
（論文・著書）

1)【脳卒中医療連携の現状と問題点】　オーバービュー　脳卒中の地域連携と診療ネットワーク 

橋本洋一郎、寺崎修司、渡邊　進、平田好文、山鹿眞紀夫

Journlal of Clinical Rehabilitation　20(7), 2011.7

2)回復期りハビリテーション病棟と在宅（地域）リハビリテーションの連携

山鹿眞紀夫

症例から学ぶ実践脳卒中リハビリテーション　ｐ49-54 2011.11

3)【リハビリテーション・ケア合同研究大会くまもと2011】大会長講演

    リハケア・リハマインド，くまもとの原点

山鹿眞紀夫

日本リハビリテーション病院・施設協会誌　2011.11.10

4)FAI(femoroacetabular impingement)－診断と治療のup to date－　Perthes病後のFAI

中島康晴、秋山美緒、池田啓一、岩本幸英

関節外科 30(12), 2011.12

5)【多発骨折のリハビリテーション】　在宅，社会復帰に向けて-回復期リハ病院での受け入れと対応

田中智香

Journal of Clinical Rehabilitation 21(3): 255-261, 2012.3

6)【装具処方のポイント】　長下肢装具の種類と適応

田中智香

Medical Rehabilitation　No.142: 41-47, 2012.3

（学会発表）

1)熊本PADネットワークセミナー（K-PAD Net）活動について

大嶋秀一、小川久雄、小薗喜久夫、陣内秀昭、田尻哲也、菅原丈志、藤本和輝、土井秀樹、

山下裕也、吉川厚重

第3回日本下肢救済・足病学会学術集会 2011/05/13

2)整形外科的選択的痙性コントロール手術（OSSCS:Orthopaedic Selective Spasticity-control Surgery）

　　単独での脳性麻痺股関節脱臼・亜脱臼の経過

池田啓一

第50回日本小児股関節研究会 2011/06/24

3)マゴット治療と高気圧酸素療法

吉川厚重

第8回日本フットケア学会　佐賀セミナー　2011/08/28

4)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48回日本リハビリテーション医学会学術集会 2011/11/02

5)当院における摂食・嚥下障害患者の処方薬調査ー嚥下機能低下を起こす薬剤を中心にー

齊藤智子

第48回日本リハビリテーション医学会学術集会 2011/11/02

業績目録（平成23年4月～平成24年3月）

医医医医　　　　　　　　局局局局



6)アテトーゼ型脳性麻痺の頚椎症に対する整形外科的選択的痙性コントロール手術

池田啓一

第48回日本リハビリテーション医学会学術集会 2011/11/03

7)脊損治療の医療経済に関する多施設共同研究

種市　洋、須田浩太、塩田匡宣、古閑博明、芝啓一郎

第46回日本脊髄障害医学会 2011/11/18

（講演）

1)心筋梗塞における心臓リハビリテーションの重要性

松山公三郎

熊本県医師会、熊本市医師会、国立病院機構熊本医療センター共催 第50回シンポジウム

「医療の将来 -急性心筋梗塞と医療連携-」 2011/10/14

2)大会長講演「リハケア・リハマインド、くまもとの原点」

山鹿眞紀夫

リハビリテーション・ケア合同研究大会くまもと2011 2011/10/27

3)脳卒中地域連携クリティカルパスについて

山鹿眞紀夫

平成23年度阿蘇圏域内脳卒中地域連携クリティカルパス推進事業　

阿蘇圏域脳卒中地域連携クリティカルパス研修会 2012/02/12

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

1)病院歯科としての役割

辻　友里



（学会発表）

1)脳卒中患者に対する起立-着席訓練の効果

橋本隆哉

第46回日本理学療法学術大会　2011/05/27

2)実習生とセラピストとのFIM得点差についての検討

山﨑慎介

第46回日本理学療法学術大会　2011/05/27

3)くも膜下出血例の作話・離棟行動への心理的対応

尾関　誠

第10回リハビリテーション心理職会　2011/06/11

4)介護者に楽しみや喜びをもたらす在宅重度要介護高齢者の活動の探索

美間坂愛子

第45回日本作業療法学会　2011/06/24

5)脳卒中患者に対する起立-着席訓練の効果

橋本隆哉

熊本リハビリテーション研究会　2011/07/03

6)運動麻痺合併例の心大血管疾患リハビリテーションについての検討

河﨑靖範

第17回日本心臓リハビリテーション学会　2011/07/16

7)リハビリの継続性について

松岡達司

K－stream　2011/08/25

8)運動能力指標としての歩行速度・歩幅・単位時間あたりの歩数の検討

河﨑靖範

第5回九州心臓リハビリテーション研究会　2011/09/03

9)高次脳機能障害患者への就労支援　～継続的な支援で安定的に移行できた若年頭部外傷例～

山下洋代

リハビリテーション・ケア合同研究大会くまもと2011　2011/10/27

10)記憶障害に対する外的補助手段（メモリーノート）の整備

宮脇一昭

リハビリテーション・ケア合同研究大会くまもと2011　2011/10/27

11)「椅子に座ってできるきくちゃん体操　脳卒中・片麻痺編」の紹介

緒方美湖

リハビリテーション・ケア合同研究大会くまもと2011　2011/10/27

12)摂食・嚥下リハクリニカルパスの報告　第二報　～一年間運用して～

荒木光宏

リハビリテーション・ケア合同研究大会くまもと2011　2011/10/27

13)腱板縫合術後患者の肩関節挙上における肩甲骨の動態について

本田裕貴

リハビリテーション・ケア合同研究大会くまもと2011　2011/10/27

14)早期の退院前訪問指導の有無がリハビリテーションに与える影響

リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション部部部部



    ～FIM運動項目を用いた比較・検討～　

長野麻衣子

リハビリテーション・ケア合同研究大会くまもと2011　2011/10/27

15)3分間きくちゃん体操音楽付き（民謡編・サンバ編）DVD・CDの紹介

新堀晃史

リハビリテーション・ケア合同研究大会くまもと2011　2011/10/27

16)訪問リハビリテーション開始時期の違いによる住環境整備状況について

　　～退院直後者と在宅生活者の比較～

清田友美

リハビリテーション・ケア合同研究大会くまもと2011　2011/10/27

17)その人らしい生活支援のための6つの班活動紹介　-症例を通して-

秋吉朋子

リハビリテーション・ケア合同研究大会くまもと2011　2011/10/27

18)腱板縫合術後患者の肩関節挙上における肩甲骨の動態について

本田裕貴

第147回熊本リハビリテーション研究会　2011/12/3

19)記憶障害に対する外的補助手段（メモリーノート）の整備

宮脇一昭

第147回熊本リハビリテーション研究会　2011/12/3

20)訪問リハビリテーション開始時期の違いによる住環境整備状況について

　　～退院直後者と在宅生活者の比較～

清田友美

第147回熊本リハビリテーション研究会　2011/12/3

21)髄膜炎を併発したくも膜下出血慢性期例について

尾関　誠

第4回神経症候学研究会（熊本神経心理研究会）　2011/12/16

22)摂食･嚥下パスにおけるPTの関わりと今後の課題について

竹内寛貴

第19回全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡協議会　2012/2/4

23)脳血管障害を有する摂食嚥下障害患者の･頚部・体幹機能と摂食嚥下機能の･関係について

齊藤るみ

第19回全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡協議会　2012/2/4

24)住環境整備の実態と今後の課題　～退院後訪問時の調査から～

松永拓己

第19回全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡協議会　2012/2/4

25)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

熊本県理学療法士学会　2012/2/19

26)摂食･嚥下パスにおけるPTの関わりと今後の課題について

竹内寛貴

熊本県理学療法士学会　2012/2/19

27)摂食嚥下機能と頸部・体幹機能　～脳血管障害患者の病態に着目して～

齊藤るみ

熊本県理学療法士学会　2012/2/19

28)回復期セラピストマネジャーコースの紹介

松岡達司



熊本県回復期リハ病棟研究会　2012/02/29

29)軽度若年頭部外傷例に対する継続的支援の必要性について

山下洋代

第148回熊本リハビリテーション研究会　2012/03/03

30)「椅子に座ってできるきくちゃん体操　脳卒中・片麻痺編」の紹介

緒方美湖

第148回熊本リハビリテーション研究会　2012/03/03

31)摂食・嚥下リハクリニカルパスの報告　第二報　～一年間運用して

荒木光宏

第148回熊本リハビリテーション研究会　2012/03/03

32)3分間きくちゃん体操音楽付き（民謡編・サンバ編）DVD・CDの紹介

新堀晃史

第148回熊本リハビリテーション研究会　2012/03/03

33)訪問リハビリテーション開始時期の違いによる住環境整備状況について

　　～退院直後者と在宅生活者の比較～

清田友美

第148回熊本リハビリテーション研究会　2012/03/03

（講演）

1)脳卒中後のコミュニケーション障害･と嚥下障害について

山下裕史

阿蘇薬草園ハーブの里　2011/7/7

2)「退院後訪問指導」の取り組み紹介

緒方美湖

回復期維持期を考える会　2011/07/13

3)摂食・嚥下障害の対応

山下裕史

熊本整形外科病院　2011/10/7

4)地域リハビリテーション広域支援センター活動について

大田幸治

長崎県五島栄養士会研修会　2011/11/26

5)摂食・嚥下障害のリハビリテーション

山本由佳

熊本県老人保健福祉施設協会研修会　2011/12/01

6)食機能連携パスについて

山本由佳

阿蘇地域連携パス推進事業　研修会　2012/02/12

（取材）

1)実習先の教員より

槌田義美

熊本保健科学大学ガイドブック　2011/4/1

2)長寿のための体と心

槌田義美



月刊　清流　３　　2012　2012/03/01

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

1)訪問リハビリテーション開始時期の違いによる住環境整備状況について

清田友美

2)記憶障害に対する外的補助手段（メモリーノート）の整備

宮脇一昭



（学会発表）

1)内服自己管理の根拠と判断の一考察

三宅祐里、山崎美佳、福間知夏

第61回日本病院学会　2011/07/14

2)当院におけるワークライフバランスの現状　～看護職への育児環境アンケート実態調査

今永ゆかり

第61回日本病院学会　2011/07/14

3)腹臥位手術時の頭部枕による褥瘡予防l効果

萩原美幸、尾鷹志保子、園田誠

第30回日本手術看護学会九州地区大会　2011/09/10

4)夜間環境チェックシート使用下の転倒・転落の検証　～チェックシート修正を試みて～

石坂理沙、福田康子、植山佳奈

リハビリテーション・ケア合同研究大会くまもと2011　2011/10/28

5)看護師の排便管理に対する意識改善への取り組み

佐藤並子、原田まみ、松川幸代

リハビリテーション・ケア合同研究大会くまもと2011　2011/10/28

6)効果的な術前オリエンテーションへの取り組み

    ～認識調査より術前オリエンテーションＤＶＤを作成して～

山田俊介、村上優子、吉田真美、野尻紗恵子、澁谷貴恵

日本看護研究学会　2011/11/12

7)地域連携パスに即した院内パスの運用

藤山裕英、粟津紀子、梅﨑一二四

日本クリニカルパス学会　2011/12/10

（講演）

1)脳卒中ってどんな病気

井野美穂子

阿蘇薬草園、菊陽町老人クラブ連合会共同七夕祭り　2011/07/07

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

1)病院におけるワーク・ライフ・バランスの現状　～看護職への育児環境アンケート実態調査より～

今永ゆかり

看護部看護部看護部看護部



（学会発表）

1)認知症高齢者の褥瘡治療について栄養介入した症例について

嶋津さゆり

日本病態栄養学会　2012/01/14

2)当院における摂食・嚥下食への取り組み

坂本留美

第20回熊本摂食・嚥下リハビリテーション研究会　2012/1/17

3)認知症高齢者の褥瘡治療に対して栄養介入した症例について

嶋津さゆり

熊本県病院栄養士協議会研修会　2012/02/18

4)PEGケアサミットin阿蘇　参加報告

嶋津さゆり

日本静脈経腸栄養学会　2012/02/23

（講演）

1)簡単、優しい、飲み込みやすい食事について

嶋津さゆり

熊本県栄養士会熊本市部主催栄養士会　2011/08/28

リハビリテーション病棟における管理栄養士の役割について

嶋津さゆり

長崎県五島栄養士会研修会　2011/11/26

（取材）

1)回復期事例1 治療効果を高める栄養介入で高齢患者の食べる意欲を引き出す

嶋津さゆり

ヘルスケアレストラン取材 日本医療企画　2012/03/01

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

1)血圧計導入と架台の作成

渡邉　実

栄養管理科栄養管理科栄養管理科栄養管理科

臨床工学部臨床工学部臨床工学部臨床工学部



（講演）

1)消毒薬分野ー各消毒薬の特徴ー

鶴田仁美

熊本県病院薬剤師会　平成23年度第４回感染対策研究会研修会　2011/11/5

2)薬の飲み方・使い方

丸山　葵

菊陽町老人会総会　2012/1/11

（学会発表）

1)自宅と転院　二つの退院支援を並行して　～50代女性　家族の不安と葛藤～

城　佳子

リハビリテーション・ケア合同研究大会くまもと2011　2011/10/27

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

1)別府重度障害者センター退所後の在宅生活の現状　～頚髄損傷患者2症例を通して～

中尾まどか

（学会発表）

1)BSCによる目標管理　～チームによる新しい取り組み～

城　忍

病院事務管理研究会　2011/8/20

（熊リハ・サンライズヒル合同研究発表会）

1)育児休業給付について

下田裕香

事務部事務部事務部事務部

訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護

地域連携部地域連携部地域連携部地域連携部

薬剤部薬剤部薬剤部薬剤部


