
【令和元年度(2019年度)】 

1．研修会・講演会 

①主催・共催 

福井県高次脳機能障害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ講習会 

開催日 開催場所 内容・演題名 講演者・発表者 参加者数 

2019/8/31(土) 福井医療大学 

江上ホール 

講演① 
｢県内の高次脳機能障害支援の現状と今後｣ 
 
 
 
 
 
講演② 
「思春期の受傷 家族が想う支援のあり方」 
 
 
 
講演③ 
「高次脳機能障害と家族の関わり」 

 

 
 
講演④トーク&ミニライブ 

「失った記憶・ひかりはじめたぼくの世界」 

講演① 
福井県高次脳機能障害支援センター 

支援コーディネーター 

福井総合クリニック 作業療法士 

中島裕也 

 

 

講演② 

当事者・家族   

大橋 裕子氏 

 

講演③ 
福井県脳外傷友の会 

福笑井 代表  

村下 恵美子氏 

 

 

講演④  
ディジュリドゥ奏者・ 

点描画家・当事者  

GOMA氏 

 

座長(講演①・②・③) 

福井県高次脳機能障害支援センター 

理学療法士 

堀江 仁志 

 

座長(講演④) 

福井県高次脳機能障害支援センター 

支援コーディネーター 

福井総合クリニック 作業療法士 

中島裕也 

 

 

 

 

140名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



高次脳機能障害セミナー 

開催日 開催場所 内容・演題名 講演者・発表者 参加者数 

201910/26(土) 福井医療大学  

江上ホール 

一般演題  

『てんかんとリハビリテーション』 

 

 

 

 

特別講演  

『高次脳機能障害の臨床 

～社会的行動障害を中心に～』 

 

 

 

 

講師  

福井総合病院 

リハビリテーション科  

医師  山手 康司 

 

講師  

神奈川リハビリテーショ

ン病院 リハビリ科第二  

リハビリテーション部長 
青木 重陽先生 

 

 
座長 福井医療大学 
副学長 小林 康孝 

 

 

 

 

 

 

 

74名 

 

高次脳機能障害教室 

開催日 開催場所 内容・演題名 講演者・発表者 参加者数 

2019/4/11(木) 福井総合病院 

会議室 

「注意障害、記憶障害とその対処法」 髙間 仁彩香 

 

31名 

2019/6/13(木) 「遂行機能障害、社会的行動障害とその対処法」 山口 奈央 18名 

2019/8/8(木) 「高次脳機能障害の生活支援 ～病棟から在宅まで～」 南山 紀子 

北島 麻由 

12名 

2019/10/10(木) 「高次脳機能障害 ～自動車運転について～」 川上 敬士 14名 

2019/12/12(木) 「高次脳機能障害のリハビリテーション」 高橋 宣弘 10名 

 

高次脳機能障害に対する多職種事例検討会 

開催日 開催場所 内容・演題名 講演者・発表者 参加者数 

2019/7/6(土) 福井総合病院 

6 階新田塚ホール 
①高次脳機能障害に対する支援・リハビリの質を高める

アセスメント技術 

②多職種事例検討会 

中島 裕也 

 

35名 

2019/9/14(土) アイアイ鯖江・健康福祉

センター 大会議室 

中島 裕也 22名 

2019/11/9(土) 中郷公民館 

大会議室 

中島 裕也 11名 

 



②外部からの依頼講演、勉強会 

開催日 開催場所 内容・演題名 講演者・発表者 

2019.6.30 ほのぼの屋 

（京都） 

福井・舞鶴家族会交流会 

「高次脳機能障害とは」 

杉本志保理 

2019.7.22 鯖江市図書館 

文化の館 会議室 

福井県高等学校教育研究会保健部会･学校保健会高校分会 

「突然起きる脳損傷 子どもの高次脳機能障害を考える 

－理解の仕方と現在の支援体制について－」 

中島裕也 

2019.9.13 福井障害者職業セン

ター 

専門職研修会 

「高次脳機能障害」 

小林康孝 

2019.9.20 福井総合クリニック 

6F 会議室 

北包括支援センター圏域介護支援専門員勉強会 

「高次脳機能障害について」 

牧野温葉 

2019.9.27 福井総合クリニック 

新田塚ホール 

福井市地域包括支援センター定例会 

「アセスメント技術を 1UP 

－高次脳機能障害･第 2号被保険者の支援を中心に－」 

中島裕也 

2019.10.18 高松国際ホテル 

（香川） 

日本高次脳機能障害友の会 第 19回全国大会 inかがわ 

支援コーディネーター研修会 

「多職種事例検討会」 

「福井県における支援の均霑化に向けて」 

和田明美（福岡支援 Co） 

伊賀上舞（愛媛支援 Co） 

中島裕也 

2019.11.17 嶋田病院 7階会議室 福井県言語聴覚士会 新人教育プログラム 新人講座 （秋） 

「失語症の診かたと考え方」 

高橋宣弘 

2019.11.23 AOSSA 6階 601号室 令和元年度障害者就業･生活支援センター 

東海･北陸ブロック研修会 

「高次脳機能障害支援における就業･生活支援センターとの協業」 

中島裕也 

2019.11.24 みくに未来ホール 日本脳卒中協会 福井県支部 主催 

2019年度 福井脳卒中県民講座 

「脳卒中後のコミュニケーション障害 －理解と対応－」 

河村民平 

2019.12.14 AOSSA 8F 県民ホール 第 4回日本安全運転医療研究会 会長講演 

「住み慣れた地域での社会参加を目指して」 

小林康孝 

2019.12.20 福井地方裁判所 令和元年度専門訴訟事件等の特殊事件のための研究会 

「高次脳機能障害について」 

小林康孝 

 



2．講習会・学会等への参加 

①発表・座長 

開催日 開催場所 学会名・演題名 
○発表者・共同演者 

座長 

2019.6.12-16 神戸コンベンション

センター（兵庫） 

第 56回日本リハビリテーション医学会学術集会 

「日本語版 SRSI を用いた脳損傷者の気づきに対する評価と臨

床的応用」 

○中島裕也、川端香、杉本

志保理、小林康孝 

2019.6.28-29 iichiko 総合文化セ

ンター（大分） 

第 20回日本言語聴覚学会 

「経頭蓋磁気刺激(rTMS)＋集中的言語訓練によって書称能力 

に改善がみられた慢性期失語症例」 

○高橋宣弘、河村民平、小

林康孝 

「スマートフォンでのメール活用訓練を行った失語症例 

～遠方の家族と連絡を取るために～」 

○富田浩生、保屋野健吾、

村田里佳、佐藤万美子 

「慢性期の重度運動性失語症例に対する右後方言語領域への 

rTMSの効果」 

○河村民平、高橋宣弘、小

林康孝 

「認知関連行動アセスメントを適応した高次脳機能障害 

患者の一例」 

〇髙間千晶、山川真貴子、

新谷純、佐藤万美子 

失語症セッション座長 河村民平 

2019.10.20 福井県済生会病院 第 18 回北陸言語聴覚学術集会 

「失語症例におけるスマートフォン文字入力の可能性 ～習

慣的なフリック入力が奏功した一例～」 

○富田浩生、保屋野健吾、

村田里佳、佐藤万美子 

2019.10.27 福井医療大学 令和元年度新田塚医療福祉センター センターフォーラム 

「支援の均霑化を目指して 

－第 2報 医療機関における支援実態の把握－」 

○中島裕也、小林康孝 

「高次脳機能障害者支援における支援の均霑化に向けた 

モデルケース」 

○中島裕也、小林康孝 

「低頻度反復経頭蓋磁気刺激治療（rTMS）＋集中的言語訓練

（iST）によって書称能力に改善がみられた慢性期失語症例」 

○高橋宣弘、河村民平、小

林康孝 

2019.11.18-19 東京ビッグサイト 

（東京） 

第 27回職業リハビリテーション研究・実践発表会 

「びまん性軸索損傷による高次脳機能障害者への復職支援 

－医療機関と就労支援機関とのシームレスな連携についての一考察－」 

○中島裕也、中川真吾、宮

越幸治、渡辺寛子、小林康

孝 

2019.11.28-29 仙台国際センター 

（宮城） 

第 43回日本高次脳機能障害学会学術総会 

「前頭葉関連症状とモラルの低下を呈した症例に対する 

社会復帰支援の一考察」 

○中島裕也、川端香、杉本

志保理、富澤俊介、小林康

孝 

 



②論文発表 

発行日 雑誌名 題名 著者 ページ 

2019.4 New Zealand Journal 

of Occupational 

Therapy  

Meaningful Occupation: 

A Self-Awareness Intervention for 

Patients with Unilateral Spatial 

Neglect 

○Kaori Kawabata and Minoru 

Hoshiyama 

66(1): 

4-11 

 

2019.5 Case Reports in 

Neurology 

Effect of Repetitive Transcranial 

Magnetic Stimulation on the Right 

Superior Temporal Gyrus for Severe 

Aphasia Caused by Damage to the Left 

Inferior Frontal Gyrus 

○Mimpei Kawamura, 

Nobuhiro Takahashi, 

Yasutaka Kobayashi 

vol.11,No.2,p189-198 

2019.5 作業療法ジャーナル 健常者における運転走行映像視聴時の

脳活動に関する基礎的研究－機能的近

赤外分光法による検討 

○川端香、面湫祐太朗、小林

康孝 

53(5): 

509-514 

 

 

③参加・受講 

開催日 開催場所 研修名 参加者 

2019.7.20-21 ホテル金沢 

（石川） 

日本高次脳機能障害学会 2019年夏期教育研修講座 高橋宣弘 

2019.10.18-19 高松国際ホテル 

（香川） 

日本高次脳機能障害友の会 第 19回全国大会 inかがわ 

支援コーディネーター研修会 

小林康孝、城鼻一江、堀江仁志、

杉本志保理、牧野温葉 

2019.11.30 仙台国際センター 

（宮城） 

第 43回日本高次脳機能障害学会サテライトセミナー 中島裕也 

2019.12.13-14 AOSSA 第 4回日本安全運転・医療研究会 中島裕也、高橋宣弘、川端 香 

2020.1.12 

2020.2.2 

京都市内 神経心理学養成講座Ⅱ 牧野温葉 

 


