
山本 悟 副校長 理学療法学科教員 カリキュラム検討委員会 入学試験委員会 

主な担当科目：生理学実習、運動器障害学、理学療法評価法、運動療法、物理療法実習 

（履歴） 

1986年 長崎リハビリテーション学院 理学療法学科 卒業 

1998年 法政大学法学部法律学科（通信教育部）卒業 

2010年 山口大学大学院医学系研究科 博士前期課程 修了 

2013年      同        博士後期課程 修了 

 

1986年～1988年 健和会長行病院 勤務 

1988年～2003年 山口県立中央病院（現 山口県立総合医療センター）勤務 

2003年～2006年 医療法人社団 中村整形外科 勤務 

2003年～     医療法人南風会 山縣医院 勤務（非常勤） 

2006年～     本校教員 

2003年～     山口県理学療法士会 理事 

博士（保健学）／日本理学療法士協会認定 専門理学療法士 

 

（現在の主な活動／社会貢献） 

・山口県理学療法士会 副会長（学術局長、ブロック局長） 

・中国ブロック理学療法士会 学会評議員 

・第 28回中国ブロック学会 学会長 

・日本理学療法士協会 会員、代議員 

・International Association for the Study of Pain 会員 

・日本疼痛学会 会員       ・日本運動器疼痛学会 会員 

・日本ペインリハビリテーション学会 会員 

・再生医療とリハビリテーション研究会 会員 

 

（主な研究業績等） 

・手の外科における早期理学療法．理学療法ジャーナル 37：773-778，2003 

・関節の動きが制限されている－もう少し詳しく見てみよう．実践 Mook理学療法プラクテ

ィス 運動機能の回復促通テクニック（嶋田智明・大峯三郎・天満和人編），p8－12，文

光堂，2008 

・リハビリテーション医療における評価．セラピストのための概説リハビリテーション（嶋

田智明編），p106－112，文光堂，2009 

・The analgesic effects of newly developed magnetic stimulator in volunteers with 

shoulder stiffness,  PAIN RESARCH26：215-221，2011 

・量的評価と質的評価．よくわかる理学療法評価・診断のしかた（嶋田智明・天満和人編），

p262－264，文光堂，2012 

・Heat Shock protein．よくわかる理学療法評価・診断のしかた（嶋田智明・天満和人編），

p273－275，文光堂，2012 

・Activation of Different Signals Identified with Glia Cells Contribute to the 

Progression of Hyperalgesia．Cell Mol Neurobiol 33：167－174，2013 

・水分・電解質代謝．運動療法学テキスト改訂第 2 版（植松光俊・大川裕行・明日徹編），

p101-106, 南江堂．2015 

・運動療法における持久力の維持と改善．運動療法学テキスト改訂第 2 版（植松光俊・大

川裕行・明日徹編），p110-120, 南江堂．2015 

 



藤井 昭宏 理学療法学科長 実習担当 同窓会担当 国際交流委員長 

危機管理委員長 ICT 委員長 

主な担当科目：理学療法概論、義肢装具学、運動療法実習（脊髄損傷）、 

生理学実習（筋電図）、福祉住環境論、理学療法セミナー 

（履歴） 

1993年 長崎大学医療技術短期大学部理学療法学科卒業 

2011年 山口大学大学院医学系研究科 博士前期課程 修了 

 

1993年～2003年 医療法人大成会福岡記念病院リハビリテーション科勤務 

2003年～    本校教員 

2004年～2005年 University of Saskatchewan（Canada） 

School of Physical Therapy 客員教員（兼務） 

 

保健学修士／介護支援専門員／福祉住環境コーディネーター2級／ 

LSVT® BIG certified clinician／日本理学療法士協会認定 専門理学療法士 

 

（現在の主な活動／社会貢献） 

・山口県理学療法士会宇部小野田地区ブロック委員 

・山口県理学療法士会教育部部員 

・日本理学療法士協会学会演題査読者 

・中国ブロック理学療法士学会演題査読者 

・宇部市介護認定審査会 

・第 24回山口県理学療法士学会学会長 

 

（主な研究業績等） 

・Regional Differences of Physical Functions and Daily Exercise Habits in Elderly 

People. 16th International World Confederation for Physical Therapy Congress. 

Amsterdam Holland. June 20-23 2011. 

・脳卒中片麻痺患者の体幹機能評価について－Chedoke-McMaster Stroke Assessment を用

いて－．第 25回中国ブロック理学療法士学会．2011.9.3-4. 倉敷． 

・脳卒中片麻痺患者の評価法 Chedoke-McMaster Stroke Assessment の信頼性と妥当性に関

する研究．第 47回日本理学療法学術大会, 神戸, Vol. 39 Suppl. No.1 2012 

・臨床実習指導に関するアンケート調査－第 1 報－．第 23 回山口県理学療法士学会，

2013.11.17. 山口． 

・臨床実習指導に関するアンケート調査－第 2 報－．第 24 回山口県理学療法士学会，

2014.11.16. 山口． 

 

  



 

鹿毛 治子 教務課長 理学療法学科教員 授業・試験関係 学校機能評価委員会  

主な担当科目：社会福祉学、卒業研究Ⅰ・Ⅱ、生理学実習 

（履歴） 

 1986年 独立行政法人国立病院機構 

      福岡東医療センター附属リハビリテーション学院卒業 

 1997年 佛教大学文学部英文学科卒業 

 2010年 山口大学大学院医学系研究科 医学博士課程 修了 

 

 1986年～1989年 医療法人親和会 織畠病院勤務 

 1989年～2003年 独立行政法人国立病院機構 

   福岡東医療センター附属リハビリテーション学院教官 

2003年～    本校教員 

  

医学博士／日本理学療法士協会認定 専門理学療法士／ 

TOEIC test（国際コミュニケーション英語能力テスト）835点 

 

（現在の主な活動／社会貢献） 

・日本理学療法学術大会査読委員  ・山口県理学療法士学会 一般演題査読者 

・宇部市国民健康保険運営協議会委員 

 

（主な研究業績等） 

・Measuring methods for functional reach test: Comparison of one-arm reach and two-arm 

reach, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 90(12), 20103-7, 2009. 

（原著） 

・Comparison of one-arm and two-arm functional reach test in young adults., Journal 

of Physical Therapy Science, 21(2), 207-12, 2009. （原著） 

・高齢者の生活機能低下を予測する身体的因子, 体力・栄養・免疫学雑誌, 17(2), 68-74, 

2007. （原著） 

・高齢者の転倒に関する研究 

 ～健康および転倒に関する意識調査および運動継続性について～, 平成 16 年度専修学

校教員研究奨励事業研究紀要, 16, 113-123, 2005. （原著） 

・高齢者の 1 年後の生活機能低下と身体的因子の関係の分析, 体力・栄養・免疫学雑誌, 

15(2), 135-7, 2005. （報告） 

・高齢者に対する運動介入が精神心理機能に及ぼす効果に関するクロスオーバー研究, 山

口医学, 53(4･5), 221-9, 2004. （原著） 

・専修学校教員研究奨励事業（研究費） 

・不整地における高齢者歩行の特性～在宅高齢者と健常成人との比較～(文科省・奨励究費) 

・ファンクショナルリーチ・テストの動作特性および身体機能との関係(文科省・奨励究費) 

・理学療法テキストⅢ運動療法, 第 6 章 68-77 頁分担, 千住秀明・楢橋政和編者, 神陵文

庫 

・シンプル理学療法学シリーズ 中枢神経障害理学療法学テキスト第 11章（演習 2）分担, 

細田多稲監修, 南江堂.  

  



 

松原 早苗 理学療法学科教員 4 年生担任 就職担当 

主な担当科目：解剖学、運動学、理学療法評価法、日常生活活動学、地域理学療法学  

（履歴） 

1995年 長崎大学医療技術短期大学部理学療法学科卒業 

2014年 学士（保健衛生学）の学位取得 独立行政法人大学評価・学位授与機構 

 

1995年～2011年 医療機関にて勤務 

2011年～    本校教員 

 

 保健衛生学士／介護支援専門員／福祉住環境コーディネーター2級／ 

キャリアサポーター／認知症サポーターキャラバンメイト 

 

 

 

 

島本 祐嗣 理学療法学科教員 3 年生担任 学生担当 

主な担当科目：物理療法、日常生活活動実習、理学療法評価法 

（履歴） 

2008年 山口医療福祉専門学校（現・YICリハビリテーション大学校）卒業 

2014年 山口大学大学院医学系研究科 博士前期課程 修了 

 

2008年～2013年 特別特定医療法人社団松濤会安岡病院リハビリテーション科勤務 

2013年～    介護老人保健施設 豊生苑 通所リハビリテーション（非常勤） 

2013年～    本校教員 

 

 保健学修士／福祉住環境コーディネーター2級／キャリアサポーター 

 

（現在の主な活動／社会貢献） 

・山口県理学療法士会生涯学習部部員 

・山口県理学療法士会広報部部員 

・日本死の臨床研究会会員 

（主な研究業績） 

・緩和ケア病棟に入院した患者への緩和的リハビリテーションの探求（修士論文） 

 

  



 

加藤 善範 理学療法学科教員 2 年生担任  

主な担当科目：運動療法、スポーツ理学療法、運動学実習 

（履歴） 

2001年 山口コ・メディカル学院 理学療法学科 卒業 

2008年 福岡医療専門学校 柔道整復科 卒業 

2011年    同     鍼灸科  卒業 

 

2001年～2007年 一般病院勤務 

2007年～2011年 理学療法士養成校勤務 

2011年～2014年 鍼灸整骨院院長 

2014年～     本校教員 

 

鍼灸師／柔道整復師／中級障がい者スポーツ指導員／キャリアサポーター／ 

福祉住環境コーディネーター2級／日本障がい者フライングディスク連盟公認指導者／ 

山口県体育協会スポーツトレーナー 

 

（現在の主な活動／社会貢献） 

・山口県理学療法士会 高校野球サポート 

・山口県理学療法士会 研修部部員 

・障がい者スポーツ大会山口県代表チームトレーナー（聴覚バレーボール） 

・障がい者フライングディスク競技審判員 

 

 

 


