
 

 

第２９回 石川県作業療法学会 

 

 
 

  

学会テーマ 

人々の健康と幸福を促進する作業療法 

～専門職としての挑戦～ 

 

 

学会長   

金沢脳神経外科病院 高多真裕美 

 

日 時：ライブ配信：令和3年7月3日（土）～7月4日（日） 

     オンデマンド配信：令和3年7月7日（水）～8月1日（日） 

会 場：オンライン開催（ライブ＋オンデマンド配信） 

学会ウェブサイト：https://ishikawaot29.wixsite.com/website  

https://ishikawaot29.wixsite.com/website


学術相談受付中！ 
 

 

「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！ 

 

担当者：学術部スタッフ 

メールでの相談は随時受け付けています gakujyutsu@ishikawa-ot.com 

 

mailto:gakujyutsu@ishikawa-ot.com


第 29 回石川県作業療法学会プログラム 
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講師を囲む会

（オンライン懇親会）

受付

一般演題2

急性期

特別講演2

講師：佐藤孝臣 氏

（株式会社ライフリー）

ランチョンセミナー

講師：堀江翔 氏

（金沢大学附属病院）

五十嵐満哉氏

（恵寿総合病院）

活動紹介（SIG等）

一般演題３

生活期

一般演題１

回復期１

一般演題４

終末期・難病・教育

一般演題５

回復期２

閉会式

受付

開会式

特別講演1

講師：西田征治氏

（県立広島大学）



令和 3年 7月 3日（土） 

13:10 受付開始 

13:40 開会式 

開会宣言     第 29 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 29 回石川県作業療法学会長              高多真裕美 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 金沢脳神経外科病院 東川哲朗 

 

講師  県立広島大学 保健福祉学部 作業療法学科 教授 西田 征治 氏 

 

一般演題 1 15:40～16:30 回復期 1                          

座長：浅ノ川総合病院 水上星児    恵寿総合病院 高間達也 

 

1 右片麻痺を呈した患者に対して麻痺手での調理動作獲得を目指した経験 

  ～課題指向型アプローチを目指して～ 

加賀田昂佑  平島奈央子  宮本知華  岸谷都(MD)     

1) 石川県済生会金沢病院 

 

2 斜台部髄膜腫により嚥下障害を呈した症例 

  ～食形態に着目し調理活動を支援した取り組み～ 

大地原留衣 1  大川ひかる 1  塚谷理子 1  池田法子(PT)1  松下功(MD)2   

1) 金沢医科大学病院 リハビリテーションセンター  

2) 金沢医科大学 リハビリテーション医学科  

 

14:00～15:30 特別講演 1 

「認知症とともに自分らしく暮らすために大切なこと  

～知る、そして支えあう～」 

 



3 CI 療法とその後の外来支援により上肢機能及び抑うつが改善した事例 

谷口真央 1  高間達也 2  川上直子 2  川北慎一郎(MD)2     

1) 介護老人保健施設 和公苑  2) 社会医療法人財団 董仙会 恵寿総合病院 

 

4 趣味のゴスペルや友人交流の再開の為外出練習を通じて働きかけた作業療法 

三野彩愛  東川哲朗         

金沢脳神経外科病院 

 

5 風船バレーボール大会への参加が当事者に与える影響 

坂井由衣  東川哲朗         

金沢脳神経外科病院 

 

            

 

 

 

 

  

18:30～20:00 講師を囲む会（オンライン懇親会） 



令和 3年 7月 4日（日） 

8:30 受付開始 

一般演題 2 9:00～10:00 急性期                           

座長：恵寿総合病院 北谷渉    金沢医科大学病院 岡本聡美 

 

6 長期入院により抑うつ状態となった症例 

  ～気分転換を通した介入～ 

西島大智 1  真柄真衣 1  内田加奈 1  池田法子(PT)1  松下功(MD)2   

1) 金沢医科大学病院 リハビリテーションセンター  

2) 金沢医科大学 リハビリテーション医学科    

 

7 疼痛の強い圧迫骨折患者に対して排泄動作の再獲得と自宅復帰を目指した事例 

  ～地域包括ケア病棟での作業療法～ 

後藤ひかり 1  合歓垣洸一 1  森村真希 2  合歓垣紗耶香 2  柴田克之 3   

1) 医療法人和楽仁 芳珠記念病院  2) 社会福祉法人陽翠水デイサービス零   

3) 金沢大学リハビリテーション科学領域  

 

8 高齢者版・余暇活動の楽しさ評価法を用いて作業の価値を知ることで趣味活動が 

再開した一例 ～パーキンソニズムと診断され意欲が低下した患者への作業療法～ 

川西陸  岸谷都(MD)  塩原祥貴       

石川県済生会金沢病院  

 

9 手外科領域における病院間連携 

  ～シームレスなハンドセラピィの提供を目指して～ 

山田ともみ 1  中野行賢 1  千田茂 2  橋本典之(MD)3  島貫景都(MD)4  

菅沼省吾(MD)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) 石川県立中央病院医療技術部 リハビリテーション室   

3) 国民健康保険能美市立病院整形外科  4) 石川県立中央病院整形外科 

 

10 左小指 PIP 関節に高度な屈曲拘縮を呈した 1 例 

  -部活動の継続と拘縮改善のためのスプリント療法- 

伊関浩克 1  岡本聡美 1  塚谷理子 1  吉田日和 1  神戸晃男(PT)1  松下功(MD)2 

1) 金沢医科大学病院 リハビリテーションセンター  

2) 金沢医科大学 リハビリテーション医学科    



11 手根管症候群患者における手のしびれ感と Semmes-Weinstein Monofilaments Test， 

ADL との関連について 

中野行賢 1  山田ともみ 1  橋本典之(MD)2  西村誠次 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整形外科  3) 金沢大学医薬保健研究域保健学系  

 

 

 

 

 

 

司会 金沢脳神経外科病院 高多真裕美 

 

講師  株式会社ライフリー 代表取締役  佐藤 孝臣 氏 

 

 

司会 芳珠記念病院 合歓垣紗耶香 

 教育：金沢大学附属病院 堀江 翔 氏 

 リスク管理：恵寿総合病院 五十嵐満哉 氏 

 

 

 

活動紹介 1：湘南 OT 交流会  

活動紹介 2：石川活動分析研究会  

活動紹介 3：石川県作業療法士会 運転と作業療法に係る委員会 

活動紹介 4：北陸ハンドセラピィ研究会  

活動紹介 5：作業で考える会  

      

  

10:10～11:40 特別講演 2 

「地域包括ケアシステムにおける作業療法士の役割」 

 

11:50～12:50 ランチョンセミナー 

 

13:00～13:20 活動紹介（SIG 等） 

 



一般演題 3 13:30～14:40 生活期                           

座長：町立富来病院 加藤孝之    加賀のぞみ園 中森清孝 

 

12 自宅での入浴動作獲得が行動変容に繋がった事例 

田中里奈  市川翔悟  水口健史  森咲香  懸高佑真  東実紀(PT) 

公立河北中央病院 

 

13 重度片麻痺と右半側空間無視，注意障害を呈した症例の食事介助量軽減を目指した介入 

東郷らら 1  合歓垣洸一 1  合歓垣紗耶香 2  柴田克之 3     

1) 医療法人和楽仁 芳珠記念病院  2) 社会福祉法人陽翠水デイサービス零 

3) 金沢大学リハビリテーション科学領域  

 

14 回復期・外来リハビリテーションで運転再開を見据えて連携・介入したことで 

目標達成できた左視床出血の一例 

西田紘規 1  霜下和也(PT)2  後藤伸介(PT)1  田中那奈 1  高間達也 3   

合歓垣紗耶香 4 

1) 特定医療法人社団勝木会やわたメディカルセンターリハビリテーション技師部 

2) 特定医療法人社団勝木会 芦城クリニック  3) 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院   

4) 社会福祉法人陽翠水 デイサービス零 

 

15 排泄の失敗に対して退院後訪問による環境調整をおこなった事例 

吉田沙貴子           

公立つるぎ病院 

 

16 通所リハビリテーションにおける要支援者への卒業支援の取組 

  ―5年間利用を継続した要支援 1 の利用者への卒業支援を通して― 

市川翔悟  水口健史  東実紀(PT)       

公立河北中央病院  

 

17 在宅生活におけるリハビリ専門職の役割 

  ～入院率からみえた看護師との協働の在り方～ 

森田満美子  宮川千佳子(Ns)  吉田 哲也(PT)       

訪問看護・リハビリステーション「リハス」  

 

  



18 通所・訪問リハビリ利用者における医療・介護連携 

  ～かかりつけ医が中心となる MCS を活用した事例から～ 

西谷すずな 1, 2, 3  藤島むつみ 1, 2  酒井克典(PT)1, 2, 3  千田雅子(PT)1, 2, 3   

道心美和子(PT)1, 2, 3   

1) 介護老人保健施設 ふぃらーじゅ リハビリテーション部   

2) 同 通所リハビリテーション  3) 同 訪問リハビリテーション 

 

 

一般演題 4 14:50～15:40 終末期・難病・教育                           

座長：石川県リハビリテーションセンター 東ひとみ    金城大学 酒野直樹 

 

19 訪問リハビリによる終末期の誤嚥性肺炎再燃患者・家族への支援 

  ～OT としての関わりと今後の課題～ 

坂下宗祥 1  水上匡人(ST)1  弥郡優加里(RD)1  長谷剛志(MD)2     

1) 市立輪島病院  2) 公立能登総合病院 

 

20 独居での自宅復帰を目指した終末期脳腫瘍患者の一例 

  ～本人が希望するポータブルトイレでの排泄自立を目指して～ 

竹中朋也 1  合歓垣洸一 1  合歓垣紗耶香 2  柴田克之 3     

1) 医療法人和楽仁 芳珠記念病院  2) 社会福祉法人 陽翠水 通所介護デイサービス零   

3) 金沢大学 リハビリテーション科学領域 

 

21 多職種で短期的に達成可能な目標設定を積み重ねたことで外出という新たな目標を 

見いだせたターミナルがん患者への介入 

蔦村駿希 1  合歓垣洸一 1  森村真希 1  合歓垣紗耶香 2  柴田克之 3   

1) 医療法人和楽仁 芳珠記念病院  2) 社会福祉法人 陽翠水 通所介護デイサービス零 

3) 金沢大学 リハビリテーション科学領域 

 

22 筋萎縮性側索硬化症者のスマートフォンゲーム操作継続に向けた介入（第 2 報） 

  ～進行に合わせて入力装置,デバイスを変更していった事例～ 

城野友哉  安田秀一  本田優介       

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会 金沢福祉用具情報プラザ 

 

23 3 年制養成校における効果的な臨床実習への学びについての 1 報告 

  ～学内実習を通してみえた成果と課題～ 

竹内佑  種本美雪         

専門学校金沢リハビリテーションアカデミー 



一般演題 5 15:50～16:50 回復期 2                           

座長：やわたメディカルセンター 西田紘規    金沢脳神経外科病院 坂井由衣 

 

24 気づきにより麻痺側の使用頻度が増加し機能的自己効力感の向上に繋がった事例 

舟見安理佐  東川哲朗         

金沢脳神経外科病院 

 

25 多彩な高次脳機能障害を呈した症例に対して，成功体験を積むことで更衣動作が 

可能となった事例 

倉西菜摘  東川哲朗         

金沢脳神経外科病院 

 

26 脳梗塞により失語症と失行症状を呈した症例に対する調理活動への支援 

  ～訪問リハビリによる症例・家族との関り～ 

坂下宗祥  水上匡人(ST)         

市立輪島病院 

 

27 注意障害が残存したが，運転指導により自動車運転再開に至った症例 

吉田昂平 1  中寺智也 1  伊関浩克 1  池田法子(PT)1  松下功(MD)2   

1) 金沢医科大学病院 リハビリテーションセンター  

2) 金沢医科大学 リハビリテーション医学科   

 

28 失語症・右片麻痺者に対する就労継続支援に重点を置いた入院・外来リハビリでの関わり 

蒲生智子  五十嵐満哉  白山真由子  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 

 

29 着衣障害のため更衣動作時の袖通しが困難だった症例 

鈴ヶ嶺文乃 1  中寺智也 1  大川ひかる 1  池田法子(PT)1  松下功(MD)2   

1) 金沢医科大学病院 リハビリテーションセンター  

2) 金沢医科大学 リハビリテーション医学科  

 

17:00 閉会式 

  学会長奨励賞表彰，次期学会長挨拶，学会長挨拶，閉会宣言 

 

 

 

 

会費 石川県作業療法士会員…両日・1 日 4000 円  協会員・他県士会員…両日・1 日 4000 円   

   他職種・県士会非会員…両日・1 日 5000 円  一般・協会非会員…両日・1 日 8000 円 

   学生…無料 


