
2019年度学会・研究会発表一覧

診療部
日程 学会・研究会名 演題名 発表者

'19/6 第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 当院の脊髄梗塞患者に対する回復期リハビリテーション治療成績 松岡美保子

'19/6 第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 脳血管疾患等の入院患者における回復期リハビリテーションの実績指数予測の検討 磯山浩孝

'19/6 13th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
Validity of Cognitive Functional Independence Measure Cutt-off points for Independence Walking Recovery in Elderly
Patient with Hip Fracture after Surgery

磯山浩孝

'19/9 第45回日本重症心身障害学会学術集会 動く医療的ケア児4症例の在宅療養支援の現状報告 李容桂

'19/9 令和元年度大阪府障がい者地域医療ネットワーク推進事業実施連絡会研修会 就学前の小児脊髄損傷患者のリハビリテーションについて～事例を通して～ 和田佳子

'19/10 第78回日本脳神経外科学会学術集会 ITB療法で異常な発汗が改善した脳卒中の３例 砂田一郎

'19/10 第21回日本骨粗鬆症学会学術集会 50歳以上の患者の25OHD濃度 清水富男

'19/10 第54回脊髄障害医学会 当院退院後の在宅頚髄損傷患者の生活状況 松岡美保子

'19/10 第9回大阪ショートステイ連絡協議会公開講演会 動く医療的ケア児4症例の在宅療養支援の現状報告 寺田明佳

'19/11 大阪府医師会医学会総会 回復期リハビリテーション病院での痙縮治療 砂田一郎

'19/11 第3回日本リハビリテーション医学会秋期学術集会 早期に復職できた自己免疫性辺縁系脳炎の回復期リハビリテーション経験 福田和浩

'19/11 第3回日本リハビリテーション医学会秋期学術集会 高齢脊髄損傷患者の特徴-全国脊髄損傷データベースからの分析-（シンポジウム） 松岡美保子

看護部・感染対策室
日程 学会・研究会名 演題名 発表者

'19/6 第32回日本老年泌尿器科学会 排尿自立支援チームの1年の歩み 前岸知香

'19/7 第28回日本意識障害学会
回復期リハビリテーション病棟における意識障害患者の背面開放座位ケア
～離床ケアに対する看護師の認識の変化～

廣本寿江

'19/8 第69回日本病院学会 長期医療的入院を継続した児のハツ外出に繋がった活動範囲の拡大にむけたアプローチ 宮田美津子

'19/10 第20回大阪病院学会 看護師特定行為研修修了者の活動実態から考える課題 作山美香

'19/10 第20回大阪病院学会
患者の食事姿勢を整える食事ケアの推進
～リンクナースを活用した組織的取り組み～

馬嶋きみ代

'19/10 第20回大阪病院学会
ICFの概念を活用した看護計画立案
～導入に向けた取り組みと今後の課題～

奥村洋子

'19/11 リハビリテーション・ケア合同研究大会　金沢　2019
チームケアにより阿部式BPSDスコアが改善した一症例
～BPSD（認知症の行動・心理）症状のある患者を通して～

辻沙織

'19/11 リハビリテーション・ケア合同研究大会　金沢　2019 睡眠障害がある患者の生活リズムの改善 井上ひろ子

'19/11 第48回日本医療福祉設備学会 客観的指標を用いた清掃委託業者へのインスペクション 市橋卓浩

リハ技術部
日程 学会・研究会名 演題名 発表者

'19/6 第6回AIJINKAI脳卒中セミナー 理学療法士に問う　歩行再建のみでよいのか？ 大垣昌之

'19/6 一般社団法人高槻市理学療法士会　設立記念講演会 理学療法士の過去・現在・未来　～地域の中での役割～ 大垣昌之

'19/6 第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 リハビリテーション専門病院の急変時対応～過去２年間の救急コールの傾向から～ 大垣昌之

'19/6 第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 大阪府北部地震における災害リハビリテーションについて～地域へのつなぎ方に関する一考察～ 大垣昌之

'19/6 第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 回復期リハビリテーション病棟におけるサルコペニアを有する骨関節疾患患者の身体機能変化の特徴と関連因子 池上泰友

'19/6 第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 当院回復期病棟に入棟した脳卒中患者のリハビリテーション実績指数に関わる要因 上原光司

'19/6 第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 回復期脳卒中後片麻痺患者の歩行自立度と筋力および筋量との関連 阿河由巳

'19/7 第35回日本義士装具学会学術大会 どうするフォローアップ　～装具外来から見えてきた現状と課題～ 大垣昌之

'19/7 第35回日本義肢装具学会学術大会 車いすシーティングにて食事姿勢の改善に繋がった一例～当院車いす検討会の取り組み 黒田健太

'19/7 第25回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 回復期リハビリテーションにおける心疾患を有する脳血管疾患患者の体成分の変化と関連因子の検討 池上泰友

'19/7 第31回大阪府理学療法学術大会 再発性脳梗塞患者に対して装具再作製をおこない歩行獲得に至った一症例 西川加与

'19/7 第31回大阪府理学療法学術大会 CIDP患者に対し歩行改善を図り短期間で歩行能力の向上に至った一症例 中舛糧千

'19/7 第31回大阪府理学療法学術大会 半側空間無視を有する患者に対して運動療法と環境調整を行い、病棟内杖歩行自立に至った一症例 坂本百合子

'19/7 第31回大阪府理学療法学術大会 右肺部分切除術中における心筋梗塞発症患者へのCPX施行例～活動量・不安抑うつに着目～ 濱口祐衣

'19/7 第31回大阪府理学療法学術大会 Push upによる屋外階段昇降を獲得し外出自立に至った脊髄梗塞患者の一症例 友景祐貴

'19/7 第31回大阪府理学療法学術大会 超高齢サルコペニアを含む2症例に対する集団起立運動の取り組み 今井彩菜

'19/8 第69回日本病院学会 当院におけるサルコペニア対する理学療法士の取り組み～理学療法時間内に集団起立を開始して～ 今井彩菜

'19/8 第69回日本病院学会 多施設での情報交換を通じて療法士の教育を本気で考える 白井宏樹

'19/9 第53回作業療法学会 健常者における箸操作能力の測定－3条件（利き手、自助具使用、非利き手）設定にて－ 後藤華

'19/9 第53回作業療法学会 高位脊髄損傷者が主体となれる生活を目指して－スマートスピーカがもたらす可能性ー 赤穂善行

'19/10 第6回日本予防理学療法学会学術大会 回復期リハビリテーション病棟に入院した高齢患者における口腔内状態と運動機能の関連 上原光司

'19/11 第3回 日本リハビリテーション医学会秋季学術集会
左手の病的把握現象と脳梁離断症状を呈した一症例の
回復期リハビリテーションの経験

石井和樹

'19/11 リハビリテーション・ケア合同研究大会　金沢2019
在宅装具利用者に対する地域連携
　～装具外来を通してみる現状と課題～

常盤尚子

'19/11 リハビリテーション・ケア合同研究大会　金沢　2019 回復期病院で電気刺激療法を併用した反復的課題指向型アプローチを実施し上肢機能向上を認めた一事例 谷口陽太郎

'19/11 リハビリテーション・ケア合同研究大会　金沢　2019
Wallenberg症候群にて嚥下障害を呈した一例に対する
回復期リハビリテーションの過程

小島諒子

'19/11 実践！下肢装具・義足　リハビリテーションセミナー2019 免荷期間を経て仮義足へ移行し社会復帰につないだ症例を経験して 常盤尚子

'19/12 大阪府理学療法士会マネジメント研修 マネジメント再考 大垣昌之

'20/1 第１回全国装具連携の会合同大会 シンポジウム 装具連携の取り組みと現状、そして今後の展望 大垣昌之

'20/2 大阪府理学療法士会第１回北支部新人症例発表大会 延髄外側梗塞によりlateropulsionを呈し、杖歩行獲得に難渋した一例 渡邊千裕

'20/2 大阪府理学療法士会第１回北支部新人症例発表大会 多発外傷により脊髄不全麻痺を呈し、ADL獲得に難渋した症例 池田瑞穂



診療技術部
日程 学会・研究会名 演題名 発表者

'19/8 第69回日本病院学会 当院におけるビデオウロダイナミクス検査の取り組み～事前エコー検査の有用性～ 髙橋大造

'19/10 第20回大阪病院学会 当院における薬剤総合調整加算の現状 若林沙季

'20/2 第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 当院における薬剤総合調整加算への取り組みと効果 若林沙季

高槻在宅サービスセンター
日程 学会・研究会名 演題名 発表者

'19/6 第47回日本小児神経外科学会 頭位性頭蓋変形に対する理学療法士の関わりの有用性の検討 山下真人

'19/9 第4回日本心血管理学療法学会学術大会 回復期病院における個別介入を主とした少回数心臓リハビリテーション外来継続患者の傾向と運動機能の改善率 畠田沙耶

'19/12 第3回高槻市研究発表会 利用者視点でサービス担当者会議を開催しよう 田中剛

地域医療部
日程 学会・研究会名 演題名 発表者

'19/9 障がい者地域医療ネットワーク推進事業実施連絡会研修会 小児の脊髄損傷者支援に 関する地域連携について 琴浦友里

'19/10 第20回大阪病院学会 当院における前方連携の取り組み 杉本奈央

事務部・診療情報管理室
日程 学会・研究会名 演題名 発表者

'19/10 第20回大阪病院学会 地域交流スペース「愛仁会ふれあい広場」活動報告～地域との連携・協働を目指して～ 松原健一

'19/10 第20回大阪病院学会 新規導入された歯科診療における医事科支援の確立 松田翔子

'19/10 第20回大阪病院学会 大阪府北部地震の経験を踏まえた災害対策の検討～当院における防災意識の改善～ 井上良夫

'19/8 第69回日本病院学会 脳血管疾患等の入院患者における回復期リハビリテーション病棟FIM実績指数予測の検討 金子百合恵


