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第 62 回近畿理学療法学術大会
大会長　安井　常正（新宮市立医療センター）

　会員の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げるとともに、関係各位のご理解とご協力の

もと、第 62 回近畿理学療法学術大会を開催することができますことをこの場をかりてお礼申し上げます。 

　COVID-19 という得体の知れないものに対する恐怖のなかで迎えた 2020 年の新年、あれから４度目の新春を

迎えます。その間多くの人が制約の中で不安な日々を送り、そして色々なことを経験し知恵をつけ、ようやく少

しずつではありますが上を向いて生活が行えるようになってきました。この近畿理学療法学術大会においても、

第 59 回近畿理学療法学術大会（京都）こそ中止を余儀なくされましたが、その後の大阪の第 60 回近畿理学療法

学術大会では「学びを止めない」という強い意志のもと初のハイブリッド形式で開催され、第 61 回の兵庫、第

62 回の和歌山へと歩みを止めることなく今日に至っています。 

　第 62 回近畿理学療法学術大会を開催するにあたり、テーマを「理学療法の創発　－医療・介護・予防分野で

の可能性－」とさせていただきました。今回のテーマである「創発」とは、寄り集まって想定される単純な個々

の総和に留まらず、様々な要素が集積し 1+1 が 3 にも 4 にもなるような様を指します。今大会では医療・介護・

予防分野など、さまざまなフィールドで活躍している理学療法士たちが結集することで、科学的根拠に基づいた

理学療法学の知見や実践での学びが個々の分野に留まらず、私たちが未だ経験したことがない新たな理学療法学

の創発の場となることを期待しています。そしてその期待は、様々な分野の最新の理学療法学という同じ輪の中

でつながり、それを感じられる機会となることで、多くの創発のきっかけになると確信しています。 

　Steve Jobs は「当座のやっていることがすぐに役立つかどうかは分からない、しかし、必ず何らかの形で将

来ひょっこり顔を出す、あるいは大きく成長してくれる」と言っています。今我々ができることは何なのか、そ

れはこのような時代だからこそ歩みを止めることなく、泥臭く個々ができることを継続して自分が輝ける日に備

えていくことであり、今大会もその一つであると思います。特に理学療法分野を担う若き理学療法士の方々にとっ

ては、日ごろの成果を発表していただく場であり、また各理学療法分野における新しい知見・技術が共有できる

場でもありますので、是非とも実感して頂ければと思っています。 

　最後になりますが今大会を開催するにあたり、皆様方の今後の臨床、教育、研究活動に資する内容となるよう

に、和歌山県理学療法士協会会員一同、精一杯準備してまいりましたので、多くの皆様の御参加を心よりお待ち

しております。 
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・学術大会ポイント付与について
詳細は公益社団法人日本理学療法士協会ホームページ内、「生涯学習制度について」を熟読してください。
生涯学習制度について｜生涯学習｜公益社団法人 日本理学療法士協会 （japanpt.or.jp）
URL：https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/new/
・ 生涯学習制度上、登録理学療法士更新はポイント「●ポイント」、認定・専門理学療法士更新は点 数「●点」

と呼称し、区別しています。
　前期研修・後期研修中の方はポイント等の付与はございませんが、参加履歴は残ります。

参加者の皆様
A学会参加ポイント

（点数）
B講演参加ポイント

（点数）
オンデマンド

視聴
会場参加者 ○ ○ ○
Web参加者 ○ ○ ○

大会後オンデマンド参加者 ○ × ○

A：学会参加で付与されるポイント（点数）は、
①登録理学療法士更新のポイント
　学会参加：7ポイント　カリキュラムコード: 11 医療と介護および福祉の連携
②認定・専門理学療法士　更新に関わる点数　学会参加：7点
③専門理学療法士新規取得の時間
のいずれか一つを選択。
※主催者が指定する学会参加の履修登録が必要になります。事前参加申込みだけでは付与できません。

B：講演参加によるポイント（点数）は、
①登録理学療法士更新のポイント　
②認定・専門療法士更新の点数（2. 講習会・研修会の受講 2-3））
のいずれかを選択していただくことになります。
※ 対象：主催者側が設定した管理のもと入退室が確認できた当日会場参加者もしくは当日Web参加者（大会後

オンデマンド参加者は、視聴はできますがポイント（点数）は付与されません）

発表者、座長、講師、査読者の皆様
②認定・専門理学療法士　更新に関わる点数
学会での一般発表：20点 or 必須項目「ブロック主催学会での一般発表の筆頭演者」のいずれか
学会での講演講師・シンポジスト・パネリスト：20点
学会での座長：10点
学会での演題査読：5点
・発表者、座長、講師、査読者のポイント申請について
　主催者側で大会後にポイント申請を行いますので、各自で行って頂く登録作業等はございません。

参加者へのご案内
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・カリキュラムコード参照

講義名
登録理学療法士　更新 認定/専門理学療法士更新

カリキュラムコード 履修
点数 大項目 項目 履修

点数

学会参加  11：医療と介護および福祉の連携 7 1. 学会参加 1-1） 7

運動器理学療法実践の 
レベルアップのためのヒント  45：エビデンス（根拠）に基づく理学療法 1 2. 講習会・研修会の受講 2-3） 1

生活習慣病対策に関連する各種学会の専門職育
成制度と現状 150：予防と保健 1 2. 講習会・研修会の受講 2-3） 1

臨床研究の知識はなぜ必要なのか？  37：臨床問題解決のプロセス 1 2. 講習会・研修会の受講 2-3） 1

脊柱疾患における疼痛の考え方と評価と介入  88：運動器疾患の理学療法 1 2. 講習会・研修会の受講 2-3） 1

脳卒中片麻痺者の歩行再建の理論と実践と創意
と工夫と評価と解釈  77：中枢神経疾患の理学療法 1 2. 講習会・研修会の受講 2-3） 1

脳卒中と循環器病克服に向けた理学療法の挑戦 131：慢性疾患・複合疾患の管理 1 2. 講習会・研修会の受講 2-3） 1

骨関節疾患・脳血管疾患などに活かせる循環器
系の評価と理学療法 105：循環器疾患の理学療法 1 2. 講習会・研修会の受講 2-3） 1

理学療法士がリハ栄養を実践する意義 140：リハビリテーション栄養 1 2. 講習会・研修会の受講 2-3） 1

要介護高齢者における社会参加の特徴  60：社会参加 1 2. 講習会・研修会の受講 2-3） 1

理学療法士としての新たな創発 143：ICT・AIと理学療法 1.5 2. 講習会・研修会の受講 2-3） 1.5

・履修登録について
対象：日本理学療法士協会員の参加者（参加者、発表者、座長、講師）
学会参加と講演参加の履修登録があります。参加方法と申込区分により登録方法が異なりますのでご注意ください。

・履修登録方法
A：学会参加の履修登録方法
事前申込みだけでは履修登録はできません。必ず履修登録作業を行ってください。
日本理学療法士協会（JPTA）が発行しているアプリ内QRコード読取りから履修登録を行ってください。

※各参加方法（＃1から＃3）により、登録方法が異なります。
＃1　対面参加（学会当日に会場参加）の場合
対象区分：

【申込区分1】対面orオンラインでの参加　（セミナー番号：105040）
注意【申込区分2】オンラインでの参加（セミナー番号：105039）と
　　【申込区分3】オンデマンドでの参加（セミナー番号：105041）は対象となりません。

・ 事前に参加専用ページから領収書・参加証を印刷し、所属・氏名を記載した状態で、当日健康管理シートと一
緒に受付へ提出してください。

・ スタッフの指示に従い、JPTAアプリ内のQRコード読取り機能を利用して、QRコード（【申込区分1】対面orオ

ンライン）を読取り（1回のみ）、受付完了画面をスタッフに提示してください。
・ JPTAアプリでの読取りができない場合は、スタッフの指示に従いフォーム入力、または会員カードでの登録

作業をお願いします。
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＃2　オンライン参加 （学会当日にWEB参加）の場合　 
対象区分：

【申込区分1】対面orオンラインでの参加　（セミナー番号：105040）
【申込区分2】オンラインでの参加（セミナー番号：105039）
注意【申込区分3】オンデマンドでの参加（セミナー番号：105041）は対象となりません。

・ 参加専用ページにある学会参加用QRコードを、JPTAアプリ内のQRコード読取り機能から読取り（1回のみ）

をしてください。申込区分１と２のQRコードが２つありますので、申込区分と対応するQRコードを読取り
してください。

・JPTAアプリでの読取りができない場合は、会員情報を指定するURLからフォーム入力を行ってください。

＃3　オンデマンド参加者（大会後2月15日から3月15日の期間）の場合
対象区分：

【申込区分3】オンデマンドでの参加（セミナー番号：105041）
注意：申込区分１と２の参加者は履修登録できません。

・ ２月15日から３月15日の期間中に、視聴動画の中で指定された4桁のパスコードを確認し、参加専用ページ
にある〝履修区分３：オンデマンドでの参加用大会履修登録フォーム〟から4桁のパスコードと会員情報を、
指定するURLからフォーム入力を行ってください。注

・JPTAアプリによるQRコード読取りでの登録方法はありません。
注：パスコードの間違いや記載が無い場合、また会員情報の誤入力では履修登録ができませんのでご注意ください。

学会参加による履修登録方法　条件：下記の登録方法で参加が確認できること

参加方法 JPTAアプリ
QRコード読取

フォーム入力
※パスコード入力 会員カードでの登録

対面 ○ ○ ○
WEB ○ ○ ×

オンデマンド × ○※ ×

原則、対面参加者またはWEB参加者はJPTAアプリから、申込区分に対応したQRコード読取りで履修登録をお願い致します。

JPTAアプリの使用方法（日本理学療法士協会ホームページ）
https://www.japanpt.or.jp/pt/announcement/newsystem/

・ 会員マイページ専用アプリはスマートフォンまた
はiPadでのみご利用いただけます。

　＜対応機種＞
　iOS：12.x／13.x／14.x／15.x
　 Android：7.0／7.1／8.0／8.1／9.0／10.0／ 

11.0 ／ 12.0
・ 上記以外のブラウザやタブレット端末では、利用

不可、あるいは画面レイアウトが崩れる場合がご
ざいます。

5



B：講演参加の履修登録方法
Aの学会参加の履修以外に、希望される方は特別講演、教育講演、シンポジウムでは入室および退室が確認でき
ることを条件に履修登録が可能です。
対象区分：

【申込区分1】対面orオンラインでの参加　（セミナー番号：105040）
【申込区分2】オンラインでの参加（セミナー番号：105039）
注意【申込区分3】オンデマンドでの参加（セミナー番号：105041）は対象となりません。
※参加方法＃1と＃2は、登録方法は共通。
＃1　対面参加 （学会当日） 
＃2　オンライン参加 （学会当日）
履修方法：
#１　対面参加の場合
講演開始後10分間サブスライド上に表示される4桁のパスコードと会員情報を、講演終了後に会場出口に掲載さ
れるQRコード化された入力フォームに入力してください。

＃2　オンライン参加者の場合
講演開始後、チャット内に4桁のパスコードと入力フォームを表示しますので、入力フォームにパスコードと会
員情報の入力をお願いします。なお、パスコードは開始後10分、入力フォームは講演中に表示します。
注意事項：
・大会進行上、予定講演時間が多少前後する場合がありますので、パスコードとフォームのQRまたはURLの確
認は注意してください。
・パスコードの間違いや記載が無い場合、また会員情報の誤入力では履修登録ができませんのでご注意ください。
パスコードはそれぞれ異なります。

＃3　オンデマンドでの参加 （大会後2月15日から3月15日の期間）
講演参加の履修登録はできません。ポイント付与等の対象にはなりません。
※視聴可能です。
講演参加による履修登録方法
条件：入室（パスコード確認）と退室（各講演パスコードを講演終了前後にフォーム入力）の確認

参加方法 JPTAアプリ
QRコード読取

フォーム入力
※パスコード入力 会員カードでの登録

対面 × ○※ ×
WEB × ○※ ×

オンデマンド ポイント付与等の対象外（視聴は可能）

・アフタートークについて
　当日、会場での参加者はどなたでも参加可能です。積極的なご参加お願い致します。
　ポイント付与等の対象ではございません。途中参加および退席可。
・質疑応答について（WEB参加者の皆様）
　 学会当日の講演、一般演題のLIVE発表での質疑応答については、ZooｍウェビナーのQ&Aにて記載をお願い

します。座長が代読して対応致します。会場参加者の皆様については、口頭で質疑応答をお願いします。
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　オンデマンド配信の演者への質問はWEB開催ページにある掲示板にて記載をお願いします。
・セレクション発表（一般演題）について
　最優秀賞（金）、優秀賞（銀）、大会長特別賞（銅）、奨励賞（4本）を予定しております。
　セレクション発表の座長および大会主催者委員の投票によって決められます。
・一般演題の先行配信について
　一般演題（オンデマンド発表）については、2月3日（金）17時から視聴できます。
・昼食・飲食について
　ランチョン発表はございません。また、会場内は飲食禁止となっています。
　昼食は近隣のコンビニもしくは飲食店をご利用ください。
　 お子様連れの参加者につきましては、授乳室はございませんが、休憩場所として4階の和室と会議室403を開

放しておりますのでご利用ください。
・クロークについて
　クロークはございません。
・書籍販売・企業展示について
　書籍販売および企業展示はございません。
・託児室について
　託児室はございません。
・AEDについて
　会館受付窓口（1階）、大ホールホワイエ（1階）、小ホールホワイエ（2階）に設置しています。
・車椅子について
　ご希望される方はスタッフまでお声かけをお願い致します。
・火災、地震等で館外への避難が必要な場合には、スタッフの指示に従い慌てずに避難してください。

7



演者の先生へ
＜現地会場での口演＞
・一般演題
１．演者は、セッション開始10分前までに「次演者席」に着席してください。
２． 演者は発表時間に会場内で登壇し、主催者側から発表動画を再生し流します。発表動画再生終了後に座長の

進行にて質疑応答を行います。
３．発表（動画再生）は5分質、疑応答が2分です。

・指定演題（特別講演・教育講演・シンポジウム）
１．演者はセッション開始 30 分前までに必ずPC受付（２F 大ホールホワイエ）へお越しください。
２． 発表時間に演者は会場内で登壇し、ご自身でパソコンの操作をしてください。
　　発表後座長の進行にて質疑応答を行います。
３． 発表は 基本Windows コンピュータを使用しますが、Macintosh を持ち込む場合は必ず電源とHDMI変換

アダプタをお持ちください。大会側で使用するOSはWindows10、プレゼンテーションソフトはMicrosoft 
PowerPoint 2013です。データは USB メモリでお持ちください。他のメディアはご利用できません。

＜ WEB リモートでの口演＞
大会当日諸事情で会場にお越しいただけない方は、大会ホームページのWEB開催ページボタンに記載の緊急連
絡先電話番号までご連絡ください。Zoomアドレス等のご案内をいたします。

・一般演題
１． Zoomウェビナーを使用したリモート登壇となります。一般演題はあらかじめ発表動画を事務局へご登録い

ただきます。
２．当日は、セッション開始60分前頃より、インターネット環境、音声等の事前確認を行います。
３．セッションは、発表動画の再生と、その後のライブ質疑応答で構成されます。
４．ご登録いただきました発表動画データは、ご登壇時間になりましたら主催側にて画面共有で再生いたします。
５． 演者はセッション開始10分前にパネリストとしてZoomにご入室いただき、発表動画再生終了後に座長の進

行にて質疑応答を行います。

・指定演題（特別講演・教育講演・シンポジウム）
１． 指定演題はセッション開始10分前にパネリストとしてZoomにご入室いただき、ご自身で発表データを共有

してご発表いただきます。発表終了後に座長及び視聴者からのご質問にお答えいただきます。
２．当日は、セッション開始60分前頃より、インターネット環境、音声等の事前確認を行います。

LIVE配信・登壇方法
１． 演者・座長の先生方には、事前に接続確認をさせていただきます。メールにてお送りしております指定の日

時に、記載のZoomアドレスにご入室ください。オペレーターが待機しておりますが、順番待ちになること
がございます。予めご了承ください。

２． ご使用のネット回線・機器の状況によってはリモート通信が不安定になったり、それを原因とした映像等の
不具合が発生したりする可能性がございます。回線状況等にはくれぐれもご留意ください。またその状況に

演者・座長の先生へ
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伴いWEB配信が中断してしまう可能性がございますので、ご了承くださいますようお願いいたします。ま
た雑音などが入らないように静かな場所からの接続をお願いいたします。

３． 当日はセッションの60分前に接続いただき、スタンバイをお願いいたします。そこで運営事務局より、接
続確認・画面共有等の操作方法などをご説明させていただきます。接続確認後、本番用ＵＲＬにご入室いた
だき、ご登壇となります。なお、セッション開始までの時間が限られておりますため、必ず時間厳守にてお
願いいたします。

４．セッション中は発表時間・討論時間を遵守いただき、円滑なプログラム進行にご協力をお願いいたします。
５． 前のセッションが早く終了した場合、プログラムに記載されているご担当セッションの開始時間までお待ち

ください。

座長の先生へ
１．座長は担当セッション開始時刻の 30 分前までに開始 10 分前までに「次座長席」にお着きください。
２． 担当セッションの進行に関してはすべて座長に一任致します。必ず予定時間以内に終了していただくようお

願いします。なお、質疑応答はできる限り一演題ずつに対して進行していただきますようお願いします。

座長の先生へ参加者からの質問について
LIVE配信においては、一般参加者からの質問がQ&Aボックスに入ることがございますので、そちらより質問
を採択して、口頭にて演者、参加者へお伝えください。

＜ WEB リモートでの口演＞
大会当日諸事情で会場にお越しいただけない方は、大会ホームページのWEB開催ページボタンに記載の緊急連
絡先電話番号までご連絡ください。Zoomアドレス等のご案内をいたします。

9



交通アクセス

和歌山市までのアクセス
●関西国際空港より
　南海電鉄 ………………「泉佐野駅」乗換、南海線「和歌山市駅」下車
　JR………………………「日根野駅」乗換、阪和線「和歌山駅」下車
　空港リムジンバス………「JR和歌山駅<東口着>」下車

和歌山県民文化会館へのアクセス  
●南海電鉄「和歌山市駅」より
　・徒歩…………約20 分
　・タクシー…… 約 5分
　・バス………… 約10 分（2番のりば）「県庁前」バス停下車（バス停より約 300m・徒歩約 4分）
●JR「和歌山駅」より
　・徒歩　約 35分
　・タクシー　約10 分
　・バス　約10 分（2番のりば）「県庁前」バス停下車（バス停より約 300m・徒歩約 4分）
　　※バスの時刻・料金等については、サイトにてお確かめください。
　　　 https://transfer.navitime.biz/wakayamabus/pc/map/Top

N

26

24

42

42

和歌山市駅

和
歌
山
港
駅 阪

和
高
速
道
路

国
体
道
路

JRきのくに線

JR
和
歌
山
駅

↑至 泉南 ↑至 なんば

↓至 有田

海南東 I.C.

海南 I.C.

和歌山 I.C.

↑至 大阪

JR和歌山線

南海本線
紀ノ川大橋

（けやき通）

和歌山城県庁

和歌山県民文化会館
和歌山県文化振興財団
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9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

第1会場
１・2F 大ホール

第2会場
2F 小ホール

第3会場
3F 特設会議室

第4会場
5F 大会議室

第5会場
1F 大展示室

① ②

大会タイムスケジュール

8:50～9:00　開会式

9:00～10:00
教育講演1

生活習慣病対策に関連する
各種学会の専門職育成制度

と現状
講師︰森本 信三
座長︰橋爪 真彦

10:05～11:05
教育講演3

脊柱疾患における疼痛の考え
方と評価と介入
講師︰三木 貴弘
座長︰峯玉 賢和

11:10～12:10
教育講演5

脳卒中と循環器病克服に向
けた理学療法の挑戦

講師︰金居 督之
座長︰石本 泰星

12:50～14:00
特別講演

運動器理学療法実践のレベ
ルアップのためのヒント

講師︰高﨑 博司
座長︰安井 常正

9:00～10:00 
教育講演2

臨床研究の知識はなぜ必要
なのか？

講師︰山本 周平
座長︰小林 茂

9:00～9:50 
神経

L-001～L-007
座長︰：野添 匡史

休憩コーナー

10:05～11:05
教育講演4

脳卒中片麻痺者の歩行再建
の理論と実践と創意と工夫と

評価と解釈
講師︰中谷 知生 

   座長︰木下 利喜生

10:05～10:55
運動器

L-008～L-014
   座長︰瓜谷 大輔

13:45～14:35
内部障害１

L-029～L-035
   座長︰澁川 武志

14:50～15:40
内部障害２

L-036～L-042
   座長︰山端 志保

11:10～12:00
生活環境支援
L-015～L-021

   座長︰今岡 真和

12:50～13:40
基礎・教育・管理
L-022～L-028

   座長︰松井 有史

12:50～13:40
セレクション
S-001～S-007

   座長︰田平 一行
　　　  吉崎 邦夫

10:05～10:35
アフタートーク

教育講演1

10:05～10:35
アフタートーク

教育講演2

11:10～11:40
アフタートーク

教育講演3

11:10～11:40
アフタートーク

教育講演4

12:15～12:45
アフタートーク

教育講演5

12:15～12:45
アフタートーク

教育講演6

14:05～14:35
アフタートーク

教育講演8

14:05～14:35
アフタートーク

特別講演

14:50～15:20
アフタートーク

教育講演7

11:10～12:10
教育講演6

骨関節疾患・脳血管疾患など
に活かせる 

循環器系の評価と理学療法
講師︰西村 真人
座長︰阪口 将登

13:45～14:45
教育講演7

理学療法士がリハ栄養を実
践する意義

講師︰長野 文彦
座長︰谷口 裕亮

14:50～15:50
教育講演8

要介護高齢者における社会
参加の特徴

講師︰尾川 達也
座長︰西本 憲輔

14:05～15:35
シンポジウム

理学療法士としての 
新たな創発

シンポジスト︰坪井 大和
　　　　　渕上 健

　　　　　　中口 拓真
　　　　　　萩原 悠太
　　　　座長︰大西 智也

2 月 5 日（日）

12:15～12:25 次期大会長挨拶

15:50～16:00　閉会式

15:40～15:50　優秀演題結果発表
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小ホール舞台

県文
ロビー

会場への入場は
2Fから

小ホール
ホワイエ

楽屋
1

楽屋
2

楽屋
3

大ホール舞台

楽屋6

楽屋1

楽屋2

楽屋3

楽屋7

ウェルカム
ホール

中小展示室

ホール

展示ロビー

事務室

会場案内
和歌山県民文化会館

第1会場
大ホール

控室
楽屋1〜5

1F

2F

第5会場
大展示室

運営本部
会議室101

大会本部
会議室102

第1会場
大ホール

第2会場
小ホール

総合受付
PC受付
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和室

中会議室

401
会議室

給湯室

402
会議室

403
会議室

404
会議室

405
会議室

406
会議室

407
会議室

408
会議室

409
会議室

410
会議室

411
会議室

大ホール
ホワイエ

大ホール

小ホール

小ホール
ホワイエ

５01
会議室県医師会

小会議室
1

会議室
1

会議室
2

会議室
3小会議室

2
５0３
会議室

５02
会議室

５0４
会議室

3F

4F

5F

第3会場
特設会議室

控室
405・406会議室

お子様連れ休憩場
403会議室

お子様連れ休憩場
和室

第4会場
休憩コーナー
大会議室
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02月05日 (日) 08時50分～09時00分 開会式  会場:第１会場

02月05日 (日) 12時15分～12時25分 次期大会長挨拶  会場:第１会場

02月05日 (日) 15時40分～15時50分 表彰式  会場:第１会場

02月05日 (日) 15時50分～16時00分 閉会式  会場:第１会場

02月05日 (日) 09時00分～10時00分 教育講演1  会場:第１会場

座長：橋爪 真彦 （有馬温泉病院）

H-001 生活習慣病対策に関連する各種学会の専門職育成制度と現状
白浜はまゆう病院 リハビリテーション室 森本 信三

02月05日 (日) 09時00分～10時00分 教育講演2  会場:第２会場

座長：小林 茂 （宝塚医療大学）

H-002 臨床研究の知識はなぜ必要なのか？
信州大学医学部附属病院 理学療法部 山本 周平

02月05日 (日) 10時05分～11時05分 教育講演3  会場:第１会場

座長：峯玉 賢和（和歌山県立医科大学附属病院紀北分院）

H-003 脊柱疾患における疼痛の考え方と評価と介入
札幌円山整形外科病院 リハビリテーション科 三木 貴弘

02月05日 (日) 10時05分～11時05分 教育講演4  会場:第２会場

座長：木下 利喜生 （和歌山県立医科大学附属病院）

H-004 脳卒中片麻痺者の歩行再建の理論と実践と創意と工夫と評価と解釈
宝塚リハビリテーション病院 療法部 中谷 知生

02月05日 (日) 11時10分～12時10分 教育講演5  会場:第１会場

座長：石本 泰星 （赤ひげクリニック）

H-005 脳卒中と循環器病克服に向けた理学療法の挑戦
甲南女子大学　 看護リハビリテーション学部 理学療法学科 金居 督之

02月05日 (日) 11時10分～12時10分 教育講演6  会場:第２会場

座長：阪口 将登 （角谷リハビリテーション病院）

H-006 骨関節疾患・脳血管疾患などに活かせる循環器系の評価と理学療法
中国労災病院 中央リハビリテーション部 西村 真人

02月05日 (日) 13時45分～14時45分 教育講演7  会場:第２会場

座長：谷口 裕亮 （貴志川リハビリテーション病院）



H-007 理学療法士がリハ栄養を実践する意義
熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション部 長野 文彦

02月05日 (日) 14時50分～15時50分 教育講演8  会場:第２会場

座長：西本 憲輔 （龍神整形外科）

H-008 要介護高齢者における社会参加の特徴
西大和リハビリテーション病院 リハビリテーション部 尾川 達也

02月05日 (日) 12時50分～14時00分 特別講演  会場:第１会場

座長：安井 常正 （新宮市立医療センター）

I-001 運動器理学療法実践のレベルアップのためのヒント
埼玉県立大学 保健医療福祉学部　理学療法学科 高﨑 博司

02月05日 (日) 10時05分～10時35分 アフタートーク　教育講演1  会場:第５会場

02月05日 (日) 10時05分～10時35分 アフタートーク　教育講演2  会場:第６会場

02月05日 (日) 11時10分～11時40分 アフタートーク　教育講演3  会場:第５会場

02月05日 (日) 11時10分～11時40分 アフタートーク　教育講演4  会場:第６会場

02月05日 (日) 12時15分～12時45分 アフタートーク　教育講演5  会場:第５会場

02月05日 (日) 12時15分～12時45分 アフタートーク　教育講演6  会場:第６会場

02月05日 (日) 14時05分～14時35分 アフタートーク　教育講演8  会場:第５会場

02月05日 (日) 14時05分～14時35分 アフタートーク 　特別講演  会場:第６会場

02月05日 (日) 14時50分～15時20分 アフタートーク　教育講演7  会場:第５会場

02月05日 (日) 14時05分～15時35分 シンポジウム  会場:第１会場

座長：大西 智也 （宝塚医療大学）

K-001 テクノロジーの力で、介護を変え、老後を変え、世界を変えるスタートアップ企
業の挑戦

株式会社Rehab for JAPAN プロダクト部 坪井 大和

K-002 創発を生むための組織作り
岸和田リハビリテーション病院 リハビリテーション部 渕上　 健

K-003 数値化できるアウトカムの広がりとリハビリテーション×人工知能の可能性
星野クリニック 在宅リハビリテーションセンター 中口 拓真



K-004 スマホアプリを活用したオンライン完結型重症化予防－デジタルヘルススタート
アップの挑戦ー

-株式会社PREVENT - 萩原 悠太

02月05日 (日) 09時00分～09時50分 神経  会場:第３会場

座長：野添 匡史 （甲南女子大学）

L-001 ビタミンB1欠乏症に伴う多発性神経障害により重度四肢麻痺を呈した一症例の骨
格筋量と機能回復の経過

伊丹恒生脳神経外科病院 リハビリテーション部 真島 和希

L-002 Lateropultionに対し視覚フィードバックと体性感覚入力が姿勢矯正に有用した延
髄外側梗塞の一例

清仁会　水無瀬病院 リハビリテーション部 西村 慈覚

L-003 前皮神経絞扼症候群の治療とリハビリテーションの併用がパーキンソン病患者の
体幹前屈姿勢に与える効果

大阪刀根山医療センター リハビリテーション科 山本 幸夫

L-004 脳卒中後注意機能障害を呈した症例に対するVirtual Realityを用いた介入の経過ー
症例報告ー

岸和田リハビリテーション病院 リハビリテーションセンター 谷岡 愛

L-005 低栄養脳卒中患者におけるリハビリテーション介入の転帰 ～ 傾向スコアマッチン
グを用いた検討 ～

岸和田リハビリテーション病院 リハビリテーションセンター、
岸和田リハビリテーション病院 脳卒中リハビリテーション研究所

嘉摩尻 伸

L-006 パーキンソン病患者の左右への姿勢制御と体幹側方傾斜角度の関連性について
兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 リハビリ療法部 理学療法科 尾畠 康太

L-007 免疫介在性壊死性ミオパチー患者に対する下肢骨格筋の質と生理的コスト指数を
指標にした運動強度設定の試み

大阪医科薬科大学病院 リハビリテーション科 新納 亮太

02月05日 (日) 10時05分～10時55分 運動器  会場:第３会場

座長：瓜谷 大輔 （畿央大学大学院）

L-008 片側変形性股関節症患者への２ステップテストに関する一考察  －1歩目が患側か
健側かで違いがあるか－

医療法人　増原クリニック リハビリテーション科 阪口 七聖

L-009 腰椎疾患患者の破局的思考に影響を与える因子の検証
学研都市病院 リハビリテーション科 杉山 主馬

L-010 右下肢荷重時の疼痛により立位保持が困難であった右恥坐骨骨折の一症例
医療法人寿山会 法人リハビリテーション部 野際 誉也

L-011 地域在住高齢者の主観的健康感とADL動作の困難さとの関連について
社会医療法人栄公会佐野記念病院 リハビリテーション部 伊藤 里紗

L-012 左橈骨遠位端骨折術後に遠位橈尺関節の不安定性を呈した一症例 -遠位橈尺靭帯の
解剖学的構造に着目して-

しばはら整形外科スポーツ関節クリニック リハビリテーション科 岸川 昌嗣



L-013 鏡視下腱板修復術後の疼痛に対し徒手療法およびHydro releaseが著効した一症例
永野整形外科クリニック リハビリテーション科 竹岡 正洋

L-014 当院看護師の不眠症状と腰痛の関係性に関する調査
医療法人　河端病院 リハビリテーション科 和田 遼

02月05日 (日) 11時10分～12時00分 生活環境支援  会場:第３会場

座長：今岡 真和 （大阪河﨑リハビリテーション大学）

L-015 地域在住高齢者におけるコロナ禍での運動実施に関する要因の検討 －基本チェッ
クリストの下位項目を用いて－

社会医療法人三車会貴志川リハビリテーション病院 リハビリテーション部、
紀の川市役所 福祉部高齢介護課、
畿央大学大学院 健康科学研究科修士課程

中北 智士

L-016 地域在住高齢者におけるMNA-SFにより評価した栄養状態と1年後の日常生活動作
能力との関連

赤ひげクリニック リハビリテーション部 矢野 まのか

L-017 脊髄小脳変性症に対する短期集中リハビリテーションにて多職種・患者家族と情
報共有し退院支援を行った一例

社会医療法人大道会森之宮病院 リハビリテーション部 岡田 悠里

L-018 遠隔リハビリテーションの実現に向けたTimed Up and Go Testの構成動作を評価
する光式ゲート時間計測装置の開発

済生会兵庫県病院 リハビリテーション科、
関西医科大学 研究員

小山 祥太

L-019 橋本市の地域支援事業拡充について‐地域課題分析と多職種による協働に着目し
て-

紀和病院 リハビリテーション部 松岡 佑

L-020 ネフローゼ症候群に対する高用量ステロイド治療中に下肢の筋力低下ならびにバ
ランス能力が向上した症例

大阪急性期・総合医療センター 医療技術部セラピスト部門 西 正史

L-021 短期間の訪問リハビリテーションにより転倒恐怖感が軽減し独居生活を再獲得出
来た一症例

洛陽病院 リハビリテーション科 松原 達哉

02月05日 (日) 12時50分～13時40分 基礎・教育・管理  会場:第３会場

座長：松井 有史 （和歌山リハビリテーション専門職大学）

L-022 我が国における高齢者の転倒予防介入に関するシステマティックレビュー －有酸
素運動の効果についての検証－

森ノ宮医療大学 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 檜垣 奨

L-023 弾性素材へのドロップ着地の運動解析
関西福祉科学大学 保健医療学部 三谷 保弘



L-024 感染拡大前後における地域在住高齢者の歩行時の加速度の変化と転倒リスクへの
影響

社会福祉法人清和園久世ホーム デイサービス 中島 基公

L-025 急性期病院におけるリハビリテーション中に発生した高齢者と非高齢者の転倒事
例の特徴

和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部 木下 利喜生

L-026 リハビリ職種の自ら学ぶ意欲・やりがい感の関連因子の検討－総合病院の経験の
影響－

兵庫県立西宮病院 リハビリテーション部 山形 繁広

L-027 タイ王国での回復期リハビリテーション病棟開設に向けた現地療法士への教育的
支援活動

社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院 リハ技術部　理学療法科 平手 佑弥

L-028 当院での新人教育改革の実際 ～個別担当制から組織的取り組みへ～
堺市立総合医療センター リハビリテーション技術科 谷合 雄基

02月05日 (日) 13時45分～14時35分 内部障害１  会場:第３会場

座長：澁川 武志 （滋賀医科大学医学部附属病院）

L-029 胸腔鏡下肺切除術後離床に関連する因子の検討
国立病院機構和歌山病院 リハビリテーション科 坪井 直人

L-030 全身性強皮症に伴う肺動脈性肺高血圧症患者への包括的リハビリテーション介入 
～就労復帰に至った一症例～

日本赤十字社和歌山医療センター リハビリテーション部 足羽 涼

L-031 サルコペニアを合併している周術期患者に対し栄養摂取と消費量を考慮し運動処
方を実施した症例

医誠会病院 リハビリテーション部 上羽 伸哉

L-032 新型コロナウイルス感染症拠点病院におけるリハビリテーション部の現状と取り
組み

兵庫県立加古川医療センター リハビリテーション部 齋木 宏之

L-033 放射線治療を受ける進行・再発固形がん患者に対するリハビリテーション介入前
後の身体機能変化

関西電力病院 リハビリテーション部 掛谷 佳昭

L-034 低活動のため食道癌手術困難と判断された慢性脳血管障害患者に対する術前リハ
ビリテーションの効果

和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部 材木 力斗

L-035 ワークシートを用いたセルフモニタリングが身体活動量増加に繋がった間質性肺
炎の一症例

関西電力病院 リハビリテーション部 酒井 奈菜美

02月05日 (日) 14時50分～15時40分 内部障害２  会場:第３会場

座長：山端 志保 （京都府立医科大学附属病院）

L-036 免荷歩行訓練による運動量増大により、3年ぶりにベッド上生活からの脱却に至っ
た一症例

わかくさ竜間リハビリテーション病院 リハビリテーション部 奥野 浩司郎



L-037 潰瘍性大腸炎による外科手術後に重度サルコペニア状態に至った症例への理学療
法

南和広域医療企業団　南奈良総合医療センター リハビリテーション部、
南和広域医療企業団　五條病院 リハビリテーション

神田 孝祐

L-038 糖尿病教育入院時における2型糖尿病患者の身体的特徴が、一年後の血糖コントロ
ールに与える影響

済生会滋賀県病院 リハビリテーション技術科 和田 拓弥

L-039 横隔膜ヘルニア修復術後症例に対する理学療法の経験
北出病院 リハビリテーション科 平安山 良輔

L-040 当院COVID-19患者における早期リハビリテーションの有効性ならびに変異株別検
討

関西電力病院 リハビリテーション部 崎田 佳希

L-041 当院における心臓血管外科術後のリハビリテーションの進行状況
日本赤十字社和歌山医療センター リハビリテーション部 林 広太郎

L-042 食事・運動療法が困難な慢性期高齢Ⅱ型糖尿病患者に対する末梢電気刺激の効果
富田病院 リハビリテーション科 木村 文彦

02月05日 (日) 09時00分～16時00分 オンデマンド  会場:オンデマンド

O-001 臼蓋形成不全、変形性股関節症と妊娠の関連に関する文献的検討
大阪行岡医療大学 医療学部理学療法学科 荒木 智子

O-002 人工股関節全置換術前後における不満度に関連する要因の検討
洛和会丸太町病院 リハビリテーション部 廣津 昂

O-003 術前3週間の高強度リハビリテーション治療が術後に与える影響についての検討
和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部 橋崎 孝賢

O-004 後縦靭帯骨化症術後の運動障害に対して対側下肢を用いて運動感覚を想起させる
介入が功を奏した一症例

城山病院 リハビリテーション科 森田 隆剛

O-005 大腿骨近位部骨折患者に対し、輸血実施の有無が歩行に与える影響の検討
社会医療法人財団 新行橋病院 リハビリテーション科 津曲 俊希

O-006 不動による廃用症候群から自宅復帰した一症例
医療法人医誠会　介護老人保健施設エスペラル井高野 リハビリテーション科 岸　 颯太

O-007 神経症状を有する腰椎変性側弯症に対するシュロス法を用いた運動療法で手術が
回避できた一症例

和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 リハビリテーション科 中川 凌太

O-008 坐骨結節部の疼痛により座位保持困難であった症例 －仙結節靭帯に加わるメカニ
カルストレスに着目して－

京都下鴨病院 理学療法部 福山 駿斗

O-009 人工膝関節全置換術後の歩行能力に影響する因子の検討
大阪医科薬科大学病院 リハビリテーション科 水本 一樹



O-010 人工膝関節全置換術後、神経筋電気刺激を併用した運動療法の筋力と中枢活性化
不全の改善効果の検討

石川病院 リハビリテーション部 津和 恭平

O-011 骨粗鬆症性椎体骨折に対する経皮的椎体形成術後の運動療法の効果
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 脊椎ケアセンター 中谷 友洋

O-012 2ステップ値と変形性股関節症患者の下肢機能との関連性
医療法人増原クリニック リハビリテーション科 田篭 慶一

O-013 膝蓋下脂肪体の柔軟性向上にて内側膝窩部痛が消失した変形性膝関節症の一症例
仁生会甲南病院 リハビリテーション部 西口 純平

O-014 Orthobot®を使用した歩行練習が全人工膝関節置換術患者の歩行中の膝関節角度
と歩行能力に与える影響

宝塚リハビリテーション病院 療法部 藤高 弘大

O-015 鏡視下腱板修復術後3､6ヵ月における患者満足度推移 -断裂サイズ別の検討
丸太町リハビリテーションクリニック リハビリテーション部 竹内 晃洋

O-016 人工膝関節全置換術後早期の腫脹は術後3ヶ月の歩行能力に影響を与えるか？前向
きコホート研究

大阪整形外科病院　 リハビリテーション部、
神戸大学大学院 保健学研究科

大西 邦博

O-017 Quadriceps settingにおける筋弾性率計測値のフィードバックが術後筋力回復に及
ぼす影響

大阪大学医学部附属病院 リハビリテーション部 山田 大智

O-018 大腿骨近位部骨折術後における歩行開始日の違いが術後歩行能力に与える影響
医療法人　橋本病院 リハビリテーション科 高橋 伴弥

O-019 脊椎圧迫骨折を再発した一症例に対する疼痛日記を用いた精神心理面への効果
学研都市病院 リハビリテーション科 北畠 一樹

O-020 高校野球選手における浅指屈筋機能と肘関節内側痛発症に関する前向き調査
つくだ整形外科 リハビリテーション科 宇良田 大悟

O-021 円背姿勢を伴うトレッドミル歩行における機械学習モデルを用いた体幹運動の評
価

宝塚医療大学 和歌山保健医療学部 大西 智也

O-022 機械学習を使用した姿勢推定によるジャンプ着地時膝関節外反角度算出の信頼性
と妥当性

宝塚医療大学 和歌山保健医療学部、
和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座

浅枝 諒

O-023 新人教育の当院の取り組みについて
大阪府済生会中津病院 リハビリテーション技術部 池 康平

O-024 当センターセラピスト部門における医療安全推進に向けた取り組みと医療安全風
土の横断的調査

大阪急性期・総合医療センター 医療技術部セラピスト部門 高尾 弘志



O-025 当院における急性期リハビリテーション治療中に発生したインシデント・アクシ
デント報告の分析

和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部 松浦 由梨

O-026 神経断裂後の閉鎖神経麻痺に起因する理学所見および理学療法の実際とADL障害
の特徴

和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部 島 大智

O-027 脳卒中患者の感覚障害に対する重心動揺計の活用 ―ラバー負荷試験による定量的
評価―

社会医療法人三車会 貴志川リハビリテーション病院 繁田 万里

O-028 姿勢制御障害を呈した高齢女性の歩行再建
千里リハビリテーション病院 セラピー部 後藤 祐貴

O-029 両片麻痺を呈した症例の立位・歩行能力の回復過程についての一考察 ～重心動揺
計を用いた経時的変化の計測～

摂南総合病院 リハビリテーション科 中山 裕斗

O-030 注意障害を有する脳梗塞患者に対し早期より 長下肢装具での立位練習を実施した
一症例

兵庫県立西宮病院 リハビリテーション部 大畑 拓也

O-031 麻痺側下肢の重度感覚鈍麻に対し、下肢の良肢位獲得を目指した事で感覚機能の
改善に至った一症例

医療法人ラポール会　青山病院 リハビリテーション部 宇都宮 涼

O-032 既往の脳出血と反対側に生じた被殻出血により異常歩行が増悪した症例の経過
千里リハビリテーション病院 セラピー部 黒田 歩

O-033 回復期リハビリテーション病棟患者に対する歩数計の使用は6分間歩行距離を向上
させる

社会医療法人　三車会　 貴志川リハビリテーション病院 田津原 佑介

O-034 Lateropulsionを合併した急性期延髄外側梗塞患者の姿勢制御の特徴 ：シングルケ
ーススタディ

国立循環器病研究センター 脳血管リハビリテーション科 堂田 大嗣

O-035 重度右片麻痺、高次脳機能障害を呈した症例に対し視覚情報介入で歩行機能が改
善した一症例

済生会和歌山病院 リハビリテーション科 堀田 直樹

O-036 睡眠の質とバランス能力との関連
泉佐野優人会病院 リハビリテーション部 鈴木 光

O-037 失語症患者に対して，下肢装具の自己装着自立を目指し，獲得できた症例につい
て．

かなめ病院 リハビリテーション科 古川 拓未

O-038 多系統萎縮症者のWearing-Off現象期における、快情動提供方法を検討した1例
紀州リハビリケア訪問看護ステーション リハビリテーション部 山本 哲生

O-039 脳卒中患者の歩行時足関節内反に対するアプローチー機能的電気刺激を用いた理
学療法介入ー

社会医療法人三車会貴志川リハビリテーション病院 リハビリテーション部 武田 明



O-040 脳血管障害性パーキンソニズム患者の歩行においてトランクソリューションが及
ぼす影響

宝塚リハビリテーション病院 療法部 岡本 涼太郎

O-041 復職を見据え歩行動作の満足度向上を認めた一症例 ～COPMを活用しクライエン
トの主観的評価に着目して～

医療法人　公仁会　明石仁十病院 リハビリテーション科 熊谷 奨

O-042 重度下肢麻痺を呈した脊髄梗塞例に対して歩行獲得を目指し多角的介入を行った
一症例

社会医療法人大道会　森之宮病院 リハビリテーション部 理学療法科 高田 久留見

O-043 脊柱椎体骨折患者に対するリハビリテーション介入と自主トレーニング併用効果
を経験した症例

貴志川リハビリテーション病院 リハビリテーション部 松﨑 高至

O-044 京都府内の回復期病院におけるウェルウォークを実施した症例の調査  -急性期病
院における歩行状況に着目して-

京都第一赤十字病院 リハビリテーション科 西田 朋子

O-045 重度片麻痺患者に対し、歩行ロボットを中心とした介入にてADLの介助量軽減と
歩行獲得に至った一症例

社会医療法人 若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院 リハビリテーショ
ン部

松江 佑樹

O-046 更生用装具の作成に向けて多面的評価における装具比較をした回復期脳卒中後症
例

宝塚リハビリテーション病院 療法部 小田垣 夕紀

O-047 体幹装具付き両長下肢装具を使用した頭部外傷による四肢麻痺を呈した一症例
西宮協立リハビリテーション病院 リハビリテーション部 大石 佳穏

O-048 認知症を呈する脳卒中後Pusher症候群に対し長下肢装具での重心移動練習 により
座位と移乗能力が向上した症例

医療法人社団医聖会　学研都市病院 リハビリテーション科 德田 篤人

O-049 脳卒中後肩痛患者に対する下肢ペダリング運動による運動誘発性鎮痛の試み
岸和田リハビリテーション病院 リハビリテーションセンター、
神戸学院大学大学院 総合リハビリテーション学研究科

桂 祐一

O-050 右視床出血後に重度の感覚障害を伴う左片麻痺を呈した一例～感覚フィードバッ
ク, 足部柔軟性に着目して～

八尾徳洲会総合病院 リハビリテーション科 西田 知哉

O-051 「動ける間に帰りたい」～症例の意思を尊重し短期間の退院を実現した筋萎縮性
側索硬化症患者の1症例～

医療法人愛仁会尼崎だいもつ病院 リハ技術部理学療法科 片岡 渉

O-052 失調症状を呈した両側橋梗塞症例の姿勢不安定性に対する介入経験 -感覚系の重み
付けに着目した病態解釈-

摂南総合病院 リハビリテーション科 赤口 諒

O-053 下肢筋持久力の向上により杖歩行自立を獲得した脊髄梗塞一例
関西電力病院 リハビリテーション部 小松 良



O-054 Pusher症候群による姿勢定位障害に対して，立位での表在感覚入力により移乗動
作の獲得を図った一症例

社会医療法人ささき会 藍の都脳神経外科病院 リハビリテーション部 漆谷 和樹

O-055 歩行獲得に難渋した両側反張膝を呈した改良Frankel分類C1胸髄損傷患者の一例 -
改良Frankel分類に着目して-

畷生会脳神経外科病院 リハビリテーション科 山田 智徳

O-056 心原性脳塞栓症患者において心不全の合併の有無が機能予後に及ぼす影響
京都市立病院 リハビリテーション科 畑 智予

O-057 自転車運転獲得の可否に関連する運動機能の検討-回復期脳卒中患者に対する予備
的研究-

社会医療法人　三車会　貴志川リハビリテーション病院 リハビリテーション部 松井 圭介

O-058 転倒恐怖心がある利用者に対して段階的な目標設定を行うことで社会参加に繋が
った一症例

さくら会病院 リハビリテーション科 岡村 謙佑

O-059 介護付き有料老人ホームにて食事の際に右側方へ傾きを認めた症例の誤嚥予防に
向けた介入

医療法人寿山会 法人リハビリテーション部、
関西医療大学大学院 保健医療学研究科

井上 直人

O-060 当院の回復期入棟患者における入棟早期と退院直前の身体活動量の傾向
社会医療法人高清会　高井病院 リハビリテーション科 島田 尚哉

O-061 多職種と施設間連携により在宅でのADL向上が図れた訪問リハビリテーションの
一症例

洛和会丸太町病院 リハビリテーション部 中田 真菜美

O-062 長期臥床で基本動作全介助となった患者に対し免荷式歩行リフトを使用し平行棒
内歩行を獲得した症例

医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院 リハビリテーション科 大河内 陸玖

O-063 同一法人の訪問看護ステーション、デイサービス、 就労継続支援B型の連携で一
般就労に踏み出した脳卒中症例

株式会社PLAST プラスト訪問看護ステーション 原口 脩平

O-064 NPPV離脱後、座位訓練・呼吸筋トレーニングを実施し、ADL能力が改善した高齢
肺炎患者

社会医療法人ペガサス　馬場記念病院　 リハビリテーション部 赤岩 秀則

O-065 踏み台昇降やジャンプ運動が無気肺改善に有効であり運動耐容能改善に繋がった
食道胃接合部がん術後症例

仁生会甲南病院 リハビリテーション部 滝島 勇太

O-066 腹部外科手術患者の術後合併症発生の予測因子の検討
JCHO大阪病院 リハビリテーション室 坂上 譲

O-067 スティーブンス・ジョンソン症候群を呈し,ICU-AWを発症した一症例
医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院 リハビリテーション科 小川 誉真

O-068 糖尿病患者への運動療法の安全性と有効性についてPhase Angleを用いた筋質評価
による検討

医療法人康生会泉佐野優人会病院 リハビリテーション部 田中 領



O-069 RSTでの関わりを含めた理学療法により人工呼吸器から離脱できた筋強直性ジス
トロフィー患者の一例

京都市立病院 リハビリテーション科 藤田 康孝

O-070 高齢心不全患者に対する急性期から在宅にわたる包括的な理学療法が有効であっ
た一例

蘇生会総合病院 リハビリテーション科 藤田 祐平

O-071 低栄養を呈する廃用症候群患者の異なる栄養状態の経過が日常生活動作に及ぼす
影響

医療法人えいしん会岸和田リハビリテーション病院 リハビリテーションセンタ
ー

久寿 裕也

O-072 当院回復期リハビリテーション病棟を退棟したCOVID-19治療後患者における自宅
復帰阻害因子の検討

東和病院 リハビリテーション科 堀 平人

O-073 脳卒中を併発した前期回復期心筋梗塞患者がADLを獲得した回リハから在宅まで
の経過の一例

ボバース記念病院 リハビリテーション部 谷 福太郎

O-074 後天性血友病に対し, 運動負荷に注意して介入した理学療法の一症例
地方独立行政法人 りんくう総合医療センター リハビリテーション部門 栗山 泰典

O-075 心不全症例の再入院予測因子について「骨格筋指数に着目した研究」
地方独立行政法人明石市立市民病院 リハビリテーション課 南 竜馬

O-076 集中的な回復期リハビリテーション後も下肢疲労感，脱力感が残存したICU̶AW
を呈した一症例

医療法人清仁会水無瀬病院 リハビリテーション部 丸吉 康太

O-077 重症COVID-19肺炎患者に対するICUでの早期リハビリテーション効果の検討
和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部 安岡 良訓

O-078 労災病院群における急性心筋梗塞後の復職に関わる因子の検討
大阪労災病院 中央リハビリテーション部 根来 政徳

O-079 消化器外科術後，重篤な肺合併症を併発し集中治療室管理となった症例の理学療
法経験

地域医療機能推進機構大阪病院 リハビリテーション室 南 頼康

O-080 当院回復期病棟におけるCOVID-19患者３例の特性と転帰について
大阪府済生会泉尾病院 リハビリテーションセンター 吉川 崚介

O-081 COVID-19罹患後、度重なる肺炎やPICSにより人工呼吸器離脱及びADL向上に難渋
した理学療法経験

京都民医連中央病院 リハビリテーション部 山藤 健人

O-082 1029例の軽症・中等症COVID-19に対する対面リハビリテーション　-安全性・有
効性・実施可能性についての検証-

和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 リハビリテーション科 左近 奈菜

02月05日 (日) 12時50分～13時40分 セレクション  会場:第２会場

座長：田平 一行（畿央大学大学院）
吉崎 邦夫（和歌山リハビリテーション専門職大学）



S-001 骨髄異形成症候群患者に対する化学療法から移植,退院までの自転車エルゴメータ
ーとステップ運動継続の効果

和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部 水谷 優斗

S-002 補助化学療法中の膵癌患者に対する長期的な高強度トレーニングは運動耐容能だ
けでなくQOLも改善させる

和歌山県立医科大学附属病院 リハビリテーション部 川西 誠

S-003 ICUにおける理学療法士の多職種回診への参加が退院時ADLに及ぼす影響について
株式会社アンズケア 株式会社アンズケア 山田 和希

S-004 理学療法学生の国家試験前における心理状態の変化：成績低迷学生と成績良好学
生の比較

甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 三栖 翔吾

S-005 COVID-19による回復期リハビリテーション病院一病棟封鎖に伴う入院患者の身体
機能への影響

社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院 リハ技術部　理学療法科 東郷 健一

S-006 当院における看護師の腰痛実態調査
和歌山労災病院 中央リハビリテーション部 中本 浩貴

S-007 コロナ禍における座りすぎと社会人口統計学的要因の関連：スポーツライフ・デ
ータの二次分析

甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 金居 督之

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


特別講演

運動器理学療法実践のレベルアップのためのヒント

高﨑　博司（たかさき　ひろし）
埼玉県立大学　理学療法学科

はじめに
COVID19 の影響で様々な国際学会が中止となり、特に若手の理学療法士が「国際学会を覗いて、日本の立ち位
置と自分の立ち位置を確認する」ということが難しくなっているかもしれない。自分で論文を探し出し、方法の
妥当性やデータの信憑性を分析し、臨床的意義や価値を見出せるレベルの理学療法士には関係ない話かもしれな
い。しかし、大多数の理学療法士はまだその域に達していないと思われる。今回は特に後者にターゲットを合わ
せ、運動器理学療法、特に外来での実践のレベル向上に資する近年の研究を紹介する。

日本と他国の差
「海外は凄く、日本はダメ」と、根拠もなく感覚的に劣等感のみを感じている若手の理学療法士は少なくないの
ではないだろうか？ただ感覚的に劣等感だけ持ち続けて、自分達を卑下しても、誰も救ってくれないし、なんの
役にも立たない。客観的なデータに基づいて、何が足りないのか、どうするべきなのか、建設的な見方をこれか
らの理学療法領域の将来を担う人には持ってもらいたいと思う。そのための、Evidence Based Practice という
観点から考察したいと思う。

「徒手療法」という言葉はなくなる？
「徒手療法」「マニュアルセラピー」＝「マニアックセラピー」と思う人は少なくないのではないだろうか？それ
は、日本だけの問題ではなく、世界的にも問題と捉えられており、IFOMPT（The International Federation of 
Orthopaedic Manipulative Physical Therapists Incorporated：World Physiotherapy の最大の下部組織）の運営
メンバーの中には徒手療法という言葉を無くし運動器理学療法としようと発言している人も出始めている。この
動きは、徒手療法を否定しているのではなく、むしろ、運動器を専門とする人は「徒手療法は最低限マスターし
ている前提である」という立場なのだ。つまり、世界の運動器理学療法がそのレベルに格上げとなるならば、ま
ずは「徒手療法」とは何たるかを正しく理解しておく必要があるだろう。

運動器理学療法実践のレベルアップのためのヒント
各論としては、以下の項目について研究知見を交えながら、研究結果から見えてくる臨床的価値や意義・示唆に
ついて紹介する。どれも日々の学生指導を通じて感じることであったり、卒業した新人理学療法士から聞く現場
での葛藤に基づいているので、恐らく多くの参加者において、自分の日々の臨床が理学療法の進化に追いついて
いるか考える面白いテーマではないかと思う。

『臨床セラピストの症例報告のススメ』
『臨床推論：やっているのは型にはめるレシピ法？個々に合わせた進め方？』
『痛みへの恐怖は患者だけではなくセラピストも !?』
『Therapeutic Education 技術＞徒手的技術 !?』
『四肢の問題における脊柱のスクリーニングの重要性』
『妥当性・検査者間信頼性のある評価のススメ』
『出来ないから繰り返し練習⇒勝手にできるようになる脳トリック運動療法へ』
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【略歴】
略歴：https://physicaltherapytak.wixsite.com/mysite（HP）
2004 年 - 2006 年：札幌医科大学 大学院修士課程 徒手療法学専攻
2009 年 - 2013 年：クイーンズランド大学 大学院博士課程 
2011 年 - 2013 年：The George Institute for Global Health Research assistant
2013 年 - 2014 年：クイーンズランド大学 博士研究員
2014 年 - 現在：埼玉県立大学 理学療法学科
資格：理学療法士、国際マッケンジー法協会認定クリデンシャルセラピスト
関連領域社会活動：国際マッケンジー法協会研究アドバイス委員会委員、徒手理学療法学会理事兼雑誌編集委員、
専門リハビリテーション研究会 EBP 推進作業部会部会長、埼玉県理学療法士会国際スポーツ競技対策委員会委
員、埼玉アスレチック ･ リハビリテーション研究会理事
著書・文献：国際論文 80 編ほか https://researchmap.jp/physiotherapy.hiro
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シンポジウム
理学療法士としての新たな創発

テクノロジーの力で、介護を変え、老後を変え、世界を変える
スタートアップ企業の挑戦

坪井　大和（つぼい　やまと）
株式会社 Rehab for JAPAN　プロダクトマネージャー
神戸大学大学院保健学研究科　研究員

演者の所属する株式会社 Rehab for JAPAN は、作業療法士が 2016 年に創業した介護リハビリテックのスター
トアップ企業であり、理学療法士・作業療法士も複数名在籍している。

当社は「介護に関わるすべての人に夢と感動を」をビジョンとし、より多くの高齢者が健康的に長生きすること
で幸せに長く暮らせる世界（健康寿命の延伸）に向けて、「エビデンスに基づいた科学的介護」の実現を目指し
ている。

介護領域には様々な社会課題が存在するが、現在はデイサービスに特化して業務効率化および科学的介護の普及
をするため、デイサービス向けリハビリ支援ソフト「リハプラン」をはじめ、オンラインリハビリや AI 動画解
析ツールなどの事業を展開している。

本講演では、当社がビジョン達成のために、どのような活動を行っているのかを紹介しつつ、理学療法士がスター
トアップ企業で働く意義、可能性、課題などについてもリアルに触れていく。
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【略歴】
1993 年、茨城県つくば市生まれ。2015 年に神戸大学医学部保健学科理学療法学専攻を卒業後、理学療法士免許
を取得。その後、神戸大学大学院保健学研究科にて 2020 年に博士号（保健学）を取得。在学中は日本学術振興
会特別研究員 DC2 に採択され研究活動に従事。研究業績としては、国際学術誌への論文掲載 28 本（筆頭 5 本）、
学会受賞歴 2 回、研究助成金獲得 2 回、WHO や海外大学との共同研究など。2016 年より、株式会社バックテッ
クにて 4 年間インターンとして、メディア編集長、セラピスト部門立ち上げ、データ分析、UX リサーチ等の業
務等を担う。2020 年より同社に入社し、プロダクトマネージャーとしてプロダクト開発に従事。2022 年 4 月より、
現職の株式会社 Rehab for JAPAN にプロダクトマネージャーとして参画し、介護リハビリ領域のプロダクト開
発に従事。

論文：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tsuboi%20Yamato
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シンポジウム

創発を生むための組織作り

渕上　健（ふちがみ　たけし）
岸和田リハビリテーション病院　リハビリテーションセンター
岸和田リハビリテーション病院　脳卒中リハビリテーション研究所

　まず，創発の専門家でもない一般的な医療施設の一部門長という立場の私が，シンポジストとしてお話しする
にあたり，言葉の取り違えを犯す可能性についてご容赦いただきたい．そのような私も今回の機会をいただき，　　　　
創発について勉強し，なぜ大会長が創発というテーマを選択したのかを考えた．皆さんは創発という言葉を聞い
たとき，どのようなことを想像するだろうか？私と同じように一般的な医療・介護施設などで働く方にとっては，
身近なものに感じ難いのではないだろうか？
　創発とは，「全体を構成する個別要素の相互作用によって，予期しなかった全体的な特性が現れること」である．
一般的な施設で起こり得る創発の例として，先の学術大会で話題になった理学療法評価をする，しないの話で提
示する．評価をしない職員が多かった部署が何らかの取り組みを実施し，評価をする職員が増えたという結果が
得られたとしよう．この結果だけでは単なる業務改善に留まるが，評価をする職員が増えたことで，何かしらの
相互作用を生み，治療効果も上がり，もし収益化に繋がるなどの結果も伴えば，創発が起こったと言えよう．こ
のような例を提示すると，創発は一般的な施設においても，比較的身近なものに思える． 
　そして，働き方改革の推進や理学療法教育における指定規則の改訂，新型コロナウイルスの流行などにより，
理学療法士である我々自身の価値観や我々へのニーズも多様化している．このような現代において，大会長がおっ
しゃる科学的根拠に裏付けられた理学療法の提供という普遍の原理を守り築いていくためには，いかなる職場に
おいても創発が生まれるような組織であることが必要なのかもしれない．
　当院はリハビリテーションに力を入れる病院として 8 年前にリスタートした．当時は回復期リハビリテーショ
ン病棟病床数 29 床，セラピスト数約 40 名で空床も目立っていた．現在は，157 床に増床した病床は常に満床で，
施設基準要件も十分クリアできている．また，全国から就職希望者があり，セラピスト数は来年 4 月には約 140
名を予定している．病院の成長と並行して，事業拡大による所属長の交代や部門理念の改訂など，組織体制や運
営方法の改変を重ねながら，研究所設立や病院服開発などの珍しい取り組みも行ってきた．まだまだ途上だが，
当院ではいくつかの創発が生まれていたのかもしれない．よって，本シンポジウムではこの 8 年間の当院の事例
を紹介しつつ，創発が生まれるための組織作りについて考察する．そして，参加される皆様と「理学療法士とし
ての新たな創発」について議論したい．

理学療法士としての新たな創発
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【略歴】
【学歴】
2006 年 3 月　大阪医専 理学療法学科　卒業
2014 年 3 月　畿央大学大学院　健康科学研究科　修士課程　修了
2020 年 3 月　畿央大学大学院　健康科学研究科　博士課程　修了

【職歴】
2006 年 4 月− 2011 年 3 月　寺下病院　リハビリテーション科
2011 年 4 月− 2015 年 3 月　 おおくまリハビリテーション病院（現、はくほう会セントラル病院）　リハビリテー

ション部
2015 年 4 月−現在　岸和田リハビリテーション病院　リハビリテーションセンター
2020 年 4 月−現在　岸和田市理学療法士会　地域ケア会議推進部　部長
2020 年 4 月−現在　畿央大学ニューロリハビリテーション研究所　客員研究員

【所属学会】
公益社団法人　日本理学療法士協会
一般社団法人　日本神経理学療法学会　専門会員 A 

【資格】
博士（健康科学）
脳卒中認定理学療法士、管理・運営認定理学療法士
回復期リハビリテーション病棟協会　セラピストマネージャー

【筆頭論文】
1.  Takeshi Fuchigami, Shu Morioka：Differences between the influence of observing one’s own movements 

and those of others in patients with stroke．Stroke Res Treat 2019，Article ID 30832482019，2019
2.   渕上 健，奈良 友里恵，佐野 一成，伊藤 岳之：回復期リハビリテーション病棟における認知症患者の自宅退

院因子の検討．理学療法 33(2)：173-176，2016
3.  渕上 健：認知症者に対する運動療法−回復期リハビリテーション病棟における取り組み−．理学療法 33(1)：

26-33，2016
4.  渕上 健，松尾 篤，越本 浩章，河口 紗織，北裏 真己，松井 有史，森岡 周：慢性期脳卒中片麻痺患者の下肢 

機能に対する運動観察治療の効果．理学療法科学 30(2)：100-105，2015
5.  Takeshi Fuchigami, Shu Morioka：Differences in cortical activation between observing　one's　own　gait　

and　the　gait　of　others:　a　functional　near-infrared　spectroscopy　study．NeuroReport 26(4)：192-
196，2015
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シンポジウム

数値化できるアウトカムの広がりとリハビリテーション×
人工知能の可能性

中口　拓真（なかぐち　たくま）
医療法人　明星会　星野クリニック

　近年，最も注目されているテクノロジーに人工知能（artificial intelligence；AI）がある．AI の定義は定まっ
ておらず，「人が実現するさまざまな知覚や知性を人工的に再現するもの」と一般的に認識されている．AI 技術
の中でも人間の脳神経回路を模倣したアルゴリズムであるディープラーニングは代表的な技術であり，機械学習
と呼ばれる．機械学習は人間が介在したルールを設定しなくとも自律的にデータの特徴量やルールを学習し自動
的にアウトプットする．このディープラーニングを用いた機械学習は，従来のルールベースによる予測精度より
高く，画像認識の分野では人間が判断する予測精度を超えた．
　理学療法士が計測するアウトカムには，歩行速度や筋力，バランス検査がある．これらのアウトカムは，それ
自体に特徴があり歩行自立のカットオフ値や転倒リスク評価など，さまざまな臨床現場で使用されている．ディー
プラーニングの技術では，歩行速度などのアウトカムではなく歩行動画や立位姿勢画像，または音声データから
自動的にその問題点を抽出しアウトプット可能である．そのため，理学療法士が行う動作観察や分析は，ディー
プラーニング技術の方が効率的となる可能性が高い．医師が行う疾病の診断分野においては，人間とディープラー
ニングの診断精度について数多く検証がなされており，医師が行う診断精度とディープラーニング技術による精
度は同等であることが報告されている（Craig et al. 2017）．
　理学療法やリハビリテーションに関連した分野においてもディープラーニングを用いた技術の報告がなされて
おり，臨床現場で取り入れられつつある．このように注目されているディープラーニング技術が，どのような仕
組みで解析されているのか知る機会は少ない．今後，さらに取り入れられる可能性が高い機械学習やディープラー
ニング技術について臨床現場の理学療法士は知る必要性が高い．

理学療法士としての新たな創発
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【略歴】
〈学歴〉
2010 年 国際東洋医療専門学校 鍼灸師学科卒業
2014 年 大阪医療福祉専門学校 理学療法士学科卒業

〈職歴〉
2014 年 貴志川リハビリテーション病院
2016 年 花と森の東京病院
2019 年 豊通オールライフ
2020 年 貴志川リハビリテーション病院
2022 年 星野クリニック
　　　  国立長寿医療研究センター 外来研究員
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シンポジウム

スマホアプリを活用したオンライン完結型重症化予防�
- デジタルヘルススタートアップの挑戦 -

萩原　悠太（はぎわら　ゆうた）
株式会社 PREVENT

　高血圧症や糖尿病などに代表される慢性疾患管理においては、適切な投薬治療に加えて運動や食事に代表され
る生活習慣管理が重要となる。スマートフォンアプリやデジタルデバイスを活用した疾病管理指導は、時間や場
所に拘束されず、さらには客観的評価指標にもとづく介入を可能とする。弊社でも腕時計型脈拍計を活用した運
動指導や食事写真ならび食塩摂取量測定機器を活用した食事指導など保健師、管理栄養士、理学療法士などの医
療専門職が遠隔で慢性疾患保有者向けに提供を行っている。
　モバイルヘルス領域における学術研究は増えてきているものの、介入方法の最適化においては、議論すべき点
がまだ多い。社内データからもアプリの利用頻度やチャットでの会話内容が保健指導介入効果と関連を示すなど、
モバイルヘルス特有の新しい評価指標の可能性の示唆を得ている。また介入方法においても行動変容技法や動機
づけ面談技法などコミュニケーションスキルの重要性がさらに増していくと考えられる。
　現在、医療保険内では疾病管理を含めた重症化予防的介入やデジタルソリューションを活用した遠隔介入につ
いては、法制度が十分に整っておらず適応はごく一部に限られている。ただし、様々な学会活動や研究領域の発
展により、遠くない将来に実用化が促進されていくことが予想される。弊社は健康保険組合や国民健康保険にお
ける保健事業という枠組みのもと、疾病管理や健康づくり支援を医療保険外で提供を行っているが、こうした社
会実装の一例が医療保険内でのデジタルヘルスの活用において参考事例となるよう社内でのデータ検証を進めて
いる。
本シンポジウムでは、デジタルヘルススタートアップ目線でのヘルスケア市場におけるデジタルソリューション
の現在地、さらにはデジタルヘルスの普及により健康づくり支援はどのように変化をしていくのか。そして、そ
んなデジタルヘルス時代に求められる理学療法士のスキルセットなどについて自社データを含め報告をさせてい
ただく。

理学療法士としての新たな創発
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【略歴】
名古屋大学大学院医学系研究科修了。大学院では「オンライン心臓リハビリテーションの構築」をテーマに研究。
その後、医学研究所北野病院にて理学療法士として臨床業務に従事。医療現場では解決できない予防医療領域の
重要性を痛感し、名古屋大学へ復帰後、2016 年に（株）PREVENT を設立、代表取締役に就任。現在、モバイ
ルアプリを通して生活習慣病既往者に寄り添う健康づくり支援を受けられる IT サービス「Mystar」を提供して
いる。2018 年 9 月には、愛知県内 14 の健康保険組合での重症化予防に特化したコンソーシアムを立ち上げ、事
務局を担当し、現在では、全国で 100 以上の健康保険組合へサービスを導入。2020 年には、グローバルな活躍
が期待できる有望スタートアップとして東海エリアよりＪ -Startup CENTRAL に選出。

（業績）
IBM BlueHub Open Innovation for Healthcare 2016 最優秀賞受賞
経産省主催ジャパンヘルスケアビジネスコンテスト 2018 優秀賞受賞
Ｊ -Startup CENTRAL 認定企業

（資格）
・理学療法士
・心臓リハビリテーション指導士
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教育講演 1

生活習慣病対策に関連する各種学会の専門家育成制度と現状

森本　信三（もりもと　しんぞう）
白浜はまゆう病院　南紀白浜温泉リハビリテーションセンター

　厚生労働省は 2021 年の死亡数を死因順位別にみると、第 1 位は悪性新生物、第 2 位は心疾患、第 3 位は老衰、
第 4 位は脳血管疾患であると報告されており、我が国における死亡原因は、がん（悪性新生物）、心疾患、脳血
管疾患で 50％近くを占めている。これらの病気は、いずれも食事、運動、休養（睡眠を含む）、喫煙や飲酒など
の生活習慣と深いかかわりがあるため、生活習慣病と呼ばれている。生活習慣病は、死亡原因にもなるが、生活
の質（QOL）を低下させ生き生きと活動的な生活を送ることの妨げにもなる。
　19 世紀まで人類の健康上の課題は感染症の克服であったが、この課題がほぼ解決した先進諸国では 20 世紀以
降に疾病構造が大きく様変わりして、生活習慣病が主たる死亡原因となっている。
　2000 年には厚生労働省により、生活習慣病の一次予防に重点を置いた「健康日本 21」が策定され、9 分野（食
生活・栄養／身体活動・運動／休養・心の健康づくり／喫煙／飲酒／歯の健康／糖尿病／循環器病／がん）につ
いて数値目標を定め、国民健康づくり運動が推進されることになった。
　2008 年には新たに内臓脂肪蓄積を基盤とした複合リスク病態であるメタボリックシンドロームおよびその予
備群を 2015 年までに 25％減少する目標が追加され、より強力な生活習慣病撲滅対策として特定健診・特定保健
指導が進められてきた。
　近年、予防分野での理学療法士の必要性が高くなり、保健指導や転倒予防などを入院患者のみならず、全国各
地において地域住民に指導する機会が多くなってきている。また、介護予防だけでなく労働者に対しても、腰痛
や肩こり、変形性関節症などで運動不足となっている対象者に対しても予防や改善のための運動指導を行ってい
る。
　運動器疾患の多くは疼痛の訴えが多く、疼痛により身体活動量が低下することで、肥満や糖尿病等を引き起こ
し、生活習慣病を悪化させてしまう危険性がある。そこで、白浜はまゆう病院へ運動器疾患で入院となり、理学
療法対象となった 185 名の BMI と糖尿病の有無を調べたところ、BMI25 以上の者が 45 名、糖尿病を有する者
は 25 名いた。このように、生活習慣病を有する者が少なからず存在していたことから、運動器疾患患者の障害
に対する理学療法のみならず、生活習慣病予防改善に対する助言が必要不可欠となっている。
　そこで、生活習慣病対策に関連する各種学会において、生活習慣の改善を中心とし、予防から治療における様々
な場面において、よりよい指導を行うために、有能な専門的知識および技術を有する専門家の資質向上を図り、
国民の健康増進に貢献することを目的とした専門家育成のための学会認定制度が設けられている。
　本教育講演では、生活習慣病対策に関連する各種学会の専門家育成制度の紹介と理学療法士としての取り組み
について報告する。
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【略歴】
2007 年　　四国医療専門学校理学療法学科　卒業
2007 年　　九州保健福祉大学社会福祉学科 ( 通信教育課程 )　卒業
2007 年～　白浜はまゆう病院　入職
2010 年～ 2019 年　和歌山国際厚生学院理学療法学科　非常勤講師　
  　　( 生活習慣病に対しての理学療法 )

【関連領域社会活動など】
2013 年～ 2016 年　日本肥満学会　生活習慣病改善指導士受験資格評価委員
2014 年～ 2018 年　日本理学療法士協会　日本糖尿病理学療法学会　部員 ( 学術集会実施部会担当 )
2018 年～　和歌山県地域糖尿病療養指導士認定委員会　委員
2018 年～ 2020 年　日本糖尿病理学療法学会　認定理学療法士症例報告　審査員
2019 年～ 2021 年　日本理学療法士協会　日本糖尿病理学療法学会　部員 ( 企画部会担当 )
　　　　 　  （企画部：糖尿病対策推進、エビデンス研究、足病変研修事業など）
2022 年～　一般社団法人　日本糖尿病理学療法学会　糖尿病対策推進部会　部会員
2022 年～　和歌山県糖尿病協会　理事

【資格】
認定理学療法士　内部障害理学療法専門分野 ( 代謝 )
認定理学療法士　生活環境支援理学療法専門分野 ( 健康増進・参加 )
肥満症生活習慣改善指導士 ( 日本肥満学会認定 )
日本糖尿病療養指導士 ( 日本糖尿病学会認定 )
和歌山地域糖尿病療養指導士 ( 和歌山県糖尿病協会認定 )

【執筆関連】
( 医療情報誌等 )
・日本糖尿病療養指導士（CDEJ）認定機構　
ニュースレター「糖尿病性腎症の重症化予防　～自治体と理学療法士の関わり～」2019
・糖尿病ケア，メディカ出版．2020「高度肥満の糖尿病患者」
・日本糖尿病協会　月刊 糖尿病ライフ さかえ　「日本全国の散歩道 in 南紀白浜」2022 年 8 月号　　etc
 ( 書籍 )
・糖尿病の理学療法 ( 分担 )　「糖尿病地域連携」，メジカルビュー社．2015
・臨床実践　変形性膝関節症の理学療法 ( 分担 )　「肥満のコントロールから膝 OA にかかわる」，文光堂．2016
・理学療法士のためのわかったつもり？！の糖尿病知識 Q&A( 分担 )
　「シンドローム X、インスリン抵抗性症候群、死の四重奏について教えてください」
　「糖尿病治療にどのくらいお金がかかりますか？」，医歯薬出版株式会社．2016
・エキスパート理学療法 3　PDCA 理論で学ぶ内部障害理学療法―心血管疾患・内分泌代謝疾患・腎疾患編 ( 分担 )　
「肥満症に対する理学療法」　，ヒューマン・プレス．2019

23



教育講演 2

臨床研究の知識はなぜ必要なのか？

山本　周平（やまもと　しゅうへい）
信州大学医学部附属病院リハビリテーション部

　臨床家と研究家という言葉があるように、両者は区別して用いられることが多い。しかし、臨床を熱心に
やっていれば研究の知識は本当に不要なのであろうか？例えば臨床場面で疑問が生まれたら、医学中央雑誌や
PubMed などのデーターベースにアクセスして論文を読み、目の前の患者に適応出来る内容なのかどうかを吟味
するはずである。つまり、臨床をやっていても、論文を吟味する知識は必須となる。この吟味する過程で大事な
のが PI(E)CO と呼ばれる対象疾患や介入内容など、研究の骨格となる要素に着目することである。文献検索を
しながら、自分がいったい何を調べているか分からなくなった経験はないだろうか？現代は情報が多い時代であ
る。PICO を意識して調べなければ、様々な情報に目移りしてしまい、検索中に路頭に迷ってしまう。すなわち、
PICO に基づいて論文を吟味できなければ、そもそも目の前の患者に適応出来る論文（情報）かどうかの判断が
出来ない。臨床を行うには最低限の研究の知識が必要であり、さらに発展させるためには研究が必要不可欠であ
る。
　本講演では PICO をもとに論文吟味の方法や臨床研究の概要について解説を行う。本講演が臨床研究をはじめ
るきっかけや、論文吟味のヒントになれば幸いである。
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【略歴】
2007 年 4 月　 北里大学病院リハビリテーション部
2013 年 4 月　 聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部
2015 年 4 月　 信州大学医学部附属病院リハビリテーション部
2018 年 4 月　 信州大学医学部附属病院リハビリテーション部主任
2021 年 4 月　 信州大学医学部附属病院リハビリテーション部副療法士長

＜学歴＞
2007 年 3 月　 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科 卒業
2013 年 3 月　 北里大学大学院医療系研究科博士課程　修了
2013 年 4 月　 北里大学大学院医療系研究科　研究員
2015 年 4 月　 国立成育医療研究センター政策科学研究部 共同研究員

＜主な資格＞
認定理学療法士（循環）、心臓リハビリテーション指導士

＜著書＞
極める循環器理学療法（文光堂）
循環器リハビリテーションの理論と技術（メジカルビュー社）
必携 ! 在宅 VAD 管理（はる書房）
運動療法エビデンスレビュー（文光堂）
心臓リハビリテーション : 実践マニュアル（中山書店）、など

＜論文＞
和文 24 編、英文 52 編（共著含む）

＜社会活動＞
日本循環器理学療法学会 理事
長野県理学療法士会 研究推進部
日本循環器学会 心不全療養指導士実務部会
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教育講演 3

脊柱疾患における疼痛の考え方と評価及び介入

三木　貴弘（みき　たかひろ）
札幌円山整形外科病院　リハビリテーション科

脊柱疾患は本邦において大きな問題となっている。脊柱疾患を含む疼痛は多面的な因子が影響しており、それゆ
えに生物心理社会モデルに基づいた評価および介入が必要である。疼痛の定義は「実際の組織損傷もしくは組織
損傷がお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」と 2020 年に 41 年ぶりに
改訂され、組織損傷が実際になくとも起こりうることが明確になった。また、国際疼痛学会により「侵害受容性
疼痛」「神経障害性疼痛」「痛覚変調性疼痛」「混合性疼痛」に分類される。

脊柱疾患における疼痛の評価は、主観的評価と客観的評価を組み合わせて行う。特に近年では心理社会的因子が
疼痛を装飾することが多く報告されている。心理的因子は、運動恐怖感、疼痛の破局的思考、うつ感、不安感、
自己効力感などがあり、社会的因子は、家族との関わり、職場との関係性、社会保険、補償などが代表的である。
これらは疼痛を増悪させる可能性があるため、どの程度影響しているのかを評価することで疼痛の理解の助けに
なる。評価方法は問診だけでは正しく評価できないため、問診に加えて自己記入式質問票を使用することが一般
的である。客観的評価についても、機能障害と疼痛がどのように結びつくかを意識して各検査を行っていく。

介入は生物心理社会モデルに基づいて行うことが世界的に推奨されている。脊柱疾患に対する生物心理社会モデ
ルに基づいた介入の一つに Cognitive Functional Therapy (CFT) がある。これはオーストラリアの理学療法士
である Peter O’Sullivan が考案した理学療法士が主体となって行う多面的な介入方法であり、「Making Sense of 
Pain」「Exposure with Control」「Lifestyle Change」の三つの側面から構成される。Making Sense of Pain は、
疼痛教育などを通して疼痛を生物心理社会モデルの枠組みで正しく理解することを目指す。疼痛の間違った理
解は疼痛を増悪または慢性化させる。Exposure with Control は理学療法士の評価の結果、患者が疼痛を生じる
動作に焦点を当てその動作、特に動恐怖感や過剰な筋収縮を生じている動作などを修正することを目的とする。
Lifestyle Change はその名の通り、患者の生活習慣の是正を目指す。CFT の最終的な目標は自己効力感を高め、
長期的に自らの疼痛を管理することであるため、そのためには自身の生活習慣の改善が不可欠である。実際に睡
眠不足や運動不足などの生活習慣の乱れは疼痛の閾値を下げることが報告されている。
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【略歴】
2008 年４月：理学療法免許取得
2011 年１月：Curtin University (Australia)　Physiotherapy 学科　留学
2012 年１月： The Gorge Institute for Global Health Research Senior Research Fellow in the Musculoskeletal 

unit
2016 年 4 月：札幌円山整形外科病院　リハビリテーション科（現在に至る）
2020 年 3 月：北海道大学院　保健科学院　修士課程　修了
2021 年 4 月：北海道大学院　保健科学研究院　博士課程　在学中

【論文】
・Miki T, Kondo Y, Kurakata H, Buzasi E, Takebayashi T, Takasaki H. The effect of cognitive functional 
therapy for chronic nonspecific low back pain: a systematic review and meta-analysis. Biopsychosoc Med. 2022 
May 21;16(1):12.
・Miki , Higuchi, Takebayashi, Samukawa. Factors associating with disability of non-specific low back pain in 
different subgroups: A hierarchical linear regression analysis. Sci Rep. 2021 Sep 14;11(1):18278.
・Miki, Kondo, Kurakata, Takebayashi, Samukawa. Effects of a physiotherapist-led approach based on 
a biopsychosocial model for spinal disorders: protocol for a systematic review. BMJ Open. 2021 Sep 
28;11(9):e055144.
・Miki, Kondo, Takebayashi, Takasaki. Difference between physical therapist estimation and psychological 
patient-reported outcome measures in patients with low back pain. PloS one 15 (1), e0227999. 2020.
・Miki, T Nishigami, Takebayashi, Yamauchi. Association between central sensitivity syndrome and 
psychological factors in people with presurgical low back pain: a cross-sectional study. Journal of Orthopaedic 
Science 26 (3), 337-342. 2020.
・Miki, Fujita, Takashima, Takebayashi. Associations between Paraspinal Muscle Morphology, Disc 
Degeneration, and Clinical Features in Patients with Lumbar Spinal Stenosis. Progress in Rehabilitation 
Medicine 5, 20200015. 2020.
など

【著書】
・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 / 三木貴弘編集 . -- 東京 : 
メジカルビュー社 , 2022.4
・こんなときどうする !? 整形外科術後リハビリテーションのすすめかた / 三木貴弘編集 ; 渡邊勇太編集協力 . -- 
東京 : 医学書院 , 2021.6
・適切な判断を導くための整形外科徒手検査法 : エビデンスに基づく評価精度と検査のポイント / 松村将司 , 三
木貴弘編 . -- 東京 : メジカルビュー社 , 2020.9.
・リハに役立つ論文の読み方・とらえ方 / 藤本修平 , 三木貴弘編 . -- 東京 : 羊土社 , 2020.4.
・非特異的腰痛のリハビリテーション / 三木貴弘編集 . -- 東京 : 羊土社 , 2018.11.
・肩関節痛・頸部痛のリハビリテーション / 村木孝行編 ; 三木貴弘編集協力 . -- 東京 : 羊土社 , 2018.6.
・理学療法マネジメント 足部・足関節 / 小林匠 , 三木貴弘編 . -- 東京 : メジカルビュー社 , 2018.3.
・PT・OT が書いたリハビリテーション英会話 / 三木貴弘 , 今本大地 , 岡谷内美乃里著 . -- 東京 : メジカルビュー
社 , 2018.3.
など
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教育講演 4

脳卒中片麻痺者の歩行再建の理論と実践と創意と工夫と評価と解釈

中谷　知生（なかたに　ともき）
宝塚リハビリテーション病院

　脳卒中片麻痺者の歩行再建を目的とした理学療法では課題指向型トレーニングに基づく運動療法のエビデンス
が明確なものとなっている。しかし実際の臨床場面では座位で過ごす時間が多くを占めているという報告 1）も
あり、必ずしも臨床場面において歩行量が重視されているわけではない。また歩行トレーニングの標準的な方法
が確立されていないため、漫然と歩行量を確保することのみを目的としたトレーニング場面も見受けられる。
　そうならないためには歩行トレーニングを通してどのような動作能力を獲得するべきか、そしてその獲得のた
めにどのような運動療法を実践するべきかについて臨床家が共通認識を持った上で運動療法を提供する必要があ
る。脳卒中片麻痺者の歩行トレーニングにおけるアウトカムとして歩行速度を向上させることの重要性は多くの
研究から明確になっており２）、そのためには歩行の対称性、特に麻痺側下肢の立脚期における推進力の産生能力
を獲得することの重要性 3）が指摘されている。我々はまずこの基本的な理論、そしてその動作能力の獲得のた
めの方法論をおさえる必要がある。
　こうした理論と実践方法をおさえた上で求められるのが、個別の症例に適応させるための創意と工夫である。
近年では早期から長下肢装具や歩行アシストロボットなどを活用する機会も増えてきているが、こうしたデバイ
スを利用して単純に歩行量を増やすだけではなく、どのような工夫を凝らすことで機器の特性を活かした効果的
な運動療法を提供することが可能となるかを判断し、実践する能力が求められる。そしてそのためには、提供し
ている運動療法が本当に症例の最大能力を引き出すことができているのかについて判断する必要がある。近年で
は、臨床でも簡便に使用可能な評価機器が普及しており、我々臨床家が客観的な指標を基に臨床判断を下すこと
が可能となりつつある。
　本講演では、脳卒中片麻痺者の歩行トレーニングに関するいくつかの重要な論文を紹介し、その理論を背景と
したトレーニングおよび評価方法について、実際の臨床場面の動画を提示しながら解説する。

1）Barrett, m., et al. excessive sedentary time during in-patient stroke rehabilitation. topics in stroke 
rehabilitation, 2018, 25.5: 366-374.
2）Awad, Louis N. (2014). Maximum Walking Speed Is a Key Determinant of Long Distance Walking Function 
After Stroke. Topics in Stroke Rehabilitation, 21(6), 502–509. doi:10.1310/tsr2106-502 .
3）Awad, Louis N., et al. These legs were made for propulsion: advancing the diagnosis and treatment of post-
stroke propulsion deficits. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2020;17.1: 1-16.
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【略歴】
2003 ～ 2008 年　医療法人近森会 近森病院・近森リハビリテーション病院
2008 年～　医療法人尚和会 宝塚リハビリテーション病院

【所属学会】
日本神経理学療法学会（理事）
日本支援工学理学療法学会（評議員）
日本義肢装具学会（正会員）
臨床歩行分析研究会（評議員）

【認定資格】
認定理学療法士（脳卒中 / 支援工学 / 臨床教育 / 管理・運営）

【著作・歩行補助具】
歩行補助具 T-Support（川村義肢株式会社，2016）

【著作・書籍】
卒中八策 脳卒中後遺症者を上手く歩かせるための 8 つの方法．運動と医学の出版社，2015．（単著）
盲点チェック！脳卒中リハ装具活用実践レクチャー．メジカルビュー社，2018．（分担執筆）
臨床にいかす表面筋電図 セラピストのための動作分析手法．医学書院，2020．（分担執筆）
PT 臨床評価ガイド．医学書院，2021．（分担執筆）
脳卒中理学療法マネジメント．メジカルビュー社，2022（分担執筆）

【著作・DVD】
脳卒中片麻痺患者の歩行トレーニングにおける長下肢装具の使い方．ジャパンライム，2022

【論文（総説・特集記事含む）】 
股関節屈曲補助バンドの使用による脳卒中片麻痺患者の歩行因子への影響． 日本義肢装具学会誌．2014；30：
38-40． 
歩行補助具 T-Support の装着が脳卒中片麻痺者の歩行動作に及ぼす影響． 日本義肢装具学会誌．2018；34：
230-233．
よりよい治療の質のために - 理学療法士の院内同職種連携．理学療法ジャーナル．2020；54（12）：1437-1440
運動障害・歩行障害に対するリハビリテーション治療の進歩と実践．総合リハ．2022；50（3）：243-249
回復期脳卒中患者における下肢装具を用いた歩行トレーニングのエビデンスと今後の展望．日本義肢装具学会誌．
2022；38（3）：210-215
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教育講演 5

脳卒中と循環器病克服に向けた理学療法の挑戦

金居　督之（かない　まさし）
甲南女子大学看護リハビリテーション学部理学療法学科

　本邦では，2019 年に脳卒中・循環器病対策基本法が施行され，翌 2020 年に循環器病対策推進基本計画が策定
された。この基本計画では，2040 年までに 3 年以上の健康寿命の延伸，年齢調整死亡率の減少を目指して，予
防や医療，福祉サービスまで幅広い循環器病対策を総合的に推進することが全体目標として設定されている。こ
の目標の達成には，脳卒中・循環器病の正しい知識の普及啓発や発症・重症化予防の対策が重要であり，理学療
法士が関わる余地があると考えられる。
　海外での脳卒中・循環器病に対する普及啓発の取り組みはどうであろうか。 2022 年 6 月にアメリカ心臓病
学会は，心臓血管の健康を促進するためのチェックリスト「Life’s Essential 8」を新たに発表した。これは単
に診療に関わる医師に向けた内容だけではなく，患者向けにも分かりやすいメッセージとして発信されている。
Life’s Essential 8 のコンポーネントには健康行動と健康要因の 2 つの領域があり，前者には健康的な食事，運動・
身体活動，喫煙と受動喫煙の害，睡眠の改善（新たに追加）が，後者には健康的な体重，コレステロールの管理，
血糖値の管理，血圧管理が含まれる。また，これらの各行動・要因を評価することで，スコアリングシステムに
基づいて心血管健康スコアを算出できる特徴がある。本邦においても，吹田スコアによる動脈硬化性疾患発症予
測アプリが公開されている。我々理学療法士も，このようなアプリの利用を患者に対して勧めることで普及啓発
に貢献できる可能性がある。
　また，理学療法士が脳卒中・循環器病の発症・重症化予防に貢献できる可能性は非常に高い。近年のトレンド
としては，デバイスやアプリを活用した事例が挙げられる。これらのテクノロジーを活用した介入・指導は理学
療法との親和性が非常に高いと考えられる。研究分野においてもデバイスやアプリを活用したライフスタイル介
入，疾病管理プログラムの効果が示されており，これらの知見は実臨床に還元できる可能性がある。
　一方，すべての脳卒中・循環器病患者に対して重症化予防に対する取り組みが必要であるとは限らない。一般
に，身体機能は加齢に伴って低下するが，脳卒中を含む慢性疾患においては，その疾患を保有するだけで身体機
能の低下を加速させることが知られている。特に，脳卒中は発症前と比較して 3 倍以上の速度で機能低下が進行
することが報告されている。そのため，発症前から身体機能の低下が顕著な患者については，重症化予防を目的
とした介入ではなく，身体機能や日常生活活動の改善を目的とした介入が第一選択となるであろう。
　本教育講演では，循環器病対策推進基本計画の概説をしたうえで，脳卒中・循環器病に関連した生活習慣の評
価，および理学療法士が実施可能な介入戦略について解説する。本講演を通じて，理学療法士として脳卒中・循
環器病に対してどのような（予防的な）取り組みができるかを考えていただく一助になれば幸いである。
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【略歴】
・2010 年 3 月　神戸大学医学部保健学科理学療法学専攻　卒業
・2010 年 4 月～ 2019 年 1 月　伊丹恒生脳神経外科病院リハビリテーション部
・2015 年 3 月　神戸大学大学院保健学研究科博士課程前期課程　修了
・2018 年 3 月　神戸大学大学院保健学研究科博士課程後期課程　修了
・2018 年 4 月　神戸大学大学院保健学研究科保健学研究員
・2019 年 2 月～現在　株式会社 PREVENT
・2020 年 4 月～現在　甲南女子大学看護リハビリテーション学部理学療法学科

【資格】
認定理学療法士（脳卒中）

【社会活動】
・2016 年 4 月～ 2019 年 1 月　兵庫県理学療法士会学術編集部
・2018 年 4 月～ 2021 年 3 月　 日本理学療法士協会ガイドライン・用語策定委員会脳卒中・頭部外傷班システマ

ティックレビュー班
・2020 年 6 月～現在　日本理学療法士協会認定・専門理学療法士制度委員会（検討部会）事務統括
・2022 年 4 月～現在　兵庫県理学療法士会理学療法兵庫査読委員

【主要筆頭論文】
・Kanai M, et al. A Mobile Health-Based Disease Management Program Improves Blood Pressure in 
People With Multiple Lifestyle-Related Diseases at Risk of Developing Vascular Disease - A Retrospective 
Observational Study. Circ Rep. 2022;4(7):322-329.
・Kanai M, et al. Relationship of Functional Outcome With Sarcopenia and Objectively Measured Physical 
Activity in Patients With Stroke Undergoing Rehabilitation. J Aging Phys Act. 2022;1(aop):1-6.
・Kanai M, et al. Objectively measured physical activity was not associated with neighborhood walkability 
attributes in community-dwelling patients with stroke. Sci Rep. 2022;12(1):3475.
・Kanai M, et al. Pre-Stroke Frailty and Stroke Severity in Elderly Patients with Acute Stroke. J Stroke 
Cerebrovasc Dis. 2020;29(12):105346.
・Kanai M, Izawa KP, Kobayashi M, Onishi A, Kubo H, Nozoe M, Mase K, Shimada S. Effect of accelerometer-
based feedback on physical activity in hospitalized patients with ischemic stroke: a randomized controlled 
trial. Clin Rehabil. 2018 Aug;32(8):1047-1056.
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教育講演 6

骨関節疾患・脳血管疾患などに活かせる循環器系の評価と理学療法

西村　真人（にしむら　まさと）
中国労災病院　中央リハビリテーション部　

　高齢化の進展により心不全患者が増加しているのは周知のとおりである。それに伴い臨床の場面において併存
症として心疾患を有している患者が増加、また経過中に増悪・発症する患者を経験することもある。
　このような患者を診療するにあたり、日常的に心疾患を主として診療している場合は、増悪等を評価するのは
比較的慣れており状態把握もスムーズであるが、整形外科病院や回復期施設等で勤務していると評価する機会や
経験が少なく、何を評価していたらよいのかがわからないという話や心疾患の既往があることで適切な負荷量が
判断できずに十分な理学療法が実施できなかったとの話を聞くことがある。さらに理学療法中や入院中に心疾患
を発症・増悪し、理学療法が中止となるという話を聞くこともある。しかし、この状態悪化は理学療法実施中で
なければ、「たまたま…」「リハ中じゃなくって良かった…」で済まされることが多いと思われる。だが実際のと
ころ理学療法中に症状や徴候が出ていることが多く、理学療法士の力量によっては急性増悪やクリティカルな状
態に至るのを防ぐこともできる。これは、既往歴や入院時検査等から心疾患を把握、または未診断の心疾患のリ
スクを評価し、患者の症状や理学的所見、経過を把握して増悪や発症のサインを捉え、医師や看護師と情報を共
有することで未然に状態の悪化を予防するのである。
　本講演では、本邦における心疾患患者の現状、脳卒中や骨関節疾患等における心疾患の併存、既往歴や外見等
からの心疾患リスクの把握、日常的に使用しやすい理学的所見、循環器疾患の既往のある患者の理学療法中の注
意点について私見も含め述べたい。
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【略歴】
＜学歴＞
1991 年 国立療養所近畿中央病院附属リハビリテーション学院卒業
2011 年 神戸学院大学大学院総合リハビリテーション学研究科修士課程修了
＜職歴＞
1991 年 4 月～　 岸和田徳洲会病院　リハビリテーション科　
2014 年 4 月～　 大阪労災病院　中央リハビリテーション部　
2018 年 4 月～　 山口労災病院　中央リハビリテーション部　部長
2021 年 4 月～    中国労災病院　中央リハビリテーション部　部長
＜関連領域社会活動＞
2017 年～2021年日本心血管理学療法学会  運営幹事
2021 年～2022 年日本循環器理学療法学会　理事
2022 年～　　　 日本循環器理学療法学会　 評議員
2021 年～　　　 広島県心臓いきいき推進事業委員
< 著書・文献 >
論文
心疾患入院患者の離職の実態調査 (2019, 総合リハビリテーション )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他 11 編
著書
心臓血管外科リハビリテーション　ゴールデンスタンダード（2018, ヒューマンプレス）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 他 10 編
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教育講演 7

理学療法士がリハビリテーション栄養を実践する意義

長野　文彦（ながの ふみひこ）
熊本リハビリテーション病院　サルコペニア・低栄養研究センター

医療の対象者の多くは高齢者であり、低栄養やサルコペニア、フレイルといった栄養障害が内在している。それ
らの諸問題は、高齢者の健康に悪影響を与えるのみではなく、リハビリテーション ( リハ ) 効果を低下させる可
能性があることが指摘されている。栄養障害を有する高齢者に対しては、栄養療法のみでの介入では十分とはい
えず、理学療法士を含めたリハ職種と協働して実践する「リハ栄養」による介入が望ましい。また、栄養状態を
考慮しないリハ介入は、時として患者の予後に悪影響を与える可能性があり、注意が必要である。
リハ栄養の実践にあたっては、多職種で構成されるチーム医療による介入が望ましい。熊本リハビリテーション
病院では、栄養障害を有する入院患者に対して、栄養サポートチーム (NST) を中心として積極的にチームによ
るリハ栄養介入を行っている。NST は医師、管理栄養士、看護師、歯科衛生士、薬剤師など多くの職種で構成
されており、そのなかで理学療法士を含めたリハ職種は、チームの中核的な存在として活動することができる。
リハ栄養における理学療法士の主な役割としては、①低栄養やサルコペニアなどの栄養障害の評価、②筋力や筋
量、身体機能の評価、③必要エネルギー量の設定における活動係数の検討、④栄養状態に応じた運動負荷量の設
定、⑤姿勢保持能力や食事動作も含めた摂食活動の評価と介入、といったものが挙げられる。いずれも患者の予
後に影響を与える可能性があり、理学療法士が専門性を発揮できる分野でもある。特に、国際的な各ガイドライ
ンにおいて、さまざまな栄養障害に対する運動療法の効果についてエビデンスの構築が進み、高い推奨を得られ
はじめており、理学療法士のこの領域における存在の重要性が注目されている。
また、熊本リハビリテーション病院では、論文や書籍の執筆などを通して、リハ栄養分野におけるエビデンスの
構築にも漸進的に取り組んでいる。2020 年には「サルコペニア・低栄養研究センター」が設立され、多様な臨
床研究にも挑戦している。臨床研究への挑戦は、エビデンスの構築に寄与するだけではなく、医療人の臨床力を
高め、その人生を豊かにする効果がある。また、「第 12 回日本リハビリテーション栄養学会学術集会」が、2023
年 1 月 21 日に熊本大会 ( オンライン ) として開催される。大会テーマを「リハ栄養の挑戦と進化」としており、
正にリハ栄養という領域の活動の高まりを肌で感じることができる、絶好の機会となることが期待されている。
本講演では、理学療法士がリハ栄養を実践する意義について、熊本リハビリテーション病院での実践例を通して、
臨床と研究の双方の視点からその重要性を示す。理学療法士という職種の新しい在り方について考える、ひとつ
の機会となれば幸いである。
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【略歴】
2008 年　鹿児島大学　理学部数理情報科学科　卒業
2012 年　熊本総合医療リハビリテーション学院　理学療法科　卒業
同年　　 熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション部　理学療法科　入職
2020 年　同　リハビリテーション部　臨床研究主任　就任
2022 年　同　サルコペニア・低栄養研究センター　副センター長　就任

（資格）日本臨床栄養代謝学会　NST 専門療法士
（関連領域社会活動）日本サルコペニア・フレイル学会　評議員・広報委員
（著書）1. 最新知識 フレイル サルコペニア . 吉村芳弘 編 . 東京 : 日総研 ; 2019.
 2.  熊リハ発！エビデンスがわかる！つくれる！超実践リハ栄養ケースファイル . 吉村芳弘 編 . 
 　東京 : 金芳堂 ; 2019.
 3. サッとわかる！栄養療法のトリセツ . 吉村芳弘 編 . 東京 : 金芳堂 ; 2021.
 4. サルコペニア 虎の巻 . 吉村芳弘 編 . 東京 : 中外医学社 ; 2021.

（文献） 1.   長野文彦 , 他 . 脳卒中患者の骨格筋量は歩行獲得の独立した予測因子である . 学会誌 JSPEN  
2019; 1(2): 70-79.

 2.  長野文彦 , 他 . 起立着席運動は脳卒中の回復期患者の機能的予後を改善する . 日本サルコペニア・フレ
イル学会誌 2019; 3(1): 92-98.

 3.  Nagano F, et al. Muscle mass gain is positively associated with functional recovery in patients 
with sarcopenia after stroke. JSCVD 2020; 29(9): 105017.

 4.  Nagano F, et al. Muscle strength gain is positively associated with functional recovery in patients  
with sarcopenic obesity after stroke. JSCVD 2022; 31(6) 106429.

（2022 年 7 月 28 日 作成）
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教育講演 8

要介護高齢者における社会参加の特徴

尾川　達也（おがわ　たつや）
西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部

　高齢者の社会参加の重要性については，世界保健機関（World Health Organization）のアクティブ・エイジ
ングの中でも語られている．アクティブ・エイジングとは，「人々が歳を重ねても生活の質が向上するように，
健康，参加，安全の機会を最適化するプロセス」と定義され，社会参加は障害を持つ人やケアを必要とする人も
含めて，その中核的な指標の一つとなっている 1）．本邦においても地域におけるリハビリテーションの考え方と
して，身体機能に対する機能回復だけでなく，手段的日常生活動作の獲得，家庭や地域，社会での役割の創出か
ら社会参加を達成することが強調され 2)，各地方自治体にて要介護高齢者に対する社会参加の支援戦略を体系化
していくことが課題となっている．では，“ どういった活動 ” を “ どのような対象者 ” に支援すれば，要介護高
齢者の社会参加を促進できるのか．この臨床疑問について議論していく場合，前提として 2 つの点について共有
しておく必要がある．
　まず 1 つ目は社会参加の定義である．実は，今現在でも社会参加に明確な定義は存在せず，各研究者によって
異なる定義が使用されている 3)．その中でも参加の概念を「他者との関与の強さ」と「活動の目的」から 6 つの
レベルに分けた Levasseur ら 3) の分類は，社会参加を議論する上で必須の情報である．この分類の中で，社会参
加は「社会や地域における他者との相互作用が生じる活動への関与」に焦点が当てられ，我々が一般的に想像す
るボランティア活動や老人会などの他，知人との買い物や会話など他者と行う社会的な関わり全般も社会参加に
含まれているのである．
　2 つ目は社会参加の評価方法である．現在まで社会参加の健康アウトカムへの有用性は無数に報告され，より
多くの社会参加の実施といった活動の量の指標が重要視されてきた 4)．一方，臨床に従事していると活動の量的
側面だけでなく，個別ニーズに合った社会参加を支援する視点も重要と感じるのではないだろうか．実際，近年
では社会参加の量を増やす支援から個別ニーズに合わせた支援の検討が進められており，より臨床疑問に適した
評価方法や分析方法での報告も散見されている．
　こういった知見からわかることは，社会参加に関する学術領域は未だ発展途上であり，要介護高齢者の社会参
加に関しても明確な情報は存在しないのが実際のところである．その中で本講演では，既知の知見から要介護高
齢者に適用可能な情報を紹介するとともに，高齢者の社会参加に関する標準的な知識を共有し，今後，私たち自
身が臨床で社会参加について議論し合えるきっかけになれば幸いである．

1) World Health Organization (2002): Active ageing : a policy framework. https://apps.who.int/iris/
handle/10665/67215.
2) 厚生労働省 (2015): 高齢者の地域における新たなリハビリテーションの在り方検討会報告書．http://www.
mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000081906.html.
3) Levasseur M, et al. Inventory and analysis of definitions of social participation found in the aging literature: 
proposed taxonomy of social activities. Soc Sci Med. 2010;71(12):2141-9. 
4) Hashidate H, et al. An Overview of Social Participation in Older Adults: Concepts and Assessments. Phys 
Ther Res. 2021;24(2):85-97. 
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【略歴】
【資格】
理学療法士、認定理学療法士（地域理学療法）、専門理学療法士（生活環境支援）

【関連領域社会活動】
日本理学療法士協会ガイドライン・用語策定委員会　地域作成班班員
日本地域理学療法学会　ガイドライン部会　部員
日本地域理学療法学会　理事
機関誌「地域理学療法学」編集委員
通所リハビリテーションまたは訪問リハビリテーションに関する実習モデル構築作業部会　部会員

【著書】
•PT・OT・ST のための診療ガイドライン活用法（2017）　出版社：医歯薬出版（分担執筆）
• 社会参加に向けた目標の設定方法（2018）　雑誌名：地域リハビリテーション（総説）
• 訪問リハビリテーションにおける社会参加に向けた意思決定方法（2019）　雑誌名：gene 訪問リハビリテーショ
ン（総説）

•Crosslink 理学療法学テキスト　高齢者理学療法学（2020）　出版社：メディカルビュー社（分担執筆）
•PT/OT/ST のための臨床に活かすエビデンスと意思決定の考えかた（2020）　出版社：医学書院（分担執筆）
• 最新理学療法学講座 地域理学療法学（2021）. 医歯薬出版（分担執筆）

【文献】
• Short-term effects of goal-setting focusing on the life goal concept on subjective well-being and treatment 
engagement in subacute inpatients: a quasi-randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 2016 
Sep;30(9):909-20.

• リハビリテーション領域における Shared Decision Making の実践に必要な行動 - 身体障害領域を中心とした 
 フォーカスグループインタビューの結果 -. 日本プライマリ・ケア連合学会誌 2018 年 41 巻 2 号 p.53-59
• リハビリテーション医療における共有意思決定尺度の開発 - 理学療法領域における信頼性・妥当性の検討 -.  
 日本プライマリ・ケア連合学会誌  2020 年 43 巻 4 号 p.129-137
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