
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ 

基礎・臨床研究と臨床現場 

～垣根を超えたチーム医療～ 

 

 

と き：２０１９年９月１４日（土） 

会 場： 産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館 11階 

東京都江東区青海 2-3-26（新交通ゆりかもめ「テレコムセンター」駅下車 徒歩 3分） 

参加費： 無料   定員： 200名 

 

 

大会長：小笹 佳史（昭和大学統括リハビリテーション室 技師長）  

大会長：佐藤洋（産業技術総合研究所 人間情報研究部門 研究部門長） 

 

 

主 催 

脳機能とリハビリテーション研究会／産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 

 

 

 

脳リハ研×産総研 コラボ企画 

Brain and Rehabilitation 2019 

第 26回 脳機能とリハビリテーション研究会 学術集会 

産総研 ニューロリハビリテーション シンポジウム 2019 



 

 

 

大会長挨拶 

 

特別コラボ企画 「Brain and Rehabilitation 2019」と題し、第 26回脳機能とリハビリテーシ

ョン研究会学術集会と産業技術総合研究所 ニューロリハビリテーション シンポジウム 2019 を

合同開催いたします。大会テーマは『基礎・臨床研究と臨床現場～垣根を越えたチーム医療～』

とし、多職種での議論の重要性を掲げたメッセージとしました。本企画においては、幅広い職種

間での交流の実現を最優先させるために、参加費は一律無料、一般演題登録者の会員・非会員な

らびに演題の既発表・未発表は問わないことに致しました。 

 

【企画講演】では、基礎研究・臨床研究・臨床現場 それぞれの分野においてご活躍される先生方

にご登壇頂きます。 

【教育講演 1】では、人間工学・バイオメカニクス研究分野の最前線でご活躍され、『世界一受け

たい授業』等のメディアにご出演されるなど 幅広い活動を展開される 持丸 正明 先生（産業

技術総合研究所）にご講演頂きます。 

【教育講演 2】では、高次脳機能障害学分野の第一線でご活躍され、多くの臨床家の愛読書であ

る『高次脳機能障害学』『失われた空間』などの著者でもある 石合 純夫 先生（札幌医科大

学）をお招きします。 

【一般演題】では、ポスター発表形式（座長制）にて、基礎・臨床より大変興味深い 38演題がエ

ントリーされました。 

 

スタッフ一同、多職種コミュニティーの場として有意義な企画になりますよう、万全の準備で

皆様のお越しをお待ちしております。 

 

 

 

2019年 7月吉日 

第 26回 脳機能とリハビリテーション研究会 学術集会 

大会長  小笹 佳史 （昭和大学統括リハビリテーション室） 

産総研 ニューロリハビリテーションシンポジウム 2019  

大会長  佐藤 洋（産業技術総合研究所 人間情報研究部門） 

 



 

 

公共交通機関：

 

 

 

会場周辺案内：

 

 

 

 

  

電車のご案内 

○新交通ゆりかもめ「テレコムセンター」駅下車 徒歩 3分 

 

バスのご案内 

○ＪＲ京浜東北線「大森」駅東口より 

京急バス [森 30] [森 40] 乗車 

→ 「テレコムセンター駅前」バス停下車 徒歩約 5分 

 

羽田空港からお越しの場合 

空港からモノレール乗車 

→ 「天王洲アイル」駅でりんかい線に乗り換え 

→ 「東京テレポート駅」下車 徒歩 15分 

 

＊駐車場はご利用できません。公共交通機関をご活用下さい。 



 

 

会場内マップ（産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館 11F）： 

 

 

 

お食事：昼食・休憩スペースにて軽食を準備いたします。是非ご利用ください。他の会場内でも飲食可能ですの

で、昼食をご持参頂いても結構です。テレコムセンター駅周辺には、飲食店、コンビニエンスストアなどがご

ざいます。 

入館証及び名札ケース：館内では入館証を常に着用してください。尚、入館証は厳密に返却管理をしております。

お帰りの際には、必ず 1 階で入館証と名札ケースを返却していただきますようにお願いいたします。また、

一時的な外出の際には受付でお預かりいたします。再入館の際には再び受付で入館証をお渡しいたしますの

で受付担当者にお声がけください。ただし 17 時以降は正面入り口が閉鎖され再入館できませんのでご注意く

ださい。 

喫煙所：講演会場 11 階ロビーに面して設置されております喫煙所をご利用ください。 

トイレ：会場中央エレベーター前にございます。 

お荷物：会場にはクロークがございません。大きなお荷物に関しては近隣のコインロッカー等をご利用下さい。 



 

Brain and Rehabilitation 2019 

タイムテーブル 

 

時間 
講演会場 ポスター会場 

09：15 09：15 - 受付開始 09：15 - 10：00  

ポスター受付・貼付 10：00 - 開会の辞 

10：05 10：05 - 11：30 

【 教育講演 １ 】  

リハビリテーション評価技術の変遷と未来構想 

講師： 持丸 正明 

司会： 井野 秀一 

ポスター掲示 

11：30  11：30 - 13：20 

【 ランチタイム 】 

 

 

 

軽食を準備いたします。 

是非ご利用下さい。 

 
11：50 - 13：10 

【 一般演題 】 

 

 

 

ポスターセッション 

 

 

 

 

 

 

 

13：20 【 企画シンポジウム： 基礎・臨床研究と現場 】 

13：20 - 14：00 〈基礎研究〉 

脳損傷後の可塑性 

－良い側面と悪い側面－ 

講師： 肥後 範行  

14：05 - 14：45 〈臨床研究〉 

評価に難渋する多様な神経症候 

－運動麻痺を伴わない行為・行動の障害－ 

講師： 高杉 潤 

14：50 - 15：30 〈臨床現場〉 

高次脳機能障害に対する在宅リハビリテーションの実践 

講師： 揚戸 薫 

司会： 河野 豊 

ポスター掲示 

15：30  15：30 - 18：00  

 

 

 

 

ポスター撤収可 

15：50 15：50 - 17：20 

【 教育講演 ２ 】 

半側空間無視 

－その多様性を理解し新しいアプローチを考える－ 

講師： 石合 純夫 

司会： 小笹 佳史 

17：20 17：20 - 17：30 表彰式/閉会の辞 

17：30 17：30 - 18：00 脳リハ研 【定期総会】 

18：00  

 

 



 

  

10：05 - 11：30 【 教育講演１ 】 

司会 井野 秀一（産業技術総合研究所 人間情報研究部門 副部門長） 

リハビリテーション評価技術の変遷と未来構想 

講師：持丸 正明 

（産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長） 

 

 

13：20 - 15：30 【 企画講演 】    基礎・臨床研究と臨床現場 

司会 河野 豊（茨城県立医療大学 医科学センター 教授） 

＜基礎研究＞ 

脳損傷後の可塑性 －良い側面と悪い側面－ 

講師：肥後 範行 

（産業技術総合研究所 人間情報研究部門 ニューロリハビリテーション研究グループ 研究グループ長） 

＜臨床研究＞ 

評価に難渋する多様な神経症候 －運動麻痺を伴わない行為・行動の障害－  

講師：高杉 潤 

（東都医療大学 幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科 教授／脳機能とリハビリテーション研究会 会長） 

＜臨床現場＞ 

高次脳機能障害に対する在宅リハビリテーションの実践 

講師：揚戸 薫 

（千葉県千葉リハビリテーションセンター 高次脳機能障害支援センター 理学療法士） 

（第 23 回脳機能とリハビリテーション研究会学術集会 臨床研究部門 一般演題優秀発表賞 受賞） 

 

 

15：50 - 17：20 【 教育講演２ 】 

司会 小笹 佳史（昭和大学統括リハビリテーション室 技師長） 

半側空間無視 －その多様性を理解し新しいアプローチを考える－ 

講師：石合 純夫 

（札幌医科大学 医学部 リハビリテーション医学講座 教授） 



 

 

11:50 – 12:00 【一般演題：ポスターセッション】   

座長 大塚 裕之（平成扇病院） 

K1 
視空間注意の側性化は状況に依存して変化する 

石井 大典（茨城県立医療大学医科学センター） 

R1 
両側上頭頂小葉～後頭葉の脳梗塞により特徴的な動作所見を呈した症例 

若旅 正弘（茨城県立医療大学付属病院 リハビリテーション部 理学療法科） 

K2 
前脳基底部マイネルト核の体性感覚修飾 

出澤 真乃介（筑波大学大学院、産業技術総合研究所） 

R2 
右視床出血により Thalamic Choronotaraxis を呈した 1 症例 

菊池 佑維（千葉県千葉リハビリテーションセンター 小児理学療法科） 

K3 
脳梗塞ラットへの訓練・薬剤併用療法の効果と脳内分子機構について 

水谷 謙明（藤田医科大学 研究支援推進本部 共同利用研究設備サポートセンター） 

R3 
脳梁欠損を呈した左脳梗塞例の神経症候 

奈村 英之（社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院 リハビリテーション部） 

K4 
非侵襲人工内耳の開発：経鼓膜レーザー刺激による聴覚知覚の再建 

玉井 湧太（同志社大学） 

R4 
Parkinson 病患者が示した日常の系列行為課題における目的志向性の障害 

仁木 千晴（東京女子医科大学先端生命医科学研究所） 

K5 
メンタルローテーショントレーニングによる高齢者の学習効果の特徴抽出と波及効果の検討 

押山 千秋（産業技術総合研究所） 

R5 
上肢の到達運動における小脳変性疾患患者の運動特性の測定― キネマティクスデータからの検証 ― 

棚町 兼也（茨城県立医療大学大学院 保健医療科学研究科） 

  

12:00 – 12:10 【一般演題：ポスターセッション】 

座長 山本 哲（茨城県立医療大学） 

K6 
非ヒト霊長類を用いた H 波 RDD 計測法の確立 

阿左見 祐二（産業技術総合研究所、筑波大学大学院） 

R6 
右被殻出血により 22 年間継続した重度左片麻痺が、左脳梗塞によって回復した症例 

飯川 雄（君津中央病院） 

K7 
腱振動刺激による運動錯覚に刺激提示部の姿勢が与える影響の基礎的検討 

大島 浩幸（東京都立産業技術研究センター） 

R7 
余剰幻肢の出現時のみ身体失認・身体パラフレニアが出現する右後大脳動脈梗塞例 

江原 真人（医療法人社団仁明会 秋山脳神経外科病院） 

K8 
運動への親和性と自己身体の可視性が運動観察想起時の脳活動に与える影響の違い 

柴田 眞帆子（早稲田大学大学院 先進理工学研究科 電気・情報生命専攻） 

R8 
長期経過の中で身体パラフレニアの人物像が変化した右被殻出血例 

野﨑 貴裕（国保直営総合病院君津中央病院 リハビリテーション科） 

K9 
室頂核の前後領域における小脳皮質入力の差異 

鎌田 祥吾（つくば国際大学 医療保健学部 理学療法学科） 

R9 
シェーグレン症候群により亜急性小脳失調症を呈した１例 

安部 泰広（国際医療福祉大学病院） 

K10 
神経筋電気刺激は棘下筋の皮質脊髄路の興奮性を修飾する 

遠藤 直人（茨城県立医療大学大学院 保健医療科学研究科） 



 

  

12:10 – 12:20 【一般演題：ポスターセッション】 

座長 岡本 善敬（筑波大学付属病院） 

R10 
右中大脳動脈領域での出血性梗塞後、運動性要素を主徴とした左半側空間無視を呈した症例 

杉山 聡（千葉脳神経外科病院 リハビリテーション科） 

K11 
脳卒中後疼痛ラットの体性感覚野に生じる神経活動の光イメージング 

長坂 和明（新潟医療福祉大学） 

R11 
左頭頂葉皮質下出血後に姿勢図式の障害に伴う歩行障害を呈した症例の理学療法経過 

伊藤 俊（一般財団法人広南会広南病院リハビリテーション科） 

K12 
ペダリング運動の回転数の違いによる脚の運動想起時の脳波事象関連脱同期の影響 

星野 慧（早稲田大学 先進理工学研究科 電気・情報生命専攻） 

R12 
中脳梗塞により、MLF 症候群様の症状と運動失調を呈した症例 

戸部 隆博（千葉脳神経外科病院） 

K13 
認知課題は時期依存的に運動学習を促進する 

木村 剛英（つくば国際大学 医療保健学部 理学療法学科） 

R13 
脳幹部の梗塞病変の同定に難渋した症例 

石橋 清成（茨城県立医療大学大学院 保健医療科学研究科） 

K14 
味覚刺激により惹起された情動が持続性注意に与える影響 ～順序効果に着眼した検証～ 

渡邉 渓太（つくば国際大学医療保健学部理学療法学科） 

R14 
感情コンロトールの障害を呈した脳外傷例に対する認知行動療法の試み 

菅原 光晴（清伸会ふじの温泉病院） 

K15 
安静時機能的 MRI の撮影条件の検討 ―3T-MRI 装置と 1.5T-MRI 装置の比較― 

山本 哲（茨城県立医療大学） 

  

12:20 – 12:30 【一般演題：ポスターセッション】 

座長 若旅 正弘（茨城県立医療大学付属病院） 

R15 
脳損傷者に対する眼球運動リハビリテーションプログラムの考案 

渡部 喬之（昭和大学藤が丘リハビリテーション病院リハビリテーションセンター） 

K16 
脳卒中麻痺側手指の分離動作における定量評価法の開発 

今村 彰吾（藤田医科大学 七栗記念病院 リハビリテーション部） 

R16 
ポリオ後遺症に脳梗塞を併発した右片麻痺例―下肢機能と重度の反張膝の経過－ 

加藤 將暉（虎の門病院分院 リハビリテーション部） 

K17 
表情検出器の開発－個人間比較のための基礎的検討－ 

山田 亨（産業技術総合研究所 人間情報研究部門） 

R17 
残存する複視に対する新たな介入を試み復職に至ったフィッシャー症候群の症例 

唯根 弘（茨城県立医療大学 保健医療学部 作業療法学科） 

K18 
A framework for evaluating two-sides of metacognitive monitoring 

新國 彰彦（京都大学 こころの未来研究センター） 

R18 
大脳皮質基底核変性症における起き上がり動作の改善について 

飯島 あゆみ（西那須野マロニエ訪問看護ステーション） 

R19 
視覚遮断下での上肢機能訓練が有効であった感覚性運動失調症例 

阿部 真理奈（昭和大学藤が丘リハビリテーション病院） 

R20 
前頭葉脳挫傷により退院支援に難渋した症例 

高見澤 拓也（医療法人社団 大和会 平成扇病院） 



 

 


