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一般演題	 12月4日（水）

第2会場（大阪国際会議場	5階	小ホール）
2-6	 12月4日（水）　8:40-9:40　　維持期リハ（入院）③

【座　長】		木村	圭佑　花の丘病院　リハビリテーション部門長・理学療法士
【評価者】		林	美保子　福島寿光会病院　リハビリテーション科　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

2-6-1 寺本　かおる 看護師 山口県 山口平成病院　 療養病棟における看護職員がおこなうリハビリテー
ション活動

2-6-2 平田　祐也 理学療法士 静岡県 すずかけヘルスケアホ
スピタル 医療区分の違いによるリハビリテーションの効果

2-6-3 浜野　真樹 理学療法士 兵庫県 ヴィラ光陽 認知症高齢者の夜間覚醒に対する日光浴の効果

2-6-4 小出　直樹 作業療法士 大阪府 平成記念病院 積層マットレス上でのポジショニングの筋緊張緩
和効果:	20分version（第三報）

2-6-5 杉田　友也 作業療法士 大阪府 介護老人保健施設　
老健ふじさか

老健施設退所者が使用していた移動補助具につ
いて

2-6-6 谷脇　正規 理学療法士 大阪府 清恵会三宝病院
両大腿切断患者に対し、リハビリテーション終了
後も看護部協力の下でADL能力・精神状態が維
持できた症例

2-7	 12月4日（水）　9:40-10:50　　維持期リハ（入院）④
【座　長】		林	美保子　福島寿光会病院　リハビリテーション科　主任・理学療法士
【評価者】		小川	孝　奈良春日病院　リハビリテーション科　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

2-7-1 田中　玲子 理学療法士 広島県 ナカムラ病院 足趾把持力がバランス能力および基本的生活動
作に与える影響について

2-7-2 三輪　真紀 理学療法士 東京都 南多摩病院 姿勢の変化が握力の数値とその他の身体機能に
与える影響

2-7-3 堀田　将博 作業療法士 富山県 おおやま病院
関節可動域訓練に対する疑問	
～維持期リハビリにおいて、より効果的な訓練を
求めて～

2-7-4 上薗　裕二 作業療法士 鹿児島県 中江病院
胸郭拡張差が経皮的二酸化炭素分圧(PtCO2）
に与える影響と胸郭可動域訓練の有用性につい
て

2-7-5 苅部　直寿 作業療法士 兵庫県 南淡路病院 嗅覚刺激による転倒リスク改善について～BBS・
TUGを比較して～

2-7-6 川本　雛子 理学療法士 奈良県 秋津鴻池病院 脳梗塞後に長期臥床となった超高齢事例の理学
療法を経験して

2-7-7 安田　拓生 理学療法士 兵庫県 中谷病院
間質性肺炎と整形外科疾患により入退院を繰り
返した症例	
～影響の大きかった腰部痛を乗り越え在宅生活へ
～
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2-8	 12月4日（水）　12:30-13:30　　維持期リハ（入院）⑤
【座　長】		松谷	之義　松谷病院　理事長・医師
【評価者】		三好	淳　松谷病院　院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

2-8-1 折見　俊平 理学療法士 大阪府 泉佐野優人会病院 当院医療療養病棟における自宅退院に関与する
因子の検証

2-8-2 酒井　香苗 理学療法士 大阪府 清恵会三宝病院 当院療養病棟透析患者のうちリハビリテーション
対象者における在宅復帰に関与する要因の調査

2-8-3 谷岡　広志 理学療法士 兵庫県 園田病院 自宅退院を目指した退院前訪問指導の現状と課題

2-8-4 馬場　慶和 理学療法士 福岡県 原土井病院 脳卒中後の嚥下機能と基本動作能力および栄養
状態との関連

2-8-5 君島　理紗子 作業療法士 埼玉県 富家病院 意識レベルが低く気管切開を行っている患者の
経口摂取と誤嚥性肺炎の関連性について

2-8-6 藤平　健太郎 言語聴覚士 大阪府 わかくさ竜間リハビリ
テーション病院

長期入院により重度廃用症候群となり寝たきりと
なったが,お楽しみの経口摂取を獲得し,在宅復
帰に至った一例

2-9	 12月4日（水）　13:30-14:40　　維持期リハ（入院）⑥
【座　長】		三好	淳　松谷病院　院長・医師
【評価者】		松谷	之義　松谷病院　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

2-9-1 海老澤　誠一 言語聴覚士 東京都 世田谷記念病院 脳卒中後、意志伝達装置を導入した重度構音障
害患者の一症例

2-9-2 時川　大史 言語聴覚士 福岡県 北九州古賀病院
多系統萎縮症患者へのコミュニケーションツール
の選択について	
～TCスキャン＋トビーPCEyeMini～

2-9-3 佐藤　崇光 作業療法士 宮城県 金上病院 意思伝達困難な症例に対し，覚醒状態チェックシー
トを活用する事で経口摂取を維持できた一症例

2-9-4 藤原　健 作業療法士 大阪府 堺平成病院 反復した巧緻動作と認知機能との関係性

2-9-5 吉原　佑哉 作業療法士 北海道 聖ヶ丘病院 私服の着用が闘病意欲、日常生活動作に与える
影響について

2-9-6 與儀　高茂 作業療法士 沖縄県 屋宜原病院 「りっか！みじかき～が！（行こう！水やりに！）」	
～園芸活動を通して～

2-9-7 棚辺　知宏 作業療法士 石川県 千木病院 作業療法士だからこそ、ナラティブアプローチを
有効に活用できた症例

第3会場（大阪国際会議場	12階	特別会議場）
3-5	 12月4日（水）　8:40-9:40　　看護師特定行為①

【座　長】		西尾	俊治　南高井病院　病院長・医師
【評価者】		矢野	諭　平成扇病院　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

3-5-1 中村　文 看護師 神奈川県 平成横浜病院　 当院における看護師特定行為によるPICC挿入
の現状

3-5-2 末吉　朋美 看護師 大阪府 岸和田平成病院 特定行為としてのPICC挿入の検討

3-5-3 北島　美和子 看護師 徳島県 博愛記念病院 褥瘡ケアにおける看護師特定行為研修修了者の
成果

3-5-4 長谷川　知子 看護師 東京都 緑成会病院 特定行為看護師による創傷治癒へのアプローチ
～多職種との共有～

3-5-5 宮田　明奈 看護師 大阪府 多根第二病院 療養型病院における特定看護師の取り組みにつ
いて～褥瘡委員会活動を通して～

3-5-6 上野　美沙代 看護師 大阪府 豊中平成病院 特定看護師による人工呼吸器離脱プラン	:	症例
報告
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3-6	 12月4日（水）　9:40-10:40　　看護師特定行為②
【座　長】		矢野	諭　平成扇病院　理事長・医師
【評価者】		西尾	俊治　南高井病院　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

3-6-1 廣橋　香織 看護師 愛媛県 北条病院　
「医師の指示のもと」その呪縛からの脱却	
－特定行為研修修了者の任務遂行における阻害
要因と課題－

3-6-2 田中　陽子 看護師 大阪府 堺平成病院 回復期リハビリ病棟における特定看護行為の実
績について

3-6-3 井上　江里子 看護師 大阪府 堺平成病院 地域多機能型病院での特定看護師の役割とニー
ズ

3-6-4 根本　千恵 看護師 東京都 介護老人福祉施設　
ヴィラ町田

介護老人福祉施設における特定行為研修修了看
護師の役割

3-6-5 小川　咲子 看護師 大阪府 堺平成病院 当訪問看護ステーションにおける特定看護師の
地域活動状況と課題

3-6-6 松岡　美代子 看護師 大阪府 堺平成病院
在宅医療における特定看護師としての今後の活
動と役割	
～アンケート調査を行なって～

3-7	 12月4日（水）　12:30-13:30　　訪リハ（維持期リハ：在宅系）
【座　長】		小川	孝　奈良春日病院　リハビリテーション科　科長・理学療法士
【評価者】		木村	圭佑　花の丘病院　リハビリテーション部門長・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

3-7-1 松下　幸子 作業療法士 鹿児島県 田上記念病院
活動量を可視化したことで日常生活動作が向上
した1例	
～歩数測定による定量評価を用いて～

3-7-2 房村　遼 理学療法士 東京都 緑成会病院 当院訪問リハビリテーション利用者に対する，生
活範囲と転倒恐怖心及び意欲の関係性

3-7-3 野本　正仁 理学療法士 群馬県 美原記念病院訪問看護
ステーショングラーチア

発症から6ヶ月を経過した脳卒中患者における訪
問リハビリサービスの効果

3-7-4 中里　太 理学療法士 埼玉県 富家病院
高齢化に伴い増加傾向にある疾患と訪問リハビ
リ	
～サービス付き高齢者向け住宅と在宅～

3-7-5 西川　悠也 作業療法士 東京都 世田谷記念病院
訪問リハビリのより良い利用者支援への取組み	
職員理解度改善の為のアンケート・情報共有会
の実施と効果判定

3-7-6 若原　優樹 理学療法士 埼玉県 富家病院 病院退院後における療法士による退院直後訪問
での関わり

3-8	 12月4日（水）　13:30-14:20　　身体抑制廃止①
【座　長】		安藤	正夫　金上病院　院長・医師
【評価者】		中山	由紀子　多摩川病院　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

3-8-1 長井　景子 看護師 東京都 ＡＯＩ国際病院 療養病棟における身体抑制軽減による患者の皮
膚障害及び身体機能低下を予防する取り組み

3-8-2 坂本　妙子 看護師 青森県 尾野病院
本当にミトンは必要か？	
～CV挿入部位の固定方法を二重構造に工夫し
て～

3-8-3 水葉　真理子 看護師 富山県 流杉病院 ミトン装着解除に向けての取り組み	
～アセスメントの重要性～

3-8-4 迫留　由佳 介護福祉士 奈良県 奈良厚生会病院 アームカバーを用いた拘束解除	
～拘束ZEROを目指して～

3-8-5 川野　由加理 介護福祉士 静岡県 富士小山病院 ベッド２点柵に対する家族の思いを明らかにする
～身体的拘束適正化への取り組み～

59

“令和”時代の慢性期医療
−スキルとエビデンスの融合を目指して−



3-9	 12月4日（水）　14:20-15:10　　身体抑制廃止②
【座　長】		中山	由紀子　多摩川病院　看護部長・看護師
【評価者】		安藤	正夫　金上病院　院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
3-9-1 熊谷　洋子 看護師 長野県 諏訪中央病院 「身体抑制ゼロ」チャレンジ！

3-9-2 上國料　恵美子 看護師 三重県 長島中央病院
身体拘束解除に向けた職員の意識調査と現状分
析	
～職種・経験年数別に分析、今後の取り組みに
生かす～

3-9-3 櫻井　洋子 看護師 東京都 永生病院 身体抑制解除に向けての取り組み

3-9-4 柳澤　雅子 看護師 静岡県 東名裾野病院 経鼻胃管自己抜去を繰り返す患者の抑制解除へ
の取り組み

3-9-5 三日尻　充江 看護師 東京都 大内病院 精神看護実習における身体的拘束体験プログラ
ムの効果

第4会場（大阪国際会議場	12階	1202）
4-6	 12月4日（水）　8:40-9:40　　摂食・嚥下リハ①

【座　長】		徳島	大樹　京都リハビリテーション病院　言語聴覚士
【評価者】		鶴田	鈴夏　高良台リハビリテーション病院　教育研修部マネジャー・言語聴覚士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

4-6-1 大和　美香 介護福祉士 大阪府 新仁会病院 声門閉鎖術を行った患者への食事援助	
『口から食べたい！』の思いを叶える

4-6-2 中野　敏和 理学療法士 三重県 ヴィラ四日市 摂食嚥下委員会の取り組み	～経口摂取維持を目
指して～

4-6-3 中澤　太子 作業療法士 長野県 上條記念病院　 当院でのNST、摂食機能療法の取り組み

4-6-4 稲葉　晋也 言語聴覚士 徳島県 博愛記念病院 左椎骨動脈閉塞による重度嚥下障害から経口移
行に至った症例

4-6-5 加藤　広夢 言語聴覚士 群馬県 美原記念病院
神経難病患者の経口摂取可能期間の延長に対す
る取り組み	
～入院・在宅医療における言語聴覚療法の連携～

4-6-6 三宅　美都紀 言語聴覚士 大阪府 豊中平成病院 廃用症候群の嚥下障害に対する頸部干渉波電気
刺激の効果

4-7	 12月4日（水）　9:40-10:40　　摂食・嚥下リハ②
【座　長】		鶴田	鈴夏　高良台リハビリテーション病院　教育研修部マネジャー・言語聴覚士
【評価者】		名古	将太郎　千里リハビリテーション病院　セラピー部　言語聴覚士チーフ・言語聴覚士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
4-7-1 大西　道子 看護師 愛媛県 南高井病院 経口摂取患者への誤嚥防止に対する関わり

4-7-2 堀之内　美由希 看護師 福岡県 水城病院 「ご飯をください」	
～患者体験を通してみえたもの～

4-7-3 久保　さとみ 准看護師 広島県 三次病院 患者の意思を尊重したADL向上への取り組み	
―全介助摂食から自力摂食へ―

4-7-4 楠　なつき 介護福祉士 長崎県 恵寿病院 経口摂取へのアプローチ	
～食べる喜びをもう一度～

4-7-5 岡　美奈穂 言語聴覚士 大阪府 堺平成病院 舌筋力増強訓練、舌運動訓練の有用性の検証

4-7-6 樋上　茜 言語聴覚士 大阪府 岸和田平成病院 超音波検査による新しい嚥下機能評価法の開発：
第2報
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4-8	 12月4日（水）　12:30-13:30　　摂食・嚥下リハ③
【座　長】		名古	将太郎　千里リハビリテーション病院　セラピー部　言語聴覚士チーフ・言語聴覚士
【評価者】		徳島	大樹　京都リハビリテーション病院　言語聴覚士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

4-8-1 指方　絵美 看護師 長崎県 恵寿病院
経口摂取に対する職員の意識改革と知識･技術
の向上を目指して	
~摂食嚥下障害患者との関連性を考える～

4-8-2 堂井　真理 言語聴覚士 新潟県 総合リハビリテーション
センター・みどり病院

家族に寄り添い，方針決定を医療介護の連携で
現実化できた症例

4-8-3 早川　莉奈 言語聴覚士 兵庫県 東浦平成病院 地域在住高齢者における栄養状態と身体・口腔
嚥下機能との関連

4-8-4 島田　萌花 作業療法士 徳島県 江藤病院 利き手と非利き手での箸操作における使用型の
傾向・操作効率の調査

4-8-5 野口　さゆり 言語聴覚士 佐賀県 志田病院 食事環境改善ラウンドの取り組み	
～グループホーム入居者の改善事例を通して～

4-8-6 野田　さやか 栄養士 長崎県 介護医療院恵愛荘 多職種による経口維持の取組み	
～最期まで食べることを目指して～

4-9	 12月4日（水）　13:30-14:10　　食事サービス①・業務改善（栄養）
【座　長】		鞍田	三貴　千里リハビリテーション病院　顧問・管理栄養士
【評価者】		小坂	安枝　光風園病院　病棟科長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

4-9-1 辻本　なつみ 管理栄養士 大阪府 岸和田平成病院 甘くないおよび高エネルギーな栄養補助食の新
規開発

4-9-2 尾田　美穂 管理栄養士 千葉県 富家千葉病院 慢性期透析患者における食事満足度向上を目的
としたイベント食の改良と成果の報告

4-9-3 長野　春香 管理栄養士 北海道 聖ヶ丘病院 重曹調理した豚肉・鶏肉の物性測定～嚥下調整
食として有効か～

4-9-4 海道　綾菜 管理栄養士 兵庫県 東浦平成病院 検食簿導入によるソフトS食改善の取り組み

4-10	 12月4日（水）　14:10-14:50　　食事サービス②
【座　長】		小坂	安枝　光風園病院　病棟科長・看護師
【評価者】		鞍田	三貴　千里リハビリテーション病院　顧問・管理栄養士
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

4-10-1 佐々木　遥奈 管理栄養士 神奈川県 横浜病院 調理工程の工夫による食事の温度変化と食事満
足度の向上について

4-10-2 岡野　玲菜 栄養士 広島県 ナカムラ病院 塩分調整で美味しいお汁に・・・

4-10-3 吉田　栄李香 介護福祉士 三重県 長島中央病院 患者に合ったお茶を提供するには？		
～とろみ調整食品を知ろう～

4-10-4 水間　浩美 管理栄養士 富山県 流杉病院 当院において経腸栄養をバッグ式に変更した取り
組み
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第5会場（大阪国際会議場	10階	1001）
5-6	 12月4日（水）　8:40-9:30　　業務改善⑤

【座　長】		佐々木	雅子　千里リハビリテーション病院　看護部長・看護師
【評価者】		近内	光代　福島寿光会病院　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

5-6-1 佐藤　栄美 介護福祉士 福島県 福島寿光会病院 院内介護研修におけるreciprocal	lecturer制
の効果

5-6-2 鈴木　晶子 作業療法士 静岡県 新富士病院 介助方法の標準化を目指して	
～リハビリの立場からできること～

5-6-3 鈴木　健太 介護福祉士 埼玉県 特別養護老人ホーム　
大井苑

外国人介護技能実習生を受け入れるにあたり
~国と国、共に新たな介護～

5-6-4 上林　直樹 介護支援専門員 和歌山県 介護老人福祉施設　
緑風苑

介護老人福祉施設における医療ニーズのある方
の受け入れについて	
ー当施設の実態を分析した結果ー

5-6-5 德賀　茂雄 介護支援専門員 兵庫県 介護老人福祉施設ヴィ
ラ播磨

介護支援専門員の後見人等との連携に対する意
識調査

5-7	 12月4日（水）　9:30-10:20　　業務改善⑥
【座　長】		近内	光代　福島寿光会病院　看護部長・看護師
【評価者】		佐々木	雅子　千里リハビリテーション病院　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

5-7-1 中原　康詞 准看護師 徳島県 江藤病院
申送り時間の短縮に向けた業務改善への取り組
み	
～アンケートと病棟会議を行なって～

5-7-2 小川　裕也 介護福祉士 愛媛県 南高井病院 申し送りの短縮を目指した取り組み

5-7-3 横坂　絹代 社会福祉士 群馬県 特別養護老人ホームく
やはら

ユニット型特養における情報共有方法の見直しに
よる運営効果	
～みんなの部屋とホワイトボードの活用～

5-7-4 中村　祐子 看護師 埼玉県 新所沢清和病院 ホワイトボードを用いた業務改善　	～	情報の共
有化を目指して	～

5-7-5 福井　英広 介護福祉士 三重県 介護老人福祉施設ヴィ
ラ四日市

24Hシートを導入したことによる職員の意識変化		
～個別ケア、根拠をもった支援方法を目指し～

5-8	 12月4日（水）　12:30-13:30　　口腔ケア①
【座　長】		阪口	英夫　陵北病院　副院長・歯科医師
【評価者】		西出	直人　芳珠記念病院　副院長・歯科医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

5-8-1 島谷　浩幸 歯科医師 大阪府 堺平成病院 口腔内の問題点を義歯を用いた治療で早期解決
できる院内歯科の重要性

5-8-2 丸山　真弓 歯科衛生士 群馬県 美原記念病院
歯科衛生士の介入により口腔状態が改善した神
経難病患者の1例	
～循環型口腔ケアの充実を目指して～

5-8-3 丸山　優里愛 准看護師 福岡県 水城病院 口腔内環境改善への取り組み	
～個々のケースに合わせた口腔ケアを目指して～

5-8-4 塩川　菜佳 看護師 埼玉県 西部総合病院 業務改善による効果的な口腔ケアの確立	
～いつでもどこでも口腔ケア～

5-8-5 柏田　あゆみ 看護師 和歌山県 桜ヶ丘病院 口腔ケア技術向上への取り組み～歯科医師、歯
科衛生士の介入を通じて～

5-8-6 久保田　愛海 介護福祉士 福岡県 原土井病院 口腔ケアの充実とスキルアップを目指して
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5-9	 12月4日（水）　13:30-14:40　　口腔ケア②
【座　長】		西出	直人　芳珠記念病院　副院長・歯科医師
【評価者】		阪口	英夫　陵北病院　副院長・歯科医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

5-9-1 魚住　絵里奈 准看護師 岡山県 柴田病院 口腔乾燥と口臭改善への取り組み	
～唾液腺への刺激と球状ブラシ使用を試みて～

5-9-2 礒貝　明澄 歯科衛生士 東京都 ケアホーム足立 口腔ケア時のインプラント用歯ブラシの応用～ブ
ラッシングの痛みの緩和を図る～

5-9-3 夏見　智恵 介護職 大阪府 緑水会病院 口腔内乾燥のある患者へ重曹水を用いた口腔ケ
アの効果

5-9-4 飯塚　正秀 看護師 山梨県 療養型病院 療養型病院における口腔ケアの取り組み	
～はちみつを使用して～

5-9-5 丸中　美佳 看護師 徳島県 江藤病院 効果的な口腔ケアを行う為の一考察
5-9-6 南橋　まゆみ 看護師 鹿児島県 国分中央病院 重度嚥下障害患者の肺炎予防取り組みの一例

5-9-7 佐藤　明子 看護師 岩手県 南昌病院 誤嚥性肺炎予防のための口腔スプレーを用いた
口腔内保湿の効果

第6会場（大阪国際会議場	10階	1002）
6-6	 12月4日（水）　8:40-9:30　　認知症Ⅰケア①

【座　長】		谷	将之　大内病院　副院長・医師
【評価者】		前川	沙緒里　博愛記念病院　介護福祉事業部長・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

6-6-1 伊藤　理沙 看護師 東京都 京浜病院 アルツハイマー型認知症と耐糖能異常と関連性	
―	食後高血糖持続状態は認知症発症のサインか？	―

6-6-2 合歓垣　洸一 作業療法士 石川県 芳珠記念病院 認知症初期集中支援チームでの取り組みにより
家族の介護負担感が改善した事例

6-6-3 佐平　安紀子 作業療法士 兵庫県 平成リハビリテーション
専門学校

通所リハビリテーションにおける脳活性化リハビ
リテーション5原則に基づいた介入

6-6-4 森沢　結菜 理学療法士 高知県 永井病院 デイケアでの認知症利用者への対応について
6-6-5 林　浩靖 看護師 富山県 光ヶ丘病院 認知症カフェの効果について

6-7	 12月 4 日（水）　9:30-10:20　　認知症Ⅰケア②
【座　長】		黒木	勝紀　内田病院　統括介護部長・介護福祉士
【評価者】		谷	将之　大内病院　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

6-7-1 渡邉　千晴 看護師 福島県 いわき湯本病院 認知症患者の排泄行動に介入して－阿部式
BPSDスコア評価を用いて－

6-7-2 竹松　梨恵 作業療法士 石川県 千木病院
認知症ケアの質向上に向けた取り組みによる意
識変化	
～認知症評価をもとにリハビリ視点での関わり～

6-7-3 山本　珠碧 介護福祉士 富山県 公立南砺中央病院 生活歴を活用した認知症ケアによるBPSD軽減
への取り組み

6-7-4 小林　克典 介護職 東京都 日の出ヶ丘病院 危険行動の減少を目指して	
～拘束の時間開放からトイレ誘導を試みて～

6-7-5 川畑　美穂 介護福祉士 埼玉県 富家病院
回復期病棟での認知症BPSD患者への対応と対
策	
～背景因子を捉えるためのケア視点～
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6-8	 12月4日（水）　12:30-13:00　　臨床心理
【座　長】		小此木	直人　内田病院　学術推進プロジェクト　リーダー・理学療法士
【評価者】		川口	一美　泉佐野優人会病院　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

6-8-1 野村　琢巳 臨床心理士 埼玉県 富家病院 感情を抑圧していたパーキンソン病患者への心
理面接

6-8-2 住友　哲矢 理学療法士 兵庫県 平成リハビリテーション
専門学校

慢性痛患者の個人因子や疼痛特性が精神心理状
態に与える影響

6-8-3 山﨑　博喜 理学療法士 福岡県 原病院
頚部痛者と健常者におけるVisual	Display	
Terminal作業時の頭部制御の違いJerk	cost
と変動係数からの考察

6-9	 12月4日（水）　13:00-13:50　　認知症ケア①
【座　長】		武富	梨花　志田病院　看護部　看護主任・看護師
【評価者】		小池	京子　内田病院　DSTマネージャー・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

6-9-1 勝田　真由 看護師 三重県 榊原温泉病院 認知症患者への周辺症状の変化～グループバリ
デーションを実施して

6-9-2 下田　浩子 看護師 東京都 日の出ヶ丘病院 アルツハイマー型認知症患者のBPSDの緩和を
図って

6-9-3 銀　智春 介護福祉士 山口県 ヴィラ本郷 BPSDのある利用者様への足浴効果の検証

6-9-4 宍戸　由美 看護師 北海道 聖ヶ丘病院 快刺激で笑顔を	
ーカンフォータブル・ケア技法を導入してー

6-9-5 小林　香穂 介護福祉士 島根県 安来第一病院
身体に触れるだけで不穏・興奮のある患者への
対応	
～ユマニチュード技法を取り入れて～

6-10	 12月4日（水）　13:50-14:40　　認知症ケア②
【座　長】		小池	京子　内田病院　DSTマネージャー・看護師
【評価者】		武富	梨花　志田病院　看護部　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

6-10-1 川原　典子 看護師 熊本県 水前寺とうや病院 認知症患者への日中活動強化が睡眠に及ぼす影
響

6-10-2 川野　裕亮 理学療法士 東京都 平成扇病院 3ヶ月間の理学療法士介入は認知症治療病棟の
介護負担度と日常生活動作を改善させる

6-10-3 金　はる菜 介護福祉士 秋田県 外旭川病院 認知症患者Ｋ氏の「印象」と「食事」の変化、そ
の背景にあったスタッフとの関わり

6-10-4 竹鼻　誠 介護福祉士 青森県 尾野病院 レクリエーションによる患者への影響を探る	
～あなたの笑顔に会いたい～

6-10-5 新納　亜莉沙 看護師 福岡県 大手町リハビリテーショ
ン病院

認知症ケアプロジェクト会議の取り組み	
～アンケート調査から見る成果と課題～
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第7会場（大阪国際会議場	10階	1004-5）
7-5	 12月4日（水）　8:40-9:40　　医療安全①

【座　長】		宇田川	実　内田病院　医療安全管理者・看護師
【評価者】		平野	公美　流杉病院　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

7-5-1 渡邊　隆宏 理学療法士 東京都 多摩川病院 当院におけるインシデント発生件数と勤務形態と
の関わり

7-5-2 山本　千穂 准看護師 新潟県 三条東病院 当院におけるインシデントの評価	
～インシデントに対する検討会議を試みて～

7-5-3 山本　裕子 看護師 東京都 セントラル病院 インシデント・アクシデントレポートの効果的な情
報共有を目指して

7-5-4 高梨　千尋 看護師 静岡県 東名裾野病院 インシデント・アクシデントに係る心理的要因の
分析

7-5-5 望月　明人 看護師 山梨県 恵信梨北リハビリテー
ション

医療安全に対する意識向上のための取り組み	
～書いてみるじゃんけ～

7-5-6 古家　勇美 看護師 熊本県 新生翠病院 A病棟における転倒転落の要因に基づいたケア
介入の効果と新たな課題

7-6	 12月4日（水）　9:40-10:50　　医療安全②
【座　長】		平野	公美　流杉病院　看護師長・看護師
【評価者】		岸下	結花　大久野病院　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
7-6-1 上田　義法 臨床工学技士 鹿児島県 国分中央病院 シャント管理にチェックシートを導入した試み

7-6-2 脇岡　真司 看護師 徳島県 江藤病院 回復期リハビリテーション病棟における急変時対
応

7-6-3 上田　裕子 介護福祉士 大阪府 岸和田平成病院 感染性廃棄物の適正処理に対する取り組み
7-6-4 荒川　明子 准看護師 大阪府 堺平成病院 透析中の抜針事故防止に対する取り組み
7-6-5 茂野　みゆき 准看護師 群馬県 内田病院 転倒転落予防にセル方式は有効か？
7-6-6 天野　加絵 介護福祉士 愛知県 高浜豊田病院 無投薬に対する取り組みの効果
7-6-7 勝原　エリナ 看護師 福岡県 原病院 内服薬準備時のエラー削減に向けた業務改善

7-7	 12月4日（水）　12:30-13:30　　高度慢性期医療
【座　長】		定光	大海　堺平成病院　最高顧問・医師
【評価者】		松本	悟　豊中平成病院　院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
7-7-1 岡本　哲郎 医師 北海道 愛全病院 98歳で急性発症した1型糖尿病の1例

7-7-2 栗野　祥吾 臨床工学技士 鹿児島県 高田病院 難治性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注法	
（ＣＡＲＴ）について

7-7-3 西尾　俊治 医師 愛媛県 南高井病院 療養病床における上部尿路結石症の実態調査	
part3

7-7-4 井上　仁 医師 東京都 ベトレヘムの園病院 救急対応から考える療養型病院のめざすもの

7-7-5 三輪　恵里 看護師 富山県 富山県慢性期医療協会
看護部会

データマネジメント実施のための調査を実施して	
ー“看護の質データベース調査簡易版”からー

7-7-6 西岡　陽子 看護師 愛媛県 訪問看護ステーション
いしかわ

石川ヘルスケアグループにおける評価指標を用
いた質改善活動の取り組み
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7-8	 12月4日（水）　13:30-14:10　　臨床検査
【座　長】		松本	悟　豊中平成病院　院長・医師
【評価者】		定光	大海　堺平成病院　最高顧問・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

7-8-1 大森　美紗子 臨床検査技師 島根県 安来第一病院 今、臨床検査技師に求められるスキル	
～心エコー検査を導入して～

7-8-2 大谷　真祐 臨床検査技師 東京都 多摩川病院 スマートフォンのカメラ機能を使った顕微鏡標本
撮影

7-8-3 上原　總一郎 医師 北海道 聖ヶ丘病院 糖尿病症例の重心動揺の変化

7-8-4 内村　圭吾 臨床検査技師 東京都 永生病院 当院における生理機能検査パニック値（像）の検
討

7-9	 12月4日（水）　14:10-15:00　　医療安全③
【座　長】		岸下	結花　大久野病院　看護部長・看護師
【評価者】		宇田川	実　内田病院　医療安全管理者・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

7-9-1 川越　幸子 ソーシャル
ワーカー 山形県 川西湖山病院　 介護骨折を減らせ	

～やさしいフルオープンパジャマ～
7-9-2 桝田　麻緒 看護師 愛媛県 南高井病院 拘縮が強い患者の骨折・脱臼予防について

7-9-3 堀口　美佳 介護福祉士 三重県 ヴイラ四日市
私たちに今できる事は何か？	
～剥離・裂傷・内出血事故を防ぐ小さな取り	
組み～

7-9-4 代田　香代子 看護師 大阪府 岸和田平成病院 胃瘻チューブトラブルに対するハイブリッド型胃
瘻チューブ保護袋の有用性

7-9-5 佐野木　貴之 看護師 愛知県 積善病院 経鼻チューブ固定に対する取り組み	
－チューブが抜けにくい固定方法を試みてー

第8会場（大阪国際会議場	10階	1006-7）
8-6	 12月4日（水）　8:40-9:30　　感染症①

【座　長】		加藤	豊範　小林記念病院　診療技術部　薬剤科科長・薬剤師
【評価者】		森	孝志　水前寺とうや病院　法人副本部長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

8-6-1 唐　順生 看護師 埼玉県 富家病院 CV感染リスクの減少を目指す、固定方法や消
毒薬剤の検討

8-6-2 深澤　香菜 薬剤師 東京都 鶴川サナトリウム病院 慢性期病院におけるASTラウンドの取り組みと
活動報告

8-6-3 藤本　陸史 薬剤師 徳島県 博愛記念病院 当院における感染制御チーム・抗菌薬適正使用
支援チームの活動報告

8-6-4 水谷　一寿 薬剤師 北海道 洞爺温泉病院 慢性期病院における院内感染と抗微生物剤の推
移

8-6-5 小川　真理絵 臨床検査技師 大阪府 岸和田平成病院 入院時の尿から検出されたESBL産生菌の臨床
的背景と追跡調査
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8-7	 12月4日（水）　9:30-10:20　　感染症②
【座　長】		森	孝志　水前寺とうや病院　法人副本部長・医師
【評価者】		元木	由美　博愛記念病院　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

8-7-1 山之上　弘樹 医師 静岡県 静岡徳洲会病院 当院における障がい者病棟での疥癬とその対策
について

8-7-2 小島　昌治 医師 長野県 上條記念病院 高齢者介護施設における耐性菌水平伝播の検討

8-7-3 西窪　昌子 看護師 長野県 上條記念病院 CPE保菌者対応と排泄に関する感染予防策の強
化

8-7-4 原　七重 看護師 福島県 福島寿光会病院 病院内ユニホームの細菌汚染の現状
8-7-5 権　梨恵 看護師 大阪府 岸和田平成病院 病院感染対策における病院清掃の見直し

8-8	 12月4日（水）　10:20-11:00　　癒し・療養環境
【座　長】		川口	一美　泉佐野優人会病院　看護部長・看護師
【評価者】		小此木	直人　内田病院　学術推進プロジェクト　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

8-8-1 山田　英範 看護師 東京都 日の出ヶ丘病院
おむつ交換時の臭気に対するビニール袋と消臭
剤を用いた消臭方法の検討	
-より良い環境の提供を目指して-

8-8-2 堀川　このみ 介護福祉士 北海道 聖ヶ丘病院 環境音を意識して
8-8-3 島村　敦 作業療法士 東京都 大内病院 統合失調症を併発した知的障害患者への支援

8-8-4 齋藤　綾香 作業療法士 千葉県 総泉病院
「自分の言葉で文章を作りたい」	
～筋萎縮性側索硬化症患者への意思伝達装置の
導入～

8-9	 12月4日（水）　12:30-13:00　　感染症③
【座　長】		元木	由美　博愛記念病院　副院長・医師
【評価者】		加藤	豊範　小林記念病院　診療技術部　薬剤科科長・薬剤師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

8-9-1 小名　英利 薬剤師 新潟県 三条東病院
2018/19シーズンのインフルエンザ流行を振り
返って	
～全館閉鎖から解除まで～

8-9-2 山下　万由子 看護師 大阪府 阪和第二泉北病院
インフルエンザ院内感染防止のための予防内服
方法の確立を目指して	
インフルエンザから患者・職員を守るため

8-9-3 萱野　幸三 医師 千葉県 栗源病院
増床後4年間の療養型病院におけるインフルエン
ザ発生状況～特に2018/2019シーズンのアウ
トブレイクについて
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8-10	 12月4日（水）　13:00-13:50　　介護計画
【座　長】		山下	由美子　芳珠記念病院　看護局看護師長・看護師
【評価者】		二川	優　国分中央病院　リハビリテーション室　室長補佐・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

8-10-1 長谷川　栄治 介護福祉士 東京都 小平中央リハビリテー
ション病院

病棟で介護計画立案に対しＩＣＦ（国際生活機能分
類）分析を行った一事例～介護計画立案の導入を
目指して～

8-10-2 松尾　卓哉 理学療法士 福岡県 原土井病院 介護計画に理学療法士が介入し介助量軽減と日
常生活動作の拡大を図れた一例

8-10-3 佐野　千富美 介護職 静岡県 新富士病院
介護過程を理解し、介護実践する必要性につい
て	
～患者の意向に沿った離床の実現を目指して～

8-10-4 親泊　宏樹 介護福祉士 沖縄県 大浜第二病院 昼夜逆転のある患者へのアプローチ
8-10-5 野島　弘美 介護職 東京都 日の出ヶ丘病院 尖足の改善に取り組んで

8-11	 12月4日（水）　13:50-14:50　　介護予防
【座　長】		二川	優　国分中央病院　リハビリテーション室　室長補佐・理学療法士
【評価者】		山下	由美子　芳珠記念病院　看護局看護師長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

8-11-1 大塚　早智子 理学療法士 東京都 永生病院 通所リハビリテーションの評価における疾患別の
因子構造

8-11-2 三宅　英司 理学療法士 東京都 永生病院 地域在住高齢者の体操教室における疼痛と活動・
参加に対する効果と関係について

8-11-3 池田　友記 言語聴覚士 東京都 緑成会病院 地域在住高齢者における嚥下機能とロコモティブ
シンドローム及びフレイルとの関連性

8-11-4 太田　真英 理学療法士 島根県 安来第一病院
介護予防事業の検証により今後の事業展開を考
える	
～平均寿命に健康寿命を近づける～

8-11-5 富田　悠 健康運動指導士 大阪府 松谷病院 認知症予防の為のノルディック・ウォークを活用
した歩幅改善

8-11-6 梶原　庸平 健康運動指導士 大阪府 松谷病院 ノルディックポールを取り入れた介護予防教室
～フィットネスでの取り組みとこれまでの成果～

第9会場（大阪国際会議場	10階	1008）
9-6	 12月4日（水）　8:40-9:30　　チーム医療⑤

【座　長】		杉浦	千晴　小林記念病院　リハビリテーション部　リハビリ科科長・理学療法士
【評価者】		加藤	ひとみ　世田谷記念病院　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
9-6-1 木原　佳子 看護師 大阪府 泉佐野優人会病院 当院における胃瘻チューブの管理

9-6-2 森本　幸司 理学療法士 徳島県 鳴門山上病院
肺炎撲滅に向けた当院呼吸ケアチームの取り組
み	
～カフアシストE70を用いた肺炎再発予防の効
果検証～

9-6-3 鈴木　佳月 言語聴覚士 北海道 愛全病院 当院リハビリテーション部における歯科衛生士配
置による効果

9-6-4 宮脇　一紀 言語聴覚士 東京都 大久野病院
当院の療養病棟における摂食嚥下の取り組み	
～主治医が立ち会う摂食嚥下機能の評価と多職
種連携～

9-6-5 小泉　智 理学療法士 北海道 愛全病院 グループホームでの多職種による充実化に向け
て	～入居者の可能性を探る～
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9-7	 12月4日（水）　9:30-10:10　　チーム医療⑥
【座　長】		加藤	ひとみ　世田谷記念病院　看護部長・看護師
【評価者】		後藤	紀史　多摩川病院　院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

9-7-1 佐竹　順子 看護師 徳島県 中洲八木病院
スタッフ間での患者の日常生活動作の援助統一
をめざして	
～ＡＤＬ表の活用～

9-7-2 吉岡　菜津貴 看護師 熊本県 西日本病院 一般病棟から外来へ継続看護を繋ぐ連携シート
の導入と実践の振り返り

9-7-3 榊原　敦子 看護師 愛知県 小林記念病院
医療療養病棟の退院支援に関する検討		
～介入必要度に関する入院時スクリーニングを目
指して～

9-7-4 久保　あすか 作業療法士 高知県 高知城東病院 安定した車椅子坐位を提供するために		
～シーティングラウンドを実施して

9-8	 12月4日（水）　10:10-11:00　　チーム医療⑦
【座　長】		後藤	紀史　多摩川病院　院長・医師
【評価者】		杉浦	千晴　小林記念病院　リハビリテーション部　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
9-8-1 鹿又　かおり 看護師 東京都 世田谷記念病院 療養病棟スタッフの自宅退院支援への意識調査

9-8-2 藤井　麻理子 介護福祉士 徳島県 中洲八木病院 回復期リハ病棟での各職種間の情報伝達向上へ
の取り組み～アンケート調査を利用して～

9-8-3 水島　啓 臨床工学技士 東京都 永生病院 慢性期医療を中心とした当院での臨床工学技士
の関わり

9-8-4 田浦　康代 作業療法士 兵庫県 南淡路病院 多職種から見た精神科作業療法の認識とその変
化

9-8-5 桑田　今日子 看護師 茨城県 牛尾病院 仕事の効果を高めるために	
～支援とパワーレス状態の関与～

9-9	 12月4日（水）　12:30-13:30　　褥瘡①
【座　長】		西出	夕香里　芳珠記念病院　看護局看護主任・看護師
【評価者】		辻田	延和　新仁会病院　リハビリテーション科　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
9-9-1 瀬音　恵子 看護師 静岡県 熱川温泉病院 多職種連携で褥瘡発生を予防する

9-9-2 入来　千鶴子 看護師 山口県 光風園病院 褥瘡予防対策の適切性の再評価	
～スキンケア委員会での取り組み～

9-9-3 古谷　浩子 看護師 徳島県 介護老人保健施設平成
アメニティ

介護老人保健施設における特定看護師との連携	
～褥瘡治癒が入所者の意欲を高めた事例～

9-9-4 池田　篤彦 看護師 佐賀県 山口病院 褥瘡悪化から回復までの実践

9-9-5 阪下　順子 看護師 福井県 福井リハビリテーション
病院 褥瘡のガーゼ洗浄を試みて

9-9-6 森　清和 看護師 鹿児島県 市比野記念病院 脆弱皮膚での処置の取り組み
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9-10	 12月4日（水）　13:30-14:30　　褥瘡②
【座　長】		辻田	延和　新仁会病院　リハビリテーション科　科長・理学療法士
【評価者】		西出	夕香里　芳珠記念病院　看護局看護主任・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

9-10-1 笹原　陽子 看護師 富山県 砺波サンシャイン病院
当院における超高齢難治性感染褥瘡への取り組
み	
～局所陰圧療法と多職種チームでの関りを行って
～

9-10-2 桐腰　祐子 看護師 北海道 花川病院 医療療養病床で褥瘡陰圧閉療法を実施した一症
例

9-10-3 菅野　佳枝 薬剤師 神奈川県 横浜病院 当院におけるヨードホルムガーゼの使用経験

9-10-4 室園　万由子 看護師 福岡県 丸山病院
踵部の新規褥瘡発生予防についての取り組み	
～クッションやポジショニングによる除圧とその効
果～

9-10-5 巽　由紀子 介護職 大阪府 泉佐野優人会病院 褥瘡に効果的なポジショニング

9-10-6 佐藤　龍一 理学療法士 東京都 介護老人福祉施設　
ヴィラ町田

筋硬度計による生体の硬さ測定～側臥位と腰部
の関連性～

第10会場（大阪国際会議場	10階	1009）
10-6	 12月4日（水）　8:40-9:50　　回復期リハ⑥

【座　長】		髙木	三佳子　京都リハビリテーション病院　看護部主任・看護師
【評価者】		裵	東海　世田谷記念病院　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

10-6-1 林　祐輝 理学療法士 東京都 多摩川病院 Honda歩行アシストを評価ツールとして運用す
る為に

10-6-2 市場　大輝 理学療法士 兵庫県 平成病院 Honda歩行アシストのステップ訓練が麻痺側荷
重応答期に与えた影響

10-6-3 西村　史哉 理学療法士 兵庫県 平成病院 短下肢装具とHONDA歩行アシストを併用した
歩行リハビリテーション:症例報告

10-6-4 中崎　文也 理学療法士 大阪府 堺平成病院 Honda歩行アシストを使用した歩行が健常者の
立位バランスに及ぼす影響

10-6-5 勇村　香那子 理学療法士 兵庫県 東浦平成病院 Honda歩行アシストを用いた歩行によるバラン
ス能力への即時的影響

10-6-6 浜中　貢輔 理学療法士 徳島県 徳島平成病院
ホンダ歩行アシストがＣＯＰＤ患者の歩行能力に
与える影響に関する検証	
～歩行距離の延長を目指して～

10-6-7 市川　拓 理学療法士 千葉県 印西総合病院 慢性期片麻痺患者に対してのHONDA歩行アシ
ストとNordic	walkの相乗効果：症例報告
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10-7	 12月4日（水）　9:50-11:00　　回復期リハ⑦
【座　長】		裵	東海　世田谷記念病院　リハ副部長・理学療法士
【評価者】		加塩	信行　永生病院　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

10-7-1 大西　純子 看護師 大阪府 豊中平成病院
回復期リハビリ病棟におけるリハビリナースの取
り組み	
～アンケート調査から現状と今後の課題を知る～

10-7-2 フェビリアニ　ルヂ　レオ 看護師 大阪府 豊中平成病院 感覚性失語症の脳梗塞患者に対する看護師のリ
ハビリテーションの効果:	症例報告

10-7-3 岩崎　圭子 看護師 兵庫県 神戸平成病院 『更衣』が高齢患者のADLに及ぼす影響

10-7-4 髙木　三佳子 看護師 京都府 京都リハビリテーション
病院

看護診断指標に基づく嚥下訓練表を用いた看護
実践を試みて

10-7-5 芝本　琢也 看護師 兵庫県 西宮回生病院 回復期リハビリテーション病棟看護師の摂食・嚥
下機能訓練に関する意識調査

10-7-6 伊藤　裕二 看護師 東京都 緑成会病院 回復期リハビリテーション病棟の内服自己管理に
おけるインシデント報告と援助方法の振り返り

10-7-7 川上　敦子 准看護師 大阪府 泉佐野優人会病院 外傷性くも膜下出血の患者への援助

10-8	 12月4日（水）　12:30-13:00　　ICT
【座　長】		中西	克彦　定山渓病院　病院長・医師
【評価者】		岡部	知昭　霞ヶ関南病院　リハビリテーション部長・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

10-8-1 渡邉　慎一 医師 福岡県 筑紫南ヶ丘病院 「安診ネット」による介護施設入居の高齢者の疾
病の早期発見・重症化予防の検証及び経験例

10-8-2 前田　俊輔 事務職 福岡県 （社）日本遠隔医療介護
協会

ICTを用いたバイタルスコアリング法による疾病
の早期発見・重症化予防システムの検証

10-8-3 波多江　昂太 介護福祉士 福岡県 メディカルケア南ヶ丘 介護施設でのICT活用による多職種連携の事例	
～職種や階層の壁をなくした情報共有～

10-9	 12月4日（水）　13:00-14:00　　回復期リハ⑧
【座　長】		福西	成男　西宮回生病院　院長・医師
【評価者】		新井	秀宜　豊中平成病院　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

10-9-1 朝本　成奎 理学療法士 大阪府 岸和田平成病院 大腿四頭筋筋力を自宅退院判定の指標とする臨
床的有用性の検討

10-9-2 梯　智貴 理学療法士 徳島県 博愛記念病院 大腿骨転子部骨折患者における退院時FIMに影
響する因子の後方視的予備的研究

10-9-3 西ヶ谷　晴菜 理学療法士 東京都 緑成会病院 当院回復期リハビリテーション病棟におけるユニッ
ト制の有効性について

10-9-4 川人　紀夫 理学療法士 徳島県 博愛記念病院 身体部位別筋量の変化と運動FIM利得の関係性
について

10-9-5 古川　晃大 理学療法士 福岡県 村上華林堂病院 トレッドミル歩行運動における速度の違いがパー
キンソン病患者の歩行能力に及ぼす影響

10-9-6 市川　智絵 作業療法士 埼玉県 大宮共立病院 回復期リハビリテ―ション病棟における転倒・転
落対策に「見える化」を導入して
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10-10	 12月4日（水）　14:00-15:00　　回復期リハ⑨
【座　長】		新井	秀宜　豊中平成病院　副院長・医師
【評価者】		福西	成男　西宮回生病院　院長・医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

10-10-1 南澤　薫美 作業療法士 東京都 世田谷記念病院 回復期病棟入院患者の安静度に関する因子の検
討

10-10-2 珍田　円理 理学療法士 東京都 多摩川病院
心原性脳塞栓症後、CRPSによる疼痛が残存し
た症例：	指導を行い、自宅復帰となった経験を通
じて

10-10-3 多和田　千秋 理学療法士 沖縄県 牧港中央病院 当院外来心臓リハビリテーション通院患者におけ
る継続因子の検討

10-10-4 土手　悠平 理学療法士 大阪府 ケアホーム豊中 心臓リハビリテーションを介護老人保健施設で実
施できた一症例

10-10-5 米木　ありさ 理学療法士 北海道 聖ヶ丘病院 心不全患者のADL拡大に向けた多職種連携と理
学療法士の役割

10-10-6 菰田　英雄 理学療法士 香川県 橋本病院 脳血管疾患患者の退院後活動が1年後の身体機
能に及ぼす影響

第11会場（大阪国際会議場	11階	1101-1102）
11-6	 12月4日（水）　8:40-9:30　　労務管理①

【座　長】		多田隈	茂　国分中央病院　総務人事部　課長代理・事務
【評価者】		池田	吉成　千里リハビリテーション病院　法人総括本部長・事務
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
11-6-1 南　峰子 看護師 富山県 西能みなみ病院 3人夜勤体制の導入と効果

11-6-2 山口　洋子 看護師 茨城県 宮本病院 内科療病棟看護師の夜勤に対する不安要因と課
題

11-6-3 杉原　悦子 看護師 宮城県 金上病院 多様な働き方～プラチナナースが活躍する組織を
目指して～

11-6-4 杉野森　渉 事務職 北海道 札幌西円山病院 看護師採用活動における事務の関わりについて

11-6-5 小松　憲一 事務職 大分県 和田病院 危機感から始まった『教育システム』が希望へと
変わるとき

11-7	 12月4日（水）　9:30-10:10　　労務管理②
【座　長】		池田	吉成　千里リハビリテーション病院　法人総括本部長・事務
【評価者】		多田隈	茂　国分中央病院　総務人事部　課長代理・事務
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

11-7-1 坂本　文香 事務職 佐賀県 志田病院 新規雇用者の確実な入職処理について～『見え
る化』による効果～

11-7-2 安田　由美子 事務職 東京都 ケアホーム足立 動機付け・衛生理論の実践による離職率低下へ
の取組み

11-7-3 山口　実夏 管理栄養士 徳島県 介護老人福祉施設ヴィ
ラ羽ノ浦

職員が健康であるために：	トータルヘルスプロモー
ションプランから考えてみた結果

11-7-4 和田　純治 医師 大分県 和田病院 法人内でのホームページ広告委員の役割
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11-8	 12月4日（水）　10:10-11:10　　デイサービス
【座　長】		岡部	知昭　霞ヶ関南病院　リハビリテーション部長・理学療法士
【評価者】		中西	克彦　定山渓病院　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

11-8-1 田中　孝秀 理学療法士 東京都 緑成会整育園
当園重症心身障害児･者対象	成人部通所事業の
家族支援について		
～家庭訪問から在宅の生活環境を知る～

11-8-2 小川　俊 理学療法士 東京都 緑成会病院 屋外歩行能力と握力の関係性

11-8-3 佐藤　舞花 言語聴覚士 埼玉県 富家デイサービスセン
ター デイサービスにおける言語聴覚士の関わり

11-8-4 鶴　由香 介護福祉士 佐賀県 志田病院 通所介護における機能訓練の質向上の取り組み

11-8-5 渡邊　麻亜美 社会福祉士 愛知県 老人保健施設ひまわり
通所リハビリテーションにおける満足度アンケー
ト調査の活用	
―支援相談員の関りを通して―

11-8-6 稲村　佐奈江 デイサービス
相談員 東京都

ケアホーム足立　
平成デイサービスセン
ター足立

心身状態の安定による食欲増進と活動量の増加
に関する考察

11-9	 12月4日（水）　12:30-13:30　　地域包括ケア④
【座　長】		大植	友樹　札幌西円山病院　経営管理部　部長代理・社会福祉士
【評価者】		岩川	彰子　鶴巻温泉病院　地域連携室　室長・看護師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

11-9-1 小林　裕恵 社会福祉士 島根県 鹿島病院 地方都市慢性期病院における地域包括ケア病床
の現状分析

11-9-2 矢幡　友美 介護福祉士 福岡県 筑紫南ヶ丘病院 地域包括ケア病棟における日常生活リハと退院
支援に向けた介護士の取り組み

11-9-3 中原　早紀 社会福祉士 愛知県 小林記念病院 地域包括ケア病棟における軽度救急入院の実情	
～退院支援MSWの立場から～

11-9-4 野畑　孝幸 看護師 福岡県 北九州若杉病院 チームで行なう退院支援

11-9-5 田中　博信 作業療法士 東京都 大内病院
不安障害を発症した広汎性発達障害患者への介
入	
「不安の軽減と退院支援」

11-9-6 石堂　真澄 看護師 福岡県 原病院 地域包括ケア病棟における退院支援と課題

11-10	 12月4日（水）　13:30-14:20　　地域包括ケア⑤
【座　長】		岩川	彰子　鶴巻温泉病院　地域連携室　室長・看護師
【評価者】		合歓垣	洸一　芳珠記念病院　リハビリテーション室　副主任・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

11-10-1 犬塚　久善 看護師 東京都 永生病院
慢性期医療施設の地域包括ケアシステムにおけ
る取り組み	
～当院における地域包括ケア病棟の実践経過報
告～

11-10-2 浅見　文晴 社会福祉士 兵庫県 中谷病院 病院全体で死守！在宅復帰率

11-10-3 神谷　陽子 看護師 愛知県 小林記念病院 地域包括ケア病棟入院に関する電話相談の実情	
～入院相談ホットライン運営の経験から～

11-10-4 河合　菜々 理学療法士 山口県 宇部西リハビリテーショ
ン病院

地域包括ケア病棟における院内デイケア（ひまわ
りクラブ）の取り組み

11-10-5 庄野　ともこ 理学療法士 徳島県 保岡クリニック論田病
院　 当院の地域包括ケア病床への取組
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11-11	 12月4日（水）　14:20-15:10　　地域包括ケア⑥
【座　長】		合歓垣	洸一　芳珠記念病院　リハビリテーション室　副主任・作業療法士
【評価者】		久米	庸一　岸和田平成病院　医師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

11-11-1 皆川　雄人 理学療法士 埼玉県 緑成会病院 当院の地域包括ケア病棟における実績指数と在
宅復帰率から見る地域包括ケア病棟の役割

11-11-2 森本　茄奈古 理学療法士 東京都 多摩川病院
当院地域包括ケア病棟患者においても離床時間
が長いと、	
Functional	Independence	Measure効率も
高くなる

11-11-3 福田　雄大 理学療法士 福岡県 筑紫南ヶ丘病院 地域包括ケア病棟における取り組み前後での
FIM利得及びアンケート調査の比較

11-11-4 山口　理子 作業療法士 徳島県 博愛記念病院
余暇活動の充実を目的とした病棟集団リハへの
取り組み	
-作業療法士の立場から-

11-11-5 中野　真希 看護師 山口県 光風園病院 嚥下障害のある患者の「食べたい」思いを叶える
ことで精神的安定を得られた一例

ポスター会場（大阪国際会議場	10階	1003）
12-6	 12月4日（水）　10:00-10:40　　維持期リハ（在宅系）／デイサービス

【座　長】		山下	誠　みなみ野病院　リハビリテーション科　副主任・理学療法士
【評価者】		木戸	順子　みなみ野病院　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

12-6-1 稲川　嵩祐 理学療法士 茨城県 志村大宮病院 夫婦で歩いて買い物へ！遂行機能に注目した訪問
リハビリテーションでの一事例

12-6-2 杉本　泰子 作業療法士 東京都 小平中央リハビリテー
ション病院

訪問リハビリテーションへの作業療法参入で見え
てきたコト

12-6-3 郷胡　佑輔 理学療法士 東京都 脳梗塞リハビリセンター 保険外でのリハビリサービスを継続利用する脳
血管障害生活期患者の傾向に関する調査

12-6-4 唐沢　彰太 理学療法士 東京都 脳梗塞リハビリセンター 保険外でのリハビリ、鍼灸、トレーナーの併用サー
ビスを利用する者の特徴に関する調査

12-6-5 平田　英嗣 理学療法士 岡山県 ケアリゾート金光　
通所リハビリテーション

通所リハビリテーションでおこなう入浴の自立支
援

12-7	 12月4日（水）　10:00-10:40　　回復期リハ／地域包括ケア病棟・病床
【座　長】		山﨑	博喜　原病院　リハビリテーション部　係長・理学療法士
【評価者】		林	さゆり　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

12-7-1 澤村　育乃 理学療法士 大分県 和田病院 認知症高齢患者の身体拘束見直しにより自宅退
院に至った一症例

12-7-2 大宮　隼一 理学療法士 東京都 多摩川病院 Honda歩行アシストを連続1週間使用した効果

12-7-3 碇本　亘 理学療法士 東京都 城西病院 地域包括ケア病棟における脊椎圧迫骨折への
HONDA歩行アシストの活用

12-7-4 谷口　絢香 看護師 東京都 世田谷記念病院
地域包括ケア病棟看護師が自宅退院する患者に
必要なアプローチ	
：1年間のデータ分析でみえた結果と課題

12-7-5 小林　昂将 理学療法士 東京都 多摩川病院 多発性硬化症1症例：	不快指数を用いて、環境
調整をすることが重要である
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12-8	 12月4日（水）　10:00-10:40　　医療ソーシャルワーク／地域連携／地域包括ケアシステム
【座　長】		越村	和広　芳珠記念病院　在宅・介護事業サポート部　課長・事務職
【評価者】		冨張	修平　富家病院　リハビリテーション室　室長・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

12-8-1 鈴木　慧二 理学療法士 徳島県 東洋病院
療養病床における情報交換に関する職種別アン
ケート調査	
～	情報の共有化と明確化を目指して	～

12-8-2 渡邊　彰 理学療法士 埼玉県 西部総合病院 患者サポートセンタ－を立ち上げて	
～院内調整一本化に向けて～

12-8-3 中島　一道 言語聴覚士 埼玉県 春日部厚生病院
コミュニケーション支援相談窓口の開設と今後の
課題	
～在宅ケアを担う専門職へのアンケート調査を通
して～

12-8-4 椎名　知づる 社会福祉士 愛知県 豊川青山病院 療養型病院における自宅退院支援の現状と課題
―在宅に退院した3事例から―

12-8-5 内田　智久 事務職 群馬県 内田病院 沼田市における地域包括ケアシステム構築への
取り組みの現状と課題

12-9	 12月4日（水）　13:00-13:40　　薬剤／チーム医療
【座　長】		林	さゆり　内田病院　病棟師長・看護師
【評価者】		秋田	美樹　緑成会病院　薬剤部長・薬剤師
演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
12-9-1 本多　有希子 薬剤師 北海道 愛全病院 腎機能評価による薬剤の処方支援への取り組み
12-9-2 山川　ひとみ 看護師 熊本県 西日本病院 回復期病棟の服薬管理向上を目指して

12-9-3 榊原　まゆみ 看護師 千葉県 総泉病院 多職種間のコミュニケーション法統一によりケア
リングを成功させた急速進行ALSの一例

12-9-4 吉川　仁 放射線技師 奈良県 南和病院 多職種意見交換による肺炎診断の理解	～長期療
養患者の適正管理をめざして～

12-9-5 関　彩乃 管理栄養士 福岡県 原病院 胃瘻と経口摂取患者の在宅退院に向けた取り組
み

12-10	 12月4日（水）　13:00-13:40　　ターミナルケア・緩和ケア・看取り／家族とのかかわり
【座　長】		木戸	順子　みなみ野病院　師長・看護師
【評価者】		山下	誠　みなみ野病院　リハビリテーション科　副主任・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

12-10-1 富永　理美 看護師 兵庫県 協立温泉病院 終末期におけるケア充実に向けて	
－	「聞きとりシート」の作成経過と期待する効果	－

12-10-2 北里　直美 看護師 熊本県 新生翠病院 エンドオブライフケアの質の向上を目指して～死
亡退院看護要約の分析結果から～

12-10-3 大原　理栄子 理学療法士 東京都 みなみ野病院
みなみ野病院開院後、一般病棟（現・緩和ケア
病棟）での取り組み・癌患者の自宅復帰率の調
査について

12-10-4 上地　加奈江 作業療法士 沖縄県 北中城若松病院 最後は自宅で過ごさせたい～家族の想いを聞き
ながら	がんリハチームでの取り組み～

12-10-5 宇都宮　彩 看護師 千葉県 印西総合病院
口から食べられない時期・エンドオブライフ期の
代理決定	
―多職種で関わる取り組み―
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12-11	 12月4日（水）　13:00-13:56　　業務改善／労務管理
【座　長】		冨張	修平　富家病院　リハビリテーション室　室長・理学療法士
【評価者】		田村	大輔　世田谷記念病院　事務長・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
12-11-1 時田　朝代 理学療法士 栃木県 白澤病院 医療廃棄物分別方法の変更による成果と展望

12-11-2 沖野　旭 理学療法士 三重県 花の丘病院 当院における電気刺激療法の実施状況と普及に
向けた取り組み

12-11-3 新開　賢 介護福祉士 広島県 呉記念病院 自分の腰も守り隊！～ノーリフティングケアを導入
して～

12-11-4 清水　路恵 介護福祉士 兵庫県 協立温泉病院
心と体の緊張をほぐす腰痛予防への取り組み	
－ハムストリングスの柔軟性を高める体操を試み
て－

12-11-5 吉田　成寿 介護福祉士 和歌山県 白浜はまゆう病院 ケアミックス病院に勤務する介護職員に対する腰
痛予防への取り組み

12-11-6 槙　抄子 作業療法士 福岡県 大手町リハビリテーショ
ン病院

慢性期病棟におけるリハビリテーション部門の管理
運営	
～より良いリハサービスの提供を目指して～

12-11-7 深坂　克洋 理学療法士 北海道 新札幌パウロ病院 北海道胆振東部地震によるブラックアウトを経験
して
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