
【H30年度】研究活動実績

学会・研究会名等 演　　　　題 職種

平成30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部におけるデータ分析
の報告と実績指数対策

理学療法士

平成30年度第1回センター発表会
病棟レクリエーションの取り組み
～カフェの開催を試みて～

介護福祉士

平成30年度第1回センター発表会
九州北部豪雨における災害リハビリテーション支援活動につ
いて

理学療法士

平成30年度第1回センター発表会 看護師から見た地域連携室の日常 看護師

第19回日本言語聴覚学会
「黙り込む」症状を主訴として高次脳機能外来を受診した知
的
障害者の一例

言語聴覚士

平成30年度第1回センター発表会

FIM点数別の当センター回復期リハビリテーション病棟退院
後の
リハビリテーション実施状況について－全国データとの比較
－

理学療法士

平成30年度第1回センター発表会 ReoGo-J導入に向けての取り組み報告 作業療法士

平成30年度第1回センター発表会 当センターにおける誤嚥性肺炎の傾向 理学療法士

平成30年度第1回センター発表会
代替栄養を主体とする摂食嚥下障害者の嚥下
機能改善に影響する因子の検討

言語聴覚士

平成30年度第1回センター発表会 発症から9年後に「道で迷う」を訴えた高次脳外来症例 作業療法士

第55回日本リハビリテーション
医学会学術集会

脳損傷者の運転再開に関する運転免許センターとの情報共
有の充実を目指して

医師

国際モダンホスピタルショウ2018
職員の仕事のやりがいを患者満足度の向上につなぐのが課
題

理学療法士

第52回日本作業療法学会
脳卒中後の上肢筋緊張亢進に対して筋電バイオフィード
バックを用いた弛緩学習が有効であった症例

作業療法士

第52回日本作業療法学会
回復期入院中に母指外転装具とTransfer packageを導入し
たことにより退院後の麻痺手の使用頻度が向上した脳卒中
片麻痺症例

作業療法士

第37回九州身体障害児者施設
研究大会

就労支援と利用者の生きがい（助言） 作業療法士

第72回全国レクリエーション大会in 高
知

病棟レクリエーションの取り組み
～カフェの開催を試みて～

介護福祉士

リハビリテーション・ケア合同研究
大会　米子2018

橋・小脳梗塞により強制泣きを呈した症例に
対する行動療法の活用

作業療法士

リハビリテーション・ケア合同研究
大会　米子2018

集中的な音読訓練で結婚式でのスピーチが可能となった重
度失語症の一例

言語聴覚士

第8回日本ロボットリハビリテー
ション・ケア研究大会in大分

Pusher症候群に対してReoGo-Jを用いた体幹機能効果の検
証

作業療法士

第8回日本ロボットリハビリテー
ション・ケア研究大会in大分

上肢機能訓練量の確保にロボット、電気刺激機器等を活用
した慢性期脳卒中患者の一例

作業療法士

平成30年度第2回センター発表会

Re-employment of people with chronic stroke:
a single-centre retrospective study
（慢性期脳卒中患者の再就労について
：単一施設における後方視的研究）

作業療法士



【H30年度】研究活動実績

学会・研究会名等 演　　　　題 職種

平成30年度第2回センター発表会 就労支援ワーキンググループによる追跡調査結果のまとめ 言語聴覚士

平成30年度第2回センター発表会
認知症患者に対する理学療法士としての関わり
～トイレ移乗FIM1点→4点に改善した症例～

理学療法士

平成30年度第2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就労支援
ワーキンググループの取り組み

作業療法士

平成30年度第2回センター発表会 自動車運転評価1年後における追跡調査の報告 作業療法士

平成30年度第2回センター発表会
Pusher症候群に対してReoGo-J を用いた体幹機能効果の検
証

作業療法士

平成30年度第2回センター発表会 脳梗塞とサルコペニアを合併し、嚥下障害を呈した症例 言語聴覚士

平成30年度第2回センター発表会
上肢機能訓練量の確保にロボット、電気刺激機器等を活用
した
慢性期脳卒中患者の一例

作業療法士

平成30年度第2回センター発表会
地域相談支援に積極的に参画する障害者生活支援セン
ターの
役割

社会福祉士

平成30年度第2回センター発表会 入退院支援看護師の、回復期リハ病棟との連携について 看護師

平成30年度第2回センター発表会
脳卒中後に下肢痙縮を呈した症例に対する振動刺激と神経
筋
電気刺激の即時効果についての比較

理学療法士

平成30年度第2回センター発表会
脳卒中後の上肢筋緊張亢進に対して筋電バイオフィード
バックを用いた弛緩学習が有効であった
症例

作業療法士

平成30年度第2回センター発表会
医師及び医療スタッフの負担軽減への取り組み
～チーム医療の一員として～

事務員

平成30年度第2回センター発表会 高次脳機能障害支援拠点機関の取組み 保健師

第28回大分県リハビリテーション医学
会

発動性障害に対する障害者支援施設での
取り組み

理学療法士

第16回日本神経理学療法学会
学術大会

部分免荷装置を用いた床上歩行練習により3動作歩行から2
動作歩行へと歩行様式の変容を認めた脳卒中片麻痺症例

理学療法士

第36回大分県病院学会 発動性障害に対する障害者支援施設での取り組み 理学療法士

第36回大分県病院学会 障害者支援施設＜にじ＞における復職支援 作業療法士

第36回大分県病院学会
高次脳機能障害者の社会復帰支援
～障害者支援施設＜にじ＞の役割～

作業療法士

第36回大分県病院学会
高次脳機能障害が残存した患者がセルフケア
能力を取り戻すまでの支援

介護福祉士

第36回大分県病院学会
在宅復帰に向けて患者・家族の希望に応える
 ～排泄自立への取り組み～

看護師

第36回大分県病院学会
病棟レクリエーションの取り組みについて
～カフェの開催を試みて～

介護福祉士
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学会・研究会名等 演　　　　題 職種

第36回大分県病院学会
部分免荷式床上歩行練習により歩行が改善した一例
～脳卒中患者に対するシングルケースでの検討～

理学療法士

第36回大分県病院学会 自動車運転1年後における追跡調査の報告 作業療法士

第36回大分県病院学会 ReoGo-J導入に向けての取り組み報告 作業療法士

第36回大分県病院学会 脳梗塞とサルコペニアを合併し、嚥下障害を呈した症例 言語聴覚士

第42回日本高次脳機能障害学会学
術総会

低酸素脳症後の小字症についての検討
～緩徐なリズム刺激が小字に有用であった一例～

言語聴覚士

第42回日本高次脳機能障害学会学
術総会

発症から長期経過し「道に迷う」を訴え外来受診した一例
～地誌的見当識障害の要因の抽出と対応策の立案～

作業療法士

大分県スポーツ学会第10回学術大
会

障害者支援施設＜にじ＞における社会的行動
障害に対する集団競技の効果について

作業療法士

第8回日本言語聴覚士協会
九州地区学術集会　佐賀大会

間欠型一酸化炭素中毒により高次脳機能障害を呈した症例
～症状の改善経過と予後についての一考察～

言語聴覚士

第22回大分県作業療法学会
脳静脈血栓症により多彩な高次脳機能障害を
呈した症例への介入とその考察

作業療法士

第22回大分県作業療法学会
MTDLPを用いて目標の明確化と不安の軽減に繋がった症
例
～訓練・病棟生活での模擬就労の提供～

作業療法士

第3回日本安全運転・医療研究会
大分県運転免許センターと連携して活用している意見書を
用いた事例報告

作業療法士

第17回大分県言語聴覚士
学術研究会

高校英語教諭への原職復帰を果たした伝導失語の一例 言語聴覚士

第21回大分県理学療法士学会
認知症患者に対する理学療法士としての関わり ～トイレ移
乗FIM１点→４点に改善した症例 ～

理学療法士

第21回大分県理学療法士学会
脳卒中片麻痺患者に対する腹部筋への電気刺激と随意運
動の併用効果について
～体幹機能，跨ぎ動作の改善がみられた１症例～

理学療法士

回復期リハビリテーション病棟協会
第33回研究大会in 舞浜・千葉

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

回復期リハビリテーション病棟協会
第33回研究大会in 舞浜・千葉

当センター回復期リハ病棟での調査結果から
みえた誤嚥性肺炎の発症傾向

理学療法士

回復期リハビリテーション病棟協会
第33回研究大会in 舞浜・千葉

患者、家族への障害受容へのアプローチ 看護師

回復期リハビリテーション病棟協会
第33回研究大会in 舞浜・千葉

介護福祉士の記録に対する意識変化
～記録監査を通して～

介護福祉士

回復期リハビリテーション病棟協会
第33回研究大会in 舞浜・千葉

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

第55回大分県脳卒中懇話会
障害者支援施設＜にじ＞における失語症者への再就労支
援

作業療法士

第55回大分県脳卒中懇話会 就労支援ワーキンググループによる追跡調査結果のまとめ 言語聴覚士
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学会・研究会名等 演　　　　題 職種

第55回大分県脳卒中懇話会
障害者支援施設＜にじ＞における高次脳機能
障害に対する生活訓練

作業療法士

掲載誌 演　　　　題 職種

株式会社日本医療企画
最新医療経営フェイズ・スリー2018年7月号
職員の仕事のやりがいを患者満足度の向上につなぐのが課
題

理学療法士

理学療法科学　第33巻第5号
2度の脳卒中後に両片麻痺を呈した症例に対する腹部筋へ
の神経筋電気刺激と課題指向型トレーニングの併用効果に
ついて～寝返り、起き上がり動作の獲得に至った一症例～

理学療法士

日本作業療法士協会誌　第76号 障害者支援施設における生活訓練 作業療法士

Australian　Occupational Therapy
Journal

Re-employment of people with chronic stroke
: a single-centre retrospective study.

作業療法士

執筆活動


