業
1.

績

論文

≪2019 年≫
岸

敏生、佐藤雅浩、出口純次、井関博文、倉田浩充、赤澤直紀、日浅匡彦：ハンドヘルドダイ

ナモメーターでの等尺性膝伸展筋力測定における信頼性の検討 〜平均値と最大値を比較して〜
理学療法徳島

vol.8：38-39，2019

Kurata H, Ishigami A, Tokunaga I, Nishimura A: An infant autopsy case of bowel obstruction
due to internal abdominal hernia. Legal Medicine 38:32-35, 2019
石川みづき、三浦哉、東亜弥子、田村靖明、豊田真実、島谷真弥：長時間坐位行動時の休憩時に
行う運動頻度の違いが血管内皮機能に及ぼす影響 保健の科学 第 61 巻 第 4 号：281-285，2019
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2.

講演

≪2019 年≫
出口純次：延ばそう健康寿命〜認知症・膝痛・腰痛予防〜 徳島市介護職員等研修事業 1/26，
2019 於：なのはなヘルパーステーション 徳島
井関博文：大腿骨頚部骨折のリハビリテーション〜急性期から在宅まで〜 徳島県理学療法士会
第 4 回地域リハビリテーション講座 2/2, 2019 於：橋本リハビリテーションクリニック 徳島
井関博文、
佐々木育代：高齢者の健康問題について 徳島県農政クラブ 2 月定例サロン会 2/18,
2019 於：徳島県 JA 会館 徳島
森健幸：転倒予防と体操 7/16, 2019 於：三庄いきいきサロン 徳島
枇杷谷俊也：膝痛の予防と体操 7/18, 2019 於：ひょうたん島カフェ 徳島
佐藤雅浩：いきいき百歳体操認知機能改善編・膝痛体操 7/19, 2019 於：陽だまりサロン

徳

島
井関博文：リハビリテーション医療の現場で働く理学療法士からのメッセージ 徳島医療福祉専
門学校 令和元年度オープンキャンパス 2019 年 7 月 31 日 於：徳島医療福祉専門学校 徳島
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3.

学会発表

≪2019 年≫
吉本美紀、井関博文、中村恵実子、倉田浩充、日浅匡彦、八木康公：当院における退院前訪問指
導の分析 回復期リハビリテーション病棟協会 第 32 回研究大会 in 千葉 2/21-23, 2019 千
葉
倉田浩充、吉本美紀、井関博文、中村恵実子、日浅匡彦、八木康公：胸腰椎圧迫骨折症例の受傷
後の運動 FIM の経時的変化

回復期リハビリテーション病棟協会 第 32 回研究大会 in 千葉

2/21-23, 2019 千葉
大喜駿也、島田祐希、吉本美紀、井関博文、中村恵実子、倉田浩充、日浅匡彦、八木康公：回復
期脳卒中患者において体幹機能が退院時の移乗能力に与える影響 回復期リハビリテーション病
棟協会 第 32 回研究大会 in 千葉

2/21-23, 2019 千葉

枇杷谷優理、倉田浩充、田中友梨、松本佳久、井関博文、吉本美紀、中村恵実子、日浅匡彦、八
木康公：回復期リハ病棟から就労に繋げた胸髄損傷の一症例 回復期リハビリテーション病棟協
会 第 32 回研究大会 in 千葉 2/21-23, 2019 千葉
清水純子、中村恵実子、吉本美紀、井関博文、倉田浩充、日浅匡彦、八木康公：排尿障害症例の
バルーンカテーテル抜去の試み
葉

回復期リハビリテーション病棟協会 第 32 回研究大会 in 千

2/21-23, 2019 千葉

立石淳次、島田祐希、谷岡伸浩、臼井千秋、井関博文、倉田浩充、日浅匡彦：足底各部位への機
械刺激が不安定面上での静止立位バランスに及ぼす影響 第 21 回徳島県慢性期医療学会 5/25,
2019 徳島
福元一輝：褥瘡を有する患者に対して当院で行った褥瘡治癒に向けた情報共有 第 21 回徳島県慢
性期医療学会 5/25, 2019

徳島

佐竹順子、阿部さつき、川村典子、大和裕美子、松本佳久：スタッフ間での日常生活動作の援助
統一を目指して〜ADL 表の活用〜 第 21 回徳島県慢性期医療学会 5/25, 2019 徳島
後藤有希、河野由美、清水純子、石山真子、中村恵実子、倉田浩充、日浅匡彦、八木康公：当院
における排便記録改善への取り組み 第 21 回徳島県慢性期医療学会 5/25, 2019 徳島
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藤井麻理子、中恵由加利、大和裕美子、加集真未、中村恵実子、大磯紗智、吉本美紀、倉田浩充、
日浅匡彦、八木康公：介護業務を円滑に行うための当院の取り組み 第 21 回徳島県慢性期医療学
会

5/25, 2019 徳島

Mizuki Ishikawa, Hajime Miura, Ayako Azuma, Yasuaki Tamura, and Junji Deguchi：
Influence of Arm cranking Exercise with Electrical Stimulation on the Vascular Endothelial
Function American College of Sports Medicine 5/28-6/2, 2019 America,Orlando
岸敏生、柳澤幸夫、佐藤雅浩、出口純次、井関博文、倉田浩充：肺腺癌を治療中の脳卒中患者に
対する腹部 EMS の試み 第 6 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会中国・四国支部学術集
会

6/8, 2019 徳島

倉田浩充、日浅匡彦、八木康公、西村明儒：死後 CT 画像により交通事故死が判明した独居在宅
死亡の 1 症例 第 17 回オートプシー・イメージング学会学術総会 8/24-25, 2019 熊本
石川みづき、三浦哉、東亜弥子、田村靖明、出口純次、松本明彦：一過性の上肢の有酸素運動と
下肢への骨格筋電気刺激の併用が血管内皮機能に及ぼす影響

第 74 回日本体力医学会大会

9/19-21, 2019 つくば
出口純次、三浦哉、福島翔太、田村靖明、石川みづき、東亜弥子、松本明彦、佐野里奈、倉田浩
充、日浅匡彦：有酸素性運動の時間の違いがその後の運動学習に及ぼす影響 第 74 回日本体力医
学会大会 9/19-21, 2019 つくば
倉田浩充、主田英之、徳永逸夫、松本早和、西村明儒：死後 CT で心臓内に多量のガスを認めた
病院内死亡の１症例 第 36 回日本法医学会学術中四国地方集会 9/28, 2019

米子

田村昌久仁、松本佳久、小森和樹、井関博文、倉田浩充：褥瘡に対するアプローチ〜OT として
出来ること〜 第 31 回四国作業療法士学会 9/28-29, 2019 愛媛
森健幸、倉田浩充、井関博文、島田祐希、出口純司、石川みづき：当院外来リハビリテーション
患者における SPPB および mFIM の関係性について 第 30 回徳島県理学療法士学会 9/29 ,2019
徳島
佐藤雅浩、芥川知彰、出口純次、岸敏生、岡崎大資、井関博文、倉田浩充：表在温熱刺激による
自律神経への影響―心拍変動による周波数解析を用いて― 第 27 回日本物理療法学会学術大会
10/19-20, 2019 東京
森本祥輝：脳梗塞により座位保持困難となった症例に対し食事姿勢に介入した一考察〜体幹機能
に着目して〜 第 4 回徳島県臨床推論学会 11/10, 2019 徳島
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枇杷谷俊也、島田祐希、矢藤直也、村中華、田中友梨、井関博文、芥川知彰、倉田浩充、日浅匡
彦：大腿骨近位部骨折患者の入院時栄養状態が入院期間中の筋内脂肪量および歩行能力の完全に
及ぼす影響 第 48 回四国理学療法士学会 11/23-24, 2019 愛媛
佐藤雅浩、出口純次、岸敏生、芥川知彰、井関博文、倉田浩充、日浅匡彦：脊椎圧迫骨折患者に
おける入院時 Barthel Index 自立群及び非自立群の比較-脊椎圧迫骨折患者の入院時 ADL 自立度
による経過比較 第 48 回四国理学療法士学会 11/23-24, 2019 愛媛
矢藤直也、島田祐希、枇杷谷俊也、村中華、田中友梨、井関博文、芥川知彰、倉田浩充、日浅匡
彦：大腿骨近位部骨折術後の大腿四頭筋における筋輝度の経時的変化 第 48 回四国理学療法士学
会

11/23-24, 2019 愛媛

吉田浩章：虚弱低栄養の高齢者において運動後分岐鎖アミノ酸摂取で身体機能に変化を与えた症
例

第９回日本リハビリテーション栄養学会学術集会 11/23 ,2019 福岡

佐藤訓子、田村昌久臣、松本佳久、井関博文、倉田浩充：家族への介入がリハビリテーションの
意欲に繋がった一症例〜トイレ動作の再獲得から在宅復帰へ〜 第 18 回徳島県作業療法士学会
12/1，2019

徳島

立石淳次、臼井千秋、井関博文、倉田浩充、日浅正彦：維持期外来リハビリテーションから短時
間デイケアへ移行した利用者の ADL と心理状況 第 27 回日本慢性期医療学会 12/3-4, 2019 大
阪
出口純次、佐藤雅浩、岸敏生、橋本和樹、山本晃平、枇杷谷俊也、安富日奈子、三浦哉、倉田浩
充、日浅匡彦、伊藤祐司：当院に入院した胸腰椎体骨折患者における糖尿病患者の罹患割合
本糖尿病学会中国四国地方会第 57 回総会 12/6-7, 2019 徳島
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日

