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【論文】
津嶋　勇一 PT 理学療法科学 痙性片麻痺患者における足関節機能と歩行時筋活動の関連
【センター外発表】
伊藤　のぞみ PT 第2回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会秋季学術集会 当院回復期脳卒中患者における実績指数からみた自宅退院についての検討
伊藤　のぞみ PT 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院協会第33回研究大会in舞浜・千葉 当院回復期脳卒中患者に関する転倒調査
木下　寛隆 PT 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院協会第33回研究大会in舞浜・千葉 家族参加型生活ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝのｼｽﾃﾑ化へ向けての取り組み
寺西　正辰 PT 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院協会第33回研究大会in舞浜・千葉 脳卒中患者に対する下肢装具ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに向けた取り組み-装具手帳の作製-
山本 真奈美 PT 第10回日本関節鏡・膝・ｽﾎﾟｰﾂ整形外科学会 大胸筋移行術を併用した人工骨頭置換術と反転型人工肩関節置換術における術後成績の比較
小柴　めい PT 第10回日本関節鏡・膝・ｽﾎﾟｰﾂ整形外科学会 ﾘﾊﾞｰｽ型人工肩関節置換術における良好な自動挙上を獲得した症例の特徴
川端　克明 PT 第19回日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会 慢性脳卒中片麻痺の麻痺側上肢に対する集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾊﾟｽの作成について
城鼻　一江 PT 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会第55回学術集会 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病における認知機能とLSVⓇTBIGの効果との関係
齊木　理友 PT 第49回日本人工関節学会 TKA術後の膝屈曲不良例に対する関節授動術施行基準作成の試み
任海　龍朗 PT 第49回日本人工関節学会 TKA後の追加大腿神経ﾌﾞﾛｯｸが急性疼痛に与える鎮痛効果と術後ﾘﾊﾋﾞﾘへの影響
姉嵜　竜馬 PT 第44回日本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学術集会 高校男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手の競技ﾚﾍﾞﾙと体力要素の関係-ﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｽﾄを用いた検討-
田邊　亨 PT 第44回日本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学術集会 高校生男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手における腰痛と踏み込み脚側股関節可動域の関係
谷口　奈津希 PT 第34回東海北陸理学療法学術大会 健常成人における足内側縦ｱｰﾁの影響因子
大田　美紀 PT 第73回日本体力医学会大会 足関節捻挫既往歴を有する小学女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手の身体機能特性
大田　美紀 PT 第29回日本臨床ｽﾎﾟｰﾂ医学会学術集会 小学生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技会の足関節可動域および片脚ﾊﾞﾗﾝｽ能力と足関節捻挫既往との関係
渡部　巧 PT 第22回福井県理学療法学術大会 Double level osteotomy術後の理学療法の経験
西田　知子 PT 第44回日本脳卒中学会学術集会(STROKE2019) 脳卒中片麻痺患者に対する下肢ﾎﾞﾂﾘﾇｽ療法後の歩行速度改善に影響を及ぼす因子
菅原　慎弥 PT 第7回福井県ｽﾎﾟｰﾂ医科学研究大会 福井県少年男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑにおけるﾄﾚｰﾅｰ活動を経験して
吉岡　準平 PT 第7回福井県ｽﾎﾟｰﾂ医科学研究大会 剣道成年男女のAPT活動報告
岩永　智洋 PT 第7回福井県ｽﾎﾟｰﾂ医科学研究大会 福井県ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ国体選手の海外遠征(台湾)におけるﾄﾚｰﾅｰ帯同報告
清水　厳郎 PT 第2回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会秋季学術集会 服横筋の筋硬度評価におけるstrainｴﾗｽﾄｸﾞﾗﾌｨｰの再現性と妥当性の検討
伊藤　実佳子 OT 第2回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会秋季学術集会 消化器がん患者の周術期における術前･術後のQOLの変化
森下　千晶 OT 第2回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会秋季学術集会 脳卒中ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ患者のADL自立に影響を及ぼす因子の検討
森下　千晶 OT 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院協会第33回研究大会in舞浜・千葉 服薬管理ﾌﾛｰﾁｬｰﾄの作成
角　奈央子 OT 第19回日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会 作業療法士が介入する大腿骨近位部骨折ﾊﾟｽｱｳﾄｶﾑ設定
山田　克範 OT 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会第55回学術集会 慢性脳卒中片麻痺患者に対する集中的作業療法の効果の検証
前田　満昭 OT 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会第55回学術集会 ｸﾛｲﾂﾌｪﾙﾄ･ﾔｺﾌﾞ病の2例に対する作業療法の実際
天野　佑香 OT 第18回東海北陸作業療法学会(第7回福井県作業療法学会) ﾃﾚﾋﾞ電話を利用した情報交換による、ｽﾀｯﾌの連携意識への効果
金森　雅幸 OT 第18回東海北陸作業療法学会(第7回福井県作業療法学会) 慢性期脳卒中片麻痺患者の疲労と上肢機能改善の関係
熊狼　妙子 OT 第18回東海北陸作業療法学会(第7回福井県作業療法学会) がんのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにおける主体的な生活に向けた作業療法の実践
牧野　岳洋 OT 第18回東海北陸作業療法学会(第7回福井県作業療法学会) 立ち上がり動作・着座動作の臀部軌道および膝部軌道の違いについて-Kinectを用いた簡易動作分析-
山口　美帆 OT 第3回日本安全運転・医療研究会 前頭葉機能障害を呈した患者に対する自動車運転評価の経験
川上　敬士 OT 第3回日本安全運転・医療研究会 職業運転手における脳卒中後の復職状況の調査
渡辺　容子 OT 第3回日本安全運転・医療研究会 高齢者自動車運転ノ実状
面湫　祐太朗 OT 第3回日本安全運転・医療研究会 環境条件が運転能力に与える影響～ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｼﾐｭﾚｰﾀを用いて～
中島　裕也 OT 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会第55回学術集会 支援の均霑(きんてんか)を目指して～福井県における高次脳機能障害者支援の実態把握と今後の展望～
中島　裕也 OT 第52回日本作業療法学会 就労支援における気づきの階層ﾓﾃﾞﾙ活用の意義
小林　梨紗 OT 第52回日本作業療法学会 当院におけるﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病疾患者に対するLSVTⓇBIGの治療効果と持続効果
櫻井　美穂 OT 第52回日本作業療法学会 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟における脳卒中後肩関節疼痛に関連する因子の調査
谷原　直樹 ST 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院協会第33回研究大会in舞浜・千葉 辺縁系脳炎により孤立性逆向性健忘を呈した症例
高間　千晶 ST 第3回日本安全運転・医療研究会 失語症者の運転評価の特徴と傾向
山口　琴音 ST 第19回日本言語聴覚学会 嚥下困難感を訴えた首下がりを呈するﾎﾟｰｷﾝｿﾝ病患者へのｱﾌﾟﾛｰﾁ
富澤　俊介 ST 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会第55回学術集会 当院における同時失認16例の検討
【センター内発表】
川端　克明 PT 第18回ｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 平成 29 年度ｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽｸﾞﾙｰﾌﾟ年間活動報告
久保　直之 PT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 片側人工膝関節置換術後の臨床成績は非手術側の変形の程度によって異なるか？
伊藤　のぞみ PT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 当院回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟における脳卒中患者に関する転倒調査
木下　寛隆 PT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 家族参加型生活ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝのｼｽﾃﾑ化へ向けての取り組み
齊木　理友 PT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 人工膝関節置換術後の膝屈曲不良例に対する関節授動術の施行基準作成の試み
中山　晴夫 PT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 当院における慢性心不全患者の退院時歩行能力が悪化する因子の検討
任海　龍朗 PT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 一次修復困難な肩甲下筋腱断裂に対する鏡視下小胸筋移行術の臨床成績
小川　智生 PT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ上での歩行と減算における単一課題遂行時と二重課題遂行時の大脳皮質活動の違い
山野　敏志 PT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 肘内側側副靭帯および上腕筋複合損傷を受傷した柔道選手に対するｱｽﾚﾃｨｯｸﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの経験～内股投げの獲得を目指して～
谷口　奈津希 PT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 保存的 StanfordA 型急性大動脈解離患者に対する慢性期心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの経験
田邊　亨　 PT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 若年期ｽﾎﾟｰﾂ選手における腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱの形態的特性
高橋　亮　 PT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 Pinch 動作による筋疲労が脳活動に及ぼす影響 
藤井　翔平 PT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎症例における腕橈関節の動態的特徴 ～超音波画像診断装置を用いた検討～
森下　千晶 OT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 服薬管理自立に向けた評価項目の検討
角　奈央子 OT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 人工膝関節置換術後のﾄｲﾚ動作自立に影響を及ぼす因子の検討 
出村　武志 OT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 入退院を繰り返した特発性拡張型心筋症を有した末期心不全患者の心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの経験～心不全緩和ｹｱの必要性について～ 
小林　梨紗 OT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 当院におけるﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病患者に対する LSVT®BIG の治療効果と持続効果
三浦　綾香 OT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 化学療法後に活動意欲低下がみられたがん患者に対する作業療法士の関わり
櫻井　美穂 OT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 当院回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟における肩ﾗｳﾝﾄﾞの取り組みについて
前田　満昭 OT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 鞍上部胚細胞腫瘍による高次脳機能障害に対しﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療を行った一例
金森　雅幸 OT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 慢性期脳卒中片麻痺患者の疲労と上肢機能改善の関係
川上　敬士 OT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 職業運転手における脳卒中後の復職状況の調査 
熊狼　妙子　 OT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 終末期がん患者の外出・退院支援についての検討 
中島　裕也 OT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 日本語版 SRSI(Self-Regulation Skills Interview)を用いた脳損傷者の気づきに対する評価と臨床的応用 
豊田　容子 OT 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 生活機能回復訓練計画書一元化のなかでみえてきた看護師・看護補助と作業療法士の訓練目標の相違点
山川　真喜子 ST 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 当院回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟における集団ﾘﾊﾋﾞﾘについて
長谷川　輝　 ST 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 栄養補填を行い常食で自宅に退院できた症例 
吉田　唯 ST 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 高齢者の Trail Making Test－B の Cut-off -健常高齢者と MCI 高齢者との比較から-
北岡　佑磨 ST 第12回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 軽度失語症患者に対する手指失認検査
2019年度
【論文】
津嶋　勇一　 PT 理学療法科学 歩行能力改善を目指した脳卒中片麻痺患者に対するﾎﾞﾂﾘﾇｽ療法と理学療法の併用効果
菅原　慎弥　 PT 理学療法福井 (実践報告)福井県少年男子ｿﾌﾄﾎﾞ-ﾙﾁｰﾑにおけるﾄﾚｰﾅｰ活動を経験して
吉岡　準平　 PT 理学療法福井 (実践報告)福井県国体剣道選手における傷害発生状況
岩永　智洋　 PT 理学療法福井 福井ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ国体選手の海外遠征(台湾)におけるﾄﾚｰﾅｰ帯同報告
明石　美穂　 OT 福井県作業療法士会学術誌 乳がん放射線治療後に晩期末梢神経障害を呈した一症例
【センター外発表】
佐々木　ゆみ　 PT 第25回日本心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会学術集会 慢性心不全患者に影響を与える合併症
吉田　健一郎　 PT 第25回日本心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会学術集会 当院の慢性心不全患者における歩行自立度悪化群の特徴
久保　直之　 PT 第23回福井県理学療法学術大会 高度屈曲可動域制限に対する人工膝関節置換術前後の運動療法に大腿神経ﾌﾞﾛｯｸが有効であった一例
久保　直之　 PT 第50回日本人工関節学会 TKAにおける持続大腿神経ﾌﾞﾛｯｸと追加大腿神経ﾌﾞﾛｯｸの違いが鎮痛効果持続と膝機能に及ぼす影響
久保　直之　 PT 第35回東海北陸理学療法学術大会 片側人工膝関節置換術後の臨床成績は非手術側の変形の程度によって異なるか？
伊藤　のぞみ PT 第35回東海北陸理学療法学術大会 不穏により介入に難渋した左前頭葉登頂葉皮質下出血の一症例
伊藤　のぞみ PT 第3回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会秋季学術集会 当院回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟における入院時訪問指導の適用についての検討
川端　克明　 PT 第20回日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会 当院のﾘﾊﾋﾞﾘｽﾀｯﾌとﾊﾟｽとの関わりについての現状調査～ｱｳﾄｶﾑ判定入力調査とｱﾝｹｰﾄ調査より～
中谷　健　 PT 第20回日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会 人工股関節全置換術用ﾊﾟｽのｱｳﾄｶﾑ評価
田中　奈津子　 PT 第20回日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会 福井脳卒中地域連携ﾊﾟｽの特徴と課題～回復期病棟視点での一考察
齊木　理友　 PT 第11回日本関節鏡・膝・ｽﾎﾟｰﾂ整形外科学会(JOSKAS) 凍結肩に対する肩関節授動術後の関節可動域に影響する因子の検討
齊木　理友　 PT 第7回運動器理学療法学会学術大会 A criterion for manipulation under anesthesia for stiffness after total knee arthroplasty
齊木　理友　 PT 第50回日本人工関節学会 TKAにおけるﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ機種の違いがｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ設置精度に及ぼす影響　GPS system と Knee Align2 の比較
任海　龍朗 PT 第11回日本関節鏡・膝・ｽﾎﾟｰﾂ整形外科学会(JOSKAS) 一次修復困難な肩甲下筋腱断裂に対する鏡視下小胸筋移行術の臨床成績
高橋　亮　 PT 第56回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会学術集会(世界会議) Pinch動作による筋疲労が脳活動に及ぼす影響
小川　智生　 PT 第56回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会学術集会(世界会議) ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ上での歩行と減算における単一課題遂行時と二重課題遂行時の大脳皮質活動の違い
小川　智生　 PT 第4回日本安全運転・医療研究会 脳卒中後の運転再開に際してﾌﾞﾚｰｷ制動の安全性を運転生理学的観点から検討した一例



谷口　奈津希 PT 第23回福井県理学療法学術大会 Stanford A型大動脈解離に対し保存療法が選択された一症例
大田　美紀　 PT 第6回日本予防理学療法学会学術大会 福井県のﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技における傷害発生状況と傷害予防に関する調査
山野　敏志　 PT 第45回日本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学術集会 肘内側側副靭帯および上腕筋複合損傷を受傷した柔道選手に対するｱｽﾚﾃｨｯｸﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの経験
藤井　翔平 PT 第45回日本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学術集会 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎症例における腕橈関節の動態的特徴～超音波画像診断装置を用いた検討～
田邊　亨　 PT 第45回日本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学術集会 若年期ｽﾎﾟｰﾂ選手における腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱの形態的特性
田邊　亨　 PT 第8回福井県ｽﾎﾟｰﾂ医科学研究大会 高校男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手における腰痛と踏み込み脚側股関節内旋可動域に関する横断的検討
久保　憂弥 PT 第46回日本肩関節学会 Reverse shoulder arthroplasty後の可動域訓練の必要性
久保　憂弥 PT 第35回東海北陸理学療法学術大会 肩関節術後患者における結帯動作時の肩甲骨の動きと内旋可動域との関係
久保　憂弥 PT 第50回日本人工関節学会 肩甲骨外側化RSAと上腕骨外側化RSAの臨床成績の比較検討
菅原　慎弥 PT 第74回日本体力医学会大会 高校男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑにおける3年間のﾎﾟｼﾞｼｮﾝ別傷害件数
吉岡　準平 PT 第74回日本体力医学会大会 立位における腹横筋の選択的収縮運動～超音波診断装置における体幹筋評価
吉岡　準平 PT 第3回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会秋季学術集会 Strain Elastography を用いた足関節背屈による後方軟部組織の硬度変化について
清水　厳郎 PT 第3回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会秋季学術集会 腰椎の安定性と腹横筋の筋硬度との関連性；strainｴﾗｽﾄｸﾞﾗﾌｨを用いた検討
清水　厳郎 PT ＩＳＰＲＭ2020（14th ISPRM World Congress & 53th AAP Annual Meeting） Contributions of muscle elasticity and lateral Slide of the transversus abdominis to lumbar stability
角　奈央子　 OT 第20回日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会 術後早期のﾄｲﾚ動作自立に着目した人工膝関節全置換術ﾊﾟｽの改訂
角　奈央子　 OT 第50回日本人工関節学会 人工膝関節置換術後のﾄｲﾚ動作自立に影響を及ぼす因子の検討～第2報～
角　奈央子　 OT 第3回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会秋季学術集会 人工膝関節置換術後のﾄｲﾚ動作自立に影響を及ぼす因子の検討
金森　雅幸　 OT 第3回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会秋季学術集会 慢性期脳卒中片麻痺患者に対する新型手指伸展ｽﾌﾟﾘﾝﾄの効果の検討
出村　武志　 OT 第19回東海北陸作業療法学会 入退院を繰り返した重症大動脈弁狭窄症を有する末期心不全患者に対する作業療法の経験
櫻井　美穂　 OT 第19回東海北陸作業療法学会 高次脳機能障害者家族への生活指導-訪問作業療法での関わり方の一考察-
山田　克範　 OT 第56回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会学術集会(世界会議) 慢性脳卒中片麻痺患者に対する集中的作業療法の効果-利き手麻痺と非利き手麻痺での比較-
前田　満昭　 OT 第56回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会学術集会(世界会議) 鞍上部胚細胞腫瘍による高次脳機能障害に対しﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療を
中島　裕也　 OT 第56回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会学術集会(世界会議) 日本語版SRSI(Self-Regulation Skills Interview)を用いた脳損傷者の気づきに対する評価と臨床的応用
中島　裕也　 OT 第27回職業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究・実践発表会 びまん性軸索損傷による高次脳機能傷害者への復職支援-医療機関と就労支援機関とのｼｰﾑﾚｽな連携についての一考察-
中島　裕也　 OT 第43回日本高次脳機能障害学会学術総会 前頭葉関連症状とﾓﾗﾙ低下を呈した症例に対する社会復帰支援の一考察
山川　真喜子 ST 第61回全日本病院学会 in 愛知 当院回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟における集団ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの取り組み
山口　琴音　 ST 第25回日本摂食嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会学術大会 経時的評価にて不顕性誤嚥を認めたﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病患者
前川　香苗 ST 第20回日本言語聴覚学会inおおいた 両側後大脳動脈領域の脳梗塞により多彩な視覚認知障害を呈した症例
富田　浩生　 ST 第20回日本言語聴覚学会inおおいた ｽﾏｰﾄﾌｫﾝでのﾒｰﾙ活動訓練を行った失語症例～遠方の家族と連絡を取るために～
高間　千晶　 ST 第20回日本言語聴覚学会inおおいた 認知関連行動ｱｾｽﾒﾝﾄを適応した高次脳機能障害患者の一例
吉田　唯 ST 第20回日本言語聴覚学会inおおいた 高齢者のTrail Making Test-BのCut-off値　-健常高齢者とMCI高齢者との比較から-
富田　浩生　 ST 第18回北陸言語聴覚学術集会 失語症例におけるｽﾏｰﾄﾌｫﾝ文字入力の可能性～習慣的なﾌﾘｯｸ入力が奏功した一例～
富澤　俊介 ST 第4回日本安全運転・医療研究会 前頭葉機能障害によりﾓﾗﾙ変化を呈した3例に対する自動車運転評価
【センター内発表】
中谷　健　 PT 第19回ｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 人工股関節全置換術ﾊﾟｽのｱｳﾄｶﾑ評価
田中　奈津子　 PT 第19回ｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 当院回復期病棟の脳卒中患者の傾向と今後の課題～福井県脳卒中地域連携ﾊﾟｽより探る
大田　美紀　 PT 第22回ｾﾝﾀｰﾌｫｰﾗﾑ 足関節捻挫既往歴を有する小学女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手の身体機能特性
斉藤　敏恵　 OT 第22回ｾﾝﾀｰﾌｫｰﾗﾑ 短時間ﾘﾊﾋﾞﾘﾙｰﾑ『つなぐ』利用者の現状報告
中島　裕也　 OT 第22回ｾﾝﾀｰﾌｫｰﾗﾑ 支援の均霑化(きんてんか)を目指して～第2報医療機関における支援実態の把握～
中島　裕也　 OT 第22回ｾﾝﾀｰﾌｫｰﾗﾑ 高次脳機能障害者支援における支援の均霑化(きんてんか)に向けたﾓﾃﾞﾙｹｰｽ
2020年度
【論文】
清水　厳郎　 PT J Sport Rehabil Contributions of Muscle Elasticity and Lateral Slide of the Transversus Abdominis to Lumbar Stability
森下　千晶　 OT 福井県作業療法士会学術誌 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽから見た当院回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟の特徴
中島　裕也　 OT 福井医療科学雑誌 高次脳機能障害における支援の均霑化を目指して　第2報-医療から地域にかけた支援実態把握と支援ﾈｯﾄﾜｰｸ構築-
【センター外発表】
齊木　理友　 PT 第35回日本整形外科学会基礎学術集会 TKAにおけるﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ機種の違いがｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ設置精度に及ぼす影響
齊木　理友　 PT 第12回日本関節鏡・膝・ｽﾎﾟｰﾂ整形外科学会、第46回日本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学術集TKAのﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ機種の違いがｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ設置精度に及ぼす影響～ExactechGPSとKneeAlign2の比較～
渡部　巧　 PT 第12回日本関節鏡・膝・ｽﾎﾟｰﾂ整形外科学会、第46回日本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学術集肩痛を有する高校男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手の肩関節超音波画像所見および関節可動域
菅原　慎弥 PT 第12回日本関節鏡・膝・ｽﾎﾟｰﾂ整形外科学会、第46回日本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学術集高校男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手における腰痛とﾒﾃﾞｨｼﾝﾎﾞｰﾙｽﾛｰとの関係
久保　憂弥 PT 第12回日本関節鏡・膝・ｽﾎﾟｰﾂ整形外科学会、第46回日本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学術集Reverse shoulder arthroplasty後における結滞動作の獲得率と関連因子
姉嵜　竜馬 PT 第12回日本関節鏡・膝・ｽﾎﾟｰﾂ整形外科学会、第46回日本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会学術集後上方広範囲腱板断裂に対する僧帽筋移行術
田邊　亨 PT 第3回ｿﾌﾄﾃﾆｽ研究会(JSSST2020) 全国ﾚﾍﾞﾙの高校男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手における腰痛と股関節回旋可動域の関連
吉田　健一郎　 PT 第26回日本心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会学術集会 当院における心不全早期再入院に関連する因子の検討
森下　千晶　 OT 第57回ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会学術集会 当院回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟脳卒中患者の退院時運動Functional Independence Measure得点予測式における妥当性の検証
山田　克範　 OT 第57回ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会学術集会 三次元動作解析装置による慢性脳卒中片麻痺患者に対する集中的作業療法の効果の検討-症例報告-
中島　裕也　 OT 第57回ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会学術集会 高次脳機能障害者のSelf-awareness対する日本語版SRSI(Self-Regulation Skills Interview)の実践活用
中島　裕也　 OT 第44回日本高次脳機能障害学会学術総会 検査場面と生活場面で乖離が見られた不完全型Balint-Holmes症候群の改善要因について
富澤　俊介 ST 第57回ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会学術集会 ﾓﾗﾙ変化と社会的行動障害を呈した脳損傷者3名に対する社計復帰支援
【センター内発表】
中島　裕也　 OT 第23回ｾﾝﾀｰﾌｫｰﾗﾑ 福井県における高次脳機能障害支援普及事業の成果
久保　直之　 PT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 TKAにおける持続大腿神経ﾌﾞﾛｯｸと追加大腿神経ﾌﾞﾛｯｸの違いが鎮痛効果持続と膝機能に及ぼす影響
吉田　健一郎　 PT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 当院における心不全再入院に関連する因子の検討
小川　智生　 PT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 自動車ﾌﾞﾚｰｷ急制動操作の安全性を運動生理学的観点から検討した脳出血後遺症の一例
渡部　巧　 PT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 肩痛を有する高校男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手の肩関節超音波画像所見および関節可動域
田邊　亨　 PT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 全国ﾚﾍﾞﾙの高校男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手における腰痛と股関節回旋可動域の関係
高橋　亮 PT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 大腿骨頸部骨折を呈した独居高齢者の自宅退院に影響する因子の検討
川田　亜香音　 PT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 大腿四頭筋腱断裂縫合術後の理学療法の経験
道木　宏明　 PT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 黄色靭帯骨化症術後残存した下垂足に前脛骨筋の萎縮の関与が示唆された一例
藤井　翔平　 PT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 内側上顆不正像を有する高校野球選手における症候性・無症候性に関する身体的特性
小柴　めい　 PT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 後上方広範囲腱板断裂に対し，僧帽筋下部線維移行術を施行した１症例
角　奈央子　 OT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 人工膝関節置換術後におけるﾆ-ﾌﾞﾚｰｽ装着の必要性の検討
出村　武志　 OT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 超高齢重症大動脈弁狭窄症を有した慢性心不全急性増悪に対して急性心不全離床ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを使用した心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの経験～治療の過程で心腎連関を呈した1例～
櫻井　美穂　 OT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 高次脳機能障害家族への生活指導－訪問作業療法での関わり方の一考察－
吉田　智洋　 OT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 中心性頸髄損傷患者に対する手関節掌背屈筋同時電機刺激下での握力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの有用性－ｼﾝｸﾞﾙｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ－
松浦　雅大　 OT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 左頭頂葉皮質下出血により，失行を呈した症例
中島　裕也　 OT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 ｢距離感がわからない｣不全型Balint-Holmes症候群症例の生活改善要因について－頭頂連合野，視覚情報背側経路からの考察－
加藤　泰代　　 OT 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 福井医療大学研究棟会議室3
山口　琴音　 ST 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 右放線冠梗塞によりForeign accent syndromeを呈した1症例
竹内　聖菜　 ST 第13回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 胃廔造設後に3食経口摂取に至った症例
久保　直之　 PT 第14回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 TKA後早期の階段昇降能に影響を及ぼす因子の検討
川端　克明　 PT 第14回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 TKA後早期からの歩行器歩行練習の有用性
城鼻　一江　 PT 第14回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病に対するLee Silverman Voice Training® BIGの即時効果
津嶋　勇一　 PT 第14回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 片麻痺歩行における非麻痺側歩幅の増大が麻痺側下肢運動に及ぼす影響
渡部　巧　 PT 第14回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 肩痛を有するｴﾘｰﾄ高校男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手における烏口肩峰靱帯の形態的特徴
田邊　亨　 PT 第14回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 ｴﾘｰﾄ高校生男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手における腰痛と股関節回旋可動域の関連
藤井　翔平　 PT 第14回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 健常高校野球選手における肩回旋可動域と肘外反不安定性との関係性
姉嵜　竜馬　 PT 第14回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 後上方広範囲腱板断裂に対する僧帽筋移行術
森下　千晶　 OT 第14回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実績指数からみた回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟転棟基準
角　奈央子　 OT 第14回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 両側同時TKA術後の早期移乗動作自立が移動能力に与える影響
出村　武志　 OT 第14回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 外来心臓リハビリテーションを5か月間継続したアドリアマイシン心筋症による若年heart failure with reduced ejection fraction患者のCPX指標の変化
中西　真莉奈　 OT 第14回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 脳弓と前頭基底部損傷により健忘症状が遷延化した症例
杉本　志保理　 OT 第14回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 視覚性ﾜｰｷﾝｸﾞﾒﾓﾘの負荷量に依拠した左半側空間無視症例～背側注意ﾈｯﾄﾜｰｸに焦点を当てた病態分析～ 
山川　真喜子 ST 第14回新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰﾘﾊ・ｹｱ研究会 漸増的な食事変更に伴い経口摂取量が増加した高齢慢性腎不全・心不全患者の一例


	再提出用

