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池田 公平 
 

2 学術論文 

1) Kohei Ikeda, Satoshi Sasada. (2022). Development of a new scale for the measurement 

of interprofessional collaboration among occupational therapists, physical therapists, 

and speech-language therapists. Hong Kong Journal of Occupational Therapy, 35(2), 

146-153. 

2) 林慎也，池田公平，笹田哲．(2022).右利き慢性期片麻痺患者の麻痺手の使用頻度と健康

統制間との関連．作業行動研究, 26(2), 57-64. 

3) 森木勇一郎，池田公平，笹田哲．(2022)．介護老人保健施設の作業療法士が実施する介護

職と連携したクライエントへの支援のプロセス．作業療法, 41(5), 551-558. 

4) Shiori Yamakawa,Hirofumi Nagayama,Kounosuke Tomori,Kohei Ikeda,Ayaka 

Niimi.Effectiveness of active occupational therapy in patients with acute atroke: A 

propensity score-weighted retrospective study.Frontiers in Rehabilitation Sciences, 

2022.doi,10.3389/fresc.2022.1045231 

 

4 学会，協会，公的団体の委員など 

1) 神奈川県作業療法士会 選挙管理委員長 

2) 令和 4 年度老人保健事業推薦費等補助金（老人保健健康増進等事業分）事業【56 番】リ

ハビリテーション・機能訓練，口腔，栄養の一体的取組に関する調査研究事業 事業実施

小委員会 構成員 

 

5 社会貢献 

1) 2022 年度大学機関別認証評価 実地調査にてステークスホルダーとして「ヒューマンサ

ービスを実践できる人材の育成-ヒューマンサービスを軸とした研究・教育・実践の統合

-」をテーマにプレゼンテーションを行なった．2022.10.6. 

2) 朋友会教育講演会（横浜市立附属市民医療センター，横浜市脳卒中・神経脊椎センター，

横浜市立附属病院のリハスタッフが参加）にて，「臨床疑問から研究へ-チーム医療って実

際は効果あるの？どんな効果？-」をテーマにプレゼンテーションを行なった．2022.11.9. 

3) 第 12 回ヒューマンサービス研究会のシンポジストとして出席．「ヒューマンサービスと

実践-20 年の歩みとこれからの展望-」というテーマでプレゼンテーションを行なった．

2022.10.30. 

4) 横浜柏堤会 よこすか浦賀病院にて診療指導および地域医療への協力 

5) 本学オープンキャンパス，ミニオープンキャンパスの企画・運営補助 

 

6 講演，放送 

1) 川崎市麻生区主催の講演「健康への３つの柱『食事・運動・〇〇』」．2023.1.28. 

 

7 学会等での活動 

1) Kohei Ikeda, Satoshi Sasada. The reliability and validity of interprofessional 

collaborative practice assessment scale for therapists in medical institutions. 18th 
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WFOT congress. 27-30.3.2022.(ポスター） 

2) Hirofumi Nagayama, Shiori Yamakawa, Kohei Ikeda, Ayaka Niimi, Kounosuke 

Tomori. Effectiveness of active occupational therapy on functional outcomes for acute 

stroke patients: A propensity score matched analysis based on Japan Rehabilitation 

Database. 18th WFOT congress. 27-30.3.2022.(ポスター） 

3) 池田公平，笹田哲．回復期リハビリテーション病棟における多職種連携が脳卒中患者の

日常生活活動に及ぼす影響．第 56 回日本作業療法学会（京都）．2022.9.16-18.（ポスタ

ー） 

4) 林慎也，池田公平，笹田哲．脳卒中患者の患者報告アウトカムに関する文献研究．第 56

回日本作業療法学会（京都）．2022.9.16-18.（ポスター） 

5) 黒河内仙奈, 長島俊輔, 岸川学, 池田公平, 樋口良子, 田中和美：谷戸地区で暮らす高

齢者の健康増進活動に関する実態調査．日本老年看護学会第 27 回学術集会抄録集，

185，2022. 
6) 長島俊輔，岸川学，池田公平，田中和美，樋口良子，黒河内仙奈．谷戸地区に住む高齢者

の睡眠とフレイルの関連．第 12 回ヒューマンサービス研究会. 2022.10.30.（ポスター） 

 

8  学内教育活動 

1) 評価学概論 科目責任者 

2) 身体機能評価学Ⅰ 15 コマ 

3) 身体機能評価学Ⅱ 15 コマ 

4) 評価学演習 15 コマ 

5) 作業療法概論 1 コマ 

6) 身体障害作業療法学演習（試験補助） 

7) 臨床作業療法学演習 科目責任者 

8) 地域作業療法学 1 コマ 

9) 作業療法管理運営 1 コマ 

10) 解剖学実習Ⅱ（引率） 

11) 学内実習 

総合臨床実習Ⅱ（１名 1 週間） 

評価学実習Ⅱ （1 名 3 週間） 

高齢者看護学実習：多職種コンサルテーション（3 日間 6 コマ） 

12) 総合臨床実習Ⅱ 科目責任者 

13) 運動学 15 コマ 

14) 卒業研究では，学生 1 名に対して，卒業研究の計画立案，データ収集，データ解析，結

果のまとめ，プレゼンテーション，論文執筆の指導・補助を行なった． 

15) 身体機能評価学Ⅰ・Ⅱにて視聴覚教材を作成した．視聴覚教材の具体的な内容は，教員

２名が脳血管疾患患者と作業療法士の役割を演じ，面接・評価・介入など作業療法士の

臨床的思考過程を追体験できるものとした． 

16) 作業療法専攻内では，OSCE ワーキンググループに所属し，OSCE 課題の内容の検討，

当日スタッフの手配，配置，会場設営などを行った． 

17) 2022 年度 実践的作業療法臨床実習指導者講習会 作業療法参加型臨床実習指導者向け
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シンポジウム 実習学生を成長させる「見学・模倣・実施」の極意．2023 年 3 月 11 日(土) 

サポート教員として参加した． 

 

9  学内各種委員会活動 

1) 学生委員会に所属 

2) 進路支援ワーキンググループに所属 

3) 入学式・卒業式・修了式委員会 

 

10 科学研究費補助金，その他の補助金などの受託 

1) 脳卒中後遺症患者の自立生活支援のための多職種連携評価尺度の開発（課題番号：

20K19452)．令和 2 年度〜令和 5 年度．研究代表者 

2) 脳卒中患者の全体像予測に基づくリハビリテーション治療戦略（課題番号：20H03914)

令和 2 年度〜令和 5 年度．研究分担者． 

3) 令和４年度 厚生労働省 老人保健事業推進等補助金（老人保健健康増進等事業分）「リハ

ビリテーション・機能訓練，口腔，栄養の一体的取り組みに関する調査研究事業」の研究

メンバー 

4) 高齢者の健康寿命の延伸に寄与するリハビリテーション戦略の開発に向けた調査研究-

ME-BYO & MI-RIZE Project-．神奈川県みらい未病コホート研究の研究メンバー 

 

11 学内研究助成金の受託 

1) 池田公平（研究代表者）．脳血管疾患患者のメンタルヘルスがリハビリテーションの効果

に及ぼす影響．令和 4 年度研究助成 B（奨励研究）, 512 千円, 2022.4.1〜2023.3.31 

2) 黒河内仙奈（研究代表者），岸川学，池田公平，長島俊輔，田中和美，樋口良子，福

岡梨紗，渡邉恵，末田千恵．地域特性を反映した領域横断型学習教材の開発．研究助

成 A，362,970 円，2022.6.2～2023.3.31. 
3) 渡邉 惠（研究代表者），長島 俊輔，加藤木 真史，佐々木 杏子，森 朱輝，水戸 優

子，藤田 峰子，長山 洋史，池田 公平，黒澤 千尋，五味 郁子，樋口 良子，福岡 梨
紗，玉川 淳，髙橋 恭子，岸川 学，志村 華絵．事例提供ツールとしての模擬電子カ

ルテの開発と導入～多職種連携能力育成を意図した事例学習プログラムの検討と教

育評価～．令和 4 年度学長推薦研究費，2,500 千円，2022.7.19～2023.3.31 
 


