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全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会第11回研究大会

大会長挨拶

　全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会の第11回研究大会にようこそいらっ

しゃいました。

　患者さんたちが少しでもたくさんよくなるために、皆とともに学び、他の施設のノウ

ハウを吸収し、さらに自分たちの工夫を共有すべく発表する、そのような場にこの大会

を使っていただければ幸いです。

　「やさしく、そして科学的に」、そう、リハビリテーションは決して小難しい理屈だ

けで出来ているわけではありません。しかし、どちらの方法がより効果的か、治療効果

に差があるのならそれはなぜか、知りたいとは思いませんか。

　その探求心を満たして貰うため、「やさしく、そして科学的に」話をして下さる演者

の皆さんに集まって貰いました。日々繰り返される基本動作や嚥下への介入のヒントを

シンポジウムから見つけて下さい。作ったり触ったり質問したり、皆さんに参加して貰

うハンズオンも企画しました。協議会メンバーの病院の元気な臨床活動を伝えて貰う

セッションもあります。

　主役は皆さんです。どうぞ、楽しんでいって下さい。

付1： この紙面を借りて、回を追う毎に参加者が増していく研究大会運営の面からお願
いを申し上げます。今回も登録された演題の2/3は申込最終日に集中しておりま
した。演題や事前参加を締め切り最終日に申し込むのはできれば勘弁して下さ
い。そうでないと関係者が登録の少ないことで不安になり、夜も眠れなくなって
しまいます。

付2：大会の準備に傾倒してくれた仲間たちにこの場を借りて感謝の意を表します。

園田　　茂　
藤田保健衛生大学七栗サナトリウム
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10：00

11：00 

12：00 

13：00 

14：00 

15：00

16：00

17：00

18：00

第 会場 第 会場 第 会場

開会式/大会長講演 10：00～11：00

園田　茂 藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

扇の間（5F） 竹　園（4F） 竹　林（4F）

こんな回復期リハをしませんか

石川　誠　 初台リハビリテーション病院

リハ医療における地域連携の要となる
回復期リハ病棟　　　　　　　　　

司会：

司会：

演者：

演者：

演者：

演者：

総　会

13：00～13：56

12：30～13：30

才藤　栄一 藤田保健衛生大学

ー運動学習と装具の
　基本的考え方ー

司会：

渕　雅子　 誠愛リハビリテーション病院 
小野　剛　 森之宮病院
八児　正次 多摩丘陵病院

やさしくそして科学的な基本動作

司会： 宮井　一郎 森之宮病院

岡田　澄子 藤田保健衛生大学
藤井　航　 藤田保健衛生大学

科学的で役に立つ　 
嚥下リハビリテーション

司会： 沖田　啓子 西広島リハビリテーション病院

座長： 木下　牧子
初台リハビリテーション病院

座長： 井上　郁
初台リハビリテーション病院

院内連携・チーム・パス（1）
14：00～14：56

15：00～15：56

体力・廃用他
16：00～16：56

在宅・改造・介護・機器（2）他
17：00～17：48

摂食・嚥下・栄養・口腔（1）
14：00～14：56

在宅・改造・介護・機器（1） 他
15：00～15：56

症例報告（1）
16：00～16：56

摂食・嚥下・栄養・口腔（2）他
17：00～17：48

口演発表Ａ会場 口演発表Ｂ会場メイン会場

２月９日土

演者：

基調講演 I 11：00～12：00

ランチョンセミナー 12：15～13：15

シンポジウムI 13：30～15：00

シンポジウムⅡ 15：00～16：30

口演発表

口演発表 口演発表

口演発表

口演発表

口演発表

口演発表

口演発表

口演発表

座長： 下郷　宏
　 　　蒲郡厚生館病院

座長： 加藤　譲司
　 　　輝山会病院

座長： 高山　優子
鵜飼リハビリテーション病院

座長： 古閑　博明
熊本リハビリテーション病院

座長： 永井　将太
　 　　藤田保健衛生大学

座長： 辻村　享
　 　　辻村外科病院

座長： 藤田　雅章
小倉リハビリテーション病院

黒澤　崇四 NTT東伊豆病院

栗原　正紀 長崎リハビリテーション病院

片麻痺者の歩行再建

太田喜久夫 松阪中央総合病院

懇親会 18：00～19：30

高次脳機能・認知症・心理（1）

歩行・装具・座位・車いす（1）他
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11：00
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13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

第 会場 第 会場 第 会場

梅の間（4F） 藤の間（4F） 桜　園（4F） 桜　花（4F）

第 会場

機器展示
治療システム

13：00～13：56

安全管理・転倒・転落（3）
14：00～14：56

ADL（4）
15：00～15：56

ADL（5）
16：00～16：56

17：00～17：40

在宅・改造・介護・機器（3）

在宅・改造・介護・機器（4）他
誰でもできる
100円離床センサの
作製法

10：00～18：00

展　示
16：00～18：00

村岡　慶裕
藤田保健衛生大学

症例報告（2）他

ポスターＡ会場 ポスターＢ会場 機器展示会場ハンズオンセミナー会場

ポスター発表

ポスター発表

ポスター発表

ポスター発表

ポスター発表

ポスター発表

ポスター発表

ポスター発表

ポスター発表

ポスター発表

座長： 岡本　隆嗣
西広島リハビリテーション病院

座長： 松木　秀行
近森リハビリテーション病院

座長： 小野塚由美子
　 　　霞ヶ関南病院

座長： 寺山みのり
近森リハビリテーション病院

座長： 川上　千之
三友堂リハビリテーションセンター

座長： 橋本　洋一
　　　 苫小牧東病院

座長： 三橋　尚志
　　 　大原記念病院

座長： 山下　智弘
　　 　宇賀岳病院

座長： 今井　稔也
近森リハビリテーション病院

座長： 宮里　好一
タピック沖縄リハビリテーションセンター病院

ハンズオンセミナー I
14：00～16：00

演者：

13：00～13：56

14：00～14：56

15：00～15：56

16：00～16：56

17：00～17：48
高次脳機能・認知症・心理（3）

院内連携・チーム・パス（5）

院内連携・チーム・パス（6）
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10：00

9：00

11：00 

12：00 

13：00 

14：00 

15：00

16：00

第 会場 第 会場 第 会場

9：00～10：00

扇の間（5F） 竹　園（4F） 竹　林（4F）

院内連携・チーム・パス（2）

9：00～ 9：56

座長： 前田　實
　 　　三九朗病院

口演発表Ａ会場 口演発表Ｂ会場メイン会場

２月１０日日

口演発表

排 泄他
10：00～10：56

座長： 渋谷　洋子
　　 　西円山病院

口演発表

疾病・麻痺・機能障害
座長： 西村　一志
やわたメディカルセンター

口演発表

座長： 濱口　吉克
　　 　済生会明和病院

口演発表

ＡＤＬ（2）
座長： 伊藤　隆夫
初台リハビリテーション病院

口演発表

座長： 橋本　茂樹
　　 　西円山病院

口演発表

パネルディスカッションI

座長： 取出涼子

司会：野口陽介
回復期リハ病棟ソーシャルワーカーの
臨床指標をどこに求めるか？！

10：00～11：00

演者：

演者：

委員会報告

委員会報告

I  実態調査委員会

11：00～11：15

筧　淳夫 国立保健医療科学院

永井　将太 藤田保健衛生大学
Ⅱ コア調査

13：00～13：30

Ⅲ 医療安全委員会 渡邊　進 熊本機能病院

基調講演Ⅱ 11：15～12：15

10：00～11：15

司会： 斉藤　正身 霞ヶ関南病院

宮井　一郎 森之宮病院

二木　立 日本福祉大学

今後の医療制度改革と
リハビリテーション医療
演者：

演者：

シンポジウムⅢ 13：30～15：00

閉会式

具体的な家屋改造

司会： 井上  郁 初台リハビリテーション病院

司会： 伊佐地　隆 茨城県立医療大学付属病院

備酒　伸彦 神戸学院大学
福江　亮　 西広島リハビリテーション病院
矢野　勇介 近森リハビリテーション病院

演者：

15：00～16：00パネルディスカッションⅡ
これからのリハ看護に期待するもの ～回復期リハ看護認定

　コースの研修を通じて～
報告者:石川　誠　 初台リハビリテーション病院

樋口　春美 西円山病院
熊木　晴美 初台リハビリテーション病院

11：00～11：56

13：00～13：56

14：00～14：56

15：00～15：56

ＡＤＬ（1）
座長： 伊藤　功
　　 　霞ヶ関南病院

口演発表

院外連携（1）
座長： 山鹿　紀夫
熊本リハビリテーション病院

口演発表

安全管理・転倒・転落（1）
座長： 松本　隆史
　　 　花の丘病院

口演発表

座長： 鄭　統圭
鵜飼リハビリテーション病院

口演発表

安全管理・転倒・転落（2）他
座長： 宇野甲矢人
　 　　宇野病院

口演発表

ＡＤＬ（3）
座長： 鵜飼　泰光
鵜飼リハビリテーション病院

口演発表

9：00～ 9：56

10：00～10：56

11：00～11：56

13：00～13：56

14：00～14：56

15：00～15：56

報告者：取出涼子 初台リハビリテーション病院　加来克幸 熊本機能病院　
今井靖子 福井総合病院　河合秀樹 鵜飼リハビリテーション病院
池田吉隆 初台リハビリテーション病院　

12：15～次期大会長挨拶

高次脳機能・認知症・心理（2）

院内連携・チーム・パス（4）他

院内連携・チーム・パス（3）他
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10：00

9：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

第 会場 第 会場 第 会場

梅の間（4F） 藤の間（4F） 桜　園（4F） 桜　花（4F）

第 会場

機器展示

間違いだらけの
おむつの知識

ポスターＡ会場 ポスターＢ会場 機器展示会場ハンズオンセミナー会場

ハンズオンセミナーⅡ
10：00～12：00

9：00～16：00

浜田きよ子
高齢生活研究所

演者：

FIM何でも相談

渡邊　豊明
藤田保健衛生大学

小田さつき
藤田保健衛生大学

川上　健司
藤田保健衛生大学

ハンズオンセミナーⅢ
13：00～15：00

河野　光伸
藤田保健衛生大学

演者：

相談員：

座長： 城戸麻三子
　　 　湯布院厚生年金病院

その他（1）
座長： 原　信也
福岡リハビリテーション病院

院外連携（2）
座長： 大川原順子
太田総合病院付属熱海病院

座長： 川本加世子
西広島リハビリテーション病院

院内連携・チーム・パス（8）
座長： 瀧澤　泰樹
初台リハビリテーション病院

その他（3）
座長： 小池　知治
　　 　三九朗病院

ＡＤＬ（6）
座長： 諸伏　悦子
　　 　NTT東日本伊豆病院

ＡＤＬ（7）他
座長： 今西　剛史
　　 　鶴巻温泉病院

その他（2）
座長： 橋本　幸典
　　 　大原記念病院

座長： 三宮　克彦
　　 　熊本機能病院

歩行・装具・座位・車いす（3）他
座長： 小泉　幸毅
小倉リハビリテーション病院

その他（4）
座長： 安田　敬志
白山リハビリテーション病院

ポスター発表 ポスター発表

ポスター発表 ポスター発表

ポスター発表 ポスター発表

ポスター発表 ポスター発表

ポスター発表 ポスター発表

ポスター発表 ポスター発表

9：00～ 9：56

10：00～10：56

11：00～11：48

13：00～13：56

14：00～14：56

15：00～15：56

9：00～ 9：56

10：00～10：56

11：00～11：56

13：00～13：56

14：00～14：56

15：00～15：48

摂食・嚥下・栄養・口腔（3）

院内連携・チーム・パス（7） 歩行・装具・座位・車いす（2）
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■ＪＲ・近鉄・名鉄
ＪＲ新幹線・東海道本線、近鉄名古屋線、名古屋駅下車。名鉄名古屋本線、名鉄名古屋駅下車。
ホテルまで徒歩約15分、タクシーで5分。

■地下鉄
東山線・鶴舞線伏見駅下車。7番出口から西へ徒歩約3分。

■飛行機
名古屋国際空港（セントレア）からは名鉄または空港バスで名古屋駅に向かうことが出来ます。
乗り合い空港タクシーで直接ヒルトン名古屋という手段もあります。（要予約：ヒルトン名古屋HP参照）

■お車
東名高速道路よりお越しのお客様
・東名高速道路名古屋ＩＣから東名阪自動車道に入り、上社ＪＣＴにて南行き、高針ＪＣＴ方面へ。
高針ＪＣＴにて名古屋高速2号東山線に乗り換え、丸太町ＪＣＴより名古屋高速都心環状線に入り、「錦橋」出口
にて下車、約3分。
・または、東名高速道路名古屋ＩＣ下車、直進で西へ約12ｋｍ。名古屋ＩＣより約30分。

東名阪自動車道よりお越しのお客様
・東名阪自動車道名古屋西ＩＣより名古屋高速に乗り換え。名古屋高速都心環状線「錦橋」出口より約3分。

名神高速道路よりお越しのお客様
・名神高速道路小牧ＩＣより名古屋高速に乗り換え。名古屋高速都心環状線「錦橋」出口より約3分。
・または、名神高速道路一宮ＩＣ下車、国道22号線（途中22号線が伏見通りと名称が変更）沿い。
交差点「広小路伏見」を右折。

■駐車場及び駐車料金
一般：30分につき￥250
宿泊：1泊￥1,300（基本的に入庫時点から24時間）

地
下
鉄 

名
古
屋

名
鉄 

名
古
屋
駅

近
鉄 

名
古
屋
駅

JR 

名
古
屋
駅

地
下
鉄 

伏
見

地
下
鉄 

丸
の
内

至 大阪

「錦橋」出口

納屋橋

セブン

メルサ

近鉄

名鉄

ジェイアール
名古屋
タカシマヤ

7番出口

堀
川

桜 通

錦 通

伏
見
通

広小路通

江
川
線

名
古
屋
高
速

至 東京 至 「白川」出口

広小路通

竪
三
蔵
通

朝日新聞社 ヒルトン
名古屋

IN

OUT

駐車場入口

中
ノ
町
通

三井ビル
朝日新聞社

ヤマハビル

ハードロックカフェ

御園座

劇団四季

会場へのアクセス
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クローク

クローク

ドリンクコーナー

第2会場
座長・演者受付

第3会場
座長・演者受付

ポスター会場
座長・演者受付

書籍販売

総合受付

ランチョン
セミナー受付

エレベーター
ホール（１Ｆ～ 28Ｆ）

エレベーター
ホール（１Ｆ～ 28Ｆ）

桜　園

扇の間

竹　園 竹　林
梅の間

桐の間

藤の間

桜　花

エレベーター
ホール

（１Ｆ～５Ｆ）

エレベーター
ホール

（１Ｆ～５Ｆ）

階段
ロビー

ロビー

階段

第 会場

第 会場

第 会場第 会場

第 会場

第 会場 ポスターＡ会場

第 会場
ポスターＢ会場

口演発表Ａ会場

機器展示会場

ハンズオンセミナー会場

口演発表Ｂ会場

メイン会場

会　場　案　内

　　多目的トイレのご案内：車椅子で使用可能な多目的トイレは地下1階にございます。
11：00～21：00以外はフロント又はベルデスクにお声をかけて下さい。
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会　　期 第1日目 2月9日㈯ 9：00開場 10：00～18：00
  懇親会 18：00～19：30
 第2日目 2月10日㈰ 8：00開場  9：00～16：10

会　　場 ヒルトン名古屋 〒460-0008 名古屋市中区栄1丁目3番3号 ☎052-212-1111

参加受付
1. 事前参加登録をされた方
1） 事前に送付しました研究大会参加証に所属と氏名を記入の上お持ちください。再発行は致しかねま
すので、紛失には十分ご注意ください。

2）事前郵送された「プログラム・抄録集」は、研究大会当日は会場へご持参ください。

2. 当日申し込みの方
• 会場内当日受付にて参加登録をして参加証を受け取ってください。

会　員 非会員 　学　生※

事 前 登 録 10,000円 15,000円 2,000円

当 日 登 録 12,000円 17,000円 4,000円

懇親会会費 一律 6,000円

※学生の方は、当日受付にて学生証を提示して参加登録をお願いします。

3. 会場内では、ホルダーケースに入れた参加証を首からさげ、常時着用してください。

総　　会
2月9日㈯ 12：30～13：30　第3会場「竹林」 4階

講　　演　

▲ ▲ ▲

P21

大会長講演「こんな回復期リハをしませんか」
　　　　　　演者：園田　　茂　藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

基調講演Ⅰ「リハ医療における地域連携の要となる回復期リハ病棟」
　　　　　　講師：石川　　誠　初台リハビリテーション病院

基調講演Ⅱ「今後の医療制度改革とリハビリテーション医療」
　　　　　　講師：二木　　立　日本福祉大学

研 究 大 会 概 要



－ 11 －

シンポジウム　

▲ ▲ ▲

P29

シンポジウムⅠ「やさしくそして科学的な基本動作」
シンポジウムⅡ「科学的で役に立つ嚥下リハビリテーション」
シンポジウムⅢ「具体的な家屋改造」

パネルディスカッション　

▲ ▲ ▲

P47

パネルディスカッションⅠ
　「回復期リハビリテーション病棟ソーシャルワーカーの臨床指標をどこに求めるか⁉」
パネルディスカッションⅡ
　「これからのリハ看護に期待するもの～回復期リハ看護認定コースの研修を通じて～」

委員会報告　

▲ ▲ ▲

P53

委員会報告Ⅰ　実態調査委員会
委員会報告Ⅱ　コア調査
委員会報告Ⅲ　医療安全委員会

ハンズオンセミナー　

▲ ▲ ▲

P57

ハンズオンセミナーⅠ「誰でもできる100円離床センサの作製法」
ハンズオンセミナーⅡ「間違いだらけのオムツの知識」
ハンズオンセミナーⅢ「FIM何でも相談」

ランチョンセミナー　

▲ ▲ ▲

P61

「片麻痺者の歩行再建 ─運動学習と装具の基本的考え方─」
　講師：才藤　栄一（藤田保健衛生大学）
　共催：東名ブレース株式会社
　 ランチョンセミナーの昼食数には、限りがございます。2月9日㈯ 9：00から整理券をランチョンセ
ミナー受付にて配布します。入場の際は、整理券と弁当をお引換下さい。

一般演題　

▲ ▲ ▲

P65

応募いただいた294演題すべてを採択しました。演者の希望と実行委員会の判断で145題を口演発表、
149題をポスター発表としました。口演発表の詳細は14頁をポスター発表の詳細は15頁をご覧ください。
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企業展示　

▲ ▲ ▲

P250

大会期間中に医薬品、医療機器、医療情報システムなどの展示会を行います。
2月9日㈯ 10：00～18：00
2月10日㈰  9：00～16：00

懇 親 会
2月9日㈯ 18：00～19：30　第1会場「扇の間」5階
※懇親会は空席がある場合のみ当日受付をおこないます。 先着順となりますので、当日お早めに受付
けにてお求めください。

クローク
クロークは、4階および5階にございます。手荷物をお預けください。
クローク開設時間　2月9日㈯ 9：00～20：00
　　　　　　　　　2月10日㈰ 8：00～17：00
両日ともお預かり時間を過ぎましたらクロークを閉鎖いたしまので、お預けになったお手荷物は時間
内に必ずお引き取りください。また、貴重品はお預かりすることができませんので予めご了承ください。

ドリンクサービス

4階ロビーにセルフサービスの無料ドリンクサービスカウンターを設けております。どうぞご利用くだ
さい。

書籍販売
5階ロビーに書籍販売コーナを設けております。どうぞご利用ください。

その他
1）講演、発表会場内での携帯電話は使用禁止です。電源をオフにするかマナーモードでお願いします。

2） 宅配便の取り扱いは、正面玄関左手のベルデスクで宅配便の取り扱いを行っています。

3） 会場でのご案内は、実行委員・運営委員が「STAFF」と書いた名札をつけておりますので、お困
りの際はご遠慮なく声をかけてください。

4） 事務局の許可なく講演会場内でのビデオ収録・写真撮影などはご遠慮下さい。
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1. 基調講演、ランチョンセミナー
演者・司会の方へ

担当される講演の45分前までに総合受付にて受付をお済ませください。
係が講師控室へご案内いたします。講師控室にて試写および簡単な打合せをいたします。

演者の方へ

 発表データは当日ご自身のパソコンまたは、USBのフラッシュメモリおよびCD-Rにコピーしてご持
参ください。MOおよびフロッピーディスクは受付できません。

2. シンポジウム・パネルディスカッション
演者・座長・司会の方へ

担当される講演の45分前までに総合受付にて受付をお済ませください。
係が講師控室へご案内いたします。講師控室にて試写および簡単な打合せをいたします。

演者の方へ

 発表データは当日ご自身のパソコンまたは、USBのフラッシュメモリおよびCD-Rにコピーしてご持
参ください。MOおよびフロッピーディスクは受付できません。

3. ハンズオンセミナー
講師の方へ

1） 担当されるセミナーの45分前までに総合受付にて受付をお済ませください。 
係が講師控室へご案内いたします。 
講師控室にて試写および会場に置ける備品の配置等打合せをいたします。

2） 発表データは当日ご自身のパソコンまたは、USBのフラッシュメモリおよびCD-Rにコピーしてご
持参ください。MOおよびフロッピーディスクは受付できません。

4. 委員会報告
演者の方へ

1） 担当されるセミナーの45分前までに総合受付にて受付をお済ませください。 
係が講師控室へご案内いたします。講師控室にて試写および簡単な打合せをいたします。

2） 発表データは当日ご自身のパソコンまたは、USBのフラッシュメモリおよびCD-Rにコピーしてご
持参ください。

発表者へのご案内
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5. 一般演題口述発表
座長の方へ

1） 担当されるセッションの30分前までに当該セッションの会場前で受付をお済ませください。 
担当されるセッションの10分前までに次座長席にご着席ください。

2） 1演題は発表6分質疑応答2分です。進行は座長に一任しますが、時間厳守でお願いいたします。 
演者の欠席が出た場合には、発表を繰り上げて進行してください。

演者の方へ

1）プレゼンテーション

• パソコン発表のみとなります。2008年1月10日㈭まで（必着）に大会事務局・担当坂本宛にCD-R
にてお送り下さい。CD-Rには演題番号、発表者名を明記してください。
　　　　発表データ（CD-R）の送付先：〒514-1257 三重県津市大鳥町424-1

全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会
第11回研究大会大会事務局坂本宛

• 送付いただいたCD-Rは返却いたしません。

• 演題の持ち時間は発表6分、質疑応答2分です。

• アプリケーションはWindows版Microsoft PowerPoint 2000～2003がインストールされたパソコ
ンを使用します。Windows Vista/Offi  ce2007で作成されたデータは御使用できませんのでご注意下
さい。Offi  ce2007を使用されている場合、保存形式をPowerPoint2000～2003形式にしてください。
また、動画ソフト、音声ソフトを御使用の方はあらかじめ大会事務局にお問い合わせください。

• フォントはWindows MS明朝、MSゴシック、MSP明朝、MSPゴシックを御使用ください。特殊
なフォントをお使いの場合、表示されない場合や、表示がずれる事があります（Vista の標準では表
示できないものがありますので、ご注意下さい）。

• 当日のデータの差し替えはできませんのでご注意ください。

2）当日の受付について
• 朝の最初のセッションの演者は当該セッションの30分前まで、それ以外のセッションの方は1時間
前までに当該セッションの会場前で受付を済ませ、10分前までに次演者席にお越し下さい。

•発表は演台上のパソコンをご使用し、ご自身の操作で進行してください。
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6. 一般演題ポスター発表
座長の方へ
1） 担当されるセッションの30分前までにポスター会場受付にお越しください。 
担当されるセッションの10分前までに担当演題ポスター前でお待ちください。

2） 1演題は発表6分質疑応答2分です。進行は座長に一任しますが、時間厳守でお願いいたします。 
演者の欠席が出た場合には、発表を繰り上げて進行してください。

演者の方へ
1）ポスターの貼付け・片付け
• ポスターの貼付けは1日目の発表者は12：30までに、2日目午前の発表者は8：30までに当該セッショ
ンの会場の決められた場所にポスターを貼付けてください。

• 1日目の発表者は18：00～18：20までにポスターを撤去してください。2日目の発表者は16：20まで
にポスターを撤去してください。撤去いただかなかったポスターは事務局で処分させていただきます。

• 貼付け用の画鋲は事務局で準備します。ポスター会場受付でお受け取りください。

2）受付及びプレゼンテーション
• 当該セッションの30分前までにポスター会場受付を済ませ、10分前までに当該セッションの会場に
入室し、ご自分のポスターの前でお待ち下さい。

• ポスターの発表持ち時間は発表6分、質疑2分となります。

• ポスターのサイズはタイトル、演者名、所属機関を含め、縦170㎝ 、横90㎝ 以内でお願いします。 
演題名、演者名、所属機関も皆様がご用意下さい。

演題名
演者名
所属機関名
（この部分も縦サイズに含まれます）
（形式に規定はありません）

本文
（自由にレイアウトして下さい）

演題番号

170cm
以内

90cm以内

演題番号は事務局が
用意します



主なプログラム
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1日目　2月9日土

大会長講演　10：00～11：00 第1会場 司会：黒澤　崇四　NTT東伊豆病院

こんな回復期リハをしませんか
 園田　　茂　　藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

基調講演Ⅰ　11：00～12：00 第1会場 司会：栗原　正紀　長崎リハビリテーション病院

リハ医療における地域連携の要となる回復期リハ病棟
 石川　　誠　初台リハビリテーション病院

ランチョンセミナー　12：15～13：15 第1会場 共催：東名ブレース株式会社
 司会：太田喜久夫　松阪中央総合病院

片麻痺者の歩行再建
 才藤　栄一　藤田保健衛生大学医学部

シンポジウムⅠ　13：30～15：00 第1会場 司会：宮井　一郎　森之宮病院

やさしくそして科学的な基本動作
 渕　　雅子　誠愛リハビリテーション病院
 八児　正次　多摩丘陵病院リハビリテーション技術部理学療法科
 小野　　剛 特定医療法人大道会　森之宮病院

シンポジウムⅡ　15：00～16：30 第1会場 司会：沖田　啓子　西広島リハビリテーション病院

科学的で役に立つ嚥下リハビリテーション
 岡田　澄子　藤田保健衛生大学衛生学部
 藤井　　航　藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

総　　会　12：30～13：30 第3会場

ハンズオンⅠ　14：00～16：00 第6会場

誰でもできる100円離床センサの作製法
 村岡　慶裕　藤田保健衛生大学衛生学部

展　　示　16：00～
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2日目　2月10日日

パネルディスカッションⅠ　9：00～10：00 第1会場
 司会：野口　陽介　初台リハビリテーション病院

回復期リハ病棟ソーシャルワーカーの臨床指標をどこに求めるか？！

座　長：取出　涼子　初台リハビリテーション病院
報告者：取出　涼子　初台リハビリテーション病院

 加来　克幸　熊本機能病院　
 今井　靖子　福井総合病院
 河合　秀樹　鵜飼リハビリテーション病院
 池田　吉隆　初台リハビリテーション病院

委員会報告　10：00～11：15 第1会場

Ⅰ 実態調査委員会
 筧　　淳夫　国立保健医療科学院

Ⅱ コア調査
 永井　将太　藤田保健衛生大学衛生学部

基調講演Ⅱ　11：15～12：15 第1会場 司会：斉藤　正身　霞ヶ関南病院

今後の医療制度改革とリハビリテーション医療
 二木　　立　日本福祉大学教授・大学院委員長

委員会報告　13：00～13：30 第1会場

Ⅲ 医療安全委員会
 渡邊　　進　熊本機能病院

シンポジウムⅢ　15：00～16：00 第1会場
 司会：伊佐地　隆　茨城県立大学医療大学付属病院

具体的な家屋改造

 備酒　伸彦　神戸学院大学総合リハビリテ－ション学部
 福江　　亮　医療法人社団　朋和会　西広島リハビリテーション病院
 矢野　勇介　近森リハビリテーション病院内　訪問リハビリテーションちかもり



大会長講演 月 日土　 ： ～

司会：黒澤　崇四　NTT東伊豆病院
演者：園田　　茂　藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

こんな回復期リハをしませんか

基調講演Ⅰ 月 日土　 ： ～

司会：栗原　正紀　長崎リハビリテーション病院
演者：石川　　誠　初台リハビリテーション病院

リハ医療における地域連携の要となる
回復期リハ病棟

基調講演Ⅱ 月 日日　 ： ～

司会：斉藤　正身　霞ヶ関南病院
演者：二木　　立　日本福祉大学

今後の医療制度改革とリハビリテーション医療
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こんな回復期リハをしませんか

園田　　茂　藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

大会長講演    

　回復期リハは医療施策の中でも急性期、維持期を繋ぐ唯一の手段として位置づけられている。必
須要素だから安泰と考えるのではなく、大切だからこそ自ら質の向上を目指すべきである。
　近頃は患者が早期に転院してくることもあり、入院患者の重症化が進んでいる。この勢いに押し
流されて、リハチーム能力・技術がレベルダウンしていないだろうか。協業のバランスを流動的に
して対処する必要があろう。一方、訓練単位数上限は6単位から9単位となり、取りうる作戦の幅
が拡がった。この幅を活かして9単位に適したメニュー構成に変えているだろうか。以前のまま惰
性でリハを行っていないだろうか。
　訓練の焦点の一つはADLの獲得である。麻痺などの機能障害があるなりに動作方法を身につけ
ることは非常に重要である。そのための練習方法に「運動学習」の概念を取り入れることが大切
である。運動系のクラブ活動で上達するための方法を選択するように訓練方法を選んで欲しい。ま
た、これまでの回復期リハでは麻痺肢へのアプローチが不十分となりがちであった。運動麻痺の改
善度合いが増せば、リハ結果は更に良くなるだろう。麻痺肢の使用、他の感覚入力との同期が麻痺
の更なる改善のためのキーワードである。
　既存の道具でも使い方、考え方が変わってきている。例えば下肢装具である。内側股継手を使う
など長下肢装具に工夫をすれば、完全対麻痺患者の移動方法として車椅子のみならず歩行も視野に
入ってくる。片麻痺に対する短下肢装具も、以前は麻痺が軽くなると一律にシューホンというプラ
スチック一枚の装具に変えていた。現在の考え方では、麻痺が軽くなってくれば足部に関節機能の
ある装具を使って歩容を良くすべき、となっている。
　いろいろな訓練の工夫をしたら、その成果を確認したい。そのためには評価法にこだわるべきだ
ろう。変化を捉えることに長けていて信頼性・妥当性もあるFIMがさらに普及していけば、自ら
の施設の時間変化、他施設との比較が容易になる。我々も「ADL講習会─FIMを中心に」を年
2回程度開催し始めた。なお、使用する評価指標、例えばFIM効率の解釈法、利用の限界も知る
べきである。

1985年　慶應義塾大学医学部卒業
1995年　東京都リハビリテーション病院医長
1997年　慶應義塾大学月が瀬リハビリセンター専任講師
2000年　藤田保健衛生大学医学部リハビリ医学講座助教授
2002年　同教授
2003年　藤田保健衛生大学七栗サナトリウム病院長

学会：日本リハビリテーション医学会評議員・専門医会幹事、
　　　日本脳卒中学会専門医、
　　　全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会理事、副会長など

【プロフィール】
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　回復期の外を眺めてみれば医療連携が声高に叫ばれている。急性期と維持期に挟まれた回復期リ
ハだから、連携システムの出来不出来の影響を受けやすい。連携を開始しても負担だけが先行する
可能性すらある。急性期から受け取りたい情報は何か、維持期が欲しがっている内容は何か、本当
に必要なものが受け渡される仕組みの構築を目指して欲しい。
患者のために、また回復期リハ病棟が淘汰されないために、このような気概を持った回復期リハ病
棟の増加を切に望む。



一般演題プログラム
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2月9日土 第2会場　口演発表 A会場・竹園

 O-01　高次脳機能・認知症・心理（1） 13：00～13：56 座 長 :木下　牧子　初台リハビリテーション病院

 O-01-1 回復期リハビリテーション病院に転院した患者の心理 
－転院決定後から入院初期の思いー   P92

 いわてリハビリテーションセンター 看護部　遠藤　るみ

 O-01-2 頚髄損傷後に併発した抑うつのためリハビリテーションの導入に難渋した1症例   P92
 医療法人和風会社団橋本病院　木下　和代

 O-01-3 高次脳機能障害のある患者の転倒予防 ～基本的欲求の表出までの道のり～   P93
 柳川リハビリテーション病院 看護部　西田　香織

 O-01-4 高次脳機能障害者のモチベーションを維持するために ～買い物を通して～   P93
 リハビリテーション花の舎病院 リハビリ室　古谷　直子

 O-01-5 意識障害・夜間せん妄のある患者様への薬剤効果の評価   P94
 東大阪生協病院 2階回復期リハビリテーション病棟　呉本　寿恵

 O-01-6 高次脳機能障害患者に対するインシュリン自己注射獲得への取り組み 
～チームアプローチ・オリジナルパンフレットの作成が有効であった1症例～   P94

 旭川リハビリテーション病院 看護部　脇坂　　綾

 O-01-7 携帯電話のメール機能の導入により、書字能力が改善された失語症の1例   P95
 しげい病院 リハビリテーション部　大取　篤史

 O-02　摂食・嚥下・栄養・口腔 (1) 14：00～14：56 座 長 :井上　　郁　初台リハビリテーション病院

 O-02-1 副甲状腺腺腫に伴う高 Ca血漿の栄養管理とリハビリテーションに関する1治験例   P95
 会田記念リハビリテーション病院　馬島　瑩郷

 O-02-2 経管栄養例に対する嚥下リハビリテーションの現状と課題   P96
 みゆき会病院 回復期リハビリテーション病棟　渡辺　　章

 O-02-3 経管栄養の状態で当院回復期リハビリテーション病棟に転院となった患者の入院経過  P96
 小山田記念温泉病院 回復期リハビリテーション病棟　毛受　雅文

 O-02-4 嚥下障害のある患者の看護ケア充実に向けての取り組み   P97
 特別医療法人 順和 長尾病院 回復期リハビリテーション病棟　古河　智津子

 O-02-5 経管栄養の下痢及び逆流対策について   P97
 鶴巻温泉病院 栄養科　切石　友恵

 O-02-6 訓練食改良による嚥下機能改善への影響 ～普通食摂取までの期間に着目して～   P98
 医療法人社団 輝生会 初台リハビリテーション病院　後藤　愛子

 O-02-7 仮性球麻痺を呈した2症例の退院時摂食嚥下能力の差についての考察   P98
 特定医療法人社団カレスサッポロ 時計台記念病院 総合リハビリテーションセンター　篠原　皓子
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2月9日土 第2会場　口演発表 A会場・竹園

 O-03　在宅・改造・介護・機器（1） 他 15：00～15：56 座 長 :下郷　　宏　医療法人北辰会 蒲郡厚生館病院

 O-03-1 家屋調査の質の向上：「住環境調査表」・「報告書」書式の作成とその活用   P99
 医療法人ペガサス 馬場記念病院 リハビリテーション部　中西　真帆

 O-03-2 退院援助におけるMSWの支援と介入に関する取り組みについて 
－平成18年度退院の脳卒中患者へのアセスメント・支援内容分析結果から－   P99

 医療法人社団寿量会熊本機能病院　久保田聖美

 O-03-3 入院時 FIM18点の脳卒中患者の動向   P100
 鶴巻温泉病院 回復期リハビリテーション病棟　今西　剛史

 O-03-4 大腿骨頚部骨折患者の自宅退院を阻害する因子の検討   P100
 医療法人 松涛会 安岡病院 回復期リハビリテーション病棟　水野佳代子

 O-03-5 入浴介助用品を見直して ～お風呂は安全「ひとっPro（プロトタイプ）」～   P101
 医療法人社団 行陵会 大原記念病院 リハビリテーション事業部　若林　宣之

 O-03-6 不安を抱える家族をチームで支える ～重度障害を持った患者様の自宅退院に向けて～   P101
 光風園病院 リハビリテーション科　亀井　美里

 O-03-7 ADLのゴールデンタイムを重視した勤務の均一化を試みて～職員意識、患者ケアの変化を探る～   P102
 （医）三喜会 鶴巻温泉病院 看護部 2階南病棟　鈴木　　真

 O-04　症例報告 (1) 16：00～16：56 座 長 :加藤　譲司　医療法人輝山会 輝山会病院

 O-04-1 低酸素脳症を呈した若年在日外国人に対するチームアプローチ 
～退院調整困難例の体験から看護の役割を見出す～   P102

 医療法人偕行会 偕行会リハビリテーション病院　村松　　梢

 O-04-2 復職を目標とした症例を通して ～具体的アプローチの検討～   P103
 リハビリテーション花の舎病院 リハビリ室　高田　有香

 O-04-3 遷延性意識障害患者に対する情動を考慮した刺激入力   P103
 金沢脳神経外科病院 リハビリテーション部　釣谷　亮輔

 O-04-4 関節リウマチ（RA）を既往に持ち右大腿骨転子部骨折・左第3趾切断を呈した症例に対し、 
生活環境を工夫することにより早期に病棟内 ADLを獲得し自宅退院となった一例   P104

 北出病院回復期リハビリテーション病棟　大古　拓史

 O-04-5 リハビリ入院中にDダイマー（D-dimer）が高値を呈し一過性脳虚血発作（TIA）を 
生じた症例の検討   P104

 会田記念リハビリテーション病院　牧山　康志

 O-04-6 病棟スタッフの介入に対し拒否を示した症例に対するチームの取り組み   P105
 NTT東日本伊豆病院 療法室　江島　和見

 O-04-7 重度の麻痺と高次脳機能障害を呈しながらも、トイレ介助量が軽減した症例に学んだこと 
～頭頂・前頭葉機能障害に対応したチームアプローチの工夫～   P105

 永生病院 リハビリテーション部 理学療法科　大淵　康裕



一般演題

口演発表

〈職名表記について〉

MD 医師

DDS 歯科医師

NS 看護師・准看護師

CW ケアワーカー

PT 理学療法士

OT 作業療法士

ST 言語聴覚士

SW ソーシャルワーカー

PH 薬剤師

RD 栄養士

DH 歯科衛生士

その他
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2月9日土 13：00～13：56　第2会場・竹園

O-01-1

 【はじめに】  回復期リハビリテーション病院に転院した
患者が円滑にリハビリテーションを行うために、転院決
定後から入院1週間までの心理を調査した。
 【方法】  認知症疑いのない脳卒中患者を対象とした聞き
取り調査。
 【結果】  対象者男性2名、女性3名、平均年齢62.3歳、
発症後平均41.6日で入院。施設は全員が医師からの紹
介で知り、入院案内を自分で見たのは2名だった。リハ
ビリに対し2名は前医で説明を受けていないとし、転院
が決まり感じたことは「知らない病院」「自宅から離れ
てしまう」、リハビリは「つらい、厳しい」「早くリハ
ビリがしたい」などであった。施設の様子は「厳しい」
「休む暇がない」「良くなる」などと情報を得ている。
リハビリ時間は「短い、増やして欲しい」が3名、「も
う少し強くやっても頑張れる」「手足が動くと期待して
いる」とした。目標は「歩けるようになる」「元に戻り
たい」などだった。不安や今後の希望は「リハビリの
時間を増やして欲しい」「手足が動いて欲しい」だった。
 【考察】  患者は転院後の生活について少なからず不安に
思っており、転院後には患者の理解を確認し、確かな情
報を提供することが必要と考える。患者と目標を共有す
るために「身体機能回復のためのリハビリテーション」
から「自宅で生活するためのリハビリテーション」に
意識を向けるための働きかけが必要と考える。
 【結論】  
⑴ 患者は転院後の生活について何らかの情報を得てい
たが、回復期リハビリテーションについての十分な
知識を得ているとはいえない。

⑵ 入院初期の患者は、日常生活の自立よりも訓練室で
のリハビリテーションによる身体的回復を目標と捉
えている。

回復期リハビリテーション病院に転院した 
患者の心理　－転院決定後から入院初期の思いー

いわてリハビリテーションセンター 看護部

 ○遠藤るみ NS 

 【はじめに】  脊髄損傷後には抑うつの併発頻度は高く、
リハビリテーション（以下リハと略す）の導入には工夫
が必要である。頸髄損傷後当院に紹介されたものの、抑
うつのため全く他者を受けつけず治療開始に難渋したが、
看護のかかわりの工夫とチーム医療の実践で、リハの介
入が可能となり良好な転帰を得た症例を経験したので報
告する。
 【症例】  78歳女性　病名：転落事故による受傷　頸髄
C5～7までの損傷で四肢麻痺quadripregia。
【経過と看護の実際】 入院時： FIM 21点　B.I 0点  日
常生活自立度判定基準C2　食事を拒否され完全静脈栄
養管理。本人から死んでしまいたい・何もかもが嫌で情
けない・リハしても直らないとの自暴自棄的発言が目
立っていた。SDS（Self-rating Depression Scale）64点
と抑うつ傾向であり、また DRS（Delirium Rating 
Scale）26点とせん妄も併発していた。リハの拒否がみ
られ入院後2週間はリハの実施は困難であった。そこで
身体的・精神医学的問題点に関して、精神科医を含む多
職種チームカンファレンスを行い、看護での関わり方の
統一を徹底した。またできることを支持する/出来ない
事は敢えてふれないなど正のフィードバックを重点的に
行うことで前向きな取り組み姿勢が保てるように看護支
援を行った。徐々に患者はリハを受け入れる場面がみら
れ、精神的にも安定し、入院後50日目で SDS 40点・
DRS 2点と抑うつ傾向とせん妄の改善がみられADLの
向上も認めた。
 【考察とまとめ】  脊髄損傷者のメンタルヘルス管理は専
門性と個別性が必要であり、チーム医療は必須である、
なかでも看護師は24時間患者のベットサイドにいるこ
とができるので患者からの情報を他部門に伝達する立場
にある。本症例をとうして看護の役割の重要性を痛感し
た。

O-01-2
頚髄損傷後に併発した抑うつのため
リハビリテーションの導入に難渋した1症例

医療法人和風会社団 橋本病院

 ○木下和代 NS 田中正子 NS 日下祐貴 PT 
河野武章 MD 橋本康子 MD 
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O-01-3

 【はじめ】  今回症例の患者は高次脳機能障害と聾のコ
ミュニケーション障害があり、車椅子乗車時カットテー
ブルを装着し転倒予防を試みるが転倒を繰り返していた。
患者にある欲求を満たし、危険動作が減少し転倒防止に
効果を得たので、ここに報告する。
 【研究方法】  
研究期間：平成19年7月1日～平成19年9月21日
 方　　法：  
⑴転倒の原因調査（ヒアリハット報告書、看護記録）
⑵排泄の訴え時の対応の統一化
⑶自室での欲求出現時の対応の統一化
⑷ ヒアリハット報告書を使用し、研究前後での転倒回
数を比較

 【結果】  
方法⑴に対して、排泄欲求出現時と自室での何らかの
欲求出現時に転倒が起こることがわかった。
方法⑵に対して、排泄欲求出現時は直接トイレに行っ
てナースコールを押して知らせるようになった。
方法⑶に対して、欲求の表出方法として、統一した方
法でのナースコール指導を繰り返し根気強く行ったこと
で、自室よりナースコールを押し無理にカットテーブル
を外そうとする行為がなくなった。
方法⑷に対して、6月は6回であったが、7月は1回、
9月以降転倒はないという結果が出た。
 【考察】  高次脳機能障害によって状況判断ができない患
者に対し、行動の制限という方法での予防を取り除くと
転倒のリスクは増強することが予測される。そこで、カッ
トテーブルを欲求に合わせ着け外しすることで、危険動
作の回避につながるのではないかと考えた。統一した方
法でのナースコール指導を繰り返し行ったことで、欲求
出現時にはナースコールを押すという行動に変化し危険
動作がなくなったのではないかと考える。
 【結論】  看護者は転倒という患者の行動だけを見て、行
動の制限をするだけでなく、何を欲しているのかを考え、
表出方法、欲求満足へ向けた援助方法を見出していくこ
とが転倒予防の第一歩と考える。

高次脳機能障害のある患者の転倒予防
～基本的欲求の表出までの道のり～

柳川リハビリテーション病院 看護部

 ○西田香織 NS 高祖好秀 NS 田中清日 NS 
山口さやか NS 

 【目的】  高次脳機能障害は入院生活よりも実際の生活場
面で問題が浮き彫りになり易い。高次脳機能障害のリハ
ビリにおいて「できないこと」、「注意点」など、マイ
ナス面についてのアドバイスが多くなっていると感じる。
できないことではなく、具体的に「こうすればできる」
「ここに注意すればよい」と伝えることで、退院後の生
活でも自発的な行動を維持できるようになるのではない
かと考えた。そのためには日常生活場面をも含めた評価・
アプローチが必要であり、そのための支援を試行し検討
した。
 【対象】  回復期病棟入院中で高次脳機能障害を有する症
例（主婦業）。
 【方法】  主婦としての役割を発揮する場、社会と接する
場として買い物を試みた。買い物に行くにあたって観察
すべき項目をあらかじめ挙げ、評価表を作成した。外出
後に工夫点、注意点、介入のポイント等を症例自身と介
入者、関連職種に具体的に伝達し、再度評価表の見直し
を行った。さらに退院後の生活について調査を行い、ア
プローチの見直しを行った。
 【結果】  一連の買い物場面において、自立可能な部分と
介入が必要な部分とが混在していた。院内でのアプロー
チばかりではなく、実際に社会に出ることで浮かび上が
る新たな問題点が発見できた。
 【考察】  院内での機能訓練と並行して、代償手段の獲得
や介入者の正しい理解と適切な援助により、主婦として
の役割、社会と接する場への外出に対する前向きな姿勢、
意欲を維持することが出来る生活場面が増えると考えた。
これにより、介入者の心理的負担の軽減をも図れるので
はないかと考える。今回は買い物に焦点を当てたが、症
例を取り巻く生活環境、社会環境から必要な支援は個々
に異なってくる。能力の再獲得に加え、その人の退院後
の人生がより豊になるきっかけを作っていけるよう取り
組んで行きたい。

O-01-4
高次脳機能障害者のモチベーションを 
維持するために　～買い物を通して～

リハビリテーション花の舎病院 リハビリ室

 ○古谷直子 ST 川島朝子 ST 中原　舞 ST 
小島孝文 ST 平野絵美 ST 



所属機関索引
［一般演題］

〈職名表記について〉

MD 医師

DDS 歯科医師

NS 看護師・准看護師

CW ケアワーカー

PT 理学療法士

OT 作業療法士

ST 言語聴覚士

SW ソーシャルワーカー

PH 薬剤師

RD 栄養士

DH 歯科衛生士

その他
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所属機関名 演者名 演題番号 会場名 日 発表時間帯

あ 会田記念リハビリテーション病院 牧山　康志 MD O-04-5 第2会場 2/9 16:00～16:56

馬島　瑩郷 MD O-02-1 第2会場 2/9 14:00～14:56

秋津鴻池病院　 大江　光司 PT P-43-3 第5会場 2/10 15:00～15:48

小柳津皓央 OT O-15-6 第2会場 2/10 15:00～15:56

辰巳　香織 NS O-15-5 第2会場 2/10 15:00～15:56

あさい病院　 市川　淳一 PT P-27-7 第5会場 2/9 13:00～13:56

岩本奈緒子 OT P-26-5 第4会場 2/9 17:00～17:40

鵜飼　陽子 PT P-41-7 第5会場 2/10 13:00～13:56

旭川リハビリテーション病院　 脇坂　　綾 NS O-01-6 第2会場 2/9 13:00～13:56

安曇野赤十字病院　 山本　奈央 OT P-28-5 第5会場 2/9 14:00～14:56

い 飯山赤十字病院　 金井　友美 PT P-22-4 第4会場 2/9 13:00～13:56

宮本　大介 PT P-22-3 第4会場 2/9 13:00～13:56

石川勤労者医療協会　城北病院　 齋藤　真衣 OT P-26-3 第4会場 2/9 17:00～17:40

東谷　美里 PT P-30-6 第5会場 2/9 16:00～16:56

本多　靖史 CW O-13-1 第2会場 2/10 13:00～13:56

石川県済生会金沢病院 山下　珠代 NS P-23-3 第4会場 2/9 14:00～14:56

石川病院　 山中　　恵 PT P-31-2 第5会場 2/9 17:00～17:48

医道会十条リハビリテーション病院 新山　直子 NS O-20-2 第3会場 2/10 14:00～14:56

森　　睦子 OT O-14-2 第2会場 2/10 14:00～14:56

稲次整形外科病院　 増田　寿美 PT P-24-1 第4会場 2/9 15:00～15:56

入江病院　 小森　浩史 PT O-07-1 第3会場 2/9 15:00～15:56

三宅　崇史 PT O-14-7 第2会場 2/10 14:00～14:56

岩国市医療センター医師会病院　 茶川　治樹 MD O-06-3 第3会場 2/9 14:00～14:56

いわてリハビリテーションセンター　 遠藤　るみ NS O-01-1 第2会場 2/9 13:00～13:56

う 鵜飼リハビリテーション病院　 佐々木友也 PT O-12-6 第2会場 2/10 11:00～11:56

清水　裕勝 OT P-39-2 第5会場 2/10 10:00～10:56

谷口　美佳 NS O-20-1 第3会場 2/10 14:00～14:56

中川　美冴 ST P-32-7 第4会場 2/10 9:00～ 9:56

中村　直幹 NS O-21-5 第3会場 2/10 15:00～15:56

野村紗央里 SW P-37-4 第4会場 2/10 15:00～15:56

久田　友香 PT O-21-4 第3会場 2/10 15:00～15:56

え 永生病院　 井出　　大 PT O-09-3 第3会場 2/9 17:00～17:48

大淵　康裕 PT O-04-7 第2会場 2/9 16:00～16:56

塩川まなみ PT O-10-6 第2会場 2/10 9:00～ 9:56

NTT東日本伊豆病院　 江島　和見 PT O-04-6 第2会場 2/9 16:00～16:56

お 大勝病院　 吉住　聡子 PT P-27-1 第5会場 2/9 13:00～13:56
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所属機関名 演者名 演題番号 会場名 日 発表時間帯

大原記念病院　 遠藤　隆行 OT O-20-5 第3会場 2/10 14:00～14:56

山中　さち PT P-38-7 第5会場 2/10 9:00～ 9:56

若林　宣之 PT O-03-5 第2会場 2/9 15:00～15:56

沖縄リハビリテーションセンター病院　 荒木　　伸 PT O-08-3 第3会場 2/9 16:00～16:56

児玉悦津子 OT O-06-7 第3会場 2/9 14:00～14:56

おぐらリハビリテーション病院　 児玉　興仁 PT P-25-3 第4会場 2/9 16:00～16:56

二木　明子 その他 O-09-5 第3会場 2/9 17:00～17:48

小波瀬病院　 桑野　真和 PT P-28-2 第5会場 2/9 14:00～14:56

中村　佳衣 NS O-11-2 第2会場 2/10 10:00～10:56

小山田記念温泉病院　 毛受　雅文 MD O-02-3 第2会場 2/9 14:00～14:56

渡邊　玲子 OT P-22-6 第4会場 2/9 13:00～13:56

か 偕行会リハビリテーション病院 井上　直子 ST P-32-5 第4会場 2/10 9:00～ 9:56

木村　幸美 NS O-17-4 第3会場 2/10 10:00～10:56

後藤　泰史 MD O-12-2 第2会場 2/10 11:00～11:56

建木　良子 OT P-22-1 第4会場 2/9 13:00～13:56

村松　　梢 NS O-04-1 第2会場 2/9 16:00～16:56

山田　陽子 PT P-23-1 第4会場 2/9 14:00～14:56

海南病院　 瀧浪久美子 NS O-18-3 第3会場 2/10 11:00～11:56

水谷　綾子 NS P-37-3 第4会場 2/10 15:00～15:56

霞ヶ関南病院　 大川　信介 PT O-18-6 第3会場 2/10 11:00～11:56

清水　智美 ST P-43-5 第5会場 2/10 15:00～15:48

高瀬　良太 OT P-40-1 第5会場 2/10 11:00～11:56

野崎　明代 NS P-39-4 第5会場 2/10 10:00～10:56

金沢医科大学病院　 須貝みち子 NS P-42-7 第5会場 2/10 14:00～14:56

室谷　美紀 NS P-29-2 第5会場 2/9 15:00～15:56

金沢脳神経外科病院　 釣谷　亮輔 OT O-04-3 第2会場 2/9 16:00～16:56

東川　哲朗 OT P-24-7 第4会場 2/9 15:00～15:56

亀田リハビリテーション病院 加藤　裕美 OT P-39-3 第5会場 2/10 10:00～10:56

刈谷豊田総合病院　 稲垣　葉子 NS O-21-7 第3会場 2/10 15:00～15:56

岩丸　陽彦 OT P-28-3 第5会場 2/9 14:00～14:56

鈴木　美樹 PT P-42-4 第5会場 2/10 14:00～14:56

須原あかね PT P-28-4 第5会場 2/9 14:00～14:56

長谷川昌弘 PT P-42-3 第5会場 2/10 14:00～14:56

河北リハビリテーション病院　 河西　大輔 PT P-41-6 第5会場 2/10 13:00～13:56

立川　征人 OT P-25-5 第4会場 2/9 16:00～16:56

川久保病院　 竹田　昌広 PT O-07-4 第3会場 2/9 15:00～15:56

川村義肢株式会社 山田　良信 その他 P-41-3 第5会場 2/10 13:00～13:56

河村病院　 春日井孝典 PT O-10-2 第2会場 2/10 9:00～ 9:56



－ 250 －

10:00～18:00●展示時間

❶ ❷ ❸
❹

❺❻❼❽

9:00～16:00

月 日土

月 日日

東名ブレース ＶＩＰ
グローバル

ハクゾウ
メディカル

エムビーテック

酒井医療大塚製薬工場メディカ出版
キッセイ
コムテック

第７会場（桜花）

❶ 東名ブレース株式会社
❷ 株式会社VIP グローバル
❸ ハクゾウメディカル株式会社
❹ 株式会社 エムビーテック
❺ 酒井医療株式会社
❻ 株式会社 大塚製薬工場
❼ 株式会社 メディカ出版
❽ キッセイコムテック株式会社

企業展示一覧 （順不同）
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寄付協賛をいただいた団体および企業一覧

アステラス製薬株式会社

安藤病院

医療法人　犬山中央病院

大塚製薬株式会社

医療法人　大朋会　岡崎共立病院

医療法人　斎寿会　回生病院

医療法人　豊田会　刈谷豊田総合病院

サノフィ・アベンティス株式会社

医療法人赫和会　杉石病院

医療法人財団　善常会リハビリテーション病院

東名ブレース株式会社

三重厚生連　松阪中央総合病院

 （敬称略、五十音順）

本研究大会の開催にあたり、上記の皆様よりご協賛戴きました。
ここに心より感謝の意を表します。

平成19年12月20日現在

全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会第11回研究大会

会長　 園 田　　茂
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第 11 回研究大会実行委員会

実行委員

奥山　夕子　藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

國分　実伸　藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

坂本　利恵　藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

鈴木　　亨　藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

寺西　利生　藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

宮坂　裕之　藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

和田　陽介　藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

顧　　問
金田　嘉清　藤田保健衛生大学衛生学部リハビリテーション学科

事 務 局
藤田保健衛生大学七栗サナトリウムリハビリテーション部
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