
（論文・著書）

脳卒中地域連携パスによる病病・病診・在宅連携　熊本脳卒中地域連携ネットワーク研究会

（K-STREAM）

山鹿眞紀夫

地域リハビリテーション白書3．三輪書店．P215-219,　2013

退院指導

山鹿眞紀夫

BRAIN NURSING　29(3):251-253,　2013

膝関節の脱臼・骨折、下腿骨の脱臼・骨折、足関節周辺の脱臼・骨折

山鹿眞紀夫

今日のリハビリテーション指針．医学書院．P223-226,　2013/5/15

概説：地域リハビリテーションとネットワークづくり（脳卒中地域連携クリティカルパスとリハビリテーション　

第2章　リハビリテーション医療における急性期・回復期と維持期（生活期）の連携）

山鹿眞紀夫

リハビリテーションと地域連携・地域包括ケア．診断と治療社．P157-161, 2013/06/10

サルコペニアの早期発見・治療．病院－回復期リハビリテーション病棟

吉村芳弘

栄養と運動で予防するサルコペニア．医歯薬出版．P48-55,　2013/4/1

リハビリテーション栄養Q＆A

吉村芳弘

リハビリテーション栄養Q＆A．中外医学社．P3,54,116,120,127, 2013/7/1

Relationship between therapists' years of experience and Functional Independence Measure gain

and efficiency in stroke rehabilitation

脳卒中回復期リハビリテーションにおけるセラピストの臨床経験年数とFIM利得・効率との関連性

河﨑靖範、槌田義美、山鹿眞紀夫、古閑博明、中村　剛、野瀬善明、飯山準一

Japanese Journal of Comprehensive Rehabilitation Science　Vol.4: 55-60, 2013

A study of standard criteria for hospital admission fees using the Nichijo-seikatsu-kino-hyokahyo

 in Kaifukuki rehabilitation wards

回復期リハビリテーション病棟の日常生活機能評価表を用いた入院料基準に関する一考察

徳永　誠、渡邊　進、寺崎修司、田北智裕、米原敏郎、西　徹、金澤親良、川野眞一、

山隈維昭、山鹿眞紀夫、橋本洋一郎

Japanese Journal of Comprehensive Rehabilitation Science　Vol 4: 88-96,　2013

日常生活機能評価表の信頼性について地域連携パス参加の病院における調査

徳永　誠、渡邊　進、中西亮二、山永裕明、米原敏郎、西　徹、寺崎修司、大塚忠弘、

大橋浩太郎、平田好文、山鹿眞紀夫、橋本洋一郎

Journal of Clinical Rehabilitation 22(6): 622-627, 2013.6

脳卒中地域連携パス参加の回復期リハ病院における診療の均てん化

徳永　誠、渡邊　進、寺崎修司、川野眞一、山隈維昭、西　徹、山鹿眞紀夫、橋本洋一郎

Journal of Clinical Rehabilitation 22(7): 729-733, 2013.7

脳梗塞患者の急性期病院から回復期リハ病院への転院が早い熊本における現状と課題

徳永　誠、渡邊　進、米原敏郎、寺崎修司、田北智裕、山本恵三、川野眞一、西　徹、

業績目録（平成25年4月～平成26年3月）

医　　局



山鹿眞紀夫、橋本洋一郎

Journal of Clinical Rehabilitation 22(8): 823-828, 2013.8

熊本脳卒中地域連携パス運用3年間における臨床指標の変化

徳永　誠、渡邊　進、三宮克彦、寺崎修司、米原敏郎、大塚忠弘、西　徹、川野眞一、

山隈維昭、山鹿眞紀夫、橋本洋一郎

Journal of Clinical Rehabilitation 22(9): 935-941, 2013.9

熊本脳卒中地域連携パス電子版を用いた回復期リハビリテーション病院からの転帰分析

川野眞一、児島勇樹、黒土達也、稲富雄一郎、寺崎修司、平田好文、山鹿眞紀夫、橋本洋一郎

Journal of Clinical Rehabilitation 22(12): 1242-1246, 2013.12

（学会発表）

大腿骨近位部骨折患者のリハビリテーションに対する既往骨折の影響：

リハ医学会患者データベースの分析

田中智香、山鹿眞紀夫

第50回日本リハビリテーション医学会学術集会 2013/06/13

Impact of BCAA enriched nutritional support on Rehabilitation in hospitalized frail elderly patients

 - A randomized controlled trial

吉村芳弘

35th ESPEN Congress (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism)

第35回欧州臨床栄養代謝学会学術集会, 2013/9/2

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ１：各職種で活躍できる女性人を創る：生活につながる脳卒中用の装具について

田中智香

第29回日本義肢装具学会学術大会 2013/10/26

アマチュアボクシング競技に接して

弥富親秀

第17回熊本頭部外傷研究会 2013/11/30

Assessment of oral cavity function and its clinical significance:　Is ROAG valuable for 

sarcopenia screening?

吉村芳弘

7th Cachexia Conference (第7回国際カヘキシアカンファランス）  2013/12/09

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：サルコペニア　

サルコペニアの改善に対するビタミンD投与とリハビリテーションの併用療法の可能性

吉村芳弘

第29回日本静脈経腸栄養学会　2014/02/28

くまりは広報戦略

坂本和歌子

熊本県医療法人協会事務長会第8回事務管理研究会　2013/8/24

くまりは広報ツールの効果測定-第1報-

坂本和歌子

第6回熊本県病院広報を考える会 2013/10/25

リハ・チーム医療における医療秘書の役割

坂本和歌子

リハビリテーション・ケア合同研究大会千葉2013　2013/11/22

（講演）



回復期におけるリハビリテーションと栄養の必要性

吉村芳弘

第３回北九州リハビリテーション栄養研究会　特別講演　北九州市 2013/05/20

心大血管疾患リハビリテーション概説

松山公三郎

第32回熊本診療情報管理懇話会 2013/06/08

リハビリテーションと栄養

吉村芳弘

今給黎総合病院 第2回院内NST研修会　特別講演　鹿児島市 2013/06/28

高齢者とサルコペニア～筋量減少。筋力低下した高齢者への対応

吉村芳弘

鹿児島県社協老人福祉施設協議会セミナー　特別講演　鹿児島市 2013/07/12

サルコペニアと栄養について

吉村芳弘

ぴくるすの会　特別講演　鹿児島市 2013/07/12

サルコペニアと栄養・食事について　ー認知症、低栄養の忠者さんを中心に

吉村芳弘

第1回鹿児島県精神科病院協会研修会　特別講演　鹿児島市 2013/07/13

サルコペニア ～ overviewと臨床の考え方

吉村芳弘

第1回長崎県リハビリテーション栄養セミナー　特別講演　長崎市 2013/07/20

極限状態で医療ができること

吉村芳弘

地域連携連絡会議 2013/08/10

回復期で必要なサルコペニアのマネジメント

吉村芳弘

小倉リハビリテーション病院　NST特別講演会　特別講演　北九州市 2013/08/19

転倒とサルコペニア

吉村芳弘

全国社会保険病院栄養士会九州プロック研修会　特別講演　武雄市 2013/09/07

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：基幹・中小病院・有床診のWin-Winの連携のために：中小病院の取り組み

弥富親秀

保団連・病院・有床診療所セミナー  2013/09/29

サルコペニアの病態生理～リハビリテーションをスポーツ栄養の視点から考える

吉村芳弘

第29回山口県リハビリテーション研究会　特別講演　宇部市 2013/10/20

ご存知ですか？ロコモティブシンドローム

田中智香

骨と関節の日　県民公開講座 2013/10/20

サルコペニアの病態生理　～スポーツ栄養の視点からリハビリテーション栄養の可能性を考える

吉村芳弘

第8回山鹿･植木地区栄養勉強会　特別講演　山鹿市 2013/11/14

回復期リハ病棟におけるリハビリテーション栄養

吉村芳弘

福岡リハビリテーション病院院内勉強会　特別講演　福岡市 2013/11/19



リハビリテーション栄養とサルコペニア　中級～上級

吉村芳弘

第3回日本リハビリテーション栄養研究会全国学術集会　教育講演　福岡市 2013/11/30

これからの回復期リハ病棟の目指すもの　－ 地域医療・福祉連携と回復期リハ病棟の役割－　

リハビリテーション医療の現状とその対応

山鹿眞紀夫

MI＆S病院セミナー　特別講演　幕張市　2013/12/1

リハビリテーション医療の現状とその対応：リハ医療関連団体協議会報酬改定部会の取りまとめ

山鹿眞紀夫

日本リハビリテーション病院・施設協会研修会　　東京　2013/12/7

サルコペニアとリハビリテーション栄養

吉村芳弘

池田病院＆ネスレ合同セミナー　特別講演　鹿屋市 2013/12/07

サルコペニアとリハビリテーション栄養

吉村芳弘

ももちNST講演会　特別講演　福岡市 2014/01/24

サルコペニアの病態生理　～リハビリテーションに必要な知識と技術

吉村芳弘

第6回リハビリテーション技術講習会　特別講演　水俣市 2014/02/01

サルコペニアの病態生理

吉村芳弘

一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会　第23回研究大会in名古屋　

ランチョンセミナー講演　名古屋市　2014/02/07

サルコペニアに対するリハビリテーション栄養について

吉村芳弘

第17回佐賀NST研究会　特別講演　佐賀市 2014/02/08

サルコペニアの病態生理

吉村芳弘

第6回呼吸ケアと誤嚥ケア学会　教育講演　三重県津市 2014/02/15

回復期リハビリテーションにおける栄養サポートは骨格筋量を改善する　～RCT並行群間比較試験

吉村芳弘

第29回日本静脈経腸栄養学会　フェローシップ賞受賞者講演　横浜市 2014/02/28

サルコペニアとリハビリテーション栄養

吉村芳弘

出水地区栄養士会＆ネスレ合同セミナー　特別講演　出水市 2014/03/20

サルコペニアの病態生理とリハビリテーション栄養

吉村芳弘

第15回宇部・小野田地区胃瘻(PEG)セミナー　特別講演　山口県山陽小野田市 2014/03/21

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

認知症ケア～パーソンセンタードケア～

齊藤智子



（論文・著書）

Relationships between Therapists' years of experience and Functional Independence Measure 

gains and efficiency in stroke rehabilitation

脳卒中回復期リハビリテーションにおけるセラピストの臨床経験年数とFIM利得・効率との関連性

河﨑靖範、槌田義美、山鹿眞紀夫、古閑博明、中村　剛、野瀬善明、飯山 準一

Japanese Journal of Comprehensive Rehabilitation Science Vol.4: 55‐60, 2013

当院における集団起立訓練の取り組み

槌田義美

日本リハビリテーション病院・施設協会誌 2013/07/01

（学会発表）

廃用症候群を合併した心疾患患者に対するIPWによるリハビリテーション効果

河﨑靖範

第21回熊本心臓リハビリテーション研究会 2013/05/11

脳血管障害患者における退院時FIM運動項目の統計的予測の有効性

河﨑靖範

第48回日本理学療法学術大会 2013/05/24

高次脳機能障害を有する左片麻痺患者への安定した立位保持獲得への取り組み

～自己教示法を用いた運動維持困難へのアプローチ効果～

古澤良太

第48回日本理学療法学術大会 2013/5/26

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14回日本言語聴覚学会 2013/06/28

廃用症候群を合併した心疾患患者に対するIPWによるリハビリテーション効果

河﨑靖範

第19回日本心臓リハビリテーション学会 2013/07/13

重障度別住環境整備の特徴と課題ー退院後訪問調査よりー

緒方智子

第152回リハビリテーション研究会 2013/07/13

摂食・嚥下リハクリニカルパスの改訂

田辺聖昴

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 2013/09/22

運動維持困難を有する左片麻痺患者への自己教示法を用いたアプローチの効果

古澤良太

リハビリテーション・ケア合同研究大会　千葉2013　2013/11/22

当院におけるFIM予測式と今後の課題

米崎真寿美

リハビリテーション・ケア合同研究大会　千葉2013　2013/11/22

段階的チームアプローチにより早期復職した事例を経験して

後藤晃哉

リハビリテーション部



リハビリテーション・ケア合同研究大会 千葉2013　2013/11/22

菊池市認知症予防事業への地域リハ支援～「脳いきいき教室」の効果と課題～

松本慶使朗

リハビリテーション・ケア合同研究大会　千葉2013　2013/11/22

訪問言語聴覚士が関わった重度嚥下障害の一例

山本詩織

リハビリテーション・ケア合同研究大会　千葉2013　2013/11/22

重度の身体障害と高次脳機能障害を併せ持つ若年例の自立した社会参加－家族協働を中心に－

尾関　誠

第37回日本高次脳機能障害学会学術総会　島根県民会館 2013/11/29

一酸化炭素中毒により全生活史健忘を呈した青年期の症例について

村山由貴

第37回日本高次脳機能障害学会学術総会　島根県民会館 2013/11/29

菊池市認知症予防事業への地域リハ支援～「脳いきいき教室」の効果と課題～

松本慶使朗

熊本リハビリテーション研究会 2013/12/07

早期から復職にアプローチし、目標を共有する作業を繰り返した事例を経験して

後藤晃哉

熊本リハビリテーション研究会 2013/12/07

摂食・嚥下障害に対する早出遅出評価の効果について

篠原康平

回復期リハビリテーション病棟協会第23回研究大会in名古屋 2014/02/07

病棟カンファレンスにおける具体的目標立案に向けた取り組み

田中龍太郎

回復期リハビリテーション病棟協会第23回研究大会in名古屋 2014/02/07

視力障害を伴った高次脳機能障害例への取り組み

谷口嘉奈子

回復期リハビリテーション病棟協会第23回研究大会in名古屋 2014/02/07

病棟カンファレンスにおける具体的目標立案に向けた取り組み

田中龍太郎

第154回熊本リハビリテーション研究会 2014/03/08

視力障害を伴った高次脳機能障害例への取り組み

谷口嘉奈子

第154回熊本リハビリテーション研究会 2014/03/08

（講演）

筋肉の老化ー老化防止と筋力運動

槌田義美

リビング医療セミナー 2013/08/04

集団起立訓練とHONDA歩行アシストの紹介

槌田義美

地域連携連絡会議 2013/08/10

集団起立訓練とHONDA歩行アシストの紹介

槌田義美

スマイルネットワーク定例会　2013/08/23



呼吸器疾患・循環器疾患・代謝系疾患等の合併症に対するリスク管理：循環器疾患の視点から

河﨑靖範

公益社団法人熊本県理学療法士協会教育学術局教育部卒後教育班研修会 2013/08/25

当院の職員研修制度ー院内・看護部・リハ部教育システム

槌田義美、湛　美喜

第５回熊本県回復期リハ病棟研究会　2013/09/18

老化防止と筋力運動

槌田義美

サンライズヒル　健康介護セミナー　2013/10/19

筋力アップで延ばそう健康寿命

槌田義美

菊陽町健康づくり講演会　2014/02/01

（取材）

健康寿命は貯筋で伸ばす

槌田義美

広報きくよう　2014年1月号

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

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

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

広報活動による実績の変化

市瀬郁子

段階的チームアプローチにより早期復職した事例を経験して

後藤晃哉



（学会発表）

夜間のオムツ使用法の見直し

児玉祐樹

熊本リハビリテーション研究会　2013/07/13

亜急性期病床に勤務する病棟看護師の退院支援に対する意識づけ

渡邉多恵子

第44回日本看護研究学会　老年看護　2013/07/25

トロミ調整食品を加えた液体栄養剤を使用した患者の排便の変化

平野宏一

第44回日本看護研究学会　看護総合　2013/09/13

病院に就業する介護福祉士の専門性の向上を目指した教育の効果と課題

井野美穂子

NPO法人日本リハビリテーション看護学会　第25回学術大会　2013/10/25

脊髄損傷患者の大腸内視鏡検査前処置が不良になった要因の明確化と検査食を導入して

大腸を清浄にすることを意識づけした効果

堀川洋子

医療法人協会看護部長会　研究発表会　2013/11/14

経管栄養患者の口腔ケアの統一化と保湿への取り組み

粟津紀子

リハビリテーション・ケア合同研究大会千葉2013　2013/11/22

内服自己管理に向けた服薬支援への取り組み

小堀加菜恵

回復期リハビリテーション病棟協会第23回研究大会in名古屋　2014/02/07

肩装具を使用する患者の術前パンフレットを作成して～術前オリエンテーションの見直し～

　 中野志保

熊本県看護協会菊池支部研究発表会　2014/02/15

（講演）

膝痛について

高野裕代

菊陽町老人福祉センター　2013/7/10

看護部教育体制について

湛　美喜

第5回熊本県回復期リハビリテーション病棟研究会　2013/9/18

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

夜間のオムツ使用方法の見直し

足立和美

亜急性期病床に勤務する病棟看護師の退院支援に対する意識づけ～フローシート導入の効果～

　　 川上加奈子

看護部



（論文・著書）

栄養管理におけるコスト管理の工夫：回復期リハビリテーション病棟

嶋津さゆり

臨床栄養　123(2): 144-148, 2013.8

栄養とリハの効果によりＡＤＬの改善となった廃用症候群患者

嶋津さゆり

Nutrition Care 6(10): 1040-1044, 2013.10

栄養管理の成果を数字で示そう　「回復期リハ病棟における経腸栄養患者への栄養アプローチ効果」

嶋津さゆり

ヘルスケアレストラン　2014/02/01

（学会発表）

チームで取り組む排便コントロール

嶋津さゆり

長崎県栄養士会、ネスレ日本株式会社　2013/04/20

口から食べさせるためのアプローチ

嶋津さゆり

口から食べる幸せを守る会全国大会　2013/07/13

当院における経腸栄養患者の経口摂取効果

嶋津さゆり

日本摂食嚥下リハビリテーション学会　2013/09/07

回復期リハ病棟における経腸栄養（経鼻・PRG)現状と課題

嶋津さゆり

日本静脈経腸栄養学会　2014/2/28

（講演）

回復期リハ病棟の栄養管理とは？

嶋津さゆり

にしくまもと病院NST　2013/04/17

おいしい食事で患者様を元気に

嶋津さゆり

回復期連絡協議会資料　2013/07/08

摂食嚥下患者への栄養管理

嶋津さゆり

長崎県摂食嚥下研究会　2014/01/18

口から食べるを継続するためには

嶋津さゆり

長崎県摂食嚥下リハ研究会　2014/01/19

口から食べるための戦略とチームアプローチ
嶋津さゆり
沖縄リハビリテーション栄養研究会　2014/3/22

栄養管理科



（学会発表）

ＨＢＯの持続陰圧閉鎖療法（ＮＰＷＴ）との併用による有用性

渡邉　実

日本高気圧環境・潜水医学会　2013/06/01

（学会発表）

股関節　Ｒａｄｉａｌ　Ｓｃａｎの取り組み

松谷憲一

熊本Ｇｙｒｏ Ｕｓｅｒｓ Ｍｅｅｔｉｎｇ　2013/7/19

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

抗菌薬使用量と感受性率の経年的推移～感染症診療支援を目指して～

靍田仁美

（論文・著書）

ＮＳＴに積極的に参加していこう！連載：ＮＳＴを知ることで、歯科衛生士の可能性を広げよう

白石　愛

Ｄｈstyle: 58-60,　2013/11/01

（学会発表）

口腔からサルコペニアが見える！-ＲＯＡＧによる口腔機能評価と上肢骨格筋量、嚥下機能、

栄養状態の予測可能性

白石　愛

第29回日本静脈経腸栄養学会学術集会　横浜市　2014/02/28

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

ライフラインの有効活用と今後の課題

　 坂田忠臣

臨床工学室

薬剤部

事務部

放射線部

歯科診療室


