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プログラム 1-S-1
セッション名
発表順
演題番号

　 市民公開講座　　　10 月 11 日（日）　共催：東京都中野区　●中野サンプラザ 13階コスモホール
（中野区介護予防講演会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ライブ配信も行います）

〈講話〉15：15 〜 15：45
歴史と川柳から学ぶ転倒予防のコツ〜転倒・骨折・寝たきりを防ぐために〜
武藤　芳照（�一般社団法人東京健康リハビリテーション総合研究所代表理事・所長／日本転倒予防

学会理事長／東京大学名誉教授）

〈特別講演〉16：00 〜 17：00
どこを向いて歩くか
五木　寛之（作家）

会長講演　10 月 11 日（日）ライブ配信	 9：00 〜 9：20

新型コロナウイルス流行下の病院・施設での転倒予防の実態と課題
奥泉　宏康（東御市立みまき温泉診療所）

スポンサードセミナー 1　10 月 11 日（日）ライブ配信　共催：エーザイ株式会社	 10：00 〜 11：00

　3-SP-1	 病院における転倒対策
大高　洋平（藤田医科大学）

スポンサードセミナー 2　10 月 11 日（日）ライブ配信　共催：Integra	Japan 株式会社	 11：45 〜 12：45

　3-SP2-1	高齢者の頭部外傷〜現状と予防法〜
前田　剛（日本大学）

　3-SP2-2	慢性硬膜下血腫と正常圧水頭症は実は頻度の高い疾患です。見つけて治し，転倒予防しよう。
村井　尚之（千葉県済生会習志野病院）

スポンサードセミナー 3　10 月 11 日（日）当日配信のみ　共催：株式会社クリニコ	 13：30 〜 14：30

　3-SP-3	 フレイル・サルコペニア予防における食事の工夫
府川　則子（女子栄養大学）

講演・セミナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　ライブ配信・当日配信
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プログラム

転倒予防指導士セミナー 1　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）オンデマンド配信	 （60 分）

　4-PS1	 フレイルと転倒予防
鈴木　隆雄（桜美林大学）

転倒予防指導士セミナー 2　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）オンデマンド配信	 （30 分× 2 題）

　4-PS2-1	バランス評価に関する文献的考察
安延　由紀子（大阪大学大学院医学系研究科）

　4-PS2-2		病棟における転倒予防を目的とした判別的バランス評価 SIDE（Standing	test	for	Imbalance	and 	
Disequilibrium）
寺西　利生（藤田医科大学）

転倒予防指導士セミナー 3　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）オンデマンド配信	 （30 分× 2 題）

　4-PS3-1	せん妄への対応
小川　朝生（国立がん研究センター東病院）

　4-PS3-2	緑内障と転倒や転倒恐怖感
結城　賢弥（慶應義塾大学）

会長講演　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）オンデマンド配信	 （30 分）

　5-W-1	 	コロナ禍における在宅高齢者への生活・運動指導のポイント〜転倒予防指導士の実践活動のヒント
として〜
上岡　洋晴（東京農業大学）

啓発活動〜演劇〜　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）オンデマンド配信	 （30 分）

　5-W-2	 サルコペニア・フレイル〜健康寿命をのばそう〜貯筋でのばす健康寿命
仲　元司ほかトーシン（東信）ズ（佐久市立国保浅間総合病院ほか）

転倒予防セミナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 オンデマンド配信



14

指定口演　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）オンデマンド配信	 （10 分）

　6-0-1	 	自転車で転倒する高齢者にはどんな特徴があるか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〜身体機能面から明らかになってきたことと新たな知見〜
Characteristics	of	Elderly	who	Fall	from	a	Bicycle：Past	and	Current	Research

木下　めぐみ（神戸国際大学）

一般口演 1　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）オンデマンド配信	 （6 分× 4 題）
病院における転倒・転落アセスメント

　6-1-1	 	入院原因疾患別に分析した転倒転落事例の特徴
Characteristics	of	Fall	Incident	Analyzed	by	Cause	of	Hospitalization

加島　知明（社会医療法人三和会永山病院）

　6-1-2	 	入院時転倒予防ウォーキングカンファレンスにおける転倒予防対策フローチャートテンプレート導
入の効果
Effect	of	Fall	Prevention	Measures	Flowchart	Template	in	Fall	Prevention	Walking	Conference	at	the	Time	of	Hospitalization

富田　純右（一般財団法人永頼会松山市民病院）

　6-1-3	 	整形外科病棟における転倒・転落の分析	〜インシデントレポートを振り返って〜
Analysis	of	Falls	in	Orthopedic	Wards

高田　千晶（白岡中央総合病院）

　6-1-4	 	退院後 1年以内に転倒転落等により再入院に至った患者の特徴についての検討
Characteristics	of	Patients	Readmitted	due	to	Falls	within	1-Year	of	Discharge

篠﨑　未生（国立長寿医療研究センター）

一般口演 2　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）オンデマンド配信	 （6 分× 5 題）

回復期の転倒予防対策

　6-2-1	 	回復期リハビリテーション病棟における入院患者の転倒・転落の実態調査
An	Investigation	of	Falling	and	Tumbling	Incidents		in	a	Convalescent	Rehabilitation	Ward

白木　実千代（飯山赤十字病院）

　6-2-2	 	回復期病棟における入院１週間以内転倒患者の再転倒率とその要因分析
Analysis	of	Recurrence	Rates	and	Factors	in	Patients	Who	Fell	within	1	Week	of	Admission	in	Convalescent	Wards

井上　靖悟（東京湾岸リハビリテーション病院）

　6-2-3	 	回復期病棟の身体抑制使用基準の作成に向けた取り組み〜安全ベルトを用いた抑制カンファレンス
の有効性〜
	Efforts	to	Create	Implementation	Standards	for	Physical	Restraints	based	on	Interviews	from	Nursing	Staff	in	Convalescent	

Rehabilitation	Wards	in	Ageo	Central	Second	Hospital

園部　忍（医療法人社団愛友会上尾中央第二病院）

　6-2-4	 	当院の骨粗鬆症リエゾンサービスにおける運動機能評価実施状況の調査
Investigation	into	Motion	of	our	Hospital	Usability	Test	Enforcement	Situation	in	the	Osteoporotic	Liaison	Service

原　大輔（松江生協病院）

指定口演・一般口演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 オンデマンド配信
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　6-2-5	 	自立歩行獲得に向けた応用歩行練習の有効性
Effectiveness	of	Applied	Walking	Practice	for	Acquisition	of	Independent	Walking

吾郷　竜一（医療法人財団公仁会鹿島病院）

一般口演 3　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）オンデマンド配信	 （6 分× 6 題）

地域における転倒予防

　6-3-1	 	コロナフレイルが危惧される地域在住高齢者の転倒関連因子について〜効果的な転倒予防介入に向
けた検討〜
	Concerns	Over	Corona	Frailty	Fall-Related	Factors	among	the	Community-Dwelling	Elderly	Population：Examining	the	

Efficacy	of	a	Fall-Prevention	Intervention

村山　明彦（群馬医療福祉大学）

　6-3-2	 	転倒による大腿骨近位部骨折患者の身体特性〜受傷側と非受傷側の比較〜
	Physical	Characteristics	of	Patients	with	Proximal	Femoral	Fractures	due	to	Falls：Comparison	between	Injured	and	Non-

Injured	Sides

立石　貴之（国立病院機構埼玉病院）

　6-3-3	 	転倒による大腿骨近位部骨折高齢者の口腔状態と栄養，筋肉量および ADL との関連
	Relation	between	Oral	Condition	and	Nutrition,	Muscle	Mass,	ADL	among	Hip	Fractured	Patients	 in	our	Convalescent	

Rehabilitation	Ward

奥村　秀則（国立病院機構東名古屋病院）

　6-3-4	 	作業療法士の住まいの安全評価が高齢者の転倒予防への認識に与える影響
The	Influence	of	Home	Safety	Assessment	by	Occupational	Therapists	on	Elderly's	Perceptions	of	Fall	Prevention

長谷川　文（総合上飯田第一病院）

　6-3-5	 	転倒事例に基づく住宅内における転倒リスク評価手法の試案
A	Pilot	Plan	of	Evaluation	Method	for	Fall-Risk	in	Houses	based	on	Case	Study	of	Falls

今枝　秀二郞（株式会社日建設計総合研究所）

　6-3-6	 	転倒を予防する歩行法『キープ・アーチ・ウォークメソッド』の考察〜趾動説から踵動説へ，コペ
ルニクス的発想の転換〜
A	Walking	Revolution	that	Prevents	Falls：Transformation	of	Copernican	Thinking

千崎　英隆（ナチュリーラ）

一般口演 4　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）オンデマンド配信	 （6 分× 6 題）

転倒のバランス評価

　6-4-1	 	歩行比と身体機能及び病棟内移動能力自立度の関係についての検討
	Examination	of	Relationship	between	Walk	Ratio	and	Physical	Activity,	Walking	Ability

赤坂　真司（社会医療法人三和会りんくう永山病院）

　6-4-2	 	加速度センサを用いた転倒経験者の歩行中の体幹動揺の特徴
	Characteristics	of	Trunk	Sway	during	Gait	of	an	Experienced	Faller	Using	an	Accelerometer

栢本　あずさ（名古屋大学医学部附属病院）

　6-4-3	 	体幹 2点歩行動揺計“THE	WALKINGⓇ”による転倒リスク推定
	Estimating	Fall	Risk	with	2-Point	Gait	Oscillometer	“THE	WALKINGⓇ”

野澤　秀隆（マイクロストーン株式会社）
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　6-4-4	 	体幹 2点歩行動揺計“THE	WALKINGⓇ”を活用した小学生の歩行姿勢改善の取り組み
Intiatives	to	Improve	Gait	Posture	of	Elementary	School	Students	Using	2-Point	Gait	Oscillometer	“THE	WALKING®”

野澤　秀隆（マイクロストーン株式会社）

　6-4-5	 	振動刺激に対する呼応を応用した固有感覚機能診断と転倒リスク
The	Fall	Risk	according	to	Diagnosis	of	Proprioceptive	Function	based	on	Vibratory	Stimulation

酒井　義人（国立長寿医療研究センター）

　6-4-6	 	高齢者における側方からの外乱刺激に対するステップ反応と心身機能の関係
Relationship	with	Stepping	Reaction	for	Lateral	Loss	of	Balance	and	Mental	and	Physical	Function	in	Older	Adults

田代　英之（札幌医科大学保健医療学部）

一般口演 5　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）オンデマンド配信	 （6 分× 4 題）

疾患と転倒

　6-5-1	 	眼科病棟における環境整備に関する看護師の視点
A	Perspective	of	Nurses	on	Environmental	Arrangement	of	an	Ophthalmology	Ward

津曲　斉大（鹿児島大学病院）

　6-5-2	 	術前の筋量減少は腰部脊柱管狭窄症患者の転倒発生に関連する
Preoperative	Low	Muscle	Mass	is	Associated	with	Falls	in	Patients	with	Lumbar	Spinal	Stenosis

和田　崇（鳥取大学医学部附属病院）

　6-5-3	 	大都市部高齢者における認知的フレイルと転倒との関連性
Impact	of	Cognitive	Frailty	on	Falls	in	Community-Dwelling	Older	Persons

金　憲経（東京都健康長寿医療センター研究所）

　6-5-4	 	体幹部 3次元加速度による特発性正常圧水頭症患者の病的歩容の定量的評価
	Quantitative	Assessment	of	3D	Acceleration	 in	Trunk	 for	Gait	Features	 in	Patients	with	 Idiopathic	Normal	Pressure	

Hydrocephalus

山田　茂樹（滋賀医科大学）
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ポスター 1　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）閲覧	 （4 題）

病院における転倒予防

　7-P1-1	 	入院患者における転倒 ･転落報告事例からの提言（第 2報）〜歩行能力と発生場所との関係および
転倒・転落アセスメント項目の分析〜
	Suggestion	from	Cases	of	Fall	Reports	in	UOEH	Inpatients：The	Second	Report：Relationship	between	Walking	Ability	and	

Place	of	Occurrence,	and	Analysis	of	Fall	Assessment	Items

舌間　秀雄（産業医科大学病院）

　7-P1-2	 	当院における転倒対策チームの活動について
	About	Activity	of	Fall	Measures	Team	in	this	Hospital

安部　優樹（社会医療法人敬和会大分岡病院）

　7-P1-3	 	転倒リスクのある福祉用具に対する注意喚起掲示の取り組み〜ポータブルトイレ使用時の注意喚起
ポスター掲示〜
	Warnings	for	Welfare	Equipment	with	Fall	Risk：Display	of	Posters	to	Alert	Patients	when	Using	Portable	Toilets

射場　靖弘（鳥取大学医学部附属病院）

　7-P1-4	 	地域包括ケア病棟での認知症高齢者の身体拘束解除と転倒転落予防への取り組み〜転倒予防包括看
護質指標を用いた評価〜
	Efforts	 to	Release	Physical	Restraints	and	Prevent	Falls	 in	Elderly	People	with	Dementia	 in	a	Community-Based	

Comprehensive	Care	Unit

中澤　舞（苫小牧市立病院）

ポスター 2　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）閲覧	 （3 題）

介護施設における転倒

　7-P2-1	 	介護老人保健施設の入所者・通所者の起立能力
	Standing	Ability	of	Residents	and	Outpatients	of	Nursing	Homes	for	the	Elderly

内山　明子（佐久大学）

　7-P2-2	 	9 年間に渡る施設骨折の検討
Examination	of	Fractures	in	Facilities	for	9	Years

伊藤　博之（ホームケアクリニック横浜港南）

　7-P2-3	 	介護施設における転倒傾向がある利用者の薬剤の影響から見えてきたもの
The	One	which	has	been	seen	from	Influence	of	Medicine	of	the	User	who	tends	to	Fall	Down	in	a	Nursing	Facility

石塚　豊（一般社団法人長野県薬剤師会）

ポスター 3　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）閲覧	 （5 題）

転倒予防教育・啓発

　7-P3-1	 	転倒転落に関する看護学生のインシデント内容の分析
	Analysis	of	Incident	Contents	of	Nursing	Students	Regarding	Falls

流石　和美（富士吉田市立看護専門学校）

　7-P3-2	 	広島赤十字・原爆病院における転倒転落予防多職種ラウンドの取り組み
Multi-Professionai	Initiative	to	Falling	Accident	Priventation

林　和恵（広島赤十字・原爆病院）

ポスター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閲覧（web開催用ホームページ）
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　7-P3-3	 	「ひとり KYT」による転倒転落予防への有効性
	The	Effectiveness	to	the		Fall	Prevention	by	“Alone	KYT”

佐藤　恵子（一般財団法人厚生会仙台厚生病院）

　7-P3-4	 	新人看護師への転倒予防のための臨床判断と省察の支援に関する指導者の状況
Characteristics	of	Clinical	Educators	about	Clinical	Judgment	and	Reflection	toward	Fall	Prevention	for	Advanced	Beginners

加藤　真由美（金沢大学保健学系看護科学領域）

　7-P3-5	 	新人看護職員を対象とした離床センサーの人為的ミスを防止するための対策
	Measures	to	Prevent	Human	Error	in	Leaving	Sensor	for	New	Nursing	Staff　

渡辺　浩志（国民健康保険富士吉田市立病院）

ポスター 4　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）閲覧	 （4 題）

フレイル・サルコペニア・ロコモティブシンドローム

　7-P4-1	 	企業の壮年就労者におけるロコモティブシンドロームの有病率
	The	Locomotive	Syndrome	Risk	of	Middle-Aged	Worker

加藤　啓祐（慶友整形外科病院慶友健康寿命延伸センター）

　7-P4-2	 	回復期リハビリテーション病棟におけるサルコペニア状態の変化と退院時 FIMに関する記述的調査
研究
Descriptive	Research	Study	on	Changes	in	Sarcopenia	Status	and	FIM	at	Discharge	in	Convalescent	Rehabilitation	Ward

山本　悠太（国立病院機構東名古屋病院）

　7-P4-3	 	乳がん患者のロコモティブシンドロームの実態と関連因子について
	Locomotive	Syndrome	in	Patients	with	Breast	Cancer	and	Associated	Factors

松原　美穂（鳥取大学医学部附属病院）

　7-P4-4	 	筋トレウォークと転倒予防効果〜正しい速歩のためのセルフチェック指標の開発〜
Muscle	Training	Walk	and	Fall	Prevention	Effect：Development	of	Self-Check	Indicators	for	Correct	Fast	Walking

斉藤　良一（インターバル速歩インストラクター）

ポスター 5　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）閲覧	 （4 題）

疾患と転倒

　7-P5-1	 	がん治療経過観察中において転倒を生じた症例報告の文献検討
Literature	Review	from	Case	Reports	of	Falls	during	Cancer	Treatment	Follow-Up

油野　規代（公立小松大学保健医療学部）

　7-P5-2	 	呼吸器内科病棟における転倒転落の要因と傾向
Factors	and	Trends	of	Falls	in	a	Respiratory	Unit

大島　咲（地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院）

　7-P5-3	 	脳外科病棟で発生したインシデントレポートから見た転倒転落の実態
The	Actual	State	of	Overturning	as	seen	from	the	Incident	Report	that	Occurred	in	the	Brain	Surgery	

吉田　梓（医療法人桜丘会水戸ブレインハートセンター）

　7-P5-4	 	SIDE2b 以下の腎臓・リウマチ内科患者の運動継続のためのモチベーション〜転倒予防手帳を用い
た運動支援を行って〜
	Motivation	for	Exercise	Continuation,	Kidney	and	Rheumatic	Medical	Cace,	Less	than	SIDE2b：Support	the	Exercise	Using	the	

Fall	Prevention	Notebook

大門　由佳（金沢大学附属病院）
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プログラム

ポスター 6　10 月 10 日（土）〜 10 月 25 日（日）閲覧	 （5 題）

転倒・外傷予防機器

　7-P6-1	 	動的バランス能力による転倒リスク判定基準の作成
Development	of	Fall	Risk	Criteria	based	on	Dynamic	Balance	Ability

山口　秀明（アイシン精機株式会社）

　7-P6-2	 	片脚立位テストにおける加速度計の有用性の検証
Availability	of	an	Accelerometer	for	Measurement	of	Single	Leg	Standing

大坂　裕（川崎医療福祉大学）

　7-P6-3	 	離床センサー類の一元管理の試み
Uniform	Management	of	Fall	Preventive	Sensors

酒井　康子（社会医療法人三和会永山病院）

　7-P6-4	 	転んだときだけ柔らかくなる衝撃吸収マット「ころやわ」〜衝撃吸収特性と歩行安定性〜
	Impact	Absorption	and	Walking	Stability	of	“COROYAWA”	Shock	Absorption	Mat	that	becomes	Soft	only	when	a	Person	Falls

杉浦　太紀（医療法人社団一志会高橋整形リハビリクリニック）

　7-P6-5	 	転倒による受傷リスクに基づく床材安全性評価法の検証	〜加速度評価と荷重評価による評価結果の
比較〜
	Discussion	of	Flooring	Safety	Evaluation	Method	based	on	Risk	of	Injury	caused	by	Falling：Comparison	of	Acceleration	and	

Load	Evaluation

山下　拓也（山梨大学大学院医工農学総合教育部）


