
 
第 30回 

日本リハビリテーション医学会中部・東海地方会 
 
 
日 時：平成 24年 2月 4日（土）10：00～ 
 
場 所：大正製薬株式会社 名古屋支店 
     名古屋市千種区千種 2-17-18   TEL：（052）733-8112 
    （地下鉄桜通線：吹上駅下車徒歩 12分，JR中央線：鶴舞駅下車 15分） 
    （全館禁煙のためご協力願います） 
 
◎発表時間：発表 6分（発表時間を厳守してください），質疑 3分． 
 
◎当日，会場にて下記受付をいたします． 
１）発表形式は PCによるプレゼンテーションのみとします． 
    [Windows で動画の無い場合] Windows で作成された発表データはCD-RW，USBで   
  のデータ持ち込みはコンピューターウイルスの感染リスクがある為，CD-R でのファイ 
    ル提出を推奨します．発表 40分前には受付に提出してください．ソフトは Power Point 
  で作成してください．ファイル形式は，Power Point 2003 for Windows でお願いし 
  ます． 
    [Windows で動画のある場合] ご自分の PCをお持ち込み下さい．コンセント用電源アダ 
    プタをご用意ください． 
    [Macintosh の場合] ご自分の PCをお持ち込み下さい．出力端子接続アダプタおよびコ 
    ンセント用電源アダプタをご用意ください． 
２）演題抄録（A4サイズ１枚に収まるようにワープロにて 400字以内の抄録，３語以内の 
    key words をつけてください）をご提出ください． 
 
◎日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医生涯教育単位の取得について 
１）本地方会参加により 10単位が認定されます． 
２）本地方会の筆頭演者は 10単位が履修できます． 
  
 
当番幹事：水野雅康  

    〒462-0804 愛知県名古屋市北区上飯田南町 3-92-2 
       みずのリハビリクリニック    
      TEL：052-917-8008/ FAX：052-917-8885  

       E-mail：mamizuno@qb3.so-net.ne.jp  
 
 



 
地方会 

一般演題 10:00-12:15 受付開始9:30 
 
 
 
 
 
 

座長：介護老人保健施設ルミナス大府 長屋政博 

 
１．ラットにおける肝細胞増殖因子の筋萎縮と運動負荷との関係̶血清と血漿のちがいー 
１藤田保健衛生大学医学部リハビリテーション医学 II 講座 
２藤田保健衛生大学藤田記念七栗研究所生化学研究部門 
３独立行政法人国立長寿医療研究センター病院機能回復診療部 
４藤田保健衛生大学医学部リハビリテーション医学 I 講座 
１岡崎英人，２別府秀彦，２水谷謙明，２山口久美子，３近藤和泉，４才藤栄一，１園田 茂 
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２．当院における脳卒中片麻痺症例に対する経頭蓋直流電気刺激の試み 
みずのリハビリクリニック 
水野雅康 
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３．脳卒中によって遷延性意識障害を来した患者の装具療法̶MSH-KAFO の使用経験̶ 
１輝山会記念病院  
２独立行政法人国立長寿医療研究センター 
１清水康裕，１加藤譲司，１原 修，２近藤和泉 
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４．児童福祉法改正による肢体不自由児施設への影響 
信濃医療福祉センター 
朝貝芳美�
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５．施設入所者における転倒リスクの検討 
１介護老人保健施設ルミナス大府 
２あいちリハビリテーション病院 
３東御市立みまき診療所整形外科 
４国立長寿医療研究センター整形外科 
５あさひ病院 
１長屋政博，２中澤 信，３奥泉宏康，４原田 敦，５猪田邦雄 
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座長：藤田保健衛生大学医学部リハビリテーション医学Ⅰ講座 加賀谷 斉 
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６．当院における膝関節離断の治療経験 
安城更生病院整形外科 
杉浦文昭 
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７．脳梗塞後に健側下腿切断をした重複障害者が自宅復帰できた一例 
浜松医科大学リハビリテーション科 
鈴木麻美，安田千里，赤津嘉樹，美津島 隆 
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8．非弁膜症性心房細動患者（NVAF）のリスクと抗凝固療法の現状 
  ～回復期リハビリテーション病棟での検討～ 
１医療法人社団友愛会岩砂病院リハビリテーション科  
２医療法人社団友愛会岩砂病院内科 
１森 憲司，２岩砂三平 
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9．痙縮治療における神経刺激装置「クラヴィス®」の使用経験 
１国立病院機構東名古屋病院脳神経外科 
２国立病院機構東名古屋病院リハビリテーション部 
１，２竹内裕喜，２小川智之，２神納雅也 
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10．痙縮測定装置の開発と測定の試み 
1藤田保健衛生大学医学部リハビリテーション医学Ⅱ講座 
2藤田保健衛生大学藤田記念七栗研究所リハビリテーション研究部門 
１前田寛文，１岡崎英人，２富田 豊，１岡本さやか，１水野志保，１成田 渉， １尾崎幸恵，１園田 茂 
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座長：名古屋市総合リハビリテーションセンター 小川鉄男 
 
11．脳梗塞病型別にみた回復期リハビリテーション成績の検討（4年間のまとめ） 
１愛生会上飯田リハビリテーション病院 
２名古屋大学医学部神経内科  
３みずのリハビリクリニック�

１，２千田 譲，１，２鈴木淳一郎，１，２荒木 周，１伊東慶一，１大島祐之，１加納浩一，１小竹伴照， 
１岸本秀雄，３水野雅康，２祖父江 元�

�

� ĽȤÖȤǘŶĎ ��
 É_ĥPÖȊȤũ`șƠĶ®öƺ��xȹ����,®����*ȺuźǮPVȼșƠĶ�a

¥��ŶĎǎ\ÖȤũȻȊȤũØ_ŭŌ_ȆƠ\BYVȹ4ɀ	�	
Ⱥ½aǘŶĎǎȞ\ŭŌĮaǶk^

GYVȼêǗòŊĎŴǎa¥��ŶĎǎ®x�©¯�ǢŴŊŶĎǎ_Ƅf ����*®����, HÄCÒù_

BYVȼN`ǎaǘ �"� ƦǿƟđHļCÒù\ȻT`ƹĶHȊȤũ ����_ľȭu´E[CVȼ�



 
12．当院におけるがんのリハビリテーションーがん患者リハビリテーション料算定前後の比較̶ 
1藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院リハビリテーション科 
2藤田保健衛生大学リハビリテーション医学Ⅰ講座 

3藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院リハビリテーション部 
4藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院外科 

1，2青柳陽一郎，1，2小野木啓子，3粥川知子，3保木本のぞみ，3及部珠紀，4守瀬善一，2才藤栄一 
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13．NPO 法人愛知視覚障害者援護促進協議会と本郷眼科・神経内科との連携による眼科リハビリテー
ションについて 
１ＮＰＯ法人愛知視覚障害者援護促進協議会，  
２本郷眼科・神経内科 
３中部盲導犬協会 
１，２高柳泰世，１，３坂部 司，１，２山本 潔  
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１４．脳卒中ケアユニットにおけるリハビリテーション 
藤田保健衛生大学リハビリテーション医学Ⅰ講座 
崎原尚子，柴田斉子，加賀谷 斉，才藤栄一，石原 健，濱田芙美，小杉美智子 
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15．急性感覚性ニューロパチーと考えられるリハビリを継続した１例 
国立病院機構東名古屋病院神経内科 
見城昌邦，榊原聡子，田村拓也，片山泰司，横川ゆき，後藤敦子，齋藤由扶子，餐場郁子，犬飼 晃 
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総会 

13:30～13:45 
研修会に先立って総会を行います．ぜひご出席下さい． 

 
 
 

専門医・認定臨床医生涯教育研修会 
特別講演14:00～16:15 受付開始13:00 

 
 
 
「脳卒中のニューロリハビリテーション」 

 兵庫医科大学リハビリテーション医学教室 
教授 道免和久 先生 

司会：みずのリハビリクリニック 水野雅康 
 

 
「末梢神経麻痺の治療」 

名古屋大学大学院医学系研究科運動・形態外科学手の外科学  
教授 平田 仁 先生 

 司会：上飯田リハビリテーション病院 小竹伴照 
 
 
 

 
◎日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医生涯教育単位の取得について 
１）ご自身の登録番号を確認する為, 生涯教育研修記録証をご持参下さい． 
２）研修会参加により１講演毎に 10単位が認定されます． 
３）１講演（10単位）毎に受講料 1,000 円． 
認定単位非取得者は単位数に関係なく受講料 1,000 円を当日受付します． 
 
 
◎認定臨床医資格要件 
認定臨床医認定基準第 2条 2項 2号に定める指定の教育研修会（必須以外）に該当します．                                       
平成 19年度より「認定臨床医」受験資格要件が変更となり，地方会で行われる生涯教育 
研修会も１講演あたり10単位が認められます．�
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