
（論文・著書）

1)脳卒中の地域連携パスの運用を通じて

山鹿眞紀夫

Japanese Journal of Rehabilitation Medicine　46(5),　2009-5

2)地域医療連携の実際『熊本地域』

橋本洋一郎、渡辺　進、平田好文、山鹿眞紀夫

ブレインナーシング25(11)特集「急性期病棟における軽症脳卒中患者の退院指導」2009/08/25

3)第7章　脳卒中の新しいリハビリテーション

橋本洋一郎、渡辺　進、平田好文、山鹿眞紀夫

先端医療シリーズ40『リハ医とコメディカルのための最新リハビリテーション』2009/09/30

4)脳卒中地域連携パス

橋本洋一郎、渡辺　進、平田好文、山鹿眞紀夫

治療　91巻（2009年）11月号　特集「脳卒中－再発予防－」2009/09/30

5)救命救急に関連したクリニカルパス使用例『脳卒中における地域連携パス』

橋本洋一郎、渡辺　進、平田好文、山鹿眞紀夫

薬剤師のための救命救急時のスキル＆薬ハンドブック 2009/10/15

6)脳卒中における地域連携パスについて教えてください

橋本洋一郎、渡辺　進、平田好文、山鹿眞紀夫

肥満と糖尿病 9(1) (2010年1・2月号) 2009/10/25

（学会発表）

1)脳卒中後遺症痙性四肢麻痺に対するOSSCS(Ortopaedic Selective Spasticity-control Surgery)の経験

池田啓一

第46回日本リハビリテーション医学会学術集会 2009/06/04

2)2006/2008年度診療報酬改定前後での脳卒中リハ状況の変化

  －脳卒中リハ患者DB登録データによる検討－

山鹿眞紀夫、田中智香

第46回日本リハビリテーション医学会学術集会 2009/06/04

3)大腿骨頚部骨折リハビリテーション患者データバンクの開発　第3報　運用と入力支援

田中智香、山鹿眞紀夫

第46回日本リハビリテーション医学会学術集会 2009/06/04

4)脳卒中リハビリテーションにおける嚥下障害ユニットパス作成の試み（第2報）

齊藤智子

第46回日本リハビリテーション医学会学術集会 2009/06/04

5)脳卒中後遺症痙性片麻痺の上肢に対する整形外科的痙性コントロール手術

池田啓一

第74回熊本整形外科医会 2009/06/20

6)教育講演3「脳卒中の下肢装具療法－熊本の地域連結型システムの中での装具治療の流れ－」

山鹿眞紀夫

第16回日本義肢装具士協会学術大会 2009/07/18

7)心臓リハビリテーション目的入院例のDPC化に伴う診療報酬の変化

業績目録（平成21年4月～平成22年3月）

医 局



松山公三郎

第15回日本心臓リハビリテーション学会 2009/07/19

8)整形外科的選択的痙性コントロール手術(OSSCS)を行うタイミングについて

池田啓一

第26回日本脳性麻痺の外科研究会 2009/10/31

9)脳卒中リハビリテーションにおける摂食・嚥下ユニットパス作成の試み

齊藤智子

第10回日本クリニカルパス学会学術集会 2009/12/03

（講演）

1)睡眠時無呼吸症候群（SAS）を合併した高血圧症の３例

松山公三郎

第７回熊本ハートケアフォーラム 2009/04/17

2)喫煙の害を予防する：　～心筋梗塞予防の立場から～

松山公三郎

第１回熊本禁煙推進フォーラム 2009/05/31

3)心臓リハビリテーションの新しい展開

松山公三郎

第４回宮崎心臓リハビリテーションセミナー 2009/06/12

4)熊本における脳卒中地域完結型リハシステムの構築

山鹿眞紀夫

第1回愛媛脳卒中シームレス研究会・学術講演会 2009/07/10

5)心臓リハビリテーション　～回復の医学から二次予防へ～

松山公三郎

水俣市立総合医療センター学術講演会 2009/08/26

6)脳卒中診療ネットワークと地域リハ・ケア

山鹿眞紀夫

第2回大分地域リハ・ケア研究大会 2009/11/03

7)熊本における地域リハ支援体制と地域完結型脳卒中リハシステム

山鹿眞紀夫

佐賀県地域リハビリテーション研修会 2009/11/14

8)心臓リハビリテーション　～回復の医学から二次予防へ～

松山公三郎

十日会学術集談会（旧熊大第一内科循環器グループ） 2009/11/28

9)担っている役割と連携上でうまくいっている点（助言者）

山鹿眞紀夫

鹿本地域在宅ケアネットワークを推進するためのシンポジウム 2010/02/16

10)心臓リハビリテーションの普及を目指して　～熊本県の現状と今後の展望～

松山公三郎

第３回長崎心臓リハビリテーション研究会 2010/03/27

（丸田会研究発表会）

1)出血性脳血管障害について

山田眞晴



（論文・著書）

1)脳卒中片麻痺患者に対する車椅子動作獲得への認知リハビリテーションの効果

尾関　誠

認知リハビリテーション 14(1), 2009　2009/11/01

（学会発表）

1)回復期脳血管障害患者における入院期間別ＡＤＬ改善の検討

河崎靖範

第44回日本理学療法学術大会　2009/05/28

2)脳卒中片麻痺患者に対する早期長下肢装具療法の取り組み

村上賢治

日本理学療法学術大会　2009/05/28

3)脳性麻痺児に対する整形外科的選択的痙性コントロール手術の現状と課題

大倉　俊

日本理学療法学術大会　2009/05/28

4)心臓リハビリテーションにおける歩行動態測定の意義

河崎靖範

第15回日本心臓リハビリテーション学会　2009/07/18

5)脳血管疾患患者への心臓リハビリテーションチーム介入の意義

村上賢治

第15回日本心臓リハビリテーション学会　2009/07/18

6)静止画像を用いた情報提供書作成の取り組みと課題

古川　繁

第140回熊本リハビリテーション研究会　2009/07/18

7)脳卒中片麻痺患者に対する長下肢装具の工夫

野添優作

第140回熊本リハビリテーション研究会　2009/07/18

8)退院後訪問システム導入の試み

四丸美保

第140回熊本リハビリテーション研究会　2009/07/18

9)学会・研修会後の業務反映への効果

岡村美穂子

第59回日本病院学会　2009/07/23

10)退院後訪問システム導入の試み

四丸美保

第59回日本病院学会　2009/07/23

11)脳血管疾患患者への心臓リハビリテーションチーム介入の意義

村上賢治

九州心臓リハビリテーション研究会　2009/09/12

12)機能的自立度評価法（FIM）の検者間信頼性について～セラピストと看護師での比較～

武富正芳

リハビリテーション部



リハビリテーション・ケア合同学会　in　広島2009　2009/10/23

13)介護予防体操指導者養成講座修了者における地域活動の実態調査

  ～菊池地域リハビリテーション広域支援センター事業として～

宮本裕子

リハビリテーション・ケア合同学会　in　広島2009　2009/10/23

14)地域における訪問リハビリテーションの現状と課題～介護支援専門員のアンケートを通して～

野田祐也

リハビリテーション・ケア合同学会　in　広島2009　2009/10/23

15)静止画像を用いた情報提供書作成の取り組みと課題

古川　繁

リハビリテーション・ケア合同学会　in　広島2009　2009/10/23

16)脳卒中片麻痺患者に対する長下肢装具の工夫～脱着して短下肢装具として利用してみた～

野添優作

リハビリテーション・ケア合同学会　in　広島2009　2009/10/23

17)慢性期記憶障害例に対しﾒﾓﾘｰﾉｰﾄ獲得を目指した訓練の効果

谷口嘉奈子

日本高次脳機能障害学会　2009/10/29

18)重度発動性障害および記憶障害例に対する自立行動に向けた家族支援と促しの効果

尾関　誠

第33回日本高次脳機能障害学会　2009/10/30

19)当通所リハ利用者の在宅生活における転倒の実態調査

桑下真美

第31回九州PT・OT合同学会　2009/11/14

20)移乗動作に対する誤りなし学習の効果的介入時期の検討

冨岡勇貴

全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会第14回研究大会in静岡　2010/02/05

21)脳卒中片麻痺患者に対する長下肢装具の工夫

野添優作

全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会第14回研究大会in静岡　2010/02/05

22)脳性まひ児における股関節OSSCSが坐位バランス及び上肢機能に及ぼす影響

長　優子

第14回熊本県理学療法士学会　2010/02/21

23)TKA術後患者に対する非温熱的超音波療法の有用性

寺本美紀

第14回熊本県理学療法士学会　2010/02/21

24)肩関節手術前後における手掌感覚と血流量の関係

田上郷史

第14回熊本県理学療法士学会　2010/02/21

25)高齢者のQOLとADL及び身体機能の関係　～QOLの低下に焦点をあてて～

高橋知美

第14回熊本県理学療法士学会　2010/02/21

26)地域における訪問リハビリテーションの現状と課題～介護支援専門員のアンケートを通して～

野田祐也

第14回熊本県理学療法士学会　2010/02/21

（講演）



1)学齢期の支援

尾関　誠

熊本高次脳機能障害検討委員会研修会 2009/10/27

2)高次脳機能障害の理解と対応～症例を交えた臨床的実践方法～

尾関　誠

九州理学療法士協会現職者研修会 2010/02/11

3)摂食・嚥下障害のリハビリテーション

山本由佳

熊本県老健研修会 2010/02/18

（丸田会研究発表会）

1)静止画像を用いた情報提供書作成の取り組みと課題～シームレスな連携ツールとして～

古川　繁

2)地域における訪問リハビリテーションの現状と課題～介護支援専門員のアンケートを通して～

野田祐也
3)脳卒中片麻痺患者に対する長下肢装具の工夫～脱着して短下肢装具として利用してみた～

野添優作
4)退院後訪問システム導入の試み

四丸美保



（学会発表）

1)担当看護師挨拶カードの見直し～配布率アップに向けての取り組み～

大倉寿子

日本病院学会 2009/07/07

2)転倒・転落防止にむけたKYTカード作成・活用の試み～病棟看護師へのアンケート意識調査を通して～

小堀加奈恵

日本看護学会 2009/08/18

3)嚥下障害者の口腔リハビリの統一したアプローチ～口腔リハボードを活用して～

山本真由美

日本看護学会 2009/09/04

4)片麻痺患者の口腔ケアの自立に向けて～義歯洗浄道具の作成～

坂元小百合

リハビリテーション・ケア合同研究大会　広島2009 2009/10/24

5)回復期病棟における脳卒中患者への摂食・嚥下リハビリテーションの取り組み

鶴田千恵

全国回復期リハビリテーション病棟協議会第14回研究大会 静岡　2010/02/05

6)膝関節鏡に対する退院指導への取り組み～パンフレットの改良作成を試みて～

大神久美子

熊本県看護協会菊池支部主催第24回看護研究大会 2010/02/20

（講演）

1)地域医療連携におけるリハビリテーション看護領域における看護師の役割 回復期の立場から

木村恵美

日本リハビリテーション看護学会第8回学術大会シンポジウム 2009/11/14

2)看護職の確保・定着化を目指して～教育担当者の専任配置～

木村恵美

ワーク・ライフ・バランスの向上のためにシンポジウム 2009/12/05

3)メタボリックシンドロームについて

高野裕代、柴田祥代

菊陽町シルバーヘルパー勉強会 2009/7/14

4)インフルエンザについて

田野君子

菊陽町シルバーヘルパー勉強会 2009/11/11

5)自動血圧計・血圧測定について

岸本起久子、境田安利

菊陽町シルバーヘルパー勉強会 2010/2/10

（丸田会研究発表会）

1)外来における満足度調査～アンケートによる現状報告～

石井裕子

2)病棟におけるレクリエーションの取り組み
今村千明、児玉祐樹

看護部



（講演）

1)第2回福岡県病院薬剤師会学術大会報告～感染制御と平成22年度診療報酬改定を中心に～

横田　崇

熊本県医療法人病院協会・薬局長会研修会　2010/03/10

2)薬剤師のための感染制御標準テキスト解説　～職業感染防止対策～

横田　崇

第4回熊本県病院薬剤師会・感染対策研究会研修会　2010/03/20

（学会発表）

1)嚥下障害の予後予測が異なる重症下痢の２症例について

嶋津さゆり

第13回日本病態栄養学会　2010/01/09

2)経管栄養の下痢に対するアンケート調査とその検討

土村麻衣子

第13回日本病態栄養学会　2010/01/09

3)当院における経管栄養管理患者の下痢とその対策について

嶋津さゆり

日本静脈経腸栄養学会　2010/02/25

（取材）

1)チームで働く管理栄養士

嶋津さゆり

月間ヘルスケアレストラン　2009/12/15

（丸田会研究発表会）

1)フィルムレス導入に関するアンケート報告～コメディカルを中心に～

大塚響湖

薬剤部

栄養管理科

放射線部



（学会発表）

1)医療・介護連携：ケアマネジャーの役割はかわったか？

福地　和

第６回熊本脳卒中地域連携ネットワーク研究会　2009/08/27

2)療養者への協働ケアを通して家族の力を引き出す訪問看護師の支援を考える

石橋直美

日本看護学会　2009/11/06

（学会発表）

1)医療廃棄物容器ホルダーの改良について

隈部結城

熊本県事務管理研究会　2009/10/17

（学会発表）

1)多職種が経営参画するための診療情報の活用
和泉　孝

熊本県事務管理研究会　2009/10/17

（取材）

1)治療意欲を・・・病院図書充実
廣田みゆき
熊本日日新聞2009年7月11日夕刊　2009/06/30

事務部

診療情報管理室

図書室

訪問看護・居宅介護


