
 

 

第 26回 石川県作業療法学会 

 

 
 

           

 

学会テーマ 

 未来への生きがいを生む作業療法 

 

 

 

学会長   金城大学  河野光伸 

 

 

日 時：平成２9年6月25日（日） 9時00分～16時00分 

会 場：金城大学医療健康学部棟（笠間キャンパス内） 

      白山市笠間町1200  Tel:076-276-4400 
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第 26回石川県作業療法学会プログラム 

 

 

 

 

 

 1F H104大講義室 2F H207中講義室 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 

8:30 ～ 9:00 受付開始 

 

 

参加受付 

発表受付 

 

9:00 ～ 9:10 開会式 

9:10 ～ 10:00 
一般演題 

身体障害１ 

10:00 ～ 10:10 休憩 

10:10 ～ 11:00 
一般演題 

老年期１ 

11:00 ～ 11:10 休憩 

11:10 ～ 12:40 

特別講演 

『未来への生きがいを生む 

作業療法～脳卒中の追跡調査から

考えたこと～』 

澤 俊二 氏 

（金城大学医療健康学部 教授） 

12:40 ～ 13:50 昼休み 

13:50 ～ 14:40 
一般演題 

身体障害２ 

一般演題 

精神障害 

14:40 ～ 14:50 休憩 

14:50 ～ 15:40 
一般演題 

身体障害３，老年期２ 

一般演題 

発達障害，訪問 

15:50 ～ 16:00 閉会式  



2 

 

会場案内図 

 

金城大学 医療健康学部棟 

第 1会場 

第 2会場 休憩室 
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 8:30 受付開始 

9:00 開会式 

開会宣言     第 26回石川県作業療法学会 実行委員長           堀江 翔  

県士会長挨拶   （公社）石川県作業療法士会会長               東川 哲朗 

学会長挨拶    第 26回石川県作業療法学会長                河野 光伸 

 

会場：医療健康学部棟 1F H104大講義室 

一般演題 9:10～10:00 身体障害１                         

座長：芳珠記念病院 石田真希   浅ノ川総合病院 太田哲生 

 

01 失語症により表出能力低下を認めた症例の役割活動参加に対する作業療法 

～認知症絵カード評価法(APCD)・作業に関する自己評価・改訂版(OSA-Ⅱ)を用いて～ 

○平田純  東川哲朗 

  金沢脳神経外科病院      

 

02 外出練習の実践報告 ～退院後の生活が具体化し自信に繋がった事例～ 

   ○庄山玲奈  東川哲朗 

金沢脳神経外科病院 

 

03 興味チェックリストを利用することで関係性を築き,離床へと繋げた作業療法の経験  

  ○蒲田千晴  北谷渉  小川正人  川上直子  川北慎一郎（MD） 

    社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 

 

04 役割と楽しみのある生活を目指して～家族の関係性に着目して～ 

  ○坂本佳奈  川北整（MD）  西谷厚  高坂亜紀 

   石川県済生会金沢病院 

 

05 病前生活から生活能力に低下あり，治療戦略にて生活改善した事例 

○森長史香  東川哲朗 

  金沢脳神経外科病院 
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一般演題 10:10～11:00 老年期１                         

座長：金城大学 酒野直樹   浅ノ川総合病院 竹田はるか 

  

06 介護保険改定で目指したもの その実践報告～訪問リハビリと通所リハビリの併用と卒業～ 

  ○西谷すずな  辻真由美（PT）  酒井克典（PT）  藤嶋むつみ  山本正樹（MD） 

介護老人保健施設 ふぃらーじゅ   

 

07 基準緩和型通所サービスにおける活動と参加への取り組み 

  ○谷内香織  堀田陽平  霜下和也  村田明代 

特定医療法人社団 勝木会 芦城クリニック 

 

08 認知機能低下の疑いのある住民への調理活動支援 

～能美市における訪問型サービス Cと地域内連携～ 

○合歓垣洸一 1)  合歓垣紗耶香 2）  仁地美代 3）  中西優子 4）  高橋理恵 5） 

1) 介護老人保健施設陽翠の里  2）医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 

3）辰口高齢者支援センター   4）やわらぎ広大舎  5）能美市高齢者かがやき支援室           

 

09 当院の地域包括ケア病棟における認知症対応の取り組み 

○林美樹  岩上伽恵    松本昌子    高柳葵    多長楓佳    合歓垣紗耶香 

医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院 

   

  

10 リハマネ(Ⅱ)の算定により具体的な行動目標を確認しながら取り組み，要介護度が改善した一例 

  ○明福真理子  買手登美子 

能美市介護老人保健施設 はまなすの丘  

 

 

 

 

金沢医科大学病院                     ○山崎 佳 

 

 
司会：金城大学   河野 光伸  

 

講師  金城大学 医療健康学部 作業療法学科 教授        

澤 俊二 氏

11:10～12:40 特別講演 

『未来への生きがいを生む作業療法 

～脳卒中の追跡調査から考えたこと～』 
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一般演題 13:50～14:40 身体障害２                         

座長：金沢リハビリテーションアカデミー 種本美雪   金沢脳神経外科病院 山本恭啓 

  

11 左半側空間無視，左身体失認を認めた症例の排泄自立に向けた取り組み 

～左上肢の使用と声出し確認による麻痺側管理の習慣化に着目して～ 

  ○舟金優那  北谷渉  小川正人  川上直子  川北慎一郎(MD) 

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 

 

12 多彩な高次脳機能障害を認めた患者の“強み”に目を向けた関わり 

～ストレングスモデルを参考にして～ 

  ○東本知華  岸谷都（MD）  西谷厚  高坂亜紀 

石川県済生会金沢病院 

 

13 妻には妻の人生がある ～C5/6完全麻痺頚髄損傷者の退院支援を通して私たちが考えたこと～ 

  ○竹内理恵  安藤弘子  山田ともみ  高野謙吾  飯田唯史  角口孝文 

国民健康保険 能美市立病院 

            

14 自宅復帰への不安が強い原発性マクログロブリン血症が背景にある第 1腰椎椎体骨折患者への 

医療・介護連携 

  ○松本昌子 1)  合歓垣紗耶香 1)  岩上伽恵 1)  今井啓介 2) 

1) 医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院  2) 介護老人保健施設 加賀のぞみ園 

              

15 不安が強く介助に依存的になっていた症例 ー不安に寄り添った介入ー 

  ○真柄麻衣 

  金沢医科大学病院 

 

一般演題 14:50～15:40 身体障害３，老年期２                     

座長： 金城大学 川口朋子   七尾病院 飯田正樹 

 

16 当院のがんリハビリテーションの現状と課題 

  ○市川翔悟  水口健史  東実紀  小森康子  奥田壮平  齋藤速  川本智恵 

河北中央病院 

              

17 生活行為向上マネジメント実態調査報告 

～県内通所リハビリテーション勤務 OTへのアンケート調査より～ 

  ○中森清孝 1)  東川哲朗 2)  森田弘一 2)  吉田翔 3)  青山恭平 4) 

 1) 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 

2) 金沢脳神経外科病院 

3) 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 

4) 野々市よこみやクリニック 
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18  肺癌・脳転移患者のターミナル期外出支援 ～心理的変化に応じた目標設定～ 

  ○高橋美希  合歓垣紗耶香  石田真希 

  医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院 

 

19  健康クラブへの参加をきっかけに余暇活動範囲が拡大した事例 

    ○水口健史 

    河北中央病院 

 

20 超高齢慢性閉塞性肺疾患患者の一人暮らし再開を目指した介入 

○合歓垣紗耶香  高橋美希  石田真希 

医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院 

 

 

会場：医療健康学部棟 2F H207中講義室 

一般演題 13:50～14:30 精神障害１                     

座長：金沢大学医薬保健研究域 保健学系 菊池ゆひ   加賀こころの病院 荻野大樹 

 

21 オレンジカフェ（認知症カフェ）へのＯＴの関わり 

〇藤本理 1)  東川哲朗 2) 

      1)青和病院  2)金沢脳神経外科病院  

                     

22 当院における訪問支援と作業療法士の役割 

  ○西田智大  中村 美智代(NS) 横山 誉(PSW) 松原 三郎(MD) 

社会医療法人財団松原愛育会 松原病院 

 

23 地域に根差した就労支援事業所へむけて ～地域住民ボランティアとともに～ 

  ○岡田千砂 1)  松原三郎(MD)2) 

1) 社会医療法人財団松原愛育会 自立就労支援センターいしびき 

2) 社会医療法人財団松原愛育会 松原病院 
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一般演題 14:40～15:10 発達障害，訪問                     

座長：このゆびとーまれ山中 水谷仁美   恵寿金沢病院 坂本真理 

 

24 視知覚の未熟さや失調を呈する児に対して触覚・固有感覚に配慮した課題を用い、 

遊びが改善した作業療法経験 

  ○山本翔太 

  金沢こども医療福祉センター 

 

25 在宅障害児の地域支援～お母さんと安心してお風呂に入るには～ 

  〇柿崎亜紗奈 1)  寺田佳世 2)  高橋哲郎(ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱ)2) 

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 

 

26 事例の思いやできることをチームで共有した訪問作業療法での関わり 

～不安や痛みを改善し安定した在宅生活と 1年ぶりの入浴を目指して～ 

  ○今井啓介 1)  中森清孝１)  高橋章子（Ns)1）  松本昌子 2） 

1) 訪問看護ステーション加賀  2) 芳珠記念病院 

 

 

15:50 開会式 

  学会長奨励賞表彰，閉会宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費 石川県作業療法士会員・・・4000円  協会員・他県士会員・・・・4000円 

   他職種・県士会非会員・・・5000円  協会非会員・・・・・・・・8000円 

   学生・・・・・・・・・・・無料 
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 [アクセス]  〒924-8511 白山市笠間町 1200  金城大学（笠間キャンパス） 

 

【JR北陸本線利用の場合】  

JR北陸本線金沢駅・小松駅から 25分（「加賀笠間」駅まで 15分＋徒歩 10分） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[会場周辺]  

   昼食は、本学食堂をぜひご利用ください。 

 

 

 

 

学会会場 


