
 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 

新人発表会 
＝ プログラム・抄録集 ＝ 

 

      社）兵庫県理学療法士会 

         東播磨支部 

 

 

 

日時 ： 令和 2年 2月 2日（日） 

午前 8:50～午後 13:00 

会場 ： 加古川中央市民病院 光ホール 

  

 

 

 



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。 

 

第 1 

会場 
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会場 

第 3 
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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 
 

8：45  
開会の挨拶 

オリエンテーション 

 

8：50～10：40 第 1 セッション 第 3 セッション 第 5 セッション 

10：45～12：25 第 2 セッション 第 4 セッション 第 6 セッション 

12：35～13：00  協会理事講話  

13：00～  
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。 

 

※ 8：30 に座長兼コメンテーターの打ち合わせを行います。受付まで集合してください。 

 

※ 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 8：50～10：40 

 

座長 兼 コメンテーター  

 

松本病院 明石博志 

野木病院 藤本暁人 

 

 

1．脳梗塞を呈した患者様に対し大殿筋へ介入し振り出しが向上した症例 

明石リハビリテーション病院  寺田 稜悟 

2．自宅内動線における跨ぎ動作時の転倒リスク軽減を目指した脳梗塞右片麻痺を呈した症例 

明石仁十病院  山下 修平 

3．人工透析を開始した脳梗塞患者の理学療法 

神明病院リハビリテーション部  野々村 賢一 

4．片膝立ち位からの床上動作が,歩行速度向上につながった一症例 

大西脳神経外科病院  西崎 兵雅 

5．腰椎後弯へのアプローチが起き上がり動作,立位の安定性に影響を与えた症例 

大西脳神経外科病院  榎園 涼真 

6．トイレ動作の獲得を目標とした症例‐姿勢矯正鏡を用いて‐ 

順心リハビリテーション病院  梛木 彩 

7．高次脳機能障害の回復過程に合わせた訓練により歩容の改善が図れた一症例 

西江井ヶ島病院  淺谷 茉里奈 

8. 視覚や注意を利用することで位置覚が向上した一症例 

明石リハビリテーション病院  椎名 真美 

9. 既往に大脳皮質基底核変性症を有し,移乗の介助量軽減に難渋した症例 

 高砂西部病院  松本 充陽 

10.前庭への上下刺激入力により前庭脊髄路が賦活され覚醒向上と座位姿勢改善を認めた症例 

 明石リハビリテーション病院  山岡 尚哉 

11.長下肢装具を用いた治療により抗重力伸展筋が向上したことで杖歩行を獲得した症例 

    順心リハビリテーション病院  呉松 治樹 
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第 2セッション 第 1 会場 10：45～12：25 

 

座長 兼 コメンテーター  

 

大西脳神経外科病院 福井健人 

西江井島病院 足立智之 

 

 

 

12.胸部大動脈瘤術後に右片麻痺と運動失調を呈した症例 

加古川中央市民病院  森島 菜未恵 

13.両股関節,膝関節の協調運動に着目し立ち直りの獲得を目指した一症例 

明石リハビリテーション病院  西井 英輝 

14.協調性障害を呈した症例の独歩自立獲得に向けて 

順心リハビリテーション病院  佐々木 寛子 

15.腹横筋の神経筋再教育により動作時の姿勢制御の向上を図った一症例 

大西脳神経外科病院 リハビリテーション科  小倉 義弘 

16.オーバーワークに着目した援助により立位姿勢が改善したパーキンソン病の症例 

魚住訪問看護ステーション  松下 柊太 

17.治療途中で身体機能の低下により目標設定に変化がみられたパーキンソン病を有する症例 

私立稲美中央病院 リハビリテーション科  秋武 優佳 

18.通所リハビリテーション利用者に対して自宅での移乗動作獲得に至った一症例 

私立稲美中央病院 リハビリテーション科  城崎 一也 

19.起き上がり動作獲得を目指しアプローチの再検討をした症例 

    明石仁十病院  金井 みなみ 

20.多発骨折から内部障害を発症した患者の理学療法 

 神明病院 リハビリテーション部  室 景騰 

21.活動量増加を目的に起き上がり介助量軽減と離床頻度増加に着目した廃用症候群の症例 

  明石同仁病院  原田 知輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 3セッション 第 2 会場 8：50～10：40 

 

座長 兼 コメンテーター  

 

明石リハビリテーション病院 原田真衣 

稲美中央病院 越田隼東 

 

 

22.両側股関節外旋・外転筋に着目し,ふらつきが改善し退院につながった症例 

松本病院 リハビリテーション科  福井 伸孝 

23.胸腰椎・骨盤のアライメント不良により立ち上がりの改善に難渋した一症例 

特定医療法人社団仙齢会 はりま病院  松田 優紀 

24.内腹斜筋に着目し介入することで歩容の改善に繋がった一症例 

西江井ヶ島病院 リハビリテーション科 野崎 栞奈 

25.労作時呼吸苦を伴う左大腿骨転子部骨折を呈した症例への移乗動作獲得に向けて 

私立稲美中央病院 リハビリテーション科  春名 野々香 

26.左大腿骨転子部骨折術後,股関節伸展制限に対してのアプローチにより杖歩行を獲得できた症例 

順心リハビリテーション病院  延生 侑加 

27.大腿骨転子部骨折後、起立方法に着目した症例 

松本病院 リハビリテーション科  林 龍也 

28.ステップ練習を行ったことで骨盤安定性が向上し,歩行能力が向上した一例 

西江井ヶ島病院  前田 真菜 

29.右大腿骨転子部骨折術後による疼痛と転倒恐怖感により歩行器歩行獲得に難渋した症例 

高砂西部病院 リハビリテーション科  山田 邦彦 

30.活動意欲が低下した症例に対して,チームアプローチの重要性を感じた症例 

 はりまクリニック 通所リハビリテーション  塩野 祐揮 

31.自宅訪問の重要性を再確認した症例 

明石仁十病院  西内 颯 

32.屋内移動を獲得するために環境調整を行うことで自宅退院が可能となった一症例 

明石市立市民病院  茨木 宏太 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 4セッション 第 2 会場 10：45～12：25 

 

座長 兼 コメンテーター 

 

順心リハビリテーション病院 小川卓郎 

明石リハビリテーション病院 武内耕太 

 

 

33．多職種で活動と環境要因に取り組んだ結果自宅でのトイレ動作が自立となった事例 

フィジオ・デイサービス 雅の里  吉留 純一 

34.投球動作が原因と考えられた上腕骨小頭離断性骨軟骨炎症例の積極的保存療法の経験 

大久保病院 リハビリテーション科  高島 良脩 

35.上腕骨頸部骨折術後の疼痛により関節可動域獲得に難渋した一症例 

中山クリニック リハビリテーション部  松岡 拓幸 

36.運動失調を呈し右尺骨遠位端骨折を受傷した症例の起居・移動の再獲得に向けた取り組み 

介護老人保健施設 エスポアール遥  山田 久仁 

37.関節鏡視下腱板修復術後肩甲骨のマルアライメント修復により挙上動作が改善した症例 

大久保病院 リハビリテーション科  渡辺 樹奈 

38.肩関節周囲炎を呈し,強い疼痛から筋スパズムを生じ挙上動作獲得に難渋した一症例 

川井整形外科  近藤 衛彦 

39.左肩関節鏡視下腱板修復術後、左肩甲胸郭関節症を呈し、自動挙上困難であった症例 

 大久保病院 リハビリテーション科  田中 遥希 

40.可動域の改善に難渋した肩関節周囲炎の一症例 

大西メディカルクリニック  村山 有香 

41.インピンジメントにより疼痛除去に難渋した肩甲下筋断裂術後の一症例 

中山クリニック リハビリテーション部  早野 貴博 

42.左肩鏡視下腱板修復術後の可動域制限について機能解剖学的解釈を含めた 1 症例 

大久保病院 リハビリテーション科  長渡 咲季 

43.肩腱板断裂術後の可動域制限に対し,超音波画像評価を用いて理学療法を展開した症例 

中山クリニック リハビリテーション部  森田 大亮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 5セッション 第 3 会場 8：50～10：40 

 

座長 兼 コメンテーター 

 

順心リハビリテーション病院 江谷康佑 

明石仁十病院 林田和也 

 

 

 

 

44.左 THA 後の股関節内転 ROM 制限に対するアプローチにより歩容改善が得られた一症例 

加古川中央市民病院  中川 翔生 

45.外来にて靴下の着脱困難な患者に対し股関節屈曲可動域に着目した症例 

松本病院 リハビリテーション科  鵜鷹 夏実 

46.左人工股関節全置換術を施行し自覚的脚長差が退院時まで残存した一症例 

甲南加古川病院 リハビリテーションセンター  豊中 菜摘 

47.股関節求心位に着目し,アプローチしたことで Duchenne 歩行が軽減した症例 

松本病院 リハビリテーション科  正木 紗也香 

48.大腿骨転子部骨折患者に対する在宅復帰に向けた回復期リハビリテーション 

順心リハビリテーション病院  久貝 順 

49.左中殿筋に着目し、Duchenne 歩行の改善を目指した症例 

松本病院 リハビリテーション科  加藤 諒 

50.段差降段時に左膝関節内側部痛が出現した両変形性膝関節症の一症例 

フェニックス加古川記念病院  藤田 悠真 

51.ソフトボール捕球時に膝関節内側部に疼痛を生じた一症例‐捕球動作姿勢に着目して‐ 

 しばはら整形外科スポーツ関節クリニック  冨田 将孝 

52.左人工膝関節全置換術後内側広筋に対して電気刺激療法を行い Extention lag が改善した一症例 

甲南加古川病院 リハビリテーションセンター  神澤 悠登 

53.右膝関節伸展可動域が増大し歩行時痛の軽減を認めた症例 

フェニックス加古川記念病院  大前 美希 

54.右下肢のクリアランス低下により歩行時の躓き出現に対して歩行姿勢に着目した症例 

高砂西部病院 リハビリテーション科  三島 海華 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 6セッション 第 3 会場 10：45：～12：25 

 

座長 兼 コメンテーター    

 

明石仁十病院 松下凌大 

神明病院 小林英悟 

 

 

 

55.左下肢支持性低下に対し運動学習を実施した症例 

松本病院 リハビリテーション科  田渕 加奈絵   

56.両人工膝関節全置換術後,自律神経症状出現により早期プログラム立案に難渋した一症例 

甲南加古川病院 リハビリテーションセンター  岩田 幸子 

57.右変形性膝関節症の手術適応患者の歩行時痛に着目し歩容改善を認めたケースについて 

フェニックス加古川記念病院  上野 梨奈 

58.膝蓋大腿関節痛を有する両変形性膝関節症の患者に対し内側広筋に着目し介入した一症例 

つくだ整形外科 リハビリテーション科  正木 愛理 

59.前距腓靱帯損傷による疼痛に対し足関節の運動軸に着目し介入した症例 

阪田整形外科リハビリクリニック  西村 聡史 

60.ギプス固定期間中より足関節,足趾筋群に介入し,足関節背屈可動域向上を図った 1 症例 

中谷整形外科病院  杉本 誠弥 

61.足部回外によって足部アライメント不良となり,背屈可動域制限が生じた症例 

明石市立市民病院  山本 裕美子 

62.受傷部位のみにとらわれず,股関節・骨盤機能に着目し歩容が改善した症例 

   加古川磯病院 リハビリテーション科  舟橋 勇翔 

63.転倒により活動範囲が狭小化し老人会活動の再開を目指した症例 

明石同仁病院 通所リハビリテーション  小山 航 

64.脊柱彎曲症の術後に出現した膝折れに対して圧刺激を入力したことで歩行が改善した症例 

順心リハビリテーション病院  吉田 慎也 

65.トレンデレンブルグ歩行は改善したが,体幹側方動揺により歩行補助具を変更した症例 

松本病院 リハビリテーション科  吉田 優 

 


