
平成 27 年度　リハビリテーション科業績

学会発表

発表者 学会名タイトル 場所 開催日

川邊利子 呼吸器疾患に対する作業療法実施状

況の現状と課題

~国立病院機構のアンケート調査の結

果をもとに~

日本作業療法学会 兵庫 2015.6.191

西薗博章 神経筋疾患に対するAKA博田法とANT 日本関節運動学的アプローチ医学会

理学・作業療法士会

神奈川 2015/7/52

山本洋史 小児脊髄性筋萎縮症患者における肺

活量および咳嗽機能の経年的変化

国立病院総合医学会 北海道 2015/10/33

船本峰宏 救急蘇生バッグを用いた送気デバイス

が発声に有効であった球脊髄性筋萎

縮症の一例

国立病院総合医学会 北海道 2015/10/34

永山ひろみ COPDの呼吸リハビリテーションにおけ

る自覚症状の改善と関連する指標の

検討

日本呼吸ケア・リハ学会 千葉 2015/10/165

船本峰宏 呼吸器管理下の代替発声手段にバッ

グバルブマスクによる送気が有効で

あったベッカー型筋ジストロフィー症の

一例

筋ジストロフィー医療研究会 大阪 2015/10/236



座長

氏名 学会名タイトル 場所 開催日

山本洋史 リハビリテーション4　呼吸器疾患 国立病院総合医学会 北海道 2015/10/37

西薗博章 リハビリテーション 筋ジストロフィー医療研究会 大阪 2015/10/238



講義・講演（院外）

発表者 講習会・講演会名タイトル 場所 開催日

川村佳祐 安全な筋ジストロフィー児の介助方法

について

大阪 2015/4/89

川村佳祐 筋ジストロフィー児のストレッチ方法に

ついて

大阪 2015/4/2810

川邊利子 ALSの全体の流れ コミュニケーション支援者育成セミナー

（大阪府）

大阪 2015/5/1011

高田裕斗 睡眠のための運動 健康サポートフェスティバル 大阪 2015/5/2512

久保美佳子 神経・筋疾患に対する呼吸理学療法に

ついて

神経・筋セミナー 大阪 2015/7/1113

川邊利子 作業療法　評価から治療・訓練まで

作業療法実技

呼吸リハビリテーション講習会 大阪 2015/7/1114

山本洋史 検査の結果からPTやOTとしてどのよう

に病態を把握するのか

作業療法実技

呼吸リハビリテーション講習会 大阪 2015/7/1115

久保美佳子 筋ジスサミットでのリハビリ個別相談 筋疾患児・者のための教育サミット 大阪 2015/7/2616

西薗博章 神経難病に対する理学療法 NHO専門研修「リハビリテーション研修

Ⅰ」

愛知 2015/8/617

川邊利子 実践呼吸作業療法 大阪府理学療法士会豊能ブロック新人

研修会

大阪 2015/8/1918

井下兼一郎 筋ジストロフィー児，者の無料健診事業

における訓練方法等の指導

大阪 2015/8/2119

錦織　愛 Total Locked　in Stateに近い状態で視

線入力装置導入が検討された症例に

ついて

コミュニケーション支援者育成セミナー

（大阪府）

大阪 2015/8/2320



岩田裕美子 「肢体不自由児の介助について~理学

療法士の視点から~(筋ジストロフィー

の子どもを中心に)」

豊中市立小中学校障害児介助員研修

会

大阪 2015/8/2521

西川博康 呼吸法と呼吸体操 健康サポートフェスティバル 大阪 2015/9/1022

山本洋史 「チーム医療への取り組みについて」呼

吸リハビリテーション

COPD治療 大阪 2015/9/2623

久保美佳子 運動で認知症を予防しよう 刀根山病院市民公開講座 大阪 2015/10/1724

山道啓子 認知機能検査（MMSE）を体験してみよ

う

刀根山病院市民公開講座 大阪 2015/10/1725

山道啓子 訴えがなくとも，摂食嚥下機能に関心

を持つことの重要性

筋ジストロフィー医療研究会 大阪 2015/10/2426

山道啓子 診て，聴いて，触って理解する嚥下障

害

地域連携・リハビリテーション技術研修

会

2016/2/627

船本峰宏 診て，聴いて，触って理解する嚥下障

害

地域連携・リハビリテーション技術研修

会

2016/2/628

山本洋史 呼吸器リハビリテーションのチーム医

療

北河内喘息フォーラム 大阪 2016/2/2529

船本峰宏 生涯口から食べることへの挑戦

~誤嚥性肺炎の予防~

パーキンソン病友の会 地域会 大阪 2016/2/2630

川村佳祐 骨粗鬆症外来：リハビリテーション科の

役割について

骨粗鬆症のチーム医療を考える会 大阪 2016/3/1831



講義・講演（院内）

発表者 講習会・講演会名タイトル 場所 開催日

船本峰宏 構成障害を伴わずに指模倣障害を呈し

た2症例

兵庫脳研メモリアルカンファレンス 東京 2015.4.1732

久保美佳子 安全な介助方法について 2015.4.2233

久保美佳子 動作介助に必要な知識とその方法~

安全な移乗介助を習得しよう~

刀根山病院キャリアアップ推進セン

ター

大阪 2015.5.2134

川村佳祐 骨運動器キャリアアップコース骨粗鬆

症：運動療法

大阪 2015/6/1835

川村佳祐 脊椎カリエスのリハビリ 刀根山病院キャリアアップ推進セン

ター

大阪 2015/7/936

井下兼一郎 呼吸リハにおけるＰＴ・OTの役割 刀根山病院キャリアアップ推進セン

ター

大阪 2015/10/2637

錦織　愛 呼吸器疾患に対する作業療法につい

て

刀根山病院キャリアアップ推進セン

ター

2015/10/2638

西薗博章 安全な動作介助と腰痛予防体操 刀根山病院キャリアアップ推進セン

ター

2015/12/139

川村佳祐 安全な移乗介助について 刀根山病院看護助手会 大阪 2015/12/0840

川邊利子 息切れを軽くする方法 呼吸器教室（楽呼の会） 2015/12/1541

高田裕斗 転倒・転落~理学療法士の視点から~ 刀根山病院キャリアアップ推進セン

ター

2016/1/2142



著書

著者 書籍・雑誌名タイトル 出版社 出版（予定）

山本洋史 オーダーメイドリハビリテーションにつ

いて

治療方針プロトコールの考え方

理学療法の実際（症例提示）

ほっといきいき FUKUDA DENSHI 2015年7月55

川邊利子 作業療法評価 ほっといきいき FUKUDA DENSHI 2015年7月56

井上貴美子 神経筋疾患患者のコミュニケーション

手段確保のためのリハ処方

Journal of Clinical Rehabilitation 医歯薬出版 2016年1月57

山本洋史 個々のCOPD患者さんの病態に適した

オーダーメイド呼吸リハビリテーションと

は

セラピューティック・リサーチ ライフサイエンス社 2016年3月58

川邊利子 個々のCOPD患者さんの病態に適した

オーダーメイド呼吸リハビリテーションと

は

セラピューティック・リサーチ ライフサイエンス社 2016年3月59


