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2021 年 学会発表 

演題 発表者 学会名 年月日 場所 

前足部機能への理学療法を積極

的に行うことにより歩行が改善

した距骨踵骨開放骨折の 1 例 

青野 達 

溝口 雅之、野田 彰、 

松垣 亨 

第 30 回福岡理学療法士

学会 

2021.2.14 Web 開催 

踵骨・距骨開放骨折により後足

部欠損に至るも歩行を獲得でき

た 1 症例 

青野 達 

溝口 雅之、松垣 亨 

第 9 回運動器理学療法

学会学術大会 

2021.9.11-12 Web 開催 

心不全患者では下肢ではなく上

肢の身体機能が栄養状態と相関

する 

野元 大 

嶋田優紀、山下瑛生、 

金丸 隼、溝口雅之、 

中原さちこ、 

掛川ちさと、長友大輔、

末松延裕、久保田徹 

第７回日本心臓リハビ

リテーション学会九州

支部地方会 

2021.11.6-7 Web 開催 

繰り返す誤嚥性肺炎症例 八尋綾子 県士会中央ブロック症

例検討会 

2021.12.3 Web 開催 

 

 

2021 年 講演 

演題 発表者 学会名 年月日 場所 

疾患別リハビリテーションのこ

こがポイント「足関節骨折術後

の理学療法」 

青野 達 理学療法士講習会 2021.6.13 Web開催 

内部疾患の理学療法 野元 大 理学療法士講習会 2021.7.25 Web開催 

内部障害に対する理学療法の進

め方 

溝口雅之 日本理学療法士協会 2021.12.5 Web開催 

 

 

2020 年 学会発表 

演題 発表者 学会名 年月日 場所 

下肢切断患者の切断原因と 

義足歩行 

青野 達 

溝口雅之 

第 29 回 

福岡理学療法士学会 

2020.2.2 福岡市 

認知症ががん患者に及ぼす 

影響の検討 

石橋奈苗 

溝口雅之、鹿田康紀、 

山田 猛 

第 72 回済生会学会 2020.2.8-2.9 新潟市 

心不全患者入院時の栄養状態と

身体機能の関連について 

野元 大、 

山下瑛生、金丸 隼、 

溝口雅之、中原さちこ、 

掛川ちさと、長友大輔 

第 26 回 

日本心臓リハビリテ－

ション学会 

2020.7.18-7.19 Web 

急性期病院における認知機能評

価の検討 

―MoCA-J の実施状況の報告― 

 

石丸珠江 

石橋奈苗、溝口雅之 

第 54 回 

日本作業療法学会 

2020.9.25 Web 

 

2020 年 講演 

演題 発表者 学会名 年月日 場所 

みんなで学ぼう 脳の病気 

「脳のいきいき健康教室 

    ～脳トレの紹介～」 

石丸珠江 済生会福岡総合病院 

六本松健康セミナー 

2020.2.20 福岡市 

健康寿命を延ばす ロコモ予防 

 

青野 達 当仁公民館 健康教室 2020.6.26 福岡市 



2019 年 学会発表 

演題 発表者 学会名 年月日 場所 

下肢骨折におけるイリザロ
フ創外固定の使用状況と理
学療法について

青野 達 第 28 回福岡県理学療法
士学会 

2019.2.3 福岡市 

肝門部胆管癌術後、呼吸不
全を呈し離床に難渋するも
術後 128 日目に自宅退院と
なった一症例

永友早由理 第 71 回済生会病院学会 2019.2.23-25 富山市 

糖尿病入院クリニカルパス
患者の身体機能と合併症等
の関連の検討

城戸盛吾 第 71 回済生会病院学会 2019.2.23-25 富山市 

急性期における認知症ケア
チーム（DCT）の取り組み

石丸珠江 第 18 回日本医療マネジ
メント学会
福岡支部学術集会

2019.3.9 福岡県 
大牟田市 

がんと認知症の関連につい
ての調査 

石橋奈苗 第 24 回日本緩和医療学
会学術大会

219.6.20-22 神奈川県 
横浜市 

糖尿病教育入院患者におけ
る HbA1c と身体機能の関連
について 

中村将宏 第 69 回日本病院学会 2019.8.1-2 北海道 
札幌市 

当院における抜管後の嚥下
障害の発症に関連する要因
の検討 

粟屋真理 第 25 回日本摂食嚥下リ
ハビリテーション学会
学術大会

2019.9.6-7 新潟県 

重度下肢骨折を救済する -
イリザロフ創外固定を用い
た治療における理学療法-

青野 達 第 1回日本フットケア・
足病学会 九州・沖縄地
方会 学術集会

2019.10.18-19 福岡市 

糖尿病教育入院患者の末梢
神経障害の有無による運動
機能の検討

溝口雅之 第 57 回日本糖尿病学会
九州地方会

2019.10.25-26 佐賀市 

急性期脳卒中における
AYUMIEYE の有用性

上内田亮 第 4回リハビリテーショ
ン研究会

2019.11.30 福岡県 
飯塚市 

2019 年 講演 

演題 発表者 学会名 年月日 場所 

サルコペニア予防に役立つ
運動
～実践編～

溝口雅之 第 20 回糖尿病及び合併
症予防のための講演会 

2019.2.24 福岡市 

「健康寿命を伸ばそう！」
～簡単に出来る健康体操～

山本泰輔 出張健康講座 2019.4.16 福岡県 
志免町 

エクスパンディング エク
ササイズ

野田 彰 第 13 回身体運動学的ア
プローチ研究会 

2019.6.2 東京都 

心疾患の理学療法 野元 大 Fukuoka Study 
Association 勉強会 

2019.7.31 福岡市 

がんに対する理学療法的ア
プローチ 

溝口雅之 第 5回薬剤師のための 
緩和研修会 

2019.9.16 福岡市 

急性期病院における下肢切
断とリハビリテーション～
糖尿病足病変を中心に～ 

溝口雅之 日本義肢協会九州沖縄
支部研修会 

2019.11.6 福岡市 

心不全患者の再入院をチ－
ム医療として防ぐ

野元 大 第 4回済生会リハビリテ
－ション研究会 

2019.11.30 飯塚市 

内部障害に対する理学療法
の進め方

溝口雅之 日本理学療法士協会 2019.12.8 福岡市 



2018 年 学会発表 

演 題 発表者 学会名 年月日 場所 

乳がん脊椎骨転移患者へ骨破壊分類

が及ぼす日常生活動作への影響の検

討 

石橋奈苗 第 30 回日本緩和医療

学術大会 

2018.6.15-

17 

神戸市 

急性期病院におけるがんリハビリテ

ーションの現状と課題 

溝口雅之 第 68回日本病院学会 2018.6.28-

29 

金沢市 

高度急性期病院における理学療法士

のがん治療サポ－トチーム参加活動 

野元 大 第 68回日本病院学会 2018.6.28-

29 

金沢市 

糖尿病患者入院クリニカルパス患者

の身体機能と合併症等の関連の検討 

城戸盛吾 第 56回日本糖尿病学

会九州地方会 

2018．10．

12-13

福岡市 

2018年 講演 

演 題 発表者 講演先 年月日 場所 

脳のいきいき健康教室～脳トレの紹

介～ 

保田真吾 済生会福岡総合病院か

すや健康セミナー 

2018.6.14 糟屋郡 

症例から学ぶ評価・理学療法・リスク

管理 

「がん」基本編（福岡） 

溝口 雅之 日本理学療法士協会 2018.7.8 福岡市 

症例から学ぶ評価・理学療法・リスク

管理 

「循環器」基本編（福岡） 

野元大 日本理学療法士協会 2018.7.8 福岡市 

当院での理学療法士の関わり 

～評価と運動療法～ 

溝口雅之 第 25 回福岡 LCDE 中央

地区勉強会 

2018.9.1 福岡市 

心不全の運動療法 野元大 福岡リハビリテ－ショ

ン専門学校

2018.9.15 福岡市 

高齢者糖尿病患者に対する運動療法 

～フレイルに着目して～ 

溝口雅之 第 11 回福岡 CDEJ 連絡

会講演会 

2018.10.28 福岡市 

内部障害に対する理学療法の進め方 溝口 雅之 日本理学療法士協会 2018.11.11 福岡市 



2017 年 学会発表 

演 題 発表者 学会名 年月日 場所 

当院での大腿骨近位部骨折における

術後の自立歩行再獲得の調査 

保田 真吾 第 69回済生会学会 2017/1/28-

29 

神奈川県 

横浜市 

急性期病院リハビリテーション部の

効率的運用の検討 

～過去 6年の当院の状況～ 

溝口雅之 日本医療マネジメント

学会第 16回福岡支部

学術集会 

2017/2/25 福岡県 

北九州市 

高度急性期病院における理学療法士

の緩和ケアチ－ム活動と介入方法の

検討 

野元 大 第 54回日本リハビリ

テ－ション医学会

2017/06/08

-10

岡山市 

白血病患者に対するクリーンフード

内リハビリテーションの活動報告と

日常生活動作への影響の検討 

石橋奈苗 第 22回日本緩和医療

学会学術大会 

2017/6/23-

24 

神奈川県 

横浜市 

当院における救命救急センターでの

リハビリの関わりについて

山本泰輔 第 67回日本病院学会 2017/7/20-

21 

兵庫県 

神戸市 

当院の急性期脳出血患者における早

期離床シートの有用性の検討 

金丸 隼 第 2回済生会リハビリ

テーション研究会

2017/8/19 愛知県 

名古屋市 

褥瘡患者へのチームアプローチの実

践 

～褥瘡患者に対する看護師の意識調

査を実施して～ 

石丸珠江 第 19回日本褥瘡学会

学術集会 

2017/9/13-

15 

岩手県 

盛岡市 

Pilon 骨折術後の claw toe に対し足

趾屈筋腱切り術が必要となった一症

例 

青野 達 第 5回日本運動器理学

療法学会 

2017/9/23-

24 

北海道 

札幌市 

糖尿病教育入院クリニカルパス患者

に対する身体機能および理学療法介

入効果の検討 

知花夕菜 第 55 回日本糖尿病学

会九州地方会 

2017/10/13

-14

宮崎市 

DASH を用いた事で患手を使用できる

ようになった橈骨遠位端開放骨折術

後の１症例 

堀川 美幸 第 39 回九州理学療法

士・作業療法士合同学

会 

2017/11/11

-12

宮崎市 

2017 年 講演 

演 題 発表者 講演先 年月日 場所 

脳のいきいき健康教室～脳トレの紹

介～ 

堀川 美幸 さいと健康セミナー 2017/2/15 福岡市 

糖尿病のリスク管理と運動療法 溝口 雅之 福岡医療専門学校 交

友会 

2017/6/18 福岡市 



がんに対する理学療法的アプローチ 溝口 雅之 福岡県薬剤師会 2017/8/20 福岡市 

入谷式足底板 導入編 野田 彰 エマージェンスケア９

１０ 

2017/7/30 宮崎市 

入谷式足底板 導入編 インストラク

ター向けセミナー

野田 彰 身体運動学的アプロー

チ研究会

2017/9/3 神奈川県 

横浜市 

脳のいきいき健康教室 石橋 奈苗 なみき健康セミナー 2017/10/19 福岡市 

内部障害に対する理学療法の進め方 溝口 雅之 日本理学療法士協会 2017/12/10 福岡市 

2016 年 学会発表 

演題名 発表者 学会名 年月日 場所 

当院におけるくも膜下出血患者の早

期離床について 

吉村諭 第 41 回日本脳卒中学

会 STROKE2016 

2016/4/14-

16 

札幌市 

急性期病院における緩和ケアチーム

への参加とがんリハビリテーション 

野元大 第 53 回日本リハビリ

テーション医学会

2016/6/8-

11 

京都市 

緩和ケアチーム活動強化によるリハ

ビリテーションの成果と課題 

石橋奈苗 第 21 回日本緩和医療

学会学術大会 

2016/6/18-

19 

京都市 

糖尿病教育入院患者の運動機能の検

討 

～末梢神経障害に着目して～ 

溝口雅之 第 66回日本病院学会 2016/6/22-

24 

盛岡市 

当院 RST 介入患者の介助端座位実施

状況と退院時の動作能力について 

駒坂光朗 第 38 回日本呼吸療法

医学会 

2016/7/16-

17 

名 古 屋

市 

当院における急性期病院の褥瘡に対

する作業療法士の取り組み 

石丸珠江 第 50 回日本作業療法

士学会 

2016/9/9-

11 

札幌市 

2016 年 講演 

演題名 発表者 講演先 年月日 場所 

歩きつづけるためのロコモーション

トレーニング

野田彰 済生会福岡総合病院

第 8回市民公開講座 

2016/6/17 福岡市 

がん患者のリハビリテーション 溝口雅之 クリニカルヘマトオ

ンコロジーセミナー

2016/9/9 北 九 州

市 

入谷式足底板導入編 野田彰 第 4回 Notice研修会 2016/12/11 唐津市 




