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一般演題 プログラム
千葉県立保健医療大学 幕張キャンパス

運動器（評価）　9：50～10：50 第2会場 大講義室

座長：遊佐　　隆（松戸整形外科病院）

O1-1  超音波画像診断装置を使用した筋線維タイプ分析方法の検討
季美の森リハビリテーション病院　　宮川万里子

O1-2  超音波診断装置を用いた横隔膜筋厚と移動量測定の信頼性
医療法人社団 淳英会 おゆみの中央病院リハビリテーション部　　柏崎真由子

O1-3  超音波エコーを用いた膝関節屈曲角度による中間広筋の評価
季美の森リハビリテーション病院　　伊東　恒輝

O1-4  徒手療法における至適強度の検討～刺激圧に対する軟部組織厚の変化率～
船橋整形外科市川クリニック　　佐藤　元勇

O1-5  変形性膝関節症に対する圧痛評価
北千葉整形外科　　米川　俊樹

神経（脳卒中）　9：50～10：50 第3会場 中講義室

座長：高杉　　潤（東都大学）

O2-1  くも膜下出血後脳血管攣縮期の離床プログラム実施の効果と課題　 
－離床開始基準の導入前後での比較検討－

千葉大学医学部附属病院リハビリテーション部　　土井　佑夏

O2-2  くも膜下出血後の脳血管攣縮期における離床プログラム実施の安全性
千葉大学医学部附属病院リハビリテーション部　　坂本　和則

O2-3  自己身体能力認識が低下した脳卒中患者に対しビデオフィードバック介入を実施した症例
医療法人社団保健会東京湾岸リハビリテーション病院　　長井　大悟

O2-4  Pusher 現象を伴う線条体梗塞重度片麻痺患者に対する prone standing の効果
医療法人社団心和会成田リハビリテーション病院　　藤崎　礼一

O2-5  トイレ動作獲得に向けて患者の意欲に合わせた治療プログラムの立案を行った高齢小脳
梗塞の一症例

医療法人鉄蕉会亀田総合病院リハビリテーション室　　小野寺里南
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運動器（心理）　11：00～12：00 第4会場 講義室1（学生ホール棟2F）

座長：丸山　陽介（帝京平成大学）

O3-1  整形外科外来リハビリテーションにおけるリハビリ実施期間と心理社会的要因の関係性
について

医療法人社団山椒会さなだクリニック　　芝崎　　健

O3-2  大学柔道選手のスポーツ傷害の回復に関連する心理社会的要因
中西整形外科　　小林　好信

O3-3  若年～中年女性頚椎疾患患者における身体的・精神的・機能的関連性について
介護老人保健施設フェルマータ船橋介護理学診療部　　大須田　光

O3-4  理学療法への拒否に対し、応用行動分析学的介入を実施し歩行能力が改善した症例
医療法人社団保健会東京湾岸リハビリテーション病院　　髙野　圭太

O3-5  膝前十字靭帯再建術後における術後早期の心理的要因に影響を与える因子
船橋整形外科クリニック理学診療部　　鈴木　敬侑

神経（立位・歩行）　11：00～12：00 第5会場 講義室2（学生ホール棟2F）

座長：奈村　英之（袖ヶ浦さつき台病院）

O4-1  全荷重トレッドミル歩行練習導入後に歩行能力改善が得られた小脳梗塞症例
千葉大学医学部附属病院リハビリテーション部　　奈良　　猛

O4-2  非対称性の動作改善を目的にバイオフィードバックを用いた起立練習介入を行った脳卒
中片麻痺患者

東京湾岸リハビリテーション病院　　篠崎　祥太

O4-3  身体への注意低下により歩行中の躓きが著明な脳卒中患者に、視覚フィードバックを用い
て介入した症例

東京湾岸リハビリテーション病院　　田渕　翔太

O4-4  小刻み歩行の原因が特定困難な患者に対し介入内容を検討した一症例
東京湾岸リハビリテーション病院　　佐藤　清花

O4-5  麻痺側補高の使用により移乗動作の介助量が軽減した症例
医療法人社団保健会東京湾岸リハビリテーション病院　　新田　優也
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生活環境支援　11：00～12：00 第6会場 111講義室（教育棟 B棟）

座長：井上　靖悟（東京湾岸リハビリテーション病院）

O5-1  廃用症候群を呈した慢性期脳卒中患者に対しHybrid Assistive Limb を使用し痙縮が改善
し歩行能力の改善を認めた症例

医療法人社団心和会新八千代病院リハビリテーション科　　寺前　耕介

O5-2  透析実施している両下腿切断者の移動形態を決定するまでの工夫と経緯　 
～義足を使用した生活実現に向けて～

医療法人天宣会北柏リハビリ総合病院　　後藤　　悠

O5-3  回復期リハビリテーション病棟において認知機能低下を有する自宅復帰患者の特徴
医療法人柏葉会柏戸病院　　平野　　栞

O5-4  習志野市リハビリテーション協議会におけるロコモティブシンドローム予防にむけた向
けた体力測定会の報告～参加者特性の違いに着目した横断的調査～

習志野市リハビリテーション協議会　　西郡　　亨

O5-5  （一社）千葉県理学療法士会公益事業局障がい児・者支援部による障害児リハ支援事業の
報告

（一社）千葉県理学療法士会公益事業局　　大矢　祥平

運動器（下肢）　13：40～14：40 第4会場 講義室1（学生ホール棟2F）

座長：川井　誉清（松戸整形外科病院）

O6-1  子どもロコモ調査を用いた運動器障害を発症した子どもの特徴
船橋整形外科市川クリニック　　齋藤　梨央

O6-2  バドミントン傷害における病院受診者の傾向について
船橋整形外科市川クリニック　　西田　崇晃

O6-3  人工股関節全置換術後早期における股関節内転筋へのダイレクトストレッチングの効果
医療法人社団紺整会船橋整形外科病院理学診療部　　松井　拓巳

O6-4  高血圧で積極的に運動が行えない右変形性股関節症の患者様に対する低周波治療の効果
北柏リハビリ総合病院　　中村　涼平

O6-5  大腿骨近位部骨折患者に対する高強度筋力トレーニングの効果に関する系統的レビュー
及びメタアナリシス

MS-EDGE システマティックレビューコンサルティング部　　倉形　裕史
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運動器（体幹）　13：40～14：40 第5会場 講義室2（学生ホール棟2F）

座長：坂本　　雄（セコメディック病院）

O7-1  胸骨下角の左右差が肩関節筋出力に与える影響
松戸整形外科病院リハビリテーションセンター　　宮下　直也

O7-2  肩痛が頸部可動域，頭頸部アライメントへ及ぼす影響
医療法人社団白翔会千葉白井病院　　川上里佳子

O7-3  腰椎椎体固定術後に生じた仙腸関節性疼痛に対する運動療法大殿筋機能に着目し改善に
至った1症例

医療法人社団靭生会メディカルプラザ市川駅　　西牧　祐輔

O7-4  ストレッチポールを用いた新たな体幹機能評価の分析　 
－脊柱アライメントと柔軟性に着目して－

西川整形外科　　高田　彰人

O7-5  バランス能力が低下した脊髄損傷患者に対して足部に着目し移乗自立を目指した症例
医療法人社団保健会東京湾岸リハビリテーション病院　　小西　晟智

チーム医療　13：40～14：40 第6会場 111講義室（教育棟 B棟）

座長：秋山　純和（東都大学）

O8-1  当院におけるDementia Support Teamでの理学療法士の役割
東邦大学医療センター佐倉病院リハビリテーション部　　寺山圭一郎

O8-2  当院消化器外科病棟におけるリハビリカンファレンスに対する意識調査 　 
～カンファレンスの活性化に向けて～

セコメディック病院　　吉越　絹佳

O8-3  入退院を繰り返す慢性心不全患者に対し入院中から在宅職員と連携し、疾病管理の強化に
繋ぐことが出来た一例

柏厚生総合病院　　栗城　省吾

O8-4  体力測定結果よりMCI との関連性を予測する　 
―介護予防分野におけるＰＴの役割確立に向けて―

千葉医療福祉専門学校　　秋山　大輔

O8-5  台風15号の災害対応被災地災害拠点病院の理学療法士として
君津中央病院　　児玉　美香
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運動器（膝関節）　14：50～15：50 第4会場 講義室1（学生ホール棟2F）

座長：大石　敦史（船橋整形外科クリニック）

O9-1  荷重の有無が膝蓋下脂肪体の動態に与える影響
松戸整形外科病院　　鈴木　裕太

O9-2  ジャンパー膝における片側発症例と両側発症例の身体的特徴
船橋整形外科クリニック理学診療部　　足立　凌太

O9-3  内側半月板後根断裂の臨床所見は受傷機転が明確で、痛みが強く、屈曲制限がある
西川整形外科リハビリテーション部　　設楽　航平

O9-4  両変形性膝関節症の歩行時痛・跛行が改善した症例　 
～脊柱のアライメント異常に着目して～

キッコーマン総合病院診療技術部リハビリテーションセンター　　松内　　颯

O9-5  交通事故により多発骨折及び後十字靭帯 (PCL) 損傷を呈した一例　 
～空調設備業務への復職を目指して～

医療法人社団鎮誠会東金整形外科　　鈴木　翔悟

運動器（上肢）　14：50～15：50 第5会場 講義室2（学生ホール棟2F）

座長：河原　常郎（鎮誠会）

O10-1  小胸筋のストレッチが肩甲骨アライメントに与える影響　 
～上肢下垂位Hold Relax と上肢挙上位 Static Stretch との比較～

医療法人社団郷愛会湯山整形外科リハビリテーション科　　髙橋　直大

O10-2  肩甲骨体部骨折後、関節上腕関節に二次的拘縮を呈した症例
北千葉整形外科　　林　　亮佑

O10-3  上腕骨通顆骨折により観血的整復固定術を施行した症例　 
～可動域訓練と日常生活動作指導に着目して～

 北千葉整形外科　　田中　望美

O10-4  リバース型人工肩関節置換術後1年の客観的評価と日常生活動作の関連性
船橋整形外科クリニック理学診療部　　布施捺津美

O10-5  橈骨遠位端骨折術後のスクリュー突出により運動療法に工夫が必要だった1症例
千葉こどもとおとなの整形外科リハビリテーション科　　本間　千裕
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内部障害　14：50～15：50 第6会場 111講義室（教育棟 B棟）

座長：河辺　信秀（城西国際大学）

O11-1  過去の運動経験と自己効力感が回復期リハビリテーションの FIM利得に与える影響
医療法人社団上総会山之内病院診療技術部リハビリテーション課　　中山　泰貴

O11-2   ICU-AWを呈し，歩行獲得に難渋した一例
医療法人鉄焦会亀田総合病院リハビリテーション室　　藤原　克哉

O11-3   92歳の超高齢者に対するステントグラフト術後リハビリの経験早期退院が得られた一例
千葉県循環器病センター　　鈴木　智寛

O11-4  人工透析中の左心原性脳塞栓症の症例　 
－非麻痺側の廃用性筋委縮の予防，運動負荷に着目して－

医療法人鉄蕉会亀田総合病院リハビリテーション室　　椿　　憲二

O11-5  保存期 CKD患者のロコモティブシンドロームに影響を与える因子の検討
聖隷佐倉市民病院リハビリテーション室　　加藤木丈英

運動器（症例）　11：00～12：00 ポスター会場 体育館

座長：西牧　祐輔（メディカルプラザ市川駅）

P1-1  非外傷性肩関節不安定症に加えインピンジメント症候群、関節唇損傷を呈した保存症例　 
～投球復帰を目指して～

松戸整形外科病院リハビリテーションセンター　　原　　素木

P1-2  外傷性肩関節周囲炎に対し、胸郭運動システム再建法を行った一症例　 
～胸郭と上肢帯の繋がりに着目して～

医療法人社団徳清会三枝整形外科医院リハビリテーション科　　大平　航平

P1-3  体幹に着目したアプローチにより改善に至った反復性両膝蓋骨脱臼の一症例
千葉白井病院　　安間　千紘

P1-4  腰椎後弯を呈する右人工股関節全置換術後患者に対して体幹筋力増強訓練を行い姿勢改
善に奏功した症例

キッコーマン総合病院　　伊藤　有香

P1-5  疼痛の増減を繰り返す脊柱管狭窄症患者に対して神経系のストレス軽減を狙った機能的
介入が奏功した症例

キッコーマン総合病院　　堀　　愛美

P1-6  下肢荷重コントロール訓練により疼痛が軽減し活動範囲の拡大がみられた症例
東京湾岸リハビリテーション病院　　藤田　陽平
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P1-7  頚椎椎弓形成術後、軸性疼痛に留意して介入した一症例
亀田メディカルセンターリハビリテーション室　　高橋明香里

P1-8  腸腰筋血腫による大腿神経麻痺にて著しい筋力低下を呈した一症例
千葉西総合病院　　高野　一志

神経（脳卒中）　11：00～12：00 ポスター会場 体育館

座長：寺山圭一郎（東邦大学医療センター佐倉病院）

P2-1  両性慢性硬膜下血腫により運動失調と姿勢反射障害を呈した症例
北柏リハビリ総合病院　　鈴木　沙彩

P2-2  左中大脳動脈領域に広範囲出血を呈した方の基本動作の介入－移乗動作の介助量軽減を
目指して

医療法人互生会アクアリハビリテーション病院　　時田　彩乃

P2-3  脳梗塞後の意識障害及び歩行能力の改善を認めた既往にパーキンソン病を持つ一症例
亀田総合病院リハビリテーション室　　岡田　拓己

P2-4  重度片麻痺，認知症，注意障害等を呈する超高齢患者に対する非麻痺側への移乗中の方向
転換練習―視覚的手がかりと段階的難易度調整を用いた介入―

千葉秀心会東船橋病院　　金子　春佳

P2-5  急性期での左被殻出血による感覚障害を呈した患者への理学療法の実践内在的フィード
バックを取り入れた症例

社会医療法人社団木下会千葉西総合病院　　今村　達哉

P2-6   Lateropulsion に対し歩行能力改善を目的に感覚フィードバックを用いた介入を行なった
一症例

医療法人社団保健会東京湾岸リハビリテーション病院　　澤田　奈実

P2-7  ステップ訓練により歩行速度向上を目指した脳卒中片麻痺患者一症例
東京湾岸リハビリテーション病院　　木内　悠介

P2-8  具体的な目標値の設定が片麻痺患者における歩行中の引きずり減少に及ぼす有効性
 医療法人社団千葉秀心会東船橋病院　　黒川　世準

神経（症例）　11：00～12：00 ポスター会場 体育館

座長：深田　　亮（千葉大学医学部附属病院）

P3-1   CRP 値を基準に運動負荷設定を行った低栄養パーキンソン症候群症例の報告
医療法人鉄蕉会亀田総合病院　　野田　悠太
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P3-2  脊髄後索障害により重度深部感覚障害を呈した一症例　 
- 平行棒内にて反復動作と視覚代償を用いた介入での変化 -  

亀田リハビリテーション病院　　井上　志帆

P3-3  トレッドミル歩行により下肢の振り出しの円滑性および歩行速度が向上した頸髄損傷不
全麻痺の一症例

医療法人保健会東京湾岸リハビリテーション病院　　鷹觜　　紺

P3-4  進行性核上性麻痺の転倒予防を目的とした運動療法により動作能力の改善がみられた一
症例

医療法人鉄蕉会亀田総合病院リハビリテーション室　　横山　　慧

P3-5  重度の対麻痺および膀胱直腸機能障害を呈したが、復職可能となったElsberg 症候群の一例
帝京大学ちば総合医療センター　　髙橋　悠斗

P3-6  白質ジストロフィー疑いによる痙性対麻痺に対しＡＤＬ動作能力向上を目的に介入した
一症例 ―相反神経支配を活用したアプローチ―

千葉西総合病院リハビリテーション室　　佐々木　南

P3-7  正常圧水頭症の患者様に対して、脳室腹腔シャント圧の変更後に、心身機能が向上した症例
医療法人社団東京巨樹の会東京品川病院　　安西　拓也

P3-8  機能低下を来した Beckwith-Wiedemann 症候群疑いの児に早期から親子入園を実施した
一症例
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小児療法室理学療法科　　

内部障害　11：00～12：00 ポスター会場 体育館

座長：河野　健一（国際医療福祉大学成田保健医療学部）

P4-1  胸部解離性大動脈瘤に対し上行血管置換術施行後に対麻痺を発症し、多職種連携により早
期離床を試みた一症例

 千葉西総合病院　　南原　一樹

P4-2  経カテーテル大動脈弁留置術を施行した超高齢患者の退院後支援に関わった事例
 社会医療法人社団木下会千葉西総合病院リハビリテーション室　　鈴木　竜佑

P4-3  当院における心臓リハビリテーション患者の介入　 
～術後低左心機能、低運動機能を呈す慢性心不全患者が職場復帰に至るまでの一症例～

 千葉西総合病院　　谷地　直樹

P4-4  くも膜下出血発症後重度意識障害を呈し , 血圧変動により離床判断に難渋した症例
 医療法人社団協友会柏厚生総合病院リハビリテーション科　　岡田英里香



－35－

P4-5   15歳原因不明の小腸捻転による絞扼性腸閉塞及び上腸間膜動脈閉塞、喉頭脱臼による誤
嚥性肺炎を来した症例

 千葉西総合病院　　金子　弘子

P4-6  腎細胞癌原発、頸椎・多発骨転移・大腿骨頸部病的骨折に対し両側同時手術を行った１症例
 社会医療法人社団木下会千葉西総合病院　　吉田　竜一

P4-7  透析患者の変形性膝関節症治療について‐筋力・栄養・血液に着目した一症例‐
医療法人社団嬉泉会大島記念嬉泉病院リハビリテーション科　　米倉　峻大

P4-8  千葉県がんのリハビリテーション研修会についての実践報告　 
―千葉がんリハ研修会実行委員としての振り返りー

総合病院国保旭中央病院　　海老　拓也

基礎　13：40～14：40 ポスター会場 体育館

座長：小林　弘幸（メディカルプラザ市川駅）

P5-1  クリニカルクラークシップ型臨床実習の導入に際しての課題～アンケート調査より～
東都大学幕張ヒューマンケア学部理学療法学科　　宇都宮雅博

P5-2  リスクマネジメントの調査報告 -臨床教育への活用を目指して -
千葉西総合病院　　氣田　俊輔

P5-3  当院におけるリハビリテーションの質の向上を目指した取り組み　 
～学会発表に対するアンケート調査の結果からの一考察～

千葉西総合病院　　山中　　玄

P5-4  中学生軟式野球選手における身体因子及び機能能力因子とバットヘッドスピードの関係
医療法人社団弘雄会榎本整形外科　　髙梨　　晃

P5-5  安静立位での距踵関節の回内が歩行パラメータに与える影響
了德寺大学健康科学部理学療法学科　　兎澤　良輔

P5-6  異なる慣性センサ設置位置における下腿傾斜角速度の相関について
了德寺大学健康科学部理学療法学科　　源　　裕介

P5-7  スマートフォン用サーマルカメラを用いたトレッドミル歩行時の表面皮膚温度の経時的
変化

成田リハビリテーション病院　　上坂　修平

P5-8  頚髄不全損傷事例を対象とした中殿筋に対する随意運動介助型電気刺激療法―症例報告―
千葉県千葉リハビリテーションセンター成人理学療法科　　長田　光平
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運動器（下肢）　13：40～14：40 ポスター会場 体育館

座長：諸澄　孝宜（北千葉整形外科美浜クリニック）

P6-1  慢性足底筋膜炎患者の足関節・足部機能特性について
船橋整形外科クリニック理学診療部　　川口　大地

P6-2  靴の適合性評価と転倒リスクの関連
季美の森リハビリテーション病院　　伯川　聡志

P6-3  エネルギー蓄積型足部を用いた下腿義足使用者における大腿直筋筋活動の変化について
医療法人芙蓉会五井病院　　齊藤　充郎

P6-4  中高年ながら末期変形性膝関節症を呈し歩行時痛を訴える症例
北千葉整形外科　　前橋　紅里

P6-5  変形性膝関節症患者の歩行速度及び歩行速度関連因子における介入効果の検討
医療法人社団弘雄会榎本整形外科　　國本　拓馬

P6-6  右 TKA 施行後の立位と歩行不安定性に対し、CKC 運動が有用だった症例
キッコーマン総合病院　　森下　佳穂

P6-7  当院における人工膝関節全置換術後の深部静脈血栓症の発症率　 
～早期下肢自動運動の有用性～

北千葉整形外科　　松井　洋輔

P6-8  膝蓋骨骨折により自宅復帰が困難であった症例～筋力低下とアライメントに着目して～
キッコーマン総合病院　　瀬尾　雅也

運動器（健康調査）　13：40～14：40 ポスター会場 体育館

座長：中村　睦美（東都大学）

P7-1  地域における子どもロコモティブシンドローム調査－姿勢に着目－
おゆみの中央病院リハビリテーション部　　穴原　優也

P7-2  健康寿命を延ばす運動療法が高齢者にとって金科玉条になり得るのだろうか
千葉県立保健医療大学リハビリテーション科理学療法学専攻　　三和　真人

P7-3  立ち上がり運動でプレサルコペニアは改善するのか？
医療法人社団郷愛会湯山整形外科リハビリテーション科　　川田　彩香

P7-4  非虚弱高齢者と虚弱高齢者の身体的機能の比較
ハルミ訪問看護ステーション　　橋口広太朗
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P7-5   SMI の経時的変化と骨密度の関係性について
医療法人社団鎮誠会千葉きぼーるクリニック　　小林　裕之

P7-6  術後急性炎症における体脂肪量と骨格筋変化量の関連性 - 人工膝関節全置換術における検討 -
東邦大学医療センター佐倉病院リハビリテーション部　　高木　瑛基

P7-7  理学療法対象患者の患者満足度と日常生活自立度との関連性について
松戸市立総合医療センター 医療技術局リハビリテーション科　　室谷　匡紀

P7-8  回復期病床入院患者の FIM利得を予測するうえで FIM運動項目のパターン分類は合計得
点よりも有用か

東都大学幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科　　吉松　竜貴

生活環境支援　13：40～14：40 ポスター会場 体育館

座長：阿部　昌也（茂原中央病院）

P8-1  デジタルアートを小児リハビリテーションで使用した当院の取り組み
千葉西総合病院リハビリテーション室　　福家　晶子

P8-2   2度の脳卒中後に両片麻痺を呈した患者にHybrid Assistive Limb®を施行し歩行能力が改
善した1症例

医療法人社団心和会新八千代病院リハビリテーション科　　戸村　広洋

P8-3  地域包括ケア病棟に入院した両側 TKA術後に対して運動習慣獲得を目指した1症例
城東桐和会タムス浦安病院　　遠藤　比呂

P8-4  一般病棟における入院時能力から予測できる転帰先に関与する因子の検討
医療法人柏葉会柏戸病院　　冨永　知里

P8-5  集団体操への参加率の違いが認知機能と主観的QOL に及ぼす効果：コホート研究
社会福祉法人関西中央福祉会ケアホーム船橋　　高瀬　未央

P8-6   1-2時間通所リハビリ利用者に対する食事のホームエクササイズによる影響　 
―12週間のホームエクササイズ実施効果―

医療法人社団紺整会フェルマータ船橋　　片平　健生

P8-7   3年間のデイケア利用で就労に至った症例　 
～生活指導と長期介入で「機能・活動・意欲」が向上～

医療法人京友会介護老人保健施設つくも苑　　森田　翔太

P8-8  特別養護老人ホームにおける下肢装具作成から介護士主体による生活場面への導入方法
社会福祉法人関西中央福祉会ケアホーム船橋　　市川　　拓


