
プログラム

開会挨拶　8：50～9：00 第1会場（かがわ国際会議場）

 大会長　本田 透（香川県立中央病院 リハビリテーション科）

研究会 1　9：00～9：36 第1会場（かがわ国際会議場）

座長：管原 崇（香川県立中央病院 リハビリテーション部）

01 重症児の症候性脊柱側弯症に対するDSB（Dynamic Spinal Breace）の試み
 かがわ総合リハビリテーションセンター リハビリテーション部 十川 秀樹	 26

02 重症心身障害児の呼吸障害に対する腹臥位姿勢の検討
 かがわ総合リハビリテーションセンター リハビリテーション部 近藤 晴美	 28

03 混合型Guillain-Barré症候群に対する LIC trainingが呼吸機能に及ぼす影響
 島根大学医学部附属病院 リハビリテーション部 松村 知華	 30

04 立ち上がりテストとWBIを用いた歩行能力低下者における 
移動形態判定の提案

 社会医療法人財団大樹会 総合病院回生病院   
  リハビリテーション部 理学療法課 染山 雄姿	 32

地方会 1　9：00～9：54 第2会場（サンポートホール高松 61会議室）

座長：宮地 健（かがわ総合リハビリテーション病院）

05 亜急性連合性脊髄変性症による両下肢不全麻痺症例のリハビリテーション経験
 香川労災病院 リハビリテーション科 太田 裕介	 34

06 労災による上肢切断者の義手の使用状況　 
―上肢切断者の抱える問題―

 吉備高原医療リハビリテーションセンター 濱田 全紀	 36

07 ロボットスーツHAL医療用下肢タイプを用いた 
医療保険適用「歩行運動処置」の治療効果

 独立行政法人国立病院機構徳島病院 ロボットリハセンター 高田 信二郎	 38

08 当院での脳疾患患者における運転支援シミュレーターによる訓練の導入
 香川県立中央病院 リハビリテーション科 小野 恭裕	 40
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09 2016年広島県障がい者スポーツ強化指定選手のメディカルチェック
 広島大学病院 リハビリテーション科 牛尾 会	 42

10 中心性頸髄損傷加療中に誤嚥性肺炎および敗血症を併発したが 
早期に普通食摂取と歩行が自立した末期癌の一例

 香川県立中央病院 リハビリテーション科 西村 彰代	 44

研究会 2　9：45～10：12 第1会場（かがわ国際会議場）

座長：三好 美智代（香川県立中央病院 リハビリテーション部）

11 僧帽筋上部繊維摘出後に実用的なROMが獲得された一例
 高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部  堀野 友貴	 46

12 ハイリスク肺癌手術症例に対し理学療法を実施した1症例
 岡山大学病院 総合リハビリテーション部 山脇 諒子	 48

13 サルコぺニアに該当するがん患者への運動療法効果 
―非サルコペニアがん患者との比較―

 徳島大学病院 リハビリテーション部 近藤 心	 50

研究会 3　10：05～10：59 第2会場（サンポートホール高松 61会議室）

座長：小野 恭裕（香川県立中央病院 リハビリテーション科）

14 急性期頭部外傷患者に対するドライブシミュレーターを用いた作業療法経験
 香川県立中央病院 リハビリテーション部 山田 浩之	 52

15 広島県のパラアスリートへのフィジカルチェックとアンケート調査 
―広島大学スポーツ医科学センターの取り組み―

 広島大学病院 スポーツ医科学センター 山本 光希	 54

16 当院における骨粗鬆症リエゾンサービス　―理学療法部門の現状―
 香川県立中央病院 リハビリテーション部 岡野 宏信	 56

17 リハビリテーション科からみたペインセンターの役割 
～国内の現状と私たちの取り組み～

 山口大学医学部附属病院 リハビリテーション部 田原 周	 58
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18 当院の卒業型通所リハビリテーションの取り組み
 社会医療法人財団大樹会 総合病院回生病院   
 リハビリテーション部 理学療法課 脇 万里子	 60

19 在宅リハミーティングを実施したことでの業務改善の一考察
 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	 62

シンポジウム　10：20～11：30 第1会場（かがわ国際会議場）

司会：田仲 勝一（香川大学医学部附属病院 リハビリテーション部）

［ がんのリハビリテーションの標準化に向けた取り組み ］
1　　 『四国がんのリハビリテーション勉強会』の仲間たち 

私たちが展開するがん患者のリハビリテーション
 香川県立中央病院 リハビリテーション科 本田 透 20

2　　がんリハ研修会後のフォローアップ研修
 岩国医療センター リハビリテーション科 小倉 今日子 21

3　　愛媛県における乳がん周術期リハビリテーション標準化の取り組み
 愛媛県立中央病院 リハビリテーション部 木口 大輔 22

4　　がんリハの標準化に向けた取り組み
 四国がんセンター 骨軟部腫瘍科・整形外科 中田 英二 23

特別講演 1　13：10～14：10 第1会場（かがわ国際会議場）

座長：加地 良雄（香川大学医学部附属病院 リハビリテーション科）

［ 見て感じて、体幹筋！　―筋 CTイメージング― ］
森田 照正 先生　順天堂大学医学部附属順天堂医院 心臓血管外科
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特別講演 2　14：15～15：15 第1会場（かがわ国際会議場）

座長：植木 昭彦（高松協同病院）

  高齢者の診療で知っておきたい感染症対策　　　　     
―肺炎への抗生剤選択と呼吸リハビリ・摂食機能療法―

藤谷 順子 先生　国立研究開発法人 国立国際医療研究センター リハビリテーション科

地方会 2　15：20～16：14 第1会場（かがわ国際会議場）

座長：西村 彰代（香川県立中央病院 リハビリテーション科）

20 関節リウマチ（RA）における人工肘関節置換術（TEA）後の尺骨神経障害
 岡山大学病院 総合リハビリテーション部 堅山 佳美	 64

21 学校運動器検診の項目「しゃがみ込み動作」の客観的数値化の試み 
―尾床間距離の有用性の検討―

 徳島文理大学 保健福祉学部理学療法学科 榎 勇人	 66

22 表計算ソフトを利用した、リハビリテーション科紹介の入院患者の、 
回診リスト作成の試み

 香川労災病院 リハビリテーション科 太田 裕介	 68

23 回復期リハビリテーション病棟の転帰に影響を与える因子の検討
 しげい病院 リハビリテーション科 石川 明美	 70

24 回復期リハビリ病棟入棟時日常生活機能評価重症者の検討
 住友別子病院 整形外科 増田 賢二	 72

25 長期リハビリテーションが必要な患者の地域連携
 香川医療生活協同組合 高松協同病院 リハビリテーション科 植木 昭彦	 74

研究会 4　15：25～16：10 第2会場（サンポートホール高松 61会議室）

座長：青戸 啓二（広瀬病院 リハビリテーション部）

26 当院 ACLR患者における J-KOOSを用いた自覚評価の経時的な変化について
 浜脇整形外科病院 リハビリテーション科 片岡 誠	 76
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27 前十字靭帯再建術後6か月時の筋力発揮特性 
―膝伸展・屈曲最大トルク値到達時間の比較検討―

 香川大学医学部附属病院 リハビリテーション部 井窪 文耶	 78

28 Centaur型 BHP術後症例の機能予後について
 JA徳島厚生連 吉野川医療センター リハビリテーション科 小西 貴士	 80

29 大腿骨近位部骨折術前後のアルブミン値と歩行能力に関する検討
 山陰労災病院 中央リハビリテーション部 山根 賢大	 82

30 坐骨骨折後、股関節外旋筋・外転筋筋力強化により 
大腿部痛の軽減を認めた症例

 社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院  
 リハビリテーション部 理学療法科 安藤 駿	 84

閉会挨拶　16：20～ 第1会場（かがわ国際会議場）

 大会長　本田 透（香川県立中央病院 リハビリテーション科）
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