
［2021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】 

・井口知也：社会福祉学習双書2022 第15巻 介護概論 第7章 第4節 福祉用具の活用．全国社会

福祉協議会，159-168，2022.02.25. 

 

【学術論文】（原著論文, 研究報告, 総説等） 

・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. 

・木村浩明，本家寿洋，井口知也：過去・現在・未来に想いを広げる楽しさで疼痛が減少した事例．作

業行動研究 25(3)，133-142，2021. 

・山本清治，甘利琢磨，井口知也：シリア難民障害者の社会参加とエンパワメント促進を目的にした

障害者リーダー育成の課題．作業療法ジャーナル56(1)，88-91，2022． 

・蕨野 浩，井口知也，立山清美，兼田敏克，高畑進一：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行

第1波における訪問リハビリテーションサービスの利用とADL能力の経時的な変化.．大阪府作業療

法ジャーナル 35(2), 107-116, 2022. 

・山本清治：都市在住シリア難民障害者の現状と国際協力支援の課題. 難民研究ジャーナル. (11) 

2022. 

・Teramura A, Hamada K, Yamamoto S：Social Participation of People with Intellectual 

Disabilities in Rural Areas of the Philippines．Asian Journal of Occupational Therapy，

17(1) 83-89 2021． 

・山本清治, 甘利琢磨, 井口知也：シリア難民障害者の社会参加とエンパワメント促進を目的とした

障害者リーダー育成の課題．作業療法ジャーナル，1(56) 2021． 

・山本清治, 寺村晃, 吉田美穂, 井口知也：我が国の作業療法士が抱く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，(27) 14-19 2021.  

・寺村晃：介護予防・日常生活支援総合事業における利用者の活動と社会資源―地域のなかの通所型

サービスを事例として―．未来共創，8，209-232，2021． 

・山本清治，寺村晃，吉田美穂，井口知也：我が国の作業療法士が抱く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，27，14-19，2021． 

・Teramura A，Hamada K，Yamamoto S：Social Participation of People with Intellectual 

Disabilities in Rural Areas of the Philippines，Asian Journal of Occupational Therapy，

17(1)，83-89，2021． 

・Teramura A, Kimura Y, Hamada K, Yasuko I, Kawamori M：COVID-19-Related Lifestyle Changes 

among Community- Dwelling Older Adult Day-Care Users: A Qualitative Study, International 

Journal of Environmental Research and Public Health，19(1)，2021． 

・寺村晃，森田雄大，山本清治：言語理解，文化的背景の違う外国人留学生の評価実習における考慮

点．作業療法ジャーナル，56(4)，374-378，2022． 

 

 

 

 



 

 

【学会発表】 

・渡部雄太，日高茉実，井口知也，山田 孝：軽度認知障害高齢者と認知症高齢者の作業適応と認知

機能の改善傾向の差異．第 30回日本作業行動学会学術集会（オンライン） ，第 30回日本作業行

動学会学術集会抄録集 004，2021． 

・阪本春子, 宮井良太, 橋本竜之介, 井口知也：復職に向けた修正CI療法 ―若年脳卒中患者の一例

を通して―．第55回日本作業療法学会，PA-58，2021． 

・富谷 碧, 宮井良太, 橋本竜之介, 井口知也：早期復職が可能となった脳卒中事例―上肢機能アプ

ローチによるマウス操作の獲得―．第55回日本作業療法学会，PA-61，2021． 

・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対する治療戦略の検

討―手術術式別による検討―．第55回日本作業療法学会，PF-14，2021． 

・日高茉実, 井口知也, 渡部雄太：通所リハビリテーションを利用する高齢者の継続的な習慣の変化

に向けた作業療法の検討．第55回日本作業療法学会，PJ-07，2021． 

・渡部雄太, 井口知也, 日高茉実,山田 孝：軽度認知障害の認知機能低下に影響を与える作業参加の

特徴．第55回日本作業療法学会，PJ-１８，2021． 

・川又寛徳, 石橋 裕, 井口知也：健常成人における作業参加とヘルスリテラシーの関係．第55回日

本作業療法学会，PJ-04，2021． 

・吉田 文：身体障害者補助犬で繋がる！OT・PTのネットワーク構築．第13回日本身体障害者補助犬

学会学術大会，オンデマンド，2021.11.21-12.31.  

・山本清治, Nizar S, Nayfeh K, 井口知也：シリア難民障害者自助団体の現状と障害者リーダー育成

の課題．第55回日本作業療法学会，online，2021.9.13． 

・朝岡裕貴，岡山友哉，北尾あおい，辻憲太郎：入院患者が余暇活動であるカラオケに参加した動機

についての質的検討，第7回臨床作業療法学会学術大会 2021年7月31日～8月29日（オンライ

ン開催） 

・川崎 一平，J Inbaraj，V Yogalingam，寺村 晃，濱田 光佑，原田 瞬：A practice on management 

at the Independent Living Center and the disseminations of occupational therapy in 

Malaysiak．第41回近畿作業療法学会，京都，2021.6.6. 

・Teramura A: Features of Facility A for People with Intellectual Disabilities in Rural Area 

of the Philippines．7th Asia Pacific Occupational Therapy Conference，Manila，2021.11.23. 

・寺村 晃，木村友美，石本恭子: COVID-19が及ぼす地域在住高齢者の生活の変化―通所型サービスに

おける質的調査―．第80回日本公衆衛生学会総会，東京，2021.12.21. 

 

【学位取得・研究業績に対する受賞】 

・山本清治：認定作業療法士．2021.8.1． 

 

【教育業績】（作成した教材，実践） 

・井口知也：広島大学客員准教授．作業療法学理論，2020.10. 

・井口知也：大阪府立大学非常勤講師．地域作業療法学Ⅱ，2021.12. 

・山本清治：神戸大学大学院保健学研究科パブリックヘルス領域 非常勤講師 

・山本清治：大阪府立大学 非常勤講師 



・山本清治：森ノ宮医療大学 非常勤講師 

・山本清治：神戸医療福祉専門学校三田校 非常勤講師 

・寺村晃：大阪医専非常勤講師．医療英語，2022.9. 

・寺村晃：姫路医療福祉専門学校非常勤講師．国際教育論，2022.11. 

 

【社会貢献・学会活動】 

・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：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：広島大学客員准教授 

・井口知也：「家で受講する!研究法入門 Zoom講習会 〜作業療法研究の秘訣教えます〜」．大阪府作

業療法士会学術部主催研修会，大阪，2021.08.01. 

・井口知也：身体障害回復期病棟でのリハビリテーション．福田学園 OCR/OHSU 校友会主催研修会 フ

ァシリテーター，2021.10.17. 

・井口知也：介護の日記念イベント研修会「初めて学ぶ研究方法」，大阪府介護福祉士会，大阪，

2021.11.14 

・井口知也：大阪府介護福祉士会講師，事例研究 勉強会〜はじめて学ぶ研究方法〜，事例研究の基本，

2021.12.09. 

・井口知也：大阪府介護福祉士会講師，事例研究 勉強会〜はじめて学ぶ研究方法〜，事例研究の組み

立て，2022.01.13. 

・井口知也：大阪府作業療法士会学術局身体領域チーム研修会講師，作業の研修会 基礎編，2022.01.20. 

・井口知也：大阪府作業療法士会学術局身体領域チーム研修会講師，作業の研修会 応用編，

2022.02.217. 

・井口知也：ICUでのリハビリテーション．福田学園OCR/OHSU校友会主催研修会 ファシリテーター，

2022.02.20. 

・井口知也：大阪人間作業モデル事例検討会 ファシリテーター．日本人間作業モデル研究所主催研修

会 ファシリテーター，2022.03.23. 

・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 

・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 

・山本清治：日本作業療法協会国際部 人材育成部門チーフ 



・林部美紀：大阪保健医療大学 公開講座「これを知っておけば実習や就活で印象が変わる，2022,3,16  

・岡山友哉：臨床実習指導者講習会 世話人，2022.2.12～2022.2.13 

・岡山友哉：第41回近畿作業療法学会査読委員 

・岡山友哉：福田学園校友会OT・ST部会合同研修会講師，2021.10.17 

・岡山友哉：京都府作業療法士会学術部員・学術誌編集委員 

・岡山友哉：京都府作業療法士会MTDLP委員 

・岡山友哉：京都府作業療法士会MTDLP基礎研修会スタッフ，2021.7.11 

・岡山友哉：京都府作業療法士会MTDLP事例検討会チューター，2022.1.23 

・岡山友哉：京都民医連中央病院 作業療法士研修会講師 

・寺村晃：第35回大阪府作業療法学会 座長 

・寺村晃：日本作業療法士協会 国際部 部員 

・寺村晃：国際リハビリテーション研究会 学術誌編集員 

・寺村晃：国際リハビリテーション研究会 第5回学術大会の演題査読 

・寺村晃：大阪府作業療法士協会 現職者研修講師，2021.8.15. 

・寺村晃：日本作業療法士協会 グローバル活動入門セミナー基調講演講師，2022.2.13. 

 

 

【その他】（新聞取材，掲載等） 

・山本清治：地域のレジリエンスに貢献する帰国隊員 シリアの障害者支援の輪を広げる．協力隊を

育てる会ニュース，2021.6.1. 

 


