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現在、12 の分科学会により日本理学療法学会が構成されています。その中の日本基礎理
学療法学会の責務は、理学療法効果に科学的根拠をもたせることではないだろうか。理学療
法力というものは、「臨床」能力によって評価されるが、臨床技術は科学に基づいたもので
なくてはなりません。
一説によると、理学療法の始まりは第一次世界大戦時のアメリカであるとされており、十
分な研究機材の存在しないこの頃は、科学的根拠に乏しい中で理学療法技術が先行して発
展しました。しかし、研究機材の充実した現在では、後を追う形で、様々な理学療法技術に
おけるその効果が、理学療法基礎研究によって解明されつつあります。
今後の医学的分野において、理学療法の有用性を示していくため、組織的に学問体系を進
化させ、理学療法の基盤を科学的に確かなものにしていかなければなりません。しばしば理
学療法は、Art と Science で表現されることがありますが、Art に見える臨床的技術を細分
化して考えたときに、その全てが Science により構築されていなければなりません。この
Science の構築には、理学療法分野における基礎研究が最も関わると考えられ、決して基礎
研究と臨床はかけ離れたものではなく、近い存在であり、繋がりの強いものであります。
そこで、本学術大会では「臨床における理学療法効果の科学的証明―基礎研究の臨床への
還元―」と題し、特別講演、教育講演、シンポジウムを通して、理学療法領域における基礎
研究と、それらの研究成果をどのようにして臨床へ還元していくのかについて議論したい。
本大会では研究者と臨床家の双方に参加いただき、全ての参加者が活発な関わり合いを持
てる場となることを期待します。
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会場案内図

大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 5 丁目 3-51
Tel：06-4803-5555 URL：https://www.gco.co.jp/

■アクセス（大阪府立国際会議場）
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フロアマップ
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現地でご参加者の皆さまへ
1. 参加受付
場所
日時

10 階

メインホワイエ

10 月 1 日（土） 10：00～15：20
10 月 2 日（日）

8：00～16：00

※新包括的会員管理システムにて事前参加登録がお済の方も当日受付が必要です。
2. 参加費
参加区分

事前参加登録費

当日参加登録費

\8,000

\10,000

\8,000

\10,000

\10,000

\12,000

\10,000

\12,000

\20,000

\22,000

\10,000

\12,000

\0

\0

\0

\0

【専門会員 A】
理学療法士資格を有している日本基礎理学療法学会員
1.
2.
3.
4.

大学等に勤務する
修士号や博士号を取得している
各学会・研究会の当該領域に関する専門理学療法士資格を有する
病院等に勤務し各学会・当該領域に関する研究者とみなされる

【専門会員 B】
理学療法士資格を有していない日本基礎理学療法学会員
1. 大学等に勤務し、理学療法に関連した研究活動を行っている
2. 病院などに勤務し、理学療法に関連した研究活動を行っている

【一般会員】
日本基礎理学療法学会員
1. 専門理学療法士資格を有する
2. 認定理学療法士資格を有する
3. 当該学会・研究会主催の学術集会或いは学術大会にて筆頭発表者
としての実績が確認できる

【協会員】
1. 日本理学療法士協会に属している
2. 日本基礎理学療法学会に属していない

【非協会員（PT）
】
1. 理学療法士資格を有する
2. 日本理学療法士協会に属していない

【非協会員（他職種）
】
1. 理学療法士の資格を有していない
2. 日本理学療法士協会に属していない

【学生会員】
日本基礎理学療法学会の学生会員である

【学生非会員】
大学および専門学校に在籍中の個人(大学院生を除く)
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【会員区分の確認方法】
方法 1.

下記のフローチャートからの確認

方法 2.

日本理学療法士協会マイページからの確認

方法 3.

JPTA アプリからの確認

※入会手続きは、理事会の承認を必要とします。よって、事前参加登録時に申請区分が承認されていなけ
れば、申請前の会員区分での参加費となります。

〔方法 1：フローチャート〕

〔方法 2：日本理学療法士協会マイページからの確認方法〕
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〔方法 3：JPTA アプリからの確認方法〕

3. 当日の参加手続きについて
・

当日の参加受付および当日受付共に「日本理学療法士協会メンバーアプリ
（JPTA アプリ）
」を活用して行います。必ず当日までにダウンロードし
ログインを済ませた上でご参加ください。

・

「会員区分」
本会では、ネームプレートは HP 上よりダウンロードしていただき「所属」
「氏名」をご記入の上ご持参ください。受付前にてスタッフにご提示いただき、総合受
付にお進みください。参加受付の流れは図をご確認ください。

・
持参
HP よりダウンロード
必要事項を記入

会場

スタッフに提示

総合受付

・

ネームホルダーは参加受付時にお渡し致します。

・

当日会場にてネームプレートの準備はございませんのでご注意ください。

・

ネームプレートのご着用がない場合にはお声掛けさせていただくことがあります。
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10F 総合受付（メインホワイエ）

4. 参加登録
〔事前参加登録〕
口座振込

2022 年 8 月 1 日（月）まで

クレジットカード

2022 年 9 月 18 日（日）まで

・

日本理学療法士協会会員の方は、マイページにて参加申し込みをお願いします。

・

日本理学療法士協会非会員の方は、本会 HP より Google フォームにてお申込みくださ
い。
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・

検索情報は下記をご確認ください。

・

日本理学療法士協会非協会員かつ日本基礎理学療法学会非会員の方も事前参加登録を
お願い致します。

〔当日参加〕
・

日本理学療法士協会協会員の方は、JPTA アプリより総合受付にて参加登録をしていた
だきます。

・

日本理学療法士協会非協会員の方は、当日ご案内する Payvent にて参加登録をしてい
ただきます。なお、お支払い方法は、クレジットカード（VISA, MasterCard, American
Express のみ）・Apple pay・Google pay 決済のみとなります。現金でのお支払いはでき
ません。ご注意ください。

5. 参加証明証について
・

総合受付時にお渡し致します。ネームプレートとは異なります。

ネームプレート

参加証明書

大会 HP よりダウンロードいただき必

受付時にお渡しします。お名前は各自

要事項を記入の上、持参してください。

ご記入いただき、ご利用ください。

6. 領収書について
・

日本理学療法士協会会員の方は、マイページよりダウンロードしてください。

・

日本理学療法士協会非会員で必要な方は、unei[at]27kiso-jspt.com までご連絡ください。
※[at]を@に変換してください。
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7. プログラム・抄録集
・

プログラム・抄録集は本会 HP「オンライン抄録（http://27kiso-jspt.com/jyunbi.html）
」
にて公開致します。

・

Password は、参加登録時にマイページにて登録していただいたメールアドレスに大会
会期の 2 週間前を目途にお送り致します。当日参加の方は受付時にお渡しする参加証
明書の裏面に記載しています。

・

当日会場にて紙媒体での配布は致しません。

8. オンデマンドでの視聴方法
・

参加証明書の裏面の QR コードからアクセスしていただき、同じく参加証裏面に記載
してある ID と PW を入力してログインしてください。

・

オンデマンド動画は事前収録したものを放映しております。現地と直接オンラインで
つながってはおりません。

・

オンデマンドは 10 月 31 日まで配信しています。

・

当日参加登録された方は、本会開催期間の視聴はできません。10 月 4 日より視聴可能
となります。

9. 会場について
・

会場内は全エリア飲食禁止となっております。昼食は 2 階のカフェをご利用いただく
か屋外にてお願いします。

・

会場内での呼び出しはできません。

・

会場内では必ず携帯電話の電源をお切りいただくかマナーモードに設定してください。

・

喫煙は１階会場外の喫煙コーナーをご利用ください。

・

託児所の準備はございません。

・

本会場には宿泊施設は併設しておりません。近隣の宿泊施設をご利用ください。

・

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致します。

・

公衆無線 LAN サービスがございます。ご活用ください。

・

SSID：FREE-OICC
Password：grandcube

10. クロークについて
・

10 階エレベーターを降りて左側のサブホワイエ左側（1008）にご用意しております。

・

貴重品および雨具等はお預かりできませんので予めご了承ください。

・

お荷物をお預かりする際にチケットをお渡しします。引き換えまで失くさないようご
注意ください。

・

引き換えチケットを失くされた場合には、全てのお荷物の引き渡しが完了するまでお
待ちいただくことがあります。
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11. 会場内でのビデオ・写真撮影・録音について
会場内でのビデオ・写真撮影・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みかけましたらデータを削除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お近くのスタッフまでお声掛けください。
12. 生涯学習ポイント付与について
〔学術大会参加ポイント〕 13 ポイント
以下の要件を満たしていること。
・参加申し込み及び入金が完了している（詳細：「参加登録」参照）。

※なお、マイページへの反映には 1～2 ヶ月かかることがあります。
※生涯学習ポイントに関する問い合わせは日本理学療法士協会にお願いいたします。

〔学会発表者ポイント〕 20 ポイント
13. 企業展示及び書籍展示
企業展示

10F ホワイエ通路

書籍展示

総合受付左側（1004-1007）

会場スクリーンスポット広告

第 1 会場 第 4 会場の幕間にて放映
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オンラインでご参加の皆さまへ
1. 参加受付
場所
日時

HP 「オンライン参加のご案内」
10 月 1 日（土） 10：00～15：20
10 月 2 日（日）

8：00～16：00

※新包括的会員管理システムにて事前登録がお済の方も当日受付が必要です。
2. 参加費
「現地で参加の皆様へ(p3)」をご参照ください。
3. 当日の参加手続きについて
・オンラインにてご参加いただく場合は、事前参加登録が必須となります。
・下記の手順にて参加受付をお願い致します。
①事前に事務局よりメールにてお送りする ID と PW にて、学術大会オンデマンドサ
イトへログインしてください。
②参加受付ページにて、画面に表示される QR コードを JPTA アプリから読み取っ
てください。
※QR コードを介した受付を完了しない場合、ポイント付与ができない場合があり
ます。必ず、受付作業をお願い致します。
4. 参加証明証について
・参加証明証は、会期後参加が確認できた段階で発行しメールにてお送り致します。
5. 領収書について
・

日本理学療法士協会会員の方は、マイページよりダウンロードしてください。

・

日本理学療法士協会非会員で必要な方は、unei[at]27kiso-jspt.com までご連絡ください。
※[at]を@に変換してください。

6. 生涯学習ポイント付与について
〔学術大会参加ポイント〕 13 ポイント
以下の２つの要件を満たしていること。
①参加申し込み及び入金が完了している（詳細：「参加登録」参照）。
②会期中 [ 10 月 1 日（土）～2 日（日）]に個別 ID/Pass で本大会視聴用オンライン
サイトへのログインを完了している。

※なお、マイページへの反映には 1～2 ヶ月かかることがあります。
※生涯学習ポイントに関する問い合わせは日本理学療法士協会にお願いいたします。
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タイムテーブル（１日目）
第27回日本基礎理学療法学会学術大会 タイムテーブル 1日目(10/1)

10時

11時

12時
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14時

15時

16時

17時

18時
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10F

10F

12F

12F

12F

第1会場
1001-1003

第2会場
1009

第3会場
1202

第4会場
特別会議場

ポスター会場
12階ホワイエ
10:00-11:00

ポスター貼付

開会式・表彰式
11:10-12:10

大会長
基調講演
臨床における理学療法
効果の科学的証明

ポスター閲覧
12:20-13:50

12:20-13:20

12:20-13:20

口述1

12:20-13:50

口述2

シンポジウム1
身体運動学①

神経生理学①

経頭蓋磁気刺激の
理学療法領域における
活用

シンポジウム2
安全で上手いスポーツ
動作を考える

13:20-14:20

ポスター発表1
14:00-15:00

14:00-15:00

14:00-15:00

14:00-15:00

教育講演1
病態に基づく運動器理学
療法の科学的検証

15:10-16:40

口述3

口述4

教育講演2

構造・機能・情報学①

生体評価学①

物理的刺激と筋再生の関連

15:10-16:10

15:10-16:10

15:10-16:40

ポスター閲覧

口述6

口述5
シンポジウム3

シンポジウム4
構造・機能・情報学②

運動イメージ練習の
臨床応用に繋がる
基礎研究

基礎から臨床への
橋渡し研究

基礎研究からみえる
再生医療と理学療法の
関わり

16:15-16:40

ポスター撤去
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タイムテーブル（２日目）
第27回日本基礎理学療法学会学術大会 タイムテーブル 2日目(10/2)
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10F

10F

12F

12F

12F

第1会場
1001-1003

第2会場
1009

第3会場
1202

第4会場
特別会議場

ポスター会場
12階ホワイエ

8:30-9:00

ポスター貼付
9:00-10:30

9:00-10:00

9:00-10:00

9:00-10:00

口述7

口述8

教育講演3

神経生理学②

生体評価学②

小脳と運動調節

シンポジウム5
臨床における理学療法士の
超音波画像装置
の使用について

10:10-11:10

10:10-11:10

口述9

口述10

理工学

構造・機能・情報学➂

10:40-11:40

10:10-11:40

ポスター閲覧

シンポジウム6
臨床で用いる運動学習理論
を基礎研究から
紐解く

教育講演4
基礎研究から見た脳科学の
進歩と理学療法

11:15-12:15

ポスター発表２
11:50-12:50

11:50-12:50

11:50-12:50

11:50-12:50

教育講演5
がん性疼痛のメカニズム
と理学療法アプローチ

13:00-14:00

口述11

口述12

教育講演6

身体運動学②

運動生理学

姿勢制御研究と臨床応用

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

ポスター閲覧

教育講演8
教育講演7

口述13

口述14

脳卒中とclinical outcomes

神経生理学➂

構造・機能・情報学④

動作の切り替え時の
予測の効果

14:00-15:00
14:10-15:40

ポスター発表３

14:30-16:30

シンポジウム7
基礎研究の臨床への
還元

15:00-16:30

シンポジウム8
シンポジウム9
若手研究者（U39)に
よる最先端研究紹介

がん悪液質に対する
理学療法を基礎から
臨床まで考える

15:50-16:50

ポスター閲覧

16:00-17:00

教育講演9
歩行分析の臨床への
還元

ポスター撤去

次期大会長挨拶・閉会式
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司会・演者の皆さまへ
●第 27 回日本基礎理学療法学会学術大会の開催形式につきまして
第 27 回日本基礎理学療法学会学術大会は現地参加の対面開催と事前録画のオンデマンド
配信を同時に行います。司会・座長・演者の皆さまには、以下より「対面開催について厳守
いただく事項」
「オンライン配信について厳守いただく事項」の 2 点についてご確認いただ
き、本学術大会の運営にご協力いただけましたら幸いでございます。ご不明な点がございま
したら、下記連絡先までお問い合わせください。
＜お問い合わせ先＞
第 27 回日本基礎理学療法学会学術大会 企画部
E-mail：kikaku[at]27kiso-jspt.com
※[at]を@に変換してください。

●司会者・座長の皆さまへ
以下の「１．対面開催で厳守いただきたい事項」および「２．オンデマンド配信に関わる
事項」につきましてご確認いただき、本学術大会の円滑な進行にご協力いただけましたら幸
いでございます。
1. 対面開催で厳守いただきたい事項
【受付からご担当セッション開始までの案内】
・各セッション（大会長基調講演、教育講演、シンポジウム、一般演題）の構成および時間
配分は以下の通りとなっております。

・事前に本大会への参加登録をお願いいたします。当日ご来場の際に、参加受付時に司会者
または座長である旨をお伝えください。
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※ 事前参加登録、当日受付の方法、会場レイアウトについてはプログラム・抄録集「フ
ロアマップ」および「現地でご参加の皆さまへ」をご確認ください。
・教育講演、シンポジウムにて、司会をお務めいただく方々は、ご担当セッションの 30 分
前までに来賓受付にて受付を済まし、その後、10 階控室にお集まりください。セッショ
ン開始 10 分前にスタッフが各会場にご案内します。
・一般演題の座長をお務めいただく先生方は、ご担当セッションの 30 分前までに総合受付
にて受付を済まし、ご担当セッション開始 10 分前までに「次座長席」または「ポスター
前」にお集まりください。
・不測の事態にて司会・座長の職務が遂行不可能であるとご判断された場合には、速やかに
大会事務局（jimu[at]27kiso-jspt.com）までご連絡ください。
※

[at]を@に変換してください。

【大会長基調講演、教育講演、シンポジウム、一般口述演題におけるご進行案内】
・ご担当いただくセッションの進行につきましては、上記の表にて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いたします。シンポジウムにつきましては、
総合討論の時間内で質疑応答と総合討論を行っていただけますようお願いいたします。
一般口述演題につきましては、1 演題につき発表 7 分、質疑応答 5 分にてご進行していた
だきますようお願いします。
・発表の終了 1 分前にベルを 1 回、発表終了時間に 2 回ベルを鳴らしていただきますよう
お願いいたします。また、発表終了時間となりましたら、速やかに質疑応答にお移りいた
だきますようお願いします。
・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していただきますようお願いします。
【一般ポスター演題におけるご進行案内】
・セッション開始と終了の案内は運営側で行います。セッション内での進行に関しましては
座長に一任いたします。必ず予定時間内に終了いただきますようにお願いします。
・ベル等の発表時間経過に関する合図はございません。発表終了時間となりましたら、速や
かに質疑応答にお移りいただきますようお願いします。
・全演者の発表が終了した後には、セッション終了時間までフリーディスカッションを促し
ていただくようにお願いします。その間は、演者にポスター周囲にて待機するように案内
していただきますようお願いします。
・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していただきますようお願いします。
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2. オンデマンド配信に関わる事項
準備委員一同、学術大会の開催に向けて準備をしておりますが、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響につきましては予測がつきません。そのため、事前収録されたオンデマン
ド動画を同時刻に学術大会オンデマンドサイト上で配信させていただきます。オンデマ
ンド配信は、大会当日から 10 月 31 日までの期間配信を行う予定です。
【司会者の皆さまへのお願い】
シンポジウムの司会をご依頼いたしました先生方におかれましては、別途ご連絡いた
しました内容にて、動画の作成をお願いいたします。
大会長基調講演、教育講演、シンポジウムでは、参加者からのオンライン上での質問は
受付けておりません。進行の際には、会場内からの質問にのみ、ご対応いただきたく存じ
ます。なお、オンデマンド配信しております動画を視聴されます際には、学術大会オンデ
マンドサイトにログインすることで視聴ができます。
※ 学術大会オンデマンドサイトへのログインや方法操作につきましては、プログラム・
抄録集「オンラインでご参加の皆さまへ」をご確認ください。
【座長の皆さまへのお願い】
オンデマンド配信は学術大会オンデマンドサイト上にて同時配信を行います。オンラ
イン上で質問を受付けておりますが、ご担当セッション中は、会場内での質問にのみご対
応をいただきたくお願いいたします。なお、講演動画や資料のご視聴をされます際には、
学術大会オンデマンドサイトにてご確認いただけましたら幸いです。
※ 学術大会オンデマンドサイトへのログインや方法操作につきましては、プログラム・
抄録集「オンラインでご参加の皆さまへ」をご確認ください。
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●教育講演・シンポジウムにてご講演の皆さまへ
以下の「１．対面開催で厳守いただきたい事項」および「２．オンデマンド配信のための
資料作成とご提出について」をご確認いただき、本学術大会の円滑な進行にご協力いただけ
ましたら幸いでございます。
1. 対面開催で厳守いただきたい事項
・セッション（大会長基調講演、教育講演、シンポジウム、一般演題）の構成および時間
配分は以下の通りとなっております。

・事前に本大会への参加登録をお願いいたします。当日ご来場の際には、10 階メインホワ
イエ来賓受付にて参加受付を行ってください。
※ 事前参加登録、当日受付の方法、会場レイアウトについてはプログラム・抄録集「フ
ロアマップ」および「現地でご参加の皆さまへ」をご確認ください。
【参加受付から発表までのご案内】
・来賓受付にて参加受付後、10 階メインホワイエにて当日の発表データの確認と共にデー
タの提出をしていただき、その後、10 階控室にスタッフがご案内します。なお、発表デ
ータは、USB 記録媒体にて持参していただきますよう宜しくお願いします。確認および
提出の締め切り時間は、各セッションによって異なります。締め切り時間につきましては
本会 HP「司会・演者へのご案内」(http://27kiso-jspt.com/enjya.html)をご確認ください。
・ご提出するスライドのファイル名は「セッション名：氏名」としてください。
例）「教育講演〇：氏名」
※ なお、USB 記録媒体は事前にウイルスチェックを行ってください。
※ 発表スライド作成時の注意点につきましては、後述の内容をご参照ください。
・お預かりしたデータは、運営側が発表会場に準備しておりますパソコンのデスクトップに
保存します。ご発表時には、ご自身のデータを立ち上げ、その後、進行していただきます
ようお願いします。なお、学術大会終了後に保存したデータは削除いたします。
・セッション開始時より演台へご登壇ください。
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・ご講演時間は超過しないようにお願いします。
・演台には、手元灯、時計、レーザーポインターを準備しています。
・講演終了時間 1 分前にベルを 1 回、発表終了時間に 2 回ベルを鳴らします。終了の合図
がありましたら速やかにご講演を終え、質疑応答にお備えください。
<スライド作成時の注意点>
・スライド作成に当たっては、個人情報（患者等）、著作権、肖像権などにご注意ください。
※ 著作権などに関するトラブルにつきまして、大会運営側では責任を負いかねますため、
発表前に改めてご確認いただきますようお願いいたします。
・パワーポイントスライドの大きさは「ワイド（16：9）
」でご作成ください。
・発表スライド内に、動画や GIF アニメーションなどを用いることができますが、事前に
スライドショー上にて、動作が可能かご確認いただきますようお願い致します。
・タイトルスライドの次のスライドで「COI の開示」を行ってください。なお、COI の有
無によりテンプレートのスライドを用意しております。スライドのダウンロードは学会
ホームページ「司会・演者へのご案内」(http://27kiso-jspt.com/enjya.html)から行うこと
ができます。
2. オンデマンド配信のための資料作成とご提出について
・大会長基調講演・教育講演・シンポジウムにてご講演をご依頼いたしました先生方におか
れましては、別途ご連絡いたしました内容にて、動画の作成をお願いいたします。
・大会長基調講演・教育講演・シンポジウムでは、オンライン上での質問は受付けておりま
せん。ご講演の際には、会場内からの質問にのみ、ご回答いただきたく存じます。なお、
配信しております動画を視聴されます際には、学術大会オンデマンドサイトにログイン
することで視聴ができます。
※ 学術大会オンデマンドサイトへのログインや方法操作につきましては、プログラム・
抄録集「オンラインでご参加の皆さまへ」をご確認ください。
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●一般演題（口述形式）にてご発表の皆さまへ
以下の「１．対面開催で厳守いただきたい事項」および「２．オンデマンド配信のための
資料作成とご提出について」につきましてご確認いただき、本学術大会の円滑な進行にご協
力いただけましたら幸いでございます。
1. 対面開催で厳守いただきたい事項
・各セッション（大会長基調講演、教育講演、シンポジウム、一般演題）の構成および時間
配分は以下の通りとなっております。

・事前に本大会への参加登録をお願いいたします。当日ご来場の際には、10 階メインホワ
イエ第一会場側にて参加受付を行ってください。
※ 事前参加登録、当日受付の方法、会場レイアウトについては「フロアマップ」および
「現地でご参加の皆さまへ」をご確認ください。
・新型コロナウイルス感染症の拡大等により、当日、現地にご登壇することが困難となりま
した際には、下記の運営事務局までご連絡をお願いいたします。
＜ご連絡先＞
第 27 回日本基礎理学療法学会学術大会 運営事務局
E-mail：unei[at]27kiso-jspt.com
※[at]を@に変換してください。
【参加受付から発表までのご案内】
・参加受付後、10 階メインホワイエにて当日の発表データの確認と共にデータの提出をし
ていただきます。USB 記録媒体にて持参していただきますよう宜しくお願いします。
確認および提出の締め切り時間は、各セッションによって異なります。締め切り時間につ
き ま し て は 、 学 会 ホ ー ム ペ ー ジ 「 司 会 ・ 演 者 へ の ご 案 内 」 (http://27kisojspt.com/enjya.html)をご確認ください。
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・ご提出するスライドのファイル名は「セッション番号：氏名」としてください。
例）「O-1-1-1：氏名」
※ なお、USB 記録媒体は事前にウイルスチェックを行ってください。
・お預かりしたデータは、発表会場に準備しておりますパソコンのデスクトップに保存しま
す。ご発表時には、ご自身のデータを立ち上げ、その後、進行していただきますようお願
いします。なお、学術大会終了後に保存したデータは削除いたします。
・セッション開始時より発表会場で待機いただくようお願いします。ご自身の発表 10 分前
には「次演者席」にご着席ください。
・演台には、手元灯、時計、レーザーポインターを準備しています。
・発表終了時間 1 分前にベルを 1 回、発表終了時間に 2 回ベルを鳴らします。発表時間は
超過しないようにお願いします。
<スライド作成時の注意点>
・スライド作成に当たっては、個人情報（患者等）、著作権、肖像権などにご注意ください。
※ 著作権などに関するトラブルにつきまして、大会運営側では責任を負いかねますため、
発表前に改めてご確認いただきますようお願いいたします。
・パワーポイントスライドの大きさは「ワイド（16：9）
」でご作成ください。
・発表スライド内には、動画や GIF アニメーションなどを用いることはできません。
・タイトルスライドの次のスライドで「COI の開示」を行ってください。なお、COI の有
無によりテンプレートのスライドを用意しております。スライドのダウンロードは学会
ホームページ「司会・演者へのご案内」(http://27kiso-jspt.com/enjya.html)から行うこと
ができます。
2. オンデマンド配信のための資料作成とご提出について
・口述形式にて一般演題のご発表をされます方におかれましては、別途ご連絡いたしました
内容にて、動画の作成をお願いいたします。
※ オンラインシステムでの資料提出方法、ログインに必要な ID と PASS につきまして
は、メールにてご連絡しました内容をご確認ください。
・学術大会中(10 月 1 日、2 日)は、学術大会オンデマンドサイト上にて、参加者より質問を
受け付けております。オンライン上に受付けられた質問は、座長によって代読されること
はありません。学術大会中は、お使いの端末より下記ログイン方法にて、学術大会オンデ
マンドサイトにログインいただき、参加者より投稿されました質問には、できる限りご回
答いただきますようにお願いいたします。
※ なお、12 階 1201 部屋に学術大会オンデマンドサイトへのアクセス用にパソコンを用
意しております。ご希望の方は、会場内のパソコンを使用していただけます。
※ 学術大会オンデマンドサイトへのログインや方法操作につきましては、プログラム・
抄録集「オンラインでご参加の皆さまへ」をご確認ください。
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●一般演題（ポスター形式）にてご発表の皆さまへ
以下の「１．対面開催で厳守いただきたい事項」および「２．オンデマンド配信のための
資料作成とご提出について」をご確認いただき、本学術大会の円滑な進行にご協力いただけ
ましたら幸いでございます。
1. 対面開催で厳守いただきたい事項
【受付につきまして】
・各セッション（大会長基調講演、教育講演、シンポジウム、一般演題）の構成および配分
時間は以下の通りとなっております。

・事前に本大会への参加登録をお願いいたします。当日ご来場の際には、10 階メインホワ
イエ第一会場側にて参加受付を行ってください。
※ 事前参加登録、当日受付の方法、会場レイアウトについては「フロアマップ」および
「現地でご参加の皆さまへ」をご確認ください。
・新型コロナウイルス感染症の拡大等により、当日、現地にご登壇することが困難となり
ました際には、下記の運営事務局までご連絡をお願いいたします。
＜ご連絡先＞
第 27 回日本基礎理学療法学会学術大会 運営事務局
E-mail：unei[at]27kiso-jspt.com
※[at]を@に変換してください。
・参加受付後、12 階ホワイエ入口備え付けカウンターにてポスター発表の演題受付を行い
ます。演題受付は、下記のポスター貼付時間内に行ってください。
・演題受付の後、指定の時間内にポスター会場にて、ポスターの貼付をお願いします。貼付
用の備品はポスター会場に用意しております。また、発表後も、指定の時間内にポスター
の撤去をお願いします。なお、ポスター貼付および撤去時間につきましては以下の通りで
す。
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ポスター貼付時間

ポスター撤去時間

1 日目

10：00 ～ 11：00

2 日目

8：30 ～ 9：00

1 日目

16：15 ～ 16：40

2 日目

16：00 ～ 17：00

※ ポスター作製の注意点につきましては、後述の内容をご参照ください。
※ なお、指定時間を超えても撤去されない場合は、運営側にて廃棄いたします
【発表時のご案内】
・セッション開始時よりご自身のポスター周辺にて待機いただくようお願いします。
・発表時間を超過しないようにお願いします。
・ポスターセッションの開始と終了の案内は運営側より行います。その後は、座長の進行に
従い発表を行ってください。
・発表終了の合図がありましたら速やかにご発表を終え、質疑応答に備えてください。
・セッション内の全演者が発表を終えた後に、セッション時間終了までフリーディスカッシ
ョンの時間がございます。発表終了後は、ポスター付近で待機をお願いします。
＜ポスター作成時の注意点＞
・ポスター作成に当たっては、個人情報（患者等）、著作権、肖像権などに特にご注意くだ
さい。
※ 著作権などに関するトラブルにつきまして、大会運営側では責任を負いかねますため、
発表前に改めてご確認いただきますようお願いいたします。
・ポスターサイズは、縦 180cm×横 90cm 以内、とします。
レイアウト（右図）を参考に作成をしてください。
・ポスター内の任意の箇所で「COI の開示」について記載を
してください。開示内容につきましては、学会ホームページ
「司会・演者への案内」(http://27kiso-jspt.com/enjya.html)
のスライドを参考にしてください。スライドの内容を元に、
開示いただきますようお願いします。
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2. オンデマンド配信のための資料作成とご提出について
・ポスター形式にて一般演題のご発表をされます方におかれましては、別途ご連絡いたしま
した内容にて、発表資料の作成をお願いいたします。
※ オンラインシステムでの資料提出方法、ログインに必要な ID と PASS につきまして
は、メールにてご連絡しました内容をご確認ください。
・学術大会中(10 月 1 日、2 日)は、学術大会オンデマンドサイト上にて、参加者より質問を
受付けております。オンライン上に受付けられた質問は、座長によって代読されることは
ありません。学術大会中は、お使いの端末より下記ログイン方法にて、学術大会オンデマ
ンドサイトにログインいただき、参加者より投稿されました質問には、できる限りご回答
いただきますようにお願いいたします。
※ なお、12 階 1201 部屋に学術大会オンデマンドサイトへのアクセス用にパソコンを用
意しております。ご希望の方は、会場内のパソコンを使用していただけます。
※ 学術大会オンデマンドサイトへのログインや方法操作につきましては、プログラム・
抄録集「オンラインでご参加の皆さま」をご確認ください。
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大会長基調講演

臨床における理学療法効果の
科学的証明
- 基礎研究の臨床への還元 10 月 1 日（土）

11:10-12:10

会場：第 1 会場

関西医療大学大学院
鈴木 俊明
司会：浦川

将（広島大学）

理学療法は様々な領域で必要とされているが、日本基礎理学療法学会の責務は、理学療法
効果に科学的根拠をもたせることではないだろうか。理学療法力というものは、
「臨床」能
力によって評価されるが、臨床技術は科学に基づいたものでなくてはなりません。研究機材
の充実した現在では、様々な理学療法技術におけるその効果が、理学療法基礎研究によって
解明されつつあります。
本学術大会では「臨床における理学療法効果の科学的証明－基礎研究の臨床への還元－」
とさせていただきました。理学療法領域における基礎研究と、それらの研究成果をどのよう
にして臨床へ還元していくのかについて皆さんと共に考えていきたいと思います。
当初、この学術大会には私自身の研究でご指導いただいたアイオワ大学、京都大学 名誉
教授 木村 淳先生を特別講演でご講演いただく予定でしたが、今年 3 月 3 日にご逝去され、
皆さんに先生の研究の素晴らしさをお伝えいただくことができなくなりました。そこで、私
が京都大学で勤務させていただいた 6 年間で筋電図研究について直接ご指導いただいた京
都大学 名誉教授 藤原哲司先生と木村 淳先生に感謝すると共に、先生のご研究と今まで
多くの仲間達と行わせていただいた私自身の研究について紹介させていただきたい。
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教育講演 1

病態に基づく運動器理学療法の
科学的検証
- 基礎研究から臨床応用への挑戦 10 月 1 日（土）

14:00-15:00

会場：第 1 会場

森ノ宮医療大学
インクルーシブ医科学研究所
工藤 慎太郎
司会：河上

敬介（大分大学）

運動器疾患に対する理学療法は術後の後療法を行う時代から保存療法や予防医療の主役
へと役割を変えてきている。変形性膝関節症（膝 OA）は、退行性変化により関節機能が損
なわれ、徐々に進行し、最終的に人工関節に置換する疾患と捉える医師も多い。一方で、保
存療法の担い手としての理学療法士から見ると、関節に加わる負荷を減らし、関節機能を整
えることで、多くは保存療法にて十分に治療が可能な疾患と捉えられる。しかし、十分な科
学的根拠を背景とした治療効果とは言い難いことが現状である。つまり、運動療法は膝 OA
の病態の何を改善しているのか？ 病態を改善しているとしたら、その機序は何なのか？
を知る必要がある。
近年、膝 OA の病態として関節内の低酸素との関係が注目されている。関節内の炎症が生
じた際に、関節内が低酸素に陥ることで、低酸素誘導因子が血管新生や線維増生を誘導する
ことで、さらに関節の機能障害が悪化すると考えられている。また膝 OA では膝蓋下脂肪体
の付近の疼痛やその線維化も問題とされるが、関節外の脂肪体が線維化する病態は定かで
はない。私たちは膝 OA モデルラットを用いて、低酸素に注目し、膝蓋下脂肪体の線維化が
生じるメカニズムとその治療方法を検討している。
また、膝 OA の病態進行における内側半月の逸脱（MME）が問題視される。この MME が
生じる病態として、内側半月後根の損傷（MMPRT）が知られ、積極的な内側半月の修復が
行われている。しかし、多くの症例は保存療法において変形の進行を抑制できている。その
ため、MMPRT の他にも MME を引き起こす病態があると考えている。われわれは大腿骨に
対する下腿のアライメント異常と内側側副靭帯と内側半月およびそれらに付着する半膜様
筋の機能に注目して検討している。
当日は私たちの最新の研究結果を踏まえて、膝 OA の病態に基づいた理学療法を検証し
たい。
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教育講演 2

物理的刺激と筋再生の関連
10 月 1 日（土）

14:00-15:00

保健衛生学部

会場：第 4 会場

北里大学
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
坂本 美喜

司会：懸

信秀（常葉大学）

骨格筋損傷は、直接的な外力や伸張性収縮などにより生じることが多い。骨格筋を構成す
る筋線維は最終分化した多核の細胞であるため、新たな筋線維を生じさせることは出来ず、
再生は筋細胞そのものではなく、筋細胞膜と基底膜の間に存在する筋衛星細胞により行わ
れる。損傷した骨格筋は、変性・壊死、炎症、そして再生もしくは線維化という一連の治癒
過程をたどり、軽度の筋損傷であれば介入せずに完全治癒するが、重度な損傷では瘢痕組織
が形成され、筋の再断裂や拘縮、疼痛などを引き起こす可能性がある。そのため、筋損傷に
対する介入は、痛みや浮腫を軽減するとともに一次損傷を軽減し、その後の筋再生を促進す
ることが重要である。
筋損傷に対して物理療法を適用する場合には、筋の再生過程で生じる様々な現象を理解
し、適切な刺激条件で介入することが求められる。動物モデルを用いて物理的刺激と筋再生
の関連を調査した基礎研究では、炎症や再生に関連する遺伝子・タンパク質発現や組織学的
変化など、様々な指標から介入条件や効果について示されている。寒冷刺激を例にとると、
従来、外傷や運動による筋損傷を回復させる目的で寒冷療法が適用されてきたが、動物モデ
ルを用いた研究では、寒冷刺激は損傷領域の炎症反応を抑制し筋再生を遅延させる（J Appl
Physiol, 2011, J Physiol Sci, 2016）ことが報告されている。これらに対し、寒冷刺激は炎症症
状を減弱させるが筋再生には影響がないとする研究もあるものの、寒冷刺激の適用につい
ては注意を促す傾向がみられている。ただし基礎研究の結果を臨床で応用するためには、動
物とヒトという対象の相違や傷害モデルの特徴などを十分に考慮することが重要である
（Eur J Appl Physiol, 2021）。
本講演では、物理的刺激が筋再生に及ぼす影響について基礎的研究を中心に紹介し、臨床
における実践についても検討していきたい。
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教育講演 3

小脳と運動調節
－ 小脳刺激による検討 －
10 月 2 日（日）

9:00-10:00

会場：第 4 会場

四條畷学園大学
リハビリテーション学部
松木 明好
司会：大西

秀明（新潟医療福祉大学）

小脳性運動失調症例の協調運動障害は指鼻試験等の到達運動課題で顕在化されるが、定
量評価することは難しい。また運動課題を反復すると失敗を修正する学習が生じるため、運
動学習能力も考慮する必要がある。そこで我々は手関節屈伸運動による単軸ハンドル操作
を介した急速標的到達運動課題を用いて、脊髄小脳変性症症例の非協調運動の特徴量、反復
時の経時変化の特徴量抽出を試みている。他方、脊髄小脳変性症では小脳だけでなく、脳幹
部、運動野、基底核等の興奮性、また同一課題における各脳部位の機能は変化すると考えら
れており、抽出される異常運動における小脳の関与の程度は推定しにくい。そこで適用脳部
位の機能を一過性に変化させる repetitive transcranial magnetic stimulation（rTMS）を健常者に
適用することで、急速標的到達運動課題における小脳の関与について検討した。視覚提示さ
れた標的に到達する手関節急速標的到達運動課題を繰り返すと、Reaction time（RT）は短縮、
maximum velocity（MV）は向上、movement time（MT）は短縮、targeting error（TE）は小さ
くなる。しかし、低頻度小脳 rTMS によって、RT、MV、MT の改善は抑制され、TE はむし
ろ増大する可能性が示唆された。また背屈運動における antagonist 筋の活動開始タイミング
の遅延が TE と関与している可能性も考えられた。急速運動における antagonist の活動タイ
ミングは感覚フィードバック制御が困難であるため、学習に基づいてフィードフォワード
制御するしかない。つまり、小脳は学習された antagonist 活動タイミングを使って急速到達
運動における課題遂行の正確性を担保している可能性が考えられる。学会当日は脊髄小脳
変性症症例の行動データと神経生理学的検査結果も含めて報告し、小脳性協調運動障害に
ついて議論したい。
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教育講演 4

基礎研究から見た脳科学の進歩と
理学療法
10 月 2 日（日）

10:40-11:40

会場：第 1 会場

名古屋女子大学
医療科学部 理学療法学科
石田 和人
司会：前島

洋（北海道大学）

本講演では、私のこれまでの研究から、中枢神経障害に対する理学療法を考える上で、病
態動物モデルを用いた研究の功罪を述べたいと思います。
現代における脳科学の進歩の度合いは、すさまじい勢いです。いや、宇宙空間の様に無限
に拡張しているかのようです。かたや、脳機能の解析が遺伝子レベルにまで進み、また神経
ネットワークの仕組み自体が、コンピュータサイエンスの基盤となりつつあります。本来、
このようなグレードの話題を提示すべきところかもしれません。しかし、本講演では、理学
療法として応用されうる「基礎理学療法学」研究の在り方を探ることこそ、これから先に必
要とされる「脳科学の進歩と理学療法」であると考えます。私はこれまで、もっぱら中枢神
経障害のモデル動物を用いた基礎研究に従事してきましたが、この基礎理学療法学会が目
指すところは、単に「理学療法の基礎」を扱う学会ではありません。現在、理学療法学をい
くつかの専門分野に分化した学会で扱うようになり、なんとなく理学療法に関連した基礎
医学的研究を集めたのが基礎理学療法学会であるかのように誤解されているきらいがあり
ます。やや自虐的になりますが、例えば、単に脳卒中に対する理学療法を研究するために、
脳卒中モデル動物を用いた基礎研究を行えば良い、ということではないということが、最近
になって、やっと分かってきました。
本講演では、まず、私が取り組んできた、脳卒中、脊髄損傷など中枢神経障害のモデル動
物を用いた研究を紹介し、その意義と反省点を述べます。さらに、最近、私が取り組んでい
る、「抑うつ」に対する研究を紹介し、さらには、近年、注目されている「腸脳相関」の視
点から、抑うつに対する理学療法のカギを探りたいと思います。
「理学療法の基礎」ではなく、「基礎理学療法学」がもたらす成果により、本大会がテー
マに示している「基礎研究の臨床への還元」が成し得るものと考えています。

27

教育講演 5

がん性疼痛のメカニズムと
理学療法アプローチ
10 月 2 日（日）

11:50-12:50

会場：第 1 会場

関西医科大学
リハビリテーション学部
中野 治郎

司会：山崎

俊明（金沢大学）

本邦でのがんの罹患者数は人口の高齢化を主な要因として増加し続けている。がん患者
に対する運動療法が積極的に行われるようなってきたものの、がんに伴う多様な身体症状
および機能障害により日常生活活動は制限され、生活の質の低下を来すことが今後の医療
にとって重大な課題となる。その最たるものはがん性疼痛であり、がん治療を受けている患
者の 30%、進行がん患者の 60%以上は中等度以上の痛みを持つとされている。がん性疼痛
の治療としては、基本的には NSAIDs やオピオイド等を用いた薬物療法が行われる。しか
し、特に進行がん患者の痛みは薬物療法のみでは除痛はできないこともあるため、最近では
非薬物的補助治療が行われるようになってきた。その 1 つが運動療法と物理療法を主とす
る理学療法アプローチである。
がん性疼痛に対する理学療法アプローチを考えるためには、その発生メカニズムや特徴
を理解することが重要である。がん性疼痛は侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛が混在する
ことが多く、独特な出現パターンと進行を示す。がん性疼痛の侵害受容性疼痛は体性痛と内
臓痛に分けられ、前者は骨および軟部組織の腫瘍による組織損傷が原因となっていること
が多く、体動によって限局での鋭い痛みが発生する。後者は腫瘍による内臓圧迫と組織損傷
による痛みであり、局在が不明瞭で押されるような鈍い痛みである。がん性疼痛の神経障害
性疼痛は、腫瘍による神経の損傷と圧迫によって生じる痛みで、時には触るだけで痛みが生
じるアロデイニアを呈し、しびれを伴うことも少なくない。加えて、広義のがん性疼痛には
薬物療法の副作用だけでなく不活動による痛み、精神的な苦痛も含まれるため、多面的に治
療戦略が必要となる。具体的な治療手段は、運動療法や経皮的電気神経刺激、温熱療法、マ
ッサージなどが行われる。しかし、基礎研究等による効果と安全の検証は遅れているのが現
状であり、エビデンスの確立には至っていない。今回はがん性疼痛の発生メカニズと理学療
法アプローチについての情報を、基礎研究から臨床研究まで整理してみたい。
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教育講演 6

姿勢制御研究と臨床応用
10 月 2 日（日）

11:50-12:50

会場：第 4 会場

金沢大学
保健学系リハビリテーション科学領域
淺井
仁

医薬保健研究域

司会：藤澤

宏幸（東北文化学園大学）

姿勢制御は姿勢の調節または維持であり、調節とは標準に合うように調整することであ
る。それゆえ、姿勢制御は制御目標に姿勢を近づけることと解釈できる。姿勢を制御目標に
近づけるためには現状の把握が必要であり、感覚情報が不可欠となる。
予測的姿勢制御は多くの研究がなされている。中でも、両側上肢挙上時の予測的姿勢制御
に着目すると、上肢挙上前の前後方向の立位位置の違いによって主動筋である三角筋の活
動に対する姿勢筋の先行活動が大きく変わることが報告されている。これは、まさに制御直
前の立位位置を把握しているという証拠となろう。それでは、立位時の前後方向の位置知覚
はどのようなものであろうか。安静立位位置に近い立位位置の知覚能が低く、この位置より
大きく前傾・後傾した位置でのそれは高い。この理由として姿勢の安定性が関連すると考え
られる。すなわち、大きく前傾・後傾した位置では転倒位置に近くなるために立位位置に対
応した正確な制御が要求されるためと考えられる。知覚能が高まる位置では体性感覚情報
の大きな変化が起きており、この感覚情報の変化が位置情報となっているのでその詳細を
紹介する。また、足底を接地しない座位姿勢での体幹位置知覚能も立位姿勢での位置知覚能
と類似していた。
姿勢制御時の姿勢の状況の把握には、感覚参照系が機能し、感覚情報に意味づけをして姿
勢を捉えていると考えられる。しかし、参照される感覚情報は同等ではなく重みづけがなさ
れていることが指摘されている。この重みづけは、環境に応じて変わる。例えば、姿勢制御
における開眼時と閉眼時とでは体性感覚情報への重みづけが変わる。以上のことからする
と、対象者の状況あるいは対象者をとりまく環境に応じて、感覚情報の重みづけを変えるこ
とができるように働きかけをすることが理学療法の重要な役割であると考える。最後に片
麻痺患者を対象にした感覚情報の重みづけを変える試みを紹介する。
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教育講演 7

脳卒中と clinical outcomes
－ 臨床評価のスタンダードから一歩先まで －
10 月 2 日（日）

13:00-14:00

会場：第 1 会場

総合東京病院
リハビリテーション科
北地
雄
司会：中山

恭秀（東京慈恵医科大学）

脳卒中は要介護状態に至るおもな原因疾患である。予防が最も重要であることは言うま
でもないが、発症後の回復を促進すること、新たなことも含め対象者が再び高い生活の質を
取り戻すことも我々理学療法士が担う重要な仕事である。しかし、脳卒中者を集団としてみ
た場合、脳卒中からの回復は比例回復則に従い、発症前の生活の質に戻ることは容易でない。
集団でも個人でも、この回復の幅を知るためには理学療法評価を行わなければならない。根
拠に基づく理学療法の実践には根拠に基づく評価が含まれるのである。治療手技が理学療
法の花形であるため、そちらに気が向きがちだが、そもそもの効果判定指標の確からしさを
知らなければならない。日本基礎理学療法学会の研究領域では理学療法評価学に関する基
礎研究がこれに該当する。
本教育講演では脳卒中の予防、回復、生活再建について概説した後、標準的な臨床評価指
標を紹介する。次に臨床評価指標の確からしさとは何かを概説し、簡単に参照できるサイト
も紹介する。次に信頼性と妥当性の国際基準となりつつある COSMIN の一部を紹介する。
時間があればシングルケースにおける臨床評価のポイントも概説する。
本講演のねらいは臨床評価の適応と限界を知ること、またはすぐに参照できるようにな
ること、単一症例でも複数症例でも適切な効果判定ができるようになることである。
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教育講演 8

動作の切り替え時の予測の効果
10 月 2 日（日）

13:00-14:00

会場：第 4 会場

青森県立保健大学
健康科学部 理学療法学科
岩月 宏泰
司会：中江

秀幸（東北福祉大学）

日常生活やスポーツで必要とされる身体能力の一つに「敏捷性」と呼ばれる能力がある。
この能力には、動作開始が早く、かつ動作の切り換えが早いという 2 要素を含んでいる。両
者に共通して用いられている研究方法に反応時間課題がある。特に後者の研究では、周期性
や規則性の刺激に基づく動作に生じた予測に対して、その刺激を乱すことで生じた動作の
遅延や誤反応の修正過程を筋活動から調べられている。
筆者らが動作の素早い切り換えと予測の関係という視点から行った、関節運動と全身運
動の実験を紹介する。まず、前者では一定の時間間隔で眼前のディスプレーに左または右の
手関節を背屈もしくは掌屈させた画像を提示させて、それと同じ運動を素早く真似る課題
を行わせた。4 種類の画像が不規則に提示される選択反応時間課題では、誤反応の筋放電開
始から正反応の筋放電開始までの時間は、誤反応動作の停止時間に依存した。また、誤反応
動作修正の際の動筋と拮抗筋間の切り換えでは、予測効果によりその時間が遅延した。
次に後者について、知覚された視覚情報と全身運動との協応という視点から、視覚誘導性
課題によるステップ動作から検討した。方法は被験者に直立位をとらせ一定の時間間隔で
眼前のスクリーンに左または右の足を前方に踏み出す方向を示す矢印を提示させて、それ
と同側肢にステップ動作を行わせた。この課題は刺激反応適合性効果（Simon 効果）を調べ
ることが出来る。矢印がスクリーンの踏み出す方向または中央及びに提示する単純反応課
題では予測が成り立ち同側の前脛骨筋の筋放電開始や床反力の垂直成分の消失が速やかに
みられた。しかし、矢印が踏み出す側と逆の位置に提示する選択反応時間課題では、関節運
動で見られた現象と同じく誤反応の筋放電開始から正反応の筋放電開始までの時間は、誤
反応動作の停止時間に依存していた。
動作切り換えと予測の関係は敏捷性を明らかにする研究テーマといえる。
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教育講演 9

歩行分析の臨床への還元
10 月 2 日（日）

15:50-16:50

保健衛生学部

会場：第 1 会場

鈴鹿医療科学大学
リハビリテーション学科
畠中 泰彦

司会：市橋

則明（京都大学）

基礎理学療法学の中で、最も臨床に近い分野が運動学ではないだろうか。
「臨床への還元」
を利用者の立場で考えると、求められているのは、
「良くなること」。すなわち、機能が回復
する、疼痛が軽減することに、理学療法士は注力すべきである。難解な検査スコアが上がっ
ても、それだけでは決して利用者の満足度には繋がらない。
ヒトの二足歩行は、巧妙に設計されていて、理解すべき基礎知識が多い点や、規定する因
子が多い点が、歩行分析のハードルを高くしている。臨床歩行分析とバイオメカニクスは、
別の学問と考える人もいるが、誤解である。
正常歩行の基盤となるのは、筋力の他、軟部組織の張力、慣性である。下肢の筋力テスト
がすべて 3+であっても、歩行が可能と言われている。講演では、軟部組織の張力、慣性の
利用について、そのタイミングと影響を解説する。特にカタパルト機構、軟部組織リコイル、
ロッカー機能のメカニズムと歩行のエネルギーの関係を示す。さらにパッセンジャーと呼
ばれ、推進力に影響がないとされる体幹の異常も、臨床では多く経験する。バイオメカニク
スの視点から、いくつかの知見を紹介する。
異常歩行の、どの部分が主要問題点なのか分析する上で、比較が必要である。仮説に基づ
き、負荷を操作する、あるいは介入の前後を観察するといった検証が必須である。また、介
入についても、たとえば問題が筋力といった量的なものか、動かし方といった質的なものか、
仮説を明確にすべきである。講演では、散見する異常を供覧し、そのメカニズムと推奨され
る介入を提案する。
かつて上田敏先生が、その著書に記された「患者さんにおかげさまで随分良くなりました
と言われる」理学療法に、歩行分析の知識、技術を役立てていただきたい。
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シンポジウム 1

「経頭蓋磁気刺激の理学療法領域における活用 -基礎研究から臨床での使用-」

経頭蓋磁気刺激の
理学療法領域における活用
10 月 1 日（土）

12:20-13:50

会場：第 1 会場

福島県立医科大学
ヒト神経生理学講座
宇川 義一
司会：大西
松田

秀明（新潟医療福祉大学）
雅弘（順天堂大学）

近年ヒトの非侵襲的脳刺激（NBS）が長期的脳機能変化を誘導することを利用して、リハ
ビリの効果を増強させるように臨床応用されている。本講演では、NBS の一つである反復
磁気刺（rTMS）の生理学的基本とその臨床応用に関して、いくつかの項目に分けて概説す
る。
磁気刺激とは
磁気刺激とは変動磁場を用いて脳に誘導電流を誘導し、脳を電気刺激する方法である。
rTMS とシナプス可塑性: QPS（quadri-pulse stimulation）
rTMS の中でも効果が一番安定している QPS では、運動誘発電位（MEP）による運動野へ
の誘導効果の電気生理学的分析から、運動野内にシナプス可塑性を誘導していることが証
明されている。
QPS の効果部位、効果持続時間
刺激直下とその部位に繊維連絡がある部位: ヒトでの fMRI を用いた解析では、刺激効果
は刺激直下の運動野とともに、繊維連絡のある対側運動野・刺激部位と対側部位との
connectivity に両方向性の変化を誘導した。
一週間位持続する効果あり: サルでの PET を用いた研究では、運動野への QPS 刺激 1 セッ
ションにより、対側運動野に 1 週間後にも両方向性の機能変化が誘導された。
QPS による正常生理機能解析
Sequence motor learning: 指でボタンを決められた順番で連続して押すタスクにおいて、
前補足運動野（pre-SMA）への QPS は、学習速度を両方向性に変化させた。補足運動野（SMA）
への QPS は、順番を覚えた後で運動速度を早くする過程に両方向性の影響を与えた。
rTMS による治療の可能性
Gait induction リハビリとの併用: 腰部刺激で歩行様運動を誘導できることが示されて
いるが、この刺激法をリハビリと一緒に用いることにより、リハビリの効果を増強させた症
例。また、反復脊髄刺激の安全性も示された。
結論: 以上より、反復磁気刺激は、刺激部位・その部位と繊維連絡がある部位に、少なく
とも一週間位持続する両方向性の変化を誘導できる。そのため、従来のリハビリと併用する
ことによりリハビリ効果の増強を促す可能性がある。
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シンポジウム 1

「経頭蓋磁気刺激の理学療法領域における活用 -基礎研究から臨床での使用-」

経頭蓋交流電流刺激（tACS）の
効果：経頭蓋磁気刺激による
評価と相互作用
10 月 1 日（土）

12:20-13:50

会場：第 1 会場

国際医療福祉大学
福岡薬学部 薬学科
緒方 勝也
司会：大西
松田

秀明（新潟医療福祉大学）
雅弘（順天堂大学）

経頭蓋交流電流刺激（tACS）は頭皮上から 1-2 mA の弱い交流電流を流すことで大脳皮質
の興奮性を修飾する非侵襲的刺激法の 1 つである。経頭蓋直流電流刺激（tDCS）と同様電
流刺激を用いているが、一般的に平均電位は 0 mA となるよう設定することが多く、陽極あ
るいは陰極刺激で持続性に電流を流す tDCS とは作用機序が異なることが考えられる。tACS
は大脳皮質が持つ周期活動を同調させる機序が想定され、周波数依存性、あるいは位相依存
性が報告されている。先行研究において 5-40 Hz の周波数で一次運動野（M1）上に刺激電
極を置いた際に運動誘発電位（MEP）を視標とした M1 興奮性が 20 Hz 刺激中にのみ促通し
た。先行研究では位相を統制せずに刺激を行っていたが、これを基に我々は 10, 20 Hz の刺
激周波数で位相(波形の頂点や底など)に合わせて MEP を計測したところ、20 Hz 刺激の頂点
（サイン波で 90 度）の際に MEP が促通し、周波数だけでなく位相依存性も存在すること
を見出した。本研究は刺激中効果であり、その後の研究でも刺激後効果は単独では困難であ
ることが示唆された。一方 tACS は反復経頭蓋磁気刺激（TMS）と組み合わせることが可能
であり、tACS の位相により興奮性が変化することから、tACS の特定の位相に合わせて TMS
パルスを合わせることでより効果が高まる可能性が考えられた。我々は反復ペア刺激
（rPPS）、間欠的シータバースト刺激（iTBS）と 10, 20 Hz の tACS を組み合わせて M1 を刺
激し、刺激後効果が生じるかを観察した。その結果単独では促通性効果が示される iTBS で
は tACS との同期的刺激により iTBS の効果が抑制された。一方 rPPS では rPPS 単独に比し
20 Hz tACS を 90 度の位相で同期的に rPPS のパルスを与えたところ促通効果がより強まる
結果が得られた。この辺かは 10 Hz では得られず、これらのことから tACS は rPPS に周波
数、位相依存的に促通性の効果をもたらすことが明らかとなった。rPPS と iTBS は同様に単
独では促通性の効果をもたらすが tACS との相互作用が異なることが示唆された。
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シンポジウム 1

「経頭蓋磁気刺激の理学療法領域における活用 -基礎研究から臨床での使用-」

ニューロリハビリテーションと
経頭蓋磁気刺激
10 月 1 日（土）

12:20-13:50

会場：第 1 会場

東京都立大学
金子 文成
司会：大西 秀明（新潟医療福祉大学）
松田 雅弘（順天堂大学）
日本の理学療法領域における学会では、 2000 年前後から経頭蓋磁気刺激（TMS）を用い
た研究報告がみられるようになった。現在は、特に日本基礎理学療法学会（JPTF）と日本神
経理学療法学会（JSPT）において多く報告されている。2020 年度に JPTF と JSPT は合同で
小委員会を設置し、非侵襲脳刺激の理学療法領域での使用について国内他学会や国際学会
のガイドラインから留意事項をまとめた情報発信を開始した。
実験研究において、単発あるいは 2 連発刺激を用いて一次運動野を刺激する方法は、治療
応用を目指す介入刺激で誘導される、一次運動野からの運動性下行路、および脊髄運動ニュ
ーロンプールでの生理学的な影響を探索するために利用される。我々は 2000 年代前半から、
能動的に運動イメージを脳内再生することによる運動誘発電位（MEP）の促通効果が関節固
定によって変調されることなどを報告してきた。その他に理学療法学会での演題は、各種の
感覚刺激の生理学的効果、あるいはニューロモデュレーションに関する研究が散見される。
理 学 療 法 関 連 の 治 療 応 用 と し て は 、 rTMS の 臨 床 使 用 に 関 す る 国 際 ガ イ ド ラ イ ン
（Lefaucheur JP et al., Clin Neurophysiol, 2020）において、神経因性疼痛、脳卒中後亜急性期、
パーキンソン病などに対する効果の可能性が示された。しかし、rTMS の効果は一様でない
ため、臨床応用では注意が必要である。また、さらに質の高い RCT が求められている。そ
して、rTMS の実施には研修プログラム受講の必要性がガイドラインで示され、系統的な研
修プログラムを構築することが望まれている。
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シンポジウム 2

「安全で上手いスポーツ動作を考える」

運動の巧みさを求めて
10 月 1 日（土）

12:20-13:50

会場：第 4 会場

近畿大学
田邉
智
司会：谷埜

予士次（関西医療大学）

筋力は筋の生理学的断面積に比例する。ご存じのように、これは運動生理学の有名な法則
のひとつである。この法則に基づくと、太い筋を持つ人は強い力を発揮することができるの
で、速く走ったり、高く跳んだり、また速いボールを投げられるように思える。しかし、実
際はボディビルダーのように太い筋を持っていても、速いボールを投げられるわけではな
い。一方で、体は細いのに、速いボールを投げられる人はいる。つまり、筋力および筋パワ
ーの発揮がパフォーマンスの向上に活かされるかどうかが重要といえる。
ここでテニスのサーブ動作で例えると、速いサーブを打つためには、末梢端、つまりラケ
ット速度を高める必要がある。これまでの研究で、ラケット速度を高めるには、中枢で発揮
したパワーを末梢へ効果的にフローすることが重要であると分かっている。また、このパワ
ーは筋によって発揮された関節トルクによるパワーよりも、関節と関節が押し合うことで
生み出される関節力によるパワーの方がはるかに大きく、速いサーブを打つ選手（熟練者）
の方が、その量（仕事）は大きい。このことから筋は直接的にラケットを加速させるためで
はなく、大きな関節力を生み出して、間接的にラケット速度を高めるために働いており、熟
練者はその関節力を高めるスキルを持っていると考えられる。
テニスサーブ時の肘の運動に着目すると、ボールインパクトに向けて肘は伸展する。ボー
ルインパクト直前に、肘の伸展速度は最大値を迎えるが、その瞬間、肘は伸展トルクではな
く、屈曲トルクを発揮し、この傾向は熟練者に強く見られる。その理由として、肘の伸展は
肘伸展トルクではなく、体幹から上腕、上腕から前腕に流れ込んできた関節力パワーによっ
て起きており、そのパワーは熟練者の方が大きいので、熟練者は肘の過伸展を防ぐために屈
曲トルクを発揮しているからだと考えられる。このように、目に見える現象と実際の力発揮
が異なることは、テニスのサーブ動作だけではなく、その他の様々なスポーツ動作でも観察
される。
私はこれまで様々なスポーツ動作について分析してきたが、本シンポジウムではテニス
のサーブ動作の他に、バスケットボールのシュート動作やサッカーのキック動作のデータ
を紹介し、巧みな運動をする人の特徴について報告する。
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シンポジウム 2

「安全で上手いスポーツ動作を考える」

動きからみた重篤スポーツ外傷
リスクとその回避戦略
10 月 1 日（土）

12:20-13:50

会場：第 4 会場

大阪大学
小笠原 一生
司会：谷埜

予士次（関西医療大学）

スポーツ外傷・障害の予防は極めて重要である。効果ある予防のためには、まずスポーツ
外傷・障害が起こるメカニズムを見極め、それを回避する具体的方法を実践する必要がある。
メカニズムはしばしば組織に作用する力学的負担として表現される。例えば、膝前十字靭帯
（ACL）損傷における膝内旋モーメントや野球肘における肘外反モーメントがそれにあた
る。この力学的負担を回避するため、ことスポーツにおいては、安全でうまい動きを身につ
けることが求められる。ここでは重篤スポーツ外傷として膝 ACL 損傷を取り上げ、膝 ACL
損傷が生じる力学的メカニズムを論じた後、それを回避し、さらにスポーツパフォーマンス
を高めるための動きの要素を提案する。ところで、アスリートが動きを発する背景には必ず
“意図や意思”がある。それら意思決定には多様な因子が影響しているが、近年の事例的研究
により、意思決定が競技的に不適切であった場合、好ましくない動きに繋がり、ひいては重
篤外傷をきたす連鎖が浮き彫りとなった。すなわち、メカニズムの背景には、力学的負担と
して表現される以外の、タイプの異なるリスク因子が幾層にも重なり、受傷につながる‘動
き’を決するシナリオが存在する。外傷の成り立ちについてのシナリオに気づくことができ
るかどうか、これが予防の確度を決める極めて大切なポイントとなる。本シンポジウムでは、
“動き”をキーワードとしてバイオメカニクスから認知・行動に至る多角的な視点で重篤スポ
ーツ外傷リスクを眺め、その回避戦略について、実例を交えつつ議論する。
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シンポジウム 2

「安全で上手いスポーツ動作を考える」

膝前十字靭帯再建術後の競技復帰
における当院での取り組み
10 月 1 日（土）

12:20-13:50

会場：第 4 会場

京都がくさい病院
吉田 昌平
司会：谷埜

予士次（関西医療大学）

【はじめに】
本シンポジウムは『安全で上手いスポーツ動作を考える』というテーマで行われる。つまり、
安全で上手いスポーツ動作の獲得は、傷害予防や再発予防に重要であると考えられている
からであろう。そこで、今回は当院で取り組んでいる膝前十字靭帯再建術（ACLR）後のス
ポーツ理学療法について、体力要素（全身持久力、瞬発力、敏捷性）からのアプローチと実
際の動作指導について述べる。
【全身持久力】
特に球技系スポーツの競技復帰には、スポーツ理学療法で習得した安全な動作を持続的に
行うために全身持久力の回復が必要になる。全身持久力の評価は、呼気ガス分析を用いて呼
吸性補償閾値（RC）の走速度を評価指標として用いる。RC の走速度を基準とし 30 分程度
のペース走とインターバル走を全身持久力の改善のために個別にプログラムを提供してい
る。
【瞬発力・アジリティ】
安全で上手い動きを行うためには、動きをコントロールするパワー（瞬発力）と敏捷性（ア
ジリティ）が必要であると考える。瞬発力とアジリティの評価には、我々が考案した PIApedaling test を用いている。3 つの異なる負荷でそれぞれ全力ペダリングを行い、高負荷で
得られる最大パワーを瞬発力、低負荷で得られる回転数をアジリティの能力として評価す
る。我々の先行研究から高負荷で得られるパワーは支持性、低負荷で得られる回転数はアジ
リティと関係していることを報告している。したがってこれらを詳細に評価することで、安
全で上手いスポーツ動作を行えるか否かの判断材料として用いることが可能となる。
【動作指導】
安全で上手いスポーツ動作を知ることと同様に、危険な動作を知ることは重要になる。実際
の臨床場面では 1）運動方向と膝関節、足趾の方向、2）肩－肩ライン、3）体幹質量中心と
基底面と膝関節の関係、4）サーフェースと下腿骨の傾斜角度、などをキーワードに指導し
ている。さらに、動作は静止画的に捉えるのではなく、前後の動作をどのような目的のため
に行われたのかについて正しく判断し、時間軸として捉えることが必要になる。
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シンポジウム 3

「運動イメージ練習の臨床応用に繋がる基礎研究」

運動イメージ練習による
学習メカニズムと運動イメージ能力
の評価方法
10 月 1 日（土）

15:10-16:40

会場：第 1 会場

立命館大学
総合科学技術研究機構
水口 暢章
司会：文野

住文（関西医療大学）

運動イメージを用いた練習はイメージトレーニングとも呼ばれ、リハビリテーションや
スポーツのトレーニングで広く実施されている。運動イメージ練習は運動技能向上に一定
の効果があると考えられているものの、必ずしも万人に高い効果があるわけではなく、その
効果には個人差があることも事実である。また、運動イメージ練習を行う際、イメージする
運動が適切でなければ十分な効果を得られないこともある。例えば、先行研究によると、若
年健常成人であっても、全くやったことのない新奇の運動に対しては運動イメージ練習の
効果が無いことが示されている。したがって、運動イメージ練習によってもたらされる実運
動への効果の特性やそのメカニズムを理解することは、無駄な運動イメージ練習を減らし
て練習効率を高めることや練習効果の予測につながるため、個人に最適な運動処方を実現
する上で重要であると考えられる。従来から運動イメージ練習を行った際の運動パフォー
マンス向上効果の測定や、運動イメージの鮮明さを答える質問紙によって運動イメージ能
力を評価する試みがされてきた。しかし、近年、2018 年に Nature Communications 誌に発表
された精緻な心理物理実験をはじめ、機能的磁気共鳴画像法などの脳機能イメージング技
術やブレイン・コンピュータ・インターフェース技術を用いた基礎研究によって運動イメー
ジのより詳細なメカニズムが明らかになってきている。さらに、それら知見を活かした
evidence-based の運動イメージ練習法が提案されている。本講演では、①感覚フィードバッ
クが無く運動誤差情報が使えないにも関わらず運動イメージ練習で運動学習が進むメカニ
ズム、②運動イメージ練習の効果を高める方法、そして、③運動イメージ練習の効果を左右
すると考えられる運動イメージ能力の客観的評価手法について最新の知見を含めた基礎研
究を紹介する。
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シンポジウム 3

「運動イメージ練習の臨床応用に繋がる基礎研究」

運動イメージの可視化と
制御による脳・身体機能の再建
10 月 1 日（土）

15:10-16:40

会場：第 1 会場

京都橘大学大学院
健康科学研究科
中野 英樹
司会：文野

住文（関西医療大学）

近年の研究により、脳卒中者の運動機能回復や高齢者の運動制御・運動学習では、類似し
た脳内神経機構の変容が報告されている。脳卒中発症後初期の麻痺手運動時において感覚
運動領域は両側性に活動し、この両側性の活動は運動機能回復と正の相関を示す。さらに発
症後初期に観察された両側性の活動は、運動機能回復に伴い縮小することが明らかにされ
ている。このように脳卒中後の脳内神経機構は運動機能回復と共に経時的な変化を示すこ
とがわかっている。一方、このような変化は高齢者の運動制御・運動学習においても観察さ
れる。運動制御課題時において、高齢者では若年者と比較して感覚運動領域が両側性に活動
する。また、高齢者における両側性の脳活動は、運動技能の獲得に伴い縮小することが報告
されている。以上のように、脳活動の拡大と縮小、神経ネットワークの動員（脱抑制）と正
常化（再抑制）は、脳卒中者の運動機能回復や高齢者の運動制御・運動学習において重要な
役割を担っていることがわかる。このことから、脳卒中者や高齢者のリハビリテーションで
は、脳内神経機構の変容を考慮した評価・治療戦略が重要となる。
運動イメージは、実運動を伴わずに脳内で運動をシミュレートする過程であり、運動イメ
ージと実運動は類似した神経基盤を有することがわかっている。運動イメージは実運動を
伴わずに実施できることから、随意収縮が困難な脳卒中者の評価・治療のツールとして広く
臨床応用されている。また、実運動と運動イメージを交互に組み合わせた介入は運動学習効
果を促進させることから、高齢者の姿勢バランス・歩行機能のトレーニングで用いられるこ
とも多い。
本講演では、脳・身体機能の再建を目的として、我々の研究室が取り組んでいる運動イメ
ージの可視化と制御を基盤としたリハビリテーション評価・治療の基礎的研究について紹
介する。
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シンポジウム 3

「運動イメージ練習の臨床応用に繋がる基礎研究」

基礎研究から考える
運動イメージ想起を用いた介入
の適応と方法
10 月 1 日（土）

15:10-16:40

会場：第 1 会場

茨城県立医療大学
保健医療学部 理学療法学科
青山 敏之
司会：文野

住文（関西医療大学）

運動イメージ想起とは、実際の運動を伴わずに、ある運動を脳内で内的に再現させる過程
を指す。多くの研究により、運動イメージ想起を用いた介入は、筋力や運動スキルの向上に
効果的であることが示されている。また、このような運動パフォーマンス改善には、運動イ
メージ想起時に実際の運動遂行を担う神経系と一部共通の領域が駆動されることが関与す
ると考えられている。さらに、運動イメージ想起は、脳卒中に伴う上肢障害に対する介入の
一つとして脳卒中治療ガイドライン 2021 に掲載されるなど、理学療法における有用な介入
法の一つとして認識されつつある。しかしながら、運動イメージ想起による介入効果を検証
した研究の多くでは、コントロール群に受動的な介入が組み込まれており、随意的な運動遂
行を含む介入と比較した運動イメージ想起の優位性を示す知見は少ない。したがって、運動
イメージ想起を用いた介入を臨床応用する際には、どのような病態を対象に、どのような方
法で適用するかについて、基礎研究成果を踏まえて慎重に見極める必要がある。
運動イメージ想起を用いた介入の最もよい適応として、ギプス固定など運動遂行が制限
される場合や、重度な運動麻痺などによって運動遂行が困難な場合が挙げられる。皮質脊髄
路興奮性の向上や脳の運動関連領野の活性化がそういったケースの運動機能を維持・改善
させるための理論的な根拠となる。一方、運動イメージ想起によって生じる神経生理学的変
化は、神経系の興奮性を高めるだけでなく、抑制性神経機構を駆動させる方向にも作用し得
る（Aoyama et al., 2019）
。したがって、運動イメージ想起を用いた介入は、痙縮など抑制性
神経機構に障害を有する症例にも応用できる可能性がある（Aoyama et al., 2021）。
本シンポジウムでは、運動イメージ想起を臨床応用するに当たって、どのような症例やど
のような場面において、どのような方法で活用すべきかについて、筆者が携わってきた基礎
研究成果を中心にディスカッションしたい。
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シンポジウム 4

「基礎研究からみえる再生医療と理学療法の関わり」

デュシェンヌ型筋ジストロフィー
モデルマウスに対する理学療法
介入は再生医療による治療効果を
促進する
10 月 1 日（土）

15:10-16:40

iPS 細胞研究所

司会：弓削

会場：第 4 会場

京都大学
臨床応用研究部門
竹中 菜々
類（広島大学）

再生医療研究は近年目覚ましく進展しており、すでに基礎研究の段階を突破し、患者を対
象とした臨床研究の段階に進んでいるものも少なくありません。また、再生医療とひとくく
りにした中には、浮遊させた細胞を対象となる組織に局所的に注入する方法や、経血管的に
全身に投与する方法、細胞をシート状にして組織に貼り付ける方法、または、生体外で臓器
そのものを作製して生体内に移植する方法等、様々な方法が確立され、それぞれの研究が着
実に進行しています。またその一方で、再生医療単独での治療効果には限界があるというこ
とも認識されはじめ、再生医療に理学療法介入を併用した際の治療効果促進作用について
も、まだ数は少ないながらもいくつかの研究グループから報告されています。
我々の研究グループでは、種々の難治性筋疾患をターゲットとし、再生医療を含む、様々
な新規治療法の開発を目指した基礎研究を進めております。中でもデュシェンヌ型筋ジス
トロフィー（DMD）を対象とした再生医療については、iPS 細胞に由来する筋幹細胞を患者
の筋組織に移植し、筋組織中にジストロフィンのタンパク質を補うことで病態を改善し根
治させることを目指してきました。しかしながら、組織学解析ではジストロフィンの発現回
復が確認されても、運動機能を健常レベルにまで回復させることは非常に難しく、細胞移植
単独の治療では未だに達成できていません。そこで、等尺性収縮トレーニング、自発走行ト
レーニング等、様々なトレーニング介入を併用することを検討して参りました。さらに、そ
れらのトレーニングによる、細胞移植の治療効果促進のメカニズムについても、解明も進め
ております。
本講演では、我々がこれまでに進めてきた DMD に対する再生医療と理学療法に関する研
究成果をご報告いたします。また、それに加えて現在世界中で進められている iPS 細胞を用
いた再生医療研究の最新情報をお伝えいたします。本講演をお聞きいただくことで、「再生
医療が現実に臨床応用される時が、もう目の前まで来ている」ということ、そして、「再生
医療による治療効果を最大化するためには理学療法介入が必須である」ということを実感
していただけるような機会となりましたら大変うれしく思います。
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シンポジウム 4

「基礎研究からみえる再生医療と理学療法の関わり」

変形性関節症に対する脂肪組織由
来幹細胞を用いた積極的保存療法
の取り組み
10 月 1 日（土）

15:10-16:40

会場：第 4 会場

医療法人再生会
岩畔

英樹

そばじまクリニック
傍島
聰
山内
仁 梅本 拡司

司会：弓削

類（広島大学）

近年、幹細胞研究の進歩はめざましく、様々な細胞が臨床応用へと進んできている
が、万能細胞の臨床応用には倫理性、安全性など検証しなければならない点がいくつか存
在する。一方、間葉系幹細胞（Mesenchymal stem cell: MSC）に代表される体性幹細胞移植
はすでに様々な疾患に対して臨床研究が開始され、一定の成果を出しつつある。
演者は 2002 年より Pittsburgh 大学において、整形外科疾患に対する MSC を用いた組織
再生研究に取り組んだ。様々な脊椎疾患の根本的原因となるヒト最大無血管組織である“椎
間板”の変性や、半月板や関節軟骨の変性を伴う運動器慢性疾患である“変形性関節症
（Osteoarthritis: OA）”に対して、当時は骨髄由来 MSCs を用いた組織修復の基礎研究を行
い、動物実験ではある一定の成果が得られた。しかし、その臨床応用を見据えた場合、治療
に必要なだけの移植細胞をより安全に採取出来る点では最適な細胞源（ソース）ではなかっ
た。一方、2000 年初頭、当時 UCLA 大学形成外科の准教授であった Marc Hedrick らが皮下
脂肪組織の中から接着性の多能性幹細胞を世界で初めて単離・同定して以来、脂肪組織由来
幹細胞（以下、脂肪幹細胞）に関する研究は急速に発展している。
臨床の場において、脂肪幹細胞は非培養の間質血管細胞群（Stromal Vascular Fraction: SVF）
と、その SVF を培養して得られる幹細胞（Adipose -Derived Stem Cells: ADSCs）に大別され、
それぞれの特徴を生かした治療戦略が期待されている。当院では 2016 年より、神戸大学整
形外科（黒田良祐教授）と共同申請を行い、これら両方の細胞をそれぞれ用いた OA に対す
る細胞移植治療をクリニックで開始。従来の関節外組織機能低下に対するリハビリなどの
保存的療法をベースに、関節内に直接関与して抗炎症作用や軟骨保護をより積極的に行う
選択肢の一つとしてとして、膝・股関節を中心に、凍結保存細胞を用いた複数回投与も含め、
これまで 350 名以上の患者の治療を行ってきた。
今回、OA に対する脂肪幹細胞移植療法の当院でのリアルワールドデータを含め、新規治
療を実践していく中で得られた知見や課題などを踏まえて当院での取り組みを概説する。
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シンポジウム 4

「基礎研究からみえる再生医療と理学療法の関わり」

変形性膝関節症患者に対する
脂肪組織間質血管細胞群を
用いた再生医療と理学療法
10 月 1 日（土）

15:10-16:40

会場：第 4 会場

医療法人再生会
梅本

拡司

そばじまクリニック
山内
仁
岩畔 英樹 傍島
聰

司会：弓削

類（広島大学）

当クリニックは、平成 28 年より特定認定再生医療等委員会の審査を通過し、
「再生医療等
提出計画」に関する届出を厚生労働省に提出、受理されたことを受け、脂肪組織間質血管細
胞群（stromal vascular fraction 以下、SVF）を用いた積極的保存療法を展開している。今回、
SVF 移植治療前後の理学療法及び評価、今後の課題について報告する。
厚生労働省の定める再生医療の定義は、「患者自身の細胞・組織又は他者の細胞・組織を
培養等加工したものを用いて、失われた組織や臓器を修復・再生する医療」のことである。
再生医療には大きく分けて 2 種類あり、①組織の置換えによる治療と②サイトカインの修
復による治療がある。当クリニックで実施している SVF 移植治療は後者の治療であり、関
節内の修復を目的としている。
SVF 移植治療の流れとしては、専門医師の診察のもとに、カウンセリング、理学療法が実
施される。その後、SVF 移植術を行うにあたっての諸検査、理学療法においては関節可動域
検査、筋力検査、臨床評価（KOOS）を行う。SVF 移植術後は、定期的な診察と理学療法及
び評価を実施し、経過を観察する。理学療法では、関節可動域の改善を目的としたモビライ
ゼーション・ストレッチング、筋力低下に対し筋力トレーニング、ホームエクササイズの指
導を実施している。
変形性膝関節症患者に対する SVF 移植治療が効果的である要因としては、SVF 移植治療
による関節内の抗炎症作用や疼痛抑制作用により疼痛が軽減し、理学療法において筋力ト
レーニングが定期的円滑に実施できたこと、関節可動域の改善により関節にかかる負荷を
軽減できたことが考えられる。これらの SVF 移植治療の効果と理学療法の効果の相互作用
が良好な結果に結びついていると考える。
本シンポジウムでは、治療経過のデータを供覧いただき、変形性膝関節症に対する SVF
移植治療後の理学療法について紹介する。
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シンポジウム 5

「臨床における理学療法士の超音波画像装置の使用について」

理学療法士の超音波画像装置
使用に関する小委員会の
取り組みについて
10 月 2 日（日）

9:00-10:30

会場：第 1 会場

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
江玉 睦明
司会：江玉
建内

睦明（新潟医療福祉大学）
宏重（京都大学）

理学療法業務における超音波画像装置使用については、2017 年（公社）日本理学療法士
協会の学会運営審議会において、分科学会・部門時代の日本基礎理学療法学会、日本運動器
理学療法学会、物理療法研究部門の委員により「理学療法士の超音波画像装置使用に関する
WG」が設立された。この WG は「厚生労働省から使用に関する文書を通知してもらうこと」
を到達目標に掲げ、約 2 年かけて使用状況に関するアンケート調査、エビデンス調査、安全
性調査を実施してきた。しかし、目標を達成するには至らなかった。
前述した到達目標はいまだ達成されていない一方で、理学療法業務における超音波画像
装置使用の必要性は益々高くなってきている。そこで、2021 年に日本基礎理学療法学会に
て「理学療法士の超音波画像装置使用に関する小委員会」を設立し、3 名の委員で活動を再
開した。事業目標は「他関連法人学会とともに、超音波画像装置を適正に理学療法評価や研
究に用いるための指針をまとめ、さらに理学療法士に対する教育方法の確立に繋げる」とし、
最終的には超音波画像装置の使用に関するステートメントを策定することを目標として掲
げている。
本セッションでは、これまで実施してきた超音波画像装置の使用状況に関するアンケー
ト調査、エビデンス調査、安全性調査の結果から現状の把握、問題点の抽出をし、今後の方
向性について共有させていただきたい。
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シンポジウム 5

「臨床における理学療法士の超音波画像装置の使用について」

理学療法士と医師とつなぐ
運動器超音波
10 月 2 日（日）

9:00-10:30

会場：第 1 会場

AR-Ex 尾山台整形外科
東京関節鏡センター
平田 正純
司会：江玉 睦明（新潟医療福祉大学）
建内 宏重（京都大学）

近年運動器超音波領域において高周波リニアプローブの登場、装置のデジタル画像処理
技術の性能向上に伴い、運動器医療従事者にとって新たな局面を迎えることとなった。運動
器疾患診療に関与する整形外科医師、リハビリテーション科医師、麻酔科医師、総合診療科
医師の間では超音波は診断だけでなく超音波ガイド下手術や末梢神経ブロック、ハイドロ
リリースを含むインターベンションなど治療にも応用されている。また「動き」の観察が可
能なことから単純レントゲン画像や MR 画像などの静止画像を元にした従来の病態解釈や
治療を再考慮・再解釈するほどのインパクトを与えていると考える。このインパクトは当然
運動器治療に深く関わる理学療法士にとっても恩恵をもたらすこととなった。従来経験則
や主観的な触診評価などに基づいて行なっていた治療がプローベを当てることで臨床現場
においてリアルタイムそして無侵襲に内部構造を観察することで、レベルアップできるよ
うになった。つまり、見えるからわかる、わかるから治せるようになる。超音波を用いた疼
痛部位の探索、治癒過程の評価、それも組織的治癒だけでなく構造的な治癒過程そして組織
の滑走性などの動態評価に関する研究報告が見られるようになった。
重要なのは医師と理学療法士が超音波画像を見て情報を共有し共通認識を持って治療で
きることである。われわれ医師にとっても理学療法士からのフィードバックは極めて重要
と考える。このように両者がタッグを組むことで新たな運動器治療の発展が期待できる。本
発表では現在われわれが行なっている取り組みや整形外科領域における最近の動向そして
今後の展望について述べたい。
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シンポジウム 5

「臨床における理学療法士の超音波画像装置の使用について」

血液がん患者に対する超音波
画像装置を用いた筋厚測定
10 月 2 日（日）

9:00-10:30

会場：第 1 会場

福島県立医科大学
保健科学部 理学療法学科
森下 慎一郎
司会：江玉
建内

睦明（新潟医療福祉大学）
宏重（京都大学）

血液がん患者は化学療法や造血幹細胞移植の治療を受けると治療 7 週後には約 20％程度
握力や膝伸展筋力が低下する（S. Morishita et.al., Psychooncology, 2013）。われわれは治療 7 週
後ではなくもっと早期から筋力低下や筋萎縮が起こっているのではないかと想定した。上
記の問題を解決するため、2017 年から日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院リハ
ビリテーション科と共同で研究を行ってきた。研究内容は、造血幹細胞移植を受けた血液が
ん患者に対し、移植 10 日前、移植日、移植 30 日後に膝伸展筋力と超音波画像診断装置を用
いた大腿四頭筋の筋厚を評価した。追跡できた血液がん患者 45 例をみると、膝伸展筋力と
大腿四頭筋筋厚ともに移植 10 日前と移植日は有意差がなく（p > 0.05）
、移植日から移植 30
日後において有意に低下することがわかった（p < 0.05）。さらに、血液がん患者の大腿四頭
筋筋厚低下の原因を特定するために多変量解析を行うと、ステロイド量が大きく関わって
いることがわかった（p < 0.05）。これらの結果はわれわれが以前に報告した血液がん患者の
筋力低下とステロイド量との関連性のデータと類似した結果である（S. Morishita et.al.,
Support Care Cancer, 2013）。超音波画像装置を使用することで、臨床の理学療法士が筋厚を
評価することができ、患者の筋萎縮を早くみつけることができる。これらの情報は臨床現場
で働く理学療法士がプログラムを立案する際に役立つ情報となる。
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シンポジウム 5

「臨床における理学療法士の超音波画像装置の使用について」

運動器疾患に対する理学療法での
超音波画像装置の使用
10 月 2 日（日）

9:00-10:30

会場：第 1 会場

森ノ宮医療大学
インクルーシブ医科学研究所
工藤 慎太郎
司会：江玉
建内

睦明（新潟医療福祉大学）
宏重（京都大学）

理学療法における US の使用は国際的には 2006 年の San-Antonio で開催された会議で
Rehabilitation Ultrasound Imaging（RUSI）という言葉で定義されている。当時は体幹の深部
に位置する腹横筋や多裂筋、骨盤底筋群の安静時や随意収縮時の筋厚を計測していた。RUSI
は、医師が診断のために US を使用することとは異なっている。その特徴の一つにバイオフ
ィードバック療法がある。バイオフィードバック療法というと筋電図という印象がある。特
に筋電図でのバイオフィードバックは脳血管障害の症例において多く用いられてきたが、
US によるバイオフィードバックは腰痛や骨盤底筋群の機能不全に対して有効といわれてい
る（Giggins OM, J Neuroeng Rehabil, 2013）。また、近年の Systematic review によると、US に
よる視覚的フィードバックは口頭や触覚によるフィードバックよりも運動制御エクササイ
ズのパフォーマンスを改善し、効果の保持も良好である（Valera-Calero JA, Int J Environ Res
Public Health, 2021）。
足部内在筋群も姿勢保持には重要な役割を有しており、そのエクササイズは臨床上よく
指導される。代表的なエクササイズとして Short foot exercise が知られるが、このエクササ
イズは対象者に運動を理解してもらうことが難しい。そこで、筋電図でバイオフィードバッ
クを行うが、足内在筋群を個別に働かせることが難しいため、適切な筋活動を引き出すこと
自体が難しく、困難となる。そこで我々は臨床において、距舟関節の骨運動を US で評価し
ながら、バイオフィードバックする手法を用いている。当日は US による距舟関節の骨運動
のバイオフィードバック療法の有効性を示すことで、臨床現場で理学療法士が US を使用す
る意義について考える契機としたい。
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シンポジウム 6
「臨床で用いる運動学習理論を基礎研究から紐解く」

経頭蓋交流電流刺激を用いた
運動学習プログラムの検討
10 月 2 日（日）

10:10-11:40

会場：第 4 会場

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
宮口 翔太
司会：嘉戸 直樹
（神戸リハビリテーション福祉専門学校）

リハビリテーション分野において運動学習を効果的に促進する運動プログラムの開発は、
臨床的意義の高い課題である。近年、ニューロリハビリテーション技術の開発が盛んに行わ
れており、大脳皮質をはじめとする中枢神経系の機能を人為的に変調することによって運
動学習を促進する効果が期待されている。数多くある非侵襲的脳刺激法のなかでも、我々は
脳の律動活動を変調する効果を持つ経頭蓋交流電流刺激法に着目し、運動遂行や運動学習
に求められる脳の律動活動を高めることによって運動スキルを向上させることができるの
ではないかと仮説を立て、基礎研究に取り組んできた。その結果、一次運動野や小脳、補足
運動野領域に対する経頭蓋交流電流刺激法の介入によって運動スキルが変化することを明
らかにした。
本シンポジウムでは、経頭蓋交流電流刺激法が運動スキルに与える効果について我々が
これまでおこなってきた基礎研究の成果と近年の知見を紹介する。
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シンポジウム 6
「臨床で用いる運動学習理論を基礎研究から紐解く」

ニューロフィードバック技術の
臨床応用に向けて
10 月 2 日（日）

10:10-11:40

会場：第 4 会場
信州大学
医学部保健学科
野嶌 一平

司会：嘉戸 直樹
（神戸リハビリテーション福祉専門学校）

情報工学技術の進歩に伴い、Brain Computer Interface（BCI）をはじめとするニューロフィ
ードバック介入の臨床応用への取り組みが進んできている。BCI を臨床で応用する方法とし
ては、生体信号を利用してロボットアームなどを操作することで障害された機能の代替を
目指すものと、脳情報を加工してフィードバック信号として特定の信号を強化することで
障害された機能の回復を目指すものに大別される。理学療法士が臨床で関係するのは主に
後者と考えられる。臨床応用の具体的な例としては、脳卒中患者などに対する運動機能の回
復を目指した取り組みや、精神・認知機能障害患者などに対する精神・認知機能の回復を目
指す取り組みが報告されている。特に、BCI による運動機能の回復の生理学的な機序として
は、中枢神経系の可塑的変化を誘導する運動学習過程を基盤とすることが報告されている。
つまり、強化学習による中枢神経系の適応が関係している可能性がある。一方近年、運動機
能回復を目的とした BCI 介入の効果に関するメタ解析（Nojima et al., 2021）が数多く行わ
れ、運動の学習を促すためには脳情報に限定された BCI よりもヒトをネットワークとして
捉えたフィードバックシステムの有用性が示唆されており、今後新たなシステムの開発が
進んでいくものと期待される。
本シンポジウムでは、運動を学習する際の神経生理学的な適応機序について、基礎研究に
よる知見から臨床実践報告までを広く紹介し、BCI をはじめとするニューロフィードバック
介入の臨床応用について議論したい。また、運動の学習に大きく関係する内的および外的動
機付けや神経修飾技術などについても紹介するとともに、今後必要となるであろう理学療
法研究の方向性などを議論していきたいと考える。
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シンポジウム 6
「臨床で用いる運動学習理論を基礎研究から紐解く」

臨床における理学療法を運動
心理学における運動学習理論
から紐解く
10 月 2 日（日）

10:10-11:40

医療福祉学部

会場：第 4 会場

東北文化学園大学
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
鈴木 博人

司会：嘉戸 直樹
（神戸リハビリテーション福祉専門学校）
運動学習は心理学を中心に古くから研究がなされてきた。運動学習に関する研究史を紐
解くと、観察可能な事象のみを扱う行動的アプローチに始まり、その後の生理学的アプロー
チや、情報処理論用いた認知的アプローチによって学習のメカニズムに関する議論がなさ
れるようになった。そして、現在では計測技術の飛躍的な進歩により、脳・神経科学におい
て運動学習のメカニズムをよりミクロに検討できるようになってきている。同様に、理学療
法分野でも心理学・神経生理学の手法を用いた運動学習研究が行われてきた。しかし、他分
野と比べた場合にその歴史はまだ浅い。そのため、今は理学療法を射程に入れた運動学習理
論の基礎を築く時期にあり、各学問領域の成果から示唆を得る必要がある。
科学は現象を観察することから始まると一般的に言われる。この点は臨床における理学
療法の手続きにおいても同様で、まずは対象者の行動を観察することから始まる。現在の臨
床においては観察した行動から運動学習の状態を類推する場合が多く、最もリーズナブル
な手法である。そして、対象者の行動を仮説・理論から解釈し、治療方法を探究する。この
一連の手続きからも、運動学習を行動レベルで捉えることは理学療法の臨床において重要
な視点と言える。
行動レベルから運動学習の理解を進めるにあたっては、運動心理学の研究成果が役立つ。
運動心理学に関する成書や研究論文を紐解くと、指導方法論（声がけの仕方、フィードバッ
クの与え方など）や練習計画法（練習課題の組み立て方）など重要なテーマが取り上げられ
ており、理学療法士の一挙手一投足が運動学習に影響しうるであることを示唆している。
シンポジウム内では、運動心理学に関する知見を臨床の理学療法と接点を見いだしなが
ら紹介し、運動学習理論の可能性と今後の課題についてシンポジストや参加者と共有した
い。
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シンポジウム 7

「基礎研究の臨床への還元 －パーキンソン病への理学療法－」

パーキンソン病の疾患特異的な
運動単位の活動異常とその臨床
応用
10 月 2 日（日）

14:10-15:40

会場：第 1 会場

金沢大学
理工研究域フロンティア工学系
西川 裕一
司会：福本

悠樹（関西医療大学）

パーキンソン病患者における運動機能症状は、中脳黒質緻密部の変性に起因している。中
脳黒質は、大脳基底核のみならず脳幹網様体とも密なニューラルネットワークを構築して
いることから、変性に伴い筋緊張制御異常が顕在化する。従来、パーキンソン病患者におけ
る筋緊張異常をはじめとする機能障害の評価には、Unified Parkinson’s Disease Rating Scale
（UPDRS）が用いられてきた。しかしながら、UPDRS は評価者の主観的な判断に基づく項
目が多く存在し、パーキンソン病患者における筋緊張異常を定量的に評価することは困難
であった。
筋肉を動かす際の最小の機能単位である「運動単位」は、運動神経細胞・運動神経・神経
筋接合部・筋線維にて構成されており、骨格筋のみならず中枢神経系に異常がある場合にお
いても、運動単位の活動は影響を受けることが知られている。従来、運動単位の活動を評価
するためには針筋電図法が用いられているが、本手法は侵襲性が高い手法であることから、
診断に必要がない患者に対しては適応が難しいという倫理的な問題がある。
近年、高密度表面筋電図法が開発・発展を遂げ、非侵襲的に運動単位の活動動態を定量的
に評価することが可能となり、針筋電図で得られる運動単位のデータと同等の精度で解析
ができるようになってきている。我々の研究グループは、本手法をパーキンソン病などの神
経難病における神経筋調節機構を評価する新たな評価ツールに応用するために、これまで
研究に取り組んできた。我々のこれまでの研究成果として、発症初期のパーキンソン病患者
においても、健常高齢者と比較すると過剰な運動単位の活動を呈していること、運動単位の
活動異常から神経変性の有無を検出することができることを報告している。本シンポジウ
ムでは、これまでの研究成果についてレビューすると共に、本知見の理学療法への応用につ
いて概説する。
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シンポジウム 7

「基礎研究の臨床への還元 －パーキンソン病への理学療法－」

パーキンソン病患者における
定量的評価の有効性と臨床応用
10 月 2 日（日）

14:10-15:40

会場：第 1 会場

北海道大学大学院
保健科学研究院
長谷川 直哉
司会：福本

悠樹（関西医療大学）

パーキンソン病（PD）は安静時振戦、固縮、寡動・無動、姿勢不安定性を 4 大徴候とす
る緩徐進行性の変性疾患である。4 大徴候の多くは投薬に対する感受性が高く、症状の緩和
が認められているが、姿勢不安定性に関しては投薬治療や外科的治療の効果が得られにく
い、または、症状を増悪させるという報告もある。そうした背景から、年々、姿勢不安定性
に対するリハビリテーションへの期待がより一層高まっている。
PD の姿勢不安定性は以下の 5 領域で特徴づけられる：静的立位バランス、自動姿勢反応
（APRs）、予測的姿勢調節（APAs）、歩行時の動的バランス、安定性限界。多くの臨床にお
ける評価は、Unified Parkinson’s Disease Rating Scale や Berg Balance Scale、10m 歩行試験、
Timed Up and Go test などを基にしており、上述した 5 領域を網羅した評価とは言い難い。
そこで、10 年程前に安定性限界を除く 4 領域が網羅された mini Balance Evaluation System
Test（mini-BESTest）が開発され、近年では徐々に各領域に対するリハビリテーションの効
果が示されつつある。一方で、実験室における PD 患者の評価は大がかりな検査機器を使用
して姿勢不安定性の各領域に焦点を当てた研究が数多く行われており、PD 患者の姿勢不安
定性の特性を徐々に解明しつつある。しかし、上述した研究機器は臨床評価への実用性に乏
しい。
近年の wearable sensor の発展は臨床領域と研究領域との間にある壁を打ち破るものであ
る。実際に、私たちは wearable sensor を用いて得られた姿勢不安定性の定量的な指標は、臨
床的な評価と比較してより正確に運動療法の効果を反映することを示した（Hasegawa, et al.,
Sensors, 2019）。この結果は、比較的安価で、簡便な機器を用いた評価が臨床領域において有
用であること示している。本講演では、機器を用いた定量的評価と臨床的評価バッテリーと
の間の関連性について概説し、臨床場面での有効性や発展の可能性について聴講者ととも
に議論したい。
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シンポジウム 7

「基礎研究の臨床への還元 －パーキンソン病への理学療法－」

理学療法の効果の科学的検証
－ 臨床で求められるエビデンス －
10 月 2 日（日）

14:10-15:40

会場：第 1 会場
畿央大学大学院
健康科学研究科
岡田 洋平

司会：福本

悠樹（関西医療大学）

理 学療 法の効 果を 科学的 に検 証する 際、 単一の 研究 として は作 為化比 較対 照 試 験
（Randomized controlled trial: RCT）、エビデンスの検証には RCT などの結果を統合するメタ
アナリシス（Meta-analysis: MA）、システマティックレビュー（Systematic review: SR）が有
用である。パーキンソン病（Parkinson’s disease: PD）の理学療法の効果に関する研究は蓄積
されてきており、運動症状、歩行、バランス障害に対する理学療法の短期効果は示されてい
る。しかしながら、例えば PD の運動症状に対する効果に関するエビデンスにおいても課題
がある。PD の運動症状としては振戦、固縮、無動・寡動、姿勢不安定性などが挙げられる
が、理学療法はどの運動症状に対しても有効なのであろうか？PD の各症候の強さには個人
差があり、介入対象となる症候、適した介入方法を今後より明確にすることは重要な課題の
一つである。
緩徐進行性神経変性疾患である PD では、医師による治療と合わせて理学療法などのリハ
ビリテーションを早期から長期的に継続することが重要であり、日本神経学会パーキンソ
ン病診療ガイドライン 2018 や理学療法ガイドライン第 2 版においても言及されている。近
年筆者らは、長期理学療法は PD 患者の運動症状の進行や抗 PD 薬内服量の増加の軽減に有
効であることに関するエビデンスを示している（Okada Y, et al., J Parkinsons Dis, 2021）。し
かしながら、どのような理学療法介入をどのような頻度でどれぐらいの量実施することに
より効果が得られるのかは明らかでない。このようなエビデンスは、臨床で対峙する対象者
が実際に前向きに理学療法を継続して取り組む上で大変重要なものである。
今回のシンポジウムでは、筆者らによる研究やガイドライン作成における SR、未公表デ
ータ、最新の先行研究の知見などを元に、「臨床で求められるエビデンス」について話題提
供したい。
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シンポジウム 8

「若手研究者（U39）による最先端研究紹介」

後天性下肢切断後に生じる同側神経
ネットワーク再組織化: Multimodal
MRI による検証
10 月 2 日（日）

14:30-16:30

会場：第 2 会場

NTT データ経営研究所
中西 智也
司会：榊間 春利（鹿児島大学）
山口 智史（順天堂大学）
我々は「パラリンピック・アスリートはニューロリハビリテーションの最良モデルである」
という仮説を立て、これまでに、下肢切断、上肢欠損、脳性麻痺、脊髄損傷アスリートの脳
計測を行い、特異的な脳再組織化現象を明らかにしてきた（Nakazawa et al., 2022; Nakanishi
et al., 2021a; Nakanishi et al., 2021b; Nakagawa et al., 2020）。例えば、義足走幅跳び世界記録保
持者は、断端部周囲筋を収縮させる際に同側一次運動野の賦活を示したが（Mizuguchi et al.,
2019）、一例の結果のみであり、運動経験との関連および同側運動野の賦活と関連する神経
経路は不明であった。本研究では、パラスポーツ経験を有する下肢切断者 30 名を対象とし
て、下肢筋収縮時の脳活動を functional MRI により計測し、運動経験年数との関連を検討し
た。また、T1 強調画像および拡散強調画像を撮像し、同側運動野の信号強度と関連する灰
白質および白質構造を検討した。結果、断端部周囲筋収縮時の同側運動感覚野、および対側
の背外側前頭前野、下側頭回の脳活動は、運動経験年数と正の相関を示した。また、前部帯
状回と背外側前頭前野の灰白質容積、および、同側一次運動野から下降する皮質網様体脊髄
路、皮質線条体投射の白質繊維横断面積が、同側一次運動野の信号強度と正の相関を示した。
前部帯状回や背外側前頭前野、皮質線条体投射は意欲-運動ネットワークとされる Limbic
motor interface の一部であり、近年、このネットワークが運動機能回復に貢献するという報
告が増えている。本研究で対象とした下肢切断者は、高い意欲を持ちながら切断肢の精緻な
制御を長年継続したことで、皮質網様体脊髄路および意欲-運動ネットワークに複合的な再
組織化が生じ、断端部の制御に同側運動野が動員されたと考えられた。
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シンポジウム 8

「若手研究者（U39）による最先端研究紹介」

麻痺側上肢の使用頻度アップを
めざすニューロモジュレーション
法の紹介
10 月 2 日（日）

14:30-16:30

会場：第 2 会場
早稲田大学
人間科学学術院
平山 健人

司会：榊間 春利（鹿児島大学）
山口 智史（順天堂大学）
これまで、経頭蓋電気刺激や経頭蓋磁気刺激、経皮的電気刺激法などのニューロモジュレ
ーション法を用いて、神経科学の成果を応用した麻痺上肢の機能回復手法が提案されてき
た。一方で、麻痺上肢の機能がある程度回復しても、徐々に麻痺上肢を使わなくなり、健常
側の上肢で代償するようになることがある。この「学習された不使用」は、麻痺上肢の機能
回復を妨げる重大な要因とされている。神経科学の知見に基づいてシステマティックに麻
痺上肢の使用を促進する手法は、いまだ提案されていない。そこで、我々は（1）経頭蓋直
流電気刺激法および（2）経皮的電気刺激法を用いて、上肢の選択に影響を及ぼす介入手法
の提案を目的に、2 つの研究をおこなった。（1）fMRI や TMS を用いた先行研究によって、
使用する上肢の選択に左右後頭頂葉の活動が関与することが報告されている（Oliveira 2010;
Fitzpatrick 2019）。本研究では、健常者を対象に、経頭蓋直流電気刺激法を用いて、左右それ
ぞれの後頭頂葉を同時に促進または抑制し、上肢選択に及ぼす影響を検討した。左後頭頂葉
を抑制、右後頭頂葉を促進することで、刺激前と比較して、刺激後約 10 分間は左上肢の選
択率を増加、右上肢の選択率を減少させることが明らかとなった。
（2）上肢選択を行うリー
チ課題中の脳波から、ターゲット提示前 2 秒間の対側運動領域（F3,4）の脳波特徴が選択上
肢と相関することが報告されている（Hamel-Thibault 2018）
。本研究では、運動領域に誘発電
位を生じさせる手首への経皮的電気刺激法を用いて、上肢選択を行うリーチ課題のターゲ
ット提示時またはその直前に、片側の手首に瞬間的な感覚刺激を与えた。その結果、両側手
首刺激条件と比較して、片側手首刺激条件において、刺激側上肢の選択率が有意に増加した。
これらの研究成果は、脳卒中患者の麻痺上肢の使用・選択を促すリハビリの新たなコンセプ
トとなる可能性がある。
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シンポジウム 8

「若手研究者（U39）による最先端研究紹介」

重力下における身体軸知覚の
特性とその神経基盤
10 月 2 日（日）

14:30-16:30

会場：第 2 会場

追手門学院大学
心理学部 心理学科
谷
恵介
司会：榊間 春利（鹿児島大学）
山口 智史（順天堂大学）

ヒトが重力に抗して身体を動かしたり、姿勢を安定して保持するには，外部環境の空間的
指標である“重力軸”だけでなく、身体中心的な空間指標である“身体軸”の方向を正しく
認識（知覚）することが重要である。脳の損傷により、身体軸方向の知覚が障害され、その
知覚歪みの程度は姿勢制御と関連することが知られている（Barra et al., 2009）。それため、
ヒトの身体軸知覚メカニズムを明らかにすることは、基礎的な知見としては元より、脳卒中
患者に対する理学療法の側面においても意義が高いと考えられる。我々は、身体傾斜を用い
た実験を通して、重力下におけるヒトの身体軸知覚を検証した。その結果、身体が側方に傾
いた状況下では、身体軸は実際より傾いて知覚されること（Tani et al., 2018, 2021, 2022）、ま
た、その傾きの大きさは「身体が重力に対してどの程度傾いているか」という主観的な感覚
と強く関連すること（Tani et al., 2022）が明らかとなり、ヒトが重力に基づく参照枠を利用
して身体軸方向を認識していることが示唆された。さらに我々は、「身体軸知覚には脳のど
の領域が関与しているか」という問いを明らかにするため、構造 MRI および脳形態解析を
用いた実験を行った。その結果、両側の後頭側頭領域（特に右中後頭回）の灰白質量が身体
軸方向推定のパフォーマンスと相関することが明らかとなり（Tani and Tanaka, 2021）、身体
軸知覚の神経基盤を示す重要な知見が得られた。本講演では、上述の基礎研究とともに、脳
卒中患者の身体軸知覚を調べた臨床研究の成果についても紹介したい。
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シンポジウム 8

「若手研究者（U39）による最先端研究紹介」

eNAMPT が制御する NAD+代謝と
抗老化介入としての運動療法の
新たな価値
10 月 2 日（日）

14:30-16:30

会場：第 2 会場

一般社団法人プロダクティブ・エイジング研究機構
吉岡 潔志
司会：榊間 春利（鹿児島大学）
山口 智史（順天堂大学）
NAD+（nicotinamide adenine dinucleotide）は、老化・寿命の制御因子であるサーチュイン
活性をはじめ、エネルギー生産、DNA の修復等様々な反応に用いられる。加齢とともに全
身の組織で NAD+は減少し、「老化」として捉えられる種々の機能低下の重要な一因となっ
ており、NAD+の補充（NAD+ boosting）は有効な抗老化医療の手段として期待されている。
組織における NAD+合成は NAMPT（nicotinamide phosphoribosyl-transferase）を律速段階とす
る経路に依存している。
近年、脂肪組織の NAMPT は細胞内の NAD+を合成するだけでなく、
EV（extracellular vesicles）に内包され、eNAMPT（extracellular NAMPT）として血中に放出
されていること、代謝の中枢として知られる脳の視床下部の NAD+合成を高めること、さら
に、eNAMPT の増加は寿命延長など全身性に強力な抗老化作用をもたらすことが報告され
た（Yoshida et al., Cell Metab, 2019）。
運動は特定の臓器だけでなく全身性に抗老化作用をもつことが広く知られているが、
NAD+代謝による老化・寿命制御との関連については不明な点が多い。我々は、運動による
全身性の抗老化作用に eNAMPT を介した NAD+合成が関与している可能性を考え研究を進
めている。現在この可能性を支持する結果が得られつつあり、この知見が運動療法に新たな
価値をもたらし、老化がリスク因子となっている広範な疾患の予防に重要となる、と考えて
いる。本講演においては、NAD+代謝が老化制御研究において注目されるようになった経緯
について説明し、eNAMPT を用いた抗老化医療の臨床応用を目指し活動を行っているプロ
ダクティブ・エイジング研究機構で得られた研究成果について報告する。
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「若手研究者（U39）による最先端研究紹介」

外側広筋から F 波を記録する
新しい方法
10 月 2 日（日）

14:30-16:30

会場：第 2 会場

田辺中央病院
リハビリテーション科
黒部 正孝
司会：榊間 春利（鹿児島大学）
山口 智史（順天堂大学）
大腿四頭筋は筋断面積が大きく、日常生活動作を遂行する上で重要な筋の一つである。神
経疾患や運動器疾患により大腿四頭筋の筋緊張異常が生じた場合、大腿四頭筋に対応した
脊髄前角細胞の興奮性を定量的に評価することは、理学療法評価や臨床研究を行う上で重
要である。脊髄前角細胞の興奮性を定量的に評価する方法として、H 波や T 波が用いられ
てきた。しかし、H 波を大腿四頭筋から記録できる対象者は少なく、T 波は腱を叩打する角
度や速度を統一することが難しいといった問題がある。そこで我々は F 波に着目した。F 波
とは、α 運動神経の軸索が刺激され生じた逆行性インパルスによって脊髄前角細胞が再発火
し、順行性インパルスとなり末梢の支配筋で記録された複合筋活動電位である。また、F 波
の出現頻度や振幅は脊髄前角細胞の興奮性の指標となる。しかし大腿四頭筋から F 波を記
録する従来の方法では、M 波と F 波が重複し F 波振幅を正確に計測できなかった。そのた
め F 波の測定条件を見直し、M 波と F 波を分離して記録する方法について検討した。
従来の方法では鼡径部で大腿神経を電気刺激し、外側広筋から F 波を記録していた。我々
は F 波の立ち上がり潜時を延長できれば、M 波と F 波が重複せずに記録されると予想した。
そこで大腿遠位部（大腿の近位から 50%、60%、70％、80%地点）を電気刺激し、外側広筋
から F 波を記録した。その結果、大腿の近位から 70%、80%地点で電気刺激した際は、M 波
と F 波を分離して記録できた。しかし課題として、一部の被験者が電気刺激により強い痛
みを訴えた。
今後は、極力痛みを与えず外側広筋から F 波を記録する方法を開発し、この方法を臨床
応用していきたいと考える。
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シンポジウム 8

「若手研究者（U39）による最先端研究紹介」

フォームローラーはストレッチング
の代わりになるのか？
10 月 2 日（日）

14:30-16:30

会場：第 2 会場

西九州大学
中村 雅俊
司会：榊間 春利（鹿児島大学）
山口 智史（順天堂大学）
フォームローラーとは筒状もしくは棒状のフィットネスアイテムであり、主にスポーツ
領域でウォームアップやリカバリーとして使用されることが多いものであった。しかし、近
年では理学療法領域でも応用されているが、その効果やメカニズムについては不明な点が
多くあった。そのため、我々は理学療法領域にフォームローラーを応用するにあたって①正
常筋や損傷筋に対する効果検証、②介入効果に対するメカニズムについて、③振動を追加す
ることでの利点の検討を行ったので、本講演ではその内容を紹介する。
具体的には、以下の研究成果を紹介する予定である。①正常筋に対するフォームローラー
介入は関節可動域を増加させるのに有効であるが、筋弾性率には有意な変化を及ぼさない
ことが明らかとなった。②繰り返しの伸張性収縮より遅発性筋痛を惹起させ、フォームロー
ラーの効果を検討した結果、関節可動域や筋力の低下を始めとする筋機能の低下や疼痛か
らの改善効果を認めた。③片側のフォームローラー介入により介入側だけではなく非介入
側の関節可動域の有意な増加を認め、これらの関節可動域の増加には痛みの感覚の変化が
関連していることが示唆された。④フォームローラーでは筋弾性率は有意な変化を生じさ
せないが、振動を付与することで筋弾性率が減少することが明らかとなった。また、興味深
いことに振動したフォームローラーを用いる場合は筋腹部分に圧迫するだけでも筋弾性率
が減少することも明らかとなった。
以上より、理学療法領域においても、ストレッチングに変わり、関節可動域の増加を目的
にフォームローラーを用いる有用性を示すことが出来、更に筋硬度の減少が目的であれば、
振動付きのフォームローラーを用いることが有用である可能性を示した。今回のデータを
もとにメカニズムに関する議論や臨床応用について議論を行えれば幸いである。
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シンポジウム 9

「がん悪液質に対する理学療法を基礎から臨床まで考える」

細胞レベルで見る『がん悪液質に
おける骨格筋萎縮のメカニズム』
－ 腫瘍と骨格筋のクロストーク －
10 月 2 日（日）

15:00-16:30

会場：第 4 会場

京都大学医学部・医学部附属病院
森
拓也
司会：中野

治郎（関西医科大学）

悪液質とは、
「基礎疾患に関連し、脂肪量の減少を伴うまたは伴わない筋肉の喪失を特徴
とする複雑なメタボリックシンドロームである」ことが 2008 年に悪液質コンセンサス会議
で定義された。それ以降の世界中の研究により、がん悪液質は進行期がん患者の 80%程度
に発症し、その 30%は死に直結する事や、がん患者の骨格筋量は生命予後と密接に関連す
ることが明らかとなった。これらの知見より、がん患者の骨格筋量を増加に導くことは、患
者自身の生命予後を延長、抗がん剤などの治療忍容性を高める期待が予測され、われわれ理
学療法士が、がん患者において根本的な治療を実施できる可能性を秘める。一方、がん悪液
質に特徴的な骨格筋萎縮のメカニズムについては、世界的に見ても報告が不十分である。わ
れわれは、がん悪液質性骨格筋萎縮のメカニズムについて、がん由来の炎症性サイトカイン
に着目し、骨格筋萎縮と TNF-a や HMGB1 の関与を見出した。端的に述べると、腫瘍より
放出される炎症性サイトカインは、骨格筋に発現する特異的レセプターによりキャッチさ
れ、骨格筋のオートファジーの活性を引き起こすことを明らかにした。またマウス悪液質モ
デルにて骨格筋萎縮抑制のための有用な栄養素を細胞代謝の観点より検討してきた。その
中で腫瘍細胞と骨格筋細胞はお互いに生体内の栄養素を競合している可能性も示唆された。
これらの細胞培養実験や動物実験により、腫瘍細胞と骨格筋細胞はクロストークしている
可能性を発見した今、これらの視点を持ってしてがんリハビリテーションの臨床に挑むこ
とで、新たな発見が期待される。よって本シンポジウムでは「細胞レベルで見る「がん悪液
質における骨格筋萎縮のメカニズム―腫瘍と骨格筋のクロストーク―」と題して、がん悪液
質における基礎医学研究の知見を紹介したい。また、ディスカッションの中で、本発表内容
を踏まえた臨床のがんリハビリテーションと向き合う先生方と積極的な意見交換が行えれ
ば幸いである。
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シンポジウム 9

「がん悪液質に対する理学療法を基礎から臨床まで考える」

がん悪液質に対する運動療法効果に
関する基礎研究
10 月 2 日（日）

15:00-16:30

医系科学研究科

司会：中野

会場：第 4 会場

広島大学大学院
生理機能情報科学
宮﨑 充功

治郎（関西医科大学）

近年、がんや COPD、AIDS といった慢性消耗性疾患において二次的に誘発される筋力お
よび筋量の低下を総称して、悪液質という病態が問題視されている。悪液質は、不可逆性の
骨格筋変性疾患（筋ジストロフィーなど）や加齢性の筋量低下（サルコペニア）とは異なり、
原発疾患に関連して生ずる負のエネルギー・タンパク質代謝バランスを特徴とし、共通する
病態として筋肉量の顕著な低下を呈する全身性の代謝障害症候群である。がん悪液質は、そ
の病態の複雑性から栄養療法や運動療法介入が著効しない例が多く、臨床的にも問題視さ
れている。我々はこれまで、がん悪液質の動物実験モデルとして、マウスへの大腸がん由来
細胞株 Colon-26 の皮下移植法を中心とした検討を行ってきた。この方法は細胞移植後 3-4
週間で体重減少や筋量／筋力低下が観察されるなど、がん悪液質の実験モデルとして現在
も多くの研究者に採用されている。最近我々は、がん悪液質に伴い惹起される骨格筋のタン
パク質代謝不全（角田ら, 理学療法学, 2019）や、酸化ストレス増大に伴うミトコンドリア
機能異常（Kitaoka et al., Physiological Reports, 2021）が、有酸素運動を中心とした運動療法
介入により改善されうることを報告している。一方で、がん悪液質モデルマウスに対してレ
ジスタンス運動を模した介入を行なった場合、筋への負荷量増加に伴うタンパク質合成効
率の促進が著しく阻害されるなど、筋タンパク質合成抵抗性が惹起されることなどを見出
している。本シンポジウムでは、上記の解析データの紹介を含めて、特にがん悪液質に対す
る運動療法の介入効果に関する基礎的知見に関するディスカッションを行うことで、骨格
筋量を制御する分子機構について理解するだけでなく、がん悪液質に対する効果的な運動
療法介入に関して議論を深化させる。
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シンポジウム 9

「がん悪液質に対する理学療法を基礎から臨床まで考える」

がん悪液質に対する介入戦略
臨床データからの検証
10 月 2 日（日）

15:00-16:30

会場：第 4 会場

関西医科大学
福島 卓矢
司会：中野

治郎（関西医科大学）

がん悪液質は、がん患者の 50～80%にみられる栄養不良の終末像であり、通常の栄養療
法では完全に回復できず、進行して機能障害に至る骨格筋量の持続的な減少を特徴とする
多因子性の症候群である。がん悪液質に陥ると、進行とともに身体・精神症状、身体機能や
生活の質（QoL）低下を来すことに加え、死亡原因の 20%を占めることから、がん領域にお
ける最重要課題の一つに位置付けられている。基礎研究においては、がん悪液質に伴う機能
障害のメカニズムやその戦略が明らかにされつつある一方で、臨床研究においては、2011 年
に公表されたがん悪液質に関するコンセンサスを契機に、多くの検討がなされるようにな
った。ただ、診断基準の一つである体重や除脂肪体重をアウトカムとした臨床研究が多く、
これらのアウトカムが、身体機能や日常生活動作、生命予後や QoL といったより臨床的な
エンドポイントにどの程度寄与するか明らかになっていないのが現状である。このことを
受けて、がん悪液質の主病態である骨格筋と身体機能障害をアウトカムとした臨床研究が
改めて着目され、われわれも検討を進めている。加えて、基礎研究と同様に、これらアウト
カム改善に向けた介入戦略も練られているが、運動療法、運動療法と栄養療法の併用療法と
もに、有効性を示した臨床研究は乏しい現状にあり、その背景には悪液質ゆえのプログラム
忍容性の低さが挙げられている。現在、介入戦略として注目を浴びているのが、2021 年 1 月
にがん悪液質治療薬として承認されたアナモレリン塩酸塩である。アナモレリン塩酸塩は
成長ホルモン分泌促進作用や食欲亢進作用を有する経口低分子グレリン様作用薬であり、
がん悪液質を直接的に抑えることが報告されている。アナモレリン塩酸塩の臨床研究はこ
れから発展する分野であり、がん悪液質患者に対する効果、ならびに運動療法や栄養療法と
の併用効果を示すのは今後の課題である。本シンポジウムでは、悪液質に対する介入戦略に
ついて基礎研究の見解を踏まえて臨床データを検討するとともに、情報共有したい。
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演題プログラム 一覧(口述形式)

令和 4 年 10 月 1 日（土）12:20～13:20

口述 1（身体運動学①）
座長

会場：第 2 会場
阿南 雅也（大分大学）
小林 敦郎（順天堂大学医学部附属静岡病院）

O-1-1-1

円背姿勢を呈する高齢者の方向転換における動的安定性の特徴
関西医療大学

O-1-1-2

O-1-1-5

小久江 智耶

変形性膝関節症患者における外部膝関節内反モーメントおよび膝関節圧縮力と 10 年間の機能障害進行
との関連：筋骨格シミュレーションによる検証

O-1-1-4

航

能動的な歩行速度調整に関わる運動学的要因
神奈川県立保健福祉大学

O-1-1-3

山﨑

関西医科大学

山縣 桃子

京都大学大学院

岡田 笙吾

変形性膝関節症の重症度と大腿骨内側軟骨の厚さ・輝度の関連

変形性膝関節症の初期における関節内病変と内側広筋の質的変化の特異的相関
まつだ整形外科クリニック

令和 4 年 10 月 1 日（土）12:20～13:20

口述 2（神経生理学①）

法貴 篤史

会場：第 3 会場
座長

内山

靖（名古屋大学）

萬井 太規（大分大学）
O-1-2-1

O-1-2-2

O-1-2-3

2 段目までの段差高の変化による昇段時の予測的姿勢調節の特性
大分大学大学院

愛甲 拓海

福岡リハビリテーション専門学校

池田 幸広

視覚誘導性自己運動感覚と身体機能の関係

予測可/否条件における異なる距離ステップ動作が予測的姿勢制御反応に与える影響に関する検証
津島市民病院

O-1-2-4

高齢者の運動制御則の変化に基づく筋協調活動パタン
埼玉県立大学

O-1-2-5

大塚 健太

久保田 圭祐

筋出力差の学習が運動イメージに与える影響
神奈川県立保健福祉大学
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富﨑 優花

演題プログラム 一覧(口述形式)

令和 4 年 10 月 1 日（土）14:00～15:00

口述 3（構造・機能・情報学①）

会場：第 2 会場

座長

田口

徹（新潟医療福祉大学）

高松 泰行（北海道大学）
O-1-3-1

自発的な走行運動は高齢期に失われる脳損傷後の神経可塑性を回復させる
熊本保健科学大学

O-1-3-2

マカクサル内包梗塞後における損傷側一次運動野の脳体積変化と運動機能回復との相関
産業技術総合研究所

O-1-3-3

O-1-3-4

O-1-3-5

田中 貴士

松田 滉平

脳出血およびその後の運動が海馬における脳由来神経栄養因子発現に与える影響
北海道大学

高松 泰行

秋田県立循環器・脳脊髄センター

伊藤 優也

急性期脳梗塞患者における大脳白質病変と認知機能・ADL との関連

神経因性疼痛のメカニズムと神経因性疼痛ラットモデルにおける運動療法の鎮痛効果
九州看護福祉大学

令和 4 年 10 月 1 日（土）14:00～15:00

口述 4（生体評価学①）

角園

恵

会場：第 3 会場
座長

諸角 一記（東京国際大学）
関根 千恵（新潟医療福祉大学）

O-1-4-1

骨格筋 3 次元形状計測における 3 次元超音波イメージングの妥当性検証
関西医科大学

O-1-4-2

O-1-4-4

京都大学大学院

谷口 匡史

金沢赤十字病院

中泉

ハムストリング各筋の非収縮組織の割合と筋伸張性との関連
大

加齢とともに低下する骨格筋の質は変形性膝関節症発症によってさらに悪化する：メタアナリシスに
よる検討

O-1-4-5

潤

超音波測定肢位が内側広筋の筋厚・筋輝度と MRI 筋体積・筋断面積および筋内脂肪割合との関係に及
ぼす影響

O-1-4-3

梅原

まつだ整形外科クリニック

法貴 篤史

超音波画像診断装置と流体画像解析ソフト Flow PIV を使用した脛骨神経における滑走性評価法の信頼
性の検証

森ノ宮医療大学大学院
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姉川 恵佑

演題プログラム 一覧(口述形式)

令和 4 年 10 月 1 日（土）15:10～16:10

口述 5（基礎から臨床への橋渡し研究）
座長

会場：第 2 会場

山本

哲（茨城県立医療大学）

本田 祐一郎（長崎大学）
O-1-5-1

O-1-5-2

O-1-5-3

脳卒中患者の静止立位における下肢筋間コヒーレンスと身体動揺との関係
信州大学大学院

山中 英士

関西医療大学

吉弘 奈央

機能的電気刺激と Virtual reality 課題による空間性注意への影響

視線を運動部位に向けることで脊髄前角細胞の興奮性は増大する -視線追跡装置を用いた検討医療法人社団石鎚会 京都田辺記念病院

O-1-5-4

体外式膜型人工肺はラット骨格筋の弛緩速度を減少する
北里大学

O-1-5-5

令和 4 年 10 月 1 日（土）15:10～16:10

森ノ宮医療大学大学院

口述 6（構造・機能・情報学②）
座長

会場：第 3 会場

稔（大阪保健医療大学）

神戸大学大学院

則松 貢輔

メカニカルストレスによる異なる軟骨変性発生プロセス：侵襲モデルと非侵襲モデルを用いた比較検
討

埼玉県立大学大学院

高畠

啓

トレッドミル運動による軟骨保護効果にはマクロファージの応答が関与する
埼玉県立大学大学院

O-1-6-5

井上 翔太

老化促進マウスにおける低強度トレッドミル運動は加齢による変形性膝関節症の進行を緩和する
鹿児島大学大学院

O-1-6-4

崇

低出力超音波パルスよりも高強度の超音波刺激は内軟骨性骨化を促進する －マウス脆弱性骨折モデル
を用いた検討－

O-1-6-3

北川

肥田 朋子（名古屋学院大学）
田中

O-1-6-2

堀田 一樹

変形性膝関節症モデルラットの膝蓋下脂肪体線維化における マクロファージの性質と低出力超音波
パルス療法が与える影響

O-1-6-1

角川 広輝

岡 優一郎

慢性腎臓病モデルに対する軽度高圧酸素療法の検証
岸和田リハビリテーション病院
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白波瀬 未萌

演題プログラム 一覧(口述形式)

令和 4 年 10 月 2 日（日）9:00～10:00

口述 7（神経生理学②）

会場：第 2 会場
座長

菅原 憲一（神奈川県立保健福祉大学）
中川

O-2-7-1

慧（広島大学大学院）

背外側前頭前野への経頭蓋ランダムノイズ刺激が触覚方位弁別能力にもたらす効果
新潟医療福祉大学

O-2-7-2

五十嵐 眸実

脳卒中および脊髄損傷患者の下肢機能に対するロボット歩行トレーニングと非侵襲的脳刺激の併用効
果－システマティックレビューとメタアナリシスによる検討－

O-2-7-4

慶應義塾大学

桑原

渉

小脳への経頭蓋ランダムノイズ刺激が運動学習および脳活動に及ぼす影響
新潟医療福祉大学大学院

O-2-7-5

慧

背外側前頭前野に対する経頭蓋交流電流刺激による鎮痛効果 －電界シミュレーションによる検討－
新潟医療福祉大学大学院

O-2-7-3

齊藤

川上 紗輝

経皮的迷走神経刺激（tVNS）が月経周期における自律神経活動変化に及ぼす影響
新潟医療福祉大学

令和 4 年 10 月 2 日（日）9:00～10:00

口述 8（生体評価学②）
座長

杉本 柚華

会場：第 3 会場
吉田 啓晃（東京慈恵会医科大学附属柏病院）
高橋 博愛（宗像水光会総合病院）

O-2-8-1

Phase angle の年齢差における比較と高齢者の運動機能との関係
高木病院

O-2-8-2

地域在住高齢者の生活空間の移動範囲の広さに関連する心身機能

佐藤 和之

~一般化線形モデルを用いた検証~
高崎健康福祉大学

O-2-8-5

宮下 敏紀

高齢者を対象とした移動物体との衝突予測評価：インターセプト課題の有用性
東京都立大学

O-2-8-4

州

歩行中の足関節パワー推定値と下腿 jerk に基づいた高齢者の歩行の特徴
森ノ宮医療大学

O-2-8-3

今田

篠原 智行

健常女性における全身の体形指標と静的・動的バランス機能との関連
京都大学大学院
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佐々木 彩乃

演題プログラム 一覧(口述形式)

令和 4 年 10 月 2 日（日）10:10～11:10

口述 9（理工学）

会場：第 2 会場
座長

大西 智也（宝塚医療大学和歌山保健医療学部）
芝田 純也（新潟医療福祉大学）

O-2-9-1

すくみ足の客観的評価

Freeze Index 算出に関する検討
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

O-2-9-2

O-2-9-4

O-2-9-5

超

MEG 環境下で使用可能なハプティックデバイスの開発
埼玉大学

O-2-9-3

武田

祖父江 祐太

歩行中の身体部位の加速度を用いた下肢関節モーメントの推定―機械学習による検証―
産業技術総合研究所

稲井 卓真

埼玉大学

守下 奈那

名古屋大学

松井 佑介

手を刺激対象とした実体的意識性の実験的誘起に関する研究

再現性を重視した筋シナジー解析アルゴリズムの提案

令和 4 年 10 月 2 日（日）10:10～11:10

口述 10（構造・機能・情報学③）
座長

会場：第 3 会場
高橋 郁文（金沢大学附属病院）
山越 聖子（東北大学大学院）

O-2-10-1

超音波パルス刺激は脱神経筋におけるアセチルコリン受容体の形態変性を抑制する
京都大学大学院

O-2-10-2

筋力トレーニングによる筋萎縮回復促進効果への筋衛星細胞取り込みの関与
名古屋学院大学

O-2-10-3

村田 健児

遅発性筋痛モデルラットの筋および末梢神経における Tmem120A, B の発現定量
新潟医療福祉大学

O-2-10-5

伊東 佑太

筋芽細胞分化過程における性差がメカニカルストレス感受性に及ぼす変化
埼玉県立大学

O-2-10-4

伊藤 明良

太田 大樹

筋性拘縮の発生メカニズムの探索 ―ミトコンドリア融合・分裂因子の動態に関する検討
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
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本田 祐一郎

演題プログラム 一覧(口述形式)

令和 4 年 10 月 2 日（日）11:50～12:50

口述 11（身体運動学②）

会場：第 2 会場
座長

三谷 保弘（関西福祉科学大学）
青木 信裕（札幌医科大学）

O-2-11-1

5 回の最大随意伸張性収縮は週 2 回の低頻度でも筋力増加，筋肥大を誘発する
新潟医療福祉大学

O-2-11-2

吉田 麗玖

脊椎圧迫骨折患者の自主練習を目的とした背臥位での体幹伸展筋力強化法の検討
医療法人 寿山会

O-2-11-3

O-2-11-5

航

Foam Rolling と静的ストレッチング・動的ストレッチの併用効果および介入順序が膝関節伸展筋群に
与える影響の比較検討

O-2-11-4

窪田

新潟医療福祉大学

笠原 一希

京都大学

坂田 春佳

Iliocapsularis の加齢変化の特徴

正常足と扁平足の足部アライメントの違いがランニング中の足部内モーメントに与える影響
新潟医療福祉大学

令和 4 年 10 月 2 日（日）11:50～12:50

口述 12（運動生理学）

高林 知也

会場：第 3 会場
座長

堀田 一樹（北里大学）
金崎 雅史（東京国際大学）

O-2-12-1

等尺性トレーニングは DMD モデルマウスの筋病変を改善する
札幌医科大学大学院

O-2-12-2

有酸素運動と筋力増強運動がマウス骨格筋におけるマイオカインに与える影響
神戸大学大学院

O-2-12-3

高見澤

怜

池上

諒

ヒトにおける運動誘発性筋損傷に対する寒冷療法および温熱療法の有用性の検討
新潟医療福祉大学

O-2-12-5

畠山 隼平

ストレプトゾシン誘発性の糖尿病がラット骨格筋収縮時における酸素圧勾配と筋張力に与える影響
新潟医療福祉大学大学院

O-2-12-4

山内 菜緒

静脈の拡張が運動時の換気応答に与える影響
福岡国際医療福祉大学
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藤田 大輔

演題プログラム 一覧(口述形式)

令和 4 年 10 月 2 日（日）13:00～14:00

口述 13（神経生理学③）

会場：第 2 会場
座長

森岡

周（畿央大学）

上原 信太郎（藤田医科大学）
O-2-13-1

異なる強度の運動が認知機能および海馬成体神経新生とシナプス可塑性に与える影響
神戸大学

O-2-13-2

一般財団法人 鎌倉病院

横田 裕丈

課題難易度の異なる運動練習が下肢の皮質脊髄路興奮性および抑制性に及ぼす影響
新潟医療福祉大学大学院

O-2-13-5

柳川 洸輔

異なる電流強度による経皮的迷走神経刺激が自律神経活動に及ぼす影響
新潟医療福祉大学

O-2-13-4

函林

手のメンタルローテーション課題における回答のタイミングは小指外転筋に対応する脊髄前角細胞の
興奮性を変化させる

O-2-13-3

姜

神居

寧

深層学習を用いたキャプチャーモーションによる大脳皮質―指運動コヒーレンス解析
関西医科大学

令和 4 年 10 月 2 日（日）13:00～14:00

口述 14（構造・機能・情報学④）

前澤 仁志

会場：第 3 会場
座長

坪内 優太（令和健康科学大学）
清島 大資（東海大学）

O-2-14-1

膝蓋下脂肪体との共培養が前十字靭帯由来線維芽細胞の靭帯治癒関連指標に及ぼす影響
埼玉県立大学大学院

O-2-14-2

O-2-14-3

O-2-14-4

前十字靭帯損傷後の保存的治癒過程におけるリハビリテーションは靭帯治癒を阻害しない
埼玉県立大学大学院

斉藤

陸

埼玉県立大学大学院

米野 萌恵

アキレス腱断裂後の運動療法における筋収縮の必要性の解明

ラット膝関節の術後癒着に対する超音波照射強度と時間の影響の検証
京都大学大学院

O-2-14-5

寺田 秀伸

中原

崚

不動性筋萎縮後のラットヒラメ筋に対する協働筋腱切除による影響
金沢大学医薬保健研究域
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田中 正二

演題プログラム 一覧(ポスター演題)
<ポスター発表 1>
令和 4 年 10 月 1 日（土）13:20～14:20

ポスター発表 1（構造・機能・情報学①）
座長

P-1-1-1

P-1-1-2

P-1-1-3

会場：ポスター会場

伊藤 祐規（大阪大学大学院医学系研究科）

非荷重によって生じた関節軟骨の廃用性萎縮は生理的な再荷重によって回復する
金沢大学附属病院

高橋 郁文

名古屋学院大学

肥田 朋子

カラゲニン誘発性筋炎モデルは筋損傷モデルとなり得るか

糖尿病ラットのヒラメ筋及び長趾伸筋の筋張力低下に再荷重が与える影響
金沢大学

P-1-1-4

プレコンディショニング収縮は損傷性収縮後の Ca2＋依存性 STAC3 の分解を防止し筋機能の回復を促
進する

P-1-1-5

札幌医科大学大学院

長崎大学大学院

令和 4 年 10 月 1 日（土）13:20～14:20

ポスター発表 1（身体運動学①）
座長

深度センサを用いた肩甲骨上方回旋角度測定の妥当性の予備的検討

P-1-2-5

井原 拓哉

健常者における上肢挙上角度に及ぼす肩甲骨 3 次元動態の影響
乾

哲也

上肢挙上時と下降時の肩甲骨周囲筋活動比率の違い
医療法人寿山会 喜馬病院

P-1-2-4

田村 悠磨

三木 啓嗣（東京都済生会中央病院）

千里リハビリテーション病院
P-1-2-3

高橋 あゆみ

会場：ポスター会場

東京医科歯科大学大学院
P-1-2-2

雪

筋損傷後のリンパ管は毛細血管よりも早く変化する
大分大学大学院

P-1-2-1

芦田

ラットヒラメ筋の廃用性筋萎縮に対するベルト電極式骨格筋電気刺激の効果 －FOXO ならびに PGC1α の動態に着目して－

P-1-1-6

間所 祥子

井尻 朋人

結帯動作と肩甲帯屈曲を許容した肩関節伸展位の内旋可動域の関係性について
医療法人 寿山会

白井 孝尚

湘南慶育病院

榊原 時生

Box and Block Test の運搬相における肘関節トルクによるパワーの評価
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演題プログラム 一覧(ポスター演題)

令和 4 年 10 月 1 日（土）13:20～14:20

ポスター発表 1（身体運動学②）

会場：ポスター会場
座長

P-1-2-6

河西 謙吾（加納総合病院）

腸腰筋が表層に描出される部位について ―超音波画像診断装置での検討―
園部病院

P-1-2-7

鈴鹿医療科学大学

関西医科大学

京都大学大学院

令和 4 年 10 月 1 日（土）13:20～14:20

社会医療法人長崎記念病院

ポスター発表 1（身体運動学③）
座長

半田

瞳（TRIGGER RESEARCH LAB.）

斜面上での重量物保持動作における脊柱起立筋筋内活動分布の検討

慢性腰痛者と健常群との歩行を kinetics の観点から検討

P-1-2-15

P-1-2-16

P-1-2-17

水谷 将之介

―加速度計を用いて―

福岡リハビリテーション専門学校
P-1-2-14

中川 晃一

会場：ポスター会場

広島大学大学院
P-1-2-13

佐伯 純弥

高齢者における異なる関節角度で測定した筋硬度と関節可動域との関連性 -Strain Elastography を用い
た検討-

P-1-2-12

福元 喜啓

伸張性収縮後の即時的および遅発的な MRI T2 値の変化と超音波法における筋輝度および筋厚変化の関
連

P-1-2-11

伊藤 和寛

大腿四頭筋における筋厚・筋輝度と MRI 筋体積および筋内脂肪割合との関連 ―長軸上の撮像部位の違
いによる検討―

P-1-2-10

嚴田 光里

超音波画像診断装置を用いた大腰筋および大腿直筋の筋厚計測における信頼性と股関節屈曲角度トルク特性との関係

P-1-2-9

貴光

Iliocapsularis の作用の検討 －筋伸長による弾性率の変化に着目して－
京都大学大学院

P-1-2-8

楠

岩本 博行

高強度吸気筋トレーニング中の頚部呼吸補助筋は表面筋電図を用いて随意制御可能か
宮本病院

藤沢 椋太

森ノ宮医療大学

山口 将也

ハピナス訪問看護ステーション

三浦 寛軌

下前腸骨棘遠位に存在する疎性結合組織の動態と周囲筋との関係

背筋機能不全筋骨格コンピュータモデルにおける歩行時腰椎反力の検討

分娩方法の違いが腹部筋群に与える影響
TRIGGER RESEARCH LAB.
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半田

瞳

演題プログラム 一覧(ポスター演題)

令和 4 年 10 月 1 日（土）13:20～14:20

ポスター発表 1（身体運動学④）
座長

P-1-2-18

会場：ポスター会場

八木 崇行（医療法人社団アールアンドオー）

端座位での前方リーチ動作における体幹伸展筋の筋活動について
医療法人社団石鎚会 京都田辺記念病院

P-1-2-19

端座位での前方リーチ動作における脊柱および股関節の角度変化
医療法人社団石鎚会 京都田辺記念病院

P-1-2-20

令和 4 年 10 月 1 日（土）13:20～14:20

ポスター発表 1（神経生理学①）

P-1-3-3

咬合圧バランスによる遠隔促通効果が青斑核と脊髄興奮性に及ぼす影響
新潟医療福祉大学

平林

怜

京都橘大学

牛尾

龍

運動イメージと反復末梢磁気刺激の併用は脳波活動を変調させる

運動様式の違いが感覚運動野領域の β 帯域脳律動に及ぼす影響

三木 陽菜乃

体性感覚刺激を用いた Oddball 課題中の N140 は運動によって変調する
札幌医科大学大学院

P-1-3-6

菅原 和広

脳由来神経栄養因子が末梢電気刺激の刺激効果にもたらす影響 ～触覚方位弁別課題を用いた検証～
新潟医療福祉大学

P-1-3-5

伊藤 貴紀

柴田 恵理子（北海道文教大学）

札幌医科大学
P-1-3-4

東久保 佳生

会場：ポスター会場
座長

P-1-3-2

匠

タイピングにおける時間的一貫性に寄与する手指運動パターンの検討
埼玉県立大学大学院

P-1-3-1

池田

端座位での前方リーチ動作における股関節周囲筋の検討
医療法人社団石鎚会 京都田辺記念病院

P-1-2-23

小島 佑太

立位前下方リーチ動作における胸腰椎移行部・腰椎・骨盤アラインメント変化の多様性について
医療法人社団石鎚会 京都田辺記念病院

P-1-2-22

宮﨑 大貴

立位での一側上肢の身体の側面に沿った下方リーチ肢位保持 ー左右下肢の荷重量を決定する要因ー
関西医療大学大学院

P-1-2-21

木津 彰斗

松田 裕弥

空間性注意に関わる脳内神経基盤の解明：半側空間無視の発症機序解明を目指して
大分大学医学部附属病院
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岩切 満梨乃

演題プログラム 一覧(ポスター演題)

令和 4 年 10 月 1 日（土）13:20～14:20

ポスター発表 1（神経生理学②）

会場：ポスター会場

座長
P-1-3-7

P-1-3-8

P-1-3-9

P-1-3-10

P-1-3-11

李

佐知子（名古屋大学大学院）

パーキンソン病モデルラットに対する経頭蓋直流電気刺激の疼痛緩和効果
つくば国際大学

出澤 真乃介

新潟医療福祉大学大学院

鈴木 孝昇

ラット青斑核への電気刺激が一次体性感覚野の神経活動へ与える影響

短時間末梢神経電気刺激が足関節随意運動時の皮質脊髄路興奮性に及ぼす影響
湘南慶育病院

尾川 雄紀

榊原白鳳病院

竹内 航平

立位姿勢の継続による上肢の脊髄前角細胞の興奮性の経時的変化

脳活動は高負荷自転車エルゴメータ運動によって，運動終了後 30 分間上昇し続ける
医療法人相生会 にしくまもと病院

P-1-3-12

令和 4 年 10 月 1 日（土）13:20～14:20

ポスター発表 1（神経生理学③）

P-1-3-16

安静時脳機能結合の動的変化がオフライン運動学習に及ぼす影響

医療法人財団順和会 山王病院

柴崎 耀都

つくば国際大学

木村 剛英

言語的な教示による転移効果の阻害

結合動作における全体法・部分法の運動学習効果の差異 ―練習中における部分法の特徴にも着目して
嶋田 剛義

ハンドリングにおける能動運動と受動運動の運動学習効果の特徴―三次元空間でのリーチ動作を学習
課題として（第１報）

P-1-3-18

川添 隆伸

練習直後の干渉課題は、系列特有学習の統合を妨げる

東北文化学園大学大学院
P-1-3-17

哲

石黒 幸治（富山大学附属病院）

大分大学

P-1-3-15

山本

会場：ポスター会場
座長

P-1-3-14

彬

機能的磁気共鳴画像をいた到達動作の計測環境の構築-脳管障害患者における検討茨城県立医療大学

P-1-3-13

岡本

東北文化学園大学大学院

鈴木 博人

札幌医科大学

赤岩 眞悠

運動課題の反復練習が体性感覚 gating に及ぼす影響

74

演題プログラム 一覧(ポスター演題)

令和 4 年 10 月 1 日（土）13:20～14:20

ポスター発表 1（生体評価学①）

会場：ポスター会場
座長

P-1-4-1

河野 一郎（九州大学病院）

IMU センサを用いた運動学的歩行分析の計測信頼性
総合東京病院

P-1-4-2

P-1-4-5

東京慈恵会医科大学附属柏病院

吉田 啓晃

千葉県立保健医療大学

酒井 克也

関西福祉科学大学

有末 伊織

歩行速度によって異なる脳卒中片麻痺患者の身体認知

回復期病棟入院早期の患者における身体活動量の計測期間の検討

令和 4 年 10 月 1 日（土）13:20～14:20

ポスター発表 1（理工学）

会場：ポスター会場
座長

P-1-5-1

P-1-5-2

P-1-5-3

P-1-5-5

吉里 雄伸（九州看護福祉大学）

非接触運動計測システムと角度統計手法の統合による頚髄症歩行特性評価
名古屋大学

飯島 弘貴

埼玉大学

中村 昂平

VR による身体化と視覚効果を用いたリーチングシステムの開発

膝・足関節肢位および床反力中心位置による前脛骨筋の膝伸展作用への影響
ンによる解析

P-1-5-4

稲井 卓真

立ち上がり動作における左右別の足底圧計測の再現性-複数回測定の再現性と経過に伴う変動係数の
変化-

P-1-4-4

雄

歩行中の下腹部合成加速度を用いた股関節屈曲角度の推定
産業技術総合研究所

P-1-4-3

北地

筋骨格シミュレーショ

埼玉県立大学

小栢 進也

東京家政大学

平田 恵介

名古屋大学

宇野 光平

新規の関節運動を導く Ankle Assist Ergometer の開発

多群比較のための固定 NMF による筋シナジー変動解析手法の提案
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演題プログラム 一覧(ポスター演題)

令和 4 年 10 月 1 日（土）13:20～14:20

ポスター発表 1（基礎から臨床への橋渡し研究①） 会場：ポスター会場
座長

P-1-6-1

芥川 知彰（徳島文理大学）

長期の筋力増強運動における筋厚および重心動揺の変化
社会医療法人天神会 古賀病院 21

P-1-6-2

脳卒中者における回復期特異的な運動単位動員特性の解明
埼玉県立大学大学院

P-1-6-3

P-1-6-4

P-1-6-5

上門 大介

吉田 実央

橈骨遠位端骨折後に痛みを有する症例の安静時脳波マイクロステート
畿央大学大学院

大住 倫弘

高崎健康福祉大学

竹内 伸行

奈良県立医科大学

西田 亮一

60mW の低出力レーザー照射による生体内散乱光強度の計測

3 種類の中鎖脂肪酸の骨格筋芽細胞への作用の差異
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演題プログラム 一覧(ポスター演題)
<ポスター発表 2>
令和 4 年 10 月 2 日（日）11:15～12:15

ポスター発表 2（構造・機能・情報学②）

会場：ポスター会場
座長

P-2-1-1

P-2-1-2

P-2-1-3

坂本 淳哉（長崎大学）

頸髄損傷後の呼吸負荷トレーニングによる横隔神経運動ニューロンの形態学的特徴の違い
茨城県立医療大学

河村 健太

新潟医療福祉大学

田口

胸腰部への伸張性収縮負荷による筋圧痛閾値ヒートマップの作製

有限要素法を用いた脊椎圧迫骨折後の生体力学研究
長崎大学

P-2-1-4

P-2-1-5

P-2-1-6

森ノ宮医療大学大学院

北野 雅之

名古屋大学大学院

嶋﨑 航次

三次元深度カメラに基づく歩行データに対するノイズロバストな解析方法の検討

ポスター発表 2（構造・機能・情報学③）
座長

緑茶カテキン摂取と運動療法の併用が老化促進マウス（SAMP8）の骨格筋に及ぼす影響

名古屋大学大学院

兒玉 隼汰

骨格筋におけるマイオカイン IL-15 がオートファジー機構に及ぼす影響
田中

稔

廃用性筋萎縮の病態および運動介入時における筋衛星細胞の活性化に関与する LIF と HGF の変動
帝京科学大学

P-2-1-12

松崎 凌真

骨格筋特異的な分子ネットワークに基づく遺伝子モジュールの同定および各運動様式に対する分子応

大阪保健医療大学

P-2-1-11

響

成田 大一（函館市医師会看護・リハビリテーション学院）

答の推定

P-2-1-10

坂田

会場：ポスター会場

鹿児島大学大学院

P-2-1-9

啓太

歩行動作時における動的な運動モジュール構造の検討

令和 4 年 10 月 2 日（日）11:15～12:15

P-2-1-8

西

mediVR カグラが側腹筋の筋厚変化に及ぼす影響

名古屋大学大学院

P-2-1-7

徹

相原 正博

糖化ストレスはラット前脛骨筋におけるレジスタンス運動誘発性の筋タンパク質合成を減弱する
岡山医療専門職大学

田中 雅侑

草加整形外科内科

小島 拓真

エストロゲンの添加が軟骨細胞の同化因子発現に及ぼす影響
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演題プログラム 一覧(ポスター演題)

令和 4 年 10 月 2 日（日）11:15～12:15

ポスター発表 2（身体運動学⑤）
座長

P-2-2-1

会場：ポスター会場
井原 拓哉（東京医科歯科大学大学院）

歩行速度に影響を与える因子の検討 －Trailing Limb Angle と腓腹筋内側頭の筋活動に着目して－
九州看護福祉大学大学院

P-2-2-2

異なる二重課題条件が歩行に及ぼす影響
医療法人社団博慈会 青葉さわい病院

P-2-2-3

P-2-2-4

P-2-2-5

異なる external focus

of

岩月 宏泰

町田市民病院

蓮川 起輝

attention が歩行に及ぼす影響

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

ポスター発表 2（身体運動学⑥）

谷口 匡史（京都大学大学院）

局所振動刺激による運動錯覚性の重心位置変化に対する筋反応
新潟医療福祉大学

阿久澤 弘

悠康会 函館整形外科クリニック

川井 柚葉

若年健常の階段降段動作における運動学・運動力学的特徴

高齢健常者における階段 1 段目昇段の外的膝内転モーメントの変化とその要因-若年健常者と比較して悠康会 函館整形外科クリニック

P-2-2-9

中村

純

段差跨ぎ動作時における身体協調性の加齢変化：Uncontrolled manifold 解析による検討
東京都立大学

P-2-2-11

三上 達也

降段動作の速度低下が身体重心及び遊脚足部の制御に及ぼす影響
大分大学

P-2-2-10

宮﨑 宣丞

会場：ポスター会場
座長

P-2-2-8

青森県立保健大学

ウェアラブルセンサーによるリアルタイムフィードバックを用いた歩行練習の即時効果: 若年健常成

令和 4 年 10 月 2 日（日）11:15～12:15

P-2-2-7

古手川 萌

ラバー負荷立位時の身体動揺に文字流暢性課題が与える外乱効果

人と入院患者における検討

P-2-2-6

中玉利 一輝

須田 祐貴

昇段動作における空気圧ゲル人工筋肉を用いた効果的なアシストタイミングの検討
広島大学大学院
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豊田 裕大

演題プログラム 一覧(ポスター演題)

令和 4 年 10 月 2 日（日）11:15～12:15

ポスター発表 2（身体運動学⑦）
座長

P-2-2-12

P-2-2-13

P-2-2-14

P-2-2-15

P-2-2-16

会場：ポスター会場
北出 一平（福井大学医学部附属病院）

変形性膝関節症患者における膝関節受動特性変化の同定
順天堂大学

横山 萌香

大分大学

居倉 怜央

立脚期の膝関節角度変化が筋活動や膝関節負荷に及ぼす影響

若年健常者の膝関節伸展運動における内側広筋および外側広筋の運動単位活動特性に性差はあるか
広島国際大学大学院

桑原 大輔

京都大学大学院

浅山 章大

膝関節周囲の軟部組織の張力が膝蓋骨アライメントに及ぼす影響

膝関節屈曲角度が膝蓋下脂肪体の表層および深層の形状に及ぼす影響 -変形性膝関節症による検討こたけ整形外科クリニック

P-2-2-17

等尺性膝関節伸展運動時の大腿四頭筋の膝関節角度の違いによる神経筋の性質について
北海道科学大学大学院

令和 4 年 10 月 2 日（日）11:15～12:15

ポスター発表 2（神経生理学④）

平田 恵介（東京家政大学）

異なる難易度の認知負荷が予測的姿勢制御の適応結果に与える影響について
北海道大学

P-2-3-2

大谷 啓尊

澤井

舜

バランスディスク上での左プリズム適応が立位重心の左右変位に与える影響
新潟医療福祉大学

P-2-3-5

悠介

内的・外的注意焦点は立位重心動揺と脳波活動を変化させる
京都橘大学大学院

P-2-3-4

榊

恐怖環境下での意図的な注意制御が立位バランスに及ぼす影響
神戸国際大学

P-2-3-3

若木 雄太

会場：ポスター会場
座長

P-2-3-1

中山 昇平

北谷 亮輔

姿勢保持課題と随意運動課題における外側広筋運動単位発火パターンの相違
茨城県立医療大学
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青山 敏之

演題プログラム 一覧(ポスター演題)

令和 4 年 10 月 2 日（日）11:15～12:15

ポスター発表 2（神経生理学⑤）

会場：ポスター会場
座長

P-2-3-6

木村 剛英（つくば国際大学）

バーチャルリアリティによる視覚刺激が灼熱様の疼痛感覚に及ぼす影響
大分大学医学部附属病院

P-2-3-7

車いす操行および松葉杖歩行に伴う運動イメージの正確性への影響
国際医療福祉大学

P-2-3-8

P-2-3-11

関西医療大学

溝口 綾人

森ノ宮医療大学

木内 隆裕

ミラーセラピーにおける課題難易度とその効果

慢性腰痛における心理社会的要因と脳機能計測

―機械学習による予測分析の試行－
東北福祉大学

令和 4 年 10 月 2 日（日）11:15～12:15

ポスター発表 2（神経生理学⑥）
青木

修（四條畷学園大学）

運動イメージとニューロフィードバックの併用は立位姿勢制御能力を向上させる
京都橘大学

P-2-3-13

静的立位保持中の足圧中心速度の分解

P-2-3-16

大久保 結羽

-ゆらぎ成分とふるえ成分
人間総合科学大学

P-2-3-15

藤川 翔也

認知負荷による有効視野の狭窄が姿勢安定性に与える影響について
北海道大学

P-2-3-14

田邊 素子

会場：ポスター会場
座長

P-2-3-12

堀田 昂己

視覚フィードバックを用いた運動の運動イメージには、視覚イメージが過剰な脊髄運動神経機能の抑
制と運動技能の向上が得られる

P-2-3-10

渡邉 観世子

運動イメージ方法の違いが運動の正確さと脊髄神経機能の興奮性に及ぼす効果
介護老人保健施設ローズ

P-2-3-9

竹尾 雄飛

宮澤

拓

視野の下部領域のオプティカルフローは非視覚系の立位姿勢制御戦略に変容させる
大分大学大学院

萬井 太規

北海道大学

丸谷 暁子

安静時立位バランスにおける足部への温熱効果に関する研究
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演題プログラム 一覧(ポスター演題)

令和 4 年 10 月 2 日（日）11:15～12:15

ポスター発表 2（運動生理学①）
座長

P-2-4-1

会場：ポスター会場

小柳 圭一（神戸市立医療センター中央市民病院）

呼気終末二酸化炭素分圧の低下が内頸動脈の血流依存性血管拡張反応に与える影響
札幌医科大学大学院

P-2-4-2

複数胸壁振動刺激が健常者の換気量増加に与える効果
筑波メディカルセンター病院

P-2-4-3

湘南鎌倉人工関節センター

令和 4 年 10 月 2 日（日）11:15～12:15

ポスター発表 2（生体評価学②）

P-2-5-3

P-2-5-5

昌欣

篠原 智行（高崎健康福祉大学）

外側広筋からＦ波を記録する際の刺激頻度が痛みや検査値に与える影響
田辺中央病院

黒部 正孝

森ノ宮医療大学大学院

木下 敬詩

超音波画像診断装置による脛骨回旋アライメント測定

変形性股関節症の変形度合いを検出する非侵襲非接触計測方法の提案
いた特徴点抽出

P-2-5-4

李

会場：ポスター会場
座長

P-2-5-2

二宮 一成

マウスの変形性関節症に対する昇り坂および降り坂トレッドミル運動の影響
神戸大学

P-2-5-1

石井 成美

高齢変形性股関節症女性患者の Timed Up & Go Test と下肢筋力、大腿四頭筋の筋厚、筋輝度との
関連性

P-2-4-5

小林 雅明

ノギスとスマートフォンアプリケーションを用いた体表面からの仙骨傾斜角測定方法の信頼性の検討
了德寺大学

P-2-4-4

坂本 琳太郎

第一報；レントゲン画像を用

国際医学技術専門学校

増田 一太

大阪電気通信大学大学院

山田 大智

高硬度の対象物に対する Strain ratio 計測の信頼性

実験動物における簡易的な活動量分析の検討
大阪公立大学
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後藤

淳

演題プログラム 一覧(ポスター演題)

令和 4 年 10 月 2 日（日）11:15～12:15

ポスター発表 2（基礎から臨床への橋渡し研究②） 会場：ポスター会場
座長

P-2-6-1

朝倉 智之（群馬大学大学院保健学研究科）

回復期病棟入棟時の股関節骨折患者の歩行自立に関する臨床予測ルール
日高リハビリテーション病院

P-2-6-2

患側下肢の最大荷重比は歩行時の初期接地から荷重応答期での力の変化を反映する -歩行時に大腿外
側部痛を呈する大腿骨転子部骨折例における検討-

P-2-6-3

加納総合病院

佐藤

健

TKA 後患者に対する膝蓋下脂肪体のへの即時介入効果の検証 -超音波測定装置を用いて医療法人寿山会

P-2-6-5

河西 謙吾

スマートフォンを用いた快適歩行速度計測の精度
新潟医療福祉大学

P-2-6-4

大山 祐輝

川﨑 友祐希

下肢伸展トルクと重心動揺との関係 -女性における検討令和健康科学大学

82

吉澤 隆志

演題プログラム 一覧(ポスター演題)
<ポスター発表 3>
令和 4 年 10 月 2 日（日）14:00～15:00

ポスター発表 3（構造・機能・情報学④）
座長

P-3-1-1

会場：ポスター会場

荒川 高光（群馬大学大学院保健学研究科）

坐骨神経挫滅損傷モデルラットに対する超音波治療が脊髄後根神経節に与える影響の検討
京都大学大学院

P-3-1-2

P-3-1-3

P-3-1-4

大阪大学医学部附属病院

友田 亮平

畿央大学

瀧口 述弘

高強度経皮的電気刺激は疼痛促通系を抑制しない

神経障害性疼痛モデルマウスに対する交代浴の試み ～温浴 40℃と冷浴 18℃による検討～

令和 4 年 10 月 2 日（日）14:00～15:00

ポスター発表 3（構造・機能・情報学⑤）
座長

P-3-1-8

P-3-1-9

P-3-1-10

P-3-1-12

会場：ポスター会場
今屋 将美（熊本機能病院）

広島大学

藤田 直人

広島大学大学院

西平 美鈴

広島大学大学院

坂倉 貫太

OLETF ラットにおける褐色脂肪組織の白色化に対する食餌制限の効果

OLETF ラットの各種臓器における脂肪蓄積の経時的変化

変形性関節症をドライブする「老化×メカニカルストレス」分子制御の探求 ―メタアナリシスとシステ
名古屋大学

飯島 弘貴

埼玉県立大学大学院

荒川 航平

異なるモデルにおける部位ごとの脛骨軟骨下骨の骨構造変化の違い

後十字靭帯損傷によるメカニカルストレスの変化が膝蓋大腿関節の軟骨及び軟骨下骨に与える影響の
長期的観察

P-3-1-13

江口 大輔

若齢期の運動習慣と脱トレーニングが OLETF ラットの耐糖能に及ぼす影響

ム生物学による統合的アプローチ―
P-3-1-11

西尾 太一

網羅的 miRNA 発現解析による適度な運動量の指標となる血中 miRNA バイオマーカーの同定
神戸大学

P-3-1-7

猪俣 陽一

脳内出血後の運動は損傷側大脳皮質におけるヒストンアセチル化を増強する
北海道大学

P-3-1-6

仕軒

有酸素運動が化学療法誘因性末梢神経障害モデルラットに及ぼす影響

東京医療学院大学
P-3-1-5

徐

埼玉県立大学

榎本 沙彩

埼玉県立大学

金村 尚彦

膝関節不安定性が脊髄神経機構に与える影響
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演題プログラム 一覧(ポスター演題)

令和 4 年 10 月 2 日（日）14:00～15:00

ポスター発表 3（身体運動学⑧）

会場：ポスター会場
座長

P-3-2-1

直井 俊祐（東京医科大学病院）

立ち上がり動作の殿部離床相における体幹と骨盤に関与する運動の検討
医療法人寿山会

P-3-2-2

過度な体幹前傾を伴う起立動作の伸展型腰痛症における特徴
大分大学

P-3-2-3

令和 4 年 10 月 2 日（日）14:00～15:00

ポスター発表 3（身体運動学⑨）

江戸 優裕（千葉県立保健医療大学）

正常足者と扁平足者におけるランニング時の足関節内がえし/外がえしと膝関節内反/外反の運動連鎖
新潟医療福祉大学大学院

新潟医療福祉大学大学院

P-3-2-12

野木 康陽

渡邊 貴博

足関節不安定性の測定の定量化と再現性に関する運動学的解析
理学・作業名古屋専門学校

P-3-2-11

栞

慢性足関節不安定症を有する者と coper におけるランニング立脚期の後足部と中足部間，中足部と
前足部間の協調性の違い

P-3-2-10

平塚

硬素材インソールが走動作に及ぼす影響の探索
埼玉県立大学大学院

P-3-2-9

石倉 英樹

会場：ポスター会場

座長

P-3-2-8

阿部 明日香

食品の摂取頻度と咀嚼筋の構造の関係について
広島都市学園大学

P-3-2-7

山本 悠介

咬合強度・左右の咬合圧バランスが着地動作に及ぼす影響
新潟医療福祉大学

P-3-2-6

香味 大樹

着座動作における動作開始時の肢位変化について
関西医療大学大学院

P-3-2-5

岩垣 理紗子

着座動作における体幹、骨盤、股関節のアライメント変化について
医療法人社団石鎚会 京都田辺記念病院

P-3-2-4

井上 直人

宮澤 幸児

足角の変更は片脚立位における足底面内の足圧中心位置に影響を与えません
青森県立保健大学

羽場 俊広

産業技術総合研究所

稲井 卓真

転倒経験の有無と歩行中の足部角度の関係
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演題プログラム 一覧(ポスター演題)

令和 4 年 10 月 2 日（日）14:00～15:00

ポスター発表 3（身体運動学⑩）

会場：ポスター会場
座長

P-3-2-13

筋伸張位におけるレジスタンストレーニングによる 介入側と非介入側における筋力増強の関連性の
検討

P-3-2-14

木下 和昭（四條畷学園大学）

新潟医療福祉大学

P-3-2-17

P-3-2-18

中村 雅俊

新潟医療福祉大学大学院

村上 優太

新潟医療福祉大学

中島 早紀

スタティックストレッチングが関節位置覚に与える効果の検討

足関節底屈筋群に対する動的ストレッチングの効果

ポスター発表 3（神経生理学⑦）

会場：ポスター会場
北谷 亮輔（新潟医療福祉大学）

手指巧緻動作課題における声かけ効果：近赤外分光法による検討
広島大学大学院

高崎 浩壽

手指屈筋腱への振動刺激による筋電図応答は周波数依存的に変化する ―痙縮を有する脳卒中後片麻痺
患者に対するフィージビリティ検証―

P-3-3-6

木下 晃紀

カーフレイズ動画の運動観察における脊髄運動ニューロンの興奮性変化について
京都田辺中央病院

P-3-3-5

高橋 優基

手掛かりを基に運動範囲を調節する際に手掛かりへ注意を向けると体性感覚が入力されやすくなる
介護老人保健施設第二さくら苑

P-3-3-4

小川 大貴

聴覚刺激の刺激間隔の違いが歩行のリズムと前脛骨筋の筋活動に与える影響
神戸リハビリテーション福祉専門学校

P-3-3-3

吉里 雄伸

西九州大学

座長

P-3-3-2

紫敏

遅発性筋痛に対する振動付きフォームローラー介入の cross-education 効果の検討

令和 4 年 10 月 2 日（日）14:00～15:00

P-3-3-1

王

子どもの大腿部筋柔軟性が低下する年齢を明らかにするための横断的研究
九州看護福祉大学

P-3-2-16

成

8 週間の高スピード筋力トレーニングは筋質改善に効果的である：ランダム化比較対照試験
京都大学

P-3-2-15

佐藤

慶應義塾大学

棚町 兼也

立ち上がり動作の指導における言語強化のタイミングに関する探索的研究 ―理学療法士による離殿の
指導に着目して（第 2 報）―

東北文化学園大学
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我妻 昂樹

演題プログラム 一覧(ポスター演題)

令和 4 年 10 月 2 日（日）14:00～15:00

ポスター発表 3（神経生理学⑧）

会場：ポスター会場
座長

P-3-3-7

木内 隆裕（森ノ宮医療大学）

足関節の運動の頻度を増加させると体性感覚入力が抑制される
医療法人凰林会 榊原白鳳病院

P-3-3-8

事前動作の違いが後続の行為選択の判断に及ぼす影響 -障害物回避のための行為選択課題による検証東京都立大学大学院

P-3-3-9

令和 4 年 10 月 2 日（日）14:00～15:00

ポスター発表 3（神経生理学⑨）

P-3-3-15

P-3-3-16

哲弘

野村

真

太田 大樹（新潟医療福祉大学）

僧帽筋下部線維と前鋸筋における運動単位の挙動様式の解明と Scapular Dyskinesis を有する者の特徴
広島国際大学大学院

國木 壮大

日本保健医療大学

石井 智也

北海道大学

笠原 敏史

筋収縮後増強発生時における肘関節周囲筋の動態

筋力調整能力へのランダム練習の有効性について

体幹肢位の違いが足関節背屈直前のヒラメ筋の中枢神経系制御動態に及ぼす影響の検討
神奈川県立保健福祉大学大学院／イムス横浜東戸

P-3-3-17

林

会場：ポスター会場
座長

P-3-3-14

安部 レオ

身体部位の mental rotation 課題における正答率と脊髄前角細胞の興奮性の関係について
日本医科大学千葉北総病院

P-3-3-13

大河内 偉琉

運動観察は運動に要される力の認識により脊髄運動神経機能の興奮性が異なる
京都田辺中央病院

P-3-3-12

謙

弓道におけるイップス「早気」についての<br>心理学的および神経生理学的検討
大分大学

P-3-3-11

菊地

反復他動運動の視覚的運動感覚錯覚による脊髄興奮性への影響
新潟医療福祉大学

P-3-3-10

中森 友啓

高木 武蔵

一側の振動刺激は対側の脊髄前角細胞の興奮性を抑制する
医療法人和光会 山田病院
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久納 健太

演題プログラム 一覧(ポスター演題)

令和 4 年 10 月 2 日（日）14:00～15:00

ポスター発表 3（運動生理学②）

会場：ポスター会場
座長

P-3-4-1

小宅 一彰（信州大学）

脊柱の可動性が自律神経および心理的ストレスに与える影響
株式会社 TRIGGER

P-3-4-2

運動で骨格筋の脂肪を制御する ―高齢者骨格筋トランスクリプトームメタ解析によるシステム生物学
アプローチ―

P-3-4-3

P-3-4-4

P-3-4-5

名古屋大学

札幌医科大学大学院

内藤

札幌医科大学大学院

徳田 奈央

新潟医療福祉大学大学院

松橋 日和

繰り返し起こる血圧低下による脳酸素化ヘモグロビンの変化

ポスター発表 3（生体評価学③）

会場：ポスター会場
宮﨑 宣丞（鹿児島大学大学院）

肩峰軌道解析による肩甲帯機能評価の開発 ―固定方法の違いによる体幹回旋代償運動の影響―
東北文化学園大学

信州大学

野池 貫志

スマートフォンの水準器を用いた胸腰椎の弯曲角測定－性差に着目した妥当性の検証－
東北メディカル学院

P-3-5-5

小野 伊風生

Open Pose を用いた立ち上がり・着座動作における関節角度の測定精度 ―三次元モーションキャプチ
ャとの比較―

P-3-5-4

千田 悠人

マーカレスモーションキャプチャを用いた 2 ステップテスト動作の動作分析における信頼性の検討
広島大学大学院

P-3-5-3

雷

オーバートレーニングによる筋機能障害のメカニズム

座長

P-3-5-2

飯島 弘貴

高強度間欠的運動は実験的自己免疫性筋炎マウスの筋持久力を改善する

令和 4 年 10 月 2 日（日）14:00～15:00

P-3-5-1

中村 雄一

宮沢 有希子

体重負荷による足部変位と Skin Movement Artifact
文京学院大学
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佐藤 俊彦
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