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ポスター1
［ 基礎・教育 ］�

P-01 若年健常者における温浴を併用した自転車エルゴメーター運動時の血清 BDNF変化
○大古 拓史1）、梅本 安則2）、櫻井 雄太3）、安岡 良訓4）、吉岡 和泉3）、田島 文博4）

1）星城大学 リハビリテーション学部、2）和歌山県立医科大学みらい医療推進センター、 
3）那智勝浦町立温泉病院、4）和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講座

P-02 新人理学療法士の社会人基礎力育成のための取り組み 
～2年間の活動の報告とその課題～
○久保 慶昌

JA静岡厚生連 遠州病院

P-03 股関節内転運動が側腹筋の筋厚に与える影響
○栗田 和典1）2）、横川 正美3）、間所 祥子3）、田中 正二3）、久保田 雅史3）、三秋 泰一3）、�
山崎 俊明3）

1）医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 リハビリテーションセンター、 
2）金沢大学 医薬保健学総合研究科 保健学専攻、3）金沢大学 医薬保健研究域 保健学系

P-04 継続的な足部感覚トレーニングが若年健常者の立位バランスへ与える影響 
～一例の経時的変化～
○菅沼 惇一1）2）、千鳥 司浩1）、池田 由美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）東京都立大学大学院 人間健康科学研究科 理学療法科学域

P-05 異なる靴の捨て寸が歩行機能に及ぼす影響 
―健常成人での検討―
○井田 匡彦1）、髙橋 大生2）

1）医療法人社団一穂会 西山病院 通所リハビリテーション課、 
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

ポスター2
［ 脳血管 ］�

P-06 急性期脳卒中患者に knee braceとオルトップ AFOを併用した訓練により 
歩行獲得した症例
○鈴木 祥平1）、今村 祐介2）、畑 康夫1）、平尾 重樹1）

1）JA愛知厚生連 豊田厚生病院、2）JA愛知厚生連 安城更生病院

P-07 装具による矯正が困難であった重度反張膝患者の経験
○松下 学
御前崎市家庭医療センター しろわクリニック

P-08 臨床症状と脳画像からプログラムを立案し、ADL自立まで改善した 
若年脳出血患者の急性期リハビリテーションの一例
○高橋 良太1）、岡本 まなみ1）、宮川 真理子1）、梅原 健人1）、佐々木 信幸2）

1）富士市立中央病院 リハビリテーション科、2）聖マリアンナ医科大学 リハビリテーション医学講座

ポスター発表　プログラム
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P-09 三次元動作分析装置を用いて短下肢装具の検討を行った 
脳卒中後片麻痺を呈した一症例
○大石 恵理子
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

P-10 継続的なボツリヌス治療の経過とサービスを活用しながら一人暮らしをする 
脳性麻痺症例
○柳原 一也、小崎 琢也
医療法人社団主体会 小山田記念温泉病院

P-11 麻痺側荷重応答期より膝関節の不安定性を呈していた 
回復期脳卒中片麻痺患者に対してウェルウォーク介入を行い、 
麻痺側立脚中期の歩容が改善した一症例
○田中 靖人
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

ポスター3
［ 運動器 ］�

P-12 下腿の触覚アロディニアに対し健側肢への経皮的電気刺激（TENS）と 
運動療法の併用が効果的であった脛骨近位端骨折の一症例
○若林 翼1）、石黒 博也2）、四谷 昌嗣1）

1）公立丹南病院 リハビリテーション室、2）半田市立半田病院 リハビリテーション技術科

P-13 人工膝関節置換術後の歩容改善に視覚的フィードバックが有効であった一症例
○池田 実咲
愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院

P-14 当院における投球障害理学療法の成績不良要因の検討
○西田 大祐、鈴木 敏彦、竹村 和也、大井 望、大高 早苗、中野 裕恭、坪井 石松
鈴木整形外科スポーツクリニック

P-15 姿勢アライメント及び胸郭可動域への介入が有効であった頚椎症の一症例
○有川 康二郎、越田 由香、本谷 真未、入道 孝志、竹島 英祐
白山石川医療企業団 公立つるぎ病院

P-16 大腿骨近位部骨折術後の尿排出障害について
○渋谷 侑子1）、舟坂 浩史2）

1）前 富山西総合病院 リハビリテーション科、2）富山西総合病院 リハビリテーション科

P-17 松葉杖免荷移動の自立困難例に対する介入方法の検討
○山口 直也
豊川市民病院

P-18 階段昇段時やしゃがみ込む際に股関節前面部痛が生じる 
変形性股関節症患者に対して超音波画像診断装置を用い評価した結果 
大腿直筋下・周囲脂肪組織が一病態であった症例
○中嶋 俊太朗1）、茶谷 恒太1）、稲崎 裕大1）、坂下 竜之介1）、小畑  比呂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
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P-19 大腿骨近位部骨折術後早期の離床状況が間欠的導尿を必要とする 
排尿障害の発症に及ぼす影響
○中山 泰博、豊田 泰美
日本赤十字社 福井赤十字病院

ポスター4
［ 内部障害 ］�

P-20 オンラインを通じた全国呼吸器系症例検討会の取り組み
○柳田 頼英1）、川越 厚良2）、稲垣 武3）、守川 恵助4）、白石 匡5）、杉谷 竜司5）

1）豊橋創造大学 保健医療学部 理学療法学科、2）市立秋田総合病院 リハビリテーション科、 
3）千葉大学医学部附属病院 リハビリテーション部、4）松阪市民病院 リハビリテーション室、 
5）近畿大学病院 リハビリテーション部

P-21 TAFRO症候群の理学療法経験
○金光 優真、井田 智彬、鈴木 寛之、大石 美香、鈴木 和代、青木 秀憲、伊藤 吏沙、�
平松 稜悟、中村 和美
聖隷三方原病院

P-22 外来心臓リハビリテーション患者において HADSと疾患分類における検討
○石黒 博也1）、鈴木 淳也1）、菅 祐紀1）、柴田 純志1）、福田 結実1）、若林 翼2）、神野 泰3）

1）半田市立半田病院 リハビリテーション技術科、2）公立丹南病院 リハビリテーション室、 
3）半田市立半田病院 循環器内科

P-23 慢性閉塞性肺疾患患者に対して生活指導を行うことでトイレ動作の介助量が 
軽減した一症例
○加藤 絵梨香、野田 阿由美
医療法人社団主体会 小山田記念温泉病院

P-24 ICU多職種ケースカンファレンス開催により早期離床は推進される
○内藤 善規1）、山元 紳太郎1）、阿形 優1）、大森 裕介1）、上村 晃寛1）、森嶋 直人1）、�
斗野 敦士2）

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 救急科

P-25 心不全増悪入院患者の大腿直筋の筋輝度は、炎症病態や浮腫の影響を受けるのか
○西林 公子1）2）、米澤 久幸3）、矢澤 浩成3）、田中 宏太佳4）

1）労働者健康安全機構 中部労災病院 中央リハビリテーション部、 
2）中部大学大学院 生命健康科学研究科 リハビリテーション学専攻、 
3）中部大学 生命健康科学研究科、4）労働者健康安全機構 中部労災病院 リハビリテーション科

P-26 包括的心臓リハビリテーションの重要性を再認識した一症例 
～認知症を有する心疾患患者に対し多職種協働での介入を経験して～
○土井 ななみ、山下 浩史、黒飛 陽平、山下 裕太郎

JA静岡厚生連 遠州病院

P-27 疾患の特徴に考慮して介入した TAFRO症候群患者の一症例
○大野 裕也、倉持 右京、鳥井 芳彦、山本 良次
市立伊勢総合病院

P-28 周術期消化器腫瘍患者における入院関連能力低下（HAD）の発生と関連要因の検討
○倉持 右京、鳥井 芳彦、山本 良次
市立伊勢総合病院
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ポスター5
［ 地域・予防 ］�

P-29 地域在住高齢者における腰部の安定性と下肢運動機能との関連性
○西村 卓朗1）、宮地 諒2）、田中 正康3）、鵜野 賀津子3）、吉澤 環4）

1）南砺市民病院 診療技術部 地域リハビリテーション科、2）北陸大学 医療保健学部 医療技術学科、 
3）南砺市訪問看護ステーション、4）南砺市民病院 看護部

P-30 地域包括ケアシステムにおける多職種連携に向けて 
―介護支援専門員へのアンケート調査結果を基に―
○青山 満喜1）2）

1）常葉大学 保健医療学部 理学療法学科、2）名古屋大学大学院 地域在宅医療学・老年科学

P-31 要介護者に対する Timed Up＆Go testの測定回数と臨床判断の検討
○金田 賢太1）、松尾 卓昌2）、大草 陽亮1）、森島 優3）

1）医療法人明徳会 十全オアシスクリニック、2）医療法人明徳会 十全記念病院、3）静岡医療科学専門大学校

P-32 運動の特異性に着目した在宅運動の指導にて身体機能が向上した1症例
○梅村 美月、岩瀨 拓、川村 皓生、伊藤 直樹、尾﨑 健一、加賀谷 斉
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

P-33 サルコペニア肥満を合併した要介護高齢者の身体活動量の特徴
○高木 大輔1）、影山 昌利2）3）

1）常葉大学 健康科学部 静岡理学療法学科、2）介護老人保健施設 サンライズ大浜、 
3）浜松医科大学大学院 医学系研究科 光医工学共同専攻

P-34 大垣市内のスポーツクラブに通う未就学児と小学生の足把持力と50m走の関係
○水谷 真理子、岩島 隆
岐阜保健大学短期大学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻

P-35 転倒恐怖心が転倒低リスク高齢者の起立 
―歩行課題に与える影響について
○伊井 公一1）、鈴木 一弘1）、神野 佑輔1）、山田 和政2）

1）医療法人光生会 赤岩病院 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

P-36 回復期病棟における予防理学療法を念頭に置いた退院支援・調整について
○石川 尚一
医療法人社団紫苑会 富士いきいき病院

P-37 小脳梗塞を発症し眩暈症状が残存した状態で自宅退院となり、 
訪問リハビリテーションによる前庭リハビリテーションにより 
身体機能の向上が図れた1症例
○都志 翔太

KKR北陸訪問看護ステーション

P-38 運動習慣の形成を目的とした訪問型サービス Cによって身体機能の改善を認めた症例
○田中 正康1）、丹羽 佐央理1）、堀尾 欣三1）、鷲尾 智子1）、石崎 麻貴1）、齋藤 愛佳1）、�
西村 卓朗2）、宮地 諒3）

1）南砺市訪問看護ステーション、2）南砺市民病院、3）北陸大学医療保健学部医療技術学科
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P-39 当院地域包括ケア病床のサブアキュート患者の退床先の要因の検討
○米田 嗣音1）、奥田 壮平1）、鈴 尚樹1）、山原 和子2）、木下 裕美3）、小森 康子1）、�
渕﨑 宇一郎1）

1）公立河北中央病院 リハビリテーション科、2）公立河北中央病院 栄養部、3）公立河北中央病院 看護部

P-40 在宅領域における終末期リハの役割
○大喜多 伸哉1）、柴田 純1）、中川 有紀2）、川上 莉奈2）、今西 久美絵2）、宇野 研一郎3）

1）医療法人胃医巴会 訪問看護ステーションかふう リハビリテーション部、 
2）医療法人胃医巴会 訪問看護ステーションかふう 看護部、3）医療法人胃医巴会 宇野胃腸内科・脳神経内科

ポスター6
［ その他 ］�

P-41 当院における消化器内科疾患患者の在院日数が長期化する因子
○向嶋 啓介
福井赤十字病院

P-42 災害時を想定した情報収集訓練の有用性調査 
～士会員に対する情報収集方法の現状と今後の課題について～
○浜谷 樹1）、沼田 秀人2）、渡邊 雅行3）、志村 政明2）、石田 克也4）、渡邊 逸平5）

1）富山県リハビリテーション病院・こども支援センター、2）厚生連高岡病院、 
3）医療法人社団重仁 佐々木病院、4）市立砺波総合病院、5）富山県立中央病院

P-43 両側乳がん手術患者の術後理学療法おける片側手術患者との比較 
―心身相関に着目して
○渡邊 潤子1）2）、秋山 吉孝3）、青木 浩美3）、櫻木 聡3）、渡辺 伸一1）4）、林 孝子5）、�
加藤 彩5）

1）国立病院機構 名古屋医療センター 臨床研究センター、2）名古屋女子大学 医療科学部 理学療法学科、 
3）国立病院機構名古屋医療センター リハビリテーション科、 
4）岐阜保健大学 リハビリテーション学部 理学療法学科、5）国立病院機構名古屋医療センター 乳腺外科

P-44 急性期一般病棟におけるリハビリテーション実施に影響を与える因子 
―療法士の専従配置病棟における検討―
○平野 明日香
藤田医科大学病院


