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会場周辺案内

【所在地】
〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7
　　　　　   八重洲ファーストフィナンシャルビル 2F

【ベルサール八重洲アクセスマップ】

【交通】
「日本橋駅」A7出口直結(地下鉄東西線・銀座線・浅草線)
「東京駅」八重洲北口 徒歩3分（JR線・地下鉄丸ノ内線）

【駐車場】
会場には駐車場はございませんので、公共交通機関を
ご利用いただくか、近隣の駐車場をご利用ください。
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会場案内
【2F案内図】
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お知らせとお願い

受付
会場前受付にて、12時00分より参加受付を開始いたします。
参加費
参加費は、おひとり1,000円（税込・一律）です。
当研究会では、事前振込を行っておりませんので、ご来場の際に、受付にてお支払いください。
領収書を別途発行いたします。
ネームカード／参加証
受付後にネームカードをお渡しいたします。会場内ではご着用ください。
ネームカードの裏面が参加証となっております。
非会員へのお知らせ
学術集会へのご参加を希望される場合には、事前に会員登録をお済ませいただきますようお願いいたします。
登録は当研究会ホームページ（http://www.b-ses.info/register/index.html）よりご連絡ください。
情報交換会
研究会終了後、2階（Room D,E）にて情報交換会を開催いたします。（参加費無料）

1） 会場で使用するOSは、Windows 7,8,10、アプリケーションは、Powerpoint 2003、
　 Powerpoint 2007、Powerpoint 2010です。
 ※Windows VistaやMacintoshで作成されたデータで発表される方はノートPCをご持参ください。
2） 発表データは、画像、動画にリンク切れが無いかを他機種で確認の上、USBフラッシュメモリーまたは
 CD-Rに保存してご持参ください。
 ※研究会ホームページより事前に発表データをご登録いただいた場合は、バックアップを事務局でも
 　準備いたします。
3） 画面レイアウトのバランス異常や文字バケを防ぐために、フォントはMS/MSPゴシック、MS/MSP明朝、
 Century等をご使用ください。
4） 画面解像度は、XGA（1024×768ピクセル）です。これより大きいサイズで作成された場合は、
 周囲が切れて見えてしまう可能性がありますのでご注意ください。
5）動画データが多い場合などは、動作確認のとれたノートPCをご持参ください。 

1． 発表時間は、講演時間：5分、討論時間：2分とします。
2． 発表は、PCプレゼンテーションのみと致します。

3． プログラム・抄録集に掲載した抄録の著作権および出版権は日本骨格筋電気刺激研究会に帰属し、
 内容の一部または全部を引用・転載する場合には、事前の許諾を必要とします。

Ⅰ．参加者のみなさまへ

Ⅱ．演者のみなさまへ

□

□

□　

□

□

●発表用データ作成について

1） Windows VistaやMacintoshで作成されたデータで発表される方はノートPCをご持参ください。
2） 発表時に内蔵バッテリーのバッテリー切れの可能性がありますので、電源ケーブルをお持ちください。
 会場にて、事務局のPCに資料をコピーさせていただきますことをあらかじめご了承ください。

●ノートPC持参について
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プログラム

開会の挨拶

一般講演［第Ⅰセッション］

Ⅰ-①

会長：関矢 仁13：00～13：05

13：05～14：05
（60分）

14：15～15：15
（60分）

休憩14：05～14：15

休憩15：15～15：25

「回復期病棟において免荷時期中にB-SESによる介入が
奏功した左大腿骨ステム周囲骨折の1事例」

瀬戸 冬弥（メリィホスピタル リハビリテーション科）

Ⅰ-②

「多発褥瘡により長期間の安静臥床を要した若年患者に対し
ベルト電極式骨格筋電気刺激法を導入した経験」

今泉 朋実（独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 中央リハビリテーション部）

Ⅰ-⑤

「ベルト式電気刺激装置によるラット下腿骨格筋群強縮は
筋内タンパク質合成およびmTORC1 シグナルを亢進する」

鴻崎 香里奈（日本体育大学体育研究所）

Ⅰ-⑧

座長：三上 容司／沖田 実

「出力強度の違いによるB-SESの効果」
金田 俊幸（栃木県立リハビリテーションセンター リハビリテーション部）

特別講演

「内部障害領域におけるB-SESの現状と可能性― 循環器領域での展開 ―」
安 隆則（獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管・腎臓内科）

座長：関矢 仁

Ⅰ-③ 「B-SESによる関節可動域の即時改善効果について」
福永 真一（のかおい整形外科 リハビリテーション科）

Ⅰ-④ 「神経筋電気刺激時の主観的刺激強度と電気刺激誘発膝伸展筋力の関係」
齊藤 昌久（大阪医科大学総合医学講座 リハビリテーション医学教室）

Ⅰ-⑥ 「骨格筋電気刺激が末梢動脈疾患患者の下肢末梢血流と歩行距離に与える効果」
加賀屋 勇気（秋田県立脳血管研究センター 機能訓練部）

Ⅰ-⑦ 「B-SESによるラットヒラメ筋の筋性拘縮の進行抑制効果に関する検討」
本田 祐一郎（長崎大学病院 リハビリテーション部）
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閉会の挨拶 会長：関矢 仁17：20～17：25

休憩16：25～16：35

一般講演［第Ⅱセッション］15：25～16：25
（60分）

座長：上月 正博／安 隆則

16：35～17：20
（45分）

パネルディスカッション： ICU領域でのB-SESの現状と今後の可能性

「筋合成の生理から考えるICU-AW対策」
パネリスト／中村 謙介（日立総合病院救命救急センター 救急集中治療科）

「ICU におけるB-SES のメリットとデメリット」
パネリスト／森本 陽介（長崎大学病院 リハビリテーション部）

座長：玉木 彰

「B-SESと非荷重運動の併用で
膝関節痛の増悪なく減量に奏功した高度肥満症の一症例」

寺島 雅人（獨協医科大学日光医療センター リハビリテーション部）

Ⅱ-①

「一過性の上肢の有酸素性運動と
骨格筋電気刺激の併用が血管内皮機能に及ぼす影響」

石川 みづき（中洲八木病院）

Ⅱ-③

「ベルト電極式骨格筋電気刺激法を用いた運動療法と栄養療法の併用により
筋力・筋肉量の改善を認めた ICU-acquired weaknessの一例」
野々山 忠芳（福井大学医学部附属病院 リハビリテーション部）

Ⅱ-⑥

Ⅱ-② 「健常成人におけるベルト電極式骨格筋電気刺激実施時の呼吸及び循環動態」
宇賀 大祐（上武呼吸器科内科病院 リハビリテーション科）

Ⅱ-④ 「高血圧を呈す維持期心臓リハビリ患者のB-SESを用いた降圧効果」
田村 由馬（獨協医科大学日光医療センター 臨床研究支援室）

Ⅱ-⑤ 「短期間のハイブリッドEMSは筋の量的・質的変化をもたらすのか？」
玉木 彰（兵庫医療大学大学院 医療科学研究科）

Ⅱ-⑦ 「重症心不全患者に対する植込型補助人工心臓装着術後のB-SES使用経験」
森本 陽介（長崎大学病院 リハビリテーション部）

Ⅱ-⑧ 「ICU-AWにおける神経筋電気刺激療法の有効性：randomized control trial」
中村 謙介（日立総合病院救命救急センター 救急集中治療科）
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