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学術集会プログラム

10月27日

リーガロイヤルNCB　２F　松の間

指導医講習会 1	 12：30 ～ 13：30	 座長／細野　　昇

SK1	 運動器の機能解剖学
	･･･････････････････････････････････････････････････ 福岡大学病院リハビリテーション科　塩田　悦仁… S67

指導医講習会 2	 13：45 ～ 14：45	 座長／猪飼　哲夫

SK2	 リハビリテーションで役立つ膝関節の臨床
	･････････････････････････････････････････････ 防衛医科大学校病院リハビリテーション部　小林　龍生… S68

規定講習会（医療安全）	 15：00 ～ 16：00	 座長／岡島　康友

KK1	 リハビリテーションと医療安全	　～日頃からの注意が紛争を予防します～
	･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 大阪Ａ＆Ｍ法律事務所　小島　崇宏… S69

規定講習会（医療倫理）	 16：15 ～ 17：15	 座長／菅　　俊光

KK2	 リハビリテーション医療における倫理
	･･･････････････････････････････････････････････････････････ 医療法人社団輝生会理事長　石川　　誠… S70

規定講習会（感染対策）	 17：30 ～ 18：30	 座長／三上　靖夫

KK3	 周術期における感染対策
	･･･････････････････････････････････ ベルランド総合病院整形外科・リハビリテーション科　倉都　滋之… S71
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第1日（10月28日）

第　1　会　場（10月28日）

教育講演 1	 8：30 ～ 9：30	 座長／才藤　栄一

EL1	 慢性心不全のリハビリテーション
	･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 公立八鹿病院院長　後藤　葉一… S75

教育講演 2	 9：40 ～ 10：40	 座長／島田　洋一

高齢者の自動車運転 

EL2-1	 健常高齢者の自動車運転能力と交通安全
	･･･････････････････ 独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセンター　蜂須賀研二… S76

EL2-2	 改正道路交通法と認知症の自動車運転
	･････････････････････････････････････････････ 大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室　池田　　学… S77

教育講演 3	 10：50 ～ 11：50	 座長／近藤　克則

脳卒中リハビリテーション　帰結予測と復帰

EL3-1	 脳卒中患者の帰結予測　—FIM,	拡散テンソル法脳MRI，自宅復帰—
	･････････････････････････････････････････ 西宮協立脳神経外科病院リハビリテーション科　小山　哲男… S78

EL3-2	 脳卒中の職業復帰－予後予測の観点から
	･･･････････････････････････････････････ 産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座　佐伯　　覚… S79

ランチョンセミナー 1	 12：10 ～ 13：10	 座長／橋詰　博行

関節リウマチ治療における薬物療法とリハビリテーション

LS1-1	 分子標的薬による関節リウマチ治療の最前線
	･･･････････････････････････････････････････････････ 産業医科大学医学部第一内科学講座　久保　智史… S80

LS1-2	 関節リウマチのリハビリテーションと装具治療
	･･･････････････････････････････ 神戸大学大学院医学研究科リハビリテーション機能回復学　酒井　良忠… S81

共催：ファイザー株式会社／武田薬品工業株式会社

シンポジウム 3	 14：40 ～ 15：50	 座長／道免　和久・出江　紳一

リハビリ，介護領域におけるロボット技術の応用の可能性

SY3-1	 医・看・工連携における介護ロボティクスサービス
	･････････････････････････････ 大阪大学大学院医学系研究科バイオデザイン学共同研究講座　山田　憲嗣… S82

SY3-2	 ロボット介護機器の開発・普及に関する取り組みと今後の方向性
	･････････････････････････････ 大阪工業大学ロボティクス＆デザイン工学部ロボット工学科　本田　幸夫… S82

SY3-3	 ロボティックスマートホーム開発の試み
	･････････････････････････････････ 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　平野　　哲… S83

SY3-4	 介護現場で役立つロボットの実用化に向けた取組み
	････ パナソニック株式会社エコソリューションズ社エイジフリーBUロボット・リハビリ事業開発部　河上日出生… S83

SY3-5	 "Mobility	for	All"をめざしたパートナーロボットの社会実装について
	･･･････････････････････････････････････････ トヨタ自動車株式会社パートナーロボット部　玉置　章文… S84
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イブニングセミナー 1	 16：00 ～ 17：00	 座長／中島　幹雄

ES1	 人工膝関節全置換術の話題：エビデンスに肯定されたもの・されなかったもの
	･･･････････････････････････････････････････････････ 北水会記念病院人工膝関節センター　塚田　幸行… S85

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

優秀演題賞セッション	 17：10 ～ 18：10	 座長／水間　正澄

AW-1	 発育期腰椎分離症の骨癒合における片側分離と両側分離の相違についての検討
	･････････････････････････････････････････････････ 船橋整形外科病院脊椎・脊髄センター　畠山　健次… S86

AW-2	 回復期リハビリテーション病棟における高齢者の転帰予後予測因子としてのNTproBNP	
	･･･････････････････････････････････････････････････ 鳴門山上病院リハビリテーション科　芝　　篤志… S86

AW-3	 認知機能におけるMixed	Reality技術を用いた数字抹消課題の効果
	･･･････････････････････････････････････････ 関西医科大学附属病院リハビリテーション科　田口　　周… S86

AW-4	 パーキンソン病患者と健常者の手続き学習能力と脳拡散テンソル画像の検討
	･･･････････････････････････････････････････････････ 兵庫医科大学リハビリテーション科　山﨑　亜希… S87

AW-5	 慢性期脳卒中患者における二重課題歩行中の前頭部脳血流と認知及び歩行変動の関係
	･････････････････････････････････････････ 東北大学大学院医学系研究科肢体不自由学分野　森　　隆行… S87

AW-6	 手根管症候群の補助診断：神経伝導検査と超音波検査の年齢による使い分け
	･････････････････････････････････････････････････････ 虎の門病院リハビリテーション科　中道　健一… S87

第　2　会　場（10月28日）

教育講演 4	 8：30 ～ 9：30	 座長／野村　忠雄

脳脊髄疾患による痙縮に対する治療

EL4-1	 脳卒中後遺症の痙縮に対するボツリヌス治療
	･･･････････････････････････････････････ 東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座　安保　雅博… S88

EL4-2	 脳脊髄疾患による痙縮に対するITB療法
	･･･････････････ 市立砺波総合病院整形外科，脊椎・脊髄病センター，リハビリテーション科　高木　泰孝… S89

教育講演 5	 9：40 ～ 10：40	 座長／吉矢　晋一

EL5	 	心と体のレジリエンスを高める漢方医学	
漢方補腎薬の抗サルコペニア効果について

	･････････････････････････････････ 大阪大学大学院医学系研究科先進融合医学共同研究講座　萩原　圭祐… S90

共催：株式会社ツムラ

教育講演 6	 10：50 ～ 11：50	 座長／和田　直樹

嚥下機能とその評価

EL6-1	 摂食・嚥下の機構とその障害
	･･･････････････････････････････････････ 埼玉医科大学医学部リハビリテーション医学講座　鈴木　英二… S91

EL6-2	 嚥下造影・嚥下内視鏡から在宅リハビリへつなぐ
	･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 関西労災病院神経内科　野﨑　園子… S92

ランチョンセミナー 2	 12：10 ～ 13：10	 座長／竹下　克志

LS2	 慢性痛に対する多角的（集学的）治療―現状と未来―
	･････････････････････････････････････････････････････ 福島県立医科大学医学部整形外科　矢吹　省司… S93

共催：ヤンセンファーマ株式会社
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教育講演 7	 14：40 ～ 15：40	 座長／園田　　茂

回復期リハビリテーション病棟とチームアプローチ

EL7-1	 回復期リハビリテーション病棟とチームアプローチ　―成熟したチームアプローチ―
	･････････････････････････････････････････････････････ やわたメディカルセンター診療部　西村　一志… S94

EL7-2	 回復期リハビリテーション病棟とチームアプローチ　―病棟におけるチームアプローチの実践―
	･･･････････････････････････････････ 西広島リハビリテーション病院リハビリテーション科　岡本　隆嗣… S95

イブニングセミナー 2	 16：00 ～ 17：00	 座長／馬渡　正明

人工関節専門医が語る！『効果的なリハビリテーション実現のための基礎知識』

ES2-1	 人工股関節全置換術　～有効なリハビリテーションのために～
	･････････････････････････････････････ 金沢大学附属病院整形外科・リハビリテーション部　加畑　多文… S96

ES2-2	 早期リハビリテーションを可能にする人工膝関節置換術の周術期管理
	･･･････････････････････････････ 六本木ヒルズクリニック／済生会横浜市東部病院整形外科　野本　　聡… S97

共催：株式会社日本エム・ディ・エム

教育講演 8	 17：10 ～ 18：10	 座長／高橋　秀寿

脳卒中のリハビリテーション　―急性期から慢性期へ―

EL8-1	 脳卒中運動麻痺回復ステージ理論に依拠したリハビリテーションの進め方
	･･･････････････････････････････････ 桔梗ヶ原病院高次脳機能リハビリテーションセンター　原　　寛美… S98

EL8-2	 脳卒中のリハビリテーション　―回復期から生活期へ―
	･････････････････････････････････ 東京湾岸リハビリテーション病院リハビリテーション科　近藤　国嗣… S99

第　3　会　場（10月28日）

シンポジウム 1	 8：30 ～ 10：00	 座長／土岐めぐみ・中馬　孝容

生活期リハビリテーションにおける装具療法の課題

SY1-1	 生活期脳卒中患者の在宅対応を行う中で見えてきた課題と対策について
	･･････････････････････････････････････････････････ 株式会社小豆澤整形器製作所営業科　川場　康智… S100

SY1-2	 生活期で使用する装具とその問題点
	･･････････････････････････ 千葉県千葉リハビリテーションセンターリハビリテーション科　吉永　勝訓… S100

SY1-3	 ポリオ経験者に対する装具処方と生活期リハビリテーション医療
	････････････････････････････････････････ 京都府立医科大学リハビリテーション医学教室　沢田光思郎… S101

SY1-4	 成長とともに変化する小児期の補装具
	･･････････････････････････････････････････････ 北海道道立心身障害者総合相談所医務課　土岐めぐみ… S101

シンポジウム 2	 10：10 ～ 11：40	 座長／髙内　裕史・緒方　　徹

障がい者スポーツ医の現状と展望

SY2-1	 日本障がい者スポーツ協会認定・スポーツ医の設立経緯と役割
	････････････････････････････････････････････････ 日本リハビリテーション専門学校校長　陶山　哲夫… S102

SY2-2	 競技会開催における障がい者スポーツ医による医学支援（アンチ・ドーピング）
	･･････････････････････････････････････････････････ 埼玉医科大学保健医療学部看護学科　佐久間　肇… S102

SY2-3	 競技会開催の障がい者スポーツ医による医学支援（メディカルチェック）
	･･････････････････････････････････････ 和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講座　河崎　　敬… S103

SY2-4	 ナショナルトレーニングセンターへの障がい者スポーツ医による医学支援
	････京都府立城陽リハビリテーション病院整形外科／京都府立医科大学大学院運動器機能再生外科学（整形外科）　徳永　大作… S103
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SY2-5	 障がい者スポーツ選手が障がい者スポーツ医に望むこと
	････････････････････････････････････････････････････････ 公益社団法人日本カヌー連盟　瀬立モニカ… S104

ランチョンセミナー 3	 12：10 ～ 13：10	 座長／津村　　弘

LS3	 超高齢社会を迎えた運動器の慢性疼痛治療
	････････････････････････ 東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部／麻酔科・痛みセンター　住谷　昌彦… S105

共催：日本イーライリリー株式会社

ケースカンファレンス	 14：40 ～ 16：10	 座長／角田　　亘・高岡　　徹	
	 	 メンター／平山　和美・平岡　　崇	
	 	 岡𥔎　哲也・川上　寿一

高次脳機能障害患者ケースカンファレンス　～ Couldn't be better or Could be better ～

CC-1	 認知リハビリテーション介入により復職を果たした外傷性高次脳機能障害の１例
	･･････････････････ 秋田県立リハビリテーション・精神医療センターリハビリテーション科　宮田　美生… S106

CC-2	 回復期リハビリテーション病棟入院中に再発したCCASの一例
	････････････････････････････ 西記念ポートアイランドリハビリテーション病院脳神経内科　藤田　重一… S106

CC-3	 右被殻出血により交叉性失語症を呈したマルチリンガルの1例
	･･････････････････････････････････････････････････････ 葛城病院リハビリテーション科　小西　英樹… S107

CC-4	 退院後早期に自動車運転が可能となった脳梗塞の一例
	･･････････････････････････････ 兵庫医科大学ささやま医療センターリハビリテーション科　安川　俊樹… S107

CC-5	 当院における高次脳機能障害患者に対する自動車運転再開支援
	･･････････････････････････････････････ 東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座　秋元　秀昭… S107

シンポジウム 4	 16：20 ～ 17：50	 座長／影近　謙治・大串　　幹

リハ医が先導するICUリハビリテーション

SY4-1	 当院ICUにおける早期リハビリテーションによる治療介入
	･･････････････････････････････････････ 和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講座　吉川　達也… S108

SY4-2	 急性期重症者治療に必要なリハ的想像力
	･･････････････････････････････････････ 東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座　佐々木信幸… S108

SY4-3	 ICUリハビリテーションの今後と課題
	･････････････昭和大学江東豊洲病院リハビリテーション科／昭和大学江東豊洲病院リハビリテーション室／

昭和大学リハビリテーション医学講座　笠井　史人… S109

第　4　会　場（10月28日）

教育講演 9	 8：30 ～ 9：30	 座長／宮井　一郎

ニューロリハビリテーションの臨床

EL9-1	 脳損傷後の運動訓練がもたらす神経システムの可塑的変化：サル脳損傷モデルによる知見
	････････････････････････････････ 国立研究開発法人産業技術総合研究所人間情報研究部門　肥後　範行… S110

EL9-2	 ニューロリハビリテーションにおける新たな治療戦略
	･･････････････････････････････････････････････････････ 川崎医科大学医学部神経内科学　三原　雅史… S111

教育講演 10	 9：40 ～ 10：40	 座長／乾　健太郎

EL10	 関節リウマチ治療の考え方とその実際
	････････････････････････････････････ 富山大学附属病院整形外科・リハビリテーション部　松下　　功… S112

共催：小野薬品工業株式会社／ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
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教育講演 11	 10：50 ～ 11：50	 座長／岩崎　倫政

外相治療とリハビリテーション

EL11-1	 外傷性末梢神経障害の治療とそのリハビリテーションの実際
	････････････････････････････････････････････････････････････ 近畿大学医学部整形外科　柿木　良介… S113

EL11-2	 上肢外傷のトピックス　良好な機能獲得を目指して
	････････････････････････････････････････････････････････ 淀川キリスト教病院整形外科　高松　聖仁… S114

ランチョンセミナー 4	 12：10 ～ 13：10	 座長／下堂薗　恵

FESのリハビリテーションへの活用（応用）

LS4-1	 電気刺激治療―その機序と効果
	･･････････････････････････････････ 順天堂大学大学院医学研究科リハビリテーション医学　藤原　俊之… S115

LS4-2	 脳卒中片麻痺歩行に対する機能的電気刺激装置（ウォークエイド®）を用いた歩行訓練
	････････････････････････････････････････ 日本医科大学大学院リハビリテーション学分野　松元　秀次… S116

共催：帝人ファーマ株式会社

会長講演	 13：30 ～ 14：30	 座長／上月　正博

PL	 すべてがかわるリハビリテーション
	････････････････････････････････････････････ 大阪大学運動器バイオマテリアル寄附講座　菅本　一臣… S117

教育講演 12	 14：40 ～ 15：40	 座長／冨士　武史

頸椎疾患・腰椎疾患とそのリハビリテーション

EL12-1	 慢性腰痛の病態と治療
	･･････････････････････････････････････････････････ 福島県立医科大学医学部整形外科学　紺野　愼一… S118

EL12-2	 成人脊柱変形に対する外科的治療-手術方法と術後リハビリテーションの問題点
	･･････････････････････････････････････････････････････････････ 大阪労災病院整形外科　岩﨑　幹季… S119

イブニングセミナー 3	 16：00 ～ 17：00	 座長／田島　文博

ES3	 歩行再建における下肢装具療法とその施設間連携
	･･････････････････････････････････････････ 関西医科大学附属病院リハビリテーション科　長谷　公隆… S120

共催：パシフィックサプライ株式会社／川村義肢株式会社

教育講演 13	 17：10 ～ 18：10	 座長／浅見　豊子

廃用症候群に対するリハビリテーションのポイント

EL13-1	 臨床家に求められる廃用症候群の予防と治療の知識
	･･････････････････････････････････････ 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室　川上　途行… S121

EL13-2	 廃用症候群に対するリハビリテーションのポイント：宇宙から地域まで
	･･････････････････････････････････････････ 杏林大学医学部リハビリテーション医学教室　山田　　深… S122
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第　5　会　場（10月28日）

一般演題 1	 8：30 ～ 9：30	 座長／白倉　賢二

骨関節・軟部組織疾患 1

1-5-1-1	 膝関節術後拘縮に対する超音波ガイド下インターベンション
	 	････････････････････････････････････････････････････ 秋田大学大学院整形外科　木村　竜太… S165
1-5-1-2	 下肢を含む多発骨折患者への自操式免荷リフトによる歩行訓練
	 	････････････････････････････ 宝塚リハビリテーション病院リハビリテーション科　岡田　　順… S165
1-5-1-3	 術後10年以上経過時での腱板再断裂例の特徴
	 	････････････････････････ 北アルプス医療センターあづみ病院肩関節治療センター　畑　　幸彦… S165
1-5-1-4	 shear	wave	elastgraphyを用いたwhole	body	vibrationのストレッチ効果の検討
	 	････････････････････････････････････････････････････ 秋田大学大学院整形外科　塚本　泰朗… S166
1-5-1-5	 当院での創外固定器を用いた骨腫瘍の治療53例
	 	････････････････････････ 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科・整形外科学講座　林　　克洋… S166
1-5-1-6	 当院におけるaround	knee	osteotomy後のリハビリテーション
	 	･･････････････････････････････････････････ 豊川市民病院リハビリテーション科　裵　　漢成… S166

一般演題 2	 9：30 ～ 10：30	 座長／木原　　薫

回復期リハビリテーション

1-5-2-1	 肥満患者に対する運動と栄養に配慮した回復期リハビリテーションの試み
	 	･･････････････････ 千葉県千葉リハビリテーションセンターリハビリテーション科　中山　　一… S167
1-5-2-2	 回復期リハビリテーション病棟における栄養管理について～FIM-Mによるエネルギー必要量の推定～
	 	･･･十条武田リハビリテーション病院リハビリテーション科／十条武田リハビリテーション病院NST　井上　裕匡… S167
1-5-2-3	 急性期病院での，疾患別割合から見た回復期病棟開設準備に向けての考察
	 	････････････････････････････････････････ 前橋赤十字病院リハビリテーション科　有阪真由美… S167
1-5-2-4	 当院（回復期病院）における褥瘡患者の傾向について
	 	････････････････････････････ 医療法人清翠会牧リハビリテーション病院リハビリテーション科，

東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座　濱田　万弓… S168
1-5-2-5	 栄養補助食品として脂質を摂取した２症例
	 	･･････････････････････････ 浜松市リハビリテーション病院リハビリテーション科　太城　良子… S168
1-5-2-6	 回復期病棟担当療法士による訪問リハビリテーションの効果
	 	････････････････････････････････････････ 時計台記念病院リハビリテーション科　木村　憲仁… S168

一般演題 3	 10：30 ～ 11：30	 座長／松本　憲二

呼吸器疾患・循環器疾患

1-5-3-1	 慢性呼吸器疾患患者の呼吸リハビリテーションにおけるバーチャル運動負荷システムの活用
	 	･･････････････････････････････････････ 近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科　東本　有司… S169
1-5-3-2	 心肺運動負荷試験（CPX）により運動処方を行い，運動耐用能が改善した肺サルコイドーシスの1例
	 	･･････････････････････････････････････････････ 葛城病院リハビリテーション科　小西　英樹… S169
1-5-3-3	 当院回復期リハビリテーション病棟においてCPAP導入となった4例
	 	･･････････････････････････････････････････････ 大田病院リハビリテーション科　鹿沼　　優… S169
1-5-3-4	 低肺機能症例に対し術前呼吸リハビリテーションを行い手術可能となった症例の検討
	 	･･････････････････････････････････････････ 麻生飯塚病院リハビリテーション科　山下　智弘… S170
1-5-3-5	 当院心臓リハビリ参加患者におけるサルコペニアの頻度の検討
	 	･･････････････････････････････ 京都大学大学院医学研究科リハビリテーション部　小笹　寧子… S170
1-5-3-6	 当院における心臓血管術後の脳梗塞合併へのリハビリテーション
	 	････････････････････････････････････････････ 新東京病院リハビリテーション科　西　　将則… S170



―S36―

一般演題 4	 14：40 ～ 15：30	 座長／仲野　春樹

骨関節・軟部組織疾患 2

1-5-4-1	 リハビリテーション開始日の違いが人工膝関節全置換術後の早期術後成績に及ぼす影響について
	 	･･･ 東京医科歯科大学附属病院リハビリテーション科／東京医科歯科大学附属病院整形外科　山本　尚輝… S171
1-5-4-2	 精神疾患を有した大腿骨近位部骨折患者の術後のリハビリテーションの効果について
	 	･･････････････････････････････････ 北アルプス医療センターあづみ病院整形外科　狩野　修治… S171
1-5-4-3	 活性型ビタミンD製剤の骨密度と骨質への効果
	 	･･････････････････････････････････････(医）佐藤整形外科クリニックリハビリ科　佐藤　公彦… S171
1-5-4-4	 CT-based	navigation	systemを導入した人工股関節全置換術後のリハビリテーションにおける変化
	 	･･････････････････････････････････････････････････ 浜脇整形外科病院整形外科　浜脇　　誠… S172
1-5-4-5	 大腿骨近位部悪性骨腫瘍における股関節外転筋力を温存した手術法の工夫
	 	････････････････････････････････････ 金沢大学大学院先進運動器医療創成学講座　山本　憲男… S172

一般演題 5	 15：30 ～ 16：40	 座長／和田　郁雄

骨関節・軟部組織疾患 3

1-5-5-1	 下肢変形性関節症に対するハイブリッドフィジオセラピーの効果
	 	･･････････････････････････････････････････ 広島大学病院リハビリテーション科　三上　幸夫… S173
1-5-5-2	 人工股関節全置換術における術当日リハビリテーションの臨床的有効性と経済的効果
	 	･･････････････････････････ りんくう総合医療センター整形外科人工関節センター　薮野　亙平… S173
1-5-5-3	 大腿四頭筋厚・膝伸展筋力と握力の関連	－エコー使用下での検討－
	 	･･････････････････････････････････････････････････ 八重瀬会同仁病院整形外科　山内　裕樹… S173
1-5-5-4	 寛骨臼回転骨切り術後における股関節周囲筋力と歩行速度の推移
	 	･･････････････････････････････････････････ 徳島市民病院リハビリテーション科　江西　哲也… S174
1-5-5-5	 足関節底屈筋群賦活は歩行時股関節伸展可動域に影響する
	 	･･････････････････････････････････････････････････ 八重瀬会同仁病院整形外科　山内　裕樹… S174
1-5-5-6	 人工股関節全置換術における手術曜日の影響	-術後ADLの回復，入院期間に注目して-	
	 	･･････････････････････････････････････････ 東京医科歯科大学附属病院整形外科　小川　貴久… S174
1-5-5-7	 変形性股関節症例における歩行時小殿筋筋活動動態の分析
	 	････････････････････････････････ 高知大学医学部附属病院リハビリテーション部　室伏　祐介… S175

一般演題 6	 16：50 ～ 18：00	 座長／鴻上　　繁

活動報告

1-5-6-1	 救命救急センターでの墜落自殺企図患者に関するリハビリテーションの課題
	 	･･･････････････････ 近畿大学医学部附属病院リハビリテーション科／医療法人養心会国分病院／

大阪府立中河内救命救急センター　木下秀一郎… S176
1-5-6-2	 療養病床から，亜急性期リハビリテーション病棟への移行経験
	 	････････････････････････････････ 松下リハビリクリニックリハビリテーション科　松下　直史… S176
1-5-6-3	 地域包括ケアシステムの構築に向けた圏域リハビリテーション支援センターの多職種連携推進活動
	 	･･･ 西宮協立リハビリテーション病院リハビリテーション科／兵庫医科大学リハビリテーション医学教室　勝谷　将史… S176
1-5-6-4	 原発性リンパ浮腫患者に対する医療連携による治療経験の一例
	 	････････････････････････････････ 社会保険大牟田天領病院リハビリテーション科　山崎　裕子… S177
1-5-6-5	 病院リニューアル前後における救命科リハビリテーション
	 	････････････････････････････････････ 関西医科大学総合医療センターリハビリ科　佐藤　公彦… S177
1-5-6-6	 患者中心のチーム医療が目指せるコーチングスキル
	 	････････････････････････････ 松山リハビリテーション病院リハビリテーション科　山上　二郎… S177
1-5-6-7	 熊本地震における周辺地の在宅サービス事業所の取り組みと学び
	 	･･････････････････････････････････････････････････････････ 株式会社くますま　河添竜志郎… S178
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一般演題 7	 8：30 ～ 9：30	 座長／冨山　陽介

合併症

1-6-1-1	 当院における静脈血栓塞栓症発症の現状とリスク評価，アウトカムに関する影響の検討
	 	･･･医療法人社団康雄会西記念ポートアイランドリハビリテーション病院リハビリテーション科　小林　慶通… S179
1-6-1-2	 脳神経外科病棟入院患者における下肢深部静脈血栓症の実態の推移
	 	･･････････････････････････････････････････････････ 鎌ヶ谷総合病院脳神経外科　杉本　耕一… S179
1-6-1-3	 リハビリテーションが中止となった症例の検討
	 	････････････････････････････････････ 東京医科歯科大学医学部附属病院整形外科　酒井　朋子… S179
1-6-1-4	 整形外科手術及びラットの研究におけるターニケットの新たな駆血評価と至適圧力の検討
	 	･･････････････････････････････････････････････････ 順天堂大学医学部整形外科　前田　浩行… S180
1-6-1-5	 ガンマネイル手術後にラグスクリューの求心性カットアウトを生じ再手術に至った一例
	 	････････････････････････････････････････････････ 松戸リハビリテーション病院　羅本　尚樹… S180
1-6-1-6	 	当センターのリンパ浮腫診療の実態と課題への取り組み	

～がんに伴うむくみと，どう向き合うか？～
	 	･････････ 大阪国際がんセンター整形外科（骨軟部腫瘍科）・リハビリテーション科　大島　和也… S180

一般演題 8	 9：30 ～ 10：40	 座長／川手　信行

脳卒中 1

1-6-2-1	 回復期脳血管疾患患者の転院時麻痺側上肢の使用頻度に関わる上肢機能評価値の検討
	 	････････････････････････････････････････ 北里大学東病院リハビリテーション科　日比　洋子… S181
1-6-2-2	 回復期脳血管リハビリテーション患者における転倒の現状と重度外傷発生例の検討
	 	･･････････････････････････････････････････ 福井総合病院リハビリテーション科　佐藤万美子… S181
1-6-2-3	 	中大脳動脈領域脳梗塞患者のADLに関する検討：左右大脳半球病変での違い
	 	････････････････････････････････････････････････ 初台リハビリテーション病院　石井　　暁… S181
1-6-2-4	 当院回復期リハビリ病棟における脳卒中再発症例の検討
	 	･･････････････････････････ 偕行会リハビリテーション病院リハビリテーション科　山川　春樹… S182
1-6-2-5	 高齢脳卒中患者に対するリハビリテーションにおける認知症治療の重要性
	 	････････････････････････････････････････････････････ 平成記念病院脳神経外科　青山　雄一… S182
1-6-2-6	 健常者と脳卒中患者の上肢筋トーヌスの定量的比較
	 	･･････････････････････ 多根脳神経リハビリテーション病院リハビリテーション科　奥田　佳延… S182
1-6-2-7	 回復期リハビリテーション病棟に入院した脳卒中患者の合併症の推移
	 	････････････････････････････････････ 森之宮病院神経リハビリテーション研究部　矢倉　　一… S183

一般演題 9	 10：40 ～ 11：50	 座長／大隈　秀信

脳卒中　症例報告

1-6-3-1	 ボツリヌス治療後HANDS	therapyを施行し，上肢機能の改善を認めた小児脳卒中の一例
	 	･･････････････････････････ 順天堂大学大学院医学研究科リハビリテーション医学　谷　　真美… S184
1-6-3-2	 開頭術後にレベチラセタムが原因と考えられる悪性症候群を来した一例
	 	････････････････････････････････ 四国こどもとおとなの医療センター脳神経外科　松田　　拓… S184
1-6-3-3	 健側眼遮断が奏功した右眼外転障害の一例
	 	･･････････････････････････････････････････････････････ 京都武田病院神経内科　中村　　毅… S184
1-6-3-4	 感染性心内膜炎による細菌性脳動脈瘤破裂が原因と考えられる右皮質下出血の１例
	 	････････････････････････････････ 静岡市立清水病院診療部リハビリテーション科　坂元　隆一… S185
1-6-3-5	 回復期リハビリテーションにおいてシロスタゾールの副反応が進捗阻害要因となった2症例	
	 	････････････････････････････ 宝塚リハビリテーション病院リハビリテーション科　木下　雄介… S185
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1-6-3-6	 脳卒中重度片麻痺に肺膿瘍を合併し治療に難渋したが，多職種連携によるリハビリが奏功した回復期の一例
	 	･･･鹿児島大学病院霧島リハビリテーションセンター／鹿児島大学大学院医歯学総合研究科リハビリテーション医学／

天理よろづ相談所病院白川分院リハビリテーション科　友永　　慶… S185
1-6-3-7	 自操式免荷リフトを用いて義足歩行訓練を行った下肢切断の２症例
	 	････････････････････････････ 宝塚リハビリテーション病院リハビリテーション科　岡田　　順… S186

一般演題 10	 14：40 ～ 15：40	 座長／正門　由久

神経・筋疾患

1-6-4-1	 Parkinson病に対する反復経頭蓋磁気刺激の最適刺激部位の検討と眼球運動測定によるメカニズムの解明
	 	････････････････････････････････ 大阪大学大学院医学系研究科脳神経機能再生学　眞野　智生… S187
1-6-4-2	 パーキンソン病患者での足圧測定機能付きトレッドミルを用いた立位・歩行時の足圧分析
	 	････････････････････････････････････････････ 順天堂大学リハビリテーション科　伊澤　奈々… S187
1-6-4-3	 神経筋疾患患者に対するＨＡＬ医療用下肢タイプを用いた歩行訓練の効果
	 	････････････････････････････････ 弘前大学医学部附属病院リハビリテーション科　三浦　和知… S187
1-6-4-4	 パーキンソン病患者のADL構造分析
	 	･･････････････････････ 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター　山下　晴世… S188
1-6-4-5	 顔面神経麻痺リハビリテーションの基礎的知見としての顔面表情筋の筋線維の形態
	 	････ 東京医科大学病院リハビリテーションセンター／東京医科大学人体構造学分野　伊藤　正裕… S188
1-6-4-6	 携帯歩行計によるパーキンソン病患者のすくみ足の解析とロチゴチン貼布剤による改善効果
	 	････････････････････････ 順天堂大学医学部附属浦安病院／リハビリテーション科　志村　秀樹… S188

一般演題 11	 15：40 ～ 16：40	 座長／村田　顕也

神経・筋疾患　症例報告

1-6-5-1	 シャルコーマリートゥース病患者の短下肢装具使用下での3次元歩行解析
	 	･･････････････････････････ 群馬大学大学院医学系研究科リハビリテーション医学　田澤　昌之… S189
1-6-5-2	 特発性paroxysmal	non-kinesigenic	dyskinesiaに経頭蓋直流刺激と感覚入力リハビリで改善した一例	
	 	････････････････････････････････ 琉球大学医学部附属病院リハビリテーション科　名嘉　太郎… S189
1-6-5-3	 言語療法(Lee	Silverman	Voice	Treatment)と理学療法でADLが著明に改善した進行性核上性麻痺の一例
	 	････････････････････ 関西労災病院リハビリテーション科／関西労災病院整形外科　奥野　杏子… S189
1-6-5-4	 副腎白質ジストロフィーに対しリハビリテーションを行った2例
	 	････････････････････････････････････････････ 名古屋大学リハビリテーション科　杉山　純也… S190
1-6-5-5	 造血幹細胞移植後に発症したギラン・バレー症候群の一例
	 	･･････････････････････････････････････ 兵庫医科大学病院リハビリテーション科　長谷川恭子… S190
1-6-5-6	 ロボットスーツHAL(Hybrid	Assistive	Limb)医療用下肢タイプを用いた神経難病のリハビリテーション導入事例
	 	･･････････････････････････････････････････ 広島大学病院リハビリテーション科　上田　健人… S190

一般演題 12	 16：50 ～ 17：40	 座長／木村　知行

摂食嚥下障害 1

1-6-6-1	 救急災害棟における窒息・誤嚥のリスク
	 	････････････････････････････････ 近畿大学医学部附属病院リハビリテーション科　大洞佳代子… S191
1-6-6-2	 外傷性頚髄損傷の嚥下障害合併は，前方固定の有無のみではなく四肢麻痺の重症度に関連する可能性がある
	 	････････････････････････････ 社会医療法人緑泉会米盛病院リハビリテーション科　三石　敬之… S191
1-6-6-3	 	胃瘻による栄養管理は果たして安全であろうか？―不顕性胃食道逆流の検出などについて―
	 	･･････････････････････････････････････････････ 葛城病院リハビリテーション科　小西　英樹… S191
1-6-6-4	 新たな嚥下機能評価方法
	 	･･･大阪大学大学院医学系研究科運動器バイオマテリアル学教室／川崎医科大学リハビリテーション医学教室　新井　伸征… S192
1-6-6-5	 嚥下造影検査（VF）の安全性評価および検討	
	 	･･････････････････････････････････････････ 広島共立病院リハビリテーション科　廣川　慎一… S192
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一般演題 13	 17：40 ～ 18：20	 座長／高岡　　徹

音声障害・失語症

1-6-7-1	 脳波位相同期指数（PSI）による脳卒中後の失語症評価
	 	････････････････････････････････････ 森之宮病院神経リハビリテーション研究部　河野　悌司… S193
1-6-7-2	 失語を有する急性期心原性脳塞栓症患者の退院時転帰
	 	････････････････････････････････････････････････ 広島大学大学院脳神経内科学　下村　　怜… S193
1-6-7-3	 小児脳梗塞における音声障害の改善例
	 	･･････････ 社会医療法人将道会総合南東北病院リハビリテーションセンター診療部　今泉　茂樹… S193
1-6-7-4	 	重度の感覚性優位失語症症例の在宅復帰への経過―SLTAとCADLに乖離が認められた症例―
	 	･･････････････････････････････････････････････ 葛城病院リハビリテーション科　小西　英樹… S194

第　7　会　場（10月28日）

関連専門職演題 1	 8：30 ～ 9：10	 座長／日野　　健

回復期リハビリテーション病棟 1

1-7-K1-1	 	回復期リハ病棟における転倒予防対策の実施状況の調査～転倒予防対策導入基準の構築に向けて～
	 	････････････････････ 医療法人社団輝生会初台リハビリテーション病院教育研修部　野口隆太郎… S195
1-7-K1-2	 回復期リハビリテーション病棟入院中の介護指導と退院前訪問指導が退院後の患者・家族の生活に及ぼす影響
	 	････････････････････ 白浜はまゆう病院南紀白浜温泉リハビリテーションセンター　椎木　洋子… S195
1-7-K1-3	 回復期リハビリテーション病棟における自宅退院に影響を及ぼす要因の検討
	 	･･････････････････ 医療法人財団健和会柳原リハビリテーション病院セラピスト課　高木　　遥… S195
1-7-K1-4	 回復期リハビリテーション病棟の実績指数に影響を与える要因	―入院時と退院時の要因に分けた検討―
	 	･･･医療法人財団健和会柳原リハビリテーション病院セラピスト課／首都大学東京大学院人間健康科学研究科　森川　健史… S196
1-7-K1-5	 当院における回復期病棟アウトカム評価除外患者のリハビリ効果検証
	 	･･････････････････････ 社会医療法人財団池友会新行橋病院リハビリテーション科　永島ひとみ… S196

関連専門職演題 2	 9：20 ～ 10：00	 座長／中村紳一郎

骨関節・軟部組織疾患 1

1-7-K2-1	 人工股関節置換術を受けた患者の手術後の身体的・精神的要因がリハビリテーションの実践に及ぼす影響
	 	･･･････････････････････････････････ 旭川医科大学病院8階西ナースステーション　伊藤絵里子… S197
1-7-K2-2	 THA後の自覚的脚長差の発生要因について　－歩容を含む要因の分析－
	 	･･････････････････････････････････････ 京都桂病院リハビリテーションセンター　原　　弘明… S197
1-7-K2-3	 当院における人工股関節全置換術後3週間パス導入	～運動機能と歩行能力の比較～
	 	･･････････････････････････････････････ 関西労災病院中央リハビリテーション部　福井　浩之… S197
1-7-K2-4	 片側罹患の人工股関節全置換術後に算定上限を超えてリハビリテーションが必要となる要因について
	 	･･････････････････････････････････････ 京都桂病院リハビリテーションセンター　福塚　美穂… S198
1-7-K2-5	 術後THA患者のOTの取り組みについて
	 	･･････････････ 地方独立行政法人りんくう総合医療センターリハビリテーション科　坂口　宏彰… S198

関連専門職演題 3	 10：00 ～ 10：50	 座長／渡部　昌平

骨関節・軟部組織疾患 2

1-7-K3-1	 人工膝関節置換術後1年における歩行手段を術前の因子から予測する
	 	････････････････････････････････ 京都大学医学部附属病院リハビリテーション部　南角　　学… S199
1-7-K3-2	 人工膝関節全置換術後1週におけるTimed	Up	and	Go	Test(TUG)は退院時期を決定する指標となりうる
	 	････････････････････････････････････････ 姫路赤十字病院リハビリテーション科　六山　　梓… S199
1-7-K3-3	 	人工膝関節置換術後の離床時における自覚症状発生の要因　-調査項目を見直した再検討-
	 	････････････････････････････ 苑田会人工関節センター病院リハビリテーション科　池田　光佑… S199
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1-7-K3-4	 全人工膝関節置換術術後に再燃した双極性障害に対し多職種間でアプローチを行い独歩を獲得した一症例
	 	･････････････････････････････････････････JCHO大阪病院リハビリテーション室　木村　宏隆… S200
1-7-K3-5	 ACL再建術を施行された血友病Bの一症例
	 	･･････････････････････････････････ 奈良県立医科大学附属病院医療技術センター　玉木　康介… S200
1-7-K3-6	 一期的両側Opening	Wedge高位脛骨骨切り術術後早期の臨床成績
	 	･･････････････････････････････････････ 兵庫医科大学病院リハビリテーション部　水野　貴文… S200
1-7-K3-7	 変形性膝関節症患者のQOL低下に寄与する因子の検討	－	JKOMを用いた検討	－
	 	････････････････ 東京女子医科大学附属八千代医療センターリハビリテーション室　鬼塚　勝哉… S201

関連専門職演題 4	 10：50 ～ 11：50	 座長／永冨　彰仁

骨関節・軟部組織疾患 3

1-7-K4-1	 大腿骨近位部骨折症例における歩行開始時期に影響する因子の検討
	 	････････････････････････････････････････ 洛和会音羽病院リハビリテーション部　川勝　慎也… S202
1-7-K4-2	 大腿骨近位部骨折術後患者における病棟歩行開始の阻害因子とそれに対する病棟内活動の検討
	 	･･････････････････････････････････････････････ 協立病院リハビリテーション科　木下　友希… S202
1-7-K4-3	 大腿骨近位部骨折に対する術前リハビリテーションの効果：日本リハビリテーション・データベース分析
	 	････････････････････････････ 帝京大学医学部附属溝口病院リハビリテーション部　澤口　　暁… S202
1-7-K4-4	 大腿骨近位部骨折患者における術式別による自宅復帰の影響因子の検討
	 	･･････････････ 社会医療法人恵愛会大分中村病院整形外科，リハビリテーション科　井手　宗樹… S203
1-7-K4-5	 オスラー病により重度の低酸素血症を有する大腿骨頚部骨折症例に対する理学療法経験
	 	･･････････････ 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院リハビリテーション室　荒木　直哉… S203
1-7-K4-6	 非定型骨折を呈した症例を経験して～治療に難渋した1例～
	 	････････････････････････････････････････ 新久喜総合病院リハビリテーション科　前田　竜也… S203
1-7-K4-7	 回復期リハ病棟での大腿骨近位部骨折患者の歩行能力向上に関わる因子～骨盤角度と動作能力に着目して～
	 	･･････ 社会医療法人雪の聖母会聖マリアヘルスケアセンターリハビリテーション室　飛永浩一朗… S204
1-7-K4-8	 高齢骨折患者における転倒リスクに関連する因子の検討
	 	･･････････････････ 医療法人社団鎮誠会季美の森リハビリテーション病院リハビリテーション科，

筑波大学大学院人間総合科学研究科　阿部　祐樹… S204

一般演題 14	 14：40 ～ 15：40	 座長／黒木　洋美

末梢神経障害

1-7-1-1	 肘部尺骨神経障害の神経生理学的重症度	～最軽症例の群別について～
	 	･･････････････････････････ 東海大学医学部専門診療学系リハビリテーション科学　児玉　三彦… S205
1-7-1-2	 当院における好酸球性多発血管炎性肉芽腫症患者の臨床的検討
	 	････････････････････････････････ 兵庫県立リハビリテーション中央病院神経内科　井元万紀子… S205
1-7-1-3	 前骨間神経麻痺の神経伝導検査法と治療経験
	 	･･････････････････････････････････････････････････････ 東北労災病院整形外科　信田　進吾… S205
1-7-1-4	 複合局所疼痛症候群(CRPS)	I型の3例に対する多角的アプローチ
	 	････････････････････････････ 東京都健康長寿医療センターリハビリテーション科　齊藤　陽子… S206
1-7-1-5	 ギラン・バレー症候群急性期の経過中に両側反回神経麻痺をきたし呼吸筋麻痺の進行との鑑別を要した一例
	 	･･････････････････････････････････････ 千葉市立青葉病院リハビリテーション科　青墳　佑弥… S206
1-7-1-6	 足部変形と歩行機能障害を有するCharcot-Marie-Tooth	disease患者へのダイナミック短下肢装具の処方経験
	 	･･････････････････ 名古屋市立大学大学院医学研究科リハビリテーション医学分野　伊藤奈緒子… S206

一般演題 15	 15：50 ～ 16：40	 座長／富永　俊克

脊髄損傷および脊髄疾患　症例報告

1-7-2-1	 頚髄症に対して上肢用ロボット型運動訓練装置ReoGo®-Jによるリハビリテーションを行った1例
	 	････････････ 秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座　岩本　陽輔… S207
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1-7-2-2	 Brown	Sequard型の障害パターンを呈した脊髄硬膜外血腫の一症例
	 	････････････････････････････ 札幌医科大学付属病院リハビリテーション医学講座　名和　泰広… S207
1-7-2-3	 気管支動脈塞栓術後に発症した前脊髄動脈症候群に対するリハビリテーション経験
	 	･･････････････････････ 医療法人社団平成醫塾苫小牧東病院リハビリテーション科　牧野　　茂… S207
1-7-2-4	 腰椎部化膿性脊椎炎に伴う全脊椎硬膜外膿瘍により四肢不全麻痺を呈した1例
	 	･･････････････････････････････････････････････････････ 千葉労災病院整形外科　橋本　光宏… S208
1-7-2-5	 電気刺激療法により痙縮の軽減を認めた慢性脊髄炎の一例
	 	･･･大阪大学大学院医学系研究科神経内科・脳卒中科／大阪大学医学部附属病院リハビリテーション部　小仲　　邦… S208

一般演題 16	 16：50 ～ 18：10	 座長／岩𥔎　幹季

脊髄損傷および脊髄疾患

1-7-3-1	 頚髄損傷者と胸腰髄損傷者における車いすハーフマラソン前後の血清PTX3濃度の比較
	 	････････････････････････････ 和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション科　中濵　潤美… S209
1-7-3-2	 胸腰椎移行部疾患による円錐上部症候群の神経学的特徴
	 	･･････････････････････････････････････････････････････ 滋賀医科大学整形外科　彌山　峰史… S209
1-7-3-3	 頚髄損傷者と胸腰髄損傷者における車いすハーフマラソン前後の糖脂質代謝の比較
	 	･･････････････････････････････ 和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講座　石亀　綾奈… S209
1-7-3-4	 脊柱靭帯骨化における脈管誘導因子の検討
	 	･･････････････････････････････････････････････････････ 滋賀医科大学整形外科　彌山　峰史… S210
1-7-3-5	 秋田県における脊髄損傷の疫学調査
	 	･･････････････････････････････････････････････ 秋田大学大学院整形外科学講座　工藤　大輔… S210
1-7-3-6	 胸腰椎破裂骨折に対する低侵襲後方固定術の治療成績
	 	････････････････････････････････････････････････ 京都第二赤十字病院整形外科　八田陽一郎… S210
1-7-3-7	 	片麻痺で発症した頚椎頚髄疾患の３例	

---自験例から考えるリハ医の知っておくべき頚椎頸髄疾患の豆知識---
	 	････････････････････････････････････････････ 広島市立リハビリテーション病院　吉本　祐介… S211
1-7-3-8	 転移性脊椎腫瘍に対する最小侵襲脊椎安定術後のADL評価
	 	･･････････････････････････････････････ 奈良県立医科大学リハビリテーション科　石田由佳子… S211

第　8　会　場（10月28日）

関連専門職演題 5	 8：30 ～ 9：30	 座長／豊岡　志保

脳卒中 1

1-8-K1-1	 急性期脳卒中片麻痺者の長下肢装具作製による日常生活動作への効果
	 	････････････････････････････････････････ 第一東和会病院リハビリテーション科　森川　　明… S212
1-8-K1-2	 回復期リハビリテーション病棟において長下肢装具を作成した脳卒中片麻痺患者の歩行予後の検討
	 	････････････････････････････ 聖マリアヘルスケアセンターリハビリテーション室　大塚　　渉… S212
1-8-K1-3	 下肢装具を作製した脳卒中片麻痺者の歩行予後と獲得した歩行の特徴に関する検討
	 	･･････････････････････････････････････ 千里リハビリテーション病院セラピー部　増田　知子… S212
1-8-K1-4	 	当院における長下肢装具使用の脳卒中片麻痺患者の歩行とADLの帰結に関する因子	

～入院時ADLに着目して～
	 	････････････････････ 竹の塚脳神経リハビリテーション病院リハビリテーション科　長原　亜希… S213
1-8-K1-5	 ウォークエイドと装具療法を併用した歩行練習効果の一考察
	 	･･････････････････ 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院リハビリテーション部　白井　英彬… S213
1-8-K1-6	 脳卒中片麻痺患者における起立練習と機能的電気刺激（ウォークエイド(R)）の併用は有効か
	 	･･････････････････････ 医療法人福岡桜十字福岡桜十字病院リハビリテーション部　脇坂　成重… S213
1-8-K1-7	 AFO-ODとFESの併用は歩行時麻痺側膝伸展パターンを改善させるか？―ABABデザインによる症例検討―
	 	････････････････････････ 横浜新都市脳神経外科病院リハビリテーションセンター　青木　拓也… S214
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1-8-K1-8	 脳卒中片麻痺患者に対する随意運動介助型電気刺激療法と部分免荷トレッドミル歩行訓練の併用治療の効果
	 	･･････････････････････････････････････････････ 竹川病院リハビリテーション部　畠山　真未… S214

関連専門職演題 6	 9：40 ～ 10：40	 座長／巨島　文子

神経・筋疾患

1-8-K2-1	 首下がり・腰曲りを呈したパーキンソン病患者に対する頸部・体幹筋力トレーニングの効果について
	 	･･････････････････ 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院リハビリテーション科　石原　美祐… S215
1-8-K2-2	 脊髄性筋萎縮症児における寝返り動作の検討
	 	･･････････････････････････････････････ 東京女子医科大学リハビリテーション部　内尾　　優… S215
1-8-K2-3	 筋萎縮性側索硬化症患者の筋力増強効果に関連する因子の検討
	 	････････････････････････････････ 大阪大学医学部附属病院リハビリテーション部　加藤　直樹… S215
1-8-K2-4	 装着型非侵襲加速度センサを用いたパーキンソン病患者の振戦評価
	 	･･････････････････････････ 公立学校共済組合関東中央病院リハビリテーション科　沢田　裕之… S216
1-8-K2-5	 脊髄小脳変性症に対するロボットスーツHALの効果
	 	････････････････････････････････････････････ 一宮西病院リハビリテーション科　後藤　　剛… S216
1-8-K2-6	 ALS患者に対する訪問リハビリテーションでのレジスタンスexと栄養の効果について：ランダム化比較試験
	 	････････････････････････ 医療法人社団明世会成城内科訪問リハビリテーション部　武藤　友和… S216
1-8-K2-7	 	シャルコー・マリー・トゥース病における機能改善に向けた取り組み	

-背面式対立装具を用いて-
	 	･･･医療法人智仁会佐賀リハビリテーション病院リハビリテーション部リハビリテーション課　猪口　達也… S217
1-8-K2-8	 独歩可能な福山型先天性筋ジストロフィー患者の粗大運動機能獲得時期と運動能力の特徴
	 	･･････････････････････････････････ 東京女子医科大学病院リハビリテーション部　安達みちる… S217

関連専門職演題 7	 10：40 ～ 11：40	 座長／須貝　文宣

神経・筋疾患　症例報告

1-8-K3-1	 	Robotics	biofeedback療法で肘関節機能に改善を認めた神経移行術後の腕神経損傷患者一例
	 	････････････････････････････････ 京都大学医学部附属病院リハビリテーション部　山脇　理恵… S218
1-8-K3-2	 重度の嚥下障害を克服した抗AChR抗体陽性重症筋無力症の一例：8年半に渡る胃瘻栄養からの離脱
	 	････････････････････････････････ 国立病院機構宇多野病院リハビリテーション科　小國　由紀… S218
1-8-K3-3	 HAL®医療用下肢タイプを使用した歩行運動療法により活動量が改善した封入体筋炎の一症例
	 	･･････････････････････････ 済生会神奈川県病院リハビリテーションセラピスト科　岡部　憲明… S218
1-8-K3-4	 軸索損傷型ギランバレー症候群の作業療法経験
	 	･･････････････ 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院リハビリテーション室　堀内はる香… S219
1-8-K3-5	 介護老人保健施設における筋萎縮性側索硬化症症例に対する排泄動作への関わり
	 	･･････････････････････････ 介護老人保健施設なごみだいらリハビリテーション課　伊能　良紀… S219
1-8-K3-6	 	主介護者の協力にて自宅復帰が可能となったパーキンソン患者の一症例	

訓練参加による家族介護負担尺度の変化
	 	･･････････････････････････････････････････････ 向山病院リハビリテーション部　長村　春奈… S219
1-8-K3-7	 顔面神経麻痺に対する理学療法の経験
	 	･･････････ 社会医療法人三愛会大分三愛メディカルセンターリハビリテーション科　佐々木健吾… S220
1-8-K3-8	 若年性皮膚筋炎における理学療法の早期介入とChildhood	myositis	assessment	scaleの有用性
	 	･･････ 東京女子医科大学附属八千代医療センター医療技術部リハビリテーション室　坂本　彩花… S220

関連専門職演題 8	 14：40 ～ 15：40	 座長／堂園浩一朗

脳卒中 2

1-8-K4-1	 	歩行補助装置RE-Gait®が片麻痺患者の歩容改善に与える効果	
―継続的使用により，異常歩行が軽減した一例―

	 	････････････････････ 広島大学大学院医歯薬保健学研究科生体環境適応科学研究室　中川　　慧… S221
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1-8-K4-2	 	慢性期脳卒中患者におけるロボットスーツHALの即時的効果	
―3次元動作解析装置および表面筋電図による検証―

	 	････････････････････････････････ 京都大学医学部附属病院リハビリテーション部　細江　拓也… S221
1-8-K4-3	 急性期脳卒中片麻痺者におけるロボットスーツHAL装着による歩行時の時間・空間的変数への影響
	 	･･････････････････････････････････････････････ 筑波大学医学医療系脳神経外科　渡邉　大貴… S221
1-8-K4-4	 	HALを用いたショートステイが脳卒中片麻痺者に与える効果	

～ 1セットの前後比較と14回実施した症例の追跡～
	 	････････････････････････ 社会医療法人至仁会圏央所沢病院リハビリテーション科　中村　　徹… S222
1-8-K4-5	 ロボットスーツHALを用い歩行トレーニングを実施した脳原性運動機能障害者4例の検討
	 	････････････････････ 茨城県立医療大学付属病院リハビリテーション部理学療法科　松田真由美… S222
1-8-K4-6	 GEAR練習の実施後における回復期脳卒中片麻痺患者の歩行自立度に関与する因子の検討
	 	････････････････････････････････････････････････ 鵜飼リハビリテーション病院　牧　　芳昭… S222
1-8-K4-7	 歩行練習アシスト（GEAR）の歩行改善効率に影響を及ぼす因子の検討
	 	･･････････････････ 岡山リハビリテーション病院リハビリテーション部理学療法室　浅野　智也… S223
1-8-K4-8	 維持期脳血管疾患片麻痺におけるエンドエフェクター型歩行補助ロボットの効果検証
	 	･･････････････････････････････････････････････････････････････ 湘南医療大学　中村　壽志… S223

関連専門職演題 9	 15：40 ～ 16：30	 座長／川北慎一郎

脳卒中 3

1-8-K5-1	 車椅子シーティングが見積もり誤差に与える影響～座位Functional	Reach	Testを用いての比較～
	 	･･････････････････････････ 苑田会リハビリテーション病院リハビリテーション科　櫻井　大睴… S224
1-8-K5-2	 	歩行神経筋電気刺激装置が及ぼす脳卒中片麻痺患者の歩行への影響	

－足底圧分布計測装置Go-tecを用いた検討－
	 	････････････････････････ 医療法人智仁会佐賀リハビリテーション病院理学療法課　藤木　良平… S224
1-8-K5-3	 脳卒中片麻痺患者の歩行評価における加速度計の有用性の検討
	 	････････････････････ 大阪市立大学大学院医学研究科／医療法人吉栄会吉栄会病院　西川　智哉… S224
1-8-K5-4	 上肢リハビリ装置Arm	Rehabilitation	Robot	AR2を用いた作業療法介入一事例
	 	･･････････････････････ 医療法人三州会大勝病院リハビリテーション部作業療法科　永田　俊二… S225
1-8-K5-5	 	上肢用ロボット型運動訓練装置（ReoGo－J）の有用性	

~体幹機能・移動能力に着目した治療プログラムの一考察~
	 	･･････････････････ 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院リハビリテーション部　星野　　翔… S225
1-8-K5-6	 把握運動の力調節能力を定量化する試みとMotor	Activity	Log(MAL)との関係性
	 	･･････････････････････････ 偕行会リハビリテーション病院リハビリテーション部　戸嶋　和也… S225
1-8-K5-7	 脳卒中患者の体力改善のための至適運動強度推定式の考案	第2報―実用化に向けた妥当性の検証―
	 	････････････････････ 医療法人共和会小倉リハビリテーション病院臨床サービス部　後藤　健志… S226

関連専門職演題 10	 16：30 ～ 17：30	 座長／古川　俊明

脳卒中　症例報告 1

1-8-K6-1	 生活期脳卒中片麻痺者に歩行補助具を用いたことで歩行能力改善を認めた一症例
	 	･･････････････････････････････ 第一東和会病院診療技術部リハビリテーション科　志方　　淳… S227
1-8-K6-2	 	全失語を呈する慢性期脳卒中右片麻痺例に対して歩行能力の改善とADL向上を目指した一介入
	 	････････････････････････････････ 南相馬市立総合病院リハビリテーション技術科　冨澤　恵美… S227
1-8-K6-3	 左延髄内側梗塞により一過性に球麻痺症状を呈した偽性球麻痺症例
	 	････････････････ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院リハビリテーション部　青木　ゆい… S227
1-8-K6-4	 意志表示可能となった患者援助における認定看護師の役割と成果～１事例をとおして～
	 	･･････････････････････････････････････････ 公立宍粟総合病院地域包括ケア病棟　清瀨いづみ… S228
1-8-K6-5	 補足運動野の損傷に起因する下肢の随意運動障害を呈した症例
	 	･･････････････････････････ 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター理学療法室　木村　　憧… S228
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1-8-K6-6	 両側小脳半球梗塞患者に対する足踏みを加えた立位訓練
	 	････････････････････････････････････････ 靍見脳神経外科リハビリテーション科　廣木　良敬… S228
1-8-K6-7	 	座位姿勢が安定することで不穏が改善された症例～車椅子シーティングに着目して～
	 	････････････････････････････････････････ 桜ヶ丘中央病院リハビリテーション科　小椋　瑛里… S229
1-8-K6-8	 	くも膜下出血術後の小脳性認知情動症候群によりリハビリに難渋した症例	

～環境変化が好循環をもたらした例～
	 	････････････････ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院リハビリテーション部　江川　　廉… S229

関連専門職演題 11	 17：30 ～ 18：00	 座長／江端　広樹

その他の脳疾患

1-8-K7-1	 Parkinson病に伴う頸下がりに対する腹臥位療法の有効性
	 	･･････････････････････････････････ おばた内科クリニックリハビリテーション科　板井　幸太… S230
1-8-K7-2	 特発性正常圧水頭症の動的平衡機能と歩行バランスとの関連
	 	･･････････････････････････････････ 大阪医科大学附属病院リハビリテーション科　二階堂泰隆… S230
1-8-K7-3	 正常圧水頭症患者のV-Pシャント術前後の歩容評価	～ウェアラブルセンサ採用のWALK-MATE	VIEWERを用いて～
	 	････････････････････････････････････ 日産厚生会玉川病院リハビリテーション科　喜古　　勇… S230
1-8-K7-4	 慢性期中枢神経系障害患者の中枢性運動機能障害に対する水治療法の有効性
	 	････････････････････････････････････････ 筑波大学大学院体育学／熱川温泉病院　下堂薗花枝… S231

第　9　会　場（10月28日）

関連専門職演題 12	 8：30 ～ 9：10	 座長／高橋　博達

摂食嚥下障害

1-9-K1-1	 急性期初発脳卒中ST患者における嚥下障害の病巣側別臨床的重症度
	 	･･････････････････････････････････････ 刈谷豊田総合病院リハビリテーション科　保田　祥代… S232
1-9-K1-2	 三食経口摂取に至った皮膚筋炎に伴う嚥下障害患者	-意欲低下により難渋した一例-
	 	･･････････････････････････････････････ 兵庫医科大学病院リハビリテーション部　栄元　一記… S232
1-9-K1-3	 	バーキットリンパ腫による嚥下障害～終末期の食支援～
	 	･･････････････････････････････････････ 京都桂病院リハビリテーションセンター　久保　陽介… S232
1-9-K1-4	 	在宅の摂食・嚥下障害者に対する多職種連携支援の重要性	

－筋萎縮性側索硬化症患者への支援を通して－
	 	･･････････････････････････････ 紀州リハビリケア訪問看護ステーション訪問看護　小林　大作… S233
1-9-K1-5	 骨化巣切除にても嚥下困難が持続した頸椎前縦靭帯骨化症の治癒経験
	 	････････ 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院紀北分院リハビリテーション科　前島　ちか… S233

関連専門職演題 13	 9：10 ～ 10：00	 座長／村岡　香織

悪性腫瘍

1-9-K2-1	 	当院ERASプロトコルにおける理学療法士介入の現状と今後の課題	
介入開始から５年間の経過

	 	･･････････････････････････････････ 大阪府済生会千里病院リハビリテーション部　北島　　豊… S234
1-9-K2-2	 がんリハビリテーションにおける当院病棟看護師の意識調査
	 	････････････････････････････････････････ 高槻病院技術部リハビリテーション科　小西　彩香… S234
1-9-K2-3	 Support	Team	Assessment	Schedule日本語版と，Functional-Independence-Measureの関連性
	 	･･････････････････････････････････････････ 札幌渓仁会リハビリテーション病院　佐藤　義文… S234
1-9-K2-4	 乳がん術後患者の健康関連QOL関連因子の解明
	 	･･･････････････････ 医療法人弘遠会すずかけヘルスケアホスピタルリハビリテーション技術部／

新潟医療福祉大学大学院博士後期課程医療福祉学専攻　佐野　哲也… S235
1-9-K2-5	 多発性骨髄腫患者に対する安全配慮とリハビリテーション介入の効果について
	 	･･････････････････････････････････････････ 亀田総合病院リハビリテーション室　土橋　尚人… S235
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1-9-K2-6	 食道癌術前リハビリテーション治療により術後ADLが大幅に改善した重度片麻痺症例
	 	････････････････････････････ 和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション部　材木　力斗… S235
1-9-K2-7	 	胃癌術後に長期臥床を強いられた超高齢者の一症例	

～術前生活再獲得を目指した他職種協働による取り組み～
	 	･･････････････････････････････････････････ 八尾総合病院リハビリテーション科　南　　勇成… S236

関連専門職演題 14	 10：00 ～ 10：40	 座長／濱田健一郎

悪性腫瘍　症例報告

1-9-K3-1	 腫瘍脊椎骨全摘術後，理学療法早期介入を行った4症例
	 	････････････････････････ 東京医科歯科大学医学部附属病院リハビリテーション部　宮本　　亮… S237
1-9-K3-2	 精神疾患の既往を持つ進行肺がん患者の外来リハビリテーションの経験
	 	･･････････････････････････････････････ 京都桂病院リハビリテーションセンター　益尾　洋児… S237
1-9-K3-3	 	骨転移患者のリハビリテーション	

～多職種介入したことによりADLが向上し，化学療法が可能となった症例～
	 	･･････････････････････････････････ 大阪国際がんセンターリハビリテーション科　加藤　祐司… S237
1-9-K3-4	 ～突如，原発不明がんによる脊髄圧迫で立位困難となった患者のケアを通して～
	 	･･･････････････････････････････地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 11階

なでしこ病棟脳神経外科・整形外科（骨軟部腫瘍科）　田平　芳子… S238
1-9-K3-5	 早期ADL自立と理学療法介入継続により実用的なT字杖歩行を獲得したAYA世代の大腿骨近位骨肉腫の一症例
	 	･･････････････････････････････････ 大阪国際がんセンターリハビリテーション科　伊藤公美子… S238

関連専門職演題 15	 10：40 ～ 11：25	 座長／坂井　勇介

腰痛症および疼痛疾患

1-9-K4-1	 腰部脊柱管狭窄症術後患者の退院後リハビリ通院が健康関連QOLの長期経過に及ぼす影響
	 	･･････････････････････････････････････ 浜脇整形外科病院リハビリテーション科　黒澤　資佳… S239
1-9-K4-2	 触診×皮膚刺激ツール―115例のケースシリーズより―
	 	･･･M２ファーマシー株式会社エムツー訪問看護ステーション仙台長町／地域疼痛ケア協会　山崎　　瞬… S239
1-9-K4-3	 膝内障に対するDRT療法～脊柱揺動療法が膝内障に有効であった１症例
	 	･･････････････････････････････････････ 熊本泌尿器科病院リハビリテーション科　嶋津紳二郎… S239
1-9-K4-4	 CRPS	type1に対するMirror	therapyによる治療経験―シングルケーススタディーによる検討―
	 	････････････････････････････JA岐阜厚生連久美愛厚生病院リハビリテーション科　横山　哲之… S240
1-9-K4-5	 転倒を繰り返す腰部椎間板ヘルニア症例に対し運動療法と他職種連携による介入がADLの改善に繋がった一症例
	 	････････････････････････････････････････････････ 介護老人保健施設いこいの森　森　美有紀… S240
1-9-K4-6	 夜間痛を呈する肩関節周囲炎患者に対し運動療法を施行した一症例
	 	･･････････････････････････････････････････ 横浜総合病院リハビリテーション科　福島　隆史… S240

関連専門職演題 16	 14：40 ～ 15：30	 座長／前田　道宣

調査報告

1-9-K5-1	 外国人留学生へスポーツ外傷予防及び健康管理を目的とした支援に関する報告
	 	････････････････････････････････････････････ 医療法人好古堂高尾病院グループ　下曽山香織… S241
1-9-K5-2	 	地域在住高齢者における基本チェックリスト項目間の関連性の検討　―構造方程式モデルを用いて―
	 	･･････････････････････････ 長野保健医療大学保健科学部リハビリテーション学科　宮脇　利幸… S241
1-9-K5-3	 	当院退院患者の生活において困っていることの“実際”	

～追跡アンケート調査の結果から質的研究により～
	 	･･････････････････････････ 浜松市リハビリテーション病院リハビリテーション部　神谷　　亮… S241
1-9-K5-4	 当院通所リハ利用者における家庭内役割の再獲得の有無とQOLの関連性～QOL効用値尺度からの検討～
	 	････････ 医療法人社団苑田会苑田会リハビリテーション病院リハビリテーション科　谷川絵里子… S242
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1-9-K5-5	 熊本地震被災者の仮設住宅生活が運動機能・健康関連QOLに及ぼす影響に対する検討
	 	････････････････････････ 総合リハビリテーション城南病院リハビリテーション部　東　　友理… S242
1-9-K5-6	 若年健常者に対する温水頚下浸水時の血清CXC	motif	ligand	1動態
	 	･･････････････････････････････････ 那智勝浦町立温泉病院リハビリテーション科　櫻井　雄太… S242
1-9-K5-7	 当院における通所型介護予防事業の効果検証および今後の課題
	 	･･････････････ 医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院リハビリテーションセンター　和田　　拓… S243

関連専門職演題 17	 15：30 ～ 16：10	 座長／水尻　強志

医療システム

1-9-K6-1	 仮想スタンプラリーシステムの運動訓練支援への導入
	 	･･････････････････････････････････････････････････ 近畿大学理工学部情報学科　溝渕　昭二… S244
1-9-K6-2	 リハビリテーションマネジメント2の算定により身体機能は向上するのか
	 	･･････････････････････････････････････････････ 富永病院リハビリテーション部　松川　隼也… S244
1-9-K6-3	 	ADL維持向上等体制加算導入による疾患別リハビリテーションの推進効果	

―消化器内科病棟を対象として―
	 	･･････････････････････････････････････ 京都桂病院リハビリテーションセンター　小藤　大樹… S244
1-9-K6-4	 	リハビリテーション病院における身体拘束早期解除に向けての取り組み～身体拘束スコアシート作成を試みて～
	 	････････････････････････････ 苑田会竹の塚脳神経リハビリテーション病院看護部　先﨑　由香… S245
1-9-K6-5	 認知症者等を対象とした病院内での「洗濯ばさみセンサ」使用による危険防止策の実態調査結果
	 	･･････････････ リハビリテーション科学総合研究所，関西リハビリテーション病院　西下　　智… S245

関連専門職演題 18	 16：20 ～ 17：10	 座長／石田　健司

運動学 1

1-9-K7-1	 バランス練習アシストが有する運動負荷強度の検討	—	a	pilot	study	—
	 	･･････････････････････････････････････ 兵庫医科大学病院リハビリテーション部　笹沼　直樹… S246
1-9-K7-2	 バランス練習アシストにおける静止保持の運動学的解析
	 	･･････････････････････････････ 京都府立医科大学大学院リハビリテーション医学　井元　大介… S246
1-9-K7-3	 	足圧中心制御が困難な不安定面上片脚立位時の体幹の制御－支持側体幹に着目して－
	 	････････････････････････････････ 医療法人寿山会喜馬病院リハビリテーション部　池田　裕介… S246
1-9-K7-4	 車椅子駆動時における加速度センサを用いた骨盤角度計測の検者内信頼性の検証
	 	･･････････････････････････････････････････････ 藤田保健衛生大学七栗記念病院　佐武　佳美… S247
1-9-K7-5	 健常男性における運動負荷直後の体重変化と運動強度との関係
	 	････････････････････ 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院リハビリテーション室　緒方　　孝… S247
1-9-K7-6	 Static-stretching後にハムストリングスの筋力変化をきたさなかった一研究
	 	････････････････････JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院理学療法科　清水　美晴… S247
1-9-K7-7	 	大殿筋・大腿四頭筋・大内転筋を同時収縮させたQuadriceps	Settingの即時効果	

歩行足圧分布測定器での検証
	 	････････････ 医療法人寿山会介護老人保健施設ヴァンベールリハビリテーション科　光田　尚代… S248

関連専門職演題 19	 17：10 ～ 18：00	 座長／植田　秀貴

運動学 2

1-9-K8-1	 回復期病院におけるGRAILシステムを用いた歩行解析の取り組み
	 	･･･ 医療法人社団鎮誠会季美の森リハビリテーション病院／千葉大学大学院工学研究科　河原　常郎… S249
1-9-K8-2	 	歩行遊脚期のスイング動作におけるバイオメカニクス的研究～「ムチ動作」的要素に着目して～
	 	････････ 平成医療短期大学リハビリテーション学科／岐阜大学大学院医学系研究科　曽田　直樹… S249
1-9-K8-3	 	長座位でのいざり動作における体幹・股関節の構成運動に関する検討	

－３次元動作解析装置による検討－
	 	････････････････････････････････････････････････････ 医療法人寿山会喜馬病院　川﨑　由希… S249
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1-9-K8-4	 多軸関節の３次元的可動域"sinus"の中心位置の定量指標としての球面ポリゴン重心の応用
	 	･･････････････ リハビリテーション科学総合研究所／関西リハビリテーション病院　吉田　直樹… S250
1-9-K8-5	 立位での側方体重移動時の非移動側足部周囲筋の筋活動パターンの検討	‐ LHAに変化を生じない群での検討‐
	 	････ 柏友会楠葉病院リハビリテーション科／関西医療大学大学院保健医療学研究科　清水　貴史… S250
1-9-K8-6	 選択的な僧帽筋下部線維収縮訓練の検討
	 	････････････････････ 丸太町リハビリテーションクリニックリハビリテーション部　出口　真貴… S250
1-9-K8-7	 中枢神経疾患に対する足首アシスト装置の歩行能力に対する効果
	 	･･････････････ 公益社団法人群馬県医師会群馬リハビリテーション病院理学療法室　山﨑　紳也… S251

第2日（10月29日）

第　1　会　場（10月29日）

モーニングセミナー 1	 8：00 ～ 9：00	 座長／湏藤　啓広

MS1	 骨粗鬆症治療update
	････････････････････････････････････････････････････････････ 東京大学医学部整形外科　田中　　栄… S125

共催：第一三共株式会社

教育講演 14	 9：20 ～ 10：20	 座長／柴田　陽三

上肢の動きの基本と訓練

EL14-1	 手関節のキネマティクスから考えるリハビリテーション
	････････････････････････････････････････ 大阪行岡医療大学・行岡病院手の外科センター　森友　寿夫… S126

EL14-2	 肩のキネマティクスから考えるリハビリテーション
	････････････････････････････････････････････････････････････ 大阪大学医学部整形外科　佐原　　亘… S127

教育講演 15	 10：35 ～ 11：35	 座長／久保　俊一

EL15	 医療政策の動向～地域医療構想を中心に～
	･･････････････････････････････････････････････････ 厚生労働省医政局地域医療計画課長　佐々木　健… S128

教育講演 16	 11：50 ～ 12：50	 座長／千田　益生

下肢の動きの基本と訓練

EL16-1	 膝，足部のキネマティクスから考えるリハビリテーション
	･･････････････････････････ 大阪大学大学院医学系研究科運動器バイオマテリアル寄附講座　冨田　哲也… S129

EL16-2	 股関節のキネマティクスから考えるリハビリテーション
	･･････････････････････････････････････････ 大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学　坂井　孝司… S130

ランチョンセミナー 5	 13：10 ～ 14：10	 座長／美津島　隆

LS5	 神経疾患に起因する痙縮に対する治療戦略
	････････････････････････････････････････････････････ 三重大学医学部附属病院神経内科　松浦　慶太… S131

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

教育講演 17	 14：40 ～ 15：40	 座長／望月　秀樹

神経疾患に対するリハビリテーション～最近の話題～

EL17-1	 神経筋難病に対するリハビリテーション～最近の話題～
	････････････････････････ 国立精神・神経医療研究センター病院身体リハビリテーション部　小林　庸子… S132
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EL17-2	 脊髄小脳変性症に対するリハビリテーション
	････････････････････････････ 大阪大学国際医工情報センター臨床神経医工学寄附研究部門　服部　憲明… S133

第　2　会　場（10月29日）

モーニングセミナー 2	 8：00 ～ 9：00	 座長／前中　孝文

MS2	 医療倫理と医師の責務　－疼痛治療と医事紛争を含む－
	･･････････････････････････････････････････････････････････････ 長吉総合病院整形外科　梁瀬　義章… S134

共催：久光製薬株式会社

教育講演 18	 9：20 ～ 10：20	 座長／石合　純夫

高次脳機能障害の評価

EL18-1	 高次脳機能障害を評価するために知っておくべきこと
	････････････････････････････････ 藤田保健衛生大学医学部リハビリテーション医学Ⅱ講座　前島伸一郎… S135

EL18-2	 高次脳機能の診かた
	････････････････････････････････････････････ 山形大学医学部内科学第三講座神経学分野　鈴木　匡子… S136

教育講演 19	 10：35 ～ 11：35	 座長／大澤　　傑

EL19	 慢性疼痛の治療とリハビリテーション
	･･････････････････････････････････････････････････ 広島大学病院リハビリテーション科　木村　浩彰… S137

共催：日本臓器製薬株式会社

教育講演 20	 11：50 ～ 12：50	 座長／山本　哲司

癌と四肢機能再建

EL20-1	 悪性骨腫瘍切除後の機能再建手術
	･･････････････････････････････････････････････････････････････ 岡山大学病院整形外科　尾﨑　敏文… S138

EL20-2	 骨転移における四肢機能の温存と再建
	･･････････････････････････････････････････････････････ 帝京大学医学部整形外科学講座　河野　博隆… S139

ランチョンセミナー 6	 13：10 ～ 14：10	 座長／帖佐　悦男

LS6	 神経機能変化と運動器慢性痛
	･･････････････････････････････････････････････ 愛知医科大学医学部学際的痛みセンター　牛田　享宏… S140

共催：ニプロ株式会社

教育講演 21	 14：40 ～ 15：40	 座長／柴田　政彦

EL21	 疼痛疾患に対するリハビリテーション診療
	････････････････････････････････････････ 新潟大学医歯学総合病院リハビリテーション科　木村　慎二… S141

篤友会リハビリテーションクリニックリハビリテーション科　高橋　紀代… S141

第　3　会　場（10月29日）

シンポジウム 5	 8：00 ～ 9：30	 座長／土岐　明子・中村　　健

脊髄障害リハビリテーションの未来へ～再生医療時代の到来にむけて～

SY5-1	 脊髄損傷者における運動時の循環調節，体温調節，体液調節
	･･････････････････････････････････････････ 和歌山県立医科大学リハビリテーション医学　幸田　　剣… S142
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SY5-2	 慢性期脊髄損傷に対する嗅粘膜移植療法に関する基礎研究について
	･･････････････････････････････････････････････ 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科　森脇　　崇… S142

SY5-3	 脊髄損傷者におけるロボットリハビリテーションの可能性と課題
	･･････････････････････････････････ 神奈川リハビリテーション病院リハビリテーション科　横山　　修… S143

SY5-4	 脊髄再生医療におけるリハビリテーションの実際
	･･････････････････････････････････････････ 横浜市立大学医学部リハビリテーション科学　中村　　健… S143

シンポジウム 6	 9：40 ～ 11：10	 座長／芳賀　信彦・朝貝　芳美

小児リハビリテーションを多面的に捉える

SY6-1	 生活モデルに基づく小児リハビリテーション
	･･････････････････････････････････････････････････････････ 鳥取県立総合療育センター　北原　　佶… S144

SY6-2	 多職種連携による小児リハビリテーション
	････････････････････ 横浜ハビリテーションクリニック児童精神科・リハビリテーション科　日原　信彦… S144

SY6-3	 ADLからみた分娩麻痺に対するリハビリテーション
	･･････････････････････････････････････････ 南大阪小児リハビリテーション病院整形外科　川端　秀彦… S145

SY6-4	 成人期を見据えた小児リハビリ：トランジションをどのように進めるか？ -脳性麻痺と二分脊椎を中心に-
	･･････････････････････････････････････････ 心身障害児総合医療療育センター整肢療護園　小崎　慶介… S145

シンポジウム 7	 11：20 ～ 12：50	 座長／鈴木　恒彦

神経筋疾患による脊柱変形に対するリハビリテーション治療

SY7-1	 神経筋疾患に伴う症候性側弯症に対するリハビリテーション治療：装具やボツリヌス毒素療法の実際
	････････････････････････････････ 大阪医科大学総合医学講座リハビリテーション医学教室　佐浦　隆一… S146

SY7-2	 装具（DSB）による側弯治療
	･･････････････････････････････････････････ 南大阪小児リハビリテーション病院整形外科　梶浦　一郎… S147

SY7-3	 我が国における神経筋原性側弯症に対する手術治療の問題点と今後の対策
	･･････････････････････････････････ 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター整形外科　宇野　耕吉… S148

SY7-4	 痙性麻痺の側弯症に対するOSSCS(Orthopaedic	Selective	Spasticity-control	Surgery)と装具療法
	･･････････････････････････････････････････････････････････ 成尾整形外科病院整形外科　池田　啓一… S148

シンポジウム 8	 14：20 ～ 15：50	 座長／萩野　　浩・原田　　敦

大腿骨頸部骨折術後のリハビリテーション

SY8-1	 	回復期病棟における大腿骨近位部骨折症例の転帰についての調査	
－80歳台と90歳以上の症例の比較－

	･･････････････････････････････････････････････････････ 葛城病院リハビリテーション科　小西　英樹… S149

SY8-2	 当院では大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術後に脱臼予防訓練をしていない．
	･･････････････････････････････････････････ 独立地方行政法人市立吹田市民病院整形外科　加納　慎也… S149

SY8-3	 大腿骨頚部/転子部骨折術後リハの標準化について
	･･････････････････････････････････････････････････････････ 公立玉名中央病院整形外科　越智　龍弥… S150

SY8-4	 早期機能回復には整形外科とリハビリテーション科のコラボレーションが必須である
	･･････････････････････････････････････････････････････････････ 福山市民病院整形外科　小川　健一… S150
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第　4　会　場（10月29日）

モーニングセミナー 3	 8：00 ～ 9：00	 座長／高木　理彰

MS3	 チームで取り組む関節リウマチのリハビリテーションとケア
	･･････････････････････････････ 神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーション科学領域　三浦　靖史… S151

共催：あゆみ製薬株式会社

教育講演 22	 9：20 ～ 10：20	 座長／松田　秀一

変形性関節症の治療とリハビリテーション

EL22-1	 TKAで良好な可動域を獲得するには
	････････････････････････････････････････････････････ 総合大雄会病院人工関節センター　中根　邦雄… S152

EL22-2	 THAで合併症を回避するためには
	･･････････････････････ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科リハビリテーション医学　神野　哲也… S153

教育講演 23	 10：35 ～ 11：35	 座長／中村　耕三

ロコモとフレイル，サルコペニア

EL23-1	 健康寿命延伸の具体策としてのロコモティブシンドローム予防
	････････････････････････････････････････････････ 医療法人社団愛友会伊奈病院整形外科　石橋　英明… S154

EL23-2	 高齢者の身体機能と転倒
	･････････････････････････････････ 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　大高　洋平… S155

教育講演 24	 11：50 ～ 12：50	 座長／川北慎一郎

認知症のリハビリテーションの展望

EL24-1	 回復期リハビリ病院における認知症患者に対する認知症リハビリ
	･･････････････････････････････････････････････････ 旭神経内科リハビリテーション病院　旭　　俊臣… S156

EL24-2	 認知症のリハビリテーション─進行度に応じた対応とITの導入─
	･･････････････････････････････････････ 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター病院　近藤　和泉… S157

ランチョンセミナー 7	 13：10 ～ 14：10	 座長／伊藤　　宣

LS7	 整形外科の立場から見た最近の関節リウマチ治療
	･･････････････････････････････････････････････････ 名古屋大学医学部附属病院整形外科　高橋　伸典… S158

共催：ユーシービ－ジャパン株式会社

教育講演 25	 14：40 ～ 15：40	 座長／辻　　哲也

がんと栄養管理，リハビリテーション

EL25-1	 化学療法，放射線療法およびがん終末期の栄養管理とリハビリテーション
	･･････････････････････････････････ 神奈川県立がんセンターリハビリテーションセンター　水落　和也… S159

EL25-2	 周術期のがん患者における栄養管理とリハビリテーション
	･･････････････････････････････････････････････････ 亀田総合病院リハビリテーション科　宮越　浩一… S160
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第　5　会　場（10月29日）

一般演題 17	 8：00 ～ 8：50	 座長／橋本　茂樹

脳卒中 2

2-5-1-1	 脳卒中後片麻痺の歩行機能における歩行同期型経頭蓋律動電流刺激(otDCS)併用歩行訓練の長期効果
	 	････････････････････････････････････････ 北海道大学病院リハビリテーション科　小金丸聡子… S255
2-5-1-2	 脳卒中片麻痺上肢に対するNESS	H200	Wirelessハンド・リハビリテーション・システムの効果
	 	････････････････････････････････ 秋田大学医学部附属病院リハビリテーション科　松永　俊樹… S255
2-5-1-3	 スペクトル解析を適用した片麻痺歩行の定量評価～装具の有無に着目した２例～
	 	････････････････････････････････････････････ 近畿大学理工学部社会環境工学科　米田　昌弘… S255
2-5-1-4	 歩行時重心動揺軌跡を用いた歩行能力評価の試み
	 	･･････････････････････････････････ 大阪市立大学附属病院リハビリテーション科　池淵　充彦… S256
2-5-1-5	 機械学習を用いた姿勢判定の検討
	 	･･････････････････････ 藤田保健衛生大学医学部連携リハビリテーション医学講座　岡崎　英人… S256

一般演題 18	 8：50 ～ 9：40	 座長／真多　俊博

骨関節・軟部組織疾患 4

2-5-2-1	 当院における人工関節インプラント周囲大腿骨骨折に対する治療経験
	 	･･････････････････････････････････････････････ 葛城病院リハビリテーション科　小西　英樹… S257
2-5-2-2	 野球選手における肘内側側副靭帯のエコー装置による観察
	 	･･････････････････････････････････････････ 神戸大学大学院医学研究科整形外科　乾　　淳幸… S257
2-5-2-3	 	腰椎椎体骨折におけるTrabecular	Bone	Score（TBS）とBone	Mineral	Density（BMD）の比較
	 	････････････････････････････････････････ 神戸大学大学院医学研究科整形外科学　西本　華子… S257
2-5-2-4	 肥満は人工膝関節置換術後の短期機能回復に影響を与えるか
	 	･･････････････････････････････････････････････ 葛城病院リハビリテーション科　小西　英樹… S258
2-5-2-5	 母指CM関節症に対する関節形成術前後の透視下可動域の検討
	 	････････････････････････････････････････････････････････ 丸の内病院整形外科　百瀬　敏充… S258

一般演題 19	 9：40 ～ 10：50	 座長／吉田　行弘

骨関節・軟部組織疾患　症例報告

2-5-3-1	 Ehlers-Danlos症候群患者に生じた反復性膝蓋骨脱臼の1例
	 	････････････････ 自治医科大学大学院医学研究科整形外科／新上三川病院整形外科　金谷　裕司… S259
2-5-3-2	 人工膝関節全置換術と短下肢装具の併用が歩行能力改善に有効であった視床出血後の不安定膝の1例
	 	････････････････････････････ 東京都健康長寿医療センターリハビリテーション科　正田奈緒子… S259
2-5-3-3	 変形性股関節症を有する脳卒中後患者に人工股関節手術を施行した一例
	 	･･････････････････････････････････････････････････････ 新上三川病院整形外科　宮井　保尚… S259
2-5-3-4	 骨形成不全症に伴う寛骨臼骨折に対し創外固定術を施行した一例
	 	･･････････････････････････････････････････････････････ 関西電力病院整形外科　丸尾　陽平… S260
2-5-3-5	 大腿骨骨幹部骨折髄内釘固定術後に同側変形性膝関節症に対して全人工膝関節置換術を行った1例
	 	････････････････････････････ 西宮市立中央病院整形外科・リハビリテーション科　中島　恭哉… S260
2-5-3-6	 両側とも大腿部痛の後に外傷なく非定型大腿骨骨折を起こした1例
	 	････････････････････････････････････････････ 新渡戸記念中野総合病院整形外科　小谷野　岳… S260
2-5-3-7	 広範囲熱傷後に生じた異所性骨化による両肘関節拘縮の一例
	 	･･････････････････････････････････････････････････････ 兵庫医科大学整形外科　髙木　陽平… S261
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一般演題 20	 10：50 ～ 12：10	 座長／生駒　一憲

頭部外傷・脳疾患

2-5-4-1	 頭部外傷後痙縮に対する急性期ITB治療
	 	････････････････････････････････････････････････････････ 近畿大学脳神経外科　田崎　貴之… S262
2-5-4-2	 右前頭葉損傷に合併した外国語アクセント症候群と思われる矯正右利きの一例
	 	･･････････････････････ 中伊豆リハビリテーションセンターリハビリテーション科　水嶋　和彦… S262
2-5-4-3	 硬式野球ボールの打球により脳挫傷を発症した1例
	 	･･････････････････････････････････････････ 中東遠総合医療センター脳神経外科　鳥飼　武司… S262
2-5-4-4	 当センターにおけるダウン症児の環軸椎不安定性の評価
	 	･･････････････････････････････････････ 鼓ヶ浦こども医療福祉センター整形外科　黒川　陽子… S263
2-5-4-5	 ジストニア・本態性振戦に対する機能的脳神経外科治療の周術期リハビリテーション
	 	････････････････････････････････ 国家公務員共済組合連合会大手前病院神経内科　須貝　文宣… S263
2-5-4-6	 小児脳腫瘍に対するリハビリテーションの経験
	 	････････････････････････････････････････････ 名古屋大学リハビリテーション科　門野　　泉… S263
2-5-4-7	 回復期リハを行った雷撃症の1例
	 	････････････････････････････････ 沖縄リハビリテーションセンター病院神経内科　藤山　二郎… S264
2-5-4-8	 トキソプラズマ脳炎を合併した後天性免疫不全症候群（AIDS）に対してリハビリテーションを行った一例
	 	･･････････････････････ 群馬大学大学院医学系研究科リハビリテーション医学分野　井上　智貴… S264

専門医会研究補助金助成発表	 12：10 ～ 12：40	 座長／大串　　幹

	 パーキンソン病患者におけるリズム刺激による歩行障害改善の生理学的メカニズムの解明
	 	････････････････････････････････････ 済生会神奈川県病院リハビリテーション科　西田　大輔

一般演題 21	 14：20 ～ 15：10	 座長／片桐　伯真

脳卒中 3

2-5-5-1	 僻地医療圏における高齢脳卒中者へのリハビリテーションの有用性
	 	･･････････････････････････････････ 那智勝浦町立温泉病院リハビリテーション科　吉岡　和泉… S265
2-5-5-2	 国際生活機能分類を用いた生活機能の標準化指標作成の取り組み
	 	･････････････････････････ 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　向野　雅彦… S265
2-5-5-3	 半側空間無視を有する急性期心原性脳塞栓症患者において退院時転帰に影響を及ぼす因子
	 	････････････････････････････････････････････････ 広島大学大学院脳神経内科学　下村　　怜… S265
2-5-5-4	 脳幹部出血患者のリハビリテーション
	 	････････････････････････････････････････ ちゅうざん病院リハビリテーション科　江頭　　誠… S266
2-5-5-5	 急性期脳血行再建術を施行しリハビリを行った患者の転帰の検討
	 	･･････････････････････････････････････････ 東京警察病院リハビリテーション科　阿部　　肇… S266

一般演題 22	 15：10 ～ 16：00	 座長／上野　友之

ADL・QOL

2-5-6-1	 抗てんかん薬に起因する無動状態から回復し，在宅復帰につながった1例
	 	････････････････････････････････ 松下リハビリクリニックリハビリテーション科　松下　直史… S267
2-5-6-2	 高度救命救急センターにおける自殺企図患者に対するリハビリテーションの関わりと転帰先の変遷
	 	････････････････････････････････････････････ 千葉県救急医療センター整形外科　稲田　大悟… S267
2-5-6-3	 患者家族の障害受容にリハビリ期間が必須であった事例
	 	･･････････････････････････････････････････････････････ ツカザキ病院総合内科　庄野　文恵… S267
2-5-6-4	 電撃傷により顔面，両上肢に広範囲熱傷を認めた1例
	 	･･････････････････････ 兵庫医科大学ささやま医療センターリハビリテーション科　金田　好弘… S268
2-5-6-5	 テーブルサッカーは新たな障害者スポーツとして日本の車椅子使用者に受け入れられるのか？
	 	････････････････････････････････････････････ 日高リハビリテーション病院内科　小林　　充… S268
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第　6　会　場（10月29日）

一般演題 23	 8：00 ～ 8：50	 座長／隅谷　　政

義肢・装具 1

2-6-1-1	 3Dプリンターを用いた装具の作製
	 	････････････････････････････････････････････････････ 秋田大学医学部整形外科　佐藤　　望… S269
2-6-1-2	 ３Dプリンターを利用した小児用義手「Raptor	hand」の作製経験
	 	････････････････････････････････････････ 近畿大学医学部リハビリテーション科　糸数　万紀… S269
2-6-1-3	 短下肢装具の可撓性
	 	･･････････････････････････････ 産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座　越智　光宏… S269
2-6-1-4	 ウェルウォークが片麻痺患者の歩行自立度回復に与える影響
	 	･････････････････････････ 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　平野　　哲… S270
2-6-1-5	 ウェアリング（装着型）自立歩行支援ロボットについての浸透度調査報告
	 	･･･昭和大学江東豊洲病院リハビリテーション科／昭和大学医学部リハビリテーション医学講座　笠井　史人… S270

一般演題 24	 8：50 ～ 9：40	 座長／木下　　篤

義肢・装具 2

2-6-2-1	 足関節形成の無い腓骨列欠損に対する患肢温存術後の機能予後
	 	･･････････････････ 大阪府立病院機構大阪母子医療センターリハビリテーション科　田村　太資… S271
2-6-2-2	 下腿切断術後，大腿骨外顆骨折観血的手術を施行した1例
	 	･･････････････････････････････ 山形県立河北病院整形外科リハビリテーション科　金内ゆみ子… S271
2-6-2-3	 大腿切断後に同側の大腿骨近位部骨折を認めた青壮年男性の2例
	 	･･･ 兵庫県立リハビリテーション中央病院リハビリテーション科／兵庫県立リハビリテーション中央病院整形外科／

兵庫県立福祉のまちづくり研究所ロボットリハビリテーションセンター　戸田　光紀… S271
2-6-2-4	 がん発症後に大腿義足調整を要した2症例
	 	･･････････････････････････････････ 横浜市立大学医学部リハビリテーション科学　熊谷　裕美… S272
2-6-2-5	 パワーアップ装具により四肢筋力・運動能力を改善し得た関節型Ehlers-Danlos症候群の1例
	 	････････････････････････････････････････････････ 東京都立東大和療育センター　曽根　　翠… S272

一般演題 25	 9：40 ～ 10：50	 座長／小山　照幸

悪性腫瘍

2-6-3-1	 Trousseau症候群に対するリハビリテーションアプローチ
	 	･･････････････････････････････････ 横浜市立大学医学部リハビリテーション科学　立花　佳枝… S273
2-6-3-2	 当院における骨転移リハビリテーションの現状とリハ介入因子の検討
	 	････････････････････････････････ 神戸大学医学部附属病院リハビリテーション科　伊達　安理… S273
2-6-3-3	 化学療法中の血液腫瘍患者に対するリハ実施状況とその効果
	 	････････････････････････････････ 島根大学医学部附属病院リハビリテーション科　石原　弘基… S273
2-6-3-4	 小児腫瘍疾患・血液疾患患者に対するリハビリテーション
	 	･･････････････････ 大阪府立病院機構大阪母子医療センターリハビリテーション科　田村　太資… S274
2-6-3-5	 胸部食道癌術後症例の誤嚥性肺炎のリスク要因の検討
	 	･･････････････････････････････････････････････････････････ 岡山大学整形外科　池田　吉宏… S274
2-6-3-6	 骨肉腫股離断患者におけるピアサポートの経験
	 	･･････････････････････････････････ 名古屋市立大学大学院医学研究科整形外科学　大塚　隆信… S274
2-6-3-7	 	がんリハビリテーションと腫瘍カンファレンス開催における現状と課題の分析	

～アンケート調査を通して～
	 	･･････････････････････････ 地域医療機能推進機構大阪病院リハビリテーション科　二宮　晴夫… S275
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シンポジウム 9	 11：20 ～ 12：50	 座長／和田　邦泰・海老原　覚

急性期病院チームプロジェクトにおいて，リハ医は如何にイニシアチブをとるべきか

SY9-1	 転倒予防におけるリハビリテーション科医の役割
	･･････････････････････ 国立研究開発法人国立長寿医療研究センターリハビリテーション科　大沢　愛子… S161

SY9-2	 NSTにおけるリハ医
	･･････････････････････････････････････････東京都保健医療公社大久保病院リハビリ科　御子神由紀子… S161

SY9-3	 がんリハビリテーションに関連したチームにおけるリハ医
	･･････････････････････････････････････ 慶応義塾大学医学部リハビリテーション医学教室　村岡　香織… S162

一般演題 26	 14：20 ～ 15：10	 座長／池田　　巧

リウマチ・ポリオ

2-6-4-1	 ポリオ後症候群による両足部変形に対して変形矯正術・腱移行術により歩行能力改善を得た症例
	 	････････････････････････････ 徳島県立中央病院整形外科／徳島大学病院整形外科　高橋　光彦… S276
2-6-4-2	 MDHAQから見た関節リウマチ患者のQOL
	 	･･････････････････････････････ 東京都立多摩総合医療センターリウマチ膠原病科　杉井　章二… S276
2-6-4-3	 気圧の変動が関節リウマチ(RA)，線維筋痛症(FM)の自律神経に与える影響に関する研究
	 	･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 行岡病院　行岡　正雄… S276
2-6-4-4	 筋肉痛により歩行障害を呈した線維筋痛症，関節リウマチの検討
	 	･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 行岡病院　行岡　正雄… S277
2-6-4-5	 拘縮膝と膝蓋骨脱臼を呈した若年性特発性関節炎の１例
	 	･･････････････････････････････････････････ 大阪労災病院リハビリテーション科　平　　薫代… S277

一般演題 27	 15：10 ～ 16：00	 座長／清水　康裕

骨関節・軟部組織疾患 5

2-6-5-1	 当院で入院加療をおこなった脆弱性骨折患者に対する骨粗鬆症治療の現状と対策
	 	････････････････････････････････････････････････ 松戸リハビリテーション病院　羅本　尚樹… S278
2-6-5-2	 複数指デュピュイトラン拘縮に対するコラゲナーゼ注射治療の経験
	 	････････････････････････････････ 京都大学医学部付属病院リハビリテーション科　池口　良輔… S278
2-6-5-3	 リバース型人工肩関節置換術における各機種間の側方及び下方オフセットの比較検討
	 	･･････････････････････････････････････ 大阪市立大学大学院医学研究科整形外科　間中　智哉… S278
2-6-5-4	 鏡視下腱板修復術におけるスーチャーブリッジ法と骨孔法の臨床成績比較
	 	･･････････････････････････････････････ 大阪市立大学大学院医学研究科整形外科　間中　智哉… S279
2-6-5-5	 小学生軟式野球選手メディカルチェックにおけるロコモ度（立ち上がりテスト）と柔軟性（第2報）
	 	･･････････････････････ 名古屋市立大学大学院医学研究科リハビリテーション医学　村上　里奈… S279

第　7　会　場（10月29日）

一般演題 28	 8：00 ～ 9：00	 座長／奥田　良樹

加齢，老年疾患

2-7-1-1	 ロコモ度評価に応じたロコトレの有用性と適応
	 	････････････････････････････････････････ 高知大附属病院リハビリテーション部　石田　健司… S280
2-7-1-2	 筋力から見た女性骨粗鬆症患者の治療効果
	 	･･････････････････････････････････････････････････ 済生会みすみ病院整形外科　西口　雅彦… S280
2-7-1-3	 携帯歩行計を用いたアルツハイマー型認知症(AD)患者の歩行解析
	 	･･････････････････････････ 順天堂大学医学部附属浦安病院リハビリテーション科　相場　彩子… S280
2-7-1-4	 生活習慣はロコモーティブシンドロームと関連する
	 	････････････････････････････････････････････････ 奈良県立医科大学公衆衛生学　赤羽　　学… S281
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2-7-1-5	 医療法第42条施設メディカルフィットネス開設後の効果判定
	 	･･････････ 丸太町リハビリテーションクリニックリハビリテーション科・整形外科　盛房　周平… S281
2-7-1-6	 院内での転倒・転落症例の検討　－ヒアリハット報告書より－
	 	････････････････････････････････････････････････････ 協和会協立病院整形外科　佐々木　聡… S281

一般演題 29	 9：00 ～ 9：40	 座長／新井　伸征

摂食嚥下障害 2

2-7-2-1	 リハビリテーション病院での嘔吐の現状と制御への展望
	 	････････････････････････････････････････････････ 京都府立医科大学消化器内科　西村　智子… S282
2-7-2-2	 義歯床により開鼻声が改善した口蓋癌術後の一例
	 	････････････････････ 西記念ポートアイランドリハビリテーション病院脳神経内科　藤田　重一… S282
2-7-2-3	 胃瘻拒否の意思を尊重した長期リハビリテーションで経口摂取に至ったWallenberg症候群の一例
	 	･･････････････････････････････････････････････････ 牧リハビリテーション病院　釜瀬　大蔵… S282
2-7-2-4	 感染性動脈瘤術後に嚥下障害が悪化したが経口摂取可能となり在宅復帰した一例
	 	･･････････････････････････････････････ 香川県立中央病院リハビリテーション科　西村　彰代… S283

一般演題 30	 9：40 ～ 10：40	 座長／武居　光雄

調査報告

2-7-3-1	 精神科入院患者に対するリハビリテーションの現状調査
	 	･･････････････････････････････････････ 島根大学付属病院リハビリテーション科　前木奈津美… S284
2-7-3-2	 リハビリテーション医学研究における臨床研究登録状況
	 	･･･ 帝京大学医学部附属溝口病院リハビリテーション科／東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座　百崎　　良… S284
2-7-3-3	 地域在住高齢者の要介護リスクに関連する要因
	 	････････････････････････････････････････････････ 長野保健医療大学保健科学部　熊本　圭吾… S284
2-7-3-4	 「医療の質の評価・公表等推進事業」に見るリハビリテーション実施率とカンファレンス実施割合　第2報
	 	･･････････････････････････････････････････ 中野共立病院リハビリテーション科　許斐　耕平… S285
2-7-3-5	 介護困難800事例調査
	 	･･････････････････････････････････････････ 中野共立病院リハビリテーション科　山田　　智… S285
2-7-3-6	 当院におけるリハビリテーション対象疾患の動向
	 	････････････････････････････････････････････ 山形大学医学部付属病院整形外科　成田　亜矢… S285

一般演題 31	 10：50 ～ 11：30	 座長／緒方　直史

自動車運転

2-7-4-1	 自動車運転再開に向けた当院での取り組み
	 	･･････････････････････････････････････････ 苫小牧東病院リハビリテーション科　橋本　洋一… S286
2-7-4-2	 急性期病院での脳疾患患者に対する高次脳機能訓練における運転シミュレーターの導入
	 	･･････････････････････････････････････ 香川県立中央病院リハビリテーション科　小野　恭裕… S286
2-7-4-3	 ドライブシミュレーターを用いた下肢人工関節置換術後の運転能力について
	 	･･････････････････････････････････････････････ 葛城病院リハビリテーション科　小西　英樹… S286
2-7-4-4	 回復期リハビリテーションを受けた病前運転患者の運転可能性評価
	 	････････････････････････････････････････ 虎の門病院分院リハビリテーション科　大賀　辰秀… S287

一般演題 32	 11：30 ～ 12：20	 座長／殷　　祥洙

解析

2-7-5-1	 腸腰筋筋力の簡易定量化の試み
	 	････････････････････････････････ 徳島大学大学院医歯薬学研究部運動機能外科学　百田　佳織… S288
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2-7-5-2	 バランス練習アシストにおける前方移動の運動学的分析
	 	･････････････････････････････ 京都府立医科大学大学院リハビリテーション先進医療開発講座／

京都府立医科大学大学院リハビリテーション医学　伊藤　慎英… S288
2-7-5-3	 手指の三次元動作解析の試み
	 	･･････････････････････････････････････････ 徳島大学病院リハビリテーション部　佐藤　　紀… S288
2-7-5-4	 首下がり症候群における前屈位での全脊椎矢状面アライメントの検討
	 	････････････････････････････････････････････････ 東京医科大学整形外科学分野　小西　隆允… S289
2-7-5-5	 	急性期病院におけるリハビリテーション前後の移動能力予測―嚥下障害の程度との関係―
	 	･･････････････ 独立行政法人国立病院機構京都医療センターリハビリテーション科　井村　美紀… S289

関連専門職演題 20	 14：20 ～ 14：45	 座長／天野　純子

訪問リハビリテーション

2-7-K1-1	 訪問リハビリテーションで理学療法士と作業療法士が連携して介入した一事例
	 	･･････････ IMSグループイムス板橋リハビリテーション病院リハビリテーション科　松澤　良平… S290
2-7-K1-2	 訪問リハビリテーションの特別指示書による介入効果について
	 	････････････････････ 篤友会リハビリテーションクリニックリハビリテーション科　大谷　真弓… S290
2-7-K1-3	 当訪問リハビリテーションマネジメントの現状と今後に向けた課題
	 	････････････････ 医療法人鴻池会介護老人保健施設鴻池荘訪問リハビリテーション　堀田　修秀… S290

関連専門職演題 21	 14：45 ～ 15：25	 座長／及川　忠人

回復期リハビリテーション病棟 2

2-7-K2-1	 当院回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカム評価に対する実態
	 	････････････････････････････ 医療法人光心会諏訪の杜病院リハビリテーション部　長尾　貴幸… S291
2-7-K2-2	 当院回復期リハ病棟におけるアウトカム評価の実態調査
	 	･･････ 医療法人社団緑野会みどり野リハビリテーション病院リハビリテーション科　阿座上広希… S291
2-7-K2-3	 回復期リハビリテーション病院におけるInbodyS10の臨床応用への検討
	 	････････････････････････････ 下関リハビリテーション病院リハビリテーション科　小柳　拓也… S291
2-7-K2-4	 併設型回復期リハビリテーション病棟における当院の取り組み
	 	････････････････････････････････････････ 新久喜総合病院リハビリテーション科　岸川圭一郎… S292
2-7-K2-5	 介護力が自宅退院に及ぼす影響
	 	･･････････････････････ 社会医療法人財団池友会新行橋病院リハビリテーション科　北　　将和… S292

第　8　会　場（10月29日）

関連専門職演題 22	 8：00 ～ 8：50	 座長／池口　良輔

骨関節・軟部組織疾患 4

2-8-K1-1	 Reverse	Shoulder	Arthroplasty術後の肩甲骨動態について
	 	･･･ 大阪市立大学大学院医学研究科／医療法人吉栄会吉栄会病院リハビリテーション科　西之原隆宏… S293
2-8-K1-2	 腱板断裂症例における関節包と術後可動域の関連
	 	････････････････････････ 北アルプス医療センターあづみ病院肩関節治療センター　鶴木　　恵… S293
2-8-K1-3	 反復性肩関節脱臼例の術後外旋制限と術前の関節包サイズとの関連
	 	････････････････････････ 北アルプス医療センターあづみ病院肩関節治療センター　前田　翔子… S293
2-8-K1-4	 	手のアーチと内在筋に着目した中指外転運動	

-母指CM関節症の手術後療法としての効果と作用機序の検証-
	 	･･････････････････････････････ 日本医科大学千葉北総病院リハビリテーション科　我妻　朋美… S294
2-8-K1-5	 尺骨茎状突起骨折の有無が橈骨遠位端骨折術後の治療成績に及ぼす影響
	 	･･････････････････････････････ 京都中部総合医療センターリハビリテーション科　恩村　直人… S294
2-8-K1-6	 尺骨の動態を加味したTFCC周辺部損傷に対する縫合術のリハビリテーションと再鏡視所見
	 	･･････････････････････････････ 山口県済生会下関総合病院リハビリテーション科　椙田　芳徳… S294
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2-8-K1-7	 上肢重度外傷例に対するADL向上を目指した作業療法介入
	 	･･････････････････････････････････････ 富山大学附属病院リハビリテーション部　永原　詩乃… S295

関連専門職演題 23	 8：50 ～ 9：40	 座長／羽田　康司

骨関節・軟部組織疾患 5

2-8-K2-1	 側方リーチ動作における自動介助の筋電図学的特徴
	 	･･････････････････････････････････････････ 伏見岡本病院リハビリテーション科　三浦雄一郎… S296
2-8-K2-2	 3次元骨モデルを用いた脛骨後方傾斜角度
	 	･･････････････････････････ 介護老人保健施設なごみだいらリハビリテーション課　伊能　良紀… S296
2-8-K2-3	 重心動揺リアルタイムフィードバック装置による大腿骨近位部骨折後の健側への荷重偏位に対する改善効果
	 	････････････････････････････ 下関リハビリテーション病院リハビリテーション科　村谷　翔一… S296
2-8-K2-4	 Minimum	Core	SetとJOAスコアの関係
	 	････････････････････････ 東京医科歯科大学医学部附属病院リハビリテーション部　新堀　璃奈… S297
2-8-K2-5	 Minimum	Core	Setと在院日数の関連性
	 	････････････････････････ 東京医科歯科大学医学部附属病院リハビリテーション部　小川　英臣… S297
2-8-K2-6	 自転車エルゴメーター駆動時のサドル高が脊椎関節可動域に与える影響
	 	･･････････････････････････････････････････････ 苑田会リハビリテーション病院　木村　祐紀… S297
2-8-K2-7	 回復期リハビリテーション病棟におけるBMIと補正運動FIM	effectivenessの関連性について
	 	････････････････････････････････････ 武蔵村山病院リハビリテーションセンター　田中佑之介… S298

関連専門職演題 24	 9：50 ～ 10：50	 座長／河村　美穂

脳卒中 4

2-8-K3-1	 回復期病棟における手術を施行された脳出血患者とリハビリテーション
	 	････････････････････････････････････････ 洛西シミズ病院リハビリテーション科　西川　美彩… S299
2-8-K3-2	 	回復期リハビリテーション病院における脳血管疾患者の退院前訪問指導の傾向	

ベイズ推定を用いたコホート研究
	 	････････････････ 医療法人社団甲友会西宮協立リハビリテーション病院総合支援課　中原　啓太… S299
2-8-K3-3	 当院回復期リハビリテーション病棟における重度脳血管患者の傾向
	 	･･････････････････････････････････････ 社会医療法人社団医善会いずみ記念病院　江口　太郎… S299
2-8-K3-4	 		回復期リハビリテーション病棟へ入院した脳卒中患者に対する自宅復帰スクリーニングシートの開発と妥当性の検討
	 	････････････････････････ 一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院臨床部　小川　健治… S300
2-8-K3-5	 看護におけるコミュニケーションの重要性
	 	･･････････････････････････････････ 伊勢原協同病院回復期リハビリテーション科　小長井綾子… S300
2-8-K3-6	 	回復期リハ病棟から自宅退院された患者様の追跡調査報告	

ADL介助群の脳卒中患者における運動FIMの経時的変化
	 	･･････ 医療法人社団緑野会みどり野リハビリテーション病院リハビリテーション科　田中　正義… S300
2-8-K3-7	 社会参加のため，コミュニケーション手段の獲得を目指した症例
	 	････････ 河北家庭医療学センターサテライトクリニック訪問リハビリテーション部　六角　一大… S301
2-8-K3-8	 回復期脳卒中片麻痺者の麻痺側および非麻痺側下肢の瞬発的筋力発揮能力について
	 	････････････ 北里大学東病院リハビリテーション部／北里大学大学院医療系研究科　小野寺亜弥… S301

関連専門職演題 25	 10：50 ～ 11：35	 座長／古口　徳雄

脳卒中 5

2-8-K4-1	 	座位での一側下肢挙上位保持における下肢挙上の高さの違いが体幹筋の筋電図積分値相対値に及ぼす影響
	 	････ 六地蔵総合病院リハビリテーション科／関西医療大学大学院保健医療学研究科　木田　知宏… S302
2-8-K4-2	 	超急性期におけるくも膜下出血患者の現状について～ spasm期に着目して～
	 	･･････････････････････ 社会医療法人財団池友会新行橋病院リハビリテーション科　池田　裕一… S302
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2-8-K4-3	 	急性期脳卒中患者における転帰予測因子～発症早期からの検討～
	 	････････････････････ 昭和大学江東豊洲病院／昭和大学保健医療学部作業療法学科　青木啓一郎… S302
2-8-K4-4	 	急性期脳卒中患者の転帰先に関連する因子の検討	

自宅退院群，回復期病棟転棟群，施設入所・転院群での比較
	 	･･････････････････････････ 医療法人徳洲会大垣徳洲会病院リハビリテーション科　鈴木　一史… S303
2-8-K4-5	 急性期虚血性脳卒中に対する再開通療法術後における早期離床の有用性
	 	････････････････････････････････････････ 靍見脳神経外科リハビリテーション科　大森　敦士… S303
2-8-K4-6	 急性期脳卒中患者のリハビリ実施時に注意すべき要因の検討
	 	･･････････････････････････････････････････ 小倉記念病院リハビリテーション課　石丸　智之… S303

関連専門職演題 26	 11：40 ～ 12：45	 座長／細見　雅史

脳卒中　症例報告 2

2-8-K5-1	 視床出血後に運動失調を呈した症例に対しNEURO-15を施行した治療経験
	 	･･････････････････ 社会医療法人社団医善会いずみ記念病院リハビリテーション室　今井　　光… S304
2-8-K5-2	 自己認識の低下している症例に対するCI療法評価の一考察
	 	･･････････････････････社会医療法人祐生会みどりヶ丘病院,リハビリテーション部　国本　華英… S304
2-8-K5-3	 脳血管性パーキンソン症候群患者1例に対しての座位振動刺激装置による歩行とバランス機能に対する効果
	 	･･････････････････････････････････････････ 阪奈中央病院リハビリテーション科　鈴木　広大… S304
2-8-K5-4	 慢性期脳梗塞患者の上肢機能障害に対する再生医療と集中的リハビリテーションを行った2例
	 	････････････････････････････････････ 釧路孝仁会記念病院リハビリテーション部　下田　晴昭… S305
2-8-K5-5	 維持期片麻痺患者においてボツリヌス療法後24時間以内に立位バランス能力に変化が見られた症例
	 	････････････････････････････････････････ 福岡みらい病院リハビリテーション科　坂口　　卓… S305
2-8-K5-6	 術中MEPで異常が無かったにも関わらず術後リハビリテーションを要した2例
	 	･････････････････････････ 奈良県立医科大学附属病院医療技術センターリハビリテーション係／

奈良県立医科大学大学院医学研究科脳神経制御学講座　井村　　理… S305
2-8-K5-7	 脳卒中片麻痺患者一例の回復過程における立位での身体の周波数応答の変化と安定性
	 	････････････････････････････ 医療法人明和会辻村外科病院リハビリテーション部　遠松　哲志… S306
2-8-K5-8	 小脳出血により眼球運動障害を呈した症例に対する眼球運動評価と介入の効果
	 	････････････････････････････････ 京都大学医学部附属病院リハビリテーション部　入江　望美… S306
2-8-K5-9	 運動失調の改善に着目し，自宅退院に至った小脳出血の2症例
	 	･･････････････････････ 社会医療法人さくら会さくら会病院リハビリテーション科　福井茜也香… S306

関連専門職演題 27	 14：20 ～ 15：10	 座長／土屋　景子

加齢，老年疾患 2

2-8-K6-1	 在宅生活におけるトイレ動作と介護負担について－セラピストのアプローチ統一に向けて－
	 	････････････････････････････････ 医療法人寿山会介護老人保健施設ヴァンベール　田中　智也… S307
2-8-K6-2	 トイレ動作自立への介入～保たれている記憶と趣味活動を活用して～
	 	･･････････････････････････ 医療法人社団有隣会東大阪病院リハビリテーション部　野洲　洋子… S307
2-8-K6-3	 回復期病棟での集団作業療法取り組みへの第一歩
	 	･･･ 公益財団法人健和会大手町リハビリテーション病院回復期・通所リハビリテーション科　進　　亮介… S307
2-8-K6-4	 施設入所高齢者に対する，簡易主観的QOL評価法の検討
	 	･･･介護老人保健施設アルカディアリハビリテーション科／兵庫教育大学大学院学校教育研究科　萩原　　崇… S308
2-8-K6-5	 入院高齢者における移動能力と筋肉量が退院後の転倒に及ぼす影響について
	 	･･････････････････････････････････････････････････ 国立長寿医療研究センター　柿家　真代… S308
2-8-K6-6	 認知症高齢者における外的補助の有用性
	 	････････ 健和会大手町リハビリテーション病院回復期・通所リハビリテーション科　小西　マナ… S308
2-8-K6-7	 閉じこもり高齢者に対して作業機能障害に焦点を当て外出に向けた協業が促進された一事例
	 	････････････････････････････････････････････････････ 成城リハケア病院訪問部　影山　正恭… S309
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関連専門職演題 28	 15：10 ～ 15：55	 座長／佐々木信幸

脳卒中 6

2-8-K7-1	 当院の脳卒中上下肢痙縮ボツリヌス治療における療法士による医師サポート体制の有用性
	 	････････････ 社会医療法人榮昌会吉田病院附属脳血管研究所リハビリテーション部　北村　瑠玲… S310
2-8-K7-2	 重複障害を呈する患者に対し，病態生理に基づいた全身調整に作業療法士が関与する意義
	 	････････････････････････････････････ 矢木脳神経外科病院リハビリテーション科　妹尾　昌洋… S310
2-8-K7-3	 半側空間無視・注意機能障害を呈した患者間のFIMの比較
	 	････････････････････････････････････････ 洛西シミズ病院リハビリテーション科　豊島　　晶… S310
2-8-K7-4	 急性期ミラーセラピーの一年後の上肢・手指機能の改善効果
	 	･･････････････････････････････ 京都府立医科大学附属病院リハビリテーション部　原田宗一郎… S311
2-8-K7-5	 高次脳機能障害・失語のある患者とのコミュニケーション－言行不一致な患者との関わりを通して－
	 	･････････････････････････････････････････････････････ 伊勢原協同病院5東病棟　丸山　裕美… S311
2-8-K7-6	 慢性期脳卒中例に対する下肢CI療法の治療効果と脳機能結合性の変化
	 	･･････････････ 千葉県千葉リハビリテーションセンターリハビリテーション療法部　村山　尊司… S311

第　9　会　場（10月29日）

関連専門職演題 29	 8：00 ～ 8：50	 座長／近藤　正樹

高次脳機能障害

2-9-K1-1	 脳卒中急性期における認知関連行動アセスメントの有用性の検討
	 	･･･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　長澤　圭祐… S312
2-9-K1-2	 	タブレット端末を用いた有効視野評価～若年健常者と高齢健常者及び脳卒中患者の成績比較～
	 	････････････････････････････････富山県済生会富山病院リハビリテーション科　護摩堂秀之助… S312
2-9-K1-3	 	高次脳機能障害を呈した患者家族に対する心理支援～患者家族の関係性に焦点を当てた症例を通して～
	 	･･････････････････････････････････････････････････ 洛和会音羽病院臨床心理室　中島　陽大… S312
2-9-K1-4	 拮抗失行と道具の強迫的使用を呈した脳腫瘍患者一例に対するリハビリテーション
	 	････････････････････････････････ 京都大学医学部附属病院リハビリテーション部　田畑　阿美… S313
2-9-K1-5	 MRI画像による記憶関連領域の損傷判別について
	 	････････････････････････ 医療法人社団聖嶺会立川記念病院リハビリテーション科　五位渕孝久… S313
2-9-K1-6	 復職を目指す若年多発性硬化症患者の作業療法経験
	 	･･････････････････････････････････････ 兵庫医科大学病院リハビリテーション部　打田　　明… S313
2-9-K1-7	 当院における「自動車運転支援」の取り組み
	 	･･････ 医療法人社団緑野会みどり野リハビリテーション病院リハビリテーション科　花宮　徳介… S314

関連専門職演題 30	 8：50 ～ 9：30	 座長／小野　武志

頭部外傷

2-9-K2-1	 Nonaphasic	Misnaming	を呈したTBI患者の1症例
	 	･･････････････････････････････････ 麻生リハビリ総合病院リハビリテーション室　坂口　美恵… S315
2-9-K2-2	 長期リハビリテーション介入により在宅・復学が可能となった重度頭部外傷学童の1例
	 	････ 社会医療法人厚生会木沢記念病院中部療護センター総合リハビリテーション部　木村　英司… S315
2-9-K2-3	 急性期病院から直接復職に至ったびまん性軸索損傷の一例
	 	････････････････････････････････････････････････ 和歌山県立医科大学附属病院　宮村　佳澄… S315
2-9-K2-4	 回復期重度上肢麻痺に対し機能的電気刺激とCI療法を併用した一症例
	 	････････････････････････ 西宮協立リハビリテーション病院リハビリテーション部　伊藤　理恵… S316
2-9-K2-5	 交通事故による頭部外傷により全介助状態であった20歳代女性に13年以上関わった1症例
	 	････････････････････････････････････ 光市立大和総合病院リハビリテーション部　舞田　貴之… S316
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関連専門職演題 31	 9：40 ～ 10：40	 座長／先崎　　章

精神心理的疾患／心理学

2-9-K3-1	 精神科におけるリハビリテーションのアウトカムと退院先に影響を及ぼす因子
	 	･･････････････････････････････････････････････ 平川病院リハビリテーション科　上薗　紗映… S317
2-9-K3-2	 	精神疾患を有す大腿骨頚部・転子部骨折患者の歩行能力に関する予後	

～認知機能面についての分析を加えて～
	 	････････････････････････････ 医療法人社団光生会平川病院リハビリテーション科　山中　裕司… S317
2-9-K3-3	 アルコール依存症から多発性脳梗塞を合併し問題行動が著明となった症例~精神科身体障害作業療法の一考察~
	 	･･････････････････････････ 医療法人河﨑会水間病院リハビリテーションセンター　坪井　純子… S317
2-9-K3-4	 抑うつ傾向の強いBAD患者の歩行獲得に難渋した理学療法経験
	 	･･････････････････････････････････････ 富山大学附属病院リハビリテーション部　古屋　浩太… S318
2-9-K3-5	 	当院におけるせん妄・認知症ケアチームの活動報告～せん妄の発症・遷延予防のための取り組み～
	 	･･････････････････････････････････････ 京都桂病院リハビリテーションセンター　為沢　　茜… S318
2-9-K3-6	 うつ病により術後の機能回復が遷延した大腿骨寛骨臼インピンジメントの一例
	 	････ 大阪医科大学大学院医学研究科高度医療人育成コースリハビリテーション医学　佐藤　久友… S318
2-9-K3-7	 疼痛への恐怖心が強い症例に対するアプローチの一例
	 	････････････････････････････････ 医療法人歓喜会辻外科リハビリテーション病院　塩津　貴之… S319
2-9-K3-8	 name	fluency	test（人名流暢性検査）の特性の検討
	 	････････････････････････････････ 京都府立医科大学大学院医学研究科神経内科学　梅原　一輝… S319

関連専門職演題 32	 10：40 ～ 11：05	 座長／藤田　郁代

失語症

2-9-K4-1	 Constraint－Induced	Aphasia	Therapyを実施した慢性期失語症患者の2例
	 	･･････････････････････････････････････････ 兵庫医科大学リハビリテーション部　金森　　雅… S320
2-9-K4-2	 へき地の失語症患者に対する遠隔言語療法の取り組み
	 	････････････････････････････ 和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション科　宮﨑　友理… S320
2-9-K4-3	 両側半球病変により表記不能型ジャルゴンを呈した言語理解良好な失語症者の発話についての検討
	 	･･････････････････････････････ 国立病院機構東名古屋病院リハビリテーション科　坪井　丈治… S320

関連専門職演題 33	 11：10 ～ 12：00	 座長／笛木　　昇

脳性麻痺および発達障害

2-9-K5-1	 	Fiber	grating(FG)センサーを用いた重症心身障害児の呼吸機能評価～胸腹部運動に着目して～
	 	････････････････････････････････ 国立病院機構東埼玉病院リハビリテーション科　野口　　薫… S321
2-9-K5-2	 弾性体での四方向懸垂体重免荷トレーニングにおける後方ステップ運動の効果
	 	･･････････････････････････････････ 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部理学療法学科　多田　智美… S321
2-9-K5-3	 	足圧中心動揺における時間変化からみた動的特性～脳性麻痺児における検討～
	 	････････････････････････････････････ セントラル病院松濤リハビリテーション科　豊田　平介… S321
2-9-K5-4	 痙直型片麻痺児における尖足歩行に対するヒール付き装具療法
	 	･･････････････････････････････････････ 東大阪市立障害児者支援センター診療所　下出　幸治… S322
2-9-K5-5	 Joubert	症候群の男児が頭部支持により運動発達を経過した1事例
	 	･･････････････････････････････････････ 東大阪市立障害児者支援センター診療所　林田　政弘… S322
2-9-K5-6	 脳性麻痺児の視知覚障害～二重視覚システム仮説に基づく症例検討～
	 	････････････････････････ 北海道医療大学リハビリテーション科学部作業療法学科　木村　　恵… S322
2-9-K5-7	 	自閉症スペクトラム児の乳児期における運動発達の特徴～日本版デンバー式発達検査を参考に～
	 	････････ 医療法人ハートフルアマノリハビリテーション病院リハビリテーション部　川村美紀子… S323
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関連専門職演題 34	 14：20 ～ 15：20	 座長／船越　政範

教育／多職種連携

2-9-K6-1	 	当院作業療法部門の一般・障害者病棟，外来への取り組み－様々な場面にOTの視点を－
	 	････････････････････････････････････････ 桜ヶ丘中央病院リハビリテーション科　小林　俊介… S324
2-9-K6-2	 急性期病院におけるリハビリテーションマネジメントの有用性
	 	･･････････････････････ 社会医療法人敬和会大分岡病院総合リハビリテーション課　安部　優樹… S324
2-9-K6-3	 	慢性期病棟におけるポジショニングセッションの取り組み～経過・今後の展望をふまえて～
	 	･･･健和会大手町リハビリテーション病院リハビリテーション部慢性期リハビリテーション科　太田　秀紀… S324
2-9-K6-4	 急性期リハビリテーションにおける早期集中介入の実現に向けた取り組み
	 	････････････････････････ 社会医療法人至仁会圏央所沢病院リハビリテーション科　西村　光洋… S325
2-9-K6-5	 当院におけるリハビリテーション実施時の転倒転落インシデント防止活動について
	 	･･････････････････････････････････････ 富山大学附属病院リハビリテーション部　川合　　宏… S325
2-9-K6-6	 早期リハビリテーション介入の取り組み
	 	････････････････････ 国立大学法人山形大学医学部附属病院リハビリテーション部　村川　美幸… S325
2-9-K6-7	 理学療法士教育のためのエンドフィール・トレーニングロボット
	 	････････････････････････････････････････････････ 近畿大学理工学部機械工学科　田坂　梓紋… S326
2-9-K6-8	 	臨床実習におけるルーブリック評価の実践と課題～実習生に対するアンケート結果から～
	 	･･････････････････････････ 熊本保健科学大学保健科学部リハビリテーション学科　山野　克明… S326

第　10　会　場（10月29日）

関連専門職演題 35	 8：00 ～ 8：30	 座長／鍛本真一郎

地域包括ケアシステム

2-10-K1-1	 地域包括ケア病床におけるОＴ介入により退院時ADLが向上した1症例
	 	････････････････････ 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院リハビリテーション部　鈴木　浩之… S327
2-10-K1-2	 認知症カフェにおける作業療法士の関わり～所沢市みんなのカフェ	すうぃーとはーでの取り組み～		
	 	･･････････････････････････････････････････ 圏央所沢病院リハビリテーション科　高橋　果歩… S327
2-10-K1-3	 	地域包括ケア病棟退棟患者の転帰先が自宅以外になる要因	

-自宅生活から急性期病棟を経て入棟した患者の分析-
	 	･･････････････････････････････････ 大阪府済生会茨木病院リハビリテーション科　三浦　利之… S327
2-10-K1-4	 早期からの多職種連携により,在宅復帰が可能となった重複障害者への作業療法士としての関わり
	 	･･････････････････････ 兵庫医科大学ささやま医療センターリハビリテーション室　竹原　崇登… S328

関連専門職演題 36	 8：30 ～ 9：00	 座長／田中　正一

地域連携

2-10-K2-1	 頭蓋頸椎移行部の硬膜動静脈瘻が原因のくも膜下出血患者における症例報告リレー
	 	････････････････････････ 神戸市立西神戸医療センターリハビリテーション技術部　垣内　優芳… S329
2-10-K2-2	 多職種で退院支援を行った，HIV感染を含む重複疾患患者の一例
	 	･･････････････････････････ 医療法人社団豊生会東苗穂病院リハビリテーション部　髙田　ゆう… S329
2-10-K2-3	 つくばスポーツ医学・健康科学センターにおける理学療法士の関わり
	 	･･････････････････････････････････････ 筑波大学附属病院リハビリテーション部　岩渕　慎也… S329
2-10-K2-4	 大阪市城東区地域リハビリテーション事業者連絡会活動報告
	 	･･････････････････････････････････････････････････････････ 東大阪病院在宅部　川北　友之… S330

関連専門職演題 37	 9：10 ～ 10：10	 座長／小川　佳子

内部障害

2-10-K3-1	 	２型糖尿病患者に対する短期間での足趾筋力トレーニング効果－ランダム化比較試験での検討－
	 	･････････････ 香川大学医学部衛生学／KKR高松病院リハビリテーションセンター　片岡　弘明… S331
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2-10-K3-2	 集中治療室に関連した作業療法実践に関するランダム化比較試験のシステマティック・レビュー
	 	･････････････････････････････ 大阪教育大学大学院教育学研究科健康科学専攻心身健康学研究／

大阪府済生会千里病院・千里救命救急センターリハビリテーション部　藤本　侑大… S331
2-10-K3-3	 入院血液透析患者における生活空間の広がりについて
	 	････････････････････････････････････････ 埼友クリニックリハビリテーション科　島野　　優… S331
2-10-K3-4	 血液透析患者の日常生活活動(ADL	difficulty)を決定づける因子の検討
	 	････････････････････････ 北里大学大学院医療系研究科／さがみ循環器クリニック　渡邊　孝明… S332
2-10-K3-5	 	当院における成人生体肝移植患者の二次性サルコペニア判定に関する検討	

～日本肝臓学会第1版判定基準より～
	 	･･････････････････････････････････････････ 九州大学病院リハビリテーション部　高嶋　美甫… S332
2-10-K3-6	 食事・入浴動作時に呼吸苦を呈したCOPD患者への生活行為向上マネジメント
	 	････････････････････ 社会医療法人財団池友会新小文字病院リハビリテーション科　小村　和人… S332
2-10-K3-7	 高度肥満2型糖尿病患者に対しノルディックウォーキングとレジスタンス運動が著効した1例
	 	････････････････････････････ 医療法人同仁会おおぞら病院リハビリテーション部　小室　　博… S333
2-10-K3-8	 訪問リハビリの介入で，運動習慣の維持ができている高齢2型糖尿病患者の1例
	 	････････････････････････････ 医療法人同仁会おおぞら病院リハビリテーション部　河野　桃子… S333

関連専門職演題 38	 10：10 ～ 10：50	 座長／山内　克哉

呼吸器疾患

2-10-K4-1	 慢性閉塞性肺疾患患者における嚥下障害の早期発見と治療介入
	 	･･････････････････････････････････････ 岡山労災病院中央リハビリテーション部　森谷　貴子… S334
2-10-K4-2	 在宅酸素療法患者に対するフライングディスク競技時の口すぼめ呼吸指導効果
	 	･･･和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション部／和歌山県立医科大学附属病院内科学第三講座　今城　恭祐… S334
2-10-K4-3	 	間質性肺炎患者における6分間歩行中の呼吸循環応答と歩行距離の関連	

（携帯型呼気ガス分析装置による検討）
	 	････････････････････････････････ 大阪大学医学部附属病院リハビリテーション部　木原　一晃… S334
2-10-K4-4	 肺癌術後在院日数に対する高齢者の術前身体機能の影響
	 	････････････････････････････････ 大阪大学医学部附属病院リハビリテーション部　鎌田　理之… S335
2-10-K4-5	 長期絶食の肺癌術後気管支断端瘻患者に完全側臥位で経口摂取を行いＱＯＬ向上につながった一例
	 	･･････････････････････････････････････ 金沢大学附属病院リハビリテーション部　源田　亮二… S335

関連専門職演題 39	 10：50 ～ 11：40	 座長／森沢　知之

循環器疾患

2-10-K5-1	 末梢神経障害を有する血液透析患者の立位時足圧分布の特性―圧時間積分値と圧変動係数に着目して―
	 	････････････････････････････････････････････････ 北里大学大学院医療系研究科　鈴木　裕太… S336
2-10-K5-2	 当院における，TAVI実施前後の経過及びリハビリテーションについての報告
	 	････････････････････････････ 大阪市立大学医学部附属病院リハビリテーション部　清水　将史… S336
2-10-K5-3	 フォンタン術後遠隔期における合併症に対するRTXの有効性
	 	･･･････････････････････････････････JCHO久留米総合病院リハビリテーション部　野中　香里… S336
2-10-K5-4	 在宅医療連携によって寝たきりの状態からトイレ自立に繋がった超高齢心不全患者の経験
	 	･･････････････････････････････････････････ くぼかわ病院リハビリテーション部　東　大和生… S337
2-10-K5-5	 心臓リハビリラウンドを導入して
	 	･･････････････････････ 社会医療法人敬和会大分岡病院総合リハビリテーション課　皆田　渉平… S337
2-10-K5-6	 病病連携による回復期心臓リハビリテーションの効果
	 	････････････････････ 国立大学法人山形大学医学部附属病院リハビリテーション部　佐々木　健… S337
2-10-K5-7	 外来リハビリテーションにより再入院を回避できた心不全症例の経験
	 	･･････････････････････････････････････ 京都桂病院リハビリテーションセンター　渡邉　　桂… S338
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関連専門職演題 40	 11：40 ～ 12：40	 座長／永田　智子

加齢，老年疾患 1

2-10-K6-1	 ロコモ体操が脊柱アライメント，重心動揺に与える影響ロコモ体操が脊柱アライメント，重心動揺に与える影響
	 	････････････････････ 医療法人同仁会（社団）京都九条病院リハビリテーション部　今西　雄大… S339
2-10-K6-2	 手術を控えた変形性股関節症患者における，ロコモ度テストとJOAスコアとの関連について
	 	･･････････････････････････････････････ 金沢大学附属病院リハビリテーション部　矢部　拓哉… S339
2-10-K6-3	 Short	Physical	Performance	Battery	は要介護高齢者の運動機能の指標になりうるか？
	 	･･････････ 東京医療学院大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻　杉本　　諭… S339
2-10-K6-4	 生活不活発患者に対する自主的運動療法と身体機能の傾向及び評価方法の検討
	 	････････････････････････ 医療法人社団旭豊会旭川三愛病院リハビリテーション科　尾形　俊宗… S340
2-10-K6-5	 筋性拘縮発生の発端に関わる分子メカニズムの検討－ラット足関節尖足拘縮モデルを用いて－
	 	･･････････････････ 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻理学療法学分野　田中なつみ… S340
2-10-K6-6	 療養病床における関節可動域制限予防の効果と必要性
	 	･･････････････････････････････････････････ 青梅慶友病院リハビリテーション室　山口　淳子… S340
2-10-K6-7	 神経筋電気刺激治療の臨床での安全性について
	 	････････････････････････････ 大阪市立大学医学部附属病院リハビリテーション部　加藤　良一… S341
2-10-K6-8	 下肢の重篤な拘縮を呈した障害高齢者に対するベルト式骨格筋電極刺激法（B-SES）の長期効果
	 	･･････････････････････････････ 社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部　青木　秀樹… S341

関連専門職演題 41	 14：20 ～ 15：10	 座長／尾形　直則

髄損傷および脊髄疾患

2-10-K7-1	 慢性期脊髄損傷者における新たな肥満評価法の検討
	 	････････････････････････････････････････ ジェイワークアウトリサーチセンター　渡部　　勇… S342
2-10-K7-2	 腰部脊柱管狭窄症術後に対するIVESの効果～体性感覚誘導電位を用いた神経伝達速度の検討～
	 	････････････････････････････ 大分三愛メディカルセンターリハビリテーション部　池田　勇太… S342
2-10-K7-3	 頸椎椎弓形成術後の軸性疼痛に対し歩行器調節が有効であった一例
	 	･･････････････････････････････････････ 富山大学附属病院リハビリテーション部　小林　茉鈴… S342
2-10-K7-4	 	振動刺激痙縮抑制法と持続的電気刺激下の促通反復療法により歩行能力が改善した	

脊髄損傷の合併疑いの一例
	 	････････････････････････････････････････ 世田谷記念病院リハビリテーション科　峯田　総介… S343
2-10-K7-5	 術後後索障害により増悪した感覚障害に対し，体性感覚刺激がADL改善に功を奏した胸髄海綿状血管腫の一症例
	 	････････････････････････････････ 千葉大学医学部附属病院リハビリテーション科　坂本　和則… S343
2-10-K7-6	 	脊髄損傷特化型在宅リハビリテーションサービスの効果	

－高位頸髄損傷者２事例に対する1年間の介入報告－
	 	･･････････････････････････････ 日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科　山中　武彦… S343
2-10-K7-7	 急性散在性脳脊髄炎により対麻痺を呈した患者に対するトヨタ歩行練習アシストの使用経験
	 	･･････････････････････････････････ 医療法人順和長尾病院リハビリテーション部　齊場　拓也… S344
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