第 8 回日本理学療法教育学会 学術大会

口述発表

一覧

11 月 23 日（土）15：50－16：40 セッション 1【教育・口述：学校教育】第 1 会場（クラインホール）
座長 帝京科学大学 潮見 泰蔵
OE-1 当校理学療法学科学生の達成目標と学業成績との関係について
九州医療スポーツ専門学校 今村 啓太
OE-2

理学療法学専攻学生の進級段階でみた Self-Directed Learning Readiness の縦断的分析
群馬大学大学院保健学研究科 朝倉 智之

OE-3

臨床実習における実習指導者支援行動と学生理解度の関係
上尾中央医療専門学校 理学療法学科 新井 大志

OE-4

理学療法教育における歩行観察時の学年別の視覚特性の抽出
森ノ宮医療大学 平川 正彦

OE-5

階層的 IPE プログラムが有する教育効果の領域別検討
国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 下井 俊典

11 月 24 日（日）11：10－12：00 セッション 5【教育・口述：臨床教育】第 1 会場（クラインホール）
座長 JA 静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 山下 淳一
OE-6 大学院教育の在り方に関するニーズアセスメント
国際医療福祉大学 堀本 ゆかり
OE-7

「臨床現場における学習者評価」を卒後臨床教育へ導入することに対する当院スタッフへの意識調
査
社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院 山下 昌彦

OE-8

当院リハビリテーションスタッフの研究に関する意識調査
医療法人社団生和会 彩都リハビリテーション病院 初瀬川 弘樹

OE-9

新入職員に対する OSCE リフレクションによる自己フィードバックの有用性の検討
筑波記念病院リハビリテーション部 平澤 亮介

OE-10 入職後２年間の「社会人基礎力」と「理学療法における臨床能力評価尺度」の推移からみた両者の
関連性と新入職員指導の要点
鶴巻温泉病院 大木 雄一
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11 月 23 日（土）15：50－16：40 セッション 3【教育：学校教育】第 3 会場（1 階ホール）
座長 上尾中央医療専門学校 加藤 研太郎
PE-1 理学療法学生の学年別にみるコミュニケーション・スキルの特徴
医療創生大学健康医療科学部 理学療法学科 小林 大介
PE-2

e ラーニングを用いた統合と解釈の効果的な教育に関する検討－グループワーク後の e ラーニング
の効果－
常葉大学保健医療学部理学療法学科 小貫 睦巳

PE-3

理学療法学生が感じる臨床実習の困難の検討
茨城県立医療大学 理学療法学科 篠崎 真枝

PE-4

臨床実習指導に対する臨床実習ガイドライン導入の効果検討
森山脳神経センター病院 石田 茂靖

PE-5

クリニカルクラークシップを活用した「急性期ベッドサイドリハビリテーション実習」の取り組み
－認知的徒弟制度による思考過程を可視化した臨床実習－
昭和大学横浜市北部病院リハビリテーション室 磯邉 崇

11 月 24 日（日）11：10－12：00 セッション 7【教育：臨床教育】第 3 会場（1 階ホール）
座長 藤田医科大学 平野 明日香
PE-6 認知領域における 1：2 モデルの教育方法・教育効果―ファシリテーターの役割に着目－
川崎医科大学附属病院リハビリテーションセンター 児玉 慎吾
PE-7

当部署卒後教育としてのポートフォリオ作成に対する負担度調査
河村病院 リハビリテーション部 本谷 郁雄

PE-8

少人数職場でのワークプレイスラーニングを用いた人材育成
社会医療法人みゆき会 ライフケアセンター南館 清水 学

PE-9

回復期リハビリテーション病院のクリニカルクラークシップについての調査報告－臨床実習教育
者と養成校からのアンケート調査にて－
慈誠会 練馬駅リハビリテーション病院 岡崎 俊秀

PE-10 介護保険制度に基づく理学療法実践者に対する評価指標の普及に向けた Knowledge Translation に基
づいた介入プログラムの効果検証
茨城県立医療大学大学院 合田 秀人
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11 月 23 日（土）15：50－16：40 セッション 2【管理・口述：人材育成】 第 2 会場（講義室 302）
座長 広島大学病院 伊藤 義広
OM-11 当院における理学療法士のキャリアに対する意識調査
近森リハビリテーション病院 理学療法科 高芝 潤
OM-12 短期間の職場異動経験が中堅職員に与える影響－「中堅職員ローテーション制度」の効果検証－
社会医療法人明和会リハビリテーション部教育委員会 福原 隆志
OM-13 熟達理学療法士の経験学習能力を支える仕事に対する信念とは？
奈良学園大学 保健医療学部 池田 耕二
OM-14 当院のリハビリテーション部門における卒後臨床教育の現状と課題〜経験学習と認知的徒弟制に
基づく臨床教育の実践に関する評価〜
公益社団法人 地域医療振興協会 練馬光が丘病院 木村 泰
OM-15 厚生労働省が提示する能力開発基本調査結果と比較した当院スタッフの自己啓発の現状～臨床教
育におけるキャリアコンサルタントの必要性について～
西宮協立リハビリテーション病院 庄司 和行

11 月 24 日（日）11：10－12：00 セッション 6【管理・口述：労務・業務管理】第 2 会場（講義室 302）
座長 つくば国際大学 縄井 清志
OM-16 JCI（国際版医療機能評価）認定病院におけるリハビリテーション科の取り組みについて（第 3 報）
～身体機能評価システムの見直し～
NTT 東日本関東病院 竹内 新治
OM-17 地域医療連携推進法人の紹介とリハビリ部門における現状と課題
南房総市立 富山国保病院 池田 一樹
OM-18 SWOT 分析を活用した通所リハビリテーション運営の見直しについて

いちはら病院 森田 英隆
OM-19 急性期病院における病棟専任配置の効果
仁愛会 浦添総合病院 リハビリテーション部 松尾 のぞみ
OM-20 リハビリテーション部の BSC の取り組みについて－リハビリテーションスタッフ一人一人の意見
を BSC に反映するための取り組み－
社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 室島 央典
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11 月 23 日（土）15：50－16：40 セッション 4【管理：労務・業務管理】】第 3 会場（1 階ホール）
座長 セコメディック病院 小諸 信宏
PM-11 当部署における認定理学療法士取得率と職場環境についての検討
老人保健施設 尽誠苑 内藤 貞子
PM-12 当院リハビリテーションセンターにおけるバランスト・スコアカード利用の現状と問題点
豊橋市民病院リハビリテーションセンター 森嶋 直人
PM-13 病院に勤務するリハビリテーション職種の認知する組織風土と職務満足度、職業性ストレスの関連
津田沼中央総合病院 西郡 亨
PM-14 リハビリテーション部門の管理・運営における管理者の悩みやジレンマの調査
医療法人鉄蕉会 亀田リハビリテーション病院 髙橋 友親
PM-15 子育て世代サポートシステムの効果－就労環境改善の取り組み－
特定医療法人茜会 昭和病院 リハビリテーション部 田中 恩

11 月 24 日（日）11：10－12：00 セッション 8【管理：人材育成・管理】第 3 会場（1 階ホール）
座長 帝京科学大学 豊田 輝
PM-16 精神障害者に対する肯定的態度について～看護師と理学療法士の比較から～
福井県立病院 小澤 純一
PM-17 新人自己評価，OSCE（一部改変），および教育担当者による評価の関係性について－当院におけ
る取り組みの紹介－
JMA 座間総合病院 井上 博信
PM-18 実技を中心としたリハビリテーション部新人 1 日研修の試行－参加者の主観的評価による検討－
博愛記念病院 今富 裕之
PM-19 理学療法管理部門第一回研修会 アンケート調査報告－管理研修はアウトソーシング型研修のみ
でよいか－
公益財団法人 日産厚生会 玉川病院 千葉 哲也
PM-20 診療記録の適正化を目的とした量的監査について
亀田総合病院リハビリテーション室 白石 哲也

