
第４回 山形県災害リハビリテーション研修会
第４回 山形リハビリテーション研究会

日時：2021年７月10日（土）

形　：Live-web 開催

主催　　山形大学医学部附属病院リハビリテーション部

　　　　山形大学医学部整形外科学教室

共催　　山形リハビリテーション研究会

　　　　山形県災害リハビリテーション研修会

後援　　一般社団法人 山形県理学療法士会

　　　　一般社団法人 山形県作業療法士会

　　　　一般社団法人 山形県言語聴覚士会FRT-PA036（R0）
2019年5月作成

「効能又は効果」、「用法及び用量」、

「禁忌を含む使用上の注意」等に

ついては添付文書をご参照ください。

製造販売元〈文献請求先及び問い合わせ先〉
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●「効能又は効果」、「効能又は効果に関連する注意」、「用法及び用量」、「用法及び用量に関連する注意」、
「警告・禁忌を含む使用上の注意」については、添付文書をご参照ください。

〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7
文献請求先及び製品の問い合わせ先：
製品情報センター　学術情報ダイヤル 0120-664-467
https://pfizerpro.jp/（PfizerPRO）にも製品関連情報を掲載

販売情報提供活動に関するご意見：
0120- 407-947
https://www.pfizer.co.jp/pfizer/contact/index.html

製造販売
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【開会の辞】　９：00　　

山形大学医学部附属病院リハビリテーション部部長　

整形外科学講座　主任教授　髙木　理彰　先生

【一般演題】　９：05

　　　　　「私の災害リハビリテーション支援活動経験」

済生会山形済生病院理学療法士　

安倍　恭子　先生

【特別講演】　９：25

　　　　　「東日本大震災から10年を迎えて」

福島県立医科大学リハビリテーション医学講座　

教授　大井　直往　先生

【閉会の辞】　10：25

至誠堂総合病院　

院長　小林　真司　先生

第４回 山形県災害リハビリテーション研修会

－やまがた  JRAT－
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【開会の辞】　10：35　　

山形市立病院済生館リハビリテーション科　

科長　金内　ゆみ子　先生

【一般演題】　10：40

　　一般講演１　「癌治療中にサルコペニアに陥り、中心静脈栄養と経口摂取を

　　　　　　　　　　　　　　併用した積極的栄養管理でPSが改善した症例」

鶴岡協立リハビリテーション病院言語聴覚士　

石黒　達郎　先生

　　一般講演２　「脊椎疾患周術期の栄養評価」

山形大学医学部整形外科学講座　

助教　鈴木　智人　先生

【特別講演】　11：10

　　　　　「サルコペニアとリハビリテーション栄養」

東京女子医科大学病院リハビリテーション科　

教授　若林　秀隆　先生

【閉会の辞】　12：10

山形県高次脳機能障がい者支援センター　

豊岡整形外科　副院長　豊岡　志保　先生

第４回 山形リハビリテーション研究会
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第４回 山形県災害リハビリテーション研修会

－やまがた  JRAT－

日時：2021年７月10日（土）９：00～ 10：40

形式： Live-Web 開催

一般講演　９：05－９：25

座長　済生会山形済生病院整形外科診療部長　　

佐々木　幹　先生

　　　　　「私の災害リハビリテーション支援活動経験」

済生会山形済生病院理学療法士　

安倍　恭子　先生

特別講演　９：25－10：25

座長　山形大学医学部附属病院リハビリテーション部部長　　

髙木　理彰　先生

　　　　　「東日本大震災から10年を迎えて」

福島県立医科大学リハビリテーション医学講座　

教授　大井 直往　先生

Zoomを利用したオンタイム開催で質疑応答があります

方法：事前登録いただきますと視聴用URLリンクをお知らせ致します
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特別講演　　９：25－10：25

東日本大震災から10年を迎えて

　頂いたこのお題を、どう災害リハビリテーション活動につなげて話そうかと

考えている。災害後の地域リハビリテーションのこと、特に地域の中での互助

と参加をこれからどう展開するかを話そうと思う。この10年間の川内村、浪江

町、楢葉町、飯舘村、南相馬市などの取り組みが紹介できるよう準備する。今

年２月13日のM7．4の地震のこと、原発の汚染水の海洋放出のことでまた新た

に思うこともあるので、それも含めてお話ししたいと思う。

新潟大学医歯学総合病院総合リハビリテーションセンター

教授 大井　直往　先生

福島県立医科大学リハビリテーション医学講座
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第４回 山形リハビリテーション研究会

日時：2021年７月10日（土）９：00～ 10：40

形式： Live-Web 開催

一般講演　10：40－11：10

座長　山形大学医学部附属病院リハビリテーション部　　　　

助教　成田　亜矢　先生

　　一般講演１

　　　　　「癌治療中にサルコペニアに陥り、中心静脈栄養と経口摂取を

　　　　　　　　　　　　併用した積極的栄養管理でPSが改善した症例」

鶴岡協立リハビリテーション病院言語聴覚士　

石黒　達郎　先生

　　一般講演２

　　　　　「脊椎疾患周術期の栄養評価」

山形大学医学部整形外科学講座　

助教　鈴木　智人　先生

特別講演　11：10－12：10

座長　山形大学医学部附属病院リハビリテーション部病院教授　　

髙窪　祐弥　先生

　　　　　「サルコペニアとリハビリテーション栄養」

東京女子医科大学病院リハビリテーション科　

教授　若林　秀隆　先生

Zoomを利用したオンタイム開催で質疑応答があります

方法：事前登録いただきますと視聴用URLリンクをお知らせ致します
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特別講演　　11：10－12：10

サルコペニアとリハビリテーション栄養

　サルコペニアの原因は、医原性でないもの（加齢、低活動、低栄養、疾患）

と医原性（不適切な安静や禁食、不適切な栄養管理、医原性疾患、薬剤副作用）

に分類できる。サルコペニアの場合、まずその原因が何かを多職種で熟慮する

ことが重要である。その上で原因に見合ったリハビリテーション栄養を実施す

る。全身のサルコペニアを認める場合、サルコペニアの摂食嚥下障害やサルコ

ペニア性呼吸障害も認める可能性がある。

新潟大学医歯学総合病院総合リハビリテーションセンター

教授 若林　秀隆　先生

東京女子医科大学病院リハビリテーション科



広告掲載企業一覧

ファイザー株式会社

アッヴィ合同会社

日本イーライリリー株式会社（自己免疫）

帝人ヘルスケア株式会社

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

丸木医科器械株式会社

小野薬品工業株式会社

大正製薬株式会社

マイランEPD合同会社

あゆみ製薬株式会社

日本イーライリリー株式会社

田辺三菱製薬株式会社

旭化成ファーマ株式会社

第一三共株式会社

塩野義製薬株式会社

ノバルティスファーマ株式会社

持田製薬株式会社

アステラス製薬株式会社

株式会社ツムラ

東和薬品株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

アムジェン株式会社

エーザイ株式会社

日本ストライカー株式会社

ジンマーバイオメット

株式会社シバタインテック

中外製薬株式会社
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製造販売元〈文献請求先及び問い合わせ先〉

〒６５１-００８６ 神戸市中央区磯上通５丁目１番２８号

効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等について
は添付文書をご参照ください。
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「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」

願いをこめた新薬を、
世 界のあなたに届けたい。

わたしたちは、新薬の開発に挑み続けます。

待ち望まれるくすりを、一日でも早くお届けするために。

企業広告 -空背景
A4用（天地 258×左右 178ｍｍ）
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「効能又は効果」、「用法及び用量」、

「禁忌を含む使用上の注意」等に

ついては添付文書をご参照ください。

製造販売元〈文献請求先及び問い合わせ先〉
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「効能又は効果」、「用法及び用量」、「禁忌を含む使用上の注意」等は、添付文書をご参照くだ
さい。

テリパラチド（遺伝子組換え）[テリパラチド後続1]

新発売

2019年11月作成（N３）
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www.tsumura.co.jp
資料請求・お問い合せは、お客様相談窓口まで。
　【医 療 関 係 者 の 皆 様】 Tel.0120-329-970
　【患者様・一般のお客様】 Tel.0120-329-930
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第４回 山形県災害リハビリテーション研修会
第４回 山形リハビリテーション研究会

日時：2021年７月10日（土）

形　：Live-web 開催

主催　　山形大学医学部附属病院リハビリテーション部

　　　　山形大学医学部整形外科学教室

共催　　山形リハビリテーション研究会

　　　　山形県災害リハビリテーション研修会

後援　　一般社団法人 山形県理学療法士会

　　　　一般社団法人 山形県作業療法士会

　　　　一般社団法人 山形県言語聴覚士会
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