
●口述発表 

11月17日（土） 14:45 ～ 15:45 第3会場（6F 研修室601）

［疾病（整形・神経筋疾患）］ 

O-01 左 C5 麻痺の既往があり 2 度目の頚椎術後に右 C5 麻痺を生じた症例
高橋　篤（社会医療法人杏嶺会　尾西記念病院　リハビリテーション科）

O-02 手根管症候群による知覚障害が活動能力に及ぼす影響
 ―Semmes-Weinstein Monofilaments test と DASH スコアを用いて―

早稲田　英和（愛知医科大学病院　リハビリテーション部）

O-03 Zone5 手指伸筋腱断裂の治療成績
加藤　雅大（名古屋掖済会病院　リハビリテーション部　作業療法士）

O-04 筋萎縮性側索硬化症患者に対して単関節 HAL・IVES を使用して作業療法介入をした一例
名倉　千恵乃（一宮西病院）

O-05  環境面より家事参加制約状態であったパーキンソン病患者に対し早期より家事役割に
焦点を当て実践した作業療法
寺﨑　真登佳（医療法人社団朝ノ川　金沢脳神経外科病院リハビリテーション部）

O-06 パーキンソン病に対し脳深部刺激療法を施行後，作業療法を介入した一例
若林　優香（福井赤十字病院）

11月17日（土） 15:55 ～ 16:55 第3会場（6F 研修室601）

［疾病（内部障害・他）］ 

O-07 外来透析患者に対する運動療法介入前後での QOL の変化について
水野　功（泰玄会病院）

O-08 開胸術後腓骨神経麻痺を生じた患者に対する復職に向けての介入
竹内　文香（福井心臓血圧センター　福井循環器病院）

O-09 当院における心不全患者の認知機能とせん妄の傾向
井波　蘭（福井赤十字病院　リハビリテーション科）

O-10 入院を繰り返す心不全症例の検討
浅野　彩香（福井赤十字病院）

O-11  葉書を書く作業の意味に気付いたことで，最期までそのひとらしさに寄り添った関わ
りが出来た事例
山本　亮輔（聖隷三方原病院　作業療法士）

O-12 食道がん終末期患者の緩和ケア
 ～自己決定による自己効力感の維持を目指して～

石田　真希（医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院）



11月17日（土） 16:45 ～ 17:35 第2会場（8F リハーサル室）

［上肢機能1］  

O-13 通所リハ利用者における ReoGo-J を使用した自主練習の効果
 ～ Fugl-Meyer Assessment と Motor Activity Log の推移より～

工藤　恵莉子（医療法人財団善常会　善常会リハビリテーション病院　リハビリテーション部）

O-14 当院で経験した促通反復療法による即時効果
清水　威次郎（福井県済生会病院　リハビリテーション部　OT）

O-15 三次元動作解析を用いた脳卒中片麻痺患者の上肢共同運動評価の妥当性に関する検討
髙濱　志帆（藤田保健衛生大学七栗記念病院）

O-16 当院での HANDS 療法の取り組み
 ～機能改善が認められた 1 症例を通して～

小澤　宏貴（尾西記念病院　作業療法士）

O-17 慢性期脳卒中片麻痺患者の疲労と上肢機能改善の関係
金森　雅幸（福井総合病院 リハビリテーション課 作業療法室）

 
11月17日（土） 17:35 ～ 18:25 第2会場（8F リハーサル室）

［上肢機能2］  

O-18 慢性期脳卒中患者 1 例に対するボトックス治療による上肢機能の長期的変化
山本　春香（河村病院リハビリテーション部）

O-19 当院地域包括ケア病棟におけるボツリヌス治療入院患者に対する治療経験
茶谷　朋子（公益社団法人　石川勤労者医療協会　城北病院　リハビリテーション部）

O-20  運動から生活の成功体験を蓄積したことで自己効力感が高まり，就労を再考するに
至った 1 症例
松浦　有紀（医療法人寿人会　木村病院　リハビリテーション部）

O-21  視覚的なフィードバックを活用し，退院後も家事動作において継続した麻痺側上肢の
使用が可能となった 1 例
濱口　莉沙（医療法人寿人会　木村病院　リハビリテーション部）

O-22  課題指向型訓練としてアクティビティを導入し，麻痺手の不使用が改善し ADL 能力が
向上した症例
津坂　恵（名古屋第二赤十字病院）



11月17日（土） 17:05 ～ 17:55 第3会場（6F 研修室601）

［活動・参加］  

O-23 尿閉を呈した腰部脊柱管狭窄症患者への作業療法
 ～排尿ケアチームとしての関わり～

山田　英二（福井赤十字病院　リハビリテーション科　作業療法士）

O-24 右片麻痺を呈した症例に対する頻回な ADL 指導が麻痺の機能改善と復職へ繋がった一例
梅木　晴日（医療法人社団喜峰会　東海記念病院）

O-25 食事の座位姿勢に着目しシーティングを行い自己摂取が可能となった症例
松林　大成（鵜飼リハビリテーション病院）

O-26  人工呼吸器離脱が困難な視覚障害を合併した四肢麻痺症例に対するコミュニケーショ
ン支援
仁木　裕也（金沢大学附属病院リハビリテーション部）

O-27 脳血管疾患急性期の重症患者へ対し作業療法を行った一例
 ～意思表出手段の獲得に向けて～

上田　実佳（トヨタ記念病院　リハビリテーション科　OT）

 
11月18日（日） 9:30 ～ 10:20 第4会場（6F 研修室607）

［作業療法実践1　主体的な生活に向けて］ 

O-28  認知症を合併し自身の意志の表明が困難な事例に認知症高齢者絵カード評価法
（APCD）を用い，合意目標設定した MTDLP 実践事例
東川　哲朗（医療法人社団浅ノ川　金沢脳神経外科病院）

O-29 MTDLP を用いて新聞紙が一人で縛れるようになった一症例
樋尾　佑介（医療法人豊和会　介護老人保健施設鳥羽豊和苑）

O-30  生活行為向上マネジメントを用いた病棟内での多職種連携による協業と医療・介護連
携の経験
渋谷　玲二（朝日大学病院　リハビリテーション部）

O-31 1 人で買い物に行きたい！
 ～通所リハビリテーションにおける MTDLP の活用～

福嶋　航斗（介護老人保健施設アルマ千寿　通所リハビリテーション部）

O-32 諦めかけていた調理動作を再獲得できた症例
 ～ご主人と 3 人で面接を介して～

鈴木　翔大（健康会　嶋田病院　リハビリテーション部）



11月18日（日） 10:20 ～ 11:10 第4会場（6F 研修室607）

［作業療法実践2］  

O-33 ACE を用いた実践による退院後の生活への不安の軽減と作業習慣化への影響
後藤　紀史（愛知県済生会リハビリテーション病院）

O-34 「伝えたい」の意志を支援し，作業療法介入により作家としての価値を高めた症例
森長　史香（金沢脳神経外科病院）

O-35 余命 2 ヶ月と告知された肺癌のクライエントが自宅で安心して入浴を行うために
 ～入浴時の呼吸困難改善が安心した在宅生活に繋がった一症例～

佐藤　英子（こぱんだ訪問看護ステーション）

O-36  全失語を呈した脳卒中患者に人間作業モデルスクリーニングツールを用い，家族への
教育的介入を行ったことで作業有能性向上や家族の接し方の変容に至った一事例
西川　由衣（金沢脳神経外科病院）

O-37  退院後の在宅生活における Adjusting challenge-skill balance（ACS）の効果：
ABA シングルケースデザイン
吉田　一平（医療法人　博俊会　春江病院）

 
11月18日（日） 11:15 ～ 12:15 第2会場（8F リハーサル室）

［研究・報告］  

O-38 回復期リハビリテーション病棟における apathy とその関連因子について
鈴木　晶子（JA 静岡厚生連　遠州病院）

O-39 当院回復期病棟における ADL チェックシートの有効性について
小見山　稔（医療法人 健康会 嶋田病院 リハビリテーション部 作業療法科）

O-40 当院回復期リハビリテーション病棟患者の疾患別退棟時 FIM 予測値と実測値との関係性
森島　圭佑（河村病院リハビリテーション部）

O-41 脳卒中片麻痺患者における異なるベッド移乗方法の難易度比較
古澤　章太郎（藤田保健衛生大学病院リハビリテーション部）

O-42 参加希望有無者が混在した院内デイでの非参加希望者における介入効果の検討
中村　浩哉（医療法人和光会山田病院）

O-43 院内デイ参加による BPSD 改善効果を予測する自律神経活動の検討
船戸　類（医療法人和光会山田病院）



11月18日（日） 11:15 ～ 12:05 第3会場（6F 研修室601）

［老年期］  

O-44 高齢者の入浴習慣について
 －夏季と冬季の比較－

島崎　博也（鈴鹿医療科学大学）

O-45 男性認知症患者に対してドールセラピーを用いた効果
美和　千尋（鈴鹿医療科学大学）

O-46 認知症高齢者に対する音楽を手がかりとしたライフレビューの有効性の検討
山田　祐輝（財団医療法人　中村病院　リハビリテーション部）

O-47 ルーティーン化療法の特性を生かした前頭側頭型認知症患者への介入
 ～ 2 症例を通して～

村田　大地（医療法人鈴桜会　鈴鹿さくら病院）

O-48 脊椎圧迫骨折を繰り返す超高齢者に対する作業療法経験
 ―再発予防に向けた関わりから学んだこと―

中野　行賢（国民健康保険能美市立病院リハビリテーション科作業療法）

 
11月18日（日） 11:15 ～ 12:05 第4会場（6F 研修室607）

［援助機器］  

O-49 片袖を抜く動作に自助具を導入し、更衣自立に至った片麻痺患者の事例
大西　華絵（浜松市リハビリテーション病院）

O-50 重度片麻痺患者 1 例に対する上肢懸垂用肩関節装具オモニューレクサの使用経験
 ―ボディイメージの変化に着目して―

堀　康恵（福井大学医学部附属病院　リハビリテーション部）

O-51 スプリント材の嵌め込み成型技術を活用した自助具の作成や住環境整備についての提案
小森　健司（社会医療法人　蘇西厚生会　松波総合病院　リハビリテーション技術室）

O-52  橈骨遠位端骨折に背屈制限を伴った症例に対し，dynamic splint を用いたアプローチ
経験
山下　敦史（一宮西病院）

O-53  回復期リハビリテーション病棟の入院患者に対する下肢のアートデバイスを用いた臨
床効果
宮坂　裕之（藤田保健衛生大学七栗記念病院）



11月18日（日） 12:05 ～ 12:45 第3会場（6F 研修室601）

［地域1］  

O-54 家族の認識変化を促す事で , 家事の再開に繋がった事例
位寄　浩平（富山医療生活協同組合　水橋診療所）

O-55 脊髄損傷特化型の訪問看護により ADL が自立した頸髄損傷者の一例
川村　享平（特定非営利活動法人リハビリテーションビレッヂ 訪問看護ステーション Re:Life）

O-56  失語症，片麻痺を呈した症例の 1 人暮らし再開，家族の不安軽減に向けて訪問リハを
用いた事例　
浜崎　ゆかり（金沢脳神経外科病院）

O-57 高次脳機能障害患者における病院，自宅での生活の違いについて
 ～回復期スタッフによる訪問リハの経験から～

新津　智奈美（医療法人財団善常会　善常会リハビリテーション病院）

 
11月18日（日） 13:30 ～ 14:20 第2会場（8F リハーサル室）

［精神］  

O-58 精神科作業療法の観察評価からみる青年・成人期の自閉スペクトラム症の行動特性
飯田　妙子（メンタルクリニック・ダダ）

O-59 精神障害者の就労定着へ向けた相互支援プログラムの実践
 ―生活状況－行動－結果の関係性に注目して―

堀　雄介（上林記念病院）

O-60 症状の不安定な症例に対する個別の関わりの有用性
追別　幸歩（公益財団法人　松原病院　診療技術部　リハビリテーション科）

O-61 産業保健分野における精神科作業療法士のスキル活用とその可能性
 ―会社への出向を含めた復職支援の体験から―

岡本　利子（医療法人　嶺南こころの病院）

O-62 精神科病院内でのシームレスな作業療法展開
南出　耕佑（医療法人　嶺南こころの病院）



11月18日（日） 13:30 ～ 14:30 第3会場（6F 研修室601）

［疾病（高次脳機能障害）］ 

O-63 更衣前の頸部・体幹の左回旋体操により更衣動作獲得を目指した症例
 ～左半側空間無視に対して～

三嶋　花奈（医療法人健康会　嶋田病院　リハビリテーション部　作業療法科）

O-64 急性期から復職を意識し，早期に自宅退院が可能となった若年症例
 ～生活リズムの構築と自律した生活を促した介入～

鈴木　陽太（名古屋第二赤十字病院）

O-65 脳梗塞により脳梁離断症状を呈した 2 症例の比較検討
濱塚　祐季（福井大学医学部附属病院リハビリテーション部）

O-66 重複した高次脳機能障害に対する作業中心の関わり
 ―段階的な調理訓練により退院後もできる家事動作が増えた事例―

甲斐　淳平（浜松市リハビリテーション病院）

O-67 多様な高次脳機能障害に対しスマートフォンを補助手段として用いた症例
小川　紗知（鵜飼リハビリテーション病院）

O-68 応用行動分析学的介入により離床への動機づけが得られ ADL 向上した一症例
杉山　貴之（浜松医療センター　リハビリテーション技術科）

 
11月18日（日） 14:20 ～ 15:00 第2会場（8F リハーサル室）

［地域2］  

O-69 当院地域包括ケア病棟のリハビリテーション介入における現状と課題
髙田　優衣（福井厚生病院　リハビリテーション課）

O-70 豊川市における地域リハビリテーション活動支援事業の取り組み
 ―事業立ち上げから 1 年間の経過報告―

朝岡　義博（豊川市民病院　リハビリテーション技術科）

O-71 人工膝関節置換術後の高齢独居女性の主体的な生活の再開につなげる工夫
明福　真理子（能美市介護老人保健施設はまなすの丘）

O-72 事業所間で関わりを分担し利用者のニーズの達成を目指した症例
渡辺　朱音（トゥモローズホームリハビリセンター）

 




