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プログラム
開会挨拶　8：50～9：00 第1会場（広仁会館 2階）

 大会長　杉原 勝宣（広島市立リハビリテーション病院）

研究会 1　9：00～9：50 第1会場（広仁会館 2階）

座長：甲田 宗嗣（広島都市学園大学）

01 高度肥満患者に対する減量手術後に運動習慣を獲得し術後合併症を 
生じなかった一症例

 広島大学病院 診療支援部 リハビリテーション部門 道上 可奈 24

02 運動負荷量を検討して介入した重症筋無力症の一例
 広島大学病院 診療支援部 リハビリテーション部門 御厨 咲江 26

03 不安定面上片脚立位における小殿筋筋活動の検討
 吉備国際大学 保健科学研究科 竹村 美里 28

04 視覚情報が健常者における歩行時の運動学的、電気生理学的要素に与える影響
 社会福祉法人こうほうえん 錦海リハビリテーション病院  
  リハビリテーション技術部 原 大樹 30

05 Kinectを用いた筋骨格モデルに基づく歩行時の下肢筋活動推定
 鳥取大学大学院 工学研究科 平野 雄也 32

研究会 2　9：00～9：50 第2会場（臨床講義棟 第4講義室）

座長：矢田 かおり（広島市立リハビリテーション病院）

06 頚下がり症に対するリハビリテーション後の患者立脚型評価について
 浜脇整形外科病院 リハビリテーション科 藤川 美佳 34

07 当院における転倒転落対策チームの取り組みについて
 社会福祉法人こうほうえん 錦海リハビリテーション病院 北山 朋宏 36

08 間欠式バルーンカテーテル用自助具の開発
 吉備高原医療リハビリテーションセンター 赤澤 壮介 38

09 生活行為向上マネジメントを導入したことにより包括的な関わりができた一例
 広島大学病院 診療支援部 リハビリテーション部門 岡本 花奈 40

10 退院支援の振り返りに生活行為向上マネジメントを使用した経験
 広島大学病院 診療支援部 リハビリテーション部門 廣田 智弘 42
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地方会 1　9：00～9：50 第3会場（臨床講義棟 第5講義室）

座長：嘉村 雄飛（広島市立リハビリテーション病院）

11 頚椎前方固定術後に咽頭通過障害を合併した1症例の治療経過
 西広島リハビリテーション病院 リハビリテーション科 佐藤 新介 44

12 回復期リハビリテーション病棟における嚥下内視鏡を用いた 
重症度評価による代替栄養からの離脱予測について

 西条市民病院 リハビリテーション科 得居 和義 46

13 継続的なリハビリテーションと病態修飾療法が有効と考えられる 
一次進行型多発性硬化症の長期経過

 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立リハビリテーション病院  
  脳神経内科 池田 順子 48

14 エンテロウイルス急性弛緩性麻痺の治療経験
 小郡第一総合病院 整形外科 土井 一輝 50

15 末梢神経麻痺における簡易筋力定量測定法の推奨
 小郡第一総合病院 整形外科 土井 一輝 52

地方会 2　10：00～10：50 第1会場（広仁会館 2階）

座長：加世田 ゆみ子（広島市立リハビリテーション病院）

16 脊髄損傷者の急性期臨床像の経年的推移 
―20年間の脊髄損傷データベースから―

 山口労災病院 リハビリテーション科 富永 俊克 54

17 頸髄損傷後の膝関節内異所性骨化に対して手術を行った1例
 吉備高原医療リハビリテーションセンター 整形外科 伊勢 真人 56

18 不眠を伴う頸髄損傷の慢性疼痛に対し、 
クロルプロマジン塩酸塩が有効であった3症例

 吉備高原医療リハビリテーションセンター 岩井 泰俊 58

19 反張膝に対し人工靭帯を用いて関節制動術を施行した1例
 JCHO宇和島病院 整形外科 友澤 翔 60

20 回復期リハビリテーション病棟における BKP術後患者のリハビリテーション
 医療法人ハートフル アマノリハビリテーション病院 天野 純子 62
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研究会 3　10：00～11：00 第2会場（臨床講義棟 第4講義室）

座長：谷口 亮治（広島市立安佐市民病院）

21 食道癌患者における術後 P/F比の低下は術後人工呼吸器管理の長期化を 
予測する

 島根大学医学部附属病院 佐藤 慎也 64

22 胸部食道がん術前後の肺機能検査と胸郭拡張差の関係
 岡山大学病院 総合リハビリテーション部 岩井 賢司 66

23 造血幹細胞移植前処置前と退院時における6分間歩行距離に影響を与える 
身体的特徴と入院経過

 岡山大学病院 総合リハビリテーション部 リハビリテーション科 福添 伸吾 68

24 腰部脊柱管狭窄症患者の術後歩行速度に影響する術前因子の検討
 鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部 和田 崇 70

25 急性期脳卒中患者における下肢周径と機能転帰との関連性について
 高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部 小川 真輝 72

26 脳卒中患者のリハビリテーション効果と退院時 BMIの関連
 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立リハビリテーション病院 平山 秀和 74

研究会 4　10：00～10：50 第3会場（臨床講義棟 第5講義室）

座長：小崎 和治（広島市立リハビリテーション病院）

27 低血糖脳症により高次脳機能障害を呈した症例
 広島県立障害者リハビリテーションセンター 浅原 愛実 76

28 非経口摂取患者における経口の可否に関する要因と推測方法の検討
 社会医療法人 千秋会 井野口病院 リハビリテーション科 下河内 陽子 78

29 高次脳機能障害者の自動車運転評価と関わり
 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立リハビリテーション病院  
  リハビリテーション科 宮下 幸久 80

30 水痘帯状疱疹ウイルスに起因する非典型的な嚥下障害の病態を示した1例
 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立リハビリテーション病院  
  リハビリテーション科 本多 洋平 82

31 舌拳上運動時における頸部伸展肢位の有用性の検討
 高知大学医学部附属病院 リハビリテーション科 矢野川 大輝 84
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特別講演 1　11：00～12：00 第1会場（広仁会館 2階）

座長：木村 浩彰（広島大学病院）

 �The�latest�evidence�on�the�etiology�and�prevention�of�  � �
ACL�injuries

Evangelos Pappas 先生　 The University of Sydney, Faculty of Health Sciences, 
Associate Professo

ランチョンセミナー　12：00～13：00 第1会場（広仁会館 2階）

座長：三上 幸夫（広島大学病院）

［�チーム医療を通した心臓リハビリテーションと心不全包括管理�］
北川 知郎 先生　広島大学病院 循環器内科 助教

ミニランチョンセミナー　12：00～13：00 第2会場（臨床講義棟 第4講義室）

座長：髙木 幸子（広島市立リハビリテーション病院）

［�検査と観察に基づく食形態の決定�］
吉田 光由 先生　広島大学大学院医歯薬保健学研究院 先端歯科補綴学研究室 准教授

特別講演 2　14：00～15：00 第1会場（広仁会館 2階）

座長：難波 孝礼（岡山市立市民病院）

［�我が国の脊損治療は進歩しているか�］
住田 幹男 先生　愛仁会リハビリテーション病院 診察部長

地方会 3　15：00～16：00 第1会場（広仁会館 2階）

座長：永冨 彰仁（公立世羅中央病院）

32 高知県幡多地域大腿骨近位部骨折地域連携パスの分析（第3報）
 医療法人元湧会吉井病院 整形外科 吉井 一郎 86

33 筋電義手の使用状況
 吉備高原医療リハビリテーションセンター 德弘 昭博 88
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34 広島 JRATとして熊本地震被災地支援に参加して
 医療法人ハートフル アマノリハビリテーション病院 狹田 純 90

35 リオ2016パラリンピック　パラカヌーチーム帯同　 
医療サポート施設の紹介と障がい者スポーツへのかかわり

 広島大学病院 リハビリテーション科 牛尾 会 92

36 当院で行った若年スポーツ選手へのメディカルチェックの結果
 広島大学病院 リハビリテーション科 松本 彰紘 94

37 世羅町介護予防事業への当院リハビリ科の取り組み： 
介護予防体操導入の短期的効果

 公立世羅中央病院 リハビリテーション科 永冨 彰仁 96

研究会 5　15：00～16：00 第2会場（臨床講義棟 第4講義室）

座長：大宇根 浩一（広島市立広島市民病院）

38 ロコモティブシンドロームの重度化に関連する因子の検討： 
地域住民コホート調査GAINA study

 鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部 松本 浩実 98

39 広島共立病院心臓リハビリテーション10年間の振り返り
 広島共立病院 リハビリテーション科 松浦 史康 100

40 高齢心不全患者の心リハ開始時の起き上がり動作の可否と 
運動能力、認知機能、在宅復帰率との関連

 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院  
 リハビリテーション科 若林 昌司 102

41 当院かんわ支援チーム介入患者のうちリハビリテーションを実施した患者の
ADLに関する検討

 香川県立中央病院 リハビリテーション部 作業療法科 池知 良昭 104

42 「最期まで自分らしく」を支える緩和的リハビリテーション 
～歩行を強く望んだ末期 S状結腸癌患者を担当して～

 市立三次中央病院 リハビリテーション科 上野 千沙 106

43 左大腿悪性軟部腫瘍により大腿切断を施行し股義足装着して職場復帰した症例
 医療法人ハートフル アマノリハビリテーション病院 新元 敬大 108

開会挨拶　16：00～ 第1会場（広仁会館 2階）

 大会長　杉原 勝宣（広島市立リハビリテーション病院）


