
平成29～30年度　グループ外演題発表・専門誌掲載内容

年 月

29 4
第2回
日本パーキンソン病コングレス

当院での取り組み「げんきの会」について 福西会南病院 作業療法士
樋口　祐一

他

29 5
第５2回
日本理学療法学術大会

両側大腿骨近位部骨折におけるADLについて
初回骨折時と再骨折時の比較

北九州中央病院 理学療法士 山本　穂高

29 6
第18回
九州ブロック介護老人保健施設大会

家族が出席するカンファレンスに参加する職員の「より良い発言」
に向けた取り組み

ケアセンターひまわり苑 作業療法士 鎌田　陽之

29 6
第10回
日本訪問リハビリテーション学術大会　  in北海
道

「DVDを用いた遠方家族との情報共有・意見交換を通して外出が可
能となった一症例」

北九州安部山公園病院 理学療法士 山谷　賢二

29 8
福岡県理学療法協会
第３回　北九州１地区研修会・症例発表会

脳梗塞後に覚醒の低下を呈した症例に対する理学療法の経験
　-覚醒向上に着目して-

北九州安部山公園病院 理学療法士 奥田　梨奈

新人教育プロ
グラム単位取
得に関する発

表

29 8
福岡県理学療法協会
第３回　北九州１地区研修会・症例発表会

右視床出血により左片麻痺を呈した症例
　-歩行動作獲得に着目して-

北九州安部山公園病院 理学療法士 池本　美智子

新人教育プロ
グラム単位取
得に関する発

表

29 8
福岡県理学療法士協会
第3回　福岡2地区研修会

スポーツにおける運動障害について 福西会病院 理学療法士 鳥越　健児

29 9
第51回
日本作業療法学会

当院回復期リハビリテーション病棟における入浴動作評価の有効性 北九州中央病院 作業療法士 宮木　雄亮

29 10
リハビリテーションケア・合同研究大会
久留米2017

回復期病棟入院後早期に長下肢装具作成し、歩行能力向上した1症
例

北九州八幡東病院 理学療法士 曽我部　紳吾

29 10
リハビリテーションケア・合同研究大会
久留米2017

個別介入が困難な症例に対して集団訓練を介した関わり方 北九州八幡東病院 作業療法士 今崎　優翼

29 10
リハビリテーションケア・合同研究大会
久留米2017

回復期病棟アウトカム実績指数と病棟運営の変化について 福西会南病院 理学療法士 小山　真也

29 10
第46回
九州人間作業モデル事例検討会

孫への「贈り物」を通して祖母としての役割を再獲得できた事例 福西会南病院 作業療法士 石貫　優

新人教育プロ
グラム単位取
得に関する発

表

29 10
第11回
パーキンソン・運動器障害コングレス

パーキンソン病患者における方向転換の違いの検証 福西会南病院 理学療法士 髙木　裕介

29 10
第25回
日本慢性期医療学会

社会参加促進に向けた取り組み　自己効力感の向上を目指したアプ
ローチ

北九州古賀病院 作業療法士 川口　健太郎

その他演題名 施設名 職種 発表者
開催月

学会名



年 月

29 11
九州理学療法士・作業療法士合同学会　2017
in宮﨑

当院における離床の定義についてのアンケート調査結果
～看護師、療法士の相違～

北九州八幡東病院 理学療法士 清田　直人 優秀賞受賞

29 11
九州理学療法士・作業療法士合同学会　2017
in宮﨑

急性期リハビリテーションからみた大腿骨近位部骨折患者の予後予
測
～受傷前後の運動内容が転帰に及ぼす影響～

北九州中央病院 理学療法士 宿輪　宏明

29 11
九州理学療法士・作業療法士合同学会　2017
in宮﨑

食道がん術後早期離床に難渋した一症例 北九州総合病院 理学療法士 尾上　奈穂

30 1
福岡県作業療法協会
平成29年度事例検討会

小脳梗塞により失調症状を呈した症例
～楽に食事ができるように～

北九州安部山公園病院 作業療法士 川上　いぶき

新人教育プロ
グラム単位取
得に関する発

表

30 1
第2回
日本安全運転・医療研究会

脳卒中患者の自動車運転と応用的日常生活動作の関連について
～改定版Frenchay　Activities　Indexを用いて～

北九州安部山公園病院 作業療法士 今西　篤史

30 1 福岡東ブロック事例検討会
自信低下により自宅内役割喪失した症例
～COPMを用い家事動作に着目して～

北九州古賀病院 作業療法士 木下　翔太郎

新人教育プロ
グラム単位取
得に関する発

表

30 1
第27回　整形外科
福岡東部シームレス研究会

右大腿骨転子部骨折を呈した症例 北九州古賀病院 理学療法士 掛野　恵利

30 2
回復期リハビリテーション病棟協会
第31回研究大会　in岩手

大腿骨近位部骨折術後患者の環境因子を含めた早期自宅退院に影響
する因子の検討

北九州中央病院 理学療法士 横山　慧佑

30 2
回復期リハビリテーション病棟協会
第31回研究大会　in岩手

入院中に脳梗塞を再発し状態が変化した症例への家族指導・退院支
援

北九州八幡東病院 作業療法士 砂原　優子

30 2
回復期リハビリテーション病棟協会
第31回研究大会　in岩手

易疲労性により活動性が低下した症例に対しての退院支援
～退院後の活動性の確保に着目して～

北九州八幡東病院 作業療法士 中村　祐規

30 2 第5回慢性期リハビリテーション学会 右第Ⅰ趾切断術後により歩行障害を呈した症例への装具療法 若杉病院 理学療法士 宮﨑　美穂

30 2 第5回慢性期リハビリテーション学会
当院回復期病棟退院時の移動能力と現在の歩行・短下肢装具使用状
況の比較

北九州安部山公園病院 理学療法士 宮﨑　博史

30 3
第6回
日本脆弱性骨折ネットワーク

大腿骨転子部骨折における小転子転位の有無は術後歩行能力に影響
しない 北九州総合病院 理学療法士 川原　大貴

30 6
第12回
日本訪問リハビリテーション学術大会　  in北九
州

重度片麻痺者の退院支援としてトイレ動作獲得に関わった一症例
　　　～院内スタッフとの同職種間連携～

北九州安部山公園病院 理学療法士 橋本　光平

その他発表者職種学会名 演題名 施設名
開催月



年 月

30 6
第12回
日本訪問リハビリテーション学術大会　  in北九
州

中等度片麻痺者の退院支援として同職種間連携を通して段差解消・
歩行補助具の検討に関わった一症例

北九州安部山公園病院 理学療法士 山谷　賢二

30 6
第55回
リハビリテーション医学会

失語症患者の自動車運転再開判定における非言語的な検査の有用性 北九州安部山公園病院 作業療法士 手嶋　正弘

30 6
第55回
日本リハビリテーション医学会学術集会

急性期病院から回復期リハ病院に転院してFIMが低下する症例 北九州総合病院 理学療法士 村上　雅哉

30 6
第55回
日本リハビリテーション医学会学術集会

急性期病院における大腿骨近位部骨折患者が直接自宅退院する為の
訓練開始時期

北九州総合病院 理学療法士 中薮　誠

30 7
第12回
パーキンソン・運動器障害コングレス

若年性パーキンソン病で尖足拘縮に対するアキレス腱長術後理学療
法を実施し移動能力が改善した症例

福西会南病院 理学療法士 髙木　裕介

30 9
The12ｔh International confernce on
conplex ｍedical Engineering

A new patterned TMS to increase the excitability of motoy
cortex

福西会南病院 作業療法士 中園　寿人

施設名学会名 演題名 その他発表者職種
開催月


