
全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会　第１５回研究大会ｉｎ静岡三島　大会プログラム

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第７会場

大ホール 小ホール ３階／大会議室 ３階／第１会議室 １階／ＴＭＯホール ４階／大会議室 ３階／会議室

昼食利用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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17:00 閉会式

２－６－　３６～４１

排泄①
　　　10：00～11：00

座長：西広島リハビリテーション病院
　　　　杉本真理子

２－７－　４２～４９

家族援助
　　　10：50～12：10

座長：初台リハビリテーション病院
　　　　取出涼子

２－７－　３１～３６

自宅復帰⑥
　　　　9：00～10：00

座長：小倉リハビリテーション病院
　　　　牛島寛文

２－４－　２９～３４

症例報告①
　　　　　9：00～10：00

座長：札幌西円山病院
　　　　渋谷洋子

２－６－　３０～３５

高次脳機能障害・認知症・心理④
　　　9：00～10：00

座長：やわたメディカルセンター
　　　　後藤伸介

２－３－　３１～３６

歩行・装具・シーティング・車椅子 ①
        9：00～10：00

座長：藤田保健衛生大学　七栗サナトリウム
        奥山夕子

２－５－　３１～３６

院内連携・チームアプローチ・パス⑤
   　　　9：00～10：00

座長：近森リハビリテーション病院
　　　　松木秀行

２－５－　５１～５６

院外連携・連携パス①
　　　　13：00～14：00

座長：茨城県立大学附属病院
　　　　伊佐地　隆

２－６－　４９～５４

安全管理・転倒・転落②
　　　13：00～14：00

座長：熊本機能病院
　　　　三宮克彦

２－５－　６８～７２

院外連携・連携パス④
　　　15：50～16：40

座長：新天本病院
　　　　藤田栄輔

第２日　　２月６日（土）

三島市民文化会館 三島商工会議所
会　場

２－６－　５５～６０

安全管理・転倒・転落③
　　　14：00～15：00

座長：近森リハビリテーション病院
　　　　岡田耕平

２－７－　５５～５９

退院計画②
　　　　13：50～14：40

座長：近森リハビリテーション病院
　　　　寺山みのり

２－２－　１～６

ADL②
     9：00～10：00

座長：長崎リハビリテーション病院
　　　　伊東由美子

２－２－　７～１２

ADL③
　　　10：00～11：00

座長：湯布院厚生年金病院
　　　　佐藤浩二

２－３－　３７～４２

歩行・装具・シーティング・車椅子②
        10：00～11：00

座長：筑波記念病院
　　　　宮崎　仁

２－４－　３５～４０

症例報告②
　　　　10：00～11：00

座長：黎明郷リハビリテーション病院
　　　　松本茂男

２－２－　１３～１９

ADL④
　　　11：00～12：10

座長：森之宮病院
　　　　椎名英貴

２－３－　６２～６６

質の評価②
       　15：00～15：50

座長：初台リハビリテーション病院
　　　　猪川まゆみ

２－６－　４２～４８

排泄②
　　　11：00～12：10

座長：霞ヶ関南病院
　　　　伊藤　功

２－３－　４３～４９

歩行・装具・シーティング・車椅子③
 　　   11：00～12：10

座長：NTT東日本伊豆病院
　　　　服部拓自

２－４－　４１～４８

治療システム
　　　　11：00～12：20

座長：熊本機能病院
　　　　渡邊　進

２－５－　４３～５０

院内連携・チームアプローチ・パス⑦
　　　  11：00～12：20

座長：いちはら病院
　　　　矢中豊子

昼休み 昼休み

２－４－　４９～５３

ソーシャルワーク①
　　　13：00～13：50

座長：近森リハビリテーション病院
　　　　川津奈加

２－３－　５０～５５

歩行・装具・シーティング・車椅子 ④
  　    13：00～14：00

座長：誠愛リハビリテーション病院
　　　　渕　雅子

２－２－　２６～３１

ADL⑥
　　　14：00～15：00

座長：森之宮病院
　　　　西村はるよ

２－３－　５６～６１
質の評価①
         14：00～15：00

座長：霞ヶ関南病院
　　　　小野塚由美子

２－２－　２０～２５

ADL⑤
　　　　13：00～14：00

座長：鵜飼リハビリテーション病院
　　　　坂口まなみ

２－４－　５４～５８

ソーシャルワーク②
　　　13：50～14：40

座長：熊本機能病院
　　　　加来克幸

２－４－　５９～６３

ソーシャルワーク③
　　　14：40～15：30

座長：霞ヶ関南病院
　　　　榊原次郎

２－５－　６３～６７

院外連携・連携パス③
　　　15：00～15：50

座長：初台リハビリテーション病院
　　　　森本　栄

２－７－　６０～６４

退院計画③
　　　14：40～15：30

座長：初台リハビリテーション病院
　　　　井上　郁

２－５－　５７～６２

院外連携・連携パス②
　　　14：00～15：00

座長：鵜飼リハビリテーション病院
　　　　倉地英志

２－２－　３２～３７

ADL⑦
　　　15：00～16：00

座長：森之宮病院
　　　　柴田まゆみ

２－３－　６７～７１

QOL・疼痛
        15：50～16：40

座長：森之宮病院
　　　　柴田　徹

教育講演Ⅴ
16:00～17:00

「回復期リハビリテーション病棟で見られる皮膚
感染症」

NTT東日本伊豆病院　　　　　勝俣道夫
座長　NTT東日本伊豆病院　安田　 秀

２－４－　６４～６８

ソーシャルワーク④
　　　15：30～16：20

座長：太田綜合病院附属太田熱海病院
      　大川原順子

２－６－　６７～７１

安全管理・転倒・転落⑤
　　　16：00～16：50

座長：太田綜合病院附属太田熱海病院
     　 及川文宏

基調講演Ⅱ
9:00～10:00

「医療機能の分化と連携」

厚生労働省　医政局指導課長    　　新村和哉
座長　初台リハビリテーション病院　　石川  誠

教育講演Ⅳ
11:00～12:00

「維持期から回復期に望むこと」

在宅総合ケアセンター元浅草　大西康史
座長　伊予病院　                  藤田正明

地域リハビリ公開講座
14:30～16:00

「地域に根ざすリハビリテーション」
～住民参加の介護予防～

茨城県立健康プラザ　　　　　大田仁史
座長　NTT東日本伊豆病院　黒澤崇四

教育講演Ⅲ
10:00～11:00

「回復期リハビリテーション病棟における高次脳機能
評価の進め方」

札幌医科大学　　　 石合純夫
座長　森之宮病院　宮井一郎

２－７－　３７～４１

外泊・退院前訪問指導
　　　10：00～10：50

座長：札幌西円山病院
　　　　河原広明

２－５－　３７～４２

院内連携・チームアプローチ・パス⑥
　　　　10：00～11：00

座長：鵜飼リハビリテーション病院
　　　　横山久代

14:00

パネルディスカッション
13:00～14:15

「回復期リハと地域連携」

座長　霞ヶ関南病院　　　　　　　　　　　　 斉藤正身

訪問看護ステーションあおぞら　           竹本順子
介護老人保健施設ヘルシーケアなはり　吉本智子
らぽーる新潟　                                   荻荘則幸

２－７－　５０～５４

退院計画①
　　　　13：00～13：50

座長：京都大原記念病院
　　　　三橋尚志

２－７－　６５～６９

在宅・改造・介護・機械
　　　15：30～16：20

座長：藤田保健衛生大学　七栗サナトリウム
      　川北美奈子

２－６－　６１～６６

安全管理・転倒・転落④
　　　15：00～16：00

座長：NTT東日本伊豆病院
　　　　小山新太郎


