
11 月 16 日（土）15時 30分～ 16時 30分　　一般演題 1� 会場 : 第一会場

座長 大須田�祐亮�( 北海道医療大学 )

O-1-1 痙直型脳性麻痺患者における Trunk�Impairment�Scale の信頼性と妥当性
� 東京工科大学 楠本�泰士

O-1-2 成人脳性麻痺者の歩行速度の調整能力と下肢随意性との関係
� 北海道立子ども総合医療・療育センター 井上�孝仁

O-1-3 歩行機能別に見た歩行能力の発達過程� 北海道大学大学院保健科学研究院 萬井�太規

O-1-4 発達障害児における協調運動障害と認知機能との関連
� 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部 服部�冬海

O-1-5 小児集中治療室における先天性心疾患患者に対する手術後早期リハビリテーションの取り組
み� 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 金田�直樹

O-1-6 注意欠如多動症における日常生活での運動の困難さは自閉症スペクトラム指数と関連する
� 福井大学医学部附属病院リハビリテーション部 成瀬�廣亮

�

11 月 16 日（土）15時 30分～ 16時 30分　　一般演題 2� 会場 : 第二会場

座長 岩島�千鶴子�( 地方独立行政法人　神奈川県立病院機構　神奈川県立こども医療センター )

O-2-1 急な歩行停止における制動力の変化�―模擬障害物の提示位置を変化させた場合での分析―
� 秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻理学療法学講座 木元�稔

O-2-2 短期入院リハビリテーションプログラム「わかば」で多職種支援を行った脊髄性筋萎縮症の
一男児例� 獨協医科大学埼玉医療センター�リハビリテーション科 塚本�栞

O-2-3 重症心身障害児のチームアプローチに F-words 評価を使用することで環境との相互交流の機
会が増加した事例報告� 社会福祉法人慈愛会　医療福祉センター聖ヨゼフ園 西島�和秀

O-2-4 脳性麻痺痙直型両麻痺児における手術前後の GMFMと Gait�Profile�Score の関係について
� 北海道立子ども総合医療・療育センター 和泉�裕斗

O-2-5 心理的側面に着目した運動指導により友だちへの関わりが積極的になった自閉スペクトラム
症の一症例� 平谷こども発達クリニック 栗田�梨渚

O-2-6 臥床期デュシェンヌ型筋ジストロフィー者に対する実用的な電動車椅子移動の再獲得に向け
た理学療法の試み� 柳川療育センター 菊次�幸平

�



11 月 17 日（日）09時 40分～ 10時 40分　　一般演題 3� 会場 : 第一会場

座長 藤本�智久�( 姫路赤十字病院 )

O-3-1 選択的脊髄後根切断術後の脳性麻痺児の運動能力は向上しているか�- 自然発達 CP 群との比
較 -� 埼玉県立小児医療センター 花町�芽生

O-3-2 在宅人工呼吸器を導入した児への自宅退院に向けた理学療法士の役割�―医療的ケアの高い重
症児が家族と自宅で生活するために―
� 社会医療法人愛仁会　高槻病院　技術部リハビリテーション科 山﨑�元晴

O-3-3 ダウン症児と健常児間での外反扁平足および足関節 ･足部筋の筋量の比較
� 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部 菅原�花梨

O-3-4 東京都における理学療法士臨床実習での小児領域の実態調査�- 指定規則改定に向けて、理学
療法学生と実習施設の両側面から考察する -� 東京小児療育病院 石田�輝也

O-3-5 学童期における運動器検診に準じた運動機能調査と身体活動量との関連性の検討
� 公立七日市病院 小林�壮太

O-3-6 超低出生体重児の発達フォローアップにおけるアルバータ乳幼児運動発達検査法の試用�―新
版 K式発達検査の結果との比較検討―� 北里大学病院　リハビリテーション部 野村�優子

�

11 月 17 日（日）09時 40分～ 10時 40分　　一般演題 4� 会場 : 第二会場

座長 島�恵�( 森之宮病院 )

O-4-1 シャルコー・マリー・トゥース病患児、発達とともに上肢操作に着目して�～身体が動くこと
の喜び～� 倉敷中央訪問看護ステーション 中山�亜沙美

O-4-2 疼痛や恐怖心のない歩行を獲得した小児の両側踵骨骨折患者の一症例～客観的な評価表を用
いて～� 松阪市民病院　リハビリテーション室 田垣�幸真

O-4-3 居宅訪問型児童発達支援事業における早期発達支援の報告と課題�- 多職種連携での遊びと育
児支援の提供 -� 子ども発達さぽーとセンターあゆみ園 田中�あゆみ

O-4-4 介助負担軽減を目指した重症心身障がい児の入浴補助具の検討�～多職種との連携を活かして
～� 株式会社　アール・ケア 難波�諒

O-4-5 成長期の脊髄性筋萎縮症Ⅲ型患者へのヌシネルセンナトリウム髄注治療と理学療法経験
� 自治医科大学附属病院　リハビリテーションセンター 髙石�恵太

O-4-6 自閉症スペクトラム障害の身体機能向上が生活行為に与える影響についての一考察
� 医療法人安祥会　松井整形外科�リハビリテーション部 木下�菜摘

�



11 月 17 日（日）10時 50分～ 11時 50分　　一般演題 5� 会場 : 第一会場

座長 三鴨�可奈子�( 鳥取県立総合療育センター )

O-5-1 脳室周囲白質軟化症による両側性痙性まひ児の成長に伴う体格の変化と運動機能との関連
� 森之宮病院 島�恵

O-5-2 超低出生体重児に対する呼吸理学療法の有効性について�～ CLD 症例に対する介入効果の後
方視的検討～� 関西医科大学附属病院　リハビリテーション科 實廣�祐

O-5-3 痙直型両麻痺児に対するカーボン支柱付短下肢装具が歩行時の足関節の動きと歩容に与える
影響� 四軒家整形外科クリニック　リハビリテーション科 笹内�里香

O-5-4 小児肥満症に対する身体活動量の向上につながる外来運動指導の取り組み
� 社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院　リハビリテーション部　理学療法課 川上�章子

O-5-5 発達性協調運動障がい児への治療効果の検討� 芸西病院 近藤�友香

O-5-6 座位機能が向上することでコミュニケーション能力の改善や参加が拡大した事例報告
� 医療福祉センター聖ヨゼフ園 西村�優衣

�

11 月 17 日（日）10時 50分～ 11時 50分　　一般演題 6� 会場 : 第二会場

座長 高島�美和�( 柳川療育センター )

O-6-1 重症心身障がい児の我が子に対する在宅での 24時間姿勢ケア�～ 6年間 24時間姿勢ケアを
実践した報告～� 佐賀整肢学園からつ医療福祉センター 佐藤�公明

O-6-2 早期よりヌシネルセン髄注治療を開始した脊髄性筋萎縮症Ⅰ型児 3症例の発達経過
� 独立行政法人国立病院機構　新潟病院　リハビリテーション科 桐山�剛

O-6-3 家族との協働が歩行獲得につながった両下肢切断術を受けた 1症例
� 旭川荘療育・医療センター 大原�慶之

O-6-4 運動発達遅滞児における生体力学的な視点での介入が歩行獲得までに与える影響
� 大分健生病院 末廣�淳

O-6-5 神経線維腫症Ⅰ型に伴う先天性下腿偽関節症に対し , 創外固定器・成長抑制等多数手術歴の
ある児の理学療法難渋例�～長期入院から自宅退院に向けてのチーム医療～
� 千葉県こども病院 佐々木�愛理

O-6-6 進行性疾患を呈する児に対する地域連携�- 多機関で連携した 5年間の取り組み -
� 社会福祉法人こぐま福祉会こぐま学園診療所 中村�祐樹

�



11 月 16 日（土）15時 30分～ 16時 30分　　セレクションポスター演題 1� 会場 : ポスター会場 1

座長 安達�みちる�( 東京女子医科大学 )

SP-1-1 痙直型脳性麻痺患者における座位 IPS の検者間信頼性と妥当性� 東京工科大学 木村�優希

SP-1-2 新生児の Dubowitz 神経学的評価と修正 1歳 6ヶ月時の発達予後の関係
� 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 武藤�晶

SP-1-3 超低出生体重児の修正 6ヶ月と修正 18ヶ月の発達指数について
� 姫路赤十字病院　リハビリテーション科 藤本�智久

SP-1-4 超低出生体重児で生まれた 21トリソミーの調査と介入経験
� 神奈川県立こども医療センター　理学療法科 安田�紀子

SP-1-5 運動の不器用さを有する児に対する閾値下振動触覚ノイズ刺激による即時効果の検証
� 畿央大学 信迫�悟志

SP-1-6 当院の小児リハビリテーション外来新規開設について�～総合病院としての役割の検討～
� 医療法人　熊谷総合病院 羽鳥�航平

SP-1-7 極低出生体重児の運動発達と周産期因子の関係�- 修正 1歳 6か月における新版 K式発達検査
の姿勢運動領域判定を目的変数とした分析 -
� 新潟市民病院医療技術部リハビリテーション技術科 剱物�充

SP-1-8 自閉症スペクトラム障害症状の強度の違いによる協調運動能力の比較と自閉症スペクトラム
障害特性との関連性について� 福岡療育支援センターいちばん星 佐々木�哲也

�

11 月 16 日（土）15時 30分～ 16時 30分　　セレクションポスター演題 2� 会場 : ポスター会場 2

座長 渡邊�雅恵�( さいたま市立病院 )

SP-2-1 生後 2.5 ヶ月時よりヌシネルセン投与を開始した脊髄性筋萎縮症Ⅰ型児に対して早期からの
理学療法を実施した一症例� 大阪母子医療センター　リハ・育療支援部門 陽川�沙季

SP-2-2 痙直型両麻痺児における片側ツイスター装具の開発と導入�～ボツリヌス療法と下肢装具の併
用により歩行動作が改善した一症例～
� 社会福祉法人　希望の家　療育センター�きぼう 長久保�貴義

SP-2-3 Pfeiffer 症候群 2型と診断された男児に対する移動支援と小児期発達評価
� 柳川療育センター 高嶋�美和

SP-2-4 用手陽圧換気の導入・継続により呼吸機能に改善がみられた一例�～導入入院でのセラピスト
の関わり～� 千葉県勤労者医療協会　船橋二和病院　リハビリテーション科 宮澤�菜央子

SP-2-5 平成 30 年度　親子入院での入院目標と遂行度・満足度について～その２�発達障害児につい
て～� 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 加藤�久幸

SP-2-6 筋強直性ジストロフィーに対する靴型装具および運動の即時効果について�- シングルケース
スタディ -� 福祉型障害児入所施設　精陽学園 藤井�香菜子

SP-2-7 アンケート調査からみた地域社会における当院小児外来リハビリテーションの役割
� 独立行政法人国立病院機構　熊本再春医療センター　リハビリテーション科 嶋﨑�梓

SP-2-8 平成 30 年度　親子入院での入院目標と遂行度・満足度について～その１�肢体不自由児につ
いて～� 北海道立子ども総合医療・療育センター 西部�寿人

�



11 月 17 日（日）08時 30分～ 09時 30分　　ポスター演題 1� 会場 : ポスター会場 1

座長 鳥瀬�義知�(( 有 ) 総合療育リハ・サービス )

P-1-1 新潟病院における Post-NICU の経過と理学療法の関わり
� 国立病院機構新潟病院リハビリテーション科 坂詰�由佳

P-1-2 当院における発達障がい児への JPAN感覚処理・行為機能検査と KABC- Ⅱを実施した結果に
ついて� 芸西病院 小松�勝人

P-1-3 脳性麻痺児 ･者の粗大運動能力、日常生活動作と体幹 ･下肢筋の筋量、関節可動域および痙
性との関連� 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部 磯部�ほのか

P-1-4 18 歳以降の脳性麻痺児・者に対する当院の入院リハビリテーションシステムの活用とその
有用性� 社会医療法人大道会　ボバース記念病院 吉田�真司

P-1-5 選択的脊髄後根切断術における他県との施設間連携について
� 沖縄南部療育医療センターリハビリテーション課 小野�泰輔

P-1-6 脳性麻痺児の日常生活動作、認知機能と上肢筋の筋量、関節可動域および痙性との関連
� 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部 内川�雄貴

P-1-7 ダウン症児の歩行動作および日常生活動作と体幹 ･下肢筋の筋量との関連
� 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部 飯塚�悠花

P-1-8 起き上がり動作の時系列的発達変化�- 骨格検出システムを用いて�第 2報 -
� 杏林大学保健学部理学療法学科 藤澤�祐基

P-1-9 成人脳性麻痺者の起立 - 着座動作における下肢筋の同時収縮活動の特徴
� 札幌清田整形外科病院　リハビリテーション部 能登�菜月

P-1-10 Wee-FIM の食事項目と新版 K式発達検査 2001 との関系性
� 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院　リハビリテーション部 徳山�義之

�

11 月 17 日（日）08時 30分～ 09時 30分　　ポスター演題 2� 会場 : ポスター会場 2

座長 小林�聖美�( つくば国際大学 )

P-2-1 マイクロスリップを指標とした知的障害児の運動特性評価
� 四国医療専門学校　理学療法学科 穴吹�泰典

P-2-2 Hypertonia に着目した脳性麻痺病型分類再考
� 北九州市立総合療育センター　訓練科 東�周平

P-2-3 乳幼児及び小児呼吸障害に対する呼吸理学療法介入に関して� 沖縄県立宮古病院 喜友名�貴之

P-2-4 新たな小児理学療法教育の試み�～授業評価アンケートからみた短期的効果と改善点～
� あおぞら診療所新松戸 長島�史明

P-2-5 ボイタ治療における筋電図測定の試み� 大阪赤十字病院附属大手前整肢学園 牟禮�努

P-2-6 当院における骨盤帯付き長下肢装具療法の現状� 埼玉医科大学総合医療センター 齊藤�光志

P-2-7 腹臥位への姿勢変換機能付き車椅子の循環動態への影響
� 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科 森井�和枝

P-2-8 小児身体表現性障害患者のリハビリテーション経験と臨床的特徴
� 自治医科大学附属病院　リハビリテーションセンター 臼井�麻納美

�



11 月 17 日（日）09時 40分～ 10時 40分　　ポスター演題 3� 会場 : ポスター会場 1

座長 西部�寿人�( 北海道立子ども総合医療療育センター )

P-3-1 当院における小児脊髄損傷患者 5例のリハビリテーション
� 松戸市立総合医療センター　リハビリテーション科 宮川�研

P-3-2 発達障害を持つ不登校児に対するレッドコード運動介入�～上肢・体幹の機能改善と身体認識
の変化を認めた一例～� 株式会社奏音　いろは訪問看護リハビリステーション 前重�壮寿

P-3-3 先天性内反足遺残に対する脛骨遠位外旋骨切り術後に理学療法を実施した一症例
� 千葉こどもとおとなの整形外科 堀川�廉

P-3-4 軟骨無形成症児に対する下腿脚延長術後の理学療法の経験
� 北九州市立総合療育センター訓練科 池田�美里

P-3-5 Leigh 脳症乳幼児の運動経過と理学療法� 医療法人　渓仁会　手稲渓仁会病院 小林�万里子

P-3-6 運動発達遅滞を呈した軟骨無形成症児に対し , 外来理学療法を施行した症例
� 医療法人熊谷総合病院　リハビリテーション科 白幡�玲奈

P-3-7 不整脈コントロールに難渋した先天性心疾患患児への理学療法介入で機能的自立度評価法
（FIM）が改善した一症例について� 大阪母子医療センター　リハ・育療支援部門 崎田�博之

P-3-8 2 歳 4か月まで理学療法未介入だった超低出生体重児 1例について�～外来リハビリテーショ
ンでの家族指導に着目して～� 誠愛リハビリテーション病院 土居�智央利

P-3-9 痛みによる学校生活の困難さに対し、多面的な介入が有効であった女児の症例報告
� 医療法人りゅう整形外科 森�聡至

P-3-10 造血幹細胞移植を施行したムコ多糖症Ⅱ型患者に対する訪問リハビリテーションの経過報告�
- 同疾患患者家族としての経験を活かして -
� 有限会社シーズン　柊訪問看護ステーション 古田�修

�

11 月 17 日（日）09時 40分～ 10時 40分　　ポスター演題 4� 会場 : ポスター会場 2

座長 木元�稔�( 秋田大学大学院 )

P-4-1 発達遅滞児と診断された乳幼児の発達過程について
� 独立行政法人　国立病院機構　熊本再春医療センター　リハビリテーション科 宮本�弘太郎

P-4-2 子どもに寄り添う支援を目指して�- すりーぴーすの取り組み -� すりーぴーす南風 久保田�麻紀

P-4-3 味覚過敏が重度な重症心身障害者への摂食介入
� 久山療育園重症児者医療療育センター 川上�敏美

P-4-4 試行錯誤による運動学習が波及効果をもたらした脳性麻痺の 1例
� 医療法人光善会　長崎百合野病院 村上�直樹

P-4-5 重症心身障害児の脊柱変形と呼吸機能との関連性について
� 医療福祉センター札幌あゆみの園 飛澤�翔

P-4-6 痙性四肢麻痺児の股関節脱臼に伴う痛みに対する理学療法� 柳川療育センター 猿渡�秀樹

P-4-7 壮年期を迎えた重症心身障がい児者の画像による客観的な胸郭変形の測定を試みて�～大島分
類で群分けした特徴を調査して～� 国立病院機構　宮崎病院 伊集院�万人

P-4-8 成人の脳性麻痺に対する運動イメージの特徴について�- 人の姿勢・動作再認課題を用いて -
� 医療法人ひまわり会　札樽病院　リハビリテーション部 高橋�幸助

P-4-9 遊びの姿勢に着目して�～４歳、自閉症スペクトラム児の経過～� 株式会社みやと 田山地�利果

P-4-10 胎児キアリ奇形、脊髄髄膜瘤に対する修復術施行後、独歩を獲得したが跛行を呈した症例に
対する理学療法の報告� 諏訪赤十字病院　リハビリテーションセンター 佐藤�のり子

�



11 月 17 日（日）10時 50分～ 11時 50分　　ポスター演題 5� 会場 : ポスター会場 1

座長 齋藤�悟子�( 東北大学病院 )

P-5-1 18 トリソミーを持つ児の新生児期からの介入経験� 福岡新水巻病院 水野�健太郎

P-5-2 先天性 GPI 欠損症児の在宅生活に多施設・多事業所で関わった一症例
� みえ呼吸嚥下リハビリクリニック 鈴木�典子

P-5-3 当院 NICU リハビリテーションの現状と課題
� 秋田赤十字病院　リハビリテーション科 齋藤�真紀子

P-5-4 難治性てんかん性脳症による重症心身障害児に対し、歩行補助具ハートウォーカーを導入し
た１症例� 東浦平成病院 辻田�愛恵

P-5-5 ハイハイ動作における多様性について� 長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科 山本�晨平

P-5-6 NICU・GCU入院児における低圧面状センサシートを用いた睡眠・覚醒状態の推定
� 鳥取大学地域学部附属子どもの発達・学習研究センター 儀間�裕貴

P-5-7 インフルエンザ脳症後に体幹低緊張を呈し機能改善が遅延した幼児に対する圧迫帯を用いた
運動療法の効果� 埼玉医科大学総合医療センター 守岡�義紀

P-5-8 成人脳性麻痺者における座位前方リーチ時の予測的姿勢制御について�- 床反力データを用い
た検討 -
� 札幌医科大学保健医療学研究科理学療法学・作業療法学専攻
� 神経発達障害理学療法学分野 福本�幹太

P-5-9 成人脳性麻痺者における起立動作に先行する姿勢制御の特徴
� 札幌医科大学保健医療学研究科理学療法学・作業療法学専攻
� 神経・発達障害理学療法学分野 佐藤�優衣

P-5-10 全身重症熱傷後に歩行が自立し自宅退院に至った幼児例
� 埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション部 野々垣�政志

�



11 月 17 日（日）10時 50分～ 11時 50分　　ポスター演題 6� 会場 : ポスター会場 2

座長 大西�伸悟�( 加古川市民病院機構加古川西市民病院 )

P-6-1 知的障がい特別支援学校小学部児童の摂食機能の実態調査
� 鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部理学療法学科　多田�智美

P-6-2 肢体不自由児に関する特別支援学校での取り組み�～保育所等訪問支援事業を通して～
� 社会福祉法人　こぐま福祉会　こぐま学園診療所 山下�彩

P-6-3 北海道恵庭市内特別支援学級に在籍する児童・生徒の運動習慣に関する基礎調査
� 社会福祉法人　札幌緑花会　緑ヶ丘療育園　リハビリテーション課 木村�侑平

P-6-4 腹臥位装置を導入することが困難な症例に対して道具の作製・工夫により腹臥位姿勢を学校
でとれるようになった症例� 一般財団法人多摩緑成会　緑成会整育園 石橋�哲弥

P-6-5 特別支援学校における側弯に対する脊柱矯正術後の理学療法士の介入について
� 神奈川県立座間養護学校 小玉�美津子

P-6-6 特別支援学校センター的機能における校内専門職の役割�- 特別支援教育コーディネーターと
の協働ケースの抽出より -� 横浜市教育委員会学校教育企画部特別支援教育相談課 竹田�智之

P-6-7 重複障害児に光学的補助具を活用することで特別支援学校の指導に有効であった 3例
� 慶応義塾大学自然科学研究教育センター 大貫�二三恵

P-6-8 フレームフットボール体験会報告� 一般社団法人パラ SCエスペランサ 網本�さつき

P-6-9 日本小児理学療法学術集会抄録の計量書誌学的分析�- 子どもたちの FUNのために私たちがす
べき研究はなにか -� 埼玉県立小児医療センター　保健発達部 阿部�広和

P-6-10 脳性麻痺児に対するParticipation�and�Environment�Measure�-�Children�and�Youth�-�の検者内
信頼性の検討� 目白大学保健医療学部理学療法学科 高木�健志


