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T000002 ⼤塚 裕⼀ 研究発表・学術 嗜好⾳楽が唾液量・⼼拍数に与える影響〜リラックスという視点より〜

T000003 福岡 直⼦ 研究発表・事例 ⾼齢者Ａ⽒の歩⾏機能向上を⽬指した⾳楽療法の事例
〜好みの⾳楽を使⽤したリズム奏と⾝体活動〜

T000004 三井 徳明 公募ワークショップ 1970年代テレビ・アイドル歌⼿全盛期時代を検証
〜近い将来⾼齢期を迎える世代に⾳楽療法⼠はどう対応すべきか︖〜

T000007 伊藤 マミ 研究発表・その他⾃由 コロナ禍における緩和ケア病棟での⾳楽療法の役割に関する⼀考察

T000008 ⼆俣 泉 ⾃主シンポジウム ⾳楽療法⼠養成教育における「メタ・コンピテンシー」育成

T000009 林 恵⼦ 研究発表・事例 上腕⾻折した認知症A⽒が⽣活の賦活を取り戻すまで
〜記憶された痛みの軽減と上腕の可動域拡⼤を⽀援する〜

T000010 ⼆俣 泉 公募ワークショップ ⾳楽療法⼠が職場で楽しく仕事をするための技術
〜ビギナーセラピストのための⼈間関係スキルのワークショップ〜

T000012 甲⾕ 由美
⼦

研究発表・学術 歌詞の違いで明らかな差が出る
〜⼝腔機能の変化数と唾液分泌量の関係について〜

T000015 奥⽥ 真希
⼦

研究発表・その他⾃由 通所リハビリテーションにおけるコロナ禍の集団⾳楽療法

T000016 ⽩川 ゆう⼦ ⾃主シンポジウム ⾳楽療法⼠養成校における、遠隔による⾳楽療法の実習の試み

T000018 中村 真樹 研究発表・事例 特別⽀援学級における⾳楽療法を取り⼊れた活動の試み
〜他者との良好な関わりの増加をめざして〜

T000019 笠井 史⼈ 研究発表・学術 急性期脳卒中⾼次脳機能障害に対する⾳楽リハビリテーションの開発と有効性

T000020 柿﨑 次⼦ 公募ワークショップ ⾳楽療法⼠のための感覚統合アセスメント－対象児の感覚特性の把握とその意義について－

T000021 ⽐嘉 屋宜
パトリシア

研究発表・学術 ⾃閉スペクトラム症児の親のストレス対処能⼒向上のための⾳楽を⽤いた遠隔⽀援
－漸進的筋弛緩法と調整的⾳楽療法を併⽤した介⼊の効果－

T000022 吉野 志帆
⼦

研究発表・事例 ⾼齢者集団　デイサービスでの⾳楽療法
〜種々のリズムでコミュニケーションづくりを試みた例〜

T000023 髙⼭ 仁 ⾃主シンポジウム コロナ禍における⾳楽療法のオンライン研修・講習について
〜オンライン研修の現状をふまえ、新しい研修のあり⽅を探る〜

T000024 髙⼭ 仁 ⾃主シンポジウム ポストコロナを⾒据えた特別⽀援教育における⾳楽活動を検討する
〜歌う・楽器演奏だけではない「⾳楽する」ことの意義を探る〜

T000025 髙⼭ 仁 公募ワークショップ ⾳楽における「⽂化⼒」とは何か、⾳楽療法の実践から療育活動の可能性を探る

T000026 ⾵間 純⼦ 公募ワークショップ 「私たち」の⾳楽を作る　〜アジアの⺠族⾳楽からの発想〜

T000028 近藤 瑛佑 研究発表・学術 電⼦楽器サイミスを利⽤した中重度認知症患者のための⾳楽療法のパイロットスタディ

T000029 平⽥ 望 研究発表・学術 慢性期の統合失調症患者に対する⾳楽療法において⾳楽療法⼠が重視する患者の⾏動は何か︖

T000030 林原 美佳 研究発表・学術 デイサービスセンターにおける認知症⾼齢者の⾳楽療法の有効性Ⅱ〜複合評価及び分析〜

T000031 ⼩久保 礼
以⼦

研究発表・事例 中度知的障害A児の友達とのやりとりをめざした⾳楽療法
〜特別⽀援学級におけるグループセッションを通して〜

T000032 ⾵間 純⼦ 研究発表・事例 クライエントの意欲を引き出し維持するセッション構造　〜発⾳改善を⽬的としたA児のための複合的⽅策
〜

T000033 藤⽥ 亜貴
⼦

研究発表・事例 楽器セッションが培うコミュニケーションのベース
〜表出⾔語のないH君の変容を通して〜

T000034 関⼝ 佳代 研究発表・事例 意味性認知症A⽒への集団⾳楽療法〜他者との活動における⼿拍⼦がもたらす意味〜

T000035 松尾 裕⼦ 公募ワークショップ 関わりの源流となる「感覚」を育む幼児への⾳楽療法アプローチ
〜スターンの「情動的交流と調整」を参考に〜

T000036 松井 千代
⼦

研究発表・その他⾃由 ⾼校⾳楽教育現場における⾳楽療法的アプローチの効果
〜学び合う集団づくりをめざして〜

T000037 江島 佑佳 研究発表・その他⾃由 神経発達症の⼦どもへの⾳楽療法においてストレングスモデルが⽤いられているか︖

T000038 ⼤野 美穂 研究発表・事例 ⽇常⽣活の中で⽣活⽀援員が⾏う⾳楽療法のあり⽅
〜脳性⿇痺のA⽒に対する⾷事動作へのアプローチを通じて〜
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T000040 ⼭⾥ 亜未 研究発表・学術 ⼤学⽣の睡眠障害に対する⾳楽聴取の効果について
〜⽇本の⼤学⽣を対象とした、⾳楽の種類の違いによる検討〜

T000041 海⽼原 直
邦

研究発表・学術 実験的に誘導された⼼理⽣理的ストレスが⾳楽聴取によって軽減する過程について
〜⼼理的ストレスと⽣理的ストレスの関係性の検討を中⼼に〜

T000042 ⼭⽥ 郁⼦ 研究発表・事例 重度⾝体障害Aさんに対する⾳楽療法の取り組み
〜感覚刺激を通して、つながりを模索する〜

T000044 藤本 禮⼦ ⾃主シンポジウム 国家資格は今︕-3-    〜Ｑ＆Ａ形式で答える︓これまでの経緯とこれからの展望〜

T000045 濱⼝ 幸 研究発表・その他⾃由 コロナ渦における⾳楽療法の新たな試み

T000047 ⾦⼦ 未和
⼦

研究発表・事例 四肢体幹機能障がいのA⽒の⼩集団⾳楽療法

T000048 森川 泉 研究発表・学術 ⾳楽療法の実施環境が⾼齢者に与える影響

T000049 宇都宮 泉 研究発表・その他⾃由 ⾳楽療法におけるわらべうたの有⽤性　その１
　　〜認知症⾼齢者とわらべうた〜

T000050 ⾦城 杏奈 研究発表・事例 重度認知症者のＡ⽒に寄り添う⾳楽療法
〜家族と共に分ち合う、⼤切な⼀曲のエピソード（物語）をめぐって〜

T000051 市村 眞理
⼦

研究発表・事例 ピアノ演奏による⾃⼰表現の広がりを⽬標とした⾃閉症男性への個別⾳楽療法
〜ドラムとのデュオがもたらしたスキルの向上〜

T000052 佃 誉⼦ 研究発表・その他⾃由 ⾏政が⾳楽療法⼠を養成する意義と課題〜⾳楽療法アドバイザーの視点から〜

T000053 伊藤 啓⼦ ⾃主シンポジウム 特別⽀援学校肢体不⾃由部⾨⾳楽の授業づくり
〜⾳楽療法⼠の専⾨性が活かされる授業実践〜

T000054 今村 ゆかり ⾃主シンポジウム 精神的ホメオスタシスを保つ⾳楽療法の可能性
〜対象者のレジリエンスの形成・育成を⽀えるために〜

T000055 ⼩沼 恭⼦ 研究発表・その他⾃由 公共施設を利⽤した介護・認知症予防活動のコロナ禍における取り組み

T000056 藤本 静江 公募ワークショップ ⾼齢者を対象にした集団⾳楽療法の楽器活動〜⽬的に即した楽曲アレンジとわかりやすい指⽰の⼯夫〜

T000058 岡⽥ 照⼦ 研究発表・事例 コロナ禍における⾼齢者の集団⾳楽療法
　　　　　　　　　　感染リスクの⾼い⾼齢者の講座「うたを楽しもう」の実践について

T000060 前⽥ 登志
枝

⾃主シンポジウム コロナ禍の中から、これからの⾳楽療法を創造するために
〜⾳楽療法と学術⼤会の意義を考える〜

T000061 三⾕ ⿇⼦ 研究発表・その他⾃由 ⾳楽療法的視点を⾳楽教師と共有することを通して考える⾳楽療法の意味
〜マレーシアでの⾳楽教師への⾳楽療法講座実践を通して〜

T000062 ⼭中 瞳 研究発表・学術 精神科慢性期病棟における⼩集団トーンチャイム活動により⽣まれた変化〜対象者の⾏動と感情に着⽬
して〜

T000064 ⻑坂 希望 研究発表・事例 コロナ禍に開始した⼼⾝障害児の打楽器即興演奏「ドラムサークル」
〜⼦どもたちが⾃発的に活動を展開し始めるまで〜

T000065 ⽮野 珠⾥ ⾃主シンポジウム コロナ禍に⾳楽療法⼠としてできること
〜変わること、変わらないこと〜

T000066 ⼋⽊澤 ⾹
菜

研究発表・事例 Withコロナ 障害児⾳楽療法
〜感染予防対策の⼯夫〜

T000067 植⽊ 亜⼸ 研究発表・事例 緩和ケア領域における想起の⾳楽
〜限られた時間の中で「別の物語」に光をあてることの意味〜

T000068 栁⽥ 和美 研究発表・事例 肢体不⾃由特別⽀援学校における、意欲を引き出す楽器演奏の取組
　　　　　　　〜気持ちに寄り添った伴奏の⼯夫〜

T000069 松本 圭⼦ 研究発表・事例 療育的視点を取り⼊れた教科指導の試み
〜3年間のギター演奏の取り組み〜

T000070 ⽶倉 裕⼦ 研究発表・その他⾃由 あらゆる⼈に⽣涯⾳楽プロジェクトMLAP実践研究経過報告〜障がいとともにある⼈の多様な学習活動を
総合的に⽀援するための超参加型の⾳楽活動を

T000071 河合 ⺠恵 研究発表・事例 介護⽼⼈保健施設⼊所者の意欲の向上を⽬指す集団⾳楽療法
〜施設内合唱コンクールで歌うことを⽬的に掲げて〜

T000072 ⽥中 明美 研究発表・事例 成⼈障害者⼊所施設における地域での⾳楽発表を⽬指した取り組み

T000073 ⼭⼝ 経⼦ 研究発表・事例 軽度知的障害を併せ持つ重度⾃閉症児の⾳楽療法
〜⼼の安定を図った⾳楽からのアプローチ〜

T000074 ⼤前 暁 研究発表・その他⾃由 ⼦育て期における⾳楽療法⼠の働き⽅について〜データで⾒る⼦育てと就業の実態を踏まえて〜
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T000075 上⽻ 由⾹ 研究発表・事例 半側空間無視を合併した脳卒中患者に対して⾳楽療法を施⾏した⼀例
〜段階的アプローチの有⽤性について〜

T000076 鈴⽊ 祐仁 公募ワークショップ セッションに⽤いる楽曲の制作─セッションを捉え直す⼿段として─

T000077 志村 遥佳 研究発表・事例 アルツハイマー型認知症患者の⾳楽活動を通した周囲との関わり
〜集団⾳楽療法から⾒えた個⼈⾳楽活動の必要性〜

T000078 宮本 啓⼦ 公募ワークショップ 能動的な⾳楽鑑賞を可能にするアプローチ
〜withコロナの制約下で、どんな状況のクライエントにも対応できる⽅法の提案〜

T000079 伊藤 美恵 ⾃主シンポジウム ⾳楽療法⼠がコロナ禍の経験から得たもの
〜制約の中から、道を拓く〜

T000081 ⼩島 薫 研究発表・事例 リモート⾳楽療法のもたらしたもの〜対象者・家族・セラピストの側⾯から〜

T000082 寺⽥ 光 研究発表・事例 かつて詩吟師範であったＦ⽒への⾳楽療法
〜「何もする気が起きない」から「⼈の役に⽴ちたい」と変化するまで〜

T000083 ⼩沼 愛⼦ ⾃主シンポジウム 遠隔⾳楽療法の実践と有⽤性2020
〜未来志向の⾳楽療法とリモートワーク〜

T000084 原 千晶 研究発表・事例 地域における⾼齢者と保育園児の多世代交流を⽬的とした⾳楽療法
〜「お互いさまサロン」における実践から〜

T000085 松⽥ 佐智
⼦

⾃主シンポジウム ⾳楽療法⼠のキャリア形成における課題を考える
〜中堅期特有のライフイベントを例に〜

T000086 藤井 光⼦ 研究発表・事例 コロナ禍の休校・⾃粛における⼦どもへの⾳楽⽀援
〜メンタルヘルスケア重視の⾳楽療法介⼊の試み〜

T000088 和⽥ 京⼦ 研究発表・その他⾃由 育児・介護・病気と仕事の両⽴を⽬指した⾳楽療法⼠の働き⽅の試案
〜地域活動「友引⽣き⽣き歌声サロン」における⾳楽療法⼠の⾃助と互助〜

T000089 三川 美幸 研究発表・事例 児童発達⽀援センターにおける⾳楽療法について〜職員との連携から〜

T000090 加藤 善之 公募ワークショップ 遷延性意識障害の⽅に⾳楽を使った関わりで、脳の回復が⾒られた事例

T000091 ⼩川 晴⼦ 研究発表・事例 ⽣活介護事業所での集団⾳楽療法〜歌唱活動における「リクエストをすること」の意味について〜

T000092 ⾼畑 敦⼦ ⾃主シンポジウム ⾳楽療法⼠のピアサポートや仲間の存在について　〜多様な経験をもつ⾳楽療法⼠からおくる『エール』〜

T000093 ⼤辻 実千 研究発表・事例 コロナ禍中のAさんを⽀えたオンラインセッション
-⾼齢者へのオンラインセッションの可能性-

T000094 倉橋 悠⼦ 研究発表・学術 ⾳楽を⽤いた看護についての⽂献レビュー

T000095 鈴⽊ 佳⼦ 研究発表・その他⾃由 電⼦キーボードの活⽤
〜伴奏者不在の集団セッションの充実をめざして〜

T000096 ⽩川 ゆう⼦ 研究発表・学術 前⾔語期にとどまる知的障害幼児への個別⾳楽療法（４）
〜リズム分析から探る相互交渉〜

T000097 波江野 茜 研究発表・事例 ⾃閉スペクトラム症児の⾃⼰調整能⼒向上を⽬指した個別⾳楽療法
〜⾳楽と視覚教材を意図的に使⽤することで⽣じる対象児の変化〜

T000098 和泉 裕⼦ 研究発表・その他⾃由 コロナ禍におけるコミュニティ⾳楽療法の意義
〜知的障害者らによる参加型コンサートの実践から〜

T000099 笠原 貴⼦ 研究発表・事例 うつ病の⾼齢者対象者Aに対する⾳楽療法

T000100 河合 明佳 研究発表・事例 歌唱訓練により発話の明瞭性が改善した重度運動性失語症患者の⼀例
〜「歌いたい」意欲を⼊院から在宅⾃主訓練へ〜

T000101 吉原 揚⼦ 研究発表・事例 ボイストレーニング活動停⽌による呼気持続⻑の変化について

T000102 那須 貴之 研究発表・その他⾃由 脳⾎管疾患後遺症患者における外来⾳楽療法中の“⼼のありよう"変化に関する⼀考察

T000104 那須 貴之 ⾃主シンポジウム ⾳楽療法と⾳楽療法⼠の発展に向けた研究発表特別⼤会企画にかける思い（熱意）

T000105 ⼭崎 智寿 研究発表・事例 ⾃閉症男児Aの“叩く"⾏為の質的な変容を⽬指した⾳楽療法
〜太⿎活動におけるAの⾏動変化についての⼀考察〜

T000106 中林 亜⾐ 研究発表・その他⾃由 ⾳楽療法セッションと⾳楽活動の視点を⽤いた「⾳楽」のアイデンティティの⼀考察
〜⾳楽療法における「⾳楽」の定義と、⼼理療法的⾳楽への気づき〜

T000108 根岸 由⾹ 公募ワークショップ テレでもつながる⾳楽活動の⼯夫〜聴覚による共同注意・共感性・協同活動に着⽬して〜
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T000109 ⽊下 陸央 研究発表・事例 「⾳楽」による関係性の形成に関する事例研究-ダウン症児との「⾳楽」活動を通して-

T000110 智⽥ 邦徳 公募ワークショップ ⾼齢者を対象としたリズム体操の組み⽴て⽅

T000111 福⽥ 理恵 研究発表・事例 知的障害を伴う⾃閉スペクトラム症Aへの⾳楽療法（第２報）
〜コロナ禍での取り組みを経て得られた⾔葉〜

T000112 ⼤滝 恵 研究発表・事例 ⾃⼰効⼒感を育み⾃信をつけるピアノレッスン
〜ダウン症児Ａへの⾳楽教育的⾳楽療法〜

T000113 関野 梓 研究発表・事例 個のニーズに合わせた合奏の取り組み〜⾊⾳符を使って〜
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