
平成28～29年度　グループ外演題発表・専門誌掲載内容

年 月

28 4
第13回　日本褥瘡学会
九州・沖縄地方会　学術集会

褥瘡治療におけるリハビリテーション科の関わり
～SRソフトビジョンを用いた評価～

福西会病院 理学療法士 松岡　里佳

28 5 第５１回　日本理学療法学術大会 当院訪問リハにおける転倒予防因子の抽出 北九州中央病院 理学療法士 吉武　靖史

28 5 福岡東シームレス研究会 大腿骨頚部骨折患者に対する病棟の協業 北九州古賀病院 作業療法士 小栁　康裕

28 6
第53回
日本リハビリテーション医学会学術集会

当院における脳梗塞患者の転帰先を予測する因子の検討
～自宅退院群と回復期転院群について～

北九州総合病院 理学療法士 中山　優一

28 6
第53回
日本リハビリテーション医学会学術集会

大腿骨近位部骨折患者における認知症患者の客観的疼痛評価 北九州総合病院 理学療法士 原口　昌広

28 6
第53回
日本リハビリテーション医学会学術集会

当院におけるがんリハビリテーションの現状と院内での取り組み 北九州総合病院 理学療法士 藤末　健一

28 6
第53回
日本リハビリテーション医学会学術集会

当院における脳梗塞患者の転帰先を予測する因子の検討
～認知機能に着目して～

北九州総合病院 作業療法士 岡本　昌和

28 6
第53回
日本リハビリテーション医学会学術集会

ばね指に対するSplint療法の効果 北九州総合病院 作業療法士 下門　範子

28 6
第53回
日本リハビリテーション医学会学術集会

回復期片麻痺患者に対する簡易型上肢ロボット訓練の効果
-予備研究-

北九州安部山公園病院 作業療法士
岡本　沙希

他

28 9
第22回
日本摂食嚥下リハビリテーション学術大会

転倒をきっかけに経口摂取困難となった症例への介入を通じて 北九州中央病院 言語聴覚士 高橋　星至

28 9
第50回
日本作業療法学会

パーキンソン病短期入院リハビリ患者の認知機能とADL・APDL自
立度
について

福西会南病院 作業療法士 樋口　祐一

28 9
第50回
日本作業療法学会

回復期脳卒中患者における上肢ロボット訓練による上肢機能と精神
機能の改善

北九州安部山公園病院 作業療法士
弓場　健太

他

28 9
第50回
日本作業療法学会

地域で主体的な生活を営むための在宅支援
-代償的アプローチが奏功し、じたくでの入浴が可能となった一例-

北九州古賀病院 作業療法士 小栁　康裕 〇

28 10
第24回
日本慢性期医療学会

当院における在宅復帰機能強化加算病棟での集団活動の取り組み 北九州湯川病院 作業療法士 山下　知子
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28 10
第26回
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

腹部周術期に術前理学療法が有用であった一症例 福西会病院 理学療法士 森　聖晃

28 10
心臓リハビリテーション学会
第2回九州支部地方会

高齢者の下肢閉塞性動脈硬化症に対し運動療法が効果的であった
症例

福西会病院 理学療法士 佐伯　誠

28 10
リハビリテーション・ケア合同研究大会
茨城2016

当院におけるアウトカム評価を用いた脊椎圧迫骨折患者の特性 福西会南病院 理学療法士 山下　寛樹

28 10
リハビリテーション・ケア合同研究大会
茨城2016

脳卒中患者に対するペダリング運動における歩行能力向上への
取り組み

北九州八幡東病院 理学療法士 佐藤  清久

28 10
第10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の外来リハビリと運動機能の変化 福西会南病院 理学療法士 小山　真也

28 10
第10回
パーキンソン・運動器障害コングレス

PD患者に対するHoehn-Yahrの重症度分類別短期集中リハビリに
よるADL・上肢機能への効果

福西会南病院 作業療法士 樋口　祐一

28 11
九州理学療法士・作業療法士合同学会　2016
in鹿児島

「前大脳動脈領域梗塞後、歩行全介助の状態から独歩獲得まで
　至った一症例」　-予後予測からの運動療法-

北九州安部山公園病院 作業療法士
御手洗　あず

さ　　他

28 11
九州理学療法士・作業療法士合同学会　2016
in鹿児島

自宅退院への道のり　-安全な食事動作の獲得に向けて- 福西会南病院 作業療法士 福井　綾 ○

28 11
九州理学療法士・作業療法士合同学会　2016
in鹿児島

非荷重での腓腹筋の筋活動について 福西会病院 理学療法士 廣川　健二

28 11
九州理学療法士・作業療法士合同学会　2016
in鹿児島

黄色靭帯骨化症に対する理学療法 福西会病院 理学療法士 牛尾　周平 ○

28 11
九州理学療法士・作業療法士合同学会　2016
in鹿児島

慢性期脳梗塞患者に対するボツリヌス療法とリハビリテーション
の併用効果

福西会病院 理学療法士 内山　大也 ○

28 11
九州理学療法士・作業療法士合同学会　2016
in鹿児島

多職種介入により半年以降も機能回復が認められた症例 北九州中央病院 理学療法士 甲斐　江美

28 12
福岡県作業療法協会
現職者共通研修事例報告会

「上肢ロボット訓練による上肢機能と精神機能の改善を認めた一症
例」

北九州安部山公園病院 作業療法士 弓場　健太 ○

28 12
福岡県作業療法協会
現職者共通研修事例報告会

趣味活動を通じて意欲の向上を図った症例 北九州中央病院 作業療法士 谷口　梨菜 〇
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28 12
福岡県作業療法協会
現職者共通研修事例報告会

メモリーノートを使用し自宅復帰を目指した症例 北九州中央病院 作業療法士 竹内　拓磨 〇

28 12
理学療法科学　第31巻　第6号
（論文掲載）

入院または施設入所中の長期療養高齢者における日常生活動作の特
性
について

北九州中央病院 理学療法士
有竹　洋平

他

29 1 第1回自動車運転に関する合同研究会 「路上評価減点項目と院内評価の関連性」 北九州安部山公園病院 作業療法士
木村　愛美

他

29 1 第1回福岡東地区研修会
「臨床実習指導者の為の長期臨床実習指導のポイント」

北九州津屋崎病院 理学療法士 　山坂　誠一

29 1 福岡東シームレス研究会 大腿骨頚部骨折を呈した症例 北九州古賀病院 理学療法士
千々石　諒

他

29 2 第31回福岡県作業療法学会
≪実践報告≫家族が出席するカンファレンスに参加する各職員のよ
り良い発言に向けた取り組み～自己評価用紙の作成とその実施を通
して～

ケアセンターひまわり苑 作業療法士 鎌田　陽之

29 2
回復期リハビリテーション病棟協会
第29回研究大会　in広島

当院回復期リハビリテーション病棟のおける自立度判定調査 北九州八幡東病院 理学療法士 井上　敏博

29 2
回復期リハビリテーション病棟協会
第29回研究大会　in広島

食事動作獲得へ向けた取り組み 北九州八幡東病院 作業療法士 安元　俊一

29 3 第4回慢性期リハビリテーション学会
脳幹出血による慢性期摂食嚥下障害に対し舌接触補助床（PAP）を
導入し改善した一例

若杉病院 言語聴覚士
中野  真奈美

他

29 3 第4回慢性期リハビリテーション学会 中枢神経ループスによる重度障害に対するリハビリテーション 若杉病院 理学療法士 清水　聡史

29 4 ジャパンパーキンソン病コングレス（JPC） 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
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