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分科会　プログラム

11月6日（金）

分科会Ⅰ-イ　［ 回復期① ］ 分科会会場㋑（会議室 B&C）　13：20～14：30

Ⅰ-イ-1 脳梗塞により ADL全介助となったが、チームアプローチにより
家族の介護負担軽減を達成し在宅復帰が可能となった症例
佐藤 彩乃（PT） 青森県 津軽保健生活協同組合 健生病院

Ⅰ-イ-2 「自立重視型排泄アプローチ」によるオムツ外しの取り組み
河野 衛（CW） 長野県 長野医療生協 長野中央病院 回復期リハビリ病棟

Ⅰ-イ-3 重度言語障害・片麻痺を呈した症例の自宅退院に向けて
入院中に必要な患者家族への関わり方とは
神田 豊弘（PT） 新潟県 社会医療法人 新潟勤労者医療協会 下越病院

Ⅰ-イ-4 患者と共に考えた排泄ケアからの学び
深柄 信幸（CW） 京都府 京都民医連中央病院

Ⅰ-イ-5 「スーパーらくらく手すり」の課題
中野 友貴（Dr） 長野県 長野医療生活協同組合 長野中央病院 リハビリテーション科

Ⅰ-イ-6 家族への介助指導と工夫
中條 幹大（PT） 香川県 香川医療生活協同組合 高松協同病院

Ⅰ-イ-7 大腿骨近位部骨折術後患者の自宅復帰率と同居家族数との関係
―回復期リハビリテーション病棟（リハ病棟）における調査―
森永 伊昭（Dr） 青森県 津軽保健生活協同組合 健生病院 リハビリテーション科

分科会Ⅰ-ロ　［ 回復期② ］ 分科会会場㋺（会議室D）　13：20～14：30

Ⅰ-ロ-1 入浴チームの取り組み　
～介護スタッフとの連携強化で自立システムの円滑化を図る～
伊佐 真司（OT） 沖縄県 沖縄医療生活協同組合 とよみ生協病院

Ⅰ-ロ-2 当院回復期リハビリテーション病棟の入浴における実態調査の一考察
芦田 美里（OT） 京都府 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院

Ⅰ-ロ-3 左片麻痺症例の起立動作改善に向けて　～他職種との連携による起立運動～
尾野 慎弥（PT） 香川県 香川医療生協 高松協同病院

Ⅰ-ロ-4 みんなでつなぐ情報共有の仕方
本田 綾（CW） 千葉県 船橋二和病院
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Ⅰ-ロ-5 FIM導入への取り組み
川村 美也子（Ns） 千葉県 船橋二和病院

Ⅰ-ロ-6 急性期から回復期への情報不足による患者様の対応を通して
宮崎 佳代子（Ns） 長崎県 社会医療法人健友会 上戸町病院

Ⅰ-ロ-7 義歯管理の取り組みにより食欲向上へとつながった症例
～沖縄そばが食べたい～
福山 茶子（ST） 沖縄県 沖縄医療生活協同組合 とよみ生協病院

分科会Ⅰ-ハ　［ 回復期③ ］ 分科会会場㋩（中会議室）　13：20～14：30

Ⅰ-ハ-1 右被殻出血により左片麻痺となった患者様に対し、機能代償用装具の選択に
難渋した症例
居藤 泰典（PT） 大阪府 生活協同組合 ヘルスコープおおさか コープおおさか病院 

Ⅰ-ハ-2 重度左片麻痺の症例
～活動量低下している症例に早期に長下肢装具での歩行訓練を取り入れたケース～
岩城 夏輝（PT） 和歌山県 和歌山中央医療生活協同組合 和歌山生協病院

Ⅰ-ハ-3 パーキンソン病に対するロボットスーツ HAL装着による歩容の変化　
～骨盤・股関節の分離運動向上を目指し～
西村 鴻基（PT） 京都府 京都民医連第二中央病院

Ⅰ-ハ-4 「さくさく歩きたい」を達成するために　～重心移動に着目した歩容改善～
宮原 史子（PT） 福岡県 公益財団法人健和会 大手町リハビリテーション病院

Ⅰ-ハ-5 移乗動作とステップ動作時の麻痺側下肢にかかる荷重率について
栗田 菜々子（PT） 大阪府 医療生協かわち野 東大阪生協病院

Ⅰ-ハ-6 片麻痺患者の立脚期形成アプローチ　～ロッカー機能と荷重率～
河口 大毅（PT） 長野県 長野医療生活協同組合 長野中央病院

分科会Ⅰ-ニ　［ 急性期① ］ 分科会会場㊁（視聴覚研修室）　13：20～14：30

Ⅰ-ニ-1 呼吸ケア研究会の活動報告　―自主活動グループの光と影―
島田 尚哉（Ns） 兵庫県 特定医療法人神戸健康共和会 東神戸病院

Ⅰ-ニ-2 ポジショニングにおけるギャッチアップ角度、マットレスの種類が
身体部位への圧力に与える影響　～褥瘡発生リスクを減らしたい！～
渡邉 聡美（PT） 千葉県 社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院
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Ⅰ-ニ-3 早期リハビリ介入チェックから全員リハの視点へ
山本 晶子（OT） 兵庫県 特定医療法人 神戸健康協和会 東神戸病院

Ⅰ-ニ-4 急性期内科病棟でリハビリテーションが出来ること
渡慶次 啓（PT） 沖縄県 沖縄協同病院

Ⅰ-ニ-5 入院患者における身体拘束実施に関連する要因の検討
齋藤 甚（OT） 東京都 社会医療法人財団 城南福祉医療協会 大田病院

Ⅰ-ニ-6 予後が厳しい患者の「家に帰りたい」という思いに寄り添った看護
岸波 珠理（Ns） 千葉県 社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院

Ⅰ-ニ-7 リハビリ科運営改善への取り組み　～その成果と今後の課題～
戸山 晶太（PT） 山口県 医療生協健文会 宇部協立病院

分科会Ⅱ-イ　［ 摂食・嚥下・口腔① ］ 分科会会場㋑（会議室 B&C）　14：40～15：50

Ⅱ-イ-1 脳梗塞再発による嚥下障害に対し嚥下機能改善手術を施行した1例
佐藤 武（Dr） 福島県 福島医療生協 医療生協わたり病院

Ⅱ-イ-2 当院における側臥位療法の取り組み　～予後と可能性～
鈴木 直哉（ST） 千葉県 社会医療法人 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院

Ⅱ-イ-3 当施設において、LIPを活用した水分トロミフリーへの
リスクマネジメントの実践報告
秋葉 昌則（CW） 茨城県 茨城保健生活協同組合 城南病院

Ⅱ-イ-4 当院回復期リハビリテーション病棟での歯科との連携による
口腔ケアの取り組みについて
木村 昭子（Ns） 埼玉県 埼玉協同病院

Ⅱ-イ-5 口腔ケアの実践から経口摂取意欲の表出へ
藤田 紫保（Ns） 京都府 京都民医連中央病院

Ⅱ-イ-6 経口摂取・音声言語の獲得を目指し長期にわたり介入した
重度睡眠時無呼吸症候群患者の一例
花田 和可子（ST） 青森県 津軽保健生活協同組合 健生病院

Ⅱ-イ-7 おいしく安全に食事を楽しむ為には
井上 左知夫（CW） 京都府 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院
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分科会Ⅱ-ロ　［ チームアプローチ ］ 分科会会場㋺（会議室D）　14：40～15：50

Ⅱ-ロ-1 東神戸病院脳卒中グループの活動と今後の課題
松浦 みすず（Ns） 兵庫県 特定医療法人 神戸健康共和会 東神戸病院

Ⅱ-ロ-2 四季を感じる集団作業活動（季節の会）の活動報告
川上 麻友（PT） 福岡県 公益社団法人 福岡医療団 たたらリハビリテーション病院

Ⅱ-ロ-3 当院回復期病棟での他職種参加型症例検討会のこれまでの経過と今後の課題
鈴木 史織（PT） 埼玉県 埼玉協同病院 リハビリテーション技術科

Ⅱ-ロ-4 BPSDと転倒に対する介入
～環境設定・統一した対応と情報提供を通して～
鞆岡 風真（OT） 京都府 公益社団法人京都保健会 京都協立病院

Ⅱ-ロ-5 自宅復帰までのチームアプローチ
橋本 俊彦（PT） 神奈川県 医療生協かながわ 戸塚病院

Ⅱ-ロ-6 多職種での取り組みで独居の利用者がトイレ排泄自立に至った一例
阿部 弘樹（PT） 長野県 長野医療生活協同組合 訪問看護ステーションながの

Ⅱ-ロ-7 発達障害児（ADHD児）へのOT　
～親子を支援するために　学校と地域を変える共同の取り組み～
平松 洋子（OT） 山梨県 勤労者医療協会 巨摩共立病院

分科会Ⅱ-ハ　［ その他① ］ 分科会会場㋩（中会議室）　14：40～15：50

Ⅱ-ハ-1 下肢アライメントに着目した腰椎圧迫骨折の一例
篠原 しおり（PT） 群馬県 はるな生活協同組合 高崎中央病院

Ⅱ-ハ-2 軽度失語症状を呈した2症例の運転傾向　～再開条件の検討～
鈴木 瑞穂（ST） 宮城県 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院

Ⅱ-ハ-3 「字を書いてみたい」　～重い手から、字を書く手へ～
深田 紗織（OT） 福岡県 福岡医療団 千鳥橋病院

Ⅱ-ハ-4 緩和ケア病棟入院中に ADLが低下し「動けない」ことへの苦痛を生じていた
患者へのQOLアプローチ
三宅 早苗（PT） 香川県 香川医療生活協同組合 高松平和病院

Ⅱ-ハ-5 不安の強い患者の関わりについての一考察
大森 桂子（Ns） 京都府 京都民医連中央病院
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Ⅱ-ハ-6 作業療法協会版「認知症アセスメント」を用いての作業療法の関わり　
～慣れ親しんだ囲碁を用いて～
井上 沙由理（OT） 神奈川県 公益財団法人横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院

Ⅱ-ハ-7 一般病院における精神科リエゾンチームの機能と役割
長谷川 美智子（Ns） 京都府 京都保健会 京都民医連中央病院

分科会Ⅱ-ニ　［ 生活期① ］ 分科会会場㊁（視聴覚研修室）　14：40～15：50

Ⅱ-ニ-1 フェノールブロック併用ボツリヌス療法は患者の生活を改善するか
千葉 茂樹（Dr） 宮城県 宮城厚生協会 坂総合病院

Ⅱ-ニ-2 ボトックス療法を行い機能改善を得られた脳出血後片麻痺の一症例
石渡 和明（PT） 東京都 社会医療法人社団健生会 立川相互病院

Ⅱ-ニ-3 脊髄梗塞患者の移動能力について
篠崎 美穂（PT） 東京都 特定医療法人財団 健和会 柳原リハビリテーション病院

Ⅱ-ニ-4 当デイケアご利用者における下肢荷重量と歩行自立度の関係
千脇 和也（PT） 千葉県 介護老人保健施設 まくはりの郷

Ⅱ-ニ-5 当施設において3週間、パワープレートⓇを実施した効果について
木村 圭一（PT） 埼玉県 医療生協さいたま 老人保健施設みぬま

Ⅱ-ニ-6 合併症が進行した若年糖尿病患者への運動療法の経験
志方 涼子（PT） 京都府 公益社団法人 京都保健会 京都民医連中央病院

Ⅱ-ニ-7 長期入院患者に対する精神作業療法について　―心とからだの総合診療―
寺山 大貴（OT） 埼玉県 医療法人財団 東京勤労者医療会 みさと協立病院

分科会Ⅲ-イ　［ 回復期④ ］ 分科会会場㋑（会議室 B&C）　16：00～17：10

Ⅲ-イ-1 回復期リハビリ病棟における、無低診の利用患者のまとめ
平野 友久（Dr） 長崎県 社会医療法人健友会 上戸町病院

Ⅲ-イ-2 当院におけるパスバリアンス分析　―的確な入院期間の評価へ向け―
山田 憲人（PT） 神奈川県 横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院

Ⅲ-イ-3 回復期リハビリテーション病棟における基礎疾患以外の薬剤処方の実態
矢田 妙子（Ph） 兵庫県 特定医療法人神戸健康共和会 東神戸病院
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Ⅲ-イ-4 神経障害性疼痛患者に対する表情筋収縮の影響について
～破局的思考に着目して～
秋月 楓（PT） 福岡県 医療法人親仁会 みさき病院 

Ⅲ-イ-5 F&Sは回復期脳卒中患者の歩行自立を判定できるか
芳賀 優輝（PT） 宮城県 公益財団法人 宮城厚生協会 坂総合病院

Ⅲ-イ-6 下肢整形外科疾患患者とメンタルローテーション能力の関連性
越智 学（OT） 大阪府 社会医療法人同仁会 耳原総合病院 

Ⅲ-イ-7 transfer packageを利用した麻痺側上肢の行動変容に向けた取り組み
竹本 龍太（OT） 神奈川県 横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院

分科会Ⅲ-ロ　［ 回復期⑤ ］ 分科会会場㋺（会議室D）　16：00～17：10

Ⅲ-ロ-1 情動を考慮したリハビリテーション　～笑顔を取り戻す～
大部 聖弥（PT） 茨城県 生活協同組合 城南病院

Ⅲ-ロ-2 失語症を呈したアルゼンチン人男性の一例
西尾 あゆみ（ST） 長野県 社会医療法人 健和会 健和会病院

Ⅲ-ロ-3 高次脳機能障害患者への就労を見据えた退院支援について
本田 仁久（SW） 京都府 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院

Ⅲ-ロ-4 重度記憶障害を呈した症例の退院後の役割獲得を意識した「意味のある作業」
板倉 駿（OT） 長野県 長野医療生活協同組合 長野中央病院

Ⅲ-ロ-5 主体性向上に向けて　～集団の場を活かしての関わり～
佐土原 弓佳（OT） 福岡県 健和会 大手町リハビリテーション病院 

Ⅲ-ロ-6 回復期リハビリテーション病棟入院患者のリハビリテーション参加意欲が Barthel 
Indexの変化量に与える影響について
熊谷 諒（PT） 千葉県 社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院

Ⅲ-ロ-7 病院・在宅間の連携に必要なものとは　―Face to Faceの重要性―
堂角田 功士（PT） 兵庫県 神戸健康共和会 東神戸訪問看護ステーションあじさい

分科会Ⅲ-ハ　［ 回復期⑥ ］ 分科会会場㋩（中会議室）　16：00～17：10

Ⅲ-ハ-1 ICU-AW発症後自宅退院に至った一症例　～リハ栄養の視点での介入～
吉田 翔（OT） 石川県 公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院
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Ⅲ-ハ-2 脳梗塞左片麻痺　
起立動作獲得に向けて起立戦略・体重減少に着目をした症例について
古岩井 健三（PT） 長野県 長野医療生活協同組合 長野中央病院

Ⅲ-ハ-3 回復期病棟での栄養サポートの取り組み　―必要栄養量と供給量の差―
原 沙羅（ST） 長野県 上伊那生協病院

Ⅲ-ハ-4 当院回復期リハビリ病棟における FIMと栄養状態の変化について
秋山 竜太（PT） 千葉県 社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院

Ⅲ-ハ-5 介助歩行退院時の転倒リスクにおける環境調整の在り方について
渡部 光莉（PT） 山形県 鶴岡協立リハビリテーション病院

Ⅲ-ハ-6 当院回復期リハビリテーション病棟における転倒転落対策改変後の変化と
今後の課題
廣津 昂（PT） 京都府 公益社団法人 京都保健会 民医連中央病院

Ⅲ-ハ-7 七転八倒どうしてこんなに転ぶの？　～転倒件数減少を目指して～
金子 彩美（Ns） 宮城県 公益財団法人 宮城厚生協会 坂総合病院

分科会Ⅲ-ニ　［ 急性期② ］ 分科会会場㊁（視聴覚研修室）　16：00～17：10

Ⅲ-ニ-1 代謝性疾患管理と知能面の関わり
松土 智加（OT） 山梨県 石和共立病院

Ⅲ-ニ-2 最重症再生不良性貧血後脳出血と脳梗塞を併発した片麻痺幼児　
～動かない手を嫌いにならないで～
渡辺 典子（PT） 秋田県 社会医療法人 明和会 中通総合病院 理学療法室

Ⅲ-ニ-3 地域におけるリハビリ部門の無い急性期病院との連携について
～病院の枠組みを越えて～
柴﨑 隆次（PT） 埼玉県 医療生協さいたま 秩父生協病院

Ⅲ-ニ-4 ライフスタイルに適した排便プログラムの症例
牛込 知子（Ns） 神奈川県 公益財団法人 横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院

Ⅲ-ニ-5 間質性肺炎患者にインターバルトレーニングが運動耐容能改善、
患者指導に有効であった症例
市原 浩靖（PT） 宮崎県 宮崎医療生活協同組合 宮崎生協病院

Ⅲ-ニ-6 フリーアクセス外来における内視鏡下嚥下機能検査の経験
福村 直毅（Dr） 長野県 社会医療法人健和会 健和会病院

Ⅲ-ニ-7 嚥下外来の取り組み　嚥下外来開設の経過報告
牧島 婦二（Ns） 長野県 社会医療法人健和会 健和会病院
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分科会Ⅳ-イ　［ 摂食・嚥下・口腔② ］ 分科会会場㋑（会議室 B&C）　17：20～18：20

Ⅳ-イ-1 当院における嚥下造影検査と嚥下内視鏡検査の比較検討について
原澤 陽二（ST） 群馬県 利根保健生活協同組合 利根中央病院

Ⅳ-イ-2 胃瘻造設患者における嚥下機能評価実施基準の検討
荒畦 実（Dr） 千葉県 船橋二和病院

Ⅳ-イ-3 当院における完全側臥位の終了者及び継続者の一年間のまとめと考察
小熊 真由（ST） 千葉県 船橋二和病院

Ⅳ-イ-4 当院療養病棟における機能歯数が嚥下・ADL・認知機能に及ぼす影響
佐々木 龍弥（OT） 北海道 公益社団法人北海道勤労者医療協会勤医協札幌西区病院

Ⅳ-イ-5 信和会摂食嚥下勉強会「なおいあん（長く・おいしく・安全に）」
―地域に広がれ！世話人達の挑戦
志藤 良子（ST） 京都府 公益社団法人 信和会 介護老人保健施設 茶山のさと

Ⅳ-イ-6 当院での食形態マップの作成に向けて　～介護施設との連携について～
山下 大輔（ST） 長崎県 社会医療法人健友会 上戸町病院

分科会Ⅳ-ロ　［ 生活期② ］ 分科会会場㋺（会議室D）　17：20～18：20

Ⅳ-ロ-1 自宅退院に向けた心理的アプローチの重要性
～退院後訪問から入院中の看護を振り返って～
佐藤 綾（Ns） 宮城県 公益財団法人 宮城厚生協会 坂総合病院

Ⅳ-ロ-2 維持期リハビリの打ち切り問題に関する調査結果
浦田 修（PT） 福岡県 医療法人親仁会 みさき病院

Ⅳ-ロ-3 生活期における脳卒中患者の復職支援の取り組み
長谷川 真基（Dr） 岐阜県 西濃医療生活協同組合 しずさと診療所

Ⅳ-ロ-4 肩関節疾患患者に対するうちわでの運動、自主トレーニングの効果について
稲葉 長彦（PT） 千葉県 社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院付属 

ふたわ診療所 リハビリ科

Ⅳ-ロ-5 右手で箸を使いたい　～両上腕骨骨折患者様の箸動作の獲得に向けて～
星名 杏奈（OT） 新潟県 社会医療法人 新潟勤労者医療協会 下越病院

Ⅳ-ロ-6 外来呼吸器リハビリテーションが塵肺患者の肺機能に与える影響
緒方 勝也（PT） 長崎県 社会医療法人健友会 大浦診療所
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分科会Ⅳ-イ　［ その他② ］ 分科会会場㋩（中会議室）　17：20～18：20

Ⅳ-ハ-1 当院に通っている90歳超の元気じいさん元気ばあさんは、どこが違うのか？
―予備的調査―
白藤 雄五（Dr） 山口県 医療生協健文会 宇部協立病院

Ⅳ-ハ-2 当院における総合診療内科カンファレンスの効果と今後の展望について
荒井 香乃（PT） 千葉県 社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院

Ⅳ-ハ-3 地域包括ケア病棟を経験して
坂口 裕治郎（PT） 神奈川県 医療生協かながわ 戸塚病院

Ⅳ-ハ-4 心臓リハビリテーションにおける患者教育の現状と課題
日比生 耕平（PT） 鹿児島県 鹿児島生協病院

Ⅳ-ハ-5 身体障害を伴った精神疾患患者の退院先
鈴木 翔（PT） 埼玉県 医療法人財団 東京勤労者医療会 みさと協立病院

Ⅳ-ハ-6 廃用症候群問題への対応と教訓
張替 徹（Dr） 新潟県 社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院 リハビリテーション科

分科会Ⅳ-ニ　［ 生活期③ ］ 分科会会場㊁（視聴覚研修室）　17：20～18：20

Ⅳ-ニ-1 当院退院後短期集中訪問リハビリの取り組み（第1報）
三島 佳祐（PT） 島根県 出雲医療生活協同組合 出雲市民リハビリテーション病院

Ⅳ-ニ-2 「自分らしく生活する」を目指して　―COPMを用いた関わり―
海野 愛（OT） 大阪府 生活協同組合ヘルスコープおおさか コープおおさか病院

Ⅳ-ニ-3 訪問リハビリ継続利用2年以上の要介護度認定者における長期的な利用効果
高橋 悠（PT） 群馬県 群馬中央医療生活協同組合 前橋協立病院

Ⅳ-ニ-4 介護報酬改定後の活動と参加の取り組み
金子 伸比古（PT） 埼玉県 医療生協さいたま 熊谷生協病院

Ⅳ-ニ-5 通所リハ（デイケア）における利用者様のQOL向上に向けて
恩地 静己（PT） 和歌山県 和歌山中央医療生活協同組合 和歌山生協病院

Ⅳ-ニ-6 介護職としての通所リハへの関わりについて
伊藤 清美（CW） 岐阜県 西濃医療生活協同組合 しずさと診療所
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ポスターⅠ-A ポスター会場（第2・3セミナー室）　13：20～14：30

Ⅰ-A-1 「とろみ抵抗測定器」を用いたとろみ水の物理的測定の検討
齋藤 真衣（ST） 山形県 庄内医療生活協同組合 鶴岡協立リハビリテーション病院

Ⅰ-A-2 「口からご飯が食べたい」食道亜全摘患者に管理栄養士がかかわって
山口 美奈子（RD） 京都府 公益社団法人 京都民医連第二中央病院

Ⅰ-A-3 当院における嚥下内視鏡検査の導入の経験
鹿沼 優（Dr） 東京都 城南福祉医療協会 大田病院

Ⅰ-A-4 人工呼吸器管理下での嚥下練習
今田 真弓（ST） 大阪府 社会医療法人 同仁会 耳原総合病院 リハビリテーション室

Ⅰ-A-5 間欠的口腔カテーテル栄養法（ IOC）を当院で初めて取り入れることに成功した
その経過と効果
森川 歩（ST） 鳥取県 鳥取生協病院

Ⅰ-A-6 嚥下内視鏡検査のスコア評価法を用いた検討
喜久村 かおり（Dr） 沖縄県 沖縄協同病院

Ⅰ-A-7 スタッフの意識変化への第一歩　～リハビリと患者の栄養管理の必要性を通して～
疋島 香織（Ns） 京都府 京都民医連第二中央病院

Ⅰ-A-8 経鼻経管栄養で回復期リハ病棟に入棟後ただちに経口移行できた2例
山本 ひとみ（Dr） 長野県 社会医療法人健和会 健和会病院 リハビリテーション科

ポスターⅠ-B ポスター会場（第2・3セミナー室）　13：20～14：30

Ⅰ-B-1 高次脳機能障害患者の復職支援の取り組みと今後の課題
鴻上 千恵美（OT） 宮城県 公益財団法人 宮城厚生協会 坂総合病院

Ⅰ-B-2 当院回復期リハビリテーション病棟（一部、一般病棟リハ）における
漢方薬利用の状況と課題
高島 典宏（Dr） 兵庫県 特定医療法人 神戸健康共和会 東神戸病院

Ⅰ-B-3 当院回復期リハビリテーション病棟退院後のアンケート調査　
～介護保険サービスの利用と BIの変化についての考察～
山口 由花（OT） 神奈川県 横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院

Ⅰ-B-4 回復期リハビリテーション病棟における集団作業療法の取り組みと今後の展望
小林 知美（OT） 長野県 上伊那生活協働組合 上伊那生協病院
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Ⅰ-B-5 リハビリテーション病棟を中心に行う地域医療研修
加賀美 理帆（Dr） 茨城県 茨城保健生活協同組合 城南病院

Ⅰ-B-6 回復期リハビリテーション病棟における作業バランスに関する調査
川合 睦（OT） 京都府 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院

Ⅰ-B-7 つながり　～患者様と患者様とスタッフ～
越野 純和（CW） 京都府 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院

ポスターⅡ-A ポスター会場（第2・3セミナー室）　14：40～15：50

Ⅱ-A-1 病院機能評価付加機能（リハビリテーション機能）の受審が職員に及ぼす影響
村上 貴史（PT） 神奈川県 汐田総合病院

Ⅱ-A-2 ここにいてもいいんですか？
～在宅環境に近づけることで穏やかな療養生活を送る～
久保 あゆみ（Ns） 京都府 共益社団法人 京都保健会 京都民医連中央病院

Ⅱ-A-3 退院時薬剤管理指導情報提供書を活用した薬薬連携
濱名 麻衣子（Ph） 京都府 信和会 京都民医連第二中央病院

Ⅱ-A-4 回復期リハビリ病棟における PNSの活用
土谷 咲子（Ns） 青森県 津軽保健生活協同組合 健生病院

Ⅱ-A-5 回復期リハビリテーション病棟における褥瘡のケアとスタッフの関わり
玉那覇 かずみ（Ns） 神奈川県 川崎医療生活協同組合 川崎協同病院

ポスターⅡ-B ポスター会場（第2・3セミナー室）　14：40～15：50

Ⅱ-B-1 作業療法での調理訓練におけるアクシデントの減少への取り組み
川口 将史（OT） 秋田県 社会医療法人 明和会 中通リハビリテーション病院

Ⅱ-B-2 自発性低下へのアプローチをきっかけに、トイレでの排泄が定着した症例
澤口 香奈（OT） 北海道 道南勤医協函館稜北病院

Ⅱ-B-3 膵頭部癌術後の症例についての報告
喜屋武 晃（PT） 沖縄県 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院

Ⅱ-B-4 院内転倒・転落から頭を守るために　～頭部打撲例の診療実態調査から
藤原 大（Dr） 宮城県 公益財団法人 宮城厚生協会 坂総合病院

Ⅱ-B-5 脊椎固定術後の生活指導について　～パンフレット作成～
塚田 ちひろ（PT） 京都府 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院



― 22 ―

Ⅱ-B-6 整形外科病棟における術後回復能力強化プログラム
（ERAS：Enhanced recovery after surgery）の導入と運用について
福意 貴司（Ns） 京都府 京都保健会 京都民医連中央病院

Ⅱ-B-7 リハビリテーション介入時における排痰援助を目的とした
体位ドレナージ実施プロトコル作成と啓蒙への取り組み
川合 功剛（PT） 京都府 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院

ポスターⅢ-A ポスター会場（第2・3セミナー室）　16：00～17：10

Ⅲ-A-1 自宅訪問から見えてきた事
宮川 邦成（PT） 長野県 長野医療生活協同組合 長野中央介護センターつるが 

つるがリハビリセンター

Ⅲ-A-2 集団作業療法の効果と期待
河野 裕敏（OT） 埼玉県 医療生協さいたま生活協同組合 老人保健施設みぬま

Ⅲ-A-3 当院訪問リハビリテーションにおける現状と課題
小林 亮平（PT） 神奈川県 公益財団法人 横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院

Ⅲ-A-4 看護小規模多機能型居宅介護での看取りを経験して　
吉祥院複合型サービスれんげそう
森本 真次（CW） 京都府 京都保健会 吉祥院複合型サービスれんげそう

Ⅲ-A-5 脳梗塞後に離床機会の拡大と共にコミュニケーション能力の改善を認めた一例
安井 真利子（ST） 京都府 医療法人葵会 介護療養型老人保健施設 おおみや葵の郷

ポスターⅢ-B ポスター会場（第2・3セミナー室）　16：00～17：10

Ⅲ-B-1 勤医協在宅グループのリハビリ部門の到達と課題
～勤医協東ショートステイでの実践～
飯尾 紗綾香（PT） 北海道 札幌東勤労者医療福祉協会 勤医協東在宅総合センター

Ⅲ-B-2 当院でのリハビリテーション栄養研究会の取り組みと管理栄養士の役割
真保 亜衣（RD） 兵庫県 特定医療法人 神戸健康共和会 東神戸病院

Ⅲ-B-3 地域包括ケア病棟での強みを活かす取り組み
大森 桂子（Ns） 京都府 京都民医連中央病院

Ⅲ-B-4 地域包括ケア病棟での退院支援を通して
～リハスタッフ間の情報共有から見えてきた課題～
古賀 規子（PT） 京都府 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院
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Ⅲ-B-5 緩和ケア病棟入院患者の全身状態と転帰、リハビリテーション介入について
長谷川 優（PT） 京都府 京都民医連中央病院

Ⅲ-B-6 訪問リハビリテーションに期待すること　～アンケート調査を通じて～
堀口 拓己（OT） 京都府 公益社団法人京都保健会 上京診療所

Ⅲ-B-7 当院のがんリハビリテーションと緩和ケア委員会の関わり
須々木 孝弘（PT） 岡山県 倉敷医療生活協同組合 水島協同病院

ポスターⅣ-A ポスター会場（第2・3セミナー室）　17：20～18：20

Ⅳ-A-1 課題指向型アプローチによる起立・歩行訓練　～バランス能力に着目して～
河本 貴行（PT） 北海道 医療法人道南勤労者医療協会 函館稜北病院

Ⅳ-A-2 片側下腿切断に対して積極的な義足運動療法を行い歩行、家事動作の
再獲得に至った一例
廣田 佳世子（PT） 鳥取県 鳥取生協病院

Ⅳ-A-3 重度嚥下障害のため誤嚥性肺炎を発症したが完全側臥位法により経口摂取を
再獲得し在宅復帰した症例の1年後
松島 得好（Dr） 山形県 庄内医療生活協同組合 鶴岡協立リハビリテーション病院

Ⅳ-A-4 高次脳機能障害を呈し、強い帰宅願望のある症例
―園芸活動を通した作業療法での関わり―
西山 秀美（OT） 宮城県 公益財団法人 宮城厚生協会 長町病院

Ⅳ-A-5 「もう一度家に帰りたい。」　小脳出血性梗塞を乗り越えて
小池 好喬（OT） 東京都 東京勤労者医療会 東葛病院

Ⅳ-A-6 OTの視点から見る重度失語症患者の日常生活動作獲得に向けてのアプローチ方法
関根 勇人（OT） 東京都 東京勤労者医療会 代々木病院

Ⅳ-A-7 意欲向上のキッカケ　～夏祭りイベント開催後の患者の変化を通して～
西村 栄樹（CW） 京都府 京都民医連第二中央病院

ポスターⅣ-B ポスター会場（第2・3セミナー室）　17：20～18：20

Ⅳ-B-1 ドローインエクササイズ効果　～静的・動的パフォーマンス～
玉城 明子（PT） 沖縄県 沖縄医療生活協同組合 中部協同病院

Ⅳ-B-2 当院での介護予防事業への取り組み
笠原 毅（PT） 北海道 医療法人 道南勤医協 函館稜北病院
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Ⅳ-B-3 超音波エコーの併用が有用だった上肢近位部末梢神経障害の経験
冨山 陽介（Dr） 宮城県 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院

Ⅳ-B-4 外来リハビリテーションと精神科デイケアの併用による長期的な支援により
福祉就労に至った重度高次脳機能障害の一症例
楠田 耕平（OT） 京都府 公益社団法人信和会 京都民医連第二中央病院

Ⅳ-B-5 リハビリ拒否のある認知症患者への関わりを通して学んだこと
木幡 憲人（ST） 宮城県 公益財団法人 宮城厚生協会 長町病院

Ⅳ-B-6 介護報酬改定に伴う業務転換への満足度調査
荒井 克仁（PT） 埼玉県 医療生協さいたま 大井協同診療所

Ⅳ-B-7 総合病院精神科における高次脳機能障害者への支援の可能性と課題
近藤 悟（Dr） 京都府 公益社団法人信和会 京都民医連第二中央病院


