
第15回日本臨床医療福祉学会　一般演題リスト
ポスター
ポスター１　（8演題）医療福祉連携
No 名前 所属1 タイトル

22 幡中　典子 岡山大学神経内科 医療機関の連携と情報共有～高齢者リチウム中毒の1例を通して
60 金田和枝 外旭川病院 家族との連絡ノートの活用―家族との信頼関係を深めるためにー 
98 小橋　紗和子 倉敷老健 DBS（脳深部刺激）療法後患者の在宅での独居生活に向けての連携―病院から老健、そして自宅へ― 

106 伊藤友紀 志村大宮病院 障害受容の過程にある患者への関わり
132 河野祥一郎 魚橋病院神経内科 ステロイド精神病を合併し、神経内科と精神科、看護師が連携して退院可能になった視神経脊髄炎患者の一例

144 田中信宏 山口大学　脳神経外科 当院における電子化脳卒中地域連携パスの運用状況
148 河野祥一郎 魚橋病院神経内科 当院での1年間の後期高齢入院患者の動向についての検討
187 川野公子 岡山市小児慢性特定疾病児童等相談支援センター 岡山市の小児慢性特定疾病患児の現状評価

ポスター2　（8演題）認知症予防、認知機能評価
No 名前 所属1 タイトル

10 武本　麻美 岡山大学神経内科 認知症発症予防ならびに進行予防のための運動療法について
11 商　敬偉 岡山大学神経内科 Strong impact of chronic cerebral hypoperfusion on neurovascular unit, cerebrovascular remodeling and neurovascular trophic coupling in Alzheimer’s disease model mouse

19 馮　田 岡山大学神経内科 Chronic Cerebral Hypoperfusion Accelerates Alzheimer's Disease Pathology with Cerebrovascular Remodeling in a Novel Mouse Model

30 吉浦  和宏 聖マリアヘルスケアセンターリハビリテーション室 回復期リハビリテーション病棟における軽症脳梗塞患者の脳萎縮と認知機能との関連

76 八田徳高 川崎医療福祉大学 聴覚情報処理機能に困難さをもつ成人症例について
126 赤垣由美子 姫路中央病院 臨床心理室 日本語版Montreal Cognitive Assessment (MoCA-J) によるパーキンソン病の認知機能の検討―amnestic MCIとの比較―

139 安松志朗 大山リハビリテーション病院 閉鎖空間で療養している認知症患者の変化
149 守屋咲希 川崎医科大学総合医療センター　リハビリテーションセンター 失語症者の家族に対して症状理解の介入を行った一例

ポスター3　（8演題）脳卒中・認知症・神経疾患治療
No 名前 所属1 タイトル

3 久保　仁 総合南東北病院神経内科 総合南東北病院・南東北第二病院におけるボトックス治療の現状と反復性経頭蓋磁気刺激（ｒTMS）治療導入の経験

5 森原　隆太 岡山大学神経内科 血栓溶解療法後の頭蓋内出血に対するリバーロキサバンのPARを介した抑制効果

16 福井　裕介 岡山大学神経内科 大脳白質病変を伴うアルツハイマー病患者における治療薬の臨床的効果

23 柚木　太淳 岡山大学神経内科 ラットMCAOモデルにおけるANOMの有効性
25 黄　永 岡山大学神経内科 脳梗塞血栓溶解モデルでワーファリンとリバーロキサバンのプレコンディショニング投与効果を検討

75 立花和子 総合リハビリ美保野病院 軽症脳卒中患者への血圧セルフモニタリングを導入して
163 武久　康 岡山赤十字病院　神経内科 パーキンソン病患者の日中過眠および意欲に対するイストラデフィリンの効果の検討

164 山田康博 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 脳神経外科 当院における特発性正常圧水頭症の治療方法の選択

ポスター4　（8演題）脳卒中研究・リハビリ
No 名前 所属1 タイトル

9 山下　徹 岡山大学神経内科 慢性脳低灌流と大脳白質病変の新たな関係
21 焦 岡山大学神経内科 Dynamic mislocalizations of nuclear pore complex proteins after focal cerebral ischemia in rat.

24 高橋　義秋 岡山大学神経内科 前方、後方循環別に比較した症状悪化を伴うBranch atheromatous disease (BAD) の特徴

26 厳 岡山大学神経内科 temporal profiles of stress protein inductions after focal transient ischemia in mice brain

91 市本 将也 脳神経ｾﾝﾀｰ大田記念病院 前頭葉の脳梗塞で超皮質性感覚失語を呈した2例の経過
119 渡部　祐介 総合南東北病院　リハビリテーション科 麻痺側上肢の参加や行動に変化を認めた慢性期脳卒中患者の一症例

122 黒住千春 川崎医療福祉大学リハビリテーション学科 段階的な調理訓練を行うことで主婦としての家庭復帰に至った一症例

192 渡部彩子 藤田保健衛生ばんたね病院硬化性変化を伴う未破裂中大脳動脈分岐部動脈瘤のCFD解析

ポスター5　（8演題）神経難病・認知症支援
No 名前 所属1 タイトル

8 佐藤　恒太 岡山大学神経内科 中国四国地域におけるプリオン病の実態
14 角田　慶一郎 岡山大学神経内科 紀伊半島から移住して73年後に発症し、タウPETで陽性であった紀伊ALS/PDC疑いの1例

15 野村　恵美 岡山大学神経内科 新規SETX遺伝子変異を認めたAOA2の療養
17 劉　夏 岡山大学神経内科 Aberrant distributions of nuclear pore complex proteins in ALS mice and ALS patients.

18 施 岡山大学神経内科  New susceptible variant of COQ2 gene in Japanese patients with sporadic multiple system atrophy

141 小浜尚也 倉敷紀念病院リハビリテーション科 施設外リハビリテーションの実施により社会復帰に向けた目標設定が可能となった前頭側頭型認知症の一例

147 宮﨑彰子 川崎医科大学附属病院　リハビリテーションセンター 進行性非流暢性失語症患者の4年の経過―発話特徴の分析― 
188 安部照子 南東北シルクロード館 特別養護老人ホームからの在宅復帰～家族の想いに応える～ 

ポスター6　（7演題）骨粗鬆症と運動機能
No 名前 所属1 タイトル

39 小林亜侑美 新百合ヶ丘総合病院　リハビリテーション科 当院におけるリハビリテーションの実施状況～急性期病院にて365日リハビリテーションを提供した実績～ 

44 今野佑紀 南東北福島病院　放射線科 骨密度検査の比較方法の検討
84 藤井純 総合南東北病院 当院整形外科外来における骨粗鬆症に対する意識調査～骨折という事象を発生させないための第一歩～ 

90 橋本　拓司 大阪脳神経外科病院 当院における院内歩行自立の評価について
101 平田淳也 川崎医療福祉大学 離床意欲が低下した脊髄損傷患者に対する作業療法介入
124 今井　佑 関東脳神経外科病院　リハビリテーション科 患者に合ったトイレ介助方法を統一する仕組みづくり
136 田代　勇二 総合南東北病院　リハビリテーション科 ハンモック式クッションシートを用いた座位姿勢調整により食事摂取が可能となった事例

185 河野　守正 千葉中央メディカルセンター 産業医と腰痛(理学療法⼠の関わり）

ポスター7　（8演題）感染・被爆・口腔・フットケア
No 名前 所属1 タイトル

34 渡邉恵奈 総合東京病院　感染対策室 尿道留置カテーテル関連感染をゼロに～サーベイランスと相対比～ 

71 藤本幸恵 倉敷平成病院 口臭アセスメントの試み
86 水野芽生 総合南東北病院 ポータブル撮影における感染対策
95 大橋まゆみ 介護老人保健施設ゴールドメディア ～当施設における経口維持加算対象者の食事の分析～どのような食事ケアが大切か 

112 高橋裕美 介護老人保健施設リハビリ南東北川俣 ゆたかな生活は足元から-足トラブルと医療フットケアの必要性- 
116 辻村良平 釧路孝仁会記念病院 18F−FDG PET被検者からの看護師の職業被ばくについて
177 沖野光彦 旗の台病院 猫咬傷の怖さ
189 安藤　香也子 総合南東北病院 新人看護師のストーマケアに対する思い～より効果的な指導を行うために新人看護師の視点から考察する～ 

ポスター8　（8演題）リハビリ・病棟・機器管理



No 名前 所属1 タイトル
57 大塚 晃子 大阪脳神経外科病院 「家に帰りたい」をささえる～回復期リハビリテーション病棟開設初年度実践報告～

88 関根唯 南東北日和田デイサービスセンター 認知症対応型通所介護の稼働率向上を目指した活動～五感刺激脳活リハビリテーションによる効果～ 

96 河本　純希 ピースガーデン倉敷 E-SASによる「介護予防効果の見える化」が職員の意識に与える影響～質問紙調査の結果より～ 

108 有田　大介 デイサービスセンター惣門の家 楽しい一日にリハビリを加えると・・・！～小規模多機能型居宅介護からリハビリ特化型デイへ～ 

115 松本香織 株式会社エヌジェイアイ　経営企画室 体動センサ『安心ひつじα』を開発して～製品の反応と今後について～

154 稲田　ゆかり 姫路中央病院 認知症ケアチームが介入した入院患者のアウトカム調査
190 厚海美奈 総合南東北病院 産科におけるリピート率増加のために
191 中山晴佳 倉敷平成病院 認知症・せん妄サポートチームの取り組みと効果について～徘徊・リハビリ拒否がある患者の症例を通して～ 


