第 1 日目 4 月 18 日（土）

＜メインホール＞
基調講演

10：10～11：00
座長：大山 峰生（新潟医療福祉大学医療技術学部作業療法学科）

「人類を育てた手と脳の働き」
京都大学医療技術学部 名誉教授 特定ＮＰＯ法人健康医療評価研究機構 評議委員&学術諮問委員
上羽 康夫先生

特別講演Ⅰ

11：10～12：10
座長：阿部 薫（慶應義塾大学病院リハビリテーション科）

「運動学習理論と実際～セラピィへの展開に向けて～」
関西医科大学附属枚方病院整形外科学講座・リハビリテーション科 診療教授
長谷 公隆先生

特別講演Ⅱ

13：20～14：30
座長：岡野 昭夫（中部大学生命健康科学部作業療法学科）

「手と脳の機能を考慮したニューロリハビリテーション」
畿央大学大学院健康科学研究科主任・教授
畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター センター長
森岡 周先生

一般演題 口述発表Ⅰ QOL

14：40～15：30
座長：茶木 正樹（中日病院名古屋手外科センター）

O-Ⅰ-1 「手外科疾患における疾患特異的 QOL 評価表の開発－橈骨遠位端骨折－」
一般社団法人 日本ハンドセラピィ学会 機能評価委員会

桂

理

O-Ⅰ-2 「手外科疾患における疾患特異的 QOL 評価表の開発－肘部管症候群－」
一般社団法人 日本ハンドセラピィ学会 機能評価委員会

野中 信宏

O-Ⅰ-3 「手指・母指損傷後の患者を対象とした自己機能・能力障害評価表の再現性と妥当性」
一般社団法人 日本ハンドセラピィ学会 機能評価委員会

原田 康江

O-Ⅰ-4 「患者が体験する信念対立－患者視点での質的分析－」
福井県済生会病院

一般演題 口述発表Ⅱ 橈骨遠位端骨折

多田 哲也

15：40～16：50

座長：西出 義明（もり整形外科・リウマチ科クリニック）
O-Ⅱ-5 「橈骨遠位端関節内骨折に対する方形回内筋温存掌側ロッキングプレート
固定術後の治療成績 －尺骨茎状突起骨折が臨床症状に与える影響－」
河北総合病院リハビリテーション科

金井 三紗

O-Ⅱ-6 「橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定例における長母指屈筋腱損傷の予測因子」
医療法人慶仁会川﨑病院手外科センター

竹部 裕也

O-Ⅱ-7 「橈骨遠位端骨折患者における骨折手の自動運動機能の予測値と実測値の差異」
北里大学メディカルセンターリハビリテーションセンター

薄木 健吾

O-Ⅱ-8 「橈骨遠位端骨折術後患者における自主訓練量と患者特性・治療成績との関連性」
相澤病院運動器疾患リハセンター

田中

楓

O-Ⅱ-9 「当院における高齢者の橈骨遠位端骨折後のハンドセラピィ成績と
Hand20 から見えた ADL の傾向と課題」
湘南鎌倉総合病院湘南外傷センター

馬場 有香

O-Ⅱ-10 「橈骨遠位端骨折術後患者の Quick-DASH と SF-36 の関連性について」
社会医療法人共愛会戸畑共立病院

石川 貴史

＜第二会議室 ポスター会場＞
一般演題 ポスター発表Ⅰ 事例報告

14:40～15:40
座長：齋藤 慶一郎（文京学院大学保健医療技術学部）

P-Ⅰ-1 「小指屈筋腱皮下断裂術後に減張位テーピングを用いて早期運動療法を行った 2 例」
地方独立行政法人那覇市立病院リハビリテーション室

澤田

歩

P-Ⅰ-2 「小指伸筋腱断裂後腱移行術を施行した症例に対して超早期自動運動療法を実施した経験」
社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院リハビリテーション科

小池 拓馬

P-Ⅰ-3 「手背複合組織損傷後に難治性皮膚潰瘍を合併した症例について」
今給黎総合病院

鶴田 和也

P-Ⅰ-4 「母指切断後内転拘縮に対し創外固定器を用いた拘縮授動術と
ハンドセラピィを併用した 1 症例」
東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科

田口 健介

P-Ⅰ-5 「肘外傷後に生じた前腕回旋障害に対して S-K 法と TEA を施行した 1 例
－2 期的手術におけるリハビリについて－」
柏厚生総合病院

一般演題 ポスター発表Ⅱ 肘・その他

横田 景子

15:50～16:50
座長：谷村 浩子（京都滋慶学園京都医健専門学校）

P-Ⅱ-6 「PIP 関節の関節可動域制限が日常生活動作へ及ぼす影響－両手動作に着目して－」
大阪労災病院中央リハビリテーション部

松下 卓也

P-Ⅱ-7 「de Quervain 病症例における母指・小指同時自動外転時の手関節尺屈角度の検討」
北海道文教大学人間科学部作業療法学科

金子 翔拓

P-Ⅱ-8 「橈骨遠位端骨折術後の回外制限に対する方形回内筋・前腕骨間膜に着目した運動療法」
公立南丹病院リハビリテーション科

恩村 直人

P-Ⅱ-9 「肘関節外傷・疾患術後患者におけるバイオフィードバック療法の有用性」
獨協医科大学越谷病院リハビリテーションセンター

高橋 里奈

P-Ⅱ-10 「野球肘に対する予防・指導のための筋骨格モデルを用いた肘関節応力解析」
防衛医科大学校病院リハビリテーション部

椎名 義明

第 2 日目 4 月 19 日（日）

＜メインホール＞

International Session

9:00～9:30
座長：西村

誠次 （金沢大学医薬保健研究域保健学系）

通訳：千見寺 貴子 （札幌医科大学医学部解剖学第二講座）
「Rehabilitation following hand allotransplantation 」
Chief Occupational Therapist, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
Kent, Jui-Kun Chang

一般演題 口述発表Ⅲ 母指・手指のセラピィ

9:40～10:40

座長：野中 信宏（愛野記念病院手外科センター）
O-Ⅲ-11 「腱性マレット指における PIP 関節伸展拘縮の影響」
愛野記念病院手外科センター

山田 玄太

山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院リハビリテーション科

磯村 佑哉

O-Ⅲ-12 「Modified Camitz 法の後療法の検討」

O-Ⅲ-13 「deQuervain 病におけるキネシオテーピング療法の有用性について」
四谷メディカルキューブ手の外科・マイクロサージャリーセンター

吉村 礼子

O-Ⅲ-14 「母指 CM 関節症における Quick-DASH 仕事スコアに関係する要因について」
弘前医療福祉大学保健学部医療技術学科作業療法学専攻

千葉 さおり

O-Ⅲ-15 「術後 3 ヶ月における母指 CM 関節症症例の DASH スコアに影響する因子について」
四谷メディカルキューブ手の外科・マイクロサージャリーセンター

竹田 絵理子

一般演題 口述発表Ⅳ 痛み・その他

10:50～11:50
座長：斎藤 和夫（渕野辺総合病院）

O-Ⅳ-16 「橈骨遠位端骨折術後における早期の経時的動作時痛変化が機能回復に及ぼす影響」
医療法人友和会鶴田整形外科

井川 有里

O-Ⅳ-17 「複合性局所疼痛症候群例に対する局所静脈麻酔下非観血的授動術と後療法の経験」
愛野記念病院手外科センター

坂本 竜弥

O-Ⅳ-18 「鏡視下腱板修復術後患者における運動イメージと不安感が CRPS を予測する
－予備的研究－」
福岡リハビリテーション病院

平賀 勇貴

O-Ⅳ-19 「手外科周術期における関連痛の疫学研究」
名古屋大学医学部付属病院リハビリテーション部
名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学

吉田 彬人

O-Ⅳ-20 「脳機能の観点から運動イメージの再獲得を図る－ミラーセラピーを用いた介入－」
近畿大学医学部附属病院リハビリテーション部

一般演題 口述発表Ⅴ 腱・血管・神経損傷

鈴木 雄介

12:00～13:00

座長：飯塚 照史（星城大学リハビリテーション学部）
O-Ⅴ-21 「長期的なセラピィを要した特異的な肢位を呈した胸郭出口症候群の 1 例」
東京手の外科・スポーツ医学研究所

阿部 幸一郎

O-Ⅴ-22 「両側手根管症候群患者における母指対立運動と ADL の関係」
慶友整形外科病院

坂本 悠介

O-Ⅴ-23 「Finger trap 牽引法と手関節持続牽引器の比較－牽引時に生じる痛み、冷感への対策－」
南川整形外科病院

片山 智裕

O-Ⅴ-24 「神経・血管損傷術後の寒冷非耐性（Cold intolerance）について」
札幌徳洲会病院整形外科外傷センター

越後

歩

O-Ⅴ-25 「指節骨，中手骨骨折術後の寒冷非耐性（Cold Intolerance）の発生頻度とその特徴」
札幌徳洲会病院整形外科外傷センター

井部 光滋

＜第一会議室 セミナー会場＞

Meet The Expert 「ベテランセラピストの臨床に学ぶ」

9:40～10:40

座長：大森 みかよ（聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部）

1．
「ハンドセラピィを行う上で私が大切にしていること」
札幌徳洲会病院整形外科外傷センター

越後

歩

2．
「患者指導・訓練で私が大切にしていること」
聖隷浜松病院リハビリテーション部

ハンズオンセミナー 「スプリンティングの可能性」

奥村 修也

10:50～12:20

座長：藤目 智博（大阪掖済会病院ハビリテーション科）

「スプリンティングの可能性～脳血管疾患の手に対して～」
JCHO 東京高輪病院

仲木 右京

提供：酒井医療株式会社

＜第二会議室 ポスター会場＞
一般演題 ポスター発表Ⅲ 基礎・評価

9:40～10:40
座長：笹原 寛（済生会山形済生病院）

P-Ⅲ-11 「FDT を用いた先天異常手対立再建術後の手指機能評価」
国立成育医療研究センター臓器・運動器病態外科部

上原 和美

P-Ⅲ-12 「タブレット端末を使用した簡便なダーツスロー・モーション面の関節可動域測定の検討」
社会医療法人医真会八尾総合病院作業療法科

栖原

綾

P-Ⅲ-13 「手関節部分固定術後の ADL 評価 －Adelaide Questionnaire を用いて－」
行岡病院作業療法科

端野 加織

P-Ⅲ-14 「握力測定値の変化の検討－Jamar 型握力計を用いて－」
埼玉成恵会病院リハビリテーション科

吉川 真沙季

P-Ⅲ-15 「母指の運動制限が手指のパフォーマンスへ及ぼす影響」
金沢医科大学病院

入江 啓輔

一般演題 ポスター発表Ⅳ 術後セラピィ

10:50～11：50
座長：原田 康江（聖隷浜松病院）

P-Ⅳ-16 「PIP 関節変形性関節症に対する切腱術後のリハビリテーション」
四谷メディカルキューブ手の外科・マイクロサージャリーセンター

伊川 真実

P-Ⅳ-17 「手指 PIP 関節背側脱臼骨折の術後ハンドセラピィ」
土谷総合病院整形外科リハビリ室

吉廻 邦彦

P-Ⅳ-18 「高度 PIP 関節屈曲拘縮に対する皮弁による皮膚延長後併用した早期運動療法の有用性」
香川大学医学部付属病院リハビリテーション部

仁木 隆之

P-Ⅳ-19 「手指屈筋腱遊離腱移植術後の腱遠位滑走訓練についての一考察」
聖隷浜松病院リハビリテーション部

関 めぐみ

P-Ⅳ-20 「母指 MP 関節橈側側副靭帯損傷に対する術後セラピィの報告」
櫛田学整形外科クリニック

一般演題 ポスター発表Ⅴ スプリント

栗木 康介

12:00～13:00
座長：蓬莱谷 耕士（北摂総合病院）

P-Ⅴ-21 「外傷性肘関節拘縮に用いる動的スプリント療法の
生体力学的分析と矯正トルクの定量的評価に関する予備的研究」
総合病院回生病院リハビリテーション部

石井 誠二

P-Ⅴ-22 「手根管症候群に対するスプリント療法の治療成績 －第 3 報－」
いまむら整形外科医院

堀

泰輔

P-Ⅴ-23 「母指延長術術前評価で指型成型スポンジスプリントを作成した１症例
－母指の長さの検討－」
刈谷豊田総合病院リハビリテーション科

今田 貴子

P-Ⅴ-24 「橈骨遠位端骨折後の前腕回旋制限に対する当院考案の小型スプリント使用経験」
行岡病院作業療法科

端野 加織

P-Ⅴ-25 「前腕回外制限に対するダイナミックスプリント作製の試み」
埼玉医科大学総合医療センター

松原 秀徳

