバーリハビリ体操指導者養成事業の取組みについて(第二報) 
照井 恵利香(いわてリハビリテーションセンター 地域支援部 ) 

 

  13:00 ～ 14:00    リスク管理 4                  

座長：木川和子(初台リハビリテーション病院) 
O47-01 KYT活用によりスタッフのリスク管理意識の向上に取り組んだ成果 

～療養型病棟から回復期リハビリテーション病棟移行に際して～ 
近澤 みゆき(藤田保健衛生大学病院 七栗記念病院) 

O47-02 In Bodyを用いた転倒因子の検証 
松本 宗一郎(一般社団法人巨樹の会 蒲田リハビリテーション病院) 

O47-03 当回復期リハビリテーション病院における転倒予防の取り組み 
中村 理子(一般社団法人 巨樹の会 蒲田リハビリテーション病院) 

O47-04 椎体骨折患者の自主トレーニングの有無が痛みに対する破局的思考に及ぼす影響 
天羽 悠介(倚山会 田岡病院 リハビリテーション科) 

O47-05 Timed up & go testからみる複数転倒歴のある患者の特徴 
中原 愼次朗(社会医療法人 義順顕彰会 種子島医療センター リハビリテーション室) 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 4 会場 
 
  14:00 ～ 15:00    リスク管理 5                  

座長：玉田良樹(大阪人間科学大学 人間科学部 理学療法学科) 
O48-01 社会経済的問題は転倒・転落を予測する～入院時スクリーニングシートを使用して～ 

櫻井 利康(相澤病院) 

O48-02 肺炎を合併した大腿骨頚部骨折患者に対して高密度のリハビリ介入が奏功した一例 
稲生 絵利香(医療法人社団 永生会 南多摩病院 リハビリテーション科) 

O48-03 仙骨部褥瘡がある症例に対し体圧分散目的でロホクッションを使用し改善を認めた症例 
藤原 奈央(南相馬市立総合病院 褥瘡管理対策委員会) 

O48-04 BLS・ICLS活動を通したリハビリテーション部におけるリスクマネジメント 
梅野 裕昭(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) 

O48-05 尾骨部の広範囲な褥瘡の経験～褥瘡創面の観察から応力の影響を推察して～ 
石井 由佳梨(三豊市立西香川病院 リハビリテーション科) 

 
  15:00 ～ 16:00    リスク管理 6                   

座長：乾清代美(適寿リハビリテーション病院) 
O49-01 生活期における脊髄損傷者の車いす転倒・転落 

平田 学(社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団 地域リハビリテーション支
援センター) 

O49-02 訪問リハビリにおけるリスク管理～事故報告書から傾向と対策を考える～ 
奥田 哲也(（医）らぽーる新潟 ゆきよしクリニック) 

O49-03 一般病棟における転倒・転落防止への取り組み 
～転倒転落アセスメントシートを活用したカンファレンスの効果～ 
濱田 芳美(医療法人 かぶとやま会 久留米リハビリテーション病院) 

O49-04 セラピストにおける腰痛の実態調査 
松下 征司(医療法人久仁会 鳴門山上病院) 

O49-05 職員の安全意識向上へ向けた取り組み～KYT(危険予知トレーニング)導入による効果と課題～ 
太田 敬之(鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院 リハビリテーション課) 

 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 4 会場 
 
  16:00 ～ 17:00    チームアプローチ 4                  

座長：源夏野(医療法人 永広会 八尾はぁとふる病院) 
O50-01 右視床出血により左重度片麻痺を呈した症例 

-維持透析患者の在宅復帰に向けた多職種との連携- 
高村 ますみ(社会福祉法人恩師財団 大阪府済生会泉尾病院 リハビリテーションセンター) 

O50-02 ALS患者等のコミュニケーションをサポートする地域支援チームの育成に関わって 
～研修アンケートの分析を中心に～ 
佐々木 千尋(宮城県リハビリテーション支援センター リハビリテーション支援班) 

O50-03 医療療養病棟における遷延性意識障害患者への光トポグラフィーの活用 
阿部 雄太(医療法人真正会 霞ヶ関南病院) 

O50-04 新規単身生活を達成した若年重度片麻痺例  
～地域包括ケアにおける障害福祉制度・社会リハビリの意義～ 
松澤 和洋(千葉県千葉リハビリテーションセンター 障害者支援施設 更生園 自立支援科) 

O50-05 脳卒中後のせん妄により繰り返される転倒へチーム医療が効果を示した症例 
渕本 将輝(医療法人社団 健育会 竹川病院リハビリテーション部) 

  17:00 ～ 18:00    チームアプローチ 5                 

座長：砂川直美(医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院) 
O51-01 入院中より復職に向けてチームアプローチを行った 1症例  

～退院時の想定と実際の復職状況に差異が生じた症例を通して～ 
野上 健太(医療法人 沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院) 

O51-02 覚醒リズム表を用いたチームアプローチにより ADLの改善を認めた一例 
古賀 智子(社会医療法人 雪の聖母会 聖マリアヘルスケアセンター) 

O51-03 早期から麻痺側上肢への介入により廃用手から実用手へ改善した症例 
増田 一城(喬成会 花川病院 リハビリテーション部) 

O51-04 高齢者の高エネルギー多発外傷に対し ICU内からの理学療法を行い在宅復帰し得た一症例 
谷内 耕平(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) 

O51-05 人工股関節全置換術症例に対する当院の取り組み 
石束 友輝(洛和会 丸太町病院 リハビリテーション部) 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 5 会場 
 
  9:00 ～ 10:00    チームアプローチ 1               

座長：高田俊之(兵庫県立リハビリテーション中央病院) 
O52-01 重複した重度高次脳機能障害を呈しリハビリ・ケア介入に難渋した一症例 

～本人の自主性を尊重したチームアプローチ～ 
奥間 美貴(医療法人 ちゅうざん会 ちゅうざん病院 リハビリテーション部) 

O52-02 ブラッシュアップ入所の展開 第一報  ～チームケアの質を高める仕組み～ 
竹内 正人(東京さくら病院) 

O52-03 病棟トレーニングの質の向上に向けた取り組みとその効果 
片岡 拓人(第二成田記念病院 リハビリテーション室) 

O52-04 リハビリテーション病院における認知症ケア加算 2算定に向けた取り組みと問題点 
金森 祐治(福岡リハビリテーション病院 神経内科) 

O52-05 短時間介入により自宅退院に至った一症例  
～地域包括ケア病棟における「病棟リハ」の試み～ 
坂野 智裕(社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会泉尾病院) 

 
  10:00 ～ 11:00    チームアプローチ 2                  

座長：菅野衣美(医療法人渓仁会 札幌西円山病院) 
O53-01 患者とスタッフの情報共有を目的とした新 ADL表の作成と今後の課題 

宮脇 健(医療法人茨城愛心会 古河病院 回復期リハビリテーション科) 

O53-02 FIM活用術～回復期リハビリテーション病棟での「している ADL」へ～ 
山本 美樹(医療法人銀門会 甲州リハビリテーション病院 回復期病棟) 

O53-03 在宅復帰に向けたチームアプローチ ～脊髄梗塞患者の一症例～ 
木村 真実菜(附属三宅リハビリテーション病院) 

O53-04 退院支援に繋げるカンファレンスの実践～チームアプローチの必要性と課題～ 
末永 香織(兵庫県立 リハビリテーション中央病院) 

O53-05 多職種間における仕組み作り ～離床に向けた連携～ 
石橋 由香(医療法人明倫会 本山リハビリテーション病院) 

 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 5 会場 
 
  11:00 ～ 12:00    チームアプローチ 3                 

座長：橋本茂樹(札幌渓仁会リハビリテーション病院) 
O54-01 介護老人保健施設さかい幸朋苑における経口維持加算の取り組みについて 

執行 誠二郎(社会福祉法人こうほうえん 介護老人保健施設 さかい幸朋苑) 

O54-02 精神科デイケアにおいて、生活リズムの振り返りにより客観視を促した事例 
～再発防止を目指して～ 
下川 幸蔵(福井医療短期大学 リハビリテーション学科 作業療法学専攻) 

O54-03 歯科衛生士の専門性を生かしたチームアプローチ 
西田 喜美代(医療法人喬成会 花川病院) 

O54-04 「なんにもできないんだよ！」から「帰ったらどうにかなるよ」に変わるまで 
～多職種アプローチと実場面での訓練を経て～ 
河田 秀平(一般財団法人 操風会 岡山リハビリテーション病院) 

O54-05 重度片麻痺患者のトイレ動作がチームアプローチによって自立し自宅復帰に至った１症例 
林 泉希(医療法人社団豊泉会 丸山病院) 

 

  13:00 ～ 14:00    在宅調査・住宅改修・環境整備 1             
座長：山野薫(大阪人間科学大学 人間科学部 理学療法学科) 

O55-01 回復期リハビリテーション病棟患者の退院後 ADLを維持・向上させる要因の検討  
～退院後調査を通して～ 
北井 洸(医療法人 清和会 水前寺とうや病院 リハビリテーション科) 

O55-02 入院時訪問指導導入後のアウトカムの変化について 
渕上 健(岸和田盈進会病院 リハビリテーションセンター) 

O55-03 退院後支援からみえた課題 ―退院後訪問でフォローアップした一症例― 
二見 信次(周南リハビリテーション病院) 

O55-04 当院における入院時訪問指導の実績と効果 
村上 正和(社会医療法人仁生会 西堀病院) 

O55-05 効果的な家族指導の結果，自宅復帰に至った一症例 
～外泊前後に自宅での実動作指導を実施して～ 
中村 理沙(北大阪警察病院 リハビリテーション技術科) 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 5 会場 
 
  14:00 ～ 15:00    在宅調査・住宅改修・環境整備 2             

座長：齋藤拓也(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) 
O56-01 在宅復帰に向けて看護師の住環境調査および看護手技指導が重要であった症例 

藤木 千夏(医療法人靖和会 飯能靖和病院 回復期リハビリテーション病棟) 

O56-02 頸髄損傷者の食事動作と夜間飲水の獲得へ 
~自宅退院に向けて環境設定と反復練習を行ったアプローチ~ 
渡久地 潤也(医療法人緑水会 宜野湾記念病院 リハビリテーション科) 

O56-03 回復期リハビリテーション病棟退院患者の不安点と困りごと 
高橋 宏明(イムスグループ 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) 

O56-04 脊髄梗塞により排尿障害と下肢重度深部感覚障害を呈した一症例 
佐藤 大造(医療法人 明和会 辻村外科病院) 

O56-05 公共交通機関を利用したリハビリテーション 
～通勤を安全に行うために入院中でもできること～ 
三谷 りえ(医療法人社団 洛和会音羽リハビリテーション病院 リハビリテーション部) 

 

  15:00 ～ 16:00    在宅調査・住宅改修・環境整備 3            
座長：椎葉誠也(医療法人社団寿量会 熊本機能病院) 

O57-01 回復期リハビリテーション病棟における適切な退院支援の検討 
～買い物の練習を継続した事例の QOL調査を通して～ 
三浦 早苗(社会医療法人 生長会 府中病院) 

O57-02 当院回復期リハビリテーション病棟における退院 3ヶ月後アンケート調査報告 
中野 仁史(医療法人社団 東洋会 池田病院) 

O57-03 回復期リハビリテーション病棟における退院支援 ～退院後訪問を通じて見えた現状と課題～ 
小町谷 真優美(東京湾岸リハビリテーション病院) 

O57-04 回復期リハビリテーション病棟退院後における環境調整の有効性に関するアンケート調査 
吉田 清人(社会福祉法人 恩賜財団 済生会 愛知県済生会リハビリテーション病院 リハビ
リテーション科) 

O57-05 臭いに着目した快適な環境づくり 
太田黒 理佐(医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院) 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 5 会場 
 
 16:00 ～ 17:00    在宅調査・住宅改修・環境整備 4             

座長：岡野大樹(初台リハビリテーション病院) 
O58-01 回復期リハビリテーション病棟における手指衛生の実態調査 

平山 法子(愛仁会リハビリテーション病院 看護部) 

O58-02 褥瘡を繰り返す脊髄損傷患者に対する生活様式変更に向けた取り組み 
廣田 奈央(社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 リハビリテーション部 理学療法学課) 

O58-03 入所中の訪問指導により在宅復帰支援が円滑に行えた症例 
寺門 美穂(医療法人博仁会 介護老人保健施設大宮フロイデハイム ) 

O58-04 在宅生活における環境調整再考についての一考察 
生野 正芳(医療法人 原鶴温泉病院 リハビリテーション室) 

O58-05 活動・参加につながる IT支援 ～生活に定着させるために～ 
一木 愛子(社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団 地域リハビリテーション支
援センター) 

 
  17:00 ～ 18:00    在宅調査・住宅改修・環境整備 5             

座長：百田雅治(医療法人北辰会 西条市民病院) 
O59-01 多系統委縮症患者の環境整備に関する調査 

江口 淳子(熊本機能病院 総合リハビリテーション部) 

O59-02 快適な療養環境をめざして～音環境改善の取り組み～ 
金澤 幸平(医療法人常磐会 いわき湯本病院) 

O59-03 高齢の宮司が大腿骨転子下骨折後にソフトランディングによって復職可能となった一例 
村田 臣徳(社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会泉尾病院 リハビリテーションセンター) 

O59-04 地域包括ケア病棟を退院した整形外科疾患患者の日常生活行動の実態  
～退院後連絡を行ってみえたもの～ 
松下 亜利紗(医療法人博仁会 福岡リハビリテーション病院) 

O59-05 当院地域包括ケア病棟患者の退院後 ADL変化から考える退院支援 
原田 章弘(医療法人 きたじま倚山会 きたじま田岡病院 リハビリテーション科) 

 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 6 会場 
 
  9:00 ～ 10:00    起居・移乗・移動 1               

座長：柏木勇二(総合リハビリテーション伊予病院) 
O60-01 脳卒中後の両片麻痺症例に対する腹部電気刺激と課題指向型訓練の併用効果について 

-寝返り・起き上がり動作の獲得に向けた介入- 
戸高 良祐(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) 

O60-02 脳卒中患者の観察学習で映像に使用するモデルの違いは歩行能力に影響を及ぼすのか  
～健常者と脳卒中歩行映像の比較 予備試験～ 
鴫原 良(一般社団法人 巨樹の会 赤羽リハビリテーション病院) 

O60-03 回復期リハ病棟入院中の脳卒中患者における院内歩行自立判定式の作成 
島袋 匡史(特定医療法人社団三光会 誠愛リハビリテーション病院) 

O60-04 脳卒中患者の歩行自立度における BESTest，Mini-BESTest，Brief-BESTestの妥当性の検証 
田口 詩織(一般社団法人 是真会 長崎リハビリテーション病院) 

O60-05 人工股関節全置換術術後に膝関節痛を呈した一症例～運動連鎖に着目したアプローチ～ 
宮定 亜希穂(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) 

 
  10:00 ～ 11:00    起居・移乗・移動 2                 

座長：木瀬憲司(社会医療法人 大道会 森之宮病院) 
O61-01 免荷式リフト POPOの使用経験～荷重時痛に対して早期歩行が得られた一例～ 

宮原 一也(熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション部) 

O61-02 活動性の低下による痛覚過敏の増悪が改善し動作再獲得に至った一症例 
～リハビリ記録ノートを活用して～ 
日置 由菜(医療法人白鳳会 明石リハビリテーション病院 リハビリテーション部) 

O61-03 大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術の進入方向の違いによる退院時の特性 
    ：回復期病棟での調査 

片桐 祥汰(医療法人社団 慈誠会練馬駅リハビリテーション病院) 

O61-04 両側前頭葉・脳梁膝部梗塞により運動開始が困難となった一症例 
前田 満昭(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) 

O61-05 当院回復期入院患者に対する足底挿板の有無による歩行への影響とその適応について 
中村 洋平(花川病院 リハビリテーション部 理学療法科) 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 6 会場 
 
  11:00 ～ 12:00    起居・移乗・移動 3                  

座長：松岡達司(熊本リハビリテーション病院) 
O62-01 退院時 杖・独歩自立症例と地域事業参加者の比較 

～身体機能を中心とした問題点と今後の課題～ 
安平 佳代(医療法人北辰会 西条市民病院 リハビリテーション) 

O62-02 免荷式歩行器の使用における，当院の要介助入院患者への効果について 
平林 龍一(医療法人財団 健貢会 総合東京病院 リハビリテーション科) 

O62-03 観察による歩行能力判定の検者間相違についての検討 ～脳卒中片麻痺患者の歩行能力より～ 
菅原 鉄矢(医療法人 吉栄会病院) 

O62-04 ﾁｰﾑで共通利用できる実用的動作自立判定指標作成の試み「居室からﾄｲﾚまでの歩行自立」を例  
に‐第一報‐ 
蓑田 もと子(社会医療法人 敬和会 大分リハビリテーション病院) 

O62-05 起立動作時のプラットホームへの下腿後面の押し付けが脳卒中片麻痺症例における起立動作お
よび一連の歩行時の筋活動に与える影響 
原 大樹(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) 

 
  13:00 ～ 14:00    病棟・組織運営 1               

座長：藤井由記代(社会医療法人大道会 森之宮病院) 
O63-01 回復期リハビリテーション病棟における多職種によるチーム制の効果 

押野 郁治(医療法人 愛全会 愛全病院 回復期リハビリテーション病棟) 

O63-02 グループ担当制が大腿骨頚部骨折患者の outcomeに与える影響 
藤木 桂(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) 

O63-03 回復期病棟患者家族に向けた脳卒中教室の取り組みについて 
－参加者アンケートから見えてきたもの－ 
伊原 直(福岡リハビリテーション病院) 

O63-04 回復期リハビリテーション病棟から自宅退院した大腿骨近位部骨折患者の在棟日数に影響する
因子の検討 
柳川 英男(ヒロシマ平松病院 リハビリテーション科) 

O63-05 当院回復期リハビリテーション病棟の現状と実績指数に関する報告 
山田 克範(福井総合病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ課 作業療法室) 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 6 会場 
 
 14:00 ～ 15:00    病棟・組織運営 2               

座長：甲斐俊二(医療法人社団三友会 いしかわ内科) 
O64-01 当院回復期リハビリテーション病棟における短期入院患者の特徴 

名知 達也(社団医療法人かなめ会 山内ホスピタル リハビリテーション科) 

O64-02 脳血管疾患における実績指数の特徴 
梶岡 慎吾(さとう記念病院) 

O64-03 当院回復期リハビリテーション病棟における実績指数に影響を与える因子 
小川 真司(社会医療法人 生長会 ベルピアノ病院) 

O64-04 入院時 FIM 運動項目が高値であった大腿骨頸部骨折術後患者の回復期アウトカム実績指数に  
ついて 
岡田 秋斗(山内ホスピタル リハビリテーション科) 

O64-05 当院における FIMアウトカム評価の取り組みについて 
末吉 恒一郎(医療法人おもと会 大浜第二病院) 

 
  15:00 ～ 16:00    病棟・組織運営 3               

座長：金子恵(兵庫県立リハビリテーション中央病院) 
O65-01 回復期病棟重症患者に対する専従介入の効果と課題 

芝原 正隆(医療法人 秀友会 札幌秀友会病院 リハビリテーション科) 

O65-02 超高齢者の回復期リハビリテーション 
小泉 龍一(IHI 播磨病院) 

O65-03 大腿骨頸部骨折術後患者におけるリハスタッフ病棟配置の効果 
甲斐 文崇(一般財団法人 操風会 岡山旭東病院 診療技術部 リハビリテーション課) 

O65-04 当院における大腿骨近位部骨折患者の自宅復帰因子の検討 
羽田 匡伸(医療法人社団健育会 西伊豆健育会病院 リハビリテーション科) 

O65-05 急性期病院における病棟カンファレンスの効果-病棟担当療法士の取り組み- 
林 和弥(藤田保健衛生大学病院) 

 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 6 会場 
 
  16:00 ～ 17:00    通所サービス 1                   

座長：瀧村友貴(富家在宅リハビリテーションケアセンター) 
O66-01 通所・訪問リハを一体的に行うことによる利点とその工夫についての一報告 

～自宅と通所リハを「つなぐ」～ 
松尾 実成人(医療法人社団甲友会 西宮協立デイケアセンターほほえみ) 

O66-02 デイケア利用者の目標達成に向けて ～好きな時に外出できるようになりたい！～ 
鹿野 真央(医療法人社団 紺整会 介護老人保健施設 フェルマータ船橋) 

O66-03 当施設におけるリハビリテーションマネジメント加算 2の目標達成について 
野長瀬 高志(医療法人社団永生会 介護サービススマイルエイセイ) 

O66-04 通所介護利用者における 2型糖尿病罹患の有無が身体機能に及ぼす影響に関する調査 
―後ろ向き調査― 
松本 洋平(株式会社アバンサール 雅の里地域リハビリテーション・ケア研究所) 

O66-05 精神科デイケアにおける体力測定の試み 
堀 敦志(福井医療短期大学 リハビリテーション学科 作業療法学専攻) 

 
  17:00 ～ 18:00    通所サービス 2                  

座長：関川竜生(富家リハビリセンター苗間) 
O67-01 事業所診断 通所リハの対応力 

野川 ちひろ(宮城厚生協会 坂総合クリニック) 

O67-02 短時間型デイケアにおける社会参加(地域活動参加)に向けた取組みについての報告 
三好 進太郎(医療法人起生会 大原病院デイケア) 

O67-03 生活行為向上リハビリテーション症例報告 
小瀧 敏史(医療法人社団 輝生会 在宅総合ケアセンター成城 成城リハケア病院) 

O67-04 当院通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーションから見えてきた課題と
対策 
小林 孝彰(医療法人誠和会 倉敷紀念病院 通所リハビリテーション) 

O67-05 時間に縛られないリハビリテーション～通所リハビリテーションの強みを活かした支援～ 
佐藤 寛之(社会医療法人 関愛会 坂ノ市リハビリテーションセンターもみの木) 

 

 

 



   一般演題（口述）プログラム          10 月 20 日（金） 第 7 会場 
 
  9:00 ～ 10:00    医学管理 5                

座長：山中小百合(医療法人 銀門会 甲州リハビリテーション病院) 
O68-01 質問項目から見た患者タイプ別のフレーミング効果を意識した肯定的・否定的な声かけの有効 

性に関する探索的研究 
喜多 一馬(北大阪けいさつ病院 リハビリテーション技術科) 

O68-02 回復期リハビリ病棟の整形疾患患者の FIM利得に影響する因子の検討  
宮腰 浩太郎(社会医療法人仁生会 西堀病院) 

O68-03 回復期病棟入院中の ADL変化とその要因 -FIM gain入院後半の変化に着目して- 
石黒 祥太郎(社会医療法人愛生会 上飯田リハビリテーション病院) 

O68-04 「当院退院患者に於ける入院中 FIM効率が退院後自宅訪問時 FIMに及ぼす影響」 
田中 宇徳(鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院 リハビリテーション部) 

O68-05 当院回復期リハビリテーション病棟における、大腿骨近位部骨折患者の深部静脈血栓症発生状 
況 
湯浅 綾子(箕面市立病院 リハビリテーション科) 

 
  10:00 ～ 11:00    医学管理 6                

座長：佐藤吉沖(医療法人銀門会 甲州リハビリテーション病院) 
O69-01 大腿骨近位部骨折術後患者の転入時評価と在棟日数の関係～在棟日数の予後予測指標として～ 

山口  早紀(医療法人 社団シマダ 嶋田病院) 

O69-02 共同作業の段階付けにより能動的に他者交流が行えるようになった事例 
～病前より臥床傾向であった８０歳女性との関わり～ 
桐生 翔太(医療法人社団 協友会 横浜なみきリハビリテーション病院) 

O69-03 保存療法を行った上腕骨近位部骨折の経過 
町田 梨菜(医療法人社団らぽーる新潟 ゆきよしクリニック 整形外科 リハビリテーション
科) 

O69-04 HFpEFと肺高血圧症を合併し著名な労作時低酸素血症を呈した COPDの 1症例 
宮崎 博子(京都桂病院 リハビリテーションセンター リハビリテーション科 ) 

O69-05 胸腰椎椎体骨折患者の在院日数長期化の要因について 
加藤 隆三(医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病院 リハビリテーション部) 
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  11:00 ～ 12:00    医学管理 7                

座長：德永武男(医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院) 
O70-01 大腿骨頚部骨折患者の在院日数長期化の要因について 

阿部 祐太(医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病院 リハビリテーション部) 

O70-02 実践報告「おやこ広場」-先天性上肢欠損児とその家族との交流会- 
溝部 二十四(兵庫県社会福祉事業団 総合リハビリテーションセンター) 

O70-03 自主トレーニング定着に向けた取り組み  
占部 直子(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) 

O70-04 小刻み歩行・すくみ足症状を呈した症例に対する運動療法の検討 
下川 善行(社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院) 

O70-05 急性期ラクナ梗塞における注意障害について 
池元 翠子(社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院 リハビリテーション部) 

 

  13:00 ～ 14:00    医学管理 8                 
座長：齊藤信博(医療法人社団東洋会 池田病院) 

O71-01 「膝内障に対する DRT療法～脊柱揺動療法が膝内障に有効であった１症例」 
嶋津 紳二郎(熊本泌尿器科病院 リハビリテーション科) 

O71-02 慢性期脳卒中患者における機能的電気刺激装置の効果 
津々見 勇介(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) 

O71-03 呼吸教育入院における包括的呼吸リハビリテーション効果の検討 
谷口 真基(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) 

O71-04 神経性希少難病ニーマン・ピック病Ｃ型に対するシーティングを応用したリハビリテーション 
の検討～寝たきり状態 15年からの脱出～ 
土中 伸樹(養和病院 リハビリテーション課) 

O71-05 ボツリヌス療法後 週 1 回の訪問リハビリで行動変容を促し麻痺側手の操作性が改善した生活
期脳梗塞の一例 
丸谷 暁子(医療法人喬成会) 
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  14:00 ～ 15:00    医学管理 9                

座長：大野重雄(医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院) 
O72-01 長期臥床患者における離床プログラムの効果判定 

武田 裕吾(いわき湯本病院 リハビリテーション部 ) 

O72-02 慢性脳卒中者の総合的追跡調査 発病 10年 麻痺手の感覚・知覚機能の推移と改善例の特徴 
澤 俊二(金城大学 医療健康学部 作業療法学科) 

O72-03 抗重力筋トレーニング習慣の定着を主眼においた介護予防筋力トレーニングプログラムにおけ
る身体機能・動作能力の向上効果の検討 
福嶋 篤(特定非営利活動法人 HPT) 

O72-04 回復期脳卒中患者に対して、HAL医療用下肢タイプを使用し改善がみられた一症例 
赤宗 芽衣(医療法人伯鳳会 はくほう会セントラル病院) 

O72-05 当院周辺地域に暮らす高齢者の認知機能～NCGG-FATを用いた測定～ 
札野 優(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) 

 
  15:00 ～ 16:00    ソーシャルワーク・ケアマネジメント 1            

座長：平山旬美(総合リハビリテーション伊予病院) 
O73-01 経済的・社会的背景を抱えた患者様に対する退院支援から今後の地域包括ケアシステムについ 

て考察する 
猿渡  育美(札幌西円山病院 地域連携推進室 ) 

O73-02 意向に沿った退院支援とは～患者と家族の意向が相違するケースについて～ 
長尾 さくら(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) 

O73-03 患者の自己決定を尊重し、ケースワークの重要性を再確認した症例 
蝦名 佑夏子(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) 

O73-04 他者との関わりを一切拒み、地域で孤立していた Ctへの関わりを通して 
久保田 奈南(一般財団法人 太田綜合病院 附属 太田熱海病院) 

O73-05 ターニングポイントに関わる退院支援 
佐藤 顕世(社会医療法人愛生会 上飯田リハビリテーション病院) 
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  16:00 ～ 17:00    ソーシャルワーク・ケアマネジメント 2            

座長：谷口豪軌(医療法人社団行陵会 京都大原記念病院) 
O74-01 開院５年を経過して、当院回復期病棟における在宅復帰率に影響を及ぼす因子の検討 

永井 木綿子(人吉リハビリテーション病院 ) 

O74-02 回復期リハビリテーション病棟における脳血管疾患患者の転帰に影響を与える因子 
～FIM認知項目に着目して～ 
道下 裕之(医療法人 福岡桜十字 桜十字福岡病院) 

O74-03 日本とベトナムの理学療法経験から気付いたこと  
－回復期リハビリテーション病棟から在宅生活への提案－ 
奈村 英之(社会医療法人社団さつき会 袖ヶ浦さつき台病院 リハビリテーション部) 

O74-04 早期から在宅生活の定着を目指した取り組み ～リハビリ見学を通して～ 
古閑 浩一(医療法人財団 聖十字会 西日本病院 総合リハビリテーション室) 

O74-05 当施設入所者の在宅復帰に影響を与える因子の検討 
―利用者の転帰先と FIM利得の視点から― 
宮崎 千里(医療法人社団 紺整会 介護老人保健施設 フェルマータ船橋) 

 
  17:00 ～ 18:00    ソーシャルワーク・ケアマネジメント 3            

座長：桑原和也(医療法人渓仁会 札幌渓仁会リハビリテーション病院) 
O75-01 職業生活能力に着目した就労支援 

岩崎 大輔(医療法人 養和会 養和病院 回復期病棟) 

O75-02 利用者と家族に寄り添う地域を目指して 
米村 武男(イムスグループ 医療法人社団 明理会 介護老人保健施設 相模原ロイヤルケア
センター) 

O75-03 退院支援推進への第一歩～自宅退院者情報を基に～ 
江口 一世(八潮中央総合病院) 

O75-04 当院外来リハビリテーションの対象者と転帰先の調査 
～平成 28年度診療報酬改定による影響～ 
山上 真弘(医療法人 誠和会 倉敷紀念病院 リハビリテーション科) 

O75-05 リハビリテーション対象者の入院から在宅までの流れからみた当院の課題 
高橋 陽介(国際医療福祉大学 塩谷病院 リハビリテーション室) 

 

 


