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005 一般演題　運動器理学療法 巽　亘 橈骨遠位端骨折術後にIntersection syndrome様の
症状を認めた症例

しばはら整形外科スポーツ関節クリニック 橈骨遠位端骨折 intersection 1 水田　有樹 1 柴原　基 1

神戸大学：森山英樹 018 一般演題　運動器理学療法 細川　裕介
投球障害に対する自覚的運動イメージについての
調査
− 上肢以外の身体各部位貢献度の比較 −

大久保病院　明石スポーツ整形・関節外科セン
ター

身体貢献部位 投球障害 特徴 1 石原　康成 1 立原　久義 1

明舞中央病院：宿南高則 025 一般演題　運動器理学療法 村岡　泰斗 スポーツ貧血に対する非侵襲的ヘモグロビン検査
の信頼性に関する検討

大久保病院　リハビリテーション科 スポーツ内科 スポーツ貧血 非侵襲的ヘモグロビン検査 神戸国際大学リハビリテーション学部 大久保病院　スポーツ整形・関節外科センター 大久保病院　スポーツ内科 東朋病院　スポーツ内科 1 水島　健太郎1 中居　直輝 1 水池　千尋 1 南場　芳文 1・2 立原　久義 3 田中　祐貴 4・5

兵庫医療大学：川口浩太郎 019 一般演題　神経理学療法 上銘　崚太 意識障害を認める重度四肢麻痺患者に対する免荷
式トレッドミル歩行時の筋活動の検討

兵庫県立リハビリテーション中央病院　リハビリ
療法部

意識障害 重度四肢麻痺 免荷式トレッドミル歩行トレーニング兵庫県立リハビリテーション中央病院　診療部 1 大門　守雄 1 西尾　祥子 1 松本　恵実 1 野村　龍雅 1 畑野　早妃子1 濱﨑　和樹 1 竹渕　直哉 1 中山　朱音 1 高田　俊之 2

002 一般演題　生活環境支援理学療法 田村　宏 理学療法士による予防的な高齢リハビリテーション
外来は身体機能向上に有効である

市立芦屋病院　リハビリテーション科 予防診療外来 健常高齢者 身体機能 兵庫医療大学大学院　医療科学研究科 1・2 宮本　俊朗 2 名和　厳 1

007 一般演題(症例発表)　運動器理学療法 藤井　祥太 腰痛圧迫骨折による歩行能力低下に対してHonda
歩行アシストが効果的であった一症例

宝塚リハビリテーション病院 圧迫骨折 歩行補助具 Honda歩行アシスト 1 田口　潤智 1 伊藤　まさみ 1 堤　万佐子 1 中谷　知生 1 山本　洋平 1

004 一般演題　運動器理学療法 水島　健太郎 当院リハビリテーション科で使用しているスポーツ
貧血問診票を用いたスクリーニング

大久保病院　スポーツ整形・関節外科センター スポーツ貧血 非侵襲経皮的ヘモグロビン スクリーニング 神戸国際大学リハビリテーション学部 大久保病院スポーツ内科 1 中居　直輝 1 村岡　泰斗 1 水池　千尋 1 南場　芳文 1・2 田中　祐貴(MD)3 立原　久義(MD) 1

高砂市民病院：橘尚吾 021 一般演題　運動器理学療法 中居　直輝 当院スポーツ整形外科におけるスポーツ貧血の有
病率について

大久保病院　スポーツ整形・関節外科センター スポーツ貧血 非侵襲経皮的ヘモグロビン スクリーニング 神戸国際大学リハビリテーション学部 大久保病院スポーツ内科 1 水島　健太郎1 村岡　泰斗 1 水池　千尋 1 南場　芳文 1・2 田中　祐貴(MD)1 立原　久義(MD) 1

026 一般演題　運動器理学療法 奥野　慎祐 修復困難な肩甲下筋断裂に対し小胸筋移行術を施
行された1例

大久保病院　リハビリテーション科 肩甲下筋断裂 小胸筋移行術 Transverse force couple 1 三宅　崇史 1 久須美　雄矢1

034 一般演題　運動器理学療法 池村　明里
腰椎と骨盤アライメントへ介入を行い機能的・自覚
的脚長差の軽減により墜落性跛行の改善に至った
症例

医療法人仁寿会　石川病院　リハビリテーショ
ン部

人工股関節全置換術 脚長差 墜落性跛行 1 岡村　亮汰 1 花井　佑樹 1 海部　祐史 1

039 一般演題　運動器理学療法 関戸　友紀
左大腿骨頚部骨折を呈した認知症後期高齢者の在
宅復帰支援
～転倒恐怖感に対する二重課題練習の効果～

有馬温泉病院　総合リハビリテーション室 二重課題 恐怖心 自己覚知 1 佐藤　未悠 1 橋爪　真彦 1 朴　容成 1

006 一般演題　 椿　敬太 当院地域包括ケア病棟の低栄養患者における在宅
復帰率と身体機能面・ADLの関連性について

社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　リハ
技術部理学療法士科

地域包括ケア病棟 在宅復帰 低栄養 社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　リハ技術部 社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　診療部 1 矢野　正剛 1 福山　純史 1 仲本　佑甫 1 小林　正 2 加東　武 3

022 一般演題　基礎理学療法 山本　昌樹
運動関連課題における脊髄運動ニューロンプール
の応答特性～状態空間数理モデルによる時系列分
析～

姫路獨協大学　医療保健学部　理学療法学科 脊髄運動ニューロンプール 電気応答特性 状態空間モデル 1 永禮　敏江 1

加古川中央市民病院：八木隆元 016 一般演題　生活環境支援理学療法 川島　聡史 生活行為向上マネジメントを使用し活動性が向上し
た1症例

医療法人社団幸泉会　幸泉エルズ　リハビリ
テーション科

生活行為向上マネジメント 超高齢者 活動性 医療法人社団幸泉会　高田上谷病院リハビリテーション科 大阪河崎リハビリテーション大学 1 多田　康貴 1 山坂　宏太 2 西本　昌平 2 湯川　貴史 1 田中　皓大 2 肥田　光正 2.3

037 一般演題　生活環境支援理学療法 西村　和志
特発性間質性肺炎を呈した訪問リハ利用者を担当
して
～リハビリテーションマネジメント加算の重要性～

有馬温泉病院　総合リハビリテーション室 リハマネ会議 医師の指示 役割 有馬温泉病院　内科 1 藤原　俊介 1 朴　容成 1 藤堂　彰男 2

028 一般演題　内部障害理学療法 森元　貴史 外来通院困難な心不全患者に通所リハビリテーショ
ンで心臓リハビリテーションを行った2症例

医療法人緑風会龍野中央病院 心不全 通所リハビリテーション 心臓リハビリテーション 1 時本　清己 1

033 一般演題　内部障害理学療法 砂原　正和 肺切除術後における健康関連ＱＯＬの変化に関連
する因子についての検討

医療法人明和病院　リハビリテーション部 肺切除術 健康関連ＱＯＬ 身体的ＱＯＬ 兵庫医療大学大学院　医療科学研究科 医療保人明和病院　臨床検査科 医療法人明和病院　呼吸器外科 医療法人明和病院　リハビリテーション科 1・2 玉木　彰 2 中川　ふみよ1 岩本　周士 1 井上　太 3 宋　順治 3 伊藤　宏祐 3 岸　清彦(ＤＭ) 3 奥田　昌弘 4 有田　親史(ＤＭ) 5

011 一般演題　神経理学療法 細見　亮太 反張膝を呈する片麻痺患者に対し，歩幅に着目し
た介入を行い，歩容が改善した1症例

医療法人仁寿会　石川病院　リハビリテーショ
ン部

反張膝 感覚障害 歩幅 1 藤原　洋平 1 大谷　武史 1 山口　航司

014 一般演題　神経理学療法 宮崎　可菜 ウェルウォーク®️ の応用的使用にて歩行の運動学習につ
ながった橋出血の一症例

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

ウェルウォーク 運動学習 四肢麻痺 1 山上　美誉子1 藤原　佑樹 1 成田　孝富 1 勝谷　将史(DM)1 中島　誠爾 1

順心リハビリテーション病院：佐伯慎太朗 015 一般演題　神経理学療法 大森　洸輔 半側空間無視を伴う重度左片麻痺患者に対し近位
空間の無視症状に着目して介入した一症例

仁寿会石川病院 半側空間無視 pushing 近位空間

020 一般演題　神経理学療法 清川　智美 重度痙縮により治療が難渋し，ボツリヌス療法後に
介助歩行を行い痙縮の改善を図った一症例

医療法人協和会　協和マリナホスピタル 重度痙縮 ボツリヌス療法 介助歩行 1 岩松　瑞季 1 藤井　達也 1 水田　潤史 1

032 一般演題　神経理学療法 大隅　彰憲 運動学習理論に基づく装具療法の実践により歩行
自立を獲得した症例

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

運動学習 装具療法 難易度調節 1

035 一般演題　神経理学療法 野勢　翔馬 パーキンソン病入院患者の複数回転倒に関する後
方視的検討

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 パーキンソン病 転倒 転倒予防 1 川見　優貴 1 畝川　真耶 1 上月　強史 1 衣笠　貴勝 1 沖西　正圭 1 大藪　弘子 1 丸本　浩平 1 水田　英二 1

008 一般演題　.教育・管理理学療法 永禮　敏江 主体的学習態度に関するアンケート尺度の分析
～CTTとIRTの分析手法を用いて～

姫路獨協大学　医療保健学部　理学療法学科 主体的学習態度尺度 CTT IRT 1 山本　昌樹 1

013 一般演題　.教育・管理理学療法 高瀬　愛美
理学療法士による健康増進と障害予防への当院の
取り組み　－ファンクショナルローラーピラティスの
導入－

大久保病院　リハビリテーション科 ピラティス 健康増進 福利厚生 1 水島　健太郎1 宮本　宜徳 1 石原　康成 1

甲南加古川病院：野澤幸司 001 一般演題　教育・管理理学療法 出塩　太一 リハビリテーション科各療法士の「楽しさ」と「大変さ」
に起因している因子の検討．

特定医療法人神戸健康共和会　東神戸病院
理学療法士

楽しさ 新人教育 離職率 特定医療法人神戸健康共和会　東神戸病院　作業療法士 1 今岡　綾 1 東川　邦和 2 山本　浩介 2

024 一般演題　教育・管理理学療法 久保　隼人 提供率の変化からみた動機付けの重要性 ひめじ地域支援リハビリ訪問看護ステーション 動機付け 自主訓練 提供率 1 立石　大樹 1 田中　勇翔 1 段村　空 1 中川　ひろみ1 黒崎　秀彰 1

036 一般演題　教育・管理理学療法 朴　容成 当院実習生の意識に関する調査とガイドライン改定
への取り組み

有馬温泉病院　総合リハビリテーション室 臨床実習 アンケート ガイドライン 医療法人甲風会　事務局 1 中川　一彦 2

038 一般演題　教育・管理理学療法 見田一馬 当院卒後教育におけるグループ学習の導入とその
課題

有馬温泉病院　総合リハビリテーション室 卒後教育 プリセプター制度 グループ学習 1 西村　和志 1 関戸　友紀 1 佐藤　未悠 1 浅原　友加里1 橋爪　真彦 1 朴　容成 1

003 新人発表推薦演題　 田渕　紗佳 左大腿筋膜張筋の筋疲労により歩行の耐久性とス
ピードが低下していた左大腿骨頸部骨折の一症例

名谷病院　リハビリテーション科 中殿筋 大腿筋膜張筋 大腿骨頸部骨折 神戸リハビルテーション福祉専門学校　理学療法士科 関西医療大学大学院　保健医療学研究科 1 波壁　麻結 1 佐野　紘一 1 戎　智史 1 高橋　優基 2 嘉戸　直樹 2 鈴木　俊明 3

009 新人発表推薦演題　 筒井　苗 右THA施行後、両側THAとなりグラウンドゴルフの
ボールを拾う動作に着目した一症例

西脇市立西脇病院リハビリテーション部 THA グラウンドゴルフ 開排動作 1

010 新人発表推薦演題　 新田　将大
大腿骨骨幹部骨折術後にTrendelenburg徴候が残
存した一例
-機能的電気刺激による治療介入-

兵庫県立淡路医療センター 機能的電気刺激治療 Trendelenburg徴候 大腿骨骨幹部骨折 1

西江井ヶ島病院：西村瞬 012 新人発表推薦演題　 今福　健太郎 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 小脳梗塞 筋緊張低下 筋活動遅延 1

神戸学院大学：浅井剛 017 新人発表推薦演題　 守本　諒汰 右視床部脳梗塞により座位・立位・歩行時の不安定
性を呈した症例

公立豊岡病院 視床梗塞 左体幹筋緊張低下 大脳小脳神経回路 1

023 新人発表推薦演題　 宇留野　雅貴 右立脚終期の短縮に着目し、杖なし歩行自立を目
指した一症例

はくほう会セントラル病院 足部クリアランス 立脚終期 下肢の振り出し 1 佐井　昭予 1 宝野　研二 1

027 新人発表推薦演題　 矢島　波 フォワードランジ動作により膝折れが改善し昇段動
作獲得に至った症例

社会医療法人渡邊高記念会　西宮渡辺病院 大殿筋 膝折れ フォワードランジ 1

029 新人発表推薦演題　 大箭　周平
Lateropulsionを呈した延髄外側梗塞患者に対し，触
圧覚を介したフィードバックを用いて早期独歩自立
に至った症例

神戸市立医療センター中央市民病院リハビリ
テーション技術部

延髄外側梗塞 Lateropulsion Subjective visual vertical 新潟医療福祉大学大学院保健学専攻理学療法学分野 1・2 中嶋　璃奈 1 滝元　龍矢 1 前川　侑宏 1 岩田　健太郎1

030 新人発表推薦演題　 小河　翔 転倒を繰り返す一症例に対し，自主練習を考案した
維持期理学療法の経験

医療法人松藤会　介護老人保健施設ゆめさき 通所リハ 主体性 趣味活動再開 1

031 新人発表推薦演題　 古賀　千尋
重度麻痺を呈した左被殻出血患者に対し,歩行自立
に向けて運動療法と，足関節への段階的な電気刺
激療法を併用した症例

伊丹恒生脳神経外科病院　リハビリテーション
部

脳卒中 片麻痺 歩行 伊丹恒生脳神経外科病院　脳神経外科 1 加茂亜里沙 1 久保　宏紀 1 松本　伸治 2 島田　真一 1・2

040 新人発表推薦演題　 川島　光貴

Pushing現象に対し段階的難易度設定を考慮した介
入を行い座位安定性向上に至った一症例
〜繰り返す失敗体験により悲観的発言が増加した
点に着目して〜

医療法人伯鳳会赤穂中央病院 リハビリテー
ション部

視床出血 Pushing現象 失敗体験
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