
西端 彩奈（にしばた あやな） 

 

職種 言語聴覚士 

資格 LSVT LOUD®認定セラピスト 

アメリカ心臓協会 一次救命措置ヘルスケアプロバイダー 

健康咀嚼指導士 

コメント 患者様の「その人らしさ」を大切に、リハビリテーションを提供できるよう日々努力して

いきます。 

興味分野 脳血管疾患、構音障害、姿勢と嚥下・発声機能との繋がり 

略歴簡略版 2011 年言語聴覚士免許を取得後、八尾はぁとふる病院、浜松市リハビリテーション病院

を経て 2018 年大阪回生病院入職。 

2018 年より院内の栄養サポートチーム（NST）所属。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東山 学史（ひがしやま さとし）  

 

職種 理学療法士 

役職 副主任 

資格 スポーツ 認定理学療法士 

運動器 認定理学療法士 

健康増進・参加 認定理学療法士 

JPSA 公認 障がい者スポーツコーチ 

JPSA 公認 中級障がい者スポーツ指導員 

栄養サポートチーム（NST）専門療法士 

アメリカ心臓協会 一次救命措置ヘルスケアプロバイダー 

全米ストレングス・コンディショニング協会公認 NSCA Certified Personal Trainer

（NSCA-CPT） 
 

コメント 自分に妥協せず、周りに淘汰されず、まっすぐに前を向いて努力していきます。 

よろしくお願い致します。 

興味分野 スポーツリハビリテーション、障がい者スポーツ、切断・義足、糖尿病、リハビリ栄養 

略歴簡略版 2012 年理学療法士免許を取得後、大阪回生病院入職。 

2014 年より院内の栄養サポートチーム（NST）所属。 

2014 年より院内の褥瘡対策チーム 所属。 

2016 年より糖尿病ケアチーム 所属。 

2016 年より日本障害者スキー連盟 スノーボードナショナルチーム 所属。 

 

執筆論文 

図書・学会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2019 年 7 月 20~21 日、 第 31 回大阪府理学療法学術大会 

『運動器セクション 口述』 座長 

●2018 年 11 月 3～4 日、 第 7 回日本理学療法教育学会学術大会  

『臨床実習指定規則改定に伴う実習指導方法変更の経験』 

共同演者：春本千保子、森憲一 

●2017 年 10 月 19 日、 リハビリテーション・ケア合同研究大会 久留米 2017 

『訪問リハビリにて介護度の軽減、QOL 向上が得られた一症例 ～外出訓練の写真撮影

による次年度カレンダー作成の試み～』 

共同演者：西河和也、原田宏隆、森憲一 

●2016 年 7 月 16～17 日、 第 23 回日本義肢装具士協会学術大会発表 

『外傷性下腿切断の社会復帰に向けた試み』 

共同演者：髙江洲夕貴（澤村義肢製作所）、石田文香、森憲一 

●2016 年 5 月 27～29 日、 第 51 回 日本理学療法学術大会発表 

『若年下腿切断患者の早期部活復帰を目指して～活動・参加への介入により QOL 向上に



繋がった一症例～』 

共同演者：髙江洲夕貴（澤村義肢製作所）、石田文香、森憲一 

●2015 年 11 月 15 日、第 18 回大阪病院学会 

『当院 NST における活動報告 理学・作業療法士の役割』 

共同演者：宮本涼子、石田文香、井上沙央里、広瀬一栄、松野直子、足立京子、森憲一、

関谷正志 

●2015 年 6 月 5～7 日、第 50 回日本理学療法学術大会（東京） 

『腰部骨盤帯のリアライメントと可動性の改善により神経症状が改善した腰部脊柱管の

一症例』 

共同演者：増井健二 

●2013 年 6 月 30 日、25 回大阪府理学療法学術大会 

『下腿切断者における身体図式の再構築』 

共同演者：西尾嘉津政、原田宏隆、森憲一 

 

講師活動 

(現職者・学生） 

●2021 年 辻栄養学園専門学校 

『 臨床運動学 』 

●2021 年 平成医療学園専門学校 

『 障がい者スポーツ講習会 』 

●2019～現在 （公社）大阪府理学療法士会 主催 理学療法士講習会 応用編 

『 障がい者スポーツ及びスポーツにおける理学療法の実際 』 

●2018 年～現在 阪奈中央リハビリテーション専門学校 特別講習会  

『 キャリアデザイン スポーツ 』 

●2018 年 大阪人間科学大学 オープンキャンパス特別講師  

『 パラリンピックにおけるメディカルサポート 』 

●2018 年（公社）大阪府理学療法士会大阪市北ブロック研修会 

『 障がい者スポーツへの取り組み ～ピョンチャンパラリンピックを経験して～ 』 

●2018 年（公社）大阪府理学療法士会 主催 理学療法士講習会 応用編 

『 障がい者スポーツにおける理学療法の実際 』 

●2017 年～現在 大阪医療福祉専門学校 理学療法士学科  

『 義肢装具学 』 、『 治療学 総論 』 、『 学内実習 ケース 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北中 孝治（きたなか こうじ）  



 

職種 理学療法士 

役職 副主任 

資格 代謝 認定理学療法士 

日本 DLM 技術者会公認 DVTM 認定技術者（リンパ浮腫療法士） 

介護予防推進リーダー 

日本糖尿病療養指導士 

アメリカ心臓協会 一次救命措置ヘルスケアプロバイダー 

コメント 患者様の不安や想いに共感し、ご希望に対して親身な対応をしていけますように、日々研

鑽する志をもって高度な医療を提供していきます。 

興味分野 がん疾患、糖尿病、リハビリテーション栄養、予防医学 

略歴簡略版 2012 年理学療法士免許を取得後、大阪回生病院入職。 

2014 年 12 月がんのリハビリテーション研修会（東京）に参加。 

2016 年～2018 年（公社）大阪府理学療法士会 大阪市北ブロック学術部部員に所属。 

2017 年～ 当院糖尿病ケアチームに所属。 

2019 年～ （一社）大阪府理学療法士会 生涯学習センター 中支部新人症例発表会準備

委員会に所属。 

2020 年 臨床実習指導者育成講習会に参加。 

2021 年～ 淀川区理学療法士会 役員に所属。 

執筆論文 

図書・学会 

●2019 年 10 月 5,6 日 第 2 回 がん理学療法部門研究会『ニボルマブ使用後に腰痛出現

した大腸癌患者に対する理学療法』共同演者：春本千保子、森憲一 

●2018 年 12 月 1,2 日 第 8 回 日本がんリハビリテーション研究会『癌性疼痛によって

基本動作遂行に難渋した前立腺癌骨転移の一症例』共同演者：春本千保子、森憲一 

●2018 年 3 月 10 日 第 7 回 日本がんリハビリテーション研究会『子宮癌術後の慢性下

肢リンパ浮腫患者に対する QOL 向上を目指した理学療法』共同演者：春本千保子、森憲

一、加藤宗寛 

●2017 年 7 月 2 日 第 29 回 大阪府理学療法学術大会『COPM を用いた歯肉癌術後患者

に対する理学療法の展開 〜歌唱の試み〜』共同演者：森憲一、春本千保子、吉本幸恵 

●2014 年 11 月 3 日 第 54 回 近畿理学療法学術大会『可動性増大・不安定性への移行が

予測された足関節脱臼骨折の一症例』共同演者：増井健二 

講師活動 

(学生） 

●2017 年～2018 年 履正社医療スポーツ専門学校 理学療法学科『健康学概論』 

 

 

 

 



宮本 涼子（みやもと りょうこ）  

 

職種 作業療法士 

資格 介護予防推進リーダー 

地域包括推進リーダー 

アメリカ心臓協会 一次救命措置ヘルスケアプロバイダー 

コメント 患者様の要望に耳を傾けることを大事にします。そして日常生活の向上につながるリハビ

リが出来る様、日々努めていきます。 

興味分野 摂食嚥下障害、脳血管疾患 

略歴簡略版 2012 年作業療法士免許を取得後、大阪回生病院入職。 

講師活動 

(学生） 

●2017 年より、京都医健専門学校 作業療法学科 『作業療法学』 

●2019 年より、大阪医療福祉学校 作業療法学科  
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宮崎 喬平（みやざき きょうへい）  

 

職種 理学療法士 

資格 スポーツ 認定理学療法士 

運動器 認定理学療法士 

脳卒中 認定理学療法士 

アメリカ心臓協会公認 BLS インストラクター  

全米アスレチックトレーニング協会公認 アスレチックトレーナー（NATA-ATC） 

全米ストレングス・コンディショニング協会公認 SC スペシャリスト（NSCA-CSCS） 

ヨガ インストラクター 

ピラティス インストラクター  

地域包括推進リーダー 

コメント 最良の医療とサービスを提供し、患者様のニーズを満たす事で、選ばれる治療者・リハビ

リテーションセンターを目指します。 

興味分野 スポーツコンディショニング、スポーツリハビリテーション、脳血管疾患 

略歴簡略版 米国アラバマ州 Troy University を卒業し、2008 年に米国公認医療トレーナーの資格を

取得。St.Viscents’ Hospital の Champion Sports Medicine に入職し、NFL Europa の

アメリカンフットボール選手、Alabama 大学のアイスホッケー選手、プロダンサー等の

アスリートを対象にリハビリテーション医療に従事。2009 年に帰国した後も、フィット

ネスセンターに勤務しながら、一般向けのパーソナルトレーナー・元 K-1 出場のプロキッ

クボクサーの専属トレーナーを務める。2013 年に理学療法士免許を取得後、大阪回生病

院に入職し、急性期病院での業務に取り組む反面、大阪市立大学、各種医療系専門学校、

日本アスレチックトレーナーズ協会講習会、一次救命措置講習会にて学生・現職者向けの

講師を務めてきた。2019 年 日本スポーツ理学療法学会 運営幹事、日本理学療法士協会 

アジア教育支援委員会 委員長。2020 年に就任日本アスレティックトレーナーズ機構

(JATO) 理事に就任。主な講義内容は、『コンディショニングからリハビリテーションに

おけるトレーナーの役割』『神経生理学を用いたスポーツリハビリテーション』『バイオメ

カニクスとトレーニング動作の再考』。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



学術紹介 宮崎 喬平（みやざき きょうへい） 

執筆論文 

図書・学会 

●2018 年 3 月号 月刊トレーニング・ジャーナル 『1. 膝の機能をどのように評価し、トレ

ーニングを行うか』 

●2017 年 12 月 9 日 NSCA ジャパン S&C カンファレンス 2017 『前十字靭帯断裂の後遺

症に対する評価・介入方法の再考』 共同演者：森憲一 

●2016 年 7 月 10 日 第 28 回 大阪府理学療法学術大会 『ACL 再建術後後遺症患者のパフ

ォーマンス改善の試み』 共同演者：西河和也、春本千保子、森憲一 

●2014 年 7 月 大阪府理学療法学会 『関節リウマチ患者に対するロッカーバーを用いた理

学療法の試み』 共同演者：西尾嘉津政、森憲一 

講師活動 

（現職者） 

●2019 年 日本理学療法士協会主催 オリンピック・パラリンピック 事前研修会 『語学ス

キル ～オリ・パラにおける医療現場でのコミュニケーション～』 

●2018 年 Workshift 主催 講習会 『ADL 動作改善のための筋力トレーニングの理論と実

践〜下肢と体幹を中心に〜』 

●2018 年 （公社）大阪府理学療法士会 主催 理学療法士講習会 応用編『 障がい者スポー

ツにおける理学療法の実際』 

●2018 年 貞友会 P.A.K. Chain 研究会 『上肢の機能解剖』『下肢の機能解剖』 

●2018 年～ 吹田市公認スポーツ指導員事後研修会『スポーツの安全性やパフォーマンスに

直結する知識と実技』 

●2017 年～ 高槻市スポーツ団体協議会 トレーニング講習会『スポーツの安全性やパフォ

ーマンスに直結する知識と実技』『これからのトレーニング指導方法 ～けがの予防とパフォ

ーマンスの向上～』 

●2017 年 貞友会 特別講習会 『評価なくして、治療無し！』 

●2016 年 Movement & Physio Institute 『機能解剖学を用いた筋促通法』 

●2016 年 基本動作研究会 『基本動作を用いた評価と治療』 

●2016 年 貞友会 P.A.K. Chain 研究会 『上肢の機能解剖』『下肢の機能解剖』 

●2016 年 LD4 講習会 『スポーツ理学療法』 

●2015 年 平成医療専門学校 貞友会『P.A.K. Chain 研究会～トレーニング動作の再考～』 

●2014 年 平成医療専門学校 貞友会『P.A.K. Chain 研究会～神経生理学～』 

●2014 年 日本アスレチックトレーナーズ協会『神経生理学から考えるスポーツリハビリテー

ション』 

●2014 年 合同会社 ArcX 主催 研修会『クリニカルシンキング（扁平足・疼痛・治療）』 

●2013 年 合同会社 ArcX 主催 研修会『胸郭の解剖と運動』 

講師活動 

(学生） 

●2018 年より、履正社医療スポーツ専門学校 理学療法学科『臨床運動学』 

●2017 年より、履正社医療スポーツ専門学校 理学療法学科『健康学概論』 

●2015 年 大阪市立大学『健康管理Ⅰ』 

●2014 年 日本アスレチックトレーナーズ協会 学生支部『コンディショニング：トレーニン

グの再考』『障害に対するアプローチ：評価から治療まで』 

●2011 年 大坂リゾート＆スポーツ専門学校『日本とアメリカのスポーツビジネス』 



岡野 真伍（おかの しんご）  

 

職種 理学療法士 

資格 呼吸 認定理学療法士 

循環 認定理学療法士 

介護予防推進リーダー 

地域包括推進リーダー 

アメリカ心臓協会 一次救命措置ヘルスケアプロバイダー 

コメント 日々研鑽し、患者様と共に考えることで自らの能力向上と患者様の満足度向上・生活の質

の向上を目指します。宜しくお願いします。 

興味分野 循環器疾患、運動器疾患、呼吸器疾患 

略歴簡略版 2013 年理学療法士免許を取得後、大阪回生病院入職。 

執筆論文 

図書・学会 

●2015 年 7 月 20 日、第 27 回 大阪府理学療法学術大会発表、『体幹機能低下が存在する

大腿骨頚部骨折後の理学療法』、共同演者:森下健、山元昭彦、森憲一 

講師活動 

（現職者） 

2018 年 Workshift 主催 講習会 『ナイトセミナー 高齢者リハビリテーションに必要

な循環器の評価と介入』 

2019 年 Workshift 主催 講習会 『ナイトセミナー 循環器疾患を有する利用者へのリ

ハビリとリスク管理 〜病態とフィジカルアセスメントの基礎〜』 

2019 年 Workshift 主催 講習会 『ナイトセミナー イチから学ぶ PT・OT・ST のた

めの心電図の基礎知識』 

2020 年 2019 年（公社）大阪府理学療法士会主催 理学療法士講習会（応用編）『脳血

管疾患に対す評価と治療(床上動作の分析と治療展開)』 

講師活動 

(学生） 

●2017 年～2019 年 近畿リハビリテーション学院『リハビリテーション特論』呼吸器疾

患・循環器疾患 

講師活動 

（地域） 

●2019 年 1 月 29 日 淀川区地域包括支援センター主催 『介護予防体操』 

●2019 年 3 月 23 日 (主催)大阪府理学療法士会 （共催）淀川区社会福祉協議会 

「淀川区地域市民公開講座 介護予防体操」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



田渕 成臣（たぶち なるおみ）  

 

職種 作業療法士 

資格 

介護支援専門員 

住環境福祉コーディネーター２級 

介護予防推進リーダー 

地域包括ケア推進リーダー 

アメリカ心臓協会 一次救命措置ヘルスケアプロバイダー 

コメント 
患者様がしたい生活ができるようリハビリを行っていきます。そのためにも日々の努力を

怠らず、知識や技術の習得に研鑽していきます。 

興味分野 介護予防、認知症予防 

略歴簡略版 2013 年作業療法士免許を取得後、大阪回生病院入職。 

執筆論文 

図書・学会 

●2017 年 10 月 1 日、第 37 回 近畿作業療法士学会発表、『訪問リハビリにより機能向上

と発言の変化がみられた一症例～本人目標の合意形成と家族・他職種との取り組み～』、

共同演者：山元昭彦、森憲一 

講師活動 

(学生） 

●2018 年より、大阪医療福祉専門学校 作業療法学科 『作業療法実習』 

●2017 年より、京都医健専門学校 作業療法科『作業療法研究法Ⅰ』 

講師活動 

（地域） 

●2018 年 11 月 26 日 大阪市家族介護介護予防支援事業 西部地域包括支援センター 

主催 『介護予防体操～コグニサイズを中心に～』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


