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ポスター1　14：10～15：10 ポスター会場（第1ギャラリー）

1P-01 右脛骨高原骨折術後の理学療法に難渋した症例
○宮本　昌典1）、鈴木　正法1）、吉田　泰久2）

1）医療法人社団 博洋会 藤井脳神経外科病院 リハビリテーション部、 
2）医療法人社団 博洋会 藤井脳神経外科病院 整形外科

1P-02 外来腰痛患者と季節の関係性について　～理学療法開始時と終了時に着目して～
○纐纈　悠1）、野田　敏生1）、神谷　尚紀1）、光山　孝1）、古川　公宣2）

1）医療法人整友会 豊橋整形外科鷹丘クリニック、2）星城大学リハビリテーション学部

1P-03 胸椎後弯が肩関節周囲炎患者の機能に与える影響について
○高橋　康弘1）、振甫　久1）、杉浦　英志2）

1）しんぽ整形外科、2）名古屋大学大学院医学系研究科

1P-04 当院の ACL再建術後リハビリテーションプログラム　～術後持久力評価の試み～
○石田　健太1）、寺嶌　裕1）、河合　紗都子1）、園原　峰1）、大橋　奈々2）、佐藤　康平2）、	
國本　丙基2）、片桐　幸秀2）、福山　陽子3）、米田　實3）

1）特定医療法人米田病院 よねだクリニック リハビリテーション科、 
2）医療法人米田病院 リハビリテーション科、3）医療法人米田病院 整形外科

1P-05 大腿骨近位部骨折術後における自立歩行者の在院日数への影響因子
○有吉　一弘1）、荒木　恵美1）、髙谷　美咲1）、土肥　哲也1）、柴田　真行1）、田中　秀明1）、	
井舟　正秀1）、川北　慎一郎2）

1）社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 理学療法課、 
2）社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 リハビリテーション科

1P-06 人工膝関節置換術後の表在感覚障害と疼痛の関連について　―3症例における検討
○三輪　夏希1）、新屋　順子1）、甲山　篤2）

1）浜松医療センター リハビリテーション技術科、2）浜松医療センター 整形外科

1P-07 TKA術後一症例に対する超音波画像を用いた膝周囲軟部組織の観察
○小林　魁瑠1）、服部　良1）、四井　康喬1）、永田　敏貢1）、松本　和2）、小川　寛恭2）、	
青木　隆明1）2）、秋山　治彦2）

1）国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2）国立大学法人 岐阜大学整形外科

1P-08 骨盤半裁術施行後、義足装着し疼痛のない座位獲得を目指した症例を経験して 
～仮義足ソケットの調整と体幹機能に着目して～
○田中　彩香、橋本　恵、酒井　有紀、後藤　伸介、三苫　純子
特定医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター

1P-09 Super Path approachによる人工股関節全置換術後の自立歩行に影響する因子の検討
○冨田　崚介1）、小寺　一寿1）、田中　和彦1）、松原　隆将2）

1）社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院 リハビリテーション科、2）社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院 整形外科

1P-10 当院における術前の肩関節可動域制限を伴う鏡視下腱板修復術後の治療成績
○山田　尚輝、池田　拓史、酒井　有紀、後藤　伸介
やわたメディカルセンター リハビリテーション技師部

ポスター　プログラム

10月27日（土）
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1P-11 病棟移動自立における認知機能、注意機能が与える影響
○大丸　恭平、小川　泰平、奥山　基紀、中岡　英二、中井　沙樹、藤田　尚志
医療法人誠仁会 塩川病院

1P-12 脳性麻痺児の下肢変形に対し一期的多部位手術施行後、 
リハビリテーション実施時に「恐怖心」が生じた症例について
○馬塲　つぐみ1）、太田　有香1）、石川　和代2）、村井　伯啓1）、新開　崇史1）、鈴木　ちか1）、	
西山　正紀1）

1）独立行政法人国立病院機構 三重病院、2）藤田保健衛生大学 七栗記念病院

1P-13 リハビリ専門職養成校在学中の社会保険体制教育調査
○鈴木　敏和1）2）

1）医療法人社団 新和会 レッツ統括センター、2）静岡県理学療法士会 生活環境支援系専門部会

1P-14 地域基幹病院高齢入院患者の自宅退院に関連する因子の検討
○小椋　謙三1）、麻生　裕紀2）、小原　雄斗1）、井上　貴行1）3）、永谷　元基3）、山本　紗矢香1）、	
鬼頭　正信1）、三島　信彦4）

1）名古屋逓信病院、2）一宮市立一宮市民病院 呼吸器内科、3）名古屋大学医学部附属病院 リハビリテーション部、
4）名古屋逓信病院 内科

1P-15 思いに寄り添った退院支援・調整を試みて 
―重度対麻痺患者へのアプローチを通して―
○石川　尚一、山中　良二
医療法人社団紫苑会 富士いきいき病院

1P-16 地域包括ケア病棟における自宅復帰に影響する要因の検討
○横道　宏昌、岡田　誠、宮﨑　宜久、中村　富志夫、上田　真也、田垣　幸真、辻井　麻未
松阪市民病院 リハビリテーション室

1P-17 退院後訪問から見えた退院後の ADL能力の向上を認めた1症例
○杉山　一輝、小池　知治、山口　知宏
医療法人三九会 三九朗病院

1P-18 外来リハから日常生活支援総合事業通所型サービス Cに移行し 
生活の拡がりを認めた一例
○徳田　昇、道端　わこ、岩﨑　武史
医療法人全心会 伊勢慶友病院

1P-19 整形外科術後患者に対し、早期離床を促すために　～女性目線から考える～
○石嶋　恵、藤田　栄、宮原　奈緒美、髙城　理子、増井　正清
市立敦賀病院

1P-20 前脛骨筋に対するキネシオテーピング貼付が相反抑制効果に及ぼす影響
○佐々　晴紀、酒向　敦裕、渡部　翔平
社会福祉法人恩賜財団愛知県済生会 リハビリテーション病院

1P-21 平地後進歩行時の下腿三頭筋の収縮動態　～トレッドミル上後進歩行との比較～
○佐藤　貴徳1）、工藤　慎太郎2）

1）国際医学技術専門学校 理学療法学科、2）森ノ宮医療大学 保健医療学部 理学療法学科
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1P-22 推定体重心と加速度に着目した歩行における動的安定性の捉え方
○佐分　宏基1）、植木　努2）、曽田　直樹2）

1）医療法人社団誠広会 平野総合病院、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

1P-23 歩行時に Pusher現象を認めた症例への介入効果の検討
○安岡　直哉1）、片山　脩1）2）

1）医療法人瑞心会 渡辺病院 リハビリテーション科、2）医療法人瑞心会 老人保健施設サンバーデン

1P-24 左足部のクリアランスの改善には左立脚中期の左足関節の背屈に対する 
アプローチが必要であった左片麻痺の一症例
○木村　勇太1）、山本　吉則1）、嘉戸　直樹2）、鈴木　俊明3）

1）榊原白鳳病院 リハビリテーション科、2）神戸リハビリテーション福祉専門学校 理学療法学科、 
3）関西医療大学大学院 保健医療学研究科

1P-25 回復期病棟脳卒中患者の栄養状態と歩行能力の改善度との関係性
○山野井　順矢、西田　崇人
社会福祉法人恩賜財団 愛知県済生会リハビリテーション病院

1P-26 端座位において股関節の伸展と体幹の左側屈が生じることで左後方へ不安定となる 
急性硬膜下血腫の一症例
○中森　友啓1）、山本　吉則1）、嘉戸　直樹2）、鈴木　俊明3）

1）榊原白鳳病院 リハビリテーション科、2）神戸リハビリテーション福祉専門学校 理学療法学科、 
3）関西医療大学大学院 保健医療学研究科

1P-27 座位において体幹の右側屈と右股関節の伸展により右後方へ不安定となる 
脳幹出血の一症例
○曾根　悠佑1）、山本　吉則1）、嘉戸　直樹2）、鈴木　俊明3）

1）榊原白鳳病院 リハビリテーション科、2）神戸リハビリテーション福祉専門学校 理学療法学科、 
3）関西医療大学大学院 保健医療学研究科

1P-28 立ち上がり動作の屈曲相にて腰椎の後弯にともなう骨盤の後傾により 
殿部離床が困難であった右視床出血の一症例
○福徳　彩人1）、山本　吉則1）、嘉戸　直樹2）、鈴木　俊明3）

1）榊原白鳳病院 リハビリテーション科、2）神戸リハビリテーション福祉専門学校 理学療法学科、 
3）関西医療大学大学院 保健医療学研究科

ポスター2　15：20～16：20 ポスター会場（第1ギャラリー）

1P-29 大腿骨近位部骨折術後患者における歩行能力とバランス要因との関連性についての 
一考察
○児玉　賢祐
医療法人 済衆館 済衆館病院

1P-30 臨床推論に基づく評価・治療により3年間持続していた慢性膝痛が急速に消失した1例
○窪　浩治1）、横井　孝1）、田中　誠也2）、松下　健3）、石原　明彦4）、鈴木　啓介2）、髙見　修治1）

1）医療法人純正会 東洋病院 リハビリテーション科、 
2）国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 治験・臨床研究推進センター、 
3）医療法人六寿会 津島リハビリテーション病院 リハビリテーション課、 
4）医療法人善樹会 老人保健施設ウエルネス守山
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1P-31 超音波画像診断装置を用いた変形性膝関節症患者の腓腹筋の形態学的評価
○中村　翔1）、榊原　浩一2）、植木　康平2）、鈴木　啓佑2）、颯田　季央1）3）、工藤　慎太郎3）

1）リハビリ訪問看護ステーション トライ、2）神谷内科整形外科、 
3）森ノ宮医療大学 保健医療学部 理学療法学科

1P-32 立ち上り動作の殿部離床後に左後方へ不安定となる廃用症候群の一症例
○山村　隆希1）、山本　吉則1）、嘉戸　直樹2）、鈴木　俊明3）

1）榊原白鳳病院 リハビリテーション科、2）神戸リハビリテーション福祉専門学校 理学療法学科、 
3）関西医療大学大学院 保健医療学研究科

1P-33 大腿骨骨折患者における歩行中の患側下肢荷重量の変動係数と歩行自立度について 
考察した二症例
○泉沢　祐樹、宮田　基広、峠　康介、伊藤　卓也
主体会病院 総合リハビリテーションセンター

1P-34 人工関節全置換術前後における Forgotten Joint Scoreの変化 
～股関節と膝関節の比較～
○原　有生1）、井場木　祐治1）、藤田　淳1）、小山　博史2）、高橋　正哲2）

1）十全記念病院 リハビリテーションセンター、2）十全記念病院 整形外科

1P-35 呼吸器疾患患者の誤嚥性肺炎リスクを考える
○鈴木　典子
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック

1P-36 COPD患者における歩数改善率の向上に関連する要因の検討
○小原　雄斗1）、麻生　裕紀2）、永谷　元基3）、井上　貴行1）3）、山本　紗矢香1）、鬼頭　正信1）、	
小椋　謙三1）、三島　信彦4）

1）名古屋逓信病院 リハビリテーション室、2）一宮市民病院 呼吸器内科、 
3）名古屋大学医学部附属病院 リハビリテーション部、4）名古屋逓信病院 内科

1P-37 外来呼吸リハビリテーションが身体活動量に及ぼす影響と臨床指標の変化との関係
○秋山　歩夢1）、辻村　康彦1）、三川　浩太郎1）2）、平松　哲夫1）

1）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、2）中部学院大学 看護リハビリテーション学部

1P-38 急性期呼吸器疾患患者におけるリハ開始時評価の重要性
○川瀬　勇一、中川　寛紀、堀田　和孝、杉下　泰明、小林　義文
福井県立病院

1P-39 高齢者糖尿病の血糖コントロール目標（HbA1c値）設定への取り組み
○栗原　大知1）、高尾　雄介2）、藤本　昌雄3）

1）市立伊勢総合病院 リハビリテーション室、2）市立伊勢総合病院 薬局、3）市立伊勢総合病院 内科

1P-40 内科疾患患者に対するステロイドの累積投与量と筋力の関係
○長島　正明、高橋　大生、永房　鉄之、山内　克哉
浜松医科大学医学部附属病院

1P-41 体組成計を用いてロコモティブシンドロームの早期発見が可能かどうかの検討
○野崎　陽寛、柴田　敦、浅井　勇人、伊藤　奈緒子
名鉄病院 リハビリテーション科
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1P-42 初回入院時の疾患が転倒、骨折、その後の ADL能力に及ぼす影響
○都築　栄晴1）、岡田　啓太2）、榎本　孝太1）、西田　健二1）、田中　敦3）、梶原　敏夫1）

1）医療法人メディライフ 知多リハビリテーション病院、2）国際医学技術専門学校 理学療法学科、 
3）医療法人メディライフ 西知多リハビリテーション病院

1P-43 小学生の体力低下に対する教育機関との取り組み
○鈴木　啓佑1）、榊原　浩一1）、植木　康平1）、中村　翔1）2）、颯田　季央1）2）3）

1）神谷内科整形外科、2）リハビリ訪問看護ステーション トライ、3）森ノ宮医療大学保健医療学部 理学療法学科

1P-44 高齢者における、自我状態とセルフエクササイズ実施率との関連性
○矢口　敏章1）、濱島　一樹1）、加藤　桂介1）、船橋　益夫2）、佐藤　祐造3）

1）医療法人喜光会 北里クリニック リハビリテーション科、2）医療法人喜光会 北里クリニック、 
3）愛知みずほ大学大学院 人間科学研究科

1P-45 行動変容の促しとマルチタスクトレーニングにより、コンビニへの買い物が 
自立した症例
○浅川　佳祐
株式会社エイムインタービジョン リハビリ＆フィットネス寿リハ駅西

1P-46 ラダートレーニングを用いた介護予防事業が心身機能に及ぼす影響について
○多田　篤哉1）、松井　一人1）、豊岡　功2）、竹野　恭平1）、平野　寛太1）、竹内　純平1）

1）有限会社ほっとリハビリシステムズ、2）リハビリテーションサービスグループ福井

1P-47 機能的電気刺激を用いた脳卒中片麻痺患者に対する歩行効果について
○坂口　みゆき、新堂　翔平、糸川　真帆、安井　伊津佳、上村　謙一郎
三重県済生会 明和病院

1P-48 重複障害を認める長期透析患者に対する透析中ベルト電極式骨格筋電気刺激法の経験
○瀬古　征志1）、野口　佑太1）、水谷　智恵美1）、伊藤　卓也1）、川村　直人2）

1）主体会病院 総合リハビリテーションセンター、2）主体会病院 内科

1P-49 当院における病棟配置された、理学療法士らの病棟内褥瘡新規発生予防に対する 
取り組み　～ ADL維持向上等体制加算算定病棟での取り組みの報告～
○渡邊　繁徳1）、牧　恭平1）、杉原　淳1）、松本　昌樹2）、小羽　正昭1）

1）常滑市民病院 リハビリセンター、2）常滑市民病院 医療安全環境管理室

1P-50 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の理学療法 
―運動方法と負荷調整に苦慮した一症例について―
○嶋　尚哉
豊川市民病院

1P-51 麻痺側前脛骨筋の筋活動の増大により歩行動作の安全性・安定性が向上した 
右脳梗塞の一症例
○丸山　愛実1）、山本　吉則1）、嘉戸　直樹2）、鈴木　俊明3）

1）榊原白鳳病院 リハビリテーション科、2）神戸リハビリテーション福祉専門学校 理学療法学科、 
3）関西医療大学大学院 保健医療学研究科

1P-52 立ち上がり動作の殿部離床時に左後方へ不安定となる右被殻出血の一症例
○中條　希重1）、山本　吉則1）、嘉戸　直樹2）、鈴木　俊明3）

1）榊原白鳳病院 リハビリテーション科、2）神戸リハビリテーション福祉専門学校 理学療法学科、 
3）関西医療大学大学院 保健医療学研究科
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1P-53 右荷重応答期から右立脚中期にて右股関節の屈曲が軽減したことで 
歩行動作の安定性が向上した右片麻痺の一症例
○三好　加奈子
榊原白鳳病院 リハビリテーション科

1P-54 脳卒中患者における階段昇降困難感に及ぼす影響について
○長瀬　将人、高橋　和久、坂倉　充彬、岩谷　美紀、北川　和佳
医療法人 尚豊会 みたき総合病院

1P-55 反復性経頭蓋磁気刺激後の理学療法が歩行能力に及ぼす影響
○野末　琢馬1）、石黒　正樹1）、岡元　信弥1）、近藤　穣1）、辻　朋浩1）、稲垣　亜紀2）

1）名古屋市総合リハビリテーションセンター 理学療法科、 
2）名古屋市総合リハビリテーションセンター 神経内科

1P-56 端座位にて骨盤の後傾と右下制が生じて右後方に不安定となる左被殻出血の一症例
○平子　文俊1）、山本　吉則1）、嘉戸　直樹2）、鈴木　俊明3）

1）榊原白鳳病院 リハビリテーション科、2）神戸リハビリテーション福祉専門学校 理学療法学科、 
3）関西医療大学大学院 保健医療学研究科
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ポスター3　11：00～12：00 ポスター会場（第1ギャラリー）

2P-01 中高生バドミントン選手における足部形態測定についての報告
○奥野　恵理1）、吉田　和彦1）、吉田　康史1）、柏崎　泰宏1）、奥野　実咲1）、三平　伸一2）

1）医療法人社団 みひら Rクリニック リハビリテーション科、2）医療法人社団 みひら Rクリニック

2P-02 当院回復期リハビリテーション病棟における下肢切断患者の特徴
○林　佳澄、笛吹　亘、清光　洋子、青木　徹、大平　健太、稲元　健太
公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院

2P-03 当院における下肢切断患者の傾向
○西出　彩乃、笛吹　亘、清光　洋子、青木　徹、大平　健太、稲元　健太
公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院

2P-04 エアセルを用いた殿筋への圧迫が柔軟性に及ぼす影響 
―無作為化対照試験による即時効果の検証―
○根地嶋　誠1）、影山　哲也2）、西田　裕介3）

1）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、 
2）常葉リハビリテーション病院 リハビリテーション科、3）国際医療福祉大学 成田保健医療学部 理学療法学科

2P-05 筋解離術を中心とした下肢の一期的多部位手術と股関節脱臼の整復が行われた 
脳性麻痺児の理学療法
○渡邉　仁、加藤　弘之、鶴岡　弘美、鈴木　ちか、西山　正紀
独立行政法人国立病院機構 三重病院

2P-06 高齢登山愛好者における膝複合靭帯同時再建術後6ヶ月で 
軽登山への復帰が可能となった一症例
○田口　毅1）、桑坪　憲史1）、河野　公昭1）、勇島　要1）、野田　英伯1）、小杉　峻1）、山賀　寛2）、
山賀　篤2）、塚原　隆司3）、河合　亮輔3）

1）医療法人社団 やまが整形外科リハビリテーション科、2）やまが整形外科、3）朝日大学病院

2P-07 周産期心筋症の発症後、心機能と身体機能を1年経過観察が可能であった1症例
○落合　康平
独立行政法人 国立病院機構 三重中央医療センター リハビリテーション科

2P-08 外来心臓リハビリテーションを継続している慢性心不全のサルコペニア患者における
患者背景について
○田邉　剛史1）、石橋　貴久彦1）、萩野　勝也1）、田中　利典1）、三川　浩太郎3）、横家　正樹2）、	
長野　俊彦2）

1）医療法人社団友愛会 岩砂病院・岩砂マタニティ リハビリテーション科、 
2）医療法人社団友愛会 岩砂病院・岩砂マタニティ 内科、 
3）中部学院大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科

2P-09 体格に対する胸郭拡張差の違いによる呼吸機能への影響
○木下　雄貴
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック

ポスター　プログラム

10月28日（日）
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2P-10 急性期病院肺炎患者における自宅退院因子の検討
○鈴木　亮馬、河島　徹、満冨　一彦
磐田市立総合病院

2P-11 舌圧と呼吸機能との比較
○石黒　博弥1）、井上　登太1）2）、鈴木　典子1）2）

1）みえ呼吸嚥下リハビリクリニック、2）NPO法人グリーンタウン呼吸嚥下研究グループ

2P-12 呼吸機能と運動耐用能の関連
○坪川　智呼1）2）、鈴木　典子2）、井上　登太1）2）3）

1）みえ呼吸嚥下リハビリクリニック、2）NPO法人グリーンタウン呼吸嚥下研究グループ、 
3）株式会社グリーンタウン呼吸嚥下ケアプラニング

2P-13 初めての臨床実習指導者が感じる不安・悩みに関する調査
○堀岡　孝宏、山下　淳一

JA静岡厚生連 リハビリテーション中伊豆温泉病院

2P-14 当院における装具ミーティングの現状把握と方法の改善に向けたアンケート調査
○中元　貴士1）、中井　貴大1）、蔵田　祐一2）、青木　翔太1）、山路　勇太1）、奥田　翔吾1）、	
木村　圭佑1）

1）医療法人松徳会 花の丘病院、2）医療法人松徳会 介護老人保健施設カトレア

2P-15 車椅子シーティングチェックシート作成報告
○小林　嵩幸
医療法人 松徳会 花の丘病院

2P-16 多職種連携によるピクトグラムを用いた事故報告書の検討
○後藤　翼、田代　圭佑、伊東　麻耶、萩原　秀男
医療法人社団秀慈会 白萩病院

2P-17 授業・学習の取り組みに苦慮する学生への支援　―学生と教員に調査を実施して―
○青山　満喜1）2）、遠藤　浩之1）、野藤　弘幸1）

1）常葉大学 保健医療学部、2）名古屋大学大学院医学系研究科 地域在宅医療学・老年科学

2P-18 3Dスキャナーと3Dプリンタ使用の実際
○成田　誠1）、藤森　泰徳2）、高橋　猛1）、畠中　泰彦1）

1）鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 理学療法学科、2）聖隷横浜病院

2P-19 女性の年代別骨盤形態の特徴と出産経験による比較
○笠野　由布子1）、増田　一太2）

1）中部学院大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科、2）国際医学技術専門学校 理学療法学科

2P-20 当院におけるがんリハビリテーションの現状　～看護師へのアンケート調査から～
○奥井　達士1）、藤田　八代1）、河井　恵介1）、水島　朝範1）、銭谷　真琴1）、銭谷　嘉純1）、	
根塚　秀昭2）

1）厚生連滑川病院 リハビリテーション部、2）厚生連滑川病院 外科

2P-21 平成29年度伊勢市生活支援会議より事業対象者と要支援の比較　～今後の展望～
○道端　わこ1）、岩﨑　武史1）、下村　益稔2）、泉　奈美3）、岩﨑　あゆみ4）

1）医療法人 全心会 伊勢慶友病院、2）市立伊勢総合病院、3）自宅、4）デイサービス第2ひだまり
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2P-22 介入に難渋したがチームアプローチにより離床が進んだ橋出血の一例
○山下　優衣、三谷　祐史、細江　浩典
名古屋第二赤十字病院

2P-23 療養病床における脳卒中患者への積極的機能改善の再考 
―維持ではなく改善に向けて―
○布上　隆之1）、野村　祐介2）、淵上　龍2）

1）医療法人社団 尽誠会 野村病院 リハビリテーション課、2）医療法人社団 尽誠会 野村病院

2P-24 脳卒中片麻痺者における麻痺側股関節屈曲動作時の股関節外旋角度評価の妥当性
○浅野　裕依1）、堀　和朗1）、水野　愛子1）、武田　湖太郎2）、宮坂　裕之1）、園田　茂1）

1）藤田保健衛生大学 七栗記念病院、2）藤田保健衛生大学 医療科学部リハビリテーション学科

2P-25 顔面神経麻痺後遺症に対するボツリヌス療法を用いたリハビリテーションの効果と 
考慮すべき点　―3症例による検討―
○井戸　和美1）、湯浅　浩之2）、山本　遥子3）

1）公立陶生病院 中央リハビリテーション部、2）公立陶生病院 神経内科、3）公立陶生病院 耳鼻咽喉科

2P-26 当院における筋ジストロフィーに対する呼吸勉強会の取り組み
○市川　真理、石原　美智子、井上　洋子、加藤　純、河合　恵、栗林　健、鈴木　涼平、	
中尾　龍哉、堀　健寿
愛知県心身障害者コロニー 中央病院

2P-27 発症後1年が経過し介助下で杖歩行が可能となったギランバレー症候群の一症例
○服部　絵利香1）、大森　裕介1）、神谷　昌孝1）、渡邊　麻希2）

1）豊橋市民病院 診療技術局 リハビリテーション技術室、2）豊橋市民病院 神経内科

ポスター4　13：25～14：25 ポスター会場（第1ギャラリー）

2P-28 歩行における足趾の運動解析
○平田　光太郎1）、小出　紘靖1）、辻　量平1）、植木　努2）、曽田　直樹2）

1）医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院、2）平成医療短期大学 リハビリテーション科 理学療法専攻

2P-29 人工股関節全置換術患者の術前QOLが術後の歩行能力の経過に及ぼす影響
○井場木　祐治、原　有生、一安　絢香
十全記念病院

2P-30 Functional Movement Screenを用いた少年野球選手における動作の質的評価
○清水　康史、酒井　雄平、渡邉　奈津希

KKR北陸病院 リハビリテーション科

2P-31 理学療法が延長する因子について　～各腰部疾患の治療成績に着目して～
○神谷　尚紀1）、野田　敏生1）、纐纈　悠1）、光山　孝1）、古川　公宣2）

1）医療法人整友会 豊橋整形外科 鷹丘クリニック、2）星城大学リハビリーテーション学部

2P-32 外側半月板に起因する膝窩筋痛を認めた一症例
○森　孝之1）、吉田　格之進2）

1）市立伊勢総合病院 リハビリテーション室、2）市立伊勢総合病院 整形外科
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2P-33 立ち上がり戦略の違いによる安定性と効率についての定量的評価
○吉田　俊一郎1）、植木　努2）、曽田　直樹2）

1）医療法人社団青友会 青木内科・眼科、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

2P-34 荷重が脛腓間距離に及ぼす影響の検討
○小田　克成1）、青木　一樹1）、篠田　光俊2）、松井　順一3）、西尾　真3）

1）医療法人安祥会 松井整形外科 リハビリテーション部、2）医療法人慈和会 吉田整形外科病院、 
3）医療法人安祥会 松井整形外科

2P-35 超高齢者の運動器不安定症患者に対する運動介入の効果
○高堂　暁生1）、井指　憲吾1）、南　奨太1）、橋本　晋平2）

1）橋本整形外科クリニック リハビリテーション科、2）橋本整形外科クリニック 整形外科

2P-36 当院における両側同時膝周囲骨切り術の現状と課題 
～片側膝周囲骨切り術との比較検討～
○前田　宗寿1）、稲倉　貴弘1）、高島　美衣奈1）、淺野　香理1）、四谷　昌嗣1）、和田　真2）

1）公益社団法人地域医療振興協会 公立丹南病院 リハビリテーション室、 
2）公益社団法人地域医療振興協会 公立丹南病院 整形外科

2P-37 当院入院中に受傷した大腿骨近位部骨折の検討
○大村　真未1）、中山　善文1）2）、小山　佳祐1）、田口　大樹1）、廣瀬　健人1）、米川　正洋3）

1）医療法人光生会 光生会病院 リハビリテーション科、2）豊橋創造大学大学院 健康科学研究科 協力研究員、 
3）医療法人光生会 光生会病院 整形外科

2P-38 麻痺側に脚長差のある左片麻痺患者への装具作成についての検討
○赤坂　直樹1）、松本　康嗣2）、田中　秀明2）、井舟　正秀2）、平井　文彦3）、川北　慎一郎3）

1）社会医療法人財団董仙会 介護医療院 恵寿鳩ヶ丘、 
2）社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 リハビリテーション部 理学療法課、 
3）社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 リハビリテーション科

2P-39 急性期椎体骨折に対してモジュラーフレームコルセットを用いた 
早期離床リハビリテーション
○保田　智子、加藤　弘明、小林　佳史、吉岡　登貴子

JA三重厚生連 三重北医療センター菰野厚生病院

2P-40 ALS患者に対し通所リハにてフットスイッチを作成しQOLが向上した一症例
○森　美有紀1）、黒木　淳子1）、森　孝之2）、東　憲太郎1）

1）医療法人緑の風 介護老人保健施設いこいの森、2）市立伊勢総合病院 リハビリテーション室

2P-41 通所リハビリ利用者の職場復帰と職場復帰後からみえた今後の展開
○北村　知子、徳力　康治
いくわ診療所

2P-42 他事業所との共同した生活機能向上連携加算の算定について
○中田　耕平
三重つくし診療所 リハビリセンター

2P-43 姿勢と身体機能との関係
○加納　弘崇
ポシブル医科学株式会社 ポシブル太田川
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2P-44 回復期病院退院後、一時的に自宅復帰するも施設入所となった男性の 
社会的背景・環境要因と訪問リハビリからのアプローチ
○二之宮　宏人
株式会社ザイタック 東濃訪問看護ステーション

2P-45 バランス練習アシストを用いた前後方向の外乱刺激に対する筋活動量の検討
○平松　佑麻1）、矢箆原　隆造2）、平野　哲3）、才藤　栄一3）、角田　哲也3）、平塚　智康1）、	
井伊　卓真4）、海藤　大将1）、岡野　圭祐1）、佐藤　光虹1）

1）藤田保健衛生大学病院 リハビリテーション部、2）藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 リハビリテーション部、
3）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、 
4）藤田保健衛生大学 医療科学部 リハビリテーション学科

2P-46 肥満減量手術における周術期理学療法介入の1症例
○辻岡　徹1）、平野　裕真1）、長島　正明1）、永房　鉄之1）、山内　克哉1）、平松　良浩2）3）

1）浜松医科大学 リハビリテーション部、2）浜松医科大学 医学部 周術期等生活機能支援学講座、 
3）浜松医科大学 医学部 外科学第二講座

2P-47 リハビリスタッフと病棟看護師との連携による転倒対策強化への取り組み 
～転倒転落フローチャートを用いた評価～
○加藤　智裕1）、深尾　圭翔1）、松田　浩之1）、加藤　舞子1）、林口　愛1）、倉田　秀健1）、	
本多　成史1）、家田　礼子2）、二宮　里奈2）、兵藤　彰岐子2）

1）JA愛知厚生連 安城更生病院 リハビリテーション技術科、2）JA愛知厚生連 安城更生病院 看護部

2P-48 回復期リハビリテーション病棟における高齢患者の循環器疾患併存 
～運動器疾患例による検討～
○藤田　玄弥1）、森田　慎也3）、冨樫　嘉人2）、寺林　俊樹1）、城前　美奈1）

1）かみいち総合病院 リハビリテーション科、2）同 作業療法士、3）富山大学附属病院 リハビリテーション部

2P-49 地域包括ケア病棟に入院した封入体筋炎患者に対する理学療法の経験
○福留　拓1）、則竹　賢人1）、粕谷　映里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

2P-50 重症筋無力症患者が胸腺腫摘出術後にクリーゼを生じ、 
呼吸状態の回復に難渋した症例
○石井　沙季1）、後藤　大地1）、高橋　宏和1）、鈴木　篤明1）、古川　宗磨2）、伊藤　泰広2）、	
齋藤　雄史3）

1）トヨタ記念病院 リハビリテーション科、2）トヨタ記念病院 神経内科、3）トヨタ記念病院 呼吸器外科

2P-51 高度のアパシーにより在宅生活が困難となったパーキンソン病の一症例
○三浦　敦史1）、寺田　達弘2）、鈴木　健之1）、笠井　愛美1）、園田　安希1）、小尾　智一2）

1）国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター リハビリテーション科、 
2）国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター 神経内科

2P-52 PT、STでの連携介入により、離床機会の確保とスピーチカニューレへの移行が 
可能となった症例
○熊谷　健人、辻内　高士
社会医療法人宏潤会 大同病院

2P-53 胸髄硬膜外血腫により歩行障害を呈したが、装具療法を活用し 
歩行獲得に至った一症例
○岩田　翔平、石井　義之、土山　裕之
医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院 リハビリテーション部 理学療法課
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2P-54 脳脊髄炎を発症し歩行自立を目指した症例 
～股関節周囲の筋出力の向上・体幹失調への介入効果の検討～
○髙木　萌香、中平　洋二、石井　義之、坂井　登志高、土山　裕之
医療法人社団 浅ノ川 金沢脳神経外科病院 リハビリテーション部 理学療法課

2P-55 一般病院における複合的な小児リハビリテーションの取り組み 
―就学前後の一例を通して―
○髙城　佑紀1）、木股　徳充1）、水谷　智恵美1）、伊藤　卓也1）、櫻井　實2）

1）主体会病院 総合リハビリテーションセンター、2）主体会病院


