
　　2018仙台　ヨーガ療法学会大会　一般研究発表（ポスター） №１

タイトル 掲示場所 発表時間 座長
船橋　純子 パーキンソン病に対するヨーガ療法指導 A-1 13:30 阪上枝美

長谷川　英子 認知症に対するヨーガ療法指導報告 A-2 13:35 阪上枝美

渡邉　佳世 パーキンソン病に対するヨーガ療法指導報告 A-3 13:40 阪上枝美

林　好恵 パーキンソン病に対するヨーガ療法指導報告 A-4 13:45 阪上枝美

岩本　洋子 過去に強いこだわりをもつ高齢者に対するヨーガ療法指導報告 A-5 13:50 阪上枝美

岩崎　寿利 高齢者のためのヨーガ療法指導報告 A-6 13:55 阪上枝美

栗原　泉 バセドウ病に対するヨーガ療法指導報告 A-7 14:00 阪上枝美

吉田　菜穂 PMS(月経前症候群)症状を有する人に対するヨーガ療法指導報告 A-8 14:05 阪上枝美

河原崎　克子 甲状腺機能亢進症（バセドウ病）に対するヨーガ療法指導報告 B-1 14:05 村西俊子

井崎　亮子 甲状腺機能亢進症に対するヨーガ療法指導報告 B-2 14:10 村西俊子

深沢　万里 甲状腺機能亢進症に対するヨーガ療法指導報告 B-3 14:15 村西俊子

山形　寿子 甲状腺機能低下症に対するヨーガ療法 B-4 14:20 村西俊子

市地　圭子　 橋本病に対するヨーガ療法指導報告 B-5 14:25 村西俊子

牧　雅子 糖尿病に対するヨーガ療法指導報告 B-6 14:30 村西俊子

彼谷　聡子 糖尿病に対するヨーガ療法指導報告 B-7 14:35 村西俊子

粟村友賀　 肥満に対するヨーガ療法 B-8 14:40 村西俊子

飯島　雪江 膠原病に対するヨーガ療法指導 C-1 13:30 山下　麻

堀内　奈未 関節リウマチに対するヨーガ療法指導報告 C-2 13:35 山下　麻

櫻田　りえ リウマチに対するヨーガ療法指導報告 C-3 13:40 山下　麻

新名　真由美 リウマチ性多発筋痛症に対するヨーガ療法指導報告 C-4 13:45 山下　麻

坂井　稔美 腰痛に対するヨーガ療法指導報告 C-5 13:50 山下　麻

福井　志乃 腰痛に対するヨーガ療法指導 C-6 13:55 山下　麻

天谷　暁美 腰痛に対するヨーガ療法 C-7 14:00 山下　麻

松本　奈津子 腰痛症に対するヨーガ療法指導報告 C-8 14:05 山下　麻

奥出　修子 肩痛・腰痛を訴える女性に対するヨーガ療法指導報告 D-1 14:40 辻　久子

礒部　星子 股関節に痛みが生じ変形性股関節症と診断された人に対するヨーガ療法指導報告 D-2 14:45 辻　久子

尾形　昌子 靱帯損傷の後遺症に対するヨーガ療法報告 D-3 14:50 辻　久子

小川　由紀子 右膝内側半月板損傷変形性関節症手術後の痛みと不安に対するヨーガ療法実習報告 D-4 14:55 辻　久子

高野　敏子 右膝軟部腫瘍摘出後の痛みに対するヨーガ療法指導報告 D-5 15:00 辻　久子

高橋　依子 腰痛に対するヨーガ療法 D-6 15:05 辻　久子

堤　一恵 肩こりに対するヨーガ療法指導 D-7 15:10 辻　久子

金森　真弓 肩こりに対するヨーガ療法指導 D-8 15:15 辻　久子

発表者名
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タイトル 掲示場所 発表時間 座長
金山　早苗 椎間板ヘルニアに対するヨーガ療法指導 E-1 13:30 羽渕美恵子

佐藤　純子 頚椎椎間板ヘルニアに対するヨーガ療法指導報告 E-2 13:35 羽渕美恵子

戸村　朝子 腰痛に対するヨーガ療法指導報告 E-3 13:40 羽渕美恵子

田部井　美幸 こむら返りに対するヨーガ療法指導報告書 E-4 13:45 羽渕美恵子

櫻田　和子 肩こり・頭痛に対するヨーガ療法指導報告 E-5 13:50 羽渕美恵子

杉浦　礼子 膝痛に対するヨーガ療法指導 E-6 13:55 羽渕美恵子

宮川　彩 むずむず脚症候群に対するヨーガ療法指導46000670 E-7 14:00 羽渕美恵子

伊藤　真美 肩こりに対するヨーガ療法指導報告 E-8 14:05 羽渕美恵子

崎浜　なつき 頸椎症に対するヨーガ療法指導報告 F-1 14:05 保呂比外美

藤井　裕子 膝の痛みを訴える人に対するヨーガ療法指導報告 F-2 14:10 保呂比外美

高石　祐子 脊柱管狭窄症に対するヨーガ療法」 F-3 14:15 保呂比外美

尾迫　明子　 肩こりに対するヨーガ療法 F-4 14:20 保呂比外美

中嶋　惠子　 肩こりと偏頭痛に対するヨーガ療法指導報告 F-5 14:25 保呂比外美

澤井　尚子 慢性腰痛に対するヨーガ療法指導報告 F-6 14:30 保呂比外美

田中　淳子 変形性膝関節症に対するヨーガ療法指導報告 F-7 14:35 保呂比外美

永島　康子 関節痛に対するヨーガ療法 F-8 14:40 保呂比外美

秋場　恵美 不安神経症に対するヨーガ療法報告 G-1 13:30 北奥朱美

羽多　佐奈恵　 不安に対するヨーガ療法指導報告 G-2 13:35 北奥朱美

福島　瑞枝 不眠症に対するヨーガ療法指導報告 G-3 13:40 北奥朱美

古田　和美 不眠を訴える人に対するヨーガ療法指導報告 G-4 13:45 北奥朱美

中澤　由枝 不眠に対するヨーガ療法指導　 G-5 13:50 北奥朱美

中島　千春 不眠症に対するヨーガ療法指導報告 G-6 13:55 北奥朱美

村上　朋子　 不眠を訴える人に対するヨーガ療法 G-7 14:00 北奥朱美

高田　英恵 不安感、疲労感に対するヨーガ療法 G-8 14:05 北奥朱美

佐藤　睦子 パニック障害に対するヨーガ療法指導報告 H-1 14:40 吉武ゆり

荒木　悦子 出産の不安に対するヨーガ療法実習指導症例報告 H-2 14:45 吉武ゆり

兼丸　知子 焦燥感に対するヨーガ療法指導報告 H-3 14:50 吉武ゆり

平野　和代 パニック障害と抑うつ状態に対するヨーガ療法指導報告 H-4 14:55 吉武ゆり

齋藤　敏恵 恐怖性不安障害に対するヨーガ療法指導報告 H-5 15:00 吉武ゆり

船場　奈津 過緊張と倦怠感に対するヨーガ療法指導報告 H-6 15:05 吉武ゆり

嶌野かおり 情緒不安定に対するヨーガ療法指導報告 H-7 15:10 吉武ゆり

知念　由実子 過換気症候群と不安に対するヨーガ療法指導報告 H-8 15:15 吉武ゆり

発表者名
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タイトル 掲示場所 発表時間 座長
赤川　京子 疲労感に対するヨーガ療法指導 I-1 14:05 土谷絵美

梅原　由子 体の不調による心の不安に対するヨーガ療法指導 I-2 14:10 土谷絵美

平本　紗智子 強い不安を抱く自律神経失調症の女性に対するヨーガ療法指導報告 I-3 14:15 土谷絵美

山本　文恵 不眠症様の症状に対するヨーガ療法指導報告 I-4 14:20 土谷絵美

十市　由佳 パニック障害に対するヨーガ療法報告書 I-5 14:25 土谷絵美

小牧　理絵子 慢性疲労感とそれに伴う頭痛に対するヨーガ療法 I-6 14:30 土谷絵美

木村　紘子 抑うつ気分に対するヨーガ療法指導報告 I-7 14:35 土谷絵美

高山　清乃 うつ病に対するヨーガ療法指導報告 I-8 14:40 土谷絵美

川上　敦弘 うつ病に対するヨーガ療法指導報告 J-1 13:30 斎藤　香

福田　万澄 うつ症状に対するヨーガ療法 J-2 13:35 斎藤　香

小清水　方恵 鬱病に対するヨーガ療法指導報告 J-3 13:40 斎藤　香

金城　暁矢子 抑うつ状態に対するヨーガ療法指導報告 J-4 13:45 斎藤　香

平木　伸子 気分の落ち込み易さと体重増加に困る女性に対するヨーガ療法指導報告 J-5 13:50 斎藤　香

淵辺　泉 アダルト・チルドレンの抱える不安感・不眠症に対するヨーガ療法指導報告 J-6 13:55 斎藤　香

前原　照子 過眠症に対するヨーガ療法指導報告 J-7 14:00 斎藤　香

佐藤　文子 幻聴に対するヨーガ療法指導報告 J-8 14:05 斎藤　香

佐々木　みどり 発達トラウマとショックトラウマによるアルコール依存に対するヨーガ療法指導報告 K-1 14:40 河井美代

岡田　万悠子 てんかんに対するヨーガ療法指導報告 K-2 14:45 河井美代

田平　まゆみ 高血圧の人に対するヨーガ療法指導報告 K-3 14:50 河井美代

佐々木　隆雄 高血圧に伴うイライラ感の改善に対するヨ－ガ療法 K-4 14:55 河井美代

木村　さやか 高血圧症に対するヨーガ療法指導報告 K-5 15:00 河井美代

内藤　奈美子 高血圧に対するヨーガ療法指導 K-6 15:05 河井美代

齊藤　郁実 偏頭痛に対するヨーガ療法指導報告 K-7 15:10 河井美代

山田　寛子 めまい　倦怠感に対するヨーガ療法指導報告 K-8 15:15 河井美代

齊藤　均 片頭痛を訴える人に対するヨーガ療法指導報告. L-1 14:05 有馬典代

湯村　香子 慢性頭痛の人に対するヨーガ療法指導報告 L-2 14:10 有馬典代

宮地ゆかり 高血圧症に対するヨーガ療法 L-3 14:15 有馬典代

安達千佳子 脳出血で片麻痺になった人に対するヨーガ療法指導報告 L-4 14:20 有馬典代

中村美都子 脳梗塞による右片麻痺に対するヨーガ療法指導報告 L-5 14:25 有馬典代

秦　良江 耳鳴りを訴える人に対するヨーガ療法指導 L-6 14:30 有馬典代

星川　真穂 良性発作性頭位めまい症に対するヨーガ療法 L-7 14:35 有馬典代

虫賀　美枝 高血圧症による胸痛に対する3ヵ月間のヨーガ療法指導報告 L-8 14:40 有馬典代

発表者名
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タイトル 掲示場所 発表時間 座長
小渕　しのぶ 更年期の不安感に対するヨーガ療法指導報告 M-1 13:30 後藤みゆき

水江　友紀子 めまい・頭痛に対するヨーガ療法実習報告 M-2 13:35 後藤みゆき

小野寺　香那恵 産後の疲れに対するヨーガ療法指導報告 M-3 13:40 後藤みゆき

粟國　一純 更年期にの女性に対するヨーガ療法指導 M-4 13:45 後藤みゆき

小松　充規江 産後の自律神経の乱れに対するヨーガ療法指導報告 M-5 13:50 後藤みゆき

五十嵐　牧子 不育症に対するヨーガ療法指導 M-6 13:55 後藤みゆき

洞上　朋子 生理前症候群に対するヨーガ療法指導報告 M-7 14:00 後藤みゆき

牧　典子 月経前症候群の女性に対するヨーガ療法指導報告 M-8 14:05 後藤みゆき

小川　美喜 子宮腺筋症による生理痛に対するヨーガ療法 N-1 14:40 蒲生 奈保子

武井　敏子 更年期障害に対するヨーガ療法報告 N-2 14:45 蒲生 奈保子

六車　香織  不育症に対するヨーガ療法指導報告 N-3 14:50 蒲生 奈保子

大久保 裕子 妊娠中の不眠に対するヨーガ療法指導報告 N-4 14:55 蒲生 奈保子

坂井田敬子 乳がんを発症後の腕のしびれに対するヨーガ療法指導報告 N-5 15:00 蒲生 奈保子

島倉　幸枝 乳がんに対するヨーガ療法指導報告 N-6 15:05 蒲生 奈保子

澤井雅子 乳癌手術後の女性に対するヨーガ療法指導報告 N-7 15:10 蒲生 奈保子

古堀　久美子 肺がん患者に対するヨーガ療法指導報告 N-8 15:15 蒲生 奈保子

梨木　良子 過敏性腸症候群に対するヨーガ療法指導報告 O-1 13:30 塚本あゆみ

林　朋代 過敏性腸症候群に対するヨーガ療法指導報告 O-2 13:35 塚本あゆみ

竪田佳理 過敏性腸症候群に対するヨーガ療法指導報告 O-3 13:40 塚本あゆみ

浦田恵美子 腸過敏性症候群に対するヨーガ療法指導報告 O-4 13:45 塚本あゆみ

廣岡理沙 便秘，肩こり，不安感を訴える患者に対する症例報告　 O-5 13:50 塚本あゆみ

清塘　薫 便秘に悩む女性に対するヨーガ療法指導報告 O-6 13:55 塚本あゆみ

西崎　英子 便秘に対するヨーガ療法指導報告 O-7 14:00 塚本あゆみ

石津史恵 食欲が抑えきれない女性に対するヨーガ療法指導 O-8 14:05 塚本あゆみ

岩船　さつき 慢性蕁麻疹に対するヨーガ療法指導報告 P-1 14:05 糸山美保

黒田　智子 気管支喘息に対するヨーガ療法指導報告 P-2 14:10 糸山美保

美濃部　圭子 ハウスダストアレルギーに対するヨーガ療法指導報告 P-3 14:15 糸山美保

志田　典子 アレルギー性疾患とストレス連鎖に対するヨーガ療法 P-4 14:20 糸山美保

森　友希 アトピー性皮膚炎・脱毛症に対するヨーガ療法指導報告 P-5 14:25 糸山美保

烏山洋子 ストレスによる敏感肌に対するヨーガ指導報告 P-6 14:30 糸山美保

鈴木　見和子 心因性じんましんに対するヨーガ療法指導報告 P-7 14:35 糸山美保

池田　聡子 アレルギーに対するヨーガ療法指導報告 P-8 14:40 糸山美保

発表者名
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タイトル 掲示場所 発表時間 座長
石橋　雅子 胃酸過多に対するヨーガ療法指導報告 Q-1 13:30 濱田美紀子

伊丹　乃初未 めまい・立ち眩みに対するヨーガ療法指導報告 Q-2 13:35 濱田美紀子

石井　美沙 慢性腎不全に対するヨーガ療法指導報告 Q-3 13:40 濱田美紀子

今濱　久美子 集中力低下に対するヨーガ療法指導報告 Q-4 13:45 濱田美紀子

石川　千鶴 間質性肺炎とその後遺症の神経痛に悩むクライアントに対するヨーガ療 Q-5 13:50 濱田美紀子

本山　芙美 無気力に対するヨーガ療法指導 Q-6 13:55 濱田美紀子

漆間　純子 自律神経失調症に対するヨーガ療法指導報告 Q-7 14:00 濱田美紀子

高橋　千恵 全身倦怠感に対するヨーガ療法指導報告 Q-8 14:05 濱田美紀子

中村　あい 介護の疲労に対するヨーガ療法指導報告 R-1 14:40 藤懿　希

仁木　晶子 心理作用速化傾向のある男性に対するヨーガ療法指導報告 R-2 14:45 藤懿　希

吉田　美佳 神経調節性失神に対するヨーガ療法指導報告 R-3 14:50 藤懿　希

末成　順子 ランニング依存による慢性疲労に対するヨーガ療法指導報告 R-4 14:55 藤懿　希

河田　佳奈子 冷え性に対するヨーガ療法指導報告 R-5 15:00 藤懿　希

川野　達也 事務職のストレスによる疲労の緩和に対するヨーガ療法指導報告 R-6 15:05 藤懿　希

服部　民子 再生不良性貧血に対するヨーガ療法指導報告 R-7 15:10 藤懿　希

平野　恵 中年期における心理的危機に対するヨーガ療法指導報告 R-8 15:15 藤懿　希

松浦　順子 顎関節症に対するヨーガ療法指導報告 S-1 14:05 渡邊泰子

宮城明子 トラウマによる気分性障害に対するヨーガ療法症例報告 S-2 14:10 渡邊泰子

西村紀子 摂食障害に対するヨーガ療法指導報告 S-3 14:15 渡邊泰子

津藤恵美子 疲労感に対するヨーガ療法指導報告書 S-4 14:20 渡邊泰子

木下　静香 めまいに対するヨーガ療法指導報告 S-5 14:25 渡邊泰子

高田　真理子 円形脱毛症に対するヨーガ療法指導報告 S-6 14:30 渡邊泰子

淵 敦子 　IgA腎症に対するヨ−ガ療法指導報告 S-7 14:35 渡邊泰子

中田　愛子 ヨーガ療法ダルシャナの効用と限界に関する一考察 T-1 13:30 鎌田　穣

高垣　正樹 ヨーガ教室（男性専科）に於ける8年間の測定データ分析 T-2 13:40 鎌田　穣

菱山　宏輔 ヨーガ療法学会抄録集（2017年度）における「本人の語り」についての分析 T-3 13:50 鎌田　穣

井上智子 ヨーガ療法が自律神経機能に及ぼす影響に関する研究　 T-4 14:00 鎌田　穣

石田貴子 ヨーガ療法士10名を対象としたアイソメトリック・ヨーガ・アーサナにおける眼圧変動 T-5 14:10 鎌田　穣

秋元　健太郎 ブリージング・エクササイズ／アイソメトリック・スローの定量負荷に関する検討 T-6 14:20 鎌田　穣

Kannikar Sittipong マインドフルネスに基づくヨーガ療法が薬物依存症に及ぼす効果 T-7 14:30 鎌田　穣
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