
一般口述 1 12 月 15 日(土)                                  13:00-14:00                        

         座長：朝田 孝優  国立病院機構 宇多野病院 リハビリテーション科 

 

 

01 麻痺側内腹斜筋の活動性向上により非麻痺側の分回し歩行が改善した脳梗塞後遺症患者の一例 

〇泊一輝 1) 寺山佳佑 1) 正意敦士 1) 小西喜子 1) 廣田哲也 1) 種継真輝 1,2) 安原遼太 1) 田村滋規 3) 

1)医療法人壮成会 田村クリニック リハビリテーション科 2)京都橘大学大学院 健康科学研究科 3)医療法人壮成会 田村クリニック 整形外科 

02 視床出血により弛緩性麻痺を呈した患者の体幹機能に着目し介入した一症例 

〇秋山莉穂 池田弘毅 向山将平 川原恭大 

宇治徳洲会病院 

03 慢性期片麻痺患者に対する課題志向型練習としての装具療法 

―装具の設定から能動的活動を行った経験― 

〇中西康二 今西美由紀 

京丹後市立弥栄病院 

04 急性期における積極的な介入が早期独歩獲得まで至った一例 

〇吉田安香音 髙橋慎太郎 

京都岡本記念病院 

 

05 リーチ動作における予測的姿勢制御に着目し治療介入した一症例  

〇山崎美咲希 池田弘毅 向山将平 井上真悠子 

宇治徳州会病院 

 

 

一般口述 2 12 月 15 日(土)                                  15:10-16:10                        

座長：福嶋 秀記  京都府立医科大学附属病院 リハビリテーション部 

 

 

06  同種造血幹細胞移植後早期における骨格筋断面積変化 

〇濱田涼太 1) 吉田路子 1) 宮坂淳介 1) 村尾昌信 1) 南角学 1) 近藤忠一 2) 高折晃史 2)   

佐藤晋 1) 池口良輔 1) 松田秀一 1) 

1)京都大学医学部附属病院 リハビリテーション部 2)京都大学医学部 血液内科 

07 化学放射線療法中の頭頚部がん患者に対して、運動機能の低下を予防できた一症例  

〇切山雅貴 西村純 奥山香奈 

済生会京都府病院 

08 弓部大動脈瘤に対し上行置換術を施行した症例～他職種との連携に着目して～ 

〇杉本光司 池田弘毅 西山佑樹 

 宇治徳洲会病院 

09 陳旧性心筋梗塞 3 枝病変を既往に有したアテローム性脳塞栓症の一症例  

―早期離床に伴うリスク管理と二次障害予防に着目して― 

〇坂田泰我 池田弘毅 向山将平 

 宇治徳洲会病院 

10 Hybrid Assistive Limb を用いた歩行練習が髄膜腫摘出術後片麻痺者の歩行速度、歩容および筋活動に与える 

即時的効果の検討 

〇北村岳斗 1) 南角学 1) 西川徹 1) 田中浩基 1) 梶本泰志 1) 菊池隆幸 2) 西秀久 2)  

宮本亨 2) 池口良輔 1,3) 松田秀一 1,3) 

1)京都大学医学部附属病院 リハビリテーション部 2)京都大学医学部附属病院 脳神経外科 3)京都大学医学部附属病院 整形外科 



一般口述 3 12 月 15 日(土)                                  16:15-17:15                      

              座長：平本 真知子  丸太町リハビリテーションクリニック 

 

 

11 糖尿病神経障害により立位バランス低下及び歩行動作困難をきたした一症例 

  〇谷村亮介 1) 森耕平 2) 

1)宇治病院 2)関西福祉科学大学 

12 短期集中運動型デイサービスに理学療法士が関わることで得られた成果と課題 

〇中島基公 

京都市久世老人デイサービスセンター 

13 屋外歩行を獲得した下腿切断患者を担当して 

〇松川三咲 河野将孝 

京都武田病院 

14 全身状態に留意しながら病棟連携を図ったことで ADL 向上に繋がった一症例 

〇宮下和樹 渡辺優也 山北智晴 藤又紫帆 

宇治徳洲会病院 

15 当院地域包括ケア病棟（床）におけるリハビリテーション対象患者の現状と課題 

〇泉豊 西村純 奥山香奈 布川雄二郎 

済生会京都府病院 

 

 

 

一般口述4 12月16日(日)                                   10:35-11:35                      

         座長：伊藤 明良  京都大学大学院人間健康科学系専攻 

 

 

16 長腓骨筋のトレーニングを行うことで踵離地期に左中足部から前足部の疼痛が軽減した扁平足の一例 

〇廣田哲也 1) 寺山佳佑 1) 正意敦士 1) 小西喜子 1) 泊一輝 1) 種継真輝 1,2)  安原遼太 1)  田村滋規 3) 

1)医療法人壮成会 田村クリニック リハビリテーション科 2)京都橘大学大学院 健康科学研究科 3)医療法人壮成会 田村クリニック 整形外科 

17 関節鏡視下手術後に下腿前面痛を呈した一症例  

―膝関節拘縮と下肢 malalignment により出現した疼痛の解釈― 

〇茂木孝平 1) 佐々木拓馬 1) 小野志操 1) 永井教生 1) 小林雅彦 2) 

1)京都下鴨病院 リハビリテーション科 2)京都下鴨病院 整形外科 

18 認知症を有した大腿骨頸部骨折受傷し前外側アプローチにて BHA を施行した一症例 

―移動手段の獲得に向けて― 

〇土居更紗 巽早妃 吉田奈史 

宇治徳洲会病院 

19 大腿軟部腫瘍摘出術の術後早期における歩行手段と関連する因子 

〇藤田容子 1)  村尾昌信 1) 吉田路子 1) 西川徹 1) 細江拓也 1) 南角学 1) 岡本健 2)  坂本昭夫 2) 松田秀一 2) 

1)京都大学医学部附属病院 リハビリテーション部 2)京都大学医学部 整形外科 

20 歩行戦略自体が疼痛を助長していた症例  

―人工膝関節置換術後の歩容を考慮した術前からの体幹柔軟性・アライメントへの介入― 

〇大村颯太 中川智明 伊藤和範 

 京都武田病院  

 

 



一般口述 5 12 月 16 日(日)                                   15:05-16:05                      

         座長：松村 葵  同志社大学大学院・テイクフィジカルコンディショニング 

 

 

21 中学校野球部に対する外傷・障害予防の取り組みの成果 

○大江厚 1) 安井重男 1) 西尾大地 1) 藤竹俊輔 1) 今田晃司 1) 塚田雄毅 1)  立入久和 2) 立入克敏 2) 

1)たちいり整形外科医院 リハビリテーション科 2)たちいり整形外科医院 整形外科 

22 超音波検査を踏まえた評価により肩関節後方関節包の柔軟性の向上が除痛に有効であった左肩峰下滑液包炎の一

例 

○小西喜子 1) 寺山佳佑 1) 正意敦士 1) 種継真輝 1).2)  廣田哲也 1) 泊一輝 1） 安原遼太 1) 田村滋規 3) 

1)医療法人壮成会 田村クリニック リハビリテーション科 2)京都橘大学大学院 健康科学研究科 3)医療法人壮成会 田村クリニック 整形外科 

23 二次障害に注意し、肩関節の機能改善を図った左肩甲骨骨折の一例 

○一井佑弥 池田弘毅 野田健太 福田崇人 川端貢平 

宇治徳洲会病院 

24 腱板断裂術後患者における肩関節屈曲初期に対する運動療法の検討 

○山下亮太郎 梅田匡純 

京丹後市立弥栄病院 

25 踵骨骨折後に踵外側部痛が慢性化した症例 

○村本麻衣 布川雄二郎 西村純 

済生会京都府病院  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


