
 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度 

新人発表会 
＝ プログラム・抄録集 ＝ 

 

      社）兵庫県理学療法士会 

         東播磨ブロック 

 

 

 

日時 ： 平成 31年 2月 3日（日） 

午前９:００～午後４:３０ 

会場 ： 加古川中央市民病院 

  

 

 

 



会場周辺図 

会場までの交通はなるべく公共交通機関をご

利用ください。 

徒歩の場合は、加古川駅より 12 分です。 

お車でお越しの場合は、県道 18 号線「小門口

交差点」より進入し、表示に従って駐車場へ

お進みください。 

新加古川左岸線（加古川堤防）側の出入口は

「左折進入のみ」となっていますのでご注意

ください。 （退出も左折のみです） 

＊詳細は病院ホームページをご参照ください。

休日のシャトルバス運行はありません。 

当日、院内の駐車場代金は個人でのご負担と

なりますのでご了承ください。 

 

会場見取り図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホール内での飲食はご遠慮ください。 

周辺施設での喫煙は指定の場所をご利用ください。 

(院内及び駐車場内での喫煙も禁止です) 

当日、院内施設(ローソン、TULLY’S COFFEE)の利用は可能です。 

ゴミは各自でお持ち帰りください。 
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日程表 

 

 

 

 

 

 
第１会場 第２会場 第３会場 

8：30  受付開始 
 

8：50  
開会の挨拶 

オリエンテーション 

 

9：00～10：45 第 1 セッション 第 4 セッション 第７セッション 

11：00～12：45 第 2 セッション 第 5 セッション 第 8 セッション 

13：00～14：30 第 3 セッション 第 6 セッション 第 9 セッション 

14：40～15：10  協会理事講話  

15：15～  
閉会の挨拶 

後片付け 
 

 

※受付は会員証で行います。発表者は理学療法士協会会員証を忘れずに持ってきてください。 

 

※8：40、10：50、12：50 にそれぞれ座長・コメンテーターの打ち合わせを行います。 

 次セッション担当の方は受付まで集合してください。 

 

※昼休憩の時間は設けていません。 

ホール内は飲食禁止になっています。ご協力よろしくお願いします。 

 
 

 

 



 

第 1セッション 第 1 会場 9：00～10：45 

 

座長  石原 康成（大久保病院） 

 

1．体幹筋に着目することで歩容の改善に繋がった一例 

大西脳神経外科病院   白金 葵 

2．投球動作加速期の肘下がりに対して後期コッキング期の肩甲帯に着目した一症例 

つくだ整形外科  吉田 光一郎 

3．右鎖骨遠位端骨折プレート固定術後,偽関節を呈し治癒が遷延した一症例 

大西メディカルクリニック 前田島 正哉 

4．肩甲骨,体幹のアライメントにアプローチし,肩関節の疼痛が消失した症例 

フェニックス加古川記念病院  福井 輝明 

5．小脳脚梗塞による歩行時の骨盤右回旋が改善し歩行安定性が向上した一症例 

順心リハビリテーション病院 今福 健太郎 

6．非麻痺側の筋と関節の治療が歩容に影響した症例 

大西脳神経外科病院  宮本 彩花 

7．上腕骨大結節骨折後の肩峰下インピンジメントに着目した症例 

宮島整形外科クリニック  澁谷 魁人 

 

コメンテーター  真島 健 （中山クリニック） 

 
 

第 2セッション 第 1 会場 11：00～12：45 

 

座長  田中 伸之介（明石リハビリテーション病院） 

 

8．骨折後，潰瘍形成の悪化に留意しながら福祉用具選定を行い歩行動作の獲得に至った症例 

介護老人保健施設サンライズ  福山 文太 

9．既往歴により右股関節周囲筋の筋力低下がある右人工膝関節全置換術を施行した一症例 

甲南加古川病院  平畝 美奈 

10．大腿切断術後患者に対し移乗動作能力の向上と家族へのアプローチにより外出できた症例 

明石医療センター  山下 陽太 

11．右股関節痛に対し腸腰筋にアプローチして疼痛が軽減した症例 

松本病院  横山 耕祐 

12．右股関節伸展制限に着目し,跛行の改善が認められた右人工股関節全置換術術後の一症例 

大久保病院  田畑 篤人 

13．ハムストリングスの機能向上によって立ち上がり動作に改善がみられた症例 

宮島整形外科クリニック  角屋 卓実 

14．左膝蓋骨骨折による固定期間中に,運動イメージ学習の介入を行った一症例 

中谷整形外科病院  三原 風花 

 

コメンテーター  安尾 和也（順心リハビリテーション病院） 

演 題 



第 3セッション 第 1 会場 13：00～14：30 

 

座長  河野 祥貴（明石リハビリテーション病院） 

 

15．脛腓関節・足趾筋群にアプローチを行い足関節背屈可動域制限の改善を図った一症例 

中谷整形外科病院  野瀬 祐基 

16．左アキレス腱断裂を呈し独歩獲得に遅延した症例 

野木病院  圓尾 勇治 

17．足部術後の荷重制限と感覚,バランス障害により安定した動作獲得に難渋した一症例 

中山クリニック  高橋 芽以 

18．リスフラン関節脱臼骨折を受傷し全荷重開始後に荷重時痛を認めた症例 

明石医療センター   金内 淳 

19．左脛腓骨開放骨折・距骨骨折に対し観血的整復固定術を施行した症例 

大久保病院   平林 龍 

20．階段降段時に左足関節前方に疼痛が認められた左足関節脱臼骨折の一例 

大久保病院  赤坂 敬太 

 

 

コメンテーター  徳久 誠禎 （明石市民病院） 

 

 

第 4セッション 第 2 会場 9：00～10：45 

 

座長  南 竜馬（順心リハビリテーション病院） 

 

21．右人工膝関節置換術後に術創部の柔軟性は改善したが独歩獲得に難渋した一症例 

フェニックス加古川記念   岩田 葵 

22．左膝関節内側部の疼痛に対して左下腿外旋について着目し,理学療法を実施した一症例 

つくだ整形外科  伊藤 聡希 

23．右人工膝関節全置換術を施行し，自宅退院に向け環境設定に考慮した症例 

高砂西部病院  今冨 聖加 

24．変形性膝関節症における膝アライメントが及ぼす立ち上がり動作への影響 

つくだ整形外科  吉岡 建人 

25. デュシャンヌ徴候に対し感覚フィードバックと閉鎖性運動連鎖での訓練を行った一症例 

明石市立市民病院  吉良 浩太 

26．人工骨頭置換術後に退院前訪問指導を実施し, 在宅復帰に至った症例 

明石医療センター  下村 真依 

27．独居高齢者の自宅復帰を目指してアプローチを行い,介護サービスの重要性を感じた症例 

はりま病院  松井 敬佑 

 

コメンテーター  川上 純平（大久保病院） 

 

 

 



第 5セッション 第 2 会場 11：00～12：45 

 

座長  足立 智之 （西江井ヶ島病院） 

 

28．後期高齢者の起立動作において,重心移動に着目して治療を行った症例 

中谷整形外科病院  斉藤 芙季 

29．片脚立位時間と,右 Mid stance における関係性に着目した一症例 

つくだ整形外科  加藤 聖也 

30．早期退院に向けて,歩行立脚期の股関節伸展可動域に着目し歩行速度向上を目指した症例 

松本病院  上田 晃弘 

31．TKA 術後の家事動作や生活動作での負担軽減を目的とし介入した症例 

大西メディカルクリニック  村上 真弘 

32．膝蓋靭帯断裂及び膝蓋骨裂離骨折術後に対し,超音波画像評価を用いた一症例 

中山クリニック  原 祥太朗 

33．膝関節周囲筋に着目し,歩行の安定性を獲得した症例 

松本病院  山下 恭佑 

34．後方への転倒歴がある症例に対し退院先の変化から理学療法士ができること 

明石仁十病院  門積 真帆 

 

コメンテーター  渡辺 慎太郎（大西脳神経外科病院） 

 

 

 

第 6セッション 第 2 会場 13：00～14：30 

 

座長  松本 典子（大西脳神経外科病院） 

 

35．入院中に多発転移が生じ緩和期に移行した症例 -demand を重視し QOL の向上を目指して- 

兵庫県立がんセンター   井上 紘志 

36．Guillain-Barré 症候群発症から 1 年経過した症例の立ち上がり動作に着目して 

介護老人保健施設 白寿苑   大原 涼里 

37．第 7 頸髄損傷不全麻痺により自宅復帰に難渋した症例 立ち上がり動作に着目して 

順心リハビリテーション病院  高見 信二郎 

38．パーキンソニズム患者の分節的身体回旋に着目し,方向転換時のすくみ足が軽減した一症例 

明石リハビリテーション病院  薄木 万裕子 

39．負荷量に配慮しながら筋力,持久力向上を目指したギランバレー症候群の一症例 

明石市立市民病院    池本 瑛 

40．体性感覚を利用した内在的フィードバックに着目し立ち上がり動作獲得に繋がった症例 

順心リハビリテーション病院   茂木 楓香 

 

コメンテーター  戸田 勝也（野木病院） 

 

 

 



第 7セッション 第 3 会場 9：00～10：45 

 

座長  竹内 祐太朗（明石仁十病院） 

 

41．行動変容を用いた教示が介助量の軽減に至った高次脳機能障害を持つ片麻痺患者の報告 

いなみ野病院  桑村 美里 

42．脳梗塞後の pusher 現象に対する深部感覚への介入が端座位自立につながった症例 

順心リハビリテーション病院  宮地 沙和 

43．両片麻痺を呈した症例に対し，歩行練習による運動学習を行い，介助量が軽減した症例 

介護老人保健施設 サンライズ  本田 俊平 

44．選択的注意に着目し，足底からの感覚入力を行い，立ち上がり動作を獲得した症例 

明石リハビリテーション病院  則枝 優輔 

45．神経筋再教育で足関節背屈筋群と膝関節伸展筋群を促通し歩容に変化を得た一症例 

大西脳神経外科病院  有本 晃平 

46．荷重量の分散に対するアプローチを行い,生活範囲の拡大につながった一症例 

株式会社 スイッチオンサービス  藤井 正朗 

47．ノルディックウォークを行うことで歩容が改善し,歩行距離が延長した症例 

明石リハビリテーション病院  大内 洸河 

 

コメンテーター  丸 貴行（順心リハビリテーション病院） 

 

 

 

第 8セッション 第 3 会場 11：00～12：45 

 

座長  川﨑 亮輔（野木病院） 

 

48．ハイアーチに着目し歩行の安定性向上と独歩の獲得を目指した症例 

フェニックス加古川記念病院  播田 小春 

49．右片麻痺患者に対しウォークエイドを使用し,歩行自立に至った症例 

明石リハビリテーション病院   西脇 萌 

50．SIAS を用いた予後予測により,歩行と車椅子を併用し独居可能となった左視床出血の一症 

順心リハビリテーション病院  山内 優駿 

51．視床出血患者に対し SJF を用いて治療した結果足部の運動効率の向上を得た一症例 

大西脳神経外科病院  竹内 麻衣 

52．身体意識の賦活を図ることで恐怖心なく右下肢へ荷重が行え,杖歩行見守りとなった症例 

順心リハビリテーション病院  坂尾 純弥 

53．移乗動作の介助量軽減に向けて,立ち上がり,立位の安定性向上に着目した一症例 

高砂白寿苑  長谷川  浩政 

54．神経筋再教育,介助歩行により歩行の介助量軽減が図れた一症例 

大西脳神経外科病院  尾西 竜輝 

 

 

コメンテーター  大西 真祈（明石医療センター） 



第 9セッション 第 3 会場 13：00～14：30 

 

座長  長谷川 由貴（順心リハビリテーション病院） 

 

55．歩行時の下肢重量感の改善を認めた一症例 

大西脳神経外科病院  中川 静人 

56．第 12 胸椎圧迫骨折を呈する患者の姿勢アライメントに着目した症例 

野木病院  渡辺 多陽地 

57．離床時間を増やし,室外での趣味活動増加を目的に起居動作の改善を目指した症例 

明石同仁病院  中島 康貴 

58．歩行動作獲得のため起立動作とバランス能力に着目しアプローチした一症例 

中山クリニック  吉村 賢人 

59．1 段の段差昇段時の代償動作が改善し階段動作獲得に向けた症例 

大西メディカルクリニック  中村 啓太 

60．自宅退所を目標に歩行や段差昇降動作能力の向上を目指した症例 

介護老人保健施設 エスポアール遙   河野 悠 

 

コメンテーター  金沢 翼（明石リハビリテーション病院） 

 

 


