
【R01年度】研究活動実績

実施期日 学会・研究会名等 演題 職種

6月6日 令和元年度第1回センター発表会
半側空間無視の詳細な分析から治療示唆を得た
一症例

作業療法士

6月6日 令和元年度第1回センター発表会
当センター回復期リハビリテーション病棟入院中に
おける脳卒中患者のサルコペニア発症と因子の検
討

理学療法士

6月6日 令和元年度第1回センター発表会
回復期リハビリテーション病棟における当センター
と全国データ比較2018

理学療法士

6月6日 令和元年度第1回センター発表会 半側空間無視のタイプ別分類表の作成について 作業療法士

6月6日 令和元年度第1回センター発表会
当センター回復期リハビリテーション病棟における
サルコペニアの病期の違いがADL帰結・転帰先に
与える影響

理学療法士

6月6日 令和元年度第1回センター発表会
慢性期脳卒中患者における上肢FMAの変化と
DTIのFA値による検討～第2報～

作業療法士

6月6日 令和元年度第1回センター発表会
相談支援事業実践報告～高次脳機能障害支援
拠点コーディネーターと相談支援専門員の連携～

社会福祉士

6月13日 令和元年度第1回センター発表会
障害者支援施設＜にじ＞
若年脳卒中者の再就労に向けての取組について

作業療法士

6月13日 令和元年度第1回センター発表会 診療事業（回復期リハビリテーション病棟）について 理学療法士

6月13日 令和元年度第1回センター発表会
脳卒中後片麻痺患者に対する非麻痺側下肢の
筋電図フィードバックが歩行に与える影響
-歩行時の易疲労性が改善した1症例-

理学療法士

6月13日 令和元年度第1回センター発表会
脳卒中後片麻痺患者の矢状面における遊脚期の
麻痺側下肢の協調性

理学療法士

6月13日 令和元年度第1回センター発表会
修理履歴から考える脳卒中患者の装具使用上の
注意点

理学療法士

6月13日 令和元年度第1回センター発表会
介護予防・日常生活支援総合事業の取り組みに
ついて～通所型サービスC（短期集中予防サービ
ス）の取り組み報告～

理学療法士

6月13日 令和元年度第1回センター発表会
通所リハビリテーションが通所リハビリテーションで
あるための取組について

介護福祉士

6月13日 令和元年度第1回センター発表会
2018年度 当センターの熱中症予防対策の取り組
み～ひと涼みアワード2018　職場啓発部門最優秀
賞～地域リハ部の取り組み

介護福祉士

7月12日
～13日

第40回全国デイ・ケア研究大会
2019in宮崎

介護予防・日常生活支援総合事業の取り組みに
ついて～通所型サービスC（短期集中予防サービ
ス）の取り組み報告～

理学療法士

7月12日
～13日

第40回全国デイ・ケア研究大会
2019in宮崎

通所リハビリテーションが通所リハビリテーションで
あるための取組について

介護福祉士

9月5日
～6日

第25回日本摂食嚥下リハビリテー
ション学会学術大会

「口から食べられるなんて夢をみさせないで」
―訪問STによる経口摂取再開に消極的な施設Ns
への取り組み―

言語聴覚士

9月6日
～8日

第53回日本作業療法学会
硫化水素中毒後に一時運動野皮質層状壊死を
きたし小脳症状を呈した一例

作業療法士

9月6日
～8日

第53回日本作業療法学会
上肢ロボット型運動訓練装置(ReoGo-J）の適応
患者拡大への取り組み
～上肢運動失調・pusher症候群への活用～

作業療法士



【R01年度】研究活動実績

実施期日 学会・研究会名等 演題 職種

9月28日
～29日

第17回日本神経理学療法学会
学術大会

脳卒中後片麻痺患者における歩行速度の増大が
体幹対称性に及ぼす影響
―Lissajous Indexを使用した検討―

理学療法士

9月28日
～29日

第17回日本神経理学療法学会
学術大会

サルコイドニューロパチー症例に対する回復期リ
ハビリテーション病棟での介入経験―発症から長
期経過し著名な改善を認めた一症例―

理学療法士

9月28日
～29日

第17回日本神経理学療法学会
学術大会

脳卒中片麻痺患者の矢状面における遊脚期の麻
痺側下肢の協調性

理学療法士

10月12日
～13日

九州理学療法士学術大会
2019in鹿児島

Bickerstaff型脳幹脳炎患者の回復期リハ病棟での
理学療法経過報告について

理学療法士

10月12日
～13日

九州理学療法士学術大会
2019in鹿児島

膝折れ経験後に歩行への恐怖感が高まった症例
への行動形成（シェイピング）による介入

理学療法士

10月17日
第29回大分県リハビリテーション
医学会

重度記憶障害者における障がい者支援施設＜に
じ＞での取組み

作業療法士

10月31日 令和元年度第2回センター発表会
センター回復期リハ病棟での誤嚥性肺炎患者に
おける炎症発生部位の傾向について

理学療法士

10月31日 令和元年度第2回センター発表会
膝折れ経験後に歩行への恐怖感が高まった症例
への行動形成法（シェイピング）による介入

理学療法士

10月31日 令和元年度第2回センター発表会
サルコイドニューロパチー症例に対する回復期リ
ハビリテーション病棟での介入経験 ～発症から
長期経過し著明な改善を認めた一症例～

理学療法士

10月31日 令和元年度第2回センター発表会
ウェルウォークWW-1000を使用して歩行能力が改
善した症例－音フィードバックを使用した介入－

理学療法士

10月31日 令和元年度第2回センター発表会
失語症に加え難聴を伴う症例に対する補聴器装
用に向けての取り組み

言語聴覚士

10月31日 令和元年度第2回センター発表会
地域リハビリテーション部における介護事業・診療
事業について

看護師

10月31日 令和元年度第2回センター発表会 下腿切断症例の義足歩行獲得までの経過報告 理学療法士

11月7日 令和元年度第2回センター発表会
安全・安心につながる質及び顧客満足度向上へ
の取り組み

事務員

11月7日 令和元年度第2回センター発表会 実践リハビリテーション部の事業説明 支援員

11月7日 令和元年度第2回センター発表会 重複障害者に対する長期的支援 理学療法士

11月7日 令和元年度第2回センター発表会
「口から食べられるなんて夢をみさせないで」
－訪問STによる経口摂取再開に消極的な施設Ns
への取組み－

言語聴覚士

11月7日 令和元年度第2回センター発表会
リハマネジメント強化に向けた取り組み
～リハⅠ→リハⅢへの移行を試みて～

作業療法士

11月7日 令和元年度第2回センター発表会 パート職員に対する内部研修の試みについて 理学療法士

11月7日 令和元年度第2回センター発表会
アセスメントにおけるMSWと患者の共通認識の必
要性に関する一考察

社会福祉士

11月17日 第37回大分県病院学会
障がい者支援施設における若年脳卒中の復職支
援

理学療法士



【R01年度】研究活動実績

実施期日 学会・研究会名等 演題 職種

11月17日 第37回大分県病院学会
社会的行動障害に対する「卓球バレー」導入の成
果

作業療法士

11月17日 第37回大分県病院学会
高次脳機能障害者へ自主性を引き出すための取
り組み～「その人らしさ」を引き出すために～

介護福祉士

11月17日 第37回大分県病院学会
環境の変化に戸惑う認知症患者への関わり
～「帰りたい」から「さあ行こう」へ～

介護福祉士

11月17日 第37回大分県病院学会
USNの詳細な分析で治療選択の手がかりを得た１
症例～サブタイプ・病巣による分類表を活用～

作業療法士

11月17日 第37回大分県病院学会
サルコイドニューロパチー症例に対する回復期リ
ハビリテーション病棟での介入経験～発症から長
期経過し著名な改善を認めた一症例～

理学療法士

11月17日 第37回大分県病院学会
6カ月経過後に退官機能改善を認めた脳幹出血
症例～ReoGo-Jの自主訓練での活用について

作業療法士

11月17日 第37回大分県病院学会
硫化水素中毒後一次運動の皮質層状壊死をきた
した一例

作業療法士

11月17日 第37回大分県病院学会
外来理学療法から考察する外来リハビリの役割に
ついて

理学療法士

11月17日 第37回大分県病院学会
慢性期脳卒中患者における上肢FMAの変化と
DTIによる検討
～中脳大脳脚のFA値との関係性～

作業療法士

11月21日
～22日

リハビリテーション・ケア合同研究
大会in金沢

脳卒中片麻痺に対する部分綿花装置を用いた床
上歩行練習により店頭恐怖感が軽減し歩行速度
の向上を認めた症例

理学療法士

11月21日
～22日

リハビリテーション・ケア合同研究
大会in金沢

復職におけるチームアプローチや作業療法士の
役割～訓練・病棟生活での模擬就労の提供～

作業療法士

11月21日
～22日

リハビリテーション・ケア合同研究
大会in金沢

私が「わたし」であるために
～通所リハにおける就労支援～

作業療法士

11月21日
～22日

リハビリテーション・ケア合同研究
大会in金沢

県外在住のキーパーソンと退院支援の関わりにお
ける社会福祉士の心理的負担

看護師

11月23日
第9回日本リハビリテーション栄養
学会学術大会

回復期リハビリテーション病棟における大腿骨近
位部骨折患者の訓練時間が退院時栄養状態に与
える影響

理学療法士

1月18日
～19日

第23回大分県作業療法学会
MTDLPを用いて自己決定を尊重した介入を行
い、家事再開に至った脳梗塞左片麻痺の1症例

作業療法士

1月18日
～19日

第23回大分県作業療法学会
能動的注意が低下した半側空間無視症例に対し
上肢訓練ロボット(ReoGo-J）を用いた介入

作業療法士

1月18日
～19日

第9回日本言語聴覚士協会
九州地区学術集会

バイリンガル失語を呈した左被殻出血の一例―予
後に関わる要因の検討―

言語聴覚士

1月19日 第23回大分県作業療法学会
6カ月経過後に体幹機能改善を認めた脳幹出血
症例～ReoGo-Jの自主訓練での活用について～

作業療法士

1月26日
第8回大分県地域リハビリテーショ
ン・ケア研究大会

訪問STによる経口摂取再開に消極的な施設Nsへ
の取り組み

言語聴覚士

2月1日
2019年度ウェルウォーク研究会
in福岡

ウェルウォーク導入初期における振り出し動作の
獲得に難渋した１例

理学療法士

2月22日 第22回大分県理学療法学会
サルコイドニューロパチー症例に対する回復期リ
ハビリテーション病棟での介入経験

理学療法士



【R01年度】研究活動実績

実施期日 学会・研究会名等 演題 職種

2月22日 第22回大分県理学療法学会
ウェルウォークｗｗ－1000を使用して歩行能力が
改善した症例
～音フィードバックを使用した介入～

理学療法士

執筆 作業療法ジャーナル7月増刊号
スポーツ訓練としての競技、外出支援としての
競技会出場

作業療法士

執筆
理学療法科学第34巻第4号
（通巻154号）

回復期リハビリテーション病棟の脳卒中患者にお
ける歩行自立・転倒カットオフ値リスト導入の取り組
み―理学療法士の意識の変化―

理学療法士

執筆 高次脳機能研究39巻3号
自己身体定位障害が残存したまま自宅退院となっ
たBalint症候群の一例～体性感覚を用いた動作
の意識化と長期支援の有用性～

作業療法士

執筆活動


