
一般演題 11 月 7 日（土） 
 

 
 

７-２-① 右被殻出血により前頭葉症状を呈した一症例 -歯磨き動作の獲得を目指して- 

      富山県高志リハビリテーション病院               須藤 沙緒里 

 

７-２-② 外部刺激の違いが注意障害者の作業遂行能力に及ぼす影響 

     -難易度の異なる作業課題の比較- 

      主体会病院        奥村 亜沙美 福井 麻貴 木股 德充 田中 紀行(PT) 

                   杉村 公也(MD) 川村 陽一(MD) 

 

７-２-③ 低リン血症により心不全を生じ，高次脳機能障害を呈した症例との関わり 

     -おうちに帰りたい- 

      金沢大学附属病院    上野 玲子 麦井 直樹 出口 清喜(PT) 八幡 徹太郎(MD) 

 

７-２-④ 記憶の外的補助具と展望記憶課題の実施により記憶障害に改善を認めた一例 

      金沢社会保険介護老人保健施設サンビューかなざわ 永井 良枝 正司 佳久(PT) 

                              三輪 菜穂子(ST) 

      金沢社会保険病院                越田 雄 

 

 

 
７-３-① 上腕三頭筋の防御収縮に対しボトックス治療を行った 1症例 

      国立病院機構金沢医療センター        久田 法子 奥野 怜子 飯田 正樹 

 

７-３-② 保存療法にて筋力が回復した頸椎症性筋萎縮症の一症例 －頚部肢位に着目し－ 

      あさひ病院          武藤 光弘 茶木 正樹 星屋 江里  内海 奈那子 

                     川本 友也  小野山 絢香  花村 浩克(MD) 

      愛知医科大学         神谷 光広(MD) 

 

７-３-③ 大腿骨頸部骨折受傷による人工骨頭置換術後に対する作業療法 

     -回復期病棟での靴下・下着の着脱動作へのアプローチ- 

      公立つるぎ病院            渡邉 貴之  水野 幹子(PT)  富田寛(Dr) 

 

７-３-④ 大腿骨頚部・転子部骨折術後のトイレ動作自立要素 

     -急性期リハビリテーションの視点から- 

      福井県済生会病院              池田 昌由美  多田 哲也  森 朱美 

                            藤田 将博  青竹 康雄(MD) 

 
 
 
 
 

口述① 高次脳機能障害Ⅰ                       16:00～16:40 第 2 会場

座長：藤田記念七栗研究所 宮坂 裕之

口述② 身体障害Ⅰ                              16:00～16:40 第 3 会場 

座長：三重県身体障害者総合福祉センター 永田 穣



 
 

７-４-① テーブル高による上肢機能への影響について -STEF・VAS を用いて- 

      岐阜中央病院               山家 奈緒  斉藤 理恵  杉田 真由美 

                           平良 英子  足立 淳平  喜久本 朝矢 

 

７-４-② 褥瘡に関連する外力の基礎的研究 ～ずれ力と身体素因に注目して～ 

      主体会病院    清水 美峰子  鈴木 友美(PT)  藤田 紗代(PT)  田中 紀行(PT) 

                             杉村 公也(MD)  川村 陽一(MD) 

 

７-４-③ 視覚刺激に応答した運動実行・運動イメージ時の脳活動 -fNIRS による研究- 

      畿央大学大学院健康科学研究科，平成医療専門学院作業療法学科  河村 章史 

      畿央大学大学院健康科学研究科，江南厚生病院          吉田 慎一 

      摂南総合病院認知神経リハビリテーションセンター        中野 英樹(PT) 

      畿央大学大学院健康科学研究科                 森岡 周(PT) 

 

７-４-④ レバー押し運動における年代別の比較 

      金沢大学附属病院                      菊池 ゆひ 

      金沢大学大学院医薬保健学域                米田 貢  関 昌家 

 

 
 
７-５-① 前庭・触覚刺激を用いたアプローチにより相互作用の応答が観察された 

     脳性まひ児への一考察 

      あじろ診療所ひめゆり療育センター          杉山 舞  岩越 康真(PT) 

                                渡邊 雄介  西尾 麻美 

      福富医院                      福富悌(MD) 

 

７-５-② 脳性麻痺児に対する ADL 支援 ～子どもの能力低下評価法（PEDI）を用いて～ 

      金沢こども医療福祉センター                    瓦田 淳平 

 

７-５-③ 小学校期におけるストーマ管理の自立に向けた OT アプローチ：第 2 報 

     -主体的にセルフケアを獲得していく過程を通して- 

      三重県立草の実リハビリテーションセンター      濱田 匠  服部 礼佳(Ns)  

      愛知県心身障害者コロニー中央病院          小松 則登 

 

７-５-④ 鏡を用いた上着着衣指導により改善が見られた精神発達遅滞児の作業療法の取り組み 

      金沢こども医療福祉センター                    安本 大樹 

 
 
 
 
 
 
 
 

口述④ 発達障害Ⅰ                              16:00～16:40 第 5 会場 

座長：愛知医療学院短期大学 加賀谷 繁

口述③ 研究Ⅰ                          16:00～16:40 第 4 会場 

座長：金沢大学  清水 順市



一般演題 11 月 8 日（日） 
 

 
 
８-３-⑤ 作業活動の効果-抑うつ状態を抜け出した一症例- 

      公立つるぎ病院                     買田 望  齊藤 真希 

 

８-３-⑥ 認知症地域連携パスシートの紹介 -作成に至るまでの経緯- 

      木島病院                             桂 靖典 

      石川県立中央病院                         塩田 繁人 

      金沢西病院                            小路 千絵 

      (社)石川県作業療法士会 

 

８-３-⑦ もの忘れ外来における作業療法士の役割（第 2 報）～複数回受診患者からの検討～ 

      南砺市民病院             齋藤 洋平  山下 さやか(CP)  南 真司(MD) 

 

８-３-⑧ リハビリテーション専門職が勤務していない施設への介護予防事業支援の取り組み 

     （第 1 報）-作業療法士の専門性を生かした関わりを考える- 

      城北クリニック                          永原 知佳 

      藤井脳神経外科病院                       岡田 友紀子 

      あんじん金沢                          小杉 恵子 

      金沢脳神経外科病院                       東川 哲朗 

      城北病院                            小池 隆行 

 

 
 
８-４-⑤ 高齢者と大学生の時間感覚の比較検討 -ジグソーパズル課題遂行を通して- 

      名古屋大学大学院医学系研究科      岩元 裕子  田川 義勝  寶珠山 稔(MD) 

 

８-４-⑥ 健常若年者における共同注意を用いた視線知覚の検討 

      西尾病院                間瀬 浩之  平井 達也(PT)  田中 知美 

      中部学院大学リハビリテーション学部   千鳥 司浩(PT) 

 

８-４-⑦ 健常若年者に対する再生課題の正答時及び誤答時確信度評定 

      西尾病院                稲垣 有子  平井 達也(PT)  木村 友一 

      介護老人保健施設いずみ         鈴木 由紀子 

      星城大学リハビリテーション学部     下野 俊哉(PT) 

 

８-４-⑧ 聴覚的妨害刺激が触圧覚閾値に及ぼす影響 －若年群と高齢群の比較－ 

      西尾病院       木村 友一  平井 達也(PT) 稲垣 有子(OT)  原田 隆之(PT) 

      中部学院大学リハビリテーション学部              千鳥 司浩(PT) 

 

 

 

口述⑥ 研究Ⅱ                                          9:00～9:40 第 4 会場 

座長：金沢大学 柴田 克之

口述⑤ 高齢者                                          9:00～9:40 第 3 会場 

座長：福井医療短期大学 堀 敦志



 
 
８-５-⑤ くも膜下出血後 1 年以上経過した症例に対するリハビリテーションの介入 

     -トイレ動作をきっかけに認知機能・ADL 能力が著明に改善した一症例- 

      協立十全病院                桒原 理恵  宮本 靖大  内野 恵里 

 

８-５-⑥ 病棟自立を目指した一症例に対するチームアプローチの関わり 

     -作業療法士としてできること- 

      湖東病院                             尾高 典明 

      聖隷クリストファー大学                      建木 健 

 

８-５-⑦ 脳血管障害により重度片麻痺を呈した事例に対する入浴動作への介入 

     -入院後早期からの訓練と家族・住環境へのアプローチ- 

      協立十全病院                河合 佳洋  内野 恵里  宮本 靖大 

      静岡医療科学専門学校            稲葉 洋介 

 

８-５-⑧ 両片麻痺を呈した患者の排泄獲得を目指して 

      恵寿総合病院       道善 智香  進藤 浩美  川上 直子  川北 慎一郎(MD) 

 

 
 

８-３-⑨ 作業療法介入プロセスモデルの実践 -高次脳機能障害を呈した一症例を通して- 

      偕行会リハビリテーション病院             建木 良子 赤坂 佳美 

      聖隷クリストファー大学                 建木 健 

 

８-３-⑩ 発症後の日常生活自立度の改善に与える認知機能，性格の影響 

     -FIM，MMSE，モーズレイ性格検査を用いた検討- 

      芳珠記念病院，金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻 東田 紗耶香 

      金沢大学医薬保健研究域               能登谷 晶子  井上 克巳 

 

８-３-⑪ 重度記憶障害を呈する症例の排泄に対するアプローチ 

      恵寿総合病院         西川 友依子  川上 直子  山崎 卓礼  進藤 浩美  

                     川北 慎一郎(MD） 

 

８-３-⑫ 近位空間環境下あるいは遠位空間環境下での課題中の脳血流量 

     - functional near-infrared spectroscopy 研究- 

      江南厚生病院，畿央大学大学院健康科学研究科          吉田 慎一 

      平成医療専門学院，畿央大学大学院 健康科学研究科       河村 章史 

      摂南総合病院 認知神経リハビリテーションセンター       中野 英樹(PT) 

      島津エス・ディー株式会社                  塩見 真一(SE) 

      畿央大学大学院健康科学研究科                森岡 周(PT) 

 

 

 

口述⑧ 高次脳機能障害Ⅱ                               9:50～10:30 第 3 会場 

座長：聖隷クリストファー大学 建木 健

口述⑦ ADLⅠ                                           9:00～9:40 第 5 会場

座長：有限会社ハートフルケア 藤波 英司



 
 

８-４-⑨ 脳卒中麻痺側上肢への随意運動介助型電気刺激の効果 -肩関節屈曲角度の検討- 

      藤田保健衛生大学七栗サナトリウム 谷 明奈  植松 瞳  加藤 啓之  安井 千恵子 

                       宮田 幹子  和田 典子  園田 茂(MD) 

      藤田保健衛生大学七栗サナトリウム，藤田記念七栗研究所 宮坂 裕之 

 

８-４-⑩ 回復期脳卒中片麻痺患者における感覚機能と運動機能との関係 

      藤田保健衛生大学七栗サナトリウム 濱口 真  黒岩 美奈  渡邉 誠  

                       柴田 奈津紀 陣内 美緒 

      藤田保健衛生大学七栗サナトリウム，藤田記念七栗研究所 宮坂 裕之  園田 茂(MD) 

 

８-４-⑪ 脳卒中急性期における意欲低下のある患者に対する作業療法 -園芸作業を取り入れて- 

      聖隷浜松病院          飯尾 円  原田 愛子  嶋倉 智恵子  竹田 茉里 

 

８-４-⑫ 脳卒中片麻痺患者のバランス能力向上を目的とした Wii Fit®の使用経験 

      八千代病院                細井 麻弓  田中 実希  矢崎 進(MD) 

      星城大学                 長谷川 龍一  冨山 直輝 

 

 

 
 

８-５-⑨ 脳卒中片麻痺患者の更衣動作 -かぶり服の着衣パターンについて- 

      石川県済生会金沢病院       岩田 祐美  西谷 厚  野田 祐輔  吉崎 沙樹 

 

８-５-⑩ 回復期リハビリテーション病棟における後期高齢者の ADL 獲得能力についての検討 

      金沢医科大学病院                        平木 咲代子 

 

８-５-⑪ 他者の介入が少ない環境での生活評価を通した，主体的な生活構築への試み 

―日曜日における OT の関わり― 

      やわたメディカルセンター 松井 美幸  齋藤 めぐみ  宮本 麻優  城野 友哉 

                   島田 恵津子 宮本 岳史  北川 敦子  後藤 伸介(PT) 

 

８-５-⑫ 当院 NST での OT の関わり 

      金沢脳神経外科病院                       桂田 かおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口述⑩ ADLⅡ                                          9:50～10:30 第 5 会場

座長：NTT 東日本伊豆病院 谷川 正浩

口述⑨ 脳血管障害                                     9:50～10:30 第 4 会場 

座長：遠州病院 秋山 恭延



 
 

８-１-① 50 代男性右片麻痺者への 2 年 4 ヵ月間の訪問リハビリ介入に対するスーパーバイズ 

-セラピスト 30 人からの熱いメッセージ- 

      加賀こころの病院訪問リハビリテーションほびり加賀   中森 清孝  山田 久実 

      加賀こころの病院                   岡崎 博嗣  荻野 大樹 

 

８-１-② 地域で暮らす高次脳機能障害のある方への作業療法士の関わり 

-石川県高次脳機能障害相談･支援センターでの相談を通して- 

      石川県リハビリテーションセンター  東 ひとみ  濱 昌代  寺田 佳世  橘 裕子 

                        林 正男(MD) 

 

８-１-③ 公共交通機関を利用した外出活動の取り組み -８年間の活動実績を振り返って- 

      介護老人保健施設さくら苑 宮北 友絵  杉江 美香  棚田 晴香  三場 恭子 

      金沢大学医学保健学域   柴田 克之 

 

８-１-④ 地域で暮らす団塊世代の健康観より作業療法の可能性を探る 

-インタビューからの質的分析- 

      聖隷クリストファー大学    建木 健 藤田 さより 鈴木 達也 

      偕行会リハビリテーション病院 建木 良子 

 

 

 
 

８-２-⑤ 「回想法での作業療法士の役割」 

－当施設での想い出クラブを通し、生活につなげるための模索－ 

      能美市介護老人保健施設はまなすの丘        買手 登美子 藤吉 晋(CW) 

 

８-２-⑥ 重度認知症患者の食事動作自立に向けてのアプローチ 

      城北病院                             藤田 涼香 

 

８-２-⑦ 認知症患者の転倒と作業療法の関係性 

      石川県立高松病院        笹井 祥充  村井 千賀  稲口 葉子  上野 真季 

                      栃本 真一(MD)  北村 立(MD) 

 

８-２-⑧ 想いを語る作業の提供 

      能美市介護老人保健施設はまなすの丘                 関 成子 

 

 

 

 

 

 

 

口述⑫ 認知症                                        10:40～11:20 第 2 会場 

座長：介護老人保健施設シルバーケア栗山 小倉 佐織

口述⑪ テーマ演題                                    10:40～11:20 第 1 会場 

座長：恵寿総合病院 進藤 浩美



 
 

８-３-⑬ ｢頸髄出血発症 6 ヶ月,寝たきり生活から活動性向上が図られた一症例｣ 

～我が家でもう一度暮らしたい～ 

      公立穴水総合病院                        大畑 敬一郎 

 

８-３-⑭ 在宅復帰に向けた支援の一例 ―退院直後からの訪問による介入― 

      珠洲市総合病院               久保田 徹  滝 さやか  洲崎 敏広 

 

８-３-⑮ 介護者が高次脳機能障害を発症した事例への訪問リハビリテーションの経験 

-家族支援としての高次脳機能障害者への関わり- 

      横田病院                             中沢 知子 

 

８-３-⑯ 歩行が安定し，行動範囲拡大が出来きた一症例 -生活安定期から生活拡大期へ- 

      リハビリテーション中伊豆温泉病院     田邉 絵美子  高島 美幸  金子 智治 

 

 
 

８-４-⑬ 皮膚筋炎・多発性筋炎の作業療法経験 

      金沢大学附属病院       麦井 直樹  西 悦子 

                     八幡 徹太郎(MD)  加治 賢三(MD)  長谷川 稔(MD) 

 

８-４-⑭ 手の外傷患者における初回受傷者と複数回受傷者の注意機能の差異について 

-第二報‐ 

      海南病院                        水野 功  清水 良太 

 

８-４-⑮ 睡眠障害を呈した高齢期パーキンソン病患者への介入について 

      名古屋大学医学部保健学科          上村 純一  西尾 周介  上野 菜穂 

 

８-４-⑯ 園芸活動を介した 3 ヶ月にわたる生活習慣の改善の取り組み 

-糖尿病患者の生活指導にライフコーダを取り入れて- 

      金沢クリニック 中西 好子  坂井 章子  森岡 尚夫(Dr)  押野マリエ(管理栄養士) 

      金沢大学大学院医学系研究科                    柴田克之 

 

 
 

８-５-⑬ 愛知県士会現職者共通研修（新人教育プログラム）受講者の意識調査 

-平成 17 年度と平成 20 年度調査の比較より- 

      名古屋大学           美和 千尋  水口 和代  深谷 直美  磯貝 理栄 

                                           冨山 直輝  上村 純一  小嶌 健一  進藤 啓子 

 

８-５-⑭ 1 年間の新人教育を受けて -受けた側からの視点- 

      金沢脳神経外科病院      庄源 一夫  村西 美穂  高多 真裕美  東川 哲朗 

口述⑮ 教育                                          10:40～11:20 第 5 会場 

座長：富山医療福祉専門学校 丸本 晃

口述⑭ 身体障害Ⅱ                                    10:40～11:20 第 4 会場 

座長：平成医療専門学院 河村 章史

口述⑬ 訪問作業療法                                  10:40～11:20 第 3 会場 

座長：ケアパック石川 宮本 智次



 

 
 

８-１-⑤ 精神面へのアプローチにより自宅受け入れが可能となった一症例 

      福井リハビリテーション病院             宮本 あづみ  前原 好恵 

 

８-１-⑥ 在宅生活における排尿動作自立の模索 

-本人の希望と安全な排尿動作を環境面から支援- 

      静岡市立清水病院     永井 清広  池ヶ谷 昌宏(PT)  遠藤 亜紀  小澤 華子 

                   山梨 まり子(Nr)  坂元 隆一(Dr) 

 

８-１-⑦ 中心性頚髄損傷者の家屋評価までの経過 

      石川県済生会金沢病院       安田 祥子  林 典子  西谷 厚  二木 三菜子 

 

８-１-⑧ 地域移行支援事業を通しての支援 ～チームに生まれた相互作用～ 

      福仁会病院                             西村 彰 

 

 
 

８-２-⑨ 精神障害者の退院促進への取り組み ～「退院クラブ」を立ち上げて～ 

      桜ヶ丘病院           藤島 健一  長井 拓也  北村 淳治  岡田 千砂 

 

８-２-⑩ 肥満患者に対する作業療法 -実践日誌を用いての試み- 

      石川県立高松病院   坂上 千里  大西 真澄美  上野 真季  西村 優  村井 千賀 

                 栃本 真一(MD) 

 

８-２-⑪ 急性期治療病棟における認知症高齢者の作業療法導入時期に関する一考察 

      石川県立高松病院        上野 真季  村井 千賀  稲口 葉子  笹井 祥充 

                      栃本 真一(MD)  北村 立(MD) 

 

８-２-⑫ 認知症高齢者における退院先と作業療法参加の関係 

      石川県立高松病院        稲口 葉子  村井 千賀  上野 真季  笹井 祥充 

                      栃本 真一(MD)  北村 立(MD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口述⑰ 精神・認知                                     11:30～12:00 第 2 会場

座長：青和病院 藤井 信好

口述⑯ 在宅支援                                      11:30～12:00 第 1 会場 

座長：岐阜保健短期大学医療専門学校 中根 英喜



 
 

８-３-⑰ 当院における訪問家屋調査への取り組み 

      あさひ病院      星屋 江里  茶木 正樹  川本 友也  小野山 絢香 

                 武藤 光弘  内海 奈那子  木村 美穂(MSW)  河村 美穂(MD) 

 

８-３-⑱ 「集まれ小さなアイデア！広がれ知恵の輪！」を通して 

-作業療法士間の交流と作業療法の啓発- 

      岐阜保健短期大学医療専門学校       宇佐美 知子  齊藤 清貴  中根 英喜 

                           廣田 薫  廣渡 洋史  小島 誠(PT) 

 

８-３-⑲ 人工股関節全置換術後の日常生活活動に関する研究（第 2 報）-靴下着脱について- 

      愛知医科大学病院  北嶋 翔  澤田 泰洋  浅村 尚子  鈴木 雅人 

               岩本 理恵子  安場 和代  安江 由美子(PT) 

               林 博教(MD)  木村 伸也(MD)  廣瀬 士朗(MD)  大塚 博巳(MD) 

 

８-３-⑳ 手作り自助具のニーズ -手作り自助具の利用者と制作実績からの一考察- 

      三重県身体障害者総合福祉センター（みえテクノエイドセンター）  

            永田 穣  橋本 年代  日比 むつみ  矢田 行正(福祉用具制作指導員) 

 

 
 

８-４-⑰ CRPS 患者に対するハンドセラピィ 

      国立病院機構金沢医療センター               奥野 怜子  久田 法子  飯田 正樹 

                            池田 和夫(MD) 

 

８-４-⑱ 熱傷手の作業療法について -作業療法の早期介入と熱傷の手指機能に関する報告- 

      社会保険中京病院        山本 紀子  工藤 啓介  小林 仁美  廣瀬 哲司 

 

８-４-⑲ 手指屈筋腱の二期的遊離腱移植術を行い，Paradoxical phenomenon を呈した症例 

-Paradoxical phenomenon の予防と早期対応の重要性 

      聖隷浜松病院     北出 知也 奥村 修也  原田 康江  米田 香苗  草川 裕也 

                 高橋 勇二(MD)  神田 俊浩(MD) 

 

８-４-⑳ 右母指切断と前腕伸筋群引き抜き損傷後のスプリント療法 

      中濃厚生病院                           渋谷 玲二 

 

 

 

 

 

 

 

 

口述⑲ 手の外科                                      11:30～12:00 第 4 会場 

座長：吉村整形形成外科医院 中山 幸保

口述⑱ 福祉用具・住環境                               11:30～12:00 第 3 会場

座長：石川県リハビリテーションセンター 寺田 佳世



 
 

８-５-⑮ 喉頭軟化症を呈した５P-症候群児の計画的抜管について -摂食指導を通しての一考察- 

      愛知県心身障害者コロニー中央病院     小林 孝司  小松 則登  藪押 佐永巳 

 

８-５-⑯ 学校とのコンサルテーションにより，普通中学校での学習が可能となった 

アテトーゼ型脳性麻痺児の一経験, 特別支援教育の施行に伴って 

      星城大学                       小幡 一美  大歳 太郎 

 

８-５-⑰ 自閉症児の感覚機能の変化 ‐JSI-R を通して‐ 

      福井大学医学部附属病院    前田 真弘  水上 保孝  亀井 絵理奈  安竹 正樹 

 

８-５-⑱ 利き手交換に関する基礎研究 -様々な活動における上肢機能の左右差の比較- 

      藤田保健衛生大学大学院保健学研究科      加藤 智志 

      藤田保健衛生大学医療科学部          澤 俊二 深谷 直美 杉山 智久 

      浜松大学医療科学部              山田 英徳 

 

口述⑳ 発達障害Ⅱ                                    11:30～12:00 第 5 会場 

座長：センチュリー児童デイサービスきよかわまち 中川 等史


