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自律の再考
―それぞれの歩みを支援するために―

日　時 令和２年 2月23日　　10:00～16:00
会　場 砺波市文化会館

〒939－1382　富山県砺波市花園町1-32（TEL：0763‐33‐5515）

学会長　高 田 尚 美 （市立砺波総合病院）
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主催　一般社団法人　富山県作業療法士会

後援　富山県、砺波市、（公社）富山県医師会、（公社）砺波医師会、（公社）富山県看護協会
　　　（公社）富山県精神保健福祉協会 、（公社）石川県作業療法士会、（一社）日本作業療法士協会
　　　（一社）福井県作業療法士会、（一社）富山県理学療法士会、（一社）富山県言語聴覚士会、
　　　（一社）富山県介護福祉士会、（一社）富山県介護支援専門員協会、富山県介護老人保健施設協議会
　　　富山県公認心理師協会、富山県ホームヘルパー協議会、富山県医療ソーシャルワーカー協会
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9:30 受付
9:50 開会式【1階　多目的ホール】
 　開会宣言　運営委員長　水上　馨
 　開会の辞　学会長　　　高田　尚美
10:00～11:00 特別講演【1階　多目的ホール】
 　『作業療法における自律と自立
　　　　　　　　　　　　　　　　　―その治療効果の判定方法について』
 　　　　講師　安部　能成氏
 　　　　（千葉県立保健医療大学　准教授　作業療法士）
11:00～12:00 パネルディスカッション【1階　多目的ホール】
 　Ⅰ．急性期医療機関の立場より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 死が差し迫る患者への自律支援とは？
 　　　　講師　藤吉　健史氏
　　　　　　　　　　　（市立砺波総合病院 　理学療法士）
 　Ⅱ．精神科分野における「自律」の現状
 　　　　講師　丸本　　薫氏
 　　　　（医療法人社団和敬会　谷野呉山病院　作業療法士）
 　Ⅲ．自律の再考
 　　　　講師　田村　　茂氏
 　　　　（地域リハビリ支援室タムラ　理学・作業療法士）
12:15～13:00 技術講座【1階　多目的ホール】
 　Ⅰ．コグニサイズ
 　Ⅱ．100歳体操
 　Ⅲ．ほっとあっとなんと体操
13:10～15:30 ・口述発表Ⅰ～Ⅲ【1階　多目的ホール】
 ・ポスター発表Ⅰ～Ⅱ【2階　研修室】
15:45 閉会式【1階　多目的ホール】　
 　閉会の辞　（一社）富山県作業療法士会　会長　齋藤　洋平



学会長挨拶

　今回、新元号となって初めての学会を開催させていただく事となり大変光栄です。

　又、開催日が令和天皇の誕生日という事もあり心温まる学会となればと思います。

　さて、「昭和」から「平成」になった頃、私たちは作業療法を広めるためにがむしゃら

に頑張っていたように思います。当時リハビリテーションという言葉は多くの人に知られ

ていましたが作業療法という言葉は、まだ医療関係者の間でもあまり知られていませんで

した。

　元号が「令和」と新しくなった今、作業療法という言葉は広く知られるようになり活躍

の分野も広がりました。恵まれた環境で教育を受け、知識・技術も備わり、富山県士会に

在籍する作業療法士は700名を超えました。

　今回、学会テーマを考えるにあたり、作業療法に対する期待・不安などいろいろ思いを

馳せてみた中で、自分が大切に取り組んで来た「自律」に焦点を当てたいと思いました。

最近は自律という言葉をいろいろな場面で耳にするようになりましたが本質を捉えている

のかと不安を覚える事があります。病気・病期にかかわらずその人にとってその時々に自

律があります。終末期でADLが低下していく中でも、自律してその人らしく過ごす事は可

能です。今回、初心に帰り自律について確認したいと思いプログラムを構成しました。特

別講師として千葉県立福祉医療大学の安部能成先生をお迎えし、自律についての基礎とな

る部分について講演いただき、パネルディスカッションでは急性期・在宅・精神科領域と

様々な分野でご活躍の講師を迎えそれぞれの分野での自律について発言をいただきます。

本学会を通して、自律についての基本を確認し、様々な立場からのお話を聞く中で皆様と

共に考え、そのことが日々の業務を見つめ直すきっかけとなれば幸いです。

　最後に、本学会開催にあたりご協力いただいた関係各位の皆様には深く感謝申し上げま

す。後援・協賛等ご協力いただいた関係各位の皆様、講師や座長を快く引き受けて下さっ

た諸先生方、演題を寄せて下さった会員の皆様、運営委員の皆様、誠に有り難うございま

した。

高田　尚美（市立砺波総合病院）
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●交通のご案内

　北陸自動車道［砺波I.C.］より５分

会場アクセス

砺波市文化会館

〒939－1382　富山県砺波市花園町１－32

TEL：0763－33－5515　FAX：0763－33－5516
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会場案内
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【ロビー（１Ｆ）】
　参加者受付　　　　　　　　　9：30　～　
　口述発表受付　　　　　　　　9：30　～　 9：50
　ポスター発表受付　　　　　　9：30　～　 9：50
　座長受付　　　　　　　　　　9：30　～

【多目的ホール（１Ｆ）】
　開会式　　　　　　　　　　　9：50　～
　特別講演　　　　　　　　　 10：00　～　11：00
　パネルディスカッション　　 11：00　～　12：00
　技術講座ⅠⅡⅢ　 　　　　　12：15　～　13：00
　口述発表Ⅰ　　　 　　　　　13：10　～　13：50
　口述発表Ⅱ　　　 　　　　　14：00　～　14：40
　口述発表Ⅲ　　　 　　　　　14：50　～　15：30
　閉会式　　　　　 　　　　　15：45　～

【研修室（２Ｆ）】
　ポスター発表Ⅰ　　　　　　 13：10　～　13：50
　ポスター発表Ⅱ　 　　　　　14：00　～　14：50
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参加される皆様へのお願い

座長へのご案内

1．学会参加費： 会員 2,500円（富山県作業療法士会会員）
 他職種 3,000円（非会員・医療職）
 学生 500円
 一般 無料
2．受付会場：１階　ロビー
3．受付時間：9：30～
4．受付方法：
　・参加確認・学会参加費納入後、引き換えに領収書をお渡しします。
　・ネームホルダーは所属・氏名を記入し、必ず首から提げてください。
5．生涯教育単位認定について：
・本学会は日本作業療法士協会の生涯教育基礎コースポイントとなります。受付時に
ポイントシールをお渡しします。

6．注意事項：
　・携帯電話は電源を切るか、マナーモードに設定してください。
　・会場内は禁煙になっております。
・昼食は各自でご用意ください。飲食できる場所は12：00～13：00多目的ホール
（1Ｆ）です。
　・質疑応答は必ず座長の指示に従い、所属・氏名を述べてから発言してください。
　・ごみは各自お持ち帰りください。

・担当セッション開始20分前までに座長受付までお越しください。
・担当セッション開始５分前までに、座長席にご着席ください。
・不測の事態にて、座長の職務が遂行不可能であると判断された場合は、速やかに座
長受付までご連絡ください。
・発表時間は発表７分、質疑応答３分とします。担当セッションの発表が予定時間内
に終了できますようご協力をお願いいたします。
・進行は座長に一任いたします。

The 19 th Toyama Occupational Therapy Congress
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発表者へのご案内

・スライドの試写は事前に運営委員の方で行います。ご了承ください。
・パソコン以外の機器、指定されたもの以外のソフトや動画は使用できません。静止
画はJPEG形式としてください。
・スライドは10枚程度としてください。
・ファイル名は「演題番号―氏名」としてください。
・発表者は９時50分までに「口述発表受付」にて受付を行ってください。
・発表開始10分前までに多目的ホールの演者席にご着席ください。
・発表時間は発表７分、質疑応答３分とします。なお、発表時間終了１分前と時間終
了を合図でお知らせしますので、時間を厳守してください。
・演台にはパソコンが用意してありますので、操作は演者ご自身で行ってください。
・発表用のデータは学会終了後に責任を持って消去いたします。

・発表者は９時50分までに「ポスター発表受付」にて受付を行いポスターの掲示をし
て下さい。
・発表開始10分前までにご自分のポスターの前で待機してください。
・発表時間は発表７分、質疑応答３分とします。なお、発表時間終了１分前と時間終
了を合図でお知らせしますので、時間を厳守してください。

ポスター発表者へのご案内

口述発表者へのご案内
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会場別スケジュール
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〈略歴〉
1984年：作業療法士国家資格取得
1996年：淑徳大学大学院／修士（社会福祉学）
1999年：淑徳大学大学院社会福祉学研究科博士後期課程満期修了
2003年：英国短期留学（St. Christopher’s Hospice: M.P .W.）
2016年：広島大学大学院保健学研究科博士後期課程修了／博士（保健学）
〈職歴〉
1984年：青梅市立総合病院
1991年：千葉県医療技術大学校
1995年：千葉県がんセンター整形外科（機能回復訓練室）
2009年：千葉県立保健医療大学健康科学部リハビリテーション学科に勤務
＜所属学会＞
日本癌学会、日本癌治療学会（理事）、日本臨床死生学会、日本サイコオンコロジー学会、
日本がんサポーティブケア学会（評議員）、一般社団法人 全国在宅リハビリ支援推進機構（顧問）

講師　安部　能成氏　(千葉県立保健医療大学　准教授　作業療法士）

特別講演 10：00～11：00　１階　多目的ホール　

『作業療法における自律と自立―その治療効果の判定方法について』

　医療の原則は主訴解決にある。主訴とは、患者の抱える困りごとである。ただし、その解決法は
医学的方法による必要がある。
　英語でMedicineというと、医学（なかんずく内科学）という意味だと思われている。しかしなが
ら少し前は、薬（drug）・薬物療法の意味であったし、更に遡ると、呪い（特にアメリカインディ
アンのmedicine man）・魔術(magic)・魔法という意味であった。したがって、伝統的な医学では
草根木皮といわれた薬草による投薬治療、あるいは、魔術による精神治療が行われていたことにな
る。
　これに対してModern medicineとは、Scienceを踏まえた医学であり、解剖学・生理学・病理学な
どに基づく治療方法をいう。外科学（surgery）や産科学（obstetrics）は内科学（medicine 
proper）と区別されて医学を３分することがある。
　英語のCureは病気が治ることを意味するが、一般に医学的な処置をTreatmentといい、特定の治
療方法をTherapyといっている。Radiation therapy, physiotherapy等と並列に、作業療法もOccupa-
tional therapyと称されるのだから、治療法のひとつに属していることが分かる。
　治療方法には２つの方向性が知られている。上述のように患者の主訴から出発するアプローチを
トップダウン、治療者側で情報を収集してアプローチする方法をボトムアップという。後者は、患
者を無視しており、人権侵害のように聞こえるかもしれない。けれども、交通事故などで重傷を負
い、意識消失、呼吸停止、大出血の状態で担ぎ込まれた場合、主訴が取れないからと手をこまねい
ていては、患者は生命を絶たれてしまう。そこで、主訴は取れなくとも直ちに救急救命処置を行い、
患者の生命を救うのである。

　ところが、意識を回復した際、自分の状況を把握し、主訴を述べられれば良いのであるが、脳血
管障害などで失見当、認知障害、失語症などにより認知障害やコミュニケーション障害があると、
容易には主訴を述べることができない。そこで、治療者側で将来を見越して、治療計画を立てて、
リハビリテーションに取り掛かることになる。ここでは、自立も自律も実現に困難を生ずる。
　これに対してがん患者の場合、診断がついた段階で意識消失や認知障害でコミュニケーションが
傷害されている場合はほとんどない。苦痛に苛まされていないなら、患者とじっくり話し合い、充
分に主訴について理解し、患者の意向を尊重したアプローチが可能である。
　Illness trajectoryを踏まえて作業療法をアプローチした場合、その治療効果をどのように表現すべ
きか、EBMとNBMを援用して検討したい。
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Ⅰ．急性期医療機関の立場より 死が差し迫る患者への自律支援とは？

講師：藤吉　健史氏
　　（市立砺波総合病院 総合リハビリテーションセンター呼吸療法係）

パネルディスカッション 11：00～12：00　１階　多目的ホール　

　患者が「自ら考え、想いを伝える」という能力は患者の自律支援にとって大切であると私は考える。
しかし2017 年度 Japanese Intensive care Patient Database によると、成人重症例に対して ICU での
人工呼吸器の使用割合は約60％に達する。人工呼吸等の治療は苦痛を伴うため鎮痛鎮静が必要とな
る。そのため患者の「自ら考え、想いを伝える」という能力は容易に低下する。更に2018年に公表
された一般国民を対象にした調査によると「死が迫っている場合に受けたい医療について家族と詳
しく話し合っている」と回答した割合はわずか2.7％であった。つまり重症患者の自律支援は、患者
の「自ら考え、想いを伝える」という能力の再獲得から検討し、さらに死が差し迫る中で患者から
伝えられた想いに寄り添うことが求められる可能性がある。言うは易く行うは難し。この難題を皆
様と再考することを楽しみにしております。

Ⅱ．精神科分野における「自律」の現状

講師：丸本　薫氏（医療法人社団和敬会　谷野呉山病院）
　私の所属する病院は、精神科に入院すれば一生入院と思われていた時代より、今では当然である
「地域移行・定着」を積極的にとり組んできた病院であります。当時は長期の入院を余儀なくされ、
行き先を失った患者様が社会生活を送るためには、病院主体で決めたルートにのせて準備・訓練す
る方法が主で、当事者ニーズはやや置き去りにされている感がありました。しかし最近は「リカバ
リー」の概念が主流となり「当事者の意見を尊重し、希望をもち人生を歩む」に変わってきました。
すなわち「自律」とはその人の望む場所で楽しく豊かに過ごせることであり、過去の「支援者主
体」から「当事者主体」と変わり、私たちに必要とされる事は「回復力を高める関わり」となって
きています。
　今回の会では対象者の「自律支援」の現状、これから作業療法士は何をすべきなのかについて話
をできればと思います。

Ⅲ．自律の再考

講師：田村　茂氏（地域リハビリ支援室タムラ）
　リハビリ医療の世界に入って約半世紀、ただ目の前の対象者のADL・QOLの向上に向け病院そし
て在宅で関わってきました。常に思っていたことは今より心身機能を改善し生活し易くなることを
願っていた。しかし在宅訪問リハビリに関わるようになって神経難病・がん等の方々に接する機会
が増え、彼らは病状の進行とともに介護が必要となり、生きることも危険にさらされ、緩和的リハ
ビリテーションを必要とします。
　ADLが自立しなくとも自分のことを管理することで自立と呼ぼうと教科書にも記載されていた。
しかし昨今の厚労省は介護状態からの卒業を自立とする色彩が強くなっている。
この現状だからこそ、自律をクローズアップして、英語の自律オートノミィautonomyと自立インデ
ペンデンスindependenceと使い分けて考える必要があろう。今回、それをテーマに話し合うことは
大変意義があると考えます。
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Ⅰ． コグニサイズ

講師：奥村　真輝氏
　　（富山県リハビリテーション病院・こども支援センター　作業療法士）

Ⅱ．100歳体操

講師：平田　暁子氏（砺波市地域包括支援センター　主任理学療法士）

Ⅲ．ほっとあっとなんと体操

講師：野尻　可南子氏・野田　理央氏（南砺市民病院　作業療法士）

技術講座 12：15～13：00　1階　多目的ホール　

Memo
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一般演題　口述発表

１．口述発表　Ⅰ　13:10～13:50　１階　多目的ホール
　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：森　伊津子（厚生連高岡病院）

1．立位を中心とした作業療法により
　　体幹機能及び左半側空間無視の改善を認めた1症例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北野　香花（北陸中央病院）
2．回復期における脳卒中後の上肢麻痺に対して
　　ReoGO-JとTransfer Packageを組み合わせた治療を実施した症例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田守　春香（富山県リハビリテーション病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・こども支援センター）
3．自助箸を使用して食事が可能となった右片麻痺患者への介入例
　　　－内在的フィードバックに着目して－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大谷　奈央（富山西リハビリテーション病院）
4．高位頸髄損傷により人工呼吸器管理・四肢麻痺を呈した症例に対する
　　早期ADLの拡大を見据えた急性期作業療法の経験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　はるか（市立砺波総合病院）

2．口述発表　Ⅱ　14:00～14:40　１階　多目的ホール
　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：山　美代子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（独立行政法人国立病院機構　富山病院）

5．小規模精神科病院の作業療法士の医療安全への取り組み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衣笠　　正（医療法人社団松風会　松岡病院）
6．作業参加の特徴に合わせた介入を行うことで
　　主体的に活動に向かえるようになった症例
　　　　－短縮版小児作業プロフィール（SCOPE）を用いた支援－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　駿介（富山県リハビリテーション病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・こども支援センター）
7．覚醒リズムの乱れにアプローチした事例
　　－母との協働による支援－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　若菜（富山県リハビリテーション病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・こども支援センター）
8．環境調整や家族指導などの多職種連携を行い，自宅退院に至った重症心身障害児
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚田　奈菜（厚生連高岡病院）
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３．口述発表　Ⅲ　14:50～15:30　１階　多目的ホール
　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：長井　拓也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医療法人社団紫蘭会　デイケア光ヶ丘）

9．療養病棟生活の質の向上を目指した１症例
　　－認知症高齢者の絵カード評価法を利用したニーズの把握－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大森　珠葵（公立南砺中央病院）
10．重度右片麻痺・失語を呈した事例の妻・母親としての家庭内役割の獲得に向けて
　　－幼い子供のために料理・洗濯の役割獲得を目指した事例－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤　有香（富山県リハビリテーション病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・こども支援センター）
11．通所型サービスAでの介護予防に向けた取り組み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田口　豊浩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社会福祉法人　庄川福祉会　ケアポート庄川）
12．当地域における介護予防事業と今後の課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齋藤　洋平（南砺市民病院）
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一般演題　ポスター発表

4．ポスター発表　Ⅰ　13:10～13:50　２階　研修室
　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：稲田　繭子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（介護老人保健施設　みしま野苑一穂）

1．シングルケースデザインを用いた作業療法の介入研究の効果基準を求めた研究
　　－メタアナリシス分析－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁子　雄希
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（富山リハビリテーション医療福祉大学校）
2．富山県作業療法士会　認知症作業療法委員会の取り組み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山　真一（魚津緑ヶ丘病院）
3．南砺市中山間地における訪問型サービスC事業の実践
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石崎　麻貴（南砺市訪問看護ステーション）
4．生活をみつめる訪問作業療法での1事例　－その人らしさを軸とした介入－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長江　和彦（高志訪問看護ステーション）

5．ポスター発表　Ⅱ　14:00～14:50　２階　研修室
　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：岡田　有由（富山西リハビリテーション病院）

5．Shared decision makingを用いた目標設定により練習に主体的に取り組めた症例
　　－役割としての調理活動の再開を目指して－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金田　　遥（富山県リハビリテーション病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・こども支援センター）
6．注意機能にアプローチを図ったことで談話障害の改善に繋がった一事例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　英里奈（富山県リハビリテーション病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・こども支援センター）
7．狭い世界から広い世界へ　－意思伝達装置『伝の心』の導入－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富田　　萌（国立病院機構　富山病院）
8．当院における院内デイケアの取り組み　－現状の紹介と今後の展望－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野原　奈於（市立砺波総合病院）
9．自動車運転再開に向け，ふくしサポートセンターと関わった一症例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前川　紋乃（金沢医科大学氷見市民病院）
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第19回富山県作業療法学会に協賛いただきまして、誠にありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協賛者ご芳名 【順不同】

富山医療福祉専門学校 
〒936-0023  富山県滑川市柳原149-9 　　学校長　　長谷川成樹

医療法人社団　翠十字会　砺波誠友病院 
〒939-1303　富山県砺波市大窪17-1 　　病院長　　槙本　伸哉

医療法人社団　清幸会 
〒939-0802　富山県富山市下新北町6番52号 　　理事長　　島田　一彦

小野医療器株式会社 
〒939-1343　富山県砺波市新富町2番14号 代表取締役　　小野　誠三

株式会社　SUDACHI 
〒939-2729　富山県富山市婦中町響の杜401-7 代表取締役　　小川　順大

医療法人社団　松風会　松岡病院
〒932-0043　富山県小矢部市畠中町4-18 　　理事長　　松岡　宗里
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富山医療福祉専門学校
つぼみから、やがて大輪の花へ。

作業療法学科
● 理学療法学科
● 看 護 学 科
● 介護福祉学科

〒936-0023
　富山県滑川市柳原 149-9
　TEL：076-476-0001
　URL：www.tif.ac.jp

36

The 19 th Toyama Occupational Therapy Congress



37

自律の再考
―それぞれの歩みを支援するために―



福祉用具レンタル・販売　住宅改修

〒939-1865　富山県南砺市城端4316-1 ＪＥＣビル3Ｆ
ＴＥＬ（0763）62－5155　　ＦＡＸ（0763）62－5156

第19回富山県作業療法
学会に広告協賛いただ
きまして、誠にありがと
うございました。
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