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一般演題	 12月３日（火）

第2会場（大阪国際会議場	5階	小ホール）
2-1	 12月3日（火）　13:40-14:40　　維持期リハ（在宅系）①

【座　長】		永田	剛　高良台リハビリテーション病院　院長・医師
【評価者】		大坪	英一　千里リハビリテーション病院　病棟リーダー・理学療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

2-1-1 三和　成実 作業療法士 北海道
札幌西円山病院　
介護医療院　
にしまるポッケ

利用者ニーズを生活リハビリで実現する	－介護
医療院で入浴支援した一事例－

2-1-2 吉永　誠 理学療法士 鹿児島県 湯田内科病院
幻聴による問題行動を呈した一事例
～Stiff-Person症候群患者の家族負担軽減を目
指して～

2-1-3 齋藤　博昭 理学療法士 熊本県 阿蘇温泉病院 記憶力低下のある利用者に対する自主訓練定着
の取り組み

2-1-4 稲葉　智教 理学療法士 静岡県 熱川温泉病院 具体的な歩行コースを提示したことで、外出頻
度向上を認めた症例

2-1-5 佐々木　翼 理学療法士 埼玉県 南部厚生病院 スムーズに歩きたい80歳代女性の歩行向上目指
して　BiNI	Approachの評価・治療介入

2-1-6 岡　大史 理学療法士 大阪府 ベルピアノ病院 リハビリテーション資源を活用し、在宅生活をフォ
ローできた生活期脳卒中患者の1症例について

2-2	 12月3日（火）　14:40-15:30　　維持期リハ（在宅系）②
【座　長】		大坪	英一　千里リハビリテーション病院　病棟リーダー・理学療法士
【評価者】		和田	幸枝　南高井病院　リハビリ科　科長・理学療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
2-2-1 政田　嘉史 理学療法士 兵庫県 西宮回生病院 閉眼片脚立位バランスにおける要因

2-2-2 飯沼　陽光 理学療法士 兵庫県 西宮回生病院 頭部の屈曲位置の変化による利き手上肢発揮筋
力の違い

2-2-3 安藤　のぞみ 理学療法士 岐阜県 岩砂病院・岩砂マタニ
ティ

下肢駆動しやすい車椅子の高さを考える	～日常
生活への定着のために～

2-2-4 脇田　崇弘 理学療法士 愛知県 五条川リハビリテーショ
ン病院

活動量計と目標設定を用いた行動変容ステージ
の変化の検討

2-2-5 谷本　源太 理学療法士 東京都 多摩川病院 運動療法実施者とマッサージ実施者で身体状況
や生活範囲に差があるか
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2-3	 12月3日（火）　15:30-16:40　　維持期リハ（在宅系）③
【座　長】		和田	幸枝　南高井病院　リハビリ科　科長・理学療法士
【評価者】		江口	梓　花の丘病院　リハビリテーション科　副主任補佐・理学療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

2-3-1 久保　直也 理学療法士 兵庫県 老人保健施設　
平成クラブ

パーキンソン症候群に対してのHONDA歩行ア
シストの効果検証:症例報告

2-3-2 前田　亮 理学療法士 東京都 世田谷記念病院 訪問リハビリでHonda歩行アシストを使用し日
常生活自立度の改善に繋がった症例

2-3-3 鈴木　雄三 理学療法士 東京都 世田谷記念病院 訪問リハビリテーションにてHonda歩行アシスト
を使用した症例

2-3-4 福田　勇 理学療法士 鹿児島県 厚地リハビリテーション
病院

在宅生活の再構築に影響する要因について	
~2症例の訪問リハビリテーションの経験から～

2-3-5 山口　正信 作業療法士 山口県 山口平成病院　 在宅でポータブルトイレを使用している方に対し
ての意識調査

2-3-6 西本　直樹 理学療法士 広島県 メリィホスピタル
新開発評価：スタミナグレードを活用した離床活
動報告	
～離床活動をスタミナグレードで評価した報告

2-3-7 櫻井　謙治 理学療法士 広島県 メリィホスピタル
FIMでは検出できない『脱寝たきり効果』を評価
可能にする新評価法の開発。（重度要介護者70
症例検証）

2-4	 12月3日（火）　16:40-17:30　　維持期リハ（入院）①
【座　長】		廣谷	和香　千里リハビリテーション病院　セラピー部　サブチーフ・理学療法士
【評価者】		竹川	勝治　愛和病院　理事長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

2-4-1 近藤　孝明 理学療法士 東京都 信愛病院
音リズム刺激を併用した運動療法がパーキンソニ
ズム症例の病棟内ADLに与える影響	
	―移乗動作に着目して―

2-4-2 岩田　建都 理学療法士 京都府 嵯峨野病院
パーキンソン病における起立性低血圧の改善を
目指し、干渉電流型低周波治療器を用いて介入
した一症例

2-4-3 沼田　貴裕 理学療法士 石川県 千木病院 すくみ足の減少を認めた一症例

2-4-4 山﨑　仁智 作業療法士 東京都 緑成会整育園 重症心身障害児者の趣味嗜好について～視線入
力を活用して～

2-4-5 鈴木　健祐 理学療法士 福島県 いわき湯本病院 地域包括ケア病棟入院患者における意欲に及ぼ
す関連因子の検討

2-5	 12月3日（火）　17:30-18:20　　維持期リハ（入院）②
【座　長】		竹川	勝治　愛和病院　理事長・医師
【評価者】		廣谷	和香　千里リハビリテーション病院　セラピー部　サブチーフ・理学療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

2-5-1 泉谷　佑美 作業療法士 大阪府 泉佐野優人会病院
医療療養病棟における離床時間増加が誤嚥性肺
炎のリスク因子に与える臨床的効果:多施設共同
パイロット試験

2-5-2 髙木　遼 理学療法士 兵庫県 東浦平成病院 院内ホームワーク実施による効果検証:	疾患別で
の分析結果

2-5-3 中山　千鶴 理学療法士 大阪府 弥刀中央病院 院内ホームワーク実施による効果検証：	個別リハ
実施単位数に着目して

2-5-4 中橋　誠 理学療法士 兵庫県 大原病院 療養病床長期入院患者に対する離床活動の効果

2-5-5 堺　瑠里 作業療法士 埼玉県 富家病院 人工呼吸器患者の定期的な離床訓練は反応性に
変化を及ぼすのか
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第3会場（大阪国際会議場	12階	特別会議場）
3-1	 12月3日（火）　13:40-14:30　　ACP・リビングウィル

【座　長】		田中	裕之　陵北病院　院長・医師
【評価者】		杉原	悦子　金上病院　看護部長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

3-1-1 井村　亜紀 看護師 北海道 札幌西円山病院 医療療養病棟における医療的ケアや介護を必要
とする高齢患者の退院支援

3-1-2 岡本　成以子 看護師 愛媛県 南高井病院 尊厳を守るケア	
～愛媛から故郷沖縄へ想いをつなぐ～

3-1-3 小林　達也 医師 広島県 島の病院おおたに 当院のACP普及活動と当院の看取りの実践　
～多死社会の島から～

3-1-4 中村　美南 看護師 鹿児島県 吉田記念病院 患者・家族の意思を尊重する最期を迎える為の
多職種へのアプローチ

3-1-5 持田　莉沙 看護師 福岡県 原病院 患者の意思尊重に関り事例を通して学んだこと	
～リビングウィルの明確化～

3-2	 12月3日（火）　14:30-15:40　　ターミナル・緩和ケア・看取り①
【座　長】		岩城	八重喜　堺平成病院　看護部長・看護師
【評価者】		田中	裕之　陵北病院　院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

3-2-1 栗原　心 介護福祉士 東京都 大久野病院　 ご逝去された患者様への取り組み	～正面玄関か
らのご退院～

3-2-2 兵頭　昌隆 介護福祉士 愛媛県 南高井病院 ～患者に寄り添った看取り～

3-2-3 伊東　芽以 看護師 東京都 ベトレヘムの園病院
人生の最終段階にある高齢患者へのアロマテラ
ピーの実施と効果～患者、家族の反応の分析を
通して～

3-2-4 伊藤　愛里 看護師 埼玉県 大宮共立病院　
介護医療院 看取り後の家族の言葉から見えてきたもの

3-2-5 中村　千保 看護師 鹿児島県 出水郡医師会立第二病
院

在宅看取りを希望する意思疎通可能な超高齢者
と家族のニーズを支援した取り組み

3-2-6 鈴木　まり子 看護師 静岡県 掛川北病院
終末期ケアに対する意識の向上を目指して	
～看取りに対する意識調査・カンファレンスを試
みて～

3-2-7 高橋　優 言語聴覚士 宮城県 真壁病院 「あんこが食べたい」という終末期の患者に対し
多職種にて経口摂取を支援した一例
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3-3	 12月3日（火）　15:40-16:40　　ターミナル・緩和ケア・看取り②
【座　長】		杉原	悦子　金上病院　看護部長・看護師
【評価者】		林	好加　桜ヶ丘病院　看護部主任・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

3-3-1 渡辺　和美 看護師 埼玉県 メディカルホームふじみ
野

サ高住における疼痛コントロール	
～多職種とQOL向上に向けた支援～

3-3-2 佐々木　範絵 看護師 北海道 定山渓病院 がん患者のターミナルケアに関する事例検討	
～グループインタビューを通して～

3-3-3 後藤　尚美 看護師 宮城県 石巻健育会病院
終末期における療養の場の選択	
～KOMIチャートシステムによる可視化からの解
決

3-3-4 山口　祥正 作業療法士 北海道 南小樽病院 終末期ガン患者への作業療法士としての関わり	
～生活歴を反映した介入～

3-3-5 石川　美哉子 作業療法士 北海道 定山渓病院 当院におけるがんのリハビリテーションについて	
～4年間の経過より～

3-3-6 小林　啓一 理学療法士 兵庫県 園田病院 慢性期医療におけるがんリハビリテーションの現
状と課題

3-4	 12月3日（火）　16:40-17:50　　ターミナル・緩和ケア・看取り③
【座　長】		林	好加　桜ヶ丘病院　看護部主任・看護師
【評価者】		岩城	八重喜　堺平成病院　看護部長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

3-4-1 藤井　恭子 医師 愛知県 小林記念病院
地域包括ケアシステムにおける緩和ケアの需要	
～地域包括ケア・医療療養病棟での緩和医療認
定医の経験から～

3-4-2 大谷　祐之 医師 埼玉県
富家病院	/	富家在宅リ
ハビリテーションケアセ
ンター

サービス付き高齢者向け住宅における在宅血液
透析終末期の臨床的検討

3-4-3 大下　千晴 看護師 北海道 札幌百合の会病院 熱発サーベイランスからみた「人生の終末期」へ
の影響について

3-4-4 村中　笑子 看護師 鹿児島県 鴨池慈風苑 最期までその人の人生を支えるために	
―	HAPPY	ENDのありかた―

3-4-5 野中　千佳子 看護師 佐賀県 志田病院 人生の最終段階における患者及び家族への退院
支援

3-4-6 細田　明香 看護師 島根県 安来第一病院
夫婦の意思を尊重したエンド・オブ・ライフ・ケ
ア	
～夫婦の時間を大切に過ごして頂くための看護師
の役割～

3-4-7 駒野　亜希子 看護師 北海道 定山渓病院 終末期の患者と認知機能低下があるその妻への
意思決定を支えるケア
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第4会場（大阪国際会議場	12階	1202）
4-1	 12月3日（火）　13:40-14:30　　スキンケア①

【座　長】		篠木	裕美子　花の丘病院　看護師長・看護師
【評価者】		大木	宏恵　北摂中央病院　看護師長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
4-1-1 中野　愛里 看護師 京都府 京都南西病院 腋窩の発赤に対する酢水を用いたケアの効果

4-1-2 矢川　万維 介護福祉士 和歌山県 宇都宮病院 炭酸水を用いた洗浄による手指拘縮部の消臭効
果

4-1-3 中西　啓子 看護師 大阪府 緑水会病院 りんご酢を使用し肥厚した爪ケアの効果

4-1-4 坪内　陵 介護職 山口県 ケアハウス　山口エルベ
全身の掻痒感が改善されない入居者のケアにつ
いて～無添加石鹸の使用による効果はあるのか
を検証～

4-1-5 前田　昌子 准看護師 三重県 豊和病院
長期臥床患者のスキンケア	
～ホホバオイルを用いた保湿ローションを使用し
潤いのある皮膚をめざして～

4-2	 12月3日（火）　14:30-15:20　　スキンケア②
【座　長】		大木	宏恵　北摂中央病院　看護師長・看護師
【評価者】		北川	郁枝　奈良春日病院　看護部長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

4-2-1 山田　美歩 看護師 大阪府 泉佐野優人会病院　 胃瘻カテーテル圧迫による瘻孔周囲のスキントラ
ブル改善策

4-2-2 勢理客　藍香 准看護師 沖縄県 沖縄第一病院 慢性的な胃瘻漏れによる、皮膚トラブルを繰り返
す患者への看護介入

4-2-3 佐藤　幸子 看護師 広島県 ナカムラ病院 腋窩、手掌トラブルの軽減に向けた皮膚管理	
～シュレッター新聞紙を使用して～

4-2-4 津幡　久美子 看護師 東京都 信愛病院
拘縮がある手掌環境の改善を試みて	
～シャボンラッピングによる手浴とオリジナルハン
ドクッションにて～

4-2-5 村上　美紀 看護師 鹿児島県 加治木温泉病院 手指拘縮による潰瘍形成予防・改善への取り組
み

4-3	 12月3日（火）　15:20-16:10　　スキンケア③
【座　長】		北川	郁枝　奈良春日病院　看護部長・看護師
【評価者】		篠木	裕美子　花の丘病院　看護師長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
4-3-1 山口　潤 介護福祉士 兵庫県 北摂中央病院 高齢者の皮膚トラブルの改善をめざして

4-3-2 横瀬　久美子 看護師 東京都 日の出ヶ丘病院・介護
医療院

高齢者の皮膚に対する保湿の有効性	
	～スキン－テア予防～

4-3-3 森井　沙織 看護師 広島県 小畠病院 蜂窩織炎発症数からみたスキンケアの有効性

4-3-4 堀　広和 看護師 富山県 光ヶ丘病院 スキントラブルを改善するために	～ポジショニン
グの統一を目指して～

4-3-5 中江　大樹 看護師 京都府 嵯峨野病院 医療療養病棟及び介護療養病棟における皮膚ト
ラブルに関する看護・介護職員の意識調査
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4-4	 12月3日（火）　16:10-16:50　　食事・排泄リハ
【座　長】		田邉	夏美　橋本病院　病棟・リハ主任・作業療法士
【評価者】		沼田	一成　奈良東病院　リハビリテーション科　科長・作業療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

4-4-1 西山　駿 作業療法士 千葉県 富家千葉病院
左被殻出血にて高次脳機能障害を呈し、食事動
作に難渋した一症例	
～安全な食事動作の獲得を目指して～

4-4-2 朝倉　敬博 言語聴覚士 三重県 花の丘病院 多職種協働アプローチの食支援による嗜好品の
提供～当院独自の指標の検討へ向けて～

4-4-3 奥田　龍三 言語聴覚士 宮城県 石巻健育会病院 食思改善を図ったことによりADL向上がみられ
た90代女性に対するアプローチ

4-4-4 大西　星也 作業療法士 香川県 橋本病院 超高齢者のラクナ梗塞（BAD）後自宅復帰を目指
す症例～排泄動作自立に向けて～

4-5	 12月3日（火）　16:50-17:30　　排泄リハ
【座　長】		沼田	一成　奈良東病院　リハビリテーション科　科長・作業療法士
【評価者】		田邉	夏美　橋本病院　病棟・リハ主任・作業療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

4-5-1 津江　尚幸 理学療法士 山口県 山口平成病院 排尿リハビリテーションを強化する臨床的効果の
検討:	多施設共同ランダム化第II相試験

4-5-2 米森　智香子 理学療法士 兵庫県 協立温泉病院
排尿ケアに対する意識調査	
～リハビリテーション部門で実施したアンケート
調査からの考察～

4-5-3 山口　雅人 理学療法士 兵庫県 東浦平成病院 高齢者の尿失禁と股関節内転筋力の関連性につ
いて

4-5-4 細川　雄平 作業療法士 兵庫県 平成リハビリテーション
専門学校

排泄リハビリテーションを行うことで自宅復帰に
至った事例

第5会場（大阪国際会議場	10階	1001）
5-1	 12月3日（火）　13:40-14:30　　業務改善①

【座　長】		菊地	攻　定山渓病院　経営管理部長・事務・ソーシャルワーカー
【評価者】		西岡	愛弓　南高井病院　看護部長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

5-1-1 古庄　諒大 理学療法士 熊本県 桜十字病院 SHELL分析を用いたリハビリテーション科の課
題検証から取り組みまで

5-1-2 川崎　一美 事務職 大阪府 岸和田平成病院 健康診断事業における新しい健診システムの導
入効果

5-1-3 前田　美弥子 看護師 長崎県 介護医療院　恵愛荘 インカムトランシーバーの導入	
～効率的な協力体制を目指して～

5-1-4 中村　弘美 診療情報管理士 大阪府 泉佐野優人会病院 退院カルテ処理の迅速化への取り組み

5-1-5 山口　恵輔 事務職 神奈川県 鶴巻温泉病院 Microsoft	Access®によるDI業務支援ツール
の作成と導入
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5-2	 12月3日（火）　14:30-15:20　　業務改善②
【座　長】		西岡	愛弓　南高井病院　看護部長・看護師
【評価者】		榎並	由香　世田谷記念病院　看護副部長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
5-2-1 小城　知子 看護師 栃木県 白澤病院 看護方式を変えたら嬉しいことがありました

5-2-2 藤本　恵里花 看護師 島根県 安来第一病院
固定チームナーシング導入による看護師の変化	
～機能別看護方式から固定チームナーシングへ
の変更～

5-2-3 野田頭　弘治 看護師 東京都 永生病院 看護部の人員定着に関する取り組み	
～離職防止について考える～

5-2-4 鈴木　美佳 看護師 静岡県 静岡徳洲会病院
遷延性意識障害患者への看護	
ー看護師がモチベーションを維持し看護を継続す
るためにはー

5-2-5 橋本　節子 看護師 東京都 南多摩病院 一般外来におけるトリアージシステム導入に対す
る活動

5-3	 12月3日（火）　15:20-16:10　　業務改善③
【座　長】		高木	緑　霞ヶ関南病院　看護部長・看護師
【評価者】		石飛	健　加藤病院　理学療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

5-3-1 池廣　周美 看護師 福岡県 北九州若杉病院 安全で有効な留置期間～経鼻栄養チューブの交
換回数の検討～

5-3-2 藤原　宏幸 看護師 大阪府 豊中平成病院 紐を使用した経鼻胃管カテーテルの固定法で手
技時間の短縮と潰瘍形成リスク軽減を図る

5-3-3 鈴木　由恵 看護師 愛知県 尾洲病院 オムツの使用方法改善への取り組み

5-3-4 田中　孝治 介護福祉士 大阪府 平成記念病院 入院患者様の入浴をより楽しく快適にする為の環
境作り

5-3-5 中　裕治 介護福祉士 福井県 福井リハビリテーション
病院 入浴送迎の業務改善からの考察

5-4	 12月3日（火）　16:10-17:00　　業務改善④
【座　長】		石飛	健　加藤病院　理学療法士
【評価者】		高木	緑　霞ヶ関南病院　看護部長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

5-4-1 中村　賢一郎 理学療法士 徳島県 博愛記念病院
業務時間内で実施可能な腰痛改善プログラムの
立案と実施によって得られた身体機能の変化及
び今後の課題

5-4-2 森　早苗 看護師 兵庫県 北摂中央病院 腰痛予防環境づくり	
福祉用具を活用し定年まで元気に働こう

5-4-3 堀田　万由美 看護師 京都府 京都東山老年サナトリ
ウム

ノーリフトケア	
～患者様と職員に優しい介護を～

5-4-4 村井　健人 看護師 広島県 ナカムラ病院 介護される側もする側も負担のない車椅子移乗
を目指して

5-4-5 山下　智也 看護師 愛媛県 松山リハビリテーション
病院

床上移動・体位変換における福祉用具使用の定
着を目指して
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5-5	 12月3日（火）　17:10-18:10　　デイケア（維持期リハ：在宅系）
【座　長】		江口	梓　花の丘病院　リハビリテーション科　副主任補佐・理学療法士
【評価者】		永田	剛　高良台リハビリテーション病院　院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

5-5-1 坪塚　日和 理学療法士 京都府 京都南西病院 通所リハビリテーションにおける自主トレーニン
グの定着を目指して

5-5-2 三木　健正 理学療法士 群馬県 介護老人保健施設たま
むら

デイケアにおける脳卒中上肢運動麻痺に対する
サーキットトレーニングの取り組み

5-5-3 飯干　満理恵 理学療法士 熊本県 新生翠病院　
デイケアセンターさくら

新規でデイケアを利用する高齢者のFIMの変動
について

5-5-4 吉田　明代 理学療法士 千葉県 印西総合病院 デイケア利用者に対する最重要訓練の検討

5-5-5 仁科　友貴 健康運動指導士 愛知県 小林記念病院 予防通所リハビリテーションにおける「口腔機能
向上加算」取得に向けた活動報告

5-5-6 立石　淳次 理学療法士 徳島県 中洲八木病院 維持期外来リハビリテーションから短時間デイケ
アへ移行した利用者のADLと心理状況

第6会場（大阪国際会議場	10階	1002）
6-1	 12月3日（火）　13:40-14:30　　レクリエーション

【座　長】		木村	達　鶴巻温泉病院　リハビリテーション部　部長・作業療法士
【評価者】		加藤	寛　泉佐野優人会病院　院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

6-1-1 三木　啓輔 作業療法士 徳島県 徳島平成病院 不眠を訴える高齢入院患者に対する集団リハビリ
の効果検証

6-1-2 吉田　竜大 理学療法士 大阪府 中村病院 阿部式BPSDスコアを用いた療養病棟の集団レ
クリエーションの効果判定

6-1-3 大野　雄麻 作業療法士 東京都 永生病院 “活動と参加”に良好な変化が認められたグルー
プ活動の取り組み

6-1-4 秋原　健利 作業療法士 神奈川県 介護老人福祉施設　
ヴィラ都筑 特養におけるＶＲの活用方法

6-1-5 江崎　励子 レクリエー
ション 京都府 なごみの里病院 介護医療院開設に伴うレクリエーション活動につ

いて

6-2	 12月3日（火）　14:30-15:40　　地域包括ケア①
【座　長】		横坂	絹代　内田病院　生活相談部長・介護支援専門員
【評価者】		木村	達　鶴巻温泉病院　リハビリテーション部　部長・作業療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

6-2-1 上地　敦夫 理学療法士 徳島県 鳴門山上病院
地域包括ケアシステム構築に向けた当院の取り
組みと課題	
地域住民を対象としたアンケートからの検討

6-2-2 久米　かすみ 理学療法士 北海道 定山渓病院 より多くの高齢者が地域活動に参加するために	
～他職種へのアンケート調査から～

6-2-3 神保　優子 作業療法士 大阪府 介護老人保健施設　
老健ふじさか

地域包括ケアを実践して、見えてきたもの	
～パーキンソンの１症例を通じて

6-2-4 田中　美由生 介護支援専門員 埼玉県 富家在宅リハビリテー
ションケアセンター

サービス担当者会議の有用性について	
～同じ目標に向かって～

6-2-5 中村　海由 社会福祉士 沖縄県 牧港中央病院 認知症患者の在宅生活を多職種で支援する	
～住み慣れた自宅で生活を続けたい～

6-2-6 星　敬介 ソーシャル
ワーカー 北海道 札幌西円山病院 神経内科病棟での退院支援に関する考察

6-2-7 堤　慶子 社会福祉士 福岡県 丸山病院 当院の入院患者の現状と入退院支援の取り組み
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6-3	 12月3日（火）　15:40-16:40　　地域包括ケア②
【座　長】		加藤	寛　泉佐野優人会病院　院長・医師
【評価者】		梅澤	久美子　内田病院　訪問看護管理者・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

6-3-1 大畑　修三 医師 島根県 加藤病院 住民の「どうありたい」を「つながる」で実現する
地域包括ケア推進事業

6-3-2 島田　真歩 社会福祉士 高知県 永井病院 在宅支援の充実のためにー地域包括ケアシステ
ムの実践に向けてー

6-3-3 丸岡　美智子 看護師 徳島県 博愛記念病院 地域包括ケアシステム推進における退院後訪問
指導に取り組んで

6-3-4 鹿野　なつみ ソーシャル
ワーカー 北海道 定山渓病院 慢性期医療における医療的ケア児への支援

6-3-5 水越　雅也 社会福祉士 群馬県 特別養護老人ホームく
やはら

医療・介護・福祉・農業の連携で取り組む就労
支援

6-3-6 飯岡　恵子 看護師 新潟県 三条東病院
認知症予防カフェ「たちばな」で繋がる病院と地
域	
～認知症予防専門士としての取り組み～

6-4	 12月3日（火）　16:40-17:40　　地域包括ケア③
【座　長】		梅澤	久美子　内田病院　訪問看護管理者・看護師
【評価者】		築山	真希　平成記念病院　副院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

6-4-1 小豆畑　丈夫 医師 茨城県 小豆畑病院 地域包括ケアシステムにおける「在宅と救急の１
つの病院連携」の効果

6-4-2 関　裕 医師 東京都 南多摩病院
救急医が行うAdvanced	Triageが地域医療を
救う！		
～病院救急車があるからこそできる～

6-4-3 徳丸　希世子 救命救急士 東京都 南多摩病院 地域包括ケアシステムを支える病院救急車の症
例報告

6-4-4 山口　美知代 看護師 群馬県 美原記念病院訪問看護
ステーショングラーチア

訪問リハビリテーションにおける｢定期的な看護
師の関与｣の意義

6-4-5 大城　紀代美 看護師 沖縄県 牧港中央病院 入退院を繰り返す慢性心不全患者の退院後訪問
を通して

6-4-6 渡邉　智子 看護師 福岡県 有吉病院 旧産炭地域にあるＡ町の在宅医療に関する住民
意識調査と検討
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6-5	 12月3日（火）　17:40-18:40　　地域連携
【座　長】		小澤	陽子　松谷病院　地域連携・医療相談室長・社会福祉士
【評価者】		内田	智久　内田病院　大誠会　本部長・事務
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

6-5-1 齊藤　隆浩 社会福祉士 熊本県 阿蘇温泉病院 高次脳機能障害のある患者の望む生活スタイル
に寄り添う支援

6-5-2 木下　崇美 理学療法士 東京都 竹川病院
回復期から生活期への連携に難渋した一例		
～遠方の実家に戻り高齢である両親と共に新生
活を～	

6-5-3 加藤　慶太 社会福祉士 奈良県 奈良春日病院 医療・介護連携　～面倒見のいい病院を目指し
て～

6-5-4 谷口　まり子 介護支援専門員 大阪府 堺平成病院
入退院支援における医療サービスを入れること
の重要性について	
当利用者からのアンケートからの分析

6-5-5 寺岸　美保子 事務職 石川県 芳珠記念病院
標準化と意識づけによる算定意識の向上を目指
して	
～診療情報提供書の内容分析から見えてきたも
の～

6-5-6 藤繁　美里 介護支援専門員 山口県 山口平成病院　 退院・退所加算の内容を振り返る：2018年4月
以降の算定内容を検証し更なる連携強化

第7会場（大阪国際会議場	10階	1004-5）
7-1	 12月3日（火）　13:40-14:40　　排泄ケア①

【座　長】		西窪	昌子　上條記念病院　介護医療院主任・看護師
【評価者】		河本	智美　国分中央病院　看護・介護部	部長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

7-1-1 佐藤　翔 理学療法士 千葉県 印西総合病院
MyoTrackInfinitiを用いたバイオフィードバック
療法が有効だった尿失禁・便失禁を有する4症例：
症例報告

7-1-2 齋藤　学 介護福祉士 東京都 介護老人福祉施設　
ヴィラ町田

腹圧性尿失禁を無くす	
～Ａ氏、骨盤底筋を鍛えた結果～

7-1-3 柴田　磨奈実 理学療法士 神奈川県 平成横浜病院 当院での排尿障害パターンの傾向と改善の動向

7-1-4 塚本　浩平 理学療法士 茨城県 宮本病院 日常生活活動の差による膀胱留置カテーテル再
挿入率の違いに対する検討と対策について

7-1-5 保科　紀行 看護師 京都府 京都東山老年サナトリ
ウム

排泄の質の向上にむけて	
～立ち上がり動作をよりスムーズに～

7-1-6 中川　智加 看護師 京都府 京都久野病院 スキントラブルに対する看護師の関心と意識の変
化～IAD-setの活用と評価を通して～
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7-2	 12月3日（火）　14:40-15:40　　排泄ケア②
【座　長】		河本	智美　国分中央病院　看護・介護部　部長・看護師
【評価者】		西窪	昌子　上條記念病院　介護医療院主任・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

7-2-1 内匠　薫 看護師 石川県 芳珠記念病院 高齢女性患者の清潔間欠自己導尿による排尿自
立支援を阻害する要因

7-2-2 松本　朋実 准看護師 大阪府 堺平成病院
排尿自立支援	
在宅復帰強化の病棟における排尿自立への取り
組み

7-2-3 髙岡　茉奈美 看護師 東京都 東京大学大学院
医療療養病床における看護職による排便ケアの
現状と実践の工夫—質問紙調査における自由記
載をもとに—

7-2-4 村田　純子 看護師 福岡県 上曽根病院
病状悪化でADLが低下した患者に対する排尿自
立へのアプローチ	
リリアムα-200による膀胱内尿量測定

7-2-5 斉藤　由香里 看護師 石川県 千木病院 排便の性状・量を共通認識するための取り組み	
～スケールの作成・使用を試みて～

7-2-6 永田　瑞生 看護師 鹿児島県 国分中央病院 便の性状や量の認識統一に向けた取り組み

7-3	 12月3日（火）　15:40-16:40　　排泄ケア③
【座　長】		佐藤	栄美　福島寿光会病院　介護科長・介護士
【評価者】		田之上	恵子　札幌西円山病院　副看護部長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
7-3-1 谷口　恵子 介護福祉士 東京都 緑成会整育園 尿漏れしないオムツの当て方への取り組み

7-3-2 川本　さくら 看護師 兵庫県 宮地病院 排泄ケアの改善　～尿漏れをなくし、心地良い
オムツ交換を目指して～

7-3-3 廣瀬　優子 介護福祉士 福岡県 高良台リハビリテーショ
ン病院 集合教育によるオムツの理解度調査

7-3-4 鈴木　喜代美 介護福祉士 石川県 浅ノ川総合病院 おむつ多重使いの弊害を知る

7-3-5 小川　めぐみ 看護師 埼玉県 大宮共立病院 個別排泄ケアの充実を目指して～排泄ケアの質
向上への取り組み～

7-3-6 上南　美絵 介護職 大阪府 緑水会病院 陰部の浸軟に緑茶石鹸による洗浄とワセリンを用
いたケアの効果

7-4	 12月3日（火）　16:40-17:40　　排泄ケア④
【座　長】		田之上	恵子　札幌西円山病院　副看護部長・看護師
【評価者】		荒尾	徳三　岸和田平成病院　院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

7-4-1 櫻井　円香 准看護師 千葉県 富家千葉病院 ピコスルファートナトリウムの投与と摘便による排
便コントロールの評価

7-4-2 山室　夕紀 看護師 岡山県 玉島病院 便秘は大敵・大事だよ！排便量	
～100ｇの認識の違いをなくそう～

7-4-3 東　香 看護師 鹿児島県 国分中央病院 経管栄養患者の排便コントロール	
~患者の苦痛軽減を目指して~

7-4-4 山副　みどり 看護師 大阪府 弥刀中央病院 ＧＦＯを使った排便コントロールを試みて

7-4-5 興津　麻貴 看護師 静岡県 駿河西病院 ラクチュロースによる排便コントロールへの取り
組み

7-4-6 玉井　直恵 看護師 奈良県 奈良厚生会病院
高齢患者の排便コントロールの取り組み	
～オリゴ糖を用いて下剤に頼らないケアを目指す
～
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第8会場（大阪国際会議場	10階	1006-7）
8-1	 12月3日（火）　13:40-14:50　　病院経営・病床転換

【座　長】		木原	真一　志田病院　介護保険部　部長・事務職
【評価者】		小澤	陽子　松谷病院　地域連携・医療相談室長・社会福祉士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
8-1-1 中村　浩一 事務職 群馬県 美原記念病院 神経難病病棟の収益性に係る問題
8-1-2 北原　勝 事務職 京都府 なごみの里病院 介護医療院への転換

8-1-3 佐田　真由美 准看護師 富山県 温泉リハビリテーション
いま泉病院 介護医療院へ転換した1年の取り組み

8-1-4 佐藤　仁美 医師 山梨県 城東病院 地域に根差した介護医療院にするために

8-1-5 松之　定子 看護師 広島県 三次病院 介護医療院の開設に向けて	
―介護支援専門員の立場から―

8-1-6 山下　晋矢 医師 東京都 永生病院 少子超高齢化社会における慢性期病院の生き残
りをかけた改革について

8-1-7 新納　真介 社会福祉士 大分県 和田病院 在宅復帰超強化型老健への取り組みについて

8-2	 12月3日（火）　14:50-15:50　　栄養ケア・マネジメント①
【座　長】		伊豆	敦子　南淡路病院　医師
【評価者】		日髙	昭斉　神戸平成病院　院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
8-2-1 曽川　かおり 管理栄養士 北海道 定山渓病院 地域包括ケア病棟における栄養士の取り組み

8-2-2 井上　奈緒美 管理栄養士 徳島県 江藤病院 とろみ調整食品を使用した滴下による経鼻栄養
チューブからの半固形化栄養法

8-2-3 前田　みづき 管理栄養士 福岡県 原土井病院 「在宅者向け食品購入マニュアル」改定の取り組
み

8-2-4 安田　美穂 管理栄養士 島根県 安来第一病院 疾病により食欲不振状態にある患者への対応	
～写真入り個別食メニュー表の活用を試みて～

8-2-5 大畑　優子 薬剤師 大阪府 堺平成病院 高齢低栄養患者における分岐鎖アミノ酸製剤の
血清アルブミン値改善の効果

8-2-6 貴島　真佐子 歯科医師 大阪府 わかくさ竜間リハビリ
テーション病院

NST介入患者における栄養状態の改善に関する
要因の検討

8-3	 12月3日（火）　15:50-16:40　　栄養ケア・マネジメント②
【座　長】		日髙	昭斉　神戸平成病院　院長・医師
【評価者】		伊豆	敦子　南淡路病院　医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

8-3-1 岩田　知穂 理学療法士 島根県 鹿島病院 当院回復期リハビリテーション病棟における多職
種協働による栄養管理のとりくみ

8-3-2 峯松　麻里 管理栄養士 東京都 多摩川病院
リハビリテーション負荷を考慮した必要栄養量の
算出・提供栄養量の調整によるリハビリテーショ
ン効果

8-3-3 田口　理香子 管理栄養士 兵庫県 西宮回生病院 多職種協働によるエネルギー必要量の算出の必
要性：栄養部とリハビリテーション部による比較

8-3-4 前田　真理 理学療法士 神奈川県 平成横浜病院 当院回復期リハビリテーション病棟患者の入院時
栄養状態が退院時日常生活動作に与える影響

8-3-5 貝瀬　充 理学療法士 群馬県 内田病院 回復期リハビリテーション病棟における筋肉量増
大に向けた理学療法士の役割について
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8-4	 12月3日（火）　16:40-17:40　　栄養ケア・マネジメント③
【座　長】		太田	晃一　緑成会病院　副院長・医師
【評価者】		伊東	七奈子　内田病院　摂食嚥下障害看護認定看護師・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
8-4-1 重松　奈穂実 管理栄養士 高知県 永井病院 食事摂取量増加に向けてのサポート

8-4-2 七尾　達也 管理栄養士 京都府 嵯峨野病院 症例報告	居宅における回腸ストーマトラブルの
ある患者へのアプローチ

8-4-3 桜井　史明 管理栄養士 大阪府 千里リハビリテーション
病院

積極的栄養管理によって長期の絶食に伴う重度
サルコペニアから劇的に改善したパーキンソン病
症例

8-4-4 足立　莉奈 管理栄養士 北海道 札幌西円山病院
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～

8-4-5 松下　健太 看護師 静岡県 駿河西病院
インシュリン注射を使用している２型糖尿病患者
の食事療法	
～ココナッツオイルを使用した血糖コントロール
～

8-4-6 梅下　直美 看護師 大阪府 藤立病院 栄養補助食品を用いてTPNから離脱することが
できた嚥下障害のある患者の一例

8-5	 12月3日（火）　17:40-18:40　　栄養ケア・マネジメント④
【座　長】		新谷	英夫　堺平成病院　名誉院長・医師
【評価者】		太田	晃一　緑成会病院　副院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

8-5-1 齋藤　寛太 臨床工学技士 千葉県 富家千葉病院 透析患者におけるSurvival	Indexの栄養評価
と検討

8-5-2 神長　光星 理学療法士 千葉県 印西総合病院 肥満症患者に対するリハ栄養ケアプロセスの効果：
症例報告

8-5-3 仲井　靖広 作業療法士 山口県 山口平成病院 栄養状態と排泄動作の関係性について～血清ア
ルブミン値改善の有無に着目して～

8-5-4 東　優志 理学療法士 群馬県 内田病院
普通体重患者におけるNSTとPTとの関わりの
検討	
～体重の増減によるADLおよび退院先の検討か
ら～

8-5-5 上田　修 理学療法士 山梨県 恵信梨北リハビリテー
ション病院

療養病床における低栄養患者に対するリハビリ
テーションと栄養の効果	
～多職種連携による介入を目指して～

8-5-6 椿山　弘之 理学療法士 東京都 多摩川病院
当院回復期リハビリテーション病棟入院患者の栄
養状態と退院時機能的自立度評価における運動
項目との関連性
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第9会場（大阪国際会議場	10階	1008）
9-1	 12月3日（火）　13:40-14:50　　防災・災害・BCP

【座　長】		志波	徹人　志田病院　総括本部　本部長・事務職
【評価者】		望月	智弘　大久野病院　診療部長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

9-1-1 定光　大海 医師 大阪府 堺平成病院 南海トラフ巨大地震で予測される療養病床の被
害の実態

9-1-2 堤　大地 理学療法士 愛知県 小林記念病院 当院スタッフへの災害対応に対する意識調査と
今後の課題

9-1-3 桑原　奨 事務職 北海道 友愛記念病院 胆振東部地震を受けて　～災害についての意識～

9-1-4 加藤　修三 事務職 静岡県 湖東病院 平成３０年９月台風２４号による被害報告及び、
課題点と対策

9-1-5 樋口　英昭 介護支援専門員 三重県 ヴィラ四日市 施設と地域のつながりと、災害対策の実際

9-1-6 安川　早小女 看護師 東京都 永生病院 永生会の医療救護支援活動報告	
	–	被災地域のニーズの把握、そして地域へ	–

9-1-7 渡部　聡 介護福祉士 岡山県 柴田病院 災害時の役割を明確にする	
～初期対応にアクションカードを活用して～

9-2	 12月3日（火）　14:50-15:30　　チーム医療①
【座　長】		須賀	晴彦　富家千葉病院　院長・医師
【評価者】		横川	武　堺平成病院　リハ副部長・理学療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

9-2-1 渡辺　教子 看護師 茨城県 宮本病院
療養病棟における在宅復帰率、病床回転率向上
への取り組み	
～多職種による入院調整と退院支援～

9-2-2 朝倉　直人 理学療法士 大阪府 阪和第一泉北病院
本当に困っていませんか？日々のケアを見直すこ
とで“できる”を増やそう！	
～体験型の勉強会を通じて～

9-2-3 湯澤　大輔 作業療法士 東京都 鶴川記念病院 共通言語としてFIM構築への取り組み	
～院内研修に教育学の考えを用いて～

9-2-4 柳川　竜一 理学療法士 東京都 永生病院 東京都慢性期医療協会リハビリテーション部会の
活動報告とアンケート調査からの考察

9-3	 12月3日（火）　15:30-16:20　　チーム医療②
【座　長】		望月	智弘　大久野病院　診療部長・医師
【評価者】		須賀	晴彦　富家千葉病院　院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

9-3-1 立岩　恵 言語聴覚士 鹿児島県 田上記念病院
誤嚥性肺炎を繰り返している患者にKTBCを用
いてチームアプローチを実施した1症例	
～栄養面を中心に～

9-3-2 坂本　万由香 言語聴覚士 兵庫県 協立温泉病院
高齢、脳卒中後遺症、認知症により摂食嚥下障
害を呈した患者が経口のみで栄養確保が可能と
なるまで

9-3-3 山田　真美 作業療法士 石川県 芳珠記念病院 生活期の脳梗塞患者に対しチームアプローチに
て3食自力摂取が可能となった症例

9-3-4 鈴木　詩織 看護師 静岡県 静岡徳洲会病院 ＡＤＬの向上を目指したチーム医療による働きか
け

9-3-5 木村　亜沙子 理学療法士 石川県 芳珠記念病院 家族の想いから経口摂取を再開し実現に至った
一症例
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9-4	 12月3日（火）　16:20-17:00　　チーム医療③
【座　長】		野本	達哉　みなみ野病院　医療技術部長・医師
【評価者】		三輪	健　平成横浜病院　院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

9-4-1 岩佐　康行 歯科医師 福岡県 原土井病院
多職種連携における病院歯科の役割	
～舌接触補助床を作製した高齢摂食嚥下障害患
者の一例～

9-4-2 植松　ひとみ 看護師 佐賀県 志田病院 人工呼吸器使用患者のQOL向上を目指した工夫

9-4-3 伊東　麻衣 理学療法士 東京都 永生病院 全身状態不良により長期入院となるも自宅退院を
達成した症例

9-4-4 デディ　ヘルヤディ 介護福祉士 大阪府 介護老人保健施設　
ケアホーム豊中

尿道留置バルーンカテーテル抜去の取り組み：	
介護士の役割

9-5	 12月3日（火）　17:00-18:00　　チーム医療④
【座　長】		三輪	健　平成横浜病院　院長・医師
【評価者】		野本	達哉　みなみ野病院　医療技術部長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

9-5-1 榊原　秀平 理学療法士 愛知県 名南ふれあい病院
介護医療院に長期入所中の一症例について理学
療法士の関わり	
～車椅子での食事姿勢と離床機会確保への介入～

9-5-2 丸山　千恵 看護師 北海道 苫小牧東病院
無言から意思表示しはじめた患者への関わり	
ー看護・介護・リハスタッフの情報共有による取
り組みー

9-5-3 土屋　明日香 作業療法士 神奈川県 介護老人福祉施設ヴィ
ラ泉

入浴場面で意欲的・積極的に残存機能を活かす
ケアを考える	
～ユマニチュードを用いた効果の検討～

9-5-4 山本　江梨子 介護福祉士 兵庫県 公立八鹿病院 多職種連携のチーム医療が患者､ 家族を支える

9-5-5 吉田　聡美 看護師 東京都 竹川病院 チームで支え活かすケア～糖尿病患者との関わ
りから学んだこと～

9-5-6 木原　伸明 介護福祉士 秋田県 外旭川病院 認知症患者の暴力行為の減少に向けてのチーム
での取組み

第10会場（大阪国際会議場	10階	1009）
10-1	 12月3日（火）　13:40-14:40　　回復期リハ①

【座　長】		石川	朝子　札幌西円山病院　作業療法科　科長・作業療法士
【評価者】		中澤	太子　上條記念病院　作業療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

10-1-1 川畑　祥子 作業療法士 大阪府 豊中平成病院 心身機能回復に対する脳卒中後アパシーの影響:	
症例報告

10-1-2 山田　祐也 言語聴覚士 群馬県 美原記念病院 脳血管疾患による失語症の予後に対する年齢、
重症度の関係

10-1-3 古座　俊彦 言語聴覚士 千葉県 富家千葉病院 病棟生活での聴覚的理解力を、単語の処理速度
とSLTA“口頭命令に従う”で評価した症例

10-1-4 三浦　雅貴 作業療法士 鹿児島県 厚地リハビリテーション
病院

意欲低下があるもののデマンドにそった作業を行
うことでADLの改善が得られた一例

10-1-5 北　千尋 理学療法士 奈良県 秋津鴻池病院 身体的な介助に抵抗がある認知症患者に対する
移乗動作練習の効果

10-1-6 三木　貴浩 理学療法士 徳島県 江藤病院 立位姿勢制御において視覚性注意機能が及ぼす
影響
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10-2	 12月3日（火）　14:40-15:40　　回復期リハ②
【座　長】		中澤	太子　上條記念病院　作業療法士
【評価者】		石川	朝子　札幌西円山病院　作業療法科　科長・作業療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

10-2-1 髙師　駿人 理学療法士 千葉県 富家千葉病院 保存的加療の右脛骨高原骨折を呈した一症例	
～早期歩行獲得を目指して～

10-2-2 田中　裕二 作業療法士 兵庫県 平成リハビリテーション
専門学校

肩甲帯モビライゼーションによる運筆遂行能力へ
の効果の検証

10-2-3 古賀　広志郎 理学療法士 福岡県 高良台リハビリテーショ
ン病院

両下肢不全麻痺に対しウェルウォークを使用した
1症例

10-2-4 柳田　真之 作業療法士 群馬県 内田病院 POCリハの実態調査による、リハ職の単位算定
外の関わりがADL改善にもたらす効果の検討

10-2-5 小此木　直人 理学療法士 群馬県 内田病院
回復期リハビリテーション病棟の認知症合併患者
におけるADLに基づいた転倒リスク評価と対策
方法の検討

10-2-6 東郷　護靖 理学療法士 徳島県 江藤病院
NESS	L	300を使用し遊脚期での背屈角度を検
証した3症例	
～躓き・転倒の軽減を目指して～

10-3	 12月3日（火）　15:40-16:40　　回復期リハ③
【座　長】		中島	由美　橋本病院　リハビリテーション部　部長・理学療法士
【評価者】		吉矢	晋一　西宮回生病院　顧問・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

10-3-1 石橋　湧己 理学療法士 大阪府 岸和田平成病院 立位バランスおよび注意機能はトイレ動作自立に
相関する

10-3-2 野口　直美 作業療法士 東京都 世田谷記念病院 回復期病棟入院患者における入浴自立度の検討
―バランス機能と認知機能に着目して―

10-3-3 浪本　慎也 理学療法士 兵庫県 神戸平成病院 足底へのホットパックによるバランス機能の即時
改善効果

10-3-4 五百蔵　真史 理学療法士 兵庫県 神戸平成病院 指先接触による立位重心動揺軽減効果：	平地と
台の上との比較

10-3-5 西林　孝治 理学療法士 大阪府 堺平成病院 視覚・聴覚フィードバックを用いた片脚立位練習
が即時効果と学習保持に与える影響

10-3-6 川島　早紀 理学療法士 東京都 緑成会病院 当院回復期病棟における	リハビリテーション実
績指数予測に基づいた退院支援の実践

10-4	 12月3日（火）　16:40-17:40　　回復期リハ④
【座　長】		山内	匡也　東浦平成病院　リハ副部長・作業療法士
【評価者】		池村	健　博愛記念病院　リハ部長・理学療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

10-4-1 渡邉　理央 作業療法士 香川県 橋本病院 「意味のある創作活動」を用いることで大幅に
ADLが向上したケース

10-4-2 島田　和人 作業療法士 東京都 世田谷記念病院
家事動作の自立度向上に向けて目標設定と支援
を実施した症例	
～ADOC・MTDLPを用いて～

10-4-3 伊藤　隆史 作業療法士 北海道 花川病院 BPSD症状を呈する認知症高齢者に対するアロ
マセラピーの有用性

10-4-4 冨村　千佳子 ドッグ	セラピスト 大阪府 千里リハビリテーション
病院 回復期リハ病棟におけるドッグセラピーの効果

10-4-5 浦田　雅子 園芸療法士 大阪府 千里リハビリテーション
病院 入院患者に対する創作活動導入とその効果

10-4-6 門間　千尋 介護福祉士 千葉県 富家千葉病院 回復期病棟におけるラジオ体操の効果
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10-5	 12月3日（火）　17:40-18:40　　回復期リハ⑤
【座　長】		池村	健　博愛記念病院　リハ部長・理学療法士
【評価者】		中島	由美　橋本病院　リハビリテーション部　部長・理学療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

10-5-1 新屋　橋壱 理学療法士 徳島県 博愛記念病院 HAL®腰タイプ自立支援用(HAL-FB02)を用い
た即時効果の検証と対象者の検討

10-5-2 中江　健人 理学療法士 神奈川県 平成横浜病院 人工膝関節全置換術後患者の疼痛及び筋出力に
する,ロボットスーツHAL®の即時効果の検証

10-5-3 橘　陽二 理学療法士 大阪府 岸和田平成病院 ロボットスーツHALⓇ臨床研究用モデルを使用
した運動器疾患患者の荷重量の変化

10-5-4 藤岡　直樹 理学療法士 兵庫県 東浦平成病院
脊髄疾患患者に対するロボットスーツＨＡＬ®の
効果について	
～光イメージングによる脳機能検証～

10-5-5 中村　公紀 作業療法士 徳島県 博愛記念病院 上肢運動障害患者に対してReoGo®－J	使用
後の考察

10-5-6 濱田　一世 作業療法士 兵庫県 西宮回生病院 脳卒中患者の肩関節亜脱臼に対してIVESを使
用した治療効果の検証

第11会場（大阪国際会議場	11階	1101-1102）
11-1	 12月3日（火）　13:40-14:30　　看護計画

【座　長】		田中	かおり　定山渓病院　看護部長・看護師
【評価者】		石橋	豊　加藤病院　仁寿会メディカルスタッフスキルアップセンター長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

11-1-1 兼平　結依 看護師 宮城県 石巻健育会病院
嚥下障害患者の「持てる力」食べるを支援する看
護	
～ナイチンゲールの教えを看護実践に活かして

11-1-2 棚原　一真 看護師 沖縄県 屋宜原病院 胃瘻トラブルのある患者について	
～胃瘻漏れ改善に向けての取り組み～

11-1-3 大向　利奈 看護師 和歌山県 桜ヶ丘病院 慢性期病院での患者に対する接し方	
～人工呼吸器離脱を通して～

11-1-4 溝部　菊子 看護師 福岡県 丸山病院 インスリン自己注射手技に対する適正な再指導
の重要性について

11-1-5 立道　直子 看護師 兵庫県 南淡路病院 精神療養病棟における服薬自己管理指導

11-2	 12月3日（火）　14:30-15:20　　家族とのかかわり①
【座　長】		梅﨑	亜希子　光風園病院　看護部長・看護師
【評価者】		田中	かおり　定山渓病院　看護部長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

11-2-1 高橋　亜希子 看護師 北海道 苫小牧東病院 気管切開チューブ抜去まで　	
～患者・家族の希望を叶えるために～

11-2-2 船積　加奈子 看護師 兵庫県 西宮回生病院 医療処置が必要な患者の在宅復帰に向けての家
族の心理的変化に沿った退院支援

11-2-3 姫田　由美 作業療法士 兵庫県 平成リハビリテーション
専門学校

重度後遺症者の自宅退院へ向けて　	
～家族が抱える不安へのアプローチ～

11-2-4 平野　高史 社会福祉士 千葉県 総泉病院 医療機関への不信感を抱く患者家族との関わり
11-2-5 毛利　彰吾 介護福祉士 香川県 永生病院介護医療院 外出支援を継続した7年間を振りかえって
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11-3	 12月3日（火）　15:20-16:10　　家族とのかかわり②、臨床倫理
【座　長】		石橋	豊　加藤病院　仁寿会メディカルスタッフスキルアップセンター長・医師
【評価者】		梅﨑	亜希子　光風園病院　看護部長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

11-3-1 牧田　和美 介護福祉士 静岡県 きせがわ病院
「何も反応ないから悲しくなる」という夫の言葉に
耳を傾けて	
～視覚、聴覚、触覚刺激の実施～

11-3-2 冨田　美紀 看護師 山口県 鹿野博愛病院 医療療養病棟において意思表示が困難な患者の
意思決定に対する高齢家族の思い

11-3-3 碓井　里奈 看護師 北海道 札幌西円山病院 認知症患者の代理意思決定支援における医療者
側の倫理的ジレンマ

11-3-4 平野　まこ 言語聴覚士 北海道 定山渓病院
終末期における重度摂食嚥下障害者へのＳＴの関
わり	
～科内倫理勉強会を実施して～

11-3-5 水合　泰文 看護師 北海道 聖ヶ丘病院
男性職員に羞恥心を伴うケアを受ける女性患者
の気持ち	
―性差に配慮した看護ケアへの示唆―

11-4	 12月3日（火）　16:10-17:00　　薬剤①
【座　長】		大畑	修三　加藤病院　副病院長・医師
【評価者】		中川	貴史　芳珠記念病院　薬剤部係長・薬剤師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

11-4-1 秋山　隆弘 医師 大阪府 堺平成病院
高尿酸血症改善剤トピロキソスタットによる腎障
害の進行抑制には早期からの治療開始が望まし
い

11-4-2 豊田　國彦 医師 三重県 四日市徳洲会病院 療養病棟におけるインスリン使用の意義

11-4-3 森谷　祐介 医師 北海道 愛全病院 認知症ケアチームの介入により薬剤性認知機能
障害が改善した3例

11-4-4 山口　亜弓 薬剤師 大阪府 千里リハビリテーション
病院

回復期リハビリテーション病院における間欠投与
型骨粗鬆症治療薬継続のための取り組み

11-4-5 西塚　亨 薬剤師 広島県 福山記念病院 回復期リハビリテーション病棟におけるリハ薬剤
介入への取り組み

11-5	 12月3日（火）　17:00-17:50　　薬剤②
【座　長】		中川	貴史　芳珠記念病院　薬剤部係長・薬剤師
【評価者】		大畑	修三　加藤病院　副病院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

11-5-1 新納　直毅 薬剤師 鹿児島県 加治木温泉病院 患者の嚥下機能・食形態に応じた剤形選択の取
り組み

11-5-2 石橋　朋子 薬剤師 北海道 聖ヶ丘病院 とろみ剤を使用した際の薬剤崩壊性の変化
11-5-3 瀧田　大輔 薬剤師 東京都 緑成会病院 ポリファーマシー対策	現状と課題

11-5-4 赤井　亮介 薬剤師 大阪府 岸和田平成病院 療養型病棟におけるポリファーマシー50例の解
析

11-5-5 西ノ原　省一 薬剤師 鹿児島県 市比野記念病院 トレーシングレポートを用いたポリファーマシー対
策への取り組み
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３
日

一
般
演
題

ポスター会場（大阪国際会議場	10階	1003）
12-1	 12月3日（火）　14:10-15:06　　医療安全・事故対策／身体抑制廃止

【座　長】		矢島	典代　鶴巻温泉病院　看護部　科長・看護師
【評価者】		野呂	由季子　富家病院　看護主任・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

12-1-1 服部　昌彦 看護師 愛知県 刈谷豊田東病院 気管切開ベルトの固定状況の確認方法の統一	
～客観的指標（指模型）を用いて～

12-1-2 久米　ゆう子 准看護師 徳島県 鳴門山上病院 rebi-shoutai患者の在宅復帰へ向けたケア

12-1-3 黒木　勝紀 介護福祉士 群馬県 内田病院
地域で支える、認知症の方にやさしいネットワー
クってすごい！	
－離院・離苑訓練の取り組みから－

12-1-4 土屋　亮 理学療法士 静岡県 袋井みつかわ病院 療養型病院リハビリテーション科におけるインシ
デント・アクシデント

12-1-5 安原　千亜希 理学療法士 群馬県 内田病院
大誠会スタイルケアマニュアルの効果検証【第2
報】	
～身体拘束ゼロの病院が全国に普及するために～

12-1-6 中田　美都里 看護師 北海道 幌東病院 急性期病院から転院した患者の身体拘束解除に
向けた取り組み

12-1-7 小池　京子 看護師 群馬県 内田病院
大誠会スタイルにおけるせん妄ケアマニュアルの
作成【第1報】	
-身体拘束ゼロの病院が全国に普及するために-

12-2	 12月3日（火）　14:10-15:06　　摂食・嚥下リハ／食事サービス／栄養ケア・マネジメント／口腔ケア
【座　長】		伊東	七奈子　内田病院　摂食嚥下障害看護認定看護師・看護師
【評価者】		新谷	英夫　堺平成病院　名誉院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
12-2-1 若松　香寿美 看護師 千葉県 佐倉厚生園病院 嚥下機能向上のための病棟での取り組み

12-2-2 大山　浩子 看護師 埼玉県 秩父生協病院
完全側臥位法を導入した症例を振り返って	
～摂食嚥下障害のある患者へのアプローチにつ
いての考察～

12-2-3 饒辺　紫乃 言語聴覚士 埼玉県 西部総合病院 食事介助共有シート導入の検討

12-2-4 鈴木　章吾 言語聴覚士 東京都 永生病院 リハビリテーション栄養の適用が奏功した慢性期
高齢認知症患者の一例

12-2-5 清水　裕介 理学療法士 愛媛県 松山リハビリテーション
病院

一般療養病棟におけるアルブミン値とその帰結
先について

12-2-6 岩佐　朋子 管理栄養士 千葉県 総泉病院 低容量で高エネルギーなパワーペースト粥考案
の試みとその後

12-2-7 冨來　博子 歯科衛生士 広島県 ナカムラ病院 舌接触補助床の装着および摂食嚥下訓練の実施
により流涎と失語症の改善を図った１症例
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12-3	 12月3日（火）　14:10-15:06　　維持期リハ（入院）／認知症	Ⅰ	ケア
【座　長】		草野	謙二　原病院　リハビリテーション部　主任・理学療法士
【評価者】		藤井	直美　内田病院　病棟師長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

12-3-1 福元　千扇 理学療法士 広島県 島の病院おおたに 基準を設けたギャッチアップとポジショニングによ
り膝関節伸展制限改善を認めた事例報告

12-3-2 児玉　努 作業療法士 広島県 メリィホスピタル 医療療養病棟における褥瘡治癒に対するリハビ
リテーション介入量の意義

12-3-3 三浦　亜純 作業療法士 東京都 多摩川病院 重度認知症症例に対する段階的な作業活動は周
辺症状を改善する

12-3-4 田辺　尚 理学療法士 北海道 桜台明日佳病院 離床を拒む認知症高齢者の車椅子乗車に向けた
介入

12-3-5 宮脇　冨喜子 介護福祉士 広島県 三次病院 高次脳機能障害のある患者へのアプローチ	
～持っている力に着目して～

12-3-6 駒澤　みどり 看護師 富山県 西能みなみ病院 認知症高齢者と関わる介護・看護職員のその対
応とジレンマ

12-3-7 梶江　晴美 看護師 神奈川県 オアシス湘南病院
激しく介護抵抗する認知症者へ人間関係を築く
関わりの大切さ～ユマニチュードを通じて見えて
きたもの～

12-4	 12月3日（火）　16:10-16:58　　感染症	Ⅱ（その他）／褥瘡／スキンケア
【座　長】		藤井	直美　内田病院　病棟師長・看護師
【評価者】		草野	謙二　原病院　リハビリテーション部　主任・理学療法士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

12-4-1 半澤　美穂子 看護師 千葉県 佐倉厚生園病院 病棟の感染予防に対する意識調査と現状の把握
～感染予防の向上を目指す～

12-4-2 尾崎　美香 看護師 千葉県 佐倉厚生園病院 手指衛生に対する意識調査と実施促進に向けた
取り組み

12-4-3 倉吉　真粧美 看護師 石川県 千木病院 手指消毒剤の効果的なタイミングの指導を試みて

12-4-4 山田　里織 看護師 福岡県 原病院 直腸皮膚瘻によるスキントラブルに対するケアの
実際

12-4-5 小野林　敏絵 看護師 大阪府 新仁会病院 エアマットの有効活用の取り組みと効果

12-4-6 是枝　聡 作業療法士 鹿児島県 高田病院 褥瘡に対する、チーム医療におけるリハビリの
役割

12-5	 12月3日（火）　16:10-16:58　　広報関係／業務改善／癒し・療養環境／レクリエーション
【座　長】		野呂	由季子　富家病院　看護主任・看護師
【評価者】		矢島	典代　鶴巻温泉病院　看護部　科長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
12-5-1 武部　洋史 事務職 富山県 西能みなみ病院 当院での新規事業立上げと広報活動の事例報告

12-5-2 井上　直樹 介護福祉士 東京都 愛和病院 魅力ある病院づくりへの取り組み	
～ＭＶＰ活動を機に組織の活性化へ～

12-5-3 脇平　太久馬 事務職 神奈川県 新戸塚病院 「お撮りしてもよろしいですか」	カメラマンを配置
した患者満足への取り組みとその記録

12-5-4 八幡　芳和 医師 山形県 山形ロイヤル病院 当院における「音楽療法士・music	therapist」
について	第２報

12-5-5 髙木　健伍 柔道整復師 神奈川県 ケアホーム三浦 離床時の活動として脳力トレーニングを提供した
取り組み

12-5-6 松野　愛 介護福祉士 兵庫県 協立温泉病院 患者・家族が満足できる誕生日回への取り組み	
－大切な私の記念日、誕生日を祝う－
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