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能を用いたストレッチング研究．第 1回 日本基礎理学療法学会学術集会・ 日本基礎理学療法

学会 第4回学術大会 合同学会，2014.11.17，名古屋． 

 

田中 浩基，中村 雅俊，西下 智，梅垣 雄心，小林 拓也，藤田 康介，市橋 則明：)踵

上げ時の下腿三頭筋筋活動に影響を与える要因の検討 荷重量、足関節・膝関節角度変化時の

筋電図学的解析．第1回 日本基礎理学療法学会学術集会・ 日本基礎理学療法学会 第4回学術

大会 合同学会，2014.11.17，名古屋． 

 

小山 優美子，建内 宏重，西村 里穂，季 翔，梅垣 雄心，小林 政史，市橋 則明：変形性膝関

節症患者における降段動作のパフォーマンスと運動学的・運動力学的変数の関連．第41回日本

臨床バイオメカニクス学会，2014.11-21-22,奈良． 

 

建内 宏重、小山 優美子、市橋 則明：弾性ストラップによる立位・歩行時の股・膝関節アライ

メントの変化−股関節サポーターの開発に向けた予備的研究．第41回日本臨床バイオメカニク

ス学会，2014.11-21-22,奈良． 

 

長谷川 聡，松村 葵，中村 雅俊，小山 優美子，岩嵜 徹治，川原 あい，市橋 則明：Sling 

braceに腋窩枕を加えることで肩関節の安静度は向上するか．第 11回肩の運動機能研究会，

2014.10.24-25，佐賀． 

 



松村 葵，中村 雅俊，長谷川 聡，宮坂 淳介，吉岡 佑二，田仲 陽子，市橋 則明，松田 

秀一：Cross Body Stretch の肩甲骨固定が肩関節後方組織に与える影響．第 11回肩の運動機

能研究会，2014.10.24-25，佐賀． 

 

西下 智，長谷川 聡，山内 大士，中村 雅俊，荒木 浩二郎，藤田 康介，簗瀬 康，市

橋 則明：小円筋の効果的なストレッチング方法の検討．第 11回肩の運動機能研究会，

2014.10.24-25，佐賀． 

 

宮坂 淳介，吉岡 佑二，松村 葵，田仲 陽子，山内 大士，中村 雅俊，長谷川 聡，新

井 隆三，市橋 則明，松田 秀一：肩関節疾患患者における上肢拳上・下制時の肩甲骨三次元

動作解析．第11回肩の運動機能研究会，2014.10.24-25，佐賀． 

 

建内 宏重：歩行トレーニングを見直す．理学療法士シンポジウム 股関節症の運動療法を支え

る理論と実際．第41回日本股関節学会学術集会. 2014.10.31-11.1.東京. 

 

正木光裕，建内 宏重，小山優美子，佐久間香，大塚直輝，市橋 則明 ：腰痛既往者における

四つ這い位での上下肢挙上中の脊柱運動および体幹筋筋活動の分析．第51回日本リハビリテ

ーション医学会，2014.6.5-7，愛知． 

 

長谷川 聡，中村 雅俊、西下 智，梅垣 雄心，岩嵜 徹治，川原 あい，市橋 則明：空

気圧調整式肩関節固定用 slingの開発～せん断波エラストグラフィー機能による棘上筋の張力

評価を用いて～．第30回日本義肢装具学術大会， 2014.10.18-19，岡山． 


