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リハビリテーション医学講座／リハビリテーションセンター 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
渡辺祐樹, 川上亮一, 畑下 智, 大井直往. 外傷性膝関節拘縮に対して Ilizarov創外固定器を用いた授動術を行

った1例：創外固定器装着中からの積極的な理学療法介入. 運動器リハビリテーション. 201812; 29(4):466-471. 
 
〔総説等〕 
 
佐藤善之, 横山 斉, 佐藤崇匡, 大井直往. 【心大血管手術後のリハビリテーション】心大血管手術 冠動脈疾

患(CABG/PCI). MEDICAL REHABILITATION. 201801; 218(1):29-34. 
 

研究発表等 

 
〔研究発表〕 
 
髙橋雄一, 堀越 翔, 山本慎之助, 吉田久美, 青田美穗, 野地成子, 松本貴智, 志賀哲也, 板垣俊太郎, 三
浦 至, 矢部博興. 作業療法士からみた治療抵抗性統合失調症に対するクロザピンの有用性について. 平成29年

度福島県精神医学会; 20180218; 福島. 福島医学雑誌. 68(2):139. 
 
佐藤真理, 五百川和明, 伊橋光二, 大井直往. 重度の関節痛・嚥下障害を呈したが，長期的リハビリテーション

により改善を認めた小児皮膚筋炎の一例. 第43回日本リハビリテーション医学会東北地方会; 20180303; 仙台. 
 
二村美也子. 錯語とジャルゴン Paraphasia and Jargon. 2018年国際核医学フォーラム; 20180512-13; 会津若

松. 
 
芥川奈央, 鴫原和昭, 髙橋 勝, 大井直往. 覚醒下手術で到達動作を評価した頭頂葉腫瘍の一例. 第28回東北

作業療法学会; 20180623; 秋田. 
 
佐藤真理, 二階堂琢也, 五百川和明, 大内一夫, 矢吹省司, 伊橋光二, 大井直往. 機能回復が遷延した腰椎損

傷の一例. 第55回日本リハビリテーション医学会学術集会; 20180629; 福岡. Japanese Journal of Rehabilitation 
Medicine. 55(Suppl):140. 
 
鴫原和昭, 高橋 勝, 芥川奈央, 大歳憲一, 大井直往. 入浴用肩関節外転装具導入による鏡視下腱板修復術後患

者への入浴時介助のし易さの変化. 第55回日本リハビリテーション医学会; 20180701; 福岡. 
 
髙橋 勝, 鴫原和昭, 佐々木信幸, 大井直往. 上腕屈筋群損傷に対して広背筋移植術を実施した症例に対しての

作業療法の1例. 第55回日本リハビリテーション医学会; 20180701; 福岡. 抄録集. 4-KP-8-5. 
 

－350－



菊地里美, 鴫原和昭, 佐々木信幸, 大井直往. ZoneIIの屈筋腱損傷に化膿性腱鞘炎を併発した症例の作業療法の

工夫. 福島県リハビリテーション専門職学術集会2018; 20180902; 郡山. 抄録集. 28. 
 
菅野健一, 菅野和広, 大井直往. 皮膚筋炎の嚥下障害に対して嚥下評価と食事形態の工夫が奏功した1症例. 福
島県リハビリテーション専門職学術集会2018; 20180902; 郡山. 抄録集. 34. 
 
坂井未和, 大井直往, 吉田勝浩, 小野洋子. 反復性膝蓋骨脱臼に対し内側膝蓋大腿靭帯再建と脛骨粗面移行術を

同時に施行された症例. 福島県リハビリテーション専門職学術集会2018; 20180902; 郡山. 抄録集. 65. 
 
芥川奈央, 藤井正純, 二村美也子, 鴫原和昭, 大井直往. 術前・術中・術後シームレスに介入し，運動機能温

存を試みた頭頂葉腫瘍の一例. 第52回日本作業療法学会; 20180907-09; 名古屋. 
 
鴫原和昭, 藤井正純, 二村美也子, 芥川奈央, 大井直往. 術前・術中・術後シームレスに介入し，運動機能温

存を試みた頭頂葉腫瘍の一例 症例報告2. 第52回日本作業療法学会; 20180907-09; 名古屋. 
 
二村美也子, 藤井正純, 市川優寛, 岩楯兼尚, 蛭田 亮, 山ノ井優, 大井直往, 佐久間潤, 齋藤 清. 楔前

部・後部帯状回・海馬傍回グリオーマに伴う地誌的見当識障害－4症例の検討から－. 第23回日本脳腫瘍の外科学

会; 20180914-15; 和歌山. 
 
阿部純平, 渡辺祐樹, 二階堂琢也, 小林寛崇, 宍戸啓太, 鈴木秀基, 佐藤真理, 矢吹省司, 大井直往. 腰椎

手術後の痛みに関連する因子の検討. 第23回ペインリハビリテーション学会学術大会; 20180922-23; 福岡. Pain 
Rehabilitation. 8(2):74. 
 
渡辺祐樹, 二階堂琢也, 阿部純平, 小林寛崇, 宍戸啓太, 鈴木秀基, 佐藤真理, 矢吹省司, 大井直往. 術後

急性痛に影響を与える術前の予測因子の検討. 第23回ペインリハビリテーション学会学術大会; 20180922-23; 福
岡. Pain Rehabilitation. 8(2):101. 
 
二村美也子, 藤井正純, 市川優寛, 岩楯兼尚, 佐久間潤, 齋藤 清. 楔前部・後部帯状回・海馬傍回グリオー

マに伴う地誌的見当識障害－6症例の検討から－. 第19回福島県立医科大学脳神経外科同門症例検討会; 
20180930; 郡山. 
 
佐藤夏海, 五百川和明, 鴫原和昭, 大井直往. 脳梗塞軽度右片麻痺患者の早期自宅退院に向けた急性期作業療法

の役割. 第57回全国自治体病院学会 in 福島; 20181018; 郡山. 抄録集. 136. 
 
栁沼里英, 二村美也子, 菅野和広, 大井直往. コミュニケーション手段が著しく制限された症例の拡大代替コミ

ュニケーション導入の取り組み～口述文字盤が有効であった一例～. 第57回全国自治体病院学会 in 福島; 
20181018; 郡山. 抄録集. 138. 
 
渡辺祐樹, 二階堂琢也, 阿部純平, 小林寛崇, 宍戸啓太, 鈴木秀基, 佐藤真理, 矢吹省司, 大井直往. 安静

時腰痛と睡眠障害の関連－腰椎疾患患者における検討－. 第57回全国自治体病院学会 in 福島; 20181018-19; 郡
山. 抄録集. 139. 
 
坂井未和. 筋力強化運動における超音波診断装置を用いた視覚的フィードバックと低周波刺激の即時効果の比較検

討. 第57回全国自治体病院学会 in 福島; 20181018-19; 郡山. 抄録集. 139. 
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渡辺祐樹, 二階堂琢也, 飯沼香織, 長峯沙紀子, 小山理衣, 鴫原智彦, 佐藤真理, 矢吹省司, 大井直往. 術
後満足度と疼痛・身体機能・日常生活動作との関係－腰椎手術例での検討－. 第57回全国自治体病院学会 in 福
島; 20181018-19; 郡山. 抄録集. 139. 
 
鴫原和昭, 髙橋 勝, 芥川奈央, 渡邉秋江, 五百川和明, 佐藤崇匡, 大井直往. 体外設置型補助人工心臓装着

後に脳出血を合併した患者に対しての作業療法の経験. 第57回全国自治体病院学会 in 福島; 20181019; 郡山. 抄
録集. 140. 
 
小野洋子, 柴田真秀, 大井直往. 当院における小児リハビリテーションの現状と課題. 第57回全国自治体病院学

会 in 福島; 20181018; 郡山. 抄録集. 141. 
 
長峯沙紀子, 小山理衣, 小林寛崇, 阿部純平, 大井直往, 伊橋光二, 小野洋子. 当院での小児がん患者リハビ

リテーションの現状. 第57回全国自治体病院学会学術大会 in 福島; 20181018-19; 郡山; 抄録集. 142. 
 
菅野和広. 残存聴力活用型人工内耳が有用であった1例. 第57回全国自治体病院学会 in 福島; 20181018-19; 郡
山. 抄録集. 143. 
 
鈴木秀基, 青田恵郎, 大橋寛憲, 山岸栄紀, 小野洋子, 坂井未和, 宍戸啓太, 対馬栄輝, 大井直往. 人工股関

節置換術患者における術後早期の歩行速度に影響する因子の検討. 第45回日本股関節学会学術集会; 20181026-27; 
名古屋. プログラム・抄録集. 604. 
 
宍戸啓太, 青田恵郎, 大橋寛憲, 大井直往, 鈴木秀基, 坂井未和, 小野洋子. 従来法とDSA(Direct Superior 
Approach)による人工股関節置換術術後の歩行能力の違い. 第45回日本股関節学会学術集会; 20181027; 名古屋. 
プログラム・抄録集. 607. 
 
鴫原智彦, 野村 潤, 猪狩貴弘, 加賀孝弘, 兼子陽太, 加藤欽志, 沼崎広法, 大井直往, 大歳憲一, 紺野愼

一. 高校野球選手の睡眠と運動器の痛みとの関連. 第29回日本臨床スポーツ医学会学術集会; 20181102-03; 札幌. 
日本臨床スポーツ医学会誌. 26(4):266. 
 
鴫原智彦, 野村 潤, 猪狩貴弘, 加賀孝弘, 兼子陽太, 加藤欽志, 沼崎広法, 大井直往, 大歳憲一, 紺野愼

一. 高校野球選手の睡眠と心理的・身体的ストレスとの関連. 第29回日本臨床スポーツ医学会学術集会; 
20181102-03; 札幌. 日本臨床スポーツ医学会誌. 26(4):266. 
 
松尾洋平, 野村 潤, 金内洋一, 大井直往. 障害を持つこどものスポーツ指導 福島県における障がい児へのス

ポーツ指導 運動導入教室の取り組み. 第29回日本臨床スポーツ医学会学術集会; 20181102; 札幌. 
 
鴫原智彦, 今野裕樹, 遠藤和博, 樫村孝憲, 野邊翔平, 小野田修一, 渡辺祐樹, 猪狩貴弘, 加賀孝弘, 加藤

欽志, 大歳憲一, 紺野愼一. 福島県における高校野球選手に対するサポート～サポートの現状と今後の課題～. 
第36回東北理学療法学術大会; 20181103-04; 青森. プログラム・抄録集. 125. 
 
小林寛崇, 二階堂琢也, 渡辺祐樹, 阿部純平, 宍戸啓太, 鈴木秀基, 飯沼香織, 小山理衣, 長峯沙紀子, 鴫
原智彦, 佐藤真理, 矢吹省司, 大井直往. 腰椎術後患者の退院時QOLに影響を与える心身機能の関連因子. 第
36回東北理学療法学術大会; 20181103-04; 青森. 
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二村美也子, 藤井正純, 前澤 聡, 水野聡美, 蛭田 亮, 岩楯兼尚, 市川優寛, 佐久間潤, 大井直往, 齋藤 

清. 術中マッピング時に純粋語聾を呈した一例－優位半球上側頭回の語音認知への関わりについて. 第42回日本

高次脳機能障害学会; 20181206-07; 神戸. 
 
坂井未和, 対馬栄輝, 阿部純平, 鈴木秀基, 渡辺祐樹, 小野洋子, 大井直往. 超音波診断装置を用いた異なる

姿位での腹横筋筋厚測定の検者内および検者間信頼性. 第6回日本運動器理学療法学会学術大会; 20181215-16; 福
岡. 抄録集. 14. 
 
鈴木秀基, 対馬栄輝, 坂井未和, 鴫原智彦, 小野洋子, 小林秀男, 佐藤真理, 大井直往. 外側広筋付着部，外

側膝蓋支帯周囲組織の滑走性低下により疼痛を呈した膝蓋骨亜脱臼の一症例. 第6回日本運動器理学療法学会学術

大会; 20181215-16; 福岡. 抄録集. 168. 
 
〔シンポジウム〕 
 
大井直往. 認知症を合併する高齢者の運動器リハビリテーションの留意点. 日本整形外科学会学術集会; 20180524; 
神戸. 
 
〔特別講演〕 
 
大井直往. 健康づくりの基礎基本：健康づくりへの取り組み方. 始めよう健活教室 保健医療交流事業; 20180220; 
南相馬. 
 
大井直往. 運動でいつまでも美しく～正しい筋力アップとウォーキング～. いきいき健康づくりフォーラム; 
20180304; 郡山. 
 
大井直往. がんリハの概要. 第5回福島県がんのリハビリテーション研修会; 20180908; 福島. 
 
大井直往. 模擬カンファレンス. 第5回福島県がんのリハビリテーション研修会; 20180908; 福島. 
 
大井直往. ウォーキング講座. 福島県石川町健康ウォーク; 20181014; 石川町. 
 
大井直往. 災害リハビリテーション. 第2回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会教育研修講演; 20181104; 
仙台. 
 
大井直往. 運動療法とリハビリテーション－運動器疾患－. 埼玉県医師会主催日本医師会認定健康スポーツ医学講

習会; 20181118; さいたま. 
 
〔その他〕 
 
大井直往. 東北保健医療専門学校 脊髄損傷講義; 20180115; 仙台. 
 
大井直往. 座長. 第6回がんのリハビリテーション勉強会; 20180228; 福島. 
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大井直往. 一般演題 座長. 第43回日本リハビリテーション医学会東北地方会; 20180303; 仙台. 
 
大井直往. 一般口演34「脊椎・脊髄・その他／脊髄損傷」座長. 第55回日本リハビリテーション医学会学術集会; 
20180629; 福岡. 
 
大井直往. ステップアップ講習 座長. 第5回福島県がんのリハビリテーション講習会; 20180908; 福島. 
 
大井直往. ファシリテーター. 第5回福島県がんのリハビリテーション研修会; 20180908-09; 福島. 
 
大井直往. 特別講演1「地域におけるリハビリテーションの可能性と新たなる挑戦」座長. 第57回全国自治体病

院学会; 20181018; 郡山. 
 
髙野純一. リハビリテーションセッション口述発表 座長. 第45回日本股関節学術集会; 20181027; 名古屋. 
 
大井直往. 大会座長. 第13回福島県地域リハビリテーション研究大会; 20181027; 郡山. 
 
大井直往. 関連専門職演題1「震災、加齢・老年疾患」座長. 第2回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会; 
20181102; 仙台. 
 
大井直往. 特別講演「やさしい高次脳機能の診かた」座長. 第13回包括的リハビリテーションを考える会; 
20181214; 福島. 
 

その他の業績・作品等 

 
大井直往. 第9回いわきサンシャインマラソンメディカルランナー. 20180211. スポーツ活動. 
 
大井直往. 第56回福島県障害者スポーツ大会医務班. 20180520. スポーツ活動. 
 
大井直往. 2018北海道・東北パラ陸上競技選手権大会医務班. 20180722. スポーツ活動. 
 
大井直往. 福井しあわせ元気国体 宮城県選手団帯同医. 20181004-09. スポーツ活動. 
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