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一般口述　プログラム

10月3日（土）
一般口述1　13：00～14：00 第1会場（1F メインホール）

［ 運動器系 ］ 座長：舟木 一夫（羽島市民病院） 

O-01 足関節内果骨折を呈したソフトボール選手の一症例　ツーステップ動作に着目して
○倉形　友佳1）、中川　仁2）、堀脇　真人1）、八木　哲也1）、鈴木　崇介1）、宮田　龍一1）

1）りゅう整形外科、2）星城大学リハビリテーション学院

O-02 外腹斜筋の筋伸張性が結帯動作に与える影響
○鈴木　崇介1）、中川　仁2）、堀脇　真人1）、倉形　友佳1）、八木　哲也1）、宮田　龍一1）

1）りゅう整形外科、2）星城大学リハビリテーション学院

O-03 長母指外転筋腱が関与したと思われた小学生ピアニスト症例の経験
○平工　将也1）、藤尾　隆司1）、橋本　智子1）、石丸　栄大1）、柳田　明伸2）

1）柳田整形外科 リハビリテーション科、2）柳田整形外科

O-04 変形性膝関節症患者における外部膝関節内反モーメントの増加に関与する因子の検討
○中山　善文1）、石上　麻利2）、金井　章3）、杉浦　紳吾2）、谷口　裕樹4）、田口　大樹2）、	
米川　正洋5）

1）医療法人光生会 光生会病院 リハビリテーション科、2）医療法人光生会 赤岩病院 リハビリテーション科、 
3）豊橋創造大学大学院 健康科学研究科、4）介護老人保健施設 赤岩荘 リハビリテーション科、 
5）医療法人光生会 光生会病院 整形外科

O-05 大腿骨頸部骨折岐阜地域医師会連携パス患者における在院日数の検討
○坂下　拳人、吉井　秀仁
社団医療法人かなめ会山内ホスピタル

一般口述2　13：00～14：00 第2会場（3F 第5・6会議室）

［ 基礎系 ］ 座長：松崎 太郎（金沢大学） 

O-06 静止立位における身体動揺と足圧中心動揺からみる姿勢調節の特性　 
身体動揺の特性に着目して
○高田　勇1,	2）、八木　崇行1）、冨田　昌夫3）、遠松　哲志1）、跡見　順子4）、清水　美穂4）、	
跡見　友章5）、田村　妃登美1）、吉田　育恵1）、宮下　大典1）

1）医療法人鉄友会 宇野病院 リハビリテーション部、2）東京農工大学大学院 工学府 応用化学専攻、 
3）藤田保健衛生大学 医療科学部 リハビリテーション学科、 
4）東京農工大学 工学府・工学部 材料健康科学寄附講座、5）帝京科学大学 医療科学部 理学療法学科

O-07 超音波画像を用いた膝関節における異なる牽引強度の検討
○佐分　宏基1）、今井田　憲1）、西沢　喬1）、山﨑　愛1）、保井　邦拡1）、名和　あずさ1）、	
川井　純子1）、植木　努2）、長谷部　武久2）

1）平野総合病院 リハビリテーション課、2）平成医療短期大学 リハビリテーション学科 理学療法専攻

O-08 当院ナース・ケアワーカーにおける腰痛実態調査と腰痛保有者の身体機能的特徴
○杉原　武司、南　圭介、吉田　達志、上田　誠、中西　愛、岡本　彩、浅岡　和真、高橋　佑佳、
葛西　俊弘、清水　絵梨香
医療法人社団主体会主体会病院
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O-09 健常高齢女性における視覚的動作環境の違いが障害物跨ぎ動作に与える影響
○斎藤　良太1,	2）、山田　和政2）

1）社会医療法人 財団新和会 八千代病院、2）星城大学大学院健康支援学研究科

O-10 視覚情報の制限が動的バランスに及ぼす影響
○梁川　美月1）、春藤　健支1）、有薗　信一2）

1）聖隷三方原病院リハビリテーション部、2）聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部

一般口述3　13：00～14：00 第3会場（3F パラッツオ）

［ 教育管理系 ］ 座長：岩島 隆（岐阜保健短期大学） 

O-11 入学時の成績と1年次終了時の順位相関について
○筧　重和
あいち福祉医療専門学校 理学療法学科

O-12 目標設定に対する問題基盤型学習導入の試み
○高木　亮輔、山下　淳一、磯　毅彦

JA静岡厚生連 リハビリテーション中伊豆温泉病院

O-13 当科の医療安全体制とインシデントアクシデントレポートの傾向　転倒転落事象に着目して
○杉山　基1）、福井　夏恵2）

1）JA静岡厚生連 静岡厚生病院、2）JA静岡厚生連 静岡厚生病院

O-14 急性期病院での自宅退院へ向けた取り組みと課題　早期介入の必要性
○林　隆裕、小久保　翔平、眞河　一裕、小田　知矢
岡崎市民病院 医療技術局 リハビリテーション室

O-15 業務後から翌朝にかけての安静時自律神経反応と自覚的疲労感の変化
○三谷　結香1）、地紙　早紀1）、野口　佑太1）、伊藤　卓也1）、高橋　猛2）

1）主体会病院 総合リハビリテーションセンター、2）鈴鹿医療科学大学

一般口述4　14：00～15：00 第1会場（1F メインホール）

［ 神経系 ］ 座長：武田 好史（八尾総合病院） 

O-16 アルコール性脊髄症を既往にもつ症例に対する理学療法の経験
○原　有生、大草　陽亮、佐々木　嘉光
医療法人社団 明徳会 十全記念病院

O-17 重度の運動麻痺に加え首下がりが生じ移乗動作の介助量が増加した一症例
○小西　和貴、伊藤　良太
偕行会リハビリテーション病院

O-18 脳梗塞と頚椎症性脊髄症を併発し反張膝が著明であった患者の理学療法の経験
○則竹　賢人1）、井戸　尚則1）、江西　一成2）

1）東海記念病院リハビリテーション部、2）星城大学リハビリテーション学部
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O-19 視床出血患者における歩行自立群と歩行介助群の脳画像所見の特徴
○宮田　伸吾、寺田　茂、松井　伸公、内山　圭太、北川　孝
金沢赤十字病院 リハビリテーション科

O-20 GEARにおける視覚フィードバック方法の違いがトレッドミル歩行の運動学的因子に 
与える影響
○山田　純也1）、井元　大介1）、加藤　正樹1）、佐々木　慎弥1）、加藤　大典1）、小島　佑美子1）、
山本　亮太1）、平野　哲2）、才藤　栄一2）、今井田　昌幸3）

1）藤田保健衛生大学病院リハビリテーション部、2）藤田保健衛生大学医学部リハビリテーション医学Ⅰ講座、 
3）トヨタ自動車株式会社パートナーロボット部

一般口述5　14：00～15：00 第2会場（3F 第5・6会議室）

［ 生活環境支援系 ］ 座長：西嶋 力（中部学院大学） 

O-21 地域包括ケア病床における自宅退院患者の特徴と着目すべき ADL
○村瀬　政信、飯田　泰久、本庄　正博、坂下　瞬
医療法人清水会相生山病院リハビリテーション科

O-22 股関節屈曲筋力が歩行変数に与える影響について　―生活活動能力の違いによる検討―
○大井　慶太1）、鳥居　昭久2）

1）鵜飼病院、2）愛知医療学院短期大学

O-23 回復期リハビリテーション病棟におけるBarthel Indexを用いた効果判定の妥当性検討
○松村　拓也、寺井　正樹、馬庭　義徳、島田　徹、松田　充弘、岩田　辰夫
総合犬山中央病院リハビリテーション科

O-24 在宅生活をしている要支援・要介護者を対象とした自宅内での 
転倒アセスメントスケールの作成に向けて
○田中　渉、小堺　武士、山崎　雅也、西川　美有紀、松田　昇悟
（有）ケアパック石川 リハビリ訪問看護ステーション

O-25 パーキンソン病患者の日常生活上で困ることとその出現時間について 
「難病患者と家族の会」出席者のアンケート調査からの考察
○近藤　将人、岩松　鮎未
本町クリニック 服部神経内科 リハビリテーション科

一般口述6　14：00～15：00 第3会場（3F パラッツオ）

［ 内部障害系 ］ 座長：庄司 陽介（富士宮市立病院） 

O-26 急性呼吸障害患者に対する理学療法介入と家族支援の重要性
○金刺　優、磯野　靖夫、佐野　幸、庄司　陽介、幸坂　真宏、藤山　啓太
富士宮市立病院

O-27 高齢女性心不全患者の退院時の歩行自立度と30秒立ち上がりテストの関係
○守川　恵助1）、岡田　誠1）、稲葉　匠吾1）、武村　裕之1）、田平　一行2）

1）松阪市民病院リハビリテーション室、2）畿央大学健康科学部 理学療法学科
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O-28 急性リンパ性白血病患者に対する造血幹細胞移植後のリハビリテーションが 
睡眠障害に与える影響：ケーススタディー
○花島　渉、高橋　大生、美津島　隆
浜松医科大学医学部附属病院リハビリテーション部

O-29 当院における下肢切断後透析患者の現状
○望月　有、小関　裕二、加藤　貴康、楠本　さやか、只腰　雅夫
医療法人衆済会 増子記念病院

O-30 CPFEを有する症例の重症肺炎の呼吸管理にNHFが有効であった一症例
○岩本　純一1）、大曲　正樹1）、山本　敦也1）、高塚　俊行1）、柳田　賴英1）、町口　輝1）、	
前村　優子1）、湯浅　圭史1）、有薗　信一2）

1）聖隷三方原病院、2）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部

一般口述7　15：00～16：00 第1会場（1F メインホール）

［ 運動器系 ］ 座長：狩山 信生（専門学校金沢リハビリテーションアカデミー） 

O-31 視力障害のある高齢女性に対するReverse型人工肩関節全置換術後の理学療法経験 
～疼痛管理や脱臼予防・洗顔動作獲得に向けて～
○寺岡　莉沙、森安　隆宗
やわたメディカルセンター

O-32 大腿骨近位部骨折術後における歩行獲得阻害因子：認知機能に着目して
○伊藤　栄祐1）、飯田　有輝1）、高田　直也2）

1）JA愛知厚生連海南病院 リハビリテーション科、2）JA愛知厚生連海南病院 整形外科

O-33 ジャンプ反応時間と認知課題　―計算課題と語想起課題の比較―
○大野　弘顕1）、加藤　智香子2）

1）水谷病院、2）中部大学生命健康科学部理学療法学科

O-34 姿勢変化に伴うドローイン時の腹横筋筋厚の変化
○大庭　研二、佐久間　崇、近藤　修司、松本　由貴
医療法人社団綾和会 浜松南病院 リハビリテーション科

O-35 腰椎椎間板ヘルニア罹患患者の姿勢を脊椎骨盤パラメーターから考える 
体幹前傾の有無での比較
○山田　翔太1）、青木　一治2）、上原　徹1）、木村　新吾1）、大石　純子3）、櫻井　伸哉3）、	
石井　龍登3）、野田　丈志3）、稲田　充4）

1）名古屋市立西部医療センター リハビリテーション科、2）名古屋学院大学 リハビリテーション学部 理学療法学科、
3）NTT西日本東海病院 リハビリテーション科、4）名古屋市立西部医療センター 整形外科 脊椎センター

一般口述8　15：00～16：00 第2会場（3F 第5・6会議室）

［ 神経系 ］ 座長：宮腰 弘之（木村病院） 

O-36 急性期脳卒中患者におけるADLの経時的変化と影響する因子
○山田　恵美加1）、池田　法子1）、大川　雄一郎1）、神戸　晃男1）、影近　謙治2）、飯塚　秀明3）、
松井　真4）

1）金沢医科大学病院 医療技術部 心身機能回復技術部門 リハチーム、2）金沢医科大学 リハビリテーション医学、
3）金沢医科大学 脳神経外科学、4）金沢医科大学 神経内科学
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O-37 回復期リハビリテーション病棟退院時の ADL・歩行能力が退院後の活動に及ぼす 
影響について　―Life Space Assessmentを用いて―
○土山　裕之、荒木　美由紀、田中　靖華、高尾　和孝
医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院

O-38 くも膜下出血後の早期リハビリにおいて立位・歩行訓練の遂行に難渋した一症例 
～両側長下肢装具使用による身体機能維持・改善を目指して～
○川畑　翔平、牧本　卓也、田中　和彦、松本　奈苗、塩田　有香
社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院 リハビリテーション科

O-39 装具カンファレンス実施前後の当院急性期における下肢装具処方の変化
○後藤　剛、牧本　卓也、田中　和彦
社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院 リハビリテーション科

O-40 バランス障害に対するアプローチの再考　～視覚、体性感覚に着目して～
○江口　梓、古田　大貴、木村　圭佑
医療法人松徳会花の丘病院

一般口述9　15：00～16：00 第3会場（3F パラッツオ）

［ 内部障害系 ］ 座長：藤吉 健史（市立砺波総合病院） 

O-41 去痰不全と頻呼吸により人工呼吸器離脱に難渋した症例
○町口　輝1）、大曲　正樹1）、山本　敦也1）、高塚　俊行1）、柳田　賴英1）、岩本　純一1）、	
前村　優子1）、湯浅　圭史1）、有薗　信一2）

1）聖隷三方原病院 リハビリテーション部、2）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 理学療法学科

O-42 大動脈解離に伴う下肢虚血症状の改善を認めた一症例 
非監視下でのリスク管理と積極的な運動療法を実施して
○笹谷　勇太1）、沼田　秀人1）、畔田　沙智1）、塚本　彰1）、糸川　秀人2）

1）厚生連高岡病院リハビリテーション部、2）厚生連高岡病院リハビリテーション科

O-43 心筋梗塞の再発が心臓リハビリテーションの動機づけとなった一例　 
～理学療法士の早期介入と集団運動療法が行動変容に繋がるのか～
○西村　美由樹1）、松岡　立哉2）、松岡　昭仁2）、恒川　裕気2）

1）（株）アイリンク・ケア リハビリセンターいこいの里、2）名古屋掖済会病院 リハビリテーション部

O-44 慢性呼吸器疾患患者における主観的な身体活動量と客観的な身体活動量の乖離について
○三川　浩太郎1）、秋山　歩夢2）、辻村　康彦2）、平松　哲夫2）

1）中部学院大学 看護リハビリテーション学部、2）平松内科・呼吸器内科 小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック

O-45 80歳以上の高齢者における心臓血管外科術後心臓リハビリテーションの進行状況と 
遅延因子
○山本　敦也1）、高塚　俊行1）、大曲　正樹1）、柳田　頼英1）、岩本　純一1）、町口　輝1）、	
前村　優子1）、湯浅　圭史1）、有薗　信一2）、浅野　満3）

1）聖隷三方原病院 リハビリテーション部、2）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部、 
3）聖隷三方原病院 心臓血管外科


