臨床大会発表一覧（第1～27回）
発表者

テーマ
第1回

第2回

特別講演

整形外科領域における最新情報

更埴中央病院・整形（リウマチ・スポーツ医学）研究所所長 吉松俊一

特別講演

キネシオテーピングの最新情報

全国キネシオテーピング協会会長

加瀬建造

スポーツ障害におけるキネシオテーピングの効果

日本体育大学陸上競技部ヘッドトレーナー

岡村智之

精神病疾患治療におけるキネシオテーピング法の応用

木村医院院長

木村英一

A・K・S・O・T・キネシオテーピング、東洋医学、カイロ、
運動療法を併用した自然分娩と妊婦のボディ・マネージメント

ANCS九州支部長

前田篤宏

頑症腰痛ならびにキーパンチャー症候群に対するキネシオテーピング法を
論じ経絡に対する私見に及ぶ

落川鍼灸院院長

後藤次夫

膝関節症とキネシオテーピング

日本指圧協会 学術委員長

佐藤一美

膝関節症のキネシオテーピング

生態学姿勢矯正研究所

吉田 実

咬合と肩こりとキネシオテープについて

埼玉インプラント研究会会長

尾澤文貞

足捻挫のキネシオテーピング法

進藤カイロプラクティック療術院 院長

進藤静圭子

夜尿症とキネシオテーピング法

石毛医院 院長

石毛忠雄

脛骨近位端骨折と靭帯損傷

中部カイロプラクティック院 院長

西川孝文

A・K・（T・L・チャレンジ）による関節外傷とコレクトテーピング

ANCS会員

前田隆人

腰部クロステープについて

ジオイナス・カイロプラクティック研究所 所長

松岡春光

腰椎椎間板ヘルニアにおけるキネシオテーピング法の一考察

ANCS関東支部長

伊沢正男

歩行時における痛みを中心とした変形膝関節症とテーピングの一考察

自然カイロプラクティック学院講師

知久一実

野球肩とキネシオテープ

加瀬カイロプラクティック研究所

高橋晃司

股関節痛に対するキネシオテーピングの考察

自然カイロプラクティック学院

高橋宇征

特別講演

特別講演

特別講演

第3回

第4回

メービウス経による治療

佐光整骨治療院

佐光義宏

皮膚・筋肉間におけるストレッチングとの相関関係

全国キネシオテーピング協会会長

加瀬建造

症状別キネシオテープの効果

中部カイロプラクティック院長

西川孝文

AKにおけるNLポイントに対するキネシオテープの応用

ジョイナスカイロプラクティック研究所所長

松岡春光

野球肩とキネシオテープ（PartⅡ）

加瀬カイロプラクテック研究所主任

高橋晃司

横隔膜テープと胸腺

落川鍼灸院院長

後藤次夫

釈尊と呼吸と現代病

村木医院 院長

村木弘昌

S.O.T.カテゴリゼーションにおけるキネシオテーピング法

自然カイロプラクティック学院主任講師

福岡 悟

足関節捻挫のキネシオテーピング法

今野接骨院院長

今野景次郎

構造医学・医療体術気功法をベースにした医療保健運動のすすめ

ANCS九州支部長

前田篤弘

トーヌスと東洋医学（キネシオテーピングの臨床意義）

明治鍼灸大学教授

森 和

キネシオテープの応用とその実際

ANCS東北支部長

奥山治朗

棘上筋腱の断裂におけるキネシオテーピング効果

宍戸整骨院院長

宍戸一夫

日常の臨床におけるキネシオテーピングによる症状改善例について

わに整骨院院長

押野圭三

長時間の筆記による腕の疲労とキネシオテーピング法

VAN東洋医学総合センター所長

加藤一也

めまい・胸鎖乳突筋と大腰筋の関係

T.H.整体治療院

田村義和

Rebound（反動）Inhibition(抑制）効果について

大野中央病院 理学療法士

畠山 敦

仙腸関節疾患に対するキネシオテープ

自然カイロプラクティック学院

高野信行･小林光幸・佐藤弘
明
黄川昭雄

特別講演

筋力から見た腰部と下肢の機能障害について

国際武道大学体育学部スポーツ医学助教授

特別講演

人体構造力学上のトリガーポイントとキネシオテープ(臍テープの威力）

金沢医院院長

金沢 明

特別講演

腺と筋肉

全国キネシオテーピング協会会長

加瀬建造

特別講演

私の腰痛に対するアプローチとその治療法

黒川鍼灸院院長

黒川勝治

A.K.のN.L.キネシオテープの臨床考査

ジョイナスカイロプラクティック研究所所長

松岡春光

スポーツ障害におけるキネシオテーピングおよびストレッチング効果

中部カイロプラクティック院院長

西川孝文

スポーツ障害とキネシオテープ

自然カイロプラクティック学院教務主任

高橋晃司

バレーﾎﾟｰﾙとキネシオテープ

NECバレーボール部アスレチック・トレーナー

岩崎由純

複合キネシオテープの応用とその実際

SHB東洋医学総合センター所長

池上 周

幼児から高校生までにおけるキネシオテーピング法

玄玄堂はり灸療院院長

舟木 玄

私のキネシオテープ利用法

脇山カイロプラクティック院院長

脇山得行

キネシオテープの整形外科診療所での使用経験

佐藤整形外科医院院長

佐藤安正

キネシオテープの応用とその実際

宍戸接骨院院長

宍戸一夫

アキレス腱周囲炎について

田中接骨院院長

田中福一

リウマチの変形に対するキネシオテープ

加瀬カイロプラクティック研究所主任

小林光幸

私のキネシオテープの利用法

自然カイロプラクティック研究所所長

遠藤友夫

胸部に対するキネシオテープ

加瀬カイロプラクティック研究所副院長

山根 悟

ミスアライメントとディストーション

自然カイロプラクティック学院主任講師

福岡 悟

日常歯科臨床への東洋医学的アプローチ

日本歯科東洋医学会 副会長
医療法人社団明徳会理事長
歯科東洋医学研究所 所長

福岡 明

複合キネシオテープの応用とその実際

SHB東洋医学総合センター所長

池上 周

スポーツクラブにおけるキネシオテープの活用方法

ウィルセントラルフィットネスクラブ チーフトレーナー

坂田俊彦

膝関節痛に対するキネシオテープの一考察

自然カイロプラクティック学院

大島一志

私のキネシオテープ利用法

加藤整骨院 院長

加藤一也

臨床大会発表一覧（第1～27回）
固定テープとキネシオテープの併用及びその効果
特別講演

特別講演

第5回

講演

明治鍼灸柔道整復専門学校 教員

脊椎支柱否定説

キネシオテーピング協会会長

加瀬建造

背筋クロステーピング（クロスバックテープ）の応用

有川整形外科医院 理学療法士

山岸 元

変形性脊椎側弯症におけるキネシオテープ

自然カイロプラクティック研究所 所長

遠藤友夫

スポーツにかわるキネシオテープの応用（症状改善例）

城西大学 助教授/駒沢大学 講師
自然カイロプラクティック学院 講師

武藤幸政
真田能彰

ヘルニアに対するキネシオテープについて

下関カイロプラクティック研究所 所長

疼風の発現・伝達・変調機序と反射性交換性萎縮

有川整形外科医院院長

有川 功

キネシオテープの応用とその実際

奥山整骨院院長

奥山治朗

ムチウチ損傷とキネシオテープ

自然カイロプラクティック学院 教務主任
自然カイロプラクティックセンター院長

高橋晃司

整形外科におけるキネシオテープの使用経験

佐藤整形外科医院院長

佐藤安正

柔整領域に於ける関節損傷のキネシオテープの応用について

木下接骨院院長

木下慶治

NLポイントテープ及びV字テープの活用法

ジョイナスカイロプラクティック研究所所長

松岡春光

浅筋膜と深筋膜

全国キネシオテーピング協会会長

加瀬建造

顎関節機能異常が原因と見られる頚部捻挫（寝違い）についてのゴム製マウ
東北柔道専門学校整骨主任
スピースとキネシオテープの効果について
カイロプラクティック栗原治療院院長
ユニバーシアード冬季大会およびソフトボール・カナダ大会におけるキネシオ
城西大学・保険体育科助教授
テープ

栗原功治
武藤幸政

スポーツ障害によるキネシオテープ

中部カイロプラクティック院院長

西川孝文

音叉診断治療法（仮説）とキネシオテープについて

金沢医院院長

金沢 明

講演

私の日常診療とキネシオテープ

石毛医院院長

石毛忠雄

キネシオテープによつ障害予防法のいろいろ

ジオイナスカイロプラクティック研究所所長

松岡春光

ジャンパー膝に対してのキネシオテーピングとその治療

高木鍼灸接骨院

九乗良章

不定愁訴を中心とした頚部のキネシオテーピングについて

木下整骨院院長

木下慶治

レントゲンでみる障害部位に対するキネシオテーピング

加瀬カイロプラクティック研究所

大島一志

リハビリテーションの考え方

大阪府身体障害者酢スポーツセンター主任指導員
大阪体育大学非常勤講師

魚住広信

代償運動とキネシオテープ

Nカイロプラクティック羽根木治療室院長

菊地武信

浅筋膜アジャストとキネシオテープ

西住之江接骨院院長

白井雄彦

臨床内でのキネシオテープの普及とおよびその失敗と成功

小萩針灸接骨院院長

小萩喜一

上腕骨外側上顆炎についての一考察

慈恵会治療院

川村修一

スポーツ界におけるキネシオテープの現状

タチカラ㈱キネシオプロジェクト主任

小野真二

表皮・真皮の厚さの違いによるキネシオテーピングの貼り方について

全国キネシオテーピング協会会長

加瀬建造
ニ川 隆

講演

特別講演

特別講演

第7回

笹沼 晃

講演

講演

第6回

坂口昌也

講演

特別講演

特別講演

顎関節に対するキネシオテーピング

船堀整骨院主任

腰痛・膝痛とキネシオテーピング

国立塩原視力障害センター厚生教官

稲田武雄

空手道とキネシオテープ

日本六基流空手道会会長

三木弘次

下肢関節トレーニングに対するキネシオテープの貼り方について

慈恵会治療院院長

伊沢正男

神経筋の異常の新しい鑑別法

山根カイロプラクティック研究所所長

山根 悟

妊婦におけるキネシオテープ

丸山治療院院長

丸山正城

各種競技におけるキネシオテープとその問題点

弘明堂治療院院長

佐藤弘明

舌診とキネシオテーピング

枝松整骨院院長

枝松龍彦

スポーツ選手におけるキネシオテープの利用法ウェイトリフティング編

東海カイロプラクティックセンター院長

藤田明博

整形外科領域でのキネシオテープの臨床応用

佐藤整形外科医院院長

佐藤安正

婦人科系疾患に対する三陰光テープの効果

多摩整骨院院長

九原慎介

筋膜に対するキネシオテープの応用

ジオイナスカイロプラクティック研究所所長

松岡春光

下肢に関するキネシオテープ

松原治療室院長

松原次良

腰部損傷に対するキネシオテープ

木下整骨院院長

木下慶治

浅筋膜生命エネルギー・キネシオテープ

心と体のリハビリセンター院長

岡根知樹
加瀬建造

キネシオテーピングの時間別・部位別貼付法

全国キネシオテーピング協会会長

手首の腱鞘炎に対するキネシオテープ

青葉台ローンテニスクラブ・コーチ兼選手

浅沼栄子

横隔膜の位置異常による障害とキネシオテーピング

自然カイロプラクテック研究所・船堀整骨院院長

坂口昌也

キネシオテープの効果の数値的評価

箱崎フィットネスクラブ・チーフインストラクター

山後恭一

横隔膜テープとエアロビックダンスエクササイズにおける効果について

アメリカエアロビクスフィットネス協会リードコンサルタント

竹尾吉枝

筋力トレーニングにおけるキネシオテープの効果について

ラソラックス鍼灸カイロプラクティック研究所所長

小林光幸

キネシオテープによる東西医学接点の究明

全国キネシオテーピング協会顧問、金沢診療所所長

金沢 明

第12胸椎椎間関節障害性腰痛症に対するキネシオテープ療法

有川整形外科医院理学療法士

山岸 元

キネシオテープの臨床報告（治療院編、スポーツ編）

山根カイロプラクティック研究所

藤井哲津次

｢腰痛｣４つの原因鑑別判定法の検証報告

全国キネシオテーピング協会本部指導員

岡根知樹

スポーツ障害へのキネシオテープ利用

丸山接骨院院長

丸山正城

キネシオテープが身体機能にどのように影響を及ぼすかについての一考察 日本体育大学スポーツ医学研究室助手

山本郁栄（代理）

スポーツクラブにおけるキネシオテープ

セントラルスポーツ研究所副所長 健康運動指導士

平間日出郎（代理） 国井実

浜野学

スポーツ障害におけるキネシオテープとその応用について

ＳＨＢ東洋医学総合センター副院長

池田輝彦

線から面へのキネシオテーピング

木更津治療院主任

葛西 哲

顎関節症に対するテーピングアジャスト

自然カイロプラクテック研究所・八王子整骨院院長

大島一志

臨床大会発表一覧（第1～27回）
第8回

講演

筋肉運動と皮膚構造（その１）

全国キネシオテーピング協会会長

加瀬建造

スペインよりキネシオ指導員の報告書

日本六基流空手道会会長

三木弘次

腱鞘炎に対するキネシオテーピング

キネシオテーピングの臨床報告

国際療術師協会講師
三浦博明
西宮厚生年金スポーツセンターテニススクールヘッドコー
大寺末里子
チ
山根カイロプラクティック研究所所長
山根 悟

スポーツトレーニングとキネシオテーピング

城西大学教授

テニス肘の痛みはキネシオテープでとれるのか

特別講演

特別講演

第9回

講演
特別講演

講演

藤田明博

スポーツキネシオの新しい考え方

キネシオテーピング協会本部指導員

岡根知樹

キネシオテーピングとＲ．Ｉ．Ｃ．Ｅ処理の併用での捻挫（肉ばなれ）について

サンスポーツ代表

鈴木美文

スポーツ障害とキネシオテーピング

境港市教育委員会

上杉秀樹

女優と私

女優

丘 みつ子

膝疾患キネシオテープの応用

山根カイロプラクティック研究所主任

藤井哲津次

キネシオテーピングの実績報告

キネシオインストラクター

川田隆幸

深層キネシオテーピング

関東支部指導員

田島英明

自然治癒力を高める副鼻腔テープ

健康ひろば友の会名古屋支部 看護婦・柔道整復師

高島るみ子

大腿直筋へのアプローチによる腰背部痛への影響

倉津カイロプラクティック・オフィス

倉津弘一

キネシオテーピングへの通電の試み

中山鍼灸接骨院

種村正昭

北海道支部活動報告書

大西療術院院長 北海道支部旭川支部長

大西賢英

らせん状テーピングについての考察

下関カイロプラクティック研究所所長 九州支部長

真田能彰

筋肉運動と皮膚構造（その2）

全国キネシオテーピング協会会長

加瀬建造

自然型インターフェロン

京都パストゥール研究所理事長

岸田綱太郎

テーピング穴あき応用

三浦整体療術院院長

三浦傅明

視力回復とキネシオテープ

ＳＨＢ東洋医学総合センター

松本昌代

ゴルフの上手になるキネシオテーピング

北療センターグループ院長 本部指導員

藤田明博

教育委員会リポート

キネシオインストラクター
自然カイロプラクティック研究所銀座センター院長 本部
指導員
弘明堂治療院院長 本部指導員

岡根知樹

キネシオテーピングで見つけた人間の基本
ＡＭＩ（プリケアナデー）における皮膚電気抵抗値の変化について

第10回
研究発表

講演

第11回

武藤幸政

キネシオテーピングによる皮下脂肪代謝のデータ及び無力筋動揺テストによ
北療センターグループ院長
るテーピング方法の選択

渡会俊一

佐藤弘明

歩行中の躓きとキネシオテーピング
ＳＨＢ東洋医学総合センター
スポーツ障害時におけるキネシオテーピングとＰＮＦストレッチの併用につい
木村接骨院副院長
て
足裏テーピングで夜間のトイレ回数の防止
木村整体療術院院長

重松和典

胆石症におけるキネシオテーピング

船堀整骨院院長 本部指導員/船堀接骨院副院長

坂口昌也/平林敬子

女性のためのテーピング法（1）

自然カイロプラクティック研究所銀座センター

田中直美

キネシオテックスの製造方法とテープの特性

池上 周

キネシオテーピングの普及の現状

全国キネシオテーピング協会学術部所属
関西地区担当本部指導員 ＳＨＢ東洋医学医療センター
院長
本部指導員 キネシオインストラクター

腰痛へのアプローチ

関東地区担当本部指導員 丸山接骨院院長

丸山正城

ゴルフの上手になるキネシオテーピング ＰＡＲＴⅡ

北海道地区担当本部指導員 北療センター札幌本院院長 藤田明博

ひらめきのキネシオテープ

東北地区担当本部指導員 奥山整骨院院長

野球肘とキネシオテーピング

関東地区担当本部指導員 高橋カイロプラクティック研究
高橋晃司
所院長

ＡＭＩにおける皮膚電気抵抗値（2）

東海地区担当本部指導員 弘明堂治療院院長

佐藤弘明

キネシオテープでの臨床報告

関東地区担当本部指導員
究所院長

山根 悟

筋肉運動と皮膚構造（その3）

全国キネシオテーピング協会会長

キネシオテープの効果とメカニズムと今後の課題

東北地区担当本部指導員 ラソラックス鍼灸治療室院長 小林光幸

ＩＮＦ産性能の測定とキネシオテープの効果

関西地区担当本部指導員 京都パストゥール研究所臨床
木下慶治
研究部員

キネシオテーピングで見つけた人間の基本（臨床編）

関東地区担当本部指導員
自然カイロプラクティック研究所銀座センター院長

私のキネシオテーピング現在・過去・未来

東海地区担当本部指導員 ジョイナスカイロプラクティック
松岡春光
研究所所長

アトピー性皮膚炎における人口皮膚キネシオテープ

笠原吉晴
木村酉蔵

二宮保男

川田隆幸

奥山治朗

山根カイロプラクティック研

加瀬建造

岡根知樹

プリズムとキネシオテーピング

日本カイロボディバランス手稲院長

高橋和雄

そこからドラマが生まれた

東毛自然医療研究会会長

新井 誠

テニス障害に対するキネシオテーピング

キネシオインストラクター

安藤 稔

キネシオテーピング法 4つの機能

キネシオ学術部

橋本辰幸

バレーボールの障害とキネシオテーピング

自然カイロプラクティック学院

鈴木芳行

身体構造におけるキネシオテーピングの影響

おおはし接骨院院長

大橋 保

ＳＥＰポイントテープ（構造・エネルギー・ポイントテープ）

ジョイナスカイロプラクティック研究所所長

松岡春光

キネシオテープの臨床を介しての新しい考察

増田整骨院院長/増田整骨院

増田浩之/矢野茂

スポーツマンの弱点

自然カイロプラクティック研究所銀座センター

西川天理

キネシオテープとスパイラルテープの比較

多摩接骨院院長

九原慎介

講演

ポートランド大学におけるキネシオテーピングの研究報告

ポートランド州立大学助教授

ＪＩＭ ＷＡＬＬＩＳ

講演

キネシオテーピングによるサブラクセーションへのアプローチ

全国キネシオテーピング協会会長

加瀬建造

等尺性収縮に及ぼすキネシオテーピングの効果

渡辺せいたい研究所所長

渡辺昭彦

穴あきキネシオテーピングチャレンジ

三浦整体療術院院長

三浦傅明

講演

臨床大会発表一覧（第1～27回）
ハイパーキネシオテーピング療法

第12回

自然カイロプラクティック研究所銀座センター院長

岡根知樹

アメリカにおけるテーピング事情

日産パルザーズトレーナー

前田 力/永田哲郎

ダイナミックメリディアンファンククショナルキネシオテーピング法

丸山接骨院院長

丸山正城

テニスとキネシオテーピング

フィットネスコーチ

田中 洋

バレーボールとキネシオテーピング

前石川島重工業バレーボール部監督

石野浩靖

クランチテスト 臨床編

関東地区指導員 キネシオ整骨院院長

降駒春徳

Ｓ・Ｕテープの統計から考察されるＩｍｐｌｉｃａｔｅ Ｏｒｄｅｒ（内臓秩序）の証明<共 自然カイロプラクティック学院14期生
同研究>
東海地区キネシオテーピング指導員 代表

講演

小沢淳一

マニュアル無きキネシオテーピングの臨床

キネシオテーピング協会 銀座センター
自然カイロプラクティック研究所 銀座センター院長

岡根知樹

キネシオテーピングによるフェイシャルエステへの展望

キネシオテーピング協会会長

加瀬建造

関東支部

北療カイロプラクティックセンター院長 北海道地区担当
本部指導員
アルファカイロプラクティック整体院院長 東北支部支部
長
関東支部支部長

関西支部

中央鍼灸整骨院院長 関西支部支部長

池田輝彦

東海支部

東川整体術研究所院長 東海支部支部長

東川輝也

九州支部

下関カイロプラクティック研究所所長 九州支部支部長

真田能彰

マニュアルなきキネシオテーピング

おおはし接骨院院長

大橋 保

北海道支部
東北支部

藤田明博
鈴木美文
紺野義光

支部活動報告

第13回

特別講演

関東支部副支部長

内圧障害を防ぐ筋経絡エネルギーＡＫテープ(Authrokinematic)

ニシムラ健康回復センター代表 東海支部支部長

西村英夫

パワーリフティングとキネシオテーピング

永久整骨院院長

永久雅勧

関西地区指導員

アメリカ理学療法士ケン・ランによる米国における理学療法とキネシオテーピ
ＵＳＡ理学療法士
ング

Ｋｅｎ Lamm

障害児における水治療とキネシオテーピング

能力開発援助センター代表 北海道地区指導員
丸子佳世子
東海カイロプラクティックセンター院長
東海地区指導
小川浩司郎
員
バイアスロン競技コーチ・トレーナー
北海道地区指導
疲労回復とキネシオテーピング
遠山立春
員
筋筋膜性腰痛に対する仙棘筋テープの効果・臨床間距離と疼痛の因果関係 千本北接骨院 副院長
関西地区初心者セミナー講師 山下 信

モータスポーツとバイクツーリングに対するキネシオテーピング

中学校教育現場におけるキネシオテーピング

真岡市立真岡東中学校教諭

即効ハムストリング弛緩テープ

中山鍼灸接骨院院長

湧井俊一
種村正昭

海外のインストラクターより興味深いレポート

キネシオテーピング協会指導員教育部長
自然カイロプラクティック研究所院長
スポーツメディカルスタジオこば鍼灸接骨院チーフトレー
ナー
ＪＦＬ/FC水戸ホーリーホックトレーナー
東京ガスフットボールクラブユーストレーナー
日本水泳連盟認定トレーナー
キネシオテーピング協会海外担当

梶野あおい

キネシオテーピングによる血流量の変化

キネシオテーピング協会会長

加瀬建造

北海道支部

関東支部

能力開発援助センター代表
北海道地区指導員
丸子佳世子
アルファカイロプラクティック整体院院長 東北支部支部
鈴木美文
長
関東支部支部長
紺野義光

関西支部

中央鍼灸整骨院院長

東海支部

ニシムラ健康回復センター代表

九州支部

下関カイロプラクティック研究所院長

過去完了形のキネシオテーピング療法

サッカーの現場におけるキネシオテーピング法

講演

関東地区指導員

東北支部副支部長

東北支部

岡根知樹

浦 隆之

支部活動報告

第14回

東海支部支部長
九州支部支部長

池田輝彦
西村英夫
真田能彰

会長講演

キネシオテーピングによる皮下毛細血管への影響

キネシオテーピング協会会長

特別講演

長野オリンピックとキネシオテーピング

JATAC NAGANO 会長

原 和正

特別講演

可能性への挑戦

カルガリー五輪スピードスケート銅メダリスト

黒岩 彰

アスレティックケア（プロ野球選手のための運動療法）

大阪体育大学健康相談室チーフアドバイザー

中村誠治

米国におけるキネシオテーピングの普及状況

アメリカキネシオテーピング協会指導員

マイケル・グット

長距離選手のOver Use Syndromeとテーピングについて

韋駄天治療室室長

小倉玲司

捻挫・打撲・挫傷・骨折の後療におけるテーピング法
『重ね貼りキネシオテープを使っての固定法』

関西支部指導員

近森 清

野球肘＋野球肩のキネシオテーピング（3枚のテーピングの有効性）
「テーピングについての研究報告」
第15回

関西支部支部長

キネシオテーピングの21世紀

加瀬建造

東海支部指導員
山田英史
日東電工㈱メディカル事業部商品開発グループグループ
佐々木廣昭
長
キネシオテーピング協会会長
加瀬建造
関西支部副支部長
認定柔道整復師 柔道整復師専科教員
近森整骨鍼灸院院長

近森 清

筋硬結・トリガーポイントに対するキネシオ的アプローチ

関東支部指導員 多摩接骨院院長

九原慎介

スポーツ人口における軟部組織損傷-キネシオテーピング法の関わり

リスボン工科大学人間動力学部・理学療法士

ラウル・オリベイラ

キネシオテーピングの鎮痛と筋肉活動への効果に関する
初期段階の研究

ウイルメート大学運動科学学部スポーツ医療学科博士
ピーター・ハマー
アスレチック公認ヘッドトレーナー
キネシオテーピング協会本部指導員 新越谷整骨院院
丸山正城
長

整骨院領域でのキネシオテーピング法
-重ね貼りキネシオテーピング専用テープを用いて-

軽度側弯症のテープ

アトピー性皮膚炎における人工皮膚 キネシオテープⅡ

キネシオテーピング協会本部指導員
自然カイロプラクティック学院関西校学院長
東洋医学総合センター院長

池上 周

膝障害を持つサッカー選手の演技に対するテーピング4種類の
効力の比較

国立台湾体育大学助教授 修士
アスレチックトレーナー

ミンディー・ルー

臨床大会発表一覧（第1～27回）
ヒューマン・ケア・コンセプト

大阪体育大学健康相談室チーフアドバイザー
大阪体育大学アスレティックトレーナー

修士
膝蓋大腿関節痛を持つスポーツ選手の痛みの感覚に対するキネシオテーピ
ポートランド州立大学公衆衛生学教室助教授 ヘッドト
ングの効果
レーナー
多様な整形外科的症状に対するキネシオテーピングの影響

理学療法士
ヘザー・マレー
ニューメキシコ州立大学整形外科学部理学療法学科教授
東京臨床整形外科医会理事 佐藤整形外科医院院長

佐藤安正

等尺性収縮に及ぼすキネシオテーピングのいろいろな効果

キネシオテーピング関東指導員
武蔵野工業大学非常勤講師
一般教養心理 渡辺せいたい研究所 所長

渡辺昭彦

リンパ浮腫治療におけるキネシオテープの使用

作業療法士 公認作業療法士 公認ハンドセラピスト
グリーンヒルコミュニティー大学助教授

ルース・クーペ

中枢性協調障害児における水治療とキネシオテーピング

北海道支部指導員、能力開発援助センター代表
オフィス｢にっけい｣主宰丸子水治療考案

丸子佳世子

キネシオテープ使用時における運動関連脳電位に及ぼす影響
下肢の表皮神経に対するキネシオテーピングの効果-その臨床例-

横浜市立大学理学部環境理学科運動スポーツ科学助教
授
野坂和則
医学博士
日本大学 文理学部 体育学科 教授
森 昭雄
人間科学修士 アメリカカイロプラクティック整形学会会員
ジョン・ハンクス
カイロスポーツ医学会 副会長

片麻痺患者が持つ肩痛に対するキネシオテープ

モジ・ダス・ クルーゼス大学理学療法学部教授

ネルソン・モリーニ・Jr

ケーススタディ：手根管症候群の肩のキネシオテーピング

理学療法士 公認ハンドセラピスト

ラス・ニーランド

キネシオテーピング

スポーツ傷害修士 公認アスレチックトレーナー
救急治療士 理学療法士

シンディー・ベイリー

キネシオテーピングについて

修士 理学療法士

エイミー・ストール

カナダでのキネシオテーピング成功例

理学療法士 キネシオロジー生物学士

ハービー・マッカートフ

作業療法士のキネシオテーピング使用への展望

作業療法士

リンダ・ハッカビィー

私とキネシオテーピング

上村カイロプラクティック

上村晃治

慢性痛におけるキネシオテーピング療法

理学療法士 トレーニング修士

ブルース・フランク

私のキネシオテーピング法に関わるめぐり逢いについて

ガビラン・コミュニティー大学 ヘッドアスレチックトレーナー カイルA・ネルソン

キネシオテーピングのケーススタディ

理学療法士

ウェンディ・S・バーク

前十字靭帯手術後におけるキネシオテーピングの効果

修士 公認アスレチックトレーナー

スペンサー・M・アレン

ケース報告

理学療法士

ジョン・ヘキモビック

キネシオテーピングの効果

創造的なキネシオテーピングテクニック

ポートランド医療センター 理学医療リハビリテーション科 ダン・ボーヒス
アリゾナ州ベンソン病院 リハビリテーション科 理学療法
ヘレン・レクレア
士
公認作業療法士
ローリー・ロビンソン

空・動・冷がキネシオテープだ

キネシオテーピング協会会長

加瀬建造

スポーツコンディショニングにおけるキネシオテーピングの必要性

MJカンパニー代表/中四国支部長

渋谷智也

超カンタン ボディランゲージ別キネシオテーピング

養生屋飛騨白川郷接骨院
養生屋よろず療法研究所院長

坂本 靖

キネシオテーピング

第16回

ジム・ウォリス

整形外科外来でのキネシオテープの使用経験

キネシオテープがエクセントリック運動に伴う筋損傷に及ぼす効果

パネル発表

中村誠治

婦人科系疾患におけるキネシオテーピング

東海支部指導員

テラ自然整体院院長 カイロプラクター
関東支部指導員

ニ川 敦

足首の捻挫治療における新しい対応法（２つのケーススタディー）

指導員 ハワイ大学体育科アスレチックトレーナー

ジェイソン・グー

膝の平衡感覚におけるキネシオテーピング

ニューメキシコ大学整形外科理学療法学科学生

デビット・ガルシア

膝関節可動域の改善と疼痛軽減テーピング

中山鍼灸接骨院院長
東北支部副支部長

種村正昭

キネシオテーピングは15色

クマカイロ中央院長
北海道支部指導員

高橋和雄

頸椎椎間板疾患におけるキネシオテーピングの効果

キネシオテーピング頸部治療の効果を増幅するための補助治療法
点滴後の腫れ、むくみ、鳶足炎、退院後のリハビリにキネシオテーピング

大進大学分校 済生病院神経外科 脊椎専門医
大韓民国脊椎整形内科研究会 副会長
延世大学内科外来教授、KT指導員、カイロプラクター
アルファ整体院院長 キネシオテーピング協会東北支部
長
クリニカルカイロプラクティック院長、関東支部指導員

高 道一

鈴木美文
栗山 聡

東洋医学（夢分流）腹診とキネシオテーピング

エダマツハリ灸センター整骨院院長、鍼灸師
枝松龍彦
柔道整復師、キネシオテーピング協会中四国支部指導員

肩甲帯の治療における効果的なキネシオテーピング法

森カイロプラクティック研究所所長
カイロプラクター、物理療法士、東海支部指導員

姿勢と上肢の痛みにおけるキネシオテーピングの効果
足首の平衡感覚におけるキネシオテーピング
｢フィギュアスケートにおけるケアと技術向上のキネシオテーピング｣
遠位性筋肉始動のキネシオテーピング

森 茂憲

医学療法士 ニューメキシコ大学整形外科理学療法教授
キネシオテーピング協会 リサーチアドバイザー、KT指導 ヘザー・マレー
員
ニューメキシコ大学 整形外科 理学療法学科 学生
ローラ・ジョー・ハスク
玄玄堂はり灸療院院長 九州支部指導員
舟木 玄
能力開発援助センター 北海道和道空手連合札幌西支部
長
丸子英雄
キネシオテーピング協会北海道支部長
三浦研究室

越智英輔・古米奈緒
織田靖史・三浦孝仁

キネシオテープは筋肉痛を軽減する

岡山大学教育学部

時間経過がキネシオテーピングの伸張性筋力増加効果に及ぼす影響

NATA公認アスレティックトレーナー 東京大学身体運動
科学科
大学院博士課程在籍

小西 優

キネシオテープが脳活動に及ぼす影響について

日本大学文理学部教授

森 昭雄

臨床大会発表一覧（第1～27回）

第17回

キネシオテーピング法あれこれ

キネシオテーピング協会 本部指導員

池上 周

21世紀に向けてのキネシオテープの展望

キネシオテーピング協会 指導員教育部長

岡根知樹

障害部位の改善～病院でのリハビリテーションの中でのキネシオテーピング 下関市立中央病院リハビリテーション科 九州支部指導
の有効性～
員
ストレスレセプターにキネシオテーピング
森岡整体院院長、東北支部指導員
キネシオテーピングと脂肪吸引法

物理療法士・浮腫療法士・骨盤療法士
KT指導員

ウィルマ・ウォーターズ

スポーツ障害に対するアプローチ

吉成自然治療医学研究所所長、東海支部指導員

吉成政記

腰痛患者へのキネシオテーピング療法の効果

脊椎神経外科専門医 スポーツ医学専門医
キネシオテーピング指導員
大韓民国脊椎整形内科研究会副会長
延世大学医科外来教授、コウドウイル脊椎クリニック

高 道一

人工膝関節手術後におけるキネシオテープの浮腫への効果

子供及び青少年における上肢の異常緊張の処理

ＵＳＣ大学病院 外来患者ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ
(有)エルグジャパン代表取締役社長
エルグフィットネスクラブ チーフトレーナー、関東支部指
導員
シカゴ・リハビリテーション協会 小児作業療法士

”後膝蓋軟骨硬化症”の患者にキネシオテープを使用する利点はあるか？

ドイツ セラピーツェントルム・ヘルステル

エリック・B.A.テン・ボス

キネシオテーピングによる姿勢の改善

カイロプラクティック わに 院長、関西支部支部長

押野圭三

投動作におけるキネシオテープの効用

中四国支部副支部長
文部省認定日本体育協会アスレティックトレーナー

乍 智之

先天性斜頸症例の治療におけるキネシオテーピング法の効果

ソプリス小児セラピー・オーナー

フランシス・エレン・パウエル

CP児における二次障害克服のための水治療とキネシオテーピング

能力開発援助センター代表
キネシオテーピング協会北海道支部指導員

丸子佳世子

肩の痛みのある患者に対するキネシオテーピングの効果

中華民国（台湾）物理治療学会理事

ウェンディーTJワン

自律神経のバランステーピングで美を取り戻す方法の研究成果

ＫＴ貼付が局所反応時間・全身反応時間に及ぼす影響

健康痩身の会 主宰
松永みち子
セキュン長命クリニック所長・セキュン総合医学研究所所
長
キム・スキョン
韓国植物・人・環境協会副会長
岡山大学教育学部 三浦研究室
三浦孝仁・越智英輔・山口誠

キネシオテープ使用時における下肢運動関連脳電位の後期成分の変化

日本大学文理学部教授

森 昭雄

ガングリオン（脂肪腫）に対するキネシオテーピング法

キネシオテーピング協会本部指導員
関西・中国・四国地区指導員養成講座教師
自然カイロプラクティックサイエンス協会副理事長
自然カイロプラクティック学院関西校学院長

池上 周

π（パイ）テープ

キネシオテーピング協会 教育部長

岡根知樹

収縮位でのキネシオテーピング

キネシオテーピング協会会長
自然カイロプラクティックサイエンス協会会長
自然カイロプラクティック学院名誉院長

加瀬建造

MUT（マッスル・ユニット・トレーニング）とキネシオテーピング

増田整骨院院長、明治東洋医学院、柔道整復師、 鍼灸
師、
増田浩之
カイロプラクター、キネシオテーピング本部指導員

｢効かせるキネシオテーピング｣への臨床例（膝関節・生理）

クリニカルカイロプラクティックオフィス院長
キネシオテーピング協会関東支部指導員・ANCS会員

キネシオテーピングと機能的関節可動域の拡大
-スポーツコンディショニングの視点からー

21世紀の医学とキネシオテーピングの科学

第18回

宮野清孝
森岡義文

ウェンディーS・バーグ
安田栄一
オードリー・ヤスカワ

栗山 聰

口腔運動コントロールを改善するための小児科におけるキネシオテーピング 健康科学学士 物理療法士 理学療法士
の使用
キネシオテーピングインストラクター

パトリシア(トリッシュ)Ｗ．
マーチン

簡単・速効・足関節安定テープ（足首に羽が生える）

整体院きくち

菊地正一

腰部椎間板ヘルニアによって坐骨神経痛をおこした妊娠患者におけるキネ
シオテープ療法の効果

コウドウイル脊椎クリニック 脊椎神経外科専門医
KT指導員
大韓民国脊椎整形内科研究会副会長
スポーツ医学専門医 延世大学校医学部外来教授

高 道一

パフォーマンス・アップテーピング

キネシオテーピング協会指導員
JAC.C認定カイロプラクター
HOPT認定パーソナルトレーナー
日本体育施設協会トレーニング指導士

遠山立春

足関節におけるキネシオテープ貼付が身体の重心動揺安定性に及ぼす影
響

岡山大学 教育学部 教授

三浦孝仁
他 岡山大学三浦研究室

自分のばね指の治療の考察

キネシオテーピング指導員

水江房子

授乳期の母親に対するキネシオテーピングの効果

癒しの研究室竹花 室長、東海支部指導員
日本アロマテラピー協会 セラピスト・インストラクター

竹花會美子

膝損傷による浮腫に対するキネシオテーピングの抑制効果

医学療法士 ニューメキシコ大学整形外科理学療法士
教授 、 キネシオテーピング協会 リサーチアドバイ
ザー、指導員

ヘザー・マレー

キネシオテーピングとＥＭＳ療法を併用してのエコーでの考察

東北柔道専門学校 柔道整復師
牛木整骨院、東北支部指導員

牛木 治

キネシオテープと従来のテープの運動知覚と基本サッカー技術に対する効
果
椎骨骨折に伴う下半身マヒの改善について

国立台湾体育大学助教授 修士、アスレチックトレーナー ミンヤオ（ミンディ）ルー
オフィス和泉院長、関西支部指導員

篠塚 進

外反母趾のキネシオテーピング

自然カイロプラクティックサイエンス協会理事
自然カイロプラクティック学院副学院長
キネシオテーピング協会本部指導員
九州地区キネシオテーピング指導員養成講座講師

久乗良章

ゴルフにおける障害：原因究明と管理

教育・スポーツ医学、理学療法士、公認運動訓練士
運動生理学医学教育理学療法学位
NATA-BOC公認アスレチックトレーナー

クリスチン・アイ・ハインリッヒ

臨床大会発表一覧（第1～27回）

第19回

キネシオテープ使用時における体性感覚誘発電位の後期成分の変化

日本大学教授
日本大学大学院文学研究科教育学専攻科 専任教授
日本大学大学院総合社会情報研究科 人間学専攻

森 昭雄

キネシオテーピング療法と筋膜理論の再構築

キネシオテーピング協会会長
自然カイロプラクティック学院 名誉学院長
自然カイロプラクティックサイエンス協会 会長

加瀬建造

外反母趾の改善について

ＳＵＮ東洋医学センター、関西支部指導員

大久保利之

横断性脊髄炎の機能回復

聖マリア医科大学教授
環境免疫医学研究所長崎支部長
医学博士 濱口整体院院長、九州支部指導員

濱口敏幸

腹臥位による胸郭の動きが連動する背部テーピング

"What every body needs Chiropractic&Rehabilitation"院
長
サンディエゴ・ランニング協会 臨床部長
パシフィック東洋医学大学、解剖・理学療法学教授、KT指
東北整体院院長、東北支部指導員
ＯＴＲ/Ｌ マーシー医療センター（オハイオ州、スプリング
フィールド）
KT指導員指導員
ヘルソサロンＧＥＭ（ジェム）院長、東海支部指導員

水元好宣

キネシオテーピング郷座についての研究

キネシオテーピング協会 教育部長

岡根知樹

筋連結に基づく、キネシオテーピング法

痛みの治療室 多摩整骨院院長、関東支部指導員

九原慎介

難治性腰痛に対してのＵ字テープ

森整体院院長、中四国支部指導員

森 敬二

キネシオテーピング；リンパ浮腫分野での効果

セントジョセフ病院ヘルスセンター 、理学療法士
KT指導員

ダクラス・ファイ

ＣＰ児重度側弯におけるキネシオテーピング

能力開発援助センター代表、北海道支部指導員

丸子佳世子

キネシオテープで血液サラサラ

キネシオテーピング協会 本部指導員
SHB東洋医学総合センター 院長

池上 周

キネシオテーピングの科学的推測

関節の圧痛点の解消と強化
ゴルフで痛めた膝の回復とゴルフの上達に有効なテーピング
人工膝関節手術を受けた患者に対するキネシオテーピングの効果

シカゴリハビリテーション協会
小児における急性リハビリテーション実施時のキネシオテーピングの機能的
作業療法士
効果
キネシオテーピング協会ＵＳＡ指導員

第20回

特別講演

ヴィクター・ランコ

小泉 洋
ローリー・ロビンソン

オードリー・ヤスカワ

キネシオテーピングと帯状ヘルペス 症例-眼感染症

世界理学療法協会 ヨーロッパ地区指導員
セント・チャールズ病院（イタリア・ボルティゲーラ）整形外
コッシモ・ブルーノ
科部 理学療法コーディネーター
ヨーロッパ地区本部KT指導員

キネシオテープによる体性感覚誘発脳波スペクトルの変化

日本大学教授

キネシオテックスの伸張率と皮下への影響に対する実験とその考察

キネシオテーピング協会 会長

加瀬建造

キネシオテーピングの効果を引き出す補助療法

キネシオテーピング協会 会長

加瀬建造

ＨＭＪ（花岡式筋関節テーピング法）テープの効果に関する一考察

有限会社ＭＪカンパニー スポーツ事業部部長/山本整形
伊藤博一 & 花岡正敬
外科

森 昭雄

「ダンサーの障害対策」 ～ダンサーの動きの解析と効果的なキネシオテーピ
テラ自然整体院 院長、関東支部指導員
ング～

二川 敦

『キネシオテーピング療法による脳卒中患者へのアプローチ』

イ・ムンウ クリニックセンター

イ・ミョンギ

慢性腰痛患者の体の屈曲および伸張時に、キネシオテーピングがもたらす
筋力・耐久性の向上効果

デソン病院リハビリセンター

キム・スヒョン

片麻痺の上肢への機能的テーピングの効果性～体幹と肩甲骨部の発汗に シカゴリハビリテーション協会
対して～

エバ ジャワジュスカ
キャロル・ロング

手根管症候群に対するキネシオテーピングの効果

国立台湾体育大学教授

ミンヤオ（ミンディー）・ルー

W-Tapingの使用経験

清水整形外科院 院長

清水泰雄

キネシオテーピングと低強度運動が血圧及び末梢循環に及ぼす影響

千葉大学教授

片岡幸雄

皮膚のキズにもキネシオテーピング

オフィス生野 院長、関西支部指導員

｢傷組織に対するマネージメント｣

ウィスコンシン大学

ケーススタディ：異常発達した傷へのキネシオテーピング

ハーバード大学ヘルスサービス

岡 清隆
キム・ロック・ストックハイ
マー
シェリル・グッドリッジ

脳性中枢疾患患者の機能回復を含む臨床現場での機能改善の実例とキネ 下関カイロプラクティック研究所 所長、九州支部支部長
シオテーピングの効果
下関市立中央病院 リハビリテーション科

宮野清孝 ＆ 真田能彰

お腹まるごと横隔膜テープ ～横隔膜テープについての一考察～

吉川尚作

m.y.o 吉川鍼灸整骨院 院長、関西支部指導員

世界理学療法協会 ヨーロッパ地区指導員
セント・チャールズ病院（イタリア・ボルティゲーラ）整形外
急性の背部痛に対するキネシオテーピング - 他の治療法との併用の一例
コッシモ・ブルーノ
科部 理学療法コーディネーター
ヨーロッパ地区KT本部指導員

第21回

伝統的東洋医学においてキネシオテーピングの有用性は見られるか
ノバート腰痛スポーツ理学療法研究所
自転車選手の膝蓋骨やアキレス腱の痛みに対するキネシオテーピングの効
南カリフォルニア大学
果
キネシオテープ使用後における大脳皮質の各領域における活性化
日本大学教授

ロバート・ブランドン

キネシオテーピングの伸張率と皮下への影響に対する実験と考察：第二弾

キネシオテーピング協会 会長

加瀬建造Ｄ．Ｃ．

末梢へのキネシオテーピングから筋連結を見る

キネシオテーピング協会 教育部長

岡根知樹

重度偏平足異常の小児に対するキネシオテーピングの適用

スヒョン・キム

デソン病院リハビリセンター

妊婦の腰痛に対するキネシオ的アプローチ

奈良中央接骨院 院長、関西支部指導員

野村知義

妊婦の治療に用いられるリンパテーピング療法の有効性と相違点

キエルツェ大学

ウェンディー・バーク
森 昭雄

トマシュ・センデレク

運動選手に対しキネシオテープを使用した際の体脂肪および中央部腹囲に
国立台湾体育大学
対する効果

シュウ・チュアン・リン/ミン
ディー・ルー

大学生の腹部胴囲に及ぼすキネシオテーピングの効果

国立台湾体育大学 助教授
境港消防署弓浜出張所 救急救命士、中四国支部指導
員

ミンディー・ルー

長時間仰臥安静と歩行運動時のキネシオテーピング貼付が末梢循環に及
ぼす影響

千葉大学 教授

片岡幸雄

腰椎椎間板ヘルニアに対するキネシオたーピング法の有効性について

元気堂整骨院・セントラルクリニックカイロ、関東支部指導
大藤武治
員

痔に対するキネシオテーピング

黒見弘幸

臨床大会発表一覧（第1～27回）

第22回

特別講演

顎関節症に対するキネシオテーピング

中山鍼灸接骨院院長、東北支部支部長

種村正昭

外傷性軟部組織損傷の評価法とテーピング法について

近森整骨院院長・関西健康科学専門学校校長

近森 清

キネシオテーピング法と様々な手技療法の一体化

ポートランド州立大学 教授

ジム・ウォリス

キネシオテーピング療法の原点に戻る

鈴木接骨鍼灸院院長、東海支部指導員

鈴木光一郎

キネシオテーピング 幼児/小児における腕神経叢障害

ラ・ラビダ子供病院作業療法チーフ

オードリー・ヤスカワ

ICPの小児ならびに局所寒冷療法と全身寒冷療法が併用された成人患者に
ルブリン医科大学
おけるキネシオテーピング使用の可能性及び限界

ズビグニェフ・シリウィンスキ

キネシオテーピングの伸張率と皮下への影響に対する実験と考察：第三弾

キネシオテーピング協会 会長

加瀬建造

刺激と生体反応～適切な治療～

キネシオテーピング協会会長
千葉大学教育学部教授
日本医科大学情報科学センター

加瀬建造
片岡幸雄
河野貴美子
宣真高等学校
ウェルネススポーツコース

宣真キネシオワールド
ダンサーとダンス障害に対するキネシオテーピング

ハンソン大学舞踊学科教授 カイロプラクター

筋萎縮側索硬化に対するキネシオテーピングのアプローチ

理学療法士

スティーブン R. ヒューバー

古い肩関節損傷後の肩の可動域に対するキネシオテーピングの長期効果

シカゴリハビリテーション協会、理学療法士

エバ ジャワジュスカ

中年者の腹部脂肪および腹囲に対するキネシオテーピングの影響

国立台湾体育大学 助教授

ミンディ（ミン ヤオ）ルー 他

側彎症矯正および尾骨損傷に対するキネシオテーピングの影響

国立台湾体育大学 大学院生

ミンイェン タン 他

キネシオテープは骨格をこれだけ調整する力がある

東海支部指導員、森カイロプラクティック研究所所長、カイ
ロプラクター
森茂憲
東海支部指導員、森カイロプラクティック研究所副所長、 山田千代子
カイロプラクター

自転車エルゴメーター運動後の大腿部へのキネシオテーピングの貼付が末
千葉大学 教育学部 教授
梢循環に及ぼす影響
変形性膝関節症に対するキネシオテーピングの有効性

片岡幸雄 他

高橋 晃司

乳房切除および腋窩リンパ節切除後の腕または胸のリンパ浮腫/慢性腫脹
作業療法士、運動生理学者
に対するキネシオテーピング®

キム・ロック・ストックハイ
マー

キネシオテーピングが男子中学サッカー選手の動作効率の向上にもたらす ウーソック大学 スポーツ医学部 教授、医学博士
効果
アスレチックトレーナー

ジャン ジフン

全ての障害児（者）へ全障害対応パーフェクトキネシオテーピング

丸子佳世子

北海道支部指導員、能力開発援助センター 代表

マルチアングルにおける皮膚とテープのパラレリズム（平行説）

中四国支部長、エダマツハリ灸センター整骨院 院長
枝松龍彦
鍼灸師、柔道整復師
ヘルシークリニック代表、ソガン大学教授、自然療法学博
ユン ビョンズン
士
キネシオテーピング協会 教育部長
岡根知樹

キネシオテーピングの足跡

キネシオテーピング協会

岡根知樹

障害児のためのパーフェクトキネシオテーピング+アルファー

能力開発援助センター

丸子佳世子

ヒットマッサーが前十字靭帯損傷患者の筋力に及ぼす効果

防衛大学

小西 優

ユニークな手のキネシオテーピング療法､拇諧の拇指球不安定症

米国､作業療法士

キムロックストックハイマー

2007年度「東北支部」活動報告

中山鍼灸整骨院

種村正昭

2007年度「関東支部」活動報告

関東支部

紺野義光

2007年度「中四国支部」活動報告

エダマツ針灸センター

枝松龍彦

2007年度「関西支部」活動報告

いしだ接骨院､近森整骨院､あさだ整骨院

石田、近森、麻田

ﾓｲｽﾄﾋｰﾘﾝｸﾞによるキネシオテーピングの新たな可能性

多摩整骨院

大竹基

加速スピード上昇テーピング

東海支部

川柳利人

鼻づまりテーピング

さとう通町接骨院

佐藤信幸

頭、頚部に対する新しいキネシオテーピングの姿勢および顎関節症に対す
る影響について

セントラルカイロ、クリニカルカイロオフィス

大藤武治、栗山 聰

拇指IP関節テープの効果

増田整骨院、安田整骨院

矢野茂、安田真人

慢性関節リュウマチによる変形性膝関節症に対するキネシオテーピング

愛媛整体院

祖母井浩二

重度の腰痛症における横隔膜の聞係
ヒフク筋キネシオテーピング貼付がウォーキング後の末梢循環に及ぼす影
響
超音波診断による筋膜診断

パーフェクトカイロ

本間聖人

円背に対するテーピングと刃紋テープ

脳梗塞に対するキネシオテーピング

中四国支部指導員/キネシオ・ライフ院長/カイロラクター 石川 保
関東支部 日本スポーツクラブ協会/要介護予防運動コー
大谷 浩
ディネーター/中高老年期運動指導士
関東支部 指導員/みうら施術院 院長
三浦達朗

鍼灸治療とテーピング療法の併用と鎮静機序の考察

北海道支部/はり･きゅう みたて治療院 院長/鍼灸師

見立正成

膝下腿外旋症候群における機能的テーピング

東北支部/順鍼灸接骨院/柔道整復師・鍼灸師

高橋 佑輔

一施術家から見たキネシオテーピング

東海支部 指導員/森田健康回復センター 院長

森田啓至

筋ジストロフィーとキネシオテーピング

関東支部 指導員

九嶋信男

歩行障害によるタコの改善について

関西支部 指導員/こじま整骨院 院長

児島 豊泰

キネシオテーピングによるフォーム(動作)の最適化

関東支部 指導員/はしお接骨院 院長/柔道整復師

走尾潤

講座を成功させる７つの秘訣とは？～基礎講座編～

関東支部 指導員/リラクセンスポディセラピー協会主宰

熊倉達之

重度腰痛患者に対する胸膜筋膜テープ

関東支部 指導員/日本カイロプラクティックセンター阿
佐ヶ谷/柔道整復師

仙場裕明

中医学診断法に基づくキネシオテーピング
脊椎の後下方変位による短下肢長に対するキネシオテーピング療法

第23回

関東支部指導員、元気堂ほりふね整骨院、柔道整復師
カイロプラクター

ザン グ ボ

キネシオテーピング療法学会の設立について
キネシオテーピング療法学会の設立総会

第24回

五十肩に対するテーピング

干葉大学

片岡幸雄，桜井悟

キネシオテーピング協会

加瀬建造

キネシオテーピングの経筋アプローチ
中四国支部/よつば鍼灸整骨院 院長
キネシオテーピングの正しい使い方を説明する方法(「イントロ普及活動プロ
キネシオテーピング協会 指導部長
グラムの開き方」)

難波伸行
岡根知樹

臨床大会発表一覧（第1～27回）
スクリーニングテスト再確認講座
第25回

第26回

第27回

キネシオテーピング協会 会長

加瀬建造

キネシオテーピングの「G」に対する有効性

中四国支部 指導員／航空自衛隊浜松基地勤務

柳原敏之

保健室におけるキネシオテーピングによる応急手当

東北支部／ＣＫＴＴ 養護教諭

三瓶光子

全日本スキー技術選手権大会でのキネシオテーピングの活躍

北海道支部 指導員 副支部長

名取芳春

腸骨･大腿･下腿のバランスに対する簿筋･縫工筋のアプローチ

東海支部 指導員／みどり健康院

宮崎祐市

キネシオテックスＧＯＬＤと他テープとの比較

関東支部 指壽員／東京医療専門学校

岡崎昌典

キネシオテーピング普及に蘭する現状と今後の展望

東北支部 指導員／新潟リハビリテーション専門学校

佐藤千恵美

キネシオテーピングによる機能改善

九州支部 支部長/下関市立中央病院
本部指導員/下関カイロプラクティック研究所

宮野清孝
真田能彰

障害児のためのキネシオテーピング

シカゴ･ララビタ小児病院 作業療法科部長

オードリー・ヤスカワ

中学生のスポーツ傷害の実態と基礎データの必要性

関東支部 支部長

涌井俊一

キネシオテーピングと運動療法の併用効果に関する研究

中四国支部 指導員／徳島ＫＴ研究所

田中 務

皮膚、筋膜の向こうの世界 Skin,Fasciae＆Bｅｙｏｎｄ

ＰＴ,ＰＧ,Dip,ＣＫＴＩ,ＢＣＡ-Ｃ

アイザック・フリードマン

キネシオテーピングによる運動時のブレの減らし方

関東支部 指導員／はしお接骨院 院長

走尾 潤

機械的コレクションテーピングＹ字ｌ型を使った症例

関西支部 指導員／コスモス整骨院王寺店 院長

前川和範

腰痛に対して立位での筋肉検査とテーピング療法

関西支部 指導員/増田整骨院勤務

田中恵佑

四肢の障害の体幹部の関係を応用したテーピング

東海支都 指導員／吉成自然治療医学研究所

梅澤健太

手首に対するキネシオテーピング･アプローチ

本部指導員

大橋 保

細胞レベルからみたキネシオテーピング

キネシオテーピング協会 会長

加瀬建造

運動不足症を防ぐ生活習慣とキネシオテーピング

宝塚医療大学教授／千葉大学名誉教授

片岡幸雄

皮膚運動学に基づく徒手操作とキネシオテーピングの可能性

関東支部 指導員

安田嵩常

トライアスロン大会でのキネシオテーピング支援について

中四国支部 指導員／浜松市地域スポーツ指導員

柳原敏之

キネシオテープとカイロプラクティック冶療の相互作用による複数症例研究

アメリカ支部/自然医学医師/カイロプラクター/鍼灸師

高倉昌宏

四十肩、五十肩に対する肩腱板のアプローチ

北海道支部 指導員

高橋康章

陸上競技においてのキネシオテープ

九州支部 指導員

上廣和城

キネシオテーピング イン スタンフォード大学

Stanford University Athletic Trainer(ATC)

山田知生

キネシオテーピング法修得への道のり

キネシオテーピンク協会 教育部長

岡根知樹

膝蓋髄反射と等速性膝伸筋ピークトルクのパフォーマンスに関する
キネシオテーピングの急性効果

香港理工大学リハビリテーション科学科
スポーツトレーニング･リハビリテーションセンター

エラ・ヤン
サイモン・ヤング

全身疲労を呈する症例に対してのキネシオテーピング

中四国支部 指導員／理学療法士

田中 務

関西支部独自の単位制の実施について

関西支部 支部長

安田真人

身体を壊すキネシオテーピング

関東支部 指導員

斉藤 靖、走尾 潤

大阪市中学体育連盟に対するアンケートと今後の展望

関西支部 支部長

安田真人

キネシオテーピングによる腓腹筋肉離れの機能改善

九州支部/ＣＫＴＰ/柔道整復師

屋地大亮

イントロパーティー開催報告と検討

本部指導員/関西健康科学専門学校/大阪市教育委員会
近森 清
ボランティア

ロシア･イメディス検査によるキネシオテーピング法有効性の実証について

富永医院 院長

富永光春

スパイナルマニュピレーションとキネシオテーピング

キネシオテーピング協会 会長

加瀬建造

キネシオテープによる足関節可動域の改善効果

北海道支部/北海道文教大学/作業療法士

奥村宜久

ぎっくり腰から疲労回復まで 脊柱Ｘテープ

東北支部 支部長

菊地美幸

ＫＴスクリーニングテストを使った臨床報告

関東支部 指導員/カイロプラクター/柔道整復師

仙場裕朗

ｱﾆﾏﾙＫ.Ｔ.冶療法

東海支部/CKTI/CKTP/カイロプラクター

松浦正江

猫背姿勢改善に対するMUT(ﾏｯｽﾙﾕﾆｯﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)とキネシオテーピング

関西支部 副支部長/コスモス整骨院王寺店 院長

前川和範

温故知新･キネシオテーピング

東海支部 指導員/齢岡県駿東郡長泉町スポーツ推進員 山口 衛

病院内理学療法現場におけるキネシオテーピング®

中四国支部 指導員/徳島大学医学部

田中 務

肩甲骨挙筋テープがゴルフのスイングデータに及ぼした変化

中四国支部 支部長/ふじわら整骨院 院長
中四国支部/ﾋｰﾛｰｽﾞ ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ 代表

藤原靖真
伊藤博一

脳卒中片麻痺患者の非麻痺側前脛骨筋に対するキネシオテープの効果

九州支部/理学療法士

小川奉彦

