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口述発表　プログラム

10月29日（土）

口述発表1 第1会場　11：05～12：05

［ セレクション① ］� 座長：村上 忠洋（社会医療法人 大同病院）

S-1 軽症脳梗塞患者の入院中の軽強度活動は退院後のうつ症状と関連する
○芦澤 遼太1）、本田 浩也2）3）、吉澤 康平2）4）、亀山 裕斗2）4）、吉本 好延2）

1）総合病院 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大学院 リハビリテーション科学研究科、 
3）介護老人保健施設 花平ケアセンター、4）浜松市リハビリテーション病院 リハビリテーション部

S-2 Wallenberg症候群を呈した症例に対する理学療法介入 
～病前と同レベルのヴァイオリン演奏を目指して～
○犀藤 悠規
社会福祉法人 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター リハビリテーション療法部

S-3 回復期脳卒中患者における入院期間中の身体機能・能力評価の変化量を用いた 
退院時の歩行自立度の予後予測　―決定木分析を用いた検証―
○石野 晶大1）2）、細井 雄一郎1）3）、三田 琢磨1）、藤井 博昭1）、山田 和政2）

1）医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院、2）星城大学大学院 健康支援学研究科、 
3）立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科

S-4 退院時の歩行観察評価を用いた脳卒中患者の転倒予測の有効性
○吉澤 康平1）2）、芦澤 遼太3）、武 昂樹4）、本田 浩也2）、亀山 裕斗1）2）、若林 稔幸2）、�
山下 翔太2）、吉本 好延5）

1）浜松市リハビリテーション病院 リハビリテーション部、 
2）聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科、 
3）総合病院 聖隷三方原病院 リハビリテーション部、4）訪問看護ステーション住吉第二、 
5）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

口述発表4 第1会場　13：15～14：15

［ 内部障害① ］� 座長：柴田 賢一（名古屋ハートセンター）

O-01 入院後に COVID-19が増悪したが理学療法介入により自宅退院となった1症例
○鈴木 亮馬
磐田市立総合病院

O-02 人工呼吸器グラフィックモニターから呼吸筋力低下を推察し呼吸理学療法を実施した、
大動脈解離に多発脳梗塞を合併した1症例
○寺澤 莉奈1）、肥後 真介1）、尾崎 智美1）、桑原 史明2）、宮﨑 素子3）

1）名古屋掖済会病院 リハビリテーション部、2）名古屋掖済会病院 心臓血管外科、 
3）名古屋掖済会病院 リハビリテーション科

O-03 理学療法士が参加する外来集団栄養教室 
～心疾患患者の退院後の食事療法支援に対する取り組み～
○山本 友佳子1）、森川 真弓2）、吉田 三紀3）、森田 まゆみ4）、黒川 佳祐4）、鷹取 治4）、�
白石 浩一4）

1）市立砺波総合病院 総合リハビリテーションセンター、2）市立砺波総合病院 栄養科、 
3）市立砺波総合病院 看護部、4）市立砺波総合病院 循環器内科
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O-04 当院心不全患者の入院時の栄養状態評価の有用性
○鈴木 一輝、沢入 豊和、神谷 猛
豊橋市民病院 リハビリテーションセンター

O-05 ICU-acquired weakness患者における顆粒球のオートファジーについて
○飯田 有輝
豊橋創造大学 保健医療学部

口述発表7 第1会場　15：45～16：45

［ セレクション② ］� 座長：壹岐 英正（医療法人瑞心会 渡辺病院）

S-5 入院慢性呼吸器疾患患者を対象とした椅子立ち上がり動作時における 
床反力パラメータの有用性　―退院時の歩行自立可否の予測は可能か―
○黒田 大智1）、山下 裕1）、辻村 亮太朗1）、岩田 晋2）

1）春日井市民病院 リハビリテーション技術室、2）春日井市民病院 呼吸器内科 

S-6 消化器内科疾患患者における Clinical Frailty Scaleを用いた自宅退院可否の予測
○阿形 優、山元 紳太郎、内藤 善規、大森 裕介、上村 晃寛、森嶋 直人、石川 知志
豊橋市民病院 リハビリテーションセンター

S-7 NIPPVを装着している筋萎縮性側索硬化症患者に対する LIC TRAINERを用いた 
呼吸理学療法の長期効果
○山下 翔太1）2）、西野 千恵美1）、松下 太一1）、杉本 昌宏3）

1）医療社団法人三誠会 北斗わかば病院 リハビリテーション部、 
2）聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科、 
3）医療法人社団三誠会 北斗わかば病院 神経内科

S-8 人工膝関節置換術に対するクリニックでの運動療法効果
○田中 悠大1）、中井 亮佑1）、高口 裕行1）、安井 健人1）、大野 貴敏2）

1）医療法人敬栄会 大野整形外科クリニック リハビリテーション科、 
2）医療法人敬栄会 大野整形外科クリニック 整形外科

口述発表2 第2会場　11：05～12：05

［ 運動器① ］� 座長：若月 勇輝（医療法人和光会 メディカル／リハビリテーション晴風）

O-06 股関節固定術後の強直股に伴う Coxitis kneeを呈した1症例（続報）
○加藤 丈典1）、新屋 順子1）、甲山 篤2）

1）公益財団法人 浜松市医療公社 浜松医療センター リハビリテーション科、 
2）公益財団法人 浜松市医療公社 浜松医療センター 整形外科

O-07 Mini-oneアプローチによる THA後の股関節外転筋力の推移について
○東 真衣1）、清水 恒良1）、佐藤 雄介1）、松石 康平1）、木下 日菜子1）、萩岡 裕柾1）、�
前川 拓也1）、宗本 充2）3）

1）社会医療法人 畿内会 岡波総合病院 リハビリテーション科、2）社会医療法人 畿内会 岡波総合病院 整形外科、
3）地方独立行政法人 市立東大阪医療センター 整形外科



第38回東海北陸理学療法学術大会／オンライン　21

O-08 回復期リハビリテーション病棟に入院した大腿骨近位部骨折患者の 
退院時転倒恐怖感に関連する要因についての検討
○渡辺 将弘1）、谷口 滉季2）、福留 拓1）、酒井 亨1）、沢柳 はる菜1）、小栗 有加1）、�
戸田 沙緒里1）、林 尊弘3）

1）医療法人社団喜峰会 東海記念病院 リハビリテーション部、2）（株）ルネサンス、 
3）星城大学 リハビリテーション学部

O-09 大腿骨近位部骨折患者の歩行補助具の必要性に関する判断基準の検討
○谷口 実沙、西本 夏美、大畑 直哉、荒木 大地、水谷 真康
小山田記念温泉病院

O-10 大腿骨近位部骨折術後患者に対する体重免荷トレッドミルトレーニングの効果
○多田 拓生1）、則竹 賢人2）、後藤 文彦1）、福井 聖人1）、上田 雄太1）、平岩 正太郎1）、�
吉原 稜1）、武田 知夏1）、井戸 尚則1）

1）医療法人社団喜峰会 東海記念病院、2）日本福祉大学 健康科学部 

口述発表5 第2会場　13：15～14：15

［ 運動器② ］� 座長：高橋 康弘（しんぽ整形外科）

O-11 超音波画像診断装置を用いた人工膝関節置換術後の膝蓋下脂肪体の 
機能的変形について
○岩出 尚之
医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院

O-12 立脚終期に出現した足背外側部痛が外側腓腹皮神経への 
Hydro-releaseと理学療法により消失した一症例
○小畑 比呂1）、茶谷 恒太1）、稲崎 裕大1）、坂下 竜之助1）、中嶋 俊太朗1）、尾山 歩1）、�
有川 功2）

1）医療法人社団 有川整形外科医院 理学療法部、2）医療法人社団 有川整形外科医院 整形外科

O-13 急性期リハビリテーションにおける超音波画像診断装置の活用 
～左人工股関節全置換術後に股関節前外側部痛を呈した一症例～
○青山 華月
社会医療法人 宏潤会 大同病院

O-14 肩関節周囲炎に起因する臨床症状および活動制限の性差
○松下 健1）、田中 誠也2）、白川 絢日3）、宮本 聖也1）、岡田 麻央1）、辻本 昌史2）、�
鈴木 啓介2）、中島 浩敦1）

1）医療法人六寿会 後藤整形外科、2）国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 先端医療開発推進センター、
3）医療法人 NC 鳴子クリニック

O-15 上腕骨外側上顆炎治療プロトコールの有用性について
○桑原 太樹1）、坂口 健史2）、小林 明日香1）、平原 慎也1）

1）萩原整形外科リウマチクリニック、2）名古屋大学医学系研究科 整形外科
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口述発表8 第2会場　15：45～16：45

［ 運動器③ ］� 座長：伊藤 忠（愛知県三河青い鳥医療療育センター）

O-16 身体活動と疼痛および自己効力感の関連に着目した腰椎圧迫骨折の一例 
―回復期リハビリテーション病棟での臨床経過―
○中村 隆志
医療法人田中会 西尾病院

O-17 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、介護士を対象とした腰痛と 
心理的ストレスとの関連性について
○山田 容規、古桧山 建吾、西部 美晴、松井 健次、裁 裕貴、小野寺 果奈
医療法人香徳会 関中央病院 

O-18 成長期腰椎分離症における当クリニックにおける試み
○吉川 雄太郎、田澤 宏志郎、鈴木 暁太
医療法人社団愛弘会 穴吹整形外科クリニック

O-19 腰椎椎間板ヘルニアに対するヘルニコア椎間板内注入療法の治療成績 
―ヘルニコア施行例の RDQの推移と統計学的評価―
○田中 毅1）、細江 拓也2）、山本 尚紀3）、墨 祐貴1）、大森 陽太1）、松浦 一郎3）、�
服部 明典1）4）、榮枝 裕文5）

1）名古屋市立緑市民病院リハビリテーション科、2）名古屋市立大学病院リハビリテーション部、 
3）名豊病院リハビリテーション科、4）名古屋市立緑市民病院整形外科、 
5）松岡整形外科・内科リハビリテーション整形外科

O-20 脊柱と肩甲骨に着目した結帯動作のバイオメカニクス
○小川 祐太1）、彦坂 潤1）、冨田 秀仁1）、西村 映理子2）、曽我 仁2）、石田 和人3）

1）豊橋創造大学 保健医療学部 理学療法学科、2）医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 リハビリテーション科、
3）名古屋女子大学 医療科学部 理学療法学科 

口述発表3 第3会場　11：05～12：05

［ 地域① ］� 座長：吉本 好延（聖隷クリストファー大学）

O-21 訪問リハビリテーションにてローラー運動を導入することで、胸郭拡張差、 
歩行距離の増加に繋がった COPDにより HOTを使用している1症例
○佐野 晃平
社会福祉法人 農協共済 中伊豆リハビリテーションセンター

O-22 遠位脛骨斜め骨切り術後に対側下肢の人工膝関節全置換術を施行された1例 
―外来・短時間通所リハビリテーションにて復職を目指したアプローチ―
○斎藤 大1）、水野 裕之2）、中田 健太1）、藤村 美穂1）、平﨑 一輝1）

1）医療法人社団一志会 池田リハビリテーション病院 リハビリテーション部、 
2）医療法人社団一志会 池田リハビリテーション病院 通所リハビリテーション部

O-23 回復期リハビリ病棟退院後の自宅における転落に関係する因子
○釘田 康平1）、大矢 敏久2）、村橋 大貴3）、井上 開登2）、河野 瑠奈2）、小田 高司4）

1）愛生館 小林記念病院 在宅診療部 訪問診療科、2）小林記念病院 入院診療部 回復期リハビリ病棟科 リハビリ係、
3）老人保健施設ひまわり 訪問技術科 訪問リハビリ、4）小林記念病院 診療部
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O-24 在宅要介護（要支援）高齢者における筋量減少に関連する要因
○影山 哲也1）、澤田 将宏2）、森 大成3）、根地嶋 誠4）

1）常葉大学リハビリテーション病院 リハビリテーション科、2）こぼり整形外科クリニック、 
3）社会福祉法人十字の園 トレーニング型デイサービスぷらすワン、4）聖隷クリストファー大学

O-25 要介護高齢者の慢性疼痛は抑うつに影響する
○本田 浩也1）2）、芦沢 遼太3）、吉澤 康平2）、亀山 裕斗2）、武 昂樹4）、吉本 好延5）

1）介護老人保健施設 花平ケアセンター リハビリテーション課、 
2）聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科、 
3）総合病院 聖隷三方原病院 リハビリテーション部、4）訪問看護ステーション住吉第二、 
5）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

口述発表6 第3会場　13：15～14：15

［ 脳血管① ］� 座長：石黒 正樹（名古屋市総合リハビリテーションセンター）

O-26 左被殻出血後、脳画像所見を参考に姿勢制御障害に着目した一症例
○浅井 創太郎1）、西方 学2）、寺崎 禎一3）

1）済生会高岡病院 リハビリテーション療法部 理学療法科、2）済生会高岡病院 脳神経外科、 
3）済生会高岡病院 リハビリテーション療法部

O-27 被殻出血患者における視床皮質路走行領域の損傷度を用いた表在感覚機能の 
重症度の予後予測
○澤島 佑規1）、矢部 広樹2）3）、足立 浩孝1）、田中 善大1）

1）医療法人偕行会 偕行会リハビリテーション病院 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、 
3）医療法人偕行会 名古屋共立病院 リハビリテーション課

O-28 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者の在院日数に関わる 
背景因子の検討
○尾田 健太1）、山口 友貴2）

1）JA静岡厚生連 遠州病院、2）JA静岡厚生連 リハビリテーション中伊豆温泉病院

O-29 高齢脳卒中患者のサルコペニアは回復期病棟退院時の歩行自立に影響する
○亀山 裕斗1）2）、芦澤 遼太3）、本田 浩也2）4）、武 昂樹5）、吉澤 康平1）2）、飯尾 晋太郎1）、
大場 慶宏1）、吉本 好延2）

1）浜松市リハビリテーション病院 リハビリテーション部、 
2）聖隷クリストファー大学大学院 リハビリテーション科学研究科、 
3）総合病院 聖隷三方原病院 リハビリテーション部、4）介護老人保健施設 花平ケアセンター、 
5）訪問看護ステーション住吉第二

O-30 脳卒中片麻痺患者における遊脚期の異常歩行と歩行速度との関連性
○土屋 晶敬、山田 将成、小倉 崚、山口 真穂、勝 弘穀、木村 菜都美、畠山 大生、�
近藤 玲美捺
医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院
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口述発表9 第3会場　15：45～16：45

［ 脳血管② ］� 座長：齋藤 恒一（鈴鹿医療科学大学）

O-31 心原性脳梗塞により左頭頂葉病変で感覚脱失に伴う失調様症状を伴った症例が、 
継続的なウェルウォーク介入により、歩行軽介助獲得に至った介入経験
○坂部  泰、田中 ともみ、岡本 奨
医療法人仁医会 あいちリハビリテーション病院

O-32 寄り添いロボット（転倒衝撃低減システム）を活用した IADLを含む 
自宅内動作評価の試み
○多田羅 充1）、木村 圭佑1）、山田 周平1）、近藤 大智1）、青山 未来1）、富永 孝枝1）、�
和田 陽介1）、吉橋 恵美子1）、小川 真央2）、太田 喜久夫2）

1）公益財団法人 豊田地域医療センター、2）藤田医科大学医学部 ロボット技術活用地域リハビリ医学

O-33 ボツリヌス治療と機能的電気刺激の併用が立位バランスに与える影響 
～重心動揺計を用いた足圧中心の検討～
○若泉 賢也、生田 旭洋、岡元 信弥、石黒 正樹
名古屋市総合リハビリテーションセンター 理学療法科

O-34 左橋梗塞による右片麻痺と左足関節底屈内反変形に対して 
両側下肢装具を作成した一例
○西 雄大
社会医療法人明陽会 第二成田記念病院

O-35 脳性麻痺の加齢性二次障害に伴う疼痛、下肢機能障害、歩行障害に対して 
装具療法が有効であった一例
○高田 勇1）、堀江 翔1）、吉田 信也1）、櫻井 吾郎1）、中積 智2）、八幡 徹太郎3）

1）金沢大学附属病院 リハビリテーション部、2）石川県済生会 金沢病院、 
3）金沢大学附属病院 リハビリテーション科
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口述発表10 第1会場　10：15～11：15

［ 基礎・教育 ］� 座長：今泉 史生（医療法人啓仁会 豊川さくら病院 リハビリテーション室）

O-36 長座位での一側下肢自動運動が、反対側膝窩静脈血流に及ぼす影響について
○松岡 文三
医療法人 桂名会 大須病院

O-37 若年健常者における懸架装置を用いた転倒速度減少効果の検証
○塚田 智也
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

O-38 下腿筋収縮の視診に基づく前傾及び後傾立位姿勢の足圧中心位置の推定
○青木 ゆみ1）、冨田 秀仁1）2）、川口 大輔1）

1）社会福祉法人恩賜財団済生会 愛知県三河青い鳥医療療育センター、2）豊橋創造大学

O-39 COVID-19の影響に伴う臨床実習期間短縮に対する取り組み
○山岡 典生、栗田 寛之
海津市医師会病院

O-40 意識障害を伴う脳卒中患者のリハビリテーションに関する意識調査 
―急性期および回復期に勤務する理学療法士へのアンケート―
○北野 貴之、新屋 順子、甲山 篤
浜松医療センター

口述発表13 第1会場　11：30～12：30

［ 内部障害② ］� 座長：小ノ澤 真一（医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院）

O-41 開腹術後にイレウスを併発し人工呼吸器離脱及び離床に難渋した一症例
○中川 寛紀1）、和多田 寿子2）

1）福井県立病院 リハビリテーション室、2）福井県立病院 看護部

O-42 種々の併存障害により、呼吸管理と理学療法施行に難渋した一例 
―慢性呼吸不全の急性増悪症例を振り返って―
○碓井 孝治1）、竹田 はるか1）、有田 幸子2）、柳澤 徹2）、桶 麻理子2）、中波 暁3）、�
奥村 利矢4）、廣田 幸次郎5）

1）市立砺波総合病院 総合リハビリテーションセンター、2）市立砺波総合病院 看護科、 
3）市立砺波総合病院 リハビリテーション科、4）市立砺波総合病院 腎臓内科、 
5）市立砺波総合病院 集中治療・災害医療部

O-43 重症肺炎をはじめ様々な疾患を併発し、端座位で血圧と酸素化が著明に低下した一例
○名和 森太郎、藍澤 洋介、西川 大樹、山川 桂子、中村 和司、中山 靖唯
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 リハビリテーション科部

O-44 COPDの急性増悪後に低負荷の運動療法を実施し歩行能力が改善した症例
○市江 紘己1）、福田 利佳1）、越智 亮1）2）、山田 和政1）2）、大山 章子1）、安藤 弘道1）

1）医療法人和光会 山田病院、2）星城大学 リハビリテーション学部

口述発表　プログラム

10月30日（日）
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O-45 特発性肺線維症の呼吸困難に対し胸郭可動性に着目した呼吸理学療法が 
有効であった一症例
○小宮山 正広、阿妻 伸幸、渡邊 大輔、田沼 明
順天堂大学医学部附属静岡病院 リハビリテーション科

口述発表16 第1会場　13：40～14：40

［ 地域② ］� 座長：西村 卓朗（南砺市民病院）

O-46 ロコモティブシンドローム教室初回参加者の変形性膝関節症の重症度について
○竹内 文恵、大須賀 友晃、森谷 裕司、若林 英希、畑川 猛彦、神谷 和希、山田 享平、�
岩井 駿、田中 健真、椿 舞果
医療法人社団大須賀医院 おおすが整形外科

O-47 当院における地域の健康増進活動支援 
―「働く男性の運動教室」を実施して―
○長井 貴弘1）、近村 綜一朗1）、岸澤 啓亮1）、長田 治樹1）、中井 かおり1）、斎藤 智裕2）、�
寺崎 禎一2）

1）済生会高岡病院 リハビリテーション療法部 理学療法科、2）済生会高岡病院 リハビリテーション療法部 部長

O-48 訪問リハビリテーション利用者のヘルスリテラシーに関する横断的調査
○髙尾 幸佑1）、坂野 裕洋2）、加納 拓3）

1）医療法人宏和会 瀬戸みどりのまち病院、2）日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻、
3）医療法人宏和会 あさいクリニック

O-49 通所リハビリテーションにおけるサービス品質と利用者満足度の関連性
○小野寺 果奈、古桧山 建吾、西部 美晴、松井 健次、裁 裕貴、山田 容規
医療法人香徳会 関中央病院

O-50 当生活介護事業所利用者のリハビリテーションの現状と生活介護事業所における 
リハビリテーションの今後の課題について
○竹下 由美子、鵜飼 宏和
株式会社ジェネラス 生活介護ことあ

口述発表11 第2会場　10：15～11：15

［ 運動器④ ］� 座長：三田村 信吾（医療法人 KAG 名古屋整形外科人工関節クリニック）

O-51 右母指小指対立動作時の右母指 CM関節掌側部痛に対して 
正中神経掌枝の母指球筋枝にエコーガイド下注射と理学療法を行った一症例
○坂下 竜之助1）、茶谷 恒太1）、稲崎 裕大1）、中嶋 俊太朗1）、小畑 比呂1）、有川 功2）

1）医療法人社団 有川整形外科医院 理学療法部、2）医療法人社団 有川整形外科医院 整形外科

O-52 人工膝関節全置換術後に持続大腿神経ブロックを行った症例に対する理学療法の経験
○藤間 尚人1）、桑野 優子1）、瀧下 勇人1）、本多 祐介1）、山内 健輔2）

1）山内整形外科 リハビリテーション部、2）山内整形外科 整形外科

O-53 人工膝関節全置換術後3か月における階段昇降時痛または 
坂道歩行時痛に関わる要因の検討　～パイロットスタディ～
○谷敷 正樹1）、中村 秀恒1）、高橋 寛1）、沢崎 亨1）、赤江 要1）、奥野 清孝1）、金粕 浩一2）

1）高岡整志会病院 リハビリテーション科、2）高岡整志会病院 整形外科
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O-54 人工膝関節単顆置換術（以下 UKA）施行患者において 
術後自主訓練指導が術後の機能回復に及ぼす影響について
○河邊 裕也、影山 聖治、加藤 真樹、池村 進吾、保﨑 実桜、宮野 奏
浜松赤十字病院

O-55 機能制限及び身体イメージの改善により ROMが拡大した膝蓋骨骨折術後の一症例
○小川 結衣1）、平田 光太郎1）、小出 紘靖1）、吉田 瑠璃2）、宗宮 一貴3）、大西 量一郎3）

1）大垣徳洲会病院 リハビリテーション科 理学療法部門、 
2）大垣徳洲会病院 リハビリテーション科 作業療法士部門、3）大垣徳洲会病院 整形外科

口述発表14 第2会場　11：30～12：30

［ 運動器⑤ ］� 座長：大古 拓史（星城大学）

O-56 年齢が high tibial osteotomy（HTO）の術後短期成績に及ぼす影響 
～傾向スコアを用いたロジスティック回帰分析による高齢者への適応についての検討～
○松儀 怜、塚本 和也、水切 孝嘉
博俊会 春江病院リハビリテーション課

O-57 腓腹筋損傷後に歩行時の下腿後面部痛が残存した一症例 
―超音波診断装置による腓腹神経周辺部の観察に着目して―
○石黒 翔太郎1）、大寺 大輔1）、横田 治2）

1）よこた整形外科 リハビリテーション科、2）よこた整形外科

O-58 脛骨高原骨折に膝関節屈曲可動域制限を生じ、 
膝関節内側組織の滑走不全が関与した症例の治療
○関 真一朗、辻村 尚紀
西坂整形外科

O-59 エコーによる足関節前方組織の動態観察が有用であった足関節三果骨折の症例
○清水 耀平
特定医療法人なるみ会 第一なるみ病院

O-60 内側足背皮神経の絞扼により正座時足背部痛が生じた一症例
○敷妙 純平1）、藤尾 隆司1）、佐伯 亮子1）、宇野 幸一1）、木村 優作1）、久保田 桃香1）、�
柳田 明伸2）、西嶋 力3）

1）柳田整形外科 リハビリテーション科、2）柳田整形外科、 
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

口述発表17 第2会場　13：40～14：40

［ 運動器⑥ ］� 座長：増田 一太（国際医学技術専門学校）

O-61 Osgood-Schlatter diseaseの股・足関節機能に着目して
○秋田 大輔
豊正会社団 大垣中央病院

O-62 円板状半月板損傷術後のカヌー復帰までのリハビリ介入
○飯田 真央、小笠原 慎
市立御前崎総合病院
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O-63 扁平足を呈する高校サッカー選手に生じた立方骨疲労骨折の1症例
○臼井 友乃
医療法人豊正会 大垣中央病院

O-64 バスケットボール選手の前十字靭帯損傷受傷機転と受傷時年齢の関係
○武内 亮介、多田 悟、榛地 佑介、阪 勇斗、安井 淳一郎
医療法人桂名会 重工記念病院

口述発表12 第3会場　10：15～11：15

［ 脳血管③ ］� 座長：澤島 佑規（医療法人偕行会 偕行会リハビリテーション病院）

O-65 “Prowling” の獲得により膝関節の過伸展の歩行パターンと歩行能力が改善した 
脳梗塞の一症例
○石川 康伸1）、中村 隆志1）、森 未有希1）、外山 拓弥1）、小田 禄平2）

1）医療法人田中会 西尾病院 リハビリテーション室、2）医療法人田中会 西尾病院 神経内科

O-66 脳梗塞発症後、離床時間の拡大に難渋した症例 
～腰部痛に着目して～
○角 友華、伊藤 寛之、清水 隆司、石黒 正樹
名古屋市総合リハビリテーションセンター 理学療法科

O-67 急性期脳幹梗塞による眼球運動障害に対する短期間の迷路性眼球反射促通法にて 
変化を認めた1例
○椙村 双葉1）、岩佐 厚志1）、川村 康博2）、水野 秀紀3）

1）社会医療法人大真会 大隈病院 リハビリテーション科、2）社会医療法人大真会 大隈病院 脳神経外科、 
3）社会医療法人大真会 大隈病院 脳神経内科

O-68 メディカルフィットネスにおける慢性期脳卒中患者の介入と今後の展望
○鈴木 章紘、山下 徹、松本 武士
社会福祉法人 聖隷福祉事業団 浜松市リハビリテーション病院

O-69 脳卒中患者に対する歩行速度別による定性的歩行分析における信頼性の検討
○三田 琢磨1）、石野 晶大1）2）、細井 雄一郎1）3）

1）医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院、2）星城大学大学院 健康支援学研究科、 
3）立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科

口述発表15 第3会場　11：30～12：30

［ 脳血管④ ］� 座長：平野 明日香（藤田医科大学病院）

O-70 脳卒中片麻痺患者の歩容に着目して2チャンネルの機能的電気刺激を行った1症例
○岡元 信弥、伊藤 寛之、生田 旭洋、石黒 正樹
名古屋市総合リハビリテーションセンター 理学療法科

O-71 6歳から15歳の定型発達児における下肢の関節可動域
○川口 大輔1）、伊藤 忠1）、山本 佳司1）、冨田 秀仁1）2）、深谷 佳希3）、青木 ゆみ1）、�
水澤 順1）、越知 信彦1）、杉浦 英志4）、則竹 耕治1）

1）社会福祉法人恩賜財団済生会 愛知県三河青い鳥医療療育センター、2）豊橋創造大学大学院 健康科学研究科、 
3）医療法人社団 明照会 あそびと発達リハビリクリニック、4）名古屋大学医学部 保健学科理学療法学専攻
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O-72 6～15歳の定型発達児における歩行変動性とバランス機能との関連
○伊藤 忠1）2）、杉浦 英志2）、伊藤 祐史1）3）、冨田 秀仁1）4）、水澤 順1）、髙橋 大樹2）、�
夏目 健太郎2）、山本 佳司1）、越知 信彦1）、則竹 耕治1）

1）愛知県三河青い鳥医療療育センター、2）名古屋大学大学院 医学系研究科 総合保健学専攻、3 
）名古屋大学医学部附属病院 小児科、4）豊橋創造大学 保健医療学部 理学療法学科

O-73 重症 COVID-19感染後に腰神経叢障害、critical illness neuropathyによる 
左下肢優位の四肢筋力低下を認めた症例に対する理学療法の経験
○土屋 葵、真田 将太、馬渡 敬介、神谷 昌孝
豊橋市民病院 リハビリテーションセンター

O-74 パーキンソン病患者のすくみ足に改善を認めた一症例 
―下肢協調運動障害に着目して―
○阿部 圭佑、清水 隆司、伊藤 寛之、石黒 正樹
名古屋市総合リハビリテーションセンター 理学療法科

口述発表18 第3会場　13：40～14：40

［ その他 ］� 座長：会津 直樹（藤田医科大学）

O-75 食道癌術後の人工呼吸器管理中に背面開放座位装置を用いて 
安全かつ効率的に離床時間が延長できた一症例
○山元 紳太郎1）、内藤 善規1）、沢入 豊和1）、上村 晃寛1）、神谷 猛1）、深谷 昌秀2）、�
斗野 敦士3）

1）豊橋市民病院リハビリテーションセンター、2）豊橋市民病院一般外科、3）豊橋市民病院救急科

O-76 高次脳機能障害を呈した小脳腫瘍患者の一例
○佐々木 紅実1）、髙栁 勇太1）、永房 鉄之2）、山内 克哉2）

1）浜松医科大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2）浜松医科大学医学部附属病院 リハビリテーション科

O-77 閉塞性肺炎による膿胸と両側腸腰筋膿瘍を併発した肺がん患者に対する理学療法 
～活動性低下に着目し自宅退院へむけた取り組み～
○尾崎 友香、村上 忠洋
社会医療法人 宏潤会 大同病院

O-78 当院における誤嚥性肺炎に対する意識調査　―理学療法士と他職の比較―
○裁 裕貴、古桧山 建吾、西部 美晴、松井 健次、山田 容規、小野寺 果奈
医療法人香徳会 関中央病院

O-79 回復期リハビリテーション病棟における家屋評価の実態調査 
―住宅改修と環境整備に着目して―
○熊谷 綾華、平野 明日香
藤田医科大学病院


