
学会発表 

○平成 30年度 

「市町村レベルの社会参加活動割合と要介護リスク者割合の関連：エコロジカル分析」 

井手 一茂, 鄭 丞媛, 宮國 康弘, 近藤 克則 

リハビリテーション・ケア合同研究大会 米子 2018 

 

「市町村レベルの社会参加活動割合と要介護リスク者割合の関連：エコロジカル分析」 

井手 一茂, 鄭 丞媛, 宮國 康弘, 近藤 克則 

第 77回日本公衆衛生学会総会 in 福島 

 

○平成 29年度 

「外来リハビリテーションに通院する膝痛高齢者への痛み対処スキルトレーニングの効果」 

長澤康弘,岡浩一朗,柴田愛 

第 52回日本理学療法士学術大会 in千葉 

 

「リハ栄養チーム介入は回復期リハビリテーション病棟整形疾患患者の実績指数を向上させる」 

宇野隼人,井手一茂,長澤康弘,武井健吉 

第 7回日本リハビリテーション栄養研究会学術集会 in 仙台 

 

「住民主体の認知症予防のための運動教室における中間アウトカム評価」 

井手一茂,橋田理英,羽場啓智,武田真理,原田直美,髙橋愛梨子,滝口洋美,桐谷亮太,竹内由夏,齋藤千亜紀,長澤康弘 

 第 23回千葉県理学療法士学会 in 千葉 

 

「超高齢大腿骨転子部骨折術後症例に対するリハビリテーション栄養アプローチ」 

 越田尭,原田直美,井手一茂,長澤康弘,武井健吉 

 第 23回千葉県理学療法士学会 in 千葉 

 

「体幹機能に着目した治療介入の再考が、歩行能力向上に有効であった症例」 

 牧浩康,髙橋愛梨子,橋田理瑛,堀山祐史,井手一茂,長澤康弘,武井健吉 

 第 23回千葉県理学療法士学会 in 千葉 

 

○平成 28年度 

「当院の回復期リハビリテーション病棟における高齢者整形外科患者の退院先に影響する因子の検討」 

 原田直美,井手一茂,長澤康弘,森田良平 

 第 51回日本理学療法士学術大会 in北海道 

 

「地域在住高齢者における生活空間別の運動機能ソーシャルネットワークの比較」 

 井手一茂,長澤康弘,羽場啓智,橋田理英,斉藤千亜紀 

第 51回日本理学療法士学術大会 in北海道 

 

「当院回復期リハビリテーション病棟における入院時栄養状態で層別化した運動 FIM effectiveness」 

 宇野隼人,井手一茂,長澤康弘,堀山祐史,武井健吉 

 第 29回回復期リハビリテーション病棟協会研究大会 in 広島 

 

 

○平成 27年度 

「地域在住高齢者における自主参加型教室の参加・継続に関連する要因の質的研究」 

長澤 康弘, 堀山 祐史, 井手 一茂 

第 50回日本理学療法学術大会 in東京 

 

「徒手療法と星状神経節刺鍼の併用にて，左肩甲帯・左上肢の疼痛・痺れの改善を認めた頚椎症の一症例」 

井手 一茂, 長澤 康弘, 堀山 祐史, 小林 浩行, 森田 良平 

第 50回日本理学療法学術大会 in東京 

 

「介護予防事業に参加した地域在住高齢者の基本チェックリストの変化」 

 羽場啓智,井手一茂,長澤康弘,高橋愛梨子,斉藤千亜妃 

 第 34回関東甲信越ブロック理学療法士学会 in山梨 

 

「骨盤骨折後に THA施行して右鼠径部痛に難渋を示した一症例 軟部組織モビライゼーションを用いた介入報告」 

 宇野隼人,井手一茂,長澤康弘 

 第 34回関東甲信越ブロック理学療法士学会 in山梨 



 

「右橋下部梗塞発症後の症例について ー歩行動作に着目してー」 

 綿古里成美,原田直美,長澤康弘,武井健吉 

 第 21回千葉県理学療法学術大会 

 

「脳梗塞の既往があり、右大腿骨転子部骨折を受傷した症例についての理学療法介入報告 －運動学習を考慮した CKCアプローチの考察－」 

小高茂,長澤康弘,羽場啓智,森田良平 

第 21回千葉県理学療法学術大会 

 

「右被殻出血後、ADL全介助となった症例に対するスケジュール表を用いた退院支援」 

 髙橋愛梨子,井内杏子,三田地敏希,長澤康弘,桑田計枝,山本晴美,武井健吉 

 第 27回回復期リハビリテーション病棟協会研究大会 in沖縄 

 

「大腿骨転子部骨折術後に対する退院支援 ～退院時の移動手段の自立判定に難渋した一症例」 

 大澤美紀,長澤康弘,髙木竜児,宇野隼人,森田良平 

 第 21回千葉県理学療法学術大会 

 

○平成 26年度 

「高齢者の運動動機に配慮した健康増進活動の検証」 

長澤 康弘, 堀山 祐史, 井手 一茂, 渡邊 修, 松谷 実 

第 49回日本理学療法学術大会 in横浜 

 

「地域在住高齢者を対象とした健康運動教室における運動自己効力感の継時的変化」 

井手 一茂, 堀山 裕史, 長澤 康弘, 松谷 実 

第 49回日本理学療法学術大会 in横浜 

 

「介護予防教室参加者の介入による身体機能変化とその満足度」 

堀山 祐史, 長澤 康弘, 井手 一茂, 原田 直美 

 第 33回関東甲信越ブロック理学療法士学会 in千葉 

 

「復職に挙上位での動作を必要とする上腕骨近位端骨折を呈した高齢女性に対する理学療法介入報告」 

井手 一茂, 長澤 康弘, 髙木 竜児, 堀山 祐史,竹内 由夏, 森田 良平 

第 33回関東甲信越ブロック理学療法士学会 in千葉 

 

「生産人口への運動に対するアンケート調査 ～当院にできる介入方法の検討～」 

原田 直美, 長澤 康弘, 赤池 貴光, 井手 一茂 

第 33回関東甲信越ブロック理学療法士学会 in千葉 

 

「転倒後、動作レベル低下、排尿障害が残存した症例に対する他部門と連携した退院支援」 

 橋田 理英, 井手 一茂, 長澤 康弘, 武井 健吉 

 第 20回千葉県理学療法士学術大会 

 

「体幹機能を中心に介入し、坐位バランス・立ち上がり動作の改善がみられた左視床出血の症例」 

 高橋 愛梨子, 井手 一茂, 長澤 康弘, 武井 健吉 

 第 20回千葉県理学療法士学術大会 

 

「右小脳梗塞を呈した症例について -体幹機能に着目して-」 

 稲村 莉沙, 長澤 康弘, 高木 竜児, 森田 良平 

 第 20回千葉県理学療法士学術大会 

 

「自宅復帰に難渋を示していた重度の視覚障害を持つ大腿骨転子部骨折術後の症例」 

 赤池 貴光, 宇野 隼人, 山本 晴美, 斎藤 いづみ, 井手 一茂, 高木 竜児,  

長澤 康弘, 桑田 計枝, 森田 良平 

第 25回回復期リハビリテーション病棟協会研究大会 in愛媛 

 

 

 

 

 

 

 



論文・雑誌などの投稿 

○平成 30年度 

介護予防のための地域診断指標―文献レビューと 6 基準を用いた量的指標の評価． 

井手一茂，鄭丞媛，宮國康弘，中村恒穂，村山洋史，近藤克則． 

総合リハビリテーション 2018年 12月号 

 

理学療法ジャーナル 7月号 特集：疼痛管理 「疼痛管理のための認知行動療法」 

長澤康弘, 柴田愛, 岡浩一朗 

 

個人および地域レベルにおける要介護リスク指標とソーシャルキャピタル指標の関連の違い：JAGES2010 横断研究 

井手一茂, 宮國康弘, 中村恒穂, 近藤克則 

厚生の指標  2018年 4月 

 

○平成 29年度 

外来リハビリテーションに通院する膝痛高齢者への痛み対処スキルトレーニングの効果 

長澤 康弘, 岡 浩一朗, 柴田 愛 

日本老年医学会雑誌 54 巻 (2017) 4 号 p. 546-554 

 

○平成 28年度 

「腰痛・膝痛と運動療法」 特集：スポーツ・運動療法は患者治療にどこまで有効か 

 長澤康弘 

 成人病と生活習慣病 2016年 6月号 東京医学社 

 

認定資格など 

○平成 29年度 

坂野正英：回復期リハビリテーション病棟協会 回復期セラピストマネジャー取得 

 

 


