
プログラム

開会挨拶　8：55～9：00 第1会場（2階 多目的ホール）

 会長　小笠 博義（山口大学医学部附属病院 整形外科 リハビリテーション部）

地方会1　9：00～9：45 第1会場（2階 多目的ホール）

座長：村田 和弘（山口県立総合医療センター）

01 全脊椎アライメントはカーシートに座るとどう変わるか？
 山口大学大学院医学系研究科 整形外科学 西田 周泰	 20

02 椎体骨折後方固定後にインプラントが脱転した1例 
～リハビリ介入の在り方を考察～

 独立行政法人 地域医療機能推進機構 徳山中央病院 整形外科 川上 武紘	 22

03 がん患者のリハビリテーション依頼時における告知および 
転移の有無把握のためのシステム改善

 徳島大学病院 リハビリテーション科 佐藤 紀	 24

04 回復期リハビリテーション病棟に入院した患者を対象とした 
入院時 FIMと退院時 FIM予測の研究

 川崎医科大学 リハビリテーション医学教室 佐藤 智史	 26

05 当院の地域リハビリテーションの歴史と地域包括ケアシステム構築の 
評価について

 公立みつぎ総合病院 坪河 太	 28

地方会2　9：50～10：35 第1会場（2階 多目的ホール）

座長：富永 俊克（山口労災病院）

06 急性弛緩性脊髄炎上肢麻痺の機能再建術
 小郡第一総合病院 リハビリテーション・整形外科 土井 一輝	 30

07 急性弛緩性脊髄炎による大腿神経麻痺への対側閉鎖神経・大腿神経移行術
 小郡第一総合病院 リハビリテーション・整形外科 土井 一輝	 32

08 皮質下出血で発症し、後日上矢状静脈洞閉塞と脳脊髄液減少症が 
明らかとなった脊髄小脳変性症の1例

 徳島大学病院 リハビリテーション部 梅村 公子	 34
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09 短趾伸筋を用いた中枢運動電時間、馬尾伝導時間、運動神経伝導速度、 
複合筋活動電位の正常値

 山口大学大学院医学系研究科 整形外科学 今城 靖明	 36

10 外傷性腕神経叢損傷による長胸神経麻痺の新規診断法
 JA山口県厚生連 小郡第一総合病院 整形外科 油形 公則	 38

地方会3　15：00～15：36 第1会場（2階 多目的ホール）

座長：黒川 陽子（鼓ヶ浦こども医療福祉センター）

11 リハビリに難渋した右大腿骨骨幹部骨折の1例
 福山リハビリテーション病院 平川 真治	 40

12 人工膝関節全置換術の術後疼痛対策の重要性 
～深部静脈血栓症とリハビリテーションへの影響～

 愛媛労災病院 リハビリテーション科 萩 健太朗	 42

13 人工膝関節全置換術後の術後急性期痛は患者満足度に影響を与えるか？
 山口大学大学院医学系研究科 整形外科学 関 万成	 44

14 膝前十字靭帯再建術における術後大腿骨骨孔位置の検討
 山口大学大学院医学系研究科 整形外科学 関 寿大	 46

地方会4　15：36～16：21 第1会場（2階 多目的ホール）

座長：西田 周泰（山口大学）

15 Zone1, 2屈筋腱損傷術後に腱滑走距離を得るための筋伸張訓練と自動屈曲運動
 小郡第一総合病院 整形外科 坂本 相哲	 48

16 凍結肩に対する神経根ブロック下徒手授動術における炎症期と 
拘縮期の治療成績の比較

 中国労災病院 整形外科 中邑 祥博	 50

17 先天性上肢欠損児への筋電義手処方の小経験
 鼓ヶ浦こども医療福祉センター 整形外科 黒川 陽子	 52

18 片脚スクワット下垂距離の評価方法
 山口県立総合医療センター 守屋 淳詞	 54
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19 NECO95-Jプロトコールに準じて術前術後化学療法を行った 
悪性骨軟部腫瘍例の大腰筋断面積の推移

 山口大学大学院医学系研究科 整形外科学 岩永 隆太	 56

研究会1　9：00～9：54 第2会場（2階 第1研修室）

座長：金井 和明（山口大学医学部附属病院）

20 Functional Oral Intake Scaleにより分類した入院期心不全患者の特徴
 山口県立総合医療センター リハビリテーション科 三浦 正和	 58

21 当院周術期心臓リハビリテーションにおける認知機能の検討
 山口大学医学部附属病院 リハビリテーション部 加藤 智大	 60

22 乳がん術後の骨転移により対麻痺が出現した症例 
～在宅復帰を目指して～

 医療法人社団水生会 柴田病院 リハビリテーション部 新田  稚加	 62

23 化学療法中のがん患者に対する Virtual Realityを併用した作業療法の試み
 国立大学法人 高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部 近藤 翔太	 64

24 山口県における心臓リハビリテーションの実態および 
理学療法士の意識調査（第2報）

 山口大学医学部附属病院 リハビリテーション部 前原 達哉	 66

25 当院におけるリンパ浮腫外来の現状について
 松江市立病院 リハビリテーション部 井上 祐介	 68

研究会2　9：00～9：54 第3会場（1階 第2研修室）

座長：木下 大介（長門総合病院）

26 胸郭出口症候群において術後麻痺を呈した1症例
 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	 70

27 KAFOを用いた立位・歩行運動を行うことで姿勢定位障害が改善できた 
左広範囲脳梗塞の一症例

 川崎医科大学総合医療センター リハビリテーションセンター 下司 美咲	 74
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28 右肩腱板断裂術後、当院地域包括ケア病棟へ転院し在宅復帰した一症例
 公益社団法人 益田市医師会立 益田地域医療センター医師会病院 野村 道徳	 76

29 反復性膝蓋骨脱臼術後の理学療法で可動域改善に難渋した一症例
 セントヒル病院 リハビリテーション部 山村 俊博	 78

30 左利き左半球損傷により顕著な右半側空間無視を呈した一例 
～馴染みのある作業課題を用いた介入～

 川崎医科大学総合医療センター リハビリテーションセンター 松下 創	 80

31 呼吸筋麻痺を呈したギランバレー症候群患者の意思表出手段を 
拡大出来た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 橋本 美生	 82

研究会3　9：55～10：40 第2会場（2階 第1研修室）

座長：前原 達哉（山口大学医学部附属病院）

32 超音波画像診断装置を用いた呼気方法の違いによる腹横筋の筋厚の変化
 医療法人和同会 宇部リハビリテーション病院 大薗 貴明	 84

33 超音波を用いた踵腓靭帯走行分類についての検討
 ソニックジャパンホールディングス株式会社 松崎 正史	 86

34 外来リハビリテーションにおける超音波画像評価の臨床活用への取り組み
 リハビリテーションエコー研究会 村瀬 善彰	 88

35 大腿四頭筋セッティング動作におけるエコーフィードバックの効果検証
 山口大学医学部付属病院 リハビリテーション部 田原 周	 90

36 少年野球選手におけるストレッチ指導による筋・関節柔軟性調査
 山口県厚生農業協同組合連合会 小郡第一総合病院 藤井 俊充	 92

研究会4　9：55～10：40 第3会場（1階 第2研修室）

座長：山出 宏一（山口リハビリテーション病院）

37 CTナビゲーションシステムを使用した THA術後患者のQOLについての調査
 医療法人社団 おると会 浜脇整形外科リハビリセンター  
  リハビリテーション科 近藤 真広	 94
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38 人工股関節全置換術例における自覚的脚長差が歩行立脚期の 
股関節内外転角度に与える影響

 JA山口厚生連 周東総合病院 リハビリテーション科 川端 悠士	 96

39 THA術後患者の血液生化学データと在院日数、歩行能力との関連
 医療法人社団おると会 浜脇整形外科リハビリセンター  
  リハビテーション科 戒能 奈央	 98

40 今後の大腿骨近位部骨折例におけるリハビリテーションの 
視点についての検討

 山口労災病院 中央リハビリテーション部 八木 宏明	 100

41 小児足部疾患にたいするインソール作成時の工夫
 有限会社 濱本義肢製作所 西嶋 直樹	 102

教育研修講演1　10：50～11：50 第1会場（2階 多目的ホール）

座長：関 万成（山口大学）

［ 末梢神経損傷：運動麻痺評価法のピットフォール ］
土井 一輝 先生　山口県厚生農業協同組合連合会 小郡第一総合病院 統括院長

ランチョンセミナー　12：00～13：00 第1会場（2階 多目的ホール）

座長：坂井 孝司（山口大学）

［ 特異的腰痛と非特異的腰痛 ～リハビリテーションで攻略すべき病態～ ］
西良 浩一 先生　徳島大学大学院医歯薬学研究部 医科学部門外科系 運動機能外科学 教授

協賛：泉工医科工業株式会社

役 員 会　12：00～13：00 第3会場（1階 第2研修室）

総会・表彰式　13：10～13：40 第1会場（2階 多目的ホール）
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教育研修講演2　13：50～14：50 第1会場（2階 多目的ホール）

座長：小笠 博義（山口大学）

［ 人工股関節全置換術におけるリハビリテーション ］
坂井 孝司 先生　山口大学大学院医学系研究科 整形外科学 教授

研究会5　15：00～15：54 第2会場（2階 第1研修室）

座長：萬屋 京典（萩慈生病院）

42 完全頸髄損傷者に対して急性期から趣味活動に介入した作業療法
 川崎医科大学附属病院 リハビリテーションセンター 木下 誠志	 104

43 世帯状況と退院後1ヶ月後及び6ヶ月後の生活の広がりについて 
～圧迫骨折を受傷した高齢患者を中心として～

 公益社団法人益田地域医療センター医師会病院 大畑 浩	 106

44 脊髄損傷の発生疫学の平成トレンドと痛み関連因子の検討 
―全国脊髄損傷データベースからの分析―

 山口労災病院 整形外科、リハビリテーション科 富永 俊克	 108

45 ロボットスーツHAL単関節タイプの末梢性下肢麻痺筋力 
トレーニングへの応用

 JA山口厚生連 小郡第一総合病院 リハビリテーション科 丸山 昭男	 112

46 HALを使用した筋再教育の経験
 小郡第一総合病院 リハビリテーション科 保井 規忠	 114

47 失行に対して視覚を用いた作業療法 
～歯磨きにアプローチをして～

 山口大学医学部附属病院 リハビリテーション部 西本 健	 116

研究会6　15：55～16：50 第2会場（2階 第1研修室）

座長：川端 悠士（周東総合病院）

48 「場」を利用した、個別リハビリ取り組み向上策の検証
 倉敷医療生活協同組合 老健保健施設 老健あかね 船間 聡	 118
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49 腕神経叢麻痺（全型）に対する運動機能の改善を目的とした 
ミラーセラピーの応用

 山口大学医学部附属病院 リハビリテーション部 熊野 未来	 122

50 高齢糖尿病患者における咬合力と運動機能の関係
 JA山口厚生連 周東総合病院 リハビリテーション科 溝口 桂	 124

51 入院患者における睡眠薬服用と転倒転落事例の調査・分析
 光市立光総合病院 リハビリテーション科 細野 健太	 126

52 地域包括ケアシステムの中での美東病院リハビリテーションの役割
 美祢市立美東病院 リハビリテーション室 井上 智太	 128

53 岡山 JRAT活動本部ロジスティックス支援の報告
 医療法人 神徳会 三田尻病院 リハビリテーション科 丸谷 美也子	 130

研究会7　16：21～17：06 第1会場（2階 多目的ホール）

座長：池田 諭（山口大学医学部附属病院）

54 屈筋腱腱鞘炎に対する A1腱鞘ストレッチ療法の試み
 長門総合病院 リハビリテーション科 上田 剛史	 132

55 長母指伸筋腱断裂術後の後療法
 光市立光総合病院 リハビリテーション科 細井 謙作	 134

56 クルニカルパスを用いた高齢者橈骨遠位端骨折に対する 
超早期運動療法の試み

 長門総合病院 リハビリテーション科 城市 康平	 136

57 ヘバーデン結節に対する新しいスプリント療法の実践
 長門総合病院 リハビリテーション科 井上 清隆	 138

58 リバース型人工肩関節置換術の短期治療成績
 山口県立総合医療センター リハビリテーション科 木原 涼子	 140

閉会挨拶　17：10～ 第1会場（2階 多目的ホール）

 会長　小笠 博義（山口大学医学部附属病院 整形外科 リハビリテーション部）
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