
塩見 太一朗（しおみ たいちろう）  

 

職種 理学療法士 

資格 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 患者様の気持ちに寄り添い、安心してリハビリを受けられるように日々研鑽していきま

す。よろしくお願いします。 

興味分野 脳血管疾患、スポーツ分野、運動器疾患 

略歴簡略版 2014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 

●2016年 11月 27日第 55回近畿理学療法士学術大会『脳挫傷が既往にある全盲患者の社

会復帰に向けて～体性感覚入力と探索活動～』共同演者：春本千保子、森憲一 

●2015年 7月 20日、第 27回 大阪府理学療法学術大会発表、『左足関節脱臼骨折後のし

ゃがみ動作と歩行動作獲得にけて～作業特性と体型を考慮した治療展開～』、共同演者：

西尾嘉津政、春本千保子、森憲一 

 

 

 

 

柴 大樹（しば だいき）  

 

職種 理学療法士 

資格 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 患者様を身体的・精神的にサポートし、自然と笑顔が溢れるようなリハビリを目指します。

よろしくお願いします。 

興味分野 肩関節疾患 

略歴簡略版 2014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、『外傷性多発骨折により洗

体動作制限を呈した一症例 －肩甲胸郭関節に着目した治療展開－』、共同演者：北中孝治、

東山学史、原田宏隆、森憲一 

●2015 年 11 月 22日、第 55回 近畿理学療法学術大会発表、『浴槽の跨ぎ動作改善を目

指した遺伝性痙性対麻痺患者の一症例』、共同演者：森下健、原田宏隆、春本千保子、森

憲一 



太田 尚吾（おおた しょうご）  

 

職種 理学療法士 

資格 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 患者様を身体的・精神的にサポートし、自然と笑顔が溢れるようなリハビリを目指します。

よろしくお願いします。 

興味分野 泌尿器疾患、循環器疾患 

略歴簡略版 2015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 

●2017年 7月 2日 第 29回大阪府理学療法学術大会発表『大腿骨頸部骨折患者に対する

転倒対策を考慮した理学療法の試み～運搬動作と方向転換の共通点に着目して～』、共同

演者：是澤克彦、佐伯則明、森憲一 

 

●2016 年 7 月 10 日第 28 回 大阪府理学療法学術大会発表『右人工膝関節全置換術後患

者の歩行率改善を目指した一症例～変形性膝関節症に至った経緯に着目して～』、共同演

者：柴大樹、佐伯訓明、森下健、原田宏隆、森憲一 

 

 

巖田 将人（いわた まさと）  

 

職種 理学療法士 

資格 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 安全を第一に、患者様のご希望に応えられるリハビリテーションを提供できるよう、日々

真剣に取り組みたいと思います。 

興味分野 スポーツリハビリテーション、下肢運動器疾患 

略歴簡略版 2015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 

●2016年 11月 26日第 55回近畿理学療法士学術大会『膝蓋骨骨折術後に対する階段降段

とテニス動作獲得の試み～「活動」と「参加への介入により QOL向上に繋がった一症例」

～』、共同演者：宮崎喬平、東山学史、石田文香、森憲一 

●2016 年 7 月 10 日第 28 回 大阪府理学療法学術大会発表『大腿骨頚部内側骨折患者に

対する歩行と洗濯物干し動作獲得の試み』、共同演者：西浦志郎、田淵成臣、佐伯訓明、

花崎太一、森憲一 



立谷 真弓（たちたに まゆみ）  

 

職種 作業療法士 

資格 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 患者様や医療チームの仲間とのコミュニケーションを大切にし、日々成長できるように努

力していきます。 

興味分野 摂食嚥下障害、リハビリ栄養、音楽療法 

略歴簡略版 2015年作業療法士免許を取得後、大阪回生病院入職。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川口 徹（かわぐち とおる）  

 

職種 理学療法士 

資格 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 誠意をもって患者様に接し、安全で良質なリハビリテーションを提供できるよう日々努力

して参ります。よろしくお願いします。 

興味分野 脳血管疾患、下肢運動器疾患 

略歴簡略版 2016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 

●2017 年 7 月 2 日 第 29 回大阪府理学療法学術大会発表『小児麻痺後遺症を持つ TKA

患者の自転車駆動と歩容改善の試み』、共同演者：下見 将弘,吉本 幸恵,森下 健,原田 宏隆,

森 憲一 



本田 丈歩（ほんだ たけふみ）  

 

職種 理学療法士 

資格 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 

初級障がい者スポーツ指導員 

コメント 患者様の日々の幸せの為にできることを精一杯取り組んでいきます。 

興味分野 障がい者スポーツ、運動器疾患、脳血管疾患 

略歴簡略版 2016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 

●2017年 7月 2日 第 29回大阪府理学療法学術大会発表『上下肢骨折患者の活動・参加

促進の試み～歩行と趣味活動に着目して～』、共同演者：岡野 真伍,宮崎 喬平,花崎 太一,

森 憲一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田 亮（ふくだ りょう）  

 

職種 理学療法士 

資格 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 感謝の気持ちを忘れず、患者様の期待に少しでも応えられるよう、日々努力をして参りま

す。よろしくお願いします。 

興味分野 呼吸器疾患、循環器疾患、小児リハビリ 

略歴簡略版 2016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 

●2017年 7月 2日 第 29回大阪府理学療法学術大会発表『屋内歩行自立に難渋した上腕

骨外科頸骨折後の一症例～自宅退院に向けた試み～』、共同演者：立谷 真弓,塩見 太一朗, 

姜 承燁,北中 孝治,春本 千保子,森 憲一 



金岡 佑美香（かなおか ゆみか）  

 

職種 理学療法士 

資格 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 患者様に笑顔になっていただけるよう、努力を怠らず精進致します。よろしくお願いしま

す。 

興味分野 がん疾患、循環器疾患、スポーツリハビリテーション、障がい者スポーツ 

略歴簡略版 2016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 

●2017年 7月 2日 第 29回大阪府理学療法学術大会発表『多種神経症状患者に対する治

療展開～歩行と下依脱衣動作の共通要素に着目して～』、共同演者：太田 尚吾,是澤 克彦,

佐伯 則明,森 憲一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒井 宏介（さかい こうすけ）  

 

職種 理学療法士 

資格 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 患者様の事を第一に考え、誠意を持って安全なリハビリテーションを提供していきます。

よろしくお願いします。 

興味分野 運動器疾患、呼吸器疾患 

略歴簡略版 2016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 

●2017年 7月 2日 第 29回大阪府理学療法学術大会発表『多発性骨折を受傷した症例～

COPM、SF36を用いた治療展開～』、共同演者：巖田将人,山岡明広,渡邊祥文,東山学史, 

石田文香,森憲一 



高橋 郁美（たかはし いくみ）  

 

職種 理学療法士 

資格 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 笑顔をモットーに、患者様のご希望に応えられるよう、日々妥協せず向上心をもって頑張

ります。よろしくお願いします。 

興味分野 脳血管疾患、運動器疾患、小児リハビリ 

略歴簡略版 2016年理学療法士免許を取得後、大阪回生病院入職。 

※平成 27年度養成校学術優秀賞受賞。 

執筆論文 

図書・学会 

●2017年 7月 2日 第 29回大阪府理学療法学術大会発表『脳幹再梗塞後、移乗動作改善

を目指した一症例～早期 ADLにおける麻痺側参加の試み～』、共同演者：柴大樹、西河和

也、森憲一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井口 奈保美（いぐち なおみ）  

 

職種 理学療法士 

資格 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 患者様第一に、患者様の笑顔のため、いつも最善の医療を提供できるよう、日々研鑽して

いきたいと思います。 

興味分野 スポーツリハビリテーション、脳血管疾患、がん疾患 

略歴簡略版 2017年理学療法士免許を取得後、大阪回生病院入職。 



平田 健太（ひらた けんた）  

 

職種 理学療法士 

資格 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 患者様とのコミュニケーションを大切にし、日々の努力を怠らず、良質な医療を提供でき

るよう努めていきたいと思います。 

興味分野 呼吸器疾患、糖尿病、循環器疾患 

略歴簡略版 2017年理学療法士免許を取得後、大阪回生病院入職。 

 


