
リハビリテーション科の学会報告・研究実績

年 タイトル 学会名・研究会名・雑誌名・書籍名 発表方式
筆頭演者・
筆頭著者

2014
年

誤嚥により入院した重度介護者の症例～患者中心の多職種アプローチにより「嚥下に対する理学療法」
を再考した経験より～

区南部地域リハビリテーション症例検討会 口演 髙橋忠志

患者中心の多職種によるチームアプローチから「摂食・嚥下機能に対する理学療法」を再考できた症例
～誤嚥により入院した重度介護者の症例から～

第20回日本摂食嚥下リハビリテーション学会 ポスター 髙橋忠志

固縮による上下肢関節可動域制限に対してボツリヌス注射・リハビリテーション・装具療法を施行した
パーキンソン病の症例

第5回城南地区痙縮ボツリヌス療法ミーティン
グ

口演 髙橋忠志

急性期病院における診療報酬改定による影響 -当院の事例を通して- 区中央部・区南部・島しょブロック研修会 講演 菊池謙一

当院Stroke Care Unitにおける早期リハビリテーション介入の効果～Stroke Care Unit開設前との比較～ 第49回日本理学療法学術大会 口演 菊池謙一

摂食嚥下障害のリハビリテーション NPO法人大田区介護支援専門員連絡会研修会 講演 小磯寛

摂食嚥下障害のリハビリテーション
品川区役所（健康福祉事業部 高齢者福祉課
介護保険担当）主催

講演 大橋万祐子

深部静脈血栓症のリスクを再考する ～DVTから肺塞栓を発症した片麻痺患者の経験を通して～ 区南部地域リハビリテーション 症例検討会 口演 小磯寛

地域における高次脳機能障害者への取り組み：「おおた高次脳機能障害サポーター養成講座」を中心に 第51回日本リハビリテーション医学会学術集会口演 尾花正義

特集 神経難病とリハビリテーション 脊髄小脳変性症 総合リハビリテーション42巻 p515～524 論文 尾花正義

リハビリ靴のサイズ適合性が歩行に与える影響について 靴の医学27（2） p44～49 論文 高橋あき

2015
年

当院を中心とした脳卒中リハビリテーション医療連携の変化 第52回日本リハビリテーション医学会学術集会ポスター 髙橋忠志

当院における口腔嚥下ケアチームへの理学療法士の新たな関わり
第21回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学
術大会

口演 髙橋忠志

ボツリヌス治療に理学療法・装具療法の併用が有効であったパーキンソン病の一症例 日本ボツリヌス治療学会第2回学術大会 ポスター 髙橋忠志

当院地域包括ケア病棟入院患者における入退院時の運動機能・体組成の変化
第2回サルコペニア・フレイル研究会研究発表
会

ポスター 髙橋忠志

地域包括ケア病棟開設前後の身体活動量の変化と病棟開設後の活動量の変化についての検討 第54回全国自治体病院学会 ポスター 小磯寛

広範な膝関節びまん型色素性絨毛結節性滑膜炎の理学療法を経験して 第50回日本理学療法学術大会 口演 栗田慎也

補高付き短下肢装具の使用で 歩行能力が改善した尖足拘縮がある脳卒中片麻痺患者の一症例 第31回日本義肢装具学会 口演 栗田慎也

当院、地域包括ｹｱ病棟開設1年間から見える役割について-急性期・回復期リハビリテーション病院で
の受け入れ困難症例を通じて-

平成２７年度 区中央部・区南部・島しょブ
ロック学術集会

口演 栗田慎也

高次脳機能障害患者に対する長期的サポート MB Med Reha 論文 尾花正義

リハビリテーションアプローチ
平成２７年度急性期病棟におけるリハビリテー
ション医師研修会

講演 尾花正義

脳卒中に伴う痙縮（手足のつっぱり）に対するボツリヌス治療の実際 蒲田医師会学術講演会 講演 尾花正義

高次脳機能障害者に対する地域支援 品川高次脳機能障害関連機関交流会 講演 尾花正義

地域包括ケア病棟開設時の取り組みと開設後の患者への影響について 第11回東京都福祉保健医療学会 ポスター 菊池謙一

地域包括ケア病棟開設時の取り組みと開設後の患者への影響について
第11回東京都福祉保健医療学会誌受賞演題論文
集

論文 菊池謙一

急性期脳卒中患者における感覚障害が退院時のADL能力・歩行能力に与える影響 第54回全国自治体病院学会 ポスター 菊池謙一



年 タイトル 学会名・研究会名・雑誌名・書籍名 発表方式
筆頭演者・
筆頭著者

2016
年

当院地域包括ケア病棟入院患者のサルコペニア有症率とその原因 第31回日本静脈経腸栄養学会学術集会 口演 髙橋忠志

区南部地域における介護支援専門員への研修会を通した他職種連携の推進 第11回東京都病院学会 口演 菊池謙一

周術期がん患者の術前リハビリテーションと栄養介入の有用性を経験した一症例 第51回日本理学療法学術大会 ポスター 髙橋忠志

当院地域包括ケア病棟高齢入院患者の栄養状態 第53回日本リハビリテーション医学会学術集会ポスター 髙橋忠志

当院地域包括ケア病棟における整形外科疾患患者の栄養状態、サルコペニア有症率
第3回日本運動器理学療法学会関東甲信越ブ
ロック学術小集会

口演 髙橋忠志

当院地域包括ケア病棟入院患者における舌圧と握力・筋肉量の関係
第22回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学
術大会

ポスター 髙橋忠志

脳卒中後遺症に対してボツリヌス治療後、短期集中理学療法が歩行再建に有効であった一症例 第3回日本ボツリヌス治療学会学術大会 口演 髙橋忠志

地域包括ケアシステムにおける地域包括ケア病棟の役割
区南部地域リハビリテーションセンター 調布
ブロック研修・交流会

講演 栗田慎也

東京都理学療法士協会 大田支部 大田区理学療法士協会の設立と活動報告 第51回日本理学療法学術大会 ポスター 栗田慎也

当院の地域包括ケア病棟開設１年間の特徴 第53回日本リハビリテーション医学会学術集会ポスター 栗田慎也

地域包括ケア病棟運営と院内・地域内多職種協同 府中恵仁会病院リハビリテーション科研修会 講演 栗田慎也

発症より急性期病院にて長期間入院し，地域包括ケア病棟に入棟した 整形外科疾患患者の特徴
第3回日本運動器理学療法学会 関東甲信越ブ
ロック 学術小大会

口演 栗田慎也

入院ボツリヌス治療患者に対する医師先行型から療法士先行型への介入変更とその取り組み 第3回日本ボツリヌス治療学会学術大会 口演 栗田慎也

地域包括ケア病棟における装具診察の役割 第32回日本義肢装具学会学術大会 口演 栗田慎也

地域包括ケア病棟入院の 整形外科疾患患者の特徴について 第3回 日本運動器理学療法学会学術集会 口演 栗田慎也

都市部における地域包括ケア病棟 理学療法ジャーナル vol.50 No.12 2016 論文 小磯寛

「チーム医療の充実と収益の改善に向けたリハビリテーション総合実施計画書の運用」 第12回東京都福祉保健医療学会 ポスター 佐藤雅哉

地域包括ケアシステム構築に向けた区南部圏域における地域リハビリテーション支援センターの取り組
み

第12回東京都福祉保健医療学会 誌上発表 小磯寛

リハビリ靴のウィズ適合性が歩行に与える影響について 第4回日本支援工学理学療法学術集会 口演 髙橋 あき

2017
年

当院地域包括ケア病棟におけるリハビリテーションと栄養療法の併用介入 第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会 ポスター 髙橋忠志

リハビリ専門職に対する地域の期待とその役割 ～社会の動向と実践報告～
理学療法・作業療法研究会 平成28年度 第2
回研修会

口演 小磯寛

区南部におけるリハビリ専門職と連携した介護予防事業の展開 第12回東京都病院学会 口演 小磯寛

【H28年度】区南部圏域における 地域リハビリテーション推進広域派遣 アドバイザー設置事業報告 三士会合同 情報交換会 口演 小磯寛

公社病院の役割-在宅生活を支える急性期病院-
暮らしとリハビリテーション研究会第5回研究
発表大会

教育講演 栗田慎也

地域包括ケアシステムにおける地域包括ケア病棟
暮らしとリハビリテーション研究会第5回研究
発表大会

口演 栗田慎也

理学療法士に対するパーキンソン病者に対してのアンケート調査からわかること 第2階日本パーキンソン病コングレス ポスター 栗田慎也

がん周術期におけるQC活動を通じたサポートチームの設立 第52回 日本理学療法学術大会 ポスター 髙橋忠志

がん周術期サポートチーム開始に伴う外科疾患患者のリハビリテーション実施状況の変化 第54回日本リハビリテーション医学会学術集会ポスター 髙橋忠志

当院における地域包括ケア病棟開設1 年間の実態とその役割 第52回 日本理学療法学術大会 ポスター 栗田慎也

地域におけるチームボツリヌス療法の試み 第54回日本リハビリテーション医学会学術集会ポスター 栗田慎也

「パーキンソン病の方の運動教室」LSVT®BIGの科学と実用
全国パーキンソン病友の会 神奈川県支部 交流
会

その他 栗田慎也

荏原病院ボツリヌス療法チームJｰBATTERYの取り組み
市中在住脳卒中者への装具ボツリヌス併用運動
療法研究会

シンポジウム髙橋忠志

下腿三頭筋に対するボツリヌス療法の効果が認められなかった脳卒中片麻痺2症例の特徴 第4回日本ボツリヌス治療学会学術大会 口演 髙橋忠志

人工膝関節術後に対する定温寒冷療法による表面温度と疼痛の変化：パイロットスタディ 日本健康行動科学会第16回学術大会 口演 栗田慎也

Extension thrust patternに対するボツリヌス治療後のリハビリテーション経過中に足部の疼痛を生じた一
例

第4回日本ボツリヌス治療学会学術大会 口演 栗田慎也

地域におけるこれからの理学療法士の役割 ～地域包括ケア病棟を通して見えてくるもの～
第52回 日本理学療法士協会 全国学術研修大会
in石川

シンポジウム小磯 寛

パーキンソン病の理解ともう一歩私たちが行えること 拡大リハネット講演会 講演 栗田慎也

Claw toeと腰背部痛がみられた脳卒中患者に対して、ボトックス治療と理学療法の施行により歩行速度、
疼痛の改善がみられた一症例

第56回全国自治体病院学会 ポスター 菊池 謙一

当院リハビリテーション科におけるＢＳＣ目標値に基づいた新たな運営方法の検討 第13回東京都福祉保健医療学会 ポスター 菊池 謙一

当院の地域包括ケア病棟におけるがん患者の利用状況 第6回がんのリハビリテーション研究会 口演 菊池 謙一



年 タイトル 学会名・研究会名・雑誌名・書籍名 発表方式
筆頭演者・ 筆

頭著者

2018年

糖尿病合併症急性期脳卒中患者のリハビリテーションと摂取エネルギー量の不均衡か
ら大幅な体重減少を認めた症例

第6回運動療法を考える会 口演 髙橋忠志

パーキンソン病のリハビリテーションの基礎 エモーショナルリハビリテーション研究会 口演 栗田慎也

パーキンソン病に対するリハビリテーション 東京都理学療法士協会 品川支部 口演 栗田慎也

荏原病院 地域包括ケア病棟について 第７回 雪谷・上池地域包括ケアの会 口演 小磯寛

装具療法事例 日本支援工学理学療法学会 シンポジウム 髙橋忠志

装具療法を中心とした1st stageの脳卒中理学療法 第7回脳血管障害への下肢装具カンファレンス2018 シンポジウム 髙橋忠志

当院、急性期脳卒中患者に対する長下肢装具の処方の現状 第7回脳血管障害への下肢装具カンファレンス2018 口演 栗田慎也

当院の地域包括ケア病棟におけるがん患者の利用状況 第7回がんのリハビリテーション研究会 ポスター 菊池謙一

症例ディスカッション
市中在住脳卒中者への装具ボツリヌス併用運動療法研究
会

口演 髙橋忠志

症例ディスカッション
市中在住脳卒中者への装具ボツリヌス併用運動療法研究
会

口演 栗田慎也

急性期脳卒中の装具療法と電気刺激 Life Next Door 講演 髙橋忠志

脳画像カンファレンス“BIC”の運用開始による療法士の変化 第55回日本リハビリテーション医学会学術集会 口演 栗田慎也

当院術前がん患者の栄養状態、フレイル、サルコペニアの有症率 第55回日本リハビリテーション医学会学術集会 ポスター 髙橋忠志

脳卒中後の痙縮の病態とボツリヌス療法 Brain第42回勉強会 講演 髙橋忠志

脳卒中患者における転帰先予測シートの有用性の検討 第55回日本リハビリテーション医学会学術集会 ポスター 菊池謙一

J-BATTERYの取り組み 地域の痙縮患者を救うプロジェクト 第9回Stimulation Therapy研究会in福井
ランチョンセミ
ナー

髙橋忠志

胆管癌術後に合併症を来たし長期間入院となったがん患者に対して、緩和ケアチーム
が関わることで精神機能、QOLの向上に寄与することができた一症例

第3回がんのリハビリテーションサポーティブケア学会 口演 菊池謙一

生活期で関わる療法士とのボツリヌス療法連携により立位・歩行の改善が得られた一
症例

第5回日本ボツリヌス治療学会学術大会 口演 栗田慎也

人工膝関節置換術後症例に対する定温寒冷療法が術後14日目までのCRPに与える変化 日本健康行動科学会 第17回学術大会 口演 栗田慎也

荏原病院ボツリヌス療法チーム J-BATTERYの取り組み 第19回東京臨床理学療法研究会 シンポジウム 髙橋忠志

健常成人男性における舌圧と握力の関係 第24回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 口演 髙橋忠志

地域に向けた痙縮セミナー開催の意義とこれからの課題～参加者のアンケート結果か
ら～

第5回日本ボツリヌス治療学会学術大会 口演 髙橋忠志

チームボツリヌス療法と施設職員との連携により施設生活でのＡＤＬが向上した一症
例

第52回日本作業療法学会 口演 大村隼人

腫瘍リハビリテーション 医学臨床研究コース 伝達講習 平成30年度第2回理学療法士・作業療法士自主研究会 口演 菊池謙一

急性期脳梗塞患者における退院先に関連する因子の検討
―自宅退院群と地域包括ケア病棟、回復期病院への転院群の分析―

第57回全国自治体病院学会 ポスター 菊池謙一

脳卒中の理学療法～急性期の立場から～
東京都理学療法士協会 区中央部・区南部・島しょブ
ロック大田支部平成30年度第3回研修会

シンポジウム 髙橋忠志

脳卒中発症早期より長下肢装具を用いて歩行練習を開始したが、深部静脈血栓症およ
び肺塞栓症を発症した症例

第16回日本神経理学療法学会学術大会 ポスター 髙橋忠志

頭蓋内脳腫瘍摘出後の重度運動麻痺症例に対して、 長下肢装具を使用した歩行練習
の継続により、見守り歩行獲得が可能となった症例

第16回日本神経理学療法学会学術大会 ポスター 栗田慎也

痙縮患者さんを救うチーム医療とボツリヌス療法の実践 痙縮治療実践web講演会 講演 髙橋忠志

地域包括ケア病棟患者に対する仰臥位用エルゴメーターを使用した病棟内練習が退院
時歩行の耐久性と下肢機能に及ぼす影響

第5回日本地域理学療法学会 ポスター 菊池謙一

特定集中治療室における早期離床・リハビリテーション加算の運用開始とその効果 第14回東京都福祉保健医療学会 口演 栗田慎也

地域イベントへ多様な参加者を促した実践報告 平成29年度日本地域理学療法学会フォーラム 口演 小磯寛
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2019年

パーキンソン病の理学療法
第2回区中央部・区南部・島しょブロック研修
会

講演 栗田慎也

大幅な体重減少と貧血、ビタミンB12欠乏症となった糖尿病合併脳梗塞の一症例 第34回日本静脈経腸栄養学会学術集会 ポスター 髙橋忠志

義肢装具士と理学療法士の合同シンポジウム「装具療法の協働作業」
第2回効果をあげる理学療法技術としての装具
療法を考えるフォーラム

シンポジウム 栗田慎也

外来におけるがん患者周術期サポートチーム（STRONG）の取り組み―医科歯科連携の
推進をめざして―

総合リハビリテーションVol.47 No.3 著書・雑誌 髙橋忠志

脳卒中後痙縮治療における療法士の役割 ～リハビテーション指導のポイント～ 日本ボツリヌス治療学会ワークショップin東京 講演 髙橋忠志

早期運動療法 改訂第3版脳卒中理学療法の理論と技術 著書・雑誌
髙橋忠志
栗田慎也

ワークショップNSTコード・ブルー「この症例にご意見ください」
第11回日本静脈経腸栄養学会首都圏支部会学術
集会

口演 髙橋忠志

重度の貧血を呈した終末期前立腺がん患者に対し、輸血後の離床、浮腫の管理がQOLの
向上に寄与した一症例

第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 ポスター 菊池謙一

東京都区南部地域の急性期病院および 回復期リハビリテーション病院における 下肢装
具と肩関節装具の備品調査

第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 口演 髙橋忠志

ニコリほっと～患者満足度向上のために、私たちが出来ること～ 第16回東京都作業療法学会 口演 大村隼人

急性期病院での長下肢装具の作製が脳卒中片麻痺患者の回復期リハビリテーション病院
退院時のADLに及ぼす影響

第35回日本義肢装具学会学術大会 口演 栗田慎也

急性期脳卒中患者に対して長下肢装具を使用することにより生じた問題点-当院15か月
分のデータより-

第35回日本義肢装具学会学術大会 口演 栗田慎也

長下肢装具による医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)予防に向けた取り組み 第35回日本義肢装具学会学術大会 ポスター 髙橋あき

医療機関における下肢装具の備品状況：全国調査の報告 第35回日本義肢装具学会学術大会 口演 髙橋忠志

セラピストが知っておきたいボツリヌス療法 城南痙縮治療セミナー in 五反田 講演 髙橋忠志

脳卒中後上下肢痙縮に対する複数回のボツリヌス療法後の身体機能とQOL変化ー1症例
報告―

第1回日本スティミュレーションセラピー学会
学術大会

ポスター 髙橋忠志

大田区における「地域リハビリテーション活動支援事業」経緯と現状
令和元年度第1回フォローアップ研修
（（公社）東京都理学療法士協会）

講演 小磯 寛

医療機関における下肢装具作製時やフォローアップの実態：全国調査の報告 第8回日本支援工学理学療法学会学術大会 ポスター 栗田慎也

下肢リンパ浮腫の発症から20年以上経過し、脳梗塞を発症した症例に対する複合的理
学療法の効果

第4回がんサポーティブケア学会 ポスター 菊池謙一

痙縮に対するボツリヌス療法と運動療法-歩行再建を中心に- 第6回日本ボツリヌス治療学会学術大会 シンポジウム 髙橋忠志

痙縮治療における院内連携の重要性―理学療法士の立場から― 第6回日本ボツリヌス治療学会学術大会
ランチョンセミ
ナー

髙橋忠志

急性期病院での患者・家族への痙縮の啓発が回復期リハビリテーション病院退院後のボ
ツリヌス治療につながり，復職可能となった症例

第6回日本ボツリヌス治療学会学術大会 ポスター 栗田慎也

認定理学療法士必須研修会 疼痛管理～総論～ 認定理学療法士必須研修会 疼痛管理 講演 栗田慎也

複合的リハビリテーションが奏功したが，その後，症状増悪が生じ，心因反応が強く疑
われた複合性局所疼痛症候群症例

第24回ペインリハビリテーション学会学術大会 口演 栗田慎也

ボツリヌス療法との併用 リハージュ「実践 脳卒中片麻痺の リハビリ」 著書・雑誌 髙橋忠志

リハビリテーションの基本の考え方について
第6回千束地域包括ケアの会
（千束地域包括ケアの会）

講演 小磯 寛

腰背部痛に対するTENSの効果-脳梗塞後の安静保持が困難であった一症例を経験して- 第27回日本物理療法学会学術大会 口演 栗田慎也

地域包括支援センターに対するボツリヌス療法についての啓発活動
第3回日本リハビリテーション医学会秋季学術
集会

ポスター 小磯 寛

理学療法士の視点からの脳卒中後痙縮患者に対するボツリヌス療法への取り組み
第3回日本リハビリテーション医学会秋季学術
集会

シンポジウム 髙橋忠志

実践報告急性期からはじめる脳卒中の歩行練習に対する装具活用 第2回装具療法セミナー2019 秋 講演 髙橋忠志

地域包括支援センターへの訪問による地域包括ケア病棟紹介とその効果 第6回日本地域理学療法学会学術大会 ポスター 小磯 寛

第8回日本支援工学理学療法学会学術大会「やらまいか！」の精神で未来を切り開く 理学療法ジャーナルVol.53 No.12 著書・雑誌 栗田慎也

総合実施計画書算定数向上に向けた取り組み
～看護師説明型から療法士説明型へ変更したことによる変化～

第15回東京都福祉保健医療学会 ポスター 菊池謙一
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2020年

運動療法 糖尿病・代謝内科ナースポケットブック 著書・雑誌 髙橋忠志

脳血管疾患への歩行リハビリテーションの理論と実際 脳卒中下肢装具療法実践セミナー2019 講演 栗田慎也

脳卒中後痙縮治療における療法士の役割 ～リハビテーション指導のポイント～ 日本ボツリヌス治療学会ワークショップin東京 講演 髙橋忠志

運動療法と栄養療法の併用で身体機能の回復を促進できたCOPDの一症例 第35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 誌上発表 髙橋忠志

人工膝関節置換術後症例に対する定温寒冷療法の効果 Health and Behavior Sciences 著書・雑誌 栗田慎也

痙縮ーボツリヌス療法を併用した理学療法 理学療法ジャーナル 著書・雑誌 髙橋忠志

複数回のボツリヌス療法による身体機能と QOL の変化 ―脳卒中後上下肢痙縮の 1 例― 日本スティミュレーションセラピー学会会誌 著書・雑誌 髙橋忠志

新型コロナウイルス蔓延下で再考するリハビリテーションにおける感染対策～トレーニン
グおよび日常介助を中心に～

区南部地域リハビリテーション支援センターWeb研修会 講演 髙橋忠志

リハビリテーションにおける感染対策～新型コロナウィルス（COVID-19）感染予防をし
ながらリハビリテーションを実現するために～

株式会社geneリハノメPT オンライン講演 髙橋忠志

複数回実施したボツリヌス療法患者の身体機能とQOLの推移―1症例報告― 第57回日本リハビリテーション医学会学術集会 口演 髙橋忠志

下肢痙縮に対して急性期にボツリヌス療法を行った頭部外傷の1症例
第2回日本スティミュレーションセラピー学会学術大会 in 
青森

口演 髙橋忠志

ビジュアルで学ぶ！誰でもできる新型コロナウイルス感染症対策〜お口の健康と全身の関
わり〜

品川福祉カレッジ「医療・リハビリテーション講座」 講演 髙橋忠志

下肢装具とボツリヌス療法 第 7 回日本ボツリヌス治療学会学術大会 シンポジウム 髙橋忠志

上肢痙縮に対するボツリヌス療法における作業療法士の役割 第 7回日本ボツリヌス治療学会学術大会 シンポジウム 大村隼人

脳卒中患者に対する生活期を見据えた急性期での長下肢装具作製の取り組み 第36回日本義肢装具学会学術大会
オーガナイズド
セッション

髙橋忠志

生活期脳卒中片麻痺に尖足拘縮を合併した患者に踵補高付短下肢装具を作製し歩行能力が
改善した1症例の長期報告

日本義肢装具学会誌 著書・雑誌 栗田慎也

体幹訓練機器(Trunk Solution Core)装着による足関節骨折患者の歩行立脚期後半の腓腹筋の
筋活動の変化

第36回日本義肢装具学会学術大会 口演 栗田慎也

急性期でのボツリヌス治療の意義 第4回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 シンポジウム 髙橋忠志

投与筋選択におけるPTの判断方法 第4回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 痙縮治療SIG 髙橋忠志

リハビリテーション専門職に必要な感染対策の知識 第9回静岡災害リハビリテーション研修会 オンライン講演 髙橋忠志

急性期での痙縮アプローチの具体策
第19回日本神経理学療法学会サテライトカンファレンス
山形

シンポジウム 髙橋忠志

脳卒中の歩行再建で理学療法士の私が思うこと CORABOSS in SHINAGAWAⅣ.Ⅴ
パネルディスカッ
ション

髙橋忠志

脳出血発症後，早期離床および積極的な運動にも かかわらず静脈血栓塞栓症を生じた一
症例

理学療法科学 著書・雑誌 髙橋忠志

新宿区共通リハビリサマリー制作の試み 第7回日本地域理学療法学会 口演 中山玄康
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急性期脳卒中患者に対して長下肢装具を使用することにより生じた問題点-当院のデータより- 日本義肢装具学会誌 著書・雑誌 栗田慎也

急性期病院での長下肢装具の作製が脳卒中片麻痺患者の回復期リハビリテーション病棟退院時
の歩行能力に与える効果-多施設の回復期リハビリテーション病棟のデータより-

理学療法科学 著書・雑誌 栗田慎也

症例ディスカッション「神経学的・神経心理学的症候を解釈した姿勢バランス障害への理学療法」
日本神経理学療法学会サテライトカンファレン
ス

オンライン講演 栗田慎也

COVID-19専門病院のリハビリテーションの実際～作業療法士にできる事は何か？～
令和2年度東京都作業療法士会区中央・南部
ブロック研修会

オンライン講演 大村隼人

ビジュアルで学ぶ！だれでもできる新型コロナウイルス感染症対策～歯磨きと運動は副作用のな
いクスリ～

令和２年度品川福祉保健従事者　実践・研究発
表会

オンライン講演 髙橋忠志

近隣に受け入れリハビリテーション科がない場合の高齢障害者別リハビリテーション医療の方法 老年内科 著書・雑誌 尾花正義

rTMSを主体とした集学的痛み治療におけるpacing良否による効果の違い 日本健康行動科学学会　第１９回学術大会 口演 栗田慎也

急性期より長下肢装具を用いた歩行練習を実施し走行再建が可能となった脳卒中患者の一症例
効果をあげる理学療法技術としての装具療法
を考えるフォーラム（東京）

オンライン口演 髙橋忠志

行政機関や医師会と協働した一般市民へのCOPD啓発活動～呼吸・ケアリハビリテーション指導者
の会 関東支部の活動～

第30回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 ポスター 中村嘉子

日本理学療法士協会主催 認定必須研修(疼痛管理)～総論～ 日本理学療法士協会 オンライン講演 栗田慎也

理学療法士の視点からみた義肢装具の多職種連携 第58回日本リハビリテーション医学会学術集会 シンポジウム 髙橋忠志

急性期にボツリヌス療法を行った椎骨動脈閉塞を伴う脳梗塞の一症例 第58回日本リハビリテーション医学会学術集会 口演 髙橋忠志

褥瘡対策委員会を通じて、リハビリテーション科のシーティング介入を周知し、褥瘡の悪化を予防で
きた症例

第23回褥瘡学会学術集会 ポスター 宮﨑亜希子

下肢痙縮に対して急性期にボツリヌス療法を行った頭部外傷の1症例 日本スティミュレーション学会誌 著書・雑誌 髙橋忠志

コロナ禍での骨折リエゾンサービス(FLS)立ち上げ FLS Start Up Seminar オンライン講演 栗田慎也

本人用長下肢装具の使用により排尿への介助が軽減され，歩行練習が可能となった男性脳出血
の一症例

日本義肢装具学会誌 著書・雑誌 栗田慎也

下肢装具とボツリヌス療法 日本ボツリヌス治療学会雑誌 著書・雑誌 髙橋忠志

上肢痙縮に対するボツリヌス療法における作業療法士の役割 日本ボツリヌス治療学会雑誌 著書・雑誌 大村隼人

地域包括ケア病棟に入棟する筋骨格性障害疼痛患者に対する多面的評価 第9回日本運動器理学療法学会学術大会 オンライン口演 栗田慎也

「症例報告・発表の仕方」
東京都理学療法士協会主催　令和3年度 新人
教育プログラム第2回研修会

オンライン講演 栗田慎也

当院におけるOnabotulinumtoxin Aの投与上限引き上げ前後の上下肢同時施注時の変化 第8回日本ボツリヌス治療学会学術大会 オンライン口演 髙橋忠志

ボツリヌス療法におけるチーム医療 城南痙縮治療地域連携WEBセミナー オンライン講演 髙橋忠志

COVID-19の理学療法 ソウル理学療法学会 オンライン講演 髙橋忠志

ボツリヌス療法における理学療法士の役割 痙縮治療セミナー in 福岡 オンライン講演 髙橋忠志

OLS発足前における骨粗鬆症性椎体骨折と大腿骨近位部骨折に対するDEXA実施率と薬物療法
介入率の違いについて

第23回日本骨粗鬆症学会学術大会 オンライン口演 栗田慎也

新型コロナウイルス感染症重点病院での骨粗鬆症リエゾンサービス発足 第23回日本骨粗鬆症学会学術大会 オンライン口演 栗田慎也

急性期病院での備品用長下肢装具の課題-当院のデータから- 第37回日本義肢装具学会学術大会 オンライン口演 栗田慎也

Extension thrust patternに対する多軸膝遊動式膝継手付き長下肢装具の即時効果 第37回日本義肢装具学会学術大会 オンライン口演 栗田慎也

生活期脳卒中患者に対する複数回のボツリヌス療法が下肢装具に及ぼす影響 第37回日本義肢装具学会学術大会 オンライン口演 髙橋忠志

新型コロナウイルス感染症から学んだ理学療法士の感染対策の重要性 第37回東海北陸理学療法学術大会 講演 髙橋忠志

短下肢装具（AFO）を用いた運動療法の要点
脳卒中の装具のミカタ［Web動画付］Q&Aでひも
解く57のダイジなコト

著書・雑誌 髙橋忠志

その他の装具療法
脳卒中の装具のミカタ［Web動画付］Q&Aでひも
解く57のダイジなコト

著書・雑誌 髙橋忠志

カットダウンの考えかた
脳卒中の装具のミカタ［Web動画付］Q&Aでひも
解く57のダイジなコト

著書・雑誌 栗田慎也

急性期の装具療法症例①
脳卒中の装具のミカタ［Web動画付］Q&Aでひも
解く57のダイジなコト

著書・雑誌 栗田慎也

東京都区南部地域の急性期病院および回復期リハビリテーション病院における下肢装具と肩装具
の備品調査

理学療法東京 著書・雑誌 髙橋忠志

下肢整形外科疾患に対するトランクソリューション・コアが歩行（立脚後期）に及ぼす影響-足関節果
部骨折述語患者を中心に-

第8回トランクソリューション・コアフォローアップ
の会

オンライン講演 栗田慎也

東京都区南部地域リハビリテーション支援センターによる地域の介護予防事業支援の取組 第59回全国自治体病院学会 口演 小磯寛

COVID-19感染拡大状況下におけるオンラインを活用した地域リハビリテーション支援事業の活動
報告

第59回全国自治体病院学会 口演 吉田真希

地域連携でボツリヌス治療を行い，歩行能力などが改善した脊髄腫瘍術後の一例 第40回東京都理学療法学術大会 口演 栗田慎也

重複障害を持ち，糖尿病性足病変から足趾切断などを来し，リハビリテーションに難渋した一例 第40回東京都理学療法学術大会 オンライン口演 吉田真希

COVID-19重点医療機関における陽性患者介入に向けた体制作り 第40回東京都理学療法学術大会 オンライン口演 中山玄康

COVID-19流行下における自主グループ立ち上げ支援の経験 第40回東京都理学療法学術大会 オンライン口演 小磯寛

COVID-19流行下における地域リハビリテーション支援センターの役割 第40回東京都理学療法学術大会 オンライン口演 泉　圭之介

治療効果を上げる！痙縮に対するボツリヌス療法のコツ 日本医事新報社WEBコンテンツ 著書・雑誌 尾花正義

Extension thrust patternに対する多軸膝遊動式膝継手付き長下肢装具の長期効果 第10回日本支援工学理学療法学会学術 口演 栗田慎也

集中治療室におけるCOVID-19患者の前傾側臥位療法の効果 第17回東京都福祉保健医療学会 オンライン口演 栗田慎也

COVID-19受け入れ拠点病院（重点医療機関）におけるリハビリテーション医療 臨床リハ 著書・雑誌 尾花正義

2021年


