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2019年7月21日日　メルパルク横浜 2階

10：20～　開 会 式
10：30～11：30

教育講演 1
認知症の

ADL・QOL 研究最前線
～認知症の人と家族に対する　
作業療法の捉え方とその成果～

演者：竹原 　敦
座長：佐藤 良枝

10：30～11：40

チャレンジ発表1

　座長：佐野 邦典
スーパーバイザー：渡辺 愛記

10：45～11：45

口述発表Ⅱ-1

ADL/ 在宅支援

座長：出口 雅大

10：45～11：45

口述発表Ⅰ-1

脳血管障害 麻痺側上肢

座長：佐々木 洋子

11：40～13：10

県民公開講座
超高齢社会の救世主 ?!

未来に役立つ IT 技術と
介護ロボット

～リハビリテーションの
視点から～

演者：粂田 哲人
　　　五島 清国
　　　梶谷　 勇
座長：小林　 毅

11：55～13：05

チャレンジ発表2

　座長：出口 弦舞
スーパーバイザー：神保 洋平

12：00～13：00

教育講演2

自動車運転と作業療法
最新アップデート
演者：白岩 淑子
座長：渡邉 隼人

12：00～13：00

口述発表Ⅰ-2

高次脳機能障害

座長：渡部 喬之

13：15～14：05

口述発表Ⅱ-2

精神障害

座長：馬場 順子

13：15～14：15

口述発表Ⅰ-3

MTDLP/COPM

座長：丸山　 祥

13：20～14：30

チャレンジ発表3

　座長：一木 愛子
スーパーバイザー：松田 哲也

14：15～15：45

特別講演

高次脳機能障害の
作業療法とその効果
未来への挑戦と希望

演者：森下 史子　
　　　野々垣 睦美
　　　種村 留美　
座長：早川 裕子　

14：30～15：20

口述発表Ⅱ-3

発達・その他

座長：青木　 健

14：30～15：20

口述発表Ⅰ-4

運動器疾患

座長：大野 博子

14：45～15：45

チャレンジ発表4

　　　　座長：佐々木 祥太郎
スーパーバイザー：藤本 一博　　

15：45～　閉会式・表彰式

タイムスケジュール

9：00～ 受付開始（ロビー）

第17回神奈川県作業療法学会
プログラム

開 会 式 10：20～10：30　第1会場（エトワール）

司会：机 里恵（横浜リハビリテーション専門学校）

神奈川県作業療法士会 会長：錠内 広之（日本鋼管病院）
学会長：野々垣 睦美（特定非営利活動法人脳外傷友の会ナナ クラブハウスすてっぷなな）

教育講演1 10：30～11：30　第1会場（エトワール）

座長：佐藤 良枝（公益財団法人 積善会 曽我病院）

� �認知症の ADL・QOL 研究最前線 
～認知症の人と家族に対する作業療法の捉え方とその成果～

竹原 敦（  学校法人湘南ふれあい学園 湘南医療大学保健医療学部  
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 准教授）

県民公開講座 11：40～13：10　第1会場（エトワール）

座長：小林 毅（学校法人敬心学園 大学開設準備室）

テーマ：�超高齢社会の救世主 ?! 未来に役立つ IT 技術と介護ロボット 
～リハビリテーションの視点から～

作業療法と介護ロボットの関わり 
活用事例の紹介

粂田 哲人（  社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 
横浜市総合リハビリテーションセンター 地域リハビリテーション部 研究開発課）

介護ロボット等を活用した先進的介護の在り方を考える

五島 清国（公益財団法人テクノエイド協会 企画部長）

最新 AI 技術と医療・介護現場での活用事例の紹介

梶谷 勇（  国立研究開発法人産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 人間拡張研究センター 
生活機能ロボティクス研究チーム 主任研究員）
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教育講演2 12：00～13：00　第2会場（コハク）

座長：渡邉 隼人（医療法人社団 哺育会 さがみリハビリテーション病院 リハビリテーション科 主任）

� 自動車運転と作業療法　最新アップデート

白岩 淑子（神奈川県警察本部 交通部運転免許本部 運転教育課 作業療法士）

特別講演 14：15～15：45　第1会場（エトワール）

座長：早川 裕子（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター リハビリテーション部 担当係長）

テーマ：�高次脳機能障害の作業療法とその効果 
未来への挑戦と希望

医療現場の立場から： 
急性期・回復期における作業療法士の介入

森下 史子（恩賜財団 済生会横浜市東部病院 リハビリテーション部）

地域生活における高次脳機能障害者の課題と支援

野々垣 睦美（特定非営利活動法人 脳外傷友の会ナナ クラブハウスすてっぷなな 統括所長）

高次脳機能障害に有効な作業療法介入について 
―研究の立場から―

種村 留美（  神戸大学生命・医学系保健学域大学院保健学域 教授 
アジア健康科学フロンティアセンター長）

　

演題発表

口述発表Ⅰ-1 ［�脳血管障害�麻痺側上肢�］ 10：45～11：45 第3会場（シェリー）

口述発表Ⅰ-2 ［�高次脳機能障害�］ 12：00～13：00 第3会場（シェリー）

口述発表Ⅰ-3 ［�MTDLP/COPM�］ 13：15～14：15 第3会場（シェリー）

口述発表Ⅰ-4 ［�運動器疾患�］ 14：30～15：20 第3会場（シェリー）

口述発表Ⅱ-1 ［�ADL/ 在宅支援�］ 10：45～11：45 第2会場（コハク）

口述発表Ⅱ-2 ［�精神障害�］ 13：15～14：05 第2会場（コハク）

口述発表Ⅱ-3 ［�発達・その他�］ 14：30～15：20 第2会場（コハク）
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演題発表

チャレンジ発表1 10：30～11：40 第4会場（ヒスイ）

チャレンジ発表2 11：55～13：05 第4会場（ヒスイ）

チャレンジ発表3 13：20～14：30 第4会場（ヒスイ）

チャレンジ発表4 14：45～15：45 第4会場（ヒスイ）

閉会式・表彰式 15：45～　第1会場（エトワール）

司会：机 里恵（横浜リハビリテーション専門学校）

学会賞 表彰

学会長挨拶

次期大会長・次期学会長　紹介・挨拶




