第35回日本臨床運動療法学会学術集会 一般演題 時間割
9月3日（土）

発表者

共同研究者

所属機関

演題名

３日 AM

10:00-10:15

1 上西 祐輝1)

藤井 彩1)・宮内 拓史1)・佐藤 豪2) ・木村 穣1)

1)関西医科大学健康科学センター
2)同志社大学心理学部

肥満患者における心理的特性と運動耐容能変化との関連

３日 AM

10:15-10:30

2 玉ノ井 厚子

家村眞理子、宮内拓史、高尾奈那、木村 穣

関西医科大学附属病院 健康科学センター

肥満患者の立位負荷時の自律神経機能評価

３日 AM

10:30-10:45

3 細井 雅之

薬師寺洋介、栗原琴美、玉井杏奈、吉田陽子、武内真有、岡田 大阪市立総合医療センター
めぐみ、生野淑子、小原正也、上野宏樹、山上啓子、福本まりこ 糖尿病内分泌センター糖尿病内科

３日 AM

10:45-11:00

4 山下 亮1)

原田 栄作1),2)、水野 雄二2)、髙橋 修一朗1)

1)熊本健康・体力づくりセンター
2)熊本機能病院 循環器内科

2型糖尿病患者においてインスリン感受性低下が運動中の血圧を上昇させる

３日 AM

11：00-11：15

1 水田敏彦

井手康史、西田裕一郎

伊万里有田共立病院 内科

肝硬変における有酸素運動が運動耐用能、糖脂質代謝に与える影響

３日 AM

11：15-11：30

2 小林

小林 茂1）3） 、吉川 貴仁2） 、鴨井
3） 、藤本 繁夫4）

３日 AM

11：30-11：45

3 柳田優子1）

福井政慶1）田矢京子1）、中田晃子1）、村上信吾1）、味田将佳
1）医療法人 七ふく会 ふくいクリニック
1）、作間美知子1）、種村佳代1）、野畠理恵1）、中山絵美子1）、
2）関西医科大学 健康科学
塚田毅1）、木村穣2）

３日 AM

11：45-12：00

4 森 敏彦1)

森山善文1)、白木涼太1)、後藤陽華2)、川越由美枝2)、春日弘
毅2)

３日 PM

14：00-14：15

1 滝川 瑠美１）

1） 医療法人仁心会 宇治川病院 運動療法室
大西朋世１）、大槻拓巳１）、春日靖洋2）、坂口秀人3）、木村穣 2） 同検査室
4）
3） 同外科
4） 関西医大健康科学センター

高齢者運動療法継続者の運動効果の特徴

３日 PM

14：15-14：30

2 渡慶次 竜生

伊達歩、三浦弘之、熊坂礼音、荒川鉄雄、中西道郎、中尾一
泰、長谷川拓也、福井重文、簗瀬正伸、野口暉夫、後藤葉一

国立循環器病研究センター 循環器病リハビリテーション

回復期心臓リハビリテーションに参加した80歳以上患者の臨床像と中途脱落理由：7579歳患者との比較

３日 PM

14：30-14：45

3 西田優紀1)

中江悟司1)、山田陽介1)、近藤衣美1)、山口美輪1)、白𡈽裕之
2)、平野浩彦3)、佐々木敏4)、田中茂穂1)、勝川史憲5)

1)
2)
3)
4)
5)

施設入所高齢者を対象とした身体活動レベルの推定における3軸加速度計の妥当性

３日 PM

14：45-15：00

沢田 秀司
4
1)2)

1)医療法人社団新緑会 鈴木慶やすらぎクリニック
西村 耕治1)，三木 貴弘3)，碇谷 正人1)，菅尾 祐助1)4)，東
2)早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構ライフサポートイノベーション研究
川 麻奈美1)，木村 美穂1)，内野 礼子1)，金 玉蓮1)，秋田
所
高齢者の運動効果を評価する体成分指標の有用性
直子1)，坂本 光貴1)，正田 隆信1)，橋口 優子1)，中村 幸之
3)医療法人 札幌丸山整形外科リハビリテーション科
進1)，鈴木 慶1)
4)(株)S.A.T.C.

３日 PM

15：00-15：15

1 馬場美佳子

森本友紀恵、吉村弘子、渡邊祐子、野川深雪、藤井仁美、宮川
多摩センタークリニックみらい、クリニックみらい国立
高一

３日 PM

15：15-15：30

2 草葉 怜奈

黒瀬聖司1) 今井優2) 濵田友里1) 荻野沙也加1) 七澤智子
1) 吉田志織1) 東信之3) 桝田出4)

1)医仁会武田総合病院 疾病予防センター
2)康生会クリニック 健康運動指導科
3)医仁会武田総合病院 糖尿病センター
4)武田病院グループ 予防医学・EBMセンター

糖尿病教育入院患者のサルコペニア合併率と運動介入による体組成及び体力要素の
変化

３日 PM

15：30-15：45

3 熊谷 礼1）

沖田 孝一2）、田尾 賢吾1）、森田 憲輝3）

1）北翔大学大学院生涯スポーツ学研究科
2）北翔大学生涯スポーツ学部スポーツ教育学科
3）北海道教育大学スポーツ教育課程

肥満者のサルコペニア評価を目的とした簡易的運動機能測定は付加的な心血管疾患
リスク評価となり得るか？

３日 PM

15：45-16：00

4 田所 梨枝1)

昭和大学藤が丘病院糖尿病・代謝・内分泌内科1)
礒 良崇2)、玉木 大輔3)、大塚 史子1)、長坂 昌一郎1)、三邊
昭和大学スポーツ運動科学研究所2)
武幸2)
昭和大学藤が丘病院栄養科3)

重症肥満症におけるサルコペニアの関連因子と減量治療反応性への影響

３日 PM

16:00-16:15

1 大宮 一人

小徳のぞみ、鈴木規雄、御手洗敬信、高井学、中野恵美、松田
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科
史郎

疾病予防施設参加者のEPA/AAに関する検討

３日 PM

16：15-16：30

2 樋田 あゆみ 内田龍制2)、牧田茂2)

埼玉医科大学国際医療センター
1)リハビリテーションセンター 2)心臓リハビリテーション科

３日 PM

16：30-16：45

3 足立 佳世

森山 善文、森 敏彦

偕行会ウェルネスセンター

３日 PM

16:45-17:00

4 山本 壱弥1)

福井教之1)，鈴木裕二1)，北垣和史1)，柳 英利1)，柴田 敦
1)国立循環器病研究センター心血管リハビリテーション科
2)，中尾一泰2)，熊坂礼音2)，荒川鉄雄2)，福井重文2)，中西道
2)国立循環器病研究センター心臓血管内科
郎1, 2)，簗瀬正伸2)，神﨑秀明2)，安斉俊久2)，後藤葉一1, 2)

３日 PM

17：00-17：15

1 今村貴幸1)

冨田エミ2)、坂本律子3)、仲村太一4)、村瀬訓生5)、伊東春樹
6)、牧田茂7)

1) 常葉大学、2) 順天堂大学、3) NPO法人ジャパンハートクラブ、4) 東京
PCI後高齢患者に対する維持期運動療法を地域密着型クラブで実施し効果が認めら
山手メディカルセンター、5)東京医科大学、6) 榊原記念病院、7) 埼玉医
れた１症例
科大学国際医療センター

３日 PM

17：15-17：30

2 住吉 良太

阿部史1）、須藤拓也2）、工藤真斗2）、川村圭央2）、岡本祐一
郎2）、
川初清典2）、大堀克彦3）、堀田大介3）、大堀克己4）

社会医療法人 北海道循環器病院
理学療法科1）、心臓リハビリセンター2）、
循環器内科3）、心臓血管外科4）

心臓リハビリにおけるノルディックポールを使用した登山の運動強度の検討

３日 PM

17：30-17：45

3 須藤 拓也

工藤真斗1）岡本祐一郎1）阿部史2）川初清典1）大堀克彦3）堀
田大介3）
大堀克己4)

社会医療法人 北海道循環器病院
心臓リハビリセンター1）理学療法科2）
循環器内科3）心臓血管外科4）

心臓病のスポーツリハビリテーションへのクロスカントリースキーの導入と実践

３日 PM

17:45-18:00

4 工藤 真斗

須藤拓也1）、岡本祐一郎1）、川初清典1）、阿部史2）、大堀克
彦3）、
堀田大介3）、大堀克己4）

社会医療法人 北海道循環器病院
心臓リハビリセンター1）、理学療法科2）、
循環器内科3）、心臓血管外科4）

心臓病のスポーツリハビリテーションにおける“パークゴルフ”の有用性

４日 AM

10：55-11：10

1 野村俊一 1,2)

渡辺美智子 3)
小熊祐子 3,4)

1)
2)
3)
4)

日内活動パターンの類型化と体組成指標への影響の分析

４日 AM

11：10-11：25

2 小池日登美

福田麗、村尾絢、堀澤栞里、藤巻陽子、植木彬夫、高村宏

高村内科クリニック

10：55～12：10
身体活動パター ４日 AM
ン

11：25-11：40

3 川口 紗苗

宮内 拓史1)、高尾 奈那1)、山下 素永1)、那須 加奈子1)、大
１)関西医科大学附属枚方病院 健康科学センター
南 博和1)、吉内 佐和子1)、藤井 彩1)、木村 穣1)

活動量、睡眠時間の変動から見た肥満患者の動脈硬化危険因子の検討‐ウェアラブ
ル生体センサーによる検討‐

４日 AM

11：40-11：55

4 山田 知明

加藤梨里、小熊祐子、渡辺美智子

生体ログデータに基づく活動強度パターンの分類と可視化

10：00～11：00
糖尿病・肥満

茂

11：00～12：00
内部障害と運動
療法

14：00～15：00
高齢者

15：00～16：00
サルコペニア・
フレイル

16：00～17：00
動脈硬化・心臓
リハビリテーショ
ン（1）

17：00～18：00
心臓リハビリ
テーション（2）

1）
博2） 、平田 一人 2）
3）
4）

宝塚医療大学保健医療学部理学療法学科
大阪市立大学大学院医学研究科運動生体医学分野
大阪市立大学大学院医学研究科呼吸器内科学分野
相愛大学人間発達学部発達栄養科

1)医療法人偕行会名古屋共立病院ウェルネスセンター
2)医療法人偕行会セントラルクリニック

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
介護老人保健施設シルバーピア加賀
東京都健康長寿医療センター研究所
東京大学大学院医学系研究科
慶應義塾大学スポーツ医学研究センター

２型糖尿病腎症患者でのレジスタンス運動の有効性

ＥＩＨを示すCOPD患者への段階的な継続的運動介入の試み
― 運動機能と注意・認知機能への影響 ―

維持透析患者に対する心臓リハビリテーション
―これまでの取り組みと今後の課題―

健康運動指導士による透析中運動療法の管理・運営
～心肺運動負荷試験による筋力トレーニング効果～

運動外来（運動器と筋肉量低下予防プロジェクト）の試み

トレッドミルによる歩行運動療法で下肢動脈血栓閉塞が顕著に改善した高齢女性の経
験

運動頻度の違いが動脈硬化（PWV）・血圧に与える影響

長期個室管理と心拍反応著明亢進のため運動様式に難渋した巨細胞性劇症型心筋
炎の一例

9月4日（日）
東京工業大学大学院情報理工学院
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科
慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科
慶應義塾大学スポーツ医学研究センター

慶應義塾大学健康マネジメント研究科

糖尿病患者における歩行強度計を用いた身体活動量と時間軸からみた歩数と生活背
景の関係についての検討

1）立教大学社会情報教育研究センター・慶應義塾大学システムデザイ
ンマネジメント研究所
2）慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科・スポーツ医学研究セン 活動量データからの潜在的歩数増加パターンの抽出と歩数の目標値設定への試み
ター
3）慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科

４日 AM

11：55-12：10

5 大橋洸太郎1） 小熊祐子2），加藤梨里3），渡辺美智子3）

４日 PM

13：20-13：35

1 小熊祐子1)

４日 PM

13：35-13：50

2 大久保 徳人 松儀 怜、勝木 達夫、後藤 伸介、勝木 保夫

公益財団法人北陸体力科学研究所

13：20～14：35
地域・運動継続 ４日 PM

13：50-14：05

3 池田一樹¹)

医療法人真正会龍神整形外科 龍神正導²)

医療法人スミヤ角谷リハビリテーション病院【PT】¹)
医療法人真正会龍神整形外科【PT】²)

４日 PM

14：05-14：20

4 田村隆明1）

和歌山県紀の川市保健福祉部高齢介護課1）
和歌山県立医科大学名誉教授 有田 幹雄2）
和歌山県立医科大学2）
社会医療法人三車会貴志川リハビリテーション病院 林京平3）
社会医療法人三車会貴志川リハビリテーション病院【PT、JASA-AT】3）

４日 PM

14：20-14：35

5 嶋田 愛

佐藤真治、大槻伸吾

1) 慶應義塾大学スポーツ医学研究センター、2)あいち健康の森健康科
松下まどか2)、村本あき子2)、野村恵里2)、矢部大介3)、佐野喜 学総合センター、3)関西電力医学研究所糖尿病・内分泌研究部、4)神奈
宿泊型新保健指導（Smart Life Stay）における運動実施の行動変容について
子4)、八谷 寛5)、荒川雅志6)、樺山 舞7)、津下一代2)
川県立保健福祉大学大学院、5)藤田保健衛生大学・医学部、6)琉球大
学観光産業科学部観光科学科、7)大阪大学大学院医学系研究科

大阪産業大学

健康増進施設利用者の運動中断率抑制を目指した取り組み

地域リハビリテーション活動支援事業での地域づくり
-平成28年4月からの和歌山県和歌山市での活動-

住民主体の介護予防の促進
－リハビリテーション専門職と協働した取り組み－

地域介入における身体活動量の変化と社会参加の関係

