
 

日本神経理学療法学会 第 5回 SIGs 参加型フォーラム 2023 
 

神経理学療法の羅針盤 

日   時：2023 年 3 月 4 日（土）・5 日（日） 

会   場：東京都立大学 荒川キャンパス 

申   込：日本理学療法士協会マイページ（セミナー番号 106795） 

参 加 費：6,000 円(専門会員 A,B)  7,000 円(一般会員・協会員) 

集 会 長：髙村 浩司（健康科学大学） 

準備委員長：山崎 雄一郎（丸木記念福祉メディカルセンター） 

 

お問い合わせ：jsnpt.sigs.2023@gmail.com（担当：さいたま市民医療センター 佐藤博文） 

 

- プログラム - 

3月 4日（土） 

13時 00分～13時 10分  開会挨拶と趣旨説明 

13時 10分～13時 30分  基調講演 「神経理学療法の羅針盤」 

13時 30分～15時 00分  シンポジウム 「エビデンスの創出に向けた現状の課題」 

15時 10分～16時 20分  SIG①高次脳機能障害  SIG②脳卒中における身体活動量  

16時 20分～17時 30分  SIG③姿勢制御とバランス  SIG④脳卒中後疼痛  SIG⑤臨床における動作の定量的評価 

17時 40分～18時 00分  地域別情報交換会に向けた課題提供 

18時 00分～18時 30分  地域別情報交換会 

 

3月 5日（日） 

9時 30分～10時 10分  SIGs（1日目）の結果報告  

10時 20分～11時 30分  SIG⑥脳卒中の歩行障害  SIG⑦パーキンソン病  SIG⑧脊髄小脳変性症 

12時 30分～13時 40分  SIG⑨運動麻痺  SIG⑩装具療法 

13時 50分～14時 20分  各地域における課題と現状報告 

14時 20分～15時 00分  SIGs（2日目）の結果報告 

15時 00分～15時 20分  総括講演 「未来への面舵」 

15時 20分～15時 40分  総括座談会  閉会式 

 

※シンポジウム、各 SIGの様子は会期終了後にオンデマンド配信を行います。ライブ配信はありません。ご注意下さい。 

 



第 5 回 SIGs 参加型フォーラム 2023 のプログラムのご紹介       

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【SIG とは？】 

・SIG（Special Interest Group）とは、特定のテーマに興味・関心のある人々の集まりのこ

とです。 

・神経理学療法学会 SIGs では、神経理学療法の特定のテーマについて関心がある人で集ま

り、議論・情報交換を行います。 

・第 5 回 SIGs では、10 のテーマについてファシリテータから情報提供があり、そのテーマ

に関して解決すべき課題や目標について議論を行う予定です。 

・神経理学療法学の体系化のため、多くの方にご参加いただき共通理解を醸成したいと考え

ております。 

・SNS アカウントでも随時情報発信をしておりますのでご覧ください 

 Twitter➔ https://twitter.com/JSNPT2022SIGs 

 Facebook➔https://www.facebook.com/SIGs2022 

 

大会長：髙村 浩司（健康科学大学） 

開催日時：2023 年 3 月 4 日（土） 13 時 00 分～3 月 5 日（日） 15 時 30 分 

会場：東京都立大学(荒川キャンパス) 

参加費：日本神経理学療法学会専門会員 A・B:6000 円 

    日本神経理学療法学会一般会員・日本理学療法士協会員：7000 円 

    日本神経理学療法学会学生会員：無料 

申込方法：日本理学療法士協会 マイページ https://mypage.japanpt.or.jp/mypage/login 

よりセミナー番号 106795 で検索してください 

申込期限：クレジットカード 2 月 28 日 口座振替 1 月 29 日 

※当日受付は行いませんので参加希望者は事前申し込みをお願いします。 

※3 月 4・5 日の対面開催ですが会期後にオンデマンド配信を実施します。 

 

3 月 4 日（土） 

【開会挨拶と趣旨説明】13:00～13:10   

髙村 浩司（健康科学大学 健康科学部 理学療法学科） 

【基調講演】13:10～13:30 

テーマ：神経理学療法の羅針盤    

講 師：大畑 光司（京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻） 

座 長：髙村 浩司（健康科学大学 健康科学部 理学療法学科） 

【シンポジウム】13:30～15:00 

テーマ：エビデンスの創出に向けた現状の課題 



講師①：久保 宏紀 （伊丹恒生脳神経外科病院 リハビリテーション部） 

講師②：池田 登顕 (山形大学大学院 医学系研究科 医療政策学講座)  

講師③：藤本 修平 (静岡社会健康医学大学院大学 社会健康医学研究科) 

座 長：森岡 周 （畿央大学大学院 健康科学研究科） 

【SIG1】15:10～16:20 

テーマ：高次脳機能障害 

ファシリテーター：酒井 克也（千葉県立保健医療大学 健康科学部 リハビリテーション学

科 理学療法学専攻）、深田 和浩（埼玉医科大学国際医療センター リハビリテーション 

センター） 

【SIG2】15:10～16:20 

テーマ：脳卒中者における身体活動量  

ファシリテーター：木村 鷹介（関東学院大学 理工学部健康・スポーツ計測コース）、          

清水 夏生(埼玉医科大学 保健医療学部 理学療法学科) 

【SIG3】16:20～17:30 

テーマ：姿勢制御とバランス  

ファシリテーター：植田  耕造 (JCHO 滋賀病院 リハビリテーション部)、冨田 洋介   

（高崎健康福祉大学 保健医療学部 理学療法学科） 

【SIG4】16:20～17:30 

テーマ：脳卒中後疼痛 

ファシリテーター：森  信彦（大阪大学大学院医学研究科脳神経外科）、           

古賀 優之（川西市立総合医療センター リハビリテーション科） 

【SIG5】16:20～17:30 

テーマ：臨床における動作の定量的評価 

ファシリテーター：大塚 圭(藤田医科大学 保健衛生学部 リハビリテーション学科)、中谷 

知生（宝塚リハビリテーション病院 療法部 リハビリテーション研究開発部門） 

【地域別情報交換会に向けた議題提供】17:40～18:00 

発言者：平野 明日香（藤田医科大学病院 リハビリテーション部）、藤原 愛作（佐藤第一病

院 リハビリテーション部）、髙村 浩司（健康科学大学 健康科学部 理学療法学科） 

【地域別情報交換会】18:00～18:30 

 

3 月 5 日（日） 

【SIGs の結果報告】9:30～10:10 

【SIG6】10:20～11:30 

テーマ：脳卒中の歩行障害 

ファシリテーター：玉利 誠（令和健康科学大学 リハビリテーション学部 理学療法学科）、 

関口 雄介 (東北大学病院 リハビリテーション部) 



【SIG7】10:20～11:30 

テーマ：パーキンソン病 

ファシリテーター：佐藤 和命 (順天堂大学医学部付属順天堂医院 リハビリテーション室)、

三上 恭平 (登戸内科・脳神経クリニック リハビリテーション科) 

【SIG8】10:20～11:30 

テーマ：脊髄小脳変性症  

ファシリテーター：板東 杏太（国立精神・神経医療研究センター 身体リハビリテーション

部）、菊地 豊（脳血管研究所 美原記念病院 リハビリテーション部 神経難病リハビリテー

ション課） 

【SIG9】12:30～13:40 

テーマ：運動麻痺  

ファシリテーター：山口 智史(順天堂大学 保健医療学部 理学療法学科)、上原 信太郎  (藤

田医科大学 保健衛生学部 リハビリテーション学科) 

【SIG10】12:30～13:40 

テーマ：装具療法 

ファシリテーター：中村 学（済生会東神奈川リハビリテーション病院 リハビリテーション

セラピスト部)、高橋 忠志(東京都立荏原病院 リハビリテーション科) 

【各地域における課題と現状報告】13:50～14:20 

【SIGs の結果報告】14:20～15:00 

【総括講演】15:00～15:20 

テーマ 未来への面舵                     

講師：森岡 周（畿央大学大学院 健康科学研究科） 

座長：山崎 雄一郎（丸木記念福祉メディカルセンター リハビリテーション科） 

【総括座談会、閉会式】15:20～15:40 

発言者：大畑 光司（京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻）、森岡 周（畿央大

学大学院 健康科学研究科）、松田 淳子（大阪行岡医療大学 医療学部 理学療法学科） 

 

【準備委員】 

準備委員長：山崎 雄一郎 

準備委員：佐藤 博文 

お問い合わせ：jsnpt.sigs.2023@gmail.com 


