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第 28回 

香川県理学療法士学会 

プログラム・抄録集 

日   時：2023年 2月 5日（日）8：40 ～ 17：00 

開催 形式：オンライン併用によるハイブリッド形式 

会   場：穴吹学園ホール 

主   催：一般社団法人 香川県理学療法士会 

テーマ 
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第 28回香川県理学療法士学会開催にあたり 
 

 
第 28回香川県理学療法士学会 

学会長  藤井 保貴 

 

  香川県の理学療法士の皆様、コロナ禍でありながらも自分の成長のために、学術活動を継続してい

ますか？新型コロナウィルス感染拡大が始まって 3年になりますが、その間に WEBシステムを活用した

会議や研修会が当たり前のようになりました。今回の第 28 回香川県理学療法士学会は、理事会での協

議の結果、ハイブリッド形式としてライブ配信をしながらも、会場に集合できる形式での開催が決まり

ました。皆様のスキルアップにつながる企画をし、感染予防を徹底しながら有意義な学会を運営してい

きたいと考えています。会場へ集合できる方は、是非会場での臨場感を満喫しながら、学会を楽しんで

下さい。 

本学会のテーマは「歩行」について改めて学習する機会になればと思い、『「みち」を創造する理学療法』

としました。皆様も日常の理学療法の中で、数多くの患者さんの歩行能力を向上させ、生活や暮らしを

豊かにする支援をされていることと思います。一方で、歩行は健康増進のための重要な活動でもあり、

地域ではウォーキングや散歩を日課とし、自らの健康増進や心の健康の為に励んでいる方も多く、理学

療法士は「歩行」についての専門家として、多様な知識と技術を必要とされます。 

人類が完全に直立二足歩行となったのは約 350万年前ともいわれ、その起源は諸説あり、その中でも「1

回にできるだけ多くの資源を持ち運ぼうとして二足歩行になった」という説があります。それは、オス

がメスに気に入られるよう多くの食べ物を持って行くためだったという報告もあり、それから脳の発達

や道具の製造、言語の発展などに繋がり、その歩みが現代の人類の「みち」となっています。 

特に直立二足歩行に大きく関係するのは股関節であり、今回の特別講演では股関節の研究と臨床を重ね

続け、独自の「協調分散理論」を提示されている京都大学大学院医学研究科の建内宏重先生をお招きし、

「運動器疾患における多角的理学療法戦略」と題してご講演をお願いしています。また教育講演①は「糖

尿病の足部に対する理学療法アプローチ」と題し、東都大学幕張ヒューマンケア学部の河辺信秀先生、

教育講演②は「ペインリハビリテーション」と題し、京都橘大学健康科学部の重藤隼人先生にご講演を

お願いしています。本学会では、3 つの講演を企画し、皆様の臨床に役立つ企画ができたと思っていま

す。 

香川県理学療法士学会も今年で 28回目を迎え、これまでの諸先生方の「理学療法士としての歩み」が刻

まれています。その中で、記念すべき第 1 回は 1996 年に開催され、一般演題の 1 番目に私が発表をさ

せて頂いています。その時の学会誌を見ると、内容もまだまだ未熟ですが、「大きな一歩」であったこと

は間違いありません。本学会で、演題発表される先生方の「大きな一歩」も楽しみであり、活発な質疑

応答を期待したいと思います。 

香川県の理学療法士の皆様の、「みちの創造」の一歩となるような学会になることを祈念し、多くの方の

ご参加をお待ちしています。 
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ご挨拶 

 

一般社団法人 香川県理学療法士会 

会長  高橋 謙一 

 

 

皆様におかれましてはますますご健勝のことと存じます。また、常日頃より新型コ

ロナウイルス感染症の感染予防に取り組んでいただき感謝しております。令和 2年か

ら波を繰り返している新型コロナウイルス感染症ですが、本年夏には 1日当たりの新

規感染者数が 2,700人を超える第 7波が猛威を振るい、皆さんの職場においても影響

があったかと思います。その後、一時期感染者数は減少したものの、最近はまた増加

傾向にあり、依然として注意ならびに感染予防対策は必要な状況が続いています。 

さて、令和４年度の第 28回香川県理学療法士学会は、藤井保貴 学会長、廣瀨和仁

準備委員長のもと、東讃ブロックが担当しています。今回の学会は、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大による影響を注視しつつ、可能な限り対面集合形式でと準備を

進めていただきました。そして、慎重に協議を重ねた末に対面型集合形式で開催し、

同時に LIVE配信も行うことになりました。 

本学会のテーマは 「 『 みち 』を創造する理学療法 」と題し、特別講演として「運

動器疾患における多角的理学療法戦略」を、建内宏重先生 （京都大学大学院医学研究

科人間健康科学系専攻）に、教育講演Ⅰは『 糖尿病の足部に対する理学療法アプロー

チ』を河辺信秀先生（東都大学幕張ヒューマンケア学部理学療法学科）に、教育講演

Ⅱは『ペインリハビリテーション』を重藤隼人先生（京都橘大学健康科学部理学療法

学科）にそれぞれ講演いただきます。この他、一般演題発表や新人発表も予定されて

おります。 

国は 2025年、2040年を見据えて様々な政策課題を挙げており、「健康寿命の延伸」、

「疾病予防」、「重症化予防」、「介護予防」、「フレイル対策」、「認知症予防」

等は理学療法士が十分に関与できる領域です。また、2022年 4月から（公社）日本理

学療法士協会の新生涯学習制度が始まっています。我々理学療法士が提供する理学療

法に関して、質を高める努力は継続的に必要です。皆様におかれましては、この学会

に参加して、理学療法士としての知識・技術の研鑽の場、情報交換の場にしていただ

きたいと思っています。 
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１．参加費について 

  香川県理学療法士会の会員       ：無料 

 香川県内養成校の学生        ：無料 

 ※本大会は香川県理学療法士会の会員外・他職種の参加受付は行いません。 

  

 

２．事前参加登録について 

 ・本学会は、集合型現地開催＋LIVE 配信によるハイブリッド開催となります。 

 ・参加者の皆様は事前参加登録が必須となります。 

 ・事前参加登録は、オンライン参加、または現地参加のどちらかを選択頂きます。 

  以下、現地参加用セミナーID もしくは、オンライン参加用セミナーID からお申込み下さい。 

 ・現地参加人数は上限がございますので早めの登録をお願いいたします。 

 ・事前参加登録手順： 

 

① 日本理学療法士協会マイページより事前参加登録を行って下さい。 

（2022 年 12 月 5 日（月）9:00 より受付開始） 

＜日本理学療法士協会マイページより申込の場合＞ 

           ・現地参加用セミナーID  ：104405 

・オンライン参加用セミナーID ：104311 

             

情報は、香川県理学療法士会ホームページ内、「第 28 回香川県理学療法士学

会掲載ページ内でも確認できます( https://www.kagawa-pt.com/ )。 

 

② オンライン用セミナーID から事前登録をされた場合、学会開始 1 週前を目

途に当日視聴用の ZOOM ログイン URL 情報をメールにて送信いたします。 

※迷惑メールフォルダー等に送信されている場合もありますので、 

ご確認をお願いいたします。 

 

 

 ・事前参加登録の締め切り：2023 年 1 月 22 日（日）12:00 

    

  

参加される皆様へ  （必ずお読み下さい） 
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3．学会参加方法について 

 ①現地参加の皆様 

  ・受付は、8 時 40 分より第 1 会場前ロビー（ホワイエ）にて開始致します。準備状況により

前後する場合がございますのでご了承下さい。 

  ・本大会は従来の会員証による参加受付・生涯学習ポイント管理は導入しておりません。 

   JPTA アプリケーションにより QR コード読取を行う事で、受付および生涯学習ポイント付

与を行いますので、各自ご準備・ご持参ください。 

   （以下、「４．生涯学習ポイントについて」をご参照ください。） 

  ・JPTA アプリケーションを使用できるデバイスをお持ちでない方、電波環境などの問題で QR

コード読取ができない等の不具合時は、別途帳面による受付を行いますので受付スタッフに

申し付け下さい。その際、①会員番号（8 桁）②氏名③フリガナ④性別⑤生年月日（西暦）、

及び⑥履修目的(登録理学療法士更新／専門理学療法士取得／認定・専門理学療法士更新)の

情報を記入頂きますのでご準備ください。 

  ・受付時間は 8 時 40 分から、9 時 29 分までとさせて頂きます。9 時 30 分以降に来場の場合

でも、学会参加は可能ですが、生涯学習ポイントは付与されませんのでご注意下さい。 

  ・QR コード読取による受付終了後、参加証をお渡しいたします。各自、所属・氏名を記名頂

き、ネームホルダーにてご掲示ください。 

  ・当日は、会場入り口にて体温測定を行います。混雑が予想されますので、時間に余裕をも

ってお越し頂けますようお願いいたします。 

  ・なお、登録理学療法士を未取得の会員様は QR 読込作業が必要ありませんので、受付にて   

お伝えください。 

 

  【重要】 

当日、以下に該当される場合は、申し訳ございませんが、参加をご遠慮していただきますよ

う、ご理解の程、何卒よろしくお願いいたします。 

 

- 持病を除く、すべての体調不良（特に風邪症状）がある場合 

- 過去 7 日間以内に感染リスクが高いと思われる行動や場所への訪問歴がある場合、ま

た、そのような者との濃厚接触がある場合 

- 過去 7 日間以内に新型コロナウイルス感染症陽性と診断された者との濃厚接触がある

場合 

- 過去 7 日間以内に同居している者に感染が疑われた場合 

 

また、当日学会参加された後、学会開催から 1 週間以内に COVID-19 の感染が認められた

場合は下記＜感染発覚時の緊急連絡先＞までご連絡していただきますよう何卒よろしくお

願いいたします。 
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 ②オンライン参加の皆様 

  ・オンライン参加でお申込みされた方は、現地参加はできませんので予めご了承下さい。 

・当日は 8 時 40 分より ZOOM にログインが可能となります。 

・8 時 40 分～9 時 29 分の間に、画面上に QR コードが表示されますので、各自 JPTA アプリ

ケーションより QR コード読取を行い、参加受付および生涯学習ポイント付与を行ってくだ

さい。（以下、「４．生涯学習ポイントについて」をご参照ください。） 

・JPTA アプリケーションを使用できるデバイスをお持ちでない、電波環境などの問題で QR

コード読取ができない等の不具合時は、ZOOM チャット機能を用いて、送信先を「第 28 回

準備委員会」とし①会員番号（8 桁）②氏名③フリガナ④性別⑤生年月日（西暦）、及び⑥

履修目的(登録理学療法士更新／専門理学療法士取得／認定・専門理学療法士更新)の情報

をご記載下さい。 

・9 時 30 分以降にログインの場合でも視聴は可能ですが、生涯学習ポイントは付与されませ

んので、ご注意下さい。9 時 30 分以降のチャット欄記載も基本的には受付いたしませんの

で各自時間に余裕をもって受付作業を実施願います。 

・オンライン受付を完了した対象には後日、参加証をメールにて送付いたします。職場での

参加証明などにご利用ください。 

・LAN の有線接続もしくは安定した Wi-Fi 回線環境下でのオンライン参加を推奨します。 

・学会当日の質疑応答は、現地および ZOOM の Q＆A 機能を用いて行う予定です。 

※座長と演者の皆様、現地来場者の方に限りマイクを使用しての質疑応答を可能とします。   

＜問い合わせ先および感染発覚時の緊急連絡先＞ 

第 28 回香川県理学療法士学会 準備委員長 廣瀨 和仁 

TEL：087-891-2306(香川大学医学部附属病院リハビリテーション部) 

E-Mail：hirose.kazuhito@kagawa-u.ac.jp 

 

４．生涯学習ポイントについて 

・生涯学習ポイントの付与は、JPTA アプリケーションによる QR コード読取にて行います。 

・各自スマートフォンに JPTA アプリケーションをインストールしログインが可能な状態で 

お越し下さい。 

 ＜JPTA アプリケーションのダウンロード＞ 

  2022 年 5 月 16 日から会員専用マイページアプリケーションがリリースされています。 

  日本理学療法士協会 理学療法士向けサイト内 協会からのお知らせをご参照ください。 

https://www.japanpt.or.jp/pt/announcement/newsystem/ 
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 ＜ログインを確認＞ 

アプリケーションダウンロード後は、必ずログインができる事を確認下さい。 

ログイン ID やパスワードは日本理学療法士協会マイページログイン番号と同じです。 

ログイン情報を忘れてログインできない場合は、ログイン画面からログイン情報再発行の 

手続きが必要です。 

 

再発行手続きについては、協会 HP「FAQ・お問い合わせ」を参照し対応下さい。 

（FAQ・お問い合わせ：https://www.japanpt.or.jp/inquiry/faq/mypage/system20002.html ） 

 

＜JPTA アプリケーションからの QR コード読込・学会参加登録作業＞ 

①受付開始(8:40)から開会式開始前(9:29)の時間帯に、受付会場および第 1 会場スクリーン上 

に QR コードを掲示いたします。 

②上記 QR コードを読み込むことで学会参加扱いとなり生涯学習ポイントが付与されます。 

③QR コード読取による参加登録を行わなくても学会やの参加に支障はありませんが、   

生涯学習ポイントは付与されませんのでご注意下さい。 

④登録理学療法士をお持ちでない場合は、QR コード読取作業は必要ございません。 

⑤ 実際の学会参加登録作業について 

1) JPTA アプリケーションを起動し、画面下部の「QR」から、スクリーン上の QR コードを 

読み取ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ セミナー申込入力画面が表示されるので、内容があっているかを確認し履修目的を選択し、

申し込み者情報を確認（入力）してください。確認（入力）後、「次へ」を選択してくださ

い。 
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⑦ 下記のような画面が表示されれば、学会参加登録の受付作業画面となります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・生涯学習ポイントは以下の通りです。 

  （１）学会参加ポイント 

登録理学療法士更新：5 ポイント 

【カリキュラムコード 53】活動体としての人間理解：活動（運動）のメカニズム 

     認定／専門理学療法士更新、専門理学療法士取得：5 点 

（２）その他 

     認定／専門理学療法士更新、専門理学療法士取得： 

講師 20 点、座長/司会 10 点、査読 5 点、発表 20 点 

 

  問い合わせ先：香川県理学療法士会 生涯学習部 稲田光範 

         高松市立みんなの病院 リハビリテーション科 ℡ 087-813-7171 

メールアドレス：shouga.17kagawa@nifty.com 
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５．オンライン視聴に関しての免責事項 

・インターネットを利用しての配信のため、回線状況により画像および音声が乱れる場合がご

ざいます。また、場合によっては学会を中断し、再接続して再開する場合がございます。 

・ご自身の機器にアクセス制限などのセキュリティーがかかっている場合、URL へアクセスで

きない場合がございます。 

・本学会は登録いただいた方のみが視聴いただけます。オンラインでの参加人数に制限がござ

いますので、同一アカウントを使用した複数機器からの同時視聴はお控えください。 

・登録 URL、参加 URL、ID、パスワードの譲渡および共有を固く禁じます。また、配信内容の

撮影、録音、キャプチャなどの複製を固く禁じます。 

 

６．駐車場について 

  穴吹学園ホール駐車場 230 台（立体駐車場）をご利用ください。 

  駐車券が発行されますが、会場内にて無料処理が行えますのでスタッフへお声かけください。 
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１．「一般演題」、「新人発表」の発表形式について 
（１）発表に際し、演者および座長は原則会場での口述となります。質問は現地来場者からの

口頭による質問およびオンライン視聴者からの ZOOM Q&A システムにて収集します。

座長がそれらの中から質問を選び、演者にお答えいただきます。 
（２）演者が会場に来られない場合は、原則として共同演者にご発表いただきます。共同演者

も準備をお願いいたします。 
（３）感染拡大による職場規定などを理由とし、演者、共同演者ともに来場できない場合は、   

現地・オンライン共に音声スライドの配信または演題中止となる場合がございます。 
 
２．「特別講演」、「教育講演」、「一般演題」、「新人発表」の司会および座長の皆様へ 
（１）各セッションの開始 30 分前までに、会場にお越しください。 
（２）現地来場者からの口頭質問およびZOOM Q&Aシステムを使用した質疑応答となります。 

ZOOM Q&A システムからのご質問には、質問者の「所属・氏名」を記載していただくよ

うお声掛けをお願いいたします。 
（３）参加者からの質問が少ない場合、座長からの質問をお願いいたします。 

参加者の理解を促進するような質問、発表内容に示唆を与えるような質問など、その研

究や演者の発展を促すような配慮をお願いいたします。 
 
３．「一般演題」、「新人発表」の演者の皆様へ 
（１）発表スライドの受付は、学会当日に行います。 

USB メモリにて、発表データをご持参いただきますようお願いいたします。 
USB メモリは、必ず事前にウイルスチェックをお願いいたします。 
スライドデータ受付場所：第 1 会場 （穴吹学園ホール）前ロビー（ホワイエ） 

受付時間：8：40 ～ 9：30 ※時間厳守でお願いします。 
（２）プレゼンテーションファイル名は必ず会場番号・演題番号・氏名の全てを記入したもの

として下さい（例：第 1 会場_一般演題 1_香川太郎） 
（３）学会当日はスライドの試写は行いませんので、ご了承ください。 
（４）演題発表は、第 1 会場と第 2 会場の 2 か所に分かれて行いますので、あらかじめ発表場

所と発表時刻の確認をお願いいたします。 
（５）発表時間は 7 分以内、質疑応答は 3 分です。 
（６）各セッションの開始 10 分前までに、会場次演者席にお集まりください。 
（７）液晶プロジェクターを使用したパソコンによるプレゼンテーション発表になります。

Microsoft PowerPoint 2013 で開ける形式で準備してください。スライドのサイズは、「ワ

イド画面（16：9）で作成してください。枚数の制限は設けませんが、見やすさを考慮し

てください。なお、Mac OS を使用する場合はあらかじめ学会事務局までご連絡ください。

動画は許可しておりますが、発表時に不具合が起きた場合は対応し兼ねますのでご了承

ください。 
（８）何らかの理由で演者、共同演者ともに来場できない場合、「音声付きスライドの動画ファ

イル」を 1 月 22 日（日）までに学会事務局にお送りください。事務局で音量や時

間を確認いたします。その際、再度の作成をお願いする場合もありますので、ご協力を

お願いいたします。 
数百ＭＢのデータ量となりますので、以下の方法などでお送りください。 
・無料大容量ファイル転送サービス GigaFile（ギガファイル）便 
：アップロードをメールでお知らせください。 

「アップロード」タブの右側に「メール」タブがあります。 
学会事務局メールアドレス（28kagawapt@gmail.com）へ送信してください。 

座長・演者の皆様へ  （必ずお読み下さい） 
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・直接お持ち込み：香川県立白鳥病院 リハビリテーション科 川西までお持ちください。 
その際は事前に日時をお知らせ下さい。 

・郵送：CD・DVD などでお送り下さい。 
 
〈郵送先〉〒769-2788 香川県東かがわ市松原 963 

香川県立白鳥病院 リハビリテーション科 川西悠太 
 

 
 （９）演題発表に関する利益相反（COI）の開示について 

発表の際に、利益相反（COI）状態の有無を開示してください。 

演題名の次のスライド（2 枚目）に挿入してください。利益相反のスライドは、香川県理

学療法士会ホームページ内、「第 28 回香川県理学療法士学会掲載ページ」からダウンロ

ードできます( https://www.kagawa-pt.com/ )。 

 
 

＜音声付きスライド動画ファイルの作成方法＞ 

Ⅰ．音声の記録（Power Point 2016 の場合） 
① 「スライドショー」タブ → 「スライドショーの記録」 → 「記録の開始」ボタン 
② マウスクリックやエンターキーでスライドが進む。 
③ 最終スライドが終わると記録終了となります。 

Ⅱ．動画ファイル（.mp4）の作成 
① 「ファイル」タブ → 「エクスポート」 → 「ビデオの作成」ボタンを押す。 
「インターネット品質」を選択する。 
「記録されたタイミングとナレーションを使用する」を選択する。 
「ビデオの作成」ボタンを押す。 

② ファイルの種類：「MPEG-4 ビデオ」を選択して保存。 
③ 保存された動画ファイルを再生し、全編で音声を確認。 

（注意点） 
・大きな声でしっかりとお話しください。 
・記録開始時やスライド切り替え時に、音声記録されない「間」があります。 
ひと呼吸をおいてからお話しください。 

・マイクの性能や設定によっても録音の明瞭度が違います。 
PC の内蔵マイクでは音量が小さいことや音声不明瞭などの不具合が起きやすいため、

外付けマイクやヘッドセットマイクの使用を推奨いたします。 
 
 （１０）学会誌用原稿は、以下の規定にしたがって Microsoft Word で作成して、 

令和 5 年 2 月 13 日(月)までにメールにて提出してください。 

＜提出先＞ 
香川県立白鳥病院 リハビリテーション科 川西悠太 
件名：「第 28 回香川県理学療法士学会 学会誌用原稿」 
E-Mail：28kagawapt@gmail.com 
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＜学会誌用原稿作成規定＞ 
 

１）学会誌用原稿は１演題 A4 用紙 2 枚とします（学会誌に掲載する体裁としてください）。 
 
２）学会誌用原稿の書き方について 
①学会誌用原稿ファイルを香川県理学療法士会ホームページ内、「第 28回香川県理学療法士

学会掲載ページ」からダウンロードして作成してください。( https://www.kagawa-

pt.com/ ) 

②学会誌用原稿の文字は、タイトルは MS ゴシック体、12 ポイント、所属機関および氏名、

キーワード（3 つ）は MS ゴシック体、10 ポイント、本文は MS 明朝体、9 ポイントとし

て下さい。 
③本文内容は、【目的】・【対象】・【方法】・【倫理的配慮】・【結果】・【考察】・【まとめ】・【引用

文献】などの小項目に分けてください。 
④症例報告に限り【方法】を【症例】に変更する事を認めます。 

【倫理的配慮】の記載例：(例)ヘルシンキ宣言に基づき本人の同意を得た。倫理委員会の

承認を得て患者が特定されないように配慮した。 

⑤写真や図表を入れる際には、挿入スペースおよび位置を十分考慮し（スペースが小さすぎ

ること、段組の途中に写真や図表が入ることなどがないようにご配慮ください）、原稿の指

定枚数（A4 用紙 2 枚）内に納まるよう十分にご注意ください。 
 
３）学会誌用原稿の投稿に関する注意事項（二重投稿の禁止について） 
二重投稿は多くの学術団体で禁止されている行為であり、学会誌の権威や信頼性に関わる問

題であるとともに、先行掲載誌の著作権に関わる行為であることから、十分な注意をお願い

いたします。 
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第1会場 

（学園ホール：220名） 

第2会場 

（大講義室：50名） 

学会受付・発表スライド受付・QRコード読取 
 

開会式 

休憩・準備 

特別講演 

「運動器疾患患者の歩行に対する多角的理学療法戦略」 

京都大学  建内 宏重 

 

司会 

藤井 保貴(阪本病院) 

休憩 

一般演題Ⅰ 

運動器・物療・生活環境支援 7演題 

座長：藤岡 修司(香川大学医学部附属病院) 

      岩井 伸幸(いしかわ訪問看護ステーション) 

一般演題Ⅱ 

基礎・神経・内部障害・教育管理 7演題 

座長：久保 輝明(三豊総合病院企業団) 

石丸 彰秀(阪本病院) 

昼休憩（55分） 

教育講演1 

「糖尿病足病変に対する理学療法アプローチ」 

東都大学 河辺 信秀 

 

司会：眞鍋 朋誉(香川大学医学部附属病院) 

 

休憩 

新人発表Ⅰ 

神経・運動器 6演題 

座長：長田 優(おか整形リハビリクリニック) 

        岡野 宏信(香川県立白鳥病院) 

新人発表Ⅱ 

神経・運動器 5演題 

座長：泰地 章公(阪本病院) 

          菊池 智也(ウツミ整形外科医院) 

休憩 

教育講演2 

「ペインリハビリテーション」 

京都橘大学 重藤 隼人  

 

司会 森田 伸(香川大学医学部附属病院) 

 

休憩 

閉会式 

 

会場別日程表 

8：40 

9：30 

9：50 

10：05 

11：05 

11：15 

12：25 

13：20 

14：30 

15：30 

15：45 

16：45 

16：55 

14：20 
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会場案内図 

 

穴吹学園ホール（せとうち観光専門職短期大学） 
        〒761-0113 香川県高松市屋島西町 2366 番地 1 

TEL：087-844-3511 

        FAX：087-844-3524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 学園ホール：第 1 会場（1F） 

② 大講義室：第 2 会場（3F） 

③ 学会受付・発表スライド受付：ホワイエ（第 1 会場前） 

④ QR コード読取：ホワイエ 

①  ③ 
④ 
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② 



-15- 

 

 

第 27回香川県理学療法士学会 

優秀賞・新人賞受賞者 

 

優秀賞 

『外来血液透析患者における転倒の有無と筋力変化率について』 

KKR高松病院 伊藤 尚洋 

 

『通所リハビリ利用者の身体活動量と脳萎縮の関係』 

こくぶ脳外科・内科クリニック 鵜川 裕司 

 

新人賞 

『膝内側半月板損傷と脛骨内側骨棘の関連について』 

三豊総合病院企業団 大西 祐里 
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第 1 会場（学園ホール）                                      

11：15～12：25 一般演題Ⅰ 運動器・物理療法・生活環境支援 

座長 藤岡 修司(香川大学医学部附属病院)  岩井 伸幸(いしかわ訪問看護ステーション) 

 

1．上腕骨外側上顆炎に対する拡散型衝撃波療法の治療成績 

高松南整形外科スポーツクリニック 松岡 興三 

 

2．3Dプリンターで作製した自助具の活用と適応 ～片手で薬を開封する～ 

  三宅医学研究所 附属三宅リハビリテーション病院 新池 友希 

 

3．訪問リハ利用者における FAI改善に関わる因子の検討－薬剤数に注目して― 

訪問リハビリテーションセンターはしもと 中村 健士郎 

 

4．通所リハビリ利用者の栄養状態の把握と介入からみえた今後の課題 

こくぶ脳外科・内科クリニック 野村 勇太 

 

5．大腿骨頸部骨折後 FNS術施行されるも、術後 1年で cut outに至った１症例 

三豊総合病院企業団 三村 知之 

 

6．既往に股関節固定術を有した大腿骨転子部骨折患者に対する理学療法経験 

りつりん病院 林 宏昭 

 

7. 香川県におけるパラスポーツ次世代選手発掘事業の取り組み 

～かがわ Twinkle starプロジェクトを通じて～ 

香川県障がい者スポーツ指導者協議会 池田 泰明 

 

14:30～15:30 新人発表Ⅰ 神経・運動器 

座長  長田 優(おか整形リハビリクリニック)  岡野 宏信(香川県立白鳥病院) 

 

8．GPi-DBSを施行されたパーキンソン病患者における刺激調節期間中の理学療法経験 

 香川大学医学部附属病院 池田 彩乃 

 

9．右側頭葉脳皮質下出血後に嚥下障害を呈した 1症例～ピラティスアプローチ～ 

 橋本病院 江郷 七夕子 

 

 

演題プログラム 
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10．感覚情報処理の問題により姿勢制御能低下をきたした症例に対し壁環境での様々なステップ練習が 

有効であった一例 

橋本病院 橋本 真司 

 

11．脚長差と筋力低下が著明な大腿骨転子部骨折を呈した一症例 

橋本病院 中村 航規 

 

12．自覚的脚長差を呈した人工股関節全置換術後患者に対してアライメントを意識した 

荷重練習が奏功した一症例 

ウツミ整形外科医院 川東 永遠 

 

13．肩甲胸郭関節へのアプローチにより肩関節第２肢位内旋可動域と結帯動作が改善した肩関節周囲炎の一症例 

三条整形外科スポーツクリニック 堀内 翔生 

 

第 2 会場（大講議室）                                       

11：15～12：25 一般演題Ⅱ 基礎・神経・内部障害・教育管理 

座長 久保 輝明(三豊総合病院企業団)  石丸 彰秀(阪本病院) 

 

14．小児オプソクローヌス・ミオクローヌス症候群に対する理学療法の経験 

香川大学医学部附属病院 井窪 文耶 

 

15．男性急性心筋梗塞患者における血糖コントロール状態が歩行速度の改善率に及ぼす影響 

KKR高松病院 十河 郁弥 

 

16．在宅カテコラミン持続点滴の離脱にいたった末期心不全の一症例 

香川大学医学部附属病院 廣瀨 和仁 

 

17．外来血液透析患者における足趾筋力の経時的変化に関連する因子の検討 

KKR高松病院 伊藤 尚洋 

 

18. フレイル高齢者における歩行中の関節運動学的特徴 

産業技術総合研究所 土田 和可子 

 

19．学生に対する感染症予防に関する調査について 

四国医療専門学校 逢坂 幸佳 

 

20．専門学校入学後約２か月の小テストから前期試験の結果を予測する 

四国医療専門学校 佐々木 克尚 
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14：30～15：30 新人発表Ⅱ 運動器・神経 

座長 泰地 章公(阪本病院)  菊池 智也(ウツミ整形外科医院) 

 

21．基礎疾患を持つ骨盤骨折患者の独歩自立・自宅復帰を目指して 

橋本病院 鴻上 杏亮 

22．偏平足により足根管症候群を呈した 1症例 ～荷重位での内側縦アーチに着目した理学療法の検討～ 

三条整形外科スポーツクリニック 吉田 篤史 

 

23．大腿骨頚部骨折の術後、筋出力に対してアプローチを実施し歩容が改善した症例 

橋本病院 石川 琴美 

 

24．腰椎椎間板ヘルニア患者に対して座位時の腰痛軽減に向けた取り組み 

三条整形外科スポーツクリニック 寺村 虎太朗 

 

25. 大腿骨転子部骨折患者における stove-pipe髄腔と不安定型骨折の関係性について 

三豊総合病院企業団 塩田 伸也 
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特別講演 
 

運動器疾患患者の歩行に対する多角的理学療法戦略 

 

 

10:05～11:05 

第 1会場（学園ホール） 
 

講師 

京都大学 大学院医学研究科 

人間健康科学系専攻 

建内 宏重 

 

 

司会  

医療法人社団聖心会 阪本病院 

藤井 保貴 
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建内 宏重(たてうち ひろしげ)先生 御略歴 

 

【所属】京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 臨床バイオメカニクス研究室 

【職位】准教授 

【学位】博士（人間・環境学, 京都大学） 

【職歴】 

平成 10年 大阪医科大学附属病院リハビリテーション科 入職 

平成 18年 京都大学医学部保健学科理学療法学専攻 入職（助手） 

平成 19年 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻（助教） 

平成 21年 セントルイス・ワシントン大学理学療法学専攻 客員研究員 

平成 30年 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 予防理学療法学講座（特定准教授） 

令和 3年  京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 先端リハビリテーション科学コース 

先端理学療法学講座 運動機能開発学分野 臨床バイオメカニクス研究室（准教授；現職） 

【学会委員等】 

日本運動器理学療法学会副理事長, 日本運動器理学療法学会機関誌「運動器理学療法学」編集委員長, 「理学療

法学」および「 Physical Therapy Research」編集委員 , World congress program committee member 

(Osteoarthritis Research Society International：OARSI), ほか 

【主な研究業績（英語原著論文, 査読付, 筆頭のみ）】 

Tateuchi H et al.: Influence of simulated hip muscle weakness on hip joint forces during deep squatting. J Sports Sci 39:2289-

2297, 2021 

Tateuchi H, et al.: Strategies for increasing gait speed in patients with hip osteoarthritis. Arthritis Res Ther 23:129, 2021 

Tateuchi H, et al.: Clinical phenotypes based on clinical prognostic factors in patients with secondary hip osteoarthritis: 

preliminary findings from prospective cohort study. Clin Rheumatol 39:2207-2217, 2020 

Tateuchi H, et al. Gait kinematics of the hip, pelvis, and trunk associated with external hip adduction moment in patients 

with secondary hip osteoarthritis: Toward determination of the key point in gait modification. BMC Musculoskelet Disord 

21:8, 2020 

Tateuchi H, et al. Gait- and posture-related factors associated with changes in hip pain and physical function in patients with 

secondary hip osteoarthritis: a prospective cohort study. Arch Phys Med Rehabil 100:2053-62, 2019 

Tateuchi H, et al. Sagittal alignment and mobility of the thoracolumbar spine are associated with radiographic progression of 

the secondary hip osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 26:397-404, 2018 

Tateuchi H, et al. Daily cumulative hip moment is associated with radiographic progression of secondary hip osteoarthritis. 

Osteoarthritis Cartilage 25:1291-1298, 2017 

Tateuchi H, et al. Radiographic and clinical factors associated with one-leg standing and gait in patients with mild-to-

moderate secondary hip osteoarthritis. Gait Posture 49:207-212, 2016 

Tateuchi H, et al. The effect of three-dimensional postural change on shear elastic modulus of the iliotibial band. J 

Electromyogr Kinesiol, 28:137-142, 2016 
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その他, 書籍など多数 
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運動器疾患患者の歩行に対する多角的理学療法戦略 

 

京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 

建内 宏重 

 

 

 

 

運動器疾患における歩行障害は、理学療法の対象となるすべての疾患・障害の中でも、とりわけ大き

な意味を持つ。それは、歩行障害が運動器疾患・障害の発症や悪化の原因になる可能性があるためであ

る。例えば、変形性股・膝関節症においては、歩容の変化に代表される歩行異常の結果として、関節に

過剰なあるいは異常なメカニカルストレスが集中し、それが、疾患やそれに付随する症状の発症・悪化

の原因になることが分かっている。そのため、理学療法において歩行を的確に評価し対処することは、

歩容や歩行能力の改善を通じて運動器疾患患者の生活の質を高めるだけでなく、患者が有する疾患・障

害の予後にも影響を与え得るという意識を、我々は持つ必要がある。 

歩行を的確に評価し、歩行を変えていくためには、評価の視点ならびに治療手段として多くの引き出

しを持っておく必要がある。なぜなら、一見同じように見える歩容異常においても、筋力低下や疼痛な

ど、その原因は多岐にわたることが常であり、また、複数関節にわたる併存疾患・障害を有する症例で

は、併存疾患・障害のことを考慮すると、通常の治療が行えないような場合も多く経験されるためであ

る。多角的視点から理学療法を展開できることは、歩行障害の背景として複雑な因果関係を呈する運動

器疾患患者への対応においては、特に重要となる。 

演者は、様々な運動器疾患・障害に通底する概念として、「協調分散理論」を提唱し、臨床・研究を

行っている。前述の変形性関節症のみならず、多くの運動器疾患・障害においては、不適切なメカニカ

ルストレスが局所に集中することが組織損傷や症状発現の本質的な原因となっている。それを回避する

ためには、動作や運動にかかわる関節構成体および身体各部位のすべてが個々に適切な役割を果たすと

ともにそれらが互いに“協調”することでストレスを“分散”できることが大切である。協調分散理論

の観点に立つと、症状を有する組織や関節だけでなく、それとかかわりのある別組織・関節に自ずと目

が向くことになり、多角的視点から理学療法を行うことが可能となる。本講演では、股関節領域の疾

患・障害を例として、これらの考え方を具現化する評価・治療方法を紹介させていただく予定である。 
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教育講演 
 

 

 

 

糖尿病足病変に対する 

理学療法アプローチ 

 

 

13：20～14：20 
 

第 1会場（学園ホール） 

 
 

 

講師 

東都大学  

幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科 

河辺 信秀 

 

司会 

香川大学医学部附属病院 

眞鍋 朋誉 
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河辺 信秀（かわべ のぶひで)先生 御略歴 

 

【職位】准教授 

【学位】修士（教育学）、博士（教育学） 

【学歴】 

平成 ２年４月 国立療養所箱根病院附属リハビリテ−ション学院入学 

平成 ５年３月 国立療養所箱根病院附属リハビリテ−ション学院卒業 

平成２３年４月 明星大学大学院人文学研究科教育学専攻 博士前期課程入学 

平成２５年３月 明星大学大学院人文学研究科教育学専攻 博士前期課程修了 

平成２６年４月 明星大学大学院教育学研究科教育学専攻 博士後期課程入学  

平成２９年３月 明星大学大学院教育学研究科教育学専攻 博士後期課程修了 

 

【職歴】 

平成 ５年４月 横浜船員保険病院リハビリテ−ション科  

平成２２年４月 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 理学療法学科 

平成２９年４月 城西国際大学 福祉総合学部 理学療法学科 助教 

令和 ２年４月 東都大学 幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科 准教授 

 

【認定資格】 

内部障害専門理学療法士、代謝認定理学療法士、日本糖尿病療養指導士 

 

【社会活動】 

日本フットケア・足病医学会 理事・リハビリテーション推進委員会委員長 

日本腎臓リハビリテーション学会 評議員 

下肢慢性創傷の予防・リハビリテーション研究会代表世話人 

日本理学療法士協会理学療法学編集委員会査読委員 

 

【所属学会】 

日本フットケア・足病医学会、日本リハビリテーション医学会、日本糖尿病学会、日本腎臓

リハビリテーション学会、日本理学療法士協会、日本糖尿病理学療法学会、日本臨床スポー

ツ医学会 
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糖尿病足病変に対する理学療法アプローチ 

 

東都大学 幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科  

河辺 信秀 

 

 

 

 

糖尿病足病変には、理学療法士の関与が必須であるが、我々が 2017年に実施した調査では、糖尿病足

病変患者に対する理学療法を実施している理学療法士は、36.5％と低い水準であった。しかし、２０２２

年４月より、糖尿病足病変が「運動器リハビリテーション料」の対象疾患に追加されたため、今後、より

多くのリハビリテーション職種の関与が期待される。本講演では、これまで糖尿病足病変に関わってこ

なかった理学療法士に対して、具体的にどのように足病変患者に関わればよいか、そのエッセンスにつ

いて解説したい。 

 糖尿病患者における足病変の発症率を調査した近年の調査では、外来糖尿病患者の年間潰瘍発症率は

0.3%、切断率は 0.05％であった。発生率は低く感じられるかもしれないが、糖尿病患者の絶対数が膨大

であるため、糖尿病足病変も比例して患者数が増加している。糖尿病足病変の発症には、足部変形、関節

可動域制限、小切断、歩行形態などの運動力学的な問題が関与しているため、足病変リスクを持つ患者の

発症予防に対して理学療法士は重要な役割を担っている。また、足病リスクの評価を実施することで、理

学療法による創傷の発生を防ぐことにもつながる。特にリスクの高い創傷治癒後の症例では、再発予防

の視点での介入が必須である。本講演では、International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) 

が公開している IWGDF Guideline on the Prevention of foot ulcers in persons with diabetesに従

ったフットケアと理学療法について解説したい。 

一方で、糖尿病足病変による創傷が存在する場合、通常、治癒に時間がかかるため廃用症候群による身

体機能の低下が発生する。また、糖尿病神経障害や下肢動脈疾患は、単独で筋萎縮、筋力低下、心肺持久

力の低下、バランス障害を引き起こし、フレイルの発生率を上昇させる。したがって、創傷を有する足病

変患者の理学療法の目的は、廃用症候群の予防を含めた身体機能・歩行能力の維持を行うことであるが、

同時に創傷治癒を阻害しない、あるいは、治癒をサポートすることも含まれる。創傷の発症には、足底圧

上昇が重要なリスク因子となる。褥瘡と同様に、創部への荷重が取り除かれない限り、創治癒が得られな

いため創部の免荷（off-loading）が必須である。offloadingを達成するためには「装具療法」が標準的

な治療となる。糖尿病足病変に対する offloadingは、IWGDF Guideline on offloading foot ulcers in 

persons with diabetesに準拠する。本講演では、本ガイドラインに従って、病態に応じてどのようなデ

バイスを選択すべきか紹介したい。理学療法士は、offloading を達成するための装具療法に加えて、歩

行補助具をもちいた免荷歩行練習を実施することが重要な役割である。生活場面の中で offloadingを達

成するためには、装具の正しい装着方法の習得、歩行中の使用方法、装具を使用することによる不安定性

の改善などが必要である。本講演では、具体的な免荷歩行練習の方法とその効果について解説したい。 
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教育講演 
 

 

 

 

ペインリハビリテーション 

 

 

 

 

15：45～16：45 
 

第 1会場（学園ホール） 

 
 

 

講師 

京都橘大学 

健康科学部 理学療法学科 

重藤 隼人 

 

司会 

香川大学医学部附属病院 

森田 伸 
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重藤 隼人（しげとう はやと）先生御略歴 

  

【学歴】 

2008年 3月   独立行政法人国立病院機構呉医療センター附属リハビリテーション学院理学療法学科 卒業 

2017年 3月  畿央大学大学院健康科学研究科修士課程修了 修士(健康科学) 

2021年 3月  畿央大学大学院健康科学研究科博士後期課程修了 博士(健康科学) 

【職歴】 

2008年 4月  医療法人三野田中病院 

2013年 4月  医療法人社団昌樹会ウツミ整形外科医院 

2016年 1月  医療法人高樹会ふじた医院 

2017年 6月  介護老人保健施設松寿荘 非常勤職員 

2018年 1月  三浦内科みちこ小児科クリニック 

2021年 4月  京都橘大学 健康科学部 理学療法学科 助教 (現在に至る) 

2021年 4月  畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 客員研究員 (現在に至る) 

【資格】 

IFOMPT認定 運動器徒手理学療法認定士(OMPT)，認定理学療法士（運動器・徒手理学療法） 

【受賞歴】 

第 20回香川県理学療法士学会 学会奨励賞 

第 26回日本ペインリハビリテーション学会学術大会 奨励賞 

【社会活動】 

日本筋骨格系徒手理学療法研究会 評議員，日本ペインリハビリテーション学会 代議員 

「徒手理学療法」 編集委員，「Asian Journal of Physical Therapy」 Consulting Editor 

【著書】 

重藤隼人: 生物心理社会モデルに基づいた疼痛の基本的知識. 卒後 5年までにマスターすべき運動器障害理学

療法 基礎から実践まで 上肢・頸部 (寒川美奈, 三木貴弘編集), p13-32, メジカルビュー社, 2022. 

重藤隼人: 慢性腰痛. 脳とこころから考えるペインリハビリテーション ひとをみるという志向性 (森岡周編

著), p113-123, 杏林書院, 2020. 

【論文】(直近 5編，筆頭(共同筆頭)のみ記載) 

Shigetoh H, et al. Associations of Central Sensitization-Related Symptoms with Low Back Pain-Related 

Factors and Work Status in Caregivers. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(16):10135. 

Shigetoh H, et al. The Pain Intensity/Quality and Pain Site Association with Muscle Activity and Muscle 

Activity Distribution in Patients with Chronic Low Back Pain: Using a Generalized Linear Mixed Model 

Analysis. Pain Res Manag. 2022;2022:5751204. 

Koga M, Shigetoh H, et al. Characteristics of clusters with contrasting relationships between central 

sensitization-related symptoms and pain. Sci Rep. 2022;12(1):2626. 

Shigetoh H, et al. Combined abnormal muscle activity and pain-related factors affect disability in patients 

with chronic low back pain: An association rule analysis. PLoS One. 2020;15(12):e0244111.  

Shigetoh H, et al. Temporal Associations Between Pain-Related Factors and Abnormal Muscle Activities 

in a Patient with Chronic Low Back Pain: A Cross-Lag Correlation Analysis of a Single Case. J Pain Res. 

2020;13:3247-3256.  
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ペインリハビリテーション 

 

京都橘大学 健康科学部 理学療法学科 

重藤 隼人 

 

 

 

痛みは本邦の国民生活基礎調査でも国民が悩んでいる代表的な症状であると報告されており、特に慢

性疼痛による医療費の高騰や、疼痛による社会参加を妨げることによる経済への影響も問題視されてい

る。痛みは国際疼痛学会(IASP)では、痛みは「実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こりうる状態に付

随する、あるいはそれに似た、感覚かつ情動の不快な体験(IASP,2020)」と定義されている。この定義

からも、痛みそのものが不快な情動体験であり、明確な組織損傷がなくても痛みが起こり得るという痛

みの病態の複雑さがわかる。また、近年痛みの病態メカニズムに基づいたリハビリテーション戦略が重

要視されており、痛みは病態メカニズム分類として、「侵害受容性疼痛(nociceptive pain)」・「神経障害

性疼痛(neuropathic pain)」・「痛覚変調性疼痛(nociplastic pain)」に分類されている。特に痛覚変調性疼

痛では、痛みも広範囲に認め、痛覚過敏も呈することが多く、痛み以外にも睡眠障害や疲労、認知機能

低下などの中枢性感作に関連した症状（中枢性感作症候群）が特徴的な所見としてみられ、慢性疼痛と

の関連性も報告されている。慢性疼痛は単に急性痛が長引いた症状を示しているのではなく、認知面・

情動面が影響し、かつ異なる病態を示している「疾患」として捉える必要があり、国際疾病分類(ICD-

11)でも、慢性疼痛は症状でなく疾患として捉えることの重要性が示されている。痛みの神経生理学を

考慮すると、末梢組織での解剖学的・運動学的ストレスの理解も重要であるが、中枢神経系に関する病

態の理解も重要である。特に中枢神経系の感作は、運動療法を含めた理学療法の介入効果に影響し難治

性疼痛につながる重要な要因である。近年における痛みの様々な知見から、ペインリハビリテーション

分野では、生物心理社会(Bio-Psycho-Social)モデルを踏まえて、神経生理学も考慮した様々な病態・評

価に基づいた介入戦略が実践されエビデンスも示されてきている。 

本学会テーマは『みち』を創造する理学療法である。理学療法といっても介入内容は多岐にわたるた

め、どのような指針に基づいて理学療法の意思決定をするかが重要である。先行知見におけるエビデン

ス、対象者の背景・評価所見・病態メカニズムなど、様々な指針に基づいて理学療法が展開されてい

る。患者や利用者の生活や人生における目標につながる『みち』を創造する理学療法を実施するため

に、我々理学療法士には多くのことが必要とされている。本講演では、教育講演の立場から共通認識を

もつために、共有しておくべき最低限必要な基礎知識として痛みの定義や病態メカニズムについて概説

し、ペインリハビリテーションで行われている評価・介入の現状についても概説する。 
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新人発表 
 

 

 

 

 

第 1会場 新人発表Ⅰ 14：30～15：30 

 

第 2会場 新人発表Ⅱ 14：30～15：30 
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新人発表 8 

GPi-DBSを施行されたパーキンソン病患者にお
ける刺激調節期間中の理学療法経験 
 

池田彩乃・山﨑竜司・森田伸 

香川大学医学部附属病院 リハビリテーション部 

Key word：パーキンソン病 GPi-DBS 刺激調節 
 
 
【目的】 
パーキンソン病(Parkinson's disease：PD)に対する淡蒼球

刺激(globus pallidus internus deep brain stimulation：GPi–
DBS)は、術後 6ヶ月時点において、固縮、振戦、動作緩慢、歩
行、姿勢、ジスキネジアが改善し、特にジスキネジアの改善が
著明であると報告されている。しかし、GPi–DBSが施行された
周術期理学療法の報告は散見される程度であり、GPi–DBS刺激
調節期間中における身体機能についての刺激による変化や短
期的な変化は報告されていない。今回、GPi–DBSを施行された
患者に対し、刺激調節期間中に理学療法を行い、歩行・バラン
ス機能の改善がみられたので経過とともに報告する。 
【症例】 
70歳台女性。X−19年に PDを発症し、X−１年ジスキネジア増

悪と転倒頻度の増加があり、手術目的に X年 Y月当院入院とな
った。術前は、Hoehn & Yahr分類 StageⅣであり、無動、姿勢
反射障害、ジスキネジアを認めていた。歩行は T字杖を使用し
ており、歩行やバランス機能は 10m歩行時間 23.0秒、歩数 31
歩、TUG 40.1秒、Brief–BESTest 3/24点であった。Y月 Z日
GPi–DBSを施行され、Z＋8〜Z＋29日の期間で医師により刺激
調節が行われた。 
【説明と同意】 
発表の趣旨を本症例に対し説明を行い、口頭にて了承を得た。 
【結果】 
Z+１～Z＋30日において、歩行やバランス機能の向上を目的

とし、主に External Cueや Cognitive Strategy、Feedback誤
差学習を用いた理学療法を実施した。刺激調節期間中には、刺
激部位や電圧の変更により歩行速度、歩容、パーキンソン症状
の変化がみられた。Z＋29日、医師により刺激調節期間中の経
時的な歩行速度、歩容、パーキンソン症状の評価を参考に、最
も刺激効果が良かった刺激設定に決定された。最終評価(Z＋30
日)は、ジスキネジアが消失し、Hoehn & Yahr 分類 StageⅢと
なった。歩行は T字杖を使用し、10m 歩行時間 10.38秒、歩数 
26歩、TUG 11.81秒、Brief–BESTest 11/24点となった。 
【考察】 
 手術前後の比較において、歩行、バランス機能の改善がみら
れたことから、GPi–DBSと刺激調節期間中の理学療法により歩
行、バランス機能向上につながる可能性が考えられた。刺激調
節期間中の経時的な理学療法評価が患者の最適な刺激設定を
決定することの一助となったことから、経時的な理学療法評価
結果を医師と共有することの意義が示唆された。本報告の課題
として、DBSおよび理学療法それぞれの効果を明確に分けるこ
とができないことが挙げられる。今後は刺激調節に影響されな
い環境下での理学療法を実施し、理学療法効果を検討していき
たい。 
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右側頭葉脳皮質下出血後に嚥下障害を呈した 1
症例～ピラティスアプローチ～ 
 

江郷七夕子・宮川友輔・福田真也 

医療法人社団和風会 橋本病院 リハビリテーション科 

Key word：脳卒中 嚥下機能障害  

ピラティスアプローチ 
 
 
【目的】 
脳卒中後の嚥下障害は 50％～60％発生し、そのうち 20％～

30％が誤嚥性肺炎を発症するとの報告がある。嚥下機能の改善
には咽頭挙上運動の向上が重要であり、頸部の可動域制限、頸
部・体幹筋力の低下は咽頭挙上運動の阻害要因となる。ピラテ
ィスアプローチは頚部の可動域、頸部の筋力、体幹機能の向上
に有効であるが、嚥下障害の改善に寄与した報告は少ない。今
回、脳出血後に嚥下障害を呈した症例に対して、ピラティスア
プローチを実施した結果、嚥下機能改善を認めたため報告する。 
【症例】 
60歳代男性。病前は屋内独歩、屋外は T字杖、ADL、IADLは

自立。X年 Y月 Z日、右側頭葉脳皮質下出血を発症し誤嚥性肺
炎を併発。35病日に当院回復期リハビリテーション病棟へ入院
した。発症時 CTでは、一次運動野、一次感覚野周囲で高吸収
域を認めた。臨床所見は、頸部屈曲 40°伸展 35°右回旋 20°
左回旋 25°右側屈 10°左側屈 15°、MMT 頸部屈曲・伸展・右
回旋・左回旋 3、 FACT 9点、MWST 3a、RSST 1回、舌圧 24KPa、
嚥下調整食学会分類2013 コード2であった。主要な問題点は、
嚥下機能低下に加え、頚部の可動域・筋力低下、体幹機能低下
であった。 
【説明と同意】 
対象者には本報告に関する目的と方法を十分に説明し、同意を
得た。 
【方法】 
理学療法はバランス練習・起立練習・歩行練習などを 30分間、
ピラティスアプローチ 30分間の合計 1時間を期間中実施した。
ピラティスアプローチは、ヨガマット 厚さ 4mm（ニトリ社）を
使用し、胸式呼吸でのマットエクササイズ 30分（10回×1セ
ット）で、5方法を実施。頚部の可動域制限にはマーメードと
ソウの修正を、頚部の筋力低下にはキューイングを、体幹機能
低下にはベントニーフォールアウトとキャット＆カウを行っ
た。 
【結果】 
5方法のピラティスアプローチ後の即時変化は、頚部屈曲 ＋

5°伸展 ＋5°右回旋 ＋10°左回旋 ＋10°右側屈 ＋10°左
側屈 ＋5°、MMT頚部屈曲・伸展は実施前から 1段階向上、RSST
＋2回となり改善を認めた。121病日の評価は、頸部屈曲 50°
伸展 45°右回旋 40°左回旋 45°右側屈 35°左側屈 45°、MMT
頚部屈曲・伸展・右回旋・左回旋 4、FACT 14点、MWST 4、RSST 
6回、舌圧 39（KPa）となり嚥下調整食学会分類 2013 コード 4
となった。 
【考察】 
 RSST 3回、MWST 4、舌圧 20.6KPa以下の者は誤嚥性肺炎の
リスクが高く、嚥下機能改善には頚部の屈曲、伸展、回旋の可
動域、頚部の前屈・左右回旋の筋力、体幹機能の向上が重要で
ある。本症例に対して、ピラティスアプローチを実施した結果、
即時的および長期的に頚部の可動域、頸部の筋力、体幹機能の
向上と嚥下機能の改善を認め、食事形態の向上へと繋がった。
以上の事からピラティスアプローチは、嚥下機能改善の一助と
なると考える。 
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感覚情報処理の問題により姿勢制御能低下を
きたした症例に対し壁環境での様々なステッ
プ練習が有効であった一例 
 

橋本真司・河田衿花・森拓人 

医療法人社団和風会 橋本病院 リハビリテーション科 

Key word：ステップ練習 感覚障がい 姿勢制御 
 
 
【目的】 
脳血管疾患の影響で感覚情報処理の問題により姿勢制御能

の低下を認める症例を多く経験する。しかし、姿勢制御能向上
に繋がるアプローチは十分に確立されておらず、アプローチの
選択に難渋する。今回、脳梗塞により主に前庭感覚や視覚から
の感覚情報処理の問題を呈した症例を経験した。そこで、感覚
入力を意識した壁環境での様々なステップ練習が姿勢制御能
や歩行機能の向上に有効であったため、経過を含め報告する。 
【症例】 
80歳代男性。病前は屋内外独歩、ADL、IADLは自立していた。

X年 Y月 Z日、脳梗塞を発症し、急性期病院にて保存的加療と
なる。状態が安定し、53病日に A病院に転院、その後 124病日
に当院回復期リハビリテーション病棟に入院となった。入院時
CT脳画像所見として右側頭葉から頭頂葉までの広範囲の損傷
を認めた。主に上頭頂小葉や島皮質、視放線、上縦束の損傷か
ら、姿勢制御能の低下が推測された。臨床所見は BRS両下肢と
もにⅥ、表在深部感覚精査困難、SCP座位、立位 0.25、閉脚閉
眼立位 4秒、ロンベルグ試験陽性、両側片脚立位困難、BBS 28
点、T字杖での 10m歩行困難と姿勢制御能や歩行機能の低下を
認めた。そこで 135病日から 168病日まで、主に体性感覚と視
覚情報を意識し、壁環境での腿上げやサイドステップ練習を実
施した。結果、168病日に T字杖での 10m歩行 18.1秒、27歩
となり、閉脚閉眼での立位保持の安定性も向上したが独歩の動
揺は残存した。そこで、さらなる姿勢制御能向上を目指し、ア
プローチの再検討を行い、168病日から 178病日には壁環境で
のクロスステップ練習や段差ステップ練習も実施した。 
【説明と同意】 
本報告は症例に対し、十分な説明を行い同意を得た上で、当院
倫理委員会の了承を得て実施した。 
【結果】 
 178病日には、SCP座位 0、立位 0.25、閉脚閉眼立位 30秒
以上保持可能、ロンベルグ試験陰性、片脚立位右 2.5秒、左 5.2
秒、BBS 47点、独歩での 10m歩行 16.2秒、21歩と歩行能力や
姿勢制御能向上を認めた。更に、中間評価時に問題であった独
歩の動揺も軽減した。 
【考察】 
 今回脳梗塞の影響により、感覚情報処理の問題を呈し、姿勢
制御能の低下を認めた症例に対し、主に体性感覚や視覚を意識
した壁環境での様々なステップ練習が姿勢制御能や歩行機能
向上に有効であった。吉尾は垂直位を適切に認識するには、視
覚情報と体性感覚の両方を活用する事が有効であると報告し
ている。また、バランス障害に対して、姿勢を崩しながら自ら
修正する機会を提供する事が重要と報告している。以上より、
垂直位である壁環境での様々なステップ練習を実施したこと
や自ら修正する機会を作ったことが姿勢制御能や歩行機能向
上に繋がったと考える。 
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脚長差と筋力低下が著明な大腿骨転子部骨折

を呈した一症例 
 

中村航規・岡部翔太・松本猛 

医療法人社団和風会橋本病院  

Key Word：脚長差 過負荷の原則 大腿骨転子部骨折 
 
 

【目的】 

今回転倒歴が多くあり、右中足骨骨折を既往に呈している大
腿骨転子部骨折患者を担当する機会を得た。今後、転倒をしな
いための移動手段の獲得を目的に理学療法介入を実施したた
め考察を交え報告する。 
【症例】 
80代男性、畑で作業中に転倒され右第 3.4.5中足骨骨折を受

傷し保存療法にて前医で安静入院。入院中ベットサイドに転倒
され、右大腿骨転子部骨折を受傷し骨接合術を施行。中足骨骨
折 47病日、大腿骨転子部骨折 26病日目に当院回復期リハビリ
テーション病院に入院。入院時、棘下長右 81cm、左 83cmと右
下肢が 2cm短縮し、膝関節屈曲位、足部外反位と立位姿勢の崩
れがあり、Berg Balance Scale(以下 BBS)17/56点とバランス
の低下がみられた。徒手筋力テスト（以下 MMT）は股関節屈曲、
伸展、外転、膝関節伸展いずれも右 2、左 4、大腿四頭筋筋力
は右 2kgf、左 19kgfと右下肢筋力低下がみられた。また歩行も
四脚歩行器使用で 10m歩行 44秒、6分間歩行 64m と歩行速度、
筋持久力の低下がみられた。上記の問題に対し、脚長差は補高
靴を着用し、補高靴の有無で重心動揺計を用い重心動揺面積の
比較を行った。右下肢筋力の低下は過負荷の原則を参考に筋力
訓練を行った。過負荷の原則とは運動の強度、持続時間、頻度
の 3つの要素があり、今回は強度と頻度に注目し、本患が 10
回で限界と思う強度で実施した。 
【説明と同意】 
 症例発表に際し当院の倫理審査で承認され、家族ならびに本
人に対し本発表における目的と方法を十分に説明し、同意を得
た。 
【結果】 
中足骨骨折 131病日、大腿骨転子部骨折 110病日目には、重

心動揺面積は補高靴無しは 67㎠、有りは 64㎠と重心動揺が減
少し、立位姿勢も膝関節が伸展されアライメントが改善し、BBS
も 37/56 点と大幅に改善した。筋力は MMT 股関節屈曲、伸展、
外転、膝関節伸展いずれも右3、左5、大腿四頭筋筋力は右9.5kgf、
左 22kgfと右下肢筋力の向上がみられた。歩行も 10m歩行 41
秒、6分間歩行 69mと歩行速度、筋持久力が向上した。移動方
法は身体機能や転倒歴を考慮し、四脚歩行器を選択した。 
【考察】 
小泉らによると軽度の脚長差により見かけ上、歩容の変化が

みられなくても下肢関節に非対称的な動きをもたらし、重心移
動のような運動力学的因子に影響すると報告があり、補高靴に
より脚長差を改善することでバランスや歩行能力が向上した
と考える。筋力訓練は過負荷の原則の強度と頻度に注目し介入
したが、これは筋肥大の目的であれば最大筋力の 40％以上で効
果があり、頻度は強度 80％で 8-15回訓練を行うと効果がある
ことから右下肢筋力は向上を認めたと考える。 
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自覚的脚長差を呈した人工股関節全置換術後
患者に対してアライメントを意識した荷重練

習が奏功した一症例 
 

川東永遠・菊池智也・須藤亮 

ウツミ整形外科医院 リハビリテーション科 

Key Word：THA 自覚的脚長差 立位アライメント 
 
 
【目的】 
 人工股関節全置換術（以下：THA）において術後に X線画像
上の脚長差（構造的脚長差）以上に自覚的脚長差（perceived leg 
length discrepancy：PLLD）を訴える症例に頻回に遭遇し、THA
術後の問題点の 1つとされている。PLLDは術後経過とともに減
少することが報告されているが（Pakpianpairij,2012）、残存
する症例においては健康関連 QOLや患者満足度が低値を示すと
報告されている（Iversen,2011）。そのため、PLLD是正を目的
とした介入が臨床的に重要であるが理学療法介入の有効性を
検証した報告は少ない。今回、PLLDを呈した THA患者に対して
アライメントを意識した荷重練習を中心に理学療法を行った
結果、良好な結果が得られたので報告する。 
【症例】 
 40歳代女性。統合失調症を既往に持ち現在も服薬中であり、
1年前に脚長差と右股関節痛を自覚。その３ヵ月後に疼痛が増
悪し、右変形性股関節症と診断され他院にて右 THAを施行。４
週間後、当院に転院し理学療法開始となった。主訴としては、
「歩きにくい、足が長く感じる」と訴えがみられた。脚長差は
転子果長・棘果長は 1.0㎝であり自覚的脚長差も強く認められ
た。立位時のアライメントは軽度体幹が左側屈位・骨盤の左下
制、関節可動域検査(以下：ROM)は股関節屈曲 90°、伸展 5°、
内転 30°、徒手筋力テスト（以下：MMT）は股関節伸展 3、外
転４、外旋３と低下を認めた。歩行時は四点杖を用い、全周期
において体幹の左側屈を認め、立脚時間に左右差(右＜左)がみ
られた。Timed up and Go test(以下：TUG)は右回り 22.0 秒、
左回り 21.3秒であった。 
【倫理的配慮】 
 ヘルシンキ宣言に基づき対象者には本発表の目的を説明し
同意を得た。 
【結果】 
 理学療法では、立位・歩行時に鏡を用いてアライメントを意
識した荷重練習を中心に行い、その他にも下肢の可動域練習、
体幹・下肢筋力強化練習なども行った。その結果、介入 3ヶ月
後では立位・歩行時のアライメントが改善し、「足の長さも以
前と比較し感じなくなった、歩きやすくなった」と確認できた。
ROMは股関節屈曲 100°、伸展 10°、MMTは股関節伸展４、外
旋は４、TUGは右回り 13.8秒、左回り 14.2秒と改善が得られ
た。 
【考察】 
 本症例は、鏡を用いてアライメント修正を行いながら荷重練
習を行ったことで PLLDが改善され、良好な結果が得られたと
考えられる。PLLDの改善には、術側股関節内転可動域の必要性
が示唆されているが、アライメントを意識した荷重練習も必要
となる可能性があると考える。 
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肩甲胸郭関節へのアプローチにより肩関節第
２肢位内旋可動域と結帯動作が改善した肩関
節周囲炎の一症例 
 

堀内翔生・是澤晃平・宮武慎 

医療法人弘仁会 三条整形外科スポーツクリニック  

リハビリテーション科 

Key word：肩関節周囲炎 結帯動作 肩甲胸郭関節 

 

 
【目的】 
肩関節周囲炎と診断された症例では、結帯動作が困難な症例

を数多く経験する。結帯動作には、肩甲骨の可動性に加え、肩
関節第 2肢位内旋可動域制限が関与すると報告がある。結帯時
の肩甲骨運動は、上肢下垂位から第 5腰椎までは肩甲骨挙上・
内転・前傾が生じ、その後の第 12胸椎までは上方回旋・挙上・
前傾、第 7胸椎まで移動する際には肩甲骨下方回旋が生じると
報告されている。結帯動作と第 2肢位内旋の筋の制限因子とし
ては、結帯動作で棘下筋、第 2肢位内旋動作で小円筋と烏口腕
筋が挙げられる。今回、肩甲胸郭関節へのアプローチにより第
2肢位内旋及び結帯動作可動域制限が改善した症例を経験した
ので報告する。 
【対象と方法】 
 40代男性。1年半ほど前から右肩が上がらなくなり、1年ほ
ど前に当院受診。右肩関節周囲炎と診断された。現在、第 2肢
位外旋動作は改善し、着衣動作が楽に行えるようになったが、
第２肢位内旋・結帯動作を改善することにより、背中に手を回
す動作が楽に行えるようになれば満足であると訴えている。健
側は第 2肢位内旋可動域 90°、結帯動作 Th4 まで可能。方法と
して、①棘下筋・小円筋・烏口腕筋のリリース、②胸郭ストレ
ッチをそれぞれ別日に実施し、第２肢位内旋・結帯動作可動域
の変化を比較検討した。胸郭ストレッチは、前胸部の柔軟性の
獲得と脊柱の伸展・回旋を促すストレッチを実施した。 
【説明と同意】 
 対象者には事前に研究参加への趣旨を十分に説明し、同意を
得た。 
【結果】 
 棘下筋・小円筋・烏口腕筋のリリースを行った結果、第２肢
位内旋可動域 15°から 25°、結帯動作 Th9から Th8と著明な
変化は見られなかった。胸郭ストレッチを行い肩甲骨の可動性
と胸郭の柔軟性を獲得した結果、第２肢位内旋可動域 50°、結
帯動作 Th6への変化が見られた。 
【考察】 
本症例の第２肢位内旋と結帯動作の可動域制限は、胸郭の柔

軟性低下が原因であると考える。また、第 12胸椎より高位に
手を動かす運動は、主に肩甲骨の運動により遂行されることか
らも肩甲胸郭関節へのアプローチは重要であると考えた。結帯
動作最終位では、上腕骨小結節が肩甲骨臼蓋下方と衝突するた
め、骨頭は最大内旋している一方、第 2肢位内旋動作最終位で
は、小結節と臼蓋下方が衝突するまで内旋していなかったのは、
上腕骨の外転による下方関節包の伸長と上腕骨の内旋による
後下方関節包伸長によるためと報告されている。このことより、
結帯動作では後方及び上方関節包の緊張、第 2肢位内旋動作で
は後方及び下方関節包の緊張が考えられる。今後、本症例に対
してこれらの組織に対するアプローチにより、第 2肢位内旋・
結帯動作可動域の改善が可能となりうるのではないかと考え
る。 

 

 

  



-32- 

新人発表 21 

基礎疾患を持つ骨盤骨折患者の独歩自立・自宅

復帰を目指して 
 

鴻上杏亮・窪多聞・松本猛 

医療法人社団和風会 橋本病院 

Key word：骨盤骨折 歩行器選定 リスク管理 
 
 
【目的】 
今回、呼吸器疾患を既往にもつ骨盤骨折患者を担当する機会を
得た。IADLの獲得や自宅復帰を目指し、それらに対してのリス
ク管理を考慮しながら理学療法介入を実施したので、考察を交
え報告する。 
【症例】 
70代女性、交通外傷により左座骨と恥骨基部での骨盤骨折を

受傷し保存療法にて対応。70病日に当院回復期リハビリテーシ
ョン病院に入院。既往歴に慢性呼吸不全がある。入院当初より
運動時経皮的動脈血酸素飽和度(以下 SpO₂)の低下が頻繁にみ
られた。転院時、片脚立位は右 5.3秒、左 5.7秒、体重支持指
数(以下 WBI)は左右ともに 0.2、Berg Balance Scale(以下
BBS)45/56点、6分間歩行は連続 70ｍ歩行時点で SpO₂が 90％以
下となるため遂行継続が困難となるなど、バランス能力、運動
耐容能の低下がみられた。また、病前と比較し体重が 10ｋｇ減
少しており廃用が進んでいる状態であった。 
【説明と同意】 
症例発表に際し当院の倫理審査で承認され、家族ならびに本

人に対し本発表における目的と方法を十分に説明し、同意を得
た。 
【結果】 
基礎疾患を考慮し、酸素投与を行いながら、リスク管理とし

てバイタルチェック、頻回な休憩の確保、低負荷高頻度でイン
ターバル法の一つである Square wave法を用いて実施した。123
病日目では WBIは左右 0.2と向上はみられなかったが、片脚立
位は右 11秒、左 15秒、BBS55/56点、6分間歩行は 244ｍとバ
ランス能力、運動耐容能ともに向上がみられた。当初は農園作
業のため独歩自立を目指したが、屋内は独歩、屋外はハッピー
ミニを使用しての歩行を提案し、酸素投与は無しでの自宅復帰
となった。 
【考察】 
今回の症例は受傷後 10週が経過しての回復期病棟の転院とな
り、低活動状態が続いた事による身体機能の低下が著名にみら
れ、また基礎疾患の影響で運動負荷が十分にかけられない状態
であった。そのため、リスク管理として「基礎疾患に対する運
動負荷の設定」と「自宅での生活を考慮しての歩行器選定」を
重要視した。芳賀らはインターバル法による運動は同量の持続
運動に比べると乳酸産生量が少なく、疲労感が軽い、心拍数、
血圧の増加を抑制すると報告があり、運動負荷としてインター
バル法での運動療法の実施を選択した。ハッピーミニの提案理
由としては転倒リスクの軽減のほかに、基礎疾患を考慮したリ
スク管理として頻回な休憩を行ってほしいことから、着座での
休憩が行なえる歩行器としてハッピーミニを選択した。ハッピ
ーミニを選択する事で、より安全に屋外での洗濯動作や桃農園
の活動が可能になると考える。WBIの向上はみられなかったが、
労作時に対するリスク管理、環境設定、インターバル法での運
動療法の実施により、バランス能力、運動耐容能の向上がみら
れたと考える。 
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偏平足により足根管症候群を呈した 1症例 
～荷重位での内側縦アーチに着目した理学療
法の検討～ 

 

吉田篤史¹⁾・是澤晃平¹⁾・宮武慎²⁾ 

１） 医療法人弘仁会 三条整形外科スポーツクリニック 

リハビリテーション科 

２） 医療法人弘仁会 三条整形外科スポーツクリニック 

整形外科 

Key Word：偏平足 内側縦アーチ 後脛骨筋 

 
 
【目的】 
足部アーチが構造的、機能的に破綻し過剰に低下すると偏平

足となり様々な障害の原因となる。特に内側縦アーチの低下は
偏平足につながる。今回、偏平足により足根管症候群を呈した
1症例を経験した。動的かつ荷重位での内側縦アーチに着目し
た評価を行い、治療介入を行うことで疼痛の軽減を図ることが
できたため以下に報告する。 
【症例】 
診断名：両足根管症候群 年齢：10 代 性別：男性 部活動：
野球 
現病歴：R4年 7月上旬から部活動中の後半に内果後下方から足
底内側にかけての痛みを自覚。8月に入り痛みが増強し練習を
途中で中断。その後も痛みをみながら練習を続けていたが軽減
せず、8月中旬に当院受診となった。 
【方法】 
初期評価として、疼痛評価、神経学的評価、足部アライメント
評価、筋力・筋機能評価、疼痛誘発動作観察を実施。これらの
結果を踏まえ、後脛骨筋を中心とした足部外在筋と足部内在筋
機能の向上による荷重時における内側縦アーチの改善、それに
伴う疼痛誘発動作の修正を目標として治療を行った。6週後、
最終評価を実施し初期評価と比較した。 
【説明と同意】 
対象者には十分に趣旨と目的を説明し、同意を得た。 
【結果】 
疼痛評価：再現時痛；フロントランジと片脚カーフレイズの反
復動作、5分以上のランニングで内果後下方から足底内側に疼
痛あり→疼痛軽減（NRS：6/10→2/10） 
神経学的評価：Tinel sign；内側足底神経領域に放散痛あり→
減弱 
足部アライメント評価：Arch height index （AHI）；90％荷重 
右 0.266→0.281 左 0.251→0.271 
筋力・筋機能評価：MMT；後脛骨筋、長腓骨筋、短趾屈筋 右 4
→5 左 4→5 Heel raise test；挙上時、踵骨の外反を認め、
荷重は拇趾側優位→挙上時、踵骨の軽度内返しを認め、荷重は
小趾側へ変位 足趾開排動作（母趾外転筋）：自動運動にて足
趾間に隙間なし→隙間あり 
疼痛誘発動作観察：フロントランジ；足関節背屈中間域から踵
骨が外反、荷重は拇趾側優位、代償として股関節の内転・内旋
が生じる→踵骨の外反は軽減、荷重は小趾側へ変位、股関節の
代償は消失 片脚カーフレイズ；Heel raise testと同様 
【考察】 
AHIにて内側縦アーチの低下を認め、筋力・筋機能評価より

内側縦アーチを構成する筋の筋力低下を認めた。特に Heel 
raise testの結果から、荷重位における後脛骨筋の機能低下は
著明であった。疼痛誘発動作観察の結果からは、荷重位での内
側縦アーチの保持ができずに踵骨の外反が起こることにより
脛骨神経が牽引され疼痛を生じていることが考えられた。 
これらを踏まえ、後脛骨筋に重点を置きつつ、長腓骨筋、短

趾屈筋、拇趾外転筋に対してアプローチをおこなった。結果、
AHIが向上することで疼痛誘発動作の修正に繋がり再現時痛が
軽減したと考えられる。 
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大腿骨頚部骨折の術後、筋出力に対してアプロ
ーチを実施し歩容が改善した症例 
 

石川琴美・後根圭佑・松本猛 

医療法人社団和風会 橋本病院 

Key word：筋力強化 バランス機能 歩容改善 

 
 
【目的】 
大腿骨頚部骨折後に大腿骨頭置換術(以下 BHP)を施行された

患者に対し、筋力、バランス機能、歩行機能を段階的に目標設
定し、機能改善により応用歩行動作の獲得に至ったため報告す
る。 
【症例】 
80歳代後半の女性、坂を登っている際に転倒し受傷された。

右大腿骨頚部骨折により BHPを施行。病前 ADLは自立されてお
り、IADL(洗濯動作、畑作業)も実施していた。31病日目の当院
入院当初、術部疼痛はなく U 字歩行器で歩行可能であったが、
デュシェンヌ歩行を認めた。34病日目の MMT(右/左)股関節外
転は 3/5、足関節底屈 3/3と筋力低下を認めた。Berg Balance 
Scale(以下 BBS)では 41点、FRTは 17.5cm、片脚立位(右/左)
は 1.7秒/1.6秒と著明な低下を認めた。また、転倒に対する恐
怖心がありベッドサイドでの活動が中心となっていた。 
【説明と同意】 
 症例発表に際し、当院の倫理審査で承認され、家族並びに本
人に対し同意書を作成・説明を行い、同意を頂く。 
【結果】 
 筋力に対しては、求心性・遠心性・等尺性収縮の筋力トレー
ニングを実施した。72病日目にはMMT(右/左)股関節外転で4/5、
足関節底屈 4/4と筋力の改善が図れた。バランス機能に対して
は片脚立位や継ぎ足歩行といった殿筋に張力を出力した状態
での活動を実施した。82病日目に BBSは 53点、FRTは 25.5cm、
片脚立位(右/左)は 5.1秒/4.9秒と大幅な改善を認めた。歩行
機能に対しては筋力、バランス機能の改善に伴い、歩行機能の
改善が図れ、独歩獲得に至った。さらに転倒に対する恐怖心も
軽減され、活動性の向上を認め屋外での不整地、坂道といった
応用動作の獲得まで至った。 
【考察】 
今回、BHPの術後であり、中殿筋の侵襲を認め筋張力、筋出

力が阻害されている状態であった。目標に自宅退院のためには
独歩獲得、不整地や坂道といった応用歩行動作の獲得が必要で
あると考えた。近藤らには、デュシェンヌ歩行を呈した症例は
中殿筋トルクの立ち上がりが遅延することで骨盤傾斜不良に
より中殿筋収縮効率が低下するとしている。さらに松田らは中
殿筋を含む股関節外転筋群は立脚中期における骨盤の水平化
に作用するとしており、殿筋群の高強度かつ急速な活動をする
としている。このことから、本症例は中殿筋の活動効率の低下
により、歩行アライメントが崩れたと考えた。歩行機能の改善
には殿筋群の筋張力、出力の改善、バランス機能の改善が必要
不可欠であり、段階的に問題点を抽出することにより、再現性
の高い理学療法プログラムを実施した。結果として、殿筋群の
筋張力の出現、筋力強化を図ったことで骨盤水平化を保つ作用
は改善し、バランス機能の改善に繋がった。そのことが安定性
の高い歩行機能の獲得となり恐怖心の軽減が図れ、屋外での応
用動作の獲得、自宅退院が達成できたと考える。 
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腰椎椎間板ヘルニア患者に対して座位時の腰
痛軽減に向けた取り組み 
 

寺村虎太朗¹⁾・是澤晃平¹⁾・宮武慎²⁾ 

１）医療法人弘仁会 三条整形外科スポーツクリニック 

リハビリテーション科 

２）医療法人弘仁会 三条整形外科スポーツクリニック 

  整形外科 

Key word：腰椎椎間板ヘルニア 腰痛 座位姿勢 
 
 
【目的】 
腰椎椎間板ヘルニアの徴候の一つとして疼痛が挙げられ、疼

痛の軽減を目指すには疼痛悪化または軽減する動作や姿勢を
評価することが重要とされている。今回の症例では仕事時の座
位姿勢による疼痛に着目して評価し、脊柱の分節的可動性、脊
柱安定性向上に向けアプローチを行った。その結果、座位アラ
イメントが変化し腰痛が改善した症例を経験したので報告す
る。 
【症例】 
20歳代前半。身長：183㎝体重：70㎏。職種：医療職。現病歴：
Ｒ4年 8月 3日簡易ベッドを持ち上げる際に受傷。MRIの結果
よりＬ5/Ｓ１の腰椎椎間板ヘルニアと診断され 8月 4～11日ま
で入院となる。8月 4日仙骨部硬膜外ブロック、6日腰部硬膜
ブロックを実施。治療の結果、症状は改善し退院後、仕事に復
帰した。仕事復帰後、腰痛が出現するようになり、症状改善目
的のため、9月 13日よりリハビリ開始となった。 
【説明と同意】 
対象者に今回の報告に関する趣旨と目的を説明し、理解と同意
を得た。 
【方法】 
可動域検査、疼痛評価(NRS)姿勢評価（座位）、腰椎機能評価
（ASLR、MMST、prone spine extension test、draw‐in）を実
施。これらの結果をふまえ骨盤前傾位及び腰椎後屈可動性の改
善を中心に座位姿勢の指導を実施した。脊柱の分節的可動性向
上(cat＆dog、extension exercise)、脊柱安定性向上(腹横筋、
多裂筋)を目的としたアプローチを実施し、2週間後最終評価を
行い初期評価と比較した。 
【結果】 
疼痛：仕事での座位時痛軽減。(NRS：6/10から 2/10) 
姿勢評価：矢状面で骨盤後傾位、胸・腰椎後彎位→骨盤前傾、
胸・腰椎前彎位に改善。 
腰椎機能評価(初期→最終)ASLR：Rt陽性→陰性Lt陽性→陰性、
股関節屈曲角度：Rt120°→125°Lt120°→130°MMST：(前
屈)3.5㎝→3.5 ㎝(後屈)１.7㎝→2.5 ㎝ 
prone spine extension test(多裂筋機能評価)：初期評価時は
下位胸椎のみの伸展を指示したにもかかわらず腰部の伸展が
生じていた。最終評価では下位胸椎のみの伸展が可能となった。 
Draw-in：呼吸下で収縮維持できなかったが、収縮維持が可能
となった。 
【考察】 
本症例の座位時痛は、仕事時の不良座位姿勢（骨盤後傾・腰

椎前彎）により、椎間板へ過剰なメカニカルストレスがかかり
発症したと考えられる。不良座位姿勢に繋がった要因として、
①脊柱の分節的可動性の低下、②脊柱の安定性の低下が挙げら
れる。①に対しては cat＆dog、extension exercise を実施す
ることで胸腰椎の前・後彎の可動性の改善を促し、②に対して
は脊柱安定化作用をもつ腹横筋、多裂筋の収縮を意識して運動
療法を実施した。①、②の要因に対して上述したアプローチを
行ったことで不良座位姿勢が改善し、腰痛の軽減に繋がったと
考えられる。 
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大腿骨転子部骨折患者における stove-pipe髄
腔と不安定型骨折の関係性について 
 

塩田伸也・三村和之・高井一志 

三豊総合病院企業団 リハビリテーション部 

Key word：大腿骨転子部骨折 stove-pipe  

不安定型骨折 

 

 
【目的】 
我が国における老年人口の増加に伴い、2030年には約 30万

人もの大腿骨頸部/転子部骨折が発生すると推計されている。
大腿骨転子部骨折の重症度を判断し予後を推測することは、重
要であり数多くの分類が報告されている。しかしながら、大腿
骨の骨梁構造と重症度の相関性に着目した研究は渉猟できな
かった。そこで今回は骨梁状態と髄腔形状に着目し、大腿骨転
子部骨折の重症度との関連性について後方視的に調査した。 
【対象と方法】 
対象は、令和 3年 4月から令和 4年 8月までに大腿骨転子部骨
折を受傷し当院にて手術を行った患者を対象とした。検定項目
は対象者の年齢、性別、BMI、骨折の重症度として Jensen分類、
骨粗鬆症の指標として Singh分類と Dorrが報告した髄腔形状
の分類とした。stove-pipe髄腔の有無については Novelが報告
した CFI（Canal Flare Index）に基づいて測定した。除外基準
は、期間内に両側の転子部骨折を受傷したもの、片麻痺など両
下肢に明らかな左右差を有するもの、高エネルギー外傷にて受
傷したものとした。 
統計では Singh分類はⅢ～Ⅴを軽度～中等度骨粗鬆症状態、
Ⅰ・Ⅱを重度骨粗鬆状態とし、髄腔形状は CFIを用いて
stove-pipe髄腔あり、なしの二群に分けた。Jensen分類は
Type1・2を安定型、Type3～5を不安定型と定義し、R commander
を用いてカイ二乗検定にて解析を行った。統計学的有意水準は
5％とした。 
【説明と同意】 
当院にて倫理委員会の承認を得て、データは患者が特定できな
いように配慮し個人情報保護に十分留意して管理した。 
【結果】 
対象は男性 29例、女性 84例の合計 113例で、年齢は 86.7

±9.8歳であった。その他、BMI21.1±3.6、Singh分類Ⅰ/Ⅱ/
Ⅲ/Ⅳ（36/54/16/7）、Jensen分類 type１/２/３/４
（11/53/27/22）、CFI3.04±0.6であった。カイ二乗検定にて
Singh分類との関連性が示唆された（P＝0.04）。髄腔形状やそ
の他の項目では関連性は認められなかった。 
【考察】 
先行研究において stove-pipe髄腔は骨皮質の厚さから大腿

骨近位の髄腔形状を形態的に評価するものである。stove-pipe
髄腔を有する大腿骨転子部骨折は、髄内釘固定での
swing-motionや術中骨折など多くの不良因子との関連が指摘
されているが、本研究では stove-pipe髄腔と不安定型骨折の
関係については確認できなかった。一方、Singh分類は骨粗鬆
症の不安定型骨折に関与していることが示唆された。Singh分
類は骨頭から頸部にかけての骨粗鬆症の指標であり、骨幹部の
粗鬆状態を反映する髄腔形状と比べてより転子部に近く、同部
位の粗鬆状態を反映していた可能性があると考えられる。 
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一般演題 
 

 

 

 

 

第 1会場 一般演題Ⅰ 11：15～12：25 

 

第 2会場 一般演題Ⅱ 11：15～12：25 
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一般演題 1 

上腕骨外側上顆炎に対する拡散型衝撃波療法

の治療成績 

 

松岡興三・中溝寛之 
高松南整形外科スポーツクリニック 

Key word：拡散型衝撃波療法 上腕骨外側上顆炎 
治療成績 

 
【目的】 
第 26 回香川県理学療法士学会にて上腕骨外側上顆炎に対し

て拡散型衝撃波療法（以下ｒESWT）を行った結果、有意に即時
効果があったことを報告した。ｒESWT の長期成績については、
ほとんど報告がされておらず今回、ｒESWT の 4カ月間の治療成
績について報告する。 
【対象と方法】 
 対象は当クリニックで上腕骨外側上顆炎と診断を受けｒ
ESWT を開始した症例で、4 カ月以上経過観察可能だった 22 名
24肘（男性 8名、女性 14名、平均年齢 56.4±9.8歳）とした。
使用機器はインターリハ株式会社のインテレクト RPWモバイル
®であり、疼痛部位に 15-18Hzで 2000発を照射した。照射頻度
は週に 1 回、照射強度は Numerical Rating Scale で 6～7/10
（1.66±0.43bar）になるよう調節した。調査期間は治療開始
から 4 カ月とした。評価方法はｒESWT 照射前後に chair test
を実施し Visual Analogue Scale(以下 VAS、100 ㎜スケール)
を用いて疼痛強度を評価した。疼痛評価は治療開始から 1カ月
毎に行った。また、初回照射後 VASを治療前 VASで除したもの
を初回軽減率、最終的な VASを治療前 VAS で除したものを最終
軽減率とし疼痛軽減率を算出した。統計学的検討には、統計学
ソフト R にて 各時期の治療後 VAS を比較するために Friedman
検定を用いた。危険率は 5%未満を有意とした。初回軽減率と最
終軽減率を Spearmanの順位相関係数にて相関係数を算出した。 
【説明と同意】 
対象者には本研究の主旨及び内容を説明し、同意を得た上で実
施した。 
【結果】 
VAS平均の推移は（照射前/照射後）は、初回 52.4±21.8/30.3
±22.9㎜、1カ月後 41.1±21.6/27.8±18.8mm、2カ月後 40.1
±22.9/23.7±16.5mm、3カ月後 34.3±23.3/20.8±17.0mm、４
カ月後 28.5±24.9/18.5±19.0mmであった。治療開始前と比較
し各時期の VAS は有意に低下していた。初回軽減率の平均は
41.1±29.9％、最終軽減率の平均は 52.9±44.2％であり相関係
数は 0.05 と相関は認められなかった。 
【考察】 
ESWTの除痛効果に関しては血管新生の促進による組織修復、炎
症性サイトカインの抑制が報告されている。また単発よりも複
数回照射することでの累積効果も報告されている。治療期間中
の VAS 変化の特徴として、全体的には漸減する傾向にあった。
また個人差はあるが、ｒESWT後に即時効果として一定量軽減し、
次回評価時には前回照射後よりやや疼痛増悪をしている傾向
があった。先行研究にて伊藤らは初期の除痛効果が治療期間を
推測する因子である可能性について検討していたが、今回の研
究結果では初回軽減率が 4カ月後の疼痛軽減率を予測する因子
にはならなかった。しかし初回軽減率の優劣に限らず、一定期
間ｒESWT の照射を続けることで疼痛の軽減は期待できること
が考えられる。 
 本研究の限界として、コントロール群がないこと、症例数が
少ないことが挙げられる。 
 
 
 
 
 

一般演題 2 

3D プリンターで作製した自助具の活用と適応 

～片手で薬を開封する～ 

 

新池友希 

一般財団法人 三宅医学研究所 附属三宅リハビリテーショ
ン病院 
Key word：3Dプリンター 脳卒中 PTP シート 

 

【目的】 
3Dプリンターはアイディアを具現化することができ、一度完成
すると複製も容易である。使用するフィラメントの特性により
造形物の硬さなど、性質を変化させることも可能である。自助
具を 3D プリンターで作成した報告は散見されるが、実際に動
作の困難さを補助するための道具として活用している病院は
少なく、使用前後の効果検証を行なった報告も少ない。脳卒中
後の上肢運動麻痺など、身体的な理由で薬の内服を片手で行う
必要がある患者のための自助具を作成し、その効果と適応につ
いて検証したため報告する。 
【対象と方法】 
自助具の作製において、3D データの作成と編集は Autodesk 社
の Fusion360 を使用。造形には APPLE TREE 社製の 3Dプリンタ
ー（Adventurer4）を使用し、フィラメントは PLA（ポリ乳酸樹
脂）を選択した。対象は 2022年 7月に入院中の全患者のうち、
説明により同意を得られた 17 名とし、高次脳機能障害や認知
機能低下により道具の使用に困難さがあった症例 4名を対象か
ら除外した。効果検証には協和化学のマグミット®錠 250mg（直
径 8mm/厚さ 4.4mm）を使用し、片手で PTP 包装シートを開封す
る時間を測定。自助具使用有無で条件を分けて比較した。 
【説明と同意】 
本発表に使用したデータは匿名化し、対象患者には目的につい
て十分な説明を行った上で同意を得た。 
【結果】 
自助具はケースと蓋で構成し、蓋の円型に空けた部分(直径
12mm)に錠剤(直径 8mm)を押し付けることで開封する。開封後は
ケース内に錠剤が納まり、そのまま内服出来ることを確認した。
自助具の使用により開封時間が短縮した「改善あり群」は 9名
(69.2％)、「改善なし群」は 4 名(30.8％)であった。改善あり
群、改善なし群において年齢、握力、指腹ピンチ力、側腹ピン
チ力、所要時間を統計ソフト EZR で解析。所要時間に関して
Mann-Whitney U 検定で P<0.01 と有意差を認めた。その他の項
目に有意差はなかった。 
【考察】 
内服用の自助具により 69.2%の患者に改善がみられた。自助具
未使用でも短時間で開封出来る患者に対しては自助具の適応
がないが、開封に時間を要する患者において、作成した自助具
は有効であったと考える。自助具は錠剤の形状や包装シートの
硬さなどの条件に応じて改良する必要があるが、3Dプリンター
は再現性が高いため、効率良く改良が可能な手段である。現在、
CT撮影のデータを元に、身体にフィットする装具を作製する取
り組みも行っており、TPU などの軟性フィラメントを使用した
インソールも 3D プリンターで作成予定である。完成したモデ
ルはデータベース化し、誰もが作成できる環境を構築していき
たい。 
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一般演題 3 

訪問リハ利用者における FAI改善に関わる因子

の検討－薬剤数に注目して― 
 
中村健士郎 1)・福田真也 2)・眞鍋留奈 3) 
1) 医療法人社団和風会 訪問リハビリテーションセンター

はしもと 

2) 医療法人社団和風会 橋本病院リハビリテーション部 

3) 医療法人社団和風会 橋本病院薬剤部 

Key word：FAI polypharmacy 訪問リハ 
 
 
【目的】  
訪問リハにおける IADL の評価項目として FAI があり、サー

ビスを提供するうえで、IADL改善は目標にする必須項目でもあ
る。IADL 改善には年齢・性別・起居動作等の要因がある。また
昨今、高齢化による多疾患併存に対する polypharmacy が問題
視されている。Polypharmacy とは多剤併用だけでなく、ADEの
リスク増加等、患者の不利益に繋がる状態のことを指す。先行
研究において薬剤数と、転倒歴(年齢、疾患数)や死亡率、ADE
の発生率、薬効と認知機能低下や筋弛緩による運動機能低下等
の報告はあるものの、FAI の点数変化と薬剤数や薬効の関連を
みたものはない。このため、FAI と ADL、認知機能、内服薬の
関連性を検討することとした。 
【方法】  
当院回復期リハ病棟を退院後、当訪問リハでの利用期間 6ヶ

月以上の利用者を対象とした。評価項目は、年齢、性別、 退
院時の定期薬剤数と、疾患数、FAI、基本動作(起き上がり、立
位保持、立ち上がり、服薬管理)、認知症高齢者の日常生活自
立度、高齢者の日常生活自立度とし、また睡眠薬、抗精神病薬、
抗不安薬、降圧剤、抗血栓薬の有無を調査した。アウトカムは
訪問リハ開始時の FAIと 6カ月時点の改善度とし後方視的に調
査した。調査項目のうち、FAI点数の増減と単変量解析を行い、
効果量が小以上である年齢、性別、薬剤数(≧6剤と≦5剤の多
剤併用か否か)、認知症高齢者の日常生活自立度と睡眠薬の有
無を説明変数、FAI 点数の増減を目的変数とし、多重ロジステ
ィック回帰分析を行った。統計手法は、R4.2.1 を使用し、有意
水準を 5%とした。 
【説明と同意】  
倫理的配慮として、収集データは個人の特定が出来ないよう

に ID 化されたものを使用。なお本研究は、医療法人和風会橋
本病院倫理委員会の承認（承認番号 2022-35）を得て実施した。 
【結果】  
対象者 64名のうち、データ不備 4名を除いた 60名を分析対

象とした。なお、上記以外の評価項目は単変量解析にて効果量
ほぼなしとなった。多重ロジスティック回帰分析の結果(P 値
/95％CI)開始時の年齢が(0.01/0.85-0.98)、polypharmacy か否
かが(0.03/1.18-27.40)となった。なおΧ二乗の結果、より年
齢が若いこと、服薬数 6剤以上が FAI点数増加の要因となった。 
【考察】  
FAI の点数改善に年齢が関与する結果に関しては、先行研究

同様の結果となった。 
薬剤数に関しては、数が増加しても FAIの改善を阻害する因子
にはなり得ないということになった。また今回認知機能が関与
しなかった要因として、FAI は手続き記憶で行えるものが多い
ことが挙げられる。ただし、金銭管理等認知機能が必要なもの
もある為、今後は細分化して検討する必要がある。以上より薬
剤数は利用者の IADL 改善に向け指標の１つとして検討する必
要があると考える。 
 
 
 
 
 

一般演題 4 

通所リハビリ利用者の栄養状態の把握と介入

からみえた今後の課題 

 

野村勇太・鵜川裕司・政田哲也 

こくぶ脳外科・内科クリニック 

Key word：低栄養 通所リハビリ ICT  

 
 
【目的】 
近年では高齢者の栄養ケアや予防は重要な分野であると言わ
れており、2005年の介護保険制度の改正により栄養ケア・マネ
ジメントの実施が介護報酬として評価されるようになった。し
かし、栄養に関する加算の算定率は厚生労働省の報告では、栄
養改善加算 3.1％、栄養スクリーニング加算 6.8％と非常に少
なく、また現場においてもケアプラン上の栄養ケア・マネジメ
ントに関するプランニングを見る機会は少なく、十分に浸透し
ていない状況である。そこで今回、当事業所の利用者における
栄養状態の把握と実際に低栄養リスクのある利用者への介入
を実施した中で、通所系サービスにおける栄養管理の難しさや
今後の課題について報告する。 
【対象と方法】 
対象は、当事業所の利用者 108 名（要介護者 46 名、要支援者
62 名、平均年齢 80.7±6.2 歳）とし、栄養状態の評価として
MNA-SF（簡易栄養状態評価表）を実施した。MNA-SFの点数より
栄養状態良好群（12-14 点）（以下、良好群）、低栄養のリスク
あり群（8-11 点）（以下、リスク群）、低栄養群（0-7 点）の 3
群に分け、低栄養群、リスク群に属した者の特性（介護度、疾
患等）と身体機能との関連としてサルコペニアの割合を抽出し
た。また、低栄養群、リスク群に対して栄養改善を目的に介入
を実施し、介入時の問題点や今後の課題について検討した。 
【説明と同意】 
本研究はヘルシンキ宣言に沿って計画し、対象者には研究の目
的及び内容を十分に説明して同意を得た。 
【結果】 
 良好群 51 名：MNA-SF（13.1±0.8 点）平均介護度（0.75）、
リスク群 52名：MNA-SF（10.1±1.0点）平均介護度（0.8）、低
栄養群 5 名：MNA-SF（6.6±0.5 点）平均介護度（1.3）であっ
た。サルコペニアの割合としては良好群 20％、リスク群 52％、
低栄養群 100％であった。低栄養群、リスク群の中で了承を得
られた者に対して、経腸栄養剤の処方や管理栄養士の栄養指導、
家族指導等の介入を実施した。 
【考察】 
 先行研究では介護保険施設や在宅高齢者の約 7割が栄養面で
の何らかの問題を抱えているとされており、当事業所において
も低栄養もしくはそのリスクのある者が 53％と半数以上を占
めている。その為、栄養改善に向けた積極的な介入は必要であ
る。しかし、通所系サービスを提供している事業所では、血液
検査データ等の医学的情報が少ないことやかかりつけ医との
連携が図りにくいことが栄養管理を進める上での影響がある。
今後の課題として、ケアマネージャーや利用者に関わる他事業
所との栄養管理の重要性や必要性を話し合い、プランニングを
促すことや ICTを使用し多職種連携を図りながら、本人・家族
への指導を行っていくことが重要である。 
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一般演題 5 

大腿骨頸部骨折後 FNS 術施行されるも、術後 1

年で cut outに至った１症例 
 

三村知之・髙井一志 

三豊総合病院企業団 リハビリテーション部 

Key word：大腿骨頸部骨折 Pauwels 分類 cut out  

 
 
【はじめに】 
大腿骨頸部骨折では Garden 分類で非転位型に分類される

stageⅠやⅡは骨接合術が選択される。骨接合術の合併症とし
て Late segmental collapse（以下、LSC）や偽関節、Cut out
が挙げられ、pauwels角 70°以上のような急峻な骨折線を有す
る骨折型では剪断力が強くなるため注意が必要である。骨頭の
回旋抵抗性と角度安定性を併せ持つ Femoral neck system（以
下 FNS）が上市され、その良好な成績が報告されている。今回
大腿骨頸部骨折受傷後に FNSを施行したが、術後 1年で偽関節、
Cut out となった症例を経験したので、pauwels 角に注目し考
察を踏まえて報告する。 
【症例】 
70歳代の女性、身長：130ｃｍ台、体重：30㎏台、ＢＭＩ：

18、難聴と円背あり。大腿骨頸部骨折前 ADLは自立されており、
息子 2人との 3人暮らしで家事を主に担当されていた。住環境
は古い日本家屋で風呂、トイレが離れにあり、寝床は布団であ
った。 
【説明と同意】 
本症例報告に際して、本人に説明を行い発表に同意を得た。 

【経過】 
令和〇年 X月 Y-6日に明確な転倒歴はなく、持続する右股関

節痛にて当院整形外科受診した。Y-1 日の MRI にて右大腿骨頸
部骨折（Garden分類：stageⅡ、pauwels分類：type2、pauwels
角：53.7°）が判明し入院となった。Y 日に FNS による骨接合
術施行され、主治医より疼痛に応じて離床の指示があった。術
翌日よりリハビリテーション介入を開始し、術後 3日より離床
を開始した。術後 8 日より PWB での歩行器歩行を開始し Y+16
日転院し、Y+83 日に自宅退院した。転院時の xp では過度のス
ライディングは認めなかった。退院時の歩行能力は屋内伝い歩
きが可能で、長距離は車椅子での移動であった。Y+92 日の xp
で 7mmのスライディングが見られ、Y+265 日で xpにて骨頭圧潰
を認めた。Y+349日に THA（dual mobility THA）を施行された。
THA後の経過は良好で、Y+372日に転院し、Y+410日に杖歩行を
獲得し自宅退院となった。 
【考察】 
大腿骨近位部骨折での術後歩行能力の再獲得には骨折の良

好な整復と、強固な固定による早期のリハビリテーションが重
要である。近年は、回旋抵抗性、角度安定性の向上を目的に機
種の開発が進められており、本症例で使用された FNSは角度安
定性のあるネックボルトとプレート、アンチローテーションス
クリューによる優れた回旋抵抗性が特徴の内固定材である。繁
田らは FNS の短期成績を報告しており、手術時間が短く、合併
症や強制損失も少ない点で臨床的に有用であったことを報告
している。奥村らは CCHS の非転移型であっても pauwel’s 角
56°以上の症例は LSC や偽関節が生じやすいと報告している。
当院の大西は、CCHS の自験例から pauwel’s 角が 43°以上で
あれば偽関節や cut outを起こしたと報告している。本症例は
Pauwels角 53.7°で角度安定性と回旋抵抗性を有する FNSを使
用したが、偽関節、cut out となった。回旋抵抗性と角度安定
性を有する内固定材を使用した場合でも、pauwels 分類や
pauwels 角には注意が必要であり偽関節、cut out に注意し慎
重な荷重を行っていく必要があると思われる。 
 

一般演題 6 

既往に股関節固定術を有した大腿骨転子部骨

折患者に対する理学療法経験 
 

林宏昭・藏本翼 
独立行政法人地域医療機能推進機構りつりん病院  

リハビリテーション部 

Key word：股関節固定術 大腿骨転子部骨折 保存療法 
 
 
【目的】 
股関節固定術は人工股関節置換術の普及した近年、日常生活動
作制限や隣接関節への影響を考慮して施行件数が減少してい
る。そのため、股関節固定術に関連した理学療法報告は少ない。
今回、既往に股関節固定術を有した大腿骨転子部骨折患者に対
して理学療法を行ったため報告する。 
【症例】 
症例は 80歳代女性。既往として 30代の頃に右股関節結核感染
のため、右大腿骨頭切除および右股関節軽度屈曲位、内外転 0
度での股関節固定術の施行経験を有していた。併存疾患として
右変形性膝関節症および腰痛症を有しており、立位保持を 1分
以上行うと腰部痛が生じるためこまめな休憩が必要であった。
受傷前は屋内伝い歩き、屋外シルバーカーで移動を行っていた。 
今回、自宅内で転倒し右大腿骨転子部骨折を受傷し当院に入院。
受傷後 5 日目に保存療法の方針が決定し、安静度は受傷後 60
日目まで股関節屈伸 0 度保持、完全免荷であった。受傷後 12
日目から股関節装具ヒッププロテクターⅡ（徳田義肢製作所社
製）を装着、受傷後 15 日目より介助での離床を開始した。受
傷後 22 日目に回復期リハビリテーション病棟へ入棟し、筆頭
演者へと担当が引き継がれた。 
【説明と同意】 
本報告はヘルシンキ宣言に基づき、症例の同意を得た。 
【結果】 
免荷期間は右股関節運動が生じないよう介助にて起居動作や
起立動作などを行い、離床時間の確保に努めた。また全身的な
廃用を防ぐため、ピックアップ歩行器を用いた立位にて右股関
節以外の下肢自動運動などを行った。受傷後 60 日目より 1/3
部分荷重を開始し、医師指示に基づき徐々に荷重量を増加させ
た。受傷後 74 日目に全荷重開始となり、受傷後 109 日目に屋
内ピックアップ歩行器、屋外シルバーカーで自宅退院となった。
退院時に立位は上肢支持下で膝関節痛および腰部痛無く 5分以
上保持可能、シルバーカーで 10m 歩行テストは 15.2 秒、連続
歩行は 100m以上可能であった。 
【考察】 
股関節固定術の術後患者は股関節運動が生じないため、代償動
作により隣接関節への負荷が過剰となりやすいことが報告さ
れている。症例は受傷前より疼痛を痛していた右膝関節や腰部
周囲の筋力低下がさらなる疼痛の増悪を惹起することが想定
されたため、免荷期間は廃用予防に努めた。受傷前は腰部痛が
立位活動を制限しており、腰部痛を軽減する必要があった。屋
内をピックアップ歩行器での移動に変更したことで、上肢を含
めた支持が腰部負荷を軽減し立位時間の延長が可能になった
と考えられた。 
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一般演題 7 

香川県におけるパラスポーツ次世代選手発掘

事業の取り組み 

～かがわ Twinkle starプロジェクトを通じて～ 

 

池田泰明 
香川県障がい者スポーツ指導者協議会 

Key word：パラスポーツ 選手発掘 香川県 
 
 
【目的】 
2021 年に東京 2020 パラリンピックが開催され、パラスポーツ
の認知度は向上し、大いに盛り上がった。しかし県内のパラス
ポーツを取り巻く環境は年々厳しくなっている。大きな問題と
して、競技者の高齢化と競技人口の減少である。次世代を担う
新たな若い選手が少なく、一部の競技団体では選手不足によっ
て活動の継続が困難となっている。この問題を解決していく試
みとして、香川県で初めてパラスポーツの次世代選手発掘事業、
通称『Twinkle starプロジェクト』を開催することになった。 
今回このプロジェクトに参加する機会を得たので、その経験か
ら今後の課題について報告する。 
【対象と方法】 
プロジェクトの参加資格は①継続して競技スポーツに取り組
み、国際大会等を目指す意欲がある者、②県内在住または施設
へ通所・通学している者、③小学生以上で 40 歳未満の者、④
肢体不自由のある者とした。定員は 10 名、参加費無料で募集
を行った。募集はチラシやポスターを、県内の病院や学校、施
設等へ配布した。事業内容は面談と体力測定会で、面談では障
害特性の聴取やリスクの把握、競技相談等を行い、体力測定会
では身長、体重、握力、柔軟性評価、バランステスト、20ｍ走、
ボール投げを計測した。 
【説明と同意】 
ヘルシンキ宣言に基づき、参加者に本発表の目的を説明して同
意を得た。また対象者が特定されないように配慮をした。 
【結果】 
申し込みは 6 名で、年齢は 10 代 4 名、20 代 1 名、30 代 1 名。
男女比は男性 5 名、女性 1 名。障害内訳は脳性麻痺 4 名、2 分
脊椎 1 名、下肢障害（足部切断）1 名、車いす使用者は 3 名、
他 3 名は歩行で移動。身体障害者手帳は 6 名全員が所持（1 名
は療育手帳も所持）。パラスポーツの競技歴は 4名あり、2名な
し。 
面談はスタッフ 2名で対応し、障害やスポーツ歴等の情報収集
や身体機能のスクリーニング評価を行った。運営スタッフ 22
名のうち理学療法士は 9名であった。測定会は、身体機能に応
じて測定方法や測定項目を一部変更して対応することでリス
ク管理を行い、事故やトラブルなく実施することが出来た。 
【考察】 
今回、香川県で初めてパラスポーツ選手の発掘事業を開催する
ことができた。しかし測定会では、項目が競技に繋げるために
妥当であったか検証が必要である。また面談では、参加者から
県内に競技団体が無いパラスポーツの希望があり、他県の競技
団体との連携など課題を見つけることができた。 
新たな選手発掘には、障害特性を理解し、身体・運動機能を評
価できる理学療法士の協力が不可欠である。今後、理学療法士
が、パラスポーツ分野で競技の提案や大会運営補助など、多方
面にプロボノ活動で関わることが求められている。 
 
 
 
 
 
 
 

一般演題 14 

小児オプソクローヌス・ミオクローヌス症候群

に対する理学療法の経験 

 

井窪文耶・藤岡修司・森田伸 
香川大学医学部附属病院リハビリテーション部 

Key word：オプソクローヌス・ミオクローヌス症候群  
理学療法 運動失調 

 
 
【目的】 
 オ プ ソ ク ロ ー ヌ ス ・ ミ オ ク ロ ー ヌ ス 症 候 群
（opsoclonus-myoclonus syndrome：以下、OMS）は、眼振・振
戦・小脳失調を主症状とする神経疾患で、小児では神経芽腫に
合併することが大半である。小児 OMS の有病率は 100万人あた
り0.27～0.40人である。神経学的後遺症は70～80%に認められ、
言語・認知機能の障害、粗大運動・微細運動・協調運動の障害
が知られている。OMS における理学療法の経過を示した報告は
少ない。そこで、今回、OMS に対する理学療法経過について考
察を交えて報告する。 
【症例】 
 1 歳 9 ヵ月の男児。正常歩行能力を獲得していたが、1 歳 5
ヵ月頃より歩行時のふらつきのため、近医を受診し、経過観察
となっていたが、発熱により症状が増悪し、X 年 Y 月 Z 日当院
に入院、OMS の診断となった。精査で後腹膜腫瘤を認め、手術
の方針となった。手術まで時間を要したため、Z＋21 日免疫グ
ロブリン療法（以下、IVIg）を施行。Z＋27日理学療法を開始。
Z＋28 日後腹膜腫瘍摘出術を施行し、病理検査で神経節芽腫と
診断された。術後、Z＋34 日川崎病を発症し、川崎病に対する
治療として、Z＋37日 IVIgを施行。症状改善認めるも、残存し
たため、Z＋50～52 日デキサメサゾンパルス療法（以下、DEX
パルス）を施行。その後、DEXパルスは 4週に 1回継続された。 
初期評価（開始時）では、頸部のミオクローヌス、四肢の失調
を認めた。座位は手支持がなければ困難、伝い歩きや手引き歩
行は失調歩行により困難であり、歩行意欲も低下していた。座
位や立位時では体幹は不安定であった。OMS機能尺度では、8/18
点（得点が高いほど重度を示す）であった。理学療法プログラ
ムはおもちゃを用いた座位練習・立位練習、押し車での歩行練
習を実施した。その際に、体幹が中間位で保持できるようハン
ドリングを行った。 
【説明と同意】 
 ヘルシンキ宣言に基づき、家族へ発表の目的及び内容を説明
し書面にて同意を得た。 
【結果】 
 退院前評価（Z＋59 日）では、頸部のミオクローヌス、四肢
の失調は改善した。座位は手支持なしで自立可能となった。歩
行も積極的に行うようになり、片手つなぎ歩行で連続 50m程度
歩行可能、手放し歩行も数歩可能となった。OMS機能尺度では、
4/18点と改善した。Z＋60日自宅退院となり、他院で外来理学
療法継続となった。 
【考察】 
 OMSの治療として、ステロイドパルス療法や IVIgが第一選択
として行われ、ある程度の治療効果が認められると報告されて
いる。本症例はステロイドパルス療法後より、OMS の症状は改
善傾向となり、先行研究と同様に寛解を得られたものと考えら
れる。本症例の理学療法のポイントとしては、歩行練習の際に、
押し車を選択することで、歩行意欲の向上と活動量の増加を図
ることが可能であった。また、ハンドリングで体幹を固定する
ことにより、四肢の失調を抑制し、体幹筋群を賦活することが
できた。その結果、ステロイドパルス療法後に座位・歩行の早
期獲得の一助となったことが考えられる。 
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一般演題 15 

男性急性心筋梗塞患者における血糖コントロ

ール状態が歩行速度の改善率に及ぼす影響 

 

十河郁弥・林野収成・宮崎慎二郎 
KKR高松病院 リハビリテーションセンター 

Key word：急性心筋梗塞 血糖コントロール 歩行速度 
 
 
【目的】 
急性心筋梗塞(以下：AMI)患者は，健常者と比較して歩行速度
が低下する．歩行速度の低下は心血管死のリスクを高めるため，
歩行速度の改善も心臓リハビリテーションの重要なアウトカ
ムであると考える．糖尿病(以下：DM)患者では，糖尿病性神経
障害(以下：DPN)を有すことで DPNを有さない DM患者や健常者
と比較し，歩行速度が低下するとされる．しかし，AMI 患者に
おける DM 合併の有無と歩行速度の改善について検討している
研究は少ない．そこで今回，AMI 患者において血糖コントロー
ル状態が歩行速度の改善率に影響を及ぼすかを検討した． 
【対象と方法】 
2019 年 8 月～2022 年 2 月の間に当院に初発 AMI にて入院され
た男性患者 58 例中，退院時及び 6 ヵ月後に各評価が可能であ
った 34 例を対象とした．全対象者には，退院時に心肺運動負
荷試験の結果を元に 20分/日以上の有酸素運動を 3回/週以上，
非監視下で実施するように指導した． 
退院 6 か月後の HbA1c が 6.5%未満を血糖コントロール良好群
(20 例)，6.5%以上を血糖コントロール不良群(14 例)の 2 群に
分類した． 
 調査項目は，BUN，Cre，eGFR，LVEF，E/A，E/e’，AT，Peak 
VO₂，％Peak VO₂，％HR，VE/VCO₂ slope，歩行速度(快適・最
大)，握力をカルテより後方視的に抽出し，退院時と 6 か月後
の変化率を調査した． 
 統計解析は，2群間の比較に対応のない t検定，Mann-Whitney 
U 検定を用いた．さらに従属変数を最大歩行速度の改善率，独
立変数を年齢，血糖コントロール良・不良としたモデルと退院
時の最大歩行速度，血糖コントロール良・不良としたモデルの
重回帰分析を実施した．統計解析は R(2.8.1)を使用し，いずれ
も有意水準を 5%とした． 
【説明と同意】 
倫理的配慮として，本研究のデータ抽出に際し患者個人が特定
できないよう個人情報保護に留意して実施した． 
【結果】 
2 群間において血糖コントロール不良群は，最大歩行速度の改
善率(－4.5±12.8％ vs 4.3±10.2％：p<0.05)が有意に低下し
ていた．また，重回帰分析の結果，血糖コントロール状態は，
年齢及び退院時の最大歩行速度とは独立して最大歩行速度の
改善率に関連していた． 
【考察】 
AMI 患者の歩行速度には下肢筋力やバランス能力が影響し，DM
では下肢筋力やバランス能力が低下する．本研究においても血
糖コントロール不良群で下肢筋力やバランス能力の低下によ
り最大歩行速度の改善率が良好群と比較し有意に低下してい
たと考える．また，血糖コントロール状態が最大歩行速度の改
善率に影響を及ぼす可能性が示唆され，血糖コントロール状態
が不良な AMI患者においては，最大歩行速度の維持，改善に取
り組むことが重要であると考える． 
 
 
 
 
 
 
 

一般演題 16 

在宅カテコラミン持続点滴の離脱にいたった

末期心不全の一症例 

 

廣瀨和仁 1)・手塚章夫 1)・野間貴久 2) 
1)香川大学医学部附属病院リハビリテーション部 

2)香川大学医学部循環器内科 

Key word：末期心不全 在宅カテコラミン 運動療法 
 
 
【目的】 
 近年、心不全患者の増加に伴い末期患者に対する理学療法報
告が注目されている。その中で在宅復帰を目指した報告は散見
されるが、カテコラミン投与中の運動療法に関するエビデンス
は少ない。今回、カテコラミン持続点滴下で自宅復帰し、一定
期間の療養後に、カテコラミン離脱に至った末期心不全患者を
経験した。その経過から、治療アプローチとしての在宅カテコ
ラミン持続点滴の可能性および、カテコラミン投与中の末期心
不全患者に対する運動療法について考察する。 
【症例】 
 症例は 70 歳台男性。BMI=19.7kg/m2。不整脈原性右室心筋症
にて外来通院されており、両心室ペーシング機能付き植込み型
除細動器の植込み歴あり。全身倦怠感を主訴に受診され慢性心
不全増悪にて入院となった。自宅は持ち家二階建てで息子と二
人暮らし、介護保険申請なし。X年 Y月当院入院時 BNP=565pg/ml、
LVEF(以下 EF)=20%、NYHA Ⅳ度、15m 程度の歩行で息切れを呈
した。ドブタミン(以下 DOB)投与下では症状なく ADL 自立も、
減量すると心不全症状が出現するため、X 年 Y+4 月 DOB 持続点
滴 1.0γ下で自宅退院された。在宅での運動指導として入院中
の歩行練習とレジスタンストレーニングを継続頂き、それ以外
の労作に関しては自覚的運動強度を用いた負荷管理を伝えた。
約 3か月後、再入院のうえ DOB減量を試み離脱、退院に至った。 
【倫理的配慮】 
本症例には発表の主旨を口頭にて説明し同意を得た。またヘ

ルシンキ宣言に基づいて行い、症例のデータは個人が特定され
ないように配慮した。 
【結果】 
 初回入院時、DOB 減量調整中の過程では入院時の運動耐容能
に合わせた運動負荷継続に留め、DOB持続投与下在宅療 
法の方針が決定した時点から、症状に応じて負荷を漸増した。
退院時の大腿四頭筋筋力は、47.0／41.1kgf(%BW=81.5／ 
71.3%)、 6 分間歩行距離 (以下 6MD)は 300m、 EF=30%、
BNP=114.4pg/ml であった。再入院時の大腿四頭筋筋力は 52.8
／ 45.9kgf(%BW=94.2 ／ 81.9%) 、 6MD=396m 、 EF=31% 、
BNP=63.9pg/ml であり筋力や運動耐容能は著明に改善を認めて
いた。再入院後の DOB減量中も再入院時の運動耐容能に合わせ
た運動負荷を継続し、DOB離脱退院時の大腿四頭筋筋力は、56.5
／ 46.0kgf(%BW=103.0 ／ 84.1%) 、 6MD=435m 、 EF=30% 、
BNP=102.8pg/mlであった。 
【考察】 
入退院の過程において、心機能は変化を認めないが大腿四頭

筋筋力や運動耐容能のみ改善していることから、末梢 
機能の改善が DOB 離脱へ繋がった可能性が高い。DOB 投与下に
おいても継続した運動療法が心負荷を軽減し循環動態の 
改善に対し有効に働くことが考えられた。在宅期間中の改善幅
が大きかったことから持続点滴下での退院が入院中で 
は得られない患者のモチベーションや活動性の向上を期待し
た新たな治療アプローチとなる可能性がある一方で、入 
院中は在宅療養が可能な筋力や運動耐容能を獲得しておくこ
とが重要であると考えられた。また運動療法は DOB投与 
量固定期間における集学的な取り組みが必要で、不整脈や過負
荷のリスクを避けた低負荷運動でも効果が得られると考えら
れた。 
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一般演題 17 

外来血液透析患者における足趾筋力の経時的

変化に関連する因子の検討 
 
伊藤尚洋・北山奈緒美・宮崎慎二郎 
KKR高松病院リハビリテーションセンター 

Key word：血液透析 足趾筋力 糖尿病 
 
 
【目的】 
末期腎不全によって血液透析を導入した患者は，循環器や代謝，
骨格筋系の機能異常により，身体機能の低下を認める．我々は，
外来透析患者の筋力の経時的変化を転倒の有無で比較検討し
た先行研究において，転倒群では足趾筋力の低下が有意に大き
かったことを報告した．しかし，透析患者における足趾筋力の
経時的な変化に関連する因子は明らかになっていない．そこで
本研究は，外来血液透析患者における足趾筋力の経時的変化に
関連する因子に関する検討を行った． 
【対象と方法】 
対象は，2021 年 4 月から 2022 年 4 月の間に経過の追跡および
各種データ抽出が可能であった外来血液透析患者 21例(男性：
13例，女性：8例，年齢：70.3±12.0歳，透析期間：8.3±6.3
年，糖尿病患者：7例)とした． 
足趾筋力は，足指力計測器（チェッカーくん，日伸産業株式会
社）を用いて，適切な高さの椅子に座り，第 1趾と第 2趾でセ
ンサー部分を挟み込むことで測定した．測定は透析前に統一し
て実施した．1 年間での足趾筋力の変化率は次の式にて算出し
た．変化率＝(1年後の筋力－初期評価時の筋力)/初期評価時の
筋力×100．足趾筋力変化率を目的変数とし，ベースラインの
年齢，性別，BMI，透析期間，糖尿病の有無，CRP，血清クレア
チニン，膝伸展筋力体重比，足趾筋力を説明変数として単回帰
分析を行った．統計解析には，R2.8.0 を使用し，有意水準は
5%とした． 
【説明と同意】 
本研究はヘルシンキ宣言に準拠し，対象者に説明し，同意を得
て実施した. 
【結果】 
 足趾筋力変化率と糖尿病の有無に有意な関連が認められた
(R2＝0.19，p<0.05)．その他の項目は足趾筋力変化率と有意な
関連は認められなかった．  
【考察】 
糖尿病神経障害における筋力低下は，運動ニューロンの縮小や
減少，筋萎縮が原因で下肢遠位筋が低下しやすいと報告されて
いる．また，糖尿病性腎症の進行によって足趾筋力が低下する
と言われている．そのため，糖尿病を有する透析患者の足趾筋
力は経時的に低下し，本研究において，足趾筋力変化率と糖尿
病の有無に有意な関連が認められたのではないかと考えられ
る．転倒予防のためにも糖尿病を有する透析患者に対する足趾
筋力に着目した理学療法介入の必要性が示唆された． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般演題 18 

フレイル高齢者における歩行中の関節運動学

的特徴 

 

土田和可子・稲井卓真・大家利彦 
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 生命工学領域   

健康医工学研究部門 

Key word：フレイル 歩行 主成分分析 
 
 
【目的】 
フレイルとは加齢に伴い心身が衰える状態であり、寝たきり

や死亡を含む有害なリスクの増加と関連しており、高齢化社会
における重要な課題である（Dent E. J Nutr Health Aging. 
2019）。歩き方の変化は、フレイルの初期兆候として報告され
ており、ストライド時間のばらつきの増加を含むいくつかの定
量的パラメータの変動はフレイル状態と関連していることが
明らかとなっている（Montero-Odasso M. J Gerontol A Biol Sci 
Med Sci. 2011, Ritt M. J Nutr Health Aging. 2017）。しか
しながら、フレイル高齢者の歩行中の関節運動学的特徴は不明
なままである。そこで、本研究では、主成分分析を用いて、フ
レイル状態に関連する歩行の主要な関節運動学的特徴を明ら
かにした。 
【対象と方法】地域在住高齢女性 30 名（フレイル／プレフレ
イル：15名、非フレイル：15名）の骨盤と下肢関節（股関節、
膝関節、足関節）から得られた一歩行周期中の関節運動波形を
解析した。時間正規化（51点）した対象者の骨盤と下肢関節の
角度（3軸）にて構築した 60×1224の入力行列を用いて主成分
分析を行った（30名の対象者の左右脚、51時点、4関節、3軸、
平均値と標準偏差の 2変数）。 
【説明と同意】本研究は、産業技術総合研究所の倫理審査委員
会の承認を得て行った。対象者に対して、書面および口頭にて
研究内容を説明し、同意署名を得た上で実施した。 
【結果】統計解析の結果、第 6主成分と第 9主成分がフレイル
と関連することが明らかとなった。これらの主成分ベクトルに
対応する関節運動を再構築した結果、フレイル高齢者は非フレ
イル高齢者に比べ、歩行中の矢状面における膝関節および足関
節の角度の変動が大きかった。波形の再構成に用いた主成分ベ
クトルのスコアとストライド時間の変動との間に有意な正の
相関がみられた。 
【考察】フレイル高齢者では、歩行時の膝関節・足関節の角度
の変動が大きくなることで、時空間パラメータの変動が大きく
なる可能性が示唆された。これまでの研究で、加齢に伴い近位
部に比べ遠位部では歩行時の筋活動が低下すること、固有感覚
が低下することが報告されている（Shaffer SW. Phys Ther. 
2007, Ihira H. Journal of Physical Therapy Science. 2012）。
これらの現象が膝関節や足関節の歩行中の関節運動に影響を
与え、フレイル高齢者の関節角度の変動を増大させている可能
性があると推測される。 
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一般演題 19 

学生に対する感染症予防に関する調査につい

て 

 

逢坂幸佳 1） 

1）四国医療専門学校 理学療法学科 

Key word：学生 感染症 感染経路 
 
 
【目的】 
実習においては、学生であっても、多くの患者に直接接触す

る機会があり、自らが感染伝播の原因となる可能性がある。今
回、新型コロナウイルス感染症以外の感染症について、学生の
意識や知識面を確認することを目的にアンケート調査を実施
した。 
【対象と方法】 
対象は、新型コロナウイルス感染症を中心とした感染症予防

対策の講義を受け、その後実習を行った、理学療法学科 4年生
22 名（男性 12 名、女性 8 名）と 3 年生 30 名（男性 21 名、女
性 9名）に対して実施した。アンケート調査は、個人が特定さ
れないように Web上で無記名で実施した。 
調査内容は、感染症対策への関心、標準予防対策、妊娠早期の
風疹罹患、MRSAなどの感染経路について調査を行った。 
【説明と同意】 
四国医療専門学校倫理委員会（承認番号:R02-3-008）にて許

可を得た。また対象者には事前に口頭と文書にて本調査につい
て説明を行って同意を得た。 
【結果】 
アンケート回収率は、4年生 80.0%（16名/20名）、3年生 86.7%

（26名/30 名）、性別の内訳は男性 26名、女性 16名であった。
アンケート結果は、①感染症対策への関心（選択）は、ある 40
名（95.2%）、ない 2名（4.2%）だった。②講義前に標準予防対
策について（選択）は、知っている 13名（31.0％）、聞いたこ
とがある 22 名（54.8％）、知らない 7 名（16.7％）であった。
③妊娠早期の風疹罹患が先天性障害を生じる危険性（選択）は、
知っている 11 名（28.6%）、聞いたことがある 14 名（38.1%）、
知らない 17名（33.3%）であった。女性のみでは、知っている
5 名（31.3%）、聞いたことがある 5 名（31.3%）、知らない 6 名
（37.5%）であった。④MRSA の感染経路（選択）は、飛沫感染
19名（45.2%）、空気感染 2名（4.8%）、接触感染 21名（50.0%）
であった。⑤結核の感染経路（選択）は、飛沫感染 13名（31.0%）、
空気感染 16 名（38.1%）、接触感染 13 名（31.0%）であった。
⑥インフルエンザの感染経路（選択）は、飛沫感染 40名（95.2%）、
空気感染 1名（2.4%）、接触感染 1名（2.4%）であった。 
【考察】  
感染症対策に関心があると答えた学生が多かったのは、新型

コロナウイルス感染症の報道や感染対策の啓蒙活動による影
響が大きかったと考える。また、インフルエンザの感染経路は
飛沫感染と答える学生が多かったのは、新型コロナウイルス感
染症の感染力や感染症対策の引き合いに出されることが多か
ったためと考える。しかし MRSA の感染経路は、飛沫感染と空
気感染を合わせると 50.0%だった。また妊娠早期の風疹罹患が
先天性障害を生じる危険性について、知っているは全体で
26.8%、女性のみでは 31.3%しかいないことから、新型コロナウ
イルス感染症を中心とした感染症対策への関心は高くてもそ
れ以外の感染症に対する知識や関心は低いと言える。リハビリ
テーションを学ぶほとんどの学生は，公衆衛生学や感染症を学
ぶ機会は少ないため、繰り返し、感染症全般に対しての教育を
行う必要がある。 
 
 
 
 

一般演題 20 

専門学校入学後約２か月の小テストから前期

試験の結果を予測する 

 

佐々木克尚・穴吹泰典・高橋謙一 
四国医療専門学校 

Key word：学校教育 成績 テスト 
 
 
【目的】 
専門学校における中途退学の理由の上位には学業不振があ

り（文部科学省委託調査,2014）、特に医療分野はその特徴が強
いといわれている（志田,2021）。また近年では学生の学力の低
下が指摘されており、学校として支援を行う必要性が高まって
いる。さらに学生の退学は 1・2年生に多いため（北村,2019）、
学業不振で困窮している学生を早期に発見し対応しなければ
退学につながると考えられる。よって学業不振で困窮する学生
を入学後早期に予測できれば適切なサポートができると考え
る。今回の研究は 1年生を対象に、入学後約 2か月で実施した
小テストから前期試験の結果を予測することが可能であるか
を検討した。 
【対象と方法】 
対象は四国医療専門学校へ 2022 年 4 月に入学した 36 名の 1

学年の生徒（男性 25名、女性 11名）とした。他の学校を卒業
し、いくつかの科目を免除された者と新型コロナウイルスで前
期定期試験を受けるタイミングが遅れたものは除外した。対象
には通常の授業とは別に授業の予習・復習を目的とした補足授
業を担任教員が行っていた。今回の調査ではその授業の中で対
象が入学後約２か月経過した時点で実施した小テストの結果
と 1学年の前期試験の全科目の合計点と再試験数を後方視的に
調査した。小テストは解剖学や運動学の基礎的な内容で作成し
た。調査は対象のクラスを受け持つ担任のみが行った。統計解
析は EZR （Ver1.55）を使用した。単回帰分析を用いて小テス
トの点数から前期試験の結果（合計点数、再試数）を予測した。
有意水準は 5％未満とした。 
【説明と同意】 
対象者には本研究の内容を説明し、同意を得た。本研究は四

国医療専門学校の倫理委員会で承認されている（R04-03-006）。 
【結果】 
取り込み基準に該当する学生は 33 名（男性 23 名、女性 10

名、年齢 18[18-19]）であった。小テストの点数は 67.73±17.92
であり、前期試験の合計点が 822[759-886]、再試験数は 2[1-2]
であった(平均±標準偏差、中央値[四分位範囲])。単回帰分析
では小テストの点数と前期試験の合計点（R2=0.35）と再試験数
（R2=0.35）はそれぞれ有意な関連を認めた（それぞれ p<0.001）。
また予測から大きく外れた学生を面談すると「しばらく体調が
悪くて勉強できなかった」などの特別な理由があった。 
【考察】本調査の結果から入学後約 2か月で実施した小テスト
から前期試験の結果を予測可能であることが示唆された。今回
の結果は前期試験のあらゆる科目を総合した結果の予測をし
たため、科目特異的な能力ではなく勉強を取り組む基礎的な力
が反映されている可能性がある。また予測から大きく外れた学
生は特別な理由があったことから、この予測を使うと学生の潜
在的な問題へ早期に対応できる可能性がある。しかし今回は単
回帰分析であり交絡因子の検討は行っていないことが今後の
課題である。 
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賛助御芳名（順不同） 

  (有)ゴトー商事高松             四国医療器株式会社 

株式会社 gene                  高松義肢製作所 

宮田義肢製作所                  

《学術局》 

学会部 

廣瀬和仁（部長）      川上翔平          森拓人           

川西悠太          井下庸祐          堀竜馬           

尾藤由子          小林真弥          小野川敏基 

大山賢太          菊池小侑里         和氣洋享 

多田健吾          田村和久          十河郁弥 

菊池智也          香川涼稀          合田歩美     

宮崎慎二郎（理事） 

生涯学習部 

稲田光範（部長）      大杉公人          木下良子 

矢野幸栄          花崎雅彦          岡野宏信 

山田耕平（理事） 

研修部 

池本公哉（部長）      林野収成          大嶋勇輝 

岡本瑞季          門部仁           菰渕真紀 

手塚章夫          長井梓苑          川岡茉由 

長尾郁子          米谷俊輝          松岡興三 

村川勇一          村川祐太          山下将孝 

根本郁弥          藤岡修司（理事） 

 

第 28回香川県理学療法士学会 準備委員 

藤井保貴（学会長）  廣瀬和仁（委員長）  眞鍋朋誉   堀竜馬 

菊池小侑里      石川達三       川西悠太   村川勇一 

岡野宏信       多田健吾        
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《周辺地図》 

 

【会場住所】 〒761-0113 香川県高松市屋島西町 2366-1 

【駐車場】  無料駐車場 230台 

【最寄駅】 

・JR高松駅・ことでん高松築港駅から路線バスで約 20分 

(高松駅バスターミナルより屋島大橋線) 

・ことでん瓦町駅から路線バスで約 30分(瓦町駅バスターミナルより屋島大橋線) 

・高松空港から車で 40分   ・高松中央 ICから車で 15分 

・ことでん沖松島駅・潟元駅から徒歩 20分 

 

 第 28回香川県理学療法士学会 

学会長      藤井 保貴 

学会準備委員長  廣瀬 和仁 

学会事務局    〒769-2788 香川県東かがわ市松原 963 

（問い合わせ先）香川県立白鳥病院 

         リハビリテーション科 川西 悠太 

         Tel 0879-925-4154（代表） 

               メールアドレス 28kagawapt@gmail.com 

せとうち観光専門職短期大学 

（穴吹学園ホール：旧 高松テルサ） 
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施術所・病院勤務の有資格者の皆さま、本校をご卒業された方、本校講師の先生方を
対象に、入学希望者紹介制度を実施いたします。
希望される方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介ください。

【対象学科】　全学科（鍼灸マッサージ学科、鍼灸学科、柔道整復学科、理学療法学科、
                                作業療法学科、看護学科)

◆ 入学希望者紹介
　 シート（PDF）

◆ 詳しくはこちら
  （PDF）

【制度の概要】　ご紹介でご入学された場合、謝礼としてQUOカード 30,000 円分を進
呈いたします。

●  卒業生の方へ !!　【  学費サポート制度について  】
　  □ 卒業生優遇制度：本校卒業生及び卒業見込みの在校生の学ぶ意欲を支援するための学費サポート制度です。

入学金の全額または半額が免除されます。

　◆  詳しくはこちら

□ ご家族優遇制度：本校卒業生・在校生のご家族が入学される場合、入学金の半額が免除される制度です。

〒769-0205　香川県宇多津町浜五番丁 62-1　TEL.(0877)41-2323

将来は独立開業も可能 社会人経験のある 20～ 60 歳代の方が、多く学んでいます

応急処置、固定法や徒手療法
等を学ぶことができます。

未病からの対応、痛みの緩和について
学ぶことができます。

鍼灸マッサージ学科・鍼灸学科 柔道整復学科

● はり師　● きゅう師
● マッサージ師 ※鍼灸マッサージ学科のみ

● 柔道整復師







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(社)日本義肢協会登録･中四国 139号 

義手義足補装具コルセット 

松葉杖安全杖其他整形器専門 

TEL:0877-46-3979 

FAX:0877-44-1251 

(有)宮田義肢製作
〒762-0042坂出市白金町 3丁目 5-7 

高松義肢製作所 

義手･コルセット･補助装具･整形外科医器 

補聴器･車椅子･点字器･杖 

〒760-0054 高松市常磐町 2丁目 12-1 

TEL:087-861-9681 

社団法人 日本義肢協会会員 

代表取締役 東原隆雄 



 

四国医療器株式会社 

本      社 〒760-0020 高松市錦町 1-11-11     ℡（087）851-3318（代） 

Shikoku 
Medical 
Instruments 

高知  支社 〒780-0814 高知市稲荷町 10-7      ℡（0888）82-3318

丸亀事務所 〒763-0072 丸亀市山北字道上 697-4 ℡（0877）51-3318（代） 

東部事務所 〒761-0701 木田郡三木町池戸 2513  ℡（087）898-8324（代） 


