
開催日：2020年3月13日（金）・14日（土）

会　場：札幌コンベンションセンター

大会長：橋本　茂樹 （札幌渓仁会リハビリテーション病院 副院長）
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一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会

第 35 回研究大会 in 札幌

会　　　期：2020 年 3 月 13 日（金）・14 日（土）

会　　　場：札幌コンベンションセンター
（札幌市⽩⽯区東札幌 6 条 1 丁⽬ 1-1）

懇親会会場：札幌パークホテル
（札幌市中央区南 10 条西 3 丁⽬ 1 番 1 号）

大　会　長：橋本　茂樹
（札幌渓仁会リハビリテーション病院 副院長）

大会テーマ

Be ambitious
明日にチャレンジ
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「開催のご挨拶」

回復期リハビリテーション病棟協会　第 35 回研究大会 in 札幌

大会長　橋本　茂樹
（札幌渓仁会リハビリテーション病院　副院長）

「回復期リハビリテーション病棟協会　第 35 回研究大会 in 札幌」へのご参加、ご協力、誠に
ありがとうございます。

北海道は、明治になり多くの移住者が来道し、開拓されてきた地です。昨年、松浦武四郎に
よる「北海道」命名 150 周年で、様々なイベントがありました。多くの先人たちが、血と汗を
流し開拓してきた地です。ですがまだ開拓、誕生 150 年程の新しい地です。今回開催させてい
ただく、主管病院となる私たちの病院も今年の６月で開院３年となる新しい病院です。

本大会のテーマは、私たちの思いも込め、そしてこれからの回復期リハビリテーション病棟
に思いをはせ、「Be ambitious 　明日 ( あした ) にチャレンジ」としました。超高齢社会の進展
の中において、医療はさらに効率化が求められます。また、高いアウトカムも同時に要求され
ることになります。それだけではなく、2025 年に向けて地域包括ケアシステムの構築は必須で
す。医療・社会制度のこの転換時、リハビリテーション医療を提供する私たちも真価を問われ
るときです。

回復期リハビリテーションを担う私たちもこの転換期にチャレンジが必要となります。効率
的で、アウトカムをしっかり出せるリハビリテーションへのチャレンジであり、退院した患者
様が退院した後も身体機能と QOL を維持・向上できる「生活の視点でケアするまち作り」（迫
井氏）へのリハビリテーションでの参画は重要です。大いなる志を掲げ、一歩前に進み出ると
きと考えています。

第 35 回研究大会は札幌での開催です。明治初頭にアメリカから渡ってきて、札幌農学校（現
北海道大学）で教鞭をとり多くの有意な人材を育てたクラーク先生の言葉を借り、テーマを「Be 
ambitious　 明日 ( あした ) にチャレンジ」といたしました。

基調講演をはじめ、多くの教育講演（15）や特別企画（3）、チャレンジ企画（シンポジウム）（3）、
委員会企画（7）、ランチョンセミナー（11）をご用意しました。ぜひ自院の、そしてご自身の
明日へのチャレンジのためにご活用いただければ幸いです。

そして北海道は美味しいものの宝庫です。ぜひ舌鼓をならし北海道を堪能してください。新
千歳空港に降り立った時から、皆さんにご満足いただけるものをと思っています。今後、公式
フェースブックに順次お店をご紹介していきます。大会会場でも、ご参加される皆様に、心か
らの感謝を込めておもてなしの準備をしております。

3 月の北海道は寒さも緩み始めますが、本州の方にはまだまだ寒い環境です。温かいこころ
で札幌にて皆様をお待ちしております。

北海道へ、そして札幌へ、ようこそ。
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交通アクセス
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会場案内図
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開会式

大会長講演

基調講演
会長

委員会企画
栄養委員会

特別講演Ⅰ

懇親会　会場18：30　開演19：00　会場：パークホテル

特別企画2
シンポジウム1

口述演題 5-1
22）チーム

O-5-1-01~07
座長：宇野　みどり

（伊予病院）

口述演題 6-1
16）退院前後
O-6-1-01~07
座長：村山　信子
（時計台記念病院）

口述演題 5-2
22）チーム

O-5-2-01~07
座長：後藤　悠人

（東京湾岸リハビリテーション病院）

口述演題 5-3
22）チーム

O-5-3-01~07
座長：松嶋　文子

（藤田医科大学七栗記念病院）

ADL 改善に役立つ栄養ケアへのチャレンジ！
 ～体重と ADL のふか～い関係～

先駆の病院運営をまなぶ 
病棟運営の秘訣…

キーワード：チーム医療、
FIM 効率、地域連携

小蔵　要司
（恵寿総合病院）

委員会企画
医療安全委員会

感染対策へのチャレンジ！
山本　美紀（熊本機能病院）
畠中　めぐみ（森之宮病院）

委員会企画
看護介護委員会

回復期リハビリテーション
看護・介護の取り組み発信！

一宮　禎美
（NTT 東日本伊豆病院）

委員会企画
PT・OT・ST委員会

回復期リハビリテーション病棟と
地域包括ケア病棟（床）の意義と役割

座長：小泉　幸毅
（PTOTST 委員会委員）

割石　高史（JCHO 湯布院病院）
角田　賢（錦海リハビリテーション病院）

田中　直次郎
（西広島リハビリテーション病院）

菅原　英和
（初台リハビリテーション病院）

坂田　祥子
（東京湾岸リハビリテーション病院）

座長：園田　茂
（藤田医科大学 七栗記念病院）

医療がアートする
－その現場はどう変わるか－

蓮見　孝
（札幌市立大学・筑波大学）

座長：橋本　茂樹
（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

教育講演1
豊かな生活への視点

―その先にある看護の技―
栗生田　友子

（埼玉医科大学）
座長：一宮　禎美

（NTT 東日本伊豆病院）

ランチョンセミナー1
てんかん診療におけるリハビリ

テーションスタッフの役割
退院支援イノベーションを支えるシステム

髙橋　明
（札幌美しが丘脳神経外科病院）

座長：橋本　茂樹
（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

教育講演2
脳卒中リハビリテーションにおける ADL 再考

Revisit ADL in stroke rehabilitation
才藤　栄一

（藤田医科大学）
座長：宮井　一郎

（森之宮病院）

教育講演3
回復期からの職場復帰・職業復帰へのアプローチ

～その課題とその対応への方向性～
佐伯　覚

（産業医科大学医学部）
座長：花山　耕三

（川崎医科大学附属病院）

教育講演4
脳卒中で入院した看護師から見た

回復期リハビリテーション病棟
服部　あゆみ

（特別養護老人ホーム やすらぎの苑）
座長：寺山　みのり

（近森リハビリテーション病院）

教育講演6
生きる力を引き出す

～回復期でのリハのあり方
長谷川　幹

（三軒茶屋内科リハビリテーションクリニック）
座長：伊佐地　隆

（筑波記念病院）

教育講演5
失語のみかた：

よりよいリハビリテーションのために
大槻　美佳

（北海道大学医学部大学院）
座長：山本　恵仙

（熊本託麻台リハビリテーション病院）

教育講演A
脳外傷による高次脳機能障害者の

在宅での問題点から見た退院支援のあり方
生駒　一憲

（北海道大学病院）
座長：角田　賢

（錦海リハビリテーション病院）

委員会企画
研修委員会

退院後の明日を支援する回復期リハ病棟
～カンファレンスの充実にチャレンジ～

共催：エーザイ株式会社

ランチョンセミナー2
下部尿路機能障害に対する

リハビリテーション・ケアの重要性
とセラピストの役割

今西　里佳
（新潟医療福祉大学）
座長：大科　宣子

（日本コンチネンス協会北海道支部）
共催：株式会社大塚製薬工場

ランチョンセミナー4
回復期リハビリテーション病棟における

栄養ケアの基礎と実践－脳卒中患者を中心に－
西岡　心大

（長崎リハビリテーション病院）
座長：吉村　芳弘

（熊本リハビリテーション病院）
共催：ネスレ日本株式会社

ランチョンセミナー8
片麻痺患者のより良い歩行練習とは何か

―ウェルウォークの特徴と可能性―
平野　哲

（藤田医科大学医学部）
座長：小川　太郎

（札幌渓仁会リハビリテーション病院）
共催：トヨタ自動車株式会社

ランチョンセミナー7
地域の排泄ケア改善の出発点は急性期、

そして回復期病院から
菊地　　湖（東北労災病院）
高橋　良輔（総合せき損センター）

座長：関戸　哲利
（東邦大学医療センター大橋病院）
共催：コロプラスト株式会社

ランチョンセミナー6
スマートリハ室の紹介とその回復期

リハビリテーション病棟での活用
赤星　和人

（慶應義塾大学医学部）
座長：近藤　国嗣

（東京湾岸リハビリテーション病院）
共催：インターリハ株式会社

ランチョンセミナー5
脳卒中ニューロリハビリテーションの

理論・エビデンス・臨床
道免　和久

（兵庫医科大学）
座長：蜂須賀　研二

（九州労災病院）
共催：帝人ファーマ株式会社

ランチョンセミナー3
脊髄損傷患者に対する新しい

幹細胞製剤（再生医療等製品）
本望　修

（札幌医科大学医学部）
座長：横串　算敏

（渓仁会札幌リハビリテーション病院）
共催：ニプロ株式会社

口述演題 5-4
22）チーム

O-5-4-01~07
座長：磯部　香奈子

（船橋市立リハビリテーション病院）

口述演題 5-5
22）チーム

O-5-5-01~07
座長：歌津　和人

（船橋市立リハビリテーション病院）

口述演題 6-2
1）疾病

O-6-2-01~07
座長：松本　茂男

（あおもり協立病院）

口述演題 6-3
1）疾病

O-6-3-01~07
座長：佐土根　朗

（十勝リハビリテーションセンター）

口述演題 6-4
1）疾病

O-6-4-01~07

口述演題 6-5
26）その他

O-6-5-01~06
座長：天野　純子

（アマノリハビリテーション病院）

口述演題 7-1
21）外来リハ
O-7-1-01~07
座長：開米　亮太

（大川原脳神経外科病院）

口述演題 8-1
05）栄養

O-8-1-01~07
座長：竹腰　加奈子

（藤田医科大学七栗記念病院）

口述演題 9-1
17）家族

O-9-1-01~07
座長：丸居　夕利佳

（日本理学療法士協会）

口述演題 10-1
17）家族

O-10-1-01~07
座長：野宮　崇生
（中村記念南病院）

口述演題 11-1
20）教育

O-11-1-01~06
座長：桂　律也
（クラーク病院）

口述演題 12-1
20）教育

O-12-1-01~06
座長：岡村　奈保

（近森リハビリテーション病院）

口述演題 13-1
20）教育

O-13-1-01~06
座長：竹内　茂伸

（錦海リハビリテーション病院）

口述演題 13-2
06）認知

O-13-2-01~07
座長：畑中　洋
（苫小牧東病院）

口述演題 13-3
06）認知

O-13-3-01~06
座長：新内　いずみ

（初台リハビリテーション病院）

口述演題 13-4
06）認知

O-13-4-01~06
座長：照屋　益美

（沖縄リハビリテーションセンター病院）

口述演題 13-5
06）認知

O-13-5-01~06
座長：森　純子
（筑波記念病院）

口述演題 12-2
04）摂食

O-12-2-01~07
座長：椎名　英貴

（森之宮病院）

口述演題 12-3
04）摂食

O-12-3-01~07
座長：川崎　あゆみ

（船橋市立リハビリテーション病院）

口述演題 12-4
04）摂食

O-12-4-01~07

口述演題 12-5
20）教育

O-12-5-01~07
座長：松本　美幸
（熊本機能病院）

口述演題 11-2
02）転倒

O-11-2-01~07
座長：杉　優子

（川崎医科大学附属病院）

口述演題 11-3
02）転倒

O-11-3-01~07
座長：三宮　克彦
（熊本機能病院）

口述演題 11-4
02）転倒

O-11-4-01~07
座長：飯野　和徳
（筑波記念病院）

口述演題 11-5
02）転倒

O-11-5-01~07
座長：桂　賢一
（熊本機能病院）

口述演題 10-2
17）家族

O-10-2-01~07
座長：新和　なつみ

（錦海リハビリテーション病院）

口述演題 10-3
17）家族

O-10-3-01~07
座長：永見　茜

（西広島リハビリテーション病院）

口述演題 10-4
17）家族

O-10-4-01~07
座長：𠮷川　直子

（西宮協立リハビリテーション病院）

口述演題 10-5
17）家族

O-10-5-01~07
座長：早川　麻依子

（鵜飼リハビリテーション病院）

口述演題 9-2
11）ADL

O-9-2-01~07

口述演題 9-3
11）ADL

O-9-3-01~07
座長：市村　公

（八尾はぁとふる病院）

口述演題 9-4
11）ADL

O-9-4-01~07

口述演題 9-5
11）ADL

O-9-5-01~07
座長：石澤　郁美

（十勝リハビリテーションセンター）

口述演題 8-2
05）栄養

O-8-2-01~07
座長：漆原　真姫

（やわたメディカルセンター）

口述演題 8-3
05）栄養

O-8-3-01~07
座長：木崎　恵梨子

（東京湾岸リハビリテーション病院）

口述演題 8-4
05）栄養

O-8-4-01~07
座長：影山　典子

（西広島リハビリテーション病院）

口述演題 8-5
05）栄養

O-8-5-01~07
座長：西岡　心大

（長崎リハビリテーション病院）

口述演題 7-2
7）高次脳

O-7-2-01~07
座長：宮崎　彰子

（川崎医科大学附属病院）

口述演題 7-3
7）高次脳

O-7-3-01~07
座長：杉　正明

（時計台記念病院）

口述演題 7-4
7）高次脳

O-7-4-01~07
座長：阿部　信之

（いわてリハビリテーションセンター）

口述演題 7-5
26）その他

O-7-5-01~06
座長：下村　康氏

（藤田医科大学七栗記念病院）

8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

第1会場
（大ホール2/3AB）

第3会場
（特別会議場）

第4会場
（中ホールA）

第5会場
（中ホールB）

第6会場
（101会議室）

第7会場
（102会議室）

1日目 3月13日（金）【大会プログラム　講演・オーラルセッション】

8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

第9会場
（小ホール）

第10会場
（204会議室）

第11会場
（206会議室）

第12会場
（207会議室）

第13会場
（201+202会議室）

第8会場
（104+105会議室）

Be ambitious 明日にチャレンジ～札幌からの発信・・何ができるか～
橋本　茂樹（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

座長：渡邊　進（社会医療法人 寿量会 熊本機能病院）

地域共生社会における回復期、チームでチャレンジ
三橋　尚志（京都大原記念病院・回復期リハビリテーション病棟協会）

座長：橋本　茂樹（札幌渓仁会リハビリテーション病院）
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開会式

大会長講演

基調講演
会長

委員会企画
栄養委員会

特別講演Ⅰ

懇親会　会場18：30　開演19：00　会場：パークホテル

特別企画2
シンポジウム1

口述演題 5-1
22）チーム

O-5-1-01~07
座長：宇野　みどり

（伊予病院）

口述演題 6-1
16）退院前後
O-6-1-01~07
座長：村山　信子
（時計台記念病院）

口述演題 5-2
22）チーム

O-5-2-01~07
座長：後藤　悠人

（東京湾岸リハビリテーション病院）

口述演題 5-3
22）チーム

O-5-3-01~07
座長：松嶋　文子

（藤田医科大学七栗記念病院）

ADL 改善に役立つ栄養ケアへのチャレンジ！
 ～体重と ADL のふか～い関係～

先駆の病院運営をまなぶ 
病棟運営の秘訣…

キーワード：チーム医療、
FIM 効率、地域連携

小蔵　要司
（恵寿総合病院）

委員会企画
医療安全委員会

感染対策へのチャレンジ！
山本　美紀（熊本機能病院）
畠中　めぐみ（森之宮病院）

委員会企画
看護介護委員会

回復期リハビリテーション
看護・介護の取り組み発信！

一宮　禎美
（NTT 東日本伊豆病院）

委員会企画
PT・OT・ST委員会

回復期リハビリテーション病棟と
地域包括ケア病棟（床）の意義と役割

座長：小泉　幸毅
（PTOTST 委員会委員）

割石　高史（JCHO 湯布院病院）
角田　賢（錦海リハビリテーション病院）

田中　直次郎
（西広島リハビリテーション病院）

菅原　英和
（初台リハビリテーション病院）

坂田　祥子
（東京湾岸リハビリテーション病院）

座長：園田　茂
（藤田医科大学 七栗記念病院）

医療がアートする
－その現場はどう変わるか－

蓮見　孝
（札幌市立大学・筑波大学）

座長：橋本　茂樹
（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

教育講演1
豊かな生活への視点

―その先にある看護の技―
栗生田　友子

（埼玉医科大学）
座長：一宮　禎美

（NTT 東日本伊豆病院）

ランチョンセミナー1
てんかん診療におけるリハビリ

テーションスタッフの役割
退院支援イノベーションを支えるシステム

髙橋　明
（札幌美しが丘脳神経外科病院）

座長：橋本　茂樹
（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

教育講演2
脳卒中リハビリテーションにおける ADL 再考

Revisit ADL in stroke rehabilitation
才藤　栄一

（藤田医科大学）
座長：宮井　一郎

（森之宮病院）

教育講演3
回復期からの職場復帰・職業復帰へのアプローチ

～その課題とその対応への方向性～
佐伯　覚

（産業医科大学医学部）
座長：花山　耕三

（川崎医科大学附属病院）

教育講演4
脳卒中で入院した看護師から見た

回復期リハビリテーション病棟
服部　あゆみ

（特別養護老人ホーム やすらぎの苑）
座長：寺山　みのり

（近森リハビリテーション病院）

教育講演6
生きる力を引き出す

～回復期でのリハのあり方
長谷川　幹

（三軒茶屋内科リハビリテーションクリニック）
座長：伊佐地　隆

（筑波記念病院）

教育講演5
失語のみかた：

よりよいリハビリテーションのために
大槻　美佳

（北海道大学医学部大学院）
座長：山本　恵仙

（熊本託麻台リハビリテーション病院）

教育講演A
脳外傷による高次脳機能障害者の

在宅での問題点から見た退院支援のあり方
生駒　一憲

（北海道大学病院）
座長：角田　賢

（錦海リハビリテーション病院）

委員会企画
研修委員会

退院後の明日を支援する回復期リハ病棟
～カンファレンスの充実にチャレンジ～

共催：エーザイ株式会社

ランチョンセミナー2
下部尿路機能障害に対する

リハビリテーション・ケアの重要性
とセラピストの役割

今西　里佳
（新潟医療福祉大学）
座長：大科　宣子

（日本コンチネンス協会北海道支部）
共催：株式会社大塚製薬工場

ランチョンセミナー4
回復期リハビリテーション病棟における

栄養ケアの基礎と実践－脳卒中患者を中心に－
西岡　心大

（長崎リハビリテーション病院）
座長：吉村　芳弘

（熊本リハビリテーション病院）
共催：ネスレ日本株式会社

ランチョンセミナー8
片麻痺患者のより良い歩行練習とは何か

―ウェルウォークの特徴と可能性―
平野　哲

（藤田医科大学医学部）
座長：小川　太郎

（札幌渓仁会リハビリテーション病院）
共催：トヨタ自動車株式会社

ランチョンセミナー7
地域の排泄ケア改善の出発点は急性期、

そして回復期病院から
菊地　　湖（東北労災病院）
高橋　良輔（総合せき損センター）

座長：関戸　哲利
（東邦大学医療センター大橋病院）
共催：コロプラスト株式会社

ランチョンセミナー6
スマートリハ室の紹介とその回復期

リハビリテーション病棟での活用
赤星　和人

（慶應義塾大学医学部）
座長：近藤　国嗣

（東京湾岸リハビリテーション病院）
共催：インターリハ株式会社

ランチョンセミナー5
脳卒中ニューロリハビリテーションの

理論・エビデンス・臨床
道免　和久

（兵庫医科大学）
座長：蜂須賀　研二

（九州労災病院）
共催：帝人ファーマ株式会社

ランチョンセミナー3
脊髄損傷患者に対する新しい

幹細胞製剤（再生医療等製品）
本望　修

（札幌医科大学医学部）
座長：横串　算敏

（渓仁会札幌リハビリテーション病院）
共催：ニプロ株式会社

口述演題 5-4
22）チーム

O-5-4-01~07
座長：磯部　香奈子

（船橋市立リハビリテーション病院）

口述演題 5-5
22）チーム

O-5-5-01~07
座長：歌津　和人

（船橋市立リハビリテーション病院）

口述演題 6-2
1）疾病

O-6-2-01~07
座長：松本　茂男

（あおもり協立病院）

口述演題 6-3
1）疾病

O-6-3-01~07
座長：佐土根　朗

（十勝リハビリテーションセンター）

口述演題 6-4
1）疾病

O-6-4-01~07

口述演題 6-5
26）その他

O-6-5-01~06
座長：天野　純子

（アマノリハビリテーション病院）

口述演題 7-1
21）外来リハ
O-7-1-01~07
座長：開米　亮太

（大川原脳神経外科病院）

口述演題 8-1
05）栄養

O-8-1-01~07
座長：竹腰　加奈子

（藤田医科大学七栗記念病院）

口述演題 9-1
17）家族

O-9-1-01~07
座長：丸居　夕利佳

（日本理学療法士協会）

口述演題 10-1
17）家族

O-10-1-01~07
座長：野宮　崇生
（中村記念南病院）

口述演題 11-1
20）教育

O-11-1-01~06
座長：桂　律也
（クラーク病院）

口述演題 12-1
20）教育

O-12-1-01~06
座長：岡村　奈保

（近森リハビリテーション病院）

口述演題 13-1
20）教育

O-13-1-01~06
座長：竹内　茂伸

（錦海リハビリテーション病院）

口述演題 13-2
06）認知

O-13-2-01~07
座長：畑中　洋
（苫小牧東病院）

口述演題 13-3
06）認知

O-13-3-01~06
座長：新内　いずみ

（初台リハビリテーション病院）

口述演題 13-4
06）認知

O-13-4-01~06
座長：照屋　益美

（沖縄リハビリテーションセンター病院）

口述演題 13-5
06）認知

O-13-5-01~06
座長：森　純子
（筑波記念病院）

口述演題 12-2
04）摂食

O-12-2-01~07
座長：椎名　英貴

（森之宮病院）

口述演題 12-3
04）摂食

O-12-3-01~07
座長：川崎　あゆみ

（船橋市立リハビリテーション病院）

口述演題 12-4
04）摂食

O-12-4-01~07

口述演題 12-5
20）教育

O-12-5-01~07
座長：松本　美幸
（熊本機能病院）

口述演題 11-2
02）転倒

O-11-2-01~07
座長：杉　優子

（川崎医科大学附属病院）

口述演題 11-3
02）転倒

O-11-3-01~07
座長：三宮　克彦
（熊本機能病院）

口述演題 11-4
02）転倒

O-11-4-01~07
座長：飯野　和徳
（筑波記念病院）

口述演題 11-5
02）転倒

O-11-5-01~07
座長：桂　賢一
（熊本機能病院）

口述演題 10-2
17）家族

O-10-2-01~07
座長：新和　なつみ

（錦海リハビリテーション病院）

口述演題 10-3
17）家族

O-10-3-01~07
座長：永見　茜

（西広島リハビリテーション病院）

口述演題 10-4
17）家族

O-10-4-01~07
座長：𠮷川　直子

（西宮協立リハビリテーション病院）

口述演題 10-5
17）家族

O-10-5-01~07
座長：早川　麻依子

（鵜飼リハビリテーション病院）

口述演題 9-2
11）ADL

O-9-2-01~07

口述演題 9-3
11）ADL

O-9-3-01~07
座長：市村　公

（八尾はぁとふる病院）

口述演題 9-4
11）ADL

O-9-4-01~07

口述演題 9-5
11）ADL

O-9-5-01~07
座長：石澤　郁美

（十勝リハビリテーションセンター）

口述演題 8-2
05）栄養

O-8-2-01~07
座長：漆原　真姫

（やわたメディカルセンター）

口述演題 8-3
05）栄養

O-8-3-01~07
座長：木崎　恵梨子

（東京湾岸リハビリテーション病院）

口述演題 8-4
05）栄養

O-8-4-01~07
座長：影山　典子

（西広島リハビリテーション病院）

口述演題 8-5
05）栄養

O-8-5-01~07
座長：西岡　心大

（長崎リハビリテーション病院）

口述演題 7-2
7）高次脳

O-7-2-01~07
座長：宮崎　彰子

（川崎医科大学附属病院）

口述演題 7-3
7）高次脳

O-7-3-01~07
座長：杉　正明

（時計台記念病院）

口述演題 7-4
7）高次脳

O-7-4-01~07
座長：阿部　信之

（いわてリハビリテーションセンター）

口述演題 7-5
26）その他

O-7-5-01~06
座長：下村　康氏

（藤田医科大学七栗記念病院）

8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

第1会場
（大ホール2/3AB）

第3会場
（特別会議場）

第4会場
（中ホールA）

第5会場
（中ホールB）

第6会場
（101会議室）

第7会場
（102会議室）

1日目 3月13日（金）【大会プログラム　講演・オーラルセッション】

8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

第9会場
（小ホール）

第10会場
（204会議室）

第11会場
（206会議室）

第12会場
（207会議室）

第13会場
（201+202会議室）

第8会場
（104+105会議室）

Be ambitious 明日にチャレンジ～札幌からの発信・・何ができるか～
橋本　茂樹（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

座長：渡邊　進（社会医療法人 寿量会 熊本機能病院）

地域共生社会における回復期、チームでチャレンジ
三橋　尚志（京都大原記念病院・回復期リハビリテーション病棟協会）

座長：橋本　茂樹（札幌渓仁会リハビリテーション病院）
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診療報酬
大討論

特別講演Ⅲ
これからの回復期リハ病棟の

スタッフに望むこと
石川　誠

（医療法人社団 輝生会）
座長：三橋　尚志
（京都大原記念病院）

教育講演B
半側空間無視ーその多様性を

理解し新しいアプローチを考えるー
石合　純夫

（札幌医科大学医学部）
座長：井手　睦

（聖マリアヘルスケアセンター）

教育講演7
障害者の障害受容と

現場での心へのアプローチ
南雲　直二

座長：大井  清文
（いわてリハビリテーションセンター）

教育講演10
食支援時の臨床倫理と

責任・リスク
金沢　英哲

（浜松市立リハビリテーション病院）
座長：菅原　英和

（初台リハビリテーション病院）

スーパーレクチャー
実学としての回復期リハビリ
テーション医学・医療の実践

―脳卒中を中心にー

近藤　国嗣
（東京湾岸リハビリテーション病院）

座長：鵜飼  泰光
（鵜飼リハビリテーション病院）特別企画１特別講演Ⅱ

これからの回復期リハ病棟の
あり方への、行政からの提案

座長：水間　正澄
（医療法人社団 輝生会）
座長：橋本　茂樹

（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

委員会企画
保険調査委員会

回復期リハビリテーション病棟
2018 年度全国実態調査報告

筧　淳夫
（工学院大学建築学部）

特別企画3
FIM講習会

みんなで FIM に
チャレンジ

（基礎編）３時間

大田　哲生
（旭川医科大学病院）

呂　隆徳
（旭川医科大学病院）

佐藤　聖
（旭川医科大学病院）

委員会企画
ソーシャルワーカー委員会
回復期リハビリテーション病棟に

おける身寄りのない方への支援
～知っておくべきこと、
考えておくべきこと～

チャレンジ企画
シンポジウム2

上肢麻痺へのチャレンジ…
機能と ADL 改善へ、
もう一歩進むために
座長：田宮　高道

（大川原脳神経外科病院）
座長：竹林　崇

（大阪府立大学地域保健学域
総合リハビリテーション学類）

チャレンジ企画
シンポジウム3

在宅への能力・QOL 向上の
ためのソフトランデイング

へのチャレンジ
座長：梅津　祐一

（小倉リハビリテーション病院）

チャレンジ企画
シンポジウム4

口腔ケアへのチャレンジ･･
歯科衛生士の回復期リハ病棟での

チャレンジ…全国アンケート
座長：藤田　正明

（伊予病院）
座長：飯泉　智子

（北海道医療大学）

閉会式

教育講演8
回復期リハでの認知症の

患者さんとの笑顔の関係づくり
山口　晴保

（浴風会 認知症介護研究・研修東京センター）
座長：天野　純子

（アマノリハビリテーション病院）

教育講演9
ニューロリハビリテーションに
基づいた FES やロボットの活用

松元　秀次
（日本医科大学）

座長：髙橋  博達
（浜松市リハビリテーション病院）

教育講演11
歩行速度を高めるために

- 回復期で求められる Outcome-
大畑　光司

（京都大学大学院）
座長：斉藤　秀之

（日本理学療法士協会）

教育講演13
回復期における活動向上の

ための基本システム
大高　洋平

（藤田医科大学医学部）
座長：渡邊　進
（熊本機能病院）

教育講演12
脳損傷者の自動車運転再開

～評価と可否について～
加藤　徳明

（大分リハビリテーション病院）
座長：佐藤　浩二

（藤田医科大学医学部）

ランチョンセミナー9
装具療法革命　in 札幌

～ロボットとは違う “GS Knee” ～
座長：安齊　秀伸
（藤倉化成株式会社）

共催：藤倉化成株式会社

ランチョンセミナー10
痙縮の軽減で終わらせない

リハビリテーション治療

座長：田丸　司
（偕行会リハビリテーション病院）

佐々木　信幸
（東京慈恵会医科大学附属第三病院）

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

ランチョンセミナー11
回復期でさらなる機能改善を
目指す多職種サルコペニア

対策と医科歯科連携

座長：橋本　茂樹
（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

吉村　芳弘
（熊本リハビリテーション病院）

共催：株式会社クリニコ

口述演題 5-6
22）チーム

O-5-6-01~07
座長：大川原　淳

（大川原脳神経外科病院）

口述演題 6-6
09）体力

O-6-6-01~07
座長：竹内　優太
（鶴巻温泉病院）

口述演題 7-6
13）排泄

O-7-6-01~07

口述演題 8-6
14）質

O-8-6-01~07
座長：徳永　誠
（熊本機能病院）

口述演題 9-6
11）ADL

O-9-6-01~07
座長：阿部　正之

（十勝リハビリテーションセンター）

口述演題 10-6
17）家族

O-10-6-01~07
座長：井手　伸二

（長崎リハビリテーション病院）

口述演題 11-7
10）歩行

O-11-6-01~07
座長：安村　広之

（近森リハビリテーション病院）

口述演題 12-6
19）地域

O-12-6-01~07
座長：森川　純

（京都大原記念病院）

口述演題 13-6
3）機能障害

O-13-6-01~07
座長：高谷　了
（星が浦病院）

口述演題 13-7
25）先端

O-13-7-01~06
座長：濱崎　寛臣
（熊本機能病院）

口述演題 13-8
25）先端

O-13-8-01~06
座長：牧　芳昭

（鵜飼リハビリテーション病院）

口述演題 13-9
25）先端

O-13-9-01~06
座長：井上　靖悟

（東京湾岸リハビリテーション病院）

口述演題 13-10
25）先端

O-13-10-01~06
座長：鎌田　康広
（中村記念南病院）

口述演題 12-7
12）QOL

O-12-7-01~06
座長：内野　康一
（熊本機能病院）

口述演題 12-8
12）QOL

O-12-8-01~06
座長：中島　一貴
（熊本機能病院）

口述演題 12-9
12）QOL

O-12-9-01~06
座長：新井山　欣也

（初台リハビリテーション病院）

口述演題 12-10
12）QOL

O-12-10-01~07
座長：宮下　徹也

（星が浦病院）

口述演題 11-7
10）歩行

O-11-7-01~07
座長：松永　敏江

（熊本機能病院）

口述演題 11-8
10）歩行

O-11-8-01~07
座長：原　大樹

（錦海リハビリテーション病院）

口述演題 11-9
10）歩行

O-11-9-01~07
座長：稲田　亭

（旭川リハビリテーション病院）

口述演題 11-10
10）歩行

O-11-10-01~06

口述演題 10-7
17）家族

O-10-7-01~07
座長：森河　琴美

（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

口述演題 10-8
17）家族

O-10-8-01~07
座長：藤井　由記代

（森之宮病院）

口述演題 10-9
17）家族

O-10-9-01~06
座長：阿部　里子

（千葉リハビリテーションセンター）

口述演題 10-10
17）家族

O-10-10-01~07
座長：鈴木　郁子

（旭川リハビリテーション病院）

口述演題 9-7
11）ADL

O-9-7-01~07
座長：有田　たまき

（旭川リハビリテーション病院）

口述演題 9-8
11）ADL

O-9-8-01~07
座長：池田　隼也

（鵜飼リハビリテーション病院）

口述演題 8-7
14）質

O-8-7-01~07
座長：長山　悦子

（いわてリハビリテーションセンター）

口述演題 8-8
14）質

O-8-8-01~07
座長：橋本　恵

（やわたメディカルセンター）

口述演題 8-9
14）質

O-8-9-01~07
座長：飯塚　陽
（筑波記念病院）

口述演題 8-10 
14）質

O-8-10-01~07
座長：前野　春香

（コミュニティーホーム白石）

口述演題 7-8
24）セラマネ
O-7-8-01~07

座長：伊東　由美子
（長崎リハビリテーション病院）

口述演題 7-9
24）セラマネ
O-7-9-01~07
座長：柴田　徹
（森之宮病院）

口述演題 7-10
26）その他

O-7-10-01~06
座長：千田　幹子

（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

口述演題 7-7
13）排泄

O-7-7-01~07
座長：畑中　美穂

（船橋市立リハビリテーション病院）

口述演題 6-7
09）体力

O-6-7-01~07
座長：山下　知映

（西宮協立リハビリテーション病院）

口述演題 6-8
23）病棟マネ
O-6-8-01~07
座長：小松　久代

（鵜飼リハビリテーション病院）

口述演題 6-9
23）病棟マネ
O-6-9-01~07

口述演題 6-10
08）心理

O-6-10-01~07
座長：大串　幹

（兵庫県立リハビリテーション中央病院）

口述演題 5-7
22）チーム

O-5-7-01~07
座長：光増　智

（中村記念南病院）

口述演題 5-8
22）チーム

O-5-8-01~07

口述演題 5-9
05）栄養

O-5-9-01~07
座長：岡村　寛子

（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

2日目 3月14日（土）【大会プログラム　講演・オーラルセッション】

8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

第9会場
（小ホール）

第10会場
（204会議室）

第11会場
（206会議室）

第12会場
（207会議室）

第13会場
（201+202会議室）

第1会場
（大ホール1/3A）

第2会場
（大ホール1/3B）

第3会場
（特別会議場）

第4会場
（中ホールA）

第5会場
（中ホールB）

第6会場
（101会議室）

第9会場
（小ホール）

第10会場
（204会議室）

第11会場
（206会議室）

第12会場
（207会議室）

第13会場
（201+202会議室）

第8会場
（104+105会議室）

第7会場
（102会議室）
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診療報酬
大討論

特別講演Ⅲ
これからの回復期リハ病棟の

スタッフに望むこと
石川　誠

（医療法人社団 輝生会）
座長：三橋　尚志
（京都大原記念病院）

教育講演B
半側空間無視ーその多様性を

理解し新しいアプローチを考えるー
石合　純夫

（札幌医科大学医学部）
座長：井手　睦

（聖マリアヘルスケアセンター）

教育講演7
障害者の障害受容と

現場での心へのアプローチ
南雲　直二

座長：大井  清文
（いわてリハビリテーションセンター）

教育講演10
食支援時の臨床倫理と

責任・リスク
金沢　英哲

（浜松市立リハビリテーション病院）
座長：菅原　英和

（初台リハビリテーション病院）

スーパーレクチャー
実学としての回復期リハビリ
テーション医学・医療の実践

―脳卒中を中心にー

近藤　国嗣
（東京湾岸リハビリテーション病院）

座長：鵜飼  泰光
（鵜飼リハビリテーション病院）特別企画１特別講演Ⅱ

これからの回復期リハ病棟の
あり方への、行政からの提案

座長：水間　正澄
（医療法人社団 輝生会）
座長：橋本　茂樹

（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

委員会企画
保険調査委員会

回復期リハビリテーション病棟
2018 年度全国実態調査報告

筧　淳夫
（工学院大学建築学部）

特別企画3
FIM講習会

みんなで FIM に
チャレンジ

（基礎編）３時間

大田　哲生
（旭川医科大学病院）

呂　隆徳
（旭川医科大学病院）

佐藤　聖
（旭川医科大学病院）

委員会企画
ソーシャルワーカー委員会
回復期リハビリテーション病棟に

おける身寄りのない方への支援
～知っておくべきこと、
考えておくべきこと～

チャレンジ企画
シンポジウム2

上肢麻痺へのチャレンジ…
機能と ADL 改善へ、
もう一歩進むために
座長：田宮　高道

（大川原脳神経外科病院）
座長：竹林　崇

（大阪府立大学地域保健学域
総合リハビリテーション学類）

チャレンジ企画
シンポジウム3

在宅への能力・QOL 向上の
ためのソフトランデイング

へのチャレンジ
座長：梅津　祐一

（小倉リハビリテーション病院）

チャレンジ企画
シンポジウム4

口腔ケアへのチャレンジ･･
歯科衛生士の回復期リハ病棟での

チャレンジ…全国アンケート
座長：藤田　正明

（伊予病院）
座長：飯泉　智子

（北海道医療大学）

閉会式

教育講演8
回復期リハでの認知症の

患者さんとの笑顔の関係づくり
山口　晴保

（浴風会 認知症介護研究・研修東京センター）
座長：天野　純子

（アマノリハビリテーション病院）

教育講演9
ニューロリハビリテーションに
基づいた FES やロボットの活用

松元　秀次
（日本医科大学）

座長：髙橋  博達
（浜松市リハビリテーション病院）

教育講演11
歩行速度を高めるために

- 回復期で求められる Outcome-
大畑　光司

（京都大学大学院）
座長：斉藤　秀之

（日本理学療法士協会）

教育講演13
回復期における活動向上の

ための基本システム
大高　洋平

（藤田医科大学医学部）
座長：渡邊　進
（熊本機能病院）

教育講演12
脳損傷者の自動車運転再開

～評価と可否について～
加藤　徳明

（大分リハビリテーション病院）
座長：佐藤　浩二

（藤田医科大学医学部）

ランチョンセミナー9
装具療法革命　in 札幌

～ロボットとは違う “GS Knee” ～
座長：安齊　秀伸
（藤倉化成株式会社）

共催：藤倉化成株式会社

ランチョンセミナー10
痙縮の軽減で終わらせない

リハビリテーション治療

座長：田丸　司
（偕行会リハビリテーション病院）

佐々木　信幸
（東京慈恵会医科大学附属第三病院）

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

ランチョンセミナー11
回復期でさらなる機能改善を
目指す多職種サルコペニア

対策と医科歯科連携

座長：橋本　茂樹
（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

吉村　芳弘
（熊本リハビリテーション病院）

共催：株式会社クリニコ

口述演題 5-6
22）チーム

O-5-6-01~07
座長：大川原　淳

（大川原脳神経外科病院）

口述演題 6-6
09）体力

O-6-6-01~07
座長：竹内　優太
（鶴巻温泉病院）

口述演題 7-6
13）排泄

O-7-6-01~07

口述演題 8-6
14）質

O-8-6-01~07
座長：徳永　誠
（熊本機能病院）

口述演題 9-6
11）ADL

O-9-6-01~07
座長：阿部　正之

（十勝リハビリテーションセンター）

口述演題 10-6
17）家族

O-10-6-01~07
座長：井手　伸二

（長崎リハビリテーション病院）

口述演題 11-7
10）歩行

O-11-6-01~07
座長：安村　広之

（近森リハビリテーション病院）

口述演題 12-6
19）地域

O-12-6-01~07
座長：森川　純

（京都大原記念病院）

口述演題 13-6
3）機能障害

O-13-6-01~07
座長：高谷　了
（星が浦病院）

口述演題 13-7
25）先端

O-13-7-01~06
座長：濱崎　寛臣
（熊本機能病院）

口述演題 13-8
25）先端

O-13-8-01~06
座長：牧　芳昭

（鵜飼リハビリテーション病院）

口述演題 13-9
25）先端

O-13-9-01~06
座長：井上　靖悟

（東京湾岸リハビリテーション病院）

口述演題 13-10
25）先端

O-13-10-01~06
座長：鎌田　康広
（中村記念南病院）

口述演題 12-7
12）QOL

O-12-7-01~06
座長：内野　康一
（熊本機能病院）

口述演題 12-8
12）QOL

O-12-8-01~06
座長：中島　一貴
（熊本機能病院）

口述演題 12-9
12）QOL

O-12-9-01~06
座長：新井山　欣也

（初台リハビリテーション病院）

口述演題 12-10
12）QOL

O-12-10-01~07
座長：宮下　徹也

（星が浦病院）

口述演題 11-7
10）歩行

O-11-7-01~07
座長：松永　敏江

（熊本機能病院）

口述演題 11-8
10）歩行

O-11-8-01~07
座長：原　大樹

（錦海リハビリテーション病院）

口述演題 11-9
10）歩行

O-11-9-01~07
座長：稲田　亭

（旭川リハビリテーション病院）

口述演題 11-10
10）歩行

O-11-10-01~06

口述演題 10-7
17）家族

O-10-7-01~07
座長：森河　琴美

（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

口述演題 10-8
17）家族

O-10-8-01~07
座長：藤井　由記代

（森之宮病院）

口述演題 10-9
17）家族

O-10-9-01~06
座長：阿部　里子

（千葉リハビリテーションセンター）

口述演題 10-10
17）家族

O-10-10-01~07
座長：鈴木　郁子

（旭川リハビリテーション病院）

口述演題 9-7
11）ADL

O-9-7-01~07
座長：有田　たまき

（旭川リハビリテーション病院）

口述演題 9-8
11）ADL

O-9-8-01~07
座長：池田　隼也

（鵜飼リハビリテーション病院）

口述演題 8-7
14）質

O-8-7-01~07
座長：長山　悦子

（いわてリハビリテーションセンター）

口述演題 8-8
14）質

O-8-8-01~07
座長：橋本　恵

（やわたメディカルセンター）

口述演題 8-9
14）質

O-8-9-01~07
座長：飯塚　陽
（筑波記念病院）

口述演題 8-10 
14）質

O-8-10-01~07
座長：前野　春香

（コミュニティーホーム白石）

口述演題 7-8
24）セラマネ
O-7-8-01~07

座長：伊東　由美子
（長崎リハビリテーション病院）

口述演題 7-9
24）セラマネ
O-7-9-01~07
座長：柴田　徹
（森之宮病院）

口述演題 7-10
26）その他

O-7-10-01~06
座長：千田　幹子

（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

口述演題 7-7
13）排泄

O-7-7-01~07
座長：畑中　美穂

（船橋市立リハビリテーション病院）

口述演題 6-7
09）体力

O-6-7-01~07
座長：山下　知映

（西宮協立リハビリテーション病院）

口述演題 6-8
23）病棟マネ
O-6-8-01~07
座長：小松　久代

（鵜飼リハビリテーション病院）

口述演題 6-9
23）病棟マネ
O-6-9-01~07

口述演題 6-10
08）心理

O-6-10-01~07
座長：大串　幹

（兵庫県立リハビリテーション中央病院）

口述演題 5-7
22）チーム

O-5-7-01~07
座長：光増　智

（中村記念南病院）

口述演題 5-8
22）チーム

O-5-8-01~07

口述演題 5-9
05）栄養

O-5-9-01~07
座長：岡村　寛子

（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

2日目 3月14日（土）【大会プログラム　講演・オーラルセッション】

8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

第9会場
（小ホール）

第10会場
（204会議室）

第11会場
（206会議室）

第12会場
（207会議室）

第13会場
（201+202会議室）

第1会場
（大ホール1/3A）

第2会場
（大ホール1/3B）

第3会場
（特別会議場）

第4会場
（中ホールA）

第5会場
（中ホールB）

第6会場
（101会議室）

第9会場
（小ホール）

第10会場
（204会議室）

第11会場
（206会議室）

第12会場
（207会議室）

第13会場
（201+202会議室）

第8会場
（104+105会議室）

第7会場
（102会議室）



－ 12 －

ポスター演題 1-1
10）歩行

P-1-1-01~07

ポスター演題 1-2
10）歩行

P-1-2-01~07
座長：山口　普己
（筑波記念病院）

ポスター演題 1-3
10）歩行

P-1-3-01~07
座長：仲西　孝之
（富家病院）

ポスター演題 1-4
10）歩行

P-1-4-01~07

ポスター演題 2-1
11）ADL

P-2-1-01~07
座長：鳥飼　有希子

（熊本駄託麻台リハビリテーション病院）

ポスター演題 2-2
11）ADL

P-2-2-01~07
座長：千住　美和子

（長崎リハビリテーション病院）

ポスター演題 2-3
11）ADL

P-2-3-01~07
座長：山田　太一

（石川記念会HITO 病院）

ポスター演題 2-4
11）ADL

P-2-4-01~07
座長：西森　知佐

（近森リハビリテーション病院）

ポスター演題 3-1
16）退院前後
P-3-1-01~07
座長：江原　加一
（熊本機能病院）

ポスター演題 3-2
14）質

P-3-2-01~06
座長：田宮　高道

（大川原脳神経外科病院）

ポスター演題 3-3
14）質

P-3-3-01~07
座長：池田　吉隆

（初台リハビリテーション病院）

ポスター演題 3-4
14）質

P-3-4-01~06
座長：内藤　孝洋

（旭川リハビリテーション病院）

ポスター演題 4-1
09）体力

P-4-1-01~07
座長：福士　毎友
（あおもり協立病院）

ポスター演題 4-2
17）家族

P-4-2-01~06
座長：吉村　洋子

（やわたメディカルセンター）

ポスター演題 4-3
17）家族

P-4-3-01~07
座長：大塚　恵
（伊予病院）

ポスター演題 4-4
17）家族

P-4-4-01~07
座長：長谷川　玲子
（京都大原記念病院）

ポスター演題 5-1
23）病棟マネ
P-5-1-01~07
座長：村越　大輝
（富家病院）

ポスター演題 5-2
23）病棟マネ
P-5-2-01~06
座長：大塚　一貴

（千葉リハビリテーションセンター）

ポスター演題 5-3
23）病棟マネ
P-5-3-01~06
座長：坂野　ゆかり

（西広島リハビリテーション病院）

ポスター演題 5-4
22）チーム

P-5-4-01~07
座長：下林　実

（西宮協立リハビリテーション病院）

ポスター演題 6-1
07）高次脳

P-6-1-01~07

ポスター演題 6-2
07）高次脳

P-6-2-01~07
座長：本田　省二
（熊本機能病院）

ポスター演題 6-3
24）セラマネ
P-6-3-01~07

ポスター演題 6-4
25）先端

P-6-4-01~07
座長：森田　学
（苫小牧東病院）

ポスター演題 7-1
4）摂食

P-7-1-01~07
座長：宇内　景

（東神奈川リハビリテーション病院）

ポスター演題 7-2
19）地域

P-7-2-01~07

ポスター演題 7-3
19）地域

P-7-3-01~07
座長：照井　恵梨香

（いわてリハビリテーションセンター）

ポスター演題 7-4
26）その他

P-7-4-01~07

ポスター演題 8-1
1）疾病

P-8-1-01~07

ポスター演題 8-2
1）疾病

P-8-2-01~07
座長：大西　和弘
（秋津鴻池病院）

ポスター演題 8-3
3）機能障害

P-8-3-01~07
座長：紙谷　綾乃

（大川原脳神経外科病院）

ポスター演題 8-4
6）認知

P-8-4-01~06
座長：福澤　聖美

（西宮協立リハビリテーション病院）

ポスター演題 9-1
2）転倒

P-9-1-01~07
座長：井村　太治

（西広島リハビリテーション病院）

ポスター演題 9-2
2）転倒

P-9-2-01~07
座長：林　達也

（十勝リハビリテーションセンター）

ポスター演題 9-3
2）転倒

P-9-3-01~07
座長：青山　誠
（手稲渓仁会病院）

ポスター演題 9-4
26）その他

P-9-4-01~07
座長：重本　弘文
（熊本機能病院）

8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

ポスター会場A （大ホール1/3C）

1日目 3月13日（金）【大会プログラム　ポスターセッション】

ポスター1 ポスター2 ポスター3 ポスター4 ポスター5
8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

ポスター会場A
（大ホール1/3C） ポスター会場B （107+108会議室）

ポスター6 ポスター7 ポスター8 ポスター9

ポスター貼付

ポスター閲覧

ポスター撤去 ポスター撤去

ポスター貼付

ポスター閲覧



－ 13 －

ポスター演題 1-1
10）歩行

P-1-1-01~07

ポスター演題 1-2
10）歩行

P-1-2-01~07
座長：山口　普己
（筑波記念病院）

ポスター演題 1-3
10）歩行

P-1-3-01~07
座長：仲西　孝之
（富家病院）

ポスター演題 1-4
10）歩行

P-1-4-01~07

ポスター演題 2-1
11）ADL

P-2-1-01~07
座長：鳥飼　有希子

（熊本駄託麻台リハビリテーション病院）

ポスター演題 2-2
11）ADL

P-2-2-01~07
座長：千住　美和子

（長崎リハビリテーション病院）

ポスター演題 2-3
11）ADL

P-2-3-01~07
座長：山田　太一

（石川記念会HITO 病院）

ポスター演題 2-4
11）ADL

P-2-4-01~07
座長：西森　知佐

（近森リハビリテーション病院）

ポスター演題 3-1
16）退院前後
P-3-1-01~07
座長：江原　加一
（熊本機能病院）

ポスター演題 3-2
14）質

P-3-2-01~06
座長：田宮　高道

（大川原脳神経外科病院）

ポスター演題 3-3
14）質

P-3-3-01~07
座長：池田　吉隆

（初台リハビリテーション病院）

ポスター演題 3-4
14）質

P-3-4-01~06
座長：内藤　孝洋

（旭川リハビリテーション病院）

ポスター演題 4-1
09）体力

P-4-1-01~07
座長：福士　毎友
（あおもり協立病院）

ポスター演題 4-2
17）家族

P-4-2-01~06
座長：吉村　洋子

（やわたメディカルセンター）

ポスター演題 4-3
17）家族

P-4-3-01~07
座長：大塚　恵
（伊予病院）

ポスター演題 4-4
17）家族

P-4-4-01~07
座長：長谷川　玲子
（京都大原記念病院）

ポスター演題 5-1
23）病棟マネ
P-5-1-01~07
座長：村越　大輝
（富家病院）

ポスター演題 5-2
23）病棟マネ
P-5-2-01~06
座長：大塚　一貴

（千葉リハビリテーションセンター）

ポスター演題 5-3
23）病棟マネ
P-5-3-01~06
座長：坂野　ゆかり

（西広島リハビリテーション病院）

ポスター演題 5-4
22）チーム

P-5-4-01~07
座長：下林　実

（西宮協立リハビリテーション病院）

ポスター演題 6-1
07）高次脳

P-6-1-01~07

ポスター演題 6-2
07）高次脳

P-6-2-01~07
座長：本田　省二
（熊本機能病院）

ポスター演題 6-3
24）セラマネ
P-6-3-01~07

ポスター演題 6-4
25）先端

P-6-4-01~07
座長：森田　学
（苫小牧東病院）

ポスター演題 7-1
4）摂食

P-7-1-01~07
座長：宇内　景

（東神奈川リハビリテーション病院）

ポスター演題 7-2
19）地域

P-7-2-01~07

ポスター演題 7-3
19）地域

P-7-3-01~07
座長：照井　恵梨香

（いわてリハビリテーションセンター）

ポスター演題 7-4
26）その他

P-7-4-01~07

ポスター演題 8-1
1）疾病

P-8-1-01~07

ポスター演題 8-2
1）疾病

P-8-2-01~07
座長：大西　和弘
（秋津鴻池病院）

ポスター演題 8-3
3）機能障害

P-8-3-01~07
座長：紙谷　綾乃

（大川原脳神経外科病院）

ポスター演題 8-4
6）認知

P-8-4-01~06
座長：福澤　聖美

（西宮協立リハビリテーション病院）

ポスター演題 9-1
2）転倒

P-9-1-01~07
座長：井村　太治

（西広島リハビリテーション病院）

ポスター演題 9-2
2）転倒

P-9-2-01~07
座長：林　達也

（十勝リハビリテーションセンター）

ポスター演題 9-3
2）転倒

P-9-3-01~07
座長：青山　誠
（手稲渓仁会病院）

ポスター演題 9-4
26）その他

P-9-4-01~07
座長：重本　弘文
（熊本機能病院）

8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

ポスター会場A （大ホール1/3C）

1日目 3月13日（金）【大会プログラム　ポスターセッション】

ポスター1 ポスター2 ポスター3 ポスター4 ポスター5
8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

ポスター会場A
（大ホール1/3C） ポスター会場B （107+108会議室）

ポスター6 ポスター7 ポスター8 ポスター9

ポスター貼付

ポスター閲覧

ポスター撤去 ポスター撤去

ポスター貼付

ポスター閲覧



－ 14 －

ポスター演題 1-5
10）歩行

P-1-5-01~07
座長：野呂　大樹
（あおもり協立病院）

ポスター演題 1-6
10）歩行

P-1-6-01~07
座長：中村　一葉

（いわてリハビリテーションセンター）

ポスター演題 1-7
10）歩行

P-1-7-01~07
座長：平塚　健太

（大川原脳神経外科病院）

ポスター演題 1-8
10）歩行

P-1-8-01~07
座長：成田　悟志
（手稲渓仁会病院）

ポスター演題 2-5
11）ADL

P-2-5-01~07
座長：坂田　祥子

（東京湾岸リハビリテーション病院）

ポスター演題 2-6
11）ADL

P-2-6-01~07
座長：冨張　修平
（富家病院）

ポスター演題 2-7
11）ADL

P-2-7-01~07
座長：伊藤　亘佑

（十勝リハビリテーションセンター）

ポスター演題 2-8
11）ADL

P-2-8-01~06
座長：久保　進也
（札幌西円山病院）

ポスター演題 3-5
14）質

P-3-5-01~07
座長：池田　一生
（あおもり協立病院）

ポスター演題 3-6
14）質

P-3-6-01~07
座長：高野　奈緒美
（時計台記念病院）

ポスター演題 3-7
14）質

P-3-7-01~07
座長：南部　浩志
（定山渓病院）

ポスター演題 4-5
17）家族

P-4-5-01~07
座長：塚本　晃平
（定山渓病院）

ポスター演題 4-6
17）家族

P-4-6-01~06
座長：安福　偉子
（森之宮病院）

ポスター演題 4-7
17）家族

P-4-7-01~07
座長：関根　美香

（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

ポスター演題 5-5
22）チーム

P-5-5-01~06
座長：都知木　興平

（燿光リハビリテーション病院）

ポスター演題 5-6
22）チーム

P-5-6-01~07
座長：中島　妙子

（八尾はぁとふる病院）

ポスター演題 5-7
22）チーム

P-5-7-01~07

ポスター演題 5-8
22）チーム

P-5-8-01~07
座長：山中　誠一郎

（初台リハビリテーション病院）

ポスター演題 6-5
25）先端

P-6-5-01~07
座長：川上　健司

（藤田医科大学七栗記念病院）

ポスター演題 6-6
25）先端

P-6-6-01~07

ポスター演題 6-7
4）摂食

P-6-7-01~07
座長：田之上　恵子
（札幌西円山病院）

ポスター演題 7-5
5）栄養

P-7-5-01~07
座長：木原　薫
（熊本機能病院）

ポスター演題 7-6
5）栄養

P-7-6-01~07
座長：大渡　崇世

（西宮協立リハビリテーション病院）

ポスター演題 7-7
5）栄養

P-7-7-01~07
座長：江川　大地
（京都大原記念病院）

ポスター演題 7-8
5）栄養

P-7-8-01~06
座長：阿部　沙耶香
（札幌西円山病院）

ポスター演題 8-5
12）QOL

P-8-5-01~07
座長：松澤　和洋

（千葉リハビリテーションセンター）

ポスター演題 8-6
12）QOL

P-8-6-01~07

ポスター演題 8-7
12）QOL

P-8-7-01~07
座長：朝倉　直之

（初台リハビリテーション病院）

ポスター演題 8-8
12）QOL

P-8-8-01~07
座長：河野　伸吾
（定山渓病院）

ポスター演題 9-5
20）教育

P-9-5-01~06
座長：大橋　妙子
（熊本機能病院）

ポスター演題 9-6
20）教育

P-9-6-01~06
座長：松永　玄

（東京湾岸リハビリテーション病院）

ポスター演題 9-3
2）転倒

P-9-3-01~07
座長：青山　誠
（手稲渓仁会病院）

ポスター演題 9-7
20）教育

P-9-7-01~06
座長：角田　樹洋
（苫小牧東病院）
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ポスター会場A （大ホール1/3C）

2日目 3月14日（土）【大会プログラム　ポスターセッション】
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ポスター会場A
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ポスター演題 1-5
10）歩行

P-1-5-01~07
座長：野呂　大樹
（あおもり協立病院）

ポスター演題 1-6
10）歩行

P-1-6-01~07
座長：中村　一葉

（いわてリハビリテーションセンター）

ポスター演題 1-7
10）歩行

P-1-7-01~07
座長：平塚　健太

（大川原脳神経外科病院）

ポスター演題 1-8
10）歩行

P-1-8-01~07
座長：成田　悟志
（手稲渓仁会病院）

ポスター演題 2-5
11）ADL

P-2-5-01~07
座長：坂田　祥子

（東京湾岸リハビリテーション病院）

ポスター演題 2-6
11）ADL

P-2-6-01~07
座長：冨張　修平
（富家病院）

ポスター演題 2-7
11）ADL

P-2-7-01~07
座長：伊藤　亘佑

（十勝リハビリテーションセンター）

ポスター演題 2-8
11）ADL

P-2-8-01~06
座長：久保　進也
（札幌西円山病院）

ポスター演題 3-5
14）質

P-3-5-01~07
座長：池田　一生
（あおもり協立病院）

ポスター演題 3-6
14）質

P-3-6-01~07
座長：高野　奈緒美
（時計台記念病院）

ポスター演題 3-7
14）質

P-3-7-01~07
座長：南部　浩志
（定山渓病院）

ポスター演題 4-5
17）家族

P-4-5-01~07
座長：塚本　晃平
（定山渓病院）

ポスター演題 4-6
17）家族

P-4-6-01~06
座長：安福　偉子
（森之宮病院）

ポスター演題 4-7
17）家族

P-4-7-01~07
座長：関根　美香

（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

ポスター演題 5-5
22）チーム

P-5-5-01~06
座長：都知木　興平

（燿光リハビリテーション病院）

ポスター演題 5-6
22）チーム

P-5-6-01~07
座長：中島　妙子

（八尾はぁとふる病院）

ポスター演題 5-7
22）チーム

P-5-7-01~07

ポスター演題 5-8
22）チーム

P-5-8-01~07
座長：山中　誠一郎

（初台リハビリテーション病院）

ポスター演題 6-5
25）先端

P-6-5-01~07
座長：川上　健司

（藤田医科大学七栗記念病院）

ポスター演題 6-6
25）先端

P-6-6-01~07

ポスター演題 6-7
4）摂食

P-6-7-01~07
座長：田之上　恵子
（札幌西円山病院）

ポスター演題 7-5
5）栄養

P-7-5-01~07
座長：木原　薫
（熊本機能病院）

ポスター演題 7-6
5）栄養

P-7-6-01~07
座長：大渡　崇世

（西宮協立リハビリテーション病院）

ポスター演題 7-7
5）栄養

P-7-7-01~07
座長：江川　大地
（京都大原記念病院）

ポスター演題 7-8
5）栄養

P-7-8-01~06
座長：阿部　沙耶香
（札幌西円山病院）

ポスター演題 8-5
12）QOL

P-8-5-01~07
座長：松澤　和洋

（千葉リハビリテーションセンター）

ポスター演題 8-6
12）QOL

P-8-6-01~07

ポスター演題 8-7
12）QOL

P-8-7-01~07
座長：朝倉　直之

（初台リハビリテーション病院）

ポスター演題 8-8
12）QOL

P-8-8-01~07
座長：河野　伸吾
（定山渓病院）

ポスター演題 9-5
20）教育

P-9-5-01~06
座長：大橋　妙子
（熊本機能病院）

ポスター演題 9-6
20）教育

P-9-6-01~06
座長：松永　玄

（東京湾岸リハビリテーション病院）

ポスター演題 9-3
2）転倒

P-9-3-01~07
座長：青山　誠
（手稲渓仁会病院）

ポスター演題 9-7
20）教育

P-9-7-01~06
座長：角田　樹洋
（苫小牧東病院）
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展示会場案内図（1 階　エントランスホール）

小間 No 企業名
1, 2 パナソニック株式会社

3 ナガイレーベン株式会社
4 オージー技研株式会社
5 バランス株式会社
6 タック株式会社
7 株式会社ヤマト

8,9 帝人ファーマ株式会社
10 大王製紙株式会社
11 パラマウントベッド株式会社
12 福島工業株式会社
13 本田技研工業株式会社
14 本田技研工業株式会社

15, 16 藤倉化成株式会社
17, 28 株式会社 VIP グローバル

18 株式会社メルシー
19 株式会社エムビーテック
20 酒井医療株式会社
21 インターリハ株式会社
22 コロプラスト株式会社
23 KAZEN WLD 株式会社

24, 25 株式会社モリトー
26 ソフトマックス株式会社

小間 No 企業名
27 株式会社デンケン

29, 30 トヨタ自動車株式会社
31 株式会社　ソフトサービス ライフケア
32 株式会社システムフレンド
33 フランスベッド株式会社
34 株式会社スカイネット
35 CYBERDYNE 株式会社
36 株式会社トンボ

37, 38 株式会社ジョイライフ
39 テルモ株式会社
40 株式会社熊谷組

41,42,43,44 三菱プレシジョン株式会社
45 アニマ株式会社
46 株式会社セラ POST

47 ネスレ日本株式会社　ネスレ ヘルス
サイエンス カンパニー

48 サンコール株式会社
49 株式会社クリニコ
50 株式会社インボディ・ジャパン
51 イオンディライト株式会社
52 リブト
53 フォーク株式会社

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18

14 15 16 17

19
20

21
22

23
24

25
26

27
2829

30
31

32
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3435363738
3940

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
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53
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参加者へのご案内

●事前参加登録をされた方
参加証をお持ちの方は、当日の受付は不要です。事前に郵送しました大会参加証、プログラム集、ネー
ムホルダーをご持参いただき、参加証を身に着けてご入場ください。参加証には予め記名をお願い
します。
参加証を忘れた場合、総合受付（札幌コンベンションセンター１階 エントランスホール）の事前
参加登録受付窓口にお越しください。登録状況を確認し、参加証を再発行いたします。尚、プログ
ラム集を忘れた方は、当日購入をお願いします。

●当日参加申込みをされる方（参加申込手続き）
当日参加受付（札幌コンベンションセンター１階 エントランスホール）にて参加登録を行ってく
ださい。
参加費と引き換えに参加証とプログラム集をお渡しいたします。
当日参加　会　員…15,000 円
　　　　　非会員…18,000 円
　　　　　学　生…   4,000 円（学生証提示）

●懇親会について
3 月 13 日（金）19 時より、札幌パークホテルにて開催します。（P20）

●総合受付
 ・ 札幌コンベンションセンター１階 エントランスホール
　総合案内、当日参加受付、事前参加受付、講師・来賓受付

札幌コンベンションセンター１階 エントランスホール
1 日⽬ / 3 月 13 日（金） 8：00 ～ 17：00
2 日⽬ / 3 月 14 日（土） 8：30 ～ 15：00

●一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会受付
札幌コンベンションセンター１階 エントランスホールに設置いたします。
加入申し込み等のお問合せが可能ですので、ご利用ください。

●クローク
札幌コンベンションセンター１階 エントランスホールに設置しております。
貴重品、パソコン、傘のお預かりはできません。
また、お預けになった荷物は、当日中にお引き取りください。

札幌コンベンションセンター１階 エントランスホール
1 日⽬ / 3 月 13 日（金） 8：00 ～ 18：00
2 日⽬ / 3 月 14 日（土） 8：30 ～ 16：00
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●単位・ポイントについて
■一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会

本大会の参加は、回復期リハ看護師・認定セラピストマネジャー認定資格更新のためのポイン
ト付与対象となります。各コースのポイント申請月に申請手続きをお願いします。

（回復期リハ看護師認定者は 8 月、セラピストマネジャーは 1 月）
ポイント申請の手続き方法はオリエンテーションテキスト又は、ホームページ専用サイト「リ
ハ看護師の広場」、「セラピストマネジャーの広場」にてご確認ください。

■公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
本大会では、学会より認定された講演（ランチョンセミナー）の聴講で、日本リハビリテーショ
ン医学会リハビリテーション科専門医及び認定臨床医が最大 20 単位、日本専門医機構専門医が
最大 2 単位まで取得できます。
受講後、会場にて受講票を発行いたしますので、「専門医・認定臨床単位取得自己申請用紙」に
添付して学会事務局に申請してください。対象の講演は下記となります。

3 月 13 日
ランチョンセミナー 1　 共催：エーザイ株式会社
ランチョンセミナー 2　 共催：株式会社大塚製薬工場
ランチョンセミナー 3　 共催：ニプロ株式会社
ランチョンセミナー 4　 共催：ネスレ日本株式会社
ランチョンセミナー 5　 共催：帝人ファーマ株式会社
ランチョンセミナー 6　 共催：インターリハ株式会社
ランチョンセミナー 8　 共催：トヨタ自動車株式会社

3 月 14 日
ランチョンセミナー 9　 共催：藤倉化成株式会社
ランチョンセミナー 10　 共催：グラクソ・スミスクライン株式会社
ランチョンセミナー 11　 共催：株式会社クリニコ社

■公益社団法人 日本理学療法士協会
本大会の参加は同協会認定理学療法士・専門理学療法士資格取得および更新に関わる履修ポイ
ント（1-8 に該当）となります。

■一般社団法人 日本作業療法士協会
本大会の参加は、生涯教育制度基礎コースの認定講座としてポイント対象となっております。
参加証（兼領収書・出席証明書）が証明書類となります。参加者ご自身で手続きをお願いします。

■一般社団法人 日本言語聴覚士協会
本大会は、日本言語聴覚士会におけるポイント取得対象学会です。
所得単位：参加 1 ポイント、研究発表 1 ポイント。
ポイントを取得なさりたい方はご自身で手続きをお願いします。
※ 参加が証明できる参加証（本人氏名が記入されたもの、学会公印付）を、発表の証明につい
ては発表したことが証明できる資料（抄録のコピー等）をご自身で保管し、生涯学習プログラ
ム修了証申請の証明書類としてご提出ください。
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●ランチョンセミナー
ランチョンセミナーは事前申込制です。
事前申込みをされた方には、事前に発送しているランチョンセミナー整理券を必ずご持参ください。
紛失またはお忘れの場合、再発行はいたしかねますので、予めご了承ください。
ランチョンセミナー会場へのご入場は、前セッション終了後となります。
尚、セミナー開始 5 分後に整理券は無効となり、整理券なしの方の入場を行います。
整理券をお持ちの方は、セミナー開始前までにご入場ください。

● Web・アプリ版抄録集について
本大会では Web ブラウザーを利用して閲覧できる Web 版抄録集およびスマートフォンやタブレッ
ト端末でご利用いただけるアプリ版抄録集をご用意しております。
演題やセッションなどの検索以外に、ご自身の参加プログラムをパーソナルスケジュールとして登
録することができます。
※詳細は大会ホームページをご参照ください。
※抄録の閲覧パスワードは、kaifukukireha35 です。

●プログラム集（冊子）の販売
札幌コンベンションセンター１階 総合受付にて 1 部 1,000 円で販売いたします。

（数に限りがございますので予めご了承ください）

●企業展示
札幌コンベンションセンター１階 エントランスホールにて出展しております。

●書籍販売
札幌コンベンションセンター１階 エントランスホールにて出展しております。

●会場内での携帯電話・撮影・録音
会場内では携帯電話のご使用はご遠慮ください。
電源をお切りいただくか、常時マナーモードに設定してください。
講演・発表スライドの写真撮影、またビデオ撮影及び録音はご遠慮ください。

●呼び出し
会場内の呼び出しは行いません。

●喫煙
全館および敷地内は全て禁煙です。

● Free Wi-fi
館内では、公衆無線 LAN サービス（Sapporo City Wi-fi）を無料でご利用いただけます。
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懇親会のご案内

●懇親会（参加申込みをされた方のみ）

日時：2020 年 3 月 13 日（金）19：00 ～
会場：札幌パークホテル　3 階 パークホール

〒 064-8589　札幌市中央区南 10 条西 3 丁⽬ 1 番 1 号
TEL：011-511-3131（代表）／ FAX：011-531-8522（代表）

●アクセス：地下鉄南北線「中島公園駅」（1 番出口より徒歩 1 分／ 3 番出口より徒歩すぐ）
●会費：8,000 円
●シャトルバス：札幌コンベンションセンターから札幌パークホテルまでシャトルバスを運行します。

事前参加登録と合わせてお申し込みいただいた方には、「懇親会マークの入った参加証」をお送りし
ています。懇親会会場入口にてご提示ください。懇親会マークのない方のご入場はお断りいたします。

JR 札幌駅 JR Sapporo Station
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植物園
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●テレビ塔
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駐車場
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中島公園駅
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地下鉄南北線
中島公園駅
3番出口

駐車場出入口

身障者専用駐車場

駐車場出入口

札幌パークホテル
入口

●中島公園駅からの経路●周辺地図

●JR 札幌駅からのアクセス
〈タクシー〉

〈地下鉄〉

札幌
パークホテル

JR 札幌駅
タクシー（約1,200円）

約10分

札幌
パークホテル

JR 札幌駅 地下鉄南北線
さっぽろ駅

地下鉄南北線
中島公園駅徒歩 徒歩すぐ

地下鉄南北線

約5分
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講師・座長・発表者へのご案内

●一般演題（口演発表）
【座長の皆様へ】

①  ご担当いただくセッションの開始 30 分前までに、札幌コンベンションセンター１階 エントラ
ンスホール内総合受付「講師・来賓受付」にて受付をお済ませください。

② 開始 10 分前までには、当該会場の右手前方の次座長席にご着席ください。
③  1 演題あたりの発表時間は 5 分、質疑応答は 2 分です。質疑応答は発表演題ごとにお願いいた

します。
 終了時間を厳守いただきますようご協力をお願いいたします。

【発表者の皆様へ】
①  発表いただくセッションの開始 30 分前までに、1 階 PC 受付にてデータ提出をお済ませください。
②  1 演題あたりの発表時間は 5 分です。質疑は 2 分です。
③  開始 10 分前までには、当該会場の次演者席にご着席ください。次演者席は会場左手最前列に

ございます。
④   演台には、モニター、マウスが準備してありますので、発表者ご自身で操作してください。なお、

お預かりした発表用データは、大会終了後消去いたします。

【口演発表用のデータ登録】
① 発表の 30 分前までに PC センターにて発表用データの登録と動作確認をお願いいたします。
② PC センター場所

 ・札幌コンベンションセンター１階 第 3 会場（特別会議場）前
③  発表は PC プレゼンテーションに限ります。発表用のデータの持ち込みは、メディア（USB メ

モリー）にてお願いいたします。PC センターにて演者ご自身で動作確認を行ってください。
④ データを保存したメディアは、必ずコンピュータウイルスの検査を行ってください。
⑤  当日使用するアプリケーションソフトは「Windows 版 PowerPoint2007 ～ 2019」です。必ず

上記のバージョンにて事前に動作確認を行ったうえでお持ちください。
⑥ 発表中のページ送りの PC 操作は、発表者ご自身で行ってください。
⑦ 学会終了後、PC 上のデータは学会事務局が責任を持って消去いたします。
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【発表スライドの作成】
①  演題の発表に際して、演者と共同発表者の利益相反の開示をお願いいたします。当日ご発表の

際に、スライドの 2 枚⽬に必ず記載してください。開示の対象となる期間は抄録提出日を基準
として過去 1 年間となります。開示内容に関しては、プログラム集および抄録アプリには記載
されません。

 利益相反開示スライド例を本大会ホームページにて公開しておりますので、ご活用ください。
② 動画・音声出力は使用できません。
③ 発表スライドは PowerPoint2007 ～ 2019 のいずれかのバージョンで作成してください。
④ スライドのサイズ指定は「画面に合わせる（4：3）」を選択してください。
⑤ スライドのフォントは MS ゴシック、MS 明朝、MSP ゴシック、MSP 明朝でお願いします。
⑥  Macintosh で作成された際は、必ず Windows での動作確認を行い、改行のずれや文字化けな

どがないかをご確認ください。
⑦  以上のような統一した環境下であっても、発表時に改行やレイアウトのズレが若干生じる場合

があることをご了承ください。

●一般演題（ポスター発表）
【座長の皆様へ】

①  ご担当いただくセッションの開始 30 分前までに、札幌コンベンションセンター 1 階エントラ
ンスホール内総合受付「講師・来賓受付」にて受付をお済ませください。

② 座長受付時に「座長用リボン」をお渡しいたしますので、ご着用をお願いいたします。
③  ご担当していただくセッションの開始 10 分前までに担当セッション付近にて待機してください。
④  1 演題あたりの発表時間は 5 分、質疑応答は 2 分です。質疑応答は発表演題ごとにお願いいた

します。
 終了時間を厳守いただきますようご協力をお願いいたします。

【発表者の皆様へ】
① 発表ポスターは掲示・撤去時間

【一日⽬ご発表の方】
貼付時間　3 月 13 日（金）9：00 ～ 10：00
閲覧時間　3 月 13 日（金）10：00 ～ 13：20
撤去時間　3 月 13 日（金）17：10 ～ 18：00

【二日⽬ご発表の方】
貼付時間　3 月 14 日（土）9：00 ～ 10：00
撤去時間　3 月 14 日（土）15：00 ～ 16：00

※上記貼付時間内にポスター会場の指定パネルに貼付してください。
※上記貼付時間内に貼付が難しい場合、発表前までに貼付してください。
※ 上記撤去時間を過ぎても未撤去のポスターは、事務局で処分させていただきますのでご了承くだ

さい。
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②展示用パネルの規格

①  演者受付はありません。
②  発表に際して演者と共同発表者の利益相反の開示をお願いいたします。当日ご発表の際に、ポ

スターの最下部に必ず記載してください。
③  パネルにはあらかじめ演題番号を掲示しております。演題タイトル、所属機関、氏名（縦

20cm ×横 70cm）は各自でご用意ください。掲示に必要な押しピンは事務局でご用意いたしま
す。

④  「演者用リボン」を各パネルにご用意しております。ご着用をお願いいたします。
⑤  ご自身の発表の開始 10 分前までに発表ポスター前にて待機してください。
 1 演題の発表時間は 5 分です。質疑は 2 分です。

●基調講演、特別講演、大会長講演、教育講演、シンポジウム、各委員会企画
【座長の皆様へ】

ご担当いただくセッションの開始 30 分前までに、札幌コンベンションセンター１階 総合受付内「座
長受付」にて受付をお済ませください。
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【演者の皆様へ】
①  発表いただくセッションの開始 30 分前までに、札幌コンベンションセンター１階 総合受付内

「講師・来賓受付」にて、受付をお済ませください。
② 講演時間は事前にご案内しております通りです。時間厳守にてお願いします。
③  開始 10 分前までには、当該会場の次演者席にご着席ください。次演者席は会場左手最前列に

ございます。
④  演台には、モニター、マウスが準備してありますので、発表者ご自身で操作してください。なお、

お預かりした発表用データは、大会終了後消去いたします。

【口演発表用のデータ登録】
① 発表の 30 分前までに PC センターにて発表用データの登録と動作確認をお願いいたします。
② PC センター場所

・札幌コンベンションセンター１階 エントランスホール
③  発表は PC プレゼンテーションに限ります。発表用のデータの持ち込みは、メディア（USB メ

モリー）にてお願いいたします。PC センターにて演者ご自身で動作確認を行ってください。
④ データを保存したメディアは、必ずコンピュータウイルスの検査を行ってください。
⑤  当日使用するアプリケーションソフトは「Windows 版 PowerPoint2007 ～ 2019」です。必ず

上記のバージョンにて事前に動作確認を行ったうえでお持ちください。
⑥ 発表中のページ送りの PC 操作は、発表者ご自身で行ってください。
⑦ 学会終了後、PC 上のデータは学会事務局が責任を持って消去いたします。

【発表スライドの作成】
①  演題の発表に際して、演者と共同発表者の利益相反の開示をお願いいたします。当日ご発表の

際に、スライドの 2 枚⽬に必ず記載してください。開示の対象となる期間は抄録提出日を基準
として過去 1 年間となります。開示内容に関しては、プログラム集および抄録アプリには記載
されません。

 利益相反開示スライド例を本大会ホームページにて公開しておりますので、ご活用ください。
② 発表スライドは PowerPoint2007 ～ 2019 のいずれかのバージョンで作成してください。
③ スライドのサイズ指定は「画面に合わせる（4：3）」を選択してください。
④ スライドのフォントは MS ゴシック、MS 明朝、MSP ゴシック、MSP 明朝でお願いします。
⑤  Macintosh で作成された際は、必ず Windows での動作確認を行い、改行のずれや文字化けな

どがないかをご確認ください。
⑥  以上のような統一した環境下であっても、発表時に改行やレイアウトのズレが若干生じる場合

があることをご了承ください。
⑦  PC 本体を持ち込み頂く場合は、miniD-sub15pin への変換コネクタ、AC アダプターを必ずお持

ちください。
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主なプログラム

大会長講演 3月13日（金）　9：20～10：00　第1会場（大ホール2/3AB）
座長：渡邊　　進（社会医療法人寿量会　熊本機能病院　脳神経内科・リハビリテーション科

副院長・総合リハビリテーションセンター長）

Be ambitious 明日にチャレンジ～札幌からの発信・・何ができるか～
橋本　茂樹（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院　副院長）

基調講演 3月13日（金）　10：10～11：00　第1会場（大ホール2/3AB）
座長：橋本　茂樹（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院　副院長）

地域共生社会における回復期、チームでチャレンジ
三橋　尚志（京都大原記念病院　副院長／回復期リハビリテーション病棟協会　会長）

特別講演Ⅰ 3月13日（金）　11：10～12：00　第3会場（特別会議場）
座長：橋本　茂樹（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院　副院長）

医療がアートする−その現場はどう変わるか−
蓮見　　孝（筑波大学・札幌市立大学　名誉教授／ NPO チア！アート　理事）

特別講演Ⅱ（特別企画1）
3月14日（土）　10：00～12：00　第1会場（大ホール1/3A）

座長：水間　正澄（医療法人社団輝生会　理事長）
橋本　茂樹（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院　副院長）

これからの回復期リハ病棟のあり方への、行政からの提案

令和２年度診療報酬改定について
森光　敬子（厚生労働省保険局　医療課長）

協会の要望と改定のポイント
岡本　隆嗣（医療法人社団朋和会　西広島リハビリテーション病院　病院長）

令和 2 年度診療報酬改定に向けての取り組み
西村　一志（特定医療法人社団勝木会　やわたメディカルセンター　副院長）

回復期機能（地域医療構想）における回復期リハビリ病棟の役割について
～十勝医療圏域の場合～

佐土根　朗（社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター　院長）
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特別講演Ⅲ 3月14日（土）　9：00～9：50　第1会場（大ホール1/3A）
座長：三橋　尚志（京都大原記念病院　副院長／回復期リハビリテーション病棟協会　会長）

これからの回復期リハ病棟のスタッフに望むこと
石川　　誠（医療法人社団輝生会　会長）

教育講演A 3月13日（金）　15：20～16：10　第3会場（特別会議場）
座長：角田　　賢（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　病院長）

脳外傷による高次脳機能障害者の在宅での問題点から見た退院支援のあり方
生駒　一憲（北海道大学病院　リハビリテーション科　教授）

教育講演B 3月14日（土）　13：10～14：00　第2会場（大ホール1/3B）
座長：井手　　睦（社会医療法人雪の聖母会　聖マリアヘルスケアセンター　病院長）

半側空間無視ーその多様性を理解し新しいアプローチを考えるー
石合　純夫（札幌医科大学医学部　リハビリテーション医学講座　教授）

教育講演1 3月13日（金）　11：10～12：00　第4会場（中ホールA）
座長：一宮　禎美（NTT 東日本伊豆病院　看護部長）

豊かな生活への視点―その先にある看護の技―
栗生田友子（埼玉医科大学　保健医療学部　教授）

教育講演2 3月13日（金）　13：20～14：10　第4会場（中ホールA）
座長：宮井　一郎（社会医療法人大道会　森之宮病院　病院長代理）

脳卒中リハビリテーションにおける ADL 再考
Revisit ADL in stroke rehabilitation

才藤　栄一（藤田医科大学　学長／医学部　リハビリテーション医学 I 講座　教授）

教育講演3 3月13日（金）　14：20～15：10　第4会場（中ホールA）
座長：花山　耕三（学校法人川崎学園　川崎医科大学附属病院　リハビリテーション科　部長）

回復期からの職場復帰・職業復帰へのアプローチ
～その課題とその対応への方向性～

佐伯　　覚（産業医科大学医学部　リハビリテーション医学講座　教授）
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教育講演4 3月13日（金）　15：20～16：10　第4会場（中ホールA）
座長：寺山みのり（社会医療法人近森会　近森リハビリテーション病院　副院長・看護部長）

脳卒中で入院した看護師から見た回復期リハビリテーション病棟
～ Iam,me であることの葛藤～

服部あゆみ（特別養護老人ホームやすらぎの苑　ケアハウス　やすらぎの苑
地域密着型特別養護老人ホーム　えみある
地域密着型小規模多機能ホーム　えみある　施設長）

教育講演5 3月13日（金）　16：20～17：10　第3会場（特別会議場）
座長：山本　恵仙（医療法人堀尾会　熊本託麻台リハビリテーション病院

リハビリテーション部　士長）

失語のみかた：よりよいリハビリテーションのために
大槻　美佳（北海道大学医学部大学院　保健科学研究院　准教授）

教育講演6 3月13日（金）　16：20～17：10　第4会場（中ホールA）
座長：伊佐地　隆（筑波記念病院　リハビリテーション統括部長）

生きる力を引き出す～回復期でのリハのあり方
長谷川　幹（三育会　三軒茶屋内科リハビリテーションクリニック　院長）

教育講演7 3月14日（土）　9：00～9：50　第4会場（中ホールA）
座長：大井　清文（公益財団法人　いわてリハビリテーションセンター　センター長）

障害者の障害受容と現場での心へのアプローチ
南雲　直二

教育講演8 3月14日（土）　10：00～10：50　第4会場（中ホールA）
座長：天野　純子（医療法人ハートフル　アマノリハビリテーション病院　理事長）

回復期リハでの認知症の患者さんとの笑顔の関係づくり
山口　晴保（社会福祉法人浴風会　認知症介護研究・研修東京センター　センター長／群馬大学　名誉教授）

教育講演9 3月14日（土）　11：00～11：50　第4会場（中ホールA）
座長：髙橋　博達（社会福祉法人聖隷福祉事業団　浜松市リハビリテーション病院

リハビリテーション科　副院長／診療部長）

ニューロリハビリテーションに基づいた FES やロボットの活用
松元　秀次（日本医科大学大学院医学研究科　リハビリテーション学分野　大学院教授（主任教授））
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教育講演10 3月14日（土）　14：10～15：00　第2会場（大ホール1/3B）
座長：菅原　英和（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院　院長）

食支援時の臨床倫理と責任・リスク
金沢　英哲（ 浜松市立リハビリテーション病院　えんげと声のセンター　副センター長 

Swallowish Clinic　院長）

教育講演11 3月14日（土）　13：10～14：00　第4会場（中ホールA）
座長：斉藤　秀之（公益社団法人　日本理学療法士協会　副会長）

歩行速度を高めるためにー回復期で求められる Outcome ー
大畑　光司（京都大学大学院医学研究科　人間健康科学系専攻　講師）

教育講演12 3月14日（土）　14：10～15：00　第4会場（中ホールA）
座長：佐藤　浩二（社会医療法人敬和会　大分リハビリテーション病院　リハビリテーション部

法人リハビリテーション部長／大分岡病院）

脳損傷者の自動車運転再開～評価と可否について～
加藤　徳明（産業医科大学　若松病院　リハビリテーション科　診療科長

産業医科大学　リハビリテーション医学講座　講師）

教育講演13 3月14日（土）　13：10～14：00　第10会場（204会議室）
座長：渡邊　　進（社会医療法人寿量会　熊本機能病院　脳神経内科・リハビリテーション科

副院長・総合リハビリテーションセンター長）

回復期における活動向上のための基本システム
大高　洋平（藤田医科大学医学部　リハビリテーション医学 I 講座　教授）

FIM講習会（特別企画3） 3月14日（土）　12：30～15：30　第9会場（小ホール）

みんなで FIM にチャレンジ（基礎編）３時間
大田　哲生（旭川医科大学病院　リハビリテーション科　教授）

呂　　隆徳（旭川医科大学病院　リハビリテーション科　副部長　主任理学療法士）

佐藤　　聖（旭川医科大学病院　リハビリテーション科　言語聴覚士）

スーパーレクチャー 3月14日（土）　9：00～10：20　第2会場（大ホール1/3B）
座長：鵜飼　泰光（医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院　院長）

実学としての回復期リハビリテーション医学・医療の実践　ー脳卒中を中心にー
近藤　国嗣（東京湾岸リハビリテーション病院　院長）
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シンポジウム1（特別企画2）
3月13日（金）　13：20～15：10　第1会場（大ホール2/3AB）

座長：園田　　茂（藤田医科大学　七栗記念病院　病院長）

先駆の病院運営をまなぶ病棟運営の秘訣
・・・キーワード：チーム医療、FIM 効率、地域連携

S1-1 先駆の病院運営をまなぶ　病棟運営の秘訣
田中直次郎（医療法人社団朋和会　西広島リハビリテーション病院　部長）

S1-2 職員育成・教育システムー当法人の取り組みー
菅原　英和（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院　院長）

S1-3 患者・家族と取り組む ADL 自立度向上へのチャレンジ
坂田　祥子（医療法人社団保健会　東京湾岸リハビリテーション病院

リハビリテーション部　副部長）

シンポジウム2（チャレンジ企画） 3月14日（土）　10：30～11：50　第2会場（大ホール1/3B）
座長：田宮　高道（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院

リハビリテーション部　技師長／事務部　事務長補佐）
竹林　　崇（大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類

作業療法学専攻　准教授）

上肢麻痺へのチャレンジ・・・機能と ADL 改善へ、もう一歩進むために

S2-1 新時代の回復期リハ病棟における上肢機能アプローチの実際
竹林　　崇（大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類

作業療法学専攻　准教授）

S2-2 病棟実施型 CI 療法～導入の実際とエビデンスの構築に向けて
徳田　和宏（医療法人錦秀会　阪和記念病院　リハビリテーション部　課長）

S2-3 回復期でのロボットリハビリテーションと CI 療法の実際
庵本　直矢（社会福祉法人　名古屋市総合リハビリテーションセンター

作業療法科）
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シンポジウム3(チャレンジ企画) 3月14日（土）　10：00～11：20　第3会場（特別会議場）
座長：梅津　祐一（医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院　院長）

在宅への能力・QOL 向上のためのソフトランデイングへのチャレンジ

S3-1 訪問リハビリテーションによる在宅生活へのソフトランディング
勝谷　将史（社会医療法人甲友会　西宮協立リハビリテーション病院

リハビリテーション科　部長）

S3-2 住み慣れた地域につなぐ
高瀬　紀子（医療法人真正会　霞ヶ関南病院医療福祉相談部　部長）

S3-3 看護師同行による退院前住宅訪問
～在宅へのソフトランディングをめざして～

蒲池　佳子（社会医療法人寿量会　熊本機能病院　看護主任）

シンポジウム4（チャレンジ企画） 3月14日（土）　13：10～14：30　第3会場（特別会議場）
座長：藤田　正明（医療法人財団尚温会　伊予病院　院長・理事）

飯泉　智子（北海道医療大学　リハビリテーション科学部・心理科学部
言語聴覚療法学科）

口腔ケアへのチャレンジ
・・歯科衛生士の回復期リハ病棟でのチャレンジ・・・全国アンケート

S4-1 回復期リハ病棟での口腔ケアの必要性・重要性
藤本　篤士（医療法人渓仁会　札幌西円山病院　診療部　歯科診療部長）

S4-2 回復期リハビリテーションにおける口腔管理の重要性
白石　　愛（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）

S4-3 長崎リハビリテーション病院における活動報告
大石　佳奈（一般社団法人是真会　長崎リハビリテーション病院　臨床部

歯科衛生士　リーダー）

S4-4 回復期リハビリテーション病棟に歯科衛生士の存在意義
衛藤　恵美（社会医療法人敬和会　大分リハビリテーション病院

口腔衛生課　課長）

S4-5 札幌渓仁会リハビリテーション病院における活動報告
小山田貴子（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院

診療技術部　主任）
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栄養委員会 3月13日（金）　11：10～12：00　第1会場（大ホール2/3AB）

ADL 改善に役立つ栄養ケアへのチャレンジ！−体重と ADL のふか～い関係−
小蔵　要司（社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院　臨床栄養課
　　　　　　　回復期リハビリテーション病棟協会　栄養委員会）

PT・OT・ST委員会 3月13日（金）　15：20～17：10　第1会場（大ホール2/3AB）
司会：斉藤　秀之（PTOTST 委員会委員長）

小泉　幸毅（PTOTST 委員会委員）

回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟（床）の意義と役割
論点提示：後藤　伸介（PTOTST 委員会委員）

演者　　 ：小川　隆平（セラマネ 3 期生　森山メモリアル病院　リハビリテーション部　課長）

演者　　：鳥飼有希子（セラマネ 5 期生　熊本託麻台リハビリテーション病院
リハビリテーション部　主任）

研修委員会 3月13日（金）　17：20～18：10　第1会場（大ホール2/3AB）

退院後の明日を支援する回復期リハ病棟～カンファレンスの充実にチャレンジ～

回復期リハビリテーション病棟における効果的なカンファレンスのポイント
～回復期リハビリテーション業務プロセスの各フェーズにおける議論の要点～

割石　高史（JCHO 湯布院病院　医療総合支援部）

事例を通して考える
～退院後の生活を見据えたリハビリテーションカンファレンスの実際～

角田　　賢（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　病院長）

医療安全委員会 3月13日（金）　13：20～14：10　第3会場（特別会議場）

感染対策へのチャレンジ！
山本　美紀（熊本機能病院　感染管理室）

畠中めぐみ（森之宮病院　神経内科・神経リハビリテーション研究部）
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看護介護委員会 3月13日（金）　14：20～15：10　第3会場（特別会議場）
座長：伊東由美子（長崎リハビリテーション病院　副院長

回復期リハビリテーション病棟協会理事）

回復期リハビリテーション看護・介護の取り組み発信！
宮前　志帆（社会医療法人渡邊高記念会　西宮渡辺病院）

川上　　潤（一般社団法人巨樹の会　松戸リハビリテーション病院）

井村　太治（西広島リハビリテーション病院）

保健調査委員会 3月14日（土）　13：10～15：00　第1会場（大ホール1/3A）

回復期リハビリテーション病棟実態調査の活用～ 2019
宮井　一郎（社会医療法人大道会　森之宮病院　法人副理事長　病院長代理）

2019 年度全国実態調査報告　実態調査の概要
筧　　淳夫（工学院大学建築学部　教授）

ソーシャルワーカー委員会 
3月14日（土）　9：00～9：50　第3会場（特別会議場）

回復期リハビリテーション病棟における身寄りのない方への支援
～知っておくべきこと、考えておくべきこと～
上田　　学（新さっぽろ脳神経外科病院　医療相談室　室長）

不動　宏平（真栄病院　地域医療連携室　室長）

藤井由記代（森之宮病院　診療部医療社会事業課　副部長）
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ランチョンセミナー1 3月13日（金）　12：10～13：10　第4会場（中ホールA）
座長：橋本　茂樹（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院　副院長）

てんかん診療におけるリハビリテーションスタッフの役割
退院支援イノベーションを支えるシステム

髙橋　　明（ 医療法人治心会　札幌美しが丘脳神経外科病院　理事長）
共催：エーザイ株式会社

ランチョンセミナー2 3月13日（金）　12：10～13：10　第5会場（中ホールB）
座長：大科　宣子（日本コンチネンス協会北海道支部）

下部尿路機能障害に対するリハビリテーション・ケアの重要性と
セラピストの役割

今西　里佳（新潟医療福祉大学　リハビリテーション学部　作業療法学科）
共催：株式会社大塚製薬工場

ランチョンセミナー3 
3月13日（金）　12：10～13：10　第8会場（104＋105会議）

座長：横串　算敏（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院　院長）

脊髄損傷患者に対する新しい幹細胞製剤（再生医療等製品）
本望　　修（札幌医科大学医学部　神経再生医療学部門　教授）

共催：ニプロ株式会社

ランチョンセミナー4 3月13日（金）　12：10～13：10　第9会場（小ホール）
座長：吉村　芳弘（熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション科　副部長）

回復期リハビリテーション病棟における
栄養ケアの基礎と実践−脳卒中患者を中心に−

西岡　心大（一般社団法人是真会　長崎リハビリテーション病院
法人本部人材開発部副部長　兼　栄養管理室室長）

共催：ネスレ日本株式会社

ランチョンセミナー5 3月13日（金）　12：10～13：10　第10会場（204会議室）
座長：蜂須賀研二（九州労災病院　門司メディカルセンター）

脳卒中ニューロリハビリテーションの理論・エビデンス・臨床
道免　和久（兵庫医科大学　リハビリテーション医学教室　主任教授）

共催：帝人ファーマ株式会社
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ランチョンセミナー6 3月13日（金）　12：10～13：10　第11会場（206会議室）
座長：近藤　国嗣（医療法人社団保健会　東京湾岸リハビリテーション病院　病院長）

スマートリハ室の紹介とその回復期リハビリテーション病棟での活用
赤星　和人（慶應義塾大学医学部　リハビリテーション医学教室

社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター）
共催：インターリハ株式会社

ランチョンセミナー7 3月13日（金）　12：10～13：10　第12会場（207会議室）
座長：関戸　哲利（東邦大学医療センター大橋病院　泌尿器科　教授）

地域の排泄ケア改善の出発点は急性期、そして回復期病院から
菊地　　湖（独立行政法人労働者健康安全機構　東北労災病院　看護部

皮膚・排泄ケア認定看護師）

高橋　良輔（独立行政法人労働者健康安全機構　総合せき損センター　泌尿器科　部長）
共催：コロプラスト株式会社

ランチョンセミナー8 
3月13日（金）　12：10～13：10　第13会場（201＋202会議室）

座長：小川　太郎（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院
臨床統括センター　技術部長）

片麻痺患者のより良い歩行練習とは何か―ウェルウォークの特徴と可能性―
平野　　哲（藤田医科大学医学部　リハビリテーション医学 I 講座　講師）

共催：トヨタ自動車株式会社

ランチョンセミナー9 3月14日（土）　12：00～13：00　第4会場（中ホールA）
座長：安齊　秀伸（藤倉化成株式会社　主席研究員）

装具療法革命 in 札幌～ロボットとは違う “GS Knee” ～
吉尾　雅春（千里リハビリテーション病院　副院長）

三井　和幸（東京電機大学　教授）

増田　知子（千里リハビリテーション病院　セラピー部　部長）
共催：藤倉化成株式会社



－ 35 －

ランチョンセミナー10 3月14日（土）　12：00～13：00　第5会場（中ホールB）
座長：田丸　　司（医療法人偕行会　偕行会リハビリテーション病院　病院長）

痙縮の軽減で終わらせないリハビリテーション治療
佐々木信幸（ 東京慈恵会医科大学附属第三病院　リハビリテーション科　准教授　副診療部長）

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

ランチョンセミナー11 3月14日（土）　12：00～13：00　第10会場（204会議室）
座長：橋本　茂樹（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院　副院長）

復期でさらなる機能改善を目指す多職種サルコペニア対策と医科歯科連携
吉村　芳弘（熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション科　副部長・栄養管理部部長）

共催：株式会社クリニコ
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MEMO



一般演題プログラム
口演発表

第1日目　3月13日（金）
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１
日
目

第 5 会場（中ホール B）

5-1　チーム医療 11:10～12:00
座長：宇野みどり（医療法人財団　尚温会　伊予病院）

Ｏ-5-1-01 保続による長い食事時間をチームアプローチにより短縮した事例報告ー発想を柔軟にー
長谷川智子（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）

Ｏ-5-1-02 細かすぎて伝わらない「義歯の入れ方」「はずし方」の伝え方
―情報を歯科以外のスタッフに伝えるのにはどうしたらよいか―
高木佐余子（医療法人社団　静清リハビリテーション病院　口腔衛生管理）

Ｏ-5-1-03 ミールラウンドを立ち上げてから1年が過ぎました～その間の変化について～
梶本佐知子（医療法人清仁会　水無瀬病院　診療部）

Ｏ-5-1-04 院内のリハ栄養の取り組み
森谷　玲子（医療法人哺育会社団　桜ヶ丘中央病院）

Ｏ-5-1-05 KTバランスチャートを活用した、他職種介入による食事アプローチの実践報告
鈴木　伸子（静清リハビリテーション病院）

Ｏ-5-1-06 3食経口摂取を獲得した一症例-Shared Decision Makingを踏まえて-
竹重　絢介（医療法人社団和風会　所沢リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｏ-5-1-07 病棟スタッフの効果的な役割分担により３食経口摂取に至った摂食嚥下障害の一例に対
する取り組み
仲田　敦子（医療法人社団和風会　千里リハビリテーション病院）

5-2　チーム医療 13:20～14:10
座長：後藤　悠人（医療法人社団保健会　東京湾岸リハビリテーション病院）

Ｏ-5-2-01 低栄養・活動性低下を呈した褥瘡患者に対する理学療法
～専門性を活かしたチームアプローチによりADL向上を目指して～
大宮みなみ（IMSグループ　西仙台病院　リハビリテーション科）

Ｏ-5-2-02 チームで実現する嚥下調整食～委託給食の壁を超え歩み寄りの場を持つことの有用性～
榊　真理子（仙台リハビリテーション病院　栄養室）

Ｏ-5-2-03 チーム医療により食事動作の獲得に至った回復遅延型ギランバレー症候群の一事例
山崎　吏奈（川崎医科大学附属病院　リハビリテーションセンター）
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Ｏ-5-2-04 長期入院治療を経てうつにより意欲低下を示していた胸髄損傷例に対する
多職種チームアプローチの必要性
土村　賢一（医療法人社団玉栄会　東京天使病院　リハビリテーション科）

Ｏ-5-2-05 完全側臥位法を摂取訓練に取り入れて―多職種での早期アプローチ―
宮崎　美穂（医療法人稲仁会　三原台病院　看護部）

Ｏ-5-2-06 多職種での環境設定により摂食行動開始の手掛かりを得て,
3食経口摂取可能となった認知機能障害の一症例
小澤　真帆（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）

Ｏ-5-2-07 体重測定の頻度の変更による管理栄養士の関わりの実態調査
伊佐恵美子（光風園病院）

5-3　チーム医療 14:20～15:10
座長：松嶋　文子（藤田医科大学　七栗記念病院）

Ｏ-5-3-01 よりよい介護職との協働のために～職員アンケート調査からみえたこと～
有澤　　恵（医療法人臼井会　田野病院　看護部）

Ｏ-5-3-02 看護師とセラピスト間の意識調査について～チーム医療の充実に向けて～
奥田　裕子（三原城町病院　看護部）

Ｏ-5-3-03 多職種での研究大会参加後のフィードバック効果の検証
-チーム医療を医療安全に活かす-
小原かおる（医療法人社団弘人会　中田病院）

Ｏ-5-3-04 援助統一を目指して
一丸　恵梨（医療法人朋友会　山口病院　回復期リハビリテーション病棟）

Ｏ-5-3-05 多職種で取り組む移動自立度変更に関する意識調査の第一報
矢口　修史（公益社団法人地域医療振興協会　市立大村市民病院　リハビリテーション室）

Ｏ-5-3-06 ICFに基づいた多職種参加によるワークショップについて～当院の現状と課題～
坂井　麻弥（社会医療法人医仁会　中村記念南病院　医療技術部）

Ｏ-5-3-07 多職種勉強会を通した回復期リハビリテーション病棟での退院支援に対する取り組み
高橋　弥恵（医療法人社団永生会　永生病院　リハビリテーション部）
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5-4　チーム医療 15:20～16:10
座長：磯部香奈子（医療法人社団輝生会　船橋市立リハビリテーション病院）

Ｏ-5-4-01 ADLチーム統括としての取り組み
籠島奈都子（医療法人岡谷会　おかたに病院　看護部）

Ｏ-5-4-02 看護師とセラピストとの協働～尊重し合える関係づくりを目指して～
山田　祐子（奈良県総合リハビリテーションセンター）

Ｏ-5-4-03 看護師と介護福祉士のPNSを導入して
稲垣　喜信（藤田医科大学病院　看護部）

Ｏ-5-4-04 ”できる”をつなげ！～「ADL表」を用いた多職種連携への取り組み～
城間　大輔（医療法人おもと会　大浜第一病院　リハビリテーション科）

Ｏ-5-4-05 多職種カンファレンス改善への取り組み
～コミュニケーション、用紙変更、ファシリテーター確立での成果と今後の課題～
徳田　清一（医療法人三愛会　三愛病院　リハビリテーション課）

Ｏ-5-4-06 チームで守る-見守り隊導入の効果-
芳賀　路恵（イムス板橋リハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-5-4-07 回復期リハビリテーション病棟での多職種協働を目指した取り組み
～移乗・歩行介助に着目して～
町野　晃太（医療法人恵明会　整形外科松元病院　リハビリテーション科）

5-5　チーム医療 16:20～17:10
座長：歌津　和人（医療法人社団輝生会　船橋市立リハビリテーション病院）

Ｏ-5-5-01 当院回復期リハビリテーション病棟におけるプロセスシートの開発と運用状況
大熊　利奈（社会医療法人　高橋病院　リハビリテーション科　理学療法室）

Ｏ-5-5-02 回復期リハビリテーション病棟におけるケースカンファレンスの有用性
～FIM利得向上のために～
川原　　恵（花はたリハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｏ-5-5-03 ICTを利活用し多職種連携を促進する
宇田　育美（社会福祉医療法人石川記念会　HITO病院）

Ｏ-5-5-04 回復期病棟における看護師とリハビリスタッフの連携強化への取り組み
～在宅復帰へ向けた自主訓練を通して～
中島　優人（医療法人社団刀圭会　協立病院　リハビリテーション部）
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Ｏ-5-5-05 多職種連携強化に向けた当院回復期リハビリテーション病棟の取り組み
津山亜紀子（医療法人天心堂　志田病院）

Ｏ-5-5-06 多職種で参加・共有する患者カンファレンスの効果的な運用へ向けた当院の取り組み
野村　和正（ 社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院 

回復期リハビリテーション課）

Ｏ-5-5-07 患者の情報収集と多職種による情報共有についての取り組み
永瀬　隆浩（医療法人財団公仁会　鹿島病院）
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第 6 会場（101 会議室）

6-1　退院前訪問・退院後訪問 11:10～12:00
座長：村山　信子（時計台記念病院）

Ｏ-6-1-01 退院後のIADL状況についての調査
森　　憲吾（社会医療法人凌雲会　稲次病院　リハビリテーション部）

Ｏ-6-1-02 退院後訪問～アンケート調査から質向上のための課題を探る～
野呂　大樹（青森保健生活協同組合　あおもり協立病院　リハビリテーション科）

Ｏ-6-1-03 回復期リハビリテーション病棟における退院前後訪問の現状と課題
～看護師のアクティブインタビュー調査より～
宮川ひで子（医療法人社団友愛会　岩砂病院・岩砂マタニティ　回復期リハビリテーション病棟）

Ｏ-6-1-04 当院での退院後電話訪問による看護師の意識の変化
山本希代美（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院）

Ｏ-6-1-05 退院困難が予測された患者の退院後訪問の経験
原田　明子（畷生会　脳神経外科病院　3階西病棟）

Ｏ-6-1-06 事例を振り返りをして回復期リハビリテーション病棟退院後のFIMから見えた課題
佐藤　　伸（勤医協苫小牧病院　リハビリテーション部）

Ｏ-6-1-07 当回復期病棟を退院後のADL動作について－楽しみに着目して－
井上　千裕（水前寺とうや病院　リハビリテーション部）

6-2　疾病・併存疾患・合併症・リスク管理 13:20～14:10
座長：松本　茂男（青森保険生活協同組合　あおもり協立病院）

Ｏ-6-2-01 コンチネンスケアの充実による新規褥瘡発生率の減少－排泄委員会の活動を通して－
高木　朋子（東京湾岸リハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-6-2-02 回復期リハビリテーション病棟における与薬管理システムの見直し
～安全・確実な与薬管理を在宅につなげるために～
齋藤美菜子（さがみリハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-6-2-03 大腿骨近位部骨折術後患者に対する二次骨折予防の取り組み
西村　直樹（社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　回復期リハ科）
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Ｏ-6-2-04 当院における組織的な褥瘡対策システムの構築を目指して
藪崎　純樹（東京湾岸リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-6-2-05 回復期リハビリテーション病棟における入院時の
褥瘡予防ポジショニングクッション使用に関連する因子の調査
伊藤　大将（東京湾岸リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-6-2-06 誤嚥性肺炎の予防に向けての実践　～口腔ケア・誤嚥し難い体位を徹底した成果～
鈴木　絵美（社会医療法人平成醫塾　苫小牧東病院）

Ｏ-6-2-07 回復期リハ専門病院10年間における急性転化要因分析
森本　雅史（一般社団法人是真会　長崎リハビリテーション病院　臨床部）

6-3　疾病・併存疾患・合併症・リスク管理 14:20～15:10
座長：佐土根　朗（十勝リハビリテーションセンター）

Ｏ-6-3-01 水頭症シャント術後患者の退院後の問題点を考察する
ー回復期リハビリテーション病棟退院後にシャント機能不全となった２例からー
日野　　健（新横浜リハビリテーション病院）

Ｏ-6-3-02 気管切開から離脱し会話を再獲得できた重症脳出血の１症例
小松　　南（中洲八木病院　リハビリテーション科）

Ｏ-6-3-03 回復期リハビリテーション病棟において嚥下障害で発症した老年発症重症筋無力症の１例
徳永　　誠（熊本機能病院　リハビリテーション科）

Ｏ-6-3-04 循環障害のリスクがある左大腿骨頚部骨折術後の理学療法
～バイタルサインの変化に着目して～
諸江　伸龍（医療法人社団永生会　永生病院　リハビリテーション部）

Ｏ-6-3-05 αグルコシダーゼ阻害剤による門脈ガス血症の1例
遠藤　 秀（西宮協立リハビリテーション病院）

Ｏ-6-3-06 回復期リハビリテーション病棟において診断された末期悪性腫瘍の2症例
倉田　浩充（中洲八木病院　リハビリテーション科）

Ｏ-6-3-07 回復期リハビリテーション期間中に末期がんの診断を受けた
重度失語症患者に対する言語聴覚療法
林　　良輔（医療法人社団哺育会　さがみ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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6-4　疾病・併存疾患・合併症・リスク管理 15:20～16:10

Ｏ-6-4-01 脳卒中再発予防にむけた集団指導の取り組み
浅野由加里（さとう記念病院　看護部）

Ｏ-6-4-02 胸腰椎椎体骨折患者の保存加療とBKP治療における治療経過の比較について
黒木　有希（医療法人ハートフル　アマノリハビリテーション病院）

Ｏ-6-4-03 回復期リハビリテーション病棟における重度慢性心不全患者に対しての関わり
横野　雄貴（十条武田リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｏ-6-4-04 高齢入院患者における入院時抑うつ評価の有用性
尾張　　剛（医療法人平成博愛会　印西総合病院　リハビリテーション部）

Ｏ-6-4-05 圧迫骨折入浴パス導入による退院阻害因子の除去
～在院日数短縮と入浴時のリスク管理向上～
小野　久美（公益財団法人健和会　大手町リハビリテーション病院）

Ｏ-6-4-06 リハビリテーション部と回復期リハビリテーション病棟における
インフルエンザ感染対策の連携について
安藤　正泰（医療法人聖仁会　西部総合病院　リハビリテーション部）

Ｏ-6-4-07 回復期リハビリテーション病棟におけるうつのスクリーニング
西川　圭二（藤田医科大学病院　看護部）

6-5　その他 16:20～17:10
座長：天野　純子（医療法人ハートフル　アマノリハビリテーション病院）

Ｏ-6-5-01 当院リハスタッフに対する「セラピスト10カ条」を用いたアンケート調査
～5年間の取り組みと今後の課題について～
浅利　尚美（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）

Ｏ-6-5-02 回復期リハビリテーション病棟における「擦式手指消毒剤」の使用量増加にむけた取り組み
山中さゆり（藤田医科大学　七栗記念病院　看護部）

Ｏ-6-5-03 介護士による集団レクリエーションの定期的な実施と今後の課題
中野　理沙（特定医療法人博愛会　博愛会病院　第5病棟）

Ｏ-6-5-04 リハビリテーション病院におけるドッグセラピーの効果と課題
影山　　舞（イムス板橋リハビリテーション病院）
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Ｏ-6-5-05 回復期リハビリテーション病棟におけるアンケート調査
ー患者の声から改善された療養環境ー
長江恵美香（藤田医科大学病院　看護部）

Ｏ-6-5-06 安全に着目した廊下の環境整備の取り組み～患者が安全に散歩できる病棟を目指して～
伊神　寿隆（愛知県済生会　リハビリテーション病院）
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7-1　回復期退院後訪問リハ・外来リハ 11:10～12:00
座長：開米　亮太（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院）

Ｏ-7-1-01 退院後リハ支援を充実させるためのケースカンファレンス運営について
藤井　隆文（医療法人大植会　葛城病院　リハビリテーション部）

Ｏ-7-1-02 当院訪問リハビリテーション事業の活動紹介と実績，そして今後の課題について
馬場　晶子（医療法人渓仁会　札幌西円山病院　リハビリテーション部）

Ｏ-7-1-03 回復期リハから訪問リハへ円滑に移行できたことにより
早期に行動範囲の拡大につながった一例
椛島　孝則（ 医療法人社団生和会　登美ヶ丘リハビリテーション病院 

リハビリテーション部）

Ｏ-7-1-04 病院から住み慣れた地域へ　訪問リハビリを通した在宅へのソフトランディングに向けて
佐藤　健治（勤医協苫小牧病院　リハビリテーション科）

Ｏ-7-1-05 認知力が低下した高齢者対して訪問リハビリと訪問介護が連携し
みそ汁作りに参加できるようになった一事例
松澤　良平（ IMS〈イムス〉グループ　イムス板橋リハビリテーション病院 

リハビリテーション科）

Ｏ-7-1-06 回復期リハビリテーション病棟退院患者における
訪問リハビリテーションの利用状況について
奥谷　　剛（箕面市立病院　リハビリテーションセンター）

Ｏ-7-1-07 当院退院患者の自宅でのFIM動向～訪問リハビリテーションを通じて～
浅野　文哉（和光会　山田病院リハビリテーション部）

7-2　高次脳機能・失語症 13:20～14:10
座長：宮崎　彰子（川崎医科大学附属病院）

Ｏ-7-2-01 回復期脳出血患者において,高次脳機能障害が
バランス能力評価に影響を及ぼしたと考えられた一症例
原薗　迪子（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）

Ｏ-7-2-02 回復期病棟における時期的特性を捉えた治療により
行動性の左半側空間無視症状が改善し復職した一症例
田村　実子（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）

第 7 会場（102 会議室）



－ 47 －

一
般
演
題
（
口
演
発
表
）
第
１
日
目

Ｏ-7-2-03 視床出血後、発動性低下が遷延し動作の獲得が困難であった症例の画像からの考察
太田　隆之（昭和大学　藤が丘リハビリテーション病院　リハビリテーションセンター）

Ｏ-7-2-04 左視床前核部の脳梗塞により言語性記憶の低下を認めた症例に対する
病期に応じたアプローチの実践
宝田　　光（医療法人　札幌麻生脳神経外科病院）

Ｏ-7-2-05 高次脳機能障害により自発的な活動が困難な事例に対して試みた作業活動の効果
二瀧夕加里（医療法人大植会　葛城病院　リハビリテーション部　作業療法課）

Ｏ-7-2-06 注意機能の向上が言語処理を促進したと考えられた症例
菅原　友樹（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）

Ｏ-7-2-07 結婚式参加が転機となった重度高次脳機能障害を呈した一例
谷原　直樹（福井総合病院　診療支援部　リハビリテーション課）

7-3　高次脳機能・失語症 14:20～15:10
座長：杉　　正明（時計台記念病院）

Ｏ-7-3-01 脳血管疾患による高次脳機能障害患者におけるロボット・セラピーの効果について
山口　裕美（大阪急性期・総合医療センター　回復期リハビリテーション科）

Ｏ-7-3-02 脳卒中後の患者に対する有酸素運動の効果について
黒木　貴哉（医療法人東樹会　あずまリハビリテーション病院）

Ｏ-7-3-03 回復期病棟において高次脳機能バランサーを用いた効果の検討
古正　顕之（圏央所沢病院　リハビリテーション科）

Ｏ-7-3-04 自画像から捉える半側空間無視のリハビリテーション
加藤　孝幸（医療法人社団和風会　千里リハビリテーション病院）

Ｏ-7-3-05 家事動作獲得という目標に対し、目標志向的行動が困難だった症例
―応用行動分析を用いた実践―
西田　幸司（阪南市民病院　リハビリテーション室）

Ｏ-7-3-06 軽度ブローカ失語例へのResponse Elaboration Trainingの効果
―多層ベースラインデザインによるシングルケーススタディ―
山本　　藍（医療法人社団三喜会　鶴巻温泉病院）

Ｏ-7-3-07 著明な運動維持困難（MI）により不適切行動を呈した症例に対して行った評価と練習
飯嶋　沙織（医療法人財団善常会　善常会リハビリテーション病院）
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7-4　高次脳機能・失語症 15:20～16:10
座長：阿部　信之（いわてリハビリテーションセンター）

Ｏ-7-4-01 当院における自動車運転支援体制構築に至るまでの課題とその対応
吉澤　久実（社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　回復期リハ科）

Ｏ-7-4-02 見えない障がい理解への取り組み　～家族に対する面談やケアを通して～
黒瀬　絢子（芳野病院）

Ｏ-7-4-03 高次脳機能障害患者の療養行動を変化させた看護師の関わり
秋森　亜紀（札幌麻生脳神経外科病院）

Ｏ-7-4-04 半側空間無視を呈した脳卒中患者における退院時歩行自立度に影響する因子の検討
牧　　芳昭（鵜飼リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-7-4-05 回復期リハビリテーション病棟退院時における
脳血管障害患者の認知機能と運動機能の関係～CBAの有用性の検討～
力丸　泰山（ 一般社団法人巨樹の会　赤羽リハビリテーション病院 

リハビリテーション科）

Ｏ-7-4-06 集団コミュニケーション療法を実施後の能力と傾向
釜場　　海（ 特定医療法人社団勝木会　やわたメディカルセンター 

リハビリテーション技師部）

Ｏ-7-4-07 回復期脳卒中患者の栄養状態と失語症の改善に関する検討
戸村友香（船橋市立リハビリテーション病院　リハケア部）

7-5　その他 16:20～17:10
座長：下村　康氏（藤田医科大学七栗記念病院）

Ｏ-7-5-01 回復期リハビリテーション病院における地域交流スペースの取り組み
～地域との連携・協働を目指して～
松原　健一（ 社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院 

愛仁会ふれあい広場事務局）

Ｏ-7-5-02 回復期リハビリテーション病棟患者における入院前後での生活空間の変化についての検討
杉田慎之介（医療法人渓仁会　札幌西円山病院　リハビリテーション部　理学療法科）

Ｏ-7-5-03 地域包括ケア病床を自宅退院した患者の一ヶ月後のADL変化
望月　由里（甲州リハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-7-5-04 回復期病院から見る縦断的フォローアップを含めた急性期・地域生活期との連携
河原　常郎（医療法人社団鎮誠会　季美の森リハビリテーション病院）
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Ｏ-7-5-05 高知県東部における脳梗塞急性期患者の医療機関到着までの所要時間についての検討
西尾　正悟（医療法人臼井会　田野病院　リハビリテーション部）

Ｏ-7-5-06 回復期リハビリテーション病棟における介護福祉士の役割―受け持ち患者を持つことで―
山本あい子（医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　回復期リハビリテーション病棟）
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第 4 会場第 8 会場（104+105 会議室）

8-1　栄養管理 11:10～12:00
座長：竹腰加奈子（藤田医科大学　七栗記念病院）

Ｏ-8-1-01 当院回復期リハビリテーション病棟におけるトロミ茶提供体制の見直し
富倉　彩香（医療法人　さとう記念病院　栄養部）

Ｏ-8-1-02 食べる意欲が低下した患者への多面的なアセスメントとアプローチ方法
～「住み慣れた施設に戻りたい」を叶えるために～
岸本　美夏（医療法人茜会　昭和病院）

Ｏ-8-1-03 高次機能障害を有し身寄りのない患者の経口摂取移行への支援
竹内由美子（社会医療法人　高橋病院）

Ｏ-8-1-04 嚥下障害を受容できなかった患者との関わり～フィンク危機モデルでの振り返り～
薮谷　美奈（医療法人社団浅ノ川　金沢脳神経外科病院）

Ｏ-8-1-05 重度嚥下障害患者に干渉波電流型低周波治療器を併用して訓練を実施した経験
岡本　卓也（医療法人社団埼玉巨樹の会　新久喜総合病院）

Ｏ-8-1-06 仮性球麻痺を呈し嚥下障害が認められた症例に対するQOL向上への関わり
白崎　舞子（社会医療法人孝仁会　星が浦病院　リハビリテーション部）

Ｏ-8-1-07 回復期病棟におけるリハ栄養の取り組み正確に栄養評価を行うためのシステムづくり
鵜城　祐二（医療法人愛の会　光風園病院）

8-2　栄養管理 13:20～14:10
座長：漆原　真姫（やわたメディカルセンター）

Ｏ-8-2-01 当院での栄養管理における取り組みー約２年間を振り返ってー
大石　福康（医療法人社団清智会　清智会記念病院）

Ｏ-8-2-02 低栄養状態にある精神障害を伴った廃用症候群の高齢患者に対する
リハビリテーション栄養の効果
和田美紀子（特定医療法人研精会　稲城台病院　食支援センター）

Ｏ-8-2-03 出汁茶やミント水を用いた水分補給法の検討
田中　　綾（松永病院）
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Ｏ-8-2-04 当院回復期リハビリテーション病棟の現状を踏まえた栄養管理の検討
～MCTオイルの導入とその結果報告～
足立　莉奈（医療法人渓仁会　札幌西円山病院）

Ｏ-8-2-05 ADL改善を目指した病棟専任管理栄養士による関わり～低栄養改善に向けて～
牧　　知世（社会医療法人昌林会　安来第一病院）

Ｏ-8-2-06 回復期病棟における入院時低アルブミン患者へのNST介入効果　第1報
森田　真衣（八尾はぁとふる病院　診療管理部　栄養管理課）

Ｏ-8-2-07 外来での継続介入により減量できた脳梗塞の一症例
ー行動変容ステージモデルに着目してー
杉浦　理子（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院）

8-3　栄養管理 14:20～15:10
座長：木崎恵梨子（医療法人社団保健会　東京湾岸リハビリテーション病院）

Ｏ-8-3-01 栄養アセスメントシートを用いての栄養管理～食べて動いてお家に帰ろう～
比屋根彩乃（沖縄医療生活協同組合　とよみ生協病院　リハビリテーション室）

Ｏ-8-3-02 回復期リハビリテーション病棟における食支援入院の介入とその成果
田中竜太郎（稲城台病院　リハビリテーション科）

Ｏ-8-3-03 回復期リハビリテーション病棟におけるたんぱく質強化型栄養療法対象者の
たんぱく質摂取量（g/体重kg）とリハビリテーションアウトカムの報告
池田　一生（青森保健生活協同組合　あおもり協立病院　リハビリテーション科）

Ｏ-8-3-04 回復期リハビリテーション病棟における専任管理栄養士配置に伴う低体重患者の体重変化
松本真奈美（藤田医科大学　七栗記念病院　医療技術部食養課）

Ｏ-8-3-05 食事摂取量が低下している患者さんに対する喫食環境調整
～リハビリテーション効果の充実を目指して～
三原麻衣子（医療法人北辰会　西条市民病院　回復期リハビリテーション病棟）

Ｏ-8-3-06 長時間有酸素運動の栄養管理　ー阿波踊りの栄養管理ー
田中　　綾（松永病院）

Ｏ-8-3-07 運動器疾患患者に対する、より有効な『リハビリテーション栄養』を目指して
長谷川沙紀（医療法人愛生舘　小林記念病院　診療技術部）
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8-4　栄養管理 15:20～16:10
座長：影山　典子（医療法人社団　西広島リハビリテーション病院）

Ｏ-8-4-01 回復期リハビリテーション病棟における食事摂取量評価の実際
中野　公貴（医療法人社団鶴友会　鶴田病院　看護部　回復期リハビリテーション病棟）

Ｏ-8-4-02 入院患者の栄養状態改善に向けた取り組み～KTバランスチャートを用いて～
大原　朱紀（五条川リハビリテーション病院）

Ｏ-8-4-03 当センター回復期リハビリテーション病棟入院患者における位相角（Phase Angle）と
歩行自立度の関係性について
山下　祥平（独立行政法人国立病院機構　村山医療センター）

Ｏ-8-4-04 回復期リハ病棟入院患者の24時間活動モニタリングに基づく
消費エネルギーの推定と体重推移の比較
新家　　翼（藤田医科大学病院　看護部）

Ｏ-8-4-05 当院回復期リハビリテーション病棟における低栄養・サルコペニア罹患率と
運動FIM利得について
麻井　和也（医療法人清仁会　水無瀬病院　リハビリテーション部）

Ｏ-8-4-06 入院中の栄養管理が退院後の活動量に及ぼす効果～活動範囲に着目して～
宮下　千尋（国際医療福祉大学　塩谷病院　リハビリテーション室）

Ｏ-8-4-07 脳卒中患者に対しカロリー計算を行い、運動機能向上・体重増加を認めるも
筋肉量の減少を認めた症例の検討
三河　省吾（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院）

8-5　栄養管理 16:20～17:10
座長：西岡　心大（一般社団法人是真会　長崎リハビリテーション病院）

Ｏ-8-5-01 療法士に対する栄養に関しての認識調査
～栄養状態に合わせたリハビリを提供するために～
原　　志帆（医療法人白山会　白山リハビリテーション病院　療法部）

Ｏ-8-5-02 脳血管疾患患者における入退院時の体重変化と実績指数の関係について
小林瑞来（社会医療法人生長会　ベルピアノ病院　栄養管理室）

Ｏ-8-5-03 転倒に伴う下肢・骨盤骨折患者の血清アルブミン値とバランス能力の相関
前田　　篤（総合リハビリ美保野病院　リハビリテーション科）
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Ｏ-8-5-04 大腿骨頸部骨折患者の栄養状態と歩行自立度の関係性について
要　　哲矢（麻生リハビリ総合病院）

Ｏ-8-5-05 当院回復期入院患者の過去2年前身体状況からみた横断調査
岡村　寛子（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院　栄養科）

Ｏ-8-5-06 当院回復期入院患者の栄養指標における入院時データと退院時データの関係について
冨田なみき（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院）

Ｏ-8-5-07 InbodyS10を用いた回復期リハビリテーション病棟入院患者の体組成成分把握に関する考察
饗場　智暁（ 一般社団法人巨樹の会　下関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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第 9 会場（小ホール）

9-1　家族支援・退院支援 11:10～12:00
座長：丸居夕利佳（公益社団法人　日本理学療法士協会）

Ｏ-9-1-01 両下肢切断患者への退院支援　～トイレまでの動線に着目して～
山本　一輝（社会医療法人畿内会　岡波総合病院）

Ｏ-9-1-02 福祉機器の導入により自宅退院が可能となった後期高齢胸髄損傷（Th9）患者の一例
～日中の車椅子生活自立を目指して～
上　　昌之（医療法人共栄会　名手病院　リハビリテーション科）

Ｏ-9-1-03 「一人での外出」へ向けて気づきを促した事例
森國さやか（済生会小樽病院）

Ｏ-9-1-04 回復期リハビリテーション病棟における屋外活動が
認知機能や生活動作に及ぼす影響について
瀧澤　裕実（朝日大学病院）

Ｏ-9-1-05 院外訓練における実績指数と在宅復帰の関係性
村山菜都弥（医療法人社団豊泉会　丸山病院　リハビリテーション部）

Ｏ-9-1-06 屋外歩行訓練における屋外歩行MAPの作成
徳保　紘美（医療法人桂名会　木村病院　リハビリテーション部）

Ｏ-9-1-07 当院回復期リハ病棟における入院時訪問の効果について
串崎　智章（大田市立病院　診療技術部　リハビリテーション技術科）

9-2　ADL・IADL 13:20～14:10

Ｏ-9-2-01 回復期病棟において総合FIM利得が70を超えた11症例の特徴
伊藤　郁乃（国立病院機構　東京病院リハビリテーション科）

Ｏ-9-2-02 脳卒中患者の発症前の手段的日常生活自立度と機能的予後の関連
黒田　亮太（ 社会医療法人令和会　熊本リハビリテーション病院 

リハビリテーション部　理学療法科）

Ｏ-9-2-03 清拭に対する付加的介入が清拭FIM利得に与える影響
浦野　彰吾（社会医療法人大道会　森之宮病院）
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Ｏ-9-2-04 回復期リハビリテーションにおける更衣FIMに関する予後予測の検討
諸石真由夏（社会医療法人大道会　森之宮病院　リハビリテーション部　作業療法科）

Ｏ-9-2-05 独居で自宅退院した脳血管疾患患者の性別によるADL能力の違い
水谷　俊介（熱田リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｏ-9-2-06 重度脳卒中患者における運動FIMの経過について
新福友果子（公益財団法人慈愛会　今村総合病院　リハビリテーション部）

Ｏ-9-2-07 当院における退院時の運動FIM移動に関するアンケート調査
淺野　竜士（医療法人社団清智会　清智会記念病院）

9-3　ADL・IADL 14:20～15:10
座長：市村　　公（医療法人はぁとふる　八尾はぁとふる病院）

Ｏ-9-3-01 回復期リハビリテーション病棟入院中の大腿骨近位部骨折患者における
早期の病棟内歩行導入がアウトカムに及ぼす影響
渡邊　　佑（栄宏会　小野病院リハビリテーション科）

Ｏ-9-3-02 当院における自宅退院した脊椎圧迫骨折患者のFIMの特徴分析
瀬戸山千佳（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部）

Ｏ-9-3-03 回復期リハ病棟の認知症合併者における「できるADL」と「しているADL」の差の検討
池谷　勇樹（医療法人大誠会　内田病院）

Ｏ-9-3-04 当院回復期病棟における高齢患者の認知機能とFIMの関連性
細川　美月（医療法人倚山会　田岡病院　リハビリテーション科）

Ｏ-9-3-05 重症患者の在宅復帰に向けたADL練習の影響度の検討
佐藤　　充（ 一般社団法人巨樹の会　宇都宮リハビリテーション病院 

リハビリテーション科）

Ｏ-9-3-06 退院前患者の健康関連QOL及び主観的健康感に影響を与える要因
橋本　圭輔（さくら総合病院）

Ｏ-9-3-07 当院回復期リハビリテーション病棟患者の入棟時意欲はFIM利得に影響するのか
寺澤　常保（津島市民病院　診療技術局　リハビリテーション室）
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9-4　ADL・IADL 15:20～16:10

Ｏ-9-4-01 複合的な疼痛のため介入困難ながらADL訓練が有効であった視床出血の一例
佐川　裕美（社会医療法人大道会　森之宮病院）

Ｏ-9-4-02 役割を再獲得したことで,退院後も自分らしい生活を送れるようになった事例
角野　未季（社会医療法人生長会　府中病院　作業療法室）

Ｏ-9-4-03 成功体験を重視した課題指向型練習により化粧動作が可能となった
脳梗塞右片麻痺，100歳の症例
水野日菜子（京都民医連あすかい病院　リハビリテーション部）

Ｏ-9-4-04 回復期病棟における課題に着目した取り組み
～食事動作が自立し，上肢機能が向上した症例～
大丸　陽平（医療法人仁泉会　川崎こころ病院　リハビリテーション科）

Ｏ-9-4-05 頭部外傷、前頭葉脳梗塞後に自発性が低下した症例に対するADLアプローチ
森　　祐也（わかくさ竜間リハビリテーション病院　療法部　療法課）

Ｏ-9-4-06 回復期入棟時ベッド上生活から歩行自立に至った視神経脊髄炎患者の回復過程
松尾　美鈴（医療法人社団苑田会　花はたリハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-9-4-07 疲労感を考慮した理学療法が活動範囲を拡大したギランバレー症候群の一例
岩下美彩稀（ 社会医療法人雪の聖母会　聖マリアヘルスケアセンター 

リハビリテーション室）

9-5　ADL・IADL 16:20～17:10
座長：⽯澤　郁美（医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター）

Ｏ-9-5-01 入浴評価から始める機能改善を目的とした回復期リハビリテーション介護の取り組み
福石　逸美（医療法人和風会　千里リハビリテーション病院）

Ｏ-9-5-02 集中的ADL動作訓練を行う早出・遅出介入のFIM利得改善結果について
高倉　史也（宇都宮リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｏ-9-5-03 当院における早朝リハビリテーションの取り組み
田中　秀和（イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院）

Ｏ-9-5-04 当院回復期病棟における更衣の取り組みについて
武藤友加里（社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院　リハビリテーション技術室）
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Ｏ-9-5-05 歩行，トイレ動作・移乗における自立チェック表の導入して
－導入までの経過と導入前後での意識調査－
伊藤　麻美（医療法人和光会　川島病院　看護部）

Ｏ-9-5-06 脳血管障害片麻痺患者の更衣動作に向けた多職種協働の効果
松本小百合（ 社会医療法人雪の聖母会　聖マリアヘルスケアセンター 

リハビリテーション室）

Ｏ-9-5-07 日常生活動作の差異を減らすための他職種間連携強化への取り組み
～更衣評価表の作成を通して～
下村　由貴（医療法人清翠会　牧リハビリテーション病院　リハビリテーション部）
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第 4 会場第 10 会場（204 会議室）

10-1　家族支援・退院支援 11:10～12:00
座長：野宮　崇生（社会医療法人医仁会　中村記念南病院）

Ｏ-10-1-01 患者さんの自宅へ行こう！～生活者として患者をみるために～
黒木さおり（医療法人誠和会　和田病院　看護部）

Ｏ-10-1-02 回復期リハビリテーション病棟における住環境整備の提案は十分か
閑野　　智（公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　リハビリテーション科）

Ｏ-10-1-03 HAMを既往にもつ大腿骨転子部骨折患者で自宅復帰することが出来た一症例
～3回の退院前訪問を経て～
横井　慎也（善常会リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-10-1-04 認知機能低下者において家屋調査は自宅退院率を高める
冨田　駿介（ 一般社団法人巨樹の会　八千代リハビリテーション病院 

リハビリテーション部）

Ｏ-10-1-05 入院時訪問を退院支援に活かす～職員の意識改革と事例の振り返り～
西野　周斗（松山リハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-10-1-06 家族目線で取り組む退院支援　～家屋調査に対する家族の本音から～
池内　一恵（伊予病院　看護部）

Ｏ-10-1-07 自宅退院に影響を及ぼす因子について～家屋調査に着目して～
倉畑　百香（ベルピアノ病院　リハビリテーション室）

10-2　家族支援・退院支援 13:20～14:10
座長：新和なつみ（錦海リハビリテーション病院）

Ｏ-10-2-01 回復期病棟から在宅復帰を目指す上で必要な因子の検討　FIMを用いた考察
榎村直久（清恵会三宝病院　総合リハビリテーション　理学療法科）

Ｏ-10-2-02 回復期脳卒中者における入院時の認知・行動チェックリストで
評価した高次脳機能障害が自宅退院に及ぼす影響について
池内　貴美（済生会　今治第二病院　リハビリテーション科）

Ｏ-10-2-03 超高齢の回復期脳卒中者における入院時の身体能力簡易テストに基づく
予測入院日数に応じた退院支援の検討
渡邊　真依（済生会　今治第二病院　リハビリテーション科）
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Ｏ-10-2-04 重度脳卒中患者をその人が望む生活の場へ繋ぐために
～介護力や環境・サービスなどの調整力に着目して～
室谷健太郎（八尾はぁとふる病院　リハビリテーション部）

Ｏ-10-2-05 当院回復期リハビリテーション病棟における廃用症候群患者の自宅復帰要因
-FIM運動項目からの検討-
樋上　翔一（社会医療法人清恵会　三宝病院　総合リハビリテーション　理学療法科）

Ｏ-10-2-06 回復期リハビリテーション病棟における整形外科疾患患者を対象とする
FIM点数と在宅復帰の可能性
晴山　絵梨（甲州リハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-10-2-07 車椅子で自宅退院を目指すために　―退院先に影響を及ぼす因子の検討―
岩間　友実（すずかけヘルスケアホスピタル　リハビリテーション技術部）

10-3　家族支援・退院支援 14:20～15:10
座長：永見　　茜（医療法人社団西広島リハビリテーション病院）

Ｏ-10-3-01 経管栄養をせず自宅退院を希望した患者・家族への関わり
鈴木　桂子（医療法人光臨会　荒木脳神経外科病院　看護部）

Ｏ-10-3-02 本人・家族そして私たちも納得した生活の場に戻るために
～患者・家族カンファレンスの現状分析より～
芝　　穂波（医療法人共栄会　名手病院　看護部）

Ｏ-10-3-03 退院後の介護生活にイメージが持てない中、在宅復帰を望む家族への支援
～チームアプローチの中での看護の役割～
前田　竜一（医療法人社団健育会　ねりま健育会病院　看護部）

Ｏ-10-3-04 家族面談を通して在宅復帰を果たした重度片麻痺患者の退院支援
中平　智之（社会医療法人畿内会　岡波総合病院　リハビリテーション科）

Ｏ-10-3-05 脳卒中重度左片麻痺患者の自宅退院への挑戦
～早期からの家族指導と院内外の多職種協働が有効であった一例～
小田桐紅葉（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）

Ｏ-10-3-06 より良い退院支援に向けての取り組み
～電話訪問後の事例検討会を通し見えた課題の改善策を導き出して・・・
佐治　千代（医療法人健和会　奈良東病院）

Ｏ-10-3-07 職員の能力開発を目的とした回復期リハビリテーション病棟退院後電話調査の取り組み
佐々木麻意（医療法人社団永生会　永生病院　リハビリテーション部）



－ 60 －

一
般
演
題
（
口
演
発
表
）
第
１
日
目

10-4　家族支援・退院支援 15:20～16:10
座長：吉川　直子（社会医療法人甲友会　西宮協立リハビリテーション病院）

Ｏ-10-4-01 回復期リハビリテーション病棟から自宅退院した脳卒中者の転倒状況と要因について
～退院1ヶ月後の追跡調査から～
山口　義雄（福岡リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-10-4-02 入院中に抑制が必要とされた患者の自宅退院後の追跡から見えてきたもの
入河　　毅（伊予病院　回復期リハビリテーション病棟）

Ｏ-10-4-03 胃瘻造設患者の経口摂取継続を目指したアプローチ
～家族に医療従事者がいる患者を経験して～
大戸　直也（社会医療法人敬和会　大分リハビリテーション病院）

Ｏ-10-4-04 ワレンベルグ症候群により全く意欲がなかった患者への自宅退院に向けた介入
水口　　早（新武雄病院　看護部）

Ｏ-10-4-05 転倒要因の考察を踏まえた介入により自宅退院に至った視床梗塞患者の一例
吉川　茉優（ 医療法人社団洛和会　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）

Ｏ-10-4-06 高次脳機能障害により家庭内での居場所をなくした脳卒中男性への退院支援
～横浜市自立生活アシスタントとの協働～
渋木　麻美（新横浜リハビリテーション病院）

Ｏ-10-4-07 疼痛に対する認知面の介入を考慮した理学療法士の関わり
～疼痛に対するSelf-Efficacyの低下した症例を経験して～
材津　靖弥（山鹿温泉リハビリテーション病院　総合リハビリテーション部）

10-5　家族支援・退院支援 16:20～17:10
座長：早川麻依子（鵜飼リハビリテーション病院）

Ｏ-10-5-01 回復期リハビリ病棟専従の社会福祉士の適正数について
―急性期回復期一貫システムの中では、患者15名に１名の専従社会福祉士が必要―
井筒　由莉（社会医療法人榮昌会　吉田病院　回復期リハビリ病棟）

Ｏ-10-5-02 回復期リハ病棟におけるソーシャルハイリスク者の傾向
足立香織（公益社団法人信和会　京都民医連あすかい病院　リハビリテーション部）

Ｏ-10-5-03 自己決定を尊重する上でＳＷの役割～本人・家族の意向が相違した事例を経験して～
謝敷奈津子（医療法人おもと会　大浜第二病院　医療福祉課）
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Ｏ-10-5-04 ソーシャルワーカーの面接によるクライエントの変化～危機介入アプローチの視点から～
大木原彩峰（医療法人社団輝生会　船橋市立リハビリテーション病院）

Ｏ-10-5-05 障害受容過程にある未成年患者へのソーシャルワーク支援-受容と社会復帰を目指して-
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）

Ｏ-10-5-06 ホームレス患者の退院支援から　SWとしての在り方を考える
黒田　琴美（三豊市立西香川病院）

Ｏ-10-5-07 回復期リハビリテーション病棟における疾患別ＭＳＷ介入率と在宅復帰率
落合幸太朗（藤田医科大学　七栗記念病院　地域連携室）
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第 11 会場（206 会議室）

11-1　職員教育・人材育成 11:10～12:00
座長：桂　　律也（クラーク病院）

Ｏ-11-1-01 理学療法士による治療マネジメントの現状と課題
和田　来緒（医療法人渓仁会　札幌西円山病院　リハビリテーション部　理学療法科）

Ｏ-11-1-02 療法士2年次研修における法人内後方連携研修の取り組みとその効果について
岡部由美加（社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　リハ技術部　教育研修科）

Ｏ-11-1-03 当院の回復期リハビリテーション病棟におけるリハ部門の体制と
臨床教育の充実に対する試みについて
村上　茂史（兵庫医科大学　ささやま医療センター　リハビリテーション室）

Ｏ-11-1-04 自宅退院患者への追跡調査におけるセラピスト自身への有用な教育的効果の可能性
沢田　　翔（IMSグループ医療法人社団明芳会　新戸塚病院　リハビリテーション科）

Ｏ-11-1-05 言語聴覚士の職場教育について　―キャリア形成の視点から―
勝田　有梨（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）

Ｏ-11-1-06 当院回復期病棟所属のリハビリ療法士における治療マネジメント向上に向けた取り組み
判多　勇也（浅ノ川総合病院　リハビリテーションセンター）

11-2　転倒・転落 13:20～14:10
座長：杉　　優子（川崎医科大学附属病院）

Ｏ-11-2-01 当病棟における転倒減少を目指した取り組みと結果について
～転倒後カンファレンスの導入～
古謝　怜香（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）

Ｏ-11-2-02 当院回復期リハビリテーション病棟における転倒転落予防の取り組み
～多職種カンファレンスを開催して～
加藤　貴子（総合大雄会病院）

Ｏ-11-2-03 ベッド環境の整備が転倒を減らす
中野　友貴（長野医療生協　長野中央病院リハビリテーション部）

Ｏ-11-2-04 転倒転落アセスメントスコアシートの検討
―回復期リハビリテーション病棟における評価基準の作成に向けて―
原　　裕樹（JA神奈川県厚生連　伊勢原協同病院　5東病棟）
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Ｏ-11-2-05 ONE TEAM～当院における転倒転落防止対策:次世代予測型見守りシステム導入
（Neos+Care）による効果～
鍵原　美和（附属三宅リハビリテーション病院　看護介護課）

Ｏ-11-2-06 当院の理学療法部門におけるインシデントの発生状況から考える防止策
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）

Ｏ-11-2-07 回復期病棟入院患者の生活範囲に応じた歩行自立評価における
チェックシートの作成とその妥当性の検討
柳井　洋平（医療法人和同会　宇部西リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

11-3　転倒・転落 14:20～15:10
座長：三宮　克彦（社会医療法人　寿量会　熊本機能病院）

Ｏ-11-3-01 回復期リハビリテーション病棟入院患者の疾患別にみた転倒に影響する要因の違い
大西　勝巳（熱田リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｏ-11-3-02 退院後の転倒に関与する因子
田中　志門（ 一般社団法人巨樹の会　蒲田リハビリテーション病院 

リハビリテーション科）

Ｏ-11-3-03 回復期リハビリテーション病棟における転倒リスク
～FIM評価を用いた「できるADL」と「しているADL」の差～
宇都宮康志（おおぞら病院　回復期リハビリ病棟　看護部）

Ｏ-11-3-04 転倒転落アセスメントシートの検証
高間　聖恵（花川病院　看護部）

Ｏ-11-3-05 当院転倒者に関連する客観的評価項目の検討-BAADとFIMを用いて-
米田　正英（宮の森記念病院　リハビリテーション科）

Ｏ-11-3-06 当院回復期リハビリテーション病棟の転倒転落の傾向とセンサーマットとの関係性
奥森　陽平（医療法人社団石鎚会　田辺記念病院　リハビリテーション部）

Ｏ-11-3-07 回復期リハビリテーション病棟で車椅子移乗が自立した患者における
転倒・転落の現状と対策
遠藤　千春（藤田医科大学病院　リハビリテーション部）
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11-4　転倒・転落 15:20～16:10
座長：飯野　和徳（筑波記念病院）

Ｏ-11-4-01 A病棟における転倒転落の傾向の共有
沖永　来幸（健和会　大手町リハビリテーション病院）

Ｏ-11-4-02 生活の視点で行動分析することが転倒予防に繋がった1症例
渡部　史明（茨城リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-11-4-03 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複数回転倒転落に着目して
小林　夕子（奈良県総合リハビリテーションセンター　リハビリテーション科）

Ｏ-11-4-04 ＣＢＡを用いた脳損傷患者におけるトイレ見守りシールの判断基準作成に向けて
池田　隼也（医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院）

Ｏ-11-4-05 当院回復期病棟における高齢大腿骨骨折患者の外出機会における
転倒恐怖心とADL・在院日数との関連性
岩本　　涼（医療法人ハートフル　アマノリハビリテーション病院）

Ｏ-11-4-06 股関節術後患者の手術機転の違いによる転倒恐怖感と機能回復についての調査
神田　賀庸（道後温泉病院　リハビリテーション科）

Ｏ-11-4-07 ポジティブ・デビアンスによる転倒予防
～転ばない認知症高齢者に共通したケアとは？～
萩原　明美（医療法人大誠会　内田病院）

11-5　転倒・転落 16:20～17:10
座長：桂　　賢一（社会医療法人寿量会　熊本機能病院）

Ｏ-11-5-01 脳卒中片麻痺患者において入院中のShort form Berg Balance Scaleで
退院後の転倒リスクを判別できるか
岡　　知紀（医療法人社団輝生会　船橋市立リハビリテーション病院　リハケア部）

Ｏ-11-5-02 認知症高齢患者の転倒予防のレクリエーションによる抑制時間軽減の試み
三浦　真弓（公益財団法人復康会　沼津リハビリテーション病院　２階病棟）

Ｏ-11-5-03 睡眠剤使用から見た当院回復期リハビリテーション病棟における転倒・転落
上村　大士（社会医療法人元生会　森山メモリアル病院　薬剤部）

Ｏ-11-5-04 転倒予防における運動イメージ能力改善の試み
迫田　祐行（医療法人明倫会　本山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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Ｏ-11-5-05 転倒転落対策－リスクラウンドにより成果が現れるまでの軌跡－
内藤　　翠（医療法人社団石鎚会　田辺記念病院　リハビリテーション部）

Ｏ-11-5-06 当院回復期病棟における移動自立度判定の検討～患者第一の病棟を目指して～
奥瀬　宏貴（公益財団法人　総合花巻病院　リハビリテーション部）

Ｏ-11-5-07 当院におけるセンサーマット導入による効果の検証
赤塚　祐子（永井病院　リハビリテーション科）
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第 4 会場第 12 会場（207 会議室）

12-1　職員教育・人材育成 11:10～12:00
座長：岡村　奈保（社会医療法人近森会　近森リハビリテーション病院）

Ｏ-12-1-01 リハビリスタッフの手指衛生に関する意識調査
～リハビリテーションにおける手指衛生教育～
三好　亜樹（社会医療法人社団三草会　クラーク病院　４階病棟）

Ｏ-12-1-02 個人目標にPDCAサイクルと年4回の面談を導入した取り組み
江頭　修司（医療法人智仁会　佐賀リハビリテーション病院　リハビリ部）

Ｏ-12-1-03 アクション・リサーチ法を用いた勉強会の効果～アセスメント能力の向上に向けて～
佐々木　彩（医療法人大植会　葛城病院　看護部）

Ｏ-12-1-04 卒後教育における客観的臨床能力試験（OSCE）の評価者間の評価の均一化に対する取り組み
松村　友也（医療法人橘会　東住吉森本リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｏ-12-1-05 当院で行われている急変対応シミュレーションの改善にむけた取り組み
奥村　健太（天理よろづ相談所病院　白川分院　リハビリテーション科）

Ｏ-12-1-06 客観的臨床能力試験（OSCE）の実施と結果～前年度との比較と今後の課題～
松本　　渉（医療法人明倫会　本山リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

12-2　摂食・嚥下・口腔ケア 13:20～14:10
座長：椎名　英貴（社会医療法人　森之宮病院）

Ｏ-12-2-01 バルーン法が困難であったワレンベルグ症候群の一例
ーチューブ嚥下訓練および頭位調整の効果ー
西岡　未紗（東京湾岸リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-12-2-02 嚥下調整食に比べて普通食の方が誤嚥徴候が少なかった症例
佐野　直哉（医療法人渓仁会　札幌西円山病院　リハビリテーション部）

Ｏ-12-2-03 干渉電流型低周波治療器により嚥下機能の改善を認めたWallenberg症候群患者の一症例
服部　雅幸（医療法人和光会　山田病院リハビリテーション部）

Ｏ-12-2-04 早期退院のために常食摂取を目指したWallenberg症候群の一例
青木　　祥（昭和大学　藤が丘リハビリテーション病院　リハビリテーションセンター）
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Ｏ-12-2-05 3食経口摂取自立を獲得した重度嚥下障害の一例
～良好な認知機能を活かして経口摂取を目指した症例～
佐藤　　好（竹川病院　リハビリテーション部）

Ｏ-12-2-06 摂食嚥下障害の改善に伴い、摂食動作に極端な円背姿勢を活用した
ギランバレー症候群の一例
中村　克哉（川崎医科大学附属病院　リハビリテーションセンター）

Ｏ-12-2-07 下咽頭がん治療後に嚥下機能が低下し肺炎を発症したが自力経口摂取まで回復した一例
大高　美貴（篠田総合病院　リハビリセンター）

12-3　摂食・嚥下・口腔ケア 14:20～15:10
座長：川崎あゆみ（医療法人社団輝生会　船橋市立リハビリテーション病院）

Ｏ-12-3-01 摂食嚥下プロジェクトの取り組みと今後の課題～セラピストが参加してからの変化～
吉井　恵子（ 社会医療法人甲友会　西宮協立リハビリテーション病院 

リハビリテーション部）

Ｏ-12-3-02 口から食べることへの包括的アプローチを目指したシステムの構築
―多職種によるKTバランスチャートを用いた評価とカンファレンスの導入―
弥永　由紀（岩国市医療センター医師会病院）

Ｏ-12-3-03 当院回復期リハビリテーション病棟における摂食嚥下障害重症度と練習内容の比較
-Excise Logシステムを用いた分析-
佐藤百合子（藤田医科大学病院　リハビリテーション部）

Ｏ-12-3-04 経口摂取の可否予測因子としての認知機能の検証
～認知関連行動アセスメント（CBA）を用いて～
村瀬　友一（医療法人財団善常会　善常会リハビリテーション病院）

Ｏ-12-3-05 嚥下障害患者の評価と介入に関する臨床知識の構造化
－当法人における検証の実施報告と今後の展望に関して－
宮脇　一紀（医療法人財団利定会　大久野病院）

Ｏ-12-3-06 摂食援助表の使用によるADL向上の報告
小坂　一宏（社会福祉法人浴風会　浴風会病院）

Ｏ-12-3-07 患者のQOLを目指した口腔ラウンド改善への試み～肺炎発症率の検証～
濱村慧江（公益財団法人健和会　戸畑けんわ病院　3階回復期リハビリテーション病棟）
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12-4　摂食・嚥下・口腔ケア 15:20～16:10

Ｏ-12-4-01 当院回復期リハ病棟における気管カニューレを有する患者の現状と特徴に関する検討
廣田ゆかり（一般社団法人是真会　長崎リハビリテーション病院　臨床部）

Ｏ-12-4-02 理学療法士として体幹機能にアプローチした結果3食経口摂取となった脳血管症例
得田　雄誠（医療法人社団健育会　熱川温泉病院　リハビリテーション部）

Ｏ-12-4-03 回復期リハビリテーション病棟における摂食嚥下障害を呈した患者の
3食経口摂取再開に関連する要因
水戸　裕香（医療法人光臨会　荒木脳神経外科病院　リハビリテーション部）

Ｏ-12-4-04 当院における経口摂取不可の症例の帰結-病棟間・医師間の比較
小川　太郎（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｏ-12-4-05 入院患者の口腔内状況とFIMとの関連性について～ROAGでの口腔機能評価をとおして～
浅野紳次郎（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院）

Ｏ-12-4-06 経腸栄養から３食経口摂取が可能となった小児の一例
真保　亜衣（西記念ポートアイランドリハビリテーション病院　栄養科）

Ｏ-12-4-07 円背姿勢を呈した脳卒中患者に対する車いすシーティングが
身体アライメント及び摂食嚥下機能に及ぼす影響
川口　有里（医療法人社団苑田会　苑田会リハビリテーション病院）

12-5　職員教育・人材育成 16:20～17:10
座長：松本　美幸（社会医療法人寿量会　熊本機能病院）

Ｏ-12-5-01 排泄委員の取り組みによる職員意識の変化
浜田　伸和（医療法人互生会　筒井病院　回復期リハビリテーション病棟）

Ｏ-12-5-02 全職種参加型の危険予知トレーニング実践報告
荒井　裕太（医療法人三星会　茨城リハビリテーション病院）

Ｏ-12-5-03 口腔内への意識を高めるための当院における歯磨き講習会の開催について
～回復期リハ病棟ケア　10項目宣言に着目した取り組み～
中村　智子（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）

Ｏ-12-5-04 阿波踊りを使ったリハビリチームビルディング
市原　　歩（松永病院）
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Ｏ-12-5-05 YouはShock
大川原　淳（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院）

Ｏ-12-5-06 FIM勉強会活動～正答率の向上に向けて～
内藤未乃里（医療法人北辰会　蒲郡厚生館病院　リハケア部リハビリセンター　理学療法科）

Ｏ-12-5-07 回復期リハビリテーション病棟に従事するスタッフの療法士に対する認識調査
～独自のアンケート項目を使用して～
永井　愛美（医療法人大植会　葛城病院　リハビリテーション部　作業療法課）
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第 13 会場（201+202 会議室）

13-1　職員教育・人材育成 11:10～12:00
座長：竹内　茂伸（錦海リハビリテーション病院）

Ｏ-13-1-01 言語聴覚士臨床実習生のコミュニケーション能力への
気付きを促すビデオ・フィードバック法の工夫
田上　滋之（医療法人清翠会　牧リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-1-02 日本看護協会版クリニカルラダーの学習内容の構築
～多職種で考える〈協働する力〉の課題～
上山さゆみ（医療法人清水会　京都リハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-13-1-03 当院リハビリテーション部でのラダー作成と運用　ー教育的視点を重要視してー
末宗　　梓（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）

Ｏ-13-1-04 看護介護計画の質向上への取り組み
～委員会メンバーによる看護介護計画監査の効果検証～
西原　鮎子（医療法人社団朋和会　西広島リハビリテーション病院）

Ｏ-13-1-05 移動手段選択指標としてのStanding test for Imbalance and Disequilibirium(SIDE)の
検討‐インシデント発生件数に着目して‐
阿部　修大（医療法人社団健育会　石巻健育会病院）

Ｏ-13-1-06 組織が求める理学療法士能力評価表の作成とその信頼性と妥当性
松永　　玄（東京湾岸リハビリテーション病院）

13-2　認知症 13:20～14:10
座長：畑中　　洋（社会医療法人平成醫塾苫小牧東病院）

Ｏ-13-2-01 回復期リハビリテーション病院における認知症を有する
整形疾患患者の自宅退院に関連する要因
松坂　祐貴（麻生リハビリ総合病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-2-02 回復期リハビリテーション病棟入院患者の認知機能が活動に及ぼす影響について
～MMSEとFIMを用いて～
森田　修平（医療法人川村会　くぼかわ病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-2-03 回復期リハビテーション病棟における運動疾患患者の自宅復帰に影響する因子の検討
小田　真徳（医療法人光生会　赤岩病院　リハビリテーション部）
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Ｏ-13-2-04 認知症の合併が当センター回復期リハビリテーション病棟に入院した
転倒骨折患者のリハ効果に及ぼす影響
荒　　洋輔（ 社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター 

リハビリテーション部　作業療法科）

Ｏ-13-2-05 回復期リハビリテーション病棟におけるBPSDの実態とFIMとの関連
松林　大成（医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-2-06 当院回復期リハビリテーション病棟における10年推移と患者特性について
～認知症例に着目して～
久保　進也（医療法人渓仁会　札幌西円山病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-2-07 回復期リハビリテーション病棟における認知症患者のFIMを用いた自宅退院因子の特徴
天眞　正博（岸和田リハビリテーション病院　リハビリテーションセンター）

13-3　認知症 14:20～15:10
座長：新内いずみ（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院）

Ｏ-13-3-01 回復期リハビリテーション病棟における認知症患者への取り組み ～視覚刺激を用いて～
森本　祐未（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）

Ｏ-13-3-02 回復期リハビリテーション病棟における
認知機能が低下した患者への関わり方についての実態調査
大田　真美（医療法人おもと会　大浜第二病院）

Ｏ-13-3-03 認知症患者と交換ノートを活用して
渡辺　真菜（圏央所沢病院　回復期リハビリテーション病棟）

Ｏ-13-3-04 多職種で統一した関わりを行うことで認知症に伴う精神・神経症状が安定し、
退院後もその人らしさをいかした生活の継続が出来ている症例
小澤　美樹（医療法人社団弥生会　旭神経内科リハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-13-3-05 混合性認知症の「怒り」を軽減するために～不安解消に向けた関わり方と聴覚的誘導～
山岡　瑞季（昭和大学　藤が丘リハビリテーション病院　リハビリテーションセンター）

Ｏ-13-3-06 認知機能低下した症例に対するアプローチ～自宅での服薬自己管理に向けた介入～
大平　瑞季（IMSグループ　イムス明理会仙台総合病院　リハビリテーション科）
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13-4　認知症 15:20～16:10
座長：照屋　益美（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）

Ｏ-13-4-01 BPSD・重度精神機能障害のある患者の回復過程 ～その人らしさ～
河原　絵理（ねりま健育会病院）

Ｏ-13-4-02 抑制を減らすための取り組み∽認知症ケアラウンドを開始して得られた変化∽
池田絵美子（清仁会水無瀬病院）

Ｏ-13-4-03 他者との交流により認知機能が向上した症例
川原美由紀（医療法人社団成人会　市が尾病院　看護部）

Ｏ-13-4-04 超高齢患者の認知症周辺症状が緩和された事例－趣味の編物を取り入れたケアの効果－
阪口　優子（医療法人協和会　千里中央病院）

Ｏ-13-4-05 認知機能低下患者への“見守りたい”実施後の主観的満足への効果
平田　温詞（医療法人協和会　第二協立病院　看護部）

Ｏ-13-4-06 認知症ケアの介入から見えてきたこと
篠原　正代（三豊市立西香川病院　看護部）

13-5　認知症 16:20～17:10
座長：森　　純子（筑波記念病院）

Ｏ-13-5-01 摂食障害を伴った認知症患者への、チームｱﾌﾟﾛｰﾁが奏功した一例
佐藤　樹利（鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-13-5-02 認知機能が低下した患者に対するPerformance Oriented Mobility Assessmentの有用性
永井　公規（医療法人社団苑田会　花はたリハビリテーション病院）

Ｏ-13-5-03 ペグ移動訓練が認知機能に与える影響
香山　和志（信愛病院　リハビリテーション科）

Ｏ-13-5-04 認知が低下している患者さんへの生活リズム再建～入院中の院内デイ・ケアを利用して～
鈴木　　京（西条市民病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-5-05 回復期リハビリテーション病院でMCIの早期発見の試み
渡邊　麻耶（特定医療法人自由会　岡山光南病院）

Ｏ-13-5-06 回復期リハ病棟における認知症ケアで難渋する症状や現象と対応策を知る
～認知症ケアのスタンダードケアプラン構築に向けて　第3報～
谷村　公朗（医療法人愛の会　光風園病院　リハビリテーション部）
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第 5 会場（中ホール B）

5-6　チーム医療 9:00～9:50
座長：大川原　淳（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院）

Ｏ-5-6-01 回復期リハビリテーション病棟での脳卒中後の痙縮の教育、退院後の早期発見・早期治療
システム(痙縮治療システム)の構築の試み
小原　健志（熊本託麻台リハビリテーション病院）

Ｏ-5-6-02 生活リズム構築により不穏症状が軽減した一症例
小林　祐介（医療法人篠田好生会　篠田総合病院　リハビリセンター）

Ｏ-5-6-03 橋出血により筋緊張異常を呈した患者の安楽な車椅子座位獲得までのチームアプローチ
川越　哲平（新八千代病院　リハビリテーション科）

Ｏ-5-6-04 当院におけるボツリヌス治療と短期間リハビリテーションの取り組みについて
鳥飼有希子（医療法人堀尾会　熊本託麻台リハビリテーション病院）

Ｏ-5-6-05 患者参加型カンファレンスでの目標共有がADL向上に有効となった一症例
佐藤　加奈（ 社会医療法人雪の聖母会　聖マリアヘルスケアセンター 

リハビリテーション室）

Ｏ-5-6-06 複雑な高次脳機能障害を呈した外傷性脳内出血患者の自宅復帰に関する一考察
～スタッフと妻との密な情報共有による心理面への対応と目標の可視化による動機づけに着目して～
中村　理沙（医療法人成和会　北大阪ほうせんか病院　リハビリテーション科）

Ｏ-5-6-07 看護師と連携しながらインスリン注射の自立を目指した症例
金子　桂大（IMSグループ　イムス明理会仙台総合病院　リハビリテーション科）

5-7　チーム医療 10:00～10:50
座長：光増　　智（中村記念南病院）

Ｏ-5-7-01 回復期病棟において多職種で関わる運転支援のあり方の検討
大下　琢也（嶋田病院　リハビリテーション部）

Ｏ-5-7-02 壮年期にある脳梗塞患者に対する排泄ケアの一考察
余田由紀子（社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-5-7-03 前頭葉症状を呈した患者に対してICFの個人因子に着目した介入
畑中　　洋（社会医療法人平成醫塾　苫小牧東病院）
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Ｏ-5-7-04 重度失語症及び多様な高次脳機能障害を有しながらも多職種で環境設定に関わり、
自宅での独居生活が可能となった一例
杉山　友美（医療法人社団玉栄会　東京天使病院　リハビリテーション科）

Ｏ-5-7-05 回復期リハビリ病棟における呼吸チームの取り組み（肺炎対策について）
大林　浩樹（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）

Ｏ-5-7-06 回復期リハビリテーション病院における多職種で評価する自立度判定の現状と今後の課題
三輪　千尋（医療法人社団和風会　千里リハビリテーション病院）

Ｏ-5-7-07 回復期病棟スタッフによる歩行自立獲得の臨床判断についての実態調査
高田　利津（十勝リハビリテーションセンター　看護部）

5-8　チーム医療 11:00～11:50

Ｏ-5-8-01 薬剤師の回復期リハビリテーション病棟への介入
市橋称都美（牧田総合病院　蒲田分院　薬剤部）

Ｏ-5-8-02 当院回復期病棟いおけるMSWの介入率と役割について
隠岐沙希子（医療法人　永井病院）

Ｏ-5-8-03 当院における身体抑制ゼロの取り組み
井崎　若菜（医療法人天心堂　志田病院）

Ｏ-5-8-04 回復期リハビリテーション病棟における服薬内容の現状～ポリファーマシーの観点から～
西村　典子（東京湾岸リハビリテーション病院　薬剤科）

Ｏ-5-8-05 当院回復期リハビリテーション病棟における病棟薬剤師としての介入
河野　太治（社会医療法人　大雄会病院）

Ｏ-5-8-06 当院における離床活動の取り組みに対する職員意識調査について
渡部　友宏（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）

Ｏ-5-8-07 「回復期リハ病棟ケア10項目宣言認知度へ向けた取り組み」
～情報の可視化による視覚的アプローチ
黒木　博文（原宿リハビリテーション病院　看護部）
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5-9　栄養管理 14:10～15:00
座長：岡村　寛子（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院）

Ｏ-5-9-01 新たなサルコペニア診断基準（AWGS2019）を用いた検討
池上　泰友（愛仁会　リハビリテーション病院）

Ｏ-5-9-02 回復期病棟における高齢脳血管患者の栄養障害とFIMの関係
萱野　幸治（ふれあい相互病院　リハビリテーション科）

Ｏ-5-9-03 サルコペニアに対するMCTオイルとエンジョイプロテインの効果
高岡　聡美（医療法人社団順心会　順心リハビリテーション病院　看護3課）

Ｏ-5-9-04 回復期病棟における入院時低アルブミン患者へのNST介入効果　第2報
岡本　泰佑（八尾はぁとふる病院　リハビリテーション部）

Ｏ-5-9-05 InBodyS10（体組成表）で測定された骨ミネラル量と栄養状態・骨折との関連性について
徳田典通（一般社団法人巨樹の会　下関リハビリテーション病院）

Ｏ-5-9-06 回復期リハビリテーション病棟入棟患者の栄養状態と運動FIM利得・FIM実績指数の関連
村上明日香（医療法人社団行陵会　京都大原記念病院　リハビリテーション部）

Ｏ-5-9-07 入院中にサルコペニアと判断された患者の退院時移動形態の比較検討
横山　良太（原宿リハビリテーション病院　リハビリテーション部）
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第 6 会場（101 会議室）

6-6　体力・離床・活動量 9:00～9:50
座長：竹内　優太（鶴巻温泉病院）

Ｏ-6-6-01 当院回復期リハビリテーション病棟における余暇活動への参加がもたらす効果
森山　彩夏（医療法人財団公仁　会鹿島病院　リハビリテーション部）

Ｏ-6-6-02 回復期における離床の究極形「リビングルームコンセプト」について
新竹　裕文（社会医療法人喜悦会　那珂川病院）

Ｏ-6-6-03 当院回復期リハビリテーション病棟入院患者の活動量とADLとの関連
小松　大輝（公立七日市病院）

Ｏ-6-6-04 自主トレーニング管理表を用いた下肢筋力への介入効果
川上　健司（藤田医科大学　七栗記念病院　リハビリテーション部）

Ｏ-6-6-05 股関節屈曲角度‐トルク特性に基づく筋力トレーニングの効果
伊藤　和寛（鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　リハビリテーション学科　理学療法学専攻）

Ｏ-6-6-06 回復期リハビリテーション病棟における
活動量増大のためのステップアッププログラムの試み
平野明日香（藤田医科大学病院　リハビリテーション部）

Ｏ-6-6-07 退院後のホームエクササイズは継続できているか？
松本　幸大（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院）

6-7　体力・離床・活動量 10:00～10:50
座長：山下　知映（社会医療法人甲友会　西宮協立リハビリテーション病院）

Ｏ-6-7-01 電動車いすADLだった患者が長下肢装具を用いた装具療法により杖歩行が自立した一症例
奥村　友紀（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）

Ｏ-6-7-02 両膝外反変形と肥満を有した片麻痺患者に対する早期装具療法経験
～長下肢装具，膝装具，補高靴を使用し，歩行能力改善を図った一症例～
網頭　弘晃（札幌麻生脳神経外科病院　リハビリテーション科）

Ｏ-6-7-03 脳血管障害患者の非麻痺側に着目し
KAFOを使用した側方移動練習が立位保持時間に及ぼす効果
運野沙央里（ 医療法人社団苑田会　花はた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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Ｏ-6-7-04 Gait Solution足継手長下肢装具を処方した
脳血管疾患患者の入院時身体機能と歩行獲得との関係
桑原　　萌（熊本機能病院　総合リハビリテーション部　理学療法課）

Ｏ-6-7-05 重度脳卒中片麻痺に対し長下肢装具を使用した歩行練習に着目した症例
京井　優太（医療法人社団樹心会　角田病院　リハビリテーション部）

Ｏ-6-7-06 脳卒中者におけるTimed Up and Go Testの各区間と歩行自立可否の関係
飯田　健治（汐田総合病院　リハビリテーション課）

Ｏ-6-7-07 当院における重症脳卒中患者に対する長下肢装具を用いた歩行練習開始までの期間が
回復期リハビリテーション病棟入院中と退院時のFIM運動項目に及ぼす影響
横山　大輝（総合大雄会病院　リハビリテーション科）

6-8　病棟マネジメント 11:00～11:50
座長：小松　久代（医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院）

Ｏ-6-8-01 回復期病棟に勤務する看護師の転倒防止策の臨床判断の変化
～身体拘束に関する多職種カンファレンスを通して～
北村　　葵（医療法人成和会　北大阪ほうせんか病院　リハビリテーション技術科）

Ｏ-6-8-02 早出遅出での病棟ADL自立支援対象者を選定する要因についての検討
田邊　智明（武蔵村山病院　リハビリテーション室）

Ｏ-6-8-03 看護師によるFIM評価の重要性と活用について
～FIM評価は、実際の看護介護現場の看護師による「しているADL」の評価が重要
市原　義成（社会医療法人榮昌会　吉田病院　回復期リハビリ病棟）

Ｏ-6-8-04 『医療安全の視点から見たナースコール対応時間の検討』
中林　　勤（医療法人　永井病院　リハビリテーション科）

Ｏ-6-8-05 回復期リハビリテーション病棟における重症脳卒中患者の
日常生活機能評価表の改善に影響する要因について
笠井　雄太（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）

Ｏ-6-8-06 重度脳血管障害患者における退院時移乗FIMの予測に影響する要因
～一般化線形モデルでの予測式作成の試み～
伊藤　和則（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部）

Ｏ-6-8-07 流動的なベッドコントロールを実施して
星　　政規（イムス板橋リハビリテーション病院　看護部）
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6-9　病棟マネジメント 13:10～14:00

Ｏ-6-9-01 在棟日数短縮化に対するマネジメント戦略 -実績指数向上への取り組み-
佐々木理人（リハビリテーション天草病院　リハビリテーション部）

Ｏ-6-9-02 回復期リハビリ病棟での実績指数導入後に実施した当院での取り組みによる効果
角谷　亮輔（小林記念病院　リハビリテーション部）

Ｏ-6-9-03 回復期病棟の在院日数に影響する要因～介護保険の要因を中心に～
中村　　徹（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）

Ｏ-6-9-04 実績指数向上に向けた当院の取り組み
三崎　一彦（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）

Ｏ-6-9-05 回復期リハビリテーション病棟における入浴介助の安全性を向上させるための取り組み
―スタッフの配置と患者のペアリングー
齊藤　由貴（社団法人陽和会　武蔵野陽和会病院）

Ｏ-6-9-06 夜勤・交代制勤務に従事する職員の睡眠に関する実態調査
野原　知子（医療法人和同会　宇部西リハビリテーション病院）

Ｏ-6-9-07 回復期リハビリテーション病棟間での業務内容統一化の検討
～業務効率化と配属移動時の負担軽減を目指して～
山村　哲仁（特定医療法人社団春日会　黒木記念病院　リハビリテーション部）

6-10　臨床心理 14:10～15:00
座長：大串　　幹（兵庫県立リハビリテーション中央病院）

Ｏ-6-10-01 当院の身体拘束に対する看護・介護職の思い
木坂　優里（ 社会医療法人清風会　五日市記念病院　看護部　看護科 

回復期リハビリ病棟）

Ｏ-6-10-02 回復期リハビリテーション病棟脳卒中患者の家族の入・退院時期の障がい受容
および関連する要因
岡本五十雄（社会医療法人社団三草会　クラーク病院　リハビリテーション科）

Ｏ-6-10-03 回復期リハビリテーション病棟脳卒中患者の入・退院時期の障がい受容と心理症状
岡本五十雄（社会医療法人社団三草会　クラーク病院　リハビリテーション科）

Ｏ-6-10-04 脳卒中後のうつ症状および認知機能との関連
荻野さゆり（ 社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター 

リハビリテーション部　臨床心理科）
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Ｏ-6-10-05 脊髄損傷受傷後の自己導尿にむけたアプローチ
―受動的な患者との関わりを通して学んだこと―
堀江　花果（医療法人博仁会　志村大宮病院　回復期リハビリ病棟）

Ｏ-6-10-06 整形術後の認知行動療法×遠隔転倒検知機器を用いた,独居支援
伊保　幸彦（社会医療法人友愛会　南部病院）

Ｏ-6-10-07 回復期リハビリテーション病棟に入院する患者の意欲向上を目指して
～発声を取り入れた運動による意欲の変化～
小林由美子（医療法人横浜博萌会　西横浜国際総合病院）
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第 7 会場（102 会議室）

7-6　排泄・神経因性膀胱 9:00～9:50
座長：橋本　樹子（伊予病院）

Ｏ-7-6-01 当院における排便記録の改善
後藤　有希（中洲八木病院　リハビリテーション科）

Ｏ-7-6-02 適切な排泄ケアを考える～排便コントロールの質向上へ向けた取り組み～
藤森　有美（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院）

Ｏ-7-6-03 トイレ動作チェックリストの作成　　　―より良い排泄援助を目指して―
菊山由加利（医療法人清水会　京都リハビリテーション病院）

Ｏ-7-6-04 排尿表による排尿障害の看護
福本　優作（医療法人羅寿久会　浅木病院　回復期病棟）

Ｏ-7-6-05 回復期リハビリテーション病棟における尿道カテーテル抜去の取組み
植田衣里子（新八千代病院）

Ｏ-7-6-06 退院後の排便コントロールに対するパンフレット配布の取り組み
中田安真音（出雲市民リハビリテーション病院）

Ｏ-7-6-07 当院における多職種間連携による排泄へのアプローチの効果と課題
～Functional-Independence-Measureからの検討～
菊地　七恵（IMSグループ　イムス明理会仙台総合病院　リハビリテーション科）

7-7　排泄・神経因性膀胱 10:00～10:50
座長：畑中　美穂（医療法人社団輝生会　船橋市立リハビリテーション病院）

Ｏ-7-7-01 回復期リハビリテーション病棟における他職種間連携による排泄援助の試み
-システム構築から得られたこと-
澤田　敦子（新横浜リハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-7-7-02 排便障害のある患者への教育的介入の効果
湯本　英恵（ＮＴＴ東日本伊豆病院　看護部）

Ｏ-7-7-03 排泄自立の取り組み３本柱の重要性　～脳卒中後遺症重度の患者との関わりを通して～
佐久間奈央（長野医療生活協同組合　長野中央病院）

Ｏ-7-7-04 立ってトイレに行くための環境,生活歴を踏まえた多職種でのアプローチ
板垣あかり（篠田総合病院　８病棟）
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Ｏ-7-7-05 心因性頻尿に対するＣＷの関わり方について振り返る
生沼　将大（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院　リハケア部）

Ｏ-7-7-06 脊髄損傷患者の導尿姿勢についての検討しリスク回避できた症例
花田　寛史（医療法人養和会養和病院　回復期病棟）

Ｏ-7-7-07 回復期病棟における排泄ケアの効果
藤田　裕己（ 一般社団法人巨樹の会　下関リハビリテーション病院 

リハビリテーション科）

7-8　回復期リハ看護師・セラマネの活動 11:00～11:50
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）

Ｏ-7-8-01 回復期リハビリテーション病棟における身体拘束ゼロを目指して
山本奈緒美（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　回復期リハビリテーション病棟）

Ｏ-7-8-02 事例で考える回リハ病棟の栄養ケアにかかわる回復期リハ看護師の役割とは
鈴木　　巌（公益財団法人　老年病研究所附属病院　看護部）

Ｏ-7-8-03 活動量向上プログラムが及ぼした影響
上田　佳子（新八千代病院）

Ｏ-7-8-04 転倒転落後カンファレンス開始1年後の評価
本橋亜紀子（戸田中央リハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-7-8-05 病棟看護師が脳卒中後上肢麻痺に対しての自主練習を作業療法士と協業して実施した経験
宇田挙士朗（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院）

Ｏ-7-8-06 脊髄損傷患者の廃用症候群予防への取り組み
～看護師による関節可動域訓練を取り入れた一事例を通して～
平野めぐみ（偕行会リハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-7-8-07 回復期リハビリテーション病棟での患者の自主訓練における看護師の関わり
～自主訓練と実績指数との関連～
橋田　宏伸（医療法人財団医道会　十条武田リハビリテーション病院）
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7-9　回復期リハ看護師・セラマネの活動 13:10～14:00
座長：柴田　　徹（兵庫県立障害児者リハビリテーションセンター）

Ｏ-7-9-01 学習しやすい職場環境作りに向けた取り組み
～アンケートによる意識調査を参考にして～「セラマネ活動報告での発表を希望」
高橋やよい（医療法人社団心和会　成田リハビリテーション病院）

Ｏ-7-9-02 JRACT、RCS導入による高齢患者の内服管理能力に与える影響
谷　府美香（社会医療法人黎明会　北出病院　回復期リハビリテーション病棟）

Ｏ-7-9-03 患者の排便コントロールに向けた取り組み～排便日誌を使用して～
上原侑梨（社会医療法人清恵会　清恵会三宝病院　看護部）

Ｏ-7-9-04 回復期リハビリテーション看護師とセラピストマネジャーによるADLラウンド導入後の
報告～導入前後での回復期リハビリテーションアウトカム指標の比較～
谷川絵里子（医療法人社団苑田会　苑田会リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｏ-7-9-05 当院におけるセラピストマネジャーの役割～病棟リーダー育成の取り組み～
長岡　正子（社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院　教育研修科）

Ｏ-7-9-06 回復期リハビリテーション病棟におけるセラマネとしての取り組み
～病棟専従療法士の配置～
日下真由美（学校法人兵庫医科大学　ささやま医療センター　リハビリテーション室）

Ｏ-7-9-07 回復期セラピストマネージャーにおける職場継続意思の関連因子に関して
長政　祐生（社会医療法人　三栄会ツカザキ記念病院　リハビリテーション科）

7-10　その他 14:10～15:00
座長：千田　幹子（医療法人渓仁会　札幌渓仁会医療リハビリテーション病院）

Ｏ-7-10-01 多職種連携のための効果的なカンファレンスの検討
佐藤眞成美（医療法人社団大谷会　島の病院おおたに）

Ｏ-7-10-02 「固定チームナーシング制」を導入しての評価
土屋健一郎（公益財団法人　老年病研究所附属病院　看護部）

Ｏ-7-10-03 回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリスタッフによる夜勤の実態調査
山内　菖平（愛全会愛全病院リハビリテーション部）

Ｏ-7-10-04 病棟実施型CI療法に加えて,家族参加のモニタリングを実施した結果,
麻痺手使用に変化を認めた一例.
齋藤　潤也（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院　臨床統括センター）
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Ｏ-7-10-05 骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折に対するアプローチHone 4（本4） method（１）
平　　敏裕（西日本病院）

Ｏ-7-10-06 モジュール型プライマリーナーシングとケースカンファレンスを
導入することによる効果～プライマリー看護師としての意識の変化～
宮田　歩実（ 社会医療法人財団仁医会　牧田総合病院蒲田分院 

回復期リハビリテーション病棟）
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第 8 会場（104+105 会議室）

8-6　質の評価・アウトカム評価 9:00～9:50
座長：徳永　　誠（熊本機能病院　脳神経内科）

Ｏ-8-6-01 回復期リハ病棟の実績指数が上がった要因の分析
伊佐地　隆（筑波記念病院）

Ｏ-8-6-02 当院におけるFIM実績指数の実際と傾向　～入棟時FIMと除外条件による検証～
河原　常郎（医療法人社団鎮誠会　季美の森リハビリテーション病院）

Ｏ-8-6-03 当院回復期リハビリテーション病棟実績除外患者の動向
～実績指数が基準値を上回った患者報告を含めて～
小川　隆平（社会医療法人元生会　森山メモリアル病院）

Ｏ-8-6-04 当院入院患者における実績指数37未満となる因子の特徴
末永　達也（竹の塚脳神経リハビリテーション病院）

Ｏ-8-6-05 当院回復期リハビリテーション病棟のアウトカム評価の実態～除外理由別での傾向分析～
吉川　琢磨（大阪鉄道病院）

Ｏ-8-6-06 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（ベルピアノ病院　リハビリテーション室）

Ｏ-8-6-07 回復期リハビリテーション病棟における実績指数の除外患者選定に有用な要因の分析
―決定木分析を用いたフローチャートの作成―
岡村　佑人（医療法人社団苑田会　苑田会リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

8-7　質の評価・アウトカム評価 10:00～10:50
座長：長山　悦子（公益財団法人　いわてリハビリテーションセンター　機能回復療法部）

Ｏ-8-7-01 回復期リハビリテーション病棟施設基準Iを維持するための試み
～実績指数管理表を通じて～
井関　博文（中洲八木病院　リハビリテーション科）

Ｏ-8-7-02 当院回復期リハビリテーション病棟における実績指数の年度比較結果
小杉　　正（社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　リハ技術部）

Ｏ-8-7-03 当院回復期リハ病棟におけるアウトカム評価の実態調査
～疾患別での実績指数37に着目して～
阿座上広希（ 医療法人社団東京巨樹の会　みどり野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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Ｏ-8-7-04 実績指数の効果的な除外判断の検討について
平原　華倫（さとう記念病院　リハビリテーション部）

Ｏ-8-7-05 根釧地域におけるリハビリテーションの課題と訪問指導から見える当院の役割
宮下　徹也（社会医療法人孝仁会　星が浦病院　リハビリテーション部）

Ｏ-8-7-06 当院回復期リハビリテーション病棟における脳梗塞・脳出血、
大腿骨骨折の実績指数と除外項目（年齢、入棟時運動FIM、入棟時認知FIM）との関係
中澤　幹夫（医療法人社団幸隆会　多摩丘陵病院　リハビリテーション技術部）

Ｏ-8-7-07 回復期リハビリテーション病棟における実績係数【37】に影響を与える因子の検討
～認知機能を考慮した除外対象者選定の関連因子について～
田澤　繁之（ 医療法人社団東京巨樹の会　みどり野リハビリテーション病院 

リハビリテーション科）

8-8　質の評価・アウトカム評価 11:00～11:50
座長：橋本　　恵（やわたメディカルセンター）

Ｏ-8-8-01 回復期リハビリテーション病棟脳卒中患者の
退院時運動Functional Independence Measure 得点予測式の作成
森下　千晶（福井総合病院　リハビリテーション課）

Ｏ-8-8-02 FIM一覧表を活用してのアウトカム管理とスタッフ教育
西村　英亮（医療法人杏園会　熱田リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｏ-8-8-03 当院における予測FIMと退院時FIMの差についての分析～各運動項目を比較して～
大村　　光（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）

Ｏ-8-8-04 当院回復期リハビリテーション病棟における
入院時M-FIMを用いた退院時歩行自立の予測因子
奈良　祐人（特定医療法人　柏葉脳神経外科病院　リハビリテーション科）

Ｏ-8-8-05 当院回復期病棟において、年齢と入院時運動FIMが運動FIMeffectivenessに及ぼす影響
高橋　元介（寿人会木村病院　リハビリテーション部）

Ｏ-8-8-06 そのFIMホントに正しいの?~個人の経験に左右されないFIM評価のシステム作り第3報~
小林　大記（社会医療法人医仁会　中村記念病院）

Ｏ-8-8-07 DPC調査データにおける退棟時FIMに基づく自立度の施設間比較
神戸　之法（株式会社JMDC　事業開発部）
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8-9　質の評価・アウトカム評価 13:10～14:00
座長：飯塚　　陽（筑波記念病院　リハビリテーション部）

Ｏ-8-9-01 オイタをしない運営ー新築移転した地方脳外科病院における実績指数導入前後の比較報告ー
田宮　高道（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院）

Ｏ-8-9-02 機械学習を用いた回復期脳卒中患者における自宅退院の予後予測因子の検討
小林　陽平（埼玉石心会病院　リハビリテーション部）

Ｏ-8-9-03 脳卒中患者の歩行自立に影響する因子と自立予測の検討
金　　起徹（八尾はぁとふる病院　リハビリテーション部）

Ｏ-8-9-04 回復期リハビリテーション病棟入院脳卒中患者における在棟予測式の誤差の検討
奥田　朋樹（倉敷平成病院　リハビリテーション部　理学療法科）

Ｏ-8-9-05 回復期リハビリテーション病棟における
運動器疾患患者の早期退院に影響を及ぼす因子の検討
日比　　翼（麻生リハビリ総合病院　リハビリテーション室）

Ｏ-8-9-06 当院における人工膝関節全置換術施工患者の患者満足度比較の検討
大角　慎哉（医療法人　永井病院　リハビリテーション科）

Ｏ-8-9-07 回復期リハビリテーション病棟入院患者とその家族が効果を実感する視点の検討
妹島　由幸（倉敷平成病院　リハビリテーション部　理学療法科）

8-10　質の評価・アウトカム評価 14:10～15:00
座長：前野　春香（社会福祉法人渓仁会　介護老人保健施設コミュニティーホーム⽩⽯）

Ｏ-8-10-01 入院時運動FIMで層別化した回復期脳卒中患者の運動FIM利得の検討
～穂の国脳卒中地域連携パスデータの分析より～
後藤　健一（社会医療法人明陽会　第二成田記念病院　リハビリ室）

Ｏ-8-10-02 回復期リハビリテーション病棟のケアの質向上への取り組み
～ボトムアップ方式導入後のワーキンググループ活動の変化～
寺田　奈央（藤田医科大学　七栗記念病院　看護部）

Ｏ-8-10-03 回復期脳卒中患者に対する理学療法マネジメントの可視化及び数量化による効果の検討
－理学療法士の質向上に対する取り組み－
小野　圭介（ 社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター 

リハビリテーション部　理学療法科）

Ｏ-8-10-04 脳卒中患者の会話能力と実行能力の乖離　－失語群とdysarthria群の比較－
川邊　圭太（農協共済　中伊豆リハビリテーションセンター　リハビリテーション部）
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Ｏ-8-10-05 コミュニケーション段階評価の検討－段階別の話題の広がりと会話の成立度について－
鬼頭　　司（医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院）

Ｏ-8-10-06 歩行獲得に難渋した大腿骨ステム周囲骨折の一症例　～予後予測の一助として～
庄司リサコ（イムス札幌内科リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｏ-8-10-07 アウトカム評価における対象者選定に有用な客観的評価項目の抽出
田房　正寛（医療法人讃生会　宮の森記念病院　リハビリテーション科）
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第 9 会場（小ホール）

9-6　ADL・IADL 9:00～9:50
座長：阿部　正之（社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター）

Ｏ-9-6-01 排泄関連FIMの調査から見えてきたこと～みんなトイレに行こう！～
屋良　高志（沖縄医療生活協同組合　とよみ生協病院　リハビリテーション室）

Ｏ-9-6-02 片麻痺患者の手指衛生向上を目指して
松本　糸織（一般社団法人巨樹の会　千葉みなとリハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-9-6-03 片麻痺患者用の手洗い表を用いての効果
安田　美優（一般社団法人巨樹の会　千葉みなとリハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-9-6-04 敗血症後に両下腿切断と両手指部分壊死を呈した手の変形治癒者に対するADLアプローチ
畠　　規子（昭和大学　藤が丘リハビリテーション病院）

Ｏ-9-6-05 「できる歩行」を「している歩行」にするための取り組み
田中　里奈（医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院）

Ｏ-9-6-06 看護師によるFIMの活用に向けた取り組み
芝岡菜都美（医療法人社団おると会　浜脇整形外科病院　看護部）

Ｏ-9-6-07 当院回復期病棟における入浴動作の取り組みについて
安田　実穂（松波総合病院）

9-7　ADL・IADL 10:00～10:50
座長：有田たまき（旭川リハビリテーション病院）

Ｏ-9-7-01 大腿骨近位部骨折術後患者の回復期リハビリテーション病棟退院時の
浴槽移乗自立に影響する因子の検討
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 

リハビリテーション室）

Ｏ-9-7-02 移乗自立に影響を及ぼすFIMの認知項目の検討
柏崎　幸介（麻生リハビリ総合病院）

Ｏ-9-7-03 尿路ストーマ接続管操作が自立した脳血管障害片麻痺者の退院後状況と今後の課題
新和なつみ（ 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）
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Ｏ-9-7-04 大腿骨近位部骨折患者の受傷前の手段的日常生活自立度と機能的予後の関連
豊住　知己（ 社会医療法人令和会　熊本リハビリテーション病院 

リハビリテーション部　理学療法学科）

Ｏ-9-7-05 回復期リハビリテーション病棟の大腿骨近位部骨折術後患者の特徴
～院内から入棟した患者と院外から入棟した患者の比較～
加藤　翔大（市立伊勢総合病院　リハビリテーション室）

Ｏ-9-7-06 回復期リハビリテーション病棟における
モーニング・イブニングリハビリの実際とFIMとの関連について
森　　俊介（愛全会愛全病院　リハビリテーション部）

Ｏ-9-7-07 回復期リハビリテーション病棟における離床活動が参加者の社会的交流に及ぼす影響
上村　忠正（医療法人社団白峰会　湖南病院　リハビリテーション部）

9-8　ADL・IADL 11:00～11:50
座長：池田　隼也（医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院）

Ｏ-9-8-01 そば打ちを取り入れた調理作業リハビリテーション
東　　那美（松永病院）

Ｏ-9-8-02 注意障害を有する患者の移乗動作自立に向けて～BAADの活用による早期自立の可能性～
鎌田　麻未（医療法人清翠会　牧リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-9-8-03 回復期リハビリテーション病棟における病棟移動ADL変更についての検討
松原賢一郎（医療法人香徳会　メイトウホスピタル　リハビリテーション科）

Ｏ-9-8-04 回復期病棟に入棟した脊椎圧迫骨折患者に対する作業療法の意義
水端　大貴（医療法人医仁会　さくら総合病院　リハビリテーションセンター）

Ｏ-9-8-05 高齢者の整形外科患者におけるFIM記憶を用いた服薬管理基準
～1日BOX管理可否症例の要因調査を行って～
宮本美奈子（熊本機能病院　看護部）

Ｏ-9-8-06 整形外科疾患患者の集団立ち上がり訓練を実施することによる運動機能向上への効果
森川由加里（畿内会　岡波総合病院）

Ｏ-9-8-07 病棟訓練のレベルアップ～患者を中心とした病棟訓練の立案と実施に向けた取り組み～
坂野ゆかり（医療法人社団朋和会　西広島リハビリテーション病院）
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第 10 会場（204 会議室）

10-6　家族支援・退院支援 9:00～9:50
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）

Ｏ-10-6-01 訪問リハビリテーションへの移行における回復期リハビリテーション病棟での取り組み
小嶋　真也（医療法人東樹会　あずまリハビリテーション病院）

Ｏ-10-6-02 当院における入院前訪問の実績と効果について
平賀　　満（医療法人銀門会　甲州リハビリテーション病院　入退院支援室）

Ｏ-10-6-03 リハスタッフのサマリー作成における視点
梶岡　慎吾（医療法人　さとう記念病院　リハビリテーション部）

Ｏ-10-6-04 当院回復期リハビリテーション病棟入棟時における
前医での説明と実際（平成30年度の統計）
秋保　杏奈（公益社団法人地域医療振興協会　公立黒川病院　リハビリテーション室）

Ｏ-10-6-05 地域の介護関連機関と連携した退院支援への取り組み
館小路明那（星が浦病院　リハビリテーション部）

Ｏ-10-6-06 専門職連携による退院支援
－専門外来や訪問看護との連携が患者家族のストレスや不安の軽減につながった症例－
皆川　隆志（医療法人社団筑波記念会　筑波記念病院）

Ｏ-10-6-07 一宮市における通所リハビリテーションの実態について
白川　真帆（社会医療法人　総合大雄会病院）

10-7　家族支援・退院支援 10:00～10:50
座長：森河　琴美（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院）

Ｏ-10-7-01 内服自己管理フローチャートの活用と効果
目黒　明美（圏央所沢病院　看護部）

Ｏ-10-7-02 「在宅に向けた自立支援の援助～安全な内服自己管理継続のための取り組み」
片岡　幸恵（札幌秀友会病院　回復期リハビリテーション病棟）

Ｏ-10-7-03 回復期病棟における内服自己管理開始にあたっての看護師の判断
赤田　亜美（千葉徳州会病院）

Ｏ-10-7-04 当院回復期病棟における内服自己管理選択MAPの検討
竹村　美那（医療法人社団shindo　旭川リハビリテーション病院）
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Ｏ-10-7-05 内服自己管理基準の作成に向けての取り組み～内服1日管理の服薬間違いから見える事～
中北　幸美（社会医療法人共愛会　戸畑リハビリテーション病院）

Ｏ-10-7-06 退院後の家庭血圧測定に向けた援助
東　　万里（桜十字福岡病院　看護部）

Ｏ-10-7-07 当院回復期リハビリテーション病棟退院後の運動継続調査―体操DVD配布効果の検証―
今田　　強（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）

10-8　家族支援・退院支援 11:00～11:50
座長：藤井由記代（森之宮病院　診療部　医療社会事業部）

Ｏ-10-8-01 本人の望む生き方を支援する～早期退院を訴える独居高齢者の症例から学んだこと～
竹下　美鈴（特定医療法人アガペ会　北中城若松病院　回復期リハビリテーション病棟）

Ｏ-10-8-02 管理栄養士の退院前カンファレンス参加の効果―在宅へ繋がる栄養管理を目指して―
田中　夏美（甲州リハビリテーション病院　診療部　栄養管理室）

Ｏ-10-8-03 脳卒中に特化した回復期リハビリテーション病棟入院患者への栄養指導の実態
光川あゆみ（吉田病院附属脳血管研究所　栄養管理室）

Ｏ-10-8-04 障害を残した若年性患者の退院支援を通して～その人らしい社会参加を目指して～
坂田　美紀（東大阪生協病院）

Ｏ-10-8-05 脊髄損傷者の退院後のサービス利用に関する意思を尊重できる根拠の考察
堀内　萌生（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院）

Ｏ-10-8-06 自己評価表を活用した退院支援の振り返り
脇　　由佳（八尾はぁとふる病院　地域連携室）

Ｏ-10-8-07 円滑な退院支援への取り組みのために～患者マップを作成して～
山口　恵美（社会医療法人栄公会　佐野記念病院）

10-9　家族支援・退院支援 13:10～14:00
座長：阿部　里子（千葉県千葉リハビリテーションセンター　総合相談部）

Ｏ-10-9-01 脳卒中後遺症が軽度な患者への退院支援の現状と課題
～地域包括支援センターへのアンケート調査から見えてきたこと～
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）
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Ｏ-10-9-02 入浴環境調査票と訓練用シミュレーターを用いた自宅内入浴動作自立に向けた支援の1例
渡邉　翔太（東京湾岸リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-10-9-03 くも膜下出血の事例に対する認知行動チェックリストと神経心理ピラミッドによる
評価結果に基づく回復期リハビリテーション介入の効果の検討
兵藤　仁美（済生会今治第二病院　リハビリテーション科）

Ｏ-10-9-04 有料老人ホームという選択肢について再考する
國高　雄基（医療法人清仁会　水無瀬病院）

Ｏ-10-9-05 脊髄損傷患者への退院支援を通して繋げたいケアのバトン
鈴木　亜矢（青森慈恵会病院　看護部）

Ｏ-10-9-06 MTDLPを活用した関わりにより独居再開へ繋がった一例～後期高齢者に対する多職種連携～
米沢　俊亮（社会医療法人昌林会　安来第一病院）

10-10　家族支援・退院支援 14:10～15:00
座長：鈴木　郁子（旭川リハビリテーション病院）

Ｏ-10-10-01 回復期リハビリテーション病棟における退院後訪問指導による介護負担軽減の可能性
林　　和弥（藤田医科大学病院　看護部）

Ｏ-10-10-02 家族機能への介入により在宅復帰を果たした症例
古屋　佑樹（医療法人銀門会　甲州リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-10-10-03 他県で脳幹部梗塞を発症した夫の介護に対する妻への退院支援を通して
～妻の心理状態をフィンクの危機モデルで振り返る～
喜屋武大樹（医療法人タピック　宮里病院　看護部）

Ｏ-10-10-04 在宅独居生活に不安を持つ家族に対し、不安の聴取・リハ見学・チェックシートを用いた
外泊訓練を行った結果、自宅退院が可能となった事例
川崎　達也（兵庫医科大学　ささやま医療センター　リハビリテーション室）

Ｏ-10-10-05 ケア視点に立ち戻りPusher現象を伴う重度片麻痺患者に対する
家族参画の課題指向型アプローチの経験
齋藤　好子（医療法人社団心和会　成田リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｏ-10-10-06 重症患者を支える家族が語る「仕方ない」「諦める」の意味
峯瀬　　愛（神戸リハビリテーション病院　看護部）

Ｏ-10-10-07 失語症患者家族へのコミュニケーション支援について
寺上友稀乃（京都民医連　あすかい病院　リハビリテーション部）
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11-6　歩行・装具・車椅子 9:00～9:50
座長：安村　広之（社会医療法人 近森会　近森リハビリテーション病院）

Ｏ-11-6-01 左視床出血にて歩行困難となった一症例
濱田　　諒（社会医療法人信愛会　交野病院）

Ｏ-11-6-02 左側へのふらつきを有した小脳出血患者の歩行について
～足部機能と体幹動揺の関係性に着目して～
海藤公太郎（IMSグループ医療法人社団　明芳会　新戸塚病院）

Ｏ-11-6-03 立位にて著明に出現したPusher症状に対し免荷式リフトを用いて
歩行練習を実施し杖歩行が可能となった一症例
立道　憂樹（中洲八木病院　リハビリテーション科）

Ｏ-11-6-04 小脳性運動失調患者に対するSplit-belt treadmill歩行練習の効果；症例研究
明神　早甫（社会医療法人近森会　近森リハビリテーション病院）

Ｏ-11-6-05 Hamstringsの促通により歩行時の筋活動が変化した症例について
西澤　祐輝（ 社会医療法人　さいたま市民医療センター　診療技術部 

リハビリテーション科）

Ｏ-11-6-06 リハビリテーション機器の使用による課題指向型アプローチにより
夫との歩行が獲得できたくも膜下出血後の重度片麻痺患者の一例
香川　　茜（医療法人光臨会　荒木脳神経外科病院　リハビリテーション部）

Ｏ-11-6-07 頚髄損傷者に対してAKIRA,TS-MYOを用いてリハビリテーションを展開した一症例
佐藤　修平（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院　リハケア部）

11-7　歩行・装具・車椅子 10:00～10:50
座長：松永　敏江（社会医療法人寿量会　熊本機能病院）

Ｏ-11-7-01 体重免荷装置と長下肢装具を併用した歩行運動時の体幹筋活動について
―脳卒中重度片麻痺患者１症例を対象とした筋電図学的検討―
松本　浩希（地方独立行政法人　市立吹田市民病院　リハビリテーション科）

Ｏ-11-7-02 回復期リハビリテーション病院における
看護病棟歩行開始時期に影響する因子,重回帰式の検討
川合　優輝（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）

第 11 会場（206 会議室）
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Ｏ-11-7-03 回復期リハビリテーション病棟における
重度脳卒中片麻痺患者の歩行能力とBerg Balance Scaleの関連
樋口　康平（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）

Ｏ-11-7-04 視床大出血症例の歩行獲得能力～急性期脳CT画像と経過時脳CT画像からの検討～
迫　力太郎（昭和大学　藤が丘リハビリテーション病院）

Ｏ-11-7-05 当院回復期リハ病棟脳卒中患者における装具作製の有無による介助量の違いについて
酒井涼太朗（医療法人財団利定会　大久野病院）

Ｏ-11-7-06 脳卒中片麻痺患者における下肢筋力と
歩行自立度のcut off値算出の検討∽Hand Held Dynamometerを用いて∽
三橋　陽平（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）

Ｏ-11-7-07 当院回復期脳血管障害患者における長下肢装具作製者の特徴
―リハビリ実績指数に与える因子の検討―
平澤津隼人（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）

11-8　歩行・装具・車椅子 11:00～11:50
座長：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）

Ｏ-11-8-01 歩行自立応援シートの作成による自立への取り組み
遠藤　美穂（秋田県立循環器・脳脊髄センター　回復期リハビリテーション病棟）

Ｏ-11-8-02 右視床出血により運動失調を呈した症例
～歩行時の予測と知覚に着目し運動失調の改善を目指して～
吉田　将臣（ 一般社団法人巨樹の会　松戸リハビリテーション病院 

リハビリテーション科）

Ｏ-11-8-03 脳卒中重度片麻痺者に対する歩行再獲得に向けた取り組み
百瀬　大昂（ 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　リハビリテーションセンター 

回復期リハ科）

Ｏ-11-8-04 慢性期片麻痺患者に対してHonda歩行アシストを用いた
Nordic walkとT-cane walkの比較：症例報告
市川　　拓（医療法人平成博愛会　印西総合病院）

Ｏ-11-8-05 Gaitsolution Designを処方後に足底胼胝が生じた原因の調査
真庭　弘樹（ IMS〈イムス〉グループ　イムス板橋リハビリテーション病院 

リハビリテーション科）

Ｏ-11-8-06 脳卒中片麻痺患者の健側下肢に膝離断を施行した症例に対する膝継手の検討
三河　省吾（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院）
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Ｏ-11-8-07 MMESシリアル７を用いた屋外歩行自立判断の検討
西村　清陽（ 河野臨牀医学研究所附属　品川リハビリテーション病院 

リハビリテーション技術部）

11-9　歩行・装具・車椅子 13:10～14:00
座長：稲田　　亭（旭川リハビリテーション病院）

Ｏ-11-9-01 上肢固定が歩行に与える影響について
石川　達朗（みどり野リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｏ-11-9-02 脳卒中患者の移動能力向上を目的とした2種類の介入の効果比較
山崎　寛史（医療法人社団苑田会　花はたリハビリテーション病院）

Ｏ-11-9-03 小脳性失調患者一症例に対するBWSTTと重錘負荷が歩行能力に及ぼす効果
野崎　和昭（花はたリハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-11-9-04 脳卒中片麻痺患者の起立にウォークエイドがもたらす足関節背屈角度と起立時間への影響
佐野　　俊（西宮協立リハビリテーション病院）

Ｏ-11-9-05 大腿骨頚部骨折患者における回復期病棟退院時の移動能力に影響を及ぼす因子の検討
古市　琢也（医療法人社団研宣会　広瀬病院　リハビリテーション部）

Ｏ-11-9-06 当院回復期病棟での歩行自立判定における
Short　Physical　Performance　Batteryカットオフ値の調査
中野　一義（医療法人松徳会　花の丘病院　リハビリテーション科）

Ｏ-11-9-07 観察による歩行分析の客観的な指標の検討
熊倉　康博（リハビリテーション花の舎病院　リハビリテーション部）

11-10　歩行・装具・車椅子 14:10～15:00

Ｏ-11-10-01 治療に難渋した回復期リハビリテーション病棟で加療した大腿骨近位部骨折の2例
－症例報告－
川北　　整（石川県済生会　金沢病院　リハビリテーション科）

Ｏ-11-10-02 回復期リハビリテーション病棟入棟時膝関節伸展筋力から
大腿骨近位部骨折患者の歩行能力は予測できるか
宮田　卓也（箕面市立病院　リハビリテーションセンター）

Ｏ-11-10-03 下腿義足使用者のバランス障害に対し
客観的バランス能力評価をもとに介入方法を検討した一症例
齋藤　佳宏（袖ケ浦さつき台病院　リハビリテーション部）
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Ｏ-11-10-04 歩行時の股関節伸展不十分に対して脚長差に着目した一症例
湊　亜香里（社会医療法人信愛会　交野病院　リハビリテーション部）

Ｏ-11-10-05 PTB免荷装具を用いた早期歩行訓練により義足歩行獲得に至った90歳下腿切断者
安部　穂香（東京湾岸リハビリテーション病院）

Ｏ-11-10-06 過剰な軟部組織のためソケット適合に難渋した下腿切断患者の一例
佐藤智伯（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院）
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第 12 会場（207 会議室）

12-6　地域包括ケア・院外連携・地域リハビリテーション 9:00～9:50
座長：森川　　純（医療法人社団行陵会　京都大原記念病院）

Ｏ-12-6-01 院外連携拡大に向けた地域医療センターの取り組みとその成果
木原　侑飛（医療法人友愛会　盛岡友愛病院　地域医療センター）

Ｏ-12-6-02 自閉症を有する脳血管疾患患者に対する医療・福祉の連携とその効果
高宮　一枝（医療法人博仁会　志村大宮病院）

Ｏ-12-6-03 脳血管疾患の運用と課題
ー中播磨シームレス研究会のパスデータを用いて近隣回復期との比較ー
小森　浩史（入江病院　リハビリテーション科）

Ｏ-12-6-04 地域連携クリティカルパスにおける他市急性期病院との連携
～5年間の症例報告リレー及び勉強会への取組み～
南　　裕貴（桜ヶ丘中央病院　リハビリテーション科）

Ｏ-12-6-05 地域共生に向けた医療連携部のアクション！！～病院から地域へ～
中島　一貴（熊本機能病院　医療連携部）

Ｏ-12-6-06 当院における前方連携の取り組み～MSWから事務職員への入院相談業務移行を通して～
杉本　奈央（社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院　地域医療部）

Ｏ-12-6-07 当法人の地域包括リハビリテーション
鈴木　　聡（社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター）

12-7　QOL・社会参加・復職 10:00～10:50
座長：内野　康一（熊本機能病院）

Ｏ-12-7-01 高次脳機能障害のある患者に対しての復職支援に関する取り組み
─2つの事例を通して学んだこと─
布上　里紗（医療法人ちゅうざん会　ちゅうざん病院）

Ｏ-12-7-02 時期に合わせたアプローチにより復職から就労定着まで結びついた事例
木田　聖吾（ 医療法人社団明芳会　IMSグループ　イムス板橋リハビリテーション病院 

リハビリ科）
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Ｏ-12-7-03 回復期リハビリテーション病棟の復職を見据えたアプローチの在り方
～自己の気付きにより行動変容を認めた事例を通して～
宮武　　慎（社会医療法人生長会　府中病院　作業療法室）

Ｏ-12-7-04 早期退院・復職を希望する一症例の主体的な課題解決に向けたOTの関わり
山口数友樹（一般社団法人是真会　長崎リハビリテーション病院　臨床部）

Ｏ-12-7-05 回復期リハビリテーション病棟での脳卒中・頭部外傷患者の職場復帰に対する取り組み
岡田　真知（小林記念病院　リハビリテーション部）

Ｏ-12-7-06 失語症例に対して社会リハビリテーションを早期に取り組み、復職を果たした一例
来住　　基（医療法人社団六心会　恒生病院）

12-8　QOL・社会参加・復職 11:00～11:50
座長：中島　一貴（熊本機能病院）

Ｏ-12-8-01 失語症者が職場復帰するにあたりSTとしての患者・職場への関わりについて
小林　由依（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）

Ｏ-12-8-02 当院外来の復職支援の現状とソーシャルワーカ―の役割
日下真由美（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院）

Ｏ-12-8-03 障がいに対する自己認識に焦点を当て就労支援を行った低酸素脳症の一症例
岩崎　大輔（医療法人養和会　養和病院　回復期病棟）

Ｏ-12-8-04 入院から外来にかけて職業準備性の獲得にアプローチし，
障害特性に合わせた業務のマッチングにより新規就労に至った事例
加藤早紀子（ 医療法人社団明芳会　ＩＭＳグループ　イムス板橋リハビリテーション病院 

リハビリテーション科）

Ｏ-12-8-05 リフトから転落して発生した脊髄損傷を復職までつなげた例
村上　香織（国立病院機構　東京病院　リハビリテーション部）

Ｏ-12-8-06 回復期リハビリテーション病棟における職場復帰支援
～障害受容の心理的過程を通して気付いた課題～
宮崎　里美（医療法人芙蓉会　村上病院）

12-9　QOL・社会参加・復職 13:10～14:00
座長：新井山欣也（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院）

Ｏ-12-9-01 健常者における神経心理学的検査結果と運転事故の関連について
喜畑　京士（白山リハビリテーション病院）
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Ｏ-12-9-02 当院での自動車運転の再開支援の現状と事後調査
～本人の運転に対する認識と家族の介護負担について～
梅田　一輝（社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　回復期リハ科）

Ｏ-12-9-03 運転評価を実施した患者を対象とした退院後のアンケート結果について
－評価結果と運転実施の実態との照合－
平野　絵美（医療法人社団友志会　リハビリテーション花の舎病院　リハビリテーション部）

Ｏ-12-9-04 通院の自立が可能となった重度失語症例
ー代償手段の検討と外出訓練の重要性についてー
山崎満里奈（医療法人社団永生会　永生病院　リハビリテーション部）

Ｏ-12-9-05 当院における自動車運転支援について～地域での生活圏拡大を目指して～
棟田千比呂（医療法人北辰会　西条市民病院）

Ｏ-12-9-06 実車訓練後のアンケート結果から見えた効果
山田　喜彦（特定医療法人仁医会　あいちリハビリテーション病院　リハケア部）

12-10　QOL・社会参加・復職 14:10～15:00
座長：宮下徹也（社会医療法人孝仁会　星が浦病院）

Ｏ-12-10-01 その人らしさを取り戻すためのリハビリテ―ション看護
安里　香穂（医療法人ちゅうざん会　ちゅうざん病院）

Ｏ-12-10-02 復職以外のゴールを提案できるか
～働く世代のモチベーション維持にセラピストが出来ること～
佐藤　絢子（武蔵野陽和会病院　リハビリテーション科）

Ｏ-12-10-03 「幼稚園児への挨拶運動をしたい」という退院後の目標が明確化し，実現した事例
～生活行為向上マネジメント（以下，MTDLP）を活用して～
川口　彩奈（天竜すずかけ病院　リハビリテーション科）

Ｏ-12-10-04 頭部外傷後より高次脳機能障害きたした若年者の１事例～ICFモデルによるアプローチ～
岸本　晃嘉（社会医療法人生長会　ベルピアノ病院）

Ｏ-12-10-05 妻に迷惑をかけたくない
～オーダーメイド車いすの提案により在宅での可能性が広がった症例～
林　　一斗（東京有隣会　有隣病院　リハビリテーション室）

Ｏ-12-10-06 調理訓練を通じて、本人の「できる」自信がついた事例について
ーこれからも家族のために調理がしたいー
大城れいな（医療法人銀門会　甲州リハビリテーション病院　リハビリテーション部）
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Ｏ-12-10-07 大腿骨近位部骨折患者の自宅復帰に影響する運動機能因子の検討
大石　結基（静清リハビリテーション病院　リハビリテーション部）
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第 13 会場（201+202 会議室）

13-6　機能障害 9:00～9:50
座長：高谷　　了（社会医療法人孝仁会　星が浦病院）

Ｏ-13-6-01 脳梗塞後の視床出血により傾倒症状を呈した症例について
森下　寛司（医療法人明倫会　本山リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｏ-13-6-02 当院における入院リハビリテーション併用によるボツリヌス療法の取り組み
高井　夏美（船橋二和病院　リハビリテーション科）

Ｏ-13-6-03 回復期脳卒中患者を対象とした随意運動介助型電気刺激装置（IVES）の
即時効果の有効性について～手関節背屈の運動回数に着目して～
原田あゆ美（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）

Ｏ-13-6-04 腰部脊柱管狭窄症の術後症例に対する選択的アプローチ
大竹　七佳（町田慶泉病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-6-05 不安定盤を使用した頚椎症性脊髄症の症例
平野　隼士（町田慶泉病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-6-06 大腿骨近位部骨折患者の30秒間立ち上がりテスト(CS-30)と体幹機能の関連性
遠藤　謙太（医療法人喬成会　花川病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-6-07 回復期脳血管障害患者に対するShort Form Berg Balance Scaleの有用性の検討
北口　莉子（岡山リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

13-7　先端機器を用いたリハビリテーション 10:00～10:50
座長：濱崎　寛臣（社会医療法人寿量会　熊本機能病院）

Ｏ-13-7-01 視床出血により左片麻痺及び感覚障害を呈した症例に
ウェルウォーク WW-1000使用することで通勤手段の獲得まで至った一症例
林　　菜摘（総合リハビリテーション伊予病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-7-02 機能的電気刺激装置（ウォークエイド）が回復期脳卒中患者の歩行機能に与える影響
ークロスオーバーデザインによる検討ー
石野　洋祐（特定医療法人　柏葉脳神経外科病院　リハビリテーション科）

Ｏ-13-7-03 脳血管障害性パーキンソンニズムの小刻み歩行に対しHONDA歩行アシストが与える効果
高井　浩之（ 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　リハビリテーションセンター 

回復期リハ科）
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Ｏ-13-7-04 回復期リハビリ病棟でのHONDA歩行アシストの即時効果の検討
山口　大貴（社会医療法人財団大和会　武蔵村山病院　リハビリテーションセンター）

Ｏ-13-7-05 当院におけるHONDA歩行アシストの適用基準と介入方法に基づいて介入した一症例
小田代唯人（十勝リハビリテーションセンター　リハビリテーション部　理学療法科）

Ｏ-13-7-06 人工股関節置換術術後患者に対するHONDA歩行アシストによる
歩行トレーニングの効果～歩行中の股関節伸展角度に着目して～
平林　一憲（ 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　リハビリテーションセンター 

回復期リハ科）

13-8　先端機器を用いたリハビリテーション 11:00～11:50
座長：牧　　芳昭（鵜飼リハビリテーション病院）

Ｏ-13-8-01 回復期病棟入棟開始直後から1ヶ月間集中的にHAL介入を実施した症例
関口　裕也（医療法人済恵会　須藤病院　リハビリテーション科）

Ｏ-13-8-02 脳卒中片麻痺患者に対する足首アシスト装置の即時効果
法邑　智憲（社会医療法人平成醫塾　苫小牧東病院）

Ｏ-13-8-03 ウェルウォークの使用が回復期病棟の退院時FIMに及ぼす影響
長井　勇磨（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院）

Ｏ-13-8-04 重度片麻痺者に対しWelwalk訓練を行い早期に歩行が自立した一症例
畠　　亜希（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）

Ｏ-13-8-05 認知症合併者に対するロボットスーツHALの歩行改善効果の検討
小此木直人（医療法人大誠会　内田病院）

Ｏ-13-8-06 HALによる歩行訓練により、歩行能力が向上した症例
吉田　光希（医療法人樹心会　角田病院　リハビリテーション部）

13-9　先端機器を用いたリハビリテーション 13:10～14:00
座長：井上　靖悟（医療法人社団 保健会　東京湾岸リハビリテーション病院　理学療法科）

Ｏ-13-9-01 InMotion ARM Robotの評価パラメータからみる上肢ロボットの訓練効果
－ランダム化比較試験－
清水　奈波（藤田医科大学　七栗記念病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-9-02 脳卒中片麻痺患者に対する上肢電気刺激療法の効果
藤間　結美（医療法人社団弘人会　中田病院）
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Ｏ-13-9-03 上肢訓練用ロボットReoGo-Jと当院独自の課題指向型訓練シートを併用した訓練の効果
有安はるな（ 社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター　リハビリテーション部 

作業療法科）

Ｏ-13-9-04 回復期脳卒中患者に対し高頻度反復性経頭蓋磁気刺激を施行し
麻痺側上肢の随意性と作業遂行の質が改善した一症例
杉田知奈津（苑田会　リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-9-05 随意運動介助型電気刺激装置を使用した麻痺側上肢自主練習の効果
能登　陽介（医療法人社団友志会　リハビリテーション花の舎病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-9-06 片麻痺上肢に対する簡易型訓練機器「リハビリ・スティック」の紹介
富山　夏美（牧田総合病院　蒲田分院　リハビリテーション部）

13-10　先端機器を用いたリハビリテーション 14:10～15:00
座長：鎌田　康広（中村記念南病院）

Ｏ-13-10-01 上肢麻痺とアパシーを呈した回復期脳卒中患者に対するHANDS proximalと
Graded Repetitive Arm Supplementary Program (GRASP)を併用した試み
赤沼　昇也（社会福祉法人恩賜財団済生会　山形済生病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-10-02 「中等度麻痺を呈したが、修正型CI療法とIVESを導入し、復職に至った20代女性」
古津　政明（埼玉石心会病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-10-03 身体装着型移動支援機器Q-ピットがパーキンソン病患者のすくみ足や
小刻み歩行におよぼす効果－単一事例研究法を用いた検証－
太田　絢野（京都地域医療学際研究所　がくさい病院　回復期リハビリテーション部）

Ｏ-13-10-04 課題調整を行いながらReoGo-J訓練を継続した肩疼痛を訴える脳卒中患者の一例
紙谷　綾乃（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-10-05 上肢リハビリ装置AR2を使用し、食事動作を獲得した症例
寺岡　潤平（苫小牧東病院　リハビリテーション部）

Ｏ-13-10-06 脊髄炎後の上肢痙性麻痺患者に対してHANDS療法と特技を生かした
自主トレーニングを提供し，麻痺手の動作能力・使用頻度が改善した一例
井本　浩史（医療法人明倫会　本山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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ポスター会場 A

1-1　 歩行・装具・車椅子 13:20～14:10

Ｐ-1-1-01 回復期リハビリ病棟に入院する認知症高齢者に対するアクティビティケアの実践と効果
末尾　順子（岡山中央奉還町病院）

Ｐ-1-1-02 認知症を有する運動器疾患患者に離床を促す集団活動介入効果
村川　明隆（平成とうや病院　リハビリテーション部）

Ｐ-1-1-03 活動計を用いた睡眠の質の改善に向けての取り組み
西角　貴利（医療法人社団　石橋内科　広畑センチュリー病院　リハビリテーション科）

Ｐ-1-1-04 当院回復期リハビリテーション病棟における身体活動量把握と関連する評価項目の検討
池田健太郎（社会医療法人北九州病院　北九州八幡東病院　リハビリテーション科）

Ｐ-1-1-05 当院回復期リハビリテーション病棟における集団での病棟訓練の取り組み
赤木　健人（北柏リハビリ総合病院　リハビリテーション科）

Ｐ-1-1-06 事例報告　当院回復期リハビリテーション病棟での活動量確保への試み
～情報共有の場からみえてきたもの～
加藤　静夏（北柏リハビリ総合病院　リハビリテーション科）

Ｐ-1-1-07 パーキンソン症候群を呈した脳梗塞患者へのラジオ体操導入が
歩行能力改善をもたらした一例
野間　尚人（社会医療法人雪の聖母会　聖マリアヘルスケアセンター　リハビリテーション室）

1-2　 歩行・装具・車椅子 14:20～15:10
座長：山口　普己（筑波記念病院）

Ｐ-1-2-01 小脳性運動失調に対し免荷式トレッドミル歩行練習により、歩行能力が改善した１症例
浦田　真吾（特定医療法人成仁会　くまもと成仁病院　リハビリ部）

Ｐ-1-2-02 回復期脳卒中患者における骨格筋量の継時的変化と歩行自立度との関係
山中　英士（東京湾岸リハビリテーション病院）

Ｐ-1-2-03 歩行が自立し自宅退院した中等度片麻痺患者2症例の下肢筋量の経過について
～当院回復期リハビリ病棟入院期間の両下肢筋量と運動FIMの推移
藤田　英里（東八幡平病院　地域リハビリテーションセンター）
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Ｐ-1-2-04 回復期大腿骨近位部骨折患者の歩行能力における骨格筋量と機能的自立度評価法の関係
伊藤ゆうき（東京湾岸リハビリテーション病院）

Ｐ-1-2-05 応用行動分析的介入を行うことで自発的に離床が促せるようになった症例
～尿路感染症後、臥床時間増大を認めた症例に対して～
松下　東宜（医療法人誠仁会　塩川病院　リハビリテーション室）

Ｐ-1-2-06 退院後の生活を見据えた目標設定により病棟内での歩数・歩行時間が増加した一症例
山村　康裕（社会医療法人北九州病院　北九州古賀病院）

Ｐ-1-2-07 小脳性運動失調を呈した症例に対してフィードバック方法を検討した症例報告
長勢　侑香（北海道勤労者医療協会　勤医協中央病院　リハビリテーション部）

1-3　 歩行・装具・車椅子 15:20～16:10
座長：仲西　孝之（医療法人タビック　沖縄リハビリテーションセンター病院）

Ｐ-1-3-01 新病院移転に伴う装具療法チームの取り組み
糸川　翔太（おおぞら病院　リハビリテーション部）

Ｐ-1-3-02 当院車椅子リース契約導入の取り組み
小林　亮平（公益財団法人横浜勤労者福祉協会　汐田総合病院　リハビリテーション課）

Ｐ-1-3-03 当院シーティングチームによるラウンドの今後の課題　～病棟聞き取り調査を通じて～
奈良坂　亮（森山脳神経センター病院　リハビリテーション科）

Ｐ-1-3-04 当院における車椅子シーティング班の活動において
岩崎　　亮（医療法人社団恵心会　京都武田病院）

Ｐ-1-3-05 当院回復期病棟に所属するOTの車いす調整の現状と取り組み
前田　尚賜（船橋市立リハビリテーション病院　リハケア部）

Ｐ-1-3-06 当院理学療法士の装具作製、修理に対する意識調査
須永　　亮（さいたま岩槻病院　リハビリテーション科）

Ｐ-1-3-07 1人で移動できるようになりたい
～段階的なシーティングを行い車椅子自走が自立した症例～
森田　祐司（森山脳神経センター病院　リハビリテーション科）
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1-4　 歩行・装具・車椅子 16:20～17:10

Ｐ-1-4-01 底屈制動装具を処方した患者の退院後の状況から得られること
～自宅環境は歩行能力低下を引き起こすのか～
細川幸太郎（北海道脳神経外科記念病院　リハビリテーション部）

Ｐ-1-4-02 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者の
起き上がり動作能力からみた歩行自立までの期間について
矢谷　悠貴（地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立リハビリテーション病院）

Ｐ-1-4-03 脳卒中患者の歩行自立判定指標の開発 第3報
～病棟歩行開始から14日目の自立判定でその後の転倒を防止する～
福井　貴暁（小倉リハビリテーション病院　臨床サービス部）

Ｐ-1-4-04 回復期脳卒中患者の体幹機能と歩行能力との関連性
伊藤　広和（十勝リハビリテーションセンター　リハビリテーション部　理学療法科）

Ｐ-1-4-05 当院回復期リハビリテーション病棟脳卒中片麻痺者における
Functional  Ambulation Categoryと当院における入院初期の装具使用頻度の関係
田中　拓真（東八幡平病院　地域リハビリテーションセンター）

Ｐ-1-4-06 体幹装具トランクソリューションを用いた歩行練習が慢性期脳卒中患者に及ぼす影響
田中　翔大（社会医療法人甲友会　西宮協立リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-1-4-07 回復期脳卒中片麻痺者に対する長下肢装具足継手の選択要因について
松永　敏江（熊本機能病院　リハビリテーション部　理学療法課）

2-1　 ADL・IADL 13:20～14:10
座長：鳥飼有希子（熊本託麻台リハビリテーション病院）

Ｐ-2-1-01 当院回復期病棟の歩行自立度における、Short-Form　Berg Balance Scaleの活用。
~自立群、非自立群での2群間の比較調査~
清水　伸一（上伊那生協病院）

Ｐ-2-1-02 AFO装着とADL改善の関係について-当院PTへの装具作製に対する意識調査を踏まえて-
宮崎裕一朗（医療法人天心堂　志田病院　リハビリ部）

Ｐ-2-1-03 回復期リハビリテーション病棟における若手セラピスト及び患者教育に対する
臨床共有システムの取り組み
澤　　広太（竹の塚脳神経リハビリテーション病院）
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Ｐ-2-1-04 回復期脳卒中片麻痺患者に対するリズム的聴覚刺激を用いた歩行訓練の効果
佐々木萌子（医療法人社団朋和会　西広島リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-2-1-05 回復期リハビリテーション病棟におけるギラン・バレー症候群患者の
歩行獲得の可否について-入院時の座位能力に着目して-
岡崎　航平（ 地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立リハビリテーション病院
　　　　　リハビリテーション技術科） 

Ｐ-2-1-06 中心性頸髄損傷者に対するオール・イン・ワンを使用した歩行訓練の有用性
松坂　和哉（一般社団法人巨樹の会　新上三川病院　リハビリテーション科）

Ｐ-2-1-07 ADL向上を目的とした義足作製の有効性について
島田　千聖（ 医療法人銀門会　在宅支援センター甲州ケア・ホーム甲州デイサービス 

センター石和事業所）

2-2　 ADL・IADL 14:20～15:10
座長：千住美和子（一般社団法人 是真会　長崎リハビリテーション病院）

Ｐ-2-2-01 当院における療法士と看護師の「しているADL」「できるADL」の認識の差についての検討
若野　士朗（社会福祉法人恩師財団　済生会東神奈川リハビリテーション病院）

Ｐ-2-2-02 当院における高齢者脳卒中患者の自宅復帰要因
―介護者の存在と退院時FIMの比較検討―
中野　真吾（一般社団法人巨樹の会　松戸リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｐ-2-2-03 回復期リハビリテーション病院での脳血管疾患患者のFIM利得における
MCIDに影響を及ぼす因子
中屋敷勝真（医療法人社団アール・アンド・オー　静清リハビリテーション病院）

Ｐ-2-2-04 環境調整により病棟のトイレ動作が自立した症例～FIM認知項目が低い脳卒中症例～
米広　幸平（岡山リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-2-2-05 当院回復期病棟におけるFIM予測式の有用性の検証
竹内　悠貴（医療法人社団洛和会　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）

Ｐ-2-2-06 当院回復期リハビリテーション病棟における入院時FIM運動項目が
20点以下の患者のFIM推移と転帰先調査
日吉　高臣（医療法人弘遠会　すずかけヘルスケアホスピタル　リハビリテーション技術部）

Ｐ-2-2-07 当院回復期病棟における独居患者の自宅復帰に影響するFIM項目の検討
池宮城　諒（特定医療法人アガぺ会　北中城若松病院）
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2-3　 ADL・IADL 15:20～16:10
座長：山田　太一（社会医療法人⽯川記念会 HITO 病院）

Ｐ-2-3-01 当院回復期リハビリテーション病棟における集団起立練習が
日常生活動作と栄養状態に及ぼす影響
安藤　琢郎（社会福祉法人恩賜財団済生会　山形済生病院　リハビリテーション部）

Ｐ-2-3-02 FIMトイレ動作項目5点以上で退院するケースに関連が強い項目の探査
日野　祥悟（社会医療法人千秋会　井野口病院　リハビリテーション科）

Ｐ-2-3-03 当院回復期病棟における更衣パウチ運用の取り組み報告とFIM利得の検証
馬場　優季（医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院　リハビリテーション技術科）

Ｐ-2-3-04 脳卒中患者はセルフケアのどこで「回復」を感じるのか？－予備的研究－
山本　達也（社会福祉法人恩賜財団福岡県済生会　飯塚嘉穂病院）

Ｐ-2-3-05 疾患別における受傷前後でのIADLの変化について
脇田　千佳（医療法人財団善常会　善常会リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-2-3-06 高位頚髄損傷者の食事獲得までの期間調査とそれに関わる要因について
木附沢一茂（公益財団法人　いわてリハビリテーションセンター　機能回復療法部作業療法科）

Ｐ-2-3-07 入棟時における退棟時FIMの予測値とその誤差の要因に関する考察
北橋　史菜（医療法人協和会　第二協立病院　リハビリテーション科）

2-4　 ADL・IADL 16:20～17:10
座長：西森　知佐（社会医療法人　近森会 近森リハビリテーション病院）

Ｐ-2-4-01 排泄自立に向けた当院での活動報告～認知機能に着目して～
江川　祐衣（済生会明和病院　リハビリテーション技術部）

Ｐ-2-4-02 伝わるデモンストレーションを目指して
～排泄支援チームと連携した移乗介助方法の伝達～
若松　雅樹（IMSグループイムス札幌内科リハビリテーション病院リハビリテーション科）

Ｐ-2-4-03 コミュニケーション困難な切迫性尿失禁患者への理学療法を経験して
佐藤　隆博（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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Ｐ-2-4-04 重度の右片麻痺と高次脳機能障害を呈した症例に対し
トイレの一連動作に着目した取り組み
尾松紗也香（京都リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｐ-2-4-05 夜間あえてオムツ内排泄で我慢していた重度失語症患者について
富田　夏実（総合大雄会病院　リハビリテーション科）

Ｐ-2-4-06 トイレ動作獲得を目的とした集団起立・立位保持訓練
小栗　　愛（社会医療法人大雄会　総合大雄会病院）

Ｐ-2-4-07 退院時FIM運動項目に関連する入院時身体組成について
―PA、SMI、ECW/TBWに着目して―
田津原佑介（貴志川リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

3-1　 退院前訪問・退院後訪問 13:20～14:10
座長：江原　加一（熊本機能病院）

Ｐ-3-1-01 回復期リハビリテーション病棟における退院前訪問実施の現状と課題
小沼　由季（鎌ケ谷総合病院リハビリテーションセンター）

Ｐ-3-1-02 入院中に家族が症例の障害を理解できず退院直後にADL低下したが
病院スタッフの退院後フォローアップで在宅生活を立て直した経験
岩田千恵子（八王子保健生活協同組合　城山病院　リハビリテーション部）

Ｐ-3-1-03 入院時訪問指導導入による効果の検証
瀬戸山泰樹（大原綜合病院付属大原医療センター　総合リハビリテーションセンター）

Ｐ-3-1-04 在宅復帰患者の退院後調査
～回復期リハビリテーション病棟退院患者のADL低下の要因分析～
本田　咲子（西日本病院　リハビリテーション科）

Ｐ-3-1-05 退院後1ヶ月以内の転倒に関連する要因について
－在宅での転倒予防に対する院内リハビリの再考－
高野　良慈（特定医療法人茜会　昭和病院　リハビリテーション部）

Ｐ-3-1-06 在宅復帰患者の退院後調査～返信期間に影響する因子の検討～
山下　　綾（西日本病院　総合リハビリテーション部）

Ｐ-3-1-07 退院後調査からみえてきたもの～リハビリテーションの質と支援の妥当性に着目して～
高橋　新司（健和会病院　回復期リハビリテーション科）
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3-2　 質の評価・アウトカム評価 14:20～15:10
座長：田宮　高道（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院）

Ｐ-3-2-01 当院における日常生活機能評価の自宅退院や実績指数との関係
北村　哲也（愛知県済生会リハビリテーション病院）

Ｐ-3-2-02 回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカム評価の
除外項目が実績指数に与える影響
阿部　紀之（袖ケ浦さつき台病院　リハビリテーション部）

Ｐ-3-2-03 当院回復期リハビリテーション病棟における実績指数の現状
～運動器疾患患者とFIM利得に着目して～
玉木　孝人（医療法人全心会　伊勢慶友病院　リハビリテーション科）

Ｐ-3-2-04 入棟時の具体的な退院時予測FIM立案がFIM利得または実績指数に与える影響
佐藤　　亮（（一財）南東北福島病院　リハビリテーション科）

Ｐ-3-2-05 当院回復期リハビリテーション病棟における実績指数とFIM運動項目の分析
～運動器疾患について～
多田　勇貴（医療法人社団松柏会　至誠堂総合病院）

Ｐ-3-2-06 入院時訪問指導におけるアウトカム実績指数への影響
日並晃太朗（特定医療法人自由会　岡山光南病院）

3-3　 質の評価・アウトカム評価 15:20～16:10
座長：池田　吉隆（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院）

Ｐ-3-3-01 当院回復期リハ病棟の実績指数にコミュニケーション・社会的認知レベルが及ぼす
影響の分析　～第1報・運動器疾患の分析～
松並　健治（医療法人緑水会　宜野湾記念病院　リハビリテーション部）

Ｐ-3-3-02 当院回復期リハ病棟の実績指数にコミュニケーション・社会的認知レベルが及ぼす
影響の分析　～第2報・脳血管疾患における分析～
仲松江梨子（医療法人緑水会　宜野湾記念病院　リハビリテーション部）

Ｐ-3-3-03 当院における実績指数除外患者選定の現状と特徴
松本　康宏（医療法人稲仁会　三原台病院　リハビリテーション科）

Ｐ-3-3-04 実績指数除外者選定の客観的な指標を目指して-脳血管患者を対象とした試み-
古谷　祥宏（医療法人社団和風会　所沢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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Ｐ-3-3-05 実績指数37以上となるカットオフ値の分析　～Functional Balance Scaleの点数から～
長沼　　瞬（新横浜リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｐ-3-3-06 回復期リハビリテーション病棟の脳卒中患者における入院時栄養状態と
実績指数の関係および自宅復帰率に及ぼす影響
前田　賢宏（鳳永病院　リハビリテーション科）

Ｐ-3-3-07 重度脳卒中患者に対する実績指数の予測
安村　広之（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）

3-4　 質の評価・アウトカム評価 16:20～17:10
座長：内藤　孝洋（旭川リハビリテーション病院）

Ｐ-3-4-01 当院回復期病院における股関節疾患患者の実績係数に与える影響
～入院時評価から退院時の実績係数を獲得するための因子について～
斉藤　慶太（ 医療法人社団東京巨樹の会　みどり野リハビリテーション病院 

リハビリテーション科）

Ｐ-3-4-02 当院における大腿骨近位部骨折の術後患者の実績指数に影響を及ぼす因子の検討
～FIM利得と療法士の経験年数に着目して～
小宮　良太（総生会　麻生リハビリ総合病院　リハビリテーション室）

Ｐ-3-4-03 回復期リハビリテーション病棟における入院時FIMが実績指数に及ぼす影響
‐運動FIMに着目して‐
鬼木　貴也（医療法人相生会　新吉塚病院）

Ｐ-3-4-04 当院回復期病棟における運動FIM実績指数37点を下回る患者の特徴について
宮澤　亜紀（イムス札幌内科リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｐ-3-4-05 実績指数の傾向把握
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　リハビリテーション科）

Ｐ-3-4-06 アウトカム実績指数からみる当院の傾向と課題
桑山登志光（さくら総合病院　リハビリテーションセンター）

4-1　 体力・離床・活動量 13:20～14:10
座長：福士　毎友（青森保険生活協同組合　あおもり協立病院）

Ｐ-4-1-01 高次脳機能障害患者への効果的な看護介入の一考察
秋葉　紗希（医療法人社団心和会　成田リハビリテーション病院）
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Ｐ-4-1-02 机上検査では検出困難な半側空間無視例における反応時間課題による検証：2症例報告
尾崎　新平（関西電力病院　リハビリテーション部）

Ｐ-4-1-03 左視床出血により失語症状を呈し，記憶障害，意欲・発動性の低下を認めた一例
柄澤　結香（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）

Ｐ-4-1-04 心理面に配慮した介入が社会的行動障害の軽減につながった一例
梶原　真樹（新横浜リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｐ-4-1-05 回復期リハビリテーション病棟において，高次脳機能障害を背景とする
社会的不適応行動に対してTEGを用いることで行動変容に繋がった事例
柘植麻理奈（社会医療法人甲友会　西宮協立リハビリテーション病院）

Ｐ-4-1-06 聴覚刺激が有用であった幼児の一例
立花　裕子（西記念ポートアイランドリハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｐ-4-1-07 蘇生後脳症患者の記憶障害に対するリハビリテーションの一例
立崎　萌絵（医療法人豊生会　東苗穂病院　リハビリテーション部）

4-2　 家族支援・退院支援 14:20～15:10
座長：吉村　洋子（やわたメディカルセンター）

Ｐ-4-2-01 家族の意思決定支援を通して、看護師の関わりを振り返る
弘田　裕子（医療法人社団順心会　順心リハビリテーション病院）

Ｐ-4-2-02 回復期リハビリテーション病棟の患者家族が知りたい情報を伝えるためのアプローチ
田村　浩美（社会福祉法人恩賜財団済生会支部　三重県済生会明和病院　看護部）

Ｐ-4-2-03 家族との連絡手段にLINEを活用した取り組み
高橋　祐也（医療法人社団淳英会　おゆみの中央病院　リハビリテーション部）

Ｐ-4-2-04 脳卒中患者に対し早期から継続的に家族が関わることにより、
退院支援が可能となった一症例
橋本　侑太（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院　リハビリテーション部）

Ｐ-4-2-05 脳梗塞を繰り返し重度の障害で医療行為を必要としながらも、
家族の思いに寄り添い院内・地域の他職種で支援し自宅退院に繋がった一症例
狩野　栄樹（社会医療法人黎明会　宇城総合病院　リハビリテーション部）

Ｐ-4-2-06 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の介護技術評価票を用いた
家族指導が自宅退院を可能とした脳梗塞の一例
横町　知樹（社会医療法人雪の聖母会　聖マリアヘルスケアセンター　リハビリテーション室）
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4-3　 家族支援・退院支援 15:20～16:10
座長：武智　智子（総合リハビリテーション　伊予病院）

Ｐ-4-3-01 妻が希望したＰＧソフトによる注入指導を振り返って
西門　正博（三豊市立西香川病院）

Ｐ-4-3-02 支柱であった患者の発病により関係が壊れてしまった家族へ
～新たな支柱作りへの取り組み～
木島利花子（医療法人社団埼玉巨樹の会　新久喜総合病院　看護部）

Ｐ-4-3-03 重介助者を支援する家族に聴取・指導を行い自宅退院が実現化した一例
酒井　真菜（昭和大学　藤が丘リハビリテーション病院）

Ｐ-4-3-04 重症脳出血患者の自宅退院に至るまでの関わり　－妻の介護負担が懸念された症例－
野間　貴雄（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院）

Ｐ-4-3-05 「トイレは1人で行ってもらわないと困る」と非協力的だった夫が
トイレ介助練習を重ねて妻の自宅退院をさせるまで
重田　大輔（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院）

Ｐ-4-3-06 盲目の息子と買い物へ行きたい―家族と連携して介入した事例―
渡辺　陵介（IMSグループ　イムス板橋リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｐ-4-3-07 回復期リハビリテーション病棟経験5年未満看護師への退院支援に対する不安調査
～退院支援調整シートを活用して～
佐藤　由佳（地方独立行政法人　栃木県立リハビリテーションセンター　看護部）

4-4　 家族支援・退院支援 16:20～17:10
座長：長谷川玲子（京都大原記念病院）

Ｐ-4-4-01 患者のおもいを共有するためのシート作成と運用方法
～患者のおもいを重視した退院支援～
都知木興平（燿光リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-4-4-02 当院における自助力向上に向けた「自己チェックシート」の取り組み
納富　亮典（社会医療法人財団白十字会　白十字病院 リハビリテーション部作業療法課）

Ｐ-4-4-03 退院支援をスムーズに行うためカンファレンスチェック表を作成使用して
川原　春子（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　看護部）

Ｐ-4-4-04 退院支援評価に向けた取り組みについて
小木　絢介（花川病院　地域連携相談センター）
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Ｐ-4-4-05 クリニカルパスの挑戦
～多様化する患者一人ひとりに寄り添える退院支援のあり方を求めて～
川島　公香（医療法人社団六心会　恒生病院）

Ｐ-4-4-06 統一した退院支援を目指して～いきいきLIFE支援チェックリスト作成～
大西　友香（医療法人沖縄徳洲会　宇和島徳洲会病院　回復期リハビリテーション病棟）

Ｐ-4-4-07 FIMスコアを意識した多職種による退院支援表の活用
秋葉しのぶ（イムス佐原リハビリテーション病院）

5-1　 病棟マネジメント 13:20～14:10
座長：村越　大輝（医療法人社団ふけ会　富家千葉病院）

Ｐ-5-1-01 「食べたい」を支える他職種連携
水木　裕介（IMS(イムス)札幌内科リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｐ-5-1-02 当院回復期リハビリテーション病棟における褥瘡対策委員会
リハビリテーションスタッフとしての役割
石井　義之（医療法人社団浅ノ川　金沢脳神経外科病院）

Ｐ-5-1-03 職員の経験年数による患者安全文化の認識の特徴
後藤　悠人（東京湾岸リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-5-1-04 壮年期患者の高次脳機能障害と心理社会的課題への支援
～チームアプローチでの作業療法士の役割を再考する～
福原　涼汰（医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院　臨床サービス部）

Ｐ-5-1-05 当院回復期リハビリテーション病棟における転倒・転落予防の取り組み
～3b事例の減少を目指して～
樋口　竜也（医療法人社団松柏会　至誠堂総合病院　リハビリテーション科）

Ｐ-5-1-06 多職種による個別的な排泄援助の介入を行って―排泄ワーキングチームの立ち上げ―
大久保和洋（常滑市民病院　回復期リハビリテーション病棟）

Ｐ-5-1-07 CWのカンファレンスでの役割についてのアンケート調査～回復期におけるCWの役割～
野田　公太（船橋市立リハビリテーション病院　リハケア部）

5-2　 病棟マネジメント 14:20～15:10
座長：大塚　一貴（千葉県千葉リハビリテーションセンター）

Ｐ-5-2-01 身体抑制カンファレンスから倫理的配慮を考える
黒住　美樹（川崎医科大学付属病院　回復期リハビリテーション病棟）
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Ｐ-5-2-02 「とろみ付き飲料」専用サーバーの導入による業務改善
～有象無象の区別無く、無駄な業務は許しはしない～
石川　圭吾（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院　栄養科）

Ｐ-5-2-03 当院回復期リハビリテーション病棟における休日の
リハビリテーション単位数削減の試み　
伊藤のぞみ（福井総合病院　リハビリテーション課）

Ｐ-5-2-04 配薬カート導入にむけての取り組み
浅利かおる（医療法人芙蓉会　村上病院看護部）

Ｐ-5-2-05 1件のインシデントレポートをきっかけにした車いす保守・管理の見直し～Safety-IIの考
え方が患者安全・患者サービス・業務負担軽減・職員教育につながった取り組み～
菅原健太郎（社会医療法人　さいたま市民医療センター　診療技術部　リハビリテーション科）

Ｐ-5-2-06 他部署研修の経験から自部署の課題を考える
野村　由香（近森オルソリハビリテーション病院　看護部）

5-3　 病棟マネジメント 15:20～16:10
座長：坂野ゆかり（医療法人社団　西広島リハビリテーション病院）

Ｐ-5-3-01 当院回復期リハビリテーション病棟における入院料１取得に向けた取り組みの振り返り
都甲　哲生（健和会　大手町リハビリテーション病院　リハビリテーション部回復期通所リハ科）

Ｐ-5-3-02 日常生活機能評価における重症者の改善度に関連する特性とその背景について
小林美喜枝（JCHO登別病院　看護部）

Ｐ-5-3-03 患者・家族の満足度向上を目的とした情報提供資料の活用
藤井　祥太（宝塚リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-5-3-04 多職種で連携した入院支援チームの取り組み
河原　克俊（IMSグループ　埼玉セントラル病院　リハビリテーション科）

Ｐ-5-3-05 きらきら笑顔輝くナース！働きやすい職場環境を目指して
～看護師の時間外労働の実態調査と改善に向けた取り組み～
佐藤奈津子（社会福祉法人恩賜財団済生会　山形済生病院　南2病棟）

Ｐ-5-3-06 回復期病棟看護師による看護・介護の業務意識調査
～職員の満足度と共に在宅復帰率の上昇を目指す～
神　　夏穂（所沢リハビリテーション病院　看護部）
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5-4　 チーム医療 16:20～17:10
座長：下林　　実（社会医療法人甲友会　西宮協立リハビリテーション病院）

Ｐ-5-4-01 更衣獲得に向けてリハビリスタッフと病棟看護師との間で必要なこととは？
松平　真依（医療法人協和会　協和マリナホスピタル　リハビリテーション科）

Ｐ-5-4-02 当院リハビリテーション科におけるカンファレンス前フィードバックの
自立基準について
安藤　　慶（医療法人東樹会　あずまリハビリテーション病院）

Ｐ-5-4-03 「円滑な在宅支援のための自己評価表」を用いた療法士教育と実績指数への影響の検討
後藤　紀史（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）

Ｐ-5-4-04 療法の質向上を目指した症例検討会の取り組み
山田　桂子（ＮＴＴ東日本伊豆病院　療法部）

Ｐ-5-4-05 当院における促通反復療法普及の取り組みについて
木村　亮太（社会医療法人平成醫塾　苫小牧東病院　リハビリテーション部）

Ｐ-5-4-06 カットアウト評価表導入による理学療法士の画像評価知識向上の有効性について
伊達　祐輔（IMSグループ　イムス板橋リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｐ-5-4-07 日常生活動作(食事・排泄・整容)の自立に向けた援助
「看護・介護10か条に関する評価表」を用いた評価
西尾　知佐（浜松市リハビリテーション病院）

6-1　 高次脳機能・失語症 13:20～14:10

Ｐ-6-1-01 DSTと協業し身体機能・認知機能共に向上が得られた症例
福地真梨奈（医療法人社団豊生会　東苗穂病院　リハビリテーション部）

Ｐ-6-1-02 認知症患者に対する理学療法士としての関わり～排泄動作の介助量軽減に至った症例～
高橋　昌三（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）

Ｐ-6-1-03 ひもときシートを活用しナラティブを尊重した包括的ケアにより
BPSDが改善した認知症を有する患者の症例報告
花田　智世（株式会社サワライズ　早良病院　リハビリテーション部）

Ｐ-6-1-04 長期臥床により認知症症状を呈した高齢患者1症例に対する多職種介入の試み
加古川直己（岸和田リハビリテーション病院　リハビリテーションセンター）
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Ｐ-6-1-05 不穏・せん妄症状の変化について調査する
―回復期病棟で行う作業レクリエーションの参加―
酒主真奈美（医療社団陽和会　武蔵野陽和会病院）

Ｐ-6-1-06 回復期病棟生活に集団レクリエーションが及ぼす影響　～認知症入院患者を通して～
城間　由将（医療法人タピック　宮里病院　リハビリテーション部）

Ｐ-6-1-07 失語症患者の就労支援に対しインサイツプログラムを用いた一症例
細渕　綾菜（東京湾岸リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

6-2　 高次脳機能・失語症 14:20～15:10
座長：本田　省二（熊本機能病院）

Ｐ-6-2-01 高次脳機能障害のある患者の内服自己管理指導-FIMを用いた指導開始時期の検討-
松山　美咲（東京都リハビリテーション病院　看護部）

Ｐ-6-2-02 認知行動アセスメントにおける評価者間信頼性からみえる課題
工藤　　唯（医療法人芙蓉会　村上病院　リハビリテーション科）

Ｐ-6-2-03 病識のない記憶障害患者に対し、病識獲得を促すことで
代償手段の使用が可能となった右内包膝部梗塞の一例
三宅　菜月（社会医療法人里仁会　興生総合病院　リハビリテーション部）

Ｐ-6-2-04 小脳出血によりCCASを呈した症例に対する退院後環境設定の重要性
友池　理歌（恵光会原病院　リハビリテーション部）

Ｐ-6-2-05 LINEの導入により言語機能の向上を認めた皮質下性失語症例
村上　亜貴（社会医療法人雪の聖母会　聖マリアヘルスケアセンター　リハビリテーション室）

Ｐ-6-2-06 運動性失語、ゲルストマン症候群が復職の及ぼす影響と、支援について
山平悠太朗（北海道勤労者医療協会　勤医協中央病院　リハビリテーション部）

Ｐ-6-2-07 頭部外傷患者の病識獲得を目指した介入
鈴木　愛加（昭和大学　藤が丘リハビリテーション病院　リハビリテーションセンター）
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6-3　 回復期リハ看護師・セラマネの活動 15:20～16:10

Ｐ-6-3-01 褥瘡再発患者に対して褥瘡委員会・病棟と連携し，褥瘡の治癒と
活動性の向上を並行してアプローチした1症例
荒木　督隆（医療法人社団浅ノ川　金沢脳神経外科病院　リハビリテーション部）

Ｐ-6-3-02 遷延性意識障害患者の意思伝達改善に向けた取り組み
～リハビリ看護師としての役割～
山本きよ子（医療法人偕行会　偕行会リハビリテ-ション病院　看護部）

Ｐ-6-3-03 脳卒中片麻痺患者に多職種間で連携し肩装具を装着することで
亜脱臼の管理を行った症例
高橋　雄理（社会医療法人JMA　座間総合病院）

Ｐ-6-3-04 病棟内での役割が帰宅願望の改善に繋がった脳外傷の一例
青名畑彩文（新横浜リハビリテーション病院）

Ｐ-6-3-05 FIMカンファ導入によって、夜間トイレが自立し早期退院が可能になった症例
櫻井　和子（社会福祉法人恩賜財団　東京都同胞援護会　昭島病院　リハビリテーション科）

Ｐ-6-3-06 多発外傷による若年下腿切断者の歩行獲得に向け,
他職種と断端部のケアの連携を図った一例
太田　千遥（ 医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院 

臨床統括センター　リハビリテーション部）

Ｐ-6-3-07 回復期病棟においてPTがMTDLPを用いて介入した一症例について
小林　融生（北海道社会事業協会　余市病院　リハビリテーション科）

6-4　 先端機器を用いたリハビリテーション 16:20～17:10
座長：森田　　学（社会医療法人平成醫塾　苫小牧東病院　リハビリテーション部）

Ｐ-6-4-01 回復期脳卒中後片麻痺患者の歩行不安定感に対して
Honda歩行アシストを用いた評価・介入が有効であった症例
大野　由佳（医療法人社団朋和会　西広島リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-6-4-02 運動学習に視覚フィードバックとHONDA歩行アシストを使用した一症例
松下　卓真（公立八鹿病院　中央リハビリテーション科）

Ｐ-6-4-03 密着型歩行補助装置RE-Gaitが回復期脳卒中後片麻痺患者の歩行能力に与える影響
林　壮一郎（医療法人社団朋和会　西広島リハビリテーション病院　リハビリテーション部）
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Ｐ-6-4-04 重度右片麻痺患者に対し歩行支援ロボットを使用し歩行能力改善を認めた一例
渡邉　志帆（医療法人慈光会　甲府城南病院　リハビリテーション部　理学療法科）

Ｐ-6-4-05 GS Kneeを使用し裸足歩行の獲得に至った症例
寺地　翔平（戸田中央リハビリテーション　リハビリテーション科）

Ｐ-6-4-06 脳卒中片麻痺患者に対するHONDA歩行アシストの訓練効果について
嶋田　陽一（香川医療生活協同組合）

Ｐ-6-4-07 脳卒中片麻痺患者におけるＨＡＬ高速度歩行訓練の効果
飯野　駿太（社会医療法人平成醫塾　苫小牧東病院　リハビリテーション部）



－ 122 －

一
般
演
題
（
ポ
ス
タ
ー
発
表
）
第
１
日
目

7-1　 摂食・嚥下・口腔ケア 13:20～14:10
座長：宇内　　景（済生会　東神奈川リハビリテーション病院）

Ｐ-7-1-01 看護師を中心とした多職種による摂食機能療法の取り組みと成果
松本みなと（大分リハビリテーション病院）

Ｐ-7-1-02 タイムリーな嚥下情報の伝達法
荻野　真希（総合大雄会病院リハビリテーション科）

Ｐ-7-1-03 橋出血により嚥下障害を呈した患者へのSTの長期的な関わり
～「飲みたい」から「噛みたい」～
竹原　千晴（社会医療法人榮昌会　吉田病院　附属脳血管研究所）

Ｐ-7-1-04 「肺炎を起こさずに自宅で食事ができる」を目標にPOSTで連携した症例
滝吉　由菜（医療法人財団善常会　善常会リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-7-1-05 多職種連携により嚥下障害が改善し自宅復帰を果たした一症例
大住　礼佳（新上三川病院　リハビリテーション科）

Ｐ-7-1-06 摂食障害のある若年の脳卒中患者に対する病棟生活マネジメント
田中　　卓（医療法人養和会　養和病院　回復期病棟）

Ｐ-7-1-07 当院回復期リハビリテーション病棟スタッフにおける、食事介助についての意識調査
～負担感と適切な情報共有についての分析～
半田　理瑛（盛岡友愛病院　リハビリテーション科）

7-2　 地域包括ケア・院外連携・地域リハビリテーション 14:20～15:10

Ｐ-7-2-01 入院中から行う地域参加へのアプローチ　～住民主体の通いの場の活用～
上田　　翔（アマノリハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-7-2-02 予定していた福祉用具が使用できなくなり、
主介護者が不安を感じてしまった際の支援の経験
町田　奨太（医療法人博仁会　志村大宮病院・茨城北西総合リハビリテーションセンター）

Ｐ-7-2-03 脳血管疾患患者における当院の家屋調査の実態
～家屋改修の傾向と退院時FIMへの影響～
沼田　雄輝（社会医療法人千秋会　井野口病院）

第 4 会場ポスター会場 B
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Ｐ-7-2-04 家屋評価を必要な方へ提案するために改善した取り組みについて
高橋　友樹（竹の塚脳神経リハビリテーション病院）

Ｐ-7-2-05 回復期病棟におけるレクリエーション活動とレクリエーション参加報告書作成について
高橋　明伸（滋賀県立総合病院　回復期リハビリテーション病棟）

Ｐ-7-2-06 外出・外泊時の転倒減少にむけた多職種協働による患者・家族指導の取り組み
中村　一葉（いわてリハビリテーションセンター　機能回復療法部）

Ｐ-7-2-07 外出外泊を実施する患者に対して、しおりを使用した当院での取り組み
～アンケート結果から見えたこと～
牧　　賢治（医療法人平野同仁会　総合病院津山第一病院　リハビリテーション科）

7-3　 地域包括ケア・院外連携・地域リハビリテーション 15:20～16:10
座長：照井恵梨香（公益財団法人　いわてリハビリテーションセンター　機能回復療法部）

Ｐ-7-3-01 地元ボランティアと共同した集団活動の取り組み報告
小久保　聡（社会医療法人社団さつき会　袖ケ浦さつき台病院）

Ｐ-7-3-02 自立支援のための情報提供の在り方－地域ケア会議を通じて－
坂本　知郷（医療法人川村会　くぼかわ病院　リハビリテーション部）

Ｐ-7-3-03 当院回復期リハビリテーション病棟にて介護支援相談員と
早期連携を行ったアンケート調査報告
平野　瑞貴（柏厚生総合病院　リハビリテーション科）

Ｐ-7-3-04 当院作業療法課における回復期から生活期へのシームレスケアに向けた取り組みと
その課題　～生活行為申し送り表に関するアンケート調査から～
原田　直輝（ 社会医療法人加納岩　山梨リハビリテーション病院 

リハビリテーション部　作業療法課）

Ｐ-7-3-05 生活行為申し送り表を有効に活用するためのセラピスト教育の取り組み
大島　知佳（医療法人社団幸隆会　多摩丘陵病院　リハビリテーション技術部　作業療法科）

Ｐ-7-3-06 ボツリヌストキシンの定期的反復投与と、院外連携を利用しての訪問リハビリとの
相乗効果により痙縮の漸進的改善を得た例
室田　武伸（健生会　ふれあい相互病院　リハビリテーション部）

Ｐ-7-3-07 当院の自動車運転再開支援システムと教習所連携について
伊賀　博紀（IMS〈イムス〉グループ　イムス板橋リハビリテーション科病院）
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7-4　 その他 16:20～17:10

Ｐ-7-4-01 当院自動車運転評価後の自動車運転再開についての実態調査
-アンケートによる追跡調査の結果から-
藤原　香澄（医療法人偕行会　偕行会リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-7-4-02 当院自動車運転再開支援プログラムにおける神経心理学検査の基準値の検討
橋本竜之介（貴志川リハビリテーション病院）

Ｐ-7-4-03 自動車運転再開希望が強い高次脳機能障害の一例
山田　有紀（医療法人恵光会　原病院　リハビリテーション部）

Ｐ-7-4-04 脳卒中リハビリテーションにおける動機づけ方略に関するアンケート調査
小宅　一彰（信州大学）

Ｐ-7-4-05 音楽療法がもたらす脳卒中後アパシー患者への効果の検討
東口　幸子（社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院）

Ｐ-7-4-06 運転再開支援にて運転再開した患者の運転状況－フォローアップ追跡調査結果－
中西　航平（医療法人桜十字　桜十字病院　リハビリテーション部）

Ｐ-7-4-07 当院での自動車運転支援の取り組みと診断書作成に関して
渡辺　謙斗（横浜なみきリハビリテーション病院　リハビリテーション科）

8-1　疾病・併存疾患・合併症・リスク管理 13:20～14:10

Ｐ-8-1-01 内服与薬エラー防止の対策の検討
―インシデント報告書を内服与薬エラー発生要因マップ、P-mSHELLで分析して―
小笠原直美（市立御前崎総合病院　回復期リハビリテーション病棟）

Ｐ-8-1-02 せん妄アセスメントシート導入と試行
松田　裕美（戸田中央リハビリテーション病院）

Ｐ-8-1-03 褥瘡治癒に向けた包括的アプローチ
-褥瘡治療を個人、環境・ケア、課題要因から分析した介入-
関根　陽平（リハビリテーション天草病院　リハビリテーション部）

Ｐ-8-1-04 簡易基準を用いたサルコペニアの抽出と特徴
森　　　諒（新上三川病院　リハビリテーション科）
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Ｐ-8-1-05 回復期における経鼻胃管挿入患者への自己抜去に関連する要因
伊藤　美雪（一般社団法人巨樹の会　松戸リハビリテーション病院）

Ｐ-8-1-06 回復期における脳卒中患者の服薬アドヒアランスとその阻害要因その２
田浦　美奈（福岡リハビリテーション病院）

Ｐ-8-1-07 回復期病棟における離院対策マニュアルの構築と実施
湊　　佳奈（ IMSグループ　医療法人社団明芳会 

イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院）

8-2　 疾病・併存疾患・合併症・リスク管理 14:20～15:10
座長：大西　和弘（医療法人鴻池会　秋津鴻池病院）

Ｐ-8-2-01 蛋白同化ホルモンと理学療法を併用し筋力・基本動作・歩行能力に改善がみられた一症例
仲村正乃介（沖縄リハビリテーションセンター病院）

Ｐ-8-2-02 脊髄梗塞の回復期リハビリテーション治療
杉本　耕一（鎌ヶ谷総合病院　リハビリテーション科／脳神経外科）

Ｐ-8-2-03 回復期リハビリテーション病棟における
褥瘡ハイリスク患者の褥瘡発生状況とFIMの関連
上間航之介（医療法人緑水会　宜野湾記念病院　リハビリテーション部）

Ｐ-8-2-04 当院回復期リハビリテーション病棟における褥瘡発生危険因子の検討
守矢光太郎（一般社団法人巨樹の会　新上三川病院　リハビリテーション科）

Ｐ-8-2-05 回復期リハビリテーション病院における手指消毒剤個人持ちの実施とその使用量調査
大野　弘貴（ IMS〈イムス〉グループ　医療法人社団明芳会 

イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院）

Ｐ-8-2-06 突然の発熱に対しRS3PE症候群と考えられた１例
比佐　健二（伊那中央病院　整形外科）

Ｐ-8-2-07 関節リウマチ患者の下肢術後に大関節破壊がFIM利得に与える影響
－当院回復期リハビリテーション病棟での検討－
倉田　愛子（鎌ケ谷総合病院　リハビリテーションセンター）

8-3　 機能障害 15:20～16:10
座長：紙谷　綾乃（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院）

Ｐ-8-3-01 遷延性意識障害・四肢麻痺患者の関節可動域改善をみられた一症例
～痙縮に対して認知的アプローチ～
本間　　綾（新座病院　リハビリテーション科）
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Ｐ-8-3-02 当院の回復期リハビリテーション病棟で2回の修正CI療法を実施した一症
-生きがいである趣味の獲得に向けて-
安川　嘉一（大阪鉄道病院）

Ｐ-8-3-03 趣味活動を通した介入が麻痺側上肢の使用頻度の向上につながった一例
松浦　友紀（新横浜リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｐ-8-3-04 Task practiceの効果を高める為の病棟協業型CI療法を試みた一症例
小野田愛紗（医療法人偕行会　偕行会リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-8-3-05 修正CI療法を回復期で実施した結果報告
田邉　晃平（社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院）

Ｐ-8-3-06 上肢機能への段階的な介入により、麻痺側上肢の使用頻度向上に至った症例
～JASMIDを用いて～
青木　　萌（西広島リハビリテーション病院）

Ｐ-8-3-07 回復期リハビリテーション病院における脊椎圧迫骨折患者の
椎体圧潰率の実態調査と関与因子の検討
石井　　岳（IMS〈イムス〉グループ　イムス板橋リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

8-4　 認知症 16:20～17:10
座長：福澤　聖美（社会医療法人甲友会西宮協立リハビリテーション病院）

Ｐ-8-4-01 認知症ケアに関する現状調査～ケアのありかたを考える～
古川　　健（船橋市立リハビリテーション病院　リハケア部）

Ｐ-8-4-02 当課における集団的個別訓練の改訂版実施記録表について~現状報告と今後の課題~
菅野　信継（山梨リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-8-4-03 看護師の認知症看護実践を振り返って
～認知症看護のインタビューから見えたユマニチュードの共通点～
大江　匡史（社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院）

Ｐ-8-4-04 「認知症高齢者のQOLの向上を目指して」～個別的なアクティビティケアに取り組んで～
仲宗根竜児（医療法人タピック　宮里病院　看護部）

Ｐ-8-4-05 疼痛のある認知症患者に有効な疼痛アセスメント
伊保　香織（医療法人アガぺ会　北中城若松病院　回復期リハビリテーション課）

Ｐ-8-4-06 回復期病棟における認知症患者の24時間を繋げる生活支援
～Whyを共有するシステム作り～
塚田えりか（IMS〈イムス〉グループ　イムス札幌内科リハビリテーション病院　リハビリテーション部）
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9-1　 転倒・転落 13:20～14:10
座長：井村　太治（医療法人社団　西広島リハビリテーション病院）

Ｐ-9-1-01 当院から自宅退院した患者における退院後の転倒実態調査
井手　優輔（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）

Ｐ-9-1-02 当院回復期病棟における過去５年間の転倒・転落事故の推移
～クロス集計表に対する残差分析～
新竹　裕文（社会医療法人喜悦会　那珂川病院）

Ｐ-9-1-03 当院入院患者における転倒事例の分析
丸山　真範（茨城リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-9-1-04 回復期リハビリテーション病棟における転倒対策に対するスタッフの意識調査
石河　育子（勤医協中央病院　３西病棟）

Ｐ-9-1-05 脳卒中患者と担当療法士の転倒認識誤差が入院中の転倒発生に与える影響
井上　靖悟（東京湾岸リハビリテーション病院）

Ｐ-9-1-06 当院における移動修正自立以上の脳卒中患者の入院中の転倒の特徴について
長崎　萌恵（IMS〈イムス〉グループ　イムス板橋リハビリテーション病院）

Ｐ-9-1-07 強化リハビリテーション導入後における回復期リハビリテーション病棟入棟脳卒中患者
の入院中転倒の比較・検討～入棟時・退棟時の日常生活機能およびＦＩＭに着目して～
菊池　柊也（医療法人友愛会　盛岡友愛病院　リハビリテーション科）

9-2　 転倒・転落 14:20～15:10
座長：林　　達也（十勝リハビリテーションセンター）

Ｐ-9-2-01 脳卒中患者における回復期リハビリテーション病院退院直後の転倒に関与する
要因の検討～訪問リハビリ利用症例による検証～
藤山　祐司（社会医療法人近森会　訪問リハビリテーションちかもり）

Ｐ-9-2-02 当院回復期リハビリテーション病棟における転倒・転落分析
－転倒・転落分析シートを用いた検討－
平田　晋介（社会医療法人大道会　森之宮病院）

Ｐ-9-2-03 歩行自立後に転倒した運動器疾患患者の因子調査
久米信太郎（IMS〈イムス〉板橋リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｐ-9-2-04 転倒リスクマネージメントに使用するバランス評価の問題点
～新たなスクリーニング評価の導入に向けて～
尾科　洋輔（江東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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Ｐ-9-2-05 回復期リハビリテーション病棟における、退院後の転倒予防に向けた取り組み
－退院後調査結果からの考察－
池永華奈子（大分リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-9-2-06 転倒による骨折で当院回復期病棟へ再入院した症例の分析
濱名　捺代（医療法人社団洛和会　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）

Ｐ-9-2-07 当院での転倒による骨折再入院患者の傾向について
佐藤　佳奈（大田市立病院　リハビリテーション技術科）

9-3　 転倒・転落 15:20～16:10
座長：青山　　誠（医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　リハビリテーション部）

Ｐ-9-3-01 病棟スタッフの転倒転落予防への意識変化：多職種と協力したルール作り
金井紗弥香（さいたま岩槻病院）

Ｐ-9-3-02 当院回復期リハビリテーション病棟における転倒転落に対する取り組み
～インシデント報告の分析から座位での転倒転落に着目して～
杉水流　健（公益財団法人　鹿島病院　リハビリテーション科）

Ｐ-9-3-03 当院における環境ラウンドの効果と今後の課題
白石　優花（勤医協札幌病院　リハビリテーション部）

Ｐ-9-3-04 転倒を受傷機転とする大腿骨頚部骨折術後患者の転倒に対する心理的問題
～運動機能・身体能力と転倒恐怖感ならびに転倒リスクの関係性～
伊野部陽明（道後温泉病院　リハビリテーション科）

Ｐ-9-3-05 スペーサーでベッドサイドでの転倒は減らせるか！
宮澤　　旬（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）

Ｐ-9-3-06 オリジナルのシートを用いた転倒転落対策への取り組み
久保　亮太（医療法人健友会　帝塚山リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-9-3-07 転倒予防チームによるラウンドが与える影響
～多職種によるPDCAサイクル～
葛谷　憲彦（学校法人常葉大学　常葉大学リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

9-4　その他 16:20～17:10
座長：重本　弘文（熊本機能病院）

Ｐ-9-4-01 当院回復期でのギランバレー症候群を発症した患者に対する
リハビリテーション効果についての検討
新川　陽太（IMS〈イムス〉グループ　イムス板橋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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Ｐ-9-4-02 回復期リハビリテーション病棟に求められる挑戦
宮島　恵樹（健和会病院　リハビリテーション科）

Ｐ-9-4-03 回復期病棟退院後の脳卒中片麻痺患者に対するボツリヌス療法の取り組み
笠山　雅史（社会医療法人平成醫塾　苫小牧東病院　リハビリテーション部）

Ｐ-9-4-04 視床出血により異常感覚を呈した麻痺側上肢に対し、
セルフタッチと両手鏡像動作を行ったことで治療を展開することができた一事例
鈴木　善幸（中村記念南病院　医療技術部　作業療法科）

Ｐ-9-4-05 回復期病棟退院後の訪問リハビリテーションにおける早期介入の取り組み
開米　亮太（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院　リハビリテーション部）

Ｐ-9-4-06 生活混乱期における短期集中訪問リハビリの重要性について
東田　善行（医療法人健和会　奈良東病院　リハビリテーション科）

Ｐ-9-4-07 認知機能評価に着目した回復期病棟の内服自己管理～FIM・MMSEの関連性の検証～
秋山　暁子（伊丹せいふう病院）
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ポスター会場 A

1-5　 歩行・装具・車椅子 10:00～10:50
座長：野呂　大樹（青森保険生活協同組合あおもり協立病院）

Ｐ-1-5-01 回復期リハビリテーション病棟にて両下腿義足歩行自立に至った
切断術後感染をきたした透析導入中の両下腿切断の１例
崎田　佳希（関西電力病院　リハビリテーション部）

Ｐ-1-5-02 中足骨切断患者に対し前脛骨筋での姿勢制御にて立位バランスが向上した症例
篠崎　めい（IMS〈イムス〉グループ　イムス板橋リハビリテーション病院）

Ｐ-1-5-03 両側反張膝を呈した頸椎症性脊髄症に対し、
左右別の装具療法にて歩行器歩行獲得した一症例
山田　智徳（畷生会　脳神経外科病院　リハビリテーション科）

Ｐ-1-5-04 歩行の自立に至った術前歩行不能の頚椎症性脊髄症術後の一症例
上田　恵子（兵庫医科大学　ささやま医療センター　リハビリテーション室）

Ｐ-1-5-05 屋外歩行自立を目指した大腿骨大転子骨折患者に対して,
屋外歩行自立度判定と院外リハビリテーションを用いた介入
山口　　純（医療法人篠田好生会　篠田総合病院　リハビリセンター）

Ｐ-1-5-06 人工関節術後に下腿切断を行い，義足での歩行再獲得を試みた後期高齢患者1症例の
臨床経過～歩行能力に着目して～
東郷佐知子（岸和田リハビリテーション病院　リハビリテーションセンター）

Ｐ-1-5-07 下肢切断者に対してトレッドミル歩行が有用だった一例
横田　晃彦（一般社団法人巨樹の会　新上三川病院　リハビリテーション科）

1-6　 歩行・装具・車椅子 11:00～11:50
座長：中村　一葉（いわてリハビリテーションセンター）

Ｐ-1-6-01 脳卒中片麻痺患者の内反尖足に対する治療の違いが歩行能力におよぼす効果の比較
-単一事例研究法を用いた検証-
林　　博子（京都地域医療学際研究所　がくさい病院　回復期リハビリテーション部）

Ｐ-1-6-02 回復期病棟入院中の若年脳卒中患者に対し，退院後の活動性をふまえた装具を処方し，
訪問リハビリでの継続的な歩行練習により買い物の獲得に至った症例
中村　優里（公益社団法人地域医療振興協会　台東区立台東病院）
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Ｐ-1-6-03 脳卒中片麻痺患者に対する麻痺側重心移動を用いた体幹機能訓練が
バランス・歩行速度に及ぼす影響―シングルケーススタディによる実証―
松元　織衛（新座病院　リハビリテーション科）

Ｐ-1-6-04 独居に必要な応用歩行を獲得し、自宅退院に至った重症脳卒中の一症例
大畑　亮輔（兵庫医科大学　ささやま医療センター　リハビリテーション室）

Ｐ-1-6-05 脳血管障害患者に対し長下肢装具アライメントが介助歩行に変化を及ぼした1症例
関　　亮祐（袖ケ浦さつき台病院　リハビリテーション部）

Ｐ-1-6-06 視床外側腹側核（VL）損傷により、感覚障害を伴わない失調性片麻痺を呈した症例
飯沼　麻美（県南病院　リハビリテーション科）

Ｐ-1-6-07 脳卒中片麻痺患者に対する体重免荷式トレッドミル歩行の有用性
～ABA型シングルケースデザインを用いて～
森田　彩美（ 一般社団法人巨樹の会　千葉みなとリハビリテーション病院 

リハビリテーション科）

1-7　 歩行・装具・車椅子 13:10～14:00
座長：平塚　健太（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院）

Ｐ-1-7-01 脳卒中片麻痺患者におけるトランクソリューションを使い即時効果を認めた一症例
藤原　佑樹（西宮協立リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-1-7-02 回復期脳卒中患者におけるメタタルザルパットが
歩行速度及び筋活動の向上が見られた症例
石神　佳祐（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部）

Ｐ-1-7-03 脳梗塞患者で病棟内歩行が歩行器監視から杖自立に改善した症例
～左立脚期の姿勢制御と杖の握り方に着目して～
南澤　拓美（IMSグループ 医療法人社団明芳会　新戸塚病院　リハビリテーション科）

Ｐ-1-7-04 くも膜下出血による同名半盲・姿勢制御障害により歩行中の右側偏位を認めた症例
寺西　正辰（福井総合病院　リハビリテーション課）

Ｐ-1-7-05 脳梗塞後遺症から大腿骨頸部骨折を生じた症例～歩行安定性に着目して～
山本倫太朗（信愛会交野病院　リハビリテーション科）

Ｐ-1-7-06 退院後のスプリントの装着状況についてのアンケート調査
福波　　桃（社会医療法人榮昌会　吉田病院附属脳血管研究所　リハビリテーション部）

Ｐ-1-7-07 当院回復期リハビリテーション病棟における義肢装着療法の取り組みについて
増山　泰英（医療法人玉昌会　加治木温泉病院）
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1-8　 歩行・装具・車椅子 14:10～15:00
座長：成田　悟志（医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院）

Ｐ-1-8-01 装具診における評価の標準化を図る取り組み
千葉　大佑（株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院　リハビリテーション科）

Ｐ-1-8-02 免荷式リフトPOPOでの歩行練習により歩行能力の向上が認められた
中心性脊髄損傷の一症例
横山　広樹（関西医科大学　くずは病院）

Ｐ-1-8-03 胸椎椎間板ヘルニアにより運動完全麻痺・知覚完全脱失を呈したが、
早期から長下肢装具を用いた歩行訓練を実施し自宅退院に至った症例
田中　雄大（医療法人社団埼玉巨樹の会　新久喜総合病院　リハビリテーション科）

Ｐ-1-8-04 両側性麻痺と前頭葉性運動失調を呈した症例の屋外歩行獲得を目指して
山岸　　梓（篠田総合病院　リハビリテーション部）

Ｐ-1-8-05 重度弛緩性片麻痺患者の歩行時Buckling kneeの改善
田中　公基（IMS〈イムス〉グループ　イムス板橋リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｐ-1-8-06 RA・OA患者におけるTKA術後の運動機能比較
－当院回復期リハビリテーション病棟での検討－
金子　裕太（鎌ケ谷総合病院　リハビリテーションセンター）

Ｐ-1-8-07 ノルディックウォーキングは回復期リハビリテーション病棟入院患者における
歩行獲得のためのツールとなりうるか？
秦　　和文（医療法人社団三秀会　羽村三慶病院　リハビリテーション科）

2-5　 ADL・IADL 10:00～10:50
座長：坂田　祥子（医療法人社団 保健会 東京湾岸リハビリテーション病院）

Ｐ-2-5-01 更衣の習慣化がADLにもたらす影響～リハビリウェア導入の結果～
石黒　　葵（（医）陽心会　大道中央病院　リハビリテーション部）

Ｐ-2-5-02 心理機能低下を認めた回復期脳卒中患者に対し、
段階的な目標設定と多職種連携によりADLの改善を図った症例
渡邊　慎吾（済生会　山形済生病院　リハビリテーション部）

Ｐ-2-5-03 重度の弛緩性片麻痺を呈した患者に対して視覚的フィードバックの強化と
運動課題の調整を行ったが移乗動作の獲得に難渋した症例
前田真理子（麻生リハビリ総合病院　リハビリテーション室）
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Ｐ-2-5-04 運動失調における重錘装着効果により階段動作能力が改善した症例
中村　達紀（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）

Ｐ-2-5-05 若年重度障害の患者が希望した課題を実施したことで自発性が向上した症例
千葉　美慧（独立行政法人国立病院機構　村山医療センター）

Ｐ-2-5-06 運動FIMの改善が入院時の予測と相反して改善した一症例
～日常生活動作と食事摂取の改善の関係についての可能性～
風間　健二（医療法人社団東京巨樹の会　みどり野リハビリテーション病院）

Ｐ-2-5-07 当院回復期リハビリテーション病棟の入浴リハビリによる
入浴動作の自立度への影響についての検討
池本龍太郎（時計台記念病院　リハビリテーション部理学療法科）

2-6　 ADL・IADL 11:00～11:50
座長：冨張　修平（医療法人社団富家会　富家病院）

Ｐ-2-6-01 過保護になっていませんか？正しく評価しFIMをあげよう
～退院を見据えたADL向上への取り組み～
中泉　　岳（新久喜総合病院　回復期リハビリテーション病棟　看護師）

Ｐ-2-6-02 早朝リハビリテーションの充実に向けた取り組み
河田　紘智（社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院　リハビリテーション技術室）

Ｐ-2-6-03 食事における病棟と連携強化～車椅子シーティングに着目して～
石井　洋介（社会医療法人陽明会　小波瀬病院　リハビリテーション科）

Ｐ-2-6-04 当院回復期病棟における入浴動作の自立に向けた取り組み
～評価表を用いた介入について～
山下　純一（市立伊勢総合病院　看護部）

Ｐ-2-6-05 個別入浴の見直し～患者が安心して入浴できるように～
高嶋　勇太（厚地リハビリテーション病院　看護部　介護）

Ｐ-2-6-06 テープ付きおむつ装着方法の差異が立ち上がり～立位に及ぼす影響
野上　雅史（山梨リハビリテーション病院　　作業療法課）

Ｐ-2-6-07 当院回復期病棟における癌疾患を伴う脳梗塞患者9症例の内
トルーソー症候群と考えられた4症例の成績と予後の検討
玉城　　渉（（医）陽心会　大道中央病院　リハビリテーション部）
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2-7　 ADL・IADL 13:10～14:00
座長：伊藤　亘佑（社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター）

Ｐ-2-7-01 右視床出血後、重度感覚障害を呈した事例に対して、
ミラーセラピーと末梢神経電気刺激を併用した訓練の試み
三上　侑希（医療法人社団埼玉巨樹の会　新久喜総合病院　リハビリテーション科）

Ｐ-2-7-02 動作分析に基づきに環境調整をしたことで食事動作獲得に至った四肢麻痺の一例
中村あゆみ（東京湾岸リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-2-7-03 調理訓練が独居生活の支援に繋がった事例
藤坂　歩実（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院　リハケア部）

Ｐ-2-7-04 FIM低得点で実績指数除外となった患者のFIM向上を目指して
～運動FIMの各項目の構成要素を分析してアプローチを行った一症例～
宮本　泰浩（荻原みさき病院　リハビリテーション部　作業療法科）

Ｐ-2-7-05 「生活場面での麻痺手の使用」は重要だが入院生活で対象者に促すことには工夫が必要
中田　峻介（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院　リハビリテーション部）

Ｐ-2-7-06 自宅退院したのち運動器疾患を受傷し当院へ再入院した患者の関連因子
-大腿骨近位部骨折患者の検討-
三浦　寛貴（川越リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ2-7-07 転倒恐怖心を有する整形疾患の運動・注意・認知機能と移動自立との関連
小川　泰平（医療法人誠仁会　塩川病院　リハビリテーション室）

2-8　 ADL・IADL 14:10～15:00
座長：久保　進也（医療法人渓仁会　札幌西円山病院）

Ｐ-2-8-01 当院回復期リハビリ病棟における、
排泄チェック表を活用する為の記載状況の実態調査について
亀山　笑美（船橋市立リハビリテーション病院　リハケア部）

Ｐ-2-8-02 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者のFIMを用いた自宅復帰因子を検討して
米倉　佐恵（石川県済生会　金沢病院　リハビリテーション部）

Ｐ-2-8-03 トイレに行きたい～上位胸椎硬膜外膿瘍により排泄障害を呈した対麻痺患者への関わり～
東本　知華（石川県済生会　金沢病院　リハビリテーション部）

Ｐ-2-8-04 膀胱留置カテーテルからトイレ排泄への移行期間から見えたこと
工藤　孝子（医療法人ときわ会　ときわ会病院）
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Ｐ-2-8-05 胸椎圧迫骨折後、尿失禁の悪化を認めた超高齢女性患者の
インナーユニット活性化を経験して
堀内あずさ（医療法人沖縄徳洲会　宇和島徳洲会病院　リハビリテーション科）

Ｐ-2-8-06 排便促進プログラムを試みて～退院後、追跡調査からみえてきたこと～
青木昭喜子（熊本リハビリテーション病院　看護部）

3-5　 質の評価・アウトカム評価 10:00～10:50
座長：池田　一生（青森保険生活協同組合　あおもり協立病院）

Ｐ-3-5-01 当院回復期リハビリテーション病棟入院患者の発症時の介護認定状況と
FIM効率の関係性の検討
森田　真帆（公益社団法人地域医療振興協会　台東区立台東病院）

Ｐ-3-5-02 当院回復期リハビリテーション病棟における退棟時FIM予測の精度向上への取り組み
金子　尊志（福岡リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-3-5-03 当院回復期リハビリテーション病棟入棟患者における
退院時ＦＩＭ運動項目予測値の評価者間の差の検討
三宅　沙織（社会医療法人榮昌会　吉田病院附属脳血管研究所　リハビリテーション部）

Ｐ-3-5-04 回復期リハビリテーション病棟に入棟した脳血管疾患患者の
FIM運動項目において最重症患者層における傾向と改善に影響を及ぼす因子の検討
安齋　一也（群馬リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-3-5-05 脳血管障害患者におけるFIM運動項目の予測精度に関わる要素の検討
岩本　紘樹（医療法人社団日高会　日高リハビリテーション病院）

Ｐ-3-5-06 大腿骨頚部/転子部骨折患者の回復期リハビリテーション病棟転入時移乗FIMによる
歩行自立の予測
大野　華奈（津軽保健生活協同組合　健生病院　リハビリテーション科）

Ｐ-3-5-07 当院における人工膝・股関節置換術後患者の入棟時運動FIMと
FIM利得及び在院日数との関連性
灘谷　綾香（ 一般財団法人神戸マリナーズ厚生会　ポートアイランド病院 

リハビリテーション科）



－ 138 －

一
般
演
題
（
ポ
ス
タ
ー
発
表
）
第
２
日
目

3-6　 質の評価・アウトカム評価 11:00～11:50
座長：高野奈緒美（カレスサッポロ　時計台記念病院）

Ｐ-3-6-01 退院調整の円滑化に向けた疾患区分別の比較
田中　秀典（鶴岡協立リハビリテーション病院　リハビリテーション技士部）

Ｐ-3-6-02 回復期病棟における病棟生活と在宅生活のゴール設定について
小山　真也（特定医療法人福西会　福西会南病院　リハビリテーション科）

Ｐ-3-6-03 当院の回復期病棟における再入院の実態調査
岩崎　健太（IMS（イムス）グループ　埼玉セントラル病院）

Ｐ-3-6-04 自院完結型回復期リハビリテーション病棟における
入棟審査の標準化に向けた取り組みと課題
高松　恭平（市立福知山市民病院　診療部　リハビリテーション科）

Ｐ-3-6-05 365日リハビリ開始後に脳血管疾患の在棟日数が延長した要因・分析
北村裕太郎（社会医療法人天神会　古賀病院21　リハビリテーション部）

Ｐ-3-6-06 当院回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者の
自宅退院に関連する因子の探索ーロジスティック回帰分析による検証ー
岩本　優士（医療法人光臨会　荒木脳神経外科病院　リハビリテーション部）

Ｐ-3-6-07 高齢化率が高い地域における入院患者の特徴とリハビリテーション効果の検証
曽我部紳吾（社会医療法人　北九州病院　北九州八幡東病院　リハビリテーション科）

3-7　 質の評価・アウトカム評価 13:10～14:00
座長：南部　浩志（定山渓病院）

Ｐ-3-7-01 回復期リハビリテーション病棟でFIM利得が低下する症例に共通した要因はあるか？
三野奈津子（社会医療法人医仁会　中村記念南病院　看護部）

Ｐ-3-7-02 当院回復期脳卒中者における基本動作能力の予後予測モデルの有用性
野田　彗史（旭川リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-3-7-03 当院回復期リハビリテーション病棟における
脳血管疾患患者の最大運動FIMに達する日数の予測回帰式の検証と在院日数の調査
高橋　大輝（社会医療法人秀公会　あづま脳神経外科病院）

Ｐ-3-7-04 FIM評価法による「できるADL」「しているADL」の利得差調査
田中　　龍（医療法人友愛会　盛岡友愛病院　リハビリテーション科）



－ 139 －

一
般
演
題
（
ポ
ス
タ
ー
発
表
）
第
２
日
目

Ｐ-3-7-05 当院回復期リハビリテーション病棟における脊椎圧迫骨折患者の
栄養状態とFIMの関連性について
風盛　智之（公立みつぎ総合病院　病院リハビリ部）

Ｐ-3-7-06 リハゴール共有シートの運用が患者介助量の軽減に寄与する
荒木　達也（一般社団法人巨樹の会　五反田リハビリテーション病院）

Ｐ-3-7-07 回復期リハビリテーション病棟に入院した患者の在棟日数上限比に関連する因子の検討
眞田　治朗（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）

4-5　 家族支援・退院支援 10:00～10:50
座長：塚本　晃平（定山渓病院）

Ｐ-4-5-01 回復期リハビリテーション病棟退院後の転倒・再入院に及ぼす影響因子の検討
～ソーシャルハイリスク項目に着目して～
向　　裕史（ IMSグループ　イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院 

リハビリテーション科）

Ｐ-4-5-02 回復期リハビリテーション看護師の退院支援に対する意識の変化
田上　ゆみ（巨樹の会　赤羽リハビリテーション病院）

Ｐ-4-5-03 回復期リハビリ病棟における多職種協働の現状と課題～アンケート調査を実施して～
古川小百合（白岡中央総合病院　回復期病棟）

Ｐ-4-5-04 ミニカンファレンス実施による患者満足度・FIMの変化～本人・家族を含めた多職種協同
菊地　　舞（青森保健生活協同組合　あおもり協立病院　リハビリテーション科）

Ｐ-4-5-05 脳卒中患者の運転再開における看護介入の実態調査
網代　淑美（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院）

Ｐ-4-5-06 FIM改善だけで十分？　運動器疾患患者が自宅退院後に困る項目の特徴と改善に向け
必要な退院支援～退院3か月後アンケートから分かった新事実～
嶋　　定清（社会医療法人甲友会　西宮協立リハビリテーション病院　総合支援課）

Ｐ-4-5-07 回復期リハビリテーション病棟看護師の退院支援の現状と課題
小泉　葉月（医療法人社団豊生会　東苗穂病院　回復期リハビリ病棟）
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4-6　 家族支援・退院支援 11:00～11:50
座長：安福　偉子（社会医療法人大道会　森之宮病院）

Ｐ-4-6-01 複数のADL障害の共通した問題点に対して介入し、在宅復帰を実現した右内頚動脈梗塞患者
吉野　咲花（医療法人寿山会　法人リハビリテーション部）

Ｐ-4-6-02 当院回復期病棟における退院支援の取り組み
南　　尚樹（浅ノ川総合病院　リハビリテーションセンター）

Ｐ-4-6-03 当院回復期病棟における円滑な退院支援に向けた取り組み
～家屋調査後早期に情報共有するためミニカンファレンスの導入～
山田　達己（福岡リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-4-6-04 後期高齢者夫婦世帯の在宅復帰支援について看護師が感じている困難感
和尾真夕香（医療法人協和会　協和マリナホスピタル）

Ｐ-4-6-05 退院支援チームの関わりにより自宅退院へと気持ちの変化を与えられた一症例
佐藤　　祐（森山脳神経センター病院　リハビリテーション科）

Ｐ-4-6-06 家屋調査の重要性～俺はいったいどうなるんだ～
河野　竜冶（イムス佐原リハビリテーション病院）

4-7　 家族支援・退院支援 13:10～14:00
座長：関根　美香（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院）

Ｐ-4-7-01 訪問同行における看護師の役割
竹村　恵悟（東京都リハビリテーション病院）

Ｐ-4-7-02 左前頭葉皮質下出血を発症し、自宅復帰に至った症例～リハビリ介入時の工夫～
田中　真織（わかくさ竜間リハビリテーション病院　療法部療法課）

Ｐ-4-7-03 自助力向上に向けた作業療法士の関わり方～失敗体験をさせない退院支援を目指して～
橋爪　秋恵（竹の塚脳神経リハビリテーション病院）

Ｐ-4-7-04 外見の変化に対する子供の受容～スーパーヒーローと共に絵本にこめた家族の絆～
酒井　素子（健和会病院　リハビリテーション科）

Ｐ-4-7-05 高次脳機能障害を後遺し自宅退院ができた一症例
高橋　琴絵（秋田県立循環器・脳脊髄センター）

Ｐ-4-7-06 本人にとって意味のある作業を目標にすることで在宅支援が実施しやすくなった症例
梶川　琴未（独立行政法人国立病院機構　鳥取医療センター　リハビリテーション科）
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Ｐ-4-7-07 高齢者の服薬管理支援　　服薬自己管理シートの導入
溝江久美子（医療法人豊泉会　丸山病院　看護部）

5-5　 チーム医療 10:00～10:50
座長：都知木興平（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）

Ｐ-5-5-01 回復期リハビリテーション病棟協会看護・介護１０項目に関する評価と
スタッフアンケート結果からの課題抽出
山添　準人（医療法人幸生会　琵琶湖中央病院　看護部）

Ｐ-5-5-02 当法人回復期リハビリテーション病棟NsCWの現状と課題
～回復期リハビリテーション病棟協会看護・介護10か条の達成度調査から～
木川　和子（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院）

Ｐ-5-5-03 当法人回復期リハビリテーション病棟ソーシャルワーカーの現状と課題
～回復期リハビリテーション病棟協会ソーシャルワーカー10か条(第2版)の達成度調査から～
笠井世志子（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院）

Ｐ-5-5-04 当法人における回復期リハビリテーション病棟協会10か条（医師・看護介護・セラピスト・
管理栄養士・ソーシャルワーカー）の達成度調査の意義と展望
取出　涼子（医療法人社団輝生会　船橋市立リハビリテーション病院　教育研修部）

Ｐ-5-5-05 当法人回復期リハビリテーション病棟 管理栄養士の現状と課題
ー回復期リハビリテーション病棟協会管理栄養士10か条の達成度調査からー
桐谷裕美子（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院）

Ｐ-5-5-06 当院回復期リハビリテーション病棟における病棟看護職員と
リハビリテーション職員に対する十ヶ条を用いた業務遂行におけるアンケート調査
森島　圭佑（河村病院　リハビリテーション部）

5-6　 チーム医療 11:00～11:50
座長：中島　妙子（医療法人はぁとふる　八尾はぁとふる病院）

Ｐ-5-6-01 目標達成支援シートを用いた取り組みの効果と課題
石田　茂靖（森山脳神経センター病院　リハビリテーション科）

Ｐ-5-6-02 当院における腰痛予防への取り組み
加藤　真弘（松山リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-5-6-03 手指衛生の遵守率を高めるために行動変容ステージからみたアプローチ
土川　　純（社会医療法人甲友会　西宮協立リハビリテーション病院）
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Ｐ-5-6-04 介護福祉士のキャリアアップ作戦
竹内　真弓（常滑市民病院　回復期リハビリテーション病棟）

Ｐ-5-6-05 当院における新たなスタッフ教育方法導入について
～指導記録とアンケートから見えた課題と今後の展望～
山内芙由子（医療法人博光会　御幸病院　リハビリテーション部）

Ｐ-5-6-06 FIMの理解向上にむけた取り組み　～院内研修会の結果からみえた現状と課題～
長山　悦子（ 公益財団法人　いわてリハビリテーションセンター　 

機能回復療法部　作業療法科）

Ｐ-5-6-07 更衣チームの取り組み
林　　花苗（医療法人岡谷会　おかたに病院　リハビリテーション科）

5-7　 チーム医療 13:10～14:00

Ｐ-5-7-01 機械浴脱却プロジェクト　　～脱却基準の阻害因子を減点項目として～
村上　英里（錦海リハビリテーション病院　リハビリテーション技術）

Ｐ-5-7-02 チーム医療推進を目指したGoodjobカードの取り組み
葛西　真生（東京湾岸リハビリテーション病院　看護部）

Ｐ-5-7-03 各部署の方針の統一化を図るために～リハカンシートの見直しを通して～
横山　正樹（北海道脳神経外科記念病院　リハビリテーション部）

Ｐ-5-7-04 他職種合同カンファレンス方法変更の当院での取り組み
會見　達也（総合東京病院）

Ｐ-5-7-05 当院回復期病棟における退院支援に向けた他職種連携の現状と課題～意識調査を実施して～
岸　加奈子（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）

Ｐ-5-7-06 iPhoneを活用した回復期病棟での多職種協働～共有アプリを用いて～
湯浅　裕子（社会医療法人　石川記念会　HITO病院）

Ｐ-5-7-07 効率の良いケースカンファレンスを目指して～アセスメントシート導入の活動報告～
仲村　春香（医療法人おもと会　大浜第一病院）
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5-8　 チーム医療 14:10～15:00
座長：山中誠一郎（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院）

Ｐ-5-8-01 当院での脳卒中患者への装具回診の活動報告
小澤　萌子（公益財団法人　シルバーリハビリテーション協会　メディカルコート八戸西病院）

Ｐ-5-8-02 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中下肢装具に関する実態調査
細矢　貴宏（社会医療法人社団さつき会　袖ケ浦さつき台病院）

Ｐ-5-8-03 失語・失行症状を呈し介入に難渋した症例を通した療法士教育の一例
永井信洋（若弘会　わかくさ竜間リハビリテーション病院）

Ｐ-5-8-04 回復期リハビリテーション病棟における新人看護師教育への取り組み
澤田　智恵（近森オルソリハビリテーション病院　看護部）

Ｐ-5-8-05 心不全に対するスタッフの教育について
日比野圭祐（松波総合病院）

Ｐ-5-8-06 職員アンケートから見えてきた課題
深町　祐太（新上三川病院　リハビリテーション科）

Ｐ-5-8-07 病棟間のチーム連携強化による退院支援の質の向上へ
～早期から情報シート作成・連携の強化．急性期から退院支援の視点を～
千代野滝太（社会医療法人陽明会　小波瀬病院　リハビリテーション科）

6-5　 先端機器を用いたリハビリテーション 10:00～10:50
座長：川上　健司（藤田医科大学　七栗記念病院）

Ｐ-6-5-01 脳卒中片麻痺患者に対するAlterG Bionic Leg使用による立ち上がり練習の即時効果の再検証
小川　里穂（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）

Ｐ-6-5-02 当院回復期リハビリテーション病棟におけるHONDA歩行アシストの効果
田畑　朱梨（公立八鹿病院　中央リハビリテーション科）

Ｐ-6-5-03 当院の回復期脳卒中片麻痺患者における、
ウェルウォーク終了時の歩行見守り群・介助群の特徴
池上　滉一（社会医療法人三栄会　ツカザキ病院　リハビリテーション科）

Ｐ-6-5-04 アテローム血栓性脳梗塞により左片麻痺を呈した患者における
ロボットスーツHybrid Assistive Limb 単関節タイプの有用性
松村　勇志（山鹿中央病院　リハビリテーション科）
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Ｐ-6-5-05 右視床出血後に重度感覚障害・失調症状を呈した症例に対し、
歩行支援ロボットウェルウォークを用いた歩行練習を実施した結果報告
齋藤　史佳（医療法人慈光会　甲府城南病院　リハビリテーション部理学療法科）

Ｐ-6-5-06 脊髄梗塞後の麻痺に対してロボットスーツHALを使用した症例
近藤　貴則（孝仁会　星が浦病院）

Ｐ-6-5-07 リアルタイムでの視覚フィードバックが歩行に与える影響
～多発骨折により非対称性歩行が残存した症例による検討～
中　　彩花（岡山リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

6-6　 先端機器を用いたリハビリテーション 11:00～11:50

Ｐ-6-6-01 脳卒中片麻痺患者に対する電気刺激療法による重度別上肢機能改善の傾向
馬橋　啓介（竹の塚脳神経リハビリテーション病院）

Ｐ-6-6-02 片麻痺上肢のロボット療法は麻痺やADLの改善を遅らせる
新藤　和廣（医療法人羅寿久会　浅木病院　リハビリテーション部）

Ｐ-6-6-03 不全脊髄損傷へのHALの使用ADL動作の改善を目的に
金城　早恵（沖縄リハビリテーションセンター病院）

Ｐ-6-6-04 当院におけるReoGo-J導入からの使用傾向と課題
竹本　龍太（公益財団法人横浜勤労者福祉協会　汐田総合病院　リハビリテーション課）

Ｐ-6-6-05 手指機能訓練支援ロボットAMADEOを使用し麻痺上肢にリハビリテーションを行った一症例
高橋　沙綾（特定医療法人　柏葉脳神経外科病院　リハビリテーション科）

Ｐ-6-6-06 手指機能訓練支援ロボットAMADEOの有用性
ーBAB型シングルケースデザインによる検討ー
田原　正俊（済生会　東神奈川リハビリテーション病院リハビリテーションセラピスト科）

Ｐ-6-6-07 コグニバイクによる認知予防エクササイズが身体・認知機能に及ぼす影響
～介入頻度の違いによる効果について～
山下裕太郎（JA静岡厚生連　遠州病院　リハビリテーション科）



－ 145 －

一
般
演
題
（
ポ
ス
タ
ー
発
表
）
第
２
日
目

6-7　 摂食・嚥下・口腔ケア 13:10～14:00
座長：田之上恵子（医療法人渓仁会　札幌西円山病院　看護部）

Ｐ-6-7-01 脳血管疾患患者に対し、水分摂取へのアプローチの具体化による看護介護職の意識の変化
高橋　星奈（益田地域医療センター医師会病院）

Ｐ-6-7-02 食支援に関する看護を推進する要因と妨げる要因
～KTバランスチャート導入後の看護師の意識から～
高田　　舞（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院）

Ｐ-6-7-03 咀嚼機能評価表の検討～臨床評価における指標を得るために～
春日　智美（上伊那生協病院　言語聴覚課）

Ｐ-6-7-04 構音障害、左顔面麻痺、口腔周囲の過敏により
口腔ケアを拒否する患者に対する看護介入の効果
後藤　佳子（聖マリアヘルスケアセンター　回復期リハビリテーション病棟）

Ｐ-6-7-05 「高齢者の発話と嚥下の運動機能向上プログラム（MTPSSE）」を実施した
90歳台パーキンソン病の一例
仲野　里香（恵光会　原病院　リハビリテーション部）

Ｐ-6-7-06 運動器疾患患者の摂食嚥下機能と関連する因子の検討
椿　　尭志（特定医療法人茜会　昭和病院　リハビリテーション部）

Ｐ-6-7-07 食事カードの取り組み
亀本　侑花（医療法人岡谷会　おかたに病院リハビリテーション科）
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7-5　 栄養管理 10:00～10:50
座長：木原　　薫（熊本機能病院）

Ｐ-7-5-01 回復期リハビリテーション病棟における脳血管障害者の舌圧と嚥下障害の関連性
井立　由紀（岸和田リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-7-5-02 問題点を共有化した多職種協働介入が嚥下機能改善に奏功した脳梗塞の一例
井手　桜子（ 社会医療法人雪の聖母会　聖マリアヘルスケアセンター 

リハビリテーション室）

Ｐ-7-5-03 嚥下失行患者に対しクラッシュ状のとろみ氷を用いて経口摂取量が改善した一例
東納　嘉寛（社会医療法人喜悦会　那珂川病院）

Ｐ-7-5-04 重度糖尿病を有する若年性脳梗塞患者に対し口腔管理を行った1症例
田中　紘子（藤田医科大学　七栗記念病院　歯科）

Ｐ-7-5-05 食事形態アップに伴い認知機能の改善と胃瘻閉口が可能となった非骨傷性頚髄損傷の一例
木村　美冬（医療法人社団松柏会　至誠堂総合病院　リハビリテーション科）

Ｐ-7-5-06 干渉電流型低周波による唾液分泌の促進
土谷　淳子（医療法人社団松柏会　至誠堂総合病院　リハビリテーション科）

Ｐ-7-5-07 口腔水分計ムーカスとRDテストを用いた高齢者における唾液腺マッサージ効果の検討
濱崎　巨愛（五条川リハビリテーション病院　看護部）

7-6　 栄養管理 11:00～11:50
座長：大渡　崇世（社会医療法人甲友会　西宮協立リハビリテーション病院）

Ｐ-7-6-01 当院回復期リハビリテーション病棟における食チームとしての活動報告
～第二報　アンケート調査～
上埜　敬介（北海道脳神経外科記念病院　リハビリテーション部）

Ｐ-7-6-02 回復期リハビリテーション病棟における食チームとしての活動報告
～第一報　体制構築～
岩佐　怜依（北海道脳神経外科記念病院　栄養管理課）

Ｐ-7-6-03 リハビリテーション栄養における看護師の役割～栄養状態が改善し、
ADLが向上した症例を通しての一考察～
廣川　智美（医療法人社団順心会　順心リハビリテーション病院　看護部）

ポスター会場 B
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Ｐ-7-6-04 回復期リハビリテーション病棟で栄養士は何をする?
高橋しおり（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院　栄養科）

Ｐ-7-6-05 多職種による栄養管理　～管理栄養士の立場から
堀　　彩乃（社会医療法人医仁会　中村記念病院　栄養課）

Ｐ-7-6-06 発足から2年経過した当院におけるリハNSTについて　～活動報告～
小林　優也（社会医療法人財団　武蔵村山病院　リハビリテーション室）

Ｐ-7-6-07 回復期リハビリテーション病棟における栄養科の役割
高杉　奈 （々ＩＭＳグループ　埼玉みさと総合リハビリテーション病院　栄養科）

7-7　 栄養管理 13:10～14:00
座長：江川　大地（京都大原記念病院）

Ｐ-7-7-01 病棟に入院中の脳卒中患者における栄養評価の現状と課題
岩田　翔平（ 医療法人社団浅ノ川　金沢脳神経外科病院　 

リハビリテーション部　理学療法課）

Ｐ-7-7-02 当院回復期病棟運動器疾患患者における骨格筋指数とADL能力および認知機能との関連
石田　麻奈（水前寺とうや病院　リハビリテーション部）

Ｐ-7-7-03 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サルコペニアの有病率と特徴
飴谷　憲一（医療法人社団光仁会　木島病院）

Ｐ-7-7-04 回復期病棟における栄養状態と認知的要因の検討
前田　大輔（社会医療法人山弘会　上山病院　リハビリテーション科）

Ｐ-7-7-05 当院回復期リハビリテーション（回復リハ）病棟患者のFIMを指標とした
リハのアウトカムと栄養状態との関連性に関して
西永　　奨（社会福祉法人北海道社会事業協会　余市病院　リハビリテーション科）

Ｐ-7-7-06 回復期リハビリテーションにおける、運動機能回復に関連する要素の重回帰分析による解析
―特にサルコペニアとの関連性について―
菅原　諒祐（鶴岡市立　湯田川温泉リハビリテーション病院）

Ｐ-7-7-07 回復期リハビリテーション病棟入院患者の
入院時及び退院時のGNRIとMNA-SFの関係性の検討
高見　拓至（鎌ケ谷総合病院　リハビリテーションセンター）
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7-8　 栄養管理 14:10～15:00
座長：阿部沙耶香（医療法人渓仁会　札幌西円山病院）

Ｐ-7-8-01 ＮＳＴ活動による通常リハビリと高ＢＣＡＡ含有ゼリーの効果
関口　峻介（新上三川病院　リハビリテーション科）

Ｐ-7-8-02 高齢の脳卒中患者に対するグアーガム分解物摂取による便秘の改善効果
住谷　拓之（社会福祉法人あそか会　あそか病院　栄養科）

Ｐ-7-8-03 回復期運動器疾患患者におけるGeriatric Nutritional Risk Indexの変化が
運動項目FIM利得に与える影響
桑田　一記（貴志川リハビリテーション病院）

Ｐ-7-8-04 回復期病棟における体重減少群・体重増加群から見た運動面と認知面の傾向
～積極的な栄養療法に向けて～
村上　達則（国立病院機構　鳥取医療センター　リハビリテーション科）

Ｐ-7-8-05 アルブミン値からみる回復期リハビリテーション看護の必要な視点
～栄養介入の実施と日常生活機能評価・機能的自立度評価との関連性～
川合　智子（医療法人陽心会　大道中央病院　4階病棟主任）

Ｐ-7-8-06 多職種協働によるリハ栄養への取り組み～リハ栄養ケアプロセスを活用して～
有延　美紀（特定医療法人社団春日会　黒木記念病院）

8-5　 QOL・社会参加・復職 10:00～10:50
座長：松澤　和洋（千葉県千葉リハビリテーションセンター）

Ｐ-8-5-01 再犯防止を願って就労支援と障害者スポーツにつないだ症例
～拘置所内で脳静脈洞血栓症（上矢状静脈）を発症した20代男性～
出島　慶之（牧田総合病院　蒲田分院）

Ｐ-8-5-02 早期にボトックス注射施行し就労支援まで至った重度痙性麻痺患者を担当して
小柳　翔平（一般社団法人巨樹の会　新武雄病院　リハビリテーション科）

Ｐ-8-5-03 複合的な問題に対し外来フォローを続け，自動車運転再開，復職を果たした症例
篠原　健一（医療法人橘会　東住吉森本リハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｐ-8-5-04 当院における脳卒中患者への自動車運転支援の取り組み
－職場復帰に至った症例を通して－
東　　信亮（医療法人松城会　隼人温泉病院　リハビリテーション室）
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Ｐ-8-5-05 就労支援における医療機関と企業・就労支援事業所間の情報共有化を目的とした
アンケート調査～脳卒中患者を対象とした回復期病棟での検討～
小西由貴子（医療法人桜十字　桜十字病院　リハビリテーション部）

Ｐ-8-5-06 当院回復期リハビリテーション病棟入院中にADLが完全自立したが，
復職に時間を要した中心性頸髄損傷患者の事例報告
青柳　　毅（森山メモリアル病院　リハビリテーション部）

Ｐ-8-5-07 視床出血を呈したクライエントの「運転」という生活行為に着目し支援を行った事例
～生活行為向上マネジメント(MTDLP)を用いた実践～
樋口　友樹（社会医療法人南信勤労者医療協会　諏訪共立病院）

8-6　 QOL・社会参加・復職 11:00～11:50

Ｐ-8-6-01 回復期病棟で行う園芸活動関連の報告
松岩　洋生（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）

Ｐ-8-6-02 当院の回復期病棟で運営している園芸活動についての調査
細谷　亮一（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）

Ｐ-8-6-03 同窓会へ参加したい！～トイレでの排泄の獲得へ向けた家族指導～
矢部　達也（ IMSグループ　医療法人財団明理会　埼玉セントラル病院 

リハビリテーション科）

Ｐ-8-6-04 自主トレーニングの定着に向けた取り組み
～目標の関連付けとチームアプローチにより行動変容を起こした症例～
遠山　友実（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院　リハケア部）

Ｐ-8-6-05 園芸療法を通して精神機能の回復を認めた脳梗塞患者：症例報告
森　　綾子（株式会社サワライズ　早良病院　リハビリテーション部）

Ｐ-8-6-06 生活行為向上マネジメントを用いた目標の共有と課題指向型アプローチにより、
成功体験を重ねたことで、余暇活動の再開に繋がった一症例
島内　淑子（ 社会医療法人　さいたま市民医療センター　診療技術部 

リハビリテーション科）

Ｐ-8-6-07 自尊感情が低下したギラン・バレー症候群の患者に対する看護介入の一考察
石本　彩実（聖マリアヘルスケアセンター　回復期リハビリテーション病棟）
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8-7　 QOL・社会参加・復職 13:10～14:00
座長：朝倉　直之（医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院）

Ｐ-8-7-01 目標達成における、ADL・意欲・QOLの関連性
～5症例に経時的に尺度を使用した結果から得た事～
原田　直美（医療法人仁寿会　南野病院　回復期リハビリテーション病棟）

Ｐ-8-7-02 脳卒中患者の自転車乗車訓練の基準の検討
西森　知佐（社会医療法人近森会　近森リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-8-7-03 回復期における長下肢装具の活用。生活空間と表情の変化に着目して
渡辺　駿司（イムス佐原リハビリテーション病院）

Ｐ-8-7-04 ギラン・バレー症候群を呈した主婦と目標を共有し, 役割の再獲得につながった経験
樋口　　彩（社会医療法人社団慈生会　等潤病院　リハビリテーション部）

Ｐ-8-7-05 当院における脊髄損傷患者のHRQOLの傾向
大西　陽子（愛仁会リハビリテーション病院　リハ技術部）

Ｐ-8-7-06 自動車アクセルペダルおよびブレーキペダル踏み替え動作における運動制御
～水平面における運動解析～
川上　真吾（医療法人社団脳健会　仙台リハビリテーション病院）

Ｐ-8-7-07 椅子の形状の違いによるドライブシミュレーターのペダル操作への影響について
山本　祐紀（社会医療法人加納岩　山梨リハビリテーション病院）

8-8　 QOL・社会参加・復職 14:10～15:00
座長：河野　伸吾（定山渓病院）

Ｐ-8-8-01 “その人らしく”を支える看護ケア　～化粧動作の自立に向けての一考察～
大内　知美（社会医療法人孝仁会　星が浦病院　リハビリテーション病棟）

Ｐ-8-8-02 当院の集団レクリエーションの取り組み
～脳卒中患者の意欲に影響を与えた症例を通して～
南　　剛志（金沢医科大学　氷見市民病院　リハビリテーション部）

Ｐ8-8-03 「やれそう・出来そう」を中心とした課題指向型介入による生活行為の拡大、
満足度の向上がみられた事例
寺尾　博幸（一般社団法人巨樹の会　新上三川病院　リハビリテーション科）

Ｐ-8-8-04 回復期リハビリテーション病棟における集団レクリエーション
～生活における主体性の向上を目指して～
薬袋　直子（医療法人慈光会　甲府城南病院　リハビリテーション部　作業療法科）
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Ｐ-8-8-05 患者のその人らしさを引き出した介護職の関わりを振り返って
江藤　康裕（医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院）

Ｐ-8-8-06 入院患者が余暇活動であるカラオケに参加した動機についての質的検討
～参加者へのインタビュー調査の分析から～
朝岡　裕貴（京都民医連中央病院　リハビリテーション部）

Ｐ-8-8-07 術後、両下肢運動麻痺により歩行困難になった患者が復職に必要な移動手段を獲得した1例
伊藤　文隆（医療法人藤井会　藤井会リハビリテーション病院）

9-5　 職員教育・人材育成 10:00～10:50
座長：大橋　妙子（熊本機能病院）

Ｐ-9-5-01 在宅連携のためのカンファレンスの在り方　～PSP患者を通して～
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 

リハビリテーション技師部）

Ｐ-9-5-02 大腿骨近位部骨折術後患者の受傷から
回復期リハビリテーション病棟入棟までの期間が及ぼす影響
下村　益稔（市立伊勢総合病院　リハビリテーション室）

Ｐ-9-5-03 当院通所リハ利用者の活動・認知面の変化について～要支援者が要介護に至る経緯～
中村　　碧（だいいちリハビリテーション病院　リハビリテーション科）

Ｐ-9-5-04 転入院の受け入れ調整に看護師が関与する意義
谷口　和子（医療法人刀圭会　協立病院　地域医療連携課）

Ｐ-9-5-05 当院近隣に在籍するケアマネージャーに対する
「病院セラピストとの円滑な連携」に関するアンケート調査
銅野　貴之（医療法人成和会　北大阪ほうせんか病院　リハビリテーション科）

Ｐ-9-5-06 退院患者の訪問リハビリ同行とチームミーティングを通してのスタッフ育成の取り組み
～生活イメージの向上を目指して～
三輪奈津紀（浅ノ川総合病院　リハビリテーションセンター）

9-6　 職員教育・人材育成 11:00～11:50
座長：松永　　玄（医療法人社団保健会　東京湾岸リハビリテーション病院）

Ｐ-9-6-01 新人セラピストに対する転倒予防勉強会の効果
吉田　由季（新座病院　リハビリテーション科）
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Ｐ-9-6-02 当法人回復期リハビリテーション病棟セラピストの現状と課題
-回復期リハビリテーション病棟協会セラピスト10か条の達成度調査から-
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）

Ｐ-9-6-03 新人セラピストに対する定期的な職能評価の結果からみる
新人教育における教育計画と展望
曲田　友昭（ 医療法人社団アール・アンド・オー　静清リハビリテーション病院 

リハビリテーション部）

Ｐ-9-6-04 目指せスキルアップ！～OSCEでセラピスト改革に取り組んでみて～　
北村未沙帆（三郷中央総合病院　リハビリテーション技術科）

Ｐ-9-6-05 「主体的な取組」を目標に掲げる新人療法士教育の実践
平塚　健太（医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院　リハビリテーション部）

Ｐ-9-6-06 PT・OT・ST5か条に関する意識調査
村上　貴史（汐田総合病院　リハビリテーション課）

9-7　 職員教育・人材育成 13:10～14:00
座長：角田　樹洋（社会医療法人平成醫塾　苫小牧東病院）

Ｐ-9-7-01 PT･OT･ST5か条の実践状況調査
村上　拓也（特定医療法人社団勝木会　やわたメディカルセンター）

Ｐ-9-7-02 当院回復期リハビリテーション病棟における療法士に対するアンケート調査
平子　誠也（河村病院　リハビリテーション部）

Ｐ-9-7-03 療法士のスキルアップに関する意識調査
吉川　　創（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）

Ｐ-9-7-04 リハビリテーションスタッフのキャリアに対する意識調査
高芝　　潤（近森リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

Ｐ-9-7-05 当院回復期リハビリテーション科におけるEPDCAサイクルの現状
～アンケート調査によりみえたEPDCAサイクルの実施状況と今後の展望～
大西　健太（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）

Ｐ-9-7-06 脳卒中患者におけるセラピストOn-the-Job Trainingからみえた教育課題
～指導記録の追跡調査集計報告～
福岡　宏之（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部）
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荒木達也 P-3-7-06
荒木督隆 P-6-3-01
荒洋輔 O-13-2-04
有澤恵 O-5-3-01
有延美紀 P-7-8-06
有安はるな O-13-9-03
安齋一也 P-3-5-04
安藤慶 P-5-4-02
安藤琢郎 P-2-3-01
安藤正泰 O-6-4-06
庵本直矢 シンポジウム 2

［い］
飯嶋沙織 O-7-3-07
飯田健治 O-6-7-06
飯沼麻美 P-1-6-06
飯野駿太 P-6-4-07
伊賀博紀 P-7-3-07
伊神寿隆 O-6-5-06
池上滉一 P-6-5-03
池内一恵 O-10-1-06
池内貴美 O-10-2-02
池上泰友 O-5-9-01
池谷勇樹 O-9-3-03
池田一生 O-8-3-03
池田絵美子 O-13-4-02
池田健太郎 P-1-1-04
池田隼也 O-11-4-04
池永華奈子 P-9-2-05
池宮城諒 P-2-2-07
池本龍太郎 P-2-5-07
生駒一憲 教育講演 A
伊佐恵美子 O-5-2-07
井崎若菜 O-5-8-03
伊佐地隆 O-8-6-01
石合純夫 教育講演 B
石井岳 P-8-3-07
石井洋介 P-2-6-03
石井義之 P-5-1-02

［あ］
會見達也 P-5-7-04
饗場智暁 O-8-5-07
栗生田友子 教育講演①
青木昭喜子 P-2-8-06
青木祥 O-12-2-04
青木萌 P-8-3-06
青名畑彩文 P-6-3-04
青柳毅 P-8-5-06
赤木健人 P-1-1-05
赤田亜美 O-10-7-03
赤塚祐子 O-11-5-07
赤沼昇也 O-13-10-01
赤星和人 ランチョンセミナー 6
秋葉紗希 P-4-1-01
秋葉しのぶ P-4-4-07
秋保杏奈 O-10-6-04
秋森亜紀 O-7-4-03
秋山暁子 P-9-4-07
麻井和也 O-8-4-05
朝岡裕貴 P-8-8-06
阿座上広希 O-8-7-03
安里香穂 O-12-10-01
浅野紳次郎 O-12-4-05
浅野文哉 O-7-1-07
浅野由加里 O-6-4-01
淺野竜士 O-9-2-07
浅利かおる P-5-2-04
浅利尚美 O-6-5-01
網代淑美 P-4-5-05
東那美 O-9-8-01
足立香織 O-10-5-02
足立莉奈 O-8-2-04
網頭弘晃 O-6-7-02
阿部修大 O-13-1-05
阿部紀之 P-3-2-02
安部穂香 O-11-10-05
飴谷憲一 P-7-7-03
荒井裕太 O-12-5-02

石神佳祐 P-1-7-02
石河育子 P-9-1-04
石川圭吾 P-5-2-02
石川達朗 O-11-9-01
石川誠 特別講演③
石黒葵 P-2-5-01
石田茂靖 P-5-6-01
石田麻奈 P-7-7-02
石野洋祐 O-13-7-02
石本彩実 P-8-6-07
井関博文 O-8-7-01
板垣あかり O-7-7-04
井立由紀 P-7-5-01
市川拓 O-11-8-04
市橋称都美 O-5-8-01
市原歩 O-12-5-04
市原義成 O-6-8-03
一丸恵梨 O-5-3-04
井筒由莉 O-10-5-01
井手桜子 P-7-5-02
井手優輔 P-9-1-01
伊藤郁乃 O-9-2-01
伊藤和則 O-6-8-06
伊藤和寛 O-6-6-05
伊藤大将 O-6-2-05
伊藤のぞみ P-5-2-03
伊藤広和 P-1-4-04
伊藤文隆 P-8-8-07
伊藤麻美 O-9-5-05
伊藤美雪 P-8-1-05
伊藤ゆうき P-1-2-04
糸川翔太 P-1-3-01
稲垣喜信 O-5-4-03
井上靖悟 P-9-1-05
井上千裕 O-6-1-07
伊野部陽明 P-9-3-04
伊保香織 P-8-4-05
伊保幸彦 O-6-10-06
今田強 O-10-7-07

筆頭演者索引
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今西里佳 ランチョンセミナー 2
井村太治 看護介護委員会
井本浩史 O-13-10-06
入河毅 O-10-4-02
岩崎健太 P-3-6-03
岩崎大輔 O-12-8-03
岩崎亮 P-1-3-04
岩佐怜依 P-7-6-02
岩下美彩稀 O-9-4-07
岩田翔平 P-7-7-01
岩田千恵子 P-3-1-02
岩間友実 O-10-2-07
岩本紘樹 P-3-5-05
岩本優士 P-3-6-06
岩本涼 O-11-4-05

［う］
植田衣里子 O-7-6-05
上田恵子 P-1-5-04
上田翔 P-7-2-01
上田学 ソーシャルワーカー委員会
上田佳子 O-7-8-03
上埜敬介 P-7-6-01
上原侑梨 O-7-9-03
上間航之介 P-8-2-03
上昌之 O-9-1-02
上山さゆみ O-13-1-02
鵜城祐二 O-8-1-07
宇田育美 O-5-5-03
宇田挙士朗 O-7-8-05
宇都宮康志 O-11-3-03
馬橋啓介 P-6-6-01
梅田一輝 O-12-9-02
浦田真吾 P-1-2-01
浦野彰吾 O-9-2-03
運野沙央里 O-6-7-03

［え］
江頭修司 O-12-1-02
江川祐衣 P-2-4-01
衛藤恵美 シンポジウム 4
江藤康裕 P-8-8-05

榎村直久 O-10-2-01
遠藤謙太 O-13-6-06
遠藤秀 O-6-3-05
遠藤千春 O-11-3-07
遠藤美穂 O-11-8-01

［お］
生沼将大 O-7-7-05
大石佳奈 シンポジウム 4
大石福康 O-8-2-01
大石結基 O-12-10-07
大内知美 P-8-8-01
大江匡史 P-8-4-03
大川原淳 O-12-5-05
大木原彩峰 O-10-5-04
大久保和洋 P-5-1-06
大熊利奈 O-5-5-01
大島知佳 P-7-3-05
大下琢也 O-5-7-01
大城れいな O-12-10-06
大角慎哉 O-8-9-06
大住礼佳 P-7-1-05
太田絢野 O-13-10-03
大高美貴 O-12-2-07
大高洋平 教育講演⑬
大竹七佳 O-13-6-04
太田隆之 O-7-2-03
太田千遥 P-6-3-06
大田哲生 FIM 講習会
大田真美 O-13-3-02
大槻美佳 教育講演⑤
大戸直也 O-10-4-03
大西勝巳 O-11-3-01
大西健太 P-9-7-05
大西友香 P-4-4-06
大西陽子 P-8-7-05
大野華奈 P-3-5-06
大野弘貴 P-8-2-05
大野由佳 P-6-4-01
大畑光司 教育講演⑪
大畑亮輔 P-1-6-04
大林浩樹 O-5-7-05

大原朱紀 O-8-4-02
大平瑞季 O-13-3-06
大宮みなみ O-5-2-01
大村光 O-8-8-03
岡崎航平 P-2-1-05
小笠原直美 P-8-1-01
岡田真知 O-12-7-05
岡知紀 O-11-5-01
岡部由美加 O-11-1-02
岡村寛子 O-8-5-05
岡村佑人 O-8-6-07
岡本五十雄 O-6-10-02
 O-6-10-03
岡本泰佑 O-5-9-04
岡本隆嗣 特別講演②
岡本卓也 O-8-1-05
小川真司 O-8-6-06
小川泰平 P-2-7-07
小川隆平 PT・OT・ST 委員会
小川太郎 O-12-4-04
小川里穂 P-6-5-01
小川隆平 O-8-6-03
隠岐沙希子 O-5-8-02
沖永来幸 O-11-4-01
荻野さゆり O-6-10-04
荻野真希 P-7-1-02
奥瀬宏貴 O-11-5-06
奥田朋樹 O-8-9-04
奥谷剛 O-7-1-06
奥田裕子 O-5-3-02
奥村健太 O-12-1-05
奥村友紀 O-6-7-01
奥森陽平 O-11-3-06
小栗愛 P-2-4-06
小此木直人 O-13-8-05
尾崎新平 P-4-1-02
小澤真帆 O-5-2-06
小澤美樹 O-13-3-04
小澤萌子 P-5-8-01
尾科洋輔 P-9-2-04
小田桐紅葉 O-10-3-05
小田代唯人 O-13-7-05
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小田真徳 O-13-2-03
落合幸太朗 O-10-5-07
鬼木貴也 P-3-4-03
小沼由季 P-3-1-01
小野久美 O-6-4-05
小野圭介 O-8-10-03
小野田愛紗 P-8-3-04
小原健志 O-5-6-01
尾松紗也香 P-2-4-04
小宅一彰 P-7-4-04
小山田貴子 シンポジウム 4
尾張剛 O-6-4-04

［か］
海藤公太郎 O-11-6-02
開米亮太 P-9-4-05
香川茜 O-11-6-06
鍵原美和 O-11-2-05
筧淳夫 保険調査委員会
影山舞 O-6-5-04
加古川直己 P-6-1-04
籠島奈都子 O-5-4-01
葛西真生 P-5-7-02
笠井雄太 O-6-8-05
笠井世志子 P-5-5-03
風間健二 P-2-5-06
笠山雅史 P-9-4-03
梶岡慎吾 O-10-6-03
梶川琴未 P-4-7-06
梶原真樹 P-4-1-04
梶本佐知子 O-5-1-03
柏崎幸介 O-9-7-02
春日智美 P-6-7-03
風盛智之 P-3-7-05
片岡幸恵 O-10-7-02
勝谷将史 シンポジウム 3
勝田有梨 O-11-1-05
加藤早紀子 O-12-8-04
加藤静夏 P-1-1-06
加藤翔大 O-9-7-05
加藤貴子 O-11-2-02
加藤孝幸 O-7-3-04

加藤徳明 教育講演⑫
加藤真弘 P-5-6-02
角野未季 O-9-4-02
金井紗弥香 P-9-3-01
金沢英哲 教育講演⑩
要哲矢 O-8-5-04
金子桂大 O-5-6-07
金子尊志 P-3-5-02
金子裕太 P-1-8-06
椛島孝則 O-7-1-03
鎌田麻未 O-9-8-02
蒲池佳子 シンポジウム 3
釜場海 O-7-4-06
上村忠正 O-9-7-07
上村大士 O-11-5-03
紙谷綾乃 O-13-10-04
亀本侑花 P-6-7-07
亀山笑美 P-2-8-01
萱野幸治 O-5-9-02
香山和志 O-13-5-03
柄澤結香 P-4-1-03
狩野栄樹 P-4-2-05
川合智子 P-7-8-05
川合優輝 O-11-7-02
川上健司 O-6-6-04
川上潤 看護介護委員会
川上真吾 P-8-7-06
川北整 O-11-10-01
川口彩奈 O-12-10-03
川口有里 O-12-4-07
川越哲平 O-5-6-03
川崎達也 O-10-10-04
川島公香 P-4-4-05
河田紘智 P-2-6-02
河原絵理 O-13-4-01
河原克俊 P-5-3-04
河原常郎 O-7-5-04

O-8-6-02
川原春子 P-4-4-03
川原美由紀 O-13-4-03
川原恵 O-5-5-02
川邊圭太 O-8-10-04

神田賀庸 O-11-4-06
閑野智 O-10-1-02
菅野信継 P-8-4-02
神戸之法 O-8-8-07

［き］
木川和子 P-5-5-02
菊地湖 ランチョンセミナー 7
菊池柊也 P-9-1-07
菊地七恵 O-7-6-07
菊地舞 P-4-5-04
菊山由加利 O-7-6-03
木坂優里 O-6-10-01
岸加奈子 P-5-7-05
来住基 O-12-7-06
木島利花子 P-4-3-02
岸本晃嘉 O-12-10-04
岸本美夏 O-8-1-02
北口莉子 O-13-6-07
木田聖吾 O-12-7-02
北橋史菜 P-2-3-07
北村葵 O-6-8-01
北村哲也 P-3-2-01
北村未沙帆 P-9-6-04
北村裕太郎 P-3-6-05
吉川琢磨 O-8-6-05
木附沢一茂 P-2-3-06
城戸内駿 P-9-5-01
鬼頭司 O-8-10-05
喜畑京士 O-12-9-01
木原侑飛 O-12-6-01
木村美冬 P-7-5-05
木村亮太 P-5-4-05
喜屋武大樹 O-10-10-03
京井優太 O-6-7-05
曲田友昭 P-9-6-03
桐谷裕美子 P-5-5-05
金起徹 O-8-9-03
金城早恵 P-6-6-03

［く］
日下真由美 O-7-9-06
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日下真由美 O-12-8-02
串崎智章 O-9-1-07
葛谷憲彦 P-9-3-07
工藤孝子 P-2-8-04
工藤唯 P-6-2-02
國高雄基 O-10-9-04
久保進也 O-13-2-06
久保亮太 P-9-3-06
熊倉康博 O-11-9-07
久米信太郎 P-9-2-03
倉田愛子 P-8-2-07
倉田浩充 O-6-3-06
倉畑百香 O-10-1-07
黒木さおり O-10-1-01
黒木貴哉 O-7-3-02
黒木博文 O-5-8-07
黒木有希 O-6-4-02
黒住美樹 P-5-2-01
黒瀬絢子 O-7-4-02
黒田琴美 O-10-5-06
黒田亮太 O-9-2-02
桑田一記 P-7-8-03
桑原和也 O-10-5-05
桑原萌 O-6-7-04
桑山登志光 P-3-4-06

［こ］
小泉葉月 P-4-5-07
河野太治 O-5-8-05
河野竜冶 P-4-6-06
小木絢介 P-4-4-04
小久保聡 P-7-3-01
小蔵要司 栄養委員会
小坂一宏 O-12-3-06
小嶋真也 O-10-6-01
古謝怜香 O-11-2-01
小杉正 O-8-7-02
古津政明 O-13-10-02
後藤健一 O-8-10-01
後藤伸介 PT・OT・ST 委員会
後藤紀史 P-5-4-03
後藤悠人 P-5-1-03

後藤有希 O-7-6-01
後藤佳子 P-6-7-04
小西由貴子 P-8-5-05
小林大記 O-8-8-06
小林美喜枝 P-5-3-02
小林瑞来 O-8-5-02
小林由依 O-12-8-01
小林融生 P-6-3-07
小林夕子 O-11-4-03
小林祐介 O-5-6-02
小林優也 P-7-6-06
小林由美子 O-6-10-07
小林陽平 O-8-9-02
小林亮平 P-1-3-02
小原かおる O-5-3-03
小松大輝 O-6-6-03
小松南 O-6-3-02
小宮良太 P-3-4-02
小森浩史 O-12-6-03
小柳翔平 P-8-5-02
小山真也 P-3-6-02
近藤国嗣 スーパーレクチャー
近藤貴則 P-6-5-06

［さ］
材津靖弥 O-10-4-07
才藤栄一 教育講演②
斉藤慶太 P-3-4-01
齋藤潤也 O-7-10-04
齋藤史佳 P-6-5-05
齋藤美菜子 O-6-2-02
齊藤由貴 O-6-9-05
齋藤好子 O-10-10-05
齋藤佳宏 O-11-10-03
佐伯覚 教育講演③
酒井真菜 P-4-3-03
坂井麻弥 O-5-3-06
酒井素子 P-4-7-04
酒井涼太朗 O-11-7-05
榊真理子 O-5-2-02
阪口優子 O-13-4-04
坂田祥子 シンポジウム 1　

坂田美紀 O-10-8-04
酒主真奈美 P-6-1-05
坂野ゆかり O-9-8-07
坂本知郷 P-7-3-02
佐川裕美 O-9-4-01
崎田佳希 P-1-5-01
佐久間奈央 O-7-7-03
櫻井和子 P-6-3-05
迫田祐行 O-11-5-04
迫力太郎 O-11-7-04
佐々木彩 O-12-1-03
佐々木信幸 ランチョンセミナー 10
佐々木麻意 O-10-3-07
佐々木理人 O-6-9-01
佐々木萌子 P-2-1-04
佐治千代 O-10-3-06
佐藤絢子 O-12-10-02
佐藤加奈 O-5-6-05
佐藤佳奈 P-9-2-07
佐藤健治 O-7-1-04
佐藤好 O-12-2-05
佐藤修平 O-11-6-07
佐藤樹利 O-13-5-01
佐藤伸 O-6-1-06
佐藤聖 FIM 講習会
佐藤隆博 P-2-4-03
佐藤智伯 O-11-10-06
佐藤奈津子 P-5-3-05
佐藤眞成美 O-7-10-01
佐藤充 O-9-3-05
佐藤祐 P-4-6-05
佐藤由佳 P-4-3-07
佐藤百合子 O-12-3-03
佐藤亮 P-3-2-04
佐土根朗 特別講演②
眞田治朗 P-3-7-07
佐野俊 O-11-9-04
佐野直哉 O-12-2-02
澤広太 P-2-1-03
澤田敦子 O-7-7-01
沢田翔 O-11-1-04
澤田智恵 P-5-8-04
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［し］
重田大輔 P-4-3-05
篠崎めい P-1-5-02
篠原健一 P-8-5-03
篠原正代 O-13-4-06
芝岡菜都美 O-9-6-06
芝穂波 O-10-3-02
渋木麻美 O-10-4-06
島内淑子 P-8-6-06
嶋定清 P-4-5-06
島田千聖 P-2-1-07
嶋田陽一 P-6-4-06
清水伸一 P-2-1-01
清水奈波 O-13-9-01
下村益稔 P-9-5-02
下村由貴 O-9-5-07
謝敷奈津子 O-10-5-03
庄司リサコ O-8-10-06
白石愛 シンポジウム 4
白石優花 P-9-3-03
白川真帆 O-10-6-07
白崎舞子 O-8-1-06
城間大輔 O-5-4-04
城間由将 P-6-1-06
新川陽太 P-9-4-01
新竹裕文 O-6-6-02

P-9-1-02
新藤和廣 P-6-6-02
神夏穂 P-5-3-06
新福友果子 O-9-2-06
真保亜衣 O-12-4-06

［す］
末尾順子 P-1-1-01
末永達也 O-8-6-04
末宗梓 O-13-1-03
菅原健太郎 P-5-2-05
菅原英和 シンポジウム 1
菅原友樹 O-7-2-06
菅原諒祐 P-7-7-06
杉浦理子 O-8-2-07

杉水流健 P-9-3-02
杉田慎之介 O-7-5-02
杉田知奈津 O-13-9-04
杉本耕一 P-8-2-02
杉本奈央 O-12-6-06
杉山友美 O-5-7-04
鈴木愛加 P-6-2-07
鈴木亜矢 O-10-9-05
鈴木巌 O-7-8-02
鈴木絵美 O-6-2-06
鈴木桂子 O-10-3-01
鈴木聡 O-12-6-07
鈴木伸子 O-5-1-05
鈴木京 O-13-5-04
鈴木善幸 P-9-4-04
須永亮 P-1-3-06
角田賢 研修委員会
住谷拓之 P-7-8-02
角谷亮輔 O-6-9-02

［せ］
関口峻介 P-7-8-01
関口裕也 O-13-8-01
関根陽平 P-8-1-03
関亮祐 P-1-6-05
妹島由幸 O-8-9-07
瀬戸山千佳 O-9-3-02
瀬戸山泰樹 P-3-1-03

［そ］
曽我部紳吾 P-3-6-07

［た］
大丸陽平 O-9-4-04
平敏裕 O-7-10-05
田浦美奈 P-8-1-06
高井夏美 O-13-6-02
高井浩之 O-13-7-03
高岡聡美 O-5-9-03
高木佐余子 O-5-1-02
高木朋子 O-6-2-01
高倉史也 O-9-5-02

高芝潤 P-9-7-04
高嶋勇太 P-2-6-05
高杉奈々 P-7-6-07
高瀬紀子 シンポジウム 3
高田舞 P-6-7-02
高田利津 O-5-7-07
高野良慈 P-3-1-05
高橋明伸 P-7-2-05
髙橋明 ランチョンセミナー 1
高橋元介 O-8-8-05
高橋琴絵 P-4-7-05
高橋沙綾 P-6-6-05
高橋しおり P-7-6-04
高橋昌三 P-6-1-02
高橋新司 P-3-1-07
高橋星奈 P-6-7-01
高橋弥恵 O-5-3-07
高橋大輝 P-3-7-03
高橋やよい O-7-9-01
高橋友樹 P-7-2-04
高橋祐也 P-4-2-03
高橋雄理 P-6-3-03
高橋良輔 ランチョンセミナー 7
高間聖恵 O-11-3-04
高松恭平 P-3-6-04
田上滋之 O-13-1-01
高見拓至 P-7-7-07
高宮一枝 O-12-6-02
宝田光 O-7-2-04
瀧澤裕実 O-9-1-04
滝吉由菜 P-7-1-04
竹内真弓 P-5-6-04
竹内悠貴 P-2-2-05
竹内由美子 O-8-1-03
竹重絢介 O-5-1-06
竹下美鈴 O-10-8-01
竹林崇 シンポジウム 2
竹原千晴 P-7-1-03
竹村恵悟 P-4-7-01
竹村美那 O-10-7-04
竹本龍太 P-6-6-04
田澤繁之 O-8-7-07
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多田勇貴 P-3-2-05
立花裕子 P-4-1-06
立崎萌絵 P-4-1-07
田津原佑介 P-2-4-07
立道憂樹 O-11-6-03
館小路明那 O-10-6-05
伊達祐輔 P-5-4-06
田中綾 O-8-2-03

O-8-3-06
田中公基 P-1-8-05
田中志門 O-11-3-02
田中翔大 P-1-4-06
田中卓 P-7-1-06
田中拓真 P-1-4-05
田中直次郎 シンポジウム 1　
田中夏美 O-10-8-02
田中秀和 O-9-5-03
田中紘子 P-7-5-04
田中真織 P-4-7-02
田中雄大 P-1-8-03
田中秀典 P-3-6-01
田中里奈 O-9-6-05
田中龍 P-3-7-04
田中竜太郎 O-8-3-02
田邉晃平 P-8-3-05
田邊智明 O-6-8-02
谷川絵里子 O-7-9-04
谷口和子 P-9-5-04
谷原直樹 O-7-2-07
谷府美香 O-7-9-02
谷村公朗 O-13-5-06
田上ゆみ P-4-5-02
田畑朱梨 P-6-5-02
田原正俊 P-6-6-06
田房正寛 O-8-10-07
玉木孝人 P-3-2-03
玉城渉 P-2-6-07
田宮高道 O-8-9-01
田村浩美 P-4-2-02
田村実子 O-7-2-02

［ち］

千葉大佑 P-1-8-01
千葉美慧 P-2-5-05
千代野滝太 P-5-8-07

［つ］
塚田えりか P-8-4-06
柘植麻理奈 P-4-1-05
土川純 P-5-6-03
土村賢一 O-5-2-04
土屋健一郎 O-7-10-02
土谷淳子 P-7-5-06
椿尭志 P-6-7-06
津山亜紀子 O-5-5-05

［て］
出島慶之 P-8-5-01
寺岡潤平 O-13-10-05
寺尾博幸 P-8-8-03
寺上友稀乃 O-10-10-07
寺澤常保 O-9-3-07
寺田奈央 O-8-10-02
寺地翔平 P-6-4-05
寺西正辰 P-1-7-04
天眞正博 O-13-2-07

［と］
東郷佐知子 P-1-5-06
東納嘉寛 P-7-5-03
銅野貴之 P-9-5-05
藤間結美 O-13-9-02
道免和久 ランチョンセミナー 5
遠山友実 P-8-6-04
徳田和宏 シンポジウム 2
徳田清一 O-5-4-05
徳田典通 O-5-9-05
得田雄誠 O-12-4-02
徳永誠 O-6-3-03
徳保紘美 O-9-1-06
都甲哲生 P-5-3-01
都知木興平 P-4-4-01
富倉彩香 O-8-1-01
冨田駿介 O-10-1-04

富田夏実 P-2-4-05
冨田なみき O-8-5-06
富山夏美 O-13-9-06
戸村友香 O-7-4-07
友池理歌 P-6-2-04
豊住知己 O-9-7-04
鳥飼有希子　PT・OT・ST 委員会

O-5-6-04
取出涼子 P-5-5-04

［な］
内藤翠 O-11-5-05
内藤未乃里 O-12-5-06
永井公規 O-13-5-02
中泉岳 P-2-6-01
永井信洋 P-5-8-03
永井愛美 O-12-5-07
長井勇磨 O-13-8-03
長江恵美香 O-6-5-05
長岡正子 O-7-9-05
長尾さくら O-10-9-01
中北幸美 O-10-7-05
長崎萌恵 P-9-1-06
中彩花 P-6-5-07
中澤幹夫 O-8-7-06
中島一貴 O-12-6-05
中島優人 O-5-5-04
永瀬隆浩 O-5-5-07
長勢侑香 P-1-2-07
仲宗根竜児 P-8-4-04
仲田敦子 O-5-1-07
中田安真音 O-7-6-06
中田峻介 P-2-7-05
中西航平 P-7-4-06
長沼瞬 P-3-3-05
中野一義 O-11-9-06
中野公貴 O-8-4-01
中野真吾 P-2-2-02
中野友貴 O-11-2-03
仲野里香 P-6-7-05
中野理沙 O-6-5-03
中林勤 O-6-8-04
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中平智之 O-10-3-04
長政祐生 O-7-9-07
仲松江梨子 P-3-3-02
中村あゆみ P-2-7-02
中村一葉 P-7-2-06
中村克哉 O-12-2-06
仲村正乃介 P-8-2-01
中村達紀 P-2-5-04
中村徹 O-6-9-03
中村智子 O-12-5-03
仲村春香 P-5-7-07
中村碧 P-9-5-03
中村優里 P-1-6-02
中村理沙 O-5-6-06
中屋敷勝真 P-2-2-03
長山悦子 P-5-6-06
南雲直二 教育講演⑦
灘谷綾香 P-3-5-07
奈良坂亮 P-1-3-03
奈良祐人 O-8-8-04

［に］
新家翼 O-8-4-04
新和なつみ O-9-7-03
西岡心大 ランチョンセミナー 4
西岡未紗 O-12-2-01
西尾正悟 O-7-5-05
西尾知佐 P-5-4-07
西角貴利 P-1-1-03
西川圭二 O-6-4-07
西澤祐輝 O-11-6-05
西田幸司 O-7-3-05
西永奨 P-7-7-05
西野周斗 O-10-1-05
西原鮎子 O-13-1-04
西村清陽 O-11-8-07
西村直樹 O-6-2-03
西村典子 O-5-8-04
西村英亮 O-8-8-02
西村一志 特別講演②
西森知佐 P-8-7-02
西門正博 P-4-3-01

二瀧夕加里 O-7-2-05

［ぬ］
布上里紗 O-12-7-01
沼田雄輝 P-7-2-03

［の］
納富亮典 P-4-4-02
野上雅史 P-2-6-06
野崎和昭 O-11-9-03
野田公太 P-5-1-07
野田彗史 P-3-7-02
能登陽介 O-13-9-05
野原知子 O-6-9-06
野間貴雄 P-4-3-04
野間尚人 P-1-1-07
野村和正 O-5-5-06
野村由香 P-5-2-06
野呂大樹 O-6-1-02

［は］
芳賀路恵 O-5-4-06
萩原明美 O-11-4-07
橋田宏伸 O-7-8-07
橋爪秋恵 P-4-7-03
橋本圭輔 O-9-3-06
橋本茂樹 大会長講演
橋本侑太 P-4-2-04
橋本竜之介 P-7-4-02
蓮見孝 特別講演①
長谷川沙紀 O-8-3-07
長谷川智子 O-5-1-01
長谷川幹 教育講演⑥
畠亜希 O-13-8-04
秦和文 P-1-8-07
畠中めぐみ 医療安全委員会
畑中洋 O-5-7-03
畠規子 O-9-6-04
服部あゆみ 教育講演④
服部雅幸 O-12-2-03
花田智世 P-6-1-03
花田寛史 O-7-7-06
馬場晶子 O-7-1-02

馬場優季 P-2-3-03
濱崎巨愛 P-7-5-07
浜田伸和 O-12-5-01
濱田諒 O-11-6-01
濱名捺代 P-9-2-06
濱村慧江 O-12-3-07
林一斗 O-12-10-05
林和弥 O-10-10-01
林花苗 P-5-6-07
林壮一郎 P-6-4-03
林菜摘 O-13-7-01
林博子 P-1-6-01
林良輔 O-6-3-07
原志帆 O-8-5-01
原薗迪子 O-7-2-01
原田明子 O-6-1-05
原田あゆ美 O-13-6-03
原田直輝 P-7-3-04
原田直美 P-8-7-01
原裕樹 O-11-2-04
原大樹 O-11-2-06
晴山絵梨 O-10-2-06
判多勇也 O-11-1-06
半田理瑛 P-7-1-07

［ひ］
東口幸子 P-7-4-05
東信亮 P-8-5-04
東田善行 P-9-4-06
東万里 O-10-7-06
東本知華 P-2-8-03
樋口彩 P-8-7-04
樋口康平 O-11-7-03
樋口竜也 P-5-1-05
樋口友樹 P-8-5-07
比佐健二 P-8-2-06
日並晃太朗 P-3-2-06
樋上翔一 O-10-2-05
日野健 O-6-3-01
日野祥悟 P-2-3-02
日比翼 O-8-9-05
日比野圭祐 P-5-8-05
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比屋根彩乃 O-8-3-01
兵藤仁美 O-10-9-03
日吉高臣 P-2-2-06
平賀満 O-10-6-02
平子誠也 P-9-7-02
平澤津隼人 O-11-7-07
平田温詞 O-13-4-05
平田晋介 P-9-2-02
平塚健太 P-9-6-05
平野明日香 O-6-6-06
平野絵美 O-12-9-03
平野哲 ランチョンセミナー 8
平野隼士 O-13-6-05
平野瑞貴 P-7-3-03
平野めぐみ O-7-8-06
平林一憲 O-13-7-06
平原華倫 O-8-7-04
廣川智美 P-7-6-03
弘田裕子 P-4-2-01
廣田ゆかり O-12-4-01

［ふ］
深町祐太 P-5-8-06
福石逸美 O-9-5-01
福井貴暁 P-1-4-03
福岡宏之 P-9-7-06
福地真梨奈 P-6-1-01
福波桃 P-1-7-06
福原涼汰 P-5-1-04
福本優作 O-7-6-04
藤井祥太 P-5-3-03
藤井隆文 O-7-1-01
藤井由記代 ソーシャルワーカー委員会
藤田英里 P-1-2-03
藤田裕己 O-7-7-07
藤本篤士 シンポジウム 4
藤森有美 O-7-6-02
藤山祐司 P-9-2-01
藤原香澄 P-7-4-01
藤原佑樹 P-1-7-01
不動宏平 ソーシャルワーカー委員会
古市琢也 O-11-9-05

古川健 P-8-4-01
古川小百合 P-4-5-03
古正顕之 O-7-3-03
古谷祥宏 P-3-3-04
古屋佑樹 O-10-10-02

［ほ］
法邑智憲 O-13-8-02
星政規 O-6-8-07
細川幸太郎 P-1-4-01
細川美月 O-9-3-04
細渕綾菜 P-6-1-07
細矢貴宏 P-5-8-02
細谷亮一 P-8-6-02
堀彩乃 P-7-6-05
堀内あずさ P-2-8-05
堀内萌生 O-10-8-05
堀江花果 O-6-10-05
本田咲子 P-3-1-04
本間綾 P-8-3-01
本望修 ランチョンセミナー 3

［ま］
前田篤 O-8-5-03
前田尚賜 P-1-3-05
前田大輔 P-7-7-04
前田真理子 P-2-5-03
前田賢宏 P-3-3-06
前田竜一 O-10-3-03
牧賢治 P-7-2-07
牧知世 O-8-2-05
牧芳昭 O-7-4-04
増田知子 ランチョンセミナー 9
増山泰英 P-1-7-07
町田奨太 P-7-2-02
町野晃太 O-5-4-07
松岩洋生 P-8-6-01
松浦友紀 P-8-3-03
松尾美鈴 O-9-4-06
松坂和哉 P-2-1-06
松坂祐貴 O-13-2-01
松澤良平 O-7-1-05

松下卓真 P-6-4-02
松下東宜 P-1-2-05
松田裕美 P-8-1-02
松永敏江 P-1-4-07
松永玄 O-13-1-06
松並健治 P-3-3-01
松林大成 O-13-2-05
松原健一 O-7-5-01
松原賢一郎 O-9-8-03
松平真依 P-5-4-01
松村勇志 P-6-5-04
松村友也 O-12-1-04
松元織衛 P-1-6-03
松本幸大 O-6-6-07
松本小百合 O-9-5-06
松本糸織 O-9-6-02
松元秀次 教育講演⑨
松本宗一郎 P-3-4-05
松本浩希 O-11-7-01
松本真奈美 O-8-3-04
松本みなと P-7-1-01
松本康宏 P-3-3-03
松本渉 O-12-1-06
松山美咲 P-6-2-01
真庭弘樹 O-11-8-05
丸山真範 P-9-1-03

［み］
三浦寛貴 P-2-7-06
三浦真弓 O-11-5-02
三上侑希 P-2-7-01
三河省吾 O-8-4-07

O-11-8-06
三崎一彦 O-6-9-04
水木裕介 P-5-1-01
水口早 O-10-4-04
水谷俊介 O-9-2-05
水野日菜子 O-9-4-03
水端大貴 O-9-8-04
溝江久美子 P-4-7-07
三井和幸 ランチョンセミナー 9
光川あゆみ O-10-8-03
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三橋尚志 基調講演
三橋陽平 O-11-7-06
水戸裕香 O-12-4-03
薬袋直子 P-8-8-04
皆川隆志 O-10-6-06
湊亜香里 O-11-10-04
湊佳奈 P-8-1-07
南澤拓美 P-1-7-03
南剛志 P-8-8-02
南尚樹 P-4-6-02
南裕貴 O-12-6-04
峯下隆守 P-9-6-02
峯瀬愛 O-10-10-06
三野奈津子 P-3-7-01
三原麻衣子 O-8-3-05
宮井一郎 保険調査委員会
宮川ひで子 O-6-1-03
三宅沙織 P-3-5-03
三宅菜月 P-6-2-03
宮崎里美 O-12-8-06
宮崎美穂 O-5-2-05
宮崎裕一朗 P-2-1-02
宮澤亜紀 P-3-4-04
宮澤旬 P-9-3-05
宮下千尋 O-8-4-06
宮下徹也 O-8-7-05
宮島恵樹 P-9-4-02
宮田歩実 O-7-10-06
宮武慎 O-12-7-03
宮田卓也 O-11-10-02
宮前志帆 看護介護委員会
宮本美奈子 O-9-8-05
宮本泰浩 P-2-7-04
宮脇一紀 O-12-3-05
明神早甫 O-11-6-04
三好亜樹 O-12-1-01
三輪千尋 O-5-7-06
三輪奈津紀 P-9-5-06

［む］
向裕史 P-4-5-01
武藤友加里 O-9-5-04

棟田千比呂 O-12-9-05
村上亜貴 P-6-2-05
村上明日香 O-5-9-06
村上英里 P-5-7-01
村上香織 O-12-8-05
村上茂史 O-11-1-03
村上貴史 P-9-6-06
村上拓也 P-9-7-01
村上達則 P-7-8-04
村川明隆 P-1-1-02
村瀬友一 O-12-3-04
村山菜都弥 O-9-1-05
室田武伸 P-7-3-06
室谷健太郎 O-10-2-04

［め］
目黒明美 O-10-7-01

［も］
望月由里 O-7-5-03
本橋亜紀子 O-7-8-04
百瀬大昂 O-11-8-03
森綾子 P-8-6-05
森川由加里 O-9-8-06
森國さやか O-9-1-03
森憲吾 O-6-1-01
森下千晶 O-8-8-01
森下寛司 O-13-6-01
森島圭佑 P-5-5-06
森俊介 O-9-7-06
森田彩美 P-1-6-07
森田修平 O-13-2-02
森田真衣 O-8-2-06
森田真帆 P-3-5-01
森田祐司 P-1-3-07
森諒 P-8-1-04
森光敬子 特別講演②
森本雅史 O-6-2-07
森本祐未 O-13-3-01
守矢光太郎 P-8-2-04
森山彩夏 O-6-6-01
森谷玲子 O-5-1-04

森祐也 O-9-4-05
諸石真由夏 O-9-2-04
諸江伸龍 O-6-3-04

［や］
矢口修史 O-5-3-05
安川嘉一 P-8-3-02
安田実穂 O-9-6-07
安田美優 O-9-6-03
安村広之 P-3-3-07
矢谷悠貴 P-1-4-02
柳井洋平 O-11-2-07
弥永由紀 O-12-3-02
藪崎純樹 O-6-2-04
薮谷美奈 O-8-1-04
矢部達也 P-8-6-03
山内菖平 O-7-10-03
山内芙由子 P-5-6-05
山岡瑞季 O-13-3-05
山岸梓 P-1-8-04
山口恵美 O-10-8-07
山口数友樹 O-12-7-04
山口純 P-1-5-05
山口晴保 教育講演⑧
山口大貴 O-13-7-04
山口裕美 O-7-3-01
山口義雄 O-10-4-01
山崎寛史 O-11-9-02
山崎満里奈 O-12-9-04
山崎吏奈 O-5-2-03
山下綾 P-3-1-06
山下純一 P-2-6-04
山下祥平 O-8-4-03
山下裕太郎 P-6-6-07
山添準人 P-5-5-01
山田桂子 P-5-4-04
山田達己 P-4-6-03
山田智徳 P-1-5-03
山田祐子 O-5-4-02
山田有紀 P-7-4-03
山田喜彦 O-12-9-06
山中英士 P-1-2-02
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山中さゆり O-6-5-02
山平悠太朗 P-6-2-06
山村哲仁 O-6-9-07
山村康裕 P-1-2-06
山本藍 O-7-3-06
山本あい子 O-7-5-06
山本一輝 O-9-1-01
山本きよ子 P-6-3-02
山本希代美 O-6-1-04
山本達也 P-2-3-04
山本奈緒美 O-7-8-01
山本美紀 医療安全委員会
山本祐紀 P-8-7-07
山本倫太朗 P-1-7-05
屋良高志 O-9-6-01

［ゆ］
湯浅裕子 P-5-7-06
湯本英恵 O-7-7-02

［よ］
横井慎也 O-10-1-03
横田晃彦 P-1-5-07
横野雄貴 O-6-4-03
横町知樹 P-4-2-06
横山大輝 O-6-7-07
横山広樹 P-1-8-02
横山正樹 P-5-7-03
横山良太 O-5-9-07
吉井恵子 O-12-3-01
吉尾雅春 ランチョンセミナー 9
吉川創 P-9-7-03
吉川茉優 O-10-4-05
吉澤久実 O-7-4-01
吉田光希 O-13-8-06
吉田将臣 O-11-8-02
吉田由季 P-9-6-01
吉野咲花 P-4-6-01
吉村将太 O-9-7-01
吉村芳弘 ランチョンセミナー 11
余田由紀子 O-5-7-02
米倉佐恵 P-2-8-02

米沢俊亮 O-10-9-06
米田正英 O-11-3-05
米広幸平 P-2-2-04

［り］
力丸泰山 O-7-4-05

［ろ］
呂隆徳 FIM 講習会

［わ］
和尾真夕香 P-4-6-04
若野士朗 P-2-2-01
若松雅樹 P-2-4-02
脇田千佳 P-2-3-05
脇由佳 O-10-8-06
渡辺謙斗 P-7-4-07
渡邉志帆 P-6-4-04
渡辺駿司 P-8-7-03
渡邉翔太 O-10-9-02
渡邊慎吾 P-2-5-02
渡部友宏 O-5-8-06
渡部史明 O-11-4-02
渡邊真依 O-10-2-03
渡辺真菜 O-13-3-03
渡邊麻耶 O-13-5-05
渡邊佑 O-9-3-01
渡辺陵介 P-4-3-06
和田美紀子 O-8-2-02
和田来緒 O-11-1-01
割石高史 研修委員会
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寄付

寄付・企業展示・書籍展示・ランチョンセミナー・広告

書籍展示

企業展示

エスケータクシー事業協同組合
グラクソ・スミスクライン株式会社
札幌ユニオン新管財株式会社
三共電気興業株式会社

株式会社紀伊國屋書店

アニマ株式会社
イオンディライト株式会社
インターリハ株式会社
株式会社インボディ・ジャパン
株式会社エムビーテック
オージー技研株式会社
KAZEN WLD 株式会社
株式会社熊谷組
株式会社クリニコ
コロプラスト株式会社
CYBERDYNE 株式会社
酒井医療株式会社
サンコール株式会社
株式会社システムフレンド
株式会社ジョイライフ
株式会社スカイネット
株式会社セラ POST
株式会社ソフトサービス ライフケア
ソフトマックス株式会社
大王製紙株式会社
タック株式会社
帝人ファーマ株式会社

ダイハツ北海道販売株式会社
株式会社千代田テクノル
株式会社日承堂印刷
山内ビニール加工株式会社

テルモ株式会社
株式会社デンケン
トヨタ自動車株式会社
株式会社トンボ
ナガイレーベン株式会社
ネスレ日本株式会社　ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー
パナソニック株式会社
パラマウントベッド株式会社
バランス株式会社
株式会社 VIP グローバル
フォーク株式会社
福島工業株式会社
藤倉化成株式会社
フランスベッド株式会社
本田技研工業株式会社
本田技研工業株式会社
三菱プレシジョン株式会社
株式会社メルシー
株式会社モリトー
株式会社ヤマト
リブト株式会社

五十音順で記載
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広告
株式会社アペックス
株式会社オカムラ
小川医理器株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社
セコム医療システム株式会社
第一三共株式会社
日清医療食品株式会社
日新薬品株式会社

ノバルティスファーマ株式会社
株式会社日立製作所
藤倉化成株式会社
富士フイルムメディカル株式会社
株式会社マック
三菱プレシジョン株式会社
村中医療器株式会社
祐徳薬品工業株式会社

ランチョンセミナー
インターリハ株式会社
エーザイ株式会社
株式会社大塚製薬工場
グラクソ・スミスクライン株式会社
株式会社クリニコ
コロプラスト株式会社

帝人ファーマ株式会社
トヨタ自動車株式会社
ニプロ株式会社
ネスレ日本株式会社　ネスレヘルスサイエンスカンパニー
藤倉化成株式会社
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医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院
社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター
社会医療法人社団三草会　クラーク病院
社会医療法人孝仁会　星が浦病院
医療法人社団 shindo　旭川リハビリテーション病院
社会医療法人医仁会　中村記念南病院

後援・協力機関・プログラム委員・大会実行委員・事務局

大会企画協力医療機関

後援
札幌市
一般社団法人　日本介護支援専門員協会
一般社団法人　日本言語聴覚士協会
一般社団法人　日本作業療法士協会
公益社団法人　日本理学療法士協会
一般社団法人　日本リハビリテーション病院・施設協会
NPO 法人　日本リハビリテーション看護学会
一般社団法人　全国デイ・ケア協会
一般社団法人　全国福祉用具専門相談員協会
公益社団法人 日本医療社会福祉協会 
一般社団法人 日本義肢装具学会 
一般社団法人　北海道医師会
一般社団法人　北海道医療ソーシャルワーカー協会
公益社団法人　北海道栄養士会
公益社団法人　北海道看護協会
一般社団法人　北海道言語聴覚士会
一般社団法人　北海道薬剤師会
公益社団法人北海道理学療法士会 
北海道歯科医師会
北海道臨床心理士会
一般社団法人　札幌市医師会
公益社団法人　北海道作業療法士会
北海道リハビリテーション学会
北海道回復期リハビリテーション病棟協会
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医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院
〒 060-0010　札幌市中央区北 10 条西 17 丁⽬ 36 番 13 号
TEL：011-640-7012　　FAX：011-640-5083
事務局長：⽯窪　公貴（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院　経営管理部長）
事務局：阿閉　信寛　　西山　朋美

株式会社コンベンションリンケージ
〒 060-0002　札幌市中央区北 2 条西 4 丁⽬ 1 北海道ビル
TEL：011-272-2151　　FAX：011-272-2152
E-mail: 35kaifukuki-reha@c-linkage.co.jp

〈学校法人西野学園関係者〉
青山　千春　　内山　大輔　　大矢　恒司　　黒澤　　祝　　黒澤　辰也　　鈴木　　暁　　
鈴木由紀子　　髙國　憲二　　髙間　則昭　　時永　広之　　冨永　　淳　　長井　豊貴　　
箭内　雅志　　山本ともみ　　山本理恵子　　吉村　亜樹　　

〈北海道回復期リハビリテーション病棟協会関係者〉
安彦かがり　　大川原　淳　　上山　憲司　　工藤　　章　　斉藤　朝文　　佐藤　健治　　
佐土根　朗　　髙谷　　了　　坪井　琢哉　　中黒　　渉　　三島　誠一　　光増　　智　　
横井　健二　　

〈渓仁会グループ〉
浅野紳次郎　　⽯本　政恵　　伊藤　　隆　　久保　進也　　熊倉　周平　　小路　英俊　　
河面　夏泉　　斉藤　崇宣　　佐藤　京子　　佐藤　義文　　関根　美香　　竹下　　知　　
只⽯　朋仁　　丹野久美子　　千田　幹子　　中出　貴子　　中橋亜由美　　仲平紀弥代　　
浪岡まさみ　　橋口　直矢　　広島　大樹　　古井　千里　　前野　春香　　宮本　宗明　　
森河　琴美　　和田　来緒　　

大会事務局

運営事務局

プログラム委員　五十音順で記載

大会実行委員　五十音順で記載

大 会 長 橋本　茂樹（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院　副院長）
名 誉 大 会 長 横串　算敏（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院　院長）
実 行 委 員 長 小川　太郎（医療法人渓仁会　札幌渓仁会リハビリテーション病院　診療部　副部長）
特別実行委員 大川原　淳 桂　　律也 小山　　聡 佐土根　朗

高谷　　了 光増　　智
顧 問 生駒　一憲 ⽯合　純夫 浦　　信行 大田　哲生
実 行 委 員 佐藤　義文 森河　琴美
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