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物理療法は、なぜ臨床で⼗分に活⽤されないのか？物理療法に関わる臨床家、研究者、 
開発者、企業など多くの⼈が、抱えている⻑年の悩みであり、臨床における物理療法の普
及は⼤きな課題となっています。 

物理療法は、理学療法の定義において運動療法に並ぶ重要な治療戦略に位置づけられて
います。また、研究知⾒は増えており、国内の理学療法ガイドライン第 2 版や脳卒中ガイ 
ドライン 2021 においても、⼀部の物理療法は⾼いエビデンスが⽰されています。 

さらに、⼀般社団法⼈ ⽇本物理療法学会や⼀般社団法⼈ ⽇本理学療法学会連合 ⽇本物
理療法研究会は、学術活動の推進やセミナー開催などの情報発信を進めてきました。ま
た、国際物理療法学会（International Society for Electrophysical Agents in Physical 
Therapy: ISEAPT）に参加し、国際的な⽴場からも物理療法の普及を推進してきました。
それでも、臨床において物理療法の存在は薄くなっている現状があります。 

この背景には、「機器がない」、「使い⽅がわからない」、「時間がない」、「興味が持てな
い」などの複数の要因があります。さらに、物理療法が活⽤されない理由の１つに、『効果
が実感できない』という意⾒を聞くことがあります。この効果が実感できない理由は、患
者の病態を正しく計測し、病態を理解したうえで、物理療法の効果機序に基づいた治療選
択により、患者の病態を変えることができていないことがあると考えます。 

本学術⼤会ではこのような状況を鑑み、『物理療法の評価と治療‐測る・理解する・変え
る‐』と題しまして、物理療法を正しく選択・活⽤するための評価と治療に焦点を当てた
いと考えます。測る・理解する・変えるは、臨床実践そのものであり、また研究において
もそのプロセスは同じです。このような視座から、本学術⼤会が臨床と研究における物理
療法の活⽤と発展に向けた⼀助となればと考えております。本学術⼤会をとおして、我々
の最⼤の⽬的である患者のリハビリテーションにおいて、最⼤の効果が得られるように、
物理療法の実践と発展に寄与することができればと願う所存であります。 



日程表 

 
 

 



会場案内 

 

 会場までのアクセス 

 

順天堂大学御茶の水センタービル 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-2-12 

 周辺アクセス 

・JR 線「御茶ノ水」駅下車（御茶ノ水口） 徒歩 8 分 

・東京メトロ（丸の内線）「御茶ノ水」駅下車 徒歩 8 分 

  



 会場４階 

 

 

 会場６階 

 

 



 会場７階 

 

 

 会場８階 

 



 会場９階 

 

  



企業展示ブース 会場見取り図 

 

・順天堂大学 御茶の水センタービル 9 階 

 
① オージー技研株式会社 

② インターリハ株式会社 

③ オムロン ヘルスケア株式会社 

④ 酒井医療株式会社 

⑤ ミナト医科学株式会社 

⑥ 伊藤超短波株式会社 

⑦ 一般社団法人日本セルフケア研究会 

⑧ 住友ファーマ株式会社 / 株式会社メルティン MMI 

⑨ フランスベッド株式会社 

⑩ REMED JAPAN 株式会社 

⑪ 株式会社日本メディックス 

⑫ 電通国際情報サービス 

⑬ 株式会社 LIFESCAPES 

 



 一般情報 

下記の選択肢をクリックすると、該当の記載にジャンプします。 

○ ご参加の皆様へ 

○ 現地参加の皆様へ 

○ オンライン参加の皆様へ 

○ 座⻑・演者の皆様へ 

 
 
ご参加の皆様へ 
 
１）講演の形式について 

１．Zoom のウェビナーを⽤いたライブ配信および後⽇オンデマンド配信の対象講演 
⼤会⻑講演、特別講演 1、教育講演、エキスパートレビュー、シンポジウムは現地で 
講演が実施されます。講演内容は、Zoom のウェビナーを⽤いたライブ配信および後
⽇オンデマンド配信にて視聴可能です。 

２．オンデマンド配信ならびに当⽇現地での放映の対象講演 
特別講演 2、⼀般演題はオンデマンド配信ならびに当⽇現地での放映を⾏います。 
なお、⼀般演題は、開催 1 週間前から閲覧が可能となります。 

３．Zoom のウェビナーを⽤いたライブ配信および現地開催の対象講演 
助成演題は、Zoom のウェビナーを⽤いたライブ配信および現地講演が実施されます

（オンデマンド配信はありません）。ハンズオンセミナーは、現地開催のみとなります。 
 ４．オンデマンド配信のみの対象講演 
   ポストコングレスは後⽇オンデマンド配信による視聴のみとなります。 
 
２）オンデマンド配信について 

⼤会⻑講演、特別講演、教育講演、エキスパートレビュー、シンポジウム、ポストコング
レス、⼀般演題につきましては、期間限定でオンデマンド配信を⾏います。 
１. 配信期間 

2 ⽉ 11 ⽇〜2 ⽉ 28 ⽇：⼀般演題 



    2 ⽉ 20 ⽇〜2 ⽉ 28 ⽇：⼤会⻑講演、特別講演 1、特別講演 2、教育講演、 
 エキスパートレビュー、シンポジウム 

 ２．配信視聴⽅法  
発表動画は動画配信ページ（ https://www.jcbapt2023.com/oralpresentation ）にて 
共有し、視聴いただきます。 
動画視聴のパスワードは、メールで送付します。メールが届かない場合、他の受信 
フォルダー（迷惑メールフォルダ等）や受信拒否設定等を確認の上、学術⼤会事務局 
（butsuryo.2023@gmail.com）までお問い合わせください。 

 ３．オンデマンド配信の質疑応答⽅法 
質疑応答はコミュニケーションツール（Slack）を使⽤して実施します。 
Slack の使⽤⽅法および質疑応答の⽅法は、学術⼤会 HP 内 
○参加者へのご案内（https://www.jcbapt2023.com/instruction） 
○演者・座⻑へのご案内（https://www.jcbapt2023.com/participants） 
に掲載してあります「⽇本物理療法合同学術⼤会 2023  Slack の使⽤⽅法」 
をダウンロードしご覧ください。 
Slack への招待については、メールで送付します。メールが届かない場合、他の受信 
フォルダー（迷惑メールフォルダ等）や受信拒否設定等を確認の上、学術⼤会事務局 
（butsuryo.2023@gmail.com）までお問い合わせください。 

 
３）オンデマンド配信視聴に関する注意点 
以下の⾏為を発⾒した場合、厳正な対応を⾏います。 
１．講演や⼀般演題の内容を録画・撮影することは⼀切禁⽌です。 
２．講演や⼀般演題の閲覧に関するパスワードを他⼈に教えることは禁⽌です。 
３．⼀⼈の参加登録者のアカウントで、複数⼈で閲覧するという⾏為は禁⽌です。 

 
４）⽇本理学療法⼠協会、⽇本作業療法⼠協会の⽣涯学習ポイントについて 
⽣涯学習ポイントの申請には、当⽇の参加登録が必要です。当学術集会の講演は、期間限 
定でオンデマンド配信を⾏いますが、オンデマンド配信のみの視聴では⽣涯学習ポイント 
は付与されませんのでご注意ください。 

 
  



現地参加の皆様へ 
 
１）参加受付 
 １．参加受付⽇時・場所について 

⽇時：2 ⽉ 18 ⽇(⼟) 10:30〜17:00 
2 ⽉ 19 ⽇(⽇) 08:30〜14:00 

場所：4 階フロア 参加受付デスク 
 
２）現地参加受付の⽅法 

１．参加受付デスク（4 階）において、参加登録⽤の QR コードをご提⽰ください。 
QR コードは、Payvent 決済時に送信されたメールに表⽰されております。 

２．ネームプレートは各⾃印刷のうえ持参いただき、参加受付後に備え付けのネームホル 
ダーに⼊れてご使⽤ください。ネームプレートは、Payvent 決済時に送信されたメー
ルより、ダウンロードが可能です。 
※ Payvent からのメールを紛失された⽅は、参加受付デスクにお申し出ください。 

 
３）当⽇参加登録について 

当⽇の参加登録は、Payvent で可能です。参加登録後に、受付登録を⾏ってください。 
 
４）クロークについて 

4 階受付と同フロアにクロークを準備しておりますが、新型コロナウイルス感染予防対策
のため、⼿荷物は宿泊先に預けるなど、できる限り⾃⼰管理にご協⼒をお願いいたします。 

 
５）参加証、領収書の発⾏について 

参加証および領収書は、Payvent 決済時に送信されたメールより、ダウンロードが可能で
す（2023 年 2 ⽉ 28 ⽇まで）。 

 
６）感染症防⽌対策について 

１．来場前の確認事項 
以下の６項⽬で、１つでも「はい」が該当する場合は、来場をお控えください。 
① 新型コロナウイルスに感染し、現在隔離期間中である 
② 37.5 度以上の発熱がある 
③ 咳、咽頭痛、強いだるさ(倦怠感) 、息苦しさ(呼吸困難)がある 
④ 嗅覚異常や味覚異常がある 



⑤ 同居家族に上記②③④の症状がある 
⑥ 直近 5 ⽇間に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触がある 
２．会場でのお願い事項 
① ⼊館時は、⼊り⼝で必ず検温および⼿指の消毒をしてください。 
② 学会会場では、サージカルマスク（不織布）をご着⽤ください。 
③ 会場が混み合う場合には、⼊場の制限をおこなう場合がございます。また、動線を 

指⽰する場合がありますので、ご協⼒をお願いいたします。 
④ エレベータ内など、混み合う場所での会話は極⼒お控えください。 
⑤ ⾷事中の会話の⾃粛（黙⾷の徹底）をお願いいたします。 
⑥ 万が⼀体調が悪くなった場合、速やかにお近くのスタッフにお声がけください。 
３．会場側の感染予防対策 
① 検温器、⼿指消毒剤を設置いたします。 
② すべての参加者、運営スタッフ、関係者へマスク着⽤を徹底いたします。 
③ 講演会場、展⽰会場では換気を徹底いたします。 
※会場内の空気循環・換気のため、会場や時間帯によってドアを開放した状態で 

プログラムを進⾏する場合があります。妨げとならないよう静粛にお願いいたします。 
 
７）その他 
① ハンズオンセミナー会場（8 階）は⼟⾜厳禁となっております。靴を⼊れるビニール

袋を準備しますので、ご⾃⾝で管理ください。 
② 感染者発⽣時には、政府機関や⾃治体の要請により、個⼈情報を開⽰することがあり

ますので、ご了承ください。 
③ 感染症などの影響により、事務局の判断にて延期や中⽌となる可能性があります。旅

費および宿泊のキャンセルについては、参加者負担となりますので、予めご了承下さ
い。 

 
  



オンライン参加の皆様へ 
 
１）オンライン参加受付の⽅法 

各講演にて Zoom のチャット機能に配信される参加受付⽤の Google フォームから参加受
付を 1 度だけ実施してください。Google フォームが開けないなどの問題がございました
ら、事務局（butsuryo.2023@gmail.com）の⽅にお問い合わせください。 

 
２）参加証、領収書の発⾏について 

参加証および領収書は、Payvent 決済時に送信されたメールより、ダウンロードが可能で
す（2023 年 2 ⽉ 28 ⽇まで）。 

 
３）⽇本理学療法⼠協会、⽇本作業療法⼠協会の⽣涯学習ポイントについて 

⽣涯学習ポイントの申請には、当⽇の参加登録が必要です。当学術集会の講演は、期間限
定でオンデマンド配信を⾏いますが、オンデマンド配信のみの視聴では⽣涯学習ポイント
は付与されませんのでご注意ください。 

 
４）オンライン視聴に関する注意点 

以下の⾏為を発⾒した場合、厳正な対応を⾏います。 
１. 講演や⼀般演題の内容を録画・撮影することは⼀切禁⽌です。 
２. 講演や⼀般演題の閲覧に関するパスワードを他⼈に教えることは禁⽌です。 
３. ⼀⼈の参加登録者のアカウントで、複数⼈で閲覧するという⾏為は禁⽌です。 

 
５）Zoom の設定について 

１．Zoom の表⽰名は「所属 姓名」と設定してください。 
２．Zoom の URL およびパスワードはメールにてお知らせ致します。メールが届かない

場合、他の受信フォルダー（迷惑メールフォルダ等）や受信拒否設定等を確認の上、
事務局（butsuryo.2023@gmail.com）までお問い合わせください。 

  



座⻑・演者の皆様へ 
 
１）発表時間 
 １．⼀般演題：動画放映７分（事前提出）、質疑応答３分 
 ２．助成演題：⼝述発表 10 分、質疑応答 5 分 
 
■ 座⻑の皆様へ 
・⼀般演題および助成演題の座⻑は１名ずつ選出されております。 
・セッション開始 10 分前までに各会場へお越しください。 
・ご担当いただくセッションの進⾏につきましては、上記の時間配分をご確認いただき、

時間内に終えていただけるようにお願い致します。 
・動画放映が終了いたしましたら速やかに質疑応答を開始いただきますようお願い致しま

す。 
・質疑応答時間は、⼿元の時計でのご確認をお願い致します。 
・発表の内容が抄録と⼤幅に異なる場合には、その場でご指摘いただくとともに、建設的

な指導でセッションを進⾏いただきますようお願い致します。 
 
■ ⼀般演題・助成演題演者の皆様 
１）スケジュール 
１．⼀般演題 
・2023 年 2 ⽉ 11 ⽇〜2 ⽉ 17 ⽇：動画のオンデマンド配信・質疑応答（Slack） 
・2023 年 2 ⽉ 18 ⽇・19 ⽇（当⽇）：動画の放映・質疑応答 
・2023 年 2 ⽉ 20 ⽇〜2 ⽉ 28 ⽇：動画のオンデマンド配信・質疑応答（Slack） 
２．助成演題 
・2023 年 2 ⽉ 19 ⽇（⽇） 11:30〜12:30：演題発表・質疑応答 
 

２）現地発表される場合 
・セッション開始 10 分前までに各会場へお越しください。 
・ご⾃⾝の発表順になりましたらご登壇いただき、動画放映終了後、質問へ回答をおこな

ってください。 
 
３）オンライン発表される場合 
・セッション開始 10 分前までに Zoom に⼊室をお願い致します。 
・セッション開始前にパネリストの権限を付与させていただきます。 



・ご⾃⾝の発表順になりましたら、ビデオをオンにしてください。 
・動画放映終了後、ミュートを解除し、質問にご回答ください。 
・Zoom の表⽰名は「演者（演題番号）姓名」と設定してください。 

 
４）オンデマンド配信の質疑応答について（⼀般演題のみ） 
・学会会期前のオンデマンド配信では、コミュニケーションツール（Slack）を使⽤して質

疑応答を⾏います。 
・各演題番号が記載されたチャンネル（チャットルーム）がございますので、ご⾃⾝のチ 

ャンネルへ投稿された質問にお答えください。 



プログラム 

【2 ⽉ 18 ⽇（⼟）】 

12:10 〜 13:10 学術⼤会⻑講演                          第 1 会場（6 階） 

座⻑   吉川 義之（奈良学園⼤学 保健医療学部 リハビリテーション学科） 

物理療法の評価と治療 
順天堂⼤学 保健医療学部 理学療法学科  ⼭⼝ 智史 

 

13:20 〜 14:20 特別講演 1                             第 1 会場（6 階） 

座⻑   ⼭⼝ 智史（順天堂⼤学 保健医療学部 理学療法学科） 

電気・磁気刺激治療の最前線 
              順天堂⼤学⼤学院 医学研究科 リハビリテーション医学 

順天堂⼤学 保健医療学部 理学療法学科  藤原 俊之 
 

14:30 〜 15:40 教育講演 1                             第 1 会場（6 階） 

運動制御の評価と治療 

    運動制御の捉え⽅とその定量化 
藤⽥医科⼤学 保健衛⽣学部 リハビリテーション学科  上原 信太郎 

    運動制御の改善を促す物理療法 
⾦沢⼤学 医薬保健研究域保健学系 

リハビリテーション科学領域 理学療法科学講座  久保⽥ 雅史 
 

15:50 〜 17:00 教育講演 2                             第 1 会場（6 階） 

褥瘡の評価と治療 

    慢性腫瘍評価の最前線 
神⼾⼤学⼤学院 保健学研究科 保健学専攻  前重 伯壮 

創傷領域における物理療法 
奈良学園⼤学 保健医療学部 リハビリテーション学科  吉川 義之 

 

17:10 〜 17:40 エキスパートレビュー1                      第 1 会場（6 階） 

物理療法全般の最前線 
⻄⼤和リハビリテーション病院 リハビリテーション部  中村 潤⼆ 

 



17:10 〜 17:40 エキスパートレビュー2                      第 2 会場（7 階） 

疼痛への物理療法最前線 
畿央⼤学 健康科学部 理学療法学科  瀧⼝ 述弘 

 

12:50 〜 13:40 ⼀般演題 1  神経・筋制御                    第 2 会場（7 階） 

座⻑   久保⽥ 雅史（⾦沢⼤学 医薬保健研究域保健学系） 

 
O-1-1.    回復期⽚⿇痺患者の両側⼤腿四頭筋に対する神経筋電気刺激併⽤下の 

反復起⽴⾃主練習の実現可能性 -症例報告- 
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  宮良 広⼤ 

 
O-1-2.    脳卒中⽚⿇痺下肢への拡散型体外衝撃波による痙縮抑制効果の持続期間 

医療法⼈社団朋和会 ⻄広島リハビリテーション病院  渡邊 匠 
 
O-1-3.    運動療法を併⽤した低頻度の経⽪的電気刺激が不全頸髄損傷患者の 

痙縮に対して有効であった 1 例 
医療法⼈⾹庸会 川⼝脳神経外科リハビリクリニック  中野 拓哉 

 
O-1-4.    右被殻出⾎後の下腿三頭筋の痙縮に対し，物理療法と装具療法に併⽤して 

リドカインの筋⾁内注射を⾏うことにより歩⾏能⼒に改善を認めた症例 
済⽣会 東神奈川リハビリテーション病院  林 翔太 

 
O-1-5.    下肢電気刺激による脳筋間の機能的連結修飾効果 

信州⼤学 医学部 保健学科  野嶌 ⼀平 
 

13:50 〜 14:40 ⼀般演題 2  診断・評価                     第 2 会場（7 階） 

座⻑   森下 勝⾏（城⻄国際⼤学 福祉総合学部 理学療法学科） 

 
O-2-1.    ⼤腿⾻近位部⾻折患者における Phase angle と歩⾏速度，膝伸展筋⼒との関連 

社会医療法⼈平成記念会 平成記念病院 リハビリテーション課  森川 雄⽣ 
 

O-2-2.    加齢および虚弱が⻑内転筋の筋硬度におよぼす影響 
⻑崎⼤学⼤学院 医⻭薬学総合研究科 理学療法学分野  中川 晃⼀ 

 
O-2-3.    握⼒発揮における浅指屈筋・深指屈筋の筋厚変化  

−超⾳波画像診断装置を⽤いた評価− 
   広島都市学園⼤学 健康科学部 リハビリテーション学科  ⽯倉 英樹 



O-2-4.    超⾳波筋⾁可視化装置を⽤いた⼤腿四頭筋断⾯積測定の信頼性について 
〜脳卒中患者における検討〜 

 伊丹恒⽣脳神経外科病院 リハビリテーション部  真島 和希 
 
O-2-5.    Mirror visual feedback が腕神経叢不全損傷者の脳−筋コヒーレンスへ及ぼす影響 

 JCHO星ヶ丘医療センター リハビリテーション部  ⽊下 栞 
 

14:50 〜 15:40 ⼀般演題 3  疼痛管理                      第 2 会場（7 階） 

座⻑   瀧⼝ 述弘（畿央⼤学 健康科学部 理学療法学科） 

 
O-3-1.    膝の痛みを有する後期⾼齢者に対する経⽪的電気刺激療法の即時除痛効果と 

歩⾏機能に与える影響についての検討 
 株式会社 早稲⽥エルダリーヘルス事業団  伊藤 太祐 

 
O-3-2.    膝痛に対する経⽪的神経電気刺激（TENS）が⽇常⽣活活動および⼼理⾯に及ぼす効果 

−1年間の⻑期介⼊による症例報告− 
畿央⼤学⼤学院 健康科学研究科  徳⽥ 光紀 

 
O-3-3.    経⽪的電気神経刺激(TENS)の電極貼付法と刺激強度が鎮痛効果とストレスに及ぼす影響 

弘前⼤学⼤学院 保健学研究科  本⽥ 聖弥 
 
O-3-4.    内視鏡下腰椎後⽅除圧術後に⼀時的に増悪した両下肢痛に対して 

微弱電流療法と超⾳波療法の介⼊が著効した⼀症例 
東前橋整形外科病院 リハビリテーション科  藤井 浩 

 
O-3-5.    脊髄炎後下肢神経障害性疼痛に対するしびれ同調経⽪的電気神経刺激の効果：症例報告 

⻄⼤和リハビリテーション病院  ⽣野 公貴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15:50 〜 16:50 ⼀般演題 4  神経・筋制御                    第 2 会場（7 階） 

座⻑   ⿑藤 慧（新潟医療福祉⼤学 医療技術学部 理学療法学科） 

 
O-4-1.    神経筋電気刺激療法の電極接続の⽅法が中間広筋の収縮時筋厚に与える影響 

社会医療法⼈ 平成記念会 平成記念病院 リハビリテーション課  中⼭ 直樹 
 
O-4-2.    局所振動刺激の併⽤は下腿三頭筋持続的筋収縮後の筋腱複合体スティフネスの増加を抑制する 

星城⼤学 リハビリテーション学部  越智 亮 
 
O-4-3.    局所振動刺激を併⽤した下腿三頭筋筋⼒トレーニング後の筋厚，筋輝度の即時的変化について 

星城⼤学⼤学院 健康⽀援学研究科  村上 ま⽐呂 
 
O-4-4.    ⾜部内在筋に対する⾎流制限下神経筋電気刺激トレーニングは即時的な筋腫脹を増加させる 

：単盲検ランダム化⽐較試験による検証 
県⽴広島⼤学 保健福祉学部 保健福祉学科 理学療法学コース  岡村 和典 

 
O-4-5.    ⾜部内在筋に対する神経筋電気刺激 遠⼼性収縮併⽤トレーニングは即時的な筋腫脹を 

⽣じさせる：単盲検ランダム化⽐較試験による検証 
因島医師会病院 リハビリテーション科  福⽥ 謙吾 

 
O-4-6.    重症慢性閉塞性肺疾患を有し著明な⼤腿四頭筋筋⼒低下を呈する胸椎圧迫⾻折患者 

〜神経筋電気刺激による⼤腿四頭筋筋⼒と移乗動作の介助量への影響〜 
河村病院 リハビリテーション部  清⽔ 基紀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【2 ⽉ 19⽇（⽇）】 

9:00 〜 10:00 特別講演 2（オンデマンド配信）                  第 1 会場（6 階） 

座⻑   ⼭⼝ 智史（順天堂⼤学 保健医療学部 理学療法学科） 

Motor learning and Neurorehabilitation 

Motor learning, neuroplasticity, and neurorehabilitation 
University of Copenhagen, Department of Neuroscience  Jens Bo Nielsen 

 

10:10 〜 11:20 教育講演 3                             第 1 会場（6 階） 

疼痛の評価と治療 

    痛みの脳内情報処理と評価 
新潟医療福祉⼤学 リハビリテーション学部 理学療法学科  ⼤鶴 直史 

    物理療法による疼痛の治療戦略 
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  徳⽥ 光紀 
 

13:00 〜 14:30 シンポジウム                           第 1 会場（6 階） 

座⻑   ⽣野 公貴（⻄⼤和リハビリテーション病院 リハビリテーション部） 

物理療法をどのように使うのか・使わないのか 

    基礎的知⾒から病態に適した⾻格筋電気刺激を再考する 
県⽴広島⼤学 保健福祉学部 保健福祉学科 理学療法学コース  ⾦指 美帆 

    スポーツ理学療法における物理療法 
順天堂⼤学 保健医療学部 理学療法学科  相澤 純也 

    患者の価値観を踏まえた物理療法の意思決定に向けて 
⻄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 

 

        ポストコングレンス（オンデマンド配信）         閉会式終了後から配信予定   

学術誌投稿のすゝめ 
信州⼤学 医学部 保健学科  野嶌 ⼀平 

 
 
 
 



11:00 〜 12:00 企業協賛ハンズオンセミナー1            ハンズオンセミナー会場（8 階） 

協賛企業   インターリハ株式会社 

 
⻄⼤和リハビリテーション病院 リハビリテーション部  中村 潤⼆ 

12:10 〜 13:10 企業協賛ハンズオンセミナー2            ハンズオンセミナー会場（8 階） 

協賛企業   オージー技研株式会社 

 
信州⼤学 医学部 保健学科  野嶌 ⼀平 

 

13:20 〜 14:20 企業協賛ハンズオンセミナー3            ハンズオンセミナー会場（8 階） 

協賛企業   酒井医療株式会社 

 
酒井医療株式会社 リハビリテーション推進部  ⾼橋 智⼠ 

 

11:30 〜 12:30 助成演題                             第 1 会場（6 階） 

座⻑   植村 弥希⼦（関⻄福祉科学⼤学 保健医療学部 リハビリテーション学科） 

 
J-1.      異なる設定下における筋輝度測定−正規化⽅法の提案− 

⻄九州⼤学 リハビリテーション学部 リハビリテーション学科  中村 雅俊 
 
J-2.      超⾳波と低周波振動の糖代謝促進効果の⽐較検証 

東京⼤学⼤学院 医学系研究科 ⽼年看護学／創傷看護学分野  幅 ⼤⼆郎 
 
J-3.       超⾳波療法の周波数の違いが深部組織の循環動態に与える影響 

医療法⼈社団快晴会 すがも北⼝整形外科クリニック  野村 真嗣 
 
J-4.       中枢神経障害によるしびれ感に対するしびれ同調経⽪的電気神経刺激の効果検証 

−マルチプルベースラインデザイン− 
⻑崎⼤学 ⽣命医科学域（保健学系）  ⻄ 祐樹 

 
 
 
 
 
 
 
 



9:00 〜 9:50  ⼀般演題 5  神経・筋制御                     第 2 会場（7 階） 

座⻑   平賀 篤（帝京科学⼤学 医療科学部 理学療法学科） 

 
O-5-1.    下垂⾜を呈した腰部脊柱管狭窄症患者に対する末梢神経感覚刺激と 

課題指向型練習の併⽤効果−シングルケースデザインによる検討− 
医療法⼈ 札幌⿇⽣脳神経外科病院 リハビリテーション部  居橋 拳児 

 
O-5-2.    COVID-19後の維持期において反復末梢性磁気刺激が下肢筋⼒向上につながった⼀症例 

川崎医療福祉⼤学⼤学院  紙上 真徳 
 
O-5-3.    痙縮の反射性要素と⾮反射性要素に対して神経筋電気刺激および 

反復末梢磁気刺激を実施した急性期脳卒中患者の⼀例 
⼭形市⽴病院済⽣館 リハビリテーション室  本間 ⼤智 

 
O-5-4.    視覚フィードバックと機能的電気刺激療法を併⽤した 

トレッドミル歩⾏練習により歩容の修正を図った脳梗塞症例の報告 
総合リハビリテーションセンター・みどり病院  古⻄ 幸夫 

 
O-5-5.    上肢運動機能回復に⼿掌への振動刺激が奏功した脳卒中急性期の⼀例 

⿅児島⼤学病院 リハビリテーション部  豊栄 峻 
 

10:00 〜 10:50 ⼀般演題 6  その他領域                       第 2 会場（7 階） 

座⻑   藤⽥ 峰⼦（神奈川県⽴保健福祉⼤学 保健福祉学部 リハビリテーション学科） 

 
O-6-1.    ⾼周波温熱療法によるリラクゼーション効果の検討 

京都⼤学⼤学院 医学研究科 ⼈間健康科学系専攻 理学療法講座  松下 晴菜 
 
O-6-2.    ロボット⽀援腹腔鏡下前⽴腺全摘除術の術後尿失禁に対する 

術前指導に超⾳波画像を併⽤した場合の即時効果 
 豊橋市⺠病院 リハビリテーションセンター  神⾕ 昌孝 

 
O-6-3.    意識障害に対する Right median nerve electrical stimulationの実践⽅法の検討 

-重症低酸素脳症患者 2 症例から得た経験- 
 医療法⼈せいわ会 彩都リハビリテーション病院  初瀬川 弘樹 

 
O-6-4.    電気刺激が⾻格筋肥⼤と⾎管新⽣の分⼦シグナルに及ぼす効果は糖化ストレスにより減弱する 

  岡⼭医療専⾨職⼤学  ⽥中 雅侑 
 



O-6-5.    介護施設における物理療法ケアプログラムの有⽤性の検討 
―物理療法に関するアンケート調査より― 

帝京平成⼤学 健康医療スポーツ学部  ⼩野澤 ⼤輔 
 

11:00 〜 12:00 ⼀般演題 7  神経・筋制御、その他領域               第 2 会場（7 階） 

座⻑   本⽥ 祐⼀郎（⻑崎⼤学 医⻭薬学総合研究科） 

 
O-7-1.    術側に軽度運動⿇痺がある⼤腿⾻頚部⾻折術後患者に対する機能的電気刺激が 

歩⾏能⼒へ与える影響：症例報告 
河村病院 リハビリテーション部  平川 雄⼀ 

 
O-7-2.    右⼤腿⾻偽関節術後に対しNMES Hybrid法を使⽤ししゃがみ込み動作獲得に⾄った症例 

医療法⼈医誠会 摂津医誠会病院 リハビリテーション科  岩元 悠起 
 
O-7-3.    ⼈⼯膝関節全置換術術後の神経筋電気刺激を併⽤した⼤腿四頭筋筋⼒運動の効果検討 

-表⾯筋電図を⽤いたランダム化⽐較試験- 
産業医科⼤学病院 リハビリテーション部  村上 武史 

 
O-7-4.    ⼈⼯膝関節全置換術後の腫脹が神経筋電気刺激における筋収縮の誘発に与える影響 

医療法⼈寿⼭会 喜⾺病院  安積 裕⼆ 
 

O-7-5.    上腕⾻内側上顆剥離⾻折に対してリハビリテーションと拡散型体外衝撃波療法の併⽤が 
早期競技復帰につながった成⻑期野球選⼿ 3 例 

社会医療法⼈黎明会 北出病院 リハビリテーション科  宮⼾ 涼介 
 
O-7-6.    不均衡な咬合は遠隔促通効果へ影響を及ぼす：⻘斑核と脊髄興奮性で検討 

新潟医療福祉⼤学 リハビリテーション学部 理学療法学科  平林 怜 
 

12:40 〜 13:30 ⼀般演題 8  神経・筋制御                     第 2 会場（7 階） 

座⻑   宮良 広⼤（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） 

 
O-8-1.    反復性末梢磁気刺激を⽤いた⾮侵襲的神経筋モデュレーション法の検討  

-総腓⾻神経に対する磁気刺激はヒラメ筋Hoffmann反射を低下する- 
東京国際⼤学  諸⾓ ⼀記 

 
O-8-2.    異なる電流⽅向による経頭蓋直流電気刺激と⽴ち座りトレーニングの併⽤が 

運動パフォーマンスと⽪質興奮性に及ぼす影響 
東京湾岸リハビリテーション病院 リハビリテーション部  佐藤 孝嗣 



O-8-3.    律動刺激と経頭蓋直流電気刺激の併⽤が⼩脳梗塞後症例の⽴位姿勢バランスに及ぼす影響： 
トレーニング中の姿勢制御に着⽬して 

宝塚リハビリテーション病院 療法部  松永 綾⾹ 
 
O-8-4.    側頭頭頂接合部への経頭蓋直流電流刺激が脳卒中患者の⽴位姿勢バランスに及ぼす影響： 

症例報告 
宝塚リハビリテーション病院 療法部  松尾 梨恵 

 
O-8-5.    側頭頭頂接合部への経頭蓋直流電気刺激が脳卒中患者の歩⾏安定性および 

規則性に及ぼす影響 −シングルケーススタディ− 
医療法⼈尚和会 宝塚リハビリテーション病院 療法部  ⼤⻄ 空 

 

13:40 〜 14:30 ⼀般演題 9  疼痛管理                       第 2 会場（7 階） 

座⻑   ⽵内 伸⾏（⾼崎健康福祉⼤学 保健医療学部 理学療法学科） 

 
O-9-1.    重度感覚鈍⿇の⿇痺側下肢にしびれ感を呈した脳卒中症例に対する 

しびれ同調 TENSの効果：症例報告 
医療法⼈社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院  ⽴⽯ 貴樹 

 
O-9-2.    ⽉経随伴症状に対する経⽪的電気刺激療法の影響―シングルケースデザイン― 

学校法⼈響和会 和歌⼭リハビリテーション専⾨職⼤学  福井 直樹 
 
O-9-3.    断端周囲筋への電気刺激は幻肢の運動経験を強化できるか？ 

畿央⼤学⼤学院 健康科学研究科  ⼤住 倫弘 
 
O-9-4.    神経筋電気刺激とマッサージの併⽤が肩峰⾻頭間距離増⼤に寄与した症例 

医療法⼈社団NALU えびな脳神経クリニック  渡邉 郁海 
 

O-9-5.    肩関節周囲炎患者に対する拡散型圧⼒波治療の即時的効果 
⾜と歩⾏の診療所 荻窪院  中村 謙介 

 
 
 
 
 
 
 

 



14:40 〜 15:30 ⼀般演題 10 褥瘡・創傷ケア、神経・筋制御             第 1 会場（6 階） 

座⻑   ⽥中 雅侑（岡⼭医療専⾨職⼤学 健康科学部 理学療法学科） 

 
O-10-1.   超⾳波照射はマクロファージ内のイタコン酸産⽣を促進して過剰炎症反応を抑制する 

神⼾⼤学⼤学院 保健学研究科  ⼭⼝ 亜⽃夢 
 
O-10-2.   電気刺激はマクロファージのHIF-1αを抑制し細胞内代謝を 

変化させることで抗炎症・抗酸化作⽤を発揮する 
神⼾⼤学 保健学研究科 リハビリテーション科学領域  植村 弥希⼦ 

 
O-10-3.   超⾳波治療はラット膝関節における術後癒着を軽減する 

京都⼤学⼤学院 医学研究科 先端理学療法学講座  中原 崚 
 
O-10-4.   電気刺激誘発性単収縮運動は PGC-1α/VEGF pathwayを介して筋性拘縮の進⾏を抑制する 

⻑崎⼤学⼤学院 医⻭薬学総合研究科 理学療法学分野  本⽥ 祐⼀郎 
 

O-10-5.   超⾳波療法により慢性期脳卒中患者の関節可動域制限拡⼤と⽪膚障害が改善した症例 
医療法⼈錦秀会 阪和記念病院リハビリテーション部  ⼾⽥ 拓志 

 

14:40 〜 15:30 ⼀般演題 11 神経・筋制御                     第 2 会場（7 階） 

座⻑   福井 直樹（和歌⼭リハビリテーション専⾨職⼤学 健康科学部 リハビリテーション学科） 

 
O-11-1.   超⾳波エラストグラフィを⽤いた腰部疲労筋に対する温熱療法効果に関する検討 

ちょう整形外科クリニック  奥村 崇幸 
 
O-11-2.   脳卒中後上肢機能障害に対する外⾻格型ロボットを使⽤した課題指向型練習の効果の 

多⾓的検討：シングルケーススタディ 
医療法⼈友紘会 ⻄⼤和リハビリテーション病院 リハビリテーション部  内沢 秀和 

 
O-11-3.   期待された歩⾏機能の改善が得られなかった慢性期脳卒中症例 

−筋電図解析によるその要因の検討− 
茨城県⽴医療⼤学付属病院 リハビリテーション部  ⽯橋 清成 

 
O-11-4.   重度⿇痺症例におけるバーチャルリアリティを⽤いた運動課題の試み：症例報告 

⾦沢⼤学 医薬保健研究域保健学系  久保⽥ 雅史 
 

O-11-5.   VR技術を⽤いたリハビリテーション⽤医療機器の活⽤について 
医療法⼈真正会 霞ヶ関南病院  ⾺崎 昇司 
































