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　第 48 回 日本リハビリテーション医学会九州地方会は新型コロナウイルス感染拡大防止の総合的見地から

Web 開催とします。「一般演題」「特別講演」「教育講演」の演者（座長）の先生方は、会場である「福岡み

らい病院ホール」からライブ中継を行い、参加登録者の皆様にはオンラインでご視聴いただきます。

※新型コロナウイルス感染拡大の動向によっては演者（座長）の先生方もリモート出演の可能性があります。

【学会参加手続きについて】

オンラインでの事前参加登録制とします。日本リハビリテーション医学会 九州地方会 ホームページ

（http://kyureha.umin.ne.jp/）から参加登録と参加費・受講費納入手続きが必要です。

■納入費用

①参加費

・会員：3,500 円

・非会員：4,500 円

・コメディカル：1,500 円

②専門医、認定臨床医生涯教育研修受講費（医師のみ）

・教育講演Ⅰ「宇宙に学ぶ筋骨格系廃用と運動の全身効果」：1,500 円

・教育講演Ⅱ「障がい者スポーツの歴史・現状・課題」：1,500 円

・教育講演Ⅲ「高次脳機能障がい者の多面的な支援」：1,500 円

■決済方法

①＋②の費用を下記方法で納入してください。

・クレジットカードおよびコンビニ決済のみ。

■受付期間

2020 年 8 月 14 日（金）～ 9 月 11 日（金）

【認定単位について】

■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研修単位

①午前中の学会参加により、機構 1 単位・学会（生涯教育単位）10 単位が取得できます。午前の学術集

会参加者のみが対象となります（筆頭演者はさらに年度末自己申請により 1・10 単位）。

②教育講演Ⅰ、Ⅱ、Ⅲはそれぞれ機構 1 単位・学会（生涯教育単位）10 単位に認定されています。

※今回の Web 開催にあたり、日本リハビリテーション医学会以外の学会・研究会の単位は取得すること

ができませんのでご了承ください。

【参加手順について】

9 月中旬より、参加登録者の皆様へ Zoom のルーム ID とパスワードが記された案内メールが送信されます。

当日は案内に従ってログインしてください。

ご　案　内
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【単位認定の基準について】

今学会終了後、主催事務局は当日のログ履歴をもとに「参加受講者リスト」を作成し、「参加証明書」「受講

証明書」を対象者へメール送信します。また、日本リハビリテーション医学会事務局より、参加受講者リス

トの対象者に単位が付与されます。

【抄録集・領収書について】

事前参加登録が完了された方には 9 月上旬より順次、抄録集・領収書を郵送いたします。なお、九州地方会

ホームページ（http://kyureha.umin.ne.jp/）にて、プログラムおよび抄録集を公開いたします。

【座長の皆様へ】

ご担当セッション開始時刻の 15 分前までに会場の次座長席にご着席ください。

【一般演題演者の皆様へ】

・セッション開始前 30 分前までに会場にご入室ください。

・演題開始 10 分前までに次演者席にご着席ください。

・一般演題は発表 7 分、質疑応答 3 分です。

【教育講演講師の皆様へ】

・当日は、会場内教育講演講師受付までお越しください。

【会場のご案内】

医療法人相生会　福岡みらい病院ホール（本館 2F エレベーター降りてすぐ）

福岡市東区香椎照葉 3-5-1 　TEL.092-662-3001（代）

■自動車：福岡都市高速「香椎浜ランプ」下車 10 分　※駐車場あり

■バス：天神中央郵便局前より「22N」、博多バスターミナルより「29・29N 直行」、

　　　　西鉄（JR) 千早駅より「1/ 直行」に乗車、「アイランドシティ照葉」下車すぐ



― 3 ―

時間

9：00 ～ 開会挨拶

9：10 ～ 9：50

一般演題Ⅰ（3 演題）

　座長：産業医科大学リハビリテーション医学講座　准教授　

松嶋 康之　先生

10：00 ～ 10：40

一般演題Ⅱ（4 演題）

　座長：九州大学病院 リハビリテーション科　准教授　

川口 謙一　先生

10：50 ～ 11：30

一般演題Ⅲ（4 演題）

　座長：医療法人相生会 福岡みらい病院 リハビリテーションセンター長　

髙橋 真紀　先生

11：40 ～ 12：30

特別講演

　座長：佐賀大学医学部附属病院 リハビリテーション科　診療教授　

浅見 豊子　先生

「脳卒中後痙縮に対するボツリヌス療法の最適化を目指して」

　演者：昭和大学医学部 リハビリテーション医学講座 教授　

川手 信行　先生

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

12：30 ～ 13：00 休憩

13：00 ～ 13：20 九州地方会　総会

13：30 ～ 14：30

教育講演Ⅰ

　座長：医療法人相生会 福岡みらい病院　副院長　

佐久川 明美　先生

「宇宙に学ぶ筋骨格系廃用と運動の全身効果」

　演者：久留米大学医学部整形外科学教室　主任教授　

志波 直人　先生

14：30 ～ 15：30

教育講演Ⅱ

　座長：社会医療法人 雪の聖母会 聖マリアヘルスケアセンター　病院長　

井出 睦　先生

「障がい者スポーツの歴史・現状・課題」

　演者：社会医療法人恵愛会 大分中村病院　理事長　

中村 太郎　先生

15：30 ～ 16：30

教育講演Ⅲ

　座長：特定医療法人財団 博愛会 博愛会病院　副院長　

岡﨑 哲也　先生

「高次脳機能障がい者の多面的な支援」

　演者：福岡県障がい者リハビリテーションセンター　センター長　

永吉 美砂子　先生

16：30 ～　　 閉会挨拶

日　程　表
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開会挨拶（9：00 ～）　　

一般演題Ⅰ　（9：10 ～ 9：50）　　

座長 ： 産業医科大学リハビリテーション医学講座　准教授　松嶋 康之　先生

1. 短期間で記憶、注意障害と P300 潜時の改善が見られた頭部外傷患者の一例

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科リハビリテーション医学　石丸 夏姫

2. 感覚障害性運動失調に対して重心動揺リアルタイムフィードバック装置が有用と考えられた１症例

鹿児島大学病院リハビリテーション科　下道 俊

3. 当院回復期リハビリテーション病棟における癌疾患を伴うトルーソー症候群 4例の成績と予後の検討

医療法人陽心会 大道中央病院 内科　権田 憲士

一般演題Ⅱ　（10：00 ～ 10：40）　　

座長：九州大学病院 リハビリテーション科　准教授　川口 謙一　先生

1. 当院で COVID-19 陽性患者に対して行ったリハビリテーション治療について

琉球大学病院リハビリテーション部　普久原 朝規

2. サルコペニアが骨粗鬆症患者に及ぼす影響

久留米大学病院 リハビリテーション部　東 恵理子

3. リハビリ対象疾患の年次推移について　とくに 6歳未満児童について

佐賀整肢学園からつ医療福祉センター　高原 光平

4. 非急性期病院における院内急変への対応方法の検討と取り組み

医療法人相生会 福岡みらい病院 リハビリテーション科　草野 謙

プログラム

一般演題Ⅱ　（10：00 ～ 10：40）　　
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一般演題Ⅲ　（10：50 ～ 11：30）　　

座長 ： 医療法人相生会 福岡みらい病院 リハビリテーションセンター長　髙橋 真紀　先生

1. 手関節拘縮に対し持続伸張装具を使用した痙直型脳性麻痺児の一例	

熊本大学医学部附属病院 リハビリテーション科　小山 雄二郎

2. 寛骨臼回転骨切り術術後に解離性障害による両下肢麻痺を生じた臼蓋形成不全の一症例

福岡大学病院 リハビリテーション科　白井 隆之

3. 左膝の運動機能障害症候群に対してリハビリテーションが有効だった１例

清泉クリニック整形外科 福岡　白石 純一郎

4. 右大腿切断術後に左片麻痺を呈し，歩行を再獲得した一例	

産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座　尾﨑 文

特別講演　（11：40 ～ 12：30）　　    　　　　　　　　　　　　共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

座長：佐賀大学医学部附属病院 リハビリテーション科　診療教授　浅見 豊子　先生

　　「脳卒中後痙縮に対するボツリヌス療法の最適化を目指して」

講師：昭和大学医学部 リハビリテーション医学講座　教授　川手 信行　先生

休憩（12：30 ～ 13：00）

九州地方会　総会　（13：00 ～ 13：20）　

教育講演Ⅰ（13：30 ～ 14：30）

座長：医療法人相生会 福岡みらい病院　副院長　佐久川 明美　先生

　　「宇宙に学ぶ筋骨格系廃用と運動の全身効果」

講師：久留米大学医学部整形外科学教室　主任教授　志波 直人　先生

教育講演Ⅰ（13：30 ～ 14：30）
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教育講演Ⅱ（14：30 ～ 15：30）

座長：社会医療法人 雪の聖母会 聖マリアヘルスケアセンター　病院長　井出 睦 　先生

　　「障がい者スポーツの歴史・現状・課題」

講師：社会医療法人恵愛会 大分中村病院　理事長　中村 太郎　先生

教育講演Ⅲ（15：30 ～ 16：30）

座長：特定医療法人財団 博愛会 博愛会病院　副院長　岡﨑 哲也　先生

　　「高次脳機能障がい者の多面的な支援」

講師：福岡県障がい者リハビリテーションセンター　センター長　永吉 美砂子　先生

閉会挨拶（16：30 ～）　　
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1. 短期間で記憶、注意障害と P300 潜時の改善が見られた頭部外傷患者の一例

１）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科リハビリテーション医学
２）鹿児島大学病院リハビリテーション部

〇石丸 夏姫 1）、河村 健太郎 1）、衛藤 誠二 1）、新留 誠一 2）、下堂薗 恵 1）

　事象関連電位 P300 は、標的となる刺激を弁別することで、刺激呈示から 300ms 付近に出現する陽性波
で、従来、高次脳機能、認知症との関連が報告されてきた。今回、P300 潜時の短縮と、神経心理学的検査
の改善が短期間にみられた一例を経験したので報告する。症例は 40 歳代男性。仕事中に転倒し後頭部を打撲、
救急搬送となった。搬入時、画像検査でくも膜下出血、左前頭葉に脳挫傷、右後頭部に硬膜下血腫、右側頭
骨骨折を認めた。保存的加療 2 週間後に当科入院となった。HDS-R28 点だが、記憶障害、注意障害を認めた。
約 3 週間のリハビリテーションで、Wechsler Memory Scale で言語性記憶 67 → 105、遅延再生 58 → 108
の改善がみられた。同時に聴覚刺激 P300 検査で、P300 潜時が 426ms → 391ms に短縮した。軽度頭部外
傷患者において、P300 潜時短縮は高次脳機能障害改善の指標になることが示唆された。

一般演題Ⅰ

2. 感覚障害性運動失調に対して重心動揺リアルタイムフィードバック装置が有用と考えられた１症例

鹿児島大学病院 リハビリテーション科

〇下道 俊、大濵 倫太郎、池田 恵子、河村 健太郎、下堂薗 恵

【諸言】重心動揺リアルタイムフィードバック装置（BASYS、テック技販社製）は立位姿勢時の重心動揺を
増幅あるいは減衰させ、立位姿勢の随意調節と反射調節を操作的に変調させる。今回、感覚障害性運動失調
による重心動揺に対して BASYS が有用と考えられる症例を経験したため報告する。

【症例】70 代女性。大孔髄膜腫術後から失調、歩行障害が出現、術後 13 日目に当科へ転科、術後 34 日目か
ら歩行訓練前に BASYS 上の立位訓練を追加した。設定は BASYS の増幅条件で 5%、10% フィードバックと
した。3 ～ 4 回 / 週の BASYS 実施期 (A, Aʼ) と、効果判定のため休止期 (B) を設け、評価項目は足圧中心軌跡
の 95% 楕円信頼面積とした。その結果、実施期に閉眼立位時の面積がより縮小した。

【考察】感覚障害性運動失調により歩行障害を生じた症例と考えられるが、脊髄反射による自律的な姿勢制
御の促通が改善に寄与したものと考えた。
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3. 当院回復期リハビリテーション病棟における癌疾患を伴うトルーソー症候群 4 例の成績と予後の検討

医療法人陽心会 大道中央病院

〇権田 憲士、新垣 秀幸、玉城 渉、津嘉山 千寛、山本 勝彦

【目的】今回、当院回復期リハビリテーション病棟（以下、回復期）におけるトルソー症候群の病態を明ら
かにする事を目的にした。

【方法】平成 29 年 1 月 1 日から 2 年間の回復期での脳梗塞 135 例中、癌疾患を伴う脳梗塞が 9 例存在した。
内、トルソー症候群と診断した 4 例の FIM、日常生活機能評価、在宅復帰率、予後について検討した。

【結果】4 例の基本属性は男 2 例、女 2 例。平均年齢 86 歳。脳梗塞は全て心原性であり、入退院時 FIM に
おいて有意差は認めなかった。それらの自宅復帰率は 0％で、生命予後では 4 例中 3 例が数か月後に死亡し
ていた。

【考察】今回我々が経験した 4 例は全て心原性脳塞栓症であり、血液凝固系異常、白血球・CRP 高値を認め、
臨床症状としてバイタル値の変動、るい痩、廃用性四肢筋力低下があり、野川らの報告と同様であった為、
トルーソー症候群と考えられた。これら 4 例では ADL の有意な改善なく生命予後を含め予後不良である事
が示唆された。
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1. 当院で COVID-19 陽性患者に対して行ったリハビリテーション治療について

1）琉球大学病院 リハビリテーション部　
2）琉球大学病院 第一内科

〇普久原 朝規 1）、名嘉 太郎 1）、石原 綾乃 1）、神谷 武志 1）、大屋 祐輔 1）、仲村 秀太 2）、藤田 次郎 2）

　新型コロナウイルス感染症 ( 以下 COVID-19) は感染者に重篤な身体機能障害を呈する事が知られており、
リハビリテーション治療が必要であると考えられる．しかし感染拡大防止の観点から積極的な介入に制限が
あり、介入時期や介入方法を検討する必要がある。当院では COVID-19 陽性患者 4 例に対して、多職種で協
力し訓練を行った。リハビリテーション医、セラピストが患者をモニター越しに評価し、計画を立て看護師
が運動療法を実施した。離床困難な症例に対してはセラピストが PPE を装着の上、看護師と共に訓練を実
施した。医療資源不足時におけるリハビリテーション治療の優先度や、実際に介入したセラピスト側の不安
が課題となった。当院で実施した取り組みに関して報告する。

一般演題Ⅱ

2. サルコペニアが骨粗鬆症患者に及ぼす影響

1）久留米大学病院リハビリテーション部
2）久留米大学医学部整形外科学教室
3）宗像水光会総合病院整形外科

〇東 恵理子 1）、橋田 竜騎 1）2）、戸次 将史 1）2）、岩永 壮平 1）2）、原 光司 1）2）、中村 洋輔 1）2）、田島 裕之 1）2）、
　名護 健 1）2）、松瀬 博夫 1）2）、南谷 和仁３）、佐藤 公昭 1）2）、志波 直人 1）2）

【目的】サルコペニアは、全身の筋肉量が減少する症候群であり、様々な障害を引き起こす。本研究の目的
はサルコペニアが骨粗鬆症患者に及ぼす影響を調査することである。

【方法】骨粗鬆症患者を Sarcopenia 群 (S 群 )、Non-Sarcopenia 群 (NS 群 ) の 2 群に分類した。基本属性 ( 年齢、
性別、BMI )、筋量（四肢、体幹部）、骨密度 ( 大腿骨）、脊椎アライメント（PT・PI・LL・SS）、JOABPEQ を
評価した。各項目に関して 2 群比較、各項目関連を調査した。 

【結果】対象は 108 名 ( 男性 12 名、女性 96 名 )、S 群 24 名、NS 群 84 名であった。2 群比較では S 群は NS
群に比較して JOABPEQ は有意に低かった。また体幹部筋量は PI 以外の各パラメーターと有意に相関を認め、
脊椎アライメントと統計学的に関連が認められた。

【結論】骨粗鬆症患者においてサルコペニアは脊柱変形に影響し、QOL を低下させている。
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3. リハビリ対象疾患の年次推移について 　とくに 6 歳未満児童について

1）佐賀整肢学園からつ医療福祉センター　
2）佐賀整肢学園こども発達医療センター　
3）佐賀大学医学部附属病院 リハビリテーション科

○高原 光平 1）、原 寛道 1）、伊藤 由美 1）、松浦 愛二 1）、高杉 紳一郎 2）、浅見 豊子 3）

【はじめに】当院は佐賀県北部を診療圏とした小児リハビリ病院の機能を担っている。対象疾病の年次推移
について報告したい。 

【方法】当院を受診した初診時年齢が 6 歳未満の児童について、その疾病名に関する調査を行った。またそ
のうちリハビリを実施した児童についても同様に調査を行った。調査対象期間は平成 14 年度から平成 30
年度までである。
 【結果】　受診者の疾病は、平成 14 年開院以来、知的、精神、言語系疾病で多くが占められている。平成
21 年までは 70% 台であったが平成 21 年以降は 80% 台となり、直近 3 年では 90% 台に至っている。 
　また直近 3 年ではリハビリを実施した 306 例のうち知的、精神、言語系の群が 92% を占めており、その
内訳は精神系（発達障害）約 50%、知的障害系約 20%、言語系約 30% であった。
 【考察】小児リハビリ病院はかっては脳性麻痺を中核とした脳疾患を主たる対象としていた。これらの数は
ほとんど増減なく推移している。一方発達障害児への認識が保育園や家族で高まり、受診対象者やリハビリ
対象者の多くが発達障害児童となった。今後は発達障害を専門とする作業療法士や言語聴覚士を急ぎ育成し
充実しなければない。

4. 非急性期病院における院内急変への対応方法の検討と取り組み

医療法人相生会 福岡みらい病院 リハビリテーション科

〇草野 謙、小田 太士、髙橋 真紀、佐久川 明美

【背景】非急性期病院における院内急変対応は、不慣れな状況下でも適切な判断と処置を行い迅速な急性期
病院への転院も望まれる。
急性期病院においては Rapid Response System( 以下 RRS) というシステムの下、特化したチーム対応を行っ
ている病院も多いが、非急性期病院では人員も少なく継続的な対応をしていくためにも個々の能力に頼るの
ではなく病院全体としてシステム化された対応を図っていく必要がある。

【目的】RRS に準じて非急性期病院での院内急変対応システムを検討構築する 
【方法】RRS の４要素のうち特に要請基準とチーム対応が課題となる。今回は現状での院内急変での問題点

を抽出し、アクションカードを用いるなどして対応の標準化を図った。
【結果】起動基準は調整中だが、対応においては一連の流れを職員全体に周知することで動線確保や部屋準

備など発症後の流れに改善がみられている。
【結語】非急性期病院こそ病院としてシステマチックな対応を検討構築していく必要がある。
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2. 寛骨臼回転骨切り術術後に解離性障害による両下肢麻痺を生じた臼蓋形成不全の一症例

１）福岡大学病院 リハビリテーション科
２）福岡大学医学部整形外科教室

〇白井 隆之 1）、鎌田 聡 1）、木下 浩一 2）、塩田 悦仁 1）、山本 卓明 2）

　17 歳、女性。左臼蓋形成不全の診断にて保存加療されていたが、症状悪化し松葉杖歩行となった。保存
加療無効なため寛骨臼回転骨切り術を施行された。術翌日より左下肢優位に両下肢麻痺症状を呈した。頭部、
脊椎 MRI 施行するも有意な異常所見は認めず、術後より理学療法を開始するも麻痺症状は悪化していった。
下肢筋電図施行の結果、心因性の可能性が考えられたため術後 8 週目で精神科を受診となった。家庭内の
問題による精神的ストレスの存在が強く疑われ、解離性障害と診断された。同科での認知行動療法が追加と
なった。両下肢麻痺は徐々に改善し、術後 15 週に松葉杖歩行で退院となった。退院後は近医整形外科でリ
ハビリを継続しつつ、精神科にも定期的に通院し、術後 11 ヶ月の診察では症状再燃なく経過している。
　解離性障害は精神科疾患としては稀ではないが、診断や治療に苦慮する。今回は認知行動療法を行うこと
により症状が改善した。

一般演題Ⅲ

1. 手関節拘縮に対し持続伸張装具を使用した痙直型脳性麻痺児の一例

熊本大学医学部附属病院 リハビリテーション科

〇小山 雄二郎

【はじめに】てんかん性脳症の痙性コントロールに持続伸張装具が有効なことが報告されている。しかし、
学童に対して装具療法を行うにあたり、成長に伴いサイズが合わなくなるといった問題がある。そこで今回
我々は、成長に応じて延長が可能な持続伸張装具を使用し、痙性及び ROM control が可能であった症例を
経験した為、報告する。

【症例】てんかん性脳症が既往にある９歳男児、成長に伴い持続伸張装具の適合不良を認めた為、長径およ
び横径方向に延長が可能な装具を新たに開発し、装着した。

【結果】外来初診時 ROM は肘関節伸展 0°/-30°、手関節 10-90°/20-90°、筋緊張は両肘・手関節 MAS1+、
装具処方後６ヶ月での肘関節伸展 0°/-20°手関節 10-90°/10-90°両肘・手関節 MAS1 であり、ROM および
痙性の維持ができた。

【考察・結語】小児に対する装具処方の問題点として、成長に伴う適合不良が挙げられる。継手位置を調整
可能な延長装具を使用し成長に応じて適切かつ効果的な矯正モーメントをかける事が可能となった。
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3. 左膝の運動機能障害症候群に対してリハビリテーションが有効だった１例

清泉クリニック整形外科 福岡

〇白石 純一郎

　筋骨格系疼痛の殆どは特定方向への反復的運動や、持続的アライメントにより引き起こされるストレスに
由来する。運動機能障害症候群とは筋骨格系疼痛を症候群として分類したものである。
　症例は５１歳女性。2 年ほど前より運動時の左膝の痛みを自覚し徐々に力も入り辛くなり受診した。診察
上は炎症所見なし。腸脛靭帯・大腿二頭筋・腓骨筋に圧痛を認めた。左股関節外旋可動域は 5 度、左膝関節
屈曲伸展 MMT ３、左股関節外旋 MMT ２であった。左膝 X 線検査・超音波検査では異常所見を認めなかった。
アライメントは左大腿骨が内旋、左下腿が外旋していた。痛みの原因は筋骨格系の疼痛と考え、運動機能障
害症候群（分類としては脛骨大腿回旋症候群）と診断した。治療として股関節外旋筋群・中臀筋後部繊維の
パフォーマンス改善を中心に行い、左膝の疼痛・筋力・可動域は改善した。
　筋骨格系からの膝痛に対して運動機能障害症候群と診断し治療を行い、機能の改善を認めた。

4. 右大腿切断術後に左片麻痺を呈し，歩行を再獲得した一例 

1）産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座
2）産業医科大学若松病院 リハビリテーション科

〇尾﨑 文 1）、二宮 正樹 1）、加藤 徳明 2）、佐伯 覚 1）

【症例】62 歳女性。X-5 年に右下肢壊死性筋膜炎により大腿切断術施行後、義足での ADL が自立していた。
X 年体重増加に伴いソケットが不適合となったため修理申請をしていた際に右橋梗塞を発症し、左片麻痺

（Brunnstrom stage 下肢Ⅵ）と感覚障害が残存した。歩行の再獲得のため第 34 病日に当科に転科した。リ
ハビリテーションを強化したが左下肢は膝折れや反張膝を認め、右下肢は廃用性筋力低下により義足への荷
重が不十分となっていた。そのため左短下肢装具（posterior leaf type）を作製し、義足の膝継手を固定膝に
変更し訓練を継続した。その結果左下肢の安定性が得られ、かつ義足への荷重が改善したため膝継手を単軸
に戻した。シルバーカーを導入したことで歩行が自立し、必須である階段昇降も可能となり第 91 病日に自
宅退院した。大腿切断と脳卒中片麻痺の重複障害における歩行再獲得について考察を交えて報告する。
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「脳卒中後痙縮に対するボツリヌス療法の最適化を目指して」

講師 ：昭和大学医学部 リハビリテーション医学講座 教授　川手 信行　先生

　本邦では、痙縮に対する標準的な治療としてボツリヌス療法が広く施行されている。従来の上限投与量で
は十分量を投与できない患者が少なくなかったことから、2019 年 12 月に上肢痙縮に対する上限投与量が
240 単位から 400 単位へと変更となった。このことにより、広範な部位の治療を要する患者においても、最
適な投与量の選択が可能となった。今後、リハビリテーション医療との併用によって、さらなる治療満足度
の向上が期待できる。

特別講演　　11：40 ～ 12：30

共催 ： グラクソ・スミスクライン株式会社

座長 ： 佐賀大学医学部附属病院 リハビリテーション科　診療教授　浅見 豊子　先生

略歴
1989 年 昭和大学医学部卒業
1989 年 昭和大学病院臨床研修医
1993 年 昭和大学病院 助手（リハビリテーション医学診療科）
1995 年 太田綜合病院附属太田熱海病院リハビリテーション科部長（1998 年 7 月 11 日まで）
1998 年 昭和大学医学部リハ医学専任講師（2002 年 3 月 31 日まで）
  昭和大学病院リハビリテーション科
2010 年 昭和大学保健医療学部理学療法学科准教授（2015 年 4 月１日まで）
2015 年 昭和大学医学部リハビリテーション医学講座 准教授
2016 年 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
  リハビリテーション科診療科長（現在に至る）
2018 年 昭和大学医学部リハビリテーション医学講座 主任教授（現在に至る）

主な学会・社会活動
日本リハビリテーション医学会
  専門医・臨床認定医
  特任理事
  代議員
  社会保障・障がい者福祉委員会委員長
日本ボツリヌス治療学会 理事
日本生活期リハビリテーション医学会 評議員
日本義肢装具学会 評議員
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専門医・臨床認定医 生涯教育研修会（九州ブロック）

「宇宙に学ぶ筋骨格系廃用と運動の全身効果」

講師 ： 久留米大学医学部整形外科学教室　主任教授　志波 直人 先生

　活動性の低下により筋肉や骨は著しい廃用性の変化を来し、これは加齢による変化よりも著しい。宇宙飛
行士は無重力による筋骨格系へのメカニカルストレスの著明な減少により、さらに著しい変化を来すが、こ
れらは共通する部分も多く、その予防にも共通点を見出すことができる。臨床と宇宙での筋骨格系廃用性変
化について解説するとともに、われわれが行った運動の全身的効果について報告する。

教育講演Ⅰ　13：30 ～ 14：30

座長 ： 福岡みらい病院　副院長　佐久川 明美　先生

略歴
1982 年 久留米大学医学部卒業、同整形外科入局
1991 年 米国 Mayo 医科大学整形外科バイオメカニクス研究室留学
2004 年 久留米大学病院リハビリテーション部教授
2009 年  WHO  ICD11 Musculoskeletal Topic Advisory Group
2012 年  久留米大学整形外科学教室　主任教授　現職
2013 年  内閣府主催宇宙政策セミナー　パネリスト
2014 年  国際公募国際宇宙ステーション利用研究主任研究者
2015 年  日本宇宙航空環境医学会理事　現在に至る
2016 年  日本運動器科学会理事　現在に至る
2017 年  日本整形外科学会理事（2019 年 5 月まで）
2018 年  久留米大学理事長特別補佐（2020 年 3 月まで）
2020 年 久留米大学病院長
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　日本は世界で初めて二度目のオリンピック・パラリンピック開催国となった。最初の 1964 年東京パラリ
ンピックは、脊髄損傷者のみならず切断者、脳性麻痺者など全ての障がい者が参加する現在のパラリンピッ
クの原型を造った。半世紀以上経て、二度目の開催にあたり、パラリンピックの認知度、知識、関心が高ま
る一方で、商業化など課題が生じている。本講演ではパラリンピックの歴史を振り返り、社会的意義や理念
を再確認する。

「障がい者スポーツの歴史・現状・課題」

講師 ：社会医療法人恵愛会 大分中村病院 理事長　中村 太郎 先生

教育講演Ⅱ　14：30 ～ 15：30

座長 ： 聖マリアヘルスケアセンター 病院長　井出 睦　先生

略歴
1986 年 川崎医科大学医学部卒業、大分医科大学 整形外科 入局
1992 年 大分医科大学大学院博士課程卒業、医学博士、九州労災病院　整形外科医員
1994 年 大分医科大学　整形外科講師
1995 年 英国留学（ロンドン大学王立整形外科病院）
2000 年 大分中村病院　院長就任　　シドニーパラリンピック日本選手団チームドクター　
2006 年 太陽の家　理事長就任　( ※ 2018 年 6 月退任 )
2004 年 アテネパラリンピック　日本選手団チームドクター
2007 年 大分中村病院　理事長就任
2020 年 東京パラリンピック選手用医療統括者（Athlete Medical Supervisor: AMSV）※バドミントン担当

主な学会・社会活動
社会医療法人恵愛会大分中村病院　理事長
大分大学医学部　臨床教授
日本リハビリテーション医学会　専門医、臨床認定医　
日本整形外科学会　専門医
日本障がい者スポーツ協会　常任理事、医学委員、障がい者スポーツ医
日本脊髄障害医学会　評議員
日本体育協会　公認スポーツドクター
日本医師会　認定産業医

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 主な著書
『パラリンピックへの招待』 （岩波書店）
『車いすマラソン～大分から世界へのメッセージ～』 （医療文化社）
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「高次脳機能障がい者への多面的な支援」

講師 ： 福岡県障がい者リハビリテーションセンター センター長　永吉 美砂子　先生

　高次脳機能障害は、外見上わかりにくい障害である。家族でも本人の言動を理解できないことが多く、他
者からの理解を得ることはさらに難しくなる。そこに本人の障害認識の乏しさが加わると、ますます社会参
加が困難になる。このような現状をふまえ、今回、高次脳機能障害者の社会参加を可能にするリハビリテー
ションアプローチについて、小児例も含めて述べる。

教育講演Ⅲ　15：30 ～ 16：30

座長 ： 博愛会病院　副院長　岡崎 哲也　先生

略歴
1988 年 産業医科大学卒業　同リハビリテーション科　入局
1989 年 筑豊労災病院リハビリテーション科勤務    
1990 年 九州労災病院リハビリテーション科勤務    
1991 年 産業医科大学リハビリテーション科　助手    
1992 年 中部労災病院リハビリテーション科勤務    
1994 年 医療法人　鎌田病院勤務    
2000 年 産業医科大学リハビリテーション科　助手    
2000 年 福岡市社会福祉事業団　心身障害福祉センター勤務　 
2011 年 医療法人社団　水光会　宗像水光会総合病院　リハビリテーション科医長  
2016 年 福岡県厚生事業団　福岡県障害者リハビリテーションセンター　センター長  
  

主な学会・社会活動
日本リハビリテーション医学会　認定臨床医
日本リハビリテーション医学会　専門医

脳卒中、切断、脊髄損傷のリハビリテーションのほか、平成 14 年度からは高次脳機能障害支援モデ
ル事業の拠点協力機関として従事し、平成 16 年度からは発達障害の診療も開始した。現在、福岡県
障がい者リハビリテーションセンターで高次脳機能障害や発達障害の特殊外来を実施している。
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協 賛 一 覧

共催セミナー
 グラクソ・スミスクライン株式会社

広告（50 音順）

 株式会社旭化成ファーマ

	 アッヴィ合同会社

	 株式会社有薗製作所

	 インターリハ株式会社

	 エーザイ株式会社

	 大原薬品工業株式会社

	 ケア・ルートサービス株式会社

	 コニカミノルタジャパン株式会社

	 西部ガス株式会社

	 株式会社シー・アール・シー

	 株式会社ツムラ

	 帝人ヘルスケア株式会社

	 ニプロ株式会社

	 日本イーライリリー株式会社

	 ノバルティスファーマ株式会社

	 ファイザー株式会社

	 福岡医療関連協業組合

	 宮野医療機器株式会社

	 株式会社ムトウ

	 安田建物管理株式会社

協賛（50 音順）

 株式会社トーショー

	 フジタビルメンテナンス株式会社

	 株式会社保科製作所

	 株式会社ライフステップサービス

	 株式会社 LEOC

  本大会の開催にあたり、皆様より多数のご協力を賜りました。

	 	 ここに深甚なる感謝の意を表します。

第 48 回	日本リハビリテーション医学会	九州地方会	学術集会

会長　佐久川	明美


