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H30.6.6-17 診療部
第9回プライマリ・ケア連合学会
学術大会

豊田加茂医師会の地域医療体制強化の取り組みと成果（特に在宅医療につ
いて）

加藤 真二

H30.9.8-9 診療部
第24回日本摂食嚥下リハビリテー
ション学会

深頚部膿瘍術後に嚥下障害を来たした2症例 小池 知治

H30.11.10-11 診療部 第34回日本義肢装具学会学術大会
両側長下肢装具により長期に渡り歩行・立位動作を維持・継続できている
ポリオ後の一例

小池 知治

H30.4.21 診療部 Europrevent 2018
Predictors of congestive heart failure in patients on maintenance
hemodialysis

伊藤 重範

H30.4.12 診療部
EC Cardiology 5.5 (2018):
247-251.

Potential Effects of Eicosapentaenoic Acid Health Supplement
raffinee-epagoldⓇ on Coronary Spastic Angina

伊藤 重範

H31.2.18 診療部
EC Cardiology 6.3 (2019):
196-200.

Jump from Sedentary Metabolic Syndrome to High Physical
Fitness!　-A case of good exercise trainability-

伊藤 重範

H31.2.25 診療部
EC Cardiology 6.3 (2019):
241.

Excise Training for Health Benefits and Preventive Cardiology 伊藤 重範

H31.2.21 看護部
回復期リハビリテーション病棟協
会　第33回研究大会

継続した口腔ケアを行うための口腔内観察指標
～OHATを導入後の実態調査～

加藤 瞳

H31.2.24 看護部 東海青年医会学会 タッフがリーダーシップをとって実施した病棟のゾーニング 柳田 麻知衣

H30.9.28 リハビリテーション部 第3回運転に関する情報交換会 左半側空間無視を呈した患者の運転特徴 前田 智美

H30.9.8 リハビリテーション部 第52回　日本作業療法学会 左半側空間無視を呈した患者の運転特徴 前田 智美

H30.11.10 リハビリテーション部 第34回日本義肢装具学会学術大会
当院外来通院中の片麻痺患者に対するCバー付き短対立装具(以下，装具)
の使用後に上肢機能の変化がみられた事例

田平 貴也

H31.2.21 リハビリテーション部
回復期リハビリテーション病棟協
会　第33回研究大会

当院におけるADL自立チェック用紙の紹介と安全性の検討 田平 貴也

H30.11.11 リハビリテーション部 第34回日本義肢装具学会学術大会
退院時歩行獲得も9年間車椅子生活となった両側大腿切断患者の歩行再獲
得に向けて

井上 詩織

H30.9.16 リハビリテーション部 CIRC＆PIRRC　2018
当院通所リハビリ利用者の卒業意識について
～アンケート調査による利用者意識の現状と今後の展望～

加藤 智久

H30.6.29 リハビリテーション部
第55回　日本リハビリテーション
医学会　学術集会

当院通所リハビリ利用者の卒業意識について
～アンケート調査による利用者意識の現状と今後の展望～

加藤 智久

H30.10.3 リハビリテーション部
リハビリテーション・ケア合同研
究大会　米子2018

退院後の目標設定により機能改善や活動範囲の拡大を認めた1症例 岩本 華蓮

H30.10.27 リハビリテーション部
第34回　東海北陸理学療法学術大
会

退院後訪問から見えた退院後のADL能力の向上を認めた1症例 杉山 一輝

H30.6.30 リハビリテーション部
第55回 日本リハビリテーション
医学会 学術集会

当院における「できるADL」と「しているADL」の差の調査報告～病
棟･リハビリの差を埋めよう！～

多和 佑恭

H30.10.3 リハビリテーション部
リハビリテーション・ケア合同研
究大会　米子2018

本人・療法士のゴールの乖離を埋めることができた症例
～個別リハビリ以外の過ごし方を工夫して～

竹内 仁美

H31.2.22 リハビリテーション部
回復期リハビリテーション病棟協
会　第33回研究大会in舞浜・千葉

療法士への接遇研修導入について～患者家族・医療従事者から信頼される
スタッフ育成に向けて～

中村 嘉貴

H30.11.11 リハビリテーション部 第34回日本義肢装具学会学術大会
下肢装具の有無によるBerg　Balance　Scale合計得点の変化
～脳卒中患者の歩行自立度とBBS評価項目の関連性にも着目して～

辻本 歩

H30.9.8 リハビリテーション部
第24回日本摂食嚥下リハビリテー
ション学会学術大会

増粘トロミ状液体やゼリーに誤嚥を認めたが、ペースト状液体
で水分摂取が可能となった脳血管障害の2症例

宇野 美恵子

H31.2.21 リハビリテーション部
回復期リハビリテーション病棟協
会　第33回研究大会in舞浜・千葉

口腔ケアシステム化の実際　～多職種による取り組み 宇野 美恵子

H30.9.9 リハビリテーション部
第24回日本摂食嚥下リハビリテー
ション学会学術大会

深頚部膿瘍後に重度嚥下障害を併発するもバルーンカテーテル拡張法によ
り改善がみられた症例

星野 成子

H30.11.9 リハビリテーション部 FileMaker カンファレンス2018 回復期から生活期へ繋ぐ取り組み 松重 好男

H30.11.11 リハビリテーション部
2018年度愛知県作業療法士会
主催　現職者共通研修

実践のための作業療法研究 松重 好男

H30.11.11 リハビリテーション部
2018年度愛知県作業療法士会
主催　現職者共通研修

事例報告と事例研究 松重 好男

H30.4.11 リハビリテーション部
学術講演会－脳卒中治療の地域連携を
考える－

脳卒中と自動車運転 川村 直希

H30.8.30 リハビリテーション部
指定自動車学校　西三河ブロック
研修会

高次脳機能障害を有する運転免許保有者の運転再開について 川村 直希

H30.9.28 リハビリテーション部 第3回　運転に関する情報交換会 指定自動車学校との連携について　自動車学校の動向 川村 直希

H30.12.13 リハビリテーション部 第4回　運転に関する情報交換会 感覚障害例への運転支援　失語症の支援について 川村 直希

H30.8.14 リハビリテーション部 第2回　運転に関する情報交換会 愛知県内の運転支援の現状について 川村 直希

院外学会・研修発表会
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H30.10.15 リハビリテーション部
第3回　愛知県作業療法士会　理
事会

全国作業療法士協会における運転委員会の動向について 川村 直希

H30.12.17 リハビリテーション部 第4回　愛知県作業療法士会　理事会 他の団体との連携について～自動車学校のアンケート調査結果から～ 川村 直希

H30.10.15 リハビリテーション部
愛知県作業療法士会主催　運転に
関する研修会

自動車運転支援について（総論） 川村 直希

H31.3.14 リハビリテーション部
自動車運転支援についての特別講
義

自動車運転支援と作業療法 川村 直希

H31.3.23 リハビリテーション部
運転と作業療法研究会主催　基礎
研修会

実車評価② 川村 直希

H30.6.23 リハビリテーション部 第19回日本言語聴覚学会
生活期の言語障害の仲間づくり(第2報)
—グループ訓練導入後発話機能の改善を認めた2症例—

白井 里美

H30.9.9 リハビリテーション部 第52回　日本作業療法学会 高次脳機能障害を呈する患者の復職に対する多職種連携の必要性 林谷 徹

H30.6.8 地域連携推進部
第20回　日本医療マネジメント学
会学術総会

回復期リハビリテーション移行に向けた連携室の取り組み 村田 元徳

H31.3.15 地域連携推進部
猿投中学校　「猿中ハローワー
ク」

理学療法士について 村田 元徳

H30.12.15 地域連携推進部
リハビリテーション情報センター全体
会

豊田市療法士会　活動報告 村田 元徳

H30.6.8 医療安全管理室
第20回　日本医療マネジメント学
会学術総会

管理職を中心とした病院理念実現に向けて
～転院当日の取組み～

菅原 陵子

H30.10.11 介護事業部 ケアマネ交流会 いきいき生活を支援する～その人らしい生活を目指して～ 鈴木 基弘

H31.2.9 介護事業部
医療法人協会　地域ケアとしての
リハビリ

デイサービスでのリハビリ～その人らしい生活を目指して～ 鈴木 基弘

H31.3.9 介護事業部
第6回　リハビリテーション颯研
修会

思いを繋ぐチームケア 鈴木 基弘

H31.2.11 介護事業部 第六回　あいち介護大賞 デイサービスから卒業　～自分らしい生活を諦めない～ 鈴木 基弘

H31.3.9 介護事業部
第6回リハビリテーション颯　研
修会

「交通事故の体験」～2ヶ月間意識不明だった利用者が役割を再獲得する
までの取り組み～

浅岡 衣里


