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第 15 回島根県作業療法学会 

深謀遠慮 

～切り拓こう笑顔あふれる未来を～ 

 

 

会期：令和 3 年 11 月 7 日（日） 

Zooｍミーティングよる Web 開催 

主催：一般社団法人 島根県作業療法士会 

          （運営：出雲・大田ブロック） 

後援：島根県 

           出雲市 

          一般社団法人 島根県医師会 

          一般社団法人 島根県理学療法士会 

          一般社団法人 山陰言語聴覚士協会 

          公益社団法人 島根県看護協会 
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島根県作業療法士会 会長挨拶 

 

 

第１５回島根県作業療法学会の開催にあたり 

 

一般社団法人 島根県作業療法士会 

会 長  小林 央  

 

 

 

 第１５回島根県作業療法学会を開催するにあたり島根県作業療法士会を代表し

てご挨拶申し上げます。県内を 5 分するブロックの持ち回りで開催する本学会は

昨年、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して開催を延期し、今年度も対面

での開催を模索し続けておりましたが、多くの会員が不安を感じることなく参加

しやすい形態としてオンライン環境での開催をさせていただくことといたしまし

た。当会では初めてとなるオンライン環境での学会運営となり、実行委員会では

今までとは異なる準備と企画運営の検討を重ね、学会当日を迎えることとなりま

す。県内・外を問わず、どこにいても参加できるメリットを活かした参集の機会

を楽しみにしています。 

さて、作業療法士有資格者 10 万人時代を迎え、私たちは今・そしてこれから、

何を求められ・どう応えることができるか、を見つめ直す節目にあると考えてい

ます。日本作業療法士協会、そして島根県作業療法士会の掲げる年度重点活動項

目にはその取り組むべき課題を示しています。養成校指定規則改定に伴う臨床実

習指導者講習会の開催や卒前卒後の一体的な教育体制の取り組みを進めることを

はじめとする作業療法士の技能向上への取り組み。介護予防・子どもの支援・精

神障害領域での作業療法についてその効果を示し有効活用が促進されるための取

り組み。作業療法の学術的な発展への取り組み。いずれについても士会活動を通

じて会員の皆さんと意見交換をしながら、歩みを進めることができればと考えて

います。 

本学会がより多くの人と人を結び、健康や幸福に寄与する作業療法の知識と技

術を深める機会となることを祈念して挨拶とさせていただきます。 
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この度、第 15 回島根県作業療法学会の学会長を拝命致しました、島根大学医

学部附属病院の佐藤千晃と申します。今回は出雲・大田ブロックが担当ブロック

となります。当県士会の会員数も 500 名を超え、島根県で作業療法を提供できる

場も増えてきております。島根県作業療法学会は今回で 15 回を迎えます。例年

よりも学会に向けた実行委員会の発足も早く、皆様に少しでも楽しく実り多き学

会になるよう、実行委員一同準備して参りました。当初は 2020 年度に開催を予

定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大により断腸の思いで開催を

延期という形となりました。しかし、実行委員一同できることを模索しながら約

2 年間に渡り会議を重ねてきました。そして、島根県作業療法学会としては、初

めてのオンライン開催。新たな学びのツールが浸透してきた中で少しでも会員の

皆様の糧となる学会でありたいと思い続けてきました。 

今回の学会テーマは“深謀遠慮 〜切り拓こう 笑顔あふれる未来を〜”とい

うテーマで開催します。直訳は、「遠い将来のことまで考えて周到にはかりごと

を立てること」とされ、学会メッセージとして、島根に住む障がいを持つ方、支

援を必要とする方のみならず、島根に住む全県民の今後のより良い未来は何か、

アフターコロナの先に OT に求められることは何かを今一度考え、OT として

今、そして未来を深く見つめ直すことを意とします。そして、それを実行するた

めにそれぞれが計画性のある行動に移すための学会として、本学会を位置付けた

いと致しました。 

コロナ禍時代にわずかな光を探しながら、未来という輝かしい時代の幕開けに

向かって一致団結して前に歩みを進めていく職能団体であり続けたいと思いま

す。会員の皆様、島根に住む全ての皆様の明るく、笑顔あふれる未来が訪れるこ

とを祈念いたします。 

 

学会長挨拶 

  

第 15 回島根県作業療法学会の開催にあたり 

 

第 15 回島根県作業療法学会 

学 会 長    佐藤 千晃 
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学会スケジュール 

 

学会テーマ 深謀遠慮～切り拓こう笑顔あふれる未来を～  

開催日 ２０２１年 １１月 ７日（日） 

開催方法 オンラインによる Web 配信 （学会終了後よりオンデマンド配信）  

ホスト会場 出雲市民会館 

 

 

 

スケジュール 

 

9:00～           受付開始 

9:20～9：30        開会式   

9:30～11：00       基調講演 

（一般社団法人 日本作業療法士協会会長 中村 春基先生）  

―10 分間休憩― 

11:10～12：40        特別講演 

（医療法人おもと会  訪問リハビリテーション科 統括科長 宇田 薫先生） 

＊12：40～13：30 昼休憩 ＊  

 

13：30～14：50       一般演題（口述発表） 

―10 分間休憩― 

15：00〜16：30       シンポジウム  

（医療法人エスポアール出雲クリニック院長 高橋 幸男先生） 

16：30～           閉会式 

 

オンデマンド視聴による研修  

「ポストコロナに見えるもの～急性期・回復期・生活期における現状と課題、展望～」 

（島根県立中央病院 梶谷宏一先生）  

（出雲市民リハビリテーション病院 川島優子先生）  

（介護老人保健施設 寿生苑 祝部昭子 先生） 
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お知らせ 
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略歴 

昭和 52 年（1977）3 月   国立療養所近畿中央病院附属リハビリテーション学院卒業 

昭和 52 年（1977）4 月   兵庫県社会福祉事業団玉津福祉センター附属中央病院 

昭和 59 年（1984）4 月   国立療養所近畿中央病院附属リハビリテーション学院          

平成 6 年 （1994）4 月   兵庫県立総合リハビリテーションセンター中央病院 

平成 18 年（2006）4 月   兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンター             

リハビリテーション西播磨病院  リハビリ療法部部長  

平成 22 年（2010）4 月   兵庫県立リハビリテーション中央病院 リハビリ療法部部長 

平成 27 年（2015）4 月   一般社団法人日本作業療法士協会 会長（常勤役員） 

 

受賞 

平成 17 年（2005）  厚生労働大臣表彰 

 

社会的活動 

一般社団法人日本作業療法士協会（会長）、チーム医療推進協議会（副代表）、リハビリテーション機能

評価機構（理事）、公益財団法人国際医療技術交流財団（評議員）、一般財団法人訪問リハビリテーショ

ン振興財団（評議員）、公益財団法人訪問看護財団評議委員、公益財団法人日本障害者リハビリテーシ

ョン協会理事、公益社団法人日本脳卒中協会理事 日本訪問リハビリテーション協会（監事）等 

 

著書 

脳卒中の在宅リハビリテーション（編集責任者）、作業療法各論・義手（リハビリテーション医学全書）、

障害筋骨格系理学療法（系統理学療法）、義肢道具学（理学療法テキスト）、理学療法 MOOK 義肢装

具・義肢、作業療法のとらえかた（糖尿病に対する作業療法） 

 基調講演  

  

中村 春基先生 

一般社団法人 日本作業療法士協会 会長 
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「今求められている私たちの働き方 ～未来に向けたメッセージ～」 

                     一般社団法人 日本作業療法士協会 会長 

                          中村 春基 先生 

この度は、佐藤千晃学会長の下、第 15 回島根県作業療法学会「今求められている私たちの働き方 

～未来に向けたメッセージ～」をテーマに、島根県の作業療法士が一堂に会し、学術集会が開催され

ますことに心から敬意を表すると共に、御会が益々ご発展されますことを心から祈念しております。 

世界中で COVID-19 パンデミックにより、健康と幸福の危機にありますが、貴県におかれまして

は、県民一致協力され、感染拡大を抑えています。本当に貴会会員をはじめ県民の皆様の取り組みに

敬意を表するところです。ワクチン接種が進むまで予断を許しませんが、パンデミック前の生活に早

く戻ることを祈念しております。  

さて、「今求められている私たちの働き方 ～未来に向けたメッセージ～」をテーマに、協会の動

向を踏まえて、未来について述べたいと思います。 

 

【今求められている私たち働き方】 

１） 患者に求められているか 

２） 病院・施設に求められているか 

３） 地域・社会等マクロ的な視点で求められているか 

４） 作業療法の概念、理念に沿っているか 

以上四つの視点での検討と具体的な対応が必要と思います。参加された皆様と意見交換を行い、そ

れぞれの立場で、明日から取り組む内容が整理できたらと思います。 

【未来に向けた取り組み】 

１)協会の悲願：養成教育修業年限４年制化について 

  保健作業療法、産業作業療法、司法作業療法、管理作業療法、災害作業療法など新設について 

２)研修の義務化、その先に登録制度、資格更新制度について 

３）世界への飛躍について 

  作業療法の量から質への転換、全ての国民を対象とした作業療法、世界に向けた発信が望まれ

ています。 

 

【未来に向けたメッセージ 困難な時こそ基本に立ち返ることが重要】 

憲法、国際条約、法律、通達などのレビューを行い、改めて作業療法を再確認します。 

最後に、貴会会員が島根県民の健康と幸福をさらに支える職能団体になるものと信じています。

益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念しています。  

基調講演 

  

質問用QRコード 
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略歴 
平成元年     国立療養所近畿中央病院附属リハビリテーション学院  

作業療法学科卒業 
同年～18 年  京都で急性期、一般病棟、通所、訪問リハに携わる  
18 年 1 月    おもと会 大浜第一病院 勤務  
27 年より    統括本部 訪問リハビリテーション科 統括科長 
 
 

 

著書 
30 年    女性作業療法士の子育て・介護・仕事（青海社） を出版 

 

特別講演 

  

宇田 薫先生 

医療法人おもと会  

統括本部 訪問リハビリテーション科 統括科長 
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笑顔でいきいき働くために～仕事とライフステージの両立を目指して～ 

 

医療法人おもと会  

 宇田 薫 先生 

 

ここ数年、毎年ワークライフバランスの講演依頼を頂いていますが、今回初めて「笑顔」で

というテーマをいただきました。働く自分に「笑顔」が伴うことで、本当の「いきいき」「自分

らしく」が表現できるでしょうし、周囲にもそのことが伝わるかもしれません。以前、OT に

育てられた子供さんたちに、「働く母親に育てられて」というテーマでコラムをお願いしたこと

がありました。みなさん共通して印象に残っているものとして「お母さんの笑顔」でした。そ

して、成人された今、子育てしながら働く母親を誇りに思い、今のご自身の働き方にも少なか

らず影響を与えている様子でした。 

今、世の中は女性のライフステージの仕事の両立に注目するようになりました。女性 OT に

おいても同じく育児、介護、自身の体調などと仕事の両立が難しく悩む女性が多いことも分か

ってきました。これは、ここ数年で急激に悩む方が増えたのではなく、女性が自分の働き方に

対して表現できる時代になったのだと考えています。そして、女性のライフステージと仕事の

両立を理解しようとする男性においても、家庭での役割が増え、女性と同様に両立に悩む方が

増えているのも事実です。よって、この両立は女性、男性に関わらず、働く多くの人が望むよ

うになっています。 

私の年代はＯＴ人口が少なさや育児制度の違いから産休のみで復職することも多かったで

すが、それは「両立ができていた」というより「がむしゃらに過ごした」という表現が近いか

もしれません。しかし、もし、私が今、もう一度子育て時代に戻ったとしたら、慌ただしさは

変わらずとも「がむしゃら」ではなく、もう少し笑顔が多い日々を過ごせるような気がします。

それは私が「生活行為」をマネジメントできる OT としてのスキルをその頃よりも身につけて

いるからです。そうです！私たちは OT であるということを、もっと自身の生活にも活かすべ

きだと思います。 

 そして、今一度「両立とは？（１2 時間仕事、１2 時間家庭？勉強会に参加できること？）」

「理解とは？（パートナーが家事を手伝うこと？休みがとれる職場のこと？理解しない相手だ

けが原因？）」などのキーワードについて、私の経験談を交えながら一緒に再考し、みなさんそ

れぞれの「自分の両立」のヒントを見つけていただければ幸いです。 

 

質問用QRコード 

特別講演 
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高橋 幸男先生 

医療法人 エスポアール出雲クリニック 理事長・院長 

シンポジウム 

 

 

略歴 

昭和２３年（1948） 出雲市生まれ 

昭和４９年（1974） 東北大学医学部卒業 

              岩手県立南光病院、鳥取大学医学部付属病院を経て島根県に帰り 

昭和５９年（1984） 隠岐病院勤務（精神科医長）。3 年間離島の精神科医療を行う   

昭和６２年（1987） 島根県立湖陵病院勤務（医療局長） 

               （その後、精神科医療には外来診療が大切との思いから） 

平成 3２年（1991）    4 月 エスポアール出雲クリニックを開院 

平成 5１年（1993）       3 月 認知症老人デイケア 「小山のおうち」を併設 

平成１１年（1999）     4 月 精神科デイケア ｢ピノキオ｣を併設 

平成１８年（2006）       8 月 高次脳機能障害 デイケア 「きらり」を併設 

             《介護保険施設》 

小規模多機能型居宅介護施設「おんぼらと」を併設 

認知症高齢者グループホーム「おちらと」を併設    

島根大学医学部臨床教授・精神保健指定医・精神科専門医・老年精神科専門医・日本精神神経学会指導

医・日本老年精神医学会指導医・日本老年精神医学会特別会員・島根県立大学短期大学部出雲キャンパ

ス非常勤講師･島根リハビリテーション学院非常勤講師・出雲の精神保健と精神障害者の福祉を支援す

る会 「ふぁっと」代表 

 

     第 96 回日本精神神経学会           「精神医療奨励賞」受賞（平成 12 年 5 月） 

  第 6 回日本認知症ケア学会・読売認知症ケア賞 「奨励賞」受賞（平成 17 年 10 月） 

 『認知症でもだいじょうぶ』町づくりキャンペーン 2005 「厚生労働大臣奨励賞」受賞 

（平成 17 年 12 月） 

 厚生労働大臣表彰 （平成 25 年 10 月） 

 日本認知症ケア学会・読売認知症ケア症 功労賞受賞（平成 27 年 5 月） 

  

著書  
輝くいのちを抱きしめて    （NHK 出版） 

   認知症はこわくない      （NHK 出版） 
認知症を受け入れる文化、そして暮らしづくり    ほか多数 
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質問用QRコード 

シンポジウム 

  

精神障害者の就労支援 

医療法人 エスポアール出雲クリニック   

理事長・院長 高橋 幸男 先生 

精神保健福祉士 平野 洋平 先生  

精神保健福祉士 形部 周平 先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神に障害をもつ人、特に統合失調症やうつ病、あるいは発達障害などの精神疾患を患っている人たちのなかには、「就

労」を目標にしている人がたくさんいる。しかし、そうした精神障害者にとっては、就労支援の現場は必ずしも恵まれた

状態ではなく、就労支援を受けているものの不安定になって挫折する人が少なくない。“精神障害者は不安定だ”という声

をよく聞く。 

数年前から当院のスタッフとの間でそうした事例について検証するなかで、就労支援の在り方について話し合う機会が

多くなっていた。その中で、そもそも“精神障害者が不安定だ”と言われるのは、就労する際に周囲の支援の在り方が不

十分なために不安定にさせているのではないかと思うようなった。当時からＩＰＳを取り入れた就労支援が大切との思い

があり、何とか支援の仕方に工夫は出来ないものかと働きかけを始めたが、障害者就労については多くの関係者が関わっ

ており、統合失調症などの精神障害者の就労支援の現状は簡単に改善されるものではないと思うようになった。その流れ

の中で自分たちでＩＰＳの考えを取り入れた就労の場所を作ろうと考えるようになった次第である。 

たまたま当院で高齢者介護を行う就労継続支援Ｂ型事業所を行っていたが、介護の仕事を希望する障害者の人が少なく、

今後の運営をどうしようかという課題が出てきた時期でもあった。私は以前から農業は守らなければいけないという思い

を強く持っていたが、出雲市はぶどう栽培など優秀な地場産業も後継者不足で廃園になるぶどう農家も多く、空き地が目

立つ状況があったから、その空き地を利用して農業を行うことはどうか、という思いを持つようになっていた。当院の就

労継続支援Ｂ型事業所の今後ばかりでなく、精神に障害のある人たちはもちろん、生きにくさや働きにくさを抱えた人や

誰にとっても働きがいのある場所づくりとして、さらには地域づくりにもつなげたいとの思いがつのったが、スタッフの

一声で、この地域では誰もしたことがなくて、かつ夢を追うことができるという意味で岡山で行われていた「もんげーバ

ナナ」によるバナナ農園づくりの話に展開していくことになったのである。スタッフが何度も岡山に足を運び、メールで

のやり取りなどを通してバナナ農園づくりの夢が広がったのである。しかし、コロナ禍によるバナナの売れ行きが悪化し

ている事情もあって、最終的には国の金融機関が難色を示したためバナナ農園の話は頓挫した。 

ところで、これまでの就労支援は、基本的には職業準備訓練後の職業紹介（train then place）であっただろう。しか

しながら近年精神科におけるもともとは当事者から提起された「リカバリー」を目指す心理社会的治療観の発展は、精神

障害者の就労支援の在り方においても飛躍的な展開を促した。本人の現在の状態から就労の適否を決めるのではなく、い

ったん職場についた後に、その人にとって必要な援助を就労現場で提供し、就労を継続させようとする考えが中心になり

つつある。すなわち、職業斡旋後の訓練（place then train）へと発展してきている。そうした考えはアメリカを中心に

広がっていて、統合失調症のどんな患者であっても、仕事に関心を示すのならば、援助付き雇用（ IPS： Individual 

Placement and Support）を提供すべきだとしている。アメリカでは、重い精神障害を持つ人に対しても、本人の好み

や選択に応じて、職業訓練やアセスメントは最小にして、迅速に IPS を提供することとしている。しかし、わが国の IPS

の歴史はまだ浅いが、なかなか広がらないように感じている。その理由はいくつもあるだろう。当日は演者の就労支援に

対する考えの変遷を述べるなかで、述べてみたいと思う。 



－ 15 －
15 

 

演題発表 

Room1 【身体障害分野】       座長：島根リハビリテーション学院 山本 真理子先生 

Ⅰ 脳卒中後の上肢機能アプローチ Graded Motor Imagery における有用性と麻痺手の使用頻度

に及ぼす影響についての検討 

出雲市民リハビリテーション病院  岸 優斗 

 

Ⅱ QOL の低下した脳卒中片麻痺患者に対して Stroke Impact Scale（3.0）を定期的に評価し

作業療法介入を実施した一事例 

出雲市民リハビリテーション病院  内田 知恵 

 

Ⅲ 右上肢における道具の操作性に障害を認めた左頭頂葉から側頭葉梗塞患者に対する上肢機能訓

練の試み  ―道具操作性における知識が保たれている病状に着目し考察した一例― 

出雲市民リハビリテーション病院  田中 有紀 

 

Ⅳ 当院での自動車運転再開支援について 

出雲市民リハビリテーション病院  田中 良佳 

 

Room2 【精神分野】        座長：島根リハビリテーションカレッジ 石川 慎二先生 

Ⅴ 当院における認知作業トレーニング（COGOT）導入の試みと重度精神障害者の認知機能に関

する報告 

社会医療法人清和会 西川病院  大垣 彩香 

 

Ⅵ 当院における NEAR の実践 

島根県立こころの医療センター  持田 怜 

 

Ⅶ 当院におけるうつ病心理教育の実践 

社会医療法人清和会 西川病院  宇津巻 南 

Room2 【地域・企業】       座長：島根リハビリテーションカレッジ 柿本 将平先生 

Ⅷ 企業における健康経営の現場調査 ～作業療法士の視点から～ 

株式会社 Canvas  藤井 寛幸 

 

Ⅸ 地域企業と連携したヘルスケア事業の実践 

医療法人あすか  大垣 一樹 

 

Ⅹ 療法士のリカレント教育に関する心理要因分析 ～学生による予備的調査～ 

株式会社 Canvas  元廣 惇 
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脳卒中後の上肢機能アプローチ Graded Motor 
Imagery における有用性と麻痺手の使用頻度に及ぼ

す影響についての検討 
 
岸優斗 1・伊藤誉晃 1・田中有紀 1・内田知恵 1 
1 出雲市民リハビリテーション病院 
 
【はじめに】 
上肢麻痺に対するエビデンスレベルが高い介入方法

として，Constraint-induced movement therapy，
Mental practice（以下MP），ロボット療法，神経筋

電気刺激療法等が推奨されている．この中でも運動イ

メージ介入の一つである MP について Harris（2015
）らは脳卒中後の患者にとってMPの課題難易度が高

いことについて言及している．一方でMoseley（2005
）らはこの問題点を克服するために，Graded motor 
imagery（以下GMI）を考案した．本研究ではこのGMI
を回復期脳卒中患者に適応可能であるか，そして，麻

痺手の使用頻度に影響を及ぼすのかを検証すべく脳梗

塞（左延髄内側）患者一事例を対象に検証を行なった

ため，以下に考察する． 
【症例紹介】 
事例は，70 歳代の右利き男性である．X 年，脳梗塞

（左放線冠）の既往歴あり，後遺症は認めなかった．

X +4年，脳梗塞（左延髄内側）を発症し右片麻痺を認

めた．急性期病院を経て第 38 病日より当院の回復期

病院に入院した．  
【倫理的配慮】 
本事例の同意を得た，報告については当院の倫理委員

会の承認（2020年12月9日）を得た． 
【作業療法初期評価】 
右上肢機能はFugl-Meyer Assessment（以下FMA）
の上肢運動項目が 31/66 点であった．STEF では

48/100 点，Motor Activity Log（以下 MAL）は，

Amount of Use（以下 AOU）は 1.5 点，Quality of 
Movement（以下QOM）は1.9点であった．感覚は，

表在感覚が軽度鈍麻，深部感覚が中等度鈍麻であった

．認知機能の低下は認めなかった．Functional 
Independence Measure（以下FIM）は75/126点で，

清拭・更衣・歩行に介助を要した．  

【介入手続き】 
通常作業療法に加えて自主練習としてGMIを提供し

た．GMI は，Implicit Motor Imagery (以下 IMI)，
Explicit Motor Imagery（以下EMI），Mirror Therapy
（以下MT）の三つの要素からなる．IMI は左右手部

の写真を提示し，左右の識別を行う課題である．EMI
は規定の動作を一人称視点で運動イメージする課題で

ある．MT は鏡面に投影した非麻痺手を注視させなが

ら，麻痺手の対称的な運動を反復する課題である． 
【経 過】 
第Ⅰ期：IMIの適応が可能で，EMIへ移行した時期 
IMIの正答率，反応時間は徐々に短縮した．課題指向

型アプローチを併用し集中的な麻痺手使用を促した． 
第Ⅱ期：MTへ移行し麻痺手使用頻度が向上した時期 
第 3 段階の MT までの経過を経て，麻痺手の使用頻

度が向上した．事例からは「麻痺した手を生活で使っ

ています．」と麻痺手に対する意識が聞かれた． 
【結 果】 
FMAの上肢運動項目は51/66点，STEFでは66/100
点となった．MAL のAOU は3.5 点， QOMは3点

となった．感覚は，表在及び深部感覚共に正常となっ

た．FIMは109/126点で，修正自立レベルとなった． 
【考 察】 

Polli（2016）らはGMIを脳卒中患者に適応したと

ころ上肢機能が改善したことについて報告している．

事例の場合，FMA は 31 点から 51 点と 20 点の改善

を認めた．Hiragami（2019）らはFMAの臨床上重要

な最小変化量（ Minimal Clinically Important 
Difference：以下MCID）を12.4点としており，その

値を上回る結果から事例にとって意味のある改善であ

った可能性が示唆された．さらに，IMIでは正答率，

反応時間が短縮し，徐々に運動イメージ能力が改善し

た．また， MTへの移行時にはイメージの明瞭度も改

善を認めた．佐々木（2019）らは上肢機能と麻痺手使

用頻度は相関すると述べており，FMA同様にMALの

AOU においても 3.5 点の変化量を認め，MCID を上

回る結果であったことから，GMIによる上肢機能改善

は麻痺手使用頻度の向上にも付与していたことが考え

られた．今後，GMIの適応を確認するためにも，例数

の確保や，RCTを通し検証を行っていきたい． 

質問用QRコード 
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右上肢における道具の操作性に障害を認めた左頭頂葉

から側頭葉梗塞患者に対する上肢機能訓練の試み－道

具操作性における知識が保たれている病状に着目し考

察した一例－ 
 
田中有紀 1・岸優斗 1・伊藤誉晃 1・内田知恵１ 

1出雲市民リハビリテーション病院 作業療法士 
【はじめに】 
脳卒中後の上肢機能における効果的なアプローチと

して課題指向型アプローチがあげられる．課題指向型ア

プローチは，対象者にとって「意味のある活動」を聴取

し，その目標を到達するために，手段や目的として作業

活動を用いる介入方法を指すと言われている．また，

Huseyinsinoglu らは課題指向型アプローチを含んだ上

肢介入によって機能向上にはやや時間を要するものの，

実生活での麻痺手の使用についてはより効率的に改善

すると報告している． 
今回，脳卒中後，失行症を呈した事例に対し課題指向

型アプローチを中心とした作業療法介入を実施した結

果，上肢機能の改善と道具把握障害について部分的な改

善を認めたため，以下に考察する． 
【事例紹介】 
 事例は，70歳代の右利き女性である．第10病日目の

頭部MRIにて左頭頂葉から側頭葉に梗塞を認め，第39
病日に回復期病院へ転院，当日より作業療法が開始され

た． 
【倫理的配慮】 
本事例は，対象者の同意を得て当院倫理委員会の承認（

2021年6月25日）を得ている． 
【作業療法評価】 
右片麻痺，Brunnstrom Recovery Stage（以下，BRS）
は上肢Ⅴ，手指Ⅳ．Fugl-Meyer Assessment（以下，FMA
）の上肢運動項目は 38/66 点，STEF0 点であった．感

覚は表在軽度鈍麻，深部中等度鈍麻，Functional 
Independence Measure（以下，FIM）は62/126点であ

った．高次脳機能障害については，失行症を中心に，感

覚性失語，注意機能障害，記憶障害を認めた．紙面上の

評価は実施困難であった．失行症については，早川らの

評価に準じ道具使用に関する知識，動作模倣，使用方法

について評価を行った． 

【介入】 
➀竹林らの課題指向型アプローチを参考に 39 日間実施

．②ADLに焦点を当てた課題練習 
【経過】 
第1期：道具把握に関する知識がわかる時期 
複数の道具把握に関する写真の中から適当な写真の選

択が困難であったが，徐々に可能となる． 
第2期：治療者と一緒に道具使用が可能になる時期 
実際の食事場面に介入し，道具把握について適切である

かを事例に確認を行いながら修正を試みた． 
第3期：治療者の介助なしに道具使用が可能となる時期 
スプーンを提示すれば，適切な把握が可能となり，食事

場面にて疲労感なく摂取することが可能となった． 
【結果】 

BRSは上肢Ⅴ，手指Ⅴ，FMAの上肢運動項目は57/66
点．感覚は表在軽度鈍麻，深部軽度鈍麻．FIM100/126
点，STEF10 点であった．失行評価では，コップ，ハブ

ラシ，鍵，鉛筆の使用において困難であったが最終評価

では可能となった．ボタン，箸，ハサミは初期及び最終

評価において使用が困難だった． 
【考察】 
上肢機能の改善について 
本事例は上肢機能評価であるFMAが38点から57点

と 19 点の改善を認めた．Hiragami らによると，亜急

性期における臨床上の最小変化量を示す FMA の

Minimal Clinically Important Difference（以下，MCID
）は，12.4 点としており，本事例はそのMCID を上回

る結果であった．従って，上肢機能において意味のある

改善であった可能性が示唆された． 
道具把握障害の部分的な改善について 
道具の使用方法に関する課題では，コップ，ハブラシ

，鍵，鉛筆が改善し，ボタン，箸，ハサミの使用は困難

であった．改善した項目については，動作と課題指向型

アプローチの内容が類似していた．Taub らは麻痺手に

対して集中的に介入を行うことで上肢機能が改善する

ことを報告しており，課題指向型アプローチによる集中

的な介入が類似した道具把握障害の改善に付与した可

能性が考えられた．しかしながら，今回の報告では単一

事例のため，今後例数を重ねると共に臨床研究へと発展

させることで有用性を示していきたい． 
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当院での自動車運転再開支援について 

 

田中良佳１・川瀬好美１・川島優子１・伊藤誉晃１ 

・和久利洋平１・槇野麻衣子２ 

１出雲市民リハビリテーション病院  

２出雲市民病院 

 

【はじめに】 

近年、脳障害者の自動車運転に関する諸問題が注目さ

れている１）。当院でも脳血管疾患患者の自動車運転支

援の必要性が増加している。今回、当院の運転支援に

おいて運転を控えるべき状態ではないと判断された患

者の神経心理学検査結果に傾向を見出すことができた

ので、報告する。 

【当院の自動車運転再開技能評価】 

神経心理学検査について、蜂須賀１）らの報告を参考に、

ミニメンタルステート検査（以下、MMSE）、Kohs 立方

体組み合わせテスト（以下、Kohs）、Trail Making 

Test（以下、TMT）Part A・Part B、Paced Aouditory 

Serial Addition Task（以下、PASAT）２秒・１秒、

行動性無視検査（以下、BIT）通常検査・行動検査、日

本版遂行機能障害症候群の行動評価（以下、BADS）、BADS

動物園検査で運転可能群、慎重に判断群、運転不可能

群の暫定基準を設けている。また、ドライビングシミ

ュレーター（以下、DS）、日本版脳卒中ドライバーのス

クリーニング検査（以下、J-SDSA）、実車評価を実施し、

それらの結果を基に医師は現時点で運転を控えるべき

状態ではない、または、現時点で運転を控えるべき状

態のいずれかに診断している。 

【方法】 

対象は、2018 年 1月～2021 年 5月の間で自動車運転

再開支援を行った脳血管疾患患者 85名とした。年齢、

性別、神経心理学検査、運転再開判断について後ろ向

き調査を行った。本報告は、当院の倫理審査を受け承

認を得た（2021年5月1日）。 

【結果】 

性別は、男性 69 名、女性 16 名、年齢は男性 63.0±

11.4歳、女性 64.3±11.1歳だった。神経心理学検査

の結果は、表1に示す。以上の結果を総合し、現時点

で運転を控えるべき状態ではないと判断された患者

40 名（47％）、現時点で運転を控えるべき状態と判断

された患者33名（39％）、評価中止8名（9％）、慎重

に判断 4名（5％）だった。 

【考察】 

前田２）は、基本的な運転適性として Kohsは IQ80～90

以上保たれているとし、IQ70以下では運転の可否を決

める手がかりとなるとしている。当院でもKohsはIQ80

以上を運転可能基準としており、前田の報告と同様に

IQ80 以上に達した患者は運転を控えるべき状態では

ないと診断される傾向にあった。また、武原３）は、運

転再開には BITの通常検査がほぼ満点であることが必

要としている。当院でも通常検査140点以上、通常検

査・行動検査の下位項目でカットオフ値を下回る項目

数0を運転可能基準としており、半側空間無視の診断

がなく、武原の報告と同様にBITがほぼ満点の結果で

あることが運転を控えるべき状態ではないと診断され

ることに必要である傾向が認められた。 

【限界と課題】 

今回、運転再開に関する神経心理学検査の一部に傾向

を見出すことができた。今後は、それらの神経心理学

検査の値が運転可否判断に有効となるかについて検証

を行う必要がある。 

【参考文献】 

1）蜂須賀研二：高次脳機能障害者の自動車運転再開と

リハビリテーション 1．金芳堂，京都，2014． 

2）前田守：高次脳障害患者における自動車運転の問題

点,総合リハ 22：127-132，1994 

3）武原格：脳卒中患者の自動車運転再開．Modern 

Physician34:844-846,2014 

表 １神経心理学検査結果 
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当院における認知作業トレーニング(COGOT)導入の試

みと重度精神障害者の認知機能に関する報告 

大垣彩香１・川本昭司１・篠崎亜由美１ 

１社会医療法人清和会 西川病院 

【はじめに】 

近年，統合失調症などの精神疾患をもつ人々の認知機

能障害と社会的転帰の関連が指摘されている．認知機

能向上を目的とした介入が普及しつつあり，当院でも

認知矯正療法をはじめ認知機能リハビリテーションを

導入している．一方で，閉鎖病棟入院中の重度な精神

障害や，知的障害をもつ患者に対しては，IQ70以上で

ある事やパソコン操作が必要といった障壁があり導入

が困難な事も多い．そこでこの度，医療少年院在院者

の認知機能向上を目的に身体運動を取り入れたプログ

ラムとして開発された認知作業トレーニング(以下

COGOT)1)に注目した．言語による指示理解が難しく，椅

子に座り続けることが困難な患者に対し，五感や体性

感覚から認知に働きかける方法は効果的ではないかと

考え導入を試みた．導入にあたり，患者は自身の認知

機能をどのように認識し，作業療法士(以下 OTR)の評

価との間に差異はあるか，予備調査を行うこととした．

以下に認知機能面の調査を中心に報告する． 

【倫理的配慮】 

対象者には，プログラムへの参加，研究内容について

口頭及び書面で同意を得た．また，本研究は当院倫理

審査委員会の承認を得ている． 

【方法】 

1.対象：2020 年 4月～10月に実施した COGOT への参

加及び研究への同意が得られた精神療養病棟(閉鎖)入

院患者を対象とした．今回は 40分Ver.1)の一部内容を

変更しOTR2名で実施した(週 1回，計15回)． 

2.調査内容：①基礎情報(年齢，性別，疾患，入院形態，

入院期間，GAF)の調査，②認知機能評価として統合失

調症認知評価尺度(以下 SCoRS)の患者フォーム，評価

者フォーム(OTRが実施)を用いた．なお SCoRS は合計

得点(20-80 点)が高いほど重度な認知機能障害を示し，

統合失調症に限らず，うつ病などにも使用されている． 

3.分析方法：①の集計，②の患者評価と OTR評価の比

較検討(Mann-Whitney U test)を行った．統計分析には

IBM SPSS statistics Ver.21を使用し，p<.05を統計

学的有意とした． 

【結果】 

16名が参加し，8名が途中で中止(退院4名，病状悪化

4名)，評価協力の得られた8名を分析対象とした． 

①基礎情報：平均年齢 51歳(SD 16.0)，性別は男性7

名・女性 1名，疾患は統合失調症 6名・てんかん 1名・

知的障害 1名，入院形態は医療保護 8名，入院期間は

平均13.4年(SD 15.5)，GAFは21.6(SD 4.2)であった． 

②SCoRS の比較：患者評価の総合得点は平均 44.5 点

(SD 14.6)，OTR評価の総合得点は平均 38.1点(SD 6.8)

であった．両者の間に統計学的に有意な差は見られな

かった．項目別では 1.知人や面識のある人の名前を覚

える(p=.001)，2.場所(部屋・トイレ等)への行き方を

覚える(p=.023)，17.日課の変更に対応する(p=.044)，

について OTRの評価よりも患者の方が重症度を高く評

価しており統計学的に有意な差が認められた． 

【考察】 

SCoRS 総合得点において両者の間に有意な差は見られ

ず，患者と OTRの評価に差異は少ないものと考える．

つまり，重度精神障害があっても，自身の認知機能を

OTR と同程度に評価出来るとして，今後評価指標とし

ての有用性が示唆された．しかし項目別では，人の名

前を覚える・場所への行き方を覚えるなど記憶に関す

る事と，日課の変更といった問題解決に関して，OTRの

評価以上に患者は困難を感じている事が分かった．今

後は記憶や問題解決に関する評価指標の検討を行うと

ともに，こうした観点を介入に反映させていくことが

必要であると思われる．COGOT 実施当初は「難しい，

苦手」と拒否的な者もいたが，ゲーム性の高さや，参

加者同士で一体感を感じることのできる課題が多く，

普段よりも高い集中力を発揮する場面も見られるよう

になった．「頭がすっきりする，またやりたい」と好意

的な反応も見られ，これまで認知機能リハビリテーシ

ョンの導入が困難であった重度精神障害者に対しても

導入できる実感を得た．今後は介入の前後比較検討を

行うなど，認知機能の変化を多角的に検証し，重度精

神障害者の社会参加促進を図っていきたい． 

【参考文献】 

1)宮口幸治,宮口英樹:不器用な子どもたちへの認知

作業トレーニング.三輪書店,2014． 
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当院におけるＮＥＡＲの実践 

 

持田怜１・松﨑未菜（CPP）1・板倉理恵（OT）1 

永岡秀之（Dr）1 

1島根県立こころの医療センター 

 

【はじめに】 

統合失調症、気分障害等の精神疾患では認知機能障害

がみられ、社会復帰を阻害する要因である。当院では

2019年よりNEAR(Neuropsychological and Educa-

tional Approach to Cognitive Remediation：認知矯

正療法）を導入し、認知機能改善に取り組んでいる。

修了者の多くは認知機能が改善しているが、なぜ改善

に至ったのか、その要因を明らかにしたい。 

【倫理的配慮】 

本報告は当院の倫理委員会の承認を得た。対象者には

参加・協力は自由意志であり、不利益を生じないこと

を書面と口頭で説明。なお、企業相反利益はない。 

【当院のNEARについて】 

対象者は主治医の指示があり、デイケア、リハビリに

参加し、60歳以下のもの。IQ70以上、小学4年以上

の読み取りレベルがあるもの。現時点で物質、アルコ

ール乱用者でないもの。2時間のセッション中、座っ

ていることができるほど精神状態が安定しているこ

と。運営は認知矯正療法士を取得した作業療法士、公

認心理師が担当。期間は最大 6か月。開始前後に統合

失調症認知機能簡易評価尺度日本語版（以下、BACS-

J）を測定し、認知機能課題を明らかにする。介入に

はパソコン、分析を行ったゲームソフトを用いる。パ

ソコンセッションを週 2回、認知機能と日常生活のつ

ながりを考える話し合いを週 1回実施している。な

お、認知機能改善だけでなく、抗精神病薬治療下主観

的ウエルビーイング評価尺度短縮版の日本語版も測定

（以下、SWNS-J）し、ウエルビーイングの変化も捉え

ることとしている。 

【現状と課題】 

１）現状 

令和3年6月末現在、参加17名、修了者10名、中断

者3名。平均年齢は 40.8歳、統合失調症13名、気分

障害1名、その他 3名。修了者 10人のBACS-J（z-

score）は開始時平均-1.33だったが、終了時は平均-

0.97となり、修了者の7割にスコア改善がみられ

た。SWNS-Jの開始時平均68.3だったが、終了時平均

73.3となり、修了者の 6割にスコア改善がみられて

いた。 

2）考察 

修了者のうちスコアが改善した者はセッション中だけ

でなく、日常生活やデイケア、リハビリ場面でも自身

の認知機能と行動について振り返ることができてい

た。参加者の中でも、A氏は日常生活場面で感じる認

知機能の悩みについて発言することが多かった。開始

時面接では「家族からいくつか頼まれると覚えられな

い」などと悩みを語り、認知機能を改善したい思いが

あった。初回BACS-J評価から作業記憶、注意、同時

処理に課題があり、それらに関する目標を立てた。介

入ではNEARセッションだけでなく、それぞれの活動

で求められる作業記憶、注意や同時処理についても説

明し、改善する方法について話し合った。さらに、診

察場面では医師から改善状況のフィードバックがあっ

た。結果、終了時BACS-J評価では記憶、注意に改善

があった。また、「家族に頼まれたことが覚えられる

ようになった」と、スコアだけでなく、日常生活でも

変化を感じられていた。 

3）課題 

スコア改善に乏しい者は目標が曖昧であり、「医師に

言われたので仕方なく参加した」などと動機も不十分

だった。参加前の目標設定や動機づけ、参加後も認知

機能障害と日常生活の関連性が深められるように働き

かけを続けることが重要と思われた。 

【参考文献】 

１）中込和幸監修,「精神疾患における認知機能障害

の矯正法」臨床家マニュアル第 2版,星和書店,2019． 

２）岩根達郎、森下淳、NEAR（Neuropsychological 

and Educational Approach to Cognitive 

Remediation）の実践,精神医学,医学書院,2015. 
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当院におけるうつ病心理教育の実践 

宇津巻南 1・松本貴久 1・岡田美枝子１・村上幸奈１・  

篠崎亜由美１ 

１社会医療法人清和会 西川病院 

【はじめに】 

うつ病心理教育は，疾病に対する適切な知識の提供と，

対処方法の獲得を促すことを目的としている.また，う

つ病心理教育により，疾病の理解と行動の変容，問題

解決能力の獲得が図られること，抑うつ症状の改善率

が増すことが報告されている 1).今回，当院で実施した

うつ病心理教育参加者の抑うつ症状と社会適応に着目

して参加前後の評価結果を分析し，介入効果について

検討した.以下実践内容も含め報告する. 

【倫理的配慮】 

参加者には，プログラムへの参加，研究内容について

口頭および書面で同意を得た.また，本研究は当院倫理

審査委員会で承認を得ている. 

【うつ病心理教育の概要】 

1クール全8回のセッション.内容は，(1)疾患，(2)薬

物療法，(3)生活習慣，(4)ストレス対処，(5)～(7)認

知行動療法，(8)再発予防とし，スタッフは医師，薬剤

師，精神保健福祉士，作業療法士，看護師で実施した. 

【方法】 

1．対象：平成31年4月～令和3年3月に実施した計

9クールの参加者. 

2．評価内容：①参加者の基礎情報，②抑うつ尺度の主

観的評価SDSと③客観的評価HAM-D(得点が高いほど抑

うつ性が強い)，④社会適応評価 SASS(得点が高いほど

社会機能が良好)を実施した. 

3．分析：IBM SPSS Statistics ver21を使用し，①の

単純集計，②・③・④の介入前後での統計分析(Wilcoxon 

signed-rank test，有意水準p<.05)を実施した. 

【結果】 

1．基礎情報：参加者 65名のうちすべての評価を行っ

た 49名を分析対象とした.平均年齢 41.9(SD13.9)歳，

性別:男性26名・女性23名，入院11名(内途中退院2

名)・外来 38名，疾患(ICD-10 分類):うつ病(F329)29

名・双極性感情障害(F319)4 名・適応障害等(F3 その

他，F4)12名・アルコール依存症等(F1,F2)4名だった. 

2．前後比較：②は睡眠，精神運動性減退，焦燥，不決

断の項目及び総合点で P<.05となり有意に得点が減少

した.③では妄想症状以外すべての項目及び総合点で

P<.05 となり有意に得点が減少した.④では余暇の充

実，家族関係，他人とのコミュニケーション，コミュ

ニケーションの困難さ，環境の制御の項目と総合点で

P<.05となり，有意に得点が上昇した. 

【考察】 

今回，当院うつ病心理教育の効果を検討するため，抑

うつ症状と社会適応に着目し，プログラム前後での評

価分析を行い，その結果，客観的・主観的抑うつ症状

及び社会適応の改善がみられた． 

抑うつ症状では，主観的抑うつ症状で睡眠・精神運動

性減退・焦燥など，客観的抑うつ症状でほぼ全ての項

目で改善傾向が認められた.薬物療法や他治療の影響

も十分考えられるが，うつ病心理教育が目的とする疾

病に対する適切な知識の提供，対処方法の学習が功を

奏したと考える.また社会適応では，余暇の充実・家族

関係・他人とのコミュニケーションなどで改善がみら

れた．本プログラムでは疾患や治療について情報を提

供するとともに，集団の作用との相乗効果を期待した

1)プログラムを構成している．参加者同士が類似した

体験を持つ場合など，互いに想いや体験を共有するこ

とで協同関係が築かれ，自身の認知の評価・修正につ

ながり，受容的体験を通して自己を肯定的に捉えられ

るようになる．結果として，各参加者の認知・行動の

変容が得られたと考える. 

うつ病心理教育は等質な患者を対象にすると最も効果

が期待できる 2）と言われている.しかし我々のプログ

ラムには，うつ病以外(F319・F339・F341・F4など)の

疾患や，回復段階が様々な対象者が参加し，それぞれ

の特性に応じた個別フォローアップや,異なる背景を

持つ対象者同士の相互作用を活かすことで，プログラ

ムの効果を更に強化するよう努めている．今後はうつ

病心理教育が更に効果的なプログラムになるよう，比

較対象群を設けた分析等も実施していきたい. 

【参考文献】 

1）香山明美ら：うつ病治療ガイドライン－精神科作業

療法－，2018． 

2）秋山剛ら：うつ病の集団認知行動療法，株式会社医

学映像教育センター，2008． 

 

 

  

質問用QRコード 



－ 23 －23 
 

企業における健康経営の現場調査 

〜作業療法士の視点から〜 

 

藤井寛幸 1・元廣惇 1, 3・足野正洋 2 

１株式会社Canvas 

２出雲市民リハビリテーション病院 

３島根大学大学院 医学系研究科 

 

【はじめに】 

企業における膝痛・腰痛などによる生産性低下や休

業による経済損失は産業衛生上の大きな課題の一つで

あり，腰痛においては年間おおよそ 3兆円であるとい

う試算が発表されている 1)．国民生活基礎調査 2)で

は，病気やけが等で自覚症状のある者〔有訴者〕（熊

本県を除く）は人口千人当たり 305.9人（この割合

を「有訴者率」という）となっている．症状別の有訴

者率では男性では「腰痛」が最も高く，次いで「肩こ

り」，女性では「肩こり」が最も高く，次いで「腰

痛」となっており，これらの産業衛生上の課題に対し

て療法士が対応していくことへの需要があると仮説づ

け，島根県において試験的に調査を実施した． 

【調査方法および結果】 

島根県内の食品製造業を対象にアンケート（郵送）

を実施した．調査対象者は77名（男性43名、女性3

4名）であった．年齢構成（10代:3名，20代：11

名，30代：13名，40代：19名，50代：22名，60代

以降：5名）．これまでの痛みの有無（生涯運動器

痛）から，仕事への支障の有無（生涯障害運動器痛）

など全８項目の質問を用い，職場に身体のことを相談

できる専門家が必要だと思うかについての意識を調査

し，記述統計にてデータをまとめた．調査において個

人より学会発表等の許可は紙面を用いて得た．回答を

得られたのは77名であった．生涯運動器痛あり，か

つ生涯障害運動器痛ありと答えたのは43/67名(6

4%)，さらに休みにつながった割合は 18/43名(41%)．

生涯障害運動器痛あり，かつ身体の専門家に相談を受

けたいと答えたのは30/43名(70%)であった．そのす

べての方が湿布や痛み止めに頼ることはしたくない，

自分にあった対処法を身につけたいと回答した． 

【考察】 

2018年に作業療法の定義が改定され，「作業療法

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．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」という文言となった．この改訂の注釈で，「作業

に焦点を当てた実践には，心身機能の回復，維持，あ

るいは低下を予防する手段としての作業の利用と，そ

の作業自体を練習し，できるようにしていくという目

的としての作業の利用，およびこれらを達成するため

の環境への働きかけが含まれる」とされており，「環

境への働きかけ」という部分に着目して作業療法士の

専門性を発揮する余地がないか検討した．今回は一企

業のみの試験的調査であったが，「身体の専門家に相

談したい」と回答した従業員が70%に上っている事か

ら，産業分野において療法士が仕事の導線に入ってい

くニーズを確認することができ，専門性を発揮するマ

ーケットであることを感じることができた．また，職

員からのコメントの中に「自分から周りに痛みがある

ことは言いづらい」との回答があった．言えないこと

で症状を悪化させてしまうケースもある事から，相談

しあえる職場風土づくりなど環境への働きかけは多岐

に渡ると考えられた． 

【引用論文】 

1: Yoshimoto T, Oka H, Fujii T, Nagata T, Matsud

aira K：The Economic Burden of Lost Productivity

 due to Presenteeism Caused by Health Conditions

 Among Workers in Japan.J Occup Environ Med. Oc

t;62(10):883-888，2020.  

2:厚生労働省：世帯員の健康状況，https://www.mhl

w.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/inde

x.html（参照2021-6-27） 
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地域企業と連携したヘルスケア事業の実践 

大垣一樹 1 

１医療法人あすか 

【はじめに】 

高齢者が地域において自立した生活を営み続けるには、

公的保険サービスだけでなく自助・互助の充実も必要

不可欠である。しかし、こうしたインフォーマルサー

ビスは未だ充実しているとは言い難く、地域資源の開

拓が課題と言える。当法人は令和元年度島根発ヘルス

ケアビジネス事業化補助金の採択を受け、ヘルスケア

事業「心・技・体～自立を目指した生活リハビリテー

ション～」を立ち上げた。その実践内容と介入効果に

ついて以下に報告する。 

【倫理的配慮】 

報告にあたり対象者からは口頭および書面にて同意を

得た。 

【事業の概要】 

当事業は当法人理事長が発案した、健康増進・介護予

防を目的とした事業である。高齢者の健康増進・介護

予防には身体機能面へのアプローチに加え、心理面や

生活援助など多角的なアプローチがパッケージングさ

れているサービス形態こそが望ましいという当事業の

理念に賛同した市内の企業 5 社(総合病院、精神科病

院、自動車教習所、小売業者、タクシー会社)と提携し、

各社が得意とするサービスを集約する事で実現した。

ポスターやパンフレットなどで市内に幅広く PR 活動

を行い、申し込みがあった一般高齢者を居住地区毎に

8 名程度のグループに分け、それぞれ週 2回のサービ

スを提供した。なお、費用は利用者の全額自己負担で

ある。 

【プログラム内容】 

1.トレーニング(9:00～10:00) 

当法人施設にてトレーニングマシンを使用した下肢・

体幹の筋力トレーニングと、ストレッチを行う。 

2.ホースセラピー(10:30～11:30) 

提携精神科病院が運営する牧場に移動し、乗馬体験や

エサやりなどのふれあいにより心理的充足を図る。 

3.ランチタイム(11:45～12:30) 

提携精神科病院が運営する自立訓練施設または、自動

車教習所が運営する飲食店に移動し昼食をとる。孤食

の解消、団らんによる心理的充足を図る。 

4.ショッピング(12:45～13:15) 

提携小売業者が運営するスーパーマーケットに移動し、

各自で買い物をする。 

【方法】 

1.対象:令和元年 7月～令和 2年 3月にかけて実施し

た当事業の参加者。 

2.評価:①基礎情報(年齢、性別、介護認定)の調査、身

体機能評価として②立ち上がりテスト、③重複歩長、

④長座体前屈、心理面の評価として⑤改訂PGCモラー

ルスケールを開始時と 6ヵ月後にそれぞれ実施した。 

3.分析方法:(1)①の集計、(2)②～⑤を集計し、平均値

を前後比較した。 

【結果】 

13名が参加し、そのうち 6ヵ月以上の継続した参加が

みられた 5名を分析対象とした。 

(1)基礎情報:平均年齢85.4歳、男性2名、女性3名、

介護認定非該当が2名、要支援1が3名であった。 

(2)前後比較:②特変なし、③初期:平均 182cm⇒最終:

平均192.8cm、④初期:平均34.8cm⇒最終:平均37.2cm、

⑤初期:平均 6点⇒最終:平均6.8点 

【考察】 

身体面においては重複歩長や長座体前屈の数値に変化

がみられ、下肢・体幹の柔軟性の改善に効果があった

ことがうかがえた。また、改訂PGCモラールスケール

の得点もわずかながら変化がみられた。利用者 10 名

に実施したアンケートでは当事業により『身体的な効

果があった』と回答した利用者が 80％、『心理的な効

果があった』と回答した利用者が 100％であった。ど

ちらも効果をもたらした要因として『利用者同士の交

流』が影響したとの回答が最上位に挙がり、利用者は

主観的には利用者相互の関係性が心身の変化をもたら

したと実感していることがわかった。また、このよう

な利用者相互の関係性が優位に働いた結果、比較的高

負荷なトレーニングにも長期に渡りモチベーションが

維持できたと考えられる。当事業はまだ利用者数も少

なく、今回はプログラムの効果を十分に証明するには

至らなかったが、今後はより利用者同士の関係性に着

目したプログラムを開発し、公的保険に依存しない健

康増進・介護予防サービスの確立を目指していきたい。 
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療法士のリカレント教育に関する心理要因

分析 〜学生による予備的調査〜 

元廣惇 1, 4・藤井寛幸 1・仲田奈生 2 

青木竜太朗 2, 4・足野正洋 3 

１株式会社 Canvas ２島根リハビリテーシ

ョン学院 作業療法学科 ３出雲市民リハビ

リテーション病院 リハビリテーション科 

４島根大学大学院 医学系研究科 

【はじめに】 

日本作業療法士協会は，2018 年に「第 3 次

作業療法 5 ヵ年計画」1)を策定し，「地域共生

社会に寄与する作業療法士を養成する教育の

整備と強化」を重点項目として打ち出してい

る．筆者らはこれらの動向を見越し，多職種

連携・地域課題解決授業である「CBR（Commu

nity Based Rehabilitation）プロジェクト」

を 2018 年より実施している 2)．  

CBR プロジェクトの様に時代の要請に応じ

た教育プログラムが開発され，様々実施され

ているが，これからは一時点のみの学びでな

く急速な社会構造の変化に対応した学び直し

（リカレント教育）を行うことが社会全体，

作業療法領域で求められている 1,3)．  

本報告では CBR プロジェクトによるデータ

を基に，学生の心理的特徴を分析することに

より，リカレント教育を導入する上での対象

者特性の予測因子を検討し、プログラム開発

の予備資料とすることを目的とする．  

【方法】 

対象は島根リハビリテーション学院作業療

法学科及び理学療法学科に所属する 2018 年

〜2020 年の CBR プロジェクトに参加した 2〜

3 年生 41 名および参加していない 2〜3 年生

40 名であった．それぞれの学生に対して課

題価値測定尺度 4)，医療系学生の職業的アイ

デンティティ尺度 5)を使用し，授業の実施前

にアンケート調査を実施し，取得された総得

点、下位因子の得点を独立変数とし，CBR プ

ロジェクトの参加の有無を従属変数として 2

項ロジスティック回帰分析を実施した．共変

量として年齢，性別，学科を設定した．統計

学的処理には SPSS（Ver.26）を使用した．

本研究は島根リハビリテーション学院倫理審

査委員会の承認（承認番号 57）を得て実施

され，全ての対象者からの同意を得た． 

【結果】 

授業参加要因として公的獲得価値 [OR：

1.14(CI：1.03-1.28)] および医療職として

必要とされることへの自負 [OR：0.86(CI：

0.74-0.99)]，社会貢献への志向[OR：

1.18(CI：1.04-1.33)] が示された． 

【考察】 

公的獲得価値, 社会貢献への志向について

双方ともに授業参加に正の影響を及ぼしてお

り，共通して他者-自己の関係性に基づく因子
4,5)と考えられる．それに対して医療職として

必要とされることへの自負が授業選択に負の

影響を示した理由として，医療職の既存の職

業意識が新たな分野の学びの動機に負の影響

を与える可能性を示唆している． 

今後これらの結果を元に，療法士に特化し

たリカレントプログラムのシステム開発と運

用を行なっていく必要がある． 

【引用論文】 

1. 日本作業療法士協会編：第 3 次作業療法

5 カ年戦略.日本作業療法士協会誌 74:10-

29,2018. 

2. 元廣 惇, 久野 真矢, 仲田 奈生, 山本 

真理子, 藤井 寛幸,:地域課題解決型授業

の教育効果.作業療法 40：1,126-

132.2021. 

3. 経済産業省：未来の教室と EdTech 研究会

資料．https://www. 

meti.go.jp/shingikai/mono_info_service

/mirai_kyoshitsu/（参照 2021-6-27） 

4. 伊田勝憲:課題価値評定尺度の妥当性検

討.釧路論集 40:41-48,2008. 

5. 藤井恭子:医療系学生における職業的アイ

デンティティの分析.茨城県立医療大学紀

要 7:131-142,2002.       
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オンデマンド視聴による研修 
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有限会社

出雲義肢製作所

義肢・装具・車椅子・杖・靴・その他福祉用具

〒693-0012

出雲市大津新崎町 5 丁目 16 番地

　　　☎0853（21）2730
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医療法人かんど会  
理事長 藤田 委由 

島根県出雲市西新町２丁目 2457-7 

TEL（0853）24-8041 

www.kandokai.jp/ 
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協賛企業一覧・賛助会員 一覧 

 

第１５回島根県作業療法学会の開催に当たりまして、下記の企業・

施設・団体の皆様から多大なるご協力、ご支援を賜りました。 

ここに謹んでお礼申し上げます。 

 

【協賛企業】 

中村ブレイス株式会社 
学校法人 仁多学園 島根リハビリテーション学院 

医療法人 壽生会 壽生病院 

学校法人 同志舎リハビリテーションカレッジ島根 

東洋羽毛中四国販売株式会社 山口営業所 

小西医療機器株式会社    出雲営業所 

シーホネンス株式会社 

株式会社ケープ 

学校法人 澤田学園 松江総合医療専門学校 

有限会社 出雲義肢製作所 

株式会社 花麒麟 

ユニ・チャーム株式会社 

フクダライフテック中国 （(株)） 

医療法人かんど会 

 

【賛助会員】 

株式会社 gene 

 

（順不同） 

 

 



－ 36 －36 
 

学会長（ブロック長） 佐藤 千晃  （島根大学医学部附属病院） 

実行委員長      石倉 大慶  （クリニックかんど） 

副実行委員長     青木 竜太朗 （島根リハビリテーション学院） 

財務         祝部 昭子  （介護老人保健施設 寿生苑） 

会場設備       奥野 智寛  （島根大学医学部附属病院） 

アナウンス      山根 友美  （あさひクリニック） 

演題・抄録      伊藤 誉晃  （出雲市民リハビリテーション病院） 

受付         森田 洋子  （ケアセンターかんど） 

講師         大橋 正吾  （島根県立こころの医療センター） 

企画         中島 美幸  （大田市立病院） 

           渡邊 達人  （えだクリニック整形外科） 

           市場 詩恵里 （老人保健施設たき） 

ＩＴ         森脇 繁登  （島根大学医学部附属病院） 

           大西 友香  （島根大学医学部附属病院） 

感染対策       稗田 朝海  （島根大学医学部附属病院） 

懇親会・SNSS    坪内 淳郎  （島根県立中央病院） 

広報・学会誌     田中 雅文  （デイサービス・キートス） 

           藤原 侑香  （エスポアール出雲クリニック） 

第１５回島根県作業療法学会実行委員 

（運営担当：出雲・大田ブロック） 
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