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第 52回日本理学療法学術大会
開催にあたって

大会長　伊橋　光二
（福島県立医科大学）

　日本理学療法学術大会は、日本に理学療法士が誕生し、協会が設立された 1966 年に第 1回が開催され（全国研修会

として開催され、これを学会とした）、以来毎年開催を重ね、今回で 52 回を数えることになりました。これまでの先

達の努力に感謝するとともに、なお一層の発展を目指す責任を感じております。

　現在、日本理学療法士学会は、12の分科学会と 10の部門により構成されており、2017 年の第 52回学術大会は、第

51 回学術大会と同様に、同一日程、同一会場による分科学会連合大会方式で開催いたします。各分科学会は、それぞ

れの専門性を深めることが使命であり、第 52回大会では、各分科学会がそれぞれのテーマを掲げて連合開催すること

にいたしました。大会全体としては、共通するテーマを『理学療法士の学術活動推進』として、日本理学療法士学会

の学術水準向上に貢献したいと願う次第です。

　理学療法をさらに発展させ、社会の要請に格段と応えるためには、特に臨床現場における若年層の理学療法士が積

極的に臨床的研究に取り組むことが極めて重要だと考えます。よって、大会企画を「臨床で学術活動をどのように推

進・実践するのか」との視点で企画しました。例えば、シンポジウムで特別な計測機器が整備されていない臨床現場

での実践的研究方法を検討し、国際講演においても研究の進め方を呈示します。さらに、海外との交流推進や論文の

書き方といった内容も企画しました。会場である幕張メッセの大きな展示場を活用した情報提供も企画しています。

　科学的根拠に裏付けられた理学療法を最善の水準で対象者に幅広く提供するためには、保健・医療・福祉領域の現

場に反映可能な理学療法研究を格段と推進することが求められます。そのためには、保健・医療・福祉制度はもとよ

り、文化的、社会的背景などを考慮したデータの蓄積が重要であり、この責務はそれぞれの現場で日々対象者に関与

している理学療法士です。この学術大会が契機となり、学術活動、臨床研究活動が促進されることを期待しています。

　本学術大会では、テーマに基づいた企画（シンポジウム、講演など）として、各分科学会が 4本、各部門が 1本、

および協会企画などを含め合計60本以上を企画しています。2018年以降、日本理学療法学術大会は、個々の分科学会

の学術集会形式に移行する方針になっています。これに対して2016年の日本理学療法士協会の総会において再考の必

要性が提唱され、検討が進められていますが、今のところ結論は出ていません。いずれにせよ、全分科学会が一堂に

会する本学術大会に是非参加いただき研究発表と理学療法に関連した多岐にわたる事項の聴講と積極的な討議を展開

していただくことを衷心より願っております。



日　程　平成 29 年 5 月 12 日（金）～5月 14 日（日）

場　所　幕張メッセ国際会議場・国際展示場、東京ベイ幕張ホール

主　催　公益社団法人　日本理学療法士協会

大会長　伊橋　光二（福島県立医科大学）

分科学会学術集会・学術集会テーマ・学術集会長

第 4回日本運動器理学療法学会学術集会

　テーマ　エビデンス（EBM）構築の臨床的意義

　集会長　竹井　仁（首都大学東京）

第 4回日本基礎理学療法学会学術集会

　テーマ　筋の病態を知る

　　　　　―筋疾患・呼吸器疾患モデル動物を用いた研究―

　集会長　坂本　美喜（北里大学）

第 4回日本呼吸理学療法学会学術集会

　テーマ　呼吸理学療法の多様性

　集会長　小川　智也（公立陶生病院）

第 5回日本支援工学理学療法学会学術集会

　テーマ　支援工学の智が目指すもの

　集会長　松田　雅弘（城西国際大学）

第 52回

日本理学療法学術大会

テ　ー　マ

理学療法士の学術活動推進



第 4回日本小児理学療法学会学術集会

　テーマ　理学療法の経験と科学

　集会長　中　　徹（群馬パース大学）

第 15 回日本神経理学療法学会学術集会

　テーマ　神経理学療法領域における理学療法士の責任

　集会長　松田　淳子（大阪行岡医療大学）

第 2回日本心血管理学療法学会学術集会

　テーマ　知識と技術のイノベーション

　集会長　松永　篤彦（北里大学医療衛生学部）

第 4回日本スポーツ理学療法学会学術集会

　テーマ　スポーツ理学療法とスポーツ科学の融合

　集会長　片寄　正樹（札幌医科大学）

第 4回日本地域理学療法学会学術集会

　テーマ　地域におけるリハビリテーション支援

　　　　　～平時と緊急時の心構え・備え・システム構築

　集会長　田中　康之（千葉県千葉リハビリテーションセンター）

第 4回日本糖尿病理学療法学会学術集会

　テーマ　糖尿病に対する理学療法の発展を目指して

　　　　　臨床介入研究最前線

　集会長　横地　正裕（あさひ病院）

第 4回日本予防理学療法学会学術集会

　テーマ　アルツハイマー病とフレイルの予防

　集会長　島田　裕之（国立長寿医療研究センター）

第 5回日本理学療法教育学会学術集会

　テーマ　価値を高める理学療法教育の展望

　集会長　薄　直宏（東京女子医科大学八千代医療センター）
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JR海浜幕張駅から徒歩約7分

Ａ会場：幕張メッセ 国際会議場
Ｂ会場：東京ベイ幕張ホール
Ｃ会場：幕張メッセ 国際展示場

会場案内図

会場名 棟 階数 部屋名
総合受付 幕張メッセ 国際会議場 1階 ロビー
大会事務局 幕張メッセ 国際会議場 2階 小会議室202
協会事務局 幕張メッセ 国際会議場 2階 小会議室203
運営事務局 幕張メッセ 国際会議場 2階 小会議室204
クローク 幕張メッセ 国際会議場 1階 中会議室103～105
PCセンター
（A1～A6会場にて発表のデータのみ受付） 幕張メッセ 国際会議場 2階 A2会場前

PCセンター
（B1～B4会場にて発表のデータのみ受付） 東京ベイ幕張ホール 2階 B3会場前

A1会場 幕張メッセ 国際会議場 2階 コンベンションホール
A2会場 幕張メッセ 国際会議場 2階 国際会議室
A3会場 幕張メッセ 国際会議場 2階 中会議室201
A4会場 幕張メッセ 国際会議場 3階 中会議室301
A5会場 幕張メッセ 国際会議場 3階 中会議室302
A6会場 幕張メッセ 国際会議場 3階 中会議室303
B1会場 東京ベイ幕張ホール 2階 No. 1・2
B2会場 東京ベイ幕張ホール 2階 No. 3・4
B3会場 東京ベイ幕張ホール 2階 No. 6
B4会場 東京ベイ幕張ホール 2階 No. 8・9
ポスター会場 幕張メッセ 国際展示場 - ホール 8
企業展示会場 幕張メッセ 国際展示場 - ホール 8
企業プレゼンテーション会場 幕張メッセ 国際展示場 - ホール 8

書籍展示会場 幕張メッセ 国際会議場 2階 ホワイエ
幕張メッセ 国際展示場 - ホール 8

－ 6 －
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ご参加の皆様へ
1．参加登録費
　・会員登録費

大会全期間
事前参加登録 11,000円
当日参加登録 13,000円

デイパス
5月12日（金）のみ（大会 1日目） 8,000円
5 月13日（土）のみ（大会 2日目） 8,000円
5 月14日（日）のみ（大会 3日目） 6,000円

　　※司会・座長・審査員，講師・シンポジスト，演題発表者はデイパスのご利用はできません。
　　　事前参加登録か，大会全期間の当日参加登録となりますのでご注意ください。

　・非会員登録費（当日登録のみ）

大会全期間
理学療法士 23,000円
他職種  8,000円（他職種と証明できるものを要提示）
学生  3,000円（学生証を要提示，学生の発表者は10,000円）

▶当日参加登録は，現金支払いのみの取り扱いになります。
▶ 各会場での混雑状況によっては安全管理上，入場制限をさせていただく場合がございます。この場合の参加 
登録のキャンセル・変更には応じかねますので，予めご了承ください。

▶ デイパスは，参加日程によってネームカードの色が異なります。参加登録は，いかなる理由があろうとも 
キャンセル，変更はできませんので，ご注意ください。

▶ 学生とは，医療系養成校在学者を指しますが，理学療法士の資格のある方は該当しません。参加登録時の際に
学生証を提示してください。また，学生発表者の方は，参加費が一般の学生の区分とは異なりますのでご注意
ください。

▶ 理学療法士免許をお持ちの方で，未入会，休会，平成28年度会費未納の方は，非会員価格となります。

2．当日参加登録方法
▶ 会員の方は，専用受付窓口にて会員証を提示し，参加費の支払い（現金支払いのみ）及び受付をお済ませくだ
さい。

▶ 非会員・学生の方は，会場に用意された参加登録票をご記入の上，該当する受付で参加費の支払い（現金支払
いのみ）及び受付をお済ませください。

▶ 司会・座長・審査員，講師・シンポジスト，演題発表者はデイパスのご利用はできません。事前参加登録か，
大会全期間の当日参加登録となります。

▶参加登録費受領証は再発行できません。大切に保管してください。

3．生涯学習ポイント
▶ 受付で会員証をカードリーダーにかざすことにより，ポイントが自動管理されます。マイページへの反映は 
大会終了後 1ヶ月程かかります。

▶ 新人教育プログラム終了後に，生涯学習ポイント（学会参加ポイント等）を取得できるようになりますが， 
新人教育プログラム履修中でも発表者の方には，新テーマのC-6症例発表 3単位が自動的に加算されます。

4．参加受付について

会　　場 5月12日（金） 5月13日（土） 5月14日（日）
幕張メッセ 国際会議場
1階　ロビー 8：00～18：10 8：30～18：10 8：00～13：00

－ 10 －
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5．クロークサービス
　下記場所にてクロークを設置いたします。貴重品，雨具及びジャケット類はお預かりできませんので予め 
ご了承ください。

会　　場 5月12日（金） 5月13日（土） 5月14日（日）
幕張メッセ 国際会議場
1階　103～105 8：00～19：30 8：30～19：30 8：00～14：30

6．プログラム集について
　抄録は，理学療法学第44巻Suppl.2（J-STAGEにて公開）をご参照いただくか，第52回日本理学療法学術大会
専用アプリケーション（web用，スマートフォン・タブレット用）をご利用ください。

7．企業展示・企業プレゼンテーションについて
　企業展示・企業プレゼンテーションは，展示会場（幕張メッセ 国際展示場ホール 8）にて行います。本会場は 
休憩所と併設しております。また，前回大会で好評をいただきましたスタンプラリーも企画しております。 
スタンプラリーは，ネームカードについている台紙でどなたでもご参加いただけます。
　企業プレゼンテーションには事前登録，整理券等ございませんので，奮ってご参加ください。
　・企業展示開催時間

日　　付 時　　刻
5月12日（金） 9：00～18：005 月13日（土）
5月14日（日） 9：00～14：00

　・企業プレゼンテーション開催時間

日　　付 時　　刻 企業名

5月12日（金） 14：00 ～ 14：30 ゼロシーセブン株式会社
14：40 ～ 15：10 株式会社ウォルターズ・クルワー・ヘルス・ジャパン

8．書籍展示について
　幕張メッセ 国際会議場 2階，国際展示場ホール 8にて行いますので，是非ご来場ください。

会　　場 企業名
幕張メッセ 国際会議場
2階ロビー

株式会社文進堂書店
株式会社志学書店

幕張メッセ 国際展示場
ホール 8展示会場内 株式会社紀伊國屋書店

9．産学連携セッション
　産学連携セッションとは，本学会と企業が連携して国民の健康増進や疾病・損傷などの予防と改善，及び社会
参加の支援，生活の質の向上に寄与する学術的な内容を企業指定の講演者によって講演いただく企画です。
　産学連携セッションには事前登録，整理券等ございませんので，奮ってご参加ください。

会　　場 日　　付 時　　刻 企業名
幕張メッセ 国際会議場
2階201(A3会場) 5 月12日（金） 16：50～17：50 医歯薬出版株式会社

東京ベイ幕張ホール
2階No.1・2(B1会場) 5 月13日（土） 18：10～19：10 BiNI COMPLEX JAPAN

10．大学院・研究室紹介ブースについて
　学会の新企画として，大学院・研究室紹介ブースを展示会場（幕張メッセ 国際展示場ホール 8）に設置いたします。

－ 11 －
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11．昼食について
　大会ではご用意しておりませんので，幕張メッセ 国際展示場，東京ベイ幕張（イーストウイング棟，セントラ
ルタワー棟，ウエストウイング棟）内レストラン及び近隣の飲食店をご利用ください。

12．その他
　①　ネームカードの携帯について

※ 受付時にネームカードとホルダーをお渡しします。ネームカードに必要事項をご記入の上，必ず 
ネームカードの入ったホルダーを首から下げ，確認できるようにしてください。ネームカードの確認が
できない方は会場への入場をお断りします。

※ デイパスは，参加日程によりネームカードの色が異なります。参加受付の際はお間違えのないよう 
ご注意ください。

　②　入場制限について
各会場での混雑状況によっては安全管理上，入場制限をさせていただく場合がございます。これによる 
参加登録のキャンセル・変更には応じかねますので，予めご了承ください。

　③　カメラ・ビデオ撮影・録音について
撮影許可証を持たない方のプログラム（ポスター演題含む）のカメラ・ビデオ撮影（カメラ付き携帯電話 
を含む）・録音などは，講演者や発表者の著作権保護や対象者のプライバシー保護のために禁止させて 
いただきます。万が一，撮影・録音をしている方を見かけましたらデータの削除をさせていただきます。
また，撮影・録音をしている方を見かけましたら近くのスタッフまでお声掛けください。

　④　会場内での呼び出し
会場内での呼び出しはできません。

　⑤　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設定してください。また，プログラム中の通話は禁止させて
いただきます。

　⑥　非常口の確認
緊急・非常時にはスタッフの誘導に従ってください。また，緊急時に備えて必ず各自で非常口の確認を 
お願いいたします。

　⑦　喫煙について
喫煙マナーを守り，下記喫煙場所でお願いいたします。
※幕張メッセ 国際展示場　 3， 4， 8ホール前
※東京ベイ幕張ホール 1階各喫煙所　正面玄関外 両サイド，コートダジュール側外，コッツウォルズ側外

　⑧　公衆無線LANサービス
※幕張メッセ
　・国際会議場 1～ 3階ロビーにて「MESSE」
　・国際展示場 1～ 8ホール 2階中央モールにて「Messe_Free_Wi-Fi」を利用できます。
※東京ベイ幕張ホール
　無線LANのご用意はございません。

お問い合わせ先

第52回日本理学療法学術大会事務局
運営事務局：株式会社コンベンションリンケージ内
　〒102-0075　東京都千代田区三番町2
　TEL：03-3263-8688　　FAX：03-3263-8693
　E-mail：jspt52@c-linkage.co.jp
会期中：大会本部（幕張メッセ 国際会議場 2階 202）
　　　　※連絡先はHPをご確認ください。
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座長・審査員・演者の方へ
第52回日本理学療法学術大会ホームページの「座長・審査員・演者の方へ」に記載しております要項を抜粋して記載
しております。大会ホームページにて必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。

1．発表時間・内容

発表方法 セッション名 発表時間

口述発表

口述演題（神経）02
口述演題（神経）04
口述演題（心血管）01（YIAセッション）

発表10分，質疑応答10分
発表10分，質疑応答10分
発表 7分，質疑応答 7分

一般口述演題発表（上記以外） 発表 7分，質疑 3分

2．座長，審査員へのお願い
1）参加受付を済ませた後，担当セッション当日の30分前までに座長・審査員受付へお越しください。
　 座長・審査員受付は幕張メッセ 国際会議場 1階ロビーに設置いたします。
2） 口述発表座長はセッション開始の10分前までに担当セッション会場右前方の「次座長席」へお越しください。

3．口述発表演者へのお願い
1） 口述発表では演台，座長席上に計時回線を設置いたします。 
発表時間中は緑ランプ，発表時間終了 1分前に黄ランプで合図し，終了時間は赤ランプで合図いたします。 
発表時間中は時間表示がカウントダウンし，質疑時間中はカウントアップします。

2） 発表データは，PCセンター（幕張メッセ 国際会議場 2階A2会場前，または東京ベイ幕張ホール 2階B3会場前）
で受付をいたします。A1～A6会場のセッションの発表データは幕張メッセのPCセンターにて、B1～B4会場の
セッションの発表データは東京ベイ幕張ホールのPCセンターにてご登録ください。

受付データ 受付場所 受付日 受付時刻

A1～A6会場にて発表のデータ 幕張メッセ 国際会議場 2階  
A2会場前

5月12日（金） 8：00～17：10
5 月13日（土） 8：30～17：10
5 月14日（日） 8：00～12：00

B1～B4会場にて発表のデータ 東京ベイ幕張ホール 2階 
B3会場前

5月12日（金） 8：00～17：10
5 月13日（土） 8：30～17：10
5 月14日（日） 8：00～12：00

3） データ受付について
　 発表されるセッション開始 1時間前迄にデータ受付をしてください。
　 当日データ受付となる場合は，受付を優先いたしますのでスタッフにお声掛けください。
4） 演者はPCセンターに発表データの入ったメディア（USBフラッシュメモリまたはCD-R　※CD-RW不可）を
ご持参いただくか，PC本体持ち込みでの試写と動作確認を行ってください。また，発表セッションの開始10分
前までには該当会場左前方の「次演者席」にお越しください。

5）データ作成方法やPC本体持ち込みされる場合のご案内は，大会ホームページをご確認ください。

4．ポスター発表演者へのお願い
1） ポスター発表は座長による進行は行わず，自由討論形式です。
2） 演者受付は行いません。演者リボンを胸の辺りの見えるところに必ず付け，開始10分前に各自のポスター前で
待機してください。

　 なお，該当セッション時間中は，その場を離れないようにお願いいたします。
3） ポスターは予め指定された時刻に，指定された場所（ご自身の演題番号のパネル）に貼付し，撤去は必ず指定 
された時刻に行ってください。

－ 13 －



― 9 ―

4） ポスターは必ず各自でお持ち帰りください。
　指定時刻を過ぎても撤去されないポスターは，大会側で処分いたしますので予めご了承ください。

発表日 貼付 撤去
5月12日（金） 8：00～11：00 17：50～19：10
5 月13日（土） 8：30～10：50 17：50～19：10
5 月14日（日） 8：00～10：20 14：00～15：00

5） 掲示はパネルの横90cm×縦160cmの範囲とします。
　 パネル左上に演題番号を大会側で用意いたします。
　 その右側に縦20cm×横70cmのサイズ内で，
　 発表者の顔写真（カラー，L判程度：8.9cm×12.7cm）と
　 演題タイトル・演者名・所属を表記してください。

 

演題 
番号 

顔写真・タイトル 
（発表者準備） 

発表内容
（発表者準備）

－ 14 －





5月12日（金）　1日目
建物 会場名 ホール名 8：00 9：00 10：00 11：00 12：00

幕
張
メ
ッ
セ
国
際
展
示
場
（
Ａ
会
場
）

A1会場 コンベンション
ホール

A2会場 国際会議室

A3会場 中会議室201

A4会場 中会議室301

A5会場 中会議室302

A6会場 中会議室303

東
京
ベ
イ
幕
張
ホ
ー
ル
（
Ｂ
会
場
）

B1会場 No.1・2

B2会場 No.3・4

B3会場 No.6

B4会場 No.8・9

幕
張
メ
ッ
セ 

国
際
展
示
場 

（
Ｃ
会
場
）

ポスター会場 展示ホール8

展示会場 展示ホール8

11：00～12：00
日本神経理学療法学会企画

特別講演
「高次脳機能障害における
理学療法の役割と責任

Neglected side of physical 
therapy for neglect and 
related disorders」

10：10～10：40
開会式

9：00～10：00
協会企画 1

モーニングセッション
「Advocacy for 
Public Health」

11：00～12：00
日本基礎理学療法 

学会企画
教育講演

「運動器疾患・呼吸循
環器疾患に対する理
学療法―動物モデル
を用いた検証―」
11：00～12：00

産業理学療法部門企画
教育講演

「身近な職域での産業
理学療法実践 
～保健・衛生業の 
腰痛対策のために」

11：00～12：00
日本地域理学療法 

学会
口述演題 
（地域）01

11：00～12：00
日本スポーツ理学療法

学会
口述演題 

（スポーツ）01

11：00～12：00
日本小児理学療法学会

口述演題 
（小児）01

11：00～12：00
物理療法理学療法 

部門企画
シンポジウム

「急性期リハビリテー
ションにおける電気刺
激療法の新展開」
11：00～12：00

日本心血管理学療法
学会企画

シンポジウム1
「How to get accepted 
in a competitive journal 
～質の高い国際誌にアク
セプトされるには～」

11：00～12：00
日本神経理学療法 

学会
口述演題 
（神経）01

11：00～12：00
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）01

8：00～11：00
ポスター貼付

9：00～18：00
企業展示
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13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00

17：50～18：50
協会企画 2
鼎談

「これからの理学療法
士への提言―求めら
れる臨床力とは―」

16：30～17：30
日本地域理学療法 

学会企画
教育講演 1

「高齢者を理解する 
―老年的超越の 
視点の背景に 
あるもの―」

15：20～16：20
大会企画

教育セミナー1
「成果を発信しよ
う―理学療法士の為
の論文執筆のすすめ」

13：30～15：00
大会企画

シンポジウム1
「臨床で学術活動をどのように 

推進・実践するか」

12：50～13：20
大会企画
大会長 
基調講演
「理学 
療法士の 
学術活動
推進」

18：10～19：10
徒手理学療法部門企画

教育講演
「徒手理学療法部門
におけるエビデンスの
構築に向けたプロジェ

クト研究」

16：50～17：50
日本スポーツ理学 
療法学会企画

パネルディスカッション
「野球肘検診再考」

15：30～16：30
日本スポーツ理学 
療法学会企画
教育講演 1

「野球肘検診の 
目的と意義」

14：10～15：10
日本予防理学療法 

学会企画
教育講演 1

「Physical activity 
and frailty in older 

people」

12：50～13：50
日本予防理学療法 

学会企画
特別講演

「アルツハイマー病の
治療と予防戦略」

18：10～19：10
栄養・嚥下理学療法

部門企画
ミニシンポジウム

「栄養・嚥下理学療法
が目指すところ， 
期待すること」

16：50～17：50
産学連携セッション

企画 1
「筋膜マニピュレーショ
ンの理論と実際」
共催：医歯薬出版（株）

15：30～16：30
ウィメンズヘルス・ 
メンズヘルス理学療法

部門企画
特別講演

「排尿ケアに関する職
種間連携と理学療法

の可能性」

14：10～15：10
精神・心理領域理学
療法部門企画
教育講演

「精神保健・医療と 
理学療法」

12：50～13：50
学校保健・特別支援 
教育理学療法部門企画

特別講演
「学校保健・特別支援
教育理学療法の現状

と課題」

18：10～19：10
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）06

16：50～17：50
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）04

15：30～16：30
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）02

14：10～15：10
日本地域理学療法 

学会
口述演題 
（地域）03

12：50～13：50
日本地域理学療法 

学会
口述演題 
（地域）02

18：10～19：10
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）07

16：50～17：50
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）05

15：30～16：30
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）03

14：10～15：10
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）01

12：50～13：50
日本スポーツ理学療法

学会
口述演題 

（スポーツ）02

18：10～19：10
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）07

16：50～17：50
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）05

15：30～16：30
日本糖尿病理学療法

学会
口述演題 

（糖尿病）02

14：10～15：10
日本糖尿病理学療法

学会
口述演題 

（糖尿病）01

12：50～13：50
日本小児理学療法学会

口述演題 
（小児）02

17：50～18：50
日本小児理学療法 

学会企画
教育講演 1

「筋ジストロフィーの 
理学療法の現在」

16：00～17：30
日本小児理学療法学会企画

特別講演
「特別支援教育が理学療法に 

求めるもの」

12：50～15：20
日本支援工学理学療法学会企画

シンポジウム
「理学療法の様々な領域に支援工学的視点を 

どう活かすか」

17：50～18：50
日本理学療法教育 

学会企画
教育講演 1

「「大学時代の経験」は就
職後の行動にどのような影
響を与えるのか？：アクティブ
トランジションの視点から」

16：00～17：30
日本理学療法教育学会企画

シンポジウム
「理学療法士教育における剖出を
伴う人体解剖学実習を考える」

14：40～15：40
日本呼吸理学療法 

学会企画
ワークショップ

「早期リハビリテーショ
ンの標準化に向けて
～エキスパートコンセン
サスからの提言～」

12：50～14：20
日本呼吸理学療法学会企画

シンポジウム
「呼吸理学療法の多様性」

18：10～19：10
日本神経理学療法 

学会
口述演題 
（神経）06

16：50～17：50
日本神経理学療法 

学会
口述演題 
（神経）05

15：30～16：30
日本神経理学療法 

学会
口述演題 
（神経）04

14：10～15：10
日本神経理学療法 

学会
口述演題 
（神経）03

12：50～13：50
日本神経理学療法 

学会
口述演題 
（神経）02

18：10～19：10
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）08

16：50～17：50
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）06

15：30～16：30
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）04

14：10～15：10
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）03

12：50～13：50
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）02

17：50～19：10
ポスター撤去

15：30～16：30
ポスター発表

12：50～13：50
ポスター発表

9：00～18：00
企業展示
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5月13日（土）　2日目
建物 会場名 ホール名 8：00 9：00 10：00 11：00 12：00

幕
張
メ
ッ
セ
国
際
展
示
場
（
Ａ
会
場
）

A1会場 コンベンション
ホール

A2会場 国際会議室

A3会場 中会議室201

A4会場 中会議室301

A5会場 中会議室302

A6会場 中会議室303

東
京
ベ
イ
幕
張
ホ
ー
ル
（
Ｂ
会
場
）

B1会場 No.1・2

B2会場 No.3・4

B3会場 No.6

B4会場 No.8・9

幕
張
メ
ッ
セ 

国
際
展
示
場 

（
Ｃ
会
場
）

ポスター会場 展示ホール8

展示会場 展示ホール8

10：50～12：20
日本運動器理学療法学会企画

シンポジウム
「運動器理学療法における 
エビデンスの構築に向けて」

9：30～10：30
日本運動器理学療法

学会企画
教育講演 1

「軟部組織と神経機
能異常に対するエビデ
ンスの現状」

10：50～12：20
日本地域理学療法学会企画

シンポジウム
「災害時のリハビリテーション 
～熊本地震で理学療法士はどの
ように取り組んできたか～ 

実践と提言」

9：30～10：30
日本地域理学療法 

学会企画
特別講演

「災害リハビリテーショ
ン支援～リハビリ専門
職の役割：求められる

視点～」

10：50～12：20
大会企画

教育セミナー2
「How to Write Your Own 
Research Abstracts in 

English」

9：30～10：30
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）08

10：50～11：50
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）11

9：30～10：30
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）09

10：50～11：50
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）12

9：30～10：30
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）10

10：50～11：50
日本理学療法教育 

学会
口述演題 
（教育）02

9：30～10：30
日本理学療法教育 

学会
口述演題 
（教育）01

10：50～12：20
日本スポーツ理学療法学会企画

シンポジウム
「スポーツ科学を利用した競技復

帰―競技別―」

9：30～10：30
日本スポーツ理学 
療法学会企画
教育講演 2

「スポーツ科学を利用
した競技復帰 

―トレーニング動作と
筋活動―」

10：50～12：20
日本心血管理学療法学会企画

シンポジウム2
「心臓リハビリテーションにおける

継承と創生」

9：30～10：30
日本心血管理学療法

学会企画
ワークショップ

「Evidence Review：
心血管理学療法に必
要な臨床指標と 
その意義」

10：50～11：50
日本予防理学療法 

学会
口述演題 
（予防）02

9：30～10：30
日本予防理学療法 

学会
口述演題 
（予防）01

10：50～11：50
日本支援工学理学 

療法学会
口述演題 

（支援工学）02

9：30～10：30
日本支援工学理学 

療法学会
口述演題 

（支援工学）01

8：30～10：50
ポスター貼付

9：00～18：00
企業展示

－ 18 －



13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00

17：50～19：20
日本基礎理学療法学会企画

特別講演
「筋ジストロフィーに対する治療研
究を中心とした筋研究の最前線」

16：00～17：30
大会企画

シンポジウム2
「世界へ挑戦しよう―海外留学の

すすめ」

14：10～15：40
大会企画
国際講演

「質の高い理学療法研究の進め
方」

12：50～13：50
表彰式

18：10～19：10
日本呼吸理学療法 

学会企画
症例検討

「若手会員のための役
立つ症例検討会～間
質性肺炎急性増悪例，
外科周術期症例～」

16：50～17：50
日本呼吸理学療法 

学会企画
特別講演

「肺がんに対する呼吸
理学療法」

15：30～16：30
日本予防理学療法 

学会企画
教育講演 2

「内部疾患におけるフ
レイル対策」

12：50～14：50
日本神経理学療法学会企画

シンポジウム
「脳のシステム障害と理学療法」

18：10～19：10
日本予防理学療法 

学会
口述演題 
（予防）06

16：50～17：50
日本予防理学療法 

学会
口述演題 
（予防）05

15：30～16：30
動物に対する 

理学療法部門企画
教育講演

「動物に対する理学 
療法の対象になる 
疾患―股関節―」

14：10～15：10
がん理学療法部門企画

特別講演
「がんリハビリテーショ
ン～理学療法士に 
求められるもの～」

12：50～13：50
大会企画

ミニシンポジウム
「女性研究者が活躍

するには」

18：10～19：10
日本地域理学療法 

学会
口述演題 
（地域）06

16：50～17：50
日本地域理学療法 

学会
口述演題 
（地域）05

15：30～16：30
日本地域理学療法 

学会
口述演題 
（地域）04

14：10～15：10
日本スポーツ理学 
療法学会
口述演題 

（スポーツ）03

12：50～13：50
日本理学療法教育 

学会
口述演題 
（教育）03

18：10～19：10
日本理学療法教育 

学会
口述演題 
（教育）04

16：50～17：50
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）16

15：30～16：30
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）15

14：10～15：10
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）14

12：50～13：50
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）13

18：10～19：10
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）14

16：50～17：50
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）12

15：30～16：30
日本呼吸理学療法学会

口述演題 
（呼吸）02

14：10～15：10
日本呼吸理学療法学会

口述演題 
（呼吸）01

12：50～13：50
日本小児理学療法学会

口述演題 
（小児）03

18：10～19：10
産学連携セッション

企画 2
「いわゆる脳卒中片麻
痺は，治るのか？」
共催：BiNI COM-
PLEX JAPAN

16：50～17：50
日本小児理学療法 

学会企画
教育講演 3

「予防と理学療法 
子どもの代謝の 
立場から」

15：30～16：30
日本小児理学療法 

学会企画
教育講演 2

「予防と理学療法 
子どもの運動器の 
立場から」

14：10～15：10
日本支援工学理学 
療法学会企画
教育講演 2

「障がい者スポーツに
対する支援工学理学
療法の関わり」

12：50～13：50
日本支援工学理学 
療法学会企画
教育講演 1

「義肢・装具対象者を救うた
めに理学療法士は何が出
来るか？～「理学療法士の
義肢・装具支援の啓発・実
態調査」からの報告～」

17：20～18：20
理学療法管理部門企画

教育講演
「理学療法の質向上と
質変化のマネジメントに
挑む～EPDCAサイクル
を基盤としたスキルアッ
プとスキルチェンジ～」

15：30～17：00
日本糖尿病理学療法学会企画

シンポジウム
「糖尿病に対する理学療法の発
展を目指して～臨床介入研究最
前線～やればできる!!　糖尿病の

理学療法介入研究」

14：10～15：10
日本糖尿病理学療法

学会企画
教育講演 1

「糖尿病・運動療法の
トピックスと将来展望」

12：50～13：50
日本心血管理学療法

学会企画
特別講演

「心大血管リハビリテー
ションを繋ぐ～What 
should we do as young 
practitioners～」

18：10～19：10
日本神経理学療法 

学会
口述演題 
（神経）09

16：50～17：50
日本神経理学療法 

学会
口述演題 
（神経）08

15：30～16：30
日本神経理学療法 

学会
口述演題 
（神経）07

14：10～15：10
日本予防理学療法 

学会
口述演題 
（予防）04

12：50～13：50
日本予防理学療法 

学会
口述演題 
（予防）03

18：10～19：10
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）15

16：50～17：50
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）13

15：30～16：30
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）11

14：10～15：10
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）10

12：50～13：50
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）09

17：50～19：10
ポスター撤去

15：30～16：30
ポスター発表

12：50～13：50
ポスター発表

9：00～18：00
企業展示
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5月14日（日）　3日目
建物 会場名 ホール名 8：00 9：00 10：00 11：00 12：00

幕
張
メ
ッ
セ
国
際
展
示
場
（
Ａ
会
場
）

A1会場 コンベンション
ホール

A2会場 国際会議室

A3会場 中会議室201

A4会場 中会議室301

A5会場 中会議室302

A6会場 中会議室303

東
京
ベ
イ
幕
張
ホ
ー
ル
（
Ｂ
会
場
）

B1会場 No.1・2

B2会場 No.3・4

B3会場 No.6

B4会場 No.8・9

幕
張
メ
ッ
セ 

国
際
展
示
場 

（
Ｃ
会
場
）

ポスター会場 展示ホール8

展示会場 展示ホール8

日
本
神
経
理
学
療
法

学
会
企
画

10：40～11：40
日本運動器理学療法

学会企画
教育講演 2

「統計解析と研究デザ
イン・研究への応用に

ついて」

9：20～10：20
日本運動器理学療法

学会企画
特別講演

「関節機能異常に 
対するエビデンスの 

現状」

日
本
地
域
理
学
療
法

学
会
企
画

10：40～11：40
日本基礎理学療法 

学会企画
シンポジウム2

「若手研究者（U39）
による最先端研究紹介

（2）」

9：20～10：20
日本基礎理学療法 

学会企画
シンポジウム1

「若手研究者（U39）
による最先端研究紹介

（1）」

11：40～12：40
日本心血管理学療法

学会
口述演題 

（心血管）02

10：20～11：20
日本心血管理学療法

学会
口述演題 

（心血管）01

9：00～10：00
日本地域理学療法 

学会
口述演題 
（地域）07

11：40～12：40
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）16

10：20～11：20
日本スポーツ理学 
療法学会
口述演題 

（スポーツ）05

9：00～10：00
日本スポーツ理学 
療法学会
口述演題 

（スポーツ）04

11：40～12：40
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）17

10：20～11：20
日本予防理学療法 

学会
口述演題 
（予防）08

9：00～10：00
日本予防理学療法 

学会
口述演題 
（予防）07

11：40～12：40
日本理学療法教育 

学会
口述演題 
（教育）05

10：20～11：20
日本神経理学療法 

学会
口述演題 
（神経）12

9：00～10：00
日本神経理学療法 

学会
口述演題 
（神経）10

日
本
予
防
理
学
療
法

学
会
企
画

10：40～11：40
日本糖尿病理学療法

学会企画
教育講演 3

「糖尿病理学療法研究の
ススメ　はじめの一歩：研
究デザイン，上手なアンケー
トの作り方と統計解析」

9：20～10：20
日本糖尿病理学療法

学会企画
教育講演 2

「糖尿病足病変と重症
下肢虚血に対する治療
とリハビリテーション」

10：40～11：40
日本理学療法教育 

学会企画
教育講演 3

「指定規則の改定に
ついて」

9：20～10：20
日本理学療法教育 

学会企画
教育講演 2

「医療従事者に求めら
れるコミュニケーション
とは～現場でみえる現
状と課題～」

11：40～12：40
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）18

10：20～11：20
日本神経理学療法 

学会
口述演題 
（神経）13

9：00～10：00
日本神経理学療法 

学会
口述演題 
（神経）11

11：40～12：40
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）17

10：20～11：20
日本呼吸理学療法 

学会
口述演題 
（呼吸）04

9：00～10：00
日本呼吸理学療法 

学会
口述演題 
（呼吸）03

11：40～12：40
ポスター発表

8：00～10：20
ポスター貼付

9：00～14：00
企業展示

－ 20 －



13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00

14：30～16：00
大会企画
市民公開講座

「スポーツを通しての私の健康法
～健常者も高齢者も障がい者も
運動を楽しんでより健康に～」

14：10～14：20
閉会式

12：30～14：00
日本神経理学療法学会 

企画
教育講演

「脳卒中後片麻痺患者の歩
行トレーニング戦略と戦術」

12：30～13：30
日本地域理学療法

学会企画
教育講演 2

「これからの地域を
担う理学療法・士に
必要な視点～今まで， 
そしてこれからも～」

13：00～14：00
学会企画（研究安全・
学術倫理委員会企画）

教育講演
「研究倫理の考え
方―理学療法学領域
における研究倫理―」

13：00～14：00
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）18

13：00～14：00
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）19

13：00～14：00
日本理学療法教育 

学会
口述演題 
（教育）06

12：30～14：00
日本予防理学療法学会 

企画
シンポジウム

「認知症とフレイル予防の 
戦略」

13：00～14：00
日本基礎理学療法 

学会
口述演題 
（基礎）20

13：00～14：00
日本運動器理学療法

学会
口述演題 

（運動器）19

14：00～15：00
ポスター撤去

13：00～14：00
ポスター発表

9：00～14：00
企業展示

－ 21 －



口述発表　一覧
日本運動器理学療法学会

日程 開始時間 終了時間 口述セッション名 会場名 演題番号
5 月 12 日（金） 11：00 12：00 口述演題（運動器）01 B4 会場（No. 8・9） O-MT-01-1～O-MT-01-6
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 口述演題（運動器）02 B4 会場（No. 8・9） O-MT-02-1～O-MT-02-6
5 月 12 日（金） 14：10 15：10 口述演題（運動器）03 B4 会場（No. 8・9） O-MT-03-1～O-MT-03-6
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 口述演題（運動器）04 B4 会場（No. 8・9） O-MT-04-1～O-MT-04-6
5 月 12 日（金） 16：50 17：50 口述演題（運動器）05 A6 会場（中会議室 303） O-MT-05-1～O-MT-05-6
5 月 12 日（金） 16：50 17：50 口述演題（運動器）06 B4 会場（No. 8・9） O-MT-06-1～O-MT-06-6
5 月 12 日（金） 18：10 19：10 口述演題（運動器）07 A6 会場（中会議室 303） O-MT-07-1～O-MT-07-6
5 月 12 日（金） 18：10 19：10 口述演題（運動器）08 B4 会場（No. 8・9） O-MT-08-1～O-MT-08-4
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 口述演題（運動器）09 B4 会場（No. 8・9） O-MT-09-1～O-MT-09-6
5 月 13 日（土） 14：10 15：10 口述演題（運動器）10 B4 会場（No. 8・9） O-MT-10-1～O-MT-10-6
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 口述演題（運動器）11 B4 会場（No. 8・9） O-MT-11-1～O-MT-11-6
5 月 13 日（土） 16：50 17：50 口述演題（運動器）12 A6 会場（中会議室 303） O-MT-12-1～O-MT-12-6
5 月 13 日（土） 16：50 17：50 口述演題（運動器）13 B4 会場（No. 8・9） O-MT-13-1～O-MT-13-6
5 月 13 日（土） 18：10 19：10 口述演題（運動器）14 A6 会場（中会議室 303） O-MT-14-1～O-MT-14-6
5 月 13 日（土） 18：10 19：10 口述演題（運動器）15 B4 会場（No. 8・9） O-MT-15-1～O-MT-15-6
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 口述演題（運動器）16 A4 会場（中会議室 301） O-MT-16-1～O-MT-16-6
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 口述演題（運動器）17 B4 会場（No. 8・9） O-MT-17-1～O-MT-17-6
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 口述演題（運動器）18 A4 会場（中会議室 301） O-MT-18-1～O-MT-18-6
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 口述演題（運動器）19 B4 会場（No. 8・9） O-MT-19-1～O-MT-19-6

日本基礎理学療法学会（JSPTF・JFPT）
日程 開始時間 終了時間 口述セッション名 会場名 演題番号

5 月 12 日（金） 14：10 15：10 口述演題（基礎）01 A5 会場（中会議室 302） O-KS-01-1～O-KS-01-6
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 口述演題（基礎）02 A4 会場（中会議室 301） O-KS-02-1～O-KS-02-6
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 口述演題（基礎）03 A5 会場（中会議室 302） O-KS-03-1～O-KS-03-6
5 月 12 日（金） 16：50 17：50 口述演題（基礎）04 A4 会場（中会議室 301） O-KS-04-1～O-KS-04-6
5 月 12 日（金） 16：50 17：50 口述演題（基礎）05 A5 会場（中会議室 302） O-KS-05-1～O-KS-05-6
5 月 12 日（金） 18：10 19：10 口述演題（基礎）06 A4 会場（中会議室 301） O-KS-06-1～O-KS-06-6
5 月 12 日（金） 18：10 19：10 口述演題（基礎）07 A5 会場（中会議室 302） O-KS-07-1～O-KS-07-6
5 月 13 日（土）  9：30 10：30 口述演題（基礎）08 A3 会場（中会議室 201） O-KS-08-1～O-KS-08-6
5 月 13 日（土）  9：30 10：30 口述演題（基礎）09 A4 会場（中会議室 301） O-KS-09-1～O-KS-09-3
5 月 13 日（土）  9：30 10：30 口述演題（基礎）10 A5 会場（中会議室 302） O-KS-10-1～O-KS-10-6
5 月 13 日（土） 10：50 11：50 口述演題（基礎）11 A4 会場（中会議室 301） O-KS-11-1～O-KS-11-6
5 月 13 日（土） 10：50 11：50 口述演題（基礎）12 A5 会場（中会議室 302） O-KS-12-1～O-KS-12-6
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 口述演題（基礎）13 A5 会場（中会議室 302） O-KS-13-1～O-KS-13-6
5 月 13 日（土） 14：10 15：10 口述演題（基礎）14 A5 会場（中会議室 302） O-KS-14-1～O-KS-14-6
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 口述演題（基礎）15 A5 会場（中会議室 302） O-KS-15-1～O-KS-15-6
5 月 13 日（土） 16：50 17：50 口述演題（基礎）16 A5 会場（中会議室 302） O-KS-16-1～O-KS-16-6
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 口述演題（基礎）17 A5 会場（中会議室 302） O-KS-17-1～O-KS-17-6
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 口述演題（基礎）18 B3 会場（No. 6） O-KS-18-1～O-KS-18-6
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 口述演題（基礎）19 A5 会場（中会議室 302） O-KS-19-1～O-KS-19-6
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 口述演題（基礎）20 B3 会場（No. 6） O-KS-20-1～O-KS-20-6

日本呼吸理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 口述セッション名 会場名 演題番号

5 月 13 日（土） 14：10 15：10 口述演題（呼吸）01 A6 会場（中会議室 303） O-RS-01-1～O-RS-01-6
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 口述演題（呼吸）02 A6 会場（中会議室 303） O-RS-02-1～O-RS-02-6
5 月 14 日（日）  9：00 10：00 口述演題（呼吸）03 B4 会場（No. 8・9） O-RS-03-1～O-RS-03-6
5 月 14 日（日） 10：20 11：20 口述演題（呼吸）04 B4 会場（No. 8・9） O-RS-04-1～O-RS-04-6

日本支援工学理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 口述セッション名 会場名 演題番号

5 月 13 日（土）  9：30 10：30 口述演題（支援工学）01 B4 会場（No. 8・9） O-SK-01-1～O-SK-01-6
5 月 13 日（土） 10：50 11：50 口述演題（支援工学）02 B4 会場（No. 8・9） O-SK-02-1～O-SK-02-6
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日本小児理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 口述セッション名 会場名 演題番号

5 月 12 日（金） 11：00 12：00 口述演題（小児）01 A6 会場（中会議室 303） O-SN-01-1～O-SN-01-6
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 口述演題（小児）02 A6 会場（中会議室 303） O-SN-02-1～O-SN-02-6
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 口述演題（小児）03 A6 会場（中会議室 303） O-SN-03-1～O-SN-03-6

日本神経理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 口述セッション名 会場名 演題番号

5 月 12 日（金） 11：00 12：00 口述演題（神経）01 B3 会場（No. 6） O-NV-01-1～O-NV-01-6
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 口述演題（神経）02 B3 会場（No. 6） O-NV-02-1～O-NV-02-3
5 月 12 日（金） 14：10 15：10 口述演題（神経）03 B3 会場（No. 6） O-NV-03-1～O-NV-03-6
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 口述演題（神経）04 B3 会場（No. 6） O-NV-04-1～O-NV-04-3
5 月 12 日（金） 16：50 17：50 口述演題（神経）05 B3 会場（No. 6） O-NV-05-1～O-NV-05-6
5 月 12 日（金） 18：10 19：10 口述演題（神経）06 B3 会場（No. 6） O-NV-06-1～O-NV-06-6
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 口述演題（神経）07 B3 会場（No. 6） O-NV-07-1～O-NV-07-6
5 月 13 日（土） 16：50 17：50 口述演題（神経）08 B3 会場（No. 6） O-NV-08-1～O-NV-08-6
5 月 13 日（土） 18：10 19：10 口述演題（神経）09 B3 会場（No. 6） O-NV-09-1～O-NV-09-6
5 月 14 日（日）  9：00 10：00 口述演題（神経）10 A6 会場（中会議室 303） O-NV-10-1～O-NV-10-6
5 月 14 日（日）  9：00 10：00 口述演題（神経）11 B3 会場（No. 6） O-NV-11-1～O-NV-11-6
5 月 14 日（日） 10：20 11：20 口述演題（神経）12 A6 会場（中会議室 303） O-NV-12-1～O-NV-12-6
5 月 14 日（日） 10：20 11：20 口述演題（神経）13 B3 会場（No. 6） O-NV-13-1～O-NV-13-6

日本心血管理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 口述セッション名 会場名 演題番号

5 月 14 日（日） 10：20 11：20 口述演題（心血管）01 A3 会場（中会議室 201） O-HT-01-1～O-HT-01-4
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 口述演題（心血管）02 A3 会場（中会議室 201） O-HT-02-1～O-HT-02-6

日本スポーツ理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 口述セッション名 会場名 演題番号

5 月 12 日（金） 11：00 12：00 口述演題（スポーツ）01 A5 会場（中会議室 302） O-SP-01-1～O-SP-01-6
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 口述演題（スポーツ）02 A5 会場（中会議室 302） O-SP-02-1～O-SP-02-6
5 月 13 日（土） 14：10 15：10 口述演題（スポーツ）03 A4 会場（中会議室 301） O-SP-03-1～O-SP-03-6
5 月 14 日（日）  9：00 10：00 口述演題（スポーツ）04 A4 会場（中会議室 301） O-SP-04-1～O-SP-04-6
5 月 14 日（日） 10：20 11：20 口述演題（スポーツ）05 A4 会場（中会議室 301） O-SP-05-1～O-SP-05-6

日本地域理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 口述セッション名 会場名 演題番号

5 月 12 日（金） 11：00 12：00 口述演題（地域）01 A4 会場（中会議室 301） O-TK-01-1～O-TK-01-6
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 口述演題（地域）02 A4 会場（中会議室 301） O-TK-02-1～O-TK-02-6
5 月 12 日（金） 14：10 15：10 口述演題（地域）03 A4 会場（中会議室 301） O-TK-03-1～O-TK-03-6
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 口述演題（地域）04 A4 会場（中会議室 301） O-TK-04-1～O-TK-04-6
5 月 13 日（土） 16：50 17：50 口述演題（地域）05 A4 会場（中会議室 301） O-TK-05-1～O-TK-05-6
5 月 13 日（土） 18：10 19：10 口述演題（地域）06 A4 会場（中会議室 301） O-TK-06-1～O-TK-06-6
5 月 14 日（日）  9：00 10：00 口述演題（地域）07 A3 会場（中会議室 201） O-TK-07-1～O-TK-07-6

日本糖尿病理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 口述セッション名 会場名 演題番号

5 月 12 日（金） 14：10 15：10 口述演題（糖尿病）01 A6 会場（中会議室 303） O-DM-01-1～O-DM-01-6
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 口述演題（糖尿病）02 A6 会場（中会議室 303） O-DM-02-1～O-DM-02-6
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日本予防理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 口述セッション名 会場名 演題番号

5 月 13 日（土）  9：30 10：30 口述演題（予防）01 B3 会場（No. 6） O-YB-01-1～O-YB-01-6
5 月 13 日（土） 10：50 11：50 口述演題（予防）02 B3 会場（No. 6） O-YB-02-1～O-YB-02-6
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 口述演題（予防）03 B3 会場（No. 6） O-YB-03-1～O-YB-03-6
5 月 13 日（土） 14：10 15：10 口述演題（予防）04 B3 会場（No. 6） O-YB-04-1～O-YB-04-6
5 月 13 日（土） 16：50 17：50 口述演題（予防）05 A3 会場（中会議室 201） O-YB-05-1～O-YB-05-6
5 月 13 日（土） 18：10 19：10 口述演題（予防）06 A3 会場（中会議室 201） O-YB-06-1～O-YB-06-6
5 月 14 日（日）  9：00 10：00 口述演題（予防）07 A5 会場（中会議室 302） O-YB-07-1～O-YB-07-6
5 月 14 日（日） 10：20 11：20 口述演題（予防）08 A5 会場（中会議室 302） O-YB-08-1～O-YB-08-6

日本理学療法教育学会
日程 開始時間 終了時間 口述セッション名 会場名 演題番号

5 月 13 日（土）  9：30 10：30 口述演題（教育）01 A6 会場（中会議室 303） O-ED-01-1～O-ED-01-6
5 月 13 日（土） 10：50 11：50 口述演題（教育）02 A6 会場（中会議室 303） O-ED-02-1～O-ED-02-6
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 口述演題（教育）03 A4 会場（中会議室 301） O-ED-03-1～O-ED-03-6
5 月 13 日（土） 18：10 19：10 口述演題（教育）04 A5 会場（中会議室 302） O-ED-04-1～O-ED-04-6
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 口述演題（教育）05 A6 会場（中会議室 303） O-ED-05-1～O-ED-05-6
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 口述演題（教育）06 A6 会場（中会議室 303） O-ED-06-1～O-ED-06-6
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ポスター発表　一覧
日本運動器理学療法学会

日程 開始時間 終了時間 ポスターセッション名 会場名 演題番号
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P01 ポスター会場（展示ホール 8-18） P-MT-01-1～P-MT-01-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P02 ポスター会場（展示ホール 8-18） P-MT-02-1～P-MT-02-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P03 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-MT-03-1～P-MT-03-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P04 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-MT-04-1～P-MT-04-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P05 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-MT-05-1～P-MT-05-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P06 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-MT-06-1～P-MT-06-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P07 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-MT-07-1～P-MT-07-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P08 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-MT-08-1～P-MT-08-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P09 ポスター会場（展示ホール 8-10） P-MT-09-1～P-MT-09-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P10 ポスター会場（展示ホール 8-10） P-MT-10-1～P-MT-10-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P11 ポスター会場（展示ホール 8-17） P-MT-11-1～P-MT-11-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P12 ポスター会場（展示ホール 8-17） P-MT-12-1～P-MT-12-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P13 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-MT-13-1～P-MT-13-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P14 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-MT-14-1～P-MT-14-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P15 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-MT-15-1～P-MT-15-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P16 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-MT-16-1～P-MT-16-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P17 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-MT-17-1～P-MT-17-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P18 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-MT-18-1～P-MT-18-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P19 ポスター会場（展示ホール 8-9） P-MT-19-1～P-MT-19-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P20 ポスター会場（展示ホール 8-9） P-MT-20-1～P-MT-20-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P21 ポスター会場（展示ホール 8-10） P-MT-21-1～P-MT-21-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P22 ポスター会場（展示ホール 8-10） P-MT-22-1～P-MT-22-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P23 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-MT-23-1～P-MT-23-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P24 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-MT-24-1～P-MT-24-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P25 ポスター会場（展示ホール 8-18） P-MT-25-1～P-MT-25-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P26 ポスター会場（展示ホール 8-18） P-MT-26-1～P-MT-26-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P27 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-MT-27-1～P-MT-27-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P28 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-MT-28-1～P-MT-28-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P29 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-MT-29-1～P-MT-29-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P30 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-MT-30-1～P-MT-30-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P31 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-MT-31-1～P-MT-31-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P32 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-MT-32-1～P-MT-32-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P33 ポスター会場（展示ホール 8-10） P-MT-33-1～P-MT-33-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（運動器）P34 ポスター会場（展示ホール 8-10） P-MT-34-1～P-MT-34-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P35 ポスター会場（展示ホール 8-17） P-MT-35-1～P-MT-35-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P36 ポスター会場（展示ホール 8-17） P-MT-36-1～P-MT-36-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P37 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-MT-37-1～P-MT-37-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P38 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-MT-38-1～P-MT-38-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P39 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-MT-39-1～P-MT-39-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P40 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-MT-40-1～P-MT-40-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P41 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-MT-41-1～P-MT-41-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P42 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-MT-42-1～P-MT-42-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P43 ポスター会場（展示ホール 8-9） P-MT-43-1～P-MT-43-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（運動器）P44 ポスター会場（展示ホール 8-9） P-MT-44-1～P-MT-44-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（運動器）P45 ポスター会場（展示ホール 8-17） P-MT-45-1～P-MT-45-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（運動器）P46 ポスター会場（展示ホール 8-17） P-MT-46-1～P-MT-46-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（運動器）P47 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-MT-47-1～P-MT-47-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（運動器）P48 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-MT-48-1～P-MT-48-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（運動器）P49 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-MT-49-1～P-MT-49-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（運動器）P50 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-MT-50-1～P-MT-50-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（運動器）P51 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-MT-51-1～P-MT-51-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（運動器）P52 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-MT-52-1～P-MT-52-5
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日本基礎理学療法学会（JSPTF・JFPT）
日程 開始時間 終了時間 ポスターセッション名 会場名 演題番号

5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P01 ポスター会場（展示ホール 8-17） P-KS-01-1～P-KS-01-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P02 ポスター会場（展示ホール 8-17） P-KS-02-1～P-KS-02-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P03 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-KS-03-1～P-KS-03-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P04 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-KS-04-1～P-KS-04-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P05 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-KS-05-1～P-KS-05-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P06 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-KS-06-1～P-KS-06-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P07 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-KS-07-1～P-KS-07-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P08 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-KS-08-1～P-KS-08-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P09 ポスター会場（展示ホール 8-9） P-KS-09-1～P-KS-09-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P10 ポスター会場（展示ホール 8-9） P-KS-10-1～P-KS-10-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P11 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-KS-11-1～P-KS-11-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P12 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-KS-12-1～P-KS-12-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P13 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-KS-13-1～P-KS-13-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P14 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-KS-14-1～P-KS-14-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P15 ポスター会場（展示ホール 8-18） P-KS-15-1～P-KS-15-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P16 ポスター会場（展示ホール 8-18） P-KS-16-1～P-KS-16-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P17 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-KS-17-1～P-KS-17-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P18 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-KS-18-1～P-KS-18-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P19 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-KS-19-1～P-KS-19-4
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P20 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-KS-20-1～P-KS-20-4
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P21 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-KS-21-1～P-KS-21-4
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P22 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-KS-22-1～P-KS-22-4
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P23 ポスター会場（展示ホール 8-17） P-KS-23-1～P-KS-23-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P24 ポスター会場（展示ホール 8-17） P-KS-24-1～P-KS-24-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P25 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-KS-25-1～P-KS-25-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P26 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-KS-26-1～P-KS-26-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P27 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-KS-27-1～P-KS-27-4
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P28 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-KS-28-1～P-KS-28-4
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P29 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-KS-29-1～P-KS-29-4
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P30 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-KS-30-1～P-KS-30-4
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P31 ポスター会場（展示ホール 8-9） P-KS-31-1～P-KS-31-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（基礎）P32 ポスター会場（展示ホール 8-9） P-KS-32-1～P-KS-32-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P33 ポスター会場（展示ホール 8-18） P-KS-33-1～P-KS-33-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P34 ポスター会場（展示ホール 8-18） P-KS-34-1～P-KS-34-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P35 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-KS-35-1～P-KS-35-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P36 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-KS-36-1～P-KS-36-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P37 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-KS-37-1～P-KS-37-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P38 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-KS-38-1～P-KS-38-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P39 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-KS-39-1～P-KS-39-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P40 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-KS-40-1～P-KS-40-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P41 ポスター会場（展示ホール 8-10） P-KS-41-1～P-KS-41-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P42 ポスター会場（展示ホール 8-10） P-KS-42-1～P-KS-42-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P43 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-KS-43-1～P-KS-43-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（基礎）P44 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-KS-44-1～P-KS-44-4
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（基礎）P45 ポスター会場（展示ホール 8-18） P-KS-45-1～P-KS-45-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（基礎）P46 ポスター会場（展示ホール 8-18） P-KS-46-1～P-KS-46-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（基礎）P47 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-KS-47-1～P-KS-47-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（基礎）P48 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-KS-48-1～P-KS-48-4
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（基礎）P49 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-KS-49-1～P-KS-49-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（基礎）P50 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-KS-50-1～P-KS-50-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（基礎）P51 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-KS-51-1～P-KS-51-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（基礎）P52 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-KS-52-1～P-KS-52-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（基礎）P53 ポスター会場（展示ホール 8-10） P-KS-53-1～P-KS-53-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（基礎）P54 ポスター会場（展示ホール 8-10） P-KS-54-1～P-KS-54-4
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（基礎）P55 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-KS-55-1～P-KS-55-4
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日本呼吸理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 ポスターセッション名 会場名 演題番号

5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（呼吸）P01 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-RS-01-1～P-RS-01-4
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（呼吸）P02 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-RS-02-1～P-RS-02-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（呼吸）P03 ポスター会場（展示ホール 8-6） P-RS-03-1～P-RS-03-4
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（呼吸）P04 ポスター会場（展示ホール 8-6） P-RS-04-1～P-RS-04-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（呼吸）P05 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-RS-05-1～P-RS-05-4
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（呼吸）P06 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-RS-06-1～P-RS-06-4
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（呼吸）P07 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-RS-07-1～P-RS-07-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（呼吸）P08 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-RS-08-1～P-RS-08-4
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（呼吸）P09 ポスター会場（展示ホール 8-3） P-RS-09-1～P-RS-09-4
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（呼吸）P10 ポスター会場（展示ホール 8-3） P-RS-10-1～P-RS-10-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（呼吸）P11 ポスター会場（展示ホール 8-4） P-RS-11-1～P-RS-11-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（呼吸）P12 ポスター会場（展示ホール 8-4） P-RS-12-1～P-RS-12-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（呼吸）P13 ポスター会場（展示ホール 8-2） P-RS-13-1～P-RS-13-4

日本支援工学理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 ポスターセッション名 会場名 演題番号

5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（支援工学）P01 ポスター会場（展示ホール 8-9） P-SK-01-1～P-SK-01-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（支援工学）P02 ポスター会場（展示ホール 8-9） P-SK-02-1～P-SK-02-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（支援工学）P03 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-SK-03-1～P-SK-03-4
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（支援工学）P04 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-SK-04-1～P-SK-04-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（支援工学）P05 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-SK-05-1～P-SK-05-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（支援工学）P06 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-SK-06-1～P-SK-06-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（支援工学）P07 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-SK-07-1～P-SK-07-4

日本小児理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 ポスターセッション名 会場名 演題番号

5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（小児）P01 ポスター会場（展示ホール 8-2） P-SN-01-1～P-SN-01-4
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（小児）P02 ポスター会場（展示ホール 8-2） P-SN-02-1～P-SN-02-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（小児）P03 ポスター会場（展示ホール 8-4） P-SN-03-1～P-SN-03-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（小児）P04 ポスター会場（展示ホール 8-4） P-SN-04-1～P-SN-04-4
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（小児）P05 ポスター会場（展示ホール 8-2） P-SN-05-1～P-SN-05-4
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（小児）P06 ポスター会場（展示ホール 8-2） P-SN-06-1～P-SN-06-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（小児）P07 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-SN-07-1～P-SN-07-4
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（小児）P08 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-SN-08-1～P-SN-08-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（小児）P09 ポスター会場（展示ホール 8-6） P-SN-09-1～P-SN-09-5
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日本神経理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 ポスターセッション名 会場名 演題番号

5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（神経）P01 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-NV-01-1～P-NV-01-4
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（神経）P02 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-NV-02-1～P-NV-02-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（神経）P03 ポスター会場（展示ホール 8-6） P-NV-03-1～P-NV-03-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（神経）P04 ポスター会場（展示ホール 8-6） P-NV-04-1～P-NV-04-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（神経）P05 ポスター会場（展示ホール 8-4） P-NV-05-1～P-NV-05-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（神経）P06 ポスター会場（展示ホール 8-4） P-NV-06-1～P-NV-06-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（神経）P07 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-NV-07-1～P-NV-07-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（神経）P08 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-NV-08-1～P-NV-08-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（神経）P09 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-NV-09-1～P-NV-09-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（神経）P10 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-NV-10-1～P-NV-10-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（神経）P11 ポスター会場（展示ホール 8-3） P-NV-11-1～P-NV-11-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（神経）P12 ポスター会場（展示ホール 8-3） P-NV-12-1～P-NV-12-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（神経）P13 ポスター会場（展示ホール 8-1） P-NV-13-1～P-NV-13-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（神経）P14 ポスター会場（展示ホール 8-1） P-NV-14-1～P-NV-14-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（神経）P15 ポスター会場（展示ホール 8-2） P-NV-15-1～P-NV-15-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（神経）P16 ポスター会場（展示ホール 8-2） P-NV-16-1～P-NV-16-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（神経）P17 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-NV-17-1～P-NV-17-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（神経）P18 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-NV-18-1～P-NV-18-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（神経）P19 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-NV-19-1～P-NV-19-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（神経）P20 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-NV-20-1～P-NV-20-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（神経）P21 ポスター会場（展示ホール 8-3） P-NV-21-1～P-NV-21-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（神経）P22 ポスター会場（展示ホール 8-3） P-NV-22-1～P-NV-22-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（神経）P23 ポスター会場（展示ホール 8-1） P-NV-23-1～P-NV-23-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（神経）P24 ポスター会場（展示ホール 8-1） P-NV-24-1～P-NV-24-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（神経）P25 ポスター会場（展示ホール 8-18） P-NV-25-1～P-NV-25-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（神経）P26 ポスター会場（展示ホール 8-18） P-NV-26-1～P-NV-26-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（神経）P27 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-NV-27-1～P-NV-27-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（神経）P28 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-NV-28-1～P-NV-28-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（神経）P29 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-NV-29-1～P-NV-29-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（神経）P30 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-NV-30-1～P-NV-30-5

日本心血管理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 ポスターセッション名 会場名 演題番号

5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（心血管）P01 ポスター会場（展示ホール 8-6） P-HT-01-1～P-HT-01-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（心血管）P02 ポスター会場（展示ホール 8-6） P-HT-02-1～P-HT-02-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（心血管）P03 ポスター会場（展示ホール 8-4） P-HT-03-1～P-HT-03-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（心血管）P04 ポスター会場（展示ホール 8-4） P-HT-04-1～P-HT-04-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（心血管）P05 ポスター会場（展示ホール 8-3） P-HT-05-1～P-HT-05-5

日本スポーツ理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 ポスターセッション名 会場名 演題番号

5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（スポーツ）P01 ポスター会場（展示ホール 8-3） P-SP-01-1～P-SP-01-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（スポーツ）P02 ポスター会場（展示ホール 8-3） P-SP-02-1～P-SP-02-4
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（スポーツ）P03 ポスター会場（展示ホール 8-1） P-SP-03-1～P-SP-03-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（スポーツ）P04 ポスター会場（展示ホール 8-1） P-SP-04-1～P-SP-04-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（スポーツ）P05 ポスター会場（展示ホール 8-4） P-SP-05-1～P-SP-05-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（スポーツ）P06 ポスター会場（展示ホール 8-4） P-SP-06-1～P-SP-06-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（スポーツ）P07 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-SP-07-1～P-SP-07-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（スポーツ）P08 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-SP-08-1～P-SP-08-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（スポーツ）P09 ポスター会場（展示ホール 8-3） P-SP-09-1～P-SP-09-4
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（スポーツ）P10 ポスター会場（展示ホール 8-3） P-SP-10-1～P-SP-10-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（スポーツ）P11 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-SP-11-1～P-SP-11-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（スポーツ）P12 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-SP-12-1～P-SP-12-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（スポーツ）P13 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-SP-13-1～P-SP-13-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（スポーツ）P14 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-SP-14-1～P-SP-14-5
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日本地域理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 ポスターセッション名 会場名 演題番号

5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（地域）P01 ポスター会場（展示ホール 8-10） P-TK-01-1～P-TK-01-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（地域）P02 ポスター会場（展示ホール 8-10） P-TK-02-1～P-TK-02-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（地域）P03 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-TK-03-1～P-TK-03-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（地域）P04 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-TK-04-1～P-TK-04-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（地域）P05 ポスター会場（展示ホール 8-6） P-TK-05-1～P-TK-05-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（地域）P06 ポスター会場（展示ホール 8-6） P-TK-06-1～P-TK-06-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（地域）P07 ポスター会場（展示ホール 8-3） P-TK-07-1～P-TK-07-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（地域）P08 ポスター会場（展示ホール 8-3） P-TK-08-1～P-TK-08-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（地域）P09 ポスター会場（展示ホール 8-1） P-TK-09-1～P-TK-09-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（地域）P10 ポスター会場（展示ホール 8-1） P-TK-10-1～P-TK-10-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（地域）P11 ポスター会場（展示ホール 8-4） P-TK-11-1～P-TK-11-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（地域）P12 ポスター会場（展示ホール 8-4） P-TK-12-1～P-TK-12-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（地域）P13 ポスター会場（展示ホール 8-6） P-TK-13-1～P-TK-13-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（地域）P14 ポスター会場（展示ホール 8-6） P-TK-14-1～P-TK-14-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（地域）P15 ポスター会場（展示ホール 8-4） P-TK-15-1～P-TK-15-4
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（地域）P16 ポスター会場（展示ホール 8-4） P-TK-16-1～P-TK-16-4
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（地域）P17 ポスター会場（展示ホール 8-2） P-TK-17-1～P-TK-17-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（地域）P18 ポスター会場（展示ホール 8-2） P-TK-18-1～P-TK-18-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（地域）P19 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-TK-19-1～P-TK-19-4
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（地域）P20 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-TK-20-1～P-TK-20-4
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（地域）P21 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-TK-21-1～P-TK-21-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（地域）P22 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-TK-22-1～P-TK-22-5

日本糖尿病理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 ポスターセッション名 会場名 演題番号

5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（糖尿病）P01 ポスター会場（展示ホール 8-10） P-DM-01-1～P-DM-01-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（糖尿病）P02 ポスター会場（展示ホール 8-10） P-DM-02-1～P-DM-02-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（糖尿病）P03 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-DM-03-1～P-DM-03-4
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（糖尿病）P04 ポスター会場（展示ホール 8-8） P-DM-04-1～P-DM-04-4
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（糖尿病）P05 ポスター会場（展示ホール 8-6） P-DM-05-1～P-DM-05-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（糖尿病）P06 ポスター会場（展示ホール 8-6） P-DM-06-1～P-DM-06-5

日本予防理学療法学会
日程 開始時間 終了時間 ポスターセッション名 会場名 演題番号

5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（予防）P01 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-YB-01-1～P-YB-01-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（予防）P02 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-YB-02-1～P-YB-02-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（予防）P03 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-YB-03-1～P-YB-03-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（予防）P04 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-YB-04-1～P-YB-04-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（予防）P05 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-YB-05-1～P-YB-05-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（予防）P06 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-YB-06-1～P-YB-06-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（予防）P07 ポスター会場（展示ホール 8-9） P-YB-07-1～P-YB-07-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（予防）P08 ポスター会場（展示ホール 8-9） P-YB-08-1～P-YB-08-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（予防）P09 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-YB-09-1～P-YB-09-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（予防）P10 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-YB-10-1～P-YB-10-3
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（予防）P11 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-YB-11-1～P-YB-11-5
5 月 12 日（金） 15：30 16：30 ポスター（予防）P12 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-YB-12-1～P-YB-12-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（予防）P13 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-YB-13-1～P-YB-13-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（予防）P14 ポスター会場（展示ホール 8-7） P-YB-14-1～P-YB-14-4
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（予防）P15 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-YB-15-1～P-YB-15-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（予防）P16 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-YB-16-1～P-YB-16-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（予防）P17 ポスター会場（展示ホール 8-17） P-YB-17-1～P-YB-17-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（予防）P18 ポスター会場（展示ホール 8-17） P-YB-18-1～P-YB-18-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（予防）P19 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-YB-19-1～P-YB-19-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（予防）P20 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-YB-20-1～P-YB-20-4
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（予防）P21 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-YB-21-1～P-YB-21-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（予防）P22 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-YB-22-1～P-YB-22-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（予防）P23 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-YB-23-1～P-YB-23-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（予防）P24 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-YB-24-1～P-YB-24-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（予防）P25 ポスター会場（展示ホール 8-9） P-YB-25-1～P-YB-25-5
5 月 14 日（日） 11：40 12：40 ポスター（予防）P26 ポスター会場（展示ホール 8-9） P-YB-26-1～P-YB-26-5
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日本理学療法教育学会
日程 開始時間 終了時間 ポスターセッション名 会場名 演題番号

5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（教育）P01 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-ED-01-1～P-ED-01-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（教育）P02 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-ED-02-1～P-ED-02-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（教育）P03 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-ED-03-1～P-ED-03-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（教育）P04 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-ED-04-1～P-ED-04-3
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（教育）P05 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-ED-05-1～P-ED-05-5
5 月 12 日（金） 12：50 13：50 ポスター（教育）P06 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-ED-06-1～P-ED-06-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（教育）P07 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-ED-07-1～P-ED-07-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（教育）P08 ポスター会場（展示ホール 8-16） P-ED-08-1～P-ED-08-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（教育）P09 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-ED-09-1～P-ED-09-4
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（教育）P10 ポスター会場（展示ホール 8-14） P-ED-10-1～P-ED-10-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（教育）P11 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-ED-11-1～P-ED-11-5
5 月 13 日（土） 12：50 13：50 ポスター（教育）P12 ポスター会場（展示ホール 8-12） P-ED-12-1～P-ED-12-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（教育）P13 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-ED-13-1～P-ED-13-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（教育）P14 ポスター会場（展示ホール 8-15） P-ED-14-1～P-ED-14-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（教育）P15 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-ED-15-1～P-ED-15-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（教育）P16 ポスター会場（展示ホール 8-13） P-ED-16-1～P-ED-16-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（教育）P17 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-ED-17-1～P-ED-17-5
5 月 13 日（土） 15：30 16：30 ポスター（教育）P18 ポスター会場（展示ホール 8-11） P-ED-18-1～P-ED-18-5
5 月 14 日（日） 13：00 14：00 ポスター（教育）P19 ポスター会場（展示ホール 8-5） P-ED-19-1～P-ED-19-4
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プログラム一覧

大会企画
大会長基調講演

5 月 12 日（金） 12：50～13：20 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
理学療法士の学術活動推進 司会 奈良 勲 金城大学

講師 伊橋光二 福島県立医科大学

シンポジウム 1
5 月 12 日（金） 13：30～15：00 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
臨床で学術活動をどのように推進・実践するか 座長 久保 晃 国際医療福祉大学理学療法学科

中山恭秀 東京慈恵会医科大学附属病院

1 在宅リハビリテーションにおける臨床学術活動につ
いて

シンポジスト 阿部 勉 リハビリ推進センター（株）

2 回復期での臨床学術活動 シンポジスト 生野公貴 西大和リハビリテーション病院リハビリ
テーション部/畿央大学大学院健康科学研
究科

3 急性期での臨床学術活動 シンポジスト 久保田雅史 福井大学医学部附属病院リハビリテーショ
ン部

教育セミナー 1
5 月 12 日（金） 15：20～16：20 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
成果を発信しよう―理学療法士の為の論文執筆のすす
め

司会 神先秀人 山形県立保健医療大学保健医療学部理学療
法学科

講師 市橋則明 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系
専攻

教育セミナー 2
5 月 13 日（土） 10：50～12：20 A3 会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室 201）
医学英語論文の書き方 司会 栗田英明 東京工科大学医療保健学部理学療法学科

How to Write Your Own Research Abstracts in
English

講師 清水ミシェルアイズマン 県立広島大学名誉教授

ミニシンポジウム
5 月 13 日（土） 12：50～13：50 A3 会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室 201）
女性研究者が活躍するには 座長 牧原由紀子 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療

法学科

1 ライフイベントと物理的・認知的側面 シンポジスト 鈴木里砂 常葉大学健康科学部静岡理学療法学科

2 新たな一歩を踏み出すために シンポジスト 井上倫恵 名古屋大学大学院医学系研究科リハビリ
テーション療法学専攻理学療法学講座
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国際講演
5 月 13 日（土） 14：10～15：40 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
質の高い理学療法研究の進め方 司会 伊橋光二 福島県立医科大学新医療系学部設置準備室

清水ミシェルアイズマン 県立広島大学名誉教授

講師 Margaret Schenkman University of Colorado Denver

シンポジウム 2
5 月 13 日（土） 16：00～17：30 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
世界へ挑戦しよう―海外留学のすすめ 座長 西田裕介 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療

法学科

1 海外留学と女性のライフスタイル シンポジスト 坂本飛鳥 聖隷クリストファー大学リハビリテーショ
ン学部理学療法学科

2 理学療法研究を推進するための海外留学のすすめ シンポジスト 山口智史 日本学術振興会海外特別研究員/Depart-
ment of Neuroscience and Pharmacology,
University of Copenhagen/慶應義塾大学医
学部リハビリテーション医学教室

3 国際協力経験から考える理学療法士のキャリア形成 シンポジスト 志村圭太 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療
法学科

市民公開講座
5 月 14 日（日） 14：30～16：00 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
スポーツを通しての私の健康法～健常者も高齢者も障
がい者も運動を楽しんでより健康に～

司会 三和真人 千葉県立保健医療大学

講師 有森裕子 元プロマラソン選手

協会企画 1
モーニングセッション

5 月 12 日（金） 9：00～10：00 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
Advocacy for Public Health 司会 内山 靖 名古屋大学大学院医学系研究科リハビリ

テーション療法学専攻
大工谷新一 エムスリードクターサポート（株）

講師 Jonathon Kruger World Confederation for Physical Therapy

協会企画 2
鼎談

5 月 12 日（金） 17：50～18：50 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
これからの理学療法士への提言―求められる臨床力と
は―

司会 半田一登 日本理学療法士協会

1 医療保険における臨床力とは 講師 才藤栄一 藤田保健衛生大学医学部

2 介護保険下における臨床力とは 講師 川越雅弘 国立社会保障人口問題研究所

3 臨床力向上に向けた学校教育とは 講師 佐々木昌弘 文部科学省高等教育局医学教育課

学会企画（研究安全・学術倫理委員会企画）
教育講演

5 月 14 日（日） 13：00～14：00 A3 会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室 201）
研究倫理の考え方―理学療法学領域における研究倫
理―

司会 青山 誠 手稲渓仁会病院リハビリテーション部

講師 望月 久 文京学院大学保健医療技術学部理学療法学
科
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日本運動器理学療法学会企画
教育講演 1

5 月 13 日（土） 9：30～10：30 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
軟部組織と神経機能異常に対するエビデンスの現状 司会 竹井 仁 首都大学東京大学院人間健康科学研究科理

学療法科学域

講師 山内正雄 徒手理学療法部門/首都大学東京大学院人
間健康科学研究科理学療法科学域

シンポジウム
5 月 13 日（土） 10：50～12：20 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
運動器理学療法におけるエビデンスの構築に向けて 座長 木藤伸宏 広島国際大学総合リハビリテーション学部

常盤直孝 川越整形外科リハビリテーション室

1 基礎研究からみたエビデンス 理学療法における
これからの基礎研究のあり方

シンポジスト 森山英樹 神戸大学生命・医学系保健学域

2 臨床現場における取り組み シンポジスト 山田英司 総合病院回生病院関節外科センター附属理
学療法部

3 多施設間共同研究における取り組み シンポジスト 加藤 浩 九州看護福祉大学看護福祉学部リハビリ
テーション学科

特別講演
5 月 14 日（日） 9：20～10：20 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
関節機能異常に対するエビデンスの現状 司会 横山茂樹 京都橘大学健康科学部

講師 木藤伸宏 広島国際大学総合リハビリテーション学部

教育講演 2
5 月 14 日（日） 10：40～11：40 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
統計学を用いたエビデンス構築論 司会 山崎 肇 羊ヶ丘病院リハビリテーション科

統計解析と研究デザイン・研究への応用について 講師 対馬栄輝 弘前大学大学院保健学研究科

日本基礎理学療法学会（JSPTF・JFPT）企画
教育講演

5 月 12 日（金） 11：00～12：00 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
運動器疾患・呼吸循環器疾患に対する理学療法―動物
モデルを用いた検証―

司会 坂本美喜 北里大学医療衛生学部リハビリテーション
学科

講師 今北英高 畿央大学大学院健康科学研究科

特別講演
5 月 13 日（土） 17：50～19：20 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
筋ジストロフィーに対する治療研究を中心とした
筋研究の最前線

司会 河上敬介 大分大学福祉健康科学部福祉健康科学科理
学療法コース

講師 武田伸一 国立精神・神経医療研究センター神経研究
所
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シンポジウム 1
5 月 14 日（日） 9：20～10：20 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
若手研究者（U39）による最先端研究紹介（1） 座長 大西秀明 新潟医療福祉大学理学療法学科

1 随意筋収縮強度変化が体性感覚誘発磁界に及ぼす影
響

シンポジスト 菅原和広 東北福祉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

2 運動イメージ・運動模倣の神経基盤を探る シンポジスト 菅田陽怜 大分大学福祉健康科学部福祉健康科学科理
学療法コース

3 予測的姿勢制御と抑制機能の関連からみたステップ
反応動作戦略

シンポジスト 渡邊龍憲 名古屋大学大学院医学系研究科

シンポジウム 2
5 月 14 日（日） 10：40～11：40 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
若手研究者（U39）による最先端研究紹介（2） 座長 金子文成 札幌医科大学保健医療学部理学療法学科

1 難治性疼痛のリハビリテーション研究 シンポジスト 大住倫弘 畿央大学ニューロリハビリテーション研究
センター

2 脳卒中後の集中的リハビリテーションにおける皮
質�脳幹路系の役割

シンポジスト 石田章真 名古屋市立大学大学院医学研究科脳神経生
理学分野

3 末梢電気刺激がもたらす神経生理学効果の検証 シンポジスト 齊藤 慧 新潟医療福祉大学理学療法学科/新潟医療
福祉大学運動機能医科学研究所

日本呼吸理学療法学会企画
シンポジウム

5 月 12 日（金） 12：50～14：20 B2 会場（東京ベイ幕張ホール No. 3・4）
呼吸理学療法の多様性 座長 玉木 彰 兵庫医療大学大学院医療科学研究科

岸川典明 愛知医科大学病院リハビリテーション部

1 誤嚥性肺炎 シンポジスト 吉田 剛 高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学
科

2 呼吸理学療法の多様性 シンポジスト 中田隆文 須藤内科クリニックリハビリテーション科

3 人工呼吸器に目を向けてみよう―人工呼吸器から得
られる情報―

シンポジスト 横山仁志 聖マリアンナ医科大学病院リハビリテー
ション部

ワークショップ
5 月 12 日（金） 14：40～15：40 B2 会場（東京ベイ幕張ホール No. 3・4）
早期リハビリテーションの標準化に向けて～エキス
パートコンセンサスからの提言～

司会 神津 玲 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学
専攻理学・作業療法学講座

1 日本集中治療医学会「早期リハビリテーション～根
拠に基づいたエキスパートコンセンサス～」の概要

講師 高橋哲也 東京工科大学医療保健学部理学療法学科/
日本集中治療医学会早期リハビリテーショ
ン検討委員会

2 早期リハビリテーションエキスパートコンセンサス
における早期離床の位置付け，意義，効果，実際につ
いて

講師 飯田有輝 厚生連海南病院リハビリテーション科

3 これからの集中治療期呼吸理学療法 講師 小幡賢吾 岡山赤十字病院リハビリテーション科/日
本集中治療医学会早期リハビリテーション
検討委員会

特別講演
5 月 13 日（土） 16：50～17：50 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
肺がんに対する呼吸理学療法 司会 小川智也 公立陶生病院中央リハビリテーション部

講師 岡山太郎 静岡県立静岡がんセンターリハビリテー
ション科
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症例検討
5 月 13 日（土） 18：10～19：10 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
若手会員のための役立つ症例検討会～間質性肺炎急性
増悪例，外科周術期症例～

司会 瀬崎 学 新潟県立新発田病院リハビリテーション科

宮崎慎二郎 KKR 高松病院リハビリテーションセン
ター

1 間質性肺炎急性増悪例 講師 渡邉文子 公立陶生病院中央リハビリテーション部

2 外科周術期症例 講師 及川真人 長崎大学病院リハビリテーション部/長崎
大学大学院医歯薬学総合研究科内部障害リ
ハビリテーション学

日本支援工学理学療法学会企画
シンポジウム

5 月 12 日（金） 12：50～15：20 B1 会場（東京ベイ幕張ホール No. 1・2）
理学療法の様々な領域に支援工学的視点をどう活かす
か

座長 新田 收 首都大学東京健康福祉学部理学療法学科

松田雅弘 城西国際大学福祉総合学部理学療法学科

1 日本支援工学理学療法学会と他分科学会との横断的
連携について

シンポジスト 大峯三郎 九州栄養福祉大学リハビリテーション学部
理学療法学科/日本支援工学理学療法学会
代表幹事

2 日本運動器理学療法学会の視点から シンポジスト 加藤 浩 九州看護福祉大学看護福祉学部リハビリ
テーション学科

3 日本基礎理学療法学会の視点から シンポジスト 河上敬介 大分大学福祉健康科学部福祉健康科学科理
学療法コース

4 日本神経理学療法学会の視点から シンポジスト 大畑光司 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系
専攻

教育講演 1
5 月 13 日（土） 12：50～13：50 B1 会場（東京ベイ幕張ホール No. 1・2）
義肢・装具対象者を救うために理学療法士は何が出来
るか？～「理学療法士の義肢・装具支援の啓発・実態
調査」からの報告～

1 義肢編 講師 長倉裕二 熊本保健科学大学リハビリテーション学
科/日本支援工学理学療法学会運営幹事

2 装具編 講師 中野克己 埼玉県総合リハビリテーションセンター理
学療法科/日本支援工学理学療法学会運営
幹事

教育講演 2
5 月 13 日（土） 14：10～15：10 B1 会場（東京ベイ幕張ホール No. 1・2）
障がい者スポーツに対する支援工学理学療法の関わり 司会 山﨑 敦 文京学院大学保健医療技術学部理学療法学

科

1 障がい者スポーツ参加当事者の立場から 講師 三阪洋行 日本ウィルチェアーラグビー連盟

2 障がい者スポーツ支援の立場から 講師 信太奈美 首都大学東京健康福祉学部理学療法学科

日本小児理学療法学会企画
特別講演

5 月 12 日（金） 16：00～17：30 B1 会場（東京ベイ幕張ホール No. 1・2）
特別支援教育が理学療法に求めるもの 司会 中 徹 群馬パース大学保健科学部理学療法学科

講師 分藤賢之 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

教育講演 1
5 月 12 日（金） 17：50～18：50 B1 会場（東京ベイ幕張ホール No. 1・2）
筋ジストロフィーの理学療法の現在 司会 小塚直樹 札幌医科大学保健医療学部理学療法学科

講師 三浦利彦 国立病院機構八雲病院理学療法室
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教育講演 2
5 月 13 日（土） 15：30～16：30 B1 会場（東京ベイ幕張ホール No. 1・2）
予防と理学療法 子どもの運動器の立場から 司会 横井裕一郎 北海道文教大学人間科学部理学療法学科

講師 粕山達也 健康科学大学健康科学部理学療法学科

教育講演 3
5 月 13 日（土） 16：50～17：50 B1 会場（東京ベイ幕張ホール No. 1・2）
予防と理学療法 子どもの代謝の立場から 司会 横山美佐子 北里大学医療衛生学部リハビリテーション

学科理学療法学専攻

講師 木村 朗 群馬パース大学保健科学部理学療法学科

日本神経理学療法学会企画
特別講演

5 月 12 日（金） 11：00～12：00 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
高次脳機能障害における理学療法の役割と責任 Ne-
glected side of physical therapy for neglect and related
disorders

司会 阿部浩明 広南病院リハビリテーション科

講師 網本 和 首都大学東京健康福祉学部理学療法学科

シンポジウム
5 月 13 日（土） 12：50～14：50 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
脳のシステム障害と理学療法 座長 吉尾雅春 千里リハビリテーション病院セラピー部

1 病態を捉える視点―視覚情報と運動調節の関係性に
着目して―

シンポジスト 河島則天 国立障害者リハビリテーションセンター研
究所

2 大脳皮質�皮質下神経核の投射線維を中心とした脳
のシステムからみた臨床的俯瞰

シンポジスト 増田 司 リハビリパーク板橋病院

3 小脳系のシステム障害と理学療法―神経科学の知見
を理学療法に応用する―

シンポジスト 手塚純一 さいわい鶴見病院リハビリテーション科

教育講演
5 月 14 日（日） 12：30～14：00 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
脳卒中後片麻痺患者の歩行トレーニング戦略と戦術 司会 松田淳子 大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科

講師 大畑光司 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系
専攻

日本心血管理学療法学会企画
シンポジウム 1

5 月 12 日（金） 11：00～12：00 B2 会場（東京ベイ幕張ホール No. 3・4）
How to get accepted in a competitive journal～質の高
い国際誌にアクセプトされるには～

座長 井澤和大 神戸大学生命・医学系保健学域

神谷健太郎 北里大学病院リハビリテーション部

1 加齢医学分野での経験から シンポジスト 山田 実 筑波大学大学院人間総合科学研究科

2 基礎研究での経験から シンポジスト 伊藤大亮 東北大学病院総合地域医療教育支援部/東
北大学東北メディカル・メガバンク機構

3 循環器・腎臓病分野での経験から シンポジスト 松沢良太 北里大学病院リハビリテーション部
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ワークショップ
5 月 13 日（土） 9：30～10：30 B2 会場（東京ベイ幕張ホール No. 3・4）
Evidence Review：心血管理学療法に必要な臨床指標
とその意義

司会 内山 覚 新東京病院リハビリテーション室

松尾善美 武庫川女子大学健康・スポーツ科学部

1 心血管理学療法に必要な臨床指標とその意義 病
歴・検査所見・身体所見について

講師 岩津弘太郎 枚方公済病院リハビリテーション科

2 運動中のバイタルサイン：病態把握および予後予測
として有用性

講師 堀田一樹 電気通信大学大学院情報理工学研究科

3 運動機能・運動耐容能 講師 田中伸弥 北里大学大学院医療系研究科循環器内科学

シンポジウム 2
5 月 13 日（土） 10：50～12：20 B2 会場（東京ベイ幕張ホール No. 3・4）
心臓リハビリテーションにおける継承と創生 座長 松永篤彦 北里大学医療衛生学部リハビリテーション

学科
渡辺 敏 聖マリアンナ医科大学病院リハビリテー

ション部

1 急性期心臓リハビリテーション介入における継承と
創生

シンポジスト 飯田有輝 厚生連海南病院

2 回復期心臓リハビリテーション介入における継承と
創生

シンポジスト 武市尚也 聖マリアンナ医科大学病院リハビリテー
ション部

3 心臓リハビリテーションにおける臨床指標の継承と
創生

シンポジスト 山本周平 信州大学医学部附属病院リハビリテーショ
ン部

特別講演
5 月 13 日（土） 12：50～13：50 B2 会場（東京ベイ幕張ホール No. 3・4）
心大血管リハビリテーションを繋ぐ
～What should we do as young practitioners～

司会 松永篤彦 北里大学医療衛生学部リハビリテーション
学科

講師 河野裕治 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院リハビ
リテーション部

日本スポーツ理学療法学会企画
教育講演 1

5 月 12 日（金） 15：30～16：30 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
野球肘検診の目的と意義 司会 小林寛和 日本福祉大学健康科学部リハビリテーショ

ン学科理学療法専攻

講師 山崎哲也 横浜南共済病院スポーツ整形外科

パネルディスカッション
5 月 12 日（金） 16：50～17：50 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
野球肘検診再考 座長 渡邊裕之 北里大学医療衛生学部リハビリテーション

学科

1 投球障害予防への理学療法士としての関わり―学童
期野球選手を対象としたメディカルチェックの結果
から―

パネリスト 坂田 淳 横浜市スポーツ医科学センターリハビリ
テーション科

2 データから障害を予防する―理学療法士による学童
野球での試み―

パネリスト 亀山顕太郎 松戸整形外科病院リハビリテーションセン
ター

（総合討論のみ登壇） パネリスト 山崎哲也 横浜南共済病院スポーツ整形外科

教育講演 2
5 月 13 日（土） 9：30～10：30 B1 会場（東京ベイ幕張ホール No. 1・2）
スポーツ科学を利用した競技復帰―トレーニング動作
と筋活動―

司会 片寄正樹 札幌医科大学保健医療学部理学療法学科

講師 秋間 広 名古屋大学総合保健体育科学センター
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シンポジウム
5 月 13 日（土） 10：50～12：20 B1 会場（東京ベイ幕張ホール No. 1・2）
スポーツ科学を利用した競技復帰―競技別― 座長 坂本雅昭 群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻

浦辺幸夫 広島大学大学院医歯薬保健学研究院

1 陸上競技 シンポジスト 岡戸敦男 （公財）スポーツ医・科学研究所スポーツリ
ハビリテーション科

2 サッカー シンポジスト 広瀬統一 早稲田大学スポーツ科学学術院

3 飛込競技 シンポジスト 成田崇矢 健康科学大学健康科学部理学療法学科

日本地域理学療法学会企画
教育講演 1

5 月 12 日（金） 16：30～17：30 A1 会場（幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール）
高齢者を理解する―老年的超越の視点の背景にあるも
の―

司会 浅川康吉 首都大学東京健康福祉学部理学療法学科

講師 高橋龍太郎 東京都健康長寿医療センター研究所

特別講演
5 月 13 日（土） 9：30～10：30 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
災害リハビリテーション支援～リハビリ専門職の役
割：求められる視点～

司会 小川克巳 日本理学療法士協会

講師 栗原正紀 長崎リハビリテーション病院/大規模災害
リハビリ支援関連団体協議会（JRAT）代表

シンポジウム
5 月 13 日（土） 10：50～12：20 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
災害時のリハビリテーション～熊本地震で理学療法士
はどのように取り組んできたか～実践と提言

座長 田中康之 千葉県千葉リハビリテーションセンター地
域連携部地域支援室

1 災害時のリハビリテーション～熊本地震で理学療法
士はどのように取り組んできたか～実践と提言

シンポジスト 三宮克彦 熊本機能病院総合リハビリテーション部

2 周辺地での実践と気づき シンポジスト 河添竜志郎 （株）くますま

教育講演 2
5 月 14 日（日） 12：30～13：30 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
これからの地域を担う理学療法・士に必要な視点
～今まで，そしてこれからも～

司会 隆島研吾 神奈川県立保健福祉大学理学療法学専攻

講師 鶴見隆正 湘南医療大学リハビリテーション学科理学
療法学専攻

日本糖尿病理学療法学会企画
教育講演 1

5 月 13 日（土） 14：10～15：10 B2 会場（東京ベイ幕張ホール No. 3・4）
糖尿病・運動療法のトピックスと将来展望 司会 野村卓生 関西福祉科学大学保健医療学部リハビリ

テーション学科理学療法学専攻

講師 田村好史 順天堂大学大学院代謝内分泌内科学・ス
ポートロジーセンター/順天堂大学国際教
養学部グローバルヘルスサービス領域
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シンポジウム
5 月 13 日（土） 15：30～17：00 B2 会場（東京ベイ幕張ホール No. 3・4）
糖尿病に対する理学療法の発展を目指して～臨床介入
研究最前線～やればできる!! 糖尿病の理学療法介入
研究

座長 横地正裕 あさひ病院リハビリテーション科

大平雅美 信州大学医学部保健学科理学療法学専攻

1 糖尿病患者の「座りすぎ」の現状と治療への影響 シンポジスト 池永千寿子 製鉄記念八幡病院リハビリテーション部

2 糖尿病網膜症に対する運動療法確立に向けて―運動
強度や運動種目の違いによる眼圧および眼底血流に
着目して―

シンポジスト 河江敏広 広島大学病院診療支援部リハビリテーショ
ン部門

3 高齢糖尿病患者のロコモ予防に向けた運動介入効果
の検証

シンポジスト 片岡弘明 KKR高松病院リハビリテーションセンター

4 心臓血管外科術後患者の運動機能に糖尿病が与える
影響およびその対策について

シンポジスト 瀧野皓哉 岐阜ハートセンター心臓リハビリテーショ
ン室

教育講演 2
5 月 14 日（日） 9：20～10：20 B1 会場（東京ベイ幕張ホール No. 1・2）
糖尿病足病変と重症下肢虚血に対する治療とリハビリ
テーション

司会 河辺信秀 城西国際大学福祉総合学部理学療法学科

林 久恵 星城大学リハビリテーション学部理学療法
学専攻

1 糖尿病足病変と重症下肢虚血の治療におけるリハビ
リテーションの重要性

講師 菊池 守 下北沢病院

2 重症虚血肢に対する血行再建術とリハビリテーショ
ン

講師 土田博光 誠潤会水戸病院心臓血管外科

教育講演 3
5 月 14 日（日） 10：40～11：40 B1 会場（東京ベイ幕張ホール No. 1・2）
糖尿病理学療法研究のススメ はじめの一歩：研究デ
ザイン，上手なアンケートの作り方と統計解析

司会 井垣 誠 公立豊岡病院日高医療センターリハビリ
テーション技術科

講師 坂根直樹 京都医療センター臨床研究センター

日本予防理学療法学会企画
特別講演

5 月 12 日（金） 12：50～13：50 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
アルツハイマー病の治療と予防戦略 司会 島田裕之 国立長寿医療研究センター在宅医療・自立

支援開発部自立支援システム開発室

講師 柳澤勝彦 国立長寿医療研究センター

教育講演 1
5 月 12 日（金） 14：10～15：10 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
Physical activity and frailty in older people 司会 大渕修一 東京都健康長寿医療センター高齢者健康増

進事業支援室

講師 Hyuntae Park Department of Health Care and Science,
Dong�A University, South Korea

教育講演 2
5 月 13 日（土） 15：30～16：30 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
内部疾患におけるフレイル対策 司会 井澤和大 神戸大学生命・医学系保健学域

1 慢性腎臓病患者の重症化予防とフレイル対策 講師 平木幸治 聖マリアンナ医科大学病院リハビリテー
ション部

2 心疾患におけるフレイル対策 講師 田屋雅信 東京大学医学部附属病院リハビリテーショ
ン部

3 高齢がん患者におけるフレイル対策 講師 立松典篤 国立がん研究センター東病院骨軟部腫瘍・
リハビリテーション科
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シンポジウム
5 月 14 日（日） 12：30～14：00 B1 会場（東京ベイ幕張ホール No. 1・2）
認知症とフレイル予防の戦略 座長 古名丈人 札幌医科大学保健医療学部理学療法学科

1 認知症施策の推進について シンポジスト 宮腰奏子 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室

2 身体的フレイルの予防 シンポジスト 山田 実 筑波大学大学院人間総合科学研究科

3 認知症予防を目指した戦略 シンポジスト 土井剛彦 国立長寿医療研究センター老年学・社会科
学研究センター予防老年学研究部健康増進
研究室

4 和光市における超高齢社会に対応した地域包括ケア
システムの実践～和光方式の地域包括ケアシステム
における介護予防の効果～

シンポジスト 東内京一 埼玉県和光市保健福祉部

日本理学療法教育学会企画
シンポジウム

5 月 12 日（金） 16：00～17：30 B2 会場（東京ベイ幕張ホール No. 3・4）
理学療法士教育における剖出を伴う人体解剖学実習を
考える

座長 河上敬介 大分大学福祉健康科学部福祉健康科学科理
学療法コース/人体解剖学実習検討ワーキ
ンググループ

1 コメディカル教育委員会委員長の立場から シンポジスト 澤口 朗 宮崎大学医学部解剖学講座超微形態科学分
野

2 篤志解剖全国連合会会長の立場から シンポジスト 松村讓兒 杏林大学医学部解剖学教室

3 剖出を伴う人体解剖学実習による理学療法士教育の
現状

シンポジスト 荒川高光 神戸大学大学院保健学研究科/人体解剖学
実習検討ワーキンググループ

4 理学療法士教育における人体解剖学実習実施要件を
考える

指定発言者 日高正巳 兵庫医療大学リハビリテーション学部理学
療法学科/人体解剖学実習検討ワーキング
グループ

教育講演 1
5 月 12 日（金） 17：50～18：50 B2 会場（東京ベイ幕張ホール No. 3・4）

「大学時代の経験」は就職後の行動にどのような影響を
与えるのか？：アクティブトランジションの視点から

司会 薄 直宏 東京女子医科大学八千代医療センターリハ
ビリテーション室

講師 舘野泰一 立教大学

教育講演 2
5 月 14 日（日） 9：20～10：20 B2 会場（東京ベイ幕張ホール No. 3・4）
医療従事者に求められるコミュニケーションとは～現
場でみえる現状と課題～

司会 三宅わか子 星城大学リハビリテーション学院

講師 北村美由起 （株）新規開拓

教育講演 3
5 月 14 日（日） 10：40～11：40 B2 会場（東京ベイ幕張ホール No. 3・4）
指定規則の改定について 司会 吉元洋一 金城大学

講師 網本 和 日本理学療法士協会常務理事・教育対策本
部長/首都大学東京健康福祉学部理学療法
学科

産業理学療法部門企画
教育講演

5 月 12 日（金） 11：00～12：00 A3 会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室 201）
身近な職域での産業理学療法実践～保健・衛生業の腰
痛対策のために

司会 山崎重人 マツダ病院リハビリテーション科

講師 浅田史成 大阪労災病院治療就労両立支援センター両
立支援部
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物理療法理学療法部門企画
シンポジウム

5 月 12 日（金） 11：00～12：00 B1 会場（東京ベイ幕張ホール No. 1・2）
急性期リハビリテーションにおける電気刺激療法の新
展開

座長 生野公貴 西大和リハビリテーション病院リハビリ
テーション部

1 神経系疾患への電気刺激療法 急性期脳卒中患者を
中心に

シンポジスト 野添匡史 甲南女子大学看護リハビリテーション学部
理学療法学科

2 運動器系疾患への電気刺激療法 シンポジスト 徳田光紀 平成記念病院リハビリテーション課/畿央
大学大学院健康科学研究科

3 循環器系疾患への電気刺激療法 シンポジスト 岩津弘太郎 枚方公済病院リハビリテーション科

学校保健・特別支援教育理学療法部門企画
特別講演

5 月 12 日（金） 12：50～13：50 A3 会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室 201）
学校保健・特別支援教育理学療法の現状と課題 司会 多田智美 鈴鹿医療科学大学理学療法学科

1 学校保健に参入するために必要な関係職種との連携 講師 粕山達也 健康科学大学健康科学部理学療法学科

2 大阪府理学療法士会の取り組む学校保健の現状と課
題

講師 山川智之 南大阪病院診療支援部リハビリテーション
科

3 特別支援教育におけるリハビリテーションの現状と
課題およびその支援について

講師 眞鍋克博 帝京科学大学医療科学部東京理学療法学科

4 自立活動教諭免許取得に向けて 講師 長島大介 筑波大学附属視覚特別支援学校高等部専攻
科

精神・心理領域理学療法部門企画
教育講演

5 月 12 日（金） 14：10～15：10 A3 会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室 201）
精神保健・医療と理学療法 司会 仙波浩幸 豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科

講師 内山 靖 名古屋大学大学院医学系研究科リハビリ
テーション療法学専攻

ウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法部門企画
特別講演

5 月 12 日（金） 15：30～16：30 A3 会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室 201）
排尿ケアに関する職種間連携と理学療法の可能性 司会 井上倫恵 名古屋大学大学院医学系研究科リハビリ

テーション療法学専攻理学療法学講座

講師 吉川羊子 小牧市民病院泌尿器科排尿ケアセンター

徒手理学療法部門企画
教育講演

5 月 12 日（金） 18：10～19：10 A2 会場（幕張メッセ国際会議場 国際会議室）
徒手理学療法部門におけるエビデンスの構築に向けた
プロジェクト研究

司会 竹井 仁 首都大学東京大学院人間健康科学研究科理
学療法科学域

1 徒手理学療法の効果に対する Systematic Review 講師 大石敦史 船橋整形外科病院理学診療部

2 徒手理学療法の運動機能・生活機能に対する効果 講師 浅田啓嗣 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部理学療法学
科
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栄養・嚥下理学療法部門企画
ミニシンポジウム

5 月 12 日（金） 18：10～19：10 A3 会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室 201）
栄養・嚥下理学療法が目指すところ，期待すること 座長 網本 和 首都大学東京健康福祉学部理学療法学科

1 栄養・嚥下理学療法が目指すところ シンポジスト 吉田 剛 高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学
科/栄養・嚥下理学療法部門代表運営幹事

2 栄養・嚥下理学療法に期待すること シンポジスト 若林秀隆 横浜市立大学附属市民総合医療センターリ
ハビリテーション科

がん理学療法部門企画
特別講演

5 月 13 日（土） 14：10～15：10 A3 会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室 201）
がんリハビリテーション～理学療法士に求められるもの～ 司会 高倉保幸 埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科

講師 辻 哲也 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医
学教室/医学部腫瘍センターリハビリテー
ション部門

動物に対する理学療法部門企画
教育講演

5 月 13 日（土） 15：30～16：30 A3 会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室 201）
動物に対する理学療法の対象になる疾患―股関節― 司会 信岡尚子 大阪ペピイ動物看護専門学校アニマルクリ

ニックこばやし

講師 児玉綾香 藤井寺動物病院動物人工関節センター・動
物リハビリテーションセンター/奈良動物
医療センター/おざき動物病院/セントラル
動物病院

理学療法管理部門企画
教育講演

5 月 13 日（土） 17：20～18：20 B2 会場（東京ベイ幕張ホール No. 3・4）
理学療法の質向上と質変化のマネジメントに挑む～EPDCA
サイクルを基盤としたスキルアップとスキルチェンジ～

司会 村永信吾 亀田メディカルセンターリハビリテーショ
ン室

講師 佐々木嘉光 医療法人社団明徳会十全記念病院リハビリ
テーションセンター

産学連携セッション
企画 1

5 月 12 日（金） 16：50～17：50 A3 会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室 201）
筋膜マニピュレーションの理論と実際 司会 小川大輔 目白大学保健医療学部理学療法学科

講師 竹井 仁 首都大学東京大学院人間健康科学研究科理
学療法科学域

共催：医歯薬出版株式会社

企画 2
5 月 13 日（土） 18：10～19：10 B1 会場（東京ベイ幕張ホール No. 1・2）
いわゆる脳卒中片麻痺は，治るのか？

講師 舟波真一 （株）バイニーアプローチセンター

講師 山岸茂則 （株）Physical Wave Resonance

共催：BiNI COMPLEX JAPAN
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日本運動器理学療法学会
5月12日（金）11:00～12:00 口述演題（運動器）01 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 一寿会西尾病院リハビリテーション部 森口晃一

O-MT-01-1 人工膝関節全置換術後患者の退院時運動機能に影響する術前生活・運動機能の検討
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷リバーサイド病院 山本 諒

O-MT-01-2 人工膝関節全置換術後 6 ヶ月における身体機能と QOL の関係
―日本版膝関節症機能評価尺度（JKOM）を用いた評価― JCHO 群馬中央病院リハビリテーション部 星野太一

O-MT-01-3 人工膝関節置換術後 1 年における歩行速度に関連する因子
―同年代の健常者より速くなるために必要な術側機能の検討―

京都大学医学部附属病院リハビリテーション部 濱田涼太
O-MT-01-4 片側人工膝関節置換術の歩行能力に影響を与える術前因子の検討 JCHO 群馬中央病院リハビリテーション部 岡元翔吾
O-MT-01-5 人工膝関節置換術後患者の術後活動量向上に影響する因子の検討 福岡リハビリテーション病院 平川善之
O-MT-01-6 決定木分析を用いた人工膝関節全置換術後患者における歩行速度を予測する術前および術後早期の機能的因

子の検討 北海道千歳リハビリテーション学院 小林 巧

5月12日（金）12:50～13:50 口述演題（運動器）02 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 広島国際大学総合リハビリテーション学部リハビリテーション学科 内田茂博

O-MT-02-1 人工膝関節全置換術施行患者の術後 2 週時の膝関節屈曲角度の予測 倉敷中央病院リハビリテーション部 熊代功児
O-MT-02-2 人工膝関節全置換術後 1 年の目標屈曲可動域達成の可否は術後早期より予測可能か？

あんしん病院リハビリテーション科 岡 智大
O-MT-02-3 両側人工膝関節置換術施行患者における縦断的歩行解析

病期に合わせたプロトコールを求めて 医療法人社団鎮誠会/千葉大学大学院工学研究科 河原常郎
O-MT-02-4 組み合わせ式人工膝関節二顆置換術（Bicompertmental Knee Arthroplasty）後の運動学的・運動力学的解

析 悠康会函館整形外科クリニックリハビリテーション部 浮城健吾
O-MT-02-5 人工膝関節置換術における早期退院プログラムと標準的な入院プログラムにおける術後運動機能の回復の差

非劣性試験デザインを用いた検討 東京工科大学医療保健学部理学療法学科 飛山義憲
O-MT-02-6 人工膝関節置換術後の膝関節伸展制限に関する後方視的検討

―術前可動域，矯正角度，インプラントの型式に着目して―
医療社団法人永生会永生病院リハビリテーション部 谷口拓也

5月12日（金）14:10～15:10 口述演題（運動器）03 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 埼玉県立大学 金村尚彦

O-MT-03-1 ストレッチポールひめトレが身体に影響を与える期間について
―腹横筋と座位の重心動揺に着目して― 九州看護福祉大学 古山貴裕

O-MT-03-2 多裂筋における表面筋電図の電極貼付位置の再検討
―超音波画像診断装置を用いて― 新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科 松尾美鈴

O-MT-03-3 大腿骨近位部骨形態を指標とした大腿骨前捻角の予測 北海道大学病院 喜澤史弥
O-MT-03-4 運動器理学療法における膝痛に関する機能分類の現状

文献レビュー 新潟医療福祉大学大学院臨床徒手理学療法コース/ゆきよしクリニック 市川 崇
O-MT-03-5 内側半月板損傷患者における MMPRT（内側半月板後角横断裂）の占める割合とその傾向

自由が丘整形外科リハビリテーション科 弦巻 徹
O-MT-03-6 当院における初回前十字靭帯再建術時に施行した半月板縫合術の治療成績

江本ニーアンドスポーツクリニックリハビリテーション部 矢頭 透

5月12日（金）15:30～16:30 口述演題（運動器）04 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 苑田第二病院リハビリテーション科 白谷智子

O-MT-04-1 腰椎疾患患者における歩行率向上に影響を与える因子の検討 九州労災病院中央リハビリテーション部 濱邊 新
O-MT-04-2 慢性腰痛者における腰部の臨床不安定性と股関節伸展運動時の背部筋・股関節伸筋群の筋活動バランスとの

関係 川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科 末廣忠延
O-MT-04-3 腰痛の有無による腰部変性後弯症の身体機能の特徴 北海道社会事業協会富良野病院リハビリテーション科 千葉 恒
O-MT-04-4 競泳選手の腰痛とドルフィンキック時の腰椎角度，筋硬度，関節可動域との関連

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 北村岳斗
O-MT-04-5 非特異的腰痛症患者における腰部多裂筋機能

―筋断面積および表層線維・深層線維走行角度からの検証―
福岡県済生会大牟田病院リハビリテーション科 松岡 健

O-MT-04-6 上殿皮神経障害による腰臀部痛が疑われた症例の臨床所見と理学療法の短期的効果について
痛みの原因部位による病態および治療内容の違いに着目して レッツリハビリデイサービスセンター磐田 石川博隆
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5月12日（金）16:50～17:50 口述演題（運動器）05 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 北海道大学大学院保健科学研究院機能回復学分野 山中正紀

O-MT-05-1 メンタルローテーション課題と 2 ステップテストの関連性 社会医療法人社団正志会花と森の東京病院 市川貴章
O-MT-05-2 関節リウマチ患者の身体活動量に関する因子の検討

白浜医療福祉財団白浜はまゆう病院南紀白浜温泉リハビリテーションセンター 平 和晃
O-MT-05-3 子供の 2 ステップ値における歩行年齢の検討

～千葉県理学療法士会公益事業局スポーツ健康増進支援部の取り組み～
千葉県理学療法士会公益事業局スポーツ健康増進支援部/西川整形外科 大山隆人

O-MT-05-4 変形性膝関節症保存例における多角的評価の因子構造
理学療法初期評価時の痛みに着目した因子の検討

九州医療スポーツ専門学校/九州医療整形外科・内科リハビリテーションクリニック/
畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室 田中 創

O-MT-05-5 末期変形性膝関節症に対する保存的治療の長期調査 愛知医科大学運動療育センター 宮川博文
O-MT-05-6 変形性膝関節症に対する外来理学療法の効果

シングルケーススタディー 社会医療法人寿楽会大野記念病院リハビリテーション部 阪本良太

5月12日（金）16:50～17:50 口述演題（運動器）06 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 首都大学東京 来間弘展

O-MT-06-1 腰痛を有する患者の外来理学療法実施期間に影響を及ぼす因子の検討
木村整形外科リハビリ・ペインクリニック 髙木 優

O-MT-06-2 腰部脊椎症に罹患した高齢者における腰背筋断面積の性差の違いと転倒スコアとの関連
愛知県三河青い鳥医療療育センター三次元動作解析室/国立長寿医療研究センター脊椎外科 伊藤 忠

O-MT-06-3 腰部疾患術後における ADL 指導の検討 歓生会豊岡中央病院リハビリテーション部 岡音佑季
O-MT-06-4 精神医学的問題の関与が疑われる腰痛症に対してマッケンジー法は有効か

倉敷成人病センターリハビリテーション科 柘植孝浩
O-MT-06-5 体幹伸展筋に対する新たな筋持久力評価

―表面筋電計を用いた中間周波数解析―
福島県立医科大学新医療系学部設置準備室/福島県立医科大学会津医療センターリハビリテーション科 小俣純一

O-MT-06-6 腰椎椎間板ヘルニア術後超早期における腹臥位での腰椎持続伸展保持の即時効果
我汝会えにわ病院リハビリテーション科/弘前大学大学院保健学研究科 宮城島一史

5月12日（金）18:10～19:10 口述演題（運動器）07 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 我汝会えにわ病院リハビリテーション科 石田和宏

O-MT-07-1 扁平足のインソール装着による骨盤・肩甲骨への波及効果
―デジタルカメラの臨床応用の検討― 鶴岡市立荘内病院リハビリテーションセンター 原 崇之

O-MT-07-2 靴底踵外側部の摩耗が健常若年者の歩行時の下肢運動に与える影響 東所沢病院リハビリテーション科 早瀬周平
O-MT-07-3 右足関節脱臼骨折（L�H 分類 SER 型 stageIV）術後に対し軟部組織修復過程を考慮した一症例

―前脛腓靭帯損傷に対し意図的背屈制限を設けた症例― 社会医療法人畿内会岡波総合病院 清水恒良
O-MT-07-4 超音波画像診断装置を用いた後踵骨滑液包の癒着評価について 中部学院大学看護リハビリテーション学部 西嶋 力
O-MT-07-5 超音波療法による新鮮骨折の治療促進効果の検討 神戸大学医学部保健学科理学療法学専攻 鈴木崚太
O-MT-07-6 大腿四頭筋セッティングにおける膝蓋上嚢周囲脂肪体の画像評価

核磁気共鳴画像法（MRI）による矢状断の観察 原田学園鹿児島医療技術専門学校理学療法学科 真辺樹里

5月12日（金）18:10～19:10 口述演題（運動器）08 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科 赤坂清和

O-MT-08-1 The ratios of rolling and sliding movements of huemral head during axial rotation in the dynamic glenohu-
meral instability using real�time cine MRI

Graduate school of medicine, School of health sciences, Nagoya University/
Department of rehabilitation, Gifu junior college of health science Kazuhisa Matsui

O-MT-08-2 Mechanical Energy Efficiency during Stair Negotiation in Persons with Medial Knee Osteoarthritis
Human Health Sciences, Graduate School of Medicine, Kyoto University Yumiko Koyama

O-MT-08-3 Outcome of Physical Fitness Tests 35 Years After Surgery for Adolescent Idiopathic Scoliosis
Department of Physical Therapy SEIREI SAKURA CITIZEN HOSPITAL Takehide Katogi

O-MT-08-4 Comparison between lateral and medial wedged foot insoles in terms of pain and function for patients with
medial compartment knee osteoarthritis：a literature review 済生会山形済生病院 江川 廉

5月13日（土）12:50～13:50 口述演題（運動器）09 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 星城大学リハビリテーション学部理学療法学専攻 太田 進

O-MT-09-1 変形性膝関節症患者における歩行予備能に影響を与える要因 倉敷中央病院リハビリテーション部 山本 遼
O-MT-09-2 歩行中の外的膝内転モーメントと片脚立位移行動作での生体力学的指標との関連

北海道大学大学院保健科学院/北海道大学病院リハビリテーション部 千葉 健
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O-MT-09-3 両側性変形性膝関節症患者の遊脚期膝最大屈曲角度減少に伴う下肢の代償動作
兵庫県立リハビリテーション中央病院リハビリ療法部/神戸大学大学院保健学研究科 清水俊行

O-MT-09-4 変形性膝関節症患者における FTA の増大に伴う Lateral Thrust 量の評価についての報告
日本大学医学部附属板橋病院リハビリテーション科 高橋龍介

O-MT-09-5 変形性膝関節症患者はどの筋を使って立脚初期に膝を伸展させているのか
大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類理学療法学専攻 小栢進也

O-MT-09-6 変形性膝関節症患者の下肢運動調整能力と 10m 歩行速度の関連
65 歳以上の女性を対象とした検討 いしい外科三好クリニック 平井達也

5月13日（土）14:10～15:10 口述演題（運動器）10 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 医療法人社団おると会浜脇整形外科リハビリセンターリハビリテーション科 葉 清規

O-MT-10-1 人工膝関節全置換術後長期間のリハビリテーションは必要である
―術後平均 10 年経過例における大腿四頭筋の等尺性筋力解析から―

医療法人葦の会石井クリニックリハビリテーション科 桜井徹也
O-MT-10-2 人工膝関節全置換術患者における身体能力の推移 東京慈恵会医科大学葛飾医療センターリハビリテーション科 平野和宏
O-MT-10-3 変形性膝関節症における手術適応例と手術回避例の患者特性の検討 自由が丘整形外科リハビリテーション科 富田 樹
O-MT-10-4 変形性膝関節症患者の社会活動とその関連因子の検討 あんしんクリニック住吉 中北智士
O-MT-10-5 末期変形性膝関節症患者における手段的日常生活動作の低下を歩行速度から予測する

香川大学医学部附属病院リハビリテーション部 小林裕生
O-MT-10-6 関節軟骨変性過程における関節不安定性と骨棘形成の関連

埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科博士後期課程 村田健児

5月13日（土）15:30～16:30 口述演題（運動器）11 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 東北大学病院リハビリテーション部 村木孝行

O-MT-11-1 リバース型人工肩関節全置換術における結髪動作と肩関節機能について
伊藤クリニックリハビリテーション科 湯川晃矢

O-MT-11-2 鏡視下腱板修復術後 1 年の患者満足度に影響する因子の検討 福岡志恩病院リハビリテーション部 原田伸哉
O-MT-11-3 腱板断裂術後 3 ヶ月の shoulder36 が術後経過に与える影響 松戸整形外科病院リハビリテーションセンター 中嶋良介
O-MT-11-4 なで肩といかり肩が肩甲上腕リズムに与える影響 南川整形外科病院リハビリテーション部 木村淳志
O-MT-11-5 肩こりに対する物理療法が上部僧帽筋の弾性率に及ぼす即時的な影響

剪断波エラストグラフィーを用いた筋弾性率の比較
福島県立医科大学会津医療センターリハビリテーション科 遠藤達矢

O-MT-11-6 超音波ガイド下腕神経叢ブロックによる非観血的授動術前の運動恐怖心が施術後 1 ヶ月の運動機能に及ぼす
影響 あんしんクリニック 榊 彰裕

5月13日（土）16:50～17:50 口述演題（運動器）12 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 高木病院リハビリテーション部 東 裕一

O-MT-12-1 コアループを用いた多裂筋動的エクササイズの筋電図学的解析 吉備国際大学保健医療福祉学部理学療法学科 光田真緒
O-MT-12-2 腹部筋群および骨盤底筋群の活動が膀胱の位置に与える影響

新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科/医療法人愛広会 井出愛実
O-MT-12-3 骨盤臓器脱患者に行われる骨盤底筋体操の筋力増強効果と QOL の関係

地方独立行政法人市立吹田市民病院リハビリテーション科 木矢歳己
O-MT-12-4 妊娠後期の骨盤底筋障害と身体活動量の関係 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 廣瀬 綾
O-MT-12-5 ストレッチングスティック使用前後における呼吸機能・胸郭拡張差・胸椎可動性の変化について

九州中央リハビリテーション学院理学療法学科 岩見幸省
O-MT-12-6 健常者の円背モデルにおける体幹（呼気）運動課題が腹部筋厚に及ぼす影響

国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室/国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻 屋嘉比章紘

5月13日（土）16:50～17:50 口述演題（運動器）13 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 九州医療スポーツ専門学校理学療法学科 田中 創

O-MT-13-1 患者立脚肩関節評価法（shoulder36）を用いた有痛性肩関節疾患患者の心理的要因の検討
はやし整形外科クリニック 富山 農

O-MT-13-2 重度の患肢機能障害と ADL 障害を呈する CRPS 症例に対する理学療法介入の経験―多角的評価に基づいた
介入の選択― 田辺整形外科上本町クリニック/大阪大学大学院医学系研究科疼痛医学寄附講座 壬生 彰

O-MT-13-3 肩関節痛患者の身体知覚異常と疼痛の関連性―The Fremantle Shoulder Awareness Questionnaire（Fre-
SAQ）を用いた検討 田辺整形外科上本町クリニック 余野聡子

O-MT-13-4 難治性慢性痛患者に対するペインマネジメントプログラムの年代別効果
若年群と高齢群との比較 愛知医科大学運動療育センター/愛知医科大学学際的痛みセンター 井上雅之

O-MT-13-5 筋骨格系患者における理学療法の治療効果における中枢性感作の影響
Central Sensitization Inventory を用いた検討 田辺整形外科上本町クリニック 田中克宜

O-MT-13-6 線維筋痛症に対する物理療法の介入効果
メタアナリシスによる検討 社会福祉法人十善会十善会病院リハビリテーション科/

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科運動障害リハビリテーション学研究室 濱上陽平
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5月13日（土）18:10～19:10 口述演題（運動器）14 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 文京学院大学保健医療技術学部 福井 勉

O-MT-14-1 変性後側弯症患者に対する胸腰椎矯正固定術が proximal junctional kyphosis に至る因子の検討
苑田第三病院リハビリテーション科 江森 亮

O-MT-14-2 Schroth 法に基づく運動療法を施行した特発性側弯症の 2 症例 医療法人社団一期一会山口整形外科 清家 慎
O-MT-14-3 歩行時における下肢力学的エネルギーの流れと絶対座標軸からみた大腿骨の運動学的特性

九州看護福祉大学大学院看護福祉学研究科健康支援科学専攻 加藤 浩
O-MT-14-4 体幹の傾斜角度がスクワット動作時の下肢キネマティクスに及ぼす影響

埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科 松本優佳
O-MT-14-5 運動介入が脊椎アライメントに及ぼす影響 医療法人同仁会（社団）京都九条病院リハビリテーション部 加茂岳士
O-MT-14-6 ShearWave Elastography を用いて体幹安定化エクササイズ時における体幹筋群の動態を検討する

福島県立医科大学会津医療センターリハビリテーション科 三浦拓也

5月13日（土）18:10～19:10 口述演題（運動器）15 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 名古屋学院大学リハビリテーション学部理学療法学科 青木一治

O-MT-15-1 THA 後 5 か月で靴下着脱動作を可能とするには術前における動作の獲得が鍵である
東京慈恵会医科大学附属柏病院リハビリテーション科 木下一雄

O-MT-15-2 人工股関節全置換術後 3 カ月の歩数・身体活動レベルに関係する因子の調査
大分県立病院リハビリテーション科/九州看護福祉大学大学院看護福祉学研究科健康支援科学専攻 分藤英樹

O-MT-15-3 人工股関節置換術後の動作の QOL と満足度が一致しない患者の特徴
京都大学医学部附属病院リハビリテーション部 西川 徹

O-MT-15-4 人工股関節置換術後早期における股関節外転筋力の回復に影響を及ぼす因子の検討
京都大学医学部附属病院リハビリテーション部 細江拓也

O-MT-15-5 股関節累積負荷の増大は変形性股関節症の進行に影響を与える
―前向きコホート研究による分析― 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 建内宏重

O-MT-15-6 寛骨臼骨折術後患者における QOL に影響する因子の検討
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

5月14日（日）11:40～12:40 口述演題（運動器）16 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 京都下鴨病院理学療法部 小野志操

O-MT-16-1 姿勢制御課題における人工膝関節全置換術後患者の膝周囲筋の同時収縮とバランス機能の関連について
札幌中央病院リハビリテーション科 伊藤崇倫

O-MT-16-2 人工膝関節置換術後患者に対する遠隔リハビリテーションの導入
ケースシリーズによる検討 苑田会人工関節センター病院リハビリテーション科 山口英典

O-MT-16-3 変形性膝関節症の術前後の膝アライメントの変化が後足部および足底圧中心点軌跡へ及ぼす影響
新潟中央病院リハビリテーション部 渡邊直樹

O-MT-16-4 肥満度 BMI が人工膝関節全置換術後の膝機能や歩行能力に与える影響
大阪労災病院中央リハビリテーション部 小林信吾

O-MT-16-5 人工膝関節全置換術後患者における患者立脚型アウトカムの臨床的最小重要変化量
分布に基づく方法 苑田会人工関節センター病院 美崎定也

O-MT-16-6 人工膝関節全置換術術後早期の Double knee action 改善にノルディックウォーキングが有効である可能性
一般財団法人住友病院リハビリテーション科 青木利彦

5月14日（日）11:40～12:40 口述演題（運動器）17 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 建内宏重

O-MT-17-1 人工股関節全置換術後 5 ヶ月で安定した片脚立位を保持するための股関節外転筋力の目標値の設定
―大規模データ（変形性股関節症女性 256 例）での検討―

東京慈恵会医科大学附属柏病院リハビリテーション科 桂田功一
O-MT-17-2 人工股関節全置換術後の自覚的脚長差の改善に影響を与える因子の検討

医療法人社団松下会白庭病院リハビリテーション科 木村祐介
O-MT-17-3 JHEQ は人工股関節全置換術（THA）後の満足度を捉えるか？ 山口労災病院中央リハビリテーション部 八木宏明
O-MT-17-4 跛行の有無は人工股関節全置換術後患者の転倒予測因子となる

医療法人増原クリニックリハビリテーション科 生友尚志
O-MT-17-5 下肢人工関節置換術後の下肢機能と転倒関連自己効力感尺度の関連性 鹿児島赤十字病院 福迫 剛
O-MT-17-6 人工股関節全置換術例における自覚的脚長差・X 線学的脚長差と荷重率の関連性

JA 山口厚生連周東総合病院リハビリテーション科 川端悠士

5月14日（日）13:00～14:00 口述演題（運動器）18 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 日本大学スポーツ科学部 小松泰喜

O-MT-18-1 回復期リハビリテーション病棟において BIA 法を用いた大腿骨近位部骨折患者の体成分と退院時の歩行能
力との関連 愛仁会リハビリテーション病院 池上泰友
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O-MT-18-2 大腿骨近位部骨折における栄養状態と退院時 FIM 項目の関連
神戸市急性期総合病院の理学療法士による多施設共同研究 済生会兵庫県病院 中馬優樹

O-MT-18-3 回復期における大腿骨近位部骨折術後患者の筋力と栄養状態の関係
血液データを用いて 医療法人社団和風会橋本病院 尾山直樹

O-MT-18-4 初発大腿骨転子部骨折骨接合術患者における M�FIM 予後予測式の考案 医療法人社団和風会橋本病院 中村健士郎
O-MT-18-5 大腿骨頚部骨折に対して人工骨頭置換術を施行した症例に対する術後早期の神経筋電気刺激の効果

SLR 能力の獲得日数と大腿四頭筋筋力に着目して
平成記念病院リハビリテーション課/奈良県立医科大学大学院運動器再建医学教室 唄 大輔

O-MT-18-6 リング型創外固定器に対する足底装具が痛みや歩行へ与える効果 秋田大学医学部附属病院 渡邉基起

5月14日（日）13:00～14:00 口述演題（運動器）19 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 社会医療法人玄真堂川嶌整形外科病院リハビリテーション科 奥村晃司

O-MT-19-1 保存療法を施行した脊椎圧迫骨折患者の離床開始前後における活動量の変化が多面的アウトカムにおよぼす影響
腰背部痛，ADL 能力，精神心理面，椎体圧潰に着目して

社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部/
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科リハビリテーション科学講座

運動障害リハビリテーション学分野 片岡英樹
O-MT-19-2 腰部脊柱管狭窄症術後の JOABPEQ と歩行能力，体幹筋力の回復経過

1 年間の前向きコホート観察研究
あさひ病院リハビリテーション科/名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻 竹中裕人

O-MT-19-3 腰部脊柱管狭窄症患者における痛みの破局的思考と連続歩行距離の関連について
鳥取大学医学部附属病院リハビリテーション部 和田 崇

O-MT-19-4 腰部脊柱管狭窄症術後 2 年の間欠性跛行と QOL の関連性 大館市立総合病院リハビリテーション科 柏木智一
O-MT-19-5 腰部脊柱管狭窄症手術患者の術後歩行能力に関与する身体的特徴

松戸整形外科病院リハビリテーションセンター 岡田匡史
O-MT-19-6 腰部脊柱管狭窄症における脊柱矢状面アライメントと疼痛および立位重心動揺の関係

術前後の検討 新潟中央病院リハビリテーション部 石津克人

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（運動器）P01 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-18）
P-MT-01-1 「立ち上がりテスト」に必要な身体機能・能力

―ロコモ度における機能とバランス能力の比較― 金沢脳神経外科病院 境 萌香
P-MT-01-2 地域在住中・高齢者の関節運動覚と機能・バランス能力の関連性 金沢脳神経外科病院 水江 猟
P-MT-01-3 変形性膝関節症における内側広筋の筋輝度と 2 ステップテストの関係 山室クリニック 長森広起
P-MT-01-4 2 ステップテストの踏み出し脚における利き足，非利き足の違いが 2 ステップ値に及ぼす影響

橋本病院リハビリテーション部 田野 聡
P-MT-01-5 2 ステップ値に影響を及ぼす因子の検討 医療法人社団博友会金沢西病院 久木佳苗

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（運動器）P02 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-18）
P-MT-02-1 変形性膝関節症患者の歩行活動量の個人差に関連する歩行異常性指標 平病院/吉備国際大学保健福祉研究所 山科俊輔
P-MT-02-2 変形性膝関節症患者の歩き始めにおける床反力入射角度は床反力前後成分力積値に影響を及ぼすのか？

社会医療法人玄真堂川嶌整形外科病院リハビリテーション科 深井健司
P-MT-02-3 変形性膝関節症患者の歩き始め動作立脚期における下肢力学的エネルギー特性 川嶌整形外科病院 羽田清貴
P-MT-02-4 変形性膝関節症患者の歩行能力に影響する因子の検討

体幹運動速度に着目して 大阪府立急性期・総合医療センター 佐野佑樹
P-MT-02-5 変形性膝関節症の病期の変化が患者の歩行速度に及ぼす影響 中内整形外科クリニックリハビリテーション科 山本哲生

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（運動器）P03 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-MT-03-1 大腿骨近位部骨折術後患者の骨盤機能異常と骨盤ベルト装着の即時効果 さいたま記念病院 高橋幸司
P-MT-03-2 大腿骨近位部骨折症例に対する術後早期の電気刺激併用筋力強化法の効果

社会医療法人平成記念病院リハビリテーション課 藤森由貴
P-MT-03-3 大腿骨近位部骨折術後患者の ADL 能力の獲得と痛みの多面性の関連性

社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部 吉村彩菜
P-MT-03-4 両側大腿骨近位部骨折における ADL について

初回骨折時と再骨折時の比較 社会法人北九州病院北九州中央病院リハビリテーション科 山本穂高
P-MT-03-5 回復期リハビリテーション病棟における大腿骨近位部骨折患者の ADL 向上に影響を及ぼす因子

医療法人喬成会花川病院リハビリテーション部 森谷伸樹

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（運動器）P04 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-MT-04-1 人工骨頭置換術を施行した患者における運動及び呼吸機能と血液・生化学所見の関連性

社会医療法人社団正志会南町田病院リハビリテーション科 山田真嗣
P-MT-04-2 大腿骨人工骨頭置換術後における受傷前能力と認知症の有無別に分類した平行棒内および歩行器歩行開始日の一般経過指標

―地域完結型急性期病院の地域連携クリティカルパス解析―
国立病院機構熊本医療センターリハビリテーション科 吉永龍史
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P-MT-04-3 股関節疾患に対する整形外科手術後の歩行自立度とバランス能力の関連性
IMS（イムス）グループ高島平中央総合病院 石井悠太郎

P-MT-04-4 3m 歩行テストの有用性の検討 至誠堂総合病院 佐藤教文
P-MT-04-5 大腿骨頚部・転子部骨折術後患者の術後腎機能は Functional Independence Measure の改善に影響を及ぼす

か 医療法人社団博愛会木阪病院リハビリテーション科 平田尚久

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（運動器）P05 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-MT-05-1 頸椎術後理学療法で行うポールウォーキングの有効性について 片山整形外科記念病院 重綱玲南
P-MT-05-2 Thera�bandⓇ強度の違いによる頸長筋筋厚の変化 長吉総合病院リハビリテーション科 宮田信彦
P-MT-05-3 頸椎症性脊髄症患者に対し加速度計を用いた歩行解析が有効であった一例

大分大学医学部附属病院リハビリテーション部/大分大学大学院医学系研究科 坪内優太
P-MT-05-4 アテトーゼ型脳性麻痺患者に合併した頸髄症性脊髄症に対する術後運動療法に栄養管理を組み合わせた成果

田村外科病院リハビリテーション科 増田智子
P-MT-05-5 頸椎変性疾患に対する McKenzie 法および頸部深層筋エクササイズを用いた運動療法の短期的効果

医療法人社団おると会浜脇整形外科リハビリセンターリハビリテーション科/弘前大学大学院保健学研究科 葉 清規

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（運動器）P06 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-MT-06-1 腰部脊柱管狭窄症患者の腰部および下肢症状がサルコペニアに及ぼす影響 白庭病院リハビリテーション科 竹内雄一
P-MT-06-2 腰部脊柱管狭窄症患者の歩行負荷前後において歩行時脊柱・骨盤運動は下肢痛および腰痛の増悪に影響を与

えるか 広島大学大学院医歯薬保健学研究科保健学専攻 桑原 渉
P-MT-06-3 腰部脊柱管狭窄症を呈する高齢者の生活空間に影響する因子

国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション室 井川達也
P-MT-06-4 腰部脊柱管狭窄症術前患者の QOL と運動機能の関連

～歩行距離と体幹伸展筋力は JOABPEQ 得点と関連がある～ あさひ病院 西浜かすり
P-MT-06-5 術式の異なる腰部脊柱管狭窄症術後患者の体幹筋力の推移

―年代別標準体幹筋力を基にした検討― あさひ病院 伊藤敦貴

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（運動器）P07 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-MT-07-1 地域別にみた肩関節周囲炎患者の運動機能について 医療法人平病院 足立真澄
P-MT-07-2 肩関節由来の痛みの拡がりが身体機能・日常生活に与える影響

高知大学医学部附属病院リハビリテーション部 前田貴之
P-MT-07-3 肩関節周囲炎患者の夜間痛に関連する因子

横断的研究結果 医療法人社団おると会浜脇整形外科リハビリセンター/吉備国際大学大学院保健科学研究科 伊藤 創
P-MT-07-4 肩関節周囲炎における肩関節屈曲角度の改善例・非改善例の X 線画像の比較 伊東整形外科 益満俊宏
P-MT-07-5 肩関節周囲炎に対する初期評価 Shoulder36 と可動域制限の関係性について

中島整形外科医院リハビリテーション科 藤原旭紘

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（運動器）P08 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-MT-08-1 生物学的製剤使用中の関節リウマチ患者の自己効力感に関する予備的研究

―疼痛症状，機能障害，精神心理的問題の関係性に関する検討― 道後温泉病院 上甲雄太郎
P-MT-08-2 生物学的製剤使用中の関節リウマチ患者の無力感に関する予備的研究

―疼痛症状，機能障害，精神心理的問題の関係性に関する検討― 道後温泉病院リハビリテーション科 内山裕貴
P-MT-08-3 生物学的製剤加療中の関節リウマチ患者における心理情動的問題に関する研究

catastrophizing，特に無力感が及ぼす影響に関する検討 道後温泉病院リハビリテーション科 島原範芳
P-MT-08-4 閉経後女性における橈骨遠位端骨折の有無と身体機能・運動機能の関連性

貴志川リハビリテーション病院リハビリテーション部 田村祐樹
P-MT-08-5 橈骨遠位端骨折術後患者に対する腱振動振動による運動錯覚が ADL（Activities of Daily Living）に与える

効果 畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室/河内総合病院リハビリテーション部 今井亮太

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（運動器）P09 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）
P-MT-09-1 人工膝関節全置換術後患者の急性痛に対する経皮的電気刺激の影響

多チャンネル刺激を使用した予備的研究 赤穂中央病院リハビリテーション部/畿央大学健康科学研究科 西角暢修
P-MT-09-2 人工膝関節全置換術後の姿勢制御能力に対する協調性トレーニング効果について

2 施設間における無作為化比較試験 赤羽中央総合病院リハビリテーション科 中村睦美
P-MT-09-3 TKA 術後早期からのスタティックストレッチングが膝伸展可動域に与える影響 松山赤十字病院 吉田宏史
P-MT-09-4 人工膝関節置換術症例の大腿骨前脂肪体に対する治療効果

―膝関節可動域と大腿骨前脂肪体組織弾性との関係― 大久保病院リハビリテーション科 久須美雄矢
P-MT-09-5 人工膝関節全置換術後に施行する電気刺激療法の違いが治療効果に及ぼす影響に関する検討

医療法人整友会弘前記念病院/弘前大学大学院保健学研究科 前田貴哉

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（運動器）P10 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）
P-MT-10-1 変形性股関節症に対して人工股関節全置換術を施行した女性患者の歩行速度 1.0m/sec に関わる要因と判断

基準 埼玉医科大学病院リハビリテーション科 松本幸大
P-MT-10-2 変形性股関節症患者における人工股関節全置換術施行前後の歩行動揺変化の検討

加速度・角速度センサによる評価の有効性 市立長浜病院リハビリテーション技術科 西村圭二
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P-MT-10-3 初回片側人工股関節全置換術後 6 か月の歩行速度を規定する因子の検討
京都大学医学部附属病院リハビリテーション部 村尾昌信

P-MT-10-4 THA 後 5 カ月に患者が考える歩容を満足させる因子の検討
東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科 臼井友一

P-MT-10-5 人工股関節全置換術患者における術前・術後の TUG の推移 緑泉会米盛病院 松本 亮

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（運動器）P11 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）
P-MT-11-1 透析患者の症候性変形性膝関節症が全死因死亡率に及ぼす影響について

前向きコホート研究 医療法人社団嬉泉会嬉泉病院リハビリテーション科 臼井直人
P-MT-11-2 地域在住高齢者における運動器慢性痛と日常生活動作の関係 神戸大学大学院保健学研究科 村田峻輔
P-MT-11-3 若年者におけるロコモ度テストの該当率とその要因についての検討

アンケート調査及び運動機能検査の分析 総合リハビリテーションセンターみどり病院 山本陽平
P-MT-11-4 最大努力下での 8 の字歩行テスト（F8Wmax）の妥当性

入院患者を対象とした検証 啓心会病院/西九州大学 富永章寛
P-MT-11-5 回復期リハビリテーション病棟における歩行獲得に影響を及ぼす因子の検討

サルコペニアおよび身体機能に着目して 医療法人社団鎮誠会リハビリテーション科 石井慎二

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（運動器）P12 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）
P-MT-12-1 持続した立位体幹屈曲・伸展運動時の腰背筋活動と循環動態変化 春日部厚生病院 奥村崇幸
P-MT-12-2 姿勢保持に対するストレッチとその手法の違いが腰部循環動態に与える影響 春日部厚生病院 新田真之介
P-MT-12-3 下部胸郭に対する運動療法が腰部多裂筋ならびに脊柱屈曲可動性に与える影響について

清泉クリニック整形外科 栗原良平
P-MT-12-4 腹部引き込み動作時の腹横筋と多裂筋の筋厚の関係 つくば国際大学医療保健学部理学療法学科 吉沼夏美
P-MT-12-5 健常者における Ex の効果と姿勢変化，時間経過に伴う Draw in 時の腹斜筋・腹横筋の筋厚の変化

つくば国際大学医療保健学部理学療法学科 瀧田若菜

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（運動器）P13 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-MT-13-1 人工膝関節置換術を施行した症例の術後 1 か月の歩行解析

両側例，片側例での比較 医療法人社団鎮誠会 深江航也
P-MT-13-2 加速度計を用いた両側人工膝関節全置換術後患者における術前後での歩行解析の報告

日本大学医学部附属板橋病院 山中梨央
P-MT-13-3 TKA 術後患者の退院時の歩行機能について

大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科/大阪府立急性期・総合医療センター 和中秀行
P-MT-13-4 人工膝関節全置換術後の歩行速度に影響を与える機能的因子とその運動効果の検討

北海道整形外科記念病院リハビリテーション科 角瀬邦晃
P-MT-13-5 人工膝関節置換術患者の機能的移動能回復に影響を与える術前因子は？

地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院リハビリテーション科 政森敦宏

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（運動器）P14 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-MT-14-1 変形性膝関節症患者の遊脚期膝屈曲角度に関連する因子の検討 大阪府済生会吹田病院リハビリテーション科 小西佑弥
P-MT-14-2 変形性膝関節症患者の歩行における立脚初期での膝関節 Stiffness に関連する因子

関西医科大学附属病院リハビリテーション科 久保田良
P-MT-14-3 歩行立脚時の膝関節屈曲運動の減少は変形性膝関節症患者にいかなる影響を及ぼすか

大分大学福祉健康科学部理学療法コース 阿南雅也
P-MT-14-4 変形性膝関節症患者における歩行時の自己身体認識能力の検討

バイオロジカルモーション課題を用いて
畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室/済生会奈良病院リハビリテーション部 楠元 史

P-MT-14-5 歩行における膝関節可動範囲を用いた変形性膝関節症患者のサブグループ化と関連因子の検討
総合病院回生病院関節外科センター附属理学療法部 多田健吾

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（運動器）P15 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-MT-15-1 肩こりに対する高電圧電気刺激法の効果

―治療前後の筋硬度変化の検討― 福島県立医科大学会津医療センターリハビリテーション科 佐藤圭汰
P-MT-15-2 上腕骨近位端骨折術後における斜面台を用いた運動療法の試み

臼杵市医師会立コスモス病院リハビリテーション部 大場瞬一
P-MT-15-3 坐面側方傾斜時の体幹側方傾斜・側方移動と肩甲帯の動きの関係 たちばな台病院リハビリテーション科 鈴木加奈子
P-MT-15-4 術後の神経障害性疼痛は不安・抑うつに関連するか 医療法人医誠会医誠会病院リハビリテーション部 野口 梓
P-MT-15-5 過去 30 年間に雑誌「理学療法学」に発表された運動器理学療法に関する研究論文の計量書誌学的分析

あらき整形外科 日高惠喜

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（運動器）P16 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-MT-16-1 徒手牽引が有する鎮痛効果および関連する個人要因の検証

信号検出理論・パス解析モデルを用いて
畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室/ふじた医院リハビリテーション部 重藤隼人
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P-MT-16-2 良性発作性頭位めまい症を発症し 10 日間歩行不可能となったが，徒手的治療にて即時的に歩行可能となっ
た症例 杏林大学保健学部理学療法学科 松村将司

P-MT-16-3 寛骨傾斜介入による寛骨傾斜角の変化と足圧偏位の関係性の検討 笹本整形外科 手塚武士
P-MT-16-4 腰椎椎間関節の治療方法について

殿部と踵の距離で検証する 老人保健施設サンライズ 鳥井正史
P-MT-16-5 慢性腰痛における AKA�博田法の即時効果

特異的腰痛と非特異的腰痛のどちらに有効か? 介護老人保健施設やかた 柴田信行

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（運動器）P17 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-MT-17-1 多職種による包括的なアプローチにより自宅退院可能となった多発性骨髄腫の 1 例

東京大学医学部附属病院リハビリテーション部 中平 有
P-MT-17-2 乳がん多発骨転移の疼痛により活動性低下を生じた患者に運動療法を施行した一症例

奈良県立医科大学附属病院医療技術センターリハビリテーション係 井上良太
P-MT-17-3 皮膚脆弱を伴う下腿切断患者に対し坐骨支持型免荷装具の使用を試みた一例

パナソニック健康保険組合松下記念病院リハビリテーション科 尾崎圭一
P-MT-17-4 複合性局所疼痛症候群 TypeI に対して各神経ブロックと理学療法併用した 2 症例

仙台青葉学院短期大学/仙台ペインクリニック 大友 篤
P-MT-17-5 複合性局所疼痛症候群に対し脊髄刺激療法を施行した症例の治療経験

―Neglect�like syndrome に対する理学療法介入― 道後温泉病院 中野正規

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（運動器）P18 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-MT-18-1 腰椎変性側弯症患者の歩行解析による脊柱運動の特徴と臨床症状との関連性

広島大学大学院医歯薬保健学研究科保健学専攻 中村 遼
P-MT-18-2 後期高齢女性における立位矢状面アライメントとバランス能力の関係

医療法人思誠会渡辺病院リハビリテーション料/吉備国際大学保健科学研究科 岸本智也
P-MT-18-3 脊椎矯正固定術術後患者における固定範囲が回復期リハビリテーション病院での ADL の予後に及ぼす影響

苑田会リハビリテーション病院 川口俊太朗
P-MT-18-4 成人脊柱変形患者に対する後方矯正固定術が日常生活動作及び健康関連 QOL に及ぼす影響

浜松医科大学医学部附属病院リハビリテーション部 近藤 亮
P-MT-18-5 LSS の術式の違いが術前後の JOABPEQ と運動機能の経時的変化に与える影響 あさひ病院 鈴木惇也

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（運動器）P19 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）
P-MT-19-1 運動器不安定症を呈した精神障がい者に対する理学療法の有効性

個別療法と集団療法の効果と課題 社会福祉法人黎明会南台病院 関川拓自
P-MT-19-2 女性末期変形性股関節症患者の自己効力感に関する調査

―歩行に対する自信の程度と影響する因子― 地方独立行政法人市立吹田市民病院リハビリテーション科 都留貴志
P-MT-19-3 当院における骨粗鬆症リエゾンサービスの現状 福井赤十字病院 齊藤有里
P-MT-19-4 意欲低下と心身機能との関係について

整形疾患患者を対象に 特定医療法人清翠会牧リハビリテーション病院 大野博幹
P-MT-19-5 高位脛骨骨切り術後患者における患者教育ツール確立にむけて

～アンケートを用いた現状把握～ 福岡リハビリテーション病院リハビリテーション部 臼井裕太

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（運動器）P20 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）
P-MT-20-1 梨状筋症候群における座位時殿部痛の発生要因の検討

―身体的・構造的要因との因果関係―
いえだ整形外科リハビリクリニック/立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構 増田一太

P-MT-20-2 腰痛の分類における初回暫定分類の見直しの必要性の調査 中野整形外科運動器リハビリテーションクリニック 藤井 瞬
P-MT-20-3 腰部筋持久力テストの再考

―脊柱変形のある高齢者への適切な評価法の検討― 新潟医療福祉大学 神田 賢
P-MT-20-4 パーキンソン病の固縮により両側尖足拘縮を呈し，手術療法を行った症例

国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 岡本辰二
P-MT-20-5 Pilon 骨折術後に脛骨前面中央部で歩行時痛を訴えた症例に対し後足部アライメント修正が効果的であった

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 千田佑太

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（運動器）P21 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）
P-MT-21-1 人工股関節置換術後の股関節外転筋力の回復は脚延長量および術前の股関節周囲筋の筋萎縮と関連する

京都大学医学部附属病院リハビリテーション部 南角 学
P-MT-21-2 人工股関節術前後での脊柱アライメント変化と腸腰筋の MRI 筋断面積との関係

名古屋整形外科人工関節クリニック 住田尚史
P-MT-21-3 人工股関節全置換術前後の下肢アライメントと外転筋力 秋田赤十字病院リハビリテーション科 齋藤真紀子
P-MT-21-4 股関節合力に着目した ASLR における歩行能力簡易評価

社会医療法人友愛会南部病院リハビリテーションセンター 大城秀訓
P-MT-21-5 罹患側別にみた人工股関節全置換術施行例の腰痛の検討 国保松戸市立病院リハビリテーション科 鐘司朋子
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5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（運動器）P22 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）
P-MT-22-1 若年者の人工股関節全置換術の一例

～術後の歩容・経過からの考察～ 医療法人社団仁成会高木病院リハビリテーション科 眞喜志康雅
P-MT-22-2 人工股関節置換術後の大腿神経麻痺に対して早期より神経筋電気刺激を随意運動と同時に施行した 1 症例

北アルプス医療センターあづみ病院リハビリテーション科 赤羽弘泰
P-MT-22-3 大腿神経麻痺に伴う大腿四頭筋の筋出力低下に対しロボットスーツ HALⓇ単関節タイプおよび随意運動介助

型電気刺激装置 IVESⓇが有効であった一症例 福岡大学病院リハビリテーション部 小谷尚也
P-MT-22-4 回復期病院の高齢患者における生活自立に関連する因子の検討 医療法人社団鎮誠会 伯川聡志
P-MT-22-5 術後感染によるベッドレストで「不使用の学習」をきたし，動作の運動・所作をイメージできなくなった症

例 国立療養所栗生楽泉園 山下選也

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（運動器）P23 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-MT-23-1 人工膝関節全置換術後早期患者における昇段動作時の膝周囲筋の同時収縮の検討

NTT 東日本札幌病院リハビリセンター 堀内秀人
P-MT-23-2 人工膝関節全置換術後早期患者の膝関節伸展筋力の強度の違いによる膝の同時収縮について

北海道整形外科記念病院リハビリテーション科 松井直人
P-MT-23-3 人工膝関節全置換術後患者における立ち上がり動作の筋活動パターン 札幌山の上病院リハビリテーション部 大川麻衣子
P-MT-23-4 人工膝関節全置換術症例における術後 3 ヶ月までの大腿四頭筋筋力の継時的変化

術前機能獲得日数に着目して 洛西シミズ病院リハビリテーション科 瀬崎 唯
P-MT-23-5 人工膝関節全置換術術後の良好な関節可動域獲得に求められる運動開始時期は？

―無作為化比較試験による検討― 医療法人社団松下会白庭病院 熊田直也

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（運動器）P24 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-MT-24-1 椎体骨折患者の退院時歩行能力に影響を及ぼす受傷前後の因子また身体機能についての検討

重工記念長崎病院 中村眞須美
P-MT-24-2 1 年以内に再入院となった脊椎圧迫骨折患者の因子の検討

社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院リハビリテーション科 釼持のぞみ
P-MT-24-3 脊椎圧迫骨折患者におけるサルコペニアと低栄養，日常生活動作能力との関係

田村外科病院リハビリテーション科/国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻 高橋浩平
P-MT-24-4 脊椎圧迫骨折患者における当院の取り組み

～圧潰率の経時的変化について～ 西整形外科医院 土井知哉
P-MT-24-5 腰椎圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術後の疼痛を多面的に検証した 2 症例の報告

岸和田盈進会病院リハビリテーションセンター 嘉摩尻伸

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（運動器）P25 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-18）
P-MT-25-1 脛骨高原骨折と足趾骨折後の免荷期間に運動学習を実施した一症例

大腿四頭筋とハムストリングスの協調性に着目して
医療法人健幸会むかいじま病院診療部リハビリテーション科 齊藤真祐子

P-MT-25-2 荷重スケジュールの延期に伴い痛みの破局的思考が強まった脛骨高原骨折術後患者一症例
反芻・抑うつ・不眠の相互関係について

独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センターリハビリテーション部 宮下 創
P-MT-25-3 エコー所見をもとに段階的に理学療法を実施した外傷性外側広筋，腸脛靱帯断裂の 1 例

札幌徳洲会病院整形外科外傷センター 荒木浩二郎
P-MT-25-4 下肢骨折後の就寝様式に与える要因の検討 佐賀県医療センター好生館リハビリテーションセンター 市丸勝昭
P-MT-25-5 足関節果部骨折（AO 分類 B 型）の機能成績 東京西徳洲会病院リハビリテーションセンター 片田昌志

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（運動器）P26 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-18）
P-MT-26-1 大腿骨近位部骨折術後患者における歩行再獲得の予測因子

地域連携パスデータを利用した検討 産業医科大学病院 村上武史
P-MT-26-2 大腿骨近位部骨折患者における術後早期での歩行自立を予測する因子の検討 松阪市民病院 横道宏昌
P-MT-26-3 大腿骨近位部骨折術後 2 週における杖歩行の可否を予測する要因

決定木分析による検討 中国労災病院 藤村宜史
P-MT-26-4 大腿骨近位部骨折患者における急性期病院退院時の日常生活動作能力予測に適した栄養スクリーニングの検

討 西神戸医療センター/神戸大学大学院保健学研究科 井上達朗
P-MT-26-5 回復期リハビリテーション病棟入院時の栄養状態が大腿骨近位部骨折患者の術後経過に与える影響

愛仁会リハビリテーション病院リハ技術部理学療法科 長尾 卓

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（運動器）P27 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-MT-27-1 異常運動の制動が関節軟骨に与える組織学的影響 医療法人青木会青木中央クリニックリハビリテーション科 三井直人
P-MT-27-2 変形性膝関節症における膝伸展筋力の増加と筋内健アーチ率の減少について

秋田大学医学部付属病院/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 高橋裕介
P-MT-27-3 変形性膝関節症に対する間葉系幹細胞治療におけるリハビリテーション

システマティックレビュー 京都大学大学院医学研究科理学療法学講座/日本学術振興会特別研究員 飯島弘貴
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P-MT-27-4 温泉療法が変形性膝関節症患者の膝痛改善に与える効果
メタアナリシスによる検証 鳥取大学医学部附属病院リハビリテーション部 松本浩実

P-MT-27-5 変形性膝関節症（軽度～中等度）患者に対する運動療法の有効性
～機能改善と疼痛改善に着目して～ やまぎわ整形外科 井上隆文

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（運動器）P28 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-MT-28-1 大腿骨近位部骨折術後における早期転帰先決定因子の検討

自宅退院群とリハビリ目的転院群を比較して 佐久総合病院佐久医療センター 櫻井進一
P-MT-28-2 大腿骨頭壊死症に対する細胞治療後のリハビリテーションに関するナラティブレビュー

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 青山朋樹
P-MT-28-3 大腿部悪性軟部肉腫により大腿四頭筋全切除術を施行された症例に対する装具療法の実際

公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション科 夏目有貴
P-MT-28-4 膝内側の痛みの特性 高知大学医学部附属病院リハビリテーション部 小田翔太
P-MT-28-5 高齢者挫滅症候群に対する急性期理学療法の有効性 京都市立病院リハビリテーション科 松原彩香

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（運動器）P29 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-MT-29-1 骨盤傾斜角の差異による側方リーチ動作における運動学的分析

～股関節外転筋活動に着目して～ 文京学院大学保健医療技術学部 若林聡美
P-MT-29-2 股関節屈曲・外旋・内旋筋力が動的安定性に与える影響

―Multi�Direction Reach Test を用いての検討― 延岡リハビリテーション病院 田中宏樹
P-MT-29-3 股関節疾患患者における立位姿勢時の健側への荷重偏移を改善させる試み

―重心動揺リアルタイムフィードバック装置を用いた調整的介入― 摂南総合病院リハビリテーション科 橋本宏二郎
P-MT-29-4 健常成人における階段昇降時の膝関節キネマティクス 悠康会函館整形外科クリニックリハビリテーション部 大森啓司
P-MT-29-5 運動器疾患患者における身体活動量と身体機能の関連要因の検討

兵庫医療大学大学院医療科学研究科/医療法人社団三進会家富整形外科・循環器科 辻田 大

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（運動器）P30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-MT-30-1 挙上制限を有した腱板断裂患者に対するリハビリテーション介入の可動域変化

ツカザキ病院リハビリテーション科 蓬 大輔
P-MT-30-2 腱板断裂術後 6 ヵ月において関節可動域制限が残る症例の特徴は何か？

北アルプス医療センターあづみ病院肩関節治療センター 高橋友明
P-MT-30-3 鏡視下腱板修復術後 3 カ月時の拳上可動域に影響する因子の検討 JCHO 大阪病院リハビリテーション室 永渕輝佳
P-MT-30-4 棘上筋の変性が棘上筋腱断裂症例の術前・術後の上肢肩甲骨面挙上時の肩甲骨上方回旋角度に与える影響

信原病院リハビリテーション科 上田泰之
P-MT-30-5 腱板修復術後の肩関節機能は術後 6 ヶ月でどこまで回復するのか？

東北大学病院リハビリテーション部/東北大学大学院医学系研究科障害科学専攻肢体不自由学分野 石川博明

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（運動器）P31 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-MT-31-1 健常成人の脊柱起立筋の筋硬度分析―左右差の検証―

IMS（イムス）グループ名芳会高島平中央総合病院/文京学院大学大学院保健医療科学研究科 廣澤 暁
P-MT-31-2 異なる姿勢における腰部多裂筋・脊柱起立筋の筋厚変化

超音波画像診断装置を使用して
国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室/国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保険医療学専攻 遠藤佳章

P-MT-31-3 矢状面脊柱骨盤アライメントを外観上で把握する試み
全脊柱撮像から計測される各種パラメーターの信頼性の検討

名古屋市立西部医療センターリハビリテーション科/名古屋市立大学医学研究科環境労働衛生学分野 山田翔太
P-MT-31-4 座面の高さの違いによる靴下着脱動作時の脊椎関節運動の特徴

～健常成人を対象に 3 次元動作解析装置を用いた検討～ 苑田会リハビリテーション病院 石井健史
P-MT-31-5 キック動作の呼吸様式がボールスピードに与える影響 つくば国際大学医療保健学部理学療法学科 小松 匠

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（運動器）P32 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-MT-32-1 腰椎除圧固定術後 1 症例に対する下肢への経皮的電気刺激の即時効果の検討

学研都市病院リハビリテーション科/畿央大学大学院健康科学研究科 瀧口述弘
P-MT-32-2 ブリッジ動作の種類の違いにおける腹横筋の筋厚への影響の検証 国際医療福祉大学小田原保健医療学部 中村壮大
P-MT-32-3 スイングストレッチが姿勢に及ぼす影響について

―腹横筋に着目して― 九州看護福祉大学 渕上和成
P-MT-32-4 腰椎術後理学療法で行うポールウォーキングの意義と有効性 片山整形外科記念病院 櫻井理嵩
P-MT-32-5 慢性腰痛を有する重度脊柱変形者に対する腰痛手帳を活用した運動療法効果

新潟リハビリテーション大学/新潟医療福祉大学ロコモ予防研究センター/新潟リハビリテーション病院 北村拓也

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（運動器）P33 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）
P-MT-33-1 股関節外転筋の等速性筋力及び収縮速度が着地時の Knee�in に与える影響

市立秋田総合病院リハビリテーション科/秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻 新出卓斗
P-MT-33-2 片側変形性股関節症患者の脚長差に対する補高効果 関西医科大学附属病院リハビリテーション科 中條雄太
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P-MT-33-3 片脚立位時の骨盤・体幹の姿勢変化が股関節屈筋群の筋活動に与える影響
姿勢変化に伴う腸腰筋の筋活動特性 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 水上 優

P-MT-33-4 大腿骨顆部骨壊死患者における歩行立脚初期の特性 総合病院回生病院関節外科センター附属理学療法部 清水亮介
P-MT-33-5 変形性股関節症術後患者における年齢層別にみた歩行異常性と歩容満足度

松山リハビリテーション病院/吉備国際大学大学院保健科学研究科 冨岡真光

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（運動器）P34 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）
P-MT-34-1 トーマステスト変法時の股関節運動に関連する筋の特定 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 八木優英
P-MT-34-2 変形性股関節症患者と健常人における腹部筋の筋輝度の比較 北海道大学病院リハビリテーション部 堀 弘明
P-MT-34-3 変形性股関節患者の慢性疼痛に対する運動学習における長期的な効果

医療法人健幸会むかいじま病院診療部リハビリテーション科 井伊佑輔
P-MT-34-4 変形性股関節症患者の身体活動量および活動強度に影響する因子

3 軸加速度計を用いた検討 名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション部 鈴木謙太郎
P-MT-34-5 大腿骨転子部骨折術後の在院日数に影響を与える要因 徳島県立三好病院 三木裕介

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（運動器）P35 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）
P-MT-35-1 人工股関節全置換術における退院時の QOL に影響を及ぼす因子の検討～第二報～

ベルランド総合病院理学療法室 田中暢一
P-MT-35-2 加齢が人工股関節全置換術後の下肢機能に及ぼす影響について 湘南鎌倉人工関節センター 二宮一成
P-MT-35-3 人工股関節全置換術後早期における効果的な運動療法についての検討

地方独立行政法人市立吹田市民病院リハビリテーション科 松本浩希
P-MT-35-4 人工股関節置換術後患者における外出時の不安調査 中国電力（株）中電病院 山本真士
P-MT-35-5 人工股関節全置換術後における WOMAC の ADL 下位尺度と TUG の関係―カテゴリー B，C の特徴―

JA 長野厚生連篠ノ井総合病院リハビリテーション科 青沼健二

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（運動器）P36 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）
P-MT-36-1 両側一期的人工膝関節全置換術を施行した症例の理学療法経過と歩行解析の一考察

片側人工膝関節全置換術の症例と比較して
大分大学医学部附属病院リハビリテーション部/大分大学大学院医学系研究科 原田太樹

P-MT-36-2 糖尿病と低栄養状態を有する人工膝関節全置換術後患者の身体的特徴
地方独立行政法人市立吹田市民病院リハビリテーション科 中川泰慈

P-MT-36-3 人工膝関節全置換術後の内側広筋深部温度と術後膝機能の関連について
神戸市立医療センター中央市民病院リハビリテーション技術部 髙村大祐

P-MT-36-4 マッチング分析による初回人工膝関節置換術と人工膝関節再置換術後患者の疼痛および身体機能の回復過程
の比較 苑田会人工関節センター病院 古谷英孝

P-MT-36-5 人工膝関節全置換術後早期における体幹の荷重支持機能の改善が身体能力の改善に与える影響
神戸海星病院リハビリテーションセンター 大八木博貴

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（運動器）P37 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-MT-37-1 第 5 腰椎および第 1 仙椎神経根障害の臨床像と歩行能力について 新潟中央病院リハビリテーション部 野嶋素子
P-MT-37-2 腰椎椎間板ヘルニア摘出術後における下肢症状残存症例の術前股関節可動域の特徴

神戸百年記念病院リハビリテーション科 松本慶吾
P-MT-37-3 座位での骨盤傾斜運動と 10 メートル歩行テストの関係性 エルダーヴィラ氷見 高井聡志
P-MT-37-4 腰痛症患者における理学療法の転帰と年齢に関する因子の調査

～腰部多裂筋断面積に着目して～ 豊橋整形外科鷹丘クリニック 神谷尚紀
P-MT-37-5 腰痛患者における腰部多裂筋断面積と治療期間の関係性について 豊橋整形外科鷹丘クリニック 野田敏生

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（運動器）P38 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-MT-38-1 産後の腰痛骨盤痛と胸椎・ハムストリングスの柔軟性の関連 神戸大学大学院保健学研究科 近藤有希
P-MT-38-2 腰椎疾患患者における術前と退院時での疼痛の変化に関連する因子の検討

独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院中央リハビリテーション部 髙浪夏波
P-MT-38-3 腰椎一椎間固定術前後における身体機能の変化について 高松赤十字病院 谷本海渡
P-MT-38-4 慢性腰痛女性における呼吸機能と脊柱可動性の検討

高木病院リハビリテーション部/国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科 和田朋子
P-MT-38-5 腰痛症の体幹筋力

～骨盤傾斜の違いによる検討～ 医療法人社団中林整形外科クリニック 山崎裕起

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（運動器）P39 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-MT-39-1 大腿骨近位部骨折患者における立ち上がり動作時の足圧分析と立位時患側下肢最大荷重率の関係

東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科 吉田啓晃
P-MT-39-2 大腿骨近位部骨折患者における術後 1 週座位での下肢荷重率と歩行再獲得の関連

医療法人社団苑田会苑田第一病院 林 洋暁
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P-MT-39-3 大腿骨近位部骨折患者の歩行開始時における特性について
―逆応答反応と第一歩における COP の前方移動距離および速度との関連―

西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部 尾上望実
P-MT-39-4 大腿骨近位部骨折者における歩行周期変動の信頼性 老人保健施設清風苑 吉元勇輝
P-MT-39-5 大腿骨転子部骨折の荷重時痛と CT・超音波画像の経時的変化について～Evans 分類 Type1 group4 症例に

関して～ 市立伊勢総合病院リハビリテーション室 森 孝之

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（運動器）P40 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-MT-40-1 大腿骨近位部骨折患者における術後の肺炎発症に影響する因子の検討 倉敷中央病院リハビリテーション部 白石明継
P-MT-40-2 大腿骨近位部骨折後の誤嚥性肺炎の発症が急性期病院における生命予後および機能予後に及ぼす影響

倉敷中央病院リハビリテーション部 半田和也
P-MT-40-3 大腿骨近位部骨折術後患者の早期転帰先決定に関連する要因

急性期病院における検討 八尾徳洲会総合病院 西川真世
P-MT-40-4 大腿骨近位部骨折患者における自宅復帰に影響する因子の検討

社会医療法人恵愛会大分中村病院リハビリテーション部 井手宗樹
P-MT-40-5 年齢別にみた超高齢女性の大腿骨近位部骨折後の身体機能と退院先の関係

マッターホルンリハビリテーション病院 大岡恒雄

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（運動器）P41 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-MT-41-1 人工膝関節全置換術後患者の術創部癒着を評価する測定器具の信頼性と妥当性

苑田会人工関節センター病院リハビリテーション科 藤澤俊介
P-MT-41-2 人工膝関節置換術患者における簡易的に下肢筋力を評価できるパフォーマンステストの信頼性と妥当性

階段昇降困難感との関連性・2 施設間研究 苑田会人工関節センター病院リハビリテーション科 田澤智央
P-MT-41-3 術後 1 年を経過した人工膝関節全置換術症例の満足度に影響する身体活動量と膝関節伸展筋力との関係

中国労災病院中央リハビリテーション部 原 真希
P-MT-41-4 人工膝関節全置換術症例における術前の生活空間の違いが術後の身体機能・QOL に及ぼす影響

社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院リハビリテーション科 上林和磨
P-MT-41-5 人工膝関節全置換術患者の健康関連 QOL の回復過程と影響を及ぼす因子

獨協医科大学越谷病院リハビリテーションセンター/早稲田大学総合研究機構エルダリー・ヘルス研究所 飛永敬志

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（運動器）P42 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-MT-42-1 年代別 TKA 患者の機能面における術後経過 江本ニーアンドスポーツクリニックリハビリテーション部 渡辺裕介
P-MT-42-2 変形性膝関節症の重症度と転帰の関係

―手術回避に関わる因子の検討― 自由が丘整形外科リハビリテーション科 皆川陽美
P-MT-42-3 人工膝関節全置換術後の出血量が関節可動域に及ぼす影響について

医療法人大植会葛城病院リハビリテーション部 藤井隆文
P-MT-42-4 変形性膝関節症および関節リウマチ患者における人工膝関節全置換術後の膝屈曲可動域の改善率の比較

行岡病院リハビリテーション科 眞田祐太朗
P-MT-42-5 人工膝関節全置換術に起因する大腿四頭筋の筋力低下を誘引する術部腫脹に関連する因子の検討

―多価不飽和脂肪酸に着目して― こぼり整形外科クリニック 高仲理江

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（運動器）P43 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）
P-MT-43-1 関節リウマチ患者における人工関節術後の退院時歩行速度に影響を及ぼす術前因子の検討

名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション部 加古誠人
P-MT-43-2 人工膝関節置換術前後における歩行機能の推移と傾向 鹿児島赤十字病院 東 直人
P-MT-43-3 人工膝関節全置換術前後における自由歩行と最大歩行速度の違いは外部膝関節内反モーメント・歩行パラ

メーターに影響するのか？ 愛媛十全医療学院 土居誠治
P-MT-43-4 人工膝関節全置換術前後における歩行時の体幹・骨盤の前額面運動と外部膝関節内転モーメントへの影響

愛媛十全医療学院附属病院 石川拓実
P-MT-43-5 術後に動作困難に陥った人工膝関節全置換術患者における歩行再獲得までの推移

～免荷式リフト POPO の役割に関する一考察～ 社団医療法人かなめ会山内ホスピタルリハビリテーション部 竹中 裕

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（運動器）P44 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）
P-MT-44-1 円背指数における体幹アライメントの変化が足趾把持力に及ぼす影響 医療法人親仁会佐藤病院 小原裕次
P-MT-44-2 ヒールパッドが矢状面での立位骨盤前方移動に及ぼす影響 松戸整形外科病院リハビリテーションセンター 岩永竜也
P-MT-44-3 高齢者における踵部皮下組織の荷重時形態応答について

―自立高齢者と介護保険認定高齢者の比較― 帝京大学福岡医療技術学部理学療法学科 壇 順司
P-MT-44-4 足関節手術前後における足関節・後足部判定基準に基づいた機能評価および関節可動域の変化に関する検討

高倉整形外科クリニックリハビリテーション部 小俣訓子
P-MT-44-5 外反母趾症例における健康関連 QOL と術後成績との関連 東前橋整形外科 野中理絵

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（運動器）P45 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）
P-MT-45-1 健常成人における肩甲骨アライメントと運動器疼痛，姿勢自己認識の関連について

社会医療法人慈恵会聖ヶ丘病院リハビリテーションセンター 中原義人
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P-MT-45-2 体幹回旋を伴う上肢運動時の体幹ローカル筋筋活動 onset の検討 北海道大学大学院保健科学院 大須賀聡
P-MT-45-3 リバース型人工肩関節置換術後肩関節三次元解析によるリハビリテーション有用性の検討

医療法人吉栄会吉栄会病院 冨田龍也
P-MT-45-4 リバース型人工肩関節全置換術後の三角筋硬度変化と肩関節挙上可動域に関連する因子

聖隷佐倉市民病院リハビリテーション室 川合 慶
P-MT-45-5 患者立脚型評価における反転型人工肩関節置換術後の結髪・結帯動作獲得状況

医療法人スミヤ角谷整形外科病院リハビリテーション科 藤原健太

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（運動器）P46 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）
P-MT-46-1 反復性肩関節脱臼の外旋可動域と Bankart lesion との関連について

Bankart lesion の範囲と中心に着目して 関東労災病院中央リハビリテーション部 勝木秀治
P-MT-46-2 腱板断裂術後 3 ヶ月自動屈曲の可動域低下に影響を与える評価項目の検討

～自動運動開始初期における検討～ 松戸整形外科病院リハビリテーションセンター 川井誉清
P-MT-46-3 腱板修復の良否が肩甲骨保持機能に与える影響 北アルプス医療センターあづみ病院肩関節治療センター 田島泰裕
P-MT-46-4 鏡視下腱板修復術後 3 ヶ月の生活の質と関節可動域との関連性 三菱名古屋病院 近藤晃弘
P-MT-46-5 Rotator cuff tendinopathy 患者における棘上筋腱厚の経時的変化 こん整形外科クリニック 加藤雄樹

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（運動器）P47 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-MT-47-1 内側半月板損傷者における荷重下の内側半月板逸脱が疼痛に及ぼす影響

広島大学大学院医歯薬保健学研究科/医療法人社団曙会シムラ病院リハビリテーション科 石井陽介
P-MT-47-2 大腿骨前脂肪体がオスグッド・シュラッター病における膝関節機能に与える影響

大久保病院明石スポーツ整形・関節外科センター 水島健太郎
P-MT-47-3 膝複合靱帯損傷（ACL，PCL，MCL）に対する同時再建術後の理学療法

1 症例の長期経過 京都警察病院リハビリテーション室 岡 徹
P-MT-47-4 当院における前十字靱帯再建術後の歩行獲得について

入院中独歩獲得可能群と入院中独歩獲得不可能群の傾向 Az クリニック 知花俊吾
P-MT-47-5 当院における前十字靱帯再建術の動向

―再手術に着目して― 島根大学医学部附属病院 松本拓也

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（運動器）P48 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-MT-48-1 変形性膝関節症患者の足部舟状骨高に関連する因子

神戸学院大学大学院総合リハビリテーション学研究科/北整形外科 糟谷明彦
P-MT-48-2 アーチ高率が歩行の機械的効率性に与える影響 山形県立河北病院 石本 亮
P-MT-48-3 新しい足底腱膜炎に対するアプローチの試み

拡散圧力波を用いて 森寺整形外科リハビリテーション科 山田将弘
P-MT-48-4 中枢性麻痺後に生じる関節拘縮に対する経皮的炭酸ガス吸収療法の効果の検討 神戸大学大学院保健学研究科 髙野祥子
P-MT-48-5 重篤な関節可動域制限を呈した障害高齢者に対するベルト式骨格筋電極刺激法（B�SES）の即時効果の検証

社会医療法人長崎記念病院リハビリテーション部 中島駿平

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（運動器）P49 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-MT-49-1 股関節疾患患者の骨盤アライメントは立ち上がり能力に影響する

京都大学医学部附属病院リハビリテーション部 島村奈那
P-MT-49-2 スタティックストレッチング時間がハムストリングス筋腱複合体に与える即時効果の検討

圧力計を搭載した超音波装置による観点から 福岡県済生会大牟田病院 稲吉直哉
P-MT-49-3 ヒラメ筋の付着が Medial Tibial Stress Syndrome による疼痛発生に関与するか？

―超音波画像診断装置を用いた解剖学的検討― 新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所 中村雅俊
P-MT-49-4 軟部肉腫術後の運動機能変化と Quality of Life の関連性 久留米大学病院リハビリテーション部 原 瑞枝
P-MT-49-5 荷重の違いが前脛骨筋および腓腹筋の筋活動に及ぼす影響

―健常者とアキレス腱断裂術後症例における検討― JCHO 大阪病院 岡山裕美

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（運動器）P50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-MT-50-1 変形膝関節症症例における Functional Reach Test と QOL との相関性の検討

北海道大学大学院保健科学院/北海道大学病院リハビリテーション部 佐橋健人
P-MT-50-2 重度変形性膝関節症患者に対する歩行能力の標準値と標準範囲の検討 常葉大学 天野徹哉
P-MT-50-3 加速度計を用いた変形性膝関節症の歩行分析 三枝整形外科 長谷川諒
P-MT-50-4 変形性関節症者の自然立位時の荷重非対称性と運動・姿勢調節機能との関係

中部労災病院中央リハビリテーション部/名古屋大学大学院医学系研究科 臼居直哉
P-MT-50-5 立脚期膝関節伸展筋張力と変形性膝関節症の関連 秋田大学医学部附属病院 畠山和利

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（運動器）P51 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-MT-51-1 整形外科手術を施行した患者の自己効力感に影響を与える因子について 同愛記念病院 星田 暁
P-MT-51-2 人工膝関節置換術患者における術前後自己効力感と入院中の自主運動実施時間，退院時歩行機能との関連

―共分散構造分析による検討― 苑田会人工関節センター病院リハビリテーション科/首都大学東京大学院 諸澄孝宜
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P-MT-51-3 術後 3 ヶ月における人工膝関節置換術患者の身体機能と満足度との関連
人工膝関節置換術後 3 ヶ月における身体機能と満足度との関連

ツカザキ病院リハビリテーション科/吉備国際大学保健福祉研究所 大西邦博
P-MT-51-4 人工膝関節全置換術の退院時における転倒恐怖感と歩行評価指標との関連

3 軸加速度を用いた検討 東京都健康長寿医療センター 小宮山潤
P-MT-51-5 人工膝関節全置換術前後における患者の精神的要素の変化とその要因について

医療法人仁寿会石川病院リハビリテーション部 中谷亮誠

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（運動器）P52 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-MT-52-1 回復期運動器疾患患者が自覚する日常生活動作能力の改善度合 花と森の東京病院 中口拓真
P-MT-52-2 入院早期に退院時の状態を予測し評価した転倒自己効力感であっても退院時の転倒恐怖感の予測因子となる

日高病院/群馬大学大学院保健学研究科 大谷知浩
P-MT-52-3 転倒恐怖感と運動イメージ能力・QOL との関係性 だいいちリハビリテーション病院 西山 敦
P-MT-52-4 転倒転落のリスク軽減に対する地域包括ケア病棟の意義 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 伊藤直樹
P-MT-52-5 精神疾患によりリハビリテーションに困難を来した大腿骨頚部骨折患者の歩行機能とその予測

平川病院リハビリテーション科 上薗紗映

日本基礎理学療法学会（JSPTF・JFPT）
5月12日（金）14:10～15:10 口述演題（基礎）01 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 東北文化学園大学医療福祉学部 藤澤宏幸

O-KS-01-1 起立動作における上肢位置の相違が姿勢制御戦略に及ぼす影響
熊本リハビリテーション病院リハビリテーション部 河津弘二

O-KS-01-2 足関節周囲筋の同時収縮が不安板上での姿勢制御能力に与える影響
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 田島稔己

O-KS-01-3 高齢者の片脚立位中の姿勢動揺および足関節周囲筋同時収縮に light�touch が及ぼす影響
広島大学大学院医歯薬保健学研究科保健学専攻博士課程後期 岩本義隆

O-KS-01-4 ステップ動作の運動開始メカニズムに関する運動学的解析
介護老人保健施設ケアタウンゆうゆう/埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科 大沼 亮

O-KS-01-5 健常人における下肢の左右機能差がステップ動作時の予測的姿勢調整に及ぼす影響
名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻/国立長寿医療研究センター機能回復診療部 佐藤健二

O-KS-01-6 股関節運動に依存した姿勢制御，ヒップストラテジーの力学的解析
筋骨格シミュレーション解析を用いた重心制御に関与する筋の検討

大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類理学療法学専攻 小栢進也

5月12日（金）15:30～16:30 口述演題（基礎）02 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 宝塚医療大学保健医療学部理学療法学科 大西智也

O-KS-02-1 小学生と大学生を対象とした足部・靴に関する横断的調査研究
横アーチに着眼した足部形状の比較 埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科 中井謙吾

O-KS-02-2 荷重位における足関節動的不安定性の定量的評価の再現性 森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科 工藤慎太郎
O-KS-02-3 徒手筋力計を用いた背臥位での膝伸展筋力測定法の考案 医療法人勉仁会東小樽病院 佐藤誠一
O-KS-02-4 筋力指標には体重補正やトルク換算が必要か？

～人工股関節全置換術後患者における歩行能力との関係性～
佐賀大学医学部附属病院先進総合機能回復センター 古川拓馬

O-KS-02-5 下肢伸展トルクと重心動揺との関係 八千代リハビリテーション学院 吉澤隆志
O-KS-02-6 Functional Reach Test の開始姿勢位置の変動がリーチ距離に及ぼす影響

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻/富山県南砺市訪問看護ステーション 西村卓朗

5月12日（金）15:30～16:30 口述演題（基礎）03 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 信州大学医学部保健学科 百瀬公人

O-KS-03-1 選択的で効果的な棘下筋トレーニングを行うための運動強度と肩関節内外旋角度の検討
株式会社 green�glass ぐり～ん訪問看護ステーション 簗瀬 康

O-KS-03-2 腹臥位での下肢空間保持課題が反対側の僧帽筋下部線維の筋活動に与える影響
肘関節の屈曲・伸展角度に着目して 喜馬病院 池澤秀起

O-KS-03-3 シロテテナガザルにおける二足歩行時の体幹・下肢筋活動の基本パターン
二足歩行の制御に関する進化人類学的考察 大阪大学大学院人間科学研究科生物人類学研究分野 後藤遼佑

O-KS-03-4 立位および座位での両側上肢前方挙上保持角度変化が体幹背面筋の活動と脊柱運動に及ぼす影響について
六地蔵総合病院リハビリテーション科/関西医療大学大学院保健医療学研究科 楠 貴光

O-KS-03-5 股関節屈曲速度変化による股関節屈筋群の筋活動パターン変化
速い運動で選択的に筋活動が増大する股関節屈筋は存在するか

金沢整形外科クリニックリハビリテーション部 中田康平
O-KS-03-6 不安定な状況下における小殿筋筋活動の比較

高知大学医学部附属病院リハビリテーション部/吉備国際大学保健科学研究科 室伏祐介
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5月12日（金）16:50～17:50 口述演題（基礎）04 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 東京慈恵会医科大学附属病院 中山恭秀

O-KS-04-1 慢性疼痛患者における交感神経変動と内受容感覚の関係性
畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室 西 勇樹

O-KS-04-2 漸増起立負荷による地域高齢女性の簡易的運動耐容能測定法の併存妥当性
松本市立病院/信州大学大学院医学系研究科保健学専攻博士後期課程 中村慶佑

O-KS-04-3 地域在住高齢者における，体幹加速度由来の歩行指標と運動機能・心理状態との関連
―大規模集団データを用いた検討― 神戸大学大学院保健学研究科 三栖翔吾

O-KS-04-4 筋電図周波数パワースペクトル解析を用いた若年成人男性における内側広筋疲労評価法の検討
公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 箕島佑太

O-KS-04-5 ベルト式電気刺激における効果的な刺激肢位の検討 徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科 柳澤幸夫
O-KS-04-6 脳卒中片麻痺患者における低強度運動中のガス交換比による全身持久力の推定

東京湾岸リハビリテーション病院 木下琴枝

5月12日（金）16:50～17:50 口述演題（基礎）05 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 関西福祉科学大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 武田 要

O-KS-05-1 ティッシュー・エキスパンダーによる乳房一次二期再建術後の早期リハビリテーションに対する検討
社会医療法人生長会府中病院理学療法室 山下深雪

O-KS-05-2 MRI を用いた上肢挙上における胸椎椎間関節の関節運動学的解析
首都大学東京人間健康科学研究科理学療法科学域博士前期課程 須永遼司

O-KS-05-3 高齢者の最大呼気流速と腹部筋群の筋厚との関係
複数の筋厚を組み合わせての検討 川崎医療福祉大学リハビリテーション学科 石田 弘

O-KS-05-4 片脚着地動作における胸郭柔軟性と衝撃吸収能の関係
床反力計による検討 福岡リハビリテーション専門学校理学療法学科 岩本博行

O-KS-05-5 立位姿勢における脊柱の動きの解析と制御の解明
医療法人社団安生会上尾二ツ宮クリニック/埼玉県立大学大学院リハビリテーション学専修 宮澤 拓

O-KS-05-6 インナーユニット機能を用いた尿失禁体操の効果 高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科 生方 瞳

5月12日（金）18:10～19:10 口述演題（基礎）06 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 神戸学院大学総合リハビリテーション学部 福元喜啓

O-KS-06-1 筋力増強における筋力変化要因の組織硬度計を用いた分析
―筋力変化時の筋硬度変化および筋電図周波数と筋厚の変化― 城西国際大学 諸角一記

O-KS-06-2 注意の方向性の違いが荷重動作に与える影響 金沢医科大学氷見市民病院 新庄弘幸
O-KS-06-3 高齢者における足趾圧迫力測定の有用性 北星病院リハビリテーション科 三浦紗世
O-KS-06-4 片脚立位保持検査と実用歩行速度（最大歩行速度：1.0m/sec 以上）との関連性について

～高齢入院患者における検討～ 独立行政法人国立病院機構高知病院リハビリテーション科 津田泰路
O-KS-06-5 施設入所虚弱高齢者の歩行速度，5 回椅子立ち上がりテストと下肢運動速度との関連について

大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科 山本沙紀
O-KS-06-6 Functional reach test with eyes closed（EC�FRT）による転倒の判別

―要介護高齢者を対象とした 1 年間の追跡調査― 西九州大学 大田尾浩

5月12日（金）18:10～19:10 口述演題（基礎）07 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション部 上西啓裕

O-KS-07-1 虚血再灌流後の運動時間の違いが筋収縮力に与える影響
ラットを用いた実験的研究 県立広島大学大学院総合学術研究科 相原一貴

O-KS-07-2 筋疲労によるパフォーマンスへの影響 関西福祉科学大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 原田徳士
O-KS-07-3 虚血性心疾患発症に伴う循環器の機能低下は心拍－運動リズム間における同調現象の発生を強める

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科 竹内真太
O-KS-07-4 健常者に対する直流前庭電気刺激が血圧に与える影響について

関西福祉科学大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 梛野浩司
O-KS-07-5 中強度運動後に生じる前頭前野の酸素化ヘモグロビンの変化 新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所 椿 淳裕
O-KS-07-6 運動が頸髄，脊髄損傷者の血中 BDNF 動態に及ぼす影響 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 木下利喜生

5月13日（土）9:30～10:30 口述演題（基礎）08 A3会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室201）
座長 名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻 石田和人

O-KS-08-1 脊髄損傷者における皮膚表面の局所冷却刺激に対する皮膚血流応答
和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション科 藤田恭久

O-KS-08-2 ラット膝関節炎の急性期に対する寒冷療法の効果のメカニズムに関する検討
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻理学・作業療法学講座理学療法学分野 佐々木遼

O-KS-08-3 不動ならびにその過程で実施する持続的他動運動が患部の炎症や二次性痛覚過敏におよぼす影響
ラット膝関節炎モデルを用いた実験的研究 九州医療スポーツ専門学校 中林紘二
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O-KS-08-4 筋力トレーニング条件の違いが運動直後に生じる筋腫脹に及ぼす影響
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 廣野哲也

O-KS-08-5 脳損傷後に疼痛を誘発する神経構造系の大規模改変
視床痛サルモデルを対象にした脳構造画像解析

筑波大学大学院人間総合科学研究科/産業技術総合研究所人間情報研究部門 長坂和明
O-KS-08-6 走行運動による中枢神経活性化因子の発現動態 埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科 金村尚彦

5月13日（土）9:30～10:30 口述演題（基礎）09 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 大阪府立大学 平岡浩一

O-KS-09-1 Effects of an auditory stimulus on postural control during choice stepping reactions in the elderly
Department of Physical Therapy, Nagoya University Graduate School of Medicine Tatsunori Watanabe

O-KS-09-2 Effect of galvanic vestibular stimulation in dynamic standing balance
Graduate School of Human Health Sciences, Tokyo Metropolitan University Kohei Shida

O-KS-09-3 Disruptive Effect of Simulated Microgravity on Circadian Activity Rhythm of Rats and Intensity�Dependent
Counter Effect of Intermittent Centrifugation Dept. of Development and Rehabilitation of Motor Function,

Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan Junichi Tajino

5月13日（土）9:30～10:30 口述演題（基礎）10 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 東北福祉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 中江秀幸

O-KS-10-1 超音波画像診断装置を用いた大腿直筋の筋輝度，横断面積の検者内および検者間間信頼性の検討
川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究科 佐藤宏樹

O-KS-10-2 安静時および膝関節伸展運動時の大腿四頭筋厚および筋輝度変化と膝伸展筋力との関連性
医療法人整友会弘前記念病院 葛西貴徹

O-KS-10-3 生体インビーダンス法による筋量推定法を用いた筋量低下者における骨格筋量と身体機能・構造
健常成人における骨格筋指数の算出方法の違いによる筋量低下者の特徴

国際医療福祉大学大学院/化学療法研究所附属病院リハビリテーション室 髙橋泰子
O-KS-10-4 高齢者の膝伸展筋力に骨格筋の質的変化が及ぼす影響

―筋輝度だけでなく骨格筋細胞外液比が関連する―
滋賀医科大学医学部附属病院リハビリテーション部/京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 谷口匡史

O-KS-10-5 高齢入院患者における身体活動量を含めた栄養評価に基づく栄養補助食品付与の効果
社会医療法人社団熊本丸田会熊本リハビリテーション病院 備瀬隆広

O-KS-10-6 スポーツ用弾性タイツが膝関節伸展筋群の筋持久力に与える影響 医療法人社団明芳会高島平中央総合病院 遠藤達哉

5月13日（土）10:50～11:50 口述演題（基礎）11 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 神戸学院大学総合リハビリテーション学部理学療法学専攻 坂本年将

O-KS-11-1 重症頭部外傷後の遷延性意識障害例の長期的白質変化と長期的意識障害改善度との関連
一般財団法人広南会広南病院東北療護センター 阿部浩明

O-KS-11-2 脳梗塞後痙縮発症マウスの脳幹網様体におけるシナプスの恒常的可塑性変化 名古屋大学医学部保健学科 白井 遥
O-KS-11-3 脳出血モデルラットにおけるトレッドミル走行の実施時期の違いが運動機能回復および組織傷害に与える影

響 新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科/
新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所/名古屋大学大学院医学系研究科 玉越敬悟

O-KS-11-4 ヘッドマウントディスプレイを用いた視覚誘導性自己運動錯覚によって生じる無知覚運動は身体運動の映像
と同調するのか？ 札幌医科大学保健医療学部理学療法学第一講座/

札幌医科大学保健医療学部未来医療ニューロリハビリテーション研究開発部門/
医療法人社団進和会旭川リハビリテーション病院 高橋良輔

O-KS-11-5 運動主体感と誤差修正に基づく運動学習効果との関連性
―intentional binding 課題を用いて― 畿央大学健康科学部理学療法学科 根木彩香

O-KS-11-6 脊髄損傷後の運動機能回復における側坐核の因果的関与：霊長類側坐核損傷モデルを用いて
京都大学大学院医学研究科/総合研究大学院大学生命科学研究科 鈴木迪諒

5月13日（土）10:50～11:50 口述演題（基礎）12 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 新潟医療福祉大学理学療法学科 相馬俊雄

O-KS-12-1 棘下筋上部線維の効果的なストレッチング方法の検討
肩関節の最適な方向と回旋の探索
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻/リハビリテーション科学総合研究所/関西リハビリテーション病院 西下 智

O-KS-12-2 超音波照射が下腿三頭筋の筋硬度と足関節の受動スティフネスに与える影響
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 森下勝行

O-KS-12-3 廃用性筋萎縮に対するストレッチングに加える力の違いが筋線維短径に与える経時的な影響
広島都市学園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 石倉英樹

O-KS-12-4 スタティック・ストレッチングの施行時間および強度が柔軟性に及ぼす影響 名古屋大学大学院医学系研究科 深谷泰山
O-KS-12-5 ストレッチングによる即時的な受動的張力の低下が運動時の共同筋間の筋張力制御に及ぼす影響

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 本村芳樹
O-KS-12-6 経皮的筋膜吸引により筋膜の滑走が生じ筋膜リリースと同等な効果が得られる 健康スポーツ医科学研究所 辻田純三
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5月13日（土）12:50～13:50 口述演題（基礎）13 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 関西医療大学保健医療学部臨床理学療法学教室 谷埜予士次

O-KS-13-1 踵腓靭帯の走行や形状の違いが足関節機能に及ぼす影響
～遺体を用いたシミュレーションによる検討～

新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所/日本歯科大学新潟生命歯学部解剖学第一講座 江玉睦明
O-KS-13-2 足趾底屈筋に対する徒手的ストレッチングおよびセルフストレッチング効果の比較検討

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻/日本学術振興会特別研究員 佐伯純弥
O-KS-13-3 立位における足部荷重位置の違いが筋活動に及ぼす影響

東馬込しば整形外科リハビリテーション科/
国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻理学療法学分野 中村祐太

O-KS-13-4 外反母趾を有する者の母趾にかかる荷重に関連する運動学的要因
広島大学大学院医歯薬保健学研究科保健学専攻 川上 航

O-KS-13-5 ランニングにおける中足部の運動学的な性差 新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所 高林知也
O-KS-13-6 足部内側縦アーチの衝撃吸収機能の低下と歩行動作における下肢関節運動との関連性

医療法人社団おると会浜脇整形外科リハビリセンター 石島ゆり野

5月13日（土）14:10～15:10 口述演題（基礎）14 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 市橋則明

O-KS-14-1 角度，時間情報からみた起き上がり動作の再現性の検討 郡山健康科学専門学校/信州大学大学院 渡邉哲朗
O-KS-14-2 斜め前向き降段動作の足関節・膝関節バイオメカニクス特性 広島大学医学部保健学科理学療法学専攻 林 宏昭
O-KS-14-3 ヒール靴歩行が立脚終期に及ぼす影響についての検討 誠愛リハビリテーション病院 梶原千尋
O-KS-14-4 股関節伸展可動域制限による歩行時股関節反力への影響

豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科/豊橋創造大学大学院健康科学研究科 金井 章
O-KS-14-5 ステップ長延長に伴う歩行速度増大と，股関節屈曲・足関節底屈パワー比との関連

大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科 古川啓介
O-KS-14-6 側方転倒回避のサイドステップとクロスオーバーステップの運動学的分析 星城大学リハビリテーション学部 越智 亮

5月13日（土）15:30～16:30 口述演題（基礎）15 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 弓削 類

O-KS-15-1 温熱刺激はグルココルチコイド投与に伴う筋タンパク質分解経路の活性化と筋タンパク質合成経路の不活性
化を抑制する 日本福祉大学健康科学部/名古屋大学大学院医学系研究科 土田和可子

O-KS-15-2 多発性筋炎モデルマウスにおける骨格筋間葉系前駆細胞の異常性と運動刺激が与える影響
札幌医科大学解剖学第二講座 齋藤悠城

O-KS-15-3 細胞移植治療後のデュシェンヌ型筋ジストロフィー症モデルマウスに対する等尺性収縮トレーニングは，移
植による治療効果を促進する 京都大学 iPS 細胞研究所/日本学術振興会特別研究員（PD） 竹中菜々

O-KS-15-4 悪液質に伴う筋萎縮に対するパルス超音波が炎症性サイトカイン発現及び MAP キナーゼに与える効果
神戸大学大学院保健学研究科 上野瑞季

O-KS-15-5 非荷重環境下でのレモンマートル摂取及び電気刺激が筋衛星細胞の活性化に与える効果
神戸大学大学院保健学研究科 松本智博

O-KS-15-6 大腿部の血流制限を伴う下腿三頭筋への電気刺激が骨格筋に与える肥大効果 神戸大学大学院保健学研究科 吉川まどか

5月13日（土）16:50～17:50 口述演題（基礎）16 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科運動障害リハビリテーション学分野 沖田 実

O-KS-16-1 加齢による骨格筋組織内蓄積脂肪の増加
マウスヒラメ筋を用いた検討 豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科 横山真吾

O-KS-16-2 長期間でみた筋再生能の頭部筋と下肢筋の比較
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科幹細胞生物学研究分野/日本学術振興会特別研究員 吉岡潔志

O-KS-16-3 加齢ラットに対するトレッドミル走行運動が脊髄前角エリアにおける GDNF の発現に与える影響
医療法人名圭会白岡整形外科 中本幸太

O-KS-16-4 廃用性筋萎縮に対する再荷重の影響の検討―微細筋損傷と IL�6，IL�15 に着目して―
帝京科学大学医療科学部理学療法学科/国際医療福祉大学大学院保健医療学理学療法学分野 相原正博

O-KS-16-5 運動の時間配分が肥満を伴う 2 型糖尿病ラットのブドウ糖負荷応答に及ぼす影響
広島大学大学院医歯薬保健学研究院/広島大学医学部保健学科 藤田直人

O-KS-16-6 脳梗塞発症前の運動がもたらす発症後障害軽減効果に関する検討
名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻 杉山佳隆

5月14日（日）11:40～12:40 口述演題（基礎）17 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 常葉大学保健医療学部 縣 信秀

O-KS-17-1 不動化したラットヒラメ筋における筋核数の変化がマクロファージの動態におよぼす影響
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻理学・作業療法学講座理学療法学分野 田中なつみ

O-KS-17-2 廃用性筋萎縮に対する低周波電気刺激及びパルス磁気刺激の予防効果の比較 神戸大学医学部保健学科 小野紘平
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O-KS-17-3 電気刺激を用いた単収縮と強縮のコンビネーションプログラムが筋性拘縮と廃用性筋萎縮におよぼす影響
長崎大学病院リハビリテーション部/長崎大学大学院医歯薬学総合研究科運動障害リハビリテーション学分野 本田祐一郎

O-KS-17-4 乳酸刺激による Erk1/2 の活性化が骨格筋肥大に及ぼす影響 豊橋創造大学 大野善隆
O-KS-17-5 無血清培地を使用したヒト頭蓋骨由来間葉系幹細胞の樹立および培養方法の検討

広島大学大学院医歯薬保健学研究院生体環境適応科学研究室 猪村剛史
O-KS-17-6 廃用性筋萎縮に伴う筋線維の速筋化に対する乳酸菌 R30 株摂取の予防効果 神戸大学医学部保健学科 池治拓也

5月14日（日）11:40～12:40 口述演題（基礎）18 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 北海道大学大学院保健科学研究院機能回復学分野 浅賀忠義

O-KS-18-1 反復的他動運動後の皮質脊髄路興奮性の変化―関節運動範囲による影響―
新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科 大塚遼平

O-KS-18-2 反復的他動運動が皮質内抑制回路に与える影響
新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所/新潟医療福祉大学大学院 佐々木亮樹

O-KS-18-3 下肢他動サイクリング運動と腕振り運動が下肢一次運動野の興奮性に与える影響
経頭蓋磁気刺激法による検討 訪問看護ステーション友楽園 越本浩章

O-KS-18-4 低強度の神経筋電気刺激による生体内機能変化
―筋線維伝導と深部温より― 千葉県立保健医療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 三和真人

O-KS-18-5 外乱の予測に応じた足関節底背屈筋の皮質脊髄路興奮性の事前調節
国立障害者リハビリテーションセンター研究所 藤尾公哉

O-KS-18-6 前方足圧中心移動時の高齢者の反応時間の遅延と下肢筋活動抑制の低下
北海道大学大学院保健科学研究院機能回復学分野 笠原敏史

5月14日（日）13:00～14:00 口述演題（基礎）19 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 長崎大学 坂本淳哉

O-KS-19-1 踵腓靭帯の形態的多様性に関する肉眼解剖学的研究
腓骨筋腱の tensioner 機能を有する可能性

専門学校柳川リハビリテーション学院/佐賀大学大学院医学系研究科 吉塚久記
O-KS-19-2 関節内周辺組織は，前十字靭帯損傷の自己治癒に寄与しうるか？

埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科 国分貴徳
O-KS-19-3 薬物を用いたラット変形性膝関節症モデルにおける膝蓋大腿関節の病理組織学的変化

金沢大学附属病院リハビリテーション部/京都大学大学院医学研究科人間健康科学系 高橋郁文
O-KS-19-4 変形性股関節症患者における中殿筋の筋萎縮に関連する因子の検討

京都大学医学部附属病院リハビリテーション部 細江拓也
O-KS-19-5 磁気加振式温熱治療器による下腹部刺激が経口摂取した流動物の胃内滞留を抑制する

栄宏会土井病院リハビリテーション科 井上英也
O-KS-19-6 キセノン光の星状神経節近傍照射を用いた下肢骨格筋血流量増加の可能性に関する検討

弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻 中村洋平

5月14日（日）13:00～14:00 口述演題（基礎）20 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 畿央大学健康科学部理学療法学科 森岡 周

O-KS-20-1 観察課題と測定上肢の肢位の違いが脊髄神経機能の興奮性へ与える影響について
前腕肢位の違いにおける検討 医療法人社団石鎚会田辺中央病院/関西医療大学大学院保健医療学研究科 髙崎浩壽

O-KS-20-2 筋リラックスイメージは小脳経頭蓋磁気刺激による対側運動野興奮性抑制効果を増大する
社会医療法人ペガサス馬場記念病院 田中宏明

O-KS-20-3 運動�感覚の不一致によって生じる運動感覚システムの変容 畿央大学健康科学部理学療法学科 中島優希
O-KS-20-4 異なる感覚モダリティを用いる運動指導の方法が対象者の短期的な運動技能保持に及ぼす影響

足底圧中心制御課題における検討 県立広島大学/島根大学医学部附属病院 佐藤慎也
O-KS-20-5 Light touch と手すり把持が立位時の前脛骨筋とヒラメ筋の皮質脊髄路興奮性に及ぼす影響の相違

広島大学大学院医歯薬保健学研究院 高橋 真
O-KS-20-6 味覚刺激により惹起された情動が持続性注意に与える影響 つくば国際大学医療保健学部理学療法学科 鈴木悠哉

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（基礎）P01 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）
P-KS-01-1 後方ステップ動作における動作開始時のエネルギー産出 医療法人社団悠愛会介護老人保健施設さくらパレス 齋藤雄大
P-KS-01-2 機能制限モデルにおける各種歩行戦略の力学的エネルギーの回復率に関する研究

一般財団法人黎明郷弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 樋口朝美
P-KS-01-3 筋骨格モデルシミュレーションによる歩行中の股関節安定化機構に寄与する筋の検討

鹿児島大学医学部保健学科理学療法学専攻 川田将之
P-KS-01-4 筋骨格モデルによる健常成人歩行の筋活性度推定とその妥当性の検討

埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科リハビリテーション学専修 喜多俊介
P-KS-01-5 腹臥位股関節伸展運動時の筋活動パターンと歩行立脚期の股関節・骨盤の運動との関係 渕野辺総合病院 雨宮耕平
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5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（基礎）P02 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）
P-KS-02-1 免荷後の再荷重時における神経―筋腱の応答 地方独立行政法人りんくう総合医療センター/大阪体育大学大学院 大野直紀
P-KS-02-2 歩行立脚期における足部内在筋への電気刺激が足部・足関節に及ぼす運動学的影響

県立広島大学大学院総合学術研究科/医療法人和会沖井クリニック 岡村和典
P-KS-02-3 坐骨神経の深度が経皮的磁気刺激による誘発収縮力に及ぼす影響 札幌医科大学理学療法学第二講座 青木信裕
P-KS-02-4 高電圧電気刺激を用いた等尺性筋収縮による筋伸張効果の検証

東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 長井真弓
P-KS-02-5 ホットパックとストレッチングの同時施行の介入効果に関する検討 弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻 向中野直哉

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（基礎）P03 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-KS-03-1 肩甲骨周囲筋の筋疲労が肩関節外転機能に及ぼす影響 医療法人秀友会札幌秀友会病院 山内夕佳
P-KS-03-2 肩外転および水平屈曲角度が肩外旋可動域に与える影響 まつした整形外科 小山太郎
P-KS-03-3 胸郭拡大制限による肩前方挙上運動への影響

中部大学大学院生命健康科学研究科リハビリテーション学専攻/まつした整形外科 岡棟亮二
P-KS-03-4 負荷下における肩関節挙上運動時の肩甲骨の動態

性別ごとの検討 新潟中央病院リハビリテーション部/新潟医療福祉大学大学院医療福祉学研究科 中山裕子
P-KS-03-5 女性におけるブラジャーの着用が上肢挙上および下降時の肩関節動態に及ぼす影響

福岡リハビリテーション専門学校理学療法学科/久留米大学大学院医学研究科 永松 隆

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（基礎）P04 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-KS-04-1 産前・産後における姿勢制御の変化 関西福祉科学大学 弓倉正也
P-KS-04-2 フィードバック遅れ時間を用いた片足立位保持時の関節運動の制御戦略の検討

かわしまクリニック/広島大学大学院医歯薬保健学研究科博士課程後期 井原拓哉
P-KS-04-3 膝立ちからの一歩踏み出し動作の特徴

立位からの step 動作との比較から 島田脳神経外科リハビリテーション科 二ノ神正詞
P-KS-04-4 方向転換動作時における下肢運動学と下肢関節間協調性との関係

広島国際大学大学院医療福祉科学研究科医療工学専攻/医療法人サカもみの木会サカ緑井病院リハビリテーション科 廣濱賢太
P-KS-04-5 姿勢変化によるサイドステップ速度の変化 松田整形外科 藤嶋 弾

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（基礎）P05 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-KS-05-1 初期視覚認知における左右大脳半球機能差の検証

高密度脳波計を用いた事象関連電位研究
県立広島大学保健福祉学部理学療法学科/九州大学大学院医学研究院脳神経病研究施設臨床神経生理 高宮尚美

P-KS-05-2 ヒト頸髄介在ニューロン系への前庭入力の収束 杏林大学医学部統合生理学教室 鈴木伸弥
P-KS-05-3 運動�感覚の時間的不一致が操作運動制御に与える影響と身体の参照効果の検証

映像遅延システムと fNIRS を用いた検討 畿央大学健康科学部理学療法学科 東谷光展
P-KS-05-4 二重課題下での手指動作課題の動作練習効果の検討

脳磁図を用いた報告 広島大学大学院医歯薬保健学研究院生体環境適応科学研究室 友井雅浩
P-KS-05-5 外部空間位置が両手の触覚情報統合に及ぼす影響 新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所 大鶴直史

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（基礎）P06 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-KS-06-1 左頭頂葉に対する経頭蓋直流電流刺激（tDCS）が平衡機能に及ぼす影響

国際医療福祉大学福岡保健医療学部 岡真一郎
P-KS-06-2 トレッドミル歩行中の陽極経頭蓋直流電気刺激の適用が歩行時下肢筋活動と皮質脊髄路興奮性に与える影響

慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室/東京湾岸リハビリテーション病院 高橋容子
P-KS-06-3 経頭蓋陰極直流電流刺激後の末梢神経電気刺激が皮質脊髄路の興奮性に与える影響

新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所/新潟医療福祉大学大学院 立木翔太
P-KS-06-4 軽負荷の反復的な単純運動および調節運動による運動後抑制の変化 新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所 宮口翔太
P-KS-06-5 視覚誘導性自己運動錯覚を誘導するための視覚刺激による生理学的効果は反復トレーニングで増強されるか？

経頭蓋磁気刺激による皮質脊髄路興奮性に関する研究
札幌医科大学保健医療学部理学療法学第一講座/

札幌医科大学保健医療学部未来医療ニューロリハビリテーション研究開発部門 金子文成

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（基礎）P07 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-KS-07-1 無意識の表情識別で本物の笑顔を見抜く 畿央大学健康科学部理学療法学科 松尾 篤
P-KS-07-2 名詞の視覚提示が上肢の把持・挙上動作の力学的制御に及ぼす影響

名詞重量錯覚課題による検討 畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室 上田将吾
P-KS-07-3 感覚－運動の不一致による異常知覚と身体運動への影響

畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室/医療法人瑞心会渡辺病院リハビリテーション科 片山 脩
P-KS-07-4 意図的な視線偏向は視覚刺激の格率分布に依存する

―情動喚起刺激を用いて― 畿央大学健康科学部理学療法学科 中村和寛
P-KS-07-5 目的共有が運動主体感と運動学習を促進する

畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室/藤井会リハビリテーション病院 林田一輝
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5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（基礎）P08 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-KS-08-1 ヒトの視覚運動変換におけるカルマンフィルタモデルによる隠れ状態推定のシミュレーション

姫路獨協大学 山本昌樹
P-KS-08-2 段階的に変化する外乱が後続する再適応過程に及ぼす影響 首都大学東京人間健康科学研究科 森川健史
P-KS-08-3 他者との協力関係が上肢運動学習に与える影響 畿央大学健康科学部理学療法学科 冷水 誠
P-KS-08-4 Mirror Therapy における運動機能の習得に与える影響―運動する手の左右の違いに着目して―

首都大学東京健康福祉学部理学療法学科 石橋 眞
P-KS-08-5 内部モデルと運動錯覚リアリティの関係性 神戸学院大学総合リハビリテーション学部 池町知哉

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（基礎）P09 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）
P-KS-09-1 感覚閾値以下のランダムノイズ振動刺激が触覚機能に及ぼす影響

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 大住倫弘
P-KS-09-2 視覚フィードバック・負荷の有無が関節位置覚に及ぼす影響

―若年者と高齢者の比較― 土佐リハビリテーションカレッジ理学療法学科 竹林秀晃
P-KS-09-3 下肢調整能力測定装置の開発

年代別の課題遂行時間と正確性 いしい外科三好クリニック 平井達也
P-KS-09-4 骨盤傾斜角度が座位における前後方向の体幹位置知覚能に及ぼす影響

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻リハビリテーション科学領域理学療法科学講座 遠藤壮馬
P-KS-09-5 回復期脳卒中患者の SEP 下肢感覚機能評価と SIAS 下肢運動麻痺との関連性について

市川市リハビリテーション病院 高橋和洋

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（基礎）P10 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）
P-KS-10-1 マーカーを用いた Kinect 測定値の信頼性検証 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 石井達也
P-KS-10-2 フォワードランジの踏み出しの有無が膝関節への機械的ストレスに及ぼす影響

畿央大学大学院健康科学研究科/関西学研医療福祉学院理学療法学科 熊澤浩一
P-KS-10-3 歩行時の足部・足関節アライメント評価に関する研究

タブレット端末を用いた二次元動作分析の基準関連妥当性の検討
垂水市立医療センター垂水中央病院/鹿児島大学大学院保健学研究科 宮﨑宣丞

P-KS-10-4 若年健常成人における分節ごとの腰部可動性の検討
了德寺大学健康科学部理学療法学科/葛西整形外科内科リハビリテーション科 兎澤良輔

P-KS-10-5 分娩方法により生じる骨盤形態の変化因子の検討
いえだ整形外科リハビリクリニック/立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構 増田一太

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（基礎）P11 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-KS-11-1 腓腹筋筋線維束長に与える Eccentric calf raise の効果 国際医学技術専門学校理学療法学科 佐藤貴徳
P-KS-11-2 超音波診断装置を用いたヒラメ筋筋束長の測定再現性の検討 京都大学医学部附属病院リハビリテーション部 田中浩基
P-KS-11-3 大腿四頭筋マッスルセッティング時に起こる各筋の筋収縮は均等か？

―超音波エラストグラフィを用いて大腿直筋と中間広筋での検討― 京都橘大学健康科学部理学療法学科 吉村祐哉
P-KS-11-4 高負荷等尺性収縮トレーニング前後における大腿四頭筋の筋厚と周径との関係

医療法人社団有隣会東大阪病院リハビリテーション部/森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科 福田大輔
P-KS-11-5 FAI 患者における股関節深層外旋筋群筋断面積計測の信頼性の検討

産業医科大学若松病院リハビリテーション部 高橋 誠

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（基礎）P12 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-KS-12-1 2 型糖尿病患者における表面筋電図を用いた骨格筋変性の評価

周波数解析を用いて 医療法人和幸会阪奈中央病院リハビリテーション科 宮川良博
P-KS-12-2 Cancer Functional Assessment Set を用いた終末期がん患者の身体機能評価に関する検討

淀川キリスト教病院/神戸大学大学院保健学研究科 岡田 努
P-KS-12-3 入院患者の身体活動量と日常生活動作との関連

―身体活動量はただ増えればいい？― 特定医療法人社団春日会黒木記念病院 小関友宏
P-KS-12-4 脊椎脊髄疾患患者の日常生活活動制限には痛み対する自己効力感も影響している

藤枝平成記念病院リハビリテーション部 新田 元
P-KS-12-5 統合失調症患者における ADL 評価

FIM と Rehab の関連と影響因子について 久幸会今村病院理学療法室 一関 優

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（基礎）P13 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-KS-13-1 健常若年女性に対する胸背部圧迫刺激が自律神経活動，手指皮膚温に及ぼす影響

簡易的な圧迫刺激装置を用いた研究 国債医療福祉大学福岡保健医療学部 島雄 南
P-KS-13-2 VDT 作業従事者の肩凝り関連因子の検討

―日常的座位姿勢アライメント，ストレス，生活習慣に着目して― 東海記念病院 鳥山結加
P-KS-13-3 炭酸泉の筋疲労回復効果の検討

～筋電図周波数解析と自律神経活動評価から～
愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科理学療法学専攻 原 采花
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P-KS-13-4 術後患者の炎症指標として超音波診断装置による血流評価を行った一症例
笠岡第一病院リハビリテーション科 中道 博

P-KS-13-5 侵害刺激に伴う中枢性感作に対する人工炭酸泉の介入効果に関する検討 日本福祉大学健康科学部 朝倉淳弥

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（基礎）P14 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-KS-14-1 スクワット肢位における骨盤傾斜角度と腸腰筋厚との関係 石川県済生会金沢病院 出口美由樹
P-KS-14-2 2 種類の後方歩行による動的バランス能力への効果について 北海道文教大学 千葉朋加
P-KS-14-3 腸骨耳状面 3 次元形態解析と変性変化との関係について

医療法人和仁会和仁会病院/長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻肉眼解剖学分野 西 啓太
P-KS-14-4 腹部深層筋の効率的な収縮課題は？

―超音波画像診断装置を用いて― かわしまクリニック 奥貞見奈
P-KS-14-5 リウマチ患者に対する足部腫脹・圧痛評価と ADL 動作について 慶友整形外科病院リハビリテーション科 岡里拓郎

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（基礎）P15 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-18）
P-KS-15-1 打鍵時の音量変化が体幹および上肢運動制御に及ぼす影響

埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科博士前期課程/医療法人親和会訪問看護ステーションホウエイ 小林 章
P-KS-15-2 全身姿勢と顎運動が頭頚部の筋活動に及ぼす影響 神戸国際大学リハビリテーション学部理学療法学科 藤坂史也
P-KS-15-3 股関節回旋筋力に影響を及ぼす身体特性の検証

畿央大学大学院健康科学研究科/社会医療法人高清会香芝旭ヶ丘病院リハビリテーション科 坂東峰鳴
P-KS-15-4 片脚ブリッジへの徒手抵抗による大腿筋膜張筋の活動の変化

筋電図学的検討 愛媛十全医療学院 楠 大吾
P-KS-15-5 片脚ブリッジ運動が股関節周囲筋の柔軟性に与える効果 鳥取県立中央病院リハビリテーション室 川淵敬太

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（基礎）P16 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-18）
P-KS-16-1 立位バランスに寄与する要素の一考察

―健常高齢者を対象にして― 文京学院大学 上條史子
P-KS-16-2 立位時の荷重左右差がバランスに与える影響

～Functional Reach Test を用いた 5 種類の荷重率評価～ 医療法人横浜柏堤会戸塚共立第 2 病院 郷間光正
P-KS-16-3 到達把持動作の学習過程における姿勢制御の変化

重量の想起が困難な課題を用いて 福岡リハビリテーション病院/国際医療福祉大学大学院 内藤卓也
P-KS-16-4 視覚情報が振り向き動作に与える影響 甲州リハビリテーション病院 呉屋安優美
P-KS-16-5 立位における振り向き姿勢を保持する際の筋活動 喜馬病院リハビリテーション部 下沖泰裕

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（基礎）P17 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-KS-17-1 歩行動作における股・膝・足関節の非線形な kinematic coupling の定量化

医療法人愛広会関川ナーシングセンター 徳永由太
P-KS-17-2 足部マルチセグメントモデルを用いた歩行中の前足部回内外運動の機能的役割に関する運動学的分析

文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科 江戸優裕
P-KS-17-3 軽度脚長差による歩行時の体幹・下肢への運動学，力学的影響 山形県立河北病院 小泉静久
P-KS-17-4 革靴着用が歩行に及ぼす影響

運動学的・運動力学的検討 医療法人社団北小岩整形外科 栗原 靖
P-KS-17-5 ハイヒール歩行の重心移動解析

裸足歩行との比較 群馬パース大学保健科学学部理学療法学科 城下貴司

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（基礎）P18 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-KS-18-1 不安定性腰椎圧迫骨折に対する垂直型レッグプレスの使用経験と表面筋電図を用いた検討

医療法人羅寿久会浅木病院 江口琢磨
P-KS-18-2 高齢者の起き上がり動作における呼吸運動分析

―動作開始時に着目して 仙台青葉学院短期大学 坂上尚穗
P-KS-18-3 二重課題条件下での歩行では体幹運動が左右非対称になる

―脊椎・骨盤・胸郭に注目して― 恵寿総合病院 大泉真一
P-KS-18-4 高齢者の方向転換開始動作におけるステップ戦略の分析 リハビリテーション天草病院 中村高仁
P-KS-18-5 3m timed“Up ＆ Go”test 施行中の高齢者と若年者の運動学的差異

―三次元動作解析装置を用いた検討― 医療法人社団博友会金沢西病院 岡田智成

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（基礎）P19 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-KS-19-1 運動イメージと末梢神経電気刺激併用の介入時間と皮質脊髄路の興奮性変化の検討

東京湾岸リハビリテーション病院 安井崇人
P-KS-19-2 運動観察干渉効果とミラーニューロンシステムとの関連性

脳波を用いた検討 畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室/野上病院 首藤隆志
P-KS-19-3 指尖への末梢電気刺激が一次体性感覚野の活動性に及ぼす影響

新潟医療福祉大学理学療法学科/新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所 齊藤 慧
P-KS-19-4 体性感覚刺激の刺激列が皮質脊髄路の興奮性に及ぼす影響

新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科/新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所 小島 翔
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5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（基礎）P20 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-KS-20-1 非荷重位での股関節外旋・内旋角度と荷重位での骨盤傾斜角の関係性

福岡県済生会大牟田病院リハビリテーション科 福田政輝
P-KS-20-2 観察による Clinical Assessment Test of 180�degree Standing Turn Strategy（CAT�STS）の信頼性の検討

老年病研究所附属病院 小林将生
P-KS-20-3 健常高齢者における立位の主観的安定度と立位バランスの評価との関連 医療法人田中会西尾病院 石川康伸
P-KS-20-4 地域高齢者の転倒発生に関する調査 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院リハビリテーションセンター 瀧 昌也

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（基礎）P21 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-KS-21-1 加速度計を用いた動作分析の検討 畿央大学大学院健康科学研究科 梅山和也
P-KS-21-2 フリーウェアによる立ち上がり動作時の下肢体幹の運動分析 姫路獨協大学医療保健学部 山中悠紀
P-KS-21-3 歩行時の体幹動揺と頭部動揺の計測とその評価

モーションセンサを用いた計測評価 了德寺大学健康科学部理学療法学科 柊 幸伸
P-KS-21-4 3 軸角加速度計を用いた歩行時の体幹および骨盤の動揺性評価方法の再現性

新潟大学大学院医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻機能再建医学講座整形外科学/
新潟万代病院リハビリテーション科 本間大介

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（基礎）P22 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-KS-22-1 側方リーチテストの再現性と Functional reach test との適応について

京都橘大学大学院健康科学研究科/生田病院リハビリテーション科 辻 修嗣
P-KS-22-2 物品運搬課題の有無が座位前方リーチ動作の運動学的特性に及ぼす影響 杏林大学保健学部理学療法学科 橋立博幸
P-KS-22-3 下腿三頭筋スタティックストレッチング時間と性別の相違が筋硬度と重心動揺に及ぼす影響

株式会社イノフィス（東京理科大学発ベンチャー）技術開発部 梶原侑馬
P-KS-22-4 児童時期における重心動揺計を用いた動的バランス能力の検討 徳島県鳴門病院 宮﨑友望

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（基礎）P23 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）
P-KS-23-1 胸郭形状の非対称性に対する分析における検討

胸郭形状の非対称性の強さと換気能との関係
IMS（イムス）グループ板橋中央総合病院/文京学院大学大学院保健医療科学研究科 荒牧隼浩

P-KS-23-2 WBI と腰方形筋収縮率の関係
健常群と非特異的腰痛症群の比較検討 福岡県済生会大牟田病院リハビリテーション科 大熊健悟

P-KS-23-3 片側の体幹の荷重支持機能の向上が動作に与える効果
四條畷学園大学リハビリテーション学部/大阪産業大学大学院人間環境学研究科 木下和昭

P-KS-23-4 腰椎 Stabilization Exercise 時における肩甲骨の位置が体幹筋の筋活動に及ぼす影響
関西電力病院リハビリテーション部 神崎佑介

P-KS-23-5 端座位における体幹伸展屈曲時は腰椎運動が主体である 信原病院リハビリテーション科 春名匡史

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（基礎）P24 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）
P-KS-24-1 立位時の骨盤アライメントおよび非術側の膝内反変形は人工膝関節置換術後における膝関節屈曲拘縮の原因

となる 京都大学医学部附属病院リハビリテーション部 南角 学
P-KS-24-2 膝関節の屈曲拘縮の程度は立位姿勢における膝圧迫力に影響を与えるか？

力学を用いたシミュレーション研究 おぐま整形外科クリニック 稲井卓真
P-KS-24-3 膝関節と脊柱のアライメントが足圧中心動揺に及ぼす影響 上尾中央総合病院 岡田裕太
P-KS-24-4 変形性膝関節症患者における床からの立ち上がり動作 秋田大学医学部附属病院リハビリテーション部 石川順基
P-KS-24-5 変形性膝関節症者の歩行における筋シナジーパターンの特徴

埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科リハビリテーション学専修 久保田圭祐

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（基礎）P25 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-KS-25-1 異なる姿勢が歩行に与える影響 滋賀医療技術専門学校理学療法学科/京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科 藤谷 亮
P-KS-25-2 矢状面上の体幹質量中心位置の変位は前額面の歩行ダイナミクスに影響する

埼玉県立大学大学院博士後期課程/浦和整形外科 藤野 努
P-KS-25-3 歩行時の外的股関節モーメントを軽減させる歩行様式の分析

歩行速度・歩幅一定条件下での歩隔と足角の変化 京都大学医学部人間健康科学科 中西規能
P-KS-25-4 非対称歩行時の左右下肢における蹴り出しの変化と交互性の検討

Split�belt treadmill の理学療法応用
埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科リハビリテーション学専修博士前期課程 平田恵介

P-KS-25-5 健常成人男性の歩行・走行における足部内関節運動パターンと速度依存性
昭和大学保健医療学部研究科/髙澤整形外科醫院 藤原浩樹

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（基礎）P26 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-KS-26-1 棘下筋ストレッチングが上肢挙上時の肩甲骨運動に与える影響 京都大学医学部人間健康科学科 駒村智史
P-KS-26-2 等尺性収縮を併用したスタティックストレッチングが骨格筋の力学的特性に与える影響に関する検討

日本福祉大学健康科学部 城所 卓
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P-KS-26-3 異なるストレッチング強度による抵抗トルク，Stiffness の経時変化
岐阜県立多治見病院リハビリテーション科 山内 渉

P-KS-26-4 筋の柔軟性の違いとスタティック・ストレッチング前後の関節可動域，筋力変化の関連性
社会医療法人緑泉会米盛病院 成政貴弘

P-KS-26-5 スタティックストレッチング中に行う等尺性収縮が筋張力に与える影響に関する検討
医療法人利靖会前原整形外科リハビリテーションクリニック医療リハビリテーション科 内川智貴

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（基礎）P27 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-KS-27-1 運動イメージは慢性痛の疼痛制御機能を改善できるか？

―両手干渉課題による運動イメージ評価を用いて― 済衆館病院 山口修平
P-KS-27-2 継続的な運動は慢性痛有訴者の中枢性疼痛修飾機能を改善させうるか 日本福祉大学健康科学部 井澤康祐
P-KS-27-3 慢性痛有訴者の中枢性疼痛抑制機能は運動の継続によって改善するか―conditioned pain modulation の解析

による検討― 日本福祉大学健康科学部 水口 淳
P-KS-27-4 慢性頚肩痛有訴者に対する等尺性収縮運動による中枢性疼痛制御機能への影響―異なる強度の等尺性収縮運

動による鎮痛効果の比較検討― 日本福祉大学健康科学部 長谷川雄也

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（基礎）P28 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-KS-28-1 痛みの社会的修飾メカニズムの一考

一夫一婦制げっ歯類を用いた基礎的研究
土佐リハビリテーションカレッジ理学療法学科/高知大学大学院総合人間自然科学研究科医科学専攻 奥田教宏

P-KS-28-2 除神経と圧迫によりラット踵部皮膚に形成された褥瘡様皮膚損傷に対し除圧を施した際の経時的変化
神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーション科学領域生体構造学分野 幅大二郎

P-KS-28-3 足関節不動モデルラットにおける筋痛の発生メカニズムの検討―神経成長因子と末梢神経の経時変化に着目
して― 社会福祉法人済生会長崎病院リハビリテーション部/

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻リハビリテーション科学講座
運動障害リハビリテーション学分野 大賀智史

P-KS-28-4 膝窩動脈と膝窩静脈の平滑筋収縮に関与する α�アドレナリン受容体の相違
名古屋市立大学大学院医学研究科薬理学/クロストーク株式会社訪問看護ステーションとんぼ 大塚 亮

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（基礎）P29 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-KS-29-1 走行運動が老齢・中年齢ラット脊髄における脳由来神経栄養因子とシナプス関連タンパクの発現に及ぼす影

響 埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科 白勢陽子
P-KS-29-2 ミニチュアダックスフンドの胸椎椎間板ヘルニアに対する術後早期理学療法を実施した一例

みなせ動物病院/公益財団法人法人唐澤記念会大阪脳神経外科病院診療部リハビリテーション科 山本典弘
P-KS-29-3 間葉系幹細胞投与による外科手術後の脊髄虚血再灌流障害の予防法の検討

広島大学大学院医歯薬保健学研究院生体環境適応科学研究室 中川 慧
P-KS-29-4 ヒト頭蓋骨由来間葉系幹細胞の神経保護効果に微小重力環境が与える影響

広島大学大学院医歯薬保健学研究院生体環境適応科学研究室 大塚貴志

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（基礎）P30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-KS-30-1 脊髄損傷モデルラットに対するヒト頭蓋骨由来間葉系幹細胞の移植効果

広島大学大学院医歯薬保健学研究院生体環境適応科学研究室 城戸皓輝
P-KS-30-2 ラット末梢神経損傷モデルにおける経時的運動介入が神経再生に与える影響

埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科 桑原希望
P-KS-30-3 神経因性疼痛モデルラットを用いたトレッドミル運動による疼痛緩和メカニズム

鹿児島大学大学院保健学研究科 角園 恵
P-KS-30-4 脊髄損傷後のリハビリテーションが皮質脊髄路の再編を促すメカニズムの解明

大阪大学大学院医学系研究科分子神経科学 中西 徹

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（基礎）P31 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）
P-KS-31-1 運動イメージおよび運動観察条件の差異が成人健常者の運動学習に及ぼす影響について

金沢脳神経外科病院/金城大学大学院リハビリテーション学研究科 坂井登志高
P-KS-31-2 痛み関連回避行動と主観的な痛みとの関連性

―恐怖条件付け課題を用いて― 畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室 西 祐樹
P-KS-31-3 30%MVC の母指対立運動の運動イメージの反復が脊髄神経機能の興奮性と運動の正確性に及ぼす影響

永山病院リハビリテーション部/関西医療大学大学院保健医療学研究科 今奈良有
P-KS-31-4 複合性局所疼痛症候群（CRPS）患者の身体性注意・空間注意の変化

東北大学病院リハビリテーション部/東北大学大学院医学系研究科肢体不自由学 会津直樹
P-KS-31-5 体性感覚入力と運動イメージの組み合わせで誘導される運動知覚は運動出力系を賦活する

札幌医科大学保健医療学部未来医療ニューロリハビリテーション研究開発部門/
札幌医科大学保健医療学部理学療法学第一講座 柴田恵理子

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（基礎）P32 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）
P-KS-32-1 杖の使用が歩行時の歩幅知覚に与える影響

高齢者における検討 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科 渡邉観世子
P-KS-32-2 足部ロッカー機能の変化がストライドインターバルの変動に及ぼす影響

山形県立中央病院/山形県立保健医療大学 高平真澄
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P-KS-32-3 認知症患者おける視覚的フィードバックの効果
グラフを用いた介入効果の有無 医療法人社団千葉秀心会東船橋病院 富田 駿

P-KS-32-4 脳卒中後片麻痺者において運動課題の違いが運動単位の調節に与える影響
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 大門瑞希

P-KS-32-5 ロボットスーツ HAL の重量が歩行時の下肢筋活動に与える影響 尚和会宝塚リハビリテーション病院 植田達也

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（基礎）P33 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-18）
P-KS-33-1 経験に即したメタファーが運動パフォーマンスに与える影響

言語教示に対する多元的評価 県立広島大学保健福祉学部理学療法学科 杉山優河
P-KS-33-2 オプティカルフローが APA に及ぼす影響 北海道文教大学 津田菜子
P-KS-33-3 メンタルプラクティスの介入頻度の違いが持続効果に与える影響に関する検討 日本福祉大学 平岩正太郎
P-KS-33-4 一側下肢の運動スキル向上は対側下肢に転移するのか

表面筋電図を用いた検証 県立広島大学保健福祉学部理学療法学科 本森杏那
P-KS-33-5 週 1 回の運動が身体に与える影響 笹本整形外科 杉山弘樹

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（基礎）P34 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-18）
P-KS-34-1 低速度レジスタンス運動による運動時の筋内活動分布の解析

～高密度表面筋電図を用いて～ 奈良県立医科大学附属病院医療技術センターリハビリテーション係 中谷友哉
P-KS-34-2 筋伸張位と筋短縮位における低負荷等尺性トレーニングの即時効果の比較

受動的トルクに着目して 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 中尾彩佳
P-KS-34-3 負荷量の差における大腿四頭筋筋厚変化と最大等尺性膝伸展筋力の関係性

医療法人社団鎮誠会リハビリテーション科 冨田駿介
P-KS-34-4 姿勢や肢位の違いが下肢伸展時の筋活動に及ぼす影響 自治医科大学附属さいたま医療センター 瀧谷春奈
P-KS-34-5 異なるベッド条件下におけるブリッジ動作時筋活動 弘前大学大学院保健学研究科 高橋純平

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（基礎）P35 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-KS-35-1 通常歩行におけるバランス機能と筋活動のタイミングの関係 医療法人樫本会樫本病院 向井陵一郎
P-KS-35-2 片脚立位時の下腿と足部の連動について 宝塚医療大学保健医療学部 大西智也
P-KS-35-3 二重課題条件の違いが歩行動作に与える影響―記憶課題・stroop 課題・連続引き算課題による検討―

富山大学附属病院リハビリテーション部 矢代 郷
P-KS-35-4 円背姿勢で滑りやすい床面を歩行したときの歩行様式 山形市立病院済生館 坂井一哉
P-KS-35-5 歩行時模擬スリップに対する姿勢制御反応

リュックサック保持の有無による比較 東埼玉総合病院 若狭春門

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（基礎）P36 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-KS-36-1 着座動作の筋電図学的解析 昭和大学保健医療学部理学療法学科 森 冴子
P-KS-36-2 しゃがみこみ動作のバイオメカニクス

骨盤と下肢関節角度の関係性と腰背部の筋活動パターンについて
IMS（イムス）グループ高島平中央総合病院 齋藤涼平

P-KS-36-3 立ち上がり動作における膝関節キネティクスに及ぼす体幹ダイナミクスの影響
白岡整形外科リハビリテーション科 園尾萌香

P-KS-36-4 女性高齢者の立ち上がり動作における仙骨傾斜角が膝関節へ与える影響
～前額面における検討～ 山形大学医学部附属病院リハビリテーション部 浦山 樹

P-KS-36-5 妊娠期の腰椎骨盤周囲痛における椅子の立ち座り動作の関連について
慶應義塾大学大学院理工学研究科/日本学術振興会特別研究員 森野佐芳梨

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（基礎）P37 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-KS-37-1 一段階運動負荷試験における酸素摂取量の時定数の最小可検変化量の推定 健康科学大学理学療法学科 藤田大輔
P-KS-37-2 回復期脳卒中患者における非麻痺側上肢での運動負荷試験による全身持久力の縦断的評価

信州大学大学院/日本学術振興会 小宅一彰
P-KS-37-3 Upright 姿位と Recumbent 姿位における片脚サイクリング運動の急性効果の違い

―動脈スティフネスと筋血流に着目して― 公立森町病院リハビリテーション科 鈴木 龍
P-KS-37-4 健常高齢女性を対象とした漸増起立負荷試験における再現性の検討 松本市立病院リハビリテーション科 長澤祐哉
P-KS-37-5 下肢他動運動が起立性低血圧に与える影響 社会医療法人杏嶺会尾西記念病院 佐久間早智

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（基礎）P38 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-KS-38-1 立位における体幹伸展運動の反復回数の違いが腰背筋の血液循環動態および筋活動に及ぼす影響

医療法人新さっぽろ脳神経外科病院 松田 涼
P-KS-38-2 等尺性収縮後の筋弛緩法（PIR）と神経筋電気刺激が筋血流動態に及ぼす影響の検討

弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻 佐藤 輝
P-KS-38-3 骨格筋電気刺激が内頚動脈血流量に及ぼす影響の検討 新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所 中村雅俊
P-KS-38-4 一過性の神経筋電気刺激が動脈機能に及ぼす影響 徳島県鳴門病院リハビリテーション部 森 和之
P-KS-38-5 全身振動刺激実施における呼吸循環応答と筋循環動態 弘前大学大学院保健学研究科 藤田俊文
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5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（基礎）P39 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-KS-39-1 トレッドミル歩行が関節固定と後肢懸垂によって生じた関節拘縮におよぼす影響

―ラットを用いた実験的研究― 県立広島大学大学院総合学術研究科/医療法人宗斉会須波宗斉会病院 佐藤勇太
P-KS-39-2 ストレッチポール上背臥位における運動の有無が呼吸機能に及ぼす効果 医療法人社団高邦会高木病院 内田 大
P-KS-39-3 経皮的動脈血炭酸ガスと経皮的酸素飽和度測定値のタイムラグ 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科 石坂正大
P-KS-39-4 常圧低酸素下におけるレジスタンストレーニング効果

―上腕二頭筋を対象筋として― 高知リハビリテーション学院理学療法学科 片山訓博
P-KS-39-5 大腿骨近位部骨折患者の術前のストレスは術後の機能障害に関連する

JA 静岡厚生連遠州病院/聖隷クリストファー大学大学院リハビリテーション科学研究科博士前期課程 鈴木敏彦

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（基礎）P40 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-KS-40-1 ハムストリングス短縮の評価法の検討

下肢伸展挙上および膝伸展テストにおける骨盤後傾の男女間比較
金沢赤十字病院リハビリテーション科/金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻博士後期課程 中泉 大

P-KS-40-2 ハンドヘルドダイナモメーターを用いた足関節底屈筋力計測の試み
臨床応用を目指した妥当性と再現性の検討 ベルランド総合病院 村田雄二

P-KS-40-3 足関節固定ベルトの有無における足趾把持力と足趾圧迫力の比較および身体機能との関係について
東北福祉大学健康科学部 相馬正之

P-KS-40-4 関節伸展運動におけるオノマトペの影響に対する筋力計を用いた検討 舞鶴赤十字病院 真下英明
P-KS-40-5 女性高齢者におけるカーフレイズ反復テストの妥当性の検討 南島整形外科 森永 亘

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（基礎）P41 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）
P-KS-41-1 足踏み時の術側下肢荷重率は歩行練習の歩行補助具を選択するための指標となる

富士見高原医療福祉センター富士見高原病院/信州大学大学院医学系研究科 黒部恭史
P-KS-41-2 歩行速度が制限される等尺性膝伸展筋力水準

Hand�Held Dynamometer 測定値での検討 高知医療センターリハビリテーション科 加嶋憲作
P-KS-41-3 体幹・下肢筋機能の基準値と歩行能力の関連について 埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科 菊本東陽
P-KS-41-4 歩行動態の変動性指標は運動介入後の歩行状態の変化を捉えることはできるのか？

介護予防教室に参加した地域在住高齢者を対象とした縦断的検討
社会医療法人全仁会倉敷平成病院/吉備国際大学保健福祉研究所 井上 優

P-KS-41-5 地域在住女性高齢者における 50m ラウンド歩行テストと身体機能との関連 西九州大学 八谷瑞紀

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（基礎）P42 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）
P-KS-42-1 各足趾底面の表在感覚の違い，及び足趾接地状況との関係 公益財団法人鹿島病院 大川純平
P-KS-42-2 Timed Up and Go テストにおける履物条件の影響

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 工藤友治
P-KS-42-3 脊椎圧迫骨折患者における 2 分間歩行試験の信頼性および妥当性の検証 十全記念病院 横原暢人
P-KS-42-4 ノルディックウォーキングの歩行スタイルの違いによる運動負荷量の比較

川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科 吉村洋輔
P-KS-42-5 筋硬結模型を用いた練習による触診技術の向上 常葉大学/名古屋大学 磯貝 香

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（基礎）P43 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-KS-43-1 情動喚起画像を使用した痛み軽減アプローチの検証

―心拍変動による自律神経機能評価― 畿央大学健康科学部理学療法学科 前岡 浩
P-KS-43-2 末梢神経損傷患者への幹細胞を用いた治療におけるリハビリテーション―システマティックレビューによる

現状把握― 京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター 長井桃子
P-KS-43-3 めまい患者の客観的身体活動量の検討 水谷病院リハビリテーション科 仁木淳一
P-KS-43-4 めまい患者における身体活動量が，めまいと身体機能へ及ぼす影響 水谷病院リハビリテーション科 酒井成輝
P-KS-43-5 頸髄症術後患者の巧緻動作後の唾液アミラーゼ活性値に与える影響

福井大学医学部附属病院リハビリテーション部 北出一平

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（基礎）P44 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-KS-44-1 Box and Block Test の運動イメージが上肢脊髄神経機能の興奮性に及ぼす影響

医療法人研医会田辺中央病院リハビリテーション科/関西医療大学大学院保健医療学研究科 松原広幸
P-KS-44-2 適応的運動学習における安静時脳活動は時間・空間的制御に関連する

医療法人医誠会橿原リハビリテーション病院 山本浩人
P-KS-44-3 一側肢の反復練習がもたらす非練習肢運動イメージの変化，およびパフォーマンスへの影響

神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉学研究科 大澤竜司
P-KS-44-4 感覚間の時間的統合による運動練習効果の検証

映像遅延システムと fNIRS を用いた検討 畿央大学健康科学部理学療法学科 白岩梨紗
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5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（基礎）P45 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-18）
P-KS-45-1 運動イメージ課題を用いた腹横筋の選択的トレーニングの有用性について

超音波診断装置を用いた検討 軽井沢團クリニック 赤石翔一
P-KS-45-2 骨盤傾斜の違いによる腹部引き込み運動時の側腹筋厚の変化 北海道大学病院リハビリテーション部 由利 真
P-KS-45-3 地域在住高齢者における腹部引き込み時の腹横筋の筋活動の検討

せん断波エラストグラフィー機能を用いた検討
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻/京都大学医学部人間健康科学科 清水厳郎

P-KS-45-4 体幹伸展反復運動が多裂筋の循環動態と筋活動に及ぼす影響 埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科 隈元庸夫
P-KS-45-5 体幹側背部筋群の選択的収縮が体幹偏位および体幹左右荷重比に及ぼす影響

IMS（イムス）グループ板橋中央総合病院/文京学院大学大学院保健医療科学研究科 笹川健吾

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（基礎）P46 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-18）
P-KS-46-1 大腿四頭筋における筋力と筋電位の関係

合成ベクトルの算出は有効か？ 手稲渓仁会病院 種村洋二
P-KS-46-2 knee�in，neutral，knee�out 肢位の違いによる膝関節周囲筋の筋活動パターン変化

荷重量の変化に着目して 金沢整形外科クリニックリハビリテーション部 野村 瞬
P-KS-46-3 階段降段時の膝周囲筋の筋活動量に関する一考察

ハムストリングスと大腿四頭筋の比較 上尾中央総合病院 松田 徹
P-KS-46-4 歩行立脚期中の股関節と膝関節の角度は同期する

大腿と下腿の角度変化からの検討 姫路獨協大学 山本洋之
P-KS-46-5 健常人における垂直跳び跳躍高と動作の技術的要因との関係

茅ヶ崎リハビリテーション専門学校理学療法学科 渡部祥輝

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（基礎）P47 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-KS-47-1 ハムストリングス・大腿四頭筋比と静的・動的バランスの関係 大阪行岡医療大学 粕渕賢志
P-KS-47-2 超音波画像解析を用いた大殿筋上部繊維，中殿筋後部線維の活動状態評価

大殿筋の活動状態が中殿筋後部線維に及ぼす影響について
東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科 林 友則

P-KS-47-3 股関節肢位の違いによる股関節屈筋群の筋活動パターン
股関節屈曲，回旋角度変化に着目して 金沢整形外科クリニックリハビリテーション部 兵頭勇太郎

P-KS-47-4 疲労後の筋への定量圧刺激が運動機能と筋収縮様式に及ぼす影響 大分大学福祉健康科学部 川上健二
P-KS-47-5 超音波画像診断装置を用いた片麻痺児の下腿三頭筋について

骨格筋の質的・量的評価による比較 新潟県はまぐみ小児療育センター 本間智明

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（基礎）P48 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-KS-48-1 注意方向の異なる練習方法による Cross Test の改善度の相違 光市立大和総合病院リハビリテーション部 清木宏徳
P-KS-48-2 地域在住高齢者の転倒有無が歩行時の関節協調性に与える影響

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 山縣桃子
P-KS-48-3 2 点交互視運動の速度の違いが立位姿勢制御に与える影響 国立病院機構福山医療センター 村上隆一
P-KS-48-4 二重課題は片脚立位時の姿勢動揺を安定させる

メンタルローテーション課題を用いた検討 北海道文教大学 谷 玲奈

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（基礎）P49 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-KS-49-1 皮膚への触刺激は中枢性疼痛修飾系を介して疼痛を緩和できるか 日本福祉大学健康科学部 松澤明黎
P-KS-49-2 リフティング動作時に生じる腰痛の発生状況と疼痛関連因子の関係性について 日本福祉大学健康科学部 亀山 泉
P-KS-49-3 経皮的電気神経刺激（TENS）の刺激部位の違いが鎮痛効果に及ぼす影響に関する検討

弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻 前田 愛
P-KS-49-4 経皮的末梢神経電気刺激による中枢性疼痛修飾系への影響 日本福祉大学健康科学部 伊藤慎也
P-KS-49-5 上肢筋血流量の増加に注目したキセノン光の星状神経節近傍照射と神経筋電気刺激の効果比較に関する検討

弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻 松本健太

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（基礎）P50 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-KS-50-1 関節固定が変形性膝関節症の関節構成体に与える影響

関節症モデル動物を用いた実験研究（パイロットスタディ）
京都大学大学院医学研究科理学療法学講座/日本学術振興会特別研究員 飯島弘貴

P-KS-50-2 不動化による膝蓋下脂肪体の萎縮は ROM�ex で予防できるか
―ラット膝関節不動化モデルを用いた組織学的検討― 金沢西病院/金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 竹田圭佑

P-KS-50-3 変形性膝関節症モデルラットにおける軟骨細胞配列パターンの変化 新潟医療福祉大学運動医科学研究所 髙橋英明
P-KS-50-4 関節不安定性の制動が膝関節軟骨異化反応に及ぼす影響―組織学的・運動学的分析―

埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科博士前期課程/東京女子医科大学八千代医療センター 鬼塚勝哉
P-KS-50-5 マウス変形性膝関節症モデルに対する振動刺激が関節軟骨に及ぼす影響 金城大学医療健康学部理学療法学科 小島 聖
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5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（基礎）P51 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-KS-51-1 微弱電流刺激が伸張性収縮後の骨格筋の機能回復に及ぼす影響 おかもと整形外科クリニック 廣重陽介
P-KS-51-2 老化性筋萎縮に対する定量的な伸張刺激の効果 名古屋学院大学リハビリテーション学部 西尾紗央里
P-KS-51-3 伸張性筋収縮による筋線維膜透過性亢進並びに筋収縮張力低下とその反復試行効果

新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所/新潟医療福祉大学大学院 早尾啓志
P-KS-51-4 筋萎縮後の再荷重による微細筋損傷と炎症性サイトカインや酸化ストレスマーカーとの関連

帝京科学大学大学院理工学研究科バイオサイエンス専攻医療科学分野/
国立精神・神経医療研究センター病院身体リハビリテーション科 勝田若奈

P-KS-51-5 カヘキシア誘発マウスにおける中鎖脂肪酸経口摂取が抗腫瘍と骨格筋量におよぼす影響
奈良県立医科大学大学院医学研究科分子病理研究室/医療法人和幸会阪奈中央病院リハビリテーション科 森 拓也

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（基礎）P52 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-KS-52-1 小動物用定量負荷運動装置の試作 金沢大学医薬保健研究域 田中正二
P-KS-52-2 ラット膝関節拘縮モデルに対する関節可動域運動が関節可動域と関節構成体に及ぼす予防効果

金沢医科大学氷見市民病院/金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 竹島英祐
P-KS-52-3 異なる筋収縮様式がラット棘上筋腱複合体及び骨接合部に及ぼす影響

埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科 小曽根海知
P-KS-52-4 C2C12 筋管細胞を用いたエンドトキシン誘発性筋萎縮に対する ω�3 系多価不飽和脂肪酸の予防効果

神戸大学医学部保健学科 西田裕一
P-KS-52-5 ラット骨格筋挫滅損傷後に異なる刺激時間で寒冷療法を実施した際の筋再生過程の相違

神戸大学医学部保健学科理学療法学専攻 宮川 基

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（基礎）P53 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）
P-KS-53-1 ラット前十字靭帯自己治癒過程における膠原線維の顕微的観察

埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科博士後期課程 森下佑里
P-KS-53-2 環境温度がラット核心温度・外層温度および活動量に及ぼす影響 京都大学大学院医学研究科理学療法学講座 伊藤明良
P-KS-53-3 部分的坐骨神経結紮モデルラットにおける疼痛と運動機能低下

大東中央病院理学療法室/畿央大学大学院健康科学研究科 岡田圭祐
P-KS-53-4 片側大脳皮質損傷後の運動機能回復に関与する神経回路網の再編成

神経回路網の再編成を調節する遺伝子の探索 昭和大学医学部生理学講座生体調節機能学部門 吉川 輝
P-KS-53-5 末梢神経損傷モデルラットに対する運動介入が神経筋接合部の形態変化に与える影響

医療法人親和会鳳永病院 峯岸雄基

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（基礎）P54 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）
P-KS-54-1 バランスボード上の姿勢戦略の順応効果 北海道大学大学院保健科学研究院 萬井太規
P-KS-54-2 視空間傾斜による身体傾斜

立位と歩行の比較 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科/東京農工大学大学院工学研究院 大村優慈
P-KS-54-3 健常成人における視覚情報操作による立ち直り反応の比較 首都大学東京理学療法学科 菊地 謙
P-KS-54-4 短時間の前庭ランダムノイズ電流刺激が立位重心動揺に与える影響

新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科/新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所 犬飼康人

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（基礎）P55 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-KS-55-1 立位前方リーチ動作開始における足圧中心の分析

先行随伴性姿勢調節がリーチ距離に与える影響 総合リハビリテーション伊予病院リハビリテーション部 杉村雅人
P-KS-55-2 仮想壁に対する指先への振動刺激が姿勢制御に与える影響

県立広島大学大学院総合学術研究科保健福祉学専攻/興生総合病院リハビリテーション部 三谷良真
P-KS-55-3 対人ライトタッチを用いた立位姿勢動揺における協力的な身体同調課題は暗黙的な身体同調を増加させる

畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室/訪問看護リハビリステーションフィットケア 石垣智也
P-KS-55-4 脊椎脊髄疾患における Light Touch が立位の姿勢動揺に及ぼす効果

榛名荘病院リハビリテーション部/群馬大学大学院保健学研究科 飯塚隆充

日本呼吸理学療法学会
5月13日（土）14:10～15:10 口述演題（呼吸）01 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 兵庫医療大学大学院医療科学研究科 玉木 彰

京都橘大学健康科学部 堀江 淳

O-RS-01-1 Optimal cut�off value of inspiratory muscle strength to predict exercise intolerance in patients with chronic
heart failure Department of Rehabilitation, Kitasato University Hospital/

Kitasato University Graduate School of Medical Sciences Nobuaki Hamazaki
O-RS-01-2 Relationship between physical activity, muscle thickness and echo intensity in patients with chronic obstruc-

tive pulmonary diseases：A cross�sectional study.
Shinko Hospital, Rehabilitation center, Kobe, Japan/

Graduate School of Health Science, Hyogo University of Health Sciences, Kobe, Japan genki kawaura
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O-RS-01-3 Sleep Apnea and Lateral Balance Instability in the Elderly.
Department of Physical Therapy, Faculty of Health Care Sciences, Himeji Dokkyo University Masashi Kanezaki

O-RS-01-4 肺高血圧症患者に対する外来呼吸リハビリテーションの効果
千葉大学医学部附属病院リハビリテーション科/千葉大学大学院医学研究院呼吸器内科学 稲垣 武

O-RS-01-5 慢性閉塞性肺疾患患者の呼吸困難感と健康統制感との関係
医療福祉専門学校緑生館/NPO はがくれ呼吸ケアネット 江越正次朗

O-RS-01-6 COPD 患者に対する低頻度外来呼吸リハビリテーションの有効性
平松内科・呼吸器内科小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック 秋山歩夢

5月13日（土）15:30～16:30 口述演題（呼吸）02 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 木村雅彦

亀田総合病院リハビリテーション室 鵜澤吉宏

O-RS-02-1 The effect of pre�operative rehabilitation on physical function after 1 year in lung transplantation patients
Graduate School of Health Science, Hyogo University of Health Sciences Akira Tamaki

O-RS-02-2 Change in muscle cross�sectional area and its influence on functional outcome in ventilated intensive care
unit patients：A prospective study.

Shinko Hospital, Rehabilitation center/Graduate School of Health Science, Hyogo University of Health Sciences Chiharu Fujisawa
O-RS-02-3 肺移植後の身体活動性が遠隔期の骨格筋形態機能および運動耐容能に及ぼす影響

―a longitudinal study― 京都大学医学部附属病院リハビリテーション部 大島洋平
O-RS-02-4 非小細胞肺癌の肺葉切除術後の心肺合併症患者における臨床経過と身体機能の推移

国家公務員共済組合連合会新小倉病院リハビリテーション部 兵頭正浩
O-RS-02-5 生体肝移植術前後における筋力と 6 分間歩行距離の変化 名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション部 水野陽太
O-RS-02-6 消化器がん患者における術前の全身性炎症は術後呼吸器合併症の予測因子か？

医療法人社団苑田会苑田第一病院 堀 拓朗

5月14日（日）9:00～10:00 口述演題（呼吸）03 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 関川清一

畿央大学 田平一行

O-RS-03-1 姿勢変化が左右胸郭体積変化に及ぼす影響 文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科 正保 哲
O-RS-03-2 口腔内圧の段階的な負荷が横隔膜筋厚と胸腹部運動に及ぼす影響

兵庫医療大学大学院医療科学研究科/神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院 阿萬大地
O-RS-03-3 脳卒中片麻痺患者の胸腹部可動性と病期の関連 公立八女総合病院 真子裕太
O-RS-03-4 端坐位における骨盤肢位が呼吸機能に及ぼす影響

呼吸筋力，胸郭拡張差，横隔膜移動量における検討 やまのべグリーンヒルズ 岡田 航
O-RS-03-5 吸気負荷が呼吸循環動態に及ぼす影響

京都大学医学部附属病院リハビリテーション部/畿央大学大学院健康科学研究科 佐藤達也
O-RS-03-6 骨格筋電気刺激の実施頻度の違いが下肢の筋力トレーニングに与える影響

兵庫医療大学大学院医療科学研究科 小泉美緒

5月14日（日）10:20～11:20 口述演題（呼吸）04 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 市立秋田総合病院リハビリテーション科 高橋仁美

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻理学・作業療法学講座 俵 祐一

O-RS-04-1 COPD 患者における肺高血圧症と気腫病変の関係性
心臓超音波検査と CT 上での検討 恵友会霧ヶ丘つだ病院呼吸リハビリテーションセンター 大場健一郎

O-RS-04-2 男性 COPD 患者における 6 分間歩行距離「370m」の臨床的意義の検証
JCHO 佐賀中部病院リハビリテーション科 今泉裕次郎

O-RS-04-3 男性 COPD 患者における過換気 IC 測定法の再現性と動的肺過膨張の指標としての有用性の検証
高木病院リハビリテーション部/NPO 法人はがくれ呼吸ケアネット 古賀秀作

O-RS-04-4 慢性閉塞性肺疾患患者における身体組成と臨床パラメーターおよび疾患重症度の関係
平松内科・呼吸器内科小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック/畿央大学大学院健康科学研究科 辻村康彦

O-RS-04-5 慢性閉塞性肺疾患と間質性肺炎における心機能と運動耐容能の比較
国際医療福祉大学臨床医学研究センター化学療法研究所附属病院リハビリテーション室 善田督史

O-RS-04-6 COPD 患者の身体活動向上への取り組みとその効果 坂出市立病院 奥條朝子

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（呼吸）P01 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-RS-01-1 肺がん患者における運動耐容能の規定因子について 公立陶生病院中央リハビリテーション部 三嶋卓也
P-RS-01-2 肺切除術患者における 6 分間歩行テスト中の 30 秒毎循環応答および SpO2 経時的変化

国立病院機構熊本医療センターリハビリテーション科 吉永龍史
P-RS-01-3 胸腔鏡下肺切除術周術期患者における身体活動量の推移と予測因子 聖路加国際病院リハビリテーション科 高橋佑太
P-RS-01-4 非小細胞肺癌患者における胸腔鏡下肺葉切除術の術後運動耐容能に影響を与える因子

国家公務員共済組合連合会新小倉病院リハビリテーション部 入江将考
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5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（呼吸）P02 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-RS-02-1 肺切除術を受ける患者の術前のフレイル度と身体機能の関連性 香川県立中央病院リハビリテーション部 山田耕平
P-RS-02-2 VATS 患者の術後早期の運動耐用能と関連因子について 大館市立総合病院 柏木智一
P-RS-02-3 高齢ならびに COPD 合併肺癌患者に対する肺葉切除術後の運動耐容能の推移

東邦大学医療センター大森病院リハビリテーション科 石井 毅
P-RS-02-4 胸腺摘出術患者における術前 6 分間歩行距離は術後離床遅延を予測する

名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション部 林 和寛
P-RS-02-5 原発性肺癌肺切除術後の退院時 6 分間歩行距離が 400m を下回る症例の特徴

京都大学医学部附属病院リハビリテーション部 島村奈那

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（呼吸）P03 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）
P-RS-03-1 肝胆膵領域癌患者における術前骨格筋量評価の有用性

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院リハビリテーションセンター 松岡 森
P-RS-03-2 食道癌術後の咳嗽力に影響する要因の検討 畿央大学健康科学部理学療法学科 田平一行
P-RS-03-3 超高齢消化器外科術後患者における退院時歩行能力低下の有無についての比較検討

社会医療法人財団池友会福岡新水巻病院リハビリテーション科 音地 亮
P-RS-03-4 大腸癌術後の歩数低下に関わる予測因子の検討 石川県立中央病院リハビリテーション部 能登惠理

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（呼吸）P04 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）
P-RS-04-1 呼吸機能低下を認める術前癌患者の身体活動量の実態と呼吸機能，心理面との関係

独立行政法人市立吹田市民病院リハビリテーション科 中嶋 仁
P-RS-04-2 消化器がん術後の早期離床

SR ソフトビジョンを用いた疼痛緩和姿勢の検討 阪和住吉総合病院 景山英智
P-RS-04-3 当院リハビリテーション科 ICU チームの取り組みについての検討

名古屋市立西部医療センターリハビリテーション科 安田雅美
P-RS-04-4 周術期消化器がん患者における術後合併症の発症率軽減を目的とした当院の取り組み

―プレハビリテーション実施の効果と課題― 国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション室 原 毅
P-RS-04-5 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

外科，リハビリテーション科，歯科口腔外科，看護部で連携したチーム Strong
東京都保健医療公社荏原病院リハビリテーション科 髙橋忠志

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（呼吸）P05 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-RS-05-1 重症敗血症患者における ICU 関連筋力低下発症に対する早期集中リハビリテーションと通常治療との差異

神戸市立医療センター中央市民病院リハビリテーション技術部 中田歩美香
P-RS-05-2 当院市中肺炎患者における在院日数に影響を及ぼす因子の検討 さぬき市民病院リハビリテーション技術科 村川勇一
P-RS-05-3 高齢誤嚥性肺炎患者における 48 時間以内の早期離床の効果

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 上原光司
P-RS-05-4 急性期病院における誤嚥性肺炎患者の転帰に関する要因について 中通総合病院 大場みゆき

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（呼吸）P06 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-RS-06-1 固有背筋群の切除後に血管内脱水を呈した Lemierre 症候群に対する理学療法経験

奈良県立医科大学附属病院医療技術センターリハビリテーション係 松岡勇人
P-RS-06-2 労作時の PCO2 モニタリングでの検討 一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 八木田裕治
P-RS-06-3 長期人工呼吸管理下の脊髄損傷患者において起居動作を中心とした運動療法が効果を示した症例

医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院リハビリテーションセンター 小ノ澤真一
P-RS-06-4 脳卒中患者における気管切開後の臨床経過

気管切開チューブ抜去・閉塞に要する日数に着目して 西宮協立リハビリテーション病院 宇渡竜太郎

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（呼吸）P07 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-RS-07-1 慢性期中枢神経疾患における呼吸筋力と姿勢および運動機能の関連

脳卒中片麻痺・パーキンソン病での検討 梁山会診療所 IC リハビリテーション 石井雄大
P-RS-07-2 脳死肺移植術後維持期における運動耐容能と身体組成の変化

術後 5 年までの縦断的調査 東北大学病院リハビリテーション部 鈴木栄三郎
P-RS-07-3 呼吸理学療法を実施した COPD の諸項目の変化

GOLD 分類 2011 のカテゴリー別にみた検討 長生堂渡辺医院/NPO はがくれ呼吸ケアネット 白仁田秀一
P-RS-07-4 慢性閉塞性肺疾患患者の呼吸リハビリテーションにおける身体活動量の向上効果に影響する因子

地方独立行政法人市立吹田市民病院リハビリテーション科 都留貴志
P-RS-07-5 長期酸素療法導入後の低酸素血症と酸素流量の再評価の必要性 総合病院聖隷三方原病院 岩本純一

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（呼吸）P08 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-RS-08-1 非特異性間質性肺炎患者一症例における 4 週間の下肢骨格筋機能の変化 大阪鉄道病院リハビリテーション科 吉川琢磨
P-RS-08-2 気管支喘息重積発作後，急性弛緩性四肢麻痺を伴ったホプキンス症候群の 6 歳児のリハビリテーション

松江赤十字病院リハビリテーション科 佐々木順一
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P-RS-08-3 寒冷過疎地域在住を念頭に在宅運動療法処方を工夫した II 型慢性呼吸不全を伴うポストポリオ症候群の 1
例 社会医療法人財団慈泉会相澤病院呼吸器リハセンター 石原敦司

P-RS-08-4 間質性肺炎を呈した高齢患者に対する呼吸追従式同調器の有用性
～単一症例による連続酸素吸入・流量固定式同調器との比較～ 八尾徳洲会総合病院 服部玄徳

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（呼吸）P09 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）
P-RS-09-1 市中肺炎患者の呼吸機能は再入院の予測因子となりうるか？

信州大学医学部付属病院リハビリテーション部/信州大学大学院医学系研究科 酒井康成
P-RS-09-2 高齢重症肺炎患者に対する起立�着席運動の早期介入効果 浅木病院リハビリテーション科 松本千歩
P-RS-09-3 COPD 患者と健常高齢者における 6 分間歩行能力の比較 高知県立あき総合病院リハビリテーション科 猪島由紀乃
P-RS-09-4 在宅酸素療法使用患者の再入院となる要因の検討 明石医療センターリハビリテーション科 井ノ元宏希

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（呼吸）P10 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）
P-RS-10-1 デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者への咳介助方法の違いによる Cough Peak Flow の比較とその信頼性

の検討 国立病院機構あきた病院リハビリテーション科 菊地和人
P-RS-10-2 小児および学童におけるピークフロー値 植草学園大学保健医療学部理学療法学科 田上未来
P-RS-10-3 聴覚刺激が咳反射および咳衝動に及ぼす影響の検討 姫路獨協大学医療保健学部理学療法学科 金崎雅史
P-RS-10-4 COPD 疑似体験マスクを用いた運動中の安楽肢位の検討 鶴岡協立リハビリテーション病院 諏訪愛理
P-RS-10-5 通常歩行と松葉杖歩行が及ぼす身体への影響 つくば国際大学医療保健学部理学療法学科 荒井 望

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（呼吸）P11 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）
P-RS-11-1 健常男性成人における肺気量位の違いが最大吸気力に与える影響および口腔内圧との関係

国際医療福祉大学塩谷病院/国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻 鈴木 悠
P-RS-11-2 「息こらえ法」と「ペーパーバックリブリージング法」における経皮的二酸化炭素分圧と経皮的動脈血酸素

飽和度の変化 国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室 田崎正倫
P-RS-11-3 機能的残気量が指床間距離に及ぼす影響 国際医療福祉大学塩谷病院/国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻 竹内誠貴
P-RS-11-4 胸郭柔軟性改善のための呼吸理学療法手技の違いが胸郭コンプライアンスに与える影響

伊丹恒生脳神経外科病院リハビリテーション部 小林実希
P-RS-11-5 運動習慣が呼吸筋力に及ぼす影響―身体活動量を対照とした検討― 了德寺大学健康科学部理学療法学科 平野正広

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（呼吸）P12 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）
P-RS-12-1 徒手胸郭圧迫法による胸郭ストレッチングが安静時の呼吸仕事量に及ぼす影響について

一般財団法人甲南会甲南病院リハビリテーション部 山本健太
P-RS-12-2 上肢を支持した前傾姿勢における肺・胸郭コンプライアンス及び圧量曲線について

伊丹恒生脳神経外科病院リハビリテーション部 山本実穂
P-RS-12-3 随意呼吸における胸腹部運動比の違いによる呼吸筋酸素消費量の検討

茨城県立中央病院/茨城県立医療大学大学院保健医療科学研究科 石井伸尚
P-RS-12-4 健常人における頚部筋の異なる賦活法が随意的咳嗽力に与える影響についての比較

声門閉鎖機能に着目して 岡山大学病院 池田朋大
P-RS-12-5 健常人における体幹運動を伴った呼吸が呼吸機能および呼吸筋力に与える影響について 岡山大学病院 野澤康明

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（呼吸）P13 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-2）
P-RS-13-1 ICU 入室中人工呼吸器装着下から理学療法を実施し自宅退院可能となった症例

―鎮静状況および血液生化学データからの考察― 東京慈恵会医科大学附属柏病院リハビリテーション科 桂田功一
P-RS-13-2 ICU－acquired weakness を合併した Acute respiratory distress syndrome 患者一症例における運動機能回

復とバランス評価 秋田赤十字病院リハビリテーション科 伊東一章
P-RS-13-3 ICU リハビリテーションによる ADL 拡大と譫妄予防 嶋田病院 徳田啓太
P-RS-13-4 ICU 獲得性筋力低下患者に対する回復期リハビリテーションの治療介入効果

能動的運動の促進と多職種連携の必要性に着目して
独立行政法人国立病院機構長崎病院リハビリテーション科 宮﨑成美

日本支援工学理学療法学会
5月13日（土）9:30～10:30 口述演題（支援工学）01 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 大阪経済大学人間科学部 高井逸史

O-SK-01-1 知覚入力型インソールによる足底圧中心位置の指導が立ち上がり動作中の下肢筋活動にあたえる影響につい
て 県立広島大学保健福祉学部理学療法学科 長谷川正哉

O-SK-01-2 知覚入力型インソールによる初期接地位置の教示が歩行時の足関節運動に及ぼす影響
二次元動作解析 Image J での検証 篠田整形外科/佐賀大学大学院医学系研究科 大古場良太

O-SK-01-3 ノイズ前庭電気刺激のノイズ強度の違いによる立位重心動揺の抑制効果について
四條畷学園大学リハビリテーション学部 青木 修

O-SK-01-4 仮想壁を利用した産業労働者に対する立位機能評価の検証 県立広島大学大学院総合学術研究科 島谷康司
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O-SK-01-5 スマートフォンを用いた骨盤位置バイオフィードバックシステムの効果についての研究
西那須野マロニエ訪問看護ステーション 塩見 誠

O-SK-01-6 在宅での装具の使用状況とその違いによる満足度の比較 医療法人社団永生会永生病院リハビリテーション部 柳川竜一

5月13日（土）10:50～11:50 口述演題（支援工学）02 B4会場（東京ベイ幕張ホール No. 8・9）
座長 札幌秀友会病院リハビリテーション科 杉原俊一

O-SK-02-1 Honda 歩行アシスト介入前の歩数の差異による影響 公益社団法人群馬県医師会群馬リハビリテーション病院 杉田ひとみ
O-SK-02-2 神経難病に対するロボットスーツ HAL の効果 近畿大学医学部堺病院リハビリテーション部 田端洋貴
O-SK-02-3 HAL を用いたショートステイが脳卒中片麻痺者の歩行に与える効果

回数による効果の比較 社会医療法人至仁会圏央所沢病院 中村 徹
O-SK-02-4 福岡大学病院における外来 HAL リハビリテーションの現状と効果について

福岡大学病院脳神経外科/福岡大学博多駅クリニック 矢次 彩
O-SK-02-5 HAL を用いた介入効果について

システマティックレビューによる検討
帝京平成大学健康メディカル学部/東京大学医学部附属病院リハビリテーション部 宮崎 学

O-SK-02-6 失調症状を伴う歩行に対するロボットスーツ HAL の効果
社会医療法人春回会長崎北病院総合リハビリテーション部 井上亮子

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（支援工学）P01 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）
P-SK-01-1 サポート下着が立位姿勢と歩行に与える影響 公立森町病院リハビリテーション科 永澤加世子
P-SK-01-2 リハビリ応用を見据えた脳筋骨格系モデルの実現可能性について 平成扇病院/電気通信大学情報理工学研究科 市村大輔
P-SK-01-3 フォースプレートを用いない動力学歩行解析方法の提案と精度検証

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程 2 年 前田時生
P-SK-01-4 降段動作時における膝関節内方変位に影響を及ぼす因子について 公立高畠病院 鈴木崇広
P-SK-01-5 若年者の握力と四肢周径，部位別筋肉量の関係性について

生体電気インピーダンス法（In Body570）を利して 学校法人原田学園鹿児島医療技術専門学校理学療法学科 藤田真帆

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（支援工学）P02 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）
P-SK-02-1 脳卒中片麻痺患者に処方された短下肢装具と患者自身が歩きやすいと考える短下肢装具についての検討

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター/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 岩澤里美
P-SK-02-2 中足指節関節の背屈運動を再現できる短下肢装具が痙直型片麻痺児 1 症例の歩行の対称性に及ぼす影響

大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科 米津 亮
P-SK-02-3 歩行補助具 T�Support が，健常者の底屈制限付短下肢装具装用下歩行における体幹動揺へ及ぼす影響

石川病院 打越一幸
P-SK-02-4 脳卒中片麻痺者の短下肢装具装着動作の分析

装具の構造および心身機能と装着時間の関係 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科 右田正澄
P-SK-02-5 足首アシスト装置の臨床的有効性の検討

脳梗塞片麻痺患者 1 症例の報告 社会医療法人社団慈生会等潤病院 高橋大樹

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（支援工学）P03 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-SK-03-1 下肢切断のリハビリテーションに対する理学療法士の実態調査

～神奈川県内の急性期・回復期病院を対象に～ 神奈川県立保健福祉大学 島津尚子
P-SK-03-2 地域における下肢装具の実態調査

ケアマネジャーへのアンケート結果より「地域装具療法」を模索する 袖ケ浦さつき台病院 山崎友豊
P-SK-03-3 下肢装具に対する理学療法士の関わりについての調査報告

（公社）埼玉県理学療法士会南部ブロック県央エリア 中野克己
P-SK-03-4 理学療法学科学生における装具学習に対する準備状態の学年別調査 上尾中央医療専門学校 宮原拓也

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（支援工学）P04 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-SK-04-1 発達期中枢神経障害児者に対する単関節 HAL を用いた運動療法に関するアンケート調査

植草学園大学保健医療学部/横浜医療福祉センター港南 松田雅弘
P-SK-04-2 HALⓇ自立支援用単関節タイプを併用し，上肢機能の改善を認めた脳血管障害の一症例

社会医療法人春回会長崎北病院 西本加奈
P-SK-04-3 ロボットスーツ HAL の使用で寝たきり予防と高次脳機能障害の改善が見られた 1 例

医療法人社団仁泉会畑病院 西山保弘
P-SK-04-4 慢性期脊髄症患者に対する Balance Exercise Assist Robot を用いたバランス練習効果の予備的検討

京都府立医科大学付属病院リハビリテーション部 宮崎哲哉
P-SK-04-5 立ち上がり動作におけるマッスルスーツ装着の有無が腰部及び下肢に及ぼす影響

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科 東亜希乃

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（支援工学）P05 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-SK-05-1 歩行リハビリ支援ツール Tree の使用が脳血管疾患患者の歩行練習距離に与える影響について

山口リハビリテーション病院 長谷浩行



日本支援工学理学療法学会 /日本小児理学療法学会

－ 74 －

P-SK-05-2 Honda 歩行アシストを用いた歩行練習が脳卒中患者 2 例の歩行能力に与える影響
A�B�A�B デザインを用いて 恵光会原病院リハビリテーション部 廣田明大

P-SK-05-3 ロボットを用いた歩行練習は脳卒中片麻痺患者の歩行能力と意欲を改善させるか
―歩行リハビリ支援ツール Tree の効果検証― 医療法人和同会山口リハビリテーション病院 松浦和文

P-SK-05-4 部分免荷トレッドミルトレーニングと体重免荷歩行器トレーニングの歩行速度と歩行距離の差
機器の使用方法の工夫によりその差が減少したシングルケース 関西リハビリテーション病院 若竹雄治

P-SK-05-5 回復期脳卒中患者に対する歩行練習アシスト（GEAR）の適応検討
岡山リハビリテーション病院リハビリテーション部 浅野智也

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（支援工学）P06 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-SK-06-1 大腿切断後，義足非装着にて 50 年経過した後期高齢者に対する義足処方と理学療法介入の意義

公益財団法人鉄道弘済会義肢装具サポートセンター 岩下航大
P-SK-06-2 生活期における下肢装具への介入状況調査

第一報 埼玉県総合リハビリテーションセンター理学療法科 笠井健治
P-SK-06-3 全身振動刺激がバランス能力に与える影響

即時効果での検討 医療法人和会武蔵台病院リハビリテーション課 安野雄介
P-SK-06-4 表面筋電図を用いてロボットスーツ HAL の効果検証

脊髄損傷 1 例での経験 独立行政法人国立病院機構徳島病院リハビリテーション科 下川貴大
P-SK-06-5 3 次元仮想空間内における右方空間のブラックアウトによる半側空間無視に対する注意誘導効果

身体近傍・身体外空間および課題特異的効果に基づいたシステムデザイン
早稲田大学理工学術院総合研究所 安田和弘

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（支援工学）P07 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-SK-07-1 当院における排泄ケア介入の現状報告 公立みつぎ総合病院 横山めぐみ
P-SK-07-2 極軽度の早朝運動が睡眠と運動機能，QOL に与える影響

広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門/
広島大学大学院医歯薬保健学研究科附属先駆的リハビリテーション実践支援センター 新小田幸一

P-SK-07-3 車椅子使用高齢者では背もたれ傾斜中の臀部ずれ力軽減を目的とした背もたれ用シートカバーの効果は減少
する 川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科 小原謙一

P-SK-07-4 スポーツクライマーにおける傷害とリハビリテーション医療への意識調査
～理学療法士の介入への期待度として～ 仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科理学療法学専攻 加藤勝行

日本小児理学療法学会
5月12日（金）11:00～12:00 口述演題（小児）01 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻 鶴崎俊哉

O-SN-01-1 超低出生体重児の Dubowitz 評価で示された新生児期からの発達不良
豊橋市民病院リハビリテーションセンター 神谷 猛

O-SN-01-2 新生児集中治療室管理を要したハイリスク児の予後予測について
―退院時頭部 MRI と運動機能獲得時期からの検討― 東京女子医科大学リハビリテーション部 長谷川三希子

O-SN-01-3 幼児期における感覚刺激受容の偏りと身体機能特性
東北福祉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 高橋恵里

O-SN-01-4 先天性心疾患手術後に急性期理学療法を実施されたダウン症児の術後経過
鹿児島大学病院リハビリテーション部 長谷場純仁

O-SN-01-5 A 型ボツリヌス毒素の反復施注が脳性麻痺児の運動機能に及ぼす影響 愛知県心身障害者コロニー中央病院 石原美智子
O-SN-01-6 保育所における足靴計測調査活動からわかったこと

～足・靴サイズ，フットプリントデータを中心に～ 札樽病院 三上英里子

5月12日（金）12:50～13:50 口述演題（小児）02 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 九州中央リハビリテーション学院教務部 浪本正晴

O-SN-02-1 発達性協調運動障害における内部モデル障害の検証
視覚フィードバック遅延検出課題を用いた検討 畿央大学 信迫悟志

O-SN-02-2 重症児デイサービスの現状と家族支援
～重度の障がいを持った子どもたちの地域生活白書の紹介～

一般社団法人 Re Smile りすまいるリハビリセンター/一般社団法人全国重症児デイサービス・ネットワーク 原田隆之
O-SN-02-3 脳性麻痺痙直型両麻痺児のリーチング動作の特徴 吉岡病院 加藤沙織
O-SN-02-4 小児外来理学療法実施児・者を対象とした訪問リハビリテーションの利用状況及び利用希望の調査

十勝リハビリテーションセンター 五十嵐大貴
O-SN-02-5 小児在宅訪問リハビリテーションに関する研究の動向

～国内・海外の文献検索による分析～
社会福祉法人楡の会こどもクリニックハビリテーション課/社会福祉法人楡の会訪問看護ステーションパレット 渡辺 綾

O-SN-02-6 脳性麻痺 GMFCS III の痙直型両麻痺における杖歩行児と歩行器歩行児の粗大運動能力の比較
北九州市立総合療育センター訓練科理学療法係 東 周平
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5月13日（土）12:50～13:50 口述演題（小児）03 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 社会医療法人大道会森之宮病院リハビリテーション部 日浦伸祐

O-SN-03-1 日本における小児がんに対する理学療法のエビデンス
システマティックレビューと新展開 滋賀医科大学医学部附属病院リハビリテーション部 飛田 良

O-SN-03-2 青年期発達障害児と青年期健常児におけるバランス能力と下肢筋力の比較 東京工科大学 櫻井大輔
O-SN-03-3 青年期発達障害児と青年期健常児における上肢運動機能の比較 東京工科大学 細田梨恵
O-SN-03-4 脳性麻痺の動的脊柱装具（dynamic spinal brace；DSB）使用時の矯正率と介護者満足度の関連について

社会医療法人北斗十勝リハビリテーションセンター 船山真由子
O-SN-03-5 慢性腰痛を有する成人脳性麻痺者における 2 点識別覚と身体知覚異常の変化 スカイ整形外科クリニック 山下浩史
O-SN-03-6 The characteristics of gait on individuals with Down syndrome

Department of Physical Therapy, Ibaraki Prefectural University of Health Sciences Yoshihide Kanai

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（小児）P01 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-2）
P-SN-01-1 超低出生体重児に対する NIDCAP の効果

修正 6 ヶ月前後の発達指数の比較
姫路赤十字病院リハビリテーション科/日本ディベロップメンタルケア研修会 藤本智久

P-SN-01-2 超低出生体重児の自発運動の特徴と新生児用枕による即時的影響
東京女子医科大学リハビリテーション部/首都大学東京大学院人間健康科学研究科 内尾 優

P-SN-01-3 新生児仮死児における修正 6 ヶ月の発達予後 長野県立こども病院リハビリテーション技術科 松下依莉
P-SN-01-4 NICU 長期入院後，積極的な立位練習で機能が大きく向上した 1 例 大阪発達総合療育センターあさしお園 河中誉真

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（小児）P02 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-2）
P-SN-02-1 「保育所等訪問支援事業」を用いた学校との連携の取り組み こぐま福祉会こぐま学園 伊藤かおり
P-SN-02-2 通所介護事業所における未成年脳性麻痺者に対する就労支援の試み

―理学療法士が事前実務評価を行った事例を通して― ポシブル医科学株式会社ポシブル高の原 城内洋人
P-SN-02-3 特別支援学校の訪問指導への関わりが児童の活動・参加の拡大に繋がったと考えられるケース

～校内外理学療法士と担任教諭，保護者との連携～ 横浜市立若葉台特別支援学校 竹田智之
P-SN-02-4 神奈川県立特別支援学校における知的障害のある児童生徒への集団・個別支援 神奈川県立中原養護学校 本杉直子
P-SN-02-5 不登校（肢体不自由児）の相談を通して見えてきたこと―思春期を支える支援について―

川崎市障害者更生相談所発達相談支援担当 飯野芳枝

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（小児）P03 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）
P-SN-03-1 先天性多発性関節拘縮症を発症した乳児期女児に対する理学療法介入効果について 柳川療育センター 高嶋美和
P-SN-03-2 Shinzel�Giedion 症候群により重症心身障がいをもつ症例に対する訪問リハビリテーションの経験

社会医療法人北斗十勝リハビリテーションセンター 伊藤綾香
P-SN-03-3 極低出生体重に対するストレス処置頻度と三次元加速度センサーを用いた感覚感受性測定の検討―feasibil-

ity study― 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院リハビリテーションセンター 本田憲胤
P-SN-03-4 新生児期から早期評価・介入し両親の児の受け入れが良好であった双胎早産児の脳性麻痺症例

長野県立こども病院リハビリテーション科 松岡祐美
P-SN-03-5 市中病院における生後 3 ヶ月の小児脊髄型筋萎縮症（SMA1 型）に対する呼吸理学療法の経験

～ブラジル人の男児のケースを通じて～ 磐田市立総合病院 鈴木亮馬

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（小児）P04 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）
P-SN-04-1 療育センターの理学療法士が障害児の母親に与える影響

神奈川県立保健福祉大学保健福祉学研究科/横須賀市療育相談センター 佐伯香菜
P-SN-04-2 1 歳未満で当センターを利用開始した子どもの発達経過 きりしま子ども発達支援センター実樹 矢田梨帆
P-SN-04-3 福祉型障害児入所施設における理学療法士の役割 社会福祉法人至泉会精陽学園 藤井香菜子
P-SN-04-4 知的障害児に必要な支援について

～理学療法士の立場から～ 四国医療専門学校 穴吹泰典

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（小児）P05 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-2）
P-SN-05-1 脳性麻痺児の非言語的知能の発達

レーヴン色彩マトリックス検査による分析 日本バプテスト病院リハビリテーション科 浅野大喜
P-SN-05-2 障がい児の視覚機能について

盲学校教員との連携から眼鏡着用に至ったことより認知・身体機能面に変化がみられた 1 症例を通して
愛徳医療福祉センター 松井香澄

P-SN-05-3 視覚障がい（明暗弁）を伴った運動発達遅滞児に対する乳幼児期の理学療法の経験 愛徳医療福祉センター 金谷雅則
P-SN-05-4 報酬を用いた運動学習課題において背景音楽が与える影響の検討

京都大学医学部人間健康科学科理学療法学専攻 渡邉怜美
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5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（小児）P06 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-2）
P-SN-06-1 成人脳性麻痺者に対する神経筋電気刺激の痙縮抑制効果について

～拮抗筋 or 対象筋どちらに当てた方が有効か～ 茨城西南医療センター病院リハビリテーション部 齊藤大樹
P-SN-06-2 向老期症例におけるズボンの上げ下ろし動作の介助量軽減を目指して

幼児期に日本脳炎後遺症を残した重症心身障がい者の一例 柳川療育センター 菊次幸平
P-SN-06-3 在宅で褥瘡治療を望んだ脳性麻痺者に対する理学療法士の役割

大阪発達総合療育センター訪問看護ステーションめぐみ 福田哲也
P-SN-06-4 自宅での長期臥床経験を持つ脳性麻痺者における座位姿勢への適応

座位姿勢がもたらす視覚情報の変化への適応を示した一症例 群馬パース大学 橋口 優
P-SN-06-5 トリガー機能付き機械的排痰補助装置は重症心身障がい児（者）への使用上の課題を解決したか

―病棟看護師へのアンケート調査から― 心身障害児総合医療療育センターリハビリテーション室 今野有里

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（小児）P07 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-SN-07-1 幼児におけるしゃがみ込み動作の規定要因 高知リハビリテーション学院理学療法学科 重島晃史
P-SN-07-2 幼児における姿勢制御および基本的協調性と年齢の関係 首都大学東京理学療法学科 山本さくら
P-SN-07-3 保育所における足靴計測調査活動から得られたデータの比較

～足・靴サイズ，フットプリントデータ，アンケート結果より～ 医療法人ひまわり会札樽病院 今井大樹
P-SN-07-4 Shuffling baby の発達的特徴 岩手県立療育センター 久保加世子

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（小児）P08 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-SN-08-1 頭蓋骨縫合早期癒合症（craniosynostosis）を呈する子どもの問題行動の調査

日本バプテスト病院リハビリテーション科 横井 綾
P-SN-08-2 小脳腫瘍摘出後に運動失調を呈し独歩困難となった一症例

6 ヶ月間の運動療法効果の検討 医療法人社団錦昌会千葉こどもとおとなの整形外科 西牧祐輔
P-SN-08-3 通所介護を利用している SIDAs を有するコフィンローリー症候群にリハビリテーションが有効であった症

例 名南ふれあい病院 河野紗希
P-SN-08-4 小児緩和ケアにおける理学療法の役割

家族の Bereavement Care に有用と思われた 3 症例
千葉大学医学部附属病院リハビリテーション科/千葉大学医学部附属病院緩和ケア支援チーム 深田 亮

P-SN-08-5 頭部コントロール能力向上に向けて介入した全前脳胞症の 1 例 竹田綜合病院 藁谷千寛

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（小児）P09 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）
P-SN-09-1 当センターにおけるイリザロフ創外固定器を用いた下腿延長術後の理学療法

滋賀県立小児保健医療センターリハビリテーション科 木下友美
P-SN-09-2 ボツリヌス毒素療法で機能改善が明らかになった後，整形外科手術を施行し，屋内での独歩を獲得した脳性

麻痺児の一症例 埼玉県立小児医療センター保健発達部理学療法 阿部広和
P-SN-09-3 選択的脊髄後根切断術と理学療法の効果

―痙直型脳性麻痺 2 症例の COPM 改善から― 埼玉県立小児医療センター保健発達部 花町芽生
P-SN-09-4 脳性麻痺患者における上肢の器用さの評価

Box and Block Test の特徴 東京工科大学 楠本泰士
P-SN-09-5 脳性麻痺児に対する上肢選択的筋解離術と ADL の関係

―アンケート調査による検討― あすか山訪問看護ステーション 高木健志

日本神経理学療法学会
5月12日（金）11:00～12:00 口述演題（神経）01 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 順天堂大学医学部附属順天堂医院リハビリテーション室 保苅吉秀

O-NV-01-1 脳卒中急性期に長下肢装具を必要とする症例における 3 週間後の短下肢装具への移行状況の調査と短下肢装
具への移行を予測する因子の検討 一般財団法人広南会広南病院リハビリテーション科 辻本直秀

O-NV-01-2 急性期重症片麻痺を呈する脳卒中症例における長下肢装具から早期に短下肢装具へ移行予測因子の検討
医療法人社団水光会宗像水光会総合病院リハビリテーション部 高橋博愛

O-NV-01-3 歩行補助具 T�Support を用いた長下肢装具膝関節の早期固定解除による歩行因子への影響
医療法人尚和会宝塚リハビリテーション病院 中谷知生

O-NV-01-4 麻痺肢に対する治療用長下肢装具の適応を床反力解析から検証する―第 1 報―
短下肢装具では見解の分かれる足背屈制動が長下肢装具では有効性を示した

京丹後市立弥栄病院リハビリテーション科 梅田匡純
O-NV-01-5 脳卒中片麻痺患者における歩行練習アシスト（GEAR）練習が退院時の歩容に与える影響

藤田保健衛生大学病院リハビリテーション部 加藤大典
O-NV-01-6 重度歩行障害を有する急性期脳卒中患者に必要とされる長下肢装具使用期間の検討 製鉄記念八幡病院 熊谷謙一
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5月12日（金）12:50～13:50 口述演題（神経）02 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 大阪行岡医療大学医療学部 松田淳子

O-NV-02-1 ボツリヌス療法は中枢性麻痺後の関節拘縮の予防と治療において有効であるが，筋萎縮を助長する
神戸大学大学院保健学研究科 崎谷直義

O-NV-02-2 筋萎縮性側索硬化症患者に対する息溜め機能を有する機器を用いた最大強制吸気流量（Lung insufflation ca-
pacity）の測定について

誰もが同じ水準で実践できる呼吸ケアを目指して 国立精神・神経医療研究センター 寄本恵輔
O-NV-02-3 完全脊髄損傷者に対する神経再生術後の理学療法経験（第 2 報） 那智勝浦町立温泉病院 櫻井雄太

5月12日（金）14:10～15:10 口述演題（神経）03 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 横浜市立市民病院リハビリテーション部 斎藤 均

O-NV-03-1 急性期脳梗塞片麻痺患者の大腿直筋及び中間広筋における筋厚の変化 津山中央病院リハビリテーション課 早瀬敦之
O-NV-03-2 急性期脳卒中患者における膝伸展筋力を用いた歩行自立の判断 特定医療法人柏葉脳神経外科病院 石野洋祐
O-NV-03-3 Branch Atheromatous Disease の早期離床の安全性についての検討 秋田県立脳血管研究センター 菊谷明弘
O-NV-03-4 脳卒中急性期におけるリハビリテーション介入時期が予後に与える影響についての検討

公立大学法人和歌山県立医科大学付属病院リハビリテーション科 橋﨑孝賢
O-NV-03-5 くも膜下出血患者の急性期機能予後に影響を与える要因の検討 秋田県立脳血管研究センター 皆方 伸
O-NV-03-6 当院における脳梗塞発症 3 週後の移動能力に関わる因子について～病型別の検討～

社会医療法人禎心会札幌禎心会病院 岡和田愛実

5月12日（金）15:30～16:30 口述演題（神経）04 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 千里リハビリテーション病院 吉尾雅春

O-NV-04-1 脳卒中後片麻痺者の膝関節運動を改善するロボット機構付長下肢装具の開発
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 川崎詩歩未

O-NV-04-2 脳卒中片麻痺上肢における運動イメージ能力と運動機能ならびに身体使用頻度との関係
畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室/

畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 森岡 周
O-NV-04-3 入院中の回復期脳卒中者における歩行能力に応じた身体活動量の特性

医療法人社団輝生会初台リハビリテーション病院/杏林大学大学院保健学研究科リハビリテーション科学分野 清水夏生

5月12日（金）16:50～17:50 口述演題（神経）05 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 名古屋大学医学系研究科 内山 靖

O-NV-05-1 Effects of combination transcranial direct current stimulation（tDCS）with body�weight supported tread-
mill training（BWSTT）in restorative stage stroke patients.

A Double�Blind Cross�Over Study
Saitama misato general rehabilitation hospital/Tokyo metropolitan university Atsushi Manji

O-NV-05-2 Effect of the self�monitoring approach on physical activity in hospitalized patients with mild ischemic stroke
a randomized controlled trial Department of Rehabilitation, Itami Kousei Neurosurgical Hospital/

Graduate School of Health Sciences, Kobe University Masashi Kanai
O-NV-05-3 Analysis of Subjective Postural Vertical in Pitch Plane in Patients with Pusher Behavior

Saitama Medical University International Medical Center, Department of Rehabilitation Center/
Tokyo Metropolitan University Kazuhiro Fukata

O-NV-05-4 Muscle Proprioceptive Information Facilitates Throwing Accurately with Prism Glasses
AOMORI UNIVERSITY OF HEALTH AND WELFARE HIROYASU IWATSUKI

O-NV-05-5 THE EFFECT OF 4�WEEK INTENSIVE BALANCE TRAINING IN SPINOCEREBELLAR ATAXIA
National Center of Neurology and Psychiatry Kyota Bando

O-NV-05-6 Reliability of the assessment insufflation capacity
National Center of Neurology and Psychiatry Department of Physical Rehabilitation Yosuke Ariake

5月12日（金）18:10～19:10 口述演題（神経）06 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 城西国際大学福祉総合学部理学療法学科 松田雅弘

O-NV-06-1 経皮的脊髄電気刺激を用いた Functional Assistive Stimulation walk による脳卒中片麻痺患者の歩行機能改善
10m 歩行速度と 6 分間歩行の検討 東海大学医学部付属病院診療技術部リハビリテーション技術科 森 正晴

O-NV-06-2 経皮的脊髄電気刺激を用いた Functional Assistive Stimulation walk による脳卒中片麻痺患者の歩行機能改善
足圧分布解析装置と Symmetry Index を用いた検討

東海大学医学部付属病院診療技術部リハビリテーション技術科 久保大輔
O-NV-06-3 運動誘発型電気刺激（IVES）と自転車エルゴメータの併用による急性期脳卒中患者の臨床的治療効果

日本医科大学千葉北総病院/国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科 吉田真一
O-NV-06-4 歩行周期に合わせた経頭蓋律動脳刺激が脳卒中後片麻痺者における歩行機能と歩行中の皮質脊髄路機能に与える影響

無作為化クロスオーバー比較試験
関西リハビリテーション病院リハビリテーション部/京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 北谷亮輔
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O-NV-06-5 脳卒中片麻痺患者に対する神経筋電気刺激とミラーセラピーの併用治療は即時的に足関節機能を改善させるのか？
―シングルケースデザインによる検討― 岸和田盈進会病院リハビリテーションセンター 西庵美咲

O-NV-06-6 慢性期脳卒中片麻痺患者に対する足関節底屈筋群へのボツリヌス療法と機能的電気刺激を用いた短期集中的
理学療法の併用による効果 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院理学療法科 中澤正和

5月13日（土）15:30～16:30 口述演題（神経）07 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 広島都市学園大学健康科学部リハビリテーション学科 甲田宗嗣

O-NV-07-1 パーキンソン病の姿勢調節障害とは
表面筋電図を用いた検討 独立行政法人国立病院機構徳島病院リハビリテーション科 下川貴大

O-NV-07-2 パーキンソン病の前傾姿勢に対する理学療法効果に影響する因子の検討
埼玉県総合リハビリテーションセンター理学療法科 笠井健治

O-NV-07-3 パーキンソン病患者の側屈姿勢には自覚的垂直位での側屈角度が関与する 登戸内科・脳神経クリニック 三上恭平
O-NV-07-4 短期集中リハビリテーション入院での積極的な運動療法による姿勢異常の改善がみられたパーキンソン病患者

重心動揺変数からの病態推定に基づく介入指針の検討
西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部/畿央大学大学院 中村潤二

O-NV-07-5 パーキンソン病患者の運動イメージ能力低下における身体活動能力の関与
了德寺大学健康科学部理学療法学科 川崎 翼

O-NV-07-6 歩行路の壁幅の違いによるパーキンソン病患者の歩行特性
加速度計による健常高齢者との比較

社会医療法人祐生会みどりヶ丘病院/神戸大学大学院人間発達環境学研究科 山田一貫

5月13日（土）16:50～17:50 口述演題（神経）08 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 広南病院リハビリテーション科 阿部浩明

O-NV-08-1 大脳白質病変による Pusher 現象の重症度，体幹機能，日常生活動作能力の差異
埼玉医科大学国際医療センターリハビリテーション科 藤野雄次

O-NV-08-2 発症早期の Pusher 現象例における主観的身体垂直の出発点効果の分析
半側空間無視の有無による差異

埼玉医科大学国際医療センターリハビリテーションセンター/首都大学東京大学院 深田和浩
O-NV-08-3 急性期脳卒中リハビリテーションにおける Pusher 現象例の臨床的特徴

国立循環器病研究センター脳血管リハビリテーション科 島田幸洋
O-NV-08-4 急性期脳卒中片麻痺者における半側空間無視および視覚的手がかりが主観的視覚性垂直定位に及ぼす影響

関西医科大学附属病院リハビリテーション科/関西医科大学大学院医学研究科医科学専攻 森 公彦
O-NV-08-5 能動的注意と受動的注意からみた半側空間無視の病態特性

空間性・非空間性注意を含めた包括的評価の試み
畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション研究室/

本研究は以下の連携 5 病院による多施設共同研究である：
医療法人友紘会西大和リハビリテーション病院，

医療法人穂翔会村田病院，
医療法人社団清明会静岡リハビリテーション病院，

IMS グループ医療法人三愛会埼玉みさと総合リハビリテーション病院，
一般財団法人広南会広南病院 高村優作

O-NV-08-6 脳卒中後失行症における多感覚統合障害の検証
視覚フィードバック遅延検出課題を用いた検討 畿央大学 信迫悟志

5月13日（土）18:10～19:10 口述演題（神経）09 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 山梨リハビリテーション病院理学療法課 北山哲也

O-NV-09-1 慢性期脳卒中患者における Body mass index と筋量および筋内脂肪量との関連
徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科 赤澤直紀

O-NV-09-2 慢性期脳卒中患者における体幹・下肢筋の量的・質的変化の特徴
雅の里リハビリテーションセンター/神戸学院大学大学院総合リハビリテーション学研究科 門條宏宣

O-NV-09-3 自立歩行が可能な維持期の脳卒中後片麻痺者 150 名を対象とした屋外歩行自立のための筋力閾値の検討
京都大学大学院医学研究科 大畑光司

O-NV-09-4 脳卒中患者における歩行の Trailing Limb Angle の構成因子―予備的研究―
医療法人尚和会宝塚リハビリテーション病院/畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション研究室 水田直道

O-NV-09-5 軽症脳卒中患者の免荷歩行路と免荷トレッドミルにおける歩行の違い
医療法人社団医修会大川原脳神経外科病院 倉本祐里

O-NV-09-6 脳卒中片麻痺患者に対する部分免荷トレッドミル歩行練習の即時効果
加速度計を用いた歩行分析における検討 上尾中央総合病院 成塚直倫

5月14日（日）9:00～10:00 口述演題（神経）10 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 健康科学大学理学療法学科 高村浩司

O-NV-10-1 病院完結型の脳卒中症例における発症 7 病日での在院日数の検討
上尾中央総合病院リハビリテーション技術科 實 結樹

O-NV-10-2 中大脳動脈起始部に閉塞を認めた心原性脳塞栓症患者における歩行自立の可否の検討 上尾中央総合病院 濵野祐樹
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O-NV-10-3 急性期脳卒中患者における回復期病院退院時の歩行自立度予測モデルの作成
～決定木を利用した予後予測の試み～ 倉敷中央病院リハビリテーション部 浦谷明宏

O-NV-10-4 高齢脳卒中患者における回復期病院退院時の歩行自立可否に影響する発症 2 週目までの要因分析と歩行自立
予測モデル作成 倉敷中央病院リハビリテーション部 馬井孝徳

O-NV-10-5 入院時に起居動作が自立していない回復期脳卒中患者の退院時歩行自立を予測する要因について
東京工科大学医療保健学部理学療法学科 吉松竜貴

O-NV-10-6 脳損傷後片麻痺者における歩行麻痺側片脚支持期の重心の前方移動についての検証
京都大学大学院医学研究科健康科学系専攻/十条武田リハビリテーション病院 木村和夏

5月14日（日）9:00～10:00 口述演題（神経）11 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 甲南女子大学看護リハビリテーション学部理学療法学科 神沢信行

O-NV-11-1 パーキンソン病の認知機能低下が入院リハビリテーション効果に及ぼす影響と有酸素運動の効果についての
検討 総合リハビリテーションセンター城南病院リハビリテーション部 本島拓哉

O-NV-11-2 嚥下障害を合併した脊髄小脳変性症に対する呼吸リハビリテーションの効果
―表面筋電図を用いた嚥下筋の機能評価―

東京医療学院大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 内田 学
O-NV-11-3 妊娠中の発症によりリハビリテーションに苦慮した視神経脊髄炎の一例 （一財）総合南東北病院 蔵品利江
O-NV-11-4 急性期ギラン・バレー症候群患者における基本動作障害の臨床的特徴

独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンターリハビリテーション科 谷内涼馬
O-NV-11-5 筋萎縮性側索硬化症患者に対するホームエクササイズは呼吸機能の維持に有効である

―前向き多施設共同研究― 村上華林堂病院/神経難病リハビリテーション研究会 北野晃祐
O-NV-11-6 特発性正常圧水頭症患者におけるタップテスト前後の歩行解析

―矢状面下肢関節角度波形の規則性の検討― 福井大学医学部附属病院リハビリテーション部 松尾英明

5月14日（日）10:20～11:20 口述演題（神経）12 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 群馬パース大学保健衛生学部理学療法学科 中 徹

星ヶ丘医療センターリハビリテーション部 羽田晋也

O-NV-12-1 胸髄損傷者の床から車いすへの移乗の獲得に影響する要因の検討
～プッシュアップのストラテジー，座位バランスに着目した 3 症例間の比較～

独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センターリハビリテーション部 宮垣さやか
O-NV-12-2 非典型例のアトピー性脊髄炎により不全対麻痺を呈し車いす介助から歩行自立に至った一症例

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター機能訓練部 菅井康平
O-NV-12-3 不全脊髄損傷患者 1 症例の上肢運動機能障害に対するミラーセラピーの試み

岸和田盈進会病院リハビリテーションセンター 澤井康平
O-NV-12-4 障がい児をもつ母親の養育態度と子どもの問題行動 日本バプテスト病院リハビリテーション科 浅野大喜
O-NV-12-5 統合失調症患者の注意機能と回避行動

健常者との違いと運動療法への期待 医療法人社団総合会武蔵野中央病院 久保田真次
O-NV-12-6 理学療法を実施した精神科入院患者の継続入院に関連する因子の検討 秋津鴻池病院リハビリテーション部 石橋雄介

5月14日（日）10:20～11:20 口述演題（神経）13 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 いわてリハビリテーションセンター機能回復療法部 諸橋 勇

O-NV-13-1 脳損傷後片麻痺患者の歩行時における肩関節運動と肩甲胸郭間関節運動の動態計測
特定医療法人社団三光会誠愛リハビリテーション病院リハビリテーション部 大田瑞穂

O-NV-13-2 脳卒中後片麻痺者において認知課題の難易度が姿勢制御に与える影響
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 前田絢香

O-NV-13-3 脳卒中者における Dual Task の戦略の出現状況およびその要因
二次課題の難易度と異なる指示における検討 榛名荘病院リハビリテーション部/群馬大学大学院保健学研究科 大角哲也

O-NV-13-4 脳卒中片麻痺者の隙間通過方法と接触場所
首都大学東京人間健康科学研究科ヘルスプロモーションサイエンス学域/亀田リハビリテーション病院 室井大佑

O-NV-13-5 脳卒中片麻痺者におけるテーブル支持 30 秒椅子立ち上がりテストと移乗動作の関連性およびカットオフ値
の検討 七沢リハビリテーション病院脳血管センター 佐藤里佳

O-NV-13-6 脳卒中片麻痺者の病棟内実用歩行獲得の可否を判別するための快適歩行速度（カットオフ値）の妥当性
沖縄リハビリテーションセンター病院リハビリテーション部 呉屋盛彦

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（神経）P01 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-NV-01-1 GEAR・BEAR を連続して実施した片麻痺の 1 症例

歩行の変化に着目して 刈谷豊田総合病院リハビリテーション科 伊藤正典
P-NV-01-2 重度脳卒中患者における歩行練習アシストの長期的使用による歩行練習効果に関する一考察

京都地域医療学祭研究所がくさい病院 河野拓巳
P-NV-01-3 脳卒中片麻痺患者への歩行練習アシストの効果

―発症から 3 ヶ月後にロボット練習を実施した 2 症例― 医療法人共和会小倉リハビリテーション病院 高橋義和
P-NV-01-4 長下肢装具を使用した歩行練習が麻痺側大腿四頭筋へ与える有用性についての検討

single case study 埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション部 鈴木翔太
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5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（神経）P02 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-NV-02-1 健常者における長下肢装具装着下での立位の重心移動時の筋電図学的検討 手稲渓仁会病院 小山内大地
P-NV-02-2 長下肢装具を用いた片麻痺者の歩行練習における，股関節伸展筋活動の力学的考察

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 溝部朋文
P-NV-02-3 前遊脚期以降における Gait Solution 付長下肢装具装着歩行特性の検証

股関節角度に着目して 医療法人ちゅうざん会ちゅうざん病院 村井直人
P-NV-02-4 長下肢装具作製の必要性を判断する装具カンファレンスの判定結果を反映する客観的因子抽出の試み

一般財団法人広南会広南病院リハビリテーション科 大鹿糠徹
P-NV-02-5 75 歳以上脳卒中片麻痺者の長下肢装具使用期間中の身体機能・歩行能力の変化と転帰について

愛仁会リハビリテーション病院 山木健司

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（神経）P03 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）
P-NV-03-1 急性期脳卒中患者に対する発症 48 時間以内の初回起立は安全かつ転帰時 mRS を改善させる

関西電力病院リハビリテーション部 高田祐輔
P-NV-03-2 早期介入が急性期脳卒中患者の機能転帰に及ぼす影響 高知大学医学部附属病院リハビリテーション部 小川真輝
P-NV-03-3 急性期脳梗塞患者における急性・回復期退院後の転帰先に関連する因子の検討

名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院リハビリテーション科 深川青海
P-NV-03-4 急性期脳卒中者の自律神経機能の回復過程

糖尿病の影響
刈谷豊田総合病院リハビリテーション科/名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻 星野高志

P-NV-03-5 急性期脳幹梗塞患者における退院先に関連する因子の検討 横浜総合病院リハビリテーション科 阿部翔悟

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（神経）P04 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）
P-NV-04-1 在宅パーキンソン病患者における運動療法の実態と QOL に関するアンケート調査 東北福祉大学健康科学部 中江秀幸
P-NV-04-2 パーキンソン病患者における動的バランス評価の検討 順天堂大学医学部附属練馬病院 花房京佑
P-NV-04-3 MRI 画像を用いたパーキンソン病患者の黒質緻密部の定量解析と Hoehn ＆ Yahr 重症度との関係

福岡国際医療福祉学院/国際医療福祉大学大学院 玉利 誠
P-NV-04-4 パーキンソン病 Camptocormia（腰曲り）に対する重力負荷を考慮した新たな理学療法の検討

～シーティング技術と免荷式ロングブレス呼吸法による著効例～ 養和病院 土中伸樹
P-NV-04-5 慢性腰痛を有するパーキンソン病患者と慢性腰痛患者の認知・心理社会的因子の比較

公益財団法人復康会沼津リハビリテーション病院リハビリテーション課 西島 勇

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（神経）P05 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）
P-NV-05-1 歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイドが歩行時麻痺側立脚相に与える影響

～Extension Thrust Pattern を呈した症例に対して～
医療法人ちゅうざん会ちゅうざん病院リハビリテーション部理学療法課 佐藤圭祐

P-NV-05-2 促通反復療法と IVES の併用療法（2 回/週，訪問リハビリテーション）が有効だった重度片麻痺上肢の一例
医療法人樹心会角田病院リハビリテーション課 福田貴洸

P-NV-05-3 半側空間無視に加え pusher 症候群を呈し，直流前庭電気刺激が効果的であった一症例
関西電力病院リハビリテーション部/関西電力医学研究所リハビリテーション医学研究部 尾崎新平

P-NV-05-4 末梢神経電気刺激の電極配置が筋力に与える影響について
富山医療福祉専門学校理学療法学科/富山県理学療法士会専門領域研究部物理療法研究会 徳田 裕

P-NV-05-5 拡散テンソル画像を用いた定量解析方法の検者間信頼性の検討 社会医療法人誠光会草津総合病院 山本敏雄

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（神経）P06 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）
P-NV-06-1 回復期病棟入院時の起き上がり動作から退院時歩行の予測

―自立と予測されたが自立しなかった偽陽性症例の前向き検討 第 2 報―
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

P-NV-06-2 定量評価による錐体路損傷程度と身体機能における関係性について 医療法人社団和風会橋本病院 福田真也
P-NV-06-3 脳幹梗塞患者の急性期病院退院時の歩行獲得予測因子についての検討 横浜総合病院 井澤菜苗
P-NV-06-4 脳卒中患者の回復期退院時歩行能力に影響を及ぼす因子の検討

―急性期の機能障害からの検討（第 2 報）― 川崎医科大学附属病院リハビリテーションセンター 岡田有司
P-NV-06-5 MRI 拡散テンソル画像法を用いた脳梗塞後の運動麻痺の予後予測の試み

社会医療法人明生会網走脳神経外科・リハビリテーション病院リハビリテーション部 渡辺 篤

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（神経）P07 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-NV-07-1 急性期病院における脳梗塞患者の早期退院先決定に関わる因子の検討

自宅退院群と回復期転院群における検討 八尾徳洲会総合病院 辻田聡司
P-NV-07-2 急性期脳梗塞患者の自宅退院に関わる因子の検討

発症後 7 病日の SIAS による比較 嶋田病院 萬代陽介
P-NV-07-3 小脳梗塞患者の急性期病院退院時の歩行自立度に関連する因子についての検討

聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部 相川 駿
P-NV-07-4 脳卒中急性期における退院時歩行獲得の予測因子 福井大学医学部附属病院リハビリテーション部 庄司一希
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P-NV-07-5 急性期脳血管疾患患者における Berg Balance Scale および Mini�Balance Evaluation Systems Test について
秋田赤十字病院 菊谷文子

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（神経）P08 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-NV-08-1 回復期リハビリテーション病棟入院中の脳卒中高齢患者の入院時 GNRI が 1 ヶ月後の FIM 運動利得に及ぼ

す影響 栄宏会土井病院/神戸大学大学院保健学研究科 渡邊 佑
P-NV-08-2 回復期リハビリテーション病棟に入院した脳卒中患者の ADL 回復に関連する要因

―後ろ向きコホート研究― 広島大学大学院医歯薬保健学研究科/済生会呉病院リハビリテーション室 梅原拓也
P-NV-08-3 回復期リハビリテーション病棟における血中アルブミン量低値の脳卒中患者の ADL 向上に影響を及ぼす因

子 医療法人喬成会花川病院リハビリテーション部 森谷伸樹
P-NV-08-4 当院回復期リハビリテーション病棟入院時 FIM 総得点が 26～50 点の脳卒中患者の転帰の傾向

新潟リハビリテーション病院リハビリテーション部 金子 巧
P-NV-08-5 脳卒中患者における重症度別にみた発症から回復期病棟入院までの期間が在院日数，FIM 利得，FIM 効率

に及ぼす影響 錦海リハビリテーション病院リハビリテーション技術部 横木貴史

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（神経）P09 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-NV-09-1 傾斜台上立位保持がパーキンソン病患者の安定性限界と歩行に与える即時効果

北海道大学大学院保健科学院/札幌山の上病院 長谷川直哉
P-NV-09-2 在宅パーキンソン病患者のホームエクササイズ継続に影響する要因 常葉大学保健医療学部理学療法学科 松村剛志
P-NV-09-3 重心動揺リアルタイムフィードバックを活用したパーキンソン病患者の姿勢制御戦略の特徴分析の試み

西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部 藤井慎太郎
P-NV-09-4 三次元動作解析を用いた脊髄小脳変性症患者の歩行特性の検討

公益財団法人脳血管研究所美原記念病院神経難病リハビリテーション科 浅倉靖志
P-NV-09-5 脊髄小脳変性症（SCD）における入院リハビリ効果と評価スケールの検討

杏和会総合リハビリテーションセンター城南病院リハビリテーション部 嶋本稔也

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（神経）P10 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-NV-10-1 回復期リハビリテーション病棟入院中の脳卒中患者の骨格筋量は増加しているのか？―栄養状態での比較―

西広島リハビリテーション病院リハビリテーション部 中臺久恵
P-NV-10-2 回復期リハビリテーション病棟入院の脳梗塞者における Balance Evaluation Systems Test の反応性の検討

公立七日市病院/群馬大学大学院保健学研究科 長谷川智
P-NV-10-3 Berg Balance Scale（BBS）を用いた回復期脳卒中患者の年代別退院時バランス能力影響要因の検討

医療法人社団日高会日高リハビリテーション病院 岩本紘樹
P-NV-10-4 回復期病棟脳卒中患者における Fugl�meyer assessment 各項目得点と FIM 運動項目との関係

いわてリハビリテーションセンター 山下浩樹
P-NV-10-5 回復期片麻痺患者における最大一歩幅の見積もり誤差が麻痺側・非麻痺側に与える影響

姫路中央病院リハビリテーション科 山本真之

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（神経）P11 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）
P-NV-11-1 脊髄損傷患者における車椅子スポーツ時の心拍数変化

―頸髄損傷と胸腰髄損傷の比較― 首都大学東京 松尾達彦
P-NV-11-2 脊髄損傷者における，車いすスポーツ活動現場での体表温度変化

頸髄レベル・胸髄レベルの比較 首都大学東京 大塚 匠
P-NV-11-3 経頭蓋直流電気刺激と有酸素運動の併用介入が脊髄損傷後の神経障害性疼痛および安静時脳波活動に及ぼす影響

脊髄損傷者 2 名による予備的検討 畿央大学大学院健康科学研究科神経リハビリテーション学研究室/
奈良県総合リハビリテーションセンターリハビリテーション科 佐藤剛介

P-NV-11-4 乳癌多発骨転移にて C1�C2 頸髄不全麻痺を呈したが，化学療法・リハビリテーションにて著明な機能改善
が得られ自宅退院に至った一症例 JA 北海道厚生連札幌厚生病院理学療法技術科 小南由衣

P-NV-11-5 ドライカーボンを使用した短下肢装具の使用経験 出水郡医師会広域医療センターリハビリテーション科 才田剛志

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（神経）P12 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）
P-NV-12-1 急性期脳卒中リハビリテーションにおける延髄外側梗塞 lateropulsion 陽性患者の臨床的特徴

国立循環器病研究センター脳血管リハビリテーション科 竹中悠司
P-NV-12-2 椎骨動脈閉塞により生じた lateropulsion が長期的に残存し，リハビリテーションに難渋した症例の経過報告

西大和リハビリテーション病院 池下祥汰
P-NV-12-3 急性期の脳卒中患者に対する反復末梢性磁気刺激の筋萎縮予防効果に関する予備的研究

川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科/川崎医科大学附属病院リハビリテーションセンター 鈴木啓太
P-NV-12-4 急性期重症脳卒中患者における麻痺側大腿四頭筋筋厚低下に関連する因子の検討

社会医療法人製鉄記念八幡病院リハビリテーション部 林 雄李
P-NV-12-5 重度感覚障害を呈した脳卒中片麻痺患者に対する一次体性感覚野への連合性対刺激法（Paired associative

stimulation，PAS）を用いた効果 医療法人穂翔会村田病院リハビリテーション部 柏田夏子

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（神経）P13 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-1）
P-NV-13-1 Pedaling 能力から考える脳卒中例の身体機能・歩行能力と治療への示唆 千里リハビリテーション病院 田村哲也
P-NV-13-2 素早い体幹運動がもたらす，片麻痺患者の歩幅と歩行率への影響について

大阪府立急性期・総合医療センター 村上明香理
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P-NV-13-3 特発性正常圧水頭症に対する体幹加速度計を用いた歩行分析
―歩行変動に着目して―

大阪医科大学附属病院リハビリテーション科/神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーション科学領域 二階堂泰隆
P-NV-13-4 脳卒中片麻痺患者における歩行中の体幹姿勢の分類について

東北大学病院リハビリテーション部/東北大学大学院医学系研究科肢体不自由学分野 関口雄介
P-NV-13-5 咬合が脳卒中片麻痺者歩行の対称性に及ぼす影響について 伊予病院リハビリテーション部 木原幸太

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（神経）P14 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-1）
P-NV-14-1 リハビリテーション適応となった被殻出血症例の頭部 CT 画像の検討～第 1 報～

初期画像と経過画像の比較における血腫吸収の部位の調査 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 藤井杏美
P-NV-14-2 リハビリテーション適応となった被殻出血症例の頭部 CT 画像の検討～第 2 報～

初期画像と経過画像の血腫の大きさの調査 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 迫力太郎
P-NV-14-3 視床出血後外側型における独歩獲得に関わる因子の検討 上尾中央総合病院リハビリテーション技術科 小野田翔太
P-NV-14-4 重度の若年小脳出血患者に対する理学療法の経験

36 ヶ月に亘るアプローチと変化 千里リハビリテーション病院 中田圭亮
P-NV-14-5 急性期病院における FIM を用いた予測式の有用性

～予測値と実測値の一致度について～ シミズ病院 豊島 晶

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（神経）P15 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-2）
P-NV-15-1 慢性期脳卒中片麻痺患者への促通反復療法と電気刺激，振動刺激の併用が歩行に与える急性効果の検討

慢性期片麻痺患者の歩行スピードと歩容の改善 促通反復療法研究所 杉本 誠
P-NV-15-2 慢性期脳卒中片麻痺患者の歩行時筋酸素動態に筋緊張が影響する

柴田病院リハビリテーション部/兵庫医療大学大学院医療科学研究科 赤澤奈緒
P-NV-15-3 脂肪由来幹細胞を用いた再生医療とリハビリテーションを併用した慢性期脳梗塞の 1 症例

～FA 値と歩行機能変化に関する考察～ 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 加藤諒大
P-NV-15-4 慢性期脳卒中患者における歩行の非対称性と活動との関連について

大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科/株式会社リビングケア大阪 高尾耕平
P-NV-15-5 1986 年から 2015 年に雑誌「理学療法学」で発表された神経系理学療法に関する研究論文の計量書誌学的分

析 札幌山の上病院 小林英司

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（神経）P16 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-2）
P-NV-16-1 歩行補助具 T�Support 使用による歩行速度向上が脳卒中片麻痺患者の立脚期における足関節底屈運動およ

び筋活動に及ぼす影響 医療法人尚和会宝塚リハビリテーション病院 小松 歩
P-NV-16-2 麻痺側足関節の同時活動に関わる因子への介入により同時活動と歩行機能が改善した左片麻痺の一症例

星ヶ丘医療センターリハビリテーション部 西本和平
P-NV-16-3 分回し歩行の改善に向けた治療用リハビリシューズの試作

西宮協立リハビリテーション病院リハビリテーション部 西川和宏
P-NV-16-4 回復期脳卒中片麻痺患者における歩行周期変動の経時的変化について

―ノルディックポールを使用した歩行練習の単一症例での検討―
丸木記念福祉メディカルセンターリハビリテーション科 山崎雄一郎

P-NV-16-5 脳卒中片麻痺患者の歩行自立度に影響を及ぼす歩行時の関節角度変化量の分析
～3 次元動作解析装置を用いた検証～ 苑田会リハビリテーション病院 佐瀬隼人

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（神経）P17 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-NV-17-1 脳出血患者における歩行獲得期間に影響する因子

～血腫量の違いによる比較検討～ 金沢医科大学病院医療技術部心身機能回復技術部門リハチーム 池田法子
P-NV-17-2 運動麻痺軽症の脳梗塞患者における歩行獲得日数と予測因子の検討

金沢医科大学病院医療技術部心身機能回復技術部門リハチーム 大川雄一郎
P-NV-17-3 脳卒中発症から装具歩行練習開始までの日数と，回復期病棟退院時の歩行能力との関係

金沢脳神経外科病院リハビリテーション部 都志翔太
P-NV-17-4 65 歳未満の重症脳卒中患者における自宅退院時の歩行能力に関与する要因

急性期病院での検討 近森病院理学療法科 橋本有司
P-NV-17-5 片麻痺患者が歩きはじめる際の先行肢の選択と立位・歩行姿勢の関係

農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 長田悠路

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（神経）P18 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-NV-18-1 歩行能力改善を目指した脳卒中片麻痺患者に対するボツリヌス療法と理学療法の併用

麻痺側下肢筋の同時活動に着目して 福井総合病院リハビリテーション課理学療法室 津嶋勇一
P-NV-18-2 脳梗塞により不全片麻痺を呈した症例に対して，短下肢装具の撓み度の違いが歩行時の下肢筋活動に与える

影響 社会福祉法人こうほうえん錦海リハビリテーション病院 両門美都
P-NV-18-3 足部機能による代償を促す介入により立位・歩行動作に改善を認めた聴神経鞘腫術後の一症例

独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター 田畑有加里
P-NV-18-4 高齢脳血管障害患者の歩行獲得に関連する因子の調査 熊本リハビリテーション病院 長野文彦
P-NV-18-5 回復期病棟にて歩行再獲得した脳卒中患者における Trail Walking Test の検者内信頼性

東京都リハビリテーション病院リハビリテーション部理学療法科/首都大学東京大学院人間健康科学研究科 廣澤全紀
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5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（神経）P19 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-NV-19-1 脊椎腫瘍患者に適した ADL 評価尺度の検討

～FIM と SCIM の比較から～ 金沢大学附属病院リハビリテーション部/金沢大学大学院整形外科学 黒川由貴
P-NV-19-2 不全頸髄損傷における受傷後早期の歩行能力の変化 埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション部 岩﨑寛之
P-NV-19-3 頸髄損傷者に対する長期的なリハビリテーション効果～ADL 自立度に着目して～

兵庫県立リハビリテーション中央病院 橋本奈実
P-NV-19-4 脊椎脊髄疾患者の選択的ステップ動作時間と運動機能の関係

中部労災病院中央リハビリテーション部/名古屋大学大学院医学系研究科 臼居直哉
P-NV-19-5 脊髄炎による歩行障害を呈したブルドッグに対する理学療法を実施した一例 みなせ動物病院 山本典弘

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（神経）P20 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-NV-20-1 ロボットスーツ HAL を用いた歩行練習の効果と追跡調査

―HTLV�1 関連脊髄症の 1 例― 鹿児島大学病院霧島リハビリテーションセンター 西 倫史
P-NV-20-2 デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の歩行可能期における脊柱変形の凹凸側と下肢関節可動域制限左右差

との関係性について 国立精神・神経医療研究センターリハビリテーション科 立石貴之
P-NV-20-3 ALS 患者に対する蘇生バックを用いた呼吸理学療法：MIC トレーニングの効果の検証

国立病院機構千葉東病院リハビリテーション科 秋田 賢
P-NV-20-4 悪性腫瘍の浸潤や傍腫瘍性神経症候群により一時 ADL 全介助となるも，屋内歩行可能となり自宅退院した

悪性リンパ腫の 1 症例 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院リハビリテーションセンター 佐藤慶彦
P-NV-20-5 重度の起立性低血圧を呈する急性自律性感覚性ニューロパチーに対し，Bio stepⓇを用いた理学療法が有効で

あった 1 例 光市立大和総合病院リハビリテーション部 舞田貴之

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（神経）P21 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）
P-NV-21-1 脳卒中片麻痺者に対する体幹ベルト付下肢装具装着歩行の力学的解析

一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院/新潟医療福祉大学大学院 丹保信人
P-NV-21-2 回復期病院入院中の脳障害患者における各種パフォーマンス評価と歩行自立度の関係について

偕行会リハビリテーション病院リハビリテーション部 佐藤武士
P-NV-21-3 脳卒中後片麻痺者における 3 分間の連続歩行が歩行時における関節角度の変動性に与える影響

京都大学大学院医学研究科人間健康科学専攻 浅井 結
P-NV-21-4 意識障害を呈した脳卒中患者における集中治療管理中の座位・立位・歩行練習の検討

日本大学医学部附属板橋病院リハビリテーション科 守屋正道
P-NV-21-5 注意機能障害を呈した重度片麻痺患者への歩行練習アシストの介入 岡山リハビリテーション病院 山根奈々

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（神経）P22 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）
P-NV-22-1 脳卒中片麻痺者の加速度波形解析による歩行評価と下腿筋活動の関係

上尾中央総合病院リハビリテーション技術科 武田尊徳
P-NV-22-2 脳卒中片麻痺患者の下肢感覚障害が歩行とバランスに及ぼす影響

―表在感覚障害と深部感覚障害での比較―
初台リハビリテーション病院/首都大学東京大学院人間健康科学研究科 酒井克也

P-NV-22-3 脳卒中片麻痺者における骨盤前傾運動が歩行動作に及ぼす影響 城西国際大学 谷内幸喜
P-NV-22-4 聴覚刺激が立位・歩行制御に与える影響 国立病院機構東広島医療センター 曽利洋平
P-NV-22-5 脳卒中片麻痺患者に対する歩行練習距離の変化が歩行能力改善に及ぼす影響について

―歩行リハビリ支援ツール Tree を用いた検討― 山口リハビリテーション病院 山出宏一

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（神経）P23 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-1）
P-NV-23-1 脳梗塞患者における大脳白質病変が歩行自立度に及ぼす影響

～回復期リハビリテーション病棟患者での検討～ 医療法人社団新生会南東北第二病院 近藤貴大
P-NV-23-2 脳卒中片麻痺患者におけるステップ肢位での動的バランス評価（SPT）と歩行自立度の関係～第 2 報～

医療法人社団輝生会船橋市立リハビリテーション病院 鳥居和雄
P-NV-23-3 車椅子移乗時におけるブレーキ・フットレストの操作管理と歩行予後予測との関連

認知機能評価と比較して 市川市リハビリテーション病院理学療法科 長井亮祐
P-NV-23-4 多面的な評価，治療介入により重度の姿勢・歩行制御障害が改善した橋出血後の一症例

星ヶ丘医療センター 中山菜々華
P-NV-23-5 脳卒中片麻痺患者における立脚後期の足関節底屈トルクの大きさと運動麻痺の関連

医療法人穂翔会村田病院リハビリテーション部 石原 匠

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（神経）P24 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-1）
P-NV-24-1 回復期脳卒中患者における生活意欲が自宅退院に与える影響 岸和田盈進会病院リハビリテーションセンター 桑原裕也
P-NV-24-2 回復期リハビリテーション病棟に入院中の脳卒中者における施設内生活空間での身体活動評価と移動能力と

の関連 杏林大学保健学部理学療法学科 橋立博幸
P-NV-24-3 回復期脳卒中患者を対象とした加速度活動量計の歩数検出精度の検討 医療法人ひまわり会札樽病院 植村和広
P-NV-24-4 回復期リハビリテーション病棟に入院中の脳血管障害患者を対象とした車椅子移乗自立判断のための身体機

能テストのカットオフ値の検討 あさひ病院 春田みどり
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P-NV-24-5 外傷性くも膜下出血後に立位姿勢の不安定性を呈した症例に対する調節的介入
重心動揺リアルタイムフィードバックによる姿勢動揺の操作的減弱

独立行政法人地域医療機能推進機能星ヶ丘医療センターリハビリテーション部 宮下 創

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（神経）P25 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-18）
P-NV-25-1 半側空間無視症例の選択注視特性

右半球損傷例における無視症状の有無および健常データとの対比の観点から
医療法人社団清明会静岡リハビリテーション病院 田中幸平

P-NV-25-2 左重度麻痺と左半側空間無視に対して視覚遮断環境下で理学療法を施した一症例
介助量の軽減に伴う離床機会の増加 京都岡本記念病院 大倉一紀

P-NV-25-3 視覚情報処理と視覚運動変換プロセスの分析による失行症例の無反応の病態把握
医療法人穂翔会村田病院リハビリテーション部 西川 咲

P-NV-25-4 注意障害を有する重度脳卒中片麻痺者に視覚誘導性自己運動錯覚を治療として適用できるか？
旭川リハビリテーション病院リハビリテーション部 松田直樹

P-NV-25-5 体性感覚フィードバックを伴った筋感覚的運動イメージにより随意性に改善を認めた一症例
医療法人穂翔会村田病院リハビリテーション部 伊藤大剛

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（神経）P26 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-18）
P-NV-26-1 系列運動課題・反転描写課題における下肢の半球優位性 北海道文教大学 矢藤幸奈
P-NV-26-2 霊長類内包出血後の機能回復を促進する新規薬剤の開発 横浜市立大学医学部生理学 中島和希
P-NV-26-3 脳卒中患者における酸素摂取量の時定数と最高酸素摂取量の関係 東京湾岸湾岸リハビリテーション病院 馬場保人
P-NV-26-4 脳卒中者における Balance Evaluation Systems Test（BESTest）の因子構造の検討

日高病院/群馬大学大学院保健学研究科 宮田一弘
P-NV-26-5 Body mass index と血清アルブミン値の組み合わせが機能回復に及ぼす影響

回復期脳卒中患者における検討 JCHO 東京新宿メディカルセンター/筑波大学大学院人間総合科学研究科 木村鷹介

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（神経）P27 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-NV-27-1 反張膝を呈する脳卒中片麻痺患者に対するウォークエイドを用いた麻痺側荷重応答期における足関節背屈筋

活動促通に着目した理学療法の検討 医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院リハビリテーション部 池田 裕
P-NV-27-2 脳卒中片麻痺下肢への全身振動刺激（Whole Body Vibration）による痙縮抑制効果：サブグループ解析によ

る検討 鹿児島大学病院霧島リハビリテーションセンター 宮良広大
P-NV-27-3 脳卒中片麻痺患者における低頻度反復性経頭蓋磁気刺激と集中的リハビリテーションの併用効果

上肢リハビリテーション後の下肢運動機能・歩行機能への影響について
医療法人穂翔会村田病院リハビリテーション部 古小路真人

P-NV-27-4 メンタルローテーション課題の画像提示時間と脳活動との関係 だいいちリハビリテーション病院 岡本尚樹
P-NV-27-5 脳卒中片麻痺患者の肩手症候群に伴う上肢機能障害に直線偏光近赤外線の星状神経節近傍照射は有効か？

秋田県立脳血管研究センター 照井駿明

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（神経）P28 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-NV-28-1 精神疾患を合併した急性期脳卒中患者の身体的，社会的特徴について

国立国際医療研究センター国府台病院統括診療部門理学療法室 嶋 悠也
P-NV-28-2 脳腫瘍外科的治療後患者の自宅退院に関連する因子の検討 名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション部 栢本あずさ
P-NV-28-3 エスカレーターの利用が自立に至った一症例

～片麻痺者のエスカレーターの利用を想定した動作練習の効果～
埼玉県総合リハビリテーションセンター支援部自立訓練担当 下池まゆみ

P-NV-28-4 県内理学療法士を対象とした脳卒中理学療法介入内容の分析
～模擬症例に基づくアンケート調査より～ 久留米リハビリテーション病院/九州大学大学院 今村純平

P-NV-28-5 要望から見た脳卒中患者のトイレ動作自立に影響する因子の検討 八千代リハビリテーション病院 水谷明日香

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（神経）P29 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-NV-29-1 下肢運動麻痺が軽度にも関わらず麻痺側遊脚中期から後期にかけての膝伸展不全がみられた listing phe-

nomenon を伴った脳卒中例に対する理学療法経験 一般財団法人広南会広南病院 上松野真
P-NV-29-2 Opalski 症候群を呈した症例の理学療法経過―酷似する梗塞巣を有した Wallenberg 症候群例との比較―

虎の門病院分院リハビリテーション部 加藤將暉
P-NV-29-3 脳卒中患者に対する Action Observation Therapy の介入効果について

―回復期リハビリテーション病棟における介入― 貴志川リハビリテーション病院 田津原佑介
P-NV-29-4 脳卒中片麻痺患者の尺骨神経に対してのエコー評価 国際医学技術専門学校理学療法学科 篠田光俊
P-NV-29-5 脳卒中片麻痺者の非麻痺側を含めた立位予測的姿勢制御に関する検討 千里リハビリテーション病院 増田知子

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（神経）P30 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-NV-30-1 脳腫瘍術後患者における腫瘍悪性度と関連する身体機能因子

名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション部 眞鍋朋誉
P-NV-30-2 スマートフォンの無料アプリで作成したオリジナル 3D Virtual Reality 動画で運動機能が向上した脳卒中患

者の一症例 花と森の東京病院 中村将宏
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P-NV-30-3 ヘッドマウントディスプレイを用いた視覚的外乱と身体動揺の関連
山梨大学総合分析実験センター/健康科学大学理学療法学科 駒形純也

P-NV-30-4 化学療法を受けたがん患者の ADL 低下を来たす因子の検討 産業医科大学病院 早川 淳
P-NV-30-5 重症脳卒中患者の退院時 ADL に影響を与える因子の検討

金沢医科大学病院医療技術部心身機能回復技術部門リハチーム 山田恵美加

日本心血管理学療法学会
5月14日（日）10:20～11:20 口述演題（心血管）01（JSCVPT YIAセッション） A3会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室201）
座長 東京工科大学医療保健学部理学療法学科 高橋哲也

兵庫医療大学リハビリテーション学部 森沢知之

O-HT-01-1 Increase in leg strength after outpatient cardiac rehabilitation contributes to improvement of gait speed in
patients aged 75 years or older with cardiovascular disease
Department of Rehabilitation, Kitasato University Hospital/KItasato University Graduate School of Medical Sciences Nobuaki Hamazaki

O-HT-01-2 Home�based Daily Calf Muscle Stretching Improves Endothelial Function of Lower Limb Artery and Walk-
ing Capacity in Elderly Patients With Peripheral Artery Disease

A Randomized, Non�blinded, Crossover Study
Department of Biomedical Sciences, Florida State University College of Medicine, FL, USA/
Department of Engineering Science, University of Electro�communications, Tokyo, Japan/

Heart and Vascular Center, Tallahassee Memorial HealthCare, FL, USA Kazuki Hotta
O-HT-01-3 心臓リハビリテーション患者における運動耐容能と骨格筋評価の関係について

獨協医科大学日光医療センターリハビリテーション部 寺島雅人
O-HT-01-4 術前フレイルは後期高齢心臓手術患者における退院時日常生活活動能力低下の予測因子である

日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院理学療法科 堀健太郎

5月14日（日）11:40～12:40 口述演題（心血管）02 A3会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室201）
座長 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 木村雅彦

北光記念病院心臓リハビリテーション室 近藤和夫

O-HT-02-1 長期集中治療管理を要する高齢心臓外科術後患者の集中治療室退室時の身体機能は自宅退院の規定因子である
多施設共同研究による検討

日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院理学療法科/Cardiovascular surgery Physiotherapy Network 安達裕一
O-HT-02-2 末梢動脈疾患（PAD）患者におけるサルコペニアの潜在性と身体機能

KKR 札幌医療センターリハビリテーション科 上泉 理
O-HT-02-3 糖尿病の合併は心拍数を用いた代謝当量の推定に影響を与えるのか？

信州大学医学部附属病院リハビリテーション部 石田昂彬
O-HT-02-4 理学療法士の ICU 半日専従による心臓血管外科入院患者への効果

島根大学医学部附属病院リハビリテーション部 石田修平
O-HT-02-5 心疾患患者における 5 回立ち座り検査から歩行自立度の予測 信州大学医学部附属病院リハビリテーション部 山本周平
O-HT-02-6 The Difference of Activities of Daily Living Associated with nutritional status in Elderly Hospitalized Pre-

served Ejection Fraction Heart Failure Patients
Department of Physical Therapy, Kokura Rehabilitation College/Graduate School of Health Sciences, Kobe University Masahiro Kitamura

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（心血管）P01 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）
P-HT-01-1 息切れに着目した当院における急性心不全患者に対する理学療法プログラム進行状況と在院日数の関係

心臓病センター榊原病院リハビリテーション室/広島大学大学院医歯薬保健学研究科 吉村香映
P-HT-01-2 心臓弁膜症に対する待機的手術患者における術前のサルコペニア有症率

神戸市立医療センター中央市民病院リハビリテーション技術部 大塚脩斗
P-HT-01-3 重症大動脈弁狭窄症を合併した長期人工呼吸器管理後の心臓リハビリテーションの効果

シングルケーススタディ 医療法人マックシール巽今宮病院リハビリテーション科 眞鍋周志
P-HT-01-4 弁膜症が病態増悪に関与した心不全患者における退院 6 ヶ月以内の再入院因子の検討

single�center study 山口県立総合医療センターリハビリテーション科 三浦正和
P-HT-01-5 腎臓機能区分 G2�G3a�G3b の心不全患者における身体機能の検討 岩国医療センターリハビリテーション科 荒木直哉

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（心血管）P02 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）
P-HT-02-1 個別心臓リハビリテーションを施行した高齢患者の臨床的特徴 熊本リハビリテーション病院理学療法科 河﨑靖範
P-HT-02-2 心疾患患者における下腿三頭筋と運動耐容能との関連について

群馬県立心臓血管センターリハビリテーション課/群馬大学大学院保健学研究科 福司光成
P-HT-02-3 1986 年から 2015 年に学術誌「理学療法学」に発表された論文の計量書誌学的分析～心血管理学療法領域に

着目して～ つじもと整形外科 村上雅仁
P-HT-02-4 重症虚血性心疾患患者の離床に関する検討 加古川中央市民病院リハビリテーション室 大西伸悟
P-HT-02-5 急性心筋梗塞 PCI 術後患者の復職に影響する因子

復職支援を目的とする心臓リハビリテーションの課題 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 田上光男
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5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（心血管）P03 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）
P-HT-03-1 CABG 術後患者に対し ICU から理学療法を開始した効果 横浜市立市民病院リハビリテーション部 井出篤嗣
P-HT-03-2 高齢者における心臓外科術後の ADL 回復に重要な術前身体機能 近森病院 岡添祐也
P-HT-03-3 心臓外科術後患者の栄養状態が在院日数や離床進行に及ぼす影響 鹿児島大学病院リハビリテーション部 中尾周平
P-HT-03-4 心血管術後患者に対する高強度インターバルトレーニングの試み

―外来心臓リハビリテーションで経験した 2 症例― 群馬県立心臓血管センターリハビリテーション課 桒原拓哉
P-HT-03-5 待機的心臓外科術後の離床進行状況が退院時の移動動作能力に与える影響 岸和田徳洲会病院 永井佑典

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（心血管）P04 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）
P-HT-04-1 胸部大血管術後における術前 frailty（フレイル）がリハビリテーション進行および術後経過に及ぼす影響

市立札幌病院リハビリテーション科 杉浦宏和
P-HT-04-2 運動療法は心室期外収縮を減少させることができるのか

心臓血管研究所リハビリテーション室/国際医療福祉大学大学院博士課程保健医療学専攻 櫻田弘治
P-HT-04-3 無気肺の治療に難渋した腹部大動脈瘤破裂に腹部コンパートメント症候群を合併した 1 例

心臓病センター榊原病院リハビリテーション室 石原広大
P-HT-04-4 偽腔開存型の Stanford A 型急性大動脈解離を発症後，保存的治療を行った症例に対するリハビリテーショ

ンの一考察 日高病院 篠原智行
P-HT-04-5 弓部大動脈瘤患者における起立負荷に伴う心拍・血圧応答

弓部人工血管置換術術前患者と健常高齢者での比較検討 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 上西啓裕

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（心血管）P05 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）
P-HT-05-1 末期腎不全を有する患者に対し人工股関節全置換術後の理学療法を実施した経験

東京山手メディカルセンター 吉田政人
P-HT-05-2 高齢血液透析患者への座位での膝屈伸運動が体幹機能，立位バランスへ与える即時効果

無負荷での高速度運動とレジスタンス運動による比較
大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科/貴生病院 大月勇太

P-HT-05-3 外来維持血液透析患者の身体機能評価と栄養状態の関連について 医療法人偕行会偕行会城西病院 日比野貴志
P-HT-05-4 運動療法を施行した保存期慢性腎臓病患者の運動耐容能

労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセンター 末松直子
P-HT-05-5 腎機能低下を有する人工膝関節全置換術後患者の歩行自立に影響する術前因子

CKD の重症度分類 G2�G4 での検討 山口県立総合医療センターリハビリテーション科 加藤聡純

日本スポーツ理学療法学会
5月12日（金）11:00～12:00 口述演題（スポーツ）01（ACL） A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 北海道大学大学院保健科学研究院機能回復学分野 寒川美奈

O-SP-01-1 Evaluation of quadriceps strength recovery stratified preoperative quadriceps strength after anterior cruci-
ate ligament reconstruction with hamstrings autograft in male and female.

Division of Rehabilitation Medicine, Kobe University Hospital/
Department of Community Health Sciences, Kobe University

Graduate School of Health Sciences Yuya Ueda
O-SP-01-2 前十字靭帯再建術後の片脚ジャンプ動作における股関節内外転運動とジャンプ距離の関係

総合病院回生病院関節外科センター附属理学療法部 福田 航
O-SP-01-3 四節リンク機構を使用した新しい前十字靭帯損傷用装具 和白リハビリテーション学院 高山正伸
O-SP-01-4 認知機能の違いが非予測的カッティング動作中の下肢関節角度および下肢筋活動に与える影響について

筑波大学大学院 柴田 聡
O-SP-01-5 片脚着地動作における膝関節外反モーメントの発生の有無が切り返し動作における膝関節外反モーメントの

大きさに与える影響 新潟医療福祉大学 伊藤 渉
O-SP-01-6 前十字靭帯損傷前後におけるカッティング動作の変化

実業団女子ハンドボール選手 1 例の検討 光仁会木島病院 樋口武史

5月12日（金）12:50～13:50 口述演題（スポーツ）02（足関節・足部） A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 公益財団法人横浜市体育協会横浜市スポーツ医科学センター診療部リハビリテーション科 鈴川仁人

O-SP-02-1 足関節内反捻挫を繰り返し受傷した脚の長腓骨筋の筋輝度に関する研究 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 酒井章吾
O-SP-02-2 サッカーのキック動作時に軸足側第 5 中足骨頭へかかる荷重負荷の影響因子

3 種類のキック動作での検討 学校法人西野学園札幌リハビリテーション専門学校 山根鉄平
O-SP-02-3 高校生バスケットボール選手における足関節捻挫の危険因子について

～メディカルチェックを用いた前向き調査～ 一般財団法人大阪府バスケットボール協会 沼澤 俊
O-SP-02-4 バランスボード上での足関節運動による下腿筋活動の変化 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 森田美穂
O-SP-02-5 大学生サッカー選手における足部横アーチと下肢の傷害との関連性について

京都大学大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 中山恭章
O-SP-02-6 サイクリックストレッチングが筋粘弾性と筋硬度に与える急性効果 広島大学大学院医歯薬保健学科 前田慶明
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5月13日（土）14:10～15:10 口述演題（スポーツ）03（膝関節） A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 京都学際研究所附属病院リハビリテーション科 吉田昌平

O-SP-03-1 脛骨後方傾斜角と脛骨前方動揺性の関連
―膝前十字靭帯再建術後の脛骨前方動揺性について― 成田整形外科病院リハビリテーション科 尾上裕樹

O-SP-03-2 膝前十字靭帯再建術後の移植腱と骨との固着不全の要因について
―膝関節可動域の推移に着目して― 成田整形外科病院リハビリテーション科 染川晋作

O-SP-03-3 回転盤上での下肢内旋運動における足関節内転運動と股関節内旋運動および足関節回外運動との関連
膝屈曲角度の違いによる影響 甲南女子大学看護リハビリテーション学部 伊藤浩充

O-SP-03-4 バドミントン選手における膝関節痛の既往と打点の高さが斜め前方ランジ動作に与える影響
京都大学医学部人間健康科学科 西平真子

O-SP-03-5 ストレッチングによる筋力低下は筋収縮により解消するか？ リハビリテーションカレッジ島根 山本圭彦
O-SP-03-6 競技スポーツ別での足趾把持筋力の特徴

―ジャンプ動作の有無による左右差の特徴― 大阪体育大学大学院スポーツ科学研究科/大阪体育大学診療所 稲葉 聡

5月14日（日）9:00～10:00 口述演題（スポーツ）04（肩関節） A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 野崎東病院アスレティックリハビリテーションセンターリハビリテーション部 尾崎勝博

O-SP-04-1 練習継続に伴う高校野球投手の肩関節可動域の経時的変化 医療法人香徳会関中央病院 水野良亮
O-SP-04-2 野球選手の肩甲骨アライメントの評価方法に関する検討

～肩甲骨の大きさを基準とした肩甲骨アライメント評価～ 中部大学生命健康科学部理学療法学科 宮下浩二
O-SP-04-3 中学生野球選手におけるワインドアップ時と足部接地時の骨盤アライメントの関係

中部大学大学院生命健康科学研究科リハビリテーション学専攻 太田憲一郎
O-SP-04-4 無症候性野球競技者における棘下筋発揮能力と棘下筋伸長性との関連性

～核磁器共鳴画像法 magnetic resonance imaging を用いて～
原田学園鹿児島医療技術専門学校理学療法学科 平田朋大

O-SP-04-5 無症候性野球競技者における棘下筋厚と棘下筋伸長性との関連性
～核磁器共鳴画像法 magnetic resonance imaging を用いて～

原田学園鹿児島医療技術専門学校理学療法学科 松浦央憲
O-SP-04-6 投球動作における“体の開き”の評価基準の検討 藤田整形外科・スポーツクリニック 内田智也

5月14日（日）10:20～11:20 口述演題（スポーツ）05（評価） A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 東京医科歯科大学スポーツ医歯学診療センター 相澤純也

O-SP-05-1 超音波エコーによる patella setting 時における膝蓋下脂肪体の動態評価
医療法人愛晋会中江病院リハビリテーションセンター 大江達也

O-SP-05-2 練習時間の長い成長期の野球選手では尺側手根屈筋が硬くなる
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 齊藤 明

O-SP-05-3 動的バランスにおける小学生のバランス制御について
片脚ドロップジャンプ着地テストによる床反力の検討 JIN 整形外科スポーツクリニック 世良田拓也

O-SP-05-4 競艇選手のバランス能力と競技成績の関連について
―修正姿勢安定度評価指標を用いての検討―

牛久愛和総合病院リハビリテーションセンター/つくば糖尿病予防研究会 新井良輔
O-SP-05-5 パワーポジションでの腰椎角の違いが全身反応時間に及ぼす影響 広島大学医学部保健学科 福井一輝
O-SP-05-6 動的課題における腰椎安定性とパフォーマンスの関連性について

股関節屈曲課題時の腰椎変位量と股関節屈曲角速度を用いて
大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科 大嶺俊充

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（スポーツ）P01 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）
P-SP-01-1 中学・高校野球選手の側腹筋厚と肩甲骨周囲筋との関係 マジマ整形外科 武田和之
P-SP-01-2 中高生野球選手における投球側と非投球側の関節可動域および筋力の関係

京都橘大学健康科学部理学療法学科 幸田仁志
P-SP-01-3 肩関節機能障害が動的バランスに与える影響

～片脚ドロップジャンプ着地テストによる床反力の検討～
JIN 整形外科スポーツクリニックリハビリテーション科 鈴木陽介

P-SP-01-4 投球時トップポジションにおける肩甲骨内転と疼痛との関係 羽後町立羽後病院リハビリテーション科 半田翔伍
P-SP-01-5 成長期の投球障害肩における上腕骨骨端線離解が治療経過に及ぼす影響

南川整形外科病院リハビリテーション部/南川スポーツ医科学研究所 西村勇輝

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（スポーツ）P02 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）
P-SP-02-1 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の病期と投球時痛の有無および投球時痛を生じる位相の関連性の検討

和光整形外科クリニック 前田慎太郎
P-SP-02-2 野球肘検診における結果と今後の展望 笛吹中央病院/国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻 堀内俊樹
P-SP-02-3 肘関節痛を有する少年野球選手の投球動作の特徴 北里大学大学院医療系研究科 増間弘祥
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P-SP-02-4 手長と示指角度に着目した野球ボールの握り方と肘障害に関する検討
メディカルプラザ市川駅/江戸川病院スポーツリハビリテーション 田中直樹

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（スポーツ）P03 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-1）
P-SP-03-1 オーバーヘッドスポーツにおける体幹機能評価の検証

下肢中間位保持テストにおいて上肢の肢位変化が体幹と下肢の筋活動動態に及ぼす影響
相澤病院スポーツ障害予防治療センター 平林 怜

P-SP-03-2 サッカーのインステップキックとインサイドキックにおける腰部負担の比較 医療法人司絆生吉田クリニック 山本直弥
P-SP-03-3 大学生バドミントン選手における体幹筋群の筋厚の左右差，柔軟性と腰痛との関連の調査

京都大学院医学研究科人間健康科学系専攻理学療法学講座 園田拓也
P-SP-03-4 加速度計による競泳選手の胸郭回旋運動評価の試み 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 鈴木雄太
P-SP-03-5 腹筋筋力と脊柱可動域の関係性 医療法人社団 SEISEN 清泉クリニック整形外科 古屋光司

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（スポーツ）P04 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-1）
P-SP-04-1 膝前十字靭帯再建術後患者の術後 1 ヶ月の伸展制限に術前の恐怖心が与える影響

あんしん病院リハビリテーション科/神戸大学大学院保健学研究科博士前期課程 伊佐次優一
P-SP-04-2 前十字靱帯再建術後におけるジャンプ着地後の膝関節角度変化と脛骨前方移動量の関連

総合病院回生病院関節外科センター附属理学療法部 池野祐太郎
P-SP-04-3 バスケットボール競技における非接触型膝前十字靭帯損傷予防に必要な矢状面上の下肢関節戦略

新潟医療福祉大学理学療法学科/新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所 菊元孝則
P-SP-04-4 ACL 再建術後の膝関節機能獲得について

～術後超早期の膝関節屈曲可動域と歩行の関連性～ 関東労災病院中央リハビリテーション部 志田峻哉
P-SP-04-5 膝前十字靭帯損傷受傷から再建術までの待機期間と筋力回復の傾向について

九州労災病院中央リハビリテーション部 平井友和

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（スポーツ）P05 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）
P-SP-05-1 片脚着地動作における円滑さと下肢 3 関節の運動学的特徴について

―Jerk Index を用いた検証― 医療法人社団鎮誠会季美の森整形外科/千葉大学大学院人文社会科学研究科 内野翔太
P-SP-05-2 MRI を用いた脛骨近位端の形状評価

―脛骨後方傾斜角度ならびに脛骨冠状傾斜角度の性差の検討―
茨城県立医療大学保健医療学部理学療法学科/筑波大学大学院人間総合科学研究科 遠藤悠介

P-SP-05-3 Drop vertical jump における膝関節外反モーメントと股関節・膝関節運動，下肢アライメントとの関係
医療法人松田会松田病院/弘前大学大学院保健学研究科 横山寛子

P-SP-05-4 バドミントンにおけるランジ動作の分析
―ランジ方向と打ち分け方向による運動力学的差異― 鹿児島大学大学院保健学研究科 福永みなみ

P-SP-05-5 バスケットボール，リバウンド時の膝関節アライメントの解析
―男女間の比較から― 仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科 三浦雅史

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（スポーツ）P06 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）
P-SP-06-1 異なる周波数の全身振動が足関節背屈角度と片脚跳躍高に与える影響 広島大学医歯薬保健学研究科 小宮 諒
P-SP-06-2 足関節内反捻挫予防のためのサポートテープの走行の違いが内反角度に与える影響

広島大学医学部保健学科 小笠原沙映
P-SP-06-3 大学陸上選手におけるアライメントの左右差と障害発生との関連性

京都大学医学部人間健康科学科理学療法学専攻 備藤 翼
P-SP-06-4 慢性的足関節不安定性を有するバスケットボール選手の足に関する QOL の調査

SAFE�Q を用いてのバスケットボール選手の特徴について 森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科 松浦彩香
P-SP-06-5 動的バランス能力向上に対する足部・足関節エクササイズの即時効果について

エクササイズ前後の Star Excursion Balance Test での比較 医療法人松田会松田病院リハビリテーション部 千葉 渉

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（スポーツ）P07 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-SP-07-1 聴覚障がい者サッカー競技におけるメディカルサポート報告

積極的な理学療法士の関わりに向けて
中通リハビリテーション病院/秋田県理学療法士会障がい予防スポーツ支援班 福原隆志

P-SP-07-2 大学生バドミントン選手の傷害と熱中症に関する研究 広島大学医学部保健学科 利根川直樹
P-SP-07-3 大学ウエイトリフティング競技者のスポーツ障害に関する調査

大学ウエイトリフティング競技者の痛みについて
医療法人慶仁会川﨑病院/九州看護福祉大学大学院看護福祉学研究科健康支援科学専攻 楠元正順

P-SP-07-4 東京都区西北部二次保険医療圏に所属する理学療法士のスポーツ理学療法への新たな挑戦
医療法人社団健育会竹川病院 北田利弘

P-SP-07-5 バドミントン大会のメディカルサポート報告
東京都八王子市での 3 年間の活動から 永生クリニックリハビリテーション科 元井康弘

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（スポーツ）P08 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-SP-08-1 2 次元画像を用いた投球動作における“膝割れ”の定量的評価 武部整形外科リハビリテーション 森下 聖
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P-SP-08-2 ストップ動作時の最大鉛直床反力と筋力の利き脚，非利き脚の差違
広島大学大学院医歯薬保健学研究科スポーツリハビリテーション学研究室 竹内拓哉

P-SP-08-3 アンプティサッカーでのロフストランドクラッチの接地方法が走行速度に与える影響
広島大学大学院医歯薬保健学 藤下裕文

P-SP-08-4 360̊ 回転ジャンプ動作における滞空時間と膝関節角度・モーメントの関連性
畿央大学健康科学部理学療法学科 安浦優佳

P-SP-08-5 片脚スクワット運動時の体幹位置と膝関節負担の関係 昭和大学横浜市北部病院リハビリテーション室 須山陽介

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（スポーツ）P09 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）
P-SP-09-1 寒冷刺激が運動後の筋力・筋硬度の回復に及ぼす影響 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 爲沢 透
P-SP-09-2 若年スポーツ選手における片脚立ち上がりテストの可否に関わる要因の再検討

高崎健康福祉大学保健医療学部/群馬大学大学院保健学研究科 高橋裕子
P-SP-09-3 投球動作における股関節の運動学的特性

野球経験者と非経験者の比較検討 恵寿総合病院 浅野慶祐
P-SP-09-4 股関節外転運動の反復は大腿筋膜張筋と腸脛靭帯の硬度上昇を継続させるか

広島大学大学院医歯薬保健学研究科 堤 省吾

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（スポーツ）P10 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）
P-SP-10-1 高校バスケットボール選手の下肢アライメントの特徴および性差 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 沼野崇平
P-SP-10-2 学童女子野球選手における関節可動域の特性―第 2 報― 愛知医科大学病院リハビリテーション部 尾関圭子
P-SP-10-3 ラグビーの競技特性が高校ラグビー初心者の身体特性に与える影響 東埼玉総合病院 渡邉健人
P-SP-10-4 スポーツクライマーの自己管理の実態と全身性傷害との関連性について

初富保健病院/日本クライミング医科学研究会 樋口拓哉
P-SP-10-5 体操競技選手の身体特性と手関節痛

―前腕，上肢帯機能に着目して― 船橋整形外科西船クリニック 内之倉真大

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（スポーツ）P11 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-SP-11-1 ゴルフスイング動作における素振りとショットでの COP 奇跡の違い

神戸リハビリテーション病院/Golf Physio Therapy Japan 松本直樹
P-SP-11-2 若年者でのダーツ経験の有無がダーツ投擲時の重心動揺に及ぼす影響 広島大学医学部保健学科 川井智貴
P-SP-11-3 高校生バスケットボール選手の静的バランスに影響を与える身体的要因 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 浦辺幸夫
P-SP-11-4 競技毎によるバランス特性についての検討

―姿勢安定度評価指標，修正姿勢安定度評価指標，閉眼片脚立ちを用いて―
筑波大学附属病院リハビリテーション部/筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻/

つくば糖尿病予防研究会 鈴木康裕
P-SP-11-5 Star Excursion Balance Test における各方向へのリーチ距離に関連する因子の検討

―利き足・軸足間での比較― 群馬大学大学院保健学研究科/JCHO 群馬中央病院 成田貴紀

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（スポーツ）P12 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-SP-12-1 バレエダンサーにおけるポアントに必要な足部構造と機能の特性

聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部理学療法学科 小川紘代
P-SP-12-2 新たな方法による足部内側縦アーチ計測の信頼性と妥当性 東京医科歯科大学スポーツ医歯学診療センター 大見武弘
P-SP-12-3 足趾かみが下腿前傾角度に与える影響 公益財団法人スポーツ医・科学研究所 二神沙知子
P-SP-12-4 三次元動作解析装置を用いたアキレス腱断裂術後一症例の歩行パラメータの変化

弘前大学教育研究院医学系保健科学領域 石川大瑛
P-SP-12-5 振り向きテストにおける足関節不安定症の定量的評価の再現性 医療法人 N クリニック 野田逸誓

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（スポーツ）P13 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-SP-13-1 高校男子サッカー部におけるウォーミングアップ及びクールダウン時間が傷害発生頻度に与える影響の検討

群馬パース大学保健科学部理学療法学科 塩田麻人
P-SP-13-2 大学女子硬式野球選手のスポーツ傷害と健康の実態調査 広島大学医学部保健学科 橋本留緒
P-SP-13-3 全国大会出場高校サッカー部におけるスポーツ外傷・障害の予防に関する実態調査

スポーツ外傷・障害発生の要因と一次予防介入のタイミングの検討
日本大学医学部附属板橋病院リハビリテーション科 比護幸宏

P-SP-13-4 腰痛を有する中学生サッカー選手の身体特性 かつしか江戸川病院リハビリテーション科 村本勇貴
P-SP-13-5 スポーツ現場におけるストレッチング実施状況の調査 びわこ成蹊スポーツ大学/筑波大学 武内孝祐

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（スポーツ）P14 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-SP-14-1 呼気ガス分析指標とフィールドテストの関係

12 分間走と Yo�Yo test の走行距離とスピードについて
京都がくさい病院運動器スポーツリハビリテーション科 吉田昌平

P-SP-14-2 大学生バスケットボール選手における functional movement screen と障害発生の関連について
京都大学医学部人間健康科学科理学療法学専攻 下浦佳南子
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P-SP-14-3 高校サッカー選手の傷害既往と Active Straight Leg Raise，Hurdle step，Inline lunge 動作の特徴
医療法人一羊会上武呼吸器科内科病院/PsLab. 遠藤康裕

P-SP-14-4 高校男子サッカー選手において Heel Buttock Distance は柔軟性評価として有用か
医療法人和幸会阪奈中央病院リハビリテーション科/医療法人和幸会阪奈中央病院スポーツ関節鏡センター 井上純爾

P-SP-14-5 可動性に対するコレクティブエクササイズが Functional Movement Screen のスコアに及ぼす影響
日本大学文理学部 小山貴之

日本地域理学療法学会
5月12日（金）11:00～12:00 口述演題（地域）01 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 医療法人瑞心会渡辺病院リハビリテーション科 壹岐英正

O-TK-01-1 後期高齢者におけるフレイルとソーシャルキャピタルとの関係性
小学校区レベルでの検討 畿央大学健康科学部理学療法学科/畿央大学ヘルスプロモーションセンター 松本大輔

O-TK-01-2 Functional Independence and Difficulty scale の予測妥当性の検討
リハビリ訪問看護ステーションハピネスケア 齋藤崇志

O-TK-01-3 地域高齢者における自覚的年齢と運動機能，主観的健康度および転倒との関係
畿央大学健康科学部理学療法学科/畿央大学ヘルスプロモーションセンター 高取克彦

O-TK-01-4 地域在住高齢者における身体機能と身体組成の評価指標による加齢変化の違い 国立長寿医療研究センター 牧迫飛雄馬
O-TK-01-5 認知的フレイルが認知症発症に及ぼす影響 国立長寿医療研究センター 島田裕之
O-TK-01-6 Characteristics of Physical and Mental Function in Community Dwelling Elderly Women with Pain

Kyoto Tachibana University Teppei Abiko

5月12日（金）12:50～13:50 口述演題（地域）02 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 介護老人保健施設清雅苑リハビリテーション部 野尻晋一

O-TK-02-1 熊本地震における大阪 JRAT の初期活動について
理学療法士の視点から 社会医療法人愛仁会愛仁会リハビリテーション病院 大垣昌之

O-TK-02-2 平成 28 年熊本地震における JRAT（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）活動報告
―益城町における応急仮設住宅初期改修対応― 特定医療法人萬生会合志第一病院 河野将光

O-TK-02-3 熊本地震における JRAT（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）活動報告
益城町役場でのリエゾン業務を中心に 医療法人社団恵生会勝久病院 佐藤 亮

O-TK-02-4 宿泊型新保健指導における運動指導方法の検討 琉球大学大学院医学研究科衛生学・公衆衛生学講座 喜瀬真雄
O-TK-02-5 介護予防事業で使用可能な参加の指標の開発に向けて

ICF に準拠した参加のコードの精選 茨城県立医療大学 浅川育世
O-TK-02-6 第 6�8 頚髄損傷者を対象とした植物工場の作業効率の向上にむけて開発した簡易な補助具による作業時間と

筋活動変化の検討 大阪府立急性期・総合医療センター 岡原 聡

5月12日（金）14:10～15:10 口述演題（地域）03 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科 樋口由美

O-TK-03-1 運転を中止した高齢者における孤独感と公共交通機関利用との関連 神戸大学医学部保健学科 松田直佳
O-TK-03-2 最大等尺性筋力の 10% を負荷とした等張性低強度筋力トレーニングの介入効果

健常高齢者に対するランダム化比較試験 札幌徳洲会病院リハビリテーション科 荒木浩二郎
O-TK-03-3 地域在住高齢者における転倒と多様な下肢筋力・筋機能との関連についての前向きコホート研究

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 佐藤駿介
O-TK-03-4 地域在住高齢者の身体機能・認知機能における過去の職種の影響

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 鈴木祐介
O-TK-03-5 地域在住高齢者に対する咳嗽力改善プログラムの長期効果の検討 国際医療福祉大学福岡保健医療学部 鈴木あかり
O-TK-03-6 居住地域の標高と加齢変化からみたボリビア人の身体的特徴

健康障害予防策への提言 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科 志村圭太

5月13日（土）15:30～16:30 口述演題（地域）04 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 訪問看護ステーションきずな 小泉利光

O-TK-04-1 要支援・要介護者に対する集団体操が自己効力感に与える影響
～健康管理，在宅運動に着目して～ 医療法人青洲会神立病院ケアセンター元気館通所リハビリテーション 山本 光

O-TK-04-2 要介護高齢者の要介護度改善に影響を及ぼす認知機能について
8868 名における 2 年間の追跡調査 株式会社ツクイ 林 悠太

O-TK-04-3 歩行トレーニングに電気刺激を併用した訪問リハビリテーションの試み 小川病院リハビリテーション部 伊勢高也
O-TK-04-4 スパイダーを利用した運動療法の長期効果の検討

シングルケースデザインを用いた 2 症例検討 介護老人保健施設ケアタウンゆうゆう 早乙女雄紀
O-TK-04-5 訪問リハビリテーション従事者に対するアセスメント能力の向上を目的とした介入の長期効果

徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科 平野康之
O-TK-04-6 気仙沼訪問リハビリステーションにおける活動報告

一般財団法人訪問リハビリテーション振興財団気仙沼訪問リハビリステーション 橋爪佳代
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5月13日（土）16:50～17:50 口述演題（地域）05 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 菅間記念病院リハビリテーション科 金谷さとみ

O-TK-05-1 通所リハビリテーション利用者に対する社会的要因の評価
日本語版 Lubben Social Network Scale 短縮版を用いて 東京医療学院大学 杉本 諭

O-TK-05-2 通所リハビリテーション利用者におけるサルコペニアの有病率とその因子について
医療法人社団喜峰会東海記念病院通所リハビリテーション 小長野豊

O-TK-05-3 通所リハビリテーション利用者における転倒のリスク因子についての検討
～脳血管疾患群と整形外科的疾患群での比較～

神立病院ケアセンター元気館/茨城県立医療大学大学院保健医療科学研究科 勝村 亘
O-TK-05-4 通所リハビリテーションを利用した中等度および重度片麻痺者の歩行速度と下肢伸展筋力の関係

利用開始後 1 年での検討 東京湾岸リハビリテーション病院 宮本沙季
O-TK-05-5 リハビリテーションに特化したデイケアを利用した脳卒中者における利用終了理由の検討

東京湾岸リハビリテーション病院/桜美林大学大学院老年学研究科老年学専攻 松永 玄
O-TK-05-6 在宅復帰後の訪問リハビリテーションにより得られる生活機能の改善に影響を及ぼす要因とその相互関連性

―多施設共同研究データを用いたパス解析による検討― 訪問看護リハビリステーションフィットケア 石垣智也

5月13日（土）18:10～19:10 口述演題（地域）06 A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 小諸厚生総合病院リハビリテーション科 小林丈人

O-TK-06-1 慢性期リハ利用者は LSA が高いと幸福なのか？
通所リハビリ利用者による検討 医療法人永生会法人本部リハビリ統括管理部 荒尾雅文

O-TK-06-2 地域在住の慢性期脳卒中片麻痺者における視覚的手がかりを用いた歩行練習が歩行パフォーマンスに及ぼす
短期的効果 杏林大学保健学部理学療法学科 橋立博幸

O-TK-06-3 都市部在住脳卒中片麻痺者の生活空間と歩行自己効力感の関係 初台リハビリテーション病院 及川真人
O-TK-06-4 回復期リハビリテーション病棟入院中の外出・外泊経験が在宅復帰直後の家族介護負担感に影響する

―多施設共同研究― 東生駒病院リハビリテーション科 平田康介
O-TK-06-5 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者の在宅復帰関連要因

―入院初期に得られる情報を用いた検討―
大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科/JCHO 星ヶ丘医療センター 村上達典

O-TK-06-6 回復期病棟の転倒予防に対するスタッフの意識向上への取り組み 医療法人社団藤聖会八尾総合病院 高木志仁

5月14日（日）9:00～10:00 口述演題（地域）07 A3会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室201）
座長 横浜市総合リハビリテーションセンター理学作業療法課 藤井 智

O-TK-07-1 透析専門病院における理学療法業務と転帰先の調査
透析患者の地域包括ケア構築に向けて 医療法人社団善仁会横浜第一病院リハビリテーション部 松本 和

O-TK-07-2 精神疾患合併者に対する理学療法プログラムに乗せるための対応・工夫
ホスピタル坂東リハビリテーション部 倉持正一

O-TK-07-3 リハビリ強化型入所における理学療法介入の効果検討
加速度計を用いた歩行の質的評価 医療法人敬愛会介護老人保健施設シルバーケア敬愛 瀧澤快至

O-TK-07-4 高齢入院患者における要介護認定の新規申請に影響を与える身体・環境要因の検討
聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部/筑波大学大学院人間総合科学研究科 小山真吾

O-TK-07-5 介護老人保健施設における脳卒中後遺症者に対し Gait Solution Design と T�Support を併用した訓練によっ
て歩行機能が著明に改善した 1 症例 介護老人保健施設フルリールむかわリハビリテーション科 大西健太

O-TK-07-6 医療再編に伴い新生した当院の現状と，地域性を踏まえた今後の取り組み
一般財団法人魚沼医療公社魚沼市立小出病院 中島 亮

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（地域）P01 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）
P-TK-01-1 通所介護事業所におけるリハビリテーション専門職が提供する生活リハビリテーションが居宅での ADL に与える影響

要介護度軽度群・中重度群別での検討 越谷リハビリケアセンター 若井陽香
P-TK-01-2 リハビリテーション専門職を配置した通所介護サービス利用者の要介護度変化について

越谷リハビリケアセンター/松伏町訪問リハビリ看護ステーション 上野貴大
P-TK-01-3 通所リハビリテーション利用者の生活活動度の関連因子と要介護度の変化について

主体会病院/中部大学大学院生命健康科学研究科 川村皓生
P-TK-01-4 通所リハビリテーションを利用する維持期の脳卒中片麻痺患者に対する移動手段・理学療法介入頻度と

QOL の関連について 群馬パース大学 坂本歩実
P-TK-01-5 通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの併用介入により活動範囲が拡大した一症例

意識変化に着目して しおりの里デイケアセンター 田牧恭一

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（地域）P02 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）
P-TK-02-1 リハビリ特化型通所介護事業所における活動量向上エクササイズと体力測定の関連性について

株式会社ルピナスリハビリデイサービスルピナス木津川 中島文音
P-TK-02-2 新潟県内通所介護施設における「機能訓練」業務の実態

「機能訓練指導員」へのアンケート調査を用いた分析 新潟医療福祉大学大学院保健学専攻理学療法学分野 福田雅敏
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P-TK-02-3 在宅介護をしている介護者の介護負担感と生活活動の関連性について
社会医療法人財団新和会八千代病院総合リハビリセンター 武井誠司

P-TK-02-4 在宅での移乗補助具導入についての一考察
―トランスファーボードを用いていた事例を通して― 医療法人原鶴温泉病院リハビリテーション室 生野正芳

P-TK-02-5 環境整備による生活動線の確保が転倒，介護負担軽減に繋がった 1 症例 株式会社あかね 宇都宮稜

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（地域）P03 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-TK-03-1 訪問リハビリテーション利用者における在宅生活中止となる原因の実態調査

リハビリ推進センター株式会社板橋リハビリ訪問看護ステーション 大沼 剛
P-TK-03-2 当院における訪問リハビリテーション終了者の現状 医療法人伴帥会愛野記念病院リハビリテーション部 酒井祥平
P-TK-03-3 訪問リハビリテーションプログラムが生活機能に与える影響

大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科/医療法人マックシール巽病院訪問看護ステーション 藤堂恵美子
P-TK-03-4 運動機能の異なる訪問リハビリテーション利用者 3 症例における身体活動量の変化特性

西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部 尾川達也
P-TK-03-5 慢性期片麻痺に対する訪問リハビリテーションの効果

～シングルケーススタディによる検証～ 文屋内科消化器科医院訪問リハビリテーションらいらっく 熊谷昇悟

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（地域）P04 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-TK-04-1 軽度要介護者の骨密度に関連する過去の生活習慣の要因について

大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科 安藤 卓
P-TK-04-2 要介護者における身体機能と活動の不均衡と転倒発生の関係について

西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部/畿央大学大学院健康科学研究科 小嶌康介
P-TK-04-3 地域在住高齢者を対象とした生活範囲と運動機能の違いとその関連性について

西九州大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 岸川由紀
P-TK-04-4 転倒場所の違いから見た要介護高齢者の特性 神立病院ケアセンター元気館 渡辺大吾
P-TK-04-5 過疎地域における生活空間の広がりと，介護予防事業の展開の検討

～地域包括ケアシステムを見据えて～ 知床らうす通所リハビリセンター 斉藤慎吾

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（地域）P05 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）
P-TK-05-1 靴下多重着用を好む対象者への生活指導の検討

IMS（イムス）グループイムス札幌内科リハビリテーション病院 池田亜利紗
P-TK-05-2 脳卒中後遺症者における生活空間と運動能力，日常生活活動能力および転倒関連自己効力感の関係

札幌医科大学保健医療学部理学療法学科第一講座 田代英之
P-TK-05-3 認知症に対する機能訓練システムの開発

Four�Dimensional Assessment System（4DAS）の指導介入とその効果検証 神戸国際大学 大谷啓尊
P-TK-05-4 要支援，要介護者における骨盤底筋群トレーニング効果の検証

高齢者集団体操，自主トレーニングの提供による効果
社会福祉法人若竹大寿会介護老人保健施設リハリゾート青葉 菊池奏恵

P-TK-05-5 前期高齢者時期の運動習慣と後期高齢者時期の介護保険の認定調査の「基本調査」の得点との関連について
群馬パース大学保健科学部理学療法学科 小菅汐莉

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（地域）P06 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）
P-TK-06-1 在宅高齢者に対する Berg Balance Scale の有用性に関する検討

―生活機能との関連性に着目して― 医療法人利靖会前原訪問看護・リハビリステーション豊明 久野智史
P-TK-06-2 14 年ぶりに主目標を達成した高齢腰部脊柱管狭窄症患者の理学療法の経験 橋本病院 高岡克宜
P-TK-06-3 Honda 製歩行アシストがデイサービス利用者の歩行機能にもたらす効果について KOBE 須磨きらくえん 原田浩史
P-TK-06-4 回復期リハビリテーション病棟退院後より継続した訪問リハビリテーションの利用がもたらす介護負担軽減

に関係する要因の検討
多施設共同研究 訪問看護ステーションきづ川はろー 岸田和也

P-TK-06-5 両側全人工膝関節置換術後 1 症例の大腿四頭筋に対するホームエクササイズとしての神経筋電気刺激の影響
関西学研医療福祉学院理学療法学科/畿央大学大学院健康科学研究科 歌川貴昭

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（地域）P07 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）
P-TK-07-1 回復期リハビリテーションにおいて理学療法士・作業療法士が認識する脳卒中介護者の介護負担感の要因と

その対応策：半構造化面接法を用いた質的研究 練馬駅リハビリテーション病院 杉田 翔
P-TK-07-2 回復期病棟入院患者における集団起立練習の効果 公益財団法人化学療法研究会化学療法研究所附属病院 佐藤 慎
P-TK-07-3 当院回復期リハビリテーション病棟入棟患者における栄養障害の実態調査

総合犬山中央病院リハビリテーション科 寺井正樹
P-TK-07-4 歩行能力により分類した回復期リハビリテーション病棟入院患者の特徴について

クラスター分析を用いた検討 公益財団法人老年病研究所附属病院/首都大学東京大学院人間健康科学研究科 藤井一弥
P-TK-07-5 病院勤務するセラピストの地域包括ケアシステムに対する意識調査

医療法人社団愛友会津田沼中央総合病院リハビリテーション科 久住治彦
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5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（地域）P08 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-3）
P-TK-08-1 退院後の家屋改修フォローアップ調査の新たな取り組み

―人工膝関節全置換術後の症例を通して学んだこと― 独立行政法人国立病院機構岡山市立金川病院 安藤可織
P-TK-08-2 地域包括ケア病床における 80 歳台と 90 歳台の自宅退院患者の決定要因の相違について

医療法人社団仁泉会畑病院 西山保弘
P-TK-08-3 当院のおける地域包括ケア病棟開設 1 年間の実態とその役割

（公財）東京都保健医療公社荏原病院リハビリテーション科理学療法士 栗田慎也
P-TK-08-4 ADL 維持向上等体制加算からみた急性期リハビリテーションの実施促進効果

―診療報酬からの分析― 国際医療福祉大学福岡保健医療学部 江口雅彦
P-TK-08-5 リハ実施単位数増加の効果 愛知県厚生連足助病院 舟橋宏樹

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（地域）P09 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-1）
P-TK-09-1 ショートステイ利用前後における要介護者の神経精神症状の変化に関連する要因

兵庫医科大学ささやま医療センターリハビリテーション室 岡前暁生
P-TK-09-2 老人保健施設入所中の要介護高齢女性における ADL 得点要因

介護老人保健施設マロニエ苑リハビリテーション室 貞清秀成
P-TK-09-3 生活期におけるリハビリ強化型入所での集中的リハビリによる理学療法介入の効果検討

医療法人敬愛会介護老人保健施設シルバーケア敬愛 江連亜弥
P-TK-09-4 決して「維持・慢性」期ではない老健リハビリテーション

～介入時間・内容の変更で長期間身体機能の変化を認めなかった入所者が機能改善した症例より～
社会福祉法人長寿村介護老人保健施設大田ナーシングホーム翔裕園 青木佐知子

P-TK-09-5 介護老人保健施設入所者における複数回転倒に関連する要因 岸和田盈進会病院リハビリテーションセンター 加古川直己

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（地域）P10 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-1）
P-TK-10-1 講座後のアンケート調査から，認知症有病者への医療サービス提供や支援における課題を考察する

志豊会特別養護老人ホーム松葉園 市川保子
P-TK-10-2 介護保険制度におけるリハビリテーションの役割

介護老人保健施設の現状と課題について 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社 吉川記永
P-TK-10-3 オムツ交換の難易度に関連する因子の検討 出水郡医師会立第二病院 佐東達雄
P-TK-10-4 手すりにもたれて下衣の上げ下げを行う動作の効果 介護老人保健施設こんにちわセンター 中村豪志
P-TK-10-5 脊椎脊髄疾患患者における手段的日常生活活動の経時的変化

榛名荘病院リハビリテーション部/群馬大学大学院保健学研究科 田島健太郎

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（地域）P11 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）
P-TK-11-1 大腿骨近位部骨折術後症例における，受傷時施設入所者の身体機能と受傷状況の特徴および再入所の可否に

関わる要因 新潟中央病院リハビリテーション部 小川幸恵
P-TK-11-2 入院でリハビリテーションを利用した高齢者における療養場所移行パターンの実態

東京都健康長寿医療センター研究所福祉と生活ケア研究チーム 光武誠吾
P-TK-11-3 一般内科病棟に入院した廃用症候群患者の自宅退院に関連する要因の検討 永生病院リハビリテーション部 星本 諭
P-TK-11-4 寝たきり状態の患者に対するポジショニングが身体可動域へもたらす効果の検証

～頚部に対するオーダーメイド枕の作成を中心とした検討～ 江藤病院リハビリテーション部 東 真紀
P-TK-11-5 10m 歩行時間と 10m 歩行時間の運動イメージが退院後 1 ヶ月の患者の活動範囲に与える影響

社会福祉法人こうほうえん錦海リハビリテーション病院 足立睦未

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（地域）P12 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）
P-TK-12-1 地域住民の介護予防（一次予防）に向けた体操教室開催の効果について 株式会社フルーション 嘉数直人
P-TK-12-2 地域在住高齢女性における転倒恐怖感と姿勢制御能力および下肢筋力との関連

京都大学医学部人間健康科学科 八木悠太
P-TK-12-3 地域在住女性高齢者における近隣環境が歩行に与える影響

北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 黒田悠加
P-TK-12-4 介護老人保健施設入所高齢者の身体組成と握力の関係 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科 貞清香織
P-TK-12-5 運動感情が運動習慣化に与える影響と体組成の差について 化学療法研究所附属病院リハビリテーション室 石田武希

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（地域）P13 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）
P-TK-13-1 退院前後における身体活動量の変化と心身機能・生活範囲の関連性 医療法人社団主体会小山田記念温泉病院 佐藤貴之
P-TK-13-2 体脂肪率と 2STEP，CS30 との関係

～埼玉県八潮市の企業における身体計測を通して～ 八潮中央総合病院 新井龍一
P-TK-13-3 徳島県西部地域における運動に関する地域特性 徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科 近藤慶承
P-TK-13-4 奈良県橿原市にて地域コミュニティーの強化と活性化を目的とした多世代交流イベントについての報告

地域力向上を目指して 医療法人良翔会訪問看護ステーションみそら 河合成文
P-TK-13-5 中山間過疎地域における広域連合や町村と連携したスタッフ派遣事業の試み

地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立木曽病院リハビリテーション技術科 柳澤俊史
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5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（地域）P14 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）
P-TK-14-1 講話による自覚症状変化の即時効果 馬場病院 小牧隼人
P-TK-14-2 児童期における自覚的な日中の眠気と身体活動の関連 神戸大学大学院保健学研究科 伊佐常紀
P-TK-14-3 産後の月経再開が腰痛骨盤痛に与える影響 神戸大学医学部保健学科 重本千尋
P-TK-14-4 骨盤底筋群への理学療法アプローチの考察

便排出障害に対するバイオフィードバック療法の経験から
大腸肛門病センター高野病院リハビリテーション科 槌野正裕

P-TK-14-5 尿失禁に対する老健式活動能力指標各項目の関連性について
尿失禁から考える社会参加 医療法人社団愛友会訪問看護ステーションゆーらっぷ 講内源太

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（地域）P15 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）
P-TK-15-1 在宅脳卒中者の活動性向上を支援する行動変容型介入プログラムの試行

通所リハビリテーション利用者を対象として 早稲田大学大学院人間科学研究科 小沼佳代
P-TK-15-2 地域在住高齢者の改訂外出頻度に影響を及ぼす要因

男性と女性との違い 医療福祉専門学校緑生館理学療法学科 政所和也
P-TK-15-3 家族介護教室前後比較による介護負担感の変化

合同会社リハビリコンパス地域リハビリケアセンターこんぱす春日部 佐藤 斎
P-TK-15-4 住民が運営する介護予防取組の現状と課題

～自治会，NPO 法人へのインタビュー調査から～ 大阪経済大学人間科学部 高井逸史

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（地域）P16 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-4）
P-TK-16-1 患者の生きがい達成をきっかけに生まれたアロマが結ぶチームの絆

一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 馬上修一
P-TK-16-2 ライフゴール概念を用いた目標設定により上肢機能改善につながった慢性期脳卒中患者 1 症例

奈良県総合リハビリテーションセンター 乾 康浩
P-TK-16-3 外来慢性疼痛患者の疼痛強度における社会的因子の影響 上京診療所 若田哲史
P-TK-16-4 脳卒中片麻痺患者における自動車運転再開の現状

～在宅復帰後におけるアンケート調査より～ 福島医療生協わたり病院 佐藤 努

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（地域）P17 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-2）
P-TK-17-1 避難所の生活環境をコーディネートする

住民主体に活動・参加を支援して 阿蘇温泉病院 林 寿恵
P-TK-17-2 熊本地震における当院の災害ボランティア活動について

～無床クリニックの理学療法士にどこまでできるのか～ きぬはら整形外科クリニックリハビリテーション科 大塚庸平
P-TK-17-3 熊本地震における多様な災害リハビリテーション支援の意義 熊本リハビリテーション病院 槌田義美
P-TK-17-4 当訪問リハビリテーション事業所の課題に対する取り組みについて

取り組み前後での終了理由比較 しおりの里デイケアセンター 澤田智司
P-TK-17-5 理学療法士・作業療法士が持つ連携支援者数とチームワーク能力および研修機会との関連

A 県における調査結果から 山形県立保健医療大学保健医療学部理学療法学科 丹野克子

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（地域）P18 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-2）
P-TK-18-1 日野町における多職種による困難事例検討会の有効性と課題 日野病院組合訪問看護ステーションすまいる 田中武志
P-TK-18-2 地域包括支援センターへリハビリ専門職に対するアンケート調査をして見えた現状課題について

医療法人財団逸生会大橋病院 卜部吉文
P-TK-18-3 理学療法士における地域包括ケアシステムの認知度および理解度 群馬パース大学 南澤拓美
P-TK-18-4 多職種協働で作成した小冊子「人工膝関節置換術のしおり」の活用について

さいたま市立病院リハビリテーション科 武藤智則
P-TK-18-5 障害者リハビリテーション推進プロジェクトチームの取り組み

地域包括ケアシステム構築のために当院ができること 桜ヶ丘中央病院 小野雅之

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（地域）P19 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-TK-19-1 急性期外傷センター病棟における病棟専任療法士配置が大腿骨近位部骨折患者に与える影響

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
P-TK-19-2 回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーション栄養介入の経験

公立八鹿病院中央リハビリテーション科 林 千史
P-TK-19-3 診断直後の筋萎縮性側索硬化症（ALS）者に理学療法士が関わる有効性

横浜市総合リハビリテーションセンター 清水美紀
P-TK-19-4 筋萎縮性側索硬化症患者の身体機能および年齢と QOL の関係 特定医療法人茜会昭和病院 大石航己

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（地域）P20 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-TK-20-1 一般急性期病院におけるフレイルを有する高齢入院患者の特徴

十善会病院リハビリテーション科/長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻理学療法分野 山口晃樹
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P-TK-20-2 地域在住中高齢者における身体的フレイルに関する一考察
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻/ながはま 0 次コホート研究グループ 神谷 碧

P-TK-20-3 栄養状態が 6 か月間のレジスタンストレーニングの介入効果に与える影響
地域在住要支援・要介護高齢者による検討 介護老人保健施設さくらの苑 加茂智彦

P-TK-20-4 疼痛を伴うサルコペニア中高年者の特徴
埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科/NPO 法人高齢者運動器疾患研究所 丸谷康平

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（地域）P21 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-TK-21-1 地域在住女性高齢者における体幹前傾角度と歩行時の体幹動揺量との関連性

順天堂大学医学部附属浦安病院リハビリテーション科 青木康介
P-TK-21-2 地域在住高齢者に対する段差昇段トレーニングの違いが段差昇段時間および運動機能に及ぼす効果

無作為化比較対照試験 新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所 正木光裕
P-TK-21-3 地域在住高齢者の座位姿勢と立ち上がり動作時の脊柱アライメントの性差

国際医療福祉大学病院診療技術部リハビリテーション室 伊藤晃洋
P-TK-21-4 高齢者の即時的な歩行速度向上を目的とした座位の運動方法の検証 巽病院 岡川修士
P-TK-21-5 施設入所高齢者の活動性の評価と認知機能，精神機能，身体機能，生活機能，QOL 指標の関連と影響を与える因子

Nursing Home Life Space Diameter を用いた施設内活動範囲の評価
高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科/介護老人保健施設うららく 田中繁弥

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（地域）P22 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-TK-22-1 歩行周期の時間的観点からみた脳血管疾患患者における歩行変動と歩行時の監視の有無

社会福祉法人こうほうえん錦海リハビリテーション病院 両門美都
P-TK-22-2 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の韓国においての有効可能性について

新潟医療福祉大学/千葉柏リハビリテーション学院 康 徳龍
P-TK-22-3 疾患特性により生活の質に影響はあるか？

―SEIQoL�DW による量と質の両面からの検討―
IMS グループ横浜新都市脳神経外科病院リハビリテーションセンター 青木拓也

P-TK-22-4 3 大認知症の身体的リハビリテーションの効果の比較 ホスピタル坂東 菅谷真大
P-TK-22-5 リハビリ入院の重要性と今後の課題 那智勝浦町立温泉病院リハビリテーション科 荒木昇平

日本糖尿病理学療法学会
5月12日（金）14:10～15:10 口述演題（糖尿病）01 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 信州大学医学部保健学科 大平雅美

星城大学リハビリテーション学部 林 久恵

O-DM-01-1 運動ニューロンの糖尿病耐性は支配する筋の性質によって異なる
杏林大学保健学研究科/健康科学大学理学療法学科 玉木 徹

O-DM-01-2 糖尿病は運動野の体部位支配領域を縮小させる 健康科学大学健康科学部理学療法学科 村松 憲
O-DM-01-3 2 型糖尿病患者のプレサルコペニアを予測する大腿四頭筋の筋厚および筋輝度のカットオフ値の検討

関西電力病院リハビリテーション科 平沢良和
O-DM-01-4 糖尿病性末梢神経障害患者の歩行動揺性に関わる因子の検討

―筋同時収縮は筋力よりも歩行に影響を与えているのか？―
国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科 鈴木啓介

O-DM-01-5 歩行パターンの違いが歩行時足底圧へ及ぼす影響
～糖尿病足病変患者の足関節背屈制限を想定して～ 川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究科 吉田耕治

O-DM-01-6 The effects of transient Tai Chi Yuttari�exercises on the oxidant stress and antioxidant capacity in the eld-
erly Department of Rehabilitation Sciences, Kansai University of Welfare Sciences Ryohei Yamamoto

5月12日（金）15:30～16:30 口述演題（糖尿病）02 A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 香川大学医学部附属病院リハビリテーション部 田仲勝一

O-DM-02-1 がんリハビリテーションとハイパーサーミアの組み合わせが筋肉量減少に与える効果について
一般社団法人玉名郡市医師会立玉名地域保健医療センター/学校法人銀杏会熊本保健科学大学研究員 中村智明

O-DM-02-2 保存療法を行うがん患者の運動機能と身体・精神症状に対する低強度運動の効果
―Performance Status 別での検討― 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科理学療法学分野 中野治郎

O-DM-02-3 血液がん患者の運動機能および身体・精神症状に対する低強度運動療法の効果
長崎大学病院リハビリテーション部/

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻
リハビリテーション科学講座運動障害リハビリテーション学分野 福島卓矢

O-DM-02-4 同種造血幹細胞移植における完全静脈栄養の長期使用が理学療法に及ぼす影響
名古屋第一赤十字病院リハビリテーション科 松永佑哉

O-DM-02-5 ADL 能力，身体機能，倦怠感，認知機能が入院がん患者の Performance Status におよぼす影響
独立行政法人国立病院機構九州医療センターリハビリテーション部 米永悠佑

O-DM-02-6 健常者における表皮内神経線維疼痛閾値の検討
年齢的変化に着目して 筑波大学附属病院 加藤秀典
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5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（糖尿病）P01 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）
P-DM-01-1 術前の消化器がん患者における睡眠障害と筋肉量低下の関連 神戸大学医学部保健学科 奥村真帆
P-DM-01-2 造血幹細胞移植患者における下肢筋力に影響する因子の検討 名古屋第一赤十字病院リハビリテーション科 中村和司
P-DM-01-3 転移性骨腫瘍に対する腫瘍用人工骨頭挿入術後，子宮摘出術，化学療法を継続して施行した症例の多職種連

携と理学療法経験
西神戸医療センターリハビリテーション技術部/西神戸医療センターがん総合診療部がんリハビリテーションチーム 垣内優芳

P-DM-01-4 生体肝移植術後の患者の歩行レベルと関連する因子の検討
熊本大学医学部付属病院医療技術部リハビリテーション技術部門 児玉 了

P-DM-01-5 臨床実習生の生活習慣，精神的ストレスが耐糖能に及ぼす影響 人間総合科学大学 佐藤慎一郎

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（糖尿病）P02 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-10）
P-DM-02-1 低血糖を頻発していた 2 型糖尿病患者における理学療法士の積極的な関わり

大浜第一病院リハビリテーション科 久場美鈴
P-DM-02-2 2 型糖尿病罹患歴の長い高齢者に対する入院での運動療法効果

～複数の阻害因子により運動のモチベーションが低い 1 症例～ 名戸ケ谷病院リハビリテーション科 坂本宗樹
P-DM-02-3 2 型糖尿病患者における血糖コントロールと運動習慣についての検討

聖マリアンナ医科大学東横病院リハビリテーション室 海鋒有希子
P-DM-02-4 2 型糖尿病患者の 12 か月間にわたる運動セルフエフィカシーの動向について 金沢赤十字病院 鷲田 恵
P-DM-02-5 ステップエクササイズによるトレーニングが高齢者の身体組成へ及ぼす影響 徳島県鳴門病院 出口憲市

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（糖尿病）P03 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-DM-03-1 糖尿病透析予防指導対象者の腎症病期における身体機能比較及び関連性についての検討

宗像水光会総合病院リハビリテーション部 石松元太郎
P-DM-03-2 血液透析患者の運動能力低下を予測する評価指標と基準値の検討

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科 河野健一
P-DM-03-3 回復期リハビリテーション病棟における透析患者の退院時の ADL 自立度の特徴

―脳血管疾患および運動器疾患における FIM 運動項目点数の分析―
医療法人偕行会偕行会リハビリテーション病院リハビリテーション部 伊藤良太

P-DM-03-4 重度低栄養状態をきたし，ドライウエイトコントロールがうまくいかず，透析中の血圧低下，転倒を生じて
しまった一症例の検討 聖隷佐倉市民病院リハビリテーション室 山口智也

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（糖尿病）P04 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-8）
P-DM-04-1 超音波画像を用いた母趾中足骨頭下の動態観察

内側種子骨下の軟部組織層の測定に関する信頼性の検討
茨城県厚生農業協同組合総合病院土浦協同病院リハビリテーション部 瀧原 純

P-DM-04-2 糖尿病多発神経障害患者の足関節背屈可動域制限に下腿三頭筋群の伸張性が及ぼす影響
新潟リハビリテーション大学理学療法学専攻/国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻 木村和樹

P-DM-04-3 前足部足底負荷量の軽減を目的とした歩容修正方法に関する検討 星城大学リハビリテーション学部 林 久恵
P-DM-04-4 糖尿病足病変による小切断患者の在院日数に与える影響因子に関する検討 社会医療法人敬和会大分岡病院 今岡信介

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（糖尿病）P05 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）
P-DM-05-1 理学療法介入のない外来通院をしている男性 2 型糖尿病患者の身体機能

新潟臨港病院/新潟医療福祉大学大学院 白井信行
P-DM-05-2 高齢糖尿病患者の生活活動量評価と影響要因の分析 盛岡市立病院 石倉悠里
P-DM-05-3 高齢 2 型糖尿病者におけるサルコペニア有病率と血糖コントロールの関連性

医療法人松徳会花の丘病院リハビリテーション科/医療法人松徳会松本クリニック糖尿病内科 舘 友基
P-DM-05-4 フレイルに着目した筋量とバランス能力の年齢および加齢変化についての検討

―糖尿病に罹患していない健常者を対象とした横断的・縦断的調査―
筑波大学附属病院リハビリテーション部/筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻/

つくば糖尿病予防研究会 鈴木康裕
P-DM-05-5 糖尿病神経障害における簡易診断基準は糖尿病患者のバランス機能を反映する

広島大学病院診療支援部リハビリテーション部門 中島勇樹

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（糖尿病）P06 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-6）
P-DM-06-1 2 型糖尿病モデル NSY マウスの骨密度について ユマニテク医療福祉大学校 田中宏明
P-DM-06-2 横隔神経運動ニューロンは糖尿病性ニューロパチーにより障害される 健康科学大学健康科学部理学療法学科 生友聖子
P-DM-06-3 糖尿病網膜症患者における動体視力が視覚関連 QOL に及ぼす影響

広島大学病院診療支援部リハビリテーション部門 岩城大介
P-DM-06-4 糖尿病患者のもつ疼痛の実態およびその関連因子について 済衆館病院/愛知みずほ大学大学院人間科学研究科 菊山優己
P-DM-06-5 動脈硬化指標と外気温との関連について

―運動習慣をもつ肥満症患者における検討― 公立豊岡病院日高医療センターリハビリテーション技術科 本田寛人
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日本予防理学療法学会
5月13日（土）9:30～10:30 口述演題（予防）01 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 北里大学医療衛生学部 柴 喜崇

O-YB-01-1 ロコモティブシンドローム早期発見ツールとしてのロコモ度テストの実用性検討
―ロコモ 5 との比較，転倒予防評価項目を踏まえて― 了德寺大学健康科学部理学療法学科 清水菜穂

O-YB-01-2 地域在住中高年者の 2 年後のロコモ移行に関わる要因の検討
ロコモ 25 のアンケート追跡調査からの男女別の解析

埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科/高齢者運動器疾患研究所 新井智之
O-YB-01-3 歩行機能低下が軽度要介護高齢者の重度化を引き起こす

～31457 名を対象とした 24 か月間の縦断調査～ 株式会社ツクイ 波戸真之介
O-YB-01-4 地域在住高齢者における歩行比からみた歩行パターンと転倒の関連性 国立長寿医療研究センター 中窪 翔
O-YB-01-5 在宅脳卒中片麻痺者における転倒関連自己効力感の低下を予測する因子の検討

～1 年間の縦断調査より～ 旭川リハビリテーション病院リハビリテーション部 松田直樹
O-YB-01-6 牽引式徒手筋力計を使用した等尺性脚伸展筋力測定の実用化に向けた研究

北海道千歳リハビリテーション学院 世古俊明

5月13日（土）10:50～11:50 口述演題（予防）02 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 日本大学スポーツ科学部 小松泰喜

O-YB-02-1 地域に在住する肥満高齢者の縦断的観察に関する研究
1 年間後の肥満からサルコペニア肥満への進展の要因についての検討

東京都健康長寿医療センター研究所/日本赤十字社小川赤十字病院 解良武士
O-YB-02-2 50 歳代における健常者と前糖尿病者の身体機能，身体活動量の比較

信州大学医学部附属病院リハビリテーション部 常田亮介
O-YB-02-3 身体機能の改善と運動の継続性との関係

客観的数値による改善と主観的な実感との違い つくば国際大学医療保健学部理学療法学科 有田真己
O-YB-02-4 小学生の第 1 趾側角度の経時的変化 弘前大学大学院保健学研究科 鹿内和也
O-YB-02-5 学校保健法に基づく運動器検診の実施 高知リハビリテーション学院理学療法学科 片山訓博
O-YB-02-6 富士河口湖町における理学療法士による小学校運動器検診支援の取り組み

健康科学大学/日本理学療法士学会学校保健・特別支援教育理学療法部門/山梨県理学療法士会 粕山達也

5月13日（土）12:50～13:50 口述演題（予防）03 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科 吉田 剛

O-YB-03-1 フレイル高齢者に対する包括的運動支援システムの運用による介入効果
―無作為化比較対照試験― 兵庫医療大学リハビリテーション学部 永井宏達

O-YB-03-2 身体的フレイル高齢者の認知機能低下は，転倒後の骨折発生と強い関連を有する
国立長寿医療研究センター予防老年学研究部/日本学術振興会特別研究員 PD 堤本広大

O-YB-03-3 サルコペニア高齢者における骨格筋機能特性 筑波大学人間系 山田 実
O-YB-03-4 地域在住後期高齢者における骨折リスクとサルコペニアの関連

東京工科大学医療保健学部理学療法学科/信州大学大学院医学系研究科保健学専攻 土屋順子
O-YB-03-5 サルコペニアの有無により握力と身体機能の関連性は異なるか？

～地域在住高齢者における検討～ 福井大学医学部附属病院リハビリテーション部 野々山忠芳
O-YB-03-6 2 年間の追跡調査による筋量サルコペニアの発生頻度とその危険因子の検討

GAINA study 大山リハビリテーション病院 中祖直之

5月13日（土）14:10～15:10 口述演題（予防）04 B3会場（東京ベイ幕張ホール No. 6）
座長 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 浦辺幸夫

O-YB-04-1 Thigh circumference can be used as a simple screening tool for sarcopenia in community�dwelling elderly
women Tokyo University of Technology, Division of Health Science, Department of Physical Therapy Satomi KUSAKA

O-YB-04-2 Relationship between locomotive ability and amount of physical activity in elderly residents living in tempo-
rary housing after the Great East Japan Earthquake

Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima University NOBUAKI MORIYAMA
O-YB-04-3 Perceptions and experiences of physical and mental health related pregnancy issues related pregnancy in

Japanese postpartum women. Seirei Christopher University Asuka Sakamoto
O-YB-04-4 住民主体で運営する運動教室の継続が脊柱可動域と動的バランス能力に及ぼす効果

千葉県立保健医療大学健康科学部 竹内弥彦
O-YB-04-5 慢性痛を有する高齢者に対する運動介入と患者教育指導を併用した介護予防プログラムの効果検証

ランダム化比較試験
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科理学療法学分野/長崎大学医学部保健学科保健学実践教育研究センター 平瀬達哉

O-YB-04-6 二重課題トレーニングによる長期介入が健常高齢者の運動および認知機能に与える影響
藍野大学医療保健学部理学療法学科/大阪市立大学大学院医学研究科運動環境生理学 森田恵美子
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5月13日（土）16:50～17:50 口述演題（予防）05 A3会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室201）
座長 苑田第二病院リハビリテーション科 白谷智子

O-YB-05-1 大腿骨近位部骨折術後患者における骨格筋指標の推移とその関連要因の調査
クラスター分析による検討 倉敷平成病院リハビリテーション部 近藤 洋

O-YB-05-2 回復期リハビリテーション病棟における退院時歩行自立度の関係因子の検討
宮の森記念病院リハビリテーション科 成田遼介

O-YB-05-3 当院の地域包括ケア病棟における整形外科疾患患者の FIM 分析
―入棟時の下肢機能評価から退院時 ADL を予測する― 盛岡市立病院 滝村 薫

O-YB-05-4 自宅見取り図を用いた転倒予防指導の有効性に関するランダム化比較試験
急性期病院における退院患者を対象に 大阪府立大学大学院/八尾徳洲会総合病院 上田哲也

O-YB-05-5 尿失禁を併発した膀胱瘤に対する理学療法の効果
～骨盤底機能と症状改善の検討～ IMS（イムス）グループ春日部中央総合病院リハビリテーション科 井澤美保

O-YB-05-6 下肢非荷重状態が骨盤底筋に与える影響
ラットによる実験的研究 公立大学法人県立広島大学保健福祉学部理学療法学科 藤井奈美

5月13日（土）18:10～19:10 口述演題（予防）06 A3会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室201）
座長 埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科 藤田博曉

O-YB-06-1 急性期病院大腿骨近位部骨折患者における食事摂取カロリーと関連する因子の検討
西神戸医療センターリハビリテーション技術部 田中利明

O-YB-06-2 周術期にレジスタンストレーニングを行った食道癌患者における体組成，四肢筋力および持久力の経時的変
化 徳島大学病院リハビリテーション部 近藤 心

O-YB-06-3 がん性疼痛に対する経皮的電気刺激治療（TENS）の効果の検討―a pilot study―
神戸大学医学部附属病院リハビリテーション部 井上順一朗

O-YB-06-4 サルコペニアは食道がん患者の術後再入院の増加や生存率の低下と関連する
神戸大学医学部附属病院リハビリテーション部 牧浦大祐

O-YB-06-5 造血幹細胞移植後再移植症例の移植前後における身体機能の回復
―初回移植と再移植の比較― 京都大学医学部附属病院リハビリテーション部 濱田涼太

O-YB-06-6 自家造血幹細胞移植患者に対する B�SES の有用性の検討
シングルケーススタディ 浜松医療センターリハビリテーション技術科 中神孝幸

5月14日（日）9:00～10:00 口述演題（予防）07 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 国立長寿医療研究センター自立支援開発研究部自立支援システム開発室 牧迫飛雄馬

O-YB-07-1 老年期の抑うつ状態を予防する活動は何か？
―身体/認知/社会の 3 側面からの検討― 富山県立大学工学部教養教育 上村一貴

O-YB-07-2 加齢関連認知的低下高齢者と健常高齢者における夜間睡眠と日中の眠気の比較
北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 田中 瞳

O-YB-07-3 認知症リハビリテーション自己効力感尺度の信頼性および妥当性の検証
クラスタ分析を用いたセラピストの自己効力感特性について

東京白十字病院リハビリテーション科/国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻理学療法学分野 野倉 圭
O-YB-07-4 軽度認知機能障害と歩行速度低下により認知症の発症リスクは増加するか？

国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター予防老年学研究部 土井剛彦
O-YB-07-5 軽度認知障害及び軽度アルツハイマー病患者においてサルコペニアは 1 年後 ADL 低下の危険因子である

国立長寿医療研究センターもの忘れセンター/国立長寿医療研究センターメディカルゲノムセンター/
神戸大学大学院保健学研究科 杉本大貴

O-YB-07-6 軽度認知機能低下がサルコペニア有病者の新規要介護発生リスクへ与える影響：24 ヵ月間の前向き研究
国立長寿医療研究センター 今岡真和

5月14日（日）10:20～11:20 口述演題（予防）08 A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科 井上和久

O-YB-08-1 高齢者の移動能力に対する筋疲労課題中のパワー産生能力の重要性
人間総合科学大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 石井秀明

O-YB-08-2 簡便な運動機能評価を用いた要支援者の持久力の推定
特定医療法人社団勝木会芦城クリニックリハビリテーション課 堀田陽平

O-YB-08-3 地域在住高齢者における通常歩行速度の最小可検変化量と年齢による差異 杏林大学保健学部理学療法学科 橋立博幸
O-YB-08-4 高齢者における安定した支持面上および不安定板上での片脚立位制御と Rate of Force Development との関

連 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 加藤丈博
O-YB-08-5 地域在住高齢者の足底各部の足圧と足部形態異常との関連 千葉県立保健医療大学健康科学部 仲 貴子
O-YB-08-6 地域在住自立高齢者における社会参加の規定要因

汐田総合病院リハビリテーション課/桜美林大学大学院老年学研究科 安藤雅峻

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（予防）P01 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-YB-01-1 運動器疾患患者に対する水中運動療法が静的・動的バランス能力に及ぼす影響 医療法人術徳会霧島整形外科 田河久苗
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P-YB-01-2 反復後方ステップ練習による非予測的外乱時の即時効果 北海道大学大学院保健科学院 田中晨太郎
P-YB-01-3 全身振動（Whole body vibration）マシンを用いた効率的な介護予防トレーニング方法とその効果

超高齢化社会に対応した新たなリハビリテーションの構築
こくぶ脳外科・内科クリニックリハビリテーション科 鵜川裕司

P-YB-01-4 介護予防・日常生活支援総合事業における短期集中通所型サービスでの取り組み
サービス利用終了後の運動習慣・活動・参加に着目して 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 黒澤由佳

P-YB-01-5 刑務所内での運動教室の実際 （一財）総合南東北病院リハビリテーション科 室井宏育

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（予防）P02 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-YB-02-1 健康増進事業参加者への理学療法介入における介入効果の評価分析 畿央大学健康科学部理学療法学科 今北英高
P-YB-02-2 持久的運動に対して総仕事量を減少させたレペティション運動が動脈機能に及ぼす影響

徳島県鳴門病院リハビリテーション部/徳島大学総合科学研究部 田村靖明
P-YB-02-3 8 週間の水中呼吸運動が呼吸筋力に与える影響

陸上呼吸運動との比較 藍野大学医療保健学部理学療法学科 山科吉弘
P-YB-02-4 地域在住高齢者の骨密度・体力・QOL および食事内容の検討 埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科 藤縄 理
P-YB-02-5 中年期から運動習慣を有する地域在住高齢者は高齢期の身体機能低下に影響する

北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 柳下貴士

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（予防）P03 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-YB-03-1 地域在住高齢者の誤嚥リスクと運動機能，心理面，栄養状態との関連 介護老人保健施設にしきの里 飯野朋彦
P-YB-03-2 シルバーリハビリ体操指導士養成研修が受講生に与える影響 県立広島大学保健福祉学部理学療法学科 田中 聡
P-YB-03-3 シニアリーダー（介護予防推進ボランティア）養成事業における運動機能評価について

医療法人社団淳英会おゆみの中央病院リハビリテーション部 川村 悠
P-YB-03-4 介護予防教室参加者の基本チェックリストと体力の変化について 上牧温泉病院 猪股伸晃
P-YB-03-5 二次予防事業終了者に対する互助活動支援に向けた自主体操グループの実態調査

札幌秀友会病院リハビリテーション科 杉原俊一

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（予防）P04 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-YB-04-1 介護予防教室終了後の 1 年間の追跡調査 光市立光総合病院 細野健太
P-YB-04-2 二次の介護予防事業における農村部と市街部高齢者の違いと介入効果の検討

医療法人石和温泉病院リハビリテーション科理学療法室 原田智史
P-YB-04-3 介護予防におけるフラダンスの効果について

―フラ基本ステップの動作に着目して―
名古屋学院大学リハビリテーション学部/神戸学院大学大学院総合リハビリテーション学研究科 笹野弘美

P-YB-04-4 自治体の介護予防事業（公助）終了者の体力変化
～互助グループとの比較～ 目白大学保健医療学部理学療法学科 新井武志

P-YB-04-5 介護予防事業参加者がリハビリテーション専門職へ期待することに関する調査
東京都小金井市の場合 医療法人社団総合会武蔵野中央病院 細井 匠

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（予防）P05 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-YB-05-1 高齢者における身体組成と要介護の関連性について 医療法人大和正信会ふじおか病院 前原直樹
P-YB-05-2 一次介護予防運動の情報発信者としての理学療法士の信頼度に影響を及ぼす要因

高齢者の一次介護予防運動への態度要因に注目して
医療法人寿山会喜馬病院/大阪体育大学大学院（スポーツ科学） 實光 遼

P-YB-05-3 二次予防事業終了後の運動継続率向上に向けた取り組み 新座志木中央総合病院 渡邉賢治
P-YB-05-4 一次予防高齢者に対する集団体操（転ばんごとがんばらんば体操）の長期的な効果

医療法人伴帥会愛野記念病院 柴原健吾
P-YB-05-5 高齢化率が高い地域の通所型二次予防事業対象者の歩行持久性に影響を及ぼす因子の検討

医療法人橋本病院リハビリテーション部 徳元義治

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（予防）P06 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-YB-06-1 地域リハビリテーション活動支援事業に対する意識調査

―三重県理学療法士会としての今後の課題― しおりの里デイケアセンター 南出光章
P-YB-06-2 透析クリニックにおける理学療法士の必要性の調査と介護予防の取り組み 善仁会グループ本部医療技術本部 上杉 睦
P-YB-06-3 シルバーリハビリ体操指導士の介護予防・日常生活支援総合事業への参画に関するアンケート調査について

茨城県立健康プラザ 古澤 綾
P-YB-06-4 リハビリテーション専門職が新しい総合事業における多様なサービス C の実施に至るまでの検討プロセス

東京都健康長寿医療センター研究所高齢者健康増進事業支援室 伊藤久美子
P-YB-06-5 奈良県橿原市介護予防事業 元気な一歩会の取り組みについて

ロコチェックと自覚的幸福度 医療法人良翔会訪問看護ステーションみそら 河合成文

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（予防）P07 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）
P-YB-07-1 血液腫瘍疾患へのリハビリテーション効果 福井赤十字病院 宮下 崇
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P-YB-07-2 食道がん切除再建術患者における術前身体活動量が術後の身体機能と健康関連 QOL に与える影響
関西医科大学附属病院リハビリテーション科/大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科 髙畑晴行

P-YB-07-3 当院の周術期がん患者早期退院プログラムにおける身体機能の比較
国際医療福祉大学病院診療技術部リハビリテーション室 飯島進乃

P-YB-07-4 周術期消化器がん患者の身体活動量の推移 燕労災病院中央リハビリテーション部 五十嵐仁
P-YB-07-5 頭頸部がん患者に対する化学放射線治療前後での体組成および身体機能の変化

徳島大学病院リハビリテーション部 古本太希

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（予防）P08 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）
P-YB-08-1 勤労者の筋量減少が筋力と運動機能に与える影響 秋田労災病院中央リハビリテーション部 安田広江
P-YB-08-2 透析患者におけるサルコペニアと認知機能の関係

名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻 齊藤浩太郎
P-YB-08-3 理学療法開始時の骨格筋量減少が急性期病院退院時の ADL に与える影響について

東京慈恵会医科大学附属柏病院リハビリテーション科 保木本崇弘
P-YB-08-4 サルコペニアと転倒発生

地域住民コホート調査 GAINA study での 2 年間前向き研究 鳥取大学医学部附属病院リハビリテーション部 松本浩実
P-YB-08-5 呼吸器疾患患者に対してフレイルが与える身体機能及び日常生活活動への影響

社会医療法人財団池友会福岡新水巻病院 秋 達也

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（予防）P09 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-YB-09-1 ライフステージにおける運動習慣の確保はフレイル発症リスクを軽減するか？

兵庫医科大学ささやま医療センター 金井瑞希
P-YB-09-2 地域特定保健検査の検診参加者における運動の捉え方と身体機能の関連 笛吹中央病院リハビリテーション科 甘利貴志
P-YB-09-3 単回のフレイル予防公開講座は地域在住高齢者にどのような効果をもたらすのか？

津田沼中央総合病院リハビリテーション科 西郡 亨
P-YB-09-4 静岡県理学療法士会 公開講座の活動報告について

地域のニーズと理学療法士の課題
JA 静岡厚生連遠州病院リハビリテーション科/一般社団法人静岡県理学療法士会 山下裕太郎

P-YB-09-5 健常男性におけるバランスボールトレーニングの効果 済生会明和病院 上村将史

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（予防）P10 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-YB-10-1 歩行が自立していない慢性期脳卒中患者における筋力と筋量および筋内脂肪量との関連

河西田村病院リハビリテーション室 貴志将紀
P-YB-10-2 スポーツ導入まで支援した大腿切断後の一症例 福山市民病院リハビリテーション科 俵 紘志
P-YB-10-3 高用量ステロイド治療中患者の筋力と体重 浜松医科大学医学部附属病院 長島正明

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（予防）P11 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-YB-11-1 変形性膝関節症術後患者の退院時期に影響する因子の検証

―身体機能，疼痛関連因子，身体活動，生化学的指標―
福岡リハ整形外科クリニック/福岡大学大学院スポーツ健康科学研究科運動生理学研究室 出口直樹

P-YB-11-2 骨折連鎖の予防を目的とした退院先への適切な情報提供を目指して
～退院先別の骨粗鬆症・転倒リスクの検討～ ベルランド総合病院理学療法室 田中暢一

P-YB-11-3 心大血管リハビリ対象者における屋外活動の効果
POMS2 成人用短縮版を使用して 舞鶴共済病院リハビリテーション科 曽根典法

P-YB-11-4 当院における重複障害例の回復期と生活期の連携に関する検討
―脳血管疾患と心不全を併発した症例の申し送りの検討より― 医療法人秀友会札幌秀友会病院 本間憲治

P-YB-11-5 精神疾患患者 1 症例に対する運動療法の介入効果
介入前後で気分・感情状態は変化する 平成扇病院 川野裕亮

5月12日（金）15:30～16:30 ポスター（予防）P12 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-YB-12-1 介護度の異なる要支援高齢者の身体組成の縦断的変化 こうづ整形外科/国際医療福祉大学大学院 後藤和也
P-YB-12-2 地域在住高齢者における身体活動量と口腔・嚥下機能，誤嚥リスク指標との関連

吉備国際大学保健医療福祉学部理学療法学科 森下元賀
P-YB-12-3 地域在住高齢者における咳嗽能力の関連因子

神戸学院大学大学院総合リハビリテーション学研究科/伊丹恒生脳神経外科病院リハビリテーション部 久保宏紀
P-YB-12-4 地域在住高齢女性における咳嗽力変化量と呼吸機能および運動機能変化量の関連

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科 金子秀雄
P-YB-12-5 医療系大学生における身体活動量と生活習慣の関係 北村山公立病院 葉山静香

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（予防）P13 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-YB-13-1 月経前症候群に対するストレッチング介入効果の検討

医療法人潤和会札幌ひばりが丘病院リハビリテーション科 横山美翔
P-YB-13-2 児童期後期における骨格筋が骨密度の変化に与える影響について

～1 年間の縦断的検討～ 神戸大学大学院保健学研究科 鳥澤幸太郎
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P-YB-13-3 若年成人女性における足関節捻挫の既往と内側縦アーチとの関連
聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部理学療法学科 木村航汰

P-YB-13-4 子どもの検診事業の取り組みから子どものロコモ予防についての一考察
平成 28 年度千葉県理学療法士会スポーツ健康増進支援部の取り組み

植草学園大学保健医療学部/千葉県理学療法士会スポーツ健康増進支援部 松田雅弘
P-YB-13-5 奈良県の小学校における運動器検診の取り組みと今後の課題 南大阪病院診療支援部リハビリテーション科 山野宏章

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（予防）P14 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-7）
P-YB-14-1 地域在住高齢者を対象とした 8 週間のダイナミックストレッチングプログラムが筋力，筋柔軟性，バラン

ス，歩行能力に与える効果の検討
秋田県立脳血管研究センター/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 木元裕介

P-YB-14-2 スタティックストレッチングの伸張時間の違いが自律神経活動に及ぼす影響 神戸大学医学部保健学科 大橋啓太
P-YB-14-3 エロンゲーショントレーニングは運動療法の代わりとなりうるか？

―虚弱高齢者を対象とした研究― 明石仁十病院 高橋亮人
P-YB-14-4 廃用症候群症例に対する重心動揺リアルタイムフィードバックを用いた介入効果

摂南総合病院リハビリテーション科 奥埜博之

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（予防）P15 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-YB-15-1 地域在住高齢者のがん罹患に関する自己報告の妥当性検証

国立がん研究センター社会と健康研究センター疫学研究部 井平 光
P-YB-15-2 人工膝関節全置換術患者における歩行自立度と転倒セルフエフィカシーの関係について

東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科 五十嵐祐介
P-YB-15-3 要介護高齢者における外出行動の多面的検討 真栄病院リハビリテーション部 村瀬裕志
P-YB-15-4 当院における退院時の歩行能力と再入院までの在宅日数との関係性 湘南病院リハビリテーション室 杉 輝夫
P-YB-15-5 訪問リハビリテーション介入によってけいれん重積発作が予防可能か？

シングルケーススタディによる検討 ナースコール株式会社ナースコール在宅センター訪問サービス尾頭橋 尾関伸哉

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（予防）P16 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-YB-16-1 外来リハビリテーションに通院する膝痛高齢者への痛み対処スキルトレーニングの効果 長谷川病院 長澤康弘
P-YB-16-2 日常生活上の身体活動量の違いが遅発性筋痛の回復に与える影響

学校法人平松学園大分リハビリテーション専門学校 柳迫由佳
P-YB-16-3 地域在住高齢者における腰痛による ADL 低下と転倒の関連についての前向き調査

地域住民コホート調査 GAINA study 鳥取大学医学部附属病院リハビリテーション部 和田 崇
P-YB-16-4 地域高齢者の慢性疼痛の強さ別にみた身体活動特性の違い 国立長寿医療研究センター 牧野圭太郎
P-YB-16-5 緊張性頭痛に対して生活指導が奏功した症例の経験 川口脳神経外科リハビリクリニック 新田麻美

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（予防）P17 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）
P-YB-17-1 転倒恐怖感を有する独居高齢女性は食多様性が制限されている

東京湾岸リハビリテーション病院/京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 城岡秀彦
P-YB-17-2 後期高齢要支援認定者の身体機能に対する介護予防通所リハビリテーションの効果

独立行政法人地域医療機能推進機構二本松病院付属介護老人保健施設 高見奈津子
P-YB-17-3 地域医療魚沼学校による魚沼限界集落転倒予防の取り組み 魚沼市立小出病院 清水直之
P-YB-17-4 二重課題条件下での段差乗り越え動作における馴化および年齢の影響について

さがみリハビリテーション病院 梅沢朝陽
P-YB-17-5 回復期病棟入院中の高齢整形疾患患者における転倒恐怖感と ADL の経過と関連について

医療法人仁医会あいちリハビリテーション病院 古川雄一

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（予防）P18 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-17）
P-YB-18-1 転倒予防のための足趾伸展・足関節背屈補助靴下の開発

―健常若年者を対象とした基礎的研究― 兵庫医療大学 塚越 累
P-YB-18-2 歩行時スマートフォン SNS 操作における視覚認知の垂直格差について

弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻 新崎泰恵
P-YB-18-3 入院患者における転倒恐怖感に及ぼす要因についての検討 総合病院津山第一病院リハビリテーション科 船着裕貴
P-YB-18-4 老年内科受診高齢者の転倒に関与する筋 常葉大学保健医療学部/名古屋大学地域在宅医療学老年科学 青山満喜
P-YB-18-5 再転倒における転倒自己効力感の意義に関する検討 大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学 安延由紀子

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（予防）P19 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-YB-19-1 当院救命 ICU における理学療法士の専属配置とカンファレンスへの参加

―早期介入・早期離床への効果の検討― 埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション部 大久保裕也
P-YB-19-2 血液内科・リウマチ膠原病内科病棟における理学療法士による予防的介入の適応

ADL 維持向上等体制加算算定前の準備期間における検討
埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション部 森本貴之

P-YB-19-3 中国国内における長期臥床の予防を目的とした，日常生活の手引きを作成した退院支援の実践
株式会社タイカ 渡辺美里
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P-YB-19-4 整形外科患者の病棟内自立歩行に関連する因子の検討 津山第一病院リハビリテーション科 倉田和範
P-YB-19-5 回復期リハビリテーション病棟における整形疾患患者の栄養状態と日常生活動作改善との関連

すずかけヘルスケアホスピタルリハビリテーション技術部 小島怜士

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（予防）P20 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-YB-20-1 短期間低頻度の運動介入は地域在住高齢者の認知機能を改善させるのか？

教室開催回数の違いによる検証 からだ康房 倉地洋輔
P-YB-20-2 地域高齢者の認知機能低下に影響する要因の検討

2 年間の縦断調査から 城西国際大学理学 大杉紘徳
P-YB-20-3 高齢者における歩行能力および転倒リスクの検討

二重課題下での Frail CS�10 と 10m 歩行を用いて 医療法人慈圭会八反丸リハビリテーション病院 石田 俊
P-YB-20-4 認知症患者における運動シミュレーション，運動イメージ能力が ADL に及ぼす影響 日本バプテスト病院 此上剛健

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（予防）P21 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-YB-21-1 褥婦 903 名の産後及び 1 ヶ月健診時遷延する妊娠期マイナートラブルの実態調査とその関連要因の分析

インターリハ株式会社フィジオセンター 田舎中真由美
P-YB-21-2 女子大学生における月経前症候群と部活の有無による身体活動量の関連について

京都大学医学部人間健康科学科 島 香織
P-YB-21-3 外科・泌尿器科混合病棟における排尿ケアチームの取り組みと課題

労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセンター中央リハビリテーション部 上村幸子
P-YB-21-4 排尿ケアチームにおける理学療法士の役割についての検討 東京大学医学部附属病院リハビリテーション部 松永明子
P-YB-21-5 地域在住経産婦のマイナートラブルに関する実態調査と理学療法介入の可能性

医療法人うらた整形外科クリニック 橋本優子

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（予防）P22 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-YB-22-1 転倒回避ステップのバランス回復能力と下肢筋力および RFD との関係 星城大学リハビリテーション学部 越智 亮
P-YB-22-2 視覚情報の違いによる跨ぎ動作の相違 地域医療機能推進機構船橋中央病院リハビリテーション科 加藤結衣
P-YB-22-3 高齢者の姿勢変化と身体機能との関係

3 年間の縦断的検証 デイサービス shisei 太田川 加納弘崇
P-YB-22-4 地域在住中高齢者における生活空間と身体的・心理的因子との関連についての共分散構造分析

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻/ながはま 0 次コホート研究グループ 池添冬芽
P-YB-22-5 高齢者の脊柱後彎変形による下肢筋力と ADL との関連 晴風園今井病院 松本敬次

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（予防）P23 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-YB-23-1 地域在住高齢者における多関節痛と歩行の関連性 国際医療福祉大学成田保健医療学部 澤 龍一
P-YB-23-2 地域在住高齢者に対する二重課題を用いた歩行能力の年代比較

―Walking Stroop Carpet による検討― 土佐リハビリテーションカレッジ理学療法学科 滝本幸治
P-YB-23-3 Detrended Fluctuation Analysis を用いた歩行と足踏みの違いについて

山形県立中央病院/山形県立保健医療大学 加藤太祥
P-YB-23-4 健常成人に対する二つの 3 軸加速度計を用いた二重課題下の歩行特性の検討

JA 秋田厚生連雄勝中央病院リハビリテーション科/秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻 鈴木瞭平
P-YB-23-5 要支援・要介護高齢者における転倒歴の違いによる歩行の特性 主体会病院 加藤康太

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（予防）P24 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-YB-24-1 オフィスワーカーにおける慢性腰痛に関連する因子の検討 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 鈴木祐介
P-YB-24-2 生体力学的要因に関する業務内容の違いと恐怖回避思考が看護師の腰痛症に与える影響

公立森町病院リハビリテーション科 齊藤 誠
P-YB-24-3 介護職員の腰痛回避行動の実施に影響する身体・心理社会的要因の検討

JA 山口厚生連周東総合病院リハビリテーション科 溝口 桂
P-YB-24-4 高齢農作業者に対する腰痛予防に関する研究 医療法人健康会嶋田病院 高氏涼太
P-YB-24-5 特別支援学校職員における腰痛調査

身体的特徴を中心に 医療法人永広会島田病院リハビリテーション部 石川大輔

5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（予防）P25 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）
P-YB-25-1 過去 30 年間に雑誌「理学療法学」に発表された予防理学療法に関する研究論文の計量書誌学的分析

つじもと整形外科 泉水朝貴
P-YB-25-2 専業主婦における座業時間と健康関連 QOL 改善方法に関するランダム化比較試験による検証

大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科/四條畷学園大学リハビリテーション学部 北川智美
P-YB-25-3 産業保健分野における理学療法士の存在意義と可能性について 医療法人好古堂高尾病院グループ 下曽山香織
P-YB-25-4 運動の捉え方に着目したカウンセリングの即時効果の検討

健康診断後の健康教室における当院の予防的関わり 笛吹中央病院 坂本祐太
P-YB-25-5 産業保健領域での活用が期待できる理学療法技法に関する文献調査 産業医科大学若松病院 明日 徹
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5月14日（日）11:40～12:40 ポスター（予防）P26 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-9）
P-YB-26-1 若中年者を対象としたロコモ度テストと身体機能の関係性

公益社団法人福岡県理学療法士会/社会福祉法人孝徳会サポートセンター門司 本田真一郎
P-YB-26-2 地域在住高齢者におけるフレイル・ロコモティブシンドロームの判定率の違い

慶友転倒骨折予防医学センター 加藤啓祐
P-YB-26-3 大腿骨近位部骨折術後患者の感覚機能について

社会福祉法人聖霊会聖霊病院リハビリテーション科/中部大学大学院生命健康科学研究科リハビリテーション学専攻 長谷川大祐
P-YB-26-4 地域在住高齢者の身体機能はロコモ度によって異なる 慶友整形外科病院転倒骨折予防医学センター 入山 渉
P-YB-26-5 訪問リハビリテーション利用者における上肢支持の有無による端座位からの立ち上がり動作能力の差異

医療法人笹本会おおくに訪問リハビリテーション 澤田圭祐

日本理学療法教育学会
5月13日（土）9:30～10:30 口述演題（教育）01（卒前教育1） A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 熊本駅前看護リハビリテーション学院理学療法学科 松本 泉

O-ED-01-1 反復学習を促す教材が学習成果に与える効果 看護リハビリ新潟保健医療専門学校理学療法学科 海津貴裕
O-ED-01-2 基礎科目に対する反転授業の実践報告 上尾中央医療専門学校教育部理学療法学科 加藤研太郎
O-ED-01-3 解剖系知識の習得を目的とした ICT 教材の教育効果について 九州中央リハビリテーション学院 米ヶ田宜久
O-ED-01-4 国家試験問題を教材とする e ラーニングの取り組みとその学習効果について

―理学療法学科と作業療法学科での比較検討― 常葉大学保健医療学部 小貫睦巳
O-ED-01-5 再学習が技術に対する自己評価を変化させる

―蘇生教育 第三報― 文京学院大学 加藤太郎
O-ED-01-6 大学における短期海外研修を必修科目として体系づけたことの意義と今後の課題

学生のアンケート調査の結果から 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科 森田正治

5月13日（土）10:50～11:50 口述演題（教育）02（管理運営） A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院リハビリテーション部 小山理惠子

O-ED-02-1 当院リハビリテーション部門における卒後教育システムの現状と課題 第 2 報
マネジメントラダーの運用とその課題 さがみリハビリテーション病院 中田 裕

O-ED-02-2 療法士に起因する転倒転落事故に関連する要因の検討
―就労特徴と職務満足度に着目して― 白浜はまゆう病院 中本佳代子

O-ED-02-3 リハビリテーション専門職の業務効率と業務実施における意識との関連について
―共分散構造分析による検証― 医療法人和同会山口リハビリテーション病院 西野琢也

O-ED-02-4 公益社団法人福岡県理学療法士会会員を対象とした就業に関するアンケート調査
公益社団法人福岡県理学療法士会福岡県女性理学療法士の課題を考える委員会/

学校法人国際学園九州医療スポーツ専門学校 永野 忍
O-ED-02-5 大腿骨頚部/転子部骨折術後における急性期リハビリテーションの費用対効用

聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部/東洋大学大学院経済学研究科 近藤千雅
O-ED-02-6 回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカム評価体制構築と検証

社会医療法人若弘会わかくさ竜間リハビリテーション病院療法部 松浦道子

5月13日（土）12:50～13:50 口述演題（教育）03（臨床教育1） A4会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室301）
座長 国立病院機構福岡東医療センターリハビリテーション科 田中正則

O-ED-03-1 重度脳卒中片麻痺患者に対する後方からの歩行介助時の身体動揺
―理学療法士と理学療法学科学生との比較検証― 白石共立病院/佐賀大学医学部 光武 翼

O-ED-03-2 文部科学省「課題解決型高度医療人材養成プログラム」における実習モニタリング導入の試み
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻理学・作業療法学講座/

長崎大学医学部保健学科保健学実践教育研究センター 井口 茂
O-ED-03-3 理学療法士の臨床能力の難易度と経験年数間の差に関する縦断研究

帝京平成大学健康メディカル学部理学療法学科 芳野 純
O-ED-03-4 多職種連携医療専門職養成プログラムを通じた理学療法士の育成について

茨城県立医療大学保健医療学部理学療法学科 奥野裕佳子
O-ED-03-5 医療専門職のヒューマンスキル教育に向けた基礎的研究

＝理学療法士・作業療法士学生のコンピテンシーデータの比較＝
国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科 堀本ゆかり

O-ED-03-6 がんのリハビリテーションに携わる理学療法士が抱える問題
半構造化面接を用いた一考察
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻リハビリテーション科学コース理学療法学講座運動機能解析学分野 袴田華菜子
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5月13日（土）18:10～19:10 口述演題（教育）04（卒前教育2） A5会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室302）
座長 帝京平成大学健康メディカル学部理学療法学科 芳野 純

O-ED-04-1 高校 3 年生が考える理学療法士像について クロス病院 前田雄太
O-ED-04-2 理学療法士を目指す学生のキャリアに対する意識

キャリアに対する満足度とキャリアアンカーの調査 上尾中央医療専門学校 白石和也
O-ED-04-3 理学療法学生における対人信頼感の性別及び学年別比較 青青森県立保健大学 岩月宏泰
O-ED-04-4 研究活動に対する取り組み姿勢は卒業時に育成されているか 四国医療専門学校理学療法学科 逢坂幸佳
O-ED-04-5 医療系専門学校の多職種連携教育の志向性効果について 大阪医療福祉専門学校理学療法士学科 田中研志
O-ED-04-6 大学生と在宅介護者の睡眠覚醒リズムの相違点について

Actigraph を用いた睡眠パラメーターの比較 杏林大学保健学部理学療法学科 八並光信

5月14日（日）11:40～12:40 口述演題（教育）05（臨床教育2） A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 聖マリアンナ医科大学整形外科学講座 大森圭貢

O-ED-05-1 自己認識に関するコーピング尺度評価を用いたスタッフ教育の指標
医療法人大植会葛城病院リハビリテーション部理学療法課 西川正一郎

O-ED-05-2 理学療法士における診療ガイドラインの利用と関連する Evidence�based practice への意識・態度および環
境要因の検討：質問紙調査を用いた横断研究 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野 藤本修平

O-ED-05-3 リハビリテーション分野のランダム化比較試験における抄録の情報に対する姿勢の検討：文献調査
ポートアイランド病院 小向佳奈子

O-ED-05-4 Physical therapist clinical training progress information was analyzed by text mining
―The inquiry by the training place visit by a co�occurrence network trial of the visualization―

Ryukyu Rehabilitation Academy Toshihiko Hayashi
O-ED-05-5 Post Professional education in The United States Seal Beach Physical Therapy FUMIAKI ISSHIKI
O-ED-05-6 The Study Report of Fiji�Okinawa Rehabilitation Island Project（Phase2）

Aim to establish interdisciplinary rehabilitation approach and Physical Therapy based on the proper physical therapy
evaluations

Ryukyu Rehabilitation Academy/Okinawa Physical Therapy Association, International Affairs Department RYUSUKE KYAN

5月14日（日）13:00～14:00 口述演題（教育）06（臨床実習教育） A6会場（幕張メッセ国際会議場 中会議室303）
座長 名古屋学院大学リハビリテーション学部理学療法学科 平野孝行

O-ED-06-1 臨床実習における実習満足度因子の検討と方策
―学生に対するアンケート調査結果から― 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科 和田三幸

O-ED-06-2 クリニカルクラークシップの進行に行動目標の提示と点数化が及ぼす影響
医療法人社団千葉秀心会東船橋病院 上村朋美

O-ED-06-3 客観的臨床能力試験（objective structured clinical examination，OSCE）における筋骨格系障害模擬患者に
対する初期面接及び基礎検査の教員及び外部評価の妥当性および評価項目の適合性検証 甲南女子大学 高嶋幸恵

O-ED-06-4 当院臨床実習における臨床技能能力の変化についての検討 リハビリテーション天草病院 関根陽平
O-ED-06-5 模擬患者試験における学内・外評価者の採点の差異に関する報告 北海道科学大学保健医療学部理学療法学科 細谷志帆
O-ED-06-6 ルーブリック様式の実習成績報告書を活用した実習事前学習と事後学習の運用報告

～新しい評価表の使用感を学生のアンケート結果をもとにひもとく～
原田学園鹿児島医療技術専門学校理学療法学科 山下喬之

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（教育）P01 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-ED-01-1 入学前教育における問題集学習者と映像教育学習者の比較 仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科 小関友記
P-ED-01-2 入学時の学生の心理特性と学力の関連性について

学生調査の結果の分析と初年次教育の検討 宮崎リハビリテーション学院 大寺健一郎
P-ED-01-3 理学療法士養成校における成績不振者の早期発見と対応 白鳳短期大学 成田亜希
P-ED-01-4 レポート指導におけるルーブリック指導と個別指導の指導する順序の違いによる学習効果 東京工科大学 楠本泰士
P-ED-01-5 基礎実習が理学療法士への意欲に及ぼす影響 国際医療福祉大学 中村壮大

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（教育）P02 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-ED-02-1 「基礎学習論」がメタ認知および学内成績に与える影響 上尾中央医療専門学校理学療法学科 高島 恵
P-ED-02-2 解剖学の講義にアクティブ・ラーニングを導入した学生の学習効果 仙台青葉学院短期大学 大友 篤
P-ED-02-3 関節可動域測定の測定誤差に習熟度が与える影響 目白大学保健医療学部理学療法学科 秋月千典
P-ED-02-4 痛みの神経生理学に関する講義が理学療法学科 3 年生の痛みに対する理解に及ぼす効果

東京工科大学医療保健学部理学療法学科/南オーストラリア大学 International Centre for Allied Health Evidence 三根幸彌
P-ED-02-5 現状の理学療法教育における身体運動力学に関する教育内容と現場ニーズの乖離

埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科 国分貴徳



日本理学療法教育学会

一
般

口
述
・
ポ
ス
タ
ー

－ 105 －

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（教育）P03 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-ED-03-1 理学療法実技分野への動画教材による復習への取り組み

―視聴期間と成績別に着目して― 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科 小野田公
P-ED-03-2 反転授業導入に伴う学生の負担感についての調査 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科 糸数昌史
P-ED-03-3 理学療法学科学生における認知症高齢者のイメージに関する縦断研究 群馬パース大学 小畠志緒里
P-ED-03-4 卒業前教育としてコミュニケーション能力を醸成する意義 福岡国際医療福祉学院/国際医療福祉大学大学院 松崎秀隆
P-ED-03-5 本校学生における職業的アイデンティティの今年度の傾向と経年的変化について

東都リハビリテーション学院 佐野純平

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（教育）P04 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-ED-04-1 Communication Style Inventory による 4 つのタイプと学習観の関係性について

熊本駅前看護リハビリテーション学院 佐藤 健
P-ED-04-2 理学療法士学生における身体活動量・強度と学習成績，抑うつ度との関係について 大阪医療福祉専門学校 永吉啓吾
P-ED-04-3 学生の立場からみた質の高い教員像に関する検討 専門学校東都リハビリテーション学院 山際清貴

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（教育）P05 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-ED-05-1 早期臨床見学実習が学生の意識に与える影響

計量テキスト分析を用いて 東北保健医療専門学校 岩坂憂児
P-ED-05-2 クリニカルクラークシップは臨床実習の指導方法として有用か 日高病院 篠原智行
P-ED-05-3 クリニカル・クラークシップにおける成長プロセス

M�GTA を用いて 社会医療法人玄州会光武内科循環器科病院 濱田浩樹
P-ED-05-4 当院理学療法科における臨床実習教育方法の再考

～従来型とクリニカル・クラークシップ（CCS）を取り入れた新システムの比較～ 定山渓病院 山本美帆
P-ED-05-5 大学病院における理学療法実施症例と臨床実習担当症例の較差 昭和大学保健医療学部/昭和大学藤が丘病院 田代尚範

5月12日（金）12:50～13:50 ポスター（教育）P06 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-ED-06-1 臨床実習における実習生の理学療法への参加度と主体性・心理的側面との関係

埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション部 武井圭一
P-ED-06-2 臨床実習における実習形態の違いが理学療法実習生の身体的・精神的活動量に与える影響

星城大学リハビリテーション学部 大古拓史
P-ED-06-3 当院における臨床実習教育の現状と課題の検討について

疾患別グループでの見学・模倣・実施からみた指導内容 社会医療法人杏嶺会一宮西病院 田中和彦
P-ED-06-4 文部科学省「課題解決型高度医療人材養成プログラム」における臨床実習の充実を図る学部教育の取組みが

職業的アイデンティティの形成におよぼす効果
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科理学・作業療法学講座/長崎大学医学部保健学科保健学実践教育研究センター 平瀬達哉

P-ED-06-5 臨床実習指導者が考える臨床実習指導者の理想像
―臨床経験年数群での比較― 医療法人社団慶仁会川﨑病院 吉村 修

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（教育）P07 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-ED-07-1 臨床実習科目の成績評定

―ルーブリック評価の導入― 神戸学院大学総合リハビリテーション学部 岩井信彦
P-ED-07-2 臨床実習におけるルーブリック評価の信頼性と総合評価に影響を与える要因

原田学園鹿児島医療技術専門学校理学療法学科 川元大輔
P-ED-07-3 臨床実習における臨床技能評価の評価者間信頼性の検証

冨田病院リハビリテーション科/藤田保健衛生大学大学院保健学研究科 伊藤将平
P-ED-07-4 臨床実習における実習生の進捗状況把握に対する KH Coder を利用したテキストマイング分析

実習の進捗にネガティブに働く要素に着目して 琉球リハビリテーション学院 福田聡史
P-ED-07-5 「臨床実習指導で困ったこと」におけるテキストマイニングを用いた客観的分析 九州看護福祉大学 二宮省悟

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（教育）P08 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-16）
P-ED-08-1 実習指導者と学生の双方の視点からみた臨床実習における問題の検討 茨城県立医療大学理学療法学科 篠崎真枝
P-ED-08-2 理学療法の臨床実習における効果的なチーム医療・多職種連携教育の検討

尾道市立市民病院/県立広島大学大学院 木曽貴紀
P-ED-08-3 実習前 OSCE の導入による臨床実習前後での社会人基礎力の獲得について

仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科理学療法専攻 村上賢治
P-ED-08-4 3 年次臨床実習における理学療法学生のソーシャルスキルとストレス対処方略との関連性

高崎健康福祉大学 樋口大輔
P-ED-08-5 臨床実習の指導に関する検討

学生の性格特性を知る事は指導上有効か
医療法人新さっぽろ脳神経外科病院/北海道医療大学大学院リハビリテーション科学研究科 佐藤一成
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5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（教育）P09 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-ED-09-1 学生の性格による実習前の不安および実習中のストレスとの関連について

群馬パース大学保健科学部理学療法学科 石川真暉
P-ED-09-2 臨床実習における自宅学習課題の実施時間および主観的難易度が心理的ストレス反応に及ぼす影響について

群馬パース大学保健科学部理学療法学科 鈴木 学
P-ED-09-3 理学療法学生におけるストレス耐性と臨床実習成績の関連性について 専門学校東都リハビリテーション学院 谷出敦子

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（教育）P10 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-14）
P-ED-10-1 理学療法想定場面におけるフレーミング効果を意識した声かけが患者の意欲に与える影響について

北大阪けいさつ病院リハビリテーション技術科 喜多一馬
P-ED-10-2 安全に早期離床を行うためのルート操作シミュレーション教育の試み 大森赤十字病院リハビリテーション課 鈴木 努
P-ED-10-3 身体機能と日常生活動作の改善に関連する理学療法士の社会的要因

岸和田盈進会病院リハビリテーションセンター/京都大学大学院人間・環境学研究科認知行動科学講座 大門恭平
P-ED-10-4 一般病棟における離床に対する職種間の意識の相違 石巻赤十字病院リハビリテーション課 谷 崇史
P-ED-10-5 FIM 利得拡大に向けた取り組みの成果と今後の課題

社会医療法人若弘会わかくさ竜間リハビリテーション病院療法部 玉村悠介

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（教育）P11 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-ED-11-1 回復期リハビリテーション病棟における理学療法士アドバイザーの活用と効果

社会医療法人愛正会上飯田リハビリテーション病院 犬飼菜海
P-ED-11-2 グループ担当制における理学療法治療成果およびグループ間格差の検証 日高病院 邑口英雄
P-ED-11-3 当院 OJT シートの活用と新人教育を通じたチームビルディングの現状

～OJT による新人教育に与える影響～ 医療法人社団心和会新八千代病院リハビリテーション科/
国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻医療福祉教育・管理分野 藤田聡行

P-ED-11-4 当院における新人理学療法士教育制度について
平成記念病院リハビリテーション課/奈良県立医科大学大学院運動器再建医学教室 唄 大輔

P-ED-11-5 【研究寺子屋】若手療法士を対象とした研究支援活動の試み
藤元総合病院通所リハビリテーションセンター/研究寺子屋 桑江 豊

5月13日（土）12:50～13:50 ポスター（教育）P12 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-12）
P-ED-12-1 新人理学療法士に対するコミュニケーションの教育方法として言語聴覚士の介入による効果検証

八王子保健生活協同組合城山病院 岩田千恵子
P-ED-12-2 医療機関に勤務する理学療法士のキャリアアンカーの特徴

～性別および経験年数別の比較～ 学校法人平松学園大分リハビリテーション専門学校 武田知樹
P-ED-12-3 当院における人材育成のためのキャリアパス運用に対する意識調査

―評価者と被評価者の意識の比較― （一財）総合南東北病院 本田知久
P-ED-12-4 理学療法士が考える「患者が理学療法士との対話に望むもの」

埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科/埼玉医科大学総合医療センター 國澤洋介
P-ED-12-5 理学療法士・作業療法士における臨床での倫理的対応に関する意識調査 医療法人社団寿量会熊本機能病院 大橋妙子

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（教育）P13 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-ED-13-1 臨床経験年数の違いが思考過程に与える影響について 市立池田病院リハビリテーション科 松永真悟
P-ED-13-2 中堅職員の育成を目指して

臨床教育の充実に向けた職場での取り組み 中通リハビリテーション病院リハビリテーション部 近藤友加里
P-ED-13-3 理学療法士の賃金に関する労働経済学的な問題点の分析 医療法人札幌山の上病院リハビリテーション部 山本ともみ
P-ED-13-4 院外理学療法士を対象とした循環器領域フェローシップ制度の意義

広島大学病院診療支援部リハビリテーション部門/広島大学病院リハビリテーション科 金井香菜
P-ED-13-5 療法士の卒後教育における海外研修の意義の検討

―アメリカ研修参加者のグループインタビュー分析を通して― 八尾はぁとふる病院 元石光裕

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（教育）P14 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-15）
P-ED-14-1 原理に基づく理学療法（Principle Based Physical Therapy：PBPT）の基礎付けと介入プロセスの提示

吉備国際大学大学院保健科学研究科/東大阪山路病院 米元佑太
P-ED-14-2 1986 年から 2015 年に雑誌「理学療法学」で発表された論文の計量書誌学的分析

札幌医科大学医学部公衆衛生学講座 樋室伸顕
P-ED-14-3 カンボジアにおける理学療法の提供 医療法人社団 KNI 北原国際病院 平井優介
P-ED-14-4 当院理学療法部門における転倒・転落事例の検討

高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科/本庄総合病院リハビリテーション科 竹内伸行
P-ED-14-5 当院リハビリテーション科におけるリハビリ中の転倒・転落事例分析 津田沼中央総合病院 半沢嘉基

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（教育）P15 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-ED-15-1 救命救急センターにて帰宅支援目的に介入した腰痛症例における転帰に関連する因子の検討

社会医療法人財団慈泉会相澤病院救急リハセンター 野崎惇貴
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P-ED-15-2 がん終末期患者に対する理学療法の遂行実態と職場環境の関係
―緩和ケア病棟入院料算定施設に対する全国調査―

新宿区立子ども総合センター/筑波大学大学院人間総合科学研究科博士前期課程 加藤 翼
P-ED-15-3 当院におけるリハビリテーション科「質を高めるチーム活動」の取り組み

～リハの標準化と質の向上を目指した脳卒中チームの活動について～ 医療法人社団藤聖会八尾総合病院 武田好史
P-ED-15-4 地域ケア会議における急性期理学療法情報に基づく EPDCA マネジメント

―福岡県古賀市“結ネットいきいき”における情報共有とヒューマンブリッジ―
国立病院機構福岡東医療センターリハビリテーション科 田中正則

P-ED-15-5 地域包括病床の開設を経験して
運用と課題 指宿医療センター 藤田誠記

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（教育）P16 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-13）
P-ED-16-1 在宅復帰に影響する家族要因と介護者要因の検討 金沢市立病院リハビリテーション室 大坪尚典
P-ED-16-2 訪問リハビリテーション利用者の背景，サービス利用の特徴を把握するための調査研究 立川記念病院 國谷伸一
P-ED-16-3 大学病院と回復期リハビリテーション病院間における人事交流を通じて得られた回復期理学療法に必要な視

点 錦海リハビリテーション病院リハビリテーション技術部 横木貴史
P-ED-16-4 回復期リハビリテーション病棟における，80 歳以上の患者に対して 6 単位を超える介入は過剰なのか？

～アウトカム評価である実績指数を用いた比較検討～ 医療法人社団シマダ嶋田病院 楠 正和
P-ED-16-5 実績指数を満たすためには FIM 利得と在院日数のどちらの影響が大きいのか？

～診療報酬改定に伴う回復期リハビリテーションのアウトカム評価に向けて～ 津田沼中央総合病院 原 泰裕

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（教育）P17 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-ED-17-1 当院における回復期リハビリテーション病棟のアウトカム評価について 医療法人財団聖十字会西日本病院 村井直仁
P-ED-17-2 当院における新人理学療法士の職場適応に向けた支援に関する研究

～新人の抱える悩みと管理者が推測する悩みのギャップから見えてきたこと～
リハビリテーション中伊豆温泉病院 高木亮輔

P-ED-17-3 当法人理学療法士の研修会への参加実態と支援制度との隔たりについて 上牧温泉病院 金城拓人
P-ED-17-4 カンファレンスの入力率改善への応用行動分析学的介入 医療法人社団千葉秀心会東船橋病院 松井 剛
P-ED-17-5 理学療法士を主眼に置いた目標設定シートの作製とその効果の検討

医療法人 KAG 名古屋整形外科・人工関節クリニックリハビリテーション科/
グロービス経営大学院大学経営研究科経営専攻 片岡亮人

5月13日（土）15:30～16:30 ポスター（教育）P18 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-11）
P-ED-18-1 医療専門職における組織運営・管理への意識調査：質問紙調査法を用いた横断研究

理学療法士のキャリアアップに対する見解 株式会社フィジオオフィス/医療・介護ソリューション研究所 山口 剛
P-ED-18-2 当院理学療法科における当日の理学療法予定変更に関する調査

医療法人甲風会有馬温泉病院総合リハビリテーション室 橋爪真彦
P-ED-18-3 理学療法士における管理業務の実態調査 理学療法管理部門 上村明子
P-ED-18-4 育児休暇から復職する女性療法士の復職支援について 沖縄リハビリテーションセンター病院 比屋根友恵
P-ED-18-5 当法人における職場マネジメントの取り組み

10 年間の取り組みと成果 福岡医療団千鳥橋病院 川田悟史

5月14日（日）13:00～14:00 ポスター（教育）P19 ポスター会場（国際展示場 展示ホール8-5）
P-ED-19-1 当室キャリア開発と収入アップへの取り組み 医療法人甲風会有馬温泉病院総合リハビリテーション室 朴 容成
P-ED-19-2 リハビリテーション専門職におけるソーシャルメディアの私的利用に関する意識調査

県立広島大学保健福祉学部理学療法学科 積山和加子
P-ED-19-3 熊本地震からの一考

急性期リハビリテーション科の立場から 熊本赤十字病院 田畑伸治
P-ED-19-4 犬の飼い主が希望する「動物に対する理学療法」の利用条件 群馬パース大学 星 隆太
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大会企画 大会長基調講演

理学療法士の学術活動推進

福島県立医科大学 伊橋 光二

日本理学療法士学会（協会）は日本学術会議に登録された協力学
術研究団体であり，現在，会員数 10 万人を超える大きな学術団体
に発展しました。学術大会も今回で 52 回を数え，1,700 題を超える
研究発表が行われます。一方で，理学療法士の質の低下や，理学療
法そのもののエビデンスの乏しさが指摘されており，我々は利用
者の期待に応えられる科学的な理学療法を提供できているのか，
会員規模に見合う学術的発展を遂げたのだろうか，と問わなけれ
ばならないと思います。

理学療法のさらなる学術発展には，理学療法士の一人ひとりが，
自分も理学療法研究の担い手の一人であると自覚することがその
第一歩ではないかと考えます。理学療法研究，特に臨床研究の中心
となるべきは，日々対象者と向かい合っている臨床現場の理学療
法士だと思います。取り組むべき課題も，それを解決する治療のヒ
ントも全て臨床現場に「埋まって」います。臨床の理学療法士は，
それを発見し，掘り起し，確かめ，その成果を発信できる可能性を

持っています。

ところが，日々多忙な臨床現場では，研究と言われても時間がな
く，さらに研究機器も資金もなく，情報も乏しく，とても研究がで
きる状況ではないとの反論が返ってくるように思います。しかし，
一本の関節角度計，一つのストップウォッチ，一つのテープメ
ジャーでもできる研究はあると思います。つまり，必要なのは臨床
研究の感性を持ち，臨床実践者であるとともに臨床科学者であろ
うとする意志を持った人材ではないかと思います。

この思いから，本学術大会の大会全体に共通するテーマを『理学
療法士の学術活動推進』とし，「臨床で学術活動をどのように実践
するのか」との視点でその方策を検討したいと考えます。この学術
大会が契機となり，特に臨床現場における若年層の理学療法士が
積極的に学術活動，臨床研究活動に取組み，日本理学療法士学会の
学術水準が向上することを願っています。

大会企画 シンポジウム 1

臨床で学術活動をどのように推進・実践するか
1 在宅リハビリテーションにおける臨床学術活動について

リハビリ推進センター（株） 阿部 勉

1．はじめに
通所や訪問による在宅リハビリテーション（以下，在宅リハ）の

醍醐味は，全てが肌で感じるほどリアルなことである。利用者や家
族が何を望み何に困っているのか？どうしたら良いのか？までも
が普段の日常生活や地域社会の中に存在する。地域包括ケアシス
テムが本格稼働する中で昔も今も理学療法士は，個々人の目標を
引き出し自立支援することが責務である。変わったといえば，維持
期と呼ばれていた頃と比べて回復段階の利用者が増えてきたこと

（在宅回復期），医療と介護との連携がより密接となってきたこと
（自立型介護），在宅生活から地域生活への志向が強くなってきた
こと（参加・活動の促進）であろうか。もちろん，地域によって実
情は様々である。その中で在宅の理学療法士に求められる臨床学
術活動の目的は，生活を科学することである。それは，どのような
人・環境だと，どのようになっていく（予後予測），何ができて何
故できない（課題抽出），どうしたらできる（解決方法の提示・実
践）ということの根拠をよどみなく説明できることである。

2．現状
在宅リハの臨床学術活動を展開していく上での強みは，対象者

が増加している，地域包括ケアシステムを推進するために行政等
から期待されている，在宅にかかわる理学療法士が増えてきた，地
域支援事業にも絡みながら各地で様々なリハ職関連団体が立ち上
がっていることである。弱みは，学術活動を推進するための知識・
技術・環境が不十分なことである。

3．今後の方向性
来年の同時改定では，介護予防，住宅改修，福祉用具に関してリ

ハ専門職を活用することが提示された。したがって，その専門性を
向上させる学術活動が急務である。現状の強みと弱みを鑑み，リハ
職関連団体の中に研修機能や調査・研究事業を担う部署を入れ込
むことは得策と考える。もちろん，個々人レベルで日常業務の中で
行っている臨床・評価等をしっかりとまとめる作業が前提であろ
う。
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大会企画 シンポジウム 1

臨床で学術活動をどのように推進・実践するか
2 回復期での臨床学術活動

1）西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部，2）畿央大学大学院健康科学研究科
生野 公貴1,2）

平成 27 年度に回復期リハビリテーション（以下，リハ）病床は
全国で 77102 床となり，現在多くの理学療法士が勤務する領域と
なっている。リハ医療において，回復期は疾病により生じた機能障
害の可能な限りの回復と，適切な代償手段の学習により ADL や
QOL の向上を図る極めて重要な期間である。したがって，それら
の発展を企図した研究は理学療法士の責務である。しかし，本邦の
回復期リハ領域で実施される学術活動は，質および量を満たす十
分なものなのであろうか。

この問題を打開するために，3 つのレベルで問題提起をしたい。
第一に，個人レベルの問題である。学術活動を推進する上で，個人
の能力が必要なのはいうまでもないが，何より重要なのは問題意
識の定着化であろう。日々の臨床での症例の病態分析，仮説検証作
業が理学療法研究の原点といっても過言ではない。これらを推進
するような自己学習，あるいは教育システムが重要となるであろ

う。第二に，施設レベルの問題である。回復期リハ病棟を運営して
いる病院の多くは円滑なリハ提供のため，堅実なシステムが敷か
れている。このシステムは管理運営上有益である一方で，個々の療
法士の自由度が制限される場合もある。研究によっては，倫理的問
題のため業務外で実施する場合が多々存在する。それらを許容す
る，あるいは支援するシステムは当該施設のみならず関係する組
織も構築する必要がある。第三に，医療レベルの問題である。回復
期脳卒中に絞って考えると，現在自然回復を凌駕するリハ介入は
極めて少ないとされている（Krakauer, et al., 2012）。特に，リハ医
療では基礎研究と臨床研究が結びついた研究が極端に不足してい
る。大学や研究所などの研究機関，企業，病院など本格的な産学医
工連携による共同研究が望まれる。これら種々の問題点に対して
当院が具体的に取り組んでいる現状を紹介し，学術活動の推進の
一助となれば幸いである。

大会企画 シンポジウム 1

臨床で学術活動をどのように推進・実践するか
3 急性期での臨床学術活動

福井大学医学部附属病院リハビリテーション部 久保田雅史

急性期病院の在院日数は年々短縮し，理学療法の介入期間が数
日から数週間と短くなってきている中で，学術活動をどのように
展開するのが望ましいであろうか。

急性期医療において学術活動を実践することの難しさには，
1）在院日数の短縮に伴い介入効果を十分示すことが困難，2）病態
の急速な改善や悪化などが生じやすく，理学療法以外の治療効果
が大きい，3）発症早期では患者や家族自身の受け入れができてお
らず，研究への理解が得られにくい，4）急性期のみではないが，
カンファレンスや書類作成などが増え，研究する時間が確保でき
ないなどがあると感じている。

実際，臨床の場で学術活動をどのように考え，実践しているかを
紹介する。在院日数短縮は，逆に患者の回転率を高め，疾患の多様
性が広まり，介入がより早期化していると思われる。対象症例のサ
ンプリングや研究デザインの組み方によってはメリットになるか

もしれない。また，医師と共同で研究することは非常に重要であ
る。患者や家族への理解を早期から得ること，治療や検査などのタ
イミングを理学療法と調整すること，長期フォローアップへの協
力などが可能となるであろう。研究デザインとしては，まずは自分
たちの臨床成績を後ろ向き研究として調査することから始めるこ
とを勧める。早期の予後予測や成績不良症例の抽出が可能となり，
臨床へ直接フィードバックが得られる。臨床研究を行う環境も重
要である。数名でチームを組み，準備の段階からよく議論しておく
とよい。

最後に，臨床と研究は異なる活動ではないかと思われる方がい
るかもれない。しかし，臨床を熱心に一例一例考えて担当している
と，自ずとそれらの法則性に気が付いたり，研究のタネになるもの
が見えてくる。日々頑張って接すれば，患者さんも喜んで研究に参
加してくれる。研究での学びは臨床のモチベーションに直結する。
臨床と研究は同じ方向性にあるものと考えている。
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大会企画 教育セミナー 1

成果を発信しよう―理学療法士の為の論文執筆のすすめ

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 市橋 則明

学会発表する以上は，できれば論文として公表できたらと思っ
ている人も多いであろう。毎年理学療法の関連学会では 2000 演題
以上が発表されているが，そのうち論文として発表されるものは
どの程度の割合なのか？ 48 論文（投稿は 140 程度）が理学療法学
に掲載されるということを考えると学会発表されたものの中から
2.5％ が論文となるにすぎない。学会発表ができるのに何故論文が
書けないのか？私の研究室の 2016 年の論文数は 18 論文（英文 16
impact factor 32）であり，この論文の著者の多くが初めて論文を書
いた大学院生（修了生）である。私の研究室では何故論文を多く発
表できるのか？英語論文を書くためにはどうしたらよいのか？

論文を書くためには必要条件と十分条件が重要である。必要条
件としては，その研究内容に新規性があること，理学療法の発展に
貢献できること，目的が明確で，その目的に合った方法になってい
ること等，研究テーマ，内容に関する条件である。これらは研究を

始める前に十分吟味する必要がある。この必要条件は学会発表で
あっても重要であるが，理学療法学会においては，明確でない発表
が多い。理学療法の分野は経験則だけで行われているものが多く，
研究テーマの宝庫である。臨床での疑問はすべて研究論文になる
可能性がある。ただしいくら必要条件を満たしていても掲載され
る論文にはならない。それは十分条件を満たしていないためであ
る。十分条件とは，イントロで過去の論文の文献レビュが十分でき
ていること，論理的に書いていること，飛躍した考察，結論になっ
ていないこと等たくさんの論文を書く上での条件（作法）がある。
この 2 つの条件がそろえば基本的には論文になるが，それ以外に
も論文投稿場面や査読者とのやりとりの場面等ハードルは数多く
ある。

本講演では，私の経験から少しでも論文執筆の助けになるよう
なヒントを数多く示すことにしたい。

大会企画 教育セミナー 2

医学英語論文の書き方
How to Write Your Own Research Abstracts in English

県立広島大学名誉教授 清水ミシェルアイズマン

Writing English research papers is a difficult task for Japanese
professionals. Although many therapists do not write full papers
in English, abstracts in English are often required for papers writ-
ten in Japanese. Therefore, basic knowledge of writing and think-
ing in scientific English will be presented. Several examples of
English abstracts written by Japanese therapists that were sub-
mitted beforehand will be presented along with the corrected

versions. Many abstracts are often submitted to companies to be
translated at a fee, but the researcher should be able to confirm
that the translation is accurate. Following the presentation, the at-
tendees will form groups and attempt to correct an abstract that
will be provided before the session to facilitate active and inter-
esting discussions. General discussions will also be conducted to
promote an easy approach to thinking in English.
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大会企画 ミニシンポジウム

女性研究者が活躍するには
1 ライフイベントと物理的・認知的側面

常葉大学健康科学部静岡理学療法学科 鈴木 里砂

女性研究者がライフイベントを通じて遭遇する壁には，結婚，出
産，育児，そして介護問題に関することがある。

筆者が研究活動と出産，育児を両立する際には，物理的（主に時
間的）問題と認知的問題に直面した。日本の社会システムでは，母
親に求められる役割が多く，保護者役員もほとんどが母親である。
土日の行事も多くあり，急な病気に対する対応も求められる。深夜
及び宿泊を伴う実験や学会参加は，協力者の存在がなければ難し
い。

物理的問題を解決するには，多大な家庭内外の協力者の存在が
必要である。協力が得られても，母親としての責務を充分果たして
いないのではないかという自責の念に捉われ，研究活動への時間
配分を減らすべきか悩むことも多い。そして，筆者は共同研究者の
研究実施時間帯への協力体制，さらに研究が職務として認められ
る環境にも助けられている。研究が職務として認められなければ，
就業時間外に研究活動の全てを実践することとなり，育児との両
立は非常に困難なものとなるであろう。

認知的問題については，育児では子供の訴えや変化に応じ，臨機
応変な対応をしなければならず，即時的な行動が求められる。しか
しながら，研究を遂行する上では，集中して取り組むこと，そして
論理的思考が必須である。この両者を同時に成立させることは，非
常に心身への負荷が強く，筆者は疲労を強く感じることが多かっ
た。同時に，研究活動を継続していく上では，周囲の環境の整備だ
けでなく，それ以上に女性自身の研究に対する意識改革の必要性
も痛感する。

しかしながら，様々なライフイベントを経験することで，新たな
視点を持つことが出来ることも事実であり，研究を実践する上で
プラスとなる面も確実に存在する。

今回のシンポジウムでは，筆者自身の経験や周囲の男女研究者
の意見を踏まえ，ジェンダーを超え，女性研究者が活躍する土壌が
つくられるには，どのようなサポートや意識改革が必要か考えた
い。

大会企画 ミニシンポジウム

女性研究者が活躍するには
2 新たな一歩を踏み出すために

名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻理学療法学講座 井上 倫恵

筆者は大学卒業後，博士課程（前期課程），博士課程（後期課程）
に進学した経験をもつ。特に博士課程（後期課程）への進学を決心
した際には，身近に女性研究者のモデルケースが少なく，どのよう
にキャリア形成をしていけばよいのかイメージし難く，不安が非
常に大きかったことを覚えている。博士号取得後は大学院で研究
対象としていたウィメンズヘルス分野において臨床経験を積むこ
とができ，これらの経験はその後のキャリア形成の基盤となって
いる。現職にキャリアチェンジする際には，今後自身に様々なライ
フイベントがあると推測される限りチャレンジすべきではないの
ではないかという考えと，それでもチャレンジしたいという思い
との葛藤があった。このような葛藤のなか新たな一歩を踏み出せ
たのは，自身がどうありたいかというキャリアアンカーが明確で
あったこと，さらに，これまでに自分にとってモデルケースとなる
多くの女性研究者と出会うことができたことが重要であったと実

感している。女性研究者を目指す方には，キャリアアンカーを具体
的にイメージすること，自分にとってのモデルケースをもつこと，
そして，自分の中で制限をかけずに挑戦することを推奨したい。

名古屋大学においては男女共同参画室が設置されており，女性
研究者に対する「研究支援」，「子育て支援」ともに非常に恵まれた
環境下にある。女性研究者が様々なライフイベントを乗り越えな
がらも学び続け，研鑽を重ねていくためには，「学会における託児
室の設置」などの支援も望まれる。また，女性研究者に限らず，若
手研究者にとっては「留学支援」も必要な支援であると考える。

本シンポジウムでは，キャリア形成について自身のターニング
ポイントとなった経験も交えて紹介し，キャリアアップに向けて
望まれる支援制度について提言する。本シンポジウムが研究者を
目指す女性が新たな一歩を踏み出す一助となれば幸いである。
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大会企画 国際講演

質の高い理学療法研究の進め方

University of Colorado Denver Margaret Schenkman

Developing an academic faculty that is highly productive in
conducting physical therapy research can be challenging because
rehabilitation research in general, and physical therapy research
specifically, is a relatively new area of science. This talk will focus
on four key factors that can assist physical therapy departments
to develop high quality research. The first is development of the
scientists who are prepared for academic research positions in
physical therapy. The focus will be on the training strategies that
can prepare physical therapists to become productive rehabilita-
tion scientists. Next is the development of meaningful questions
that will advance the practice of physical therapy. The focus will
be on transitioning from doctoral and postdoctoral education to

developing a meaningful independent research agenda as a reha-
bilitation scientist. The third topic is the mechanisms that physi-
cal therapy departments can employ to assure success of the new
scientist faculty members in developing sustainable research
agendas. The focus is on types of financial and infrastructure sup-
port that can facilitate implementation of the new faculty mem-
ber’s research. The final topic is national mechanisms of support
for rehabilitation research. The focus will be on examples of na-
tional initiatives in the United States that have been particularly
effective in assisting Departments of Physical Therapy to develop
high quality research.

大会企画 シンポジウム 2

世界へ挑戦しよう―海外留学のすすめ
1 海外留学と女性のライフスタイル

聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部理学療法学科 坂本 飛鳥

グローバル化時代の今，日本の医療・福祉分野においてもグ
ローバル・ダイバースな人材の需要が高まっています。文部科学
省もグローバル人材の育成に力を入れる教育方針を掲げ，それに
伴い，理学療法士養成校でも国際的な教育の充実をめざす大学が
増えています。海外留学は，語学力や知識・技術を養うだけでな
く，その国の文化に触れ，人との出会い・交流を通し，グローバル
やダイバースな考え方やその経験を通し，人間力を高めてくれま
す。このような海外留学は，グローバル化社会で仕事をしていく上
で貴重な経験です。

海外での生活や移住，就職を思い描いている女性理学療法士は
多いと思います。しかし，言葉の壁や費用，国外にでると理学療法
士として就労できないことから，海外へ進出することをあきらめ
る女性は少なくありません。また，アメリカやヨーロッパと日本の
理学療法士養成校では教育内容や単位数などが異なるため，学部
生レベルでの留学は難しく，卒業後いったん就職してしまうと『海

外へ行く』ことからさえ遠のいてしまうことは多いのではないで
しょうか。更に，女性は，出産・育児というライフスタイルがあり
ます。海外留学・キャリアアップなど自分の夢を追いつつも，結
婚・出産・育児という現実との狭間で，どちらか一方をあきらめ
てしまう女性も多いと思われます。しかし，少子化問題が重要視さ
れる近年，結婚や子育てより仕事やキャリアを重要視する女性は
増加傾向にあり，現に，医療福祉系の女性研究員の割合は，20
年前と比べ 2 倍近く増え，平成 25 年では研究者全体の 14.4% を占
めているようです。

本シンポジウムでは，私のオーストラリアでの大学院留学の経
験をもとに，女性のライフスタイルにおける海外留学・キャリア
の位置づけについて紹介し，更に，国際的な健康問題に対する女性
医療従事者・研究者のニーズについて議論することで，女性の更
なる活躍の場を模索したいと考えています。
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大会企画 シンポジウム 2

世界へ挑戦しよう―海外留学のすすめ
2 理学療法研究を推進するための海外留学のすすめ

1）日本学術振興会海外特別研究員，
2）Department of Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen，

3）慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室 山口 智史1,2,3）

海外留学には，留学への憧れと期待がある一方で，『何を目的に
留学するか』，『留学先はどこにするか』，『どのくらいの期間行く
か』，『今の仕事はどうするか』，『家族はどうするか』，『資金はどう
するか』，『留学後はどうするか』など，多くの不安と解決しなけれ
ばいけない課題があります。この多くの課題が，留学への興味の消
失，躊躇，諦めさせてしまうことがあると考えます。この課題をク
リアもしくは棚上げして，海外へ留学するためには，非常に大きな
決断が必要です。また留学を決断した後には，準備をして，いざ留
学を開始すると，良いことや悪いことなど様々な経験をします。

現在，私は独立行政法人日本学術振興会の海外特別研究員制度
（https://www.jsps.go.jp/j�ab/）の支援を受け，デンマークにある
コペンハーゲン大学へ留学しています。コペンハーゲン大学では，
Jens Bo Nielsen 教授に師事し，研究活動に従事しています。私が研
究室を選択した理由は，患者を対象とした臨床研究からモデル動

物による基礎研究まで，幅広い領域における研究を遂行し，ヒトの
運動制御，中枢神経疾患の病態の理解とそのリハビリテーション
に取り組んでいることにあります。なかでも，歩行の中枢神経機
構，運動学習，神経可塑性について，神経生理学やバイオメカニク
スなどから研究を行っており，これまでの自身の研究をさらに推
進できると考えたからです。

本シンポジウムでは，私の経験から理学療法研究の分野で，どの
ような過程を経て留学を決意し，どのように留学資金を獲得し，ど
のような研究活動を行っているか，などを紹介することで，理学療
法士としての 1 つのキャリアモデルを提示したいと考えていま
す。また，海外留学の経験から見えてくる国内の理学療法研究にお
ける課題について議論することで，理学療法の更なる発展に寄与
したいと考えています。

大会企画 シンポジウム 2

世界へ挑戦しよう―海外留学のすすめ
3 国際協力経験から考える理学療法士のキャリア形成

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科 志村 圭太

「いつか海外で自分の専門性を生かした仕事がしてみたい！」そ
う思ったことことはないでしょうか？海外を拠点に理学療法と関
わる選択肢のひとつに独立行政法人国際協力機構（JICA）の青年
海外協力隊への参加があります。青年海外協力隊事業の目的は，開
発途上国の経済・社会の発展，復興への寄与，友好親善・相互理解
の深化，国際的視野の涵養とボランティア経験の社会還元とされ
ています。南米ボリビア多民族国の地方農村部の公的病院に理学
療法士として派遣された私の青年海外協力隊員としての国際協力
活動は，現地の理学療法士からのこんな一言で始まりました。

「僕らは別に困っていないけど，君は地球の裏側から何をしに来た
の？」

多くの隊員は（私も含め）意気揚々と乗り込んで行くものの，実
際に現地へ行ってみると様々な困難に遭遇します。私のケースで

は，配属先に理学療法対象者がいない，技術移転をする相手がいな
くなるなどの問題に直面しました。その他にも物質的な不足，異文
化の衣食住への不慣れ，コミュニケーション不足など，挙げればき
りがありません。しかしそんな中でも，同じ国あるいは同じ任地に
赴任した別の隊員と協力しながら課題を見つけては解決方法を考
え，現地の人と時にはぶつかりながらも信頼関係を築こうとする
中で，問題解決能力，コミュニケーション能力は向上します。また，
現地人との関わりの中で祖国を見つめなおし，多様な生き方を学
ぶ機会が多く，人間力は高まると考えます。こうした経験を，将来
のキャリア形成に生かす方法もあります。本シンポジウムでは，理
学療法士の専門性を生かした社会貢献活動の一つである青年海外
協力隊への参加経験を取りあげて，実際の活動―生活と行動―を
紹介します。その上で，国際協力活動の経験を帰国後どのように生
かしてキャリア形成につなげることができるかを考え，理学療法
士の職域拡大の可能性を提示します。
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大会企画 市民公開講座

スポーツを通しての私の健康法～健常者も高齢者も障がい者も運動を楽しんでより健康に～

元プロマラソン選手 有森 裕子

講師プロフィール
バルセロナオリンピック，アトランタオリンピック両大会の女

子マラソンメダリスト
「一所懸命は必ず勝ちます」と，希望を持ってがんばっていくこ

とを小学生・中学生をはじめとする子どもたちに訴えつづけてい
る。

地雷で被害を受けたカンボジアの子供達に「義手や義足をつけ，
走ることで，夢を持つきっかけになれば」とふれあい・支援の為の
NPO を設立。

有森裕子の信条は，「世の中にたった一人しかいない自分の生き
方にこだわること」「二度とやってこない一瞬一瞬を精一杯生きる
こと」。

【主な競技歴】
1992 年 バルセロナオリンピック女子マラソン銀メダル
1996 年 アトランタオリンピック女子マラソン銅メダル

【現在の活動】
・国際オリンピック委員会（IOC）スポーツと活動的社会委員会委
員
・日本陸上競技連盟国際委員会 特別委員
・認定 NPO 法人「ハート・オブ・ゴールド」代表理事
・公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 理事長
・日本体育大学及び日本体育大学女子短期大学部 客員教授
・就実大学及び就実短期大学客員教授
・公益社団法人日本プロサッカーリーグ 理事
・一般財団法人 日本フラッグフットボール協会 評議員
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協会企画 1 モーニングセッション

Advocacy for Public Health

World Confederation for Physical Therapy Jonathon Kruger

Health systems around the world are continually evolving. This
creates both opportunities and challenges for health professionals.
As physiotherapists we must identify and exploit opportunities to
promote the critical role that we can play in helping to shape
these health systems. The ability to advocate strongly on behalf
of our patients, our services and our colleagues is critical to the
continued advancement of the physiotherapy profession.

To do this we must develop our advocacy skills. Advocacy is a
combination of individual and collective actions designed to gain
political commitment, policy support, social acceptance and sys-
tems support for a particular goal or program. Advocacy might
be targeted at increasing staffing for a service, it might be aimed
at changing the law that governs our practice, or it might be
aimed at securing better remuneration for our services.

However, the skills required for these advocacy activities have

not routinely been taught as part of our training. For the majority
of physiotherapists, the key skills and knowledge associated with
undertaking advocacy are not included as part of entry�to�prac-
tice education, or acquired as part of latter career professional de-
velopment. Therefore, for both individual physiotherapists and
many small to medium sized WCPT member organisations this
activity may not be optimal. This is because they lack of knowl-
edge about how to systematically develop and implement an
aligned advocacy strategy.

The purpose of this lecture is to help outline the practical steps
involved in developing an effective advocacy strategy for physio-
therapists. I will provide a simple model that will give attendees
the tool to plan simple advocacy activities and give international
examples of advocating for policy change that delivers better
public health outcomes for physiotherapy clients.

協会企画 2 鼎談

これからの理学療法士への提言―求められる臨床力とは―

日本理学療法士協会 半田 一登

昭和 41 年に理学療法士が誕生して以来，約 50 年が経過しまし
た。この間，理学療法士の質ということで歴代会長が記念誌に投稿
され，理学療法士の質を早急に高めることを述べています。果たし
て理学療法士の質は全体として上がってきたのでしょうか。昭和
46 年に当時の厚生省が「高齢社会の到来に対してリハビリテー
ション医療と介護力を高める必要がある」と発表し，リハビリテー
ション医療の普及を求めています。その後，厚生労働省の強い政策
誘導でリハビリテーション医療は拡大し，理学療法士の養成数も
うなぎ上りとなりました。しかし，現在開かれています理学療法士
の需給検討会では，「理学療法士は近いうちに余ります」というの
が厚生労働省医政局の考えかたです。はっきりと「量」の時代から

「質」の時代に転換したのです。
一方この数年間，理学療法士の業務範囲は拡大の一途をたどっ

ており，病期的には急性期での病棟勤務・介護保険分野（訪問系・

通所系），疾患別ではがんのリハビリテーション等が加わってきま
した。それぞれの場面において理学療法士の質，即ち臨床力を問わ
れる機会が増え続けていますが，課題はそれぞれの病期や疾患別
によって求められる像が違う事です。多様化した理学療法士への
ニーズに応えられる教育や卒後研修はいかなるものか，理学療法
士が自ら論議し，大きく方向転換する必要があります。国家試験の
合格だけを目指す教育では対応不可能な状態です。教育がすべて
の始まりです。自らの将来は，自ら考え，自ら決定し，自ら行動す
る時期です。

この度の鼎談では，我々が考えるヒントをいただくために，各界
の責任ある立場の方々からご意見をいただき，臨床力の向上に向
けた臨床実習前教育・臨床実習・卒後研修等について論議を深め
ると共に各発言者から理学療法士の将来に向けた忌憚のない意見
を承る所存です。
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学会企画（研究安全・学術倫理委員会企画） 教育講演

研究倫理の考え方―理学療法学領域における研究倫理―

文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科 望月 久

研究倫理には，研究対象者の安全や権利の保護と，研究の適正な
実施の 2 つの目的があります。具体的には，①研究対象者への説明
と主体的な意思に基づく研究への参加，②研究に伴うリスクへの
対応，③研究対象者の個人情報の保護，④捏造・剽窃がないこと，
⑤利益相反に関すること，⑥研究の実行過程および終了後のモニ
タリングと報告，などが含まれます。これらについて，第三者とし
て適切性を判断する役割をもつのが倫理審査委員会です。倫理委
員会の承認を得ることは，研究者自身が安心して研究を行う上で
も重要です。

理学療法学領域において，研究倫理が強く意識されだしたのは
この 10 年のことです。2000 年に発刊された「理学療法学」の執筆
要綱では，「対象者の保護には十分留意する」と記載されているだ
けです。2007 年に「倫理的な配慮に関する記述をすること。」と一
部改訂がありました。2009 年には利益相反と研究倫理が項目とし
て加わり，「厚生労働省の『臨床研究に関する倫理指針』などに従

うこと。倫理審査を受けて承認されている場合には承認番号を記
載すること。」と改定されました。そして，2017 年より「研究にあ
たり，所属研究機関あるいは所属施設の倫理員会ないしはそれに
準ずる機関の承認を得ることを必須とし，倫理審査委員会名およ
び承認番号（または承認年月日）を必ず記載すること。」と改定さ
れています。

このような「理学療法学」の研究倫理に関する記載の変遷の基軸
には，「疫学研究に関する倫理指針（2002 年）」，「臨床研究に関す
る倫理指針（2003 年）」，そして 2015 年に両者を統合して施行され
た「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」があります。

本講演は，研究倫理に関する歴史的変遷，研究倫理に関する基本
的用語の解説，本年度より開始される理学療法士協会の倫理審査
の紹介を通して，理学療法学領域における研究倫理について理解
を深めることを目的としています。
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日本運動器理学療法学会企画 教育講演 1

軟部組織と神経機能異常に対するエビデンスの現状

1）徒手理学療法部門，2）首都大学東京大学院人間健康科学研究科理学療法科学域 山内 正雄1,2）

WCPT（世界理学療法士連盟）の下部組織である IFOMPT（世
界徒手理学療法士連盟）は，OMPT（徒手理学療法士）の国際標準
化を目指している。そのため IFOMPT は独自の教育基準を持ち，
加盟するためにはその教育基準を充たした教育内容で徒手理学療
法士を養成していることが条件となる。その教育基準の核となっ
ている項目の一つが EBP（Evidence Based Practice）である。
IFOMPT は 2008 年の教育基準の大幅な改正で，EBP を盛り込み，
実技の習得だけでなく研究にも力を入れた大学院教育を推進して
きた。そして 2016 年の改正では，内容自体は大きく変わってはい
ないが，EBP から EIP（Evidence Informed Practice）へとエビデ
ンスの質を向上させたのが今回の大きな変革である。今後，EIP
に対応した徒手理学療法教育ならびに実践が求められてくる。

そこで今回は，軟部組織と神経機能異常に対する徒手理学療法
のエビデンスの現状について報告する。軟部組織に対する徒手理
学療法には，マッサージ，筋のストレッチング，筋膜に対するアプ
ローチなどがある。今回は，特にマッサージについて検証してい

く。マッサージには，クリニカルマッサージ，整形外科的なマッ
サージ，スウェーデン式マッサージ，タイ式マッサージ，スポーツ
マッサージなど多くの種類がある。そのうち，我々理学療法士の日
常の臨床場面においては，整形外科的なマッサージを中心に使用
していると考えている。整形外科的なマッサージには，横断（深部）
マッサージや機能的マッサージが臨床でもよく使われている。今
回は，この整形外科的なマッサージを中心にエビデンスについて
報告する。

神経機能異常に対する徒手理学療法は比較的新しい領域で，
Robert Elvey 氏や David S. Butler 氏などによって発展してきた。
しかし評価においてはスランプテストや末梢神経伸長テスト，治
療においては神経モビライゼーションなどよく知られているだけ
でなく，臨床でも使われている機会が多い。今回は，神経機能障害
に対する評価の感受性や特異性を含めたエビデンスについても報
告する。

日本運動器理学療法学会企画 シンポジウム

運動器理学療法におけるエビデンスの構築に向けて
1 基礎研究からみたエビデンス 理学療法におけるこれからの基礎研究のあり方

神戸大学生命・医学系保健学域 森山 英樹

基礎研究からみたエビデンスの話をせよと言われたが，難題で
ある。その理由は，基礎研究には「いわゆる」エビデンスが無いか
らである。「いわゆる」としたのは，医療分野で使われるエビデン
スは，単なる根拠の意味ではなく，ある病気や症状に対してある治
療法が有効であることが，人を対象とした臨床研究により立証さ
れた結果を指すためである。医学全体にいえることであるが，プレ
EBM の時代（1980 年くらいまで）であれば，基礎医学的知見をそ
のまま臨床医学に活かすことができた。理学療法においても同様
の事例が多くある。例えば，温熱療法による軟部組織の伸張性向上
の根拠はラットの尾を温めた方がよく伸びたとする実験結果であ
るし，CPM は Salter らのウサギの軟骨損傷に対する一連の実験結
果が元となり開発された。残念ながら，これらはいずれも，現時点
ではエビデンスは無いとされている。現在では，基礎研究での発見
は直接臨床現場にはもっていけず，そのためには幾つかのハード

ルを乗り越えなければならない。しかし，基礎研究の価値が損なわ
れているわけではなく，基礎医学はほとんどすべての臨床医学の
源泉であり，基礎研究と臨床研究はともに欠かすことのできない
言わば両輪である。また基礎研究と臨床を結ぶトランスレーショ
ナルリサーチ（橋渡し研究）の必要性も盛んに叫ばれているが，最
近話題のゲノム編集技術のように，基礎研究の成果が急速に臨床
応用に結びつく例もある。理学療法における基礎研究は，①臨床現
場で行っていることの「いわゆる」エビデンスでは無い根拠を示す
もの，②理学療法の対象となる体性器官及び組織の構造変化と機
能変調/不全の発症メカニズムを明らかにするもの，③新しい医療
を創出するものに大別できると考える。シンポジウムでは，基礎研
究からみたエビデンスを踏まえたうえで，運動器理学療法におけ
る基礎研究のあり方と将来の展望について考えてみたい。
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日本運動器理学療法学会企画 シンポジウム

運動器理学療法におけるエビデンスの構築に向けて
2 臨床現場における取り組み

総合病院回生病院関節外科センター附属理学療法部 山田 英司

理学療法はサイエンス（科学）とアート（定性部分）の融合であ
り，両者のバランスが重要であることはいうまでもない。

質が保証された理学療法を行うために，理学療法士は最良のエ
ビデンスを用い，治療にあたる必要がある。例えば，変形性膝関節
症に対するエビデンスレベルが高いとされる治療ガイドラインも
いくつか報告されているが，変形性膝関節症という大きなカテゴ
リーで捉えたガイドラインでは，様々な病態や臨床症状を呈する
個々の患者に対応することが困難である。すなわち，変形性膝関節
症という 1 つの疾患名のカテゴリーから出されたエビデンスのみ
では，臨床における個別性に対応しにくいということである。今
後，変形性膝関節症を病態や臨床症状，あるいは運動学・運動力学
的に特徴づけたサブカテゴリーに分類し，エビデンスを構築して
いくことが重要である。

運動器疾患において，理学療法士が適切な理学療法を提供する
ためには，単に疾患名に依存した理学療法ではなく，いかに機能障
害を評価し，その障害を治療対象とする理学療法に発想を転換す
ることが必要である。我々はこれまでの教育の中で，疾患名から評
価項目を抽出し，治療を展開すること，すなわち疾患名ベースの理
学療法学を学んできた。しかし，このような思考過程のみでは，理
学療法士が最も得意とする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法を選択して，対象者に最も適した介
入方法を決定していく臨床推論の過程を複雑にし，疾患と機能障
害を区別しにくい。

本シンポジウムでは，変形性膝関節症を例として，臨床現場での
エビデンスの構築，利用の現状について述べる。

日本運動器理学療法学会企画 シンポジウム

運動器理学療法におけるエビデンスの構築に向けて
3 多施設間共同研究における取り組み

九州看護福祉大学看護福祉学部リハビリテーション学科 加藤 浩

筆者は理学療法士の資格を取得後，大学病院に就職し，12 年間
の臨床経験を積んだ。その後，研究者として大学に異動し，今年で
15 年目を迎える。そして，これまでの 27 年間の仕事を振り返った
とき，臨床現場と研究現場で共に一貫して大切にしてきたことが
ある。それは「臨床研究」へのこだわりである。理学療法は言うま
でもなく，臨床現場から生まれた臨床の学問，即ち，「実学」であ
る。それゆえ，筆者は日々の臨床で直面してきた問題が，そのまま
自身の研究テーマに直結する，即ち，臨床に資する臨床研究にこだ
わってきた。しかし，現在，筆者の所属している大学は，研究機器
環境には極めて恵まれているが，附属病院等の臨床施設を併設し
ていないため，臨床研究を継続することは困難であった。そこで，
大学の外に目を向け，志を共にする臨床施設の理学療法士と協力，

連携することで，臨床研究の実践を可能にしてきた。本来の多施設
間共同研究とは，同一の研究デザイン・対象・評価により，被検者
を 2 施設以上の多施設にて募集し研究を進めていく手法である。
しかし，現状の日本において臨床現場の理学療法士だけで研究デ
ザインを構築・実践することは容易なことではない。また，大学の
研究者だけでエビデンスを構築することも難しい。そこで，まず多
施設間共同研究を発展させるための第一歩として，研究のノウハ
ウを持った大学と臨床現場の共同研究の活性化が重要であると考
える。本シンポジウムではその共同研究の実践モデルの 1 部を紹
介し，今後の運動器理学療法におけるエビデンスの構築に向けて
展望してみたい。
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日本運動器理学療法学会企画 特別講演

関節機能異常に対するエビデンスの現状

広島国際大学総合リハビリテーション学部 木藤 伸宏

本講演ではまず【関節機能異常】と【エビデンス】の意味を深く
掘り下げていく。まずは【関節機能異常】とは何かについて考察す
る。ここでは関節機能異常と関節機能障害を同義語として取り扱
う。Kaltenborn は，Manual Mobilization of the Joint vol.I：The
Extremities の第 1 版（1960 年）から第 4 版（1985）迄は，体性機
能機能障害（Somatic dysfunction）のひとつとして位置づけてい
る。関節とは，神経系，筋系，骨格系，結合組織系からなる関節運
動を起こす一つの系である。よって，関節を構成する各系の器官，
組織，そして機能の障害，またはその各系の相互作用の障害によっ
て関節機能障害が起こる。具体的には，予測される正常な可動域よ
り増加，減少，あるいは正常な運動から逸脱している状態と定義さ
れている。

次に【エビデンス】について考察する。英語の【evidence】は日
本人には理解が難しい単語である。【evidence】は不可算名詞であ
り，一定の学問分野のなかで認識が獲得され，その認識が利用され

る仕方に関心を向けた哲学の主要な一部門であるエピステモロ
ジーから派生している。つまり，エビデンスとは，個別の事実と結
果ではなく，臨床において活用できる論理であり，さまざまなピー
スを論理的に整合性が取れるように組み立て，構成した論理の不
可分な全体を指すのである1）。

臨床において多くの理学療法士は関節機能障害に対し治療介入
を行っている。しかし，どのような関節機能障害が生じ，その原因
を推定し，考えられる原因に対し適切に治療法を選択し実施する
ための論理が構築されているかというと，オーストラリア，カナ
ダ，アメリカなどの諸外国に比べ日本ではかなり遅れている。本講
演では，関節機能障害に対する理学療法のエビデンスを構築する
ために，われわれが何をしないといけないのについて述べていく。

1）今井むつみ：学びとは何か ＜探求人＞になるために，岩波新
書

日本運動器理学療法学会企画 教育講演 2

統計学を用いたエビデンス構築論
統計解析と研究デザイン・研究への応用について

弘前大学大学院保健学研究科 対馬 栄輝

統計量（統計）とは集団を記述する数量のことであり，生のデー
タはもとより平均や標準偏差，中央値などの特性値が挙げられる。
統計量を扱って理論的な統計的法則を導き出し（数理統計学），そ
の法則から統計的推論（推測統計学）を行うことを総合して“統計
学”という。このさき理学療法で扱われるデータの特殊性が見いだ
されるとすれば，表題中の『統計学』という表記は，あながち間違
いではないと考える。しかし，ここでは統計学のうち，統計解析ま
たは統計的方法に主眼を置く。

疫学は集団の特性を対象とする学問である。ゆえに疫学研究で
は統計解析の活用は必須となる。根拠に基づく理学療法（EBPT）
を実践するための 2 本柱は，疫学的な臨床研究方法と統計解析の
知識である。

研究に携わる者以外にとって研究方法や統計解析の知識は不要
であると主張したいが，そうもいっていられない現状にある。

EBPT の根源となるエビデンスは，臨床研究から生まれるためで
ある。それでは臨床の場に携わった臨床研究者がいればよいとの
考えもあろうが，それも問題である。臨床で理学療法を実践してい
る理学療法士が EBPT 実践のため，さらにはエビデンス構築のた
めに重要な役割を持つことに自覚しなければならない。

本タイトルは運動器理学療法とは程遠い印象を持つ。しかし，整
形外科的治療，特に手術療法後の関節機能回復に主眼を置いた理
学療法から，日常生活や生活環境も考慮した 2 次障害予防や患者
教育までも含めた理学療法効果の可能性を考慮して，今後は具体
的なエビデンス構築とその活用を重視していかなければならな
い。そのためには改めて疫学的臨床研究方法と統計解析の知識が
必要となる。そこで導入段階ではあるが，これらの知識とエビデン
ス構築の関係性について解説するので，ともに考えていければ幸
いである。
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日本基礎理学療法学会（JSPTF・JFPT）企画 教育講演

運動器疾患・呼吸循環器疾患に対する理学療法―動物モデルを用いた検証―

畿央大学大学院健康科学研究科 今北 英高

理学療法における対象疾患は多種多様であるが，骨折や腰痛症，
変形性関節症などの運動器疾患や慢性閉塞性肺疾患（COPD）およ
び心不全などの呼吸循環器疾患を合わせると全体のおおよそ
60％ にのぼると言われている。本協会が公開した理学療法診療ガ
イドラインにおいて，それぞれの疾患での理学療法介入による推
奨グレードやエビデンスレベルが示されているが，共通認識とし
て，1）理学療法介入は標準化されるに至っていないこと，2）科学
的根拠に乏しく，有効性に関する研究が少ないこと，3）運動療法
や物理療法の有効性についてのメカニズムを基礎研究と共同して
検討する必要があることなどが挙げられている。

本邦の多くの理学療法士も基礎研究を展開しており，運動生理
学やバイオメカニクス，ニューロリハビリテーションなど，また，
それらを基盤とした運動療法介入および物理療法介入に関してエ

ビデンスを構築している。とりわけ動物実験においては，人を対象
とする研究では解明できない組織レベルでの機能的・形態学的分
析や分子生物学的手法を用いたタンパク，遺伝子レベルでの証明
が可能となる。しかし，動物モデル作成での均質化，さらにはモデ
ル完成後の理学療法介入の多様化によって苦慮する経験も少なく
ない。

本講演では，国内外での共同研究から得られた成果をもとに理
学療法と関りのある変形性関節症や骨折などの運動器疾患動物モ
デル，肺気腫や心不全などの呼吸循環器疾患動物モデルの作成か
らそのモデルでの理学療法の可能性について基礎理学療法学の視
点から紹介・検討していく。今後の臨床・研究活動の一助となっ
ていただけると幸いである。

日本基礎理学療法学会（JSPTF・JFPT）企画 特別講演

筋ジストロフィーに対する治療研究を中心とした筋研究の最前線

国立精神・神経医療研究センター神経研究所 武田 伸一

寝たきり，ギプス固定などに伴う筋の不動，加齢およびロコモ
ティブ症候群，糖尿病等の生活習慣病に伴う骨格筋の萎縮は，高齢
化社会を迎えた日本では深刻な問題となっている。筋萎縮の課題
に取り組むためには，これまでに行なわれてきた医学的研究を出
発点とする必要がある。最も良い例は，希少性疾患の代表である
デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）である。DMD は X�染
色体連鎖性遺伝形式をとり，ジストロフィンの欠損を原因とする
遺伝性筋疾患であるが，副腎皮質ステロイド剤の進行抑制効果が
認められているものの，未だ筋変性・壊死を阻止する決定的な治
療法はない。現在，最も注目されている治療法としてアンチセン
ス・オリゴヌクレオチド（AON）を用いたエクソン・スキップ誘
導療法がある。

我々は，ジストロフィン遺伝子のイントロン 6 のスプライシン
グ変異によりエクソン 7 が欠失し，ジストロフィンの発現を欠く
筋ジストロフィー犬に対し，モルフォリノで合成した AON を投

与した。その結果，ジストロフィン遺伝子のエクソン 6 と 8 のス
キップにより，全身骨格筋でジストロフィンが発現し，骨格筋障害
の進行が抑制されることを明らかにした（Yokota T, et al., Ann
Neurol, 65：667�676, 2009）。次に，企業と共同開発契約を結んだ上
で，ジストロフィン遺伝子のエクソン 53 スキップを誘導する治療
薬を創製し，医師主導治験に向けた準備を進めた。2013 年 6 月に
早期探索的臨床試験として開始し，大きな有害事象なく投与を終
了することができた。本薬は 2015 年 10 月厚生労働省により「先駆
け審査指定制度の対象品目」の一つとして選ばれたばかりでなく
2016 年 10 月には米国 FDA からも Fast track の認定を受け，同年
初頭から，日本と米国において次相試験が開始されている。

本講演ではこれまでに我々が取り組んできた DMD に対する研
究を出発点とし，どのように筋萎縮の課題に挑んだら良いのかお
話ししたい。
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若手研究者（U39）による最先端研究紹介（1）
1 随意筋収縮強度変化が体性感覚誘発磁界に及ぼす影響

東北福祉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 菅原 和広

ヒトが随意運動を行うと，それに伴い体性感覚系において様々
な変化が生じる。中でも随意運動側と同側の末梢神経を刺激して
体性感覚誘発電位（Somatosensory evoked potentials；SEPs）を記
録すると，安静時よりも SEP 振幅値が減少する Gating が生じる
ことが多くの先行研究で報告されている（Kirimoto, et al., 2014；
Nakata, et al., 2003）。また，哺乳類を対象とした研究においては四
肢の随意運動中に一次体性感覚野（Primary somatosensory cor-
tex；S1）領域に存在する錐体細胞の興奮性が低下することが報告
され，随意運動中に S1 へ求心性入力が到達する前に末梢感覚情報
の調節が行われることが示唆されている（Courtemanche, et al.,
1997；Fanselow and Nicolelis 1999）。随意運動中だけでなく，受動

的な触覚刺激や他動運動といった求心性入力によっても体性感覚
系に変化が生じることが報告され，Gating は大脳皮質内および求
心性経路上での作用によって生じることが示唆されている。随意
筋収縮強度の増加に伴い，一次運動野を始めとした運動関連領域
の興奮性上昇（Onishi, et al., 2006）と同時に，筋紡錘や腱紡錘と
いった末梢感覚入力が増加する（Harrison and Jankowska
1984）ため，筋収縮強度の変化によって Gating 量が変化する可能
性が示唆される。そこで我々は，随意運動時における Gating につ
いての詳細を明らかにする目的で，脳磁図（Magnetoencephalogra-
phy；MEG）を用いて，随意運動時における筋収縮強度が Gating
に及ぼす影響を調査したので報告する。

日本基礎理学療法学会（JSPTF・JFPT）企画 シンポジウム 1

若手研究者（U39）による最先端研究紹介（1）
2 運動イメージ・運動模倣の神経基盤を探る

大分大学福祉健康科学部福祉健康科学科理学療法コース 菅田 陽怜

理学療法場面で運動イメージや運動模倣が併用されることは多
い。そのため，運動イメージや運動模倣に関する神経基盤の解明
は，理学療法エビデンスの構築・強化や新たな神経リハビリテー
ションの開発に直結する。本シンポジウムでは，「運動イメージ」と

「運動観察」をキーワードに掲げて，我々がこれまで脳磁図によっ
て見出した知見を紹介する。

①運動イメージ：運動イメージに関する研究は古くから行われて
おり，特に実運動との関連性に着目した研究が多く報告されてい
る。過去の fMRI 研究では，筋収縮の運動イメージによって一次運
動野や補足運動野，運動前野が活性化することが示されており，運
動イメージが実運動と共通の神経基盤を有する可能性が示唆され
ている。本研究では，この運動イメージについて，これまでに報告
がない「脳情報」を用いて，実運動との関連性を見出したので紹介

する。

②運動模倣：臨床現場において運動観察が有用であることは知ら
れている。しかし，実際には，目的とする運動の手本をセラピスト
が示して，患者がその動きの真似をする，という場面も多い。した
がって，そこには「運動模倣」の要素が少なからず含まれている。
模倣は，他者の意図を推論することによって運動，コミュニケー
ションおよび社会スキルを学ぶための中心システムであり，近年，
ミラーニューロンとの関連性についての報告が増えている。今回，
我々は脳律動（脳の周波数成分）の観点から運動模倣の脳内メカニ
ズムを調べ，運動模倣が種々の周波数に特有の神経活動から成る
ことを明らかにした。この結果は，単なる運動観察よりも「運動模
倣」の要素を取り入れるほうがより効果的な理学療法につながる
という医学的エビデンスになる可能性がある。
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若手研究者（U39）による最先端研究紹介（1）
3 予測的姿勢制御と抑制機能の関連からみたステップ反応動作戦略

名古屋大学大学院医学系研究科 渡邊 龍憲

随意運動の際には，自身の動作により生じるバランスの崩れを
予測し，制御しようとする準備的な姿勢調整が行われる。これは，
予測的姿勢制御（anticipatory postural adjustment；APA）と呼ば
れ，皮質網様体路・網様体脊髄路を介して実現すると考えられて
おり，情動や注意状態等により影響を受けると報告されている。発
表者らは，APA に影響を与える因子の中でも特に，抑制機能に着
目してこれまで研究を行ってきた。ステップ反応動作開始時に生
じる APA では通常，体重成分をまず遊脚側に移動することで，重
心を立脚側および前方へ推進させるための準備が行われる。一方，
選択的注意を要するなど抑制機能に負荷がかかる状況では，APA
開始時の最初の体重移動が反対側の立脚側に生じることがある。
この現象は，APA エラーと定義され，ステップ動作遅延の主要因
と考えられている。また，パーキンソン病患者のすくみ足時にも同
様の現象が観察されている。発表者らは，抑制機能と APA エラー

の関連をより明確にすることを目的に，選択的注意を要する状況
におけるステップ反応動作の動作戦略について検討した。その結
果，ステップ反応動作の動作戦略は，一般的な座位での動作（ボタ
ンスイッチ反応など）の動作戦略と異なることが明らかとなった。
具体的には，座位での反応動作で左右の選択を要求される場合，運
動準備を行わず反応動作を指示する視覚刺激を認知してから適切
な動作を選択・開始するが，ステップ反応動作では，視覚刺激呈示
前から反応測を選択し，それに伴う APA が準備されると共に必
要な時期まで発現が抑制されていること，さらに，視覚刺激が呈示
された後，一度部分的に APA を開始し，開始された APA 反応を
制御しつつ要求されている動作の選択を行っていることが示唆さ
れた。この戦略は素早く反応するための代償的な戦略と推測され
る。本発表では，これらの結果とともに理学療法分野における応用
の可能性を紹介する。

日本基礎理学療法学会（JSPTF・JFPT）企画 シンポジウム 2

若手研究者（U39）による最先端研究紹介（2）
1 難治性疼痛のリハビリテーション研究

1）畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター，
2）東京大学医学部付属病院緩和ケア診療部/麻酔科・痛みセンター

大住 倫弘1），住谷 昌彦2）

①幻肢痛に対するリハビリテーション研究

幻肢痛を有する多くの患者は，幻肢をイメージの中で動かすこ
とができない（幻肢の随意運動をしているような知覚ができない）
という作業仮説が報告されていた。我々は，「ヒトの両手運動は片
側の運動によって干渉される」という特性を利用して，幻肢の随意
運動を健肢で定量評価することに成功しており，定量化された幻
肢の随意運動と幻肢痛との間に有意な相関関係があるということ
を明らかにした（Osumi, Sumitani, et al., Neurosci Lett 2015）。そし
て，仮想現実（Virtual Reality：VR）を用いたリハビリテーション
で，あたかも幻肢が動いているかのような経験を積むことによっ
て，幻肢の随意運動が獲得され，幻肢痛が改善することを明らかに
した（Osumi, Sumitani, et al., Eur J Pain 2016）。このことは，幻肢
痛のリハビリテーションにおけるエビデンス構築になるととも
に，幻肢痛の発現機序の一端を明らかにする研究となった。

②複合性局所疼痛症候群（Complex Regional Pain Syndrome：
CRPS）に対するリハビリテーション研究

CRPS は四肢外傷後に生じる難治性疼痛であり，疼痛以外にも
知覚�運動協応の破綻が生じていると報告されている。我々は上肢
CRPS の到達運動を 3 次元位置計測システムによって計測し，得
られた座標データから時系列速度を算出し，運動企図を反映する

「加速期」と感覚フィードバックによる運動調整を反映する「減速
期」の 2 つの運動フェーズに分けた。そして，運動企図を反映する
加速期では運動の過小化および緩慢化が認められることを報告し
た（Osumi, Sumitani, et al., J Pain Res 2016）。運動の過小化・緩慢
化は運動恐怖心と密接に関係していることから，CRPS 患者の運
動企図は運動恐怖によって修飾されてしまっていることを明らか
にした。このことは，CRPS 患者の運動特性を明らかにするだけで
なく，患者教育を取り入れた運動療法の重要性を示す研究となっ
た。
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若手研究者（U39）による最先端研究紹介（2）
2 脳卒中後の集中的リハビリテーションにおける皮質�脳幹路系の役割

名古屋市立大学大学院医学研究科脳神経生理学分野 石田 章真

脳は軸索により幾重にも編まれた複雑な構造体であり，その機
能の発現には構造的・機能的な変化が深く関わる。これは脳障害
後の機能回復においても同様であり，脳卒中後のリハビリテー
ション効果と中枢神経系の再編とも密接な関連があると考えられ
る。しかし，神経系の可塑的変化と運動機能の変化との関連性を直
接的に証明した研究は未だ少数である。本報告では，遺伝学的手法
による神経回路操作法を用い，脳卒中後の集中的リハビリテー
ションにおける運動野�脳幹経路の関与について検証した。

ラットの内包部に出血を生じさせ，1 週間麻痺肢を集中的に使
用させた。その結果，麻痺肢の運動機能が有意に改善した。加えて，
集中使用後には運動野�赤核間の軸索の有意な増加が確認された。
この皮質赤核路にレンチウイルスベクター（NeuRet�TRE�EGFP.

eTeNT）およびアデノ随伴ウイルスベクター（AAV1�CaMKII�
rtTAV16）を注入し，選択的に機能遮断したところ，麻痺肢の集中
使用により改善をみせたリーチ機能が再び著明に悪化した。この
ことから，内包出血後の麻痺肢の集中使用による運動機能回復に
は，皮質赤核路の代償的増加が直接的に関わることが示された。更
に，予め皮質赤核路を遮断した状態で麻痺肢集中使用を行わせた
ところ，皮質赤核路の増加は起きず，皮質網様体路の著明な増加が
認められた。本報告における結果はリハビリテーションにおける
皮質�脳幹路系のリクルートメントを示唆するものであり，脳内の
大幅な構造変化と機能が因果関係を有することを示すものであ
る。これらはリハビリテーションの作用機序に対する考察におい
て重要な知見であると考える。

日本基礎理学療法学会（JSPTF・JFPT）企画 シンポジウム 2

若手研究者（U39）による最先端研究紹介（2）
3 末梢電気刺激がもたらす神経生理学効果の検証

1）新潟医療福祉大学理学療法学科，2）新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所，
3）新潟医療福祉大学大学院医療福祉学研究科

齊藤 慧1,2），犬飼 康人1,2），小島 翔1,2），宮口 翔太1,2），佐々木亮樹2,3），立木 翔太2,3），
正木 光裕1,2），大鶴 直史1,2），大西 秀明1,2）

末梢神経に電気刺激を与えることで感覚入力が発現し，それが
大脳皮質へと到達することで一次運動野の神経活動を調節するこ
とが知られている。そのため，末梢電気刺激には脳卒中などによっ
て損傷した脳機能を促進する効果があると考えられている。そこ
で，我々は経頭蓋磁気刺激法を用いて，末梢電気刺激がもたらす神
経生理学的変化を検証した。ここではこれまでに我々が取り組ん
できた研究について紹介する。

①2 連発電気刺激の効果検証：2 連発電気刺激は 2 つの刺激パル
スを 1 つのトレインとし，それを一定のトレイン間隔で末梢神経
に与える刺激方法である。我々はこの 2 つの刺激パルスの間隔を
5 ms，トレイン間隔を 100ms に設定することで，皮質内の抑制回
路の活動性を表す指標の 1 つである短潜時求心性抑制（SAI）が減
弱することを報告した（Saito, et al., 2015）。この SAI の減弱は脳卒
中後の運動機能再建との関連性が指摘されており，この刺激方法

が新たな治療法になると考え，研究を進めている。本研究の成果を
踏まえて，大脳皮質の神経活動の変化を引き出すことが可能な刺
激方法について新たな知見を紹介する。

②末梢電気刺激と随意運動の併用効果の検証：末梢電気刺激には
皮質脊髄路の興奮性を高める効果があるが，随意運動と組み合わ
せて用いることで興奮性はより一層増強することがわかってい
る。これまで，随意運動と末梢電気刺激を併用することでもたらさ
れる効果については数多く報告されているが，運動と組み合わせ
るときの至適な電気刺激パラメーターについては十分に検証され
ていなかった。そこで，我々は電気刺激強度に着目し，それが随意
運動と末梢電気刺激の併用効果にもたらす影響を検証した（Saito,
et al., 2013, 2014）。本研究の成果を踏まえて，末梢電気刺激を随意
運動などと組み合わせる際の至適な電気刺激強度について紹介す
る。
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呼吸理学療法の多様性
1 誤嚥性肺炎

高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科 吉田 剛

誤嚥性肺炎は，口腔内に乾燥などの条件で起因菌が繁殖し，唾液
や食塊の嚥下時に誤嚥して気道侵入することで発症する。これま
で嚥下障害に対してリハチームの中で理学療法が果たす役割は，
誤嚥後の排痰が中心であった。しかし，嚥下障害が残存した状態で
は容易に再発し，対症療法としての対応に終始することに対する
疑問が生じてくる。そもそも，誤嚥する嚥下機能に対しても理学療
法が対応できることがあるのではないかという考えに立って嚥下
理学療法を構築しているところである。

嚥下機能は，球麻痺や偽性球麻痺といった嚥下機能自体の局所
の問題だけでなく，前提となる口腔衛生状態，全身活動性に加え
て，肩甲骨や脊柱，下顎を含む姿勢アライメント，頸部周囲筋群の
筋緊張，呼吸と嚥下の協調性などの要素が嚥下運動しやすい状態
かどうかに大きく影響を受ける。そもそも気道防御反射としての

嚥下反射という位置づけがあり，嚥下ニューロンと呼吸ニューロ
ンは解剖学的にも重なっているので切り離して考えることができ
ない機能である。嚥下呼吸パターンは，通常呼息―嚥下―呼息パ
ターンが正常といわれているが，高齢者は吸息―嚥下または嚥
下―吸息パターンが多いと言われており，呼吸器疾患者も同様で
ある。また嚥下パターンには個別性があり，飲み込みのクセが存在
するとも言われている。

持続性陽圧呼吸療法（CPAP）が嚥下反射の潜時と回数を抑制
し，逆流性食道炎や嚥下―呼息パターンが改善するという報告も
ある。また，代償的嚥下法として知られる息こらえ嚥下練習なども
呼吸と嚥下のタイミングの改善に役立つと考えられている。これ
らの知見も併せて，今まで培われた呼吸理学療法手技を嚥下機能
の改善にも役立て，誤嚥性肺炎の予防につなげることが望まれる。

日本呼吸理学療法学会企画 シンポジウム

呼吸理学療法の多様性
2 呼吸理学療法の多様性

須藤内科クリニックリハビリテーション科 中田 隆文

国民の多くは自宅での生活を希望し，医療者のアドバンスケア
プランニングの重要性が周知されつつある。慢性疾患にはリハビ
リテーションの概念が重要であり，生活の構築がテーマであるこ
とから，生活モデルとして考えられるようになった。日本理学療法
士協会の理念には，「尊厳ある自立」と，その「くらし」を守りま
す，とあり，慢性疾患に対する理学療法は国民の生活を守り，構築
するために行われる。

本邦の死因を見ると悪性新生物が 1 位であり，臓器別では肺癌
が多い。3 位は肺炎で医療介護関連肺炎（NHCAP）の増加が指摘
されている。9 位は慢性閉塞性肺疾患（COPD）で，喫煙を契機に
発症する慢性呼吸器疾患である。このことから，日本人は呼吸器で
命を失う可能性が高いことが分かる。介護が必要となった原因で

は，運動器の問題と認知症が多いが，多くの高齢者や慢性疾患の経
過中に発症する NHCAP，若年でも要介護に陥る可能性があると
して介護保険特定疾患に指定されている COPD の増加にも注視
すべきである。NHCAP と COPD は，発症と増悪を予防，早期発
見し，予後を改善させる可能性を持つ呼吸理学療法の役割は大き
い。がんに対する理学療法は，周術期に代表される短期集中的な呼
吸理学療法以外は，緩和を含む治療を継続しつつ，本来の生活の場
である地域で実施されることが多くなっている。また，在宅人工呼
吸療法で自宅での生活を希望する国民も増えており，適切な在宅
呼吸管理・ケアとして実施される呼吸理学療法は，長期的に安定
した自宅生活を実現し得る。呼吸障害は生死にかかわる問題であ
るが，どのように生きるかは本人の判断による。呼吸理学療法は多
様な国民の意思に答えなければならず，その方法を持っている。
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日本呼吸理学療法学会企画 シンポジウム

呼吸理学療法の多様性
3 人工呼吸器に目を向けてみよう―人工呼吸器から得られる情報―

聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部 横山 仁志

近年，ICU における人工呼吸患者の早期リハビリテーションが
世界的に注目されている。人工呼吸器装着下でのリハビリテー
ションは，早期ウィーニングや抜管の促進，ICU 獲得性筋力低下

（ICU acquired�weakness：ICU�AW）などをはじめとする集中治
療後症候群（post intensive care syndrome：PICS）の改善を目的
とした重要な治療的介入として位置付けられており，今後も高い
ニーズのもと，介入の頻度がより高まることが予測される。

人工呼吸器が装着された患者に対するリハビリテーションを進
めるうえで，呼吸状態の把握は必須である。そのために，人工呼吸
患者の多角的なアセスメントの重要性は言及するまでもない。人
工呼吸器は生命維持装置を担うと同時に，換気モードやその設定，
換気パラメータ，グラフィックモニタなどから呼吸状態のモニタ
リング機器とし，また，肺コンプライアンスや気道抵抗，呼吸予備

能などの評価機器として，呼吸に関する多くの有益な情報を提供
してくれる。それらの情報や測定値は，呼吸状態の把握のみなら
ず，我々の介入時のリスク管理，介入方法の検討，効果判定など広
く活用可能となる。理学療法士が呼吸状態を把握する際，視診，触
診や聴診といった患者のフィジカルアセスメントは比較的得意と
するところである。しかしながら，呼吸状態を把握するために患者
に装着された人工呼吸器から詳細に情報を収集することは，教育
体制が十分に行き届いていない点から不得意なところが多い。

本シンポジウムでは，人工呼吸患者の介入に関与する理学療法
士の視野を広げ，アセスメント能力の向上を目指す目的で，人工呼
吸器から得られる情報の収集やアセスメントの方法について論じ
る。

日本呼吸理学療法学会企画 ワークショップ

早期リハビリテーションの標準化に向けて～エキスパートコンセンサスからの提言～
1 日本集中治療医学会「早期リハビリテーション～根拠に基づいたエキスパートコンセンサス～」の概要

1）東京工科大学医療保健学部理学療法学科，
2）日本集中治療医学会早期リハビリテーション検討委員会

高橋 哲也1,2），安藤 守秀2），飯田 有輝2），尾崎 孝平2），小幡 賢吾2），神津 玲2），
小松 由佳2），山下 康次2），宇都宮明美2），西田 修2）

近年，集中治療領域での早期リハビリテーションが注目されて
いるが，わが国の集中治療領域で行われている早期リハビテー
ションは，経験的に行われていることが多く，その内容や体制は施
設により大きな違いがある。今後より高度急性期の病床機能の明
確化が進む中で，集中治療領域での早期リハビテーションの確立
や標準化は喫緊の課題である。

平成 26 年度より，日本集中治療医学会では，集中治療領域にお
ける早期リハビリテーションの内容や体制の標準化を進めること
を目的に，「早期リハビリテーション検討委員会」が組織し，「早期
リハビリテーション～根拠に基づいたエキスパートコンセンサ
ス～」の作成を決定した。偏りがない内容と質の担保を図るため
に，系統的にエビデンスの収集に努め，相互査読を行い，パブリッ
クコメントを求めるなどガイドライン作成に手法に準じた形で行
うこととした。

このエキスパートコンセンサスは，集中治療室でのリハビリ

テーションの標準化を第一の目標に，集中治療医に早期リハビリ
テーションの現状や重要性を理解していただく目的が内包されて
いる。集中治療医の理解なしに，集中治療室でのリハビリテーショ
ンの発展はありえない。また，このコンセンサスは，あくまでも最
も標準的な治療指針であり，実際の診療行為を強制するものでは
ない。また，最終的には施設の状況や個々の患者の状況に応じて，
リハビリテーションの内容は決定されていくべきであるが，経験
の浅い医療スタッフが多い施設や，集中治療室で早期リハビリ
テーションを積極的に実施していない施設において，大いに参考
になるマニュアルとなることが期待される。

第 4 回日本呼吸理学療法学会ワークショップでは，日本集中治
療医学会の早期リハビリテーション検討委員会が作成した「早期
リハビリテーション～根拠に基づいたエキスパートコンセンサ
ス～」の作成の経緯，目的，概要について紹介する。
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日本呼吸理学療法学会企画 ワークショップ

早期リハビリテーションの標準化に向けて～エキスパートコンセンサスからの提言～
2 早期リハビリテーションエキスパートコンセンサスにおける早期離床の位置付け，意義，効果，実際について

厚生連海南病院リハビリテーション科 飯田 有輝

重症患者に対する早期リハビリテーションの有効性が提唱され
るようになって久しい。本邦でも早期リハビリテーションは多く
の施設で認識され，集中治療室（ICU）で人工呼吸器をはじめ複雑
なデバイス管理下にある患者であっても，立位や歩行などさまざ
まな取り組みが報告されている。

早期からの運動療法と離床は早期リハビリテーションの主幹で
あると言っても過言ではない。その実施と効果は理学療法単独で
は為しえず，プロトコルやリスク管理，多職種連携など包括的な関
わりは重要である。したがって，その取り組みは設備やスタッフな
ど施設によって相違が生じるが，ある一定の基準は必要となる。実
際には，適応や開始，中止の基準を設け，施行中のモニタリングや
あらゆる事態に対応できるよう環境整備を行えば，早期からの運
動や離床は，セッションの中断，重篤な身体への悪影響や有害事象
が極めて少なく安全に実施可能である。

では，早期離床や早期の運動の介入による効果にはどのような

ものが示されているのだろうか？限定的ではあるが，コンセンサ
スでは退室時の身体機能や基本動作，QOL の改善，人工呼吸器離
脱の促進，ICU 在室日数や在院日数の短縮，ならびに中長期の予後
改善が示されている。また，ICU でのせん妄予防，患者・家族の精
神的ストレス軽減の効果についても言及されている。一方，ICU�
acquired weakness（ICU�AW）からの回復を促進するという科学
的根拠は乏しい。また，退院後中長期の QOL を改善するという明
確な根拠は今のところない。しかし，臨床的には早期離床や早期か
らの運動により，筋力や ADL 能力が改善する症例は多く経験す
るため，ICU�AW の評価，あるいは BI や FIM による ADL 評価に
よる効果の検証が期待される。

実際のところ，早期離床の意義は介入によるリスクとベネ
フィットのバランスから導かれる。離床することが目的ではなく，
離床すると患者にとってどのような利益があるのかが重要であ
る。

日本呼吸理学療法学会企画 ワークショップ

早期リハビリテーションの標準化に向けて～エキスパートコンセンサスからの提言～
3 これからの集中治療期呼吸理学療法

1）岡山赤十字病院リハビリテーション科，2）日本集中治療医学会早期リハビリテーション検討委員会
小幡 賢吾1,2）

集中治療室に入院している患者のほとんどは，なんらかの呼吸
機能の問題から人工呼吸器管理をされている場合がほとんどであ
る。従って集中治療中の患者に対し理学療法を行う際には，この呼
吸機能の問題を考慮しリハビリテーション内容を選定する必要が
ある。また我々が行った，他職種アンケート調査においても，集中
治療期リハビリテーションチームを担う医師・看護師から理学療
法士に期待されているリハビリテーション内容には，呼吸理学療
法に関連した内容が多かった。しかし，集中治療期における呼吸理
学療法に関してはエビデンスも乏しく，いままでは経験則や各個
人で学んだ書籍や講習会などから，リハビリテーション内容を選
定，実施してきたのではないかと思われる。

今回作成された『集中治療における早期リハビリテーション～
根拠に基づくエキスパートコンセンサス～』は，人工呼吸管理中の
理学療法，呼吸理学療法に関した内容も含まれており，理学療法士
だけではなくリハビリテーションに携わる全ての職種が把握して
おく必要があるのではないかと思われる。特に集中治療期におい
てリハビリテーションを主導する理学療法士は，現時点における
有効な理学療法内容を把握し，さらに他職種にも浸透させる必要
があると考えている。

今回，『集中治療における早期リハビリテーション～根拠に基づ
くエキスパートコンセンサス～』内に記されている，人工呼吸管理
中の理学療法，呼吸理学療法に関し，実例を通して解説していく。
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日本呼吸理学療法学会企画 特別講演

肺がんに対する呼吸理学療法

静岡県立静岡がんセンターリハビリテーション科 岡山 太郎

肺がんは，全がん腫の中で最も死亡数が多く，罹患数は大腸が
ん，胃癌に続く第 3 位である。年間約 113000 人が肺癌と診断され，
約 74000 人が死亡している。肺がんは難治癌であり，5 年生存率は
男性で 27％，女性でも半数以下である。診断時，手術適応がある
のは，全体の 30～40％ である。手術適応がなくても，化学放射線
治療（非小細胞肺癌 III 期）によって根治の可能性はあるものの，
IV 期症例を含めた内科患者の予後は厳しい。しかし，分子標的薬
や免疫治療薬の出現によって進行肺がん患者の予後は劇的に改善
されている。

肺がん患者に対する周術期理学療法の目的は，呼吸合併症およ
び退院後の身体活動低下を防ぐことであるが，肺がん術後は早期
に退院となってしまうため，自立歩行獲得後，それ以上の運動負荷
をかけるべきか否か，どこで終了としたら良いか悩むことは多い。
術前運動療法の実施や術当日の歩行練習など新しい試みが散見さ
れるが，先ずは自施設のマンパワーに応じた過不足ない周術期管

理体制を整え，その上で特にハイリスク症例に対しては重点的に
対応出来るシステムの構築が必要である。

内科症例に対するリハビリは，骨・脳転移で肺癌と診断された
所謂“IV 期スタート症例”か，治療経過と共に衰弱が進み，PS
の改善や退院支援を目的とした依頼が多いと思われる。化学療法
継続か緩和治療に専念するのか，脳・骨転移がある場合は，局所に
対する治療と安静度はどうなっているか，方針は自宅退院か転院
か緩和ケア病棟転科転棟かなど確認すべきことは多い。患者背景，
治療内容，方針，病勢などを理解し，心理支持に努めながらその都
度目標を設定する必要がある。がんの進行と共に状態悪化を認め
る場合は，希望を失わない形で運動プログラムを修正し，リスクを
回避する力も求められる。

当日は，先行研究や症例を交えながら，外科，内科症例に対する
理学療法の在り方，問題点についてフロアの皆様と共に考えたい。

日本呼吸理学療法学会企画 症例検討

若手会員のための役立つ症例検討会～間質性肺炎急性増悪例，外科周術期症例～
1 間質性肺炎急性増悪例

公立陶生病院中央リハビリテーション部 渡邉 文子

安定期における間質性肺炎の呼吸リハビリテーションの有用性
に関しては 2014 年のコクランレビューにおいて運動耐容能や呼
吸困難，健康関連 QOL が有意に改善すると報告されている。しか
し，間質性肺炎はしばしば急性増悪をきたすことが知られている。
急性増悪とは慢性経過中に新たな肺の浸潤影の出現とともに急速
な呼吸不全の進行が見られる病態であり，わが国で提唱された概
念である。本病態は一般的に予後不良と認識されているが治療有
効な症例も臨床において経験する。今回，間質性肺炎急性増悪と診
断され，急性期より呼吸理学療法を開始した症例を提示する。

【症例提示】

患者：男性，診断名：間質性肺炎急性増悪

現病歴：20XX 年 4 月，発熱，息切れの悪化あり，救急外来受診し
た。胸部 X 線にて浸潤影出現，動脈血液ガス（室内気）pH 7.468，

PaCO2 31.8torr，PaO243.2torr と呼吸不全を認め，間質性肺炎急性
増悪と診断され入院となった。

内科的治療として薬物療法はステロイドパルス療法等が開始，
呼吸管理は NPPV 装着となった。第 2 病日より呼吸理学療法開
始，NPPV 装着下で SpO298％，下肢の自動運動を実施すると咳嗽
誘発され，呼吸困難が悪化した。第 3 病日，NPPV 装着下で端座位
実施，咳嗽が誘発されることもなく，SpO2は 94�98％ で推移。安
定していたため立位まですすめる。第 6 病日，呼吸管理は NPPV
離脱し，ネーザルカニューラの酸素吸入となる。呼吸理学療法実施
時は酸素流量を増量して行い，SpO290％ 以上で室内歩行が可能と
なった。第 8 病日には廊下歩行へとすすめることができた。

本症例は間質性肺炎急性増悪の急性期治療と併行し，早期より
呼吸理学療法を実施した。急性期において実施すべき評価や抽出
された問題点を述べつつ，呼吸理学療法の実際について報告する。
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日本呼吸理学療法学会企画 症例検討

若手会員のための役立つ症例検討会～間質性肺炎急性増悪例，外科周術期症例～
2 外科周術期症例

1）長崎大学病院リハビリテーション部，
2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科内部障害リハビリテーション学

及川 真人1,2），花田 匡利1），名倉 弘樹1），神津 玲1,2）

外科周術期における理学療法は，呼吸器や心大血管，消化器と
いった胸腹部外科領域を主たる対象とし，術前から術後までの一
連の過程で適用される。外科周術期における理学療法の最大の目
的は，術後に生じる新たな合併症の予防，および術前 ADL の早期
再獲得であり，加えて，術後に低下する身体運動機能や健康関連
QOL の回復促進も重要な役割となる。近年では，低侵襲手術や縮
小手術の普及など手術手技の進歩，術中・術後の全身管理の発展
を背景に，後期高齢患者や術前の全身状態不良患者，多くの併存症
を有する患者など，以前では手術適応とならなかった高リスク患
者へも適応範囲を拡大している。こうした高リスク患者において
は，術後の重篤な合併症の発症，あるいは予測外の身体運動機能お
よび ADL 能力の低下が生じ，回復に難渋する症例も少なくなく，
理学療法士が果たす役割はより重要となる。そのため，理学療法士
は，各患者で異なるリスクを理解し，症例ごとに介入の必要性や実

施頻度，プログラム内容を検討する必要がある点が，現在の外科周
術期理学療法の特徴と言える。外科周術期における理学療法は，術
後回復強化プログラムの中核を担い，最もエビデンスが確立され
ている早期離床を中心に構成され，必要に応じて排痰手技などの
呼吸理学療法の併用あるいは，術前（呼吸法）指導などが推奨され
ている。また，最近では適応患者の高齢化から，術後経過に影響を
及ぼすサルコペニアやフレイルなど高齢者特有の問題が外科周術
期においても注目され，これに対する術前の運動療法導入の必要
性も提唱されている。本セッションでは，胸腹部外科領域の代表的
症例を通じて，外科周術期における理学療法の評価や問題点の抽
出，術後理学療法の進め方など，基本的な内容を提示させて頂く予
定である。加えて，近年の研究報告を踏まえ，外科周術期における
理学療法の今日的意義とそのあり方に関して聴衆の皆様と議論で
きればと考える。

日本支援工学理学療法学会企画 シンポジウム

理学療法の様々な領域に支援工学的視点をどう活かすか
座長より

支援工学に何を求めるか，支援工学の役割とは

1）首都大学東京健康福祉学部理学療法学科，2）城西国際大学福祉総合学部理学療法学科
新田 收1），松田 雅弘2）

工学技術の進歩は加速度を増し，理学療法分野においても革新
的な変化をもたらしている。特に医療・介護サービスにおける影
響は大きい。具体的には，高齢化に対応した福祉用具や装具，治療
機器，住宅環境整備の開発が目覚ましいなかで，理学療法士の役割
を改めて考えたい。

機器を使用する患者，利用者であるエンドユーザーが求める
物・サービスを，私達はいかに提供できるかが重要である。リハビ
リテーションは横断的な診療科として，各専門分野の多くの患者
を担当するため，その障害像も生活習慣も多様であり，どの機器が
有用であるかを適切に判断しなくはいけない。ニーズとシーズの
ミスマッチのように，よいサービスを提供したとしても，不用に終
わっては意味がない。我々は進化する支援機器の知識を得て，それ
を如何に利活用していくかの能力も求められる。

もう一つの側面で，理学療法士は開発分野での活躍も著しい。こ
れにより臨床現場や患者のニーズが多く反映された機器の開発が

進んでいる。現場，臨床でのニーズを科学的に分析した上で障害者
の福祉機器を開発するために，開発すべき機器を明確に具現化・
製品化し，エンドユーザーの快適性を追求していく。そのためには
自分の専門以外に，異分野，異業種，基礎研究と応用研究に関わる
多くの関連者との水平的な協働が必要である。

日本支援工学理学療法学会では，エンドユーザーに適切な機器
提供の支援とともに，機器開発に積極的な関わりが重要と考えて
いる。このため，支援工学の幅広い医工学的知識を必要とする一
方，理学療法士として運動学と全般的な臨床知識を身についてい
る必要がある。つまり，ジェネラリストとしての能力が問われる分
野といえる。このとき，各専門領域との協力体制を構築する必要が
ある。本セッションでは，基礎・運動器・神経系・予防の各分野と
今後どのように関係を発展させるか，また各分野は我々に何を望
むのか，検討を進める。
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日本支援工学理学療法学会企画 シンポジウム

理学療法の様々な領域に支援工学的視点をどう活かすか
1 日本支援工学理学療法学会と他分科学会との横断的連携について

1）九州栄養福祉大学リハビリテーション学部理学療法学科，2）日本支援工学理学療法学会代表幹事
大峯 三郎1,2）

理学療法の原点は，様々な機能障害に起因する機能的制限に対
する理学療法介入による個人レベルでのパフォーマンス低下軽減
への貢献であり，これらの成果として活動及び参加の制限・制約
を改善することで QOL の向上を目指すことにある。そのためには
最終的な生活を見据えた上での各病期での治療的介入と様々な生
活環境を支援するための配慮とが必須になることは明白である。
具体的には治療介入時の早期から深く関わる可能性のある義肢・
装具の積極的活用やロボティックス技術などの導入が重要な臨床
的治療戦略として位置付けられる。一方，生活環境支援としての住
環境整備及び調整，福祉機器の導入，社会的資源の活用やこれらに
関連する情報提供によって対象者の活動と社会参加への制限・制
約を少しでも軽減するための有効的手段の提供が必要とされる
が，これらについても理学療法士に担わされている不可欠な役割

の一つとして強く認識しなければならない。これらを有機的に実
践し，効果的な成果を得るためには日本支援工学理学療法学会と
各分科学会との横断的連携による臨床的研究活動を含むシームレ
スな理学療法サービスの提供が欠かせない。

前述した対象者に対する理学療法の原点を本質的な概念とし
て，日本支援工学理学療法学会は臨床から生活場面までの幅広い
領域を対象として臨床，基礎的研究や支援工学的支援を通して包
括的理学療法サービスの展開と QOL 向上に寄与するために設立
された経緯がある。今回のシンポジウムでは日本支援工学理学療
法学会としての概念に基づく包括的理学療法の展開の必要性や隣
接する他分科学会との有機的連携についていくつかの提言ができ
ればと考えている。

日本支援工学理学療法学会企画 教育講演 1

義肢・装具対象者を救うために理学療法士は何が出来るか？～「理学療法士の義肢・装具支援の啓発・実態調査」からの報告～
1 義肢編

1）熊本保健科学大学リハビリテーション学科，2）日本支援工学理学療法学会運営幹事
長倉 裕二1,2）

下肢切断者を取り巻く環境や対象者の変化は理学療法の考え方
や方法などこれまでとは異なった変革をしていくことが求められ
ている。時代の移り変わりの中で高度成長期に多かった労働災害
や交通事故などによる外傷性の切断者の割合は職場の安全面の改
善などにより減少しつつあり，これとは反対に末梢動脈疾患によ
る高齢切断者の割合が増加しつつある。これに伴い労災保険法や
障害者自立支援法による給付は減少し，介護保険の適応が増えて
きている状況にある。この切断者の高齢化や高齢切断者に対し，介
護保険で義足作製することは躊躇されがちで現状では車いすを選
択する下肢切断者も少なくない。また義足部品の高機能化に伴う
価格の上昇や医療福祉に関わる財源の制約なども加わり，さらに
義足作製のハードルは高くなっていることが予想される。

現在，医療制度の見直しに伴い福祉用具に次いで補装具の借受
制度の導入が検討されており，今後レンタルによる義足適合の機

会が増加することも予想される。しかし現状では新人理学療法士
は基よりベテラン理学療法士に於いても義足装着練習の経験が少
なく，診療の煩雑さに流され，これらに関する新しい情報を入手で
きず義肢装具士や関連企業に頼らざるを得ない状態である。また
養成校教育においても従来の義肢パーツの設定やソケットの適
合，異常歩行のチェックまでに留まっており，義足歩行前の基本的
な義足適合の考え方や高齢切断者への義足導入についても十分解
説されていない。臨床現場では利用者に義足の提供だけではなく，
義足の適応と評価，理学療法としての治療介入の手段「義肢療法」
として位置づけていく必要があると考える。今回，日本支援工学理
学療法学会では各施設においてこれらに関する認識や現状を把握
するためにアンケート調査を行い，今後の医療体系の変革や診療
の中で理学療法士がどのように関わっていくべきかについて報告
する。
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日本支援工学理学療法学会企画 教育講演 1

義肢・装具対象者を救うために理学療法士は何が出来るか？～「理学療法士の義肢・装具支援の啓発・実態調査」からの報告～
2 装具編

1）埼玉県総合リハビリテーションセンター理学療法科，2）日本支援工学理学療法学会運営幹事
中野 克己1,2）

脳卒中片麻痺者をはじめ，下肢障害により生じた歩行能力の低
下に対して，下肢装具（以下装具）が使用される場面は少なくない。
装具は 2011 年理学療法診療ガイドライン第 1 版（脳卒中）におい
て推奨グレード A，すなわち「行うように勧められる強い科学的根
拠がある」とされている。実際臨床の場において，下肢障害が原因
で歩行が困難となった人に対して，身体機能の低下を補う適切な
装具が処方されることによって，歩行能力が飛躍的に向上する例
は少なくない。そして装具は，歩行能力の向上のみならず，それに
関係する日常生活動作能力の向上や社会的交流の拡大など，生活
全体の質の向上にも寄与している。

しかし，下肢障害者による装具の受け入れ困難，医療従事者の装
具に対する関心の低さ，あるいは施設における備品の不足等の理
由から，これまで装具が積極的に活用されているとは言い難い。そ
の結果，装具を必要とする人に適切に処方がされていない例，装具

の不適合や破損などが放置されている例，相談先がわからず対応
できずにいる例などが顕在化しつつあり，これらの人たちを「装具
難民」と称する人もいる。

理学療法士は，現在 10 万人を超え，毎年 1 万人以上の新たな理
学療法士が誕生している。一方，対象領域の拡大に伴い，養成校に
おける装具の授業時間数は削減傾向にあり，卒業生における装具
の知識及び技術の低下が懸念されている。国は 2025 年を目途に，
地域包括ケアシステムの構築を推進している。今後，高齢者や障害
者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けていく上で，多く
の関係職種による支援がより重要となる。本講演では，「理学療法
士の福祉用具・義肢・装具支援の啓発・実態調査」の報告から，装
具に関わる理学療法士の現状を紹介し，これから理学療法士が果
たすべき役割について考えたい。

日本支援工学理学療法学会企画 教育講演 2

障がい者スポーツに対する支援工学理学療法の関わり
1 障がい者スポーツ参加当事者の立場から

日本ウィルチェアーラグビー連盟 三阪 洋行

●三阪洋行（みさか ひろゆき）プロフィール
1981 年 6 月 21 日生まれ。大阪府出身。ウィルチェアーラグビー

元日本代表。現在は千葉の BLAST というチームに所属しプレイ
する一方，代表ではアシスタントコーチを務めている。中学生で健
常のラグビーを始め，布施工業高校 3 年生の時の練習中の事故か
ら頸椎を損傷し，車いすの生活となった。8 か月間の入院生活を経
てウィルチェアーラグビーと出会う。その後 4 か月間のニュー
ジーランドでのラグビー留学を経て，日本代表入りを果たす。2010
年，サウスオーストラリア・シャークスに所属しオーストラリア
リーグに参戦。パラリンピックは，2004 年アテネ，2008 年北京，
2012 年のロンドンと 3 大会に連続出場。

●ウィルチェアラグビーとは
四肢に障がいを有する人が行う競技であることから，クワドラ

グビーとも呼ばれている。2000 年のシドニーパラリンピックから
公式種目となり，昨年のリオデジャネイロパラリンピックでは日
本初の銅メダルを獲得した。競技はバスケットコートで行われ，専
用の車いすには相手の車いすを止めるためのバンパーや，相手の
車いすから逃れるためのウィングが取り付けられている。車いす
同士のタックルが認められていることが特徴である。ボールはバ
レーボールを基に開発された専用球が使用され，パスまたはひざ
の上に置いてゴールまで運ぶ。コート内では原則，あらゆる方向に
パスすることが可能である。
●理学療法士への提言

これまでの理学療法士との関わりと，ウィルチェアラグビーと
いう競技を通して理学療法士に望むこと，支援工学に期待するこ
とについて，現在日本代表の強化に関わる立場からお話しします。
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日本支援工学理学療法学会企画 教育講演 2

障がい者スポーツに対する支援工学理学療法の関わり
2 障がい者スポーツ支援の立場から

首都大学東京健康福祉学部理学療法学科 信太 奈美

スポーツ理学療法分野では，速やかにスポーツ復帰をするため
の介入として，痛みのコントロールやコンディショニング，スポー
ツ実践能力の向上を目的としたトレーニング，障害予防などがあ
る。さらに，足底板をはじめアンダーウェアなどの身体に接する物
との関係によってパフォーマンスを向上させる分野にも及んでい
る。障がい者のスポーツにおいては，障害があってもスポーツがで
きるようにルールや道具が工夫されているが，その道具は障害を
補うため，障害をより有利にするため，残存機能を最大限に生かす
ために試行錯誤が行われてきた。障がい者のスポーツ分野におい
ても身体と接する物の影響は大きく，むしろ健常者のスポーツよ
りもパフォーマンスを大きく左右するといえる。

昨年行われたリオデジャネイロパラリンピックでは，義足の幅
跳びの選手が健常者の記録を超えるのではないかと大きな話題に
なり，スポーツ義足が注目された。しかし，高価で，高性能なもの

があれば誰もが好記録を出せるわけではなく，それを使いこなす
鍛え上げられた身体とその身体と物との適切な関係が必要であ
る。つまり，障害にあわせたスポーツ用具の工夫，障害のある身体
と物との関係を良好にすることがパフォーマンスの向上に直結す
る。

日本パラリンピック委員会の医・科学・情報サポート事業の 1
つであるバイオメカニクスサポートでは，理学療法士が中心と
なって活動している。選手の能力を引き出すために，あるいは
フォーム改善の手がかりになるように，競技別スキルテストや競
技中のパフォーマンス解析を行っている。今回，ウィルチェアラグ
ビーで行ってきたサポートと，競技用車いすのシーティング，ス
ポーツ障害を予防する防具などを紹介する。今後どのように支援
工学につなげていけるか，元日本代表選手であり現日本代表の強
化に関わる三阪コーチと共に考えていきたい。

日本小児理学療法学会企画 特別講演

特別支援教育が理学療法に求めるもの

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 分藤 賢之

我が国は障害者の権利に関する条約に批准し，インクルーシブ
教育システム構築のための特別支援教育の推進が求められてい
る。特に，学校教育においてインクルーシブ教育システムを構築す
るためには，同じ場で共に学ぶことを追求するとともに，個別の教
育的ニーズのある子供に対し，自立と社会参加を見据えて，その時
点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる，多様で
柔軟な仕組みを整備することが必要である。つまり，発達障害を含
めた障害のある子供が，通常の学級，通級による指導，特別支援学
級，特別支援学校といった，連続性のある多様な学びの場におい
て，個々の障害の状態や特性，発達の段階等に応じた指導や支援を
一層充実させていくことが求められている。さらに，学校現場で
は，医療や科学技術等の進歩により，医療的ケアを必要とする子供
の増加も顕著で，障害の重度・重複化，多様化への対応や，障害者
やその家族の暮らしに対する考え方等も複雑化しており，教育・

医療・福祉・保健・労働等の関係機関が一層連携を密にした支援
が必要である。しかし，近年の学校現場は，指導経験や実績のある
教職員を含む所属職員の大量退職の時代にあって，教職員の若返
り化等により，子供の成長を十分に描ききれない若手教職員，実態
把握から自立活動の指導目標や内容を導き出すプロセスに確信が
もてない新任教職員などの不安の声に対し，校内で，いつ，誰が，
どのようにして，支えていけば良いのか，喫緊の課題となってい
る。こういった実感を解消するために特別支援学校の教育要領・
学習指導要領では，専門的な知識や技能を有する教師間の協力の
下に指導を行ったり，外部の専門家に指導・助言を求めたりする
など，教師の力量形成を促すように工夫を求めている。そこで，教
職員の専門性を高め，障害のある子供一人一人の目標に迫る指導
を追求するためには，学校教育において理学療法士等との連携や
協働の在り方はどうあればよいか，提案していきたい。
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日本小児理学療法学会企画 教育講演 1

筋ジストロフィーの理学療法の現在

国立病院機構八雲病院理学療法室 三浦 利彦

筋ジストロフィーの代表的な疾患であるデュシェンヌ型筋ジス
トロフィー（DMD）は最も頻度が高く（男子出生 3000 人に 1 人）
重症である。自然経過では平均 20 歳で呼吸不全や心不全で死亡す
るとされていたが，近年，非侵襲的陽圧換気療法（NPPV）による
呼吸管理と心筋症に対する心保護治療など，集学的治療により
DMD の生命予後は大きく改善し，当院における 1991 年以降の
50% 生存率は 39.6 歳であった。（Neuromuscular Disorders 2011；
21：47�51）。歩行能力消失後は活動量の低下を補うため，アシスト
タイプの簡易電動車いすを活用し，上肢と体幹の良好な動きを引
き出すことで二次的障害を予防する。また，全身の筋力低下に関わ
らず，電動車いすやインターネットなどの支援技術を NPPV と併
用することにより，QOL は低下することなく維持されるという報
告もある。徒手や機械による咳介助（MI�E）を用いた気道クリア
ランスを行い，窒息や気管切開を回避し，肺と胸郭の可動性や健常

性を維持する呼吸リハビリテーションが推奨されている。また，嚥
下障害のある DMD 患者においても，MI�E を行うことで窒息や
誤嚥性肺炎を予防し，できるだけ胃瘻を回避して経口摂取を安全
に継続させるための新しい摂食嚥下リハビリテーションの考え方
も提示された。PC やタブレット型端末などの支援機器により学習
環境や就労の可能性を広げ，活躍する DMD 患者も増えてきた。一
方，医療面では小児から成人のケアへ，社会面では子供から大人へ
の移行を要するようになり，本人家族などへのガイダンスも必要
になっている。DMD では健常児に比べて自閉症スペクトラムや
注意欠陥多動性障害（ADHD）の比率が高く，就学や就労に向けて
の取り組みや医療的ケアの需要性にも影響しており，さらに多方
面からのアプローチが必要である。本講演では，DMD における集
学的なリハビリテーションにも触れながら，理学療法士の役割に
ついてお話ししたいと思います。

日本小児理学療法学会企画 教育講演 2

予防と理学療法 子どもの運動器の立場から

健康科学大学健康科学部理学療法学科 粕山 達也

近年，神経科学の発展によって，ヒトの運動イメージが 5 歳から
12 歳までに顕著に発達することが明らかになっている。また，投
球動作や跳躍動作などのスポーツ動作についても，10 歳頃までに
は成人と同様の運動パターンを呈することがわかっており，幼少
期の基本的運動能力をいかに育むかが重要と考えられている。し
かし，実際には子ども達の遊び環境は変化しており，基本的運動能
力の低下が顕著となっている。基本的運動能力の低下は，肥満や疾
病，障害の増加をもたらし，社会問題の一つとして顕在化してきて
いる。

我々は，2013 年度より小学生を対象とした基本的運動能力の縦
断的調査を開始し，子どもの運動パターンの変化を観察してきた。
基本的運動能力の低下だけでなく，運動パターンの未熟さが顕著
になっており，身体の動かし方がわからない子どもが増えてきて
いる。運動パターンが未熟な子どもの要因については，単一の問題
があるわけではなく，様々な要素が複雑に絡んでいるため，効果的

な介入方法について考えていくことが重要である。

一方で，2020 年の東京五輪に向けたジュニア競技者の育成に関
する障害予防についても考えていく必要がある。カナダやオース
トラリアなどのスポーツ医学先進国では，オリンピック選手の育
成に向けて，長期アスリート育成理論や FTEM モデル（Founda-
tion，Talent，Elite，Mastery）が提唱され，幼少期の基本的運動
能力の重要性を説いている。基本的運動能力の発達が，障害予防に
おいても重要であることが明らかになりつつある。こうしたス
ポーツ科学の最先端の理論を取り入れ，科学的知見を一般の子ど
も達にも応用していくことが可能であると考える。

本講演では，運動発達の未熟な子どもとジュニア競技者という
二極化した子どもの現状について基本的運動能力の視点から捉
え，子どもの運動器障害の予防について考えてみたい。
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日本小児理学療法学会企画 教育講演 3

予防と理学療法 子どもの代謝の立場から

群馬パース大学保健科学部理学療法学科 木村 朗

子どもの代謝の特徴は，生体機能的に成人に比べ成長に必要な
身体組成を満たすために成人より代謝回転率が速い点にある。子
どもの栄養補給は成人の体重比に応じた単純な 1 次方程式が当て
はまらない。子どもの発達や成長を考慮した，成人とは別の身体活
動定量化研究が求められる。我が国の栄養所要量は昭和 34 年に総
理府科学技術庁資源調査会から発表され，翌 35 年厚生省も採用
し，今日に及んでいる。この取り組みから 55 年以上経過した現在
では，日本に限らず栄養をめぐる環境が変化している。子どもの栄
養不足と同時に，肥満の増加への対策が，国際的な公衆衛生の課題
になっている。

この講演では，一般的な小児期の肥満の問題を取り上げ，生涯の
健康支援に役立てるための情報を共有したい。前半では，欧州で
2014 年に発表された IDEFICS（児童および幼児の食生活および生
活習慣に起因する健康への影響の特定および予防研究）を概観す
る。後半では，我々が取り組んでいる日本人における研究と対にし

て，子どもの肥満を改善する現時点で考えうる方法の一つを提言
する。

本講演の軸となる研究である IDEFICS は，6 か国，18745 人の
2 歳から 10 歳の子どもの疫学研究であった。アウトカムとして研
究期間中の達成度が評価された。砂糖を含む飲料に代わる水分消
費量の増加達成率，果物/野菜の消費量の増加率，1 日単位あたり
の座位時間の短縮，毎日の身体活動の増加，適切な睡眠期間が調べ
られた。国際的に推奨される基準を適用して，これらの目標を達成
した国別の子どもの達成率が明らかになった。

そして，我々の後方視コホート研究の一つ，日本人の青年におけ
る出生時から学童期，思春期を経た青年期までの体重の推移を調
べ，身体活動及び食事摂取の内容との関連性の解析結果を示す。
IDEFICS の結果を参照し，子ども時代の代謝状況の何が，20 歳時
の肥満症に高い確率的な関係をもたらすか，線形混合モデルを用
いて予防要因を例示する。

日本神経理学療法学会企画 特別講演

高次脳機能障害における理学療法の役割と責任
Neglected side of physical therapy for neglect and related disorders

首都大学東京健康福祉学部理学療法学科 網本 和

高次脳機能障害は幅広い概念であり，具体的な症状は主たるも
のだけでも失語症，半側空間無視，半側身体失認，失認症，失行症，
地誌的障害，注意障害，記憶障害，遂行機能障害，行動と情緒の障
害，認知症などが含まれている。種村ら（2011）1）の調査（重複回
答あり）によれば，関係する医療サービス提供職種のうち医師

（95.4％）が一位を占めていることは当然であるが，次いで理学療
法士（79.2％），作業療法士（77.4%），言語聴覚士（66.8%）の順と
なることが報告されており，作業療法士と肩を並べる割合である
ことはいささか驚きの念を禁じ得ない。この調査ではどの職種が
どの症状に関与したかについては明らかではないが，総体的には
理学療法士が重要な役割と責任を担っている（あるいは担うはず
である）ことは容易に推察できる。

高次脳機能障害のリハビリテーションでは，当該の中核的症状
または現象そのものに対しての治療アプローチとその症状を有す
る症例への代償的操作を含んだ日常生活への対応に大別できる。

筆者ら（2001）2）はこのような観点から，半側空間無視（unilateral
spatial neglect，USN）への理学療法的取り組みとして，USN 現象
と USN 症例へのアプローチの組合せについて論じ，これに加え経
過時期と重症度への考慮が重要であると報告した。

本講演では，理学療法士が直接関与することが多い USN 及びそ
の関連症状としての Pusher 現象を取り上げ，そのメカニズムの考
察に基づき機能構造的側面に対する治療および活動と参加の側面
に関するアプローチについて，とりわけ姿勢と動作にどのように
反映してゆくかという視点からこれらの徴候に対する理学療法で

「無視」されてきたものとは何か？に関して論じたい。
【文献】
1）種村 純・他：高次脳機能障害全国実態調査報告。高次脳機能
障害研究 31：19�31, 2011.
2）網本 和・他：半側空間無視。医療現場での取り組み―理学療
法―．総合リハ 29：29�33, 2001.
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日本神経理学療法学会企画 シンポジウム

脳のシステム障害と理学療法
1 病態を捉える視点―視覚情報と運動調節の関係性に着目して―

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 河島 則天

本シンポジウムのねらいは，脳を一つの『システム』として捉え，
どの部分に破綻が生じているのか（病態の背景にあるメカニズム）
を理解することで，いかに理学療法を通して身体機能の改善を実
現できる可能性があるのかを議論することにあると思われる。シ
ステムとは，①複数の要素で構成され，②要素相互が関連し，③時
間に沿ったプロセスによって動作する，ということであるから，こ
こでは脳を，『複数の領域が相互に関わりを持ち，時間系列に沿っ
た情報処理を実行するもの＝（システム）』として捉え，高次脳機
能障害の代表格である半側空間無視を例に挙げて考えていくこと
にする。

半側空間無視は，かつては視空間情報の統合に関わる頭頂領域
に限局した病態（いわゆる頭頂症候群）であると理解されていた
が，現在では視空間性注意に関わる脳の広範な領域からなる神経
ネットワークの機能不全によって生じるという考えが主流となっ

ている。『無視』であるから，『見えていない』のではない。見えて
いるけれども反応しない/できないというのが適した表現で，例え
ば食事の際に左側にある食べ物に手を付けずに残してしまう，あ
るいは身体の左側を良くぶつける，というような行動がしばしば
現れる。一般に，半側空間無視の評価や介入は，理学療法の守備範
囲としての認識が薄いように見受けられるが，無視症状の発現（視
空間性注意の停滞）はリーチング動作や姿勢調節や歩行運動など
にも大きく影響することは，疑う余地なしであろう。

本シンポジウムでは，①課題実施時の姿勢条件（立位か，座位か）
によって視覚性注意のレベルが変化する，②閉眼状態で数歩，歩か
せると進行方向が非無視空間の方向に大きく偏る，という事象を
取り上げる。当日はこれら事象の背景メカニズムを考察するとと
もに，いかにして停滞機能の底上げ（機能回復）を図れる可能性が
あるかを考えてみたい。

日本神経理学療法学会企画 シンポジウム

脳のシステム障害と理学療法
2 大脳皮質�皮質下神経核の投射線維を中心とした脳のシステムからみた臨床的俯瞰

リハビリパーク板橋病院 増田 司

ヒトが行為を行うためには，意志や企図などの認知的なプロセ
スがあり，個体と環境の状況に則した行動の手段を選択する。実際
に随意的な運動が起こる際には，先行的かつ随伴的に姿勢が調節
され，結果は常にモニタリングされて次のデマンドに最適化する
よう調整される。また，それらの行動は一定の成果（報酬）によっ
て強化学習が生じ，経験の蓄積によって行動の制御則が形作られ
る。このような一連のプロセスにおいて，脳には様々な認知，情動，
運動，知覚などの情報を並列的に処理するためのシステムが存在
していることが知られている。

脳血管疾患，特に脳出血の好発部位である大脳基底核，とりわけ
線条体には様々な皮質領域からの投射線維が終止する。線条体
ニューロンのおよそ 90％ は投射ニューロンで構成されているが，
比較的広範囲な樹状突起が広がっており密接に関係する領域の一
部が収束する（宮地，2006）。このため線条体は，単に体部位対応

の閉鎖回路の中継点ではなく複数の入力が統合されるハブ（接合
拠点）としての機能を有している可能性があり，脳損傷などでこれ
らの機能に障害を受けるとシステムが破綻して関連領域にも影響
を及ぼす。結果として損傷部位の脳局在機能のみならず様々な問
題が発生すると考えられている。

脳損傷患者に対して理学療法を実施するにあたり，これらの脳
機能を理解することが必要であることは言うまでもない。しかし，
実際の臨床現場において，我々が目的としている『基本動作能力の
回復』に向けて脳に関する知識をどのように活用するべきであろ
うか？今回は，線条体を中心とした皮質下の投射線維からなる脳
のシステムに焦点を当て，我々理学療法士が臨床でどのように脳
神経科学を活かして治療戦略を立てていくべきか臨床家の立場か
ら俯瞰してみたい。
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日本神経理学療法学会企画 シンポジウム

脳のシステム障害と理学療法
3 小脳系のシステム障害と理学療法―神経科学の知見を理学療法に応用する―

さいわい鶴見病院リハビリテーション科 手塚 純一

小脳疾患の患者を担当することになった際，何を評価しどんな
理学療法を行うだろうか。小脳は従来から知られている平衡機能
と協調運動の他に，近年では運動学習や認知機能にも関与するこ
とが知られてきている。

小脳は横方向の襞構造によって第 I～X の 10 小葉に区分され，
縦帯状構造としては虫部・半球中間部・半球外側部および片葉小
節葉に分類され，深部には室頂核・中位核・歯状核が存在する。こ
れらは小脳脚によって脳幹と神経連結し，下小脳脚は脊髄小脳
路・オリーブ小脳路からの入力，中小脳脚は橋核からの入力を受
け，上小脳脚は小脳核からの出力経路となっている。

片葉小節葉は前庭小脳として眼球運動や姿勢に関する前庭反射
制御に関与する。虫部第 I～V 小葉および第 VIII 小葉は脊髄小脳
として歩行・抗重力姿勢制御に，虫部第 VII 小葉は随意性眼球運
動制御に，虫部第 IX 小葉は体平衡と姿勢制御および頭位制御に関
与する。虫部第 III～VI 小葉の半球部寄りの部分と半球部第 III～

VIII 小葉は同側の随意運動制御に関与し，虫部第 III～VI 小葉が
下肢，虫部第 IV～半球部第 VI 小葉が上肢，半球部第 VI 小葉が頭
部という体部位局在が認められている。またこれらの運動制御に
関与する部位は，長期抑圧という学習メカニズムにより内部モデ
ルを形成し運動学習にも関与している。半球部の最外側に位置す
る第一脚・第二脚はヒトで小脳全体の 3～4 割の体積を占めるほ
ど発達しており，前頭連合野と神経連絡し言語課題・注意・遂行
機能・視空間認知・作業記憶・学習・情動など幅広い認知機能に
関与している。

以上のことから小脳を運動の調節をする器官と一様に扱うので
はなく，部位ごとに分け機能局在を踏まえ対応していくことが重
要になる。本シンポジウムでは上述の小脳システムについて概説
し，臨床に従事する立場から小脳系のシステム障害に対し神経科
学の知見をどう活かして理学療法を行っていくか，症例を提示し
ながらお話ししたい。

日本神経理学療法学会企画 教育講演

脳卒中後片麻痺患者の歩行トレーニング戦略と戦術

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 大畑 光司

近年，脳卒中後片麻痺患者をはじめとした中枢神経疾患患者に
対して，運動機能の改善を目標とした種々の先端的技術を応用し
たアプローチが報告されてきている。例えば，脳機能改善のための
ニューロリハビリテーションの技術や，仮想現実（Virtual Real-
ity），ロボットなどを利用したトレーニング手法などは今後のリ
ハビリテーションの主流をなすかもしれない。

急激な発展が見込まれる技術革新の一方で，振り返ってみると
我々理学療法士自体は大きく変化したのであろうか。確かに神経
生理学者の努力により脳機能の理解が進み，リハ医の指導により
エビデンスが確立し，開発者の努力により新しい装具や機器が生
まれ，この領域に関連する幾つかの進歩は着実に認められている。
しかし，本来，理学療法士がその専門性を発揮しなければならない
部分について，果たして我々は前進していると胸を張って言える
だろうか。

理学療法士の専門技術とは単にストレッチ技術とか，各種のト
レーニング知識を有することではない。適切な介入を行うために
は，対象患者に対する動機付けなどの心理的サポート，対象患者の
個別性に合わせた問題解決手段の立案，適切な運動を引き出すた
めの言語的もしくは非言語的指導能力が求められるはずである。
しかし，介入において大きな効果の違いを生むはずのこれらの技
術を，我々はまだ，ほとんど体系化できていない。もし，自立支援
方策を対象者に最適化する技術を理学療法士が持っていないとす
るならば，この領域の技術や機器が進歩の中で理学療法士の必要
性は失われることになるかもしれない。

本教育講演では脳卒中後片麻痺患者の歩行トレーニングを中心
にその戦略と戦術をまとめ，聴衆の批判を仰ぎたい。その中で，分
科学会に移行する神経理学療法学会と会員である理学療法士が何
に対して責任を持つべきかを議論する端緒としたい。
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日本心血管理学療法学会企画 シンポジウム 1

How to get accepted in a competitive journal～質の高い国際誌にアクセプトされるには～
1 加齢医学分野での経験から

筑波大学大学院人間総合科学研究科 山田 実

理学療法領域における研究を対外的に報告していくことは重要
であり，このことは学問としての理学療法の質を高め，専門職の地
位向上にもつながる。理学療法は，諸先輩の尽力により学術的な理
論背景の整備がなされ，学問の体系化，職域の拡大が進んできた。
今後は，さらに国際的視野に立ち，世界の理学療法を牽引していく
ような学術活動も必要とされるだろう。その中で，理学療法に関わ
る種々の研究成果を国際誌で発表することの意義は大きい。

世界随一の長寿国である我が国において，加齢医学分野の研究
成果は各国の研究者より注目されている。例えば，介護保険は一部
の国でしか導入されていない制度であるが，他の先進国でも高齢
化は深刻な問題であり，この介護保険に関連した調査研究に対す
る関心度は高い。これ以外にも，認知症，骨粗鬆症，サルコペニア，
フレイルなどの老年症候群は世界共通の関心事であり，日本で実
施されているような先進的な取り組みは各国の研究者の興味を惹
く内容となっている。

このように，我が国には世界から注目されるような課題は多く
あり，国際誌で発表できるチャンスは多分にある。ただし，この
チャンスを活かすためには，適切な研究デザインを組んでおくと
いう過程が必要であり，質の高いデザインこそが学術誌に掲載さ
れるために必要不可欠な要素となる。しかし，質を求めるがあまり
現実的に実施が困難なデザインとなる場合もある。実現可能レベ
ルをしっかりと見定めた上で，指導者や周囲の研究者，同僚らと共
に，研究デザインについて十分に検討し合うことこそが国際誌で
の成果発表につながるだろう。

Yamada M, et al., Predictive Value of Frailty Scores for Healthy
Life Expectancy in Community�Dwelling Older Japanese Adults.
J Am Med Dir Assoc 2015, 16, 1002.e7�11.
Yamada M, et al., Prevalence of sarcopenia in community�dwell-
ing Japanese older adults. J Am Med Dir Assoc 2013, 14：911�5.

日本心血管理学療法学会企画 シンポジウム 1

How to get accepted in a competitive journal～質の高い国際誌にアクセプトされるには～
2 基礎研究での経験から

1）東北大学病院総合地域医療教育支援部，2）東北大学東北メディカル・メガバンク機構
伊藤 大亮1,2）

上記テーマで，若手研究者の刺激になるようなお話を，とご依頼
頂きました。もとより私自身未だ若輩研究者の身でありとてもご
期待に沿う業績も持ち合わせておりませんが，可能な限り刺激に
なるような経験談をご紹介できればと思います。

失敗から学ぶと申します。幸いにも研究に関して多くの失敗や
挫折を経験しております。惜しげなくご披露させて頂きたいと思
います。論文の書き方，研究の進め方など，成功，正解に関する情
報は素晴らしい本などから誰でも手に入れることができます。私
自身の研究を取り巻くハード・ソフト，あらゆる面での失敗経験
をピックアップいたします。私の失敗が，若手研究者の成功へとつ

ながる一助となりましたら幸甚です。
（研究内容等については，東北大学研究者紹介をご参照くださ

い。各種検索エンジンにて，“伊藤大亮”でヒット致します。）

主要論文：

Ito D, et al., J Hypertens 28：2278�2288, 2010

Ito D, et al., Clin Exp Pharmacol Physiol 40：617�625, 2013

Ito D, et al., PLOS ONE 10：e0138037, 2015
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日本心血管理学療法学会企画 シンポジウム 1

How to get accepted in a competitive journal～質の高い国際誌にアクセプトされるには～
3 循環器・腎臓病分野での経験から

北里大学病院リハビリテーション部 松沢 良太

臨床研究をすすめていくと，英語論文という避けることのでき
ない壁にぶつかります。この壁を“偶然”乗り超えることは決して
できません。この壁を超えるためには，臨床研究を計画する段階か
ら周到かつ戦略的に準備しておく必要があります。まずは，自身の
専門分野における“流れ（＝流行り，社会的ニーズ）”をつかむこ
とが必要です。“流れ”をつかんだうえで，新しい知見を発信する
ことが臨床研究成功の鍵です。データの収集・蓄積後は，データ解
析，解析結果の解釈，指導者とのディスカッションを経て，ようや
く英語論文執筆となります。論文が形になってきた後は，投稿雑誌
の規定に合わせる作業とカバーレターの作成および英文校正を経
て，ようやく論文投稿です。なお，初めて英語論文を執筆する際に
は，少なくとも英語論文掲載歴のある指導者に指導を受けること
を強くオススメします。投稿後は，雑誌からの返答を待ちますが，
早ければ 2�3 日で reject となり，また次の投稿先を探さなければ
なりません。この作業を繰り返していくと，運よく査読者からコメ
ントをもらえ，うまくいけば，アクセプトをもらうことができるの
です。英語論文執筆は決して易しいものではありませんが，英語論
文は研究活動における“唯一の成果物”です。本発表が，参加者皆

様方の英語論文執筆の一助となれば幸いです。

主要論文：

1. Matsuzawa R, et al. , Habitual physical activity measured by ac-
celerometer and survival in maintenance hemodialysis patients.
Clin J Am Soc Nephrol 2012；7（12）：2010�6.

2. Matsuzawa R, et al. , Relationship between lower extremity
muscle strength and all�cause mortality in Japanese patients un-
dergoing dialysis. Phys Ther 2014；94（7）：947�56.

3. Matsuzawa R, et al ., Clinical characteristics of patients on
hemodialysis with peripheral arterial disease. Angiology 2015；
66（10）：911�7.

日本心血管理学療法学会企画 ワークショップ

Evidence Review：心血管理学療法に必要な臨床指標とその意義
1 心血管理学療法に必要な臨床指標とその意義 病歴・検査所見・身体所見について

枚方公済病院リハビリテーション科 岩津弘太郎

心血管疾患患者に対する理学療法において効果的な介入を実施
するためには，病態評価に基づいたリスク管理と適切な介入方策
の選択が重要である。近年では，重症疾患患者の救命率向上に伴う
早期理学療法介入への期待の高まりから，急性期のハイリスクな
患者に対して理学療法を実践する機会も増えており，我々理学療
法士にも医師や看護師などと同様に病態を把握する能力が求めら
れている。具体的には，患者の病歴や，検査所見，身体所見などの
臨床指標を系統的に解釈・統合していくことが必要となるが，そ
のためには各臨床指標の意義をそのエビデンスと共に理解してお

く必要がある。また，理学療法介入の主たる目的は患者の機能的予
後を改善することであり，リスク管理のための病態評価のみでな
く，機能予後の予測や介入方策の選択に必要な身体機能評価を適
切に実施することも重要である。

本ワークションプでは，主に急性期を中心に，心血管理学療法に
おいて必要となる臨床指標をエビデンスと共に紹介し，その解釈
方法ならびに今後の課題を検討したいと思う。



－ 140 －

日本心血管理学療法学会企画 ワークショップ

Evidence Review：心血管理学療法に必要な臨床指標とその意義
2 運動中のバイタルサイン：病態把握および予後予測として有用性

電気通信大学大学院情報理工学研究科 堀田 一樹

二十世紀初めに血圧および心電図の測定法が開発されて以降，
運動中の循環制御機構の解明が進んだ。同時に，欧米を中心とした
前向きコホート試験により，運動中のバイタルサインと生命予後
の関連性が示された。本レビューでは運動負荷に対する心拍数と
血圧の反応に着目し，それぞれを病態把握および予後予測の二つ
の意義に大別し議論する。心不全の病態は低心拍出と肺うっ血に
分けられる。血圧は血管抵抗と心拍出量により規定される。通常，
骨格筋に酸素供給するために，運動中の心拍出量は増加し，それに
伴い血圧も増加する。しかしながら，重度の左室機能障害を有する
心不全例においては運動中に血圧が増加しない，あるいは安静時
より低下する場合がある。この運動時低血圧は心拍出量の低下を
示唆している。冠動脈疾患患者の病態として，心筋における酸素消
費量と供給量のミスマッチに伴う心筋虚血症状である。心拍数，お

よび心拍数と収縮期血圧の積である二重積は，運動中の心筋酸素
消費量と相関する。したがって，運動中の心拍数および二重積は心
負荷の指標であり，心筋虚血症状が出現した時点のこれらの値は
心筋虚血閾値として有用である。運動中の心拍数および血圧が健
常者，心不全患者，冠動脈疾患患者において全死亡を含めた主要有
害心血管イベントの発生リスクを予測するか否かについて検討す
るために，前向きコホート試験を対象に文献的レビューを行った。
その結果，多段階漸増運動負荷試験中の心拍数および収縮期血圧
の増加応答が小さい群で予後不良であった。また，運動終了後の心
拍数の回復応答が遅延していた群において，予後不良であった。以
上のことから，運動中のバイタルサイン指標は心血管理学療法を
進めるうえで，病態把握および予後予測に有用な指標である。

日本心血管理学療法学会企画 ワークショップ

Evidence Review：心血管理学療法に必要な臨床指標とその意義
3 運動機能・運動耐容能

北里大学大学院医療系研究科循環器内科学 田中 伸弥

加齢に伴い罹患率が急増する心血管疾患は，理学療法士が遭遇
する common disease の代表的疾患となっており，今後も持続的
に増加することが予想されている。心血管疾患は，目に見えない疾
患であるが，十分なリスク管理のもとで効果的な理学療法介入を
行えば，機能予後の改善ばかりではなく生命予後をも改善する成
果が期待できる。

運動機能と運動耐容能は，数多くの指標によって評価されてい
るが，日常診療の中で信頼性の高い評価指標を用いて介入の効果
判定をすることは，治療者と患者の双方にとって有益である。さら
に，運動機能と運動耐容能は，それ自体が ADL，QOL，および生
命予後の規定因子であるため，その評価によってリスクの層別化

をすることは理学療法士の果たすべき役割と言える。故に，心血管
理学療法を行う上では，①臨床現場で評価可能な代表的臨床指標
とその測定方法，②予後予測に有用なカットオフ値とその臨床的
意義，③臨床的に重要な変化量を知っておくことが重要である。こ
れらの知識は，日常診療において必要とされるばかりではなく，研
究を行い，その成果を世界に発信していくためには必要不可欠で
ある。

本ワークショップにおいては，最近の心血管領域の研究を踏ま
え，エビデンスの蓄積されている代表的な指標についてお話した
い。参加者の皆様に役立つ内容となれば幸いである。
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日本心血管理学療法学会企画 シンポジウム 2

心臓リハビリテーションにおける継承と創生
1 急性期心臓リハビリテーション介入における継承と創生

厚生連海南病院 飯田 有輝

運動療法を中心とした心臓リハビリテーションは，虚血性心疾
患患者の運動耐容能を改善し二次予防に有用であることや心不全
の予後を改善することが，エビデンスをもって示されている。現
在，心臓リハビリテーションの標準的プログラムは多職種で構成
された包括的チーム医療による関わりが推奨され，運動耐容能や
栄養の評価，合併症管理や心理的・社会的側面の管理，生活指導な
どが行われる。最近は入院期間が短縮したことから入院中に心臓
リハビリテーションを十分に行うことが出来ないことが多い。そ
のため急性期ではリスクの層別化を行い，回復期に向けた戦略プ
ログラムを立てることが重要となっている。

一方，我が国は高齢者の総人口に占める割合が 25％ を超える超
高齢社会であり，高齢者のもつ生理的予備能の低下や外的ストレ
スに対する脆弱性が問題となっている。この高齢者の虚弱状態は

フレイルと表現され，心血管疾患との関連も指摘されている。フレ
イルと心血管疾患との間には密接な関連があり，地域在住の高齢
者で心血管疾患があるとフレイルの発生リスクがおよそ 1.5～4 倍
になるとされている。また，フレイルを有した高齢者では，心不全
を含む心血管疾患の発症リスクが高くなるという報告もある。こ
のようにフレイルと心血管疾患は相互にリスク因子であると言え
る。心臓リハビリテーションでは介入目標として再発予防が挙げ
られるが，高齢者の場合，その成否はフレイルの予防や改善が重要
な因子となる。フレイルに対するリハビリテーションとしてまだ
確立されたものはないが，フレイルサイクルにおけるサルコペニ
アの進展予防対策，すなわち原疾患の治療と併せ運動療法ならび
に栄養療法の介入が重要になると考えられる。したがって急性期
では，入院時にフレイルの有無とその程度を評価し，虚弱状態を進
展させないアクションプランを策定することが重要となる。

日本心血管理学療法学会企画 シンポジウム 2

心臓リハビリテーションにおける継承と創生
2 回復期心臓リハビリテーション介入における継承と創生

聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部 武市 尚也

心疾患患者における回復期心臓リハビリテーション（リハ）の有
効性は，これまで様々な臨床研究やメタ解析で明らかとなってい
る。その機序としては，運動療法や患者指導が，運動耐容能改善や
冠危険因子是正を介して，再発（再入院）の予防，生活の質の改善，
さらには生命予後を改善させる。

運動療法は心リハの中心的な役割を担っており，有酸素運動と
レジスタンストレーニングから構成される。これまで，有酸素運動
の運動処方は，嫌気性換気閾値（AT）の運動強度で持続的に実施
する方法が一般的であった。しかし，最近では高強度のインターバ
ルトレーニングの有効性が報告されるなど，新たな知見が散見さ
れる。レジスタンストレーニングにおいては，四肢骨格筋トレーニ
ングに加え，呼吸筋トレーニングや神経筋電気刺激療法など新た
な方法論の有効性が報告されている。

運動療法の効果判定指標としては，これまで心肺運動負荷試験
（CPX）で測定される最高酸素摂取量（Peak VO2）が用いられてき

た。近年，心リハ対象者の高齢化や，整形外科，脳血管疾患など他
疾患合併症例の増加により，CPX の実施が困難な症例を多く経験
する。そのため，Peak VO2に変わる新たなアウトカム指標を創生
する必要があるものと考える。

運動療法の介入場所としては，病院などの施設で実施される監
視型運動療法と在宅で実施される非監視型運動療法に分けられ
る。これまでの臨床研究では，主に施設で実施される監視型運動療
法の有効性が示されてきた。しかし，上述の理由により，通院での
リハ継続が困難な症例を多く経験する。そのため，非監視型運動療
法の効果の検証に加え，急性期病院から回復期病院または介護保
険下での在宅リハへの円滑な移行ついては，早急に取り組むべき
課題である。

本シンポジウムでは上記を踏まえ，回復期心臓リハ介入におい
て継承するべき点と創生するべき課題について述べたいと思う。
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日本心血管理学療法学会企画 シンポジウム 2

心臓リハビリテーションにおける継承と創生
3 心臓リハビリテーションにおける臨床指標の継承と創生

信州大学医学部附属病院リハビリテーション部 山本 周平

本邦では 1956 年に心筋梗塞患者に対する積極的な運動療法が
提唱され，心筋梗塞や狭心症に対する心臓リハビリテーションを
中心に発展してきた。当時は年齢層も比較的若い層が多い傾向に
あったが，2016 年の内閣府調査によると 65 歳以上の高齢者の割
合は 26.7% であり，2060 年には高齢者が人口の約 40% に達すると
推定されている。また Rotterdam study から，高齢化に追従するよ
うに心不全患者数も急増することが明らかとなっており，本邦で
も心不全有病率は 2055 年まで高止まりすると推計されている。超
高齢社会，心不全パンデミックに対する特異的な評価ならびに介
入が求められている。

心臓リハビリテーションの大きな目的は再発予防と生命予後の
改善である。心肺運動負荷試験（CPX）から得られる運動耐容能指
標は再発や生命予後に強く関与することから，我々は CPX から得
られた運動耐容能の結果をフィードバックし適切な運動指導を行
う。しかしながら，上述の通り対象が高齢化していることから，必

ずしも生命予後の指標として CPX 評価が実施出来ないケースも
多い。“高齢”，“心不全”をキーワードとした際に，大きな問題が
ADL 障害と ADL 障害に陥る前のフレイル（虚弱）の存在である。
心不全患者を対象とした大規模コホート研究によると，ADL 障害
の合併は約 3 年以内の死亡率を 2.3 倍に高めることが報告されて
いるが，特筆すべきは ADL 障害に至っていないフレイルの状態
でも非フレイルと比較して死亡率が 2.1 倍と ADL 障害合併と同
様に死亡率が高い点である。欧州心臓病学会においても高齢心疾
患患者のゴールは移動能力の維持および向上であると明示されて
おり，歩行速度や筋力低下等のフレイル評価が直接的に疾病管理
に寄与することを示している。

本シンポジウムでは，筆者らの研究結果を中心に疾病管理の一
環としてのフレイルの評価，そして ADL レベルに合わせ従来通
り継承すべき評価，そしてこれから創生すべき評価を提案させて
いただく。

日本心血管理学療法学会企画 特別講演

心大血管リハビリテーションを繋ぐ～What should we do as young practitioners～

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院リハビリテーション部 河野 裕治

“Evidence based medicine”は 1990 年代に欧米で提唱され，本
邦でも 1995 年頃からこの言葉が広まってきた。Evidence の象徴
としては診療ガイドラインがあり，Evidence Level に基づいた推
奨レベルの提示により，治療介入を立案の際には重要となる。しか
しガイドラインや Evidence をしっかり解釈した上でどのように
臨床に応用するのかが最も重要なる。また臨床データから Evi-
dence を蓄積しガイドラインに反映し重要となる。したがって，臨
床では常に“Guideline to Bedside”や“Bedside to Guideline”を継
続するにより，新しい臨床を創造していくことが必要となる。特に
我々 Young Practitioners が担う役割は，これまでの流れを受け継
ぎ，次の世代へ繋げていくことになる。具体的に担うべきことは，
豊富な臨床経験を積むことと経験を提示していく作業を遂行し続
けることになると思われるが，このデータを提示する方法論とし
て臨床研究があり，研究デザインを理解するところから始まる。

上記の観点で心大血理学療法の現状を見ると，本邦では治療技

術の進歩や人口動態の高齢化に伴い高齢心不全患者が急増するこ
とが予想されている。特に高齢者のトピックである「サルコペニ
ア」や「フレイル」は当分野でも重要なテーマであり，対策方法の
立案が急務となっている。しかし，この集団の特徴は以前の研究で
は除外されていた集団であったことから，現状のガイドラインで
は高齢患者に対する Evidence は確立されていない。ではこのテー
マに対してどのように検討すべきか。研究となるとランダム化比
較試験に代表される介入研究が花形のように思われるが，その背
景には観察研究で実態を把握し，仮説を立証する必要がある。この
仮説を立証するために日々の臨床を基盤としたデータの蓄積が重
要となる。

本講演では，臨床や研究において Young Practitioners として実
施すべきこと，担うべきことを，これまでの経験を踏まえてまとめ
てみたいと思う。
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日本スポーツ理学療法学会企画 教育講演 1

野球肘検診の目的と意義

横浜南共済病院スポーツ整形外科 山崎 哲也

成長期の子供において肘スポーツ障害を引き起こす最も大きな
要因は，オーバーヘッドスポーツでの上肢の酷使であり，本邦にお
いては，人気の高い野球での投球動作の繰り返しで生じている場
合がほとんどである。投球動作における肘関節への負荷で重要な
のは，外反および伸展ストレスであり，特に前者は，内側への牽引
力により，成長期においては内側上顆下端の骨軟骨障害（内側部障
害）を，外側への圧迫力は，上腕骨小頭の離断性骨軟骨炎（小頭
OCD）を引き起こす。上記病態は，初期の段階では，症状がない

か軽微の場合もあり，医療機関を受診する機会が少なく，その早期
発見が困難であった。しかし近年，全国各地における野球肘検診の
普及および検診現場での超音波検査の使用に伴い，特に無症候性
の小頭 OCD の発見と早期の治療介入が可能となってきた。そこ
で今回，成長期の子供における内側部障害や小頭 OCD の病態を
解説するとともに，演者らが関与している横浜市における野球肘
検診の現状を報告する。

日本スポーツ理学療法学会企画 パネルディスカッション

野球肘検診再考
1 投球障害予防への理学療法士としての関わり―学童期野球選手を対象としたメディカルチェックの結果から―

横浜市スポーツ医科学センターリハビリテーション科
坂田 淳，鈴川 仁人

スポーツ傷害の予防には，4 つのステップが提唱されている。①
疫学調査による傷害状況の把握，②危険因子の推定，③予防法の考
案，④予防介入であり，その後また①に戻り，有用性を判定する。
学童野球においても，病期が進行すると手術に至る上腕骨小頭離
断性骨軟骨炎（以下，小頭障害）や発生率の高い肘内側障害が予防
すべき投球障害として挙げられる。

横浜市スポーツ医科学センターでは，横浜市から委託された
ジュニア競技力向上事業の一環として，2012 年度より，学童野球
選手を対象に，身体機能からみた投球障害危険因子の推定と予防
プログラムによる介入を目的としたメディカルチェックを行なっ
ている。この取り組みで得られた知見は，2013 年度より開始され
た横浜野球肘検診で理学療法士が行う測定項目やストレッチ内容
にも反映されている。

疫学調査の結果，約 4 割の選手が肩や肘の既往を有していた。前
向き調査の結果，肘内側障害発生が最も多く，既往者を除いた 353

名中 78 名（22.1%）に発生した。胸椎後弯角増大，肩回旋トータル
可動域低下，肩後方タイトネス，踏み込み足股内旋制限が危険因子
として挙げられた。介入効果も得られており，投球障害予防プログ
ラム Yokohama Baseball�9＋を作成し，チームのウォーミング
アップに導入したところ，1 年間で肘内側障害の発生率は 1/3 ま
で減少した。一方，小頭障害について，初回評価時に小頭障害がみ
られなかった 515 名中，1 年で新たに小頭障害を発生した選手は 3
名（0.6%）であった。その発生率の低さから，危険因子の推定には
至っていない。限られた地域のみで小頭障害の危険因子の推定と
予防介入を行うことは難しく，野球肘検診で行われる早期発見・
早期治療が最適である。今後は，地域の枠を超えた大規模な障害調
査を実施する必要がある。

また現場では，パフォーマンスに関する要望が多い。投球障害予
防とパフォーマンス向上との両立へ向けた取り組みが求められて
いる。
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日本スポーツ理学療法学会企画 パネルディスカッション

野球肘検診再考
2 データから障害を予防する―理学療法士による学童野球での試み―

1）松戸整形外科病院リハビリテーションセンター，2）船橋整形外科市川クリニック，
3）富士整形外科病院整形外科，4）松戸整形外科病院MD，5）千葉大学医学部附属病院整形外科

亀山顕太郎1），仲島 佑紀2），木島 丈博3），石井 壮郎4），落合 信靖5）

千葉県では，2012 年から上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（以下
OCD）の早期発見を目的に学童野球を対象とした野球肘検診を実
施しているが，競技人口が多いため県内全選手には行えていない
のが現状である。野球肘検診は対象となる全選手に行い，症状が出
ない初期のうちに発見し重症化を防ぐことがあるべき姿なのは言
うまでもないが，検診を受けていない子どもが OCD に罹患して
いることに気付かず練習を続け，重症化する症例が後を絶たない。

そこで検診の手が届かない選手に対しても，選手の身体特徴か
ら保護者や指導者が OCD を発見するシステムを構築できないか
と研究を進めてきた。

分析対象は，検診に参加した選手のうち 9 歳～12 歳の 1587 名
とした。検診ではエコー検査に加え，問診・理学検査の 158 項目の
所見を評価した。エコーによる病期分類は石崎らの S・I・II・III
の 4 段階を用い， I 以上と診断された選手を OCD 群と定義した。
OCD 群と関連性のある因子を，χ2検定（p＜0.05）を用いて抽出し，

それらの因子の保有数ごとに OCD の相対リスクを算出した。
OCD 群は 1587 名中 33 名（2.1%）であった。OCD 群と有意に関連
性のあった因子は「肘の伸展制限」，「肘の屈曲制限」，「投手」，「1
週間に 20 時間以上の練習時間」，「身長 140cm 以上」，「体重 35kg
以上」の 6 項目であった。これらの項目のうち 6 項目全て当ては
まっている場合は OCD の有病率が 23.8 倍，5 項目以上の場合は
5.1 倍，4 項目の場合は 2.5 倍高くなった。

また，OCD だけでなく，その他投球時の肩肘痛，腰部や下肢障
害の発症予防を目的にした前向き研究も行っている。ここで得ら
れたデータの中で，特に障害の発症と関連があった項目は，翌年の
検診に反映されるのと同時に，指導者講習会や手帳を通して現場
と情報を共有するようにしている。

今までの野球肘検診は，障害の早期発見に重きを置かれること
が多いが，千葉県では，得られたデータをもとに障害の予測や予防
にも力を入れている。

日本スポーツ理学療法学会企画 教育講演 2

スポーツ科学を利用した競技復帰―トレーニング動作と筋活動―

名古屋大学総合保健体育科学センター 秋間 広

怪我や病気等に伴う不活動は骨格筋の機能低下や筋萎縮を引き
起こすことは良く知られている。特に大腿四頭筋や下腿三頭筋に
おいて，それが顕著に表れることはこれまで多くの研究で示され
てきた。本講演では宇宙飛行，ベッドレスト，免荷モデルなどの実
験モデルや半月板損傷などの整形外科的疾患により不活動を強い
られた被検者を用いて，身体不活動が下肢の様々な筋群にどの程
度の筋萎縮が生じるのか，また筋機能の変化がどの程度生じるの

か等について概説する。特にリハビリの分野で一般的に信じられ
ている，大腿四頭筋における内側広筋の特異的な萎縮に関して否
定的な知見についてもデータを示しながら紹介する。また，大腿四
頭筋の 4 つの全ての筋頭から，表面筋電図を記録して，膝伸展運動
時における神経筋活動の様相について紹介する。以上のような知
見から，本公演では，不活動から競技復帰する際の判断材料となる
ような基礎的な知見を主にスポーツ科学的観点から提示する。
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日本スポーツ理学療法学会企画 シンポジウム

スポーツ科学を利用した競技復帰―競技別―
1 陸上競技

（公財）スポーツ医・科学研究所スポーツリハビリテーション科 岡戸 敦男

陸上競技は，スポーツ科学の知見を活かしつつ，記録が更新さ
れ，競技自体の進歩につながってきた歴史がある。競技力向上を目
的として，主に運動学，運動力学，運動生理学に関する科学的研究
が盛んに行われてきた。

演者は，陸上競技・長距離選手に関わる機会が多く，その経験に
基づいて，スポーツ科学を活用した取り組みについてまとめてみ
たい。

陸上競技・長距離では，局所への力学的ストレスが繰り返し加
わることによる慢性外傷（スポーツ障害）が多く発生する。長距離
選手の理学療法では，患部周囲の機能改善はもちろんのこと，発症
に関係するストレスの考察から，ランニング動作へのアプローチ
が必須となる。動作は，全身持久力（以下，持久力）の低下により
問題を呈することも多く，競技パフォーマンス向上の目的も含め
て，持久力の維持・向上も重要になる。

ランニング動作の分析は，映像分析ソフトなどを用いて関節角
度などを定量化することにより，動作の問題点を洗い出すのみで

なく，理学療法による即時効果や経時的変化の確認にも活用され
る。最近では，タブレット端末などでも簡便に角度算出や比較など
ができるようになっている。

ランニング中止の期間には，下肢エルゴメーターなどを用いて
持久力の維持・向上を図るが，パルスオキシメーターを用いて心
拍数や酸素飽和度を計測することで，運動強度や経時的変化が把
握でき，目的に応じた負荷設定がしやすい。また，通常の練習時心
拍数の確認により，下肢エルゴメーター実施時の目標値設定に活
用している。

最近では，GPS（Global Positioning System，全地球測位システ
ム）を使用して，リハビリテーションプログラムの作成やランニン
グ動作の指導も試行している。

このような内容について，スポーツ現場における長距離選手へ
の対応の具体例を提示しつつ，スポーツ科学を利用した競技復帰
について考えてみたい。

日本スポーツ理学療法学会企画 シンポジウム

スポーツ科学を利用した競技復帰―競技別―
2 サッカー

早稲田大学スポーツ科学学術院 広瀬 統一

科学的アプローチを便宜上「現象を客観化して検証する営み」や
「過去の科学的検証結果に基づいたトレーニング計画」とするなら
ば，トレーニング科学を応用したリコンディショニングは選手が
安全かつ効率的に競技復帰する上で必要不可欠であると言える。

適切に選手のリコンディショニングをサポートするためには，
PDCA（Plan�Do�Check�Action）サイクルを維持することが重要
である。トレーニング科学を応用した選手サポートは，特に
Check�Action�Plan において重要な役割を担う。選手の現状把握
をできるかぎり客観化する（Check），課題や長所をこれまでの
データの蓄積あるいは報告されている事例との比較から検討して
目標値を定める（Action），そして科学的根拠に基づいて効果があ

ると考えられるリコンディショニング手法を選択する（Plan）とい
う一連の流れは，まさに科学的アプローチと言える。

近年では女子サッカーに限らず多くのボール競技において，各
種デバイスを用いた選手の身体情報取得と課題分析が行われてい
る。特に多く用いられているのが心拍数データを用いた運動強度
や運動量の把握である。これらの情報を適切に処理して分析する
ことで，リコンディショニングの方針を決定できると共に，行った
リコンディショニングの妥当性についても検証できる。また，ト
レーニングの効率化を図る上で，トレーニング効果を最大化させ
るための多くの研究がなされている。それらを活用することで，よ
り早期の競技復帰が達成できる。
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日本スポーツ理学療法学会企画 シンポジウム

スポーツ科学を利用した競技復帰―競技別―
3 飛込競技

健康科学大学健康科学部理学療法学科 成田 崇矢

飛込競技の 10m の固定台からの演技では，入水時の衝撃はおお
よそ 400kg 重と大きく，身体への負荷は大きくそれに伴う傷害が
発生する。van Mechelen, et al.は，科学的根拠に基づく傷害予防を
実践するためには，①傷害調査を実施し，外傷の発生率と重症度を
把握する。②傷害調査の結果を基に，傷害の原因と受傷機転，傷害
のリスクファクターを把握する。③傷害のリスクファクターに対
し，予防法を導入する。④再度，傷害調査を行い予防策の効果を検
証する，4 段階で実施することを提唱している。

我々は，この障害予防モデルに従い，飛込選手の競技復帰，障害
予防アプローチを行って来た。

①飛込競技全日本ジュニア強化合宿に参加した男性 60 名，女性
56 名，合計 116 名の傷害発生状況を調査した。結果，飛込選手で
は腰痛有訴者が多く，特に伸展時痛を有する者が多かった。傷害発
生場面では，入水時の腰椎過伸展により腰痛を発症している者が

多かった。
②ジュニア飛込選手男子 42 名，女子 41 名において，様々な身体特
性，技術特性のパラメータを独立変数として，腰痛に関連する因子
をロジスティック回帰分析により検討した。その結果，男子選手は
年齢，肩回旋幅（肩関節可動域の指標），女子選手は年齢が腰痛危
険因子であった。また，男子選手 13 名の飛込競技後方 1/2 回転蝦
型（201B）における入水時アライメントと肩関節可動域との関連
を検討した。その結果，入水時の肩関節屈曲角度と体幹伸展角度の
間に負の相関を認め，入水時の肩関節屈曲制限が腰椎前弯角度の
増大に関与していることが明らかになった。
③飛込選手の腰痛には，肩甲帯の柔軟性が重要な事が明らかに
なったため，肩の柔軟性向上を目的としたプログラムを作成し，競
技復帰や障害予防を行った。
④現在，ジュニア合宿参加者の腰痛有訴者の減少を認めている。

これらの取り組みの紹介と実際について報告する。

日本地域理学療法学会企画 教育講演 1

高齢者を理解する―老年的超越の視点の背景にあるもの―

東京都健康長寿医療センター研究所 高橋龍太郎

この数十年の間に“老いる”という言葉をめぐるイメージは変
わってきたように思われる。なにより高齢者自身から「長生きした
い」よりも「いつまでも生きていたくない」という発言が多く聞か
れるようになったと感じる。しかしこんな発言は，本当の困難に直
面している人や 90 歳を超えるような超高齢者から発せられる場
面は極めて少なく，むしろまだまだ元気な 60 歳代，70 歳代の人々
から多く聞こえてくるように思われる。
「――したい」「――したくない」というのは人生が自分の意志で

なんとかなるかもしれない，という思いが込められているので
しょう。しかしながら“老いる”こととは，おそらく意志でなんと
かなるものではないでしょう。そんなことは超越しているのが“老
いる”ことなのだと思います。

我が国は世界一の超高齢社会ですが，“老いる”ことへの構えは
全く未熟な状態にあるように感じます。たとえばアンチ・エイジ

ングの幻に惑わされています。欧米社会はアンチ・エイジングの
確信犯思想が支配していますので，それはそれで矛盾しないのか
もしれませんが，アジアや我が国の文化はアンチ・エイジングが
主流になるはずはないように思います。その理由を簡単にいえば，

「人間を機能の価値だけで受け入れるのではなく，その人の存在自
体を理解する」文化があるからです。

今は亡くなられましたが，私が尊敬する数学者の森毅さんは人
生の理想を「ずっと眺めていられる置き物になりたい」といいまし
た。なんの機能も発揮できないかもしれないことなどは気にする
ことはないのです。そこから出発すること，老いを生きること，私
達が真剣に取り組まなければいけないことはここにあると思いま
す。まだ十分ではない点が多くありますが，今お話しできることを
紹介してみようと思います。
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日本地域理学療法学会企画 特別講演

災害リハビリテーション支援～リハビリ専門職の役割：求められる視点～

1）長崎リハビリテーション病院，2）大規模災害リハビリ支援関連団体協議会（JRAT）代表
栗原 正紀1,2）

超高齢社会を迎えた我が国においては従来からの救命救助を主
たる任務として原則，発災から 72 時間以内に活躍する DMAT（災
害派遣医療チーム Disaster Medical Assistance Team）やその後の
災害救護を担い，地域医療を支える JMAT（日本医師会災害医療
チーム：Japan Medical Association Team）のみでは，災害後の避
難所生活において不自由な生活を強いられ，不動・不活発によっ
て徐々に生活機能が低下し，寝たきりになってしまう高齢・障害
者の「生活不活発病（廃用）」を予防することは困難であり，つい
にはそのことが“災害関連死”の要因となってしまうことが東日本
大震災での大きな反省点として浮き彫りとなった。

これらの経験を基に，来る大規模災害に備えて，大規模災害リハ
ビリ支援関連団体協議会（JRAT：Japan Disaster Rehabilitation
Assistance Team）が結成され，熊本地震災害では全国規模で支援
チーム派遣を行った。JRAT の任務は避難所の環境整備，避難者の

生活不活発予防および福祉機器導入に関する支援・助言を組織
的・継続的に実施することで被災者の自立生活支援と早期復興を
目指すことにある。

平時においては都道府県毎に地域リハビリ支援体制に組み込ま
れた形での災害リハビリ支援の組織化（地域 JRAT の設立とチー
ムの育成：医師・看護師・リハビリ専門職など関連職種で構成）
そして教育・啓発活動が望まれる。

地域包括ケア時代を目指して，急性期（救急）から地域生活支援
に至るまで多職種協働の下で，幅広く適時・適切なリハビリサー
ビスが提供されることで，どのような重度障害があったとしても
地域社会の一員として尊厳が遵守され，可能な限り自立した生活
を互いに大切にする支え合うコミュニティーづくりにリハビリ専
門職が関わっていくことが望まれる。このことが災害リハビリ支
援にとって非常に重要な学び・教訓を与えることになる。

日本地域理学療法学会企画 シンポジウム

災害時のリハビリテーション～熊本地震で理学療法士はどのように取り組んできたか～実践と提言
1 災害時のリハビリテーション～熊本地震で理学療法士はどのように取り組んできたか～実践と提言

熊本機能病院総合リハビリテーション部 三宮 克彦

筆者は熊本地震において，大規模災害リハビリテーション（以
下，リハ）支援関連団体協議会（JRAT：Japan Rehabilitation As-
sistance Team）の現地調整本部長を拝命し活動した。JRAT は東
日本大震災時にリハ支援を行った東日本大震災リハ支援関連 10
団体を前身としたもので，発災後から初期修復期にかけては避難
所等の住環境整備や DVT 予防のための運動指導など，復旧期で
は生活不活発病予防対策などが主な活動である。

4 月 14 日 21 時 26 分，発災（のちの前震）時筆者は熊本総合医
療リハ学院で熊本県理学療法士協会理事会の最中であった。突然
の揺れに会議室の天井と壁が段ボールを歪めては戻るような状況
に身がすくんだ。会議は中止となり，家族の無事を確認したのちに
職場へと急いだ。患者や職員の安全を第一に夜中まで院内を奔走
した。15 日 14 時に JRAT 東京本部と JRAT 熊本（現地）本部を立
ち上げ，発災後急性期から支援準備を開始した。16 日未明の本震
により一時大混乱となったが，22 日には熊本県庁内の医療救護調
整本部内に JRAT 調整本部を設置することができた。これにより

他の団体との情報共有と協同が可能となり，JRAT による被災者
の生活不活発病予防のための活動がスムーズにできるようになっ
た。

避難所支援は JRAT としての活動が終了する 7 月 16 日までに
医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を中心に 42 県から
約 1800 名を動員した。現在の被災者支援としては熊本県と熊本県
医師会が中心となり熊本県復興リハセンターとして，県内のリハ
施設により避難所における介護予防活動が展開されている。

災害時のリハにおいては，災害の規模，発災からの期間（フェー
ズ），インフラやライフラインの復旧状況等の変化に合わせて，柔
軟な対応が必要であり，地域リハの目的である自立支援を包括的
に作り上げていく必要性を感じている。シンポジウムでは活動経
験を通して，災害時における理学療法士の活動と課題について報
告する。
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日本地域理学療法学会企画 シンポジウム

災害時のリハビリテーション～熊本地震で理学療法士はどのように取り組んできたか～実践と提言
2 周辺地での実践と気づき

（株）くますま 河添竜志郎

地震などのような大規模災害では，激震地に対する支援体制に
ついては様々な報告やマニュアル等が見受けられるが，倒壊住宅
も少なく一部損壊や住宅内の家具や家財道具等の散乱，ライフラ
インの一部停止などといった周辺地への支援についての実態の報
告やマニュアル等は非常に少ない。災害マニュアル等をみても激
震地モデルで語られることが多い。しかし，実際の地震災害では震
源から離れることで被害の状況も変化してくる。

今回平成 28 年 4 月の熊本地震において，震源地から直線で 8km
離れた場所で在宅サービスを営んでいる立場から，在宅サービス
利用者や関連職種，地域住民などへの支援体制を構築し実践して
きた。特に周辺地では発災直後は在宅生活者にとって，片づけやラ
イフラインの確保によって避難所に行くこともなく生活を送るこ
とが可能な場合もある。それによって，激震地の住民も遠隔地へ避
難することがないばかりか，密集した避難所に集まることも減る

かもしれない。実際に災害時の理学療法士の支援の役割は発災直
後には少なく待機を求められることも多い。このようなときにこ
そフェイズの違う周辺地へ支援を開始し，激震地支援の後方支援
をすることが大切と感じた。また，被害者心理の変化では発災直後
から茫然自失期，ハネムーン期，幻滅期へと移行するといわれてい
る。ハネムーン期の反動に伴う大きな幻滅期に入るとそこを抜け
出すことはかなり大変となる。そのためにはハネムーン期を作ら
ないように茫然自失期の早期からリハビリテーション専門職とし
て支援することで大きな幻滅期へと向かわない支援が大切だと感
じた。

筆者自身も平成 7 年の阪神淡路大震災でも被災し，兵庫県理学
療法士会の事務局として支援に関わった。今回居住地での 2 度目
の被災を通して，今後各地で起きうるであろう大規模災害時の気
づきの一助となるべく，支援時の考え方や実践を報告する。

日本地域理学療法学会企画 教育講演 2

これからの地域を担う理学療法・士に必要な視点 ～今まで，そしてこれからも～

湘南医療大学リハビリテーション学科理学療法学専攻 鶴見 隆正

わが国の理学療法士制度の源流の一つには，1963 年 5 月に開学
した国立療養所東京病院付属リハビリテーション学院の第一期生
卒業時に遡ることができる。それから 52 年間が経過した今日の理
学療法士界において，臨床領域，教育そして研究活動がどのような
変遷と進化を遂げて，今日に至ったのかを振り返ることはこれか
らの理学療法士界の未来を拓くことに繋がる。

黎明期の理学療法士臨床現場は，労災病院や肢体不自由児施設，
公立病院など限られた医療機関に従事し，身体機能の改善の運動
療法にウエイトが置かれていたが，今やクリニックから通所リハ
施設や訪問リハまで国民ひとり一人の生活行動に寄り添うところ
まで拡大している。それだけに理学療法士界は，クライエントの
ICF を重視した地域理学療法に心がけて，国民生活の期待に応え
貢献する責務があると言える。

地域理学療法に関する研究発表の歩みは，脳卒中患者の退院後
の生活状況の郵送アンケートから始まるが，その後の質的・量的

な大きな転換期となったのは「老人保健法」制定（昭和 57 年）前
後からであり，医療と行政サイドとの連携も深まって理学療法士
が積極的に住民の健康増進に寄与する契機となった。今日では地
域包括ケア病棟に関するものから地域再興に向けた取り組みなど
幅広い領域での地域理学療法が探究されている。

このように理学療法士界 52 年の臨床・教育・研究領域は，飛躍
的に進化して社会的にも認知されるようになったことは喜ばしい
ことだが，同時にこれまで理学療法士が延々とたいせつに育んで
きた理学療法・士マインドが根底にあることを忘れてはならな
い。クライエントの多様な課題に対してひた向きに取り組むこと
が，累計約 13 万人体制の理学療法士界の役割のように感じる。こ
れまでの理学療法士界の「来し方」を踏まえながら超少子高齢社会
における地域理学療法・士の視点とあり方について，「継往開
来」の想いで講演したい。
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日本糖尿病理学療法学会企画 教育講演 1

糖尿病・運動療法のトピックスと将来展望

順天堂大学大学院代謝内分泌内科学・スポートロジーセンター/
順天堂大学国際教養学部グローバルヘルスサービス領域 田村 好史

糖尿病治療において，血糖コントロールを薬物治療などで良く
すれば三大合併症を予防することは出来るかもしれないが，運動
をしていなければ，予後や QOL は良好な状態にならない可能性が
疫学的な調査から示されてきた。現在の運動のガイドラインは，運
動は太ったから，病気になったから行うのではなく，禁忌でなけれ
ばすべての人が普段から行うべきこととされている。実際に，有疾
患者に対する運動ガイドラインと一般のガイドラインは概ね同様
の目標値が掲げられている場合が多い。

我々は，運動により様々な健康効果が得られるメカニズムとし
て，骨格筋細胞内の脂質「脂肪筋」が重要な役割を担っていると考
えている。運動不足や高脂肪食があると，脂肪筋が蓄積しインスリ
ン抵抗性を惹起し，これとは逆に 2 週間程度の有酸素運動により
脂肪筋とインスリン抵抗性は改善する。つまり，見た目の「肥満」
とは全く別次元のスピードで，有酸素運動が脂肪筋や代謝状態を

改善し，様々な健康効果をもたらしているように考えられる。その
一方で，超高齢化社会を迎える我が国において，骨格筋量を増やす
レジスタンス運動の重要性は極めて高い。しかしながら，現在の日
本における運動療法に関する実態調査が行われたが，我が国の糖
尿病患者の運動実施率は約 50％ で，レジスタンス運動の実施率は
おおよそ 7％ 程度であると推測されている。今後，この問題をどの
ように打開していくのかが，糖尿病に限らず国民に課せられた課
題と考えられる。

エビデンスはまだ少ないが，臨床上の幾つかの工夫により患者
のアドヒアランスが高められる方法論が明らかになりつつある。
特に，調査から明らかとなった「患者がなぜ運動しないのか？」に
関する解析結果は，日常診療に反映するべき多くの示唆に富んで
おり，当日はこれらの内容から考えられる医療者が心がけること
について言及したい。

日本糖尿病理学療法学会企画 シンポジウム

糖尿病に対する理学療法の発展を目指して～臨床介入研究最前線～やればできる!! 糖尿病の理学療法介入研究
1 糖尿病患者の「座りすぎ」の現状と治療への影響

製鉄記念八幡病院リハビリテーション部
池永千寿子，黒山 荘太

余暇におけるテレビ視聴や仕事中のパソコン使用，通勤中の長
距離運転など，生活環境における機械化・自動化の変化は，世界中
の人々を「座りすぎ」にさせた。特に日本人は世界的に見ても「座
りすぎ」の傾向にある。「座りすぎ」が糖尿病にもたらす健康への
不利益は，糖尿病関連指標や発症への悪影響を解明した多くの研
究からその関係性は明確である。「座位及び臥位におけるエネル
ギー消費量が 1.5Mets 以下の全ての覚醒行動」が座位行動と定義
され，身体不活動とは別の概念で研究が促進している。身体活動の
増加だけでなく，座位時間の減少も重要な視点である。しかし日本
人糖尿病患者を対象に座位行動の調査をした研究はほとんどな
い。

当院では糖尿病教育入院患者に対し，理学療法士が入院中に集
団・個人指導を担当し，退院 1 年後まで定期的に個人指導を実施
する。指導内容は，1 回 15 分程度で質問紙とインタビューを用い
た身体活動量と座位時間の算出，社会的背景や生活環境，運動制限

となる症状の把握，運動への思い・相談などで構成される。運動介
入は，入院中に患者に活動量計を貸出し，各自で活動記録表に記入
させ，理学療法士はその確認とアドバイスを担当する。

対象者の座位行動について調査した結果，平均坐位時間は 7.9
±2.7 時間と長かった。横断研究において，座位時間の関連因子は
身体活動量で調整しても，高年齢，男性，運動が嫌い，長い罹病期
間との関連が強く，その特性をもつ患者に対し座位時間を短縮さ
せる指導の必要性を示唆した。また，健康リスクでは肥満，糖尿病
関連指標への関連を示した。現在，縦断研究が進行中である。

2016 年の米国糖尿病学会の身体活動ガイドラインでは，従来ど
おりの有酸素運動やレジスタンス運動に加えて，「長時間の座位が
続いている場合は 30 分おきに 3 分程度軽い身体活動をする」こと
を推奨している。日本人の糖尿病においても座位行動の改善に着
目した戦略の立案が求められている。
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糖尿病に対する理学療法の発展を目指して～臨床介入研究最前線～やればできる!! 糖尿病の理学療法介入研究
2 糖尿病網膜症に対する運動療法確立に向けて―運動強度や運動種目の違いによる眼圧および眼底血流に着目して―

広島大学病院診療支援部リハビリテーション部門 河江 敏広

糖尿病患者に対する運動療法は，インスリン抵抗性改善を介し
て糖代謝を良好にすることは明らかであり，既に確立された治療
法である。さらに近年では，糖尿病合併症に対する運動効果も明ら
かにされており，神経症を有する糖尿病患者においては運動療法
によって筋力増強やバランス機能向上が認められており，腎症を
有する糖尿病患者においては運動療法によって運動耐容能改善な
どを認めている。一方で網膜症に対する運動療法はその適否も明
らかでなく，効果もいまだ明確でない。

わが国における網膜症に対する運動療法の指針については改変
Davis 分類（単純網膜症，増殖前網膜症，増殖網膜症）を用いてス
テージごとに運動についての留意事項が記載されているものが一
般的に用いられている。しかしながら我々理学療法士にとっては
運動強度や運動種目についての詳細な記載が無いことから実際の
運動指導場面においてはこの分類に即して具体的にどのように指
導すべきか困惑する事が多い。もう一つ網膜症に対する運動療法

を困難にする理由としては網膜症の病態に影響を及ぼす可能性が
ある運動中や運動後の眼圧や眼底血流の状態が不明瞭であること
が挙げられる。

網膜症はわが国においては糖尿病患者における 10.6% が網膜症
と診断されており，さらに年間 3000 人もの糖尿病患者が網膜症悪
化により失明に至っている。そのため，網膜症患者の血糖コント
ロールを改善し，重症化を予防するためには網膜症の病態を悪化
させずに血糖コントロール改善や健康増進を促進するための安全
な運動プログラムの作成が必要であり，そのためには運動による
眼圧および眼底血流の関連を検証する必要がある。そこで今回
我々はまず運動による眼圧および眼血流の基礎的データ確立のた
めに，運動強度や運動種目の違いによる眼圧および眼底血流の変
化について評価したので報告する。

日本糖尿病理学療法学会企画 シンポジウム

糖尿病に対する理学療法の発展を目指して～臨床介入研究最前線～やればできる!! 糖尿病の理学療法介入研究
3 高齢糖尿病患者のロコモ予防に向けた運動介入効果の検証

KKR高松病院リハビリテーションセンター 片岡 弘明

近年，日本の糖尿病患者数は増加の一途を辿っており，2014
年の国際糖尿病連合（IDF）からの報告では約 1100 万人であるこ
とが示された。さらに，わが国は本格的な超高齢化社会へと突入
し，65 歳以上の高齢者数も糖尿病患者と同様に増加している。こ
のような現状から，今後，臨床現場において高齢糖尿病患者に介入
する機会が激増することが予想される。高齢糖尿病患者への運動
療法介入の目的は，血糖コントロールの改善のみならず，慢性合併
症の発症・進展予防，心肺機能の向上，転倒予防，健康寿命の延伸
などが挙げられる。しかし，人間の身体は加齢に伴いさまざまな変
化が起こるため，壮年期の糖尿病患者とは異なった介入が必要と
なるが，高齢者に焦点を当てた安全で効果的な運動療法プログラ
ムは確立されていない。糖尿病の基本治療である運動療法は，有酸
素運動とレジスタンス運動に分類される。有酸素運動は血糖コン
トロールや脂質代謝異常の改善効果など，レジスタンス運動は血

糖コントロール，インスリン抵抗性，血清脂質の改善，血圧の低下，
筋力増強の効果などが期待できるとされる。諸種の報告があるが，
筋力の増強には最大筋力の 50%～70% の高い強度が必要とされて
いる。糖尿病患者，特に高齢患者が糖尿病特有の合併症を併発した
場合，高い強度およびその運動を継続することで，合併症が増悪す
るリスクが考えられることから 50%～70% の強度設定は難しい。
そのため，日常臨床において高齢糖尿病患者に対するレジスタン
ス運動の強度は，最大筋力の中等度（50％ 程度）の強度で設定さ
れることが多いが，これは運動指導者の経験則に基づくものであ
る。そこで我々は，眼圧や呼吸循環動態を評価指標としてレジスタ
ンス運動の安全性を検証した。本シンポジウムでは，現在進行中の
高齢糖尿病患者を対象とした運動療法介入試験（ランダム化比較
試験）について紹介する（UMIN�CTR 試験 ID：000024416）。
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日本糖尿病理学療法学会企画 シンポジウム

糖尿病に対する理学療法の発展を目指して～臨床介入研究最前線～やればできる!! 糖尿病の理学療法介入研究
4 心臓血管外科術後患者の運動機能に糖尿病が与える影響およびその対策について

岐阜ハートセンター心臓リハビリテーション室 瀧野 皓哉

糖尿病は高血糖とインスリン抵抗性を背景に酸化ストレスや血
管内皮細胞障害，炎症性サイトカインなど多くの動脈硬化促進因
子を重積させることによって動脈硬化性疾患を発症させる。糖尿
病患者の冠動脈は複雑な病変を呈することが多く，心血管疾患発
症リスクが非罹患者と比べて 2～3 倍高いため，ガイドラインでは
冠動脈多枝病変への治療に冠動脈インターベンションではなく冠
動脈バイパス術を行うことが推奨されている。

心臓手術後は侵襲による炎症性の異化反応を惹起させ，筋タン
パク崩壊による骨格筋量および筋力低下が生じると報告されてい
る。手術後の骨格筋量および筋力低下は，術後疲労，ADL 能力，
健康関連 QOL，さらには長期予後などにも影響を与えるため，術
後早期からのリハビリテーション介入によって筋力低下を予防し
ていくことが重要な課題である。

糖尿病は動脈硬化による冠動脈病変を発症させるだけでなく，
心臓手術後の筋力低下についても影響を与えることが報告されて
いる。高齢心臓血管外科術後患者を対象とした我々の報告におい
ても，糖尿病罹患者は非罹患者以上に術後の筋力低下を示し，さら
には術後の握力や等尺性膝伸展筋力が糖尿病罹患者で有意に低値
であった。そのため，糖尿病の既往歴がある心臓血管外科術後患者
に対しては非罹患者以上に積極的な介入が望まれる。

本シンポジウムでは，糖尿病罹患者に対しての新たな積極的介
入方策を探るために，演者らが行っているアウトカムと介入する
要因との関連研究を報告する。また糖尿病の既往歴がある心臓血
管外科術後患者の外来リハビリテーション経過などを通して，新
たな介入方策につながる可能性についても提示してゆきたい。本
ジンポジウムを通して今後の糖尿病理学療法介入研究について皆
様とともに検討できたら幸いでございます。

日本糖尿病理学療法学会企画 教育講演 2

糖尿病足病変と重症下肢虚血に対する治療とリハビリテーション
1 糖尿病足病変と重症下肢虚血の治療におけるリハビリテーションの重要性

下北沢病院 菊池 守

年々増加している糖尿病，透析，閉塞性動脈硬化症などの疾患は
足部の難治性創傷の発生が非常に多いことで知られている。その
治療には長期の入院が必要であり患者，医療者双方の大きな負担
となっている。

糖尿病患者，透析患者はそもそも下肢の血行障害，易感染性，神
経障害など多くのリスクを抱えており，それに胼胝や乾燥，爪変形
などが加わると容易に潰瘍を発生する。そのためすでに保険診療
で「糖尿病重症合併症予算」として糖尿病患者に対するフットケア
が，平成 28 年には透析患者に対して「下肢末梢動脈疾患指導管理
加算」が加えられた。すなわち出来てしまった創傷・潰瘍の治療だ
けでなくその発生予防，再発予防への介入が重要視されているの
である。

しかし，上記のように血行評価，フットケア，装具療法などはす
でにその重要性が認識されているが，足の機能や足部変形，関節可
動域制限，筋委縮，歩容の変化など患者のベースにある運動器とし

ての機能障害が創傷の発生，再発という結果につながることにつ
いてはまだ十分な評価がされているとは言い難い。

糖尿病自体や長期の治療期間など様々な要因による関節可動域
制限は，フットケアの対象になる胼胝に負けず劣らず足底圧を上
昇させる原因となる。また筋委縮やバランス障害による歩容の変
化や術後の回復に伴う活動量の増加なども潰瘍再発の大きな要因
である。患部の免荷は装具療法だけでなく，理学療法によってもな
されるべきである。

リスクの高い足病変患者に対し長期に渡って発生予防，潰瘍治
療，再発予防を進めていくためには，医師やフットケアを行う看護
師やフットウェアを作成する義肢装具士だけでなく理学療法士の
介入が必須である。糖尿病足病変，重症下肢虚血に対するリハビリ
テーションの介入の必要性を整理するとともに自院での取り組み
を紹介する。
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糖尿病足病変と重症下肢虚血に対する治療とリハビリテーション
2 重症虚血肢に対する血行再建術とリハビリテーション

誠潤会水戸病院心臓血管外科 土田 博光

【はじめに】末梢動脈疾患（PAD）の間歇性跛行肢治療の第一選択
は薬物併用監視下運動療法であるが，監視下運動療法は普及して
いない。PAD の慢性重症虚血肢（CLI）治療の第一選択は血行再建
であるが，血管内治療（EVT）はともかく，糖尿病や透析患者に
多い膝下病変に対する末梢バイパス術は普及していない。また
CLI は著しい ADL 低下を来すにも拘わらず，リハビリは禁忌とさ
え言われてきた。この現状は打開せねばならない。

【CLI に対するリハビリの意義】血行再建（EVT or/and バイパス）
のみ施行しリハビリは行わなかった 12 例の患者（血行再建単独
群）と血行再建施行後 12 週の包括的リハビリプログラム（運動療
法，ROM 訓練，レジスタンストレーニング，日常生活指導）を施
行した 12 例の患者（リハ併用群）の予後を比較したところ，開存
率や救肢率に差はなかったが，リハ前，1 年後で比較した歩行可能
率（%）（血行再建単独群：前 50，後 33，リハ併用群：前 50，後 83），

SF�36 PCS（血行再建単独群：前 32.4±6.8，後 32.8±7.2NS，リハ併
用群：前 31.7±7.1，後 41.0±7.0**），および BNP（pg/ml）（血行再
建単独群：前 53.0±33.0，後 56.2±32.4NS，リハ併用群：前 48.7±
20.0，後 32.0±14.2*）はリハ併用群のほうが良好であった（*P＜
0.05，**P＜0.01）。なおこれらのパラメータは術式（EVT かバイパ
スか）による差はなかった。

【まとめ】CLI 患者の ADL を考えれば血行再建にリハビリを併用
することが重要である。しかし PAD の内科的治療を専門とする
医師が少なく，PAD のリハは普及していない。末梢バイパス術が
施行できる医師，施設を増やすとともに，PAD のリハに関与する
医師の増加と理学療法士の活躍を期待したい。それは CLI 患者の
ADL 向上のみならず，間歇性跛行肢への過剰な EVT を抑制し，
PAD 患者の生命予後，QOL の改善へ繋がると期待される。

日本糖尿病理学療法学会企画 教育講演 3

糖尿病理学療法研究のススメ はじめの一歩：研究デザイン，上手なアンケートの作り方と統計解析

京都医療センター臨床研究センター 坂根 直樹

我々の研究室では，糖尿病予防や糖尿病教育の研究の他に，臨床
研究実践セミナーの開催や臨床研究支援を行っている。臨床研究
実践セミナーでは，統計倫理，研究の進め方，研究費の獲得などの
他に，上手なアンケートの作り方や統計解析についても講義して
いる。適当にデータを集めてから，統計解析をするのではなく，事
前に解析する作戦を練っておくことが大切である。学会で発表す
るために準備を始めると，いろんな疑問がわいてくる。「どんな調
査票を作ったらいいの？」（研究仮説の確認），「同じような研究を
している人はいるの？」（先行研究を探索），「どのくらいの人数を
集めたらいいの？」（サンプルサイズの算定），「データをどんな風
に入力したらいいの？」（上手なエクセルの使用法），「アンケート
は作ってみたものの，いいアンケート？」（妥当性と信頼性），「どん
な統計解析法を使ったらいいの？」（統計解析法の選択）などの疑
問が出てくる。思いつきで作る，答えにくい，とりあえずとってみ

た，集計しにくい（選択肢が多すぎる，少なすぎる），自由記述が
多すぎる（あとで集計が大変），妥当性がない（学会発表や論文作
成で困る），患者さんへのフィードバックがないアンケートはだめ
な例である。趣旨の説明，適度な字の大きさ，用語が明確，わかり
やすい設問，選択肢が適切，記入に時間がかからない（少しかかっ
ても負担を感じない工夫がある），妥当性と信頼性がある，違う視
点からの設問がある（信頼性が高まる），データを入力しやすい，
患者さんへのフィードバックがある，などがあるとより良いアン
ケートになる。エクセル上でもある程度の簡単な統計解析は可能
であり，高価な統計解析ソフトを購入しなくとも，Web 上や無料
でダウンロードできるソフトもある。きちんと研究デザインを組
み，臨床上の疑問が解決された時の嬉しさは何とも言えない。本講
演ではその一端をご紹介できればと考える。
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日本予防理学療法学会企画 特別講演

アルツハイマー病の治療と予防戦略

国立長寿医療研究センター 柳澤 勝彦

アルツハイマー病患者数は高齢者人口の増大と相まって増加の
一途を辿るも，未だ根本的な治療法は確立していない。製薬企業を
中心に勢力的に進められている治療薬開発も失敗が相次いでい
る。成功に至らない理由は不明であるが，アルツハイマー病に罹患
した脳の中では，発症の 20 年ほど前にアミロイド蛋白の蓄積が始
まり，治験を行われる発症後においては，すでに病理学的変化が相
当程度進んでいることが推察される。従って，治療薬開発と治験に
おいては発症早期あるいは発症前へと標的を移動しつつあり，加
えて，発症前の病理学的変化を正確に捕捉しうるバイオマーカー
の開発も世界的に盛んに進められている。特に近年，PET を活用
したイメージングの技術開発に大きな進展があり，嘗ては，剖検後
の病理学的検査によってのみ可能であったアミロイドの蓄積（老
人斑の形成）やタウ蛋白の蓄積（神経原線維変化の形成）が可視化
できる段階に至っている。また脳脊髄液や血液を対象とする生化

学的指標の開発も盛んである。これらの研究開発が総体的に発展
し，一日も早く本質的な治療薬が開発されることを期待したい。一
方，薬物に頼らない発症予防（非薬物的予防介入）の研究開発も精
力的に行われている。特に身体運動と食事による発症予防には大
きな期待が寄せられている。これらの非薬物的予防介入の効果，ま
たその作用機序については，今後，上述の様々なバイオマーカー等
を指標として理解が進むものと期待される。アルツハイマー病の
発症は独りアルツハイマー病変によってのみ決定されるとは考え
にくく，血管障害や糖尿病等の様々な生活習慣病に基づく脳内代
謝の重要性も大きいと考えられる。非薬物的予防介入には，これら
の発症修飾因子の改善における役割も期待される。本講演におい
ては，アルツハイマー病の治療と予防戦略を議論する上での基盤
となる脳内変化について分かりやすく紹介したいと考える。

日本予防理学療法学会企画 教育講演 1

Physical activity and frailty in older people

Department of Health Care and Science, Dong�A University, South Korea Hyuntae Park

Globally geriatric syndrome, such as dementia, frail, and falls
are a major public health problem and are the second leading
cause of accidental or unintentional injury deaths worldwide.
Over 80% of fall�related fatalities occur in low�and middle�in-
come countries, with the Western Pacific and South�East Asia ac-
counting for more than two thirds of these deaths. Physical and
mental frailty and fall related injuries among older adults are as-
sociated with substantial economic costs. Physical activity has
well�known benefits for the prevention and management of
chronic risks and is a crucial factor in the prevention and control
of NCDs.

Scientists made titanic efforts to promote physical activity and
to improve fitness with more energy in both body and brain, and
have invested in the field, yet a lot more research is necessary. A
feasible strategy for preventing frail at the community level is
generally included in comprehensive geriatric assessments, and
the improvement of risk factors of disabilities, such as cognitive
status, muscular�skeletal impairments, pain, weight loss, inconti-
nence, effects of medication use, and mobility impairment. In addi-
tion, comprehensive assessment may include lifestyle factors such
as physical and social activity and sedentary behavior.

This presentation highlights our recent work evaluating the re-
lationship between physical activity and physical and cognitive
health implications. This presentation will also discuss our re-
search related to the health implications associated with the pat-
tern and type of behavior, and focuses on reducing falls and inju-
ries in over 65’s which is a key health improvement indicator in
the public health outcomes. We also performed a number of large
scale non�pharmacological intervention studies to delay cognitive
and functional decline in the community�dwelling older adults.
Based on the preliminary findings of this study, normal daily ac-
tivities in the community can provide measures to detect changes
in frail risk that are correlated with both physical and mental risk
measures.

The development of physical activity promotion strategies is a
promising area with much more researches required in this field.
If a physical activity plan could be implemented on a national
level it would be what we hoped for. What may come across as
the most challenging step in this case would be to have the advo-
cates to receive attention as an important foundation in develop-
ing health promotion policies, interventions, and the strategies for
disease preventions.
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内部疾患におけるフレイル対策
1 慢性腎臓病患者の重症化予防とフレイル対策

聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部 平木 幸治

本邦の透析患者数は年々増加しており，その高額な医療費が問
題となっている。この透析導入の原因疾患の第 1 位は糖尿病腎症
であり，40％ 以上の高い比率を占めている。これまでは糖尿病腎
症患者に対する運動療法は，運動による腎血流量の低下や尿蛋白
排泄量の増加を誘発することで，さらに腎機能が悪化するのでは
ないだろうかと懸念され，“制限”をするなど積極的には勧められ
ていなかった。しかし，最近では慢性腎臓病（CKD）患者に対す
る運動療法の安全性や有効性が報告されるようになり，その治療
法の一つとして運動療法が推奨されるようになってきた。そして，
平成 28 年度の診療報酬改定により糖尿病透析予防指導管理料の
一環として推算糸球体濾過量 30ml/分未満の糖尿病腎症患者に対
する運動指導料の加算（腎不全期患者指導加算 月 1 回 100 点）が
認められるようになった。今回の診療報酬の改定は，運動療法によ
り糖尿病腎症患者の重症化予防を期待され新設されたものであ

る。
次に，CKD 患者はフレイルに対する問題も注目されている。最

近の観察研究では，CKD 患者の身体機能が低い者ほど生命予後が
不良となることが示されている（Roshanravan，2013）。我々は，
外来通院中の保存期 CKD 患者を対象に身体機能指標（握力，膝伸
展筋力，バランス機能，最大歩行速度）を CKD ステージ別に比較
検討した（Hiraki，2013）。その結果，すべての身体機能指標はス
テージの進行に伴い低下していた。特に，高齢者においてはサルコ
ペニアの基準を満たす症例が多く存在していた。以上より，我々
は，すでに高度な身体機能低下を認める透析期ではなく，保存期の
段階から運動介入することで CKD 患者の身体機能低下を予防
し，かつ ADL や QOL を維持することが必要と考えている。

本教育講演では，CKD 患者の重症化予防とフレイル対策として
の運動療法に主眼を置き述べる。
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内部疾患におけるフレイル対策
2 心疾患におけるフレイル対策

東京大学医学部附属病院リハビリテーション部 田屋 雅信

近年，加齢，高齢というキーワードだけでなく，フレイル（虚弱），
サルコペニア（加齢性筋肉減少症）という概念が提唱され，高齢心
疾患患者の再入院や再発に関する予後の規定因子となっている。
心不全患者の 2 年間の追跡調査では，フレイルを有する群で救急
要請リスクが 92%，再入院リスクが 65% 上昇したことが報告され
ている。

フレイルやサルコペニアを呈する原因は，安静や労作時息切れ
に伴う低活動から生じる deconditioning だけではない。心疾患，特
に心不全を発症することで生じる末梢骨格筋の組織学的変化によ
る骨格筋異常や筋肉が消耗しやすい状態（muscle wasting）なども
要因となっている。しかし，筋力低下に対して筋力増強運動といっ
た短絡的な思考プロセスではフレイル改善に至らない。高齢心疾

患患者への運動療法の目的は，筋力にとどまらずバランス機能や
歩行機能，ADL 能力の改善が求められる。高齢者に対するレジス
タンストレーニングのコクランレビューでは，運動耐容能のみな
らずバランスや歩行速度，健康関連 QOL の改善が報告されてい
る。骨格筋の障害は，筋力なのか，筋パワーなのか，筋肥大なのか
によって運動療法の目的が変わってくる。アメリカスポーツ医学
会（American College of Sports Medicine）が提唱した目的別ト
レーニングプロトコルなどを参考にし，個々に応じた運動療法の
選択ならびに心疾患に適応できるかをモニタリングすることが理
学療法士には求められている。

本セッションでは，心疾患患者に対する運動療法の選択につい
て自験例を紹介しながら議論していきたい。
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内部疾患におけるフレイル対策
3 高齢がん患者におけるフレイル対策

国立がん研究センター東病院骨軟部腫瘍・リハビリテーション科 立松 典篤

「平成 28 年版高齢社会白書」によれば，本邦における平成 27
年の 65 歳以上の高齢者人口の割合は 26.7% と過去最高となって
おり，高齢化率は今後も上昇し続けると言われている。この高齢化
に伴い，高齢がん患者数も年々増加してきており，がん医療におい
ても高齢者対策が急務とされている。しかしながら，高齢がん患者
は，既に臓器機能障害や併存症を有している頻度が高いことや治
療に伴う重篤な合併症や副作用が生じやすいといったことから，
通常の臨床試験の対象外となることが多く，高齢がん患者に対す
る治療の意思決定に寄与するエビデンスが乏しいのが現状であ
る。

一方，近年では，高齢者の健康寿命や要介護状態に大きな影響を
与える要因としてフレイル（虚弱）の存在が注目されつつあり，介
護予防の分野では様々なフレイル対策が講じられるようになって

きている。高齢がん患者においても同様であり，フレイルの存在は
術後合併症や機能障害，化学療法や放射線療法の副作用の発生や
重度化に繋がるといった報告も出てきており，高齢がん患者に関
する研究も少しずつ広がりを見せてきている。このような状況の
中，がん医療の現場においては，高齢がん患者の身体的・精神的・
社会的なフレイルをどのように評価するのか，そして，その結果を
治療方針や治療の遂行にどう反映していくのかが最優先の課題と
なっている。

本発表では，リハビリテーション（特に理学療法）の分野におけ
る高齢がん患者のフレイル対策の最近の動向を整理するととも
に，『予防』の観点から理学療法士が取り組むべき今後の課題を明
らかにする。

日本予防理学療法学会企画 シンポジウム

認知症とフレイル予防の戦略
1 認知症施策の推進について

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 宮腰 奏子

新オレンジプランが目指すもの
高齢化に伴う認知症の人への対応は，今や世界共通の課題と

なっている。世界でもっとも早いスピードで高齢化が進んできた
日本には，全国的な介護保険制度の下，重要な要介護状態となって
も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，医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が包
括的に確保される地域包括ケアシステムの実現を目指す中で，社
会を挙げた認知症の取り組みのモデルを示していくことが期待さ
れている。

2015 年 1 月に策定された認知症施策推進総合戦略（新オレンジ
プラン）は，厚生労働省だけではなく，政府一丸となって認知症の
人の生活全体を支えるよう，我が国の認知症施策を加速するため
の新たな戦略を策定するという総理の指示に基づき，厚生労働省
を中心に関係 12 省庁が共同して策定されたものである。

総合戦略は以下の 7 つの柱に沿って施策を推進する構成となっ
ているが，特に，「認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり」

を柱建てし，地域で認知症の人を見守る体制づくりから詐欺など
の消費者被害の防止に至るまで，省庁横断で具体的な施策を挙げ
て一体的に推進することとした点は，世界の認知症国家戦略の中
でも特徴的なものとなっている。
①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
③若年性認知症施策の強化
④認知症の人の介護者への支援
⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進
⑥認知症の予防法，診断法，治療法，リハビリテーションモデル，
介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進
⑦認知症の人やその家族の視点の重視

新オレンジプランで目指すものについて，今後，700 万人，5
人に一人が認知症になるという 2025 年に向け，誰もが認知症に関
わりうる社会として取り組むべき課題等について検討する。



－ 156 －

日本予防理学療法学会企画 シンポジウム

認知症とフレイル予防の戦略
2 身体的フレイルの予防

筑波大学大学院人間総合科学研究科 山田 実

フレイルには，身体的，心理・精神的，社会的という 3 要素が含
まれるとされている。この中で，身体的フレイルはいわゆる運動器
障害とオーバーラップする部分が多く，特に骨格筋の加齢変化を
示すサルコペニアとはほぼ同義として扱われることもしばしばで
ある。

身体的フレイルの予防を掲げた場合，最も重要な戦略は運動介
入であり，運動の効果を高めるために有用と考えられるのが栄養
介入である。身体的フレイルの予防を目指す場合に必要な運動は
レジスタンストレーニングであり，低負荷でも良いので十分な量

（回数，セット数）を担保し，仕事量を高めておくことが重要と考
えられている。一方，栄養としてはタンパク質（アミノ酸）の摂取
が推奨されており，特に筋タンパクの同化抵抗性が認められる高

齢者にとってタンパク質摂取は重要な介入手段となる。そして今
後は，このように有用とされる身体的フレイル対策を，地域でも実
践できるように落とし込むことが重要である。

このような中で，各地で実施されている介護予防事業は，運動，
栄養，口腔への対策が中心となって展開されており，介護予防と身
体的フレイル予防の方向性は同じであると考えられる。近年では，
いわゆる指導者付きの予防事業だけでなく，住民主体の自主グ
ループの重要性も高まっており，より簡便，より安全，そして有用
なプログラム開発が求められている。地域包括ケア時代の中で，理
学療法士には，専門性を発揮しながら他職種との連携を強化し，地
域で介護予防（≒身体的フレイル予防）を実践できるシステムを構
築することが求められている。

日本予防理学療法学会企画 シンポジウム

認知症とフレイル予防の戦略
3 認知症予防を目指した戦略

国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター予防老年学研究部健康増進研究室
土井 剛彦

認知症は加齢とともに増加するため，我が国にみられる高齢化
率の増加に伴う患者数の急増が懸念されている。認知症に対する
根治療法の開発が続けられる中，認知症の予防ないし発症遅延を
目指すことが非常に重要な意味を有している。限られた資源の中
でそれらを効果的に実施するためには，対象と方法について十分
に考える必要がある。軽度認知機能障害（mild cognitive impair-
ment：MCI）は認知症ではないが認知機能低下がみられる状態と
され，認知症への移行リスクが高い反面，健常への移行についても
ある一定の割合でみられるとされている。そのため，MCI は着目
すべき対象層であると考えられる。介入方法について，認知症のリ
スクの中で可変要因に着目し，積極的に取り組む必要がある。認知
症に対する主な可変要因として，高血圧や糖尿病などの生活習慣
病，うつなどの心理状態，身体活動低下，知的活動の減少，社会交

流の減少などがあげられ，これらを改善するような生活スタイル
を確立することが望ましい。運動を用いた介入のランダム化比較
試験によると，認知機能の向上や脳萎縮に対する効果が報告され
てきた。多くの研究では健常高齢者が対象とされ，MCI を対象に
した検証は実施例が少ないものの，我々の実施した研究を含め近
年報告されつつある。介入に用いられる運動としては，有酸素運
動，筋力増強トレーニング，同時課題（dual�task）を用いた運動
などが大半を占めており，これらを複合的に実施する例も報告さ
れている。現状のエビデンスを的確に把握し，地域として認知症の
課題にいかに取り組んでいくべきか，また専門職として理学療法
士がどのような役割を担うことが求められているのかについて考
えていくことが，認知用予防を目指した戦略において必要不可欠
であると考えられる。
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認知症とフレイル予防の戦略
4 和光市における超高齢社会に対応した地域包括ケアシステムの実践～和光方式の地域包括ケアシステムにおける介護予防の効果～

埼玉県和光市保健福祉部 東内 京一

○地域包括ケアの理念と地域包括ケアシステムの構成要素・主体
○マクロの策定：第 6 期介護保険事業計画「長寿あんしんプラン」
○ミクロのケアマネジメント支援：「和光市コミュニティケア会
議」

2025 年の超高齢社会を見据え，たとえ重度の要介護状態となっ
ても，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，高齢者の尊厳保持と社会保障制度の継続を
同時に達成することが求められている。このような状況を踏まえ，
医療・介護・予防・住まい・生活支援などを包括的・継続的に提
供される「地域包括ケアシステム」の構築に向けた体制作りが急務
であり，そのポイントは以下のとおりである。

第 1 に，日常生活圏域からみた医療との連携。病院においては病
床機能に応じた医療支援の投入による入院医療が強化され，機能
的なリハビリテーションにより早期回復・早期退院を目指し，退
院にあたっては，適切な医療・介護サービスが受けられるよう在
宅療養支援診療や定期巡回サービス，機能向上に資するリハビリ

の充実強化，などを必須としている。第 2 に，介護サービスの充実
強化。24 時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス
により，要介護 4～5 の在宅限界点を高め，医療リスクがあっても
在宅で暮らすことを可能としている。第 3 に，介護予防の推進。要
介護状態とならないための予防の取組や，重症化の遅延，機能向上
のケアなど自立支援型介護を推進すること。第 4 は，多様な生活支
援サービスの確保や権利擁護など，介護保険とそれ以外のサービ
ス（見守り・生活支援・権利擁護等）の一体的な推進である。第
5 は，住み続けることのできる高齢者住まいの整備。平成 23 年 10
月の「高齢者住まい法」の改正に伴い，サービス付き高齢者住宅と
介護保険サービスがつながるなど，住まいの保障が大切な視点で
ある。また，地域包括ケアの枠組みに，医療・介護・権利擁護・ボ
ランティアなどに関わる組織として官民協働の地域ケア会議を設
定するなど，多職種協働による機能分化・連携強化を図ることが
大切である。

日本理学療法教育学会企画 シンポジウム

理学療法士教育における剖出を伴う人体解剖学実習を考える
座長より

大分大学福祉健康科学部福祉健康科学科理学療法コース，人体解剖学実習検討ワーキンググループ
河上 敬介

医学の進歩に伴い，理学療法士に要求される知識は以前と比べ
物にならないほど高度になった。よって，理学療法学の礎を構築す
る解剖学においても，見学実習だけではなく，剖出を伴う人体解剖
学実習（以下，剖出解剖学実習）や研究の要望が高まり，実施して
いる機関も増えている。しかし，我々の行う剖出解剖学実習は死体
解剖保存法の観点からグレーな状況が続いている。よって，「解剖
学を教育する・研究する」という医師教育と同様の目的で実施し
ている我々においても，また受け入れ側の解剖学教室の先生方に
おいても，常に心配を伴う状況にある。一方 25 年前，日本解剖学
会のコメディカル教育委員会が，本件の是非に関して厚生省に問
い合わせたところ「必要としている職業団体からの公式な依頼や
意思表示がない状況では検討に値しない」という尤もな回答をい
ただいたという話を伺っている。「時間と労力のかかる法改定では
なく，サージカルトレーニングの様な，法の解釈に対する見解変更
で対応できるはずだ」という貴重な意見もいただいている。

そこで，日本理学療法士学会 人体解剖学実習検討ワーキング
グループでは，学会としての公的な要望を行う準備を進めてきた。
その成果の一つとして，第 122 回日本解剖学会総会・全国学術集
会（2017.3 長崎）において，コメディカル教育委員会と共同でワー
クショップ「メディカルスタッフ教育に対する剖出をともなう人
体解剖学実習を考える―理学療法士教育を例に―」を開催する運
びとなった。

今回のシンポジウムでは，日本解剖学会から澤口朗先生（コメ
ディカル教育委員会委員長）と松村讓兒先生（日本解剖学会理事，
篤志解剖全国連合会会長）をお招きし，人体解剖学実習検討ワーキ
ンググループの荒川高光先生，日高正巳先生とともにワーク
ショップの成果を報告する。更にその成果を発展させ，我々の剖出
解剖学実習が気持ちよく実施できる環境整備のための議論を深め
たい。
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理学療法士教育における剖出を伴う人体解剖学実習を考える
1 コメディカル教育委員会委員長の立場から

宮崎大学医学部解剖学講座超微形態科学分野
澤口 朗，豊嶋 典世，高橋 伸育

医療の現場で活躍するメディカルスタッフの養成過程におい
て，人体の構造を知る解剖学は専門科目の礎を築く重要な位置づ
けにあることに疑念を抱く余地はない。とくに理学療法士には
骨・関節や筋，神経の走行をはじめとする運動器を中心に三次元
的な構造理解が必要不可欠であり，長年にわたり「剖出を伴う人体
解剖学実習の必要性」が唱えられてきた。

宮崎大学医学部解剖学講座では，宮崎県が推進するスポーツラ
ンド宮崎構想「スポーツメディカルサポートシステム構築」への参
画を機に，臨床経験を積んだ理学療法士を対象に人体構造の理解
を深める解剖学標本示説研修を展開し，平成 25 年度にはプロ野球
トレーナー（主に理学療法士または鍼灸師の有資格者）を対象とし
た解剖学標本示説を新たに開始した。この解剖学標本示説は既に
剖出がなされた解剖体を見学する形式ではあるが，医学書や図譜
では捉えきれず模型でも再現しきれない複雑な神経叢の立体構

築，関節を補強する靱帯やその運動に関わる筋の停止部位など，人
体の精緻な構造を学び取ることができる。結果として，これまで想
像の域を超えられなかった皮下の構造に明確なイメージをもった
理学療法士の技術力が向上することで，一人でも多くの患者に 1
日でも早い回復が促されるものと大いに期待される。

今後は既に剖出がなされた解剖体の「見学」形式ではなく，「剖
出」を伴う実習が理想の形式であるが，死体解剖保存法をはじめと
する法律上の制約に加え，全国的に医学部の教職員定数の削減が
進む昨今では献体の確保，防腐処理・保管から，実習後の火葬，遺
骨返還に携わる職員の負担が増大し，さらには実習指導にあたる
教員の確保も危機的状況にある。本講演を通じて，「剖出」を伴う
実習の実現に向けた現状と課題を共有しながら，有効な解決策を
見出していきたい。

日本理学療法教育学会企画 シンポジウム

理学療法士教育における剖出を伴う人体解剖学実習を考える
2 篤志解剖全国連合会会長の立場から

杏林大学医学部解剖学教室 松村 讓兒

コメディカル教育における「剖出を伴う人体解剖実習」は，従来，
要望されていたが，全国的なうねりとならないまま現在に至って
いる。一方，平成 24 年，厚労省の指導下に，日本外科学会・日本
解剖学会連名で「臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガ
イドライン」が作成され，「実践的な手術手技向上研修（サージカ
ルトレーニング；ST）」として，外科的遺体使用に「お墨付き」が
与えられた。

ST のガイドライン作成の際，論点となったのは，死体解剖保存
法（昭 24）と医学及歯学の教育のための献体に関する法律（献体
法；昭 57）の解釈である。現在，大学で行われている人体解剖学
実習（正常解剖）は死体解剖保存法に則って行われ，献体を用いる
場合，献体法を遵守している。ST を「法制化」との意見もあった
が，結果的には現行法の範疇でのガイドラインとなった。

死体解剖保存法に則り「医学部・歯学部の実習室内で死体解剖
有資格者または解剖学教授・准教授の手により（もしくはその指

導の下に）行われる」限り，ST も正常解剖とみなせる。但し，ST
の目的を「手術操作に習熟する」とするならば，献体法の「正常解
剖＝身体の正常な構造を明らかにするための解剖」という定義か
ら外れる。

これらの法律は「理学療法士教育における剖出を伴う人体解剖
学実習」にも同様に適用できる。すなわち死体解剖保存法に則り，
本人・遺族の同意を得れば，コメディカル学生がメスを執って実
習することはできる。現在，複数の医学部保健学科で解剖学実習を
行っているが，違法性を問われることなく，献体者の多くは「医学
への貢献」を理解している。

現行法の解釈にも課題はある。例えば「医学部保健学科での解剖
実習は可能だが，保健学部では抵触する」点である。ただ，正常解
剖の範疇で検討された ST ガイドラインが制定された今こそ，指
導官庁の理解・協力の下，「剖出を伴う人体解剖学実習」のガイド
ライン制定を進める好機と捉えることができる。
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理学療法士教育における剖出を伴う人体解剖学実習を考える
3 剖出を伴う人体解剖学実習による理学療法士教育の現状

神戸大学大学院保健学研究科，人体解剖学実習検討ワーキンググループ 荒川 高光

理学療法士養成校に対する解剖学教育に関するアンケート調査
が最後に行われてから 12 年が経過し，養成校の教育形態や社会的
要請も大きく変化した。よって，理学療法士養成校における近年の
解剖学教育の現状を，主に剖出を伴う人体解剖学実習（以下，剖出
解剖学実習）に焦点を絞ってアンケート調査した。対象は日本全国
の理学療法士養成施設 258 校 299 課程である。（公社）日本理学療
法士協会の web アンケートシステムを用いて実施した。回答は
204 件（回答率 68.2%）であった。内，44 件でヒトの遺体を用いた
全身または部分的な剖出解剖学実習を実施していた。剖出解剖学
実習の科目担当責任者は，解剖学教室の教授または准教授である
施設が 24 件，死体解剖資格を有する理学療法課程の専任教員であ
る施設が 6 件，死体解剖資格を有する非常勤講師である施設が 4

件あった。死体解剖資格を有しない理学療法課程の専任教員や非
常勤講師が担当している施設が 5 件ずつあった。今後の剖出解剖
学実習を実施することに対して，継続性に不安を抱く施設も少な
くなかった。一方で，回答した全施設中，様々な条件を踏まえ，剖
出解剖学実習が行えることが望ましいと答えた施設が 190 件

（93%）あった。回答した全施設中で死体解剖資格を有する理学療
法課程専任教員のいる養成課程は 15 件，解剖学教室の教授の指導
のもと指導の補助に従事した経験のある教員のいる養成課程も
64 件あった。すなわち，現在剖出解剖学実習を実施していない施
設も含めて，養成校専任教員が解剖学教室への負担を最小限にし
て剖出解剖学実習を指導できる環境が整いつつあると判明した。

日本理学療法教育学会企画 シンポジウム

理学療法士教育における剖出を伴う人体解剖学実習を考える
4 理学療法士教育における人体解剖学実習実施要件を考える

兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科，人体解剖学実習検討ワーキンググループ
日高 正巳

わが国における理学療法士の養成課程は，3 年制専門学校から 4
年制大学まで多岐にわたり，人体解剖学実習に対する取り組みは，
養成校の状況によって様々である。理学療法の養成教育において，
解剖学は他の専門科目の学修の基礎となるものであり，解剖学実
習も体表解剖学実習に留まらず，剖出を伴う人体解剖学実習（以
下，剖出解剖学実習）についても取り組む養成校が出て来ている。
解剖学実習が重要とはいえ，養成人数が一万人を超えることを考
え合わせると，「剖出解剖学実習」を一様に導入することは困難と
考えられる。そこで日本理学療法士学会 人体解剖学実習検討
ワーキンググループでは，日本解剖学会，篤志解剖全国連合会との
間で，理学療法士教育における剖出解剖学実習の実施に向けた環
境整備について議論をしてきた。その結果，一定の要件を満たした
養成課程が実施できるべく要件整備を行うことが必要であろうと
いうことになった。

シンポジウムでの議論に向け，現在検討中の要件について紹介
したい。

要件整備の観点としては，次の 4 点としている。①実施場所：解
剖学教室との連携，②指導教員：科目責任者・指導補助教員にお
けるそれぞれの資格と人数，③実習内容：解剖実習の内容と実習
時間の確保，④実習に関わる経費等である。

なお，これらの要件は，理学療法士作業療法士養成施設指定規則
等で規定するのではなく，死体解剖保存法の解釈に対する見解と
して，日本解剖学会や篤志解剖全国連合会と協議しながらまとめ
ていき，発効できるようにしたいと考えている。

（COI：なし）
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「大学時代の経験」は就職後の行動にどのような影響を与えるのか？：アクティブトランジションの視点から

立教大学 舘野 泰一

本講演は「大学時代の経験」が就職後の行動にどのような影響を
与えるかについて，筆者らが実施した調査結果をもとに話題提供
を行うものである。講演内容をもとに「教育機関でどのような場を
つくることが，卒業後にポジティブな影響を与えるのか」について
議論したいと考えている。

筆者の教育分野は「教育工学」である。どのような環境が人の学
びを促進するのかを明らかにし，その場を実際にデザインするこ
とをおこなっている。筆者はその中でも特に「大学と企業の移行

（トランジション）」に興味を持ち，研究・実践をおこなってきた。
その成果は「アクティブトランジション 働くためのウォーミン
グアップ」（三省堂，共編著）や「活躍する組織人の探究（東京大学
出版会，共著）などにまとめている。

筆者は，調査結果をまとめると同時に，知見をもとにした教育実

践のデザインもおこなってきた。そのため，本講演においても，調
査結果だけでなく，具体的な教育実践も紹介する。これにより，研
究知見と実践をどのように結びつけるのかについても話題提供で
きればと思う。

一方，これまでの筆者の研究・実践は「理学療法」という文脈に
焦点を当てておこなってきたものではない。よって，筆者の講演内
容がそれぞれの文脈にそのまま適用可能とは言いがたい。この点
については，聴衆のみなさまに，それぞれの文脈に読み替えながら
聞いていただければ幸いである。

働く現場で活きる力をどのように教育機関で身につけさせるか
は，分野を問わずに，喫緊の課題となっている。本講演をもとに

「どのような点が分野・領域を超えて共通する点なのか」，「どのよ
うな点が領域固有なのか」についても議論できればと考えている。

日本理学療法教育学会企画 教育講演 2

医療従事者に求められるコミュニケーションとは～現場でみえる現状と課題～

（株）新規開拓 北村美由起

「何を提供するか」から，「どのように提供するか」を目指す

病院は健康な人が喜んでやってくる場所ではありません。
なんらかの理由で不安を抱えながらやってくる場所であり，で

きれば来たくはない場所です。
その好まれない場所で患者さんが期待していることは何でしょ

うか。
「よい医療を受けたい」と誰もが思います。「どんな医療を提供す

るか」は大事です。しかし，同時に「どのように提供したか」も求
められます。

患者さんは「治療してもらっているのだから余計なことは言わ
ない」
「愛想がなくても，態度が悪くても治療してもらっているのだか

ら我慢しよう」
まだまだそう考える方が多いです。
プロとしてこう自問してください。

「私は医療従事者として，患者さんの不安や疑問を取り除くどれ
だけの努力をしているだろうか」
「私は自信をもって行っているアプローチがあるだろうか」

マスクで隠れたその顔は，患者さんにどんな顔に映っているか，
話をするときには，目元は微笑んでいるだろうか，説明をする時の
声は，丁寧さや優しさが感じられるだろうか。

私はキャンサーサバイバーです。自分が闘病生活で経験した，残
念な思い，悔しい思い，我慢，辛抱，諦めは忘れることができませ
ん。

なぜそんな事が起こるのか，「現場のコミュニケーション不
足」と，資格重視の「カースト制度」が原因です。

いつも不機嫌そうな医師，笑わない挨拶もしない師長，事務的な
技師，忙しそうにする看護師，患者は現場のカースト制度を見抜き
ながら入院生活を送ります。

医療現場はもっと良質なコミュニケーションを身につけていか
なければなりません。

これからの医療は「どんな医療を提供したのか」から「どのよう
に提供したのか」が評価されていきます。
「医療技術」だけではなく，「どのように行ったのか」，かかわり

方の質を上げることです。
医療従事者としての専門技術の向上と，コミュニケーション技

術の向上，この両方の勉強が必要です。
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指定規則の改定について

1）日本理学療法士協会常務理事・教育対策本部長，2）首都大学東京健康福祉学部理学療法学科
網本 和1,2）

昭和 41 年施行の理学療法士・作業療法士学校・養成施設指定
規則（以下指定規則）は，周知のように本邦における理学療法教育
のミニマムな基準を定めたものであり，修業年限，教育内容，教員
の人数・条件，教育上必要な機械器具等の設備，臨床実習施設・実
習指導者等についての規則である。

指定規則はこれまで大きく 3 回改正されてきた。昭和 47 年の改
正では基礎科目と専門科目の大分類となり，臨床実習は 600 時間
の削減により総時間数 2,700 時間となっている。平成元年の改正で
は，基礎科目に外国語が追加され，専門科目は専門基礎科目と専門
科目に区分され，自由裁量時間が設けられ独自のカリキュラム編
成が可能になった。平成 11 年改正では，カリキュラムの大綱化及
び単位制導入が行われ臨床実習 18 単位を含む 93 単位が規定され
た。このように指定規則は平均すると 10 年余ごとに見直されてき
たため，平成 24 年には理学療法士協会では指定規則等特別委員会

から規則改訂に関する答申をまとめてきたが，今回ようやく平成
27 年 7 月に厚生労働省での検討会が立ち上がる運びとなった。

爾来，臨床実習に関する国会での質問等を背景として協会の「教
育対策本部」によって新たな規則案を検討し，作業療法士協会，全
国リハビリテーション学校協会との討議及びすり合わせを行い，
最終的に平成 28 年 10 月に別表 1 について総単位数 101 単位での

「案」を提出した。その後開催された教員協議会での「この案は決
定ではなく今後意見を集約する。101 単位案の内容は不明。臨床実
習 4 単位は反対が多く増やす場合，その内容も示す。4 年制化，卒
後研修等も踏まえて議論を進める。」という意見をもとに，さらに
踏み込んだ議論を重ねているところである。

本講演では最新の改訂進捗状況を踏まえて，単位増の内容と領
域，教員及び実習指導者の「必要な研修」とは何か，等について報
告するとともに参加する諸賢の議論に資することとしたい。
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産業理学療法部門企画 教育講演

身近な職域での産業理学療法実践～保健・衛生業の腰痛対策のために

大阪労災病院治療就労両立支援センター両立支援部 浅田 史成

本邦の産業保健分野での業務上疾病における腰痛は 6 割を占
め，プレゼンティーイズムをも考慮すると大きな社会問題となっ
ています。業務上疾病における腰痛の割合が非常に多い製造業，運
輸・交通業，保健・衛生業，商業の中でも，保健・衛生業の腰痛は
発生率および件数において最も多い状況です。理学療法士がこの
保健・衛生業に属しているにも関わらず，腰痛が減少していない
のは，理学療法の視点が産業保健分野に生かされていないからと
言っても過言ではありません。海外における産業理学療法は企業
などの筋骨格系障害を予防する観点から，人間工学的な視点中心
に発達してきました。保健・衛生業においてもノーリフトポリ
シーが提唱されていますが，本邦においてはノーリフトの考えが
十分に浸透しにくい状況（リフターなどの配備不十分，日本家屋特
有の狭さなど）であり，現場では人的介助が必要な場面が多くみら
れます。つまり，人間工学的な視点のみでは，本邦の保健・衛生業

の腰痛を改善するには不十分であると考えます。さらに，腰痛と心
理社会的要因の関係性が示される中，保健・衛生業は心理社会的
ストレスの多い職場であることも考慮しなくてはなりません。こ
のような状況を踏まえて，保健・衛生業に従事する理学療法士は，
自施設の腰痛対策に取り組んでいただきたいと思っています。

講演では産業理学療法における腰痛予防の観点を踏まえて，心
理社会的因子との関係，およびアプローチ方法を紹介します。治療
ではなく予防であるため医療に依存させないということが重要で
あり，腰痛に対して自己管理を教育する方法を知っていただきた
いと思います。身体的要因及び心理社会的要因が絡んだ腰痛の多
い保健・衛生業の腰痛発生率を改善することができれば，様々な
企業や自治体の腰痛対策も可能になると考えます。

物理療法理学療法部門企画 シンポジウム

急性期リハビリテーションにおける電気刺激療法の新展開
1 神経系疾患への電気刺激療法 急性期脳卒中患者を中心に

甲南女子大学看護リハビリテーション学部理学療法学科 野添 匡史

脳卒中患者に対する急性期理学療法の基本は早期離床であり，
多数の報告が行われているが（The AVERT Trial Collaboration
group；2015, Bernhardt, et al.,；2016, Yelnik, et al.,；2017），運動
麻痺や感覚障害，痙縮や骨格筋機能といった脳卒中患者の機能予
後に大きな影響を与える因子に対してどの程度効果があるかは明
らかにされていない。これらの機能改善に対して，亜急性期から慢
性期にかけて効果が多数報告されている神経筋電気刺激（NMES）
が有効な可能性は十分にある。

脳卒中患者に対する NMES は中枢機能（脳・脊髄）及び末梢機
能（末梢神経・骨格筋）への効果が期待されている（Knutson, et
al.,；2015）。中枢機能に対する効果に関して，運動麻痺回復のス
テージ理論に従うと急性期は皮質脊髄路の興奮性を高めることが
重要となることからも（原寛美；2012），発症後早期から NMES
を用いて皮質脊髄路の興奮性を高める介入を行うことは理に適っ
ているといえる。また，末梢機能のなかでも下肢骨格筋の筋萎縮は
脳卒中患者の機能予後に影響を与え，かつ急性期から生じるとい

う特徴がある（Nozoe, et al.,；2016）。我々はこの筋萎縮を予防する
手段として，急性期に NMES を用いることが有効ではないかと考
え効果検証を行っている（Nozoe, et al.,；2017）。これらの検証結果
を中心に，急性期脳卒中患者に NMES を行う意義について概説す
る。

また，NMES を急性期脳卒中患者に適応する際には，強力なエ
ビデンスが蓄積した早期離床を軸に考えることが重要である。近
年の報告では，少量頻回な介入の有効性が報告されているが

（Bernhardt, et al.,；2016），NMES はあくまで早期離床+α の介入
手段として考慮されるべきものである。当日は早期離床に組み合
わせた NMES の実践方法について，症例を提示しながら説明す
る。

本シンポジウムをきっかけに，急性期脳卒中理学療法の新展開
について議論ができることを期待する。
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物理療法理学療法部門企画 シンポジウム

急性期リハビリテーションにおける電気刺激療法の新展開
2 運動器系疾患への電気刺激療法

1）平成記念病院リハビリテーション課，2）畿央大学大学院健康科学研究科 徳田 光紀1,2）

運動器系疾患に対する急性期のリハビリテーションは，過剰な
安静（不活動）を回避し日常生活動作や身体活動を速やかに再開す
ることが必須で，運動療法や患者教育とともに物理療法が推奨さ
れている。その中でも電気刺激療法は，運動器系疾患に必発する疼
痛や筋力低下に対する物理療法手段として従来から実施され，多
くの先行研究で有効性が示されてきた。鎮痛を目的とした電気刺
激療法は，急性痛の鎮痛効果に加えて，薬物使用量の軽減や薬物療
法に伴う副作用症状の軽減に寄与するとの報告も多く，慢性痛の
予防にも貢献できる可能性がある。筋力増強を目的とした電気刺
激療法においても，筋萎縮の予防や筋力の改善に肯定的な報告が
多いが，急性期症例に対しては積極的に実施されていないのが現
状である。

実際の臨床現場では，運動器系疾患の手術後はガーゼや医療用
テープなど術創部保護の処置によって電極貼付が困難な場合が多
い。感染の危惧や，骨接合術や人工関節置換術などでインプラント

挿入した症例に対するリスク管理を重要視して敬遠されている実
情もあると推察する。また，電気刺激によって疼痛を助長してしま
う場合や電気刺激で筋力増強効果を狙ったにも関わらず十分な筋
収縮が得られない場合もあり，急性期症例に対して奏功しなかっ
た経験をもつ療法士も多いのではないだろうか。

電気刺激療法は病態や臨床所見を考慮したうえで，各症例に合
わせた電極貼付やパラメーター設定が非常に重要となるが，近年
では，電気刺激療法に関する基礎研究結果に基づいて，疼痛部位周
囲以外への電極貼付で鎮痛を図る実施方法や筋収縮を引き起こさ
ずに筋力増強を図るパラメーター設定など，従来とは異なる介入
方法でも良好な結果が報告されてきている。

本講演では，運動器系疾患の急性期症例に対する電気刺激療法
のリスク管理を整理したうえで，臨床応用するためのノウハウを
提示し，今後の課題と展望について考えたい。

物理療法理学療法部門企画 シンポジウム

急性期リハビリテーションにおける電気刺激療法の新展開
3 循環器系疾患への電気刺激療法

1）枚方公済病院リハビリテーション科，2）愛知厚生連海南病院リハビリテーション科，
3）藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院リハビリテーション部，

4）名古屋大学医学部附属病院医療技術部リハビリ部門，5）愛知厚生連海南病院心臓血管外科，
6）名古屋大学医学部附属病院外科系集中治療部，7）名古屋大学大学院医学系研究科心臓外科学，

8）名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻
岩津弘太郎1），飯田 有輝2），河野 裕治3），小林 聖典4），山﨑 武則5），貝沼 関志6），

碓氷 章彦7），山田 純生8）

神経筋電気刺激療法（Neuromuscular electrical stimulation：
NMES）は，随意努力を必要とせず他動的に筋活動を促すことが可
能であることから，病態により自発的な運動が困難な患者におけ
る運動療法の代替療法として有用性が期待されている。

循環器領域では，従来主に安定期の重症慢性心不全患者を対象
とした無作為化比較試験が数多く報告されており，2016 年の Co-
chrane Library による系統的レビューでは，メタアナリシスにて
NMES が有害事象なく重症慢性心不全患者の下肢筋力や運動耐
容能を改善することが報告されている。また，NMES は炎症性サ
イトカインや酸化ストレス，タンパク異化・同化作用といった心
不全患者の骨格筋異常の鍵となる因子に対しても有効である可能
性が指摘されており，循環器領域のリハビリテーションにおいて
もその有用性は高いものと思われる。

一方，近年では集中治療管理を要する重症疾患患者に特異的に
認められる Intensive care unit acquired weakness（ICU�AW）と

いう全身性筋力低下の存在や，ICU�AW が長期的機能予後や生命
予後に与える影響が明らかになるにつれ，急性期リハビリテー
ションに NMES を応用することへの期待が高まっている。先行研
究では，重症敗血症患者や人工呼吸器管理中の呼吸不全患者，腹部
外科術後患者などを対象とした無作為化比較試験が実施されてお
り，安全性や有効性が報告されている。しかしながら，急性期循環
器疾患を対象とした検討は極めて少なく，臨床応用にあたっては
その安全性や有効性に関する懸念事項がある。安全性の面では，急
性期の循環動態，特に不整脈やペースメーカーへの影響や，浮腫へ
の影響が懸念される。また，有効性の面でも，急性期のタンパク異
化亢進状態において NMES が十分に効果を発揮することが可能
かといった懸念がある。

本シンポジウムではこれらの懸念事項に関する最近の知見を
我々の自験例とともに提示し，今後の課題を検討したいと思う。
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学校保健・特別支援教育理学療法部門企画 特別講演

学校保健・特別支援教育理学療法の現状と課題
1 学校保健に参入するために必要な関係職種との連携

健康科学大学健康科学部理学療法学科 粕山 達也

平成 28 年度 4 月より学校保健安全法の一部改正に伴い，全国の
学校で運動器検診が開始された。今回の検診の改正では，これまで
実施されてきた脊柱側弯の検査に加えて，四肢の状態についても
観察し，必要があれば専門医の受診を促すように対応が求められ
ている。

我々は，運動器検診の実態を調査すべく，地域医師会，教育委員
会，学校現場に直接足を運び，現状と課題について面接調査を実施
した。検診によって運動器障害への対応が義務化されるに伴い，学
校医及び養護教諭の負担は増加しており，学校現場でも混乱が生
じていた。また，学校教員は多忙を極めており，養護教諭以外の教
職員は運動器検診に対する認識が不十分であることも明らかに
なった。

面接調査に加えて，実際に学校保健活動に理学療法士が協力し，
検診への協力や事後措置への関わりについて，各種関係機関と話

し合いを行った。教育委員会との関わりの中で生じた課題として
は，実施に伴う予算の問題，非実施校との介入格差の問題，医師会
との連携の問題が挙げられた。また，医師会との話し合いにおいて
は，理学療法士が関わることによる診断に対する問題，誤った情報
提供による問題などが指摘され，適切なガイドラインに基づく対
応の必要性が課題として挙げられた。一方で，養護教諭において
は，理学療法士の協力に対して肯定的な意見が多く，子どもの運動
器障害に関する予防的関わりについて，専門家の協力を望む声が
多かった。

実際に，学校現場で理学療法士が関わる上では，児童，保護者，
教職員，学校医，教育委員会，地域医師会，地方自治体など様々な
関係者のニーズを把握する必要があり，理学療法士の立場を明確
にした上での対応が求められる。理学療法士の社会的認知度を向
上させ，地域社会に貢献していくためにも，一歩ずつ関係構築に向
けて歩み続けることが必要である。

学校保健・特別支援教育理学療法部門企画 特別講演

学校保健・特別支援教育理学療法の現状と課題
2 大阪府理学療法士会の取り組む学校保健の現状と課題

南大阪病院診療支援部リハビリテーション科 山川 智之

大阪府理学療法士会では，現行制度下の学校保健における身体
計測や運動機能測定評価は，理学療法士が学校医・養護教諭など
への協力・支援という形で実施することが公共の利益に寄与でき
ると考えている。この実践は各学校や各市町村の教育委員会の理
解・信頼を得ることに繋がり，日本理学療法士協会の目指す「学校
長の任命・委嘱により，学校医と養護教諭と緊密な連携の下に，学
校保健に関わる教育活動を支援し，児童生徒等の運動器健康推進
に関わる活動に従事する理学療法士が学校のクラブ活動や保健教
育に参加すること」への小さな過程のひとつであると考えている。

2013 年度から「学校保健活動特別委員会」を立ち上げ，学校保
健での身体計測および運動機能測定評価のための「学校保健活動
理学療法士登録講座」を開催し受講証明証の発行と登録を行って
いる。2014 年には中学校 1 校で体育の時間を活用して実施する機
会を得た。また，中学校 2 校で各養護教諭など学校側の依頼により

保健委員，教職員や学生を対象に身体の発達と成長，スポーツ障が
いの予防法などの講義を 6 回行った。2016 年末には登録者総数が
618 名に達している。2017 年度には，大阪府内の A 市にて医師会
の協力のもと学校医や養護教諭などの協力・支援を行う予定であ
る。しかし現状の学校保健活動理学療法士登録者数では，2015
年 5 月 1 日現在の A 市立の小学校 93 校で学生数 45,806 名，中学
校 43 校で 22,379 名の学生数への対応には人員不足である。登録者
の増員および各学校との対応システムの構築も急務の課題となっ
ている。

また，これまで我々が実施した方法は簡易的な身体計測および
運動機能測定評価であり，評価精度の向上や登録者派遣時の地域
性に配慮した人員確保，人件費など多くの課題があるものの，これ
らの活動は理学療法士が学校保健分野への協力・支援を行うこと
の有益性を示しているものと考えている。



部
門
企
画

抄
録

－ 165 －

学校保健・特別支援教育理学療法部門企画 特別講演

学校保健・特別支援教育理学療法の現状と課題
3 特別支援教育におけるリハビリテーションの現状と課題およびその支援について

帝京科学大学医療科学部東京理学療法学科 眞鍋 克博

1．特別支援教育におけるリハビリテーションの現状と課題
学校における「身体への取り組み」は，およそ 8 割が PT・OT

免許を持たない教員によって行われている。その取り組みは基本
的 ADL に限られているが，その効果は「生活活動の範囲」を拡大
し，学校における「日常生活」を充実させ，惹いては「学校参加」
を促進するとして保護者の期待は，果てしなく大きいことが明ら
かにされている。

また「在宅訪問リハ支援によって学校参加」は，教員のおよそ
8 割が「充実する」と答え，保護者の回答より 1 割ほどその割合が
高く，学校へのリハセラピスト支援によって「学校生活の自立は促
進する」と回答した者が 9 割を占めたことは，学校教育における支
援の補完的機能として，訪問リハ支援が期待されていることを報
告する。
2．特別支援教育におけるリハビリテーション支援について

近年，障害児（者）の疾病障害は，重度・重複化する一方，学習
障害などの発達障害を持つ子供の教育支援や社会適応上の問題が
増加し，リハニーズは増大するとともに深化している。社会参加を
促進するため教育領域においても，リハ理論並びにその技術が自
立支援の手段として活用されることが期待されている。しかし，特
別支援教育へのリハ支援体制やまたそれを担う人材育成等のイン
フラは整っていない。また，リハ系学科を有する大学において特別
支援教育を担う人材育成を推進する上で，特別支援教育における
医療と教育との関係構築に向けた課題があること，それを担う人
材養成機関としてシステムの構築という 2 つ課題を抱えている。
PT・OT の免許取得者に与えられる試験免除科目並びに受験資格
について，リハ系大学において在学中に科目履修した者にも適用
されるという規制緩和策が特別支援教育におけるリハ促進と潜在
的人材不足に有効であることを報告する。

学校保健・特別支援教育理学療法部門企画 特別講演

学校保健・特別支援教育理学療法の現状と課題
4 自立活動教諭免許取得に向けて

筑波大学附属視覚特別支援学校高等部専攻科 長島 大介

理学療法士が，幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学
校，中等教育学校，特別支援学校において教諭として勤務するため
には教員免許を取得し，さらに地方自治体等が行う教員採用試験
に合格するという，2 つの困難がある。

現状においては，理学療法士を養成する 4 年制大学において理
学療法学科の卒業要件を満たし，かつ教員免許取得に必要な教職
課程を履修し 4 年間で卒業することは相当の努力を必要とする。
ここに第一の困難がある。現在，資格認定試験のみにより授与され
る自立活動教諭免許を理学療法士養成課程において取得可能にな
ることが望まれる。

ここでは自立活動教諭免許取得に関し説明したい。
自立活動とは特別支援教育における教科・領域のうちの一つで

ある。障害に応じて，免許が肢体不自由，視覚障害，聴覚障害，言
語障害の 4 分野に分かれる。理学療法士が取得する場合は肢体不
自由教育になろう。

自立活動教諭免許は文部科学省の行う試験に合格することに

よって取得できる。肢体不自由と聴覚障害，視覚障害と言語障害の
試験が 1 年おきに行われ，平成 29 年は視覚障害と言語障害の試験
が実施される。

試験の内容は教職に関する科目と自立活動に関する科目（I～
III），口述試験である。理学療法士免許を受けている者，または養
成学校を卒業した者が肢体不自由分野で受験する際には自立活動
に関する科目（III）が免除される。

平成 28 年実施の試験においては 10 名が合格している。試験の
合格基準は 6 割以上である。合格者のうち理学療法士の数は不明
である。

平成 29 年採用の教員採用試験について，試験を実施している都
道府県・政令指定都市の要項を見ると，理学療法士の資格のみで
受験できるところは 1 自治体のみあり，採用時に特別免許状が授
与される。自立活動教諭免許での採用を行っているのもわずか 4
自治体であり，ここに第二の困難がある。
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精神・心理領域理学療法部門企画 教育講演

精神保健・医療と理学療法

名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻 内山 靖

理学療法（physio/physical therapy）は，「生理的な調和を高め
るための物理的手段を用いた働きかけの総体」であり，治療的要素
に加えて予防や健康増進にも幅広く適用される。わが国では，リハ
ビリテーションの枠組みで医療・福祉領域の一定の役割として急
速な発展を遂げてきた。

理学療法における精神保健・医療とのかかわりは，①精神疾患
に身体的な疾患や外傷が併存した場合，②精神疾患の治療・介入
に，運動や物理的刺激が陽性的な影響を与える場合，③精神疾患に
よって活動性や体力が低下するなど活動/参加を阻害している場
合，適用される。また，精神医学・医療の知見を応用することで，
④認知症，高次脳機能低下，抑うつ，意識変容，不安などを有する
対象者へ，より効果的な理学療法を実践することを可能にし，併せ
て，⑤人をどのように捉えるかという理学療法やリハビリテー
ションの理念の根幹を考える際に有益な知見を得ることができ
る。

①には，脊髄損傷，手の外科，熱傷，骨折，パーキンソニズムな
ど多くの病態が該当する。②には，転換性障害に加えて統合失調症
やうつ病などの一部が該当する。これらでは，精神科作業療法を含
めた多職種連携によるチーム医療が展開され，理学療法の固有の
役割を明確にしておく必要がある。また，④は，ICU を含めた急性
期理学療法，脳卒中，頭部外傷後等の通過症候群，熱傷，慢性疼痛，
産業保健におけるメンタルヘルス不調などでの有効な介入戦力を
立案する一助となる。

⑤については，対象者を生物心理社会（BPS）の視点でとらえる
ことの光と影や自立支援の本質を考える際に，精神医療の歴史的
な取り組みを踏まえた哲学的な考証に有益な知見を提供する。

上記について，筆者が 30 年前の大学病院で経験した事例を含め
て，国際的視野に立脚した理学療法の拡がりについて今日までの
歩みとこの領域の将来を展望してみたい。

ウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法部門企画 特別講演

排尿ケアに関する職種間連携と理学療法の可能性

小牧市民病院泌尿器科排尿ケアセンター 吉川 羊子

2016 年の診療報酬改定により「排尿自立指導料」（以下，指導料）
が新設された。頻尿，尿失禁や排尿障害など下部尿路機能障害を持
つ症例に対し，多職種チームによる包括的排尿ケアを実施するこ
とが公に評価され，インセンティブが与えられることは排尿ケア
の現場にとっては画期的かつ待望のできごとである。対象が入院
中の尿道カテーテル留置症例に限られてはいるものの，指導料算
定を行うための院内の活動が，排尿ケアのボトムアップにつなが
ることは大いに期待ができる。そして，本指導料で注目すべきもう
一点は，算定に必要な条件となる「排尿ケアチームの設置」のチー
ム構成員として理学療法士を必須とした点にある。医師，看護師と
ともに理学療法士が排尿ケアに欠かせない存在であることも明記
がされたのである。

入院症例の多くは基礎・合併疾患，加齢などにより ADL が低
下する。そのために「トイレで排尿する」という毎日，一日に何度

も繰り返される排尿関連動作が阻害される，それだけのことが下
部尿路機能障害をもたらす。当院では 2010 年よりこのようなリス
クの潜在する症例を病棟で掘り起して介入する「排泄ケアラウン
ド」を泌尿器科医と皮膚・排泄ケア認定看護師で実施してきた。約
7 年間で 798 例を評価・介入し 65％ が著明改善したがこの結果
につながった介入として，「適切な間欠導尿」に次いで「排尿のポ
ジショニング再獲得」が有効であった。排尿ケアの実践において，
まさに理学療法的アプローチの必要性が実感された結果であっ
た。

排尿自立指導料では診療計画書に排尿関連動作を評価する「排
尿自立度」が「下部尿路機能」とともにスコア化される。医師，看
護師，理学療法士がこの情報を共有し，共通認識で症例に介入する
ことが期待される。本講演では指導料算定の実際についても触れ，
排尿ケアにおける理学療法の役割について検討する。
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徒手理学療法部門企画 教育講演

徒手理学療法部門におけるエビデンスの構築に向けたプロジェクト研究
1 徒手理学療法の効果に対するSystematic Review

1）船橋整形外科病院理学診療部，2）畿央大学大学院，3）東京工科大学，4）早稲田大学大学院，
5）中野整形外科運動器リハビリテーションクリニック，

6）天理よろづ相談所病院白川分院リハビリテーションセンター，7）杏林大学保健学部理学療法学科，
8）市立備前病院リハビリテーション科，9）ELT健康増進研究所，10）首都大学東京大学院

大石 敦史1），瓜谷 大輔2），中山 孝3），阿久澤 弘4），藤井 瞬5），後藤 健一6），
松村 将司7），公森 隆夫8），佐伯 武士9），竹井 仁10）

理学療法士が行う徒手理学療法は，運動器由来の疼痛を有する
患者の生活機能向上を目的とした疼痛軽減と関節可動域の改善，
そして運動療法を行いやすい状況を作るための前処置として行う
理学療法の一手段である。しかしこれらの手技は徒手的な治療手
段であることにのみ焦点をあてられ，行政の関連部署等から，あん
摩マッサージ指圧師が行うマッサージや指圧との違いが分かりに
くいとの指摘を受けている。また理学療法とは「身体に障害のある
者に対し，主としてその基本的動作能力の回復を図るため，治療体
操その他の運動を行なわせ，及び電気刺激，マッサージ，温熱その
他の物理的手段を加えること」と理学療法士および作業療法士法
によって定められている。このことによって，徒手理学療法はマッ
サージと同義であり，運動器疾患を対象とした運動療法の一部で
はなく物理療法と同義ではないかという誤解が出始めている。さ
らに徒手理学療法を疾患別理学療法料の対象から除外し，消炎鎮

痛等処置にしてはどうかという議論すら漏れ聞くようになった。
そこで徒手理学療法部門では，海外と本邦における徒手理学療

法による生活機能改善効果についての調査とその効果検証を行う
こととなった。海外における徒手理学療法のエビデンス調査は
Systematic Review を実施した。検索式は（manual therapy OR
manipulative therapy OR manual physical therapy OR manual
physiotherapy）AND（Physical function OR activity of daily living
OR disability OR handicap OR activity limitation OR participation
restriction OR motor function OR life function）とし，Pub Med，
PEDro，Cochrane Central Register of Controlled Trials，CINAHL
を用いて 2000 年から 2016 年までの介入型研究を抽出した。

本セッションでは生活機能改善に向けた研究論文のうち，徒手
理学療法部門が 2016 年に実施した本邦の多施設間共同研究の対
象である肩・腰・股・膝の 4 部位について報告する。

徒手理学療法部門企画 教育講演

徒手理学療法部門におけるエビデンスの構築に向けたプロジェクト研究
2 徒手理学療法の運動機能・生活機能に対する効果

1）鈴鹿医療科学大学保健衛生学部理学療法学科，2）畿央大学大学院健康科学研究科，
3）市立備前病院リハビリテーション科，4）杏林大学保健学部理学療法学科，

5）船橋整形外科病院理学診療部，6）新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科，
7）ELT健康増進研究所，8）首都大学東京大学院人間健康科学研究科理学療法科学域，

9）今村病院分院リハビリテーション科，10）札幌第一病院リハビリテーション科
浅田 啓嗣1），瓜谷 大輔2），公森 隆夫3），松村 将司4），大石 敦史5），亀尾 徹6），
佐伯 武士7），山内 正雄8），来間 弘展8），白尾 泰宏9），原 清和10），竹井 仁8）

徒手理学療法は理学療法の治療手段の一つとして，運動器由来
の機能障害を有する患者の生活機能向上を目的に施行される。単
に徒手的な技術による疼痛の軽減や関節可動域の改善だけではな
く，運動を行いやすい状況を作り運動機能・生活機能の改善を図
る一連のマネージメントを行う治療である。徒手理学療法部門で
は，本邦における徒手理学療法の効果を明らかにするため，日本理
学療法士協会の協力のもと多施設共同研究を企画した。

対象は，A．50～85 歳の保存治療中の変形性股関節症患者，B．
50～85 歳の保存治療中の変形性膝関節症患者，C．20～60 歳で 3 ヶ
月以上腰痛が持続している非特異的腰痛症患者，D．20 歳以上で
3 ヶ月以上の肩の疼痛や可動域制限を有する肩関節周囲炎（癒着
性関節包炎，凍結肩）患者である。各疾患に対し徒手理学療法また
は通常理学療法を施行し，その効果について調査した。評価項目は
E�sas，SF�36，部位別の患者立脚型アンケート（股・膝関節：
WOMAC，腰部：JOABPEQ・The Keele STarT Back Screening

Tool，肩関節：shoulder36）とし，理学療法開始時，4 週後，8
週後，16 週後（または理学療法終了時）に実施した。患者を徒手
理学療法群と通常理学療法群に振り分けて介入を行った。徒手理
学療法群は対象疾患別に当部門で提示した手技と運動療法・運動
指導を行った。徒手理学療法を行う理学療法士は，国際整形徒手理
学療法連盟（IFOMPT）が認定する整形徒手理学療法認定士

（OMPT）または徒手理学療法群の治療プログラムを理解して実践
でき，一定の水準の徒手理学療法が提供できると判断された理学
療法士とした。通常治療群は理学療法士が運動療法・運動指導を
主に行い，他動的な治療は他動運動およびストレッチのみとした。
両群とも評価に基づき，提示したプログラムリストから選択した
内容を，各施設で適用している時間（1～3 単位）のなかで調整し
施行した。

本講演では研究結果について報告を行う。
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栄養・嚥下理学療法部門企画 ミニシンポジウム

栄養・嚥下理学療法が目指すところ，期待すること
1 栄養・嚥下理学療法が目指すところ

1）高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科，2）栄養・嚥下理学療法部門代表運営幹事
吉田 剛1,2）

栄養・嚥下理学療法部門は，2016 年に 6 名の運営幹事で発足し
た。栄養と嚥下は密接な関係にあるが，栄養理学療法と嚥下理学療
法は異なる専門性を有している。これからの理学療法は，加齢・侵
襲・廃用によって生じる栄養のリスクを管理し，加齢・神経疾
患・頸部障害によって生じる嚥下障害にきちんと対応するための
知識と技術が基本として必要になる。したがって，高齢者やリハビ
リテーション対象者に生じやすい低栄養や脱水，誤嚥性肺炎など
のリスクを回避するための知識と技術を整理し，栄養状態に応じ
た運動療法や嚥下運動阻害因子に対する嚥下運動療法が基礎的理
学療法の一つとして確立され普及し，エビデンスを確立していく
ことが栄養・嚥下理学療法部門の務めであると考える。

最初に取り組むべきは，栄養・嚥下理学療法に関する知識・技
術の普及と症例報告の蓄積である。そのためにも効果判定のため
の帰結評価に何を用いるべきか検討し，エビデンス構築に繋げて
いく準備をする必要がある。その過程を通して，生涯学習機構と連

携して栄養・嚥下認定理学療法士の養成を行い，臨床現場におけ
る多職種連携の中での理学療法士の位置づけを明確にしていくこ
とも大切である。

栄養理学療法としては，バイタルサインとしての栄養状態の評
価，一日の活動及び運動療法の消費エネルギーの算定，運動と栄養
摂取のバランスおよび補助栄養の必要性，栄養状態に見合った適
切な運動療法の実施による骨粗鬆症・サルコペニア・フレイル予
防などの役割が重要と考えている。また，消化・吸収機能としての
体質および腸管活動の重要性にも注目したい。

嚥下理学療法としては，運動学からみた嚥下運動障害に対する
嚥下運動機能評価と嚥下運動阻害因子の評価を行い，全身活動性，
姿勢，呼吸，頸部筋緊張，嚥下筋活動に対する運動療法を構築する
ことが重要であると考えている。また，誤嚥性肺炎の予防にも注目
していきたい。

栄養・嚥下理学療法部門企画 ミニシンポジウム

栄養・嚥下理学療法が目指すところ，期待すること
2 栄養・嚥下理学療法に期待すること

横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科 若林 秀隆

最初に栄養・嚥下理学療法が目指すことは，「栄養理学療法とは
何か」「嚥下理学療法とは何か」という定義，概念，理論を作ること
である。栄養・嚥下理学療法とは何かが明確になると，理学療法士
だけでなく多職種の中で，より栄養・嚥下理学療法が普及しやす
くなると考える。リハビリテーション（以下リハ）栄養に関しては
最近，理論的研究を行い以下のような定義を作成した。

リハ栄養とは，ICF による全人的評価と栄養障害・サルコペニ
ア・栄養素摂取の過不足の有無と原因の評価，リハ栄養診断・
ゴール設定を行ったうえで，障害者やフレイル高齢者の栄養状
態・サルコペニア・フレイルを改善し，機能・活動・参加，QOL
を最大限高める「リハからみた栄養管理」や「栄養からみたリハ」
である。

同時にリハ栄養を実践するためのリハ栄養ケアプロセスも作成
した。リハ栄養ケアプロセスは，①リハ栄養アセスメント・診断推
論，②リハ栄養診断，③リハ栄養ゴール設定，④リハ栄養介入，⑤

リハ栄養モニタリングの 5 項目で構成され，繰り返し行うことで
より質の高いリハ栄養を実践できると考える。

日本リハ栄養研究会の職種別会員数で最も多い職種は理学療法
士であり，管理栄養士と並んでリハ栄養の中心的存在である。その
ため，栄養・嚥下理学療法部門には多くの期待をしている。臨床面
では，院内の栄養サポートチームや嚥下チームに理学療法士が必
ず 1 人は参加する体制を整えてほしい。教育面では，卒前・卒後教
育に役立つ栄養・嚥下理学療法のテキスト・教科書を早期に作成
してほしい。研究面では，質の高い臨床研究の英語論文をより多く
執筆することで，理学療法診療ガイドラインに栄養・嚥下理学療
法を入れてほしい。マネジメント面では，部門登録人数をできるだ
け増やして，部門から専門分野に移行することと，栄養・嚥下理学
療法の専門理学療法士制度を作り専門理学療法士を育成すること
を期待している。
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がん理学療法部門企画 特別講演

がんリハビリテーション～理学療法士に求められるもの～

慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室/医学部腫瘍センターリハビリテーション部門
辻 哲也

我が国では，がん生存者が 500 万人を超える時代となり，がんが
“不治の病”であった時代から“がんと共存”する時代になってき
ている。患者にとって，がん自体に対する不安は当然大きいが，が
んの直接的影響や治療にともなう身体障害に対する不安も同じく
らい大きい。がん患者ではがんの進行もしくはその治療の過程で，
認知障害，摂食嚥下障害，発声障害，運動麻痺，筋力低下，拘縮，
しびれや神経因性疼痛，四肢長管骨や脊椎の病的骨折，上下肢の浮
腫など様々な機能障害が生じ，それらの障害によって移乗動作や
歩行，ADL に制限を生じ QOL の低下をきたしてしまう。がんリハ
ビリテーション（以下，リハビリ）では，これらの問題に対して二
次的障害を予防し，機能や生活能力の維持・改善を図ることを目
的とする。

リハビリの内容は病期によって，予防的，回復的，維持的および
緩和的リハビリの大きく 4 つの段階に分けられるが，周術期や治
癒を目指した化学療法・放射線療法から進行がん・末期がん患者
への対応まで，いずれの段階においてもリハビリ介入は必要であ

る。
がん生存者が増加しつつある現在，高度がん専門医療機関やが

ん診療連携拠点病院のみならず，地域医療においてもリハビリの
ニーズはさらに高まっていくことが予想される。理学療法はがん
リハビリの中核をなすので，理学療法士として，がんリハビリ分野
に関する知識やスキルを高めていくことは，必須の要件となりつ
つある。

全国でばらつきなく高い質のがんリハビリを提供するために
は，患者会との協力体制，リハ関連の学術団体が中心となった普及
活動・臨床研究発展のための取り組み，リハ専門職の養成校の教
育体制の充実，がん診療連携拠点病院を中心としたリハスタッフ
間の交流，等が早急な課題である。

本講演では，原発巣や治療目的別の実際の取り組み方，緩和ケア
主体の時期の役割，がん臨床研究への関わり等についてお話しす
る。

動物に対する理学療法部門企画 教育講演

動物に対する理学療法の対象になる疾患―股関節―

1）藤井寺動物病院動物人工関節センター・動物リハビリテーションセンター，
2）奈良動物医療センター，3）おざき動物病院，4）セントラル動物病院 児玉 綾香1,2,3,4）

伴侶動物における獣医療の発展とともに，動物に対する理学療
法の重要性が高まってきている。本邦において，獣医療では動物に
対する理学療法の知識と技術は，主に海外から習得してきたが，近
年は獣医師と理学療法士が互いに協力しあって動物理学療法の発
展に寄与するようになってきた。世界的にみても世界理学療法連
盟（WCPT）のサブグループに動物に対する部門が設立されてお
り，日本理学療法士協会でも昨年より「動物に対する理学療法部
門」が設置され，理学療法士が動物に対して参画する流れができつ
つある。

理学療法士が動物に対して理学療法を行っていくためには，ま
ずは動物種とそれに特有の疾患を理解しておく必要がある。疾患
名でみると動物とヒトでは意外と同じものが多いことに驚く。し
かし，疾患名が同じでも，原因や治療法が異なる場合もあるため，
動物に対して実施する際はきちんとした理解が必要である。

理学療法の対象動物は犬が最も多く，整形学的疾患では特に股

関節疾患によく遭遇する。代表的な犬の股関節疾患は，大型犬によ
くみられる股関節形成不全症，若齢犬の小型犬に多い Legg�
Calvé�Perthes 病，中齢～高齢犬によくみられる変形性股関節症
や股関節脱臼などである。ヒトでよくみられる大腿骨頚部骨折は
動物ではほとんどみられない。また，股関節疾患の治療法はヒトと
は異なる。Legg�Calvé�Perthes 病でも装具療法がまず選択される
ことはなく，外科治療が適応される場合が多い。犬の股関節疾患で
最も広く行われている術式は大腿骨頭を切除し股関節の偽関節を
形成させる大腿骨頭切除術である。人工靭帯で円靭帯を再建する
トグルピン法もある。また，施設は限られているが股関節全置換術
も動物に実施されている。このように同じ疾患名でもヒトと動物
では大きく異なるところがある。

本講演では，犬の股関節疾患とその治療法，そして術後の理学療
法について紹介する。
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理学療法管理部門企画 教育講演

理学療法の質向上と質変化のマネジメントに挑む～EPDCAサイクルを基盤としたスキルアップとスキルチェンジ～

医療法人社団明徳会十全記念病院リハビリテーションセンター 佐々木嘉光

医療の質を向上させるためには，どこに行っても一定レベル以
上の医療を受けられることが非常に重要であり，国民皆保険制度
自体はそういう精神に基づいているといえます。

昭和 41 年，日本に理学療法士が誕生し，そのわずか 8 年後に，
リハビリテーション医の荻島秀男氏の編集のもと「機能障害と評
価」という書籍が出版されました。「はじめに」の文書の冒頭にお
いて萩島氏は，「リハビリテーション医学の特徴は評価にあると
いっても過言ではない。ただ，評価というものがテストとまったく
同じに扱われると評価が生きてこない。テストはあくまでも一手
段であり，各種のテストを必要な場合には行い，それを総合的に連
携を持たせ，患者の表面的な疾病・障害のみならず，患者を全体的
に把握してこそ，評価により治療プログラムの設定，ゴールの設
定，すなわち患者にとってなにが必要なのか，リハビリテーション
的アプローチで何をしてあげることが可能なのかがはっきりして

くるのではないだろうか。」と述べています。近年，地域包括ケア
システムの構築にあたり，治療のための評価と，リハビリテーショ
ンマネジメントのための評価能力が求められています。「治す」理
学療法から，「治し支える」理学療法への転換は，すなわちスキル
アップとスキルチェンジが求められているのだと思います。

社会保障制度の変化の大きいこの時期だからこそ，理学療法士
の臨床能力の基盤となる EPDCA サイクルを実施できているのか
について，職場単位で改めて確認することが重要であり，その点検
する方法は「症例検討」なのだと思います。EPDCA サイクルのプ
ロセスと，アウトカムに対して責任を持つ理学療法士を育成し，全
国どこに行っても一定レベル以上の理学療法を受けられるよう
に，常に品質向上に努めることが重要です。患者単位の EPDCA
サイクルの総点検を，職場マネジメント，先輩による後輩指導を通
じて全国で展開されることを切に願っています。
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産学連携セッション 企画 1

筋膜マニピュレーションの理論と実際

首都大学東京大学院人間健康科学研究科理学療法科学域 竹井 仁

筋膜機能異常は，これまでの姿勢や運動の癖，生活環境，過用，
不良姿勢，誤った運動パターンに加え，既往歴（外傷，障害，手術）
が複雑に絡み合って生じる。

筋膜機能異常は，筋膜高密度化・基質のゲル化・ヒアルロン酸
凝集化の 3 つが原因として生じる。

深筋膜（腱膜筋膜）は，3 層構造で筋上を覆う。筋外膜は筋を包
む薄い膜で，筋周膜と筋内膜へ連続している。筋外膜からは深筋膜
へ筋線維の一部が挿入しており，これによって，深筋膜は関節を越
えて，筋外膜の緊張を他の筋へと伝播する。

腱は，筋周膜と筋内膜の波状コラーゲン線維が，平行かつ伸張し
ないコラーゲン線維へ形質転換したものである。よって，筋の過用
による収縮は，腱を通して関節包の機械的受容器のタイプ III 受容
器（ゴルジ腱器官様）と侵害受容器のタイプ IV 受容器（自由神経
終末，神経叢）を刺激することになり，関節周囲に痛みを訴えるこ
とが多い。しかし，その原因は関節ではなく，筋膜にあることが多

いのである。
この筋膜機能異常に対する徒手理学療法アプローチとして，今

回は筋膜マニピュレーション（Fascial Manipulation）の理論と治
療方法について，本法のアジアで唯一の国際インストラクターと
して概説する。

筋膜マニピュレーションは，筋膜機能異常を生じている協調中
心（筋力のベクトルが収束する筋外膜上の部位）あるいは融合中心

（協調中心が運動方向に応じて融合した深筋膜上の部位）に対して
充分な時間の摩擦を与え，基質の粘稠性を修正，ヒアルロン酸の凝
集化を改善する。この治療によって，筋膜を正常な配列に再構築す
ることで，筋・筋膜痛解消，筋出力・柔軟性・運動パフォーマン
ス・ADL の改善に効果が見られる。

今回のセッションにおいて，筋膜治療がこれまでの医学や理学
療法の考えを進化させることを感じていただき，今後，この講習会
に多くの方が参加することを期待いたします。

産学連携セッション 企画 2

いわゆる脳卒中片麻痺は，治るのか？

1）（株）バイニーアプローチセンター，2）（株）Physical Wave Resonance
舟波 真一1），山岸 茂則2）

1896 年，バビンスキー博士がいわゆる錐体路障害を報告してか
ら 100 年以上経過している。その間，リハビリテーション治療はど
れだけ変わってきただろうか？日本にリハビリテーションが導入
されてから 50 年が経過しているものの，今も脳卒中片麻痺の臨床
像はその当時とほとんど変わっていない。つまり，今までの，既存
のリハビリテーションでは片麻痺という臨床像を変えることが出
来ないという事実に，謙虚に立ち向かわなければならない。脳神経
科学の発展に伴って，ニューロリハビリテーションの考え方は広
がってきてはいるものの，標準的なリハビリテーション治療が追
いついていないという感は否めず，実際のクライアントに汎化出
来ていない状況が長く続いている。脳の解明は進んできたが，いわ
ゆる「麻痺」という状態に対して，どのように治療していいかがわ
からず，「頑張って手すりにつかまって立つ」ことや「頑張って杖
をついて歩く」といったクライアントの随意性に頼らざるを得な

い現在の状況では，片麻痺の臨床像を変えることは難しい。
脳卒中後遺症では，脊髄システムにまったく問題がないため，α

運動ニューロンに対していかに加重をかけていけるかが大切であ
る。治療用装具やロボットを積極的に活用してこれにせまる動き
もあり成果も報告されつつあるが，全ての脳卒中後遺症者が高額
な装具・機器の恩恵に預かれない現状は簡単には打破できないよ
うに思われる。

今回は，最新の中枢神経系の機能代行メカニズムを踏まえ，「運
動麻痺」を新たに捉えなおす。神経振動子を介在とする自己組織化
理論を背景にした統合的運動生成概念をご提案し，その概念に基
づく Biomechanics ＆ Neuroscience Integrative Approach（BiNI
Approach）をご紹介したい。最後の連合学会において，未来への
一石を投じ，波紋の共鳴をもってパラダイムシフトを敢行する。



協賛御芳名

■後援

厚生労働省
文部科学省
経済産業省
公益社団法人日本リハビリテーション医学会
公益社団法人日本整形外科学会
一般社団法人日本リハビリテーション病院・施設協会
一般社団法人日本作業療法士協会
公益社団法人日本看護協会
一般社団法人日本言語聴覚士協会
公益社団法人日本社会福祉士会
公益社団法人日本精神保健福祉士協会
公益社団法人日本栄養士会
特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会
一般社団法人日本介護支援専門員協会
一般社団法人日本臨床心理士会
一般社団法人日本脳卒中学会
一般社団法人日本呼吸器学会
一般社団法人日本循環器学会
一般社団法人日本神経学会
公益社団法人日本医療社会福祉協会
一般社団法人日本義肢装具学会
一般社団法人日本リハビリテーション工学協会
特定非営利活動法人日本心臓リハビリテーション学会
一般社団法人日本病院会
公益社団法人全日本病院協会
一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
公益社団法人日本小児科学会
一般社団法人日本老年医学会
一般社団法人日本糖尿病学会
一般社団法人日本肥満学会
千葉県
千葉市
公益社団法人千葉県医師会
一般社団法人千葉市医師会
一般社団法人千葉県歯科医師会
一般社団法人千葉県薬剤師会
公益社団法人千葉県看護協会
一般社団法人千葉県作業療法士会
社会福祉法人千葉県社会福祉協議会
一般社団法人千葉県言語聴覚士会
一般社団法人千葉県理学療法士会
公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー

■協賛

金城大学
公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー
藤リハビリテーション学院

■広告

アライヴワーク株式会社
株式会社医学書院
医歯薬出版株式会社
株式会社ガイアブックス
株式会社協同医書出版社
広研印刷株式会社
株式会社サーベイリサーチセンター
東京衛生学園専門学校
株式会社南江堂
株式会社日本メディックス
学校法人福岡保健学院八千代リハビリテーション学院
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
株式会社文光堂
学校法人平成医療学園宝塚医療大学
株式会社ミユキ技研
株式会社メジカルビュー社
目白大学
株式会社羊土社
有限会社ラウンドフラット
 

（敬称略/順不同/2017年 3月21日現在）
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■企業展示

アーカイブティップス株式会社
アニマ株式会社
アビリティーズ・ケアネット株式会社
株式会社アプロンワールド
伊藤超短波株式会社
株式会社イマック
株式会社イリスコ
インターリハ株式会社
株式会社インボディ・ジャパン
株式会社ウォルターズ・クルワー・ヘルス・ジャパン
有限会社AMTI JAPAN
株式会社ATR-Promotions
特定非営利活動法人NSCAジャパン
株式会社NTTドコモ
オージー技研株式会社
オットーボック・ジャパン株式会社
オプティトラック・ジャパン株式会社
キーウェア北海道株式会社
株式会社キザキ
キッセイコムテック株式会社
株式会社クリニコ
酒井医療株式会社
株式会社サンポー
株式会社GLAB
株式会社gene
株式会社島津製作所
住友理工株式会社
ゼロシーセブン株式会社
株式会社ソフトサービスライフケア
株式会社第一学習社
株式会社ダイヤコジャパン
大和ハウス工業株式会社
タック株式会社
株式会社ディ・エイチ・エス
株式会社ティーアンドティーメディカル
株式会社ディケイエイチ
帝人ファーマ株式会社
株式会社テクノライジング
株式会社テレウス
東洋羽毛工業株式会社
株式会社トータルブレインケア
株式会社トコピア
株式会社トンボ
ナガイレーベン株式会社
株式会社ナックイメージテクノロジー
日東工器株式会社
日本シグマックス株式会社
株式会社日本メディックス
株式会社ノビテック
パシフィックサプライ株式会社

パナソニック株式会社エコソリューションズ社
株式会社プロアシスト
株式会社ホーマーイオン研究所
本田技研工業株式会社
マイクロストーン株式会社
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協同医書出版社 〒113-0033　東京都文京区本郷3-21-10
TEL 03-3818-2361　FAX03-3818-2368 http://www.kyodo-isho.co.jp/

協同医書出版社の新刊書

宮本省三・八坂一彦・平谷尚大・田渕充勇・園田義顕　共著

図版多数、800ページを超える大著！

教育、臨床の垣根をとりはらった、
すべての「運動の専門家」のための
新しいテキスト！

「まったく新しい運動学の教科書」
これが、本書のコンセプトです。この「新しい」とは、今までの運動学とは
別物、という意味ではありません。解剖学、生理学、運動の力学的メカニズ
ム、関節運動学といった運動学の基礎となる知識を、本書は網羅していま
す。さらに、発達、姿勢・歩行分析、運動学習などの知見も詳細に盛り込
み、卒前教育から臨床を通して長く活用できます。
それに加えて、学際的な観点や最新の研究を加えることで「運動学」をより
良くアップデートすることが本書の狙いです。その中心となるのは、近年目
覚ましい発展を遂げている脳・神経科学、そしてそれに伴って少しずつ明ら
かになってきた「自己感覚」や「社会脳」をめぐる「意識」についての知識
です。
人間の運動の背後にある神経作用、そしてその源である「身体化された心」
までをも視野に入れた学問としての「新しい運動学」というヴィジョンを、
本書は提示しています。

ヒューマン・キネシオロジー
人間の運動学
ヒューマン・キネシオロジー

第3部 動作する人間
第13章■発達の運動学／第14章■姿勢と動作の運動学／第15章■歩行
の運動学
第4部 行為する人間
第16章■行為のニューラルネットワーク／第17章■行為の運動学習／第
18章■行為システム
第5部 身体化された心
第19章■運動の鍵盤支配型モデルを超えて／第20章■空間を生きる／第
21章■コミュニケーション行為／第22章■人間は“意識”を動かして行
為する
終章■ヒューマン・パフォーマンス

B5判／804ページ／2色刷
定価（本体8,000円＋税）
ISBN 978-4-7639-0039-5

［目次］
序章■「人間の運動」の誕生～サルからヒトへの奇跡
第1部 人間の身体
第1章■身体の解剖学／第2章■身体の運動学／第3章■身体の神経学／
第4章■身体の生理学
第2部 運動する人間
第5章■肩関節の運動学／第6章■肘関節と前腕の運動学／第7章■手関
節の運動学／第8章■手指の運動学／第9章■股関節の運動学／第10章■

膝関節の運動学／第11章■足関節と足部の運動学／第12章■脊柱と頭部
の運動学

最新刊

人間の運動学













■中医学研究所　■基礎医科学研究部　■リンパ浮腫研究所　■マッサージ治療室

学校法人後藤学園附属 研究機関・臨床施設
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