
 
 

演題名

発表者

共同研究者

発表会名称 開催日 開催地

パーキンソン病患者における⾳刺激による歩⾏改善の⽣理学的メ

カニズムの解明

⻄⽥　⼤輔

ISPRM2018

第12回国際リハビリテーション医学会議

2018.7.9

フランス

パリ

当院における実績指数算出時の除外条件の検討

三浦　治己

宇内景・宮崎裕大・新城吾朗・

水野勝広・江端広樹・

⾥宇明元（慶應義塾⼤学医学部）

第２回日本リハビリテーション医学会

秋季学術集会

2018.11.2 宮城県

DPP4阻害剤のベストチョイスを検討する 大江健二 Diabetes Conference inYokohama 2019/3/29 横浜

演題名

発表者

共同研究者

発表会名称 開催日 開催地

理学療法⼠ 加齢が持ち上げ動作時の姿勢と腰部負担に与える影響

林　翔太

勝平純司（新潟医療福祉⼤学），

勝野渉（小田原循環器病院），

松平浩（東京大学附属病院）

第6回　⽇本運動器理学療法学会

学術大会

2018.12.15

-12.16

福岡県

演題名

発表者

共同研究者

発表会名称 開催日 開催地

健康状態アウトカムの推移モデルの分析

〜患者状態の異質性に着目した潜在構造モデルの構築と活⽤

〜

古⽥　裕亮

ヘルスデータアナリティクスマネジメント

研究会

2018.4.14 東京

Risk of occupational dysfunction as a function of

domestic role for families of stroke patients

田原　正俊

Arata Kawakami, Kayoko

Takahashi (Kitasato University),

Michinari Fukuda ((Kitasato

University)

WFOT congress 2018

2018.5.21

-5.25

南アフリカ

（ケープタウ

ン）

高齢入院患者における健康状態アウトカムの推移モデル

〜病院電⼦カルテデータ2次利⽤によるRepeated Measures

Latent Class Analysisの応⽤〜

古⽥　裕亮 第12回 ITヘルスケア学術大会

2018.6.2

-6.3

神奈川県

⾼頻度に転倒を繰り返す転倒恐怖の低い認知症を伴うパーキン

ソン病事例に対するノートを⽤いた作業療法介⼊

井上　那築

川上新、宇内景

第52回⽇本作業療法学会

2018.6.7

-6.9

愛知県

A case study of resuming abraille translation through

intervention with occupational based practice

(作業を基盤とした介入を通して生きがいである点訳活動の再獲

得を目指した事例）

藤田　真那

Masatoshi Tahara, Goro Shinjo,

Arata Kawakami.

the 5th Congress of Clinical

occupational Therapy

2018.7.20

-7.21

福岡県

Case of the iclusion Body Myositis that led to the

itorduction of the self-help tools by shred volition

意思の共有により⾃助具の導⼊に⾄った封⼊体筋炎事例

井上　那築

the 5th Congress of Clinical

occupational Therapy

2018.7.20

-7.21

福岡県

The interrelationship between domestic roles of

stroke patients before onset and families' QOL

田原　正俊

Arata Kawakami, Kayoko

Takahashi (Kitasato University),

Michinari Fukuda ((Kitasato

University)

the 5th Congress of Clinical

occupational Therapy

2018.7.21-

7.22

福岡県

Reacquuring the role as a father through the

experiences helping his daughter: acase study

(娘を介助する経験を通して父親としての役割を再獲得した事

例）

正木　克英

 Masatoshi Tahara,  Arata

Kawakami.

the 5th Congress of Clinical

occupational Therapy

2018.7.21-

7.22

福岡県

脳血管障害患者及び家族のQOLと作業機能障害の経過

－回復期リハビリテーション病棟⼊院中と退院後⽣活での縦断的

調査－

田原　正俊

川上新、⾼橋⾹代⼦（北⾥⼤学）、

福⽥倫也（北⾥⼤学）

第52回⽇本作業療法学会

2018.9.7

-9.9

愛知県

⾼齢者肺炎のクリニカルパス構築に向けた⼊院経過の計量的可

視化

古⽥　裕亮

第19回　日本クリニカルパス学会

学術集会

2018.10.12

-10.13

北海道

⼿指機能訓練⽀援ロボットAMADEOを使⽤した1症例

田原　正俊

⻄⽥⼤輔,⽔野勝広,江端広樹

第2回日本リハビリテーション医学会

秋季学術集会

2018.11.2

-11.4

宮城県

⼿指機能訓練⽤ロボットamadeoを使った⼿指機能への経験例 前川　稔 第３回済生会リハビリテーション研究会 2019.1.19 神奈川県

脳⾎管障害患者の家族を対象とした在宅での⽣活の質および⽣

活の満⾜度に関する調査

田原　正俊 第3回済生会リハビリテーション研究会 2019.1.19 神奈川県

重度上肢運動⿇痺に対する視覚誘導性⾃⼰運動錯覚と反復

促通運動を併⽤した1症例

田原　正俊

新城吾朗、川上新

回復期リハビリテーション病棟協会

第33回研究大会

2019.2.21

-2.22

千葉県

医師

作業療法⼠

 

1. 業 績（学会・研修会発表） 



演題名

発表者

共同研究者

発表会名称 開催日 開催地

シングルケースデザインによる回復期脳⾎管障害患者に対する

DIEGO(Tyromotion)のバランス訓練効果の検討

井上　那築

川上新、新城吾朗

回復期リハビリテーション病棟協会

第33回研究大会

2019.2.21

-2.22

千葉県

手指機能訓練支援ロボットAMADEOでの訓練後、巧緻な日常

⽣活動作を獲得した症例

鈴⽊　友⾥絵

田原正俊、川上新、宇内景

回復期リハビリテーション病棟協会

第33回研究大会

2019.2.21

-2.22

千葉県

非方向性注意障害を伴う半側空間無視患者に対しプリズム適応

療法を⾏った⼀症例

新藤　志織

田原正俊、川上新、水野勝広

回復期リハビリテーション病棟協会

第33回研究⼤会　in舞浜・千葉

2019.2.22 千葉県

重度上肢運動⿇痺と左半側空間無視を認めた慢性期の頭部外

傷症例に対する，IVESを併⽤した上肢機能訓練の介⼊経過

田原　正俊 第71回済生会学会

2019.2.23

-2.24

富山県

眼球運動障害、複視に対して迷路性眼球反射促通法と両眼注

視訓練が効果を⽰した脳幹出⾎の１例

川上　新

宇内景

第71回済生会学会

2019.2.23

-2.24

富山県

上肢機能訓練支援ロボットDIEGOと麻痺手の使用日誌の併用

で⽣活上での⿇痺⼿の使⽤に⾄った症例

菊池　秀斗

井上那築、田原正俊、川上新、

宮崎裕太

第71回済生会学会

2019.2.23

-2.24

富山県

運動失調に対して複合的装着療法を実施した事例 渡邊　侑紀 第84回神奈川リハビリテーション研究会 2018.4.21 神奈川県

演題名

発表者

共同研究者

発表会名称 開催日 開催地

当院の取り組み 成毛　美幸

第4回関東済生会

栄養⼠・管理栄養⼠研修会

2018.7.14 神奈川県

呼吸状態悪化により入院中に食形態が完結しなかった患者に在

宅訪問栄養指導につなげた1症例

野上　紗希 第22回日本病態栄養学会 2019.1.12 神奈川県

呼吸状態悪化により入院中に食形態が完結しなかった患者に在

宅訪問栄養指導につなげた1症例

野上　紗希 第３回済生会リハビリテーション研究会 2019.1.19 神奈川県

演題名

発表者

共同研究者

発表会名称 開催日 開催地

看護師

在宅復帰を対象とした患者の内服管理評価

〜FIMを⽤いたフローチャートの作成〜

寺延　亜矢

蒔苗⿇⼦、花野翔平、鈴⽊裕⼦

第３回済生会リハビリテーション研究会 2019.1.19 神奈川県

演題名

発表者

共同研究者

発表会名称 開催日 開催地

介護福祉士

介護福祉士の役割とは

〜⾜浴の取り組み〜

根本　愛美 第71回済生会学会

2019.2.23

-2.24

富山県

作業療法⼠

管理栄養⼠

 

  



 
 
 

題名 著者名 雑誌/書籍/広報誌　名称．巻（号）．出版社 職種名

Prism adaptation changes resting-state functional
connectivity in the dorsal stream of visual
attention networks in healthy adults: A fMRI
study.

 Tsujimoto K, Mizuno K, Nishida D, Tahara M,
Yamada E, Shindo S, Kasuga S, Liu M.

Cortex. 2018 Oct 31.
pii: S0010-9452(18)30351-4

医師

 Correlation between changes in functional
connectivity in the dorsal attention network and
the after-effects induced by prism adaptation in
healthy humans: A dataset of resting-state fMRI
and pointing after prism adaptation

 Tsujimoto K, Mizuno K, Nishida D, Tahara M,
Yamada E, Shindo S, Watanabe Y, Kasuga S,
Liu M.

Data Brief. 2018; 22: 583-589 医師

Evaluating the effectiveness and safety of the
electroencephalogram-based brain-machine
interface rehabilitation system for patients with
severe hemiparetic Stroke: protocol for a
randomized controlled trial (BEST-BRAIN Trial)

 Mizuno K, Abe T, Ushiba J, Kawakami M, Ohwa
T, Hagimura K, Ogura M, Okuyama K, Fujiwara
T, Liu M

JMIR Res Protoc. 2018;7(12):e12339 医師

Orthotic treatment for refractory plantar ulcers
using distribution assessments of sensory

disturbance and dynamic plantar pressure in
patients with Hansen’s disease: A case series.

Tashiro S, Oku Y, Gotou N, Sugano T, Kikuhara
K, Nakamura T, Suzuki H, Endo N, Miyata C,
Mizuno K, Ishii N, Asato Y.

 J Dermatol. 2019 Feb 4. 医師

脳卒中片麻痺患者におけるReachable Workspace評価の
併存的妥当性について　Kinectによる簡易三次元動作計

測.

奥⼭ 航平, 川上 途⾏, ⼟元 翔平, ⼩倉 美帆, ⽜場 潤

一, 水野 勝広, ⾥宇 明元
 理学療法学2018; 45: 256-262 医師

専門性の高いリハビリでこの地域を支えたい 江端　広樹
神奈川県病院協会會報:

第49号（2019 3月）p47-48
医師

NEWSな済生人　病床機能を移した単科病院がオープン 江端　広樹 済生 1064号（2018 2月）　p6-9 医師

 

  

2. 業 績（誌上発表等） 



 

 

演題名 発表者 開催地 開催日

「済⽣会東神奈川リハビリテーション病院の役割と済⽣会

３病院の今後」

江端 広樹、

原　一、後藤 淳
横浜 2018.5.30

神奈川区病診連携講演会　〜脳卒中後の合併症管理

およびリハビリテーション〜

江端 広樹、

原　一、後藤 淳
横浜 2018.5.30

済⽣会東神奈川リハビリテーション病院の役割と済⽣会

３病院の今後

江端 広樹、

原　一、後藤 淳
横浜 2018.5.30

「意思決定プロセスについて」　医師の⽴場から 江端 広樹

第19回

⽇本臨床リハビリテーション

⼼理研究会 （横浜）

2018.10.2

神奈川区中途障害者⽀援関係機関連絡会

済⽣会東神奈川リハビリテーション病院の紹介
江端 広樹 神奈川区役所 2018.10.2

― 怖い病気の話 ―  リハビリテーションはつらい？ 江端 広樹
平成30年度　神奈川県剣道研究会

（神奈川県⽴武道館）
2018.10.28

スマートリハプロトタイプの紹介　「スマートリハ室プロトタイプの

稼働状況と今後の展開」
水野 勝広

第2回リハビリテーション医学会

秋期学術集会(仙台）
2018.11.2

第３回済生会リハビリテーション研究会開催にあたって

地域包括ケア時代のリハビリテーション

　〜⼈⽣100年時代を⽀えるために〜

江端 広樹
第３回済生会リハビリテーション研究会

（神奈川公会堂）
2019.1.19

脳卒中慢性期の診かた　在宅でも⾒落としたくないポイント 江端 広樹

済⽣会神奈川県⽀部

医療ソーシャルワーカー会主催

研修会（横浜）

2019.3.13

菅田健康教室
⼩冷　将太

本間祥浩
菅田地域ケアプラザ 2018.6.29

神奈川県理学療法⼠会新⼈教育プログラム

「A-5　理学療法における関連法規」
篠田洋平 神奈川県⽴保健福祉⼤学 2018.7.8

市⺠健康講座「安全に⾷べ続けるために」 山本映子 菅田地域ケアプラザ 2018.8.1

菅田健康教室
⼩冷　将太

本間 祥浩
菅田地域ケアプラザ 2019.2.25

ボランティアデビュー講座
本間祥浩

橋本光太郎
菅田地域ケアプラザ 2019.3.15

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. 業 績（外部講師等） 



 

 

 

脳卒中教室

平成30年度（Ｈ30.4⽉〜Ｈ31.3⽉）　　

214名

平成30年度より⼊院・外来患者及び家族を対象に脳卒中教室を開始した。

平成30年度は、脳卒中教室32回の開催で延べ214名参加があった。今後も多くの⽅に参加して

もらえるよう、参加者対象へ周知・広報を推進していく。

対象者

延べ参加者

32回（月4回）

入院・外来患者・家族

実施回数

 

 

4. 業 績（患者向け講座） 



列1 表彰 演題名 所属 職種 氏名

1
当院における実績指数算出時の除外条件の検討

(第2回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会　2018/11/2　仙台国際センター)
診療部

三浦　治己

他

2 パーキンソン病患者における⾳刺激による歩⾏改善の⽣理学的メカニズムの解明 診療部 ⻄⽥　⼤輔

3 （審査員）特別賞
HAL医療⽤下肢タイプを利⽤した訓練により、⾃宅での歩⾏介助量が軽減した筋萎縮性側

索硬化症の⼀症例
セラピスト科 ＰＴ 加藤　大作

4 臨床研究部賞 加齢が持ち上げ動作時の姿勢と腰部負担に与える影響 セラピスト科 ＰＴ 林　翔太

5
眼球運動障害、複視に対して迷路性眼球反射促通法と両眼注視訓練が効果を⽰した脳幹

出⾎の１例
セラピスト科 ＯＴ 川上　新

6 ⼿指機能訓練⽀援ロボットAMADEOでの訓練後、巧緻な⽇常⽣活動作を獲得した症例 セラピスト科 ＯＴ 鈴⽊　友⾥絵

7 運動失調に対して複合的装着療法を実施した事例 セラピスト科 ＯＴ 渡邊　侑紀

8 成功体験により⺟親としての役割を再獲得した事例 セラピスト科 ＯＴ 菊池　秀斗

9 DiegoとTransfer packageの併⽤で⽣活内への⿇痺⼿の参加に繋がった事例 セラピスト科 ＯＴ 菊池　秀斗

10 ⼿指機能訓練⽀援ロボットamadeoを使った⼿指機能への経験例 セラピスト科 ＯＴ 前川　稔

11
排泄の⾃⽴を通し、主体的にリハビリテーションへ取り組むことができた事例

－⾃⼰効⼒感による⾔動の変化、問題解決能⼒の発露に着目してー
セラピスト科 ＯＴ 関根　真弥

12 非⽅向性注意障害を伴う半側空間無視患者に対し、プリズム適応療法を⾏なった⼀症例 セラピスト科 ＯＴ 新藤　志織

13 ⽣きがいである点訳活動を⼊院中より介⼊に⽤いることで退院後再び作業継続に⾄った事例 セラピスト科 ＯＴ 藤田　真那

14
健康状態アウトカムの推移モデルの分析

〜患者状態の異質性に着目した潜在構造モデルの構築と活⽤〜
セラピスト科 ＯＴ 古⽥　裕亮

15 新人賞 娘を介助する経験を通して、⽗親としての役割を再獲得した事例 セラピスト科 ＯＴ 正木　克英

16
⾼頻度に転倒を繰り返す転倒恐怖の低い認知症を伴うパーキンソン病事例に対するノートを

用いた介入
セラピスト科 ＯＴ 井上　那築

17 意思の共有により⾃助具の導⼊に⾄った封⼊体筋炎の⼀例 セラピスト科 ＯＴ 井上　那築

18
シングルケースデザインによる回復期脳⾎管障害患者に対するDIEGO(Tyro motion)のバ

ランス訓練の検討
セラピスト科 ＯＴ 井上　那築

19 ⼿指機能訓練⽀援ロボットAMADEOを使⽤した１症例 セラピスト科 ＯＴ 田原　正俊

20 重度上肢運動⿇痺に対する視覚誘導性⾃⼰運動錯覚と反復促通運動を併⽤した１症例 セラピスト科 ＯＴ 田原　正俊

21 （審査員）特別賞
The interrelationship between domestic roles of stroke patients before

onset and families' QOL after stroke
セラピスト科 ＯＴ 田原　正俊

22 脳⾎管障害患者の家族を対象とした在宅での⽣活の質および⽣活の満⾜度に関する調査 セラピスト科 ＯＴ 田原　正俊

23
Risk of occupational dysfunction as a function of domestic role for families

of stroke patients
セラピスト科 ＯＴ 田原　正俊

24 院⻑賞
脳血管障害患者及び家族のQOLと作業機能障害の経過

- 回復期リハビリテーション病棟⼊院中と退院後⽣活での縦断的調査 -
セラピスト科 ＯＴ 田原　正俊

25
重度上肢運動⿇痺と左半側空間無視を認めた慢性期の頭部外傷症例に対する、IVESを

併用した上肢機能訓練の介入経過
セラピスト科 ＯＴ 田原　正俊

26
在宅復帰を対象とした患者の内服管理評価

〜FIMを⽤いたフローチャートの作成〜
2階病棟 看護師 寺延　亜矢

27 新病院開院に向け、患者にとってより良い環境作りについて検討 4階病棟 看護師 仲本　美南

28 フォトジェニック賞
短時間通所リハビリテーションにおける介護福祉士の役割とは

〜⾜浴の取り組み〜
通所リハビリ 介護福祉士 根本　愛美

29 聴衆賞
呼吸機能悪化により⼊院中に⾷形態が完結しなかった患者に対し在宅訪問栄養指導につな

げた１症例
栄養科 管理栄養⼠ 野上　紗希
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