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学会・研修名 施設名 職種 発表者 演題名

第22回日本言語聴覚学会 さがみリハビリテーション病院 ST 佐藤　毅明 脳梗塞により病態への「気づき」が低下した高次脳機能障害患者に対する言語聴覚療法の経過について

第22回日本言語聴覚学会 さがみリハビリテーション病院 ST 古川　結子 重度失語症者一例に対する動画撮影・視聴およびフィードバックによる awareness 訓練の経過

第22回日本言語聴覚学会 横浜鶴見リハビリテーション病院 ST 清水　宗平 コロナ禍での介護予防の啓発を目的とした、多職種協働でのリーフレット作成の試み

第27回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 上尾中央総合病院 PT 木村　雅巳 CRCNを通した医療機関と民間運動施設の連携～一次から三次予防にわたる地域でのシステム構築と実践～

第26回日本緩和医療学会学術大会 上尾中央総合病院 PT 森鍵　美樹 緩和ケア病棟における集団でのレクリエーションが患者の心身に与える影響と効果

第23回日本医療マネジメント学会学術総会 勝田病院 PT 菅沼　祥弘 人財育成のための当院リハビリテーション科の取り組み報告

第36回日本臨床栄養代謝学会学術集会 津田沼中央総合病院 PT 久住　治彦 当院における、体重測定頻度・正確性の向上に対する取り組みと評価

第6回日本栄養・嚥下理学療法研究会学術大会 津田沼中央総合病院 PT 久住　治彦 急性期高齢入院患者における入院時の栄養状態と長期入院の関連 ～疾患別における検討～

第26回・27回合同学術大会日本摂食嚥下リハビリテーション学会 東川口病院 ST 瀬木谷　彰仁 とろみ自動調理機導入のメリット

第26回・27回合同学術大会日本摂食嚥下リハビリテーション学会 東川口病院 ST 瀬木谷　彰仁 大腿骨骨折患者における口腔機能, 嚥下機能, 栄養状態に関する予備調査

第26回・27回合同学術大会日本摂食嚥下リハビリテーション学会 柏厚生総合病院 ST 平田　優希 食思不振の重度認知症患者に対し，拒否の意思を尊重し嗜好にあった食品の導入に至った一例

第26回・27回合同学術大会日本摂食嚥下リハビリテーション学会 柏厚生総合病院 ST 坪井　伸太郎 放射線治療中断後の進行中咽頭癌に対して嚥下リハビリテーションを実施した１例

第26回・27回合同学術大会日本摂食嚥下リハビリテーション学会 横浜なみきリハビリテーション病院 ST 阿部　学 輪状咽頭筋弛緩状態から一部経口摂取可能になった上咽頭腫瘍例

第26回・27回合同学術大会日本摂食嚥下リハビリテーション学会 ハートケア湘南・芦名 ST 鈴木　絵美 重度嚥下障害者のお看取り日までの言語聴覚士の関わりについて―最期まで「おいしい！」が続くように―

第15回全国大学理学療法学教育学会大会 津田沼中央総合病院 PT 西郡　亨 研究未経験の理学療法士が臨床研究完遂に至るプロセス－特性要因図による要因分析－

第34回教育研究大会・教員研修会 上尾中央医療専門学校 PT 加藤　研太郎 一枚ポートフォリオ評価の基礎科目における実践報告

第34回教育研究大会・教員研修会 上尾中央医療専門学校 OT 髙𣘺　悠 本校学生の基本的態度・社会人基礎力の自己評価と精神運動スキルの関係性

第34回教育研究大会・教員研修会 上尾中央医療専門学校 OT 渡邉　泰典 職業専門学校生の職業的アイデンティティと学内成績評価の関係性

第62回全日本病院学会in岡山 上尾中央総合病院 PT 福田　京佑 大腿骨近位部骨折患者の術後1週での歩行能力が転帰先の判別に与える影響 -傾向スコア直接補正法による解析-

第62回全日本病院学会in岡山 白岡中央総合病院 PT 直井　和重 患者の無断離院防止を目的とした離院防止プロジェクトチームの取組み

第62回全日本病院学会in岡山 白岡中央総合病院 OT 江原　友樹 PT、OT、ST の採用活動の報告～状況に合わせたオンラインの取り組み～

第62回全日本病院学会in岡山 さがみリハビリテーション病院 PT 中田　裕 AMG リハビリテーション部における人財育成システムの現状と課題～第二報 ラダー導入効果判定について～

第62回全日本病院学会in岡山 さがみリハビリテーション病院 ST 加藤　太一 臨床実習における社会人基礎力向上プログラムの効果

第62回全日本病院学会in岡山 さがみリハビリテーション病院 ST 林　良輔 回復期リハビリテーション期間中に末期がんの診断を受けた重度失語症患者に対する言語聴覚療法

第62回全日本病院学会in岡山 横浜なみきリハビリテーション病院 OT 後藤　純平 神経難病におけるピアサポートと意味のある作業に焦点を当てた関わりの重要性

第55回日本作業療法学会 上尾中央総合病院 OT 田村　彩織 脳卒中患者の日常生活上における障害測上肢使用に関する検討

第55回日本作業療法学会 上尾中央総合病院 OT 石川　彩花 脳血管障害における重度上肢運動麻痺患者のMAL改善項目について

第55回日本作業療法学会 横浜なみきリハビリテーション病院 OT 佐野　文音 疼痛・歩行困難により生じた活気の低下に対し主体的な行動を引き出すー思考変化・行動変容がみられた事例ー

第4回日本理学療法管理研究会学術大会（日本地域・支援工学・教育理学療法学会合同学術大会2021） 上尾中央医療専門学校 PT 白石　和也 リハビリテーション専門職におけるキャリア・アダプタビリティ

第4回日本理学療法管理研究会学術大会（日本地域・支援工学・教育理学療法学会合同学術大会2021） 津田沼中央総合病院 PT 西郡　亨 回復期リハビリテーション病棟に勤務するセラピストにおける仕事の資源尺度の開発と信頼性、妥当性の検討

第4回日本理学療法管理研究会学術大会（日本地域・支援工学・教育理学療法学会合同学術大会2021） 津田沼中央総合病院 PT 森本　祥太 ワーク・ライフバランスへの取り組み～ママセラピストと考える～

第10回日本支援工学理学療法学会学術大会（日本地域・支援工学・教育理学療法学会合同学術大会2021） 上尾中央医療専門学校 PT 宮原　拓也 理学療法学科学生最終学年における下肢装具に関する自己効力感の調査

第10回日本理学療法教育学会学術大会（日本地域・支援工学・教育理学療法学会合同学術大会2021） 上尾中央医療専門学校 PT 新井　大志 新卒理学療法士が学生時代に身に着けておくべき能力・経験について～本人および職場上司による比較分析～

第19回日本神経理学療法学会学術集会 inいわて 上尾中央総合病院 PT 濱野　祐樹 被殻出血の急性期における長下肢装具の使用に係る要因の検討

第19回日本神経理学療法学会学術集会 inいわて 上尾中央総合病院 PT 石森　翔太 腹内側橋梗塞者における早期歩行獲得に関わる因子の検討

第8回日本予防理学療法学会学術大会 上尾中央総合病院 PT 財田　征典 健康経営における理学療法士の介入～ヘルスプロモーションの視点から～

第8回日本予防理学療法学会学術大会 桜ヶ丘中央病院 PT 岡原　隆之介 認知症予防教室参加者における認知機能低下者の特徴

第9回日本運動器理学療法学会学術大会 上尾中央第二病院 PT 田中　和樹 整形疾患患者の入院期間における下肢筋力の推移とFIM・BBSの関係性

第5回日本循環器理学療法学会学術大会 上尾中央総合病院 PT 宮坂　裕輝 当院における心臓血管外科手術患者の術前身体活動量の特徴

第11回日本リハビリテーション栄養学会学術集会 津田沼中央総合病院 PT 岩丸　裕介 回復期大腿骨近位部骨折患者の退院時の入棟時栄養状態と転帰先の関連について

第7回日本呼吸理学療法学会学術大会 上尾中央総合病院 PT 小野田　翔太 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者の理学療法介入報告 -在院日数に関わる因子の検証-

第7回日本呼吸理学療法学会学術大会 上尾中央総合病院 PT 渡辺　龍之介 当院におけるICU、HCU専従理学療法士配置の効果検証 ～人工呼吸器使用患者への介入を中心に～

第21回日本クリ二カルパス学会学術集会 上尾中央総合病院 PT 藤川　千春 多くの職員へパス運用を導く指導のあり方

第30回日本作業行動学会学術集会 柏厚生総合病院 OT 篠原　祐佳 ひとつの経験から過剰にPCが変化しやすい症例の思考変化の過程検討 ～自己認識と客観的評価のズレに着目～
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第30回日本作業行動学会学術集会 柏厚生総合病院 OT 大山　菜摘 意志の変化に着目し介入することで習慣・遂行機能・環境にも変化を及ぼした症例

第47回日本脳卒中学会 上尾中央総合病院 PT 野口　研 麻痺側上肢の運動機能と日常生活使用の関連ー発症後日数が及ぼす影響の調査ー

第29回日本慢性期医療学会 さがみリハビリテーション病院 OT 山田　楓 当院療養病棟におけるコロナ禍でのリハ科の関わり

第23回日本骨粗鬆症学会 伊奈病院 PT 川島　美紀 20 代 30 代の女性病院職員を対象とした骨密度・筋量・運動機能・栄養摂取状況の職種別検討

第23回日本骨粗鬆症学会 伊奈病院 PT 下川　翔平 20 代 30 代の女性病院職員における筋量・運動機能は成長期の運動習慣と関連する

第18回日本訪問リハビリテーション協会学術大会in高知2021 津田沼中央総合病院 PT 大友　将男 病院セラピストを対象としたアンケート調査と訪問リハビリ介入への展開～退院後の生活に着目～

第37回日本義肢装具学会学術大会 上尾中央総合病院 PT 久保田　めぐみ 電撃性紫斑病により両側大腿切断術を施行し、快適性を重視し両側大腿義足に坐骨下ソケットを処方した症例

第37回日本義肢装具学会学術大会 上尾中央総合病院 PT 狩野　日向子 外反母趾を有する重度片麻痺患者に対して最適な長下肢装具の調整について

第58回日本リハビリテーション医学会学術集会 さがみリハビリテーション病院 ST 加藤　太一 運転再開を希望する視床出血1例に対するstrategical level向上を目的とした遂行機能課題の効果

第58回日本リハビリテーション医学会学術集会 横浜なみきリハビリテーション病院 OT 渡辺　謙斗 当院における自動車運転再開の支援

第31回日本保健科学学会学術集会 浅草病院 OT 坂本　泰平 日本国内の作業療法実践における遠隔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの現状を知るための文献レビュー

第33回日本ハンドセラピィ学会学術集会 越谷誠和病院 OT 田中　龍一 石黒法を用いた骨性マレット指症例の罹患指別治療成績

第25回PEG・在宅医療学会学術集会 横浜なみきリハビリテーション病院 ST 廣瀬　裕介 食道癌術後に嚥下障害が遷延した一例

リハビリテーション・ケア合同研究大会　兵庫2021 桜ヶ丘中央病院 PT 金田　拓人 上尾中央医科グループで取り組む回復期リハビリテーション病棟のマネジメント

リハビリテーション・ケア合同研究大会　兵庫2021 桜ヶ丘中央病院 ST 豊川　ひかる 目標設定・共有によりリハビリ意欲の再獲得,外出機会の増加,QOL が向上した事例

リハビリテーション・ケア合同研究大会　兵庫2021 さがみリハビリテーション病院 PT 加藤　太一 出向経験が社会人基礎力に及ぼす影響

日本転倒予防学会第8回学術集会 伊奈病院 PT 大久保　勇紀 当院におけるリハビリ介入者の転倒事例の特徴について ～転倒予防に向けたリハビリテーション技術科の取り組みの検討～

第2回日本フットケア・足病医学会年次学術集会 上尾中央総合病院 PT 佐藤　香 ショパール関節切断・遊離皮弁術後の CLTI において装具の処方・再調整により創閉鎖が得られた症例の経験

第118回理学療法科学学会学術大会 彩の国東大宮メディカルセンター PT 小堀　有里綾 理学療法学科三年次生の遠隔授業に関する現状調査と課題

第122回理学療法科学学会学術大会 津田沼中央総合病院 PT 西郡　亨 回復期リハビリテーション病棟に入院した脳卒中患者の軽度認知障害と歩行自立度の関連

第30回埼玉県理学療法学会 彩の国東大宮メディカルセンター PT 小名木　良太 右延髄外側梗塞によりLateropulsionを呈した急性期脳卒中患者に意識できる体性感覚を利用した介入により自立歩行を獲得した症例

第30回埼玉県理学療法学会 三郷中央総合病院 PT 大久保　柊慈 Flat flexible shoes 着用時の歩行解析

第30回埼玉県作業療法学会 越谷誠和病院 PT 那須　高志 臨床実習において学生の満足度に影響を与え得る因子を実習指導者は把握できているか―同一評価を用いた実習生による指導者評価と指導者の自己評価の比較－

第30回埼玉県作業療法学会 越谷誠和病院 PT 小林　渓紳 大腿骨近位部骨折患者における術後7日目の荷重率に関わる因子とCut off値の調査

第30回埼玉県作業療法学会 ケアセンター八潮 OT 小林　賢 ADL 全介助から排泄・歩行が自立するまで改善－食事への介入が自立の意欲を引き出すきっかけとなった事例－

第23回千葉県作業療法士学会 柏厚生総合病院 OT 山崎　花穂 認知症患者に対してじゃんけんにて更衣動作時の麻痺側上肢の 参加を図った症例

第23回千葉県作業療法士学会 柏厚生総合病院 OT 櫻井　加奈 介助に依存的な患者に対して生活を振り返り問題解決に取り組んだ事例

第27回千葉県理学療法士学会 柏厚生総合病院 PT 小林　敬弘 大腿骨近位部骨折術後 1 日目の患側荷重率と退院時歩行能力の関連性の検討

第27回千葉県理学療法士学会 柏厚生総合病院 PT 小澤　直史 法人内連携の強みと法人外連携の必要性について

第27回千葉県理学療法士学会 津田沼中央総合病院 PT 保坂　大貴 当院回復期リハビリテーション病棟における身体抑制使用患者に発生した転倒事例の要因分析

第27回千葉県理学療法士学会 津田沼中央総合病院 PT 塩浦　達也 回復期病棟に入院した新型コロナウイルス感染症に伴う間質性肺炎患者の理学療法介入の一例

第27回千葉県理学療法士学会 津田沼中央総合病院 PT 瀬黒　淳也 当院における回復期リハビリテーション病棟転棟までの日数と在院日数の関係について

第27回千葉県理学療法士学会 津田沼中央総合病院 PT 小野寺　凌哉 人工膝間節全置換術後患者の術前歩行様式と在院期間関連

第18回神奈川県作業療法学会 横浜なみきリハビリテーション病院 OT 山本　陽太 作業機能障害・信念対立により退院希望が強い患者にOPB2.0を使用し介入した試み

第40回神奈川県病院学会 金沢文庫病院 ST 鈴木　奈菜 急性期病院から地域へ発信 ～「食」を支える支援を目指して～

第40回神奈川県病院学会 横浜鶴見リハビリテーション病院 OT 佐伯　まどか コロナ渦に養成校を卒業したリハビリテーション専門職の不安への対応と今後の課題

東京都作業療法士協会3月13日事例報告会 杉並リハビリテーション病院 OT 笠原　智明 「先生早く帰らせて！」MTDLP を活用し夫との 2 人暮らしに向けて家事活動を獲得した事例とコロナ禍での反省

回復期リハビリテーション病棟協会　第39回研究大会in東京 上尾中央総合病院 OT 馬場　優季 当院回復期病棟における更衣パウチ運用の取り組み報告とFIM利得の検証

回復期リハビリテーション病棟協会　第39回研究大会in東京 八潮中央総合病院 OT 猪股　雄太 目標設定カンファレンスの効果と課題

回復期リハビリテーション病棟協会　第39回研究大会in東京 津田沼中央総合病院 PT 西郡　亨 回復期リハビリテーション病棟における多施設データベースの運用についてー入棟時データを基にした退棟時運動FIM予後予測式の作成ー

回復期リハビリテーション病棟協会　第39回研究大会in東京 津田沼中央総合病院 PT 森　亮介 回復期入院患者における入院時訪問指導の効果について

回復期リハビリテーション病棟協会　第39回研究大会in東京 横浜なみきリハビリテーション病院 PT 勝永　天斗 随意運動介助型電気刺激装置を用いた筋活動評価としての有用性の検討ー痙縮を呈した脳卒中患者症例の介入を通してー

回復期リハビリテーション病棟協会　第39回研究大会in東京 上尾中央第二病院 PT 中村　彩佳 当院における装具療法の実践～装具作製までのシステム作り～

回復期リハビリテーション病棟協会　第39回研究大会in東京 横浜鶴見リハビリテーション病院 OT 佐伯　まどか 回復期における作業療法ver.2.0  ～専門性を活かした多職種チームのあり方への提言～

第11回埼玉支部学術集会　日本医療マネジメント学会 彩の国東大宮メディカルセンター PT 山口　賢一郎 ポスト・コロナにおけるこれからの医療と経営を考える　リハビリ編



学会・研修名 施設名 職種 発表者 演題名

茨城県理学療法士会 第7回常陸太田・ひたちなかブロック新人症例検討会 勝田病院 PT 佐藤　駿哉 大腿骨頸部骨折を呈しTHA施行した症例～ADL低下予防のため高頻度の介入に努めた例～

茨城県理学療法士会 第7回常陸太田・ひたちなかブロック新人症例検討会 勝田病院 PT 酒井　未来 大腿骨転子部骨折を呈した症例～長期免荷期間を要した症例への介入～

茨城県理学療法士会 第7回常陸太田・ひたちなかブロック新人症例検討会 勝田病院 PT 山田　香澄 車椅子レベルからシルバーカーで歩行自立となった一症例～歩容と身体機能の関連に着目して～

第4回パーキンソン病リハビリテーション研究会 横浜なみきリハビリテーション病院 ST 岡田　泰宏 重症パーキンソン病における嚥下障害の要因の検討

県央地区リハビリテーション連絡会第11回症例検討会 桜ヶ丘中央病院 PT 森　有希 骨髄異形成症候群を呈した症例の障害者病棟での4か月を追って

県央地区リハビリテーション連絡会第11回症例検討会 桜ヶ丘中央病院 OT 小山　未紗 リハビリ拒否により自宅復帰から施設入所に至った事例

県央地区リハビリテーション連絡会第11回症例検討会 桜ヶ丘中央病院 PT 宮下　郁也 左大腿骨頸部骨折を受傷し ORIF を施行された一症例 ～歩行時の鼠径部痛に着目して～

第41回CMS学会 八潮中央総合病院 OT　 山崎　理佳 内部障害OTチームにおけるトリアージの検討

第16回AMG NSTフォーラム 津田沼中央総合病院 PT 久住　治彦 回復期リハビリテーション病棟におけるCOVID-19発症後の患者に対するNST介入の一例　～栄養改善および身体機能改善の経過～

第57回AMG学会 上尾中央総合病院 PT 渡辺　龍之介 当院におけるICU、HCU専従理学療法士配置の効果検証～人工呼吸器使用患者への介入を中心に～

第57回AMG学会 上尾中央総合病院 PT 大澤　樹 股関節伸展可動域判定が検者間信頼性に及ぼす影響～腰椎や骨盤帯の固定の違いに着目して～

第57回AMG学会 上尾中央総合病院 OT 和久津　倭紀子 上肢機能が同程度にも関わらずMALに差が生じた2症例の報告

第57回AMG学会 八潮中央総合病院 PT 原田　華花 介護予防教室に参加した事が無い高齢者の運動意欲向上を目指して

第57回AMG学会 津田沼中央総合病院 PT 久住　治彦 当院における、体重測定頻度・正確性の向上に対する取り組みと評価

第57回AMG学会 津田沼中央総合病院 PT 森本　祥太 ワーク・ライフバランスへの取り組み～ママセラピストと考える～

第57回AMG学会 津田沼中央総合病院 PT 内藤　太善 AMGリハビリテーション部e-learning推進室の取組み～コロナ化におけるe-learningを活用した研修の革新～

第57回AMG学会 さがみリハビリテーション病院 PT 中田　裕 AMG リハビリテーション部における人財育成システムの現状と課題～第二報 ラダー導入効果判定について～

第57回AMG学会 さがみリハビリテーション病院 ST 加藤　太一 コロナ禍による臨床実習期間短縮の影響と卒後臨床研修

第57回AMG学会 彩の国東大宮メディカルセンター PT 小名木　良太 通いの場に参加する地域在住高齢者における主観的健康感と関連する要因についての検討～多重ロジスティック回帰分析を使用した検討～

第57回AMG学会 越谷誠和病院 PT 福田　英太郎 大腿骨近位部骨折患者の術後７日目の荷重率に影響を及ぼす因子の検討

第57回AMG学会 杉並リハビリテーション病院 PT 福田　小雪 脳卒中患者の注意機能障害が歩行自立度に及ぼす影響

第57回AMG学会 ハートケア横浜小雀 OT 齋藤　岳雄 リハビリ職による家族への直接的かかわりが在宅復帰に与える影響について

第57回AMG学会 エルサ上尾 ST 川添　由加子 栄養と身体機能、認知機能が嚥下機能にもたらす影響

第57回AMG学会 リハビリポート横浜 PT 大木　直人 コロナ禍の生活状況の把握と今後の課題

第57回AMG学会 リハビリケアかつしか PT 遠藤　光洋 多職種でつくりあげる自立歩行

第57回AMG学会 上尾中央医療専門学校 PT 白石　和也 AMGリハビリテーション専門職のキャリア・アダプタビリティ

第57回AMG学会 上尾中央医療専門学校 PT 松崎　智幸 長期臨床実習における学生の コミュニケーションの変化について ～ ENDCOREsを用いた研究～

令和3年度南部ブロック南エリア症例検討会 東川口病院 PT 楢原　崇文 右被殻出血を発症し歩行困難な状況から復職を目指した症例



【ワークアウト大会】

施設名 職種 発表者 学会・研修名 演題名

ナーシングプラザ流山 PT 齋藤　嘉紀 第22回AMGワークアウト大会 コロナ禍における安心したサービスを目指して～デイケアサービス向上による稼働UPにむけて～

ハートケア横浜 OT 中谷　万里子 第22回AMGワークアウト大会 ハートケア横浜イノベーション～地域における、ハートケア横浜の役割とは～

一心館 PT 宮地　秀幸 第22回AMGワークアウト大会 在宅での入浴を目指して



【講義】

施設名 職種 発表者 学会・研修名 講演名

彩の国東大宮メディカルセンター PT 山口　賢一郎 第30回埼玉理学療法学会 教育シンポジウム<シームレスな卒前教育(臨床実習)と卒後教育の実現に向けて>「医療施設における卒後教育の現状と課題」

彩の国東大宮メディカルセンター PT 山口　賢一郎 埼玉県理学療法士会 指定管理者研修部 第2回研修会 後輩育成・指導のためのクリニカルラダー構築について

上尾中央医療専門学校 PT 加藤　研太郎 埼玉県理学療法士会　第5回臨床教育研修会 診療参加型臨床実習における学生評価について

吉川中央総合病院 PT 荒井　智康 埼玉県理学療法士会東部ブロック南エリア第2回研修会 生活環境支援理学療法～住環境整備について考えよう～

吉川中央総合病院 PT 八重樫　健人 埼玉県理学療法士会東部ブロック南エリア第2回研修会 生活環境支援理学療法～住環境整備について考えよう～

吉川中央総合病院 PT 櫻場　勝 埼玉県理学療法士会東部ブロック中央エリア第2回研修会 コロナ禍における診療報酬改定を踏まえたリハビリテーションサービスの動向　～各施設の取り組み～

東川口病院 PT 薬師　健正 埼玉理学療法県士会南部ブロック南エリア研修会Ⅰ 『 BiNI Approach(⾃⼰組織化アプローチ)の紹介 』～運動の成り⽴ちから考える、治療をシンプルにする⽅法～

勝田病院 OT 荻野谷　哲秀 埼玉OT心リハ研究会 心臓リハビリテーションガイドラインの活用

東川口病院 PT 中野　惠太 八潮市薬剤師会講演会 骨粗鬆症リエゾンサービスにおけるリハビリテーションの役割

津田沼中央総合病院 PT 久住　治彦 千葉県理学療法士会　東葛南部ブロック 新人教育プログラム　講師 D-3 理学療法研究⽅法論（EBPT 含む）

津田沼中央総合病院 PT 西郡　亨 千葉県理学療法士会　東葛南部ブロック 新人教育プログラム　講師 C-5 地域リハビリテーション

横浜なみきリハビリテーション病院 ST 廣瀬　裕介 令和3年度横浜市在宅医療を推進するための市民啓発事業　市民啓発シンポジウム「人生の最後を考える」 「胃ろうとリハビリテーション～嚥下障害を中心に～」

三郷中央総合病院 OT 染谷　茂仁 心不全多職種連携セミナー（医師会・製薬会社共催） 心不全の活用⽅法～各職種の⽴場から～（パネリストとして参加）



【執筆等】

施設名 職種 名前 論文名(書籍)

横浜鶴見リハビリテーション病院 ST 清水　宗平 コロナ禍での介護予防の啓発を目的とした、多職種協働でのリーフレット作成の試み～地域住民主体の参加の場へ集まれない『今』は、自宅で活動しよう!～　日本言語聴覚士協会 情報誌「STandUP」56号

津田沼中央総合病院 PT 久住　治彦 栄養改善マニュアル　介護予防ガイド（実践・エビデンス編）

越谷誠和病院 OT 地曵　真美 橈骨遠位端骨折術後におけるセラピィ終了時の受傷側別臨床成績の比較 　日本ハンドセラピィ学会誌

上尾中央医療専門学校 PT 加藤　研太郎 理学療法アクティブラーニングテキスト　内部障害理学療法学（編集及び執筆）文光堂

上尾中央医療専門学校 PT 加藤　研太郎 理学療法アクティブラーニングテキスト　神経障害理学療法学（編集）文光堂

上尾中央医療専門学校 PT 松崎　智幸 理学療法アクティブラーニングテキスト　内部障害理学療法学（執筆）文光堂

上尾中央医療専門学校 PT 高島　恵 理学療法アクティブラーニングテキスト　内部障害理学療法学（執筆）文光堂

上尾中央医療専門学校 PT 宮原　拓也 臨床実習における装具療法の課題の検討-理学療法士を対象とした調査-　理学療法科学.2021.Vol.36.No.2.
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