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大阪府作業療法士会 会長挨拶

一般社団法人 大阪府作業療法士会

会長

関本充史

第 36 回大阪府作業療法学会が牟田博行学会長のもと、盛大に開催されますこと心よりお祝い
申し上げます。また、学会開催にあたり企画・運営に携わってくださった当士会会員の皆様、関
係者の方々には深く御礼申し上げます。
世界中に COVID-19 が猛威を振るい 3 年目を迎えており、疫学面での影響だけでなく経済的損
失でも大きな影響があります。諸外国では共存に向けた対応がなされ、日本でも生活様式が見直
され始めています。皆さまにおかれましても、医療従事者として医療・介護・福祉分野等それぞ
れで、日々対応してくださっていること、この場を借りて御礼申し上げます。
COVID-19 の感染対策は、全人類の行動制限することを第一として行われました。しかし、そ
の代償として身体機能だけでなく精神機能まで低下させてしまいました。行動制限は ICT の活用
促進にはつながりましたが、自由に買い物することや趣味活動ができることの有難さ、平穏に暮
らせる日々の尊さ、対面することや社会とのつながりの重要性などが再認識されたかと思いま
す。全人類の健康のために、この時代情勢にあった作業療法を提供することが私たちの使命で
す。牟田学会長もその想いを強く持ち、今回の学会テーマを「倦まず弛まず、明日につづく作業
療法。」とされました。孔子の言葉に「子日わく、学は及ばざるが如くするも、猶之を失わんこ
とを恐る。」があります。「及ばない」は学びに終わりがないことであり、学ぶこと自体を失っ
てしまうことを心配し、常に自己点検することの大切さ、学び続けることの大切さを表した言葉
です。学ぶにも目的が必要です。そして、作業療法士の皆さんが元気でいることです。学会開催
方式も With コロナの第一歩として、対面とオンラインの併用開催です。府民の皆さまの健康に
寄与できるよう作業療法士の皆さんが集結し、作業療法を学問として深化させ、この大阪の地か
ら日本中、世界中に発信しましょう。
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第 36 回大阪府作業療法学会 学会長挨拶

学会長 牟田 博行
社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院

「倦まず弛まず、明日につづく作業療法。」
新型コロナウイルス（COVID-19）による社会様式の変化も 3 年目となり、この期間に臨床実習
や、新入職を経験された方の中には、養成校や職場でも対人交流が制限された中でつながりが希
薄だと感じることがあるのではないでしょうか。作業療法（Occupational Therapy：OT）とは
「人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる、
作業に焦点を当てた治療、指導、援助である」とされ「作業とは、対象となる人々にとって目的
や価値を持つ生活行為を指す」と定義されています（日本作業療法士協会 2018 年 5 月 26 日）。
日々の臨床で作業療法を実践するにあたり、作業に焦点を当てることの重要性とそのための確か
な知識や技術をつなげていくことが必要です。
本学会のテーマは「倦まず弛まず、明日につづく作業療法。」とさせていただきました。倦
（う）まず弛（たゆ）まずとは、途中で飽きたり怠けたりせず～という意味があり、対象となる
人々や我々作業療法士にとってもコツコツと共にリハビリテーションを進めていきたいという想
いに加えて、明日に続くような作業療法を提供することが社会的にも求められています。特に
「対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為」につながる最新技術や知見を得られる場
として、会員や一般の方に向けて発信して行きたいと考えております。
このような趣意に基づく第 36 回大阪府作業療法学会は、現在約 2,500 名の会員を擁し府内各地
の医療や保健、福祉、企業や教育機関などで幅広い領域で活躍している会員並びに学生、一般の
皆さんと一堂に会せるよう考えています。新型コロナウイルス感染症禍でも安心に学会に参加い
ただけるよう、インターネットを活用した Web 開催：12 月 10 日（土）と現地開催：12 月 11 日
（日）に加えて、一部の研修をオンデマンド配信（2022 年 12 月 10 日～2023 年 1 月 15 日）とし
て大阪府作業療法学会では初の試みを多数企画しております。本学会においては、実行委員長
（中川英俊：メディケア・リハビリ）を中心に、事務局長（宮本年也：阪奈中央リハビリテーシ
ョン専門学校）、学術局長（林部美紀：大阪保健医療大学）、事業局長（松下卓也：第二大阪警
察病院）、社会局長（園山真弓：篤友会リハビリテーションクリニック）と共に学会組織化を図
ると共に二日間の学会を成功に導くために企画運営には大勢の皆さんに役員としてご協力いただ
いています。学会活動を通してあらためてつながることの大事さを日々感じています。
3 年ぶりに学会会場で皆さんとお会いして「倦まず弛まず、明日につづく作業療法」を実践でき
るようご一緒できれば幸いです。LIVE 配信やオンデマンド配信のみでも楽しめるように研修内容
も盛りだくさんとなっておりますので、皆さんの参加をお待ちしております。どうぞよろしくお
願い致します。

第 36 回大阪府作業療法学会 2022 年 12 月
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祝 辞

大阪府知事

吉村

洋文

第 36 回大阪府作業療法学会が開催されますことを、心からお慶び申し上げます。
大阪府作業療法士会の皆様には、2 年半以上にわたる新型コロナウイルス感染症への対応とい
う未曽有の危機的状況のなかにあっても、作業療法の研究及び普及・発展に力を尽くされ、作業
療法を通して府民の健康と地域医療の向上に多大なご貢献をいただいております。そのご熱意と
たゆまぬご尽力に敬意を表しますとともに、心から感謝申し上げます。
さて、我が国では、世界に例のない高齢化が進んでおり、中でも大阪府は、高度成長期の人口
流入等の影響により、高齢者数の大幅な増加が見込まれています。こうした状況を踏まえ、可能
な限り府民の皆様が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられる社会の実
現をめざす、地域包括ケアシステムの構築が求められています。
作業療法士の皆様におかれましては、地域における医療や介護、とりわけ、高齢者に対するリ
ハビリテーションや認知症の方へのサポート、在宅でのサービスなどの需要の高まりによって、
その専門性を活かし、活躍される機会がますます広がっていくものと思われます。
こうした中、作業療法士及び関連職種の皆様が一堂に会し、新たな知識や技術を共有し、交流
を通じてさらに作業療法を発展させることは、大変意義深いことと考えます。本学会で得られた
成果を、多くの府民に還元されることを期待しております。
大阪府といたしましても、第 7 次医療計画や第 3 次健康増進計画などに基づき、介護等と連携
した医療体制の充実や、全ての府民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現に向けて
取り組んでまいりますので、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
結びに、本学会のご成功と、本日お集まりの皆様のご健勝とご活躍、大阪府作業療法士会の今
後ますますのご発展を祈念し、お祝いの言葉といたします。
令和 4 年 12 月 10 日
大阪府知事
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吉村

洋文

祝 辞

一般社団法人 日本作業療法士協会
会 長

中村 春基

第 36 回 大阪府作業療法学会「倦まず、弛まず、明日に続く作業療法。」の開催おめでとうご
ざいます。また、牟田博行学会長の下、開催にご協力いただきました役員、会員、関係者のご尽
力に敬意を表します。加えまして、コロナ禍、利用者の治療および会務運営に当たられている士
会員、士会役員の皆様に心から敬意を表します。
さて、協会は 2018 年、協会による作業療法の定義を変更し、OT の対象を作業に障害を持つす
べての人に変更致しました。また、2010 年にはチーム医療推進検討会の中で、作業療法の範囲の
中に「移動」が加えられ、2020 年の保健と介護の一体的運用の中で、OT の職名が記載され、保
健、医療、介護、福祉の中で、広く活躍が期待されているところです。2022 年 3 月には、医師の
働き方改革のタスク・シフト/シェアの中で、先の作業療法の範囲と同内容について、医療機関
以外での評価が明示されました。これらは、学会のテーマ「倦まず、弛まず、明日に続く作業療
法。」の具体的な議論の視点になるものと思います。学会におきまして取り上げて頂けましたら
幸いです。
喫緊の協会のテーマとして組織率の低下があります。コロナ禍の影響もあろうかと存じます
が、ここ 2 年間減少傾向が顕著です。組織率の低下は、2024 年の医療、介護、福祉のトリプル改
定等において、協会の発言力を低め、結果として、退職、あるいは収入の低下をまねく可能性が
あります。協会としましては、そのような状況を回避すべく取り組んでいるところですが、何よ
りも重要なことは組織力強化にあります。このような状況をご理解いただき、職場やお知り合い
の非会員 OT に、協会と士会への入会についてお声がけいただけましたら幸いです。
「明日に続く
作業療法」のためにも、宜しくお願い致します。
結びに、本学会の成功と士会員の皆様ご健勝ならびに貴会の益々のご発展を祈念しておりま
す。
令和 4 年 12 月 10 日
一般社団法人

第 36 回大阪府作業療法学会

2022 年 12 月

日本作業療法士協会
会長 中村 春基
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参加者へのお知らせ
１． 学会参加登録について
1） 参加登録はオンラインからの登録となります。学会ホームページ「一般参加申込」へお進みくだ
さい。当日の受付の密を避けるため、原則、事前参加登録をお願い申し上げます。
2） 大阪府士会員の方で、今年度の会費納入が済んでいない方はお申込みができません。日本作業療
法士協会の会員の方でも、大阪府士会員、他府県士会員でない方は、非会員の扱いとなります。
入会を済ませてからお申込みください。
3） 本学会は、日本作業療法士協会生涯教育単位システムに該当しています。申請はまとめてこちら
で行います。

２． 学会参加費
お申込み期日： 2022 年 8 月 29 日（月）～2022 年 12 月 20 日（火)
＊締め切り後の登録はできませんのでご注意ください。

大阪府士会員

他府県士会員

非会員

他職種

学生

一般

3000 円

4000 円

10000 円

4000 円

無料

無料

大会参加費のお支払いは、クレジットカードまたは銀行振込にて受付させていただきます。
大阪府作業療法士会会員であり、かつ学生(学部生・大学院生)の方は会員としての参加費をお支払い
ください。ご登録はご入金の確認をもって完了となります。ご入金確認後にマイページより領収書の発
行が可能になります。
参加登録後の取り消しはできません。大会に参加しない場合でもご返金はありませんので予めご了承
ください。
当日参加受付の場合は、現金決済のみとなりますので、ご用意をお願いいたします。

３． 学会抄録集
大阪府作業療法士会会員には原則、学会誌データを学会ＨＰ上でＰＤＦにて情報公開します。紙媒体の
学会誌は、11 月 20 日までに事前登録された参加費支払いの方へのみ郵送します。当日、会場では学会誌
の不足が予測されます。また、学生や一般の方には別途販売（1 冊 1,000 円）となります。

４．オンライン参加の方法
1) 氏名（所属）の表記をお願いいたします。特に指示がない場合は、音声はミュート、画面はオンで参
加者の確認ができますようお願いいたします。
2) 音声が、不必要にミュートが解除されている場合は、学会運営側でミュートに切り替えさせていただ
きます。
3) 他の参加者の迷惑になる行為が確認された場合は、強制的に退出とさせていただきます。
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学会場アクセス 森ノ宮医療大学（〒559-8611

大阪府大阪市住之江区南港北 1‐26‐16）
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コスモホール、受付、企業展示等の場所
イーストポート 1 階
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お子様連れの方へ
12 月 11 日（日）は、森ノ宮医療大学イーストポートの 208 号室を託児室としております。
ご希望の方は、事前に登録をお願いいたします。
利用可能時間：10:00～15:30
利用料金：お預かり時間にかぎらず 1500 円
申し込み方法やご利用にあたっての注意事項など詳しくは HP をご覧ください。

お荷物預かりのクロークについて
本学会ではクロークを設置しておりません。お忘れ物のないよう、持ち運びをお願いいたします。

一般演題演者へのご案内
1) すでに演題登録がお済みの方も参加登録とお支払いが必要です。参加登録はマイページよりお進み
ください。
2) 利益相反（Conflicts of Interest: COI）の掲示
2 枚目のスライドで開示してください。
COI 関係がない場合

COI 関係がある場合

第 36 回大阪府作業療法学会

第 36 回大阪府作業療法学会

COI（利益相反）開示

COI（利益相反）開示

筆頭発表者名：◯◯ ◯◯

筆頭発表者名：◯◯ ◯◯

所属：◯◯◯◯

所属：◯◯◯◯

演題発表に関連し、開示すべき COI 関

演題発表に関連し発表者全員を対象とした

係にある企業等はありません。

開示すべき CO I 関係にある企業等として、
1 顧問: なし

2 株保有・利益: なし

3 特許使用料: なし

4 講演料: なし

5 原稿料: なし
6 受託研究・共同研究費: ○○製薬
7 奨学寄付金: ○○製薬
8 寄付講座所属: あり(○○製薬)
9 特別な便益の提供: なし

3) 9:00～10:15 までに各発表教室の発表用 PC にスライドデータを USB にてお持ちください。
発表は会場設置の PC（Windows のみ）を使用していただきます。
用意しているコンピュータの OS とアプリケーションは以下の通りです。
OS

Windows 2016

プレゼンテーションソフト

Microsoft Power Point 365

スライドサイズ 16 : 9

第 36 回大阪府作業療法学会 2022 年 12 月
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4) 動画・音声を使用される場合は、必ずファイルに「動画」「音声」を挿入してください。「リン
ク」でつながれた動画や音声は会場では再生できません。
ファイルの取り間違えを防ぐために、ファイル名を 「演題番号_発表者の姓_動画・音声の有無」に
統一してください（英数字は半角）。
例） 演題番号 1-01、大阪珠代さんの場合 「1-01_大阪.pptx」 となります
動画がある場合 「1-01_大阪_動画.pptx」
音声がある場合 「1-01_大阪_音声.pptx」
動画と音声がある場合 「1-01_大阪_動画音声.pptx」
5) 発表セッション開始時刻の 10 分前までに、発表会場の次演者席にお着きください。
6) 発表時間は 7 分、質疑応答は 3 分、続けて消毒と入替を 2 分とします。座長の指示に従っていただ
くようお願い致します。座長から「テーマ・所属・氏名」が紹介され、その後発表時間が開始とな
ります。PC の操作は演者ご自身でお願いします。
7) 発表時間の終了 1 分前にベルが 1 回、終了時間にベルが 2 回鳴ります。
8) 質疑応答の討論時間については，座長の指示に従ってください。発表時間は厳守してください。
9) 発表データは学会終了後、事務局にてクラウドごと破棄します。
10) ご体調などにより当日の発表ができない場合は、事務局にメールにてご連絡をお願い申し上げま
す。演題発表の取り消しをさせていただきます。
11) 優秀演題の表彰について
第 36 回大阪府作業療法学会では、演題登録された演題から最優秀賞・優秀賞・学会長特別賞を選び、
表彰します。

公募企画シンポジウム演者へのご案内
1) Zoom でのオンライン講演となります。
2) 進行 12 月 10 日（土）のタイムスケジュールに合わせて Zoom にご参加ください。
3) 後日のオンデマンド配信のためにご発表時のプレゼン内容と音声を録画させていただきます。

府士会関連講座演者へのご案内
1) Zoom でのオンライン講演となります。
2) 進行 12 月 10 日（土）のタイムスケジュールに合わせて Zoom にご参加ください。
3) 後日のオンデマンド配信のためにご発表時のプレゼン内容と音声を録画させていただきます。

座長へのご案内
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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受付は講師受付ブースにお越しください。また、セッション開始前までに会場内にお越しください。
発表時間は 7 分、質疑応答は 3 分、続けて消毒と入替を 2 分とします。
座長は演題発表開始前に「演題名」と「発表者名」を読み上げてください。
発表時間の終了 1 分前にベルが 1 回、終了時間にベルが 2 回鳴ります。
質疑応答では、最後のまとめとして座長から建設的な統括をお願いいたします。
各発表演題の際、演題採点用紙に点数をご記入ください。査読者得点と合算し、表彰演題を選出します。
ご体調などにより当日の参加ができない場合は、事務局にメールにてご連絡をお願い申し上げます。
この場合は、実行委員が臨時座長を務めさせていただきます。
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大阪府作業療法学会

演題査読者の基準

大阪府作業療法学会の査読者は、以下の基準を２つ以上満たす者とする。
１．日本作業療法士協会および大阪府作業療法士会の正会員
２．認定作業療法士を持つ者
３．修士号または博士号の学位取得者
４．大阪府作業療法士会の理事または監事
５．筆頭での査読付き論文（国内誌または国際誌）を持つ者
６．世界作業療法士連盟大会（WFOT）において筆頭での発表経験（口述またはポスター）がある者
７．日本作業療法学会において筆頭での発表経験（口述またはポスター）がある者
８．上記６・７ 以外の国内外の学会において筆頭での発表経験（口述またはポスター）がある者（発表情報を
学会長、学会学術局長ならびに学会学術局査読部長で審査します）
９．その他，学会長、学会学術局長ならびに学会学術局査読部長が適任であると認めた者（推薦者）

大阪府作業療法学会

座長の基準

大阪府作業療法学会の座長は、以下の基準を２つ以上満たす者とする。
１．日本作業療法士協会および大阪府作業療法士会の正会員
２．認定作業療法士を持つ者
３．修士号または博士号の学位取得者
４．大阪府作業療法士会の理事または監事
５．筆頭での査読付き論文（国内誌または国際誌）を持つ者
６．世界作業療法士連盟大会（WFOT）において筆頭での発表経験（口述またはポスター）がある者
７．日本作業療法学会において筆頭での発表経験（口述またはポスター）がある者
８．上記６・７ 以外の国内外の学会において筆頭での発表経験（口述またはポスター）がある者（発表情報を
学会長、学会学術局長ならびに学会学術局査読部長で審査します）
９．その他，学会長、学会学術局長ならびに学会学術局査読部長が適任であると認めた者（推薦者）

オンデマンド 2022 年 12 月 10 日（土）～2023 年 1 月 15 日（日）
配信は 2022 年 12 月 10 日（土）9:00～21:00 のオンライン研修のみとなります。
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大会日程表（12 月 10 日・土曜日） ＠Zoom
大会日程表 2022年12月10日（土） 9:00～21:10 ＠ZOOM

ZOOM 1
9:00

ZOOM 2

ZOOM 1

ZOOM 3

ZOOM 2

15:00

9：00～ 開会式

15:00～17:00
学会推薦企画
「中堅作業療法士によ る 臨床
実践講座」

9:30～10:30
府士会企画①【就労支援】

10:00

さぁ「はたらく」について話を しよ
う！『はたらく』×『作業療法』の
可能性
～物語10篇から届ける 「はたら
く」対話型メッセージ～

9:30～10:00
府士会企画③【認知症】
認知症支援推進チーム活動報告
演者：隅野 裕之 他
座長：松本 祥平

演者：門川
古原
松田
高野

9:30～11:00
府士会企画⑥
【学術局学術部】
①大阪モデルの新しいOT連携
ツ ール『SOHO Ver1.0』に関する
ワークショ ップ

泰輔
将馬
大輔
隼

座長：下西 徳

16:00

②精神科領域における 「連携」に
関する ワークショ ップ

演者：市田 薫 他
座長：寺村 肇

演者：①浅田 健吾
②大類 淳矢
座長：井口 知也

10:30～11:30
府士会企画④
【災害対策】
「コロ ナ禍での作業療法の影響
～大阪府士会員の現場で起き
ていたことから考える ～」

11:00
11:00～12:00
府士会企画②
【運転と作業療法】
「各領域における 自動車運転
支援の実践報告」

17:00

演者：村上 恵子 他
座長：林
辰博
塩屋 博史

17:00～18:00
公募企画①
「再び生きる 」ための園芸療法−
よ り意味深い作業療法を 目指し
て−

演者：上田 剛裕 他
座長：永田 作馬

演者：葉山 靖明 他
座長：川村 明代

11:30～13:00
府士会企画⑦
【地域包括支援】
「地域 × ＯＴ～ 作業療法士の
新たなキャリア・価値を 考える
～」

12:00

18:00

12:00～13:00
府士会企画⑤
【特別支援教育】
「特別支援教育から考える 作業
療法士の可能性」

18：00～19：00

演者：中村 洸貴 他
座長：浅田 健吾

公募企画②
重度障害児者も「eBOCCIA」で
ボッチャを 楽しもう！

演者：引地 晶久
座長：重田 寛人

演者：丹葉 寛之 他
座長：西口 あずさ

13:00

19:00
13:00～14:00

19：00～20：00

教育講演①

公募企画③
「回復期リハビ リテーショ ン病棟に
おける ボバースコン セプトの活用」

「人材育成に向き合う～臨床現
場で培った30数年から今想うこ
と～」

演者：三浦 教一 他
座長：神尾 昭宏

講師：山本 伸一 先生
座長：中川 英俊

14:00

20:00
14:00～15:00

20：00～21：00

教育講演②
「環境としての組織マネジメン ト」

教育講演③
「倦（う）んでも弛（たゆ）んでも
陽はまだ昇る 」

講師：達川 仁路 先生
座長：蕨野 浩

講師：黒澤 淳二 先生
座長：松本 茂樹

15:00

21:00
21:00 1日目閉会式

12

第 36 回大阪府作業療法学会

2022 年 12 月

ZOOM 3

大会日程表（12 月 11 日・日曜日） ＠森ノ宮医療大学

コスモホール

311教室

315教室

1階 展示会場

1階 機器展示

208託児室

9:00
9：00～ 開場、受付開始

9:30

10:00
10：00～10：25
開会の辞、来賓挨拶

10:00～15:30

10:00～15:30

10:00～15:30

【福祉用具グラ ン プリ】

【機器展示】

【託児室】

グラ ン プリ投票
10：00～14：30

①酒井医療株式会社
【モービ ィＺ】
【ロ リアン スプ リント】
【ウルティウム
フィードバックセット】

全国保育サービ ス協会加盟
株式会社ポピ ン ズ
ファ ミリーケア大阪支店

外部委託

10:30～12:00
特別講演
「臨床と研究は同居している 」

11:00

森岡 周 先生
（畿央大学ニューロ リハビリテー
ショ ン研究センター）

10:30～11:30

10:30～11:30
一般演題①「口述」
O-Ⅰ-1～5

一般演題③「口述」
O-Ⅱ-1～5

1演題12分（発表7分、質疑応答3
分、消毒2分）×5演題

1演題12分（発表7分、質疑応答3
分、消毒2分）×5演題

座長：神尾昭宏

座長：花田恵介

座長：林部 美紀

11:40～12:40

11:40～12:40

12:00

一般演題②「口述」
O-Ⅰ-6～10

一般演題④「口述」
O-Ⅲ-1～5

1演題12分（発表7分、質疑応答3
分、消毒2分）×5演題

1演題12分（発表7分、質疑応答3
分、消毒2分）×5演題

座長：藤本侑大

座長：松元一世

座談会スペース
（相談コーナー）
10：00～15：00

技術セミナー
12：45～13：30
「在宅でコミュニケーショ ン支援
に難渋した事例を 通じて、コミュ
ニケーショ ン支援の在り方を考
える 」
報告者：小野 稿樹
助言者：柏木 知以子

ポスター発表：7演題
発表者待機：自由討論
13：30～14：30

＊利用は事前予約者のみ
＊事前予約なし：閉所

②テクノツ ール株式会社
【アームサポート製品】
【ICTデバイ ス操作支援機器】
【ゲームアクセシビ リティ機器】

③株式会社mediVR
【mediVRカ グラ 】

④特定非営利活動法人
ダウン 症ファ ミリー総合支援め
ばえ21
【珈琲豆販売】
【淹れたて珈琲販売】

13:00
13:00～14:30
府民公開講座
「高次脳機能障害とは、その大
切なこと」

納谷 敦夫 先生
（なやクリニック）

13:00～14:00

13:00～14:00

一般演題⑤「口述」
O-Ⅰ-11～15

一般演題⑦「口述」
O-Ⅳ-1～5

1演題12分（発表7分、質疑応答3
分、消毒2分）×5演題

1演題12分（発表7分、質疑応答3
分、消毒2分）×5演題

座長：米村真砂美

座長：田丸佳希

14:10～15:10

14:10～15:10

座長：塚越千尋

14:00

14:30～15:30
学会長企画

15:00

一般演題⑥「口述」
O-Ⅰ-16～20

一般演題⑧「口述」
O-Ⅴ-1～5

1演題12分（発表7分、質疑応答3
分、消毒2分）×5演題

1演題12分（発表7分、質疑応答3
分、消毒2分）×5演題

座長：佐上雅宣

座長：中村愛子

「倦まず弛まず明日に続く作業療
法」リレートーク
講師：関本 充史 会長
松下 太 副会長
藤原 太郎 副会長
座長：牟田博行

15:30
永年表彰式、学会表彰式
次期学会長挨拶
閉会式

16:00

第 36 回大阪府作業療法学会 2022 年 12 月
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プログラム

府民公開講座 12 月１１日（日） 13:00～14:30 コスモホール（森ノ宮医療大学）
「高次脳機能障害とは、その大切なこと」
講師

納谷 敦夫

なやクリニック高次脳機能外来

座長

塚越 千尋

学校法人藍野大学 藍野大学

特別講演 12 月 11 日（日） 10:30～12:00 コスモホール（森ノ宮医療大学）
「臨床と研究は同居している」
講師

森岡 周

学校法人冬木学園
畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター

座長 林部 美紀

14

学校法人福田学園 大阪保健医療大学
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プログラム

教育講演１

12 月 10 日（土） 13:00～14:00 Zoom1

「人材育成に向き合う～臨床現場で培った 30 数年から今想うこと～」
講師：山本 伸一 （社会医療法人加納岩 山梨リハビリテーション病院）
座長：中川 英俊 （株式会社メディケア・リハビリ メディケア・リハビリ訪問看護ステーション大東）

教育講演２

12 月 10 日（土） 14:00～15:00 Zoom2

「環境としての組織マネジメント」
講師：達川 仁路 （株式会社 リハぷらす）
座長：蕨野 浩

教育講演３

（株式会社メディケア・リハビリメディケア・リハビリ訪問看護ステーション福島）

12 月 10 日（土）20:00～21:00 Zoom1

「倦（う）んでも弛（たゆ）んでも陽はまた昇る」
講師：黒澤 淳二 （医療法人ハートフリーやすらぎ ナーシングデイやすらぎ）
座長：松本 茂樹 （堺市立重症心身障害者（児）支援センター ベルデさかい）
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プログラム

公募企画シンポジウム １

12 月 10 日（土） 17：00～18：00

ZOOM２

「再び生きる」ための園芸療法～より意味深い作業療法を目指して
演者：川村 明代 （公益財団法人 浅香山病院）
葉山 靖明 （NPO 法人 学びあい）
中井 秀昭 （学校法人藍野大学 藍野大学）
田崎 史江 （学校法人河﨑学園 大阪河﨑リハビリテーション大学）
座長：川村 明代

（公益財団法人 浅香山病院）

公募企画シンポジウム ２

12 月 10 日（土） 18:00～19:00 Zoom1

重度障害児・者も「eBOCCIA」でボッチャを楽しもう！
演者：引地 晶久 （一般社団法人 できわかクリエイターズ）
座長：重田 寛人 （摂津市保健センター）

公募企画シンポジウム 3

12 月 10 日（土） 19:00～20:00 Zoom2

回復期リハビリテーション病棟におけるボバースコンセプトの活用
演者：神尾 昭宏 （社会医療法人大道会 森之宮病院）
三浦 教一 （社会医療法人大道会 森之宮病院）
入江 泰司 （社会医療法人大道会 森之宮病院）
小谷 真以 （社会医療法人大道会 森之宮病院）
山城 幸司 （社会医療法人大道会 森之宮病院）
座長：神尾 昭宏 （社会医療法人大道会 森之宮病院）
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プログラム

府士会企画
①大阪府作業療法士会 就労支援委員会 12 月 10 日 （土）9：30～10：30 ZOOM1
「さぁ「はたらく」について話をしよう！『はたらく』×『作業療法』の可能性
物語１０篇から届ける「はたらく」対話型メッセージ」
演者：市田 薫

（社会福祉法人 ふらっぷ）

本多 伸行 （学校法人玉手山学園 関西福祉科学大学）
金川 善衛 （就労支援センター オンワーク）
永田 作馬 （医療法人大植会 葛城病院）
吉田 篤史 （医療法人大植会 葛城病院）
赤澤 育実 （社会福祉法人愛徳福祉会 大阪発達総合療育センター）
辻 薫

（学校法人薫英学園 大阪人間科学大学）

武平 孝子 （八尾はぁとふる病院）
木寺 真菜 （アクティブ訪問看護ステーション 泉北）
井谷 歩

（ヤンマーインビオシス株式会社）

芳賀 大輔 （ワンモア豊中/千里中央）
座長：寺村 肇

（株式会社 Omitas）

②大阪府作業療法士会 運転と作業療法委員会 12 月 10 日（土） 11：00～12：00 ZOOM1
「各領域における自動車運転支援の実践報告」
演者：上田 剛裕 （地方独立行政法人 大阪府立病院機構

大阪急性期・総合医療センター）

松下 真拡 （社会医療法人生長会

阪南市民病院）

武平 孝子 （医療法人はぁとふる

八尾はぁとふる病院）

奥野 静華 （堺市立健康福祉プラザ 生活リハビリテーションセンター）
座長：永田 作馬 （医療法人大植会 葛城病院）

③大阪府作業療法士会 認知症支援推進チーム 12 月 10 日 （土）9：30～10：00 ZOOM2
「大阪府作業療法士会 認知症推進チーム活動報告」
演者：隅野 裕之 （社会医療法人悠人会 介護老人保健施設 サンガーデン府中）
座長：松本 祥平 （医療法人聖志会 渡辺病院）
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④大阪府作業療法士会 災害対策委員会 12 月 10 日（土） 10：30～11：30 ZOOM2
「コロナ禍での作業療法の影響～大阪府士会員の現場で起きていたことから考える～」
演者：村上 恵子 （社会医療法人北斗会 さわ病院）
木村 基

（社会福祉法人愛徳福祉会 大阪発達総合療育センター あさしお園）

中野 皓介 （摂津市保健センター）
林 辰博

（学校法人滋慶学園 大阪医療福祉専門学校）

野口 俊一 （社会医療法人大道会 ボバース記念病院）
座長：林 辰博

（学校法人滋慶学園 大阪医療福祉専門学校）

塩屋 博史 （地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪母子医療センター）

⑤大阪府作業療法士会 特別支援教育チーム 12 月 10 日（土） 12：00～13：00 ZOOM2
「特別支援教育から考える作業療法士の可能性」
演者：丹葉 寛之 （学校法人玉手山学園 関西福祉科学大学）
座長：西口 あずさ（医療法人高井クリニック こども発達サポートルームりぃふ）

⑥大阪府作業療法士会 学術局学術部ワークショップ 12 月 10 日（土） 9：30～11：00 ZOOM3
1.大阪モデルの新しい OT 連携ツール『SOHO Ver1.0』に関するワークショップ
～身体障害領域回復期リハ病院と訪問の OT をシームレス化する為の申し送りシートについて～
演者：浅田 健吾 （大阪府作業療法士会学術局学術部研究会員
/株式会社 colors of life 訪問看護ステーション彩）
座長：井口 知也 （学校法人福田学園 大阪保健医療大学）

2.精神科領域における「連携」に関するワークショップ
～ 精神科作業療法の専門性に対する他職種からの認識と専門職間連携の関係性について ～
演者：大類 淳矢 （大阪府作業療法士会学術局学術部研究会員/大阪河﨑リハビリテーション大学）
座長：井口 知也 （学校法人福田学園 大阪保健医療大学）
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⑦大阪府作業療法士会 地域包括ケアチーム 12 月 10 日（土） 11：３0～1３：00 ZOOM3
「地域 × ＯＴ～ 作業療法士の新たなキャリア・価値を考える ～」
演者：中村 洸貴 （訪問看護ステーション ココア）
大山 勝範 （医療法人協和会 千里中央病院）
名倉 和幸 （医療法人一祐会 介護老人保健施設 ハーモニィー）
座長：浅田 健吾 （株式会社 colors of life 訪問看護ステーション彩）

⑧大阪府作業療法士会 福祉用具委員会 12 月 11 日（日）
森ノ宮医療大学 10:00～15:30 １階展示会場

福祉用具、こんなんどうですか！-グランプリ主催：福祉用具委員会（学会責任者：下西 德 学校法人関西医科大学 関西医科大学附属病院）

展

示

10：00～15：30

グランプリ投票 10:00～14:30
ポスター発表

13:30～14:30 発表者待機：自由討論

相談コーナー

10:00～15:00

座談会スペース

技術セミナー 12:45～13:30
報告者：小野 稿樹（医療法人啓友会 なかじま診療所）
助言者：柏木 知以子（アクセスエール株式会社）

プログラム

学会推薦企画
「中堅作業療法士による臨床実践講座」
12 月 10 日 （土）15：00～17：00 ZOOM1
演者１：門川 泰輔 （独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター）

「脳卒中領域のトピックス～当院での脳卒中評価データベースについて～」
演者２：古原 将馬 （学校法人関西医科大学 関西医科大学総合医療センター）

「温故知新～整形分野における治療技術の再考と課題～」
演者３：高野 隼

（学校法人関西医科大学 関西医科大学総合医療センター）

「精神科デイケアにおけるリカバリー支援」
演者４：松田 大輔

（合同会社くうねるあそぶワークス こども発達支援ルーム PLANET）

「育ちを支える作業療法」
座
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プログラム

学会長企画
「倦まず弛まず明日に続く作業療法。」リレートーク
12 月 11 日 （日）14：30～15：30 コスモホール（森ノ宮医療大学）
座長 :牟田 博行 (社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院)
講師：関本 充史（株式会社かなえるリンク／大阪府作業療法士会 会長）
松下 太

(学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療大学／大阪府作業療法士会 副会長）

藤原 太郎（株式会社和ごころ／大阪府作業療法士会 副会長）
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プログラム

福祉用具グランプリ演題
F-01

万能カフにて柄の細い道具以外のもの使用したい希望に対して,様々な道具の差し込みが行えるよ
うに 3D プリンターを使用して万能カフを作製した事例
岩本 美歩（社会医療法人愛仁会

F-02

愛仁会リハビリテーション病院）

おゆまるで作る背屈スプリント
大井 千佳（社会福祉法人愛徳福祉会 大阪発達総合療育センター）

F-03

書いている間だけ振動するペンホルダー「しばりん」
加藤 拓也（社会福祉法人愛徳福祉会 大阪発達総合療育センター）

F-04

ページめくり手袋
福井 智子（無所属）

F-05

手に馴染む結束バンドカフと食べ物を集めやすいお皿
米持 喬（社会福祉法人愛徳福祉会 大阪発達総合療育センター）

F-06

リコーダーの穴を押さえやすくなるようにしたベルト付きクッション
山本 柚葉（社会医療法人大道会

F-07

ボバース記念病院）

座面が低いトイレからの立ち上がり動作が困難な症例に対し,便座補高を作成し自宅復帰に繋げ
た一例
東 由利香（社会医療法人大道会
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プログラム
一般演題①【脳血管障害Ⅰ】 O-Ⅰ-1～5

10：30～11：30

311 教室

座長：神尾 昭宏（社会医療法人大道会 森之宮病院）
O-Ⅰ-1

末梢神経電気刺激を併用した課題志向型練習により早期の箸操作獲得に至った1症例
－本人の満足度・重要度に着目して－
松田 淳伸（医療法人せいわ会 大阪たつみリハビリテーション病院）

O-Ⅰ-2

中等度の上肢痙性麻痺を呈した症例に対し，ショックウェーブ療法と複合的なアプローチを実践し
た結果，生活への麻痺側上肢参加が可能となった事例
西田 幸司（社会医療法人生長会 阪南市民病院）

O-Ⅰ-3

脳梗塞後中等度運動麻痺を呈した症例にReoGo-Jを使用し，且つ生活の中で麻痺側上肢の参加を促
した一例
金盛 奈月（社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院）

O-Ⅰ-4

左浅側頭動脈(STA)‐中大脳動脈(MCA)吻合術後早期から上肢機能練習を実施した一例
今井 心太（医療法人錦秀会

O-Ⅰ-5

阪和記念病院）

脳卒中上肢運動麻痺に対してMP関節過伸展ブロック付きアウトリガースプリントにて改善した一
症例
真島 洋平（関西電力株式会社 関西電力病院）

一般演題②【脳血管障害Ⅱ】 O-Ⅰ-6～10

11：40～12：40

311 教室

座長： 藤本 侑大（地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター）
O-Ⅰ-6

チェックリストを用いて行動変容に繋がった失語症・高次脳機能障害を呈した重度片麻痺症例につ
いての報告
板谷 優志（医療法人篤友会 篤友会リハビリテーションクリニック）

O-Ⅰ-7

趣味である作業を取り入れたことで認知機能の改善が図れ自宅退院に至った症例
泥谷 美里（社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院）

O-Ⅰ-8

右半側空間無視を呈した被殻出血患者の食事動作の獲得にむけて
－ボトムアップアプローチを併用した１例－
毛利 茜（学校法人近畿大学 近畿大学病院）

O-Ⅰ-9

自己身体における視覚探索課題およびTENS併用療法により身体無視が改善した一例
宮崎 隆之（関西電力株式会社 関西電力病院）

O-Ⅰ-10

左半側空間無視を呈した患者に，振動刺激と視覚走査訓練を行なった一例
小林 賢（社会医療法人清恵会 清恵会病院）
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一般演題③【高次脳機能障害・神経難病】 O-Ⅱ-1～5

10：30～11：30

315 教室

座長： 花田 恵介（医療法人錦秀会 阪和記念病院）
O-Ⅱ-1

環境調整を行った事で，半側空間無視を伴いながらも家事動作再獲得に至った症例
土井 ひかり（社会医療法人大道会 森之宮病院）

O-Ⅱ-2

半側空間無視に対して視覚探索課題と併用して環境調整を行いながら反復動作練習にてトイレ動作
が獲得できた事例
神谷 克貴（社会医療法人同仁会 耳原総合病院）

O-Ⅱ-3

エラー分析を利用することで道具の使用障害に改善を認めた一症例
丸岡 優波（社会医療法人愛仁会 愛仁会リハビリテーション病院）

O-Ⅱ-4

認知行動療法におけるリフレーミング介入が抑うつ・疼痛の改善につながったパーキンソン病患者
の一症例
寺浦 琴美（公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院）

O-Ⅱ-5

パーキンソン病患者の仮面様顔貌に対する化粧の効果
山井 綾華（社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪済生会中津病院）

一般演題④ 【運動器疾患・地域】 O-Ⅲ-1～5

11：40～12：40

315 教室

座長： 松元 一世（社会医療法人ペガサス ペガサスリハビリテーション病院）
O-Ⅲ-1

陳旧性ボタンホール変形に対するOberlin’s bypass tendon transfer術後の作業療法プログラムの工
夫について
藤村 春香（関西電力株式会社 関西電力病院）

O-Ⅲ-2

疼痛の予期により左上肢の不使用が生じた頸椎症性脊髄症症例への位置覚弁別課題を用いた介入経験

高橋 秋乃（医療法人孟仁会 摂南総合病院）
O-Ⅲ-3

アクティビティによる動機付けから低下していた訓練意欲を引き出せた事例
前西 広太（箕面市立病院）

O-Ⅲ-4

就労継続支援B型における作業療法士の合理的配慮の実践～個別の作業特性に応じた手順書の活用～

白井 理子（一般社団法人みーる リカバリースペースみーる）
O-Ⅲ-5

介護者の状況に合わせて介護指導を行った1例－追跡調査から介護の行動変化を与えた要因の振り返り－

柳迫 哲也（学校法人関西医科大学 関西医科大学くずは病院）
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一般演題⑤【脳血管障害Ⅲ】 O-Ⅰ-11～15

13：00～14：00

311 教室

座長： 米村 真砂美（訪問看護ステーション オレンジツリー）
O-Ⅰ-11

頭蓋内脳腫瘍摘出術後患者のパソコン操作を獲得するまでの取り組み
池田 優樹（社会医療法人信愛会 畷生会脳神経外科病院）

O-Ⅰ-12

課題指向型アプローチとTransfer Packageを活用した作業療法体験
－入院時重度運動麻痺であった脳卒中患者の食事動作獲得に向けて－
夏原 耀一（医療法人社団和風会 千里リハビリテーション病院）

O-Ⅰ-13

片麻痺患者に対する肩甲骨への介入がフライパン操作に及ぼす影響
嶋貫 公美（社会医療法人大道会 森之宮病院）

O-Ⅰ-14

もやもや病により多様な神経症状を呈し，ADL動作の自立度向上に難渋した事例
高橋 尚暉（学校法人近畿大学 近畿大学病院）

O-Ⅰ-15

退院後の介護負担感に着目した急性期作業療法での取り組み
小山 果歩（地方独立行政法人 市立吹田市民病院）

一般演題⑥【脳血管障害Ⅳ・老年期・MTDLP】 O-Ⅰ-16～20

14：10～15：10

311 教室

座長： 佐上 雅宣（一般財団法人 吹田市介護老人保健施設）
O-Ⅰ-16

小脳出血を呈し，活動性が低下した症例に対して具体的な生活目標を設定し介入した一例
藪田 雛子（社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院）

O-Ⅰ-17

日常生活に重度介助を要する脳卒中患者が家族と協議を重ね自宅退院に至った症例
本松 詩織（地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター）

O-Ⅰ-18

動機付けを重視した目標設定と職業動作練習が奏効した右被殻出血事例
瀬尾 諒（医療法人康生会 淀川平成病院）

O-Ⅰ-19

片麻痺という概念がその人の活動に与える影響 〜ネガティブな発言から価値ある作業への語り〜
木寺 真菜（株式会社アクティブ アクティブ訪問看護ステーション泉北 アクティブデイサービス泉北）

O-Ⅰ-20

MTDLPを通じて主訴「ひま」が改善したところ，日常生活での主体性向上に繋がった症例
三浦 翼（社会福祉法人愛徳福祉会 大阪発達総合療育センター）
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一般演題⑦【内部障害・管理・教育】 O-Ⅳ-1～5

13：00～14：00

315 教室

座長： 田丸 佳希（学校法人四條畷学園 四條畷学園大学）
O-Ⅳ-1

高二酸化炭素血症を呈するCOPD患者への作業療法介入－経皮的二酸化炭素モニターを使用した1例－

亀田 あゆみ（学校法人近畿大学 近畿大学病院）
O-Ⅳ-2

慢性的な低酸素血症を呈した単心室症の児の入園希望を受けて－医療的ケア児に対する訪問リハビリ－

満嶋 千里（学校法人関西医科大学 関西医科大学香里病院）
O-Ⅳ-3

低酸素血症を伴う重症COPD患者における作業療法介入－入浴動作の呼吸困難感軽減にむけて－
武田 優（学校法人近畿大学 近畿大学病院）

O-Ⅳ-4

リハビリ特化型デイサービスのマネジメント～地域高齢者の主体的な参加を目指して～
三木 直人（社会福祉法人三秀會 リハ＆トレデイサービス生野南いらか）

O-Ⅳ-5

COVID-19感染拡大を経た今後の研修会運営について
片岡 秀樹（一般社団法人 大阪府作業療法士会）

一般演題⑧【発達・精神・機器】 O-Ⅴ-1～5

14：10～15：10

315 教室

座長： 中村 愛子（社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪済生会 大阪整肢学院）
O-Ⅴ-1

書字障害のある男児の眼球運動に着目し書字障害が改善した例
佐野 舞香（児童発達支援・放課後等デイサービスマイステージひまわり西九条）

O-Ⅴ-2

教育と作業療法士の連携は子どもの学校生活の役に立つ
～先生へのインタビューからみた望ましい姿勢と役割～
山田 直満（株式会社石山商店 児童デイサービスあおい鳥）

O-Ⅴ-3

MTDLPを活用することで多職種と目標を共有し，タブレット操作を支援した脳性麻痺児への経験
～ご家族の満足度・遂行度が向上した事例～
友田 直哉（社会福祉法人愛徳福祉会 大阪発達総合療育センター）

O-Ⅴ-4

個別作業療法から外来作業療法へ移行できた急性期病棟の一事例
永江 真吾（医療法人清心会 八尾こころのホスピタル）

O-Ⅴ-5

高機能端末の早期獲得にヘッドセット型タッチペンが奏功した症例
古原 将馬（学校法人関西医科大学 関西医科大学総合医療センター）
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機器展示のご案内

12 月 11 日（日）10:00～15:30

１階展示スペース

１．酒井医療株式会社
機器展示：【モービィＺ】
【ロリアンスプリント】
【ウルティウム フィードバックセット】
【モービィ Z】高精度なプッシュセンサータイプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確
に測定できます。充電式で小型なので持ち運びしやすい商品です。
【ロリアンスプリント】
お湯で軟化させ自由に成形できるプラスチック製のスプリントシート。関節炎や拘縮・痙縮がある箇所の固
定・保持に使用します。
【ウルティウム フィードバックセット】
タブレットで手軽に筋電図バイオフィードバックトレーニングが出来ます。

２．テクノツール株式会社
機器展示：【アームサポート製品】
【ICT デバイス操作支援機器】
【ゲームアクセシビリティ機器】
筋力低下をきたしている方のための上
肢装具「MOMO」は生活用具としてだけで
なく、リハビリテーションにも用いられ
ています。また、スマホやタブレットや
パソコンの操作支援機器として大小のジ
ョイスティック「Optima ジョイスティッ
ク」「ジョイスティックマウス」やハンズ
フリーマウス「Zono」を展示します。
更に、近年注目のゲームアクセシビリテ
ィ機器「FlexController」を体験展示し
ます。
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３．株式会社 mediVR
機器展示：【mediVR カグラ】
mediVR カグラは仮想現実技術を活用したリハ
ビリテーション用医療機器であり、VR 空間の中で
座位でのリーチングを行うという非常にシンプル
な動作によって、上肢機能のみならず歩行やバラ
ンス、認知機能の障害、慢性疼痛等の多様な障害
像にアプローチが可能です。身体イメージを賦活
するフィードフォワードや多重感覚フィードバッ
ク、ゲーミフィケーション、さらには 10 種類以上
の特許技術によって、これまで治療に難渋してい
た症例にも効果的な介入が可能です。是非、機器
展示ブースで新たなリハビリの世界をご体験下さ
い。

４．特定非営利活動法人
ダウン症ファミリー総合支援 めばえ 21
私たち「めばえ２１」は、ダウン症のある子どもとご家族を支援す
る NPO 法人です。
大阪・箕面を拠点に、ダウン症の子ども達の可能性を育む活動の場や、
つながりの場を提供しています。また、ダウン症についての啓発活動
や情報発信、勉強会・講演会などの開催や
ご家族からの悩みや困りごとについての相談やサポートなども行って
います。
ダウン症のある方もご家族も、誰もが自分らしく笑顔で暮らせるように…
それが、めばえ２１の願いです。
今回は学会会場にて、珈琲の販売を行います。ダウン症の子ども達
が、少しずつ丁寧に焙煎した珈琲豆です。珈琲豆の購入はもちろん、
淹れたての珈琲もお楽しみいただけますのでぜひお立ち寄りくださ
い。
皆さまにお会いできることを楽しみにしております。
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府民公開講座

高次脳機能障害とは，その大切なこと
Do you know the consequences of brain injury?

納谷 敦夫
Atsuo Naya
なやクリニック 高次脳機能外来
NPO 法人ヘッドウェイさかい
1999 年から脳損傷，脳外傷の勉強をはじめました。
初めは，意識の回復，関節可動域訓練，座る，立つ，歩くなどの基本的なリハビリ。
仕事柄，大阪府も国の高次脳機能障害のモデル事業に入れていただきました。その後府立急性期総合医療セ
ンターのリハビリテーション科開設，障害者自立支援センターでの高次脳機能障害のリハビリ開始，各地の
家族会開設の協力，なやクリニックでの高次脳機能障害外来，グループリハビリ開始，重度高次脳機能障害
のための生活介護施設ヘッドウェイの開設など，あっという間に月日が過ぎ去りました。
この間，当院のリハビリ部長の俵さんを初め多くの作業療法士の人たちにお世話になってきました。当事
者家族の中で，今まで OT さんのお世話にならかった人はいないでしょう。
急性期病院で，回復期病院で，訪問の OT さんなどなどです。当院には発症から数ヶ月の方から，20 年
後の方まで来られます。当院では，14 年の間に 1500 人以上の高次脳機能障害の方を診てきました。そうし
た中で，ちょっと本人もご家族も落ち着かれるのは，軽い方なら 4 年，普通は 5 年，重い方なら 7 年くら
いかかるでしょうか。重度の脳損傷の人が，当初の医師は回復の見込みはないと言われたが，10 年後には
かなりの回復をしたという例もあります。
リハビリは希望です。ゆっくり，長く少しずつ改善することを目指したいものです。
講師紹介

【略歴】

医師

1972 年

大阪大学医学部卒業

（精神保健指定医，精神科専門医）

1978 年

エディンバラ大学精神科臨床研修

1980 年

大阪府立中宮病院勤務

NPO 法人ヘッドウェイさかい理事長

1986 年

大阪府庁にて精神保健担当

大阪府高次脳機能障がい相談支援体制連携調整委員会委員長

1996 年

大阪府保健衛生部医療対策課長

堺市立健康福祉プラザ生活リハビリテーションセンター嘱託医

2002 年

大阪府保健福祉部長

生活リハビリテーションセンター運営委員会委員長

2006 年

大阪府立障害者福祉事業団理事長

大阪高次脳機能障害リハビリテーション研究会代表世話人

2007 年

なやクリニック

堺脳損傷協会

2017 年

N P O 法人ヘッドウェイさかい理事長

なやクリニック

高次脳機能外来

医師

役員

精神科研修医

高次脳機能障害外来

生活介護施設ヘッドウェイ堺開設
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特別講演

臨床と研究は同居している
Co-living with clinical practice and research

森岡 周
Shu Morioka
学校法人冬木学園 畿央大学
ニューロリハビリテーション研究センター

コロナ禍となり世界的にもそれによる経済的打撃が大きい。特に、飲食業や観光業は厳しい経営が続
き、幾度も収支試算の改訂がされ、比較や予測を繰り返しながら経営方針やサービスの見直しが行われ
てきた。私はこの手続きは研究と考えている。昨年度期や 1 ヵ月前のデータと分析し、1 ヵ月/半年先の
予測値を立てる。そしてどのようなサービスなら顧客は戻ってくるのか、満足するのか、どのような要因
が交絡因子になるのかを仮説立て、予測値に対して実測値がどうであったか設定したアウトカムに基づ
き検証し、そのアウトカムを次の経営方針へと役立てる。こうした手続きはおそらくどの企業でも行わ
れているはずである。つまり、研究を実践しているのである。そして、その精度の上昇や分析力の高度化
は経営の立て直しに大いに貢献できる。このような研究的思考に基づき経営戦略が立てられ組織への貢
献が生まれる。つまり、現場に研究（的思考）は根付いているのである。振り返って作業療法部門におい
て上記のような研究的思考は根付いているであろうか。個々の症例に個々の作業療法士が仮説を立て検
証する場面はよく遭遇するものの、１年を通してレトロスペクティブに振り返り、どのようなタイプが
どのような結果となるのかを標準的なアウトカムに基づいて検証し、次の 1 年に向けて組織全体で臨床
指針が改訂されたりしているであろうか。
人は巧みに言語を操作できる生物である。それはコミュニケーション言語だけでなく記録として蓄積
するためにも用いる。一定期間の記録について分析し、次の一定期間の予測を立て、対象者のサービス向
上に向けた戦略を立てることは、臨床施設と企業を等価とすれば至極当然のことである。すなわち臨床
と研究は同居していなければならない。逆説的に言えば、自らの組織に貢献できない、すなわち臨床業務
にとって不要な研究をする必要はない。
言語を操作できる人だからこそ伝承しなければならないことがある。それが症例の記録であり、言語
を用いた他者への伝達、すなわち症例報告である。私の専門の神経学は脈々と続く症例報告を基に発展
した。誰かの症例報告を誰かが利用し、次の症例に役立てる。そしてそれを改変し、複数データに基づく
エビデンスに導いたり、イノベーションへと進化させたりして人類・社会に貢献していく。こうした事実
を私は常に観察している。
本講演では研究者が行う研究ではない、臨床家が行う研究とは何か？そして、臨床家と研究者がいか
に組織を形成するか、つまり「臨床家と研究者の有機的融合」に向けての近未来の業界のビジョンを提案
したい。
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講師紹介
【学歴・職歴】
1992年 高知医療学院理学療法学科 卒業
1992年 近森リハビリテーション病院理学療法士
1997年 フランス・サンタンヌ病院留学
2001年 高知大学大学院教育学研究科修士課程修了修士（教育学）
2004年 高知医科大学大学院医学系研究科博士課程神経科学系専攻修了 博士（医学）
2007年 畿央大学大学院健康科学研究科主任・教授 現在に至る
2013年 同ニューロリハビリテーション研究センター長 現在に至る
2014年 首都大学東京人間健康科学研究科（現・東京都立大学）客員教授 現在に至る
【受賞歴（筆頭のみ記載）
】
第38回日本理学療法学術大会学術奨励賞
第17回理学療法ジャーナル賞
奈良県理学療法士会学術奨励会長賞
第52回日本理学療法学術大会最優秀賞
【現在の学会活動】
（一社）日本神経理学療法学会副理事長
（一社）日本ペインリハビリテーション学会理事
日本ニューロリハビリテーション学会評議員
（一社）日本運動器疼痛学会代議員
【主著（単著を記載）
】
リハビリテーションのための脳・神経科学入門
リハビリテーションのための認知神経科学入門
リハビリテーションのための神経生物学入門
脳を学ぶ -「ひと」とその社会がわかる生物学発達を学ぶ −人間発達学レクチャー
コミュニケーションを学ぶ
高次脳機能の神経科学とニューロリハビリテーション
【学術論文】
https://researchmap.jp/sssrm4
【web】
https://msinsight.net/

32

第 36 回大阪府作業療法学会

2022 年 12 月

教育講演 1
人材育成に向き合う～臨床現場で培った 30 数年から今想うこと～
About human resources development that I have been doing in
clinical environments for 30 years

山本 伸一
Shinichi Yamamto
社会医療法人加納岩 山梨リハビリテーション病院

一般社団法人 日本作業療法士協会 副会長

2022 年 12 月 10 日，第 36 回大阪府作業療法学会が「倦まず弛まず 明日に続く作業療法。
」のテーマのも
とに開催されます。誠におめでとうございます。コロナ禍という苦境ではありますが，運営委員の皆様のご尽
力ご努力によって盛大に催されますことを心よりお祝い申し上げます。
私は，作業療法士になって 30 数年経ちます。作業療法士になった当時は，
「脳卒中麻痺側上肢に介入するの
か？しないのか？」の論争が真っ最中でした。患側上肢・手にはアプローチをしない。健側上肢で日常生活を
自立するよう作業療法士は関わる。そのような手法，考えが多かったのは事実です。当院では，患者ファース
トでここまで来ました。どうやったら患者支援が，患者治療が，対象者にとっても私にとっても満足がいくの
か。その思いで長い月日が流れました。
このたび，
「人材育成」というテーマをいただきました。これまで，勤務先はひとつの場所。僕の年齢では
珍しいかもしれません。昭和 62 年，山梨温泉病院（145 床）作業療法課 5 名（うち同期新人 3 名）からのス
タートでした。作業療法士になって 4 年目頃に同僚や先輩そして上司は全員退職し，教えてくれる人がいなく
なり路頭に迷いました。しかし 2022 年 9 月現在，職場は作業療法士 41 名（理学療法士 55 名，言語聴覚士 6
名）の大所帯になっています。僕は，みんなが大好きです。自慢の職員です。また，この期間，大切にしてき
たことがあります。
「人」です。どうやったら人を大切にできるのか，人は満足できるのか。このことは，自
分ができているかどうかは抜きにして，ずっと頭にあることです。
一方，自身の臨床技術を，そして人間性を，どのように高めていくのかということも大きなテーマでありま
した。臨床技術＝人間性，私はそう思います。いくら高い臨床技術を持っていても，心がすさんでいれば，作
業療法技術は成立しません。自分が出来ているかは，全く別物です(笑)。ただ，そう思っていることは確かで
す。僕は，大したことは言えません。本当に失敗ばかりです。でも，それを含めてこれまでの経験を少しだけ
お話しできればいいなと考えています。
人を育てることは，自分を育てていること。
そう思います。当日は，僭越ではございますが勤務先である山梨リハビリテーション病院での人材育成と臨
床場面の紹介等をご報告させていただきます。どうぞ宜しくお願いいたします。
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講師紹介
【略歴】
昭和 62 年 3 月

愛媛十全医療学院

昭和 62 年 4 月

医療法人財団加納岩 山梨温泉病院（現山梨リハビリテーション病院）入職

作業療法学科

卒業

現在に至る
【受賞歴】
平成 28 年（2016） 厚生労働大臣表彰
【一般社団法人 日本作業療法士協会活動】
平成 13 年 8 月（2001）～平成 21 年 7 月 理事
平成 21 年 8 月（2009）～平成 29 年 5 月 常務理事
平成 29 年 6 月（2017）～副会長
【社会活動】＜2022 年 10 月 1 日現在＞
一般社団法人 日本作業療法士協会

副会長

一般社団法人 日本リハビリテーション病院施設協会

理事

一般社団法人 日本福祉用具供給協会 理事
一般財団法人 訪問リハビリテーション振興財団 評議員
チーム医療推進協議会 評議員
学校法人

健康科学大学

評議員

【研究会活動等】＜2022 年 10 月 1 日現在＞
活動分析研究会 会長
CVA 時期別 OT 研究会 会長
日本ニューロリハビリテーション学会 評議員
ボバース国際インストラクター
【著書】
1) 山本伸一編集：中枢神経系疾患に対する作業療法～具体的介入論から ADL・福祉用具・住環境への
展開～ 三輪書店

2009

2) 山本伸一・伊藤克浩・高橋栄子・小菅久美子編集：活動分析アプローチ第 2 版 青海社 2011
3) 山本伸一編集：疾患別

作業療法における上肢機能アプローチ

三輪書店

2012

4) 山本伸一編集：臨床 OT-ROM 治療～運動解剖学の基本的理解から介入ポイント・実技・症例へ
の展開 三輪書店 2015
5) 山本伸一監修：CVA×臨床 OT～「今」リハ効果を引き出す具体的実践ポイント～
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CBR 2020

教育講演２
環境としての組織マネジメント
Organizational management as an Environment

達川 仁路
Hitoji Tatsukawa

株式会社 リハぷらす
皆さんは「組織」と聞いて，どんなことを連想しますか？ 堅苦しい？重い？ポジティブなイメージばかり
ではないと思います。そして「人間関係」を思い浮かべた方も多いのではないでしょうか。現在，まさに
「人間関係」で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。しかし，改めて考えたとき，組織の問題は本当
に人間関係なのでしょうか？サイモンは「組織は人間の合理性の土台であり，人間能力の限界に処する機構
である」と述べています。私たちの一人一人の能力や知覚，認知力にはおのずと限界があります。その限界
が成果の限界とも言えるでしょう。一方で私たちには，集団を形成する能力があります。望むべき未来や抽
象的概念を共有する能力があります。元来，組織は私達ひ弱な人間の活動を拡大し，より大きな，より偉大
な成果を生み出す仕組みなのです。組織」はある意味特殊な環境です。そういう特殊な環境を個人が正しく
認識することはなかなか難しいことです。本来はその認識を補完するためのルールであり，職位なのです。
しかし，そのようなことを意識しづらい環境にあってはどうでしょうか？組織教育が不十分な環境ではどう
でしょうか？私たちは誤解や錯覚を抱え，周囲の人や組織に対して疑心暗鬼を発生させるかも知れません。
これが，人間関係の悩みの根源と考えています。
組織に発生することは事象です。人が一定数以上集まったときに発生する自然現象なのです。そうである
なら，なにも自分や周りを責めなくてもいいのではないでしょうか。肝心なのは，個人の認知力の限界を踏
まえた上で，より目的にあった環境を整えることに注力するべきではないでしょうか。
皆さんは，ご自身が成果を生み出す組織の「重要な一員」であるという自覚はありますでしょうか。組織
の中で果たすべき役割を意識されておりますでしょうか。ともすると作業療法士として，専門職としてとい
う「個の思い」にのみ囚われていませんでしょうか。
今回の講義では，あえて専門職のフィルターを外し，組織行動，組織マネジメントについて気づきがえら
れる時間にしたいと思います。昨日までの組織や上司，部下など周囲が違う環境として見えたなら，私にと
って大変幸せです。
講師紹介

【実績】

【資格】理学療法士，ケアマネジャー

年間 100 回以上の健康教室開催

【略歴】

敦賀市事業所連絡協議会副会長

平成 3 年 福井医療技術専門学校 理学療法学科 卒業

医療，介護の連携をテーマに講演多数

平成 4 年より市立敦賀病院リハビリテーション科勤務

東京都立大学 非常勤講師

平成 17 年より株式会社リハぷらす 代表取締役

合同会社フジオネ 役員

令和 2 年

JB スタジオ 理事

多摩大学大学院経営情報学研究科入学
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教育講演３
倦（う）んでも弛（たゆ）んでも陽はまだ昇る
Even If We Get Lazy or Tired, The Sun Also Rises Again

黒澤

淳二

Junji Kurosawa

医療法人ハートフリーやすらぎ ナーシングデイやすらぎ

「選ばれし者だったのに！」
「フォースにバランスをもたらすはずだったのに！」これらは知る人ぞ知る SF 映
画スター・ウォーズのエピソード３で師匠オビ＝ワン・ケノービがダース・ヴェイダーと化して暗黒面に堕ちた
最愛の弟子アナキン・スカイウォーカーを斬り捨て御免、最後に言い放った言葉です。映画館で鑑賞した当時は、
銀河系を舞台とした愛と憎しみの一大絵巻に興奮したものですが、フォースという特殊能力を有した者たちのい
ざこざと主人公の家族問題で戦争がこじれ、数え切れない尊い生命が蹂躙されるのですから、迷惑千万、とんで
もない話です。
この物語と私自身とを重ね合わせるほど馬鹿ではありません…と言うべきところ、30 年余りの私の体験は、小
説にでもしたら多少は売れるかもしれないと思えるほどドラマチックなものでした。というのも登場人物は豪華
絢爛、高名な先生方ばかりで、ときに相容れることがない愛と憎しみ溢れる盛り沢山の展開だったからです。
例えば序章にあたる学生時代、養成校の学長は五味重春先生、学科長は寺山久美子先生、発達の講義は鎌倉矩子
先生でしたが、高木憲次博士が設立した日本肢体不自由児協会主催の重い障害のある子どものキャンプやボラン
ティア活動に明け暮れ、勉強なんてしませんでした。そのまま整肢療護園に勤めるものと思っていたら募集なく、
鎌倉先生に相談すると「横浜の重心施設に勤めてみない？重心はこれからの領域。あなたに確立してほしい…」
と勧められました。しかし、これからの領域なんて畏れ多く勉強できるところをとお願いしたところ、即お電話
で問い合わせいただいた先が、南大阪療育園だったのです。
その後も多くの師匠との出会いに恵まれましたが、次第に事態は凄まじくなり、私は小児リハビリテーション
業界のダース・ヴェイダーか？と悩んだものでした。しかし、飽き性で怠け者だったが故に、組織や派閥に囚わ
れることなく俯瞰できたことが良かったのかもしれません。
そして、前職から何かに惹かれるように旅立ち、一年もしないうちに頸髄損傷を受傷しました。ギャッジアップ
のときはダース・ヴェイダー誕生のシーンを思い出しますが、同様に機械の身体ができたらいいのになぁ…なん
て思ったりしています。
受傷前から「重い障害のある子どもや人たちと家族・支援者の本人主体のリハビリテーション」の実現が私の
テーマでしたが、組織や派閥を超えるどころか、この度、重度障害者になりましたから、相容れることがなかっ
た世の中を俯瞰して、発信していく所存です。
一人ひとりの大切な人生、誰もが物語の主人公。どんなに飽きようが怠けようが、地球は回り陽はまた昇りま
す。明日からの元気の素になれるようなお話ができればと思います。

36

第 36 回大阪府作業療法学会

2022 年 12 月

講師紹介

【略歴】
1991 年

東京都立医療技術短期大学

作業療法学科 卒業
1991 年

社会福祉法人 愛徳福祉会

2008 年

リハビリテーション部

作業療法科

科長

2013 年

リハビリテーション部 部長

2020 年

非常勤作業療法士
ハートフリーやすらぎ，四季の森なごみ，

四天王寺和らぎ苑，東大寺福祉療育病院
2021 年

医療法人 ハートフリーやすらぎ

【資格、備考】
1992 年

OS 研究会 会員

2004 年

認定作業療法士

2017 年

特別支援教育 専門作業療法士

2011 年

日本発達系作業療法学会 理事

2011 年

日本作業療法士協会 学術部員

2022 年

日本小児リハビリテーション医学会 会員

2020 年

事故，後縦靭帯骨化症による頸髄損傷（C4 レベル）

【著作等社会貢献】
論文：筆頭論文 13、共著多数
書籍：発達に関するもの 8 編
発表・講演：日本作業療法学会、他・全国各地域にて多数
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公募企画シンポジウム➀

「再び生きる」ための園芸療法 ―より意味深い作業療法を目指して―
Horticultural Therapy for“smile again” toward Meaningful Occupational Therapy
川村 明代 1)，葉山 靖明 2），中井 秀昭 3），田崎 史江 4）
1) 公益財団法人 浅香山病院，2）NPO 法人 学びあい，
3）学校法人藍野大学 藍野大学，4）学校法人河﨑学園 大阪河﨑リハビリテーション大学

植物は生きている。人間も生きている。病や障がいを持った人たちは，思い通りにならなくなった人生の辛
さや歯がゆさを持っている。そういう人たちの心に，どんな状況でも与えられた命を健気に，懸命に生きて
いる植物の姿は共感を呼び，エネルギーとなる。
園芸療法は，植物を育てるだけではなく，植物とかかわることで，「再び生きる」希望を与えてくれる可能
性がある。他のアクティビティのように「使う」のではなく，植物の力を「借りる」という姿勢を大切にし
ている。私たちは，作業療法の中に園芸療法の視点を加えることで，より柔軟で意味深い作業療法が広がる
と考えている。
今回の企画講演では，植物とかかわることと「再び生きる」をテーマとして，各話題提供者からの報告のあ
と，ディスカッションで深めていきたい。各話題提供者の趣旨は下記のとおりである（川村）。
葉山：脳卒中サバイバーでもある私の最近の園芸とのかかわりはとても興味深い。癒しの効果→植物からの
自己変容へのさりげない誘い→自然発生する役割の優しさ→自尊心の再構築→園芸テーブル上の小さな大
自然→ドライブ園芸療法の楽しさ等，この 1 年間を振り返りたい。また，拙著「だから，作業療法が好きで
す！」に書かれたデイサービスけやき通りでの作業療法である園芸の今も伝えたい。
中井：滋賀県作業療法士会では 3 年間（2019～2021），医療機関や介護事業所で農作業活用の実践や研究を
行い，新たな農福連携の形を目指すパイロット事業を滋賀県から受託した。その事業実施を通じて気づいた
“自然と人間との相互作用によって生まれる園芸や農作業”の活用可能性について伝えたい。
田崎：和歌山県内の老人保健施設で 7 年間勤務後，2015 年より現職。園芸療法関連の授業を担当。リハビ
リテーションを学ぶ学生に，花や野菜を育てる園芸活動や植物の利活用をリハビリテーションに入れるこ
とを伝えている。病院から生花が閉め出されている現状の問題や，生花（偽物ではない植物）を使うことへ
のこだわり，様々な園芸療法プログラム例等を紹介していきたい。
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講師紹介
川村 明代：2001 年、作業療法士（2009 年、認定作業療法士）資格
取得。2015 年、兵庫県園芸療法士資格取得。複数の精神科病院と高
次脳機能障害のリハビリテーション施設にて作業療法と園芸療法を
実践。2022 年現在、浅香山病院精神科デイケア室にて勤務、千葉大
学大学院園芸学研究科（博士後期課程）に在籍中。

葉山 靖明：発症前には会計学・法人税法講師。2006 年（40 歳）会
議中に脳内出血発症。右片麻痺への作業療法に感銘を受け、2007 年
（株）ケアプラネッツ創立、2008 年デイサービスけやき通り開設。
2016 年 NPO 法人学びあい発足。2021 年「And a seed was planted」
発刊（共著）。国内外にて講義講演活動を継続中。福岡県在住。HP 参
照。

中井 秀昭：2007 年、作業療法士（2016 年認定作業療法士）資格取
得。訪問看護ステーション、総合病院勤務後、2012 年〜滋賀県立リ
ハビリテーションセンター、2018 年〜滋賀県庁勤務では行政の立場
から“健康しが”実現に向けた地域づくりに奔走。現在、藍野大学医療
保健学部作業療法学科にて勤務、立命館大学大学院先端総合学術研究
科一貫性博士課程に在籍中。

田崎 史江：造園コンサルタント会社での勤務を経て、1997 年に園
芸療法士資格取得。2011 年に作業療法士資格取得。介護老人保健施
設で園芸療法士・作業療法士として勤務。2015 年より大阪河﨑リハ
ビリテーション大学リハビリテーション学部作業療法学専攻に勤
務。2022 年和歌山県立医科大学大学院医学研究科修士課程修了。

第 36 回大阪府作業療法学会

2022 年 12 月

39

公募企画シンポジウム②

重度障害児者も「eBOCCIA」でボッチャを楽しもう！
Let’s enjoy BOCCIA even for people with severe physical/intellectual disabilities，
using “eBOCCIA”
引地 晶久 1)
1) 一般社団法人 できわかクリエイターズ（代表理事）
ボッチャとは，重度脳性麻痺者や四肢重度機能障害者のために考案されたスポーツで，パラリンピッ
クの正式種目です。ジャックボールと呼ばれる目標の球に，赤と青のそれぞれ 6 球ずつのボールを投げ
たり，他のボールに当てたりして，いかに近づけるかを競います。ボールを投げることが困難な場合は，
ランプと呼ばれるレールを使って転がしてプレーすることも可能です。そんなシンプルなルールのボッ
チャは，現在では障害の有無に関わらず様々なところで楽しまれています。
しかし，ランプを使っても自身の力で転がせない，転がす方向を伝えられない重度障害児者の場合は
どうでしょうか。投げる方向は介護者が決め，重度障害児者の手を介護者が持ってボールを押すという
状況が多く見られています。さらには，重度障害児者には難しいと，プレーする機会を与えてもらえない
方も多くいるのです。とある特別支援学校に通う重度障害の女の子も，転がす方向や投げるタイミング
を先生が決めてプレーしている状況でした。その子から『自分で転がす方向を決めたい』
『自分で転がし
たい』と話を聞いたのがすべてのスタートでした。
そんな状況を解決するために，株式会社ユニコーン・徳山工業高等専門学校・熊本高等専門学校がタッ
グを組んで開発されたのが「eBOCCIA」です。「eBOCCIA」は，投げる方向やボールの高さを変える，
ボールを転がすという一連の動作を電動で動くランプとパソコン操作で可能にしています。そのパソコ
ン操作は，僅かな動きで操作できるスイッチや視線入力など，重度障害児の個々のできる手段で可能な
のです。また，一人で操作が困難な人の場合は，他の人と協力して操作することもできます。さらに，こ
の「eBOCCIA」は遠隔で操作することが可能で，家や学校にいながら遠く離れた人と一緒に対戦するこ
とが可能なのです。
この「eBOCCIA」のきっかけとなった女の子からは，
『自分の思い通りに操作できて嬉しい！』と話を聞
くことができています。できわかクリエイターズでは「eBOCCIA」のイベントを開催して，全国の色々
な人に体験してもらえる場を提供しています。この「eBOCCIA」で，ボッチャを誰もが楽しめる活動と
するだけでなく，この活動をひとつのきっかけに，重度障害児者の世界が大きく広がり，新たなチャレン
ジに繋がることを目指しています。
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講師紹介
岡山県の吉備国際大学を卒業後，島根県の西部島根医療福祉センターに所属し，重症心身障害児者を専
門とする作業療法士となる。重症心身障害児者が「楽に生活できる」作業療法から，その先の「生活を楽
しくする」作業療法を目指したいと感じ，視線入力装置などの様々なテクノロジー活用支援を実践する。
2020 年に重症心身障害児を育てる母親とともに，一般社団法人できわかクリエイターズを設立。大阪に
活動拠点を移し，全国の重度障害児者へのテクノロジー活用の訪問支援やオンライン支援を実施するだ
けでなく，研修会やイベントを通じて普及啓発活動も実施している。テクノロジーの活用により，重度障
害児者にも「できる」ことがたくさんあること，周囲の支援者が目の前の重度障害児者のことを「わかる」
ことができることを活動の根幹とし，重度障害児者の持つ可能性を探求し続けている。
2018 年，第 30 回重症心身障害療育学会学術集会で，「横地分類 A1 の重症心身障害児者の潜在能力を視
線入力装置で探る」が第 15 回読売療育賞最優秀賞を受賞。2020 年，公益財団法人パナソニック教育財
団「2020 年度こころを育む活動」で，できわかクリエイターズの活動が優秀賞を受賞。

司会紹介
重田寛人（一般財団法人 摂津市保健センター）
岡山県の吉備国際大学を卒業後、2008 年から北大阪警察病院に所属し、急性期から回復期の作業療法に
従事する。主に高次脳機能障がい者の生活支援や評価法（日本版 A-ONE）作成に取り組む。2019 年か
ら、摂津市保健センターに所属し、主に介護予防事業に従事している。大阪府の生活課題アセスメント訪
問指導者として、効果的な介護予防マネジメントの実施に向け、市町村支援やリハビリテーション職の
人材育成にも関わっている。現在、大学時代の友人である引地さんの繋がりで、eBOCCIA の活動にボラ
ンティアとして参加している。
1． 日本版 ADL-focused Occupation-based Neurobehavioral Evaluation(A-ONE)の基準関連妥当性に
ついての検討．第 51 回日本作業療法学会，2017.9
2． 日本版 ADL-focused Occupation-based Neurobehavioral Evaluation（A-ONE）の ADL 項目を用い
た Rasch 分析による換算表の作成．第 52 回日本作業療法学会，2018.9
３．当院回復期リハビリテーション病棟での認知症患者における集団的個別訓練の取り組みについて．
回復期リハビリテーション病棟協会 第 33 回研究大会 in 舞浜・千葉，2019.2
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公募企画シンポジウム③
回復期リハビリテーション病棟におけるボバースコンセプトの活用
Utilization of the Bobath Concept in Comprehensive rehabilitation wards
神尾 昭宏 1)，三浦 教一 1)，入江 泰司 1)，小谷 真以 1)，山城 幸司 1)
1) 社会医療法人大道会 森之宮病院
近年，回復期リハビリテーション病棟は「実績指数」によるアウトカム評価が用いられるようになり，よ
り短期間で効率的なリハビリテーションサービスの提供が必要となった。結果として，早期離床，ADL
自立に向けた介入が重要視され，チーム医療を推進しながら残存機能・代償手段の活用，福祉用具・自助
具の導入など，作業療法士に求められる役割は多岐に及んでいる。しかし，本来のリハビリテーションの
目的は対象者の全人的復権であり，対象者の希望に寄り添った介入をすべきだという点を忘れてはなら
ない。ボバースコンセプトは，
「現代の運動と神経科学に基づいた運動の回復と可能性を最適化する為の
包括的で個別的なアプローチである」と定義されている(IBITA 2019)。ガイドラインに推奨されるエビデ
ンスに基づきながらも，対象者の個別性を重視するアプローチであり，ナラティブな視点を取り入れて
いる点が特徴といえる。作業療法士が求められる役割を果たしつつ，日々の臨床でボバースコンセプト
をどのように活用しているか，ディスカッションを行いながら情報共有を図りたい。
講師紹介
神尾昭宏
2006 年 大阪リハビリテーション専門学校 卒業
2006 年 社会医療法人大道会 森之宮病院 入職
2015 年 一般社団法人 日本作業療法士協会認定 認定作業療法士 取得
2020 年 一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会認定 回復期セラピストマネージャー取得
受賞歴：2011 年 第 1 回ボバース研究会学術大会 学会奨励賞
社会貢献歴：2018 年～ 一般社団法人 大阪府作業療法士会 理事
2019 年～ 一般社団法人 日本ボバース研究会 近畿ブロック長
1. 神尾昭宏，服部憲明，宮井一郎：脳卒中片麻痺患者へのリハビリテーションの即時効果について‐機能的 MRI、筋電活
動による検討－ ．ボバースジャーナル，37：6-9，2014．
2. 小谷真以，神尾昭宏：事例でわかる IADL アプローチ．クリーニング店再開を目指したかかわり．リハビリナース，12．
2，35-41．2019．
3. Tetsuro Funato, Noriaki Hattori, Arito Yozu, Qi An, Tomomichi Oya, Shouhei Shirafuji, Akihiro Jino, Kyoichi Miura,
Giovanni Martino, Denise Berger, Ichiro Miyai, Jun Ota, Yury Ivanenko, Andrea d’Avella, and Kazuhiko Seki, Muscle
synergy analysis yields an efficient and physiologically relevant method of assessing stroke, Brain Communications,
vol. 4, 2022.doi:10.1093/braincomms/fcac200
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三浦教一
2004 年 学校法人栗岡学園阪 奈中央リハビリテーション専門学校 卒業
2004 年 社会医療法人大道会 ボバース記念病院 リハビリテーション部 入職
2006 年 社会医療法人大道会 森之宮病院 異動
社会貢献歴：2019 年～ 一般社団法人 日本ボバース研究会 学術局 西日本事務部長
1. 三浦 教一：回復期においてボバースセラピストとして何ができるか何をすべきか～
生活障害に焦点を当てて～，ボバースジャーナル，43：8-17，2020．
2. 三浦教一，山口華奈，川野卓，小谷真以：弛緩に対する How to touch～症例を通して，作業療法ジャーナル，55：762-766，2021．
3. Tetsuro Funato, Noriaki Hattori, Arito Yozu, Qi An, Tomomichi Oya, Shouhei Shirafuji, Akihiro Jino, Kyoichi Miura,
Giovanni Martino, Denise Berger, Ichiro Miyai, Jun Ota, Yury Ivanenko, Andrea d’Avella, and Kazuhiko Seki, Muscle
synergy analysis yields an efficient and physiologically relevant method of assessing stroke, Brain Communications,
vol. 4, 2022.doi:10.1093/braincomms/fcac200
入江泰司
2005 年 近畿大学商経学部 経済学科 卒業
2009 年 学校法人福田学園 大阪リハビリテーション専門学校 卒業
2009 年 社会医療法人大道会 森之宮病院 リハビリテーション部 入職
2018 年 第 45 回理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会 修了
社会貢献歴
2014 年〜2018 年 学校法人福田学園 大阪リハビリテーション専門学校 神経内科学 非常勤講師
2018 年〜 一般社団法人 大阪府作業療法士会 教育部 身体領域チーム部員
2022 年〜 一般社団法人 日本ボバース研究会 選挙管理委員長
小谷真以
2010 年 神戸学院大学総合リハビリテーション学部 卒業
2010 年 社会医療法人大道会 森之宮病院 リハビリテーション部 入職
社会貢献歴：2020 年～ 一般社団法人 大阪府作業療法士会 総務部情報チーム 代表
1. 小谷真以，神尾昭宏：事例でわかる IADL アプローチ．クリーニング店再開を目指したか
かわり．リハビリナース，12．2，35-41．2019．
2. 三浦教一，山口華奈，川野卓，小谷真以：弛緩に対する How to touch～症例を通して，作
業療法ジャーナル，55：762-766，2021．

山城幸司
2009 年 医療法人おもと会 沖縄リハビリテーション福祉学院 卒業
2009 年 医療法人タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院 入職
2015 年 社会医療法人大道会 ボバース記念病院 入職
2018 年 社会医療法人大道会 森之宮病院 異動
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府士会企画

①

大阪府作業療法士会

特設委員会

さぁ「はたらく」

就労支援委員会

について話をしよう！

『はたらく』×『作業療法』の可能性～物語１０篇から届ける「はたらく」対話型メッセージ～
Let's talk about "HATARAKU"!

The Possibility of "HATARAKU" x "Occupational Therapy"

Messages of "HATARAKU" dialogue delivered by the 10 authors of the story
-座長寺村 肇 （株式会社 Omitas）
-語り手市田 薫 （社会福祉法人 ふらっぷ）
本多 伸行（学校法人玉手山学園 関西福祉科学大学）
金川 善衛（就労支援センター オンワーク）
永田 作馬（医療法人大植会 葛城病院）
吉田 篤史（医療法人大植会 葛城病院）
赤澤 育実（大阪発達総合療育センター）
辻

薫

（大阪人間科学大学）

武平 孝子（八尾はぁとふる病院）
木寺 真菜（アクティブ訪問看護ステーション泉北）
井谷 歩 （ヤンマーシンビオシス株式会社）
芳賀 大輔（ワンモア豊中/千里中央）
「大阪の作業療法士はどうやら全員，就労支援を語るらしい。」このフレーズが現実のものとなることを目指
し，今年度で就労支援委員会は 2 年目となりました。昨年度に引き続き 4 つのプロジェクトが同時進行してお
り，今回はその活動報告に加え，「はらたく」の話をしよう！をテーマにビデオメッセージを作成しました。
大阪作業療法ジャーナル第 36 巻第 2 号（令和 5 年 2 月発刊）特集号として，
『はたらく』×『作業療法』の可
能性が掲載されます。昨今，作業療法士の一部の方は，
「はたらく」は「就労支援」だと思い込み，思考に柔軟
性が乏しくなっていると感じませんか？ 目の前の対象者に真摯に取り組むばかりに，結果のわかりやすい「技
能」や「理論」だけを求めていませんか？ ゴールドスタンダードやゴッドハンドを求め，ノウハウを学び身
に着けることが作業療法士のすべきことだと思い込んでいませんか？ また，
「領域」という見えない枠組みに
捕らわれ，自分の作業療法の可能性や躍動性を縛り付けていませんか？ 元来持っていたはずの重要な作業療
法の視点を，大事に宝箱の隅っこにしまい込んでいませんか？
今回の講座では，いろんな観点から「はたらく」×「作業療法」の可能性にアクセスしていただけるよう，10
篇の書き手がそれぞれの「はたらく」を語ります。ジャーナルは 3 章からなる 10 の物語で構成されています。
その物語は，作業療法の根底をなす重要な価値を見直すきっかけとなるよう仕掛けが用意されています。日々
の作業療法に疑問を感じている方や思考がパターン化してきた，もしくは柔らかい思考をもう一度呼び起こし
たいと感じている方は，この講座を是非ご視聴いただければと思います。もちろん，「はたらく」に興味があ
る方は大歓迎です。どのような仕掛けが待ち構えているか，物語を楽しんでいただき，大阪府下の作業療法士
の皆さんが「はたらく」について語り合い対話が始まることを望んでいます。
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府士会企画 ② 大阪府作業療法士会

特設委員会

運転と作業療法委員会

各領域における自動車運転支援の実践報告
Practical reports on driving support in each field
-座長永田 作馬（医療法人大植会 葛城病院）
-発表者・上田 剛裕（大阪急性期・総合医療センター）
・松下 真拡（阪南市民病院）
・武平 孝子（八尾はぁとふる病院）
・奥野 静華（堺市立健康福祉プラザ
生活リハビリテーションセンター）
近年，高齢者に加えて，高次脳機能障害，認知症などの運転に支障のある病気に罹患した方による交通事故が
社会的に問題となっている。その解決に向けて，作業療法士も多職種と協働し，適切に対象者の運転に関する
評価を行い，その能力に応じた支援を担う役割が社会から求められている。
運転と作業療法委員会は 2018 年に特設委員会として設立され，二次医療圏域（ブロック）ごとの会員 13
名で構成されている。委員会では，脳卒中や頭部外傷などの脳損傷者，また罹患に伴う高次脳機能障害を呈し
た方を主な対象としている。会員の自動車運転支援技術向上，関係機関および会員同士の連携強化を主な目的
として活動している。
今回の企画講座は、以下の 4 領域における運転支援の実践報告を行う。
① 急性期での実践 ：急性期病棟における自動車運転支援の現状について
② 回復期での実践 ：回復期リハビリテーション病棟における運転再開支援について
③ 外来リハでの実践：作業療法での評価と医師との連携について
④ 地域での実践

：障害福祉施設における相談事や高次脳機能障害自動車運転技能評価事業について

今回の講座が参加者の日々の実践における支援方法を考える際の一助になれば幸いである。
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③

大阪府作業療法士会

地域局

地域推進部

認知症支援推進チーム

「大阪府作業療法士会 認知症支援推進チーム活動報告」
Report on the activity of Dementia Support Promotion Team belonging to
Osaka Occupational Therapists Association

松本 祥平(医療法人聖志会 渡辺病院)
隅野 裕之(社会福祉法人悠人会 介護老人保健施設 サンガーデン府中)

2025 年には認知症高齢者は 700 万人となり，65 歳以上の 5 人に 1 人が認知症高齢者と予測されている。
我々作業療法士も日々の臨床現場や，自分の大切な家族や地域でもその問題はより身近に感じている事であ
る。そこで認知症支援推進チームは，認知症予防・早期発見・進行予防・家族支援など，誰もが認知症になっ
ても住みよい地域作りに対して，一体何ができるのか？何を期待されているのか？を念頭に活動している。ま
た With コロナの時代に，認知症領域関連の実態を把握した上で渉外活動を強化し，子供から大人まで作業療
法を大阪府民に深化していく。
＜活動報告＞
① 教育

認知症アドバンス研修の企画・運営：2023 年 2 月頃 Zoom 開催予定。詳細は HP 確認下さい。

② 研鑽

認知症家族の会である，
「つくしの会」
「つどい」に参加させて頂き，認知症の方や家族様の生の声

をお聴きすることで，認知症の方の困り事や課題を情報収集し，我々作業療法士にできる事，期待されて
いる事，働きかける事を検討し実行する。
③ 人材確保・育成 大阪府内の各ブロックでの作業療法士の認知症関連の参画状況についてオリジナル情報
共有シートを用いて調査・分析を実施。各ブロックの特徴を把握・共有し，全体最適化に向けて活動中。
図1

活動参加状況一覧（ブロック別）

80
60
5．その他

40

4．予防教室

20

3．認知症カフェ

0

2．キャラバンメイト
1．認知症初期支援チーム

＜メッセージ＞認知症予防や進行予防はもちろんの事，家族支援や環境調整，認知症になっても毎日イキイ
キと生活できるような地域作りに参画してみませんか？今後も認知症支援推進チームは皆さんが安心して地
域に出向ける為の準備やサポートを継続し，各地域へ作業療法士が適材適所に配備する事で全大阪府民に対
して貢献できるようになれればと考えます。今回を機に少しでも興味が沸いた方は是非ご連絡下さい。お待
ちしております。
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④

大阪府作業療法士会

常設委員会

災害対策委員会

「コロナ禍での作業療法の影響～大阪府士会員の現場で起きていたことから考える～」
The Impact of COVID-19 pandemic on Occupational Therapy: Let us think from what happened in
Clinical environment of Osaka Occupational Therapy Association members

-座長林 辰博（学校法人滋慶学園 大阪医療福祉専門学校）
塩屋 博史（大阪母子医療センター）
-発表者精神分野：精神科病院でのクラスター対応 村上 恵子（社会医療法人北斗会 さわ病院）
小児分野：小児領域でのコロナ対策

木村 基

地 域

中野 皓介（摂津市保健センター）

：地域領域で生じていたこと

（大阪発達総合療育センターあさしお園）

養 成 校：養成校における対応と課題

林 辰博

（学校法人滋慶学園 大阪医療福祉専門学校）

今後の備えについて：

野口 俊一（社会医療法人大道会 ボバース記念病院）

-企画・運営準備池本 恭子（箕面市健康福祉部高齢福祉室） 藤本 侑大（大阪国際がんセンター）

近年，COVID-19 による感染症が急速に拡大し，柔軟な対応が求められていたかと思います。また，学会や
研修会等も対面での開催が難しくなり，それぞれの現場で困難な状況が続いていました。各病院・施設・地域
や養成校などの現場で，どのような事が起こり対応していたか，これまで知る機会は少なかったのではないで
しょうか。今回，作業療法の現場で起こっていたことを知り，その対応を振り返り，現時点での困りごとなど
を共有できる機会となればと考えこの講座を企画させて頂きました。
さらには今後起こりうる予想のできない災害などに対して，「どう備え，どう取り組むか」について皆様と検
討できればと考えています。
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⑤ 大阪府作業療法士会 地域局 地域推進部

特別支援教育チーム

特別支援教育から考える作業療法士の可能性
Potentials of Occupational Therapists through the lenses of Special needs education
-座長西口 あずさ(地域局地域推進部特別支援教育チーム
医療法人高井クリニック こども発達サポートルームりぃふ）

-発表者丹葉 寛之(地域局地域推進部特別支援教育チーム 関西福祉科学大学)
かつて私たち誰もが「こども」でした。
そして，
「こども」は未来の社会を作っていく大切な存在であり，保護者や家族はもちろん地域全体で守り
育てていくべきものです。
「こども」はライフステージの特徴である急速な心身の発達や学校園での集団生活に時に戸惑いながらも，
その歩みを進めていきます。そして，周りの人々も日々懸命に「こども」を育みます。しかし，疾患や障害を
持つ場合はもちろん自分の心身の発達的変化や取り巻く生活環境の変化と適応に戸惑いが多く長く続き「し
んどさ」になると，その後の人生にも大きく影響することもあります。そして周りの人々も戸惑い悩みます。
「特別支援教育」とは，障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組みを支援するとい
う視点に立ち，幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し，その持てる力を高め，生活や学習上の困難を
改善又は克服するため，適切な指導及び必要な支援を行うものであり，平成 19 年 4 月からは学校教育法に位
置づけられ，すべての学校において，障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。
また，
「発達障害」の可能性のある児童生徒は平成 24 年度の調査では 6.5％程度の在籍率で通常の学級を含め
全ての学校・学級に在籍していると考えられ，厚生労働省などと連携し特別支援教育をさらに拡大させていま
す。
（文科省 HP より）この「特別支援教育」が始まり，作業療法士（以下 OT）が学校支援に携わる機会が増
加し，日本作業療法士協会の重点項目にも「特別支援教育」が位置づけられ，大阪府作業療法士会でも特設委
員会として私が所属する「特別支援教育委員会」が設置されました。
また，
「チーム学校」という概念も提唱されるようになり，
「社会や経済の変化に伴い，子供や家庭や地域社
会も変容し，生徒指導や特別支援教育等に関わる課題が複雑化・多様化し，学校や教員だけでは十分に解決す
ることができない課題も増え，学校のマネジメントを強化し，組織として教育活動に取り組む体制を創り上げ
るとともに，生徒指導や特別支援教育等を充実していくために，学校や教員が心理や福祉等の専門家（専門ス
タッフ）や専門機関と連携・分担する体制を整備し，学校の機能を強化していくことが重要である」とされて
います。やはり，OT が「学校」に関わり，自らの専門性を広げるチャンスなのです。
今年度の府士会の組織改編に伴い「特設委員会特別支援教育委員会」は「地域局地域推進部特別支援教育チ
ーム」と名称と位置づけが変わり，さらに各地域の「チーム学校」に OT の参画を推進していきたいと思いま
す。この講座では，当チームのこれまでの活動と特別支援教育の基礎知識をご紹介した上で，学校での作業療
法士の支援の実際について事例を交えてご紹介させていただきます。学校支援や子育て支援は，現在の専門領
域に関わらず OT の力を活かせる場です。なぜなら，あなたはかつて「こども」であり，急速な心身の発達を
遂げる時期と学校園生活の経験者であり，ひとの暮らしを科学的に見つめ支える技術を持つ OT であるからで
す。本講座を通して，
「こども」と OT の可能性を再発見していただけたらと思います。
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⑥

大阪府作業療法士会

学術局

学術部

研究会

-座長井口 知也（大阪府作業療法士会 学術局 学術部/大阪保健医療大学）

大阪モデルの新しい OT 連携ツール『SOHO Ver1.0』に関するワークショップ
～ 身体障害領域回復期リハ病院と訪問の OT をシームレス化する為の申し送りシートについて ～

-発表者浅田 健吾
（大阪府作業療法士会 学術局 学術部 研究会員/
株式会社 colors of life 訪問看護ステーション彩）
作業療法対象者の情報を病院と在宅それぞれの担当作業療法士間で共有する１つの手段として，リハビリ
テーションサマリー（以下，リハサマリー）が多く活用されている。しかし，書き手である病院側と，読み手
である在宅側（訪問・通所など）のそれぞれの作業療法士からは，リハサマリーで共有すべき情報項目につい
て認識の相違を示唆する意見がしばしば耳にされる。そこで，大阪府下の医療機関で実際に運用されている複
数のリハサマリーに関する実態調査と，病院もしくは訪問領域で活動する作業療法士の意見をもとに，病院と
訪問それぞれの作業療法士が重要視する情報項目が盛り込まれた作業療法サマリー「SOHO : Summary for
seamless occupational therapy at the convalescent hospital and at home Osaka-model」Ver 1.0 を開発し
た。本ワークショップでは、SOHO Ver1.0 の使用方法等に関する説明を行った後，実際の現場における運用
を念頭に置いた意見交換を行いたいと考えている。

精神科領域における「連携」に関するワークショップ
～ 精神科作業療法の専門性に対する他職種からの認識と専門職間連携の関係性について ～

-発表者大類 淳矢（大阪府作業療法士会 学術局 学術部 研究会員/
大阪河﨑リハビリテーション大学）
作業療法ではその手段や目的として手工芸などを用い，その独自性ゆえに，作業療法士はその役割を多職種
から十分に認識されていないと感じていることが報告されている。リハビリテーションを含めた医療は，各専
門職がその能力を発揮することでより質の高いサービスが提供され，専門職間連携（IPW）の質を高めるため
には互いの専門性や業務などを知ることが重要である。我々は精神科作業療法の役割は他職種からどのよう
に認識され，IPW の質とどのような関係があるのかの実態調査を行い，IPW や提供されるリハビリテーショ
ンの質を高めるために作業療法士が取り組めることは何があるのかを検討してきた。本ワークショップでは，
連携に関する国内外の知見及びこれまでの調査結果の概要の説明，参加者の周りでの連携に関する成功例や
悩み，他職種からは作業療法の役割をどのように感じられているのかについてなどの情報共有・情報交換を行
いたいと考えている。
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⑦

大阪府作業療法士会

地域局

地域推進部

地域包括ケアチーム

地域 × ＯＴ
～ 作業療法士の新たなキャリア・価値を考える ～
Region x OT ～ Considering new careers and values for occupational therapists ～
-発表者中村 洸貴
（地域包括ケアチーム / 訪問看護ステーション ココア）
『 吹田市における訪問型短期集中サポートサービスの実態と
OT の関わり方について 』
The reality of visit-type short-term intensive support services in Suita
City and how OT is involved

大山 勝範
（地域包括ケアチーム リーダー / 千里中央病院）
『 地域 × 働き方 × 病院 』
Region x work style x hospital

名倉 和幸
（地域包括ケアチーム / 介護老人保健施設ハーモニィー）
『 「求められてること」 と 「求めに応じられること」 を知ろう 』
Let's know 「what is required」 and 「what can be requested」
-司会進行浅田 健吾 （大阪府作業療法士会 地域局局長 / 訪問看護ステーション彩）
昨今，地域支援事業において作業療法士への派遣要請が急増している。2021 年度，大阪府作業療法士会では
28 市町村からの依頼に対して約 100 名の作業療法士を推薦し，各地域における介護予防に関連した取り組み
に協力した。今後は，こうした地域支援事業における作業療法士の活用が更なる広がりを見せると予測してお
り，それらの依頼に対応できる組織体制の構築は急務である。
今回は，数ある地域支援事業の中から吹田市の『訪問型短期集中サポートサービス（以下，訪問 C）
』の内容
を紹介する。訪問 C は平成 29 年度より開始され，吹田市の会計年度任用雇用員として，6 名の作業療法士が
曜日を固定して勤務している。その他に，地域包括支援センターからの相談も随時受けており，本事業の対象
とならないケースにおいても一度訪問を行い，心身機能や生活行為の評価，生活行為の指導や自主トレーニン
グの指導などを行っている。
地域で作業療法士が参画できる事業を紹介した上で，地域支援事業に関わることで『自身や周囲の働き
方』に変化が生じた事例として，3 名の作業療法士から発表を行う。発表者各人のキャリアを垣間見る事で，
参加者個人のこれからの働き方や，新たなキャリア形成のイメージに繋がることを期待している。
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⑧

大阪府作業療法士会

特設委員会

福祉用具委員会

福祉用具、こんなんどうですか！-グランプリ
How is this Assistive technology? Let’s decide the Grand Prix
主催：福祉用具委員会（学会責任者：下西 德 学校法人関西医科大学 関西医科大学附属病院）

■福祉用具グランプリ
・自助具・ADL 支援用具・治療器具など OT 活動で自作した道具の製作の方法・工夫のアイデアを共有する
・生活行為の改善に役立つ身近な用具の利用法や動作方法の工夫等の生活環境支援のアイデアを共有する
発表形式
ポスター発表(指定時間にポスター前で待機し，自由討論形式)で行います。
＊ポスター例

スケジュール
・貼

付

：9:00～10:00

・展

示

：10:00～15:00

・ 発表者待機

：13:30～14:30

・ グランプリ投票：10:00〜14:30
・撤
・ 表彰

去

：14:30～15:00
：15:30〜16:00

グランプリ選定方法
参加者の投票にて優秀賞を選定します。グランプリは閉会式で発表します。
＊投票方法は，グランプリ会場にて説明いたします。

■技術セミナー【開催時間：12：45〜13：30】
「在宅でコミュニケーション支援に難渋した事例を通じて，コミュニケーション支援の在り方を考える」
コミュニケーション支援は，意思伝達装置・環境制御装置などの機器を用いることもあれば，透明文字盤な
どアナログな手段が有効なこともあります。今一度，福祉用具委員と事例を交えて，どのような手段が有効
なのかその評価の仕方についてディスカッションしませんか。
報告者：小野 稿樹（医療法人啓友会 なかじま診療所）
助言者：柏木 知以子（アクセスエール株式会社）

■生活行為工夫情報事業の説明会
生活行為に不自由さを感じている全ての方に向けて， 作業療法士が行う自助具の作成や用具の改良，使用方
法の工夫などの情報を集め，普及を進めていく事業です。
■座談会スペース（相談コーナー）
こんな物あったら良いなあ，既存のここに困っている/使いにくい，こんな物を作りたいけど（アドバイス下
さい）といった事を受け付けます。気軽にお立ち寄りください。大阪府作業療法士会福祉用具委員会の委員
ならびに日本作業療法士協会福祉用具相談支援システム大阪アドバイザーチームが相談に応じます。
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学会推薦企画
中堅作業療法士による臨床実践講座
Clinical practice course by mid-career occupational therapists
企画・司会：下西 德（学校法人関西医科大学 関西医科大学附属病院）

脳卒中領域のトピックス
〜当院での脳卒中評価データベースについて〜
門川 泰輔
独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター
脳卒中領域の作業療法介入は近年多角化しており，医療の進歩，保険制度，社会情勢などでも変化してきまし
た。また以前にも増して EBM/EBP の重要性をよく耳にするようになり，そういった情報にアクセスし活用
される場面も増えてきたのではないでしょうか。私自身，脳卒中関連の急性期・回復期・生活期に関わった中
で，脳卒中患者さんへの介入への考え方は変遷しています。この考え方の変化はどのように起こっているのか
と考えると，経験の積重ねと共に，知識や客観的指標の振返りによるものだと感じています。これまでの自身
の作業療法場面では，客観的指標で効果介入を示しにくい場面や，経験が活きるといった場面も多く経験しま
した。経験から解決策を模索する事が役立つ事もある反面，経験のみならず新しい知識や評価結果の蓄積を振
り返る事によって，介入の優先順位の選択や選択肢を幅広く持つ事が出来るようになったと思います。当院で
も 2018 年頃より，脳卒中評価データベース構築に取り組んでいます。これらの評価の蓄積は，臨床現場での
意思決定に役立っています。今回は，自身の経験と脳卒中患者さんへの介入の考え方について，また当院での
脳卒中関連の取り組みの紹介として，当院の脳卒中評価データベース構築の流れを紹介致します。またそれら
データを用いた当院での上肢機能・FIM 予後予測について，情報共有出来ればと思います。

温故知新
～整形分野における治療技術の再考と課題～
古原 将馬
学校法人関西医科大学 関西医科大学総合医療センターリハビリテーション科

作業療法教育ガイドライン 2019 の中で作業療法治療学における身体障害作業療法の学修目標として『①作業
に焦点を当てた実践②運動学習③関節可動域の拡大④筋力の維持・増強⑤感覚・知覚再教育⑥物理療法の基礎，
の治療原理について説明できる』と掲げている。ここに掲げた治療技術に関して我々はどこまで実践できてい
るのか。また，それだけで良いのかと疑問に思うことがある。整形疾患は卒後早期から臨床現場で多く担当す
ると思われる症例である。そのためか臨床現場では比較的軽んじて扱われているように感じることがある。整
形分野という点においては骨関節における原疾患に留まらず，付随する拘縮や廃用症候群など諸症状もそれ
に準ずるものと私は捉えている。それと同時にそれら疾患や諸症状に対する治療技術に関してどの程度実践
出来ているであろうか。身体障害作業療法のうち整形分野の作業療法における治療技術とは何を指すのであ
ろうか。Evidenced Based Medicine（EBM）が当然のように謳われるようになって久しいが，臨床の中での
その在り方が時折逸れてしまっているように感じる。以上の疑問を踏まえて「技術」と「技能」の違いとそれ
に併せて EBM をどう捉え活用していくのか，臨床経験を基に私見を述べるとともに，聴講される方々にも自
身の治療技術について改めて考えて頂きながら，これからの作業療法発展について一緒に検討していきたい。
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精神科デイケアにおけるリカバリー支援
高野 隼
学校法人関西医科大学 関西医科大学総合医療センター精神科
精神科デイケアは日中 6 時間を他の利用者や医療従事者(デイケアスタッフ)と共に過ごしながら，自分の強み
や課題を再発見し，リカバリーに向かっていく治療である。また精神科デイケアの利用期間は年単位となるこ
とが多いため，利用者がデイケアに入所してから卒業するまでの変化(成長)を肌で感じることが出来る現場で
ある。しかし，残念なことにすべての利用者が順調にリカバリーしていくというわけではない。なかには途中
でデイケアの利用を中断してしまう人や，長期間デイケアに留まったままになっている人も存在する。発表者
はデイケアでの 15 年間の臨床生活を通じて，順調にリカバリーしていける人となかなか前に進めない人の違
いとして「自己理解」や「障害受容」が強く影響していると考えている。当院の精神科デイケアでは，「自己
理解」や「障害受容」の促進を目的に，元気回復行動プラン(Wellness Recovery Action Plan：WRAP)を導入
している。今回の発表では，WRAP の概要とともに当院精神科デイケアでの取り組み方について，事例を交
えて紹介する。なお，本発表が皆様の日々の臨床の一助となれば幸いである。

育ちを支える作業療法
松田 大輔
合同会社くうねるあそぶワークス こども発達支援ルーム PLANET
発達領域の作業療法士は，これまで主に病院や専門施設で関わることが多く，地域での作業療法士としての関
わり方が課題となっています。医学的知識，発達心理学・作業科学の知識を活かしながら，地域・学校等にお
ける「あそび」
「まなび」
「くらし」にあたる生活行為の育ちを支援することが重要とされています。またこど
もの生活行為の育ちには多種多様な環境が関わっており，介入する対象はクライアント本人とは限らず，保護
者や教師となることもあるため，MTDLP の様な包括的なマネジメントの視点も作業療法士には求められて
います。
こどもに特化した包括的な視点の一つとして，カナダの非営利・教育センターCan Child が出している The
Six F-Words for Child Development があります。
6 つの F-Words とは「FUNCTION」
「FAMILY」
「FITNESS」
「FRIENDS」
「FUN」
「FUTURE」を指しており，これらはこどもの発達における重要な要素であり，階層
性はなくどれもが相互に関連し，ICF のフレームワークに置き換えて考えることができる包括的なものとな
っています。
今回は，障がい児通所支援事業における作業療法士の立場から，F-words を用いたフレームワークにより，
「あ
そび」
「まなび」
「くらし」にあたる生活行為の作業療法をどのように展開しているかをお話させていただきま
す。そして，今後どのように発展させていけばよいかを，みなさんと一緒に考えていければと思います。
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学会長企画

「倦まず弛まず、明日につづく作業療法。
」リレートーク
司会：学会長 牟田 博行（社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院）
本学会のテーマである「倦まず弛まず、明日につづく作業療法。
」の倦（う）まず弛（たゆ）まずとは、途
中で飽きたり怠けたりせず～にコツコツと少しずつでも前に進めていきたいとの想いから採択しました。臨
床の場で作業療法を実践するにあたり、医療や保健、福祉、企業や教育機関などで幅広い領域で活躍している
会員、また作業療法課程を学ぶ学生、作業療法にかかわる一般の皆さんと明日につづく作業療法を考える場に
なればと考えております。
第 36 回大阪府作業療法学会は新型コロナウイルス（COVID-19）から 3 年となり、
「日々の臨床現場での影
響」や、
「養成校での作業療法教育と臨床実習」、「地域支援の広がり」、
「日本作業療法協会と大阪府作業療法
士会に加えて作業療法連盟などの組織」など大阪府作業療法士会が推進する事業など日ごろ詳しくは分かり
にくいかと思います。今回、明日につづく作業療法を考えるきっかけになればと思います。

1. 日本作業療法士協会×大阪府作業療法士会×作業療法士連盟
日本作業療法士協会常任理事と大阪府作業療法士会会長でもある関本会長
より、作業療法連盟での目的や活動も踏まえて明日につづく組織論について
分かりやすく語っていただきます。

関本 充史（株式会社かなえるリンク / 大阪府作業療法士会 会長）

2. 養成校における作業療法教育×臨床実習指導者講習会
養成校における作業療法教育と臨床実習指導者講習など適時見直されており、
特に 5 年以下の若手の作業療法士にとっては、作業療法教育の大まかな目的
は聞いたことがあってもこれからの進むべき課題など聞く機会は少ないので
はないでしょうか。長年、このテーマの責任者として内外で取りまとめてい
る松下副会長にお話しいただきます。

松下 太（学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療大学 /
大阪府作業療法士会 副会長）

3. 地域支援×第 37 回大阪府作業療法学会 2023
地域包括ケアシステムにおける支援に加えて、大阪府の二次医療圏域でのブ
ロック化の推進など担っておられた藤原副会長には、地域支援の今後と次年
度の第 37 回大阪府作業療法学会に向けての熱い想いを語っていただきます。

藤原 太郎（株式会社和ごころ / 大阪府作業療法士会 副会長）
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たくさんのご参加、ありがとうございました！
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F-01

万能カフにて柄の細い道具以外のもの使用したい希望に対して,様々な道具の
差し込みが行えるように 3D プリンターを使用して万能カフを作製した事例

○岩本美歩(OT)1)
1)社会医療法人愛仁会 愛仁会リハビリテーション病院 リハ技術部 作業療法科

【事例概要】
高位脊髄損傷により万能カフを使用する必要があったが,布やベルトで作製したものでは差し込める道具が限
られており,微調整が困難であった.3D プリンターにて設計・作製することで患者に必要な様々な道具を早期
に使用できるようになり,本人にて装着や道具の抜き差しが行えるようになった.
【倫理的配慮】
発表にあたり,患者の個人情報とプライバシーの保護に配慮し,本人から口頭にて同意を得た.
【疾患】
脊髄損傷.
【心身機能・構造の特徴】
Zancolli:C6AII.MMT:三角筋 4/4,上腕二頭筋 5/5,手根伸筋 3/2,以遠 0.
【活動・参加の制限の特徴】
食事動作以外 ADL に介助が必要であった.
【作製した用具（行った支援）のポイント】
柔らかい材質（TPU）にて作製を行い,切り込みを 2 つ入れることで挿入口にゆとりができ,太柄の歯ブラシだ
けでなく,タッチペンなども差し込むことができるようになった．素材は防水性であり汚れがついた際に拭き
取りや洗浄が可能.また作り直しも容易に可能．脊髄損傷（C5B 以下適応）以外にギランバレー症候群など上
肢筋力低下の患者にも使用できた.
【利用上の留意点（注意点,デメリット等）
】
太柄の道具を長時間差し込み続けると少しずつ差し込み口が広がる,使用期間が延びることで万能カフとして
の機能を損なう可能性がある.
【患者（利用者）
・家族の声】
介入前:万能カフで使用できる道具が柄の細いスプーンのみであったため,食事以外は介助が必要であった.
介入後:使用できる道具が増え，食事以外にも歯みがきや携帯操作が自身でできた.
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F-02

おゆまるで作る背屈スプリント

○大井千佳（OT）1)
1)社会福祉法人愛徳福祉会

大阪発達総合療育センター

リハビリテーション部

【事例概要】
運動発達遅滞の男児と介助下でスプーン練習をしていた.お皿から食材をすくう時に手関節掌屈に伴い手指が伸展
し,スプーンが手から離れてしまった.そこで,ピストル型スプーンと併用して 100 円均一の材料「おゆまる」で手
関節背屈スプリントを作製した結果,スプーンを保持できるようになり,介助量が軽減した.
【倫理的配慮】
本報告は患者の個人情報とプライバシーの保護に配慮し,書面にてご家族の同意を得ている.
【疾患】
運動発達遅滞,重度知的障害.
【心身機能・構造の特徴】
低緊張・上下肢に失調症状がある.自分で物を持てるが,手内在筋の弱さと手関節の動揺から,すぐに放してしまう.
【活動・参加の制限の特徴】
座位は見守りで可能だが,左凸の側弯があり非対称になりやすく,持久性に乏しい.下肢の支持が弱く,立位は介助
が必要.食事以外の ADL は全介助.食事は,お皿～口元までスプーンを運ぶ運動は可能.回内握りのスプーンからピス
トル型スプーンに変えると手関節の動揺が軽減し,食べこぼしが減ったが,すくい動作でスプーンが手から離れて
しまうことが継続課題として残っている.
【作製した用具（行った支援）のポイント】
おゆまるをお湯で温めて成形し,形が決まったら水をかけて冷やす.（背屈 45°程度,握る動作を阻害しないよう手
背に支持側を与える）カッターで切り込みを入れてベルトを通す.おゆまるの特性として,完全に固まらず,適度な
弾力性が残るため,運動性を保ちつつ,背屈位を保持できる.母指～小指の対立を促せるようになっており,手の横
アーチを保持できる.支持側が手背にあるため,手掌からは握っている物の感覚を感じることができる.これらの作
用により,手関節の動揺や母指外転の動きが入っても,再び握りなおして次の運動に繋げることができる.
【利用上の留意点（注意点,デメリット等）
】
おゆまるは他の素材とくっつきにくいため,ベルトをつける際は接着剤を使用せずに穴をあけてベルトを通す方が
よい.症例の手に合わせて成形する場合は,おゆまるが熱すぎない温度まで下がっているか確認してから行う.
【患者（利用者）・家族の声】
介入前:スプーンが手から離れないよう母指内転と背屈・手指屈曲の介助が必要
介入後:スプーン操作や遊び場面において,把持が持続する.介助量が軽減することで,初めての人でも介助しやす
い.食器用洗剤で洗うことができ汚れが染みない.
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F-03

書いている間だけ振動するペンホルダー「しばりん」

○加藤拓也(OT)1)
1)社会福祉法人愛徳福祉会

大阪発達総合療育センター リハビリテーション部

【事例概要】
運動発達遅滞を有する 11 歳の小学校 6 年生男児に対しスプーン操作の上達に向けてリハビリテーションを実
施した.把持した物を落としてしまう児だったが,「しばりん」を使用した遊びを積み重ねることで,持続的な
把持,面に沿った道具操作が可能となった.手掌から手背部にかけて覆う自助具スプーンを使用するとすくい
始める運動方向のサポートのみで食事を行えるようになった.
【倫理的配慮】
発表にあたり患者の個人情報とプライバシーの保護に配慮し,書面にて同意を得た.
【疾患】
運動発達遅滞（精神）.
【心身機能・構造の特徴】
上下肢体幹の低緊張,側弯症,下肢痙性麻痺,見守りで端座位保持可能,手引き歩行可能.
【活動・参加の制限の特徴】
好きな玩具以外は床に落としやすく,遊びや道具を介した活動参加が困難であった.
【作製した用具（行った支援）のポイント】
電池ボックスとプッシュスイッチ,モーターをはんだ付け.エアコンホース用防虫ストッパーにはんだ付けし
たプッシュスイッチと鉛筆の補助軸をはめ込み,ペン先に圧力がかかるとスイッチが押され振動が生じるよう
工夫した.圧力がかかっている間は振動が継続する.
【利用上の留意点（注意点,デメリット等）
】
電子部品が使用されているため水で洗うことができない.
【患者（利用者）
・家族の声】
介入前:好きな玩具以外の物に対して自発的な把持は見られない.介助者と一緒に把持が行えてもすぐに手か
ら離し,落とそうとするため活動参加が困難となっていた.
介入後:保護者からは「圧力がかかった瞬間に振動が生じるのは分かりやすく,自発的な把持や操作が増えて
よかった.食事も全介助から手を持つだけの介助に変わったのでうれしい.学校の活動でも使用してみます.」
とのお声を頂きました.
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F-04

ページめくり手袋

～雑誌を１ページずつめくることができるようジェルインソールを活用した事例～
○福井智子(OT)1)
1)無所属

【事例概要】
訪問 OT で担当した左片麻痺の男性.本人の希望を受け,麻痺側上肢で雑誌のページをめくるために,比較的随
意性の保たれている中枢機能を活かした動作訓練とともに,末梢の機能を補うために手袋をリメイクし福祉用
具を作製した.試作と調整を繰り返し,努力的動作は残るものの,左手で雑誌のページを 1 枚ずつめくることが
できた.
【倫理的配慮】
今回の発表にあたってご利用者本人に発表内容を説明し,同意を得た.
【疾患】
脳梗塞,肺塞栓.
【心身機能・構造の特徴】
左片麻痺（上肢Ⅳ 手指Ⅲ 下肢Ⅳ）,感覚鈍麻.右変形性膝関節症.
【活動・参加の制限の特徴】
左手は補助手レベル（書字の際,紙を押さえる程度.末梢をサポーターで固定し,中枢優位の動作にて趣味のウ
クレレの弦を弾くことも可能）.歩行は杖を使用し,屋内自立・屋外見守りレベル.ADL 修正自立.「左手ででき
ることを増やしたい」との希望あり.
【作製した用具（行った支援）のポイント】
ナイトケア用の綿手袋を使用.雑誌を１ページずつ持ち上げ,かつめくった後適切な位置で離すために適度な
粘着性のジェルインソールを指部分に接着（後々洗濯する際に着脱できるようマジックテープを使用）.雑誌
へのリーチ時手指が屈曲位になりやすいため,インソールは示指～環指の中節骨背側に配置.また,手袋自体の
装着をしやすいよう,手袋の入り口部分にかばんテープを縫い付けて口を広く保つよう工夫.さらに母指部分
を切り取って通しやすくし,最初に母指を通すことで他 4 指を通す際に手袋が回らないよう装着方法を含めて
指導.
【利用上の留意点（注意点,デメリット等）
】
繰り返しの使用によりジェルインソールの粘着性が落ちるため,時々手袋から外して水洗いする必要あり（水
洗いによって粘着性は復活する）.全体を通して手縫いのため,洗濯は手洗いが望ましい.
【患者（利用者）
・家族の声】
介入前:生活場面で左手を使う場面を増やしたい.
介入後: ページをめくることに成功した際にはハイタッチをして喜ばれた.
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F-05

手に馴染む結束バンドカフと食べ物を集めやすいお皿

○米持喬(OT)1)
1)社会福祉法人愛徳福祉会

大阪発達総合療育センター リハビリテーション部

【事例概要】
食欲は旺盛だが知的障害があり,スプーンを持ち続けること,食塊を集めることが難しかった.手に馴染むため
には固い素材でなく,やわらかな素材で手を開いてもスプーンが落ちない設定を検討した.加えて,食塊を集め
やすいお皿を使用した.
【倫理的配慮】
本報告は患者の個人情報とプライバシーの保護に配慮し,書面にてご家族の同意を得ている.
【疾患】
重度知的障害,精神運動発達遅滞.
【心身機能・構造の特徴】
上肢に運動失調症状あり,手指低緊張.
【活動・参加の制限の特徴】
座位は保持可能だが,立位保持は困難.プロンボード（立位台）で食事をしている.お皿をテーブル上に置くと
ひっくり返してしまうため,常時見守りが必要であった.スプーンを持続的に持つことが出来ずに先生やご家
族がスプーンを一緒に持って,口までスプーンを離さないように介助する必要があり,慣れた人でないと難し
かった.
【作製した用具（行った支援）のポイント】
装着が簡単であること,安価に購入できること.スプーンを握り続けられないため,カフを作製した.スポンジ
ハンドルの中に結束バンドを 1 本通す.ゴムチューブを通した 2 本目の結束バンドを輪っか状に連結させる.
お皿が広いと介助者が食材を集めることが難しく,スプーンに食材を乗せられなかった.お皿の横がすぼんで
いるため食材を集めやすく,縁の適度な立ち上がりで食材をすくい上げやすい.
【利用上の留意点（注意点,デメリット等）
】
手から離れないために,スプーンを振り回した際,食材が飛び散ってしまうことがある.
【患者（利用者）
・家族の声】
介入前:食べたい気持ちはあるが,スプーンを把持できないので全介助.
介入後:手から離れないので介助がしやすい.手背のゴムチューブが回転するために手に装着しやすい.お皿の
端がすぼんでいるので食塊を集めやすい.本人も積極的に食べようとしているのがわかる.
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F-06 リコーダーの穴を押さえやすくなるようにしたベルト付きクッション
○山本柚葉（OT）1)
1)社会医療法人大道会

ボバース記念病院

リハビリテーション部

【事例概要】
脳性麻痺,左右差のある痙性両麻痺により両手でリコーダーを持ちながら右手で穴を押さえることが難しかった.
リコーダーにゴムベルト付きのクッションを装着し,右手をベルトに通してクッションに指を添わせると穴を押さ
えやすくなった.
【倫理的配慮】
発表にあたり,患者の個人情報とプライバシーの保護に配慮し,ご本人及びご家族から書面にて同意を得た.
【疾患】
脳性麻痺,痙性両麻痺,右片麻痺.
【心身機能・構造の特徴】
特に右手の操作は母指対立位が難しく,手関節の不安定さから右手関節掌屈・尺屈で固定しやすい.また,MP 関節過
伸展となり,手指の分離運動が行いにくい.
【活動・参加の制限の特徴】
両手でリコーダーを吹くことが難しく,吹ける音が左手の範囲に限られていた.そのため,小学三年生の音楽の授業
で習っている音を吹くことや演奏する曲に参加しにくかった.音楽会での演奏曲に向けて「ミ」までの音を出せるよ
うに練習中.
【作製した用具（行った支援）のポイント】
5 本指靴下を切って綿を入れたクッションにゴムベルトを縫い付ける.リコーダーの穴の位置を確認しベルトの上
からマジックテープを縫い付ける.テープをリコーダーに巻いてクッションとリコーダーを固定.右手をベルトに
通すことでリコーダーから手を放しても落ちにくくなる.クッションに指を添わせると穴を押さえやすくなり「レ」
までの音が吹けるようになった.
【利用上の留意点（注意点,デメリット等）
】
リコーダーの種類や穴の位置に合わせて,固定するテープの位置を変更する必要性がある.ご自身で装着すること
が難しいため,介助者にセッティングしてもらう必要性がある.
【患者（利用者）・家族の声】
介入前:左手でリコーダーの穴を押さえて吹くことはできるが,右手はリコーダーを下から支えて持ちやすく,穴を
押さえにくい.介入後:右手でリコーダーの穴を押さえやすくなり,吹ける音や演奏できる曲が増え,リコーダーを
吹くことがさらに楽しくなった.
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F-07

座面が低いトイレからの立ち上がり動作が困難な症例に対し,便座補高を作成し
自宅復帰に繋げた一例

○東由利香(OT)1)
1)社会医療法人大道会 介護老人保健施設 グリーンライフ

【事例概要】
下肢筋力低下,圧迫骨折による脊柱のアライメント不良と両側変形性膝関節症を呈した症例.施設ではトイレ
動作自立で,便座からの立ち上がりも支持物なしで可能であった.自宅復帰を目指していたが,自宅トイレは和
式トイレに洋式の便座を被せたもので床から座面までが 34cm.自宅訪問で動作確認をしたところ立ち上がり
が困難なことが判明した.補高を作製し,施設と同じ便座高になるように設定したところ,自宅でのトイレ動作
でも立ち上がりが可能となった.
【倫理的配慮】
発表にあたり,患者の個人情報とプライバシーの保護に配慮し,本人から書面にて同意を得た.
【疾患】
胸腰椎圧迫骨折,腰椎すべり症,両側変形性膝関節症.
【心身機能・構造の特徴】
下肢筋力低下,円背による体幹の可動域制限,両側変形性膝関節症による下肢アライメント不良.
【活動・参加の制限の特徴】
低い座面からの立ち上がりが困難で,自宅でのトイレ動作が行えない.
【作製した用具（行った支援）のポイント】
市販のジョイントマットを便座の形に合わせて切断.補高を 6cm にするため,切断した物を 6 枚重ねてビニー
ルテープで固定した.この時のビニールテープは,本人がトイレに行った際に混乱しないよう便座の色と同じ
白に設定した.また補高が便座とずれないように裏面に両面テープで滑り止めシートを貼った.それでもずれ
る可能性があるため,一緒に固定用の紐を家族にお渡しした.
【利用上の留意点（注意点,デメリット等）
】
抗菌加工等はしていないため,汚染したらすぐに拭き取る必要があり,丸洗いが出来ない.温度調整不可.クッ
ションの耐久性により,今後つぶれて低くなる可能性がある.
【患者（利用者）
・家族の声】
介入前:自宅に帰ってきてほしいが,トイレから立ち上がれないと思っていなかったためどうしたらいいのか
わからない.
介入後:手すりを設置しなくても 1 人でトイレから立ち上がれるようになったので助かった.
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O-Ⅰ-1

末梢神経電気刺激を併用した課題志向型練習により早期の箸操作獲得に至った 1 症例

－本人の満足度・重要度に着目して－
〇松田 淳伸 1)（OT）大橋 薫乃 1)（OT）高原 利和 1)（OT）穴井 龍一 1)（OT）
1) 医療法人せいわ会 大阪たつみリハビリテーション病院

Key word：（課題指向型練習），（末梢神経電気刺激），COPM
【はじめに】 今回，交通事故により四肢麻痺を呈した

TOP のみ行った．介入は各期 2 週間，7 回/週，1 回 30

70 代女性を担当した．本人の強い希望があった人前でも

分とした．PNS は低周波治療器(エスパージ・伊藤超短波

恥ずかしくない箸の持ち方ができるようになることを目

製)を使用した．刺激パラメーターは，二相性対称性パル

標に，箸操作を主とした課題指向型練習(以下，TOP)と末

ス波，周波数 20Hz，パルス幅 1msec，強度は感覚閾値と

梢神経電気刺激療法(以下，PNS)を併用し介入した．PNS

し，刺激部位は右正中神経，右尺骨神経とした．TOP は

の併用により TOP 単独よりも介入効果が得られ，早期で

B 期に自助箸での操作練習と 3 指摘みの練習，A 期以降

の箸操作獲得に至る経験をしたので，以下に報告する．

は普通箸での操作練習を，課題難易度を調節しながら行

なお，症例には口頭と書面にて同意を得ている．

った．

【症例紹介】 交通事故にて受傷し，四肢麻痺となる．

【作業療法結果】 BRS の上肢はＢ期にⅤ，Ａ期以降に

硬膜外血腫除去術後 12 病日目に当院回復期リハビリテー

Ⅵとなり，手指はＢ期にⅤ，Ａ期に変化なく，Ｂ2 期にⅥ

ション病棟へと転院し，翌日から OT 開始となる．日常

となった．FMA-UE はＢ期に 2 点，Ａ期に 3 点，Ｂ2 期

生活動作（以下，ADL）は車椅子介助レベル（FIM67

に 5 点向上した．握力はＢ期に 1.0 ㎏以上，Ａ期に 2.1

点）．運動麻痺は軽度で，Brunnstrome Stage(以下，

㎏，Ｂ2 期に 3.7 ㎏向上し，ピンチ力は指腹摘みのＢ期に

BRS）が右上肢Ⅴ手指Ⅳ・左上肢Ⅴ手指Ⅵ，Fugl-Meyer

0.6kg，Ａ期は変化なく，Ｂ2 期に 0.8kg 向上した．側腹

Assessment 上肢項目(以下，FMA-UE）が右側 54 点・

摘みはＢ期に 0.8kg，Ａ期に 0.4kg，Ｂ2 期に 1.5kg 向上

左側 65 点であった．上肢・手指に可動域制限・感覚障害

した．STEF スコアはＢ期に 19 点，Ａ期に 3 点，Ｂ2 期

は認めず，上肢筋力は徒手筋力検査（以下，MMT）3 で

に 1 点向上した．箸操作の COPM（重要度・満足度・遂

あった．握力は右側 5.0 ㎏以下・左側 13.9 ㎏，ピンチ力

行度）はＢ2 期の介入後 7・8・8 となり，本人が納得す

は指腹摘みが右側 0.6kg・左側 3.0kg，側腹摘みが右側

る普通箸の使用もできるようになった．

0.8kg・左側 3.0kg であった．簡易上肢機能検査（以下，

【考察】

STEF）は右側 76 点・左側 83 点であった．音楽教室でピ

PNS は錐体細胞の興奮性を高め学習効果を促進すること

アノ指導に携わり，所作に対し厳しい考え方を持ってお

と，ピンチ力や手指の巧緻性を含めた上肢機能の向上に

られた．半年後に息子さんの結婚式を控えており，それ

寄与することが報告されている．本ケースは運動麻痺も

までに人前で恥ずかしくない所作が行えるようになりた

軽度であったことから要素的な課題反復ではなく，箸操

いと考えておられ，OT では利き手である右手での箸操作

作そのものを課題に TOP を中心として段階付けを行うこ

を優先し介入することとなった．箸操作の COPM（重要

とで，スキル学習の向上を期待した．加えて，COPM に

度・満足度・遂行度）は 10・2・3 であり，普通箸の使用

より患者自身が重要と考えている作業課題や課題に対す

は交差箸となるため，困難であった．

る現状を認識可能にしたことで，TOP に対する主体性や

【介入方法】 介入期間を B 期・Ａ期・Ｂ2 期に分け，

操作スキルの向上を後押しすることで，早期での箸操作

Ｂ期・B2 期は TOP に加え PNS を併用し介入，Ａ期は

獲得に至ったのではないかと考える．
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O-Ⅰ-2

中等度の上肢痙性麻痺を呈した症例に対し，ショックウェーブ療法と複合的なア

プローチを実践した結果，生活への麻痺側上肢参加が可能となった事例
〇西田 幸司1)（OT）
1) 社会医療法人生長会 阪南市民病院

Key word：痙縮，ボツリヌス療法，電気刺激
【はじめに】近年，痙縮に対する治療法としてショック

根屈筋 75 単位，浅指屈筋 50 単位を施注した．ESWT は

ウェーブ療法(以下，ESWT)が報告されている．今回，中

MOBILE 2 RPW(ChattanoogaTM)を使用し，周波数

等度の上肢痙性麻痺を呈する症例に対し，ボツリヌス施

6Hz，出力 3bar を浅指屈筋・深指屈筋・尺側手根屈筋・

注後に，従来より有効性が示されている複合的なアプロ

円回内筋に 2000 発を、方形回内筋に 1000 発を目安と

ーチ（課題志向型訓練，電気刺激，CI 療法の構成要素で

し，筋緊張が低下する程度の回数を実施した．その後，

あるトランスファーパッケージ）に加え ESWT 併用の介

IVES（OG 技研株式会社）を用いた電気刺激併用での課

入を 2 週間実施した．結果，上肢機能の改善，痙縮の抑

題志向型訓練や，病棟でストレッチや随意性向上を目的

制，更には生活への麻痺側上肢参加が可能となった為報

とする自主トレーニングを実施した．上肢機能改善に伴

告する．

い訓練の難易度を上げ，目標である作業に必要な関節運

【倫理的配慮】本報告について，書面・口頭での説明を

動を伴った課題や，実際に作業で使用する物品を用いた

行い,本人の同意を得た．

訓練を実施した．

【症例紹介】50 代男性で，右利き，診断名は左被殻出血

【結果】FMA 40/66 点，WMFT 所要時間 353.4 秒，

であった．第 13 病日で当院回復期リハビリテーション病

FAS 33/75 点，MAL の AOU 1.07 点，QOM 0.71 点であ

棟へ転院し，第 189 病日，利き手交換の上 ADL 自立とな

った．筋緊張は MAS で肩関節 0，肘関節 1，手関節 1 で

り自宅退院となり，週 2 回の外来作業療法が開始となっ

あり，表在・深部感覚に変化はなかった．設定した目標

た．しかし上肢麻痺の改善は乏しく，痙縮の影響から学

に対し、いずれも麻痺手の参加が可能となり，生活への

習性不使用に陥り，上肢の関節可動域・随意性低下を認

麻痺側上肢参加へと繋がった．

め，第 229 病日ボツリヌス療法と，2 週間の入院による

【考察】QOM を除く評価において，臨床上意義のある数

リハビリテーションを実施した．

値である MCID を超える変化を認めた．Santamato

【初期評価】Fugl-Meyer Assessment（以下，FMA）

（2013）らは，ボツリヌス療法に電気刺激療法，あるい

28/66 点，Wolf Motor Function Test（以下 WMFT）所

は ESWT のいずれかを併用した群を比較し，ESWT を併

要時間 400.4 秒，Functional Ability Scale（以下，

用した群において痙性抑制効果が大きかったことを報告

FAS）31/75 点，Motor Activity Log（以下，MAL）の

している．更に，Cabanas（2020）らは，ESWT は上肢

Amount of Use（以下，AOU）0.28 点，Quality of

痙縮を軽減するのに有効な手段であり，従来の治療法に

Movement（以下，QOM）0.28 点であった．筋緊張は

ESWT を加えることで更なる利点が得られることを報告

Modified ashworth scale（以下，MAS ）肩関節 1，肘関

している.各療法を組み合わせた今回の介入は，運動麻痺

節 1+，手関節 2 であった．表在・深部感覚は重度鈍麻で

のみならず，痙縮，学習性不使用に起因する二次的な障

あった．OT と面接を行い，「飲み物容器を麻痺手で固定

害に多角的にアプローチ出来たのではないかと考える．

する」，「ズボンのボタン操作の補助」，「書字の際に

従来より有効性が示されている複合的なアプローチに加

麻痺側手で紙を押さえる」という作業に対し目標を設定

え，ESWT を組み合わせる介入は，上肢機能の改善や痙

した．

性抑制効果を増幅させ，更には生活への麻痺側上肢参加

【介入】設定した目標からボトックスを，僧帽筋 25 単

を促進する，有効な手段となる可能性が示唆された．

位，大胸筋 50 単位，上腕筋・円回内筋 25 単位，尺側手
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O-Ⅰ-3

脳梗塞後中等度運動麻痺を呈した症例にReoGo-Jを使用し，且つ生活の中で麻痺

側上肢の参加を促した一例
〇金盛 奈月 1)（OT）中山 聡吾 1)（OT）朝川 弘章 1)（OT）牟田 博行 1)（OT）錦見 俊雄 1)（Dr）
1) 社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院

Key word：ロボット，上肢，脳梗塞
【はじめに】近年，脳卒中後の上肢麻痺へのアプローチとし

③生活上で麻痺側上肢の使用を強化（第48病日～63病日）：

てロボット療法が注目を浴びている．高橋らは脳卒中回復期

麻痺側上肢で車椅子のブレーキ操作や自室の机拭き，リモコ

の上肢麻痺に対して，上肢用ロボット肩訓練装置を用いた自

ンを取る等の指導を実施．

主訓練は従来よりも効果的であると示している．そこで今

【中間評価】第59～63病日

回，脳梗塞を発症し中等度麻痺を呈した症例に対し，回復期

BRS：Ⅳ-Ⅲ-Ⅴ，FMA：31/66点，MAL：AOU2.3点，

にて通常の作業療法（以下OT）と併せて，ReoGo®-J(帝人フ

QOM2.41点，ARAT：9/57点，BBT：6個，FIM：86/126点

ァーマ株式会社：以下ReoGo-J)を使用した．また，実生活の

（運動56/91点），MMSE：28/30点．

中で麻痺側上肢の参加を促す事ができたので，以下に報告す

【考察】症例の強みとして，自主訓練にも意欲的であり，自

る．なお，症例に同意を得ている．

室でストレッチング等を取り組む事が可能であった．一方，

【症例紹介】右被殻から放線冠の脳梗塞にて左片麻痺を呈し

感覚障害は軽度なものの，生活の中で非麻痺側の過剰使用が

た70代女性，右利き．病前ADL・IADL自立，X年Y月Z日に発

散見されていた．そこで，当院で導入しているReoGo-Jを追加

症し，第12病日に当院回復期リハビリテーション病棟に転院

する事で，練習量増加と実生活での使用向上を期待した.

された．

ReoGo-J導入初期は作業療法士も同席し，アーム操作以外にも

【作業療法初回評価】第12病日～第17病日

上肢動作時の体幹の代償や90度以上の空間での上肢操作につ

Brunnstrom Stage（以下BRS）：上肢Ⅲ・手指Ⅱ・下肢

いての意識付けも指導した．症例の状態に合わせて適宜見直

Ⅳ，Fugl-Meyer Assessment（以下FMA）：上肢運動項目

しで介入し，生活動作をイメージしながら操作するように指

9/66点，Motor Activity Log（以下MAL）：Amount Of Use

導を行った.中間評価では，機能訓練だけでなく麻痺側上肢へ

（以下AOU）0点，Quality Of Movement（以下QOM）0.3

の認識を高めた結果，FMA，ARAT等の点数向上を認めた．

点，Action Research Arm Test（以下ARAT）：1/57点，Box

また，左上肢で確実に使用できる生活動作の指導を行ったこ

and Block Test（以下BBT）：0個，Functional

とで，症例が麻痺側上肢で「できる」動作が増え,MALの値が

Independence Measure（以下FIM）：62/126点（運動38/91

有意に改善したと考える．石垣らによると，ReoGo-Jは中枢部

点），Mini-Mental State Examination（以下MMSE）：

の機能改善に有効であるが，手指機能やADLでの上肢使用状

23/30点．

況の改善は示されていない．今回，中等度の上肢運動麻痺に

【目標】4か月でADL自立，掃除･洗濯動作獲得，調理動作一

対する訓練において，通常OTだけでなくReoGo-Jを用いた事

部獲得

で中枢部が早期に機能改善し，麻痺側上肢への認識が高まっ

【介入方法】①通常OT（第12病日～第33病日）：IVES+®

た．しかし，生活内で麻痺側上肢の参加は乏しかった為，症

（OG技研株式会社）を用いた電気療法や神経筋再教育，関節

例と話し合いながら積極的に麻痺側上肢を補助手段の位置づ

運動訓練を実施．（2単位：40分/日）

けとして生活内での使用を促した．それにより生活場面での

②ReoGo-J追加（第34病日～47病日）：練習量増加目的とし

麻痺側上肢参加の拡大に繋がったと考える．今後は前腕･手指

たReoGo-Jは「軌道アシスト」，「自動運動」を30分/日で追

の機能回復を図り，直接動作訓練に繋げ，ADLやIADLに汎化

加．

していく必要がある．
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O-Ⅰ-4

左浅側頭動脈(STA)‐中大脳動脈(MCA)吻合術後早期から上肢機能練習を実施した一例

〇今井 心太1)（OT）與田 夏菜恵1)（OT）藤田 敏晃1)（Dr）徳田 和宏1)（PT）海瀬 一也1)（PT）梅原 徹1)（Dr）

1) 医療法人錦秀会 阪和記念病院

Key word：運動麻痺，電気刺激，反復運動
【症例紹介】70 代前半の右利き女性である．病前生活は

の把持-移動を促すと，ロボット練習よりも肩肘関節の能

自立していた．呂律困難と右顔面の違和感を生じたため

動的な運動が見られた．

当院を受診した．頭部 MRI 拡散強調画像で左中大脳動脈

第 2 期 意識状態は徐々に改善し，第 25 病日頃には清明

分水嶺領域に散在する高信号域を認めた．頭部 MRA で左

になった．BRS は上肢Ⅲ手指Ⅲ下肢Ⅴで，病棟内歩行は

内頸動脈の慢性閉塞を認めた．血行力学的梗塞の診断で

付添いで可能になった．FMA 上肢運動項目は 13/66 点で

保存的治療を開始したが，左中大脳動脈領域の血流低下

あった．この時期は，肩関節亜脱臼が見られたため棘上

は著明であり，入院後右上下肢麻痺も悪化傾向にあり，

筋を標的とした EMS を併用しながら右上肢の自動介助運

バイパス術の適応と判断された．作業療法は第 5 病日よ

動や物品操作練習を行った．物品操作練習では手指伸展

り開始した．本例にはヘルシンキ宣言に則り，本報告を

が困難であったため，DRIVE-HOME（デンケン，大

行う事を本例に説明したうえで書面による同意を得た．

分）や手関節背屈装具，母指外転装具（CM バンド，中

【作業療法初期評価】BRS は上肢手指下肢ともⅤ，Fugl-

村ブレイス，島根）を用いて手指運動を補助しながら行

Meyer Assessment(FMA)上肢運動項目が 61/66 点であっ

った．

た．体性感覚障害はなかった．MMSE は 19/30 点，

第 36 病日には FMA 上肢運動項目が 21/66 点に向上し

MoCA-J は 14/30 点であった．第 8 病日の言語障害スク

た．随意的な手指屈曲が一部出現するようになったた

リーニングテスト(STAD) は 26/30 点で，失書と喚語困

め，右手で補助箸（箸ぞうくん）を用いた模擬的な食事

難があった．FIM は運動項目が 36/91 点，認知項目が

動作練習も追加した．この頃，徐々に手指の筋緊張が亢

25/35 点であった．

進してきたため，他動的な持続伸張やリラクセーション

【周術期の機能的変化】第 9 病日に左浅側頭動脈(STA)–

を挟みつつ物品操作練習を継続した．第 46 病日には緩徐

中大脳動脈(MCA)吻合術を行った．術後，覚醒遅延を来

だが手指の随意伸展が可能になった．

たし，術翌日の頭部 MRI 拡散強調画像で左中大脳動脈分

第 51 病日の BRS は上肢Ⅲ手指Ⅲ，FMA 上肢運動項目は

水嶺領域の梗塞の明瞭化及び若干の拡大を認めた．バイ

33/66 点に向上した．FIM は運動項目 53/91 点，認知項

パスは良好に開存しており，周術期の血行力学的梗塞の

目 26/35 点で，左手のみでセルフケア軽介助〜監視レベ

拡大や過灌流などの病態が考えられた．BRS は上肢Ⅲ手

ルとなった．構音障害と失語症は残存した．第 52 病日に

指Ⅱ下肢Ⅲ，FMA 上肢運動項目が 8 /66 点にまで低下し

転院した．作業療法介入は 40 分/日を週 6 日，15 病日目

た．言語障害スクリーニングテスト(STAD)は 18/30 とな

～33 病日目は 60 分/日を週 6 日行った．

った．

【考察】今回，STA-MCA 吻合周術期に上肢麻痺が悪化

【作業療法経過】第 1 期：術直後は意識状態が日ごとに

した症例を経験した．本例の手指機能が術後約 1 ヶ月頃

変動したため，端座位・立位練習を行い，離床時間を確

より改善した背景には，術後合併症に関係なく早期から

保した．第 17 病日頃より発熱が落ち着いたため，

上肢機能に介入したことが寄与したように思われた．ま

ReoGo-J®︎（帝人ファーマ， 東京）を用いた上肢ロボッ

た，本例は徒手的に介入した課題指向型練習の方がロボ

ト練習や課題指向型練習，電気刺激療法といった上肢機

ット療法よりも能動的に動作できた．意識障害や失語の

能アプローチを開始した．しかし，ロボット練習は右上

対象者には，本例に実施したような介入がより適切なの

肢の随意運動が引き出しにくく傾眠してしまうことが多

かもしれない．

かった．徒手介助しながら机上に置かれた木製ブロック
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脳卒中上肢運動麻痺に対してMP関節過伸展ブロック付きアウトリガースプリン

トにて改善した一症例
〇真島 洋平 1)（OT）恵飛須 俊彦 1)（Dr）
1) 関西電力株式会社 関西電力病院
Key word：脳卒中，装具療法，回復期
【はじめに】近年，脳卒中後の上肢運動麻痺に対する

ラムを実施した．装具療法導入後の第 116 病日の評価で

Constraint-induced movement therapy(以下 CI 療法)の

は，FMA47 点，ARAT32 点，MAL AOU 平均 2.53 点,握

有効性が示されている.しかし,運動麻痺が高度で自力で手

力は麻痺側 4.7kg と 14 日間での介入での変化を認め，継

指伸展が困難な症例においては,スプリントなど装具療法

続して装具療法を実施した．

との併用が必要である．本邦ではスパイダースプリント

【結果】第 129 病日 FMA49 点，ARAT35 点，亜脱臼 0

がよく用いられているが，手指屈伸時の関節軸に対する

横指，MAS 肘 1+手 2，MAL 使用頻度平均 2.7 点 ，握

牽引方向や牽引力といった力学的視点からの詳細な調整

力患側 2kg 健側 19.6kg まで改善した．

は困難である.そこで今回，左脳梗塞患者に対して力学的

【考察】今回，左 MCA 領域の脳梗塞を発症し右上肢運動

視点を考慮したアウトリガースプリントを作成し，CI 療

麻痺により手指伸展が困難な一症例に対して，アウトリ

法と併用することで上肢運動麻痺の改善を示したので以

ガースプリントを作成し CI 療法と併用した．上肢機能は

下に報告する．

MCID である ARAT5.7 点,MAL AOU0.5 点に改善した.

【症例紹介】70 歳代，女性，右利き．診断名は左梗塞

また,MAL 使用頻度は平均 2.7 点まで改善し,CI 療法の適

（中大脳動脈領域）．現病歴は，右上肢運動麻痺と構音

応となる 2.5 点を上回るまでに至った.一般的に機能的装

障害を自覚し，翌日に他病院を受診し，左脳梗塞の診断

具を併用する際,治療対象となる各指に対して適切な牽引

を受けた ．第 10 病日，意識障害あり，頭部 MRI にて左

方向や牽引力を調整することが重要とされているが,本邦

内頸動脈の閉塞を診断された． 52 病日,当院リハビリテ

で頻用されているスパイダースプリントでは困難である.

ーション病棟に転院となった．初期評価は，FMA34 点，

一方,Saebo 社において利用されているアウトリガー付き

ARAT7 点，肩関節亜脱臼 1 横指，MAS 肘 1+手 2,MAL

スプリントは,手指を垂直方向に牽引することで伸展補助

使用頻度，平均 0.08 点，握力患側 0kg 健側 17.6kg，

力の分散・剪断力抑制による関節疼痛の抑制を行う.また,

FIM は合計 77 点であった．

牽引力の調整が可能であり物品把持を行なった際に 10N

尚,本症例報告はヘルシンキ宣言に基づき，患者本人に口

加わることが望ましいと報告されている.そのため,本症例

頭で説明し同意を得た上で，関西電力病院倫理審査委員

において MP 関節過伸展ブロック付きアウトリガースプ

会の承認を得た．(承認番号:22-047)

リントを作成し,牽引力は手指屈曲時に 10N 加わるように

【介入と経過】ADL は入棟時より自立しており，作業療

設定を行なったことが,上肢機能や学習性不使用の改善に

法では本人の主訴である上肢機能改善を目的にリハビリ

繋がった可能性がある.

を実施した.自主トレーニングを含めた麻痺側上肢の集中

【まとめ】左脳梗塞症例において，上肢中等度運動麻痺

訓練を，1 日 3 時間に短縮した Modfied CI 療法(以

にアウトリガー装具を併用した結果，ARAT，MAL の

下,mCI 療法)を実施し，介入後 10 日から 14 日にて再評

MCID 以上の改善を認めた．治療対象となる各指に対し

価を経時的に行なった．第 104 病日,FMA45 点,ARAT27

て適切な牽引方向や牽引力を負荷することで，手指伸展

点,MAL AOU 平均 1.76 点,握力は麻痺側 2kg と再評価時

が出現しない上肢運動麻痺に対する治療を促進する可能

と比較し，ARAT・MAL において臨床的に意義のある最

性が示唆された．

小変化量(以下，MCID)未満であったため，アウトリガー
装具を作成し，第 105 病日より装具着用での同一プログ
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チェックリストを用いて行動変容に繋がった失語症・高次脳機能障害を呈した重

度片麻痺症例についての報告
〇板谷 優志1)（OT）園山 真弓1)（OT）鳴尾 彰人1)（PT）
1) 医療法人篤友会 篤友会リハビリテーションクリニック

Key word：チェックリスト，行動変容，脳卒中
【はじめに】今回，左被殻出血により右上下肢運動障

かった．そのため，課題指向型訓練や電気刺激療法を併

害・失語症を呈した対象者様の生活期リハビリテーショ

用した介入を行った．発症 1 年頃に家事活動への意欲が

ンを担当した．家庭での役割獲得が行えずにいたが，生

向き，生活場面での右上肢の参加拡大を目標とした介入

活場面での上肢参加促進目的で，チェックリストを用い

へと変更した．変更当初は自宅での上肢参加場面をご自

て行動変容に働きかけることで MAL，IADL 尺度の向上

身で設定することは難しく，リハビリの時間で設定する

を認めたためここに報告する．

も自宅で計画的に遂行することが出来なかった．そのた

【倫理的配慮】本発表においては口頭にて対象者より同

め，チェックリストを用いて家事の遂行と繋がりを持て

意を得ている．

るように洗濯や掃除など家事場面での上肢参加を設定

【事例紹介】A 氏は 50 代の女性，利き手は右手である．

し，自宅での家事の実行を促した．後日チェックリスト

左被殻の高血圧性脳出血を発症し，緊急入院．1 ヵ月後に

の内容に対してフィードバックを行うことで行動変容を

リハビリテーション目的で回復期病院へ転院．発症病日 7

図った．

ヵ月後に ADL は概ね見守り～修正自立となり自宅退院さ

【結果】チェックリストを用いた介入を 2 ヵ月実施し，

れ，当院へ紹介受診される．発症前 ADＬは自立，建築士

BRS に関しては変化を認めなかった．MAL は平均

として夫と二人で会社を経営され，家事と仕事を両立し

AOU1．2 点 /QOM1．2 点と向上を認め，IADL 尺度は

ていた．

3/8 と家事・洗濯項目で向上した．掃除も週に 1-2 回程度

【初期評価】開始時，ADL は概ね自立していたが，家事

可能となった．

は全て夫が担っていた．本人様からは上肢機能改善への

【考察】長期的な関わりの中でチェックリストを用いた

希望が強く，機能改善により家事活動が獲得できると認

アプローチに変更し，MAL AOU/QOM 共に MCID を超

識していた．身体機能評価は Brunnstrom Recovery

える有意な改善を示し，家事の遂行状況においても行動

Stage(以下：BRS)上肢Ⅳ，手指Ⅲ，下肢Ⅳ．高次脳機能

変容が認められた．これはチェックリストが高次脳機能

は，注意機能や SLTA にて「語の列挙」，「文の復唱」

障害のため自宅で再現できなかった上肢を参加させた生

の低下を認めた．活動面では MAL AOU/QOM は平均 0

活行為の実現に寄与したと考えられる．行為の遂行には

点/0 点であった．ADL では FIM110 点であり，セルフケ

自己効力感の高さや成功体験が必要とされており，今回

アは修正自立レベル，歩行・階段は監視を要していた．

のアプローチが心理的な変化に寄与していたか，今後さ

IADL 評価は IADL 尺度と聞き取りにて行った．IADL 尺

らに調査を行う必要があると考える．

度は 1/8 と服薬管理のみ加点であった．

【文献】

【介入の基本方針】発症後の経過から，劇的な上肢機能

Van der Lee JH, Wagenaar RC, Lankhorst GJ,

改善は見込まれないと考えたが，本人の希望に沿って上

Vogelaar TW, Deville’WL,Bouter LM. Forced use of

肢機能練習を実施しながら家事を遂行できるような環境

the upper extremity in chronic stroke patients:results

設定や働きかけを行い，ご家族様へ家事動作の実行状況

from a single-blind randomized clinical

を確認していくこととした．

trial.Stroke.1999 Nov;30(11):2369-75

【介入方法】介入当初は機能指向的な介入を強く希望さ

松本千明：行動変容をうながす保健指導・患者指導，医

れており，ADL・IADL に関する目標の共有にも至らな

歯薬出版，東京，2007
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趣味である作業を取り入れたことで認知機能の改善が図れ自宅退院に至った症例

〇泥谷 美里1)（OT）森 祐也1)（OT）錦見 俊雄1)（Dr）
1) 社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院

Key word：趣味，意味のある作業，家庭復帰
【はじめに】病前からの認知機能低下に加え脳梗塞の発

中は車椅子で落ち着いて過ごされるようになった．症例

症により病棟生活全般に介助を要した 70 代女性を担当し

の変化に伴いご家族は自宅退院を希望されるようになっ

た．安全な病棟生活の獲得を目標に病前の趣味を取り入

た．

れたことで認知機能が改善し在宅復帰に至った．介入経

②ADL が改善された時期（44～89 病日）

過について以下に報告する．

介護負担を軽減する為，歩行の安定性向上を図りつつ，

【症例紹介】70 代女性．長年麻雀や塗り絵を楽しんでお

塗り絵や色鉛筆などを自己管理の一貫として症例に管理

られた．尿路感染症，脱水により入院加療中に脳梗塞を

を促すと共に，朝と夕方の着替えや 1 日のリハビリ予定

発症され、保存加療後 19 病日に当院回復期リハビリテー

の記載を促した．加えて点滴や導尿カテーテルが不要と

ション病棟へ転入院．病前より認知機能の低下から施設

なったことで，病棟生活は車椅子で概ね自立されるよう

入所を検討されており，ご家族は施設への退院を希望さ

になった．症例は「簡単な料理や掃除は出来たらいい

れていた．

な」と自宅生活を想定出来るまでになり，食器洗いなど

【論理的配慮】症例には本報告の趣旨について書面で説

簡単な家事動作を評価し，ご家族や介護支援専門員と症

明し同意を得た．

例の特徴を共有した．

【初期評価 21～29 病日】著明な運動麻痺，関節可動域制

【最終評価】（90～97 病日）GMT（右/左）上下肢 4/4，

限なし．Gross Muscle Testing（以下 GMT）（右/

体幹 4，握力（右㎏/左㎏）14.5/13.5，FBS50/56 点と身

左）上下肢 3/3，体幹 3，握力（右㎏/左㎏）11.０/10.0，

体機能の改善だけでなく，MMSE26/30 点，HDS-R22/30

Functional Balance Scale（以下 FBS）32/56 点であ

点，TMT-A180 秒，KohsIQ67 点と精神機能面で大きな

った．MMSE9/30 点，HDS-R13/30 点であり，Trail

改善を認めた．病棟生活は FIM111/126 点（運動 80 点・

Making Test（以下 TMT），コース立方体組み合わせテ

認知 31 点），VI10/10 点と押し車で概ね自立となった．

スト（以下 Kohs）は指示理解困難であった．病棟生活で

自宅退院後はご家族と共に家事を行いつつデイサービス

は食事は傾眠傾向の為夜間のみ補助栄養の点滴が必要で

も併用していくこととなった．

あり，排泄は持続導尿カテーテルであったがルート管理

【考察】小檜山ら 1)は，意味ある作業での成功体験につい

は困難であった．車椅子移乗は軽介助であったが危険認

て「能動的な行動を産出する契機」とし，心身機能・構

知に乏しくベッドからの転落もあり保護帯を使用してい

造やセルフケア向上への有効性を述べている．本症例に

た．FIM24/126 点（運動 15 点・認知 9 点），Vitality

おいても，塗り絵や麻雀といった意味ある作業を状態に

Index（以下 VI）5/10 点であった．

応じて段階的に取り入れたことが，これらの契機となっ

【介入経過】

たのではないかと考える．また，作業における成功体験

①認知機能改善と安全な病棟生活の獲得を目指した時期

を重ねた事が認知機能や ADL の向上に有効であったので

（23～43 病日）

はないかと推測する．

趣味である塗り絵と麻雀を用いて介入を行った．塗り絵

【文献】

では配色に混乱されつつも主体的に取り組まれ，麻雀で

１）小檜山修平，藤本一博：早期からの意味ある 作業の

は牌を並べ，役の確認，実際のゲームなど，集中して取

実践─調理活動の協業からセルフケア が自立した症例

り組むよう促した．また塗り絵は翌日までの宿題として

─．日本作業療法学会抄録集 2013（CD-ROM）：P445-

１日１枚提供した．次第に食事は集中して摂取され，日

Lb，2013．
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O-Ⅰ-8

右半側空間無視を呈した被殻出血患者の食事動作の獲得にむけて－ボトムアップ

アプローチを併用した１例－
〇毛利 茜1)（OT）武田 優1)（OT）髙橋 尚暉1)（OT）亀田 あゆみ1)（OT）端 大輝1)（OT）古澤 啓一1)（OT）

1) 学校法人近畿大学 近畿大学病院

Key word：半側空間無視，（アイパッチ眼鏡），食事
【はじめに】半側空間無視(以下，USN)は空間性注意障

ーチ)として，各レンズの左半分を覆い隠したアイパッチ

害として捉えられ，左 USN が多く，右 USN は現れても

眼鏡を導入した．これにより左側からの視覚刺激量を抑

軽度で軽快するとされる．今回，重度の右 USN を呈した

制し，右側への空間性注意を促した．アイパッチ眼鏡装

左被殻出血患者の食事動作獲得を目指した介入について

着下で，右空間への能動的注意を促す課題を行い，段階

報告する．

的に食事動作練習を実施した．看護師と情報共有のも

【症例提示】50 歳代男性，右利き，入院前の日常生活動

と，環境調整を行い，実際の食事場面でもアイパッチ眼

作(以下，ADL)は自立していた．運転中に右手の麻痺症状

鏡を装着した．

が出現し当院へ救急搬送，CT にて左被殻出血を認め緊急

【最終評価】運動機能は BRS 右上肢Ⅲ～Ⅳ手指Ⅳ下肢Ⅲ

で開頭血腫除去術を施行された．第 3 病日より作業療法

～Ⅳ，感覚機能は表在・深部とも軽度鈍麻へと改善した

を開始，第 23 病日に回復期リハビリテーション病院へ転

が，麻痺側上肢の実用的な使用は困難であった．

院となった．尚，本発表に際し，本人より口頭で同意を

高次脳機能は，HDS-R15/30 点，FAB6/18 点，CAT は順

得た．

唱に加え，記憶更新課題でもカットオフ値を上回った．

【初期評価】JCSⅠ群，疎通は可能であったが年齢と比較

前頭葉機能低下と注意機能障害は残存したが初期より軽

して反応は幼く楽観的で病識は乏しかった．運動機能は

度の改善を認めた．また，BIT87/146 点と右の空間認識

Brunnstrom Recovery Stage(BRS)右上肢Ⅲ手指Ⅳ下肢

は改善を示した．

Ⅲ，感覚機能は表在・深部とも重度鈍麻であった．端坐

ADL は右 USN の影響は軽減し自立度の向上を認め，

位は早期より見守りで保持可能であった．

FIM85/126 点へ改善した．食事動作は口頭指示レベルへ

高次脳機能は HDS-R20/30 点，FAB4/18 点．CAT は聴

改善し，食事中の頻回な動作の停止は見られなくなり食

覚性課題のみ実施し，数唱(順唱)以外の項目はカットオフ

べこぼしは軽減した．右側の器を認識できるようにな

値を下回った．BIT は 34/146 点と明らかに右側で見落と

り，自己摂取可能となった．

しを認めた．これらの検査より，重度の右 USN，認知機

【考察】左右半球の空間性注意には機能差があり，左半

能・前頭葉機能低下，全般性注意障害を認めた．

球損傷の場合は残存している右半球により左右への空間

ADL は FIM 52/126 点，運動麻痺・感覚障害に加えて注

性注意が保たれるとされるが，本症例は重度右 USN を呈

意障害や右 USN が各項目の介助量に影響していた．食事

していた．これは左半球が損傷し空間性注意の不均一が

は重度介助を要し，右側への器に気づく様子はなく健側

生じ，加えて前頭葉機能障害を合併したために，左優位

上肢で左側の１つの器のみ食べる場面が観察された．食

の空間性注意，すなわち右 USN を呈したと推察された．

事中は頻回に動作が停止し，一口量が調整できず食べこ

また，USN には能動的注意による視空間性注意ネットワ

ぼしを認めた．

ークの関与が報告されている．今回，アイパッチ眼鏡を

【介入】麻痺側肢の機能訓練に加えて，ADL で阻害とな

併用し左側の視覚刺激を抑制，右側への空間性注意を賦

った右 USN への介入を中心に実施した．USN への介入

活した状態で，右側への能動的課題や，病棟でも食事動

として意識的な学習(トップダウンアプローチ)を行った

作練習を行ったことも，USN の改善に寄与したと考えら

が，病識低下，認知機能低下により学習効果が乏しく奏

れる．

功しなかった．そこで無意識的学習(ボトムアップアプロ
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自己身体における視覚探索課題およびTENS併用療法により身体無視が改善した一例

〇宮崎 隆之1)（OT）渡辺 広希1)（PT）山本 洋司1)（PT）尾崎 新平1)（PT）恵飛須 俊彦1)（Dr）
1) 関西電力株式会社 関西電力病院

Key word：（USN サブタイプ），視覚探索課題，（TENS）
【はじめに】半側空間無視（以下，USN）は ADL に影

「手を入れる」「肘まであげる」「肩にかける」の工程

響することが知られ，治療効果を示した報告が散見され

で認められた．

ている．中でも，視覚探索課題はエビデンスが高いとさ

【介入】身体無視に対し，視覚探索課題および TENS 併

れており（Gillen. 2015），さらに近年では，視覚探索課

用療法を 20 分実施した．視覚探索課題は，目標を左上肢

題および TENS 併用療法が，視覚探索課題単独と比較

に設定した．TENS は低周波治療器（IVES：OG 技研株

し，より効果的であったと報告されている（Schröder.

式会社）を用い，周波数を 100Hz，on-off 時間をそれぞ

2008）．しかし，これらの報告は近位空間無視を評価す

れ 5 秒とし，強度は感覚閾値とした．電極貼付位置は，

る机上検査をアウトカムとしており，身体無視への治療

左僧帽筋上部繊維とした．頻度は週 5 日以上，期間は 4

効果は明らかでない．今回，身体無視が主因と考えられ

週間とした．

る着衣障害を呈した脳卒中症例を担当した．自己身体に

【結果】第 88 病日目で，FMA-UE は 60/66 点となり，

向けた視覚探索課題および TENS 併用療法により，身体

感覚障害は変化を認めなかった．BIT 通常検査は 132/146

無視の改善が得られ，着衣自立に至ったため報告する．

点となったが，遠位空間での線分二等分試験は変化を認

【倫理的配慮】

めなかった．Fluff test は 0 点となった．CBS は 6/30 点

本発表に際して口頭で同意を得ており，当院倫理審査委

で，着衣項目は 0 点となった． FDA は満点となり，左

員会の承認を得た（承認番号：22−045）．

袖の探索および左上肢の袖通しにおけるエラーは消失し

【症例紹介】症例は 70 歳代男性．診断名は脳梗塞で，頭

た．

部 MRI（DWI）にて右頭頂葉から側頭葉の皮質下にかけ

【考察】視覚探索課題および TENS 併用療法は，近位空

て高信号域を認めた．第 40 病日に当院回復期リハビリテ

間無視を改善することが報告されているが，本症例では

ーション病棟へ入棟された．

近位空間無視だけでなく身体無視の改善も認めた．視覚

【初期評価】意識は清明，コミュニケーションは良好，

探索課題は USN の注意障害説を基盤に考案されたアプロ

NIHSS は 3 点であった．FMA-UE は 49/66 点で，肩お

ーチであり，課題特異性が示唆されている

よび肘関節の関節位置覚に中等度鈍麻を認めた．MMSE

（Pizzaminglio. 1992）．本症例では，左上肢を目標に視

は 26 点，BIT 通常検査は 126/146 点，遠位空間での線分

覚探索課題を実施したことで，左上肢に対する能動的注

二等分線は右に 20％の偏位を認めた．身体無視の評価法

意が促進され，身体無視が改善したと考える．

である Fluff test では，左上下肢に 3 つの見落としを認め

本症例の着衣動作は，FDA の結果より，近位空間無視よ

た．Catherine Bergego Scale（CBS）は 11/30 点で，着

りも身体無視の影響が考えられる．また，着衣障害と身

衣項目は 2/3 点であった．ADL は，着衣動作にのみ介助

体無視との関連性が指摘されており（山本. 2021），本症

を要し，その他は見守りレベルであった．更衣動作を工

例においては身体無視の改善が着衣自立に寄与したと考

程ごとに評価する Functional Dressing Assessment

える．本結果より，自己身体に向けた視覚探索課題およ

（FDA）では，着衣は前開き服で 13/18 点，被り服で

び TENS 併用療法が身体無視の改善に有用であることが

20/26 点，脱衣はどちらも満点であった．エラーは左側の

示唆された．
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O-Ⅰ-10

左半側空間無視を呈した患者に，振動刺激と視覚走査訓練を行なった一例

〇小林 賢 1)（OT）
1) 社会医療法人清恵会 清恵会病院

Key word：半側空間無視，振動刺激，視覚的探索
【はじめに】分水嶺脳梗塞により,左半側空間無視(以下

入した．その際には頸部の回旋を伴い左側の食器を認識

USN)が出現し食事での食べ残しを認めていた対象者に,振

できていたが,依然として左側の食べ残しがあった．

動刺激と視覚走査訓練による介入を行った．結果,USN の

【最終評価(68 病日)】星印抹消試験は 44/54 点(左側見落

改善に伴い食べ残しの減少がみられたため,経過について

とし 9 個),文字抹消試験は 32/40 点(左側見落とし 8 個),線

考察を踏まえ報告する．尚,発表にあたり当院の規定に則

分二等分試験は 5/9 点で右側へ 1～5．5cm 偏位してい

って対象者の同意を得ている．

た．端坐位は近位監視,車椅子座位は正中位保持可能．食

【症例紹介】60 歳代,男性,診断名は分水嶺脳梗塞(右中大

事ではすべての食器に食思を向けるが食べ残しがあっ

脳動脈,右後大脳動脈領域)．同時に右心不全,誤嚥性肺炎を

た．

併発し呼吸器離脱後の 27 病日より担当となった．既往歴

【考察】近年 Pusher 現象の機序は,空間における垂直性

はⅡ型糖尿病,脂質異常症,高血圧症であった．

の認知的な歪みが原因とされ,USN が視覚的な垂直判断の

【初期評価(30 病日)】運動麻痺は左上下肢 BRS-TⅠ～Ⅱ

動揺性をもたらす事が示されている 1)．さらに慢性期の

で感覚は表在．深部ともに鈍麻,左上下肢の自己管理困難

USN 例に視覚探索訓練と頸部筋刺激の複合治療により

であった．Mini Mental State Examination25

USN が改善した報告 2)と,頸部筋振動刺激を単独行った

点,Behavioural inattention test から星印抹消試験は

場合に,長期的改善効果の可能性を示唆した報告 3)があ

23/54 点(左側見落とし 25 個),文字抹消試験は 18/40 点(左

る．このことから対象者への視覚走査訓練と振動刺激の

側見落とし 17 個)．線分二等分試験は 1/9 点で,右側へ 4

介入で USN の改善に伴い Pusher 現象が改善し車椅子座

～7cm 偏位していた．端坐位保持は右上肢で座面,右下肢

位での正中保持が可能となった．しかし,食事場面への介

で地面を突っ張り左側へ傾くため不可．車椅子座位でも

入は視覚走査にて食器を数えることでの介入を行ったが,

左側への傾きを認め,他動的な修正に対する抵抗は著明で

依然として左側の食べ残しを認めることがあった．今後

あった．食事は右手でスプーンを使用し摂食するが,頸部

は食後に再度食器の確認を習慣化するなど病棟との連携

と視線は右側を向き,正中から左側の食器の認識が不良で

が必要と考える．

あった．

【文献】

【介入】目標を坐位保持の安定と,食事での食べ残しの改

1)藤野雄次,他:Pusher 現象の生起メカニズム.PT ジャーナ

善に設定した．介入方法として後頚部への振動刺激と視

ル 2020:54:639-643

覚走査訓練を選択した．方法は家庭用電気マッサージ器

2)Johannsen,L.,Ackermann,H.＆Karnath,H.O.：

を使用し,低周波数 50～60Hz の振動を後頚部筋へ約 5 分

Lasting amelioration of spatial neglect by treatment

間当てた．振動刺激を当てながら机上の 30cm の線の中

with neck muscle vibration even without concurrent

心を答えてもらう事,約２m 前方の５色のカラーコーンの

training.J. Rehabil.Med,35：249─253,2003.

色を答えてもらう事とした．53～57 病日は左側のカラー

3)Schindler,I.Kerkhoff,G.Karnath,H.O.et al.：Neck

コーンの見落としが多いが,「左側を見落としやすいな」

muscle vibration induces lasting recovery in spatial

と自身で USN に対して認識可能となった．58～63 病日

neglect. J. Neurol.Neurosurg.Psychiatry,73：412-

では５色すべての認識が可能となった．同時期より食前

419,2002.

に献立表の品数と食器の数の確認を習慣化するように介
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頭蓋内脳腫瘍摘出術後患者のパソコン操作を獲得するまでの取り組み

〇池田 優樹 1)（OT）柳川 明義 1)（OT）
1) 社会医療法人信愛会 畷生会脳神経外科病院

Key word：上肢失調，上肢機能，手指機能
【はじめに】パソコンのタイピング操作は,健常者でもパタ

と入力速度低下,手指振戦により手指のまき上げ,押し付け

ーンは多様となっている.今回,脳腫瘍,失調症状を呈した事

動作が困難となっていた.これらの問題点に対して,肩甲帯,

例に対し,タイピング動作を分析し実用性を獲得できたの

上肢失調,手関節のアライメントの改善を行い,タイピング

で報告する.本発表は当院倫理委員会の承認を得ている.ま

動作の要素的な部分練習を実施した.また介入時の様子を

た COI 関係はありません.

動画で撮影し正のフィードバック行い,モチベーションの

【症例提示】事例は 10 代後半の男性,左利き,IT 系の専門

向上を図った.

学校へ通っていた.現病歴は,第 4 脳室に腫瘍性病変,水頭症

【結果】MMSE30/30 点.握力は右 28.5kg,24.8kg であっ

を認め,翌日当院にて頭蓋内腫瘍摘出術を行った.初期評価

た.MAS は手関節背屈 MAS1,肩甲帯の筋緊張減弱は改善

（35 病日）では,脳画像所見で左延髄と小脳に高信号域を

した.SARA4 点.歩行,指追い試験,鼻指試験,手の回内・回

認められ,上下肢運動時に失調症状を認めた.上肢筋力は著

外試験,踵すね試験で減点を認めた.STEF 右 83 点,左 98

明な低下はなかったが,肩甲帯周囲筋の筋緊張減弱により

点.検査時の上肢測定障害,企図振戦は改善を認めたが手指

筋力を発揮する際に過剰努力となり,持久力低下を認めた.

振戦は残存した.しかし,タイピング動作は 10 分で 200 文

握力は右 20.2kg,左 17.0kg であったが,Modified

字以上入力が可能となった.また,タイピング動作時の苛立

Ashworth Scale(以下,MAS)は手関節背屈 MAS1+,簡易上

ちやネガティブな発言は無くなりモチベーションの向上

肢機能検査(以下,STEF)では右 44 点,左 83 点で,失調症状

がみられた.COPM は重要度 10,遂行度 4,満足度 4 であっ

は Scale for the Assessment and Rating of Ataxia(以

た.

下,SARA)12.5 点,上肢操作時に測定障害,企図振戦,手指振

【考察】上肢操作時の肩甲骨安定性が向上し,上肢操作時

戦が観察された.認知機能は MMSE27/30 点と問題はなか

の肩甲骨や肩関節アライメントの改善により,手関節背屈

った.

位での代償固定が改善し,橈尺屈運動が可能となった.その

【タイピング動作】タイピング動作を分析した結果,手関

ため右キーボードへのタッチが効率的となった.また非把

節の背屈保持,手指のまき上げ,押し付け動作,そして上肢を

持の手のフォームの練習によって筋緊張や筋アラメント

肩甲帯で固定することが求められる.また,タッチの正確性

整えることに繋がり,本来の筋の機能は発揮しやすくなる

に加え,速度も求められる.事例の初期評価では 10 分で約

と提唱されている(鎌倉 2020).本事例でも総指伸筋の過緊

50〜100 文字程度入力が可能で日により大きな差があっ

張は緩和に繋がり,手指の分離運動の向上に繋がったと考

た.5 分以上タイピングを続けると身体的な疲労と苛立ち

えられる.タイピング動作の部分練習を反復することで手

により継続困難となることが多々あった.COPM は本人の

指のまき上げ,押し付け動作の運動制御が促通され.手指振

目標である復学に必要である「タイピング動作」を目標

戦も緩和したと考えられる.最終的にパソコンを使用しタ

に挙げ,重要度 10,遂行度 1,満足度 1 であった.

イピング動作練習を行うことで動作の再学習が効果的に

【介入と経過】タイピング動作の問題点として,PC 操作

働き再獲得に繋がったと考えられる.

時に肩甲帯の筋緊張減弱により,過剰に肩甲骨挙上,肩外転

【引用文献】

位での肢位の保持を認めた.タイピング時では,総指伸筋の

手を診る力をきたえる 鎌倉 矩子 中田 眞由美 三輪書

過緊張により手関節背屈位,MP 関節伸展を認め手指の分

店 2020.02.15

離運動と手関節橈尺屈運動を阻害していた.手指分離運動
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課題指向型アプローチと Transfer Package を活用した作業療法体験 ―入院時

重度運動麻痺であった脳卒中患者の食事動作獲得に向けて―
〇夏原 耀一 1) （OT）森 涼子 1)（OT）安本 絢美 1)（OT）吉尾 雅春 1)（PT）
1) 医療法人社団和風会 千里リハビリテーション病院

Key word：食事，目標設定，予後予測
【はじめに】既往歴にうつ病があり左被殻出血により入

功体験が得られるよう QOM4.0 程度で調整した.代償動作

院時重度運動麻痺を呈した症例を担当した.既往歴に留意

が出ないよう物品の大きさ,重さ,位置に留意し段階的に調

し,課題指向型アプローチ(以下,TOA)に Transfer

整.食具選定として箸以外は太柄から開始.加えて非麻痺側

Package(以下,TP)を付加して実施し右手での食事動作獲

で皿を把持し,麻痺側の操作範囲を小さく設定. TP の介入

得に至った症例を担当したので報告する.尚,本報告は症例

方法として麻痺手の使用に関する同意を得て,目標である

の同意を得ている.

食事動作獲得に向け麻痺手の使用場面の設定,TP の問題解

【症例紹介】40 歳代,女性,右利き,左被殻出血.保存的加療

決技法を参考に実施.モニタリングは日記を用い,食事場面

後,第 23 病日に当院へ転院.病前 ADL,IADL 自立.うつ病

での麻痺手の使用頻度や動作の質,どのような食材が箸で

当院入院中も心療内科にてフォローした.

食べづらかったか等を記載した.第 3 期(第 91〜140 病日)

【初期評価】CT 画像で外側型の左被殻出血による高吸収

は食事動作に箸動作を導入.箸ぞうくんから開始し,割り箸

域を認め,内包前脚・後脚は血腫及び周辺浮腫による圧排

と形態を徐々に変更した.食器や対象物も設定した.

を認めた.前述より,運動麻痺の他に筋骨格運動ループの障

【最終評価(4 ヶ月後)】BRS:上肢Ⅴ手指Ⅵ,FMA:62

害による筋緊張の調節困難,大脳小脳神経回路によるフィ

点.MAL AOU:4.1 点 QOM:3.8 点.STEF:右 92 点,左 100

ードフォワード制御の障害が推測された. Fugl-Meyer

点.握力:右 16.5kg,左 25,6kg.亜脱臼は改善した.FIM(運動

Assessment(以下,FMA)8 点.BRS:上肢Ⅱ,手指Ⅱ. Motor

項目:91 点,認知項目:30 点)COPM は食事動作 9/8/9 で向

Activity Log(以下,MAL) AOU:0.15 点,QOM:0.07

上した.

点.STEF:右 0 点,左 100 点.握力:右 0kg,左 22.2kg. 亜脱

【考察】Morris らは,TP 介入で対象者が行動変容するた

臼:1.5 横指であった. FIM(運動項目:36 点,認知項目:20

めには,成功体験やパフォーマンス結果に対する対象者と

点).本氏の希望は右手での食事動作獲得.COPM:重要度/満

の議論の中で,麻痺手を生活内で使用するための問題解決

足度/遂行度 食事動作:8/0/0.うつ病は内服管理されている

技法が重要であると報告している.本症例においては画像

が,時折不安症状あり.

より運動麻痺は改善してくると予測でき,早期から麻痺手

【介入と経過】画像より予後予測としては,今後血腫の吸

の使用を段階的に設定・共有する事ができた.TP 介入後,

収・浮腫の軽減が進むにつれて周囲脳組織の改善が見込

麻痺手の頻度や動作の質を日記に記載する事で,自己への

め運動麻痺は改善し食事動作,IADL の獲得は可能と考え

フィードバックに加え TOA の介入にも繋げる事ができ

た.第 1 期(第 23〜47 病日)は上肢の各関節に対し OT 介助

た.経過と共に段階付けた難易度調整を行うことで,麻痺手

下で自動介助運動を反復,亜脱臼や随意性改善を目的とし

使用の成功体験に繋がり,自ら食事場面で積極的に右手を

て電気刺激療法を実施した.第 2 期(第 48〜90 病日)は

使用するようになったと考える.また,自助具の使用や動作

TOA と TP を導入.TOA はアクリルコーン等を使用した

様式の変更を行い,無理な代償や筋疲労が出ない範囲でで

shaping と作業の目的利用の課題実践として食事動作・

きた事が有効であった.

調理動作をした. 訓練難易度の設定は,うつ病を考慮し成
74
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片麻痺患者に対する肩甲骨への介入がフライパン操作に及ぼす影響

〇嶋貫 公美 1)（OT）神尾 昭宏 1)（OT）
1) 社会医療法人大道会 森之宮病院

Key word：片麻痺，上肢操作，家事
【はじめに】肩関節の運動は，力が発揮される場面にお

関節・肩甲胸郭関節の可動性向上と肩甲骨周囲筋の賦

いて，筋の起始部としての安定性や筋長のコントロール

活，上肢の操作性向上を図った．その後，座位にて骨盤

という役割を果たすために，肩甲骨は胸郭上で安定して

の前後傾運動に伴う胸郭の安定性向上，肩甲胸郭関節の

おく必要がある(井尻ら，2012)．今回，脳出血により，麻

可動性向上と，胸筋の粘弾性を改善し，肩甲骨の下制・

痺側上肢でのフライパン操作が困難となった症例に対

後傾運動を行う事で肩甲骨の安定性向上を図った．ま

し，肩甲骨への介入を行い，フライパンの操作性が向上

た，肩甲胸郭関節の運動を目的とした自主練習を提示し

した為，以下に報告する．

た．

【症例紹介】40 歳代女性．X 年 Y 月 Z 日右被殻出血を発

【結果】退院時 FIM は 123 点(運動:88 点，認知:35 点)．

症．軽度の構音障害，左上下肢不全麻痺，左上下肢軽度

上肢は実用手レベルとなり，FMA は 64 点，握力は 11

温冷覚低下を呈し，リハビリ目的にて 26 病日後に当院入

㎏，ARAT は 43/57 点，MAL は AOU:4.6 点 QOM:4.2 点

院．発症前はコンビニのバイト，家事を行っていた．興

と向上．フライパン操作は，肩甲骨のアライメントが改

味関心チェックシートでは，「してみたい」の項目に調

善し，肩関節外転・内旋・前腕回外が軽減．肩関節の屈

理・洗濯が含まれており，特に調理への希望が強かっ

伸運動が得られるようになった．これにより，水平位で

た．入院 1 か月目で ADL が自立した為，本人のニードで

フライパンを振ることができ，調理動作が可能となっ

ある調理動作獲得に向け介入した．

た．81 病日後に自宅退院した．

【倫理的配慮】本研究は当院倫理委員会の承認を得た．

【考察】評価結果から，フライパン操作時に肩関節外

本症例に対し口頭にて説明を行い，書面にて同意を得

転・内旋・前腕回外が強まる要因に肩甲骨が安定するた

た．

めのフォースカップルの破綻が影響していると考えた．

【評価】入院+21 日で，移動は U 字型歩行器使用．

また，小胸筋の短縮および伸張性低下は，上肢運動中の

Functional Independence Measure(FIM)は 106 点(運

肩甲骨の内旋，下方回旋，前傾を引き起こすと考えられ

動:72 点，認知:34 点)．上肢は補助手レベルで，Fugl-

ており(梅原ら，2019)，症例も，上肢運動中に，同様の現

Meyer assessment(FMA)は 51/66 点，握力は 11 ㎏，

象が生じていた．介入では，前鋸筋・小胸筋の粘弾性向

Action research arm test(ARAT)は 21/57 点，Motor

上と，菱形筋・前鋸筋・僧帽筋中下部の賦活を図った．

Activity Log(MAL)は AOU:3.4 点 QOM:4 点．フライパ

これらにより，肩甲骨の安定性が向上し，肩関節の内

ン操作は，座位，立位ともフライパンの空間保持は可能

旋・外転位での操作の軽減，フライパンの操作性向上に

だが，肩甲骨は内旋・下方回旋・前傾位で，徐々に肩関

繋がったと考える．

節外転・内旋・前腕回外が強まり，水平位を保持して振

【文献】

ることが困難であった．OT が肩甲骨の安定性を補助する

1)井尻 朋人，他：肩関節内旋，外旋における等尺性収縮

と，肩関節の外転・内旋が軽減した．また，肩甲骨周囲

時の肩甲骨周囲筋活動 理学療法科学，27(2)：141–146，

の筋を触診すると，前鋸筋・小胸筋の短縮と僧帽筋中下

2012

部・菱形筋の筋緊張低下が伺えた．

2)梅原 潤，他：小胸筋の伸張性と肩甲骨運動の関連－せ

【作業療法介入】週 7 日(1 時間/日)の作業療法実施．初め

ん断波エラストグラフィーの理学療法応用― 日本基礎理

に，側臥位で，体幹の安定性を保障した中での肩甲上腕

学療法学雑誌，22(1):32‐38，2019
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もやもや病により多様な神経症状を呈し，ADL 動作の自立度向上に難渋した事例

〇高橋 尚暉1)（OT）武田 優1) （OT）亀田 あゆみ1)（OT）毛利 茜1)（OT）端 大輝1)（OT）
古澤 啓一1)（OT）
1) 学校法人近畿大学 近畿大学病院

Key word：高次脳機能障害，ADL，（もやもや病）

76

【症例紹介】もやもや病は病変部位が多様であり若年脳

みられた．機能訓練においては動作工程を細分化し，別

卒中による高次脳機能障害をきたす重要な原因疾患であ

の訓練課題を行う際は一度小休止をはさみブレイクタイ

る．今回，もやもや病による脳梗塞に対して両側の二期

ムを設けることで課題への留意時間が拡大した．徐々に

的血行再建術が施行された症例を担当した．急性期の多

運動麻痺の改善は得られたが，遂行機能障害により ADL

様な神経症状に合わせて介入を行い，ADL の自立度向上

場面では動作手順が入れ替わり最後まで動作を行うこと

につながった症例を経験したため報告する．

ができない場面が観察され介助を必要としていた．ADL

【事例紹介】本事例は右利きの 50 歳代女性である．X 日

課題においては動作手順を明示し，工程前に言語指示を

もやもや病による両側前頭葉梗塞を発症後，X＋1 日より

行うことで，徐々に動作手順の混乱の軽減につながっ

作業療法を開始し，X＋15 日より離床運動に取り組ん

た．

だ．X＋36 日左 STA-MCA バイパス術が施行され，X＋

【最終評価】運動麻痺は BRS 右側上肢Ⅵ／手指Ⅴ／下肢

66 日右 STA-MCA バイパス術が施行された．X＋70 日血

Ⅴ，左側上肢Ⅳ／手指Ⅱ／下肢Ⅴであった．A-ONE にお

行動態変化による全身状態悪化をきたし安静管理とな

いて筋緊張異常（右）や組織化の障害による影響は軽減

り，X＋83 日より作業療法を再開し，X＋98 日に他院へ

し，食事や排泄動作などの基本的な動作において自立度

転院となった．報告に際し，本人へ口頭にて説明し同意

は向上したが，更衣動作などの運動麻痺の影響に加えて

を得た．

空間関係の情報処理や複数の過程を必要とする動作にお

【作業療法評価】運動麻痺は Brunnstrom Recovery

いては介助が必要であった．FIM は運動項目 56 点、認知

Stage（BRS）右側上肢Ⅳ／手指Ⅳ／下肢Ⅴ，左側上肢Ⅱ

項目 21 点であった．東ら(2017)による日本版 A-ONE の

／手指Ⅱ／下肢Ⅳであり，ADL 動作の観察評価である

効果判定指標をもとに ADL の改善度を算出すると，素点

ADL-focused Occupation-based Neurobehavioral

は発症後 30 点，Ⅰ期目術後 42 点，Ⅱ期目術後 28 点，最

Evaluation（A-ONE）では，筋緊張異常（右・左），運

終評価時 40 点となり，Ⅱ期目術後の血行動態変化により

動性失行，組織化の障害などの神経行動学的障害が ADL

一時的に ADL 能力の低下を呈したが，発症時と比して

動作場面で頻回に観察され，運動麻痺による身体的介助

ADL 自立度は経時的に優位な変化を認めた．

の必要性に加えて，同じ誤りを繰り返すことや，動作手

【考察】脳卒中急性期は覚醒レベルの変動にあわせて

順の混乱がみられ最後まで動作を終えることができず介

様々な神経症状を呈し，その症状を鋭敏に察知すること

助が必要であった．FIM は運動項目 30 点，認知項目 13

が必要となる．今回，もやもや病発症後に呈した多様な

点であった．

神経症状をその都度動作場面で評価し，段階付けて課題

【介入経過】機能予後を考慮し運動麻痺の機能回復を優

難易度の調整を行った．訓練場面のみではなく生活動作

先としたが，運動性失行や組織化の障害などの遂行機能

での神経症状を包括的に評価し，課題点の抽出を行った

障害を呈し，麻痺肢の機能訓練時に誤った動作の繰り返

ことで，運動麻痺および高次脳機能障害は残存している

しや情報処理が追いつかず動作を中断してしまう様子が

が，ADL の自立度向上につながったと考える．
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退院後の介護負担感に着目した急性期作業療法での取り組み

〇小山 果歩 1)（OT）
1) 地方独立行政法人 市立吹田市民病院

Key word：介護負担感，介護負担尺度，退院支援
【はじめに】今回，感覚障害が残存し ADL が低下したこ

者の自由時間を確保することが必要であると考えた．そ

とで介護が必要となった中枢神経系原発悪性リンパ腫

こで，夜間ポータブルトイレの自立や，ベッド周辺動作

（以下,PCNSL）の方を担当した．本事例の退院支援に対

の自立を目標に ADL 動作練習を実施．妻には介護指導を

し，主介護者の介護負担感に焦点を当て，本人と主介護

行い，介護負担感軽減に向けた介入とした．

者へ介入した．その結果，一部 ADL が自立し，介護負担

【経過】作業療法ではポータブルトイレの自立に向けた

感軽減に至ったため報告する．尚，本人より書面にて同

反復練習を実施した．本人との目標を病棟看護師に伝

意を得た．

え，Z+89 日後より自宅環境に合わせて病棟でも動作練習

【症例紹介】70 歳代男性，診断名は基底核原発の

を促した．動作の安定性が向上したため Z+96 日後より手

PCNSL．左不全麻痺を呈し Y 月 Z 日に治療目的で入院，

順や注意点を記載した紙を貼り練習を継続し，Z+103 日

Z+10 日から化学療法が開始され，腫瘍増大により Z+11

後には自立レベルとなった．また，ベッド周辺の環境も

に減圧開頭術が行われた．その後，治療が奏功し，Z＋75

整え，読書など端坐位で趣味活動が行えるようになっ

日に一時外泊を実施，Z+117 日後に退院となった．病前

た．妻には写真や紙面を通して，自立して動作が行える

は妻，娘と 3 人で暮らし，ADL は自立していた．

ような環境設定や ADL の介助方法の指導をした．加え

【作業療法評価】（Z＋75 日）高次脳機能は，Mini-

て，動作能力を把握するためにリハビリの様子を動画で

Mental State Examination-Japanese（MMSE-J）は 29

提供した．

点，Frontal Assessment Battery（FAB）は 18 点，

【結果】夜間ポータブルトイレやベッド周辺動作は自立

Trail Making Test（TMT）A は正常，B は境界であっ

となり，FIM は 97 点（運動項目 63 点，認知項目 34

た． Brunnstrom Recovery Stage（BRS）は，上肢，下

点）まで改善した．整容，更衣は一部介助，屋内移動は

肢Ⅵであり，感覚は上肢表在，深部共に重度鈍麻，下肢

躓きが残存していたため見守り、入浴は介助のままであ

表在軽度鈍麻，深部中等度鈍麻であった． Functional

った。また，入浴介助は訪問看護が導入され自宅退院と

Independence Measure（以下，FIM）は 76 点（運動項

なった．退院 3 か月後の調査では，ADL に大きな変化は

目 45 点，認知項目 31 点）で排泄や歩行器歩行が見守

なかったが，J-ZBI では 21/88 点と介護負担感は軽減し，

り，整容，更衣，入浴は介助を要した．感覚障害の影響

妻は自分の時間の確保にも繋がっていた．

で歩行時の躓きや上肢の使用制限があった．外泊中の

【考察】本事例では主介護者が化学療法の合間の外泊を

Zarit 介護負担尺度日本語版（以下，J-ZBI）は，43/88

機に心理的負担や活動の制約，退院後の生活に不安を抱

点で「介護のために自分の時間が十分にとれないと思い

いていた．外泊中の介護負担感を評価するツールとして

ますか」などの心理的負担や社会生活上の制約の項目で

J-ZBI を用いた．それにより，客観的に負担や不安を把握

得点が高かった．また，妻より「目が離せなかった」

でき，介護負担感の要因を抽出するきっかけとなった．

「退院後の生活が不安」といった発言もあった．

よって，明確に目標設定をし，本人への具体的な ADL の

【介入の基本方針】外泊中に主介護者が負担や不安を感

介入や主介護者への支援ができ介護負担感軽減に繋がっ

じていたため J-ZBI で把握したところ，主介護者の負担

たと考える．

を軽減するには本人が自立できる ADL を増やし，主介護
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小脳出血を呈し，活動性が低下した症例に対して具体的な生活目標を設定し介

入した一例
〇藪田 雛子1)（OT）佐藤 牧子1)（OT）錦見 俊雄1)（Dr）
1) 社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院

Key word：目標設定，ニーズ，役割
【はじめに】今回，小脳出血により活動性が著しく低下

「洗面所で歯磨きをする」，「介助を受けてシャワー浴

し，病棟生活全般に介助を要する症例を担当した．生活

を行う」，「入浴前後の更衣を自分で行う」など段階的

に基づいた具体的な目標設定を行うことで，活動性が向

に目標を決め，達成していくことで日中の活動量は増加

上し家庭での役割や趣味の獲得が図れた．以下に介入経

し，病棟生活は歩行器歩行で自立された．②役割や趣味

過について報告する．

に向けての介入(51～94 病日) 病棟内生活自立に伴い，

【症例紹介】70 代女性，夫･次男と 3 人暮らしであり，

家事動作や畑作業獲得に向けて介入した．当初は「でき

ADL は自立，家事全般を担い，工場で電車のモーター交

ないなら夫にやってもらいます」と投げやりな印象であ

換の仕事を行っていた．今回，仕事中に倒れ左小脳出血

った．実際の自宅生活を想定した動作を行い，症例の可

を発症，開頭血腫除去術を施行．18 病日に当院回復期リ

能な方法を共に検討した．症例からは「畑に行けるまで

ハビリテーション病棟へ転入院された．

はベランダでの作業はどうか」，「ゆっくりすれば掃除

【倫理的配慮】症例には報告の趣旨について書面で説明

もできそう」と前向きな提案が聞かれた．

し同意を得た．

【最終評価】(94～101 病日)MMT(R/L)は上肢 4/5，下肢

【初期評価】(19～30 病日) 著明な運動麻痺や感覚障害

5/4，体幹 4，SARA は 3/40 点と筋力向上と失調の改善を

は認めなかった．MMT(R/L)は上肢 4/4，下肢 4/3，体幹

認めた．気分不良などは認めず，病棟生活は独歩で自立

3 と筋力低下を認めた．Scale for the Assessment and

となり，FIM は 106/126 点(運動 71/91 点，認知 35/35

Rating of Ataxia(以下 SARA)は 6/40 点で左上下肢･体幹

点)に向上した．COPM は洗濯･掃除(重要度 5，遂行度

に軽度の失調症状を認めた．認知機能は HDS-R，MMSE

9，満足度 8)，畑作業(重要度 5，遂行度 3，満足度 4)と遂

共に 30/30 点であり著明な低下は認めなかった．最大能

行度，満足度の向上を認めた．荷物を持っての階段昇降

力は歩行器歩行が可能であるも，回転性眩暈に伴う気分

はご家族の協力を必要としたが，家事動作はご自身のペ

不良により，臥床傾向，オムツでの排泄，食事や整容は

ースに応じて行い，畑作業についてはベランダで行える

ベッド上で行い，入浴は拒否されていた．FIM は 73/126

範囲から少しずつ再開していくこととなった．

点(運動 43/91 点，認知 30/35 点)だった．カナダ作業遂行

【考察】齋藤ら 1)は「『活動･参加レベルの目標』は個別

測定(以下 COPM)において，在宅退院時の目標として

性が高く，生活の当事者である CL 自身が目標プロセスに

は，洗濯･掃除･畑作業(重要度 5，遂行度 1，満足度 1)の

参加することが望ましい」と述べている．活動性が著し

優先度が共に高かった．

く低下した症例に対して希望をもとに具体的な生活目標

【介入経過】①ADL 向上に向けての介入(31～50 病日)日

について段階的に設定し，症例と共有したことで目標へ

中の活動量増加に向け，短期目標として病棟生活内で取

向けて行動を起こすことができ，症例が主体的に取り組

り組む活動を相談し，実施した．まず，オムツを取りた

めたことで役割･趣味の再獲得に繋がったと考える．

いとの希望に対して「見守り下でトイレへ行く」を目標

【文献】1)齋藤佑樹他：訪問リハビリテーションに従事

とした．眩暈の影響を考慮し，自分のペースでゆっくり

する作業療法士が対象者の活動･参加レベルの目標達成を

と行うことを意識しつつトイレでの排泄を促した．次に
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日常生活に重度介助を要する脳卒中患者が家族と協議を重ね自宅退院に至った症例

〇本松 詩織 1)（OT）齋藤 利恵 1)（OT）松並 耀平 1)（PT）冨士 倫子 1)（ST）山本 福子 1)（Dr）
1) 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター

Key word：脳血管障害，介護者，自宅退院
【はじめに】今回，重度運動麻痺，全失語等の高次脳機

不安要素を取り除くために，多職種で症例の意思を汲み

能障害があり，退院後の生活への不安からリハビリテー

取る連携を図った．退院前面談（以下面談）時，動画で

ション（以下リハ）への参加困難となった症例を担当し

動作能力を伝え，家族の意向を再確認した．しかし面談

た．症例の意思確認を多職種で行い，家族とも情報共有

後も症例の不安は強く，退院時期・階段・リハ等の不安

し，症例も納得して自宅退院できたため報告する．な

に対し再度協議の場を設け，退院前にケアプランを確認

お，本発表に関する説明と同意は書面で得た．

できる機会を設けた．

【症例紹介】60 歳代の男性．X 年 Y 月 Z 日右上肢脱力，

【結果】COVID-19 の影響により家屋調査・介助指導は

立位困難のため，当院へ救急搬送された．左被殻出血

出来ず，面談で現状を報告した．面談時家族は早期退院

（血腫量 52ml）と診断され同日に開頭血腫除去術を施行

を望まれたが，自宅での階段昇降方法や，生活スケジュ

された．2 病日からリハが開始され，17 病日に回復期病

ールについて 3 度の協議を重ね，症例も納得の上で 117

棟に転床した．発症前 ADL，手段的 ADL 自立．妻と娘

病日に自宅退院した．退院時，身体機能は BRS-T は右上

と EV なしの集合住宅 2 階に同居していた．全失語によ

肢Ⅱ手指Ⅱ下肢Ⅱで，位置感覚の認識は視覚的確認を要

り主訴は不明，家族は自宅退院を強く望まれた．

した．認知機能は単語～短文程度の理解となり，表出は

【初期評価】GCS E4V2M5，BRS-T は右上肢Ⅰ手指Ⅰ下

ジャーゴンにより聞き取り困難であった．右半側空間無

肢Ⅰ，感覚は精査困難で観察より重度鈍麻以上と判断し

視は軽減したが，顕著な注意障害が残存した．FIM は 40

た．声掛けでの応答はないが，ジェスチャーや状況理解

点で基本動作・食事・整容の介助量は軽減したが排泄は

は比較的良好であった．その他に注意障害や右半側空間

オムツ内失禁，入浴は重度介助であった．

無視，Pusher 現象等を認めた．機能的自立度評価表（以

【考察】本症例は重度運動麻痺，全失語等の高次脳機能

下 FIM）は 29 点で基本動作は重度介助，食事は経鼻経管

障害を呈し，ADL は重度介助であった．血腫量 52ml

栄養，排泄はバルーンカテーテル留置・および全介助で

で，内包後脚後部への圧迫もあったことから機能予後不

あった．

良と考えられ，身体機能・ADL とも著明な改善は認めな

【経過】離床頻度の増加・生活動作の協力動作向上を目

かった．また，退院時 FIM40 点と自宅退院可能なカット

指し 2 期に分け介入した．離床期は右上肢機能訓練，視

オフ値 1)に比べ点数は大幅に低かった．それでもなお自

覚的情報等を用いた端座位練習に合わせて右側への認識

宅復帰に至った要因は家族の介護能力とそれらを支える

を促した．45 病日には見守りで端座位保持が数分間可能

サービスの活用を重要視し，面談時にサービスの具体的

となったが，上肢の随意性は得られなかった．基本動作

提言をしたことと考える．また，症例の退院後生活への

期では，退院に向け PT と協力し基本動作の評価・動作方

不安に対し，失語の影響を鑑み，多職種で症例の意思の

法の検討を実施した． 手すりや回転円板等の福祉用具の

理解に努め，家族・地域スタッフに密に情報共有する機

導入，Pusher 現象の軽減と下肢の支持性の向上から中等

会を整えることで自宅退院へつながったと考える．

度介助で移乗が可能となった．しかし，症例は身体機能

【文献】1)浜岡ら.脳卒中患者の在宅復帰に必要な基準値.

の予後・退院後の生活への不安が募り，それが伝わらな

理学療法科学 29(6):933-937,2014.

い苛立ちから 48 病日以降リハ参加困難な時期があった．
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動機付けを重視した目標設定と職業動作練習が奏効した右被殻出血事例

〇瀬尾 諒 1)（OT）奧中 美早 1)（Dr）
1) 医療法人康生会 淀川平成病院

Key word：脳血管障害，上肢機能，職場復帰
【はじめに】今回，右被殻出血により左上肢運動麻痺を

がった作業を段階付け，代償動作の程度に合わせた難易

呈した事例を担当した．ADOC を用いた面接から事例の

度の自主トレーニングを提供した．さらに，事例が自主

望む作業に焦点を当て，難易度に合わせた麻痺側上肢の

トレーニングの場面を自ら撮影し動画を作成，投稿する

機能練習と段階的な自主トレーニングを提供した．上肢

までを自身の課題としていた．中期は，前期の練習で機

機能の改善と事例の動機付けに合わせた課題設定によ

能改善を認めた為，職場復帰を目標に追加し理容動作の

り，ADL 上で麻痺側上肢の使用頻度増加と質の向上を認

確認や練習を実施した．しかし，麻痺手の発赤や腫脹な

めた為，以下に報告する．なお，本報告にあたり事例に

どの症状を認め，肩手症候群の診断を受けた．精神面は

は書面にて説明を行い，同意を得た．

不安定となったが，傾聴など精神面に対して支援を行

【症例紹介】40 代男性，左利き．病前は ADL，IADL と

い，練習に前向きに取り組むことができた．後期は，肯

もに自立，筋トレや野外活動など多趣味で活発．仕事中

定的な発言が増加，活動レベルで麻痺手の使用頻度が増

に左半身の脱力感を認め，他院へ救急搬送．翌日に開頭

えた．退院前に他患の毛染めを理容師として助言すると

血腫除去術を施行．その後，25 病日に当院へ入院．妻と

いう形で他 OTR と合同 OT を実施した．その後，理容動

娘の 3 人家族で集合住宅に同居，職業は繁華街で理容室

作の確認で筆者の側頭部をバリカンで刈る作業を実施し

の店長．性格は神経質で努力家．

た．合同 OT やバリカン操作時の課題を共有し，144 病日

【初期評価】意識清明で日常会話は可能．感覚機能は，

に実家へ退院した．退院後は，外来リハと家業の理容室

表在・深部感覚ともに中等度鈍麻．運動機能は，FMA 上

を手伝いながら復職の準備を行っている．

肢項目 14 点，ARAT3 点，BBT0 個，STEF 右 100 点，

【最終評価（139～143 病日）】感覚機能は著変なし，運

左 0 点．MAL は，AOU 平均 0.25 点，QOM 平均 0.17

動機能は FMA 上肢項目 59 点，ARAT54 点，BBT28

点．FIM63／126 点（運動 34 点，認知 29 点）．ADOC

個，STEF 左 68 点．MAL は AOU 平均 3.92 点，QOM

を用いた面接で挙がった作業は「利き手での食事」「何

平均 3.63 点．FIM125／126 点（運動 90 点，認知 35

も持たずに歩く」「洗髪」．3 つの作業の満足度は各項目

点）．ADOC で挙がった作業の満足度は平均 4.17 点．

1 点．一方，麻痺手や職場復帰に対して「使えない」「働

【考察】本事例は，入院時から麻痺手の学習性不使用が

けない」など悲観的な発言を多く認めた．

生じていた．また，「理容師」という熟練スキルを要す

【介入方針】本事例は努力家で物事に対し積極的に取り

る職業の復帰に対し悲観的であり，介入に難渋した．練

組む性格であった．発症により，仕事や家族生活に対し

習毎に肯定的なフィードバックを行い，目標に合わせ段

悲観的となっていた．自尊感情の低減から職場復帰への

階付けた課題を提供することで成功体験を積み上げるこ

目標を挙げることは初回介入では困難であった為，自宅

とができた．「復職」という強い動機付けを重視し，改

退院に必要な身辺動作能力の向上を促した．その中で，

善の経過に伴う段階的な目標と練習を設定したことと，

面接で挙げられていた食事や洗髪を麻痺手で行えること

動画投稿への動機付けが練習意欲を保ち続ける要因とな

を目標とし練習を行うことにした．

った．

【経過】前期は，麻痺側上肢機能練習を IVES®による電
気刺激療法と併用しながら実施した．加えて，面接で挙
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片麻痺という概念がその人の活動に与える影響〜ネガティブな発言から価値あ

る作業への語り〜
〇木寺 真菜 1) （OT）永田 作馬 2)（OT）寺村 肇 3)（OT）
1）株式会社アクティブ アクティブ訪問看護ステーション泉北 アクティブデイサービス泉北
2) 医療法人大植会 葛城病院 3) 株式会社オミタス ASTAGE カレッジ

Key word：意味のある作業，役割，（はたらく）
【はじめに】日本作業療法士協会は作業療法の定義の中

ての意識を持っているとの語りがみられた．第Ⅱ期 ネ

で「人は作業を通して健康や幸福になるという基本理念

ガティブな行動からの脱却（第 203〜580 病日）突然の脊

と学術的根拠に基づいて行われる」と記述している．今

柱管狭窄症の術後は生活が行えず「死にたい」との発言

回、脳梗塞により右片麻痺を呈した女性に対して,過去と

が再度みられたが「デイは続けたい」と継続した．その

現在の役割に焦点を当てた介入を行った結果、その方の

後別の手術があったが,再開時はネガティブな行動は脱却

言動や行動に質的な変化を確認する事が出来たので,考察

していた．刺繍の本を自ら持ってこられていたため,作業

をふまえて以下に報告する．尚,報告に際し事例からの承

療法士が刺繍の指導をお願いするもそれに応じることは

諾を得ている．

なかった．しかし違うスタッフがデイ用ウエルカムボー

【事例紹介】80 代女性,夫と二人暮らし．診断名は脳幹梗

ドを作成依頼した頃から行動に変化が見られ始めた．

塞,介護保険は要支援２,入院前は家事全般を担っていた．

「二階は階段が危ないからトイレに行ってから上がって

若い頃は裁縫業に就いており,手芸を趣味として行ってい

いる」と自宅でもミシンを始めた．上手くいかない事に

た．第 68 病日通所介護（以下：デイ）を開始した．

不安を示していた家事も「今は男の人も家事をする時代

【作業療法評価 第 68〜96 病日】笑顔はみられず,他者

だし夫に任せるわ」と柔軟な思考に変化し始めた．

との交流はみられなかった．Br.stage 上肢・手指Ⅳ,下肢

【結果】Br.stage 上肢・手指Ⅴ,下肢Ⅴ．MMSE は未実

Ⅳ,MMSE は 17 点．記憶や家事の話になると「右手が動

施．事例から挨拶や他者との交流を行い「死にたい」は

かないから何もできない,死にたい」との発言が多かっ

「やってあげようか？」に変化した．

た．入院前は家事全般を担っていたが,退院後は夫がすべ

【考察】今回第Ⅰ期と第Ⅱ期において同じようなネガテ

て行なっていた．【介入の基本方針と作業療法計画】デ

ィブな発言が見られたが,明らかに第Ⅱ期の方がネガティ

イは週１回,個別リハは 30 分での介入．日常生活の中で右

ブな発言からの脱却が早かったと言える．第Ⅰ期では患

上肢は使用しておらず,できる動作の提示を行い「できな

者としての役割から脱却する事に時間は要したが,第Ⅱ期

い」を「できる」意識へ変える必要があると考えた．

ではデイの他職種も事例本人も価値のある作業の有効性

【経過】第Ⅰ期 「健康」とアイデンティティの再確立

を経験していた事で,ネガティブな発言からの脱却が比較

（第 96〜203 病日）右半身の機能訓練を行う中で,現状に

的早く達成できたと考えられる．大阪府作業療法士学会

ついての対話を行った．介入から 30 日後「包丁もってみ

の就労支援委員会では,年齢や障害に関係なく,その人が役

たらできたわ」と笑顔で話された．同時に「私は洋裁が

割を持って他者に必要とされ本人が貢献していく事を

やりたくて親の反対を押し切って女学校を辞めた．洋裁

「はたらく」という言葉で表現している．障害に焦点を

のお店に泊まり込みで働き洋裁学校に通った．主人の仕

当てるのではなく,その人の「はたらく」に早い時期に焦

事の関係でスーツの仮縫いをしながら子育てをしてい

点を当てた介入を行う事が重要であると考える．ガレヌ

た．」等の語りが出現した．事例は一度自分で決めたこ

スは言う「仕事は天然の医師なり」と．

とはやり遂げたいとの思いが強く,今も裁縫業のプロとし
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MTDLP を通じて主訴「ひま」が改善したところ,日常生活での主体性向上に繋

がった症例
〇三浦 翼 1)（OT）
1）社会福祉法人愛徳福祉会

大阪発達総合療育センター

Key word：重症心身障害者，生活行為向上マネジメント，余暇活動
【はじめに】久谷ら(2021)は「重心者は外出を伴う余暇活

左肩甲帯の筋緊張調整から左肘支持を促し,ベッド上机を

動の参加が少なく,配慮されている内容も多いことより,重

腋窩まで差し込んで左肘支持がしやすいようにした.骨盤

心者の外出を伴う余暇活動への障壁は他の障害に比べ,大

両側にクッションを入れて,骨盤が安定し,持続的に左肘支

きいことが推察される」と述べている.当センターの重症

持が行えるようになったことで体幹は正中位で保持でき

心身障害児・者施設に入所中の頭部外傷後遺症の 50 歳代

るようになった.姿勢改善により腰痛が改善し,ギターを好

女性に対して,主訴「ひま」から余暇活動が拡大すること

きな時間にでき,さらにカバン整理やベッド上で物を探す

を目標に生活行為向上マネジメントを活用したところ,生

時間が短縮された.主訴「ひま」は無くなり,実行度 10/10,

活の質が向上した.経過から考察し,報告する.

満足度 9/10 となった.

【症例】50 歳代女性.3 歳時,転倒により頭部外傷.左半身

(第 2 期:1 年 6 カ月)居室環境,ADL 動作など自分で身辺を

の運動麻痺・感覚障害を認め,右上肢は不随意運動がみら

改善する意欲が芽生えた.ベッド配置は本人希望で変更し

れた.端坐位は立ち直りを認めるが,中等度介助.寝返り・起

たが,病棟会議で「左側のテレビを見て左に崩れる」等の

き上がりはベッド柵を使いながら右前腕・手支持を行い,

意見から本人承諾の上,元の居室環境に戻した.この頃より

軽介助.食事は環境調整で見守り,夕食のみ疲労により全介

自立してグループホームで生活する希望が強くなり,ADL

助.会話ができ社会性もあるが,主訴は「ひま」であった.

動作の見直しを提案すると全介助だった夕食を自食する

【倫理的配慮】対象者には事前に学会報告の趣旨につい

ようになった.ベッド上でのギターは減少したが,新たな活

て書面で説明し,同意を得た.

動として本人希望の書字・チラシ折りを生活に導入した.

【初期評価】左上肢は僅かに自発運動がある.右上肢は不

車椅子座位では右手でちぎる等の作業を自ら協力するよ

随意運動を伴うリーチで,横つまみができる.左目は光を感

うになった.また,車椅子座位姿勢を長時間継続すると腰痛

じる程度で,右目は 15 ㎝内で認識できる.活動への意欲は

が出現することを OT へ自発的に相談し,座面を調整した

高いが,ベッド上では体幹の左崩れにより腰痛の訴えがあ

ことで腰痛は改善した.

る.活動はテレビ鑑賞とカバン整理のみである.コロナ対策

【考察】国松ら(2020)は「症例の主体性を引き出すため

で週 3 回の外出は無くなり,部屋での時間に「ひま」と訴

に,目標の設定方法や症例と協働して,進めていく関わりが

える.

重要」と述べている.OT と話す中で希望する活動がより

【介入と結果】

具体化され,姿勢改善にも繋がった.担当者間で生活の様

(第 1 期:4 カ月)ベッド上で活動を行いやすい姿勢・環境と

子・病棟スタッフが関れる時間等を本人も交えて相談

なるためベッド上机を考えた.机上活動はギターを本人が

し,OT の提案に基づいて机上設定や活動方法が広がった.

希望した.主に聴覚と固有感覚を手掛かりに実施しやすい

また.身辺改善が意欲の向上と日常生活の主体性向上に繋

よう工夫した.合意目標は「ベッド上机を作製し,好きな時

がったと考える.こうした自己肯定感の向上から本人が将

間にギターを弾けるように環境を整え,ベッド上での楽し

来をイメージすることで,ADL 改善や車椅子座位姿勢の改

みを作る」とし,実行度 3/10,満足度 2/10 であった.体幹の

善・持続,居室での活動性向上等に繋がったと思われる.

左崩れ軽減を目的に寝返りによる体幹筋の賦活を行った.
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環境調整を行った事で，半側空間無視を伴いながらも家事動作再獲得に至った症例

〇土井 ひかり 1)（OT）神尾 昭宏 1)（OT）
1）社会医療法人大道会 森之宮病院

Key word：半側空間無視，環境調整，家事動作
【はじめに】半側空間無視は「軽度の半側空間無視であ

/遂行度/満足度）は調理・買い物ともに 5/2/1．外出機会

っても，行動範囲が拡大すれば，日常生活や社会生活で

はほとんどなく，Life Space Assessment（LSA）は 18

さまざまな問題や危険を引き起こしうる．」と言われて

点であった．

いる（石合，2009）．本症例においても家事動作の中で

【作業療法アプローチ】訪問リハビリは週 1 回，40～60

半側空間無視による課題遂行の困難さが見られていた．

分/回実施した．介入では調理や買い物等の実場面の動作

今回，訪問リハビリにて Instrumental Activities of

を評価し，エラーが起きている工程に対してエラーを起

Daily Living（IADL）場面に着目し，動作時のエラーが

こさず行えるように動作指導を実施した．また指導した

起こりにくい環境設定の中で練習を行った結果，行動変

動作がリハビリ以外の場面でも再現でき，動作練習が行

容が見られ，家事動作の再獲得，活動範囲の拡大に繋が

えるように物品の配置や持ち方，身体と物の位置調整，

った為，以下に報告する．

動線等の環境調整を実施した．動作は介入前後で動画に

【症例紹介】40 代女性，3 人の子供と同居．X 年 Y 月 Z

撮影し，変更した点を確認してノートにまとめる事でフ

日にくも膜下出血，12 日後に脳血管攣縮による脳梗塞

ィードバックを行った．

（右島回，右頭頂葉）を発症．当院回復期リハビリテー

【結果】FIM の点数に変化はないが，左半身の障害物へ

ション病棟に同年 Y+1 月 Z+5 日に入院され，82 日間の

のぶつかりは軽減した．2 点同時刺激では左側への刺激に

加療後に退院．自宅での調理動作，買い物など屋外活動

気づける事が増えた．家事は症例がほとんど一人で行え

の再獲得を目的に訪問リハビリ利用開始となった．

るようになり，IADL 尺度は 8 点．COPM は調理が

【倫理的配慮】今回の報告にあたり，当院の倫理委員会

10/10/9，買い物が 10/10/10 と変化が見られた．また，家

にて承認を得た．症例に対しては，個人情報への配慮に

族や友人とライブに出掛けたり，再就職の希望が聞かれ

ついて説明し，同意書に署名を頂いた．

る等，活動範囲の拡大も見られ，LSA は 59 点となった．

【初期評価】麻痺は無く，ADL はほぼ自立されており，

【考察】エラーが起こりにくい環境調整を行う事で左上

Functional Independence Measure（FIM）は運動項目

肢の操作性が向上し，両手動作が可能となった．また，

89 点，認知項目 33 点，合計 122 点．高次脳機能障害は

左上肢や左空間への認識が向上した結果，左側への気づ

机上の検査上ではほとんど現れないものの，生活場面で

きの増加に伴い行動変容が見られ，家事動作の再獲得，

は左半身を障害物にぶつける，両手の協調運動で左上肢

活動範囲の拡大に至ったと考えられる．

の運動の拙劣さがみられる等，生活する上での課題が表

また，活動範囲が拡大した事で視野が広がり，就労とい

面化していた．2 点同時刺激では左上下肢共に消去現象あ

う新たな目標へ繋がったと考えられる．

り．家事は調理・買い物・ゴミ出しは同居の息子が行っ

【文献】

ており，Lawton の IADL 尺度は 5 点．Canadian

1）福井圀彦・他編：脳卒中最前線-急性期の診療からリハ

Occupational Performance Measure（COPM）（重要度

ビリテーションまで-．第 4 版，医歯薬出版社，2009
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半側空間無視に対して視覚探索課題と併用して環境調整を行いながら反復動作練

習にてトイレ動作が獲得できた事例
〇神谷 克貴 1)（OT）
1）社会医療法人同仁会 耳原総合病院

Key word：半側空間無視，環境，視覚探索課題
【報告目的】半側空間無視（以下 USN）の症例に対し視

と連携し，左側からの起居動作練習を行い，動作獲得後

覚探索課題と併用して代償的アプローチの環境調整を段

にベッド位置を逆方向へ配置転換を行う，看護師とも連

階的に行い反復動作練習実施しトイレ動作獲得に至った

携を図り病棟生活でもトイレ動作練習を実施，訓練内で

ため以下に報告する．

は視覚探索課題を段階的に実施する事とした．左側手す

【倫理的配慮】発表にあたり本人の同意を得た.

りでトイレへの移乗動作獲得後に左側手すり環境でのト

【事例紹介】70 歳代前半の右利きの男性で発症前は要介

イレ動作練習を開始し，病棟生活でも左側手すりトイレ

護 1 で屋内移動は伝い歩き屋外は杖歩行で食事，トイ

での練習に変更する計画とした．

レ，整容動作は自立していた．Ｘ年Ｙ月Ｚ日に他院の急

【結果】介入 52 日目に日中のトイレ動作が自立となっ

性期病院に救急搬送，前頭葉から右頭頂葉にかけての多

た．BIT 通常検査 136/146 点，行動検査 42/81 点と大幅

発性脳梗塞と診断され薬剤治療後、翌日からリハビリテ

に改善し，CBS では観察評価３点自己評価１点と乖離が

ーションを開始．発症第 41 病日目に当院回復期に転院さ

減少した．また自己の気づきも形成され，患者自ら左側

れ介入開始した．

への注意の向きにくさを自覚し，探索課題だけでなく普

【作業療法評価】身体機能はブルーンストローム検査で

段の行動でも左側から注意を向ける事を自主的に行なえ

は左上肢、手指共にⅥ、下肢Ⅴで筋力は上肢、下肢 GMT

るようになりエラーを未然に防ぐ対策を取る習慣が付い

４体幹は３である．感覚は表在，深部共に軽度鈍麻を認

た．

めた．認知機能は HDS-R18 点で軽度低下を認めた．

【考察】USN アプローチでは¹⁾視覚探索訓練，視空間へ

Behavioural Inattention Test（以下 BIT）では通常検査

の手がかりの提示，プリズム適応による治療などが勧め

75/146（カットオフ 131 点）行動検査 16/81 点（カット

られるとされているが，視覚探索課題のみではトイレ動

オフ 68 点）、Catherine Bergego Scale（以下 CBS）で

作の自立までは至らなかった可能性がある．現状のエビ

は観察評価 26、自己評価８点と著明な半側空間無視を認

デンスでは¹⁾視覚探索課題は治療の永続的効果，ＡＤＬへ

めるが自己認識は低い状態であった．基本動作は起居，

の汎化は十分な科学的根拠はないとされている．そのた

移乗動作時に麻痺側の上下肢の管理不十分で軽介助が必

めトイレ動作獲得に至った大きな要因としては元来有用

要で, 移乗動作の準備では車いすを適切な位置への設置が

性の高い視覚探索課題と併用して段階的に環境調整を行

困難，左側ブレーキをかけ忘れる，フットレストから下

った事が強く影響したと考えられる．ベッド周辺環境や

肢の下ろし忘れも認められた．移動は車いす自操時に左

トイレ動作を注意が向きにくい方向から行う事で，ベッ

側の対象に気付かないため要見守りであった．トイレ動

ド上臥位でも看護や介護で関わるスタッフからの刺激も

作は立位保持が不安定で、下衣操作時に右側へ回転し下

注意が誘発され，受動的注意機能が向上したと考えられ

衣操作は困難な状態であった．後始末は座位バランスが

る．またトイレでも無視傾向にある左側の手すりを使用

不安定で、座り直しや体幹を傾けると転倒しかける状態

する事で左側先行での動作に繋がったと推察される．そ

であった．

のため類似症例は視覚探索課題と段階的な環境調整の有

【作業療法実施計画】ベッド配置、動線変更に向け左右

効性が示唆された．

どちら側からも起居、移乗動作の獲得に向け理学療法士

【参考文献】¹⁾脳卒中ガイドライン 2021 年
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O-Ⅱ-3

エラー分析を利用することで道具の使用障害に改善を認めた一症例

〇丸岡 優波 1)（OT）宇埜 将平 1)（OT）塚本 賢司 1)（OT）
1）社会医療法人愛仁会 愛仁会リハビリテーション病院

Key word：失行，（エラー分析），（道具使用）
【はじめに】今回,道具の使用障害を呈した 50 代後半男性

能な道具が増え,整容や清拭などは般化し習慣化すること

に対しエラー分析を行い,分析の結果に基づき段階付けた

が出来た.

介入をしたところ,エラーに対する気づきが促され,使用可

2～3 ヶ月：調理動作獲得のために調理道具をチェックリ

能な道具が増えたので以下に報告を行う.尚,対象者に対し

ストに追加したが,食器棚や引き出しから口頭指示した道

て口頭にて同意を得た。

具を取り出せなかった.物品数を少しずつ増やし選択する

【基本情報】テレビのリモコンの使い方が分からないな

練習を行うと指示した道具は判別が可能となった.その後,

どの言動があり同居人と近医を受診,頭部 MRI にて左

調理の一連の流れでの練習では野菜炒めを作る時に工程

MCA の脳梗塞と診断され入院,18 病日後に当院回復期病

に合わせた道具を取り出せなかったり,別の道具への切り

院へ転院.右利き,発症前の ADL,IADL 自立,職業はマンシ

替えが出来ずに手順が混乱するなど,単一の道具では認め

ョンの管理人.同居人と 2 人暮らし.

なかった「対象選択エラー」や「使用手順エラー」が生

【初回評価】麻痺は BRS 上肢Ⅴ,手指Ⅴ,下肢Ⅵ,右上肢表

じ,調理動作の獲得には至らなかった.

在感覚正常,深部感覚軽度鈍麻.視野障害では右同名性半盲

【最終評価麻痺,感覚,視野障害は変化なし.数唱は順唱 6

を認めた.数唱は順唱 8 桁,逆唱 3 桁,視覚性スパンは順唱 5

桁,逆唱 4 桁,視覚性スパンは順唱 4 桁,逆唱 3 桁.kohs 立方

桁,逆順 2 桁.BIT 通常検査は 145 点.kohs 立方体組み合わ

体組み合わせテストは IQ78.BIT 通常検査は 143

せテストは IQ64.BADS は 11 点,FAB は 14 点.模写や物

点.BADS は変化なし,FAB は 17 点.見慣れた道具の意味・

品呼称は可能だが,道具の意味・概念の想起が困難.失行で

概念の想起や道具操作は可能となり,自己の状況に気づく

は歯磨きの際にブラシ部分が反対方向に向く,口頭命令に

発言が増えた.HDS-R は 24 点.失語症は残存したが簡単な

て右手での敬礼を促すと頭部をなでる,金槌で釘を打つ真

日常会話は可能.FIM は運動項目 88/91 点,調理動作の獲得

似を促すと右手を左右に振るなど,観念失行及び観念運動

には至らず,掃除動作や洗濯動作は見守り.

失行が疑われ,エラーを指摘しても無関心な様子が窺え

【考察】道具の使用障害においてエラー分析から使用過

た.HDS-R は 16 点.超皮質性感覚性失語を認め,聴覚理解

程における問題点を抽出し,介入を検討した.原らが示すエ

は短文レベル.FIM は運動項目 83/91 点,独歩自立.

ラー分類と関連病巣は本症例と一致する部分があった.日

【介入経過】介入開始～2 ヶ月：道具の使用に関して,物

常物品の使用練習では,指示の仕方を工夫し,道具操作のイ

品使用チェックリストを作成し,原らが示すエラー分類を

メージに結びつきやすい介入をしたことで使用可能な道

参考に普段使用する日常物品を用いて分析を行った.分析

具が増えた.しかし,調理動作では対象物に対する適切な道

の結果,文房具ではホッチキスで用紙 2 枚を留める際に 1

具の選択が出来ないことや,遂行機能の低下などにより獲

枚だけを折り畳み,ホッチキスの先端を斜め上に向けて留

得には至らなかったと考えられ,今後さらに検討していく

めようとするなど,対象に対する道具の操作の方向性が不

必要がある.

適切である「道具操作エラー」を多く認めた.日常物品の

【参考文献】

使用練習では,言語指示だけでは操作の方向性が伝わらず,

原麻理子,前田眞治：道具の使用障害におけるエラータイ

視覚的な手がかりとして模倣や,方向性が分かるように手

プ分類と関連病巣.高次脳機能研究 30(2)：336-348, 2010

を添えて誘導した.誤りなし学習を反復することで使用可
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O-Ⅱ-4

認知行動療法におけるリフレーミング介入が抑うつ・疼痛の改善につながったパ

ーキンソン病患者の一症例
〇寺浦 琴美 1)（OT）本田 憲胤 1)（PT）大洞 佳代子 1)（Dr）浦 慎太朗 1)（PT）甲斐 太陽 1)（PT）
1）公益財団法人田附興風会

医学研究所北野病院

Key word：パーキンソン病，認知行動療法，QOL
【はじめに】パーキンソン病(Parkinson’s Disease：PD)

による気分低下と左腰背部痛と考えた.気分低下に対して

患者のうつ症状や疼痛は Quality of Life(QOL)を阻害して

は,運動機能と実際の活動との解離に対してリフレーミン

おり,認知行動療法の有効性が示されている.認知行動療法

グを合計 11 回実施した.具体的には,「雨の日は体が重く

の一つであるリフレーミングは,物事の捉え方の枠組みを

動けない」という発言に対し,可能な範囲の運動を提示し

ずらして問題を解決していくことと定義されている.今回,

「雨の日でもこれだけ動ける」といった「体験」や「保

病態進行に伴う不安・抑うつ,二次的な疼痛といった非運

証」を促した.疼痛に対しては動作指導中心に介入し,疼痛

動症状が増悪し,活動量・QOL が低下した PD 患者を担当

に対する自己解釈の修正を促した。また,リハビリテーシ

した。リフレーミングを意識して介入したことで,抑うつ

ョン介入以外での活動量促増加や達成感にも焦点を当て

や疼痛が改善し,身体活動・QOL が向上したため報告す

ながら介入した.

る.

【結果】最終評価時の PDQ-39 は 45/156 点;運動機能

【症例紹介】症例は 67 歳女性.Ｘ-12 年 PD と診断され

8/40 点,心の健康 15/24 点,身体的不具合 5/12 点と改善し

た.X 年 Y 月,評価・加療目的に当院入院となった.Hoehn

た.HADS は不安 7 点,抑うつ 6 点と抑うつのみ軽減した.

＆ Yahr stageⅣ,PD 統一スケール改正版 Part3 は Best

左腰部痛は安静時・歩行・座位時ともに NRS1/10 と改善

On：42/108 点,Worst Off：70/108 点であった.さらに,気

し,FIM-M は 71/91 点と改善した.リフレーミング介入後

分低下や腰背部痛の訴えが強く,入院前生活は 20 分以上の

は「看護師さんと歩きました・運動しました」などの自

歩行で腰痛を認め,連続した家事動作が行えず,臥床傾向で

発的な行動・ポジティブな発言を認めた.

あった.Need は「スタスタ歩きたい」であった.作業療法

【考察】今回 PD による気分低下や疼痛に伴う不活

評価にて,The Parkinson‘s Disease Questionnaire-

動,QOL 低下を認めた症例に対しリフレーミングや運動指

39(PDQ-39)は 69/156 点であった.特に運動機能 24/40 点,

導を行った.患者自身が問題点に向き合い目標を再確認し,

心の健康 24/24 点,身体的不具合 8/12 点の項目が高値だっ

可能な活動が増えることで活動量が向上した.また自発的

た.抑うつ・不安は,Hospital Anxiety and Depression

に身体活動に取り組むことによりネガティブな思考が軽

Scale(HADS)にて不安 2 点,抑うつ 9 点であった.疼痛は左

減し,本人の活動や発言は積極的な自己管理行動へ変容を

腰背部に認め,安静時 NRS5/10,長時間の歩行・座位時

認めた.本症例においてリフレーミング介入は,身体活動改

10/10 であった.FIM は 100/126 点（運動スコア(FIM-

善,QOL 向上につながったと考える.

M)65/91 点/認知スコア 35/35 点）であり,On 時は ADL 自

【倫理的配慮】

立, Off 時は動作可能であったが,「雨の日だから動きにく

患者本人に研究内容を口頭および書面による説明を行い,

い,痛くて何もできない」などの発言を認めた.

同意を得た.

【介入】評価結果から,本症例における問題点は日内変動
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O-Ⅱ-5

パーキンソン病患者の仮面様顔貌に対する化粧の効果

〇山井 綾華 1)（OT）
1）社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪済生会中津病院

Key word：化粧，パーキンソン病，生きがい
【はじめに】

価」を参考とし,口角などを測定し表情が笑顔に近づ

化粧は「心理的効果や生理的効果（カルデナス暁東

いたかを数値化し判断を行った.

ら 2013）」や「表情筋の活性化（南雲ら 2012）」

【結果】

などの効果がある.その表情筋に対する介入実験で

フェイススケールの結果から 3 名共化粧後は気分の

は,「ドパミン大脳基底核内の神経回路網が働き易く

向上が確認できた.

なる（横地ら 2017）」と報告がされている.そこで

42 名による評価では,顔写真の評価において元気そ

パーキンソン病(以下 PD)の症状である「仮面様顔

うなどの 2 項目に有意な差が確認できた. 全身ポー

貌」に対して化粧が有効かどうかを検証することと

ズの評価においても自信がありそうなど,表情では読

した.本研究の意義は PD 患者の仮面様顔貌の症状緩

み取りにくい項目にも変化があった.

和のための治療方法の一つとして化粧療法を提案で

表情表出二次元評価では各人に口角が大きく広がる

きることである.本研究計画は森ノ宮医療大学研究倫

という数値の変化が見られた.

理審査部会（承認番号 2021007）で審査され承認済

【考察】

である.

化粧は気分を向上させ,他者評価においてもポジティ

【方法】

ブな変化が認められた.また化粧が感情に作用し全身

対象者は,本研究へ参加の同意が得られた Hoehn＆

の動きに現れた.化粧による気分の向上と,笑顔にな

YahrⅢで化粧に嫌悪感の無い 3 名である.化粧は 2

る表情筋の作用により, 化粧前後に有意差が出たと

名のビューティーアドバイザーにより,対象者との問

考えられる.

診を行いながら実施.評価項目は,対象者の気分と,他

化粧は PD 病患者の仮面様顔貌にも有効であり.対人

者から見た対象者の印象が仮面様顔貌によって乖離

場面での活動性向上などに影響を及ぼす可能性が示

していないか調査するため,主観的尺度と客観的尺度

唆された.

を実施した.主観的評価として簡易的気分尺度である

【結論・今後】

フェイススケールを実施.客観的評価では顔面と全身

化粧の実施は PD 患者の仮面様顔貌に対し表情やポ

を撮影した写真を,本研究へ参加の同意が得られた,

ーズにポジティブな変化を与え,気分も向上させるこ

研究の意図を知らない学生 42 名に提示し,対象者の

とが分かった.例えば,食事後に口紅を塗りなおすな

化粧前後の表情やポーズに関する印象のアンケート

ど簡単な化粧ならば,PD 患者に疲労感を与えず,気持

を実施.結果を化粧前後について t 検定を実施し分析

ちを表出させやすくなるため,セラピストのかかわり

を行った.また,内田ら（2010）「表情表出二次元評

方として有効と考える.
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O-Ⅲ-1

陳旧性ボタンホール変形に対する Oberlin’s bypass tendon transfer 術後の作業療法プ

ログラムの工夫について
〇藤村 春香 1)（OT）児島 範明 1)（OT）藤井 大起 1)（OT）惠飛須 俊彦 1)（Dr.）
1）関西電力株式会社 関西電力病院

Key word：（腱移行術），運動療法，ハンドセラピィ

88

【はじめに】陳旧性ボタンホール変形に対する外科的治

splint に変更した．夜間は手関節背屈 40°，MP 関節以遠

療は，側索の切除術や中央索への腱移植術など，様々な

0°の静的装具を装着した．プロトコルは，術翌日より

術式が報告されている．今回，Oberlin’s bypass tendon

PIP 関節および DIP 関節の自動運動を開始し，術後 3 週

transfer による腱移行術後，移行筋の収縮が乏しく訓練

目より分離運動，術後 4 週目より手関節背屈位での手指

に難渋した症例を経験した．C．Oberlin らによる後療法

自動屈曲や手指伸展位での手関節自動運動を実施した．

を参考に，術後早期から装具療法や筋再教育訓練を加え

術後 5 週目まで outrigger splint を装着，術後 8 週目より

た結果，良好な成績が得られたため報告する．

筋力増強訓練，術後 12 週目以降は日常生活の制限を設け

【症例紹介】50 歳代男性，右利き．診断名は右中指ボタ

なかった．

ンホール変形．既往歴は痛風結節，糖尿病であった．職

【作業療法評価（術後 12 週）】 関節可動域は，MP 関

業は会社員で，Demand はゴルフクラブを握りたいであ

節屈曲 90°/90°，伸展 20°/30°，PIP 関節屈曲 90°/100°，

った．現病歴は，他院にて中指 PIP 関節の痛風結節切除

伸展-10°/0°，DIP 関節屈曲 20°/70°，伸展 10°/10°であっ

術後にボタンホール変形と診断され当院紹介となった．

た．DASH は機能：6.04 点，仕事（パソコン作業）：0

術前に約 8 か月の外来作業療法を実施した後，腱移行術

点であった．タイピングや洗顔等の活動は術後 5 週目か

が施行された．本報告に対して当院倫理委員会の承認

ら段階的に開始した．

（22067）及び本人の同意を得た．

【考察】C．Oberlin らの提唱する術後プロトコルは，術

【作業療法評価（術前）】関節可動域（自動/他動）は，

翌日から静的装具内（手関節背屈 40°，MP 関節 0°）での

MP 関節屈曲 90°/90°，伸展 30°/30°，PIP 関節屈曲

PIP 関節および DIP 関節の自動運動を開始する．しか

70°/90°，伸展-70°/-20°，DIP 関節屈曲-10°/60°，伸展

し，腱移行術後初期は移行筋の収縮が乏しいうえ，術前

10°/10°であり，徒手筋力テストは，固有示指伸筋（以下

の外在筋による代償的な伸展運動が術後の移行筋の収縮

EIP）5，総指伸筋（以下 EDC）5，長母指伸筋（以下

を阻害しており，PIP 関節の伸展不全に影響していた可

EPL）5 であった．日常生活では，タイピングや洗顔など

能性があった．伸展不全への対策として，移行腱の近位

の両手動作が困難であった．

滑走の促進と，PIP 関節の屈曲拘縮改善を目的に，静的

【手術】Oberlin’s bypass tendon transfer（力源の示指

装具を outrigger splint に変更した．また EDC や EIP を

伸筋腱へ長掌筋腱を移植）に加え，Dolphin extensor

同時収縮することにより，PIP 関節の伸展を促した．

tenotomy（斜支靭帯付着部より近位で両側側索を切離）

EPL と EIP は，大脳運動野の体性局在において示指・母

が実施された．

指の領域が一部オーバーラップするため，1 次運動ニュー

【介入と経過】外来作業療法は，PIP 関節の屈曲拘縮の

ロンの高い共同作用をもつことが報告されている．その

改善及び移行筋である EIP の筋力増強を目標に実施し

ため，橈側 3 指における同時伸展運動により移行筋の収

た．術翌日より入院での作業療法が処方された．C．

縮を促したことで，筋再教育が容易になったと考えられ

Oberlin らの後療法を参考に，静的装具（手関節背屈

る．今回，陳旧性ボタンホール変形に対し，腱移行術後

40°，MP 関節 0°）を作製した．術後は移行筋の収縮が乏

早期の装具療法と筋再教育訓練を追加した結果，機能転

しく PIP 関節の伸展不全を認めたため，装具を outrigger

換につながり実用的な手の使用が可能となった．
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疼痛の予期により左上肢の不使用が生じた頸椎症性脊髄症症例への位置覚弁別課

題を用いた介入経験
〇高橋 秋乃 1)（OT）松田 総一郎 1)（PT）佐川 雅俊 1)（OT）石橋 ゆりえ 1)（OT）奥埜 博之 1）（PT）

1）医療法人孟仁会 摂南総合病院

Key word：痛み，MAL，認知神経リハビリテーション
【はじめに】運動時の疼痛に対し過剰な回避行動をとる

用頻度も徐々に減少したと考えた．本症例は左上肢のみ

症例を多く経験する．今回，運動に先行した疼痛の予期

の介入では疼痛の予期が生じるため，右上肢を参照にし

により，日常生活動作(ADL)において左上肢の不使用が生

た上での左上肢の位置覚弁別課題を行い，適切な運動の

じていた症例に対して，上肢の位置覚弁別課題を行った

予測を促すことで疼痛が軽減し，過剰な回避行動が減少

ところ使用頻度の増加を認めたため報告する．

することで左上肢の使用頻度が増加すると考えた．

【症例紹介】本症例は自宅で転倒し仙骨骨折と C3-7 領域

【介入方法】椅座位で本症例の両上肢の関節角度を左右

の頸椎症性脊髄症を呈した 80 歳代で右利きの女性であ

で比較し，疼痛のない肘関節の運動予測が可能となった

り，主に左上肢に運動機能障害を呈していた．入院前の

後に前腕回内外を中心とした位置覚弁別課題を実施し

ADL は入浴動作以外は自立していた．

た．介入は閉眼で実施し，セラピストが右前腕回内外の

【評価】受傷後 10 日目の初期評価では左肩関節に 1 横指

角度を操作し，手掌面の向きの予測を促した．その後，

の亜脱臼を認め，関節可動域は左肩関節屈曲 40°・前腕回

左側の手掌面を右側の手掌面に向かい合わせるよう指示

内 80°・回外 90°，徒手筋力検査は左前腕回内 4・回外

した後，視覚的に確認させた．介入は 40 分／日で 5 日間

4，FMA の上肢項目は右 63／左 46 であった．左肩関

実施した．

節・肘関節の運動時に僧帽筋上部と大胸筋に防御性収縮

【結果】受傷後 70 日の最終評価では肩関節周囲の NRS

を認め，肩関節屈曲の自動運動開始前に肩関節前面周囲

は 5 へと軽減し MAL は AOU2.1／QOM2.8 となった．

に NRS7 の疼痛が生じていた．MMSE は 25 点で，FIM

食事動作では左上肢を用いて皿を支えることが可能とな

の運動項目は 55 点，Motor Activity Log(MAL)は

り，整容動作では両手を用いて歯磨き粉の蓋の開閉が可

AOU1.3／QOM1.5 であった．食事動作時は左上肢を膝上

能となるなど使用頻度の増加を認めた．

に置いており，タオルで顔を拭くなど肩関節の参加が少

【考察】疼痛による過剰な回避行動は活動性の低下につ

なくても可能な動作時も不使用を認め，「動かしたら痛

ながり，さらなる疼痛の増悪を招くことが報告されてい

いから動かさない」と発言していた．そこで，左上肢の

る(Hayden，2005)．本症例は前腕を中心とした左上肢の

使用を促すと左前腕回内位での代償動作となり，位置覚

位置覚弁別課題を実施したことで，運動部位の認識によ

の検査では回内位を中間位と誤認していた．加えて，左

って疼痛が変化することを学習し，適切な運動の予測が

肘関節の他動運動時も「痛くなりそう，肩が動いてい

成立した結果，ADL での使用頻度が増加した可能性があ

る」と，肩関節への過剰な選択的注意と運動部位の誤認

る．本症例の介入を通して，過剰な疼痛の予期によって

を認めた．

身体の使用頻度が低下している症例に対しては，位置覚

【病態解釈・治療指針】左肩関節の運動時痛によって，

など認識の誤認が生じている身体部位の評価を行うこと

肩関節だけではなく左上肢の運動に対する疼痛の予期が

で，疼痛が生じるプロセスに対する介入の一助となる可

起こり，防御性収縮が生じ前腕回内位での代償動作が出

能性が示唆された．

現していた．その結果，左肩関節の疼痛が誘発され，疼

【倫理的配慮】本発表に対して口頭で説明し同意を得て

痛を回避するために肩関節の参加が必要ない ADL での使

いる．
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O-Ⅲ-3

アクティビティによる動機付けから低下していた訓練意欲を引き出せた事例

〇前西 広太 1)（OT）
1）箕面市立病院

Key word：動機付け，訓練，人間作業モデル
【はじめに】今回,作業療法に対する訓練意欲の低下して

歩き等訓練が困難になった.運動拒否時の会話中で A 氏よ

いた右人工骨頭置換術後の症例を担当した.本人の運動経

り昔バレーボールを行っていたと発言があった.そこで訓

験を基に作業療法を実施し,機会を得たため以下に報告す

練プログラムに風船バレーを取り入れて実施.平行棒から

る. なお,本発表に対して本人と家族に症例報告作成の説

片手を離してボールを打ち返す動作や両手でトスを行う

明と同意を得ている.

動作を実施しながら立位時間延長,立位バランス能力向上

【症例紹介】A 氏.80 歳代女性.既往歴に脊柱管狭窄症,頚

を目指した.風船バレー時はしびれ,疼痛訴え,運動拒否無く

椎症性脊髄症あり.介護付き有料老人ホームの個室に入所

5 分程度の立位が可能だった.風船バレーを通して作業療

されていた.病前は個室内伝い歩きが可能だった.個室を出

法訓練を継続し,拒否されていた下肢の筋力練習等訓練も

る際は車椅子介助,セルフケアは入浴以外自立されていた.

徐々に受け入れられるようになった.退院時には歩行器使

現病歴はトイレへ向かう際に転倒,右大腿骨頸部骨折を受

用で 100m 程度の歩行,自室内を想定した伝い歩き,トイレ

傷し当院へ搬送され入院となった.3 病日目右人工骨頭置

動作時に立位でズボン操作が可能となった.A 氏は 64 病日

換術が施行された.14 病日目に当院回復期病棟に転棟とな

目に入院元へ退院となった.

った.

【最終評価】MMT(右/左)股関節屈曲 4/4,股関節伸展 4/4,

【初期評価】身体機能面では MMT（右/左）股関節屈曲

疼痛訴えは NRS 右下肢 5～6/10．FIM は運動項目 41/91

2/4,股関節伸展 2/4,握力(右/左)11.1kg/11.1kg,疼痛は NRS

点,認知項目 15/35 点,合計 56/126 点.手指のしびれ訴え変

右下肢 8～9/10．両手指に痺れ訴えあり.FIM は運動項目

化なし.トイレ動作はズボン操作が手すり使用し見守りで

28/91 点,認知項目 15/35 点,合計 43/126 点,トイレ動作は

可能となった.連続 100m の歩行器歩行,手すり使用で 5m

ズボン操作に介助が必要だった.精神機能は MMSE19/30

程度伝い歩きが可能となった.運動に対する拒否的な様子

点.病識あり運動の必要性は理解されていた.しかし右下肢

は無くなった.

の疼痛や両手指しびれの訴えから訓練意欲低く,運動を促

【考察】Kielhofner は「意志,習慣化,遂行能力,環境のど

しても「もう帰らせて」「早く終わろう」等の発言がみ

の側面の変化もその人の作業を作り上げている考え,感情,

られた.一方,運動以外では笑顔あり.

行為の変化をもたらす可能性がある」と述べている.作業

【問題点】右大腿骨頸部骨折により病前可能だった伝い

療法においてバレーを行う作業から本人の意思で楽しみ

歩きやトイレ動作が実施不可能となった.右下肢の疼痛訴

を見出し,一度習慣化された馴染みのある活動を利用し,平

えや両手指しびれの訴え強い.訓練意欲が低く運動に対し

行棒内で安全な環境を設定し,本人の遂行可能な課題設定

拒否的であった.

を行ったことではじめは拒否的であった訓練に対する感

【経過】作業療法訓練として更衣,トイレ動作等日常生活

情や考え,動作を通して行為への変化が見られ,訓練への動

動作練習,下肢の筋力練習,平行棒内とサークル歩行器(以

機づけに繋がったと考える.

下,歩行器)による歩行練習を実施し,19 病日には歩行器歩

【参考文献】

行で 30m 程度連続した歩行が可能となった.しかし運動実

Renée R. Taylor 著 山田 孝 監訳 キールホフナーの

施時に手の痺れや疼痛が出現し,運動拒否が強くなり,伝い

人間作業モデル 第 5 版 共同医書出版社 2019 p35
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就労継続支援 B 型における作業療法士の合理的配慮の実践～個別の作業特性に応

じた手順書の活用～
〇白井 理子 1)（OT）銀山 章代 1)（OT）山崎 明子 1)（PSW）
1）一般社団法人みーる リカバリースペースみーる

Key word：就労支援，意思決定，発達障害
【はじめに】当施設は，東大阪市にある生活訓練と就労

B 氏．手順書の工夫前は「砂糖 40g はこの器に入ります

継続支援 B 型と就労定着支援をしている多機能型の事業

か」と予測して行動することが難しく，不安げに OTR に

所である．就労継続支援 B 型は，レストラン営業に携わ

確認することが多かった，容器を指定する事で不安が減

るすべての作業を訓練内容としている．毎日 10 名程が訓

ることが分かり，材料が入る大きさの器を具体的に指定

練をしており，年間 1～2 名の就労実績がある．発達障害

した手順書を作成した．段取りも苦手であったため，先

の対象者が多く，訓練内容も多岐にわたるため，作業療

に準備しておく事を下準備として記入した．

法士（以下 OTR）は，対象者が分かりやすく訓練に取り

【結果】

組めるよう，訓練過程を視覚構造化し支援をしている．

A 氏．手順書の量を 1/3 に減らすことができ，手順書を

今回，対象者の作業特性に応じて手順書を工夫し使用し

みて訓練に取り組めた．また，抜け落ちが減り，トイレ

た 2 事例を報告する．

掃除終了後のフィードバックでは出来ていることを伝え

【倫理的配慮】発表の目的と内容を説明し，口頭にて対

られる事が増えた．しかし，他の場面では変わらず不注

象者の同意を得た．

意は目立つ．

【事例紹介】

Ｂ氏．確認行為が減ったことで，自身のペースで取り組

A 氏，30 代，男性，注意欠陥多動性障害（以下

める事が増えた．デザート作りに限らず，他の場面でも

ADHD）．訓練内容はトイレ掃除，洗濯たたみ，洗濯干

黙々と作業に取り組み，不安気な表情が減った．手順書

し，アイロンかけ，店に飾る花や物品の買い物，靴磨

を用いない場面でも変化が見られた．

き，窓拭きで，バックヤードを担当している．その時の

【考察】当施設では，当事者の意思決定と，合理的配慮

気分や興味に引き寄せられ，手順書を見ない，もしくは

を大切にしている．個々に合わせた合理的配慮には，ア

見落としがあり，訓練中に注意されることが多い．今回

セスメントが必要である．アセスメントした内容を本人

はトイレ掃除の手順書について報告する．

に伝え，作業を遂行しやすくなる方法を確認しながら手

B 氏，50 代，女性，統合失調症．訓練内容はデザート作

順書に記入することで，出来ることが増えた．本人が困

り，洗い場，盛り付け，生け花，接客を担当．イメージ

っている事に対して，OTR が解決策を提示するのではな

して判断することに不安が強く，確認行為が増える．今

く，本人が理解して行動できる言葉で記入することが大

回はデザート作りの手順書について報告する．

切である．使える手順書として視覚構造化して示すこと

【介入】

で，介入量が減り見守りでできる結果につながった．A

A 氏．工夫前の手順書は作業の抜け落ちを防ぐ目的で，

氏と B 氏では他の訓練場面での行動に違いがあった．こ

抜けがあるたびに OTR が加筆するも，改善が見られなか

れは，障害特性により A 氏は般化が難しく，B 氏は判断

った．そこで，手順書の修正を試みる．トイレ掃除に一

が必要な情報を減らしたことで行動面での余裕が生ま

緒に入ることで，工程が抜け落ちやすい部分は興味関心

れ，般化ができたと考える．

の有無が影響すること，必要な工程の意味を説明し自身

【参考文献】

の中で納得できた事は，行動に反映されることが分かっ

司馬理英子，「大人の ADHD」のための段取り力，講談

た．本人の興味関心と作業の優先順位が低いものは省

社，2016

略，抜け落ちを防ぎたい項目は意味理解を確認し伝わる

昼田源四郎，統合失調症患者の行動特性，金剛出版，

言葉で記入し，工程を簡略化した手順書を作成した．

2007
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O-Ⅲ-5

介護者の状況に合わせて介護指導を行った 1 例－追跡調査から介護の行動変化を

与えた要因の振り返り―
〇柳迫 哲也 1)（OT）横山 広樹 1)（PT）玉置 昌孝 1)（PT）
1）学校法人関西医科大学 関西医科大学くずは病院

Key word：介護負担，追跡調査，（行動変化）
【はじめに】要介護者のいる高齢者世帯は年々増加傾向

より「腰痛があり中腰の作業がつらい」との発言も認め

を辿っている．そこで近年問題となっているのは老々介

ていた．

護に伴った介護負担であり，介護者に対して支援を行う

【介入】週 3 回通所リハにて 20 分の個別リハビリテーシ

ことは要介護者の在宅生活を継続する上で重要である．

ョンと週 2 回 40 分の訪問リハを実施した．介入当初，夫

今回，介護負担が高かった主介護者と症例に対して，作

の腰痛の要因としてトイレ動作の過介助が考えられ,症例

業分析を行い，介護指導を実施した結果，介護負担が軽

への動作練習と並行し，夫に対し介助方法ならびに作業

減した．また介護者の変化に合わせて，介護指導内容の

環境の活用方法を指導した．介入 3 ヶ月後に，夫が症例

変更も行った．そして，介入 10 ヶ月後に介護指導が介護

と家事動作を行えるようになった為，症例の遂行可能な

生活に与えた影響を追跡調査にて振り返った．

作業活動を夫と共有し，協働して行うように助言した．

【事例紹介】症例は通所リハビリテーション（以下，通

介入 10 ヶ月後に追跡調査を実施した．

所リハ）と訪問リハビリテーション（以下，訪問リハ）

【結果】介入 3 ヶ月後に FIM の運動項目が 46 点とな

を利用中の 80 歳代の女性である．介護度は要介護 4 であ

り，トイレ動作の介助量軽減を認めた．BMS は 29 点に

り，現疾患にレビー小体型認知症がある．80 歳代の夫と

向上し，各動作能力の向上を認めた．J-ZBI は 33 点とな

50 歳代の娘の 3 人暮らしで，娘は身体的介助が困難であ

り改善を認めた．介護マスタリー評価では自己達成感が 9

った為，主介護者は夫であった．X 年 3 月に腰椎椎体・

点，介護に対する対処効力感が 4 点であった．夫の腰痛

椎弓骨折に対し，外科的治療を施行された．X 年 6 月の

に関しても軽減を認めた．介入 3 ヶ月以降より夫が自ら

退院を機に通所リハ・訪問リハが開始となった．しか

工夫・考案した介護を行っており，介護の行動変化を認

し，X 年 7 月に尿路感染を発症し再入院となり，12 日後

めた．介入 10 ヶ月後の FIM の運動項目は 59 点で，

に退院となった．X 年 8 月通所リハ・訪問リハの利用が

BMS は 36 点であった．J-ZBI は 37 点と家族構成の変化

再開となった．受傷前 ADL は概ね自立していた．

に伴い介護負担の増加を認めたが，介護マスタリー評価

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，症例・家族に

は自己達成感が 13 点，介護に対する対処効力感が 8 点で

説明し書面にて同意を得た．

あり，今までの介護経験を活かした介護が行われてお

【作業療法評価】訪問リハ再開時の FIM 運動項目は 31

り，対処能力の向上を認めていた．

点，HDS-R は 11 点，Bedside Mobility Scale(以下，

【考察】今回の追跡調査にて，夫の介護の行動変化を認

BMS)は 10 点であり，寝返りや起き上がり・移動・セル

めた．これは介護者の状況に合わせて介護生活に適応で

フケア全般にて介助が必要であった．また，介護負担を

きるように成功体験を伴った介助方法の指導や介護者と

包括的に評価する Zarit 介護負担尺度日本語版(以下，J-

協働して症例の作業活動を支援したことが影響した可能

ZBI)は 38 点であった．介護者個人の能力や行動を肯定的

性が考えられる．しかし，一方で家族構成の変化に伴い

に評価する介護マスタリー評価は介護自己達成感が 13

介護負担の増加を認めた為,介護サービスの再調整や他職

点，介護に対する対処効力感は 11 点であった．さらに夫

種との介入・介護指導を行う必要があると考える．
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O-Ⅳ-1

高二酸化炭素血症を呈する COPD 患者への作業療法介入 －経皮的二酸化炭素モ

ニターを使用した 1 例－
〇亀田 あゆみ 1)（OT）武田 優 1)（OT）高橋 尚暉 1)（OT）毛利 茜 1)（OT）端 大輝 1)（OT）
古澤 啓一 1)（OT）
1）学校法人近畿大学 近畿大学病院

Key word：慢性閉塞性肺疾患，行動変容，フィードバック
【はじめに】COPD とは肺の炎症反応に基づく進行性の

【介入内容】理学療法では主に運動療法が行われ，作業

気流制限を呈する疾患であり， 肺の過膨張に伴う 1 回換

療法では呼吸指導と動作指導を行った．本人のニーズが

気量の制限，横隔膜平低化に伴う収縮効率の低下などが

あった更衣動作に対して介入を行ったが，リハビリに対

原因で，呼吸筋疲労・換気不全を来すと考えられてい

して消極的であるなどアドヒアランス不良である事，

る．また COPD などの呼吸リハビリテーションにおける

SpO2 や脈拍の明らかな変動は認めず理解が得られにくい

作業療法では効率的な動作指導などによる ADL/IADL の

事，これらが指導内容に対しての受け入れを不十分とし

拡大が期待される.今回，高二酸化炭素血症を呈し入院と

行動変容が困難だった．そこで，センテックデジタルモ

なったアドヒアランス不良な COPD 患者に対して経皮的

ニターシステム(Sentec,Inc.,Switzerland）を使用し経皮

二酸化炭素モニターを使用することで効果的な患者教育

二酸化炭素分圧から算出された tcPCO2 の測定を行っ

を行うことができたため報告する．

た．tcPCO2 と PCO2 はほぼ近似値と言われており，

【症例紹介】本症例は 80 歳代男性．診断名は

tcPCO2 をモニタリングしながら，呼吸指導・動作指導を

COPD(GOLDstageⅣ,FVC(L)：1.64, ％FVC：46.2％，

行った．指導前後での安静時呼吸では，指導前 tcPCO2

FEV1.0(L):0.56，％FEV1.0：20.0％)．BMI：17.3．慢性

64-65mmHg と変動を認めなかったが，指導後は tcPCO2

呼吸不全により LTOT（1-3-1.5）導入済み．X 日に呼吸

62.4mmHg→55.3mmHg と改善を認め，可視化すること

困難感あり当院外来診察，呼吸筋疲労や高二酸化炭素血

でフィードバックの強化を促した．

症呈しており，NPPV 導入目的のため入院となった. 入院

【結果】更衣動作指導前後での比較を行ったところ， 指

時 PO2 80.0mmHg，PCO2 55.6mmHg．X+2 日に呼

導前 tcPCO2 55.8mmHg→ 58.4mmHg と増加したのに

吸リハビリ介入開始，X+12 日に退院となった．尚，本発

対して，指導後 tcPCO2 57.5mmHg→57.5mmHg と増

表は口頭にて対象者に同意を得ている．

加は認めなかった．呼吸困難感は mBS4→3 と大きく改善

【初期評価】妻と 2 人暮らし. 大腿四頭筋力（µTas）右

は得られなかった．しかし，アドヒアランス不良で指導

0.36kgf/kg，左 0.25kgf/kg(年齢平均 0.49±0.07kgf/kg)，6

内容への受け入れが不十分な本症例においても，他の動

分間歩行試験 120ｍと骨格筋と運動耐容能の著明な低下

作にも指導内容を行うなど自発的に ADL への般化が可能

を認めた．また，MOCA-J:17/30 点と認知機能低下を認

となり呼吸や動作方法の理解を得ることができた．X+12

めた．NRADL:28/100 点と日常生活動作全般において呼

日に退院となった．

吸困難感の訴えが強かった．呼吸は呼気が短く浅い呼吸

【考察】行動変容を促すためには，自己効力感を高める

様式であり呼吸補助筋の過活動を認めた．本人の主訴は

必要がありその一つにフィードバックが重要とされる．

「歩行時に息苦しい」との訴えが聞かれた．NPPV 導入

今回，短期間の介入であり十分に検討が行えないが，経

は医師から食前 30 分・食後 2 時間以外はできるだけ装着

皮的二酸化炭素モニターを使用し tcPCO2 を可視化する

するよう指示があったが呼吸苦あり血液ガス評価時以外

ことでフィードバックの強化・行動変容につながったと

ほぼ装着できていなかった．

考える．
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O-Ⅳ-2

慢性的な低酸素血症を呈した単心室症の児の入園希望を受けてー医療的ケア児に

対する訪問リハビリー
〇満嶋 千里 1)（OT）上山 あかり 2)（PT）松島 佳苗 3)（OT）
1）学校法人関西医科大学
学校法人関西医科大学

関西医科大学香里病院

2）学校法人関西医科大学

関西医科大学附属病院

3）

関西医科大学リハビリテーション学部

Key word：小児，（単心室症），訪問リハビリテーション
【はじめに】単心室症児は乳幼児期に低酸素血症や不安

7 ヶ月となり，発達全般の向上が確認された．〈入園準

定な血行動態を呈しながら数度の手術を経る．その為，

備〉更衣では，靴下・靴の着脱は自立した．カニュレ装

健常児や他の先天性心疾患児と比べ，中枢神経系の発達

着，連絡帳出し入れは自分で可能となった．〈机上活

上の問題が高率で発症することが報告されている 1）

動〉クレヨンや色鉛筆を三指握りで把持して円を描くこ

2）．今回フォンタン術後に慢性的な低酸素血症を呈した

と，人物画での輪郭と目の描画，ハサミを操作して大き

児の訪問リハビリ介入・経過について報告する．なお，

な円を切り抜くこと，端合わせして折り紙を折ることが

本報告に際し対象児の保護者に同意を得ている．

できるようになった．

【症例紹介】3 歳 4 ヶ月女児．単心室症のため，右 BT シ

【考察】発達の遅れの要因として，本症例はこれまでの

ャント術(0 歳 3 ヶ月)，両側両方向性グレン術( 1 歳 5 ヶ

入退院による ADL 経験の乏しさ，慢性的な低酸素血症を

月)を経て，フォンタン術(3 歳 2 ヶ月)を施行された．術後

背景とした中枢神経系の発達上の問題に伴う協調運動の

2 ヶ月で自宅退院となり，術後の ADL 改善，症状観察，

未熟さを呈していると考えられた．自宅生活，こども園

HOT 管理，園生活に必要な動作獲得(以下，入園準備)を

の利用などの経験に加え，作業療法で児が困難である動

目的に訪問看護・リハビリ介入開始．退院 2 ヶ月後に認

作の背景にある要因に着目し，現在の発達課題や将来の

定こども園へ入園した．

生活を考慮しながら，子どもの発達にとって大切な遊び

【初期評価】Kinder Infant Development Scale (以下，

を中心とした作業活動を段階的に提供したことにより発

KIDS)にて総合発達年齢：1 歳 2 ヶ月相当(生活年齢：3

達全般に向上がみられた．本事例では，理学療法士によ

歳 4 ヶ月)であった．〈入園準備〉更衣では，靴下を履く

る運動療法にくわえ，作業療法士も協働して，家庭生活

際のずれの修正や踵からの引き上げに介助を要した．靴

の中で発達や ADL に対する評価・アプローチを行ったこ

は左右の誤りを時折認めた．カニュレ装着，連絡帳出し

とが有益であったと考える．

入れには介助を要した．〈机上活動〉円を描くことや折

【参考文献】

り紙で二つ折りをすることは困難であり，ハサミ操作は

1) 市田蕗子：先天性心疾患児の高次脳機能障害．日本臨

拙劣で連続して切ることはできなかった．

床麻酔学会誌．Vol.34 No.5，674-683，2014．

【介入】作業療法・理学療法を週に 1 回ずつ(50 分)実施

2) Wernovsky G：Current insights regarding

した．作業療法では，更衣の自立などの入園準備，机上

neurological and developmental abnormalities in

活動における上肢の操作性の向上を目標に，本児が主体

children and young adults with complex congenital

的に取り組める遊びを用いた取り組みを実施した．理学

cardiac disease．Cardiol Youn16(Suppl l)：92-104．

療法では運動療法を中心に実施した．

2006

【最終評価（12 ヶ月後）】KIDS 総合発達年齢は 3 歳 9
ヶ月相当(生活年齢：4 歳 4 ヶ月)で，生活年齢との乖離が94
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O-Ⅳ-3

低酸素血症を伴う重症 COPD 患者における作業療法介入－入浴動作の呼吸困難感

軽減にむけて－
〇武田 優 1)（OT）白石 匡 1)（PT）高橋 尚暉 1)（OT）亀田 あゆみ 1)（OT）毛利 茜 1）（OT）
古澤 啓一 1）（OT）
1）学校法人近畿大学 近畿大学病院

Key word：（慢性閉塞性肺疾患・COPD），呼吸困難，（動作指導）
【はじめに】COPD 患者は動的肺過膨張により労作時の

【介入内容】リハビリ介入として，PT ではコンディショ

呼吸困難を呈する．この呼吸困難による身体活動の低下

ニング，レジスタンストレーニング，酸素療法を併用し

が全身の機能障害をもたらし，さらなる呼吸困難感の増

た持久力トレーニング等，運動療法を中心に実施．OT で

悪を招く悪循環を来す．労作時の呼吸困難感の軽減には

は呼吸指導及び動作指導を中心に介入を行った．呼吸指

作業療法による動作指導介入が期待されるが，国内にお

導においては重度の閉塞性換気障害を伴っているため口

いての報告は少ないのが現状である．今回，低酸素血症

すぼめ呼吸の指導を行い動作への汎化を促した．動作指

を伴う重症 COPD 患者に対して動作指導介入を行い，入

導においては洗体・洗髪動作の指導に加えて，バイタル

浴動作時の呼吸困難感と低酸素血症の軽減を図れたため

サイン（SpO₂，pulse，RR，mBS）を経時的に評価し適

考察を交え報告を行う．

切なタイミングでの休憩を指導することで，連続動作を

【症例紹介】70 歳代，男性，BMI:19.5，診断名:COPD

予防し呼吸仕事量の軽減を図った．それらをセルフコン

（GOLD stageⅣ，%VC:93.9%，%FEV1:21.9%），気腫

トロールできるよう動作課題を設定し繰り返しフィード

化の程度を示す Goddard score は 17 点であり、重度の気

バックを行いながら行動変容を促した．

腫性病変を認めた．今回、労作時の呼吸困難感を主訴に 2

【最終評価】大腿四頭筋筋力:0.66→0.71kgf/kg，6 分間歩

週間の包括的呼吸リハビリテーション入院となった．

行試験:360→328m，運動負荷試験:Peak VO2

尚，本発表に際して本人に口頭で説明し同意を得た．

7.7→7.8ml/min/kg と筋力，運動耐容能に改善は認めなか

【初期評価】大腿四頭筋筋力（μTas）:0.66kgf/kg(年齢平

った．NRADL の息切れの項目は 15→17 点へ更衣・入浴

均 0.56)，6 分間歩行試験:360m，運動負荷試験:Peak

動作で改善を認めた．入浴動作については，口すぼめ呼

VO2 は 7.7ml/min/kg と骨格筋力は維持されているが，運

吸を取り入れながら連続的な動作は消失し，適宜休憩を

動耐容能の低下を顕著に認めていた．認知機能は MoCA-

挟む事が可能となり呼吸困難感の軽減を認めた．入浴動

J:26/30 点と明らかな低下は認めなかった．主訴として労

作中の各バイタルサインの peak 値は，

作時の呼吸困難感が強く，NRADL の息切れの項目は

pulse:76→99bpm，SpO₂:95→90%，RR:18→28 回，呼

15/30 点と特に入浴動作，更衣動作，階段昇降での呼吸困

吸困難感 mBS:0.5→3 と初期評価時より各値で改善を認

難感を強く認めていた．呼吸困難感が強い入浴動作で

めた．入浴動作中の SpO₂が 90%を下回る割合は

は，洗髪時には両手で行い，洗体時には前屈動作を行っ

69%→0%に改善を認めた．

ていた．動作速度はゆっくりと行えていたが，休憩なく

【考察】COPD 患者は労作時に気流制限による動的肺過

連続的に動作を行っており，動作の連続に伴い呼吸困難

膨張に起因する呼吸困難により身体活動が制限される．

感の増大が特徴的であった．動作中は口すぼめ呼吸を行

また，低酸素血症をきたすと呼吸中枢が刺激され呼吸困

っていなかった．各バイタルサインの peak 値は，

難感の増悪を来すとされる．今回，作業療法による動作

pulse:80→110bpm，SpO₂:93→80%，RR:18→44 回，呼

指導により，動的肺過膨張による換気制限を抑制したこ

吸困難感 mBS:0.5→7（非常にきつい）であった．低酸素

とで，動作時の低酸素血症の改善，呼吸困難感の軽減に

血症を伴っており，入浴動作中の SpO₂が 90%を下回る

つながったと考える．

割合を算出したところ全体の 69%であった．
第 36 回大阪府作業療法学会
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O-Ⅳ-4

リハビリ特化型デイサービスのマネジメント～地域高齢者の主体的な参加を目指

して～
〇三木 直人 1)（OT）
1）社会福祉法人三秀會 リハ＆トレデイサービス生野南いらか

Key word：在宅高齢者，マネジメント，主体性
【はじめに】筆者は当法人の新規事業の開設から事業所

ンを調整することで安全性や効果を担保するよう配慮し

全体のマネジメントを行う機会を得て，利用者の主体的

た．また給茶機を設置し，利用者が自分で好きな時に好

な参加を意識して実践していく中で一定の成果を実感で

きなものを飲んで休憩できるようにした．

きるようになってきたので以下に報告する．

【経過と考察】開設から 8 年が経過し，これまでの実践

【倫理的配慮】発表に際し，当法人の許可を得，利用者

で当初の主体的な参加を促すというコンセプトはそのま

へは口頭・書面にて説明し同意を得た．

まに，様々な工夫を行ってきた．その日の過ごし方を利

【施設紹介】大阪市生野区に所在する当法人は，在宅か

用者に選択してもらうことで「今日は軽めにしとくわ」

ら入所まで幅広く事業所を有しており，当事業所は半日

と運動量を加減したり，「今日はこれやってみるわ」と

型，定員 15 名の地域密着型通所介護事業所で，スタッフ

新しいマシーンに挑戦する方やフロア内ウォーキング，

は作業療法士・柔道整復師・相談員・介護福祉士・看護

階段昇降などの自主トレーニングを行う方もみられるよ

師等で構成されている．

うになってきた．また道具や機器を介した自然な交流や

【主体的な参加を促す取り組み】まず利用開始時に面接

仲の良い方達の談笑場面が観られる一方で，黙々とマシ

と体力測定の結果を基に，例えば「買い物に手押し車な

ーンに取り組む方もいたりとその人に合った参加の仕方

しで行けるようになりたい」「一人でトイレに行けるよ

が保障され，「ここ来たら時間があっという間や」「こ

うになりたい」「昔やっていたグランドゴルフをやりた

こに来るのが楽しみや」「本当に楽しい」といった声が

い」といった本人の希望や生活に繋がる目標を一緒に作

多数聞かれるようになっている．日々の営業以外は特に

成し，それに向けたトレーニングを計画するようにし

事業所からの宣伝や広報などは行っていないが，口コミ

た．利用の流れとしては［準備体操］→［マシーントレ

からの利用希望が絶えず，新規利用者は年間平均 39 名と

ーニング］→［グループ］→［マッサージ・お茶休憩］

なっており，通所延べ利用人数は初年度 2175 人から前年

とし，準備体操とグループは全員で行うが，他は利用者

度 6802 人と右肩上がりが続いている．また要支援状態の

が個別に過ごし方を選べるようにした．利用開始からし

維持・改善状態に対する加算である事業所評価加算はこ

ばらくはスタッフが個別に説明・指導するが，慣れてく

れまで 3 回取得し，要介護利用者の ADL 維持または改善

れば自然に自分で行うことを増やしていけるようにして

の度合いが一定の水準を超えていることに対するアウト

いった．バイタル測定では利用者の手の届く範囲に体温

カム評価である ADL 維持等加算は前年度実績で ADL 利

計・血圧計・記録用紙・ペンを設置し自分で行い，記録

得 2.6 となり，ADL 維持等加算Ⅱを算定することができ

できるようにし，マシーントレーニングやマッサージで

ている．主体的な参加の仕組みや仕掛けをつくってきた

は全員が同じメニューを順番に行うのではなく，利用者

こと，周囲との交流も自分のペースでできる環境を保障

が自分の目標や体調に応じて選んだものを行ってもら

することで参加意欲へと繋がり，運動習慣やトレーニン

い，スタッフが運動効果を確認しながら必要に応じて適

グ効果にも寄与していると考える．

宜アドバイスをし，負荷や回数，新たに取り組むマシー
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O-Ⅳ-5

COVID-19 感染拡大を経た今後の研修会運営について

〇片岡 秀樹 1)（OT）
1）一般社団法人 大阪府作業療法士会

Key word：COVID-19，満足度，（オンライン研修）
【はじめに】COVID-19 感染拡大を受け，研修会運営は

では特に回復期病棟勤務者の平日開催希望が約 7 割と顕

抜本的な見直しを要した．現在オンライン研修が一般的

著であった．

となったが，依然として対面研修は不透明のままであ

【考察】COVID-19 感染拡大前の対面研修では開催場所

る．本発表は COVID-19 感染拡大により休止期間を設け

が大阪市以北に偏りがあったため，大阪市以南の参加率

た 2020 年前後の 2 年における参加者推移の変化をもと

が低かったこと，移動時間を要すことでナイトセミナー

に，満足度向上に繋がるよう今後の研修会運営について

の参加者が減少傾向にあったこと，１回のみの参加が８

検討することを趣旨とする．

割と継続的な参加者が少ないことが懸念材料であった．

【方法】2019 年度（有料），2021 年度（無料）に開催

しかし COVID-19 感染拡大後にオンライン研修となった

した学術局教育部身体領域チーム主催研修会府士会員参

ことが，結果的にこれらの懸念材料を解消する形とな

加者データ，およびアンケート結果を集約し，参加者

り，移動の必要がなくなったことでリピート率が向上

数，参加回数，参加ブロック別，協会番号別の項目別に

し，大阪市以南の参加者もわずかながら増加を認め，か

比較検討した．加えて 2021 年度より経験年数，勤務領域

つナイトセミナーの希望が増えた要因と考える．またそ

別，希望日時別についても項目追加調査を行った．なお

れだけでなく育休者や急な育児，体調不良等で参加でき

アンケートについては個人情報を保護し，倫理的配慮を

なかった会員にとっても参加がしやすくなったとの意見

行なった質問，調査内容として集約した．

もあり，今後の研修会運営においても満足度の向上が得

【結果】参加者数は 2019 年度 299 名に対し，2021 年度

られるものと考える．希望日時については平日のナイト

は 254 名，参加者実数は 234 名に対し 163 名，参加者 1

セミナーと休日の午前開催が合わせて約 8 割の希望があ

回平均は 39 名に対し 36 名，当会全会員数から算出した

ったこと，経験年数 4 年目以降や回復期病棟勤務者の約 7

参加率は 9％から 6%とわずかながら減少した．しかし参

割が平日のナイトセミナーを希望したことを踏まえる

加回数は１回参加が 80％だった 2019 年度に対し，2021

と，私生活との両立を図るため今後の研修会運営におい

年度は 65%とリピート率が 15%向上した．参加ブロック

ては，休日の１日研修はニーズに反映しないのではと考

別では特に大阪市以南の参加率が 19%から 30%に向上し

える．

た．協会番号別では会員番号が 70000 台以降で両年度と

【今後の課題】現状実施が困難となっている対面での実

もに参加者数の半数を占めており，2021 年度よりさらに

技研修については，2021 年度の研修会よりアンケートを

アンケートにて詳細に経験年数を追加調査したところ，

行った結果，所属施設からの参加停止や不安がある等の

10 年目未満が 7 割を占め，その内 1〜３年目の参加者が

意見が半数以上を占めている．開催会場の確保も当然な

4 割であった．加えて勤務領域別にみると病院勤務が約８

がら，感染状況が収束しない現状では解決すべき課題が

割を占め，その中でも回復期病棟勤務者が約 5 割を占め

多数ある．今後の研修会運営についてはより議論を深

ていた．希望日時については平日 19 時〜21 時，土日祝

め，満足度の高い研修会開催が行えるよう今後も参加者

日 10 時〜12 時と合わせて約 8 割を占めた．経験年数で

の声をもとに進めていきたい．

は 4 年目以降で平日開催希望が多くを占め，勤務領域別
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O-Ⅴ-1 書字障害のある男児の眼球運動に着目し書字障害が改善した例
〇佐野 舞香 1)（OT）
1) 児童発達支援・放課後等デイサービス マイステージひまわり西九条

Key word：発達障害，書字，眼球運動
【はじめに】

と体の協調性をトレーニングする課題を週２回１か

眼球運動は書字には大変重要である．眼球運動に問

月続けた．方法としては，キョロキョロ運動を行っ

題が出てくると板書などに支障をきたす．眼球運動

た．具体的には片手に持ったペンを動かしながら一

改善にはビジョントレーニングが開発，効果も立証

緒に目を動かすトレーニングで，リズミカルに眼だ

されているが（石垣，2013）症例報告は多くない．

け動かす．

そこで今回は書字障害を抱えた小学校に通学する男

【最終評価】

児の眼球運動に着目し，ビジョントレーニングを週

追視評価では少々顔が動く程度で初期評価ほど顔は

2 回 1 か月行った結果とそこから予測される考察を

動いてなかった．また，宿題の場面を観察したとこ

記す。

ろ，模写ができるようになってきている様子だっ

【症例紹介】

た．

本症例は書字障害を抱える小学 1 年生男児である．

【考察】

板書が遅いという主訴を持つ．本人の主観として負

今回の症例でビジョントレーニングを定期的に行え

けず嫌いなため他の児童と同じように板書できない

ば，本症例の男児も板書がスムーズにできるように

ことが嫌で一時期学校に行きたくないということも

なるのではないかと推測できる．今回は介入期間が

あったという。そのことから支援級と普通級を時に

短かったが，次回は介入期間を延ばした場合と介入

応じて行き来している．発達が全体的に遅く偏食な

期間は１か月で週の回数を増やした場合の効果の差

ど感覚過敏も持つ．障害の程度に関しては会話が成

を検討してみたい．

立する等の観点から軽度から重くてもやや中等度く

【文献】

らいと思われる。なお，この報告は本症例の男児と

1）石垣尚男

親御様に症例の使用を許可を得ている．また当施設

効果．愛知工業大学研究報告．48．309-313．

の代表からも許可を得ている。

2013』

【初期評価】

2）北出勝也

追視評価で顔を動かさないように指示するも，ボー

ーニング．ナツメ社．54-55．2021』

ルを顔を動かしながら追視していた．また，文字を
書く宿題の場面の観察評価では，文字が均等にかけ
ない，なぞり書きはできるが模写が少し不十分等の
観察結果が出た．
【介入方法】
『発達が気になる子のビジョントレーニング』から
追従性眼球運動，板書に必要な跳躍性眼球運動，眼
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『眼球運動トレーニングの読書への

『発達が気になる子のビジョントレ

O-Ⅴ-2

教育と作業療法士の連携は子どもの学校生活の役に立つ～先生へのインタビュー

からみた望ましい姿勢と役割～
〇山田 直満 1)（OT）石山 満夫 1)（OT）加茂 智子 1)（OT）東阪 里佳 1)（PT）
1）株式会社石山商店 児童デイサービスあおい鳥

Key word：他職種連携，ノーマライゼーション，専門職
【はじめに】国は平成 30 年にトライアングルプロジェク

5,分かりやすい言葉で話をしている.

トを示し,家庭と教育,福祉の連携を推進した.

6,話を聞いている時に頷く,目線が合うことで聞いてくれ

放課後等デイサービスでは,保護者や利用児童の学校での

る実感が出るので話がいがある.

悩み事についてサービス担当者会議(以下,会議)や保育所

7,当たり前に行っていた配慮が療育機関から見ても有効と

等訪問支援(以下,訪問)を通じて学校の先生と連携をとる

聞いて合っていると再認識した.

ことがあり,作業療法士(以下,OT)の役割に期待を感じる.

8,事業所が橋渡しすることで保護者の安心や信頼に繋が

今回学校との連携で良い経験を得た.報告に際し学校へは

る.保護者の気持ちを反映させた児童への支援の見立てを

文書,保護者からは口頭で許可を得た.

提供してほしい.保護者の気持ちがないと良いアドバイス

【目的】小学校の先生との連携で OT に求められる望ま

も成立しない.

しい姿勢や役割を考察する.

【考察】インタビューでは「丁寧,柔軟,話を聞いてくれ

【対象】会議や訪問で連携した児童の公立小学校支援級

る」と社会性に関する発言が多く見られ,話しがいがある

担当の先生 1 名

と評された.社会性はチームビルディングの基本となる.役

【方法】事前にアンケート用紙に記入.ZOOM にて口頭で

割の優先順位で高いものが橋渡し役であり,続いて専門的

補足する半構成的面接を実施.

知見だったことは意外だった.先生方は日頃から保護者と

アンケートの質問は 1,敬意を持った態度で連携をしてい

児童との関係性を大切にしており,より質の高いチームに

るか 2,学校の状況や業務に配慮しているか 3,先生の取り

なることを大切にされている.また,福祉職へのイメージは,

組みで良いところを認め伝えているか 4,関わりの中で福

私たちのリハビリ理解と乖離が少ないことに驚いた.連携

祉職のイメージは変わったか 5,話が分かりやすいと感じ

上,自立支援への貢献が求められていることが示唆される.

るか 6,楽しく建設的に話を進めているか 7,発言や提案で

土田１)は,リハにおけるチームワークについて第１ステー

困り事が解決し,役立っているか 8,果たしてほしい役割は

ジを「良き出会い」とし,「成熟した社会人一般としての

次のどれか(1)保護者の気持ちの代弁(2)福祉事務所の情報

魅力ある能力が必要」としている.家庭と教育,福祉の連携

の要約(3)療育専門職の知見・評価(4)保護者と学校、福祉

にはまずは安心,安全なコミュニケーションが出来るチー

専門職の橋渡し(5)会議での司会進行.1～7 は①大いに感じ

ムの関係性を構築し,各自の専門性をかけ合わせることが

る②感じる③ふつう④感じない⑤全く感じないの 5 段階

大切と考える. チームマネジメント力を高めることや OT

で評価.8 は(1)～(5)に優先順位をつけた.

の作業分析力を通じることで子供の学校生活に貢献して

【結果】評価は,質問 1～3 と 5～7 は①大いに感じる,4 は

いきたい.

③ふつう,質問 8 の優先順位は(4) (1) (3) (2) (5)の順.

【課題】一例の考察であり先生によって求められること

補足内容は,

の変化が予想される.様々なチームメンバーと良好な関係

1,丁寧で話しやすい.

を作る中で,OT の自分に出来ることは何かを自問してい

2,急な予定変更に柔軟に対応している.

きたい.

3,一生懸命考えて関わっている分,自分の工夫点を外部の

【参考文献】

方に認められることが自信に繋がる.

1)土田玲子 チームで子どもたちを支援する 連携のポイ

4,福祉職の方は障害や体にハンディを背負った人が社会で

ント 作業療法ジャーナル VOL52 No8 2018

活躍するための手助けをする仕事というイメージ.関わっ
てイメージは変わらない.
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O-Ⅴ-3

MTDLP を活用することで多職種と目標を共有し，タブレット操作を支援した脳

性麻痺児への経験 ～ご家族の満足度・遂行度が向上した事例～
〇友田 直哉 1)（OT）
1）社会医療法人愛徳福祉会

大阪発達総合療育センター

Key word：生活行為向上マネジメント，目標，脳性麻痺
【はじめに】本人の意思表示が難しい場合，MTDLP の

て，右手前腕支持で体を安定させ，左手活動を行う左右

活用は難しい．今回，MTDLP を用いて，脳性麻痺の男

上肢の分離性を促進した．加えて，視線誘導から反り返

児とその家族，及び多職種で目標の共有を行う機会を得

りに繋がらない為のヘッドコントロールの向上に取り組

た．取り組みを通してご家族の実行度・満足度に変化が

んだ．応用的プログラムではタブレット操作と画面の変

見られた為，報告する．発表に際し本人，ご家族に症例

化の因果関係の理解促進を目的として，本人に 2 択の質

報告の趣旨・倫理的配慮を十分説明し，同意を得た．ま

問を提示し，やりたい活動を口頭及び指差しで選択して

た，院内倫理委員会の承認を得た．

もらった．画面をタッチすると音や視覚的変化があるア

【症例紹介】17 歳男児，在胎 40 週，2788g で出生．診

プリで活動をした．タブレット操作の際，中指や環指が

断名は脳性麻痺で障害名は痙性両麻痺．GMFCS:Ⅴ，

同時に画面に触れ誤作動が起こる場面が観察された．病

MACS:Ⅴ，CFCS:Ⅳで，新版 K 式発達検査は認知適応 1

棟では，看護師，療育スタッフに言語聴覚士が作成した

歳 2 ヶ月，言語社会 1 歳 5 ヶ月であった．今回，8 週間

食事設定表を用いて食事場面でスプーンを使用した道具

の入園において PT・OT6 回/週，ST3 回/週，各 60 分実

操作を依頼した．入院 28 日目に社会適応プログラムとし

施した．

て左上肢を空間に持ち上げる際の努力軽減の為手関節の

【初期評価】身体機能面では，頸椎部右凸・胸腰椎部左

掌屈角度に合わせた肘台を設置した．さらに目的の場所

凸の脊柱側弯による上肢のリーチ制限や，両側手関節の

を正確にタッチする為にタッチペンも導入した．入院 52

屈曲拘縮，意思表示または手の動作時に全身を弓形に反

日目に社会適応プログラムとしてタブレットを多く使用

らせる伸展パターン，上肢活動時に両上肢の連合反応が

する学校教員に環境設定及びタッチペンの設定について

ある．活動と参加面は，FIM 運動 15 点，認知 12 点計 27

伝達した．

点で ADL 全介助である．強みは，左手で物の握り離しが

【結果】観察評価で，左手でのタブレット使用時の左右

可能であること，自助スプーンを用いた自食が可能であ

上肢連合反応の減少や，画面タッチで画面が変わる因果

ること，タブレットのスクロール操作が好きなことが挙

関係の理解，画面切り替え時の誤作動機会の減少がみら

げられた．

れた．合意目標に対する実行度 7/10 点，満足度 7/10 点に

【介入】入院初日に「タブレット操作が好き」という本

変化した．

人の興味・関心や「タブレット操作が何かの活動に繋が

【考察】今回の介入では，合意目標に対する実行度，満

って欲しい」といったご家族のニードを聴取した．入院 7

足度ともに 5 点の増加であった．これは，MTDLP，特に

日目に初期評価を踏まえ，今後のコミュニケーション手

生活行為向上プラン演習シートを用いることでご家族や

段の広がりを見据えた，「座位保持椅子上でのタブレッ

多職種の目標に対する役割を明確化して介入できたこと

ト操作にて狙った箇所のタッチ・ページめくりができ

が考えられる．また，目標を具体的に設定することで到

る」という合意目標を形成した．合意目標の実行度 2/10

達点が明確となり，介入目的の共通認識を持ち，本人を

点，満足度 2/10 点であった．基本プログラムは理学療法

中心とした支援チームで関わることができたと考えられ

では，股関節内転や胸郭の硬さに対する介入を行った．

る．今後は，タブレットでの選択活動を用いたコミュニ

作業療法では，タブレット操作の確実性向上を目的とし

ケーション手段としての活用を検討したい．
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O-Ⅴ-4

個別作業療法から外来作業療法へ移行できた急性期病棟の一事例

〇永江 真吾 1)（OT）
1）医療法人清心会 八尾こころのホスピタル

Key word：個別作業療法，急性期，統合失調症
【はじめに】今回,幻聴を主とした病的体験,焦燥感の強い

作業に集中できず音楽鑑賞して過ごす.自閉を保障しなが

統合失調症患者に対し個別作業療法（以下 OT）を通じ退

ら休息を促す.2 期（2 週～1 ヶ月）離席なく落ち着いて過

院後の外来 OT の導入に繋がった.発表に際し事例に口頭

ごせる.徐々に OT に慣れ手芸に関心を向ける.見栄えが良

及び書面で同意を得て当院倫理委員会に承認を得た.

く失敗の少ない色塗り,楽貼りアートを導入する.作業時は

【事例紹介】A 氏,50 代女性,診断名は統合失調症.大学卒

焦燥感は目立たない.3 期（1～2 ヶ月）1 対 1 の個別 OT

業し就業,結婚して出産後 20 代後半に幻覚妄想が出現.30

を開始.長編みのアクリルたわし,ボンボン手芸を導入する.

代で家事育児の負担,近隣住民に被害的な幻覚状態が目立

「可愛いね」と作品に愛着をみせる.導入時は長編みの目

つ.50 代で家族,知人に頻回に電話する等の迷惑行為,幻覚

数確認,手順を意識して頭が疲れたと作業時間は 15 分程だ

妄想が悪化した為,X 年に当院入院.入院後,11 日目に OT

ったが 30 分程集中できる様になる.「幻聴はましになっ

開始となる.

た」と OT は継続的に参加できる.言語的コミュニケーシ

【作業療法評価】不明瞭な話し方で質問に対して数秒遅

ョンが増え退院後の生活の不安について傾聴しながら関

く返答する,話題が変わる等,思路のまとまらなさがある.言

わる.4 期（2～3 ヶ月）1 対 1 の個別 OT で作業完成後も

語性幻聴がありデイルーム等の人が多い場所,生活音に影

次の作業を希望する等,関心を広げ意欲をみせる.退院後,家

響をうける.手芸に関心はあるが作業遂行機能は注意,指示

族と距離をとる事を目的に外来 OT の導入を主治医に提

理解が低下している為,数回のデモストレーション,反復が

案し PSW との連携を軸に調整する.退院後,診察日にあわ

必要.継続すると慣れるが工程が多いと覚える事が出来な

せ外来 OT を利用し地域生活を継続している.

い.感情コントロールができず些細な事を看護師に頻回に

【結果】幻聴,焦燥感は軽減され精神状態は安定した.OT

確認する等,焦燥感が強い.対人交流は他患者と距離がとれ

は継続的に参加できる.個別 OT で現実感,肯定的体験を積

ない時がある.

み重ね,作業に関心が広がり意欲活動性の向上がみられる.

【介入指針】家事負担等のストレスから家族,知人への頻

退院後,外来 OT へ移行できた.

回な訴え,幻聴を主とした精神状態の悪化が退院後の生活

【考察】プログラムで完結せず刺激の少ない環境を活用

安定に最後まで残る課題となり通院が途絶える要因と推

した 1 対 1 の個別 OT を併用する事は,現実的な関わりを

測された.精神症状の改善,肯定的な体験を当面の目標とし

積み重ね症状軽減に有用と考える.枠組みが明確で繰り返

て退院後,家族と適度な距離をとる為,外来 OT の移行を目

しの工程が多い作業は自身のペースで取り組め安心を得

指す.

やすい.適切な作業種目の選択と個別 OT で傾聴を繰り返

【作業療法実施計画】週 3 回,60 分/回,病棟デイルームで

し退院後の不安について受容した事は焦燥感の軽減,肯定

パラレル OT の創作活動,リラクゼーションを実施.周囲の

的体験となり外来 OT へ移行できた要因と考えられる.

影響を受けやすい為,週 2～3 回,30 分/回,1 対 1 の個別 OT

【参考文献】

を談話室で実施し保護的に関わる.幻聴の疎隔化、衝動の

香山明美、小林正義、鶴見隆彦編著：生活を支援する精

発散,欲求充足を目的に 1,2 回で完成する構成的作業,失敗

神障害作業療法-急性期から地域実践まで-第 2 版.2014

の可能性が低い繰り返し作業を導入.現実感,肯定的な体験
を積み重ねる.
【介入経過】1 期（OT 開始～2 週）表情が硬く焦燥的で
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O-Ⅴ-5

高機能端末の早期獲得にヘッドセット型タッチペンが奏功した症例

〇古原 将馬 1)（OT）森本 洸平 1)（OT）山本 奈保子 1)（OT）新古 聖子 1)（OT）菅 俊光 1)（Dr）
1）学校法人関西医科大学 関西医科大学総合医療センター

Key word：頸髄損傷，コミュニケーション機器，自助具
【緒言】近年，医療分野においてスマートフォンなど高

しにくい．これら 3 点に関して疲労感が高く肝心のタブ

機能端末の活用に関して報告が増えている．重度の頸髄

レットなどの操作が長続きせず，集中もしにくいと推察

損傷患者は機器の使用に様々な困難が生じる．作業療法

される．環境面では，Ⅰ）頻繁にペンを咥えて離すため

（以下，OT）分野ではスマートフォン使用のためタッチ

ペンの入れ物とその位置調整，Ⅱ）患者とモニタとの距

ペン（以下，ペン）など自助具作製の報告がある．しか

離調整，Ⅲ）姿勢とモニタとの角度調整．少なくともこ

し運動耐容能や環境設定の難しさがあり，その上で自助

の 3 点の調整が必要である．加えて救急救命病棟ならで

具操作を獲得していく必要があるため早期から長時間の

はの諸問題として，ⅰ）処置や検査による頻回な体位変

使用は困難で急性期での報告は少ない．

換や移動，ⅱ）治療機器やルート類が多く配置が煩雑に

【対象・方法】30 代男性．C4-5 脊髄損傷で改良フランケ

なるため福祉機器の設置場所が一定させにくい，ⅲ）介

ル分類：A，AIS：A．認知・知的障害なし．気切，スピ

入する医療従事者が多く，環境調整の徹底が難しい．こ

ーチカニューレにて発話．救急救命病棟に在室．主治医

の 3 点が挙げられる．ペンや環境面に関してだけでも調

から頚部運動許可．症例に対して早期からコミュニケー

整が必要であり，さらに急性期ならではの環境因子が加

ションエイドを獲得する目的のためスマートフォン操作

わることで，さらに獲得が難しくなると推察できる．身

用のヘッドセット型ペンを作製．ペン，その他材料は

体機能の要因もあるが，環境面だけとってもこれだけの

100 円ショップなど簡単に手に入る物で作製した．作製

要因を常にクリアし続けないといけない．ペンに関して

時間は約 10 分で，操作に必要なベッドアップ角度や端末

の急性期の報告がほとんどない要因の 1 つではないかと

の位置調整など含めた環境調整時間は 5 分から 10 分程

推察された．ヘッドセット型にしたことで身体機能面で

度．尚，本発表に際して症例には口頭で説明，同意を得

の課題①③に寄与することが出来，COPM 遂行度が 8 点

た．

と高くなったと考える．また課題②に対してペンの咥え

【結果】OT 介入期間は 14 日．介入 6 日目にヘッドセッ

る，離す作業が簡素化された分の体力を作業に費やせた

ト型ペンを作製し，ペンを咥えるだけの操作では連続作

ことが早期から１時間以上使用できた理由の 1 つと考え

業時間は数分であったが，ヘッドセット型ペン装着にて

る．それによる環境課題のⅠ～Ⅲのいずれにも波及効果

当初から 1 時間程の連続使用が可能であった．カナダ作

があったと考える．その結果が患者と医療従事者の発言

業遂行測定（以下，COPM）では重要度：6，遂行度：8

からも表れている．また長時間使用可能となることで，

点，満足度：5 点であった．ヘッドセット型にしたことで

間接的に座位時間延長による耐久性の向上にも寄与した

ペンの入れ物を設置せずベッドアップ角度と端末の位置

可能性もある．急性期から高機能端末の操作獲得ができ

調整のみで使用可能となった．それに伴い「環境調整が

ることは，コミュニケーションエイドに留まらず様々な

簡便になった」と医療従事者を含めた介助者から発言が

機器の選択肢を増すことができると考える．

あった．また患者側からも「介助者に頼むストレスが軽
減した」との発言もあった．
【考察】ペンを咥えながら行う作業の問題点を身体機能
面から検討すると，①ペンを咥えたまま，②ペンを繰り
返し咥えたり，離したりする，③ペン先の操作性が安定
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筒井嶺・寺内七海・中野里音・夏山真一・平岡悠・松本優花・三谷彩理奈・村松愛梨
柳本風果・山下彩月・山田菜緒
（敬称省略 50 音順）
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広告企業一覧（敬称略）
株式会社 メディケア・リハビリ
株式会社 gene
大和ハウス工業株式会社
慶生会ライフサポート四條畷
三輪書店
株式会社かなえるリンク
帝人ヘルスケア株式会社
株式会社和ごころ
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学会長：牟田 博行
事務局：第 36 回大阪府作業療法学会事務局
〒540-0004 大阪市中央区玉造 2-16-8 玉造井上ビル 6 階
E-mail: 36osaka2022@gmail.com
印刷担当
株式会社ニューエッジ
ホームページ担当
株式会社ソウブン・ドットコム
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“やりたい”を実現できる環境をともに考えます‼

慶生会ライフサポート四條畷
福祉用具は危険防止のためだけのものではありません。失った能力を補い、
お客様の可能性を広げていくためのものでもあります。
私たちの事業所相談員は、全員が介護職を経験しているとともに、法人内
のセラピストとも関わっております。それらの経験に基づき、お客様・家
族様の目線と専門職の目線、両方から考え環境設定の提案を致します。

お客様・家族様・サービス
関係者の皆様と意見交換を
行いながら、提案致します。

家屋の評価だけの相談も受けております。
お客様の環境設定でお困りの際にはご連絡ください。
〒575-0023
大阪府四條畷市楠公2丁目10-16

Tel．072-878-1888
Fax． 072-878-0870

株式会社 和ごころ
〒594-1103 和泉市浦田町 20-1

和泉リハビリ訪問看護ステーション
和か葉 就労継続支援B型事業所
Community Café 和（にこ）

https://izumiwagokoro.com

