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H31.5.8 診療部
Horizon in World Cardiovascular Research
Volume 16　　　　　Chapter 4  PP 67-80

Coronary vasospasm as a potential risk of thrombus formation
in patients with drug-eluting stents implantation

伊藤 重範

H31.7.26 診療部
World J Cardiol　2019; 11(7): 171-188
DOI:10.4330/wjc.v11.i7.171

High-intensity interval training for health benefits and care of
cardiac diseases　- The key to an efficient exercise protocol.

伊藤 重範

H31.8.13 診療部
EC Cardiology ECO.02 (2019):
08-10. (Editor’s column)

Healthy life expectancy and efficient exercise for older adults 伊藤 重範

H31.11.25 診療部
Ann Case Report 2019: 12: 279. DOI
10.29011/2574- 7754/100273

Ulnar artery pseudoaneurysm that developed during rehabilitation for
paraplegia in a patient with hemophilia B: A Case report.

伊藤 重範

H32.2.9 看護部 東海青年医会
「見守り」を「監視」と感じさせないための取り組み
～入院当初の関りを見直して～

日高 則子

H31.11.24 リハビリテーション部
2019年度愛知県作業療法士会主
催　現職者講習会（1）

実践のための作業療法研究 松重 好男

H31.11.24 リハビリテーション部
2019年度愛知県作業療法士会主
催　現職者講習会（2）

事例研究と事例報告 松重 好男

H31.8.25 リハビリテーション部
愛知回復期の会　セラマネ基礎研
修

看護師・セラピスト連携 中村 嘉貴

H31.4.25 リハビリテーション部
平成31年度愛知県指定教習所職員
法定講習

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① 川村 直希

H31.5.14 リハビリテーション部
平成31年度愛知県指定教習所職員法定
講習

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② 川村 直希

H31.5.30 リハビリテーション部
日本リハビリテーション連携科学
学会会報誌　第58号

日本リハビリテーション連携科学学会に参加して 川村 直希

H31.6.17 リハビリテーション部 愛知県作業療法士会　理事会 法定講習について－警察と教習所の関係－ 川村 直希

H31.8.30 リハビリテーション部
愛知県作業療法士会ニュース
しゃちほこタイムス　No 168

川村 直希

H31.10.31 リハビリテーション部
愛知県作業療法士会ニュース
しゃちほこタイムス　No 169

川村 直希

H31.12.8 リハビリテーション部
2019年度愛知県理学療法学会
研修部セミナー

高齢者における自動車運転技能の評価と関わり方 川村 直希

H31.12.27 リハビリテーション部
愛知県作業療法士会ニュース
しゃちほこタイムス　No 170

川村 直希

H32.1.10 リハビリテーション部 第6回　運転と作業療法研究会
脳卒中患者の実車運転評価における右左折の差異
-所内交差点での評価結果の検討-

川村 直希

H32.1.11 リハビリテーション部
運転と作業療法委員会都道府県士
会協力者会議

愛知県における自動車運転支援の実状 川村 直希

H32.2.27 リハビリテーション部
愛知県作業療法士会ニュース
しゃちほこタイムス　No 171

川村 直希

H31.8.25 リハビリテーション部
愛知回復期の会　セラマネ基礎研
修

看護師・セラピスト連携 田平 貴也

H32.1.25 リハビリテーション部
2019年度　一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会
主催第5回　自立支援に向けたチームアプローチ研修会 作業療法士の立場から　病棟における療法士と看護師の連携 田平 貴也

H31.6.15 リハビリテーション部
第56回日本リハビリテーション医学会
学術集会

机の高さの違いが上肢の操作性に与える影響 日比野 翔太

H31.11.22 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　金沢2019

装具修理の傾向　～ハンドブック活用に向けて～
～OHATを導入後の実態調査～

西川 香菜恵

H32.2.8 リハビリテーション部
2019年度 西三河ブロック研修会
及び症例検討会

脳卒中左片麻痺を呈した利用者に対する訪問リハビリの介入
　　　　　　　　　　　　　－活動へのアプローチから参加に向けて－

竹内 仁美

H31.9.7 リハビリテーション部
第25回日本摂食嚥下リハビリテー
ション学会学術大会

食道残留の要因～食道残留は何と関連する？～ 山田 真里亜

H31.11.8 リハビリテーション部 第35回東海北陸理学療法学術大会
高齢大腿切断者のソケット作製に難渋し自立歩行獲得までに
期間を要した一例

伊豆原 亮

H31.11.8 リハビリテーション部 第35回東海北陸理学療法学術大会 チームアプローチにより退院時の目標を達成した一例 小川 貴弘

H31.7.13 リハビリテーション部
第40回　全国デイ・ケア研究大会
2019

当院通所リハビリテーション修了の取り組み～S-PDCAサイクル～ 加藤 智久

H31.6.14 リハビリテーション部
第56回日本リハビリテーション医
学会学術大会

当院通所リハビリ卒業への取り組み～Ｓ-ＰＤＣＡサイクルを用いて～ 加納 翔太

H31.6.14 リハビリテーション部
第56回日本リハビリテーション医
学会学術大会

脳卒中後片麻痺患者に対するバクロフェン髄腔内投与療法により下肢機能
と歩行能力が改善した症例

川瀬 恭子

H31.5.11 リハビリテーション部 日本コミュニケーション障害学会 失語症における擬音語と擬態語の理解について 澤田 果歩

H31.5.26 リハビリテーション部 第27回愛知県作業療法学会
回復期脳卒中片麻痺患者の手指ステージ別の特徴とIVESの活用方法の検
討

青山 琴乃

H31.9.28 リハビリテーション部 第61回　全日本病院学会
地域包括ケアシステムにおけるリハビリの展開
～母親としての役割を再獲得・通所介護を卒業した一例～

鈴木 基弘

院外学会・研修発表会
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H32.1.25 リハビリテーション部
シンポジウム　他職種で関わる自
立支援に向けた生活期のリハビリ

多職種で関わる自立支援に向けた生活期のリハビリテーション
～生活期リハビリの現状と方向性～

鈴木 基弘

H32.2.1 リハビリテーション部
シンポジウム　みんなで繋ぐ地域
リハビリテーション

みんなで繋ぐ地域リハビリテーション
～みんなで支える支援の形～

鈴木 基弘

H31.6.5 地域連携推進部 豊田市認知症介護家族会 介護者の体のメンテナンスを学ぼう 村田 元徳

H31.9.16 地域連携推進部
愛知県リハビリテーション情報セ
ンター　研修会

豊田市療法士会の取り組みについて 村田 元徳

H31.11.22 地域連携推進部
リハビリテーション・ケア合同研
究大会　金沢2019

当院回復期リハビリテーション病棟退院患者における再入院の傾向につい
て

村田 元徳

H31.9.29 法人統括本部 第61回　全日本病院学会in愛知
はじめの一歩！
～新資格制度　第１回施設基準管理士認定試験に挑戦～

加藤 淳子

H31.9.29 医療安全管理室 第61回　全日本病院学会in愛知 アレルギー食誤配膳ストップへの取組み～委託業社との関わり～ 菅原 陵子

H31.11.2 医療安全管理室 第18回　地域看護交流会 三九朗病院における転倒転落対策～医療安全管理者の立場から～ 菅原 陵子

H31.9.28 診療支援部 第61回　全日本病院学会in愛知 転院患者のスムーズな受け入れ体制への取り組み 加納 功治

H31.6.14 診療支援部
第56回　日本リハビリテーション
医学会学術集会

水分摂取形態の検討～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1症例～

岡野 沙織

H31.9.1 診療支援部 糖尿病患者教育担当者セミナー 指定運動療法施設における糖尿病患者の運動と栄養指導について 岡野 沙織


