
No. スケジュール 氏名 所属 演題名 司会

9：30～9:50 脇元幸一
清泉クリニック

整形外科
オープニングセレモニー・大会長挨拶 北崎洋司

1 9:55～10:00 代替評価 今関礼章
清泉クリニック

整形外科（静岡）
SpineDynamics療法代替評価1：脊柱の距離と幅、スパイナルマウス、棘突起肥大、柔軟性テスト

2 10:02～10:07 代替評価 原清和
清泉クリニック

整形外科（静岡）
SpineDynamics療法代替評価2：μ -tusF2、筋断面積、BMI、超音波

3 10:09～10:14 代替評価 知花徹也
豊橋整形外科
向山クリニック

結帯動作制限に対する評価法

4 10:16～10:21 治療効果 栗原良平 静岡清泉 治療機器SDシリーズの検証1

5 10:23～10:28 治療効果 白石純一 静岡清泉 治療機器SDシリーズの検証2

6 10:30～10:35 治療効果 永野裕也 鹿児島清泉 Pelvic　Walking　Board　による治療効果

7 10:37～10:42 治療効果 唐木大輔 長野中央病院 Type１キャリブレーションの持ち越し効果の検討

10:42～10:51

8 10:51～10:56 スポーツ 遠藤恭生 わしざわ整形外科 左投球肩肘障害発症後、右第３中足骨疲労骨折を併発した１症例

9 10:58～11:03 スポーツ 大神裕俊
やちよ整形外科

クリニック
側弯症があり、オスグッド病のサッカー少年に対しSpine Dynamics療法にて治療介入した症例

10 11:05～11:10 スポーツ 寺田貴一 巽病院 Spine Dynamics理論を用いた水泳競技におけるメディカルサポート

11 11:12～11:17 難病 児山麻里
フィットネスクラブ
スタジオカーポ

パーキンソン病患者への治療後、歩行・構音障害が改善した一症例

12 11:19～11:24 難病 森安昭斗 阪本病院
多系統萎縮症患者に対するSpine dynamics理論からのアプローチ

—WBI・％MVと運動機能の関係性に着目して-

13 11:26～11:31 難病 生野正芳 原鶴温泉病院 膝痛の訴えがあるパーキンソン症候群の方に対する訪問リハビリでの関わり

14 11:33～11:38 社会 東　康博 翔南病院 柔性障害の改善に伴い、社会参加が増えた事例

15 11:40～11:45 社会 深谷直基
近江八幡市立

総合医療センター
自治体における二次介護予防事業「自分でするリハビリ」でのSpine　Dynamics療法の活用

16 11:47～11:52 内科 松村昌俊
老年病研究所

附属病院
末梢神経障害を合併した2型糖尿病患者へのSpine Dynamics 療法の実践

17 11:54～11:59 内科 佐藤佑一 東芝病院 「術後癒着性イレウスを繰り返す症例に対し、Spine Dynamics療法を用い保存的治療介入した１症例」

11:59～13:13

18 13:13～13:18 WBI 島谷丈夫
清泉クリニック

整形外科（静岡）
SpineDynamics療法研究報告1：WBIに関して

19 13:20～13:25 WBI 倉地洋輔 からだ康房 Spine Dynamics療法による地域在住一般中高年者の運動機能の改善について

20 13:27～13:32 WBI 早川庫輔 望クリニック 更年期症状と体力　―簡略更年期指数と体重支持指数の関係―

21 13:34～13:39 WBI 藤原賢吾
福岡リハビリテーショ

ン
専門学校

体重支持指数（ＷＢＩ）とＨ／Ｑ比の関係
体重支持指数（ＷＢＩ）とハムストリングスの関係性 ―筋力、位置覚、伸張性に着目して―

22 13:41～13:46 WBI 松岡　健
福岡県済生会
大牟田病院

膝関節角度変化に伴う大腿四頭筋機能とWBIの関係

23 13:48～13:53 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

学童期～青年期のスポーツ選手における筋力低下の要因
～生活習慣に着目して～

24 13:55～14:00 WBI 石川雄也 寛田クリニック 筋出力抑制率とFMSスコアの関係性について

14:00～14:09

25 14:09～14:14 基礎 油上辰哉
ないとう整形外科

クリニック
Spine Dynamics療法を軸とした理学療法展開

26 14:16～14:21 基礎 原美行 潤和記念病院 ミニトランポリンを使用前後での脊柱可動性・筋出力・歩容の比較

27 14:23～14:28 基礎 山内基安 潤和会記念病院 セルフトレーニング前後の歩行への影響

28 14:30～14:35 基礎 高見澤一樹
総合医療センター

成田病院
胸椎伸展運動の効果

29 14:37～14:42 整形 可児拓也
さっぽろ厚別通

整形外科
腰椎すべり症を呈し，介入により歩行時痛は軽減したが，

　　　　　　姿勢及び体幹伸展時痛に変化がみられなかった1症例

30 14:44～14:49 整形 大山史郎 野尻中央病院 脊柱柔性障害による安静時筋緊張亢進が肩関節脱臼感を催していた1症例

31 14:51～14:56 整形 大山史郎 野尻中央病院
  腰痛の原因を内臓体性反射の影響と導いた1症例

〜CT所見及び超低周波音装置による評価所見をふまえて〜

32 14:58～15:03 整形 大山史郎 野尻中央病院
交感神経活動異常に起因する脊柱柔性障害から

腰椎椎間板炎症性の痛み、梨状筋症候群へ至ったと推察される1症例

33 15:05～15:10 整形 藤井隆太 たちいり整形外科 左膝蓋骨脱臼後のQuadriceps Settingについて～慢性腰痛を考慮して～

15:10～15:19

34 15:19～15:24 基礎研究 岩本博行
福岡リハビリテーショ

ン
専門学校

とびおり動作における衝撃緩衝能と身体関節角度の関係
－三次元動作解析装置と床反力計による検討－

35 15:26～15:31
脊柱アライメ

ント・柔性
早川庫輔 望クリニック 理学療法士が考える更年期女性の効果的なエクササイズ ―脊柱弯曲機能の重要性―

36 15:33～15:38
脊柱アライメ

ント・柔性
尾崎　純

清泉クリニック
整形外科（静岡）

SpineDynamics療法研究報告2：脊柱彎曲に関して

37 15:40～15:45
脊柱アライメ

ント・柔性
渡邊　純

清泉クリニック
整形外科（東京）

小・中学生の有痛性疾患における脊柱アライメントの比較検証

38 15:47～15:52 基礎研究 嵩下敏文
清泉クリニック

整形外科（静岡）
筋機能評価への新たなる取り組み

～大腿四頭筋を用いて～

15:54～15:59

15:59～16:10 脇元幸一 清泉クリニック整形外科 クロージング 北崎洋司
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