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第31回神奈川県理学療法士学会の出席について（依頼）

　拝啓、貴職におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素より公益社団法人神奈川県理学療法士会及び会員の活動にご理解を

賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、このたび本会では下記の要項により学会を開催する運びとなりま

した。つきましては、貴施設所属の理学療法士（　　　　　　　　）氏の

学会出席につきまして、格段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

 敬具

記

1. 学会テーマ

 「あなたの参加で変わる神奈川の未来」

2. 期　日

 平成26年3月16日 日曜日

 午前8時45分～午後6時15分

3. 会　場

 ワークピア横浜

 〒231-0023　神奈川県横浜市中区山下町24-1
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ご　挨　拶

第31回神奈川県理学療法士学会 

学会長　宮本　真明

　本学会は、「あなたの参加で変わる神奈川の未来」をメインテーマとし、明日からの臨床に活かせ
る内容を豊富に取り入れることを主軸として企画しました。さて、本学会のテーマにある『あなた』
は大別して3種の対象を表しています。
　まず、『あなた』が第1に表すものは3,900名に及ぶ神奈川県理学療法士会の会員です。本学会で
は演題募集に先立ち、会員の皆様の道標となるような学会発表ナビゲーションシステムをホームペー
ジ上で公開しました。そこでは研究未経験者を対象として、研究テーマの見つけ方から抄録の作成・
プレゼンテーションにおけるポイントを解説しています。より質の高い研究を通して皆様の臨床力が
益々向上する、このシステムがその一助となることを心より願っております。また、本学会では症例
の動作に焦点をあてた発表形式のセッションも企画しました。実際の動画を通し、我々の得意とする
動作分析についての活発な質疑がなされる事を期待しています。本会では若手の会員も多いことから、
その教育的プログラムとしてHands on セミナーを実施します。セミナーでは、各領域における県下
のスペシャリストによるファシリテーションのもとで、基本的な評価や手技、および臨床推論を体験
して頂きます。
　第2に『あなた』が表すものは、我々の対象者が必要としている理学療法士以外の専門家です。多
職種連携が重要であることは周知の事実ですが、小規模の施設では理学療法士とつながりの強い専門
職スタッフとの討論ができる場はないに等しい状況です。そこで本学会では連携をテーマとしたワー
ルドカフェ方式の多職種参加型討論会を行います。この方式は、特に分野の異なる専門職同士が意見
を出し合う際に有効な方法とされています。その討論を通し、会員の皆様は理学療法士としての自己
の存在意義を再考するためのヒントが得られることでしょう。
　『あなた』が表す最後の対象は、神奈川900万県民です。県民公開講座は健康体操に関する内容で
運動を交えた講演会となっています。また、公開講座が行われるメインホールの近くには理学療法の
知識と技術を県民の皆様の健康増進に役立てるための健康チェックブースも設置します。さらに、そ
のブースの中で我々が力になれそうな悩みや疑問を抱えている方がいれば、個別対応の理学療法相談
ブースへとご案内させて頂きます。健康体操に留まらず、我々理学療法士は対象者に適した運動プロ
グラムを立案できることが大きな存在価値です。しかし、どんなに有効な運動であっても対象者が参
加してくれないのでは意味がありません。そこで、我々が立案した運動プログラムに参加していただ
き、その効果を最大限に引き出す為にはどのような工夫が必要なのか、それが本学会の教育講演の
テーマとなっています。運動を治療として用いるリハビリテーションの性質上、これはどの専門領域
においても共通しているテーマとなっています。どちらの講演も、明日からの臨床に活かせる知識が
得られることと確信しております。
　全国の理学療法士10万人、対象者が我々を選ぶ時代が到来すると叫ばれています。そのような背
景の中、まさにスーパーセラピストと呼べるような特殊技術を駆使して介入しておられる先生、また
そのテクニックを自分の対象者へ活用したいと研鑽されている先生もいらっしゃることでしょう。一
方で、対象者の地域生活をより良いものとするため、皆で力を合わせることの重要性を切実に感じて
おられる先生もいらっしゃることでしょう。理学療法士10万人時代、そしてスーパーセラピストの
増加、この喜ばしい流れを迎えている今、もう一度3,900名の会員ひとりひとりが理学療法士として
の自分の存在意義を自問し、スーパーセラピストを目指すもよし、力を合わせて地域を支えるもよし、
何よりも自分が出した答えとなる活動へ参加していくことが神奈川の未来にとって重要と考えます。
本学会では、明日の臨床力を高めるためのヒントに溢れる時間を提供いたします。また、県民の方々
の健康を支援するための運動に関する知識を提供いたします。以上の企画を通し、まさに、会員・他
職種・神奈川県民の『あなたの参加で変わる神奈川の未来』、その可能性を提言いたします。
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会場までのアクセス

会場：ワークピア横浜  　

●横浜市営バス 「横浜駅」より「芸術劇場・NHK前」下車
 　
 

●みなとみらい線 「日本大通り駅」３番出口
●JR京浜東北線「関内駅」南口 
●JR京浜東北線「石川町駅」北口 

■バ　ス

■車

■電　車

（東口 バスターミナル２番ポール８・５８系統）
●横浜市営バス 「桜木町駅」より「芸術劇場・NHK前」下車
 　
 

（東口 バスターミナル２番ポール８・５８系統）
●神奈川中央交通 「桜木町駅」より「芸術劇場・NHK前」下車
 　
 
（東口 バスターミナル11系統）

乗車約20分………

………………………
…………………………………
………………………………

乗車約10分……

乗車約10分…

徒歩５分
徒歩15分
徒歩13分

東名高速
（横浜・町田）

中央高速
（八王子）

保土ヶ谷バイパス

※機械式駐車場完備（有料 500円/１h）

首都高速狩場線 新山下ランプ

首都高速

ワークピア横浜

横浜新道 首都高速湾岸線
（ベイブリッジ経由） 横浜公園ランプ

首都高速横羽線

第３京浜

TEL 045-664-5252　FAX 045-664-6743
〒231-0023 横浜市中区山下町24-1　

交 通 案 内
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会場案内図（1）
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レストスペース

※レストスペースにはウォーターサーバーが
　設置してありますのでどうぞご利用ください。

機器展示会場

日本ウィール・チェアー

子供用車いす
カーシート

大和ハウス

ロボットスーツHAL
免荷式リフト
メンタルコミットロボ 
　パロ

ハーツエイコー

簡易移乗機こまわりさん・
　乗助さん
姿勢補助手すり楽助さん
環境制御学習型リモコン

●

●

●

●

●

星医療酸器

足こぎ車いす プロファンド
療養生活サポートシステム
　パレッツ
アシックスナースシューズ

東名ブレース

補装具全般

木村義肢

各種下肢装具
ゲイトソリューション
ゲイトジャッジ
リハビリシューズ

モノ・ウェルビーイング

JINRIKI
Smart crutch
SRソフトビジョン

マックス

クークル
クークルM（自転車）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

いちょう

会場案内図（3）
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遠隔地中継について

配信内容：  第31回神奈川県理学療法士学会 県民公開講座 
テーマ　『健康寿命の延ばし方』 
講　師：大渕 修一 先生（東京都老人総合研究所 研究副部長）

配信期間： 平成26年3月16日（日） 10：45～12：15

利用料金： 無　料

利用方法：  以下の『神奈川県理学療法士学会 動画配信サービス利用指針』に同意の上、
下記サイトよりご視聴いただけます。スマートフォンからでもご視聴いただけ
ます。※環境によっては視聴できない場合もあります。

 （株）MEDICAL  LIVE TV
http://medicallive.tv/

神奈川県理学療法士学会　動画配信サービス利用指針

1. 目　的
  　神奈川県理学療法士学会は、理学療法学に関する研究の促進、および個々の会員
が自己研鑽に取り組み易いよう種々の方法で情報を提供することにより、理学療法
学の発展に寄与することを目的としている。

  　この指針は、神奈川県理学療法士学会の動画配信サービスに携わるすべての者が
遵守すべき基本方針を示すことにより、神奈川県理学療法士学会と動画視聴者の良
好な関係が推進されることを目指して作成されたものである。

2. 利用指針
 （ア）  公益社団法人神奈川県理学療法士会の会員、および企画担当者が定めた対象者

は動画配信サービスを利用することができる。
 （イ）  神奈川県理学療法士学会からの動画配信サービスを利用するすべての者は、動

画サービス利用指針を遵守する必要がある。
 （ウ） 利用者は、配信された動画を複製・転載・配布・再配信してはならない。
 （エ）  利用者は動画視聴の為のパスワードを第三者に知られることがないよう、利用

者本人の責任で厳重に管理しなければならない。
 （オ）  公益社団法人神奈川県理学療法士会は、パスワード等の不正利用等に関して生

じた一切の損害について責任を負わないものとする。
 （カ）  動画配信サービスを第三者が無断使用した場合でも、すべて当該利用者の行為

とみなされ、利用者自身が責任を負うものとする。

3. 改　正
  　当指針の内容について不備が指摘された場合、公益社団法人神奈川県理学療法士
会学術大会部にて審議し、必要に応じて改正案を作成する。改正には理事の承認を
得る。

4. 施行期日
 　この指針は、2013年12月4日から施行する。
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キッズルーム(託児室）のお知らせ
利用申し込みをされた方へ

●当日の持ち物は大丈夫ですか？
□保護者の身分証明書
　 健康保険証･運転免許証など：送り迎えともに必要となります。

□学会参加証 お迎えの際に確認させていただきます。

●お子様をお預かりする際に必要なもの
□必要に応じて、昼食（12時に託児時間がかかる場合）、
おやつ（15時に託児時間がかかる場合）

□粉ミルク、哺乳瓶（お湯の用意はございます）
□飲み物
□おむつ、おしり拭き
□着替え
□手拭き用タオル
□ビニール袋数枚（汚れた服入れ用）
持ち物にはすべて名前の記入をお願いします。
ご利用時間を確認の上、気を付けてお越しください。

キッズルーム(託児室）を申込み希望の方へ

申し込み締め切り：平成26年 2月21日（金）
※定員になり次第、締め切らせていただきますので、ご了承ください。

キッズルームの詳細と申し込み方法については、学会ＨＰをご覧ください。

➡ http://congress-kpta.jimdo.com/
キッズルーム（託児室）は事前申し込みとなっています。
学会ＨＰに記載されているご案内をご確認の上、お早めにお申し込みください。
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県民健康チェック・理学療法相談

あなたは自分の “身体 ” のことをどれだけ知っていますか？

あなたは自分の “運動能力 ”はどれくらいだと思いますか？

　人生90年をより豊かに過ごすために、健康は大きな要素となります。神奈川県の人

口統計調査によると、65歳以上である老年人口は195万人（高齢者率21.7％）に達し、

今後ますます増加することが推計されています。世界に先駆けて超高齢化社会を迎えて

いる中で、生活の質を低下させずに過ごしていくためには、県民一人一人が主体的に取

り組んで、健康を実現していくことが必要不可欠です。そのためには自分の健康の意味

とあり方を「発見」し、これを達成するための方法を「選択」し、生涯を通じた健康

づくりの「設計」を行い、これに基づいて自分の健康を「実現」するという過程が必

要です。これに対して今や障害を持つ方だけではなく介護予防に対する取り組みも、

我々、理学療法士の大きな使命であると考えられ、県民の健康の実現を理学療法士が支

えるシステムが必要となります。

　本学会テーマである「あなたの参加で変わる神奈川の未来」の『あなた』が表す対

象には、神奈川900万県民が含まれています。第31回理学療法士学会では訪れて頂い

た県民の方を対象に “健康チェック ”“理学療法相談 ”という企画を提供します。健康

チェックでは、皆様の健康を、①上肢筋力、②下肢筋力、③バランス、④姿勢、⑤体

組成の5項目に分けて測定します。そこから出てきた数値を年齢標準値に照らし合わせ

ながら、自分の “身体 ”、“運動能力 ”を「発見」していただきたいと思います。そして、

理学療法相談では、発見できた結果を理学療法士が分析し、これからどういう生活が望

ましいのか、アドバイスしていきます。

～県民健康チェック・理学療法相談～

対　　象： 一般参加者

場　　所： 2F 201

時　　間： 10：00～13：30

測定内容： ① 筋　力
（握力、台からの立ち上がりテスト）

 ② バランス
（片脚立位時間）

 ③ 姿　勢
（姿勢評価）

 ④ 体組成
（Inbody　体成分分析装置）

 ※測定は当日整理券を配布します。
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レセプションパーティーレセプションパーティー

学会終了後も
講師や座長の先生と
議論を深めてみませんか？

意見交換会、質問コーナーを開催予定！
学会参加者なら誰でも参加可能です。
お気軽にご参加ください。
参加希望の方は事前登録で！

第
31

回神奈川
県
理
学

療法士学

会

～立食ブッフェ形式～

●日 時： 平成26年 3月16日（日）
 18:30～ 受付開始
 19:00～20:30 開　催

●会 場： ワークピア横浜　
 3F かもめ･やまゆり

●会 費： 4,500円
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参加型シンポジウム

〈ワールドカフェ形式の討論会〉

　・テーマ：「連携を考える」 

　・場　所：201

　・時　間：15時～17時

　・参加者： 50名（事前申込み） 
（他職種：OT・ST・MSW・ケアマネージャー・施設管理者など）

　近年の医療では各領域で高い専門性が発揮されるようになり、チーム医療の重要性

が増しています。より良いチーム医療を展開するにあたり「連携」が必要不可欠で

あることは疑いありません。しかし、チームの中でも熱量は各々で異なるため、なか

なか同じ目標に向かって動き出せないこともあるのではないでしょうか。そもそも

チームや連携の目的や意義とは何でしょう。あなたが考える連携について意見を出し

合ってみませんか。

　今回は「連携を考える」をテーマに掲げ、ワールド・カフェ形式で行う参加型の

シンポジウムを企画しました。ワールド・カフェとは本物のカフェのような雰囲気の

中で、テーマに集中した対話を行う手法であり、創造性に富んだ発想や知恵を生み出

すことを目的としています。そこでは肩書や経験年数は必要ありません。参加者の皆

様にはリラックスした空間で自由な議論を行い、医療・介護の発展に寄与する概念や

発想を創造して頂きたいと考えています。また、神奈川県士会の皆様に加え、病院、

施設、在宅など様々な地域・環境で活躍される他職種の方々にもご参加頂きます。多

角的な視点・感性を盛り込みながら熱く語らい、連携はなぜ必要なのか、チームの中

で何ができるのか、自分の存在意義を問いましょう！
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8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

メイン会場
おしどり くじゃく

ポスター会場①
かもめ

Case Movie Discussion
ポスター会場②
やまゆり

ハンズオンセミナー

301

機器展示

いちょう

健康チェック
理学療法相談

参加型シンポジウム
201

8：45～9：00  開 会 式

9：00～10：30

教育講演
心理学的介入による行動変容と
リハビリテーションへの応用：
行動リハビリテーションへの展開

山本 淳一

座長：宮本 真明

9：00～10：00

ハンズオン
セミナー 1
考えよう! 脳卒中
患者の下肢装具
講師：大澤 美代子

9：00
〜

16：30　
　

機　

器　

展　

示

10：00
　～13：30

健康チェック
理学療法相談

10：00～

ポスター閲覧

10：30～12：30

ハンズオン
セミナー 2
膝・足関節のス
ペ シャルテストの
コツ
歩行分析のコツ  
―何を見てど う捉
えるか―
講師：園部 俊晴

10：45～12：15

県民公開講座
健康寿命の延ばし方

大渕 修一

座長：河端 将司

10：45～12：15

県民公開講座
サテライト会場

12：30～13：20

ランチョンセミナー 1
旅リハ！ 旅行をツールにした
障害者の自立と社会参加支援

宮地 秀行

12：30～13：20

ランチョン
セミナー 2

ポスター閲覧

ハンズオン
セミナー 3
投球障害肩・肘
の理学所見のと
り方のコツ
講師：坂田 　淳

13：45～14：45

学会賞
ノミネート
発表

（O-01～04）

13：45～14：45

口述発表 Ⅲ
運動器（1）
（O-17～22）

13：45～14：45

ポスター Ⅰ
神経（1）

（P-01～07）

ハンズオン
セミナー 4
明日から使える、理
学療法士による呼
吸の診方 基礎編
講師：濱崎 伸明

15：00～16：00

口述発表 Ⅰ
神経（1）

（O-05～10）

15：00～16：00

口述発表 Ⅳ
運動器（2）
（O-23～28）

15：00
　～17：00

参加型
シンポジウム
連携を考える

15：00～16：00

ポスター Ⅱ
神経（2）

（P-08～14）

15：00～16：00

ポスター Ⅴ
地域生活環境
（P-25～31）

15：00～16：30

Case Movie
Discussion
（C-01～05）

16：10～17：10

口述発表 Ⅱ
神経（2）

（O-11～16）

16：10～17：10

口述発表 Ⅴ
内部障害

（O-29～34）

16：10～17：10

ポスター Ⅲ
運動器（1）
（P-15～21）

16：10～17：10

ポスター Ⅵ
神経（3）

（P-32～38）
ポスター Ⅷ
内部障害

（P-41～44）口述発表 Ⅵ
地域生活環境
（O-35～37）

ポスター Ⅳ
運動器（2）

ポスター Ⅶ

閉 会 式

19：00～20：30

レセプションパーティー

8：00～8：45
受付開始

8：00～10：00

ポスター貼り付け

8：00～10：00

ポスター
貼り付け

17：20～17：50 17：20～17：45

（P-22～24）
小児

（P-39～40）

17：20～17：35

17：00～17：30

13：30～14：30

14：50～15：50

18：00～18：15

地域防災における
理学療法士が果
たす役割

下田 栄次
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プログラム

開 会 式　8：45～9：00 会場：メイン会場（くじゃく・おしどり）

挨 拶　宮本 真明　第31回神奈川県理学療法士学会 学会長

　 　　秋田 裕　　公益社団法人神奈川県理学療法士会 会長

教育講演　9：00～10：30 会場：メイン会場（くじゃく・おしどり）

座　長：宮本 真明（渕野辺総合病院）

心理学的介入による行動変容とリハビリテーションへの応用：
行動リハビリテーションへの展開

山本 淳一　慶応義塾大学文学部 教授

県民公開講座　10：45～12：15 会場：メイン会場（くじゃく・おしどり）

座　長：河端 将司（相模原協同病院）

健康寿命の延ばし方

大渕 修一　東京都老人総合研究所 研究副部長

ランチョンセミナー1　12：30～13：20 会場：メイン会場（くじゃく・おしどり）

座　長：田中 一秀（㈱ AwesomeLife 通所介護フィジオルーム見附町）

旅リハ！
旅行をツールにした障害者の自立と社会参加支援

宮地 秀行　 横浜市総合リハビリテーションセンター 研究開発課
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール スポーツ事業課（兼務）
スポーツ指導員 健康運動指導士

ランチョンセミナー2　12：30～13：20 会場：ポスター発表②（やまゆり）

座　長：隆島 研吾（神奈川県立保健福祉大学）

地域防災における理学療法士が果たす役割
（公社）神奈川県理学療法士会・災害対策委員会の今年度における取り組みと
神奈川県秦野市災害時要援護者支援検討委員会・理学療法士が関わる防災計画について

下田 栄次　 （公社）神奈川県理学療法士会 災害対策委員会
災害リハビリテーション支援チーム「Physical Support Volunteer Team」
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ハンズオンセミナー1　9：00～10：00 会場：ハンズオンセミナー（301）

考えよう！脳卒中患者の下肢装具

大澤 美代子　横浜市立脳血管医療センター リハビリテーション部

ハンズオンセミナー2　10：30～12：30 会場：ハンズオンセミナー（301）

膝・足関節のスペシャルテストのコツ
歩行分析のコツ ―何を見てどう捉えるか―

園部 俊晴　関東労災病院 リハビリテーション科

ハンズオンセミナー3　13：30～14：30 会場：ハンズオンセミナー（301）

投球障害肩・肘の理学所見のとり方のコツ

坂田 淳　横浜市スポーツ医科学センター リハビリテーション科

ハンズオンセミナー4　14：50～15：50 会場：ハンズオンセミナー（301）

明日から使える、理学療法士による呼吸の診方
基礎編

濱崎 伸明　北里大学病院リハビリテーションセンター部
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学会賞ノミネート発表　13：45～14：45 会場：メイン会場（おしどり）

座　長：宮本 真明（渕野辺総合病院）　　　　　　　　　　　　
審査員：露木 昭彰（有限会社足柄リハビリテーションサービス）

湯田 健二（海老名総合病院）　　　　　　　　　　　　
神谷 健太郎（北里大学病院）　　　　　　　　　　　　
稲葉 康子（昭和大学）　　　　　　　　　　　　　　　

O-01 地域在住女性高齢者における歩行時の姿勢と安静立位時の姿勢との関係
○田中 優人1）、柴 喜崇2）、水野 公輔3）、佐藤 春彦2）、上出 直人2）、竹内 昭博4）、池田 憲昭4）

1）社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠ろうけん、2）北里大学医療衛生学部 リハビリテーション学科、 
3）北里大学東病院 リハビリテーション部、4）北里大学医療衛生学部 医療工学科

O-02 大腿骨頸部骨折術後の下肢伸展筋力の最大値と筋力発揮率、歩行速度の関係
○穂積 敦1）、下瀬 良太1）、星 敏博1）、堀 梢1）、柴田 和彦1）、川上 毅1）、筒井 俊行2）、 
福田 敏尚2）、松永 篤彦3）

1）医療法人社団 徳寿会 相模原中央病院 リハビリテーション科、2）同 整形外科、 
3）北里大学医療衛生学部

O-03 卓球動作が脳卒中片麻痺者の立位バランスに与える影響 ～COP・COGに着目して～
○杉本 俊太郎、溝部 朋文、北川 敦子、萩原 章由、熊木 由美子、石間伏 彩、今吉 晃、 
松葉 好子、前野 豊（MD）
横浜市立脳血管医療センター

O-04 介護老人保健施設における高負荷筋力トレーニングの効果　単一事例研究
○相田 俊一、宮本 真明
医療法人社団相和会 介護老人保健施設 青葉の郷

口述 I　［ 神経（1） ］　15：00～16：00 会場：メイン会場（おしどり）

座長：池谷 聡毅（新戸塚病院）

O-05 脳血管障害により注意障害を呈した一症例に対する二重課題下での跨ぎ動作練習の効果
○青木 萌、大木 雄一、末広 隆太
医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院 リハビリテーション部

O-06 視覚的フィードバックを用いた重心移動練習が非麻痺側片脚立位保持時間に及ぼす 
効果について
○長瀬 竜規、大木 雄一
医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院 リハビリテーション部

O-07 右視床出血により高次脳機能障害を呈した一症例 
～チーム医療によりトイレ動作自立に至った重度左片麻痺例～
○磯田 翔、小山 理惠子、金丸 瑞江、塚原 都代、櫻井 由紀野
社会福祉法人聖テレジア会 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院
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P-42 高位頸髄損傷を受傷後、呼吸器合併症を呈した症例 
～カフアシストと徒手的手技併用による肺理学療法の経験～
○長谷川 和也
特定医療法人社団 沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 リハビリテーション科

P-43 肝肺症候群による重度低酸素血症を呈した一例
○渡邉 直子、林 和子、藤浦 達、佐鹿 博信（MD）
横浜市立大学附属市民総合医療センター

P-44 Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitisに対する理学療法の効果
○堀坂 渓1）、池山 順子1）、堀川 拓海1）、小林 友美1）、小川 セツコ1）、山本 大介1）、木脇 悟1）、
池中 達央1）、丸谷 龍思1）、伊藤 潤2）

1）独立行政法人 国立病院機構 相模原病院 リハビリテーション科、2）同 呼吸器内科

閉 会 式　18：00～18：15 会場：メイン会場（くじゃく・おしどり）

学会賞表彰

次期学会長挨拶　　大平 功路　横浜新都市脳神経外科病院
副学会長挨拶　　　河端 将司　相模原協同病院
閉会の辞



招 待 企 画

教  育  講  演

県民公開講座

ランチョンセミナー1, 2
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教育講演

心理学的介入による行動変容とリハビリテーション
への応用：行動リハビリテーションへの展開

　行動リハビリテーションは、理学療法、作業療法、言語聴覚療法の現場

で、患者の動機づけをいかに高めるかといった問題の設定とその解決法の

模索から始まった。例えば、運動療法に意欲的に取り組むことは広い意味

での「行動（behavior）」である。従って、「理学療法士の指示に従って運

動療法に取り組む行動」は、行動の法則にのっとって起こるのである。

　行動分析学は、「心理学」から出発してきた学問であるが、行動や心の

働きを、環境との相互作用という点から徹底的に分析することで、個人の

行動や心の働きが生じる原因を明らかにし、行動と学習の法則性を見出し

てきた。個人とまわりの環境とのダイナミックなシステムを変えることで、

治療実績や指導成果をあげていこうとしてきた実績を、リハビリテーショ

ンの中に組み込むことで、実効性の高い支援が可能になる。

　そのような、行動分析学とリハビリテーションの融合は、リハビリテー

ション現場の中に、「個人と環境との相互作用」という観点でアプローチ

することになった。素晴らしく有効な運動療法が開発されても、実際に患

者が理学療法士の指示に適切に従ってそれを実施しなければ治療につなが

らない。個人にのみ焦点を当てるのではなく、一歩引いた視点で、個人と

環境との相互作用を見る。私たちが、患者に接している時には、患者に何

らかの刺激を与えていると考える。そして、患者の行動を受け止め、それ

への応答を刺激として、再び患者に返す。「この人は治療意欲のない人だ」

「認知症がおもいから、これができない」などと、個人にレッテルを貼っ

てしまうのではなく、個人と環境との相互作用（刺激と行動との関係）を

見極め、環境側を調整することで、患者の持っている潜在力を引き出す。

これが行動リハビリテーションの目的である。

山本 淳一
慶応義塾大学文学部 教授

文学博士 臨床心理士、
臨床発達心理士

略　歴
1980年
  慶応大学文学部社会・心理・教
育学科心理学専攻卒業

  同大学大学院社会学研究科心理
学専攻修士課程、博士課程修了

  京都大学霊長類研究所 共同利用
研究員

  日本学術振興会 特別研究員
  明星（めいせい）大学人文学部
助教授

  筑波大学心身障害学系 助教授
  現在、慶応義塾大学文学部 教授
2007－2008年
  カリフォルニア大学（UCSD）　
客員教授

学会活動等：
　日本行動分析学会　
　日本心理学会
　日本発達心理学会
　日本特殊教育学会
　 Association for Behavior 

Analysis

　 行動リハビリテーション研究会　
顧問

著　書：
　・ リハビリテーション効果を最大
限に引き出すコツ ――応用行
動分析で運動療法と ADL訓練
は変わる――

　・ できる！をのばす行動と学習の
支援 ――応用行動分析による
ポジティブ思考の特別支援教育
――

　など多数

分担執筆・学術論文：多数



ハンズオンセミナー

受講には事前申し込みが必要です。
（申し込み締切：2014年2月14日17時）
受講希望者多数の場合は抽選となります。
詳細は学会ホームページをご参照下さい。
http://congress-kpta.jimdo.com/事前登録/
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ハンズオンセミナー1

考えよう！脳卒中患者の下肢装具

　今回、このセミナーでは治療の目標や装具に求める機能を整理し、実際に

症例の歩行の動画を観察し、装具の種類・設定の選択について提示していく。

それをもとに参加者と意見交換を行うことで評価の着眼点や装具の活用法

について知識を深め、今後の臨床に役立てていただければ幸いである。

　また、簡易型プラスチック装具や靴べら型装具、金属支柱付き短下肢装

具・長下肢装具といった代表的な装具について装着体験を行い、その機能

を自ら経験してもらいたい。さらに補装具製作業者に普段目にすることの

少ない装具について紹介してもらうことも予定している。 

　「脳卒中治療ガイドライン2009」では、発症後早期から積極的なリハビ

リテーションを行うことは推奨グレードAとして位置づけられており、

その内容には装具を用いた早期歩行練習が含まれている。また内反尖足が

ある患者に、歩行の改善のため短下肢装具を用いることについても推奨グ

レードBとされており、脳卒中片麻痺患者の治療において装具は欠かせ

ないという報告もある。当センターでも脳卒中片麻痺患者の治療を行う際、

立位練習や歩行練習などさまざまな場面で装具を治療用ツールの一つとし

て用いている。限られた治療期間のなかでより効果的に動作・歩行能力の

向上を目指すためには、目的に応じて装具を選択し設定を変更するなど、

装具を十分に活用していくことが重要と思われる。理学療法士が脳卒中片

麻痺患者の治療において装具を有効に活用するためには、装具の特性を

知ったうえで症例の身体機能にマッチングした装具を選択・選定する必要

がある。しかしマッチングしているかの判断は各セラピストの観察による

ことが多く、不安に思っている人も多いのではないだろうか。今回のセミ

ナーでは、様々な症例を通じて身体機能と装具のマッチングについて考え

ていきたい。

大澤 美代子
横浜市立脳血管医療センター リハビリテーション部

略　歴
1998年
  埼玉医科大学短期大学 理学療法
学科卒業

1998年
  横浜市立大学医学部附属浦舟病
院入職

2000年
  横浜市立大学医学部附属市民総
合医療センター

2001年
  横浜市総合リハビリテーション
センター

2004年
  横浜市立市民病院
2008年
 横浜市立脳血管医療センター

資　格
　 理学療法士
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【目的】 脊柱後彎は、加齢に伴い進行する高齢者特有の姿
勢であり、歩行能力低下（坂光ら、2007）や転倒との関連
（高畑ら、2006）が報告されている。しかし、これらの報
告は、安静立位時の姿勢を評価したものであり、歩行時の
姿勢と安静立位時の姿勢との関係は明らかとなっていない。
そこで本研究では、地域在住女性高齢者を対象とし、歩行
時の姿勢と安静立位時の姿勢との関係を調査した。
【方法】 対象は地域在住女性高齢者54名（年齢71.4±4.1
歳、身長152.4±5.3 ㎝、体重52.6±6.4 ㎏）であった。調
査項目は、年齢、身長、体重、過去1年間の転倒歴を聴取
したのち、10 m快適歩行時、10 m最大努力歩行時の歩行
時間と姿勢、および安静立位時の姿勢を測定した。姿勢の
測定には、iPod touch（Apple Inc., USA）と自作のアプリ
ケーション「ジャイロくん（GR3.3j）」を用いた。この
「ジャイロくん」は iPod touchの内蔵センサーを用いて、
傾斜角度を測定できるアプリケーションであり、Mizuno
らの報告に準じて、体幹・骨盤の前後・左右・水平方向傾
斜角度を測定した。なお、歩行に関しては、定常歩行中に
おける各方向の最大値、最小値、平均値を、安静立位に関
しては、5秒間の平均値を算出し、解析の対象とした。統
計は、歩行時の傾斜角度と、安静立位時の傾斜角度、およ
び歩行時間との関係を、Pearsonの積率相関係数を算出し
て検討した。なお、有意水準は5%未満とした。
【説明と同意】 倫理的配慮として、本研究はヘルシンキ宣
言に基づき、参加者には研究内容について口頭および書面
にて十分に説明を行い、書面にて同意を得た。
【結果】 体幹において、快適歩行時（r=0.85, p ＜0.01）お
よび最大努力歩行時（r=0.79, p ＜0.01）の前後方向傾斜角
度と、安静立位時の前後方向傾斜角度に有意な正相関が認
められ、安静立位時に体幹が前傾していると、歩行時も体
幹が前傾していることが分かった。また、10m最大努力
歩行時における体幹の前後方向傾斜角度と歩行時間にも有
意な負相関（r=-0.33, p ＜0.01）が認められ、歩行時間が
遅いほど体幹が前傾していることが分かった。
【考察】 本研究では、歩行時の姿勢に着目し、安静立位時
の姿勢や歩行時間との関係を調査したところ、歩行時の姿
勢は、安静立位時の姿勢や歩行時間と関係することが分
かった。今後は、更なる調査を行い、安静立位時の姿勢変
化が、歩行時の姿勢や歩行時間に及ぼす影響を調査してい
きたい。
　なお、本研究課題は科学研究費助成事業の若手研究（B）
の一環として実施された。

O-01

○田中 優人1）、柴 喜崇2）、水野 公輔3）、佐藤 春彦2）、
上出 直人2）、竹内 昭博4）、池田 憲昭4）

1）社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠ろうけん、 
2）北里大学医療衛生学部 リハビリテーション学科、 
3）北里大学東病院 リハビリテーション部、 
4）北里大学医療衛生学部 医療工学科

地域在住女性高齢者における歩行時の姿勢と 
安静立位時の姿勢との関係

Keyword：姿勢、高齢者、歩行

【目的】 大腿骨頸部骨折の術後は歩行機能の低下を来す。
歩行機能と下肢筋力の間には密接な関係を認めるが、それ
は最大筋力との関係であることが多い。歩行をはじめとす
る日常生活動作の多くは、最大筋力に到達しない短時間で
の筋活動から成り立っており、筋力発揮率（Rate of Force 
Development：RFD）と歩行機能の関係も報告されている。
これまでの研究は最大筋力に注目したものが多く、大腿骨
頸部骨折術後でのRFDと歩行機能の関係を検討した報告
は極めて少ない。そこで本研究は、最大筋力とRFD、歩
行機能との関係を検討することを目的とした。
【方法】 大腿骨頸部骨折で入院し、手術を行った6名（男
性2名、女性4名、平均年齢75±5歳）を対象とした。認
知機能低下により指示理解が乏しい症例は除外した。測定
項目は、10m快適・最大歩行速度とStrength Ergo（三菱
電機エンジニアリング）を使用した等速性下肢伸展筋力と
した。等速性下肢伸展筋力は20rpmの条件下で連続5回
測定し、左右の最大トルクを最大筋力とし、その際の筋力
発揮開始時点から200ミリ秒の区間での筋力変化率を
RFDとして算出した。そして、それぞれの減少率（患側/
健側）を比較し、最大筋力とRFD、歩行速度について相
関分析を行った。
【説明と同意】 本研究の意義を十分に説明し、同意を得た
症例を対象にした。
【結果】 術後平均14日（10-22日）で計測した。最大筋力・
RFDともに術側ですべての症例が低値を示した。また、
最大筋力とRFDの減少率は、5名の症例においてRFD
の方が大きくなった。さらに、健側の最大筋力と歩行速度
の間に快適・最大歩行速度ともに有意な相関を認めた（P
＜0.05）。術側は最大筋力と最大歩行速度の間に有意な相
関を認め（P＜0.05）、最大筋力と快適歩行速度の間に傾
向（P=0.0829）を認めた。一方、RFDと歩行速度の間に
は有意な相関は認めなかった。
【考察】 大腿骨頸部骨折術後の症例では術側の最大筋力だ
けでなく、RFDも低下していることが示された。特に、
RFDの方が低下していたことは、筋力発揮時の瞬間的な
運動神経活動の低下による荷重応答の遅延が示唆される。
本研究ではRFDと歩行速度には関係性が見られなかった
が、症例数、RFDの区間設定などについて再検討し、
RFDと歩行を含めた日常生活動作について今後更なる検
討が必要であると考える。
【まとめ】 大腿骨頸部骨折の症例では、筋力は最大筋力の
みならず、RFDについても注目する必要性を示唆した。

O-02

○穂積 敦1）、下瀬 良太1）、星 敏博1）、堀 梢1）、 
柴田 和彦1）、川上 毅1）、筒井 俊行2）、福田 敏尚2）、
松永 篤彦3）

1）医療法人社団 徳寿会 相模原中央病院 リハビリテーション科、
2）同 整形外科、3）北里大学医療衛生学部

大腿骨頸部骨折術後の下肢伸展筋力の最大値と
筋力発揮率、歩行速度の関係

Keyword：大腿骨頸部骨折、筋力発揮率、減少率
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学会組織図

公益社団法人 神奈川県理学療法士会
学術局学術大会部

担当理事 露木 昭彰（有限会社足柄リハビリテーションサービス）

部　　長 田中 一秀（㈱ AwesomeLife 通所介護フィジオルーム見附町）

部　　員 田中 宇徳（鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院）
 糸井 孝文（鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院）
 山本 学（鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院）

学 会 長
宮本 真明（渕野辺総合病院）

副学会長
河端 将司（相模原協同病院）

財務係統括
雨宮 耕平（渕野辺総合病院）

財務係
尼子 雅美（渕野辺総合病院）

IT 係統括
荒井 洋太（相原病院）

IT 係
寺田 愛実（相原病院）

総務係統括
工藤 大志（渕野辺総合病院）
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山元 久美子（渕野辺総合病院）
小林 ともみ（国立病院機構相模原病院）
田名綱 恵（国立病院機構相模原病院）

学術係統括
亀井 友博（相模原協同病院）

学 術 係
下瀬 良太（相模原中央病院）
鈴木 良和（北里大学東病院）
樋口 滋（相模原療育園）
深澤 宏昭（相模原療育園）
中島 裕樹（社会保険相模野病院）
直井 大地（相模原協同病院）

運営係統括
宮田 徹、芦原 光明（相模原協同病院）

運 営 係
中田 裕（さがみリハビリテーション病院）
平塚 悠紀（ワンライフ訪問看護ステーション）
山下 崇（すずらん訪問看護ステーション）
小倉 舞（すずらん訪問看護ステーション）
荒瀬 貴子（すずらん訪問看護ステーション）
長谷川 智美（黒河内病院）
大滝 智未（黒河内病院）
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協賛御芳名

【ランチョンセミナー】

株式会社エイチ・アイ・エス

【賛助会員】

有限会社 木村義肢工作研究所 

ソフィアメディ株式会社 

国際保険株式会社 東京支社 

有限会社 足柄リハビリテーションサービス 

大和ハウス工業株式会社 

マックス株式会社 

日本ウィール・チェアー株式会社 

株式会社 テクノリンク 

東名ブレース株式会社関東支店 

株式会社 星医療酸器横浜営業所 

株式会社 ハーツエイコー 

株式会社 モノ・ウェル・ビーイング

【書籍販売】

株式会社 運動と医学の出版社

【後　援】

神奈川県

横浜市健康福祉局

川崎市

相模原市

tvk（テレビ神奈川）

神奈川新聞社

神奈川県社会福祉協議会

神奈川県医師会

神奈川県病院協会

神奈川県医療専門職連合会
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