教員活動報告（2006年１月〜12月）
上好昭孝（学長）
<著書>
上好昭孝：各種疾患・障害に対する運動療法・運動処方の実践，変形性股関節症，運動療法ガイド．井上一，
武藤芳照，福田

潤編，東京，日本医事新報社，pp357-365，2006.

上好昭孝：股関節症の要因─不安定性─に対する装具：股関節用S-splint．リウマチ病セミナーⅩⅦ（七川
歡次監修）
，大阪，永井書店，pp193-200，2006.
<論文>
上好昭孝：骨粗鬆症と転倒．MB Med Reha 65：87-94，2006.
上好昭孝ほか：長期臥床による骨粗鬆症発生のメカニズムと予防．MB Med Reha 72：45-53，2006.
上好昭孝：腰痛を改善するベスト療法；リュック歩き．健康

4：110-11，2006.

<国内学会>
上 好 昭 孝：
「 特 別 企 画 ２」 股 関 節 症 の 保 存 療 法（ 股 関 節 用S-splint）． 第33回 日 本 股 関 節 学 会， 東 京，
2006.10.27．
上 好 昭 孝：
「 講 演 ２」 関 節 リ ウ マ チ の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン． 第21回 日 本 臨 床 リ ウ マ チ 学 会， 東 京，
2006.11.21．
<講演・勉強会>
上好昭孝：骨粗鬆症の治療─薬物と転倒予防─．貝塚保健・福祉合同庁舎，貝塚市医師会学術講演，
2006.5.25．
<社会活動>
上好昭孝：講師

地域住民への健康・予防対策─寝たきりにならないために 第１回大阪河﨑リハビリテー

ション大学公開講座，本学大講義室，2006.3.12．
上好昭孝：講師

リウマチのケア，日本リウマチ友の会和歌山支部，プラザホープ（和歌山），2006.6.25．

上好昭孝：講師 「健康教室」健康日本21：生活習慣病としての骨粗鬆症，和歌山市西保健センター，
2006.10.23．

理学療法学専攻
<著書>
峰久京子他：
「理学療法学事典」 奈良勲

監修，医学書院，東京，2006年４月１日，890頁．

山本和儀：第５章「大東市で地域リハビリテーションに取り組む」 p.117-121，地域リハビリテーションの
源流，澤俊二，浜村明徳，竹内孝仁，三輪書店，東京，2006年7月，387頁．
<論文>
Han Bo, Mori Ichiro, Nakamura Misa, Wang Xiaojuan, Ozaki Takashi, Nakamura Yasushi, Kakudo
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Kennichi : Myoepithelial carcinoma arising in an adenomyoepithelioma of the breast : Case report with
immunohistochemical and mutational analysis. Patholology International 2006, 56(4) ： 211-216.
Han Bo, Nakamura Misa, Zhou Genying, Ishii Aiko, Nakamura Atsushi, Bai Yanhua, Mori Ichiro, Kakudo
Kennichi : Calcitonin inhibits invasion of breast cancer cells : involvement of urokinase- type plasminogen
activator (uPA) and uPA receptor. International Journal of Oncology 2006, 28(4) : 807-814.
Ishii Aiko, Nakamura Misa, Nakamura Atsushi, Takeda Koichi, Han B, Kakudo Kennichi : Expression of
calcitonin receptor in rat mammary gland during lactation. Endocrine Journal 2006, 53(3) : 317-324.
Mori Ichiro, Han Bo, Wang Xiaojuan, Taniguchi Emiko, Nakamura Misa, Nakamura Yasushi, Bai Yanhua,
Kakudo Kennichi : Mastopathic fibroadenoma of the breast: a pitfall of aspiration cytology.
Cytopathology 2006, 17(5) : 233-238.
Mori Ichiro, Ishii Aiko, Nakamura Atsushi, Nakamura Misa, Nakagomi Nami, Takeda Koichi, Kakudo
Kennichi : Expression and cellular localization of calcitonin receptor : RT-PCR and in situ hybridization
studies. Cellular and Molecular Biology 2006, 52 (3) : 9-13.
Nakamura Misa, Han Bo, Nunobiki Osamu, Kakudo Kennichi : Adrenomedullin : a tumor progression
factor via angiogenic control. Current Cancer Drug Targets 2006, 6(7) : 635-643.
Nakamura Misa, Morimoto Shigeto, Ishii Aiko, Higuchi Tomonori, Ogihara Toshio, Kakudo Kennichi :
Cytosine-adenine repeat polymorphism at calcitonin gene locus associated with serum osteocalcin level
in Japanese women. Cellular and Molecular Biology 2006, 52(3) : 15-18.
Nakamura Yasushi, Yasuoka Hironao, Tsujimoto Masahiko, Yoshidome Katsuhide, Nakahara Masaaki,
Nakao Kazuyasu, Nakamura Misa, Kakudo Kennichi : Nitric oxide in breast cancer : induction of
vascular endothelial growth factor-C and correlation with metastasis and poor prognosis. Clinical
Cancer Research 2006, 12(4) : 1201-1207.
Nakamura Yasushi, Yasuoka Hironao, Zuo Hui, Takamura Yuuichi, Miyauchi Akira, Nakamura Misa,
Kakudo Kennichi : Nitric oxide in papillary thyroid carcinoma : induction of vascular endothelial growth
factor D and correlation with lymph node metastasis. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
2006, 91(4) : 1582-1585.
Yukawa Kazunori, Tanaka Tetsuji, Bai Tao, Li Li, Tsubota Yuji, Owada-Makabe Kyoko, Maeda
Masanobu, Hoshino Katsuaki, Akira Shizuo, Iso Hiroyuki : Deletion of the kinase domain from deathassociated protein kinase enhances spatial memory in mice．International Journal of Molecular
Medicine 2006, 17 : 869-873.
Zhang Ping, Zuo Hui, Nakamura Yasushi, Nakamura Misa, Wakasa Tomoko, Kakudo Kennichi :
Immunohistochemical analysis of thyroid-specific transcription factors in thyroid tumors. Patholology
International 2006, 56 (5) : 240-245.
小枩武陛，鈴木順一，久利彩子，岸本眞，藤平保茂，峰久京子，中柗俊介，浅野達雄：３年間における理学
療法学科の学生に対する状態─特性不安推移の検討

リハビリテーション教育研究

2006，11：71-73．

鈴木順一，小枩武陛，久利彩子，岸本眞，藤平保茂，浅野達雄，中柗俊介，峰久京子：学生の生活パターン
と問題行動の関係＝朝型，夜型生活リズムと遅刻回数の関係に着目して＝，リハビリテーション教育研
究

2006，11：91-94．

富樫誠二：理学療法関連用語〜正しい意味がわかりますか？障害受容．理学療法ジャーナル

2006，40：

941．
富樫誠二：臨床実習教育のあり方．理学療法ジャーナル
中柗俊介，鈴木順一，小枩武陛，久利彩子，岸本

2006，40(1)：21-28．

眞，藤平保茂，長辻永喜，津田勇人，勝山

隆，森ひろ

し，岸上雅彦，浅野達雄：対人交流技能の向上を目指した教育プログラムの試み＝実習授業と宿泊研修
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を通じて＝．リハビリテーション教育研究

2006，11：98-100．

樋口智紀，森一郎，中村美砂，中村靖司，尾崎敬，覚道健一：エラスチンとの接触はマクロファージの
TNFα発現を誘導し，動脈硬化発症に寄与する．脈管学

2006，46：1-2，3-10．

藤澤祐其，富樫誠二，笹原妃佐子，後藤力，藤村昌彦，奈良勲：脳卒中片麻痺患者の咬合機能に関する研究．
理学療法ジャーナル

2006，40(11)：963-966．

山本和儀：厚生福祉，時事通信社，2006年３月3日

打診「制度に振り回されるな」 p.1，2006年５月30日

「住み慣れた環境」 p.1，2006年9月１日 「企業姿勢」 p.1，2006年12月１日 「どうする家庭介護」
p.1，20頁．
山本和儀：介護保険情報，社会保険研究所，2006年「自立を支える専門職のために」シリーズ，１月／第10
回薬物依存者への支援
ントを考える

p.52-53，２月／第11回認知症者への支援

p.64-65，４月／第13回介護予防を考える

p.62-63，６月／第15回職員教育について考える

21回障害者自立支援法を考える

p.60-61，５月／第14回生活環境を考える

p.48-49，７月／第16回コミュニケーション能力

p.82-83，８月／第17回専門職によるサービス提供とは
p.80-81，10月／第19回高次脳機能障害

p.78-79，３月／第12回ケアマネジメ

p.90-91，９月／第18回問題の捉え方とその対処

p.88-89，11月／第20回移動手段を考える

p.74-75，12月／第

p.82-83．

<国際学会>
Han Bo, Nakamura Misa, Bai Yanhua, Kakudo Kennichi ： Calcitonin inhibits invasion of breast cancer
cells : Involvement of urokinase-type plasminogen activator (uPA) and uPA receptor. 20th IUBMB
International Congress of Biochemistry and Moleculare Biology and 11th FAOBMB Congress, Kyoto,
Japan, July, 18-23, 2006.
Hatada Atsutoshi, Owada-Makabe Kyoko, Tsubota Yuji, Okamura Yoshitaka, Maeda Masanobu ： In vivo
direct injection of protein into cardiomyocytes in rats. The 6th Congress of the Federation of Asia and
Oceanian Physiological Societies (FAOPS 2006)，Soul, Oct., 15-18, 2006.
Nakamura Misa, Han Bo, Bai Yanhua, Kakudo Kennichi ： Calcitonin : a therapeutic drug targeting the
ERK signaling pathway in tumors. 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Moleculare
Biology and 11th FAOBMB Congress, Kyoto, Japan, July, 18-23, 2006.
<国内学会>
Maeda Masanobu, Owada-Makabe Kyoko, Tsubota Yuji, Yukawa Kazunori, Hatada Atsushi, Kouda Ken,
and Yamazaki Takashi : Changes in blood pressure by direct in vivo protein transduction into a
specific restricted brain area in rats. The 29th Annual Meeting of the Japan, Neuroscience Society
(Neuroscience 2006)，Kyoto, Neuroscience Research 55 : S21, 2006.
Owada-Makabe Kyoko, Tsubota Yuji, Yukawa Kazunori, and Maeda Masanobu : In vivo stable
transduction of protein into the rat brainstem using the Hemagglutinating virus of Japan-envelope
vactor．The 83rd Annual Meeting of the Physiological Society of Japan, Gunma, The Journal of
Physiological Sciences 56 : S122, 2006.
Tsubota Yuji, Owada-Makabe Kyoko, Yukawa Kazunori, and Maeda Masanobu : Hydrophilic changed
[Ala4Lys5]-des-acyl ghrelin (1-10) fails to elicit cardiovascular responses in the rat nucleus tractus
solitarius．The 83rd Annual Meeting of the Physiological Society of Japan, Gunma, The Journal of
Physiological Sciences 56 : S172, 2006.
Yukawa Kazunori, Tsubota Yuji, Owada-Makabe Kyoko, and Maeda Masanobu : The role of guidance
receptor system in cell dynamics and mouse behavior．The 83rd Annual Meeting of the Physiological
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Society of Japan, Gunma, The Journal of Physiological Sciences 56 : S214, 2006.
鍵弥朋子，中村美砂，佐々木紅実，土居淳子，谷口恵美子，林

志穂，中村靖司，森

一郎，覚道健一：保

存条件による尿中細胞の形態変化及びDNA，RNAの劣化．第45回日本臨床細胞学会秋期大会，横浜，
2006.11.10-11.11．
小枩武陛，峰久京子，國末和也，富樫誠二，浅野達雄，鈴木順一：理学療法学科学生に対する不安要素軽減
の工夫，全国私立リハビリテーション学校連絡協議会
鈴木順一，小枩武陛，岸本

第12回教育研究大会，盛岡市，2006.8.25．

眞，久利彩子，藤平保茂，藤野文崇，浅野達雄：ビドスコープによる動作解析

の試み─測定接地面積の違いによる昇降動作の解析─．第41回日本理学療法学術大会

p.227（454）

2006，前橋市，2006.5.25-5.27．
中村美砂，覚道健一：MAPキナーゼを標的分子とした内分泌治療へのカルシトニンの有効性．第79回日本
内分泌学会総会，神戸，2006.5.19-5.21．
中村美砂，覚道健一：乳癌におけるMAPキナーゼを標的分子としたカルシトニンの有効性．第７回ホルモ
ンと癌研究会，群馬，2006.6.30．
白艶花，韓博，中村美砂，覚道健一：乳癌培養細胞株MDA-MB-231においてカルシトニンはurokinasetype plasminogen activator系を抑制する．第95回日本病理学会総会，東京，2006.4.30-5.2．
藤野文崇，鈴木順一，小枩武陛，岸本

眞，久利彩子，藤平保茂，浅野達雄：医療系専門学校生における自

己効力感と卒業試験結果の関連性．全国私立リハビリテーション学校連絡協議会

第12回教育研究大会，

盛岡市，2006.8.24-8.26．
峰久京子，小枩武陛，藤野文崇，鈴木順一，岸本

眞，久利彩子，藤平保茂，浅野達雄，富樫誠二：医療専

門学校におけるPBL（Problem-Based Learning：問題基盤型学習）の試み．全国私立リハビリテーショ
ン学校連絡協議会

第12回教員研究大会，盛岡，2006.8.25．

宮嶋正康，坪田裕司：自然発症性てんかんラットWERにおける咬合異常症について．第23回日本疾患モデ
ル学会総会，群馬県，2006.11.30-12.1，日本疾患モデル学会記録

2006，22：76．

山本和儀：福祉のまちづくり学会，
「精神障害者に対する実践」，日本福祉のまちづくり関西支部，大阪市，
2006.7.7．
<講演・勉強会>
Marcel Grzebellus，坊

美智代，小枩武陛：卒前教育 ＝cellar course 蔵塾＝，神経筋促通手技（PNF）研

修会（PNF information）
，哲学，パターン，テクニック，基本原理と手順の説明とビデオによるデモン
ストレーション，大阪河﨑リハビリテーション大学，2006.10.19．
市 川 繁 之， 小 枩 武 陛： 卒 後 教 育 ＝ cellar course 蔵 塾 ＝， 神 経 筋 促 通 手 技（PNF） 研 修 会（PNF
information）
，哲学，パターン，テクニック，基本原理と手順の説明と患者（CVA）のデモンストレーシ
ョン，大阪河﨑リハビリテーション大学，2006.7.23．
小枩武陛：PNF勉強会（合計６回）
，岸和田市
小枩武陛：PNF勉強会，大阪府

府中病院，2006.1.20．

小枩武陛：PNF勉強会，加古川市
小枩武陛：PNF勉強会，姫路市

吉川病院，2006.4.25，5.30，6.20，7.11，8.15，9.12．

稲美中央病院，2006.2.14．
入江病院，2006.9.16．

小枩武陛，小滝昌彦，村上浩一：卒後教育 ＝cellar course 蔵塾＝，神経筋促通手技（PNF）講習会（PNF
四肢編）
，哲学，パターン，テクニック，基本原理と手順の説明と上肢，下肢のストレートパターン，大
阪河﨑リハビリテーション大学，2006.8.20．
小枩武陛，小滝昌彦，村上浩一：卒後教育＝cellar course 蔵塾＝，神経筋促通手技（PNF）講習会（PNF
体幹編）
，哲学，パターン，テクニック，基本原理と手順の説明と肩甲帯と骨盤帯のパターン，大阪河﨑
リハビリテーション大学，2006.10.1．
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山本和儀：フォーラム「地域の福祉力を高めよう」，「教育をどのように捉えるか」，パーソナルアシスタン
スとも，千葉県浦安市，2006.9.3．
山本和儀：京阪電鉄指導者研修ヒューマンサポート会議，「心のばりあふりー」「コミュニテーションボード
について」
，京阪電機鉄道，京都市，2006.9.22，10.24，12.1．
山本和儀：京阪電鉄職員研修，
「心のバリアフリーを目指して」，京阪電機鉄道，大阪府枚方市，寝屋川市，
2006.5.18，5.25，6.8，6.9，6.10，6.15，6.16，6.22，6.23．
山本和儀，事業部会勉強会，京阪ライフサポート株式会社，大阪府枚方市，2006年１月20日「人を大切にす
るということ」
「小さいことにくよくよするな」，２月23日「認知症者への支援」「地域包括支援センター
創設の意義とその役割」
，３月23日「ケアマネジメントを考える」，山本和儀，４月20日「介護予防を考
える」
，５月18日「ノーマライゼーション思想と福祉自治体と」，６月20日「精神障害者の福祉のまちづ
くり」
，７月20日「コミュニケーション能力」「障害者が真に自立するには…元宮城県浅野史郎知事の記
事より」
，８月17日「自立を支える専門職のために」…問題の捉え方とその対処…，９月21日「企業姿勢」，
10月26日「自立を支える専門職のために」…高次脳機能障害…，11月16日「移動手段を考える」，12月21
日「ヒューマンサポート研修講師よりの感想」．
山本和儀：第５回テクニカルレクチャー，
「ノーマライゼーションの街づくり」「精神障害者のノーマライゼ
ーション」
「公共交通機関のノーマライゼーション」「大学と地域との関わり」 松江市病院事業管理者，
島根県松江市，2006.11.18．
山本和儀：
「老年期障害・現職者研修会」
，
「地域リハの現状と課題そして将来」 東京都作業療法士学会，東
京都，2006.2.18．
<社会活動・その他>
浅野達雄：講師 「リハビリテーション看護」，河﨑会看護専門学校看護第１学科３年生，2006.4.7，4.11．
浅野達雄：講師 「リハビリテーション看護」，河﨑会看護専門学校看護第２学科３年生，2006.4.7．
浅野達雄：講師

頭の体操，上下肢のリズム体操，河﨑会介護老人保健施設

希望ヶ丘，2006年４月〜毎週

水曜日．
浅野達雄：嘱託

介護認定審査委員，貝塚市介護認定審査会．

小西正良：講師 「解剖・生理学」
，河﨑会看護専門学校看護第１学科１年生，2006年４月-2007年10月．
小西正良：講師 「解剖・生理学」
，河﨑会看護専門学校看護第２学科１年生，2006年10月-2007年３月．
小西正良：講師 「解剖・生理学」
，星ヶ丘厚生年金病院看護専門学校１年生，2006年４月-2006年９月．
小枩武陛：講師 「情報処理」
，河﨑会看護専門学校看護第１学科１年生，2006年10月-11月．
小枩武陛：講師

日本スリングエクササイズ研究会主催（インストラクター），国際SET認定ベーシックコ

ース，大阪河﨑リハビリテーション大学，2006.12.3，12.10．
小枩武陛：講師

公開講座「地域の子育て支援」─子どもの成長・発達を願って─，気になる子どもの理解

と養育者の腰痛予防，大阪河﨑リハビリテーション大学，2006.10.21．
小枩武陛：講師

第18回大阪府理学療法学術大会運営委員（学術局演題係），大阪府立大学，2006.7.15-7.16．

小枩武陛：運営

日本スリングエクササイズセラピー研究会

坪田裕司：学会運営

日本生理学会

坪田裕司：学会運営

関西実験動物研究会

坪田裕司：学会運営

日本実験動物学会

地区担当理事．

評議員．
評議員．
Experimental Animals

査読員．

坪田裕司：講師 「運動生理学特別講義と演習」，関西総合リハビリテーション専門学校，2006.9.13-9.14．
坪田裕司：講師

和歌山県立医科大学生理学第二講座

大学院生指導．

富樫誠二：運営

公開講座「地域の子育て支援」─子どもの成長・発達を願って─，大阪河﨑リハビリテー

ション大学，2006.8.30，11.21，11.25．
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富樫誠二：運営

広島転倒予防研究会，世話人．

富樫誠二：座長

第６回ひろしま転倒予防セミナー，広島県医師会館，2006.7.9．

富樫誠二：書評

図解

理学療法検査・測定ガイド，理学療法ジャーナル

2006，40：474

中村美砂：学会運営，第52回日本病理学会秋季特別総会，和歌山，2006.12.23-24．
中村美砂：運営

日本内分泌学会

代議員．

中村美砂：運営

日本病理学会

中村美砂：講師

病理学，河﨑会看護専門学校看護第１学科，河﨑会看護専門学校看護第１学科１年生，

評議委員．

2006年８月-2007年３月．
中村美砂：講師

病理学「遺伝子異常と疾患」，和歌山県立医科大学，和歌山県立医科大学修士課程学生１

年生，2006.7.4．
中村美砂：講師

病理学総論「内分泌異常」，和歌山県立医科大学，和歌山県立医科大学学生３年生，

2006.5.29．
中村美砂：講師

和歌山県立医科大学病理学第二講座

大学院生指導．

峰久京子：運営 （社）大阪府理学療法士協会泉州ブロック2006年第１回特別講演会
ール，
『上肢の運動連鎖』講師：宮下浩二氏

運営委員，泉の森ホ

広島大学の講演会，2006.6.25．

峰久京子：運営 （社）大阪府理学療法士協会泉州ブロック2006年第２回特別講演会，大阪河﨑リハビリテ
ー シ ョ ン 大 学， 特 別 講 演 会『 下 肢 の 運 動 連 鎖 』 講 師： 小 林 寛 和 氏（ 財 ） ス ポ ー ツ 医 科 学 研 究 所，
2006.12.3．
峰久京子：運営 （社）大阪府理学療法士協会泉州ブロック役員会，大阪府

永山病院，2006.5.11，8.31，

10.26，12.21．
峰久京子：運営

第18回大阪府理学療法学術大会運営委員，大阪府立大学，学術大会運営委員（学術局演題

係）
，2006.7.15-16．
峰久京子：ボランティア活動

奥水間，奥貝塚農と緑のゆったりウォーク，2006.10.22．

峰久京子：ボランティア活動

市民の森，第28回貝塚おやと子のフェスティバル，2006.9.18．

峰久京子：ボランティア活動

社会福祉法人

峰久京子：ボランティア活動

どんまい，夕涼み会，2006.8.19．

社会福祉法人

水間ヶ丘，文化祭（山手地区公民館）まで送迎介助，

2006.10.14．
峰久京子：ボランティア活動，社会福祉法人

水間ヶ丘，納涼大会，2006.8.20．

峰久京子：座長

第41回日本理学療法学術大会一般演題，群馬県前橋市，2006.5.25．

山本和儀：運営

社会福祉法人コスモス福祉会

山本和儀：運営

パワーリハビリテーション研究会

山本和儀：講師

ガイドヘルパー養成講座，パーソナルアシスタンスとも，千葉県浦安市，2006.3.14．

山本和儀：講師

セミナー，統合教育について，慶応大学浅野教室，2006.11.29．

山本和儀：講師

評議員．
監査．

ノーマライゼーション，学校法人加計学園玉野総合医療専門学校，岡山県玉野市，

200611.11．
山本和儀：講師

ノーマライゼーション，学校法人都築教育学園第一リハビリテーション専門学校，鹿児島

県国分市，2006.10.14．
山本和儀：講師

ノーマライゼーション，学校法人福岡保健学院下関リハビリテーション学院，山口県下関

市，2006.4.7，5.11，9.8．
山本和儀：講師

ノーマライゼーション，学校法人福岡保健学院八千代リハビリテーション学院，千葉県，

2006.12.22．
山本和儀：講師

リハビリテーション論，花園大学，京都市，2006年４月-９月．

山本和儀：講師

介護ヘルパー研修，NPOわかくさ，大東市若弘会竜間の里，2006.8.4，12.8．
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山本和儀：基調講演 「今後の作業療法士活動に求められるもの」，大阪滋慶学園大阪医療福祉専門学校，大
阪市，2006.3.22．
山本和儀：講師

平成17年度保育所障害児保育担当保育士研修会，大阪府健康福祉部児童家庭室，大阪市，

2006.3.2．
山本和儀：嘱託

平成17年度第２回リハビリテーション研修会【東日本】，老人保健施設におけるリハビリ

テーションの取り組み，社団法人全国老人保健施設協会，東京都，2006.2.17．
山本和儀：嘱託

国保直診と地域包括支援センターとの連携に関する検討委員会，全国国民健康保険診療施

設協議会，2006年８月-2007年３月．
山本和儀：セミナー，統合教育について，慶応大学浅野教室．
<研究助成>
坪田裕司：
「カエルを用いた筋疲労関連分子の探索」，共同研究者

小枩武陛，大阪河﨑リハビリテーション

大学平成18年度共同研究費，100,000円．
中村美砂：
「産官学連帯を目指した泉州特産野菜の研究」，大阪河﨑リハビリテーション大学平成18年度共同
研究費，100,000円．

作業療法学専攻
<論文>
岸上雅彦，津田勇人，勝山

隆，森ひろし，倉澤茂樹，上島

健，長辻永喜，中柗俊介：医療専門学校にお

ける作業療法学科１学年の不安要因について（第２報）．リハビリテーション教育研究

2006，11：

68-70．
津田勇人：doctoral thesis，摘み動作に関わる脳機能領域の解明─PET研究─．大阪大学大学院人間科学研
究科博士論文

2006，全112ページ．

津田勇人，青木朋子，奥

直彦，畑澤

─PET研究─．作業療法

順，木下

博：箸操作によるつまみ動作に関わる脳機能領域の解明

2006，25(1)：28-38．

中柗俊介，鈴木順一，小枩武陛，久利彩子，岸本

眞，藤平保茂，長辻永喜，津田勇人，勝山

隆，森ひろ

し，岸上雅彦，浅野達雄：対人交流技能の向上を目指した教育プログラムの試み＝実習授業と宿泊研修
を通じて＝．リハビリテーション教育研究

2006，11：98-100．

<国際学会>
Kamishima Takeshi, Ando Hiroshi, Yamada Taigou, Naito Yasuo, Hamashima Zenjiro, Ishikawa Kenji,
Tsukada Hiroyasu, Nagatsuji Hisaki , Tsuda Hayato, Kishigami Masahiko： In coloring activity, an
increase in painted area was observed after iterative sessions at Japanese geriatric nursing home, 14th
Congress of the World Federation of Occupational TherapistsSydney, Australia, Monday 23 to Friday
28 July 2006.
Yamada Taigou, Kawasaki Takayuki, Kamishima Takeshi, Ehara Mika, Yamada Kyoko, Hamashima
Zenjiro, Naito Yasuo：Level Of Functioning In Chronic Schizophrenia: Comparison Of Inpatient，Day
Care, And Predict-Recovery Groups, 14th Congress of the World Federation of Occupational
TherapistsSydney, Australia, Monday 23 to Friday 28 July 2006.
<国内学会>
上島

健，岸上雅彦，倉澤茂樹，津田勇人，長辻永喜：臨床評価実習における作業療法学科学生の健康管理
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について〜実習前後の質問紙を通して〜．全国私立リハビリテーション学校連絡協議会

第19回教育研

究大会，盛岡市，2006.8.25．
岸上雅彦，津田勇人，上島

健，長辻永喜，中柗俊介：医療専門学校における作業療法学科１学年の不安要

因について（第２報）
．全国私立リハビリテーション学校連絡協議会

第12回教育研究大会，盛岡市，

2006.8.25．
岸上雅彦，津田勇人，上島

健，長辻永喜，中柗俊介：医療専門学校における作業療法学科１年次から２年

次への不安について─進級に伴う不安要因の変化の検討─．全国私立リハビリテーション学校連絡協議
会
木下

第12回教育研究会，盛岡，2006.8.26．
博，津田勇人，青木朋子，中原英博，伊藤太郎：ポスター，箸操作の脳機能を探る．第14回日本運動

生理学会大会，広島大学，2006.7.29-7.30．
<社会活動・その他>
上島

健：講師

福祉用具プランナー研修，和歌山県地域介護普及センター，和歌山県民交流プラザ

和歌

山ビッグ愛，2006.9.17．
上島

健：嘱託委員

大阪市障害程度区分認定審査会委員．

上島

健：嘱託委員

社団法人大阪府作業療法士会広報部委員．

岸上雅彦：運営

公開講座，地域の子育て支援，大阪河﨑リハビリテーション大学，2006.11.25．

岸上雅彦：運営

社団法人大阪府作業療法士会泉州ブロックブロック長．

岸上雅彦：嘱託

社団法人大阪府作業療法士会

岸上雅彦：ボランティア活動

地域医療対策委員．

精神障害者スポーツ大会，泉州ブロック，大阪府熊取町，2006.11.7．

岸上雅彦：座長

学術大会一般演題，社団法人大阪府作業療法士会第22回大阪府作業療法学会2006.11.12．

佐竹

勝：運営

日本作業療法士協会

WFOT認定等教育水準審査委員長．

佐竹

勝：運営

日本作業療法士学会

演題審査委員．

佐竹

勝：講師 「精神科作業療法」
，名古屋市，日本医療福祉専門学校

佐竹

勝：司会

作業療法学科学生，2006年４-６月．

第40回日本作業療法学会，京都市，2006.6.30-7.2．

津田勇人：講師 「身体障害作業療法治療学」，河﨑医療技術専門学校

作業療法学科２年生，2006年度．

津田勇人：講師 「身体障害作業療法特論Ⅲ（動作分析・MMT）」，河﨑医療技術専門学校 作業療法学科３
年生，2006年度．
津田勇人：講師 「身体障害作業療法治療学」，箕面学園福祉保育専門学校
津田勇人：嘱託委員

日本作業療法士協会

作業療法学科２年生，2006年度．

WFOT認定等教育水準審査委員．

長辻永喜：講師 「日本作業療法士協会と大阪府作業療法士会の歴史と組織」，大阪府作業療法士会
育プログラム，大阪府立大学

新人教

羽曳野キャンパス，2006.6.11．

長辻永喜：講師 「日本作業療法士協会と大阪府作業療法士会の歴史と組織」，大阪府作業療法士会

新人教

育プログラム，大阪物療専門学校，2006.11.26．
長辻永喜：嘱託

社団法人大阪府作業療法士会会長．

長辻永喜：嘱託

貝塚市介護認定審査委員．

長辻永喜：嘱託

大阪府国民健康保険団体連合会

長辻永喜：嘱託

大阪府地域リハビリテーション推進委員．

長辻永喜：嘱託

日本作業療法学会

長辻永喜：嘱託

大阪府医師会「医療モニター」．

介護給付費審査委員．

演題審査委員．

<研究助成>
上島

健：高齢者の塗り絵活動が継続的に行われる動機付けに関する研究．財団法人フランスベッド・メデ
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ィカルホームケア研究・助成財団，500,000円，2006.9.20-2007.3.31．

言語聴覚学専攻
<著書>
鈴木英鷹：精神保健学
三輪レイ子：第３章

第５版，清風堂書店，大阪，2006年５月，340頁．
高齢者の看護

D聴覚障害，p.297-308，老年看護学，田中マキ子：医学芸術社，東京，

2006年２月，423頁．
矢守麻奈：摂食・嚥下リハビリテーション，p.69，介護予防サービスの提供に係るマニュアルの開発に関す
る研究，2）
栄養改善マニュアルの作成

報告書，石井みどり，江頭文江，加藤昌彦，梶井文子，神田

小寺由美，小山剛，斉藤恵美子，清水幸子，杉山みち子，西村秋生，野中
焔硝岩政樹，岡田文江，迫

和子，宮本啓子：財団法人

晃，

博，星野和子，矢守麻奈，

日本公衆衛生協会，2006年３月，86頁．

矢守麻奈：５-４摂食・嚥下リハビリテーション，ｐ67-77，7-８経口移行、経口維持のすすめ方，ｐ
126-129，居宅高齢者に対する栄養ケア・マネジメントの展開，加藤昌彦，木下福子，木村隆次，杉山み
ち子，鳥海房枝，西村秋生，野中博，星野和子，松田朗，矢守麻奈：日本健康・栄養システム学会，2006
年３月，216頁．
矢守麻奈：地域における嚥下・口腔ケアについて，p.3-11，平成17年度堺市地域リハビリテーション推進事
業

実績報告書，堺市地域支援センター（編），堺市健康福祉局健康部健康増進課，2006年３月，83項．

矢守麻奈：嚥下障害を防ぐ─いつまでも安全に食べるために─，p.4-16，質疑応答，p.48，第７回日本言語
聴覚学会

市民公開講座「高齢者の食を考える」講演録，矢守麻奈，小川滋彦，手塚波子，中新敏彦：

第７回日本言語聴覚学会事務局

独立行政法人国立病院機構

金沢医療センター，音声言語室，2006年

10月，53頁．
<論文>
Kunisue Kazuya, Fukushima Kunihiro, Nagayasu Rie, Kawasaki Akihiro, Nishizaki Kazunori ：
Longitudinal formant analysis after cochlear implantation in school-aged children. International Journal
of Pediatric Otorhinolaryngology 2006, 70(12) : 2033-42．
鈴木英鷹，本多義治，本多秀治，鏑木俊雄，野村和樹：江戸時代には精神障害に関してどのような病名が流
布していたか．日本精神科病院協会雑誌

2006，25(2)：96-99．

三輪レイ子：精神病院における聴覚障害者─実態─．Audiology Japan，2006，49(5)：561-563．
矢守麻奈：栄養改善とリハビリテーション．作業療法ジャーナル

2006，40(1)：14-18．

矢守麻奈：介護における歯科と言語聴覚士，─口腔を診てわかること，わからないこと─．日本歯科医師会
雑誌

2006，59(7)：668-669．

<国内学会>
鈴木英鷹，本多義治，本多秀治：江戸時代における精神障害の位置づけ（江戸時代の薬の効能書による考察）
．
第102回日本精神神経学会総会，福岡，2006.5.11-5.13．
鈴木英鷹，本多義治，本多秀治：精神医学の萌芽（天平時代の医療）．第10回精神医学史学会，京都大学，
2006.10.27-10.28．
矢守麻奈：
「高齢者の食を考える」嚥下障害を防ぐ―いつまでも安全に食べるために―．第７回日本言語聴
覚学会，金沢市，2006.5.20-5.21．
矢守麻奈：ワークショップ５
８回日本褥瘡学会

褥瘡のベストプラクティス―在宅での実践―「言語聴覚士の立場から」．第

学術集会，さいたま市，2006.9.1-9.2．
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<講演・勉強会>
國末和也：語音検査と聴覚評価，中国教育オーディオロジー研究協議会，岡山市，2006.8.10-8.11．
高瀬敏幸：軽度発達障害のとらえ方，大阪府言語聴覚士会第１回泉州ブロック勉強会，大阪河﨑リハビリテ
ーション大学，2006.9.22．
髙瀬敏幸：
「ことばの遅れと言語治療（その１）」，京都国際社会福祉協力会2006年度治療教育講座，京都国
際社会福祉センター（京都市伏見区桃山町），2006.9.26．
高瀬敏幸：
「ことばの遅れと言語治療（その２）」，京都国際社会福祉協力会2006年度治療教育講座，京都国
際社会福祉センター，2006.10.3．
矢守麻奈，
「リハビリテーションの前提としての嚥下造影の解析」，第１回泉州嚥下研究会，大阪河﨑リハビ
リテーション大学，2006.7.21．
矢守麻奈：
「言語聴覚士からみた摂食・嚥下機能へのアプローチ」，神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所

口腔ケ

ア研修会，茅ヶ崎市，2006.3.6．
矢守麻奈：
「高齢者の誤嚥の早期発見と評価」，第２回泉州嚥下研究会，岸和田市

医療法人吉栄会

吉川病

院，2006.11.10．
矢守麻奈：
「高齢者の嚥下障害の特徴とそのリハビリテーション」，佐賀県言語聴覚士会

研修会，佐賀市

佐賀大学医学部，2006.10.14．
矢守麻奈：
「職種連携論」
，河﨑医療技術専門学校

OB・OG会講演会，河﨑医療技術専門学校，2006.10.29．

矢守麻奈：
「摂食・嚥下リハビリテーション」，居宅高齢者に対する栄養ケア・マネジメント研修会，東京都
昭和女子大学，2006.8.28．
矢守麻奈：
「摂食・嚥下リハビリテーションと言語聴覚士（ST）」，社会福祉法人英芳会

南山田デイサービ

スセンター職員研修会，2006.9.21．
矢守麻奈：
「摂食・嚥下リハビリテーションの現状と言語聴覚士の役割」，北海道言語聴覚士会
幌市

研修会，札

札幌医療科学専門学校，2006.6.25．

矢守麻奈：
「摂食・嚥下障害のある方への対応―高齢者嚥下障害の特徴とリハビリテーション―」，岸和田市
老人施設部会研修会，大阪河﨑リハビリテーション大学，2006.11.8．
矢守麻奈：
「地域における嚥下・口腔ケアについて」，―摂食・嚥下機能，言語機能の改善―，堺市地域リハ
ビリテーション事業，堺市

大阪労災病院，2006.8.5．

矢守麻奈：
「平成18年度における摂食・嚥下リハビリテーションに対する医療・介護保険制度」「嚥下造影を
行う以前の摂食嚥下障害患者の評価」
，大阪府言語聴覚士会

泉州ブロック研修会，大阪河﨑リハビリテ

ーション大学，2006.9.22．
矢守麻奈：基礎講座３「職種連携論」
，日本言語聴覚士協会

全国研修会，大阪市

ライフサイエンスセン

ター，2006.7.30．
<社会活動・その他>
國末和也，野村和樹，小枩武陛，上島

健，岸上雅彦，高瀬敏幸，山本和儀，富樫誠二 ： 運営及び講師，

公開講座「地域の子育て支援」―子どもの成長・発達を願って―，大阪河﨑リハビリテーション大学，
2006.8.30，10.21，11.25．
鈴木英鷹：藤田保健衛生大学医学部客員教授．
高瀬敏幸：運営

大阪府言語聴覚士会会長．

高瀬敏幸：運営

日本言語聴覚士協会

高瀬敏幸：運営

社団法人大阪府作業療法士会

高瀬敏幸：運営

近畿言語指導研究会会長．

高瀬敏幸：運営

大阪府高齢者介護予防・地域リハビリテーション推進委員会

評議委員．
理事．
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高瀬敏幸：講師 「家庭における養育の実際及び相談」，大阪河﨑リハビリテーション大学第１回「地域の子
育て支援」公開講座，大阪河﨑リハビリテーション大学，2006.8.30．
高瀬敏幸：講師

箕面養護学校．

高瀬敏幸：嘱託

寝屋川市立あかつき園ひばり園．

野村和樹：講師 「地域の子育て支援」
―子どもの成長・発達を願って―，
大阪河﨑リハビリテーション大学，
2006.11.25．
野村和樹：講師 「児童福祉論」
，大阪体育大学短期大学部

２年生，2006年４月-2007年３月．

野村和樹：講師 「社会福祉援助技術演習Ⅰ」，大阪体育大学健康福祉学部 ２年生，2006年４月-2007年３月．
野村和樹：講師 「社会福祉援助技術演習Ⅱ」，大阪体育大学健康福祉学部 ３年生，4年生，2006年４月
-2007年３月．
三輪レイ子：運営

非営利活動法人（NPO法人）聴こえの研究センター 理事長，山口市，2006年３月承認．

三輪レイ子：講師 「視覚聴覚二重障害」
，山口コ・メディカル学院，2006年４月-５月．
三輪レイ子：講師 「リハビリテーションにおける言語

聴覚士の役割」，山口県立大学看護学部，2006年１

月．
三輪レイ子：講師 「リハビリテーションにおける言語

聴覚士の役割」，山口大学医学部保健学科，2006年

11月-12月．
矢守麻奈：運営

日本音声言語医学会

評議員．

矢守麻奈：運営

日本言語聴覚士協会

学術誌編集委員．

矢守麻奈：運営

日本言語聴覚士協会

評議員．

矢守麻奈：運営

日本言語聴覚士協会

保険委員．

矢守麻奈：運営

日本言語聴覚士協会

学術研究部小委員会

矢守麻奈：運営

日本言語聴覚士協会

広報部員．

矢守麻奈：運営

日本嚥下障害研究会

世話人．

矢守麻奈：運営

泉州嚥下研究会

矢守麻奈：運営

関東嚥下訓練技術者講習会

摂食嚥下委員．

代表世話人．
世話人．

矢守麻奈：講師 「リハビリテーションとチームプレー」，和歌山県立和歌山北高等学校

模擬授業，

2006.7.7．
矢守麻奈：講師 「全人間的復権としてのリハビリテーション─私らしさを取り戻せ─」，大阪府立佐野高等
学校

模擬授業，2006.11.30．

矢守麻奈：講師 「認知症と嚥下障害―どうなる，どう防ぐ―」，貝塚市介護予防海塚地区

平成18年度お達

者サポーター養成講座（転倒予防教室）
，海塚会館，2006.12.13．
矢守麻奈：講師 「 認 知 症 と 嚥 下 障 害 ― ど う な る， ど う 防 ぐ ― 」， 貝 塚 市 水 間 地 区

介 護 予 防 教 室，

2006.10.16．
矢守麻奈：講師 「高次神経障害学」
，河﨑医療技術専門学校 作業療法学科２年生，2006年４-７月．
矢守麻奈：講師 「作業療法特論（嚥下障害，言語障害，高次脳機能障害）」，河﨑医療技術専門学校 作業療
法学科３年生，2006年４-５月．
矢守麻奈：講師

卒業研究

指導，河﨑医療技術専門学校 理学療法学科３年生，2006年６-９月．

矢守麻奈：講師 「理学療法特論（嚥下障害，言語障害）」，河﨑医療技術専門学校 理学療法学科３年生，
2006年４-５月．
矢守麻奈：講師 「嚥下障害（言語）
」
，国立身体障害者リハビリテーションセンター学院，言語聴覚学科２
年生，2006.5.13，5.26，5.27．
矢守麻奈：講師 「嚥下障害治療学」
，山口コ・メディカル学院講師，リハビリテーション学科言語聴覚療法
学科２年生，2006.11.4-11.5．
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矢守麻奈：講師 「嚥下障害」
，日本聴能言語福祉学院，聴能言語学科１年生，補聴言語学科２年生，
2006.1.14．
矢守麻奈：講師 「嚥下障害Ⅱ」
，日本福祉教育専門学校，言語聴覚療法学科１年生，2006.2.6，2.10．
矢守麻奈：講師 「嚥下障害学（含実習）
」
，北里大学

医療衛生学部，リハビリテーション学科言語聴覚療

法学専攻３年生，2006年９月-2007年３月．
矢守麻奈：嘱託

水間病院

非常勤職員．

矢守麻奈：嘱託

河﨑病院

非常勤職員．

矢守麻奈：嘱託

近畿大学

特別嘱託職員，近畿大学医学部附属病院，2006年９月-2007年３月．

矢守麻奈：嘱託

厚生労働省国庫補助事業「介護サービス情報公表支援センター」訪問リハビリテーション

部会

委員．

矢守麻奈：嘱託

厚生労働省老人保健事業推進等補助金による「施設及び居宅高齢者に対する栄養・食事サ

ービスのマネジメントに関する研究会」委員．
矢守麻奈：嘱託

日本脳卒中戦略会議2006委員

大阪市，2006.12.22．

矢守麻奈：座長

摂食・嚥下障害Ⅶ，・SCL-CHEP術後患者１例の嚥下機能、音声機能の臨床経過，・深頸

部膿瘍治療後に重度嚥下障害を呈した二例，・嚥下音分析による高齢者の嚥下機能のスクリーニング―年
齢及びプロフィールによる差異―，第７回日本言語聴覚学会，金沢市2006.5.20-5.21．
矢守麻奈：座長

教育講演「介護保険および医療保険における栄養ケアの考え方」，臨床講演「脳卒中急性

期からの嚥下障害患者への対応」
，第10回関東嚥下訓練技術者講習会，東京都，2006.11.12．
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