第一セッション

（18：25～19:05

座長

発表７分・質疑３分）

鹿児島市立病院

脳神経外科部長・脳卒中センター長
時村 洋 先生

①脳梁離断症候群を呈した一例 ～神経症状と自動車運転に及ぼす影響～
○西田 信太郎 1)，宮城 里佳 2)，東 慎也 1)，松元 潤 1)，堂園 浩一朗 3)
1)公益財団法人
2)公益財団法人
3)公益財団法人

慈愛会
慈愛会
慈愛会

今村総合病院
今村総合病院
今村総合病院

リハビリテーションセンター 言語聴覚士
リハビリテーションセンター 作業療法士
リハビリテーション科 主任部長

②脳出血一症例における自動車運転再開に向けた外来リハビリテーションの長期経過
〇増永 美奈 1)，鮫島 亮子 1)，小川 千穂 1)，原口 友子 1)，松本 航 2)，
高田 昌実 2), 窪田 正大 3)
1)加治木温泉病院 総合リハビリテーションセンター
2)加治木温泉病院 内科
3)鹿児島大学大学院 保健学研究科

③SDSA による被殻出血患者の運転免許再開に関する検討
〇小原 壮一, 平野 宏文, 堀口 怜子, 畑野 真悟, 橋口
揚村 秀人, 有村 昌子
医療法人厚生会

日

時

参 加 費

２ ０ １ ９ 年

４

月 ２ ６ 日

( 金 ) １ 8 : 2 5 ～

1 , 0 0 0 円（学生無料）
かくりょう

会

場

鹿児島大学 医学部 鶴陵会館ホール
（当日、会場にて無料処理を致しますので、必ず駐車券をご持参ください）

主

催

鹿児島高次脳機能研究会

後

援

鹿児島県理学療法士協会
鹿児島県言語聴覚士会

教 育 講 座

鹿児島県作業療法士協会
鹿児島県医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ協会

鹿児島県医師会
―日本医師会,鹿児島県医師会生涯教育認定講座―

大樹, 辻本 佳子,

小原病院

④右 MCA 領域脳梗塞患者の半側空間無視に対して,家庭用テレビゲームによる介入が
即時効果を示した一例
〇上園 忍, 河村 健太郎, 大濵 倫太郎, 上野 真, 宮田 隆司, 衛藤 誠二,
下堂薗 恵
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

第二セッション

（19：10～20:00

発表７分・質疑３分）

座長：鹿児島大学 リハビリテーション医学
教授
下堂薗 恵 先生
⑤「一時退院」を経て、病識やリハ意欲が向上した 1 症例 -退院後の現状をふまえて〇片平 誠 1)，森山 祐子 1)，上口 稜 1)，植村 健一 2)，藤田 賢太郎 2)，
瀬戸口 佳史 1), 松本 秀也 3), 有村 公良 3), 大勝 秀樹 3)
1)医療法人 三州会 大勝病院 リハビリテーション部
2)学校法人 原田学園 鹿児島医療技術専門学校 作業療法学科
3)医療法人 三州会 大勝病院 脳神経内科

⑥記憶障害患者一症例に対する復職支援 -就労支援機関との連携〇小川 千穂 1)，田中 結衣 1)，窪田 正大 2)，有馬 美智子 3)，原口 友子 1)，
高田 昌美 4)

特 別 講 演 (20:00～21：00)
座長 鹿児島大学 脳神経外科学 教授
吉本 幸司 先生
「脳の仕組みから見たリハビリテーション」
浜松医科大学 名誉教授
植村 研一

閉会の辞

先生

（21:00）
鹿児島大学 脳神経外科教授 吉本 幸司先生

1)医療法人玉昌会 加治木温泉病院 総合リハビリテーションセンター
2)鹿児島大学大学院 保健学研究科
3)鹿児島大学病院 リハビリテーション科
4)医療法人玉昌会 加治木温泉病院 内科

⑦島葉の脳梗塞 2 例について -その症候を中心に〇東郷 真一 1)，瀬戸口 幸太 1)，牛嶋 誠也 1)，春田 利基 1)，
永森 亮子 2)，大北 幸生 1), 濵田 博文 1),松下 兼一 1)2)
1）クオラリハビリテーション病院あいら
2）クオラリハビリテーション病院

⑧脳卒中後失語症に対する反復経頭蓋磁気刺激療法の低頻度刺激および高頻度刺激
の効果の検討
〇粟 隆志 1)，時村 洋 2)，山中 弘子 3)，時村 美香 3)，
衛藤 誠二 4)，轟木 耕司 3), 厚地 正道 1),厚地 政幸 1)
1)厚地脳神経外科病院
2)鹿児島市立病院 脳神経外科
3)厚地リハビリテーション病院
4)鹿児島大学リハビリテーション科

⑨脳神経外科外来における若年性認知症支援-外来併設相談室での 2 年半の経過〇飯干 紀代子 1)，横山 俊一 2)
1)志學館大学 人間関係学部
2)公益社団法人鹿児島共済会

心理臨床学科
南風病院 脳神経外科

＊研究会会誌を発行することになっています。発表される方は，全員，論文にまとめる事が前提です。
また，自由投稿（無料）も受け付けています。
詳細な投稿規定は，本研究会会誌に掲載されています。
締め切り：5 月 31 日（金）；原稿データを添付して事務局にメールでお送りください。

〒890-8520 鹿児島市桜ケ丘 8-35-1
鹿児島大学 脳神経外科医局内
鹿児島高次脳機能研究会事務局 花田朋子 宛
ＴＥＬ(099)275-5375 FAX（099）265-4041
Ｅメール：hanat@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp

