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＜専門・認定理学療法士履修ポイントについて＞
学会参加者・発表者・座長には以下のポイントが認められます。

こんな患者様におすすめ

「マイページ」にてご確認下さい。

・外反母趾、内反小指

履修ポイントにつきましては、後日、日本理学療法士協会ホームページ内

・足底筋膜炎

5 ポイント

・巻き爪

座長

・胼胝・鶏眼トラブル

5 ポイント

・・・等々

発表（筆頭演者のみ）

・膝痛、腰痛

10 ポイント

・初期段階の足関節ＲＡ

学会参加（9 月 26 日）

ご

挨

拶
第 25 回福井県理学療法学術大会
大会長

松 井

一 人

株式会社ほっとリハビリシステムズ

この度、第 25 回の福井県理学療法学術大会を開催させて頂きます。第 25 回という節目
の大会のテーマを「地域包括ケアシステムの時代に輝ける 理学療法の追求」、サブテーマ
を〜「治療理学療法」「生活期理学療法」「予防理学療法」の標準化を目指して〜とさせ
ていただきました。理学療法の専門性は、多様化し、複雑化するなかで、社会における我々
に対する従来からのニーズ、潜在的なニーズ双方に対し、国民に分かりやすくその標準
化を果たすことは、理学療法の分野において極めて重要な課題と考え、テーマを定めて
います。
大会カリキュラムにおいては、この度、日本理学療法士協会の新しい会長に就任され
た、斉藤秀之氏に「Physical Therapy, not Rehabilitation, not Massage」というテーマで、こ
れからの理学療法の在り方についてご講演いただきます。また、
「治療」「生活期」「予防」
の分野のエキスパートにご登壇いただき、標準化に向けたディスカッションを頂きます。
さらに、終末期の理学療法に対し、「死にゆく過程」の正しい理解と共に、この期におけ
る理学療法の専門性について、ご講演いただきます。そして、この大会を福井県の理学
療法士会の皆さんの頑張りを互いに研鑽する場のみならず、国政や行政などにも、広く
ご理解を頂く場としても、重要な機会と位置付けたいと考えます。
コロナ禍での開催と言う事もあり、ハイブリッド形式での開催となりますが、沢山の
皆さんのご参加をお待ちしております。
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参加者へのお願い
参加費
福井県理学療法士会

会員

無料

会員外

3,000 円

学生

無料

参加登録について

①学会当日の参加申し込みはできません。
②事前参加のみ受け付けます。必ず参加登録期間内にご登録ください。
参加登録の方法
1．参加登録は下記の参加登録用フォームからお願いします。
今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催方法を会場開催に加え、WEB での開催とさせ
て頂きます。参加登録の際に「会場参加」か「WEB 参加」のいずれかをご選択ください。「会場参加」
は定員 160 名になり次第締め切らせて頂きます。会場参加者にも、zoom 入室の際に必要な情報をお送
りしますので、必要に応じて WEB での参加も可能です。

学会事前参加登録用フォーム：
https://forms.gle/PM4Fjehib5jKyskr8
（上記 URL は、福井県理学療法士会ホームページにリンクがあります）
●

学会参加事前登録期限
福井県理学療法士会会員：令和 3 年 9 月 17 日（金）まで
福井県理学療法士会会員外：令和 3 年 9 月 12 日（日）まで

事前参加登録 QRコード

2．福井県理学療法士会会員の方は上記登録のみで、参加可能です。
3．福井県理学療法士会会員以外の方は、参加費のお支払いを日本理学療法士協会のマイページより行っ
た後、上記事前参加登録用サイトから参加申し込みをしてください。
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福井県理学療法士会会員以外の方の申し込み方法
①日本理学療法士協会マイページより参加申し込み
https://mypage.japanpt.or.jp/jpta/my/myLoginKaiin.html
左上のメニューより、「研修会・学術大会」をクリックし、その下の「申し込み登録」を選択
セミナー番号：25649
「第 25 回福井県理学療法学術大会」が選択されていることを確認し、そこから参加申し込みし
てください。
②上記事前参加登録用フォームから参加申し込みを令和 3 年 9 月12日（日）までに済ませてください。
※①のマイページでの申し込みが確認できない状態では、②の参加登録完了できませんので、ご注意ください。

4．事前参加登録者には、学会参加に必要な情報をメール配信します。
9 月 21 日頃のメール配信を予定していますが、登録したにも関わらず、メールが送られてこない場合は、
恐れ入りますが 5 ページの問い合わせ先に連絡してください。
1）会場参加
「会場参加番号」および「WEB 参加番号」と、zoom への入室するための「招待 URL」
「パスコード」
のメールが送られてきます。
2）WEB 参加
「WEB 参加番号」と、zoom への入室するための「招待 URL」
「パスコード」のメールが送られてきます。

当日の参加手順・方法
会場参加
1．参加受付
受付場所（総合受付）：福井商工会議所

地下 1 階コンベンションホール

受付時間：9 月 26 日（日） 8：30 〜 17：00
・当日は感染症対策として、検温・マスクの着用・手指消毒にご協力ください。
・参加証、ネームホルダーをお渡し致しますので、必ず施設名・氏名のご記入をお願い致します。
・会場内では、必ずネームカードをご着用ください。
1）福井県理学療法士会会員の方
・協会会員カードでの受付となります。カードをご持参頂き、総合受付にてご提示ください。
・カードをお忘れになった場合、氏名や会員番号等での検索が必要になり、時間がかかることがご
ざいます。円滑な参加受付に、ご協力お願い致します。
2）福井県理学療法士会会員以外の方
・参加受付用紙をご記入頂き、参加受付にてご提出ください。
2．駐車場について
・福井商工会議所併設の立体駐車場をご利用ください。
・学会に参加された方は、受付におきまして、駐車券をご提示ください。無料駐車券を発行致します。
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3．その他
・会場内での携帯電話の使用は、発表や質疑応答の際に迷惑となりますので、電源をお切りになるか、
マナーモードに設定してください。
・会場は敷地内全面禁煙となっておりますので、喫煙はご遠慮ください。
・ランチョンセミナーの定員は 80 名です。ソーシャルディスタンスを確保するためパーテーションを
設置した長机に 1 名ずつ座って頂き、私語厳禁とします。
※ 新 型コロナウイルスの感染拡大状況次第では WEB 開催のみとなる場合がございます。9 月 16 日（木）
に配信される福井県理学療法士会のメールまたは福井県理学療法士会のホームページをご確認ください。

WEB 参加
1．参加登録者にメールした招待 URL からご参加ください。
2．招待 URL、パスコードは、決して他者へ転送したり、共有しないでください。
3．参加する際の名前は、「WEB 参加番号 _ 本名（フルネーム）」でお願いします。
例：001_ 福井太郎
【重要】WEB 参加番号を名前に入れていない場合は強制退室となります（一度、強制退室となると、
同じメールアドレスでは再入室できません）。また、学会参加ポイントも付与されません。ご注意く
ださい。
4．開催中の「画面の録画・撮影」、「音声の録音」は決して行わないでください。
5．質問はチャット機能を用いて行うことが可能です。座長・司会者が参加者からの質問を読み上げ、発
表者に質問しますので、所属・名前を明記し、わかりやすい表現でご記載ください。機能上、少し遅
れて表示する可能性もありますので、演題発表中に質問を入力することをお勧めします。また、発表
時間の都合上、すべての質問に対応できない可能性もありますので、予めご了承ください。活発な討
議となるよう、ぜひお気軽にご質問ください（誹謗中傷とならないようご注意願います）。
6．ネット通信環境が悪いと接続エラーとなる場合があります。有線 LAN での接続を推奨します。Wi-Fi
の場合では接続環境の良いところでご参加をお願いします。
7．Wi-Fi 未設定で zoom を使用しますと、データ通信量を消費し課金されてしまう恐れがありますのでご
注意ください。
8．研修会当日、通信トラブルや zoom の操作などで参加ができない場合には、5 ページの問い合わせ先の
メールアドレスにご連絡をお願いします。
9．事前接続確認を実施します。日程に関しては、登録した参加者に直接メールにて連絡しますのでご確
認ください。
10．参加方法に関して詳細及び変更点があった場合には福井県理学療法士会のホームページに最新情報を
掲載しますので、ご確認ください。
※ 本学会はハイブリッドでの運営のため、スマートフォンやタブレットでの参加の場合、画面の切り替え
時に不具合が生じることがあります。パソコンでの参加を推奨します。また、zoom を最新版にアップデー
トしておくようにお願いします。
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学会参加証明およびポイントについて
会場参加
カードリーダーによる受付を行うため、学会参加証明およびポイントの申請手続き、参加報告のは必要あ
りません。

WEB 参加
1．学会参加の証明・日本理学療法士協会会員理学療法士生涯学習システムの学会参加ポイント（10 ポイ
ント）や発表ポイント（5 ポイント）申請のためには、参加報告が必須です。
2． WEB 参加者は、カードリーダーや対面による参加確認ができません。そのため、参加確認のために、
学会終了後に WEB での学会参加報告をしていただく必要があります。実際に参加・発表されましても、
参加報告をされない方は、参加証明・ポイント申請ができませんので、予めご了承ください。
3．学会終了後に、下記の学会参加報告用フォームから、学会参加したことを報告してください。
4．事前参加登録されても、ポイント申請のための報告を行わなければポイントは付与されませんのでご
注意ください。
5．学会終了後に、福井県理学療法士会学術局より、日本理学療法士協会へ各ポイントを一斉申請致します。
ポイントの反映には期間を要しますのでご了承ください。

学会参加報告の手順
1．各講演や一般演題セッションの終了後に、参加報告用パスコード（数字 4 桁）を会場スクリーンまた
は zoom 画面に表示致します。それをメモし、学会終了後に下記の参加報告用フォームから参加報告し
てください。
2．参加報告用パスコードは学会期間中同一のものですので、どの機会でメモしていただいても構いません。
3． 一般演題①、大会長基調講演、特別講演、一般演題②、教育講演、シンポジウム終了後にそれぞれ表
示を予定しています。（進行の遅れなどが生じますと、表示時間が短くなる可能性もありますので、予
めご了承ください）
4．ポイント申請期間は学会終了後 2 週間です。それ以降の参加報告は受け付けませんので、必ず期間内
に忘れずご申請ください。
参加報告用フォーム：
https://forms.gle/Vh6LNB3g3vZrCmcr5
参加報告期間：

令和 3 年 9 月 26 日（日）～令和 3 年 10 月 9 日（土）

【WEB 学会参加 / 参加報告に関する問い合わせ先】
E-mail：fukuipt25@gmail.com（担当：野形 亮介）
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演者の方々へのご案内
一般演題発表要綱
1．発表形式は口述発表になります。新型コロナウイルスの感染拡大状況次第では、オンラインでの発表に
なる場合がありますので、ご了承ください。
2．発表の様子は、どちらの発表形式であっても WEB 参加者にも中継されます。
3．スライドの作成はパワーポイントを用いて作成してください。
①会場発表の場合、発表されるパワーポイントのデータを送ってください。
②オンライン発表の場合、発表音声を入れ録画したパワーポイントのデータを送って頂き、放送させて
頂きます。質疑応答は WEB 中継で行いますので、当日は必ず参加してください。
パワーポイントで発表音声を録画する際、音声が小さすぎる場合には、再度録音をお願いする場合があ
ります。内臓マイクに程よく近づいて録音したり、外部マイクを使用する等対応をお願いします。
4．発表時には、必ず利益相反についての情報開示をお願い致します。発表スライドの最初に利益相反自己
申告に関するスライドを 1 枚追加してください。下記の記載例を参考にしてください。
① 利益相反がない場合

② 利益相反がある場合

5．スライドの枚数制限はありませんが、発表時間に収まるよう注意してください。
6．発表時間は 6 分以内、質疑応答は 4 分以内とします。
7．WEB 参加者からの質問はチャット機能を利用し、座長が読み上げます。
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8．WEB 配信は著作権法上の公衆送信にあたると考えられますので、スライドの内容は著作権上問題のな
いものに限るようご留意ください。
9．個人が特定される情報など、個人情報の取り扱いにも十分ご留意ください。
10．発表データは 9 月 17 日（金）まで（必着）に下記提出先までご提出ください。
9 月 17 日以降のデータの変更は受け付けませんので、ご了承ください。
・発表データは CD-R で発送またはメールで送信してください。
CD-R の場合は、氏名、所属をディスクの表面に記載してください。
（発送前にデータが入っているか、今一度確認してから発送してください）
・メールの場合は件名に「学術大会発表データ」と記載してください。
・1 週間以内に返信がなければ、電話にてご確認をよろしくお願い致します。
・動画のデータ量が大きい場合は、メール添付ファイルではなく、インターネットでのファイル転送サービ
ス等を使用ください。ただし、ダウンロードに期限がある場合には、その旨を電話にて事前に連絡ください。
・締め切り：2021 年 9 月 17 日（金）必着
・提出先：
CD-R で発送の場合／〒 916-8515 福井県鯖江市三六町 1 丁目 2-31
公立丹南病院 通所リハビリテーションセンター なごみの里

田中 千尋

メールで送信の場合／E-mail：fukuipt25@gmail.com
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
公立丹南病院 通所リハビリテーションセンター なごみの里

田中 千尋

TEL：0778-51-5234
E-mail：fukuipt25@gmail.com
※内容に変更があった場合は、ホームページやメールにてご連絡させて頂きます。

当日の会場発表に関して
1．発表データは事前に大会事務局で用意する PC に保存させて頂きます。
2．当該セッション開始 30 分前までに受付にて演者登録をすませ、開始 10 分前までに次演者席にお越しく
ださい。
3．発表メディアについて
・事務局で用意する PC は Windows を使用しますのでご了承ください。
・プレゼンテーションソフトは Microsoft PowerPoint 2016 を予定しています。
・動画の使用も可能ですが、発表前の試写、動作確認等は行ないませんのでご了承ください。また、当日、
動画が動かないなどのトラブルが生じても一切責任は負えません。ファイルトラブルによる発表時間
の延長はありませんのでご了承ください。
・静止画像を使用する場合は JPEG 形式としてください。
・枚数制限はありませんが、発表時間内に収まるように留意してください。
4．発表時、プレゼンテーションファイルの操作は演者自身で行なってください。
5．発表終了 1 分前に 1 回、終了時に 2 回ベルを鳴らします。
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当日のオンライン発表に関して
1．学会当日は、質疑応答がありますので、必ずご参加ください。
2．当日使用するコンピュータやネット環境は各自でご準備ください。Wi-Fiでの接続より有線での接続を
推奨します。回線トラブルにより、質疑応答が十分に行えなかった場合、学会発表ポイントを付与でき
ないこともあります。
3．音声が途切れないよう可能な限りイヤホンマイク等をご使用ください。
4．当該セッション開始 15 分前までに、発表者は zoom にログインしてください。
5．zoom へのログインは、事前に学会部より発表者用 URL をメールしますので、そちらから入室ください。
※参加者用 URL から入りますと「聴講者用」となりますので、必ず発表者用 URL から入室してください。
6．入室時の名前は必ず「演題番号 ― 氏名」としてください。これは入室後も変更できますので、入室時
に設定できなかった場合は、入室後早急に変更してください。
7．入室後「コンピュータでオーディオに参加する」という画面が表示されたら、そのままボタンを押して
ください。zoom アプリでマイク・スピーカーが使用できる設定となります。
8．顔が映るよう「ビデオ開始」は ON にしておいてください。（ご自分の発表時間以外は、ビデオは OFF
にしておいていただいて構いません）
9．発言する際はミュートを外し、発言終了後にはミュートにしてください。
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司会・座長の方々へのお願い
1．当日は会場に来て頂き、司会・座長を務めて頂きますようご協力をお願いします。
2．担当セッション開始 30 分前までには、受付にて登録を済ませてください。
3．一般演題は 1 演題につき 6 分間の発表時間と 4 分の質疑応答を設定しています。
座長は担当セッションが円滑に進行し、時間内にセッションが終了するようにご配慮願います。
4．不測の事態にて、座長職務が遂行不可能と判断された場合には、本人または代理人が総合受付または学
会部まで速やかにご連絡ください。
5．発表内容が抄録と大幅に異なる場合には、演者に対してその場で厳重に注意してください。
6．担当セッションにおいて、座長賞に該当する演題を選出し、所定の用紙に記載してください。
7．今回は会場発表とオンライン発表が混在するセッションとなります。また、新型コロナウイルス感染状
況により、全てオンライン発表となる場合がありますのでご了承ください。
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理学療法福井 第 25 巻の投稿について
理学療法福井は次号で第 25 巻を迎えます。福井県理学療法士会の機関誌として、更なる理学療法の発展
に寄与するべく、皆様方より広く論文の投稿をお待ちしております。福井県理学療法学術大会の発表者でな
くても、論文の投稿は可能です。会員の方々の投稿を心よりお待ちしております。

◇ 論文の査読制度について
■ 症例検討、実践報告の場合：学術誌部が選出した査読者による審査を行います。
■ 研究論文の場合：理学療法福井査読審査会による査読審査を行います。
＊ 理学療法福井査読審査会は、各分野で活躍する県内の専門理学療法士や認定理学療法士で構成さ
れます。委員は福井県理学療法士会の理事会により選出されます。

発刊２ヶ月前

症例検討、実践報告について
・論文投稿希望者の登録について （締切：2021 年 9 月 25 日

土曜日）

投稿を希望される方は、下記メールアドレスに以下の内容を記載しお送りください。
①氏名 ②所属 ③所属先住所・電話番号（今後の発送・連絡先）④論文の種類（症例報告、実践報告）
⑤題名（仮でも可）⑥その他（特記事項等があればご記入ください）
後日、投稿受付完了メールを返信致します。メール返信時にレイアウトデータを添付して送信致します。
＜ E-mail ＞

kusunoki@yamauchi-seikei.jp

山内整形外科
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本多 祐介

・投稿論文の提出について （締切：2021 年 10 月 16 日

土曜日）

投稿執筆規程に添い、レイアウトに貼りつけた様式でプリントアウトしたモノクロ原稿を A3 サイズに
し、受付期間内に下記送付先に送付してください。
＜論文送付先＞

〒 910-0016

福井県福井市大宮 4-13-18
山内整形外科

本多 祐介

・査読後の修正について
査読者による査読終了後、投稿者へ原稿を返却します。
期間内に論文を修正し、再度提出してください。
再提出後、さらに修正が必要であると判断された場合、追加の査読修正を行う場合があります。

研究論文
・研究論文は年間を通じていつでも投稿が可能です。
研究論文の投稿を希望する方は、下記メールアドレスに以下の内容を記載しお送りください。
①氏名 ②所属 ③所属先住所・電話番号（今後の発送・連絡先）④題名（仮でも可）⑤その他（特記事
項等があればご記入ください）
後日、投稿受付完了メールを返信致します。メール返信時にレイアウトデータを添付して送信致します。
＜ G-mail ＞

pt.gakujutu.fukui@gmail.com

市立敦賀病院

藤田 栄

投稿執筆規程に沿い、レイアウトに貼りつけた論文（word 形式）を、折り返し、上記メールアドレスに
お送りください。
投稿後、理学療法福井査読審査会による審査を行います。
理学療法福井発刊 2 ヶ月前までに同審査会より受理された論文が、その年度に発刊される理学療法福井
に掲載されます。それ以降に受理された場合、次年度に持ち越されます。

・1 月の理事会にて、論文採択の可否が採決されます。
・採択結果は 2 月中旬頃に通知致します。
・採択者には確認用原稿を送付致します。

理学療法福井

第 25 巻の発刊は、2022 年 3 月上旬頃を予定しております。
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日程表

第 25 回 福井県理学療法学術大会
地域包括ケアシステムの時代に輝ける理学療法の追求

～「治療理学療法」「生活期理学療法」
「予防理学療法」の標準化を目指して～

ハイブリッド開催

2021 年 9 月 26 日（日）
福井商工会議所

8：30

地下 1 階

WEB 配信（zoom webinar）

コンベンションホール
受

現地開催 ＋ WEB 開催

8：30 〜
入室受付開始

付

9：00

10：00

開会式

開会式［ WEB配信 ］

9：40 〜 10：40
一般演題①

9：40 〜 10：40
一般演題①［ WEB配信 ］

座長：中川

11：00

12：00

14：00

11：30 〜 12：30
特別講演
Physical Therapy, not Rehabilitation, not Massage

16：00

17：00

寛紀

11：30 〜 12：30
特別講演［ WEB配信 ］
Physical Therapy, not Rehabilitation, not Massage

秀之
昌嗣

講師：斉藤
司会：四谷

12：40 〜 13：20 ランチョンセミナー
実践産業理学療法
講師：磯 あすか
司会：笠羽竜太郎
共催：インターリハ株式会社

秀之
昌嗣

12：40 〜 13：20

ランチョンセミナー［ WEB配信 ］
実践産業理学療法
講師：磯 あすか
司会：笠羽竜太郎
共催：インターリハ株式会社

13：30 〜 14：30
一般演題②［ WEB配信 ］

13：30 〜 14：30
一般演題②
座長：平田

15：00

座長：中川

10：50 〜 11：20 大会長基調講演［ WEB配信 ］
10：50 〜 11：20 大会長基調講演
地域包括ケアシステムの時代に輝ける理学療法の追求
地域包括ケアシステムの時代に輝ける理学療法の追求
～「治療理学療法」
「生活期理学療法」
「予防理学療法」の標準化を目指して～ ～「治療理学療法」
「生活期理学療法」
「予防理学療法」の標準化を目指して～
講師：松井 一人
司会：板本 直明
講師：松井 一人
司会：板本 直明

講師：斉藤
司会：四谷

13：00

寛紀

信介

座長：平田

信介

14：40 〜 15：40
教育講演
がん患者の身体活動へのアプローチ
～「予防」
「治療」
「生活期」
「終末期」における運動の重要性～

14：40 〜 15：40
教育講演［ WEB配信 ］
がん患者の身体活動へのアプローチ
～「予防」
「治療」
「生活期」
「終末期」における運動の重要性～

講師：井上順一朗
司会：松尾 英明

講師：井上順一朗
司会：松尾 英明

15：50 〜 17：10
15：50 〜 17：10
シンポジウム
シンポジウム［ WEB配信 ］
「治療理学療法」
「生活期理学療法」
「予防理学療法」の標準化を目指して 「治療理学療法」
「生活期理学療法」
「予防理学療法」の標準化を目指して
シンポジスト：久保田雅史
小林 文平
福田 裕子
司会：松井 一人

シンポジスト：久保田雅史
小林 文平
福田 裕子
司会：松井 一人

次期大会長挨拶／閉会式

次期大会長挨拶／閉会式 ［ WEB配信 ］
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プログラム
ハイブリッド開催

現地開催 ＋ WEB 開催

■ 受付

8：30 〜

■ 開会式

大会長挨拶

9：00 〜 9：30

		

■ 一般演題①

9：40〜10：40
座長：中川



寛紀（福井県立病院）

O-01 集
 中治療室入室中から理学療法を実施した重症 COVID-19 感染症の一症例
野々山

オンライン発表

忠芳（福井大学医学部附属病院）

O-02	新型コロナウイルス感染症後の退院支援の現状報告

オンライン発表

～回復期リハビリテーションにて～
横山

桂治（嶋田病院）

O-03 コロナ禍における在宅脳卒中者の通所利用中断が及ぼす影響について
坂野

会 場 発 表

文崇（ほっとリハビリシステムズ）

O-04 訪問看護ステーションの中断・中止理由の調査

会 場 発 表

～地域で働くセラピストに必要なスキルの一考察～
高橋

和宏（ほっとリハビリシステムズ）

O-05 コロナ禍や豪雪における通所介護利用者への転倒予測因子の検討
豊岡

会 場 発 表

功（ほっとリハビリシステムズ）

		

■ 大会長基調講演

10：50〜11：20
司会：板本



地域包括ケアシステムの時代に輝ける理学療法の追求
～「治療理学療法」「生活期理学療法」「予防理学療法」の標準化を目指して～
講師：松井

一人（ほっとリハビリシステムズ）
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直明（嶋田病院）

■ 特別講演

11：30〜12：30
司会：四谷



昌嗣（公立丹南病院）

Physical Therapy, not Rehabilitation, not Massage
講師：斉藤

秀之（公益社団法人 日本理学療法士協会）

		

■ ランチョンセミナー

12：40〜13：20



司会：笠羽

竜太郎（ほっとリハビリシステムズ）

実践産業理学療法
講師：磯

あすか（インターリハ株式会社 フィジオセンター）

共催：インターリハ株式会社
		

■ 一般演題②

13：30 〜 14：30



座長：平田

信介（杉田玄白記念公立小浜病院）

O-06 神経筋疾患に対する HAL® を用いた歩行練習後の運動機能変化
松村

オンライン発表

真裕美（福井大学医学部附属病院）

O-07	自覚的視覚的垂直判断の評価から住環境を検討した延髄梗塞の一症例
西本

オンライン発表

直起（杉田玄白記念公立小浜病院）

O-08 パーキンソン病の影響で転倒を繰り返し，腰椎圧迫骨折を呈した症例

オンライン発表

～日内変動に対するチームアプローチ～
桑原

里奈（嶋田病院）

O-09 延髄外側梗塞にて姿勢定位障害を呈した症例の段階的アプローチ
竹内

菜穂（嶋田病院）

O-10 疾患別における通所介護施設利用者の歩行能力の検討
福岡

オンライン発表

会 場 発 表

千里（ほっとリハビリシステムズ）

		

■ 教育講演

14：40〜15：40
司会：松尾



英明（福井大学医学部附属病院）

がん患者の身体活動へのアプローチ
～「予防」「治療」「生活期」「終末期」における運動の重要性～
講師：井上

順一朗（神戸大学医学部附属病院 国際がん医療・研究センター リハビリテーション部門）
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■ シンポジウム

15：50〜17：10



司会：松井

一人（ほっとリハビリシステムズ）

「治療理学療法」「生活期理学療法」「予防理学療法」の標準化を目指して
シンポジスト
治療理学療法の標準化を目指して
		

久保田

雅史（金沢大学 医薬保健研究域保健学系）

生活期理学療法の標準化 「マネジメント能力」
		

小林

文平（嶋田病院）

『福井を健康の聖地にする』挑戦と、標準化をめざして
		

福田

裕子（スタジオ ユウ）

■ 次期大会長挨拶／閉会式

17：10〜17：20
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大会長基調講演

地域包括ケアシステムの時代に輝ける理学療法の追求
～「治療理学療法」
「生活期理学療法」
「予防理学療法」の
標準化を目指して～
松井

一人

ほっとリハビリシステムズ

司 会：板本

日

直明（嶋田病院）

時：9 月 26 日（日） 10：50 〜 11：20
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MEMO
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特別講演

Physical Therapy, not Rehabilitation, not Massage
斉藤

秀之

公益社団法人 日本理学療法士協会

司 会：四谷

日

昌嗣（公立丹南病院）

時：9 月 26 日（日） 11：30 〜 12：30
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特別講演
Physical Therapy, not Rehabilitation, not Massage

斉藤

秀之

公益社団法人 日本理学療法士協会 会長

地域包括ケアシステムの時代とは、全ての国民の人生に渡り、フォーマル・インフォーマルを問わず、関
わり合う全ての人が、立場を超えて当事者の困り事を我が事として支援していく時代と考える。厚生労働省
の迫井氏は「地域包括ケアシステムとは地域住民あるいは患者を “ 生活 ” 視点でケアすること！」と叫ばれた。
私は、障害学と自立支援の専門家である理学療法士が行う理学療法の強みが活かせると判断する。
さて、日本理学療法士協会前会長の半田一登氏は「予防としての理学療法」「治療としての理学療法」「ケ
アとしての理学療法」を提唱した。世界理学療法連盟（WCPT、
現在 WPT）は「健康づくり（promotion）
」
「予
防（prevention）
」
「治療／介入（treatment/intervention）
」
「療育（habilitation）
」
「リハビリテーション（rehabilitation）
」
で理学療法の内容は異なり、患者・利用者の直接的支援に限定されないと宣言した。今回、松井一人大会長
は自身の実践や社会の流れをもとに「治療理学療法」「生活期理学療法」「予防理学療法」をご提唱されたと
想像する。
私は、JPTA のあいうえお作文「J. 自立を支援する」
「P. ぴんぴんころり（尊厳ある終わり）を実現する」
「T. 立つ・歩く、自分の足で」「A. 安心・安全

全ての世代の方の健康を実現するために」を作り、理学療法

士は、国民の人生に寄り添い、くらしと生き方を支える、その健康と幸福に寄り添うと発信した。地域包括
ケアシステムの時代に輝ける理学療法の追求は、福井県民ならびに国民のために理学療法を提供することで
ある。われわれ理学療法士が国民のために一丸となり地域包括ケアシステム時代に挑むこと、それには理学
療法が社会保障に欠かせないという共通理解が重要となる。
象徴として「Physical Therapy, not Rehabilitation, not Massage」を提唱する。
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―略歴―
さいとう

斉藤

ひでゆき

秀之

専門理学療法士、博士（医学）
昭和 41 年 10 月生 出身 石川県金沢市
【所属・役職】
公益社団法人 日本理学療法士協会 会長（令和 3 年 6 月 5 日就任）
【学歴】
昭和 63 年 3 月

金沢大学医療技術短期大学部 理学療法学科 卒業（現金沢大学医学部保健学科）

平成 6 年 9 月

佛教大学通信教育課程社会学部社会福祉学科社会福祉学専攻卒業 学士（社会学，佛教大学）

平成 11 年 3 月

筑波大学大学院修士課程医科学研究科医科学専攻 修了 修士（医科学，筑波大学）

平成 14 年 3 月

筑波大学大学院博士課程医学研究科環境生態系専攻 修了 博士（医学，筑波大学）

【職歴・役職歴】
昭和 63 年 4 月

藤井脳神経外科病院リハビリテーション科入職

平成 5 年 4 月

藤井脳神経外科病院リハビリテーション科主任就任

平成 9 年 4 月

医療法人社団筑波記念会筑波記念病院入職

平成 11 年 9 月

医療法人社団筑波記念会筑波記念病院理学療法科長就任

平成 16 年 2 月

医療法人社団筑波記念会筑波記念病院リハビリテーション部部長就任

平成 26 年 4 月

医療法人社団筑波記念会リハビリテーション事業統括就任

平成 28 年 7 月

医療法人社団筑波記念会リハビリテーション事業顧問就任

平成 29 年 6 月

医療法人社団筑波記念会顧問就任（〜平成 30 年 7 月）

平成 23 年 6 月

社団法人日本理学療法士協会理事就任

平成 25 年 6 月

公益社団法人日本理学療法士協会副会長就任

平成 30 年 6 月

公益社団法人日本理学療法士協会常勤役員として勤務

令和 3 年 6 月

公益社団法人日本理学療法士協会会長就任

平成 14 年 4 月

茨城県立医療大学臨床実習講師

平成 18 年 8 月

新潟医療福祉大学臨床実習教授

平成 23 年 1 月

筑波大学大学院非常勤講師

平成 25 年 1 月

東京工科大学臨床教授

平成 25 年 12 月

筑波大学客員教授

令和 2 年 4 月

筑波大学グローバル教育院教授

【資格】
昭和 63 年 5 月

第 23 回理学療法士国家試験合格（理学療法士免許第 16484 号）

平成 24 年 1 月 （一社）回復期リハビリテーション病棟協会セラピストマネジャー認定
平成 24 年 10 月

障害者相談支援従事者研修（初任者研修）修了

平成 26 年 2 月 （一社）日本訪問リハビリテーション協会認定訪問療法士認定
平成 27 年 2 月

障害者サービス管理責任者研修（就労）修了
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平成 27 年 3 月

障害者サービス管理責任者研修（地域生活（身体））修了

【所属学会・研究会】
日本理学療法士協会、日本老年医学会、日本公衆衛生学会、日本体力医学会、日本集中治療医学会、日本医
療マネジメント学会、日本医学教育学会、日本プライマリケア連合学会、日本心臓リハビリテーション学会、
日本褥瘡学会、日本集団災害医学会、日本物理療法学会、全国地域リハビリテーション研究会、ヒューマン
インターフェース学会、理学療法科学学会、茨城県総合リハビリテーションケア学会、他
【主な著書】
・上肢の理学療法―局所機能と全身運動を結びつけるインタラクティブ・アプローチ（三輪書店）
・感覚入力で挑む（文光堂）
・筋緊張に挑む（文光堂）
・図解 訪問理学療法技術ガイド（文光堂）
・プロフェッショナルを目指す !!（三輪書店）他
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ランチョンセミナー

実践産業理学療法
磯

あすか

インターリハ株式会社 フィジオセンター

司 会：笠羽

竜太郎（ほっとリハビリシステムズ）

共 催：インターリハ株式会社

日

時：9 月 26 日（日） 12：40 〜 13：20
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ランチョンセミナー
実践産業理学療法

磯

あすか

インターリハ株式会社 フィジオセンター

産業理学療法とは、産業保健分野における理学療法のことを言い、労働安全衛生法に基づき働く人々の健
康対策を行う分野である。腰痛やメンタルヘルスが大きな課題となっているが、この分野を担う構成員とし
て理学療法士は法律上の選任が明記されていない。実際に産業保健に関わる理学療法士もまだ少なく、エビ
デンスや社会的な認知も確立していないのが現状である。しかし、働く人たちの現場では作業環境管理、作
業管理、健康管理に関わる専門家が求められており、中高年の運動機能維持向上や健康経営のサポートなど、
理学療法士が専門性を活かせる場として参入を期待されている。
日本理学療法士協会では、産業理学療法部門を経て産業理学療法研究会が発足し、産業保健分野における
理学療法士の職域拡大やエビデンスの構築、教育・人材育成などに取り組んでおり、各種講習会や学術集会
等が開催されている。
我々は 2013 年から 2020 年まで、自治体職員を対象とした腰痛予防教室等を行ってきた。その中で、既に
痛みがある方への対応や効果判定の必要性などの課題が見えた。そこで現場作業の見学や職員のヒアリング、
アンケートを実施するなど現場の情報を取り入れた内容に工夫し、希望者への個別対応も追加した。また自
社内でも社員へのヒアリングと身体機能評価、運動指導を行っている。2019 年には産業腰痛予防に取り組む
ための専門家向けワークショップを主催、理学療法士が持つ疑問や興味についても把握することができた。
さらに昨年より、民間の保健衛生業でも腰痛予防のための実地見学を行い、作業や道具についてのアドバイ
スも開始している。これらの経験もふまえ、産業理学療法に関する基礎的な内容について述べ、我々が実践
してきたいくつかの取り組みについて紹介する。
―略歴―
いそ

磯

あすか

東京都立医療技術短期大学理学療法学科卒業後、武部整形外科、小川病院を経て 2003 年よりインターリハ
株式会社フィジオセンター勤務
認定理学療法士（スポーツ理学療法）
、心臓リハビリテーション指導士、日本スポーツ協会公認アスレティック
トレーナー、TOGU 認定インストラクターの資格を取得
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教育講演

がん患者の身体活動へのアプローチ
～「予防」
「治療」
「生活期」
「終末期」における運動の重要性～
井上

順一朗

神戸大学医学部附属病院 国際がん医療・研究センター
リハビリテーション部門

司 会：松尾

日

英明（福井大学医学部附属病院）

時：9 月 26 日（日） 14：40 〜 15：40
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教育講演
がん患者の身体活動へのアプローチ

「～「予防」
「治療」
「生活期」
「終末期」における運動の重要性～

井上

順一朗

神戸大学医学部附属病院 国際がん医療・研究センター リハビリテーション部門
1981 年以降、がんはわが国における死因の第 1 位である。がんによる年間死亡者数は約 37 万 6 千人、新規
罹患者数は年間 100 万人を超えている。一方、診断技術や治療法の進歩に伴いがん患者の生存率は向上して
おり、5 年相対生存率は 64.1% と長期に渡り生存する「がんサバイバー」も増加している。
このようながん共存社会において、キーワードとなるのが「身体活動」と「運動」である。がんの発症予
防や治療中の体力、日常生活活動、QOL の維持・向上はもとより、治療後の生活期における再発予防・生命
予後の改善、さらには、終末期での good death の観点からも身体活動や運動が重要な要素となる。
がんの発症予防においては、座位時間の延長や不活動な生活習慣ががんの発症リスクとなることが報告さ
れており、また、身体活動が高い者ほど乳がんや大腸がんの発症リスクが低下することが報告されている。
一方、がん治療においては、手術予定のがん患者に対して、術前に身体活動を増加させることが術後合併症
の予防や入院期間の短縮につながり、化学療法・放射線療法中のがん患者の身体活動を維持・増加させるこ
とが身体・精神機能、日常生活活動、QOL の維持・改善につながる。
生活期においても身体活動や運動によりもたらされるメリットは大きい。乳がんや大腸がん治療後のがん
サバイバーにおいて、中等度以上の強度の身体活動の継続が再発リスクや死亡リスクを低下させることが報
告されている。さらに終末期においては、患者が good death の要素と考えている「負担にならないこと」や「他
人の役に立つこと」を達成するためには身体活動へのアプローチが必要となる。
このように、がん共存社会では、予防から終末期のいずれの時期においても「身体活動」と「運動」が重
要な要素であり、理学療法士による積極的なアプローチが期待される。
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―略歴―
いのうえ

井上

じゅんいちろう

順一朗

神戸大学医学部附属病院 国際がん医療・研究センター 理学療法士
（生年月日：1973 年 5 月 16 日）
経歴：
1996 年 関西外国語大学 外国語学部 英米語学科 卒業
2005 年 神戸大学 医学部 保健学科 理学療法学専攻 卒業
2006 年 神戸大学医学部附属病院 リハビリテーション部（〜 2020 年）
2007 年 神戸大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 博士課程前期課程 修了（修士（保健学））
2011 年 神戸大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 博士課程後期課程 修了（博士（保健学））
2020 年 神戸大学医学部附属病院 国際がん医療・研究センター リハビリテーション部門

所属学会：日本リハビリテーション医学会、日本理学療法士学会、日本緩和医療学会
日本造血・免疫細胞療法学会、日本がんサポーティブケア学会

活動：
・専門理学療法士（内部障害）
・日本理学療法士学会 日本がん・リンパ浮腫理学療法研究会 副理事長
・日本がんリハビリテーション研究会 理事
・日本がんサポーティブケア学会 がんリハビリテーション部会 委員
・日本緩和医療学会 代議員
・神戸大学医学部保健学科 臨地講師・非常勤講師
・神戸大学大学院医学研究科「多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」
養成プラン」「がんリハビリテーション・インテンシブコース」コーディネーター・講師
研究課題（テーマ）：がん患者の身体活動、高齢がん患者のフレイル・サルコペニア
がん疼痛に対する経皮的電気刺激治療の有用性
主要業績：
〈論文〉
・Inoue J, et al. Association between Physical Function and Health-related Quality of Life in Survivors of Hematological
Malignancies undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Trends in Transplant. 2021; 14: 1-5.
・Inoue J, et al. Eﬀect of Multidisciplinary Team Approach on Prevention of Postoperative Pulmonary Complications in
Patients with Esophageal Cancer. Journal of GHR.2014; 3(9): 1227-1232.
・Inoue J, et al. Prevention of postoperative pulmonary complications through intensive preoperative respiratory
rehabilitation in patients with esophageal cancer. Dis Esophagus. 2013; 26(1): 68-74.
・Inoue J, et al. Impact of Early Rehabilitation on the Duration of Hospitalization in Patients after Allogeneic
Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Transplant Proceedings. 2010; 42: 2740-2744.
〈著書〉
・井上順一朗・他 編：「理学療法 MOOK がんの理学療法」三輪書店．2017
〈学会発表〉
・第 19 回日本緩和医療学会学術大会 最優秀演題
・第 50 回日本理学療法学術大会 学会企画優秀賞
・第 24 回日本緩和医療学会学術大会 優秀演題
・第 27 回日本がんチーム医療研究会 優秀演題
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シンポジウム

「治療理学療法」「生活期理学療法」「予防理学療法」の
標準化を目指して
シンポジスト
治療理学療法の標準化を目指して
久保田

雅史（金沢大学 医薬保健研究域保健学系）

生活期理学療法の標準化「マネジメント能力」
小林

文平（嶋田病院）

『福井を健康の聖地にする』挑戦と、標準化をめざして
福田

裕子（スタジオ ユウ）
司 会：松井

日

一人（ほっとリハビリシステムズ）

時：9 月 26 日（日） 15：50 〜 17：10
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シンポジウム
治療理学療法の標準化を目指して

久保田

雅史

金沢大学 医薬保健研究域保健学系

理学療法の将来を見据えると、人口構造の変化、即ち 2025 年には総人口や労働人口は減少する一方で、後
期高齢者は 2010 年比で 700 万人増加するとの推計に大きく影響を受ける。今まさに進められている介護予防
の推進や在院日数の短縮、在宅医療の推進などがさらに進められるであろう。しかし、これは本シンポジウ
ムのテーマの一つである「治療理学療法」の縮小を意味するものではない。逆に、理学療法の治療法として
の価値は益々高まるとともに、回復期や生活期で活躍する理学療法士にも高い水準での関りが求められると
思われる。また、理学療法の標準化による質の担保は喫緊の課題であり、日本理学療法学会連合が主導して
作成した診療ガイドライン（第 2 版）の活用は一つの方策と考える。本シンポジウムでは、治療理学療法の
標準化とともに、将来に理学療法士が益々輝けるために今何をすべきか考えていきたい。

生活期理学療法の標準化「マネジメント能力」

小林

文平

嶋田病院 リハビリテーション部

生活期リハビリテーションでは活動や参加などの生活機能全般を向上させるために「心身機能」、「活動」、「参
加」の要素にバランスよくアプローチし、利用者の生活機能を総合的に向上、発展させていくことを推進している。
生活期の利用者の状態は、個人因子・環境因子の影響を強く受け、そのニーズは多様である。その一方で身体機
能に偏ったリハビリテーションが実施されがちであることは課題として挙げられる。今回は通所リハや訪問リハ
で体系化されているマネジメントの手法を生活期理学療法の標準化すべき内容として提案したい。多職種共同で
ある生活期の中で課題を克服し、理学療法士の専門性を活かすためには SPDCA（Survey-Do-Check-Act）サイクル
構築を通じたマネジメント能力の標準化が急務であると考える。
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『福井を健康の聖地にする』挑戦と、標準化をめざして

福田

裕子

スタジオ ユウ

2006 年の介護保険制度改革、予防重視型システムへの転換から 15 年。未だ平均寿命と健康寿命の約 10 年
の差は縮まらず、2036 年には 3 人に 1 人が 65 歳以上となる（令和 3 年版高齢社会白書）。文部科学省は今年 7
月 28 日に「子ども肥満、痩せすぎ増加（2020 年度学校保健統計調査）」と発表した。理学療法介入を行うに
しても様々なライフステージにある人々への予防アプローチを標準化するのは並大抵のことではない。そこ
でまず今回は、「地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基
づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要」（厚生労働省）とあることから、私たちが暮らす福
井県を主体とし、東京大学高齢社会総合研究機構（IOG）とのフレイル予防事業の取り組みや今後の方針を
お伝えする。そのほか産業保健分野での予防理学療法をすすめるうえで必ず必要となる評価についての基本
的な考え方や、福井での実践例をお示しできればと思う。
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一 般 演 題

− 33 −

■ O−01

オンライン発表

集中治療室入室中から理学療法を実施した重症 COVID-19 感染症の一症例
野々山 忠芳 1），嶋田 誠一郎 1），高山 マミ 1），鯉江 祐介 1），安竹 千秋 1），渡部 雄大 1），長谷川 大輝 1），高橋 藍 1），三ツ井 美穂 2），
梅田 幸寛 2），石塚 全 2）
1）福井大学医学部附属病院 リハビリテーション部，2）福井大学医学部附属病院 呼吸器内科
【キーワード】集中治療室 , COVID-19 感染症 , 直接介入

【はじめに】
重症 COVID-19 感染症に対する理学療法についての報
告は少なく，詳細については明らかになっていない．今回，
重症 COVID-19 患者に対し集中治療室（ICU）入室中から
理学療法を実施し，若干の知見を得たので報告する．なお，
本報告に際し患者本人より書面にて同意を得ている．
【症例紹介】
症例は 72 歳男性，COVID-19 感染症と診断され当院入
院となった．第 7 病日に呼吸状態の悪化のため ICU 入室
するも状態安定し一旦退室，その後再度呼吸状態が悪化
し第 16 病日 ICU 再入室，挿管・人工呼吸器管理となった．
【理学療法評価と経過】
第 17-20 病日は 9-15 時間 / 日の腹臥位療法を実施した．
理学療法士は隔離室の外よりポジショニングの助言を行
なった．第 21 病日より鎮静薬を減量し，挿管・人工呼吸管
理下にて理学療法士と看護師による離床・運動を開始した．
初回離床では端座位・立ち上がりに介助が必要であり，立
位にて収縮期血圧 40-50 台と著明な起立性低血圧，SpO2
低下を認めた．また，Medical Research Council（MRC）
sum score 36 点，Functional status score for the ICU
（FSS-ICU）12 点であり著明な筋力低下，動作能力低下を
認めた．第 26 病日抜管，
第 27 病日 MRC sum score 44 点，

FSS-ICU 27 点と改善し歩行車支持での歩行は可能であっ
たが，
Short Physical Performance Battery（SPPB）5 点，
筋肉量の低下を認めた．
四肢骨格筋量 5.1kg/m2 と身体機能，
ICU 退室後は歩行練習，バランス練習より開始し，筋力ト
レーニング，有酸素運動，階段昇降練習を行なった．第 47
病日 MRC sum score 57 点，SPPB 12 点，FSS-ICU 35 点
と改善を認めたが，6 分間歩行距離 379m，四肢骨格筋量
5.4kg/m2 と同年代の基準値より大幅に低下していた．起立
性低血圧，SpO2 低下は徐々に改善し，病棟内 ADL は自立
していたため第 48 病日自宅退院となった．
【考察】
重症 COVID-19 感染症では鎮静期間が長いため通常の
重症患者より身体機能低下が生じやすい．加えて，本症
例では入院後より人工呼吸管理までの期間が長く，より
廃用症候群が進行していたと考えられる．また，退院時
の運動耐容能，四肢骨格筋量は基準値を大きく下回って
おり，短期間では改善困難である可能性が示唆された．
【結語】
重症 COVID-19 患者に対し ICU 入室中より理学療法
を行なった．退院時の筋力や動作能力は改善したが，運
動耐容能，筋肉量は低下しており，長期的な身体的後遺
症が残存する可能性が懸念された．

■ O−02

オンライン発表

新型コロナウイルス感染症後の退院支援の現状報告
〜回復期リハビリテーションにて〜
横山 桂治，高田 真弓，青木 拓也
嶋田病院 リハビリテーション部
【キーワード】新型コロナウイルス感染症，回復期リハビリテーション病棟，退院支援

【はじめに】
新型コロナウイルス感染症（以下，COVID-19）の患者
数は，波が押し寄せるごとに増加している．基礎疾患を有
する者や高齢者は，重篤になりやすく廃用症候群に陥る可
能性がある．当院では，協力医療機関として COVID-19
の肺炎による廃用症候群を回復期リハビリテーション病棟
（以下，回リハ病棟）で受け入れている．今回，COVID-19
後の回リハ病棟における退院支援について検討したので，
2 例の症例紹介を通じて共有する．
【倫理的配慮】
当院の倫理委員会にて承認されており，症例に対して説
明を行い，同意を得ている．
【症例紹介 1】
症例 1 は，63 歳男性，基礎疾患として高血圧，糖尿病，
肥満あり，COVID-19 の治療にて人工呼吸器使用，急性期
病院の入院日数 53 日，当院回リハ病棟の在院日数 26 日で
あった．入院時の BMI29.3，MMSE26，ADL は車椅子移
乗と排泄動作に監視が必要な状態で，MRC 息切れスケー
ル 4 であった．退院時の身体機能として握力 22.0kg，6
分間歩行 300m，TUG10.5 秒，FIM 運動項目合計 79 点，
FIM 利得 22 点であった．早期退院の希望有り，屋内歩行
自立レベル，MRC 息切れスケール 1 で早期退院となり，
外来にて理学療法を継続して復職となる．後遺症として息
切れと疲労感が残存した．

【症例紹介 2】
症例 2 は，
74 歳男性，
基礎疾患として高血圧，
糖尿病あり，
COVID-19 の治療にて人工呼吸器使用，急性期病院の入
院日数 55 日，当院回リハ病棟の在院日数 29 日であった．
入院時の BMI23.8，MMSE28，ADL は入浴動作以外自立，
MRC 息切れスケール 4 であった．退院時の身体機能とし
て握力 28.4kg，6 分間歩行 300m，TUG7.5 秒，FIM 運動
項目合計 86 点，FIM 利得 7 点であった．退院は在宅酸素
1L/min を使用しての自宅退院となった．カラオケや太鼓
が趣味であったが退院後の活動は，自宅での自主トレや屋
外散歩をする程度であった．後遺症の訴えはない．
【考察】
2 症例とも ADL の自立度は高く退院支援もスムーズに
進み，早期に自宅退院できた．症例 1 は，職場内クラスター
での発症であり職場の理解も良く，復職という社会参加が
行えた．症例 2 は元々活動的な方であったが，感染による
差別や偏見の不安などで屋外の活動を自粛され，社会参加
も十分に行えていない．この 2 症例を通じて、COVID-19
は精神面にも大きく影響を及ぼす社会的問題と考えられ
る．COVID-19 後の回リハ病棟での取り組みとして，退院
後復職や余暇活動など社会参加の促進が必要である．身体
機能面だけでなく，精神面のケアとして家族，地域含めた
退院支援をより強く進めていく必要がある．
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会 場 発 表

コロナ禍における在宅脳卒中者の通所利用中断が及ぼす影響について
坂野 文崇 1），豊岡 功 1），柳原 楓 1），松井 一人 2）
1）ほっとリハビリシステムズ

福井，2）ほっとリハビリシステムズ

越前

【キーワード】コロナ禍，在宅脳卒中者，バランス能力低下

【はじめに】
当施設（以下通所介護）を利用されている利用者の中に
も新型コロナウイルス感染症予防のため，利用を中断する
者が多い現状である．在宅脳卒中者は身体活動量が低下し
活動範囲も狭小化しやすい特徴があると言われており，閉
じこもり状態となりやすいことが予想される．今回，在宅
脳卒中者における通所利用の中断が ADL や身体機能に与
える影響について調査したのでここに報告する．
【方法】
対象は，通所介護に週 1 回以上通われており，1 ヶ月
以上の利用中断した脳卒中者 8 名（男性 5 名，女性 3 名）
年齢 60.3 ± 10.7 歳，歩行状態が見守りレベル以上の者
とした．調査項目は握力，Timed UP ＆ Go Test（TUG），
5m 歩 行 時 間，Functional reach test（FRT），Barthel
index（BI）とし，調査期間は施設利用中断から 3 ヶ月
前，中断前，再開後の 3 点とした．統計解析として 3 点
の繰り返しデータと反復測定分散分析及び，多重比較検
定として Tukey's test を用いた．有意水準は 5％未満と
し，データは平均値で示した．なお，全ての統計解析に
は spss Statistics27 を用いた．
【結果】
有意な差が認められた項目は TUG，FRT，BI であった．
TUG，BI に関しては中断 3 ヶ月前と再開後，中断前と再

開後に有意に低下を認めた．BI においては階段昇降の項
目のみ低下を示した．FRT に関しては中断前と再開後に
有意に低下を認めた．握力，5 ｍ歩行時間においては有
意差は認められなかった．
【考察】
今回の調査測定から，脳卒中者は 1 ヶ月以上の施設利
用の中断によってバランス能力や段差昇降能力の低下が明
らかとなった．TUG，FRT は膝伸筋などの抗重力作用を
有する筋が関与していると言われる．中断のあった脳卒中
者は抗重力位の姿勢や動作活動が著しく減少したことが示
唆され，それに伴い通常の生活動作の中でもバランスや筋
力が必要となる段差昇降において低下が確認されたと考え
る．さらに段差昇降能力の低下により生活範囲の狭小化や
閉じこもりの誘発が生じることが考えられた．
【まとめ】
コロナ禍により，感染症拡大の影響は通所介護利用に
も及び，屋外での活動に関する制限は避けられないもの
であった．今後の対策として，介助方法や自主訓練の指導，
電話連絡による状態確認などが挙げられ，自立支援の理
念を徹底する事が最重要であると考える．
【倫理的配慮】
本研究は「ヘルシンキ宣言」に従って実施した．

■ O−04

会 場 発 表

訪問看護ステーションの中断・中止理由の調査
〜地域で働くセラピストに必要なスキルの一考察〜
高橋 和宏，村中 徳市，杉田 珠江，竹野 恭平，釜田 和美，谷田 佳子，松井 一人
ほっとリハビリシステムズ

越前

【キーワード】地域リハビリテーション，訪問看護ステーション，スキル

【目的】
これまでの病院完結型医療から地域完結型医療へとシ
フトが進み，地域リハビリテーション（以下，地域リハ）
においては，介護ニーズと医療ニーズを併せ持つ高齢者
を地域で支えていくための人材育成が重要となっている．
多様で複数の慢性・急性疾患を持ち合わせる利用者は，
経過の中で状態が変化し，サービス提供が中止となるこ
とがある．地域リハを担う専門職としては，その点をしっ
かりと評価・アセスメントし，対応できる必要がある．
今回，弊社訪問看護ステーションの中断・中止理由を調
査し，地域で働くセラピストに必要なスキルを整理する
こととした．
【方法】
2020 年 4 月１日から 2021 年 3 月 31 日の間に弊社訪
問看護ステーションを利用した 466 名のうち，期間中に
訪問中断または中止となった 221 名（平均年齢 74.8 ±
18. ５歳，男性 107 名，女性 114 名）における中断・中
止件数 259 件を調査対象とした．方法は，個人記録，指
示書，居宅サービス計画書から利用保険，介護度，中断・
中止理由を後方視的に調査した．本研究はヘルシンキ宣
言に基づき実施した．

【結果】
221 名のうち介護保険 175 名（要支援 30 名，要介護 191
名）
，
医療保険 46 名であった．中断・中止理由は，
入院 135 件，
新型コロナウイルス感染症（以下，COVID-19）予防 36 件，
他サービス移行 27 件，死亡 20 件，施設入所 12 件，本人
家族意向 12 件，目標達成 12 件，状態悪化 5 件であった．
また，入院理由の内訳は，呼吸機能障害 21 件，骨折 18 件，
心臓機能障害 12 件，消化器疾患・症状 10 件，予定手術 6 件，
疼痛増悪 5 件，
尿路感染症 5 件，
検査入院 5 件，
その他 36 件，
不明 17 件であった．
【考察】
中断・中止の理由としては，入院が最も多かった．入
院の内訳では，呼吸器機能障害，骨折，心臓機能障害が
多く認められた．今回の調査より，地域で働くセラピス
トにとって呼吸器や循環器に対する評価・アセスメント
が重要であり，症状の変化を早期発見し，看護師との協働，
ケアマネージャーとの情報共有など多職種連携が必要で
あると考えられた．また，COVID-19 予防での中断・中
止が 2 番目に多く認められ，外出自粛などで生じる活動
量低下に対する対策や転倒・骨折の予防についても対応
していくべき課題であると考えられた．
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会 場 発 表

コロナ禍や豪雪における通所介護利用者への転倒予測因子の検討
豊岡 功 1），中井 美穂子 1），竹内 純平 1），小林 由美子 1），松井 一人 2）
1）ほっとリハビリシステムズ

福井，2）ほっとリハビリシステムズ

越前

【キーワード】転倒・通所介護・利用回数

【はじめに】
我が国では高齢化に伴い転倒の発生頻度は増加し，高
齢になるほど転倒による死亡率が増加している．また，65
歳以上の介護が必要となった原因の 3 位が転倒・骨折で
あり，転倒予防は高齢化社会の重要な課題の一つである．
弊社の通所介護利用における転倒者を調査すると昨年
と比べ今年は約 50％多く発生しており，特に 1 月から 5
月までに集中していることが確認された．転倒予防の観
点から要因を精査する必要性が生じている．
本研究の目的は通所利用時の転倒の要因を明らかにす
ることとし，その有効性と転倒予測についての検証を行
うこととする．
【方法】
令和 3 年 1 月 3 日から 5 月 31 日までの期間において
通所介護を利用する高齢者 36 名（年齢 82.4 歳± 7.3，男
性 15 名女性 21 名）を分析対象者とした．対象者の取
り込み基準は自力で歩行が可能なものとし，各測定項目
を計測できなかったものは除外した．評価項目は握力，
大腿四頭筋力，5 ｍ歩行時間，開眼片足立ち，TUG，1
分間歩行距離，利用回数とし，転倒回数は弊社事故報告
書より確認した．統計解析は相関を Pearson 相関係数，
転倒と各要因との関連についてはロジスティック回帰分
析，ROC 曲線（転倒を状態変数とした）を用いた．すべ
ての解析には SPSS27 を用いた．

【結果】
相関において転倒との関連が確認されたのは利用回数
のみであた．また，転倒を従属変数としたロジスティッ
ク回帰分析は多重共線性による除外項目はなく，利用回
数が選択された．転倒を状態変数とした利用回数の ROC
曲線による回帰モデル適合性の評価では AUC は 0.79％
であった．ROC 曲線評価からの cut-off 値は 33.5 回と判
断した．cut-off 値はクロス集計表より感度が 83%，特異
度が 70% であった．
【考察】
高齢者の転倒の危険因子は身体機能による内的要因と
環境などの外的要因の 2 つに分類され，相互に関連しな
がら転倒を引き起こしていると考えられている．今回の
検証では，転倒と身体的要因に関して関連見られず，利
用回数との関連が確認された．利用回数はコロナ禍の緊
急事態宣言や豪雪による活動範囲狭小化と活動頻度減少
の影響が考えられた．また，全利用回数の約 20％以上を
欠席した場合転倒が多くなることが示唆された．地域理
学療法の視点として，身体機能へのアプローチだけでな
く，利用回数の減少による転倒リスク増大と在宅での過
ごし方を提案するマネジメント能力が必要と考えられた．
【倫理的配慮】
本研究は「ヘルシンキ宣言」に従って実施した．

■ O−06

オンライン発表

神経筋疾患に対する HAL を用いた歩行練習後の運動機能変化
®

松村 真裕美 1），佐藤 友理 1））
，渡邉 拓 1），嶋田 誠一郎 1），北崎 佑樹 2），濱野 忠則 2）
1）福井大学医学部附属病院

リハビリテーション部，2）福井大学医学部附属病院

脳神経内科

【キーワード】ロボットスーツ，神経筋疾患，HAL

【はじめに】
8 つの神経筋疾患に対するロボットスーツ HAL® を用い
た歩行運動が 2016 年 1 月より医療保険適用となった．神
経筋疾患に対し HAL® を用いた歩行練習を行うことで，歩
行能力や筋力の改善がみられるとの報告がある．今回、神
経筋疾患 3 例に対し HAL® を用いた歩行練習を導入した
結果，実施後の運動機能の改善が見られたので報告する．
【方法】
対象は，2021 年 4 月〜 6 月に当院で HAL® を使用し
た歩行練習を行った神経筋疾患 3 例で，その歩行練習前
後で，2 分間歩行距離（m），10m 歩行速度，立位バラン
ス評価として Berg Balance Scale（以下，BBS），膝伸
展筋力（N）を測定した．膝伸展筋力は，ハンドヘルド
ダイナモメーター（アニマ社）を用い，膝屈曲 60 度位で
等尺性筋力を 2 回測定し，その最大値とした．HAL® を
用いた歩行練習は，おおよそ 40 分 /1 日を 9 回実施した．
症例には本発表の趣旨，個人情報の取り扱いについて説
明し，同意を得た．
【結果】
HAL® を用いた歩行練習前後の各評価結果の変化を示
す．1 例目：50 歳代女性．疾患名 ALS．2 分間歩行距離
（70m → 80m）
，10m 歩行速度（14.5 秒→ 14.5 秒），BBS（40

点 → 43 点 ）， 膝 伸 展 筋 力（ 右 133N， 左 133N → 右
136N，左 150N）2 例目：50 歳代男性．筋強直性ジスト
ロフィー，2 分間歩行距離（75m → 81m），10m 歩行速
度（13.7 秒 → 14.0 秒 ），BBS（24 点 → 27 点 ）， 膝 伸 展
筋力（右 288N，左 152N →右 225N，左 186N）3 例目：
50 歳代女性．シャルコー・マリー・トゥース病．この症
例は，歩行困難であったため，免荷付き歩行車での歩行
を評価した．2 分間歩行距離（10m → 30m）
，10m 歩行
速度（118 秒→ 32 秒），BBS（13 点→ 13 点），膝伸展筋
力（右 103N，左 60N →右 137N，左 108N）
．
【まとめ】
HAL® を用いた短期間の歩行練習で歩行機能および立
位バランスの改善がみられた．また，実際に本人のみで
歩く状態に比べ、HAL® を用いた歩行は，筋および心肺
の負荷が少なく長く歩き続けられることで，運動後の爽
快感や夜間の熟睡感を感じ，歩行や運動に対して前向き
な発言も聴かれた．神経筋疾患に対する HAL® は運動機
能だけでなく，心理的効果も与えることも推察された．

− 36 −

■ O−07

オンライン発表

自覚的視覚的垂直判断の評価から住環境を検討した延髄梗塞の一症例
西本 直起，松井 文昭，時下 由宇，平田 信介，内方 美佳
杉田玄白記念公立小浜病院 リハビリテーション科
【キーワード】自覚的視覚的垂直判断，住環境，延髄梗塞

【はじめに】
垂直判断には自覚的視覚的垂直判断（SVV），自覚的触
覚的垂直判断，自覚的姿勢的垂直判断がある．延髄外側
症候群に伴い出現する Lateropulsion は身体が損傷側に
倒れる現象であり，SVV の偏倚が大きいとされている．
延髄梗塞発症 6 ヵ月後も身体が倒れる現象が続いた症例
の自覚的視覚的垂直判断などの評価から住環境を検討し
た．本人より症例発表の同意を得ている．
【症例紹介】
65 歳男性．右椎骨動脈閉塞による右延髄梗塞（橋背側
まで虚血）．妻と娘の 3 人暮らし，日中独居の時間があり
生活動作の自立が必要．発症後に要介護 4 を取得，認知
機能は保たれている（MMSE30 点）．
【経過】
発症後より意識消失，呼吸停止を繰り返し気管切開・
人工呼吸器管理となった．人工呼吸器離脱後も分泌物が
多く，嚥下障害も残存し，気管チューブ・経管栄養を継
続したまま自宅退院された．
入院中の姿勢の特徴としては発症 2 ヵ月までは坐位困
難，3 ヵ月後に坐位可能も損傷側へ倒れる傾向があり，
立位では損傷側へ倒れた．5 ヵ月後は立位・歩行時に倒
れる方向は定まらなかった．6 ヵ月後は非損傷側へ倒れ
る傾向にあり，この時期に評価を行った．

【評価】
右顔面・左上下肢の温痛覚は軽度鈍麻，右上下肢の失
調あり（SARA9.5 点），嘔気，眩暈，眼振，呼吸抑制は消失．
四肢・体幹筋力は MMT5 であった．
SVV（座位にて筒からモニターの線分を覗き，垂直と
判断した線分の傾斜角度を測定．傾斜角度 15°から左右 2
回ずつ 3 日間測定）は平均値 1.5°，中央値 1.5°非損傷側
へ偏倚．閉脚立位・片脚立位・歩行時は身体が非損傷側
へ倒れた（Burke Lateropulsion Scale 3 点）．
姿勢鏡に全身を映す課題では非損傷側へ倒れ，右半身
を映す課題では立位保持可能．立位・歩行時ともに介助
への抵抗なく，姿勢保持に上肢支持が必要であった（Berg
Balance Scale 24 点）．
【考察】
延髄外側症候群では前庭機能・視覚よりも体性感覚を
利用できるように導くことがよいとされている．本症例
の姿勢障害も前庭，視覚情報の偏倚と考えた．
そこで，両上肢からの体性感覚情報を増加することで
身体の正中保持が行いやすいと考え，移動時にピックアッ
プウォーカー，両側支持タッチアップなど住環境を提案
した．また，姿勢鏡の評価から垂直な環境を参照するこ
とで視覚情報を利用した姿勢保持も可能と判断し，窓枠
などを視覚的に確認して姿勢を正す様に指導した．住環
境調整と動作指導を行い，現在も転倒なく生活動作を行
えているとのことである．
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パーキンソン病の影響で転倒を繰り返し，腰椎圧迫骨折を呈した症例
〜日内変動に対するチームアプローチ〜
桑原 里奈，木賣 友美，寺西 里佳
嶋田病院 リハビリテーション部
【キーワード】日内変動，環境調整，チームアプローチ

【はじめに】
今回，パーキンソン病（以下 PD）を既往に持ち，第 2
腰椎圧迫骨折を受傷した症例を担当した．
PD 症状の中で，バランス障害と抗 PD 薬長期服用によ
る日内変動は転倒要因の一つとされている．その上，PD
は進行性であり身体機能面への介入に加え，状態に合わ
せた環境調整や生活指導が必要となる．本症例も自宅で
転倒歴があり，その要因としてバランス障害や抗 PD 薬
服用による日内変動が考えられた．そこで，チームアプ
ローチで日内変動に対する環境や活動方法の調整を行っ
たことで，生活動作が自立したため，ここに報告する．
【倫理的配慮】
本症例には本発表の目的と意義について十分に説明し
同意を得た．
【患者情報】
症例は 86 歳女性．X − 5 年前に PD と診断．X − 2 ヶ月
頃から腰痛がみられ歩行困難となり，X 日に第 2 腰椎圧迫骨
折，脊柱管狭窄症を認め，X ＋ 40 日に当院転院となる．
病前の ADL は，独歩でほぼ自立しており，腰痛が悪化
してからは何とかトイレまで伝い歩きで移動していた．
本症例の Hope は，「施設に入り，歩いて身の回りの生
活ができるようになりたい．」であった．
【評価】
Hoehn ＆ Yahr の 重 症 度 分 類 は Stage Ⅳ． 入 院 時 の
FIM は 61 点．車椅子使用し生活動作全般に一部介助が

必要であった．平行棒や歩行器歩行は軽介助レベルでや
や小刻み様であった．
【治療経過】
治療を進め，日中のリハビリ時間での老人車歩行が安定
して可能となったため，X ＋ 73 日からチームで 1 日を通し
て生活内での歩行動作の確認を行った．すると，早朝や食
後の，狭く方向転換が必要な箇所で小刻み歩行やすくみ足
がみられ転倒リスクがあった．そこで方向転換が多い箇所
は伝い歩きの環境にし，その他の老人車で移動するスペー
スは広く取った．また，on-off 時間に合わせて移動は老人
車と車椅子，排泄は自室トイレとポータブルトイレを併用す
ることとし，日中の活動時間帯の調整も行った．
【結果】
FIM は 97 点．環境調整にて小刻み歩行やすくみ足の
改善がみられた．加えて on − off 時間に合わせた移動形
態や排泄方法の調整を行ったことで終日生活動作が自立
となった．
【考察】
チームアプローチで日内変動の把握を行い，環境調整
や活動時間帯の調整を行ったことが，生活動作自立へ繋
がったと考える．
【まとめ】
PD 患者は進行性で日内変動があるため，身体機能面に
対する介入だけでなくチームアプローチによる環境調整
や内服に合わせた生活動作実施時間帯の考慮が必要．
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延髄外側梗塞にて姿勢定位障害を呈した症例の段階的アプローチ
竹内 菜穂，高氏 涼太，坂井 陽一
嶋田病院

リハビリテーション部

【キーワード】延髄外側梗塞，Lateropulsion，運動学習

【はじめに】
今回左延髄外側梗塞を呈した症例を担当した．本症例
は，Lateropulsion という側方への突進現象が診られて
いた．この症状に対して視覚的フィードバック（以下：
FB）と動画を使用した体性感覚にアプローチを行ったこ
とで，座位や立位での側方への姿勢偏位が改善し，歩行
が自立した．
【倫理的配慮】
当院の倫理委員会にて承認されており，症例に対して
は口頭と書面にて説明を行い，同意を得ている．
【理学療法評価】
BRS：左上肢−手指−下肢Ⅵ，深部感覚は軽度鈍麻．
指追い試験，鼻指鼻試験，SARA にて軽度の失調を認め
た．姿勢変換時の回転性めまいが残存．BBS：38/56 点．
端座位は左傾斜していたが保持可能．立位姿勢や歩行は
左へ偏移しており，ふらつきが著明．閉脚立位でふらつ
き増強し，片脚立位は左右ともに困難．FIM：109/126 点．
病棟内の移動は車椅子使用．
【治療及び経過】
本症例は端座位や立位時，左に傾斜していることに自
覚はあるが，右への重心移動に恐怖心があり，修正は困
難であった．また端座位での重心移動は骨盤の動きが乏

しく，体幹側屈による代償動作が出現した．治療は長座
位から端座位，端坐位から立位へと段階的に難易度を上
げて行った．姿勢鏡を使用し重心移動練習を行うことで
恐怖心は改善された．その後に姿勢鏡なしで動作を行う
と重心移動が不十分だった．その為，重心移動を動画で
撮影し，FB を反復して行った．X+28 日で視覚的 FB 無
しで左方向への偏移は改善した．座位と比較すると立位
での左偏位は残存していたが，静止立位，閉脚立位は自
立レベルとなった．X+32 日より病棟内の移動が歩行器歩
行自立，X+36 日より T 字杖歩行自立となり，X+50 日に
自宅退院となった．
【考察】
本症例は座位や立位時に左への傾斜とふらつきがあり，
右への重心移動の際に，体幹側屈などの代償動作が出現
していた．はじめに姿勢鏡を使用して修正を促し、その
後姿勢鏡なしで動作を行った．視覚 FB を外すと体幹側
屈の代償動作が再度出現した．そこで症例自身に体幹側
屈が入らない重心移動練習の様子を動画で撮影し，FB を
行った．動画での FB により，症例自身の動作と体幹側
屈などの代償動作を伴わない正しい動作が理解しやすく
なり，効率よく姿勢の修正が可能になった．
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疾患別における通所介護施設利用者の歩行能力の検討
福岡 千里 1），高橋 和宏 1），土田 哲郎 1），竹野 恭平 1），豊岡 功 2），松井 一人 1）
1）ほっとリハビリシステムズ 越前 2）ほっとリハビリシステムズ 福井
【キーワード】通所介護施設，歩行速度，疾患

【目的】
通所介護施設（以下、通所）では、基本動作能力や
ADL の維持向上が機能訓練の目的であり、通所での運
動効果に関する研究は多く報告されている。弊社では疾
患別の集団での機能訓練など行い、維持向上を目指して
いるが、基本動作能力、特に歩行能力が低下していく症
例をしばしば経験する。Quach らは 1 年間で歩行速度が
0.15m/s 低下すると転倒リスクが高まると報告しており、
歩行速度の低下は予防すべき一つの指標と考えられる。
そこで、本研究では、通所利用者を対象に、1 年間の歩
行速度変化に影響を与える疾患を明らかにする事で今後
の関わり方について検討する。
【方法】
2020 年 5 月から 2021 年 5 月において、弊社通所を利
用した 118 名のうち、1 年間継続利用があり、監視歩行
レベル以上の自立支援の区分 1 から要介護 4 までの 73
名（76.8 ± 12.7 歳、男性 47 名、女性 26 名）を調査対
象とした。方法は、記録から主疾患、5m 歩行速度を後
方視的に調査した。先行研究を参考に、1 年間で歩行速
度が 0.15m/s 低下または歩行不能となった場合を歩行能
力低下群（以下、低下群）、それ未満の低下または改善が
見られた場合を歩行能力維持群（以下、維持群）として
2 群に分類し、カイ二乗検定を行った。解析には SPSS

（version26）を用い、有意水準は 5％とした。本研究は
ヘルシンキ宣言に則り実施した。
【結果】
73 名のうち低下群は 33 名（77.6 ± 13.0 歳）、維持群
は 40 名（76.1 ± 12.6 歳）に分類された。内訳は低下群
が運動器 11 名、中枢神経 12 名、内部疾患 4 名、認知症
6 名であった。維持群は運動器 3 名、中枢神経 25 名、内
部疾患 5 名、認知症 7 名であった。解析の結果、運動器
疾患は低下群で有意に多く、中枢神経疾患は維持群で有
意に多く認めた。
【考察】
通所では運動器疾患利用者が歩行能力低下しやすく、
中枢神経疾患利用者が維持しやすいという結果になった。
運動器疾患は疼痛や可動域制限、筋力低下などをきたす
事で、歩行速度に影響を与えやすいと言われており、本
研究の対象者でも同様の結果となったと考える。また、
西尾らは慢性片麻痺患者に、下肢筋力運動や自主訓練を
行う事で歩行速度の改善が見られたと示しており、弊社
でも機能訓練を継続していたため同様の結果を得たと考
える。本研究の限界として、手術の有無・疼痛の影響や、
集団・個別にて関わる時間を調査できていない事があげ
られる。以上より、本研究結果を念頭に、疾患ごとに集団・
個別の対応が必要であると考える。
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