
11�月�11�日（日）09�時�00�分～�10 時�10�分　　企画演題 4　高次脳機能障害� 会場 : 第 1会場 (5 階大ホール )

座長 渡辺�学�（北里大学メディカルセンター）

K-4-1 Virtual�Reality�System を用いたトレッドミル歩行下での Extrapersonal�Neglect の評価�－
Pilot�Study による無視の質的特徴－� 神戸大学大学院保健学研究科 田村�正樹

K-4-2 脳卒中片麻痺者の隙間通過歩行における視覚と注意の影響�- 麻痺側侵入により接触率軽減し
た 3症例による検討 -� 亀田リハビリテーション病院　リハビリテーション室 室井�大佑

K-4-3 脳卒中後失行症と視覚 - 運動統合障害に共通した責任病巣�- 映像遅延検出課題と Voxel-based�
lesion-symptom�mapping からの証拠 -

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 信迫�悟志

11月 11日（日）09時 00分～ 09時 50分　　英語演題� 会場 : 第 2会場 (5 階小ホール )

座長 網本�和�（首都大学東京）

E-1 The�effect�of�rehabilitation�after�the�deep�brain�stimulation�of�subthalamic�nucleus�on�the�
axial�symptom�in�Parkinson’s�disease

Department�of�Rehabilitation�Medicine,�Juntendo�University�Hospital Kazunori�Sato

E-2 Affection�of�Visual�Field�Right-Side�Bias�Due�to�Head�Mounted�Displays�on�Bisection�Tests:�A�
Study�of�Healthy�Subjects

Japanese�School�of�Technology�for�Social�Medicine Taku�Numao

E-3 Use�of�the�mechanical�in-exsufflation�in�critically�ill�patients�with�neurological�failure
Division�of�Rehabilitation�Medicine,�Chiba�University�Hospital Ryota�Kuroiwa

11 月 11 日（日）10時 00分～ 10時 50分　　脳損傷　口述 5� 会場 : 第 2会場 (5 階小ホール )

座長 村上�忠洋�（中部リハビリテーション専門学校）

O-B-5-1 リハビリテーション時間が回復期高齢脳卒中患者の ADL 帰結に与える影響�- 傾向スコアを用
いた解析 -� 日本保健医療大学保健医療学部 加茂�智彦

O-B-5-2 小脳性運動失調を呈した急性期脳卒中患者における Scale�for�the�Assessment�and�Rating�of�
Ataxia 下位項目と Barthel�Index 利得との関係�- ～多施設共同研究～
-� 東京都済生会中央病院　リハビリテーション科 石井�頌平

O-B-5-3 脳血管疾患に対するロボットスーツHAL（単関節型）のアシスト変化率と機能変化、日常生
活動作との関係�- 急性期でのHAL 治療効果を考える -

社会医療法人　仁愛会　浦添総合病院　リハビリテーション部 野里�美江子

O-B-5-4 発症後 11年で手指伸展運動が可能となった脳卒中片麻痺患者に関する脳波信号の解析
慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室 金子�文成

O-B-5-5 脳血管障害者の嚥下障害に関連する運動要因の検討� 専門学校東京医療学院 荒川�武士



11 月 11 日（日）11時 00分～ 11時 50分　　脳損傷　口述 6� 会場 : 第 2会場 (5 階小ホール )

座長 増田�司�（医療法人杏林会リハビリパーク板橋病院）

O-B-6-1 延髄外側梗塞により lateropulsion を呈した症例に対する触圧覚刺激の即時効果について�－
シングルケースデザイン　体圧測定分布システムを用いた検討－

医療法人　大真会　大隈病院　リハビリテーション科 岩佐�厚志

O-B-6-2 Pushing の出現に付随して自覚的姿勢垂直位の傾斜を認めた重度左半側空間無視の一症例
星ヶ丘医療センター 植田�耕造

O-B-6-3 回復期まで遷延する contraversive�pushing の出現率と重症度に関わる脳損傷部位の検討
千里リハビリテーション病院 伊藤�直城

O-B-6-4 受動注意の停滞により適切な代償戦略を働かせることができず無視症状が慢性化した症例
医療法人社団清明会�静岡リハビリテーション病院 田中�幸平

O-B-6-5 空間性／非空間性注意の包括的評価による半側空間無視の回復過程の把握
畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション研究室 高村�優作

11月 11日（日）09時 00分～ 09時 50分　　企画演題 5　電気刺激治療� 会場 : 第 3会場 (10 階�1003)

座長 生野�公貴�（西大和リハビリテーション病院）

K-5-1 重度脳卒中片麻痺患者における上肢運動機能改善と脳機能結合の変化�- 拡張現実リハビリ
テーションシステム�(KiNvis)�による治療介入を行った一症例における検討 -

慶應義塾大学　医学部リハビリテーション医学教室 米田�将基

K-5-2 機能的電気刺激療法が急性期脳卒中患者に及ぼす治療効果の検討
沼田脳神経外科循環器科病院 林�翔太

K-5-3 下肢の反復性経頭蓋磁気刺激治療の成果について
西山脳神経外科病院　リハビリテーション科 呑口�竜一

11月 11日（日）10時 00分～ 10時 50分　　脳損傷　口述 7� 会場 : 第 3会場 (10 階�1003)

座長 村上�賢一�（東北文化学園大学）

O-B-7-1 片麻痺患者が歩き始める際の先行肢の選択�- 安定性・効率性・姿勢の対称性の視点から分析
した先行肢選択のメリット・デメリット -� 徳島文理大学 長田�悠路

O-B-7-2 脳卒中後症例における運動麻痺と歩行速度からみた歩行障害の特性�－運動学／筋電図学的な
側面からの検討－� 医療法人尚和会�宝塚リハビリテーション病院 水田�直道

O-B-7-3 脳卒中片麻痺患者における時間距離因子の変動係数�- 歩行自立度との関係性について -
藤田保健衛生大学七栗記念病院 里地�泰樹

O-B-7-4 麻痺側下肢の接地角度が身体の水平・垂直方向への移動量に及ぼす影響�- ゴムの弾性による
麻痺側下肢の振り出し補助の効果 -� 済生会横浜市東部病院 温品�悠一

O-B-7-5 下肢麻痺に対するCI療法をベースとした集中訓練により身体機能と自己効力感が向上した慢
性期脳卒中片麻痺症例� 千葉県千葉リハビリテーションセンター　更生園支援部 小針�友義



11 月 11 日（日）11時 00分～ 11時 50分　　脳損傷　口述 8� 会場 : 第 3会場 (10 階�1003)

座長 島津�尚子�（神奈川県立保健福祉大学）

O-B-8-1 脳卒中後症例 1名における麻痺側下肢振り出し時の過剰努力についての病態特性�－筋間コ
ヒーレンス解析を用いた継時的変化についての検討－

医療法人尚和会�宝塚リハビリテーション病院 山本�泰忠

O-B-8-2 自立歩行困難な急性期脳卒中患者における退院時自立歩行再獲得の予測因子�～多施設共同研
究による初回離床時までのベッドサイド評価を用いた検討～

東京都済生会中央病院リハビリテーション科 三木�啓嗣

O-B-8-3 回復期脳卒中片麻痺患者に対する最大速度歩行が麻痺側遊脚期の運動戦略に及ぼす影響�―前
遊脚期における下肢の運動制御の変化に着目して―� 誠愛リハビリテーション病院 山田�辰樹

O-B-8-4 脳卒中片麻痺患者に対する部分免荷トレッドミル歩行練習がより効果的となる歩行様式の検
討� 上尾中央総合病院 押本�翔

O-B-8-5 脳梗塞急性期にて体重免荷式歩行器を用いた重症度別のアプローチに関する経過
阪和記念病院　リハビリテーション部 徳田�和宏

11月 11日（日）09時 00分～ 09時 50分　　神経筋疾患　口述 1� 会場 : 第 4会場 (10 階�1008)

座長 柴�喜崇�（北里大学医療衛生学部）

O-N-1-1 Cough�Peak�Flow(CPF) と Sniff�Nasal�Inspiratory�Pressure(SNIP) における測定誤差
北里研究所　北里大学東病院リハビリテーション部 梅原�里歩

O-N-1-2 Fisher 症候群に Guillain�Barre 症候群を合併し , 人工呼吸器管理を要した 2症例の急性期経
過と最終 ADL の違い� 岐阜県立多治見病院リハビリテーション科 山内�渉

O-N-1-3 Slow�training による筋力増強効果と安全性の検討を行った慢性期皮膚筋炎患者の 1例
関西医科大学香里病院リハビリテーション科 桑原�嵩幸

O-N-1-4 最大強制吸気トレーニングにより肺活量維持に寄与したM- 蛋白血症を伴う孤発性成人発症
型ネマリンミオパチーの一例� おゆみの中央病院　リハビリテーション部 小原�来夢

O-N-1-5 トルーソー症候群患者の臨床的特徴 福井赤十字病院 宮下�崇

11 月 11日（日）10時 00分～ 10時 50分　　神経筋疾患　口述 2� 会場 : 第 4会場 (10 階�1008)

座長 石井�光昭�（佛教大学保健医療技術学部）

O-N-2-1 パーキンソン症状増悪に伴う頸部屈曲可動域制限に対する局所振動刺激の試み
島根大学医学部附属病院リハビリテーション部 佐々木�翔太

O-N-2-2 Hoehn ＆ Yahr 重症度分類Ⅲ・Ⅳのパーキンソン病患者に対する短期入院集中リハビリテー
ションにおける介入効果� 産業医科大学病院　リハビリテーション部 縄田�佳志

O-N-2-3 rTMS とリハビリテーションの併用がパーキンソン病のバランス機能に及ぼす効果
医療法人相生会　福岡みらい病院　リハビリテーションセンター 寒竹�啓太

O-N-2-4 パーキンソン病患者における足趾把持力と歩行評価の関連性の検討
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 甲斐�太陽

O-N-2-5 rTMS とリハビリテーションの併用によるパーキンソン病患者の歩行の変化
医療法人相生会　福岡みらい病院　リハビリテーションセンター 森岡�直輝



11 月 11 日（日）11時 00分～ 11時 50分　　神経筋疾患　口述 3� 会場 : 第 4会場 (10 階�1008)

座長 蔵品�利江�（総合南東北病院）

O-N-3-1 非典型溶血性尿毒症症候群にて入院中にギラン・バレー症候群を併発した症例
日本大学医学部附属板橋病院 真霜�総

O-N-3-2 脊髄小脳変性症に対するロボットスーツHAL を用いた歩行練習の効果
近畿大学医学部附属病院　リハビリテーション部 藤田�修平

O-N-3-3 多系統萎縮症によるパーキンソニズムを呈した症例の小刻み歩行に対し ,�トレッドミル歩行
を実施し歩行能力改善に至った 1症例� 兵庫医科大学病院リハビリテーション部 大迫�絢佳

O-N-3-4 バランス障害を呈した脊髄小脳変性症事例に対するMini-Balance�Evaluation�System�Test
（Mini-BESTest）を用いた理学療法介入の経験

医療法人北祐会　北祐会神経内科病院　リハビリテーション部 坂野�康介

O-N-3-5 脊髄小脳変性症患者におけるMini-BESTest を用いたバランス能力と歩行重症度との関連性
医療法人北祐会　北祐会神経内科病院　リハビリテーション部 太田�経介

11�月�11�日（日）09�時�00�分～�10�時�00�分　　脳損傷　ポスター 11� 会場 : ポスター会場 1(10 階�1004 － 1007)

座長 堀川�学�（秋田県立リハビリテーション・精神医療センター）

P-B-11-1 脳卒中後上肢運動障害に対するHAL®（Hybrid�Assistive�Limb®）単関節タイプを用いた単
一介入による効果� 医療法人社団　新生会　南東北第二病院 近藤�貴大

P-B-11-2 脳卒中片麻痺患者の重度上肢麻痺に対してHAL 単関節を用いた運動療法の使用体験
社会医療法人春回会　長崎北病院 森山�祐志

P-B-11-3 脳卒中片麻痺患者の下肢運動機能と歩行障害に対するHAL － SJ の自主練習としての実行可
能性と介入効果の検討：介入前後比較試験

鹿児島大学病院　リハビリテーション部 板敷�裕喜

P-B-11-4 脳卒中片麻痺患者の重心移動の改善を目的としたロボットスーツHAL の活用
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター 松橋�孝幸

P-B-11-5 サイボーグ型ロボットHAL を用いた急性期脳卒中患者に対する歩行練習
国立循環器病研究センター 山本�幸夫

P-B-11-6 当院におけるロボットスーツHAL による訓練効果の検証� 西山脳神経外科病院 澤井�美佳

P-B-11-7 運動麻痺の程度により異なるHonda 歩行アシストの効果
札幌渓仁会リハビリテーション病院 長井�勇磨

P-B-11-8 脳卒中片麻痺患者におけるHONDA歩行アシストの効果と足部・足関節機能の関係
東京都リハビリテーション病院 佐藤�義尚

P-B-11-9 外来リハでHonda 歩行アシストを用いて歩行能力が改善した慢性期脳卒中患者の一症例
医療法人社団親和会　富山西リハビリテーション病院 武田�好史

P-B-11-10 歩行練習支援ロボット「ウェルウォーク�WW-1000」を用いた当院における歩行練習の効果
医療法人社団　甲友会　西宮協立リハビリテーション病院 遠原�聖矢



11�月�11�日（日）10�時�00�分～�11�時�00�分　　脳損傷　ポスター 12� 会場 : ポスター会場 1(10 階�1004 － 1007)

座長 加辺�憲人�（船橋市立リハビリテーション病院）

P-B-12-1 補足運動野損傷後の随意運動の障害に対し末梢磁気刺激を併用した理学療法の試み
一般財団法人　広南会　広南病院 上松野�真

P-B-12-2 急性期脳卒中症例に対する経頭蓋直流電気刺激の経験
福井大学医学部附属病院リハビリテーション部 久保田�雅史

P-B-12-3 脳出血を発症した 10代症例の歩行再建を目指して
鶴岡協立リハビリテーション病院 渡部�貴之

P-B-12-4 脳卒中片麻痺患者一症例におけるロボティクストレーニングが歩行能力に及ぼす影響�－発症
より 4カ月以上経過した多発性脳梗塞症例に対する試み－

星ヶ丘医療センター　リハビリテーション部 橋爪�稚乃

P-B-12-5 歩行リハビリ支援ツール Tree を用いた歩行練習が回復期脳卒中片麻痺患者の左右非対称性
に及ぼす効果について� 山口リハビリテーション病院 山出�宏一

P-B-12-6 頭蓋内脳腫瘍摘出術後の重度運動麻痺症例に対して、長下肢装具を使用した歩行練習の継続
により、見守り歩行獲得が可能となった症例� 東京都保健医療公社�荏原病院 栗田�慎也

P-B-12-7 低緊張を呈す慢性期脳卒中患者の歩行再建におけるプラスチック長下肢装具による背屈制動
の有用性� 京丹後市立弥栄病院 中西�康二

P-B-12-8 走行動作の獲得を目指した装具療法
医療法人　社団　脳健会　仙台リハビリテーション病院　リハビリテーション科 志田�充啓

P-B-12-9 回復期リハビリテーション病棟における被殻出血症例の独歩獲得率と装具処方の関連
社会医療法人大和会　武蔵村山病院 中橋�史衡

P-B-12-10 両側重度変形性膝関節症を合併した脳卒中片麻痺患者に対する装具処方の検討�～歩行再建に
向けて処方内容に苦慮した例～

社会福祉法人恩賜財団済生会　山形済生病院　リハビリテーション部 江川�廉



11�月�11�日（日）11�時�00�分～�12�時�00�分　　脳損傷　ポスター 13� 会場 : ポスター会場 1(10 階�1004 － 1007)

座長 諸橋�勇�（いわてリハビリテーションセンター）

P-B-13-1 脳卒中患者の長下肢装具処方が FIM利得に与える効果
一般財団法人　脳神経疾患研究所　付属　南東北福島病院 佐藤�亮

P-B-13-2 急性期脳卒中片麻痺者に対する長下肢装具作製の必要性判断に関連する因子
一般財団法人広南会　広南病院　リハビリテーション科 大鹿糠�徹

P-B-13-3 脳卒中患者に対する急性期からの早期歩行訓練が予後に与える影響
独立行政法人　労働者健康安全機構　熊本労災病院　中央リハビリテーション部 木村�友亮

P-B-13-4 精神遅滞を呈する若年被殼出血症例に対してセパレートカフ式長下肢装具を使用した経験
鶴岡協立リハビリテーション病院 高橋�智佳

P-B-13-5 急性期脳卒中片麻痺患者の歩行訓練における長下肢装具リングロックの有無が筋シナジー制
御に与える影響� 関西医科大学附属病院　リハビリテーション科 中條�雄太

P-B-13-6 脳卒中片麻痺患者の装具療法における介助歩行技術について�- 立脚期における膝関節屈伸角
度の違いに着目して -� 宝塚リハビリテーション病院 森井�麻貴

P-B-13-7 後方平板支柱付き短下肢装具の足継手軸と足関節軸の乖離が立脚中期から後期の加速度実効
値に与える影響� 一般財団法人黎明郷　弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 小田桐�伶

P-B-13-8 長下肢装具を使用した重度片麻痺歩行の運動学・運動力学的分析
農協共済　中伊豆リハビリテーションセンター 小林�庸亮

P-B-13-9 回復期脳卒中患者における装具作成が自宅復帰に及ぼす要因
愛知県済生会リハビリテーション病院 米安�駿也

P-B-13-10 脳卒中後症例における下肢筋活動からみた介助依存の検討
医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院 松永�綾香



11�月�11�日（日）09�時�00�分～�10�時�00�分　　脳損傷　ポスター 14� 会場 : ポスター会場 1(10 階�1004 － 1007)

座長 大垣�昌之�（社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院）

P-B-14-1 脳卒中歩行リハビリテーションにおけるクラウドシステムを用いた装具連携の取り組み
関西医科附属病院リハビリテーション科 前田�将吾

P-B-14-2 重症脳卒中片麻痺患者における後方介助歩行時の麻痺側下肢筋活動に影響する要因の検討�-
重心位置および症例・介助者の心理的側面からの検証 -

医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院 比嘉�康敬

P-B-14-3 進行性疾患の疑いがある脳卒中片麻痺患者の T-Support 装用による歩行への介入効果
医療法人　智仁会　佐賀リハビリテーション病院 前田�浩彰

P-B-14-4 140kg 越えの高度肥満により早期離床，立位訓練が困難であった小脳出血後重度右片麻痺を
呈した一症例�- 長下肢装具の仕様と材質の検討による対策について -� 彦根市立病院 西澤�一馬

P-B-14-5 早期歩行獲得へ至った右頭頂葉皮質下出血患者の考察� 千里リハビリテーション病院 松下�星斗

P-B-14-6 脳卒中発症早期より長下肢装具を用いて歩行練習を開始したが、深部静脈血栓症および肺塞
栓症を発症した症例� 東京都保健医療公社荏原病院リハビリテーション科 髙橋�忠志

P-B-14-7 独歩自立後に再度長下肢装具を使用し歩行速度及び歩容の改善が得られた左被殻出血患者
ちゅうざん病院　リハビリテーション部 佐藤�圭祐

P-B-14-8 長下肢装具から短下肢装具への移行を検討した脳卒中後失調性片麻痺を呈した症例に対する
歩行練習の再考� 一般財団法人　広南会　広南病院　リハビリテーション科 神�将文

P-B-14-9 急性期より長下肢装具を用い二動作前型歩行獲得に至った一症例
藤枝平成記念病院　リハビリテーション部 青島�健人

P-B-14-10 ボツリヌス療法と理学療法の併用�- 急性期例を経験して，その結果を踏まえた慢性期例 -
清仁会�洛西シミズ病院 西川�美彩



11�月�11�日（日）10�時�00�分～�11�時�00�分　　脳損傷　ポスター 15� 会場 : ポスター会場 1(10 階�1004 － 1007)

座長 手塚�純一�（さいわい鶴見病院）

P-B-15-1 定量評価による小脳梗塞者の病巣同定と歩行自立度との関係性について
医療法人社団　和風会　橋本病院 後藤�成二

P-B-15-2 脳卒中者の歩行自立度を予測し得る脳画像所見とは？�-Voxel�based�lesion�symptom�mapping
を用いた歩行自立度関連病巣解析 -

一般財団法人広南会広南病院リハビリテーション科 阿部�浩明

P-B-15-3 回復期脳卒中患者の歩行自立に至る期間の予測モデルの開発�－全国大規模データによる妥当
性の検証－� 医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院 友田�秀紀

P-B-15-4 回復期リハビリ開始前より自立歩行が可能であった片麻痺患者の足圧分布の特徴�- 地域在住
者との比較 -� 秋田県立脳血管研究センター　機能訓練部 越後谷�和貴

P-B-15-5 歩行時に左下肢の振り出しが遅延した右前頭葉内側皮質下出血の症例 - 左下肢の内的なリズ
ム生成能力に対する介入 -

独立行政法人　国立病院機構　横浜医療センター　リハビリテーション科 矢田�拓也

P-B-15-6 足漕ぎ車椅子の導入が脳卒中片麻痺者の歩行機能に与える効果について�～シングルケースス
タディーでの検討～� 伊予病院　リハビリテーション部 木原�幸太

P-B-15-7 慢性期脳卒中患者の歩行に対する自己効力感の実態の解明と関連項目の調査
医療法人相生会　福岡みらい病院　リハビリテーションセンター 大石�優利亜

P-B-15-8 レンズ核線条体動脈領域の Branch�atheromatous�disease 患者における歩行獲得レベルの違
いに関わる因子の検討� 上尾中央総合病院リハビリテーション技術科 石森�翔太

P-B-15-9 水頭症における反応時間の有用性と歩行への影響について
医療法人和幸会　阪奈中央病院 萩野�凌

P-B-15-10 特発性正常圧水頭症の特徴的な歩行障害に対する反復練習の有効性について
洛和会音羽病院リハビリテーション部 森口�八郎



11�月�11�日（日）11�時�00�分～�12�時�00�分　　脳損傷　ポスター 16� 会場 : ポスター会場 1(10 階�1004 － 1007)

座長 木山�良二�（鹿児島大学）

P-B-16-1 回復期脳卒中片麻痺患者における入棟～入棟 4週間の歩行能力改善に影響する因子の検討
社団主体会　小山田記念温泉病院 水谷�真康

P-B-16-2 回復期脳卒中片麻痺者の最大歩行能力と立位姿勢制御に対して重心動揺リアルタイムフィー
ドバック装置が与える即時的影響の検討� 旭川リハビリテーション病院 松田�直樹

P-B-16-3 中大脳動脈島部閉塞における歩行自立度に影響する因子の検討
会津中央病院リハビリテーション科 窪田�秀俊

P-B-16-4 亜急性期脳卒中者における歩行速度とMini-Balance�Evaluation�Systems�Test、Berg�Balance�
Scale の関連性の比較� 茨城県立医療大学 宮田�一弘

P-B-16-5 急性期脳卒中後の歩行獲得における早期離床との関連� 東京歯科大学市川総合病院 田中�敬大

P-B-16-6 視運動性刺激が静的姿勢バランスおよび歩行に及ぼす影響
健康科学大学　理学療法学科 駒形�純也

P-B-16-7 脳卒中片麻痺者の歩行中の関節可動域と歩行速度の関係�-ImageJ を用いた矢状面上 2次元歩
行解析 -� 総合東京病院　リハビリテーション科 北地�雄

P-B-16-8 被殻出血を呈した重度運動麻痺患者の歩行獲得に影響を及ぼす要因の検討
医療法人和風会�橋本病院 小野�みどり

P-B-16-9 回復期リハビリテーション病棟に入院した中等度脳卒中片麻痺患者の歩行獲得に及ぼす因子
の検討―SIAS，FIMを用いて―

新潟リハビリテーション病院　リハビリテーション部 金子�巧

P-B-16-10 回復期脳血管疾患患者の座位評価を用いた歩行予後予測について
小山田記念温泉病院 荒木�大地

11�月�11�日（日）09�時�00�分～�10�時�00�分　　脳損傷　ポスター 17� 会場 : ポスター会場 2(10 階�1009)

座長 八谷�瑞紀�（西九州大学）

P-B-17-1 脳卒中片麻痺患者の歩行補助具の違いにおける三次元動作解析装置を用いた歩行の比較
社会医療法人近森会　近森リハビリテーション病院　理学療法科 安村�広之

P-B-17-2 脳卒中片麻痺患者の運動学データを用いた歩行非対称性の検討
日本保健医療大学保健医療学部理学療法学科 荻原�啓文

P-B-17-3 加速度波形左右対称性評価による片麻痺者の歩行能力向上過程の評価
昭和大学保健医療学部 加茂野�有徳

P-B-17-4 脳血管障害後片麻痺患者における静止立位時の下肢荷重率と歩行自立度の関連性の検討
社会医療法人�愛仁会�愛仁会リハビリテーション病院 加藤�尚也

P-B-17-5 急性期脳血管障害における下肢失調と歩行能力の関連
浜松医療センターリハビリテーション技術科 宮澤�佑治

P-B-17-6 脳卒中片麻痺患者における下肢感覚障害が歩行能力に及ぼす影響
愛知県済生会リハビリテーション病院 平良�海樹

P-B-17-7 脳卒中片麻痺者の歩行自立度別での歩行速度及び下肢筋力・筋量の関連性
医療法人財団聖十字会　西日本病院　総合リハビリテーション部 土肥�昌太郎

P-B-17-8 脳卒中患者の独歩獲得に必要な身体機能� 医療法人社団和風会　橋本病院 大西�徹也

P-B-17-9 脳卒中片麻痺者の着座動作の分析�- 若年健常者との比較 -
神奈川リハビリテーション病院 浅井�朋美

P-B-17-10 回復期リハビリテーション病棟に勤務する理学療法士に対する「歩行コンテスト」に関する
意識調査� 医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院 中谷�知生



11�月�11�日（日）10�時�00�分～�11�時�00�分　　脳損傷　ポスター 18� 会場 : ポスター会場 2(10 階�1009)

座長 阿部�千恵�（仙台リハビリテーション病院）

P-B-18-1 片麻痺患者に対する走動作獲得への治療戦略
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 溝口�太仁

P-B-18-2 慢性期脳卒中患者の歩容改善について�- ロボットスーツHAL を用いた介入 -
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター 武田�超

P-B-18-3 身体知覚への介入による慢性疼痛の改善が行動変容を引き起こし，実用的な屋外歩行を獲得
した慢性疼痛症例� 結ノ歩訪問看護ステーション 上田�将吾

P-B-18-4 回復期において 3動作歩行練習を実施し監視歩行を獲得した重度片麻痺を呈する一症例
藤井会リハビリテーション病院リハビリテーション部 松迫�陽子

P-B-18-5 超高齢者の歩行獲得における因子の検討�- 心腎連関に着目して -
医療法人社団　和風会　橋本病院 森�拓人

P-B-18-6 体幹伸筋群に着目した介入により歩行能力が改善した重度片麻痺の事例�- 回復期後期におけ
る一例報告 -� JCHO東京新宿メディカルセンター 木村�鷹介

P-B-18-7 著しい足部内反の出現により、歩行獲得に難渋した理学療法経験
千里リハビリテーション病院 後藤�諭美

P-B-18-8 脳卒中片麻痺患者の歩行時 Extension�thrust�pattern に対して踵補高が有効であった一症例
富山西リハビリテーション病院 五十里�沙知

P-B-18-9 長期経過を経て回復期病棟入院後 2ヵ月で独歩 ADL 自立に至った抗NMDA受容体脳炎の一
症例� ちゅうざん病院 渡嘉敷�里子

P-B-18-10 覚醒下開頭腫瘍摘出術後の歩行障害に対して理学療法介入が一助となり自宅退院が可能と
なった症例�～覚醒下手術周術期の機能的変化を追った一例～

日本赤十字社医療センター�リハビリテーション技術課 西垣�薫



11�月�11�日（日）11�時�00�分～�12�時�00�分　　脳損傷　ポスター 19� 会場 : ポスター会場 2(10 階�1009)

座長 北山�哲也�（山梨リハビリテーション病院）

P-B-19-1 脳卒中亜急性期患者に対する免荷機能付歩行器での平地歩行練習の効果�- シングルケースス
タディ -� 社会福祉法人恩賜財団　済生会　山形済生病院　リハビリテーション部 渡邊�慎吾

P-B-19-2 回復期片麻痺患者に対する部分免荷トレッドミル歩行練習と部分免荷平地歩行練習の即時効
果の比較� 花川病院 源�勇太

P-B-19-3 積極的な感覚刺激入力により重度意識障害が改善し、FIM向上を認めた一症例
洛西シミズ病院 岡崎�雅実

P-B-19-4 部分免荷装置を用いた床上歩行練習により 3動作歩行から 2動作歩行へと歩行様式の変容を
認めた脳卒中片麻痺症例

社会福祉法人　農協共済別府リハビリテーションセンター 梶山�哲

P-B-19-5 慢性期脳卒中患者に対する Split-belt�Treadmil�Training が歩容の対称性に及ぼす効果�～発症
後 8年が経過した 1例についての検討～� 医療法人福岡桜十字　桜十字福岡病院 中玉利�一輝

P-B-19-6 視床出血後の片麻痺患者一症例に対する体重免荷式トレッドミルトレーニングを用いた歩行
再建への取り組み� JCHO星ヶ丘医療センター�リハビリテーション部 山本�准

P-B-19-7 重度感覚障害を認めた視床出血患者一症例に対する歩行再建を目的としたトレッドミル歩行
トレーニングの介入報告� JCHO星ヶ丘医療センター 小澤�茉侑

P-B-19-8 脳卒中患者の歩行量獲得に向け All�in�one を使用した症例� 多摩川病院 珍田�円理

P-B-19-9 受動的歩行様運動による脳卒中患者の下肢筋活動の検討
西大和リハビリテーション病院　リハビリテーション部 後藤�悠太

P-B-19-10 自転車エルゴメーター導入が回復期脳卒中片麻痺患者の歩行に及ぼす影響
JA神奈川県農業協同組合連合会　伊勢原協同病院　リハビリテーション室 谷川�智也

11�月�11�日（日）09�時�00�分～�10�時�00�分　　脊髄障害　ポスター 1� 会場 : ポスター会場 2(10 階�1009)

座長 水上�昌文�（茨城県立医療大学）

P-S-1-1 頚椎症性脊髄症患者の歩行特性分析�- 起立動作を含む歩行開始時及び定常歩行時における不
安定性の乖離に着目して -� 医療法人尚和会宝塚リハビリテーション病院 梶川�健佑

P-S-1-2 足踏み運動がきっかけとなり歩行獲得へと至った胸椎黄色靭帯骨化症症例�- 機能と能力の
マッチングに着目して -� 八潮中央総合病院 松村�純花

P-S-1-3 継続的な歩行練習により歩行能力の改善と下肢筋の廃用性筋萎縮の予防ができた中心性頚髄
損傷者一症例�～身体活動量を維持した理学療法の重要性について～

独立行政法人地域医療機能�星ヶ丘医療センター�リハビリテーション部 森田�悠

P-S-1-4 頸髄不完全損傷者における身体機能の回復が思春期の障害受容に与える影響
J-Workout 株式会社　Research�Center 市川�春菜

P-S-1-5 頸髄硬膜外膿瘍にて四肢麻痺を呈した症例�- エルゴメータ駆動による積極的な下肢機能訓練
の経験 -� 名古屋第二赤十字病院 荘加�克磨

P-S-1-6 頚髄損傷後、強い起立性低血圧のため寝たきり状態だった患者が、長時間の頭部低角度位を
維持してから挙上する方法で離床が可能となった症例。� 摂津医誠会病院 石川�太一

P-S-1-7 高齢の頚髄不全損傷者一症例における発声を用いた排痰介助指導について
独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター�リハビリテーション部 宮下�創



11�月�11�日（日）10�時�00�分～�11�時�00�分　　脳損傷　ポスター 20� 会場 : ポスター会場 2(10 階�1009)

座長 金子�純一朗�（国際医療福祉大学）

P-B-20-1 脳障害の急性期における臥床姿勢の膝関節良肢位の検証� 神戸赤十字病院 久下�剛人

P-B-20-2 重複した高次脳機能障害にも関わらず歩行を獲得した重症脳塞栓症の一例
国際医療福祉大学塩谷病院　リハビリテーション室 鈴木�悠

P-B-20-3 重度右片麻痺、高次脳機能障害を呈した症例に対し積極的に立位、歩行練習を行った一症例�
～移乗動作の介助量軽減を目指して～� 富山西リハビリテーション病院 谷�真吾

P-B-20-4 くも膜下出血により除脳硬直を呈した一症例�～急性期の除脳硬直に対するアプローチ～
星ヶ丘医療センター 辻内�名央

P-B-20-5 急性期の脳卒中により自己抑制が不十分であったため、行動変容療法に着目して介入した 2
症例� 脳神経外科　日本橋病院 田巻�加津哉

P-B-20-6 覚醒低下が発動性・意思の疎通性を阻害していた視床出血例に対する理学療法の経験
医療法人社団和風会千里リハビリテーション病院 佐藤�悠吾

P-B-20-7 前頭前野背外側部の機能低下によりパーキンソニズムを呈し、連続的運動学習が困難となっ
た症例� 阪和第二泉北病院 吉田�修樹

P-B-20-8 運動に消極的な症例に対して活動量計を用いて運動の定着を促した症例�～情報の見える化に
よる外発的動機付け～� 丸木記念福祉メディカルセンター　リハビリテーション科 加藤�恭敬

P-B-20-9 誘因なく両側頭頂後頭葉出血を同時発症し，視覚認知障害を呈した 1症例�- 経過報告 -
海老名総合病院　リハビリテーション科 坂元�優太

P-B-20-10 脳卒中により中等度の片麻痺を呈した患者の下肢に対する CI 療法とその効果�～ 3次元動作
解析装置を使用した運動学的視点からみた効果判定～

中伊豆リハビリテーションセンター 佐野�晃平




