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【７月４日（金）】

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

B-6-1 療養病床における加圧トレーニングの効果 新所沢清和病院 水岡武規

B-6-2 ポジショニングによる拘縮予防
小平中央リハビリ
テーション病院

依田翔子

B-6-3 特定健診・特定保健指導にむけて 博愛記念病院 一ツ松愛弓

B-6-4
糖尿病患者への新たな対応
～胃瘻や経口剤抵抗性も含めて～

原土井病院 古賀龍彦

B-6-5 NSとCWの役割分担 ～ケアの向上を目指して～ いわき湯本病院 菅野篤子

B-6-6 医療療養病棟における。その人の、尊厳を支えるケアを考える。 内田病院 松井道代

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

B-7-1
療養病床における拘縮対策①
ケアに活かす拘縮対策－介護職の立場から－

青梅慶友病院 小澤亜矢子

B-7-2
療養病床における拘縮対策②
－拘縮対策における看護職の役割－

青梅慶友病院 髙橋久美

B-7-3
療養病床での拘縮対策③
ケアに活かす拘縮対策－リハビリの立場から

青梅慶友病院 宿野真嗣

B-7-4
看護師・介護士によるベッドサイドリハビリの有効性について
～関節拘縮予防訓練を実施して～

熱川温泉病院 木田久美子

B-7-5
療養病床におけるリハスタッフ・病棟スタッフの意識の違い
～生活イメージの共有について～

呉記念病院 上野翔平

B-7-6
維持期の長期入院患者様の生活維持に向けたチーム医療
～セラピストによる個別リハビリ終了後の取り組み～

光風園病院 中野路子

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

B-8-1
痛みの緩和と精神ケアの重要性について考える
～帯状疱疹後神経痛の患者様との関わりを通して～

西円山病院 片桐真寿美

B-8-2 チームアプローチにて機能改善がみられた症例 加賀温泉病院 吉田允

B-8-3
BSC（バランスト・スコアカード）を活用しての業務改善の試み
～排泄チームの活動報告～

きせがわ病院 望月栄子

B-8-4
療養病床でのチームケアを目指して
～当院のケア提供方式の確立～

北斗わかば病院 加納江理

B-8-5 リハビリスタッフによる看護・介護向け離床勉強会の効果
刈谷豊田

総合病院東分院
三上真理子

B-8-6 うつ状態の患者様が自立に至るまで 長島中央病院 萩裕子

B-6　予防医療/メタボリック・検診/チームアプローチ　９：００～１０：００

B-7　チームアプローチ　１０：００～１１：００

座長　上條裕朗（上條記念病院/院長）

座長　寺田美智子（青磁野リハビリテーション病院/看護部長）

B-8　チームアプローチ　１１：００～１２：００

座長　加藤正彦（春木病院/院長）
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Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

B-9-1 夜間不穏のある患者様に牛乳を用いた入眠への試み 長島中央病院 田中理恵

B-9-2 摂食障害のある患者様との関わり ～安心の提供を目指して～
八尾はぁとふる

病院
松山厚樹

B-9-3 経口摂取を目指して 北摂中央病院 西郷裕樹

B-9-4
経鼻経管栄養患者の「甘いものが食べたい」というQOLの維持を
目指して

竹川病院 木下恵

B-9-5
自立支援に向けた総合援助を試みて
～自助食器の導入～

日の出ヶ丘病院 児玉のり子

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

B-10-1
気管切開状態から食事摂取が可能となるまでのチームアプロー
チ

益田地域医療セン
ター医師会病院

三浦紀代子

B-10-2 経腸栄養合併症に対するつるん食の試み 光風園病院 中野絵奈

B-10-3
うつ状態の患者様への関わり方
～食事と精神状態の変化と関わり方～

南高井病院 福本勇一

B-10-4 意思疎通困難だった患者様に笑顔がもどるまで 長島中央病院 吉井崇

B-10-5 新人教育委員会を発足してからの現状と今後への課題
泉佐野

優人会病院
藤原浩

B-10-6 療養病棟での勉強会を実施して 秋津鴻池病院 渡部政弘

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

B-11-1
療養病棟における退院支援のあり方
～本人の意欲向上から退院に繋がった症例を通して～

安来第一病院 高島正子

B-11-2
「やってみようNIPPV療法」
～チーム医療の一員として、ケアワーカーの視点から～

光風園病院 小林タミ

B-11-3
電子カルテ活用による情報共有の効果
～ケアワーカーによるケア記録に重点を置いて～

光風園病院 山根優子

B-11-4
人工呼吸器（LTV）を装着している患者様のQOLの向上を目指し
て～患者様の思いをくみ取った生活範囲の拡大に努めて～

光風園病院 前田真宏

B-11-5 病棟リハスタッフの早出・遅出勤務の試み 永生病院 喜田寛子

B-11-6 当院療養型病棟におけるＡＤＬ向上への取り組み 西福岡病院 野田政道

B-9　チームアプローチ　１２：００～１３：００

座長　成富由司（原土井病院/院長）

B-10　チームアプローチ　１３：００～１４：００

座長　西田宗幹（秋津鴻池病院/リハビリテーション部次長）

B-11　チームアプローチ　１４：００～１５：００

座長　大東佐枝美（原土井病院/副看護部長）
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Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

B-12-1 当院におけるケア技術向上に対する取り組み
燿光リハビリテー
ション病院

向江大輔

B-12-2
介護療養型医療施設における「リハケア検討会」導入に向けた
取り組み

燿光リハビリテー
ション病院

山田裕美

B-12-3
患者擬似体験を通して
～栄養チューブサイズの径細化に向けて～

燿光リハビリテー
ション病院

池田薫

B-12-4
患者に合った生活支援を目指して
－他職種との連携の必要性を認識して－

慈英病院 富永亜津妙

B-12-5 長期療養型病棟における透析看護 原病院 山下絵里奈

B-12-6
あきらめない看護
～遷延性意識障害患者の意識回復を通して～

北九州中央病院 牧野靖子

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

B-13-1
在宅復帰に向けての介護
～入院時から患者様が望む在宅介護を目ざして～

おさゆきリハビリ
テーション病院

生永千尋

B-13-2
在宅復帰への取り組みについて
―６年越しの在宅復帰―

西福岡病院 武重美佳子

B-13-3
個別的ケアの充実に向けて
～固定チーム継続受け持ち制を導入して～

原土井病院 梅川京子

B-13-4 ワークシート活用による業務改善　～仮検温板廃止の効果～ 原土井病院 矢野聖子

B-13-5 リハと病棟との取り組み ～ADLカンファレンスを通して～
たたらリハビリ
テーション病院

伊藤良子

B-12　チームアプローチ　１５：００～１６：００

座長　川添チエミ（嵯峨野病院/在宅事業部長・ケアマネジャー）

B-13　チームアプローチ　１６：００～１７：００

座長　原祐一（原土井病院/副理事長）
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Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

C-6-1 電子カルテシステムによる医療情報の集約化に対する取り組み 原土井病院 蔵前博之

C-6-2 長期入院患者の医師サマリー運用に関する取り組み 原土井病院 多田斉

C-6-3 職員満足度向上の取り組み　～経営戦略合宿より～ 永生病院 阿部弘由己

C-6-4
排泄ケアの試行錯誤からみえた コストパフォーマンスと水分の
必要性

内田病院 富沢千明

C-6-5 廃棄物分別の効率化　～廃棄物の減少とコスト削減を!～ 鳴門山上病院 武内美鈴

C-6-6 感染対策チームで取り組む実態調査 協和南病院 増田優子

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

C-7-1 当院における緑膿菌感染の検討 南小樽病院 宮沢史江

C-7-2
当院における院内感染対策への取組　～　特に緑膿菌感染症
について

恵信甲府病院 中村由喜

C-7-3 院内MRSA感染対策 ―２年間の継続の成果― 上條記念病院 久保征志

C-7-4 特養におけるノロウイルス胃腸炎 アウトブレイクへの対応 有馬病院 櫻田勉

C-7-5 院内感染予防　～ノロウィルスゼロへの取り組み～ 東京多摩病院 小泉淳

C-7-6 冬季感染性胃腸炎の病棟内発生を振り返って 桃崎病院 桃崎和也

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

C-8-1 急性消化器症状アウトブレイクの鎮圧と病院感染対策講習会 京浜病院 吉田祐一

C-8-2
熱発者における残尿測定の意義について
～ブラダスキャンの活用～

弥刀中央病院 藤田康子

C-8-3 膀胱留置カテーテル抜去への取り組み 南高井病院 清水純子

C-8-4
手洗いの習慣化に向けて
～擦式消毒用アルコールの使用率向上への取り組み～

刈谷豊田
総合病院東分院

正司良恵

C-8-5 腹臥位療法を取り入れた感染予防と拘縮の改善の一症例 上條記念病院 伊藤美智子

C-8-6 実践につながる教育への試み（ICT教育班） 永生病院 宮越正子

C-6　ＩＴ関連/病院経営/感染対策　９：００～１０：００

座長　吉田祐一（京浜病院/院内感染対策委員会委員）

C-7　感染対策　１０：００～１１：００

座長　田中譲（永生病院/副院長）

C-8　感染対策　１１：００～１２：００

座長　山田英夫（三条東病院/病院長）
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Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

C-9-1 足浴マスター　〈当院での足浴マニュアル化を目指して〉
砺波サンシャイン

病院
柴田加奈

C-9-2 個別性のある足浴法を求めて ～もっと足を大切にしたい～ 原土井病院 緒方鈴香

C-9-3
より安全な入浴のために
～シャワーチェアー改善への取り組み～

南高井病院 戒能勉

C-9-4 気管切開患者へのケア －ボトルマスクの工夫を試みて－ いなみ野病院 北村梢

C-9-5 意思疎通困難な患者ケアの試み 原病院 池上喜久子

C-9-6
清潔ケアに対する意識向上への取り組み
～月間目標・病棟ラウンドにて得た効果～

刈谷豊田
総合病院東分院

小原裕清

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

C-10-1
個別性を考慮したおむつ選択・当て方の検討～男性患者様の快
適な排泄をめざしたチェック表活用の効果～

西円山病院 福澤光博

C-10-2
高次脳機能障害をもつ患者さんへの在宅復帰に向けた当院回
復期リハビリテーション病棟の取り組み

新札幌パウロ
病院

中田紀弥代

C-10-3 認知症患者の排泄行動の改善を試みて 永生病院 鈴木政貴

C-10-4
腰掛けられる台を使用した排泄ケアによる職員の腰痛軽減への
取り組み

函館おしま病院 神門経之

C-10-5
自然体・快適・清潔な排泄をめざして
夜間～早朝、A氏立位でのポータブルトイレ

加賀温泉病院 吉部正臣

C-10-6 個別ケアを重視した紙オムツの選択を試みて 大宮共立病院 今井桃香

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

C-11-1 排便へのケア ‐ヨーグルトを使用してみての効果‐ 東所沢病院 幡野未来子

C-11-2
生活の質を考えた排便コントロール
－効果てきめん！腰背部温あん法－

上川病院 野崎由美

C-11-3
飲むヨーグルトとオリゴ糖による排便効果の検討
～2ヶ月間の経過より～

磐田すずかけ
病院

上出理映子

C-11-4 自然排便に向けての援助　～離床と運動をおこなって～ 養和病院 矢倉真伍

C-11-5
不穏患者様の安定した睡眠を目指す
～メリハリのある生活を目指して～

山口平成病院 森本淳也

C-11-6
排泄援助を通してＱＯＬを高める
―自己を表出できる関係づくり―

新仁会病院 岡本勢津子

C-9　入浴・清潔　１２：００～１３：００

座長　大月さとみ（鹿島病院/看護部長）

C-10　排泄ケア　１３：００～１４：００

座長　梅﨑亜希子（光風園病院/回復期リハビリテーション病棟師長）

C-11　排泄ケア　１４：００～１５：００

座長　山本さゆり（山口平成病院/副院長）
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Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

C-12-1
夜間排泄交換の回数を減らす試み
～良質な睡眠を提供する為の取り組み～

南淡路病院 長田有加

C-12-2
残尿の多い患者に対する改善への取り組みとその効果につい
て

春木病院 池田いずみ

C-12-3
寝たきり患者のオムツもれを減らす
～快適な入院生活を提供するための取り組み～

宮地病院 中島綾子

C-12-4
寝たきり患者へツボ刺激と『の』の字・直腸粘膜マッサージを試
みて

奈良厚生会病院 山本たま代

C-12-5 全体ケアから個別ケアへ 三次病院 田島輝子

C-12-6 オムツから排泄自立への援助 住吉浜病院 住田孝子

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

C-13-1 排泄ケアの見直し ～テーナを導入して～ 長崎みどり病院 宮本久子

C-13-2
在宅復帰を目指した排泄ケアの取り組み
～失禁が減少し在宅復帰がみえてきた事例～

青磁野リハビリ
テーション病院

福田智也

C-13-3
安心感をもたせる介助方法とは
～リハビリ終了となった患者を療養生活の中で支える～

おさゆきリハビリ
テーション病院

吉本由佳

C-13-4 オムツ交換の変革を通して学んだこと 北九州中央病院 古田エイ子

C-13-5 北九州病院方式（オムツ外しスコア化）による合理的な排泄管理 北九州古賀病院 永沼眞由美

C-13-6 排泄介護経験主義の誤りと問題点：神経泌尿器科医の視点から 北九州古賀病院 岩坪暎二

C-12　排泄ケア　１５：００～１６：００

座長　石田香代子（原病院/看護部長）

C-13　排泄ケア　１６：００～１７：００

座長　永沼真由美（北九州古賀病院/病棟課長）
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Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

D-6-1
Protein Energy Malnutrition(PEM)のリスクは褥瘡発症､重症化
の主要リスクである

西円山病院 峯廻攻守

D-6-2
穴あきポリエチレン袋使用によるウェットドレッシング処置法の有
効性について

鹿島田病院 高田景子

D-6-3
進展が見られない褥瘡患者さんへのアプローチ
～ガーゼからドレッシング材に変更して～

加賀温泉病院 島田紀子

D-6-4 褥瘡対策「ラップ療法を試みて」　～スタッフの意識の変化～ 上條記念病院 有賀裕美子

D-6-5 重度褥瘡ケア　－ラップ療法を改善して 豊川青山病院 近藤敏子

D-6-6 「無理・ムラ・無駄」を省いた褥瘡治療
泉佐野

優人会病院
中室智子

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

D-7-1 在宅生活に向けて褥瘡委員会がケアの介入した一例 掛川北病院 小関博美

D-7-2 褥瘡患者における栄養管理 嵯峨野病院 髙橋美保

D-7-3 褥瘡予防対策の見直し　～褥瘡ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽの導入～ 北淡路病院 岡部久子

D-7-4 褥瘡に対するポジショニングの取り組み
立神リハビリテー
ション温泉病院

祝迫真樹

D-7-5 車椅子上の褥瘡対策 ～手作りジェルクッションを試みて～ 有馬病院 山下美穂子

D-7-6
認知症の理解を地域に広めるために
～認知症キャラバンメイトとしての活動～

御殿場高原病院 楢木博之

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

D-8-1
疾病受容ができていない回復期リハビリテーション後の、患者さ
ま・ご家族へのかかわり

定山渓病院 山本洋子

D-8-2
医療療養病棟における家族との関わり
（在宅復帰に向けた支援）

荻原みさき病院 札野美代子

D-8-3 家族指導としての介護教室の取り組み 永生病院 井出大

D-8-4
胃瘻造設についてのインフォームドコンセント
パンフレット作成への取り組み

北中城若松病院 西島本政一

D-8-5
認知症患者の個別ニーズに添った院外レクリエーションを実施し
て

奈良東病院 乾敏明

D-8-6 私達の家族会を紹介します。（陽だまりの会） 水戸病院 稲永光枝

D-6　褥瘡対策　９：００～１０：００

座長　菅原啓（定山渓病院/副院長）

D-7　褥瘡対策/地域とのかかわり　１０：００～１１：００

座長　鹿島洋一（新仁会病院/院長）

D-8　家族とのかかわり　１１：００～１２：００

座長　境野博久（永生病院/副院長）
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Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

D-9-1
接遇マナー向上のための取り組み
～アンケート調査を行って～

ナカムラ病院 松尾美沙

D-9-2
「当院リハビリテーション部のスタッフ評価の取組み」
～育成を目的とした行動特性評価の検討～

定山渓病院 原田拓哉

D-9-3
療養病床における看護職員の職務満足度と蓄積的疲労徴候の
調査　～結果と考察～

おさゆきリハビリ
テーション病院

宮田美香

D-9-4 職務満足度調査から見た介護チーフ制導入に関する検討
宇部リハビリテー
ション病院

田中悦子

D-9-5 療養病床におけるクリニカルラダー の活用と問題点
おさゆきリハビリ
テーション病院

河内真由美

D-9-6 ボディメカニクス 水城病院 高橋由佳

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

D-10-1 難病患者の抑制廃止と療養環境の質を検討して 藤民病院 谷口理恵

D-10-2 夜間不眠の患者に対する睡眠へのアプローチ
おさゆきリハビリ
テーション病院

春日留美子

D-10-3
夜間安眠へのアプローチ
―高齢者にアロマオイルは有効かー

高知病院 公文玲子

D-10-4 生活の中にアロマの香りを取り入れて 総泉病院 露崎芳

D-10-5 長期臥床患者への五感刺激を試みて 大宮共立病院 阿部幸子

D-10-6
｢やすらぎの家｣での取り組み
～家庭的な安らぎの場を目指して～

新所沢清和病院 松田宏子

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

D-11-1 私らしく生きること 　－絆－ 上川病院 苅部友子

D-11-2 認知症患者の経管栄養から経口摂取移行への取り組み 信愛病院 松嶋夏緯

D-11-3
動物介在活動を通じて気づいたこと
～犬が病院にやってきた～

新富士病院 佐野公介

D-11-4 緩和ケア病棟における患者満足度調査を実施して 原病院 矢野文子

D-11-5 フットケアを通して学んだ事
沖縄メディカル

病院
照屋たつ子

D-11-6 フットケアの現状と効果 大阿蘇病院 井明美

座長　池田いずみ（春木病院/看護師長）

D-9　家族とのかかわり/労務管理　１２：００～１３：００

座長　永目哲也（松尾内科病院/法人経営企画課長）

D-10　癒し・療養環境　１3：００～１4：００

座長　関和雄（原土井病院/看護部長）

D-11　癒し・療養環境/スキンケア　１４：００～１５：００
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Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

D-12-1
胃瘻造設している患者のスキンケア
～より効果的なスキンケアを目指して～

石巻港湾病院 真田暢子

D-12-2
かゆみのケアに取り組んで
～パスを使用した痒みに対する個別ケアを試みて～

駒井病院 小林雅彦

D-12-3
重度意識障害高齢者の皮膚疾患に対する“木酢液”使用経験
在宅ケアに流用可能な治療法の検討

月夜野病院 佐藤雅子

D-12-4
「拘縮のある患者様へのスキンケアの取り組み」
～重曹パワーを生かして～

富家千葉病院 林自由里

D-12-5
職員の意識が変わればケアも変わる
～職員の顔拭きケアの意識調査を通して～

すずかけ病院 中原聡子

D-12-6 ASOの保存的療法におけるスキンケアの取り組み 有馬病院 柏木まゆみ

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

D-13-1 遷延性意識障害患者の経鼻チューブ固定方法に関する検討 しげい病院 三谷智美

D-13-2 乾燥茶ガラを利用した湿潤と臭気の改善 くまもと温石病院 松岡ゆか

D-13-3 手指の皮膚トラブルへの看護 宇都宮病院 大河内紗江

D-13-4
当病棟における皮膚剥離の要因分析
～ﾌﾞﾚｰﾃﾞﾝｽｹｰﾙを用いた検証と対策～

長田病院 古賀恵子

D-13-5 環境整備からできるスキンケア ～ケアメイトの視点から～ 原土井病院 永田秀三

D-12　スキンケア　１５：００～１６：００

座長　仲西恵美（原土井病院/副看護部長）

D-13　スキンケア　１６：００～１７：００

座長　山下青史朗（原病院/院長）
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Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

E-6-1 療養病床におけるリハ介入の在り方について 西円山病院 久保進也

E-6-2 医療療養病棟におけるリハビリテーション介入後のＦＩＭの変化 鶴巻温泉病院 山崎瀬一

E-6-3
当院の医療療養病棟へのアプローチ
～リハビリテーション部の一取り組み～

荻原みさき病院 赤井志美

E-6-4
医療療養病棟でのAAC導入への取り組み
～神経難病患者を通して～

燿光リハビリテー
ション病院

垣山千夏

E-6-5
介護保険病棟における作業療法士の関わり
～個人史に着目して～

鶴巻温泉病院 神山知子

E-6-6
介護療養型医療施設における維持期リハビリテーションのあり
方について　～一症例を通しての考察～

嵯峨野病院 坂本知惠子

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

E-7-1
試作動作能力評価表の信頼性
～維持期症例に対して感度の良い評価表を目指して～

定山渓病院 山本祐司

E-7-2
維持期での治療効果を求めて
高齢者の治療と主観的QOL評価

総泉病院 野口晴康

E-7-3 脳血管障害における肺炎合併要因について 西円山病院 三谷有司

E-7-4
『脳幹出血により重度の失調を呈した症例』
～食事動作へのアプローチ～

慶和病院 大曽根和幸

E-7-5
その方、本当に自分で食べられませんか？
～骨盤の位置による上肢操作性の変化～

安来第一病院 瀧口蘭

E-7-6 長期の経管栄養管理から離脱できた症例
燿光リハビリテー
ション病院

本野加耶子

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

E-8-1
パワーリハビリテーション機器による全身運動の有用性につい
て

富家病院 佐藤大輔

E-8-2 発症から約８年経過し現在も動作能力の向上を認める症例 城山病院 鈴木奈緒子

E-8-3
顕微鏡的多発血管炎患者に対する懸垂型免荷装置を利用した
立位訓練の試み

山田病院 子林卓司

E-8-4 ＰＥＧ患者に対する整容動作の意義について 山田病院 近藤恵子

E-8-5 更衣動作の再獲得へ向けて 新富士病院 市川佳子

E-8-6
療養病床におけるリハビリテーションのあり方
～当院入院患者家族へのアンケート調査より～

恵信甲府病院 大西千晶

E-6　維持期リハ　９：００～１０：００

座長　宮崎陽夫（総泉病院/リハビリテーション科科長）

E-7　維持期リハ　１０：００～１１：００

座長　大塚勲（大宮共立病院/作業療法士・係長）

E-8　維持期リハ　１１：００～１２：００

座長　中﨑繁明（京都南西病院/院長）
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Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

E-9-1
下側肺障害予防・排痰目的で腹臥位療法を試みて
～当院の取り組みと今後の課題～

名南ふれあい
病院

大木佳子

E-9-2 長期臥床患者に対するpositioningの検討 京都南西病院 山本浩平

E-9-3 声かけを導入した訓練 北淡路病院 今富裕之

E-9-4
園芸活動を用いた作業療法
～土に触れる機会を重要視して～

秋津鴻池病院 植田隆敏

E-9-5
重度失語症患者様に長期的に関わることで在宅への道がひら
けた一例　～２年でみつけた、新しい未来～

安来第一病院 板倉花子

E-9-6 当院におけるリハビリテーションの役割 豊中平成病院 吉安文太郎

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

E-10-1 算定上限後のリハビリ継続による効果の検討 平成病院 庄司愛

E-10-2 長期臥床傾向にある患者の坐位獲得への検討 博愛記念病院 阿利学

E-10-3
痛みを有する一側下肢において対側下肢からのPNFアプローチ
が片脚立位時間に及ぼす効果について

博愛記念病院 村口良介

E-10-4
長期リハビリテーションの必要性について
～長期入院を経て家庭復帰に至ったケースを通して～

たたらリハビリ
テーション病院

中尾美香

E-10-5
進行性疾患のADLを考える
～1症例を通して病棟と取り組んだ事～

たたらリハビリ
テーション病院

小川朋子

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

E-11-1 特殊疾患療養病棟物語　～ある理学療法士の奮闘記～ 北中城若松病院 島袋尚美

E-11-2 タクティールを試みて 大浜第二病院 崎原良重

E-11-3 コミュニケーションに着目した集団作業療法の実践
小平中央リハビリ
テーション病院

佐藤律子

E-11-4 自宅復帰後の日常生活についての調査 信愛病院 小川早苗

E-11-5 在宅復帰に向けてのリハビリの関わり
福井リハビリテー
ション病院

松田愛

E-11-6
どうしてますか？自宅以外の家屋調査
～退院後の生活を想定したﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの提供～

きせがわ病院 浅野直也

E-9　維持期リハ　１２：００～１３：００

座長　冨士本洋子（有吉病院/リハビリ主任）

E-10　維持期リハ　１３：００～１４：００

座長　名倉達也（湖東病院/理学療法士）

E-11　リハ全般　１４：００～１５：００

座長　岡秀幸（豊中平成病院/リハビリ部長）
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Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

E-12-1
当病院におけるショートステイの現状と課題
～リハビリの提供状況からの考察～

湖東病院 名倉達也

E-12-2 当院における廃用症候群に対するリハビリ
福井リハビリテー
ション病院

鈴木瑞穂

E-12-3
対象者のニーズを正しく抽出する方法の検討
～プログラム立案のために～

橋本病院 新田真也

E-12-4 離床時間調査表の導入によるスタッフの意識変化について 春木病院 西村みちよ

E-12-5 おたすけ隊～役割のある喜びを再び～ ナカムラ病院 出下友加里

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

E-13-1
患者の笑顔から得られた介護支援の重要性
～１人1人の可能性を求めて～

阿蘇温泉病院 山口俊郎

E-13-2 重度の意識障害患者における呼吸理学療法の実際 原病院 濱崎由菜

E-13-3
認知症類型化を用いた作業活動の取り組み
～折り紙・ボールパスを実施して～

高良台リハビリ
テーション病院

田中理恵

E-13-4
入院から在宅への円滑な移行
～退院前訪問指導の充実と課題～

新田原聖母病院 舛尾伸広

E-13-5 ADLのレベルアップを図った、リハビリの取り組み 福岡輝栄会病院 坂口京子

E-12　リハ全般　１５：００～１６：００

座長　田岡亮一（光風園病院/リハビリテーション科科長）

E-13　リハ全般　１６：００～１７：００

座長　高木賢一（山口平成病院/院長）
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Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

F-6-1
胸髄損傷患者の在宅療養に向けての家族支援
―中途障害をもった患者・家族をとおして―

青森慈恵会病院 中嶋美由紀

F-6-2 在宅復帰率の上昇を目指す 宮地病院 西脇理絵

F-6-3
当院回復期リハビリテーション病棟における自宅退院の要因調
査

鳴門山上病院 北條雅義

F-6-4
回復期リハビリテーション病棟における退院前訪問指導に対す
る保険算定の必要性について

美原記念病院 栁原雅人

F-6-5 高齢入院患者のPCFに影響する因子の検討 西円山病院 小谷奈津子

F-6-6 回復期病棟小集団活動　ピアワ－クについて 大宮共立病院 岸加奈子

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

F-7-1 高次脳機能障害患者の段階的経口摂取のアプローチ
宇部リハビリテー
ション病院

米村礼子

F-7-2
高次脳機能障害を呈した頭部外傷患者の職業復帰に向けての
アプローチ

橋本病院 竿本香織

F-7-3 重症患者が多数を占める回復期リハビリテーション病棟の成果 春木病院 菊野晃史

F-7-4
転倒予防の取り組み
転倒カンファレンスを通して見えてきたもの

光風園病院 内野寿人

F-7-5 当院における大腿骨頸部・転子部骨折術後患者の動向 橋本病院 菅原健太郎

F-7-6
当院における転倒・転落防止の取り組みについて
～全盲患者へのチームアプローチ～

橋本病院 矢野忠代

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

F-8-1
回復期リハ病棟における高齢者への関わり方について
～リハ時間とリハ頻度の視点から～

小倉リハビリテー
ション病院

上田直樹

F-8-2
回復期リハビリ病棟のクリニカルパス
－退院支援とアウトカム設定ー

北九州
八幡東病院

秦裕美子

F-8-3
排泄動作と衣服の関係について考える
～病衣が排泄動作にあたえる影響～

北中城若松病院 吉田英世

F-8-4 在宅で生活している脳卒中片麻痺患者のトイレ移動の検討 石巻港湾病院 佐藤香織

F-8-5 在宅独居のモデルケース 　～関節リウマチstageⅣの症例～ 京都南西病院 松本一央

F-8-6 高次脳機能障害の症例に対する運動習慣獲得に向けた試み 長島中央病院 片山英人

F-6　回復期リハ　９：００～１０：００

座長　木内千世（鳴門山上病院/作業療法士・主任）

F-7　回復期リハ　１０：００～１１：００

座長　戸田博敏（鹿島病院/副医療部長）

F-8　回復期リハ/在宅リハ　１１：００～１２：００

座長　寺井敏（原土井病院/副院長）
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Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

F-9-1
人工呼吸器装着療養者の生活拡大へむけて
外出作戦

北中城若松病院 兼城賢一

F-9-2
廃用性症候群による関節拘縮の緩和への取り組み
～ストレッチの導入～

北中城若松病院 大工廻朝彦

F-9-3
ターミナルケアにおけるチームアプローチ
～あなたは人生の最期をどこで、だれと迎えたいですか？～

北中城若松病院 香村真範

F-9-4
終末期せん妄についての心理学的考察
～その語りが意味するもの～

富家病院 高橋祐子

F-9-5
当院でのエンゼルメイクを考える
～導入後の評価と今後の課題～

砺波サンシャイン
病院

浅野静子

F-9-6
エンゼルメイクをみつめ直して
～ご家族の思いを通して学んだ事～

和恵会記念病院 仲儀陽子

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

F-10-1 End of life care で末梢維持輸液を用いた15例の検討 二ツ屋病院 金昌基

F-10-2 漢方エキス剤による終末期緩和ケア 北九州古賀病院 金子隆

F-10-3 当病棟のターミナルケアを振り返って
名南ふれあい
病院

大上大介

F-10-4 ターミナルケア勉強会を通して 職員の意識変化
阪和第一泉北
病院

小林千秋

F-10-5 看取るということ　～身寄りのない患者様を援助して～ 高田病院 本田陽子

F-10-6 終末期ケアへの取り組み ～患者と家族の思いの比較～ ふくの若葉病院 浦山則子

Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

F-11-1 終末期医療　～家族もひとつの臓器～ 松尾内科病院 浦川朋美

F-11-2
療養生活における活動意欲の向上を目指して
 ～レクリエ－ション進行を担当して～

大宮共立病院 澁谷敦子

F-11-3
休日の活動性向上を目標にしたレクリエーション活動と介護職
員の視点（意識、知識）の変化
～レクリエーション活動の改善と継続を目指して～

小平中央リハビリ
テーション病院

斉藤操

F-11-4 進行性疾患を呈した患者様に対するﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの提供 鶴巻温泉病院 福田綾子

F-11-5 共有する時間を求めて ～レクリエーションの充実～ 湖東病院 足立恵

F-11-6 『まずやってみよう！』 ～レクリエーション充実への道～
天竜すずかけ
病院

鈴木麻矢

F-9　ターミナルケア　１２：００～１３：００

座長　井川誠一郎（平成記念病院/院長）

F-10　ターミナルケア　１３：００～１４：００

座長　伊豆敦子（東浦平成病院/院長）

F-11　ターミナルケア/レクリエーション　１４：００～１５：００

座長　中尾郁子（光風園病院/看護部長）
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Ｎｏ 題名 所属 発表者名 Ｐａｇｅ

F-12-1
「食べること」の楽しさを求めて
～食事レクリエーションがリハビリに及ぼす効果～

小林記念病院 都築圭介

F-12-2
ホリスティック介護介入
～介護療養型医療施設で３つの療法を試みて～

嵯峨野病院 藤原千愛

F-12-3
右脳の機能向上を目指すレクリエーションの試み
～慣れ親しんだ書道を取り入れて～

奈良厚生会病院 鶴田智美

F-12-4 認知症患者の趣味を活かした個別援助の試み 柴田病院 小谷智子

F-12-5 病棟レクリエーションの改善
おさゆきリハビリ
テーション病院

奥村一政

F-12-6
遊びリテーションを取り入れた効果
－集団活動評価表を用いて－

悠紀会病院 西田桃子

座長　西本由美子（水城病院/病棟師長）

F-12　レクリエーション　１５：００～１６：００


