7月27日（土）

A 会場［ 飛翔の間 I・II ］

秋田の意識障害 SS2
座長：森田

功

8：30〜9：15

藤田保健衛生大学 脳神経外科

「秋田県内の遷延性意識障害患者の実態調査」
佐々木 正弘1、鈴木 明文2、中瀬 泰然1、石川 達哉2
1

秋田県立脳血管研究センター 脳卒中診療部、2秋田県立脳血管研究センター 脳神経外科

一般演題 A4 『新しい試み ・ 治療の成果』
座長：上田 守三

A4-1

9：15〜10：30

医療法人財団緑秀会 田無病院

頭部外傷後遷延性意識障害患者の筋緊張亢進に対する鍼治療
−電気生理学的検討−
松本 淳、米澤 慎悟、野村 悠一、西山 紀郎、兼松 由香里、浅野 好孝、篠田 淳
木沢記念病院 中部療護センター

A4-2

脳卒中後の遷延性意識障害に対するリバスチグミンの治療効果
平川 亘1、松居 徹2
1誠弘会池袋病院

A4-3

脳神経外科、2埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科

頭蓋骨形成術で大判チタンプレートを用いた意識障害例の体性感覚残存機能評価
菅野 彰剛1、中里 信和2、長嶺 義秀3、藤原 悟4、川島 隆太1
1

東北大学加齢医学研究所 脳機能開発研究分野、
てんかん学分野、3広南病院 東北療護センター、
4
広南病院 脳神経外科
2東北大学大学院医学系研究科

A4-4

頚動脈内膜剥離術の前後における高次脳機能の変化
安藤 俊平1、羽賀 大輔1、原田 雅史1、黒木 貴夫1、長尾 建樹1、榊原 隆次2、尾形 剛2、
周郷 延雄3、根本 匡章3
1

東邦大学医療センター佐倉病院 脳神経外科、2東邦大学医療センター佐倉病院 神経内科、
脳神経外科

3東邦大学医療センター大森病院

A4-5

軽度意識障害と前頭葉機能障害慢性硬膜下血腫における手術前後の高次脳機能
からの考察
日高 可奈子1、高山 幸芳1、足立 好司2、喜多村 孝幸2、高橋 弘3
1
3

A4-6

日本医科大学武蔵小杉病院 言語療法室、2日本医科大学武蔵小杉病院 脳神経外科、
景雲会 春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 脳神経外科

当院での高齢者血腫形成型くも膜下出血の現状
根本 匡章、原田 雅史、福島 大輔、桝田 博之、野本 淳、近藤 康介、原田 直幸、
周郷 延雄
東邦大学医学部医学科 脳神経外科学講座 (大森)
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教育講演 TL2
座長：難波 宏樹

10：30〜11：00
浜松医科大学 脳神経外科

「遷延性意識障害の手術療法：長期経過からみた効果と手術適応」
山本 隆充
日本大学医学部脳神経外科学系 応用システム神経科学分野

教育講演 TL3
座長：大平 貴之

11：00〜11：30
慶応義塾大学医学部 脳神経外科

「音楽運動療法による意識障害治療の足跡」
野田 燎
大阪芸術大学芸術学部 初等芸術教育学科

特別講演 SL2

11：30〜12：00

『本学会の⾜跡 2（今後の展望）』
座長：鈴木 明文

秋田県立脳血管研究センター

「日本意識障害学会 今後の展望」
加藤 庸子
日本意識障害学会 理事長
藤田保健衛生大学 脳神経外科 教授

ランチョンセミナー LS3
座長：中里 信和

12：00〜13：00

東北大学大学院医学系研究科 てんかん学分野
共催：大塚製薬株式会社

「脳波で意識障害を診断・治療する〜非けいれん性てんかん重積の診断・治療〜」
久保田 有一
朝霞台中央総合病院 脳神経外科

30

7月27日（土）

B 会場［ 飛翔の間 V・VI ］

一般演題 B11 『リハビリテーション 3』
座長：竹内

栄一
三國谷恵美子

B11-1

8：30〜9：50

医療法人清水会 京都伏見しみず病院
一般財団法人黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

慢性期重度脳外傷患者におけるボツリヌス療法とリハビリテーション
高澤 太郎1、村山 竹美1、山口 美佐子1、萩原 千春1、内野 福生2、小滝 勝2
1
2

B11-2

自動車事故対策機構 千葉療護センター リハビリテーション科、
自動車事故対策機構 千葉療護センター 脳神経外科

2型糖尿病を合併した脳卒中片麻痺患者に有酸素運動が血糖管理に有効であった
1症例
鈴木 智士、佐藤 雄一、皆方 伸
秋田県立脳血管研究センター 機能訓練部

B11-3

夜間オムツ弄りをする患者へのブラッダースキャンを使用したトイレ誘導の試み
竹村 昌子
いわてリハビリテーションセンター

B11-4

千葉療護センターにおけるリハビリに対する意識調査
横山 敬人1、宮崎 美保1、船倉 美香1、小林 球記1、小瀧 勝2、内野 福生2
1自動車事故対策機構
2

B11-5

千葉療護センター リハビリテーション科、
自動車事故対策機構 千葉療護センター 脳神経外科

看護師 ・ 家族のリハビリ意欲の向上を目指して 〜リハビリカードを使用して〜
山本 洋一郎、長谷川 淳吾、佐藤 文隆、芳澤 慎吾、横井 達也、島田 俊吾
小牧市民病院

B11-6

患者家族への家族参加型リハビリテーションニーズに関するアンケート調査
木元 裕介、皆方 伸、安藤 裕哉、後藤 恵理子、進藤 潤也、保坂 てつ子、佐藤 雄一
秋田県立脳血管研究センター

B11-7

回復期リハ病棟への転入オリエンテーションに関する調査
後藤 尚子1、白鳥 浩子1、櫻井 幸恵1、中村 令子2
1

B11-8

北上済生会病院、2東北福祉大学健康科学部 保健看護学科

回復期リハビリ病棟から在宅移行する脳血管障害患者の性別による主観的QOLの
違い
渡邉 知子1、藤田 あけみ2、中村 令子3、石鍋 圭子4
1

秋田大学医学系研究科 保健学専攻、2青森県立保健大学、3東北福祉大学、

4茨城キリスト教大学大学院
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B11-9

回復期リハビリ病棟から退院する成人期脳血管障害患者の主観的QOLの変化
渡邉 知子1、藤田 あけみ2、中村 令子3、石鍋 圭子4
保健学専攻、2公立大学法人青森県立保健大学健康科学部 看護学科、
東北福祉大学健康科学部 保健看護学科、4茨城キリスト教大学大学院

1秋田大学医学系研究科
3

B11-10

回復期脳卒中患者の離床時間とFIMとの関係
澤村 幸恵1、佐竹 將宏2、皆方 伸1、塩谷 隆信2、佐藤 雄一1
1

秋田県立脳血管研究センター、2秋田大学大学院医学系研究科 保健学専攻理学療法学講座

一般演題 B12 『栄養管理 NST』
座長：松月 みどり

B12-1

9：50〜10：15

公益社団法人日本看護協会

経腸栄養患者における水分管理の検討
佐藤 由奈1、高羽 ゆか1、山田 昌興2、山田 創2、佐藤 朗子1、松野 彰2
1

B12-2

帝京大学ちば総合医療センター 看護部、2帝京大学ちば総合医療センター 脳神経外科

外傷性意識障害患者の体重変動に伴う脂肪量 ・ 筋肉量の比率
石井 佑美1、山村 博子2、渡邉 幸恵3、西郷 典子3、水元 志奈子3、横山 知幸3、
上野 照雄4、高橋 陽平5、八木 良子3、梶谷 伸顕6
1独立行政法人自動車事故対策機構
2

独立行政法人自動車事故対策機構
3独立行政法人自動車事故対策機構
4
独立行政法人自動車事故対策機構
5独立行政法人自動車事故対策機構
6独立行政法人自動車事故対策機構

B12-3

岡山療護センター
岡山療護センター
岡山療護センター
岡山療護センター
岡山療護センター
岡山療護センター

栄養部、
薬剤部、
看護部、
リハビリテーション部、
臨床検査部、
外科

意識障害患者に対するNST支援の有効性
佐々木 智子1、古屋 智規2、久米 万寿子1、平川 ひとみ1、児玉 芙美子1、小松 亜記美1、
丸屋 淳3、工藤 宏仁4、斎藤 晃5、伊藤 春佳6
1

秋田赤十字病院 医療技術部 栄養課、2秋田赤十字病院 総合診療科、
脳神経外科、4秋田赤十字病院 代謝内科、5秋田赤十字病院 薬剤部、
6
秋田赤十字病院 看護部
3秋田赤十字病院

一般演題 B13 『摂⾷ ・ 嚥下、⼝腔ケア 1』
座長：藤井 博英

B13-1

10：15〜10：55

日本赤十字秋田看護大学大学院

看護師中心による摂食機能療法チームアプローチの試み
村上 世津子、工藤 菜見子、石山 千尋、山片 りゅう子、棟方 聡、長谷川 聖子
黒石市国民健康保険黒石病院

B13-2

口腔マッサージにおける看護師の現状と意識調査
五十嵐 久里子、高木 喜美、小野 裕子
地方独立行政法人山形・酒田市病院機構 日本海総合病院 6階西病棟
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B13-3

病棟看護師に対する口腔ケアの教育的介入 −病棟内OJTと技術チェックから−
佐藤 ゆか、加藤 美由紀、清水 元子
秋田社会保険病院

B13-4

口腔ケアに関する看護師 ・ 看護補助者の意識調査
上田 とよ子、妻野 亮子、内田 加奈子
平鹿総合病院

B13-5

口腔ケアの教育プログラムに演習を取り入れた効果
黒澤 可奈子、中村 晶子、三浦 晃子、秋山 美里、奥山 奈穂子
JA秋田厚生連 平鹿総合病院

一般演題 B14 『摂⾷ ・ 嚥下、⼝腔ケア 2』
座長：水成 隆之

B14-1

10：55〜11：45

日本医科大学千葉北総病院 脳神経外科

意識障害患者へ味覚刺激を取り入れたアイスマッサージ導入における反応の一考察
吉田 恵美、中村 佳世、櫻木 千恵子、土川 美香
藤田保健衛生大学病院 看護部 脳神経外科

B14-2

梅干刺激による口腔内湿度上昇に対する試み
細谷 靖子1、伴 美幸1、佐々木 優子1、土肥 いずみ1、水成 隆之2
1
2

B14-3

日本医科大学千葉北総病院 脳神経センター、
日本医科大学千葉北総病院 脳神経センター 脳神経外科

慢性期重度脳損傷患者の摂食 ・ 嚥下リハビリテーション
〜嚥下造影検査とアプローチ〜
中尾 未久1、岸部 友美1、石田 茉里奈2、小手 恵2、小林 球記2、小瀧 勝3
1自動車事故対策機構

千葉療護センター 看護部、
自動車事故対策機構 千葉療護センター リハビリテーション科、
3自動車事故対策機構 千葉療護センター 脳神経外科
2

B14-4

慢性期重度脳外傷患者の摂食 ・ 嚥下リハビリテーション
〜嚥下造影検査での障害の特徴〜
小手 恵1、石田 茉里奈1、小林 球記1、中尾 未久2、岸部 友美2、片野 美保子3、
岡井 匡彦4、内野 福生5、小瀧 勝5
1

自動車事故対策機構 千葉療護センター
千葉療護センター
3
自動車事故対策機構 千葉療護センター
4自動車事故対策機構 千葉療護センター
5
自動車事故対策機構 千葉療護センター
2自動車事故対策機構

B14-5

リハビリテーション科、
看護部、
放射線科、
循環器内科、
脳神経外科

ARDS合併脳卒中症例への言語聴覚士の関わり
松本 淳志1、小路 ゆき絵1、酒井 直之2、寺尾 健2
1

谷津保健病院 リハビリテーション科、2谷津保健病院 脳神経外科
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B14-6

入院中の遷延性意識障害患者の歯科疾患調査
安田 順一1、玄 景華1、兼松 由香里2、浅野 好孝2、篠田 淳2
1朝日大学歯学部

口腔病態医療学講座 障害者歯科学分野、2木沢記念病院 中部療護センター

ランチョンセミナー LS4
座長：大熊 洋揮

12：00〜13：00

弘前大学医学部 脳神経外科
共催：伊藤メデックス株式会社

株式会社パイオラックスメディカルデバイス
京セラメディカル株式会社

「脳腫瘍における意識障害について」
浅野 研一郎
弘前大学医学部 脳神経外科
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