
国内書籍 

 

1) 筋緊張異常 

鈴木俊明 

「図解 理学療法技術ガイド」 

石川 斎・武富由雄 編 

文光堂、東京、1997、143-149 

 

2) 鈴木俊明・大沼俊博 著 

「脳血管障害片麻痺に対する理学療法評価」 

  鈴木俊明 監修、厚生社、大阪 2001 

 

3) 鈴木俊明 監修 

西守 隆・大沼俊博・大工谷新一・廣瀬浩昭・谷埜予士次・高崎恭輔 共著 

「臨床理学療法評価法－臨床で即役に立つ理学療法評価法のすべて－」 

エンタプライズ、東京 2003 

 

4) 鈴木俊明 監修・大工谷新一 編著 

西守 隆・谷埜予士次・高崎恭輔 共著 

「運動器疾患の評価と理学療法」 

エンタプライズ、東京 2003 

 

5) 鈴木俊明・後藤 淳・渡邊裕文・大沼俊博 監修 

嘉戸直樹・金井一暁・高木誠一・田淵 愛・蔦谷星子・布谷美樹・米田浩久 共著 

「神経疾患の評価と理学療法」 

エンタプライズ、東京 2004 

 

6) “震え”を止める―不随意運動に対する理学療法― 

  鈴木俊明 

「理学療法のとらえかた PART3」 

奈良 勲 編 

文光堂、東京 2004、102-115 

 

7) 鈴木俊明・三浦雄一郎・後藤 淳・渡邊裕文・大工谷新一 監修 

谷埜予士次・谷 万喜子・米田浩久・金井一暁・山内 仁・大沼俊博 ほか共著 

「The Center of the Body －体幹機能の謎を探る－」アイペック、東京 2005 



 

8) 足部の運動障害，感覚障害により歩行困難を認めた 46 歳女性の右脳梗塞（左片麻痺）

患者 

  鈴木俊明 

  「ケースで学ぶ理学療法臨床思考 臨床推論能力スキルアップ」 

嶋田智明 編・有馬慶美・武田貴好 編集協力 

文光堂、東京 2005、35-49  

 

9) 「理学療法学辞典」 

  奈良 勲 監修 

  鈴木俊明・大工谷新一 ほか分担執筆 

医学書院、東京 2006 

 

10) 鈴木俊明 著 

「柔道整復師国家試験完全対策 運動学問題集一問一答」 

医道の日本社、神奈川 2006 

 

11) 鈴木俊明・谷 万喜子 監修 

  高田あや・井上博紀・上田 愛・酒井英謙・西村栄津子・福島綾子・氏原輝子・ 

米田浩久 共著 

「The acupuncture for Dystonia ―ジストニアと鍼治療―」 

アイペック、東京 2006 

 

12) 藤原哲司・鈴木俊明・大工谷新一・渡邊裕文・三浦雄一郎・谷 万喜子 監修 

伊藤正憲・井上博紀・氏原輝子・大沼俊博・鬼形周恵子・嘉戸直樹・酒井英謙・ 

高崎恭輔・高田あや・谷埜予士次・中山裕子・西村栄津子・福島綾子・山口剛司・米田

浩久ほか共著． 

「The Electromyography Research for Physical Therapy and Acupuncture 

―理学療法・鍼灸治療における筋電図研究のすべて―」 

アイペック．東京．2007． 

 

13) 理学療法科学学会 監修 

鈴木俊明・米田浩久ほか共著 

「地域理学療法学ノート」 

アイペック．東京．2008． 

 



14) 鈴木俊明・後藤 淳・渡邊裕文・嘉戸直樹 監修 

  伊藤正憲・大沼俊博・鬼形周恵子・楠田啓介・阪野栄一・塩見紀子・仙波正博・ 

高田 毅・谷 万喜子・山口剛司・米田浩久ほか共著 

  「Physical Therapy for Parkinson Disease ―パーキンソン病と理学療法―」 

  アイペック．東京．2008． 

 

15) 鈴木俊明・三浦雄一郎・森原徹・渡邊裕文 監修 

  後藤淳・大工谷新一・高崎恭輔・嘉戸直樹・谷万喜子・福島秀晃・伊藤正憲・ 

大沼俊博・末廣健児・高木綾一・高田毅・山口剛司・米田浩久・谷埜予士次ほか 

共著 

  「Physical Therapy for Shoulder Disorders ―肩関節疾患と理学療法―」 

  アイペック．東京．2009． 

 

16) 基本技術⑩筋緊張の評価②中枢神経疾患 

  鈴木俊明 

  「理学療法評価学テキスト」 

  星文彦・伊藤俊一・盆子原秀三 編 

  南光堂．東京．2010．151-162 

 

17) 鈴木俊明・後藤淳・大工谷新一・渡邊裕文・三浦雄一郎・谷万喜子 監修 

  谷埜予士次、米田浩久、高崎恭輔ほか共著 

  「The Real Physical Therapy ―理学療法の現場から―」 

  アイペック．東京．2010． 

 

18) 脊柱の構造と機能 

鈴木俊明・三浦雄一郎 

「腰痛のリハビリテーションとリコンディショニング 

―リスクマネジメントに基づいたアプローチ」 

片寄正樹 編 

文光堂．東京．2011．2-13 

 

19) 鈴木俊明・谷万喜子・高崎恭輔ほか共著 

 「医療従事者のためのこれだけは知っておきたい 61の法律」 

河野公一・田邉昇・森田大・米田博・鈴木俊明 編 

金芳堂．京都．2012． 

 



20) 電気療法,牽引療法,光線療法 

鈴木俊明ほか共著 

 「図解 鍼灸療法技術ガイド」 

 矢野忠・坂井友実・北小路博司・安野富美子 編 

 文光堂．東京．2012． 

 

21) 運動・生理学からみた筋緊張 

鈴木俊明ほか共著 

「筋緊張に挑む」 

斉藤秀之・加藤浩 編 

文光堂．東京．2015,6-15 

 

22) 脳卒中の場合、中枢神経疾患の筋緊張に対して 

鈴木俊明ほか共著 

「感覚入力で挑む」 

斉藤秀之・加藤浩 編 

文光堂．東京．2016,20-25,50-52 

 

23) 第 8章 電気診断法 

  鈴木俊明ほか共著 

  「テキスト物理療法学 基礎と臨床」 

  濱出茂治・烏野大 編 

  医歯薬出版．東京．2016．236-262 

 

24) 不随意運動 

鈴木俊明ほか共著 

「図解 運動療法ガイド」 

内山靖・奈良勲 編 

文光堂．東京．2017.316-323 

 

25) 動作分析（治療につなげるためのポイント） 

鈴木俊明ほか共著 

「そのとき理学療法士はこう考える」 

藤野雄次 編 

医学書院．東京．2017.50-51 

 



26) 鈴木俊明，後藤 淳，大工谷新一，渡邊裕文，三浦雄一郎，谷万喜子（監） 

「The Real Physical Therapy －理学療法の現場から－（電子書籍）」 

関西理学療法学会（編）．編集工房ソシエタス．東京．2017 

 

27) 藤原哲司，鈴木俊明，大工谷新一，渡邊裕文，三浦雄一郎，谷万喜子（監） 

「The Electromyography Research for Physical Therapy and Acupuncture －理学

療法・鍼灸治療における筋電図研究のすべて－（電子書籍）」 

関西理学療法学会（編）．編集工房ソシエタス．東京．2017 

 

28) 鈴木俊明，後藤 淳，渡邊裕文，嘉戸直樹（監） 

「Physical Therapy for Parkinson Disease －パーキンソン病と理学療法－（電子書

籍）」 

関西理学療法学会（編）．編集工房ソシエタス．東京．2017 

 

29) 鈴木俊明，谷万喜子（監） 

「The Acupuncture for Dystonia －ジストニアと鍼治療－（電子書籍）」 

関西理学療法学会（編）．編集工房ソシエタス．東京．2017 

 

30) 鈴木俊明（監） 

「体幹と骨盤の評価と運動療法」 

大沼俊博，園部俊晴（編）．運動と医学の出版社．神奈川．2018 

 

31) 鈴木俊明（監） 

「運動イメージ・運動観察の脊髄神経機能とリハビリテーションへの応用（電子書籍）」 

嘉戸直樹，文野住文，髙崎浩壽．編集工房ソシエタス．東京．2018 

 

32) 鈴木俊明、中山恭秀（編） 

「Crosslink 理学療法学テキスト 神経障害理学療法学Ⅰ」 

鈴木俊明、谷埜予士次、米田浩久、吉田隆紀、文野住文、東藤真理奈、福本悠樹、山

﨑航、中尾哲也ほか共著 

メジカルビュー社．東京．2019 

 

33) 鈴木俊明、中山恭秀（編） 

「Crosslink 理学療法学テキスト 神経障害理学療法学Ⅱ」 

鈴木俊明、中道哲朗ほか共著 

メジカルビュー社．東京．2019 


