
一一一一    般般般般    演演演演    題題題題    ププププ    ロロロロ    ググググ    ララララ    ムムムム    

    

口述会場口述会場口述会場口述会場 1111（西（西（西（西 W305W305W305W305））））    10101010：：：：00000000----10101010：：：：50505050    

セッションセッションセッションセッション 1111：生活・環境：生活・環境：生活・環境：生活・環境        座長：田無病院座長：田無病院座長：田無病院座長：田無病院    石塚石塚石塚石塚    佳久佳久佳久佳久    

 

1-1 地域包括支援センターとの連携によって在宅復帰に至った症例 

羽村三慶病院 富川 拓馬 

1-2 回復期病棟にて注意機能が低下した患者の買い物動作獲得へ向けた介入 

～Trail Walking Excise を応用して～ 

苑田会リハビリテーション病院 櫻井 大暉 

1-3 認知症治療病棟での転倒リスクアセスメントと実際の転倒履歴に関しての一考察 

～アセスメントシートについての検討～ 

平川病院 古屋 真美 

1-4 大腿骨頭切除後症例のニーズに応える 

～回復期リハビリテーション・訪問リハビリテーション双方の視点から～ 

田無病院 村田 宏之 

1-5 通所リハビリテーションにおいて実際の場面を想定した介入により目標が達成された一症例  

スマイル永生 勝俣 沙妃 

 

 

口述会場口述会場口述会場口述会場 2222（西（西（西（西 W310W310W310W310））））    10101010：：：：00000000----10101010：：：：50505050    

セッションセッションセッションセッション 2222：神経：神経：神経：神経 1111            座長：熊川病院座長：熊川病院座長：熊川病院座長：熊川病院    内田内田内田内田    貴士貴士貴士貴士        

 

2-1 脳卒中片麻痺者の嚥下障害に対する言語聴覚士との同時介入が嚥下機能の改善に及ぼす影響 

森山リハビリテーション病院 根本 凜子 

2-2 多発性筋炎に血栓性微小血管障害症を合併した症例 

―運動療法と病棟活動での負荷量の調整について ― 

東海大学医学部付属八王子病院 原田 剛志 

2-3 シーティングと発声 ex が重度両側麻痺患者の体幹機能に及ぼす影響 

〜座圧測定と体幹機能評価に着目して～ 

苑田会リハビリテーション病院 田中 哲志 

2-4 回復期での装具作製検討について 

初台リハビリテーション病院 濱田 祥子 

2-5 起居動作に着目して動作改善が得られた一症例 

新天本病院 石川 達也 

 

 

口述会場口述会場口述会場口述会場 1111（西（西（西（西 W305W305W305W305））））    11111111：：：：00000000----11111111：：：：50505050    

セッションセッションセッションセッション 3333：ソウル：ソウル：ソウル：ソウル            座長：杏林大学座長：杏林大学座長：杏林大学座長：杏林大学    榎本榎本榎本榎本    雪絵雪絵雪絵雪絵    

 

3-1 Comparison on prehabilitation between Korea and United states of America 

SunMoon University  Jae-Ho Yu 

3-2 Diaphragm thickness and inspiratory muscle function in chronic stroke patients  

SunMoon Seoul Hospital KyeongBong Lee  



口述会場口述会場口述会場口述会場 2222（西（西（西（西 W310W310W310W310））））    11111111：：：：00000000----11111111：：：：50505050    

セッションセッションセッションセッション 4444：運動器：運動器：運動器：運動器 1111        座長：座長：座長：座長：帝京大学医学部附属病院帝京大学医学部附属病院帝京大学医学部附属病院帝京大学医学部附属病院        今野今野今野今野    陽一郎陽一郎陽一郎陽一郎    

 

4-1 ミラーセラピーと運動療法によってアロディニアが軽減した上肢 CRPS１症例 

東京臨海病院リハビリテーション室 碓井 千晴 

4-2 痛み，疲労感の出現により運動療法の実施に検討が必要であった一症例 

～応用行動分析学を用いた介入の効果～ 

森山記念病院 飯泉 恵美 

4-3 広範囲脊椎矯正固定術後患者に対する理学療法 ―股関節機能・前方へのバランス能力に着目して― 

東海大学医学部付属八王子病院 濵﨑 麻佑 

4-4 大腿骨近位部骨折患者の独歩自立に関わる因子と判断基準 

徳丸リハビリテーション病院 津野 泰介 

4-5 腰椎椎間板ヘルニア摘出術後に経時的な腹横筋筋厚評価を行った一症例 

～超音波画像診断装置を用いて～ 

明大前整形外科クリニック スポーツ関節鏡センター 早瀬 有美加 

 

 

口述会場口述会場口述会場口述会場 1111（西（西（西（西 W305W305W305W305））））    13131313：：：：00000000----13131313：：：：50505050    

セッションセッションセッションセッション 5555：内部障害：内部障害：内部障害：内部障害        座長：東京医療学院大学座長：東京医療学院大学座長：東京医療学院大学座長：東京医療学院大学    内田内田内田内田    学学学学    

 

5-1 食事動作の息切れに対して高次脳機能障害の視点からの指導が有効であった COPD 症例 

多摩丘陵病院 北條 徳則 

5-2 ネフローゼ症候群増悪により右大腿動脈閉塞をきたし大腿切断に至った症例 

〜Duchenne 跛行改善を目指して〜 

東京慈恵会医科大学附属病院 相内 駿太朗 

5-3 重度の慢性腎臓病を呈した大腿骨転子部骨折に対する運動療法 ～重複疾患に対する運動負荷～ 

イムス板橋リハビリテーション病院 熊崎 真人 

5-4 連合心臓弁膜症,心房細動を呈する患者に対し,心不全管理下での介入継続により自宅退院に至った一症

例 

永生病院 春日 紫野 

5-5 ICU・HCU における看護師との協働により人工呼吸器の離脱を目指した心大血管外科術後の一症例 

大森赤十字病院 杉本 佳奈美 

 

 

口述会場口述会場口述会場口述会場 2222（西（西（西（西 W310W310W310W310））））    13131313：：：：00000000----13131313：：：：50505050    

セッションセッションセッションセッション 6666：運動器：運動器：運動器：運動器 2222        座長座長座長座長：東海大学医学部付属八王子病院：東海大学医学部付属八王子病院：東海大学医学部付属八王子病院：東海大学医学部付属八王子病院    南谷南谷南谷南谷    晶晶晶晶 

6-1 関節リウマチによる足根中足骨関節障害により歩行の耐久性が低下した症例 

杏雲堂病院 野村 知愛 

6-2 尺骨神経亜脱臼を呈し，尺骨神経皮下前方移行術を施行したゴルフ選手の一症例 

―競技復帰を目指して― 

AR-Ex 尾山台整形外科 青柳 努 

6-3 両側 TKA 後に階段昇降において疼痛・不安定感を訴えた症例 ―膝回旋運動に着目して― 

多摩丘陵病院 菱山 明彦 

6-4 人工股関節全置換術施行後のリハビリテーションを実施した一症例 ―歩行に着目して― 

永生クリニック 馬場 烈志 



ポスター会場（西ポスター会場（西ポスター会場（西ポスター会場（西 W302W302W302W302））））    13131313：：：：00000000----13131313：：：：50505050    

セッションセッションセッションセッション 7777：ポスター：ポスター：ポスター：ポスター1111        座長：首都医校座長：首都医校座長：首都医校座長：首都医校    曽我部曽我部曽我部曽我部    光光光光    

 

7-1 野球選手に対するメディカルチェックとフィードバックに関する実践報告 

JCHO 東京蒲田医療センター 岩附 雄平 

7-2 膝蓋骨骨折術後に長期間 Extension Lag を呈した一症例 

南多摩病院 佐藤 生行 

7-3 虚弱高齢者の旅行活動に対する意識と実態 ― デイサービス利用者を対象として ― 

クラブツーリズム・ライフケアサービス 柚原 一太 

7-4 振動刺激が肩関節可動域の改善、疼痛の改善に有効であった症例に対する一考察 

大久野病院 富田 圭一 

 

 

口述会場口述会場口述会場口述会場 1111（西（西（西（西 W305W305W305W305））））    14141414：：：：00000000----14141414：：：：50505050    

セッションセッションセッションセッション 8888：神経：神経：神経：神経 2222            座長：東京医療学院大学座長：東京医療学院大学座長：東京医療学院大学座長：東京医療学院大学    鈴木鈴木鈴木鈴木    輝美輝美輝美輝美    

 

8-1 小脳梗塞患者の歩行再学習を目的とした介入 

イムス板橋リハビリテーション病院 柴田 朝美 

8-2 半側空間無視を呈する脳卒中片麻痺症例に対する後頚部振動刺激の試み 

～MTST を用いて歩行能力への効果を検証～ 

苑田会リハビリテーション病院 木村 祐紀 

8-3 脳卒中片麻痺者の麻痺側股関節屈曲可動域が立ち上がり動作に及ぼす影響 

森山リハビリテーション病院 奈良坂 亮 

8-4 中枢性嘔吐を呈す患者に対するリハビリテーション介入の注意点 

新天本病院 村上 絵美 

8-5 脳卒中者の屋外歩行パフォーマンスと歩行速度の予備能との関係について 

初台リハビリテーション病院 小林 一貴 

 

 

口述会場口述会場口述会場口述会場 2222（西（西（西（西 W310W310W310W310））））    14141414：：：：00000000----14141414：：：：50505050    

セッションセッションセッションセッション 9999：基礎：基礎：基礎：基礎            座長：杏林大学座長：杏林大学座長：杏林大学座長：杏林大学    一場一場一場一場    友実友実友実友実    

 

9-1 東京都理学療法士協会区西北部ブロックにおける研究ワークショップについての紹介 

帝京平成大学 芳野 純 

9-2 荷重および非荷重ストレッチが筋硬度に及ぼす影響 

くまざわ整形外科クリニック 内山 小春 

9-3 ロボットスーツ HAL を用いたバランス能力，耐久性の効果について 

～前後間比較のケースデザインを用いて～ 

原宿リハビリテーション病院 日下田 夏椰 

9-4 軽度片麻痺者における HONDA 製歩行アシストによる介入の効果 

多摩丘陵病院 對馬 淳史 

9-5 頭部挙上訓練と随意運動介助型電気刺激療法を併用した介入が舌骨上筋群の筋力に与える影響 

専門学校 東京医療学院 荒川 武士 

 

 



ポスター会場（西ポスター会場（西ポスター会場（西ポスター会場（西 W302W302W302W302））））    14141414：：：：00000000----14141414：：：：50505050    

セッションセッションセッションセッション 10101010：ポスター：ポスター：ポスター：ポスター2222        座長：森山リハビリテーション座長：森山リハビリテーション座長：森山リハビリテーション座長：森山リハビリテーション病院病院病院病院    遠藤遠藤遠藤遠藤    敦敦敦敦    

 

10-1 左片麻痺患者に対する認知神経リハビリテーションを用いた治療経験 

永生クリニック 明神茉 倫子 

10-2 前庭機能障害者に対する歩行トレーニング方法の検討 

初台リハビリテーション病院 山根 佑典 

10-3 姿勢変化における血圧低下の原因,対処法の検討 ～心不全患者での一症例～ 

町田市民病院 小幡 洸介 

10-4 反張膝を呈する症例の屋内杖なし歩行自立を目指した外来リハビリでの介入 

永生クリニック 大塚 早智子 

 

 

口述会場口述会場口述会場口述会場 2222（西（西（西（西 W310W310W310W310））））    15151515：：：：00000000----15151515：：：：50505050    

セッションセッションセッションセッション 11111111：総合：総合：総合：総合    座長：南多摩地域リハ支座長：南多摩地域リハ支座長：南多摩地域リハ支座長：南多摩地域リハ支援センター援センター援センター援センター    木野田木野田木野田木野田    典保典保典保典保    

 

11-1 リハビリ実施者の精神症状の変化について ～BPRS を使用して～ 

平川病院 久保田 直美 

11-2 わが国の精神科病床における環境面での転倒危険因子に関する調査 

武蔵野中央病院 細井 匠 

11-3 急性期病棟での専従理学療法士配置の効果 

南町田病院 宮城 春秀 

11-4 金属支柱付き短下肢装具の足継手調整と理学療法介入に難渋した症例 

新天本病院 豊住 隼 

11-5 退学防止の一考察 ～作業バランスを活用して～ 

多摩リハビリテーション学院 成塚 修一 


