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【2017年度実績】

１．研究業績

著作・論文・学会発表等の名称 単著・共著の別

(1)発行所、全ページ数
(2)雑誌名、巻（号）、開始-終了
ページ
(3)学会名、開催都市

(1)(2)著者、編者名
(3)発表者（発表者は○印）

発行・発表年月

（１）著作

1 共著 医学書院、p154-155 鈴木康子、臼倉京子 2017.12.

（２）論文

1 共著
日本作業療法研究学会
雑誌、20(1)、30-37

臼倉京子、川間健之
介

2017.6

2 共著
保健医療福祉科学、7、
20-25

櫻井香織、臼倉京子 2018.3

3 共著
保健医療福祉科学、7、
66-72

金さやか、臼倉京
子、常盤文枝、星文
彦、張平平、菊本東
陽、藤縄理

2018.3

4 単著
地域ケアリング、19
(11)、67-68

臼倉京子 2017.1

5 共著
埼玉県立大学研究開発
センター年報、2、　-

臼倉京子、常盤文
枝、星文彦、張平平、
菊本東陽、藤縄理、
金さやか、

2017.3

（３）学会発表

1 共著

The 21st International
Epidemiological
Association(IEA) 第21回
国際疫学協会、World
Congress of
Epidemiological(WCE201
7)　世界疫学会議2017、
P3-103 、さいたま市

○常盤文枝、臼倉京
子、星文彦、藤縄理、
菊本東陽、張平平、
金さやか

2017.8.22

2 共著
埼玉県立大学奨励研究
発表会口述発表、越谷
市

○常盤文枝、臼倉京
子、原元彦、星文彦、
藤縄理、菊本東陽、
張平平、金さやか

2018.2.15

（４）その他

1 単著
 平成29年度科学研究費
大学内公募説明会口述
発表

臼倉京子 20170.9.11

２．競争的資金等の研究

研究期間

1 2017.4～2020.3

研究名、研究代表者・研究分担者の別

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）

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）

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

博士（リハビリテーション科学）

2014年筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程

2007年埼玉県立大学保健医療福祉学部准教授

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

Features of functional training in
Outpatient Day Long-Term Service in
Japan- Analysis of Long-Term Care
Service Information database in Saitama
Prefecture

地域作業療法学

「科学研究費の申請にあたっての体験的
アドバイス」挑戦的研究（萌芽）

競争的資金等の名称

脳血管障害者の基本動作能力別の起き
上がり、立ち上がり、歩行、移乗の介助方
法

作業課題における選択の自由が気分およ
びストレスに及ぼす影響の検討

個別機能訓練加算（Ⅱ）関連書類からみ
た通所介護における個別機能訓練の
SPDCAサイクル

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

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

基本動作能力に応じた排泄の介助方法
の分類



2 2015.4～2018.3

3 2016.4～2020.3

３．教育業績

講義・演習・実習・論文指導等の名称 期間

（１）講義

1 2017.6～2017.8

2 2017.6～2017.8

3 2017.10～2018.2

（２）演習

1 2017.10～2018.2

2 2017.10～2018.2

3 2017.10～2018.2

4 2017.4～2017.10

5 2017.10～2018.2

（３）実習

1 2017.4～2017.8

2 2017.4～2017.8

3 2017.4～2017.8

4 2018.2～2018.3

（４）論文指導

1 2017.4～2018.3

2 2017.4～2017.12

（５）その他

1 2017.4～2018.3

2 2017.4～2018.3

４．社会貢献活動

（１）講演会、研修会等の講師

講演会、研修会等の名称 主催 講演、研修等のテーマ 開催年月

1 越谷市 2018.2.22

2

公益社団法人い
きいき埼玉彩の国
生きがい大学春
日部学園

日常生活支援 2017.9.21

研究開発センタープロジェクトB
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（研究代表者）

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
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。

要介護高齢者の生活機能向上に資する効果的
な生活期リハビリテーション／
リハビリテーションマネジメントのあり方に関す
る総合的研究(研究分担者)

厚生労働科学研究費補助金事業（長寿科学政策研究事業)

生活環境技術学
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。

日常生活活動評価学
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。

健康開発学科口腔専攻の3年次生を対象に、科目分担者として食事
場面のシーティングの演習を行った。

IPW演習
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。

臨地実習Ⅱ-1
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
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。

いきがい大学春日部学園専攻課程元気
科郊外学習（埼玉県立大学）

疾患別の住宅改修ーパーキンソン病を中心に-

学生の就職活動相談指導

日常生活活動学実習
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。

生活機能作業療法特講
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。

生活環境技術学演習
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。

口腔健康教育実践論Ⅱ

3年生、4年生の就職についての学科窓口として、相談、履歴書、面
接、研修会等を行った。

学士課程 主指導：3名（3年生）

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

学士課程 主指導：4名（4年生）

同窓生への研修支援 作業療法学科同窓生の研修会の窓口となり、支援を行った。

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



3

一般財団法人医
療・福祉・環境経
営支援機構「埼
玉」

2017.9.12

4
埼玉りそな銀行せ
んげん台支店

2017.8.2

（２）国、自治体、財団法人等における委員等

国、自治体、財団法人等の名称 委員等の名称 任期

1 2017.4～2018.3

3 2017.4～2018.3

（３）ジャーナリズムでの発言

メディア等の名称 内容 年月

1 2017.7.17

５．学内運営（委員会委員）

1

2

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

７．特許の保有状況

特許名 特許番号 登録年月

８．特記事項

埼玉作業療法士協会 埼玉作業療法研究機関誌編集委員

該当なし

学生支援委員会　委員

就職対策部会部員

該当なし

該当なし

東武よみうり新聞 県立大発！耳より健康情報　「高齢者の"健康づくり"のヒント」

りそなキッズマネーアカデミー 車いす体験

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

mwe交流会 高齢者疑似体験プログラムの提案


