
  第 30回長崎県理学療法学術大会 

一般口述発表 プログラム  

 

一般１（運動器・神経）               1 月 19日（土） 16:10～17:30 医学部記念講堂                                                   

座長：  松本伸一（古川宮田整形外科内科クリニック）  笹原順哉（長崎北病院） 

一般 1-1 大腿骨遠位端骨折の骨癒合の経過観察に超音波診断装置を用いた症例 
 

西 翔平 （医療法人宏善会諫早記念病院リハビリテーション科） 

一般 1-2 要介護認定の申請が必要となる新鮮脊椎圧迫骨折患者の特徴 ―入院前の生活状況と入院後の多面的評価の結果から― 
 

高尾奏二朗 （社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部） 

一般 1-3 人工膝関節全置換術後早期に関節沈下を呈した症例に対する理学療法を経験して 
 

田端文登 （日本赤十字社長崎原爆病院 リハビリテーション科） 

一般 1-4 野球肘内側障害に対するリハビリテーション 
 

野﨑貴博 （医療法人伴帥会愛野記念病院リハビリテーション部） 

一般 1-5 脳卒中後のバランス能力低下に対して BESTest を使用した一例 
 

田口詩織 （一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院臨床部） 

一般 1-6 インフルエンザ脳症で全身の著明な筋力低下、歩行耐久性低下を呈し，後遺症が残存した成人女性に対する理学療法経験 
 

山田佳奈 （一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院臨床部） 

一般 1-7 両側性の出血性脳梗塞により両片麻痺を呈した症例 ―起き上がりの獲得にむけた一考察― 
 

松村真衣 （一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院臨床部） 

一般 1-8 場所を選ばずに外出するための訪問リハビリテーションでの関わり  

―段階的な介入と家族指導により活動範囲が拡大した症例― 

 馬場聖奈 （社会医療法人春回会訪問看護ステーションひまわり） 

 

一般 2（内部障害）             1月 19 日（土） 16:10～17:30 良順会館ボードインホール                                                

座長： 小田慎也（上五島病院附属診療所有川医療センター） 中尾優子（長崎記念病院） 

一般 2-1 強皮症による下肢閉塞性動脈硬化症から足趾潰瘍・壊死を呈した症例に対する装具療法の経過について 
 

山本修平 （社会医療法人財団白十字会白十字会訪問看護ステーション） 

一般 2-2 当院における糖尿病教育入院患者の運動自己効力感と身体機能に対する運動習慣の影響 
 

川嵜真理子 （日本赤十字社長崎原爆病院リハビリテーション科） 

一般 2-3 当院における医療・介護関連肺炎患者の臨床的特徴 
 

阿南裕樹 （済生会長崎病院リハビリテーション部） 

一般 2-4 当院回復期病棟における脳血管障害患者の誤嚥性肺炎発症要因の検討 
 

小柳雅史 （一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院臨床部） 

一般 2-5 当院におけるリハビリテーション栄養の取り組みの現状と今後の展望 
 

有村圭司 （公益社団法人地域医療振興協会市立大村市民病院リハビリテーション室） 

一般 2-6 急性期病院に転倒により骨折し入院となった高齢者の特徴 ―栄養状態に着目して― 
 

植田浩章 （社会医療法人十善会十善会病院リハビリテーション科） 

一般 2-7 当院の救命救急センター入院患者における骨格筋量と栄養状態の実態調査 
 

井上恒平 （長崎大学病院リハビリテーション部） 

一般 2-8 全国がん診療連携拠点病院でのリンパ浮腫外来における運動療法の実態調査 

―外来リンパ浮腫患者に対する運動療法支援ネットワークの構築に向けた予備的研究― 
 

石井 瞬 （長崎大学病院リハビリテーション部） 



  第 30回長崎県理学療法学術大会 

一般 3（運動器）              1月 19日（土） 16:10～17:30 ポンペ会館セミナー室                                                

座長： 末田美穂（菅整形外科病院） 森本将司（貞松病院） 

一般 3-1 当院における膝前十字靱帯再建術後のリハビリテーション ―可動域制限に着目して― 

 横田詩歩 （いまむら整形外科医院リハビリテーション科）  

一般 3-2 野球・ソフトボール選手の保護者に対するアンケート調査の結果 

 本多一平 （医療法人伴帥会愛野記念病院リハビリテーション部） 

一般 3-3 重症心身障害者に対するポジショニングの検討と多職種間での統一を図った一例 

 須山祥康 （三川内病院リハビリテーション科） 

一般 3-4 足底感覚トレーニングによって歩行周期時間の変動係数が改善した一症例 

 竹田圭佑 （平川整形外科医院リハビリテーション科） 

一般 3-5 産後尾骨痛を呈した症例に対する身体機能障害への理学療法と座圧計を用いた患者教育 

 下田真太郎 （長崎百合野病院リハビリテーション科） 

一般 3-6 骨転移による大腿骨病的骨折術後のリハビリテーションの経験 

 砂川伸也 （医療法人和仁会和仁会病院リハビリテーション科） 

一般 3-7 多発骨転移により脊髄横断麻痺を呈した肺癌患者に対する理学療法の経験 

―早期の荷重練習が麻痺症状の改善の一助となった症例― 

 大賀智史 （日本赤十字社長崎原爆病院リハビリテーション科） 

一般 3-8 頸髄損傷後,早期荷重訓練により歩行獲得に至った一症例 

―在宅患者訪問指導までの退院支援を経験して― 

 永江槙一 （医療法人和仁会和仁会病院リハビリテーション科） 

  

一般 4（運動器・内部障害）           1月 19 日（土） 16:10～17:30 ポンペ会館第 1会議室                                                

座長： 田中康明（済生会長崎病院） 山戸隆二（長崎労災病院） 

一般 4-1 啓発事業における中学校の運動部活動に関する実態調査について 

―中学校女子バスケットボール西彼･西海地区大会より― 

 川村征大 （公益社団法人長崎県理学療法士協会地域事業推進部啓発事業班） 

一般 4-2 当院における腰椎分離症の発生状況 

 栗山亜希子 （医療法人順成堂古川宮田整形外科内科クリニックリハビリテーション科） 

一般 4-3 理学療法士として障害者スポーツにかかわる入り口 ―障害者スポーツを生涯スポーツへ― 

 新谷大輔 （こころ医療福祉専門学校理学療法科） 

一般 4-4 チームアプローチによる環境調整が活動範囲の拡大に繋がった症例 

 冨永賢太 （社会医療法人財団白十字会介護老人保険施設長寿苑リハビリテーション部） 

一般 4-5 地域在住虚弱高齢者に対する予防的取り組みと今後の課題 

 馬場滉平 （Fit LIFE DESIGN 株式会社リハビリテーションあいのわデイサービス） 

一般 4-6 脳卒中後痙性麻痺患者 3 症例におけるボツリヌス療法の経験 

 江頭慎一郎 （菅整形外科病院リハビリテーション科） 

一般 4-7 重症特発性肺線維症患者に対する呼吸理学療法と訪問指導の経験 

 井手くるみ （地方独立法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンターリハビリテーション部） 

一般 4-8 家族で支え合うことで自宅退院が実現した Stanford B 型急性大動脈解離の一症例 

 浦 佑亮 （社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院リハビリテーション科） 
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一般 5（運動器）                          1月 20日（日） 14:35～15:35 医学部記念講堂                                              

座長： 高木治雄（貞松病院） 

一般 5-1 長崎市民へのロコモ度テストと居住環境の実態調査について 

―｢健康バンザイ！がんばらんばキャンペーン｣の事業参加より― 
 

大嶋孝明 （公益社団法人長崎県理学療法士協会長崎地区） 

一般 5-2 当院人工膝関節全置換術施行後患者の非術肢機能に着目した実態調査 
 

山下正太郎 （長崎大学病院リハビリテーション部） 

一般 5-3 肩関節疾患の夜間痛による中途覚醒が与える臨床所見への影響 
 

松本伸一 （医療法人順成堂古川宮田整形外科内科クリニックリハビリテーション科）  

一般 5-4 内側型野球肘の受傷機転の違いがシャドーピッチング開始時期に及ぼす影響 
 

中尾雄一 （医療法人順成堂古川宮田整形外科内科クリニックリハビリテーション科） 

一般 5-5 長期臥床による高度な廃用症候群を呈した症例に対する ADL 動作再獲得に向けたリハビリテーションの経験 
 

寺平慎吾 （社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部） 

一般 5-6 変形性膝関節症患者に対する理学療法の早期効果−JKOM，疼痛，膝関節伸展筋力の変化− 
 

野口 薫 （医療法人順成堂古川宮田整形外科内科クリニックリハビリテーション科） 

  

一般 6（内部障害）                 1月 20 日（日） 14:35～15:35 良順会館ボードインホール                                              

座長： 川口俊志（長崎原爆諫早病院） 

一般 6-1 高齢心不全患者の退院時 6分間歩行距離に関連する因子の検討 
 

川上幸輝 （社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部） 

一般 6-2 外来心リハ導入により再入院を防ぐことができた，90 代女性の一例 
 

松原健太 （長崎県島原病院リハビリテーション科） 

一般 6-3 末期心不全患者に対する心臓リハビリテーションチームの関わりについて 
 

酒匂雄基 （地方独立法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンターリハビリテーション部） 

一般 6-4 当院における心不全患者の臨床的特徴と入院長期化の要因の検証 
 

阿南裕樹 （済生会長崎病院リハビリテーション部） 

一般 6-5 気管切開下人工呼吸器装着患者の自宅退院に向けた取り組み 
 

山中博紀 （社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院リハビリテーション部） 

一般 6-6 高度な低酸素血症をきたした肺炎患者に対して腹臥位療法が奏功した 1症例 
 

松﨑敏朗 （日本赤十字社長崎原爆病院リハビリテーション科） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  第 30回長崎県理学療法学術大会 

一般 7（運動器）                    1月 20日（日） 14:35～15:35 ポンペ会館セミナー室                                              

座長： 本田俊介（諫早記念病院） 

一般 7-1 急性期病院に入院した虚弱高齢者の痛みに関する実態調査 ―pilot study― 
 

佐々木遼 （社会福祉法人十善会十善会病院リハビリテーション科） 

一般 7-2 障害高齢者における身体活動量と関節可動域制限についての検討 
 

村田千晶 （社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部） 

一般 7-3 体幹の非対称性を評価する簡便な非侵襲的評価の検討 
 

杉本憲治 （みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家） 

一般 7-4 起立動作における膝屈曲角度の違いと上肢支持の有無は床反力に変化をもたらすか 
 

三根立己 （医療法人和仁会和仁会病院リハビリテーション科） 

一般 7-5 スクワット動作速度が内側広筋活動に与える影響 
 

城谷耕平 （医療法人和仁会和仁会病院リハビリテーション科） 

一般 7-6 スクワット動作速度が床反力に及ぼす影響 
 

渡部果歩 （医療法人和仁会和仁会病院リハビリテーション科） 

 

一般 8（教育管理）                    1月 20 日（日） 14:35～15:35 ポンペ会館第 1会議室                                              

座長： 山本浩由（長崎北病院） 

一般 8-1 理学療法士と介護支援専門員の視点から考える利用者の自立支援 

―理学療法士，介護支援専門員兼務の立場から― 
 

片山友和 （最勝寺内科医院） 

一般 8-2 当院の HCU（準集中治療室）専任療法士導入後の現状と課題 

―HCU専任療法士導入後のスタッフアンケートより― 
 

前田和崇 （長崎県島原病院リハビリテーション科） 

一般 8-3 回復期病棟 PTの下肢装具に対する意識調査の報告と取り組み 
 

田出純也 （社会医療法人財団白十字会燿光リハビリテーション病院リハビリテーション部） 

一般 8-4 当院訪問リハビリテーション終了者の利用期間における終了理由の検討 
 

酒井祥平 （医療法人伴帥会愛野記念病院リハビリテーション部） 

一般 8-5 ポジショニング用クッション代理購入の運用と課題 
 

吉岡 元 （社会医療法人財団白十字会介護老人保健施設長寿苑リハビリテーション部） 

一般 8-6 CCS における臨床実習チェックリストの新たな活用方法の模索 
 

杉本恭兵 （地方独立法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンターリハビリテーション部） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  第 30回長崎県理学療法学術大会 

新人口述発表 プログラム  

 

新人 1（運動器・神経）                     1月 20日（日） 9:30～10:30 医学部記念講堂        

座長： 石井 瞬（長崎大学病院） 

新人 1-1 中学野球投手の試合前後の関節可動域変化と投球数との関係 
 

近藤和樹 （貞松病院リハビリテーション科） 

新人 1-2 脊椎圧迫骨折患者における回復期病棟転棟時の年齢及び身体所見が Functional Independence Measure 

に及ぼす影響：横断研究 
 

松田光李 （貞松病院リハビリテーション科） 

新人 1-3 脊椎圧迫骨折後に不活動状態と破局的思考を呈した症例に対する活動日記を併用した訪問リハビリテーションの経験 
 

百合野大輝 （社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部） 

新人 1-4 大腿骨転子部骨折術後に脳梗塞を発症し片麻痺を呈した症例 

―モチベーション低下により歩行の再獲得に難渋した症例を経験して― 
 

平野洸汰 （済生会長崎病院リハビリテーション部） 

新人 1-5 ホットパックと低負荷の運動により非麻痺側下肢の機能改善を認めた症例 
 

山口滉大 （社会医療法人春回会長崎北病院リハビリテーション部） 

新人 1-6 歩行時の膝関節コントロール向上を目的に随意運動介助型電気刺激（IVES）によるアプローチを実施した右被殻出血の一例 
 

川元遼也 （社会医療法人財団白十字会燿光リハビリテーション病院リハビリテーション部） 

  

新人 2（内部障害・運動器）           1月 20日（日） 9:30～10:30 良順会館ボードインホール       

座長： 吉永龍史（国立病院機構長崎医療センター） 

新人 2-1 身体機能と栄養状態を多職種で情報共有したことが ADL向上に有用であった穿孔性腹膜炎術後廃用症候群の 1例 
 

吉野友恵 （医療法人保善会田上病院リハビリテーション科） 

新人 2-2 自覚症状が乏しい COPD 患者に対するアドヒアランスの向上を目指したアプローチ 
 

伊福隆晟 （社会医療法人春回会長崎北病院リハビリテーション部） 

新人 2-3 不顕性誤嚥の予防に着目したポジショニングが，離床ならびに ADLの改善につながった誤嚥性肺炎の 1 例 
 

塚原裕太 （医療法人保善会田上病院リハビリテーション科）  

新人 2-4 腰椎骨盤帯の不安定により歩行障害を呈した症例 
 

本多太樹 （医療法人社団東洋会池田病院リハビリテーション部） 

新人 2-5 左下肢蜂窩織炎術後によるベッド上生活から自宅退院・復職できた症例 

―急性期病院における復職に着目したアプローチ― 
 

岩永貴文 （社会医療法人春回会井上病院リハビリテーション科） 

新人 2-6 中殿筋剥離を伴う人工股関節再置換術症例の経験 
 

野崎真陽 （地方独立法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンターリハビリテーション部） 

  

  

  

  

  

  

  



  第 30回長崎県理学療法学術大会 

新人 3（神経）                      1月 20 日（日） 9:30～10:30 ポンペ会館セミナー室    

座長： 吉田裕志（燿光リハビリテーション病院） 

新人 3-1 多系統萎縮症患者の転倒予防へのアプローチ 
 

石田寿代 （社会医療法人青洲会青洲会病院リハビリテーション課）  

新人 3-2 麻痺側下肢へ足底感覚刺激と荷重練習を実施し立位姿勢、歩容の改善が得られた一症例 
 

松本悠飛 （医療法人社団東洋会池田病院リハビリテーション部） 

新人 3-3 環境調整及び床とベッド間の移乗動作反復練習により自宅退院が可能となった陳旧性小脳梗塞の一例 
 

田中大貴 （社会医療法人財団白十字会燿光リハビリテーション病院リハビリテーション部） 

新人 3-4 視床出血により重度感覚障害を呈した片麻痺患者を担当して ―退院調整に難渋した症例― 
 

林田莉奈 （公益社団法人地域医療振興協会市立大村市民病院リハビリテーション室） 

新人 3-5 高度肥満症のため歩行獲得に向けた訓練プログラム立案に難渋した脳卒中重度片麻痺の一症例 
 

丸田健介 （社会医療法人財団白十字会燿光リハビリテーション病院リハビリテーション部） 

新人 3-6 橋本脳症を呈し失調により歩行障害をきたした症例 
 

池田和樹 （社会医療法人青洲会青洲会病院リハビリテーション課）  

  

新人 4（運動器・その他）                1月 20日（日） 9:30～10:30 ポンペ会館第 1会議室    

座長： 出口春彦（長崎北病院） 

新人 4-1 帯状疱疹後神経痛に対する理学療法の考察 
 

西本貴思 （社会福祉法人十善会十善会病院リハビリテーション科） 

新人 4-2 初回骨折時と再骨折時における日常生活動作と身体機能の比較 
 

山里 隆 （医療法人東洋会池田病院リハビリテーション部） 

新人 4-3 介護保険サービスの調整により在宅生活期間が延長した一症例 
 

五島 凌 （社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部） 

新人 4-4 大腿骨転子部骨折を呈した認知症高齢者への移乗動作に対するアプローチ 
 

男澤汰佳 （社会医療法人青洲会青洲会病院リハビリテーション課） 

新人 4-5 肩関節周囲炎による関節拘縮に関与する背景因子の検討 
 

入江 輝 （いまむら整形外科医院リハビリテーション科） 

新人 4-6 S 状結腸癌に対する外科術後の治療経過中に下腿浮腫が著明に出現した症例を経験して 

－当院での On the Job Training を通じて，体重増加が早期発見できた症例－ 
 

豊島大海 （済生会長崎病院リハビリテーション部） 

 


