
【平成 29年度(2017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 

2018.8.19(土) 新田塚ハウス 

1 階研修室 

講演① 

｢福井県における小児高次脳機能障害支援の現状と展望｣ 

 

 

 

 

 

講演② 

「小児の高次脳機能障害 

－7機関の実施調査からみた現状と課題－」 

 
 
 
講演③ 

「高次脳機能にどのように向き合うか 

  －発達障害・高次脳機能障害・認知症への対応法－」 

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 

富山県高次脳機能障害支援センター 

センター長 

野村忠雄先生 

 

 

講演③ 

NPO 法人高次脳機能障害ネット理事長 

はしもとクリニック経堂院長 

橋本圭司先生 

 

座長 

福井県高次脳機能障害支援センター 

センター長 

福井総合病院 リハビリ科部長 

小林康孝 

 

144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 

2017.9.30(土) 福井県自治会館  

多目的ホール 

講演① 

「動作と行為の障害に対するリハビリテーション」 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演② 

「高齢者認知症とてんかん患者の自動車運転について」 

 

 

神戸大学生命・医学系保健学域 

リハビリテーション科学領域 

教授 種村留美先生 

 

座長 

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 

 

 

医療法人 敦賀温泉病院 

理事長 玉井顯先生 

 

座長 

福井県高次脳機能障害支援センター 

センター長 

福井総合病院 リハビリ科部長 

小林康孝 

90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 

2017.4.6(木) 福井総合病院 

4 階食堂 

「高次脳機能障害支援センターの取り組み 

          －高次脳機能障害ってなに？－」 

城鼻 一江 

 

27名 



2017.5.21(日) 福井総合クリニック

6F大ホール 

①「高次脳機能障害支援センターの取り組み～高次脳機

能障害ってなに？～」 

②「高次脳機能障害者の社会保障制度～障害者手帳・障

害年金・成年後見制度～」 

③「高次脳機能障害者への就労支援について」 

山内 里紗 

 

栁瀬 智美 

 

大嶋 康介 

68名 

2017.6.8(木) 福井総合病院 

4 階食堂 

「高次脳機能障害への生活支援」 川端 香 25名 

2017.8.10(木) 福井総合病院 

4 階食堂 

「遂行機能障害の対処法とﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実際」 堀江 仁志 17名 

2017.10.12(木) 福井総合病院 

4 階食堂 

「社会的行動障害とその対処法」 高橋 宣弘 9 名 

2017.11.19(日) 福井総合クリニック

6F大ホール 

①「高次脳機能障害に対する集団ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ」 

②「高次脳機能障害～自動車運転について～」 

③「小児の高次脳機能障害」 

橋本 志保理 

髙間 千晶 

中島 裕也 

21名 

2017.12.7(木) 福井総合病院 

4 階食堂 

「注意障害(左半側空間無視)の対処法とﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実

際」 

谷原 直樹 12名 

 

高次脳機能障害関係者研修 

開催日 開催場所 内容・演題名 講演者・発表者 参加者数 

2017.8.19(土) 新田塚ハウス 

1 階研修室 

高次脳機能障害者の支援 

～評価の解釈について学ぼう～ 

 52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 

2017.8.9（水） 若狭町歴史文化館 若狭町･美浜町自立支援協議会相談支援部会 事例検討会 

「高次脳機能障害支援センターの機能と役割」 

中島裕也 

2017.10.14（土） 福井厚生病院 福井県精神保健福祉士協会 平成 29年度秋季研修会 

「ICFの理解と活用 高次脳機能障害事例を通して」 

中島裕也 

2018.1.18（木） 勝山市福祉健康セン

ター 

ホームヘルパー内部研修会 

｢高次脳機能障害への対応方法 

 －初めてでも大丈夫！明日から使える対応方法と考え方－｣ 

中島裕也 

2018.1.21（日） 日経ホール 第 2回日本安全運転・医療研究会 

「有効視野検査での左半側空間無視の検出と運転技能の特徴」 

高間千晶 

2018.2.27（火） 多田記念大野有終会

館 

平成 29年度大野地区保護司会自主研修 

「高次脳機能障害知ってますか？高次な脳機能の障害とは」 

中島裕也 

2018.3.3（土） 千葉県立保健医療大

学 

第 1回有効視野を考える会 

「半側空間無視患者の有効視野と運転技能の関係」 

高間千晶 

2018.3.5（月） アオッサ ダイバーシティフォーラム 

「高次脳機能障害支援センターの機能と役割」 

中島裕也 

2018.3.23（金） 春江病院 春江病院リハビリテーション部勉強会 

「支援・リハビリの質を上げるアセスメント」 

中島裕也 

 



3．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 

2017.6.9 岡山コンベンション

センター 

第 54回日本リハビリテーション医学会学術集会 

「自動車運転走行映像閲覧時の脳血流動態－機能的近赤外分

光法（fNIRS）を用いて－」 

○小林康孝、山手康司、佐

藤万美子、林 広美、三浦

豊章 

2017.6.24 くにびきメッセ(島根

県産業交流会館) 

第 18回日本言語聴覚学会 

「左頭頂葉・側頭葉領域の脳梗塞により，屋内部位，身体部位，

続柄を示す語の理解障害を呈した失語症の 1例」 

○高橋宣弘、河村民平、佐

藤万美子 

「3 度の rTMS と集中的言語聴覚療法を通じて得られた軽度失

語症者の縦断的研究」 

○河村民平、高橋宣弘、谷

原由華、小林康孝 

2017.7.6 福井商工会議所 第 29回福井の認知症を考える会 

「認知機能と自動車運転－過去 14年間の成績より－」 

○小林康孝 

2017.8.19 新田塚ハウス 平成 29年度高次脳機能障害リハビリテーション講習会 小林康孝（座長） 

2017.9.30 福井自治会館 平成 29年度高次脳機能障害セミナー 小林康孝（座長） 

2017.10.19～21 久留米シティプラザ リハビリテーション･ケア合同研究大会 久留米 2017 

「高次脳機能障害児への復学支援とピアサポート」 

○堀江仁志 

小林康孝･中島裕也･吉田唯 

2017.10.29 福井医療大学 平成 29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」 

○中島裕也 

小林康孝 

2017.11.19 愛知県産業労働セン

ターウインクあいち 

第 17回東海北陸作業療法学会 

口述 1 身体障害（高次脳機能 2） 

中島裕也（座長） 

2017.12.2-3 首都東京荒川ｷｬﾝﾊﾟｽ 第 4回運転と作業療法研究会 

「軽度左半側空間無視患者の有効視野と運転技能」 

○高間千晶、山口美帆、漆

崎晃代、面湫祐太朗、渡辺

容子、川端香、小林康孝 

2018.1.21 日経ホール 第 2回日本安全運転・医療研究会 

「有効視野検査での左半側空間無視の検出と運転技能の特徴」 

高間千晶 

2018.1.28 福井医療大学 第 11回新田塚医療福祉センターリハ・ケア研究会 

「就労支援における気づきの階層モデル活用の意義」 

○中島裕也、川端香、小林

康孝 

2018.3.3 千葉県立保健医療大

学 

第 1回有効視野を考える会 

「半側空間無視患者の有効視野と運転技能の関係」 

高間千晶 

 

②論文発表 

発行日 雑誌名 題名 著者 ページ 

2017 福井医療科学雑誌 軽度運動性失語症者に対する 3度の rTMSお

よび集中的言語聴覚療法における縦断的検

討 

○河村民平、高橋宣弘、谷原由華、

小林康孝 

P15-22 

左視床梗塞により意味カテゴリー特異的な

名詞理解・表出障害が認められた１例 

○高橋宣弘、河村民平、富田浩生、

富澤俊介、佐藤万美子、小林康孝 

P23-28 

2018 福井県作業療法士会

学術誌 

視覚性ワーキングメモリ課題時の前頭前野

における脳賦活についてー近赤外分光法

（NIRS）による検討ー 

 

○川端香、小林康孝 5(1)： 

20-24 



2018.1.16 Case Reports in 

Neurology 

A Case of Traumatic Brain Injury 

Presenting with Musical Hallucinations 

Yasutaka Kobayashi 10(1): 

7-11 

 

③参加・受講 

開催日 開催場所 会議名 参加者 

2017.9.10 ユーアイ福井 県臨床心理士会全体研修会「高次脳機能障害の理解と対

応」 

大森温葉 

2017.9.17 キャンパスプラザ京都 KIPP神経心理スペシャルセミナー「高次脳機能障害を理

解する」第 1回 

大森温葉 

2017.10.22 YIC京都工科大学校 KIPP神経心理スペシャルセミナー「高次脳機能障害を理

解する」第 2回 

大森温葉 

2017.11.25 石川県立リハビリテー

ションセンター 

石川県高次脳機能障害リハビリテーション講習会 大森温葉,杉本志保理 

2017.12.10 キャンパスプラザ京都 KIPP神経心理スペシャルセミナー「高次脳機能障害を理

解する」第 3回 

大森温葉 

2017.12.15-17 大宮ソニックシティ 第 41回日本高次脳機能障害学術大会 

第 41回日本高次脳機能障害学術大会サテライト・セミナ

ー「行為と動作の障害」 

城鼻一江 

2018.2.25 YIC京都工科大学校 KIPP神経心理スペシャルセミナー「高次脳機能障害を理

解する」第 4回 

大森温葉 

2018.3.18 キャンパスプラザ京都 KIPP神経心理スペシャルセミナー「高次脳機能障害を理

解する」第 5回 

大森温葉 

 


