
第4回　筋ジストロフィー医療研究会　一般演題一覧

演題
番号 演　　　　題 演　者 施　設　名

1
筋強直性ジストロフィー患者登録の現状と今後
－登録開始3年目を迎えて

高橋　正紀 大阪大学大学院医学系研究科

2 筋強直性ジストロフィー診療ガイドライン作成 松村　剛 国立病院機構刀根山病院

3 筋強直性ジストロフィーにおける血糖変動解析 髙田　博仁 国立病院機構青森病院

4
筋強直性ジストロフィー患者での虚血性脳卒中の頻度と
リスク評価の検討

吉田　亘佑 国立病院機構旭川医療センター

5 先天性筋強直性ジストロフィーの全国調査結果 七字　美延 東京女子医科大学

演題
番号 演　　　　題 演　者 施　設　名

1 人工呼吸器回路外れに対する意識調査 門前　健作 国立病院機構医王病院

2
筋ジス病棟における人工呼吸器管理についての取り組み
～人工呼吸器回路確認の視点・現状を把握する～

吉川　龍二 国立病院機構沖縄病院

3 KYTによるリスク感性向上への取り組みの報告 岩佐　郁子 国立病院機構仙台西多賀病院

4
一般病棟での人工呼吸器管理における臨床工学技士の役割
（呼吸器ラウンドを中心に）

村田　武 国立病院機構鈴鹿病院

5
筋ジストロフィー病棟におけるモバイル端末を用いた
生体情報モニタ遠隔監視システムの有用性

土屋　仁 国立病院機構下志津病院

6 沖縄における呼吸管理患者を中心とした台風避難の実際 諏訪園　秀吾 国立病院機構沖縄病院

演題
番号 演　　　　題 演　者 施　設　名

1 筋強直性ジストロフィー1型患者に対する看護の検討 板東　千尋 国立病院機構刀根山病院

2
絵カードを用いた顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー患者の
コミュニケーションの取り組み

今泉　早智 国立病院機構大牟田病院

3
筋強直性ジストロフィー患者への視覚支援の一事例から
－コミュニケーションがやる気向上につながる－

小野　亮平 国立病院機構青森病院

4
主体的な自立生活を目指して
－認知特性に主眼をおいた作業療法の関わり－

太樂　幸貴 国立病院機構東埼玉病院

5
作業療法で心理支持的に関わったことにより活動へのモチベーション
が向上したデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）患者の例

金山　知子 国立病院機構鈴鹿病院

座長：　高橋　正紀　（大阪大学）

【第1日目　10月13日（金）】

1-1.臨床研究（筋強直性ジストロフィー）　　A会場（小ホール）／10:20～11:10

1-2.人工呼吸器・医療安全　　A会場（小ホール）／14:40～15:40
座長：　齋藤　雅典　（あきた病院）

1-3.心理支援　　A会場（小ホール）／17:00～17:50
座長：　羽賀　優一　（仙台西多賀病院）



第4回　筋ジストロフィー医療研究会　一般演題一覧

演題
番号 演　　　　題 演　者 施　設　名

1
1人暮らしをするデュシャンヌ型筋ジストロフィー青年の在宅生活を支える取り
組みの検討－安心・安全に暮らす為のヘルパーと医療職との連携と課題－

甲州　優 東都医療大学ヒューマンケア学部

2
Duchenne型筋ジストロフィー発症保因者の経過から考える
在宅療養の課題

玉田　有希 国立病院機構大牟田病院

3 知的障害をもつ筋ジストロフィー患者の外出支援 服部　博瑛 国立病院機構仙台西多賀病院

4 筋萎縮症患者の地域移行へ向けた進路支援 三浦　志織 国立病院機構下志津病院

5
外国人筋ジストロフィー患者・家族の意思決定支援
－院内・院外との連携を意識して－

早矢仕　翔太 国立病院機構長良医療センター

6
「筋ジストロフィーを生きる」
～療養しながら経済活動、「就労支援」という新しい支援のカタチ～

榊原　愛 国立病院機構仙台西多賀病院

7
社会福祉実践の視点から見た筋疾患患者の
短期検査入院の現状と取り組み報告

大平　香織 国立病院機構青森病院

演題
番号 演　　　　題 演　者 施　設　名

1 筋ジストロフィー患者の攻撃性と自尊感情についての検討 村松　順子 国立病院機構鈴鹿病院

2
筋強直性ジストロフィー1型患者および介護者への認知行動療法プロ
グラムの開発－その背景と経過報告

遠藤　麻貴子 国立精神・神経医療研究センター

3 筋ジストロフィー患者の自己決定における心理的プロセスの検討 宮里　小真紀 沖縄国際大学大学院地域文化研究科

4 青年期筋ジストロフィー患者に対する心理サポートグループの効果の検討 松井　未紗 国立病院機構刀根山病院

1-4.社会支援　　B会場（展示室）／10:20～11:30
座長：　大平　香織　（青森病院）

1-5.心理　　B会場（展示室）／11:40～12:20
座長：　井村　修　（大阪大学）



第4回　筋ジストロフィー医療研究会　一般演題一覧

演題
番号 演　　　　題 演　者 施　設　名

1
ゼリー食調整食品を用いたゼリー化の作成工程の簡易化への取り組
み～嚥下機能が低下した患者の安全な内服へ向けて～

松田　正史 国立病院機構大牟田病院

2
人工呼吸器管理下のデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の
経口摂取を試みた一例

城間　啓多 国立病院機構沖縄病院

3
嚥下内視鏡検査における筋強直性ジストロフィー患者の嚥下障害の
特徴と嚥下スクリーニング検査等の有効性の検討

大村　悠 国立病院機構仙台西多賀病院

4 嚥下造影検査食の検討～バリウムうどんの導入～ 吉田　美穂 国立病院機構仙台西多賀病院

5 回診を利用した筋ジス患者に対する服薬指導の取り組み 野尻　桂 国立病院機構鈴鹿病院

6 誤嚥防止術がQOL改善に有効であったDMD症例 下瀬川　康子 国立病院機構仙台西多賀病院

7
Duchenne型筋ジストロフィーにおける栄養サポートチーム（NST）
：体重推移からの検討

小林　康子 国立病院機構仙台西多賀病院

演題
番号 演　　　　題 演　者 施　設　名

1
神経・筋疾患患者の気管切開に対する意思決定支援への取り組み
～気管切開後の生活のイメージができるパンフレット作成～

小久保　輝代 国立病院機構大牟田病院

2 デュシェンヌ型筋ジストロフィーにおける非侵襲的陽圧換気療法 竹内　伸太郎 国立病院機構八雲病院

3
NPPVによるVCV管理からPCV管理へスムーズに移行が
可能となったDMD患者の一例

藤嵜　孝次 国立病院機構刀根山病院

4
当院で導入した在宅神経筋疾患患者の
機械による咳介助の現状と課題

片山　望 国立病院機構仙台西多賀病院

5
気管切開、人工呼吸器管理下の筋強直性ジストロフィー患者における
早期言語リハ、スピーチカニューレによる発声について

荒畑　創 国立病院機構大牟田病院

1-6.摂食・嚥下・栄養　　B会場（展示室）／15:50～17:00
座長：　林　瑶子　（医王病院）

1-7.呼吸　　B会場（展示室）／17:10～18:00
座長：　荒畑　創　（大牟田病院）



第4回　筋ジストロフィー医療研究会　一般演題一覧

演題
番号 演　　　　題 演　者 施　設　名

1
福山型先天性筋ジストロフィー患者登録データを用いた
進行期の合併症と医療的ケアの検討

石垣　景子 東京女子医科大学

2 福山型先天性筋ジストロフィーに対する改訂粗大運動能力尺度の検討 佐藤　孝俊 東京女子医科大学

3 福山型先天性筋ジストロフィーにおける骨格筋MRI　STIR画像の経時的変化 石黒　久美子 東京女子医科大学

4
日本人ジスフェルリン異常症で最も高頻度で、肢帯型と関連し軽症となる
p.Trp999Cys と予想されるc.2997G>T変異のスプライス異常の有無

高橋　俊明 国立病院機構仙台西多賀病院

5 次世代シークエンサーを用いたジスフェルリン異常症の遺伝子解析 井泉　瑠美子 東北大学医学部

6 細胞膜修復機構に着目したジスフェルリン異常症の病態解明と治療法開発 小野　洋也 東北大学医学部

演題
番号 演　　　　題 演　者 施　設　名

1 長期にわたり知的・精神的発達をみた福山型先天性筋ジストロフィーの３症例 古川　忠臣 国立病院機構東埼玉病院

2
Chilaiditi syndromeによる座位での呼吸困難を呈した
Dushenne musccular dystrophyの1例

小笠原　真志 国立精神・神経医療研究センター

3 腸管気腫症を合併したDuchenne型筋ジストロフィーの３例 鈴木　幹也 国立病院機構東埼玉病院

4
DPP-4阻害薬にSGLT2阻害薬を追加し良好な糖尿病コントロールが
得られた筋強直性ジストロフィーの一例

北尾　るり子 国立病院機構箱根病院

5 広範囲にタウ沈着を認めた筋強直性ジストロフィーの一剖検例 森　千晃 国立病院機構刀根山病院

6
D4Z4　8　repeatに加えてSMCHD1遺伝子変異を認めた心伝導障害を
伴う若年発症顔面肩甲上腕型筋ジストロフィーの一例

佐木山　裕史 国立病院機構刀根山病院

7
臨床的にBecker型筋ジストロフィーとしてfollowされていて
SYNE1に変異を認めた1例

松井　未紗 国立病院機構刀根山病院

2-1.臨床研究（福山型先天性筋ジストロフィー・ジスフェルリン異常症）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A会場（小ホール）／10:10～11:10 座長：　石垣　景子　（東京女子医科大学）

【第2日目　10月14日（土）】

2-2.症例報告　　A会場（小ホール）／15:20～16:30
座長：　高田　博仁　（青森病院）



第4回　筋ジストロフィー医療研究会　一般演題一覧

演題
番号 演　　　　題 演　者 施　設　名

1 気管切開固定バンドによる皮膚トラブルに対するオリーブオイルの効果 福岡　泉希 国立病院機構徳島病院

2 眼瞼下垂患者の二重まぶた用メイク用品による視野改善とQOL向上 西　崇 国立病院機構大牟田病院

3 筋ジストロフィー患者に対するスライディングボードを使用した移乗方法の効果について 上原　麻未 国立病院機構刀根山病院

4 筋強直性ジストロフィー患者の口腔ケアに関する研究～第二報～ 岩渕　優奈 国立病院機構青森病院

演題
番号 演　　　　題 演　者 施　設　名

1 療養介護病棟における「患者の性」に対するとらえ方 神　美智子 国立病院機構青森病院

2 10周年記念「ロボまつり」アンケート調査と今後のサークル活動について 今井　由香理 国立病院機構奈良医療センター

3 福祉職と多職種間の連携による行事「お花見」への取り組み 土田　佳未 国立病院機構東埼玉病院

4
当院筋ジストロフィーサポートチーム（KST）の取り組み
～『夢』実現プロジェクト（展覧会の実現）～

番　里絵 国立病院機構長良医療センター

5
デュシェンヌ型筋ジストロフィー利用者のタブレット端末の導入による
生活空間の拡大～児童指導員による利用までの支援～

中谷　勇樹 国立病院機構広島西医療センター

6 一般病棟入院筋ジストロフィー患者の療養介護サービス利用に向けての取り組み 深井　優 国立病院機構東埼玉病院

演題
番号 演　　　　題 演　者 施　設　名

1 デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の食事動作の検討 関口　美和子 国立病院機構東埼玉病院

2
Duchenne型筋ジストロフィーを対象とした理学療法の標準化の検討：
長野県筋ジストロフィー診療ネットワークの取り組みから

西澤　公美 信州大学医学部

3
HALを使用してADL動作・歩行改善が認められた
肢帯型筋ジストロフィーの1症例

桐崎　弘樹 国立病院機構医王病院

4
刀根山病院におけるHAL医療用下肢タイプの導入と
リハビリテーション科の取り組み

高田　裕斗 国立病院機構刀根山病院

5
筋強直性ジストロフィー1型患者における
日常生活活動・手段的日常生活活動について

倉内　剛 国立病院機構青森病院

6
多職種連携をもとにした筋ジストロフィー患者への集団活動の実践
－調理活動へのニーズに対する取り組み－

川﨑　伊織 国立病院機構仙台西多賀病院

7 作業療法の一環としての調理訓練への栄養管理室の関わり 三山　朋子 国立病院機構鈴鹿病院

2-3.看護研究　　A会場（小ホール）／16:40～17:20
座長：　大森　眞由美　（仙台西多賀病院）

2-4.療養　　B会場（展示室）／9:00～10:00
座長：　小野　亮平　（青森病院）

2-5.リハビリテーション　　B会場（展示室）／14:10～15:20
座長：　片山　望　（仙台西多賀病院）



第4回　筋ジストロフィー医療研究会　一般演題一覧

演題
番号 演　　　　題 演　者 施　設　名

1 ストレッチャー移動が筋ジストロフィー患者の身体に与える影響についての検証 杉本　希望 国立病院機構刀根山病院

2 療養介護病棟における長期入院患者の認知症併発状況に関するパイロットスタディ 山口　道代 国立病院機構青森病院

3 気管腕頭動脈瘻のリスク把握におけるCT多断面再構成法の検討 上野　智弘 国立病院機構長良医療センター

4 デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の両親の健康状態：患者へのアンケート調査から 小林　道雄 国立病院機構あきた病院

5 Duchenne型筋ジストロフィーの生命予後改善に関連する因子に関する研究 齊藤　利雄 国立病院機構刀根山病院

6 封入体筋炎の実態調査アンケート結果 鈴木　直輝 東北大学医学部

演題
番号 演　　　　題 演　者 施　設　名

1 Duchenne型筋ジストロフィー患者におけるステロイド薬使用時の体格管理 苅部　明彦 国立病院機構仙台西多賀病院

2
カルベジロール投与中に頻脈傾向をみとめたDuchenne型筋ジストロ
フィー患者に対するビソプロロールの使用経験

脇坂　晃子 国立病院機構医王病院

3 デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の心筋症診療 瀬川　和彦 国立精神・神経医療研究センター

4
気管切開による人工呼吸器の導入後に心機能が改善した
Duchenne型筋ジストロフィーの1例

木村　正剛 国立病院機構鈴鹿病院

2-6..臨床研究（その他）　B会場（展示室）／15:30～16:30
座長：　三方　崇嗣　（下志津病院）

2-7.循環　B会場（展示室）／16:40～17:20
座長：　瀬川　和彦　（国立精神・神経医療研究センター）
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