
教授　神先　秀人

洛星高等学校（京都府）卒業
昭和56年 東京都立府中リハビリテーション
専門学校卒業
昭和63年 立命館大学人文学科卒業
平成21年 神戸大学大学院後期課程修了
臨床専門分野
１）骨関節障害（下肢）
２）高齢者の介護予防
研究分野
１）歩行分析等を中心とした動作の運動学・
運動力学的分析
趣味：美味しい料理を食べ美味しい酒を飲む
　　　（お金と時間の許す範囲で…）

栃木県立佐野女子高等学校卒業
平成 5 年 信州大学医療技術短期大学部卒

業理学療法士
平成14年 博士（障害科学）東北大学
臨床専門分野
１）理学療法
研究分野
１）地域理学療法
２）物理療法

准教授　横塚美恵子
島根県立益田高等学校卒業
平成17年 弘前大学卒業
平成19年 弘前大学大学院医学系研究科保

健学専攻（修士課程）修了
平成24年 弘前大学医学研究科医科学専攻

（博士課程）修了
臨床専門分野
１）身体障害
２）高齢期障害
研究分野
１）作業活動の心理的効果に関する研究
２）作業療法の養成教育に関する研究
趣味：DIY、旅准教授　澄川　幸志
新潟県立三条高等学校卒業
平成18年 山形県立保健医療大学卒業
平成29年 群馬大学大学院修了
臨床専門分野
１）身体障害作業療法
研究分野
１）脳卒中リハビリテーション
趣味：釣り、麻雀

准教授　藤田　貴昭

リハビリテーション科

1）リハビリテーション科が担当する疾患は、脳卒中、脊髄損傷、神経筋疾患、骨関節疾患、切断、内部障害
　　（呼吸器、循環器疾患）など多岐にわたります。対象も発達途上の幼児から、高齢者まですべての年代
　　に渡ります。同一疾患でも急性期、回復期、生活期の時期によってアプローチの仕方が異なります。患
　　者さんの希望や社会環境によってもリハビリテーションのゴールは異なります。　
2）このように広い範囲の医療を担い、また病気や外傷の治療だけでなく障害をとらえ、機能の回復、活動性
　　の向上、社会参加に向けての医療をすべて合わせて行うのがリハビリテーション科専門医です。

診療科（講座）紹介

指導医（スタッフ）紹介指導医（スタッフ）紹介指導医（スタッフ）紹介指導医（スタッフ）紹介

助教　加藤　欽志

富山県立高岡高等学校卒業
平成15年 福島県立医科大学卒業
平成21年 医学博士取得
臨床専門分野
１）脊椎・脊髄外科
２）スポーツ外傷・障害の診断と治療
研究分野　
１）腰痛の病態と疫学
２）スポーツにおける腰部障害の診断と治療

助教　佐藤　崇匡

宮城県立仙台第一高等学校卒業
平成14年 福島県立医科大学卒業
臨床専門分野
１）循環器内科
２）心臓リハビリテーション
研究分野　
１）心不全
２）運動生理学

准教授　大内　一夫

福島県立福島高等学校卒業
平成 3 年 福島県立医科大学卒業
平成17年 医学博士取得
臨床専門分野
１）足の外科、靴医学、リハビリテーション
医学研究分野　
１）足の解剖
２）骨のコラーゲンファイバーの配向性
３）靴による足の障害
主な研修病院：奈良県立医科大学

福島県立安積高等学校卒業
昭和62年 福島県立医科大学卒業
平成 6 年 医学博士取得
臨床専門分野
１）脊椎・脊髄外科
２）運動器リハビリテーション
３）運動器疼痛
研究分野　
１）脊椎内視鏡手術、運動器の痛みの基礎

と臨床
２）脊椎疾患に対するブロック療法
３）運動療法の効果教授　矢吹　省司

教授　伊橋　光二

埼玉県立川越工業高等学校卒業
昭和51年 国立療養所東京病院附属リハビ
リテーション学院卒業　理学療法士
昭和56年 法政大学文学部卒業
平成 7 年 博士（医学）東北大学
臨床専門分野
１）理学療法
２）リハビリテーション
研究分野
１）呼吸理学療法
２）電気刺激療法
趣味：ウォーキング

部長（教授）　　 
大井　直往

 1 ）日本リハビリテーション医学会　代議員
 2 ）日本運動器科学会　評議員
 3 ）日本運動療法学会　理事

学会活動開成高等学校（東京都）卒業
昭和57年 金沢大学医学部医学科卒業
平成15年 医学博士取得（東北大学）
臨床専門分野
１）リハビリテーション科
２）整形外科
医学研究分野　
１）PETによる骨格筋の筋活動の研究
２）高齢者の姿勢変化の研究
趣味：ランニング

新潟県立巻高等学校卒業
平成 3 年 国立療養所犀潟病院附属リハビリ
　　　　  テーション学院卒業　作業療法士
平成28年 東北大学大学院医学系研究科修了
　　　　　 博士（障害科学）
臨床専門分野
１）作業療法
研究分野
１）作業時の心血管反応
２）脳卒中患者の機能予後教授　五百川和明

91



後期研修プログラム

大学院・留学について

後期研修協力病院

指導医からのメッセージ指導医からのメッセージ
　私たちは2016年 4 月から開講されました新しい
講座です。リハビリテーションはかなり新しい分野
の医学です。第 2 次世界大戦が終わった頃からアメ
リカで発達してきました。病気が治らない場合に、
その病気による障害を少しでも軽くしたり他の方法
で代償したりして、患者さんの活動をなるべく保つ
ことが目的です。中国語では復権、韓国語では再活
といいますが、日本語では英語をそのままカタカナ
にしてリハビリテーションと呼ぶようになりました。
　リハビリテーションの重要性は皆さんもすでにお
わかりと思います。風邪で 2 日ほど寝込んだだけで、
歩いたときに足元がおぼつかなくなる経験はどなた
でもあると思います。寝ているときから運動を始め、
足腰の筋力を保つ必要があります。特に高齢者は要
注意です。何かの病気になったのがきっかけで全身
の体力が低下し、元々の病気が良くなってもお家に
戻れない状態になる場合が数多くあります。そう
なってしまうことをリハビリテーションのスタッフ
がチーム一丸となって防ぎます。また障害が残りや
すい脳卒中や脊髄の病気などに対しては、歩けない
とかトイレに行けないとか箸が持てないとかの障害
がなるべく少なくなるように関わります。そしても
し障害が残ったとしても、一人の尊厳ある人間とし
て、もともと自分が過ごしていた場所でイキイキと
生活できるように、人的資源を活用し様々な生活用
具や優れた福祉環境を整えることも私たちの仕事で
す。その時患者さんのご家族も一緒に幸せにする事
にも心がけています。障害者・高齢者の方々が世界
でもっとも住みやすい場所として、福島県を作り上
げることが私たちの目標です。
　リハビリテーション医学としては、正常（スポー
ツ活動を含む）や異常における身体活動の動作分析
をしたり、リハビリテーションの最強のツールであ
る運動を用いて、さまざまな病気・疾患を治したり
予防する研究も私たちの仕事です。

　大学院に進んで臨床研究や基礎研究が可能です。（現在修
士 4、博士 2名が所属しています）
　国内研修や海外留学も積極的に斡旋します。

専門医受験資格のために必要とされる技能・手技目標
　日本リハビリテーション医学会専門医として認定を受け
られる者は、次に掲げる資格を有し、本医学会の行う試験
に合格したものに限る。
（１）医師免許取得後 5年以上及び日本リハビリテーション

医学会加入後 3年以上を経過していること
（２）日本リハビリテーション医学会の定めた専門医制度卒

後研修カリキュラムに基づき認定研修施設において 3
年以上の研修を行ったものであること

（３）日本リハビリテーション医学会における主演者の学会
抄録 2篇を有すること

（４）前号（３）の 2篇のうち 1篇は、本医学会地方会にお
ける会誌掲載の学会抄録または地方会発行の発表証明
書をもってこれに代えることができる。

（５）自らリハビテーション医療を担当した30症例の症例
報告を提出すること

（６）自らリハビテーション医療を担当した100症例のリス
トを提出すること

関連病院名 所在地 指導医名
渡辺亜貴子
大槻　剛智
白土　　修
松尾　洋平
泉　　一郎
本間　達也

部　　　長
部　　　長
部　　　長
部　科　長
院　　　長
理　事　長

医療生協わたり病院
北福島医療センター
福島県立医科大学会津医療センター附属病院
福島県総合療育センター
あづま脳神経外科病院
医療法人生愛会

福 島 市
福 島 市
会津若松市
郡 山 市
福 島 市
福 島 市

職　名
1
2
3
4
5
6

修得すべき手技や手術経験目標数など

１ 年 次

　基本的診療能力およびリハビリテーション科基本的
知識と技能の習得を目標とします。リハビリテーショ
ン診療に必要な神経学的、運動学的診察手技を習得す
ること、患者のＡＤＬ能力を正しく診断できること、
患者立脚型評価尺度を正しく使えること、リハビリ
テーション処方ができることが目標です。

2 年 次

　基本的診療能力の向上に加えて、診療スタッフへの
指導にも参画します。特に回復期リハビリテーション
病棟での勤務を中心におこなっていただきます。回復
期はリハビリテーション科診療の中でもっともダイナ
ミックな所です。ここで障害をもつ患者さんと数多く
接し、リハビリテーション科基本的知識・技能を幅広
い経験として増やすことを目標としてください。特に 
1 年目の福島県立医科大学病院で経験できなかった技
能や疾患群については積極的に治療に参加し経験を積
んでください。指導医は日々の臨床を通して専攻医の
知識・技能の習得を指導します。専攻医は学会・研究
会への参加は、ただ聴講するだけでなく質問などの発
言や発表できるよう心がけ、関連分野においては自ら
も専門知識・技能の習得を図ってください。

3 年 次

　カンファレンスなどでの意見の集約・治療方針の決
定、予後予測など、チーム医療においてリーダーシッ
プを発揮し患者さんから信頼される医療を実践できる
姿勢・態度を習得してください。運動負荷試験、筋電
図検査、嚥下機能検査、義肢装具の処方とチェックア
ウトができることも目標とします。四肢の痙縮に対す
るボトックス治療や経頭蓋磁気刺激法にも参加しても
らいます。３年目の研修病院では整形外科手術や脳神
経外科手術にも積極的に参加できるように配慮しま
す。手術後のリハビリテーションを担当する上で、数
多くの手術を実際に経験することは、医師のスキルと
して必ず役に立つものと考えています。また障害者の
QOLを考えてもらう上で、障害者スポーツ大会に積極
的にボランティアとして参加する時間も作ります。ま
たリハビリテーション分野の中で 8 領域（1. 脳血管
障害・外傷性脳損傷など、2. 脊髄損傷・脊髄疾患、
3. 骨関節疾患・骨折、4. 小児疾患、5. 神経筋疾患、
6. 切断、7. 内部障害、8. その他［廃用症候群，がん，
疼痛性疾患など］）の全ての疾患を経験できているかを
意識して、実践的知識・技能の習得に当たってくださ
い。指導医は日々の臨床を通して専攻医の知識・技能
習得を指導します。専攻医は学会での発表、研究会へ
の参加、DVDなどを通して自らも専門知識・技能の
習得を図ってください。 

講師　川又　寛徳

福島県立磐城高等学校卒業
平成15年 東京都立保健科学大学卒業
　　　　　作業療法士
平成27年 博士（作業療法士）首都大学東京
臨床専門分野
１）作業療法
研究分野　
１）作業行動学
２）高齢者へのヘルスプロモーション

栃木県立宇都宮女子高等学校卒業
平成22年 群馬大学医学部医学科卒業
臨床専門分野
１）リハビリテーション全般
趣味：ランニング

助手　佐藤　真理
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