
1 

第 31 回三重県作業療法学会 

 

生活を支える EBOT と NBOT の実践 

 

開催期間：令和3年2月20日（土）～  

令和3年3月7日（日）  

開催方法：オンライン学会（Zoom or YouTube）  

学会長：青木佑介（鈴鹿中央総合病院）  

実行委員長：八原大輔（松阪中央総合病院）  

主 催：一般社団法人三重県作業療法士会  

共 催：三重県言語聴覚士会  

後   援：三重県  

津市  

公益社団法人三重県医師会  

公益社団法人三重県看護協会       

一般社団法人三重県理学療法士会  

 

 

一般社団法人三重県介護支援専門員協会   

三重県医療ソーシャルワーカー協会  

（順不同） 

 

 

 

 

 

  



 

 

第32回三重県作業療法学会  

  

「生きる」から「活きる」へ 

-“作業への気づき”がもたらすブレイクスルー- 
 

  

会  期：令和  4 年  3 月  6 日（日）   

会  場：オンライン学会（Zoom ライブ配信） 

学会長：石崎健（JA 三重厚生連  鈴鹿厚生病院）   

実行委員長：野口佑太（鈴鹿医療科学大学）   

主  催：一般社団法人三重県作業療法士会    

後   援：三重県   

公益社団法人三重県医師会  

公益社団法人三重県看護協会 

一般社団法人三重県理学療法士会   

三重県言語聴覚士会  

一般社団法人三重県介護支援専門員協会  

三重県医療ソーシャルワーカー協会  

（順不同）  

  

 

  



 

 

令和 4 年 1 月 15 日  

 

施設長・病院長様  

 

 

 

 

学会への参加について（ご依頼）  

 

謹啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます．  

 平素は一般社団法人三重県作業療法士会の活動にご理解，ご協力を賜り，厚く御礼    

申し上げます．  

さて，この度，下記の要領にて，第32回三重県作業療法学会を開催する運びとなり   

ました .つきましては，貴施設作業療法士        氏の学会参加に際し，格別の 

ご高配を賜りますよう，謹んでお願い申し上げます．  

謹白  

記  

 

開催期間 ：令和4年3月6日（日）  

開催方法 ：オンライン学会（Zoomライブ配信）  

学会参加費：作業療法士 三重県士会及び他都道府県士会会員 1,000円  

都道府県士会非会員 5,000円  

他職種   2,000円  

学生    無料  

学会テーマ：「生きる」から「活きる」へ  

       -“作業への気づき”がもたらすブレイクスルー - 

学会プログラム：  

9：20～ 開会式  

9：30～12：20 一般演題発表  

12：40～13：10 ランチョンセミナー  

13：30〜14：30 基調講演  

14：40～16：10 シンポジウム  

16：10～16：20 一般演題表彰式  

16：20〜16：30 閉会式  

 

以上 

 

 

 

 

一般社団法人 三重県作業療法士会  

第 32 回  三重県作業療法学会  

学会長  石崎 健  
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学会長挨拶  

 

第 32 回三重県作業療法学会の開催にあたって  

第 32 回三重県作業療法学会 学会長     

JA 三重厚生連  鈴鹿厚生病院 石崎 健  

 

 

このたび第 32 回三重県作業療法学会の学会長を務めさせていただくことと

なりました．分不相応な責務で身が引き締まる思いですが，どうぞよろしくお

願いいたします．  

今回の学会テーマは『「生きる」から「活きる」へ －“作業への気づき”

がもたらすブレイクスルー－』です．みなさんは日々の臨床で「自分は OT と

して正しい仕事をしているのか？」「本当に今この方に必要な支援ができてい

るのか？」など，自分の専門性に戸惑うことはありませんか？しかし，たとえ

様々な困難を抱えても，作業によってひとは「活きる」ことを，我々OT は知

っています．本学会では改めて我々OT の武器でもあり究極の目的でもある

「作業」に立ち返り，それに焦点を当てた本来の作業療法のあり方について，

分野を超えて語り合いたいと思っています．作業科学や作業療法理論に造詣が

深い県立広島大学の吉川ひろみ教授による基調講演，そして県内注目の作業療

法士と OT 学生を交えたシンポジウムを通して，“作業”に焦点を当てた真の

OT のあり方を共に考えてみましょう．  

また県学会には，地元会員に気軽な研究発表の場を提供する役割がありま

す．今回もＯＴとしての向上心に溢れた方々から演題のエントリーがありまし

た．一般演題発表では前学会と同様，優れた発表に対し表彰を行います．当日

の発表をご覧いただき，ぜひ活発な意見交換をお願いします．この他に当日は

日頃の臨床や研究に有益な情報をご提供するランチョンセミナーも開催しま

す．また学会ホームページでは各施設からお寄せいただいた OT 利用者による

作品の展示も行っています．思いのこもった作業の集大成をぜひご覧くださ

い．  

開催方法は，Zoom による開催当日のライブ配信にて行います．オンライン

学会とはいえ，チャット機能などを活用し，双方向の交流が可能で実際に対面

しているようなライブ感を味わっていただけるよう準備を進めております．ま

た遠方にお住いの方や子育て中の方などにも参加しやすく，経費節減による参

加費負担の軽減など，オンラインならではの参加のしやすさも魅力です．  

本学会が地元ＯＴの連携を深め，少しでも皆さんの日々の現状を打破（ブレ

イクスルー）するきっかけとなれば幸いです．たくさんのご参加をお待ちして

います．  
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学会参加方法とプログラム概要 

 

1．  学会参加費  

・学会参加費は，以下の通りとします．  

作業療法士 三重県士会及び他都道府県士会会員 1,000 円  

都道府県士会非会員 5,000 円  

他職種   2,000 円  

学生    無料  

・学会参加費の納入方法は，本学会公式ホームページ内「参加登録」ページをご参照

ください．  

2．  参加登録方法  

・本学会公式ホームページ内「参加登録」ページより，参加登録をお願いいたしま

す．  

参加登録期間：令和 4 年 1 月 24 日（月）～令和 4 年 2 月 28 日（月）  

＜ご注意＞  

都道府県士会会員としての登録は，今年度会費納入済みであることが条件となって

います．事前に納入をお済ませ下さい．  

3．  視聴方法  

・参加登録および入金確認がお済みの方に，後日学会参加用の Zoom ミーティング  

ID とパスコードをご登録のメールアドレスまで送信いたしますので，そちらでログ

インしご視聴ください．学会参加登録を頂いた方で案内が届かない方は，学会事務

局 32mieotgakkai@gmail.com までご連絡ください．   

4．  視聴に際しての注意  

・発表の際に表示される資料（スライド・画像・動画など）に関して，ビデオ撮影・録音・写真撮

影（スクリーンショットを含む）を行うこと，Web 上（SNS を含む）に公開することは固く禁じま

す．  

【Zoom に関して】  

・Zoom の使用方法は本学会公式ホームページ内「参加登録」ページに掲載している

『Zoom の入室方法』PDF を参照してください．  

・Zoom へは開始 30 分前（8 時 50 分）から入室可能です．Zoom 参加時の設定は，必   

ず音声をミュートにして下さい．  

・質疑応答は Zoom のチャットまたは挙手機能を利用して行います．質問内容を参加

者へ共有するため，チャットでの質問は全員宛に送信してください．また挙手機能

を使用し口頭で質問をされる場合は，ビデオ On にし質問者の顔出しをお願い致し

ます．座長が時間の許す限り，質疑応答を進めます．  

・通信速度は 10Mbps 以上を推奨いたします．これ以下になると，音声の途切れや画質

劣化，通信ソフトがシャットダウンする可能性がありますので，ご注意下さい．  

・安定した通信を維持するため，有線接続 (LAN ケーブル接続 )を推奨いたします  

・周囲が静かな場所にてリモート参加をお願いします  
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・雑音を避けるために，イヤホンマイク (ヘッドホイク )の使用を推奨いたします  

・Zoom Meeting アプリケーションは最新のバージョンにアップデートして参加をお願

いします．  

5．  一般演題発表について  

・発表時間 7 分，質疑応答は 3 分（参加者からの質問はチャットもしくは挙手  

機能を使用）とします．  

・本学会では一般演題の抄録と当日発表のそれぞれを審査し，優秀な演題を表

彰します．審査基準等の詳細は巻末資料をご覧ください．閉会式前に表彰式を

行いますので，発表者の方はご出席いただきまようご協力をお願い致します．  

6．  ランチョンセミナーについて  

・学会当日の昼食時間を利用し，ランチョンセミナーを開催いたします．  

・事前に昼食の準備をしていただくことをお勧めします．  

7．  当日の緊急連絡先について  

・学会当日の困りごとについては下記番号へお問い合わせください．  

ただし，他の案件を対応中の場合は対応が遅れることがございます．  

 050-3577-4094 (担当：永田 ) 

・学会当日以外は利用できませんのでご了承ください．  

  



 

- 4 -  

日程表  

8：50 

 

入室開始  

9：20 

 

開会式  

9：30 一般演題 セッション１  

 

 

10：30 一般演題 セッション２  

 

 

11：30 一般演題 セッション３  

 

 

12：40 ランチョンセミナー  

「文献管理ソフトのススメ」  

 講師：野口佑太（鈴鹿医療科学大学）  

13：30 

 

 

 

 

14：40 

 

 

 

 

 

 

 

15：40 

・基調講演  

「作業療法士が開く扉」  

講師：吉川ひろみ（県立広島大学）  

座長：石崎健（JA 三重厚生連  鈴鹿厚生病院）  

 

・シンポジウム  

「“作業”に焦点を当てた実践を語る」  

シンポジスト：今岡泰憲  （松阪市民病院）  

上田奈央  （医療法人社団主体会  主体会病院）  

小林 誠  （いなべ暮らしの保健室）  

鈴木由利  （三重県立こころの医療センター）  

佐藤楓那  （鈴鹿医療科学大学  学生）  

 

・ディスカッション  

座長：石崎健（JA 三重厚生連  鈴鹿厚生病院）  

副座長：佐野佑樹（長太の寄合所「くじら」）  

アドバイザー：吉川ひろみ（県立広島大学）  

16：10 

 

一般演題表彰式  

16：20 

 

閉会式  
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学会プログラム 

 

●一般演題発表 9:30～12:20 

 

セッション１［身体障害（急性期）］           9 : 30 ～  10 : 20                                                    

                             座長：中林  容子（市立伊勢総合病院）  

 

演題 1 急性期軽度上肢麻痺患者に対し作業に焦点を当て介入した事例  

―COPM と AMPS を用いた検討― 

中森  崇（社会医療法人畿内会  岡波総合病院）  

演題 2 橈骨遠位端骨折術後における痛みの破局的思考と手指拘縮の関連性  

杉野  達也（ JA 三重厚生連  鈴鹿中央総合病院）  

演題 3 重度意識障害に対する多種感覚入力が ADL 改善に繋がった一症例  

角  綾香（ JA 三重厚生連  鈴鹿中央総合病院）  

演題 4 思春期側弯症患者に対する術後早期からの復学に向けた ADL 指導  

渡邉  咲良（三重大学医学部附属病院）  

 

 

 

セッション２［身体障害（回復期・上肢機能）］    10 : 30 ～  11 : 20                                                    

                        座長：大石  明紀（藤田医科大学  七栗記念病院）  

 

演題 5 ギランバレー症候群の回復遅延型の回復期リハビリテーションの経過  

山口  ひかる（医療法人社団主体会  小山田記念温泉病院）  

演題 6 COPM を用いて目標を焦点化することで上肢機能が向上した症例 

中上  聖子（医療法人社団主体会  小山田記念温泉病院）  

演題 7 回復期脳出血重度上肢麻痺患者に対して手指装着型電極  

（ finger equipped electrode:FEE）を用いた電気刺激と課題指向型訓

練を実施した事例  

山本  那未（社会医療法人畿内会  岡波総合病院）  

演題 8 上肢リハビリテーション支援システム使用時の傾斜角の違いが  

筋活動に及ぼす影響  

島村  ナミエ（鈴鹿医療科学大学  学生）  
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セッション３［老年期障害］             11 : 30 ～  12 : 20                                                   

                               座長：加藤  麻衣子（医療法人社団主体会  主体会病院）  

 

演題 9 支持的な姿勢で関わる事でせん妄が改善し自宅復帰した事例 

益川  友里花（社会医療法人畿内会  岡波総合病院）  

演題 10 うつ状態の在宅高齢者に対する「つながりの実感」に向けた働きかけ  

―塗り絵はがきの活用―  

古野  智香（医療法人全心会  伊勢慶友病院）   

演題 11 感覚障害により麻痺側上肢を趣味活動への参加までに至らなかった症例  

坂田  翔平（医療法人社団主体会  小山田記念温泉病院）  

演題 12 認知症カフェにおける作業療法士の役割と課題の検討  

―インタビュー調査による質的研究―  

工藤  元貴（デイサービスセンター渚園）  

 

●ランチョンセミナー  12:40～13:10  

 

講演タイトル  文献管理ソフトのススメ  野口  佑太（鈴鹿医療科学大学）  

 

●基調講演  13:30～14:30 

                          座長：石崎  健（ JA 三重厚生連  鈴鹿厚生病院）  

講演タイトル  作業療法士が開く扉    吉川  ひろみ（県立広島大学）  

 

●シンポジウム 14:40～16:10 

  座長：石崎  健（ JA 三重厚生連  鈴鹿厚生病院） 副座長：佐野  佑樹 (長太の寄合所「くじら」 ) 

 アドバイザー：吉川  ひろみ（県立広島大学）  

演題 1 学生から見た作業療法  

佐藤  楓那（鈴鹿医療科学大学  リハビリテーション学科作業療法学専攻  学生）  

演題 2 急性期における作業に焦点をあてた実践  

今岡  泰憲（松阪市民病院  リハビリテーション室）  

演題 3 大切な作業・できる作業を退院先でも継続してもらうために  

上田  奈央（医療法人社団主体会  主体会病院）  

演題 4 いなべ暮らしの保健室での作業療法士としての取り組み  

小林  誠（いなべ暮らしの保健室）  

演題 5 作業療法士のアイデンテティクライシス  

鈴木  由利（三重県立こころの医療センター）  
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抄 録 集 
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●基調講演  13:30〜14:30 

 

 

「作業療法士が開く扉」 

講師：吉川 ひろみ 

県立広島大学 教授 

 

 

 

【略歴】  

1982 年  国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院卒業後，奥鹿教湯温泉病院

（現・鹿教湯三才山病院）などで作業療法士として勤務  

1992 年から 1 年半  米国ウェスタンミシガン大学に留学  

1995 年  県立広島大学（当時・広島県立保健福祉短大）に着任  

2004 年～  同大学教授  

2010 年  吉備国際大学にて博士号取得  

 

担当科目は作業科学，生命倫理学など  

 

 

【主な出版】  

翻訳『COPM カナダ作業遂行測定』（大学教育出版）  

著書『倫理でスッキリ医療従事者のモヤモヤ解消法』（  シービーアール）  

『作業療法の話をしよう : 作業の力に気づくための歴史・理論・実践』（医学書院）  

『プロセスモデルで読み解く作業療法』『カナダモデルで読み解く作業療法』（シービーアール）  

『「作業」って何だろう 作業科学入門第 2 版』（医歯薬出版）  

『作業療法がわかる COPM・AMPS スターティングガイド』（医学書院） など 

 

 

【主な活動】  

作業遂行研究会会長 

日本作業療法教育学会理事 

プレイバックシアター劇団しましま代表 
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【抄録】 

作業療法の歴史と現状 

 治療者が患者に対して行うことだけが治療ではない．患者自身が行うことが治療に

なる．この事実は歴史の中で，世界中で確認され続けてきた．作業療法士は，「患者

自身が行う」という治療法の専門家である．医療において治療法の選択に必要なの

は，診断である．正しい診断がなされれば，最新で最良の治療法を選択することがで

きる．ところが作業療法では，疾患の診断に相当する評価が容易ではない．どの作業

が治療になるのかを決めるためには，作業に影響を与える環境や患者の価値観を知る

必要がある．さらに，作業療法のプロセスは，患者と作業療法士とが一緒に作り上げ

るものなので，誰がクライエントかを明確にする必要もある．作業療法を求めるクラ

イエントは，診断名を持つ人ではないかもしれない．クライエントは個人ではなく，

家族や組織ということもある． 

 

「作業」療法を阻む３つの壁 

 作業科学の発展に伴い，作業への理解が深まってきた．作業は活動や動作とイコー

ルではない．行為者にとって意味を持つ活動やその集まりを，作業という．作業は人

と環境と常に影響を与え合う．時間と共に変化する．このような「作業」を治療とす

る作業療法をしようとすると，３つの壁に阻まれる．「手のリハビリ」などといった

認識の壁がある．無味乾燥な訓練室という環境の壁がある．作業を行うために道具を

用意したり，情報を集めたり，関係者や関係機関と交渉したりする時間の壁がある．

こうした３つの壁が，作業療法士を本当の作業療法から遠ざけている． 

 

扉を開くために 

 作業療法士が作業の重要性を十分に認識する必要がある．人は誰でも唯一無二の存

在で，その人それぞれにぴったりの作業があり，ぴったりの作業のやり方がある．人

生は自分にぴったりの作業を探す旅のようだと思う．作業はやってみなければ，ぴっ

たりなのかそうでないのかわからない．そして作業をやってみると，予想外の発見が

あり，他の作業などへと発展する．こうした作業を通して得ることのできる豊富な経

験を，作業療法のクライエントにも届けたい．作業の力への信頼と情熱が，壁を崩す

か，乗り越えるか，小さな穴を開けるか，ステキな扉を作るか，といったことにつな

がると考えている． 
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●シンポジウム 作業に焦点を当てた実践 14:40～16:10 

 

演題 1 学生から見た作業療法  

 

佐藤  楓那  

 

【所属】  

鈴鹿医療科学大学保健衛生学部リハビリテーション学科作業療法学専攻  

【略歴】  

2019 年～現在  

鈴鹿医療科学大学保健衛生学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 (学生 ) 

 

【抄録】  

作業療法士を知ったのは，高校 3 年の春に進路を考えた時だった．その時，持って

いた作業療法士のイメージは，オープンキャンパスで経験した貼り絵やコースター作

りなどの「作業」を通してリハビリテーションに関わる仕事であるということだった．  

大学へ入学してすぐの頃は，生理学や解剖学などの基礎科目が難しくて苦労したが，

2 年になると基礎作業学実習や日常生活活動支援学など作業療法士として必要な知識

や技術を学ぶ機会が増えた．  

そして，3 年の夏に病院での評価実習を経験した．実習の時間は，あっという間で「作

業療法の目線」，「作業療法の実践」の難しさを痛感した．大学で学んだ作業療法を実

習に活かすことのできない自分自身が歯痒くて，実習を終えた今でもどのように関わ

ることが対象者にとって最適だったのかと考える．  

私は，知識も技術もないけれど，目の前にいる方の役に立ちたい．だから，私はこれ

から多くのことを学んで，経験して，信頼される作業療法士になりたい．  
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演題 2 急性期における作業に焦点をあてた実践  

 

今岡  泰憲  

 

【所属】  

松阪市民病院 リハビリテーション室  

【略歴】  

2008 年       ユマニテク医療専門学校 卒業  

2008 年～2010 年   医療法人凰林会  榊原白鳳病院  

2011 年～現在      松阪市民病院  

【認定資格】  

3 学会合同呼吸認定士，AMPS 認定評価者  

 

【抄録】  

急性期呼吸器領域における作業療法のエビデンスは , 十分に確立されておらず , 

日々の臨床に疑問や不安を抱えることが多い . 作業に焦点をあてた介入をおこないた

いが , 医学的な対応が優先されやすく葛藤が生じやすい領域であることも特徴として

挙げられる . 今回のシンポジウムでは , 当院で実施した急性期における作業療法の取

り組みについて紹介する . １つは , 呼吸器疾患のクライエントにおけるセルフマネジ

メントスキル習得を目的とした CO-OP による実戦についてである . CO-OP は , クライ

エントが選んだ作業のスキル習得を目的としており , 身体機能ではなく , 作業遂行に

焦点をあてた介入である . また , クライエントや家族 , 他職種に対して , 入院中の経過

について客観的な情報に基づいた情報提供や目標設定を可能にするためのデータ分析

を実施している .  

本シンポジウムでは , 様々な領域のシンポジストの皆さんと意見交換をして , より良

い作業療法を検討する機会としたい . 
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演題 3 大切な作業・できる作業を退院先でも継続してもらうために  

 

上田  奈央  

 

【所属】  

医療法人社団主体会  主体会病院  

【略歴】  

2011 年        埼玉県立大学保健医療福祉学部作業療法学科 卒業  

2011 年～現在  医療法人社団主体会  主体会病院  

【認定資格】  

認知症ケア専門士（2015 年取得）  

 

【抄録】  

回復期リハビリテーション病棟（以下，回復期病棟）での作業療法士の役割は，具体

的な生活をイメージして機能や能力の改善を図ることと説明されている．実際の現場

では，興味チェックリストや ADOC などのツールを使用して対象者の希望を聴取し，

その希望が達成できるように支援していく．では，回復期病棟で実施できるようになっ

たことが，本当に退院後も実施できているのか．対象者が本当に大切だと思っている活

動を，退院後も継続するためには，一体どのような支援をしたら良いのだろうか．この

疑問を解決するためにも，回復期病棟を退院した後の対象者の様子を調査すること，退

院後に利用するサービスや地域の資源を知ることは，非常に重要であると考える．今回

のシンポジウムでは，回復期病棟に勤務する OT として，実際に回復期病棟で経験した

事例の紹介とともに，地域資源を知るために取り組んでいる活動について紹介する．  
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演題 4 いなべ暮らしの保健室での作業療法士としての取り組み  

 

小林  誠  

 

【所属】  

いなべ暮らしの保健室  

【略歴】  

2012 年       星城大学リハビリテーション学部作業療法学科 卒業  

2012 年～2020 年  医療法人社団主体会  小山田記念温泉病院  

2020 年～現在        いなべ暮らしの保健室  

 

【抄録】  

いなべ暮らしの保健室は 2019 年に開設され ,医療や介護 ,市民のどんな相談にも応じ

提案することをモットーとしており ,誰でもいつでも立ち寄れる場所 ,相談出来る居場

所 ,学び育成 ,放課後児童クラブが併設されており多世代が交流の場を提供している .作

業療法士（以下 ,OT） ,理学療法士 ,看護師などの医療者と病気になる前から関わりを持

つことで様々な病気の予防や要介護状態になることの予防につながると考える .病院と

いう場とは異なり ,住民の生活の場では生活管理ということは難しい .病気や疾患とう

まく付き合いながら長くイキイキと地域で生活できるように地域で支えていく事が重

要であると考える .いなべ暮らしの保健室として関わる住民がイキイキと暮らしていけ

るような健康づくりや場所づくりやそのような場所が地域にある意義を考察した . 
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演題 5 作業療法士のアイデンテティクライシス  

 

鈴木  由利  

 

【所属】  

三重県立こころの医療センター  

【略歴】  

2003 年          関西医療技術専門学校作業療法学科 卒業  

2007 年          佛教大学社会学部社会福祉学科（通信教育課程） 卒業  

2003 年～2009 年 医療法人社団恵心会  京都武田病院  

2009 年～2014 年 社会福祉法人洗心福祉会  シルバーケア豊壽園  

2014 年～現在   三重県立こころの医療センター  

【認定資格】  

認定作業療法士，公認心理師，AMPS 認定評価者，MTDLP 指導者  

 

【抄録】  

 「いったい作業療法ってなんだろう」と分からなくなったことはないだろうか．ＰＴ

はじめ多職種と重なる部分，本当に意味のある作業なのかという疑問，可視化できない

曖昧さ，エビデンス，自分の職業が自分自身でも説明ができない．そんな悩みが少なか

らず私にはあった．  

現在，クライアントに丁寧に作業を聞き取り，主観を大切にし，作業にこだわり，作

業中心にアプローチすることでパワーを引き出せると確信している．それを教えてく

れたのはクライアントだった．一人一人の作業を理解することはそう簡単なことでは

ないが，作業療法士として作業機能障害を考え，悩み，学び，寄り添い，そして可視化

できない曖昧さを大切に，クライアントの健康と幸せを支援していきたい．  

今までの作業療法のふり返り，現在精神科で取り組んでいることなどを含めて一緒

に学べる機会にしていきたい．  
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●ランチョンセミナー 12:40～13:10 

 

「文献管理ソフトのススメ」 

講師：野口  佑太 

鈴鹿医療科学大学 助教 

 

 

【所属】  

鈴鹿医療科学大学保健衛生学部リハビリテーション学科作業療法学専攻  

【略歴】  

2009 年     ユマニテク医療専門学校作業療法学科 卒業  

2014 年     名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻  

前期課程修了  

2009 年〜2019 年  医療法人社団主体会  主体会病院  

2019 年〜現在  鈴鹿医療科学大学保健衛生学部リハビリテーション学科  

作業療法学専攻  助教  

【認定資格】  

認定作業療法士，トータルヘルスプランナー  

 

【抄録】  

 作業療法士は，より良い実践を展開するために文献を読む機会が多い．  

私は，作業療法士として働き始めた頃，特集記事や原著論文などの文献を読むために

休みになれば図書館へと足を運び，文献をコピーしていた．コピーした文献はファイル

に挟んで，インデックスシールを貼って管理をしていた．しかし，今はどうだろう？イ

ンターネットで検索すれば，簡単に文献がデジタルデータとして手に入る．簡単に手に

入るがゆえに管理がおろそかになっていないだろうか．文献を取得するだけで満足し

ていないだろうか．  

今回，文献管理ソフトを活用することで，文献の保存，フォルダの管理，メモの追加，

引用文献リストの作成ができることについて説明する．昼食をとりながら気軽に聴講

いただければ幸いである．  
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●一般演題 9:30～12:20 

 

 

 

 

急性期軽度上肢麻痺患者に対し作業に焦点を当て介入した事例  

―COPM と AMPS を用いた検討―  

〇中森崇 1）  

 

1) 社会医療法人畿内会  岡波総合病院  

 

キーワード：COPM，AMPS，急性期  

 

【はじめに】軽度上肢麻痺患者に対して作業に焦点を当てた実践を実施した結果，COPM

と AMPS が向上したため報告する．本報告は症例本人に説明し同意を得ている．【事例紹

介】A 氏，70 歳代の男性，右利き．X 年 Y 月 Z 日に右脳塞栓症を発症し，当院へ入院．病

前は ADL・ IADL 自立，会社員を定年退職後，畑仕事を行っていた．【初期評価】Z+3 日か

ら作業療法開始．Fugl Meyer Assessment の上肢項目（FMA）は 56/66 点，STEF は右 89/100，

左 76/100，SIAS 上肢表在感覚 3/3，位置覚 1/3 と左上肢に軽度運動麻痺，感覚障害あった

が ADL 自立していた．COPM では「両手でこぼさず食事をとる」（遂行度 6/満足度 7），

「ボタンの留め外しがスムーズにできる」（遂行度 5/満足度 6）が挙がり遂行スコア 5.5，

満足スコア 6.5 であった．AMPS 課題である「箸で食事をとる」と「上下着の着替え」を

実施，運動技能 1.7 logits，プロセス技能 1.7logits であった．【経過】末梢神経電気刺激

（周波数：10Hz，刺激強度：感覚閾値，刺激部位：前腕部の正中神経，尺骨神経）と課題

指向型練習（巧緻動作，お椀の把持，ボタンの付け外し）を併用して実施した．Z＋12 日

に退院となった．【結果】FMA は 65/66 点，SIAS 上肢位置覚 3/3，STEF 右 90/100，左

82/100 であった．COPM は「両手でこぼさず食事をとる」（遂行度 8/満足度 8），「ボタ

ンの留め外しがスムーズにできる」（遂行度 9/満足度 9）で遂行スコア 8.5，満足スコア

8.5 であった．AMPS は退院後必要である「植物に水をやり，枯れた葉を取り除く」と「草

取り」を実施し，運動技能 2.5 logits，プロセス技能 1.9 logits であった．【考察】急性期

から面接・観察評価を行う事で作業遂行の質の低下を早期に共有し介入することができ，

COPM や AMPS 向上に至ったと考える．急性期でも軽症例の場合は作業に焦点を当てた実

践を行う必要があると考える．  

  

演題 1：身体障害 (急性期 ) 
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橈骨遠位端骨折術後における痛みの破局的思考と手指拘縮の関連性  

 

○杉野達也 1)・青木佑介 1)・角綾香 1)・中村優里 1)・田中祐史 1)・川村実佳 1) 

國分直樹 (Dr)2) 

 

1) JA 三重厚生連  鈴鹿中央総合病院リハビリテーション科  

2) JA 三重厚生連  鈴鹿中央総合病院整形外科  

 

キーワード：橈骨遠位端骨折，痛み，心理・社会的因子  

 

【目的】近年，運動器疾患において痛みの認知的側面である破局的思考が痛みの程度や機

能障害の予後に関連することが明らかにされている．橈骨遠位端骨折 (DRF)においても術

後合併症として手指拘縮をしばしば経験し，手指拘縮が先行研究で 11〜17%程度発生する

と報告されている．手指拘縮の発生予防には術後の適切な急性疼痛の管理が重要であるが，

急性期から痛みを多面的に評価し介入した報告は少ない．当院では機能評価に加え，認知

的側面の評価を取り入れ，手指拘縮の予防に努めており，その取り組みについて紹介する．

【方法】2021 年 1 月から DRF に対し掌側ロッキングプレートで骨接合術を施行し，追跡

が可能であった 19 例 (男性 3 例，女性 16 例，平均年齢 72.2±9.9 歳 )を対象とした．なお

両側例，多発外傷例，指示理解が困難な例は除外した．評価項目は関節可動域として Tip 

palm distance(TPD) ， 痛 み の 評 価 と し て Numerical Rating Scale(NRS) ， Pain 

Catastrophizing Scale(PCS)を術後翌日，術後 1 週，術後 2 週，術後 4 週でそれぞれ評価

し，術後 4 週で中指から小指のいずれかの TPD が 5mm 以上あった症例を手指拘縮ありと

した．統計学的解析は Friedman 検定を用い，有意水準は 5%未満とした．なお，今回の報

告にあたり症例に同意を得ている．【結果】術後翌日に PCS のカットオフ値 30 点以上で

あった例は 1 例，20 点以上であった例は 4 例であった．その後の経過としてカットオフ値

を超えていた 1 例を除き PCS，NRS ともに経時的に軽減した．術後 4 週の時点で手指拘

縮を認めたのは術後翌日にカットオフ値を超えていた 1 例のみであった．【結論】DRF 後

の手指拘縮の発生予防には術後の疼痛管理や積極的な手関節・手指運動の実施が推奨され

ているが，疼痛管理においては強さのみならず，認知的側面など多方面から評価し，適切

にモニタリングすることによって，手指拘縮例が減らせる可能性が示された . 

                       

図：結果  

演題 2：身体障害 (急性期 ) 
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重度意識障害に対する多種感覚入力が ADL 改善に繋がった一症例  

 

○角綾香 1)・青木佑介 1)・中村優里 1)・田中祐史 1)・杉野達也 1)・川村実佳 1)  

 

1) JA 三重厚生連  鈴鹿中央総合病院リハビリテーション科  

 

キーワード：意識障害，感覚刺激，趣味  

 

【目的】脳卒中の急性期には意識障害を呈する患者は高頻度にみられ，対応方法として抗

重力刺激や体性感覚入力等が挙げられている．しかし，脳卒中治療ガイドライン 2021 で

意識障害に関する記載はない．今回，感染性心内膜炎に伴う多発脳出血により重度意識障

害を呈した症例に対し，他職種と連携することで患者背景（趣味嗜好）を聴取し，多種感

覚入力を取り入れたアプローチを実施した．その結果，意識の改善，ADL 向上を認めたの

で考察を加えて報告する．本報告に対してご本人様，ご家族様より同意を得た．【事例紹

介】50 歳代前半の男性．発症前日より歩行困難となり当院受診．感染性心内膜炎に伴う脳

出血（両側前頭葉脳表，左頭頂葉，左小脳，右後頭葉）を認め穿頭脳室ドレナージ術が施

行され入院となった．既往歴は高血圧．病前は独居で，ADL・社会生活は自立していた．

【基本方針】安静度や全身状態に合わせて抗重力刺激や体性感覚入力を意識し，端座位，

車椅子での離床を進め，受動的に立位や歩行等の基本動作，整容等の ADL 訓練を実施する

ことにした．また，個別性を持った介入をするため，MSW と連携し，病前情報を聴取する

ことにした．【リハ経過】14 病日より作業療法介入開始．初期評価時，安静度はベッドア

ップ 30 度，GCS：E1V1M1 程度で FIM18 点であった．BRS 四肢Ⅰ，頭頸部は右に回旋し

ており痛み刺激に対して逃避反応を認めることもあった．29 病日より車椅子での離床開始

し，徐々に意識レベル改善がみられ，趣味嗜好に対する刺激（声掛けや環境整備）に強い

反応がみられた．64 病日より 2 人介助での立位訓練開始し，69 病日より歩行器歩行訓練

開始した．70 病日には下肢で車椅子を自走する様子や，会話の中でジェスチャーを示した．

指示にて起居や移乗が可能となるなど自発性の改善がみられ，86 病日に回復期病棟へ転院

となった．【考察】本症例は重度意識障害が遷延し，ADL 低下の大きな要因となっていた．

作業療法介入にて抗重力刺激，体性感覚入力と，趣味嗜好等の多種感覚入力を意識して介

入を行ったことが意識障害を改善させ，ADL 向上に繋がったと考えられた．  

  

演題 3：身体障害 (急性期 ) 
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思春期側弯症患者に対する術後早期からの復学に向けた ADL 指導  

 

〇渡邉咲良 1)・鈴木良枝 1)・矢田木綿子 1)・小山由貴 (PT)1)・明田浩司 (Dr)3)  

百崎良 (Dr)2)・湏藤啓広 (Dr)3)  

 

1) 三重大学医学部附属病院リハビリテーション部  

2) 三重大学大学院医学系研究科リハビリテーション医学  

3) 三重大学大学院医学系研究科運動器外科学・腫瘍集学治療学  

 

キーワード：ADL，急性期，学生  

 

【はじめに】当院では脊椎の手術を受ける患者に対して固定部への負担軽減のため，禁忌

動作（体幹過屈曲，捻転）に注意した ADL 動作方法をまとめたパンフレットを使用し，ADL

動作の指導を行っている．今回，側弯症に対して広範囲の矯正固定術を受けた患者に術後

より介入し，ADL 指導に加え，復学に向けた動作指導を実施したため報告する．なお，本

報告は症例本人に説明し同意を得ている．  

【症例紹介】10 代女性，学生．診断名は側弯症．側弯が進行したため，T2～12 後方矯正

固定術が施行された．   

【初期評価】OT は術後 8 日目より介入．ニーズは他の子と同じように学校で過ごしたい．

基本動作は，座位保持，立ち上がり，歩行は自立しており，起き上がりにおいても左肩甲

骨内側の疼痛を認めるが自立していた．ADL は，食事で配下膳の介助を要し，整容で準備

と片付けの介助を必要とした．更衣は袖・裾通しで介助を必要とし，硬性コルセットの着

脱は全介助で行う．入浴はできないため清拭となっていた．  

【介入および結果】パンフレットには，禁忌動作に注意した基本動作や ADL 動作について

記載しており，その内容に沿って指導を実施した．硬性コルセットの着脱方法は座位・仰

臥位どちらも指導し自立した．下衣更衣時や入浴時の下肢を洗う際は開排位での方法を指

導し自立した．学校生活では，通学時 10 ㎏程の鞄を持つ事に不安を感じていたため，周囲

の人に協力を得る事やキャリーバックの使用を提案した．体育の授業には医師の許可がお

りてから参加するよう説明した．部活動は生物部に所属しており，屋外活動ではしゃがみ

動作を行う事があるため動作方法を練習した結果，安全に動作可能となった．  

【考察】パンフレット使用により OT 時間外での復習が可能となり，ADL 動作の早期獲得

に至ったと思われる．また，本症例は学生のため学校生活に応じた指導をする必要があっ

たが，不安に対して細かく動作指導を行った事により不安が解消され，退院時には復学に

向けた前向きな発言が聞かれた．今回の経験から患者の抱える不安を解消するために ADL

指導のみならず，年齢やニーズに応じた介入を検討したい．  

  

演題 4：身体障害 (急性期 ) 
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ギランバレー症候群の回復遅延型の回復期リハビリテーションの経過  

 

○山口ひかる 1)  

 

1) 医療法人社団主体会  小山田記念温泉病院  

 

キーワード：回復期リハビリテーション病棟，ギランバレー症候群，回復過程  

 

【目的】ギランバレー症候群（以下 GBS）は比較的予後良好な疾患であるが，回復遅延型

という回復までに時間を要するケースもある．今回，当院回復期リハビリテーション病棟

にて回復遅延型と判断した 60 代男性の軸索障害型 GBS を経験したため報告する．報告に

際し，本人の同意を得ている．【症例紹介】60 歳代男性．既往歴に脂質異常症あり．発症

前より下痢症状出現．四肢脱力，腱反射低下，排尿障害出現し緊急入院．薬物療法を 3 日

実施．発症+29 日に当院転入．介入期間は発症+29～175 日であった．【評価】上下肢，体

幹全て MMT1．手指に痺れあり．易疲労性著明．寝返り，起居，座位，起立，立位全介助．

FIM 運動点 13 点，認知点 31 点．尿便意はあるがオムツ内への排泄であった．【介入経過

と結果】初期は寝返りなどの基本動作が可能となる事を目標に，難易度調整し反復練習．

拘縮予防のために上下肢 ROM 訓練．筋力訓練として各関節の運動方向に自動介助運動を

行った．筋力は徐々に向上が見られ下肢，体幹 MMT3，上肢 MMT2 となり，寝返りは自立，

座位，立位，起立は手すりを使用し見守り，起居は中等度介助となった．中期より歩行訓

練が可能となり，腋窩軽介助の独歩にて最大 40m 歩行可能となった．後期から ADL の介

助量軽減のために生活場面で動作練習を行い，FIM は移乗 4 点，排泄管理 4～6 点，階段 3

点となり運動点 31 点となった．退院後は訪問リハビリを利用している．【結論】間嶋らは

GBS の予後不良因子として，40 歳以上，極期に完全麻痺のもの，1 ヶ月と 2 ヶ月の時点で

の，起座・起立能力の障害と握力の回復障害で予後予測をしており，本症例を回復遅延群

と判断した．本症例は特に上肢の筋力低下が顕著であり，上肢を使用するセルフケアの改

善は認められなかったと考える．そのため，上肢筋力低下がセルフケア獲得の阻害因子で

ある可能性が示唆された．早期より上肢の機能改善を目的とした機能訓練に加え補助具の

活用も検討する必要があると考える．  

  

演題 5：身体障害 (回復期・上肢機能 ) 



 

- 21 -  

 

COPM を用いて目標を焦点化することで上肢機能が向上した症例  

 

〇中上聖子 1)  

 

1) 医療法人社団主体会  小山田記念温泉病院  

 

キーワード：COPM，回復期リハビリテーション病棟，上肢機能  

 

【はじめに】COPM を用いて，重要とする作業遂行上の課題を焦点化し目標共有すること

で，麻痺側上肢の機能向上した症例を経験したため報告する．報告に際し，本人の同意を

得ている．【症例紹介】60 歳代男性，脳梗塞，左弛緩性麻痺．回復期リハビリテーション

病棟で非麻痺側の片手動作によりセルフケアは自立，復職・運転復帰に対し楽観的であっ

た．【作業療法評価】BRS 上肢Ⅲ，手指Ⅳ．安静時疼痛が NRS5．前腕から手部に浮腫が

あった．MAL は AOU2.1，QOM2.1．COPM では「運転復帰」が挙がり重要度 10 遂行度 1

満足度 1．面接時に「できると思うよ」との発言が多かった．実車でのシフトレバー，ハ

ンドル操作で麻痺側肩関節に疼痛がみられた．【作業療法実施計画】基本プログラムでは

上肢浮腫除去，機能訓練，筋力訓練，自主練習メニューの確認をした．応用プログラムで

は実車での乗降，動作確認，ドライブシミュレーターを使用した動作練習を実施した．【介

入経過】面接・乗車確認後から提示した自主練習メニューを病棟でしている様子が見られ

た．動作指導した食事・更衣・運転動作時の ADL 場面では自ら麻痺側上肢を使用するよう

になった．「多少痛くてもね，動かさないとね」と運動に対し意欲的な発言がみられるよ

うになった．【結果】BRS 上肢Ⅳ，手指Ⅴ．安静時疼痛は消失．母指球周囲のみ浮腫が残

存．MAL は AOU3.5，QOM3.7．COPM 運転復帰は重要度 10 遂行度 5 満足度 5．実車操作

時の肩関節疼痛は軽減した．【結論】病棟内 ADL は非麻痺側上肢による片手動作で自立し

ており，両手動作を伴う運転動作に対し具体的イメージがなかった．COPM を使用した面

接と実動作練習を通し，運転復帰への問題点を共有し，目標を明確にした．それにより運

転動作の機能面の介入が主となったがリハビリテーション時の上肢機能訓練に加え，自主

練習メニューと ADL での麻痺側使用を意識的に行うようになった．そして疼痛の改善と運

転動作時の両手動作ができるようになった．  

  

演題 6：身体障害 (回復期・上肢機能 ) 
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回復期脳出血重度上肢麻痺患者に対して手指装着型電極（ finger-equipped-

electrode:FEE）を用いた電気刺激と課題指向型訓練を実施した事例  

 

〇山本那未 1)・中森崇 1)  

 

1) 社会医療法人畿内会  岡波総合病院  

 

キーワード：脳血管障害，上肢機能，電気刺激  

 

【はじめに】脳出血により右片麻痺を呈した患者に対し， IVES＋（OG 技研）の手指装着

型電極（以下 FEE）を用いた電気刺激と課題指向型訓練を実施した．結果上肢機能が向上

した為報告する．本報告は症例本人に説明し同意を得ている．【症例紹介】A 氏，40 代後

半の女性，右利き．夫，息子と 3 人暮らし，家事全般的に行っていた．  X 年 Y 月 Z 日に

脳出血を発症し当院に入院となった．急性期でのリハビリテーションを経て  Z＋39 日目

に回復期リハビリテーション病棟へ転棟となった．【作業療法評価】転棟時の評価ではレー

ブン色彩マトリックス検査は 28 点，Fugl-Meyer-Assessment の上肢項目（以下 FMA）4

点，Stroke Impairment Assessment の運動項目（以下 SIAS-M）は（0-1A，1-0-0）であっ

た．基本動作は中等度介助レベル，FIM は運動項目 27 点，認知項目 15 点であった．HOPE

は①右手を使って生活がしたい②両手で食事がしたいであった．【経過】介入時は右上肢の

促通効果を目的に IVES＋（ノーマルモード，35Hz）の FEE を用いて肩屈曲や外転，肘伸

展筋に電気刺激を行いながら自動介助運動を反復した．Z＋68 日頃から随意性出てきた為

ペグやワイピング，食事を想定した動作訓練等の課題指向型訓練を実施した．課題指向型

訓練時は FEE を用いて必要な動作を補助した．【結果】FMA は 42 点，SIAS-M は（3-4，

3-2-1）， FIM 運動項目 80 点，認知項目 28 点となった．食事では時間は掛るが麻痺側で普

通箸使用し食事可能となった．その他の生活場面では両手動作時に補助手として右上肢の

利用が可能となった．Z＋122 日退院となった．【考察】FEE を利用する事で課題指向型訓

練時に意図したタイミングや部位に刺激が出力でき，上肢を動かす意識・感覚や主要な筋

肉へのアプローチがしやすかったと考える．  

  

演題 7：身体障害 (回復期・上肢機能 ) 
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上肢リハビリテーション支援システム使用時の傾斜角の違いが  

筋活動に及ぼす影響  

 

〇島村ナミエ (学生 )1)・佐藤楓那 (学生 )1)・野口佑太 1)・打田正樹 (教員 )2) 

 

1) 鈴鹿医療科学大学  保健衛生学部  リハビリテーション学科  

2) 鈴鹿工業高等専門学校  機械工学科  

 

キーワード：ロボット，筋電図，上肢機能  

 

【はじめに】近年，ロボット技術が発展し，日本脳卒中学会の脳卒中治療ガイドライン 2021

において，ロボットを用いた上肢機能訓練を行うことは妥当である（推奨度 B エビデンス

レベル高）と明記され，有効性が示されている．今回，机上で使用できる小型移動ロボッ

トとパーソナルコンピュータ等で構築した上肢リハビリテーション支援システムを用い，

机の傾斜角の違いが筋活動に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした．【対象】健常

学生 9 名（平均年齢 20.4±0.5 歳，男性 3 名，女性 6 名）を対象とした．なお，対象者に書

面で説明を行い，同意を得た．【方法】事前に，対象者に FLANDERS 利き手テストを用い

て，利き手を明らかにした．次に，対象者の非利き手側の大胸筋，三角筋，上腕二頭筋，

上腕三頭筋，橈側手根屈筋，尺側手根伸筋に電極を貼付した．実施条件は，傾斜角 0 度と

45 度とし，安静時および動作時の筋活動を測定した．統計学的解析は，最大筋力発揮時の

値を用いて％Maximum Voluntary Contraction（%MVC）を算出し，各条件間の値を Wilcoxon

符号順位検定で解析した．【結果】傾斜角 0 度と比較して傾斜角 45 度では，三角筋（p=0.02）

と上腕三頭筋（p=0.03）で％MVC の有意な向上が認められた．その他の筋については有意

差が認められなかった．【考察】上肢機能訓練として，上肢リハビリテーション支援シス

テムを用いる際に，傾斜角を変更することで三角筋と上腕三頭筋の筋活動を選択的に促す

ことができると考えられる．  

 

 

  

表　各筋における傾斜角と％MVCの結果

安静時 傾斜角0度 傾斜角45度    p値

大胸筋 6% 6% 7% 0.17

三角筋 1% 8% 12% 0.02 ＊

上腕二頭筋 1% 4% 4% 0.86

上腕三頭筋 2% 6% 10% 0.03 ＊

橈側手根屈筋 4% 8% 8% 0.95

尺側手根伸筋 3% 8% 8% 0.86

＊：p＜0.05％MVC：％Maximum Voluntary Contraction 図　上肢リハビリテーション支援システムを使用している様子

演題 8：身体障害 (回復期・上肢機能 ) 
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支持的な姿勢で関わる事でせん妄が改善し自宅復帰した事例  

 

〇益川友里花 1)・和田知恵梨 1)・中森崇 1) 

 

1) 社会医療法人畿内会  岡波総合病院  

 

キーワード：せん妄，コミュニケーション，離床  

 

【はじめに】入院時よりせん妄出現し離床困難であった患者に対し支持的な関わり方で介

入し，自宅復帰に至ったため報告する．なお，本報告は症例本人，ご家族に説明し同意を

得ている．【症例紹介】A 氏，80 代女性，右利き．Ⅹ年Ｙ月Ｚ日，自宅で転倒し当院へ救

急搬送され肺炎，左上腕骨顆上骨折にて入院．Z+8 日観血的整復固定術施行．Z+9 日より

作業療法開始した．病前は独居で ADL・IADL 自立．近所の方との交流多く社交的で冗談を

言うなど明るい性格であった．【作業療法評価】表情険しく易怒的で辻褄の合わない発言

が多く Confusion Assessment Method for the intensive care unit(以下 CAM-ICU)陽性であ

りせん妄が出現していた．病棟ケアやリハビリに対して拒否強く離床困難であり FIM の運

動項目は 13 点，認知項目は 18 点であった．【経過】介入当初は，アイコンタクトやタッ

チングなどノンバーバルコミュニケーションを用い患者の感情を尊重した関わり方を行っ

た．辻褄の合わない発言が減少してきたため，ノンバーバルコミュニケーションに加えて

離床や ADL 動作を言語的に促す関わり方へと移行した．ADL 動作が出来た際には肯定す

る声かけを行った．【結果】辻褄の合わない発言は減少し CAM-ICU 陰性でせん妄消失し

た．A 氏本来の社交性がみられリハビリでは笑顔が多くみられるようになった．継続した

離床が獲得でき，FIM の運動項目は 66 点，認知項目は 29 点と向上し家族の支援を受け

Z+38 日自宅退院となった．【考察】A 氏の感情を尊重しノンバーバルコミュニケーション

で介入を開始したことから信頼関係を築くことができたと考える．さらにベッドサイドか

ら介入し適度な刺激入力やトイレ誘導を行ったことからせん妄改善に繋がったと考える．  
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うつ状態の在宅高齢者に対する「つながりの実感」に向けた働きかけ  

―塗り絵はがきの活用―  

 

〇古野智香 1)・山本泰雄 2)・成川峰子 1)・伊藤正敏 3)  

 

1) 医療法人全心会  伊勢慶友病院リハビリテーション科   

2) 鈴鹿医療科学大学リハビリテーション学科  

3) JA 三重厚生連  三重北医療センター菰野厚生病院リハビリテーション科  

 

キーワード：訪問リハビリテーション，うつ状態，ぬりえ  

 

【はじめに】うつ状態の要介護在宅高齢者は 57．2%にのぼり，小野らは「つながりの実

感」がうつ状態の改善に有効であることを示唆している．今回，うつ状態を呈した訪問リ

ハビリテーション（以下，訪問リハ）利用者を対象に「つながりの実感」に向けて「塗り

絵はがき」を用いた働きかけを行なった．改善が認められたので経過と結果を報告する．

尚，本事例に対し発表の主旨及び目的について説明し同意を得た．【塗り絵はがき】「塗

り絵はがき」は，自身が作成した「塗り絵」を「はがき」として他者に送り，自宅にいな

がらも人とのつながりを促進することを目的としたツールである．【事例紹介】90 歳代男

性，要介護 1，妻・長女夫婦と同居．診断名は尿路感染症後の廃用症候群．既往歴に頚椎

損傷，脳梗塞があるが著明な麻痺はない．回復期病院から長女夫婦宅に退院後，訪問リハ

開始．三女と孫娘は県外に居住しコロナ禍により約 2 年会えていない．【作業療法評価】

頚部・右上肢に慢性疼痛あり．ADL 自立．HDS-R28 点．入院前と比較して心身機能の低下

を自覚し，簡易抑うつ症状尺度  (QIDS-J)17/27 点の重度症状を認めた．【経過】心境把握

の時期：役割や楽しみがなく自宅では臥床時間が長い．寝つきまでの時間が長く，中途覚

醒頻度が多い．気分の落ち込みを傾聴した．  

①  塗り絵はがきの導入の時期：しばらく会えていない家族とのつながりの実感に向け「塗

り絵はがき」を提案．話し合いにより送り先を三女とし，塗り絵作業，メッセージの記

載は訪問リハ時に実施した．  

②  能動的に行えるよう関わる時期：塗り絵はがきの継続に向けて，送り先の選択，塗り絵，

メッセージの記載を能動的に行えるように関わった．訪問リハ時間外にて塗り絵，メッ

セージ記載を行い，日中の作業活動量が増加．寝つきまでの時間短縮，中途覚醒頻度減

少．郵送後，孫娘が喜んで電話をしてくれたことを嬉しそうに報告があった．  

【結果】QIDS-J は 13/27 点（中等度症状：睡眠・悲しい気持ち・集中力 /決断が改善）．

【考察】しばらく会うことができていない家族と「塗り絵はがき」を用い手紙を送り，家

族から電話で返事があり嬉しい気持ちの表出されたことから，①つながりを実感でき

QIDS-J の「悲しい気持ち」が軽減，②送りたい相手に「塗り絵」を作成するという目的が

できたこと，また活動を能動的に行えるよう支援したことで，「集中力・決断力」が向上，

③日中の塗り絵活動をきっかけに生活リズムが整えられ「睡眠の質」が向上したと考える．  
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感覚障害により麻痺側上肢を趣味活動への参加までに至らなかった症例  

 

〇坂田翔平 1)  

 

1) 医療法人社団主体会  小山田記念温泉病院  

 

キーワード：食事，趣味，日常生活  

 

【はじめに】感覚障害を呈した右片麻痺患者に対し日常生活活動（以下 ADL）にて麻痺側

上肢が参加できなかったが ,退院前に ADL に参加可能となった．しかし，症例の希望の囲

碁を打つまでに至らずその経過を振り返り報告する．尚，本報告は症例，家族に説明し同

意を得ている．【症例紹介】右利きの 80 歳代男性．右片麻痺を認め，左中大脳動脈領域の

脳梗塞で保存的加療となった．第 47 病日にリハビリテーション（以下リハ）目的にて当院

回復期リハ病棟へ転院した．症例の希望は「右手で囲碁が打てるようになりたい」であっ

た．【作業療法評価】Brunnstrome Recovery Stage（以下 BRS）上肢Ⅴ手指Ⅳ下肢Ⅳ．

Simple Test for Evaluating hand Function（以下 STEF）右 8 点左 89 点．握力右 7kg 左

20kg．Manual Function Test（以下 MFT）右 21 点左 30 点．表在，深部感覚共に重度鈍麻．

注意障害，構音障害．Functional Independence Measure（以下 FIM）運動項目 47 点認知

項目 25 点合計 72 点．訓練場面では失敗体験をすると物品操作中に麻痺側上肢を叩き苛立

つ事があった．【治療経過と結果】第 47 病日より掴み動作の獲得，麻痺側上肢で補助手を

目標に介入．第 83 病日よりつまみ動作の獲得，太柄スプーン操作の獲得を目標に介入．第

105 病日より太柄スプーン使用し全量摂取，麻痺側上肢で囲碁を打つ事を目標に介入した．

その結果，BRS，表在，深部感覚変化なし．STEF 右 37 点．FIM 運動項目 75 点認知項目

25 点合計 100 点に改善したが，非麻痺側上肢を併用しての全量摂取に留まった．また，囲

碁を麻痺側上肢使用して行う事はできなかった．【考察】麻痺側上肢を使用し全量摂取す

る事や，碁石を目標のマスの交点へと他の碁石に当てる事なくスムーズに囲碁を打てなか

った原因として感覚障害，手指麻痺の影響，症例が理想とする麻痺側上肢像が高く現状の

上肢機能に対してのギャップが大きかった事を考えた．退院後の生活にて，ADL 上で麻痺

側上肢を使用する機会を増やし，本人様の自身に繋げ，囲碁に麻痺側上肢をどのように参

加させていくのかが今後の課題であると考えた．  
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図 1『 専 門 職 が認 知 症 カフェに参 加 する意 義 』 の概 念 図  

 

認知症カフェにおける作業療法士の役割と課題の検討 

―インタビュー調査による質的研究―  

 

○工藤元貴 1) 

1) デイサービスセンター渚園  

 

キーワード：（認知症カフェ），（作業療法士の役割） ,（インタビュー調査）  

 

【序論】認知症高齢者数の増加に伴い ,厚生労働省は 2015 年に「新オレンジプラン」を策

定，認知症カフェの推進が明記された．認知症カフェとは，認知症の人やその家族，地域

住民，専門職等が集まり交流をする場である．認知症カフェでの OT の役割として，認知

症の症状に関する情報提供，認知症の人の活動に関する心理的支援，社会参加の支援等が

示されている（中村，2014）．しかし ,実際にこれらの認知症カフェにおける専門職の役割

への寄与を可能にする為には，認知症カフェ運営者や参加する地域住民から求められてい

る事を理解する必要がある．  

【目的】認知症カフェにおける OT に求められている役割や課題を検討すること．  

【方法】A 県内の 4 つの認知症カフェに参加する運営者計 7 名を対象に半構造化面接法に

よる個別インタビューを実施．分析方法は，認知症カフェにおける専門職または OT に求

められている役割を検討する事を主たる分析目的とし，帰納的分析を実施．文脈ごとにコ

ードを付し全ての対象者の類似するコードを概念として集約，カテゴリーを生成．小カテ

ゴリー，大カテゴリーの順に集約，各々のカテゴリーには内容を表す名称をつけ，類似す

る大カテゴリーはテーマに集約した（John W ら，2014）．  

【結果】インタビューデータの全 262 コードのうち認知症カフェにおける専門職または

OT に求められている役割コードは 65 件，13 個の小カテゴリー，5 個の大カテゴリー（①

認知症の人への支援とボランティア教育②家族・地域住民・スタッフへの知識や情報の提

供③スタッフ・家族が感じる安心感④専門職のネットワーク構築⑤専門職自身への効果と

期待される参加姿勢）に集約され『専門職が認知症カフェに参加する意義』のテーマとし

た．  

【結論】認知症カフェに専門職が参加する中で，効果や期待として家族・地域住民への知

識や情報の提供と，それによるスタッフ・家族へ与える安心感が考えられたが，課題とし

て認知症の人への支援とボランティア教育の必要性が示唆された．これらには専門職のネ

ットワーク構築が関係していると考えられた．（図１）  
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第 32 回三重県作業療法学会  一般演題表彰基準  

 

 

1(主旨 ) 

本学会の一般演題の中から優秀な演題を選定し表彰するため，その基準を定

める．  

2(賞の種類及び対象となる演題 ) 

(1)最優秀演題賞 :三重県士会員が発表する演題  

(2)優秀演題賞 :全ての演題  

3(発表審査員 ) 

(1)発表審査員は，学会当日に参加可能かつ全演題を聴講可能な三重県作業

療法士会理事及び監事とする．  

(2)発表審査員は，学会当日の各演題発表を｢三重県作業療法学会演題発表審

査用紙 (別記 )｣を用い評価する．  

(3)発表審査員は，中立的な立場で評価することを担保するため，同一所属

先の演題発表の審査をすることはできない．  

4(審査基準 ) 

(1)最優秀演題賞及び優秀演題賞の選定は，抄録審査員 (査読者 )による評価点

と発表審査員による評価点により行う．  

(2)以下に示す①｢抄録ｽｺｱ｣と②｢発表ｽｺｱ｣の合計点 (8 点満点 )のうち，三重県

士会員が発表する演題の中で最も得点が高い演題を最優秀演題賞と

し，同演題を除いた全ての演題の中で最も得点が高い演題を優秀演題

賞とする．但し，いずれの賞も最低基準点は 4.8 点 (6 割相当 )とする．  

①抄録ｽｺｱ 
各演題の抄録について，抄録審査員 (査読者 )が｢三重県作業療法学

会演題審査要領｣規定のｽｺｱﾘﾝｸﾞｼｰﾄで評価した得点の平均点 (合計点

÷項目数 )の合計を抄録審査員数で割った値 (4 点満点 ) 

②発表ｽｺｱ 

学会当日の各演題発表について，発表審査員が｢三重県作業療法学

会演題発表審査用紙 (別記 )｣で評価した得点の平均点 (合計点÷項目

数 )の合計を発表審査員数で割った値 (4 点満点 ) 

(3)(2)において，同点の演題が複数みられた場合は，学会長及び実行委員長

が詳細を協議し，決定する．  

5(表彰の方法 ) 

選定された演題の演者に対しては，学会の閉会式で表彰の場を設け，表彰状

及び副賞を授与する．  
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- 29 -  

（別記） 

三重県作業療法学会演題発表審査用紙 

 

演題番号：      発表者名：        審査員名：        

審査領域 審査項目 点数 

研究の質 
目的から結果、考察へと構

造化されているか 
4  3  2  1 

インパクト 新規性、革新性 4  3  2  1 

作 業 療 法 分 野

への貢献度 

作業療法分野への貢献、発

展性はあるか 
4  3  2  1 

プ レ ゼ ン テ ー

シ ョ ン の 上 手

さ 

話の進め方、参加者の魅了

度、話し方、質疑応答の上手

さ 

4  3  2  1 

発 表 資 料 の 出

来映え 
見やすさ、理解しやすさ 4  3  2  1 

合計点数（A）    /20 点 

平均点（A / 5） / 4 点 

採用基準：4 点＝大変良い、3 点＝良い、2 点＝普通、1 点＝不十分 
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作品紹介  

三重県作業療法士会会員が所属する支援機関で作業療法士による支援を利用され

ている方からお寄せいただいた作品を紹介させていただきます 
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第 32 回三重県作業療法学会 実行委員名簿  

 

 

学会長：石崎健 （JA 三重厚生連  鈴鹿厚生病院）  

 実行委員長：野口佑太（鈴鹿医療科学大学）  

  実行委員：佐野佑樹（長太の寄合所「くじら」）  

杉野達也（JA 三重厚生連  鈴鹿中央総合病院）  

須嵜浩平（医療法人  社団主体会  主体会病院）  

永田得郎（ユマニテク医療福祉大学校）  

坂森美咲（JA 三重厚生連  鈴鹿厚生病院）  

山下玲奈（JA 三重厚生連  鈴鹿厚生病院）  

＊順不同  

 


