
 

 

 

 

 

 

 

令和 2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 3 年 3 月 14 日（日） 

午前 9:30～午後 15:40 

zoom 開催 

  

 

 

 

 



日程表  

 

 
第１ホスト 第２ホスト 第３ホスト 

9：30 ミーティング開始 ミーティング開始 ミーティング開始 

9：50 諸注意 諸注意 諸注意 

10：00～11：30 第 1 セッション 第 4 セッション 第 7 セッション 

11：40～13：10 第 2 セッション 第 5 セッション 第 8 セッション 

13：20～14：50 第 3 セッション 第 6 セッション 第 9 セッション 

15：00～15：30  協会理事挨拶  

15：35～  閉会の挨拶  

 

＜注意事項＞ 

※Web 開催にて ZOOM を利用しますので当日使用するパソコン、タブレット、スマートフォンに事前に 

インストールしてください。  

web 研修会利用規約および注意事項 

本研修会の参加者は、本規約および注意事項の内容をすべて確認し、遵守することに同意したものとする。 

本研修会に参加するにあたって必要な Web 環境は、参加者の負担及び責任において準備及び維持するもの

とする。なお、通信トラブルで参加が困難になった場合は、本研修会は一切責任を負わないものとする。 

Web 開催において遵守すべき点（禁止事項）・モラルを今一度確認していただき、本研修会での研鑽を深

めていただけましたら幸いです。 

＜禁止事項＞ 

申込者以外がログイン用の ID やパスワード、URL 等を使用することはできない。また、それを漏洩、

貸与、譲渡、売買、名義変更はできない。研修会で用いられたファイルや（Word、Excel、PowerPoint な

ど）、また PDF ファイルや動画ファイルの不正ダウンロード、印刷、撮影（スクリーンショットを 含む）、

コピペ、ダイレクトデータの SNS への投稿を禁止します。またコメント欄や SNS でなど講師やその他

の個人情報などを書き込む行為も禁止とします。 

 

 

 



 

第 1セッション 第 1 ホスト 10：00～11：30 

コメンテーター 中居 直輝（大久保病院） 

 

1．歩行速度向上を目的にハムストリングスの神経筋再教育を実施した症例（録画） 

大西脳神経外科病院  桐本 連太郎 

 

2．片麻痺患者に対し,麻痺側大殿筋上部線維への介入でデュシェンヌ跛行が改善した一症例（録画） 

順心リハビリテーション病院  小前 勇樹 

 

3．「Lateropulsion に対して,体性感覚入力を用いてアプローチした症例」（録画） 

明石リハビリテーション病院  岸本 侑馬 

 

4．能力における自己肯定力が低くトイレ動作獲得に難渋した症例（録画） 

いなみ野病院 リハビリテーション課  壽 佑希恵 

 

5．高次脳機能障害に対して環境設定と関わり方の工夫で日常生活動作が向上した症例（録画） 

いなみ野病院 リハビリテーション科  外山 賀奈子 

 

6．アテローム血栓性脳梗塞を呈する症例のトイレへの安全な移乗動作の獲得に向けた取り組み（Zoom） 

介護老人保健施設 白寿苑  笹山 竜輝 

 

第 2セッション 第 1 ホスト 11：40～13：10 

コメンテーター 田中 和宏（松本病院） 

 

7．疼痛により筋緊張異常をきたし左人工膝関節全置換術後,歩行獲得に難渋した一症例（Zoom） 

甲南加古川病院 リハビリテーションセンター  金井 拓斗 

 

8. 自閉症を有し長期臥床により廃用症候群を呈したが活動性向上し自宅復帰を獲得した症例（Zoom） 

高砂西部病院 リハビリテーション科  小屋本 遥輝 

 

9. 疼痛軽減や集団体操などの参加により転倒恐怖心の軽減が図れ、活動量増加に至った症例（録画） 

 順心リハビリテーション病院  西 祐哉 

 

10.傾聴と賞賛に着目し自己効力感向上と身体機能改善が認められた症例（録画） 

 フェニックス加古川記念病院  福井 彩加 

 

11.右大腿骨転子下骨折患者に歩行補助具の選定と包括的な介入を行い自宅復帰した症例（録画） 

    順心リハビリテーション病院  高田 紗希 

 

12.起立性低血圧の改善が認められない患者に対し,生活指導により在宅退院可能となった一症例 

（録画）                         加古川中央市民病院  藤本 胡桃 

 

演 題 



第 3セッション    第 1 ホスト   13：20～14：50 

コメンテーター 庵森 香里（西江井島病院） 

 

13.歩行時のふらつきに対して体幹筋に着目することで杖歩行自立に至った症例（録画） 

順心リハビリテーション病院  橘 力斗 

 

14.退院後の再転倒予防に向けて立位姿勢の改善から,歩行能力向上を目指した一症例（Zoom） 

私立稲美中央病院 リハビリテーション科  谷 麻莉奈 

 

15.左中殿筋に着目し安全性の高い杖歩行の獲得を目指した症例（Zoom） 

松本病院リハビリテーション科  山中 智 

 

16.早期退院に向け中殿筋と縫工筋に介入し独歩を獲得した症例（Zoom） 

松本病院リハビリテーション科  後藤 綾香 

 

17.T 字杖歩行自立を目指し左立脚中期以降の左股関節伸展不足の改善に注目した症例（録画） 

社会医療法人社団順心会 順心リハビリテーション病院  木庭 雄輝 

 

18.屋内独歩を目指し歩行の右立脚期に着目した症例（Zoom） 

松本病院リハビリテーション科  山本 里帆 

 

 

第 4セッション 第 2 ホスト 10：00～11：30 

 コメンテーター 村上 翔平（順心リハビリテーション病院） 

 

 

19.人工呼吸器管理中に有酸素運動を行った肺胞出血の 1 症例（録画） 

    加古川中央市民病院  大山 真平 

 

20.左立脚期の体幹屈曲による前方への不安定性に着目し,T 字杖歩行を獲得した症例（録画） 

 明石リハビリテーション病院  江口 大雅 

 

21.足底の感覚障害の改善を図り歩行能力が向上した症例（録画） 

  明石リハビリテーション病院  植田 未祈 

 

22. 左膝関節偽痛風を呈した患者に対し下肢筋力に着目し自宅退院を目指し介入した症例（Zoom） 

高砂西部病院 リハビリテーション科 池口 京華 

 

23.右上肢のプッシング改善によりトイレ動作の介助量が軽減した一症例（録画） 

明石リハビリテーション病院  奥村 菜未 

 

24. 横行結腸癌術後の廃用症候群に対し歩行の実用性獲得を目指し介入した症例（Zoom） 

高砂西部病院 リハビリテーション科  積 みずき 

 



第 5セッション 第 2 ホスト 11：40～13：10 

コメンテーター 川端 一成（順心リハビリテーション病院） 

 

 

25.両側人工膝関節全置換術後,右側のみに歩行時の疲労感が生じた症例（録画） 

久保整形外科クリニック  平嶋 浩子 

 

26.両人工膝関節全置換術を施行後,Duchenne 歩行に着目し,屋内独歩自立に至った一症例（Zoom） 

甲南加古川病院 リハビリテーションセンター  近藤 華果 

 

27.「左人工膝関節全置換術を施行し退院後,膝折れに着目し改善に努めた一症例」（録画） 

久保整形外科クリニック  國井 優香 

 

28.右人工膝関節周囲骨折に対して骨接合術後,荷重時痛が残存し歩行獲得に難渋した一症例（Zoom） 

甲南加古川病院 リハビリテーションセンター  赤羽 佑斗 

 

29.自宅から畑までの移動を細分化し,抽出された課題に対してアプローチした症例（録画） 

私立稲美中央病院 リハビリテーション科  岩崎 夏実 

 

30.右 THA 後、股関節伸展可動域に着目しアプローチした結果、歩容改善がみられた一症例（録画） 

 加古川中央市民病院  木原 啓吾 

 

 

第 6セッション 第 2 ホスト 13：20～14：50 

コメンテーター 米田 裕貴（高砂西部病院） 

 

 

31.右立脚期に着目し,腹横筋と右内腹斜筋の促通により,左足部のクリアランスが改善した一症例（録

画）                医療法人伯鳳会明石リハビリテーション病院  谷口 和也 

 

32.体幹筋・殿筋群に対するアプローチにより歩行能力が向上し自宅退院に繋がった症例（Zoom） 

西江井島病院 リハビリテーション科  鈴木 亜実 

 

33.変形性脊椎症を有する患者の腹斜筋に着目し歩行動作の改善が認められた一症例（録画） 

フェニックス加古川記念病院  山本 真実 

 

34.在宅復帰後,トイレまでの移動における一連の動作獲得に向けてアプローチした症例（Zooｍ） 

私立稲美中央病院 リハビリテーション科  木下 真輝 

 

35.左下肢支持性が向上し,1 本杖歩行を獲得した症例（Zoom） 

松本病院 リハビリテーション科  田内 大輔 

 

36.左中殿筋及び腹筋群筋力低下により,一本杖歩行時の動揺を認めた一症例（Zoom）  

松本病院 リハビリテーション科  五島 将大 



第 7セッション 第 3 ホスト 10：00～11：30 

コメンテーター 越田 隼東（稲美中央病院） 

 

 

37.錐体路症状と小脳症状による腹斜筋群の低緊張に対して左右個別的にアプローチした症例（Zoom） 

西江井島病院 リハビリテーション科  山本 直哉 

 

38.覚醒・自発性の低下をしている pusher 症候群に対して移乗動作の介助量軽減が得られた症例

（Zoom）                             西江井島病院  久野 佑 

 

39.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（録画） 

 介護老人保健施設サンライズ  本田 俊平 

 

40.多発性脳梗塞に対し、側腹筋群に着目して起居動作改善を目指した症例（録画） 

順心リハビリテーション病院  松岡 勇樹 

 

41.長下肢装具を使用した立位訓練にて移乗動作能力向上を図った症例について（Zoom） 

西江井島病院 リハビリテーション科  高峰 巧夢 

 

42.横断性脊髄炎を呈した患者で歩行時の膝折れに対しアプローチし屋内 T 字杖歩行獲得した症例

（Zoom）                 高砂西部病院 リハビリテーション科  杉野 友哉 

 

 

第 8セッション 第 3 ホスト 11：40～13：10 

コメンテーター 加地 康一（明石リハビリテーション病院） 

 

 

43.立脚中期での骨盤動揺に対して中殿筋,内腹斜筋に着目した脛骨高原骨折の一症例(録画) 

順心リハビリテーション病院  唐牛 佑真 

 

44.疼痛改善に難渋した右膝蓋内側滑膜ヒダ障害の一症例(録画) 

宮島整形外科クリニック  山本 剛 

 

45.右膝関節鏡視下術後の術創部痛が残存し,疼痛軽減に難渋した症例(録画) 

宮島整形外科クリニック  藤本 洸 

 

46.高位脛骨骨切り術術後の理学療法～足部への介入で歩容の改善に至った一症例～(Zoom) 

やす整形外科クリニック  久住 廉 

 

47.膝前十字靱帯再建術後,膝機能の回復が不十分なまま競技復帰に至った症例（Zoom） 

大西メディカルクリニック  太田 紗耶加 

 

48.左前十字靱帯断裂を受傷し、競技復帰に向けて筋力・健患比に着目した一症例（録画） 

ふくやま病院 リハビリテーション科  植松 大雅 



第 9セッション 第 3 ホスト 13：20～14：50 

コメンテーター 杉本 雄一（甲南加古川病院） 

 

 

49.関節鏡視下腱板修復術後胸郭に着目しインピンジメント症状が改善した症例（Zoom） 

大久保病院 リハビリテーション科  増田 風香 

 

50.棘上筋の機能不全により自動可動域の獲得に難渋した腱板断裂術後の一症例(録画) 

中山クリニック リハビリテーション部  西村 すみれ 

 

51.左癒着性肩関節包炎による夜間痛に対し肩関節後方組織に着目した症例（Zoom） 

 大久保病院 リハビリテーション科  永野 勇希 

 

52.小胸筋の短縮が肩甲骨上方回旋制限に影響を与えた左肩関節周囲炎の一症例（Zoom） 

つくだ整形外科 リハビリテーション科  高木 佑馬 

 

53.右肩鏡視下腱板修復術後の結帯動作制限に着目し理学療法を行った一症例（Zoom） 

大久保病院 リハビリテーション科  河本 千明 

 

54. 膝立ち位で大殿筋へのアプローチにより,歩容の改善に繋がった症例（Zoom） 

西江井島病院 リハビリテーション科  橋本 明斗 

 

 


