
第第第第三三三三回神経筋政策医療ネットワーク回神経筋政策医療ネットワーク回神経筋政策医療ネットワーク回神経筋政策医療ネットワーク    四国ブロック学術集会四国ブロック学術集会四国ブロック学術集会四国ブロック学術集会    プログラムプログラムプログラムプログラム    

<<<<改訂版改訂版改訂版改訂版>>>>    
 

 

 

  

    開催日時開催日時開催日時開催日時        ２０１１年２月２６日(土) １０：００－１２：１５    

    開催場所開催場所開催場所開催場所        独立行政法人国立病院機構徳島病院  カンファレンス室・カンファンレス室隣    

 開会の挨拶 １０：００－１０：０５ 

 特別講演 １０：０５－１０：５９  （発表１５分、質疑応答 ３分） 

 口演  

 （カンファレンス室） １１：００－１２：１２（発表６分、質疑応答 ２分） 

 ポスタ－  

 （カンファレンス室隣） １１：００－１２：１２ （発表５分、質疑応答 ３分） 

 閉会の挨拶 １２：１２－１２：１５ 

 

    事務局事務局事務局事務局            独立行政法人国立病院機構徳島病院 臨床研究部 三ツ井貴夫 
  Tel:  0883-24-2161  Fax: 0883-24-8661 
  Mail: rinsyou@tokusima.hosp.go.jp 
  〒776-8585 徳島県吉野川市鴨島町敷地 1354 

 

 

 

 

 
１０：００～１０：０５ 

Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．開会の挨拶開会の挨拶開会の挨拶開会の挨拶  （カンファレンス室）    徳島病院 院長  足立 克仁 

 

 
１０:０５～１０：５９ 

Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．特別講演特別講演特別講演特別講演   （カンファレンス室）  座長： 足立克仁 （徳島病院） 
 １０：０５～１０：２３ 

１．ALS 患者における適正な栄養管理方法の検討- TPPV 下 ALS 患者の長期経管栄養に関する研究 - 

国立病院機構高松医療センター 神経内科 市原 典子 

 １０：２３～１０：４１ 

２．当科におけるレスパイト入院患者での地域連携について  

国立病院機構愛媛病院   神経内科  橋本 司 

 １０：４１～１０：５９ 

３．パーキンソン病関連疾患に対するリハビリ入院：最近２年間の成績  

国立病院機構徳島病院   神経内科  有井 敬治 

 

 

 



１１：００～１２：１２ 

Ⅲ．Ⅲ．Ⅲ．Ⅲ．口演口演口演口演発表発表発表発表        （カンファレンス室）    

  
 

１１：００～１１：２４ 

筋ジストロフィー筋ジストロフィー筋ジストロフィー筋ジストロフィー    座長： 橋口 修二 （徳島病院） 

A-1. Duchenne 型筋ジストロフィー左室後壁外膜側有意に認められる局所心筋障害-自律神経機能異常との関連- 

 国立病院機構徳島病院 小児科 ○宮崎達志 夛田羅勝義 

  

A-2. Duchenne 型筋ジストロフィー女性保因者における心臓 MRI と心エコーの所見の有用性 

 国立病院機構徳島病院 内科 ○足立克仁 

 

A-3. 治験参加の被験者における試験結果に対する意識調査 

 ○池森 明¹ 中井 健一²  近藤 恵子²  河崎 初子²  竹中 幸子²  宮本 登志子 3 楊河 宏章 3  

三ツ井貴夫 2 

     1 国立病院機構徳島病院 薬剤科   2 国立病院機構徳島病院 治験管理室  

3 徳島大学臨床試験管理センター 

 

１１：２４～１１：４８  

神経難病（神経難病（神経難病（神経難病（1111））））                                                                                                                                    座長： 三ツ井 貴夫 （徳島病院） 

A-4. パーキンソン病における笑顔度の検討 

 国立病院機構徳島病院 神経内科 ○川村 和之  切原 貴史  有井 敬治  乾 俊夫  泰地 治男 

                                三ツ井 貴夫 

 

A-5. パーキンソン病における嚥下機能と呼吸機能の関連 

 国立病院機構徳島病院 リハビリテーション科 ○峯田 拓也 

 

A-6. 体幹 Dystonia による異常姿勢を呈した Parkinson 病症例に対する当院リハビリテーションプログラムの効果 

 国立病院機構徳島病院 リハビリテーション科 ○島村 麻木子¹  泰地 治男¹  川道 幸司¹   

岩田 織江¹   峯田 拓也¹  澤田 佑貴¹  松本 和美¹  有井 敬治²  三ツ井 貴夫² 

 １ 国立病院機構徳島病院 リハビリテーション科 理学療法士 

２ 国立病院機構徳島病院 神経内科 

 

 

１１：４８～１２：１２ 

神経難病神経難病神経難病神経難病（（（（2222））））    座長： 市原 典子 （高松医療センタ－） 

  

A-7. 神経・筋難病患者の看護ケアに対する満足度調査 

    国立病院機構徳島病院 看護部（３病棟） ○森本 朱美 

  

A-8. リアリティショックに対する新人看護師の思い〜学生時代に神経・筋難病病棟実習の経験がない

新人看護 師に着目して〜 

 国立病院機構高松医療センター 看護部（難病病棟）  ○田村 実鳥 

 

A-9. 神経・筋難病病棟における中途採用看護師の想い～経験豊富な看護師を対象にして～ 

 国立病院機構高松医療センター 看護部（難病病棟））  ○森島 寿奈美 

 

 



 

Ⅳ．Ⅳ．Ⅳ．Ⅳ．ポスターポスターポスターポスター発表発表発表発表        （カンファレンス室隣）    

 
１１：００－１１：３２    

筋ジストロフィー筋ジストロフィー筋ジストロフィー筋ジストロフィー、看護、他、看護、他、看護、他、看護、他    座長： 橋本 司 （愛媛病院）    

 

B-1. 筋ジストロフィー患者の残在機能を生かした口腔ケアの見直し 

国立病院機構徳島病院  看護部（8 病棟）  ○高松 明美 

  

 

B-2. 筋ジストロフィー患者への遊びを取り入れた呼吸リハビリテーションの効果 

 国立病院機構徳島病院 看護部（向日葵病棟） ○郷司 由加里 

 

B-3. 終日 NIPPV 使用の筋ジストロフィー患者と看護師の人工呼吸器搭載電動車椅子乗車・活動に対する意識調査 

 国立病院機構徳島病院 看護部（向日葵病棟） ○三原 康弘 

 

B-4. 筋ジストロフィー病棟で働くベテラン看護師の看護におけるやさしさの構成 

 国立病院機構徳島病院 看護部（すみれ病棟） ○藤原 絢子  石川 瞳  山添 奈緒子  渡部 真由美  

                                        木元 幸子 

 
１１：３２－１２：１２    

神経難病、看護、他神経難病、看護、他神経難病、看護、他神経難病、看護、他    座長：  川村 和之 （徳島病院）    

 

B-5. A 病院外来患者の看護師対応の満足に対する調査 

 国立病院機構徳島病院 看護部（外来） ○山下 千鶴子  

 

B-6. 治験参加の被験者における治験前後の意識調査 

国立病院機構徳島病院 治験管理室 ○中井 健一  池森 明  近藤 恵子  河崎 初子   

竹中 幸子  三ツ井 貴夫 

 

B-7. パーキン遺伝子欠損症の生検皮膚培養細胞における Cell Ｖiability の検討 

国立病院機構徳島病院 臨床研究部 ○藤本 美希  牧 由紀子  川村 和之  三ツ井 貴夫 

  

B-8. Ｃｒｅｕｔｚｆｅｌｄｔ－Ｊａｃｏｂ病の初発症状と脳所見 

    国立病院機構徳島病院 神経内科 ○橋口 修二 

 

B-9. 徳島県における平成 22 年度スモン検診について 

国立病院機構徳島病院 神経内科 ○乾 俊夫¹  松家 豊¹  松本 政子¹  猪上 幸¹  森本 朱美¹  

谷 安津子¹  山崎 佳子¹  住友 純子¹  泰地 治男¹  木村 芳恵¹  徳永 あいこ² 

1 国立病院機構徳島病院  

2 徳島県徳島保健所 

 

 

 
１２：１２～１２：１５ 

Ⅴ．Ⅴ．Ⅴ．Ⅴ．閉会閉会閉会閉会の挨拶の挨拶の挨拶の挨拶  （カンファレンス室）    徳島病院 臨床研究部長 三ツ井貴夫 


