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口述１� 11月26日土／1日目　16：10〜17：00　1ホール（新館1F�コンベンションホール）

脳血管①� 座長：塩津�裕康（専門学校ユマニテク医療福祉大学校）
O-01 急性期脳卒中患者における退院時の自立歩行可否に関する因子検討　～作業療法評価に着目して～

清水 衿那，小野山 絢香，伊藤 沙綾香，渡井 陽子
医療法人 偕行会 名古屋共立病院

O-02 急性大動脈解離術後に脳梗塞を発症した６症例に対する急性期作業療法
仁木 裕也，西 悦子，麦井 直樹，八幡 徹太郎
金沢大学附属病院 リハビリテーション部

O-03 急性期脳卒中患者の家族に対する不安調査
－リハビリノートを作成し，不安軽減を図った事例を通して－
亀井 絵理奈１），安竹 正樹１），北出 一平１），嶋田 誠一郎１），山村 修２），有島 英孝３）

１）福井大学医学部附属病院 リハビリテーション部，２）福井大学医学部附属病院 神経内科，
３）福井大学医学部附属病院 脳神経外科

O-04 急性期リハビリテーションにおいてCOPMの使用が有用であった一症例
今岡 泰憲，岩島 千幸，岡田 直隆，廣瀬 桃子，松本 翔太，岡田 誠
松阪市民病院 リハビリテーション室

O-05 脳深部刺激療法および破壊術に対する当院作業療法の介入
安田 友紀，東川 哲朗
医療法人社団 浅ノ川 金沢脳神経外科病院

口述2� 11月26日土／1日目　16：10〜17：00　2ホール（本館2F�第1研修室）

高次脳①� 座長：渡邉�貴之（公立つるぎ病院）
O-11 半側無視患者に対するプリズム療法が選択性注意に影響を与えた２症例

～即時効果の比較より～
松本 真奈１），山本 実（ST）１），中島 ともみ２）

１）豊橋市民病院 リハビリテーションセンター，２）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部

O-12 見当識障害を呈し，不穏行動が見られた症例　－日記の記載による効果－
山田 早紀，橋本 実，堀田 めぐみ，上野 弘樹，酒井 有紀，後藤 伸介
特定医療法人社団 勝木会 やわたメディカルセンター

O-13 手続き記憶を通した学習により食事動作が自立した認知障害の事例
井家 歩美
やわたメディカルセンター

O-14 意識障害を示す外傷性脳損傷患者の神経行動学的評価WHIM�
西川 拡志
石川県立中央病院

O-15 右側空間無視・視覚失調・観念運動失行を呈した患者の調理動作再獲得に向けて
石田 真希，合歓垣 紗耶香
医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院

口述3� 11月26日土／1日目　16：10〜17：00　3ホール（本館2F�第2研修室）

チーム医療� 座長：明福�真理子（能美市介護老人保健施設はまなすの丘）

O-85 院内口腔ケア委員会でのOTとしての活動　－歯科との連携を通して－
岡田 有由，木村 智恵，吉村 裕子，扇割 彩佳
医療法人社団 藤聖会 八尾総合病院

O-86 病棟配置リハビリテーションの取り組み報告
「ランチタイム」と「集団レクリエーション」の実施内容と実践報告
竹内 大介，小田 知矢，小久保 翔平，萩原 千夏
岡崎市民病院

O-87 認知症回診における作業療法士の役割
白山 真由子，川上 直子，川北 慎一郎
恵寿総合病院

一般演題プログラム<口述>

O-88 リハビリテーション会議におけるOTの役割
佐々木 詩織１），酒井 広勝１），後藤 伸介（PT）２）

１）やわたメディカルセンター 通所課 やわた健康スタジオ，２）やわたメディカルセンター

O-89 認知症サポートチームの実績と検討　～実績からみる対象者の症状傾向～
二橋 喜太郎１），中島 ともみ２）

１）豊橋市民病院 リハビリテーションセンター
２）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部作業療法学科

口述4� 11月26日土／1日目　16：10〜17：00　4ホール（本館3F�第6研修室）

発達障害①� 座長：中川�等史（発達支援事業所・放課後等デイサービス　キッズルーム�トマト）

O-40 外来筋ジストロフィー児への地域生活支援
合歓垣 紗耶香１），中田 香織１），寺田 佳世２）

１）医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院，２）石川県リハビリテーションセンター

O-41 丸のみ・詰め込み食べに対する作業療法
鴨下 賢一，立花 真由美
静岡県立こども病院

O-42 鉛筆示指握りを呈した発達性協調運動障害児に対するスプリント療法
久留宮 なぎ砂，山本 英
社会医療法人 杏嶺会 上林記念病院 こども発達センターあおむし

O-43 修正1歳半と暦３歳時の新版K式発達検査から見たフォローアップ状況および発達経過について
山田 博子１），阿部 真季１），西川 拡志１），千田 茂１），上野 康尚２），北野 裕之２）

１）石川県立中央病院 リハビリテーション部，２）石川県立中央病院 小児内科

O-44 超低出生体重児６例の哺乳の経過についての検討
西 悦子１），麦井 直樹１），染矢 富士子２）

１）金沢大学附属病院 リハビリテーション部
２）金沢大学 医薬保健研究域保健学系リハビリテーション科学

口述5� 11月27日日／2日目　9：30〜10：30　5ホール（新館2F�第10研修室）

内科疾患� 座長：太田�崇（訪問看護ステーションおおた）
O-62 低栄養を呈した重症肺炎患者に対する作業療法士の関わり

佐藤 ことみ
金沢医療センター

O-63 抗MDA-５抗体皮膚筋炎の障害像とリハビリテーション
麦井 直樹１），澤田 幸恵２），染矢 富士子３），松下 貴史４），濱口 儒人４），竹原 和彦４）

１）金沢大学病院，２）池田リハビリテーション病院
３）金沢大学 医薬保健研究域保健学系 リハビリテーション科学
４）金沢大学 医薬保健研究域医学系 皮膚科学

O-64 復職を目標とした皮膚筋炎患者の作業療法　～生活行為向上マネジメントを活用して～
平井 優衣奈１），村中 由美恵１），伊藤 実佳子１）， 川中 紀邦２），三浦 豊章３）

１）福井総合病院 リハビリテーション課作業療法室，２）福井総合病院 リウマチ膠原病科
３）福井総合病院 リハビリテーション科

O-65 人工透析患者に対する透析中の運動療法
大川 和則
はぁとふる内科・泌尿器科 透析センター

O-66 抗GAD抗体関連疾患の上肢ジストニア患者に対する作業療法の経験
下田 亜由美，佐野 哲也，小川 元大，美津島 隆
浜松医科大学 医学部附属病院 リハビリテーション部

O-67 入院血液透析患者の不安とADL　～第2報～
濱地 亮輔，楠本 広太，杉田 拓哉，小関 裕二
医療法人 衆済会 増子記念病院
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口述6� 11月27日日／2日目　10：40〜11：40　2ホール（本館2F�第1研修室）

上肢機能� 座長：生田�宗博（生田活動能力回復研究所）

O-34 CI療法で効果が得られにくかった一症例　－モチベーションに着目して－
加藤 理絵，西谷 厚，丁子 雄希，高坂 亜紀，東本 知華
石川県済生会金沢病院 リハビリテーション部

O-35 慢性期片麻痺患者の上肢機能障害に対しての課題特異型訓練と IVES を併用したアプローチについて
ー画家として定規を押さえられる手を取り戻した症例を通してー
川原 和之
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

O-36 手関節アンドロイドモデルによる検証から考察したダーツスロー運動
竹内 典之１），小森 健司１），佐中 孝二２）

１）社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院，２）有限会社 生体機構研究所

O-37 手関節の動きの有無が書字の正確性に与える影響について
浜崎 ゆかり，東川 哲朗
金沢脳神経外科病院

O-38 三次元動作解析による健常者の利き手・非利き手の上肢機能評価
川口 朋子１），木村 剛２），野村 忠雄１）

１）金城大学 医療健康学部，２）金城大学 社会福祉学部

O-39 三次元動作解析による脳卒中患者の麻痺側手指の屈伸動作の変化
今村 彰吾１），堀 和朗１），宮坂 裕之２），深谷 ともみ１），武田 湖太郎２），園田 茂１）

１）藤田保健衛生大学 七栗記念病院，２）藤田保健衛生大学 藤田記念七栗研究所

口述7� 11月27日日／2日目　10：40〜11：40　3ホール（本館2F�第2研修室）

運動器②� 座長：廣瀬�武（サンビレッジ国際医療福祉専門学校）

O-22 右肘拘縮に対し授動術を施行し可動域が拡大した一症例
飯田 正樹１），林 怜子１），佐藤 ことみ１），池田 和夫２）

１）金沢医療センター リハビリテーションセンター，２）金沢医療センター 整形外科

O-23 リバース型人工肩関節全置換術を施行した症例への上衣更衣動作自立へ向けた作業療法の一例
池場 公哉，大池 純子
医療法人 偕行会 偕行会リハビリテーション病院

O-24 手指屈筋腱断裂の術後成績不良要因とセラピィのアウトカム評価について
稲垣 慶之１），渡邉 健太郎２），太田 英之２），飯塚 照史３），服部 順和１）

１）名古屋掖済会病院 リハビリテーション科，２）名古屋掖済会病院 整形外科・リウマチ科
３）星城大学 リハビリテーション学部

O-25 骨性マレット指に対する石黒(変)法の成績不良因子の検討
加藤 晃一１），稲垣 慶之１），今田 晶博１），服部 順和１），渡邉 健太郎２）

１）名古屋掖済会病院 リハビリテーション科，２）名古屋掖済会病院 整形外科・リウマチ科

O-26 ばね指発症後，約15年間随意的な手指伸展が困難となった一例の作業療法経験
小林 亜里沙１），堀江 翔１），麦井 直樹１），染矢 富士子２）

１）金沢大学附属病院 リハビリテーション部
２）金沢大学 医薬保健研究域保健学系リハビリテーション科学領域

O-27 主体的に取り組めた料理という作業を通して改善した上腕骨頚部骨折の一例
河崎 憲昭，合歓垣 紗耶香
医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院

口述8� 11月27日日／2日目　10：40〜11：40　4ホール（本館3F�第6研修室）

精神障害③� 座長：堀口�明美（谷野呉山病院）

O-50 インターネットとの節度ある付き合い方を目指した作業療法
坂下 美加代１），佐伯 善洋２）

１）小松市民病院 リハビリテーション科，２）小松市民病院 診療部

一般演題プログラム<口述>

O-51 家族に対するデイケア実践報告会の効果　～感情表出に着目して～
朝倉 起己，木村 勝文，小島 誠生，児島 まり子，　藤松 昌子
共和病院 デイケア課

O-52 精神科作業療法における就労支援　～多機関との連携を経験して～
長原 美穂，竹坊 葉子，塩田 繁人，村井 千賀
石川県立高松病院

O-53 障がい者を伝統工芸の担い手に　～起き上がり小法師の制作を通じて～
越後 亮介１），藤島 健一１），岩下 琢也２）

１）リハビリ型就労スペース「リハス」，２）訪問看護リハビリステーション「リハス」

O-54

O-55 精神科長期入院の患者の福祉用具導入についての課題の意識調査
鈴木 由利
三重県立こころの医療センター

口述9� 11月27日日／2日目　10：40〜11：40　5ホール（新館2F�第10研修室）

ADL ①� 座長：須貝�里幸（大垣市民病院）

O-68 重度右片麻痺を呈した症例のトイレ動作自立に向けて
～FACTを用いた動的座位バランス訓練を実施した症例～
齋門 聡子，仲辻 良仁
福井赤十字病院

O-69 病前の生活様式を取り入れ排泄動作を獲得した一症例　～下衣の工夫に着目して～
南部 雅允，森谷 珠葵，松本 華世，柴田 里枝
公立南砺中央病院

O-70 ３か月間の短期集中リハで在宅復帰に至った頭部外傷事例
～トイレまでの移動介助量軽減を目指して～
守友 ひとみ，泉 真由美，中西 こずえ，北野 真由美，福井 朱美
介護老人保健施設 和光苑

O-71 「片手では何も出来ない」が口癖の症例から「タオルを体に巻いたら洗えたよ」と聞けるように
なるまで
河村 美沙季
レイクヒルズ美方病院

O-72 「髪を結ぶ」ための自助具考案と作業工程分析による効果の検討
川合 康夫１），中島 ともみ２）

１）豊橋市民病院，２）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部

O-73 「目の見えない人も美しく食べられるカトラリー」の機能性の検討
山本 洋輔
金沢西病院 リハビリテーションセンター

口述10� 11月27日日／2日目　11：50〜12：50　2ホール（本館2F�第1研修室）

高次脳③� 座長：福井�麻貴（主体会病院）

O-16 急性期の左半側空間無視に対する興味を利用した介入が左側の認識に影響した１事例
古澤 学，吉田 園代，滝田 正樹，島 祥子，浅井 慈子
富山市民病院 リハビリテーション科

O-17 くも膜下出血発症後主婦としての役割を再獲得できた一症例
植田 寛１），北嶋 翔１），三輪 江里１），久保田 健司２），武藤 光弘１），河村 美穂１）

１）三仁会あさひ病院 リハビリテーション科，２）三仁会春日井整形外科 訪問看護ステーション

O-18 クモ膜下出血発症後に意識障害が残存した一症例に対するコミュニケーション能力の獲得に向け
た他職種での取り組み
春田 千佳，森島 圭佑，亦野 裕幸，堀部 貴裕，武田 和也
河村病院
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O-19 認知症を合併した軽度片麻痺患者に対する床上動作再獲得へのアプローチ
大岩 千恵，小浦 綾乃
医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院

O-20 Pusher現象により立位保持困難な左視床出血患者の排泄への取り組み
金田 岬，北谷 渉，白山 真由子，川上 直子
社会医療法人財団 董仙会 恵寿総合病院

O-21 重度失語・失行を呈した症例に対する利き手機能獲得に向けて
松島 千明，田中 実希，福尾 好英
鵜飼リハビリテーション病院

口述11� 11月27日日／2日目　11：50〜12：50　3ホール（本館2F�第2研修室）

運動器③� 座長：桂�靖典（木島病院）

O-28 長座位が困難な頸髄損傷者の起居，移乗動作自立に向けた，両下肢着用式の自助具作成の試み
五十嵐 満哉，北谷 渉，小谷 恭平，川上 直子，川北 慎一郎
社会医療法人財団 董仙会 恵寿総合病院

O-29 在宅における慢性期不全頸髄損傷者に対するTransfer�Packageを用いたCI療法の試み
山中 武彦１），川村 享平２），加藤 志保２），石井 文康１）

１）日本福祉大学 健康科学部，２）NPO 法人 リハビリテーションビレッヂ

O-30 １年２カ月の介入により障害受容が進み活動面の拡大した頸髄損傷不全麻痺患者
山本 詩織，東川 哲朗
医療法人社団 浅ノ川 金沢脳神経外科病院

O-31 高位頸髄損傷者に対する専門的在宅リハビリテーションサービスの効果
～生活行為向上マネジメントを用いた二事例の報告～
川村 享平１），加藤 志保１），中村 泰久２），山中 武彦２）

１）NPO 法人 リハビリテーションビレッヂ
２）日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科作業療法学専攻

O-32 整形外科領域に対する作業療法の専門性と介入時期
竹内 理恵１），山田 ともみ１），石川 潤１），高野 謙吾１），角口 孝文２），飯田 唯史２）

１）国民健康保険能美市立病院 リハビリテーション科，２）国民健康保険能美市立病院 整形外科

O-33 当院における上腕骨近位骨腫瘍に対する人工骨頭置換術実施例　－肩関節機能の検討－
堀江 翔，小林 亜里沙，西 悦子，麦井 直樹，八幡 徹太郎
金沢大学附属病院

口述12� 11月27日日／2日目　11：50〜12：50　4ホール（本館3F�第6研修室）

精神障害④� 座長：大西�真澄美（石川県立高松病院）

O-56 主婦としての役割の再獲得　－認知症高齢者に対する在宅支援－
荻野 大樹１），井口 知也２），寺田 真由美（Nrs）３），喜多 克尚４）

１）加賀こころの病院 リハビリ課，２）大阪保健医療大学 保健医療学部，３）加賀こころの病院 看護部
４）加賀こころの病院 診療課

O-57 認知症へのアロマセラピーの応用
吉武 将司１），猿渡 裕子２），荒牧 真功２）， 小久保 美歩２），河野 光伸１）

１）金城大学 医療健康学部作業療法学科，２）介護老人保健施設セントラル堀田

O-58 自己効力感の低下による不安を解消しADL介助量軽減・通所介護利用に至った一例
竹永 惟，生田 隆倫，小川 正人，川上 直子
社会医療法人財団 董仙会 恵寿総合病院

O-59 レビー小体型認知症者における食事の自己摂取，ジャズを聞くことを通しての関わり
菅原 ちさと
介護老人保健施設あっぷる

O-60 「やりたくない」から「なんとかなる！」へ�
～回避行動をとる事例に対し，技能プログラミングを用いて生活の拡大へ向けた介入～
佐野 智央１），岡庭 隆門１），大橋 秀行２）

１）静岡県立こころの医療センター，２）埼玉県立大学 保健医療福祉学部作業療法学科

一般演題プログラム<口述>

O-61 人との関わりが疎遠になっていた認知症患者
～安心できる居場所を見出した事が活動範囲の拡大へ繋がった一例～
清水 彩香
介護老人保健施設葵の園・丘の上

口述13� 11月27日日／2日目　11：50〜12：50　5ホール（新館2F�第10研修室）

症例報告� 座長：柴田�克之（金沢大学医薬保健研究域）

O-90 在宅復帰を実現した１症例
村上 ゆみ子
介護老人保健施設レイクサイド木場

O-91 脳梗塞発症後の高齢者が住環境整備にて自宅退院が可能となった一事例
高畑 香澄
社会医療法人 愛生会 総合上飯田第一病院

O-92 本人の目標と能力に乖離があった一症例とのかかわり
塩原 祥貴，西谷 厚，高坂 亜紀
石川県済生会金沢病院 リハビリテーション部

O-93 脳腫瘍により上肢運動失調を呈した若年症例　ー患側の使用頻度に着目した治療経験ー
中村 将人，佐野 哲也，小川 元大，下田 亜由美，木村 智世，美津島 隆 
浜松医科大学医学部附属病院 リハビリテーション部

O-94 下垂足が原因で転倒を繰り返していた事例の安全な屋外歩行獲得を目指して
寺内 伽恵，合歓垣 紗耶香
医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院

O-95 認知機能の低下がみられる症例に対し手かがりや気づきを用いた動作獲得へのアプローチ
清水 祐里
公立つるぎ病院

口述14� 11月27日日／2日目　12：40〜13：40　1ホール（新館1F�コンベンションホール）

MTDLP� 座長：合歓垣�紗耶香（芳珠記念病院）

O-79 疼痛を伴う認知症者とその家族や関連専門職も対象とした訪問作業療法
－MTDLPを用いたマネジメントの実践－
塩津 裕康
ユマニテク医療福祉大学校

O-80 生活行為向上マネジメントの活用により，引きこもりがちな生活から就職への一歩を踏み出せた
事例
泉 良太１），佐久間 真由美２）

１）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部作業療法学科
２）新潟医療福祉大学 医療技術学部理学療法学科

O-81 劇症型溶血性レンサ球菌感染症により長期臥床が続いた症例に対する作業療法
－生活行為向上マネジメントを用いて－
林 怜子，寺下 雄大，塚原 なみ
独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター

O-82 当病棟における生活行為向上の達成に向けた段階的アプローチ方法の紹介
吉村 裕子，西田 有里，岡田 有由，池田 裕哉
藤聖会 八尾総合病院

O-83 通所リハビリ利用者が具体的な目標を見出すまでの変化
～生活行為向上リハビリテーション実施加算の報告～
坂本 真子１），小口　和代２），岡本 咲子１）

１）刈谷豊田総合病院東分院，２）刈谷豊田総合病院

O-84 作業療法の協働における作業療法士とクライアント間の認識の相違
－応用的プログラムに対する「挑戦水準・能力水準」評価を用いて－
吉田 一平１），平尾 一樹２）

１）医療法人 博俊会 春江病院，２）吉備国際大学大学院 保健科学研究科
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口述15� 11月27日日／2日目　13：00〜13：50　2ホール（本館2F�第1研修室）

地域貢献・他� 座長：今寺�忠造（青山彩光苑）

O-96 高次脳機能障害者に対する就労継続を目的とした「就労者のつどい」の試み
濵 昌代，川端 友佳子，岸谷 都，菊地 修一
石川県リハビリテーションセンター / 石川県高次脳機能障害相談・支援センター

O-97 勤務施設からの熊本震災支援を経験して
小池 隆行
公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院

O-98 当県における補装具適合技術に対する人材育成の取り組み
東 ひとみ，寺田 佳世，高橋 哲郎，北野 義明
石川県リハビリテーションセンター

O-99 作業所に通う成人脳性麻痺患者への介入　～外来作業療法での一経験～
大村 衡史，小池 隆行
公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院 リハビリテーション部

O-100 バランス練習アシストによる心理的変化の検討　～転倒恐怖心に着目して～
小山 亜依里，池田 隼也，比和野 友美，米田 千賀子，中橋 亮平，田中 実希
鵜飼リハビリテーション病院

口述16� 11月27日日／2日目　13：00〜13：50　3ホール（本館2F�第2研修室）

ADL ②� 座長：山田�克範（福井総合病院）

O-74 脳卒中片麻痺患者の片手包丁操作スキル獲得について　－健常者での予備的検討－
加藤 啓之，岩田 陽平
南医療生協 かなめ病院

O-75 自覚的評価に基づいた練習の段階付により箸操作を再獲得した症例
出村 佳苗，橋本 実，堀田 めぐみ，上野 弘樹，酒井 有紀 ,  後藤 伸介
特定医療法人社団 勝木会 やわたメディカルセンター

O-76 施設入所者の入院加療後における課題　～食事動作自立となった事例の再入院時の変化を通して～
市川 翔悟
津幡町国民健康保険直営 河北中央病院

O-77 在宅復帰予定の回復期入院患者に対するAid�for�Decision-making�in�Occupation�Choice の導入
児島 諒１），半田 裕介１），本谷 郁雄１），渡辺 章由２），櫻井 宏明２），金田 嘉清２）

１）河村病院，２）藤田保健衛生大学

O-78 当院回復期病棟入院患者におけるAMPS測定値と患者特性の検討
髙坂 亜紀，西谷 厚，丁子 雄希
石川県済生会金沢病院

口述17� 11月27日日／2日目　13：00〜13：50　4ホール（本館3F�第6研修室）

発達障害②� 座長：伊井�玄（静岡医療福祉センター）

O-45 ペアレントトレーニングに即した個別作業療法の実践
～広汎性発達障害の年長女児に対して家庭場面での行動変容を目指して～
寺崎 蘭
金沢こども医療福祉センター

O-46 書字活動に拒否の強い広汎性発達障害児にiPadを利用した書字獲得の実践
山下 笑加
金沢こども医療福祉センター

O-47 放課後等デイサービスにおける作業療法士の役割とこれからの課題
谷上 颯
株式会社アルバ キッズルームロータス

一般演題プログラム<口述>

O-48 放課後等デイサービスにおける作業療法士の認知度と求められる役割
中川 紗佑里１），中川 等史２）

１）放課後等児童デイサービス キッズルームロータス，２）放課後等児童デイサービス キッズルームトマト

O-49 重度側弯を呈する脳性麻痺事例へのシーティングバギー導入の試み
安間 真理子１），吉井 紋加２），鈴木 緑郎１），河本 のぞみ３），西村 重男４）

１）和合せいれいの里，２）聖隷デイサービスセンター初生，３）訪問看護ステーション住吉
４）北海道立心身障害者総合相談所

口述18� 11月27日日／2日目　13：00〜13：50　5ホール（新館2F�第10研修室）
｀

脳血管③� 座長：山田�英二（福井赤十字病院）
O-06 退院後生活の不安により，自宅での調理再開が困難であった脳梗塞事例への介入

－外来での治療継続による効果と課題－
松本 昌子，合歓垣 紗耶香
医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院

O-07 援助を受け入れることで自宅での役割を再獲得できた症例
～なじみのある作業を通した障害への「気づき」に着目して～
中山 加菜１），影近 謙治２），山本 真一郎１）

１）金沢医科大学病院 医療技術部心身機能回復技術部門，２）金沢医科大学 リハビリテーション医学講座

O-08 本人の価値・興味を理解し，介入することで再度役割遂行ができ自己効力感が向上した症例
寺崎 真登佳，東川 哲朗
金沢脳神経外科病院

O-09 意味ある作業での成功体験によって悲観言動が減り施設での主体的な生活に繋がった一例
西谷 早紀，太田 哲生
浅ノ川総合病院

O-10 運動観察治療により自己効力感が向上した症例
前畑 宏樹，白山 武志，山本 洋輔，越仲 共子
金沢西病院
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ポスター1� 11月27日日／2日目　9：00〜9：50　ポスター（本館3F�第5研修室）

運動器①� 座長：大井�宏泰（第二成田記念病院）

P-11 大腿骨近位部骨折手術後において栄養状態がADLに及ぼす影響について
－リハビリテーション栄養の取り組みから－
岩島 千幸，岡田 直隆，岡田 誠（PT），森本 亮（Dr），中桐 梓（管理栄養士），今岡 康憲
松阪市民病院

P-12 大腿骨近位部骨折患者における栄養管理の必要性について
白山 武志
金沢西病院

P-13 またぎ越し動作における運動認識誤差の検討
須嵜 浩平，山口 英嗣，山添 智子，福井 麻貴，盛 美貴
医療法人社団 主体会 主体会病院

P-14 人工股関節全置換術後の不安により生活指導に難渋した事例
～作業に関する自己評価・改訂版を用いた介入～
塩栗 こすも，城野 友哉，橋本 実，後藤 伸介
やわたメディカルセンター

P-15 トイレ排泄への希望が強い右下腿切断を呈した事例への退院支援
本田 優介，合歓垣 洸一，合歓垣 紗耶香
芳珠記念病院

/

ポスター２� 11月27日日／2日目　9：00〜9：50　ポスター（本館3F�第5研修室）

精神障害①� 座長：藤島�健一（リハビリ型就労スペース�リハス）

P-16 認知機能と内発的動機付けは連続的運動学習を予測し得るか？
－健常者を対象とした BACS-J・IMI-J とワークサンプル法の関連性の検討－
小野 哲生
医療法人 交正会 精治寮病院

P-17 統合失調症患者に対する認知機能改善プログラムの効果
西村 美砂１），立松 麻記子１），岡田 祐美１），坂倉 敬子１），永野 るみ１），美和 千尋２）

１）総合心療センターひなが，２）愛知医療学院短期大学

P-18 作業療法により短期で改善がみられた重度統合失調症患者例
村田 寛二１），立松 麻記子１），森口 綾子１），森 和輝１），美和 千尋２）

１）総合心療センターひなが，２）愛知医療学院短期大学

P-19 予測に基づく運動制御の発達に伴う変化　－統合失調症者との比較－
菊池 ゆひ１），中川 紗佑里２），米田 貢１），少作 隆子１）

１）金沢大学 医薬保健研究域保健学系，２）株式会社アルバ

P-20 最重度精神遅滞者への遊びの効果
－10年間の治療経過における患者の行動変化から考える－
指田 友子，東 大介，堀口 明美，藤田 由美子，丸本 薫
谷野呉山病院

ポスター３� 11月27日日／2日目　9：00〜9：50　ポスター（本館3F�第5研修室）

作業� 座長：佐々木�和也（富山市民病院）

P-31 思い入れのある歌がきっかけで自発性向上し家族支援にも至った認知症症例
越仲 共子
金沢西病院

P-32 集団園芸活動を通した作業療法士の関わり
稲元 早紀，多賀 真衣，小池 隆行
城北病院

P-33 友人との旅行を目標にしたことで生活に変化が生じた一事例
小森 惇
介護老人保健施設 あのう

P-34 訪問リハビリの介入にて自主的に余暇活動を行えるようになった事例
小谷川 美希
公立つるぎ病院

P-35 退院時に円滑な連携を行い訪問リハビリを開始し，思いに寄り添った支援により早期に畑作業が
再開できた事例
今井 啓介，中森 清孝
訪問看護ステーション加賀

ポスター４� 11月27日日／2日目　10：00〜10：50　ポスター（本館3F�第5研修室）

高次脳②� 座長：桐山�由利子（富山県リハビリテーション�病院こども支援センター）

P-06 失行・注意障害患者への誤りなし学習を用いた歯磨き動作への介入
岩田 望，徳川 恭子
医療法人社団 浅野川 浅ノ川総合病院

P-07 多彩な左半球症状を呈した事例の自宅復帰までのプロセス
小田 真徳，山中 健行，戸田 あゆ美
医療法人 光生会 赤岩病院

P-08 左片麻痺・注意障害を呈した症例のエラーレス学習によるトイレ動作獲得を目指したアプローチ
観田 恵美代
金沢赤十字病院

P-09 当院における脳損傷後の自動車運転再開に向けた支援
～自動車学校を利用し運転再開までの経緯～
永井 亜希子１），高間 達也１），川上 直子１），川北 慎一郎（MD）２）

１）恵寿総合病院 作業療法課，２）恵寿総合病院 リハビリテーション部

P-10 脳卒中患者の自動車運転再開に向けて－石川県の地域特性�雨天の影響による実態調査－
丁子 雄希１），岸谷 都１）２），西谷 厚１），平島 奈央子１）

１）石川県済生会 金沢病院，２）石川県リハビリテーションセンター

ポスター５� 11月27日日／2日目　10：00〜10：50　ポスター（本館3F�第5研修室）

精神障害②� 座長：岡庭�隆門（静岡県立こころの医療センター）

P-21 単純計算の正答率と認知機能およびADLの関連について
掛橋 育１），美和 千尋２），横山 友美１），梶原 美希１）

１）医療法人 康誠会 東員病院，２）学校法人 佑愛学園　愛知医療短期大学

P-22 リワークにおけるグループ活動「新聞作り」の効果について　～一事例を通して～
大野 一人１），林 昌吾１），平田 亮男１），横井 孝明１），飯田 高教１），美和 千尋２）

１）社会医療法人 緑峰会 養南病院，２）愛知医療学院短期大学

P-23 作業療法の実施前後における，調子の自己評価の変化
寺嶋 翔子１），高林 亮１），菊池 ゆひ２），米田 貢２）

１）金沢大学附属病院 リハビリテーション部，２）金沢大学 医薬保健研究域保健学系

P-24 急性期治療病棟における気分障害患者を対象とした足浴プログラムの効果
門脇 真司１），林 昌吾１），東灘 エミ１），佐々木 ゆかり１），新川 麻貴１），美和 千尋２）

１）養南病院，２）愛知医療学院短期大学

P-25 ハーブ農家と共に創る「リハスファーム（就労継続支援B型事業所）」の設立
藤島 健一１），俵 朝子２），岩下 琢也３），越後 亮介１）

１）リハビリ型就労スペース リハス，２）ハーブ農園ペザン，３）金沢 QOL 支援センター
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ポスター６� 11月27日日／2日目　10：00〜10：50　ポスター（本館3F�第5研修室）

地域� 座長：松塚�泰孝（株式会社�ケアフレンズ）

P-36 在宅医療－介護メディアサイトCoMediの開発と障がい者就労支援
岩下 琢也１），藤島 健一２），越後 亮介２），上野 玲子１），清水 美那子３），大岡 辰昇３）

１）訪問看護・リハビリステーション リハス，２）リハビリ型就労スペース リハス，３）LIGHTUP

P-37 当通所介護の介護予防における運動機能の変化　－ご自宅での生活を重視した関わりに向けた課題－
岩田 祐美，柴本 千晶
聖隷デイサービスセンター三方原

P-38 ひとりで留守番ができた　～総合事業の訪問型サービスCでの関わりを通して～
山田 ともみ１），石川 潤２），中屋 裕朗３），田嶋 敬士４），中森 清孝５），高橋 理恵６）

１）国民健康保険能美市立病院 リハビリテーション科作業療法
２）国民健康保険能美市立病院 リハビリテーション科理学療法
３）能美市根上高齢者支援センター
４）機能訓練特化型デイサービスセンター アクティブ スタジオ
５）介護老人保健施設 加賀のぞみ園 訪問看護ステーション加賀
６）能美市健康福祉部介護長寿課 高齢者かがやき支援室

P-39 役割を獲得したことで退院後に通所介護利用への拒否が見られなくなった一事例
－認知症高齢者の絵カード評価表（APCD）を用いて－
生田 隆倫，川上 直子，永井 亜希子，高間 達也
社会医療法人財団 董仙会 恵寿総合病院

P-40 作業療法介入をきっかけに主介護者の行動により長期間在宅生活をする人の生活が広がった経験
－主介護者の介護姿勢に関するインタビューを通しての考察－
藤田 彩花，佐竹 美保，右田 大介，松山 太士，神田 太一
社会医療法人財団 新和会 八千代病院 総合リハビリセンター

ポスター７� 11月27日日／2日目　11：00〜11：50　ポスター（本館3F�第5研修室）

脳血管②� 座長：宮腰�真（独立行政法人�地域医療機能推進機構�金沢病院）

P-01 回復期リハビリテーション病棟における退院前と退院後1週間の更衣動作能力の変化
市川 千絵，野口 寿美，鈴木 祥吾，田中 吉広，杉山 祐基，水谷 真康
小山田記念温泉病院

P-02 当院回復期リハ病棟における入院患者の栄養状態についての実態調査
後藤 洋平
医療法人社団 光仁会 木島病院

P-03 地域包括ケア病棟での個別リハビリと集団リハビリのFIM及び活動量の比較
渡邉 貴之，坂田 香奈
公立つるぎ病院

P-04 脳卒中患者が回復期リハビリテーションに入院中に抱く不安の背景
～退院時に不安の軽減がみられた一症例の経験からの考察～
大角 駿介，神田 太一
社会医療法人財団 新和会 八千代病院 総合リハビリセンター

P-05 地域包括ケア病棟の教育入院での関わりにより退院後の生活に変化が生じた症例
坂田 香奈
公立つるぎ病院

ポスター８� 11月27日日／2日目　11：00〜11：50　ポスター（本館3F�第5研修室）

がん・難病� 座長：佐藤�ことみ（金沢医療センター）

P-26 末期がん患者に対する在宅復帰に向けたチームアプローチ
～チーム連携の重要性を再認識した事例～
権田 恵梨奈
JA静岡厚生連 遠州病院

P-27 乳がん術後患者の健康関連QOLに関係する要因の検討
佐野 哲也１，２），泉 良太３），美津島 隆１），能登 真一４）

１）浜松医科大学 医学部附属病院 リハビリテーション部，２）新潟医療福祉大学大学院 博士後期過程
３）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 作業療法学科
４）新潟医療福祉大学 医療技術学部 作業療法学科

P-28 進行性筋ジストロフィーにより重度四肢麻痺を呈した症例の一人暮らし支援における訪問作業療
法の役割
竹田 はるか１），寺田 佳世２），小浦 綾乃１）

１）医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院，２）石川県リハビリテーションセンター

P-29 高齢癌患者の社会参加に向けた取り組みの一例　～『リウマチの妻には申し訳ないが，外にでる
なんて考えられない』から『それぞれの時間も大切にしたい』まで～
小西 友美，中野 雅美
もりした通所訪問リハビリテーションすたあと

P-30 在宅にて医療連携を行うことで目標を達成した進行核上性麻痺を呈した事例
森田 満美子
訪問看護・リハビリステーション リハス

ポスター９� 11月27日日／2日目　11：00〜11：50　ポスター（本館3F�第5研修室）

教育� 座長：向�文緒（中部大学�生命健康科学部）

P-41 客観的臨床能力試験時の学生のストレスについて
山田 英徳
常葉大学保健医療学部

P-42 摂食・嚥下リハビリテーションに対する星城大学作業療法学生の興味・関心の調査
中村 省吾１），藤田 高史２）

１）医療法人 杏園会 熱田リハビリテーション病院，２）星城大学 リハビリテーション学部

P-43 作業療法学科学生に対する卒業生講話の効果　～職業的アイデンティティと学習動機の分析～
橋本 昌弘，豊田 志奈子，塩津 裕康，中村 清美，熊谷 ちほり，井ノ上 令子
ユマニテク医療福祉大学校

P-44 臨床実習と新人教育におけるクリニカル・クラークシップの取り組み
鈴木 美香１），柴田 克之２），森 香織１）

１）医療法人 寿人会 木村病院
２）金沢大学 医薬保健研究域保健学系 リハビリテーション科学領域作業療法学専攻

P-45 実習生とOTの老人保健施設に対するイメージの比較
原野 裕美１），河野 光伸２），藤原 真人３），櫻井 宏紀１），太田 幸二３）

１）医療法人 真善会 介護老人保健施設ゆとり，２）金城大学 医療健康学部作業療法学科
３）医療法人 真善会 神尾外科
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