
演題発表プログラム 

 
口述演題 症例・事例セッション １１：１０～１２：２０ 

座長；大垣昌之（愛仁会リハビリテーション病院）、牧迫飛雄馬（鹿児島大学） 

 

O1 地域イベントへ多様な参加者を促した実践報告 
理学療法士の主体的な動きで広がるつながりの輪 

 東京都保健医療公社 荏原病院 小磯 寛  

 

O2 旅行を継続した社会参加として実施できている症例の特徴 
-複数回宿泊旅行をされている訪問リハ利用の脳卒中後遺症者 2 症例からの考察- 

 訪問看護ステーション梨の里 知花 朝恒 

 

O3 活動量のセルフモニタリングにより適切な痛みの対処方法が形成され外出頻度向上に繋がった事例 
 医療法人社団松下会 東生駒病院 松江 駿  

 
O4 通所リハビリテーション利用者における一年間の体重推移 

～体重減少率からみた栄養状態と機能的自立度との関係～ 
 金沢医科大学氷見市民病院 水上 正樹 

 

 
 
口述演題 地域包括/介護予防推進リーダーセッション １３：２０～１４：３０ 

座長；河添竜志郎（株式会社くますま）、池添冬芽（京都大学） 

 
O5 日光リハビリネットワークと日光市教育委員会スポーツ振興課の取り組み 

第 12 回日光杉並木マラソン大会での多職種合同メディカルサポートを中心に 
 地域医療振興協会 日光市民病院・日光リハビリネットワーク 早間 雄貴 

 

O6 リハビリテーション専門職派遣の役割と専門域 
地域自主活動グループへの活動支援 

 国家公務員共済組合連合会 三宿病院 リハビリテーション科 田村龍太郎 

 
O7 地域リハビリテーション活動支援事業への理学療法士の関わり 

～地域で必要とされる専門職となるために～ 
 （公社）神奈川県理学療法士会横浜ブロック担当 久保木あずみ 

 

O8 住民主体の介護予防の体操教室への理学療法士による介入の実践報告 
～島本町のいきいき 100 歳体操での関わりについて～ 

 清仁会 穴田 周吾 

 

  



ポスター演題 質疑応答時間 １１：１０～１２：２０ 

 
P1 参加頻度から見た介護予防健康運動教室参加者の特徴 

JST 版活動能力指標に着目して 
 藍野大学医療保健学部理学療法学科 安藤 卓  

 

P2 住民主体の介護予防を自治体事業化するにあたっての協力 
～サポーターに頼らずに実施できる工夫～ 

 栃木県リハビリ 3 士会合同介護予防推進リーダー那須町支部 高橋 秀介 

 

P3 地域包括ケアにおいて行政と協力した介護予防事業の地域展開 
K 区における住民運営による体操教室の立ち上げ支援に関する報告 

 たてやま整形外科クリニック 高橋伸太郎 

 

 

P4 体力測定会は高齢者の運動習慣に対する意識を変えるか 
豊橋市体力健診事業におけるアンケート調査 

 豊橋市役所長寿介護課 神谷 琴美 

 
P5 地域在住高齢者におけるロコモティブシンドロームと身体機能および外出目的との関連性の検討 

 袖ケ浦さつき台病院 赤池 優也 

 

P6 その場での足踏み運動の検討 
6 分間歩行試験と比較して 

 川崎市中部リハビリテーションセンター井田障害者センター在宅支援室 池田 雅名 

 

P7 地域住民主体の活動に参加し医療従事者が地域で活躍できる場の構築に向けた関わり 
 酒井病院 前田 徹  

 

P8 東住吉区リハビリテーション連絡会の設立 
～地域に必要とされる為の組織化～ 

 ヴァンサンク ポルテ 堀江 淳  

 

P9 自治体とセラピストの連携による地域ケアのかたち 
三鷹市リハビリテーション協議会の取り組み 

 杏林大学保健学部・三鷹市リハビリテーション協議会 門馬 博  

 

P10 二次予防事業対象者における介護予防教室終了後の身体活動量について 
 西大和リハビリテーション病院 菅野ひとみ 

 

P11 リハビリテーションプログラムと DVD 公開による PD 患者に対する教育的取り組み 
 北里研究所 北里大学東病院リハビリテーション部 鈴木 良和 

 

P12 運動ボランティア養成講座参加者の特性 
 福岡リハビリテーション病院 山﨑登志也 

 
P13 社会のトイレ環境にアプローチ 

～外出時にトイレで困らないまちづくりに向けての活動報告～ 
 医療法人仁翔会 松矢整形外科 八木 大志 

 

P14 地域活動への参加を促す環境デザインの取り組みについて 
PTA 活動を通じての報告 

 ねりま健育会病院 間藤 大輔 

 

P15 退院後に住民運営である西宮いきいき体操へつなげる取り組み 
 医療法人財団樹徳会上ヶ原病院 片平 達也 

  



P16 入院治療から継続して訪問リハビリテーションを行い社会参加に繋がった一例 
 津幡町国民健康保険直営 河北中央病院 米田 嗣音 

 

P17 地域包括ケア・介護予防推進リーダー実践報告 
推進リーダー活動を通して感じた 3 つの役割について 

 川越リハビリテーション病院 阿久澤直樹 

 

P18 リハビリ専門職による「我が事・丸ごと」地域共生社会実現への取り組み 
 桜ヶ丘中央病院 リハビリテーション科 岩淵 裕和 

 

 

P19 産官学連携による地域資源を活用した認知症予防プログラムの活動成果報告 
 大阪河﨑リハビリテーション大学・大阪府立大学大学院 今岡 真和 

 

P20 石川県金沢市における地域包括ケア推進リーダーの活動と育成の現状 
組織的活動の開始から総合事業への対応まで 

 北陸病院・石川県理学療法士会 小堺 武士  

 

P21 演題取り下げ 

 

 
P22 地域ケア会議の開催に向けた当地域における自立支援事例検討会の取り組み 

～リハ専門職に期待される助言とその有効性について～ 
 医療法人 大植会 葛城病院 リハビリテーション部 理学療法課 森本 祐基 

 

P23 理学療法士の介護予防参入のための活動報告 
行政との関わりを通じて 

 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 神田 勝利 
 
P24 地域支援事業から得られた精神事業所とのつながり 

 桜ヶ丘中央病院 南  裕貴 

 
P25 電動車椅子支給申請において医療・地域の連携を図った症例 

 北里大学東病院リハビリテーション部 松田理佐子 

 

P26 阿蘇地域における小児リハビリテーション支援 
発達相談を通じての地域連携 

 阿蘇温泉病院 林  寿恵 

 

P27 FIM を活用した医療連携に関する取り組み 
介護の可視化を目指して 

 株式会社ツクイ 林  悠太 

 

P28 地域包括支援センターとの活動報告について 
 長浜市社会福祉協議会 上野 浩司 

 

P29 医療依存度の高い要介護高齢者に対する集中的ケアマネジメントに関する実態調査 
-介護支援専門員の立場から- 

 日本福祉大学大学院 社会福祉研究科・株式会社 CommunityManagement 中川 征士 

 

P30 成果と費用対効果からみた各病棟の特徴 
回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟の比較 

 社会医療法人財団新和会八千代病院 宇野 達也 

 

P31 要支援高齢者の日常生活活動量 
 福岡大学大学院スポーツ健康科学研究科・デイサービスセンター幸良・麻生リハビリテーション大学校 園田 剛之 

  



P32 女性後期高齢者の介護度別にみた体力・日常生活活動・認知機能の比較 
 はくほう会医療専門学校赤穂校・兵庫県立大学大学院 環境人間学研究科 小林 憲人 

 

P33 急性期から社会との繋がりを意識し自立支援を検討した一例 
 社会医療法人 愛仁会 高槻病院 技術部 リハビリテーション科 井上 知哉 

 
P34 地域包括ケア病棟でのサブアキュート機能に必要な関わり方とは 

 医療法人財団新和会八千代病院 納土奈央子 

 

P35 超高齢かつ外傷性くも膜下出血により重度後遺症を呈するも 
在宅復帰に至った要因と継続性についての検討 ―Zarit 介護負担尺度を用いて― 

 宮本整形外科病院 木庭 孝行 

 

P36 早期より在宅復帰を見据えアプローチしスムーズな連携が可能となった症例 
 医療法人社団天馬会半田中央病院 梅原 美歌 

 

P37 最期の状態を見据えた介護予防の必要性 
 医療法人社団 慶成会 青梅慶友病院 リハビリテーション室 富田 正身 

 
P38 身体活動量計を使用した生活マネジメントの有用性の検討 

不眠と身体活動量の関係に着目した事例 
 リハビリ訪問看護ステーションルピナス 市川 雄基 

 
P39 歩行能力と自己効力感にギャップがあり転倒を繰り返す症例に対する転倒予防の関わり 

転倒恐怖感・歩行自己効力感に着目して 
鴻池荘訪問リハビリテーション 篠宮 健 

 

P40 身体活動量の増加が歩行能力の改善に与える影響 
2 ステップテストと身体活動量計による定量的評価を用いた事例 

 訪問看護リハビリステーションフィットケア・東生駒病院 リハビリテーション科 石垣 智也 

 
P41 適切な訪問リハビリテーションの終了に向けた取り組み 

定量的評価を用いたフィードバックにより目標達成度の認識向上を図った事例 
 京都きづ川病院 訪問リハビリセンター 岸田 和也 

 

P42 訪問リハビリテーション終了に向けて成功体験を紙面化し自己効力感向上に働きかけた事例 
 鴻池荘 訪問リハビリテーション 沖野 裕大 

 

P43 通所リハビリと訪問リハビリを併用し目標達成できた 1 症例 
 医療法人社団永生会介護サービススマイル永生 松井佳奈美 

 
P44 通所介護事業所からの卒業 

～介護保険サービスから住み慣れた地域へ～ 
 社会福祉法人 創隣会 リハビリデイきりん 免田 伸子 

 
P45 生活機能向上を終了理由とする利用者が増加した背景 

～当院訪問リハビリテーションの取り組み～ 
 公立つるぎ病院 有川康二郎 

 
P46 社会参加の継続ができていなかった重度訪問リハ利用者の考察 

－本人と息子の支援に対する想いの重要性－ 
 西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部 尾川 達也 

 

P47 在宅における癌末期利用者への主観的幸福感に着目した一症例 
 ほっとリハビリシステムズ 豊岡 功  

  



P48 短下肢装具の変更により屋外での活動範囲の拡大が得られた脳卒中片麻痺者の一例 
 近江温泉病院 木村 友哉 

 

P49 他部門との連携で社会参加に至った事例 
振り返りから訪問リハビリテーションセラピストの役割を考える 

 介護老人保健施設 ひだまりの里 近沢 秀夫 

 

P50 通所リハビリテーションにおける介入方法再編後の効果検証 
 医療法人社団一恵会 介護老人保健施設はーとぴあ リハビリテーション科 座間 拓弥 

 
P51 通所リハにて急性発症した腰部椎間板ヘルニア症例に対し運動療法と他職種連携を行った一症例 

 介護老人保健施設 いこいの森 森美 有紀 

 

P52 リハ特化型通所介護施設における復職支援への関わり 
就労移行支援施設との連携を通して 

 訪問看護ステーション三方原 青木 秀憲 

 

P53 家族の不安解消によって在宅生活の継続につながった症例 
 なぎリハビリ訪問看護ステーション 波之平晃一郎 

 
P54 愛知県春日井市における地域合同在宅リハ勉強会の活動報告 

 株式会社 gene 訪問看護事業部門 訪問看護ステーション 仁 春日井 鈴木 苑香 

 

P55 自主練習主体の通所リハビリテーションにおける運動・生活機能、生活空間、活動能力の変化 
～2 年半の後ろ向き研究～ 

 榛名荘病院・群馬大学大学院保健学研究科 塩浦 宏祐 

 

P56 地域理学療法士に求められる営業力 
 株式会社 Hospitality ONE 青栁 法大 

 

P57 通所リハビリテーション利用者の要介護度に影響を及ぼす要因の検討 
 中島整形外科 通所リハビリテーション あおいとり 川崎 怜美 

 

P58 日高会における回復期・訪問リハ間連携ミーティングの実践報告 
 平成日高クリニック 総合ケアセンター 飯塚 晃弘 

 

P59 サービス付き高齢者向け住宅に一定期間入居し、目標を達成した症例 
 ほやね城北 木村 創史 

 
P60 心理的要因に配慮した関わりが，疼痛の改善に至った一症例 

 訪問看護ステーション浅田 佐久間俊輔 

 

P61 短期集中の通所リハと訪問リハの併用事例を経験して 
 千鳥橋病院附属新室見診療所 貞方 祥恵 

 

  



 


