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開催趣意書
テーマ「志」
2020年７月に旭川市において開催を予定していた第71回北海道理学療法士学術大会は，新型コロ
ナウイルス感染症拡大のため，大会参加者の健康と安全を考慮して，苦渋の決断ではありましたが
中止といたしました．
このたび，第73回 北海道理学療法士学術大会を2022年６月25日（土）～26日（日）の会期で改
めて開催することとなりました．
近年は，地域包括ケアシステムの推進，AI・ICT・ビッグデータ・ロボティクス時代の到来など，
保健・医療・福祉・介護を取り巻く環境は大きく変化しています．さらには，これまで経験したこ
とのない新型コロナウイルス感染症対策として新北海道スタイルが提案されるなど，大きな社会情
勢の変化の渦中にいます．理学療法士が北海道民の健康の保持と増進に貢献していくためには，こ
うした環境や社会情勢の変化に対応しつつ理学療法水準の適正化と均一化を図り，質の高い理学療
法サービスを提供していくことが重要です．
そのためにも，今こそ理学療法を極めるという「志」を持ち続けることが重要と考えます．また，
臨床場面で評価や治療法に疑問があれば，真実を明らかにするために研究に立ち返り，その結果を
道民の健康増進へ還元するという臨床研究への「志」も肝要と考え，大会のテーマを「志」と致し
ました．
本大会の基調講演と特別講演では，これまで実践されてきた臨床と研究についてご講演頂き，さ
らに理学療法を極めるために必要な「志」についてもご提言頂きたいと思います．また，シンポジ
ウム，症例検討演題，道北支部特別企画などを通じて道民の健康増進の更なる向上へつなげていき
たいと思います．
「PT, BE AMBITIOUS」今一度原点に立ち返り，揺るぎない「志」を見つめ直す機会になれば
幸甚です．
多くの皆様のご参加を心よりお待ち致しております．
公益社団法人 北海道理学療法士会
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大会役員・事務局案内
広告

※抄録集については，大会ホームページより PDF版を
ダウンロードしてご利用ください（パスワード hpta2022）
※現地参加される方は，健康状態申告書を入場前（事前）に記載を
済ませ，会場での提出をお願い致します（用紙はP９をコピー，ま
たは大会ホームページからダウンロードしたデータを印刷してご記
入ください）．
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大 会 ス ケ ジ ュ ー ル
大会1日目

6月25日（土）

音楽堂

大会議室

ライブ配信予定
レセプション室

※本大会はアーカイブ配信を予定しておりません

Zoomにて質疑応答のみ
第2,3会議室

第1会議室

2階ロビー

受付開始後
13時まで
ポスター貼付

受付開始後
13時まで
ポスター貼付

ラウンジ
ホワイエ

音楽堂入口
大会議室前

プラザ（外）
レストラン

9:00

10:00

モニター中継
市民公開講座
～未来のアスリートの
ために～
井野 拓実

参加受付

11:00
プレオープニング
セミナーⅠ
(脳卒中を語る会)

プレオープニング
セミナーⅡ
(どさんこスタディ)

12:00
連盟
ブース

開会式
13:00

書籍販売

モニター中継
基調講演
加藤 浩
座長：千葉 恒

14:00
クローク
ポスター演題
①③展示

ポスター演題
②④展示

機器展示

モニター中継
15:00

休憩
スペース

大学院
ブース

特別講演
阿部 浩明
座長：齊藤 浩平
16:00

17:00

18:00

症例検討演題①
中枢神経セッション
座長：春名 弘一
三浦 拓

口述演題①
16：20～17：20
運動器1
座長：伊藤 雄

症例検討演題②
がんリハセッション
座長：森山
武
村岡 法彦

症例検討演題③
生活期セッション
座長：川辺 大樹
村岡 洋平

ポスター演題①
16：20～17：20
運動器1
座長：小野寺智亮

ポスター演題②
16：20～17：20
運動器2
座長：浮城 健吾

教育研修講演①
中枢神経セッション
三浦 拓
春名 弘一

口述演題②
17：30～18：30
運動器2
座長：石田 知也

教育研修講演②
がんリハセッション
森山 武
村岡 法彦

教育研修講演③
生活期セッション
川辺 大樹
村岡 洋平

ポスター演題③
17：30～18：30
教育・管理1
座長：森田 学

ポスター演題④
17：30～18：30
運動器3
座長：角瀬 邦晃

ポスター撤去

ポスター撤去

第1会議室

2階ロビー

受付開始後
10時30分まで
ポスター貼付

受付開始後
10時30分まで
ポスター貼付

19:00

大会2日目

6月26日（日）

音楽堂

大会議室

レセプション室

第2,3会議室

優秀演題セッション
9:20～10:20
座長：前田健太郎
平塚 健太

口述演題③
9：20～10：20
運動器3
座長：家入 章

口述演題④
9：20～10：20
内部障害1
座長：徳重 大輔

症例検討演題④
循環器セッション
座長：阿部 隆宏
庄司 寛

ラウンジ
ホワイエ

音楽堂入口
大会議室前

プラザ（外）
レストラン

8:15
9:00

10:00

11:00

表彰式

連盟
ブース

次期大会長挨拶

書籍販売

シンポジウム
「中堅理学療法士の志」

12:00

参加受付

宮城島一史
松田 直樹
阿部 由依
嶋貫 綾乃
座長：千葉 恒
加藤 浩

道北支部
特別企画①
座長：小林 浩

道北支部
特別企画②
座長：前田健太郎

ポスター演題
⑤⑦⑨展示

ポスター演題
⑥⑧⑩展示

機器展示

教育講演②
「日本理学療法学会
連合について」
青山 誠
座長：阿部 慎一

症例検討演題⑤
運動器セッション
座長：石田 和宏
隈元 庸夫

口述演題⑤
13：30～14：30
神経1
座長：松田 涼

症例検討演題⑥
呼吸器セッション
座長：森野 陽
尾山 陽平

教育研修講演⑤
運動器セッション
石田 和宏
隈元 庸夫

口述演題⑦
神経2
14：40～15：40
座長：呂 隆徳

教育研修講演⑥
呼吸器セッション
森野 陽
尾山 陽平

ポスター演題⑤
12：20～13：20
運動器4
座長：工藤 優

ポスター演題⑥
12：20～13：20
生活環境支援1
座長：田代 英之

口述演題⑥
13：30～14：30
生活環境支援1
座長：鈴木 英樹

ポスター演題⑦
13：30～14：30
運動器5
座長：越野 裕太

ポスター演題⑧
13：30～14：30
神経1
座長：井上 和広

口述演題⑧
14：40～15：40
基礎理学療法1
座長：佐橋 健人

ポスター演題⑨
14：40～15：40
運動器6
座長：三木 貴弘

ポスター演題⑩
14：40～15：40
神経2
座長：渡辺 智也

ポスター撤去

ポスター撤去

自主企画教育セミナー
(北海道理学療法士連盟)

クローク

書籍販売

14:00

15:00

16:00

閉会式

休憩
スペース

大学院
ブース
教育講演①
「新生涯学習
制度について」
加藤 新司
座長：橋田 浩

13:00

教育研修講演④
循環器セッション
阿部 隆宏
庄司 寛
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旭川市大雪クリスタルホール
〒070-8003

北海道旭川市神楽３条７丁目

TEL 0166-69-2000
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JRの場合

JR旭川駅より，徒歩11～13分，タクシー使用にて約２分．

空港の場合

旭川空港よりバス使用にて旭川駅まで約35分．

自動車の場合

会場に無料駐車場がございますが，台数が限られております．
大会当日は混雑が予想されますので，公共交通機関の利用にご協力お願いします．

※現地参加される方は，健康状態申告書を入場前（事前）に記載を済ませ，会場での提出をお願い致
します（用紙はP９をコピー，または大会ホームページからダウンロードしたデータを印刷してご記
入ください）．
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学 術 大 会 会 場 図
１Ｆ

旭川市音楽堂

旭川市国際会議場

２Ｆ

旭川市国際会議場

※現地参加される方は，健康状態申告書を入場前（事前）に記載を済ませ，会場での提出をお願い致し
ます（用紙はP９をコピー，または大会ホームページからダウンロードしたデータを印刷してご記入くだ
さい）．
4

ご 参 加 の 皆 様 へ
１．会場整理費について
１）道内会員：事前参加登録

￥5,000-

２）新入会員：事前参加登録

￥1,000-（北海道理学療法士会 会員に限る）

３）道外会員：事前参加登録

￥5,000-（新入会員含む）

４）非 会 員：事前参加登録

￥8,000-

道内学生：事前参加登録

無料（有資格者，大学院生を除く）

※年会費未納の場合は，非会員の扱いとなりますので，ご注意ください．

２．事前参加登録
本大会では，新型コロナウイルス感染症予防に加え，当日受付業務の円滑化，並びに当日の現金管理
を極力控えるため，事前参加登録方式を採用していますので，ご協力をお願いします．
会員の方は，公益社団法人 日本理学療法士協会ホームページ内のマイページより参加登録をお願い
します．
非会員の方は，北海道理学療法士会の大会ホームページより申し込みをお願いします．
事前参加登録後の返金はいかなる場合においても対応できませんので，ご了承願います．

３．参加受付
受付時間 ６月25日（土） ９：30～17：30
６月26日（日） ８：50～12：00
受付場所 １階ラウンジ
公益社団法人 日本理学療法士協会会員の受付には，JPTA発行のIC会員証が必要となります．ま
た，事前参加登録をされた非会員の方は振込控えの提示をお願いします．

４．感染症対策について
入場前に体温確認をお願いします．37.5 度以上の方は，現地参加を控え，オンライン参加としてく
ださい．
現地参加される方は，健康状態申告書を入場前（事前）に記載を済ませ，会場での提出をお願い致します
（用紙はP９をコピー，または大会ホームページからダウンロードしたデータを印刷してご記入ください）．
下記の厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」をスマートフォン等にインストールするよう
お願いいたします．
・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）専用サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）インストールQRコード

App Store［ QR］iPhone/iPad をご利用の方

Google Play［ QR］Android をご利用の方
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本大会へのご参加にあたっては，感染予防策（手洗い，うがい，アルコール手指消毒液・除菌ウエッ
トティッシュの利用，咳エチケット等）の実施をお願いします .
会場内では，マスク着用の徹底にご協力ください．持病等でマスクが息苦しい方は，代わりにフェイ
スシールドでもかまいません．不要になったマスクはお持ち帰りください．
会場入場口に消毒用アルコールの設置をいたします．ご入場の際は手指の消毒をお願いいたします．
また館内各所に消毒用アルコールを設置いたします．
クロークは設置しますが，手荷物はできるだけ宿泊先に預けるなど接触の機会を減らすためにご協力
ください．
受付をはじめ，他の参加者と適切な身体的距離を保ってください．
昼食時はなるべく早めに食事を済ませていただき，食事後は速やかにマスクのご着用をお願いいたし
ます．また，食事中の会話はお控えください．
会場にて万が一体調が悪くなった場合，速やかにお近くのスタッフにお声がけください．
万一感染者が発生した場合の拡大防止のため，政府・自治体からの情報提供を求められた場合は，個
人情報の取扱いに十分注意しつつ，必要に応じて参加者の個人情報を提供いたしますので，あらかじめ
ご了承の上ご参加ください．
今後，学会の開催に関わる予定の変更が生じた際には，大会ホームページにてお知らせします.
【下記症状が認められる場合は，現地参加は控えオンライン参加としてください】
・新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者であることが判明した場合．
・過去14日以内に感染が継続拡大している国・地域への訪問歴がある場合．
・過去14日以内に入国制限等のある国・地域からの渡航者・在住者との濃厚接触がある場合． ・発熱，
咳，咽頭痛，息苦しさ，疲労倦怠感，味覚・嗅覚異常など体調が優れない方．
・その他，感染の疑いがある方．
【運営スタッフによる感染予防対策について】
会期前に両日とも抗原検査を実施後，陰性を確認してから参加致します．
会期開始前の検温ならびに健康状態申告．
会期中の定期的な手洗い，手指消毒の励行．
マスク（全スタッフ），使い捨て手袋（一部スタッフ）の着用．
空調機器等による換気のほか，定期的に扉や窓を開けるなど，室内の換気に配慮致します．
会場内の座席数削減と参加人数制限．
講演時に利用したマイクや演台等は，使用ごとに除菌シートで消毒致します．
不特定多数の方が触れる箇所（ドアノブや手すり，机上，エレベーターボタンなど）は適時アルコー
ル消毒致します．

５．ご宿泊について
本大会では，宿泊先の斡旋などは特に行いませんので，各自で手配してください．

６．お車の利用について
ホール裏側に駐車場がありますが，駐車台数に制限があります．大会当日は混雑が予想されますので，
公共交通機関の利用にご協力お願いします．

７．昼食について
本大会では，お弁当の販売はありません．会場内にレストランがありますが席が限られていますので，
近隣のレストランやスーパーなどをご利用ください．ご持参頂いた昼食の飲食は，１階レストラン，プ
ラザ（屋外）
，２階レセプション室前ロビーをご利用ください．
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８．託児をご利用される方へ
託児をご利用される方は，2022年６月２日（木）までに大会ホームページの「託児利用申請」をダウ
ンロードし，メールにてお申し込みください．申請受理後，
「託児利用申請受付完了のお知らせ」のメー
ルをお送りしますので，プリントアウトして利用当日に託児所へ提出してください．託児のご利用には
お預かりするお子様１人につき託児利用料（最大1,500円 / 日）が必要となります．
【利用時間】
６月25日（土） ９：30～19：00
６月26日（日） ９：00～16：00
【託児利用・相談窓口】
第73回 北海道理学療法士学術大会 総務部 阿部 慎一
TEL：0166-24-3181 FAX：0166-24-1125
Email:s_abe@ach.hokkaido.jp

９．機器展示・大学院展示について
１階ラウンジにて業者による機器展示および，1階ホワイエにて養成校による大学院展示を行います．

10．書籍販売について
１階ラウンジにてジュンク堂書店 旭川による書籍販売を行います．

11．クロークについて
１階音楽堂入口，１階国際会議場大会議室前にてお取り扱いします．利用時間は以下のようになって
います．大会終了後の忘れ物がありませんようにご注意ください．
【利用時間】
６月25日（土）９：30～19：00
６月26日（日）８：50～16：30

12．プログラム集および抄録集
プログラム集につきましては，北海道理学療法士会会員が勤務する施設に１部ずつ郵送されています．
また大会ホームページにおいても PDF 版のダウンロードが可能です．
抄録集については，各施設へ郵送されたプログラム集のパスワードを確認し，PDF 版を大会 HP から
ダウンロードしてください（パスワード hpta2022）
．
なお，当日お求めの方は，１階ラウンジにて１冊500円で購入いただけます．
非会員と学生の方で事前登録された方は受付にて，無料で配布します．
数に限りがありますので，あらかじめご了承ください．
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13．出張願いについて
プログラム集には，
「出張のお願い」が封入されていますが，大会ホームページからも PDF 版をダウ
ンロード可能となっておりますので，印刷してご利用ください．
公印などの実印文書が必要である場合には，大会事務局にお問い合わせください．
【大会事務局】
第73回 北海道理学療法士学術大会 総務部 阿部 慎一
〒070-8610 北海道旭川市金星町１丁目１番65号
市立旭川病院 リハビリテーション科内
TEL：0166-24-3181 FAX：0166-24-1125
Email:s_abe@ach.hokkaido.jp

14．領収書の発行について
領収書は事前参加登録者へメールにて送付します．

15．クールビズについて
本大会では開催時期を勘案し，クールビズを推奨しておりますので，ノーネクタイ，ノージャケット
等の軽装でのご参加を歓迎します（ただし T シャツ，短パン，サンダル等はご遠慮ください）
．
なお，学会関係者もクールビズで対応させていただきます .

16．その他
１）ネームホルダーの着用について
受付終了後ネームホルダーをお渡しします．大会期間中，会場ではネームホルダーの着用をお願い
します．お帰りの際は，回収しますのでご協力をお願いします．
２）撮影・録画・録音について
著作権および個人情報保護の関係より，会場内における撮影・録画・録音記録機器による記録は一切
禁止いたします．
３）携帯電話の使用について
会場内では必ず電源を切るかマナーモードにし，使用はご遠慮ください．
４）非常口の確認
緊急・災害時に備えて必ず非常口の確認をお願いします．
５）喫煙について
当会場では喫煙場所は指定されています．マナーを守り指定された場所にてお願いします．

17．大会ホームページアドレス

http://www.pt-hokkaido.jp/congress/
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健 康 状 態 申 告 書
第 73 回北海道理学療法士学術大会へのご参加ありがとうございます．新型コロナウィルス感染拡大予防対策
として，学会場へ来場される場合には，健康状態の申告にご協力をお願いいたします．当日は，入場前（事前）
に健康状態申告書の記載を済ませ，会場でのご提出をお願い致します．

来場時の状況をご回答ください．該当に「〇」をつけてください．
① 37.5 度以上の発熱がある

はい ・ いいえ

② 咳、咽頭痛、強いだるさ(倦怠感)，息苦しさ(呼吸困難)がある

はい ・ いいえ

③ 嗅覚異常や味覚異常がある

はい ・ いいえ

④ 同居家族に上記①②③の症状がある

はい ・ いいえ

⑤ 新型コロナウィルス感染症陽性者と濃厚接触がある

はい ・ いいえ

⑥ 政府から入国制限，入国後の観察期間を必要とされている国・地域への渡航または 当該国・地域の在住者と
濃厚接触がある(過去 14 日以内)

はい ・ いいえ

⑦ 来場参加日すべてに「〇」をつけてください

6 月 25 日（土） ・

6 月 26 日（日）

ご所属
氏名
連絡先 電話番号

※ 本健康状態申告書は第 73 回北海道理学療法士学術大会開催における，新型コロナウイルス感染拡大予防対
策として参加者の健康状態を確認することを目的としています．
※ ご記入いただいた個人情報は，参加者の健康状態の把握，来場参加可否の判断および必要な連絡のために使
用いたします．
※ 法令において認められた場合を除き，本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません．感染が疑われる参加
者・運営関係者が報告された場合には，保健所等の公的機関の要請により，個人情報を含む必要な情報を提供
する場合がございます．予めご了承ください．
第 73 回北海道理学療法士学術大会

９

事務局

Ｗ Ｅ Ｂ 参 加 さ れ る 皆 様 へ
事前参加登録が必須です．当日参加は認められておりませんので，期間内にご登録をお済ませください．
１．事前登録後の事前準備・手続きについて
WEB 参加される方はご自身でインターネット通信環境をご用意ください．
開催前日までに大会ホームページ内にある大会特別サイトへログインするための ID とパスワードを，ご登録い
ただいたメールアドレスへ送付いたします．
送付された ID とパスワードを入力し，大会特別サイトへログインすることにより，全ての演題発表及び，講演
等の視聴が可能となります．ただし，本大会ではポスター発表は現地開催が基本となります．WEB 参加者は会場
で掲示されているポスターを閲覧しながらディスカッションを行うことはできませんが，発表者から事前に頂
いたデータ（PDF）を WEB 上で当日のみ閲覧することは可能です．
各種講演視聴は Zoom を使用したライブ配信のみの予定です．詳細につきましては開催の１週間ほど前にお知ら
せする参加者向け Zoom 使用マニュアルをご確認ください．
2．参加の上での注意事項について
ID とパスワードは１人につき１つずつの配布となります．これらは個別に管理されておりますので，他のデバ
イス等での重複ログインは出来ません．1 人 1 デバイスでご参加ください．
日本理学療法士協会 会員番号と氏名を入力し、ご参加ください．
ネットワークが不安定な場合は，視聴できない可能性がありますので，必ず無料 Wi-Fi 以外の Wi-Fi 回線又
は，有線 LAN 等の安定したネットワークへの接続をお願いします．これらが原因で視聴できない場合の，単位付
与や参加登録費返金については，本大会では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください．
著作権および個人情報保護の関係により，視聴映像の撮影（画面キャプチャを含む），録画，録音，再配布は一
切禁止いたします．
3.各種講演および口述演題発表の質疑応答について
Zoom のチャット機能を利用して該当発表時間内のみ質問を受け付け，座長にお伝えいたします．質疑応答は座
長に一任しております．限られた時間内での質疑応答になりますので，質問が採用されない場合もございま
す．あらかじめご了承ください．
詳細につきましては開催の１週間ほど前にお知らせする参加者向け Zoom 使用マニュアルをご確認ください．
4.ポスター演題発表の質疑応答について
ZOOM のチャット機能を利用して該当発表時間内のみ質問を受け付け，座長にお伝えいたします．質疑応答は座
長に一任しております．限られた時間内での質疑応答になりますので，質問が採用されない場合もございま
す．あらかじめご了承ください．
詳細につきましては開催の１週間ほど前にお知らせする参加者向け Zoom 使用マニュアルをご確認ください．
5.履修ポイントの付与について
大会参加ポイントは，会期中に大会特別サイトへのログインが確認された方へ付与いたします．
重複ログインが認められた場合には，大会参加ポイントが付与されない場合がありますのでご注意くだ
さい．
WEB による演題発表者においては，双方向による質疑応答の疎通が可能な場合にポイントが付与されます．
6.参加証明書について
当日LIVE配信用ホームページからダウンロード頂くようお願いします．
7.その他
本紙面上に記載のない事項でお問い合わせがある場合は，大会事務局にメールにてお問い合わせくださ
い．
【大会事務局】
第 73 回北海道理学療法士学術大会 総務部 阿部 慎一（市立旭川病院 リハビリテーション科内）
Email:s_abe@ach.hokkaido.jp
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現 地 で の 口 述 演 題 に つ い て
１．座長へのお願い
１）大会参加受付の際に座長であることをお伝えください．
２）担当セッションの開始20分前までに１階ラウンジに設置したスライド受付で座長受付を済ませて次
座長席にお着きください．
３）担当セッションの進行に関しては座長に一任します．
４）必ず予定の時刻までに終了するようお願いします．
５）本大会では，優秀演題賞を選考します．優秀演題賞は，査読で選ばれた上位演題の中からの選考と
し，優秀演題セッションのコメントを加味して大会長が選考します．
６）不測の事態にて座長の職務が遂行不可能であるとご判断された場合には，速やかに１階「総合受付」
までご連絡ください．

２．演者へのお願い
１）スライドの受付は，１階ラウンジに設置したスライド受付にて行います．受付および動作確認は，
セッション開始の30分前までにお済ませください．
２）担当セッションの開始20分前までに次演者席にお着きください．なお不測の事態にて発表時間に間
に合わないときは，速やかに１階「総合受付」までご連絡ください．
３）演者や所属に変更がある場合は，セッションの開始30分前までに１階「総合受付」までご連絡くだ
さい．
４）大会２日目の口述演題③～⑧で発表される演者におかれましても可能な限り１日目にスライド受付
を済ませてください．

３．発表時間
１）口述演題の発表時間は７分間です．
２）スライドはプロジェクタースライドのみで，枚数制限はありません．

４．発表形式
１）スライドは全てパソコン用プロジェクターを使用して投影します．
２）運営の都合上，スライドデータは Windows 版 Microsoft PowerPoint2016以降のソフトで映写し
ます．それ以外のソフト（MacOS 版含む）で作成した場合や特殊なフォントを使用した場合は正し
く表示されない場合があります．当日スライド受付で動作確認を行ってください．
３）PowerPoint の保存形式は「スライドショー（※ .pps もしくは※ .ppsx）
」を使用してください．
４）スライドデータは USB メモリに保存し，必ず別パソコン（Windows）で開けることを確認した上で，
当日スライド受付に提出してください．それ以外の保存媒体では受付しませんので，ご注意ください．
５）動画・アニメーション使用は禁止します．
６）当日使用するスライドデータなどについては事前にウイルスチェックを徹底してください．ウイル
ス感染が確認された場合にはプロジェクタースライドは使用できませんのでご了承ください．
７）発表の際は，発表者ご自身によりZoomの画面共有をしてからPC操作をお願いいたします．

５．演者への質問
１）質疑応答時間は優秀演題が５分間，口述演題が３分間です．座長の指示に従って活発な議論をお願
いします．質問をされる方は最初に「所属」と「名前」を告げ，簡潔に質問をしてください．
２）WEB参加者からZOOMのチャット機能を利用して該当発表時間内のみ質問を受けつけ，座長にお伝え
します．質疑応答は座長に一任します．
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Ｗ Ｅ Ｂ に て 口 述 演 題 を 発 表 さ れ る 皆 様 へ
１．重要
１）当日の参加受付は行いませんので，必ず事前参加登録を行ってください．
２．発表データ作成方法について
１）PowerPoint を使用し，ソフトはできるだけ最新版をご使用ください．
２）発表時間は 7 分間です．
３）スライドサイズは「16：9」
「4：3」の指定はございません．
４）使用書体に制限はございません．
５）データファイル名は，
「演題番号_発表者の氏名」としてください．例 A-001_学会太郎
６）表題に続く 2 枚目のスライドに利益相反（COI）の開示をお願いいたします．詳細は大会ホームページ
（学術大会メニュー→演題登録）をご参照ください．
３．発表データ作成上の注意点について
１）スライド枚数に上限はございませんが，最大容量は mp4 変換後 200MB までとなります．
２）受信映像や発表資料の保存（画面キャプチャ含む），録画・録音，再配布は禁止しておりますが，発表内
容は演者の判断に委ねることをご了承ください．
３）発表データは著作権を侵害せず個人情報を匿名化するなど倫理的配慮を十分に行った上で，演者の責任に
おいて作成をお願いします．発表内容につきましては，本大会では責任を負いかねます．
４．発表データ音声入力方法について
１）発表データにはスライドを説明する音声を挿入し，mp4 に変換してください．
２）作成方法は大会ホームページ（学術大会メニュー→演題登録）にある「発表データ音声入力方法」を
ご参照ください．
３）Mac 利用で動画変換できない場合は，Windows に変換利用して動画を作成してください．
５．発表データの提出方法について
１）提出期間は 2022 年 6 月 1 日（水）〜6 月 20 日（月）正午です．
２）発表データは「ギガファイル便」を利用し発表データをアップロードしたのち，ダウンロード URL を
下記連絡先へメールにて連絡ください．
３）ご提出後の発表データの修正は認めておりません．
４）締め切り直前はアクセスが集中し時間がかかる可能性がありますので，時間に余裕をもってご提出くだ
さい．期限内に提出を完了できなかった場合，本大会では責任を負いかねます．
【データ提出・問い合わせ先】
第 73 回北海道理学療法士学術大会 企画部長 杉澤 裕之
〒076-8765 北海道富良野市住吉町１番 30 号
北海道社会事業協会富良野病院リハビリテーション科内
E-mail：douhokugakkai アット gmail.com (アットを@に変えてご使用ください)
TEL：
（0167）23-2181 ※業務の都合により，お手数ですが極力 E-mail にてお問合せ下さい．
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現 地 で の ポ ス タ ー 演 題 に つ い て
１．座長へのお願い
１）大会参加受付の際に，座長であることをお伝えください．
２）担当セッションの開始20分前までに，ポスター会場内で座長受付を済ませ担当セッションのポス
ター前に待機願います．
３）本大会では，演者の発表は行わず，座長の進行によるフリーディスカッションと致します．感染
対策に留意し質疑応答の促進をお願いします．また演者に対するアドバイスもお願いします．その他
の進行は座長に一任します．
４）必ず予定の時刻までに終了するようお願いします．
５）不測の事態にて座長の職務が遂行不可能であるとご判断された場合には，速やかに１階「総合受
付」までご連絡ください．

２．演者へのお願い
１）発表データの提出（WEB参加者視聴用）をお願いします．ポスター発表会場では，WEB参加者はポス
ターを閲覧しながらディスカッションを行うことはできません．そのためWEB参加者がポスターを視聴
できるよう事前に発表内容をデータ（PDF）でも提出して頂きます．提出期間は6月17日（金）までと
なっております．発表データはPDFに変換し，下記連絡先へメール添付してください．
データファイル名は，「演題番号_発表者氏名」としてください．例A-001_学会太郎
提出後の発表データの修正は認めておりません．
２）ポスターの貼り付けは受付開始後より大会１日目13：00まで，２日目10：30までに行ってくださ
い．ポスター撤去は大会１日目18：30～19：00，２日目15：40～16：10までに行ってください．
指定時間を過ぎても撤去されない場合は，大会側で処分しますので，ご了承ください．
３）ポスター貼付の画鋲などは，ご自身の演題番号が貼付されたパネル前に準備致します．各自ご使
用ください．
４）ポスターサイズ１演題につき「縦180㎝×横90㎝」です．直接パネルに書き込むことは厳禁とします．
５）演題番号は事務局にて準備しますが，ポスターとは別に「縦20㎝×横70㎝」で「演題名」・「所
属」・「氏名」を記載したものを演者自身が作成し，「本文」を含め所定の位置に貼り付けてください．
実質的なポスター貼付可能部分は縦160㎝，横90㎝の範囲です．
６）演者は該当セッション開始の20分前までにポスター会場内の受付にて演者受付を行ってください．
不測の事態にて発表時間に間に合わない場合は，速やかに１階「総合受付」までご連絡ください．
７）セッション開始後は座長の進行に従って時間厳守のもと質疑応答を行ってください．

３．進行形式
１）本大会では感染予防の観点から，ポスター演題の発表は行わず，座長の進行によるフリーディ
スカッションと致します．
２）演者の「指定在席時間」は該当セッション開始20分前からセッション終了までとします．なお，指
定時間内は必ず各自のポスター前にお着きください．

４．演者への質問
１）事前に各自で質問をするポスターの該当セッションと時間をご確認ください．
２）該当セッション内で，座長の指示に従って活発な議論をお願いします．
３）質問をされる方は最初に「所属」と「名前」を告げ，簡潔に質問してください．
４）WEB参加者からZOOMのチャット機能を利用して該当発表時間内のみ質問を受けつけ，座長にお伝えします．
質疑応答は座長に一任します．
【データ提出・問い合わせ先】
第 73 回北海道理学療法士学術大会 企画部長 杉澤 裕之
〒076-8765 北海道富良野市住吉町１番 30 号
北海道社会事業協会富良野病院リハビリテーション科内
E-mail：douhokugakkai アット gmail.com (アットを@に変えてご使用ください)
TEL：（0167）23-2181 ※業務の都合により，お手数ですが極力 E-mail にてお問合せ下さい．
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Ｗ Ｅ Ｂ に て ポ ス タ ー 演 題 を 発 表 さ れ る 皆 様 へ
１．重要
１）当日の参加受付は行いませんので，必ず事前参加登録を行ってください．
２．ポスター作成方法について
１）ポスターサイズ１演題につき「縦 180 ㎝×横 90 ㎝」です．
２）演題番号は事務局にて準備しますが，ポスターとは別に「縦 20 ㎝×横 70 ㎝」で「演題名」・「所属」・
「氏名」を記載したものを演者自身が作成してください．
３）実質的なポスター貼付可能部分は縦 160 ㎝，横 90 ㎝の範囲です．
３．ポスターの送付について（現地貼付用）
１）作成したポスターを 2022 年 6 月 17 日（金）までに下記提出先へ郵送してください．大会当日，スタッフ
が所定の位置に掲示いたします．
２）提出に係る郵送等の費用は，本大会では負担できませんので予めご了承ください．
４．発表データの提出について（WEB 参加者視聴用）
１）ポスター発表会場では，WEB 参加者はポスターを閲覧しながらディスカッションを行うことはできませ
ん．そのため，WEB 参加者がポスターを視聴できるよう事前に発表内容をデータ（PDF）でも提出して頂き
ます．提出期間は 2022 年 6 月 1 日（水）〜6 月 17 日（金）です．
２）発表データは PDF へ変換し，下記連絡先へメール添付してください．
３）データファイル名は，「演題番号_発表者の氏名」としてください．例 A-001_学会太郎
４）ご提出後の発表データの修正は認めておりません．
・当日の発表について
１）本大会ではポスター演題発表は行いません．セッション時間内は Zoom のチャット機能を用いた質疑応答の
みとなります．座長の進行に従ってディスカッションをお願いします．
【ポスター郵送・データ提出・問い合わせ先】
第 73 回北海道理学療法士学術大会 企画部長 杉澤 裕之
〒076-8765 北海道富良野市住吉町１番 30 号
北海道社会事業協会富良野病院リハビリテーション科内
E-mail：douhokugakkai アット gmail.com (アットを@に変えてご使用ください｡)
TEL：（0167）23-2181 ※業務の都合により、お手数ですが極力 E-mail にてお問合せ下さい
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自主企画教育セミナー，プレオープニングセミナーについて
１．セミナーの責任者へのお願い
１）大会参加受付時に，責任者であることをお伝えください．
２）会場にはセミナー開催の10分前までにお越しください．
３）運営，進行に関しては責任者に一任します．
４）開催時間は50分とし，次のセミナーに支障がないように撤収を行ってください．
５）不測の事態にてセミナーの開催が不可能であるとご判断された場合は，速やかに受付までご連絡
ください．

２．セミナー参加者へのお願い
１）セミナー参加者は必ず，大会参加受付を済ませてから参加してください．
２）セミナーの事前参加予約は行いません．開始時間になりましたら会場へお越しください．
３）会場の都合上，会場最大席数を超えての参加はお断りする場合がありますのでご了承ください．

市民公開講座について
会員の皆様は，現地の会場ならびにオンラインでの参加が可能です．オンラインでの参加の場合，事
前参加申し込みが必要となります．
一般市民の皆様は，オンラインでの参加のみで事前参加申し込みが必要となります．オンライン開催
のため，道北地域以外の一般市民の皆様も参加可能です．
申し込みの詳細は，６月初旬を目途に大会ホームページでお知らせいたします．
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第73回 北海道理学療法士学術大会 式次第

音楽堂 ６月25日（土）12：30-13：00

【開会式】
１．開会の辞

準備委員長 齊藤 浩平

第73回 北海道理学療法士学術大会
２．挨 拶
公益社団法人 北海道理学療法士会

会

長 柿澤 雅史

第73回 北海道理学療法士学術大会

大 会 長 千葉

恒

３．来賓祝辞

【表彰式】

音楽堂 ６月26日（日）10：20-10：40

公益社団法人 日本理学療法士協会 第39回協会賞
柿澤 雅史 会員（札幌医科大学附属病院）
信太 雅洋 会員（北海道千歳リハビリテーション大学）
令和３年度 学術奨励賞
角瀬 邦晃 会員（北海道整形外科記念病院）
令和３年度 社会分野奨励賞
岩瀧 廣大 会員（森山メモリアル病院 通所リハビリテーション事業所）

【次期大会長挨拶】

音楽堂 ６月26日（日）10：40-11：00

第74回 北海道理学療法士学術大会

大 会 長 表

【閉会式】

亮介

音楽堂 ６月26日（日）15：50-16：10

１．閉会の辞
相 談 役 前田健太郎

第73回 北海道理学療法士学術大会
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調

講

演

音楽堂 ６月25日（土）13：00-14：30

臨床理学療法士に求められる研究と科学
講師：加藤

浩 氏（山形県立保健医療大学 大学院 理学療法学科 教授）

座長：千葉

恒 氏（第73回 北海道理学療法士学術大会 大会長）

特

講

別

演

音楽堂 ６月25日（土）14：40-16：10

理学療法士としての志
～自分の考えをデータで示して発言できる臨床家を志して～
講師：阿部 浩明 氏（福島県立医科大学 保健科学部 理学療法学科 准教授）
座長：齊藤 浩平 氏（第73回 北海道理学療法士学術大会 準備委員長）

教

育

講

演

大会議室 ６月26日（日）12：20-13：20

教育講演①

新生涯学習制度について
講師：加藤 新司 氏（公益社団法人 北海道理学療法士会 教育局長）
座長：橋田

教育講演②

浩 氏（公益社団法人 北海道理学療法士会 学術局長）

レセプション室 ６月26日（日）12：20-13：20

日本理学療法学会連合について ～その発足と学術の発展～
講師：青山

誠 氏（医療法人 渓仁会 手稲渓仁会病院 リハビリテーション部 部長）

座長：阿部 慎一 氏（第73回 北海道理学療法士学術大会 総務部長）
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講演プログラム

基

講演プログラム

教 育 研 修 講 演
音楽堂 ６月25日（土）17：30-18：30

①中枢神経セッション

Ⅰ．中枢神経疾患における臨床推論のポイント ～神経科学的視点を踏まえて～
講師：三浦

拓 氏（医療法人社団 豊生会 東苗穂病院 リハビリテーション部 課長補佐）

Ⅱ．片麻痺歩行のバイオメカニクスと装具療法の考え方
講師：春名 弘一 氏（学校法人 北海道科学大学 保健医療学部 理学療法学科 准教授）

②がんリハセッション

レセプション室 ６月25日（土）17：30-18：30

Ⅰ．がん患者のリハビリテーションにおける臨床推論のポイント
講師：森山

武 氏（市立函館病院 医局リハビリ技術部 リハビリ技術科 管理係長）

Ⅱ．がん患者に対する理学療法の実際 ～QOL を維持するためにこれだけは知っておこう～
講師：村岡 法彦 氏（第73回 北海道理学療法士学術大会 運営部長）

③生活期セッション

第２，
３会議室 ６月25日（土）17：30-18：30

Ⅰ．生活期患者における臨床推論のポイント ～ ICF と目標設定
講師：川辺 大樹 氏（医療法人社団 支心 ふたば診療所 ふわり訪問看護ステーション）

Ⅱ．ケアプランの見方
講師：村岡 洋平 氏（社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 訪問リハビリテーションセンター 所長）

④循環器セッション

第２，
３会議室 ６月26日（日）11：00-12：00

Ⅰ．循環器理学療法における臨床推論のポイント ～心不全に対する理学療法の診方・考え方～
講師：阿部 隆宏 氏（北海道大学病院 リハビリテーション部）

Ⅱ．循環器理学療法における運動療法のエビデンスについて
講師：庄司

寛 氏（北海道立北見病院 医療技術部 リハビリテーション課 係長）

⑤運動器セッション

音楽堂 ６月26日（日）14：40-15：40

Ⅰ．運動器疾患における臨床推論のポイント
講師：石田 和宏 氏（医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 科長）

Ⅱ．運動器疾患の臨床推論に必要な知識
講師：隈元 庸夫 氏（学校法人 淳心学園 北海道千歳リハビリテーション大学
健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 教授）

⑥呼吸器セッション

レセプション室 ６月26日（日）14：40-15：40

Ⅰ．呼吸リハビリテーションにおける臨床推論のポイント ～他の疾患別リハビリテーションとの違い～
講師：森野

陽 氏（学校法人 淳心学園 北海道千歳リハビリテーション大学
健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 准教授）

Ⅱ．COPD 増悪患者への理学療法 ～酸素療法（長期酸素療法を含む）と理学療法～
講師：尾山 陽平 氏（独立行政法人 JCHO 北海道病院 主任理学療法士）
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音楽堂 ６月25日（土）10：00-11：00

五輪大会での理学療法士の活動 ～東京2020＆北京2022報告～
講師：井野 拓実 氏（学校法人 北海道科学大学 保健医療学部 理学療法学科 助教）

自主企画教育セミナー
３会議室 ６月26日（日）12：20-13：20
第２，

」
「理学療法士の“いま”と“これから”
【座談会】
パネリスト：佐々木 慎 氏（うるおい訪問看護リハビリステーション，
You tubeチャンネル「広島のばあちゃんといっしょ！」開設者）
小林 純也 氏（脳フェス実行委員会 代表理事，旭神経内科リハビリテーション病院）
渥美 公子 氏（東京都理学療法士連盟 女性局長）
石川 智昭 氏（日本理学療法士連盟 企画局長）
座

長：信太 雅洋 氏（北海道理学療法士連盟 会長）

シ ン ポ ジ ウ ム
音楽堂 ６月26日（日）11：00-12：30

中堅理学療法士の志 ～私の実践報告～
座

長：千葉

指定発言：加藤

恒 氏（第73回 北海道理学療法士学術大会 大会長）
浩 氏（山形県立保健医療大学 大学院 理学療法学科 教授）

Ⅰ．理学療法士のやりがい ～臨床研究を継続したメリット～
講師：宮城島一史 氏（医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 主任）

Ⅱ．私の志 ～仲間と共に臨床を科学する～
講師：松田 直樹 氏（学校法人 鶴岡学園 北海道文教大学 人間科学部 理学療法学科 講師）

Ⅲ．私が大学院へ進学した理由とこれから目指すこと
講師：阿部 由依 氏（学校法人 北海道科学大学 保健医療学部 理学療法学科 助教）

Ⅳ．子育て世代の働き方改革
講師：嶋貫 綾乃 氏（特定医療法人 平成会病院 リハビリテーション科 科長）
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講演プログラム

市民公開講座 ～未来のアスリートのために～

講演プログラム

プレオープニングセミナー
プレオープニングセミナーⅠ

レセプション室 ６月25日（土）11：00-12：00

企画団体：脳卒中を語る会

長下肢装具を使用せず歩行練習が可能な患者に対する
長下肢装具療法適応に賛成？反対？
講師：平塚 健太 氏（函館市医師会看護・リハビリテーション学院）
内藤 考洋 氏（医療法人社団 shindo 旭川リハビリテーション病院）
安部 陽子 氏（社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院）
平田 雄慎 氏（医療法人社団 医修会 大川原脳神経外科病院）
山田 耕平 氏（社会医療法人柏葉会 柏葉脳神経外科病院）
杉田 彩華 氏（医療法人秀友会 札幌秀友会病院）
雄谷 太一 氏（社会医療法人社団 カレスサッポロ よつば家庭医療クリニック）
渡辺 智也 氏（社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院）
佐々木 隆 氏（社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院）
小島 伸枝 氏（社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院）
春名 弘一 氏（学校法人 北海道科学大学）
座長：松田 直樹 氏（学校法人 鶴岡学園 北海道文教大学）
塚田 卓司 氏（社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院）

プレオープニングセミナーⅡ

３会議室 ６月25日（土）11：00-12：00
第２，

企画団体：どさんこスタディ

働く女性のライフイベントとキャリアデザイン
～理学療法士の立場から，SDGs の未来を見据えた健康戦略～
講師：寅嶋 静香 氏（国立大学法人 京都工芸繊維大学）
齊藤 佳奈 氏（医療法人社団 我汝会 えにわ病院）
座長：阿部 由依 氏（学校法人 北海道科学大学）
岡谷内美乃里 氏（医療法人 札幌円山整形外科病院）
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大会議室 ６月26日（日）11：00-12：00
特別企画①

若手 PT 必見！私が地域に出た理由
～まちづくりに関わる理学療法士の仕事～
座長：小林

浩 氏（社会医療法人 元生会 森山病院 予防医学センター 部長）

Ⅰ．地域とつながるヒントの提案
講師：中川絵里子 氏（和寒町地域包括支援センター 主任）

Ⅱ．地域づくりにおける理学療法士の役割 PT ×行政×地域包括支援センター
講師：田中 大地 氏（中富良野町 地域包括支援センター
中富良野町役場 福祉課 介護支援係 主任）

Ⅲ．わたしが地域で働くまで
講師：大河原和也 氏（社会福祉法人 さつき会 フィットネス倶楽部コレカラ）

レセプション室 ６月26日（日）11：00-12：00
特別企画②

中堅・管理者 PT 必見！理学療法士の質を高めるためには？
～道北支部のこれからを考えよう～
座長：前田健太郎 氏（第73回 北海道理学療法士学術大会 相談役）

Ⅰ．理学療法実施患者における満足度に関連する因子の検討
～道北支部多施設アンケートの結果から～
講師：杉澤 裕之 氏（第73回 北海道理学療法士学術大会 企画部長）

Ⅱ．道北支部会員の質を高める取り組み ～道北地区理学療法士会について～
講師：齊藤 浩平 氏（公益社団法人 北海道理学療法士会 道北支部 支部長
第73回 北海道理学療法士学術大会 準備委員長）
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講演プログラム

道北支部特別企画

基調講演

基 調 講 演

音楽堂

６月 25 日（土）13：00-14：30

臨床理学療法士に求められる研究と科学

講

師：加藤

浩

氏（山形県立保健医療大学

座

長：千葉

恒

氏（第73回 北海道理学療法士学術大会
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大学院

理学療法学科
大会長）

教授）

基調講演

加藤
（山形県立保健医療大学

浩

大学院

理学療法学科

教授）

私は理学療法士となり臨床現場で12年，その後，教育・研究現場に異動し今年で20年目を迎え
ました．そして，今までの自身の仕事を振り返ったとき，臨床，教育，研究に共通してこだわり続
け，大切にしてきたものがあります．それは，本学術大会のテーマでもある「志」です．中国の三
国時代の政治家・軍略家である諸葛孔明の言葉の１つに，「優れた人は静かに身を修め徳を養う．無
欲でなければ志は立たず．穏やかでなければ道は遠い．学問は静から才能は学から生まれる．学ぶこ
とで才能は開花する．しかし，志がなければ学問の完成はない．
」というものがあります．この名言
を初めて聞いたとき，最後の学問という言葉を理学療法学に置き換えて読み直してみました．まる
で諸葛孔明が２千年の長い年月を超え，今の自分に向けて語りかけてくれているような気持ちにな
り，深く心を揺さぶられました．そして，理学療法学という学問（科学）を体系化させるために「志」
を持つことを強く意識するようになりました．志とは，辞書によれば「心の向かうところ．心に
「志」という漢字の作りをよく見ると，部首（心）の上に（士）
めざすところ」とあります．また，
が乗っています．私はこれを「十一の心」と読み，臨床，教育，研究を極めるためには，志（11個
の心）を持つことが，大切だと思い自身の志を作りました．そして，何時しかこの志は，私の仕事
の原動力となっていました．そこで，本基調講演では，私が大切にしている志の一部を紹介したい
と思います．
志（１）
志（２）
志（３）
志（４）
志（５）
志（６）
志（７）
志（８）
志（９）
志（10）
志（11）

理学療法の「理念」を明確にしよう！（何のために？ 誰のために？）
」
プロフェッショナル（Professional）としての「誇り」を高く持とう！
理学療法士としての「責任」を持とう！
理学療法の「夢」を持ち続けよう！（10年先の Vision を持とう！）
失敗を恐れるな！（怖いのは失敗を恐れて何もしないことだ！）
臨床的感性（直感）を大切にしよう！（
“select”から“choice”へ）
磨かれた臨床的感性を科学的に表現できる力を持とう！
研究は手段であり目的ではない！（目標なき研究は，発展・継続しない）
やる前から無理だと諦めるな！まずは何事もやってみる勇気を持とう！
100％完璧な理学療法を行うことは無理だろう．
しかし，100％を目指した理学療法を行うことは絶対出来るはずだ！
業務（流れ作業）ではなく仕事（クリエイティブ）を楽しもう！

北海道理学療法士会の皆さんへ
個人として理学療法の“理念”と“目標”を構築して下さい．
“理念”と長期の“目標”は，私
たち理学療法士の間で共通の“vision”を生み出します．そして，この“vision”を持つことが理
“vision”は，私たちの共通の揺るぎない
学療法の普遍的技術・知識体系の創出につながります．
“top concept”となり，進む道（専門とする分野）は違っても，目指すべき方向を明確にしてく
れます．日々の臨床に行き詰まったら，いつでもここに戻ればよいのです．そして，一歩ずつ前進
して下さい．そうすれば，必ずやそこには“美しい花（臨床に資する素晴らしい研究と高度な臨床
技術）
”が咲くことでしょう．
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基調講演

臨床理学療法士に求められる研究と科学

特別講演

特 別 講 演

音楽堂

６月 25 日（土）14：40-16：10

理学療法士としての志
～自分の考えをデータで示して発言できる臨床家を志して～

講

師：阿部

浩明

氏（福島県立医科大学 保健科学部 理学療法学科 准教授）

座

長：齊藤

浩平

氏（第73回 北海道理学療法士学術大会
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準備委員長）

特別講演

理学療法士としての志
～自分の考えをデータで示して発言できる臨床家を志して～
阿部

浩明

“志”とは，心に思い決めた目的や目標を意味する言葉と理解している．小生が理学療法士として，
“心
に決めた目標”
，そういったものがなんとなくみえてきたのは，2000年に鹿児島で開催された理学療法
学術大会に参加した時だったように思う．理学療法士になって数年目の小生は，自身の演題を持って，
初の全国規模の学術大会に参加することになった．参加のモチベーションは鹿児島というまだ訪れたこ
とのない魅力的な土地への訪問と学会後の観光にあったかもしれない．いや，そうに違いない．
初めての学会発表の準備で学会の数ヶ月前から慌ただしく過ごしていた．そんな中だったが，
“せっ
かく学会参加の機会を得たのだから，何か一つでも有益な情報を入手しよう”と準備の合間の時間はで
きるだけ抄録集を眺めていた．すると，小生が日頃から疑問に思っていた内容について調査された演題
が目に留まった．その内容は多くの教科書に書かれているような標準的な治療内容を真っ向から否定す
る内容であった．その当時，
“～には～が有効である”と教科書に書いてあるが，
“実際に調べてみると
その効果はわずか１，
２歩，歩いただけで施行前の状態と変わらなくなる…”とする内容であった．当時，
小生も同じように感じていた内容だったので強い衝撃を受けた．この演題は絶対に聞こうと決めて鹿児
島の地に向かった．
演題は口述演題で，会場の大ホールで実に多くの方が聴講されていた．発表していたのは30歳代の某
私大附属病院に勤務している理学療法士であった．抄録の内容通り，
“ある標準的な治療は実際にはほ
とんど効果がない…”とする，ある意味，挑戦的な発表がなされた．やはり，会場にいらっしゃった高
名な先生方から多くの批判のコメントがあったが，その理学療法士は堂々と持論を展開していた．実際
に会場で聴講し，改めて，小生が考えていたことと同じことを調査して，報告していると確信した．同
じことを考えていた小生であったが，その事を発言したくても，発言できるデータがない．あるのは，
とある症例の経過だけで，主観的な内容ばかりであり，他人を説得できる客観的なものではない．自分
が正しいと思うことを自ら調べ，証明し，報告する，その一人の臨床家，理学療法士としての姿に感銘
を覚えたのである．壇上に立ち，高名な先生方から批判を浴び，それに自身のデータを持って理論的に
返答するその姿を拝見すると，同じ資格を持ち，
“私は理学療法士の～です”と名乗ることがなんだか
恥ずかしいような気がした．この演題・演者との出会いが，これまでの小生の活動の礎になっているよ
うな気がする．もっとも，小生が勝手に思っていることで，演者の先生は私の存在など気づいてさえい
なかっただろうけれども…．自分の考えをきちんと客観的なデータで示して発言する，そんな理学療法
士になりたいと思ったのである．
臨床に従事しているとわからないことが出てくるし，教科書に書いてあること，先輩に教わったこと
でも，時に“本当だろうか？”と感じることがあるはずである．どうすればその疑問は解決するのだろ
うか？やはり疑問を持った人が調べる他ないのだと思うのである．すなわち研究に従事するのみならず，
臨床に従事している理学療法士にも“調査する”ことが求められていると思う．自分自身が，正しいと
思って行う治療は本当に有効なのか，実際に他のものと比べ，効果を検証する姿勢を持つべきだろう．
自分は正しいと思っていても実際には効果がない方法を後輩などに教えてしまっているということはな
いだろうか．そうだとしたら後輩も，患者も，そして自身にとっても好ましくない状況であろう．研究
は研究者がするもの，臨床家は目の前の患者だけをみればいいという考え方は，非常に残念なことだが，
根強く残っている．患者に治療を提供する者にしか気づけない疑問もあるはずである．実際に治療に携
わる臨床家だからこそ何が有効なのかを追求しようとする姿勢が求められるのではないだろうか．本講
演では脳卒中重度片麻痺者に対する歩行再建における理学療法の在り方について，小生らがこれまで模
索してきた過程について紹介させていただきたい．この特別講演が，臨床家だからこそ取り組むべき活
動について考える一つの機会となればこれ以上の喜びはない．
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特別講演

（福島県立医科大学 保健科学部 理学療法学科 准教授）

教 育 講 演

教育講演

大会議室

教育講演①

６月 26 日（日）12：20-13：20

新生涯学習制度について
講

師：加藤

新司

氏（公益社団法人 北海道理学療法士会

教育局長）

座

長：橋田

浩

氏（公益社団法人 北海道理学療法士会

学術局長）

レセプション室

教育講演②

日本理学療法学会連合について
講

師：青山

誠

座

長：阿部

慎一

６月 26 日（日）12：20-13：20

～その発足と学術の発展～

氏（医療法人 渓仁会 手稲渓仁会病院 リハビリテーション部 部長）
氏（第73回 北海道理学療法士学術大会
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総務部長）

教育講演①

新生涯学習制度について
加藤

新司

（公益社団法人 北海道理学療法士会

教育局長）

今回の講演では，2022年４月から運用開始となっている新生涯学習制度についてご紹介していき
成24年）のマイページ運用開始で現制度となり現在に至っています．つまり現制度を継続して約10
年が経過し今回モデルチェンジとなるわけですが，結果としてこのような制度が運用側も含め，多
くの会員に周知，理解されるまでに莫大な時間を要することを実感しています．旧制度下において
会員の位置づけを大きく分類すると，１）新人教育プログラム未終了会員，２）新人教育プログラ
ムを終了してそのまま経過している会員，３）新人教育プログラムを終了して認定，専門を目指し
ている会員，４）認定，専門を取得してそれを維持していく会員，の４段階に分かれていると思わ
れます．旧制度では，新人教育プログラムは15単位取得，最短１年で終了が可能です．終了後は，
単位ではなくポイントに移行します．認定理学療法士は，180ポイント，最短３年，症例報告10例
で取得，専門理学療法士は，560ポイント，最短６年，論文１本で取得可能といったように比較的
わかりやすい構造であったと思われます．
これが新生涯学習制度ではどう変わっていくのでしょうか．協会ホームページにも掲載されてい
ますが，その主旨は，
「様々な領域に従事する会員が持続可能な生涯学習制度とし，働き方に応じ
た多様性と深化の動機付けとなるキャリア開発プログラムを目指します」と挙げられています．時
系列的にスタートすると，１）前期研修（履修目安２年）→後期研修（履修目安３年）からスター
トします．２）前期，後期研修終了後，登録理学療法士となる．
（これは新しい呼称です．
）３）登
録理学療法士を５年ごとに更新していく．
（旧制度ではなかった制度）４）登録理学療法士取得後，
認定や専門理学療法士を目指す．大きく分けてこの４段階で分かれます．重要なことは，登録理学
療法士として更新を続け generalist として資格を維持していくパターンやスペシャリストとして認
定理学療法士や専門理学療法士を目指していくパターンもあり，これらは従来までの階層性ではな
く，並列性という制度となっています．さらに現行制度との大きな違いとして，座学等の研修に
加え実地研修と実地経験が加わり，かなりのウエイトを占めているということです．これは，off
the job から on the job にシフトしていることを意味しており，前期研修の中の実地研修は，施設
に登録理学療法士がいることが必要で，その登録理学療法士の指導のもとでの研修となっています．
一方で後期研修の中の実地経験は，登録理学療法士のもとではなく，あくまで職場での勤続年数が
加算されるという解釈となります．
さらに新制度において旧制度から新制度への移行も挙げられていますが，これは協会ホームペー
ジの掲載や各会員へ通知がされているものと思いますので，ここでの説明は控えさせていただきます．
以上，当日の講演では，現時点での生涯学習制度と新生涯学習制度との違いと新生涯学習制度の
詳細，旧制度から新制度への移行について，協会の最新情報に合わせ会員の皆様にご紹介していき
ます．
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教育講演

ます．日本理学療法士協会の生涯学習システムは，1997年（平成９年）に開始となり，2012年（平

教育講演②

日本理学療法学会連合について
～その発足と学術の発展～
青山
（医療法人 渓仁会

手稲渓仁会病院

誠
リハビリテーション部

部長）

2021年５月12日に一般社団法人日本理学療法学会連合（以下，
「学会連合」という．
）の第１回社員総
教育講演

会を WEB 開催し，12法人会員と８学術団体会員（研究会）の計20団体を構成員として学会連合が発足
した．前半田協会長が学会の法人化を明言してから僅か１年４か月後で日本理学療法士学会と12分科学
会が同時に法人化すること自体は前例がない出来事であった．
学会連合の前身である日本理学療法士学会（以下，
「学会」という．
）は，日本理学療法士協会（以
下，
「協会」という．
）の任意団体として2013年４月に設立された．この学会設立趣旨は，①学会と分科
学会双方の法人化に向けた準備，②2018年度から分科学会単位での学術大会開催に向けた準備，③分科
学会単位での学術の探求と発信，④協会員の研究能力育成と機会の提供等である．とりわけ①について
は重要な案件という認識はあるものの2019年３月の学会法人化検討委員会（協会の諮問機関）による答
申ですら具体的な方向性の提示には至らなかった．この間に医師会や看護協会では，2014年には医学会
連合，2015年には日本看護系学会協議会をおのおの発足させている．②については，分科学会単位で学
術大会を開催することで，より専門分化した質の高い情報提供を会員に実施することを目的とした．又，
③④については，演題発表主体の学術大会企画は当然のことながら，演題発表や投稿できる人材を育成
する為の学術事業企画についても積極的に立案・実施した．
唯一の懸案事項だった①についても，2020年１月に開催された学会運営審議会で「2021年度に向け法
人化して欲しい」
「各分科学会，または学会連合として法人化するのかを含めて学会で検討して欲しい」
という半田前協会長の発言により事態は急展開し，学会は短期間で学会連合と12分科学会の法人化を決
断し，４月にワーキング委員会を設置し，2021年度に法人化を実現させた．
学会連合の定款では，
（１）会員である学会及び研究会の調整及び統合的事業，
（２）会誌及び図書等
の刊行，
（３）理学療法学に関する教育・研究，
（４）理学療法学の啓発・普及活動ならびに政策等の提言，
（５）その他この法人の目的を達成するために必要な事業，の実施が規定されている．実際は，学会連
合が１）日本の学術領域の中枢である日本学術会議の一員となり，自身の学術の専門性を全領域の研
究者や国民或いは世界に対して強く発信する事，２）外部研究助成事業の積極的な獲得，３）Physical
Therapy Research のインパクトファクター取得，４）2025年度内に学会連合総会開催，５）学会連合
や法人学会での機関誌発刊，６）法人学会毎のガイドライン作成，７）理学療法学に精通した研究者の
育成，８）専門分化した学問の探求，９）理学療法 Evidence の構築等を実現する為に規定されたもの
である．これらはいずれも学会連合設立時には，中期目標として立案されたものである．
学会連合の主要メンバーは研究者である大学教員から構成されている．手稲渓仁会病院に勤務する私
自身は，本来であれば職能団体である協会が主戦場であるべきだが，縁あって学会時代は総務委員長，
学会連合では連合業務調整委員長を拝命し，常に役員をサポートする立場で仕事をする機会を得ている．
１）～９）の全てを2025年度までにクリアーする為，最大限努力することはこれまで同様であるが，都
道府県士会レベルでの学術活動の充実や，離職防止の観点からも新人理学療法士の知識・技術の向上に
寄与する活動を学会連合がサポート出来ないか常に試行錯誤している．士会学術大会へのコンテンツ提
供やオーダーメードの研修会企画の受付等も学会連合の事業として実施できるようになることが今後の
課題と考えている．協会が職能団体機能と学術団体機能を分離したように，可能であれば，都道府県士
会でも大阪府や愛知県のように職能団体機能と学術団体機能を分離することを真剣に考える時期に来て
いるのではないかと考えている．
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①中枢神経セッション

音楽堂 ６月25日（土）17：30-18：30

Ⅰ．中枢神経疾患における臨床推論のポイント ～神経科学的視点を踏まえて～
講師：三浦

拓 氏（医療法人社団 豊生会 東苗穂病院 リハビリテーション部 課長補佐）

Ⅱ．片麻痺歩行のバイオメカニクスと装具療法の考え方
講師：春名 弘一 氏（学校法人 北海道科学大学 保健医療学部 理学療法学科 准教授）

②がんリハセッション

レセプション室 ６月25日（土）17：30-18：30

Ⅰ．がん患者のリハビリテーションにおける臨床推論のポイント
武 氏（市立函館病院 医局リハビリ技術部 リハビリ技術科 管理係長）

Ⅱ．がん患者に対する理学療法の実際 ～QOL を維持するためにこれだけは知っておこう～
講師：村岡 法彦 氏（第73回 北海道理学療法士学術大会 運営部長）

③生活期セッション

第２，
３会議室 ６月25日（土）17：30-18：30

Ⅰ．生活期患者における臨床推論のポイント ～ ICF と目標設定
講師：川辺 大樹 氏（医療法人社団 支心 ふたば診療所 ふわり訪問看護ステーション）

Ⅱ．ケアプランの見方
講師：村岡 洋平 氏（社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 訪問リハビリテーションセンター 所長）

④循環器セッション

第２，
３会議室 ６月26日（日）11：00-12：00

Ⅰ．循環器理学療法における臨床推論のポイント ～心不全に対する理学療法の診方・考え方～
講師：阿部 隆宏 氏（北海道大学病院 リハビリテーション部）

Ⅱ．循環器理学療法における運動療法のエビデンスについて
講師：庄司

寛 氏（北海道立北見病院 医療技術部 リハビリテーション課 係長）

⑤運動器セッション

音楽堂 ６月26日（日）14：40-15：40

Ⅰ．運動器疾患における臨床推論のポイント
講師：石田 和宏 氏（医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 科長）

Ⅱ．運動器疾患の臨床推論に必要な知識
講師：隈元 庸夫 氏（学校法人 淳心学園 北海道千歳リハビリテーション大学
健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 教授）

⑥呼吸器セッション

レセプション室 ６月26日（日）14：40-15：40

Ⅰ．呼吸リハビリテーションにおける臨床推論のポイント ～他の疾患別リハビリテーションとの違い～
講師：森野

陽 氏（学校法人 淳心学園 北海道千歳リハビリテーション大学
健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 准教授）

Ⅱ．COPD 増悪患者への理学療法 ～酸素療法（長期酸素療法を含む）と理学療法～
講師：尾山 陽平 氏（独立行政法人 JCHO 北海道病院 主任理学療法士）
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講師：森山

教育研修講演①

〈中枢神経セッションⅠ〉

中枢神経疾患における臨床推論のポイント
～神経科学的視点を踏まえて～
三浦

拓

（医療法人社団 豊生会 東苗穂病院 リハビリテーション部 課長補佐）
「対象者の訴えや症状から病態を推測し，仮説に基づき適切な検査と介入方法を
臨床推論とは，
「脳卒中治療ガイドライン2021」
決定した後，その効果を再評価する一連の過程」である．昨年，
改定され，最新の治療方針やそのエビデンスレベル等が示された．近年めざましい発展を遂げてい
教育研修講演

る脳科学や神経科学を応用したニューロリハビリテーションにおいて，その介入手段の選択肢は下
肢装具やロボット，リハビリ関連機器，徒手療法等，多岐に渡る．
一方，実臨床場面で遭遇する脳卒中後遺症者の病態や障害像は多種多様であり，方法論ありきで
介入することは必ずしも効果的とは限らない場合がある．このため，適切な介入方法を選択する際
には，脳卒中後遺症者個人の病態と障害像を出来るだけ詳細かつ正確に捉えた上で，行動や動作に
おける問題点の仮説を立てて検証する推論過程が重要だといえる．例えば，脳卒中後遺症者が自力
で「立てない」
「歩けない」という場合には，単純に「麻痺側の力が弱い」という解釈だけではなく，
その背景にある姿勢制御や運動制御の観点から感覚・知覚・認知処理過程をも考慮する必要がある
と考える．脳卒中後遺症者の機能獲得の過程は，運動学習の過程といっても過言ではないため，感
覚・知覚－運動連関の視点で「どのように対象者が動作をしているか，あるいはなぜできないのか」
ということを考えることが重要であると思われる．
本症例検討セッションではお二人の方からそれぞれ症例を提示いただく．セッション内では，
「どのようにその症例の障害像を捉えて介入に至ったか」という個別性の視点と「脳卒中後遺症者
のリハビリテーション」という大きな枠組みの視点の両面から様々な議論を行い，結果として参加
者の方々の臨床の視点が少しでも増えることを期待している．
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〈中枢神経セッションⅡ〉

片麻痺歩行のバイオメカニクスと装具療法の考え方
春名 弘一
（学校法人 北海道科学大学 保健医療学部 理学療法学科 准教授）
理学療法において動作分析は必要不可欠な技術である．しかし，体系化された方法論は確立され
ていない．脳卒中片麻痺者は異常筋緊張，随意性低下，感覚障害，高次脳機能障害などの機能障害
が並列に作用し，異常動作を生み出している．さらに，局所的ではなく複数の関節におよぶ機能障
障害の確からしさを高めるスキルが重要と考えている．
本講演では，運動を基軸とした評価の枠組みと臨床推論過程モデルについて解説し，リハビリ
テーション医療における意思決定プロセスを整理する．その上で，推定した機能障害の確からしさ
を高めるために，運動の力源を推察する視点として，バイオメカニクスの知見に基づいた臨床動作
分析について解説する．
また，症例検討セッションでは下肢装具を活用している症例を取り上げることから，装具療法の
考え方についてもふれたい．前述したように，片麻痺者は複数の関節におよぶ機能障害が関連し合
うことで主たる機能障害の推定を難しくしている．そのため，下肢装具による自由度制約や矯正
モーメントを活用した望ましい関節の制御は，片麻痺患者のパフォーマンスを大きく変化させると
共に，下肢装具の使用（および試用）は理学療法評価にも役立つ．近年，理学療法士の装具に関す
る知識・技術不足が問題となっているが，装具療法の科学的基盤は「運動学」である．この点は，
装具に触れる機会の少ない会員にも分かりやすく解説したい．
さいごに，学術大会の場で本症例検討セッションのような“臨床教育”に主軸を置いた企画は稀
で，大変ユニークだと感じている．理学療法というマニュアル化出来ない仕事だからこそ，学び続
け，ディスカッシし，知恵を出し合う姿勢が必要である．臨床という複雑系の課題に対し，いかに
意思決定するか皆さんと大いにディスカッションしていきたい．
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害が複雑に関連し合うことで，主たる機能障害の推定を難しくしている．そのため，推定した機能

教育研修講演②

〈がんリハセッションⅠ〉

がん患者のリハビリテーションにおける
臨床推論のポイント
森山

武

（市立函館病院 医局リハビリ技術部 リハビリ技術科 管理係長）
がん医療の進歩により長期に生存しているがんサバイバーが増加しており，本邦は高齢化社会で
あり「がんサバイバー高齢者」人口も増加しています．既往歴に糖尿病，高血圧などの慢性疾患や
呼吸・循環器疾患などを有する患者に加えて，がん疾患を有する患者が増加することが予想され，
教育研修講演

多疾患・重複障害（Multi-morbidity）症例に対するアプローチを常に想定しながら対応すること
が求められています．
医療現場においては，入院時の採血データなどの検査結果を確認することができ，入院歴があれ
ば過去の検査結果や治療歴も確認することが可能です．しかし，前述のような多疾患・重複障害症
例や転院・紹介症例においては，既往歴に関連するすべての検査結果を新規入院ごとに確認するこ
とは現在の医療制度においては困難です．介護施設，訪問リハビリなどの介護現場においては，さ
らに情報が少ないのが現状と思います．
がんサバイバーに対しては，社会からの要請に応じてがん診療連携拠点病院ではがん専門相談員
の配置，就学・就労相談支援，情報提供などが行われており，就学，就労支援等では治療による副
作用，後遺症の知識を踏まえた ADL 指導などが我々理学療法士に求められています．
がん疾患に対する理学療法では，医学的情報，身体症状，社会的背景などの様々な情報を収集し，
最適なアプローチ，対応方法を考案し，二次的合併症予防，機能維持改善，治療効果に結び付ける
ことが必要とされています．
本講演では，手術療法，化学療法，放射線治療などのがん治療ならびにそれらの治療に伴う副作
用・後遺症などを含め，がん理学療法を実施する上での知識について考えたいと思います．
本講演が，がん理学療法を知る機会となり，がん理学療法実施に対する不安の軽減に繋がり，が
ん患者さんの ADL 機能維持改善，QOL 向上に繋がることができればとなれば幸甚です．
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〈がんリハセッションⅡ〉

がん患者に対する理学療法の実際
～QOL を維持するためにこれだけは知っておこう～
村岡

法彦

（第73回 北海道理学療法士学術大会

運営部長）

がん患者に対する理学療法は機能回復の観点だけではなく，術後の合併症予防，がん治療の継続，
症状の緩和，復学復職などの社会復帰への支援，QOL の改善など，多くの目的がある．2019年に
日本リハビリテーション医学会から「がんのリハビリテーション診療ガイドライン第２版」が発行
ついては，ガイドラインの中でも多くの項目で推奨されている．肺がんや消化器がんの周術期の患
者をはじめ，前立腺がんのホルモン療法，血液腫瘍の造血幹細胞移植，各疾患に対する抗がん剤治
療や放射線治療中もしくは治療後の患者，そして進行がん・末期がんの患者に対して，理学療法に
よる筋力や運動耐容能といった身体機能，倦怠感などの症状，精神機能・心理面，ADL，QOL の
改善が報告されている．一方，根拠となる報告が少なく推奨度の低いものや一部の疾患に偏って報
告されているものもあり，すべての症例が適応になるわけではないことに注意が必要である．
がん患者に理学療法を実施するうえで大切なのはいかに QOL を維持改善し，よりよい生活を送
れるようにするかである．そのためにアセスメントをし，QOL に影響を及ぼしているものが何か
を捉え，抽出された問題点に対して理学療法として何ができるかを検討していくことが求められる．
今回，疾患や治療時期の違いによる身体機能や QOL の特徴を理解し，運動療法の効果と実践方
法をみなさんで共有したいと考えている．本講演が明日からの臨床に少しでも役立つものとなれば
幸いである．
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され，各地域で標準的な治療が進められるようになった．我々，理学療法士がよく行う運動療法に

教育研修講演③

〈生活期セッションⅠ〉

生活期患者における臨床推論のポイント
～ ICF と目標設定～
川辺

大樹

（医療法人社団 支心 ふたば診療所 ふわり訪問看護ステーション）
公益社団法人 日本理学療法士協会では臨床推論の概念を「対象者の訴えや症状から病態を推
測し，対象者に最も適した介入を決定していく一連の心理（認知）的過程」１）と定義しています．
それを基に考えると，生活期の臨床推論は文字通り「生活期の対象者に最も適した介入を決定して
教育研修講演

いく」ことなのではないでしょうか．対象者がどの様な生活を送りたいかが一番の目標になる中で，
重要なことは明確かつ具体的な目標設定だと考えます．生活の目標を明確に設定するかしないかで，
生活期のリハビリテーションの意義が大きく変わってくるでしょう．
では，生活の目標とはどのように設定したらいいのでしょうか．対象者によって目標は十人十色
です．例えば，
「トイレで排泄をしたい」という訴えがあったとします．トイレでの排泄と聞いて
思い浮かべるイメージはどのようなものでしょうか．トイレの種類やそこまでの移動方法，介助者
の有無など，パターンを思い浮かべればきりがありません．そこで私たちは「車椅子を自分でこい
で自宅のトイレに行き自分で排泄をする」など，目標をより具体的にすることからリハビリテー
ションを開始します．
「～したい」その方法は多種多様であり，対象者がどのようなかたちでその
思いをかなえたいかを考える事が必要で，達成までの道筋を考えるために有効なツールが ICF だと
思います．
生活期におけるリハビリテーションは対象者と関わる期間が長くなることが多く，ともすれば目
標のない漫然とした運動療法の継続に陥ってしまう可能性が高くなります．
より意味のある生活期のリハビリテーション提供の為に ICF モデルを基にした生活期における臨
床推論を参加者の皆さんと考えていければと思います．
１）2017年公益社団法人日本理学療法士協会生涯学習課資料より
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〈生活期セッションⅡ〉

ケアプランの見方
村岡 洋平
（社会医療法人 製鉄記念室蘭病院
訪問リハビリテーションセンター

所長）

生活期（介護保険分野）で活躍されている理学療法士の皆さんは，ケアプランを見たことがある
でしょうか．このような質問をすると，見て理学療法をしているという方，存在は知っているが意
識したことがないという方がいると思います．生活期ではケアプランが基となってリハビリ計画書
生活になるよう介護支援専門員がアセスメントをして，フォーマル・インフォーマルサービスを含
めた地域資源の中から利用者に合ったサービスを検討し，プランを立案します．その中の一つの手
段が通所・訪問リハビリです．担当者会議で各専門職により総合的な援助方針が検討され，支援方
法が決定します．会議時，サービス事業者に配布されるケアプラン第１表には利用者及び家族の生
活に対する意向を踏まえた課題分析の結果や総合的な援助の方針，第２表には具体的な各サービス
内容が記載されています．ここで重要なのが第２表の内容とリハビリ方針やリハビリ計画書に差異
がないかです．ケアプランあってのリハビリ計画書です．ケアプランの大筋からずれていると，良
質なサービスは提供できません．第３表には日常生活上の活動が記載されています．この情報を確
認しているでしょうか．利用者がどのような生活をしているのかを把握し，実際の理学療法に役立
てることができます．当日は実際のケアプランやリハビリ計画書を比較検討し，自分たちに求めら
れるリハビリについてお話しできたらと考えています．介護支援専門員はアセスメントで確認でき
た生活課題（ニーズ）の解決のために，利用者とサービス事業者の双方に対してサービスの方向性
と目標を明確にすることを目的にケアプランを作成し，定期的にモニタリングや担当者会議を開催
します．この流れを理解することが，生活期における理学療法の臨床推論の一助になればと考えて
います．
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が成り立つという，切っても切れない関係性があります．ケアプランは利用者が少しでも自立した

教育研修講演④

〈循環器セッションⅠ〉

循環器理学療法における臨床推論のポイント
～心不全に対する理学療法の診方・考え方～
阿部
（北海道大学病院

隆宏

リハビリテーション部）

理学療法の多くは，治療効果に対する予後予測について，担当理学療法士の経験に基づく主観的
な説明にとどまってはいないだろうか．理学療法の専門性は基本動作および日常生活動作における
機能障害の原因を明らかにし，科学的な根拠を提示した上で適切な介入をすることであり，患者の
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特性を考慮した最良かつ効果的な理学療法を行うことが必要である．その過程において，患者・家
族，医療者あるいは介護職などへの医学的評価の結果や介入に対する十分な説明をすることは欠か
せない．
循環器理学療法について具体的に考えてみると，心機能やそれに影響を及ぼす様々な検査結果を
統合と解釈し，実際に運動負荷を加えて呼吸循環応答を評価しながら，運動機能の評価を行って治
療方針を決定する．さらにこれらの結果を多職種チームで共有し協働することで身体機能の改善や
QOL の改善のみならず，心血管イベントの抑制や再入院の予防，生命予後の改善が期待できるこ
とから，疾病管理プログラムとして標準的治療の一つとして位置づけられている．そのため，循環
器理学療法では運動処方という言葉が用いられている．昨今の社会的背景に鑑みると，高齢心不全
患者の急増により，循環器専門施設以外でも心不全を合併している患者に遭遇する機会が増えてい
ることや，基礎的な心疾患がないにも関わらず心不全症状を呈する患者も一定数存在する．そのた
め，リスク管理を中心とした心不全症状に関する評価や現症の解釈，効果的な介入のための運動処
方，さらには心不全の発症予防や進展予防に関するノウハウについて，循環器を専門としない理学
療法士も身に着けるべき知識であると考える．
本教育研修講演では，心不全（あるいは心不全が疑われる）に対して理学療法を行う際に，どの
ようなことを情報収集し，推察し，介入するべきか，その糸口になるよう循環器理学療法の臨床推
論について述べる．
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〈循環器セッションⅡ〉

循環器理学療法における運動療法のエビデンスについて
庄司

寛

（北海道立北見病院 医療技術部 リハビリテーション課 係長）
日本の高齢者数は，3640万人（29.1％）とダントツの世界一位である．高齢化に伴い心疾患を合
併した高齢者数は増加の一途をたどり，その障害像は，身体機能のみならず，認知症や低栄養 , 抑
うつなど多岐に亘る問題を抱えている．日本における心不全患者のフレイル合併率は，60-82％と
の低下は予後を悪化させる要因となる．また，高齢心不全患者の低栄養割合は42.4-46.5％との報告
がある．心不全では腸管浮腫による栄養素の吸収不良や食欲低下，蛋白異化・同化の不均衡など低
栄養に陥る確率が高くなる .
心不全患者に対する有酸素運動を中心とした運動療法は，運動耐容能や QOL を改善し , 再入院率
低下に寄与するため，推奨クラスⅠ（エビデンスレベル A）と提唱されている．しかし，高齢心不
全患者では，フレイルやサルコペニアなどの合併疾患への対応が必要となり，個別性を意識した介
入が必須となる．病期時期区分別に理学療法介入を考えていくと，急性期～前期回復期では，早期
離床に向けた介入が重要となる時期である．リスクや合併症の監視・監督の上，段階的な身体活動
負荷は，入院期間の短縮や ADL 低下予防として推奨されている．特に，高齢心不全患者に対しては，
前述したように身体機能評価と合わせて，低栄養を評価・介入していく必要がある．前期回復期以
降では，運動療法の工夫が重要となる．運動療法は，FITT-VP（頻度，強度，時間，様式－運動量，
漸増 / 改訂）が基本原則となるものの，高齢者においては，バランス練習やレジスタンストレーニ
ング等が重要になってくる．
運動療法を実施する上で，運動時の循環応答の捉え方によって理学療法プログラムは大きく変
わってくることを忘れてはならない．適切な病態把握をした上で，運動療法を実施することは極め
て重要である .
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の報告があり，合併率は過剰に見積もられている可能性はあるものの，フレイルの合併や歩行速度
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〈運動器セッションⅠ〉

運動器疾患における臨床推論のポイント
石田
（医療法人社団 我汝会

えにわ病院

和宏
リハビリテーション科

科長）

「対象者の訴えや症状から病態を推測し，対象者に最も適
臨床推論（clinical reasoning）とは，
「患者一人一人を把握し，治療方針を判断する
した介入を決定していく一連の心理過程」であり，
ための意思決定の過程」とも言えます．この意思決定の過程において，客観的評価に基づく，科学
教育研修講演

的根拠に基づいた臨床判断（clinical decision making）が特に重要であると考えます．
客観的評価とは，ROM，10m 歩行テスト，FIM などの数値化できる評価や special test（整形
外科的テスト）などが含まれます．主観的評価は医療面接が代表となります．例えば，姿勢保持や
動作時痛を主訴とする腰痛患者を評価すると仮定した場合，疼痛が出現する姿勢・動作を観察し，
どの場面で疼痛が出現し，どうすれば増強・軽減するのか，を分析することが多いでしょう．さて，
この“観察”は客観的評価と言えるでしょうか？おそらく単純な観察では主観的要素が大きく，非
常に曖昧であり，臨床推論における“仮説の検証”や“治療効果の判定”は困難であると考えます．
腰部脊柱管狭窄症の理学療法に関する全国調査（日本運動器理学療法学会）では，外来診療にお
ける１回あたりの単位数は１単位（20分）46.5％，２単位（40分）47.7％であり，３単位（60分）
以上は僅か5.9％であったと報告されています．つまり，国内の臨床場面では時間的な制約が大き
く，主観的評価および治療・患者指導が優先され，客観的評価が後回しになる，あるいは実施され
ないケースも多いようです．その結果，臨床推論を適切に実施すること，科学的根拠を踏まえた臨
床判断が難しくなり，エビデンスの構築への障壁になっているとも考えられます．
当日の講演では，客観的評価および科学的根拠も踏まえた臨床判断をどのように実践するのか，
具体的な工夫やポイントを紹介したいと思います．
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〈運動器セッションⅡ〉

運動器疾患の臨床推論に必要な知識
隈元

庸夫

（学校法人 淳心学園 北海道千歳リハビリテーション大学
健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻

教授）

，演者が理学療法士となった25年前にこの言葉はなく，
「運動器疾患」
ことばとは，文化である．
もっとも近いことばは「整形外科疾患」であった．このことばの違いや変化がリハビリテーション
分野における文化の発展を表していると感じる．
者に対する生物心理社会モデルに基づく理学療法，いずれの演題も「運動器疾患」という概念を
しっかりと意識された内容で，理学療法士の存在意義の「志」としての大会側の採択意図に深く頷
かされた．
さて，臨床推論のモデルとしては，仮説演繹的推論，パターン認識，徹底検討法，多分岐法，知
識 - 認知 - メタ認知の統合過程としての推論が提唱されている．臨床推論を PT のカン，自験例，基
礎・臨床研究論文，やがてくる AI など，いったいどの武器を用いて，どう組み合わせるのか．武
器は最新バージョンか．考えられる介入法を行う PT 技能は身についたか．1990年代，PT の効果
に関する論文は確かに多くないが，今でも引用される貴重な報告があり，先達者の経験則に基づく
確かな技能と有益な知恵が数多くあった．1PT あたりの担当対象者も多く，PT がいる施設が少な
い分，PT がいる施設のトップは経験豊かな大先輩が多く，臨床実習も含めて，あらゆることを臨
床知として学ばせていただいた．今は PT が増え，365体制でセラピスト間に差がない治療が提供
され，若く元気な施設リーダーによる臨床研究も数多く報告，ネットのおかげで海外 PT 技術もみ
ることができる．その分，無理やり知恵を働かす必要はなくなったが，知識から知恵にできること
が，対象者オリジナルの臨床推論に必要とされることなのかもしれない．それには，PT として筋
骨格系と神経系システムを理解する運動学，疾病・病態学といった知識が必要と考える．
結局，何を言いたいのかというと「温故知新」である．
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だからこそ，運動器症例演題の人工骨頭置換術後の高齢者への転倒リスクの配慮，腰部骨盤帯痛

教育研修講演⑥

〈呼吸器セッションⅠ〉

呼吸リハビリテーションにおける臨床推論のポイント
～他の疾患別リハビリテーションとの違い～
森野

陽

（学校法人 淳心学園 北海道千歳リハビリテーション大学
健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻

准教授）

呼吸リハビリテーション（以下，呼吸リハ）の対象は，慢性呼吸器疾患やその急性増悪，市中肺
炎・誤嚥性肺炎，神経筋疾患，術後呼吸器合併症など多岐に渡る．また，併存疾患として呼吸器疾
患を有する患者さんが増加していることは周知の事実であり，直接呼吸リハとしてかかわっていな
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くても，呼吸器疾患を有する患者さんに対して呼吸リハの視点での臨床推論を行う必要がある．
呼吸リハにおける臨床推論の過程は対象疾患によって多少異なるが，運動器疾患や中枢神経疾患
における臨床推論と比べると，運動学的な思考よりも病態生理学的な思考が重要となる．
呼吸器は多臓器と連携して機能しているため，呼吸器疾患は呼吸器のみの管理で良いのではなく，
臓器連関を考慮したリスク管理が必要となる．
「どの検査値を確認してどう判断すべきか」という
「何を知るために，どのようなフィジカルアセ
点に焦点が向けられることが多いが，それに加え，
スメントを行い，どう判断するのか」という知識と技術が理学療法士には求められる．
また，呼吸器疾患と一言で言っても，禁煙や適切な治療を行えばほぼ疾患が進行しないような
COPD もあれば，誤嚥性肺炎のように頻回に繰り返す疾患もある．特発性肺線維症は原因もわから
ず有効な薬物療法も限られ，その多くは進行し，診断からの生存期間の中央値は約３年と報告され
「生命予後」といった視
「健康関連 QOL」
「合併症予防」
ている．疾患によって経過が異なるため，
点を踏まえたゴール設定・プログラムの立案を行うことも呼吸リハの特徴の一つである．
さらに，薬物療法や術式の発展に伴い呼吸リハも変化しており，また新たなエビデンスが示され，
これまで正しいと言われていたことが，正しいとは言えないということも起きているのが呼吸リハ
の分野である．
本教育研修講習では，皆様の明日からの臨床の一助になるよう，呼吸リハにおける臨床推論につ
いて要点を絞って解説したいと思う．
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〈呼吸器セッションⅡ〉

COPD 増悪患者への理学療法
～酸素療法（長期酸素療法を含む）と理学療法～
尾山

陽平

（独立行政法人 JCHO 北海道病院 主任理学療法士）
『タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝露することなど
慢性閉塞性肺疾患（COPD）は，
により生ずる肺疾患であり，呼吸機能検査で気流閉塞を示す．気流閉塞は末梢気道病変と気腫性病
変がさまざまな割合で複合的に関与し起こる．臨床的には徐々に進行する労作時の呼吸困難や慢性
炎症に起因する様々な問題を生じる．
COPD 患者にとって増悪は一般的なイベントである一方で，疾患の進行に関与する重要なイベ
ントでもある．増悪の定義はこれまでに各国のガイドラインで報告されており，多くの研究や日常
臨床にも用いられてきたが，しばしば問題も指摘されていた．昨年報告されたローマ提言（Roma
proposal）ではこれらの問題点を修正し，より明確に増悪を判別することができる可能性がある．
リハビリテーションは，身体機能を可及的改善または維持することで，症状を改善し，自立した
社会生活を支援することを目的としており，増悪患者においても変わることはない．とりわけ急性
期においては，身体機能の維持を目的として早期離床や比較的軽負荷でのレジスタンストレーニン
グ等が行われるが，これらの理学療法の実施にあたって，呼吸困難（息切れ）と低酸素血症が障壁
となり，円滑にプログラムの進行に難渋する場面をしばしば経験する．一方，低酸素血症と呼吸困
難は必ずしも関連しないことから，低酸素血症を生じているにも関わらず，呼吸困難の自覚症状に
乏しい症例も一定の割合で存在する．この場合，日常生活や運動療法場面における低酸素血症への
対応も，リスク管理として重要となる．
本講演では COPD 増悪の基本的な知識を整理した上で，評価の注意点や呼吸困難や低酸素血症
への対応について，酸素療法の導入も含めて解説し，共有する機会となることを期待する．
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』と定義されており，肺および全身の慢性
の咳・痰を示すが，これらの症状に乏しいこともある．

市民公開講座
～未来のアスリートのために～

音楽堂

６月 25 日（土）10：00-11：00

五輪大会での理学療法士の活動
～東京 2020 ＆北京 2020 報告～
市民公開講座

講

座

師：井野 拓実 氏
（学校法人 北海道科学大学
保健医療学部 理学療法学科
長：岩瀧 廣大 氏
（森山メモリアル病院

助教）

通所リハビリテーション事業所）
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自主企画教育セミナー

第２，３会議室

６月 26 日（日）12：20-13：20

企画団体：北海道理学療法士連盟

【座談会】「理学療法士の“いま”と“これから”」

パネリスト：佐々木
小林

純也

氏（脳フェス実行委員会 代表理事，旭神経内科リハビリテーション病院）

渥美

公子

氏（東京都理学療法士連盟

石川

智昭

氏（日本理学療法士連盟

長：信太

雅洋

氏（北海道理学療法士連盟

女性局長）
企画局長）
会長）

企画趣旨
北海道理学療法士連盟は，職能団体として公益法人である北海道理学療法士会が「できない選挙
活動」や「しにくい部分の政治活動」を行う役割があります．一方で，まだまだ連盟の活動に対し
て，自分に「関係のない組織」と認識されている方や，連盟の存在を知らない方もいるかと思いま
す．この数年の連盟の活動により，
「予防分野での職域拡大，理学療法士の処遇改善，2020東京オ
リンピック・パラリンピックで理学療法士がメディカルサポートを担う職種のひとつとして認識さ
れた」など，少しずつ成果がでております．
このように成果をあげるためにも，今後も理学療法士の皆様の協力が必要不可欠です．
今回の自主企画教育セミナーでは北海道士会及び会員の皆様に対して政治活動への理解や，連盟
活動やその協力が理学療法士の明るい未来のためにつながっていることであるとご理解していただ
けるような内容をお伝えできればと思っております．

45

教育セミナー

氏（うるおい訪問看護リハビリステーション，
You tube チャンネル「広島のばあちゃんといっしょ！」開設者）

自主企画

座

慎

シンポジウム

音楽堂

６月 26 日（日）11：00-12：30

中堅理学療法士の志
～私の実践報告～

座

長：千葉

恒

氏（第73回 北海道理学療法士学術大会

指定発言：加藤

浩

氏（山形県立保健医療大学

大学院

大会長）

理学療法学科

教授）

シンポジウム

Ⅰ．理学療法士のやりがい ～臨床研究を継続したメリット～
講師：宮城島一史 氏（医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 主任）

Ⅱ．私の志 ～仲間と共に臨床を科学する～
講師：松田 直樹 氏（学校法人 鶴岡学園 北海道文教大学 人間科学部 理学療法学科 講師）

Ⅲ．私が大学院へ進学した理由とこれから目指すこと
講師：阿部 由依 氏（学校法人 北海道科学大学 保健医療学部 理学療法学科 助教）

Ⅳ．子育て世代の働き方改革
講師：嶋貫 綾乃 氏（特定医療法人 平成会病院 リハビリテーション科 科長）
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シンポジウムⅠ

理学療法士のやりがい
～臨床研究を継続したメリット～
宮城島 一史
（医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 主任）
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皆様はなぜ理学療法士を志しましたか？私は高校時代にサッカーで怪我をした際に，初めて理学
療法士という職業を知りました．当時は「理学療法士を目指したい」と言っても，周囲に「理学療
法士って何？」
「もっと違う偏差値の高い大学を目指すべき」と言われる時代でした．自分なりに
理学療法士という職業を調べる中で，理学療法士という職業は一生やりがいをもってやれる，そう
思い，理学療法士の養成校を受験することに決めました．理学療法士を志してから，この職業，こ
の人生に後悔を感じたことはありません．今でも自分にとってはそれくらい魅力的な職業です．
私が新人理学療法士の時は，臨床で常に「なぜ？」と疑問を持つことを大事にしていました．こ
の仕事に正解はなく，向上心がないと「日進月歩」の医療についていけないと思っていたからです．
当時は講習会・研修会が少なく，先輩へ相談しても，教科書や論文を読んでも，臨床疑問が解決で
きないことが多々ありました．そこで大事にしていたのは「症例検討」や「研究」でした．
「良くなっ
たから良かった」ではなく，
「なぜ良くなったのか」を考え，日々の臨床で客観的な評価を残して
振り返ることを意識しました．また，院内だけでなく院外発表の機会も多々あったので，多くの理
学療法士の意見を頂くことで，自分の臨床に自信をつける場にもなりました．
「院内」という狭い
考え方から，
「院外」という広い考え方になれたのも，当時ご指導いただいた先輩方のおかげだと
思います．外に発信するメリットを感じられたのが「研究」を継続できた原動力の一つです．また，
当時は医師からの理学療法士への期待が少なく，医師に認められるためにも「研究」を始めようと
「目立ちたい」という一心で，とにかく理
，
「同世代には負けたくない」
思いました．新人時代は，
学療法士として「成果」を残すことだけを考えていました．当時の考え方としては，
「成果」＝「研
究」でした．研究を継続することで，全道，全国の様々な理学療法士とのつながりが増え，考え方
の視野が広がりました．そういった「人脈」があったからこそ，大学院進学，執筆，講演，日本理
学療法士協会・北海道理学療法士会の仕事，多施設共同研究，診療ガイドライン作成など，様々な
業務に携わることができたと感じております．自分の経験していないことに意見も言えないので，
仕事を興味や損得で考えず，様々な業務にチャレンジできたことは本当に良かったと思います．上
司，医師，院外の理学療法士からの評価，お褒めの言葉が，お金を得ること以上に何よりも自分の
モチベーション向上につながりました．
大学院の博士課程を卒業し，専門・認定理学療法士を取得した今，職場の管理者としても自分だ
けの「成果」から，後輩，部署，病院，そして理学療法士全体の「成果」を残せるよう努力しなけ
「同じ志を持つ仲間を増やして，
ればならないと考えています．今の自分の一番のモチベーションは，
同じような成果で喜びをわかり合えること」です．仕事の時間は家で過ごす時間より長いので，今
後もさらに理学療法を楽しむことが目標です．しかし，今は子供も生まれ，今までと同じように仕
事に時間を費やせなくなっているのが現状です．今になって言えるのは，若い時の苦労が今の仕事
の効率化につながり，忙しさを言い訳にしないで成果を残せることにつながっていると強く感じます．
年々理学療法士は増えており，10年前よりも新人理学療法士の数は数倍になっています．
「これ
くらいでいいか」
，
「これ以上は上を目指せない」と思わず，何か得意な分野を持ち，
「武器」を身
につけることが強みとなり，自信につながります．COVID-19の影響で皆様とお会いできない日々
が続きました．参加，発表も大事ですが，特に若い理学療法士の方々は多くの先生に質問して，た
くさん声をかけて「人脈」を作って下さい！

シンポジウムⅡ

志
私 の
～仲間と共に臨床を科学する～
松田

直樹

（学校法人 鶴岡学園 北海道文教大学 人間科学部 理学療法学科 講師）
『これから何が起こるのかを踏まえた上で，
本学会およびシンポジウムのテーマである『志』とは，
どのような未来を目指すのかの具体的な意思』であると言える．
今後，私が主に従事している中枢神経疾患を有する対象者に対するリハビリテーションは，高齢
化やそれに伴う重複疾患の増加など，対象とする方の特性変化やバリエーションの拡大が進むこと
は確実であり，これまでより個別的な目標設定や臨床判断が求められる場面は増えると予想され
る．一方で，理学療法士の関わり方も，地域包括ケアシステムを踏まえた在宅医療の推進，ロボッ
トリハビリテーションをはじめとする先端機器や AI の活用，再生医療の発展など，様々な点で変
化が求められると思われる．このような中で，理学療法士が社会課題に対して適切に向き合いなが
ら仕事をしていくためには，これまでも繰り返し指摘されてきているように，Evidence の構築と
Evidence を踏まえた個別の臨床介入，いわゆる EBM の実践が必要である．
理学療法診療ガイドライン第２版で示されたように，中枢神経疾患に対する理学療法において，
現場での個別的な臨床疑問に答えるだけの十分な Evidence はまだ存在していないと言える．また，
前述した対象者特性の変化により，比較的統制された症例を対象とした既存の Evidence をそのま
ま当てはめることができない場面は，今後さらに増えると思われる．しかし，だからこそ，これま
シンポジウム

で理学療法士各々が個別の症例に対して考え，蓄積してきた経験知や，思考過程というものを科学
的思考のもとで言語化・共有を行い，Evidence 構築に少しでもつながるような議論を行なってい
くことに価値があると考える．また，個人の臨床推論・臨床意思決定には，理学療法士の知識の偏
りや経験，所属する組織の傾向に影響を受ける．このため，複数の病院・施設に所属する理学療法
士が信頼関係のもとに協力し，知的好奇心に後押しされながら，臨床現場をより良い方向に変化さ
せるような議論を深め，臨床研究として帰結させていくことが肝要であると考える．
これまで臨床におけるいくつかの疑問や課題に対して，多くの仲間と共に臨床研究という形で取
り組んできた．具体的には，視覚による運動錯覚を利用した上肢運動麻痺に対するリハビリテー
ション手法開発，脳卒中者の身体活動量・生活空間に関する因子の調査研究，上肢運動麻痺の機能
回復に対する臨床的最小変化量に関する調査など研究テーマは様々だが，指導者や上司，多くの仲
間と共に，知的好奇心を共有しながら実施してきた．
臨床業務を行いながら研究を行うことは，時間的な制約から簡単なことではない．しかし，地道
ではあるが，臨床・研究に関して情熱や想いを共有できる仲間を見つけ，科学的な臨床実践を皆で
目指していき，対象者の利益に少しでもつなげることが，今の私の『志』である．本シンポジウム
においては，このような『志』の共有につながる話題を提供できれば幸いである．

48

シンポジウムⅢ

私が大学院へ進学した理由とこれから目指すこと
阿部

由依

（学校法人 北海道科学大学 保健医療学部 理学療法学科

助教）

１．私の「志」
私の「志」は，泌尿器科領域に対する科学的根拠の構築と根拠に基づいた治療を提供し，普及を
させていくことです．平成28年度の診療報酬改定により「排尿自立指導料」が新設され，下部尿路
機能障害に対する知識と治療技術が求められています．しかし，本邦では泌尿器科領域における理
学療法介入は乏しく，十分な科学的根拠も確立されていません．自身の臨床経験からも，高齢者や
女性，中枢神経疾患による排泄障害が，患者の Quality of Life（QOL）の低下に繋がっているこ
とを痛感し，泌尿器科領域に対する科学的根拠の構築は，今後の理学療法の発展のために急務であ
ると考えます．下部尿路機能障害は，QOL 疾患であり，患者がより満足のできる治療と効果が求
められています．理学療法は，治療の選択肢を広げ，納得した治療方法の選択を可能にするひとつ
の手段であると考えます．私は，患者が納得できる治療の選択や QOL の向上を図るために，泌尿
器科領域に対する理学療法のエビデンス構築の一端を担いたいと考えています．

３．これからの理学療法士に必要な「志」
今後は，性差を意識した理学療法の普及と支援が重要になると考えます．男女の健康は，それぞ
れのライフステージにおいて，様々な生理学的変化による影響を受け，特有の変化が生じます．女
性では妊娠や出産，閉経，男性では罹患率の多い前立腺癌により，身体的変化を生じ QOL を低下さ
せることになります．そのため，健康を維持増進するためには男女の特徴を考慮した支援が重要で
す．今後は，理学療法士が性差医療に対し多面的にアプローチを行うことが重要であると考えます．
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２．具体的実践内容
私は，臨床９年の経験を経て，泌尿器科分野に対する知識，研究の基礎を学ぶため，2018年に北
海道大学大学院医学院腎泌尿器外科学教室へ入学しました．大学院では，基礎研究，臨床研究，学
会発表，論文執筆活動などを行っています．現在の研究テーマは，経腟出産モデルラットに対する
骨盤底筋の組織学的な変化についての検討です．この研究により，腹圧性尿失禁の発症メカニズム
が解明され，エビデンスの構築と理学療法の発展に貢献することを展望としています．
また，骨盤底筋トレーニング指導者育成に関しても携わらせて頂いています．Japan PFMT（Japan Pelvic Floor Muscle Training Working Group）という作業部会では，骨盤底筋トレー
WG
ニングの指導者を育成する活動を行っています．本作業部会は，泌尿器科医，看護師，理学療法士
など多職種から構成されており，泌尿器科関連の学会にて，骨盤底筋トレーニングハンズオンセミ
ナーを開催しています．骨盤底筋トレーニングは，尿失禁や骨盤臓器脱等の治療の一つとして，グ
レードＡとして推奨されています．しかし，自己判断などで誤った骨盤底筋トレーニングを行うと，
かえって症状を悪化させる可能性があります．そのため，専門の知識を有する理学療法士等のもと，
トレーニングを行うことが必要です．
さらに，道内での活動としては，下部尿路機能障害に対する理学療法評価の確立と実践，啓蒙を
」を立ち上げ，セミナーや勉強会，学術活動等を実施
目的に「どさんこスタディ（グループ名称）
しています．参加者は，臨床，教育機関で勤務する道内在住の理学療法士で，月１回程度の頻度で
活動しています．

シンポジウムⅣ

子育て世代の働き方改革
嶋貫
（特定医療法人 平成会病院

綾乃
リハビリテーション科

科長）

シンポジウム

現在 Post‐ICU 人工呼吸器センターである平成会病院のリハビリテーション科科長として勤務中．
４歳，８歳．10歳の３児の母です．夫は単身赴任で不在ながらも，自宅近隣の実家と保育園に恵ま
れ，３度の産休・育休を取得し，常勤で職場復帰をしました．
育児生活はそれまでと一切が異なり，自分の都合が通らないことばかり．人に迷惑をかけざるを
得ない事象に苛立ちが募っていきました．多忙ではありながらもやりがいを感じていた整形外来の
職場は週に２度は19時退勤でした．20時には寝かせたい乳幼児を，保育園へ迎えに行くのは19時半．
睡眠不足の子どもには夜泣きが定着し，育児ノイローゼにならないためにも仕事には行きたい，と
いった悪循環でした．
帰宅後の家事・育児の時間を確保できず，２人目の出産を機に整形外来の職場を退職．17時に退
勤可能な現職場にめぐり合い，呼吸器といった新たな分野での再出発となりました．
学術研究に積極的な職場に入り，初めて研究活動に参加したことで，日常の臨床業務に臨む姿勢
と学術雑誌を読む視点が変わりました．当院は全職種を対象に，毎朝10分間のレクチャーを設けて
おり，理学療法士は年に２～３度順番が回ってきます．テーマを決めてスライドにまとめ，他職種
の前で講義することで，研究発表の練習になっていると感じます．縁あって管理職となり，若手理
学療法士の研究活動を支える立場になった今も，臨床現場での疑問を疑問で終わらせず，データを
集めて考察する習慣がついたように思います．
新人の頃，どんな患者でも診られる理学療法士になりたくて，複数の分野に足を踏み入れてきま
．
した．３箇所目の職場で18年目となった現在の私の志は「人生通して理学療法士」
生活があってこその，仕事．働きたいけど働けない苦しさを味わった自分だからこそ，管理職の
今，職員一人一人が働きやすい環境づくりを心がけています．具体的には担当制と非担当制の混合，
非常勤職員の柔軟な雇用，有給休暇の積極的取得を実施．昼休憩後の１時間を書類作成時間として
設けることで，超過勤務をせずに済んでいます．研究活動にかかる時間は勤務時間内におさまらな
いこともありますが，締め切り近くになると臨床業務の配分を減らしてでも取り組むようにしてい
ます．
理学療法士はここ10年で急速に増え，20代・30代の会員が多くを占めています．核家族で共働き
が主流の現代では，雇用者側が変わらないと共存は成し得ません．子供が発熱した時，親がすぐに
帰れて，翌日も休めるような職場環境作りが，リハビリテーション科内の BCP（Business Continuity Plan）ではないでしょうか．一人ひとりの生活スタイルに合った雇用形態を受け入れる職場
が今後増えてくること，そして子育て世代の理学療法士が胸を張って休める日が来ることを期待し
ています．
次に職域を変える機会があったら，また脳血管リハビリに挑戦したいと思っています．学校で
習ったことは基礎に過ぎず，15年前の常識はすっかり過去です．分野が変わる度，新人の気持ち
で研修会などへ参加しなくては「あの人のリハビリは古い」と言われてしまいます．若手理学療法
士の皆さんに持っていてほしい志は「日々研鑽」です．新人と呼ばれる時代を過ぎても，治療手技
の研修会や研究会に所属して，新しい知識と技術を吸収してほしいです．そして生活スタイルが変
わった時にも，理想の理学療法士像に近づくことを諦めないで頂きたい．長く，成長し続けられる
理学療法士が増えたらいいですね．
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プレオープニングセミナー
プレオープニングセミナーⅠ

レセプション室

６月25日（土）11：00-12：00

企画団体：脳卒中を語る会

長下肢装具を使用せず歩行練習が可能な患者に対する
長下肢装具療法適応に賛成？反対？
１）長下肢装具療法の概要・エビデンスレビュー
講 師：平塚 健太 氏（函館市医師会看護・リハビリテーション学院）
２）症例供覧と全体討議
講 師：内藤 考洋 氏（医療法人社団 shindo 旭川リハビリテーション病院）
安部 陽子 氏（社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院）
平田 雄慎 氏（医療法人社団 医修会 大川原脳神経外科病院）
山田 耕平 氏（社会医療法人柏葉会 柏葉脳神経外科病院）
杉田 彩華 氏（医療法人秀友会 札幌秀友会病院）
雄谷 太一 氏（社会医療法人社団 カレスサッポロ よつば家庭医療クリニック）
渡辺 智也 氏（社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院）
佐々木 隆 氏（社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院）
小島 伸枝 氏（社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院）
３）長下肢装具カットダウン基準の試作
講 師：春名 弘一 氏（学校法人 北海道科学大学）
座 長：松田 直樹 氏（学校法人 鶴岡学園 北海道文教大学）
塚田 卓司 氏（社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院）
プ レ オ ー プニン グ
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セ ミ ナ ー

企画趣旨
近年，長下肢装具を用いた歩行訓練は脳卒中片麻痺患者に対する歩行再建を目的とした介入手法の１
つとして臨床現場において広く用いられており，急性期の患者を対象とした研究では一部その効果が示
．
されている（Abe, 2021）
一方で，理学療法診療ガイドライン第２版における長下肢装具療法の推奨の強さは『条件付きの推奨』
であるものの，エビデンスの強さは『非常に弱い：D』とされており，広く用いられている介入手法に
も関わらず，そのエビデンスはまだ低いのが現状である．
通常，エビデンスは臨床家の経験から発展し構築されるものであるが，現在十分なデータの蓄積は無
『長下肢装具を使用し
く，理学療法士のなかでも長下肢装具療法の適応には様々な意見がある．特に，
なくても歩行練習自体は可能な患者に対して，長下肢装具を用いた歩行練習をどこまで適応とするの
か？』に関しては意見が二分するところである．本来，理学療法は評価に基づき介入し，予測される効
果がもたらされた場合に再評価によって方針変更がなされるべきである．しかし，長下肢装具療法は大
家の意見，職場の嗜好，施設の備品整備状況等により適応するか否かが分かれると我々は認識しており，
効果を予測しての使用や使用終了の目安が明らかではないまま，漫然と使用されていることを懸念する．
我々脳卒中を語る会は，長下肢装具療法の適応・カットダウン基準を作成するために，脳卒中理学療
法を主とする多施設から集まった有志による会である．これまで丸２年間，毎月何時間もかけて激論を
交わしてきたが，長下肢装具の適応・カットダウン基準作成には至っていない．
今回，長下肢装具療法における「ケースバイケース」は排除し，賛成・反対の公開討議を行い，それ
ぞれの理論背景，メリット・デメリットの整理を進め，長下肢装具を用いた理学療法についての考えを
深めたい．

プレオープニングセミナーⅡ

第２，
３会議室

６月25日（土）11：00-12：00

企画団体：どさんこスタディ

働く女性のライフイベントとキャリアデザイン
～理学療法士の立場から，SDGs の未来を見据えた健康戦略～
講

師：寅嶋 静香 氏（国立大学法人 京都工芸繊維大学）
齊藤 佳奈 氏（医療法人社団 我汝会 えにわ病院）

座

長：阿部 由依 氏（学校法人 北海道科学大学）
岡谷内美乃里 氏（医療法人 札幌円山整形外科病院）

企画趣旨
女性の年齢階級別労働力率の推移（内閣府男女共同参画局．2020年）によると，30代では女性の
労働力率が低下する．この年代は，出産育児の年齢と重なり，離職率が増加する原因の一つとも考
えられている．女性が出産後も仕事を継続できるよう，産前産後に生じる生理的な心身の変化を理
解し，多様な働き方への環境整備，職場内での理解促進など，包括的な取り組みを進めることが重
要である．
「育児をしながら仕事もしていきたい」と考える女性とその女性のパートナーがともに
話し合い，仕事と生活の調和（ワークライフバランス）を見据えた働き方を議論していくことが重
要であると考える．
そこで本企画では，女性のライフイベントとキャリアデザインについて，参加される皆様ととも
に意見交換をしていきたい．
プ レ オ ー プニン グ

セ ミ ナ ー

企画概要
１）女性のライフイベントと運動介入の影響～持続可能な社会へ向けた，健康増進の可能性を考
える～
講師：寅嶋 静香
内容：女性のライフイベント，特に産後における心身の健康問題について，12年間の実態調査デー
タを開示する．さらに，その時期に対する健康運動処方介入の影響について，北海道内の800名弱
のデータ及び事例報告を解説・教授する．
２）産前産後の身体変化の理解と子育てと仕事の両立を目指す理学療法士の働き方
講師：齊藤 佳奈
内容：妊娠中から産後までの身体の変化について，自身の経験やエビデンスをもとに講演する．ま
た，理学療法士としての産後の働き方についても教授する．
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道北支部特別企画①

大会議室

６月 26 日（日）11：00-12：00

若手 PT 必見！私が地域に出た理由
～まちづくりに関わる理学療法士の仕事～
座

長：小林

浩

氏（社会医療法人 元生会

森山病院

予防医学センター

部長）

Ⅰ．地域とつながるヒントの提案
講師：中川絵里子 氏（和寒町地域包括支援センター 主任）

Ⅱ．地域づくりにおける理学療法士の役割 PT×行政×地域包括支援センター
講師：田中 大地 氏（中富良野町 地域包括支援センター
中富良野町役場 福祉課 介護支援係 主任）

Ⅲ．わたしが地域で働くまで
講師：大河原和也 氏（社会福祉法人 さつき会 フィットネス倶楽部コレカラ）
道北支部
特別企画
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道北支部特別企画①

Ⅰ

地域とつながるヒントの提案
中川 絵里子
（和寒町地域包括支援センター

主任）

私たちが暮らす地域社会は，人口減少が進み，超高齢社会に突入しています．さらに，高齢者世
帯を中心に単身世帯が多くを占めるようになり，さまざまな生活課題を生むようになってきました．
例えば，日常生活で困りごとが増えた一人暮らし高齢者，認知症の高齢者を障がいのある家族が支
えている世帯，高齢者の老々介護など，本人と家族のみで解決することが難しく，地域全体で取り
組むべき課題が増えています．
国は対策として，可能な限り住み慣れた地域で，その方らしい暮らしを人生の最期まで続けるこ
とができるよう，地域包括ケアシステムの構築を推進しています．地域包括ケアシステムに確立し
たモデルはなく，住民が安心して暮らしていけるよう地域の特性に合わせた福祉・介護の多様な
サービスや，地域住民のネットワーク強化及びサポート体制の整備等が求められています．
今回のシンポジウムでは，私の職場である地域包括支援センターの業務を３つに分類し紹介しま
す．１つ目はリハビリテーション専門職としての介護予防業務への関わりについて，２つ目は保有
資格である主任介護支援専門員としてのケアマネジメント業務について，３つ目は両者の視点で行
う地域包括支援センターでの業務についてお伝えし，地域での活動やまちづくり参画について紹介
したいと思います．
和寒町は高齢化率が45.2％（令和４年１月現在）と高く，ここ10年程で約３割の人口減少が見込
まれています．本町のみならず，全道各地において過疎化の進む小さな市町村では，高齢化率の上
昇，若い世代の人口減少による担い手・働き手不足が深刻化し，在宅介護を十分に受けられない状
態や，そのような地域に将来的な不安を感じ，都市部への移住や他市介護施設への入所が増えてい
る現状があります．
人口の多くを占める高齢者が可能な限り元気で活動・参加をし続けられるということは，地域社
会の持続，産業活動の維持，財政確保という点でも重要であり，なによりも高齢者自身の QOL 維
持向上のために大切です．その方のライフステージに応じた支援を展開できるよう，元気な頃から
道北支部
特別企画

の介護予防，フレイル状態の早期把握と対応，要介護状態でも安心できる暮らしを支援するケアマ
ネジメントを通して，多職種との連携や地域の関係者，住民とのネットワークを広げ深めていくこ
とがまちづくりと考え，日々業務にあたっています．
１人１人の対象者を「生活者」として捉え，本人とそのご家族に継続的に関わり，暮らし全体が
良くなるように必要に応じて支援を届けるという業務を通じて，その方の居住する地域の特徴やコ
ミュニティー，家族，仲間が相互作用し，本人の価値観や人生観に影響していることを理解するよ
うになってきました．その関係性を知ることで，対象者に合った介護予防や個別支援を展開しやす
くなり，事業参加や支援を拒む方へのアプローチが広がったように感じています．
理学療法士の大多数は病院や施設に勤務しており，地域での活動に関わる機会をもったとき，具
体的にどんな活動ができるのかイメージすることが難しいと思われます．しかし，担当の利用者様
や患者様が退所・退院し住んでいる地域に戻ったときに，その地域でどんな暮らしを送るのか，そ
して健康で長く暮らせるために，活動・参加ができる場や地域のサポート体制があるのか，その方
は元々その地域でどのように暮らしてきたかを想像することが地域を知るヒントとなると思います．
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Ⅱ

地域づくりにおける理学療法士の役割
PT ×行政×地域包括支援センター
田中
（中富良野町

大地

地域包括支援センター
中富良野町役場 福祉課

介護支援係

主任）
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我々，理学療法士（以下，PT）は地域に出て何ができるのでしょうか．診療報酬や介護報酬の外に
出ることで見える景色もあるかと思います．拙い経験ではありますが，私の現在の活動をお伝えし，地
域づくりにどのように関わり実践しているか，PT ×地域づくりの可能性について私見をお話します．
異なる立場の PT が同じ方向で未来を考える機会となり，未経験の方が一歩踏み出し自分自身の可能性
を広げる契機となれば幸いです．
私は10年間総合病院で勤務しましたが，PT の視点で病気や怪我の発症予防ができる仕組みを構築し
たいと考えるようになり転職しました．現在の業務内容としては，町が行う医療・介護・福祉事業の計
画，運営，見直しを行っています．そのなかには介護予防事業，地域リハビリテーション活動支援事業，
住宅改修や福祉用具の相談など今までの経験を活かせる分野もあれば，乳幼児健診，介護認定調査，地
域ケア会議運営，ケアプランや介護給付の適正化点検，福祉行事運営，予算策定業務など初めて経験す
ることも多く，PT，地域包括支援センター，福祉課職員として様々な立場で視点を変えながら働いて
います．
病院に所属していた時は，目の前の一人の患者様を幸せにすることが全ての使命でしたが，現在は，
より多くの方が困らないような仕組みを作り，広範囲に届けるという仕事が主となりました．地域づく
りでは，国や都道府県，自治体，住民が求めているニーズを把握し，客観的，主観的に地域を評価して，
専門職の視点を活かした制度設計が重要だと考えます．病院から派遣されて地域に出ていた頃はこのよ
うな認識が不十分であったと感じます．
PT と地域づくりの関係では，地域包括ケアシステムの構築が重要な課題として挙げられます．国は
2025年を目途として，高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的に，可能な限り住み慣れた地域で自
分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるような仕組みづくりを推進しています．その中で
PT は，医療や介護，予防分野の立場で重要な役割を担い，地域づくりにおいて社会から求められるこ
とが増えてきています．自治体からは，地域リハビリテーション活動支援事業や地域ケア会議，サービ
ス C などの事業への依頼が増えていますが，事業の目的や意味合いを理解しないまま関与している場合
も多いと推測します．
地域包括ケアシステムにどのように係わるかは正解がありません．それは地域によって答えが異なる
からです．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，
特性に応じて作り上げていくことになっています．地域が違えば，描く計画が異なり，一律に同じこと
をするわけではありません．そのため，活動している自治体と計画を共有しながら PT の役割を明確に
して取り組む必要があります．専門職の視点で制度設計に参加し，主体的にシステムを作っていく立場
にもあります．これを理解していないと，PT が本質的な地域づくりに参画することは難しいと思います．
また，専門性を発揮でき，活動を求められている介護予防・日常生活支援総合事業の理解を深めること
も重要だと考えます．
PT が行政に所属する意味は，専門職の視点を政策に反映させ，仕組みを構築することでより良い地
域をつくることだと思います．医療や介護分野に PT が必要なように，地域づくり分野にもその視点は
重要であり，役割の違いと考えます．まだまだ行政や地域包括支援センターで働く PT は少ないため，
与えられる仕事はなく，できることを発信しながら仕事をつくっていくことが必要と感じます．私は，
専門職の価値観を町づくりに活かし，社会を動かしたいという思いで仕事をしています．
必ずしも病院や介護分野から地域に出る必要はありませんが，私は地域に出たことで，患者様への介
入の視野が広がり，新たな興味関心が増え，ますます PT の仕事が好きになりました．多様化する社会
の中で，PT は人をみる目も地域をみる目も求められているように感じます．地域づくりにおいて，少
しでも PT が必要とされるように精進していきます．

道北支部特別企画①

Ⅲ

わたしが地域で働くまで
大河原 和也
（社会福祉法人 さつき会

フィットネス倶楽部コレカラ）

上川郡鷹栖町は人口6,700人，高齢化率34.8％，要介護認定率19.6％，旭川市の隣に位置している．
当法人は鷹栖町より一般介護予防事業を受託し，60歳以上のシニア向けフィットネスクラブ（以下，
フィットネス）を運営している．筆者はフィットネスにて介護予防事業に携わる「地域分野で働く
理学療法士（以下，PT）
」であるが，積極的な理由があって地域分野で働くことになったわけでは
ない．筆者が地域で働くことになった経緯や現在の活動について以下に述べる．
「このまま今の職場で働いてよいのだろうか」こんな想いを胸に抱きながら，働いている PT は
多いのではないか．筆者もその一人であった．もともとスポーツ分野や整形分野への興味が強
く，大学卒業後は，群馬県にある整形外科中心の一般病院に就職した．20代の頃は院内業務に加え，
「トレーナー活動」や「資格取得」
，
「学術活動」などの自分の興味のあることに精力的に取り組ん
だ．院外活動に対して協力的であり，またスタッフ間の人間関係が良好であるなど，満足度の高い
勤務先であったが，５年目くらいから給与面で前述のような想いを抱えながら働いていた．将来的
には妻の実家のある鷹栖町へ移住しようという考えがあったため，時間があれば転職先を探す日々
であった．転職をする上で重要視したのは，
「自分のしたいこと」ではなく，
「PT としての希少性」
や「自分自身を最大限に評価してくれる点」であった．そんな中，鷹栖町内で介護予防事業として
シニア向けフィットネスを立ち上げるという話を聞き，自分の希望にマッチしていると考え就職す
る運びとなった．新しい勤務先で自身の経験が活かせるか不安であったが，現在は20代の頃の幅広
い経験を活かして業務を推進・展開することができている．このように，私が地域分野で働くこと
になったのは，積極的な「理由」を持っていたわけではなく，積極的に「流された」結果である．
現在の筆者の肩書を定義するなら「PT ×フィットネストレーナー×地域住民」である．①理学
療法士として培った知識や経験を活かし，②フィットネスにて地域在住高齢者に運動指導を行って
道北支部
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いる．また，③地域住民の目線から，町の課題を「我が事」として捉え，事業内容に反映すること
ができている．
近年，地域分野で働く PT の活躍する場は，高齢者を取り巻く「地域包括ケアシステム」内にと
どまらず，障がい者や子供，働き世代など多世代を取り巻く「地域共生社会」において幅広く求め
られていることを感じている．当日の特別企画では，筆者が行っている働き世代や幼児に対する活
動について紹介する．
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レセプション室

６月 26 日（日）11：00-12：00

中堅・管理者 PT 必見！理学療法士の質を高めるためには？
～道北支部のこれからを考えよう～
座

長：前田

健太郎

氏（第73回 北海道理学療法士学術大会

相談役）

Ⅰ．理学療法実施患者における満足度に関連する因子の検討
～道北支部多施設アンケートの結果から～
講師：杉澤 裕之 氏（第73回 北海道理学療法士学術大会 企画部長）

Ⅱ．道北支部会員の質を高める取り組み ～道北地区理学療法士会について～
講師：齊藤 浩平 氏（公益社団法人 北海道理学療法士会 道北支部 支部長
第73回北海道理学療法士学術大会 準備委員長）

道北支部
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Ⅰ

理学療法実施患者における満足度に関連する因子の検討
～道北支部多施設アンケートの結果から～
杉澤

裕之

（第73回 北海道理学療法士学術大会

企画部長）

日本理学療法士協会（以下，PT 協会）によると理学療法士の累計数は1980年に2,773名，2000年
に26,921名，2021年には192,327名と急激に増加し，経験年数の割合をみると10年目以下が約43％
を占めており「理学療法士の質」の低下が懸念されている．
そこで，PT 協会は，
「理学療法教育ガイドライン」の作成や，
「新生涯学習システム」を開始し，
「理学療法士の質」の向上を目指した意識啓発や教育カリキュラムを整備しているが，実際に教育
する立場である中堅理学療法士や管理者は，教育方法に悩むことも多いのが現状である．
そもそも「理学療法士の質」とは何を示しているのであろうか？
PT 協会は，医療における質を「顧客要求事項と提供サービスの一致」と定義し，顧客満足度の
高さと継続的な提供サービスの改善が重要であると報告している．
そこで本企画では，
「理学療法士の質」を「患者様の要求を理解し，必要な理学療法を含むリハ
ビリテーションを提供し，患者様から高い満足度を得る能力．そして，高い満足度を得るために継
続的に自己研鑽できる能力」と定義したい．
では，
「理学療法士の質」はどのように評価すればよいのだろうか？
Donabedian は，医療の質の評価として「構造」
「過程」
「結果」の３つの側面から評価すること
を提唱している．また諸外国では，理学療法の質の保証および向上にはエビデンスに基づく実践
（Evidence based practice：EBP）や患者中心の医療（Patient-centered medicine）が重要な要素
として位置づけられており，評価指標や制度が整備されている．
そこで今回は，医療の質の評価の中でも「結果」の要素である「患者満足度」に注目し，道北支
部病院・施設で協力が得られた理学療法実施患者様へ，アンケート調査を実施した．
「理学療
当日は実施したアンケート結果をもとに，患者満足度と関連する因子や課題を提示し，
道北支部
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法士の質」を高めるためにはどうしたら良いかを参加者の皆さんと考える時間としたい．
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Ⅱ

道北支部会員の質を高める取り組み
～道北地区理学療法士会について～
齊藤

浩平

（公益社団法人 北海道理学療法士会 道北支部 支部長
第73回 北海道理学療法士学術大会 準備委員長）
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理学療法士の「質」を考える上で最も重要なことは，
「質とは何か？」という問いである．自身
が置かれている状況によって解釈は様々であり，一定のコンセンサスを得られていないのが現状と
考える．しかしながら，日本理学療法士協会（以下，PT 協会）が定める倫理要綱には「専門職と
して生涯にわたり研鑽を重ね，関係職種とも連携して質の高い理学療法を提供する」とあり，我々
理学療法士にとって重要な責務と捉えられる．また，
「後進の育成，理学療法の発展ならびに普及・
啓発に寄与する」とも明記されており，
「質」を高めるためには自身の職場内・外を問わず，また，
学生教育からの一貫した指導・教育体制の整備が重要と考える．
一方，理学療法士養成施設において約20年ぶりに養成カリキュラムが改正され，2020年度４月入
学生から新指定規則が適用となった．高齢化の進展や地域包括ケアシステムの構築など，我々が求
められる役割や習得すべき知識の更なる拡がりをみせている．このため，多職種連携や疾病・障害
予防などの教育内容を追加され，総単位数の引き上げに繋がった．また，臨床実習の在り方につい
て見直され，訪問リハビリや通所リハビリなどの地域実習も盛り込まれている．そのような中，臨
床実習指導者講習会の受講や PT 協会が発刊する「臨床実習指導の手引き」の改定など実習指導者
「新人理学療法士職員研修ガイドライ
の指導方法における抜本的な見直しが必要となった．また，
ン」の作成や2022年度から開始された「新生涯学習システム」により卒後教育体制も充実し，登録
理学療法士の取得など段階的かつ明確な目標が設定された．
卒前から卒後教育まで一貫した指導体制を整備し，社会的な課題に適応できる理学療法士の育成
を目指すことは重要である一方，忘れてならないものは，卒後５年以降の中堅理学療法士への指
導・教育体制である．新人理学療法士への教育的立場や臨床実習指導者の役割を担っていることも
多いが，その反面，直接的な指導をされることは少なくなり，意識的に行動を起こさなければ役割
や仕事内容が変化しづらい立場と考える．このため，組織内での中堅理学療法士の役割とその活躍
に重きを置いたモチベーションマネジメントの必要性を感じる．
道北地区では，10年ほど前から，旭川市近郊の理学療法士を中心とした「道北地区理学療法士会」
という任意団体を設立している．当会は，研修会や症例検討会の企画・運営を行いながら，様々な
施設の中堅理学療法士が集う場となっている．発足した当時は，理学療法士会が主催する研修会に
参加するため道内の主要都市へ移動することが多く，週末に高額な費用をかけた参加であった．そ
のような状況において，
「道北の地でも気軽に参加できる研修会を」という思いを共有し，我々の
先輩方を中心に平日の業務終了後，参加費も抑えた研鑽の場が設けられた．当会は中枢・整形・内
部障害部門など，様々な領域に分かれている．その中でも「研究部門」では，他施設の研究活動を
支援することで学会発表にまで繋がった実績を有している．数多くの先生方のご協力のもと，事業
は拡大し研修会は年間10回以上を数え，延べ数百人の学びの機会をつくっている．発足当初の目的
を果たしつつも，私自身，当会の一員としてそれ以上に感じたことは，運営に携わる部員たちの『つ
ながり』の強さと『志』の高さであった．研修会の企画・運営という枠を超え，今や道北支部会員
の情報共有の場となった取り組みは，施設間の垣根を越えた『志』を高め合う場と変容を遂げていた．
本発表では当会事業の一部を紹介しつつ，卒後理学療法士への指導・教育の在り方について，参
加者と理学療法士の「質」を少しでも良い方向に導くための『志』を高める時間にしていきたい．

症例検討演題
〈中枢神経セッション〉
音楽堂 ６月25日（土）16：20-17：20
座 長：春名 弘一 氏（学校法人 北海道科学大学 保健医療学部 理学療法学科 准教授）
三浦

拓 氏（医療法人社団 豊生会 東苗穂病院 リハビリテーション部 課長補佐）

［症例検討Ⅰ］
脳卒中片麻痺症例に対する立位・歩行獲得へ向けた介入の検討：
一症例報告を通じた起立・着座練習と長下肢装具歩行練習の再考
演者：佐伯 拓磨 氏（医療法人社団 医修会 大川原脳神経外科病院 技師長代行）

［症例検討Ⅱ］
脳卒中片麻痺者の歩行の獲得に関する一考察 －実用的な歩容を目指して－
演者：伊藤 一成 氏（医療法人社団 shindo 旭川リハビリテーション病院 リハビリテーション部）

症例検討演題
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中枢
症例検討Ⅰ

脳卒中片麻痺症例に対する立位・歩行獲得へ向けた介入の検討：
一症例報告を通じた起立・着座練習と長下肢装具歩行練習の再考
佐伯

拓磨

医療法人社団 医修会

大川原脳神経外科病院

技師長代行

【はじめに】脳卒中急性期片麻痺患者に対する起立着座訓練に関して改めて考察した．脳卒中左片麻痺患者に対し
て急性期より頻回な起立着座訓練を中心にした介入を行い立位・歩行が可能になった経過に関して報告する．
【症例紹介】60代男性．左レンズ核線条体動脈領域に BAD type，左前頭葉に血管原性塞栓症の脳梗塞を発症し入院．
発症翌日よりリハビリテーションを開始．30病日にて当院回復期病棟へ転棟．病前 ADL は全て自立していた．
【評価とリーズニング】入院時評価として BRS：上肢Ⅰ，手指Ⅰ，下肢Ⅲ．入院時評価として BRS：上肢Ⅰ，手
指Ⅰ，下肢Ⅲ．膝伸展筋力：Rt4.9/Lt239.2Nm，TCT：49/100．SFBBS：6/28．FAC：0．10MWT：実施不可．
FIM：50/126．TCT の結果から先行研究における歩行自立のカットオフを満たしていたものの，麻痺側非麻痺側
共に膝伸展筋力の弱化が顕著であった．また，長下肢装具を用いた歩行では介助量が多く，能動的な歩行練習が行
えない状況であった．そのため，急性期より起立・着座訓練を中心に介入した．
【介入と結果】発症14病日までに300回 / 日の起立・着座練習を行い，回復期入棟後は500回 / 日を介入場面，自主
訓練場面にて行なった．急性期では長下肢装具の利用も含めて徐々に立位訓練，歩行訓練も取り入れた．回復期入
棟後は自主訓練場面で歩行練習，移乗練習を行なった．30病日の評価では BRS：上肢Ⅲ，手指Ⅱ，下肢Ⅳ．膝伸
展 筋 力：Rt126.4/Lt346.9Nm，TCT：87/100．SFBBS：18/28．FAC：3．10MWT：10．41sec．FIM：76/126
であった．
【考察】脳卒中治療ガイドラインにおいて歩行能力改善の為に下肢訓練の量を多くすることが推奨されている（グ
レードＡ）が，本症例は急性期において満足な歩行訓練量を確保することが困難であった．長下肢装具の利用は下
肢の支持性の低い対象者に対しての選択肢の一つとなるが①非麻痺側の筋力強化②より能動的な運動の反復③歩行
のみならず移乗動作獲得に向けた有効性，といった点において古典的な起立着座訓練に分があると考えた．重症度
や予後予測，対象者の気質性格から結果的に適応したとも言えるが，片麻痺患者への基本的な介入の１つとして起
立着座訓練の有効性を再認した．
【検討事項】
・長下肢装具を用いた練習と筋力トレーニングの選択や割合について．
・脳卒中急性期においてどのように練習量を担保すべきか．

脳卒中片麻痺者の歩行の獲得に関する一考察 －実用的な歩容を目指して－
中枢
症例検討Ⅱ

伊藤

一成，稲田

医療法人社団 shindo

亨
旭川リハビリテーション病院

リハビリテーション部

【はじめに】脳卒中片麻痺者の歩行再建を考える上で自立度のみならず，歩行速度，歩容などが実用的であること
は在宅復帰するにあたり重要な課題である．今回，歩行自立に至った症例に対し，歩容を含む歩行の実用性に着目
して介入したため，若干の考察を加えて報告する．
【症例紹介】
［症例］60歳代男性［診断名］右皮質下出血（左片麻痺）
［現病歴］Ｘ日，ランニング中に倒れ，急性
期病院にて保存的加療後，Ｘ＋19日，当院入院，Ｘ＋104日，自宅退院となった．
【評価とリーズニング】初期評価 ;［SIAS-M］4.5.3.2.1［MMT］体幹3，非麻痺側4-5，麻痺側３［基本動作］起立
以降一部介助［歩行］全体像；麻痺側立脚期を通して膝関節軽度屈曲位，股関節屈曲・内転・外旋により遊脚し膝
予後予測 ; ベッド上生活，基礎的 ADL が自立していることから早期に歩行自立すると予測した．
最終評価 ;［SIAS-M］5.5.5.5.4［MMT］麻痺側4-5［基本動作］自立［歩行］全体像；麻痺側立脚期の膝関節の
制御は良好で，遊脚終期（TSw）で膝伸展し踵接地可能だが，歩行速度上昇に伴い，TSw での膝伸展不足を認めた．
FAC4［FIM］123/126点
【介入と結果】長下肢装具を用いた立位・歩行練習を実施し，その後，本人用短下肢装具（AFO）を使用した歩行
練習を実施した．Ｘ＋61日，AFO 着用杖歩行が自立したが，TSw において膝伸展不足が残存した．その後，歩容
の問題点に対し，ステップ練習，トレッドミル歩行などを実施した．Ｘ＋80日，AFO 着用歩行を獲得し，快適歩
行における TSw の膝伸展不足は解消された．しかし，最大歩行では膝伸展不足が残存した．
【考察】予後予測通り，運動麻痺の改善に伴い歩行能力が向上し，最終的に歩行獲得し在宅復帰を果たした．歩容
に対する介入の結果，快適速度では歩容の改善を認めたが，最大速度では問題点が残存した．
【検討事項】最大歩行速度で残存した歩容に対する評価・介入方法を検討したい．
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関節屈曲位で接地（全足底接地）
．FAC1［FIM］73/126点

〈がんリハセッション〉
レセプション室 ６月25日（土）16：20-17：20
座 長：森山

武 氏（市立函館病院 医局リハビリ技術部 リハビリ技術科 管理係長）

村岡 法彦 氏（第73回 北海道理学療法士学術大会 運営部長）

［症例検討Ⅰ］
周術期食道癌患者に対するプレハビリテーションおよび多職種連携により，耐術
能向上し自宅退院された症例
演者：田島 茂樹 氏（医療法人 渓仁会 手稲渓仁会病院 リハビリテーション部）

［症例検討Ⅱ］
放射線治療により有害事象が出現したが，運動療法と栄養サポートによって身体
機能・QOL を維持することができた症例
演者：高山 拓也 氏（旭川医科大学病院 リハビリテーション部）

症例検討演題
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がんリハ
症例検討Ⅰ

周術期食道癌患者に対するプレハビリテーションおよび多職種連携によ
り，耐術能向上し自宅退院された症例
田島

茂樹１），松村

和幸１）２）

１）医療法人 渓仁会 手稲渓仁会病院 リハビリテーション部
２）弘前大学大学院 保健学研究科 総合リハビリテーション科学領域

【はじめに】本症例は食道癌の手術に向けて術前より理学療法を開始したが，食事摂取量の減少，倦怠感により，
身体機能の著明な低下が認められたため，多職種連携を図りながら進めた結果，手術可能な身体機能まで改善し術
後合併症なく自宅退院された症例である．
【症例紹介】70代男性，妻と２人暮らしで送迎の運転手をしていた．Ｘ年，他院で食道癌の精査目的で入院中，右
気管支動脈出血が認められたため，当院に救急搬送された．止血された後，当院で食道癌（cT4bN1M0 Stage Ⅳ
a）に対する手術に向けた化学放射線療法（以下 CRT）が開始された．初回入院時の状態は，呼吸機能評価（初
回入院時）
：％ VC）64.3％，FEV1.0％）97.6％，栄養評価：G8）7，SGA）14，体重）44.0㎏，身長）160㎝，％
IBW）78.1％であった．一旦退院するも，自宅での食事摂取困難，活動量低下を認め，再入院となった．
【評価とリーズニング】再入院時の初回評価では，呼吸評価は問題点なく，ADL 自立．身体機能は膝伸展筋
力（右 / 左）0.37/0.32㎏ f，握力23.1/21.9㎏，６分間歩行負荷試験で220ｍ．栄養評価は SMI 5.3㎏ /㎡であり，
AWGS2019サルコペニア基準で重症サルコペニア評価であった．
【介入と結果】再入院後，多職種カンファレンスを実施し，栄養療法の強化，積極的な理学療法等を進めることと
なった．手術前評価時には身体機能は膝伸展筋力0.64/0.53㎏ f，握力25.7/23.9㎏，６分間歩行負荷試験で380m と
なった．術後は多職種との連携を維持しつつ，状態に合わせて，運動療法や呼吸理学療法を行った．その結果，経
口摂取は不十分であったが，術後合併症なく自宅退院可能となった．
【考察】高齢食道癌患者では術後合併症のリスク因子が多く認められる．プレハビリテーションを行うことで，術
後合併症が減少できると報告され，栄養状態の評価は重要であるとされている．本症例においても先行研究同様，
栄養強化に伴う積極的な理学療法等が身体機能の改善に有効であったと考える．
【検討項目】
・多職種との連携の図り方．
・食事摂取出来ていない場合やエネルギー充足率は高いが，倦怠感が強い時の運動療法の設定．

がんリハ
症例検討Ⅱ

放射線治療により有害事象が出現したが，運動療法と栄養サポートによ
って身体機能・QOL を維持することができた症例
高山

拓也，呂

旭川医科大学病院

隆徳
リハビリテーション部
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【はじめに】浸潤性胸腺腫術後に再発の診断となり，根治目的で放射線療法を施行後，有害事象がみられたが，多
職種連携により身体機能・QOL の維持を図ることができた症例を経験したので報告する．
【症例紹介】60歳代女性．身長：150.3㎝．体重：38.2㎏．診断名：浸潤性胸腺腫術後再発（cT3N0M0 Ⅲ a）
．現病
歴：Ｘ－16年に胸腺腫の診断となり同年に摘出術施行．その後Ｘ年の検診にて胸腺腫再発の診断となった．
【評価とリーズニング】初回評価〔身体機能〕
：握力：右21.0/ 左20.1㎏，10ｍ歩行速度：快適1.35sec/m 最大
1.65sec/m，６分間歩行距離530ｍ．
〔QOL 評価（EORTC-QLQ-C30）
〕
：総合的 QOL75，身体的・精神的機能100，
認知的機能83，倦怠感33，呼吸困難感33，食欲不振0．
【介入と結果】Ｘ日当院入院．Ｘ＋１日運動療法開始，Ｘ＋６日放射線療法開始．Ｘ＋16日好中球減少（Neut 380
μ L）や倦怠感が出現し，一時カーテン隔離や倦怠感による活動量低下を認めていたため，体調に応じて運動内容
の変更と自主トレーニングの指導を行い，活動量維持を図った．Ｘ＋30日照射の影響により食事の飲み込みにくさ
が出現したが，多職種で情報を共有し普通食から麺食に変更することで食事摂取量を維持することができた．退院
時の体重・身体機能は初回評価時と同様に保たれた．QOL 評価（初回→退院時）では，身体的機能100→93，精神
的機能100→88，食欲不振０→33と変化がみられたが，総合的 QOL75，認知的機能83，倦怠感33，呼吸困難感33は
初回評価時と同様に維持され，Ｘ＋52日に自宅退院となった．
【考察】化学放射線療法中の運動療法は倦怠感の改善や運動耐用能の維持・向上に有効であり，加えて早期の栄養
サポートが重要である．今回，体調に応じた運動療法や自主トレーニングの指導，早期に食形態の変更を行ったこ
とで活動量と食事摂取量の維持を図ることができ，退院時の身体機能・総合的 QOL の低下なく退院まで支援する
ことができたと考える．
【検討課題】
・化学療法，放射線療法中に有害事象が出現した際の運動療法の促し方．
・効果的な栄養サポートを行うための他職種との連携の取り方．

〈生活期セッション〉
３会議室 ６月25日（土）16：20-17：20
第２，
座 長：川辺 大樹 氏（医療法人社団 支心 ふたば診療所 ふわり訪問看護ステーション）
村岡 洋平 氏（社会医療法人 製鉄記念室蘭病院
訪問リハビリテーションセンター 所長）

［症例検討Ⅰ］
約７年前に脳梗塞発症し，重度運動性失語が残存した一症例
～生活期 PT の役割と関わり～
演者：斉藤

亨 氏（医療法人社団 やわらぎ会 介護老人保健施設やわらぎ苑西拮梗
機能回復訓練部）

［症例検討Ⅱ］
病態に応じた生活環境の調整により生活空間および QOL に向上がみられた一例
演者：業天 政人 氏（社会医療法人 元生会 森山メモリアル病院
指定訪問リハビリテーション事業所 東出張所）
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生活期
症例検討Ⅰ

約７年前に脳梗塞発症し，重度運動性失語が残存した一症例
～生活期 PT の役割と関わり～
斉藤

亨

医療法人社団 やわらぎ会

介護老人保健施設やわらぎ苑西拮梗

機能回復訓練部

【はじめに】本症例は約７年前に脳梗塞発症し，急性期～回復期リハを終え自宅復帰された．退院後すぐにデイケ
アを利用し，現在に至っている．本症例との関わりをまとめ，生活期に勤める PT の役割について考えていきたい．
【症例紹介】70歳代男性，要介護１．左内頚動脈閉塞症で，退院時には重度の運動性失語は残存しているが，右上
下肢麻痺は軽度で ADL 上問題ないと申し送りがあった．生活状況は妻と二人暮らしで，役割が無く日中臥床傾向．
職歴は市役所職員（土木課）でパソコンに詳しく，アウトドア好き．デイケア利用中は何もせず座っている事が多い．
【評価とリーズニング】Br.Stage（右）
：上肢・手指・下肢Ⅴ．6MD：420m．理解は単語レベルで可能で，表出は
単音の保続のみ．観念失行のため家庭内の動作手順が定着しなかった．
【介入と結果】１．生活の手順を文章化し，習慣化を図る．２．自転車の練習を行う．３．数独やパソコン課題
（Word，Excel）の提供．４．デイケアの運動会や音楽会に参加する．
【考察】退院時には ADL 上問題ないとのことだったが．家庭内では混乱し，何もできず不活発な生活を送っていた．
１の介入により，身の回りの事が出来るようになったが，不活発な生活は続いた．やりたい事を再評価し．数独や
パソコンでの課題を提供した所，Excel についての調べ物をしたくて，図書館や本屋に一人で行くようになり，自
らプログラムを組み立て，オリジナルの数独を作るまでに至った．これらの関わりが本症例の自己効力感の向上に
つながり，デイケアの行事に参加されるようになったと考えられる．今後も関係職種と協力して生きがいを提供し
ていきたい．
【検討項目】
・入院生活における ADL の自立は生活の自立となりえるか．
・生きがい（やりがい）を一緒に見つけるために必要なスキルとは何か．
・生活期 PT の役割とはなにか．関わりのゴールはどこか．

生活期
症例検討Ⅱ

病態に応じた生活環境の調整により生活空間および QOL に向上がみら
れた一例
業天

政人

社会医療法人 元生会

森山メモリアル病院指定訪問リハビリテーション事業所

東出張所
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【はじめに】原発性側索硬化症（以下，PLS）と左腱板損傷後より日常生活動作（以下，ADL）に支障をきたして
いたが，訪問リハビリテーションにて運動療法や環境調整を実施し生活空間の拡大および生活の質（以下，QOL）
が向上した症例を報告する．
【症例紹介】70歳代男性．要介護４．借家にて妻・息子と３人暮らし．Ｘ年に PLS と診断され，症状の進行に伴い
歩行困難となり，四つ這い移動による床上生活となっていた．Ｘ＋16年に左腱板損傷を受傷されて以降，左上腕に
疼痛が出現し移動および排泄に支障をきたしたほか，生活空間が狭小した．
【評価とリーズニング】
［主訴］左腕が痛くて移動がつらい．
［FIM］73点［下肢筋力］両側 GMT3［握力（右 / 左）
］
17㎏ /13㎏［Life-Space Assessment（LSA）
］11点［EQ-5D-5L］0.19，VAS19［環境因子］寝室と居間の間には
10㎝の敷居あり．四肢の筋力低下および左上腕の疼痛（NRS：8）が移動時の不快感や時間を要す因子となり，排
泄の失敗頻度増加や生活空間の狭小，QOL の低下に繋がっていると仮説を立てた．
【介入と結果】車いす・敷居解消スロープを導入し移動手段を変更したほか，移乗の自立を目的に下肢筋力トレー
ニングや基本動作練習を実施した．
［FIM］89点［LSA］20点［EQ-5D-5L］0.75，VAS80．ADL において左上腕
の疼痛は減少した（NRS：0～1）
．排泄を失敗しなくなったほか，生活空間の拡大や QOL が向上した．一方，敷
居に設置したスロープの昇降には妻の介助が必須であった．
【考察】PLS の進行や四つ這い時の上肢への過負荷による疼痛増悪の可能性を考慮し，早期に環境調整が必要と考
えた．車いすを導入したことで左上腕の疼痛軽減や移動速度の向上を図ることができ，排泄の成功や生活空間の拡
大に繋がったと同時に不快感や不安が解消され QOL も向上したと考える．スロープの昇降に関しては，設置した
ことにより妻の介助量軽減が図れたものの，妻が不在の際にも自身で部屋の行き来が行えるような手段を検討する
必要がある．
【検討項目】スロープの昇降が自立するための手段や，進行性疾患を有する対象者の社会参加を推進していくため
の視点について．

〈循環器セッション〉
３会議室 ６月26日（日）９：20-10：20
第２，
座 長：阿部 隆宏 氏（北海道大学病院 リハビリテーション部）
庄司

寛 氏（北海道立北見病院 医療技術部 リハビリテーション課 係長）

［症例検討Ⅰ］
サルコペニアを合併した高齢心不全患者の理学療法
演者：高村 悠平 氏（社会医療法人 孝仁会 北海道大野記念病院 リハビリテーション部）

［症例検討Ⅱ］
非代償性心不全患者に対して理学療法を行い身体機能が改善した一症例
演者：藤澤 佑輔 氏（旭川赤十字病院 医療技術部 リハビリテーション科）
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サルコペニアを合併した高齢心不全患者の理学療法
循環器
症例検討Ⅰ

高村

悠平

社会医療法人 孝仁会

北海道大野記念病院

リハビリテーション部

【はじめに】サルコペニアを合併した高齢心不全患者に対して，栄養管理を含めた理学療法により良好な臨床転帰
が得られたため報告する．
【症例紹介】80歳代男性．僧帽弁閉鎖不全症による心不全で他院より転院し，強心薬を含めた心不全治療が開始さ
れた．第17病日に感染を契機に心不全が増悪したが，第38病日に強心薬を離脱した．第59病日に MitraClip®（経
皮的僧帽弁接合不全修復術）を施行され，第81病日に前医に転院した．理学療法は第４病日から退院まで継続した．
【評価とリーズニング】初期評価時は頸静脈怒張や腹水等のうっ血所見が見られた．SPPB は７点，握力（右 / 左）
は25.1/21.0㎏，等尺性膝伸展筋力（右 / 左）は0.15/0.16㎏ f/ ㎏でサルコペニアが強く疑われた．また，推定の摂
取エネルギー量（EI）は17.7kcal/ ㎏ / 日，蛋白質量（PI）は0.47g/ ㎏ / 日で低栄養によるサルコペニアの進行が
懸念された．
【介入と結果】ストレッチや筋力訓練から開始し，強心薬減量日の負荷量増加を避けながら離床を進めた．第38病
日にはうっ血所見は改善していたが，感染による活動量減少で SPPB は３点まで低下したため，バランス練習や
ADL 訓練を加えて身体機能向上を図った．術後は僧帽弁逆流が軽減して運動安全域が拡大したため，積極的に歩
行距離を延長させた．これらの運動効果を最大限に引き出すため，介入期間を通じて補助栄養剤を活用しながら食
事内容の調整を行い，術前の EI は29.3kcal/ ㎏ / 日，PI は1.20g/ ㎏ / 日まで増加した．最終評価では，SPPB は10点，
握力は26.6/22.2㎏，等尺性膝伸展筋力は0.27/0.25㎏f/㎏となり，四肢骨格筋量も強心薬離脱時の5.45㎏/㎡から5.83
㎏ /㎡に増加した．
【考察】サルコペニアを合併した心不全症例に対し，病期に合わせたリスク管理，個別性のある運動，栄養の充足
を図ったことが筋量増加や身体機能改善に有効であったと考える．
【検討項目】サルコペニアを合併した高齢心不全患者の理学療法をどう進めるか．

非代償性心不全患者に対して理学療法を行い身体機能が改善した一症例
循環器
症例検討Ⅱ

藤澤

佑輔

旭川赤十字病院

医療技術部

リハビリテーション科

【はじめに】今回，非代償性心不全患者に対し，十分なリスク管理下で理学療法を実施し，心不全増悪せずに身体
機能向上が得られた一例を報告する．
【症例紹介】80代男性．高血圧，脂質異常症で近医に通院中であったが，心嚢液貯留・心拡大を認め，AL アミロ
イドーシス・多発性骨髄腫の診断となり当院で外来化学療法を開始した．２ヶ月後，夜間呼吸困難を呈し，急性心
不全（CS2，NYHA Ⅳ）の診断で当院入院し，第２病日より理学療法を開始した．
【評価とリーズニング】理学療法開始時，下腿浮腫，倦怠感，体動時呼吸困難感を認め，胸部レントゲン画像では
両側胸水および心嚢液貯留を認め，酸素投与及び利尿薬が開始された．身体機能は握力（右 / 左）
：22/23㎏，膝伸
展筋力（右 / 左）
：0.26/0.25㎏ f/ ㎏，SPPB：４点であった．非代償性の心不全であったが，臥床に伴う身体機能
針となった．
【介入と結果】介入当初は安静時より呼吸困難感・倦怠感認めていたため，ストレッチや低負荷筋力トレーニング
を実施した．第４病日に安静時呼吸困難感軽減し体重も減少していたため，端座位・立位開始，第８病日にトイレ
歩行を開始，第13病日に棟内歩行開始した．ADL 拡大時は，翌日に自覚症状の増悪や体重増加，同一運動強度で
血圧・酸素化低下がないことを確認した．第14病日より利尿薬減量したが徐々に体重増加を認め，運動負荷の調整
を要した．最終評価では握力（右 / 左）
：26/27㎏，膝伸展筋力（右 / 左）
：0.4/0.29㎏ f/ ㎏，SPPB：８点と身体機
能向上を認め，６分間歩行距離は157ｍであった．
【考察】体液貯留を伴う非代償性心不全に対して，心不全増悪所見に留意した介入と運動負荷量の調整により安全
に離床でき身体機能を改善することができた．
【検討項目】非代償性心不全患者に対する離床開始時期や運動負荷の調整をどう判断すべきか．
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のさらなる低下が懸念されたため，多職種カンファレンスにて心不全増悪に留意しながら理学療法を進めていく方

〈運動器セッション〉
音楽堂 ６月26日（日）13：30-14：30
座 長：石田 和宏 氏（医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 科長）
隈元 庸夫 氏（学校法人 淳心学園 北海道千歳リハビリテーション大学
健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 教授）

［症例検討Ⅰ］
腰部骨盤帯痛患者に対する生物心理社会モデルに基づく理学療法マネジメントの
一例
演者：渡邊 勇太 氏（医療法人 札幌円山整形外科病院 リハビリテーション科 主任）

［症例検討Ⅱ］
屋外転倒により人工骨頭置換術を施行した80代前半女性への理学療法
－術後３週間の経過は妥当か？－
演者：髙木 一人 氏（旭川赤十字病院 医療技術部 リハビリテーション科 係長）

症例検討演題
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運動器
症例検討Ⅰ

腰部骨盤帯痛患者に対する生物心理社会モデルに基づく理学療法マネジ
メントの一例
渡邊

勇太１），三木

貴弘１），小熊

１）医療法人 札幌円山整形外科病院
２）医療法人 札幌円山整形外科病院

大士２），竹林

庸雄２）

リハビリテーション科
整形外科

【はじめに】非特異的腰痛は，器質的または機能的な問題に加え，心理社会的因子が慢性化や改善を遅延させる．
今回，非特異的腰痛に対して生物心理社会モデルに基づく多面的な理学療法マネジメントを行ったので，報告する．
【症例紹介】20代男性，診断名は腰椎椎間板ヘルニア．自動車運転後に腰部に違和感，疼痛が出現し当院を受診．
薬物療法を１ヶ月行った後，主治医の判断と本人の希望により理学療法開始となった．
【評価とリーズニング】主訴は，リフティング動作時の右腰背部痛および右臀部痛（NRS 4/10）
．下肢痛や痺れは
ないが，右下肢荷重時に腰が抜けるような訴えを認めた．ODI Score は14％，EQ-5D は0.700であった．立位姿勢
は Sway back posture，体幹伸展時に疼痛の再現と可動域制限を認めた．腰椎（L5/S1間）および仙腸関節の疼痛
誘発検査は陽性であり，L5/S1間の過剰運動性を認めた．腹横筋，多裂筋は筋機能低下を認め，モーターコントロー
ル機能の検査は2/6項目が陽性であった．その他，右片脚立位の軽度不安定性を認めた．疼痛について器質的な問
題や変化が疼痛の主な原因であると考えている傾向が認められた．その他の心理的因子の影響は軽微であった．
【介入と結果】１回 / ２週のペースにて計６回介入を行った．初回は認知面や生活習慣など，患者教育を中心に行っ
た．機能面は「L5/S1分節および骨盤帯，運動方向は伸展，荷重伝達障害およびモーターコントロール障害」が疼
痛の主な原因と考え徒手療法と運動療法を行った．結果，疼痛は NRS 1/10に改善，伸展可動域拡大を認めた．片
脚立位は不安定性改善を認め，右下肢荷重時の抜けるような感覚は消失した．ODI Score は10％，EQ-5D は0.755
に改善した．
【考察】非特異的腰痛患者に対する多面的な理学療法マネジメントの効果は報告が増加しており，その有効性が示
されている．本症例においても，徒手療法や運動療法，患者教育など多面的な理学療法マネジメントにより，疼痛
や機能障害改善を認めた．
【検討項目】
・本症例に対する介入戦略．
・非特異的腰痛に対する考え方について．

運動器
症例検討Ⅱ

屋外転倒により人工骨頭置換術を施行した80代前半女性への理学療法
－術後３週間の経過は妥当か？－
髙木

一人

旭川赤十字病院

医療技術部

リハビリテーション科

係長
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【症例紹介】杖なし歩行自立していた80代前半女性．診断名：左大腿骨頚部骨折（Garden Ⅲ）
．現病歴：友人と食
事に行った帰りに躓き，転倒受傷．手術は，人工骨頭置換術を後方アプローチ（conjointed tendon preserving
posterior procedure：CPP）にて施行．術後荷重制限なし，脱臼は屈曲90°/ 内転40°/ 内旋60°で術中確認．術後
翌日より理学療法開始．
【評価とリーズニング】HDS-R：28点．ロコモ25：12点．術後１週は，股関節運動時痛が出現し，特に長内転筋起
始部に筋硬結や，伸張痛NRS ７～８を認めた．可動域：股関節屈曲90°/伸展０°/外転５°/内転10°
．筋力：股周囲2，
膝伸展４レベル．歩行：平行棒内自立．骨密度検査（橈骨 DEXA 法）
：YAM55％にて薬物治療開始．Demands：
「元通りの状態に戻りたい」であった．
認知面は良好．術後早期は，機械的疼痛を念頭に疼痛回避や，防御性の筋硬結を認め，可動域や筋力低下を呈す
ることがある．安静時痛や，疼痛を増悪させるストレスを避け，歩行獲得に向け理学療法を実施．
【介入と結果】術後，疼痛や異常な筋緊張軽減目的での ROM-ex，ストレッチを施行．また，OKC-ex での筋再教
育から始め，疼痛に応じて CKC-ex を追加した．
術後３週経過で左股関節周囲の荷重痛 NRS １～２，可動域：左股関節屈曲100°/ 伸展 -5°/ 外転10°
．HHD によ
：外転筋左2.2/ 右8.1，屈曲筋左7.5/ 右14.8，膝伸展筋左6.4/16.9（術後２週）⇒外転筋左3.8/ 右7.0，
る筋力（㎏ f）
屈曲筋左11.8/ 右15.8，膝伸展筋左7.2/17.1（術後３週）となった．バランス：片脚保持左０～５秒 / 右５秒．歩行：
10m杖歩行14.62秒（杖なし歩行では，
15.22秒）となった．そしてDemands達成に向け，術後３週で他院転院となった．
【結語】術後は組織の治癒過程や疼痛に悩まされる．今回，術後３週経過で杖または，杖なし歩行まで向上した．
しかし，筋力低下部位もあるため今後，杖歩行を推奨すべきなのか悩む事がある．また脱臼指導，骨密度低下も認
めたため，転倒による再骨折リスクは高いことが予想される．継続した運動療法は必要な症例だと感じた．
【検討項目】
・術後早期の理学療法介入戦略（病棟管理含め）
．
・歩行手段拡大への戦略．

〈呼吸器セッション〉
レセプション室 ６月26日（日）13：30-14：30
座長：森野

陽 氏（学校法人 淳心学園 北海道千歳リハビリテーション大学
健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 准教授）

尾山 陽平 氏（独立行政法人 JCHO 北海道病院 主任理学療法士）

［症例検討Ⅰ］
在宅酸素療法の導入に抵抗を示す COPD 患者に対する理学療法介入
演者：栗本 俊明 氏（市立札幌病院 リハビリテーション科）

［症例検討Ⅱ］
特発性間質性肺炎の自宅困難症例に対し理学療法介入にて自宅退院に至った一例
演者：北山謙一郎 氏（旭川赤十字病院 医療技術部 リハビリテーション科 係長）

症例検討演題
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在宅酸素療法の導入に抵抗を示す COPD 患者に対する理学療法介入
呼吸器
症例検討Ⅰ

栗本

俊明

市立札幌病院

リハビリテーション科

【はじめに】今回，慢性閉塞性肺疾患（以下 COPD）の急性増悪により，著しい運動誘発性低酸素血症（以下 EIH）
を呈し，在宅酸素療法（以下 HOT）が導入された症例を経験した．本症例は HOT 導入に抵抗があり，介入に難渋
したため，その経過を報告する．
【症例紹介】60歳代，男性．COPD
（GOLDⅣ期）
．マンション７階（EVあり）に息子と同居．公務員（デスクワーク）
．
入院時の動脈血ガス分析にてⅠ型呼吸不全を認め，NC2L/ 分開始．第３病日に医師より HOT 導入を説明されたが
拒否．第６病日より理学療法開始．
【評価とリーズニング】MRC グレード2．四肢筋力 MMT ４～５で独歩自立．６分間歩行試験（室内気）にて歩行
，心拍数98→130bpm（安静５分で回復）
，呼吸数24→30回 / 分，修
距離298ｍ，SpO2 94→84％（安静１分で回復）
正 Borg Scale ０→3．認知機能問題なし．EIH の自覚症状に乏しく，酸素吸入の必要性を感じていないことが一番
の問題点であった．
【介入と結果】終日パルスオキシメトリーを実施し，EIH に伴うリスクについて指導した．運動療法は四肢筋力強
化，有酸素運動（歩行，自転車）を実施，併せて動作に同調した呼吸法を指導した．その結果，HOT 導入に同意
され，実際に使用する携帯用酸素濃縮器（カート型）で操作方法を確認し，安静時室内気，労作時 NC3L/ 分（同調）
で退院となった．
【考察】自覚症状が乏しいほど客観的指標で自己管理する必要があり，運動前後の SpO2 および心拍数は必ず確認す
るよう徹底した．本症例では，SpO2 低下よりもそれに伴う心拍数上昇が HOT の必要性を認識することに繋がった．
【検討項目】①低酸素に対する自覚症状が乏しい症例へのリスク管理について．
② HOT 導入に抵抗を示す症例への関わり方について．

呼吸器
症例検討Ⅱ

特発性間質性肺炎の自宅困難症例に対し理学療法介入にて自宅退院に至
った一例
北山

謙一郎

旭川赤十字病院

医療技術部

リハビリテーション科

係長

【はじめに】今回，特発性間質性肺炎増悪の症例に対して，呼吸方法や動作練習，運動療法介入することで，自宅
退院に至った症例を経験したためここに報告する .
【症例紹介】60代半ば女性．診断名は特発性間質性肺炎（分類：PPFE）
．主訴は倦怠感と食欲不振増悪．薬剤調整
するも症状改善なく入院．入院前生活は ADL 自立 .
【評価のリーズニング】意識状態清明．るい痩あり．血液生化学検査値は WBC：10.31/ μ L，RBC：4.30/ μ L，
Hb：13.2/ μ L，Ht：41.5％，TP：6.3g/dL，ALB：3.2/dL，KL-6：1097U/mL．胸部 CT は両肺下葉に線維化像
と両側上葉～中葉に重度の気腫性変化を認めた．酸素２～３L 投与（鼻カニューラ）
．ステロイドパルス療法実施
（リハビリ介入開始時は漸減中でステロイド80㎎ / 日）
．胸郭可動性低下．体動にて咳嗽と呼吸困難出現．MRC 息
労性と呼吸困難増悪認め困難．ADL は Barthel index で75点 .
【介入と結果】週５回，１日40分程度の運動療法及び ADL 練習を中心に実施．運動強度は SpO2：90％以上と Borg
スケール13を指標．第８病日より介入開始．介入１日目は酸素３L，体動にて咳嗽増悪と SpO2 低下あり起立動作
も困難．３日目に咳嗽改善傾向，足踏み練習可能．11日目より10ｍ連続歩行（速度：0.25m/sec）可能．12日目よ
り連続20ｍ歩行可能．17日目より20ｍ連続歩行２～３回可能となり ADL 動作も自立．18日目より運動時酸素４L
とし20ｍ連続歩行（速度0.28m/sec）×３回まで可能となり自宅退院となる．
【考察】本症例は咳嗽と呼吸様式の乱れから呼吸困難を呈し ADL が阻害されていた．それらに対する呼吸法や運動
方法を指導することにより基本動作が確立した．運動療法を継続し運動耐容能の改善が得られ，自宅退院へと繋げ
られた．
【検討項目】①必要な検査や評価，②有効な運動や呼吸法練習，③退院後の自主練習方法
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切れスケール Grade4．MMT は上下肢４レベル．起居動作から座位保持自立．起立動作から歩行においては易疲

口 述 演 題
音楽堂：６月 26 日（日）９：20-10：20

優秀演題セッション

座長：前田健太郎（第73回 北海道理学療法士学術大会 相談役）
座長：平塚 健太（函館市医師会看護・リハビリテーション学院）

口述演題① 運動器１
座長：伊藤

大会議室：６月 25 日（土）16：20-17：20
雄（社会医療法人 朋仁会 整形外科北新病院 リハビリテーション科）

大会議室：６月 25 日（土）17：30-18：30

口述演題② 運動器２

座長：石田 知也（北海道大学 大学院保健科学研究院）

大会議室：６月 26 日（日）９：20-10：20

口述演題③ 運動器３
座長：家入

章（医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科）

口述演題④ 内部障害１

レセプション室：６月 26 日（日）９：20-10：20

座長：徳重 大輔（医療法人 春林会 華岡青洲記念病院 リハビリテーション部）

口述演題⑤ 神経１
座長：松田

大会議室：６月 26 日（日）13：30-14：30
涼（医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院 リハビリテーション科）

口述演題⑥ 生活環境支援１

第２，
３会議室：６月 26 日（日）13：30-14：30

座長：鈴木 英樹（北海道医療大学 リハビリテーション科学部 理学療法学科）

大会議室：６月 26 日（日）14：40-15：40

口述演題⑦ 神経２
座長：呂

隆徳（旭川医科大学病院 リハビリテーション部）

口述演題⑧ 基礎理学療法１

３会議室：６月 26 日（日）14：40-15：40
第２，

口述演題

座長：佐橋 健人（北海道大学病院 リハビリテーション部）
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＜優秀演題セッション＞

題
音楽堂：６月 26 日（日）９：20-10：20

座⻑：前⽥健太郎（第73回北海道理学療法⼠学術⼤会 相談役）
座⻑：平塚 健太（函館市医師会看護・リハビリテーション学院）
1．TKA 後の跪き動作に影響する要因
医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 小池 祐輔
2．TKA 後における跪き動作の実態調査
医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 小池 祐輔
3．整形外科的手術後の痙性対麻痺児に対する下肢ペダリング運動の効果と粗大運動機能の変化：
シングルケーススタディ
北海道立子ども総合医療・療育センター リハビリテーション課 井上 孝仁
4．コロナ禍における LINE 公式アカウントを活用した介護予防事業の実行可能性
社会福祉法人さつき会 フィットネス倶楽部コレカラ 大河原 和也
5．成長期野球選手における腰痛と股関節可動域の関連性
医療法人社団 篠路整形外科 リハビリテーション科 森木 研登

＜口述演題①＞運動器１

大会議室：６月 25 日（土）16：20-17：20

座⻑：伊藤 雄（社会医療法⼈ 朋仁会 整形外科北新病院 リハビリテーション科）
1．関節不安定性を有する DDH における関節唇の形態
北海道大学病院 リハビリテーション部 喜澤 史弥
2．慢性腰痛患者の中枢性感作に対するライフスタイル要因と心理社会的要因を複合した影響
医療法人社団 篠路整形外科 リハビリテーション科 森木 研登
3．若年バスケットボール選手における着地動作の特徴 ～膝前十字靭帯損傷リスク動作の調査～
山下整形外科クリニック リハビリテーション科 藤田 向陽
4．フリースタイルスキーモーグル選手の競技動作特性；スキーブーツ装着の影響－ Pilot study
北海道科学大学 保健医療学部 理学療法学科 井野 拓実

6．人工膝関節全置換術後における遊脚期最大膝屈曲角度には股伸展位での膝屈曲可動域が影響する
医療法人 歓生会 豊岡中央病院 診療部 リハビリテーション課 下澤 駿介
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5．膝前十字靱帯再建術後３か月の膝伸展筋力目標値の達成に影響を与える因子の検討
整形外科北新病院 リハビリテーション科 鈴木 信

＜口述演題②＞運動器２

大会議室：６月 25 日（土）17：30-18：30

座⻑：⽯⽥ 知也（北海道⼤学 ⼤学院保健科学研究院）
1．腰部疾患における手術後に残存する能力障害を予測する手術前因子の検討
医療法人 札幌円山整形外科病院 リハビリテーション科 三木 貴弘
2．内側変形性膝関節症に対する内側楔形開大式高位脛骨骨切り術後４か月時の患者立脚型評価お
よび身体機能評価の検討
NTT 東日本札幌病院 リハビリテーションセンター 水野 歩
3．胸腰椎移行部の外傷性不全対麻痺者における退院時の歩行様式予測－ Pilot study －
北海道せき損センター 中央リハビリテーション部 菊地 惇
4．足部アーチ評価方法間の関連性と足部アーチ高が関節機能に及ぼす影響
医療法人 札幌円山整形外科病院 リハビリテーション科 髙橋 和登
5．術後１年以上経過した頸部退行変性疾患における疼痛と能力障害の関係に対する中枢性感作症
候群の媒介効果
医療法人 札幌円山整形外科病院 リハビリテーション科 近藤 湧
6．股関節障害に対する外来理学療法が有効な症例 －Ｘ線所見の特徴－
医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 家入 章

＜口述演題③＞運動器３

大会議室：６月 26 日（日）９：20-10：20

座⻑：家⼊ 章（医療法⼈社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科）
1．アキレス腱断裂縫合術後，腱周囲の疼痛により筋力低下が残存した症例
医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 整形外科外傷センター 阿部 はるか
2．骨粗鬆症患者のロコモティブシンドロームに影響を与える要因の検討
医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 木下 幸大
3．鏡視下腱板修復術後の腱板筋の筋断面積変化と肩関節筋力変化について
整形外科北新病院 リハビリテーション科 伊藤 雄
4．U-15 クラブチームにおける骨年齢・身体的特性とスポーツ外傷・障害の関連性の調査
医療法人社団 shindo 整形外科進藤病院 リハビリ課 吉岡 伸郎
口述演題

5．鏡視下腱板修復術後における術後早期の目標可動域の検討
整形外科北新病院 リハビリテーション科 山口 聖太
6．RSA の術後短期における JOA score と Shoulder36 の相関関係について
医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 遠藤 弓広
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＜口述演題④＞内部障害１

レセプション室：６月 26 日（日）９：20-10：20

座⻑：徳重 ⼤輔（医療法⼈ 春林会 華岡⻘洲記念病院 リハビリテーション部）
1．非挿管 COVID-19 患者における覚醒下腹臥位療法 non-responders の実態に関する検討
市立札幌病院 リハビリテーション科 杉浦 宏和
2．長期集中治療を要した心臓手術患者に対する外来回復期心臓リハビリテーションの小経験
医療法人 春林会 華岡青洲記念病院 リハビリテーション部 徳重 大輔
3．COVID-19 に罹患し長期の人工呼吸器管理離脱後，気胸を発症した症例への包括的介入
社会福祉法人 北海道社会事業協会小樽病院 リハビリテーション科 後藤 文太
4．COVID-19 患者への直接介入の経験
済生会小樽病院 リハビリテーション室 米田 健太郎
5．前立腺全摘術後の尿失禁に対する入院リハビリテーション介入効果の検討
社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院 リハビリテーション部 理学療法科 糸田 隆大
6．結腸癌術後出血後，宗教的理由で高度貧血が続いた患者に対して，リハビリテーションを行っ
た一例
北海道社会事業協会小樽病院 リハビリテーション科 髙橋 亜由美

＜口述演題⑤＞神経１

大会議室：６月 26 日（日）13：30-14：30

座⻑：松⽥ 涼（医療法⼈ 新さっぽろ脳神経外科病院 リハビリテーション科）
1．退院時の機能障害と能力制限の関係性から見る 2020 年度当院脳卒中患者の予測値と実測値の差
－ランダムフォレスト法を用いて－
社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院 リハビリテーション部 理学療法科 渡辺 智也
2．脳卒中片麻痺患者に対する Triple Action 継手と Double Klenzack 継手との比較
～ Extension Thrust Pattern の改善を認めた一症例より～
医療法人秀友会 札幌秀友会病院 リハビリテーション科 伊勢 拓弥
3．進行性核上性麻痺患者における歩行自立度に関連する因子の検討
新さっぽろ脳神経外科病院 リハビリテーション科 佐藤 佑太郎
4．装具カンファレンス開催の必要性の要因に関する検討 －当院回復期入棟者を対象とした決定木分析－
医療法人社団 shindo 旭川リハビリテーション病院 リハビリテーション部 伊藤 一成

6．立脚中期膝関節伸展パターンを生じる生活期脳卒中者に対する訪問リハビリでの歩行再建
医療法人社団 北樹会病院 在宅リハケアセンター つきさっぷ訪問リハビリ 高橋 卓見
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5．フォアフットロッカーを補助する短下肢装具の開発とメカニズムの検討
北海道科学大学 保健医療学部 理学療法学科 春名 弘一

＜口述演題⑥＞生活環境支援１

第２，
３会議室：６月 26 日（日）13：30-14：30

座⻑：鈴⽊ 英樹（北海道医療⼤学 リハビリテーション科学部 理学療法学科）
1．Visual Display Terminals（VDT）作業と書字作業が自律神経活動・精神的ストレス・疲労感
に与える影響
医療法人 喬成会花川病院 リハビリテーション部 小酒 萌絵
2．生活期の短下肢装具ユーザーに関する装具フォローアップの実態調査
～網走市内のケアマネジャーと装具ユーザーへのアンケート調査より～
医療法人社団 朗愛会 こが病院 リハビリテーション科 訪問リハビリテーション しらかば 田中 亮人
3．市町村担当者に対して行った北海道における福祉避難所の現状調査
医療法人社団 悠仁会 羊ヶ丘病院 リハビリテーション科 工藤 篤志
4．旭川市および近郊における生活期下肢装具使用者のアフターフォローに関する調査
～ケアマネジャーを対象としたアンケート調査からみえた課題～
社会医療法人 元生会 森山メモリアル病院指定訪問リハビリテーション事業所 東出張所 業天 政人
5．当院の地域リハビリテーション活動における理学療法士の役割と課題
医療法人社団 豊生会東苗穂病院 リハビリテーション部 清水 彩花
6．函館市フレイル予防体力測定会における実態報告と今後の展望
悠康会 函館整形外科クリニック リハビリテーション部 大角 侑平

＜口述演題⑦＞神経２

大会議室：６月 26 日（日）14：40-15：40

座⻑：呂

隆徳（旭川医科⼤学病院 リハビリテーション部）

1．転倒経験のある地域在住パーキンソン病患者のバランス機能，生活範囲，歩行自己肯定感の特徴
医療法人社団 一視同仁会 札樽・すがた医院 リハビリテーション部 野田 耀右
2．脳卒中後 Pusher 現象による重症度改善の半球間格差について
医療法人社団 網走中央病院 リハビリテーション科 渡邊 篤
3．進行性核上性麻痺者の退院時自立度と身体機能および高次脳機能の違いについて
医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院 リハビリテーション科 松田 涼
4．パーキンソニズムによりすくみ足，小刻み歩行を呈した脳卒中患者に視覚刺激の有無を切り替
えながらのトレッドミル歩行練習を実施し歩行能力の改善が認められた一症例
社会医療法人 北斗 十勝リハビリテーションセンター リハビリテーション部 理学療法科 朝倉 直人
口述演題

5．当院回復期リハビリテーション病棟におけるブレースカンファレンスの運用変更による変化
医療法人社団 shindo 旭川リハビリテーション病院 リハビリテーション部 小川 峰巨
6．複数回の A 型ボツリヌス毒素製剤施注からインコボツリヌストキシン A へ切り替えてボツリ
ヌス療法を行った生活期脳卒中片麻痺患者の一例
医療法人社団 医修会 大川原脳神経外科病院 リハビリテーション部 佐々木 和馬
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＜口述演題⑧＞基礎理学療法１

第２，
３会議室：６月 26 日（日）14：40-15：40

座⻑：佐橋 健⼈（北海道⼤学病院 リハビリテーション部）
1．下方視と障害物の認知との関係性 －健常成人を対象とした異なる接近方法による検討－
医療法人社団 shindo 旭川リハビテ－ション病院 リハビリテーション部 佐々木 嶺歩
2．最大呼気圧における腹部筋厚との関連性について
北海道大学病院 リハビリテーション部 堀 弘明
3．地域高齢者の介護予防推進に向けた遠隔アセスメントによるオンラインフィードバックの取り
組み
医療法人秀友会 札幌秀友会病院 リハビリテーション科 井口 佳紀
4．要介護認定者におけるロコモティブシンドロームの重症度と屋外歩行自立に関連する要因につ
いて
株式会社 ARTISAN さっぽろリハビリ・ラボ 通所介護リハビリテーションサロン 虹 奥山 真純
5．トレーニング方法の違いが大殿筋・中殿筋の筋活動に及ぼす影響
医療法人 歓生会 豊岡中央病院 診療部 リハビリテーション課 太田 貴康
6．利き足・非利き足の決定に影響を与える因子の検討
北海道科学大学 保健医療学部 理学療法学科 田中 勇治

口述演題
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ポスター演題
ポスター演題① 運動器１

第１会議室：６月 25 日（土）16：20-17：20

座長：小野寺智亮（医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 整形外科外傷センター）

ポスター演題② 運動器２

２階ロビー：６月 25 日（土）16：20-17：20

座長：浮城 健吾（悠康会 函館整形外科クリニック リハビリテーション部）

ポスター演題③ 教育・管理１
座長：森田

第１会議室：６月 25 日（土）17：30-18：30

学（社会医療法人 平成醫塾 苫小牧東病院 リハビリテーション部）

ポスター演題④ 運動器３

２階ロビー：６月 25 日（土）17：30-18：30

座長：角瀬 邦晃（医療法人 北海道整形外科記念病院 リハビリテーション部）

ポスター演題⑤ 運動器４

第１会議室：６月 26 日（日）12：20-13：20

座長：工藤 優（医療法人 歓生会 豊岡中央病院 診療部 リハビリテーション課）

ポスター演題⑥ 生活環境支援１

２階ロビー：６月 26 日（日）12：20-13：20

座長：田代 英之（札幌医科大学 保健医療学部 理学療法学科）

ポスター演題⑦ 運動器５

第１会議室：６月 26 日（日）13：30-14：30

座長：越野 裕太（NTT 東日本札幌病院 リハビリテーションセンター）

ポスター演題⑧ 神経１

２階ロビー：６月 26 日（日）13：30-14：30

座長：井上 和広（北海道立子ども総合医療・療育センター リハビリテーション課）

ポスター演題⑨ 運動器６

第１会議室：６月 26 日（日）14：40-15：40

座長：三木 貴弘（医療法人 札幌円山整形外科病院 リハビリテーション科）

ポスター演題⑩ 神経２

２階ロビー：６月 26 日（日）14：40-15：40

座長：渡辺 智也（社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院
リハビリテーション部 理学療法科）

ポスター演題
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ポ ス タ ー 演 題
＜ポスター演題①＞運動器１

第１会議室：６月 25 日（土）16：20-17：20

座⻑：⼩野寺 智亮（医療法⼈ 徳洲会 札幌徳洲会病院 整形外科外傷センター）
1．前十字靭帯再建術後のパフォーマンス評価における当院の新たな試み
悠康会 函館整形外科クリニック リハビリテーション部 三上 達也
2．人工膝関節全置換術前後の破局的思考の変化が術後３ヶ月時までの疼痛改善に及ぼす影響
医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 小松 雅明
3．腰椎椎間板ヘルニア術後１ヶ月時の腰椎前弯角に影響する身体機能
医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 宮城島 一史
4．慢性足関節不安定症に対するバランストレーニングは最低何週間必要か？ システマティックレ
ビューおよびメタアナリシス
NTT 東日本札幌病院 リハビリテーションセンター 越野 裕太
5．人工靭帯を用いた内側膝蓋大腿靭帯再建術術後における膝関節伸展および屈曲筋力の変化
医療法人社団 悠仁会 羊ヶ丘病院 リハビリテーション科 大場 健裕
6．荷重に伴う足部アーチ高の変化と足部内在筋・足底腱膜の形態変化の関連性
社会医療法人 朋仁会 整形外科北新病院 リハビリテーション科 小野寺 珠里

＜ポスター演題②＞運動器２

２階ロビー：６月 25 日（土）16：20-17：20

座⻑：浮城 健吾（悠康会 函館整形外科クリニック リハビリテーション部）
1．歩行時痛軽減に向けて三次元動作解析装置を活用した大腿骨骨幹部骨折術後の一症例
社会医療法人 北斗 十勝リハビリテーションセンター リハビリテーション部 理学療法科 山畑 祐也
2．両側義足症例に対する外来理学療法
～コンピューター制御膝継手 Kenevo を使用し，歩行獲得に至った症例～
社会医療法人 元生会 森山メモリアル病院 リハビリテーション部 曽我部 太輔
3．運動器疾患を有して外来リハビリテーション通院中の女性患者における尿失禁の実態調査
医療法人社団 一視同仁会 札樽・すがた医院 リハビリテーション部 米田 由紀
4．足関節に対するテーピング方法の違いが関節制動効果へ及ぼす影響
医療法人 北海道整形外科記念病院 リハビリテーション部 熊谷 好花
5．モーションセンサーを用いた腰椎可動性評価の妥当性
医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 小玉 裕治
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6．投球障害肩患者におけるトランクローテーションの年代比較
医療法人社団 悠仁会 羊ヶ丘病院 リハビリテーション科 西川 航平

＜ポスター演題③＞教育・管理１

第１会議室：６月 25 日（土）17：30-18：30

座⻑：森⽥ 学（社会医療法⼈ 平成醫塾 苫⼩牧東病院 リハビリテーション部）
1．指定規則改正後における臨床実習に対する意識調査－アンケートを用いて－
函館市医師会看護・リハビリテーション学院 理学療法学科 平塚 健太
2．新型コロナウィルス（COVID-19）流行による当院リハビリテーション科が受けた影響の調査
～外来・入院患者数の推移，スタッフの出勤停止措置に着目して～
医療法人社団 悠仁会 羊ヶ丘病院 リハビリテーション科 工藤 篤志
3．リハ職不在の特別養護老人ホームにおける外部委託理学療法士の取り組み ～改善点と課題～
社会福祉法人 北海道社会事業協会岩内病院 リハビリテーション科 西谷 淳
4．多職種で連携し介入内容の検討が必要であった末期心不全の一症例
市立旭川病院 リハビリテーション科 黒澤 響平
5．新人セラピストが感じる満足度
北海道大野記念病院 リハビリテーション部 石引 秀樹

＜ポスター演題④＞運動器３

２階ロビー：６月 25 日（土）17：30-18：30

座⻑：⾓瀬 邦晃（医療法⼈ 北海道整形外科記念病院 リハビリテーション部）
1．人工膝関節全置換術後早期の昇段能力に関連する因子の検討
医療法人 回生会 大西病院 リハビリテーション科 吉井 孝成
2．退行性腰部疾患において臨床症状は構造的因子ではなく心理社会的因子と関連する
札幌円山整形外科病院 リハビリテーション科 芦田 佑造
3．人工膝関節全置換術前後の疼痛が術後６ヶ月の破局的思考に与える影響
医療法人 回生会 大西病院 リハビリテーション科 久保田 永美子
4．下腿骨折後に腓骨神経麻痺を生じ長母趾伸筋の筋力改善が遷延した１例
医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 整形外科外傷センター 荒木 浩二郎
5．TKA 術後患者における階段昇降能力評価としての片脚スクワットテストの有用性
悠康会 函館整形外科クリニック リハビリテーション部 川井 柚葉
6．人工膝関節全置換術における片脚立位時膝伸展角度の経時的変化と各評価項目との関連性
道北勤医協一条通病院 リハビリテーション部 黒田 あつむ

ポスター演題
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＜ポスター演題⑤＞運動器４

第１会議室：６月 26 日（日）12：20-13：20

座⻑：⼯藤 優（医療法⼈ 歓⽣会 豊岡中央病院 診療部 リハビリテーション課）
1．下肢痛の原因として反対側椎間関節由来の関連痛が疑われる症例
背骨・骨盤コンディショニング こしラボ 谷口 英一
2．人工膝関節全置換術後１ヶ月の降段困難感に関連する術後因子の検討
医療法人 回生会 大西病院 リハビリテーション科 岸本 吉裕
3．二次性変形性股関節症の姿勢と歩容変化に着目した一症例
医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 阿部 朋子
4．Knee-in 動作と股関節運動の関係 ～ジャンプ着地動作の三次元動作解析～
札幌渓仁会リハビリテーション病院 リハビリテーション部 石田 優衣
5．人工股関節全置換術患者における術前の破局的思考が術後疼痛と歩行能力に与える影響
医療法人 歓生会 豊岡中央病院 診療部 リハビリテーション課 梅田 知里
6．直達外力による開放性アキレス腱断裂術後に踵部痛が遷延した一例
医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 整形外科外傷センター 菅原 亮太

＜ポスター演題⑥＞生活環境支援１

２階ロビー：６月 26 日（日）12：20-13：20

座⻑：⽥代 英之（札幌医科⼤学 保健医療学部 理学療法学科）
1．理学療法士から多職種への働きかけにより QOL が改善した進行肺がん多発骨転移患者の一例
旭川医科大学病院 リハビリテーション部 美馬 愛子
2．訪問リハビリテーションとして主介護者への介入が重要となった終末期胆管がんの一症例
社会福祉法人 北海道社会事業協会小樽病院 外来療養支援室 前田 和平
3．当施設入所利用者の QOL に関連する要因の検討
介護老人保健施設ふらの リハビリテーション科 國田 康生
4．超強化型老人保健施設入所者への理学療法士介入頻度変更前後における日常生活動作自立度や
運動機能の変化に関する後方視的調査
老人保健施設 かたくりの郷 リハビリテーション部 山内 洋
5．いきがいである畑仕事再開にむけて，生活リズムに着目して訪問リハビリテーションを実施し
た一症例
社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 訪問リハビリテーションセンター 黄金 勇吾
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＜ポスター演題⑦＞運動器５

第１会議室：６月 26 日（日）13：30-14：30

座⻑：越野 裕太（NTT 東⽇本札幌病院 リハビリテーションセンター）
1．足部多発骨折後，足底外側に荷重時痛が強く残存した一症例
医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 整形外科外傷センター 谷口 達也
2．腰部脊柱管狭窄症における術前後への中枢性感作の影響
医療法人 歓生会 豊岡中央病院 診療部 リハビリテーション課 岡音 佑季
3．人工膝関節全置換術後患者における術後２ヶ月時の膝関節伸展制限が膝関節機能および動作能
力に及ぼす影響
医療法人 カワムラメディカル かわむら整形外科 リハビリテーション科 熊谷 創
4．治療への不安を持っていた症例に対し，外来リハビリの提供により ADL・QOL 向上を図れた
脊柱側弯症の１症例
医療法人社団 一視同仁会 札樽・すがた医院 リハビリテーション部 星山 萌
5．運動恐怖感と機能障害に着目した ACL・MCL 損傷患者の一症例
北海道整形外科記念病院 リハビリテーション部 朝野 玄太
6．人工膝関節全置換術患者の術後から４週までのステップ長について
道北勤医協一条通病院 リハビリテーション部 城 敏彰

＜ポスター演題⑧＞神経１

２階ロビー：６月 26 日（日）13：30-14：30

座⻑：井上 和広（北海道⽴⼦ども総合医療・療育センター リハビリテーション課）
1．膝関節離断術を施行した先天性両脛骨列欠損児の理学療法経験
北海道立子ども総合医療・療育センター リハビリテーション課 土嶺 博希
2．当院における成犬を用いた動物介在活動の取り組みについて
北海道せき損センター 中央リハビリテーション部 山本 昌明
3．当院における運動発達遅滞児・精神発達遅滞児の発達特性と感覚の調査
楡の会こどもクリニック 診療課 梅井 千夏
4．慢性的な痛みを訴えた GMFCS レベルⅣの脳性麻痺児に対する運動療法効果の検証
北海道立子ども総合医療・療育センター リハビリテーション課 和泉 裕斗
5．体幹筋へのアプローチにより咳嗽力改善が認められたダウン症候群の一例
旭川医科大学病院 リハビリテーション部 吉田 圭佑
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＜ポスター演題⑨＞運動器６

第１会議室：６月 26 日（日）14：40-15：40

座⻑：三⽊ 貴弘（医療法⼈ 札幌円⼭整形外科病院 リハビリテーション科）
1．人工膝関節全置換術後の腫脹経過と身体機能への影響について －歩行器歩行自立に着目して－
医療法人 歓生会 豊岡中央病院診療部 リハビリテーション課 伊藤 颯亮
2．回復期リハビリテーション病棟入院運動器疾患患者における疼痛強度の経過による類型化とその特徴
IMS グループ医療法人社団 明生会 イムス札幌内科リハビリテーション病院 リハビリテーション科 田村 翔太郎
3．大腿外側中央部痛を訴えた大腿骨転子部骨折の一症例
医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 整形外科外傷センター 小野寺 智亮
4．回復期リハビリ病棟入院患者に対する SIXPAD Foot Fit の効果とプロトコルの検討
－ランダム化比較試験－
IMS グループ医療法人社団 明生会 イムス札幌内科リハビリテーション病院 リハビリテーション科 大塚 航平
5．腰部脊柱管狭窄症術後に対する術後早期リハビリテーションの効果
医療法人 歓生会 豊岡中央病院 診療部 リハビリテーション課 對馬 啓太
6．左大腿骨脛骨骨切り術後，右膝関節痛が軽減した一症例 ～歩行の客観的評価に基づく介入～
医療法人社団 我汝会 えにわ病院 リハビリテーション科 小田 祐輝

＜ポスター演題⑩＞神経２

２階ロビー：６月 26 日（日）14：40-15：40

座⻑：渡辺 智也（社会医療法⼈社団 カレスサッポロ 時計台記念病院 リハビリテーション部 理学療法科）
1．HONDA 歩行アシストと短下肢装具の併用が有用であった軽度片麻痺症例
－筋電図により膝関節周囲の筋活動変化に着目した１症例－
社会医療法人 北斗 十勝リハビリテーションセンターリハビリテーション部 理学療法科 宇野 奨吾
2．ウェルウォーク（WW-2000）は従来の理学療法よりも FIM 認知項目が低下した脳卒中患者の
歩行能力を改善させるか？ ～ Matched case-control study ～
医療法人 喬成会 花川病院 リハビリテーション部 中村 洋平
3．視覚情報を利用したバランス練習による慢性炎症性脱髄性多発神経炎患者の重心変化
道北勤医協一条通病院 リハビリテーション部 大村 卓也
4．HAL 腰タイプ自立支援用により腰痛の軽減を認めた腰椎前弯姿勢を呈する脳卒中片麻痺患者の
１症例
医療法人秀友会 札幌秀友会病院 リハビリテーション科 浦家 昇太
5．頭頂葉損傷により多彩な症状がみられた脳卒中片麻痺患者に対する臨床推論の試み
社会医療法人 北斗 十勝リハビリテーションセンターリハビリテーション部 理学療法科 工藤 直紀
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6．回復期脳卒中片麻痺患者に対する１週間のウェルウォーク介入効果
－シングルケースデザインによる検討－
柏葉脳神経外科病院 リハビリテーション科 長川 比奈

協賛協力ご芳名（敬称略）
■協賛
旭川赤十字病院
医療法人社団 旭豊会

旭川三愛病院

学校法人 北海道科学大学
学校法人 淳心学園

北海道千歳リハビリテーション大学

株式会社 エム・イー器械
社会医療法人 元生会

森山病院

社会福祉法人 北海道社会事業協会
函館市医師会

介護老人保健施設ふらの

看護・リハビリテーション学院

■広告
医療法人 歓生会

豊岡中央病院

医療法人社団 旭豊会

旭川三愛病院

学校法人 稲積学園

北都保健福祉専門学校

学校法人 淳心学園

北海道千歳リハビリテーション大学

学校法人 鶴岡学園

北海道文教大学

学校法人 西野学園
学校法人 北海道科学大学
社会医療法人 元生会

森山病院

社会福祉法人 北海道社会事業協会

介護老人保健施設ふらの

社会福祉法人 北海道社会事業協会

富良野病院

社会医療法人 道北勤労者医療協会

一条通病院

専門学校北海道リハビリテーション大学校
日本医療大学
函館市医師会

看護・リハビリテーション学院

ミナト医科学株式会社

札幌営業所

■機器展示
アビリティーズ・ケアネット株式会社
酒井医療株式会社
パシフィックサプライ株式会社
ミナト医科学株式会社

札幌営業所

矢崎化工株式会社
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査読委員一覧（敬称略

五十音順）

秋元健太郎

秋山

亨

朝野

玄太

阿部

隆宏

荒木浩二郎

家入

章

石川菜穂子

石田

和宏

泉水

朝貴

和泉

裕斗

伊藤

雄

井野

拓実

井上

和広

伊林

恵美

今多

昌也

今本

大地

岩田

巧

上原

大生

植村

和広

梅本かほり

大河原和也

大杉

知広

大角

侑平

太田

雄介

大段

裕樹

大山

岡音

佑季

小笠原隆仁

岡村

綾子

小熊

英敏

小野

圭介

小野寺智亮

表

亮介

尾山

陽平

片岡

義明

片野

唆敏

上泉

理

岸本

吉裕

釘本

真幸

工藤

和善

工藤

波子

工藤

優

久保田永美子

隈元

庸夫

小泉

利光

河野

伸吾

越野

裕太

小竹

諭

小谷

征輝

小塚

直樹

小林

巧

近藤

淳

齊藤

浩平

齋藤

優輝

佐々木智教

佐藤

一浩

佐藤

健治

佐藤

史子

佐藤

義文

寒川

美奈

塩原

貴之

島﨑

昭次

菅原

亮太

杉澤

裕之

世古

俊明

高橋

正浩

高松

泰行

田代

英之

田邉

芳恵

谷口

達也

千葉

恒

塚田

雅弘

手塚

祐規

徳重

大輔

中村

洋平

西尾

将人

西谷

淳

野宮

崇生

橋田

浩

長谷川直哉

林

達也

原田

裕輔

髭内

紀幸

平田

光司

平塚

健太

福田

英一

藤原

直

保坂

茂央

本間

久嗣

前島

洋

前田

和平

松田

直樹

松本

尚

丸谷

孝史

三木

貴弘

三澤

直樹

水本

淳

宮城島一史

村瀬

裕志

森野

陽

森山

武

箭内

一浩

山下

康次

山根

将弘

山本

泰雄

山本

洋平

笠

呂

隆徳

和田

篤也

渡邊

篤

渡辺

智也

渡辺

有亮

渡邉

聡

表紙作成（敬称略）
今井

充（旭川医科大学

整形外科

システムエンジニア）

85

青陽
亮

大

会

役

員

長

千葉

恒 （社会福祉法人 北海道社会事業協会 介護老人保健施設ふらの）

準備委員長

齊藤

浩平 （社会医療法人 元生会 森山メモリアル病院 訪問リハビリテーション事業所 東出張所）

総務部長

阿部

慎一 （市立旭川病院）

総務副部長

佐藤

総務副部長

小寺

修平 （市立旭川病院）

企画部長

杉澤

裕之 （社会福祉法人 北海道社会事業協会

企画副部長

田中

大地 （中富良野町役場）

財務部長

太田

雄介 （医療法人 歓生会

豊岡中央病院）

財務副部長

手代木みなみ （医療法人 歓生会

豊岡中央病院）

運営部長

村岡

法彦 （旭川医科大学病院）

運営副部長

細川

祐司 （旭川医科大学病院）

渉外部長

森谷

大輔 （道北勤医協

一条通病院）

渉外副部長

山内

一樹 （道北勤医協

一条通病院）

情報管理部長

近藤

伸英 （学校法人 稲積学園

情報管理副部長

荒

淳基 （山下整形外科クリニック）

大

相

会

談

役

司 （医療法人社団 旭豊会

旭川三愛病院）

北都保健福祉専門学校）

前田健太郎 （医療法人 カワムラメディカル

大

会

事

富良野病院）

務

かわむら整形外科）

局

〒070-8610 北海道旭川市金星町１丁目１番65号
市立旭川病院 リハビリテーション科
第73回 北海道理学療法士学術大会
総務部 阿部 慎一
TEL：0166-24-3181
FAX：0166-24-1125
大会ホームページ http://www.pt-hokkaido.jp/congress/
E メール : s_abe@ach.hokkaido.jp
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ή ϩ ʖ ϕ ϙ ʖ Ϟ
υγʖϑηιϱνʖ
ϖϩ Ϗʖητʖεϥϱ
   ޤητʖεϥϱ
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্֒ं૮ࢩԋιϱνʖ
ղޤਕฯ݊ࢬઅ
ࢨఈڋղࢩޤԋࣆॶۂ
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