
 8:30 受付開始 

9:00 開会式 

開会宣言     第 24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               進藤 浩美 

学会長挨拶    第 24回石川県作業療法学会長                平賀 昭信 

 

会場：十全講堂 1F ホール 

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

座長：金沢医科大学病院 前田勝也   恵寿総合病院 高間達也 

 

01 着衣障害を有する脳出血患者のブラジャー装着動作の獲得に向けて 

○上田陽子   長谷川幸恵 

  金沢赤十字病院 

 

02 受傷から一年経過した頚髄損傷患者の食事自力摂取を目指して  

○本田優介   合歓垣洸一  合歓垣紗耶香 

  芳珠記念病院      

 

03 二種類の自助具を併用することでスムーズな着衣動作を獲得した長期透析患者の一例 

   ○越田雄    

独立行政法人 地域医療機能推進機構金沢病院 

 

04 セルフモニタリングによって活動量の調節が可能となった重症筋無力症の一例  

  ○大岩千恵    村西汐里  竹田はるか  山崎芳恵 

  医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 

 

05 重度右片麻痺患者の非利き手における書字動作獲得に向け文字認識ソフト（Optical Character 

Recognition）を用いた介入 

  ○五十嵐満哉   北谷渉  中原崇文  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            

 

一般演題 10:10～11:00 身体障害２                         

座長：市立輪島病院 坂下宗祥   芳珠記念病院 合歓垣洸一 

 

06 役割と楽しみであった料理の再開に向けての作業療法の関わり 

‐作業意味付けの理解と家族支援を通して‐ 

  ○新瀬瑞希    東川哲朗 

医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院          



07 呼吸苦を呈した症例との目標共有にむけて  

－ADOCを用いた面接の試み－  

  ○岩島悠人    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 

 

08 本人の望む作業を引き出すことが出来た一症例 

－失語症患者に生活行為向上マネジメントを使用して－  

  ○西出智美    前田勝也  神戸晃男(PT)  影近謙治(MD) 

金沢医科大学病院             

 

09 機能改善を諦めていた左片麻痺患者が作業を通して復職に至った一症例 

  ○上村晴世    生田隆倫  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              

 

10 作業参加困難となった事例に対し，参加形態を段階づけて意味ある作業を提供した 

結果，意志，自発性が引き出され，役割獲得に繋がった一例～MOHOSTを用いて～  

  ○志村香  東川哲朗 

医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院     

 

 

 

 

金沢医科大学病院                     ○山崎 佳 

 

 
司会：前 国際医療福祉専門学校七尾校    平賀 昭信 

 

講師 千葉県精神科医療センター センター長   平田 豊明 氏 

 

11:10～12:40 特別講演 

『精神科急性期治療における作業療法の意味』 

 



一般演題 13:50～14:40 身体障害３，地域包括                    

座長：地域医療機能推進機構 金沢病院 越田雄   恵寿金沢病院 米山太朗 

  

11 グループホーム支援におけるリハビリテーション専門職の役割 

～施設職員の意識と行動の変化を引き出すことができた経験～  

  ○上杉静香    小池隆行  中川洋子  上野美穂 

公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院               

 

12 高齢の肺炎患者への急性期からの作業療法 

  ～在宅での余暇活動を生かした介入～  

  ○椎名拓    合歓垣紗耶香  石田真希 

芳珠記念病院                  

 

13 地域包括ケア病棟における取り組み 

～Point of Careリハビリテーションを導入して～ 

○合歓垣紗耶香   若村浩樹  河崎憲昭  高山恭兵  寺内伽恵 

芳珠記念病院             

 

14 地域包括ケア病棟におけるサブアキュート患者の支援の難しさ 

～インフルエンザでの入院が長期化し退院支援に難渋したケース～ 

  ○北原久代 1)    明福真理子 2)  合歓垣洸一 1)  本田優介 1) 合歓垣紗耶香 1) 

1)芳珠記念病院  2)能美市介護老人保健施設はまなすの丘   

  

15 地域包括ケア病棟からの通所リハ再開の取り組み  

  ○明福真理子 1)    北原久代 2)  合歓垣紗耶香 2) 

1)能美市介護老人保健施設はまなすの丘  2)芳珠記念病院  

 

 

一般演題 14:50～15:50 身体障害４，老年２                     

座長： 金城大学 河野光伸   金沢脳神経外科病院 森田弘一 

 

16 慢性脳血管障害者の総合的追跡調査（第 1報） 

カナダ作業遂行測定(COPM)の 10年間推移から見えてくるもの 

  ○澤俊二 1)   酒野直樹 1)  鈴木めぐみ 2)  山田将之 2)  百田貴洋 2)   

千田直一 3)  

1)金城大学  2) 藤田保健衛生大学  3) 茨城県立医療大学                 

 

17 失行に着目した介入が食事動作に繋がった一症例  

  ○吉田翔    小池隆行 

  公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院 

 



18  右麻痺手に対する箸訓練の効果 〜遂行の質に着目した作業療法の実践〜 

  ○丁子雄希    岸谷都(MD)  西谷厚  野田祐輔 

  石川県済生会金沢病院 

 

19  当院の脳血管障害患者への自動車運転再開にむけたアプローチ 

～自動車学校との連携で,再開に至った事例～ 

    ○高間達也    川上直子  北谷渉  生田隆倫  倉田真希   

守友ひとみ  川北慎一郎(MD) 

社会医療法人財団 董仙会 恵寿総合病院                         

 

20 脳血管障害後のうつ状態が作業遂行に与える影響～文献レビューを通して～  

○仲佐東   東川哲朗  橋出佳津美 

医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院             

          

21 介護報酬に合わせた当施設での連携 

認知症の増悪により通所リハビリテーションを開始した事例  

  ○中田香織 1)    合歓垣沙耶香 1)  上田佳史(MD) 1)   

清水香澄(PT) 2)  坂口一成(CW) 2)  山本幸一郎(CM) 3) 

1) 芳珠記念病院   2) 陽翠の里  3) 涛寿園 

 

 

 



会場：十全講堂 2F 会議室 

一般演題 13:50～14:40 精神障害１，老年１                     

座長：小松市民病院 坂下美加代   能美市介護老人保健施設 はまなすの丘 買手登美子 

 

22  認知症患者の ADL低下に関わる要因 

    ○杉本優輝 塩田繁人 稲口葉子 木谷知一（MD） 北村真希（MD） 北村立（MD） 

石川県立高松病院 

 

23 自閉を呈した統合失調症患者のアプローチ方法の一考察 

―木工作業の経験から―  

○寺嶋翔子 1)  高林亮 1)  菊池ゆひ 2)  米田貢 2)  長澤達也(MD)3) 

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 

3) 金沢大学附属病院 神経科精神科 

                     

24 気分障害患者における緞通作業の作業量からみた特徴 

  ○高林亮1)    寺嶋翔子 1)  菊池ゆひ 2)  米田貢 2) 

1)金沢大学附属病院  2) 金沢大学 医薬保健研究域 保健学系 

 

25 大浴場での入浴を実現し，生きがいのある生活が再獲得できた一症例  

  ○小原能子 1)  野﨑由喜 2)  

  1)介護老人保健施設 山中温泉 しらさぎ苑   

2)介護老人保健施設 加賀中央メディケアホーム  

 

26 介護療養病棟での専従 OTの関わり―楽しく食べるを支援する―  

  ○荒井佑美  合歓垣紗耶香  

  芳珠記念病院 

 

一般演題 14:50～15:50 精神障害２，老年３                     

座長：国際医療福祉専門学校 七尾校 吉村誠   介護老人保健施設 ろうけん桜並木 吉川舞子 

 

27 コルサコフ症候群を合併した統合失調患者の主体的な生活を取り戻す取り組み 

～グループホーム入所へ向けて～  

  ○曽我部秀宣  乾泰盛  

  医療法人 明仁会 かないわ病院 

 

28 統合失調症患者の金銭管理と友達作りを実現するために 

～AKBプチライブを試みて～  

  ○能島沙季  上野優子（PSW)  松原三郎（MD)  

  社会医療法人財団松原愛育会 松原病院すみれ台デイケア 



 

29 就労施設での作業療法士としての取り組み 

～地域の中でパン工房を OPENするまで～  

  ○岡田千砂  松原三郎（MD)  

  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 

 

30 精神科病院の地域活動推進に向けた取り組み 

～作業療法士の観点から考える～  

  ○藤本理    

  医療法人社団 青樹会 青和病院 

 

31 家族様との関係を築きぶどう園の仕事の手伝いを目標とした症例 

  ○松本夕季  西田寛之  見澤和徳  

  介護老人保健施設 太陽の丘 

 

32 本人の希望する生活行為に焦点を当て取り組んだ症例 

～一人の作業療法士が訪問リハビリと通所リハビリで携わった経験から～  

  ○今井啓介    中森清孝  米田祐子  山本千春(CW) 

介護老人保健施設 加賀のぞみ園    

 

 

15:55 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 




