
No. タイムスケジュール 氏　　名 所　　属 演　題　名 司　会

9:25～9:30 北崎洋司 清泉クリニック整形外科 オープニング

1 9:30～9:36 研究 胸郭
イワモト　ヒロユキ

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胸郭柔軟性と衝撃吸収能の関係
－床反力計による検討－

2 9:37～9:43 研究 胸郭
モリヤス　アキト

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%VCとWBIの変化

3 9:44～9:50 研究 胸郭
ジツマツ　マサル

實松　勝
福岡リハビリテーション専門学校 心肺運動負荷試験による嫌気性代謝閾値（AT）とWBIとの関係性について

4 9:51～9:57 研究 胸郭
タチバナ　リュウタロウ

橘　竜太郎
福岡県済生会大牟田病院 運動形態の違いが呼吸ユニットへ及ぼす影響

5 9:58～10:04 研究 自律神経
イケダ　ユキヒロ

池田　幸広
福岡リハビリテーション専門学校 自律神経機能が重心動揺に与える影響（仮）

6 10:05～10:11 研究 自律神経
オオヤマ　フミアキ

大山　史朗
医療法人青葉会　のざきクリニック 精神的作業負荷が立位時の体幹振戦に及ぼす影響

7 10:12～10:18 研究 筋緊張
ウンテン　ヒロトシ

運天　祐利
福岡リハビリテーション専門学校 食事摂取前後における脊柱起立筋の筋硬度変化

10:19～10:29

10:29～10:39

8 10:39～10:45 研究 筋力
オオガラ　トオル

大柄　亨
医療法人社団SEISEN　清泉クリニック整形外科　東京 プロフェッショナルボクサーの身体特性

9 10:46～10:52 研究 柔軟性
ヨコヤマ　ユウキ

横山　雄紀
医療法人社団SEISEN　清泉クリニック整形外科　東京 慢性疼痛疾患における身体固有振動数の特徴

10 10:53～10:59 研究 柔軟性
フクナガ　リョウヘイ

福永　遼平
医療法人社団SEISEN　清泉クリニック整形外科　静岡 股関節内旋可動域と脊柱可動域の関係性について

11 11:00～11:06 研究 柔軟性
ホリモト　ヨシノブ

堀本　祥惟
医療法人社団SEISEN　清泉クリニック整形外科　静岡 広背筋テストと胸椎可動域の関係

12 11:07～11:13 研究 柔軟性
ゴロウマル　タケシ

五郎丸　剛士
福岡県済生会大牟田病院 腰椎柔軟性と身体能力の関係

13 11:14～11:20 研究 柔軟性
ワダ　タカシ
和田　貴志

医療法人社団SEISEN　清泉クリニック整形外科　鹿児島 柔軟性テストとWBIの関係性

14 11:21～11:27 研究 柔軟性
オオニシ　エイイチロウ

大西　英一郎
医療法人社団SEISEN　清泉クリニック整形外科　鹿児島 Wingテストならびに股関節内旋テストと脊柱可動性の関係

11:28～11:38

11:38～12:40

15 12:40～12:46 研究 脊柱
ババ　コウジ
馬場　功時

福岡県済生会大牟田病院 WBI・％MVの関係より見た感覚入力の違い

16 12:47～12:53 研究 脊柱
フルヤ　コウジ

古屋　光司
医療法人社団SEISEN　清泉クリニック整形外科　静岡 腹筋筋力と脊柱可動域の関係性

17 12:54～13:00 研究 脊柱
クリモト　サトシ

栗本　諭
福岡県済生会大牟田病院 頚椎・胸椎彎曲角度に対する簡易的評価の検討

18 13:01～13:07 研究 WBI
マツオカ　タケシ

松岡　健
福岡県済生会大牟田病院 非特異的腰痛者における腰方形筋厚・脊柱弯曲角度変化

19 13:08～13:14 研究 WBI
カトウ　ユウヤ

加藤　佑哉
医療法人社団SEISEN　清泉クリニック整形外科　静岡 身体機能と肩関節機能の関係性〜患者立脚肩関節評価法Shoulder36 Ver1.3を用いて〜

20 13:15～13:21 研究 WBI
フジハラ　ケンゴ

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　―体力測定結果の検証 第2報―

21 13:22～13:28 研究 WBI
クリハラ　リョウヘイ

栗原　良平
医療法人社団SEISEN　清泉クリニック整形外科　静岡 体力支持指数向上と自覚的疼痛の関係性

13:29～13:39

13:39～13:49

22 13:49～13:55 経験 教育
オカワ　タカシ

尾川　　隆
公立玉名中央病院 D-ダイアグラム（嵩下ダイアグラム）を使用した症例検討会の実践報告

23 13:56～14:02 経験 報告
カトウ　ヤスシ
加藤　泰史

まろやか整体院 ファスティングにおける身体柔軟性及び筋力への影響

24 14:03～14:09 経験 報告
エトウ　ヒロシ
衛藤　泰志

医療法人　彩翔会　しん整形外科リハビリテーション＆スポーツクリニック
トレーナーサポートにおけるスパインダイナミクス療法導入にて感じた事

－全体論から見たリコンディショニング－

25 14:10～14:16 経験 報告
オカムラ　ユウタロウ

岡村　悠太郎
医療法人社団SEISEN　清泉クリニック整形外科　静岡 脊柱機能回復への間接的アプローチ

26 14:17～14:23 経験 報告
サトウ　ユウイチ

佐藤　佑一
株式会社　東芝　東芝病院 　TKA術後の筋力回復の推移　～WBIと等速性収縮筋力の改善の推移～

27 14:24～14:30 経験 自律神経
イトウ　シゲキ

伊東　茂樹
豊後大野市民病院 「防ぎえた死」を防ぐための災害リハビリテーションのあり方　　自律神経に着目して

28 14:31～14:37 経験 自律神経
シバタ　ナオキ

柴田　尚樹
たしろ整形外科 習慣的思考の変化が術後の持続的疼痛に影響を与えた一症例

29 14:38～14:44 経験 自律神経
ババ　コウジ
馬場　功時

福岡県済生会大牟田病院 上限心拍設定法により自律神経機能へアプローチを行った一症例

14:45～14:55

14:55～15:05

30 15:05～15:11 経験 内科
ウチダ　モトヒコ

内田　幹彦
医療法人　己平会　よう整形外科クリニック ポリープ摘出後腰痛が改善した症例

31 15:12～15:18 経験 精神
タカハシ　コウキ

髙橋　功樹
医療法人社団　有朋会　栗田病院 睡眠障害を呈する統合失調症患者への治療介入効果　－Spine Dynamics理論を用いて－

32 15:19～15:25 経験 精神
フナキ　リョウ

舟木　崚
医療法人社団　有朋会　栗田病院 不眠症状を呈するうつ病患者に対するSD療法の実践

33 15:26～15:32 経験 精神
アラ　サトコ
新　智子

秋元病院 統合失調症患者に対するSD療法臨床応用

34 15:33～15:39 経験 精神
ヤマモト　カズキ

山本　一貴
医療法人社団　有朋会　栗田病院 認知症患者の不眠症状に対するSD療法介入効果

35 15:40～15:46 経験 整形
マツオ　ショウヘイ

松尾　祥平
医療法人　信愛整形外科医院 前十字靭帯再建術に対する筋出力と動作に着目して

36 15:47～15:53 経験 整形
オオガミ　ヒロトシ

大神　裕俊
やちよ整形外科クリニック 上腕骨外側上顆炎に対しSpine Dynamics療法にて治療介入した症例

37 15:54～16:00 経験 整形
カキノキ　リサ
柿木　理沙

医療法人友愛会　野尻中央病院 頚損を呈され、寝たきり状態から歩行可能レベルまで回復した症例

38 16:01～16:07 経験 整形
エンドウ　ヤスオ

遠藤　恭生
医療法人秀匠会 わしざわ整形外科 特発性側弯症由来のアライメント変化により、頚部痛および頭痛を呈する１症例

16:08～16:18

16:19～16:30 脇元幸一 清泉クリニック整形外科 クロージング
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