
   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 20 日（金）  ポスター会場 1 
 
  13:00 ～ 14:00    人材育成 1                

座長：枡﨑高史(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) 
P20-01 より良い退院支援を求めて,回復期病院における自宅復帰プロジェクト設立と取り組み 

～すべての患者の自宅退院の可能性を考える～ 
西 宣博(医療法人マックシール 巽今宮病院 リハビリテーション科) 

P20-02 自己研鑚に関する当院の課題～アンケート調査より～ 
井上 一樹(三友堂リハビリテーションセンター) 

P20-03 当院における作業療法士新人教育のチェックリスト項目の見直し 
坂上 幸子(東京湾岸リハビリテーション病院) 

P20-04 回復期リハビリテーション病棟における新人理学療法士教育の可視化と統一の試み 
鈴木 猛(社会医療法人 若竹会 つくばセントラル病院 総合リハビリテーションセンター) 

P20-05 リハ職多職種同時臨床実習を通じてリハ職間の共通性と専門性をみた経験 
鈴木 智子(医療法人社団 心和会 新八千代病院 リハビリテーション科) 

 

  14:00 ～ 15:00    人材育成 2                
座長：中島龍星(一般社団法人 是真会 長崎リハビリテーション病院) 

P21-01 ADL評価(FIM)導入に向けた取り組みについて ～再現性を高めるための動画教育～ 
石田 佳那(南相馬市立総合病院 医療技術部 リハビリテーション科) 

P21-02 実践から学ぶ研修を開催して~実践型研修の有用性関する検討第 3報~ 
田村 邦彦(医療法人社団土合会渡辺病院) 

P21-03 特別養護老人ホームにおける認知症学習の効果について～継続は力なり～ 
宮崎 聡(医療法人 博光会 御幸病院) 

P21-04 地域リハビリテーション支援センターと八王子市との協働で 5 年間実施した介護支援専門員研 
修の取り組み 
井出 大(医療法人社団永生会 南多摩病院 リハビリテーション科) 

P21-05 文部科学省「課題解決型高度医療人材養成プログラム」における地域包括ケア人材養成の取り  
組みについて－リハ専門職を中心に－ 
井口 茂(長崎大学 医学部 保健学科) 

 

 

  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 20 日（金）  ポスター会場 1 
 
  15:00 ～ 16:00    人材育成 3                

座長：坂本美咲子(長崎県島原病院) 
P22-01 熊本地震傾聴ボランティアのレポートの分析から見たセラピストの経験 

吉村 将太(社会医療法人雪の聖母会 聖マリアヘルスケアセンター) 

P22-02 部下のやる気、主体性を引き出すために、当院のリハ部管理職研修の取り組み 管理職の知識、
技術の標準化 第１報 
板倉 大輔(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) 

P22-03 自ら成長するセラピストを育成するための試み 
宮本 明輝美(筑波記念病院 リハビリテーション部) 

P22-04 当院理学療法士の脳卒中リハビリテーションの考え方―アンケート調査を用いて― 
青木 拓也(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) 

P22-05 脳神経外科クリニック併設デイケアにおける経営改善への取り組み -KPI導入の効果- 
石坂 俊輔(医療法人社団 石坂脳神経外科) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 20 日（金）  ポスター会場 2 
 
  13:00 ～ 14:00    介護予防・レク 3               

座長：寺岡由佳里(医療法人社団 甲友会 西宮協立リハビリテーション病院) 
P23-01 回復期病棟におけるレクリエーション活動の地域生活への展開について 

礒田 佳奈(滋賀県立成人病センター 回復期リハビリテーション病棟) 

P23-02 入居施設における認知症高齢者への脳活性化プログラムシナプソロジーと音楽の相乗効果につ
いて 
木道 知佳(医療法人三井会 神代病院 小規模多機能ホームくましろ) 

P23-03 集団レクリエーションに参加できない患者へのリハビリ体操を通してのアプローチ 
～アンケート調査から見えたこと～ 
堀内 会美(医療法人銀門会甲州リハビリテーション病院) 

P23-04 千葉県松戸市の地域リハビリテーション活動支援事業、介護予防ケアマネジメントにおけるア 
セスメント支援モデル事業の取り組み 
中村 亮太(松戸市役所 介護制度改革課 非常勤職員 ) 

P23-05 地域における介護予防事業を発信するにあたって 
柿本 信一(医療法人社団 順心会 順心リハビリテーション病院) 

 
  14:00 ～ 15:00    介護予防・レク 4               

座長：仲村貴史(ローカルコモンズしんいち てらおか訪問看護ステーション) 
P24-01 東日本大震災被災地域の高齢者におけるサルコペニアに関する調査～震災後 5年が経過して～ 

村上 賢治(仙台青葉学院短期大学 リハビリテーション学科 理学療法専攻) 

P24-02 通所リハビリテーション利用者における生活機能および栄養状態と嚥下機能に関する調査 
大和田 宏美(仙台青葉学院短期大学 リハビリテーション学科 理学療法学専攻) 

P24-03 シルバーリハビリ体操指導士養成講習会を通して受講者がどのように変わっていくか 
―KJ法によるレポートの分析，整理を通して― 
古澤 綾(茨城県立健康プラザ) 

P24-04 シルバーリハビリ体操指導士養成事業における指導士を対象としたステップアップ講習会の効
果の検討 
齋藤 由香(茨城県立健康プラザ 介護予防推進部) 

P24-05 シルバーリハビリ体操指導士養成に当たる指導士の負担感の軽減は可能か 
今 絵理佳(茨城県律立健康プラザ) 

 

  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 20 日（金）  ポスター会場 2 
 
  15:00 ～ 16:00    連携 1                   

座長：毛利博隆(熊本託麻台リハビリテーション病院) 
P25-01 当院回復期病棟スタッフへのＦＩＭ周知の取り組みについて 

山田 勇希(医療法人崇徳会 長岡西病院 リハビリテーションセンター) 

P25-02 多職種連携による内服指導への効果 
大橋 乾作(財団医療法人謙昌会 総合リハビリ美保野病院 リハビリテーション科) 

P25-03 連携シートの導入により回復期から訪問リハビリへの移行が円滑に行えた一症例 
栗原 舞(社会医療法人 至仁会 圏央所沢病院) 

P25-04 病棟との連携により食事動作が利き手で可能になった一症例 
山岡 丈士(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) 

P25-05 当院看護師における病棟歩行訓練の実施効果 
北山 哲也(山梨リハビリテーション病院 リハビリテーション部 理学療法課 ) 

 
  16:00 ～ 17:00    通所サービス 1                   

座長：外口徳秀(医療法人真正会 霞ヶ関南病院) 
P26-01 くも膜下出血発症後、住み慣れた地域から家族の住む地域へ移住した事例 

佐藤 直尚(在宅総合ケアセンター 成城リハケア病院) 

P26-02 通所サービスでのピアサポートによる自立的な活動向上 
城戸内 駿(特定医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター 在宅サービス部 通所課 
やわた健康スタジオ) 

P26-03 脳出血左片麻痺の症例に対する通所リハビリでの就労支援 
～障害者就職説明会を通しての気づきと修正～ 
高橋 沙穂理(一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属総合南東北病院 南東北通所リハビリテ
ーションセンター) 

P26-04 デイケア卒業後の社会参加をサポートする取り組み 
～模擬ぬり絵教室を通しての活躍の場探し～ 
林 依子(イムス板橋リハビリテーション病院 通所リハビリテーション) 

P26-05 在宅生活を続けていくために ～デイサービスと家族の絆～ 
池田 綾乃(医療法人タピック デイサービスあわせ) 

 

 

  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 20 日（金）  ポスター会場 3 
 
  13:00 ～ 14:00    高次脳機能障害・認知症 1              

座長：森淳一(社会医療法人 敬和会 大分リハビリテーション病院) 
P27-01 病識向上により復職に繋げることができた症例 

～家族の生活を支える大黒柱として職場復帰を目指して～ 
木村 希(済生会吉備病院) 

P27-02 夜間の睡眠状態の改善を目指して 
濱田 亜由美(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 ) 

P27-03 回復期リハビリテーション病棟での高次脳機能障害患者に対する買い物訓練について 
小清水 智昭(医療法人 尾張温泉かにえ病院 リハビリテーション部) 

P27-04 虚血発症の成人もやもや病にて高次脳機能障害を呈した症例の復職支援 
瀬崎 雅子(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) 

P27-05 認知症患者の BPSDに対する足浴の効果検証 
大辻 聖太(医療法人社団 平成醫塾苫小牧東病院 リハビリテーション科) 

 

  14:00 ～ 15:00    高次脳機能障害・認知症 2              
座長：井上典子(医療法人社団輝生会 船橋市立リハビリテーション病院) 

 

P28-01 BPSDを呈した患者への傾聴の重要性 
伊藤 美雪(医療法人 堀尾会 熊本託麻台リハビリテーション病院) 

P28-02 くも膜下出血後に高次脳機能障害を呈した症例～外的補助手段を用いたスケジュール管理の自
立を目指して～ 
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) 

P28-03 身体パラフレニアを呈した脳梗塞患者に対する理学療法の経験 
宮本 亮(社会保険 大牟田天領病院 リハビリテーション科) 

P28-04 認知症高齢者における活動機会の必要性について 
小早川 清孝(医療法人社団 慶成会 青梅慶友病院 リハビリテーション室) 

P28-05 くも膜下出血により記憶障害を呈した１症例～動画を用いての介入～ 
佐藤 利幸(社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院) 

 

 

  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 20 日（金）  ポスター会場 3 
 
  15:00 ～ 16:00    在宅調査・住宅改修・環境整備 1             

座長：畠中悦子(医療法人 青木内科小児科医院) 
P29-01 退院後の生活から回復期での実践課題を考える 

―退院後に生活機能が予測に反して向上した一症例― 
中山 果美(小倉リハビリテーション病院 臨床サービス部) 

P29-02 回復期リハビリテーション病棟におけるＮＳＣＷの家庭訪問参加にむけた取り組み 
～アンケートの結果から見えた課題～ 
阿部 施子(医療法人社団 輝生会 船橋市立リハビリテーション病院) 

P29-03 当院退院時と退院 1ヶ月後の動作能力の変化について ―運動 FIM短縮版を用いて― 
大場 潤一郎(関西リハビリテーション病院) 

P29-04 Ａ病棟における介護職の退院指導後の評価 
内野 美奈(社会医療法人白十字会燿光リハビリテーション病院) 

P29-05 特別養護老人ホーム入居者における机の高さについての調査 
鈴木 愛(特別養護老人ホーム 七福神) 

 
  16:00 ～ 17:00    在宅調査・住宅改修・環境整備 2             

座長：田中義則(聖マリアヘルスケアセンター) 
P30-01 重複障害を有する独居高齢者の退院支援から見えてきたもの 

阪本 みさき(医療法人 宝持会 池田病院) 

P30-02 自宅をリフォームしたデュシャンヌ型筋ジストロフィー児の家屋環境 
～専門職の介入の必要性～ 
西風 宏将(安曇野赤十字病院 リハビリテーション科) 

P30-03 外来と訪問での対応を併用することで、生活スタイルの維持ができた一症例 
中野 徹(医療法人杏仁会 松尾内科病院 リハビリテーション科) 

P30-04 福祉用具導入に関する実態調査－介護支援専門員へのアンケート調査から－ 
大道 伊奈子(ＩＭＳ（イムス）グループ 相原病院) 

P30-05 環境の変化を拒む事例への精神面に配慮した関わり 
田中 万理(医療法人社団 輝生会 成城リハビリテーション病院) 

 

 

  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 20 日（金）  ポスター会場 4 
 
  13:00 ～ 14:00    リスク管理 1                   

座長：橋本樹子(総合リハビリテーション伊予病院) 
P31-01 当院における体圧分散マットレス導入による効果 

江尻 奈未(鵜飼リハビリテーション病院) 

P31-02 入院期間中に 5回の脳梗塞を発症した一症例～第 1報、看護介入を振り返る～ 
鍬先 万里江(医療法人財団 聖十字会 西日本病院) 

P31-03 入院期間中に 5回の脳梗塞を発症した一症例～第 2報、退院支援を振り返る～ 
上野 沙弥香(医療法人財団 聖十字会 西日本病院) 

P31-04 当院回復期リハビリテーション病棟における転倒の現状～後ろ向き調査～ 
甲斐 慎介(福岡和白病院 リハビリテーション科) 

P31-05 自己認識が乏しいケースに対して気付きを促す関わり 
～脳挫傷により意識障害を呈した８９歳男性への関わり～ 
後藤 純平(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) 

 

  14:00 ～ 15:00    リスク管理 2                  

座長：池田直樹(医療法人社団 康人会 適寿リハビリテーション病院) 
P32-01 当院における転倒・転落の発生状況とその原因についての検討 

久森 名緒子(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) 

P32-02 当院での若年リハビリスタッフにむけて行った、危険予知トレーニング（KYT）を通した転倒    
インシデント予防の現状と課題 
中井 康司(社会医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーション病院) 

P32-03 回復期リハビリテーション病棟における理学療法士の歩行自立度判断に関する調査  
～当センターのアンケート結果から～ 
梶山 哲(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) 

P32-04 小さな気づきを大切に！防ごう！減らそう！転倒転落！(１) 
～『おっとせいふマーク』運用の経緯と多職種の意識変化について～ 
齊藤 凡桂(社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院) 

P32-05 小さな気づきを大切に！防ごう！減らそう！転倒転落！（2） 
～一歩先へ，多職種連携・協働にむけた「共有」の検討～ 
榎本 有実(社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院) 

  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 20 日（金）  ポスター会場 4 
 
 15:00 ～ 16:00    リスク管理 3                   

座長：伊東由美子(一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院) 
P33-01 家屋調査時における急変時の対応とリスク管理の検討 

山滝 啓太(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) 

P33-02 脳血管疾患を除く入院患者における肺炎発症予測因子の検討 
西 敬太(医療法人かぶとやま会 久留米リハビリテーション病院) 

P33-03 「転倒・転落」の予測分析によるリスクマネジメントへの考察 
～P－mSHELLの要素と経験年数の関係性について～ 
行俊 省吾(医療法人雄心会 青森新都市病院) 

P33-04 リハビリ内容の違いにより効果に違いはあるか ―転倒の身体要因に着目して― 
藤間 香苗(医療法人社団健育会 石川島記念病院 リハビリテーション科) 

P33-05 転倒歴のある高齢者に対する理学療法アプローチ 
～転倒防止プログラムの検討から退院後のサポートまで～ 
瀬戸 優望(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) 
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  11:00 ～ 12:00    起居・移乗・移動 1               

座長：前田和崇(長崎県島原病院) 
P34-01 移行相での右膝関節の伸展の獲得には体重移動相で前方への体重移動が不可欠であった頸椎症

性脊髄症の一症例 
小舟 裕也(医療法人社団菫会 名谷病院) 

P34-02 在宅脳卒中患者の活動量および活動範囲拡大に向けた取り組み 
～自主トレーニングのセルフモニタリングを継続した一症例～ 
中村 朱(医療法人社団 輝生会 初台リハビリテーション病院) 

P34-03 重度小脳出血開頭血腫除去術後患者の退院までの介入についての一考察 
花岡 伸明(一般財団法人黎明郷 脳卒中・リハビリテーションセンター) 

P34-04 慢性硬膜下血腫術後に軽度片麻痺・失調症状を呈した方の歩行に対するアプローチ  
～第 1報～ 
釣 洋介(医療法人社団 札幌明日佳病院 リハビリテーション科) 

P34-05 慢性硬膜下血腫術後に軽度片麻痺・失調症状を呈した方の歩行に対するアプローチ  
～第 2報～ 
井上 翔太郎(医療法人社団 札幌明日佳病院 リハビリテーション科) 

 
  13:00 ～ 14:00    義肢・装具・福祉用具 1                 

座長：栄健一郎(医療法人社団康人会 適寿リハビリテーション病院) 
P35-01 ギランバレー患者における歩行補助具の選定と作製のタイミングの振り返り 

濱口 展行(医療法人社団 輝生会 初台リハビリテーション病院) 

P35-02 装具パンフレット作成の試み 
河野 将孝(医療法人社団恵心会京都武田病院) 

P35-03 リハビリテーション未介入であったアペール症候群患者に対する足底板の検討 
木村 明日香(社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院) 

P35-04 生活期脳卒中患者の歩行速度に対する歩行補助具 T-Supportの効果 
財前 亮杜(医療法人 仁誠会 奈良リハビリテーション病院 リハビリテーション部) 

P35-05 理学療法士によるフルオーダーメイドでの足底板作製の試み 
大平 功路(介護老人保健施設 横浜セラトピア)  
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  14:00 ～ 15:00    ソーシャルワーク・ケアマネジメント 1            

座長：宇佐美夏希(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) 
P36-01 リピート利用者の在宅生活をよりよい生活に繋げていくために 

～居宅の介護支援専門員との情報共有・連携強化から得られたこと～ 
田中 大輔(医療法人銀門会 介護老人保健施設 甲州・ケアホーム) 

P36-02 小児訪問リハ開始から 15年を経て今後必要な地域支援体制作りの試み 
長澤 美帆(社会福祉法人渓仁会 ケアプランセンターこころまるやま) 

P36-03 当院における超高齢者（85歳以上）の世帯構造が転帰先に及ぼす要因 
平山 佐代子(医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 回復期リハビリテーション病棟) 

P36-04 回復期リハビリテーション病棟における｢入院時情報シート｣の導入 
入部 拓也(社会医療法人財団白十字会 白十字病院) 

P36-05 回復期リハビリテーション病棟における透析患者の在宅復帰の背景 
  ―非透析患者との比較検討― 

米須 和香子(医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 回復期リハビリテーション病棟) 

 
  15:00 ～ 16:00    地域づくり 1                   

座長：保坂和輝(医療法人銀門会 在宅支援センター 甲州ケア・ホーム) 
P37-01 療法士の地域支援に関する報告 ～地域づくりを中心に～ 

所 圭吾(自宅（Rise total support）) 

P37-02 政令指定都市(京都市域)における地域リハビリテーションの連携づくり 
清水 真弓(一般財団法人京都地域医療学際研究所 京都市域京都府地域リハビリテーション支
援センター) 

P37-03 人が人を呼ぶ健康教室 －脳活性化プログラムシナプソロジーを取り入れた取り組み－ 
恒松 伴典(医療法人三井会 神代病院) 

P37-04 地域支援で見えていきた ST介入の課題 
澤岻 悠(医療法人おもと会 大浜第一病院リハビリテーション科) 

P37-05 「岩手県シルバーリハビリ体操指導者養成事業」における指導者へのフォローアップについて 
佐藤 英雄(いわてリハビリテーションセンター 地域支援部) 
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  16:00 ～ 17:00    地域づくり 2                   

座長：清水真弓(一般財団法人京都地域医療学際研究所 京都市域京都府地域 
リハビリテーション支援センター) 

P38-01 都市部高齢化地域在住の高齢者における住居形態と対人交流および生きがい意識の関連 
国宗 翔(社会医療法人 祐生会 みどりヶ丘病院) 

P38-02 掛川市におけるリハビリテーション専門職の介護予防事業への関わり 
名倉 達也(医療法人社団綾和会 掛川東病院 リハビリテーション科) 

P38-03 地域高齢者に対する運動器不安定症の運動機能評価基準を用いた運動機能の検討 
西尾 大祐(飯能靖和病院 リハビリテーション科) 

P38-04 介護予防事業による災害後の介護予防への発展～熊本地震後の仮設団地での介護予防～ 
大賀 完(熊本回生会病院 リハビリテーション部 理学療法科) 

P38-05 地域在住高齢者に向けたフレイルチェック、講義を実施して ―介入前後の健康意識の変化― 
原田 純(医療法人仁誠会 奈良リハビリテーション病院) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


