
若手セレクション口述　第2会場 （5F  小ホール1）
若手特別セッション　　12:30～13:25
� 座長：名古屋市立大学病院　リハビリテーション部　　山下　　豊
� 株式会社フィジカルイノベーションズ　　阿部　友和

S－01 軽症～中等症COPD患者に対する外来呼吸リハビリテーションの効果
平松内科・呼吸器内科　小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック　　秋山　歩夢

S－02 中学・高校野球選手の側腹筋の左右差について
マジマ整形外科　　東　　歓太

S－03  訪問リハビリテーションにおけるリスク管理の一要因である薬物服用の調査
 クロストーク株式会社　訪問看護ステーション　とんぼ　　松原　朱里

S－04 糖尿病透析患者における胼胝の経過と足底負荷量の変化
 偕行会　名古屋共立病院　リハビリテーション課　　清田　成晃

S－05  異なるセット数のダイナミック・ストレッチングがハムストリングスの柔軟性に
 及ぼす急性効果
 日本福祉大学健康科学部　リハビリテーション学科　　佐藤　穂波

口述1　第2会場 （5F  小ホール）
神経理学療法①　　10:00～10:55
� 座長：愛知医科大学病院　リハビリテーション部　　河尻　博幸

O－01 視床梗塞により視床性運動失調を呈した症例の一考察
 －運動学習に着目して－

愛知県済生会リハビリテーション病院　リハビリテーション科　　米安　駿也

O－02 急性期脳梗塞患者における転院先に関連する因子の検討
名古屋鉄道健康保険組合　名鉄病院　リハビリテーション科　　横井　一輝

O－03  脳梗塞急性期における端坐位開始時の血圧は短期機能予後と関連する
 一宮市立市民病院　リハビリテーション室　　中島　宏樹

O－04 急性期脳卒中片麻痺患者の麻痺側下肢に対するCI療法の試み
 名古屋掖済会病院　リハビリテーション科　　齋藤　弘明

プログラム
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O－05 医療機関外リハビリテーションを実施し，在宅復帰が可能となった症例
 名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院　理学療法科　　小川　有紀

O－06 脳卒中後のうつ病改善に対して運動療法への動機付けに難渋した一症例
 社会医療法人杏嶺会　一宮西病院　リハビリテーション科　　辻本　健二

口述2　第2会場 （5F  小ホール1）
神経理学療法②　　11:00～11:55
� 座長：中部労災病院　中央リハビリテーション部　　原田　康隆

O－07  髄膜腫術後に生じた足関節の運動麻痺に対する治療的電気刺激が異常歩行に与える
 影響の検討

医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院　リハビリテーション部　　調　　美紀

O－08  脳卒中患者のボツリヌス療法における動作時筋緊張の評価の必要性について
 愛知医科大学病院　リハビリテーション部　　山田　千加

O－09 脳卒中片麻痺患者に対して歩行速度向上を目的としたBWSTTの介入
 鵜飼リハビリテーション病院　　水谷　浩二

O－10 右被殻出血により歩行障害を呈した症例へのウォークエイド ® の介入効果
国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター　　平沢　勇夢

 
O－11  左右非対称な姿勢筋活動が必要な随意運動課題における痙直型両麻痺者の
 予測的姿勢制御様式

愛知県三河青い鳥医療療育センター　　川口　大輔
 
O－12 再発後の両片麻痺患者の歩行獲得を目指した理学療法経験
 　～歩行補助具・装具の選択に着目して～

社会医療法人杏嶺会　一宮西病院　リハビリテーション科　　浅井　琢也

口述3　第2会場 （5F  小ホール1）
基礎理学療法①　　13:45～14:40
� 座長：名古屋学院大学　リハビリテーション部　　渡邊　晶規

O－13  Branch atheromatous disease（BAD）患者およびパーキンソン病患者における
 安静立位姿勢の神経生理学的特徴
 名古屋大学大学院医学系研究科　　渡邊　龍憲
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O－14 当院における前庭リハビリテーションの取り組みとその効果
水谷病院　リハビリテーション科　　酒井　成輝

O－15 骨格筋経皮的電気刺激はSOCS3非依存的な経路を介してインスリン抵抗性を改善する
 日本福祉大学健康科学部　リハビリテーション学科　　岩田　全広

O－16 静的ならびに動的ストレッチングを併用施行した際の施行順が柔軟性に及ぼす影響
 日本福祉大学健康科学部　リハビリテーション学科　　松尾　真吾

O－17 足部三次元的制動機器の有効性検証
 愛知医療学院短期大学　リハビリテーション学科　　山田南欧美

O－18  脳卒中後片麻痺患者における背臥位から車いす坐位への姿勢変換が麻痺側下肢静脈血流に
与える影響

星城大学　　松岡　文三

口述4　第3会場 （5F  小ホール2）
運動器理学療法①　　10:00～10:55
� 座長：名古屋整形外科・人工関節クリニック　リハビリテーション科　　片岡　亮人

O－19  大腿骨頸部骨折骨接合術術後患者の歩行分析
 －10m自由歩行における荷重変化からの考察－
 小牧市民病院　リハビリテーション科　　山田　　寛

O－20 外反母趾に対するレンガ上立位訓練の効果について
 －HVAの変化による比較－
 医療法人榊原　榊原整形外科　　吉村　竜平

O－21  MRI T2mappingによる膝関節軟骨評価の臨床的有意性について
 ～Smallest Real Differenceを用いて～
 社会医療法人財団新和会　八千代病院　総合リハビリテーションセンター　　正岡　奈緒

O－22 腹部引き込み運動による姿勢および歩行時膝関節内反モーメントへの影響
 医療法人メディライフ　西知多リハビリテーション病院　リハビリテーション科　　福田　祥冶

O－23 起床時および頚部側屈時に出現する後頭部痛の解釈と治療戦略
 朝日が丘整形外科　リハビリテーション科　　丹羽　結生

O－24 姿勢バランス獲得を目的とした視野狭窄を伴った大腿骨頚部骨折患者の一症例
 医療法人ミズタニ　水谷病院　　山田幸太郎
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口述5　第3会場 （5F  小ホール2）
運動器理学療法②　　11:00～11:55
� 座長：医療法人三仁会　春日井整形外科　リハビリテーション科　　水谷　仁一

O－25 超音波画像診断装置を用いた肩関節評価の有用性
 －内視鏡所見との比較－
 豊橋整形外科　鷹丘クリニック　　志水　康太

O－26 転倒後に手掌部の痺れと上腕外側の疼痛が残存し，頸椎後縦靭帯骨化症と
 診断された一症例
 平針かとう整形外科　　山本　浩貴

O－27 腱板断裂を伴う反復性肩関節脱臼に対して直視下腱板断裂修復術と
 Bankart修復術を同時に施行した一症例
 一宮西病院　リハビリテーション科　　松本　真人

O－28 リバース型人工肩関節全置換術を施行した症例に対する理学療法の経験
 一宮西病院　リハビリテーション科　　米倉　　輝

O－29 上腕骨近位部骨折に対して創外固定器を用いた治療経験
 医療法人光生会　光生会病院　リハビリテーション科　　大村　真未

O－30 掌側転移を伴う左小指中手骨頭骨折に対する運動療法の一考察
 平針かとう整形外科　　一條　　瞬

口述6　第3会場 （5F  小ホール2）
運動器理学療法③　　13:00～13:55
� 座長：医療法人　可知整形外科　　田村　将良

O－31 ダイナミックマルアライメントが梨状筋症候群に関与した一症例
いえだ整形外科リハビリクリニック　リハビリテーション科　　西野　雄大

O－32 人工膝関節置換術後における歩行速度の回復は痛みへの破局的思考と関連する
名古屋大学医学部附属病院　リハビリテーション部　　林　　和寛

O－33  治療期間が遷延する腰痛症を呈した外来通院患者の特定
 ～疼痛緩和薬剤と腰部痛の程度に着目して～

豊橋整形外科　鷹丘クリニック　　新村　和晃

O－34 腰椎椎間板ヘルニア例の梨状筋圧痛所見の推移
いえだ整形外科リハビリクリニック　　増田　一太
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O－35 腰痛と仙腸関節マニピュレーション
 　急性腰痛に仙腸関節マニピュレーションの有用性

医療法人恭純会　服部整形外科　リハビリテーション科　　太田　佳孝

O－36 腰椎の運動時痛からみた腰痛分類方法と理学療法の転帰との関係性について
豊橋整形外科　鷹丘クリニック　　山口亜梨沙

口述7　第4会場 （7F  展示場702＋703）
内部障害理学療法①　　10:00～10:55
� 座長：愛知医科大学病院　リハビリテーション部　　阿部　　司

O－37 血液透析患者の身体機能の変化と関連する基礎データの検討
総合上飯田第一病院　リハビリテーション科　　馬路　祥子

O－38 全身褥瘡患者に対する多職種介入を経験して
名古屋掖済会病院　リハビリテーション科　　尾崎　智美

O－39 運動療法の代替手段として電気刺激療法を実施した一症例
社会医療法人財団新和会　八千代病院　　齋藤　広貴

O－40 糖尿病患者における揃え型歩行時の足底の圧力・剪断力に関する検討
 対側下肢に注目して

医療法人偕行会　名古屋共立病院　リハビリテーション課　　石井　達也

O－41 成人スチル病，ステロイドの副作用にて下肢筋力低下を呈した症例
国立病院機構　名古屋医療センター　　伊藤直有希

O－42 アミロイドーシスによる巨舌に対し鼻呼吸を指導し呼吸苦が軽減した症例
一宮西病院　リハビリテーション科　　前田　徳子

口述8　第4会場 （7F  展示場702＋703）
内部障害理学療法②　　11:00～11:55
� 座長：春日井市民病院　リハビリテーション技術室　　山下　　裕

O－43 高流量酸素療法を要した状態で他職種連携にて在宅生活が可能となった一例
愛知県厚生連　豊田厚生病院　リハビリテーション科　　畑　　康夫

O－44 抗MDA5抗体陽性の急速進行性間質性肺炎を合併した皮膚筋炎患者の経験
トヨタ記念病院　リハビリテーション科　　青木友里奈
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O－45 術前呼吸リハビリテーションに難渋し，呼吸不全に陥り手術中止となった
 膵頭部癌患者の一例

名古屋大学医学部附属病院　リハビリテーション部　　神山　卓史

O－46 誤嚥性肺炎患者の自宅復帰に影響を与える要因の検討
一宮西病院　リハビリテーション科　　丸田　雄介

O－47 重症肺炎によるARDSに対してポジショニング，早期離床が有効であった症例
トヨタ記念病院　リハビリテーション科　　田中　理佳

O－48 咳嗽力低下のため抜管後に排痰補助装置を導入した頸髄損傷症例
公立陶生病院　中央リハビリテーション部　　長江　優介

口述9　第4会場 （7F  展示場702＋703）
内部障害理学療法③　　13:00～13:55
� 座長：名古屋大学医学部附属病院　リハビリテーション部　　小林　聖典

O－49  心肺停止となった急性肺塞栓後に理学療法行い，自宅復帰した一症例
一宮西病院　リハビリテーション科　　久村　　悟

O－50 息切れを主訴とした慢性心不全患者に対する心臓リハビリテーション介入の一例
名古屋第二赤十字病院　リハビリテーション課　　大西　順子

O－51 当院における大血管術後患者に対する外来心臓リハビリテーションの実施状況
名古屋ハートセンター　リハビリテーション部　　小中真由美

O－52 子宮頸がん術後に腰神経叢・仙骨神経叢領域に重複した末梢神経障害を合併した症例
愛知医科大学病院　リハビリテーション部　　木島　望美

O－53  十二指腸がんに対するSSPPD術後に歩行能力が著明に低下した一例
独立行政法人国立病院機構　名古屋医療センター　　松田　隆汰

O－54 肝門部胆管癌術後のリハビリテーションと栄養管理により早期ADL獲得に至った症例
地域医療機能推進機構　中京病院　リハビリテーションセンター　　岩田　智大
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口述10　第4会場 （7F  展示場702＋703）
生活環境支援理学療法①　　14:00～14:55
� 座長：愛知厚生連　知多厚生病院　リハビリテーション科　　山下　陸視

O－55 フレイル高齢者におけるバランス練習アシストの有用性
国立長寿医療研究センター　機能回復診療部　　田口　大輔

O－56 終末期肺がん患者の望んだ形で最期を迎えることができた一症例を経験して
 －最期まで自立することの意思を尊重して－

名古屋掖済会病院　リハビリテーション科　　亀山　貴子

O－57  小児領域に特化した訪問看護ステーションの2年7か月の経過報告
合同会社Loving Look　こども訪問看護ステーションじん　おかざき院　　安井　隆光

O－58  デトレーニング期間の長さが地域在住高齢者の運動機能に及ぼす影響
医療法人和光会　介護老人保健施設　清風苑　　日比　一晴

O－59  長期臥床による廃用症候群に対する離床継続の効果
社会医療法人杏嶺会　上林記念病院　リハビリテーション科　　佐藤　雄太

O－60 訪問リハの介入で復職した一症例
 －リハビリテーションSWOT分析を活用－

株式会社ジェネラス　訪問看護ステーションほたる　　服部　達明
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ポスター1　ポスター会場 （7F  展示場704＋705）
神経理学療法③　　12:05～12:50
� 座長：名古屋第二赤十字病院　リハビリテーション課　　三谷　祐史

P－01 脳卒中後遺症の下肢痙縮に対しボツリヌス療法と随意運動介助型電気刺激装置IVESを
 併用した一症例
 偕行会リハビリテーション病院　　高木　裕司

P－02 中心性脊髄損傷に対して急性期からの免荷式トレッドミル歩行トレーニングを経験して
 名古屋第二赤十字病院　　河合　潤也

P－03 胸髄硬膜動静脈瘻により不全対麻痺を呈した一症例へのFESの使用
 社会医療法人愛生会　上飯田リハビリテーション病院　　鍵谷美早紀

P－04 片麻痺者の歩行遊脚期における振り出し動作の分析
 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院　リハビリテーション部　　貝沼　啓昭

P－05 歩行アシスト装着下での二重課題訓練による注意機能向上への取り組み
 老人保健施設ハートフルライフ西城　　芦澤　範幸

P－06 うつ傾向により入院中の理学療法介入に難渋した脊髄腫瘍術後患者に対する理学療法経験
 名古屋大学医学部附属病院　リハビリテーション部　　佐藤　克成

P－07 不全四肢麻痺に高度肥満を合併したー症例
 中部労災病院　リハビリテーション部　　廣江　将之

ポスター2　ポスター会場 （7F  展示場704＋705）
神経理学療法④　　14:00～14:45
� 座長：国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター　機能回復診療部　　谷本　正智

P－08 脳卒中片麻痺者の2動作歩行と3動作歩行の特徴
 －時間・空間因子による検討－
 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　　浅井　慎也

P－09 脳卒中者に対する無動力歩行支援機ACSIVEの適応に関する一考察
 社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団　西部リハビリテーション事業所　　石黒　正樹

P－10 脳卒中後，痙縮による内反尖足を呈した症例に対して補高付き短下肢装具を
 使用した一症例
 医療法人桂名会　木村病院　リハビリテーション部　　那須　崇史
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P－11 脳卒中患者の入院時Alb値から見た初回歩行能力の関係性
社会福祉法人恩賜財団済生会　愛知県済生会リハビリテーション病院　　山野井順矢

P－12 経時的変化を考慮した，視床出血患者の予後予測を行った一例
 JA愛知厚生連　海南病院　リハビリテーション科　　伊藤　優子

P－13  レンズ核線条体動脈BADによって重度運動麻痺を呈した1症例
 発症早期からの積極的離床についての検討
 名古屋第二赤十字病院　　荘加　克磨

P－14  重度片麻痺患者における座位・立位練習時の脊柱起立筋活動
 鵜飼リハビリテーション病院　　安井　　惇

ポスター3　ポスター会場 （7F  展示場704＋705）
生活環境支援理学療法②　　15:00～15:45
� 座長：株式会社ジェネラス　　梅田　典宏

P－15 豊明団地「ふじたまちかど保健室」から地域住民への地域包括ケアの実践
 藤田保健衛生大学　地域包括ケア中核センター　　都築　　晃

P－16 在宅において18トリソミー児に対する生活支援を行った一例
 こども訪問看護ステーション　じん　おかざき　　早川　政孝

P－17 胆管癌術後の意欲低下に対し脳活性化リハビリテーションが効果的であった一例
医療法人清水会　相生山病院　リハビリテーション科　　角　　元太

P－18 脳卒中片麻痺患者一症例における栄養状態および身体機能の経時的変化
 －経口栄養補助食品を使用して－
 医療法人医仁会　さくら総合病院リハビリセンター　　今枝　寛和

P－19 終末期がん患者のQOLの向上と維持に対する訪問リハビリテーションでの取り組み
 ～在宅生活を送る一症例とその家族を通じて～
 藤田保健衛生大学　地域包括ケア中核センター　　川端　純平

P－20 超重症児の安心できる在宅移行支援と早期からの継続した発達支援
 合同会社Loving Look　こども訪問看護ステーション　じん　おかざき　　加藤　寛聡

P－21 脊髄髄内腫瘍により両下肢感覚障害を呈した一症例
 在宅復帰に向けて活動と参加に着目
 社会医療法人財団新和会　八千代病院　　山本香菜子
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ポスター4　ポスター会場 （7F  展示場704＋705）
神経理学療法⑤　　12:05～12:50
� 座長：国立病院機構東名古屋病院　リハビリテーション部　　松田　直美

P－22 Duchenne型筋ジストロフィ－症における上肢の筋力低下が歩行機能に及ぼす影響
 愛知県心身障害者コロニ－中央病院　総合診療部　　加藤　　純

P－23 パーキンソン病患者の動的バランス能力評価
 ～Mini-BESTestとBBSの比較～
 名古屋市立大学病院　リハビリテーション部　　佐橋　健斗

P－24 神経変性疾患患者のQOLとADLの関連
 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

P－25 対麻痺者用歩行補助ロボットWPALにおける上肢使用様式のばらつきに関する検討
 藤田保健衛生大学大学院　保健学研究科　　田島　資子

P－26 加速度計を用いたパーキンソン病におけるすくみの評価
 名古屋市立大学病院　リハビリテーション部　　板本　將吾

P－27 痙性対麻痺によりStiff knee gaitを呈した一症例におけるボツリヌス毒素注射前後の
 運動学的パラメータの変化の検討
 愛知県三河青い鳥医療療育センター　　高橋　秀平

P－28  上肢の過剰使用が歩行の阻害因子となっていた不全対麻痺の一例
 中部労災病院　中央リハビリテーション部　　野﨑　和哉

ポスター5　ポスター会場 （7F  展示場704＋705）
教育・管理理学療法　　14:00～14:45
� 座長：名古屋市総合リハビリテーションセンター　第1リハビリテーション部　　近藤　　穣

P－29 臨床参加型実習が学生に与える影響
 －検査体験数と達成度の関係性に着目して－
 豊橋整形外科　鷹丘クリニック　　渡邉　麻乃

P－30 地域包括ケア中核センターでの訪問リハビリテーションの1年間の実績動向
 藤田保健衛生大学　地域包括ケア中核センター　　土本　友香

P－31 当院における透析中運動療法の試験的導入について
 豊橋ハートセンター　リハビリテーション科　　大谷　卓巳
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P－32 理学療法室における移動用リフトの導入
 名古屋市総合リハビリテーションセンター　　佐藤　　晃

P－33 要介護被保険者に対するリハビリテーション維持期以降の当院の対応と患者動向
 豊橋整形外科　鷹丘クリニック　　三浦　綾子

P－34 当院における看護職員の腰痛実態調査について
 岡崎市民病院　医療技術局　リハビリテーション室　　原田　　亮

P－35 当院における実績指数の傾向と今後の課題
 社会医療法人愛生会　上飯田リハビリテーション病院　　平田　貴大

ポスター6　ポスター会場 （7F  展示場704＋705）
内部障害理学療法④　　15:00～15:45
� 座長：旭労災病院　中央リハビリテーション部　　川路　具弘

P－36 冠動脈バイパス移植術後の創部感染で長期入院加療を要しながらも
 自宅退院へ至った症例
 豊橋市民病院　リハビリテーション技術室　　倉橋　裕明

P－37  心臓血管外科術後患者の術後回復過程における肺活量の推移に関する記述研究
 名古屋ハートセンター　リハビリテーション部　　藤山　裕晃

P－38  TAVI中に差室穿孔し，緊急でAVRと差室修復術を施行した虚弱症例の
 外来リハビリテーション経過報告
 名古屋ハートセンター　リハビリテーション部　　加藤　正規

P－39  安静臥位時の呼吸困難が下肢の挙上により改善した間質性肺炎の一症例
 名古屋第一赤十字病院　リハビリテーション科　　田口　季依

P－40  腹部大動脈瘤術後に呼吸不全とcritical illness polyneuropathyを合併した1例
 名古屋市立大学病院　リハビリテーション部　　山下　　豊

P－41  慢性増悪に対してステロイドパルス療法と呼吸リハビリテーションを併用した
 気腫合併間質性肺炎の一例
 名古屋大学医学部附属病院　リハビリテーション部　　森　　貴史
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ポスター7　ポスター会場 （7F  展示場704＋705）
基礎理学療法②　　12:05～12:50
� 座長：日本福祉大学　健康科学部　　松尾　真吾

P－42  頚部回旋肢位の違いが頚部筋疲労時の眼球運動におよぼす影響についての検討
 医療法人孝友会　孝友クリニック　　永田　富義

P－43  visual display terminal 作業による自覚的疲労が滑動性追跡眼球運動におよぼす影響
 社会医療法人杏嶺会　上林記念病院　　三田菜奈子

P－44  KCC2発現低下は末梢神経損傷後の運動機能回復を促進する
 総合研究大学院大学　　戸田　拓弥

P－45  3層膜電極を用いた脳内ドーパミンのリアルタイム測定
 名古屋市立大学大学院医学研究科　脳神経生理学分野　　石田　章真

P－46  転倒経験者における二重課題付加歩行時の下肢の運動学的評価の有用性の検討
 名古屋大学大学院医学系研究科　リハビリテーション療法学専攻　　齊藤浩太郎

P－47  視覚情報の違いが身体動揺に与える影響について
 名古屋市立大学大学院医学研究科　　浅井　勇人

P－48 骨盤臓器脱手術後の尿失禁に対する理学療法の効果
 名古屋大学大学院医学系研究科　　渡邊日香里

ポスター8　ポスター会場 （7F  展示場704＋705）
運動器理学療法④　　14:00～14:45
� 座長：医療法人桂名会木村病院　リハビリテーション部　　宮嵜　友和

P－49  THA術後急性炎症期における日中活動量管理の試み
 名古屋第二赤十字病院　　稲葉　竣也

P－50 両側変形性膝関節症に対する人工膝関節全置換術後の非手術側機能維持
 JA愛知厚生連　海南病院　リハビリテーション技術科　　堀川　真理

P－51  転倒に対する恐怖心と身体運動の見積もり誤差との関係
 国府病院　　岩谷　竜樹

P－52  人工膝関節全置換術を施行された症例の入院が長期化した要因について
 豊橋市民病院　リハビリテーションセンター　　服部絵利香
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P－53  回復期リハビリテーション病棟入院中の整形外科疾患患者における栄養障害の
 有無が自宅復帰率に与える影響
 国立病院機構東名古屋病院　　山本　悠太

P－54  脊椎圧迫骨折地域連携パス作成の試み
 社会医療法人愛生会　上飯田リハビリテーション病院　　林　　琢磨

P－55  腰痛の心理社会的要因に関する臨床的推察とスクリーニングツールの結果の違い　
 ～経験年数に着目して～
 豊橋整形外科　向山クリニック　　五十嵐梨奈

ポスター9　ポスター会場 （7F  展示場704＋705）
運動器理学療法⑤　　15:00～15:45
� 座長：伊藤整形外科　　出田　浩之

P－56  競技レベルの違いが膝前十字靱帯再建術後の回復過程に及ぼす影響
 特定医療法人宝美会　総合青山病院　リハビリテーション技術室　　生田　旭洋

P－57  中学・高校野球選手における左右の胸郭拡張性についての考察
 マジマ整形外科　　加藤　洋一

P－58  4年間の少年野球メディカルチェックにおける投球障害有症率と指導者および
 保護者の意識調査：連続横断研究
 三仁会　あさひ病院　　森　　匡宏

P－59  当法人におけるプロバスケットボールチームの支援方法と活動報告について
 豊橋整形外科　鷹丘クリニック　　岡本　健史

P－60  Saupe分類Ⅱ型有痛性分裂膝蓋骨の一症例
 腸脛靭帯の緊張と分裂骨片に着目して
 いえだ整形外科リハビリクリニック　　野中　雄太

P－61  メディカルチェックに参加した少年野球選手の投球障害発生率とその要因
 ～1年間の前向きコホート研究～
 あさひ病院　　竹中　裕人
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ポスター10　ポスター会場 （7F  展示場704＋705）
内部障害理学療法⑤　　12:05～12:50
� 座長：公立陶生病院　中央リハビリテーション部　　小久保裕子

P－62  靴型足底負荷量測定器を用いた歩行時足底圧計測の再現性に関する検討
 星城大学　リハビリテーション学部　　林　　久恵

P－63  同種造血幹細胞移植の合併症により活動量低下を認めた1症例
 ～入院中の活動量と入院前後の運動機能の変化～
 豊橋市民病院　　真田　将太

P－64  入院時栄養状態が大腿骨頚部骨折術後患者の退院時歩行能力に与える影響
 名古屋掖済会病院　リハビリテーション科　　鈴木　俊夫

P－65  Mechanical In-Exsufflator（MI-E）を導入した在宅人工呼吸療法を行っている
 超重症児の経験
 豊橋市民病院　リハビリテーションセンター　　神谷　　猛

P－66  アキレス腱断裂を受傷したCOPD患者の運動耐容能維持に歩行補助具の工夫が
 有用であった一例
 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院　リハビリテーション部　　田中　康友

P－67  上行弓部置換術後に一過性運動麻痺，呼吸機能障害，敗血症を合併し離床が
 遅延した症例
 名古屋第二赤十字病院　リハビリテーション課　　伊藤　拓哉

ポスター11　ポスター会場 （7F  展示場704＋705）
運動器理学療法⑥　　14:00～14:45
� 座長：あさひ病院　リハビリテーション科　　竹中　裕人

P－68  健常高齢女性における膝関節屈曲角度と膝蓋骨下方可動性の関連について
 星城大学　リハビリテーション学部　　大古　拓史

P－69  両踵骨骨折後の疼痛に対し足底板を処方し，歩行獲得に至った一症例
 医療法人羔羊会　弥生病院　リハビリテーション部　　伊賀　千浩

P－70  変形性膝関節症に対するDLO（Double Level 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技術科　　嶋　　尚哉
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P－71  内側高位脛骨骨切り術後の疼痛分布
 ～荷重開始時と退院時の比較検討～
 豊川市民病院　リハビリテーション技術科　　山口　直也

P－72  近位脛腓関節不安定性を基盤とし膝窩筋腱部痛を呈した一症例
 いえだ整形外科リハビリクリニック　　河田　龍人

P－73  外側円板状半月板に対する3度の手術療法により膝関節可動域獲得に難渋した症例
 医療法人可知整形外科　リハビリテーション部　　川島　由暉

ポスター12　ポスター会場 （7F  展示場704＋705）
運動器理学療法⑦　　15:00～15:45
� 座長：うばこ山整形外科クリニック　　天沼　良介

P－74  大腿骨頚部骨折骨接合術後の自由歩行による歩行分析
 －前足部・後足部の荷重率の推移に着目して－
 小牧市民病院　リハビリテーション科　　高田　美穂

P－75 ショートフットエクササイズによる運動介入が動的内側縦アーチ高に及ぼす影響
 豊橋創造大学保健医療学部　理学療法学科　　野嶋　　治

P－76  上腕骨外骨腫摘出術後の理学療法において肩関節可動域制限が残存した症例
 一宮西病院　リハビリテーション科　　山田　耕平

P－77  くる病による易骨折性症例の右大腿骨骨幹部骨折手術後の荷重訓練について
 医療法人医仁会　さくら総合病院　　成瀬　宏司

P－78  転倒による第4・第5中足骨骨折後に第5中足骨骨折部周囲の荷重時痛が残存した一症例
 平針かとう整形外科　　石黒翔太郎

P－79  股関節伸展可動域制限による歩行時筋張力変化の検討
 豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科　　金井　　章
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