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第18回千葉県理学療法士学会出張許可についてのお願い

謹　啓

　時下の候、貴台におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上

げます。

　平素は、本会会員理学療法士の活動にご理解ご協力を賜り、厚く御

礼申し上げます。

　さて、このたび千葉県理学療法士会では、下記の通り第18回千葉

県理学療法士学会を開催いたします。

　つきましては、貴施設所属理学療法士 　　　　　　　　　　 氏の

学会出張に格段のご配慮を頂きますよう、謹んでお願い申し上げます。

 謹　言

記

開催テーマ  『過去からの継承　未来への挑戦』
　～自分の言葉で伝えていますか～

開催期日 平成25年2月3日

開催時間 9：00～18：00

開催会場  千葉市文化センター
〒260‒0013　千葉市中央区中央2‒5‒1
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学会長あいさつ

「過去からの継承　未来への挑戦」
～自分の言葉で伝えていますか～

第18回千葉県理学療法士学会　　　　

学会長　薄　直宏　 東京女子医科大学　
八千代医療センター

　皆さんはたくさんの手がかりの中で理学療法を学んでいます。書店に行けば理学療法やリハビ
リテーションのコーナーにたくさんの書籍が並びインターネットでも新たな資料が日々更新され
ています。
　理学療法を遂行する中では画像や検査データ、ガイドラインやクリニカルパスなど診療をサ
ポートしてくれる数値や情報を難なく手に入れることができます。

巨人の肩の上に立つ

　聞いた言葉かもしれません。Google scholar というGoogle の学術専門検索サイトのトップ
ページに標語として掲載されています。これはフランスの学者ベルナールの言葉とされるもので
す。またニュートンが万有引力発見について意見を求められたときに「もし私が他の人よりも
遠くを見ているとしたら、それは巨人の肩の上に立っているからです。」と答えたそうです。

　本大会では、先輩方から受け継いだ知識や技術を継承しそれらを求められる対象者に遂行する
こと、また先輩方の想いを受け継ぎ理学療法を発展するような理学療法士を目指すべく学会の
テーマを「過去からの継承　未来への挑戦」～自分の言葉で伝えていますか～としました。

　今回は、特別講演として新潟医療福祉大学の亀尾徹先生、山梨リハビリテーション病院の伊藤
克浩先生をお招きし「理学療法士の明日」について講演していただきます。また教育講演では
コミュニケーション・インストラクターの山田ズーニーさんをお招きし「伝わる！言葉の力を
つける」と題し理学療法士が自分の言葉で話せるヒントを講演して頂きます。ランチョンシン
ポジウムでは「安心して暮らせる街～理学療法士の可能性～」として3名のシンポジストによる
様々な視点から理学療法士の可能性を探って行きます。

　市民公開講座では、レーサーの太田哲也さんをお招きして彼がレース中の事故から今までどの
ような挑戦をしてきたのかを熱く語って頂きます。

　当日、各分野の巨人が皆さんにたくさんの言葉を投げかけてくれます。肩の上に乗ってそこか
ら何が見えるのか感じてみませんか？

　また、演題登録は90演題となり、県士会員の日々の努力をそれぞれの言葉で発表していただ
きます。

　一般社団法人である千葉県理学療法士会は、倫理及び学術研鑽し、わが国の理学療法の普及向
上を図るとともに国民保健の発展に寄与することを目的としています。また千葉県民に対し信頼
のおける職能団体となるため本大会が理学療法士の専門性をより追求し学ぶことができる大会に
なれば幸いです。
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会場へのアクセス

■電　車 ＪＲ総武線｢千葉駅｣､京成千葉線｢千葉中央駅｣より　徒歩10分

■千葉都市モノレール
 「葭川公園駅」下車　徒歩３分

■バ　ス 「千葉銀行中央支店前」バス停下車　徒歩１分
 「中央２丁目」バス停下車　徒歩３分

■  車 京葉道路「穴川インターチェンジ」から　約20分

〈駐車・駐輪場について〉
 千葉市文化センター ( 千葉中央ツインビル2号館 )
 地階　有料駐車場　午前８時～午後１１時
 ※大型車の駐車はできません。( 車高 1.55m、車幅 1.75mまで )

 千葉市文化センターには駐輪場はございません｡
 自転車は､周辺の有料駐輪場をご利用ください｡
 なお､自動二輪 ( 原付 ) の駐輪場はございません｡
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参加者へのお知らせとお願い

1.  学会参加費について
日本理学療法士協会会員 ： 2,000円（学会誌を含む）
非　会　員※ ： 1日 3,000円（学会誌を含む） ※非会員は日本理学療法士協会会員以外です

一般公開講演のみ ： 無　料（学会誌なし）
学　　　生 ： 無料（受付時に学生証の提示をお願いします）
学　会　誌 ： 500円

2.  学会受付について
1） 受付場所：千葉市文化センター3階 ロビー
2） 受付時間：9：00～
3） 会員受付：受付時に日本理学療法士協会の会員証の提示をお願いします。
4）  参加費と引き換えに、ネームプレートを配付します。所属・氏名を記入し、見やすい場所（胸前など）
に付けてください。

5）  座長・演者の方は学会受付終了後、座長・演者受付（受付時間9：00～10：00）を行ってください。
6）  一般公開講演（先着450名）は、一般の参加者を優先して受付いたします。参加者が多い場合、会員の
入場をお断りする場合がございます。

3.  新人教育プログラム、認定・専門理学療法士制度について
詳細は本誌12頁「新人教育プログラム、認定・専門理学療法士制度についてのお知らせ」をご参照くだ
さい。

4.  会場内での飲食について
会場内では飲食禁止となっております。会場周辺には多くの飲食店がございますので、ご利用ください。

5.  写真撮影・取材について
全ての撮影（デジタルカメラ、ビデオ、カメラ機能付き携帯電話を含む）および録音を禁止いたします。

6.  機器展示について
機器展示は、千葉市文化センター3階メイン会場前にて行っております。

7.  託児室について
事前予約にて託児室を開設いたします。詳細は本誌9頁「託児室のお知らせ」をご参照ください。

8.  クロークについて
クロークはございませんので、ご注意ください。

9. その他の注意事項
1） 会場内は禁煙になっております。
2） 会場内に持ち込まれたゴミは、個人でお持ち帰りください。
3）  講演・発表会場では、携帯電話の通話やメールの使用を禁止いたします。電源を切るかマナーモード
に設定する等、ご協力をお願い致します。

4） 緊急・火災時に備えて、非常口の確認をお願い致します。

10. 連絡先（運営事務局）
医療法人 思誠会 勝田台病院 リハビリテーション科
〒276-0024　千葉県八千代市勝田622-2
E-mail：chibapt_society2013@yahoo.co.jp
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座長へのお知らせとお願い

共通事項

座長は学会受付終了後、「座長・演者受付」へお越し下さい。

1.  口述発表座長へのお願い
1） ご担当セッションの開始10分前までに口述発表会場内の「座長席」にお着き下さい。

2） 発表時間は1演題につき7分とします。質疑応答は3分以内でお願いいたします。

3）  全口述発表会場内にはタイムキーパーが入ります。座長席に準備しております、時計をご確認いただ
きながら、時間の管理をお願いいたします。

4） 発表の際に倫理に関する記載をご確認いただきますようお願いいたします。

5） 座長の職務遂行が不可能になった場合には、速やかに学会担当者までご連絡下さい。

2.  ポスター発表座長へのお願い
1） ご担当セッションの開始10分間までに、ポスター会場の担当ポスターの前でご待機下さい。

2） 発表時間は1演題につき7分以内とします。質疑応答については3分以内でお願いいたします。

3） タイムキーパーが入ります。

4） 発表の際に倫理に関する記載をご確認いただきますようお願いいたします。

5） 座長の職務遂行が不可能になった場合には、速やかに学会担当者までご連絡下さい。

3.  ポスター発表（フレッシュマン）座長へのお願い
1） ご担当セッションの開始10分間までに、フレッシュマンポスター会場でご待機下さい。

2）  発表時間は設けておりません。セッション時間内で活発な質疑応答が行われるよう座長に一任いたし
ます。

3） 倫理に関する記載をご確認いただきますようお願いいたします。

4） 座長の職務遂行が不可能になった場合には、速やかに学会担当者までご連絡下さい。

口述発表 ポスター発表
（一般）

ポスター発表
（フレッシュマン）

発表時間 7分 7分 なし

質疑応答 3分 3分 セッション時間内
すべて

合計時間 10分 10分

4.  座長についてのお問い合わせ
学術担当： 八千代リハビリテーション学院　吉澤隆志・安山一郎 

八千代市役所　安達さくら・北村優

メールアドレス：cpta2013@gmail.com
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演者へのお知らせとお願い

共通事項

1） 演者は受付終了後、「座長・演者受付」へお越し下さい。
2）  発表終了後、閉会式にて優秀な演題に対する表彰を行います。演者の方は閉会式に参加されますよ
うお願いいたします。

3）  採択された演題のキャンセルはできません。筆頭演者の方が発表できない場合には必ず共同演者の
方が発表してください。

1. 口述発表の演者へのお願い
1） 演者は座長・演者受付終了後、各発表会場にて、PC受付を9：00～11：00までに行ってください。
2） 発表10分前までに「次演者席」にお着き下さい。
3）  発表時間は10分（発表7分以内・質疑応答3分以内）を設定しております。発表時間を厳守して下さい。
各セッションの進行は座長に一任しております。

4）  発表は PC プレゼンテーションに限ります。発表用データの持込みはメディア（USB メモリー、
CD-R）にてお願いします。PC受付にて演者ご自身で動作確認を行ってください。

5）  当日使用するアプリケーションソフトはWindows 版 PowerPoint2010です。 
必ずWindows 版 PowerPoint2010で動作確認を行った上でお持ちください。

6）  PC 操作については、ページ送りは発表者ご自身で行ってください。

2. ポスター発表（一般・フレッシュマン）の演者へのお願い
1）  演者は座長・演者受付終了後、各発表会場にてポスター受付を10：00～11：00までに行ってください。
該当するポスターパネルに画鋲を用意いたします。

2）  セッション10分まえに各自のポスター前で待機してください。 
なお、該当セッション時間中は、その場を離れないようにお願いいたします。

3）  一般ポスター演題の発表時間は10分（発表7分・質疑応答3分）を設定しております。発表時間を厳守
して下さい。各セッションの進行は座長に一任しております。

4）  ポスター掲示
 ・ポスター掲示には、大会側でポスターパネルを用意いたします。
 ・掲示はパネルの横90㎝×縦160㎝の範囲とします。（演者準備）
 ・ 上部右側に縦20㎝×横70㎝のサイズで、演題タイトル・演者名・所属を表記して下さい。 
（演者準備）

 ・パネル左上に演題番号を大会側で用意いたします。
5）  パネルへの直接の書き込み、のり付けはおやめください。会場に画鋲を用意しておりますので、しっ
かりと固定してください。

6）  ポスターはあらかじめ指定された時間内に、指定された場所（ご自身の演題番号のパネル）に貼付し、
発表後も指定された時間内に演者の責任において撤去して下さい。 
　　貼付時間：10：00～11：00 
　　撤去時間：17：30～18：00

3. 演題発表要項についてのお問い合わせ
学術担当：  八千代リハビリテーション学院　吉澤隆志・安山一郎 

八千代市役所　安達さくら・北村優

メールアドレス：cpta2013@gmail.com
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新人教育プログラム、認定・専門理学療法士制度について

1. 新人教育プログラム

今年度より新人教育プログラムの改定が行われ、新人教育プログラムにつきましても日本
理学療法士協会での管理となりました。
一般演題の筆頭演者におかれましては『理学療法の臨床　C-6症例発表』の取得が可能と
なっております（今年度の改定より学会参加によって得られる単位はありません）。
上記単位は、学会事務局が日本理学療法士協会へ演題発表者のリストを報告することで日
本理学療法士協会より付与されます。
学会終了後、速やかに日本理学療法士協会へ発表者のリストを報告させていただく予定で
はありますが、単位が付与されるまで1～2週間程度のお時間を頂く場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

2. 認定理学療法士・専門理学療法士制度

下記のポイントの取得が可能です。
都道府県士会学会への参加 ⇒ 10ポイント
都道府県士会学会での一般演題の筆頭演者 ⇒  5ポイント

認定・専門理学療法士制度につきましては日本理学療法士協会もしくは各専門領域研究会
が管理しております。
今学会においても学会運営事務局が参加者名簿を日本理学療法士協会へ報告することによ
り、日本理学療法士協会よりポイントが付与されます。
参加者名簿を作成する都合上、履修ポイントをご希望の方におかれましては、必ず日本理
学療法士協会の会員証を持参していただきますようお願い申し上げます。
会員カードをお忘れの場合にはポイントの付与ができない場合がありますので、あらかじ
めご了承ください。
認定・専門理学療法士制度についてご不明の点がございましたら、協会HPをご確認の上、
日本理学療法士協会もしくは各専門領域研究会までお問い合わせください。

認定・専門理学療法士制度について（協会HP）
　http://www.japanpt.or.jp/04_for_pt/system.html

認定・専門理学療法士資格取得および更新に関わる履修ポイント基準（2012）
　http://www.japanpt.or.jp/04_for_pt/system/pdf/point.pdf
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第18回千葉県理学療法士学会長賞について

　第18回千葉県理学療法士学会では、県内の優秀な理学療法士を育成すること、学会の学術活
動を活性化すること、千葉県理学療法士学会をさらに発展させることを目的として、最優秀賞1
名、優秀賞1名を選考いたします。
　選考方法は本学会で選考した審査委員により演題発表を審査し、発表終了後に審査結果の集
計を行います。表彰は閉会式の際に学会長より行われます。すべての発表者が表彰対象になっ
ておりますので、発表者（共同演者でも可）の方は、閉会式に出席いただけますようお願いいた
します。
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　学会参加者のために託児室を開設いたします。会場内に託児場所を設け、シッター会社から
の派遣シッターによる臨時託児サービスを行います。お子様連れで学会に参加される方は是非
ご利用ください。

1. 日　　　時：平成24年2月3日（日）　9：00～18：30

2. 場　　　所：千葉市文化センター

3. 対 象 年 齢： 2歳児以上のお子様から小学校就学前のお子様まで 
（応相談）

4. 費　　　用：無　料

5. 利用対象者：千葉県理学療法士会員のお子様に限ります。

 ※ 事前申し込みのみのご利用となります。事前申し込みの無いお子様に関しては、 
対応しかねますので、あらかじめご了承ください。

お子様の月齢に合わせて手配するシッター人数に変更が生じますので、事前
申し込み頂いた方のみのご利用となります。

現在、県士会誌に掲載しました申込期限は過ぎておりますが、状況によって
は追加での受け付けが可能な場合もございます。

ご利用希望の方は、お早めに E-mail にてご利用の可否についてお問い合わ
せください。お問い合わせいただいた方にこちらからご案内を送らせて頂き
ます。

 お問い合わせ先：
 　E-mail：cpta2013creche@gmail.com

 　船橋総合病院リハビリテーション科
 　第18回千葉県理学療法士学会
 　託児所担当　加藤 智恵

託児室のお知らせ
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ランチョンシンポジウムのご案内

［ 安心して暮らせる街 ～理学療法士の可能性～ ］
講演者：稲坂　　恵　日本セーフティプロモーション学会理事
　　　　木村　雅彦　 北里大学医療衛生学部リハビリテーション科

理学療法学専攻専任講師

　　　　山崎　　亮　studio-L代表　京都造形芸術大学教授

座　長：田中　康之　千葉県千葉リハビリテーションセンター

　このランチョンシンポジウムでは、北里大学の木村雅彦さん、日本セーフティプロモーション
学会理事の稲坂恵さんをお招きして、安心して暮らせる街～理学療法士の可能性～について講演
して頂きます。
　木村さんには3.11震災時に運用された理学療法マニュアルについてのお話と今後起こると予測
される大規模災害時に理学療法士は、何を考えて理学療法を実施するのかについてお話して頂き
ます。
　稲坂さんには安全な街を作るために理学療法士は何ができるのかについて、また横浜市で活動
していた経験ついてお話いただきます。
　そして、ゲストシンポジストにコミュニティデザイナーの山﨑亮さんをお招きします。山﨑さ
んには、安心して暮らせる街を作るという視点からその地域や住人とどのように共存していけば
良いのか、どのような仕組みを用いてデザインしてくのか等、理学療法士以外の視点からお話し
ていただきます。
　これからの理学療法士の可能性について、有意義なお昼のひと時になると確信しております。
是非、皆様のご参加をお待ちしております。

　　　　　　日　時：平成25年2月3日　12時30分～13時30分

　　　　　　場　所：千葉市文化センター5階　セミナー室

　　　　　　事前申込先着100名　※事前申し込み頂いた方にはお弁当が付きます。

※シンポジウム参加者へのお願い※
　1）  事前申し込み者100名は必ず大会受付を済ませてから、5階セミナー室前にてシンポジウムの受付

を9時00分～11時30分の間にしてください。
　2）  事前申込が無い場合でも聴講は可能となっております（会場都合のより入場制限がかかる場合があ

ります）。聴講希望者は5階セミナー室前での受付を9時30分～12時00分の間に行ってください。
事前申込が100名に満たなかった場合や事前申込された方のキャンセル等が出た場合、先着順にお
弁当を配布したいと思います。

　3） 受付の際、整理券をお一人様1枚配布させていただきます。
　4） セミナー座席は引換券をお持ちの方を優先とします。

※事前申込先※
　メールアドレス：cpta2013symposium@gmail.com
　※ 件名に『ランチョンシンポジウム申し込み』と記入し、 
本文には、①施設名・所属先 ②氏名 ③メールアドレスを明記してください。

何かご不明の点がありましたら、下記連絡先までご連絡ください。
シンポジウム担当：川口竜也（勝田台病院）
メールアドレス：cpta2013symposium@gmail.com
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第18回千葉県理学療法士学会

一般公開講演

太田哲也 講演会

生きていくことに挑戦し続けよう
～KEEP ON RACING～

日本一のフェラーリ遣いと言われレーサーとして軌道に乗っていた38歳。レース中の大
事故に遭い、太田氏は突然に夢を奪われました。絶望、将来への不安を家族に支えられて
乗り越え、さらには、社会復帰を果たした太田氏が語る、挑戦し続けることの大切さ。

日　　　時：2013年2月3日（日） 14：00～

場　　　所： 千葉市文化センター
（JR千葉駅徒歩10分 /パルコ千葉店隣）

一般聴講者：無　料

太田哲也プロフィール

1959年11月6日生まれ。自動車評論家、レーシン
グドライバー。
4年連続でル・マン24時間レースにフェラーリで出
場するなど日本一のフェラーリ遣いの異名を取った
プロフェッショナル・レーシングドライバー。1998
年全日本 GT選手権第2戦富士スピードウェイで多
重事故に巻き込まれ瀕死の重傷を負う。再起不能と
いわれながら、23回の手術とリハビリを繰り返し、
事故から2年半後にサーキットに復帰した。その後、
社会復帰を果たし、現在は自動車評論家として多数
の連載をもつ。車選びの本『世界でいちばん乗り
たい車』（幻冬舎）はシリーズ化され、第二弾「も
う迷わない！　知識ゼロからのクルマ選び」が発
売される。ほかに著作として、復帰までを自らが
綴った『クラッシュ』と続編『リバース』（幻冬
舎）は、スポーツドキュメントとしては異例のベス
トセラーになり映画化になる。『生き方ナビ』（清
流出版）は、学生、教育関係者から絶大な支持を集
め中学高校で道徳や総合学習の教材としても使われ
ている。

太田哲也公式ウェブサイト
http://www.keep-on-racing.com/

＜主な活動＞

●チューニングブランド TEZZO

  http://www.tezzo.jp

●TEZZO RACERS CLUB

  http://www.tezzo.jp/tezzo-racers-club-page-top.htm

●太田哲也スポーツドライビングスクール
  http://www.sportsdriving.jp

●TEZZO BASE

  http://www.tezzobase.jp

●講　演
  http://www.keep-on-racing.com/keep-kouen-page.htm

●太田哲也の小学校出張授業
●NPO法人 KEEP ON RACING

  http://www.keep-on-racing.com/teamkeeponracing/



― 13 ―

企画『理学療法士のリアル』のご案内

　第18回千葉県理学療法士学会開催にあたり、実は今回…あの週刊ヤングジャンプにて不定連載
中の人気漫画『リアル』の編集者の方にご協力して頂けることになりました。
　そこで『理学療法士のリアル』というテーマのブースを設置し、皆様が普段勤務されている現
場での日々のなかのひとコマ…“リアル ”な写真で埋め尽くしたいと思います。スタッフの集合
写真、患者様と仲良く写っている写真、勉強会でがんばっている写真、どのようなものでもかま
いません。ぜひ皆様の “リアル ”な写真の提供をよろしくお願いいたします。
　写真を提供していただいた方には、限定 “リアル ”ノベルティーをプレゼントする予定です。
皆様のご応募を心よりお待ちしております。

写真例）

1. 応募方法
 ①当日データでの持ち込み（USBもしくはCDでの持ち込みに限らせていただきます）
 ②当日写真・プリントアウトでの持ち込み（A4サイズ以下であれば大きさは問いません）
 　 ※皆様に頂いた写真は学会終了後、事務局にて責任を持って処分させていただきます。

2. 何かご不明の点がありましたら、下記連絡先までご連絡ください。
 リアル企画担当：千葉俊和（勝田台病院）
 メールアドレス：cpta2013real@gmail.com 

①リハビリスタッフでの集合写真

③講習会

②患者様との実際のリハビリの様子
（患者様の許可は必ずとって下さい）
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千葉県理学療法士会
起業 &地域リハビリテーション情報交換会のご案内

千葉県理学療法士会　副会長　井田 興三郎
業務推進部　松尾　　 洋

　これから起業を考えている、すでに起業して理学療法士として働いている、地域
で理学療法士と頑張っている等、皆さん集まって情報を交換しませんか！！

　

● 場　所：三井ガーデンホテル千葉 ４F　カトレア

● 時　間：13：00～14：00

● 対　象： 起業や地域リハビリテーションの情報を交換したい
千葉県理学療法士会会員

 連絡先：
 東京女子医科大学八千代医療センター
 リハビリテーション室 

 松尾 洋
 メール：matsuo-h@tymc.twmu.ac.jp

名刺を沢山持って、

みなさんで

交換しましょう! !



― 15 ―

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

千葉市文化センター 三井ガーデンホテル千葉
メイン会場
3F/アートホール

A 会場
5F/セミナー室

B 会場
9F/会議室 Ⅱ

C 会場
9F/会議室 Ⅲ

D 会場
9F/会議室 Ⅳ

E 会場
4F/天 平

F 会場
4F/白 鳳

9：00
〜

11：00　
ラ
ン
チ
ョ
ン
受
付 

（
事
前
申
込
あ
り
）

9：20～ 開 会 式

9：30～11：00

特別講演
理学療法士の

明日
講師：亀尾 　徹
　　　伊藤 克浩
座長：薄 　直宏

機　

器　

展　

示　
・　

リ 

ア 

ル 

ブ 

ー 

ス

9：30
〜

12：00　
ラ
ン
チ
ョ
ン
受
付 

（
事
前
申
込
な
し
）

11：00～12：00

教育講演
伝わる！

言葉の力をつける
講師：山田ズーニー 
司会：薄 　直宏

一般
ポスター

掲　示
フレッシュマン
ポスター

掲　示

12：30
～13：30

ランチョン
シンポジウム

14：00～15：00

一般公開講演
生きていく事に
挑戦し続けよう
KEEP ON RACING
講師：太田 哲也
司会：薄 　直宏

14：00
～15：00

口述発表
基 礎 ①
座長：

片山 英紀

14：00
～15：00

口述発表
運動器 ①
座長：

岡田 　亨

14：00
～15：00

口述発表
内部障害
座長：

平野 正広

14：00
～14：50

ポスター発表
基礎・運動器

座長：
吉田 　晋

15：15
～16：05

口述発表
基 礎 ②
座長：

三和 真人

15：15
～16：05

口述発表
運動器 ②
座長：

田中 勇治

15：15
～16：15

口述発表
運動器 ③
座長：

宮島 恵樹

15：15
～16：15

口述発表
神 経 系
座長：

結城 俊也

15：15
～16：15

ポスター発表
生活支援
座長：

松田 雅弘

15：15～16：15
フレッシュマン

発表
基　　礎
運 動 器
座長：

川口 桂蔵

16：30
～17：20

口述発表
基 礎 ③
座長：

竹内 弥彦

16：30
～17：20

口述発表
運動器 ④
座長：

遊佐 　隆

16：30
～17：30

口述発表
教育·
生活支援
座長：

藤田 聡行

16：30～17：10
ポスター発表
神 経 系
座長：

高杉 　潤

16：30～17：30
フレッシュマン

発表
神 経 系
生活支援
内部障害
座長：

稲垣 　武

18：00～ 閉 会 式

ホ
ー
ル
前

9：00～　受　　付

一般ポスター

準　備

ポスター撤去

フレッシュマン
ポスター

準　備

ポスター撤去
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招待講演プログラム
千葉市文化センター

特別講演　9：30～11：00 3F アートホール（メイン会場）

座長：東京女子医科大学 八千代医療センター　薄　直宏 先生

［ 理学療法士の明日 ］
亀尾　　徹　 新潟医療福祉大学 医療技術学部 理学療法学科

新潟医療福祉大学 大学院 医療福祉学研究科 保健学専攻

伊藤　克浩　 公益社団法人 日本理学療法士協会理事・
山梨リハビリテーション病院 リハビリテーション部 副部長

教育講演　11：00～12：00 3F アートホール（メイン会場）

司会：東京女子医科大学 八千代医療センター　薄　直宏 先生

［ 伝わる！言葉の力をつける ］
山田ズーニー　 コミュニケーション・インストラクター

慶應義塾大学非常勤講師

一般公開講演　14：00～15：00 3F アートホール（メイン会場）

司会：東京女子医科大学 八千代医療センター　薄　直宏 先生

［ 生きていくことに挑戦し続けよう ～KEEP ON RACING～ ］
太田　哲也　自動車評論家、レーシングドライバー

ランチョンシンポジウム　12：30～13：30 5F セミナー室（A会場）

座長：千葉県千葉リハビリテーションセンター　田中　康之 先生

［ 安心して暮らせる街 ～理学療法士の可能性～ ］

　　1  セーフティプロモーションにおける理学療法士の役割
 日本セーフティプロモーション学会理事 稲坂　　恵

　　2  大規模災害発生時における理学療法
 北里大学医療衛生学部リハビリテーション科 理学療法学専攻専任講師 木村　雅彦

　　3 ゲスト シンポジスト
 studio-L代表　京都造形芸術大学教授 山崎　　亮
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口述発表　プログラム
千葉市文化センター

基礎①　14：00～15：00 5F セミナー室（A会場）

座長：市川市リハビリテーション病院　片山 英紀 先生

A-01 大腿骨前捻角の評価である Craig testの再現性と信頼性について 

～核磁気共鳴画像法（MRI）を用いて～

 医療法人社団紺整会 船橋整形外科市川クリニック 理学診療部 井所　和康

A-02 立ち上がり動作における前額面下腿傾斜の変化が足部荷重に与える影響

 松戸整形外科病院 リハビリテーションセンター 原口　　敬

A-03 足関節内反ストレス撮影における距骨傾斜角と理学検査の関係について

 西川整形外科 リハビリテーション部 豊岡　　毅

A-04 足関節等速性筋力測定の角速度の違いにおける再現性の検討

 医療法人社団紺整会 船橋整形外科病院 理学診療部 齊藤　　翔

A-05 足関節の角度変化に対する姿勢戦略　～筋活動と重心位置に着目して～

 医療法人社団三水会 北千葉整形外科 美浜クリニック 理学診療部 山口　　茜

A-06 外反母趾患者と健常者の足部機能について

 医療法人社団三水会 北千葉整形外科 美浜クリニック 理学診療部 斎藤　亮太

基礎②　15：15～16：05 5F セミナー室（A会場）

座長：千葉県立保健医療大学　三和 真人 先生

A-07 平地歩行と自走式トレッドミル・電動式トレッドミル歩行時の筋活動の比較

 酒井医療株式会社 商品企画部 水野まゆみ

A-08 腹横筋と胸郭拡張差の関係性について

 船橋市立リハビリテーション病院 平野　裕己
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