
   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 21 日（土）  ポスター会場 1 
 
  13:00 ～ 14:00    連携 2                  

座長：楠元正順(医療法人社団 慶仁会 川崎病院) 
P39-01 訪問リハビリからの情報発信としてメールマガジンを配信した取り組み  

～他部門リハビリとの連携強化を考える～ 
松井 一訓(医療法人 新成医会 しんせい訪問看護ステーション) 

P39-02 回復期病棟と地域を繋ぐ退院前カンファレンスの意義 
大和田 広樹(独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院) 

P39-03 富山県における病院－在宅連携率の推移 平成 26～28年度 実態調査から 
平井 誠(富山県リハビリテーション支援センター（富山県リハビリテーション病院・こども支
援センター）) 

P39-04 外来リハビリにおける連携の重要性  
～パーキンソン病患者を通しての家族・ケアマネージャーとの関わり～ 
高田 恵理香(医療法人 智仁会 佐賀リハビリテーション病院) 

P39-05 在宅復帰委員会の活動がもたらしたこと 
     －ご家族だけではなく、他職種との連携促進も場づくりが大切－ 

佐伯 将太(医療法人 阿蘇温泉病院 リハビリテーション科) 

 

  14:00 ～ 15:00    連携 3                  

座長：立丸允啓(医療法人共和会小倉リハビリテーション病院) 
P40-01 訪問リハビリとデイケアでの情報共有により,短期間での入浴動作獲得が可能となった症例 

上羽 璃沙(IMS グループ 医療法人社団 明芳会 新戸塚病院) 

P40-02 訪問リハビリテーションにおける連携を行う際に必要な情報とは？ 
梶原 庸平(社会福祉法人 せいうん会 訪問看護ステーションりんどう) 

P40-03 電動車いすを導入されて在宅生活に移行された高位頚髄損傷四肢麻痺者の訪問リハビリテー 
ションを経験して 
西脇 大将(医療法人緑風会オアシス) 

P40-04 訪問リハビリテーションの介入により，機能回復の固執から復職に至った症例 
古澤 麻衣(（株）リハステージ 事業連携教育本部 Ｒ＆Ｄセンター) 

P40-05 嚥下リハビリテーション患者状態型適応パス（PCAPS）の運用状況と課題 
林 勇一(社会医療法人 雪の聖母会 聖マリアヘルスケアセンター)  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 21 日（土）  ポスター会場 1 
 
  15:00 ～ 16:00    地域づくり 3                 

座長：槌田義美(熊本リハビリテーション病院) 
P41-01 2016年 4月の熊本・大分地震による被災からの学び～災害対策の検討～ 

麻生 真紀子(独立行政法人 地域医療機能推進機構 湯布院病院) 

P41-02 作業を用いた地域活性化の取り組み～企業や学校との連携を通じて～ 
高山 和規(医療法人かぶとやま会 久留米リハビリテーション病院) 

P41-03 熊本地震後に障害児およびその家族が直面した諸問題―インタビュー調査を通じて― 
笹野 紋瑞紗(平成とうや病院 リハビリテーション科) 

P41-04 熊本地震後の災害支援活動報告 
～地域リハビリテーション広域支援センター、復興リハビリテーションセンターとして～ 
岩崎 正浩(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) 

P41-05 地域在住高齢者の移動能力や活動範囲が QOLに及ぼす影響 
岸川 由紀(西九州大学 リハビリテーション学部 リハビリテーション学科)  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 21 日（土）  ポスター会場 2 
 
  13:00 ～ 14:00    訪問サービス 1                 

座長：藤田祥子(医療法人ハートフル あまのクリニック) 
P42-01 退院後訪問から学んだ今後の課題 

後藤 智恵(医療法人偕行会 偕行会リハビリテーション病院 診療技術部 栄養指導課) 

P42-02 具体的な目標を設定することで ADL向上と役割を獲得した一症例 
坂本 亜紀(聖マリア病院 リハビリテーション室) 

P42-03 在宅におけるボツリヌス療法と訪問リハビリテーションの併用効果 
～具体的な目標設定が活動・参加の向上へとつながった 1症例～ 
横屋 晃(医療法人 館 こんの神経内科・脳神経外科クリニック) 

P42-04 多職種連携のもと活動範囲が拡大し、本人の活動意欲も向上した症例 
土濃塚 真未(道南勤医協 訪問リハビリテーション稜北) 

P42-05 ネマリンミオパチー症例に対して通学支援に繋がった訪問リハビリテーションでの取り組み 
野田 奈津美(社会医療法人 聖マリア病院 リハビリテーション室) 

 

  14:00 ～ 15:00    医学管理 4                 

座長：橋本幸典(京都大原記念病院) 
P43-01 回復期脳卒中患者に対する作業療法に磁気刺激装置(Pathleader)を用いた一症例 

樫村 友賀里(公立黒川病院 リハビリテーション室) 

P43-02 頸髄損傷後上肢麻痺に対する Pathleaderの使用経験 
高橋 早紀(公立黒川病院 リハビリテーション室) 

P43-03 当院での細菌培養における検出菌とその変化 
寺崎 祥代(医療法人 かぶとやま会 久留米リハビリテーション病院) 

P43-04 軽症脳卒中患者の急性期病院から自宅退院に至らない要因 
舟谷 和也(社会医療法人近森会 近森病院 リハビリテーション科) 

P43-05 慢性期脳卒中片麻痺患者に対する理学療法による介入効果の持続性についての一考察 
畑野 早妃子(兵庫県立リハビリテーション中央病院 )  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 21 日（土）  ポスター会場 2 
 
  15:00 ～ 16:00    医学管理 5                

座長：松元淳(聖マリアヘルスケアセンター) 
P44-01 パーキンソン病患者の認知機能と運動機能改善との関係～LSVT BIG(R)実施前後での検証～ 

城鼻 一江(福井総合病院 リハビリテーション課 ) 

P44-02 当院地域包括ケア病棟に入院した患者の転帰に与える要因 
鈴木 暁(IMS グループ 横浜新都市脳神経外科病院) 

P44-03 当院におけるロイシン配合サプリメント付加研究のコントロール群患者の特性について 
三島 誠一(社会医療法人 高橋病院 リハビリテーション科) 

P44-04 当院障害者病棟におけるパーキンソン病患者に対しての栄養管理の課題 
～低栄養の改善と ADL改善を考える～ 
森川 けい(小倉リハビリテーション病院 CS 部 5 階病棟) 

P44-05 輪投げを使用しての転倒予防 
伊東 公孝(社会福祉法人 ほほえみ デイサービス なごみ) 

 

  16:00 ～ 17:00    医学管理 6                 
座長：今井末美(医療法人社団東洋会 池田病院) 

P45-01 非麻痺側立脚期（初期～中期）における足部の動きが歩行に及ぼす影響について 
廣瀬 正子(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) 

P45-02 脊髄髄膜瘤患児の AFOを調整し立位保持や歩行動作が改善した 1症例 
田中 三博(聖マリア病院 リハビリテーション室) 

P45-03 CI療法により上肢機能、ADL、IADLが改善した事例 
松岡 勇志(JA静岡厚生連 遠州病院 リハビリテーション科) 

P45-04 歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイドにおける新たなる治療展開 
～起立動作における前脛骨筋に着目して～ 
川口 愛理(医療法人社団 甲友会 西宮協立リハビリテーション病院) 

P45-05 能動的リハビリテーションを目的としたアートデバイス装置の実行可能性および受容性研究 
宮坂 裕之(藤田保健衛生大学七栗記念病院) 

  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 21 日（土）  ポスター会場 3 
 
  13:00 ～ 14:00    通所サービス 2                  

座長：小川彰(介護老人保健施設 伸寿苑デイケアセンター) 
P46-01 当通所リハビリの卒業に対する今後の課題 

清水 信長(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) 

P46-02 通所リハビリから地域への拡がり～社会参加を促進し、地域包括ケアを目指す～第２報 
田邊 清和(社会医療法人 青洲会 福岡青洲会病院 通所リハビリセンター Ｒｉｎｋ) 

P46-03 主体性を引き出すために～余暇活動が再開出来た利用者を通して～ 
石川 一輝(医療法人 銀門会 在宅支援センター甲州ケア・ホーム 通所リハビリテーション) 

P46-04 就労に対する通所リハの役割～福祉就労に至った 7事例に着目して～ 
松本 英里(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 ) 

P46-05 リハビリマネジメント加算Ⅱの取得におけるケアマネージャーへのアンケート調査 
～ケアマネージャーから見たリハマネ加算Ⅱ～ 
大野 千佳(医療法人六寿会 津島リハビリテーション病院) 

 

  14:00 ～ 15:00    通所サービス 3                 
座長：藤本健(医療法人永広会 八尾はぁとふる病院) 

P47-01 サービス卒業後の社会参加の場として通所リハの空間を提供 
太田 恭平(医療法人社団土合会 介護老人保健施設とよさと) 

P47-02 リハビリテーション会議を活用して在宅生活の安定を図った症例報告 
平田 英嗣(医療法人社団同仁会 ケアリゾート金光 通所リハビリテーション) 

P47-03 自立支援に向けた介入を目指した通所リハビリテーションでの取り組み 
矢田 順治(老人保健施設ライフライト矢部) 

P47-04 個別機能訓練(II)を生活課題の改善につなげる支援を通して得られた知見の報告  
～チェック項目の抽出～ 
田治 秀彦(横浜市総合リハビリテーションセンター 地域支援課) 

P47-05 認知症高齢者の介護者の介護負担度及び心理的負担度の調査 
～デイサービスの利用前後での比較～ 
奥  壽郎(大阪人間科学大学 人間科学部 理学療法学科) 

  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 21 日（土）  ポスター会場 3 
 
  15:00 ～ 16:00    訪問サービス 2                

座長：藤井博昭(鵜飼リハビリテーション病院) 
P48-01 心不全を呈した症例に対する在宅での作業療法 

～リスク管理に留意しながら自宅入浴の再開に至った症例～  
卜部 佳美(訪問看護ステーション リハケア芦城) 

P48-02 超高齢血液透析利用者が筋力向上に取り組んだ一症例 
～週 1回の訪問リハビリで運動管理を行いながら～ 
見土 裕崇(医療法人 一陽会 原田病院 リハビリテーション科) 

P48-03 脳梗塞後遺症の体験記を利用した介入により活動が向上した一事例 
伊藤 友輔(JA静岡厚生連遠州病院 訪問リハビリステーション) 

P48-04 在宅での呼吸リハビリテーション介入時期について当ステーションにおける現状 
石井 渉(牧田訪問看護ステーション) 

P48-05 南砺市中山間地域在住高齢者における運動習慣が活動範囲に与える影響 
西村 卓朗(南砺市訪問看護ステーション) 

 

  16:00 ～ 17:00    訪問サービス 3                 
座長：熊本瞬(聖マリアヘルスケアセンター) 

P49-01 重度左片麻痺と高次脳機能障害者の復職支援を通しての今後の課題 
松山 和宏(いちき串木野市医師会立脳神経外科センター リハビリテーション部) 

P49-02 地域在住の認知症高齢者とその家族介護者の共作業の支援による介護負担感の効果 
藤原 大輔(株式会社創心會 創心会訪問看護リハビリステーション岡山) 

P49-03 短期集中訪問型サービスによる在宅高齢者の生活課題解決に向けた取り組み 
佐藤 友美(JCHO 湯布院病院) 

P49-04 「当院訪問リハビリテーションにおける社会参加支援により終了となった利用者の傾向」 
古川 郁美(医療法人福岡桜十字 桜十字福岡病院 訪問リハビリテーション) 

P49-05 認知症を有しても住み慣れた地域で生活を続けるために 
～多職種・地域住民との連携により生活の再構築が図られた一症例～ 
岩野 敏秀(医療法人 館 こんの神経内科・脳神経外科クリニック) 

  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 21 日（土）  ポスター会場 4 
 
  13:00 ～ 14:00    チームアプローチ 5                

座長：細谷菜緒(アマノリハビリテーション病院) 
P50-01 整形外科病棟における退院後の生活を見据えた看護介入について 

村上 絵里(洛和会丸太町病院 看護部) 

P50-02 まちなか保健室における多職種協働によるリハビリテーションの試み 
熊本 瞬(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) 

P50-03 医療療養病棟における BPSD改善に向けた取り組み 
猿渡 あゆみ(医療法人親仁会 みさき病院) 

P50-04 当院における終末期癌患者のリハビリテーションと退院支援 ～重複疾患を抱えた一例～ 
奥山 慶子(医療法人社団豊生会 東苗穂病院) 

P50-05 障害高齢者における活動量を維持するための対応について 
西澤 賢(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) 

 

  14:00 ～ 15:00    チームアプローチ 6                
座長：河上さとみ(医療法人 寿量会 熊本機能病院) 

P51-01 通所施設と通院施設のリハビリテーション連携介入による右上肢活動向上が見られた一症例 
泉 真里恵(特定非営利活動法人 寝屋川市民たすけあいの会) 

P51-02 当院における摂食嚥下回診の取り組み ～管理栄養士の視点から～ 
上田 祐菜(亀田総合病院 医療技術部 栄養管理室) 

P51-03 長期利用の中で最期を迎えた方への関わりからみる通所リハの介護職の役割 
福原 理佳(医療法人真正会 中央クリニック デイリハビリテーションセンター) 

P51-04 通所リハビリテーションにおけるチームアプローチについて  
～意識の変化と活動範囲が拡大した一例～ 
松川 啓子(特定医療法人社団 勝木会 通所リハビリテーション やわた健康スタジオ ) 

P51-05 看護計画と連動したｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施するための看護師に対する教育の効果 
前田 可南子(医療法人池友会新行橋病院)  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 21 日（土）  ポスター会場 4 
 
  15:00 ～ 16:00    在宅調査・住宅改修・環境整備 3              

座長：宮本一男(アマノリハビリテーション病院) 
P52-01 在宅復帰に向けチームアプローチで行った住環境整備事例 

坂東 千津(パナソニック エイジフリー株式会社) 

P52-02 環境変化の最小化を考慮したアルツハイマー型認知症高齢者の住宅改修事例 
長谷川 秀仁(パナソニック エイジフリー株式会社) 

P52-03 建築士が関わるアルツハイマー型認知症高齢者の住環境整備事例 
大塚 洋宜(パナソニック エイジフリー株式会社) 

P52-04 家族会交流会の活動と今後の課題について 
尾畑 友美(戸畑リハビリテーション病院) 

P52-05 「自由にでかけたい」本人と「転んだら困る」家族 
     -家族マネジメントでWinWinサークルできました!!- 

園部 智子(医療法人安祥会 松井整形外科 リハビリテーション部) 

  



   一般演題（ポスター）プログラム   10 月 21 日（土）  ポスター会場 5 
 
  11:00 ～ 12:00    障害受容・心のケア 1                

座長：清水拓人(医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院) 
P53-01 自己効力感の低い脊髄損傷患者の在宅生活自立に向けた支援 

霜鳥 沙織(千葉県千葉リハビリテーションセンター) 

P53-02 回復期リハビリテーション病棟における患者同士の交流について 
～脳活性化プログラム「シナプソロジー」の可能性～ 
林 俊人(自宅 （Rise total support)) 

P53-03 正中神経麻痺を伴うバーキットリンパ腫再発に対する自己末梢血幹細胞移植に向けた理学療法
の経験 
河井 拓也(社会医療法人生長会 府中病院 理学療法室) 

P53-04 地域生活する脳卒中障害高齢者の脳卒中発症後から満足する人生となるまでのプロセス 
～作業（行為）に焦点を当てて～ 
西野 由希子(湘南医療大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻) 

P53-05 ニーズに基づいた目標設定と継続的な動機づけにより行動変容がみられた事例 
--作業療法士との構造的面接を通して-- 
上原 亮介(医療法人社団 涓泉会 山王リハビリ訪問看護ステーション) 

 

  13:00 ～ 14:00    業務改善 1                 
座長：国本景子(医療法人永広会 島田病院) 

P54-01 介護福祉士による電子カルテ記録への取り組み(第２報) 
櫻井 智香子(医療法人おもと会 大浜第一病院 看護部) 

P54-02 「療養目標」を継続していく為の取り組み 
玉那覇 有紗(医療法人おもと会 大浜第一病院 看護部) 

P54-03 当院回復期リハビリテーション病棟における FIM実績指数に対する取り組みと効果の検証 
伊東 淳(ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 理学療法科) 

P54-04 FIM利得向上に主眼を置いた当院の取り組み～治療・訓練以外の活動に着目して～ 
角田 信夫(横浜旭中央総合病院) 

P54-05 回復期リハビリテーション病棟における入院時カンファレンスまでの工夫 
～初期評価情報共有シートを活用して～ 
竹内  明禅(医療法人 慈圭会 八反丸リハビリテーション病院 診療部) 
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  14:00 ～ 15:00    業務改善 2                 

座長：井手伸二(一般社団法人 是真会 長崎リハビリテーション病院) 
P55-01 回復期リハビリテーション病棟における排泄フローチャートの導入による業務改善と FIM 利得

について 
下原 巧(佐藤第一病院 リハビリテーション部) 

P55-02 地域包括ケアに関するアンケート調査 
南谷 陵太(医療法人社団 誠広会 岐阜中央病院) 

P55-03 当院におけるご指摘対策検討チームの取り組みについて 
峯下 隆守(医療法人社団輝生会 船橋市立リハビリテーション病院 教育研修部) 

P55-04 回復期リハビリテーション病棟におけるカンファレンスの導入と取り組みについて 
伊藤 まどか(医療法人ハートフル アマノリハビリテーション病院) 

P55-05 回復期病棟における医療従事者の腰痛実態調査 
高芝 潤(社会医療法人近森会 近森リハビリテーション病院 理学療法科) 

 

  15:00 ～ 16:00    起居・移乗・移動 2            
座長：橋本美紀(聖マリアヘルスケアセンター) 

P56-01 Gait Judge Systemでの歩行評価が実用性のある歩行獲得に繋がった一症例 
塚本 莉央(医療法人藤井会 藤井会リハビリテーション病院) 

P56-02 目標設定の早期化が FIM利得・在棟日数に与える影響について 
池田 梨穂(横浜旭中央総合病院) 

P56-03 人工股関節全置換術後患者の ADL獲得の日数に関する調査  
ー目標日数と実際の日数との比較ー 
楠元 正順(川崎病院 リハビリテーション科) 

P56-04 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院後に早期より長下肢装具作製し、歩行能力向上を試みた 1症例 
曽我部 紳吾(社会医療法人北九州病院 北九州八幡東病院) 

P56-05 回復期リハビリテーション病棟における自宅復帰に影響を与える因子-FIMを用いた検討- 
両角 誉生(IMS グループ 横浜新都市脳神経外科病院 ) 
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  16:00 ～ 17:00    起居・移乗・移動 3                

座長：池邊征和(熊本リハビリテーション病院) 
P57-01 PEG造設を機に ADL改善に向かった長期臥床脳卒中患者 

牧 啓介(千里リハビリテーション病院 セラピー部) 

P57-02 小脳梗塞呈した症例に対して歩行能力向上アプローチ～体幹失調に着目して～ 
徳茂 祐二(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) 

P57-03 A 型ボツリヌス毒素(Botulinum Toxin A)治療と足底全面接地を目標とした理学療法により歩容  
が改善した 1症例 
宮原 美有(医療法人社団豊泉会丸山病院 

P57-04 認知機能低下を認める肺炎患者の ADL低下をもたらす要因 
高木 康志(社会医療法人近森会 近森病院) 

P57-05 急性期脳卒中患者に対する離床ラウンド実施の効果検証 
田中 進吾(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) 

 


