
1

慢性期医療は進化する
―医療・介護・地域の統合―

一 

般 

演 

題

一般演題
2-1 　  回復期リハビリテーション

【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】池田滋　愛和病院　院長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

2-1-1 湯浅　雅史 理学療法士 徳島県 江藤病院 当院回復期リハビリテーション病棟のIn Body
の測定値と運動FIM利得との関係

2-1-2 佐藤　真希 看護師 埼玉県 春日部厚生病院
ADL個別カードを活用したスタッフの共通認
識への取り組み
～統一したケアの実践に向けて～

2-1-3 溪口　真衣 理学療法士 大阪府 千里リハビリテーショ
ン病院

リハビリテーション病院でのチームアプローチ・
人らしさの復権
―重介助を要した右視床出血の症例―

2-1-4 佐々木　恭介 理学療法士 東京都 多摩川病院 回復期リハビリテーション病棟における退院時
骨格筋指数低下要因の調査

2-1-5 森　俊介 理学療法士 北海道 愛全病院
回復期リハビリ病棟における「プランニングシー
ト」を導入したことで得られる効果と現状につ
いて

2-2 　  回復期リハビリテーション、他
【座　長】井草拓海　内田病院　学術推進PJ担当・理学療法士
【評価者】山田直人　緑成会整育園　園長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

2-2-1 豊　雅子 音楽療法士 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での音楽療法の
実例
～QOL向上に向けての退院ライブの実施～

2-2-2 北村　晃次 作業療法士 北海道 札幌西円山病院 当院回復期病棟における自宅退院因子の検討 
－比較的高い運動機能の患者を対象に－

2-2-3 今野　真樹 理学療法士 東京都 多摩川病院 嘔吐症状が遷延化している小脳出血術後症例へ
の前庭リハビリテーションの試み： 症例報告

2-2-4 渡辺　諒 看護師 埼玉県 富家病院 一目でわかる情報共有 
～ピクトグラムと3色テープを活用して～

2-2-5 小池　健太 薬剤師 千葉県 総泉病院
「コミナティ筋注」接種による、副反応症状の
分析と予見可能性について
－当院、医療従事者接種において－

2-3 　  回復期リハビリテーション
【座　長】倉田考徳　南多摩病院　医療技術部リハビリテーション科　科長・理学療法士
【評価者】藤井美代子　愛和病院　副院長・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

2-3-1 馬場　慶和 理学療法士 福岡県 原土井病院 当院回復期リハビリテーション病棟における装
具回診の取り組み

2-3-2 立石　光徳 作業療法士 千葉県 富家千葉病院
橋左側アテローム血栓性脳梗塞を呈した症例 
～前庭機能低下による歩行の恐怖心の改善を目
指して～

2-3-3 演題取り下げ

2-3-4 綾　聖加 作業療法士 香川県 橋本病院 家庭での役割再獲得の為調理練習に取り組んだ
一例

2-3-5 工藤　順文 理学療法士 神奈川県 平成横浜病院 HONDA歩行アシストを用いた歩行訓練が6分間
歩行距の向上に有用であった4症例：症例報告
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2-4 　  回復期リハビリテーション
【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】平井竜太朗　原病院　リハビリテーション部主任・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
2-4-1 齋藤　亜美 看護師 三重県 花の丘病院 重度運動性失語を有する患者の看護

2-4-2 星本　諭 理学療法士 東京都 みなみ野病院 2018年開設の回復期リハビリテーション病棟に
おける介助方法の統一と共有に関する取り組み

2-4-3 石坂　挙志朗 作業療法士 徳島県 博愛記念病院
小集団活動を通して患者の意欲とQOL向上を
目指した回復期リハビリテーション病棟の取り
組み

2-4-4 古川　憧馬 作業療法士 埼玉県 富家病院 食事環境が患者のFIMと行動に及ぼす影響　 
～共食と孤食の比較～

2-4-5 多良　麻友美 作業療法士 東京都 永生病院
回復期リハビリテーション病棟における退院支
援の方法を考える～コロナ禍と以前を比較した
電話調査～

2-5 　  回復期リハビリテーション
【座　長】吉田慎一郎　光風園病院　リハビリテーション部　主任・作業療法士
【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

2-5-1 吉田　江里 理学療法士 福岡県 原土井病院 下腿切断術後に断端部の潰瘍の治癒が遅延し下
腿義足作製に難渋した一例

2-5-2 西村　史哉 理学療法士 兵庫県 平成病院 頚髄損傷患者に対する上肢リハビリ装置
CoCoroe AR²（AR²）の治療効果

2-5-3 杉本　貴弘 作業療法士 北海道 愛全病院
当院回復期リハビリ病棟におけるリハビリ職員
の夜勤の取り組み（ナイトリハビリ）の効果に
ついて

2-5-4 今井　優作 作業療法士 大阪府 千里リハビリテーショ
ン病院

重度意識障害改善および身辺動作の介助量軽減
により、自宅退院が可能となった視床出血の一
症例

2-5-5 日下部　真由 言語聴覚士 埼玉県 富家病院 摂食嚥下障害患者に対する食事介助方法の統一
による効果の検討

2-6 　  回復期リハビリテーション
【座　長】荒尾雅文　みなみ野病院　医療技術部　リハビリテーション科　科長・理学療法士
【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
2-6-1 須藤　由貴 理学療法士 埼玉県 霞ヶ関南病院 歩行バランス能力の日内差に対する関わりの検討

2-6-2 高橋　譲至 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での85歳以上
の患者における入院時BMIと転帰・ADLとの
関係

2-6-3 小宮山　恭平 理学療法士 東京都 信愛病院 長座位いざり動作にてバランス能力が向上した
一症例

2-6-4 友澤　成美 作業療法士 福岡県 原病院 認知機能（前頭葉機能）へのアプローチ  
~トレパチテーブル”言葉の並び替え”の導入~

2-6-5 石原　拓郎 理学療法士 神奈川県 鶴巻温泉病院 回復期リハビリテーション病棟入院時に経鼻経
管栄養を使用している患者の肺炎発症の予測
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題

2-7 　  摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ
【座　長】谷本源太　多摩川病院　リハビリテーション部　主任・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

2-7-1 谷口　裕重 歯科医師 岐阜県 朝日大学病院 地域中核病院における摂食嚥下障害の原因疾患
の検討

2-7-2 武田　止揚 言語聴覚士 大阪府 平成記念病院 加糖したゼリーで嚥下機能及び経口摂取量の向
上を図った取り組み

2-7-3 莇　日菜子 看護師 鹿児島県 国分中央病院 皮膚トラブル軽減の為、陰部洗浄に心掛け得ら
れた結果

2-7-4 草野　正悟 介護福祉士 山梨県 城東病院 排泄ケアの質の向上を目指して
2-7-5 大塚　栄子 看護師 静岡県 東名裾野病院 脱落症例から学んだ排尿自立支援の適応

2-8 　  摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ
【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】酒井健雄　千里リハビリテーション病院　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

2-8-1 福田　真也 理学療法士 香川県 橋本病院 慢性期脳卒中患者の経口摂取獲得にはバランス
能力と2型糖尿病が関与する

2-8-2 川畑　恵里花 理学療法士 石川県 芳珠記念病院 舌骨上筋群に対する電気刺激療法と随意的な嚥
下訓練を併用し機能改善を認めた１症例

2-8-3 岩嵜　智代 看護師 鹿児島県 国分中央病院 人工肛門造設 自立へ向けたアプローチ

2-8-4 岡部　学 理学療法士 東京都 訪問ステーションてと
てと小平 家族指導により排便障害が改善した一症例

2-8-5 桑原　威彦 作業療法士 山口県 山口平成病院 下衣形態非改善要因についての検討  
～認知機能との関連について～

2-9 　  摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ
【座　長】宮本美恵子　橋本病院　副院長・看護師
【評価者】石森卓矢　脳血管研究所　附属美原記念病院　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

2-9-1 渡邉　正太 言語聴覚士 千葉県 総泉病院 当院における「お楽しみレベルの経口摂取」現
状と課題

2-9-2 鈴木　優子 看護師 東京都 緑成会病院 機能性尿失禁患者の失禁改善に向けた介入

2-9-3 佐藤　優花里 看護師 熊本県 水前寺とうや病院
パーキンソン病患者に対する下剤に頼らない自
然排便を促す試み 
～腹部温罨法、腹部マッサージを取り入れて～

2-9-4 武井　美幸 看護師 群馬県 内田病院 当院における膀胱留置カテーテル抜去後の再留
置を減らすための要因の検討
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3-1 　  維持期・生活期リハ
【座　長】岡持利亘　霞ヶ関南病院　地域リハ・ケア　サポートセンター長・理学療法士
【評価者】長野剛　高良台リハビリテーション病院　リハケア部　マネジャー・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

3-1-1 清原　将平 作業療法士 熊本県 Let’ｓリハ！熊本北店
通所介護事業所Let’sリハ！の自立支援の取り
組み
～自宅への入浴移行を目指して～

3-1-2 夏目　有貴 理学療法士 和歌山県 藤民病院 ボツリヌス治療とリハビリテーションにより疼
痛や動作改善に繋がった症例

3-1-3 宍戸　悠太 作業療法士 北海道 友愛記念病院 手浴と関節可動域訓練の併用が手指関節拘縮に
与える効果

3-1-4 秋田　透 理学療法士 兵庫県 平成病院
嚥下障害を来した通所リハビリテーション利用
者に関する口腔関連QOLや食欲，栄養状態に
関する調査

3-1-5 黒主　遥太 理学療法士 東京都 永生病院 医療療養病棟の活動機会向上に向けた立位・歩
行可能な患者に対する取り組み

3-2 　  維持期・生活期リハ
【座　長】酒井健雄　千里リハビリテーション病院　副院長・医師
【評価者】倉田考徳　南多摩病院　医療技術部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

3-2-1 白井　健太 理学療法士 大阪府 堺平成病院 透析患者における透析前後及び非透析日の膝関
節伸展筋力の変動について

3-2-2 池田　佳奈 言語聴覚士 北海道 定山渓病院 ST科における病棟機能別の評価・訓練について

3-2-3 竹内　優亮 理学療法士 京都府 嵯峨野病院 COPD患者への運動療法と呼吸リハを併用し
た効果

3-2-4 大宮　隼一 理学療法士 東京都 多摩川病院 デイサービス利用者における最大一歩の見積も
り誤差と転倒の関連性

3-2-5 木田　亮輔 理学療法士 香川県 橋本病院 疾患別にみた気温と転倒の関係性について

3-3 　  維持期・生活期リハ
【座　長】成田嘉乙　小林記念病院　外来診療部門長・作業療法士
【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

3-3-1 山中　敏行 理学療法士 大阪府 豊中平成病院 療養病棟患者の入院時Body Mass Indexと自
宅退院との関連性

3-3-2 中村　真由美 理学療法士 佐賀県 志田病院 当院地域包括ケア病棟におけるメンテナンス・
リハビリについて

3-3-3 大槻　昌広 作業療法士 東京都 千里リハビリテーショ
ンクリニック東京

自由診療訪問リハビリテーションによるADL
全般に介助が必要な患者に対するADL維持回
復と外出支援の試み

3-3-4 赤尾　綾華 作業療法士 京都府 京都南西病院 地域包括ケア病棟でのリハビリテーションにお
ける多職種連携の在り方

3-3-5 江口　健次 作業療法士 広島県 島の病院おおたに 当院医療療養病棟での福祉用具導入によるリハ
ビリ介入時の離床率変化
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3-4 　  維持期・生活期リハ
【座　長】石森卓矢　脳血管研究所　附属美原記念病院　作業療法科　科長・作業療法士
【評価者】岩谷清一　永生病院　リハビリテーション部　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

3-4-1 鈴木　啓介 理学療法士 東京都 平成扇病院 多系統萎縮症患者のQOL 維持を見据えて意思
伝達機器の導入を検討した1症例

3-4-2 増井　仁美 言語聴覚士 神奈川県 みなみ野病院 慢性期において多職種連携により中心静脈栄養
から経口摂取に移行できた症例

3-4-3 佐藤　華穂 作業療法士 宮城県 石巻健育会病院
当院通所リハビリテーションにおける高齢者の
買い物と遂行要因
～Timed up＆go testと性格特性との関連性～

3-4-4 久保　和紀 理学療法士 愛知県 小林記念病院
外来リハビリテーション従業員の能力向上を目
指して
－意欲向上に繋がる評価ツールの検討－

3-5 　  摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ
【座　長】岩谷清一　永生病院　リハビリテーション部　科長・作業療法士
【評価者】神田直孝　新越谷病院　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

3-5-1 金沢　英哲 医師 埼玉県 富家病院 富家病院における摂食嚥下リハビリテーション
の進化と課題

3-5-2 米田　幸子 歯科衛生士 和歌山県 宇都宮病院 ～食べて笑顔を取り戻す～ 
摂食嚥下チームでの取り組み

3-5-3 松本　ヒサ子 看護師 福島県 いわき湯本病院 排泄のQOL向上に向けて 
～排泄チームの関りから～

3-5-4 杉山　優佳 准看護師 北海道 定山渓病院 長期臥床患者に合わせた排泄ケアの試み 
～排便日誌を用いて～

3-5-5 後藤　五十美 看護師 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膀胱留
置カテーテル抜去の効果

3-6 　  リハ全般
【座　長】中尾健太郎　新戸塚病院　副院長・医師
【評価者】佐々木恭介　多摩川病院　リハビリテーション部　係長・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

3-6-1 川野　裕亮 理学療法士 東京都 大内病院 歪んだ身体イメージがADLとともに改善した
重症うつ病の1症例

3-6-2 大江　逸人 理学療法士 京都府 京都南西病院
コロナ禍における当院外来リハビリテーション
満足度調査
–患者満足度向上に向けて–

3-6-3 瀬河　亮介 作業療法士 徳島県 博愛記念病院 作業を通して希望を見出した終末期がんの事例

3-6-4 大嶋　悠太 理学療法士 神奈川県 南多摩病院 非代償性肝硬変に対し肝不全症状に合わせた理
学療法介入が奏功した症例

3-6-5 山口　拓也 作業療法士 神奈川県 鶴巻温泉病院 医療療養病棟の入院患者における肺炎発症に関
連する要因の検討
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3-7 　  リハ全般
【座　長】竹川勝治　愛和病院　理事長・医師
【評価者】山﨑博喜　原病院　リハビリテーション部係長・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 柴崎　佳史 看護師 群馬県 鬼石病院
リハビリ職と看護職及び介護職の継続的なリハ
ビリ看護に向けた取り組み 
―情報共有シートを活用して―

3-7-2 武久　涼弥 理学療法士 大阪府 豊中平成病院
回復期病棟退院後の在宅高齢者における退院直
後と退院2ヶ月後の日常生活活動及び満足度の
変化と特徴

3-7-3 稲田　芽依 作業療法士 福島県 いわき湯本病院 入院患者における主体的目標と主観的ＱＯＬの
関係

3-7-4 川端　真維 作業療法士 東京都 永生病院
生活歴に着目した作業療法により自己肯定感が
得られた終末期の事例
～社会参加としての編み物～

3-8 　  リハ全般
【座　長】河原克俊　埼玉セントラル病院　リハビリ科　課長・作業療法士
【評価者】荒尾雅文　みなみ野病院　医療技術部　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

3-8-1 村田　拓哉 理学療法士 石川県 芳珠記念病院
Nordic Walkerを使用した運動療法の提供と
POCリハの活用にて効率よくADLの改善を認
めた圧迫骨折事例

3-8-2 刀坂　太 理学療法士 大阪府 堺平成病院
歩行動作自立を目指した左上腕骨近位端骨折患
者の理学療法－自宅退院に向けた地域包括ケア
病棟での関わり－

3-8-3 三木　啓輔 作業療法士 徳島県 徳島平成病院
ホームワークのフローチャート作成における
Functional Independence Measureとの関
連性

3-8-4 樋口　卓篤 理学療法士 福岡県 原土井病院 大動脈弁置換術術後回復期に心臓リハビリテー
ションが難渋した高齢サルコペニアの一例

3-9 　  診療報酬・介護報酬、他
【座　長】青木義純　内田病院　理事長秘書室　室長代行・事務
【評価者】菊地攻　定山渓病院　経営管理部長・事務

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
3-9-1 齋藤　新貴 管理栄養士 新潟県 吉田病院 在宅復帰機能強化加算の影響について
3-9-2 赤平　みゆき 作業療法士 山梨県 城東病院 LIFE導入・提出までの取り組み

3-9-3 松末　真琳 事務職 鹿児島県 湯田内科病院 外来・入院料の点数アップを目指して 
～特定疾患療養管理料及び入院料加算の見直し～

3-9-4 江頭　沙知 看護師 佐賀県 志田病院 当法人の安全運転への取り組み  
～通信型ドライブレコーダーを導入して～
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一 

般 

演 

題

4-1 　  慢性期医療・治療
【座　長】中西克彦　定山渓病院　病院長・医師
【評価者】松浦美香　志田病院　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
4-1-1 菅原　大輔 臨床工学技士 静岡県 東名裾野病院 慢性期医療における血液透析
4-1-2 河本　智美 看護師 鹿児島県 国分中央病院 病院救急車の運用を開始してみえてきたこと

4-1-3 大川　もも子 看護師 神奈川県 鶴巻温泉病院
A病院において求められる外来看護支援について
―A病院の外来患者のインタビュー調査を通し
て－

4-1-4 上村　悦子 看護師 大阪府 泉佐野優人会病院 健康アプリを使用した睡眠評価の有効性について

4-1-5 稗田　道成 医師 福岡県 原土井病院 薬剤性徐脈に陥った特発性拡張型心筋症に伴う
高齢慢性心不全の一例

4-2 　  慢性期医療・治療、他
【座　長】須賀晴彦　富家千葉病院　院長・医師
【評価者】宮本美恵子　橋本病院　副院長・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 黒田　孝広 看護師 兵庫県 神戸平成病院 VAC療法の効果

4-2-2 嘉川　裕康 医師 福岡県 筑紫南ヶ丘病院 高齢者施設入居者への新型コロナウイルスワク
チン接種の安全性と有効性について

4-2-3 秋山　隆弘 医師 大阪府 堺平成病院 高齢者夜間頻尿の治療における下垂体ホルモン
製剤「ミニリンメルト」によるブレークスルー

4-2-4 大西　純子 看護師 大阪府 豊中平成病院 障害受容に向けてのアプローチ
～食思改善対応から見えた変化～

4-2-5 二見　崇太郎 医師 福岡県 原土井病院
離島在住、超高齢の連合弁膜症心不全に対し第
3次医療機関との連携を行うことで適切な治療
介入を得た1例

4-2-6 福本　佳織 看護師 兵庫県 北摂中央病院 私たちの援助を変えれば患者は変わる
～筋緊張が高い患者に現れた変化へのプロセス～

4-3 　  医療安全・事故対策、他
【座　長】高木緑　霞ヶ関南病院　看護部長・看護師
【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

4-3-1 坊　直哉 看護師 大阪府 堺平成病院
回復期リハビリテーション病棟における転倒転
落の要因
～長谷川式認知症スケールとの関連性について～

4-3-2 芥川　渉 臨床工学技士 鹿児島県 国分中央病院 慢性期病院としての医療機器管理

4-3-3 三枝　浩貴 作業療法士 北海道 定山渓病院
患者さん・職員にとって使いやすく、訓練が行
いやすいリハ訓練室を目指して
～５S活動による効果～

4-3-4 米山　由香里 看護師 福岡県 北九州若杉病院 内服管理に関するインシデント発生の分析と対策

4-3-5 荒木　達也 介護福祉士 埼玉県 特別養護老人ホーム　
大井苑 事故発生後に対するラウンド実施について
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4-4 　  医療安全・事故対策
【座　長】村越大輝　富家千葉病院　リハビリテーション室　室長・理学療法士
【評価者】上山さゆみ　京都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

4-4-1 吉村　直也 理学療法士 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棟入棟早期の患者
転倒の特徴
～転倒予防のために地域連携室で何ができるか～

4-4-2 長田　久恵 看護師 山梨県 城東病院 転倒転落率低下への取り組み　 
～転倒予防チームの活動報告～

4-4-3 中野　慎也 理学療法士 広島県 島の病院おおたに 当院の転倒予防対策と今後の展望

4-4-4 正木　仁平 介護福祉士 徳島県 江藤病院 特浴での入浴介助における業務改善
～表皮剥離アクシデントの減少をめざして～

4-4-5 上野　知永子 薬剤師 静岡県 東名裾野病院 当院におけるインシデント報告件数の増加に向
けた取り組み

4-5 　  医療の質・クオリティインディケーター、医療安全、事故対策、臨床倫理、予防医療、健診
【座　長】長瀬正徳　陵北病院　副院長・医師
【評価者】坂本信一　多摩川病院　看護部　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
4-5-1 細野　健太 理学療法士 山口県 光市立光総合病院 Safety-Ⅱの推進への取り組み

4-5-2 村田　章紘 臨床工学技士 愛知県 第二積善病院 当院における人工呼吸器の安全使用教育に関す
る取り組みと今後の課題

4-5-3 川渕　一世 看護師 北海道 定山渓病院 本病棟における与薬のインシデント・アクシデ
ントの発生状況の実態

4-5-4 井上　二郎 看護師 長崎県 南野病院 倫理事例研修の取り組みと今後の課題
～倫理研修を通してみえてきたもの～

4-5-5 山﨑　博喜 理学療法士 福岡県 原病院
頚部痛者に対する微細振動がVＤT作業時の頚
部筋活動に与える影響
～振幅確率密度関数解析を用いて～

4-6 　  感染症COVID-19、感染症
【座　長】池田滋　愛和病院　院長・医師
【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

4-6-1 下拂　綾乃 理学療法士 福岡県 原土井病院 地域包括ケア病棟で受け入れたCOVID-19治
療後患者の報告

4-6-2 板垣　仁美 臨床心理士 千葉県 富家千葉病院 療養病棟入院患者および患者家族における
COVID-19の意識調査

4-6-3 山之上　弘樹 医師 静岡県 静岡徳洲会病院 慢性期透析病棟での新型コロナウイルス感染症
クラスターの経験

4-6-4 富家　隆樹 医師 埼玉県 富家病院 慢性期病院における新型コロナウィルス感染症
の受け入れ病棟での３４例の経験

4-6-5 中園　玲羅 看護師 鹿児島県 吉田記念病院 感染症対策に対する病棟スタッフの意識・手指
衛生の統一に向けたアプローチ



9

慢性期医療は進化する
―医療・介護・地域の統合―

一 

般 

演 

題

4-7 　  感染症COVID-19、感染症
【座　長】北村尚子　みなみ野病院　看護部　師長・看護師
【評価者】高田一史　札幌西円山病院　理学療法科　科長補佐・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
4-7-1 三好　かほり 医師 福岡県 原土井病院 高齢の新型コロナウイルス感染患者への対応

4-7-2 橋本　明子 介護福祉士 東京都 大久野病院
院内のコロナ感染ゼロの日の継続
～コロナ禍におけるマスク着用・手指衛生の徹
底～

4-7-3 岩村　俊彦 看護師 大阪府 藍野病院 地域包括ケア病棟で受け入れを行った新型コロ
ナウイルス感染症から回復した患者（3症例）

4-7-4 辻　友紀 臨床検査技師 埼玉県 富家病院 新型コロナウイルスに対する当院の検査体制

4-7-5 伊豆　春香 作業療法士 東京都 東京腎泌尿器センター
大和病院

「ここは何処ですか。」～COVID-19発症後の
記憶障害についての報告～

4-7-6 榎本　奈々 看護師 千葉県 佐倉厚生園病院 手指衛生の教育的介入の効果

4-8 　  感染症COVID-19
【座　長】田中かおり　定山渓病院　看護部長・看護師
【評価者】村越大輝　富家千葉病院　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

4-8-1 白川　卓 言語聴覚士 香川県 橋本病院 COVID-19感染症の院内感染の経過と患者への
影響

4-8-2 元井　康弘 理学療法士 東京都 永生クリニック 新型コロナウイルス感染拡大による当クリニッ
クでのリハビリを利用した患者数の変化

4-8-3 池崎　裕昭 医師 福岡県 原土井病院 新型コロナウイルスワクチン接種後の抗体価の
推移と副反応の検討

4-8-4 本間　吉晃 看護師 静岡県 静岡徳洲会病院 透析病棟における新型コロナウイルスクラスター
発生時の対策と環境の実際について

4-8-5 海内　佑太朗 理学療法士 大阪府 泉佐野優人会病院
COVID-19後にサルコペニアを呈した患者に対
する栄養管理と運動療法の結果、ADLが改善
した一症例の報告

4-9 　  スタッフ教育、業務改善、他
【座　長】杉山寛行　光風園病院　リハビリテーション部　主任・理学療法士
【評価者】影原彰人　富家千葉病院　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
4-9-1 首藤　貴信 介護福祉士 佐賀県 志田病院 次世代介護従事者育成に向けた取り組み
4-9-2 阪上　健太朗 看護師 大阪府 平成記念病院 物品管理導入による看護業務効率の向上について

4-9-3 伊佐敷　澪 看護師 東京都 大内病院 精神科慢性期閉鎖病棟で働く看護師のモチベー
ションに影響を与える因子

4-9-4 伊藤　寛美 看護師 三重県 長島中央病院
レスパイト入院における業務改善
チェックリストを活用しスムーズな受け入れと
忘れ物ゼロを目指して

4-9-5 柿原　未明 理学療法士 福岡県 有吉病院 当院の医療療養病床における多様化する退院支
援の取り組み
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5-1 　  地域包括ケアシステム・地域連携
【座　長】宮川熱志　大内病院　在宅部長・医師
【評価者】渡邊慶子　鶴巻温泉病院　地域連携室　係長・メディカルソーシャルワーカー

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

5-1-1 元井　光夫 理学療法士 群馬県 美原記念病院 地域包括ケア病床からの転帰先としての自宅復
帰に関する検討

5-1-2 山下　晋矢 医師 東京都 セントラル病院 With Corona時代における次世代型地域包括
ケアシステムの展望について

5-1-3 加藤　彩芳 社会福祉士 北海道 札幌西円山病院 在宅が求めるサブアキュートの役割とは
～「最後まで家で生活したいのに…」～

5-1-4 北林　京太郎 理学療法士 埼玉県 富家病院 当院地域包括ケア病棟における入院・退院経路
別のFIMの傾向とリハビリテーションの課題

5-1-5 服部　梢 社会福祉士 愛知県 小林記念病院
施設検索システムによる住み慣れた地域への退
院支援
～〝その人らしく生きる″を支えるために～

5-2 　  地域包括ケアシステム・地域連携
【座　長】大谷祐之　富家病院　地域包括ケア病棟　専従医師・医師
【評価者】宮川熱志　大内病院　在宅部長・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

5-2-1 神谷　雅俊 介護支援専
門員 愛知県 老人保健施設ひまわり

在宅超強化型老人保健施設を維持するためにし
てきた4つのこと
～地域で求められる施設であり続けるため～

5-2-2 武富　梨花 看護師 佐賀県 志田病院 The 地域包括ケア病院を目指して
5-2-3 演題取り下げ

5-2-4 大川　明子 大学教員 三重県 三重県立看護大学 運動療法機能を追加した在宅透析患者支援シス
テムの構築

5-2-5 友田　真澄 理学療法士 愛媛県 松山リハビリテーショ
ン病院

当院外来・通所リハビリについて
地域に根差したリハビリテーションを目指した
新規事業の活動報告

5-2-6 真壁　政也 社会福祉士 沖縄県 西崎病院 人工呼吸器患者の在宅療養を多職種で支援する
～多職種連携と社会資源の活用～

5-3 　  栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア
【座　長】阪口英夫　陵北病院　副院長・歯科医師
【評価者】金沢英哲　富家病院　摂食嚥下サポートチーム　リーダー・医師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
5-3-1 柏木　裕香 管理栄養士 鹿児島県 国分中央病院 糖質制限食で血糖コントロールが改善した2症例

5-3-2 中村　愛実 管理栄養士 京都府 京都南西病院 慢性誤嚥の患者における中心静脈栄養から経口
摂取への移行について

5-3-3 折野　亜衣 管理栄養士 徳島県 博愛記念病院 骨卒中みそ汁提供による25-OHビタミンD改
善への取り組み

5-3-4 中村　彩 管理栄養士 東京都 特別養護老人ホーム藤
香苑

PEGペーストの使用により便性および排便コ
ントロールの改善がみられた4症例

5-3-5 上條　由美 看護師 長野県 上條記念病院 トロミ水を用いた口腔ケアの試みと実践の効果
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題

5-4 　  栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア
【座　長】松永裕美子　鶴川サナトリウム病院　栄養科　係長・管理栄養士
【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

5-4-1 三山　綾霞 管理栄養士 神奈川県 鶴巻温泉病院
回復期リハビリテーション病棟の質の高い栄養
管理を目指して
～栄養評価指標変更および介入方法の見直し～

5-4-2 中津　桃子 管理栄養士 徳島県 江藤病院 デイケアにおける管理栄養士介入の取り組み

5-4-3 新島　剛 理学療法士 大阪府 平成リハビリテーショ
ン専門学校

急性期治療後のサルコペニアを有する患者の栄
養獲得量がADLに及ぼす影響について

5-4-4 松窪　明美 看護師 東京都 みなみ野病院 誤嚥性肺炎予防に向けた統一した口腔ケアの取
り組み

5-4-5 宮本　明友 看護師 香川県 橋本病院 新型コロナウイルス（COVID-19）の当院の栄
養管理の取り組みについて

5-5 　  栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア
【座　長】白川卓　橋本病院　地域連携部　主任・言語聴覚士
【評価者】中尾健太郎　新戸塚病院　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

5-5-1 岩﨑　真利恵 管理栄養士 大阪府 千里リハビリテーショ
ン病院

リハビリテーション総合実施計画書における栄
養評価法の検討

5-5-2 廣中　蒼 管理栄養士 山口県 山口平成病院 グアーガム分解物による貧血改善の効果

5-5-3 遠藤　真衣 管理栄養士 東京都 多摩川病院 嚥下調整食学会分類2013コード3の指導資料
作成による作業効率化

5-5-4 粟田　麻友 管理栄養士 東京都 世田谷記念病院 70歳以上の整形疾患の身体状況と栄養状態に
ついて

5-5-5 島谷　浩幸 歯科医師 大阪府 堺平成病院 入院患者の義歯紛失を防止する当院の対策

5-6 　  薬剤
【座　長】比留間祐介　みなみ野病院　医療技術部　薬剤科　科長・薬剤師
【評価者】新枦義之　鶴巻温泉病院　薬剤科　科長代理・薬剤師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
5-6-1 岡村　正夫 薬剤師 新潟県 三条東病院 新しい薬剤管理指導業務の確立をめざして
5-6-2 遠藤　憲 薬剤師 埼玉県 富家病院 地域包括ケア病棟とポリファーマシー

5-6-3 冨松　幸子 薬剤師 大阪府 千里リハビリテーショ
ン病院

片麻痺患者の薬の自己管理を早期に実現するた
めの開封ツールの活用

5-6-4 南雲　玖美 薬剤師 群馬県 美原記念病院
薬剤師から見た包括病棟における医業支出の削
減対策 第1報
～薬剤費削減に向けた処方内容の調査～

5-6-5 山下　雄介 薬剤師 群馬県 美原記念病院
薬剤師から見た包括病棟における医業支出の削
減対策 第2報
～減薬と後発品使用によるコストカットの効果～
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5-7 　  臨床検査・放射線
【座　長】吉澤拓也　東京腎泌尿器センター大和病院　臨床工学科　係長・臨床工学技士
【評価者】渡部博一　国分中央病院　診療技術部　部長代理・内視鏡技師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

5-7-1 岩金　旭美 臨床検査技師 東京都 多摩川病院 スマートフォンカメラ機能を使用し撮影した顕
微鏡写真の検査室内における活用例報告

5-7-2 松本　竜也 放射線技師 徳島県 江藤病院 当院の線量管理と線量記録の取り組み

5-7-3 力丸　佳代 臨床検査技師 福岡県 原土井病院
外来から時間外入院までのシームレスな早期介
入で心不全急性増悪を抑止できた重症僧帽弁逆
流症の１例

5-7-4 岡田　桂樹 放射線技師 兵庫県 南淡路病院 線量低減プロトコール導入に向けて

5-8 　  チーム医療、他
【座　長】中根涼子　鶴巻温泉病院　看護科長・看護師
【評価者】高瀬紀子　霞ヶ関南病院　医療福祉相談部長・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

5-8-1 芦田　奏子 歯科衛生士 千葉県 柏たなか病院 医療療養病床における歯科衛生士の業務体制の
構築

5-8-2 吉田　麗花 理学療法士 大阪府 千里リハビリテーショ
ン病院

介入困難な情動・遂行機能障害に対しチーム連
携を取り，病棟アプローチを行った症例

5-8-3 田中　綾 看護師 東京都 セントラル病院
夜間巡視時における看護師・介護士の視点共有
～観察チェックリスト作成による情報共有を試
みて～

5-8-4 眞藤　明日香 看護師 宮城県 石巻健育会病院
終末期患者へのチームアプローチ
～KOMIチャートシステムによるアセスメント
からその人らしさを取り戻す

5-8-5 石山　亜湖 看護師 福岡県 北九州宗像中央病院 スタッフのケアに対する意識の変化　 
～カンファレンス導入を試みて～

5-9 　  チーム医療
【座　長】渡邊慶子　鶴巻温泉病院　地域連携室　係長・メディカルソーシャルワーカー
【評価者】河原克俊　埼玉セントラル病院　リハビリ科　課長・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

5-9-1 佐々木　雅子 看護師 大阪府 千里リハビリテーショ
ン病院

2020年度 院内職種間連携強化に向けた他職種
合同研修の現状報告

5-9-2 渡邉　敦子 介護福祉士 静岡県 新富士病院 多様化する介護人材を活かして 
～エイドアシスタント導入の取り組みと成果～

5-9-3 秋山　祐子 事務職 兵庫県 平成病院 慢性期医療における医師事務作業補助者の役割
～医師事務作業補助者はチーム医療の一員～

5-9-4 吉田　弘幸 理学療法士 山口県 宇部西リハビリテー
ション病院

食事委員会の取り組み  
～安全な経口摂取獲得に向けて～

5-9-5 北澤　裕也 理学療法士 愛知県 老人保健施設ひまわり
回復期病院退院後、介護老人保健施設デイケア
を利用する利用者を対象としたIADLに着目し
た評価項目の提案
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6-1 　  看護・看護計画、看護師特定行為、他
【座　長】浪岡まさみ　札幌西円山病院　看護介護部長・看護師
【評価者】北村尚子　みなみ野病院　看護部　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

6-1-1 吉川　由香 准看護師 大阪府 泉佐野優人会病院 感情表出の難しい患者との関わり
～リハビリ期から退院に向けての援助～

6-1-2 澤田　かおり 看護師 兵庫県 本山リハビリテーショ
ン病院 障害者病棟における安全安楽な体位変換

6-1-3 田尻　歩 看護師 福岡県 原病院 患者の食べたいという思いに寄り添った看護介入

6-1-4 中村　文 看護師 神奈川県 平成横浜病院
特定行為看護師による訪問看護の導入
～在宅に繋がる外来PICC挿入から訪問回診ま
で～

6-1-5 西村　智温 看護師 福岡県 原病院 業務改善－スムーズな情報共有に向けて－

6-2 　  看護・看護計画
【座　長】神田直孝　新越谷病院　看護部長・看護師
【評価者】柏木真里子　鶴巻温泉病院　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

6-2-1 渡部　英広 看護師 兵庫県 南淡路病院 ストレングスモデルを活用した地域生活への移
行に向けた看護援助

6-2-2 井筒　弘子 看護師 北海道 苫小牧東病院 当病棟におけるカンファレンスの実態と課題
～スタッフの意識調査を通して～

6-2-3 伊藤　悠太 看護師 茨城県 茨城西南医療センター
病院 早期退院支援に向けた意識調査

6-2-4 中筋　ひとみ 看護師 鹿児島県 国分中央病院 自宅退院に向けて 
～地域包括ケア病棟としての関わり～

6-2-5 嶋岡　寛幸 介護福祉士 大阪府 ベルピアノ病院
排泄ケアの改善に向けた取り組み
～介護福祉士による個別性のある排泄ケアへの
取り組み～

6-3 　  在宅・訪問医療介護、介護施設・介護医療院、介護・介護計画、介護予防
【座　長】金井大輔　介護老人保健施設大誠苑　認知症専門棟フロアマネジャー・介護福祉士
【評価者】木原真一　志田病院　介護保険部長・事務職

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

6-3-1 島袋　結香 看護師 埼玉県 富家訪問看護ステー
ションふじみ野

認知症高齢者に対する自己効力感を高める働き
かけ
～人との交流を通して～

6-3-2 高　忍 看護師 石川県 千木病院 認知症高齢者に支援した整容動作の効果

6-3-3 合田　静香 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
本人の思う暮らし。どこまで支えられるの!?
多職種連携の可能性を考える

6-3-4 堀田　京美 介護福祉士 東京都 介護老人福祉施設　
ヴィラ町田

立ち上がり動作時の体幹前傾の必要性 
～テーブルサンディングを用いた検証～

6-3-5 太郎良　篤史 事務職 福岡県 メディカルケア南ヶ丘 自立支援・重度化防止等に有効的な介助・リハ
の検証
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6-4 　  在宅・訪問医療介護、介護施設・介護医療院、介護・介護計画、介護予防、他
【座　長】大嶋怜子　介護老人保健施設大誠苑　老健看護マネジャー・看護師
【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

6-4-1 中澤　悠里 歯科医師 岐阜県 近石病院 食事意欲の強いALS摂食嚥下障害患者に対し入
院から在宅までシームレスな介入をした一症例

6-4-2 久田　路子 言語聴覚士 福岡県 有吉病院 介護医療院におけるLIFE活用の取り組み

6-4-3 屋宮　大樹 介護福祉士 沖縄県 大浜第二病院 褥瘡を有する頸椎損傷患者へのリフト等による
支援経過

6-4-4 石田　陣士 理学療法士 静岡県 熱川温泉病院 令和元年度の反省を基に実施した歩行改善教室
の活動報告

6-4-5 黒川　聖矢 介護福祉士 神奈川県 鶴巻温泉病院 「つるぴくと」導入前後の職員の掲示物に関す
る意識と業務負担感の変化

6-5 　  介護施設・介護医療院、介護予防、介護・介護計画
【座　長】小川英明　永生病院　リハビリテーション部　係長・理学療法士
【評価者】金井大輔　介護老人保健施設大誠苑　認知症専門棟フロアマネジャー・介護福祉士

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

6-5-1 熊谷　さおり 作業療法士 鹿児島県 吉田記念病院 介護医療院における回想法を用いたQOL向上
の取り組み

6-5-2 塩川　清治 介護福祉士 福岡県 有吉病院 介護医療院における自立（律）支援の取り組み
－LIFEの活用を通して考える－

6-5-3 稲垣　千香子 事務職 北海道 札幌西円山病院 Covid-19の影響よる地域支援活動の変化

6-5-4 古庄　諒大 理学療法士 熊本県 桜十字病院 コロナロコモを防げ！通所介護事業所での集団
起立訓練の取り組み

6-5-5 原山　佑太 理学療法士 茨城県 牛尾病院 介護職員における自尊感情と自己注目の関連に
ついて

6-5-6 二川　優 理学療法士 鹿児島県 国分中央病院 ＋αの施設紹介を目指して

6-6 　  家族とのかかわり、医療ソーシャルワーク
【座　長】高瀬紀子　霞ヶ関南病院　医療福祉相談部長・社会福祉士
【評価者】白川卓　橋本病院　地域連携部　主任・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

6-6-1 松浦　聡子 看護師 広島県 島の病院おおたに 終末期患者の家族と看護師の関わりから見えて
きた関係と心理

6-6-2 鈴木　正大 介護福祉士 静岡県 富士小山病院 A病院の介護療養病棟におけるリモート面会に
対する満足度調査

6-6-3 貝田　将隆 ソーシャル
ワーカー 北海道 札幌西円山病院

コロナ過における退院支援の振り返り
～事例を通じてコロナが及ぼした影響を分析す
る～

6-6-4 野澤　佑介 ソーシャル
ワーカー 埼玉県 富家病院 慢性期救急のソーシャルワーク   

～在宅生活困難者の入院相談から退院支援まで～
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6-7 　  家族とのかかわり、医療ソーシャルワーク
【座　長】大植友樹　札幌西円山病院　経営管理部長・社会福祉士
【評価者】佐藤亜貴　内田病院　まちづくり部　マネジャー・健康運動指導士

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

6-7-1 北川　史織 看護師 静岡県 和恵会医療院 『会いたいね』
～オンラインを活用したコミュニケーション～

6-7-2 川合　美穂 介護福祉士 埼玉県 富家病院 ナラティブ活動の活性化 
～患者と向き合いながら～

6-7-3 新山　弥子 看護師 千葉県 いけだ病院
意思表出が困難な患者に寄り添うケアを目指して
～グループワークと家族の協力を通して見えた
もの～

6-7-4 太田　佳菜子 ソーシャル
ワーカー 埼玉県 霞ヶ関南病院 就労支援の現状と課題

6-8 　  癒し・療養環境・レク
【座　長】蛯江美佳　和恵会医療院　看護部総師長・看護師
【評価者】岡持利亘　霞ヶ関南病院　地域リハ・ケア　サポートセンター長・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

6-8-1 森塚　ゆかり 介護職 千葉県 特別養護老人ホーム　
四街道苑 その人らしい生き方を支えたい

6-8-2 高木　真理菜 介護福祉士 東京都 介護老人福祉施設　
ヴィラ町田

笑いを増やして心を豊かに
～笑いヨガと集中力の関係性～

6-8-3 岡澤　陽子 事務職 大阪府 千里リハビリテーショ
ン病院

千里リハ×ANA リハビリテーション接遇モデ
ルの構築

6-8-4 小沼　伸紘 介護福祉士 神奈川県 鶴巻温泉病院 病院の枕と私物枕との睡眠評価比較
6-8-5 植村　恵 看護師 福岡県 原土井病院 毎日続けられるレクリエーション

6-8-6 岡本　敏江 看護師 兵庫県 神戸平成病院 離床時間の改善による生活リズムへの影響    
～睡眠パターン表を用いて～

6-9 　  癒し・療養環境・レク
【座　長】宮野一也　高良台リハビリテーション病院　リハケア部　通所リハビリ　マネジャー・作業療法士
【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

6-9-1 木口　孝子 准看護師 岡山県 柴田病院 足浴による睡眠へのアプローチ
～本当の眠りとは何か～

6-9-2 阿部　秀子 介護職 千葉県 特別養護老人ホーム　
四街道苑

楽しくできる運動  
～はじめよう、グラウンド・ゴルフ～

6-9-3 青木　恭子 介護福祉士 東京都 信愛病院 ドールセラピー
～認知症患者に対するモンチッチの有効性～

6-9-4 加藤　英幸 介護福祉士 三重県 花の丘病院 コロナ禍における脳トレ 
～満足度アップに繋がる取り組みについて～

6-9-5 吉田　文裕 理学療法士 神奈川県 介護老人福祉施設　
ヴィラ都筑

特養入居者において、嗜好に合わせた離床活動
は主観的幸福感が向上する
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7-1 　  褥瘡・スキンケア、認知症
【座　長】上山さゆみ　京都リハビリテーション病院　看護部長・看護師
【評価者】大嶋怜子　介護老人保健施設大誠苑　老健看護マネジャー・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名
7-1-1 要　恵美 看護師 大阪府 泉佐野優人会病院 当院のフットケアの現状と今後の課題

7-1-2 打樋　聡美 看護師 徳島県 江藤病院
認知機能低下のある患者に個別性でゆとりを求
めた関わりの工夫
～病棟デイケアを試みて～

7-1-3 井上　春奈 看護師 北海道 札幌西円山病院 認知症患者の不安や焦燥に対するケアで大切な
こと

7-1-4 阿部　哲也 介護福祉士 埼玉県 グル－プホ－ム鶴ケ岡苑 アルツハイマー型認知症利用者における、アク
ティビティケアを通したBPSDの変化について

7-1-5 草野　奈美 臨床心理士 香川県 橋本病院 認知症治療病棟における認知機能評価のための
ＭＭＳＥの実施手順について

7-2 　  褥瘡・スキンケア、認知症
【座　長】太田晃一　緑成会病院　副院長・医師
【評価者】河本智美　国分中央病院　看護介護部長・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

7-2-1 岩田　愛奈 看護師 大阪府 堺平成病院 当病棟における脆弱な皮膚へのアプローチ
～適切な保湿剤の選択を目指して～

7-2-2 桑原　健多 理学療法士 埼玉県 富家病院 アルブミン値・日常生活動作能力の違いによる
褥瘡保有率の差

7-2-3 小谷　智子 介護福祉士 岡山県 柴田病院 難聴と認知症とコロナ禍の環境変化
～こうちゃんを探して～

7-2-4 日野　誠也 作業療法士 東京都 世田谷記念病院 握力とMMSEの相関からわかる今後のリハビ
リテーションへの展望

7-2-5 藤田　由紀江 看護師 北海道 花川病院 睡眠日誌を活用した認知症高齢者の睡眠覚醒リ
ズム改善のこころみ

7-3 　  身体抑制廃止、褥瘡・スキンケア、認知症
【座　長】山田直人　緑成会整育園　園長・医師
【評価者】蛯江美佳　和恵会医療院　看護部総師長・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

7-3-1 中村　彩美 看護師 静岡県 掛川北病院 経鼻胃管自己抜去リスク患者に対する身体拘束
廃止に向けた取り組み

7-3-2 林　かおる 看護師 兵庫県 北摂中央病院
頭皮の皮膚トラブルの改善を目指して
～はちみつパックによる脂漏性皮膚炎の予防・
改善～

7-3-3 土田　こずえ 看護師 新潟県 三条東病院 改訂DESIGN-R2020褥瘡状態評価スケールを
取り入れた褥瘡対策の取り組みについて

7-3-4 平田　梨紗 看護師 福岡県 杉病院 レッツレクレーション！　～認知症をわかって～

7-3-5 丸山　圭介 介護福祉士 埼玉県 富家病院 「或る利用者様が残してくれたもの」
ケア記録ナラティブ化の取り組み

7-3-6 疋田　健悟 作業療法士 静岡県 介護医療院　湖東病院
自分らしさを引き出す関わりとは
～周辺症状の変化により介護負担の軽減が見ら
れた症例～
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7-4 　  褥瘡・スキンケア、身体抑制廃止、認知症
【座　長】松浦美香　志田病院　看護部長・看護師
【評価者】長瀬正徳　陵北病院　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
7-4-1 森下　志保 介護福祉士 三重県 長島中央病院 脂性肌の改善に向けての取り組み
7-4-2 宮本　貴枝 介護福祉士 千葉県 佐倉厚生園病院 身体拘束に対する意識調査と拘束解除に至る要因

7-4-3 小田　和彦 作業療法士 鹿児島県 キラメキテラスヘルス
ケアホスピタル 継続した褥瘡対策における院内の変化

7-4-4 宮本　和紀 看護師 香川県 橋本病院 転倒・転落0を目指して  
～簡易エルゴメーターを使用した運動療法～

7-4-5 山本　ちづか 准看護師 大阪府 泉佐野優人会病院 経管栄養管理中の苦痛軽減に対する取り組みに
ついて

7-5 　  身体抑制廃止、褥瘡・スキンケア、認知症
【座　長】木原真一　志田病院　介護保険部長・事務職
【評価者】森岡研介　平成横浜病院　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
7-5-1 福冨　早苗 看護師 栃木県 白澤病院 身体拘束に頼らない看護

7-5-2 東方　美紀 介護福祉士 石川県 金沢脳神経外科病院 腋窩の皮膚トラブル改善に向けての取り組み
～個別性のあるケア内容や方法を評価して～

7-5-3 雨山　琴 看護師 東京都 セントラル病院 療養病棟における拘縮手に対するハンドケア
～効果的なハンドロールの検討～

7-5-4 佐藤　昌隆 介護福祉士 静岡県 熱川温泉病院 認知症患者が穏やかな入院生活を取り戻した一
事例

7-6 　  ターミナルケア・暖和ケア・看取り
【座　長】佐野哲孝　平成扇病院　院長・医師
【評価者】柏木真里子　鶴巻温泉病院　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

7-6-1 加藤　祐樹 作業療法士 沖縄県 北中城若松病院 本人・家族の思いを尊重したがんリハチームで
の取り組み

7-6-2 西村　敏行 看護師 埼玉県 特別養護老人ホーム　
大井苑

透析を離脱、最期を看取らせていただいたご利
用者から学ぶ

7-6-3 森田　汐音 作業療法士 富山県 いま泉病院
多職種が協働し想いに寄り添い, 不安を軽減し
た看取りの取り組み
~面会が制限される中での支援~

7-6-4 髙木　沙良 看護師 京都府 京都南西病院 コロナ禍における面会制限下での家族への関わ
り方

7-6-5 奥田　莉子 介護職 岡山県 柴田病院
コロナ禍での終末期患者への最善の看取りケア
とは
～コミュニケーションが図れる患者への関わり
方～
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7-7 　  意思確認カンファ、ACP
【座　長】森岡研介　平成横浜病院　診療部長・医師
【評価者】浪岡まさみ　札幌西円山病院　看護介護部長・看護師

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

7-7-1 三橋　香織 介護職 千葉県 富家千葉病院 介護者のACP活動への取り組み
～もしバナカードを使って～

7-7-2 井上　仁 医師 東京都 ベトレヘムの園病院
最終段階に向けた患者（家族）の意思決定支援
の現状
～入院時から積極的に進めるＡＣＰの試み

7-7-3 前田　里歩 言語聴覚士 愛知県 小林記念病院 当院のAdvanceCarePlanningの取り組みに
対する意識調査

7-7-4 横田　直也 看護師 群馬県 美原記念病院
神経難病患者のレスパイトケア目的入院について
～患者と家族の意思決定支援の機会としての意
義～

7-7-5 草地　みどり 介護福祉士 岡山県 柴田病院
エンディングノートで人生を振り返る
～ありがとうファイルを活用して
自分らしい最期迎えるために～

7-8 　  病院管理・経営、病院建築・設備・環境、IoT・ロボット
【座　長】菊地攻　定山渓病院　経営管理部長・事務
【評価者】青木義純　内田病院　理事長秘書室　室長代行・事務

演題番号 氏名 職種 都道府県 所属機関名 演題名

7-8-1 目黒　浩昭 医師 栃木県 日光野口病院 入院患者層の適正化による療養病床施設基準向
上の過程と今後の課題

7-8-2 徳嶋　慎太郎 理学療法士 兵庫県 神戸平成病院 COVID-19流行前後のリハビリテーションス
タッフのストレス状況の違い

7-8-3 朝沼　亜由美 看護師 鹿児島県 キラメキテラスヘルス
ケアホスピタル

100日間を通してやさしく包まれる病院 
～ゼロ動線病棟～

7-8-4 池上　剛仙 事務職 大阪府 岸和田平成病院 電子カルテ移行後の意識調査

7-8-5 前田　俊輔 事務職 福岡県 筑紫南ヶ丘病院 長野県COVID-19宿泊療養でのICT医療管理
に対する報告

7-9 　  病院管理・経営、病院建築・設備・環境、IoT・ロボット
【座　長】平地隆昌　志田病院　事務部長・事務職
【評価者】奥津準　鶴川サナトリウム病院　医療相談室　課長・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

7-9-1 中田　圭亮 理学療法士 大阪府 千里リハビリテーショ
ン病院

カンファレンスの準備ができないスタッフへの
行動分析学的介入

7-9-2 田島　紘己 医師 鹿児島県 医療法人玉昌会 新型コロナウイルス感染症対応を通して再検討
した法人事務局の役割

7-9-3 大植　友樹 事務職 北海道 札幌西円山病院 新型コロナウイルスクラスターを経験して
～経営的視点を踏まえた報告～

7-9-4 西田　尚史 事務職 埼玉県 医療法人真正会 電子カルテ・記録システム導入における医事業
務の改善検証報告

7-9-5 工藤　正和 理学療法士 愛媛県 HITO病院 Virtual Realityリハビリテーションにより
歩行能力が改善した脳幹梗塞の一例
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慢性期医療は進化する
―医療・介護・地域の統合―

一 

般 

演 

題

P-1 　  医療の質、クオリティインディケーター、医療安全・事故対策、褥瘡・スキンケア、認知症、
家族とのかかわり、排泄ケア・リハ

【座　長】牛口麻衣　内田病院　認知症看護認定看護師・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

P-1-1 笠井　美菜 准看護師 大阪府 堺平成病院 ナースコール減少への取り組み 
―実態調査から分析した看護介入を試みて―

P-1-2 森山　緑 看護師 東京都 信愛病院 回復期リハビリテーション病棟でのKYT
―　５年前からの変化　―

P-1-3 演題取り下げ

P-1-4 横瀬　侑子 介護福祉士 福岡県 北九州若杉病院 介護医療院における認知症ケアの現状と改善へ
の取り組み

P-1-5 瀬尾　大輔 看護師 埼玉県 霞ヶ関南病院 面会制限下における家族支援に向けた取り組み

P-1-6 島田　典子 作業療法士 兵庫県 東浦平成病院 便秘改善に向けて“本人の気づき”に取り組ん
だ一事例

P-2 　  地域包括ケアシステム・地域連携、介護・介護計画、他
【座　長】後藤紀史　多摩川病院　院長・医師
【評価者】加藤豊範　小林記念病院　診療技術部　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

P-2-1 舘沢　ちづる 看護師 岩手県 南昌病院 地域包括ケア病床に入院した患者の再入院に影
響を及ぼす因子の検討

P-2-2 小倉　好可 看護師 東京都 世田谷記念病院 プレカンファレンス導入後の退院支援に対する
意識変化

P-2-3 小芝　重和 看護師 千葉県 富家千葉病院 回復期病棟におけるADL情報の共有化 
～ピクトグラム導入への取り組み～

P-2-4 武石　周三 介護福祉士 福岡県 高良台リハビリテー
ション病院 介護士による経過記録の質向上への取り組み

P-2-5 池内　恵 介護福祉士 千葉県 富家リハビリセンター
花見川 デイサービス満足度向上を目指して

P-2-6 小林　すみれ 看護師 福岡県 原病院 記録監査の負担を軽減する為に取り組んだこと
～看護記録の記入漏れを見直して～

P-3 　  リハ全般、在宅・訪問医療介護、チーム医療、回復期リハビリテーション、病院管理・経営
【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】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

P-3-1 我如古　幸都 理学療法士 東京都 東京腎泌尿器センター 吸収障害のある透析患者を経験し栄養指標を用
い自宅退院に繋げた一例

P-3-2 安部　真沙美 理学療法士 岡山県 倉敷中央病院リバーサ
イド

ADL全介助で医療依存度の高い終末期呼吸不
全患者の退院支援
～1年3ヶ月ぶりの自宅退院を目指して～

P-3-3 鈴木　盛史 理学療法士 東京都 エース訪問看護ステー
ション新所沢 在宅療養者における嚥下音長評価とその実際

P-3-4 演題取り下げ

P-3-5 古賀　俊貴 作業療法士 福岡県 高良台リハビリテー
ション病院 療法士が夜勤を行う効果と現状の課題について

P-3-6 大坪　英一 理学療法士 大阪府 千里リハビリテーショ
ン病院

セラピストスタッフにおける積極的な病棟業務
実施を目指した時間管理表を用いた行動変容の
取組み
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P-4 　  感染症・感染症COVID-19、予防医療、健診、他
【座　長】加藤豊範　小林記念病院　診療技術部　部長・薬剤師
【評価者】田村哲也　千里リハビリテーション病院　PT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

P-4-1 梅本　かれん 看護師 大阪府 堺平成病院 医療療養病棟における中心静脈カテーテル感染
を考える

P-4-2 山田　楓 作業療法士 神奈川県 さがみリハビリテー
ション病院

当院療養病棟におけるコロナ禍でのリハ科の関
わり

P-4-3 野田頭　弘治 看護師 東京都 永生病院 新型コロナウイルス感染症に対する取り組み
感染症対応病棟の運営に関する報告

P-4-4 國見　典子 看護師 徳島県 保岡クリニック論田病院
新型コロナウイルス感染予防対策で長期化する
面会制限について
～患者、家族のアンケート調査報告～

P-4-5 小町　敏弘 臨床工学技士 千葉県 富家千葉病院 血清P値の是正によるFGF23値の推移の検討

P-4-6 金野　由佳 作業療法士 千葉県 富家千葉病院 コロナ禍のStayhomeが高齢者の身体機能に
与えた影響 －1年間の変化－


