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プログラム 
 
 

 
開会挨拶 8：55～   会長 伊達 伸也（東部島根医療福祉センター） 

 

研究会Ⅰ 9：00～9：45 

座長：縄田 耕二（東部島根医療福祉センター） 

 

1 3 軸加速度計を用いた歩行解析の転倒リスク評価としての有効性について 

‐一般高齢者における前向き研究‐ 

鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部 松本 浩実 22 

 

2 コアエクササイズによる体幹深部筋へのアプローチが動的バランス能力の 

改善に及ぼす影響 

医療法人社団 博愛会 木阪病院 リハビリテーション科 村田 茉奈美 24 

 

3 コアトレーニングによる下肢蹴り出し力および体幹伸展筋力の向上 

吉備国際大学 保健科学研究科 高杉 あゆみ 26 

4 Gait Solution Design を適用した下垂足症例の筋電図学的歩行評価 

高知大学医学部附属病院 リハビリテーション部 室伏 祐介 28 

5 有酸素運動と高負荷の運動を行なった結果、ウェアリングオフ時間が短縮した 

若年性パーキンソン病の １ 症例 

国立病院機構 徳島病院 リハビリテーション科 植村 直子 30 

 

 

地方会Ⅰ 9：55～10：40 

座長：清水 保孝（鹿島病院） 

 

6 山口県宇部山陽小野田美祢地区における脳卒中地域連携パスの現状と問題点 

山口大学医学部附属病院 脳神経外科 田中 信宏 32 

7 脳出血（視床・被殻）患者における MRI 拡散テンソル画像の入院時 FA 値と 

アウトカムの関連 

広島市総合リハビリテーションセンター 杉原 勝宣 34 

 

8 右小脳障害患者における錯書の検討 

松江市立病院 リハビリテーション科 福永 典子 36 

9 脳梗塞による右片麻痺にて早期に CI 療法を施行した 1 例 

徳山リハビリテーション病院 リハビリテーション科 久保 啓明 38 

第 １ 会場：多目的ホール 
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10 脳卒中患者における重症嚥下障害例の検討 ―特に摂食状況とＡＤＬについて― 

徳山リハビリテーション病院 酒井 秀則 40 

 
特別講演Ⅰ 10：50～11：50 

座長：井後 雅之（錦海リハビリテーション病院） 

「脳卒中急性期リハの現状と未来」 
 

角田  亘 先生  東京慈恵会医科大学 

 

 

ランチョンセミナー 12：20～13：20 

座長：中寺 尚志（西部島根医療福祉センター） 

「高齢者骨折の予防・治療とリハビリテーション 

-骨粗鬆症リエゾンサービスにおけるリハの役割-」 
 
萩野  浩 先生  鳥取大学医学部 

 

 

総会、表彰式 13：20～13：50 
 
 
特別講演Ⅱ 13：50～14：50 

座長：鱸  俊朗（鳥取県立総合療育センター） 

「脳性麻痺児の補装具療法 -脳性麻痺リハビリテーションガイドに沿って-」 
 

岡川 敏郎 先生  愛知県青い鳥医療福祉センター 

 

 

地方会Ⅱ 15：00～15：55 

座長：馬庭 壯吉（島根大学医学部 リハビリテーション部） 

 

11 高知県における外傷性脊髄損傷の疫学調査－2009 年から 2011 年 

高知医療センター 整形外科 時岡 孝光 42 

12 関節リウマチ症例における機能障害に与える因子の検討 

山口大学 整形外科 リハビリテーション部 関 万成 44 

13 先天性橈尺骨癒合症授動術後の一例 

鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部 阪本 綾子 46 

14 橈骨遠位端骨折に伴う軟部組織損傷 

～手関節鏡所見から術後早期運動リハビリテーションを考察～ 

益田地域医療センター医師会病院 整形外科 守屋 淳詞 48 
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15 ポリオによる重度麻痺性尖足に対して足関節全固定術(Lorthioir-神中法)を行った 1 症例 

倉敷平成病院 整形外科 渋谷 啓 50 

16 脳卒中片麻痺患者に下肢 OSSCS 

（整形外科的選択的痙性コントロール手術）を施行した３例 

西部島根医療福祉センター 整形外科 星野 弘太郎 52 

 
 
地方会Ⅲ 16：05～17：00 

座長：徳田 佳生（松江市立病院） 

 

17 早期胃癌合併の COPD 患者の嚥下障害に対し、積極的な栄養管理で改善した一例 

独立行政法人国立病院機構 南岡山医療センター 内科,リハビリテーション科 山中 隆夫 54 

 

18 順応性自動制御換気 ASV( adaptive servo-ventilation)導入した重症心不全の 1 例 

広島大学病院 リハビリテーション科 牛尾 会 56 

19 回復期リハビリテーション病棟における気管切開患者の経験 

－ 自験例を通しての一考察 － 

徳山リハビリテーション病院 リハビリテーション科 津波 滿 58 

 

20 超高齢者(102 歳)に対する回復期リハビリテーションの一例 

西広島リハビリテーション病院 荒川 良三 60 

21 急性期総合病院における摂食・嚥下診療支援ツールの開発経緯と効果 

島根県立中央病院 リハビリテーション科 永田 智子 62 

22 サルコペニアの有無による大腿骨近位部骨折患者の回復期リハビリテーション転帰調査 

出雲市民リハビリテーション病院 リハビリテーション科 酒井 康生 64 

 
閉会挨拶 17：00   会長 伊達 伸也（東部島根医療福祉センター） 
 
 
 
 
 
 
研究会Ⅱ 9：00～9：45 

座長：星野 弘太郎（西部島根医療福祉センター） 

 

23 大腿骨近位部骨折における在院日数長期化の要因について 

島根県立中央病院 リハビリテーション技術科 足立 真也 68 

第 2 会場：小ホール 
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24 在宅高齢者に対する足腰指数 25 を使用したロコモ調査の試み 

宇部リハビリテーション病院 小濱 聡 70 

25 回復期リハビリテーション病棟からの退院後生活環境について 

～ 大腿骨近位部骨折術後高齢患者の認知症有無による比較調査 ～ 

医）創治 竹本病院 リハビリテーション科 冨田 豊 72 

 

26 回復期リハビリテーション病棟入院時の FIM が低い患者への在宅支援 

健寿協同病院 リハビリテーション科 佐藤 雅昭 74 

27 ＩＣＵ在室時から開始したリハビリテーション実施患者の動向 

島根大学医学部附属病院 リハビリテーション部 鳥屋尾 ゆう子 76 

 
 
 
研究会Ⅲ 9：55～10：40 

座長：酒井 康生（出雲市民リハビリテーション病院） 

 

28 冠動脈バイパス術後のトレッドミルの負荷方法と安全性について 

独立行政法人労働者健康福祉機構 山陰労災病院 足立 博史 78 

29 糖尿病教育入院における理学療法士の役割について 

松江市立病院 森山 修治 80 

30 重篤な Refeeding Syndrome を発症した摂食障害の一症例 

川崎医科大学附属病院 リハビリテーションセンター 河本 佑子 82 

31 前傾側臥位により QOL の向上した重度身体障害者の一例 

西部島根医療福祉センター 医療技術部 リハビリテーション技術科 引地 晶久 84 

32 ペダリング運動が排尿管理能力に及ぼす効果 

健寿協同病院 リハビリテーション科 山本 武範 86 

 
 
研究会Ⅳ 15：00～15：45 

座長：廣瀬 方志（東部島根医療福祉センター） 

 

33 脳卒中片麻痺に対する足関節底屈制動継手付き長下肢装具の使用経験 

社会医療法人仁厚会 米子東病院 吉野 清実 88 

34 右大腿骨骨頭骨折を伴う右股関節脱臼骨折を呈した症例の経験 

医療財団法人 慈強会 松山リハビリテーション病院 村上 博則 90 
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35 頚椎捻挫に対する頚椎自動分節運動による効果 

～シングルケーススタディ～ 

医療法人社団 博愛会 木阪クリニック リハビリテーション科 北川 雅巳 92 

 

36 腱板損傷例に対するアプローチ 

～結帯・結髪動作の向上と疼痛の軽減に至った １ 症例～ 

松山リハビリテーション病院 リハビリテーション部 作業療法科 小原 和人 94 

 

37 食事姿勢の改善により摂食動作が向上した高齢脳性麻痺の一症例 

東部島根医療福祉センター リハビリテーション技術科 天倉 知之 96 

 
 
研究会Ⅴ 15：55～16：40 

座長：福永 典子（松江市立病院） 

 

38 うつ病,慢性呼吸器疾患,SLE などを合併した症例に対する ST の取り組み 

―人工呼吸器離脱に至るまで― 

岡山赤十字病院 リハビリテーション科 鶴川 春佳 98 

 

39 当院における頭頸部がん患者へのリハビリテーションの取り組み報告 

鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部 足羽 由有 100 

40 就労における高次脳機能障害者の帰結予測 

かがわ総合リハビリテーション成人支援施設 上川 毅 102 

41 意味のある作業に出会い行動変容が得られた症例 

老健あかね リハビリテーション科 寺本 瑛美 104 

42 注意障害を呈する高次脳機能障害児に対する認知訓練 

東部島根医療福祉センター 地域支援科 山﨑 佳史 106 

 




