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通所介護における生活行為の向上を視点

としたマネジメントに関する研究中間報

告書

共同
埼玉県立研究開発センター

プロジェクトB研究中間報

告書、全p41

臼倉京子、常盤文枝、星文彦、菊本東

陽、張平平、金さやか、小池祐士、河合

綾香

2019.4

2019年度　埼玉県「高齢者元気力アップ

応援事業所」認定事業研修会：生活課題

解決型機能訓練研修テキスト

共同

埼玉県立大学研究開発セン

タープロジェクトB研究、

全ｐ53

臼倉京子、常盤文枝、星文彦、菊本東

陽、張平平、金さやか、小池祐士、河合

綾香、茂木有希子

2019.9

（４）その他

名称 単・共 発表場所等 発表者（発表者は○印） 発表等年月

通所介護における生活行為の向上を視点

としたマネジメントに関する研究 共同

埼玉県立大学奨励研究発表

会口述発表、越谷市

〇臼倉京子、常盤文枝、星文彦、菊本東

陽、張平平、金さやか、小池祐士、河合

綾香

2020.2

統合アセスメントの推進に関する研究
共同

埼玉県立大学奨励研究発表

会口述発表、越谷市

〇川越雅弘，田口孝行，臼倉京子，柴山

志穂美，丸山優，河合綾香，堀内まゆみ
2020.2

統合アセスメントの推進に関する研究

－多職種の視点を入れたケアマネジメン

トの展開に向けて－

共同

第24回　日本在宅ケア学会

学術集会

、仙台国際センター

〇柴山志穂美，川越雅弘，田口孝行，臼

倉京子，丸山優，河合綾香，阿部佳子，

磯野祐子，白島智子

2019.7

Efforts to improve daily life performance

in community-living elderly people who

use daycare services -Review of

Japanese literature people.

共同

Advanced Nursing-2019

Global Conference on

Nursing Care &

Education、Italy Roma

〇PingPing Zhang, Kyoko Usukura,

Fumie Tokiwa, Fumihiko Hoshi,

Sayaka Kon, Toyo Kikumoto, Yuji Koike,

Ayaka Kawai

2019.9

（３）学会発表

学会発表の演題 単・共 学会名、開催都市 発表者（発表者は○印） 発表等年月

統合アセスメントの推進に関する研究

共著 なし

埼玉県立大学研究開発セン

ター年報、4

川越雅弘，田口孝行，臼倉京子，

柴山志穂美，丸山優，河合綾香，

堀内まゆみ

2020.3

通所介護における生活行為の向上を視点

としたマネジメントに関する研究 共著 なし

埼玉県立大学研究開発セン

ター年報、4

臼倉京子、常盤文枝、星文彦、張

平平、菊本東陽、金さやか、小池

祐士

2020.3

埼玉県の通所介護における個別機能訓練

加算（Ⅱ）の算定状況と課題：個別機能

訓練指導員の保有資格による影響

共著 あり

リハビリテーション連携科

学、20（2)、167-173

常盤文枝，臼倉京子，張平平， 金

さやか，菊本東陽 2019.12

標準型車椅子上での仙骨座り姿勢が上肢

機能に及ぼす影響
共著 あり

保健医療福祉科学、9、1－

6

朝比奈彩子，臼倉京子
2019.9

品川区自立訓練事業の取り組み

―高次脳機能障害を呈する方への就労支

援―

共著 なし
職業能力開発技術誌 技能と

技術、54、2-16

川上悠子，臼倉京子
2019.9

（２）論文

論文の名称 単・共 査読 雑誌名、巻（号）、開始-終了ﾍﾟｰｼﾞ 著者、編者名 発表等年月

該当なし

著作の名称 単・共 ISBN 発行所、全ページ数 著者、編者名 発行等年月

経歴 2007年埼玉県立大学保健医療福祉学部准教授

所属学会（役職）
日本リハビリテーション連携科学学会(理事)、埼玉県立大学保健医療福祉科学学会、日本作業療法士協会、埼玉作業療

法士協会、日本シーティング・コンサルタント協会

１．研究業績

（１）著作

研究分野 地域リハビリテーション学、日常生活活動学、生活環境学、作業療法学

学位 博士（リハビリテーション科学）

学歴 2014年筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程

氏名 臼倉京子 部署 作業療法学科 職名 准教授
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（５）その他

名称 期間 概要（教育内容・方法等において工夫した点）

学生の就職活動相談指導 2019.4～2020.3 3年生、4年生の就職について、相談、履歴書、面接指導を行った。

修士課程 2019.4～2020.3 主指導（指導教員） 名 副指導（指導補助教員） 1名

学士課程(3年生） 2019.4～2020.3 主指導 3名 副指導（指導補助教員） 名

学士課程(4年生） 2019.4～2020.3 主指導 3名 副指導 名

臨地実習Ⅰ-1 2019.10～2020.2 2年次生を対象に、科目担当者として3週間の臨地実習指導を行った。

（４）論文指導

対象 期間 主指導・副指導の別及び指導人数

臨地実習Ⅱ-1 〇 2019.4～2019.8 4年次生を対象に、科目責任者として7週間の臨地実習指導を行った。

臨地実習Ⅱ-2 2019.4～2019.8 4年次生を対象に、科目担当者として7週間の臨地実習指導を行った。

（３）実習

実習の名称 科目責任者
学外実習：期間

学内実習：コマ数
概要（教育内容・方法等において工夫した点）

日常生活活動学実習 〇 15/15
3年次生を対象に、科目責任者として疾患別の日常生活活動の学内実習

を行った。

生活環境技術系作業療法学特論 12/15
科目担当者として，身体機能領域の作業療法，実験研究・調査研究を分

担した.

リハビリテーション学演習（生活

環境支援系作業療法学）
22/30

科目担当者として，学生のテーマについて実践での調査報告について討

論し，論文指導につなげた．

IPW演習 6/6
4年次生を対象に、科目担当者として学生が自主的に参加できるよう支

援した。

口腔健康教育実践論Ⅱ 2/15
健康開発学科口腔専攻の3年次生を対象に、科目担当者として食事場面

のシーティングの演習を行った。

生活環境技術学演習 3/15
3年次生を対象に、科目担当者として生活環境整備（住宅改修）につい

て演習を行った。

臨床作業療法演習 2/7
2年次生を対象に、科目担当者とし日常生活活動（更衣）演習・OSCEを

行った。

（２）演習

演習の名称 科目責任者 コマ数 概要（教育内容・方法等において工夫した点）

生活機能作業療法特講 〇 15/15 4年次生を対象に、科目責任者として生活機能に関する演習を行った。

生活環境技術学 3/15
3年次生を対象に、科目担当者として生活環境整備（住宅改修）につい

て講義を行った。

リハビリテーション看護 1/7
看護学科の3年次生を対象に、科目担当者として日常生活能力を高める

作業療法士の関わりと福祉用具の活用について講義・演習を行った。

日常生活活動学 〇 7/7
2年次生を対象に、科目責任者とし日常生活活動学の講義・演習を行っ

た。

日常生活活動評価学 〇 7/7
2年次生を対象に、科目責任者とし日常生活活動評価学の講義・演習を

行った。

３．教育業績

（１）講義

講義の名称 科目責任者 コマ数 概要（教育内容・方法等において工夫した点）

２．競争的資金等の研究

競争的資金等の名称 研究名 研究代表者・研究分担者の別 研究期間

文部科学省・日本学術振興会科学研究費

補助金　挑戦的研究（萌芽）

通所介護における生活行為の向上

を視点としたマネジメントモデル

の開発

研究代表者 2017.4～2020.3
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６．受賞（研究、教育、社会貢献活動に関するもの）

受賞名 主催 受賞年月

該当なし

学科等における委員会等 学生加入保険業務 2019.4～2020.3

学生支援
実習に関する相談支援、就職に関する相談支援、学業・生活に関する相談支

援
2019.4～2020.3

５．学内運営

項目 内容 期間

全学的委員会及びセンター業務等 保健委員会委員、感染症対策部会、禁煙化部会 2019.4～2020.3

（４）その他

項目 相手方等 内容 期間

該当なし

（３）ジャーナリズムでの発言

メディア等の名称 内容 年月

該当なし

日本リハビリテーション連携科学学会
日本リハビリテーション連携科学学会第21回大会準

備委員会事務局責任者
2019.4～2020.3

埼玉作業療法士協会 埼玉作業療法研究機関誌編集委員 2019.4～2020.3

日本リハビリテーション連携科学学会 日本リハビリテーション連携科学学会編集委員 2019.4～2020.3

日本リハビリテーション連携科学学会 日本リハビリテーション連携科学学会広報委員 2019.4～2020.3

（２）国、自治体、学術団体等における委員等

国、自治体、学術団体等の名称 委員等の名称 任期

日本リハビリテーション連携科学学会 日本リハビリテーション連携科学学会理事 2019.4～2020.3

アセスメントと実践をつなぐケアマネジ

メント研修：脳卒中編

埼玉県立大学・さい

たま市介護支援専門

員協会

アセスメントと実践をつなぐケアマネジメント研修：脳卒

中編
2020.1

越谷市介護保険住宅改修研修会および受

領委任払い説明会
越谷市介護保険課 超高齢者社会を支える 住宅改修の役割 2020.2

自立支援のためのケアマネジメント研修
春日部市健康保険部

介護保険課
利用者の思いを自立に繋げるアセスメント 2019.12

アセスメントと実践をつなぐケアマネジ

メント研修：パーキンソン病編

埼玉県立大学・さい

たま市介護支援専門

員協会

アセスメントと実践をつなぐケアマネジメント研修：パー

キンソン病編
2019.12

高齢者元気力アップ応援事業所認証事業

生活課題解決型機能訓練研修会:さいたま

市

埼玉県地位包括ケア

課・埼玉県立大学
生活課題解決型機能訓練研修会 2019.10

高齢者元気力アップ応援事業所認証事業

生活課題解決型機能訓練研修会:川越市

埼玉県地位包括ケア

課・埼玉県立大学
生活課題解決型機能訓練研修会 2019.10

高齢者元気力アップ応援事業所認証事業

生活課題解決型機能訓練研修会:越谷市

埼玉県地位包括ケア

課・埼玉県立大学
生活課題解決型機能訓練研修会 2019.9

一般社団法人日本福祉用具供給協会研修

会

社会福祉法人埼玉県

社会福祉協議会　一

般社団法人日本福祉

用具供給協会埼玉ブ

ロック

「シーディングを理解する」～離床を促すために～ 2019.10

４．社会貢献活動

（１）講演会、研修会、公開講座等の講師

講演会、研修会、公開講座等の名称 主催 講演、研修、公開講座等のテーマ 開催年月



1

８．特記事項

７．特許の取得

特許名 特許番号 登録年月

該当なし


