【誌上発表】
＜2018年度＞
星野高志：姿勢変換に伴う自律神経活動の変化 ～若年健常者での検討～. 総合リハ47(5):463-468,2019
河野純子：ADL維持向上等体制導入による療法士介入の変化.総合リハ46(10)：985-990,2018
後藤進一郎：疾患別歩行自立患者におけるバランス練習アシスト（BEAR）の効果 Effects of Balance Exercise Assist Robot （BEAR）

理学療法士
理学療法士
作業療法士

in independently mobile patients by disease. Jpn J Compr Rehabil Sci 10：1-8，2019.
田中元規：1.オーバービュー 自主トレーニング作成システム「パットレ！」の開発経緯と活用方法.臨床リハ27(11):1091-1094,2018
清水雅裕：2.脳血管疾患 麻痺手の自主トレーニング.臨床リハ27(12):1195-1198,2018
星野高志：3.脳血管疾患 下肢－回復期での自主トレーニング－.臨床リハ27(13):1293-1296,2018
吉村聖一：4.脊椎疾患 －腰椎変性すべり症術後の自主トレーニング－.臨床リハ28(1):76-78,2019
植松大喜：5.肩関節疾患 －上腕骨近位端骨折後の自主トレーニング－.臨床リハ28(2):160-162,2019
浅井 崇：6.股関節疾患 －人工股関節置換術術後の自主トレーニング－.臨床リハ28(3):289292,2019
今田貴子：7.手外科疾患 －橈骨遠位端骨折の自主トレーニング－.臨床リハ28(4):388-391,2019
青木 奏：8.心大血管疾患 －開心術後の自主トレーニング－.臨床リハ28(5):479-482,2019
河野純子：9.呼吸器疾患 －COPDの自主トレーニング－.臨床リハ28(6):574-577,2019
仲村我花奈：10.末梢性の顔面神経麻痺の自主トレーニング.臨床リハ28(8):802-805,2019

理学療法士
作業療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
作業療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士

＜2019年度＞
今田貴子：7.手外科疾患 －橈骨遠位端骨折の自主トレーニング－.臨床リハ28(4):388-391,2019
青木 奏：8.心大血管疾患 －開心術後の自主トレーニング－.臨床リハ28(5):479-482,2019
河野純子：9.呼吸器疾患 －COPDの自主トレーニング－.臨床リハ28(6):574-577,2019
仲村我花奈：10.末梢性の顔面神経麻痺の自主トレーニング.臨床リハ28(8):802-805,2019
近藤 知子：11.摂食嚥下障害の自主トレーニング.臨床リハ28(9):802-805,2019
中野 美知子：12.構音障害の自主トレーニング.臨床リハ28(10):995-998,2019
森 真実也：13.失語症の自主トレーニング.臨床リハ28(11):1092-1094,2019
小木曽 涼介：14.記憶障害の自主トレーニング.臨床リハ28(12):1210-1213,2019
髙津 志歩：15.廃用症候群の自主トレーニング.臨床リハ28(13):1317-1319,2019
稲垣 貴：16.療養病院の自主トレーニング.臨床リハ29(1):72-74,2020
相馬 孝広：17.介護老人保健施設の自主トレーニング.臨床リハ29(2)185-187,2020
杉戸真：18.自宅での転倒・介護予防の自主トレーニング.臨床リハ29(3)277-279,2020
星野高志： Relationship between upper limb function and functional neuralconnectivity among motor related-areas during

作業療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
言語聴覚士
言語聴覚士
言語聴覚士
作業療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士

recovery stage after stroke.Topics in Stroke Rehabilitation:27(1):57-66,2020
保田祥代,小口和代監修：リハビリ患者さんの”食べたい！”を全力で支えるケア 6章”食べる”を進める摂食嚥下リハビリテーション2間接訓 言語聴覚士
練.リハビリナース.メディカ出版.28,212-222,2019
保田祥代：第6章 脳卒中リハビリテーションの実際 摂食嚥下リハビリテーション.脳卒中-基礎知識から最新リハビリテーションまで.医歯薬 言語聴覚士
出版:431-437,2019
＜2020年度＞
田中元規：自主トレーニング指導書作成システム「パットレ！」を活用した2 症例．Japanese Journal of Comprehensive Rehabilitation 理学療法士
Science (JJCRS) ：11,2020
竹本也美：介護予防・日常生活支援総合事業でMTDLPを使用し外出機会が増加した一症例.愛知作業療法28 ：31-35, 2020
Takashi Hoshino：Relationship between lower limb function and functional connectivity assessed by EEG among motor-related

作業療法士
理学療法士

areas after stroke．Topics in Stroke Rehabilitation. 2020 Dec 22;1-10. doi: 10.1080/10749357.2020.1864986.

【学会発表】
＜2018年度＞
演題名
回復期リハビリテーション病棟における転倒状況と複数回転倒者の特徴
ADL維持向上等体制加算病棟にて2週超え入院した患者の特徴
ADL維持向上等体制加算病棟における専従療法士の介入基準の検討
脳卒中後の運動機能とfunctional connectivityの変化-脳波の運動関連領域6電極による一症例での検討Welwalkによる練習効果の検討 ～歩行監視の一例への適用～
外腹斜筋リドカインブロックによる歩行改善効果が持続した腰曲がりを有するパーキンソン病の1症例
Balloon kyphoplasty(BKP)後のリハビリテーションの検討
当院で開発した自主トレーニング作成システム（パットレ！）を用いた2症例
ADL維持向上等体制加算導入後の外科病棟における入院2週超え患者の特性
発達支援プロトコルの効果検証
バランス練習アシストの疾患特性の検討-miniBESTestとゲームレベルによる比較Self compassion scaleの改善が通所リハビリテーション終了の指標となった一症例
バランス練習アシスト実施後のバランス評価とゲームレベルの相関
介護予防・日常生活支援総合事業でMTDLPを使用し外出機会が増加した一症例
回復期リハビリテーション病棟患者の入院前世帯構造別の退院状況
刈谷市介護予防・日常生活支援総合事業におけるリハビリテーション専門職の役割
刈谷市地域リハビリテーション活動支援事業での活動報告
当院回復期リハビリテーション病棟における転倒者の認知機能
急性期病院に入院した誤嚥性肺炎患者の実態調査
急性期病院脳卒中患者における病巣側と嚥下障害
健常者における頸部干渉波電気刺激による嚥下反射惹起性の検討
嚥下自主トレ指導書のシステム作り
脳卒中患者における嚥下障害の追跡調査
高齢健常者における頚部干渉波電気刺激による嚥下反射惹起性の検討
急性期病院脳卒中患者における誤嚥性肺炎予防の取り組み
約半年間言語訓練を継続した求心性運動失語の症例

職種
理学療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
作業療法士
作業療法士
作業療法士
作業療法士
作業療法士
作業療法士
作業療法士
作業療法士
作業療法士
作業療法士
言語聴覚士
言語聴覚士
言語聴覚士
言語聴覚士
言語聴覚士
言語聴覚士
言語聴覚士
言語聴覚士

主演者
星野高志
河野純子
杉浦太紀
星野高志
浅井慎也
小川真
小沢将臣
田中元規
小川太志
今田貴子
後藤進一郎
坂本真子
後藤進一郎
宗像沙千子
小木曽涼介
竹本也実
岩丸陽彦
小木曽涼介
保田祥代
保田祥代
横田佳奈
尾崎菜穂
保田祥代
横田佳奈
保田祥代
佐藤かおる

発表学会
第55回日本リハビリテーション医学会学術集会
リハビリテーション医学学術集会
第55回日本リハビリテーション医学会
第16回 日本神経理学療法学会学術大会
第34回日本義肢装具学会学術大会
第12回パーキンソン病運動障害疾患コングレス
CIRC&PIRRC 2018
回復期リハビリテーション病棟協会 第33回研究大会
第2回日本リハ医学会 秋季学術集会
第52回日本作業療法学会学術集会
第52回日本作業療法学術集会
第52回日本作業療法学術集会
第55回日本リハビリテーション医学会学術集会
第18回東海北陸作業療法学会
回復期リハビリテーション病棟協会 第33回研究大会
第37回（医）豊田会研究発表会
第29回全国介護老人保健施設大会 埼玉
第26回愛知県作業療法学会
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
第12回ISPRM国際リハビリテーション医学会
第13回愛知県言語聴覚士学術集会
第13回愛知県言語聴覚士総会・学術集会
第24回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会
第24回日本摂食嚥下障害リハビリテーション学会
日本言語聴覚士協会学術集会
第21回日本全体構造臨床言語学会学術集会

in舞浜・千葉

in舞浜・千葉

＜2019年度＞
主演者
演題名
職種
回復期リハビリテーション病棟におけるmodified CI療法実施例の6ヵ月経過
作業療法士 太田有人
ADL維持向上等体制加算３病棟の療法士介入の特徴
理学療法士 河野純子
Motor function and neural connectivity among motor related areas after stroke
理学療法士 星野高志
長期ステロイド服用により屈筋腱断裂をした一症例の経過
作業療法士 後藤進一郎
脳血管障害による摂食嚥下障害患者の発症から半年後の追跡調査
言語聴覚士 保田祥代
BEARのバランス効果 - mini-BESTestの下位項目における疾患別の比較 作業療法士 後藤進一郎
手関節不全切断後母指対立再建術を受けた一症例
作業療法士 今田貴子
脳卒中後の下肢機能とfunctional connectivity -脳波の運動関連領域5電極での検討理学療法士 星野高志
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスCを用い外出機会が増加した一症例
作業療法士 竹本也実
JMAPを用いた発達支援プロトコルの効果について
作業療法士 今田貴子
急性期脳卒中におけるNIHSSとSIASの3週間の経時的変化 ~脳出血と脳梗塞の比較~
理学療法士 伊藤正典
心室中隔穿孔を合併した心筋梗塞後患者に対し、外来心臓リハビリテーションを行った一例
理学療法士 大角奏
当院におけるmodified Constrain-induced movement therapy（modified CI療法）の実践と効果－1日3時間2症例ペアで実施した6カ月の推移
作業療法士
第2報－清水雅裕
Predict prognosis of oral intake by initial screening tests for dysphagia of stroke patients
言語聴覚士 保田祥代
院内回復期リハビリテーション病棟と地域連携パス連携病院の脳卒中患者の特徴
作業療法士 早川淳子
急性期脳血管障害により経管栄養となった患者の発症から半年後までの追跡調査
言語聴覚士 保田祥代
介護老人保健施設入所中の認知症者におけるスプーンテストの検討
言語聴覚士 森真実也
当院回復期病棟におけるウェルウォーク実施者の患者特性 ～下肢運動麻痺の重症度別の検討～
理学療法士 浅井慎也
運動関連領域の脳波functional connectivityによる脳卒中後の上肢機能の予後予測の可能性 -麻痺の重症度を考慮した検討理学療法士 星野高志

発表学会
第53回日本作業療法学会
第56回 日本リハビリテーション医学会学術集会
World Confederation of Physical Therapy Congress 2019 (WCPT)
第31回日本ハンドセラピィ学会学術集会
第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 JARM2019
第56回日本リハビリテーション医学会学術集会
第53回日本作業療法学会
第56回日本リハビリテーション医学会学術集会
第27回 愛知県作業療法士学会
第56回日本リハビリテーション医学会学術集会
第56回日本リハビリテーション医学会学術集会
第25回日本心臓リハビリテーション学会学術集会
第53回 日本作業療法学会
第13回国際リハビリテーション学会（ISPRM）世界会議
第56回日本リハビリテーション医学会学術大会
第25回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会
第25回日本摂食嚥下リハビリテーション学会
第17回 日本神経理学療法学会学術大会
第17回 日本神経理学療法学会学術大会

＜2020年度＞
演題名
脳卒中ドライバーのスクリーニング評価（SDSA）とMMSE-J・TMT-Jの関連性の検討
急性期病院における誤嚥性肺炎患者の入退院支援
回復期心臓リハビリテーションにおける運動耐容能改善に関与する因子の検討
ADL維持向上等体制加算算定3病棟におけるADL低下患者の特徴
急性期脳卒中の摂食嚥下障害の診断評価とリハビリテーション介入：摂食嚥下障害のリハビリテーション－訓練とチームアプローチ
急性期脳卒中患者に対してウェルウォークを用いた歩行練習を行った1症例－効果と開始時期の妥当性－
当院におけるmodified constrain induced movement therapy（modified CI療法）適応基準の再考
自動車運転支援プログラムによる運転の断念が症例の生活に与える影響～生活期通所リハ利用者一例を通して
訪問型サービスCによる地域高齢者のIADLと生活空間の変化
腰部脊柱管狭窄症症例に対し徒手理学療法を行った１例
脊椎圧迫骨折に対するBalloon kyphoplasty後の在院日数に影響を与える因子の検討
当院ICU入室患者におけるリハビリテーション実施群と非実施群の特徴
回復期リハビリテーション病棟における脳損傷者の移乗・トイレ動作の自立判定と自立後の転倒
回復期リハビリテーション病棟における脳損傷者の歩行自立判定と自立後の転倒
転倒転落予防にむけたチーム活動報告
安静時および運動時のfunctional connectivityの変化による脳卒中後の上肢機能の予後予測
外科周術期における病棟専従療法士アルゴリズムの検討～がん患者の特徴～
急性期病院における誤嚥性肺炎患者の実態調査3～栄養評価を含めた検討～

職種
作業療法士
言語聴覚士
理学療法士
理学療法士
言語聴覚士
理学療法士
作業療法士
作業療法士
作業療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
理学療法士
言語聴覚士

主演者
渡邉郁人
保田祥代
西脇一誠
小沢将臣
保田祥代
永田健太郎
清水雅裕
小木曽涼介
宗像沙千子
相馬孝広
植松大喜
山口智恵子
星野高志
木戸哲平
山口裕一
星野高志
髙津志歩
近藤知子

発表学会
第28回愛知県作業療法学会
第22回日本医療マネジメント学会学学術集会
第26回日本心臓リハビリテーション学会
第57回日本リハビリテーション医学会学術集会
STROKE2020
第29回愛知県理学療法学術大会
第54回日本作業療法学会
第54回日本作業療法学会
第54回日本作業療法学会
第７回日本運動器徒手理学療法学会学術集会
第4回リハビリテーション医学会秋季学術集会
第4回リハビリテーション医学会秋季学術集会
第4回リハビリテーション医学会秋季学術集会
第4回リハビリテーション医学会秋季学術集会
第15回医療の質・安全学会学術集会
第18回日本神経理学療法学術大会
第9回日本がんリハビリテーション研究会
第44回日本嚥下医学会学会学術大会

