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第 31 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・内部障害）            2月 15日（土） 16:50～18:10 さくらホール                                                  

座長：  田中貴子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科） 

一般 1-1 整形外科外来における高齢がん患者のフレイルに関する調査研究 ～非がん患者との比較～ 
 

石井 瞬 （道ノ尾みやた整形外科） 

一般 1-2 尿失禁をともなう下腿骨切り術後の骨盤底理学療法～超音波画像診断装置・低周波治療器・運動療法を併用した一症例～ 
 

下田真太郎 （医療法人光善会 長崎百合野病院） 

一般 1-3 人工膝関節置換術の施行に当たり、予め手術を施行する医院の理学療法士当てにﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの情報提供を行った症例 
 

林 幸司 （社会福祉法人福医会 西海医療福祉センター） 

一般 1-4 当院における CKD教育入院の実績と活動報告 
 

益田善光 （済生会長崎病院） 

一般 1-5 最期まで高い ADLを保てたがん患者の一例 
 

山口愛美 （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） 

一般 1-6 胃がん治療の合併症により要介護状態に陥り通所リハビリテーションにて生活機能が改善した一症例 
 

大西陽斗 （社会医療法人 長崎記念病院） 

一般 1-7 糖尿病教室参加前後における血液データ、体重の変化について 
 

池本敬記 （医療法人宏善会 諫早記念病院） 

一般 1-8 大動脈弁置換術後に実施した心肺運動負荷試験が退院時リハビリテーション指導に有用であった低心機能の一症例 

 若山晃輔 （独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター） 

 

一般 2（地域理学療法・脳卒中）            2月 15日（土） 16:50～18:10 第 1会議室                                                

座長： 森 恵介（Total Habilitation System 株式会社） 

一般 2-1 当院の通所リハビリテーション利用者の関連性～サルコペニアに着目して～ 
 

井上裕貴 （医療法人社団春秋会 南長崎クリニック） 

一般 2-2 大村市地域包括支援センターにおける理学療法士の関わり 
 

奥山由美子 （大村市地域包括支援センター） 

一般 2-3 ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅入居者における訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝでの関わり～他職種との連携により短期間で終了につながった一症例～ 
 

酒井祥平 （医療法人伴帥会 愛野記念病院） 

一般 2-4 歩行時の頻回な転倒に対し、福祉用具の導入で転倒が減少した症例 
 

久保田佳奈 （医療法人博愛会 哲翁病院） 

一般 2-5 当院におけるへき地での支援派遣についての報告 
 

土谷恭平 （公益社団法人地域医療振興協会 市立大村市民病院） 

一般 2-6 大村市における介護士向けの介護技術研修会を開催して 
 

富岡希望 （公益社団法人地域医療振興協会 市立大村市民病院） 

一般 2-7 回復期リハビリテーション病棟を退院後も FIM運動項目の維持・改善を認めた症例 
 

山口彩耶香 （医療法人仁寿会 南野病院） 

一般 2-8 Honda 歩行アシストと聴覚的リズム刺激の併用が空間的・時間的に非対称的な歩行の改善に効果的であった左片麻痺患者の一例 
 

和田智文 （特定医療法人慧明会 貞松病院） 
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一般 3（運動器・スポーツ）             2月 16日（日） 9:50～11:00 さくらホール                                                

座長： 渡辺 博（株式会社 パールの風） 

一般 3-1 肩関節周囲炎による拘縮肩における体外衝撃波治療の有用性 

 松本伸一 （医療法人順成堂 古川宮田整形外科クリニック） 

一般 3-2 上肢挙上運動における肩関節内外旋可動域の幅と中間位の変位 

 相良優太 （医療法人伴帥会 愛野記念病院） 

一般 3-3 腱板修復術後の痛みの破局的思考に関連する術前および術後の疼痛因子について 

 田中康明 （済生会長崎病院） 

一般 3-4 持続血糖モニターCGMを用いて評価した 2 型糖尿病患者における有酸素運動と無酸素運動の血糖変動の特徴 

 本田俊介 （医療法人宏善会 諫早記念病院） 

一般 3-5 整形外科外来における基本チェックリストの活用 ～ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾂｰﾙとしての有効性の検討～ 

 辻田みはる （道ノ尾みやた整形外科） 

一般 3-6 サッカー選手に発症した恥骨疲労骨折における画像所見と身体所見の関連性：ケースシリーズ 

 三浦遼平 （特定医療法人慧明会 貞松病院） 

一般 3-7 当院におけるスポーツ選手に発症した Osgood-Schlatter 病の検討 

 出口健多 （チカラ整形外科スポーツリウマチクリニック） 

  

   

  

一般 4（呼吸・神経）                 2月 16日（日） 9:50～11:00 第 1会議室                                                

座長： 吉永龍史（長崎医療センター） 

一般 4-1 リクルートメント手技と呼吸理学療法の併用によって無気肺の解除が得られた重症 COPDの 1 例 

 禹 炫在 （社会医療法人 長崎記念病院） 

一般 4-2 パーキンソン病末期患者の無気肺の改善に有効であったポジショニング 

 二又 稜 （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） 

一般 4-3 急性呼吸促迫症候群に対して体位呼吸療法を実施した一症例 

 本郷 廉 （地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター） 

一般 4-4 Ataxic hemiparesis を呈した症例に対する HAL下肢タイプを用いた歩行練習での改善効果の持続性について 

 野中亮平 （社会医療法人春回会 長崎北病院） 

一般 4-5 認知症を併存する慢性疼痛患者に対して成功動作の動画視聴によるフィードバックを併用したﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの経験 

 青木秀樹 （社会医療法人 長崎記念病院） 

一般 4-6 末梢神経障害における慢性疼痛に対する段階的運動イメージの試み 

 竹田圭佑 （医療法人 平川整形外科医院） 

一般 4-7 急性期における、あきらめない早期歩行訓練の取り組み～脊髄疾患不全麻痺患者に対する吊り上げ式免荷歩行ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの経験～ 

 迫田健一 （独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院） 
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一般 5（運動器・スポーツ）                2月 16日（日） 13:20～14:30 さくらホール                                              

座長： 白木剛志（長崎みなとメディカルセンター） 

一般 5-1 居宅環境を調整し退院へつなげた超高齢者大腿骨頸部骨折の一症例 
 

喜友名里美 （社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院） 

一般 5-2 前頭側頭型認知症を罹患し,転倒により人工骨頭置換術を施行した 1 例 
 

渡部果歩 （医療法人和仁会 和仁会病院） 

一般 5-3 ASO患者が保存療法にて歩行距離の改善により自宅復帰した症例 
 

佐藤愛理 （医療社団法人苑田会 公立新小浜病院）  

一般 5-4 中学生野球選手の公式戦での投球が関節可動域に与える影響-ケースシリーズ- 
 

佐治泰範 （医療法人 山口てつ整形外科クリニック） 

一般 5-5 内側型野球肘の肘伸展時痛と復帰時期、圧痛消失時期、ストレステスト消失時期との関係 
 

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） 

一般 5-6 当院における ACL再建術後のスポーツ復帰と再断裂率：後ろ向きコホート研究 
 

木寺 彩 （特定医療法人慧明会 貞松病院） 

一般 5-7 長崎県内の野球選手に対するメディカルサポート活動 

 濱田孝喜 （特定医療法人慧明会 貞松病院） 

   

一般・新人混合 6（運動器）                2月 16日（日） 13:20～14:30 第 1会議室                                                                                           

座長： 佐藤 圭（貞松病院） 

一般 6-1 機能回復傾向にある両側変形性膝関節症高齢者への関わり 
 

小谷 泉 （学校法人向陽学園 長崎リハビリテーション学院） 

一般 6-2 右大腿骨転子下骨折後、膝関節屈曲可動域改善に難渋した症例～超音波療法を利用して～ 
 

松ケ野友幸 （社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院） 

一般 6-3 膝滑液嚢腫を伴った内側半月板損傷の一症例 
 

奥野拓冬 （医療法人伴帥会 愛野記念病院） 

新人 6-4 アライメント修正により歩行安定性が向上し,受傷前の歩行能力獲得が可能となった症例 
 

原口拓也 （医療法人和仁会 和仁会病院） 

新人 6-5 ドローイン歩行を実施し,歩行時の体幹側方動揺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） 

新人 6-6 整形外科外来患者のうつ傾向が運動機能およびリハビリテーション介入効果に及ぼす影響 
 

小山将史 （道ノ尾みやた整形外科） 

新人 6-7 住民主体型サービス（地域サロン）参加者の性別，年代別特徴 

 安部恭子 （介護老人保健施設にしきの里） 
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一般 7（運動器・その他）                    2月 16日（日） 13:20～14:30 第 3会議室                     

座長： 田端文登（長崎原爆病院） 

一般 7-1 変形性膝関節症者における Insall-Salvati Index 
 

沖田佑梨子 （特定医療法人慧明会 貞松病院） 

一般 7-2 右膝内側半月板損傷術後の症例について ～しゃがみ込み動作の獲得まで～ 
 

久保田純平 （医療法人博愛会 哲翁病院） 

一般 7-3 変形性膝関節症患者における初回理学療法時の放射線学的重症度と JKOMの関係性 
 

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） 

一般 7-4 当院における片側 TKAと両側同時 TKAの比較 
 

林田 涼 （医療法人厚生会 虹が丘病院） 

一般 7-5 当院摂食嚥下チームにおける理学療法士の役割 －誤嚥予防のため食事姿勢に難渋した症例を通して－ 
 

橋本修平 （社会医療法人春回会 井上病院） 

一般 7-6 基本動作指標(BMS)の信頼性に関する検討-対象者の特性を踏まえた他職種における一考察- 

 中村浩志 （介護老人保健施設にしきの里） 

一般 7-7 当院における外来リハビリテーション患者と短時間通所リハビリテーション利用者の一年間の推移  
 

林 幸司 （社会福祉法人福医会 西海医療福祉センター）  
  

新人 1（運動器・循環）                     2月 15日（土） 16:50～18:10 第 3会議室 
 

座長： 山本修平（白十字会訪問看護ステーション） 

新人 1-1 拘縮肩における初期治療 
 

入江 輝 （いまむら整形外科医院） 

新人 1-2 肩関節鏡視下授動術後の関節可動域改善に難渋した一症例 ～結帯動作に着目して～ 
 

毎原若葉 （公益社団法人地域医療振興協会 市立大村市民病院） 

新人 1-3 左変形性膝関節症を呈し鵞足の疼痛により活動制限をきたした症例 
 

宮永香那 （医療法人順成堂 古川宮田整形外科内科クリニック） 

新人 1-4 高度の変形性膝関節症を呈した大腿骨頸部骨折患者を経験して ～ステップ動作に着目して～  
 

松尾順司 （医療法人社団東洋会 池田病院） 

新人 1-5 右大腿骨顆上骨折を呈した患者の歩行獲得に向けた関わり 
 

中村祐輝 （社会福祉法人 十善会病院） 

新人 1-6 当院における心不全患者の現状と予後予測 

 松下佳矢 （独立行政法人国立病院機構 長崎川棚医療センター） 

新人 1-7 重度僧帽弁閉鎖不全症に対し僧帽弁置換術を施行した症例の理学療法経験 
 

森 洋介 （地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター） 

新人 1-8 急性心筋梗塞患者における発症から退院後の活動量を調査した一症例 
 

平田ふみ代 （地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター） 
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新人 2（脳卒中・その他）                    2月 15日（土） 16:50～18:10 第 4会議室 

 座長： 森山祐志（長崎北病院） 

新人 2-1 多角的アプローチにより、交際相手と在宅復帰を目指した重度片麻痺患者の一例 
 

山本凌太 （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） 

新人 2-2 重度の両変形性股関節症によって基本動作が制限された脳卒中片麻痺患者に対する理学療法経験 
 

北村まり （一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院） 

新人 2-3 脳卒中前より身体活動量の低下した患者の在宅復帰に向けた取り組み 
 

西川佳孝 （医療法人明和会 伊崎脳神経外科・内科） 

新人 2-4 重度感覚障害を呈した被殻出血患者に対する認知神経ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 〜発症前の経験から得られる身体ｲﾒｰｼﾞを用いて〜 
 

田中亮平 （社会医療法人三佼会 宮崎病院） 

新人 2-5 二次性の右肩関節痛が出現した一症例 

 吉川尚輝 （医療法人社団東洋会 池田病院） 

新人 2-6 中心性頸髄損傷の受傷を機にパーキンソニズムが増悪し歩行能力が低下した Alzheimer病の一症例に対する 

段階的なステップ運動を併用した理学療法の経験 
 

祐野 毅 （社会医療法人 長崎記念病院） 

新人 2-7 入院中に間質性肺炎が増悪し呼吸状態が悪化した症例－歩行の負荷量設定と ADL練習により自宅退院となった 2ヶ月間の経験－ 
 

阿比留顕 （社会福祉法人 十善会病院） 

  

新人 3（運動器・脳卒中）                    2月 16日（日） 9:50～11:00 第 3会議室 

 座長： 田代伸吾（燿光リハビリテーション病院） 

新人 3-1 脚延長を施行した人工股関節全置換術後の理学療法経験 

 安藤駿太郎 （地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター） 

新人 3-2 セルフモニタリングと模擬訓練により不安を是正し復職に至った慢性腰痛を有する変形性膝関節症術後の一症例 

 五島 凌 （社会医療法人 長崎記念病院） 

新人 3-3 大腿骨頸部骨折術後痛に対し exercise-induced hypoalgesiaを狙った有酸素運動を併用した理学療法の経験 

 野元祐太郎 （社会医療法人 長崎記念病院） 

新人 3-4 難治性足底腱膜炎に対する体外衝撃波療法の治療成績に関する因子ー後ろ向きコホート研究ー 

 門口聡一郎 （特定医療法人慧明会 貞松病院） 

新人 3-5 脳卒中左片麻痺患者に対する神経筋電気刺激療法を用いた低負荷運動の介入 

 坪田真奈 （社会医療法人春回会 長崎北病院） 

新人 3-6 回復期リハビリテーション病棟へ入院した脳梗塞・脳出血患者の転倒と BESTestの関係 

 中島尚柔 （一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院） 

新人 3-7 脳卒中患者における回復期リハ病棟入院時の起居･移乗能力と退院時歩行自立度との関係について 

 中村俊平 （一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院） 

  

   

  

   

 


