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論文・著書

Within-pair differences of DNA methylation levels 
between monozygotic twins are different between 
male and female pairs

Watanabe M, Honda C,
 Osaka Twin Research Group  IwataniY, Yorifuji S, Iso H, 

Kamide K,  Hatazawa J, Kihara S
BMC Med Genomics 9(1):55,2016

Language-related cerebral oscillatory changes are 
influenced equally by genetic and environmental 
factors

Araki T, Hirata M, Yanagisawa T, Sugata H, Onishi M, 
Watanabe Y, Ogata S, Honda C, Hayakawa K, Yorifuji S

NeuroImage 142:241-247,2016

Common neural correlates of real and imagined 
movements contributing to the performance of brain-
machine interfaces

Sugata H, Hirata M, Yanagisawa T, Matsushita K, Yorifuji S, 
Yoshimine T

Scientific Reports 6:24663,2016 doi: 10.1038/srep24663

【知っておきたい！高齢者の摂食嚥下 - 障害・基本・管理・診療 -】
高齢者の神経内科疾患における摂食嚥下障害

野﨑園子
ENTONI 196:31-39,2016

パーキンソン病患者における最大舌圧と嚥下動態との関連
斎藤翔太、福岡達之、野﨑園子、中尾雄太、児玉典彦、道免和久

言語聴覚研究 13(3):120-127,2016

【筋萎縮性側索硬化症の最近の知見とリハビリテーション】摂食
嚥下障害のリハビリテーション

野﨑園子
Journal of Clinical Rehabilitation 25(3):235-244,2016　

【「口から食べる」を支援する栄養管理】薬剤と嚥下障害
野﨑園子

日本静脈経腸栄養学会雑誌 31(2):699-704,2016

【パーキンソンニズムの診断とリハビリテーション】パーキンソ
ン病の摂食嚥下障害

野﨑園子
MEDICAL REHABILITATION 196:57-62,2016

抗アセチルコリンレセプター抗体
依藤史郎

わかる ! 検査値とケアのポイント第 2 版 p.370-373 医学書院 2016

筋電図 (EMG)
依藤史郎

わかる ! 検査値とケアのポイント第 2 版 p.549-553 医学書院 2016

学会報告

Difficulty in taking medication for patients with 
neurological diseases

Nozaki S, Katsuragi S 
6th ESSD( ヨーロッパ嚥下研究会 ) 2016.10.11‐12 Milano,Italy

Epileptic network analysis with 
magnetoencephalographic signals
Hiraoka T, Yanagisawa T, Kishima H, Kobayashi M, Fukuma R, 

Hirata M, Araki T, Yoshimine T, Yorifuji S
第 39 回日本神経科学会 Neuro2016 2016.7.20-22 横浜市

要介護高齢者の服薬困難　第 2 報　口腔・咽頭残薬について
野﨑園子、市村久美子、桂木聡子、宮本　真、倉田なおみ

第 53 回日本リハビリテーション医学会学術集会 2016.6.9 京都府

看護師の服薬困難への認識と対処方法の実態に関する調査
野﨑園子、山崎明子、市村久美子、迫田綾子

第 22 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 2016.9.23 新潟県

講演会やテレビ出演

食と薬と嚥下障害
野﨑園子

兵庫医科大学神経内科同門会 2016.1.16 西宮市 

食と薬と嚥下ケア
野﨑園子

関西摂食嚥下認定看護師研修会 2016.1.30 大阪市

食と薬と嚥下ケア
野﨑園子

広島難病研修会 2016.1.30 広島県

神経難病患者の食と服薬ケア
野﨑園子

広島難病医療従事者研修会 2016.2.12 広島県

摂食嚥下対策のシームレス　 疾患特性を踏まえた評価とケアの
連携

野﨑園子
第 10 回中播磨シームレスケア研究会学術講演会 2016.4.27 明石市

嚥下リハビリテーション
野﨑園子

第 57 回日本神経学会学術大会 第 4 回メディカルスタッフ教育セミナー
2016.5.20-21 神戸市

パーキンソン病患者における最大舌圧と嚥下動態との関連
斎藤翔太、野﨑園子、中尾雄太、南都智紀、児玉典彦、道免和久

第 57 回日本神経学会学術大会 2016.5.20-21 神戸市

薬と摂食嚥下障害
野﨑園子

第 57 回日本神経学会学術大会教育コース 39 2016.5.20-21 神戸市

●●
●● 神経内科
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神経内科学Ⅱ
野﨑園子

兵庫医療大学（リハビリテーション学部第 3 学年次） 2016.6.17 神戸市

摂食・嚥下障害病態各論　神経筋疾患における摂食嚥下障害
野﨑園子

摂食・嚥下障害看護認定看護師教育課程 2016.7.15 広島県　

Duchenne 型筋ジストロフィー（DMD) の摂食嚥下障害
野﨑園子

第 33 回小児神経筋疾患懇話会 2016.8.27 東京都

神経筋疾患の摂食嚥下対策と災害への備え
野﨑園子

第 14 回三島 ･ 北河内地域神経難病医療ネットワーク検討会 2016.9.3 大阪府

頭痛・めまい・しびれ
依藤史郎

平成 28 年度関労クラブ総会・講演会（日本医師会認定産業医研修会） 2016.10.1 
尼崎市

神経疾患の摂食嚥下障害と災害への備え
野﨑園子

神経・筋疾患研修会 2016.10.21 山口県

服薬と嚥下障害
野﨑園子

高知セレギリン研究会 2016.10.28 高知県

神経難病の病態とリハビリテーション＆災害への備え
野﨑園子

第 2 回兵庫県言語聴覚士会 2016.11.11 尼崎市

摂食嚥下障害病態各論 / 神経・筋疾患による摂食嚥下障害
野﨑園子

摂食・嚥下障害看護認定看護師教育課程講義 2016.11.25 愛知県

摂食嚥下障害の基礎知識
野﨑園子

阪神南圏域リハビリテーション支援センターセミナー 2016.12.3 尼崎市

パーキンソン病患者への食支援のポイント
野﨑園子

第 18 回多職種による「阪神摂食嚥下研究会」 2016.12.10 豊中市

主催した研究会

野﨑園子
兵庫摂食嚥下 EBM 研究会 2016.2.21 神戸市

野﨑園子
兵庫摂食嚥下 EBM 研究会 2016.5.27 尼崎市

野﨑園子
兵庫摂食嚥下 EBM 研究会 2016.9.2 尼崎市

野﨑園子
兵庫摂食嚥下 EBM 研究会 2016.12.9 尼崎市

座長を務めた学会・研究会

嚥下障害の多様な病態と個別化リハビリテーション
野﨑園子

第 39 回日本嚥下医学会 2016.2.13 大阪市

神経リハビリテーション
野﨑園子

第 57 回日本神経学会学術大会 2016.5.20-21 神戸市

神経疾患の摂食嚥下障害 - 病態と対策 -
野﨑園子

第 57 回日本神経学会学術大会 2016.5.20-21 神戸市

嚥下障害とリハビリテーション 1
野﨑園子、菅沼宏之

第 53 回日本リハビリテーション医学会学術集会 2016.6.9 京都市

医師の検査教育 1
依藤史郎

第 63 回日本臨床検査医学会学術集会 2016.9.3 神戸市

一般演題 教育 3
依藤史郎

第 65 回日本医学検査学会 2016.9.3 神戸市

症例カンファレンス 2 神経難病・脳卒中
野﨑園子、倉智雅子

第 22 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 2016.9.24 新潟県

神経筋疾患 2
野﨑園子

第 22 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 2016.9.24 新潟県

セミナーとろみ調整食品の物性と嚥下機能との関係・神経内科
嚥下疾患における嚥下ニューロリハビリテーション

野﨑園子
JSDNNM 鳥取大会 2016.10.23 鳥取県


