
プログラム
WEB会議 （Zoom）

開催日：12月12日日

理事会・幹事会　13：15～13：00 

総会　　　　　　14：00～00：00 

完全WEB開催 （オンデマンド配信）

開催期間：12月12日日 9：00～　12月26日日 17：00まで

教育研修講演1　10：50～11：50 

［ 認知症のリハビリテーションと在宅支援 ］
池田 学 先生　大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室 教授

教育研修講演2　10：50～11：50 

［ 転倒予防とリハビリテーション医療 ］
武藤 芳照 先生　 東京健康リハビリテーション総合研究所 所長 

日本転倒予防学会 理事長
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研究会1　00：00～0：00 

01 腰部脊柱管狭窄症患者における術後の歩行速度の変化は 
痛みの破局的思考の改善に影響する

 鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部 和田 崇 13

02 TKA施行患者における健康関連QOLからみた目標値の検討
 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 井出本 憲克 15

03 人工膝関節全置換術後1年での疼痛残存している要因について
 山口大学医学部附属病院 岡田 弥生 17

04 新型コロナウイルス感染症の流行が人工股関節全置換術後6ヶ月時における 
運動耐容能の改善率に与える影響

 徳島大学病院 リハビリテーション部  友成 健 19

05 コロナ下における高齢RA患者の外出並びに通院時の移動手段について
 田窪リウマチ・整形外科 リハビリテーション室 阿部 敏彦 21

06 コロナ禍での当院でのリハビリの取り組みについて
 JCHO宇和島病院 リハビリテーション科診療部 伊藤 恵里 23

研究会2　00：00～0：00 

07 右利き交叉性失語を呈した症例に対し、先行研究との比較について
 医療法人 同仁会 おおぞら病院 リハビリテーション部 塚田 達也 25

08 左手指の運動麻痺を呈した症例に対し、 
促通反復療法を行う事によって早期に実用手になった症例

 医療法人 同仁会 おおぞら病院 リハビリテーション部 遠見 早紀 27

09 脳卒中片麻痺患者に対するMR-KAFOを用いた歩行練習の効果
 川崎医科大学附属病院 リハビリテーションセンター 池田 りか 28
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10 上行血管術後の脊髄梗塞により対麻痺を呈した一症例
 高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部 前田 貴之 30

11 当センターにおける脊髄神経再生医療後の理学療法の取り組みについて
 吉備高原医療リハビリテーションセンター 藤井 利裕 32

12 脊髄損傷者における長下肢装具歩行と外側系歩行自立支援ロボットの比較
 吉備高原医療リハビリテーションセンター 山田 義範 34

13 当センターの治療結果から見た脊髄損傷者の職業復帰にむけた 
リハビリ医療における課題と対策

 吉備高原医療リハビリテーションセンター 遠藤 遥香 36

研究会3　00：00～0：00 

14 COVID-19回復後に認知・嚥下障害を呈した1例
 高知医療センター 医療技術局 リハ技術部 中山 靖規 38

15 上咽頭癌放射線治療後の晩期障害による嚥下障害の1例
 愛媛大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 飴矢 美里 39

16 関節鏡下腱板断裂手術におけるスーチャーブリッジ法と 
大腿筋膜パッチ法による治療成績の推移

 国立病院機構 高知病院 リハビリテーション科 吉村 大輔 40

17 ビタミンD非充足状態の入院患者に実施した 
ビタミンD補充食事療法が身体機能と生活機能におよぼす効果

 医療法人平成博愛会 博愛記念病院 髙橋 麻衣子 42

18 土日リハビリテーション診療の増員による収益性改善効果の調査
 県立広島病院 リハビリテーション科 中西 徹 44

19 高次脳機能障害患者の支援における看護師の役割と視点
 医療法人財団 尚温会 伊予病院 看護部 請田 直美 45

20 若年者における突発的な下肢運動障害を呈した症例 
～機器を活用したリハビリによるスポーツ復帰まで～

 西条市民病院 リハビリテーション部 百田 雅治 47
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研究会4　00：00～0：00 

21 鳥取県米子市におけるフレイル対策の取り組み
 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 49

22 看護師、療法士を中心とする医療従事者を対象とした 
肩こりの関連因子の検討

 社会医療法人同愛会 博愛病院 リハビリテーション部 中河 真吾 51

23 災害リハビリテーション支援体制の構築に向けた 
愛媛 JRATの取り組みについて

 松山赤十字病院 リハビリテーション科 伊東 孝洋 53

24 短期集中予防型通所サービス vs従来型通所サービス 
～防府市における短期集中サービスの長期的有効性～

 地方独立行政法人山口県立病院機構 山口県立総合医療センター 原 直利 55

25 小児がん患者と家族の心理的側面を考慮し 
集学的アプローチを行うことで自宅退院・復学が可能となった一症例

 高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部 橋田 璃央 57

26 神経筋疾患患者における在宅生活の不安について 
―計量テキスト分析による社会調査―

 島根大学医学部附属病院 リハビリテーション部 森脇 繁登 59

27 認知症患者の介護を担う家族介護者の心理的な介護負担と 
フレイルとの関係

 高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部 山本 貴裕 61

地方会1　00：00～0：00 

28 リバース型人工肩関節置換術の成績に性差が及ぼす影響
 国立病院機構 高知病院 整形外科 福田 昇司 63

29 TKAにおける内側軟部組織温存の術後早期臨床成績への影響
 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 関 万成 65
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30 医師が患者になった時：動脈瘤術後の対麻痺は 
Adamkiewicz動脈閉塞以外でもおこりうる

 橋本病院 リハビリテーション科 田岡 祐二 67

31 術前の偽性麻痺が腱板大断裂・広範囲断裂の治療成績に及ぼす影響
 国立病院機構 高知病院 整形外科 福田 昇司 68

32 頚髄損傷後起立性低血圧に対して下肢への電気刺激が効果的であった症例
 川崎医科大学 リハビリテーション医学教室 本郷 匡一 70

33 新型コロナウイルスに対するワクチン接種後に SIRVAを発症した一例
 愛媛県立今治病院 整形外科 井上 卓 72

地方会2　00：00～0：00 

34 回復期リハビリテーション病棟に入院した患者の 
尿路感染について：予備的研究

 伊予病院 リハビリテーション科 高橋 真司 74

35 摂食・嚥下分野における新しい簡易とろみ測定器の開発
 愛媛大学医学部 耳鼻咽喉科頭頸部外科 勢井 洋史 76

36 当院におけるボツリヌス治療の経過と今後の展望
 近森リハビリテーション病院 和田 恵美子 78

37 胃食道逆流症状を有する被験者でのブリッジ嚥下訓練効果の検討（第1報）
 近森リハビリテーション病院 リハビリテーション科 青山 圭 80

38 嚥下機能改善術にて経口摂取自立できたが、 
声帯奇異性運動により気管切開口閉鎖できなかった延髄梗塞の1例

 愛媛大学医学部 耳鼻咽喉科 頭頸部外科 田中 加緒里 82
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