
理解と対応と対策
瘍対象 当事者とその家族、医療・介護・福祉・教育・行政・司法等の

各分野の支援者、高次脳機能障害に関心がある一般の方どなたでも

ロヨ悧5年 2月 4日 鼈
10:00-15:00

この講演会は、高次脳機能障害と診断された 嫁́＼の支援を行つている、

地域の福祉事業所と連携を取り、●支援に関する相談、0支援体市」の
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築、こスキルアップ研修会の開催の3点をとおして、地域の高次脳機
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以下のQRコードかファックスで

お申し込みください。
(裏面にFAX申込書あり)

【申し込み締め切り】
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注意事項説明
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講 演 1

霧言蓼甕警響雫警挙・ 1111

質疑応答

休 憩

=難

雛彗l菫警筆頭磯奪凛群.

講 演 2

質疑応答

挨 拶

害の理解と対応
慮の障害を中心に一」

脳の日きた
｀
ら高次脳機能障害を概説し、その中で特に注意と

記1意 の障害を中心に生活や就労場面において生じうるPor題 と

その対芯について説明していきます。

鮭蘊雉嘔躙畷10:05～ 11:35 終了後、質疑応答

1酒 丼 浩氏
‐

藍野大学医療保健学部作業療法学科 学科長 ・教授

「社会的行動障害
―原因を理解して対策を考えてみる一」
■
■

|【議濃時間】13:00～ 14:30 終了後、質疑応答

上 田敬太氏
京都光華女子大学医療福祉学科言語聴覚専攻 教授
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酒 井  )告 氏  藍野大学医療保健学部作業療法学科 学科長 教授

略歴

1991年～2004年  神戸大学医学部附属病院 作業療法士

2004年 ～2011年 京都大学医学部保健学科 大学院医学研究科 助教

2012年 ～2015年 名古屋大学医学部保健学科 大学院医学系研究科 准教授

2015年 9月 ～ 藍野大学 現在に至る

学位 博士 (感 覚矯正学 (論文)、 川崎医療福祉大学大学院)

修士 (保健学 (課程)、 神戸大学大学院)

専門 作業療法、身障系、高次脳機能障害、脳イメージング

委員等 日本作業療法士協会 教育部 認矢ロリハビリテーション研究会

高次脳機能障害作業療法研究会 世話人 など

著書

「作業療法に役立つ臨床推論」(三輪書店)編集 執筆
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上 [日 働 :ラk氏 京都光華女子大学医療福祉学科言語聴覚専攻 教授

略歴

内科を中心に□―テートを4年間行い、その後京大精神科に入局。

2001年 4月 ～ 京都大学医学部lulj属 病院精神科神経科非常勤医師

2002年 4月 ～2004年 3月 大阪赤十字病院精神科

2004年 4月 ～2008年 3月 京都大学大学院医学研究科入学

2008年 4月 ～2009年 11月  京都大学研修員

2009年 11月 より 京都大学大学院医学研究科 精神医学 助教

同時に京都市身体障害者リハビリテーシ∃ンセンター附属病院

(IIB在 は京都市地域リハビリテーション推進センター)【嘱託医】

京都大学医学部ll・ 属病院L走経外科神経心理外来を担当

2015年 1月より御所
=リ

ハビリテーションクリニックでも神経心理外来を担当

2019年 11月 より 京づ天享大学院医学研究科 精神医学 講師

2021年 4月 より =ぎ菫≡I子大学健康科学部医療福祉学科言語聴覚専攻 教授(現職)
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1.ファックスか下記のQRコードからお申込みください。

2.お申込み受付後、受付完了のメールを送信します。受付完了の連絡が無い場合はお問い合わせください。

3.受付完了後に、招待 :D/パスワードをメールで送信します。

【申込み締め切り】
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zoom講演会 お申込み方法

申込用 QRコ ー ド

【FAXでのお申込み先】

かがわ総合 リハビリテーションセンター

〒7618057 高松市田村町 1114番地

FAX 087… 867-0420 TEL087… 867-8422

【FAX用 参加申込書】

かがわ総合リハビリテーション成人支援施設 宛  FAX 087(867)0420(L皇ト
ふりがな

氏 名

職 種 所属等

連絡先

住 所

電 話 FAX

E‐ mail ※お申し込み受付完了後、招待IDとパスヮードを送信します。

※こ質問などがあればお書きください

※参カロ申込書にご記入いただいた個人情報は、当運営目的以外での利用はいたしません。
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