
11月12日 　11：30～12：40　表彰候補演題1

座長 秋田大学大学院　　木元　稔

OC-1-1 当院における超低出生体重児に対するNIDCAPの効果 　―　800g未満で出生した児での比較　―

姫路赤十字病院 藤本 智久

OC-1-2 発達性協調運動障害児の縄跳び動作と神経学的兆候の関係

医療法人ひまわり会　札樽病院 高橋 幸助

OC-1-3 発達性協調運動障害を有する児における行為-結果の規則性の知覚感度

畿央大学 信迫 悟志

OC-1-4 AIを用いた動作解析による縦断的運動発達過程解明の試み

大分大学大学院 萬井 太規

OC-1-5 小児リハビリテーションでの目標設定における共同意思決定の現状と目標設定の課題

福島県立医科大学 楠本 泰士

OC-1-6 9-12歳の高学年児童における運動習慣と身体機能の関連性

名古屋大学大学院 高橋 大樹

OC-1-7 雑誌「Physical Therapy Research」及び「理学療法学」におけるこどもを対象とした理学療法研究の近年の動向　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松戸市こども発達センター 鈴木 善雄

11月12日 　14：50～15：50　表彰候補演題2

座長 麻生リハビリテーション大学校　　松﨑哲治

OC-2-1 脳性麻痺児と典型発達児との急な歩行停止制動の比較 ―歩行速度を変化させたときの変化―

秋田大学大学院 木元　稔

OC-2-2 歩行可能な成人脳性麻痺者の身体活動量は歩行能力およびバランス能力と関連する

札幌医科大学大学院 佐藤 優衣

OC-2-3 脳性まひの病態別運動発達の特性 －0～20歳までのGMFM曲線からの検討－

ボバース記念病院 島　　恵

OC-2-4 成長に伴う急激な身長増加が脳性麻痺児の腓腹筋の弾性率および足関節背屈可動域に与える影響

秋田県立医療療育センター 仲村 真哉

OC-2-5 痙直型脳性麻痺患者における下腿三頭筋の筋輝度の評価　-Modified Heckmatt Scaleを用いた試験的な試み-　

　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川の郷療育センター 加藤 愛理

OC-2-6 特発性拡張型心筋症を発症し,発達遅延を呈した児とその家族への関わり

旭川医科大学病院 岡村 綾子

発表演題一覧



11月12日 　16：00～17：00　口述演題1

座長 東京リハビリ訪問看護ステーションキッズ世田谷　　川野晃裕

OR-1-1 Box and Block Testにおける背もたれの有無が脳性麻痺児者への上肢・体幹機能に及ぼす影響

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 石本 壮星

OR-1-2 脳性麻痺児の重症度を表す3つの分類システム（GMFCS，MACS，CFCS）間の関係 －年齢・麻痺のタイプ別の分析　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            日本バプテスト病院 浅野 大喜

OR-1-3 痙直型両麻痺児・者の姿勢保持限界点と身体機能の関係

豊橋創造大学 冨田 秀仁

OR-1-4 成人脳性麻痺患者における就労状況による理学療法目標の特徴

中川の郷療育センター 脇 遼太朗

OR-1-5 重症心身障がい児者入所施設において意思決定支援としてADOCを試用し理学療法の目標設定を行った一症例　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相模原療育園 木村 優希

OR-1-6 脳性麻痺児・者における電動車いす処方の関連因子

大分療育センター 田崎 拳哉

11月13日 　11：50～12：50　口述演題2

座長 田野病院　　森下誠也

OR-2-1 Dubowitz神経学的発達評価法を用いた 極・超低出生体重児の入院中の運動発達と体重変化

昭和大学横浜市北部病院 村重 美佳

OR-2-2 乳幼児期における訪問リハビリテーション早期介入の意義 ～アンケート調査の結果から～

訪問看護リハビリステーション七つの海 石田 輝也

OR-2-3 放課後等デイサービスに通う自閉スペクトラム症児の運動器における保健調査

リハビリ訪問看護ステーション東大阪 丹野 謙次

OR-2-4 神奈川県立特別支援学校における多職種連携　～校内支援を通して～

神奈川県立秦野養護学校 田尻 晴美

OR-2-5 神経筋原性側弯症に対する脊椎後方矯正固定術後に積極的呼吸理学療法を要した重症心身障がい児の１例

長野県立こども病院 佐藤 紗弥香

OR-2-6 発達支援の必要な児の保護者の状態不安の高低に関連する要因

福島県立医科大学 楠本 泰士

11月13日 　13：40～14：40　口述演題3

座長 桜十字福岡病院　　廣瀬　優

OR-3-1 歩行開始時の予測的姿勢調節の微細な調整能力の発達過程と体重心変位量への影響

大分大学大学院 黒木 尭稀

OR-3-2 LIFEを用いた重症心身障がい者の日常生活活動の評価 ―姿勢保持装置導入前後に伴う環境の変化の検討―

国際医療福祉リハビリテーションセンター 菊池 芹佳

OR-3-3 NICUにおける理学療法に対する多職種からの評価　 ～医師・看護師へのアンケート調査を用いて～

埼玉医科大学総合医療センター 守岡 義紀

OR-3-4 人工呼吸器を導入した児のご家族の在宅生活の困難さと自宅訪問の有用性についてのアンケート調査

北海道立子ども総合医療・療育センター 西部 寿人

OR-3-5 早期リハビリテーション導入環境下における小児肝移植術後の自立歩行再獲得時期に関連する要因の検討

国立成育医療研究センター 峯 耕太郎



ポスター1

座長 姫路赤十字病院　　藤本智久

P-01-1 当センターにおける発達障がい傾向のある未就学児のセルフケアの特徴と変化

大分療育センター 橋本 志保

P-01-2 ストーマ造設によって腹臥位保持が禁忌となったヒルシュスプルング病類縁疾患児の運動発達に着目した一症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部付属病院 野﨑 佳澄

P-01-3 足部外反変形を有した極低出生体重児に対する理学療法経過―腹臥位管理中のポジショニング管理に着目して―

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター 梅澤 莉可

P-01-4 Dubowitz神経学的評価法を用いた極・超低出生体重児の入院中の発達経過の検討

昭和大学横浜市北部病院 浜辺 峻弥

P-01-5 子どもの年齢による保護者の要望と小児分野の理学療法士との関わり ―アンケート調査に基づく報告―

児童発達支援・放課後等デイサービス　おみそマッスル 奥田 博之

P-01-6 発達障害児・発達遅滞児の足部側面レントゲン画像の特徴

医療法人社団雪嶺会　東京リハビリ整形外科クリニックおおた 佐々木 優太

ポスター2

座長 埼玉県立小児医療センター　　阿部広和

P-02-1 GMFCSレベルⅣ・Ⅴの脳性麻痺児・者における股関節脱臼と粗大運動能力の関係（第2報）

新潟県はまぐみ小児療育センター 石井 康朗

P-02-2 脳性麻痺等による若年の立位・歩行障害に対するHAL下肢タイプ(2Sサイズ)での介入に関する探索的研究

茨城県立医療大学付属病院 高橋 一史

P-02-3 General Movements評価により早期介入の客観的指標となったSPTAN1遺伝子変異症の1症例

鳥取県立中央病院 檜山 耕平

P-02-4 痙直型脳性麻痺児の屋内と屋外における移動能力と粗大運動能力及び体幹機能との関係

北九州市立総合療育センター 東　周平

P-02-5 歩行可能な脳性麻痺児の理学療法においてVirtual Realityはどのような効果をもたらすか―文献調査による検討―　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人社団　翔嶺館　音更宏明館病院 増田 高也

P-02-6 痙直型両まひ児の下肢手術後の連携 ―医療施設―訪問看護ステーションー特別支援学校の役割を果たすー

スマイル訪問看護ステーション 直井 寿徳

ポスター3

座長 つくば国際大学医療保健学部　　小林聖美

P-03-1 脊髄性筋萎縮症Ⅰ型を発症し遺伝子治療を行った症例の発達支援経過

社会福祉法人札幌緑花会　緑ヶ丘療育園 井沢 朱里

P-03-2 DYT1ジストニアを発症し脳深部刺激療法（DBS）を施行した12歳男子に対するリハビリテーションの一経験　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人多摩緑成会　緑成会整育園 春名　亘

P-03-3 Ullrich型筋ジストロフィー症患者の理学療法についての報告

愛知県医療療育総合センター中央病院 加藤　 純

P-03-4 デュシェンヌ型筋ジストロフィー児１症例の中学校進学に向けた支援 　　

竹田綜合病院 菊地 沙織

P-03-5 新生児集中治療室から自宅退院まで介入した先天性心疾患根治術後の一症例

東京都立墨東病院 堀　拓朗

P-03-6 DCMに対し体外設置型補助人工心臓を装着し、心臓移植に至った男児のリハビリテーション

東京大学医学部附属病院 天尾 理恵



ポスター4

座長 関西医科大学附属病院　　前田将吾

P-04-1 ダウン症児のインソール処方は運動発達を促進するか：後ろ向きコホート研究

横浜医療福祉センター港南 小島 賢司

P-04-2 点状軟骨異形成症・環軸椎亜脱臼にて四肢麻痺を呈した症例に対する移動動作獲得に向けた理学療法

埼玉医科大学病院 國田 広規

P-04-3 体重増加により運動発達を認めた長期生存13トリソミー児の一症例

同心会西条中央病院 今西 健斗

P-04-4 ダウン症を有する児の始歩に関連する規定因

別府発達医療センター 萩尾 陽佑

P-04-5 先天性核上性球麻痺の一例　　～入院から退院、外来通院までの関わり～

竹田綜合病院 星　智春

P-04-6 歩行以降の運動発達遅滞リスクの有無における乳幼児期のハイハイ動作のバリエーション数増減に関する検討　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大学院 李　瑛煕

ポスター5

座長 芸西病院　　小松勝人

P-05-1 特別支援学校における理学療法士への相談内容の年間を通した変化

広島都市学園大学 石倉 英樹

P-05-2 リハイクと学校モデル事業　～特別支援学校リハビリ相談と特別支援教育相談モデルの事業成果～

福井県こども療育センター 小林 拓美

P-05-3 重症心身障害児(者)におけるBIA法を使用した運動機能レベル別身体組成評価

国際医療福祉リハビリテーションセンター 小笠原 悠人

P-05-4 特別支援教育への理学療法士の関わり ―近隣２市の比較から見えてくるもの―

大阪信愛学院大学 成田 亜希

P-05-5 訪問リハビリテーションの多職種による視覚認知機能に着目した介入が運動機能の発達に功を奏した症例

東京リハビリテーションサービス 髙屋敷 琴音

P-05-6 抜管後の排痰困難に対し排痰補助器具EzPAPを使用し再挿管を回避できた症例

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 喜友名 貴之

ポスター6

座長 藤田医科大学病院　　平野明日香

P-06-1 上腕骨外顆骨折術後リハビリテーションにより機能改善するも上肢不使用に至った自閉スペクトラム症の1症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人おくら会芸西病院 近藤 友香

P-06-2 症例報告：就学に向けた多職種アプローチにおいて理学療法を行った非定型奇形腫様/ラブドイド腫瘍の一症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大学医学部附属順天堂医院 芳井 あかり

P-06-3 脳出血および薬剤関連神経毒性を合併した再発リスクの高い血液腫瘍の16歳女児に対する理学療法の経験

国立成育医療研究センター 矢島 侑実

P-06-4 急性リンパ性白血病患者の入院中における身体機能変化を追跡した1例

浜松医科大学医学部附属病院 武田 夏季

P-06-5 小児がん患者の終末期の在宅生活を支える上での課題

医療法人社団　ときわ 中島　愛

P-06-6 小児血液腫瘍患者の治療開始後早期リハビリテーション介入は児の機能低下を予防する

札幌医科大学附属病院 宮城島 沙織



ポスター7

座長 ボバース記念病院　　島　恵

P-07-1 脳性麻痺児の非言語的問題解決能力と粗大運動、上肢操作、コミュニケーション能力の関連

日本バプテスト病院 浅野 大喜

P-07-2 体幹を垂直に起こせるようになったことで学齢期後半に運動機能と移乗動作が改善した脳性麻痺の一症例

愛正会記念 茨城福祉医療センター 竹原 祥平

P-07-3 普通学校に通学している肢体不自由児の実態調査

横浜市西部地域療育センター 風間 のぞみ

P-07-4 脳性麻痺児の足部変形について－後足部アライメントと外反母趾―

社会医療法人大道会ボバース記念病院 佐藤 拓馬

P-07-5 喉頭気管分離を行った気管切開孔にNPPVマスクで人工呼吸器管理を行った重症心身障害児（者）の5症例報告　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 静岡県立こども病院 北村 憲一

P-07-6 在宅リハビリにおいて家庭用低周波治療器を用いた神経筋電気刺激療法によりROMの改善をみた脳性麻痺の症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人社団 つかだファミリークリニック 萩野　豪

ポスター8

座長 太田メディカルクリニック　　岡田大治

P-08-1 知的発達症児の静的立位バランス能力と日常生活活動動作能力の関係―社会的機能を加味した検討―

金沢こども医療福祉センター 遠藤 壮馬

P-08-2 運動発達遅滞児と定型発達児のバランス能力の比較

菊野病院 指宿 勝巳

P-08-3 小児病院における新人理学療法士教育の現状と課題

群馬県立小児医療センター 臼田 由美子

P-08-4 周辺地域・施設に対する当院の小児支援連携の取り組み

菊野病院 小山 尚宏

P-08-5 乳幼児発達スケール(KIDS)と子どもの強さと困難さアンケート(SDQ)の関係性

医療法人社団雪嶺会　東京リハビリ整形外科クリニックおおた 佐々木 優太

P-08-6 10ヶ月健診における姿勢・運動発達と言語・社会性との関連性

特定非営利活動法人 土佐の風 岩崎 史明

ポスター９

座長 長崎県立こども医療福祉センター　　前田　隼

P-09-1 18トリソミー女児への呼吸リハビリテーションの経過

鳥取県立総合療育センター 長谷尾 聖子

P-09-2 運動発達過程における四つ這い移動の経験が学童期の運動能力に及ぼす影響

埼玉医科大学総合医療センター 上芝 香穂

P-09-3 気道内分泌物の多い嚢胞性線維症疑い症例に対して運動負荷の指標を工夫して理学療法アプローチを行った経験

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部付属病院 濵﨑 真里

P-09-4 乳児における臥位から座位への起き上がり動作の定量的分析

杏林大学 藤澤 祐基

P-09-5 染色体異常などの病児におけるCalming Responses

藍野大学 阪上 奈巳

P-09-6 第三脳室腫瘍による脳梗塞を発症した女児に対し、家族と協働した事で目標の改善に繋がった症例

国立病院機構西新潟中央病院 平岡　司



ポスター10

座長 社会福祉法人キャンバスの会はながしま　　田代峻一

P-10-1 運動継続による問題行動の変化 ～外在化問題行動の強いＡＳＤ児３例による検討～

こども発達支援所はる 齋藤　武

P-10-2 発達性協調運動障害児の短縄跳び獲得に向けた取り組み

熊谷総合病院 石野 愛実

P-10-3 継続して自主練習に取り組めるようになり歩行動作の安定性が向上した脳室周囲白質軟化症の症例

医療法人社団石鎚会　京都田辺中央病院 髙野 寿美香

P-10-4 自閉スペクトラム症児の感覚統合と知能の関連性について

医療法人おくら会　芸西病院 小松 勝人

P-10-5 放課後等デイサービスを利用する低学年児童における筋発達の肢節間差と上肢粗大運動の困難さの検討

総和中央病院 岩松 洋平

P-10-6 Goal Attainment Scaleを用いた運動指導－あや跳び動作獲得により体育への参加に変化がみられたASD・ADHD児－　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平谷こども発達クリニック 栗田 梨渚

P-10-7 思春期の発達障害児における静的立位姿勢制御の調査－フォースプレートを用いた検証－

県立広島大学大学院 前重 壮寿

ポスター11

座長 枚方総合発達医療センター　　上原隆浩

P-11-1 障がい者スポーツによる社会参加が社会性の向上に寄与した2症例

鳥取県立総合療育センター 中林 恵子

P-11-2 学童期の定型発達児における下腿のねじれと足角の左右差

愛知県三河青い鳥医療療育センター 水澤　順

P-11-3 手術翌日退院にて下肢筋解離術を施行した脳性麻痺児の一例 ～訪問理学療法と学校訪問による術前術後支援～　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　はこぶね 渡辺　綾

P-11-4 筋解離術を施行された脳性麻痺児の集中的理学療法から退院後の歩行能力の経過

長野県立こども病院 西川 良太

P-11-5 GMFCSレベルⅤの子どもにおける頭部サスペンションシステム使用による頭部コントロールに対する効果について　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四天王寺和らぎ苑 大嶋 志穂

P-11-6 整形外科手術後の脳性麻痺に対するHAL医療用下肢タイプを用いた立位・歩行練習の試み

茨城県立医療大学 黒田 真由美


