
プログラム
WEB会議 （Zoom）

開催日：7月10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：7月10日日 9：00～　7月24日日 17：00まで

教育研修講演1　10：50～11：50 

 �神経難病に対する神経リハビリテーション  � �
～脊髄小脳変性症を中心に～

宮井 一郎 先生　 社会医療法人大道会森之宮病院 神経リハビリテーション研究部、 
社会医療法人大道会 副理事長、森之宮病院 院長代理

教育研修講演2　10：50～11：50 

［�食べる機能の評価�］
吉田 光由 先生　 藤田医科大学医学部歯科口腔外科学講座 教授

教育研修講演2　10：50～11：50 

 �With コロナで脊髄損傷者にしていただきたいこと  ��
～免疫学的側面からみた運動の重要性～

古澤 一成 先生　吉備高原医療リハビリテーションセンター 病院長
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研究会1

01 慢性呼吸不全を呈する神経難病患者に対する 
肺容量リクルートメント装置の使用経験

 社会医療法人祥和会 脳神経センター大田記念病院  
  リハビリテーション課 池田 光希 14

02 老健施設入所者における肺炎発症に関連する因子の検討
 真誠会訪問リハビリテーション リハビリテーション科 岡田 陸 16

03 骨格筋機能改善に伴い重症COVID-19肺炎後の運動性過呼吸が改善した症例
 学校法人川崎学園 川崎医科大学附属病院  
  リハビリテーションセンター 杉 吉郎 18

04 くも膜下出血術後の痙縮に対する拡散型体外衝撃波の効果 
―シングルケースによる検討―

 西広島リハビリテーション病院 渡邊 匠 20

05 若年ギラン・バレー症候群患者に対し歩行予後予測を行い介入した一例
 島根大学医学部附属病院 リハビリテーション部 田中 和喜 22

06 表皮水疱症の児の理学療法の経験　 
～多職種にて行った嚥下障害と皮膚病変のリスク管理～

 山口大学医学部附属病院 リハビリテーション部 武野 愛皆 24

07 脊髄性筋萎縮症Ⅲ型のボッチャアスリートにおける体組成の経時変化
 広島大学病院 診療支援部 リハビリテーション部門 平田 和彦 26

08 Hybrid assistive limb（HAL）医療用下肢タイプによる歩行訓練が 
前後の筋発揮へ与えた脊髄性筋萎縮症Ⅲ型の一例

 広島大学病院 診療支援部 リハビリテーション部門 折田 直哉 28
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研究会2

09 腰部脊柱管狭窄症患者の Phase angleは疾患の重症度に関連する 
―前向き観察研究―

 鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部 和田 崇 32

10 当院の実績指数達成・非達成の傾向について
 広島市立リハビリテーション病院 リハビリテーション技術科 政森 敦宏 34

11 暑熱環境での上肢運動中の全身発汗量の推移 
～健常者と下肢切断者の比較～

 広島大学病院 診療支援部 リハビリテーション部門 福原 幸樹 36

12 脊髄損傷者の褥瘡予防における車椅子クッションの工夫 
―エア抜きテープの開発―

 吉備高原医療リハビリテーションセンター 中央リハビリテーション部 八重 景介 38

13 脊髄損傷者の転倒転落予防チーム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 中央リハビリテーション部 中司 実波 40

14 パーキンソン病患者の短期集中リハビリテーションが運動機能に与える影響
 広島市立リハビリテーション病院 リハビリテーション技術科 砂堀 仁志 42

15 回復期病院退院後の困りごとに関する分析 
―KJ法を用いて―

 広島市立リハビリテーション病院 リハビリテーション技術科 宮田 淳志 44

16 回復期リハビリテーション病棟に入院した人工骨頭置換術患者の 
歩行自立に関連する因子

 広島市立リハビリテーション病院 平山 秀和 46

研究会3

17 当センターにおける運転再開支援後の現状把握と、今後の支援について
 社会福祉法人 広島県福祉事業団 広島県立障害者リハビリテーションセンター               
 機能回復訓練部 作業・言語療法科 藤井 美香 48

18 食道癌術後の反回神経麻痺患者に対するバキューム嚥下の導入
 高知県高知市病院企業団 高知医療センター 医療技術局 作業言語技術科 中山 靖規 50
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19 ビジランス課題中の瞳孔径変化は脳卒中患者の不注意状態を表すか
 広島市立リハビリテーション病院 リハビリテーション技術科 牛尾 真也 52

20 蘇生後脳症により全生活史におよぶ逆向性健忘を呈した一症例の経過
 広島市立リハビリテーション病院 リハビリテーション技術科 山田 怜奈 54

21 子音の省略を呈した機能性構音障害児への介入経験
 島根大学医学部附属病院 リハビリテーション部 伊藤 希実 56

22 嚥下音による定量評価が摂食嚥下状況の把握に有用であった1例
 高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部 中平 真矢 58

23 急性期病院における入院高齢患者のGNRIは嚥下内視鏡検査スコアで評価した
嚥下障害と関連する

 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 60

24 頚椎前方除圧固定術後患者における嚥下関連筋の筋機能の特徴
 高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部 矢野川 大輝 62

地方会1

25 術前に歩行障害がある患者に対するリバース型人工肩関節置換術の成績
 国立病院機構 高知病院 福田 昇司 64

26 母指対立障害をきたした手根管症候群重症例に対するCamitz変法の術後成績
 JA山口厚生連 小郡第一総合病院 曽根崎 至超 66

27 上腕骨骨幹部骨折術後偽関節を生じた多発外傷の1例
 中国労災病院 整形外科 中邑 祥博 68

28 20G注射孔から挿入したガイド付きナイフによるばね指手術
 広島大学病院 リハビリテーション科 医局員 天野 佐亞哉 70

29 大動脈弁狭窄症に対して TAVIを施行された1例と僧帽弁閉鎖不全症に対して
MitraClipⓇを施行された1例

 広島大学病院 リハビリテーション科 野川 裕史 72

30 高齢者大腿軟部肉腫術後再発に対して大腿切断を行った一例
 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター リハビリテーション科 近藤 宏也 74
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地方会2

31 MCSと SCSが脳卒中後の運動麻痺に及ぼす影響の検討
 広島市立リハビリテーション病院 脳神経外科 竹下 真一郎 76

32 広島市ジュニアアスリートにおけるビタミンD不足と体格・身体機能との関連
 広島大学病院 リハビリテーション科 牛尾 会 78

33 演題取り下げ

34 演題取り下げ

35 介護保険の生活期リハビリテーションに関する文献レビュー研究
 広島大学病院 リハビリテーション科 三上 幸夫 84

36 就労を再開した Stiff limb症候群の1例
 鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部 阪田 良一 86

37 出産後1週間で発症した左尾状核出血の治療経験
 陸上自衛隊米子駐屯地 医務室 中村 洋介 88
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