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№ スケジュール カテゴリー 氏　 名 所　　属 演　　題　　名 司会

09:25 ～ 09:30 北﨑 洋司 清泉クリニック
整形外科 オープニング

岩
本 

博
行

1 09:30 ～ 09:36 研究 評価法 嵩下 敏文 清泉クリニック
整形外科　静岡 脊柱評価法の確立－進捗報告－

2 09:37 ～ 09:43 研究 基礎研究 大山 史朗 野尻中央病院 透析患者が呈する拘束性換気障害および筋出力抑制

3 09:44 ～ 09:50 研究 基礎研究 入江 芳実 清泉クリニック
整形外科　静岡

立位全脊柱レントゲン像を用いた頚椎弯曲と胸椎弯曲角
度の関係性

4 09:51 ～ 09:57 研究 基礎研究 西野 智之 野尻中央病院 食事摂取直後における体幹柔軟性および筋出力の低下 
－内臓体性反射を検証する－

5 09:58 ～ 10:04 研究 運動療法 森安 昭斗 医療法人社団
聖心会　阪本病院 ポールエクササイズによる身体変化

6 10:05 ～ 10:11 研究 運動療法 黒木 　唯 野尻中央病院 体幹柔軟性を回復させる運動療法の検証
－縄跳びとバランスボールエクササイズでの比較－

10:12 ～ 10:25 ディスカッション

10:25 ～ 10:35 休　　　　　　憩　　　

シンポジウム①　『テーマ：評価法，基礎研究，運動療法治療効果』
Spine Dynamics 学術シンポジウム 2016 プログラム

№ スケジュール カテゴリー 氏　 名 所　　属 演　　題　　名 司会

7 10:35 ～ 10:41 研究 ＷＢＩ 藤原 賢吾 福岡リハビリテー
ション専門学校

教育機関におけるSpine Dynamics療法活用法の一例　 
―体力測定時のＷＢＩと％ＭＶに着目して―

衛
藤 

泰
志

8 10:42 ～ 10:48 研究 ＷＢＩ 宮野 元樹 医療法人　恵愛会
　中村病院

WBI を用いた入院患者移動レベルのカットオフ値の検
討

9 10:49 ～ 10:55 研究 ＷＢＩ 廣渡 正剛 福岡県済生会
大牟田病院 WBI と歩行開始時 COP 側方移動距離および速度の関係

10 10:56 ～ 11:02 研究 ＷＢＩ 入江 芳実 清泉クリニック
整形外科 静岡 WBI からみた疾患

11 11:03 ～ 11:09 研究 ＷＢＩ 舟木　 崚 医療法人社団
有朋会 栗田病院 %MV の代替評価～安価な測定機器を用いて～

12 11:10 ～ 11:16 研究 ＷＢＩ 池田 幸広 福岡リハビリテー
ション専門学校 片側胸郭の柔性改善が左右 WBI へ与える影響

11:17 ～ 11:30 ディスカッション

11:30 ～ 12:45 昼　食　休　憩　　　

シンポジウム②　『テーマ：ＷＢＩ』

№ スケジュール カテゴリー 氏　 名 所　　属 演　　題　　名 司会

13 12:45 ～ 12:51 研究 ＷＢＩ 國崎 志保 福岡県済生会
大牟田病院 2 型糖尿病患者における WBI・胸郭拡張差との関係

池
田 

幸
広

14 12:52 ～ 12:58 研究 ＷＢＩ 岩本 博行 福岡リハビリテー
ション専門学校

片脚着地動作におけるＷＢＩと脊柱・下肢関節の衝撃吸収能の
関係 －三次元動作解析装置と床反力計による検討－

15 15:59 ～ 13:05 研究 ＷＢＩ 衛藤 泰志
しん整形外科

リハビリテーション＆
スポーツクリニック

成長期における WBI の特徴
－健常群と成長群との比較　カットオフ値を用いて－

16 13:06 ～ 13:12 研究 ＷＢＩ 中辻 太輔 清泉クリニック
整形外科　鹿児島

WBI 評価に対する代替え評価の検討（モービーと WBI
評価の相関性について）

17 13:13 ～ 13:19 研究 ＷＢＩ 實松　勝 福岡リハビリテー
ション専門学校 側臥位での％ VC 評価と WBI の関係性について

18 13:20 ～ 13:26 研究 ＷＢＩ 松岡　健 福岡県済生会
大牟田病院

腰椎前弯角度からみた WBI と腰方形筋機能の関係　 
－全脊柱側面像および超音波診断装置による検証

13:27 ～ 13:40 ディスカッション

13:40 ～ 13:45 休　　　　　憩　　　

シンポジウム③　『テーマ：ＷＢＩ』
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№ スケジュール カテゴリー 氏　 名 所　　属 演　　題　　名 司会

19 13:45 ～ 13:51 経験 難病 桒畑　慶輔 野尻中央病院 体幹柔軟性の回復が疼痛緩和に奏功した難治性シンスプ
リントの一症例

藤
原 

賢
吾

20 13:52 ～ 13:58 経験 整形 小川　哲広 いずみ会 北星病院
内側型変形性膝関節症患者に対する腰椎前弯改善を目的
とした運動が立位時の腰椎および膝アライメント、膝関
節機能に及ぼす影響

21 13:59 ～ 14:05 経験 整形 山岸　駿介 医療法人大樹会
ふれあい鎌倉ホスピタル

交通外傷後に腰部痛を発症した症例 
～ Spine Dynamics 療法・インソール療法を用いた理
学療法展開～

22 14:06 ～ 14:12 経験 整形 大山　史朗 野尻中央病院 封入体筋炎患者に対するリハビリテーション 
－運動負荷強度からの考察－

23 14:13 ～ 14:19 経験 治療 下神　幸誠
医療法人社団 EISEN
通所リハビリテー
ションせいせん

（鹿児島）

左橋梗塞に対して SpineDyanamics 理論アプローチに
より上肢機能が改善した１症例

24 14:20 ～ 14:26 経験 治療 高松　孝成 医療法人清和会　
平成とうや病院

小脳梗塞を呈し、介入により歩容・腰痛の改善を認めた
が、復職への不安から柔性障害を十分に改善できなかっ
た症例

25 14:27 ～ 14:33 経験 治療 原　美行 潤和会記念病院 Spine　Dynamics 理論を用いた評価、治療介入効果の
検証

26 14:34 ～ 14:40 経験 内科 伊東茂樹 豊後大野市民病院 抗がん剤副作用により離床困難となった症例に対する
Spine　dynamics 療法 

14:41 ～ 14:54 ディスカッション

14:54 ～ 15:05 休　　　　　憩　　　　　

シンポジウム④　『テーマ：難病，整形，治療，内科』

№ スケジュール カテゴリー 氏　 名 所　　属 演　　題　　名 司会

27 15:05 ～ 15:11 研究 全身体力 嵩下 敏文 清泉クリニック
整形外科　静岡 ウォーキングによって人の体力は向上するのか？

松
岡
　
健

28 15:12 ～ 15:18 研究 治療 岩下耕太朗 野尻中央病院 体幹柔軟性の回復が上肢敏捷性に及ぼす影響

29 15:19 ～ 15:25 研究 治療 山村　 諒 清泉クリニック
整形外科　鹿児島 Spinal walking board による治療効果（第 2 報）

30 15:26 ～ 15:32 研究 治療 栗本   諭 福岡県済生会
大牟田病院

胸郭拡張運動が Kraus Weber Test・身体機能に及ぼ
す影響

31 15:33 ～ 15:39 研究 治療 高江 猶紀 清泉クリニック
整形外科　鹿児島 アクアタイザー使用でのパフォーマンスへの影響

32 15:40 ～ 15:46 研究 治療 古屋 光司 清泉クリニック
整形外科　静岡 握力と胸椎弯曲角度の関係性

33 15:47 ～ 15:53 研究 治療 下野 直也 福岡県済生会
大牟田病院 ＷＢＩと簡易的脊柱柔軟性評価の有用性

34 15:54 ～ 16:00 研究 治療 古屋 光司 清泉クリニック
整形外科　静岡 不良姿勢とハムストリングスの筋硬度

16:01 ～ 16:14 ディスカッション

16:15 ～ 16:30 総括 脇元 幸一 清泉クリニック
整形外科 クロージング

シンポジウム⑤　『テーマ：全身体力，治療，柔性』


