
プログラム

開会挨拶　9：00～9：05 第1会場（国際会議場）

 会長　徳田 佳生（松江市立病院 リハビリテーション科）

地方会1　9：05～10：00 第1会場（国際会議場）

座長：尾崎 まり（鳥取大学医学部附属病院）

01 大腿骨全置換術を施行した症例に対するリハビリテーション
 愛媛大学大学院医学系研究科 整形外科学 木谷 彰岐	 16

02 当院における下肢人工関節置換術後の自宅退院率の検討
 国立病院機構 高知病院 整形外科 西殿 圭祐	 18

03 posterior-stabilized 型人工膝関節置換術後の脛骨コンポーネント冠状面 
設置角度は患者満足度と患者立脚型評価に影響を与えるか？

 山口大学大学院医学系研究科 整形外科学 関 万成	 20

04 対麻痺患者に対するリバース型人工肩関節全置換術後のリハビリテーション
 吉備高原医療リハビリテーションセンター 整形外科 茂山 幸雄	 22

05 5指駆動筋電電動義手の支給を断念した1症例
 吉備高原医療リハビリテーションセンター 整形外科 濱田 全紀	 24

06 上肢切断者に対するリハビリテーションの課題 
―労災切断者に対する調査からの考察―

 吉備高原医療リハビリテーションセンター 整形外科 濱田 全紀	 26

地方会2　10：00～10：55 第1会場（国際会議場）

座長：井後 雅之（錦海リハビリテーション病院）

07 若年発症の脳卒中後遺症患者の社会復帰支援に関する一考察
 香川医療生活協同組合 高松協同病院 北原 孝夫	 28

08 外来訓練（医療）と機能訓練（障害福祉）の併用で復職に至った 
高次脳機能障害の2例

 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 杉原 勝宣	 30
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09 ビッカースタッフ脳幹脳炎の回復期リハビリテーション経過中、 
下垂体性尿崩症を診断した一症例

 益田地域医療センター医師会病院 リハビリテーション科 新垣 美佐	 32

10 好酸球性多発血管炎性肉芽腫による両下肢麻痺から歩行可能となった一例
 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 片平 健人	 34

11 島根大学病院の呼吸リハビリテーションの現状調査
 島根大学医学部附属病院 リハビリテーション部 酒井 康生	 36

12 パーキンソン病症状で発症した硬膜動静脈瘻に対する 
リハビリテーション治療経験

 大田市立病院 脳神経外科 福田 理子	 38

教育研修講演1　11：00～12：00 第1会場（国際会議場）

座長：徳田 佳生（松江市立病院）

［ ケアを科学する：支持療法、緩和ケア、心のケア ］
内富 庸介 先生　国立がん研究センター中央病院 支持療法開発センター・部門長

理事会・幹事会　12：10～13：10 理事会会場（401会議室）

総会・表彰式　13：20～13：45 第1会場（国際会議場）

教育研修講演2　13：50～14：50 第1会場（国際会議場）

座長：伊達 伸也（東部島根医療福祉センター）

［ 肩の痛みとリハビリテーション ］
望月 由 先生　県立広島病院 副院長・整形外科 主任部長 兼 形成外科 主任部長
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地方会3　14：55～15：40 第1会場（国際会議場）

座長：酒井 康生（島根大学医学部附属病院）

13 ポリオ検診受診者における経年的変化
 川崎医科大学 リハビリテーション医学教室 金丸 詩門	 39

14 Vocal cord dysfunctionに対して口すぼめ吸気法を指導した1例
 香川労災病院 リハビリテーション科 太田 裕介	 40

15 リハビリテーション科からみた難聴児の療育の現状と課題
 出雲市民リハビリテーション病院、島根大学 リハ医学講座 木佐 俊郎	 42

16 回復期リハにおける脳血管系疾患臨床障害型分類の有用性の再検討
 錦海リハビリテーション病院 リハビリテーション科 井後 雅之	 44

17 左大腿骨転子部骨折で荷重困難な陳旧性右頭頂葉梗塞、 
陳旧性右被殻出血の一症例

 浜田医療センター リハビリテーション科 樋口 泰雄	 46

研究会1　9：05～10：00 第2会場（601大会議室）

座長：上田 正樹（松江市立病院）

18 ランダム化比較試験による運動習慣のない高齢者に対する 
オーダーメード型運動処方の効果検討：6か月間の追跡調査

 鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部 和田 崇	 50

19 入院時フレイルおよびサルコペニア有病率と歩行・トイレに対する 
目標設定について

 米子東病院 リハビリテーション科 廣山 貴之	 52

20 独居患者が再び独居復帰する上で達成すべき ADL能力の検討 
～ FIMの観点より～

 社会医療法人昌林会 安来第一病院 回復期リハビリテーション病棟 植田 泰斗	 54

21 新しい全身振動刺激装置を用いたロコトレの効果
 アマノリハビリテーション病院 リハビリテーション科 野廣 美希	 56

22 早期離床・リハビリテーション加算導入は集中治療室入室患者の 
活動度を向上させる

 広島大学病院 診療支援部 リハビリテーション部門 筆保 健一	 58
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23 本院 ICUでの Electrical Impedance Tomographyの使用経験から考える 
リハビリテーション場面への応用の可能性

 島根大学医学部附属病院 リハビリテーション科 佐藤 慎也	 60

研究会2　10：00～10：55 第2会場（601大会議室）

座長：蓼沼 拓（島根大学医学部附属病院）

24 開心術後患者における患者指導の理解度調査
 島根大学医学部附属病院 リハビリテーション部 山﨑 竜司	 62

25 脳性麻痺児の自転車運転の自立獲得に向けた関わり 
～多様な視点からの治療アプローチ～

 東部島根医療福祉センター リハビリテーション科 足立 貴哉	 64

26 術前補助化学療法中における骨格筋量の変化と理学療法実施率
 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 塩見 駿	 66

27 がん患者におけるフィットネスの効果
 松江市立病院 リハビリテーション部 井原 伸弥	 68

28 頭頸部がん化学放射線療法中の嚥下リハビリ介入は嚥下障害を予防できるか 
―嚥下動画解析を踏まえた検討―

 広島大学病院 診療支援部 リハビリテーション部門 吉川 浩平	 70

29 当院における食道がん周術期リハビリテーションチームの取り組み
 山口大学医学部附属病院 リハビリテーション部 小西 尚則	 72

研究会3　15：05～16：10 第2会場（601大会議室）

座長：礒邉 康行（山陰労災病院）

30 TKA術後3週の歩行速度に影響を与える因子の検討
 山口大学医学部附属病院 リハビリテーション部 渡辺 恵美	 75

31 人工膝関節置換術後患者の運動機能、QOLと筋肉量との関連
 鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部 橘田 勇紀	 78
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32 外反母趾患者における自己記入式足部足関節評価質問票（SAFE-Q）を用いた 
足部足関節QOLについての検討

 浜脇整形外科リハビリセンター リハビリテーション科 藤井 尚輝	 80

33 ベルト電極式骨格筋電気刺激法が奏功した左大腿骨ステム周囲骨折の1例
 メリィホスピタル リハビリテーション科 兒玉 沙弥香	 82

34 股関節を用いた立位バランス訓練は前庭感覚への依存に影響を与えるか
 倉敷リハビリテーション病院 紙上 真徳	 84

35 腰部多裂筋に着目した分節的骨盤運動の筋電図学的解析
 吉備国際大学大学院 保健科学研究科 佐近 薰	 85

36 脊椎分節的運動がグローバル筋に与える影響 
―超音波エラストグラフィを用いた評価―

 山口大学医学部附属病院 リハビリテーション部 光田 真緒	 88

研究会4　15：40～16：20 第1会場（国際会議場）

座長：山本 佳昭（出雲市民リハビリテーション病院）

37 両手利き右半球損傷により失語症を発症し、 
失文法を主体とした発話障害を呈した一例

 川崎医科大学附属病院 リハビリテーションセンター 淺原 巴菜	 90

38 当院における脳卒中『6ヶ月後維持期状況連絡票』の運用経過報告 
～ Barthel Index得点変化に着目して～

 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 神坂 綾	 92

39 教示理解不能者への「反復唾液嚥下テスト変法」の考案
 松江生協病院 リハビリテーション科 福間 丈史	 94

40 常食レベルのお楽しみ嚥下が可能となったもやもや病による脳出血と 
水頭症が合併した1症例

 川崎医科大学附属病院 リハビリテーションセンター 山口 晴加	 96

閉会挨拶　16：20～ 第1会場（国際会議場）

 会長　徳田 佳生（松江市立病院 リハビリテーション科）
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