
第 51 回長野県理学療法学術大会 詳細スケジュール 

 

前期研修 前期研修 座学 A-2；協会組織 

座長 大橋 淳司（諏訪中央病院） 

6/18（土）10：00～11：30 

所属施設 職種 講師名 講演テーマ 

長野県理学療法士会長 

（飯田市立病院介護老人保健施設） 

理学療法士 佐藤 博之 協会組織 

 

 

 

教育講演 1 

座長 木島 隆（信州リハビリテーション専門学校） 

6/18（土）12：30～13：30   

所属施設 職種 講師名 講演テーマ 

信州大学 理学療法士 木村 貞治 理学療法の臨床活動におけるエビデンスの活用方法 

 

 

 

教育講演 2 

座長 森本 正道（竹重病院） 

6/18（土）13：40～14：40   

所属施設 職種 講師名 講演テーマ 

長野保健医療大学 理学療法士 金井 敏男 治療者としての哲学はどのようなものですか？ 

 

 

 



 

一般演題 1   

座長 小平 健一（飯田病院） 

6/18（土）14：50～15：50  会場 1   

番号 形式 所属 演者 演題名 

1-1 口述 北アルプス医療あづみ病院 川上 祐衣香 術後 6 ヵ月で目標角度を達成する腱板修復術後早期の目標値 

1-2 動画 上伊那生協病院 池上 大樹 core stability と頸部可動性に着目し小脳梗塞後患者の方向転換時の動揺を劇的に

軽減させた介入 

1-3 動画 諏訪赤十字病院 原 崇人 右視床出血により Pusher 症候群を呈した重度片麻痺者に対して，長下肢装具を 

治療の一助として使用したことで，ADL 介助量軽減が得られた症例 

1-4 口述 三本柳整形外科クリニック 永井 洋 非術側股関節の病期は THA 術後 3 ヶ月の QOL に影響する 

 

 

 

一般演題 2   

座長 松下 麻子（健和会病院） 

6/18（土）16：00～16：55  会場 1 

番号 形式 所属 演者 演題名 

2-1 口述 北アルプス医療あづみ病院 浅田 凌雅 腱板断裂術後早期における目標角度の獲得に影響を及ぼす因子 

2-2 動画 上伊那生協病院 田畑 遼 体幹に着目し、立ち上がり動作獲得を目指した慢性期片麻痺患者の一症例 

2-3 口述 飯田病院 小原 健太郎 後期高齢者の握力は人工膝関節全置換術後の早期歩行能力の予測因子となる 

2-4 口述 JA長野厚生連佐久総合病院 宮下 貴弘 両側延髄内側梗塞による四肢麻痺と呼吸・嚥下障害に苦慮した急性期理学療法の 

一例 

 

 

 

 



 

一般演題 3   

座長 熊谷 結実（飯田市立病院） 

6/18（土）14：50～15：35  会場 2 

番号 形式 所属 演者 演題名 

3-1 口述 岡谷市民病院 土田 真司 慢性期片麻痺患者における新たな歩行評価の試み 

3-2 口述 のざわ整形外科 有井 一貴 骨粗しょう症患者における脊椎圧迫骨折の既往が身体機能に与える影響について 

3-3 口述 まつもと医療センター 堀田 朋勢 肢帯型筋ジストロフィーに合併する拡張型心筋症による心不全患者に対し耐久性

向上と生活環境調整を行った症例 

3-4 口述 健和会病院 戸崎 精 新しい下肢荷重量測定器の開発とその信頼性に関する検討 

3-5 口述 雨宮病院 志摩 亮治 片下肢に疼痛のある腰部疾患における腹横筋筋厚の左右差 

 

 

 

一般演題 4   

座長 原 由美子（輝山会記念病院） 

6/18（土）16：00～16：45    会場 2 

番号 形式 所属 演者 演題名 

4-1 口述 川西赤十字病院 中澤 礼佳 当事業所訪問リハビリの他職種連携における現状と今後の課題 

4-2 口述 鹿教湯病院 樋口 登 当院地域包括ケア病棟入院した患者に対するリハビリテーション効果の検討 

4-3 口述 JA長野厚生連北信総合病院 小林 新 がん患者における行動変容の過程に着目した理学療法介入が奏功した一症例 

4-4 口述 飯田病院 木曽 絵利 高度肥満・糖尿病を合併した統合失調症患者 1 症例に対する運動指導の関わり 

4-5 口述 鹿教湯三才山リハセンター 土屋 隆道 回復期リハビリテーション病棟における長下肢装具作製脳卒中患者の歩行・移乗 

自立に影響を及ぼす因子の検討 

 

 

 



シンポジウム（災害） 

座長 瓜尾 昌恵（下伊那赤十字病院） 

6/19（日）9：20～10：40 

所属施設 職種 氏名 演題名 

花の丘病院 医師 清水 康裕 令和元年台風 19号に伴う JRAT長野の活動について 

飯田病院 医師 竹内 和航 御嶽山噴火災害活動報告と振り返り 

松本協立病院 理学療法士 三浦 一望 災害支援に必要な人材と、組織について 

竹重病院 理学療法士 古城 隆一 令和元年台風 19号被災地支援で実感した理学療法士の役割 

～災害被災地住民であり、災害対策本部メンバーとなった経験から～ 

 

シンポジウム（感染） 

座長 佐藤 博之（飯田市立病院介護老人保健施設） 

6/19（日）10：50～12：10 

所属施設 職種 氏名 演題名 

飯田病院 検査技師 水野 正洋 ワクチン接種後の SARS-CoV-2抗体検査からみた当院の現状（第 2報） 

長野保健医療大学 理学療法士 荻原 啓文 新型コロナウィルス感染を警戒し通院に忌避的な末梢前庭障害患者に対する 

動画共有サービスを用いたホームエクササイズ支援の取り組み 

長野赤十字病院 理学療法士 倉島 尚男 当院における重症・中等症 COVID-19患者 17例に対するリハビリテーションの経験 

長野赤十字病院 理学療法士 関塚 修久 Covid19感染により 2度の介入中止となった症例のリハビリテーション経験 

 

市民公開講座 

座長 林 忠輝（飯田病院） 

6/19（日）14：00～15：30  会場 1 

所属施設 職種 講師名 講演テーマ 

長野保健医療大学 

日本医科大学 他 

医師・特任教授 北村 義浩 コロナ大流行の教訓 

 


