キーワード
【あ】アームサポート アームスリング 悪性腫瘍 アクティビティ 握力 遊び アテトーゼ型脳性麻痺
アルコール依存症 アルツハイマー型痴呆 アルツハイマー病 アンケート 安楽姿勢

【い】医学的リハビリテーション 生きがい 移行対象 意識障害 移乗 異常行動 椅子 移送車両
痛み 位置覚 一般病院 移動 移動能力 移動バー 医療 医療観察制度
医療福祉保健モデル 医療法 医療保険制度 院外作業 陰性症状 異所性骨化 インソール

【う】上田法 うつ状態 うつ病 右脳 運転装置 運動 運動学習 運動企画 運動機能 運動失調
運動失調症 運動障害 運動生理学 運動速度 運動能力 運動パターン 運動発達 運動負荷
運動麻痺 運動療法

【え】エイジング エゴグラム エスノグラフィー エビデンス 嚥下 園芸 嚥下訓練 嚥下障害
遠心性収縮 愛媛県

【お】横断的研究 大島の分類 起き上がり動作 音楽 音楽療法 温水洗浄便座 温水浴 音楽活動

【か】会員統計 絵画 絵画療法 介護 介護器具 介護者 介護負担尺度 介護予防
介護老人福祉施設 介護老人保健施設 外出 外出訓練 介助 介助者 回想 階段昇降
回転刺激 外泊 外泊訓練 外泊指導 回復過程 外来 外来作業療法 家屋 家屋改造
家屋整備 家屋評価 学位 学習 学習効果 学習障害 学童 下肢 家事 下肢切断
家事動作 家事評価 歌唱 過食 下垂手 仮性球麻痺 家族 家族援助 家族会 家族指導
過疎地 下腿切断 課題研究 課題研究助成制度 肩関節亜脱臼 肩手症候群 片手動作
片麻痺 片麻痺テスト 合掌テスト 活動 活動種目 活動性 活動制限 活動分析 合併症
家庭 家庭環境 家庭内役割 家庭復帰 家庭訪問 カナダ作業遂行測定 かなひろいテスト
仮義手 加齢 癌 簡易作業 簡易上肢機能検査 寛解 寛解過程 感覚遊び 感覚運動
感覚運動訓練 感覚検査 感覚刺激 感覚障害 感覚統合 感覚統合療法 眼球運動 環境
環境因子 環境制御装置 環境適応能力 間欠的洗腸 看護 観察 患者会 患者・家族関係
患者教育 眼振 眼振検査 関節運動 関節角度 関節可動域 関節拘縮 関節保護
関節リウマチ 患側 患側上肢 患側無視 観念運動失行 観念失行 管理 管理運営
関連職種 緩和ケア かき集める活動 壁拭き 肩 肩腱板断裂 下衣更衣 下肢荷重率
肩腱板損傷

【き】キーボード 記憶 記憶訓練 記憶障害 記憶喪失 機器 利き手 利き手検査 利き手交換
起居動作 椅座位 義肢 義指 義手 机上作業域 机上動作 基礎作業学 機能訓練
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機能訓練事業 機能再建術 機能障害 機能低下 機能的作業療法 機能的電気刺激
機能評価 気分障害 記銘 記銘力 記銘力障害 逆向健忘 急性期 教育 教育課程
教育効果 境界性人格障害 境界例 行事 共生 協調運動 協調性 協調度テスト
共同作業所 共同住宅 強迫神経症 強迫性障害 強迫的行為 興味 興味調査 虚血性脳症
虚弱老人 ギランバレー症候群 起立補助具 記録 筋萎縮性側索硬化症 筋活動 筋緊張
筋ジストロフィー 金銭管理 筋電位 筋電図 筋電電動義手 筋肉移植術 緊縛帯 筋力
筋力測定 筋力低下 筋力評価 キネステティク 拒否 気づき

【く】屈筋 屈筋痙性 靴下着脱動作 駆動用手袋 くも膜下出血 クラフト
クリニカルリーズニング グループ グループ療法 グループワーク 車いす 車椅子
車椅子住宅 車椅子操作 クレペリン検査 訓練 訓練効果 車いすクッション 靴

【け】ケース・カンファレンス 経口摂取 軽作業 傾斜反応 痙縮 形状記憶合金 頸髄症 頸髄損傷
痙性 形態計測 頸椎症 経皮的電気刺激 血圧 結節性硬化症 血流 ゲルストマン症候群
腱移行術 見学実習 研究 健康教室 健康高齢者 健康老人 言語刺激 言語理解能力 検査
県士会 健常高齢者 健常児 健常者 健常成人 健常老人 原職復帰 健側 健側機能
健側上肢 見当識障害 健忘症 系列課題 系列動作

【こ】コース立方体組み合わせテスト 更衣 更衣障害 行為障害 更衣動作 効果 効果測定 抗菌
口腔 口腔機能 高次神経機能 高次神経障害 高次脳機能 高次脳機能障害 拘縮 口唇
更生援護施設 構成行為 構成作業 更生施設 構成障害 更生相談所 構成能力 巧緻運動
巧緻性 巧緻動作 交通機関 行動科学 行動観察 行動評価 行動変容 幸福感 交流活動
高齢 高齢者 高齢者在宅サービスセンター 高齢障害者 呼吸機能 呼吸訓練 呼吸困難
国際交流 国際障害者年 国際障害分類 国際生活機能分類 個人因子 個人作業療法
個人情報保護 骨髄移植 骨折 骨端異形成症 骨軟骨形成不全 骨肉腫 コミュニケーション
コミュニケーション機器 コラージュ コルサコフ症候群 コンピューター コンプライアンス
高機能自閉症 コーディネーショントレーニング 個別リハビリテーション 公共交通機関

【さ】サービス提供事業者 座圧 座位 災害支援 サイコドラマ 再接着 在宅 在宅介護
在宅介護支援センター 在宅ケア 在宅サービス 在宅生活 在宅訪問 在宅訪問指導
在宅リハサービス 再入院 再発予防 座位バランス 座位保持 座位保持装置 座位保持能力
作業 作業域 作業科学 作業学習能力 作業活動 作業強度 作業興味 作業行動 作業効率
作業肢位 作業姿勢 作業指導 作業収益 作業種目 作業所 作業処方 作業遂行能力
作業選択 作業速度 作業能力 作業負荷 作業分析 作業見本 作業量 作業療法
作業療法学 作業療法学生 作業療法教育 作業療法士 作業療法士養成施設
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作業療法プログラム 作業療法モデル 作業療法理論 座薬挿入器 左右差 左右障害
サリドマイド 参加 参加制約 酸素摂取量 算定日数制限 サンディング 作業教授法
サバイバーシップ 先行期 生活行為向上マネジメント 再断裂

【し】肢位 視覚 視覚運動機能 視覚-運動テスト 視覚刺激 視覚失認 視覚障害 資格制度
視覚的探索 視覚認知 視覚反応速度 自我同一性 持久力 視空間失認 視空間性知覚障害
自己概念 自己管理 自己効力 仕事 自己導尿 自己評価 自殺企図 支持的アプローチ
支持的作業療法 四肢麻痺 思春期 視床出血 自助具 自助グループ 姿勢 姿勢変換
姿勢保持 姿勢保持具 施設 施設外作業 肢体不自由 肢体不自由児施設 視知覚
視知覚発達検査 市町村審査会 自治体 疾患別リハビリテーション 失見当識 失語 失行
実習指導者 失書 失調 質的研究 失読 室内作業 失認 実用コミュニケーション能力検査
児童 自動車 自動車運転 自動膀胱 自発性 自閉 自閉症 司法精神医療
司法精神科作業療法 シミュレーター 社会環境 社会技能訓練 社会参加 社会資源
社会性 社会生活 社会成熟度 社会適応 社会的技能 社会的入院 社会的認知
社会的不利 社会復帰 社会復帰施設 社会保障 視野狭窄 尺側偏位 尺度 就学
就学前 住環境整備 住居 就業 重症心身障害 重症心身障害児 重症心身障害児施設
就職 就職レディネス 重心 住宅 住宅改造 住宅整備 集団 集団活動 集団作業療法
縦断研究 縦断的研究 集団療法 集中治療室 重度身体障害者更生援護施設 収尿器
終末期 重量弁別能力検査 就労 就労援助 手関節 需給計画 手工芸 手根管症候群
授産施設 手指 手指機能 手指機能評価 手指屈筋腱損傷 手指伸筋腱損傷 手指判別
手掌部発汗現象 手内筋 主婦 趣味 巡回展示車 循環機能 純粋失書 純粋失読
ジョイスティック 生涯教育 障害構造 障害児 障害児教育 障害児保育 障害者
障害者自立支援法 障害受容 障害程度区分 障害モデル 障害レベル 障害老人
小グループ 上肢 上肢運動 上肢機能 上肢作業 上肢切断 上肢動作 小集団 小児
小脳性失調 上腕 上腕義手 上腕能動義手 触圧覚検査 職域 職業 職業関連活動
職業興味 職業興味調査 職業志向 職業前訓練 職業前評価 職業適性 職業能力
職業リハビリテーション 職業倫理指針 食事 食事介助 食事訓練 食事動作 食事用具
食生活 褥瘡 職能訓練 職能評価 職場復帰 食物形態 書痙 書字 書字動作 書字能力
女性用収尿器 食器 書道 処方 自立支援医療 自立支援機器 自立支援給付
自律神経反応 自立生活 自立度 事例研究 事例報告 事例報告登録制度 心因 心因反応
心筋梗塞 神経心理学 神経性食欲異常 神経伝導速度 人工肛門 進行性筋ジストロフィー
心疾患 新修正ウイスコンシンカード分類検査 心身機能 心身症 新生児 新生児集中治療室
振戦 身体構造 身体障害 身体障害者更生施設 身体障害者福祉法 身体障害者療護施設
身体像 伸張反射 心肺機能 心拍数 人物画 身辺処理 身辺動作 新予防給付 信頼性
心理教育 心理劇 心理・社会的因子 診療報酬 診療報酬改定 診療報酬点数化
シーティング 事例検討会 褥瘡予防 身体パラフレニア 自作センサーマット 上腕二頭筋長頭
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【す】随意運動 炊事 炊事動作 垂直荷重力 スイッチ 水頭症 睡眠覚醒障害 睡眠障害
スクリーニングテスト スケートボード 図形認知 スタンディングテーブル ストレス ストレッチ
スパズム スプールウィヴィング スプーン動作 スプリングバランサー スプリント スポーツ
スポーツ障害 スリング 座り動作 スクイージング

【せ】性 性格検査 生活 生活援助 生活環境 生活関連活動 生活関連動作 生活技術 生活技能
生活技能訓練 生活支援機器 生活時間 生活障害 生活体力 生活能力 生活範囲
生活様式 生活療法 性差 生産作業 正常児 正常発達 成人 精神科作業療法
精神科デイケア 精神科病院 精神科リハビリテーション行動評価尺度 精神機能
精神機能障害 精神障害 精神障害者 精神障害者社会復帰施設 精神障害者授産施設
精神症状 精神遅滞 精神発達 精神病院 精神保健 精神保健福祉法 精神療法
青年海外協力隊 精密把握 脊髄小脳変性症 脊髄性進行性筋萎縮症 脊髄損傷 舌
舌運動 摂食 摂食機能 摂食機能障害 摂食訓練 摂食指導 切断指 セルフケア
セルフヘルプ 染色体異常 選択反応時間 前庭覚刺激 前庭機能 先天異常 先天奇形
前頭葉 前頭葉症状 前頭葉損傷 線分二等分テスト 前腕 先行期 洗髪 正座 前鋸筋

【そ】ソーシャルスキル ソーシャルスキルズトレーニング 早期作業療法 早期臨床体験 装具
装具療法 操作能力 躁状態 装飾義手 測定 ソシオメトリー 粗大運動 即興劇
ソックスエイド 卒後教育 足関節

【た】ターミナル期 ターミナルケア 体位 退院 退院時指導 退行 体重移動 体重支持 大集団
体重負荷 対象関係 大小弁別 対処行動 対人関係 体性感覚 体操 大腿骨頸部骨折
大腿切断 台所 ダイナミックスプリント 体力 体力測定 体力評価 ダウン症 立ち上がり動作
タッピング 脱施設化 多動 妥当性 楽しみ 多発性硬化症 多発性脳梗塞 ダブル・バインド
単一症例研究 単一事例研究 探索 単身生活 ダンス療法 弾性緊縛帯 男性用収尿器
断端 断端ソケット 断端袋 体位ドレナージ 体圧分布測定システム 体幹機能 ティーボール
バッティング 食べ残し

【ち】チームアプローチ チーム医療 チームワーク 地域 地域医療 地域ケア 地域支援事業
地域生活支援 地域生活支援事業 地域精神医療 地域福祉 地域保健 地域保健法
地域リハビリテーション 知覚 知覚運動アプローチ 知覚障害 知的機能 知的障害 知的退行
知能 知能障害 痴呆 痴呆老人 着衣 着衣失行 着衣障害 着衣動作 注意 注意持続
注意障害 注意力 注視 中枢神経障害 中途障害 聴覚刺激 聴覚障害 長期入院 長期入所
長期療養 調査 長座位 重複障害 調理 調理器具 調理訓練 調理動作 治療共同体
治療計画 治療効果 治療構造 治療者患者関係 治療手技
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【つ】対麻痺 通園 通園施設 通所授産施設 杖歩行 つまみ つまみ動作 つまみ力

【て】手 データグローブ テーピング テーブル デイケア デイケアセンター デイサービス
デイナイトケア デイホスピタル 適応 適応訓練 適応行動尺度 適応評価 テスト 手すり
手続き記憶 手の外科 デバイス 手もみ動作 てんかん 転換ヒステリー 転帰 転倒
電動義手 電動車椅子 手洗い活動 ティルトリクライニング

【と】ドアノブ トイレ トイレ動作 動機付け 道具 道具操作 陶芸 統合 登校拒否 統合失調症
動作 動作学習 動作課題 動作速度 動作分析 ドゥシャンヌ型筋ジストロフィー 透析 疼痛
糖尿病 銅版打ち 頭部外傷 特殊教育 特別養護老人ホーム トランスファー トルク
動作効率 努力性 トータルペイン 橈骨遠位端骨折

【な】ナースコール 内職作業 ナイトケア 内発的動機づけ 内部障害 難聴 難病 ナルコレプシー

【に】ニーズ 握り 日常生活 日常生活活動 日常生活機能 日常生活訓練 日常生活指導
日常生活動作 日常生活用具 二点識別 二分脊椎 日本学術会議 日本作業療法士協会
日本作業療法士協会倫理綱領 日本版ミラー幼児発達スクリーニング 乳児期 乳房切除術
乳房切断 乳幼児検診 入浴 入浴介助 入浴動作 入力操作 尿路管理 人間作業モデル
認知 認知機能 認知症 認知障害 認知症高齢者 認知発達 認知発達検査
認知リハビリテーション

【ぬ】布製スプリント ぬりえ

【ね】寝返り動作 寝たきり 熱傷 熱性けいれん

【の】ノーマライゼーション 脳萎縮 脳幹障害 脳血管障害 脳血管性痴呆 脳血流 脳梗塞 脳腫瘍
脳性麻痺 脳卒中 脳損傷 脳動静脈奇形 脳動脈瘤 脳波 脳梁損傷 能力障害 のこぎり

【は】場 パーキンソニズム パーキンソン パーキンソン氏病 パーキンソン病 把握 把握動作 徘徊
肺機能 排泄 排泄訓練 排泄動作 排尿 排尿動作 排便 排便障害 排便動作 廃用症候群
ハイリスク 箸 把持 箸操作 箸動作 把持用装具 把持力 長谷川式簡易知能評価スケール
発達 発達障害 発達遅滞 発動性 離し ハノイの塔課題 母親指導
パラチェック老人行動評定尺度 バランス バリアフリー 半球離断症候群 ハンセン氏病
半側空間無視 半側無視 ハンド ハンドセラピィ ハンドリム ハンドル操作 反応 反応時間
反応速度 反復運動 ハンマー ハンマー叩打 肘関節 非麻痺側 排尿日誌 排泄関連動作
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【ひ】悲哀の仕事 ピアカウンセリング 被害妄想 被殻出血 比較認知発達 光刺激 光反応時間
非利き手 被虐待児 ひげそり 非言語 肘伸展型アームスリング 皮質盲 ヒステリー
左片麻痺 左半球損傷 左半側空間無視 左半側無視 ピック病 非定型精神病 ひとり座り
ヒヤリ・ハット 評価 描画 評価実習 評価尺度 評価法 表面筋電図 疲労 ピンチ動作
ピンチ力 病棟環境 皮膚 病態失認

【ふ】ファシリテーション 不安 フィーディング フォルクマン拘縮 フォローアップ 不器用 不器用児
複合感覚 福祉機器 福祉施設 福祉用具 復職 服薬 不登校 プライマリケア フリッカー
フレクサーヒンジスプリント プログラム 文献研究 分娩麻痺 分離脳 腹臥位
フェルデンクライス・メソッド ファセット理論 複合的理学療法

【へ】ペースメーカー 平衡機能 ペグ ベッドサイド ヘルスプロモーション ヘルスリテラシィ
ヘルペス脳炎後遺症 変換運動 ベンダーゲシュタルトテスト ベントン視覚記銘検査

【ほ】ホームプログラム 方位反応 訪問看護 訪問作業療法 訪問指導 訪問リハビリテーション
保健行政 保健所 保健福祉センター 歩行 歩行訓練 歩行速度 保護室 母指 母指機能
ポジショニング 母子短期療育事業 ホスピス 補装具 保続 ボディメカニクス ボバース法
ボランティア

【ま】末期 末梢循環 慢性期 慢性肺気腫

【み】ミエロパチー 右片麻痺 右半球症状 右半球損傷 右半側空間無視 右半側無視 未熟児

【め】メタアナリシス メタ記憶障害 目と手の協応 メモリーノート 面接

【も】妄想 模写 模倣 モヤモヤ病 問題行動 モチベーション 目標共有

【や】夜間用装具 薬物依存 役割

【ゆ】遊具 誘導介助 有能感 有用性 ユニバーサルカフ ユニバーサルデザイン 指切断

【よ】養護学校 養護老人ホーム 幼児 幼児期 養成教育 腰椎分離症 腰痛 余暇 余暇活動
抑うつ 浴室 予後 予後予測 四つ這い 予防

【ら】ライフサイクル ライフステージ ラテラリティ
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【り】リーチ リーチ動作 リアリティオリエンテーション リウマチ リエゾン リエゾンカンファレンス
理学療法士・作業療法士法 離床 リスクマネジメント 離断症候群 立位 立体覚
リハビリテーション リフター リモコンスイッチ 療育 利用者 量的研究 両手協調動作
両麻痺 料理 臨床研究に関する倫理指針 臨床実習 リンパ浮腫 両手動作

【れ】歴史 レクリエーション 劣位半球症状 連携 連合反応

【ろ】老化 老健施設 老人 老人性痴呆 老人デイケア 老人ホーム 老人保健施設 老人保健法
老年(性)痴呆 老年痴呆

【わ】ワークサンプルテスト ワープロ 輪投げ 腕神経叢損傷 腕神経叢麻痺 輪入れ

【A】 activity / ADL / ALS / APDL
【B】 Balint syndrome / Barthel index / BFO / biofeed-back / Brunnstrom stage
【C】 CBR / COPM / CP / CPM / CT / CVA / CVD
【D】 DMD
【E】 EBOT (evidence based occupational therapy) / ECS / EEG / EMG
【F】 feeding / FES / FIM / FQ テスト
【G】 GBS 評価尺度 / grasp / GSR
【H】 hand / H 波 / home evaluation / HTP テスト
【I】 IADL / ICF / integration / intrinsic-minus hand
【J】 JMAP
【K】 K-ABC 心理・教育アセスメントバッテリー / Kohs
【L】 LLB
【M】 MAS / MAT / mini mental state / MMPI / motor age test / motor pattern
【N】 NICU / NPI 興味チェックリスト
【O】 OT / OTR
【P】

peer counseling / Pick 病 / pinch / PMD / PEDI

【Q】 QOL
【R】 RA / release / ROM
【S】 sanding / SCI / SCSIT / SD 法 / seating system / Semmes-Weinstein Aesthesiometer / spiral
splint / splint / spring balancer / SST / STAI / STEF
【T】 tenodesis action / tenodesis splint / traction response
【U】 USN
【V】 vigilance
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【W】 WFOT
【Y】 YG 性格検査
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