
プログラム

開会挨拶　9：00～9：05 第1会場（大ホール）

 大会長　加藤 真介（徳島大学病院リハビリテーション部 部長・教授）

研究会1　9：05～9：45 第1会場（大ホール）

座長：後藤 強（徳島大学病院）

01 Plug In Gaitと Point cluster Techniqueの膝関節角度の精度比較
 徳島大学病院 リハビリテーション部 岡久 哲也	 24

02 超音波検査装置を用いた屈筋腱縦径変化および検査信頼性に関する予備的研究
 徳島県鳴門病院 リハビリテーション部 里浦 雅也	 26

03 立位姿勢を模倣することで荷重量を判断できるか？ 
―足圧測定器を用いた検討―

 因島医師会病院 リハビリテーション科 中本 佑也	 28

04 呼吸機能検査と簡易型呼気計測器による測定値の関連について
 因島医師会病院 リハビリテーション科 石部 貴之	 30

研究会2　9：45～10：15 第1会場（大ホール）

座長：近藤 心（徳島大学病院）

05 当グループにおける離床コーディネーターの役割 
―離床コーディネーター配置による離床効果の検証―

 医療法人平成博愛会 博愛記念病院 リハビリテーション科 村田 千草	 32

06 精神状態が動作に及ぼす影響～転倒恐怖感に着目して～
 医療法人健応会 福山リハビリテーション病院  
 リハビリテーション部 高下 千恵	 34

07 入院中の軽度認知障害患者に対する集団リハビリテーションと 
机上課題の与える効果について

 医療法人平成博愛会 徳島平成病院 リハビリテーション科 柳本 麻里	 36
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地方会1　10：15～10：45 第1会場（大ホール）

座長：江西哲也（徳島市民病院）

08 当院におけるリハビリテーション依頼の動向
 徳島大学病院 リハビリテーション部 森脇 好乃美	 38

09 徳島県における大規模災害時のリハビリテーション体制整備の問題点
 徳島大学病院 リハビリテーション部 森脇 笙	 40

10 広島市更生相談所における高額大腿義足の支給状況
 広島市立リハビリテーション病院 杉原 勝宣	 42

地方会2　10：45～11：25 第1会場（大ホール）

座長：稲次 美樹子（稲次病院）

11 多職種医療者の連携した治療により ADLが回復した全身熱傷の1例
 香川県立中央病院 リハビリテーション部 小野 恭裕	 44

12 脳出血と狭心症を併発した患者にCPXで負荷量を決定し、 
自主トレ指導を行った一例

 南東北グループ 医療法人財団 健貢会 総合東京病院  
 リハビリテーション科 田中 友佳	 46

13 学校生活に困難を生じた高次脳機能障害児の長期経過
 鳥取県立総合療育センター 田邊 文子	 48

14 初発脳梗塞後に運転を希望し、その後てんかんを発症した2症例
 岡山リハビリテーション病院 山田 裕子	 50
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地方会3　11：25～11：55 第1会場（大ホール）

座長：米津 浩（吉野川医療センター）

15 腸腰筋筋力の簡易定量化の確立～女性健常者における検討～
 徳島大学病院 リハビリテーション部 佐藤 紀	 52

16 全身振動トレーニングを用いた膝痛に対する新たな外来リハビリの確立と 
その効果

 医療法人社団 こくぶりた こくぶ脳外科・内科クリニック 鵜川 裕司	 54

17 リバース型人工肩関節置換術術後のリハビリテーション
 国立病院機構 高知病院 整形外科 福田 昇司	 56

研究会3　9：05～9：45 第2会場（小ホール）

座長：榎 勇人（徳島文理大学）

18 一過性のレペティション運動が血管内皮機能および呼吸循環応答に及ぼす影響
 徳島県鳴門病院 リハビリテーション部 田村 靖明	 58

19 一過性の筋電気刺激が血管内皮機能に及ぼす影響
 徳島県鳴門病院 リハビリテーション部 森 和之	 60

20 短時間ステップエクササイズトレーニングが高齢者の身体組成に及ぼす影響
 徳島県鳴門病院 リハビリテーション部 出口 憲市	 62

21 一過性の片側自転車こぎ運動が血管内皮機能に及ぼす影響
 徳島県鳴門病院 リハビリテーション部 橋本 祐司	 64
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研究会4　9：45～10：25 第2会場（小ホール）

座長：河野 博史（むくのきクリニック）

22 児童時期におけるバランス能力と身体活動量との関係性についての検討
 徳島県鳴門病院 リハビリテーション部 宮﨑 友望	 66

23 住民主体の健康教室及び身体活動量の変化が動脈機能・体組成におよぼす影響
 徳島県鳴門病院 リハビリテーション部 川村 圭司	 68

24 中高齢者における腰椎前弯角度の違いがコアトレーニング後の 
重心動揺に及ぼす影響

 徳島大学病院 リハビリテーション部 後藤 強	 70

25 介護施設入所高齢者の骨格筋肉量評価
 専門学校 健祥会学園 森下 照大	 72

研究会5　10：25～11：15 第2会場（小ホール）

座長：岩佐 英士（健祥会学園）

26 立位で経口摂取練習とセルフケア練習を行い意識レベルの改善を認めた一例
 医療法人健応会 福山リハビリテーション病院  
 リハビリテーション部 井上 拓真	 74

27 OHAT日本語版を用いた口腔環境改善の取り組み
 徳島平成病院 リハビリテーション部 濵 弥生	 76

28 当院成人脳卒中患者におけるせん妄の発症因子についての考察
 社会医療法人凌雲会 稲次病院 リハビリテーション部 土井 大介	 78

29 家庭復帰の要因分析　成人支援施設の利用者の状況をとおして
 かがわ総合リハビリテーション成人支援施設 上川 毅	 80

30 介護予防における「通いの場」立ち上げ支援の効果 
～運動効果の経時的変化に着目して～

 浜脇整形外科病院 リハビリテーション科 米澤 香	 82
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研究会6　11：15～11：55 第2会場（小ホール）

座長：東田 武志（小松島病院）

31 痙性抑制スプリントにより長期的な痙縮が改善した一例
 徳島大学病院 リハビリテーション部 三吉 真代	 84

32 交通事故で頚髄損傷を受傷した医師の復職に向けて
 山口大学医学部附属病院 リハビリテーション部 木村 真弓	 86

33 化学放射線治療中の頭頸部癌患者に対するリハビリテーション栄養介入は 
二次性サルコペニア発生予防可能か？

 徳島大学病院 リハビリテーション部 古本 太希	 90

34 食道癌における術後肺炎を予測する術前身体測定項目についての検討
 徳島大学病院 リハビリテーション部 近藤 心	 92

ランチョンセミナー　12：00～13：00 第2会場（小ホール）

座長：田岡 祐二（橋本病院）

［ 脳卒中後痙縮に対するボツリヌス治療 ］
塚本 愛 先生　 独立行政法人国立病院機構 徳島病院 神経内科

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

理事会・幹事会　12：00～13：00 理事会会場（徳島大学病院外来診療棟 5階 日亜ホールWhite小）

教育研修講演1　13：30～14：30 第1会場（大ホール）

座長：加藤 真介（徳島大学病院）

［ 日本理学療法士協会の生涯学習システム ］
半田 一登 先生　（公社）日本理学療法士協会 会長
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教育研修講演2　14：30～15：30 第1会場（大ホール）

座長：三上 浩（吉野川医療センター）

［ アスリートの腰痛 ～非特異的腰痛をリハで攻略～ ］
西良 浩一 先生　徳島大学運動機能外科学 教授

研究会7　15：30～16：20 第1会場（大ホール）

座長：岡久 哲也（徳島大学病院）

35 開大式高位脛骨骨切術における同時両側施行例と二期的施行例の比較検討
 独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター  
  リハビリテーション科 篠崎 知里	 94

36 膝前十字靭帯再建術術前リハビリテーションにて胸腰椎伸展可動域が改善し 
スクワット動作が良好となった症例

 徳島大学病院 リハビリテーション部 友成 健	 96

37 回復期病棟における入院時の下肢筋力が退院時の身体機能に与える影響 
～大腿骨近位部骨折術後症例での検討～

 医療法人徳寿会 鴨島病院 リハビリテーション部 上岡 優弥	 98

38 人工骨頭置換術症例の排泄動作自立の検討 
―筋力と術側荷重量の評価から―

 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 長篠 孝宏	 100

39 高齢大腿骨転子部骨折における骨折型の違いが術後早期歩行能力と 
機能回復に及ぼす影響

 吉野川医療センター リハビリテーション科 後藤田 晶	 102

閉会挨拶　16：20～ 第1会場（大ホール）

 大会長　加藤 真介（徳島大学病院リハビリテーション部 部長・教授）
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