
［2020年度 教育研究活動報告書］ 

 

リハビリテーション学科作業療法学専攻 

【著 書】 

 

【総 説】 

・井口知也：人間作業モデルとAIのあいだ．作業行動研究 23(3/4)，85-91，2020. 

 

【学術論文】 

・足立一, 上原央, 川口眞由：発達障害のある受刑者の「思い」に寄り添った刑務所での作業療法

39(5), 637-643, 2020. 

・足立一：刑務所における作業療法. 大阪作業療法ジャーナル34(2), 102-107, 2021. 

・渡部雄太，井口知也，山田 孝：慢性疼痛を持つ認知症者の生活への動機づけに着目した事例 〜

人間作業モデルと認知神経リハビリテーションモデルを用いた作業療法〜．作業行動研究 23(3/4)，

100-108，2020. 

・米嶋一善, 岡山友哉，井口知也：心不全により入院した認知症高齢者に対する意味のある作業を基

盤とした作業療法 -急性期病棟における短期的介入の一事例-. 作業療法, 40(1), 99-106, 2021. 

・米嶋一善，岡山友哉，井口知也：心不全により入院した認知症高齢者に対する意味のある作業を基

盤とした作業療法:─急性期病棟における短期的介入の一事例─．作業療法，40(1), 99-106, 2021 

・岩吹綾子, 山本清治 : スーダン共和国における障害者支援の現状と課題, 日本在宅ケア学会

誌 24(1),14-29,2020.9. 

・山本清治, 甘利琢磨, Nizar Saraiji, 松尾 博哉 : ヨルダン都市在住シリア難民障害者の居住環境

とその社会参加制約の関連, 作業療法ジャーナル 54(9),1047-1053,2020.8. 

・山本清治, Nizar Saraiji, Abeer Nayfeh Kurdi, Sarah Qasem, 松尾博哉 : シリア難民障害者Self-Help 

Group形成過程とその現状 -リハビリテーション専門職と難民障害者との連携の可能性-, 大

阪作業療法ジャーナル 34(1) ,50-59,2020.7. 

・山本清治, 田中紗和子, 寺村晃, 松尾博哉 : 作業療法養成校学生の国際協力への認識とグローバル人

材育成課題, リハビリテーション教育研究 (26),36-41,2020.3. 

・Seiji Y, Takuma A, Hiroya M. : Recognition and Intervention of Rehabilitation Professionals Handling the 

Health Conditions of Syrian Refugees with Disabilities in Jordan, Asian Journal of Occupational 

Therapy,16(1),11-18.2020.4. 

・野口裕美，吉田文：少年院における動物を介在させた矯正教育の試み．大阪OTジャーナル，

34(2),110-116,2021． 

・吉田文，野口裕美：幸せな環境因子「介助犬」 対象者の可能性を引き出すために．作業療法ジャ

ーナル，54(11),1200-1205,2020． 

 

【学会発表】 

 

・川口眞由, 足立一, 上原央：受刑生活が障害のある受刑者の希望する作業へ与える影響.第54回日本

作業療法学会，オンライン，2020.9. 



・足立一, 上原央, 川口眞由：自己の気づきへの基盤づくりを目指した指導の検討-刑務所における作

業療法士の介入例-. 第54回日本作業療法学会, オンライン, 2020.9. 

・坂田崇好，建石光貴，佐藤篤史，島田梨穂，井口知也：消化器がん術後患者における健康特性 -

SF-8とOSAの関連性 -．日本作業療法学会抄録集 54  PF-17，813-813，2020． 

・川又寛徳，井口知也，宮本礼子：作業リテラシーにおける作業についての情報を評価する視点．日

本作業療法学会抄録集 54 PJ-18，976-976，2020． 

・日高茉実，渡部雄太，井口知也：段階的な作業参加が軽度認知症高齢者の新しい生活環境への適応

を促進する作業を用いた環境への適応．日本作業療法学会抄録集 54  PJ-52，976-976，2020． 

・阪本春子，橋本竜之介，井口知也：回復期病棟から就労へ繋げる作業療法 -高次脳機能障害患者の

一例を通して-．日本作業療法学会抄録集 54 PA-43，620-620，2020． 

・中森清孝， 井口知也，今井啓介，小田中明美，中田 麗：50歳代左片麻痺を呈した男性の就労継

続支援A型の実現を支援して - 地域共生社会の実現に向けた訪問作業療法の役割 -．日本作業療法

学会抄録集 54 ON-52，504-504，2020． 

・渡部雄太，日高茉実，井口知也，山田 孝：軽度認知障害者と認知症高齢者の作業参加の特徴．日

本作業療法学会抄録集 54 OJ-26，380-380，2020． 

・岡山友哉，井口知也：回復期リハビリテーション病棟における認知症があるクライエントの作業療

法の効果に関する指標の検討．第54回日本作業療法学会，新潟，2020.9.25～2020.10.25（オンライン

開催） 

・山本清治, 甘利琢磨, Nizar Saraiji, 松尾博哉 : 都市在住シリア難民障害者が居住する環境と作

業療法介入の課題. 日本作業療法学会, web開催, 2020.9.25.  

・山本清治 : 日本作業療法士協会重点課題研修グローバル活動セミナー基調講演「世界と日本を知

ることからはじめよう！作業療法士の国際協力と国際交流」, 日本作業療法士協会,web,2021.1.26. 

 

【研究助成金】（文部科学省，厚生労働省，公的研究，その他助成金） 

・足立一（代表者）, 矯正施設の入所者等に対する社会復帰に向けた適切な関りを考える会：社会福

祉法人南高愛隣会「共生社会を創る愛の基金」草の根助成金, 2020年度, 20万円. 

・足立一（責任者）, 障害のある子供を抱える保護者が夢や希望を持てる事業：2020年度ドコモ市民

活動団体助成事業, 53万円. 

・山本清治：都市在住シリア難民障害者の母国帰還の動向と国際協力支援の課題（代表者）, 難民研

究フォーラム,2020年度, 30万円.  

 

【学位取得・研究業績に対する受賞】 

・山本清治：難民研究フォーラム 第８回若手難民研究者奨励賞,2020.8.1. 

 

【教育業績】（作成した教材，実践） 

・足立一.高知リハビリテーション学院非常勤講師. 精神障害学論. 2020. 

・足立一.高知リハビリテーション専門職大学非常勤講師. 作業療法評価実習Ⅱ. 2020. 

・足立一.近畿大学豊岡短期大学通信教育部社会福祉養成通信課程非常勤講師. 就労支援サービス. 

2020. 

・井口知也：ケアビレッジ千里・古江台．「暮らしの提案」の研修会，2020.4. 

・井口知也：広島大学客員准教授．作業療法学理論，2020.9. 



・井口知也：大阪府立大学非常勤講師．地域作業療法学Ⅱ，2020.11. 

・井口知也：大阪保健医療大学2020年度公開講座，コロナ禍でも施設を利用する『高齢者の健康の

ためにできること』第Ⅱ部 健康的な暮らしを提案してみよう！，2020.11. 

・井口知也：大阪府介護福祉士会講師，事例研究 勉強会〜介護実践の基盤を作る〜，2020.11.～

2021.3. 

・井口知也：福井県 医療福祉施設従事者を対象とした研修，認知症高齢者への作業療法，2021.3. 

・山本清治：シリア難民障害者のセルフケア介入実践セミナー,ヨルダン社会開発省認定NGO Be 

Positive,2020.1.  

・山本清治：大阪リハビリテーション専門学校非常勤講師, 地域作業療法学.2020.6. 

・山本清治：大阪府立大学非常勤講師,地域作業療法学.2020.9. 

・山本清治：神戸医療福祉専門学校非常勤講師.地域作業療法学.2020.10. 

・山本清治：姫路医療福祉専門学校非常勤講師.国際教育論.2020.11. 

・山本清治：森之宮医療大学非常勤講師.特別講演.2020.11. 

 

【社会貢献・学会活動】 

・足立一：日本更生保護協会・全国保護司連盟主催保護司自主研修会講師, 2020.12.1（神戸北区保護

司会）. 

・足立一：シナプソロジーインストラクター養成コース, シナプソロジー研究所, 2020.8.2,8.9. 

・足立一：大阪府立むらの高等支援学校教員研修, 2021.3.25. 

・足立一：よりそいセミナー, 一般社団法人よりそいネットおおさか, 2021.3.24 

・足立一：大阪市障害程度区分認定審査委員, 2020年度. 

・足立一：姫路少年刑務所就労支援指導講師, 2020年度. 

・足立一：大阪府立すながわ高等支援学校特別非常勤講師（作業療法士）, 2020年度. 

・足立一：大阪府立むらの高等支援学校特別非常勤講師（作業療法士）, 2020年度. 

・足立一：播磨社会復帰促進センター非常勤作業療法士, 2020年度. 

・足立一：第54回日本作業療法学会査読者. 

・足立一：一般社団法人SST普及協会 理事, 代議員, 将来計画委員, 近畿支部事務局長, 2020年度. 

・井口知也：大阪市介護認定審査委員，2020.4.1.-2022.3.31. 

・井口知也：福田学園OCR/OHSU校友会 事務局長 

・井口知也：日本作業療法学会 演題審査委員 

・井口知也：第41回近畿作業療法学会 演題審査委員 

・井口知也：大阪人間作業モデル事例検討会 事務局，運営委員 

・井口知也：日本作業行動学会 評議員 

・井口知也：作業行動研究 編集委員 

・井口知也：大阪府作業療法士会 学術部 部長 

・井口知也：第17回和歌山県作業療法学会 座長 

・井口知也：広島大学客員准教授 

・井口知也：ケアビレッジ千里・古江台．「暮らしの提案」の研修会，2020.4.17. 

・井口知也：よくわかる研究法入門！！対象者の幸せを科学する．大阪府作業療法士会学術部主催研

修会，大阪，2020.08.02. 



・井口知也：大阪保健医療大学2020年度公開講座，コロナ禍でも施設を利用する『高齢者の健康の

ためにできること』第Ⅱ部 健康的な暮らしを提案してみよう！，2020.11.18. 

・井口知也：大阪府介護福祉士会講師，事例研究 勉強会〜介護実践の基盤を作る〜，事例研究の目

的と倫理的配慮について，2020.11.12. 

・井口知也：大阪府介護福祉士会講師，事例研究 勉強会〜介護実践の基盤を作る〜，事例研究方法

の理解，2020.12.10. 

・井口知也：大阪府介護福祉士会講師，事例研究 勉強会〜介護実践の基盤を作る〜，課題事例を解

く，2021.1.14. 

・井口知也：大阪府介護福祉士会講師，事例研究 勉強会〜介護実践の基盤を作る〜，自職場の事例

を取り上げる，2021.2.10. 

・井口知也：大阪府介護福祉士会講師，事例研究 勉強会〜介護実践の基盤を作る〜，研究過程の整

理，事例研究発表，2021.3.11. 

・井口知也：福井県 医療福祉施設従事者を対象とした研修，認知症高齢者への作業療法，

2021.3.22． 

・井口知也：日本作業療法士協会（演題審査委員），日本作業行動学会（評議員），日本保健科学学

会，世界作業療法士連盟，大阪府作業療法士会，和歌山県作業療法士会，日本アダプテッド体育・ス

ポーツ学会 

・岡山友哉，井口知也：高齢者の健康のためにできること，大阪保健医療大学公開講座，オンライン

開催，2020.11.18 

・岡山友哉：京都府作業療法士会学術部 

・辻 郁：日本作業療法士協会 現職者共通研修「日本と世界の作業療法の動向」講師 2021.1.17 

・辻 郁：Mobile Health Care (Cambodia)メンバー 遠隔指導の実施 2020.4～ 

・山本清治：日本作業療法士協会国際部人材育成担当チーフ 

・山本清治：シリア難民支援団体サダーカ ヨルダン支援コーディネーター 

・山本清治：神戸大学大学院保健学研究科 保健学研究員 

・吉田文：厚生労働省 身体障害者補助犬の訓練及び認定等のあり方検討会 構成員 

・吉田文：大阪府 大阪府障がい者施策推進協議会委員 

・吉田文：一般社団法人日本作業療法士協会 教育部部員 

・吉田文：一般社団法人大阪府作業療法士会 事業部精神部門部員  

・吉田文：一般社団法人日本身体障害者補助犬学会 理事 

・吉田文：NPO法人日本補助犬情報センター 理事 

 

【その他】（新聞取材，掲載等） 

・辻 郁：International titled Occupational Therapy in Thailand and Values of Thai culture in Clinical 

Practice，Faculty of Associated Medical Science, Chiang Mai University 修了 2020.6. 

・辻 郁：International titled Thai Elephant Assisted Therapy，Faculty of Associated Medical Science, 

Chiang Mai University 修了  2020.6 

・山本清治：JOCVリハビリテーションネットワーク,JOCVリハネットニュース部分執筆.2020.6. 

 

 


