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学術大会タイムテーブル

会場 会場

特別講演1
「フレイル・サルコペニア　
に対する理学療法最前線」

座長：田原　将之
講師：山田　　実

口述発表Ⅳ
（研究助成演題）
O-16～O-21
座長：鈴木あゆみ
　　　山田　和希

口述発表Ⅴ
O-22～O-26
座長：垣内　優芳

口述発表Ⅵ
（新人発表推薦演題）
O-27～O-31
座長：嘉戸　直樹

口述発表Ⅶ
（新人発表推薦演題）
O-32～O-37
座長：石原　康成
　　　大西　邦博

口述発表Ⅷ
O-38～O-43
座長：宇渡竜太郎

口述発表Ⅸ
O-44～O-48
座長：吉田　一正

特別講演2
「薬物治療が可能となった脊髄性筋萎縮症のリハビリ
    テーションの再考～Revisit and think together～」

座長：岩井　信彦
演者：粟野　宏之
共催：バイオジェン・
　　　　ジャパン株式会社

口述発表Ⅰ
O-1～O-5

座長：沖邊　宜樹

口述発表Ⅲ
（研究助成演題）
O-11～O-15
座長：橋爪　真彦

口述発表Ⅱ
O-6～O-10

座長：前田　剛伸
　　　高橋　優基

Pros&ConsⅠ
「筋力増強に電気刺激を
使うか？否か？」
座長：川村　博文
演者：坂口　　顕
　　　田中　克宜

研究計画趣旨発表
（研究助成演題）
座長：野添　匡史

シンポジウム
「回復期から生活期における
攻めのリスク管理」
座長：小林　啓美
　　　松下　和樹
演者：久保　宏紀
　　　栗﨑　純一
　　　牧浦　大祐
　　　小川　真人
　　　沖　侑大郎
　　　松沢　良太

教育講演
「真の臨床能力に
資する臨床推論時の
情報吟味能力と

エビデンスの活用力」
座長：森川　　宏
講師：藤本　修平

Pros&ConsⅡ
「長下肢装具を使うか？否か？」

座長：水田　潤史
演者：中谷　知生
　　　吉野　孝広
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大会長基調講演
「Roots　　　　　　　　
～臨床重視への回帰～」
座長：畑山　浩志
演者：田原　将之
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プログラム

口述発表Ⅰ　第 2 会場
	 10：00～ 10：50

座長：医療法人社団康和会　中野整形リハビリクリニック　リハビリテーション科　　沖邊　宜樹

O-1	 腹筋群の相反抑制運動が腰椎屈曲可動域と多裂筋柔軟性に及ぼす影響　―超音波エコーを用いて―

大久保病院　明石スポーツ整形・関節外科センター　　水島健太郎

O-2	 インターナルインピンジメントの投球障害肩に対する理学療法の一例

大久保病院 リハビリテーション科　　三宅　崇史

O-3	 左肩関節外旋可動域制限により物を右から左側方に移動する動作が困難であった左肩関節周囲炎の一症例

神戸マリナーズ厚生会病院 リハビリテーション科　　好井　直輝

O-4	 歩行周期変動係数の増大により転倒リスクが生じた一症例

医療法人仁寿会石川病院　リハビリテーション部　　大橋　和慶

O-5	 左大腿骨転子部骨折後にトランクソリューションCOREを使用した1症例

神戸リハビリテーション病院　　畠中　弘太

口述発表Ⅱ　第 2 会場
	 11：00～ 11：50

座長：神戸リハビリテーション福祉専門学校　理学療法学科　　前田　剛伸
神戸リハビリテーション福祉専門学校　理学療法学科　　高橋　優基

O-6	 肘内側痛を有する野球選手の尺骨神経の滑走性に着目した一症例

芦屋整形外科スポーツクリニック　　野田　逸誓

O-7	 腱板断裂保存療法にて肩外旋時の肩後外側部痛に難渋した1例

芦屋整形外科スポーツクリニック　　奥野　慎祐

O-8	 歩行の自立に至った術前歩行不能の高齢頚椎症性脊髄症術後の一症例

兵庫医科大学ささやま医療センター　リハビリテーション室　　上田　恵子

O-9	 多発外傷後の機能障害に対する装具療法で回復期病棟から自宅復帰まで至った一症例

恒生病院 リハビリテーション課　　森屋　崇史

O-10	 通所リハビリテーションにおけるフロッグハンドを用いた足趾機能向上トレーニングの効果

介護老人保健施設　咲楽荘　　伊藤　　健

口述発表Ⅲ （研究助成演題）　第 2 会場
	 12：00～ 12：50

座長：医療法人甲風会　有馬温泉病院　診療部 総合リハビリテーション室　　橋爪　真彦

O-11	 慢性期脳卒中患者に対する歩行練習アシスト（GEAR）の有効性

兵庫医科大学ささやま医療センターリハビリテーション室　　荻野　智之

O-12	 人工膝関節置換術前の座位行動が術後の身体機能回復に与える影響

あんしん病院　リハビリテーション科　　岡　　智大

O-13	 リズム聴覚刺激が歩行変動および随意的歩行制御へ及ぼす影響 - 疾患横断的研究 -

医療法人尚和会 宝塚リハビリテーション病院　　蓮井　成仁
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O-14	 労働者の身体活動が頚部痛・腰痛に及ぼす影響の検討　-	前向きコホート研究 -

神戸大学大学院保健学研究科地域保健学領域　　　坪井　大和

O-15	 Accumulation	of	deficits	model（機能障害や併存疾患の蓄積）によるフレイル評価は大腿骨近位部骨折患
者における急性期術後ADL、合併症発症、退院転帰と関連するか

神戸市立西神戸医療センター　リハビリテーション技術部　　　井上　達朗

口述発表Ⅳ （研究助成演題）　第 3 会場
	 10：00～ 11：00

座長：医療法人甲風会　有馬温泉病院　総合リハビリテーション室　　鈴木　あゆみ
公立豊岡病院組合立豊岡病院　リハビリテーション技術科　　山田　和希

O-16	 心不全患者における口腔機能とフレイル、栄養状態との関連

神戸大学医学部附属病院　リハビリテーション部　　小川　真人

O-17	 特発性間質性肺炎患者における運動誘発性低酸素が肺高血圧に及ぼす影響　	　　　　　　　　　　　　　　　	
- 肺動脈径拡張による肺高血圧の間接的な評価を用いて -

神戸市立医療センター西市民病院　リハビリテーション技術部　　大竹　康平

O-18	 産後女性における抱っこ方法と持続する腰痛骨盤痛との関連

神戸大学大学院保健学研究科　　堀邉　佳奈

O-19	 地域高齢者の下部体幹加速度・角速度由来の立ち上がり動作指標における転倒およびフレイルの関連性の検証
～機械学習を用いて～

済生会兵庫県病院リハビリテーション科　　小山　祥太

O-20	 特発性肺線維症患者における胸椎レベルでの骨格筋量と予後の関係

神戸市立医療センター西市民病院　　藤川　　孝

O-21	 高校野球選手の体組成データのノルム値算出に向けた取り組み

トヨタ記念病院　　内田　智也

口述発表Ⅴ　第 3 会場
	 11：10～ 12：00

座長：神戸市立西神戸医療センター　リハビリテーション技術部　　垣内　優芳

O-22	 神戸市域におけるCOVID-19連携会議の取り組み

神戸市立医療センター中央市民病院　　本田　明広

O-23	 COVID-19が通所リハビリテーション利用者の身体活動量に及ぼす影響

西宮回生病院リハビリテーション部　　蔵本　匡平

O-24	 リハ職のコロナ病棟配置の実践

神戸協同病院　　小山久美子

O-25	 新時代のキャリア開発に向けた当室ラダーの課題

有馬温泉病院総合リハビリテーション室　　見田　一馬

O-26	 2021年度介護報酬改定に基づいた当室通所リハビリテーションのセラピストの役割再造

有馬温泉病院総合リハビリテーション室　　西村　和志
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口述発表Ⅵ （新人発表推薦演題）　第 3 会場
	 12：10～ 13：00

座長：神戸リハビリテーション福祉専門学校　理学療法学科　　嘉戸　直樹

O-27	 ハンズアップスクワット動作での下位胸椎過屈曲に着目し、背部痛の改善を図った症例

医療法人社団あんしん会あんしんクリニック　　山下裕太郎

O-28	 脳出血により重度意識障害を呈した症例に対し、両側長下肢装具を用いた集中的な立位練習を実施した一例

神戸市立西神戸医療センター　　中野　　元

O-29	 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

大西脳神経外科病院リハビリテーション科　　桐本連太郎

O-30	 原発性肺癌を呈し、低負荷運動を行い化学療法前からの倦怠感が減少した症例

社会医療法人財団　聖フランシスコ会　姫路聖マリア病院　リハビリテーション技術課　　山中　浩志

O-31	 馬尾神経障害による歩行能力低下に対し、股関節伸展筋に着目し介入した一症例

兵庫県立リハビリテーションセンター西播磨病院　　児嶌　大哲

口述発表Ⅶ （新人発表推薦演題）　第 3 会場
	 13：10～ 14：10

座長：姫路ハーベスト医療専門学校　理学療法学科　　石原　康成
ツカザキ病院　リハビリテーション科　　大西　邦博

O-32	 先天性股関節脱臼を有する視床出血患者に対し体重免荷トレッドミル歩行練習を行った一例

社会医療法人愛仁会尼崎だいもつ病院リハ技術部理学療法科　　佐伯　穂洋

O-33	 慢性期片麻痺患者の上肢運動麻痺に対して在宅での電気刺激療法を試みた経験

高田上谷病院 通所リハビリテーション科　　藤田　采加

O-34	 歩行時の stiff-knee	gait と内反尖足に対し、ペダリング運動と電気刺激療法を併用し歩容の改善を認めた左
被殻出血の一例

伊丹恒生脳神経外科病院　リハビリテーション部　　清家はるか

O-35	 重度脳性麻痺の利用者に対して筋緊張の軽減に取り組んだ一症例

医療福祉センターのぎく　　藤田　幸那

O-36	 左 TKA術後、体幹機能トレーニングが歩行能力改善に有効であった一症例

公立豊岡病院組合立豊岡病院　リハビリテーション技術科　　岡田　英基

O-37	 右大腿骨頸部骨折を呈した症例～股関節伸展可動域と下肢筋力に着目して～

平成病院　　曽根　翔太

口述発表Ⅷ　第 3 会場
	 14：40～ 15：40

座長：西宮協立リハビリテーション病院 　リハビリテーション部　　宇渡　竜太郎

O-38	 トレッドミル歩行練習により歩行獲得に至った感覚性運動失調を呈したGuillain － Barre 症候群の症例

社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　リハ技術部　理学療法科　　片岡　　渉

O-39	 右腹斜筋低緊張により座位保持困難な脳梗塞患者に対し腹斜筋群の賦活を図った1症例

神戸リハビリテーション病院　　鈴木　達登
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O-40	 小脳血管芽腫摘出術後の理学療法において前庭リハビリテーションを積極的に行なった1症例

神戸リハビリテーション病院　　西脇　寿弥

O-41	 重度頸髄損傷者の介入に免荷式歩行器歩行を取り入れ、端坐位保持の獲得に至った症例

医療法人社団和敬会　さんだリハビリテーション病院　　宮崎　元至

O-42	 急性期脳卒中片麻痺患者に対する電気刺激療法の効果（SCUでの有用性）

順心病院　リハビリテーション課　　本城　　優

O-43	 右下腿三頭筋高緊張により立ち上がり伸展相に左後方へのふらつきがみられた脳梗塞症例

神戸リハビリテーション病院　　笠原　悠佑

口述発表Ⅸ　第 3 会場
	 15：50～ 16：40

座長：公立八鹿病院福祉センター老人保健施設　　吉田　一正

O-44	 2021年度介護報酬改定に基づいた当室訪問リハビリテーションの事業展開

有馬温泉病院総合リハビリテーション室　　藤原　俊介

O-45	 大動脈弁狭窄症患者のリハビリテーション進行と身体機能の検討 ; ～ SAVR	vs.TAVI ～

医療法人愛心会　東宝塚さとう病院　理学療法室　　秋山　智彦

O-46	 Raynaud 現象により手指でのSpO2 測定に難渋し、前額部で測定可能なパルスオキシメーターを用いた全身
性強皮症の一例

赤穂中央病院　リハビリテーション部　　清水　新吾

O-47	 終末期がん患者に対する回復期リハビリテーション病棟での在宅退院支援の経験

医療法人協和会 第二協立病院 理学療法科　　塩田　和也

O-48	 術後 5年までの女性人工膝関節全置換術後患者に対して患者教育を行いQOLが向上した症例

ツカザキ病院リハビリテーション科　　大西　邦博

特別講演 2　第 1 会場
	 14：00～ 15：00

座長：神戸学院大学　総合リハビリテーション学部理学療法学科　　岩井　信彦

薬物治療が可能となった脊髄性筋萎縮症のリハビリテーションの再考～Revisit	and	think	together ～

神戸大学大学院　医学研究科内科系講座小児科分野　　粟野　宏之

共催：バイオジェン・ジャパン株式会社


