
 

 

第２７回 石川県作業療法学会 

 

 
 

  

学会テーマ 

 地域とともに作業療法 

 

 

学会長   

能美市介護老人保健施設はまなすの丘 明福真理子 

 

 

 

日 時：平成３０年６月２４日（日） 9時00分～16時４0分 

会 場：金沢大学医薬保健学域医学類 十全講堂 

      金沢市宝町１３番1号  Tel:076-265-2000 
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  [アクセス] 

＊駐車場が狭いため，公共交通機関のご利用をお願いいたします． 

病院駐車場は有料(150円)です．無料を御希望の方は保健学類駐車場をご利用ください． 

 

 

 [会場周辺] 

 

 

保健学類駐車場 

医学類 

病院入口 

医学類入口 

大学病院 

 

 十全講堂 

医学部記念館 

大学病院駐車場 

医学類駐車場 
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学術相談窓口開設！ 
 

 

「発表したいけど指導者がおらず難しい…」 

「研究を始めたいが手法がわからない…」など 

学術的なお悩みに対し担当者がお応えします！ 

 

内容に応じて，後日個別の担当者を決定する 

など継続した支援も行いますのでお気軽に 

ご相談ください！ 

 

相談ブース：十全講堂 2F 大会議室 

担当者：学術部スタッフ 

メールでの相談も随時受け付けています gakujyutsu@ishikawa-ot.com 
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第 27回石川県作業療法学会プログラム 

 

 十全講堂 

1F ホール 

医学部記念館 

2F ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ 

十全講堂 

2F 会議室 

十全講堂 

ロビー 

8:30 ～ 9:00 受付開始 

 

 

学術相談窓口 

ドリンクコーナー 

 

 

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 ～ 10:50 
一般演題 

介護・連携 

10:50 ～ 11:00 休憩 

11:00 ～ 12:30 

特別講演 

「支える側が支えられるとき」 

～認知症の母が 

教えてくれたこと～ 

藤川 幸之助氏 

（詩人） 

12:30 ～ 13:40 昼休み 

13:40 ～ 14:30 
一般演題 

身体障害２ 

一般演題 

整形疾患 

14:30 ～ 14:40 休憩 

14:40 ～ 15:30 
一般演題 

身体障害３ 

一般演題 

精神障害 

15:30 ～ 15:40 休憩 

15:40 ～ 16:20 

 

一般演題 

身体障害４ 

 

一般演題 

身体障害５ 

16:30 ～ 16:40 閉会式    
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8:30 受付開始 

9:00 開会式 

開会宣言     第 27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 27回石川県作業療法学会長               明福 真理子 

 

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：芳珠記念病院 林美樹   能美市立病院 竹内理恵 

 

01 生涯音楽に携わってきた脳挫傷患者の家族に働きかけ，音楽に携わり続ける重要性の認識を得た

作業療法 

○山本詩織  東川哲朗 

  金沢脳神経外科病院      

 

02 肺炎を頻発し終末期を迎えた患者に対する作業療法 

～離床により生きがいであった音楽を主体的に楽しめた一例～ 

   〇吉田友稀乃   堀江千穂  合歓垣紗耶香  

医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 

 

03 諦めていた茶道教室に、再び通う自信がついた事例  

  ○市川翔悟  東実紀  齋藤速  水口健史  田中里奈 

河北中央病院 

 

04 小脳出血後大腸がんの診断を受け入院が長期化し精神的な落ち込みがみられた患者への対応 

  ○林杏奈 平島奈央子  梶澤祥子 

石川県済生会金沢病院 

 

05 急性発症した脳血管障害者に対する早期から作業同一性確保を意識した作業療法の実践 

○東川哲朗  

医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院 
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一般演題 10:10～10:50 介護・連携                         

座長：介護老人保健施設ふぃらーじゅ 西谷すずな   有料老人ホームリライフ白山 河崎憲昭 

 

06 リハビリテーション会議を通して活動範囲の拡大に応じた多職種協働が行えた事例～ADLの自立,

一般介護予防事業（地域おたっしゃサークル）の参加を目指して～ 

  ○今井啓介  中森清孝 

介護老人保健施設加賀のぞみ園 

   

07 頚髄損傷者の食事動作の改善と外出の拡大を目指した通所リハビリテーションでの介入  

  ○合歓垣洸一 1)  橋本雄二（PT）1)  高柳葵 2)  中きみ子（CM）3)  合歓垣紗耶香 4) 

1) 社会福祉法人陽翠水 介護老人保健施設陽翠の里  

2) ほうじゅ訪問看護・リハステーション緑が丘 

3) 能美市立病院 居宅介護支援事業所   

4) 医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 

 

08 加賀市における医療と介護の連携実践報告～在宅へのスムーズな連携に向けて～  

○山下美咲 1)  中森清孝 2)  下野典子 1) 

1) 加賀市医療センター   リハビリテーションセンター 

2) 訪問看護ステーション加賀 

   

09 加賀市における医療と介護の連携実践報告 

～加賀市医療センターOT・PTとの在宅リハ見学実習を経験して～ 

○中森清孝 1),2)  今井啓介 1),2)  中田 麗 1)  山下美咲 3)  下野典子 3) 

1) 介護老人保健施設加賀のぞみ園 

2) 訪問看護ステーション加賀 

3) 加賀市医療センター 

   

 

 

 

 

 

 

金沢医科大学病院                     ○山崎 佳 

 
司会：能美市介護老人保健施設はまなすの丘 明福真理子  

 

講師  詩人     藤川 幸之助 氏

11:00～12:30 特別講演 

「支える側が支えられるとき」 

～認知症の母が教えてくれたこと～ 

 

 

※
プ
ロ
グ
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一般演題 13:40～14:30 身体障害２                         
座長：石川県済生会金沢病院 柿崎亜紗奈   金沢脳神経外科病院 山本詩織 

  

10 失語症患者の 1人暮らし再開に向けて，アプリケーションを有効に活用できた症例 

  ○浜崎ゆかり   東川 哲朗 

金沢脳神経外科病院 

 

11 高次脳機能障害者支援の課題と作業療法士の関わり 

―県高次脳機能障害相談・支援センターでの取り組み― 

  ○林もも子  上野玲子  寺田佳世 

石川県リハビリテーションセンター 

 

12 当院で自動車運転支援を行った患者の追跡調査 

  ○本田優介  合歓垣紗耶香 

芳珠記念病院 

            

13 脳卒中ドライバーのスクリーニング評価日本版の使用経験  

  ○高間達也 1)  永井亜希子 1)  川上直子 1)   澤俊二 2)   河野光伸 2)  川北慎一郎 1) 

1)社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院   

2)金城大学 

              

14 石川県作業療法士会の自動車運転支援に関する現状 

○高間達也  

石川県作業療法士会 運転と作業療法に関する委員会 

 

 

一般演題 14:40～15:30 身体障害３                     

座長： 金沢西病院 白山武志   浅ノ川総合病院 三輪奈津紀 

 

15 大腿骨転子部骨折に不整脈を併発した症例の公衆浴場の利用と買い物の再開を目指して 

～医療における地域での介入と連携～ 

  ○亀井勇 岩上伽恵  林美樹  合歓垣紗耶香 

医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 

              

16 人工膝関節置換術後の在宅復帰難渋事例の検討 

  ○竹内理恵 1)   山田ともみ 1)   高野謙吾 1)  石川潤 1)  安藤弘子 2)  中西由美子 3) 

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 地域連携室 

3）国民健康保険能美市立病院 看護部 
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17  社会福祉保障が利用できなかった 50歳代椎間板ヘルニア術後 3カ月の事例に対する退院支援 

  ○森田弘一  東川哲朗 

金沢脳神経外科病院 

 

18  退院後生活から見えた、入院中の環境評価における課題 

～MTDLPを用いて自宅復帰支援を行った脳梗塞の一例～ 

    ○堀江千穂１） 合歓垣洸一 2)  合歓垣紗耶香 1) 

1) 医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 

  2) 社会福祉法人陽翠水 介護老人保健施設陽翠の里 

 

19 退院後訪問を経験して 

～生活期施設・家族との連携により退院後に大幅な能力向上を認めた一例～ 

〇越仲共子 1)  小澤なおみ 2)  

1) 金沢西病院リハビリテーションセンター， 

2）特別養護老人ホーム礎 生活相談員 兼 介護支援専門員 

 

 

一般演題 15:40～16:20 身体障害４                     

座長：石川県リハビリテーションセンター 上野玲子   河北中央病院 市川翔悟 

 

20 利き手での食事動作の獲得～非麻痺側上肢への介入～ 

〇山梨珠美  前畑宏樹 

医療法人社団 博友会 金沢西病院 

                     

21 痙直型脳性麻痺を呈した女児の食事動作の獲得に向けて  

  ○大槻茉由  

金沢こども医療福祉センター 

 

22 当院における褥瘡予防の取り組み―ポジショニングラウンドの報告― 

  ○越田雄 山下美樹(NS) 

JCHO金沢病院 

 

23 当院におけるリウマチ年 1回評価の紹介と最近のリウマチ患者の状況 

  ○小池隆行  

石川勤労者医療協会 城北病院 
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会場：医学部記念館 2F プレゼンテーションルーム 

一般演題 13:40～14:30 整形疾患                     

座長：金沢西病院 前畑宏樹   金沢大学附属病院 小林亜里沙 

 

24 橈骨遠位端骨折・肘関節脱臼後，手指の疼痛，拘縮が遷延した症例の一年経過 

〇堀江翔 1)  小林亜里沙 1)   西村誠次 2)   多田薫 3)  麦井直樹 1)  八幡徹太郎 1),3),4) 

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 整形外科    

4) 金沢大学附属病院 リハビリテーション科 

                     

25 手関節完全切断再接着術後にuseful hand獲得を目指した症例 

－段階的な機能再建術とセラピィ－ 

  ○伊関浩克 1)  入江啓輔 2)   神戸晃男 1)   影近謙治 3) 

1) 金沢医科大学病院 医療技術部 心身機能回復技術部門 リハチーム 

2) 北九州総合病院 リハビリテーション科 

3) 金沢医科大学 医学部 リハビリテーション医学講座 

 

26 術後の高度な癒着により母指の運動障害を呈した前腕骨開放骨折後のハンドセラピィ 

ー腱滑走の評価に超音波検査を用いてー 

  ○山田ともみ 1)  角口孝文 2)  菅沼省吾 3)  西村誠次 4) 

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 

3）石川県立中央病院整形外科 

4）金沢大学医薬保健研究域保健学系 

 

27 背側バートン骨折後に手指屈曲拘縮が併発した 1例 

  ○北川亜寿香  

KKR北陸病院 

 

28 人工肘関節置換術後の患者に対し成功体験を積み重ねることで ADL・IADL自立を目指した一症例 

  ○作田夏希  

城北病院 

 

 



9 

 

一般演題 14:40～15:30 精神障害                     

座長： 小松市民病院 坂下美加代   かないわ病院 曽我部秀宜 

 

29 見通しを立てることが困難な事例への訪問による退院支援 

  ○柿島瑠美  山口雅代  中川東夫（Dr） 

七尾松原病院 

              

30 認知症高齢者に対する視覚的手がかりを用いた IADL支援-家事動作自立に向けた取組み-  

  ○荻野大樹１） 柴田克之 2) 

1)加賀こころの病院  

2)金沢大学医薬保健学域保健学系 

 

31  作業療法カンファレンスシート（OTCC）を利用した拒否の強い認知症患者への対応方法の検討 

  ○臼田明莉 1)  寺嶋翔子 1)   菊池ゆひ 2)   宇田英幸 3)   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 

3) 埼玉県立精神医療センター 

 

32  自己肯定できる作業を通して,自己決定が拡大した一症例 

    ○川上依里子 

十全病院 

 

33 当院におけるアウトリーチ型訪問支援の動向 

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

社会医療法人財団 松原愛育会 松原病院 

 

 

一般演題 15:40～16:20 身体障害５                     

座長：公立能登総合病院精神センター 蓜島大二郎   金沢医療センター 佐藤ことみ 

 

34 ALS患者のやりたい作業の実現と継続に向けた支援 

〇出村完 飯田正樹 

独立行政法人国立病院機構七尾病院 

                     

35 在宅生活を送る進行性の神経難病の方への作業療法士の役割 

～遠位型ミオパチーの症例を通して～ 

  ○東ひとみ  寺田佳世  北野義明（RE） 大平留美（PHN） 

石川県リハビリテーションセンター 
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36 人工呼吸器離脱困難なｷﾞﾗﾝ・ﾊﾞﾚｰ症候群患者に対し、書字によるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを目指した一例 

  ○信田有里彩   生田隆倫  高間達也  永井亜希子  川上直子  川北慎一郎 

恵寿総合病院 

 

37 県リハビリテーションセンターにおける福祉機器を用いたコミュニケーション支援に関する 

現状について～相談・支援から見えたこと～ 

  ○長原美穂  林 ももこ  東ひとみ  寺田佳世 

石川県リハビリテーションセンター 

 

 

 

16:30 閉会式 

  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 


