
【別表８】

校長

氏名 担当科目 研修・研究活動 職務上の実績等

校長 越智　久雄

理学療法概論
理学療法障害学
運動学
理学療法評価学実習
リハビリテーション概論
理学療法管理学
コミュニケーション論
地域理学療法学実践論

【学会発表】
第4回大阪病院学会発表
第40回日本病院学会発表
第30回日本理学療法学術大会発表
第40回日本理学療法学術大会発表
第41回日本理学療法学術大会発表
第44回日本理学療法学術大会発表
【学位・資格】
保健学修士
【所属学会】
日本理学療法士協会

大阪府理学療法士会新人教育部部員（平成11年～平成18年）
大阪府理学療法士会新人教育部部長（平成19年～平成22年）
日本理学療法士協会調査資料部部員（平成15年～平成17年）
日本理学療法士協会業務推進部部員（平成17年～平成19年）
文部科学省委託事業「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保
証・向上の推進」委員（平成26年、平成27年、平成28年度）
臨床実習指導者講習会大阪府養成校協議会理事（令和元年～現在）

理学療法学科

氏名 担当科目 研修・研究活動 職務上の実績等

学科長 中平　剛志

リハビリテーション概論
理学療法評価学Ⅰ
理学療法評価学Ⅱ
日常生活活動学
日常生活活動学実習
リハビリテーション医学

【学会発表】
第36回日本理学療法学術大会発表
第37回日本理学療法学術大会発表
第38回日本理学療法学術大会発表
第40回日本理学療法学術大会発表
第7回日本医療マネジメント学会大阪支部学術集会発表
【論文】
理学療法科学.25（4）:583-588,2010
理学療法科学.30（6）:999-1003,2015
【学位・資格】
保健福祉学修士
【所属学会】
日本理学療法士協会
日本運動器科学会
理学療法科学学会

大阪府理学療法士会総務部部員　（平成13年～平成20年）
大阪府理学療法士会新人教育部部員（平成21年～平成22年）
文部科学省委託事業「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保
証・向上の推進」委員（平成26年～平成28年度、平成30年～令和１年）
文部科学省委託事業「専修学校による地域産業中核的人材養成事業
デュアル教育の効果測定手法に関する検討」委員（令和1年）

教員 笠原　弘樹

老年医学
日常生活活動学実習（整形疾患）
リハ医学（整形疾患、心臓疾患分
野）
臨床ゼミナールⅢ
国試対策ゼミナール

【学会発表】
第9回大阪府理学療法士学会発表
第54回全国済生会学会発表
【所属学会】
日本理学療法士協会
日本訪問リハビリテーション協会

大阪市北区理学療法士会事務部部員（平成31年～）
大阪府理学療法士会医療保険部部員（平成10年～平成12年）
大阪府理学療法士会社会局部員（平成13年～平成22年）
大阪府理学療法士会大阪市北ブロック部員（平成15年～平成25年）
第23回大阪府理学療法学術大会運営委員



教員 松井　奈穂子

生活環境論
理学療法評価学Ⅰ（脳神経検査・
反射検査）
臨床ゼミナールⅡ
理学療法演習Ⅲ・Ⅳ

【所属学会】
日本理学療法士協会
【学会発表】
第50回日本理学療法学術大会発表
第51回日本理学療法学術大会発表
【学位・資格】
学術修士

教員 西村　朋浩

脊髄損傷の理学療法
臨床ゼミナールⅠ
日常生活活動実習（脊髄損傷）
理学療法評価学Ⅰ（高次脳機能障
害）
理学療法評価学Ⅱ（脊髄疾患の評
価）

【学会発表】
第43回日本理学療法学術大会発表
第50回日本理学療法学術大会発表
第72回日本体力医学大会発表
【論文】
Journal of Physical Therapy Science. 2020 Mar; 32(3) :
pp227-232.
【所属学会】
日本理学療法士協会
日本サルコペニア・フレイル学会
日本体力医学会
【学位】
スポーツ健康科学修士

第8回大阪市北ブロック新人発表会（座長）
第9回大阪市北ブロック新人発表会（座長）
第10回大阪市北ブロック新人発表会（座長）

立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科博士課程後期課程　在籍

教員 大川　真司
理学療法評価学Ⅰ（筋力検査）
理学療法評価学Ⅱ（骨・関節疾患）
臨床ゼミナールⅠ

【学位・資格】
学術修士
【所属学会】
日本理学療法士協会

大阪市北区理学療法士会事務部部員（平成31年～）
第41回日本理学療法士協会全国学術研修大会運営委員

教員 太田　幸志

理学療法評価学Ⅰ（関節可動域測
定）
地域理学療法入門論
臨床ゼミナールⅡ
理学療法演習Ⅲ・Ⅳ

【学会発表】
第26回大阪府理学療法学術大会発表
【論文】
大阪府理学療法士会誌43：34-39,2015
MB Medical Rehabilitation(200)：47-52,2016
【資格】
3学会合同呼吸療法認定士
地域包括ケア推進リーダー
介護予防推進リーダー
認定理学療法士（学校教育）
【所属学会】
日本理学療法士協会

大阪市地域リハビリテーション活動支援事業（平成29年～平成31年）



作業療法学科

氏名 担当科目 研修・研究活動 職務上の実績等

主任 大友　健治

解剖学
解剖学実習
老年医学
障害者スポーツ
情報処理

【学会発表】
第41回 日本作業療法学会発表
第42回 日本作業療法学会発表
第43回 日本作業療法学会発表
第44回 日本作業療法学会発表
第46回 日本作業療法学会発表
【論文】
保健医療学雑誌第1巻2号
保健医療学雑誌第2巻2号
【学位・資格】
保健学修士
【所属学会】
日本作業療法士協会
大阪府作業療法士会
日本認知神経リハビリテーション学会会員

兵庫県作業療法士会広報部員（平成15年～平成18年）
日本作業療法士学会査読委員（平成22年～平成24年）
日本作業療法士協会教育部部員（平成25年～平成30年）
文部科学省委託事業「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保
証・向上の推進」委員（平成26年～平成27年）
文部科学省委託事業「東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支
援事業」委員（平成２７年）
文部科学省委託事業成長分野等における中核的専門人材養成等の戦
略的推進事業「障害者スポーツ支援の専門性を備えた理学療法士・作
業療法士育成のための学び直しプログラム開発・実施」委員（平成２７
年）　　　　                                      文部科学省委託事業「障害者ス
ポーツ分野における障害者医療・福祉・教育関連職の人材育成システ
ムの開発プロジェクト」委員（平成２４年～平成２６年）
全国専門学校リハビリテーション協会 「医療系e-ランニング共同開発利
用事業」副実行委員長（平成29年度～現在）

教員 島田　康雄

作業療法評価学総論
病理学概論
作業療法評価学認知系
作業療法治療学認知系
一般臨床医学
臨床ゼミナールⅡ

【所属学会】
日本作業療法士協会
大阪府作業療法士会
認知神経リハビリテーション学会
日本ペインリハビリテーション学会

教員 井上　大輔

作業療法評価学運動系
運動学実習
作業療法治療学各論
リハビリテーション医学

【学会発表】
リハビリテーション・ケア合同研究大会2006青森発表
第50回日本作業療法学会発表
第46回慢性疼痛学会発表
第22回日本ペインリハビリテーション学会発表
【学位・資格】
保健医療学修士
【所属学会】
日本作業療法士協会
大阪府作業療法士協会
慢性疼痛学会

京都府私立病院協会リハビリテーション部会運営委員
（平成25年～平成26年）
第50回日本作業療法学会（座長）



教員 北田　泰敏

地域作業療法学
リハビリテーション概論
基礎作業学各論
臨床ゼミナールⅠ
臨床ゼミナールⅢ

【学会発表】
第18回　全国介護老人保健施設　愛知大会発表
第23回　兵庫県作業療法学会　発表
【学位・資格】
保健医療学修士
認定作業療法士
MTDLP指導者
【論文】
機関誌「平成29年度　兵庫県作業療法士会」
機関誌「平成30年度　兵庫県作業療法士会」
【所属学会】
日本作業療法士協会会員
兵庫県作業療法士協会会員

兵庫県作業療法学会　実行委員長　事務局長（平成24年）
兵庫県作業療法士会　学術部　部員（平成23年～平成27年）
兵庫県作業療法士会　認知症対策委員会　委員（平成25年～平成30
年）
兵庫県作業療法士会　代議員　（平成27年～平成29年）
日本作業療法士協会　教育部　部員　（平成28年～）
第50回　作業療法全国研修会　運営委員
第49回　日本作業療法学会　会場副責任者
文部科学省事業　「成長分野等における中核的専門人材育成等の戦略
的推進」　委員（平成27年～平成29年）
神戸市西区　地域ケア会議（モデル事業）委員（平成26年～平成27年）
認知症サポーター養成講座　講師　（平成２４年～）
兵庫県介護老人保健施設協会　看介護部会　研修会講師（平成24年）
公益社団法人　兵庫県看護協会　「脳いきいき講座」講師（平成24年）
日本作業療法士協会SIG認定「老健を創造する会」　講師（平成26年）
兵庫県作業療法士会　認知症研修会　講師（平成27年～平成30年）
神戸市委託事業「脳いきいき講座」講師　中央区、北区（平成27年）
明石市高齢者大学　「認知症講座」　講師　（平成28年）
兵庫県POSリハ３士会合同研修会　講師　（平成２９年）
日本作業療法士協会　認知症アップデート研修会講師（平成２９～３０
年）

教員 丸田　千津

作業療法概論
人間発達学
小児科学
作業療法評価学認知系
作業療法治療学発達障害系Ⅰ・Ⅱ

【学会発表】
第４１回全国肢体不自由児療育研究大会発表
第２０回日本感覚統合障害研究大会発表
第１４回日本音楽療法学術大会自主シンポジウム発表（共同
演者）
第１６回日本音楽療法学術大会自主シンポジウム発表（共同
演者）
【学位・資格】
保健福祉学修士
【所属学会】
日本作業療法士協会
日本感覚統合学会

兵庫県作業療法士会教育部員（平成１２年～平成１７年）
兵庫県立北はりま特別支援学校非常勤講師（平成17年～平成26年）
芦屋市立精道小学校教育支援活動（平成17年～現在）
芦屋市立浜風小学校教育支援活動（平成29年～現在）
大阪府能勢町教育委員会「自立支援教室」（平成18年～平成19年）
近肢連保育部会研修講師（平成19年～平成21年）
兵庫県立神戸特別支援学校非常勤講師（平成20年～平成31年）
神戸市立垂水養護学校「自立活動」時間講師（平成20年～平成22年）
兵庫県立東はりま特別支援学校非常勤講師（平成23年～平成25年）
兵庫県立こやの里特別支援学校非常勤講師（平成24年～平成26年）
兵庫県立芦屋特別支援学校非常勤講師（平成24年～平成31年）
兵庫県立阪神特別支援学校非常勤講師（平成25年～平成26年）
神戸市教育委員会主催保護者向け研修会講師（平成27年）
兵庫県立阪神特別支援学校教職員研修講師（平成27年）
兵庫県立姫路特別支援学校非常勤講師（平成27年～現在）
神戸市灘区「あーち」にて発達障害児を持つ保護者のための家族教室
（平成27年～現在）
兵庫県立特別支援教育センター研修「発達障害教育研修　応用研修」
講師（平成29年～現在）
芦屋市立精道中学校教育支援活動（平成31年～現在）
芦屋市立山手小学校教育支援活動（R元年～）



教員 打田　明
作業療法評価学運動系
生理学実習

【学会発表】
第47回　日本作業療法学会学術集会発表
第34回　近畿作業療法学会学術集会発表
第1回リハビリテーション医学会秋期学術集会発表
第13回国際リハビリテーション医学会世界会議(ISPRM)発表

【学位・資格】
保健学修士

【論文・執筆】
作業療法ジャーナル48,(8),895-899,2014
総合リハビリテーション43,(8),773-776,2015
医学書院、「行動変容を導く！上肢機能回復アプローチ　脳卒
中上肢麻痺に対する基本戦略」,225-264

【所属学会】
日本作業療法学会
兵庫県作業療法学会
日本神経学会
日本神経治療学会

学校法人兵庫医科大学リハビリテーション関連施設合同セミナー運営
委員（2017～2019）
西日本公式第18回ADL評価法FIM講習会（具体例を通したFIMの採点）
講師

教員 松下　健史
作業療法治療学精神障害系Ⅰ・Ⅱ
基礎作業学治療論

【学会発表】
第44回　日本作業療法学会学術集会発表
第14回　認知症ケア学会発表
第23回　日本デイケア学会発表

【所属学会】
日本デイケア学会
SST普及協会

高知県作業療法士会広報部員（平成23年～平成26年）
阿倍野区地域生活向上教室講師
地域生活向上教室における生活技能訓練（令和元年～）


