
（論文・著書）

1)頸肩腕部痛へのアプローチ　総論

山鹿眞紀夫

総合リハビリテーション 40(4): 323-327, 2012.4

2)地域連携のネットワーク－在宅患者のリハビリテーション支援の観点から－

山鹿眞紀夫

MB Medical Rehabilitation No.151: 47-54, 2012.11

3)大腿骨近位部骨折リハビリテーション患者における既往骨折の影響

　　：リハ医学会患者データベースの分析

田中智香

平成24年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）

リハビリテーション患者データベースを用いた効果的なプログラムに関する

調査研究事業報告書：40-45, 2013.3　公益社団法人日本リハビリテーション医学会

4)脳卒中地域連携パス参加の回復期リハ病院間でのBarthel index利得比較

徳永　誠、渡邊　進、中西亮二、山永裕明、米満弘之、平田好文、山鹿眞紀夫、川野眞一、

箕田修治、田北智裕、寺崎修司、橋本洋一郎

Journlal of Clinical Rehabilitation　21(4): 411-415, 2012.4

5)Comparison between convalescent rehabilitation hospitals participating in the stroke liaison

    critical pathway with respect to the gain of Nichijo-seikatsu-kino-hyokahyo score

  脳卒中地域連携パス参加の回復期リハ病院間での日常生活機能評価表利得比較

徳永　誠、渡邊　進、中西亮二、山永裕明、三宮克彦、平田好文、山鹿眞紀夫、

寺崎修司、橋本洋一郎、園田　茂

Japanese Journal of Comprehensive Rehabilitation Science Vol.3: 11-17, 2012

6)Mean length of stay and rate of discharge to home adjusted for severity in rehabilitation hospitals

　　participating in Kumamoto Stroke Liaison Critical Pathway

  熊本脳卒中地域連携パス参加の回復期リハ病院における重症度で調整した

　　平均在院日数と自宅退院率

徳永　誠、渡邊　進、中西亮二、山永裕明、川嵜　真、平田好文、山鹿眞紀夫、寺崎修司、

橋本洋一郎、園田　茂

Japanese Journal of Comprehensive Rehabilitation Science, Vol.3: 26-31, 2012

7)Relationship between hospital ranking based on Functional Independence Measure (FIM)

    efficiency and factors related to rehabilitation system for stroke patients

    -A study of three hospitals participating in Kumamoto Stroke Liaison Critical Pathway-

  熊本脳卒中地域連携パス参加の３病院におけるFIM効率の病院順位とリハ体制要因

徳永　誠、三宮克彦、渡邊　進、中西亮二、山永裕明、米満弘之、寺崎修司、

箕田修治、川野眞一、平田好文、山鹿眞紀夫、橋本洋一郎、園田　茂

Japanese Journal of Comprehensive Rehabilitation Science Vol.3: 51-58, 2012

8)脳卒中の地域連携システム・クリティカルパス

橋本洋一郎、寺崎修司、徳永　誠、山鹿眞紀夫、平田好文

救急医学 33: 964-969, 2012

9)熊本脳卒中地域連携パス参加の回復期リハ9病院における訓練時間と調整FIM利得との関係

業績目録（平成24年4月～平成25年3月）

医　　局



徳永　誠、渡邊　進、中西亮二、山永裕明、米満弘之、川野眞一、箕田修治、

鬼木泰博、寺崎修司、平田好文、山鹿眞紀夫、橋本洋一郎、園田　茂

Journal of Clinical Rehabilitation 22(2), 2013.2

10)地域連携パス（脳卒中）について

徳永　誠、三宮克彦、渡邊　進、中西亮二、山永裕明、米満弘之、寺崎修司、平田好文、

山鹿眞紀夫、橋本洋一郎

地域包括支援五〇

（学会発表）

1)大腿骨頚部骨折リハビリテーション患者の自宅退院に関する因子の検討

　　：リハ医学会患者データベースの分析

田中智香

第49回日本リハビリテーション医学会学術集会 2012/06/01

2)脳卒中リハビリテーションと地域連携：回復期から生活期へ

山鹿眞紀夫

第49回日本リハビリテーション医学会学術集会 2012/06/02

3)橈骨粗面骨軟腫が関与したと思われる遠位上腕二頭筋腱断裂の一例

桑原公倫、川上宏治、原田正孝、水本圭彦、池田啓一

第25回日本臨床整形外科学会 2012/07/16

4)全切離したハムストリングの再生により股関節亜脱臼・脱臼を来たしたと思われる症例

池田啓一、寺原幹雄、川上宏治、原田正孝、水本啓一、桑原公倫

第29回日本脳性麻痺の外科研究会 2012/10/20

5)地域リハビリテーションにおいて理学療法士に期待すること

古閑博明

第17回熊本県理学療法士学会（ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ）　2013/02/24

6)患者さんの視点に立った医療連携　2012年１年間紹介入院患者463例の分析

弥富親秀

第15回日本医療マネジメント学会熊本支部学術集会 2013/03/09

7)脳卒中後遺症痙性麻痺に対する整形外科的選択的痙性コントロール手術(OSSCS)その１

池田啓一、寺原幹雄、山田眞晴、島田真一

第38回日本脳卒中学会総会 2013/03/23

8)脳卒中後遺症痙性麻痺に対する整形外科的選択的痙性コントロール手術その２

池田啓一、寺原幹雄、山田眞晴、島田真一

第38回日本脳卒中学会総会 2013/03/23

9)脳卒中後遺症痙性四肢麻痺に対する整形外科的選択的痙性コントロール手術(OSSCS)の経験

寺原幹雄、池田啓一、山田眞晴

第38回日本脳卒中学会総会 2013/03/23

10)脳卒中後痙縮に対してOSSCS（整形外科的選択的痙性コントロール手術）を行った３例

島田真一、中島誠爾、花田友成、野田眞也、池田啓一、北野元、髙木真人、竹内健太、

金居督之

第37回日本脳卒中学会総会 2012/04/26

（講演）

1)心血管治療としての心臓リハビリテーション



松山公三郎

熊本大学医学部第一内科同門会同窓会 2012/9/29

2)心臓リハビリテーションの多面的効果　～発症予防から再発予防まで～

松山公三郎

社会保険大牟田天領病院　院内特別セミナー 2013/3/1

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

1)データから見る脳卒中地域連携パス　－多施設間比較－

田中智香



（論文・著書）

1)高次脳機能障害のための認知リハビリテーション

尾関誠・上田幸彦（監訳）

協同医書出版社　2012/04/20

2)地域リハビリテーション白書3ー地域包括ケア時代を見据えて

槌田義美

三輪書店　2013/3/30

（学会発表）

1)退院後訪問指導の必要性について

緒方美湖

第47回全国理学療法学術大会　in神戸　2012/5/25

2)セラピストの臨床経験年数とFIM利得・効率との関連性

河崎靖範

第47回日本理学療法学術大会　2012/05/25

3)当院通所リハビリテーションにおける生活目標シート導入に関する取り組み

 　～独居利用者を通じて～

大賀佑美

第46回日本作業療法学会　2012/06/15

4)週間目標設定にてADL向上を認めた脳卒中後のうつ病を呈した一例

岩永友里

第46回日本作業療法学会　2012/06/16

5)熊本県菊池地域における医療会議サービス事業者の摂食・嚥下の実態調査

作本絵美

リハビリテーション・ケア合同研究大会　札幌　2012　2012/10/11

6)高次脳機能障害、痙性四肢麻痺を抱えた若年者の社会参加について　～訪問リハの役割について～

貝原美鈴

リハビリテーション・ケア合同研究大会　札幌　2012　2012/10/11

7)復職に向けて早期から職場体験を実施した事例を経験して

後藤晃哉

第34回九州理学療法士・作業療法士合同学会　2012/11/18

8)退院後に軽度の行動障害を呈した交通外傷例

尾関　誠

第36回日本高次脳機能障害学会　2012/11/22

9)熊本県菊池地域における医療会議サービス事業者の摂食・嚥下の実態調査

作本絵美

第150回熊本リハビリテーション研究会　2012/12/01

10)重障度別住環境整備の特徴と課題　－退院後訪問調査より－

緒方智子

第17回熊本県理学療法士学会　2013/2/24

11)高次脳機能障害を有する左片麻痺患者の排泄動作獲得への取り組み

リハビリテーション部



   　 ～自己教示法を用いた運動維持訓練の効果～

古澤良太

第17回熊本県理学療法士学会　2013/2/24

12)住宅改修報告書における作成時間短縮の取り組み～絵モデル使用前後の比較～

内田奈津子

第17回熊本県理学療法士学会　2013/2/24

13)当院における廃用症候群患者のリハ効果について～基礎疾患別のFIM利得に着目して～

備瀬隆広

第17回熊本県理学療法士学会　2013/2/24

14)廃用症候群患者の病棟別特徴とリハ効果について～一般病棟と回復期病棟の比較・検討～

寺川　智

第17回熊本県理学療法士学会　2013/2/24

15)摂食・嚥下障害に対する早出・遅出評価の取り組み

小平貴恵

第21回回復期リハビリテーション病棟協会研究大会　2013/03/01

16)当院における廃用症候群患者のリハ効果について～基礎疾患別のFIM利得に着目して～

備瀬隆広

第21回回復期リハビリテーション病棟協会研究大会　2013/03/01

17)廃用症候群患者の病棟別特徴とリハ効果について～一般病棟と回復期病棟の比較・検討～

寺川　智

第21回回復期リハビリテーション病棟協会研究大会　2013/03/01

18)高次脳機能障害を有する左片麻痺患者の排泄動作獲得への取り組み

    　～自己教示法を用いた運動維持訓練の効果～

古澤良太

第151回熊本リハビリテーション研究会　2013/03/16

19)摂食・嚥下障害に対する早出・遅出評価の取り組み

小平貴恵

第151回熊本リハビリテーション研究会　2013/03/16

20)生活行為向上マネジメントの使用により、機能の固執から活動へと意識転換した一症例

朝田舞美

第10回熊本作業療法学会　2013/03/23

21)当院における朝・夕のADL評価の取り組み～チームで関わり決定するプロセスの重要性～

木戸善文

第10回熊本作業療法学会　2013/03/24

22)重度うつ状態を呈した患者に対し情報共有と環境調整の重要性を学んだ一例

吉田千穂

第10回熊本作業療法学会　2013/03/24

（講演）

1)嚥下障害

久池井朋子

特定医療法人佐藤会　弓削病院　2012/07/13

2)実技セミナー　嚥下リハ

山本由佳

PEGサミットin阿蘇　2012/07/28



3)失語症とは

荒木光宏

第７回くまもと失語症会話パートナー講座

　～私たちができる『伝える』ための支援～　2013/3/17

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

1)高次脳機能障害、痙性四肢麻痺を抱えた若年者の社会参加～訪問リハの役割について～

貝原美鈴

2)身体・認知機能が高いCVA患者の転帰に関する調査

鎗水亜須香



（学会発表）

1)テープ固定法の相違と皮膚トラブルの関連

池邊征和、八浪雅、岩下かよ

第43回日本看護学会学術集会　2012/09/20

2)意欲低下のある患者への音楽に合わせた集団体操を行って～リズム体操導入後の患者の変化～

田代美江

第43回日本看護学会学術集会　老年看護　2012/09/27

3)夜間のオムツ使用法の見直し

児玉祐樹、足立和美、三ツ井孝浩、小嶺由美子

介護フォーラムin熊本　2012/10/19

4)脊髄損傷患者の大腸検査前処置に対する問題の明確化

山本智子、池邊由香、佐藤悠生

平成24年度医療法人協会看護部長会　看護研究発表大会　2012/11/16

5)オリジナルカレンダーの活用状況と患者・家族および看護師に認識

高濱佳代、片山理映子

熊本県看護協会菊池支部看護研究発表会　2013/02/23

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

1)テープ固定法の相違と皮膚トラブルの関連

池邊征和

2)意欲低下のある患者への音楽に合わせた集団体操を行って～リズム体操導入後の患者の変化～　
大塚朋子

看護部



（論文・著書）

1)長期入院患者に対する栄養ケア-リハビリテーションの効果が発揮できるような栄養管理を行う

嶋津さゆり

臨床栄養 121(2): 184-187, 2012.8

2)第2回九州PEGサミットに参加して

嶋津さゆり

臨床栄養 121(6): 764-767, 2012.11

3)食欲不振患者への食事アプローチ

嶋津さゆり

Nutrition Care 5(11): 1094-1095, 2012.11

4)管理栄養士座談会　おいしい食事で患者さんを元気に！-回復期リハ病棟　栄養スタッフのかかわり

嶋津さゆり

回復期リハ: 6-20, 2013.1

（学会発表）

1)新調理システム導入による効果と今後の課題について

嶋津さゆり

第62回日本病院学会　2012/6/21

2)当院における高齢者の廃用症候群に対する現状と課題について

嶋津さゆり

日本病態栄養学会　2013/1/12

3)当院における回復期リハ病棟栄養管理の実践と課題について

嶋津さゆり

日本静脈経腸栄養学会　2013/2/21

（講演）

1)廃用症候群の治療成績向上のために何をすべきか

嶋津さゆり

熊本県回復期リハビリテーション病棟研究会　2012/09/12

2)歯科衛生士と管理栄養士とのチーム連携について
嶋津さゆり
九州歯科大学歯科衛生士課程　2012/12/19

3)嚥下と栄養アセスメント
嶋津さゆり
長崎摂食嚥下研究会　2013/01/19

栄養管理科



（学会発表）

1)Ａｃｈｉｅｖａ　3.0Ｔ　ＴＸの使用経験　Ｒｅｌ．3.2

松谷憲一

熊本Ｇｙｒｏミーティング　2012/07/20

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

1)当院における心臓超音波検査　～平成23年度の疾患別分類より～

山崎ゆかり

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

1)ケアマネジャーに求められる緩和ケアとは　～ターミナル期に家族が大切にしたもの～
　 川北富士子

放射線部

検査部

居宅介護



（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

1)外来における受付の役割　～新館外来運用開始から現在までの振り返り～

松岡町子

（学会発表）

1)FIMデータ分析に関する診療情報管理室の取り組み

和泉　孝

日本医療マネジメント学会第15回熊本学術集会　2013/03/09

（学会発表）

1)図書室における研究支援の取り組み

廣田みゆき

病院事務管理研究会　2012/8/18

図書室

診療情報管理室

事務部


