The 36th
Day Care Studies Convention in KUMAMOTO

⼀般演題プログラム
⼝述発表

54 演題

ポスター発表 47 演題
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口述発表演題
プログラム一覧
口述発表演題 プログラム一覧
セッション１経営・運営
経営・運営
セッション１

熊本県立劇場
熊本県立劇場 大会議室
大会議室

8月4日(金)
15：00-16：00
8月4日(金)
15：00-16：00

座長：医療法人社団永生会
医療法人社団永生会 法人本部
渡邉
要一要一
座長：
法人本部リハビリ統括管理部
リハビリ統括管理部部長
部長
渡邉
1 記録システム導入と業務改善～職員間の情報共有～
1 記録システム導入と業務改善～職員間の情報共有～
医療法人六和会 介護老人保健施設 六和会センテナリアン 介護福祉士 原田 隆志

医療法人六和会 介護老人保健施設 六和会センテナリアン 介護福祉士 原田 隆志

2 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定に向けて～介護支援専門員への意識調査から～

2 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定に向けて～介護支援専門員への意識調査から～
医療法人社団三友会 いしかわ内科 理学療法士 野﨑 隆司

医療法人社団三友会 いしかわ内科 理学療法士 野﨑 隆司
3 通所リハビリテーションにおける理学療法士勤務日程の変動状況～余剰時間の変動に対する一考察～
3 通所リハビリテーションにおける理学療法士勤務日程の変動状況～余剰時間の変動に対する一考察～
社会福祉法人こうほうえん 通所リハビリテーションきんかい 理学療法士 杉原 健太郎

社会福祉法人こうほうえん 通所リハビリテーションきんかい 理学療法士 杉原 健太郎

4 自立支援の取り組みが介護度の改善に与える影響～多機能事業所によるサービス提供の効果～
4 自立支援の取り組みが介護度の改善に与える影響～多機能事業所によるサービス提供の効果～
医療法人社団淳英会 おゆみの診療所 理学療法士 丸 晃典
医療法人社団淳英会 おゆみの診療所 理学療法士 丸 晃典
5 シルバー人材の活用における業務改善

5 シルバー人材の活用における業務改善
社会福祉法人悠人会 介護老人保健施設サンガーデン府中通所リハビリテーションセンター 介護福祉士 大田 敬一
社会福祉法人悠人会 介護老人保健施設サンガーデン府中通所リハビリテーションセンター 介護福祉士 大田 敬一
6 健康増進施設に併設して運営する通所リハの現状と課題

6 健康増進施設に併設して運営する通所リハの現状と課題 医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 理学療法士 山口 可奈
医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 理学療法士 山口 可奈

セッション２ 認知症・ケア

セッション２ 認知症・ケア

熊本県立劇場 中会議室

8月4日(金) 15：00-16：00

座長： 医療法人東北福祉会熊本県立劇場
介護老人保健施設
せんだんの丘8月4日(金)
施設長 土井
勝幸
中会議室
15：00-16：00

座長： 医療法人東北福祉会 介護老人保健施設 せんだんの丘 施設長 土井 勝幸
1 認知症予防への取り組み～シナプソロジー導入後からの笑顔～
医療法人社団孔和会 ケアセンター海ん里 介護福祉士 山﨑 成樹

1 認知症予防への取り組み～シナプソロジー導入後からの笑顔～

2 作業活動と認知機能の関連性について～効果的な作業提供に向けて～
医療法人社団孔和会 ケアセンター海ん里 介護福祉士 山﨑 成樹
医療法人社団松涛会 老人保健施設コスモス 通所リハビリテーション 介護福祉士 本綱 百合枝

2 作業活動と認知機能の関連性について～効果的な作業提供に向けて～
3 認知症を有する利用者へのリハ会議の有効性について
医療法人社団松涛会 老人保健施設コスモス 通所リハビリテーション 介護福祉士 本綱 百合枝
医療社団法人永生会 スマイル永生 作業療法士

林 こずえ

3 認知症を有する利用者へのリハ会議の有効性について

4 学習療法で「いい施設＝いい職員＝いいケア」を目指して～学習療法と機能訓練を並行して行った３つの取り組みから学んだこと～
医療社団法人永生会 スマイル永生 作業療法士 林 こずえ
介護老人保健施設 和光園 介護福祉士 小野 泰広

4 学習療法で「いい施設＝いい職員＝いいケア」を目指して～学習療法と機能訓練を並行して行った３つの取り組みから学んだこと～
5 通所リハビリテーションにおける介護福祉士の取り組み
5

介護老人保健施設 和光園介護福祉士
介護福祉士
泰広
医療法人潤心会 熊本セントラル病院 通所リハビリテーション事業所
藤岡 小野
まどか

5 通所リハビリテーションにおける介護福祉士の取り組み
6 目的を見出して活動性・意欲の向上を目指した一症例～退院後の妻を支えたい～
医療法人潤心会
熊本セントラル病院
通所リハビリテーション事業所介護福祉士
介護福祉士
藤岡
まどか
一財）脳神経疾患研究所
南東北通所リハビリテーションセンター
武藤
優子

6 目的を見出して活動性・意欲の向上を目指した一症例～退院後の妻を支えたい～
一財）脳神経疾患研究所 南東北通所リハビリテーションセンター 介護福祉士 武藤 優子
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口述発表演題
プログラム一覧
口述発表演題 プログラム一覧
セッション３社会参加・就労支援
社会参加・就労支援
セッション３

熊本県立劇場
15：00-16：00
熊本県立劇場 音楽リハーサル室
音楽リハーサル室8月4日(金)
8月4日(金)
15：00-16：00

座長：医療法人社団東北福祉会
医療法人社団東北福祉会 介護老人保健施設
統括部長
加藤加藤
誠 誠
座長：
介護老人保健施設せんだんの丘
せんだんの丘
統括部長
1 通所リハビリテーションの卒業に向けた自立支援の取り組み
1 通所リハビリテーションの卒業に向けた自立支援の取り組み
医療法人潤心会 熊本セントラル病院 通所リハビリテーション事業所 作業療法士 甲斐 明由葉

医療法人潤心会 熊本セントラル病院 通所リハビリテーション事業所 作業療法士 甲斐 明由葉

2 通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの併用介入により職場復帰した脳卒中者の１症例

2 通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの併用介入により職場復帰した脳卒中者の１症例

医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院併設谷津居宅サービスセンター 理学療法士

松永 玄

医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院併設谷津居宅サービスセンター 理学療法士

3 通所リハ修了後の生活の追跡調査
3 通所リハ修了後の生活の追跡調査

松永 玄

医療法人社団輝生会 在宅総合ケアセンター元浅草 作業療法士 乙黒 竜一

医療法人社団輝生会 在宅総合ケアセンター元浅草 作業療法士 乙黒 竜一

4 地域包括ケアシステム構築のための当院通所リハの取り組み～2年前との比較と今後の展望～
4 地域包括ケアシステム構築のための当院通所リハの取り組み～2年前との比較と今後の展望～
医療法人社団健育会 石巻健育会病院 通所リハビリテーション 理学療法士 黒澤 啓子
医療法人社団健育会 石巻健育会病院 通所リハビリテーション 理学療法士 黒澤 啓子
5 風景写真の撮影を通して社会参加につながった一例～「興味・関心チェックシート」を用いて～
社会福祉法人こうほうえん なんぶ幸朋苑 作業療法士 内田 康貴
5 風景写真の撮影を通して社会参加につながった一例～「興味・関心チェックシート」を用いて～

社会福祉法人こうほうえん なんぶ幸朋苑 作業療法士 内田 康貴
6 通所リハビリテーションにおける卒業要因と問題点についての一考察～インタビュー調査の結果から～
医療法人香徳会メイトウホスピタル通所リハビリセンター 理学療法士 種坂 信吾
6 通所リハビリテーションにおける卒業要因と問題点についての一考察～インタビュー調査の結果から～

セッション４ 人材育成・教育

医療法人香徳会メイトウホスピタル通所リハビリセンター 理学療法士 種坂 信吾
熊本県立劇場 大会議室

8月4日(金) 16：10-17：10

座長： 医療法人社団筑波記念会
筑波記念病院大会議室
リハビリテーション部
科長 山倉
敏之
セッション４ 人材育成・教育
熊本県立劇場
8月4日(金)
16：10-17：10
1 介助スキル向上への取り組み
座長： 医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 リハビリテーション部 科長 山倉 敏之
医療法人社団 栄宏会 土井病院 デイケア 理学療法士 宇野 展史

1 介助スキル向上への取り組み
2 チームで動くことの難しさ ～考える事で生まれるやりがい～
医療法人社団 栄宏会 土井病院 デイケア 理学療法士 宇野 展史
医療法人賛幸会 老人保健施設 はまゆう デイケアセンターはまゆう 介護福祉士 山田 陽子

2 チームで動くことの難しさ ～考える事で生まれるやりがい～

3 当法人における医療・介護連携の取り組み～退院時リハビリテーション情報提供書の内容充実に向けて～
医療法人賛幸会 老人保健施設 はまゆう デイケアセンターはまゆう 介護福祉士 山田 陽子
医療法人臼井会 通所リハビリテーションたの 理学療法士 岡林 輝親

3 当法人における医療・介護連携の取り組み～退院時リハビリテーション情報提供書の内容充実に向けて～

4 当施設における腰痛予防対策について～通所事業合同の勉強会を通じて～
医療法人臼井会 通所リハビリテーションたの 理学療法士 岡林 輝親
医療法人和同会 宇部西リハビリテーション病院 理学療法士 柳井 洋平

4 当施設における腰痛予防対策について～通所事業合同の勉強会を通じて～
5 当施設デイケアにて実施したリハビリテーション会議の傾向から見えてきた今後の課題
医療法人和同会 宇部西リハビリテーション病院
理学療法士
社会福祉法人尚徳福祉会
介護老人保健施設アイアイ 理学療法士
遠藤柳井
浩平洋平

6 新規面談および担当者会議に出席するための当通所におけるマネジメントの一考察
5 当施設デイケアにて実施したリハビリテーション会議の傾向から見えてきた今後の課題
社会福祉法人こうほうえん 錦海リハビリテーション病院
通所リハビリテーションきんかい
三島遠藤
将太浩平
社会福祉法人尚徳福祉会
介護老人保健施設アイアイ作業療法士
理学療法士

6 新規面談および担当者会議に出席するための当通所におけるマネジメントの一考察
社会福祉法人こうほうえん 錦海リハビリテーション病院 通所リハビリテーションきんかい 作業療法士 三島 将太
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口述発表演題
プログラム一覧
口述発表演題 プログラム一覧
セッション５リハビリテーション
リハビリテーション
セッション５

熊本県立劇場
熊本県立劇場 中会議室
中会議室

8月4日(金)
16：10-17：10
8月4日(金)
16：10-17：10

座長：医療法人社団輝生会
医療法人社団輝生会 在宅総合ケアセンター元浅草
澤瀉
昌樹昌樹
座長：
在宅総合ケアセンター元浅草副センター長
副センター長
澤瀉
1 「活動と参加」の通所リハビリへ～聴き取りシートを用いて～
1 「活動と参加」の通所リハビリへ～聴き取りシートを用いて～
医療法人親仁会 みさき病院 理学療法士 福崎 博之

医療法人親仁会 みさき病院 理学療法士 福崎 博之

2 通所リハビリテーション利用者における生活空間について

2 通所リハビリテーション利用者における生活空間について

医療法人社団永生会 介護サービススマイル永生 理学療法士 松井 佳奈美

医療法人社団永生会 介護サービススマイル永生 理学療法士 松井 佳奈美

3 通所リハビリテーション利用者における生活範囲に影響する要因について

3 通所リハビリテーション利用者における生活範囲に影響する要因について

医療法人珪山会 通所リハ ウカイ 理学療法士 松本 泰一

医療法人珪山会 通所リハ ウカイ 理学療法士 松本 泰一
4 装具修理・再作成の窓口としての通所リハビリテーションの役割～リハビリスタッフがやるべき事！～
4 装具修理・再作成の窓口としての通所リハビリテーションの役割～リハビリスタッフがやるべき事！～
医療法人財団善常会 善常会リハビリテーション病院 理学療法士 田中 望

5 デイケアにおける誤嚥性肺炎予防の取り組み

医療法人財団善常会 善常会リハビリテーション病院 理学療法士

田中 望

5 デイケアにおける誤嚥性肺炎予防の取り組み
社会医療法人慈恵会 聖ヶ丘病院 短時間通所リハビリ ソエル 言語聴覚士 米内山 清貴
社会医療法人慈恵会 聖ヶ丘病院 短時間通所リハビリ ソエル 言語聴覚士 米内山 清貴
6 当通所リハ施設における、バランステストと歩行速度の関係
医療法人社団永生会 介護サービス スマイル永生 理学療法士 野長瀬 高志
6 当通所リハ施設における、バランステストと歩行速度の関係

医療法人社団永生会 介護サービス スマイル永生 理学療法士 野長瀬 高志

セッション６ 生活行為

セッション６ 生活行為

熊本県立劇場 音楽リハーサル室 8月4日(金) 16：10-17：10

座長： 社会医療法人共愛会
介護老人保健施設
あやめの里8月4日(金)
副主任 都甲
幹太
熊本県立劇場
音楽リハーサル室
16：10-17：10

座長： 社会医療法人共愛会 介護老人保健施設 あやめの里 副主任 都甲 幹太
1 「活動と参加」への挑戦 ～利用者・家族の思いに応えるために～
社会医療法人青洲会 青洲会デイケアセンター 理学療法士 川久保 辰朗

1 「活動と参加」への挑戦 ～利用者・家族の思いに応えるために～
2 生活行為向上リハビリの実践を通して

社会医療法人青洲会 青洲会デイケアセンター 理学療法士 川久保 辰朗

医療法人青仁会 介護老人保健施設 ナーシングホームひだまり 介護福祉士 横山 弘幸

2 生活行為向上リハビリの実践を通して
3 MTDLPを用いた介入により、グランドゴルフ再開に繋がった事例
医療法人青仁会 介護老人保健施設 ナーシングホームひだまり 介護福祉士 横山 弘幸
医療法人社団三成会 南東北春日通所リハビリテーション 作業療法士

植田 悠

3 MTDLPを用いた介入により、グランドゴルフ再開に繋がった事例

4 生活行為向上リハビリテーションに関する介護支援専門員を対象とした認識調査
医療法人社団三成会 南東北春日通所リハビリテーション 作業療法士

植田 悠

医療法人仁寿会 サニーサイドホスピタル デイケアセンター 理学療法士 長瀬 雅史

4 生活行為向上リハビリテーションに関する介護支援専門員を対象とした認識調査
5 新たな生活行為に向けたチャレンジ!
医療法人仁寿会 サニーサイドホスピタル
デイケアセンター理学療法士
理学療法士
医療法人ハートフル あまのクリニック
藤田長瀬
恵一雅史

5 新たな生活行為に向けたチャレンジ!
6 アプローチを活動・参加に向けた結果、行動変容を促せた事例
あまのクリニック理学療法士
理学療法士
医療法人桜十字 介護老人保健施設医療法人ハートフル
レ・ハビリス桜十字デイケアセンター
前田藤田
憲男恵一

6 アプローチを活動・参加に向けた結果、行動変容を促せた事例
医療法人桜十字 介護老人保健施設 レ・ハビリス桜十字デイケアセンター 理学療法士 前田 憲男
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口述発表演題
プログラム一覧
口述発表演題 プログラム一覧
セッション７事例報告
事例報告
セッション７

熊本県立劇場
熊本県立劇場 大会議室
大会議室

8月5日(土)
10：00-11：00
8月5日(土)
10：00-11：00

座長：社会福祉法人悠人会
社会福祉法人悠人会 介護老人保健施設
課長補佐
浦 慶子
座長：
介護老人保健施設ベルアルト
ベルアルト
課長補佐
浦 慶子
1 当院通所リハビリテーションの修了への取り組み
1 当院通所リハビリテーションの修了への取り組み
医療法人社団輝生会 成城リハケア病院 理学療法士 立花 光洋

医療法人社団輝生会 成城リハケア病院 理学療法士 立花 光洋

2 医療・介護の連携に向けてデイ・ケアからの発信を行った一例

2 医療・介護の連携に向けてデイ・ケアからの発信を行った一例

医療法人青木内科小児科医院 あいの里クリニック 言語聴覚士 齋藤 真実子

医療法人青木内科小児科医院 あいの里クリニック 言語聴覚士 齋藤 真実子

3 毎日デイサービスにより在宅生活を安定して送ることが出来ている症例について

3 毎日デイサービスにより在宅生活を安定して送ることが出来ている症例について

株式会社YOU 富家リハビリセンター苗間 理学療法士 関川 竜生

株式会社YOU 富家リハビリセンター苗間 理学療法士 関川 竜生

4 日常生活動作へ繋げる入浴
4 日常生活動作へ繋げる入浴
医療法人社団東北福祉会 介護老人保健施設 せんだんの丘 通所リハビリテーション 介護福祉士

遠藤 亘

医療法人社団東北福祉会 介護老人保健施設 せんだんの丘 通所リハビリテーション 介護福祉士 遠藤 亘
5 褥瘡になるほど自発性が低下した多系統萎縮症の方への取り組み報告～リハマネⅡを通じて「やりたい事」を見つけた症例～

5 褥瘡になるほど自発性が低下した多系統萎縮症の方への取り組み報告～リハマネⅡを通じて「やりたい事」を見つけた症例～
医療法人誠仁会 介護老人保健施設 パークヒルズ高塚 理学療法士 山口 力哉
医療法人誠仁会 介護老人保健施設 パークヒルズ高塚 理学療法士 山口 力哉
6 家で独りから外へみんなで～外出支援へ取り組んだ一症例～
学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学塩谷病院 しおや総合在宅ケアセンター しおや通所リハビリテーション 理学療法士 水野 裕介
6 家で独りから外へみんなで～外出支援へ取り組んだ一症例～

学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学塩谷病院 しおや総合在宅ケアセンター しおや通所リハビリテーション

セッション８ 居宅訪問・短時間利用

セッション８ 居宅訪問・短時間利用
1

1

熊本県立劇場 中会議室

理学療法士 水野 裕介

8月5日(土) 10：00-11：00

座長：
医療法人社団保健会
小田柿
誠二
熊本県立劇場
中会議室 谷津保健病院
8月5日(土)
10：00-11：00

退院直後から短時間通所リハビリテーションを提供し居宅指導の継続により外出自立した症例～法人内の医療から介護へシームレスなサービス提供～
座長： 医療法人社団保健会 谷津保健病院
小田柿

誠二

医療法人社団淳英会 おゆみの診療所 理学療法士 吉田 圭佑
退院直後から短時間通所リハビリテーションを提供し居宅指導の継続により外出自立した症例～法人内の医療から介護へシームレスなサービス提供～

2 当通所リハビリテーションにおける在宅生活支援の取り組みについて
医療法人社団淳英会 おゆみの診療所 理学療法士 吉田 圭佑
医療法人社団東北福祉会 介護老人保健施設 せんだんの丘 通所リハビリテーション 作業療法士 片寄 栄二

2 当通所リハビリテーションにおける在宅生活支援の取り組みについて
3 入浴動作の検討を行い自宅での入浴が可能となった左片麻痺の1症例
医療法人社団東北福祉会 介護老人保健施設 せんだんの丘 通所リハビリテーション 作業療法士 片寄 栄二
医療法人池慶会 デイケアしくら 理学療法士 下宮 絵梨奈

3 入浴動作の検討を行い自宅での入浴が可能となった左片麻痺の1症例

4 当院通所リハビリテーションにおける自立支援にむけた取り組みについて～自主トレ-ニング獲得に関係する因子についての検討～
医療法人池慶会 デイケアしくら 理学療法士 下宮 絵梨奈
医療法人社団輝生会 船橋市立リハビリテーション病院 理学療法士 伊藤 直人

4 当院通所リハビリテーションにおける自立支援にむけた取り組みについて～自主トレ-ニング獲得に関係する因子についての検討～
5 リハビリテーションマネジメントにおけるIADLの変化
医療法人社団輝生会
船橋市立リハビリテーション病院
理学療法士
医療法人社団紺整会
介護老人保健施設
フェルマータ船橋 理学療法士
丹治伊藤
信志直人

5 リハビリテーションマネジメントにおけるIADLの変化
6 脳血管疾患を有する通所リハビリテーション利用者の下肢筋力の変化について
医療法人社団永生会
介護サービス
スマイル永生 理学療法士
伊計丹治
拓真信志
医療法人社団紺整会
介護老人保健施設
フェルマータ船橋
理学療法士

6 脳血管疾患を有する通所リハビリテーション利用者の下肢筋力の変化について
医療法人社団永生会 介護サービス スマイル永生 理学療法士 伊計 拓真
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口述発表演題
プログラム一覧
口述発表演題 プログラム一覧
セッション９地域支援・地域活動・災害関連
地域支援・地域活動・災害関連
セッション９

熊本県立劇場
10：00-11：00
熊本県立劇場 音楽リハーサル室
音楽リハーサル室8月5日(土)
8月5日(土)
10：00-11：00

座長：
医療法人生愛会生活期総合リハビリテーション医療ケアセンター
生活期総合リハビリテーション医療ケアセンター 副センター長
伊藤
健博健博
座長：
医療法人生愛会
副センター長
伊藤
1 生活行為向上リハビリテーション実施加算算定により見えた課題 ～卒業後の地域の通いの場に繋げるために～
～卒業後の地域の通いの場に繋げるために～
1 生活行為向上リハビリテーション実施加算算定により見えた課題
医療法人社団淳英会 おゆみの診療所 理学療法士 角田 裕一

医療法人社団淳英会 おゆみの診療所 理学療法士 角田 裕一

2 公共交通機関が要支援高齢者の生活空間に及ぼす影響

2 公共交通機関が要支援高齢者の生活空間に及ぼす影響

医療法人紺整会 介護老人保健施設フェルマータ船橋 理学療法士 榊井 晴也

医療法人紺整会 介護老人保健施設フェルマータ船橋 理学療法士 榊井 晴也

3 デイケアが担う地域支援とは～近隣住民への運動ニーズの探索的調査より～

3 デイケアが担う地域支援とは～近隣住民への運動ニーズの探索的調査より～

医療法人鴻池会 介護老人保健施設 鴻池荘 サテライト蜻蛉 理学療法士 嶋田 圭佑

医療法人鴻池会 介護老人保健施設 鴻池荘 サテライト蜻蛉 理学療法士 嶋田 圭佑

4 繋ぐ施設を目指して私たちがしてきたこと
4 繋ぐ施設を目指して私たちがしてきたこと 愛知県厚生農業共同組合連合会 介護老人保健施設あおみ 介護福祉士 片山 正弘
愛知県厚生農業共同組合連合会 介護老人保健施設あおみ 介護福祉士 片山 正弘
5 熊本地震から通所再開への道のり

5 熊本地震から通所再開への道のり

医療法人堀尾会 第二コスモピア熊本 介護福祉士 奥平 辰也

医療法人堀尾会 第二コスモピア熊本 介護福祉士 奥平 辰也
6 熊本地震後、通所リハ利用者の住環境変化に対する支援～１年間の居宅訪問の取り組み～
社会医療法人社団熊本丸田会 通所リハビリテーション 熊リハ病院 理学療法士 内田 瑞樹
6 熊本地震後、通所リハ利用者の住環境変化に対する支援～１年間の居宅訪問の取り組み～

社会医療法人社団熊本丸田会 通所リハビリテーション 熊リハ病院 理学療法士 内田 瑞樹
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ポスター発表演題
プログラム一覧
ポスター発表演題 プログラム一覧
ポスター発表①生活行為
生活行為
ポスター発表①

熊本県立劇場
熊本県立劇場 和室
和室

8月4日(金)
15：00-16：00
8月4日(金)
15：00-16：00

座長：医療法人真正会
医療法人真正会 通所介護ケアラウンジ南大塚
通所介護ケアラウンジ南大塚 サブマネージャー
丹羽
敦史敦史
座長：
サブマネージャー
丹羽
1 通所リハビリテーションを介して地域社会とつながり活動的な生活を送るようになった症例報告
1 通所リハビリテーションを介して地域社会とつながり活動的な生活を送るようになった症例報告
医療法人社団同仁会 ケアリゾート金光 作業療法士 柚木 麻緒

医療法人社団同仁会 ケアリゾート金光 作業療法士 柚木 麻緒

2 デイケア利用者に対して外出評価を行い卒業に繋がった症例

2 デイケア利用者に対して外出評価を行い卒業に繋がった症例

五星会 新横浜リハビリテーション病院 通所リハビリテーション 理学療法士 柴田 浩紀

五星会 新横浜リハビリテーション病院 通所リハビリテーション 理学療法士 柴田 浩紀

3 回復期退院後、ケアハウスに入居した利用者の自宅復帰に向けた取り組み ～リハマネⅡで集中的に取り組みをした一症例～

3 回復期退院後、ケアハウスに入居した利用者の自宅復帰に向けた取り組み ～リハマネⅡで集中的に取り組みをした一症例～
医療法人誠仁会 介護老人保健施設 アルテハイム鈴鹿 作業療法士 鈴木 雄大

医療法人誠仁会 介護老人保健施設 アルテハイム鈴鹿 作業療法士 鈴木 雄大

4 退院時在宅生活に不安を抱いていた夫への通所リハビリでの関わり
4 退院時在宅生活に不安を抱いていた夫への通所リハビリでの関わり
一般財団法人 介護老人保健施設 ゴールドメディア 介護福祉士
5 ニーズ調査を基に「したい生活」を具現化する

5 ニーズ調査を基に「したい生活」を具現化する

鈴木 衡

一般財団法人 介護老人保健施設 ゴールドメディア 介護福祉士

鈴木 衡

学校法人本山学園 岡山医療技術専門学校 作業療法士 十河 正樹

学校法人本山学園 岡山医療技術専門学校 作業療法士 十河 正樹
6 重度認知症デイケアにおける生活行為向上マネジメントの介入

6 重度認知症デイケアにおける生活行為向上マネジメントの介入医療法人精華園 海辺の杜ホスピタル 作業療法士 中澤 太志

ポスター発表② 短時間利用・アクティビティ

医療法人精華園 海辺の杜ホスピタル 作業療法士 中澤 太志
熊本県立劇場 第3練習室

座長： 医療法人 おまち整形外科医院 地域リハビリテーションセンター
ポスター発表② 短時間利用・アクティビティ
熊本県立劇場 第3練習室

8月4日(金) 15：00-16：00

副センター長
康彦
8月4日(金)仁科
15：00-16：00

1 短時間通所リハビリでの業務改善への取り組み～「リハビリメニュー表」の作成と効果の検討～
座長： 医療法人 おまち整形外科医院 地域リハビリテーションセンター 副センター長 仁科 康彦
社会医療法人慈恵会 聖ヶ丘病院 短時間通所リハビリ ソエル 作業療法士 今谷 義貴

1 短時間通所リハビリでの業務改善への取り組み～「リハビリメニュー表」の作成と効果の検討～

2 外来維持期リハから 短時間通所リハへの移行を目指して～アンケート調査から見えた傾向と対策～
社会医療法人慈恵会 聖ヶ丘病院 短時間通所リハビリ ソエル 作業療法士 今谷 義貴
医療法人タピック沖縄百歳堂デイケアセンター 短時間通所リハテーション 理学療法士 照屋 修平

2 外来維持期リハから 短時間通所リハへの移行を目指して～アンケート調査から見えた傾向と対策～
3 Mini-BESTestを用いた短時間通所リハ利用者のバランス能力の比較
医療法人タピック沖縄百歳堂デイケアセンター 短時間通所リハテーション 理学療法士 照屋 修平
社会医療法人慈恵会 聖ヶ丘病院 短時間通所リハビリ ソエル 理学療法士 本間 荘大

3 Mini-BESTestを用いた短時間通所リハ利用者のバランス能力の比較

4 敏捷性・バランス能力評価法の考案 ～試作版「前後・左右ステップテスト」の検討～
社会医療法人慈恵会 聖ヶ丘病院 短時間通所リハビリ ソエル 理学療法士 本間 荘大
社会福祉法人こうほうえん 通所リハビリテーションさかい幸朋苑 理学療法士 小林 佐智子

～試作版「前後・左右ステップテスト」の検討～
4 敏捷性・バランス能力評価法の考案
5 デイケアに通えないなら会いに行きます
社会福祉法人こうほうえん
通所リハビリテーションさかい幸朋苑
理学療法士
小林
佐智子
社会医療法人河北医療財団
あい介護老人保健施設 作業療法士
田中
匠作

5 デイケアに通えないなら会いに行きます
社会医療法人河北医療財団 あい介護老人保健施設 作業療法士 田中 匠作
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ポスター発表演題
プログラム一覧
ポスター発表演題 プログラム一覧
ポスター発表③リハビリテーション１
リハビリテーション１
ポスター発表③

熊本県立劇場
熊本県立劇場 和室
和室

8月4日(金)
16：10-17：10
8月4日(金)
16：10-17：10

座長：
医療法人共和会小倉リハビリテーション病院
小倉リハビリテーション病院 地域リハビリテーション部
部長
森山森山
雅志雅志
座長：
医療法人共和会
地域リハビリテーション部
部長
～通所リハ利用者の実態調査を通して～
1 栄養・口腔・摂食嚥下リハの適応について～通所リハ利用者の実態調査を通して～
1 栄養・口腔・摂食嚥下リハの適応について
一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院 臨床部／栄養管理室 （通所リハビリテーション銀屋通り 兼務）

管理栄養士 西岡 絵美

一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院 臨床部／栄養管理室 （通所リハビリテーション銀屋通り 兼務）

管理栄養士 西岡 絵美

2 通所リハにおけるグループリハビリの効果について～グループリハビリ導入前後の身体機能の変化に着目して～

2 通所リハにおけるグループリハビリの効果について～グループリハビリ導入前後の身体機能の変化に着目して～

医療法人タピック 沖縄百歳堂デイケアセンター 理学療法士 金城 正樹

医療法人タピック 沖縄百歳堂デイケアセンター 理学療法士 金城 正樹

3 リハビリテーションマネジメント加算Ⅱの取り組みについて～そこから見えてきたもの～

3 リハビリテーションマネジメント加算Ⅱの取り組みについて～そこから見えてきたもの～

介護老人保健施設 和光園 理学療法士

中村 裕

介護老人保健施設 和光園 理学療法士

中村 裕
4 楽しみのある生活を目指して～歩行アシストの可能性～
4 楽しみのある生活を目指して～歩行アシストの可能性～
社会医療法人敬和会 介護老人保健施設 大分豊寿苑 理学療法士 佐藤 駿一
社会医療法人敬和会 介護老人保健施設 大分豊寿苑 理学療法士 佐藤 駿一
5 通所リハビリテーションにおける歯科衛生士の取り組み
医療法人潤心会 熊本セントラル病院 通所リハビリテーション事業所 歯科衛生士
5 通所リハビリテーションにおける歯科衛生士の取り組み

野津 薫

医療法人潤心会 熊本セントラル病院 通所リハビリテーション事業所 歯科衛生士
6 「息切れせずに、またお出かけしたいな」～透析患者に「慢性腎疾患患者のためのACSMの運動勧告」を用いて～

野津 薫

医療法人財団善常会 老人保健施設シルピス大磯 理学療法士 鈴木 瑞恵
6 「息切れせずに、またお出かけしたいな」～透析患者に「慢性腎疾患患者のためのACSMの運動勧告」を用いて～

医療法人財団善常会 老人保健施設シルピス大磯 理学療法士 鈴木 瑞恵

ポスター発表④ 経営・運営

熊本県立劇場 第3練習室

8月4日(金) 16：10-17：10

座長： 医療法人共和会
小倉リハビリテーション病院
課長補佐 16：10-17：10
小川 彰
熊本県立劇場
第3練習室
8月4日(金)

ポスター発表④ 経営・運営

1 居宅ケアマネジャーとデイケアの途切れない連携
座長：～稼働率を維持する為に～
医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院 課長補佐 小川 彰
医療法人鴻池会 介護老人保健施設鴻池荘サテライト蜻蛉 支援相談員 植田 隆敏

1 居宅ケアマネジャーとデイケアの途切れない連携 ～稼働率を維持する為に～
2 当施設における利用者および家族の満足度調査
医療法人鴻池会 介護老人保健施設鴻池荘サテライト蜻蛉 支援相談員 植田 隆敏
医療法人社団三友会 健幸くらぶ万智 理学療法士 吉田 圭佑

2 当施設における利用者および家族の満足度調査

3 当事業所の利用目的から見えてくる短時間通所リハビリ施設の役割
医療法人社団三友会 健幸くらぶ万智 理学療法士 吉田 圭佑
医療法人真正会 霞ヶ関南病院 デイホスピタル 社会福祉士 秋津 望実

3 当事業所の利用目的から見えてくる短時間通所リハビリ施設の役割

4 リハマネ加算Ⅱ100％算定に向けて ～リハビリ機能分化の実践報告～
医療法人真正会 霞ヶ関南病院 デイホスピタル 社会福祉士 秋津 望実
医療法人財団五省会 介護老人保健施設 みどり苑 介護福祉士 奥田 智子

～リハビリ機能分化の実践報告～
4 リハマネ加算Ⅱ100％算定に向けて
5 「自分で移れた！」から、「部屋でも移れた！」へ～ADL動作が向上し、介護サービス事業所間の連携により実生活に繋がった症例～
医療法人財団五省会
介護老人保健施設 みどり苑
介護福祉士
智子
医療法人社団富家会
富家在宅リハビリテーションケアセンター
理学療法士
加藤 奥田
友理絵

5 「自分で移れた！」から、「部屋でも移れた！」へ～ADL動作が向上し、介護サービス事業所間の連携により実生活に繋がった症例～
6 生活リハビリへの移行に向けての抜本的改革
社会医療法人生長会 ベルアモール 介護福祉士
栗田
彩子
医療法人社団富家会 富家在宅リハビリテーションケアセンター
理学療法士
加藤
友理絵

6 生活リハビリへの移行に向けての抜本的改革
社会医療法人生長会 ベルアモール 介護福祉士 栗田 彩子

－ 28 －
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ポスター発表演題
プログラム一覧
ポスター発表演題 プログラム一覧
ポスター発表⑤リハビリテーション２
リハビリテーション２
ポスター発表⑤

熊本県立劇場
熊本県立劇場 和室
和室

8月4日(金)
17：20-18：20
8月4日(金)
17：20-18：20

座長：医療法人碧会
医療法人碧会 しおりの里デイケアセンター
南出南出
光章光章
座長：
しおりの里デイケアセンター管理者代行
管理者代行
1 麻痺への固執から活動的な生活へ～リハビリマネジメントを通じて～
1 麻痺への固執から活動的な生活へ～リハビリマネジメントを通じて～
医療法人社団明芳会 新戸塚病院 理学療法士 菊竹 有沙

医療法人社団明芳会 新戸塚病院 理学療法士 菊竹 有沙

2 短期集中リハビリ卒業コース～卒業に向けて取り組んだ症例と今後の課題～

2 短期集中リハビリ卒業コース～卒業に向けて取り組んだ症例と今後の課題～

医療法人誠仁会 塩川病院通所リハビリテーションセンター 理学療法士 高橋 照明

医療法人誠仁会 塩川病院通所リハビリテーションセンター 理学療法士 高橋 照明

3 当通所リハビリテーションの取り組みについて～ボツリヌス療法を併用したリハビリテーション～

3 当通所リハビリテーションの取り組みについて～ボツリヌス療法を併用したリハビリテーション～

五星会 新横浜リハビリテーション病院 通所リハビリテーション 作業療法士

森谷 萌

五星会 新横浜リハビリテーション病院 通所リハビリテーション 作業療法士

森谷 萌
4 生活期脳卒中患者に対する機能的電気刺激(ウォークエイド)の使用と心身機能の変化
4 生活期脳卒中患者に対する機能的電気刺激(ウォークエイド)の使用と心身機能の変化
社会医療法人至仁会 圏央所沢病院 リハビリテーション科 理学療法士 坂下 大樹
社会医療法人至仁会 圏央所沢病院 リハビリテーション科 理学療法士 坂下 大樹
5 事例を通じての通所リハからの卒業に対する取り組みと課題
医療法人社団聖和会 有明成仁病院 コスモス通所リハビリテーション 理学療法士 北田 隼人
5 事例を通じての通所リハからの卒業に対する取り組みと課題

医療法人社団聖和会 有明成仁病院 コスモス通所リハビリテーション 理学療法士 北田 隼人
6 趣味活動が可能となり活動量が向上した一症例
医療法人社団和風会 通所リハビリテーションセンターはしもと 理学療法士 上浦 敏治
6 趣味活動が可能となり活動量が向上した一症例

医療法人社団和風会 通所リハビリテーションセンターはしもと 理学療法士 上浦 敏治

ポスター発表⑥ 社会参加・就労支援

熊本県立劇場 第3練習室

8月4日(金) 17：20-18：20

大牟田天領病院デイケアセンター
主任 平岡 俊彦
ポスター発表⑥ 社会参加・就労支援 座長： 社会保険
熊本県立劇場
第3練習室
8月4日(金) 17：20-18：20
1 通所リハビリテーション利用者における生活空間と歩行速度の経時的変化
座長： 社会保険 大牟田天領病院デイケアセンター 主任 平岡 俊彦
医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院谷津居宅サービスセンター 理学療法士 森田 とわ

1 通所リハビリテーション利用者における生活空間と歩行速度の経時的変化
2

通所リハビリテーション利用者における手段的日常生活活動の経時的変化～Frenchay Activities Indexの合計点と各項目での比較～

医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院谷津居宅サービスセンター 理学療法士 森田 とわ
医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院谷津居宅サービスセンター 作業療法士 佐々木 海人

2

通所リハビリテーション利用者における手段的日常生活活動の経時的変化～Frenchay Activities Indexの合計点と各項目での比較～

3 機能回復へのこだわりから屋外活動への意識改革！～脳卒中を呈した50歳代女性～
医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院谷津居宅サービスセンター 作業療法士 佐々木 海人
医療法人財団善常会 善常会リハビリテーション病院 作業療法士 山田 恵莉子

3 機能回復へのこだわりから屋外活動への意識改革！～脳卒中を呈した50歳代女性～
4 変容した「心身」を再び「参加」に結びつけるためには～身体性の観点からのシングルケーススタディ～
4

医療法人財団善常会
善常会リハビリテーション病院
作業療法士
山田
恵莉子
特定医療法人自由会
こうなんクリニック
通所リハビリテーション 理学療法士
前田
真幸

4 変容した「心身」を再び「参加」に結びつけるためには～身体性の観点からのシングルケーススタディ～
5 閉じこもりを呈する男性ケースとの社会参加へ向けた取組み～自主グループの活用・団塊世代層の互助機能を期待して～
特定医療法人自由会
こうなんクリニック
通所リハビリテーション作業療法士
理学療法士
医療法人南の風
みなみの風診療所
通所リハビリテーションみなみの風
金子前田
恵理真幸

6 デイサービスにてインフォーマルサービスを活用し目標達成に至った症例
5 閉じこもりを呈する男性ケースとの社会参加へ向けた取組み～自主グループの活用・団塊世代層の互助機能を期待して～
医療法人社団三友会
祇園デイサービスセンター 理学療法士
清山金子
夏海恵理
医療法人南の風 みなみの風診療所
通所リハビリテーションみなみの風
作業療法士

6 デイサービスにてインフォーマルサービスを活用し目標達成に至った症例
医療法人社団三友会 祇園デイサービスセンター 理学療法士 清山 夏海

－ 29 －
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ポスター発表演題
プログラム一覧
ポスター発表演題 プログラム一覧
ポスター発表⑦事例報告１
事例報告１
ポスター発表⑦

熊本県立劇場
熊本県立劇場 和室
和室

8月5日(土)
10：00-11：00
8月5日(土)
10：00-11：00

座長：
医療法人潤心会熊本セントラル病院
熊本セントラル病院 通所リハビリテーション事業所
池田池田
健吾健吾
座長：
医療法人潤心会
通所リハビリテーション事業所リーダー
リーダー
1 自ら外出が難しいALS利用者の活動を広げることができた事例
1 自ら外出が難しいALS利用者の活動を広げることができた事例
医療法人財団善常会 善常会リハビリテーション病院

医療法人財団善常会 善常会リハビリテーション病院

看護師 白羽 恵子

看護師 白羽 恵子

2 重度若年者の興味関心事である釣りへのアプローチ事例

2 重度若年者の興味関心事である釣りへのアプローチ事例

社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 介護老人保健施設 通所リハビリテーション 理学療法士 長屋 太直

社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 介護老人保健施設 通所リハビリテーション 理学療法士 長屋 太直

3 居宅介護支援センターでの筋委縮性側索硬化症に対する取り組み

3 居宅介護支援センターでの筋委縮性側索硬化症に対する取り組み

医療法人潤心会 熊本セントラル病院 通所リハビリテーション事業所 理学療法士 鶴戸 孝之

医療法人潤心会 熊本セントラル病院 通所リハビリテーション事業所 理学療法士 鶴戸 孝之

4 重度感覚障害を呈した利用者へのデイケア版Transfer Packageの試用経験
Packageの試用経験
4 重度感覚障害を呈した利用者へのデイケア版Transfer
医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院併設谷津居宅サービスセンター
作業療法士 沢田 宏美
医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院併設谷津居宅サービスセンター 作業療法士 沢田 宏美
5 失語症を呈した症例の活動・参加に向けたリハビリテーションプログラムの一考察～短時間型通所リハでのSTの関わり～
一般社団法人是真会 通所リハビリテーション銀屋通り 言語聴覚士 竹中 千尋
5 失語症を呈した症例の活動・参加に向けたリハビリテーションプログラムの一考察～短時間型通所リハでのSTの関わり～

一般社団法人是真会 通所リハビリテーション銀屋通り 言語聴覚士 竹中 千尋
6 摂食嚥下障害の方に対し、食を通じて生活拡大につながった事例報告
医療法人真正会 霞ヶ関中央クリニック デイリハビリテーションセンター 言語聴覚士
6 摂食嚥下障害の方に対し、食を通じて生活拡大につながった事例報告

中村 葵

医療法人真正会 霞ヶ関中央クリニック デイリハビリテーションセンター 言語聴覚士

ポスター発表⑧ 事例報告２

ポスター発表⑧ 事例報告２

熊本県立劇場 第3練習室

中村 葵

8月5日(土) 10：00-11：00

座長： 医療法人永生会
介護サービス
スマイル永生 副主任
野長瀬
高志
熊本県立劇場
第3練習室
8月5日(土)
10：00-11：00

1 退院後、集中的な介入によりADLが改善した一例～栄養スクリーニングMNAからの早期発見～
座長： 医療法人永生会 介護サービス スマイル永生 副主任 野長瀬 高志
社会医療法人関愛会 こうざきデイケア・リハビリテーションセンターもみの木 作業療法士 高見 裕也

1 退院後、集中的な介入によりADLが改善した一例～栄養スクリーニングMNAからの早期発見～
2 在宅での活動量向上を目指して～当施設におけるノルディックウォーキングプログラムの取り組み～
社会医療法人関愛会 こうざきデイケア・リハビリテーションセンターもみの木 作業療法士 高見 裕也
医療法人社団R&O リハビリテーションセンター駿府の杜 理学療法士 長谷川 洋平

2 在宅での活動量向上を目指して～当施設におけるノルディックウォーキングプログラムの取り組み～

3 在宅生活を継続したいという本人の想いを尊重したリハビリマネジメント
医療法人社団R&O リハビリテーションセンター駿府の杜 理学療法士 長谷川 洋平
医療法人社団 北樹会病院 在宅リハケアセンター つきさっぷ通所リハビリ 理学療法士 久保 裕香

3 在宅生活を継続したいという本人の想いを尊重したリハビリマネジメント

4 「トイレでの排泄」したいをできるへ ～可能性をひろげた一症例～
医療法人社団 北樹会病院 在宅リハケアセンター つきさっぷ通所リハビリ 理学療法士 久保 裕香
医療法人社団アルペン会 通所リハビリテーションきたまえ アルペン室谷訪問看護ステーション 理学療法士 大村 直央

～可能性をひろげた一症例～
4 「トイレでの排泄」したいをできるへ
5 在宅支援との連携の重要性～事例を通して～
医療法人社団アルペン会 通所リハビリテーションきたまえ
アルペン室谷訪問看護ステーション
理学療法士
社会医療法人至仁会
介護老人保健施設
遊
藤澤大村
沙紀直央
介護支援専門員、理学療法士

6 やってもらうリハビリからの脱却
5 在宅支援との連携の重要性～事例を通して～
医療法人八女発心会 介護老人保健施設
舞風台 通所リハビリテーション
すみれ
社会医療法人至仁会
介護老人保健施設
遊介護福祉士 宮園 藤澤
沙紀
介護支援専門員、理学療法士

6 やってもらうリハビリからの脱却
医療法人八女発心会 介護老人保健施設 舞風台 通所リハビリテーション 介護福祉士 宮園 すみれ
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