
プログラム
2022年4月23日（土）

セレクション1 【特別セッション①】　第2会場（2号館1階　211＋212号室）
4月23日（土）　10時20分～11時20分
	 座長：中部労災病院　　江口　雅之

OS－1  長期安静臥床が必要な化膿性脊椎炎保存治療者の離床後在院日数と

早期歩行練習との関連

独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院　　本村　聖也

OS－2 腰部脊柱管狭窄症術後の6分間歩行距離の反応性とMCID

あさひ病院　　竹中　裕人

OS－3  膝前十字靭帯（ACL）再建術後症例における術後12ヶ月の伸展制限に対する

術後早期のカットオフ値の検討

医療法人桂名会　重工記念病院　　安井淳一郎

OS－4  人工膝関節全置換術1年後の術後遷延痛に影響する術前・術後急性期の要因分析：

ROC解析による検討

医療法人利靖会　前原外科・整形外科　小児科　　朝倉　淳弥

セレクション2 【特別セッション②】　第2会場（2号館1階　211＋212号室）
4月23日（土）　15時20分～16時20分
	 座長：豊橋創造大学　　金井　　章

OS－5 重症脳性麻痺児の骨盤形態と座位時重心位置との関係

国際医学技術専門学校　理学療法学科　　増田　一太

OS－6  外傷性頚髄損傷運動完全四肢麻痺者における移乗動作の達成に関する因子の検討

独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院　　犬飼　恵美

─ 25 ─



OS－7  通所リハビリテーション利用者を対象とした行動変容プログラムの短期的効果の検討

介護老人保健施設　メディコ阿久比　　榊原　和真

OS－8  客観的臨床能力試験の評価者間一致を向上させる評価者教育プログラムの考案と

その効果

藤田医科大学　　渡　　哲郎

口述 【若手特別セッション】　第2会場（2号館1階　211＋212号室）
4月23日（土）　14時10分～15時10分	 	
	 座長：中部大学　　　　　　　　　　矢澤　浩成
	 国立長寿医療研究センター　　伊藤　直樹

YS－1  脳卒中後遺症者に対するACSIVEを併用したトレッドミル歩行練習の効果

医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院　　向　　涼太

YS－2  変形性膝関節症に対する shared decision makingによる運動処方が

運動アドヒアランスと疼痛症状に与える影響

前原整形外科リハビリテーションクリニック　　本田　太一

YS－3 セルフマネジメント教育を強化し不安と抑うつ症状が軽減した間質性肺炎患者の一例

名古屋大学医学部附属病院　　武内　咲希

YS－4  人工股関節置換術および人工膝関節置換術を同時施行した症例の下肢筋力および

疼痛の変化について

名古屋市立緑市民病院　　大森　陽太

YS－5 結帯動作の肩甲上腕関節と肩甲骨運動の実態調査

 ～拘縮肩患者と健常者との比較～

いえだ整形外科リハビリクリニック　　平野　航士
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口述1 【運動器①】　第3会場（2号館2階　224号室）
4月23日（土）　10時20分～11時20分
	 座長：春日井整形外科　　水谷　仁一

O1－1 特発性大腿骨頭壊死に対する両側骨切り術後に左側中殿筋のみ筋力回復に

 難渋した症例

医療法人六寿会　　白川　絢日

O1－2 セメントステムを使用した両側同時人工股関節置換術後の下肢筋力の推移の報告

名古屋市立緑市民病院　　墨　　祐貴

O1－3 人工股関節全置換術後、膝蓋骨不安定症を有する症例の股関節機能改善に向けた

 理学療法の経験

愛知医科大学病院　　丹村　圭佑

O1－4 大腿骨転子部骨折術後の除痛目的に経皮的電気神経刺激を併用した一例

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　　坂本　瑞希

O1－5 ガンマネイルカットアウト後のTHA＋骨接合術例の経験

一宮市立木曽川市民病院　　黒井　直矢

 

口述2 【神経①】　第4会場（2号館3階　234号室）
4月23日（土）　10時20分～11時20分
	 座長：豊橋市民病院　　神谷　昌孝

O2－6 重度脳卒中片麻痺患者における縦手すりを併用した歩行練習の効果

医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院　　三田　琢磨

O2－7 急性期脳梗塞患者に対し傾斜台を用いた立位練習を行い

 バランス能力向上に至った一症例

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　　松元　大修
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O2－8 A型ボツリヌス治療後の斜面板を使用した立位訓練と電気刺激が

 歩行能力に与える影響

名古屋市総合リハビリテーションセンター　　生田　旭洋

O2－9  延髄外側梗塞後にLateropulsionを生じ退院先の予測に難渋した一例

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　　飯田　優香

O2－10 活動意欲の低下に対し応用行動分析が効果的であった一症例

相生山病院　　梅崎　千春

口述3 【生活環境①】　第5会場（2号館3階　232＋233号室）
4月23日（土）　10時20分～11時20分
	 座長：医療法人啓友会　宮崎整形外科・外科・内科　　井戸田　学

O3－11  対象者の年齢と評価項目間の差異の検討

常葉大学　　青山　満喜

O3－12 デイケア利用者におけるCOVID-19の身体機能および心理面への影響について

老人保健施設尽誠苑　　辻　　美幸

O3－13  地域高齢者における食欲低下と精神心理的要因、社会的背景の関連性

東海記念病院　　則竹　賢人

O3－14 名古屋市北区地域リハビリテーションネットワーク活動報告

社会医療法人愛生会　上飯田リハビリテーション病院　　川瀬　修平

O3－15  地域包括ケア病棟におけるShort Physical Performance Batteryの有用性の検討

JA愛知厚生連　足助病院　　後藤　亮吉
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口述4 【運動器②】　第3会場（2号館2階　224号室）
4月23日（土）　14時10分～15時10分
	 座長：吉田整形外科あいちスポーツクリニック　　篠田　光俊

O4－16 右足関節外側側副靭帯損傷後、立脚終期に右外果周囲に疼痛が出現した一症例

 －腓骨筋群の動態に着目して－

平針かとう整形外科　　畔柳　瑛一

O4－17 足関節両果骨折に加え合併症の影響により動作能力の低下を呈した一例

豊田東リハビリテーション病院　　伊田　匡志

O4－18 交通事故で脛骨遠位端開放骨折、膝関節周囲骨折、ACL損傷を

 同時に受傷した一症例の理学療法の経験

トヨタ記念病院　　鈴木　　敦

O4－19 人工距骨置換術後に歩行時痛を呈し、独歩が困難であった一症例

 ～下腿のアライメント修正に着目して～

医療法人桂名会　重工記念病院　　山田伽未音

O4－20 バレリーナにおける足関節三角骨障害術後の理学療法の経験

井戸田整形外科名駅スポーツクリニック　　平野佳代子

口述5 【運動器・神経①】　第4会場（2号館3階　234号室）
4月23日（土）　14時10分～15時10分
	 座長：藤田医科大学　　土山　和大

O5－21 頸髄不全損傷者に対するウェルウォークWW-1000を使用した歩行練習の経験

医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院　　柴田　将寛

O5－22 認知症を有した人工骨頭置換術後症例の理学療法士に対する依存性と

 痛みおよび運動機能の関連

医療法人愛仁会　名春中央病院　　小澤　和馬
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O5－23 脊椎内視鏡術後に両下肢の筋力低下を認めた腰椎椎間板ヘルニア患者の長期経過

医療法人珪山会　　水口　剛司

O5－24 急性期ギランバレー症候群に対するベルト式骨格筋電気刺激法が

 筋力・歩行能力に与える影響

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　　宮本龍太郎

O5－25 封入体筋炎患者に対するHAL医療用下肢タイプを用いたリハビリテーションの

 介入効果　～膝折れに着目して～

医療法人大朋会　岡崎共立病院　　森　　将太

口述6 【教育管理】　第5会場（2号館3階　232＋233号室）
4月23日（土）　14時10分～15時10分
	 座長：八千代病院　　松山　太士

O6－26  特別支援学校との連携事業の効果と今後の課題

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　　仲村我花奈

O6－27 開院2年半の心臓リハビリテーション病院の対象患者の傾向を振り返る

医療法人馨仁会　豊田東リハビリテーション病院　　纐纈　　良

O6－28  理学療法学生を対象とした患者とのコミュニケーションに関するアンケート調査

中部リハビリテーション専門学校　　栁瀨由起子

O6－29 外来心臓リハビリテーションは高齢者の社会活動を促すか

豊橋市民病院　　神谷　　猛

O6－30 当院リハビリテーション職員における仕事に対する態度やストレス対処能力が

 疲労蓄積度に対して与える影響

東海記念病院　　後藤　文彦
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口述7 【運動器③】　第3会場（2号館2階　224号室）
4月23日（土）　15時20分～16時20分
	 座長：名古屋学院大学　　城　由起子

O7－31 脊椎圧迫骨折による急性疼痛改善後、病前より存在する慢性疼痛が

 増悪した患者の回復過程

かわな病院　　村上　龍太

O7－32  脛骨神経の滑走障害が起因となった膝窩部痛の一考察

よしだ整形外科クリニック　　田中　紀輝

O7－33 肋間神経外側皮枝由来の疼痛が疑われた1症例

医療法人慈和会　吉田整形外科病院　　上杉　拓馬

O7－34 多発外傷症例に対しチルトテーブルと超音波画像診断装置を用いた介入が

 歩行早期獲得につながった一例

トヨタ記念病院　　行德　真波

O7－35 遺伝性多発性外骨腫による総腓骨神経麻痺を呈した一症例

 ～超音波画像診断装置を用いた病態解釈～

いえだ整形外科リハビリクリニック　　深津　　聖

口述8 【内部障害①】　第4会場（2号館3階　234号室）
4月23日（土）　15時20分～16時20分
	 座長：名古屋大学医学部附属病院　　水野　陽太

O8－36 新型コロナウイルス感染後に慢性呼吸不全を呈し在宅酸素療法が必要となった

 一症例への理学療法介入報告

鵜飼病院　　岩間　　基

O8－37 気腫合併肺線維症に慢性進行性肺アスペルギルス症を合併した症例に対する

 運動療法の経験

社会医療法人杏嶺会　一宮西病院　　浅野　　誠
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O8－38 特発性肺線維症急性増悪における急性期理学療法介入を実施した一例

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　　曽根　一輝

O8－39  1回換気量が低下し人工呼吸器離脱困難となった患者に理学療法を行った経験

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター　　市橋理恵子

O8－40 評価に基づく呼吸理学療法と多職種連携が人工呼吸器離脱に至った一症例

公立陶生病院　　伊藤　有紀

口述9 【神経②】　第5会場（2号館3階　232＋233号室）
4月23日（土）　15時20分～16時20分
	 座長：中部リハビリテーション専門学校　　畑迫　茂樹

O9－41  延髄外側梗塞で生じたBody lateropulsionの臨床経過と損傷部位の関係

愛知医科大学病院　　田中　拓哉

O9－42  脳卒中患者における回復期リハビリテーション病棟退棟3ヶ月後の

 復職状況および課題

偕行会リハビリテーション病院　　澤島　佑規

O9－43  障害者支援施設における脳卒中者の実用的移動能力分類の推移

名古屋市総合リハビリテーションセンター　　鈴木　美紗

O9－44 Boaシステム付きリーフットの有効性

 ～装具装着時間について～

愛知医科大学メディカルセンター　　奥西　扶実

O9－45  中等度以上の運動麻痺を有する脳卒中片麻痺患者の屋内歩行自立の予測

鵜飼リハビリテーション病院　　小倉　　崚
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口述10 【運動器④】　第3会場（2号館2階　224号室）
4月23日（土）　16時30分～17時45分
	 座長：トヨタ記念病院　　坂田　　淳

O10－46 男子ハンドボール選手における上腕骨小頭離断性骨軟骨炎術後の一症例

 ～円回内筋に着目して～

萩原整形外科リウマチクリニック　　安藤　祐輝

O10－47  Strutherʻs arcade部の尺骨神経障害により肘内側部痛を呈した一症例

 －胸郭の可動性と投球動作に着目して－

吉田整形外科　人工関節クリニック　　竹谷　　唯

O10－48  結帯動作改善に着目した右肩下方関節唇損傷の一症例

医療法人 ようてい会　小牧ようてい記念病院　　後藤　大喜

O10－49 上腕骨外側上顆炎に対して手内在筋の治療が奏功した一症例

医療法人慈和会　吉田整形外科　あいちスポーツクリニック　　片山　遥

O10－50  運動量の配慮が奏功した基節骨頚部骨折術後の一症例

医療法人服和会　服部整形外科皮フ科　　鈴村　拓也

O10－51 β-TCPを骨欠損部補填に用いた上腕骨内軟骨腫掻爬術後の一症例

 ～β-TCPの単純X線画像上変化に伴う運動療法～

うめだ整形外科　　竹下　和義

口述11 【運動器・神経②】　第4会場（2号館3階　234号室）
4月23日（土）　16時30分～17時45分
	 座長：名古屋大学　　長谷川隆史

O11－52 外傷性脊髄損傷者の異所性骨化発生に関する要因

独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院　　本村　聖也

O11－53  成人脊柱変形患者における立位バランスと体幹筋断面積の関係

国家公務員共済組合連合会　名城病院　　渡辺　裕貴
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O11－54  脊髄損傷不全麻痺患者においてASIA Impairment Scaleの入院時Cが

 退院時Dとなる要因についての研究

独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災病院　　杉山　統哉

O11－55  腰部疾患患者の初期評価時の痛みと心理的要因の関連性

 ～有訴部位と強度，疾患に着目して～

医療法人整友会　豊橋整形外科江崎病院　　椙山　陽喜

O11－56 患者立脚型評価の重要性について

 ～腰部患者の症状の有訴部位と心理的障害の重症度に着目して～

豊橋整形外科鷹丘クリニック　　吉田　周平

O11－57 Draw-inベルト装着による体幹筋筋厚の変化

 ～超音波画像診断装置を用いた検討～

豊橋市民病院　　馬渡　敬介

─ 34 ─


