
氏名 共著者 タイトル 開催年 開催場所

Inamoto Y Fujii N, Saitoh E, Baba M, et al. The effect of consistency on laryngeal closure in swallowing: Kinematic analysis using 3D dynamic
CT

18th Dysphagia research society annual meeting 2010 San Diego

Kagaya H Baba M, Saitoh E, Okada S, et al. Hyoid bone and larynx movements during electrical stimulation by using surface or implanted
electrodes

18th Dysphagia Research Society Annual Meeting 2010 San Diego

Kondo　I Teranishi T, Wada, Y, Miyasaka H, et al. Inhibitor bar relieves toe pain of patients after stroke 6th World Congress for Neurorehabilitation 2010 Vienna
Kondo　I Teranishi T, Wada, Y, Miyasaka H, et al. Pharyngeal obstruction with unusual foreign body caused dysphagia 6th World Congress for Neurorehabilitation 2010 Vienna

Nakayama E Kagaya H, Saitoh E, Inamoto Y, et al. CHANGES IN SHAPE OF THE PYRIFORM SINUS IN THE HEAD ROTROTROTATED POSITION 18th Dysphagia research society annual meeting 2010 San Diego
Narita W Kondo I, Sonoda, S, Kanamori R, et al. A Report of 2 Cases and Interpretation of Symptoms  from the Viewpoint of NeuroRehabilitation 6th World Congress for Neurorehabilitation 2010 Vienna

Okada S Nakayama E, Inamoto Y, Saitoh E, et al. VOLUME AND SHAPE OF PYRIFORM SINUS _ MEASUREMENT BY USING 320-
DETECTORETECTOR ROROW CT 

18th Dysphagia research society annual meeting 2010 San Diego

Ota K Sonoda S, Kanda H Continuous care after prevocational training for persons with higher brain dysfunction due to TBI
in relation to maintenance of employment

6th World Congress of Neurorehabilitation 2010 Vienna

Ozaki, K Kagaya H, Baba M, Yokoyama M, 他 SUPRAGLOTTICOTTICOTTIC AIRWAY PATTERNTTERNS AT THE LARYNGEAL PENETRATION
AND ASPIRATION DURING THE SWALLOW

18th Dysphagia research society annual meeting 2010 San Diego

Ozeki Y Kagaya H, Eiichi S, Baba M, et al. Rehabilitation outcome of chronic dysphagia due to brainstem stroke 6th World Congress for NeuroRehabilitation 2010 Australia

Sawa　S Iso H,  Sonoda S,   Isaji T, et al. The IBARAKI Stroke Follow up Study - Post Stroke Depression and QOL at 5 Years after the Onset
of Stroke-

5th  World Congress of the ISPRM (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine) 2009  Istanbul

Sugawara K Tanabe S, Higashi T, Tsurumi T, et al. Antagonist inhibition induced by therapeutic electric stimulation on agonist is enhanced by
voluntary drive

7th Progress in Motor Control 2009 Marseille

Teranishi T Kondo I, Wada Y, Miyasaka H, et al. Validity study of standing test for imbalance and disequilibrium (SIDE): Is the amount of body sway
in adopted posture consistent with item order ?

6th World Congress for Neurorehabilitation 2010 Vienna

Teranishi T Kondo I, Wada Y, Miyasaka H, et al. A discriminative measure for static posture-keeping ability to prevent in-hospital falls: Reliability
and validity of the standing test for imbalance and disequilibrium (SIDE)

6th World Congress for Neurorehabilitation 2010 Vienna

Yamaguchi T Fujiwara T, Tanabe S, Muraoka Y, et al. Short-term effects of transcutaneous electrical stimulation combined with locomotion-like
movement on reciprocal inhibition in healthy persons

6th World Congress for NeuroRehabilitation 2010 Wien

伊藤直樹 加賀谷斉, 山田将之, 及部珠紀, 他 療法士教育プロジェクトCOSPIRE(コスパイア)に関するアンケート評価 ～臨床実習指導における教員の役割
について～

第27回 日本私立医科大学理学療法学会 2009 名古屋市

井坂俊洋 山口智史, 大須理英子, 田辺茂雄, 他 トレッドミル歩行速度の違いが脳皮質血流量変化に及ぼす影響 第44回 日本理学療法学術大会 2009 東京都

井水秀栄 加藤庸子, 森田　功, 伊藤圭介, 他 脳神経外科医と救急医の連携と教育体制 脳卒中初期診療における教育コース開催による他職種との連携強化
の効果について

第15回 日本脳神経外科救急学会 2010 東京都

稲吉則恵 岡田澄子, 吉村陽子, 内藤健晴, 他 二段階口蓋形成術におけるRe-Pushback後の鼻咽腔閉鎖機能と構音の経過 第33回 日本口蓋裂学会 2009 東京都
稲本陽子 藤井直子, 才藤栄一, 馬場尊, 他 320列面検出器型CTを用いた摂食・嚥下機能の運動学的検討 第15回 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 2009 名古屋市
宇佐見和也 谷野元一, 上野芳也, 寺西利生, 他 回復期脳卒中患者の立位バランスにおける重心動揺の経時変化 第25回 東海北陸理学療法学術大会 2009 岐阜県
宇野秋人 奥村庄次, 才藤栄一, 鈴木　亨, 他 ロボット(WPAL:Wearable Power-Assist Locomotor)による対麻痺者の歩行再建　義肢装具士の関わり 第16回 日本義肢装具士協会学術大会 2009 長崎市
永田沙知子 越田智子, 長坂典子, 横井拓郎, 他 経管から経口へ～回復期の脳血管障害患者における検討～ 第15回 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術集会 2009 名古屋市
横田元実 才藤栄一, 沢田光思郎, 鈴木由佳理, 他 ポストポリオと装具２：装具処方の考え方 第25回 日本義肢装具学会学術大会 2009 神戸市
横田元実 才藤栄一, 沢田光思郎, 鈴木由佳理, 他 BGraS Project ポストポリオと装具2装具処方の考え方 第25回 日本義肢装具学会学術大会 2009 神戸市
岡崎英人 別府秀彦, 山口久美子, 水谷謙明, 他 筋萎縮マウス作製のためのギプス固定方法 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡県静岡市
岡崎英人 別府秀彦, 水谷謙明, 山口久美子, 他 ラットにおける血清肝細胞増殖因子の日内変動 第25回 日本リハビリテーション医学会中部・東海地方会 2009 名古屋市
岡崎英人 別府秀彦, 水谷謙明, 山口久美子, 他 ラットにおける肝細胞増殖因子の運動による変化 第4回 リハビリテーション科専門医会学術集会 2009
岡本さやか 園田　茂, 谷野元一, 冨田　健, 他 脳卒中片麻痺患者への蛋白同化ホルモンと治療的電気刺激の併用 - 筋断面積の検討 - 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡県静岡市
岡本さやか 園田　茂, 谷野元一, 冨田　憲, 他 脳卒中片麻痺患者に対する蛋白同化ホルモン投与と治療的電気刺激の効果 - 筋断面積の検討 - 第26回 日本リハビリテーション医学会中部・東海地方会 2010 名古屋市
加賀谷　斉 尾崎研一郎, 才藤栄一, 尾関保則, 他 嚥下造影検査で用いる検査食の誤嚥からみた難易度 第25回 日本リハビリテーション医学会中部・東海地方会 2009 名古屋市
加賀谷　斉 渡辺章由, 伊藤慎英, 小野木啓子, 他 三次元動作解析装置を用いた失調の定量的評価 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡市
加藤譲司 本田哲三, 近藤和泉, 才藤栄一 高次脳機能障害者統合的プログラムの試み─プログラム導入前後の比較検討─ 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡市

加藤正樹 鈴木　亨, 村岡慶裕, 清水康裕, 他 ロボット（WPAL：Wearable Power-Assisted Locomotor）による対麻痺者の歩行再建～Primewalkとの
比較～

第44回 日本理学療法学術大会 2009 東京都

橋本美穂 岡田澄子, 成田厚乃, 石黒百合子, 他 鼻咽腔ファイバースコープによる視覚的フィードバックを用いた嚥下手技獲得訓練の有効性 第15回 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 2009 名古屋市
金森大輔 加賀谷斉, 稲本陽子, 才藤栄一, 他 320列面検出器CTを用いた口腔咽頭の形態学的検討 第15回 日本摂食嚥下リハビリテーション医学会 2009 名古屋市
金森大輔 加賀谷斉, 横山通夫, 才藤栄一, 他 孤発的咽頭嚥下における舌骨運動 第15回 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 2009 名古屋市
金森大輔 藤井直子 , 片田和広 , 稲本陽子, 他 320 列 ADCT を用いた嚥下 4D-CT におけるモーションアーチファクト 第15回 三次元 CT・MRI 研究会 2010 東京都・品川
金森理恵子 藤井航, 岡田澄子, 竹腰加奈子, 他 積極的介入により改善を認めた脳外傷後長期経過の一例 第15回 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 2009 名古屋市
高山典子 久保田優子, 中山智美, 加藤譲司, 他 常食への変更に関わる要因についての検討 第15回 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 2009 名古屋市
佐々木祥 井元大介, 横田元実, 才藤栄一 ４節リンク継手式後方平板支柱型短下肢装具の試作 第20回 愛知県理学療法学術大会 2010 名古屋市
北村典子 山田将之, 前田晃子, 冨成明枝, 他 乳癌によるリンパ浮腫患者におけるバンデージ療法からスリーブ移行できなかった原因について 第43回 日本作業療法学会 2009 福島県郡山市
山口智史 藤原俊之, 斎藤　慧, 井坂俊洋, 他 ペダリング運動とトレッドミル歩行における脳活動の比較　近赤外分光法を用いて 第44回 日本理学療法学術大会 2009 東京都
山口智史 荒川武士, 上原信太郎, 田辺茂雄, 他 慢性期脳卒中患者の歩行能力に対する歩行様他動運動と電気刺激の同時適用の効果 第44回 日本理学療法学術大会 2009 東京都
山崎美代 三鬼達人, 馬場　尊, 三田村今日子, 他 脳神経外科病棟における摂食機能療法の効果と傾向 第15回 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会 2009 名古屋市
山村怜子 才藤栄一, 加賀谷斉, 小野木啓子, 他 三次元トレッドミル歩行分析-人工股関節置換術前後の比較- 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡市
山中　学 太田喜久夫 三重県脳卒中地域医療連携の統一化に向けた取り組みと今後の課題 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡市
山田将之 鈴木めぐみ, 米田千賀子, 才藤栄一 プリズム適応訓練における視覚の代償有無による効果の影響について 第43回 日本作業療法学会 2009 福島市
山本紗織 山口智史, 大高洋平, 大須理英子, 他 重度片麻痺患者における両手・片手運動時の大脳皮質血流量 第44回 日本理学療法学術大会 2009 東京都
山本拓哉 田辺茂雄, 神谷晃央 歩行中における転倒刺激時の下肢筋活動 第44回 日本理学療法学術大会 2009 東京都
柴田斉子 佐々木万弓, 菅俊光, 吉田清和 食道癌術後嚥下障害に対する評価手段の検討 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡県
守屋耕平 大高洋平, 山口智史, 大須理英子, 他 異なる歩行様式と速度における脳皮質血流量 第44回 日本理学療法学術大会 2009 東京都
小野木啓子 尾関　恩, 才藤栄一, 濱田芙美, 他 当院でリハビリテーションを施行した脳卒中患者の現状 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡県静岡市
小林　靖 高橋美江, ,小林洋介, 馬渕直紀, 他 脳卒中地域連携パスby sconeの作成とその運用 第50回 日本神経学会総会 2009 仙台市
松田文浩 伊藤慎英, 加藤洋平, 加賀谷斉, 他 三次元動作解析装置を用いた立位動揺性検査の検討 第44回 日本理学療法学術大会 2009 東京都
水谷公司 早川美和子, 星野美香, 志村由騎, 他 当院における呼吸リハビリテーションの現状 第19回 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 2009 東京都
水野志保 園田　茂, 近藤和泉, 岡本さやか, 他 脳幹部脳卒中患者の回復期リハビリテーションの帰結 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡県静岡市
水野志保 園田　茂, 近藤和泉, 奥山夕子, 他 脳幹部脳卒中患者のADL難易度 第26回 日本リハビリテーション医学会中部・東海地方会 2010 愛知県名古屋市
菅原憲一 田辺茂雄, 東登志夫, 鶴見隆正, 他 運動学習過程と筋機能特異性に関わる皮質運動野の興奮性変化 第44回 日本理学療法学術大会 2009 東京都
成田　渉 園田　茂, 近藤和泉, 岡崎英人, 他 複数回試行したTMT（trail making test）の検討 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡県静岡市
清水康裕 才藤栄一, 鈴木　亨, 田辺茂雄, 他 ロボット(WPAL:Wearable Power-Assist Locomotor)による歩行再建　体幹コルセットの有用性の検討 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡市

清水康裕 鈴木　亨, 才藤栄一, 田辺茂雄, 他 ロボットによる歩行再建 ( WPAL : Wearable Power-Assisted Locomotor ) - 第 5 報：体幹コルセットの
有用性の検討 -

第46回 リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡市

斉藤琴子 菅原憲一, 佐藤慎一郎, 田辺茂雄, 他 脳卒中片麻痺者の歩行時の相対タイミングについて 第44回 日本理学療法学術大会 2009 東京都
石黒百合子 橋本美穂, 岡田澄子, 横山通夫 摂食・嚥下障害者における気管カニューレ抜去後の肺炎に関する検討 第10回 日本言語聴覚学会 2009 岡山県
川村直希 山田将之, 深谷直美, 伊藤真美, 他 外来慢性期脳卒中患者に対する電気刺激を用いた上肢機能訓練 第41回 藤田学園医学会 2009 豊明市
川村直希 山田将之, 深谷直美, 伊藤真美, 他 慢性脳卒中患者に対する手関節伸筋への治療的電気刺激 第16回 日本FES研究会学術講演会 2009 豊明市
川村直希 山田将之, 深谷直美, 伊藤真美, 他 外来慢性期患者に対する電気刺激を用いた上肢機能訓練 第41回 藤田学園医学会 2009 豊明市
川村直希 山田将之, 深谷直美, 伊藤真美, 他 外来慢性期脳卒中患者に対する電気刺激を用いた上肢機能訓練 第41回 藤田医学会 2009 愛知県
川村直希 山田将之, 深谷直美, 伊藤真美, 他 慢性期脳卒中患者に対する手関節伸筋への治療的電気刺激 第16回 FES研究会 2009 愛知県

前田晃子 山田将之, 北村典子, 米田千賀子, 他 上肢リンパ浮腫に対するリハビリテーション　バンデージからスリーブに切り替えるタイミングについての検
討

第43回 全国作業療法学会 2009 福島県

前田博士 園田　茂, 近藤和泉, 鈴木　亨, 他 高度肥満を有する患者の入院脳卒中リハビリテーション 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡県静岡市
倉山太一 山口智史, 大高洋平, 田辺茂雄, 他 異なる難易度の上肢運動課題時の脳皮質血流量の違い　Wolf Motor Function Testを課題として用いて 第44回 日本理学療法学術大会 2009 東京都
太田喜久夫 園田　茂, 神田　仁 三重県高次脳機能障害者生活支援事業８年間の成果：社会生活定着後の課題について 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡市
太田喜久夫 大達清美, 山中　学 安静時代謝量（RMR）：身体障害者でのMedgemを用いた呼気ガス分析値と計算値との比較 第5回 日本リハビリテーション医学会専門医学術大会 2009 諏訪市
太田喜久夫 大達清美 NPPV使用下運動療法を導入した肺気腫合併肢体型筋ジストロフィーの一症例 第25回 日本リハビリテーション医学会中部・東海地方会 2009 名古屋市
大橋綾乃 尾崎健一, 加賀谷斉, 伊藤慎英, 他 三次元動作解析装置による片麻痺の定量的評価の試み(2)～下肢評価～ 第39回 日本臨床神経生理学会 2009 北九州市
大橋綾乃 尾崎健一, 加賀谷斉, 伊藤慎英, 他 三次元動作解析装置を用いた片麻痺患者の股関節機能評価 第27回 日本私立医科大学理学療法学会 2009 名古屋市
大達清美 太田喜久夫 血液維持透析を必要とする脳卒中患者におけるリハビリテーションの検討 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡市
瀧　昌也 荒木清美, 坂本梨香, 清水康裕, 他 TKA患者の関節位置覚と重心動揺の変化 第27回 日本私立医科大学理学療法学会 2009 名古屋市
沢田光思郎 才藤栄一, 鈴木由佳理, 横田元実, 他 BGraS Project ポストポリオと装具1東海地区における装具使用状況． 第25回 日本義肢装具学会学術大会 2009 神戸市
沢田光思郎 才藤栄一, 横山通夫, 尾関　恩, 他 ポリオ経験者に対するポストポリオ検診 第24回 日本リハビリテーション医学会中部・東海地方会 2009 名古屋市
沢田光思郎 才藤栄一, 米田千賀子, 尾関　恩, 他 BGraS Project 2ポリオ経験者の筋力と歩行 第46回 日本リハビリテーション医学会 2009 静岡県
沢田光思郎 才藤栄一, 尾崎健一, 加賀谷斉, 他 東海地区におけるポストポリオ患者の装具使用状況 第4回 リハビリテーション科専門医会学術集会 2009 下諏訪
沢田光思郎 才藤栄一, 米田千賀子, 尾関恩, 他 ポリオ経験者の筋力と歩行　-ポリオ検診110人の結果より 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡県
沢田光思郎 加賀谷斉, 才藤栄一 東海地区におけるポストポリオ患者の装具使用状況-130人の検診結果より- 第3回 リハビリテーション科専門医会学術集会 2009 上諏訪
沢田光思郎 才藤栄一, 横田元実 ポストポリオと装具1：東海地区における装具使用状況 第25回 日本義肢装具学会学術大会 2010 神戸市
谷川広樹 大塚　圭, 伊藤慎英, 山田純也, 他 三次元トレッドミル歩行分析による異常歩行の定量化 第39回 臨床神経生理学会 2009 北九州市小倉
谷川広樹 大塚　圭, 山田純也, 伊藤慎英, 他 教示が視診による異常歩行重症度判定の評価者間信頼性に及ぼす影響 第31回 臨床歩行分析研究会定例会 2009 埼玉県
竹腰加奈子 藤井　航, 飯田正子, 武重榮子 回復期リハビリテーション病棟における高次脳機能障害を有する摂食・嚥下障害患者・家族への関わり 第9回 International Conference on Cerebrovascular Surgery 2009 名古屋市
竹腰加奈子 東口髙志, 伊藤彰博, 児玉佳之, 他 終末期がん患者の経口摂取状況　-緩和ケア病棟における検討- 第25回 日本静脈経腸栄養学会学術集会 2010 東京都幕張
田辺茂雄 加藤正樹, 土本友香, 窪田慎治, 他 脊髄損傷対麻痺患者に対する装着型歩行補助ロボットの開発 第44回 日本理学療法学術大会 2009 東京都
田辺茂雄 窪田慎治, 伊藤慎英, 木村　剛, 他 力学的観点に基づいた歩行時における適切な電気刺激強度の推定 第16回 日本FES研究会学術講演会 2009 豊明市
渡辺章由 加賀谷斉, 才藤栄一, 伊藤慎英, 他 失調症の指鼻試験における定量的評価指標の検討 第39回 日本臨床神経生理学会学術大会 2009 北九州市
渡邊　進 中川洋一, 木下牧子, 塩見　努, 他 多施設調査による回復期リハ病棟脳卒中患者の転倒要因と転倒状況 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡県静岡市
渡邉理沙 藤井　航, 三鬼達人, 惣城一美, 他 当院における歯科衛生士と摂食・嚥下障害看護認定看護師の連携 外傷性くも膜下出血患者の一症例を通して 第4回 日本歯科衛生学会学術集会 2009 大阪府
渡邉理沙 藤井　航, 金森大輔, 水谷英樹 急性期病院における歯科衛生士と摂食・嚥下障害看護認定看護師との連携の一例 第26回 日本障害者歯科学会学術集会 2009 名古屋市
藤井　航 水谷英樹, 永田千里, 坂口貴代美, 他 摂食・嚥下関連領域でのインシデントレポートの解析 第26回 日本障害者歯科学会学術集会 2009 名古屋市
藤井　航 竹腰加奈子, 松嶋文子, 岡崎英人, 他 摂食・嚥下関連領域におけるインシデント分析 第15回 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会 2009 名古屋市
藤野宏紀 楠戸正子, 小林　靖, 宮下大典, 他 岡崎医療圏での脳卒中地域連携パス作成と導入 第26回 中部・東海地方会 2010 名古屋市
尾関保則 稲本陽子, 才藤栄一, 馬場尊, 他 液体一気飲みの嚥下動態に関する検討　大杯飲み干し大会チャンピオンの嚥下 第46回 日本リハビリテーション医学会 2009 静岡県
尾関保則 小口和代, 才藤栄一 誤嚥性肺炎患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションの治療成績 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡市
尾関保則 小口和代, 才藤栄一 誤嚥性肺炎患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションの治療成績 第15回 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術集会 2009 名古屋市
尾関保則 稲本陽子, 才藤栄一, 馬場尊, 他 液体一気飲みの嚥下動態に関する検討- 大杯飲み干し大会チャンピオンの嚥下 - 第25回 日本リハビリテーション医学会中部・東海地方会 2009 名古屋市
木村紀彦 山口智史, 大須理英子, 田辺茂雄, 他 経皮的電気刺激前後における運動イメージ中の運動誘発電位の変化 第44回 日本理学療法学術大会 2009 東京都
鈴木　亨 才藤栄一, 清水康裕, 田辺茂雄, 他 ロボット(WPAL:Wearable Power-Assist Locomotor)による歩行再建　従来型装具との比較検討 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡市
鈴木由佳理 才藤栄一, 沢田光思郎, 横田元実, 他 BGraS Project ポストポリオと装具3装具処方による歩行改善例 第25回 日本義肢装具学会学術大会 2009 神戸市
脇本仁奈 松尾浩一郎, 植松紳一郎, 穂坂一夫, 他 頸部回旋位の角度と有効性についての検討(第3報)　咽頭での嚥下までの食物の流れについての検討 第15回 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会 2009 名古屋市
澤　俊二 園田 茂, 伊佐地 隆, 大仲 功一, 他 慢性脳血管障害者における総合的追跡調査(第4報) - 入院から発病3年 - 実用手に至るプロセス - 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡県静岡市
濱瀬さゆり 瀧昌也, 清水康裕 当院でのTKAクリティカルパスにおけるバリアンスについて 第41回 藤田医学会 2009 豊明市
濱田芙美 沢田光思郎, 才藤栄一, 加賀谷斉, 他 BGraS Project １ ポリオ経験者における問題点とその変化-ポリオ実態調査171人の結果より 第46回 日本リハビリテーション医学会学術集会 2009 静岡県静岡市
齊藤　慧 山口智史, 田辺茂雄, 大須理英子, 他 ペダリング運動前後の皮質脊髄路および単シナプス反射経路の興奮性変化 第44回 日本理学療法学術大会 2009 東京都
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