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平成 30 年度　理学療法学ユニット研究活動状況

A．構成メンバー

鈴木　俊明、谷埜予士次、谷　万喜子、米田　浩久、
吉田　隆紀、後藤　淳、高木　綾一、大沼　俊博、
鬼形周恵子、文野　住文、東藤真理奈、山﨑　航、
福本　悠樹

B．研究活動の概要

今年度の研究テーマは、下記のようである。
１）理学療法評価および治療法に関する神経生理学的・

生体力学的研究
２）理学療法と鍼灸医学の考えを組み合わせた新しい治

療法の開発と、その効果に関する神経生理学的研究
３）運動学習、運動イメージに関する神経生理学的研究
４）神経疾患に対する鍼治療効果に関する基礎および臨

床研究

C．研究業績

１．著書・原著

著 書

鈴木俊明（監）、大沼俊博、園部俊晴（編）：体幹と骨盤
の評価と運動療法．運動と医学の出版社．神奈川．2018

鈴木俊明（監）嘉戸直樹、文野住文、髙崎浩壽（著）：
運動イメージ・運動観察の脊髄神経機能とリハビリテー
ションへの応用（電子書籍）．編集工房ソシエタス．東京．
2018

鈴木俊明、中山恭秀（編）、鈴木俊明、谷埜予士次、米
田浩久、吉田隆紀、文野住文、東藤真理奈、福本悠樹、
山﨑　航、中尾哲也ほか（著）：Crosslink�理学療法学テ
キスト　神経障害理学療法学Ⅰ．メジカルビュー社．東
京．2019

鈴木俊明、中山恭秀（編）、鈴木俊明、中道哲朗ほか（著）：
Crosslink�理学療法学テキスト　神経障害理学療法学
Ⅱ．メジカルビュー社．東京．2019

鈴木俊明、大西秀明（編）、玉木　彰（監）、嘉戸直樹、
谷埜予士次、山本吉則ほか（著）：リハビリテーション
神経科学．メジカルビュー社．東京．2019

Bunno�Y:� The�Application� of�Motor� Imagery� to�
Neurorehabilitation.�In�Larrivee�D�(Eds)�Evolving�BCI�
Therapy�Engaging�Brain�State�Dynamics.� InTech.�53-
71.�2018

原 著

清水貴史、野口翔平、玉置昌孝、中道哲朗、鈴木俊明：
立位での一側下肢への側方体重移動が非移動側下肢筋の
筋活動パターンに与える影響．理学療法科学．33:�295-
300.�2018

福本悠樹、鈴木俊明：両股関節伸展位に伴う体幹後傾に
対し胸腰椎移行部で屈曲することにより骨盤後傾を呈す
ることが両腰部に疼痛を誘発していた脳梗塞後右片麻痺
患者の一症例．理学療法科学．33:�719-724.�2018

吉田宗平、鈴木俊明、中吉隆之：スモン患者の歩行能力
改善には下腿三頭筋と腓骨筋群の筋力トレーニングを同
時におこなうことが効果的である．厚生労働科学研究費
補助金（特定疾患対策研究事業）スモンに関する調査
研究班　平成 29 年度　総括・分担研究報告書．187-190.�
2018

鈴木俊明：筋機能障害の理学療法評価と理学療法アプ
ローチのあり方．理学療法．35:�964-970.�2018

中道哲朗、鈴木俊明：当法人のセラピストにおける残業
時間短縮への取り組み．日本医療マネジメント学会雑誌．
19:�167-172.�2018

黒部正孝、文野住文、福本悠樹、鈴木俊明：非練習側上
肢での母指対立運動イメージが脊髄神経機能の興奮性
に与える影響―F 波による検討―．理学療法科学．33:�
439-442.�2018

大沼俊博、藤本将志、楠　貴光、渡邊裕文、鈴木俊明：座位、
立ち上がりの評価とハンドリング．関西理学．18:�11-18.�
2018

楠　貴光、鈴木俊明：上肢のリーチ動作の評価と運動療
法．関西理学．18:�39-46.�2018
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大沼俊博、藤本将志、赤松圭介、楠　貴光、渡邊裕文、
鈴木俊明：新しい内腹斜筋横線維の筋緊張評価の試み�
—上前腸骨棘間の長さの測定による検討—．関西理学．�
18:�51-54.�2018

李　圭敦、前田剛伸、嘉戸直樹、鈴木俊明：母指と他４
指との対立運動の運動イメージが脊髄神経機能の興奮性
に及ぼす影響―JMIQ-R を用いた検討―．関西理学．18:�
55-59.�2018

粟田由以、高橋優基、前田剛伸、藤原　聡、伊藤正憲、
嘉戸直樹、鈴木俊明：リズミカルな運動の再生に適した
刺激回数と刺激間隔の検討．関西理学．18:�70-75.��2018

木田知宏、伊藤　陸、楠　貴光、大沼俊博、鈴木俊明：
座位での一側下肢挙上動作における下肢挙上の高さの違
いが身体運動・座圧中心位置に及ぼす影響．関西理学．�
18:�76-82.�2018

伊森理貴、上田　透、刀坂　太、楠　貴光、大沼俊博、
鈴木俊明：植木鉢を地面に置く動作時に右下肢への体重
移動が困難であった右人工股関節全置換術後患者の理学
療法．関西理学．18:�97-102.�2018

吉田美穂、田中大志、辻　智美、橋谷裕太郎、大沼俊博、
鈴木俊明：キッチンでの側方移動に必要な右側へのサイ
ドステップ時に左膝内側に疼痛が出現した両変形性膝関
節症患者の理学療法．関西理学．18:�103-107.�2018

木田知宏、大沼俊博、鈴木俊明：座位での一側下肢挙上
位保持における下肢挙上の高さの違いが身体運動と平均
座圧中心位置に及ぼす影響．理学療法科学．33:�481-485.�
2018

伊藤正憲、高橋優基、嘉戸直樹、鈴木俊明：運動同期能
力の向上に聴覚リズム刺激の間隔が及ぼす影響�—つぎ
の刺激を予測しにくい 2 秒間隔の同期タッピング運動の
検討—．臨床神経生理学．46:�561-566.�2018

大沼俊博、楠　貴光、赤松圭介、藤本将志、渡邊裕文、
鈴木俊明：立位での側方への体重移動保持が内腹斜筋、
外腹斜筋、内外腹斜筋重層部位、腹直筋の筋電図積分値
に及ぼす影響．総合リハビリテーション .47:57-64.2019

福本悠樹、鈴木俊明、岩月宏泰：運動イメージが運動の

正確さと素早さ及び脊髄前角細胞の興奮性に与える影
響．臨床神経生理学．47:�23-33.�2019

Sasaki�H,�Urabe�Y,�Maeda�N,� Suzuki�T:� Influence�
of�motor� imagery�of� isometric� flexor�hallucis�brevis�
activity�on� the�excitability�of� spinal�neural� function.�
Somatosensory�&�Motor�Research.�1:�1-7.�2018

Yoshida�T,�Kawakami�M,�Teraguchi�M,�Kagotani�
R , � Minetama� M, � Nakagawa� M, � Nakagawa� Y:�
A� comparat ive� study� of � ga i t � character ist ics�
associated�with� and�without� degenerative� lumbar�
spondylolisthesis� in� patients�with� lumbar� spinal�
stenosis.�J�Orthop�Sci.�17:�3342-3347.�2018

Ijiri� T,� Urabe�Y,�Maeda�N,� Sasadai� J,� Suzuki� T:�
Onset�of�Shoulder�Muscle�Activation�During�Internal�
and�External� Shoulder�Rotation.� Journal� of�Novel�
Physiotherapies.�9:�408.�2019

Bunno� Y:� Does� the� duration� of� motor� imagery�
affect� the� excitability� of� spinal� anterior�horn� cells?�
Somatosensory�&�Motor�Research.�Nov�21:�1-6.�2018

Bunno�Y:�Imagery�strategy�affects�spinal�motor�neuron�
excitability:� using� kinesthetic� and� somatosensory�
imagery.�NeuroReport.�30:463-467.�2019

２．学会発表・学術講演

梅本梨花、工藤慎太郎、井尻朋人、鈴木俊明：健常女性
の膀胱底挙上率の評価�－尿量の違いに着目して－．第
2 回 MKPT 学術大会．富山．2018.3.17

吉田隆紀、川上　守、寺口真年、中川雅文：腰部変性す
べり症は歩行時に上半身重心と身体重心が下半身重心に
対して後方化する．第 130 回中部日本整形外科災害外科
学会 .�愛媛．2018.4.21

高橋　護、前田亮太、井尻朋人、谷　万喜子、鈴木俊明：
築賓穴への 2 分間の集毛鍼刺激がファンクショナルリー
チに与える影響．第 67 回（公社）全日本鍼灸学会学術
大会．大阪．2018.6.2

生田啓記、井尻朋人、谷　万喜子、鈴木俊明：太白への
鍼刺激が膝関節伸展時の大腿四頭筋筋線維に与える影響
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　大都との比較．第 67 回（公社）全日本鍼灸学会学術
大会．大阪．2018.6.2

川本利永子、前田亮太、東内あすか、谷　万喜子、鈴木
俊明：発症後数年間無治療で経過した頸部ジストニア患
者に対する鍼治療．第 67 回（公社）全日本鍼灸学会学
術大会．大阪．2018.6.3

紙本佳樹、井尻朋人、鈴木俊明：しゃがみ動作時に右大
腿前面痛が生じた両変形性股関節症の一症例．第 67 回

（公社）全日本鍼灸学会学術大会．大阪．2018.6.3

楠　貴光、上田　透、大沼俊博、渡邊裕文、鈴木俊明：
座位での一側上肢前方挙上保持時の広背筋椎骨部、腸骨
部線維の筋活動．日本リハビリテーション医学会第 55
回学術集会．福岡．2018.6.29

松原広幸、鈴木俊明：Box�and�Block�Test を用いた
Mental�Chronometry 課題が脊髄神経機能の興奮性に与
える変化の違い．日本リハビリテーション医学会第 55
回学術集会．福岡．2018.6.30

李　圭敦、前田剛伸、鈴木俊明：母指と各指の対立運動
の運動イメージが脊髄神経機能の興奮性に及ぼす影響―
イメージ想起能力による検討―．日本リハビリテーショ
ン医学会第 55 回学術集会．福岡．2018.6.30

村岡秀映、野口翔平、玉置昌孝、中道哲朗、鈴木俊明：しゃ
がみ動作の実用性低下により職業復帰困難であった右足
関節骨折術後の一症例．日本リハビリテーション医学会
第 55 回学術集会．福岡．2018.7.1

黒部正孝、文野住文、福本悠樹、鈴木俊明：運動イメー
ジ前の運動練習が脊髄神経機能の興奮性に与える影響．
第 30 回大阪府理学療法学術大会．大阪．2018.7.1

掘口怜志、池澤秀起、井尻朋人、鈴木俊明：階段降段動
作において左踵離地直前に左膝関節前面に疼痛が生じる
左脛骨高原骨折患者の一症例．第 30 回大阪府理学療法
学術大会．大阪．2018.7.1

山下直樹、光田尚代、井尻朋人、鈴木俊明：4 点杖歩行
動作において左後方へ転倒傾向を認める右被殻出血の一
症例．第 30 回大阪府理学療法学術大会．大阪．2018.7.1

梅本梨花、工藤慎太郎、井尻朋人、鈴木俊明：骨盤底筋
群収縮時における膀胱底挙上率の平均値�－若年女性の
経腹超音波を用いた検討－．第 20 回日本女性骨盤底医
学会．東京．2018.7.22

今井庸介、井尻朋人、鈴木俊明：自己認識、信念・価値
観に焦点を当てた指導が行動変容に至ったケース報告．
リハビリテーション・ケア合同研究大会　米子 2018．
鳥取．2018.10.3

佐藤良太、井尻朋人、鈴木俊明：下垂位での肩関節外旋
運動の筋活動の比較～代償の有無の違い～．第 15 回肩
の運動機能研究会．大阪．2018.10.19

白井孝尚、井尻朋人、鈴木俊明：結帯動作方法の違いに
よる肩甲骨運動について．第 15 回肩の運動機能研究会．
大阪．2018.10.19

井尻朋人、浦辺幸夫、前田慶明、笹代純平、鈴木俊明：
前腕回旋の違いによる肩関節周囲筋の筋活動の変化．第
15 回肩の運動機能研究会．大阪．2018.10.19

高濱祐也、井尻朋人、鈴木俊明：老健入所者における
栄養状態が在宅復帰に与える影響　～ ADL・筋力との
関係性～．第 29 回全国介護老人保健施設大会 .�埼玉 .�
2018.10.19

木村勇太、山本吉則、嘉戸直樹、鈴木俊明：左足部のク
リアランスの改善には左立脚中期の左足関節の背屈に対
するアプローチが必要であった左片麻痺の一症例．第
34 回東海北陸理学療法学術大会．三重．2018.10.27

中森友啓、山本吉則、嘉戸直樹、鈴木俊明：端座位にお
いて股関節の伸展と体幹の左側屈が生じることで左後方
へ不安定となる急性期硬膜下血腫の一症例．第 34 回東
海北陸理学療法学術大会．三重．2018.10.27

曾根悠佑、山本吉則、嘉戸直樹、鈴木俊明：座位におい
て体幹の右側屈と右股関節の伸展により右後方へ不安定
となる脳幹出血の一症例．第 34 回東海北陸理学療法学
術大会．三重．2018.10.27

福徳彩人、山本吉則、嘉戸直樹、鈴木俊明：立ち上がり
動作の屈曲相にて腰椎の後弯にともなう骨盤の後傾によ
り殿部離床が困難であった右視床出血の一症例．第 34
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回東海北陸理学療法学術大会．三重．2018.10.27

山村隆希、山本吉則、嘉戸直樹、鈴木俊明：立ち上がり
動作の殿部離床後に左後方へ不安定となる廃用症候群
の一症例．第 34 回東海北陸理学療法学術大会．三重．
2018.10.27

丸山愛実、山本吉則、嘉戸直樹、鈴木俊明：麻痺側前脛
骨筋の筋活動の増大により歩行動作の安全性・安定性が
向上した右脳梗塞の一症例．第 34 回東海北陸理学療法
学術大会．三重．2018.10.27

中條希重、山本吉則、嘉戸直樹、鈴木俊明：立ち上がり
動作時の殿部離床時に左後方へ不安定となる右被殻出血
の一症例．第 34 回東海北陸理学療法学術大会．三重．
2018.10.27

平子文俊、山本吉則、嘉戸直樹、鈴木俊明：端座位にて
骨盤の後傾と右下制が生じて右後方に不安定となる左被
殻出血の一症例．第 34 回東海北陸理学療法学術大会．
三重．2018.10.27

山本吉則、嘉戸直樹、鈴木俊明：運動頻度の異なる麻痺
側手指の反復運動が脳卒中患者の体性感覚機能に及ぼす
影響．第 48 回日本臨床神経生理学会学術大会．東京．
2018.11.8

福本悠樹、鈴木俊明、岩月宏泰：練習時間の違いによっ
て運動イメージが運動の正確さと脊髄後角細胞の興奮性
に与える影響は異なる．第 48 回日本臨床神経生理学会
学術大会．東京．2018.11.8

前田剛伸、高橋優基、藤原　聡、伊藤正憲、嘉戸直樹、
鈴木俊明：運動範囲の異なる母指の運動イメージが脊髄
神経機能の興奮性に及ぼす影響．第 48 回日本臨床神経
生理学会学術大会．東京．2018.11.8

高崎浩壽、末廣健児、石濱崇史、鈴木俊明：観察対象へ
の注意の向け方の違いにより脊髄前角細胞の興奮性は変
化する．第 48 回日本臨床神経生理学会学術大会．東京．
2018.11.8

高橋優基、前田剛伸、藤原　聡、伊藤正憲、嘉戸直樹、
鈴木俊明：一定間隔を意識して打つ手拍子のリズム変動
について―練習回数の違いによる比較―．第 48 回日本

臨床神経生理学会学術大会．東京．2018.11.8

李　圭敦、前田剛伸、鈴木俊明：速度の異なる母指対立
運動の運動イメージが脊髄神経機能の興奮性に及ぼす
影響．第 48 回日本臨床神経生理学会学術大会．東京．
2018.11.9

嘉戸直樹、伊藤正憲、藤原　聡、高橋優基、前田剛伸、
鈴木俊明：姿勢変化と一側の握り動作による対側上肢脊
髄神経機能への促通効果との関係．第 48 回日本臨床神
経生理学会学術大会．東京．2018.11.9

小川智大、松原広幸、鈴木俊明：Box�and�Block�Test
を用いた運動イメージおよび運動イメージ後の脊髄神経
機能の興奮性の変化について．第 48 回日本臨床神経生
理学会学術大会．東京．2018.11.9

松原広幸、鈴木俊明：Box�and�Block�Test を用いた運
動イメージが対側上肢の脊髄神経機能の興奮性に与える
影響．第 48 回日本臨床神経生理学会学術大会．東京．
2018.11.9

黒部正孝、松原広幸、鈴木俊明：5 分間連続の電気刺激
が脊髄神経機能の興奮性に与える影響．第 48 回日本臨
床神経生理学会学術大会．東京．2018.11.9

中西康将、佐々木英文、鈴木俊明：伸張したキネシオテー
プの貼付が上腕二頭筋の筋活動に及ぼす影響．第 27 回
日本柔道整復接骨医学会学術大会．愛知．2018.11.17

多田悠人、香田　祐、大西貴志、築林元輝、佐々木英文、
鈴木俊明：母趾屈曲運動の運動イメージが脊髄前角細胞
の興奮性に与える影響―手の母指屈曲動画を用いての検
討―．第 27 回日本柔道整復接骨医学会学術大会．愛知．
2018.11.17

佐々木英文、浦邉幸夫、鈴木俊明：母趾屈曲運動の運動
イメージが脊髄前角細胞の興奮性に与える影響―介入前
後による検討―．第 27 回日本柔道整復接骨医学会学術
大会．愛知．2018.11.18

安田清華、高橋　護、井尻朋人、谷　万喜子、鈴木俊明：
頭部、体幹に著明な不随意運動を認めたジストニア患者
に対する鍼治療効果．平成 30 年度（公社）全日本鍼灸
学会第 38 回近畿支部学術集会．大阪．2018.11.23
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山本将揮、中谷裕也、鈴木俊明、中塚映政：心理社会面
に考慮した歩行動作への介入により、疼痛緩和につな
がった慢性腰痛患者の一症例．第 11 回日本運動器疼痛
学会．滋賀．2018.12.2

生田真奈美、山本将揮、鈴木俊明、中塚映政：運動療法
による認知変容の結果、社会参加が可能となった身体表
現性障害患者の一症例．第 11 回日本運動器疼痛学会．
滋賀．2018.12.2

福本悠樹、鈴木俊明：右内腹斜筋横行下部線維の筋緊張
低下に伴い右仙腸関節部に疼痛を有した変形性脊椎症の
一症例．第 11 回日本運動器疼痛学会．滋賀．2018.12.2

平尾彰子、山岡一博、鈴木俊明：独歩時の膝関節内側部
痛により歩行耐久性低下を認めた左脛骨高原骨折術後の
一症例．第 11 回日本運動器疼痛学会．滋賀．2018.12.2

鶴田菜月、福本悠樹、東藤真理奈、谷　万喜子、鈴木俊
明：実運動と同時に行う運動イメージが脊髄神経機能の
興奮性と運動の正確性に与える影響．第 23 回日本基礎
理学療法学会学術大会．京都．2018.12.15

粟田由以、高橋優基、前田剛伸、伊藤正憲、嘉戸直樹、
鈴木俊明：聴覚刺激の刺激回数の変化がリズミカルな運
動の再生に与える影響．第 23 回日本基礎理学療法学会
学術大会．京都．2018.12.15

佐野紘一、嘉戸直樹、高橋優基、前田剛伸、鈴木俊明：
難しさの異なる手指の運動が対側上肢脊髄神経機能に及
ぼす影響．第23回日本基礎理学療法学会学術大会．京都．
2018.12.15

東藤真理奈、福本悠樹、文野住文、米田浩久、谷　万
喜子、鈴木俊明：F 波波形における相関係数と目視での
不一致に関する一考察―F 波波形の同一か否かの判定基
準―．第 23 回日本基礎理学療法学会学術大会．京都．
2018.12.15

渕野航平、北原　拓、門田美咲、黒川拓馬、井上直人、
柳川洸輔、福本悠樹、東藤真理奈、谷　万喜子、鈴木俊
明：上都への刺激強度の違いによる脊髄前角細胞の興奮
性の違い．第23回日本基礎理学療法学会学術大会．京都．
2018.12.15

井尻朋人、浦辺幸夫、前田慶明、笹代純平、鈴木俊明：
前腕肢位の違いによる肩甲骨周囲筋活動の変化はどの肩
関節角度でみられるか．第 6 回日本運動器理学療法学会
学術大会．福岡．2018.12.15

吉田隆紀、増田研一、鈴木俊明：産学協同による受託
研究で作成した外反母趾用靴下と運動療法の効果につ
いて．第 6 回日本運動器理学療法学会学術大会 .�福岡 .�
2018.12.16

林　哲弘、高崎浩壽、石濱崇史、末廣健児、鈴木俊明：
表在感覚刺激を与える部位の違いによる脊髄神経機能の
興奮性の変化について．第 58 回近畿理学療法学術大会．
奈良．2019.1.20

川﨑由希、光田尚代、井尻朋人、鈴木俊明：足関節の肢
位の違いが、スライダーボードを使用した膝関節自動関
節可動域練習時の筋活動に与える影響．第 58 回近畿理
学療法学術大会．奈良．2019.1.20

松本凱貴、吉田隆紀、鈴木俊明：五本指ソックスが静的・
動的バランスに与える影響．第 58 回近畿理学療法学術
大会．奈良．2019.1.20

白井孝尚、井尻朋人、鈴木俊明：結帯動作に必要な肩甲
骨周囲筋の筋力について．第 58 回近畿理学療法学術大
会．奈良．2019.1.20

好井直輝、清原直幸、中道哲朗、鈴木俊明：右立脚終期
における母趾側での蹴り出し獲得に母趾 MP 関節屈曲
筋力強化が有効であった長母趾屈筋腱切離術後の一症
例．第 58 回近畿理学療法学術大会．奈良．2019.1.20

戎　智史、嘉戸直樹、鈴木俊明：右立脚相での右横足根
関節の回内が不十分なために歩行の実用性が低下した右
距骨開放性脱臼骨折・右第 5 中足骨骨折の一症例．第
58 回近畿理学療法学術大会．奈良．2019.1.20

田坂悠貴、弓倉慶也、高崎浩壽、石濱崇史、鈴木俊明：
50% 収縮強度のピンチ動作中における尺沢への抑制手
技の経穴刺激理学療法が脊髄神経機能に与える影響．第
58 回近畿理学療法学術大会．奈良．2019.1.20

大畑周平、木津彰斗、石濱崇史、金田好弘、石田和也、
伊藤倫之、鈴木俊明：クロスステップにおけるステッ
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プ角度の違いが筋活動に及ぼす影響について．第 5 回�
京都リハビリテーション医学研究会学術集会．京都．
2019.2.3� 

矢野　悟、池澤秀起、井尻朋人、鈴木俊明：片脚立位に
おける下肢挙上角度の違いによる筋活動の変化について
　～腹直筋・外腹斜筋・腹斜筋重層部位・内腹斜筋に着
目して～．回復期リハビリテーション病棟協会　第 33
回�研究大会．千葉．2019.2.21

井上愛理、清水啓介、村本有里子、中道哲朗、鈴木俊
明：個別運動療法と血液透析中のペダリング動作練習が
有効であった透析患者の一症例．第 9 回日本腎臓リハビ
リテーション学会学術集会 .2019.3.9

古海真悟、清水啓介、村本有里子、中道哲朗、鈴木俊明：
透析中の運動療法が身体機能の維持・向上に有効であっ
た血液透析患者の一症例．第 9 回日本腎臓リハビリテー
ション学会学術集会．2019.3.9

西村恭平、清水啓介、村本有里子、中道哲朗、鈴木俊明：
当院における血液透析中の運動療法実施期間の傾向につ
いて．第9回日本腎臓リハビリテーション学会学術集会．
2019.3.10

木下晃紀、山本吉則、嘉戸直樹、鈴木俊明：立ち上がり
動作において左後方へ不安定となる右膿胸後の廃用症
候群の一症例．第 30 回三重県理学療法士学会．三重．
2019.3.10

清原克哲、山本吉則、嘉戸直樹、鈴木俊明：左股関節と
足部の感覚障害の改善により歩行動作の安定性が向上し
た頚椎症性脊髄症の一症例．第 30 回三重県理学療法士
学会．三重．2019.3.10

坂井丈一郎、山本吉則、嘉戸直樹、鈴木俊明：歩行動作
の改善により呼吸困難が軽減した慢性閉塞性肺疾患後の
廃用症候群の一症例．第 30 回三重県理学療法士学会．
三重．2019.3.10

Suzuki�T:�F-wave�and�Motor�Imagery.�3th�International�
Clinical�Neurophysiology�Conference� of� Iowa,�USA,�
2018.7.21

Ijiri� T,� Urabe�Y,�Maeda�A,� Sasadai� J,� Suzuki�T:�

Changes� In�Shoulder�Muscle�Activation�With�And�
Without�Trunk�Fixation�During�A�Shoulder�Isometric�
Contraction.�Asian�confederation� for�physical� therapy�
Congress,�Philippine,�2018.11.24

Yoshida�T,�Kawakami�M,�Teraguchi�M,�Kagotani�
R , � Minetama� M, � Nakagawa� M, � Nakagawa� Y:�
A� Comparative� Study� Of� Gait� Characteristics�
Associated�With�And�Without�Degenerative�Lumbar�
Spondylolisthesis� In�Patients�With�Lumbar� Spinal�
Stenosis.�Orthopaedic�Research� Society2018,�USA,�
2018.2.5

D．社会活動・その他

鈴木俊明：ジストニアと鍼治療．第 67 回（公社）全日
本鍼灸学会学術大会．大阪．2018.6.2

谷　万喜子：ジストニアに対する鍼治療の実際．第 67
回（公社）全日本鍼灸学会学術大会．大阪．2018.6.2

谷　万喜子：ジストニアの鍼治療．日本良導絡自律神経
学会　近畿支部講習会．大阪．2018.7.8

鈴木俊明：F 波波形分析からみた随意運動評価．青森県
立保健大学大学院特別講義．青森．2018.10.19

鈴木俊明：臨床実習でのレポート作成の必要性と学内
フィードバックの在り方．青森県立保健大学理学療法学
科 FD 研修会講演．青森．2018.10.19

鈴木俊明：片麻痺の体幹機能．第 34 回東海北陸理学療
法学術大会教育セミナー．三重．2018.10.27

鈴木俊明：パーキンソン病のリハビリテーション．パー
キンソン病支援センターリハビリテーション講演会．京
都．2018.11.23

鈴木俊明：体幹と骨盤の評価と運動療法．第 26 回大阪
府理学療法士連盟研修会．大阪．2018.11.25

鈴木俊明：動作分析．大阪府理学療法士会研修会．大阪．
2018.12.2

谷　万喜子：神経痛の鑑別と治療法．鍼灸師卒後臨床研
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修（AcuPOPJ）医療人研修講座．大阪．2018.12.23

鈴木俊明：立ち上がり動作、歩行動作の動作分析と運動
療法―臨床動作促通法を中心に―．日本理学療法士協会
　中越ブロック研修会．新潟．2019.2.9-10

谷　万喜子：難病鍼灸　ジストニアを中心に、パーキン
ソン病、脳血管障害に対する鍼灸．琉球鍼灸網．沖縄．
2019.2.24

谷　万喜子：神経痛の鑑別と治療法．（一社）滋賀県鍼
灸師会主催　公益財団法人東洋療法研修試験財団認定障
害研修会．滋賀．2019.3.3




