
【令和 3年度(2021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ビ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 

2021/8/28(土) zoom 

オンライン 

講演① 

｢コロナ禍における支援普及事業の現状と今後｣ 

 

 

 

講演② シンポジウム 

「社会的行動障害と家族の関わり」 

 

講演③ 

「脳損傷によって生じ社会的行動障害と支援について」 

 

 

 

 

 

 

 

支援者向けスキルアップ研修会 

講演① 

「社会的行動障害の評価」 

 

 

講演② 

「社会的行動障害のリハビリテーション」 

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，作業療法士 

中島 裕也 

 

講演② 

当事者ご家族 3名 

 

講演③ 

京都光華女子大学 

健康科学部医療福祉学科 

言語聴覚専攻 

教授 上田敬太 先生 

座長 

福井医療大学 

副学長 小林 康孝 

 

 

講演① 

福井総合クリニック 言語聴覚士 

富澤 俊介 

 

講演② 

福井医療大学保健医療学部 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科作業療法学専攻 

川端 香 

114名 

 

高次脳機能障害セミナー(福井県神経疾患セミナー) 

開催日 開催場所 内容・演題名 講演者・発表者 参加者数 

2021/11/4(木) Microsoft teams 

オンライン 

講演① 

「解剖学的基礎に基づいた高次脳機能障害」 

 

 

 

 

 

 

 

講演② 

「片頭痛と光から抗 CGRP抗体の効果まで」 

 

 

 

 

講師 

山形県立保健医療大学 

作業療法学科 

教授 平山和美 先生 

座長 

福井医療大学 

副学長 小林 康孝 

 

 

講師 

獨協医科大学病院 

医療安全推進センター  

教授 辰元 宗人 先生 

座長 

福井赤十字病院 

副院長 髙野誠一郎先生 

59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 

2021/7/3(木) Zoom 

オンライン 

「高次脳機能障害の基礎知識」 

 

「高次脳機能障害を呈する方への対処法」 

 

「高次脳機能障害者の自動車運転」 

 

「高次脳機能障害者への社会復帰支援 

～就労支援,障害者手帳,障害年金など～」 

 

「高次脳機能障害者の生活支援 

～病棟から在宅まで～」 

高橋 宣弘 

 

山口 奈央 

 

川上 敬士 

 

牧野 温葉 

 

 

松井 政幸 

72名 

 

福井神経心理臨床研究会 

開催日 開催場所 内容・演題名 講演者・発表者 参加者数 

2021/2/25 zoom 

オンライン 

「両側後頭-頭頂葉損傷による視覚情報処理背背側経路

の破綻をきたした症例」 

谷原 直樹 25名 

2021/6/17 zoom 

オンライン 

「急性期視床出血における半側空間無視への対応 

～@ATTENTIONの紹介と実践～」 

福井大学医学部附属病院 

リハビリテーション部 作業療法士 

亀井 絵理奈,三福優太 

20名 

2021/10/28 Zoom 

オンライン 

「交叉性失語が疑われた 2症例の症状検討」 木村病院 リハビリテーション部 

言語聴覚士 藤本 英成 

 

28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 

2021/7/29 zoom 

オンライン 

福井県言語聴覚士会 令和 3年度 新人教育研修 

「高次脳機能障害の診かたと考え方」 

高橋 宣弘 

2021/7/31 福井県社会福祉セン

ター 

令和 3年度 福井県失語症者向け意思疎通支援者養成講習会 

「失語症概論」 

富田 浩生 

2021/7/24 令和 3年度 福井県失語症者向け意思疎通支援者養成講習会 

「コニュニケーション支援技法Ⅰ」 

「コニュニケーション支援実習Ⅰ」 

高橋 宣弘 

2021/12/5 オンライン 第 5回日本安全運転・医療研究会 

「運転指導」 

小林 康孝 

2022/2/27 zoom 

オンライン 

福井県作業療法士会職能部研修 

「後天性脳損傷による高次脳機能障害と自動車運転」 

川端 香 

 

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 

2021/12/9-10 Web＋現地ハイブリッ

ド開催（福島） 

第 45回日本高次脳機能障害学会学術総会 

「同時失認と道順障害を呈した低酸素脳症の一例」 

○中島 裕也，高橋 宣弘，

吉田 唯，杉本 志保理，面

湫 祐太朗，小林 康孝 

2022/3/13 福井医療大学 

Zoomオンライン 

第 15回 新田塚医療福祉センター リハ・ケア研究会 

｢視床出血後，早期復職に至った症例｣ 

○松井政幸，中島裕也，  

杉本志保理，佐藤万美子 

 

②論文発表 

発行日 雑誌名 題名 著者 ページ 

2021/10 作業療法 シームレスな連携と職場支援における

作業療法介入が奏功した高次脳機能障

害復職支援事例 

〇中島 裕也，酒井 涼，杉本 

志保理，小林 康孝 

Vol.40，p665-673 

2021/12 作業療法 高次脳機能障害者に対する日本語版

SRSI （ Self-Regulation Skills 

Interview）の実践活用 

〇中島 裕也，川端 香，杉本 

志保理，宮原 智子，小林 康

孝 

Vol.40，p793-803 

2022/1 Journal of 

Contemporary 

Psychotherapy 

Support for Returning to Work for a 

Patient of Social Behavior Disorder 

with Impaired Self-awareness 

〇 Kaori Kawabata, Yuya 

Nakajima, Takehiro Makino, 

Yasutaka Kobayashi 

Vol.52, p165–171 

 

③参加・受講 

開催日 開催場所 研修名 参加者 

2021/9/30-10/1 Web 第 45回日本神経心理学会学術集会 高橋 宣弘 

2021/10/12 Zoomオンライン 高次脳機能障害友の会全国大会(Web) 中島 裕也，松井 政幸 

2021/10/23-24 Web＋現地ハイブリッド

（東京） 

令和 3年度 失語症者向け意思疎通支援者指導者養成研

修 

高橋 宣弘 

2021/11/3 Web 第 3回臨床神経心理士資格講習会 高橋 宣弘 

2021/11/7 Zoomオンライン 高次脳機能障害実践的アプローチ講習会 第 1回 中島 裕也,大嶋 康介 

2021/11/14 Web 第 25回京都地域リハビリテーション研究会 高橋 宣弘 



2021/12/11 Web＋現地ハイブリッド

開催（福島） 

第 45 回日本高次脳機能障害学会学術総会サテライト・

セミナー 

中島 裕也，高橋 宣弘 

2022/1/23 Zoomオンライン 高次脳機能障害実践的アプローチ講習会 第 2回 松井 政幸 

 


