
PROGRAMプログラム

刺激療法、介入後の取り組み一般演題①

座長 :阿部 善宏　先生 医療法人  雄心会  函館新都市病院  理学療法士

1. NEURO入院患者に対し、体性感覚へアプローチした事により、物品把持における応用が可能となった一症例

2. 脳梗塞片麻痺に対する運動麻痺回復ステージ理論に基づいた介入 ～上下肢麻痺が大幅に改善した一症例～

3. 半側空間無視例や上肢麻痺例に対するH200ハンド・リハビリテーション・システムNESS H200®の使用経験

4. NEURO-15の満足度と当院での今後の課題

5. プログラムを記述・言語化する手法を用い、自主トレの定着化に寄与した1事例

一般演題② 病期別介入例

医療法人社団  行陵会  京都大原記念病院  作業療法士座長 :山崎　龍之介　先生

14:50-15:50

16:00 - 16:48

座長： 小林  一成　先生 東京慈恵会医科大学  葛飾医療センター  リハビリテーション科  教授

講師： 筒井  廣明　先生 昭和大学　医学部　整形外科学教室　客員教授

「五十肩 - こう診てこう治したらどうですか」

13:50 - 14:40

開会式13:45 - 13:50

演者： 佐藤   穂波 ......医療法人  雄心会  青森新都市病院 作業療法士

......医療法人社団敬仁会　桔梗ヶ原病院　理学療法士演者： 竹内   恒

演者： 原   愛 ......社会医療法人社団  医善会 いずみ記念病院  作業療法士

......医療法人財団  健貢会  総合東京病院  事務員演者： 藤﨑  千裕

......医療法人  寿人会  木村病院  作業療法士演者： 松浦   有紀

6. 回復期脳卒中片麻痺患者に対する低頻度反復性経頭蓋刺激と集中的作業療法（促通反復療法）との併用効果
.....医療法人  慈風会  厚地リハビリテーション病院  作業療法士演者： 原口   宣裕

7. 当院で実施した脳梗塞症例への早期からの高頻度ｒTMS実施報告
......医療法人   啓光会   藍の都脳神経外科病院   作業療法士演者： 唐渡   弘起

8. 通所リハビリテーションにて生活期脳卒中患者に反復性径頭蓋磁気刺激を実施し、歩行障害の改善を認めた4例
演者： 藤澤   伸也 ......医療法人社団  敬仁会  桔梗ヶ原病院  理学療法士

9. 維持期上肢麻痺に対するNEURO-15の効果～FMAを指標とした比較検討～
......社会医療法人社団  医善会  いずみ記念病院  作業療法士演者： 大瀧   直人

7月 8日（土）

於： 函館山山頂展望台ホール クレモナ

特別講演 Ⅰ



特別企画

講演

講演

講師：

講師：

講師：

17:15 - 17:30

安保  雅博　先生

会場：

東京慈恵会医科大学  リハビリテーション医学講座  主任教授

三國  信啓 　先生 札幌医科大学  脳神経外科学講座  教授

「覚醒下脳神経外科手術による脳機能温存」

17:30 - 17:45

片山  容一　先生 医療法人  雄心会  青森新都市病院  総長

「慢性植込み電極による運動野の刺激療法：
    脳卒中後の運動障害および不随意運動に及ぼす効果」

17:45 - 18:15 座談会

医療法人 寿人会  木村病院  より次回開催のご案内

16:50 - 16:55 事務連絡

座長／司会：

片山  容一　先生 医療法人  雄心会  青森新都市病院  総長

三國  信啓　先生 札幌医科大学  脳神経外科学講座  教授

17:15 - 18:15

懇親会19:00 - 20:30

函館市末広町14番12号 赤レンガ倉庫群

PROGRAMプログラム 7月 8日（土）

於： 函館山山頂展望台ホール クレモナ

ベイエリアにて、ごゆっくりとおたのしみください。



一般演題③

座長 :梶川  民子　先生 医療法人  寿人会  木村病院  作業療法士

NEUROの効果に関する検討

一般演題④ ボツリヌス療法

座長 :蓮田  純子　先生 医療法人  雄心会  函館新都市病院  主任  作業療法士

10:00 - 10:48

11:00 - 11:48

PROGRAMプログラム 7月 9日（日）

座長： 中村  健　先生 横浜市立大学  医学部  リハビリテーション科学教室  主任教授

講師： 渡邉  修　先生 東京慈恵会医科大学附属  第三病院  リハビリテーション科  教授

「注意障害、遂行機能障害の病態生理と
                         　経頭蓋磁気刺激療法について」

09:00 - 09:50

10. 回復期患者にfNIRSを用いてNEURO-15の実施時期を検討した1症例

......医療法人社団  朋和会  西広島リハビリテーション病院  作業療法士演者： 漆谷   直樹

11. NEURO-15施行前のfNIRS測定による効果予想について

演者： 玉代   浩章 ......医療法人社団  朋和会  西広島リハビリテーション病院  作業療法士

12. 反復性低頻度経頭蓋磁気刺激と集中的リハビリテーション併用療法後の主観的評価（JASMID）からみた
      上肢運動機能評価の検討

演者： 瀬戸山  弘貴 ......医療法人  慈圭会  八反丸リハビリテーション病院  作業療法士

13. 脳卒中後片麻痺患者に対する反復性低頻度経頭蓋磁気刺激と集中的リハビリテーションの併用療法の
      有効性とARATの改善度について

演者： 阿部   美紗子 ......医療法人財団  健貢会  総合東京病院   作業療法士

14. 継続したA型ボツリヌス毒素投与と外来作業療法の併用療法が上肢機能に与える影響
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　～3ヵ月毎に計6回A型ボツリヌス毒素投与を行った一症例～

......東京慈恵会医科大学附属  柏病院  作業療法士演者： 伊東   寛史

15. 脳卒中後の痙縮に対するボツリヌス療法，連携の取り組み
......医療法人財団  健貢会  総合東京病院  作業療法士演者： 小嶋   美樹

16. BoNT/Aと bilateral rTMS後に集中的上肢機能訓練を実施したことで運動主体感と積極性の改善に
      繋がった一例

演者： 君浦   隆ノ介 ......医療法人  啓光会  藍の都脳神経外科病院  作業療法士

17. BoNT-A投与後の集中作業療法の併用により基本動作の質の改善が見られた症例
演者： 酒井   泰朋 ......医療法人  雄心会  函館新都市病院  作業療法士

於： 函館五島軒 本店

Ⅱ特別講演



一般演題⑤ NEUROの評価に対する検討

座長 :篠村  哲治　先生 社会医療法人社団  医善会  いずみ記念病院  理学療法士

座長：

講師：
医療法人社団  敬仁会  桔梗ケ原病院  高次脳機能リハビリテーション  センター長

東京慈恵会医科大学附属  第三病院  リハビリテーション科

「ボツリヌス治療の最新エビデンスとリハビリテーション」

原  寛美　先生
原  貴敏　先生

13:00 - 13:48

PROGRAMプログラム 7月 9日（日）

12:00 - 12:50

13:48 - 14:00

ランチョンセミナー

閉会式

全日程終了

於： 函館五島軒 本店

18. Action Research Arm Testと日常生活動作に関する検討－ ARATとJASMIDの分析結果より –
演者： 佐瀬   洋輔 ......東京慈恵会医科大学附属  第三病院   作業療法士

19. 脳卒中片麻痺患者の麻痺手の違いがSHAP日本語版の妥当性に与える影響
演者： 田中   智子 ......東京慈恵会医科大学  葛飾医療センター   作業療法士

20. 脳卒中片麻痺患者におけるSHAP日本語版の有用性と特性～ARATと比較して～
演者： 清水   雅英 ......医療法人社団  行陵会  御所南リハビリテーションクリニック  作業療法士 

21. 脳卒中片麻痺患者におけるSHAP日本語版とJASUMIDの関係性について
演者： 京田   紗里奈 ......医療法人社団  行陵会  京都大原記念病院  作業療法士

Thank you


