
Ⅳ．研究活動 <Research>  

 

１．研究課題 <Research Projects> 

作業療法学・理学療法学に関する教育の充実・高度化を図るため、教員が

自身の専門分野の研究を深める事を重視している。本年度も多忙な中、取り

組んできた研究成果を以下に記す。 

Name Research Question  Contents 

河本 玲子 地域リハビリテーション推

進 

 

脳卒中地域連携パスの作成や、高次脳機能相談支援

体制に関わる中で、地域リハビリテーションのあり

方について検討した。 

上原 奈緒子 高次脳機能障害者の認知特

性を反映した観察用チェッ

クシートの検討  

OT が対象者の言動に高次脳機能障害を見逃すこと

を防ぐための観察用チェックシートを作成し、その

効果を検討する。  

植山ひとみ 地域リハビリテーションの

推進 

下関市北部の地域包括ケアシステムの推進：特養相

談支援、各種ボランティア活動の援助、支援、健康

高齢者の地域活動推進。  

谷川 郁代 障害児の母親のアイデンテ

ィティ形成過程  

障害をもった子どもの母親の子育てに伴う自我、す

なわち母親アイデンティティが形成されていく過

程を明らかにする。  

渡辺 慎介 地域伝統行事に従事すると

いう作業の意味  

山口県防府市に鎌倉時代より続く「笑い講」という

伝統行事に従事する意味を多角的に、質的研究の手

法で捉えていく。  

和久 美恵 

 

 

 

訪問リハビリテーション，通

所介護利用者の生活行為向

上に向けたマネジメントと

作業療法の検討  

厚生労働省老健局老人保健健康増進事業で開発さ

れた生活行為所向上マネジメント（MTDLP）を使用

して、在宅生活者への作業療法支援やその成果を検

討し、日本作業療法学会で発表した。 
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Name Research Question  Contents 

山本 悟 経皮的磁気刺激装置の臨床応

用 

近年、磁気刺激の治療応用が注目されており、血行

改善、  ニューロン・グリア細胞の活性化など多様

な作用が示唆されている。われわれは低エネルギー

経皮的磁気装置を開発し、これまでラット慢性疼痛

モデルにおいて疼痛軽減作用があることを報告し

てきた。現在、刺激装置の実用化に向け検討を行っ

ている。 

藤井 昭宏 パーキンソン病の運動療法，

LSVT® BIG の効果に関する

研究 

パーキンソン病の画期的な運動療法である LSVT® 

BIG（Lee Silverman Voice Training:リー シルバ

ーマン法）について、今後臨床応用を検討している

理学療法士らに対し情報提供を行い、今後の具体的

な介入方法や研究モデルについて意見交換を行っ

た。 

 脳卒中片麻痺患者の評価法

Chedoke-McMaster  Stroke 

Assessment の臨床応用に関

する研究 

われわれの研究ではこれまで，脳卒中片麻痺患者の

評価法 Chedoke-McMaster Stroke Assessment の

評価スケールとしての信頼性と妥当性を検証し、そ

の結果から臨床での応用を推奨した。次の段階とし

て、他の評価スケールとの比較を評価者目線で行っ

ていく予定である。  

鹿毛 治子 Health promotion for elderly 

people. 

健康維持・増進に必要な運動

強度の検討  

介護予防・代謝症候群改善など様々な目的から健康

教室等が実施されている。安全管理として運動強度

は低めに設定されることが多いが、効果を得るため

に必要な強度についての情報が不足しているため、

文献的調査を行っている。  

松原 早苗 在宅リハビリテーションに関

する調査・研究  

在宅生活を支援するため退院前に行われたアプロ

ーチの内容・頻度と訪問リハビリで必要とされる内

容との関係、介入による利用者の介護度変化や満足

度などについて検討する。 

島本 祐嗣  緩和ケア病棟に入院した終末

期がん患者に関わる理学療法

士の緩和的リハビリテーショ

ンの探求 

緩和ケア病棟において、終末期がん患者に対してリ

ハビリテーションを実施している理学療法士が実

際にどのような体験をしているかを明らかにする。 

 

加藤 善範 障がい者スポーツ支援の実際 東京オリンピック・パラリンピック開催が決定し、

今後障がい者スポーツに対する支援も広がってく

ることが予測される。障がい者スポーツ支援の現状

を明らかにし、理学療法士がどのように携わること

ができるかを検討する。 
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２．研究業績 <Publications and Presentations> 

 Contents 

Report at 

academic 

Conference 

和久美恵：「生きているうちに通所介護の仲間と旅行がしたい～MTDLP を使用し

ての介入～」．第 50 回日本作業療法学会．2016.9.9 北海道札幌市  

 

３．研修 <Continuing Professional Education> 

専門分野の知識を深め、技術の高度化を目指して様々な研修会に参加した。

ここでは、そのような研修会への参加状況を記す。 

研修会参加への経済的支援については「a．本校からの全面的支援」、「b．本

校からの部分的支援」、「c．他の組織からの支援」、「d．自己負担」の 4 区分が

ある。 

Name Title or Content Place Date  Fee 

河本 玲子 

第 26 回山口県作業療法学会 長門 2016.11.30 a 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ教員研修 山口 2016.12.26 a 

山口医療福祉専門学校 YIC ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学校

同窓会 遊心会 症例検討会 
宇部 2017.2.4 b 

上原 奈緒子 

山口県高次脳機能障害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ講習会 山口 2016.10.23 a 

山口県作業療法士会  精神部会研修会  山口 2016.11.20 d 

山口県作業療法士会  現職者研修 講師 宇部 2016.12.4  c 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ教員研修会 山口 2016.12.26 a 

山口医療福祉専門学校 YIC ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学校

同窓会 遊心会 症例検討会 

宇部 2017.2.4 
d 

宇部市他職種連携研修会（後期） 宇部 2017.2.19 c 

岩国刑務所施設見学 岩国 2017.3.7 c 

谷川 郁代 

韓国ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ高齢者福祉展 釜山 2016.6.30-7.2 a 

MTDLP 基礎研修 山口 2016.11.6 d 

ETAC ｼｰﾃｨﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 福岡 2016.11.12 d 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ教員研修会 山口 2016.12.22 a 

渡辺 慎介 

第 4 回作業科学にまつわる研究法研修会 広島 2016.5.19-20 c 

日本作業療法教育研究会学術集会 宮城 2016.10.3-4 a 

第 20 回作業科学ｾﾐﾅｰ 愛知 2016.12.4 d 

山口県立病院機構作業療法部門合同研修会「ﾒﾀ

認知」 

山口 2016.12.18 
d 

YIC グループ教員研修 山口 2016.12.21 a 

和久美恵 

山口県作業療法士会  認知症初期集中支援研修

会 

宇部 2016.4.24 
d 

山口県作業療法士会  現職者研修 山口 2016.8.7 c 
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Name Title or Content Place Date  Fee 

和久 美恵 

第 50 回日本作業療法学会 北海道 2016.9.9-11 b 

山口県作業療法士会  地域包括ｹｱﾘｰﾀﾞｰ養成研修

会 

宇部 2016.9.25 
d 

山口県作業療法士会  精神部会研修会  山口 2016.11.20 d 

第 28 回山口県作業療法学会 長門 2016.11.27 d 

ｻｲﾊﾞｰﾀﾞｲﾝ安全講習会（ﾛﾎﾞｯﾄｽｰﾂ HAL） 山口 2016.11.22 a 

第 7 回山口県訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実務者研修会  山口 2016.12.10-11 d 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ教員研修  山口 2016.12.20 a 

植山ひとみ 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ新入教員研修 山口 2016.4.1.2 a 

日本作業療法士協会研修（生活向上ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ研

修） 

山口 2016.8.21  
d 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ教員研修 山口 2016.12.22 a 

山本 悟 

山口県三士会共催地域包括ｹｱ研修会（地域包括

ｹｱを語る）  

山口 2016.4.24 
d 

山口県理学療法士会  第 2 回地域包括ｹｱ研修会  山口 2016.5.22 d 

山口県理学療法士会  定期理学療法研修会（脳性

麻痺児の評価と治療） 

岩国 2016.6.5 
d 

宇部高専 T&B 講演会（世界初ｻｲﾎﾞｰｸﾞ型ﾛﾎﾞｯﾄｽ

ｰﾂ『HAL』について） 

宇部 2016.6.15 
a 

山口県理学療法士会  定期理学療法研修会（術後

痛が慢性疼痛に至るまでのﾒｶﾆｽﾞﾑ） 

宇部 2016.6.19 
d 

第 38 回 日本疼痛学会 北海道 2016.6.24-25 a 

山口県理学療法士会  教育部研修会（臨床実習に

生かす実践ｺｰﾁﾝｸﾞ、部下・後輩育成に必要なｺｰﾁ

ﾝｸﾞﾏｲﾝﾄﾞ） 

宇部 2016.7.3 

d 

湘南ﾛﾎﾞｹｱｾﾝﾀｰ視察  神奈川 2016.7.26 a 

全国ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学校協会  第 29 回教育研究大会    香川 2016.8.19-20 d 

日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ臨床教育研究会設立記念講演会  大阪 2016.8.28 d 

第 30 回 中国ﾌﾞﾛｯｸ理学療法士学会 岡山 2016.9.3-4 d 

理学療法士講習会（痛みの基礎と理学療法）  宇部 2016.10.16 d 

日本理学療法士協会  教員協議会 東京 2016.10.23 a 

山口県理学療法士会  研修部定期理学療法研修

会（理学療法士が知っておきたい栄養の知識と

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ栄養） 

宇部 2016.11.6 

d 

第 27 回 山口県理学療法士学会  山口 2016.11.20 d 

第 4 回日本理学療法教育学会学術集会  福岡 2016.11.27 d 

理学療法士講習会（運動療法の生理学的根拠）  宇部 2016.12.11 d 
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Name Title or Content Place Date  Fee 

 

山本 悟 

山口県理学療法士会  第 2回日本理学療法士協会

指定管理者（初級）研修会 

宇部 2016.12.18 
d 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ職員研修（自分で行う目標管理）  山口 2016.12.20 a 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ職員研修（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄと人材育成）  山口 2016.12.21 a 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ職員研修（おさえておきたい労務管

理のﾎﾟｲﾝﾄ）  

山口 2016.12.21 
a 

防府市商工会議所  経営組織活性化ｾﾐﾅｰ（最高の

ﾁｰﾑの作り方）  

防府 2017.1.17 
a 

日本理学療法士協会 指定管理者（上級）研修 

（理学療法士の将来を把握する） 

e-ラー

ニング 

2017.1.29 
d 

全国専門学校教育研究会 第 138 回例会（ﾏﾅｰ教

育と日本の伝統文化から見る和の心、校運営部

会分科会ﾃｰﾏ検討） 

東京 2017.2.2-2.3 

a 

日本理学療法士協会  予防理学療法（基礎編）研

修会 

広島 2017.2.4 
a 

日本理学療法士協会  管理者研修会（人事考課活

用法とﾁｰﾑﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞのﾎﾟｲﾝﾄ）  

東京 2017.2.10 
d 

ｷｬﾘｱ形成支援講習（人を育て・人が育つ企業を

支援） 

山口 2017.3.10 
a 

藤井 昭宏 

ｻｲﾊﾞｰﾀﾞｲﾝ講習会（ﾛﾎﾞｯﾄｽｰﾂ HAL） 宇部 2016.6.15 a 

山口県理学療法士会教育部研修会  宇部 2016.7.3 d 

第 29 回教育研究大会・教員研修会 香川 2016.8.18-20 a 

ｻｲﾊﾞｰﾀﾞｲﾝ安全講習会（ﾛﾎﾞｯﾄｽｰﾂ HAL） 山口 2016.11.22 a 

日本理学療法教育学会学術集会  福岡 2016.11.27 d 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ教員研修  山口 2016.12.26 a 

YIC ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学校同窓会第 10 回研修会 宇部 2017.2.4-5 b 

鹿毛 治子 

宇部高専 T&B 講演会（世界初ｻｲﾎﾞｰｸﾞ型ﾛﾎﾞｯﾄｽｰﾂ

『HAL』について） 

宇部 2016.6.15 
a 

湘南ﾛﾎﾞｹｱｾﾝﾀｰ視察 神奈川 2016.7.26 a 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ教員研修会（情報ｾｷｭﾘﾃｨ） 山口 2016.12.20 a 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ教員研修会（学校評価）  山口 2016.12.22 a 

松原 早苗 

山口介護支援専門員更新研修 山口 2016.6.18-29 a 

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｷｬﾗﾊﾞﾝﾒｲﾄ養成研修  山口 2016.7.24 d 

第 1 回 PT 協会指定管理者研修会  宇部 2016.8.28 d 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ教員研修会 山口 2016.12.26 a 

産業ｶｳﾝｾﾗｰ養成通信講座 面接実習 
山口 

2016.11-2017.

9 
d 
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Name Title or Content Place Date  Fee 

島本 祐嗣 

第 40 回死の臨床研究会年次大会  北海道 2016.10.8-9 b 

ｻｲﾊﾞｰﾀﾞｲﾝ安全講習会（ﾛﾎﾞｯﾄｽｰﾂ HAL） 山口 2016.11.22. d 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ教員研修 山口 2016.12.22 a 

YIC ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学校同窓会  第 10 回研修会 宇部 2017.2.4-5 a 

加藤 善範 

山口県理学療法士会  理学療法士講習会（関節可

動治療の基本）  

下関 2016.4.17 
d 

山口県理学療法士会  理学療法士講習会（痛みの

基礎と理学療法）  

宇部 2016.10.16 
d 

第 26 回 山口県理学療法士学会  山口 2016.11.20 d 

平成 28 年度山口県ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰ研修会 山口 2016.12.18 d 

障がい者スポーツ指導員認定校  研修会 東京 2016.12.23 a 

YIC ｸﾞﾙｰﾌﾟ教員研修会 山口 2016.12.26 a 

平成 28 年度障がい者ｽﾎﾟｰﾂ支援相談会  山口 2017.1.15 d 

山口県理学療法士会 理学療法講習会（はじめ

ての理学療法研究法） 

山口 2017.3.5 
d 

三井豪大 

SP ﾏｰｸ内部監査員養成研修 広島 2016.9.8 a 

YIC 研修 山口 2016.12.21-26 a 

専門学校の教育訓練・運営に係る内部質保証人

材の養成講習  

東京 2017.2.7-8 
ａ 

友野亜希子 YIC 研修 山口 2016.12.21-26 a 

有本まどか YIC 研修 山口 2016.12.21-26 a 
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Ⅴ．社会貢献 <Social Contribution> 

 

専門学校の設置の重要な目的は教育活動を通じて社会に貢献することであり、

その主たる方法は、有為な人材を社会に輩出することから始まる。本校は、開

学後 14 年を迎えることができた。多くの卒業生が地域社会におけるリハビリテ

ーション医療の牽引者たらんことを期待したい。 

一方、本校の殆どの教員が、何らかの形で地域社会におけるリハビリテーシ

ョン医療の向上に直接的・間接的に貢献していることを見逃すわけにはいかな

い。下記に本校の教員および学生の 2016 年度における社会貢献の実態を記す。 

 

１．本校教員の取り組みの概略 (順不同) 

Name Contents Date and hour 

河本 玲子 

山口県作業療法士会 顧問 2008.4～継続中 

山口県作業療法士会教育部 部長 2009.4～2016.3 

日本作業療法士協会事例報告登録制度 審査委員 2007.4～継続中 

日本作業療法士協会学会演題 査読委員 2004.4～継続中 

山口県高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会委員長 2006.9～2016.3 

宇部市介護認定審査会 委員 2000.4～継続中 

山陽小野田市介護給付適正化委員会 会長 2007.11～継続中 

上原 奈緒子 

山口県作業療法士会 監事 2014.4～継続中 

山口県作業療法士会 教育部部員 2010.4～継続中 

宇部市介護認定審査会  委員 2000.4～継続中 

山口県作業療法士会学会演題 査読委員 2014～ 

現職者選択研修（身体障害領域） 講師 2016.12.4 

谷川 郁代 美祢市心身障害児ﾃﾞｲｹｱｾﾝﾀｰ ｺｱﾗﾊｳｽ機能訓練指導員 2012.4～2016.9 

渡辺 慎介 

日本作業科学研究会 理事 2014.11～継続中 

日本作業科学研究会 研究推進班・実践につなげる班 2013.2～継続中 

山口県作業科学研究会主宰 2012.3～継続中 

山口県作業療法士会 教育部部員 2009.4～継続中 

山口県作業療法士会 長期展望委員 2012.4～継続中 

山口県作業療法士会 地域包括ｹｱ推進部部員 2016.4～2017.3 

日本作業療法教育研究会会員 2015.11～継続中 

岩国刑務所 社会ﾓﾃﾞﾙ事業 非常勤 2016.12～継続中 

第 4 回作業科学にまつわる研究法研修会講師 2016.5.20 

和久 美恵 

日本作業療法士協会 制度対策部 部員 2014.11～継続中 

日本作業療法士協会 事例報告登録制度 審査委員 2009.9～継続中 

日本作業療法士協会 学会演題 査読委員 2009.12～継続中 

山口県作業療法士会 理事 1998.4.1～継続中 
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和久 美恵 

山口県作業療法士会現職者共通研修 講師 2016.8.7 

光市介護支援専門員研修会 講師 2016.11.16 

光市自立支援型地域ｹｱ会議 講師，ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 2016.5～継続中 

山本 悟 

山口県理学療法士会  理事 2003.4～継続中 

山口県理学療法士会  副会長（学術局長）  2013.4～継続中 

山口県理学療法士会  ﾌﾞﾛｯｸ局長 2016.4～2017.3 

中国ブロック理学療法士会  学会評議員  2013.4～継続中 

日本理学療法士協会  代議員 2016.3～継続中 

平成 28 年度 厚狭地域特別支援教育専門家ﾁｰﾑ 委員 2016.4～2017.3 

第 30 回中国ﾌﾞﾛｯｸ理学療法士学会  一般演題査読者  2016.4.27 

山口県理学療法士会 定期理学療法研修会  講師（術後痛が

慢性疼痛に至るまでのﾒｶﾆｽﾞﾑ） 

2016.6.19 

第 26 回山口県理学療法士学会  一般演題査読者  2016.8.30 

第 30 回中国ﾌﾞﾛｯｸ理学療法士学会 一般演題座長  2016.9.3 

日本理学療法士協会  理学療法士講習会  講師（痛みの基礎

と理学療法）  

2016.10.16 

第 52 回日本理学療法学術大会  一般演題査読者 2016.11.15 

山口県理学療法士会  新人研修会  講師（理学療法における

関連法規）  

2016.12.4 

山口県理学療法士会  第 2 回協会指定管理者研修会  講師

（各都道府県における士会組織化の方向性と管理者の協力

体制） 

2016.12.18 

藤井 昭宏 

山口県理学療法士会教育部部員 2005.4～継続中 

山口県理学療法士会宇部小野田地区ﾌﾞﾛｯｸ委員 2005.4～継続中 

山口県理学療法士会 新人研修会 講師 2016.12.4 

第 52 回日本理学療法学術大会 演題査読者  2016.11 

第 26 回山口県理学療法士学会  一般演題査読者  2016.8 

宇部市介護認定審査会委員 2010.4～継続中 

鹿毛 治子 

第 51 回日本理学療法学術集会 演題査読者  2015.11 

第 26 回山口県理学療法士学会  一般演題査読者  2016.8 

宇部市国民健康保険運営協議会委員  2015.1～継続中 

島本 祐嗣 

山口県理学療法士会広報部 部員 2015.12～継続中 

山口県理学療法士会生涯学習部 部員 2013.4～継続中 

中国地区専門学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟 理事 2016.4～継続中 

加藤 善範 

山口県理学療法士会 高校野球ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 2014.7～継続中 

日本障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ連盟公認指導者  2014.8～継続中 

山口県障害者ｽﾎﾟｰﾂ協会公認医科学ｻﾎﾟｰﾀｰ 2015.3～継続中 
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加藤 善範 

山口県理学療法士会研修部部員  2015.4～継続中 

日本障害者ｽﾎﾟｰﾂ協会 中級障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導員 2015.4～継続中 

山口県体育協会 ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰ 2015.11～継続中 

山口県ｷﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ大会ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ競技審判員 2016.5.8 

第 16 回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会中国四国地区予選会 

聴覚障害ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ山口県代表ﾄﾚｰﾅｰ 

2016.5.14－15 

山口県障害者交流ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ 2016.6.18 

第 18 回日本ﾎﾞｯﾁｬ選手権大会 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ 2016.7.9 

第 16 回全国障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会 山口県代表ﾄﾚｰﾅｰ 2016.10.20－25 

平成 28 年度障がい者医科学ｻﾎﾟｰﾄ相談会 情報提供者 2017.1.15 

山口県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽク交流大会審判員 2017.2.10 

松原 早苗 認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ ｷｬﾗﾊﾞﾝﾒｲﾄ 2017.7.24 ～ 継 続

中 

 

 

 

 

 


