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第 25回日本作業行動学会学術集会抄録集 
 

日時：2015（平成27）年9月 5日(土)12時～6日(日)15時 50分 

 

場所：石川県立中央病院健康教育館（〒920-8530 石川県金沢市鞍月東2丁目1 番地） 他 

 

大会長：西川拡志 (石川県立中央病院) 

 

大会テーマ：「ニッポニアMOHO;日本文化に実践と理論を紡ぐ」 

 

特別講演：「実践における事例研究の意義を問い直す」 

司会：村田和香（北海道大学） 

      講師：斎藤清二（立命館大学） 

 

大会長講演：「ある臨床家の概念的ポートフォリオ 

～どのようなモデルを学び，実践に応用してきたか～」 

      司会：高多真裕美（大会副実行委員長） 

      講師：西川拡志（大会長） 

シンポジウム：「理論に日本の実践を紡ぐ～OBとMOHOの発展のためにやるべきこと～」 

司会：笹田 哲（神奈川県立保健福祉大学） 

        シンポジスト：野藤弘幸（常葉大学）    

               井口知也（大阪保健医療大学） 

               南 庄一郎（やまと精神医療センター） 

 

金澤くらつき亭茶会（ワールドカフェ）：テーマは当日公開 

  

金澤さくら亭夜会（ナイトセミナー）：「伝統芸能でシックスセンスを磨き明日の実践へと紡ぐ」 

                            司会：東川哲朗（大会実行委員長） 

パフォーマンス：桜
おー

茶
てぃー

社中 

             プレゼンテーション：『作業行動を実践でどのように学んでいくか？ 

〜地方研究会の取り組み〜』  

               講師：岩瀬義昭（鹿児島作業行動研究会） 

村田和香（北海道作業行動研究会）  

 

  

http://www.pref.ishikawa.jp/ipch/access.html
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                   プログラム 
 

1日目 9月5日(土) 

会場：2F 大研修室 

 

9時00分〜9時30分 プレワークショップ受付 

9時30分～11時30分 プレワークショップ       司会 西川拡志 (石川県立中央病院) 

「評価実習 MOHOST とOSAⅡをビデオ事例で学ぶ」       講師 山田 孝（目白大学大学院） 

 

12時00分～13時00分  学術集会受付                          

 

13時00分～13時15分  開会式・大会長講演              司会  大会副実行委員長 高多真裕美 

「ある臨床家の概念的ポートフォリオ」            講演 大会長 西川拡志 (石川県立中央病院) 

 

 

13時25分～14時15分  一般演題（口述１）                     座長  石井 良和（首都大学東京大学院） 

演題1 再動機づけにより意欲が向上し利き手交換が獲得できた一症例 

～役割チェックリストとAMPSを用いて～       石川県済生会金沢病院  丁子 雄希 

 

演題2 グループ活動を通じて課題が顕在化し，意志の変化をきっかけに就労に踏み出せた事例 

しもだてメディカルポート   岡田直純・他 

 

演題3 高齢者の性別と役割変化の関連について 

湘南医療大学   竹原 敦・他 

 

演題4 主介護者の睡眠状況が健康状態に及ぼす影響について 

平成医療短期大学    永井貴士・他 

 

 

14時25分～14時55分  公開事例検討会 1                            司会 大会実行委員長 東川哲朗 

コメンテーター  山田 孝（目白大学大学院） 

 

事例1 買い物を通して具体的な未来展望につながった事例   

岩砂病院・岩砂マタニティ  塩崎章嘉・他 

 

 

15時00分～15時45分  一般演題(ポスター1)                                                         

会場：2F 第2会議室 

演題12 趣味活動や習慣の再開を目標とした重度認知症高齢者の一事例 

                          介護老人保健施設回生の里・首都大学院  二村元気・他 

 

演題13 超長期入院統合失調症者の生活様式と作業適応障害の特徴について～プログラム・ニーズの予備的調査～ 

                         専門学校麻生リハビリテーション大学校   青山克実・他 
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演題14 物忘れ外来で認知症と診断された在宅高齢者へ家族指導を行った事例 

公立阿伎留医療センター  横山 真一・他 

 

演題15 作業療法士が臨床で感じる倫理的ジレンマ 

専門学校社会医学技術学院   樗木 真実・他  

 

 演題16 作業療法教育に関する現状と傾向について～過去5年の文献レビュー～ 

千葉医療福祉専門学校・目白大学大学院   星川真由美・他 

 

 演題17 健康高齢者に対する健康増進領域の作業療法の効果に関する文献レビュー 

千葉医療福祉専門学校・目白大学大学院   日野公広・他 

 

会場：2F 運動療法室 

 演題18 特別支援学校での作業療法士の関わり ～COSAとMTDLPを用いて～ 

  多摩リハビリテーション学院   新泉一美・他 

  

演題19 日本における作業療法領域の現象学的研究 － 文献レビュー － 

はすぬま訪問看護リハステーション・目白大学大学院   新井 杏・他 

 

 演題20 認知症高齢者への人間作業モデルを用いた介入とそれ以外の介入に関する効果検証の予備的研究 

介護老人保健施設回生の里   篠原和也・他 

 

 演題21 作業的変化を援助することができた脳卒中早期の事例 

函館脳神経外科病院    麓 文太・他 

 

 演題22 畑への拘りにより骨盤骨折を繰り返す右片麻痺者の「大切な作業」の意味分析 

～作業の意味生成様式を通して～    麻生リハビリ総合病院・首都大学東京大学院  佐々木露葉・他 

 

 演題23 「認知症高齢者」から「A氏」への復帰～語りからつなぐ作業～ 

医療法人社団 健育会 竹川病院     江本 遥・他 

 

演題24 役割再獲得に向けた環境支援 

会田記念リハビリテーション病院     緑川 学・他 

 

15時55分～16時55分  金澤くらつき亭茶会（ワールドカフェ） 

             ＊テーマは当日公開いたします。 

 

17時00分～17時05分  グッジョブ（Good JOB）賞授与       大会長 西川拡志 

＜大会1日目 日本作業行動学会優秀発表賞＞                 

 

17時10分～17時35分  総会 
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18時30分～20時30分  ナイトセミナー                会場：金澤さくら亭（金沢市兼六町2番 32号） 

     司会：東川哲朗（大会実行委員長） 

 

テーマ：「伝統芸能でシックスセンスを磨き明日の実践へと紡ぐ」         

パフォーマンス 

桜茶社中 

 

プレゼンテーション 

『作業行動を実践でどのように学んでいくか？〜地方研究会の取り組み〜』 

北海道作業行動研究会：村田和香 

鹿児島作業行動研究会：岩瀬義昭 

 

 

2日目 9月6日(日) 

会場：2F 大研修室 

8時30分～ 9時00分  学術集会受付 

 

9時00分～10時20分  一般演題（口述2）                             座長 鈴木 憲雄（昭和大学） 

演題5 認知症で作業を実施した群と作業を実施しなかった群のランダム化比較：予備的研究 

目白大学大学院  山田 孝・他 

 

演題6 軽度認知障害者に対して意味のある作業を用いた認知症予防 

大阪保健医療大学大学院  井口知也・他 

 

 演題7 急性期病院における「なじみのある作業」を実施した認知症患者の作業療法の効果  

～ランダム化比較試験による検討～               東京福祉専門学校  岡本絵里加・他 

 

演題8 能力の自己認識が著しく低下したクライアントに対し役割や興味のある作業を行ったことで 

自己効力感が得られた事例                    上伊那生協病院  原 敏保・他 

 

演題9 大切な作業の変更可能性の検討 〜作業の意味生成様式を用いた事例の一考察〜 

茅ヶ崎リハビリテーション専門学校・首都大学東京大学院  神保洋平･他 

 

演題10 利き手損傷を示した美容師２名の職業復帰に向けた作業療法 

まつだ整形外科・リウマチ科・目白大学大学院  伴 大輔・他 

 

演題11 大学施設を利用した地域の療育キャンプにおける参加児童の自己評価と行動の変化 

～COSAを活用して～                      古河赤十字病院  松崎大貴・他 

 

 

10時30分～12時00分  特別講演                                   司会  村田和香（北海道大学） 

「実践における事例研究の意義を問い直す」       講師  斎藤清二（立命館大学） 

 

 

12時00分～12時45分  昼食・休憩                                
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12時45分～13時15分  公開事例検討会 2                           司会 小林 法一（首都大学東京） 

コメンテーター  山田 孝（目白大学大学院） 

 
事例2 うどん職人が料理へ参加することの意味 

 ～作業環境により意志の変化がみられた症例との関わり～ 

   医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院  吉田美穂 

 

 

13時20分～14時05分 一般演題（ポスター2） 

  

会場：2F 第2会議室 

演題25  SCUでのMOHOSTの試用と有効性の検討 

医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院  東川哲朗・他 

 

 演題26 人間作業モデルに基づいた学生面接様式の紹介 

首都大学東京  小林隆司・他 

 

 演題27 長期の休職から復職した事例の充実した生活のために 〜作業遂行歴面接第２版による検討〜 

河北リハビリテーション病院・目白大学大学院   館岡周平・他 

 

 演題 28 認知症高齢者の絵カード評価法を用いたせん妄患者の事例〜回復期での主体的な活動選択に着目したアプ

ローチ〜                   洛和会音羽リハビリテーション病院  篠田 昭・他 

 

演題29 緩和ケア病棟において，「人間作業モデルスクリーニングツール」と「高齢者版・余暇活動の楽しさ評価法」

の利用が有効であった事例                    北見赤十字病院   日谷正希・他 

 

 演題30 医療従事者の慢性痛に対するヘルスプロモーション介入の可能性 

リハビリテーション天草病院  岡村正孝・他 

 

 会場：2F 運動療法室 

 演題31 クライアントの活動選択に向けた機能訓練の在り方 

会田記念リハビリテーション病院  荒井 裕太・他 

 

 演題32 退職後に役割を喪失した認知症高齢者に対する訪問作業療法の事例 

～社会的孤立を人間作業モデルの概念から考察する～        湘南医療大学  猪股英輔・他 

 

 演題 33 クライアントにとって意味のある作業を提供することで作業従事に変化をもたらした高齢アルコール依存

症の事例                   医療法人社団 正心会 よしの病院  野村千佳・他 

 

 演題34  MOHOSTを利用して包括的な介入を行うことで自宅退院後の作業参加へと繋がった事例 

みどり野リハビリテーション病院  平石 暢之 

 

 演題35 長期入院統合失調症患者の退院支援 

研精会山田病院  佐々木 剛・他 
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演題36 日本の作業形態と意志 

岐阜保健短期大学  原 和子 

 

 演題37 交流技能低下，作業参加困難な事例が，主婦役割を持ち夫との生活を再スタートするまで 

～回復期と訪問作業療法を経て～   医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院  高多 真裕美・他 

 

 演題38 役割の再獲得による認知機能低下の予防 

   会田記念リハビリテーション病院  佐藤 大介・他 

 

 

14時15分～15時35分  シンポジウム                                    会場：2F 大研修室 

「理論に日本の実践を紡ぐ～OBとMOHOの発展のためにやるべきこと～」 

司会 笹田 哲（神奈川県立保健福祉大学） 

シンポジスト 野藤弘幸（常葉大学） 

井口知也（大阪保健医療大学） 

南 庄一郎（やまと精神医療センター） 

     

15時40分～15時50分  閉会式                                             会場：2F 大研修室 

司会  大会実行委員長 東川哲朗 

 

グッジョブ（Good JOB）賞授与 ＜大会2日目 日本作業行動学会優秀発表賞＞     大会長  西川拡志 

 

次期学術集会大会長 挨拶                          第26回大会長   笹田 哲 

                    

大会閉会の辞                               大会実行委員長 東川哲朗  
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会場図 （石川県立中央病院健康教育館・第２会議室・運動療法室） 
 

石川県立中央病院健康教育館  〒920-8530 金沢市鞍月東2-1   TEL：076-237-8211  

        

 ＊会場飲食可能．ゴミ持ち帰り．クロークは1日目：12時〜13時半，2日目：8時半〜9時半にお手荷物の置き場所

として開放しますが(引き換え券は発行しません)，それ以降はその日の終了時まで基本施錠します．1日目：17時〜

17時45分，2日目：15時50分から16時15分にお手荷物は必ずお引き取りをお願いします．  

 
＊駐車場はP-2とP-3をご利用下さい．無料です． 

会場配置図 １階

WC受付

会場出入り口

第2会議室
ポスター会場

運動療法室
ポスター会場

プレワークショップ
開・閉会式
大会長講演
口述発表１・２
ワールドカフェ
特別講演
シンポジウム

大研修室

大会事務局
理事会会場

小研修室２

病院本館・正面玄関へ

WC

会場配置図 2階

医局
立ち入り禁止

本館地下に
セブンイレブン

書
籍
販
売

WC

クローク OT室 

会場配置図 2階 

総会 
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会場アクセス 

   

 

 

バス・電車 ご利用の方 

    金沢駅金沢港口バス停留所「6」番乗り場から，北鉄バス「中央病院」行きで約10分 

    ※「県庁前」行き，「工業試験場」行きにも，中央病院を経由する便があります． 

    金沢駅金沢港口バス停留所「6」番乗り場から，北鉄バス「県庁前」行きで約10分、県庁前から徒歩で約5分 

     

タクシーご利用の方 

    金沢駅金沢港口タクシーのりばから約5分  

 

マイカーご利用の方 

    金沢駅金沢港口から約5分 

    北陸自動車道「金沢西インター」または「金沢東インター」から国道8号経由で約10分 

 

 

  

バス停 
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ナイトセミナー会場 

金澤さくら亭  

〒920-0936 金沢市兼六町2番32号（兼六園横）  

TEL：0120-648-739 

会場URL：http://www.sakura-tei.co.jp/top.html 

 

 

  ナイトセミナー参加の方へ 

 17時45分に，健康教育館前からナイトセミナー会場まで無料送迎バスが出ます．帰りはナイトセミナー会場か

ら金沢駅まで送ります.どうぞご利用ください！ 

 

 

 

 

javascript:void(window.open('img/map.gif','subWin','width=650,height=510,scrollbars=1,resizable=1,toolbar=1'))
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特別講演 

「実践における事例研究の意義を問い直す」 
 

斎藤清二 

立命館大学大学院応用人間科学研究科特別招聘教授・富山大学名誉教授 

 

 

事例研究は，医療において古い歴史を持っています．医聖

と呼ばれたヒポクラテスの多くの著作は広い意味での事例研

究集でしたし，アリストテレスのいう実践知（フロネーシス）

は主として事例論（トピカ）を通じて得られるものでした．

臨床は常に「個別の病む人」に対しての援助実践であり，臨

床実践それ自体は，多くの不確かな要因の複雑なネットワー

クからなり，決して直線的な因果論だけで扱えるものではあ

りません．時間経過とともに生起する複数の複雑な問題に対

して，医療者は，その都度判断や決断をしながら，患者の道

行きの随伴者となります．このような時間に埋め込まれた複

雑な経験をあつかう知は，無時間的で抽象的で一般的な知で

はあり得ず，そのような個別実践を行う専門家は，行為の中

での反省，行為の後での反省を通じて，状況に新しい意味を

与える「省察的実践家（reflective practitioner）」であること

が求められます．このような実践能力の涵養には，事例を通

じての訓練が必須であるとされてきました． 

しかし，残念ながら近年，医療／医学において，事例研究

の価値は著しく低下しています．多くの医学系ジャーナルで

は，事例研究は科学的研究とはみなされていません．せいぜ

い珍しい経験を報告する症例報告か，編集者への手紙という

極く短い形式でしか掲載を認めないジャーナルも多くなりま

した．それらは，珍しい疾患や病態像の逸話としての意義し

か認められていません．なぜ，このようなことになったので

しょうか？ この理由はいくつか考えられますが，大きな理由

として、医療が客観的なもののみを対象とする科学でなけれ

ばならないとする過剰な科学主義，そして集団の統計学のみ

が医療における根拠となり得るとする臨床疫学的な世界観が

過剰に重視されていることがあるように思われます．しかし

これらの多くは誤解であり，患者や医療者の個別の主観的体

験と，一般性を持つ医療モデルや知識の体系を両方とも現場

の実践に活かす道こそが求められており，そのための方法論

として，事例検討や事例研究が最も有用であることが益々明

らかになってきています． 

本講演では，患者自身の経験や意志を尊重し，患者が生き

ている苦境を医療者がより深く理解し，それぞれの物語を互

いに交換しつつ，医療者と患者との協働を促進する医療の在

り方や方法論を提供するナラティブ・アプローチの視点から，

実践の質的改善と医療者自身の成長のための事例研究の意義

を見直してみたいと思います． 

 

◆ 略歴  

1975年新潟大学医学部医学科卒業．県立がんセンター新潟病

院，東京女子医科大学消化器病センター，新潟大学医学部附

属病院第３内科などでの臨床研修を経て，1979年富山医科薬

科大学医学部第３内科助手．1983年富山医科薬科大学保健管

理センター講師，1988年医学博士．1990年臨床心理士資格

取得．1993 年英国セントメリー病院医科大学へ留学．1996

年富山医科薬科大学第３内科助教授，2002年から2015年3

月まで富山大学保健管理センター長・教授，2015 年 4 月富

山大学名誉教授，立命館大学大学院応用人間科学研究科特別

招聘教授，現在に至る． 

◆ 専攻 

 消化器内科学，心身医学，臨床心理学，医学教育学 

◆ 主な編著訳書 

『はじめての医療面接－コミュニケーション技法とその学

び方』医学書院2000，『ナラティブ・ベイスト・メディスン-

臨床における物語りと対話-』金剛出版2001，『ナラティブ・

ベイスト・メディスンの実践』金剛出版2003，『ナラティヴ

と医療』金剛出版2006，『グリーンハル教授の物語医療学講

座』三輪書店2008，『ナラティブ・ベイスト・メディスンの

臨床研究』金剛出版 2009，『発達障害大学生支援への挑戦－

ナラティブ・アプローチとナレッジマネジメント』金剛出版2010、

『ナラエビ医療学講座－物語と科学の統合を目指して』北大

路書房 2011，『ナラティブ・メディスン－物語能力が医療を

変える－』医学書院 2011，『医療におけるナラティブとエビ

デンス－対立から調和へ』遠見書房2012，『事例研究という

パラダイム－医学と臨床心理学をむすぶ』岩崎学術出版社

2013，『インタビューという実践』新曜社 2014，『関係性の

医療学』金剛出版2014，『ナースのためのナラエビ医療学入

門』2014他 

◆ 学会活動等  

日本質的心理学会理事，日本心身医学会代議員，日本心療

内科学会評議員等 
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シンポジウム 

「理論に日本の実践を紡ぐ～OBとMOHOの発展のためにやるべきこと～」 

 

野藤弘幸（常葉大学保健医療学部・静岡県） 

 
「エビデンスに基づく実践」に必要な要素のひとつは，成果

を説明するために必要な信頼性と妥当性のある評価法を用いる

ことである．もうひとつは，介入効果が検証されているプログ

ラムを適用することである．クライアントの作業的生活史は

個々に異なることから，効果あるプログラムによる介入を行う

にあたっては，「クライアント中心」と「作業中心」の視点を外

すことはできない．また，作業の意味は文化を背景として生み

出される． 

人間作業モデルは，信頼性と妥当性という実証的なエビデン

スをうちに含んだ評価法をもとに開発された介入プログラムを

もち，それを作業的生活史という解釈的なエビデンスに結びつ

けるリーズニングをもっている．また，その評価法は，評定尺

度という実証的立場と対象者の能力という解釈的立場を一次元

上で統合するRa統合失調症者hモデルにより開発されている．

この統合により，どの文化的環境であっても，人間作業モデル

を適用することができる． 

 

 

井口知也 （大阪保健医療大学・大阪府） 

  

人間作業モデル（以下，MOHO）は，作業に焦点を当て，ク

ライエント中心であり，全体論的で，証拠に基づき，他の作業

療法のモデルや学術的理論に基づく実践を補完することによっ

て，全世界の作業療法実践を支援している．多国籍で多重文化

であるMOHOが日本文化に馴染むのかを考えると，結論的に

は工夫が必要だと言える．日本人のクライエントにMOHOを

用いた作業療法のリーズニングを行うためには，日本人の文化

的見方がなされた評価法を使用することが求められる．MOHO

の多くの評価法は，日本人が活用できるように信頼性と妥当性

が検討されている．しかし，作業療法士がクライエントから得

たい情報を確実に測定することが難しい場合には，既存の評価

法の研究を深めたり，さらには評価法自体を開発しなければな

らない．我々が開発した認知症高齢者の絵カード評価法（APCD）

はその一例である．OB とMOHO の発展のためには，日本人

の文化的見方に適合し，世代間の価値観の違いを解決できるよ

うに評価法の研究を洗練させることや新たな評価法を開発する

ことだと考える． 

 

 

南 庄一郎（やまと精神医療センター・奈良県） ～多職種チーム医療におけるMOHOの有用性を踏まえて～ 

 

人間作業モデル（Model of Human Occupation，以下MOHO）

は作業に焦点を当てた，クライアント中心の介入を可能にする

作業療法の概念的実践モデルである．筆者はこれまで精神科多

職種チーム医療の文脈において，MOHO の視点を生かした実

践を行い，その有用性について機関紙『作業行動研究』に報告

してきた．ここから，筆者は多職種チーム医療におけるMOHO

の有用性とは，1）包括的なクライアント像を多職種チームに

提供すること，2）クライアントが価値を置く「作業の実現」

や「役割の獲得」など，チーム医療における目的・目標の共有

促進を図ること，3）クライアントの「生活」や「意味のある

作業」に焦点を当てる作業療法士の専門的な視点を明示し，効

果的な実践を促進することの3つが挙げられると考える． 

本シンポジウムにおいては，そのテーマである「理論に日本

の実践を紡ぐ－OBとMOHO の発展のためにやるべきこと」

について，筆者の精神科多職種チーム医療における臨床経験を

基に，“いち臨床家の立場からできること”について論じてみた

いと考える． 
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大会長講演 

「ある臨床家の概念的ポートフォリオ 

～どのようなモデルを学び，実践に応用してきたか～」 
 

西川拡志  

第25回日本作業行動学会学術集会大会長，石川県立中央病院 

 

 

【本学会のテーマ選定理由】 

本学会が四半世紀を迎えるにあたり，本学術集会のテーマ

として，文化が作業行動（以下，OB）や人間作業モデル（以

下，MOHO）にどのような影響を与えてきたのか，そして，

今後グローバルな視点を持ちながら，“日本らしさ”をこれら

の理論やモデルに如何に反映させ実践に組み込んでいくべき

なのか，否かを議論することは意義があると考えた．また，

実践家の立場からは，効果的であるにも関わらず，難解とい

われる MOHO を日々の臨床にどのように取り入れ，学ぶべ

きかを明らかにしたい．そのためには，臨床家一人一人が

MOHO に基づいた良質な事例研究を通じて自己研鑽してい

く事が，身近な方法であり，その理念について再認識する必

要性を共有したい． 

【本講演の目的】 

Kielhofnerは，優れた作業療法士になるためには自分の概

念のポートフォリオ（自分の成果や能力をまとめて整理し，

周囲に伝えるための個人的評価ツール）を開発し，定期的に

振り返ることを勧め，さらに，その中には個人の作業療法の

定義と実践を導く個人的な価値の設定，概念的実践モデル，

関連知識が含まれなければならないとしている１）． 

本講演では，日本作業療法界先達から教育を受けた“第 2

世代”の臨床家として，文化や慣習を実践に意識したキッカ

ケや，理論やモデルと実践の統合の必要性をどのように実感

しているのかという自分自身の概念的ポートフォリオを明ら

かにすることで，本学術集会の議論の始まりとしたい． 

【概念的実践モデル使用の歴史】 

臨床経験 30 年の間，日本の作業療法の同一性危機からパ

ラダイムシフトを臨床
．．

で否応なしに体感する立場にいた．学

生時代に OB や MOHO を学び，1985 年，現在の病院に入

職し，今日まで急性期の中枢神経疾患や脊髄損傷、大腿骨頸

部骨折、手の外科、急性増悪から終末期まで絵のがん患者の

作業療法に取り組んできた．入職当初、颯爽と主婦役割復帰

に重要と考え調理練習をした際、医師から「ほんなことをす

るから退院が遅れるんや．お前のやっとることは百害あって

一利なしや！」とカンファレンスで一喝され，看護師からは

患者さんに「〇〇さん，手作業と手の運動の先生やよ」と紹

介されていた．実際，作業療法室から廊下まで数珠つなぎに

順番待ちしている患者さんに，極端に言えば，単に，板上で

上肢を動かすだけの“サンディング”と“ROM 練習”，“キ

ャスターボード”の 3 点セットしか提供できていなかった．

『これって作業療法なんけ？この病院で作業療法って必要な

んかな？MOHO をどう使えばいいんやろ？わからん…』と

いう悩みを打ち明けられるのさえも，当時，まだ異端な

MOHO を学んだ作業療法士に金沢では出会えなかったため，

同じ病院の理学療法士という超還元主義的環境だった．した

がって，実践に運動コントロールモデルを取り入れ，生体力

学的モデルの研究を重ねたことは自然な流れだった． 

そんな中，1999年の2か月間の北欧研修と2001年のある

脳梗塞の主夫
．．

患者さんとの出会いを通じて，個人的なパラダ

イムシフトが生じ，MOHO を中心とした作業モデルを急性

期病院で用いるようになった．当時の文化的背景とは対称的

な作業行動を示した本事例を当時一般的だった男性事例と比

較しながら紹介する２）． 

その後，常にMOHOを念頭に，現在は，中枢神経疾患の

神経行動学的障害を ADL 観察から評価する，The ADL- 

focused Occupation based Neurobehavioral Evaluation

（ADL に焦点を当てた作業に基づく神経行動学的評価法; 

A-ONE）や，外傷性脳損傷の意識障害に対する評価，Wessex 

Head Injury Matrix （WHIM）などの評価を用いた認知モ

デルを実践モデルとして使用している． 

【個人的作業の定義と実践を導く価値、関連知識】 

個人的な作業の定義や自分のセラピーにつながる価値は何

なのか．関連知識として何を用いているのかといったことも

明らかにする． 

 

参考文献 

１）Kielhofner, G（山田孝，監訳）：作業療法実践の理論，

原著第4版．医学書院，2014 

２）西川拡志：障害受容に合わせてアプローチを変更し，主

夫，職業人役割獲得が早期に達成できた脳梗塞中年男性．

山田 孝・編著．平成10年度〜平成12年度科学研究費補

助金（基礎研究(B)(2)）研究成果報告書，治療者－患者と

の協業の推進に関する研究～作業機能自己評価を中心とし

て～：81～84，2001． 



66                                         日本作業行動学会第 25 回学術集会抄録 

 

公開事例検討演題1 

買い物を通して具体的な未来展望につながった事例 
 

○塩崎章嘉 1)，永井貴士 2)，山田 孝 3) 

1)岩砂病院・岩砂マタニティ(岐阜県)，2)平成医療短期大学，3)目白大学大学院 

 

 

【はじめに】 

A 氏は外傷性くも膜下出血の 80 歳代後半の女性で，独居で

ある．A氏は，退院後の在宅生活を具体的に想定して作業療法

を受けたことにより，独居生活の自信につながり，円滑な在宅

生活が可能となった．その経過を以下に報告する．なお，本報

告についてはA氏に説明をし，同意を得ている． 

【作業療法評価】 

1.ナラティブ：A氏は独居のため，食材を購入するために自転

車に乗り近所のスーパーへ買い物に出かけることを日課にして

いたことが分かった．A氏は「自転車に乗りたい．乗らなけれ

ばいけない」と作業療法士（以下，OTR）に強く訴えた．A氏

の作業ニーズは自転車に焦点化されており，初回評価時の作業

遂行は危険が高い状態であった． 

2.作業に対する自己評価（以下，OSA-Ⅱ）：そこで OSA-Ⅱの

初期評価を実施した．結果は，遂行の有能性17点，価値は29

点，満足度は-12点，習慣化の有能性は4点，価値は10点，満

足度は-6点，意志の有能性は5点，価値は19点，満足度は-14

点，環境の有能性は13点，価値は24点，満足度は-9点であっ

た．A氏は，毎日食事を作る習慣があり，独居のため一回の買

い物で購入する食材は少量で，頻繁にスーパーへ買い物に行く

必要があった．また，自宅からスーパーまでは歩いて行くには

遠く，自転車での移動は必要不可欠となっていた．A氏は自転

車に乗り近所のスーパーへ買い物に行くことが重要な日課であ

り，自転車に乗れなくなる，スーパーへ買い物に行けなくなる

という不安を抱いていたことが分かった． 

3．観察：軽度の麻痺は生活動作に支障は少ないが，バランス

低下を認め，注意障害や易怒興奮性を認めた．日常生活活動（以

下，ADL）は機能的自立度評価法（以下，FIM）で 106 点で

あり，基本的に監視で行為遂行が可能となっていた．認知機能

は改訂長谷川式簡易知能評価（以下，HDS-R）で19点であっ

た．生活場面では，危険な行為や周囲に迷惑となる行動が見ら

れることがあり，病棟スタッフに注意されることもあったが，

聞き入れることはなく，何度も問題行動を繰り返していた．ま

た，OTRに対してうまく作業が遂行できないことへの苛立ちを，

声を荒げて話す場面もあった． 

【介入経過】 

1.自転車運転の練習：自転車運転介入の開始にあたり，担当医

と家族に報告し，同意を得た．OTRはA氏と家族に相談して，

電動三輪自転車を購入した．A氏は元々自転車に乗ることに焦

点をあてていたこともあり，実際に自転車が当院へ搬入される

と「早く乗りたい．ほかのことはやらなくてもいい」と話すこ

とが多くなった．そこで，具体的な作業療法の実践につなげる

ために，購入した新しい自転車への乗り方，サドルの高さなど

の環境調整を行うと同時に，買い物に行くときの服装の確認な

ど，A氏の退院後を想起してもらいながら，一つ一つを確認し

て行った．自転車運転の練習では，自転車操作に必要な動作や

手順を細分化し，難易度の低い活動から順に 2～3 単位の練習

を繰り返して行った．はじめはバランス力を高めるため，徒手

的なバランス訓練も並行して実施した．A氏の自信が回復して

からは屋内での自転車運転を開始した．屋内での自転車運転が

安全に遂行できたため，病院の周りを周回する練習を導入し，

安全性が確保できたと判断の後，実際場面で自転車を活用した

買い物練習につなげていった． 

2．買い物練習：自転車に乗り，病院近くのスーパーで買い物

を実施した．その後，普段から行きつけとなっていたスーパー

の店舗に実際に行き，退院後の生活を想像できるように配慮し

て買い物を実施した．スーパーでは夕食の献立を想定して買い

物をすることで，認知機能の実践練習となった．スーパー内で

の買い物の様子を OTR がビデオカメラで撮影して，実践後は

撮影されたビデオを見ながら，フィードバックし，メタ認知を

高めながら行った． 

【結果】 

OSA-Ⅱの再評価を実施した．（ ）内は初期評価からの変化

を示す．遂行の有能性は30（＋13）点，価値は35（＋6）点，

満足度は-5（＋7）点，習慣化の有能性は13（＋9）点，価値は

12（＋2）点，満足度は1（＋7）点，意志の有能性は18（＋13）

点，価値は 20（＋1）点，満足度は-2（＋12）点，環境の有能

性は 18（＋5）点，価値は 24（±0）点，満足度は 6（＋3）点

であり，初期評価時と比べて得点は全体的に大幅に上昇してい

た． 

活動観察では，ADL は，FIM119（＋13）点，認知機能は

HDS-R25（＋6）点と，初期評価時と比べて上昇し，日常生活

が安全で円滑に遂行できるようになった．また，自転車操作に

自信を持って遂行できるようになり，表情が明るくなるなどの
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変化がみられた．入院当初に認めた問題行動は，苛立ちは少な

くなり，一つ一つの作業遂行が落ち着いていった．A氏は2か

月間の入院の後に退院した． 

【考察】 

A氏は，自転車に乗り買い物に行くことがこれまでの生活に

欠かせない作業であったため，退院後に上手くできるかの不安

が強かった．作業療法で退院後を想定して自転車練習や買い物

練習を実施した過程が，今後の自分の具体的な生活を想像する

ことができ，安心して退院することができるようになったと考

えられた． 

今回，OTRはA氏にとって意味のある作業に着目し，A 氏

の主体性を重視しながら，協業的に関わった．A氏が選択した

目標へ主体的に向かっていく姿勢は，A氏が今までの自分を取

り戻すことを意味し，日々の生活に「意味」を見出すことがで

きたのではないかと考えられる．   

人は意味ある作業を行うことで健康な状態へ変化していくと

言われている．A氏は作業療法で作業を可能にすることを実現

した結果，身体的・精神的健康の促進につながったものと考え

られる．特に，A氏は独居生活のため，今後の人生に不安を強

く感じやすい状況であったと思われる．その中で，機能の向上

を中心とした作業療法を実践した場合，在宅生活に不安を残し

ながら退院する可能性もあり，場合によっては施設が選択肢と

して挙げられる可能性もあった．MOHOの視点でA氏を捉え

アプローチすることができたことにより，円滑かつ自信を持っ

た在宅復帰につなげることができたと考えられる． 

 

 

 

 

公開事例検討演題2 

うどん職人が料理へ参加することの意味 

～作業環境により意志の変化がみられた症例との関わり～ 
 

〇吉田美穂 

医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院リハビリテーション部 (石川県) 

 

 

【はじめに】 

 今回，脳出血発症により落ち込みや機能回復への想いが強

い症例を担当した．長年，料理人（発症直前はうどん屋を自

営）として仕事をしてきた症例に対し，作業療法でうどん作

りを導入し，作業行動に変化を得た．なお，本報告にあたり，

本症例の同意を得ている． 

【症例紹介】 

症例は左片麻痺と失語を示した60歳台前半の男性である．

X年Y月Z日，自宅で左視床出血を発症し，A病院に救急搬

送され，保存的加療の後，リハ目的で第 57 病日に当院回復

期病棟に転院し，同日 OT・PT・ST が開始された．この時

の心身機能は，右片麻痺で，Br.stage上肢Ⅱ手指Ⅰ，下肢Ⅲ

で，表在感覚が重度鈍麻，深部感覚が中等度鈍麻であった．

また，麻痺側肩関節に疼痛があった．安全への配慮に欠けた

性急な動作が目立つなど，注意機能の低下も認めた．移動は

車椅子を用い，食事以外の ADL は介助が必要であった．コ

ミュニケーションは，日常会話は可能であったが，二段階以

上の指示や，抽象的表現の理解は低下していた．表出では喚

語困難や錯語が聞かれることもあった．本人の希望は「自由

で自立した生活を送りたい」と話すが，一方で，病棟では臥

床傾向で，活動性の低い状態であった． 

【作業療法評価】 

第 57 病日からの初回面接では「とにかく右側が治らなけ

れば何もできない」，「仕事は半分諦めている」，「もう無理だ，

こうなったら終わりだね」と身体機能の回復を強く望むも，

将来に対する悲観的な発言が多く聞かれた．ADL等の活動に

関しては「そのうちできる」と楽観的な認識を持っていた． 

会話により症例の作業歴を聴取した．高校卒業後から数々

の日本料理屋で経験を積み，指導者としての役職にもついた

が，料理を作ることが好きで約 10 年前に独立した．発症直

前まで小さなうどん屋を自営し，一人で切り盛りをしていた．

趣味は特になく，休日も仕込みをしに店に行くなど仕事中心

の生活だった．症例は自分自身を「調理師あっての自分」と

表現した．人と協調的に物事を進めていくことは苦手で，自

分の行いたいことを優先する性格であった． 

症例が自分の状態をどのように捉え，何に価値をおいてい

るのかを知り，目標を共有するために，作業に関する自己評

価・改訂版(以下，OSA-Ⅱ)を使用した．自分自身については，



68                                         日本作業行動学会第 25 回学術集会抄録 

 

集中力の欠如，すべき課題(リハビリで求められている課題)

が多すぎて混乱すること，運動麻痺によりこれまで行えてい

たことができないことに関して問題が大きいと語り，遂行の

項目がより不満足な状態であった． 

【評価のまとめ】 

発症による作業遂行の低下より「何もできない，したくな

い」という患者役割が習慣化し，病院という環境のために自

己決定し行動する機会の減少により，意志の低下を引き起こ

し，作業同一性や作業有能性が低下している状態であった． 

【作業療法計画】 

高次脳機能障害や自己を取り巻く環境の変化による混乱も

あったため，まずは達成可能な ADL を一つずつ獲得し，自

信や自己認識の向上，今後の生活イメージを作ることを目標

とした．また「料理」という症例にとって意味を持つ作業へ

の参加と，役割獲得も目指した． 

【作業療法経過】  

「麻痺が治ればいつかまたうどんを作りたい」と将来の希望

を語った時期 

第57～159病日で，機能予後に関する漠然とした期待と不

安感の葛藤がある時期であった．臥床傾向で，自ら何かに興

味を示し，必要性を感じて活動を選択することは少なかった．

この頃，症例が料理に関して肯定的な気持ちを持ち続けられ

るよう，これまでの経験を振り返るような会話を行った． 

「もうその話はやめよう」と料理に関して否定的になった時 

期  

160～200 病日である．症例は一人暮らしを希望したが，

非麻痺側での ADL や活動の必要性は感じていなかった．左

手で箸を使用して食事を摂取し，更衣も自力で可能となった

が，病棟での実施には促しが必要だった．第169病日に，単

独でトランスファーを行い，転倒した．この時期には，退院

先が施設となることが決定し，落ち込みが増し，活動への意

欲は低下していた．料理の話題には拒否を示した．興味チェ

ックリストより絵画が挙がり，導入として非麻痺側手での大

人の塗り絵を取り入れたが，OT 室での実施に留まり，かつ

自発的な参加はみられなかった． 

「片手だけで作れる方法はあるか」と興味を示し2度の料理

を経験できた時期 

第 201～234 病日で，この時期に短距離の移動は短下肢装

具で杖歩行監視レベルとなった．退院前に一度うどん作りを

教えてほしいと頼むと了承し，積極的な参加がみられた．2

度目の料理は治部煮を作成した．実施後には，病棟で離床し

てラジオを聞いて過ごすことが増えた．促しで毎日の更衣を

行っていた． 

うどん作りの様子は，①作り方の確認：多くの情報をOTR

に伝えるが「頑張ってね」とどこか他人事のような態度であ

った．②仕込み：直前まで受け身的だが，いざ道具や材料を

目の前にすると，OTRに指示を出し，自身の手で生地の水加

減や硬さを確認した．③実施：自ら OTR に指示を出し，提

案し，味見し，材料を取りに向かうなど，積極的な参加がみ

られた．症例は「やっぱり片手じゃできない」と話す一方で，

他者から賞賛を受け「楽しかった．やっぱり（料理は）良い

ね」と話し，OTRに対して「下手すぎて見ていられなかった

（手を出さずにはいられなかった）」と発言した． 

【結果】 

最終評価の OSA-Ⅱの実施は消極的で，実施ができなかっ

た．症例は継続的なリハで運動麻痺が改善し，元の生活に戻

ることができるという認識を持っており，病棟内での活動性

の低さは残っていたが，無為に過ごす時間は減少した．作業

療法での料理場面では，他の活動と比較し，興味を示すこと

や自発的な行動選択が多く，これまでの作業行動と異なる様

子があった． 

しかし，退院後 1 か月では，「患者役割」に戻ってしまっ

た．退院先の介護老人保健施設には，症例にとって料理に関

われる環境が必要であることを伝えた．しかし，症例は機能

回復を希望したため，施設側の返答は消極的だった．約1か

月後には歩行能力向上の認めたとのことだったが，施設での

症例の役割は「機能練習に取り組む入所者」であった． 

【考察】 

症例にとって長年関わってきた料理という作業は，社会的

存在感を示すものであり，職業としてこだわりを持つもので

あったと考えられた．今回，うどん作りという作業において，

それまでの入院生活の作業とは異なる意志の表出が観察され

た．症例に動機づけを与えた要因として，OT 室，台所，道

具・材料，症例から料理を教わりたい人（OTR）という環境

が影響したこと，同時に料理人としての役割が遂行されたこ

とで症例の作業行動を促進したことが考えられた．症例が作

業的存在となるための環境が重要であることが示唆され，今

後も継続的な周囲の関わりや環境によって症例の役割が獲得

され，個人的原因帰属感や自己効力感の向上につながってい

くのではないかと考える．また，発症後早期にそのようなこ

とを探り，周囲へ周知させ，作業的視点で関わることで，患

者役割の習慣化の改善へと導き，症例自身が作業的存在であ

ることの気づきを得ることにつながったのではないかと考え

た． 
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一般演題（口述 1） 

座長 石井 良和（首都大学東京大学院） 

 

演題1 

再動機づけにより意欲が向上し，利き手交換が獲得できた一症例 

   ～役割チェックリストとAMPSを用いて～ 
 

〇丁子雄希 

石川県済生会金沢病院(石川県) 

 

 

【はじめに】 

 片麻痺患者の利き手交換訓練は，新たな動作の再獲得が必

要であり，大変困難とされている．特に非利き手での箸練習

では，失敗経験を繰り返しやすく，意欲と学習能力の低下を

引き起こしやすいと言われている．今回，右片麻痺になり箸

の利き手交換訓練を必要とする事例を担当した．事例は訓練

途中で意欲が低下したが，担当作業療法士（以下，OTR）と

退院後の役割や実際の食事場面における問題点を共有したこ

とで意欲が向上し，箸操作の自立に至った．事例が利き手交

換の自立に至った要因を，人間作業モデルの観点から検討し

た．なお，事例には本報告の説明を行い，同意を得ている． 

【事例紹介】 

 右利きの 60 代女性である．スーパーでのバイト中に右片

麻痺を認め，A病院に救急搬送され，左被殻出血と診断され，

保存療法の治療を受けた．状態が安定した 35 病日に当院の

回復期リハビリテーション病棟（以下，回復期リハ病棟）に

転院し，作業療法が開始された． 

 病前の生活歴は，息子2人との3人暮らしで，家事全般を

実施し，日中は7時～14時までスーパーの精肉店でパートを

していた．趣味はなく，友人とのランチを楽しみにしていた． 

【介入経過】 

61病日目には，車いすレベルでADLは全自立になり，箸

の利き手交換を開始した．箸訓練では，中田らの箸操作パタ

ーンの分類に基づいてアプローチした．その結果，105 病日

頃には，OT 室での箸操作性は改善し，実際の食事場面でも

箸の使用がみられた．しかし，箸の使用頻度は3割程度に留

まっていた．その理由は，「箸の効率が悪く，スプーンを用っ

た方が食べやすい」とのことで，意欲も低下していた．そこ

で，OT は「役割チェックリスト」を用いて退院後の役割を

事例と共有した．すると，「いろいろとあきらめることも多い

けど，息子達のために料理だけは作ってあげたい．そのため

には，箸を使用しないといけない」といった前向きな発言が

聞かれ，退院後の役割を再確認することができた．また，実

際場面での食事の評価を，運動および処理技能評価（以下，

AMPS）を用いて実施し，問題点と対策方法を共有した．そ

の結果，201病日には箸で全量食事摂取可能となり，AMPS

の運動技能が－0.54 logitから0.12 logitへ，プロセス技能が

0.31 logitから0.63 logitへと改善が得られた． 

【考察・結論】 

Kielhofnerは「役割は，人に明確な目的をもった明確な行

動の道筋を提供する」と述べ，また，de las Herasは「再動

機づけ過程において探索，有能感，達成のプロセスの重要性」

を述べている．今回，利き手交換訓練の途中で意欲が低下し

た事例に対し，役割チェックリストを用いて退院後の役割を

共有した．その結果，作業同一性（母親という役割の重要性）

を再認識でき，「料理を再開するために箸訓練が必要」という

ことが再動機づけのきっかけになったと思われた．また，ト

ップダウンアプローチとして実際の食事場面における問題点

と対策方法を共有できたことが，個人的原因帰属や訓練意欲

への向上につながり，利き手交換が獲得できた一因と思われ

た． 
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演題 2 

 

グループ活動を通じて課題が顕在化し，意志の変化をきっかけに 

就労に踏み出せた事例 
 

○岡田直純 1)，山田 孝 2) 

1)しもだてメディカルポート(茨城県)，2)目白大学大学院リハビリテーション学研究科 

 

 

【はじめに】 

再就労支援では，退職期間が長く，不安やこだわりが強い

ために再就労に踏み出せないクライアントが少なくない．今

回，人間作業モデルを用いて意志の変化から適切なタイミン

グで「励ます」ことで，本人の再就労への意欲が高まり，主

体性を取り戻すことができたクライアントを報告する．なお，

本報告に際し，口頭にて説明を行い，同意を得ている． 

【事例紹介】 

20代後半の男性．父母との3人暮らしである．若い頃，自

宅に引きこもった時期があった．福祉大卒業後，製菓の専門

学校を経て，洋菓子店に2年間の就労経験がある．働いてい

た洋菓子店では，女性スタッフとうまく関係が築けずに孤立

し，退職に至ったという．数年経た現在も，当時のことを思

い出すと不快になり，店舗周辺への接近を避けていると語っ

た． 

【作業療法評価】 

X 年にリワークを開始した．初期評価は X＋1 年に，以下

の構成的評価を実施した．うつ病自己評価尺度（SDS）43/80

点，バーンズの認知の歪みの恣意的推論21/25点，選択的注

目 20/25 点，過度の一般化 18/25 点，拡大解釈と過小評価

21/25 点，個人化 18/25 点，全か無か思考 18/25 点，作業参

加の概要の評価である人間作業モデルスクリーニングツール 

（MOHOST）60/96点であった． 

【経過】 

クライアントはこれまで自己開示を避けてきたが，グルー

プワークでの新聞製作やプレゼンテーションから，「役割や分

担より規則優先を他者に無理強いする」，「他メンバーの行動

に追従する」という対人特性のパターンが出現した．他者評

価優先の認知の結果，どういう行動に行き着くのかを身をも

って経験した．その後，「デイケアで学び尽くした気がする」,

「行動している方が落ち着く」とのクライアントの発言を受

け，筆頭筆者は活動の比重をデイケアから就労の情報収集へ

と移し，生活スケジュールを自分で組み立てることを提案し

た．その後，クライアントは就職活動，面接を経て，介護職

に就労できた． 

【結果】 

最終評価は 10 か月後に実施した．SDS は 18 点，バーン

ズの認知の歪みは，過度の一般化 20 点，拡大解釈と過小評

価15点，個人化21点，全か無か思考24点，MOHOSTは

77/96 点になり，SDS の低下と拡大解釈と過小評価，

MOHOSTに改善を認めた． 

【考察】 

グループ活動を通じ，デイケアスタッフやメンバーのいる

環境での課題が顕在化したことで，ここで「対処できないと

どう思われるか」や従来の「他者評価を気にする」ことから，

問題解決に向けることになった．振り返りを通じて，クライ

アントは他者からのフィードバックを受け，相手は自分が思

っていたほど自分に関心がなく，気にしていないことを学ぶ

ことになった．その結果，不安から就労に踏み出せず，デイ

ケアの受容的環境に慣れていたクライアントが，「学びつくし

た気がする」とか「行動していた方が落ち着く」といった意

志の変化が得られた．これをキーワードととらえ，就労への

情報収集を「励まし」，生活スケジュールを自分で組み立てる

よう促したことが，今後の生活を考える視点をクライアント

に与え，主体性を取り戻すことにつながったものと考えられ

た． 
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演題 3 

 

高齢者の性別と役割変化の関連についての研究 

 

○竹原 敦 1)，繁田雅弘 2)，山田 孝 3) 

1)湘南医療大学保健医療学部(神奈川県)， 

2)首都大学東京大学院人間健康科学研究科，3)目白大学大学院リハビリテーション学研究科 

 

 

【はじめに】 

高齢者は，老化により心理・社会的機能が低下し，そのこ

とが精神的健康や生きがいに影響すると言われている．高齢

者の心理・社会的機能は，配偶者の死，退職，隠居，子ども

の独立などの役割の縮小や減少があることは頻繁に取り上げ

られている．例えば，仕事，子育て，家事など，これまでの

人生において経験してきた様々な役割は，高齢者の精神的健

康や満足感にも影響して，変化を引き起こすと考えられる．

この点を明らかにすることは，高齢者に対する役割再獲得を

目標とした作業療法実践にとって重要であると思われる．本

研究の目的は，役割の減少や増加などの役割変化が性別とど

のように関連しているかを検討することである．  

【方法】 

本研究の対象者は，東北地方の県庁所在地の農村地帯で，

大家族世帯の通所サービスを利用する 65 歳以上の高齢者で

ある．全対象者に研究目的と内容を説明し，協力の了解が得

られた人に調査票への回答を求めた．調査票は役割チェック

リスト日本版に基づくもので，「学生」「勤労」「ボランティア」

「養育者」「家庭維持者」「友人」「家族の一員」「宗教への参

加者」「趣味人／愛好家」「組織への参加者」の役割である．

各役割の性別と年齢区分のχ２独立性の検定を行った後，年齢

区分と役割変化（「減少」「増加」「維持」「変化なし」）の関連

を，χ２独立性の検定を行った．有意水準は p=.05 未満とし

IBM SPSS Statics ver.20を用いた．  

【結果】 

本研究の対象は 708 名（男性 369 名，女性 339 名）で，

うち前期高齢者408名，後期高齢者300名であった．各役割

の性別と年齢区分（前期高齢者・後期高齢者）では「養育者」

のみ有意であった（p=.04）． 

 各役割の性別と役割変化パターンは，「養育者」では前期高

齢者の女性が”維持”（70％，p=.00），後期高齢者の男性が”

減少”（75％，p=.00）していた．また，「学生」では女性が”

減少”（75％，p=.00）し，「勤労者」では男女とも”減少”し，

特に，女性が”減少”（80％，p=.00）し，「家庭維持者」では

男性が”維持”（65％，p=.00）し，「家族の一員」では男女と

も”維持”が多く，特に，女性が”維持”（60％，p=.00）し，「宗

教への参加者」では男女とも”なし”が多く，特に，女性が”な

し”（80％，p=.00），「趣味人／愛好家」では女性が”増加”（55％，

p=.00）し，「組織への参加者」は女性では”増加”（60％，p=.00）

であった．一方，「ボランティア」（p=.12）と，「友人」（p=.74）

は有意ではなかった．  

【考察】 

役割の変化は，性別により相違がみられた．男性の後期高

齢者は養育が減少し，家庭維持者が維持されていた．晩年に

は子どもを守ったり世話したりすることは減るものの，家を

守ることは生涯を通して継続されることを意味している．一

方，増加した役割はないことから，高齢男性が新たな役割を

獲得することの難しさが示唆された．女性は勤労者の役割な

どが減少し，前期高齢者の養育者と家族の一員は維持された．

今回は大家族世帯の地域を対象としたため，女性の前期高齢

者は，子どもや孫の世話をする役割や家族と一緒に何かを行

う役割が維持されたと思われる．男性と異なり，女性の増加

した役割は趣味や組織への参加者で，好きなことや人との交

流を通して役割獲得を得られやすいと考えられる．本研究か

ら，役割変化は性別により多様なことが示された．今後は男

女ごとに役割変化の要因を検討する必要があると考えられる． 
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演題 4 

主介護者の睡眠状況が健康状態に及ぼす影響について 

 

◯永井貴士 1)，市田博子 2)，工藤咲子 3)，小森愛子 3)，山田 孝 4) 

1)平成医療短期大学(岐阜県)， 

2)平成医療専門学院，3)岐阜中央病院，4)目白大学大学院 

 

【はじめに】 

 在宅介護をしている主介護者の生活は，要介護者を中心と

した生活になる．介護の負担が高くなりすぎると，うつ病や

介護虐待など厳しい状況になることも珍しくない．介護負担

が高まる要因に夜間介護がある．今回は主介護者の睡眠時間

が健康状態に与える影響について分析した．本研究は，平成

26年度日本作業行動学会の研究助成を得て，要介護者の主介

護者に関する作業療法的視点の研究を進めており，その中間

報告である．  

【方法】 

 要介護者と在宅生活を一年以上送っている主介護者 18 名

を対象とした．全対象者に基本属性（性別・年齢・続柄・睡

眠時間・仕事の有無など），Zarit介護負担尺度日本語短縮版

（J-ZBI_8），健康関連QOL（SF-36），作業に関する自己評

価，改訂版（OSA-Ⅱ），生活満足度指標（LSIZ）を実施した．

対象者を睡眠時間が7時間未満の群（睡眠少群）と7時間以

上の群（睡眠多群）に分け，比較分析した．解析には SPSS 

Statistics21を用い，Mann-WhitneyのU検定を用いて有意

差を 5％未満で検定した．なお，本研究は平成医療短期大学

倫理審査（第 H26-76）および岐阜中央病院倫理審査の承認

と，対象者への口頭と文章による十分な説明と同意を得て実

施した． 

【結果】 

 各群の内訳は，睡眠少群12名（男性3名，女性9名），平

均年齢56.1±21.32歳，睡眠多群6名（男性3名，女性3名），

平均年齢 72.0±8.27 歳であった．有意な差を認めた項目は，

J-ZBI_8（.027），SF-36の精神的側面のQOLを表すサマリ

ースコアMCS（.009），下位項目として，全体的健康感GH

（.003），活力VT（.048），日常生活機能（精神）RE（.021），

心の健康MH（.023），OSA-Ⅱの意志の満足度（.029），遂行

能力満足度（.046），LSIZ（.021）で，いずれも睡眠多群が

良好であった． 

【考察】  

 睡眠時間の長短によって，多くの項目に有意な差を認める

結果となった．J-ZBI_8 では，睡眠少群は睡眠多群より倍以

上の介護負担を感じていた．また，SF-36 の精神的健康度

（MCS）は，睡眠少群が睡眠多群より 1/2 しかなく，更に

SF-36の有意な差を認める項目から，精神的に不健康な傾向

にあることが分かる．OSA-Ⅱの意志・遂行能力の満足度と，

LSIZ に有意な差を認め，睡眠少群に低い傾向を認めた．こ

れらのことから，介護により睡眠時間がとれないことが精神

的な不健康につながっていることが考えられた． 

【今後の展望】 

 本研究は中間報告であり，対象者数を増やすこと，その他

の関連性を分析することを今後の課題とし，主介護者の抱え

ている問題を作業療法的視点から解釈し，社会支援の方法を

検討していくことを目標としたい． 
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一般演題（口述 2） 

  座長 鈴木憲雄（昭和大学） 

 

演題 5 

認知症で作業を実施した群と作業を実施しなかった群のランダム化比較: 

予備的研究 
 

〇山田 孝 1)，小林法一 2)，篠原和也 3) 

1)目白大学大学院リハビリテーション学研究科(東京都)， 

2)首都大学東京大学院人間健康科学研究科，3)介護老人保健施設回生の里 

 

 

【はじめに】 

わが国は高齢者の急増に伴い，認知症高齢者も増加して

いる．厚生労働省は，日常生活自立度 II以上の認知症高齢

者数が，団塊世代が 75 歳以上になる平成 37 年(2025 年)

には 470 万人と推計している．また，同年には，重度認知

症者が要介護状態になっても，住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の終わりまで続けられるような地域包括ケ

アシステムの構築を目指している． 

作業療法(以下，OT)では，35 年前から，機能訓練やペグ

ボードなどの人が考案した以外で，クライアントに意味の

ある作業を提供するという理論が提唱されている．人間作

業モデル(以下，MOHO)と呼ばれるこの理論では，認知症

者は意味のある作業に就くために，自分の考えを表明でき

るとする．「作業行動研究」には，認知症に関する事例研究

が多数掲載されているが，すべて事例であり，実験群と対

照群の比較などは実施されていない．本研究の目的は，

MOHO を用いて作業を実施した群と，機能訓練を用いて

作業を実施しなかった群をランダムに分けて比較検討する

ことである．なお，本研究は目白大学人及び動物を対象と

する研究に係る倫理審査委員会の承認を受けて実施した． 

【方法】 

対象：全国の病院や介護老人保健施設などの作業療法士(以

下，OTR)が担当する認知症者とした．これらの OTR に研

究への参加を呼びかけ，参加を承諾した OTR に事例を送

付してもらった．事例から，その OTR が担当する認知症

者に MOHO を実施したと判定した認知症者を実験群に，

MOHO 以外の方法と判定した認知症者を対照群に分類し

た． 

方法： OTR に依頼した事例には，対象者の改定長谷川式

簡易知能スケール(以下，HDS-R)と認知症行動障害尺度(以

下，DBD)の事前得点と事後得点を報告してもらった．そ

れらの事前と事後検査の差から両群間の有意差を検討する．

統計処理は SPSS20.0J を用いた． 

【結果】 

実験群は 12 名，対照群は 14 名になった．実験群の

HDS-R得点(中央値)は事前が 16.0，事後が 18.5，DBD 得

点(中央値)は事前が 16.0，事後が 11.0 で，差は+2.5 と-5.0

であった．対照群のHDS-R得点(中央値)は事前が 8.5，事

後が 7.5，DBD 得点(中央値)は事前が 17.5，事後が 20.0

で，差は -1.0 と +2.5 であった．両群の有意差を

Mann-Whitney の両側検定で検討した結果，HDS-R では

有意差が認められ(p=.011)，実験群が有意に改善していた．

DBD には有意差は認められなかった(p=.092)．各群の事前

と事後の比較は，Wilcoxon の符号付き順位検定の両側検定

を実施した結果，実験群だけに HDS-R（p=.009）と DBD

（p=.049）に有意な改善が認められた． 

【考察】 

対象者に MOHO に基づき作業を実施した実験群は，認

知症の中核症状を測定する HDS-R が 2.5 点改善したが，

対照群は 1.5 点減少し，両群間には有意差が認められた．

また，周辺症状である DBD の得点も，実験群は 5.0 点減

少していたが，対照群は 2.5 点増加していた．MOHO 群

は，ペグやセラプラストなどの人が考案したものや徒手で

機能訓練をした群よりも，両得点の改善を示し，認知症の

中核症状を改善するとともに，行動・心理障害も改善する

可能性を認めた．d=.85, α=.05，(1-β)=.85 としてサンプル

数を計算した結果，各群 28 人，計 56 人が必要となった．

今後は対象者を増やしさらに検討する必要がある． 

【結論】 

前方視的な事例の検討から，認知症者に作業を用いる群

の方が HDS-R 得点に有意差な改善を認めた．これは作業

がレジリエンス(回復力)を持つことを示すものと考えられ

た．  
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演題 6 

 

軽度認知障害者に対して意味のある作業を用いた認知症予防 

 

○井口知也 1)，山田 孝 2)，小林法一 3) 

1)大阪保健医療大学大学院保健医療学研究科(大阪府)， 

2)目白大学大学院リハビリテーション学研究科，首都大学東京名誉教授， 

3)首都大学東京大学院人間健康科学研究科 

 

 

【目的】 

 軽度認知障害（以下，MCI）は，認知機能は正常よりも低

下しており，日常的な物忘れを自覚しているが認知症には至

っていないグレーゾーンの状態である．団塊の世代が後期高

齢者に達する 2025 年にはMCI者の割合は高齢者全体 3544

万人のうち16.4%（584万人）を占め，MCIから認知症への

移行を予防することがわが国の急務とされている．しかし，

近年認知症に対する作業療法実践が報告されているが，MCI

から健常に復帰する具体的な介入やエビデンスの報告はない．

そこで，本研究では MCI から認知症への移行を予防し健常

への復帰に寄与する作業療法（以下，OT）を検討することを

目的に，介護老人保健施設（以下，老健）を利用する MCI

者に認知症高齢者の絵カード評価法（以下，APCD）を用い

て意味のある作業に焦点を当てた2年間の介入を行い，その

効果を検討したので報告する． 

【対象と方法】 

 対象は老健を通所および入所利用し，Petersonが定義した

1）本人や家族から認知機能低下の訴えがある，2）認知症の

診断基準を満たさない，3）基本的な日常生活動作は保たれ

ているなどの MCI の基準に該当する女性 8 名（年齢

83.4±4.01歳，HDS—R23.4±3.66点）とした．対象者にAPCD

と人間作業モデルスクリーニングツール（以下，MOHOST）

を実施し，意志，習慣化，遂行能力および環境の概念を基本

に据えたMOHOを理論的背景としたOTを実践した．本研

究では，「書道や習字をする」や「絵手紙や手紙を書く」をと

ても重要であるに評定した対象者で作業グループを形成し，

週 1 回，1 時間のOT を実施した．OT 終了後は，仕上げた

作品を展示し，次回までに対象者にはやりたいことの内容や，

その方法を考えてくることを課題とした．効果判定として，

MOHOST，改訂版長谷川式簡易知能検査（以下，HDS-R），

機能的自立度評価表（以下，FIM），要介護度を，介入前と

介入1年後，介入2年後の計3回評価した．統計学的検討で

は，介入前後のMOHOST，HDS-R，FIM，要介護度 のス

コアには Friedman 検定と Bonferroni の検定を用いた．統

計解析にはSPSS 23.0 J for Windowsを用い，統計学的有意

水準は 5%未満とした．なお，本研究にあたり，本人および

家族，施設長に説明し報告の同意を得た． 

【結果】 

 介入前後のMOHOSTのスコアは合計得点（前59.8±14.06

／1年後75.4±7.84／2年後77.6±8.35）で，介入前と1年後

に 5％水準の有意差が，介入前と 2 年後に 1％水準の有意差

が認められた．HDS-R のスコアは（前 23.4±3.66 ／1 年後

24.4±3.01／2 年後 25.0±2.93）， FIM のスコアは（前

93.3±16.30／1 年後 93.1±17.42／2 年後 93.3±16.62），要介

護度は（前3.0±0.93／1年後2.8±0.71／2年後2.4±1.06）で

介入前後に有意差はなかったが，認知機能と要介護度に改善

が認められた． 

【考察・結論】 

  本研究では，APCDを活用した2年間のOT介入が，MCI

者の作業参加と認知機能に改善を与え，介護の手間が増える

ことなく生活機能を維持することができた．未だ MCI から

健常への復帰者がいかなる特性を持つのかは不明とされてい

るものの，MCI者にとって意味のある作業に沿ったOT介入

が，認知症への移行を予防し，健常に復帰する要因になるの

かもしれない． 
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演題 7 

 

急性期病院における「なじみのある作業」を実施した認知症患者の作業療法の効果 

～ランダム化比較試験による検討～ 
  

○岡本絵里加 1)，山田 孝 2) 

1)東京福祉専門学校（東京都．前・公立昭和病院）， 

2)目白大学大学院リハビリテーション学研究科 

 

 

【はじめに】 

認知症とは，脳の器質的障害により認知機能が持続的に障

害され，社会生活に支障をきたした状態と定義される．認知

症に伴う行動・心理症状（以下，BPSD）も出現し，患者本

人だけでなく，家族にとっても深刻な問題になる．急性期病

院では，認知症患者へのリハビリテーションは，身体障害の

重症度，短期間の入院日数，BPSDの影響により実施困難と

なる場合が多い．急性期でも認知症が及ぼす生活能力の低下

に対するアプローチが必要であり，患者にとって日常生活で

重要な「なじみのある作業」を引き出して提供することは，

有効であろうと考えた．本研究の目的は，急性期病院の認知

症患者に「なじみのある作業」を用いた作業療法(以下，OT)

の効果を明らかにすることである．なお，本研究は目白大学

人及び動物を対象とする研究に係る倫理審査委員会の承認を

受けて実施した． 

【研究方法】 

対象：筆頭筆者の勤務していた急性期病院に入院し，既往に

認知症の診断名がある者で，OT を処方された者を対象とし

た．また，意識レベルJCSⅠ桁以上で，発語や言語理解が可

能な者とした． 

方法：対象者を実験群と対照群にランダムに 2 群に分けた．

実験群では，「なじみのある作業」を中心とした訓練を，対照

群では，機能訓練を中心とした訓練を実施した．評価は，

MMSE，DBD，FIM，EQ-5D，認知症高齢者絵カード評価

法（実験群のみ）を実施前後に行った．各評価結果の2群間

の比較を統計解析ソフト SPSS statics22 を使用し，

Mann-WhitneyのU検定により，有意水準5％未満で検定し

た． 

【結果】 

実験群15名，対照群15名であった．2群間の初回と最終

評価の差の比較の結果，MMSEがp=0.0，DBDがp=0.011，

FIMのmotorがp=0.0，cognitiveが0.004，EQ-5Dがp=0.251

と，EQ-5D以外のすべての検査に実験群が有意な改善を認め

た．一方，対照群では，FIMの点数は対象者全員が維持か向

上を認めたことからOTの効果はあると考えられるものの，

有意な改善は認められなかった． 

【考察】 

 実験群は，身体機能や高次脳機能，ADLの訓練に加え，生

活で重要な「なじみのある作業」を絵カード評価法により評

価し，患者や家族の話を聞き，その作業にまつわる想いに配

慮して，実施した．「仕事している娘のために洗濯くらいして

あげたい」など具体的な目標に取り組む作業は，意欲の向上

につながり，積極的なOTが可能となった．認知症の評価も，

その心身機能状態と行動障害の関連性だけではなく，これま

での生活歴と現在の生活への想いなど，多様な情報が必要で

あり，広範囲の視点が重要であると報告されている（長谷川

ら，2011）．急性期の作業療法士は，認知症を持つクライア

ントに，困難なことや制限はあるものの，その人らしい生活

ができるよう包括的なリハビリテーションを実施し，早期か

らアプローチすることが重要であると考える． 
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演題 8 

 

能力の自己認識が著しく低下したクライアントに対し 

役割や興味のある作業を行ったことで自己効力感が得られた事例 
 

○原 敏保 1)，桑澤将太 1) 

1)上伊那生協病院訪問リハビリ課(長野県) 

 

 

【はじめに】 

自分の身体状況や作業に対して悲観的な言動を繰り返し，

身体表現性障害の診断を受けたクライアントに対し,役割

や楽しみのある作業に介入したことで，言動や作業を肯定

的に捉えられるようになった事例を以下に報告する．なお，

この報告は事例の同意を得ている． 

【事例紹介】 

60 代後半の男性.で，妻・長女の 3 人暮らし．定年まで

会社に勤務し，退職後は老人大学や趣味の釣りや写真等を

楽しんでいた．家族ではクライアントが中心的存在だった．

X-1 年，良性リンパ腫と診断された後，様々な医療機関を

受診した．抗うつ病薬を服用後，耳鳴りが出現し，X 年に

精神科を受診し，身体表現性障害と診断された．介護保険

では要介護 3，独歩自立，ADL は入浴以外自立していた．

X+3カ月で，訪問リハを開始(OT)したが，その後，精神科

病院に入院し，退院後のX+7 カ月に訪問リハ再開(PT)し，

X+1年に訪問リハの担当がOTに変更になった． 

【作業療法評価】 

X+1年6ヶ月まで身体機能を中心に関わり，筋力や歩行

時のバランス向上等見られた．しかし「どんどん悪くなる」

などの悲観的言動は変わらなかったため，OSAⅡを実施し，

リーズニングを行った．MOHOSTは62点で，OSAⅡ（自

分についてのみ）の満足度は，遂行-16点，習慣-11点，意

志-12 点で，趣味の写真ができないことや役割活動の畑仕

事ができないことが聞かれた． 

【作業療法計画】 

能力の自己認識は顕著に低い状態であった．そのため，

身体機能の向上などの肯定的な事柄につても，否定的に捉

えていると考えた．そこで，クライアントの役割の一部で

ある畑仕事や趣味の写真の再獲得の目標をクライアント共

有し，能力の自己認識の再獲得に向けて関わることにした． 

【作業療法経過】 

趣味である写真を撮りに独りで外出できるように車の運

転の再開とクライアントがうまくできないと感じるローア

ングルで撮る動作にアプローチした．また，役割である畑

仕事は，特に本人しかできない耕運機の使用の希望が聞か

れた．そのため，一緒に耕運機を動かすことや，不整地歩

行の練習などのオリエンテーションを行い，実際に耕運機

で畑を耕すことができた． 

【再評価（X+2年6ヶ月）】 

MOHOST は 79 点，OSAⅡ（自分についてのみ）の満

足度は，遂行-12，習慣-5，意志-2になった．畑仕事も自ら

行うことがあり，悲観的な言動は減少した．写真の作品に

対して「まあまあだね．長くやってるからね」などと肯定

的になり，写真を撮りに行く場所を考えるなどの意欲的な

言動が見られた． 

【考察】 

クライアントは能力の自己認識が著しく低下していたた

め，身体機能が向上しても，趣味や役割の作業に従事する

ことが困難であったと思われる．その中で，目標を共有し

て役割や興味のある写真や畑仕事にアプローチしたことに

より，自己効力感が得られ,個人的原因帰属(能力の自己認

識)の向上につながったと考える．そのため，肯定的な言動

が聞かれるようになり，少しずつ主体的に作業を行うこと

ができるようになったと思われる．

 



作業行動研究 第 19 巻第 2 号 （2015 年 9 月 1 日）                                   77 

 

 

演題 9 

 

大切な作業の変更可能性の検討 

〜作業の意味生成様式を用いた事例の一考察〜 
 

○神保洋平 1) 2)，石井良和 3) 

1)茅ヶ崎リハビリテーション専門学校(神奈川県)，2)首都大学東京大学院人間健康科学研究科博士後期課程， 

3)首都大学東京大学院人間健康科学研究科 

 

 

【目的】 

作業療法の臨床において，対象者の作業の意味を理解する

ことは重要である．我々は先行研究で，「作業の意味生成様

式」を検討し，①『根本的価値観』，②『文脈派生的意味』，

③『方略性』，④『状況との対話』という概念で構成される

モデルを示した．その研究協力者の１名に対し，作業適応の

危機に対しどのように折り合いをつけているかを，意味生成

様式をもとに再解釈し，モデルとしての適合性を検討した． 

【方法】 

上記の先行研究の対象者12名から1名を選択し，SCAT

（Steps for cording and theorization）を用いてコード化し

てあるデータをもとに、作業の意味生成様式を用いて事例を

再解釈した．インタビュー内容は，非構造化面接を通して，

１）普段大切にしている作業，２)どのような意味や価値を感

じているか，３)今まで生きてきた中で苦労した経験は自分の

価値観にどう影響しているかを聴取した． 

事例は，70歳代後半の女性である．既往歴は関節リウマチ

と狭心症であった．Barthel Indexは100点，MMSEは29点

であった．大切にしている作業は詩吟と短歌である．家族構

成は夫と2人暮らしで，作業適応の危機としては関節リウマ

チと狭心症を患った経験があった． 

【結果】 

以下の作業の意味生成様式の概念では，上記の①～④，事

例のコードを＿で示す．現在，本事例は関節リウマチを患っ

ており，身支度は自分でできるものの，家事などは夫と分担

して行っている．関節の痛みなどもあり，工夫の必要性に迫

られる状況④にある．その中で，病気の特性の受容③を図り

ながら，悲観的にならずに生活を送っている．元来，旅行や

スキー，スケート，スクーバなど，レジャーに対して開かれ

た態度①を持っている．現状では体を動かす趣味はできない

ため，目的の転換③を行いながら詩吟や短歌を行っている．

詩吟では息の使い方を通して，身体とのつながり②を実感し

ている．短歌では，既知の漢字でも必ず調べるなど知的好奇

心①を強く持ち，感性の開拓①に価値を置いている．そのよ

うな中で知的世界の広がり②を感じている．また，短歌では，

勉強会の資料作りの役割も担っており，そのためにPC教室

に通ったり，スマートフォンを使ったりするなどの新たな挑

戦と試行錯誤①を行っており，利便性優先のための努力①，

知的健康への努力①を積極的に取り入れ建設的価値転換③

を行っている．夫とは趣味が共通する部分が多く，共有する

相手の存在④がいることに感謝している．これらのように欲

求を満たす手段の変更③を行い，夫と相互補完③しながら生

活を送っている． 

【考察】 

本事例は身体機能の変化に対する『状況との対話』を通

し，楽しみ方の変更や目的の転換といった『方略性』を発

揮することで，身体の状況と大切な作業の折り合いをつけ

ていた．また，この積極的な『方略性』はポジティブな『文

脈派生的意味』を生起させていた．身体機能の低下を感じ

ながらも知的好奇心や知的世界の広がりや感性の開拓とい

った『根本的価値観』を満たしうる作業の選択が生活の充

実感を与えているものと解釈された．このように，４つの

概念を通して作業の意味の生成を捉えることが可能である

ことが示唆された． 
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演題 10 

 

利き手損傷を示した美容師２名の職業復帰に向けた作業療法 

 

○伴 大輔 1) 2)，山田 孝 3) 

1)まつだ整形外科・リウマチ科病院(東京都)，2)目白大学大学院院生， 

3)目白大学大学院リハビリテーション学研究科 

 

 

【はじめに】  

利き手に損傷を受けた美容師 2 名に職業復帰の作業療法

(以下OT)を実施した．OTでは，一般的な整形外科のOTに

加えて，仕事環境影響尺度(以下，WEIS)，勤労者役割面接(以

下，WRI)などの人間作業モデル(以下，MOHO)に基づく職

業復帰評価法を実施した．症例の詳細な職業状況を評価した

ことで，円滑な職業復帰につながった．本研究の目的は同じ

職業でも個人により違いがあること，MOHO の職業復帰評

価は重要であることを検討することである．また，本症例発

表は各対象者の同意を得て行った． 

【事例紹介】 

Aさん：20歳代後半の女性の美容師である．橈骨神経麻痺を

受傷し，運動麻痺を生じた．関節可動域(以下，ROM)制限

(手関節背屈 40°，手指伸展−30°），筋力低下(MMT で手関

節背屈 1，手指伸展 1），感覚障害（表在覚鈍麻）があり，

日常生活活動(以下，ADL)は工夫で可能であった．職業復

帰評価は，WRI が個人的原因帰属 4/12，価値 5/8，興味

6/8，役割 5/8，習慣 12/12，環境 14/16，WEIS が「時間

の要求」が 2/4，「課題の要求」が 1/4，「上司との交流」，

「感覚の質」，「建物の構造や配置」が各 3/4，その他の項

目は 4/4 の満点だった．復職困難のため，OT に処方され

た． 

Bさん：60歳代後半の女性の美容師である．橈骨遠位端骨折

を受傷したが，1 年間リハを実施しなかったために ROM

制限(手関節掌屈30°背屈40°)，筋力低下(MMTで手関節掌

背屈3)，疼痛(VASで手関節部3)が生じた． 職業復帰評価

は，WRIが個人的原因帰属4/12，価値と興味が8/8，役割

4/8，習慣12/12，環境11/16．WEISが「時間の要求」，「課

題の要求」，「仕事のスケジュール」が各1/4，「同僚との交

流」が3/4，「感覚の質」，「建物の構造や配置」，「対象物の

特性」が各2/4，その他の項目は4/4の満点であった．ADL

には問題はないが，復職が困難なため，OTに処方された． 

【経過】 

Aさんは受傷時から３週後に関節可動域制限が改善し，手

関節背屈80°，手指伸展0°になり，4週後に仕事を開始した．

しかし，違和感と重だるさのために1日仕事を続けることが

困難だった．本人も仕事への復帰に対する自信のなさなど，

個人的原因帰属の低下が伺われた．5 週後に感覚異常が改善

し，MMTが5となり，仕事は違和感がなく行えるようにな

った． 

 BさんはOT開始3週後に，ROM制限は手関節掌屈40°，

背屈 70°と改善し，疼痛が消失し，仕事を開始した．4 週後

に，ROM制限は手関節屈曲55°，背屈75°に改善し，MMT

が4になった．6週後にROMは手関節屈曲65°，伸展75°，

MMTは5になり，仕事での違和感が改善した． 

【結果・考察】 

Aさん，Bさん共に変化が見られたものは，WRIでは「個

人的原因帰属」が全て4点満点に，WEISでは「時間の要求」

が3点に，「課題の要求」が4点満点に改善した．身体機能

の改善により，「遂行能力」と「個人的原因帰属」に改善が

みられたと考える．職業環境分析の項目では，WEISの物理

的職業環境(12〜16)は点数に変化はないものの，プログラム

作成に影響を与える項目である．例えば，物品の配置に問題

が生じた際に，Aさんは他職員のサポートを要したが，Bさ

んは家族3人での経営であるため，自分の使いやすいように

環境設定をすることで自立につながった．同じ物理的環境の

問題でもこのような変化がみられた．同じ職業であっても多

くの点に違いがあるが，MOHO の職業復帰に関する評価に

より，職業復帰につながると考えた． 
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演題 11 

 

大学施設を利用した地域の療育キャンプにおける 

参加児童の自己評価と行動の変化 

～COSAを活用して～ 
 

○松崎大貴 1)，山田 孝 2) 

1)古河赤十字病院リハビリテーション技術課(茨城県)， 

2)目白大学大学院リハビリテーション学研究科 

 

 

【はじめに】 

我が国では，平成16年の「発達障害者支援法」の成立や，

平成 19 年より施行された「特別支援教育」など教育現場の

発達障害を持つ児童に対する支援体制が認められており，ま

た社会の関心，専門職への要望も高まっている．筆者は平成

24 年より，地域の大学が開催している療育キャンプ(以下，

大学キャンプ)にスタッフとして参加している．観察によって

参加児童の変化を感じ取ることはできたが，児童本人の気持

ちの変化の評価や客観的評価は行っていなかった． 

【目的】 

大学キャンプ参加児童の自己評価をキャンプ前後で調査し，

参加児童の自己評価に変化があるか，また，変化した行動に

対して自己評価が影響しているのかを明らかにすることによ

り，大学キャンプの効果測定を検討する． 

【方法】 

対象は，平成 26 年度大学キャンプ参加児童 5 名のうち，

協力同意の得られた男女4名（男児3名，女児1名）であっ

た．人間作業モデルの概念を背景に作成された小児版・作業

に関する自己評価2.1版（以下COSA）を使用し，キャンプ

1ヶ月前，キャンプ後，キャンプ後3ヶ月経過時の3回測定

を行なった．また，観察評価として、コミュニケーションと

交流技能評価（以下ACIS）， 小児版・意志質問紙（以下PVQ）

をCOSA実施時に行なった．なお，本研究は「目白大学人及

び動物を対象とする研究に係る倫理審査委員会」の承認を得

て実施された（承認番号:14研-004）． 

【結果】 

「3回の測定の変化」でCOSA合計点の中央値に有意な変

化が見られ，COSAの価値，有能性両方の合計点の向上が確

認された．下位尺度では，「動機づけされた作業」の価値に有

意な変化が認められた．観察評価で行ったACIS，PVQでは

有意な変化は認められなかった． 

【考察】 

大学キャンプは，「楽しむこと」，「賞賛を多く受ける」こと

を狙いとしており，児童の自己評価の向上に影響を与えたと

考える．価値の上昇がみられた「動機づけられた作業」は，

自分の好きなことなどに関する項目と，普段接している人と

の関係に関して多く質問される項目であり，大学キャンプと

いう非日常の空間に参加したことにより，日常で経験してい

たことを考えるきっかけになり，価値が上昇したと考えられ

る．有能性は，児童の能力と関係が深い事が考えられ，短期

間の介入では改善が困難であると考えられる．様々な特徴を

持つ児童の参加が予想される大学キャンプでは，キャンプ開

催目的のさらなる明確化が課題であり，キャンププログラム

の1つであるペアレントトレーニングの効果と合わせた検討

が必要である． 
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一般演題（ポスター1） 

 

演題 12 

 

趣味活動や習慣の再開を目標とした重度認知症高齢者の一事例 

 

○二村元気 1) 2)，篠原和也 1)，小林法一 3)，山田 孝 4) 

1)介護老人保健施設回生の里(千葉県)，2)首都大学東京人間健康科学研究科作業療法科学域博士前期課程， 

3)首都大学東京大学院人間健康科学研究科，4)目白大学大学院リハビリテーション学研究科 

 

 

【はじめに】 

人間作業モデルによるアプローチ（以下，MOHO-OT）

の実施中に，認知機能が低下し，コミュニケーションが

困難になった事例を経験した．事例から聴取していた趣

味活動や習慣に焦点を当てた介入の経過を報告する．な

お，事例より本報告の説明と同意を得た． 

【事例紹介】 

A さんは，80 歳代後半の女性で，要介護は 2 である．

X－2 年に尿路感染で入院し，介護困難を理由に入所し

た．入所後，自宅退所を目標に歩行練習やトイレ動作練

習を実施したが，自宅退所が困難となり，X 年より MO 

HO-OT による介入を開始した．集団での手芸活動へ参

加し，居室に雑誌や新聞を持ちこみ読んでいた．X+1 年

3 月に右腋窩動脈急性梗塞で入院し，オペを施行した．

X+1 年 5 月に再入所したが，認知症は進行し，介護拒否

や食事で遊ぶ様子が観察された．X＋1 年 8 月より，脱

衣行為など異常行動が出現し，改訂長谷川式簡易知能ス

ケール(以下，HDS-R)の得点も 17 点から 3 点となり，

明らかな認知機能の低下が認められた． 

【作業療法評価】 

X +1 年 8 月に評価を実施した．人間作業モデルスクリ

ーニングツールでは，作業への動機が 4 点，作業のパタ

ーンが 6 点，コミュニケーション＆交流技能が 5 点，処

理技能が 4 点，運動技能が 9 点，環境が 9 点であった．

認知症の評価は，HDS-R は上述のとおり 3 点，認知症

行動障害尺度(以下，DBD スケール)が 10 点であった．

認知症高齢者の絵カード評価法は，40 の作業を「とても

重要である」とし，手芸や園芸に強い価値を示した．中

断された手芸と読書の再開を目標とした． 

【作業療法経過と結果】 

自発的に読書を行う事はなくなり，雑誌を手渡すが開

くことはなく，作業の開始には促しが必要であったため，

介護士に協力を依頼した．集団での手芸活動は，糸の始

末や針に通すことに介助が必要であったが，意欲的に取

り組んでいた．脱衣行為や放尿といった異常行動は消失

したが，介護拒否が出現し夜中に起きだすようになった．

自発的な取り組みが全くなくなり，自発性向上のため読

書と手芸の継続を計画した．読書は雑誌を手渡すが表紙

を眺めるだけでページをめくることはなく，集団での手

芸活動は道具をすぐに机の上に置き，開始に促しが必要

であった．1 対 1 の介助が必要と判断し，個別で実施す

ることとした．次第に，促しを必要とせず開始できるよ

うになり読書は雑誌を手渡すことで読めるようになった．

手芸は，糸の交換や止めることには介助を必要としたが，

長時間できるようになり，集団の手芸活動に復帰した．

介護拒否や食事で遊ぶ事はなくなったが，フロアの徘徊

や暴言がみられるようになった．この時の HDS‐R は 5

点に改善，DBD スケールは 10 点と同じであった． 

【考察】 

本事例は，認知機能の低下のため多くの活動に介助が

必要となり受動的な生活を過ごすようになった．しかし，

病前の習慣や趣味活動に焦点を当てた介入は，意欲的な

取り組みを促し，また，介入以外の時間にも作業に取り

組む様子が認められた．このことから重度認知症高齢者

に価値のある作業や慣れ親しんだ作業を用いることは，

生活を活性化させ，認知症の中核症状や周辺症状の改善

に効果があることが示唆された．しかし，A さんは徘徊

行動などの周辺症状は依然とみられており，周辺症状の

消失には，周辺症状が出現しているメカニズムを把握し，

その要因に介入することが今後の課題として考えられる． 

【謝辞】本研究は JSPS 科研費(15K08811)の助成を受け

たものである．
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演題 13 

 

超長期入院統合失調症者の生活様式と作業適応障害の特徴 

～プログラム・ニーズの予備的調査～ 

 

○青山克実 1)，山田 孝 2) 

1)専門学校麻生リハビリテーション大学校(福岡県)， 

2)目白大学大学院リハビリテーション学研究科 

 

 

【はじめに】 

我々は，超長期入院統合失調症者に対して，人間作業モデ

ル(以下，MOHO)に基づく作業療法プログラムを検討してい

る．本研究の目的は，プログラムに対するニーズの予備的調

査として，超長期入院統合失調症者の生活様式と作業適応障

害の特徴を明らかにすることである．なお，本研究は専門学

校麻生リハビリテーション大学校の研究倫理審査を経て実施

された． 

【対象】 

実験群は精神科病院に 10 年以上継続入院中の統合失調症

者 11 名(男性 5名，女性 6名，平均 63.4±7.2 歳)，対照群は

初診から 10 年以上経過し，地域生活を 3 か月以上継続して

いる統合失調症者11名(男性10名，女性1名，平均57.6±10.0

歳)であった．両群とも生活で身体的介助を要しない者とした．  

【方法】 

データ収集は，作業質問紙(以下，OQ)，人間作業モデルス

クリーニングツール(以下，MOHOST)の講習を受けた経験の

ある福岡県，山口県，北海道の作業療法士に依頼し，対象者

にOQ，MOHOST，WHO-QOL26，簡易精神症状評価尺度

(BPRS)を実施した．統計分析は，①OQの両群の遂行領域別

(仕事，日常生活活動[以下，ADL]，遊び，休息)割合のX2検

定，②両群の作業の有能性，価値，興味の差，③MOHOST

の両群の各領域得点の差，④両群の WHO-QOL26 の差を

Mann-Whitney U 検定で行った．統計ソフトは JMP Pro 

ver.11を用いた． 

【結果】 

両群の年齢，病歴，BPRSに有意な差はなかった．①作業

の遂行領域別割合は，平日の遊び・休息は実験群が多く，仕

事は対照群が多かった．休日の休息は実験群が多く，仕事・

遊びは対照群が多かった(p<0.01)．②平日・休日ともに作業

に対する有能性，価値，興味は対照群が高かった(p<0.01)．

③MOHOSTの意志，習慣化，コミュニケーションと交流技

能，環境の得点は実験群が低かった (p<0.01) ．④

WHO-QOL26 得点は，環境領域以外で実験群が低かった

(p<0.05)． 

【考察】 

超長期入院統合失調症者は，地域在住統合失調症者と比べ

ると，平日は仕事が少なく，遊びや休息の作業が多く，休日

は，仕事や遊びとしての作業が少なく，休息にあてる作業が

多かった．また，作業の有能性や価値，興味も低かった．超

長期入院統合失調症者は，地域在住統合失調症者よりも，自

分にとって大切な作業を通して生活を楽しみ，うまく行って

いるという認識が低いのが特徴であると考えた．超長期入院

統合失調症者は，地域在住統合失調症者と比べて，「入院」と

いう環境的問題やコミュニケーションと交流技能などの作業

技能の問題が大きく，作業に対する動機づけが低下し，効果

的な生活を組織化することに問題を抱えているという作業適

応障害の特徴を示しているのではないかと考えられた．また，

生活様式と作業適応障害の相互作用の結果，主観的健康感の

低さにつながっていると考えた．今回は対象者数も限られて

おり，今後も調査を継続し，超長期入院統合失調症者の作業

療法プログラムのニーズについて明らかにしたい． 
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演題 14 

 

物忘れ外来で認知症と診断された在宅高齢者へ家族指導を行った事例 

 

○横山真一 1)2)，山田 孝 3) 

1)公立阿伎留医療センター(東京都)， 

2)目白大学大学院生，3)目白大学大学院 

 

 

【はじめに】 

発表者が勤務する病院には物忘れ外来があり，認知症の診

断が行われている．物忘れ外来の目的は認知症の進行予防で，

認知症と診断された患者は認知症の初期である場合が多い．

認知症者は在宅生活を無為に過ごさずに，意味のある作業を

行うことが望ましい．筆頭筆者は，物忘れ外来で認知症と診

断された在宅高齢者の家族に，自宅で意味のある作業を継続

するように指導を行っている．本研究の目的は，事例を通じ

て，意味のある作業を行うことが認知症の進行を防ぐ効果が

あるかどうかを検討することである．なお，本研究は目白大

学人及び動物を対象とする研究に係る倫理審査委員会の承認

を受けて実施した． 

【対象と方法】 

事例はA氏，80歳代の女性，アルツハイマー型認知症

(FAST4レベル)の診断でガランタミンの服用を開始した．初

期評価は，MMSE23点，地域包括ケアシステムの認知症ア

セスメントシート（以下，DASC-21）37点，認知症行動障

害尺度13項目（以下，DBD13）28点，Zarit介護負担尺度

日本語版の短縮版（以下，J-ZBI_8）7点，精神的健康状態

表（以下，WHO-5）18点であった．DASC-21では記憶機

能，問題解決能力，IADLの各項目に低下がみられ，ADLは

自立していた．夫と2人暮らしで，2世帯住宅に娘家族が住

み，キーパーソンは娘である．作業バランス自己診断では，

義務かつ願望の作業が82%を占める義務-願望型で，作業の

数は11個であった．役割チェックリストでは勤労者，友人，

趣味人，組織への参加者を非常に価値があるとし，茶道を教

えることを過去から将来に渡って担う意志を示した．茶道教

室では娘が補助しており，分からなくなると娘に全て任せて

しまうことがあるという．本人と娘との面談で①お茶の準備

を娘と一緒に行う，②散歩をする，③脳トレをする，の3つ

の作業を行うことにした．娘に作業の実施状況を記録するよ

う依頼し，診断から1ヶ月後と2 ヶ月後に娘に電話をして，

作業の実施状況を確認した．  

【結果】 

1ヶ月後の状況は散歩の機会が増えていた． 2ヶ月後は茶

道教室では積極的に準備を行っており，散歩は毎日かかさな

くなり，散歩途中に知人とおしゃべりをする機会が増え，以

前は消極的だった料理で夕飯のおかずを作るなど積極的にな

ったという．3ヶ月後の再評価では，MMSEが21点，DA 

SC21が43点と初期評価時よりも低下したが，DBD13が17

点，J-ZBI_8が5点，WHO-5が19点といずれも改善した．

また作業バランス自己診断では作業数が13個と増加してい

た．3ヶ月間で作業に費やした時間は，茶道教室への参加が

26回で約78時間，散歩が56回で約37時間であった．脳ト

レは試したが難しくて継続できなかった．なお，処方された

ガランタミンは経過途中で飲まなくなり，半分が残薬してい

た． 

【考察】 

再評価時にMMSE，DASC-21で低下したのは近時記憶や

見当識，問題解決能力の項目であった．DBD13の改善は

BPSDが軽減したことを示し，家族の介護負担軽減につなが

ったと考えられる．つまり，本事例では記憶等の中核症状は

若干進行したものの，周辺症状には改善が認められたと考え

られる．茶道教室への積極的参加や散歩が習慣化したことに

よって自発性が増し，家事にも積極的になるなど好反応が得

られた．今後も同様の事例を積み重ねて，認知症と診断され

た在宅高齢者への家族指導の効果を検討していきたい． 
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演題 15 

 

作業療法士が臨床で感じる倫理的ジレンマ 

 

〇樗木真実 1)，山田 孝 2)  

1)専門学校社会医学技術学院(東京都)， 

2)目白大学大学院リハビリテーション学研究科 

 

 

【目的】 

DNA の二重らせん構造の発見により生命科学は目覚ま

しい発展を遂げたが，これに伴い新しい倫理的，法的課題

が生じた．当時はこれらの新しい問題に場当たり的に対応

していたが，Beauchamp と Childress がこれらの課題を

統一的に扱うために「自律尊重」，「善行」，「無危害」，「正

義」の4つの倫理原則を提示した．これらは「医療倫理の

四原則」と呼ばれた．しかし，実際の臨床場面では複数の

原則が対立する場面，すなわち，倫理的ジレンマがある．

倫理問題は最先端医療の場面だけでなく，現代医療のあら

ゆる領域に存在していると言われており，医療の一部であ

る作業療法場面にも倫理問題は存在すると予測される．医

療倫理を考えることとは，より良い医療とは何かを考える

ことであり，医療従事者は自らの判断と行動が正しい理由

を倫理的な観点からも示すことができなければならないと

言われる．作業療法士（以下 OT）もよりよい作業療法を

考え，自らの判断と行動を倫理的観点から説明するために

医療倫理を考える必要がある．文献検索を行った結果，作

業療法領域で倫理問題を扱った先行研究9件を得たが，具

体的な事例検討をしている原著論文はなかった．そこで，

本研究の目的は，OT が臨床上で感じている倫理的ジレン

マの具体的事例を収集し，そこから作業療法場面での倫理

問題の現状を明らかにすることとした． 

【対象と方法】 

東京都下の介護療養型病床群 18 施設，介護老人保健施

設（以下老健）32施設に勤務するOTを対象に書面にて募

集し，協力回答のあったOTに自由面接を実施した． 

【結果】 

参加者は 7 施設 10 名で，性別は男性６名，女性４名で

あった．勤務先は介護療養型病床７名，老健3名で，平均

経験年数は6年であった．得られたエピソード数はのべ87

件であった．エピソードにおけるOTの意見を原則ごとに

分類すると，善行原則による意見は 50，正義原則 13，自

立原則5個，その他18となった． 

【考察・結論】 

結果からOTは行為決定時に「善行原則」を採用する傾

向があることが示唆された．作業療法の実施は治療者と対

象者がマンツーマンで行うため，他職種に比べ一人の対象

者に最善の行為選択がしやすい環境にあるのではないかと

考えた．また OT の養成課程がOTR たちの思考や行為決

定傾向に影響を与える可能性もある．内容は「善行原則」

と「自律原則」や「正義原則」が対立する場合でも，OT

が「パターナリズム」や「作られたニーズ」「分配正義」等

の倫理に関する知識があれば，倫理的ジレンマを感じずに

行為決定できる可能性があると考えられた．本研究では、

対象がOTのみのため，各エピソードが実際に倫理的問題

を含むか否か判断できないが，倫理的問題となる可能性は

ある．今後は他の領域についても研究を進め，領域ごとに

特徴的な事例や，OTR全体に共通した事例などを明らかに

してゆきたい．
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演題 16 

 

作業療法教育の現状と傾向 ～過去５年の文献レビュー～ 
 

〇星川真由美 1)2)，山田 孝 3) 

1)千葉医療福祉専門学校(千葉県)，2)目白大学大学院生， 

3)目白大学大学院リハビリテーション学研究科 

 

【目的】 

2015年現在，作業療法士養成校は181校194課程で，入学生

の多様化，学生生活不適応学生の存在が問題になっている．一

般社団法人日本作業療法士協会教育部は，学生の一般常識やコ

ミュニケーション能力の不足，実習指導者の資質の低下，作業

中心の学問の不足などを問題視している．筆頭筆者が所属する

養成校でも，学生生活不適応学生や，臨床実習の準備やコミュ

ニケーションスキルに対して指導を受ける学生が多い．そこで

今回，作業療法教育の現状と傾向を把握することを目的に文献

レビューを実施した． 

【方法】 

オンライン文献検索データベースとして医中誌Webを用い

て，2010年から2014年までに発表された作業療法教育に関す

る研究論文を検索した．検索キーワードは「作業療法教育」と

し，2015年7月11日に検索した． 

【結果】 

学会抄録や紀要を除いた54論文が抽出された．論文の年代 

2010年11件，2011年6件，2012年7件，2013年10件，2014年

20件だった． 研究テーマ 9つに分類された．教育手法17件，

卒後教育9件，社会的交流8件，カリキュラムの紹介8件，アン

ケート調査6件，人間作業モデル（以下；MOHO）関連3件，

評価尺度の開発，実習形式，世界の作業療法教育関連が1件で

あった．研究内容の傾向 2010年は作業に基づく実践（以下；

OBP）教育，対人スキルの教育，OSCE関連，2011年は情意

領域の教育，MOHOの実践等，2012年はクリニカルリーズニ

ング教育，社会的交流技能の教育，2013年は日本の作業療法教

育のあり方や臨床実習での課題，2014年はMOHOに基づく評

価・教育，世界の作業療法教育，卒後教育などであった． 作

業療法教育における現状課題 学生生活適応を促す教育方法の

確立，社会的交流技能や問題解決能力・行動力の育成，初年次

教育プロジェクトとしてのMOHO教育の導入，クリニカルリ

ーズニング，O統合失調症者E教育，理論モデルに基づく評価・

介入に対する統合学習，臨床実習の質の向上が挙げられた．  

【考察】  

学内教育では認知・精神運動・情意のそれぞれの領域ごとに

課題が抽出されており，近年では情意領域の教育に対する研究

が増加傾向にある．これは，学生の社会的交流技能の低下を問

題視した結果によるものと言える．また，MOHOに基づいた

教育プログラムの導入や学生生活支援に寄与したという報告

の論文も見られることから，社会性や学生生活適応の促進，

OBP教育の普及が重要視されている傾向にある．卒後教育に関

する研究も増加傾向にあり，OBPの実践や理論モデルに基づい

た評価・介入の実践の必要性を述べた論文もある．今後，

MOHOは作業療法実践の概念モデルという枠を超えて，作業

に従事することの意義を教え，その作業と向き合う機会を与え

るものとして理解され教育・実践されるだろう．  
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演題 17 

 

健康高齢者に対する健康増進領域の作業療法の効果に関する文献レビュー 

 

○日野公広 1)2)，山田 孝 3) 

1)千葉医療福祉専門学校(千葉県)，2)目白大学大学院生， 

3)目白大学大学院リハビリテーション学研究科 

 

【目的】 

日本では65歳以上の高齢者の人口は2042年にピークを迎

え，その後も 75 歳以上の後期高齢者の人口割合は増加し続

けると予測されている．2025年以降は国民の医療や介護の需

要がさらに増加するため，国は高齢者の尊厳の保持と自立生

活の支援のため，地域包括ケアシステムの構築を推進してい

る．地域包括ケアシステムでは，介護予防は主な支援になり，

作業療法(以下，OT)などのリハビリテーション専門職がその

専門性を発揮する期待は大きい．しかし，これまでの介護予

防は心身機能に対する支援に偏り，「活動」や「参加」への取

り組みが不十分であった． 

本報告の目的は，OT の専門性を活かした介護予防を行うに

あたり，報告されている論文を整理し，予防・健康増進領域

のOTの効果を明らかにすることである． 

【方法】 

2012年～2015年6月までに発表された高齢者に対する介

護予防でのOTの効果を検討した論文を，webとハンドリサ

ーチにより検索した．キーワードは「作業療法」「高齢者」と

「健康増進」「ヘルスプロモーション」「介護予防」を組みわ

せた．ヒットした論文のうち，重複論文を整理し，会議録・

紀要，介入計画でないもの，OTが主導介入でないもの，要

支援・要介護状態を対象としたものを除外した．ハンドリサ

ーチは，「作業療法」「作業療法ジャーナル」「作業行動研究」

で行った． 

【結果】 

web検索では124件がヒットし、ハンドリサーチによる論

文は0件であった．本研究対象論文は、最終的には13件と

なった．発表年別では，2012年3件，2013年3件，2014

年6件，2015年1件であった．すべて在宅高齢者を対象と

したものであり、プログラム内容は運動機能向上プログラム

が5件，認知症予防を含めたプログラムが2件，生活や人生

の再構築を支援するプログラムが4件、その他のプログラム

が2件であった．アウトカムとして用いられていたものは，

運動機能を計測するものやADL・IADL、QOLを計測する

ものが多かった．  

【考察・結論】 

今回の結果、高齢者に対する介護予防のOTプログラムは，

運動機能の向上，認知症予防，生活や人生の再構築の支援に

焦点があてられていた．中村は地域支援事業に関与するOTR

の大多数が専門性を反映したアウトカム指標を用いていない

と述べている。OTが介護予防において運動機能に関する支

援を行う場合は，作業に焦点を当てるよう主張されており，

作業の変化も捉える必要があると考える．人間作業モデルの

プログラムにより、RCTでQOLが向上した報告がある．こ

のプログラムは，高齢者自身が健康的な生活を過ごすために

必要な身体的能力から環境の影響に至るまでの幅広い作業の

見方を学び，実践する．作業療法は身体機能面だけでなく，

心理・社会的支援も行う専門職であり，包括的なQOLの支

援は介護予防での作業療法の役割と考える． 

しかし、各プログラムは対象者の変化を量的に捉えており，

質的に捉えていないため、対象者の変化を質的に捉えていく

意義が高いと考える． 

  



86                                         日本作業行動学会第 25 回学術集会抄録 

 

 

演題 18 

 

特別支援学校での作業療法士の関わり 

～COSA とMTDLP を用いて～ 

 

◯新泉一美 1)，山田 孝 2)3) 

1)多摩リハビリテーション学院(東京都)， 

2)目白大学大学院リハビリテーション学研究科，3)首都大学東京名誉教授 

 

【はじめに】 

特別支援学校では，生活習慣の獲得，基礎体力の向上，様々

な技能の学習など，長年の実践に基づいた膨大な研究成果が

蓄積されている．しかし，現場では作業療法士（以下，OT）

としての役割を明確にする必要があるとされている．今回，

OT である筆頭筆者は外部指導教員として，月１〜2 回（年

12 回），特別支援学校中学部（知的障害）に関わる機会を得

たが，教師は，理学療法士（以下，PT）や言語聴覚士（以下，

ST）ほど，OTという職種の理解がないような印象を受けた．

そこで，教師にOTの理解を深めてもらうために，生活行為

向上マネジメント（以下，MTDLP）と小児版・作業に関す

る自己評価（COSA）を用いて，関わりやすい関係を築くた

めの取り組みを行ったところ，良好な結果が得られたので報

告する． 

【方法】 

①年 2 回の教員向け勉強会を利用して OT の業務説明に

MTDLP，COSAを用いた．②PT，OT，STで同一のクライ

エントを評価し，連携を考慮したプログラムを説明し，指導

した（MTDLP アセスメント，プラン演習シートを活用）．

③作業活動を通しての評価・観察を実施した．④クライエン

トを検討する際に担任へのフィードバックした． 

【結果】  

①作業療法士の仕事，役割を教師に理解してもらえた．②

各職種の専門性に適した質問や業務依頼が担任からされるよ

うになった．③クライエントの明確な目標が設定されるよう

になった．④クライエントから直接の相談が増えた．  

【考察・結論】  

開始当初は，教師からリハビリ＝理学療法と思われ，機能

的な質問や相談が多く，作業療法の理解はされていなかった．

教師から「理学療法と作業療法って何が違うの」とか「理学

と言語は聞いたことあるけど，作業は何をするの」などの質

問が多かった． 

 そこで，PT，ST の外部指導教員と連携を図り，それぞれ

の専門性がわかるように，評価を実施し，指導内容を検討し

た．クライエントの評価のまとめとして，MTDLPのアセス

メント演習シート，プラン演習シートを利用した．OT 評価

として COSA を使用することで，MTDLP の説明が行いや

すくなり，教員の理解も向上し，OT の専門性にあった相談

や質問が増えてきたと考えられる． 

 COSA は人間作業モデル（以下，MOHO）の理論に基づ

いており，クライエント中心の実践という点でMTDLPと併

用できたと考えられる．また，MTDLPだけでは説明が難し

く，個人の動機（意志），パターン（習慣化），能力と限界を

具体的に説明することができた．このことが教師の理解向上

につながったと思われる． 

 現在，一般社団法人日本作業療法士協会ではMTDLPの普

及に力を入れている．MTDLP を活用するにあったては，

MOHO は活用できると思われる．今後も継続して，報告を

行いたい． 
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演題 19 

 

日本における作業療法領域の現象学的研究 

～文献レビュー～ 

 

○新井 杏 1) 2)，山田 孝 3) 

1)はすぬま訪問看護リハステーション(東京都)，2)目白大学大学院リハビリテーション学研究科院生， 

3)目白大学大学院リハビリテーション学研究科 

 

 

【はじめに】 

 近年，医療福祉領域では，言葉そのものを用いて分析を行

う質的研究が着目されている．質的研究のうち現象学的研究

は，生きている人間の経験の本質的特徴を理解する研究と言

われている．現象学は，その創始者フッサール・E（1859－

1938）によって 1900 年からその没年 1938 年までの間に創

始された哲学である．現象学の現代的意味は，その方法の根

本が「正しさ」「真理」を巡る争いである「信念対立」の克服

に大きく関わっている．それを解消する原理として，フッサ

ールは現象学的還元という方法を創設した．現象学的還元で

は，研究すべき現象の過去の知識を脇におき，意識に現れた

ものをみる．本発表の目的は，作業療法における現象学的研

究の方法や傾向を，いくつかの論文から明らかにすることで

ある． 

【対象と方法】 

2015年7月6日に医中誌webを用いて「看護」「現象学」

をキーワードとして2005年～2014年の文献検索をした．そ

の次に，「作業療法」「現象学」をキーワードとして 2005 年

～2014年の文献検索を行った． 

【結果】 

「看護」「現象学」で検索した結果，255件抽出され，うち

原著論文は126件であった．原著論文を年別に見ると，2004

年が7件，2005年が11件と10件前後であるが，2012年に

は23件，2013年には16件と増加している．一方，「作業療

法」「現象学」で検索した結果，19 件抽出されたが，原著論

文は4件のみであった．対象としている分野は，身体障害分

野が2件，発達障害分野が2件であった．発達障害分野の2

件は，対象が1名と2名の自閉症児である．分析方法は，作

業療法場面を録画し，作業療法士と対象児の行為に分けて記

述し，意味づけを行い，作業療法士の働きかけがどのように

意味あるものとして伝わったのかを分析していた．身体障害

分野の2件は，対象は脳卒中による片麻痺者であった．人数

はそれぞれ5名と1名であり，どちらもインタビューを行い，

逐語録を作成し，対象者の経験がどのような意味を持つのか

を分析していた． 

【考察】 

対人支援という視点から見ると，相手の状況を推測したり，

相手の立場に自分を置き換えて考えたりするなどの具体的な

作業が「還元」である．自閉症児のように，自身で言葉を使

って自己表現をすることを苦手とする者の状況や考え方，意

識などを推測するためには，作業療法で現れる現象の解釈が

非常に有効と考えられる．また，分析方法はインタビューあ

るいは作業療法場面を録画したものを逐語録や記述化し，そ

の言葉や場面がどのような意味を持つのか分析するなど，グ

ラウンデット・デオリーなど他の質的研究と同様の手順を踏

んでいると考えられる． 

【結論】 

人は人生の途上で，苦痛や困難，喜び，挫折などさまざま

な状況を経験し，その中で自分の気持ちを言葉や行動で表し，

気持ちを共有してもらいたい相手に伝えようとする．しかし，

必ずしも第三者にとって理解しやすい形にはなっていない．

現象学は、「還元」という方法によって，対象者が経験したこ

とが，その人にとってもつ意味を根本から解き明かすことを

目指している．現象学という学問は難しいイメージが強く，

作業療法での現象学的研究は論文数も少なく，これからの課

題である．現象学的研究を活用することで，対 

象者への理解が進み，作業療法の発展に役立つと考え 

る．
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演題20 

 

認知症高齢者への人間作業モデルを用いた介入と 

それ以外の介入に関する効果検証の予備的研究 
 

○篠原和也 1)，二村元気 1) 2)，山田 孝 3) 

1)介護老人保健施設回生の里(千葉県)，2)首都大学東京大学院人間健康科学研究科作業療法学系博士前期課程， 

3)目白大学大学院リハビリテーション学研究科，首都大学東京名誉教授 

 

 

【はじめに】 

認知症は要介護者の原因疾患の21.4％を占め，脳血管疾患

に続く第2位に位置づけられており，認知症高齢者の支援は

作業療法（以下，OT）の重要な課題となっている．また，認

知症の約15％は脳血管障害（以下，CVA）を原因とするが，

筆者らが行った CVA 者に対するランダム化比較試験では，

認知症患者を除外したため，認知症高齢者に対する人間作業

モデル（以下，MOHO）を用いたOT介入（以下，MOHO-OT）

の効果研究の実施が課題であった．さらに，2015年度までの

認知症高齢者に対する MOHO-OT 研究は全て事例研究であ

り，2 件の群間研究に関する会議録を除いて，前方視的な 2

群間比較研究は報告されていない．本研究の目的は，筆頭演

者の介護老人保健施設（以下，当老健）に入所中の認知症高

齢者を MOHO-OT を受けた実験群とMOHO 以外の理論を

用いたOT（以下，MOHO以外のOT）を受けた統制群に分

けて，介入の効果を比較検討することである．なお，当老健

の施設長と OTR には，研究概要と倫理的配慮に関して口頭

と紙面で説明し，同意を得た．また，両群の対象者にも口頭

で説明を行い，同意を得ている．  

【方法】 

対象者は当老健の作業療法士（以下，OTR）5名が担当す

る改訂長谷川式簡易知能スケール（以下，HDS-R）得点が

21 点未満の 65 歳以上の認知症高齢者 16 人とし，実験群 6

人と統制群10人に分けた．実験群のOTRはMOHOの講習

会を複数回受けた者とし，MOHO の評価法などの結果をも

とに，対象者の興味や価値や役割に基づく作業を計画し実施

した．統制群のOTR は MOHO 以外の生体力学などの理論

を用いたOTを実施した．成果の測定にはHDS-Rと認知症

行動障害尺度（以下，DBD）を用い，実験群には人間作業モ

デルスクリーニングツール（以下，MOHOST）も事前と事

後に実施した．OTR からは対象者の年齢，性別などの基本

属性 5 項目，OTR の臨床経験年数，評価結果，介入の期間

や回数を収集し，両群の変化量（事前と事後の差）の有意差

を検討した．統計処理はSPSS17.0Jを用いた．  

【結果】 

両群の基本属性5項目，OTRの経験年数，事前のHDS-R

とDBD，介入の期間や回数に有意差はなかった．両群の変

化量の差の比較では，実験群の方がHDS-Rに有意な改善を

示し（p＜.05），事後のMOHOSTにも有意な改善を示した

（p＜.05）．事後のHDS-Rの得点は実験群が増加，統制群が

減少し，DBDの得点は実験群が減少，統制群は増加した． 

【考察】 

両群の変化量の比較と事後のHDS-R，DBD，MOHOST

の結果から，MOHO-OTは特にMOHO以外のOTよりも認

知機能の改善に効果的であるとともに，対象者の作業機能の

改善に効果があり，認知機能や認知症の行動・心理状態にも

良好な変化をもたらしたと考えられた． 

【結論】 

現時点の対象者の参加状況では，MOHOは認知機能と作

業機能の改善に効果があると言える． 
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演題 21 

作業的変化を援助することができた脳卒中早期の事例 

 

○麓 文太 1)，石井良和 2) 

1)函館脳神経外科病院作業療法課(北海道)， 

2)首都大学東京大学院 

 

 

【はじめに】 

クライアントの作業的変化は多様な要因のダイナミクスに

より生じる．そのため，脳卒中早期でも作業的変化に焦点を

当てた実践を行うためには，全体論的モデルを併用すること

が望ましい．以下に脳卒中発症早期に人間作業モデル(以下，

MOHO)に基づく介入をしたことで，作業的変化を援助する

ことができたA氏について報告する．なお，本報告にあたっ

てはA氏ならびにA氏の妻に対して口頭で説明し同意を得て

いる． 

【事例紹介】 

A氏，60代半ばの男性．余暇は合唱，将棋．左中大脳動脈

閉塞による脳梗塞を発症．第2病日から作業療法（以下OT）

開始，第10病日に筆者担当となった． 

【OT初期評価】 

第10から15病日までに評価を実施した．右上下肢は重度

麻痺，発話は非流暢，行動観察から注意障害，失行などを認

めた．作業遂行場面では整容やトイレ，更衣で身体の位置，

自己の移動，知識の適用などの技能の低下を認めた．興味は

明確にできるが，成功への関心が乏しく，日課は受動的で意

志や習慣化に問題がみられた． 

【OT方針】 

生体力学や運動コントロールモデルに基づく介入のほか，

代償方法の適用による作業遂行技能の改善を図ること，興味

ある活動を導入することで処理技能の改善を図ること，日課

のなかで意志を明確にしたり，強化したりし，作業のパター

ンを改善することなどのMOHOのアプローチも用いること

とした． 

【OT経過】 

第 16～30 病日：上衣の着脱が可能となった．合唱や将棋に

関する自己認識は明確にできなかった．OT 後の車椅子乗車

の時間には何もせず過ごすことがほとんどであった． 

第 31～47 病日：トイレでの下衣操作が見守りになったため

病棟での実施を促した．将棋は「難しく感じる」との発言も

あったが，他の活動に比べて没頭しており挑戦的であった．

言語での応答も明確になり「もう一度合唱がしたい」と話し，

歌詞の音読では自ら歌い出す場面もみられた．病棟では妻に

新聞を持ってくるように頼んだり，OT 内容を話したりする

場面もみられた．第47病日に回復期病院に転院となった． 

【OT最終評価】 

右上下肢の重度麻痺，注意障害，失行は残存した．自発話

が増えるなど，自発性は改善した．作業遂行場面では，トイ

レや入浴での身体位置や移動など，入浴では，行為前の躊躇

や遂行の適応などに関する技能の低下を認めた．能力の認識

は明確にできなかったが，妻との会話などから自己効力の改

善がみられた．自発的行動が認められるようになったが，病

棟で自ら離床を求めることはほとんどどなく，｢合唱を行う｣

という目標には，日課は非効果的であった． 

【考察】 

発症直後のA氏は意識障害，自発性低下，運動麻痺，環境

の違いなどにより，変化の探索的段階を開始することが困難

であった．変化の初期段階においては環境内の情報と機会が

重要であるとされ，生体力学・運動コントロールモデルに基

づく介入のみでなく，A氏の意志や習慣の状態に基づく介入

をしたことが，情報と機会の提供に繋がり，変化の段階を援

助することに繋がったと考える．急性期病院においては作業

的変化が十分に成されず関わりが終了することも多い．変化

の探索段階においては担当 OTR の環境としての作用も大き

いと考えられる．今後はそのような時期のクライアントに対

して継続した効果をもたらすための検討を行っていきたい． 
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演題 22 

 

畑へのかかわりにより骨盤骨折を繰り返す右片麻痺者の 

「大切な作業」の意味分析 ～作業の意味生成様式を通して～ 
 

○佐々木露葉 1) 2)，神保洋平) 3 4)，小林隆司 5)，石井良和 5) 

1)麻生リハビリ総合病院(神奈川県)，2) 首都大学東京大学院研究生， 

3) 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校， 

4)首都大学東京大学院博士後期課程，5)首都大学東京大学院人間健康科学研究科 

 

【背景と目的】 

臨床では，対象者にとって「大切な作業」を探り当てたと

しても，その作業の遂行が健康に対するリスクを増大させて

しまうことがある．それに加えて，転帰先の環境，人的支援

等が作業の再獲得には不適切である時，作業療法士はいかに

対応を行うべきだろうか． 

対象者は，家長として農業を営んできたが，65歳で右片麻

痺となり，一線を退くも何度も畑に行こうとして転倒し，骨

盤骨折を 5 回繰り返していた． 畑に行かない約束をしても

果たされない理由を探れば，対策の糸口が見つかるのではな

いかと考え，「作業の意味生成様式」（神保，2015）を通して，

対象者の「大切な作業」に対する思いを，人生を俯瞰した上

で考察した．神保は，構成概念が，「根本的価値観」，「方略性」，

「文脈派生的意味」，「状況との対話」の４つのフレームから

なる作業の意味生成様式を検討した． 

【方法】 

X年 3月，仙骨骨折を受傷し，他院に入院し，4月～6月

に訓練目的で本院に転院した．89 歳の男性で．Br.st.は上肢

Ⅴ，手指Ⅴ，下肢Ⅳ，HDS-Rは20／30点，FIMは59／126

点で，歩行器歩行監視レベルである．礼節を保持している． 

聴取は主に訓練中の面接や会話を用いた．人間作業モデル

(以下，MOHO)のライフヒストリー，ナラティブスロープを

利用し，「大切な作業」の成り立ちから洞察しようと試みた． 

なお，本研究の説明を行い，承諾を得た．  

【結果と考察】 

対象者は当初，「退院して，したいことは畑仕事，畑にいる

ことが大切」と言っていた．しかし、入院中期には，「家業を

致し方なく継いだだけで，自分にとって重要ではない．敗戦

して兵役より戻り，商売がしたかったが，親に背けなかった．」

と語った（状況との対話）．その背景には，「天皇と親の言う

ことは聞かねばならぬ」という根本的価値観が存在していた．

父の死後，家長として農業を営み，25年後，脳梗塞で家族に

介護される立場に陥る．そこで，対象者は家族の中で，社会

的自己を維持するため（方略性），当初の「畑にいることが大

切」という語りの通り，畑へ行き安定を得ていた（文脈派生

的意味）のではないか，と解釈した． 

ところが，入院中に尋常小学校の入学当初からの友人に偶

然出会い，思い出話に花を咲かせるうちに，入院後期には，

「同窓会をする」ことが大切な作業としてあがった（状況と

の対話）．同時に，「畑は家族に迷惑をかけるからやらなくて

いい」と，畑へのかかわりから開放された心境の変化が語ら

れた（方略性）．家長としての自己から同級生としての自己へ

視点が転換され，畑へのかかわりから同窓会開催の欲求へと

語りに変化が見られたものと考えられる．本来，対象者にと

って畑仕事は内在的に嗜好した作業ではなく，本当にやりた

いことは商売であったことが分かった．結果的に，同窓会を

企画することで社会的自己は保存された．物質的な豊かさの

少ない時代背景を生きたこの世代の方には，内在的に嗜好し

た作業ではない作業に意味や価値を求める可能性や，家族の

中で自己を守る方略として作業を利用している可能性がある

ことが示唆された．
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演題23 

「認知症高齢者」から「A氏」への復帰～語りからつなぐ作業～ 

 

○江本 遥 1)，小林幸治 2)  

1)医療法人社団健育会竹川病院(東京都)， 

2)目白大学保健医療学部作業療法学科 

 

 

【はじめに】 

高齢者に対するアプローチでは，作業的生活史をもとに作

業同一性と作業有能性の状態を明らかにして，将来の作業適

応を展望することが重要であるとされる(山田, 2010)．今回，

認知症による活動性低下や昼夜逆転を示した事例に対し，ナ

ラティブ・アプローチで介入したところ，病棟での作業参加

につながり，スタッフ内でその人への理解が進んだ事例を体

験した．なお，本発表には，ご家族様から承諾を得ている． 

【事例紹介】 

80 歳男性の A 氏．脳梗塞発症後，回復期病棟へ入院し 1

か月経過していた．脳梗塞の後遺症はほとんどなかったが，

既往の認知症の影響による昼夜逆転，夜間の落ち着きのなさ

が観察され，スタッフからは「よくわからない認知症の患者」

と捉えられていた．前任者による作業療法（以下 OT）は精

神賦活を中心に介入していたが，変化は乏しかった． 

【介入方針】 

Ａ氏が作業不適応の状態にあると捉えて，作業適応へと促

すためにA氏の作業的生活史をナラティブに基づいて評価し，

OT介入に活かすこととした． 

【ナラティブに基づく評価】 

東北地方の農家に生まれ，物心ついた時から畑の手伝いを

し，14歳で上京した．出版社に就職し，営業職に就き，外回

りで人と関わることが多かった．20代で結婚し，3人の息子

を育てた．楽しい作業には仕事と外出があげられ，仕事につ

いては「やりがいがあった．自分が会社の役に立っているの

がうれしかった．」外出については，休日に会社の同僚と登山

に行き，一人で飲みに行った先で友人を作るなど「外にいる

方が自分らしい」と語った。これらのナラティブよりA氏の

興味・関心は，仕事を通じて社会に貢献し他人の役に立つこ

とと，人と交流することを通して他者を喜ばせることだと考

えられた．そこでA氏がそうした意味を持って取り組むこと

ができる作業に参加することにより，A氏が多くの時間をす

ごす病棟での他者交流を促すことを計画した．作業はA氏が

一人で行え，かつ病棟で必要となるエプロン畳みを提供した． 

【経過】 

作業導入には肯定的で「仕事があってうれしい．ありがと

う」と笑顔で話し，病棟で過ごす時間が延長した．それに並

行してチラシ折りや将棋・散歩等を導入したことで，より相

互的な関わりが拡大し，周囲のA氏らしさの理解につながっ

た．日中の活動量も向上し，夜間の落ち着きの無さも減少し

た． 

【考察】 

事例は既往の認知症に加え，入院という突然の環境変化に

より，できることがなく（作業有能性を失う），自分らしく居

られない（作業同一性を失う）状態に陥っており，周囲から

よくわからない認知症患者と捉えられていた．前任のOTで

も変化を引き出す目的で介入していたが，変化はなかった．

一方，ナラティブに基づきA氏の作業有能性や作業同一性を

高める援助をしたところ，良循環の変化を生じることにつな

ぐことができた．退院先へもこうした関わりの必要性を申し

送り，継続的な支援につながるように進めたい． 
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演題24 

 

役割再獲得に向けた環境支援 

 

○緑川 学 1)，山田 孝 2) 

1)会田記念リハビリテーション病院(茨城県)， 

2)目白大学大学院リハビリテーション研究科 

 

 

【はじめに】 

環境因子には物理的・人的・制度的環境が含まれ，参加に影

響を与え（上田，2001），個人の作業的生活に影響を及ぼす

（Kielhofner,G，2012）．今回，重度後遺症者の役割再獲得に

向けた環境因子について検討した．なお，本報告にあたり事例

の同意を得ている． 

【事例紹介】 

50歳代の男性で3人家族である．病前は教員をし，食べ歩き

や野草観察の趣味活動，父親や夫の役割を担い，性格は明るく

冗談好きであった．X年Y月に右混合型脳出血から遷延性意識

障害となり，9ヶ月後に当院に転院した． 

【入院半年後評価】 

遂行技能：傾眠傾向で，注意の持続困難．日常生活活動は全介

助．首ふりでyes-noの表出可能．右上肢にわずかに随意運動

あり．受け身的で対人交流なし．コミュニケーションと交流

技能評価（以下，ACIS）は20点． 

習慣化：リハビリテーションの時間以外はベッドに臥床．家族

の面会は2日に1度．家族の一員役割を受け身的に継続．将来

行いたい非常に価値のある役割をボランティア，養育者，家

庭維持者，友人，家族の一員，趣味人と回答した． 

意志：もう何もできないと諦めており，受け身的であった．子

供の成長や家族の生活を心配していた．食べること，旅行，

TVに強い興味を持っていた．老人用うつ尺度短縮版（以下，

GDS）13点．生活満足度指標‐Z（以下，LSI-Z）4点．意志

質問紙（以下，VQ）14点だった． 

環境：同室者も会話困難．看護師は人手不足もあり関わりが少

ない． 

【方針】 

意思伝達装置『伝の心』を使用して他者との交流，メールで

の家族との交流（家族の一員，養育者），インターネットを用

いての趣味の拡大を目標とし，実現に向け，本人，家族，看護

師と協業することとした． 

【経過】 

前期：右手にスペックスイッチを把持し，母指の運動でパソコ

ン上に文字を打てるように設定した．文字を打つが反応遅く誤

打が多い．途中で集中困難となり単語を打つだけで長時間を要

す．作業療法士は事例に『伝の心』を使用しての作業が役割獲

得につながることを説明し，励ましや称賛を続けた．ACIS35

点．VQ27点． 

中期：娘や妻にあてた文章を作成するなど挑戦もみせる．冗談

を打ち看護師を楽しませ本人らしさが出始める．『伝の心』操

作の自己練習の時間を設け，看護師が定期的に声掛けをした． 

後期：家族と協力しメール交換をする．インターネット検索な

ど新たな挑戦をみせる． 

【結果】 

運動機能，日常生活活動に著変はないが，覚醒時間が増加し

た．家族の一員，養育者，趣味人の役割を再獲得し，個人的原

因帰属が向上した．GDS2点．LSI-Z14点．ACIS54点．VQ41

点などに改善した． 

【考察】 

今回，事例の役割再獲得に向け，物理的・人的環境が促進因

子になるように支援した．作業療法士は役割支援者として環境

因子がどのような状況にあるか評価し，促進因子になるように

支援する必要がある． 
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一般演題（ポスター2） 

 

演題25 

SCUでのMOHOSTの試用と有効性の検討 

 

○東川哲朗 1)，中島 愛 1)，高多真裕美 1) 

1)医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院(石川県) 

 

 

【目的】 

脳卒中ケアユニット（Stroke Care Unit 以下，SCU ）

からの介入事例に「作業文脈理解」を目的に人間作業モ

デルスクリーニングツール（以下 MOHOST と略す）を

試用．試用あたっては「イリノイ大学シカゴ校メディカ

ルセンター身体リハ部門」の書式を参考にした．発表に

際し，本人に同意を得た． 

【事例紹介】 

41 歳の男性．疾患名は左視床出血．頭痛，話しづらさ，

右上下肢の脱力を自覚していた．救急車で当院に搬送さ

れた．左視床出血の診断で保存療法適用となり SCU 入

院．作業療法は翌日より開始した．家族構成は本人の両

親・妻・息子・娘との 6 人暮らしである．   

【MOHOST での評価】 

初期評価時に SCU 内で MOHOST の評価を行い，そ

れに基づき MOHO 概念の評価を行った．作業の動機は

11/16 点で病識の低下，不可能なことの実施要求（歩行，

退院）を認めた．作業のパターンは 11/16 点であった．

入院前は運送業（運転手）に従事．休日は自宅で休息．

子どもの父親役割．自宅購入のローンがある．妻はパー

ト勤務．入院後は制約のあるSCU内ベッド上で過ごす．

看護師のケアとリハビリテーションが行われるが，練習

の時間などは把握していなかった．コミュニケーション

と交流技能は 14/16 点であった．軽度の換語困難だが，

理解は良好である．療養上の処遇の不満を作業療法士に

伝えることができた．処理技能は 11/16 点でセルフケア

物品の使用は可であった．精神機能は HDS-R は 21 点，

MMSE は 25 点であった．運動技能は 7/16 点．右の軽

度片麻痺．上肢使用の影響があり，立位・歩行は未実施．

環境は 9/16 点．自宅は持ち家．両親・妻・子どもと同居．

入院後は SCU 内だけの生活である．作業遂行を制限す

る要素として，右の軽度片麻痺，安静のための制限があ

り，失語による言語表出に問題があることであり，強化

する要素として非麻痺側に問題がないこと，理解・処理

技能に大きな問題はないことであった．またその他とし

て家のローンがあること，子ども二人の養育があること

を挙げた． 

【MOHOST により作業文脈理解してのプログラム立案】 

最も優先される作業は「労働者で収入を得ること」で

あり，本人の意識は低いが「義務として子どもを養育す

る」「父親の役割」があると推察された．中断している作

業の再開には，自動車運転が不可欠であるが，ある期間

の入院加療は必要と見られ，回復期転棟前後に状態に応

じ運転に関する精査を実施することとした．運動麻痺，

ADL については向上が期待でき，当面は復職の可否を考

慮しながら，生体力学的アプローチを主に実施していく

こととした． 

【考察】 

急性期は運動機能面に関心が向き易く，作業療法士も

同様に関わると，事例の意識を強化し，回復期や生活期

に渡って影響を及ぼすと考えている．脳卒中発症後 SCU

に入院している時期より MOHOST を利用し，事例の作

業文脈を理解し，作業療法を実施することで，事例本人

も目的が作業の再獲得であることを意識することができ

ると考えられる．また，カンファレンスなどで，作業文

脈で理解した症例を提示することは，他職種に対しても，

作業的存在としての事例理解を促進すると考える． 
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演題26  

人間作業モデルに基づく学生面接様式の紹介 

 

○小林隆司 1)，石橋 裕 1)，石井良和 1)，小林法一 1)， 

大嶋伸雄 1)，井上 薫 1)，谷村厚子 1) 

1)首都大学東京健康福祉学部作業療法学科(東京都) 

 

 

【目的】 

本学科では，年に2回程度，学年担当教員による学生個人

面接が実施されている．1学年の学生定員は40名で，担当教

員は 2 人である．スクリーニングとしての位置づけのため，

面接時間は学生 1 人につき約 15 分程度であり，短時間で有

用性の高い情報収集が求められている．そのため著者らは，

人間作業モデル（MOHO）に基づく面接様式（以下，本様式）

を作成して，個人面接に活用している．本報告は，本様式の

有用性について，成績と問題把握力の観点から検討したもの

である． 

【方法】 

 本様式は，環境，習慣化，作業遂行と作業参加，遂行能力

と技能，意志，作業適応の6項目からなり，それぞれに数個

のインタビューガイドがついている．担当教員は，項目ごと

に，学生の口述内容の要点を記録するとともに，4：とても

よい，3：まあよい，2：やや問題がある，1：大変問題があ

る，の4件法で評価する． 

 今回は，本様式の内的整合性を確認した後に，ある年度当

初におこなったある学年の量的評価結果と面接前年度までの

Grade Point Average （GPA）との関係をSpearmanの順

位相関係数で検討した．さらに，本様式で明らかになった学

生の抱える重要性の高い問題について，質的分析を実施した．

なお，教育上の既存資料の解析であるため，学会発表に対す

るインフォームドコンセントはオプトアウトでおこなった． 

【結果】 

 本様式のCronbachのアルファは0.667で，一元的な尺度

とは考えられず，総合点を用いた検討は意味がないと考えた．

GPAと関係のあった項目は，作業遂行と作業参加のみであっ

た（rs=0.408, p=0.009）． 

 内容分析では，健康上の問題，家庭環境の問題，目標が持

てないという問題，経済的問題，不本意入学等について，情

報収集なされていた． 

【考察・結論】 

作業遂行と作業参加のインタビューガイドには，成績や学

習時間が含まれていて，本項目が GPA と関係があったこと

は妥当な結果だと考えられる．岩田ら（2014）は，MOHO

に基づいた初年次教育の効果の1つとして，学習に対する認

識の向上を挙げている．この点に関しては，MOHO を用い

た教育的介入との併用の可能性があると示唆された． 

 内容分析では，一番多いと予想した友人関係の問題が収集

できていなかった．山田ら（2012）は，MOHOに基づく作

業療法養成校における学生生活適応プログラムの効果の1つ

として，友人間のソーシャルサポートの向上を挙げている．

この点に関しては，MOHO を用いた介入との併用を考えた

場合，本様式に修正の余地があると考えられた． 
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演題27 

 

長期の休職から復職した事例の充実した生活のために 

〜作業遂行歴面接第２版による検討〜 

 

○館岡周平 1)2)，會田玉美 3) 

1)河北リハビリテーション病院(東京都)，2)目白大学大学院生， 

3)目白大学大学院リハビリテーション学研究科 

 

 

【はじめに】 

脳血管障害後に復職を果たしたにも関わらず，「今の楽しみは

寝ることとテレビを見ること」と語った事例に，生活歴を聴取

し，今後の改善点を検討した． 

【事例紹介】 

40代前半の男性で，疾患名は小脳・延髄梗塞である．発症か

ら2年4ヶ月後に元の職場に復帰し，6ヶ月間就労が継続でき

ている．歩行器歩行が可能だが，転倒の危険が高いため，屋外

は電動車椅子を使用している．休日は妻や子供と出かけること

が多い．発症後，両親と同居している． 

【方法】 

作業遂行歴面接第2版を用いて，症例の作業生活史を探る半

構成的面接を行った．その語りを作業同一性，作業有能性，作

業行動場面の3つの側面から検討し，作業機能障害を分析した.

なお，本報告に際し，本人より同意を得ている． 

【結果】 

面接時の語りの要約と3つの評定尺度での分析 

〈作業役割〉できる仕事はパソコンの入力作業と，知識や経験

を職員に伝えることであり，出世は期待していない．家族を養

うことが役割であり，家族の幸せだけを考えている．自分は就

業者として普通じゃないと思う．周りに迷惑をかけないように

気をつけている． 

〈日課〉早寝早起きをして満員電車に乗らないように心がけて

いる．自宅内での生活動作は自立しているので困らない．大事

なことは睡眠をとることである． 

〈作業行動場面〉両親と同居しており妻や子供たちの居心地が

心配．アウトドアが趣味だったが作業が出来ないので行かない．

一人の時間は必要だが，１日3時間程度で良く，長い時間一人

になると考えこんでしまう． 

〈活動選択および作業選択〉家族の先導を切って遊びに連れて

行ったり，外で子供と遊んだりするようになりたい．死にたく

なることは毎日あるが，家族には迷惑をかけたくないのと，娘

のヴァージンロードを歩きたいと思っている． 

〈重大な出来事〉発症して急性期病院に入院中は最悪だった.

過去に戻れるなら生活を改善し病気を予防したい．人生で大き

な成功は妻と結婚し子供を授かったこと，それ以外ない． 

結果より，〈作業同一性尺度〉の「成功を期待する」，〈作業有

能性尺度〉の「興味への参加」と「個人的遂行基準を満たす」，

〈作業行動場面尺度〉のレジャーの項目で各々2 点とやや作業

機能障害がみられた．作業同一性，有能性は全体的には概ね良

好な状態と判定された． 

【考察】 

事例は，復職までに2年以上を必要としたが，家族を大切に

思う気持ちが復職したい気持ちを促進，継続させたと考えられ

る．その後，復職の成功により，家族に対する役割を遂行でき

たことが自己有能感を向上させ，職務を遂行することで自己同

一性が再形成されていると考えられる．今後，生活と仕事のバ

ランスを図り充実した生活を営むために，作業機能障害の改善

を行い，元々，趣味として行っていたアウトドアや外出を主体

的に参加できる方法や場面の検討が必要と思われる． 
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演題28 

 

認知症高齢者の絵カード評価法を用いたせん妄患者の事例 

〜回復期での主体的な活動選択に着目したアプローチ〜 

 

○篠田 昭 1)，南 征吾 2)，井口知也 3)，小林隆司 4)，山田 孝 5) 

1)洛和会音羽リハビリテーション病院(京都府)， 

2)大和大学保健医療学部，3)大阪保健医療大学保健医療学部， 

4)首都大学東京大学院人間健康科学研究科，5) 目白大学大学院リハビリテーション学研究科 

 

 

【はじめに】 

本事例（以下，Aさん）は，せん妄によって現実検討に困難

をきたし，普段の生活習慣に見合った作業ができていなかった．

そこで，認知症高齢者の絵カード評価法（以下，APCD）を実

施し，病前に遂行していた作業的生活を明らかにした．APCD

を用いることによって，Aさんが，自身の遂行能力と作業参加

の状況に向き合えた．なお，本事例の報告にあたり，家族と本

人に同意を得ている． 

【事例紹介】 

A さんは 80 歳前半の男性，両下肢の痛みと痺れにより歩行

困難となった．当院を受診後，腰部脊柱管狭窄症と診断され，

手術を受けた．術後，安静臥床を経て，回復期リハ病棟に転棟

した．Aさんは，急性期病棟時より夜間せん妄が続いていた．

家族構成は，数か月前に妻が他界し，独居であった． 

【作業療法評価・方針】 

本人の希望は，「歩いてトイレまで行きたい」であった．身体

機能は，平行棒内での立位保持が可能であった．精神機能は，

長谷川式簡易知能スケール（以下，HDS-R）14 点，せん妄ス

クリーニングツール（以下，DST）で「せん妄あり」であった．

人間作業モデルスクリーニングツール（以下，MOHOST）は，

意志，習慣，技能，環境のほぼすべての項目が作業参加を「抑

制」と「制限」している状態であり，44 点であった．APCD

で，とても重要であると答えた作業は 53 個であった．その中

で，Aさんは園芸とグランドゴルフを熱心に語り始めた．評価

結果を基にした主な作業療法計画は，「日中に園芸作業を実施し

て日内リズムを整えること」とした． 

【作業療法経過】 

作業療法の経過を 2 期に分けた．1 期は 7/24～8/1で，Aさ

んは園芸を実施し，目的を持つ作業が明確になることで意識が

明瞭になり，せん妄が改善した． 2 期目は 8/2～8/9 で，立位

の安定によって趣味のグランドゴルフを再開した． 

【結果と考察】 

身体機能は，杖歩行が可能となった．精神機能は，HDS-R

は23点，DSTで「せん妄なし」となった．MOHOSTは，「抑

制」と「制限」から「促進」と「支持」になり，83点になった． 

APCDは，作業場面が線画で描写されていることから，せん

妄による意識障害があったAさんでも，意味のある作業とその

文脈を語ることができた．Aさんは意味のある作業に参加する

ことで，せん妄状態が改善し，生活習慣を少しずつ取り戻すこ

とで，作業適応の状態になったと考えられた． 
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演題29 

 

緩和ケア病棟において，「人間作業モデルスクリーニングツール」と 

「高齢者版・余暇活動の楽しさ評価法」の利用が有効であった事例 
 

○日谷正希 1)，木村 徹 1)，大段裕樹 2)，中村由美 3)，本家寿洋 4) 

1)北見赤十字病院作業療法士(北海道)，2)北見赤十字病院理学療法士 

3)北見赤十字病院緩和ケア病棟看護師，4)北海道医療大学リハビリテーション科学部

 

 

【はじめに】 

当院では，2014年に緩和ケア病棟が開設され，作業療法（以

下，OT）の処方も増えている．緩和ケア病棟の平均介入期間は

14.2日と短く，対象者の重要な作業やQOLに関わることが難

しい状況にある．この中で，人間作業モデルスクリーニングツ

ール（以下，MOHOST）と高齢者版・余暇活動の楽しさ評価

法（以下，楽しさ評価）の利用は，対象者の速やかな評価と趣

味の再開から，QOLの維持に有効であった．本報告の目的は，

緩和ケア病棟の事例を通し，MOHOSTと楽しさ評価の効果を

検討することである．本報告は，対象者に説明し同意を得てい

る． 

【事例紹介】 

Aさん，80歳代の女性．診断名は膵癌(stageⅣb)，肝転移で．

積極的治療が困難となり，緩和ケア病棟に転棟した．転棟6日

目より OT を開始した．ADL は，PS:3，FIM:65 点（運動:41

点，認知:24点），基本的には床上生活だが，動作遂行は軽介助

であった．お話し好きでアルバムを見ては笑顔で思い出を語っ

た．元々刺繍が趣味で，孫にプレゼントしていたと情報を受け

たが，技能の低下を理由に再開への意欲は低かった． 

【MOHOSTと楽しさ評価の実施（OT開始～2日目）】 

MOHOSTの結果，自分の症状や能力を理解し，病棟生活を

送っていた．刺繍には興味を示すが，技能の低下から再開でき

ずにいた．家族の一員としての役割も「世話になるばかり」と

果たせずにいた．OT では，刺繍の再開に向け，楽しさ評価を

用いて刺繍の楽しさを評価した．Aさんは，刺繍に思いを巡ら

し，人と関わることに楽しみを見出していることが理解でき，

「思い出すと楽しい」と語る反面，「手と目が悪くなった」と消

極的だった．しかし，Aさんの語りからOTが「私もしたくな

りました，教えてくれませんか」と尋ねると嬉しそうに「やり

ますか」と刺繍の再開を了承してくれた． 

【経過】 

OT 開始 3～15 日までの経過を示す．「病院でこんなことで

きると思わなかった」と趣味の再開を喜び，OT に実施方法を

指導してくれた．スタッフや家族から賞賛の声を受けると，「OT

さん上手よ」と語り，できないとしていた孫へのプレゼントす

る予定であった作品をOTと協力して取り組み，外泊後に持参

した．病状の進行に伴い，運動・処理技能の低下を認め，最終

的には縫うことが難しくなり，入眠している時間も増加したが，

刺繍の時間は「見ているだけで楽しい」とOTを指導する役割

を担い続けた．最期，「何より刺繍が楽しかった」，「弟子ができ

て良かった」と話していたと，ご家族が語った． 

【結果】 

病状の進行に伴い PS:4，FIM:43 点（運動:26 点，認知:17

点）と技能低下を認めたが，指導する役割や誰かに必要とされ

る自己価値，刺繍を日課とする作業パターン，楽しみのある作

業への動機づけは維持された．Aさんの最期の語りからも刺繍

への従事や教える役割に有能感を感じていたと捉える． 

【考察】 

MOHOSTは，介入日数が短い緩和ケア病棟において，Aさ

んの全体像を素早く評価することに役立ち，介入の方向性を考

えるうえで有用であった．また，楽しさ評価はAさんが刺繍の

楽しさを思い出すことに加え，OTが共感し興味を持つことで，

教える役割を担い，自己価値の実現に役立ったと考えられ，終

末期では，自分でやりたいという気持ちと誰かのために実施・

再開するという意味合いも強いのではと推察された．終末期で

はQOLの維持が重要な目標に挙げられ，この観点からもADL

遂行が困難となり，技能が低下していく中でも楽しみや役割の

ある刺繍への従事が，作業への動機づけや作業パターンの維持

に役立ち，Aさんの QOL の維持に効果を示すことができたと

考える． 
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演題 30 

 

医療従事者の慢性痛に対するヘルスプロモーション介入の可能性 

 

○岡村正孝 1)，井口知也 2) 

1)リハビリテーション天草病院(埼玉県)， 

2)大阪保健医療大学大学院保健医療学研究科 

 

 

【目的】 

医療関連業務に関わるスタッフには慢性痛を持つ人が多く，

痛みが原因で職務を十分に遂行できずに離職に至ってしまうケ

ースもある．当院では，年々入院患者の重症化や体重増加など

によって，スタッフにかかる負担は増大の傾向を示しており，

慢性痛のために業務が十分に遂行できていない人もいる．この

ような状況が継続すれば，スタッフは自分の職能に就くことが

困難となり，職能に対する有能感の低下や最悪の場合には休職

や離職という状況に陥ってしまう．これは作業適応が成立して

いない状態といえる．そこで本研究では，医療従事者が慢性痛

をコントロールしながら，業務を継続できるヘルスプロモーシ

ョン介入法を検討することを目的とした．  

【方法】 

対象は病院に勤務する医療従事者8名（年齢36.9±10.47歳，

作業療法士4名，看護師4名）とした．対象者に週1回30分

の面接とミニ講義，必要に応じて自主トレーニング法の指導な

どを実施した．面接では，痛みに関する生活歴，日常生活の状

況，痛みが発生するタイミングなどを聞き取り，痛みの原因に

対する具体的な対処法を提案した．介入期間は1ヶ月で計4回

のプログラムとした．その後，1 ヶ月の非介入期間を設け，疼

痛のコントロールと業務への取り組み状況のモニタリングを行

った．効果判定は，改訂版作業に関する自己診断（Occupational 

Self AssessmentⅡ：以下，OSAⅡ），健康関連QOL（EuroQol 

5 Dimention：以下，EQ-5D），痛みに対する聞き取り調査と

し，介入前，介入1ヶ月後，非介入1ヶ月後の計3回評価を実

施した．統計学的検討方法として，介入前後のOSA-Ⅱ，EQ-5D 

のスコアの比較には Friedman 検定とBonferroni の検定を用

いた．統計解析にはSPSS 23.0 J for Windowsを用い，統計学

的有意水準は 5%未満とした．なお，本研究にあたり本人およ

び病院長に説明し，報告の同意を得た． 

【結果】 

介入前後，非介入１カ月後（以下，1カ月後）のOSAⅡの有

能性合計点（前 73.0±11.65／後 92.3±11.33／１カ月後 90.9

±11.34）は，介入前と介入後，１カ月後に5%水準の有意差が

認められた．価値合計点（前95.9±12.12／後100.9±10.25／

１カ月後98.3±10.65）は，有意差は認められなかった． EQ-5D

（前 0.58±0.093／後 0.78±0.167／介入終了１カ月後 0.81±

0.184）は，介入前と 1 カ月後に有意差が認められた．また，

多くの対象者で介入後に痛みは減少また消失した． 

【考察・結論】 

今回，慢性痛を持つ対象に対してヘルスプロモーション介入

を実施したところ，OSAⅡの作業有能性と健康関連QOLに有

意な向上が認められた．作業有能性の肯定的な変化は作業適応

障害の改善を示すことから，本研究のヘルスプロモーション介

入が対象者の慢性痛を管理し，自分が価値を置いている職能へ

の参加に寄与すると考えられた．また，健康関連 QOL の有意

な改善が介入直後よりも1カ月後に認められたことから，対象

者が慢性痛を管理して職能に参加するためには2カ月ほど要す

ることが示唆された． 
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演題31 

 

クライアントの活動選択に向けた機能訓練の在り方 

 

○荒井裕太 1)，緑川 学 1)，山田 孝 2)  

1)会田記念リハビリテーション病院(茨城県)， 

2)目白大学大学院リハビリテーション研究科 

 

 

【はじめに】 

脳卒中の回復期では，クライアントが身体機能の回復を希

望することは当然のことと思われる．作業療法士は，単にク

ライアントが希望する機能訓練を行うだけでなく，作業遂行

に肯定的な変化をもたらすように実施することが重要である．

今回，復職希望がある男性への機能訓練について検討した．

なお，本報告にあたりクライアントの同意を得ている． 

【事例紹介】 

40歳代後半の右利きの男性．左被殻出血により右片麻痺・

失語症になり，発症から約2ヶ月後に当院の回復期リハビリ

テーション病棟に入院した．病前はお寺の住職をしており（勤

労者役割），休日は娘を連れ家族旅行をしていた（父親役割）．  

【作業療法初期評価】 

作業遂行：「この身体じゃ何もできない」と作業の実施は困難

である． 

意志：復職や旅行の希望はあるが，焦りや身体機能回復への

想いが活動選択を妨げ，効力感の低下が伺われた． 

習慣化：病前の勤労者と父親の双方の役割を喪失していた．

病棟では ADL に介助を必要とする為，自分のペースで生

活できない． 

遂行能力：Br. Stageは上肢・手指Ⅰ，失語症により表出に推

測が必要で，作業遂行に必要な運動技能，コミュニケーシ

ョンと交流技能が低下． 

環境：家族が毎日来院． 

【作業療法計画】 

クライアントが作業を実施するために，クライアントの強

い想いである機能訓練を行い，ラポール形成を図ることにし

た．また，クライアントと家族との対話を繰り返し，片手動

作（一部両手動作）での作業遂行の成功体験を積み重ねて効

力感を向上させ，クライアント自身が勤労者役割である仕事

の実践方法を選択し、作業遂行への価値を見出す事を目標と

した． 

【作業療法経過】 

前期：機能訓練と早期歩行自立を図った．生活上の麻痺側上

肢の使用頻度が増え，将来の仕事のナラティブが可能とな

る． 

中期：クライアントと妻と話をして，利き手交換や復職に向

けた介入をした．病棟歩行が自立し，自己訓練に積極的と

なる． 

後期：作務衣や足袋での更衣，筆での梵字書き，お経の音読

など，復職に向けた訓練を中心に作業療法を展開． 

【結果】 

作業遂行：クライアント自身が実践方法を提案する場面があ

った． 

意志：機能回復への想いはあるが，現状の身体機能でも実践

可能な作業が増え，具体的な活動選択が可能となり，個人

的原因帰属の向上が認められた． 

習慣化：自己訓練が増え、徐々に勤労者役割の再獲得ができ

始めている． 

遂行能力：Br. Stageは 上肢・手指Ⅱ，失語症も改善傾向．

片手動作の習熟と麻痺側上肢を補助手とした一部両手動作

可．  

環境：入院3ヵ月が経過．外出訓練後は作業に更に前向きと

なる． 

【考察】 

 機能回復への想いが強いクライアントに対しては，機能訓

練への介入はラポール形成の一助を担うことを再認識した．

また，時期に応じた身体機能介入は，現状の身体機能でも作

業が遂行できるという作業有能性を向上させ，結果的に作業

（仕事）への価値を再び見出すといった作業遂行の肯定的変

化を生み出すことにつながると考えられた． 
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演題32 

 

退職後に役割を喪失した認知症高齢者に対する訪問作業療法の事例 

～社会的孤立を人間作業モデルの概念から考察する～ 
 

○猪股英輔 1)，竹原 敦 1) 

1)湘南医療大学保健医療学部リハビリテーション学科(神奈川県) 

 

 

【はじめに】 

社会的孤立は「家族やコミュニティとほとんど接触がない

という客観的な状態」とされ，高齢者では情報の不足，支援

の乏しさ，自己効力感や自尊感情の低下とともに不健康に陥

りやすくなる．事例は，退職と同時期に認知症を発症し，経

営者の役割を喪失し，社会的孤立の状態におかれていた．訪

問作業療法(訪問OT)を契機として，社会参加に踏み出せた経

過をMOHO概念から考察する． 

【事例紹介】 

A氏，90歳代前半，男性，要介護2，診断はアルツハイマ

ー型認知症（CDR2），胸椎圧迫骨折．紙加工業を営んでいた

が認知症状が進行し，5 年前に廃業した．病前は自治会役員

につき，趣味でボウリングクラブに所属していた．自社ビル

の1階が工場，3階居室に妻・息子と3人暮らし．顔なじみ

の息子の友人（女性）が定期的に訪問している．なお，事例

報告にあたり書面にて本人・家族の同意を得た． 

【作業療法評価】 

認知症の中核症状は，逆行性の生活史健忘，日付・場所の

見当識障害，判断力の低下があった．通院以外は外出せず，

閉じこもりとなっていた．意志は，「まだ仕事がある」という

誤見当による個人的原因帰属をもち，習慣は，日々，以前の

ように筆記用具と携帯電話を身につけて顧客からの連絡に備

えていた．また，経営者の責任を負うことに価値をおき，役

割を喪失したことを否認していた．行動・心理症状（BPSD）

は，同じことを何度も聞く，夜中に物を探し廻る，妻に怒声

を上げるなどが介護負担を増大させ，近隣住民との交流が断

絶していた．遂行は，トイレ内を汚したり，着衣が不整であ

ったが，日常会話はダジャレが言えるくらい良好であった． 

【介入経過】 

初期は模倣動作の運動，階段昇降を実施し，運動後は笑顔

で会話量も増えた．毎日1階まで新聞を取りに行くことを提

案する．かつての取引先の「〇さんは，今日は来ないのか」

と妻に聞く．2 ヵ月後，閉鎖した工場を一緒に見学すると，

誇らしく機械操作を説明し，「仕事は辞めた．歳だから」と現

実的な会話ができた．3 ヵ月後，妻と友人の協力で買い物に

行く計画を実行し，数年ぶりに衣料品の買物を楽しんだ．「昔

の友人に会えるかもしれない」と通所介護の試験通所を勧め，

定着した．5 ヵ月後，活動を楽しめるようになったため通所

回数を増やし，訪問OTは終了した． 

【考察】 

MOHO に基づく訪問 OT の実践により，A 氏の社会的孤

立が軽減された．OT は，A 氏の意志と役割を肯定しつつ，

現実検討のアプローチ，顔馴染みの友人との協働による作業

遂行を通して，外出を支援した．経営者の役割は，退職後も

A氏の自己認知のなかでゆらいでいる．しかし，家族以外の

人との関わりは社会的環境を転換し，社会的孤立への介入を

可能にしたものと考える． 
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演題33 

 

クライアントにとって意味のある作業を提供することで 

作業従事に変化をもたらした高齢アルコール依存症の事例 

 

○野村千佳 1)，小砂哲太郎 1)，佐野威和雄 1)，水野 健 2)，笹田 哲 2) 

1)医療法人社団正心会よしの病院(東京都)， 

2）神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科作業療法学専攻 

 

 

【はじめに】 

今回，役割喪失により，飲酒を繰り返す高齢アルコール依

存症のA氏と関わった．A氏の意志に着目し，ギターを日課

に取り入れた結果，動機づけができ，作業従事に変化をもた

らした．なお，本報告に際し本人より同意を得ている． 

【事例紹介】 

70歳代後半の男性で，診断はアルコール存症であった．60

歳代に定年退職し，その後，妻の老人保健施設入所を機に，

飲酒量が増加した．70歳代前半に妻，次男が他界し，隠れ飲

酒が始まり，X－6 年にアルコール治療目的で他院へ入院し

た．X－5年に長男と同居を開始したが，X－3年に再飲酒し，

当院に入院となった．その後も，入退院を繰り返し，X年に

5回目の入院となり現在に至る． 

アルコールリハビリテーション（以下，ARP）目的の入院

であったが，意欲は低く参加の拒否があった．アルコールの

ない環境での生活習慣を獲得するために入院継続は必要であ

り，ARP の代わりに集団作業療法（以下，OT）が導入され

た．しかし，集団OTへも不参加であった．そこで，担当作

業療法士（以下，OTR）は飲酒に関する振り返りを行うと同

時に，A氏を作業的存在として捉えるため，作業療法遂行歴

面接第2版（以下，OPHI-Ⅱ）を用いて評価を行った．評価

から，A氏は夫・親・仕事人としての役割に価値をおき，役

割を喪失するタイミングでアルコールへの依存が関連してい

ることが明らかになった．更に学生時代にギターを学んだこ

とを最もいい時期だと話し，他者にギターを教える役割を担

っていたことも明らかにした．入院前には高齢者施設へボラ

ンティアとして慰問してギターを弾き，ギター演奏が意味の

ある活動であることを明らかにした．現在，ギターを弾く意

志はあるが，入院中で実施することができていなかった．作

業療法の基本方針として，個別でギター演奏の場を設け，作

業適応を促す事とした． 

【経過】 

OPHI-Ⅱにて過去を振り返ることで，A氏にとってギター

は意味をもつ活動であることを明らかにした．ギター演奏を

OTRが提案することで，A氏はギターを弾くことを決定し，

ギター演奏を行う事を約束した．集団OTは声かけを要した

が，1 週目よりギター演奏だけは時間になるとホールに待機

し，時間の把握ができていた．また，集団OTに参加し，物

品を片付ける役割を担う等，他の活動で変化がみられた．4

週目のギター演奏最終日には「生き甲斐を感じた」と満足し

た様子であった．  

退院後は月 1 回，デイサービスに通所することになった．

OTRは施設職員と交渉を行い，通所時にギター演奏を披露す

る場を持てるよう設定をした． 

【考察・結論】 

 今回，人生を振り返る中で，ギターがA氏にとって意味の

ある作業であることを再確認する機会になった．その結果，

事例を ARP に不参加という評価ではなく，ギター演奏を通

じて作業従事することができていると捉えなおすことができ

た．加えてOPHI-Ⅱの使用が有効であった． 

  



102                                         日本作業行動学会第 25 回学術集会抄録 

 

 

演題34 

 

MOHOSTを利用して包括的な介入を行うことで 

自宅退院後の作業参加へと繋がった事例 
 

○平石暢之 

みどり野リハビリテーション病院(神奈川県) 

 

 

【はじめに】 

 入院時臥床傾向であった事例に対して MOHOST を利用

し，事例の作業参加の状態を包括的に捉えてアプローチを行

ったことで，自宅退院後の作業参加へとつながった事例を体

験した．なお，本事例報告に際して，本人および家族に内容

を説明し，同意を得ている． 

【事例紹介】 

 80 歳代の男性．妻との 2 人暮らし．X−５年に人工血管置

換術を施行し，認知機能の低下も見られてきたことで，車で

の移動やゴルフなどの趣味が困難となり，活動範囲が自宅周

辺へと狭まった．X−１年，発熱とともに倒れ，緊急搬送され，

人工血管感染と急性胆のう炎と診断され，X年X月に手術を

受け，２ヶ月後，自宅復帰を目標に当院へ入院した． 

【作業療法評価】 

 非構成的面接によって，以前は囲碁やうどんの材料，まん

じゅうを買うためにスーパーへ買い物に行くことが好きだっ

たことが聴取された．しかし，入院時は「今は何もすること

がないから」，「疲れてしまいうから」という理由で，ADL

以外はベッド上で過ごしていた．大切にしている作業につい

ては語ることができていた事例が，なぜ現在の生活習慣にな

ったのかを包括的に捉え，作業療法の介入へ繋げる必要があ

ると考えMOHO STを実施した．結果は61点で「選択」，「習

慣」，「役割」，「作業欲求」などの項目で“作業参加を抑制する”

があった． FIMは51（運動41，認知10），6分間歩行は4

分30秒で疲労の訴えがあり，歩行距離は184mであった． 

【作業療法経過】 

 転院してから半月が過ぎた時期に，春の高校野球が始まり，

それまで臥床傾向だった事例は日中のほとんどの時間をデイ

ルームで過ごすようになった．MOHOSTも69点となり，「物

的資源」，「作業欲求」，「作業のパターン」などが向上し，運

動技能も６分間歩行は連続500mが可能となった．野球が閉

幕すると再び臥床が増えたが，MOHOSTの結果から，環境

への働きかけが事例の活動性を向上させると考えた．そのた

め，興味を示した囲碁に対して，物品の購入と他患者と行え

る場の提供など環境の調整を行った．その結果，１日中臥床

することがなくなった．次に退院後の作業参加を促すため物

的資源と作業欲求への働きかけを行うため，囲碁ができるデ

イサービスを探してもらうようケアマネージャへ依頼した．

妻には，屋外歩行時の注意点や介助指導を実場面で指導した． 

【結果・考察】 

 日中をほぼ臥床して過ごし，退院後の不活発な生活が予測

されていた事例に対して，MOHOSTを用いて評価を行った

ところ，事例の価値や興味の傾向が把握できた．そこで選択

した作業を提案し，それに従事できる環境を準備するという

進め方をした．さらに退院後生活への作業の継続を意図して

地域への引き継ぎを行うなどしたところ，妻との買い物や一

人でも寿司屋にでかけるまで活動が広がった．入院から自宅

へと環境が変わったことや，身体能力の向上が得られたこと

もあるが，入院中から退院以降の活動的な生活を期待して，

事例を深く理解して個別性に会わせた介入を工夫したことが

結果につながったと考える． 
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演題35 

 

長期入院統合失調症患者の退院支援 

 

○佐々木剛 1)，亀山清子 1)，土井隆城 1)，中澤裕子 1)，山田 孝 2)3) 

1)研精会山田病院(東京都)， 

2)目白大学大学院リハビリテーション学研究科，3)首都大学東京名誉教授 

 

 

【はじめに】 

地域生活に不安の強い事例に，退院者向けアパート（以

下，A館）での活動を段階づけて行うと同時に，閉鎖グル

ープで作業療法を実施した結果，退院を前向きに考えられ

るようになった．事例の承諾を得たので，経過を報告する． 

【事例紹介】 

H 氏，統合失調症の 50 歳代の男性．大学在学中に妄想

が出現し，精神科を受診し初回入院となった．退院して外

来通院していたが，徐々に妄想が盛んになり，2 回目の入

院となった．閉鎖病棟に 11 年間入院し，X 年に開放病棟

に移動した．X+2年から授産施設で週 1回の体験就労を開

始し，X+3年から援護寮での試験外泊を開始した．しかし．

その 2回目に「終身入院でお願いします」と語り，退院を

拒否したため，体験就労や試験外泊を中止した． 

【今回の退院支援の経過】9 年後の X+12 年に再度退院支

援を試みた．X+12年 2月に初回評価としてOSAを実施し

た．「自分について」の満足度は，遂行能力-16点，習慣化

-7点，意志-9点であった．変えたい項目の優先順位は 1位

が体に気をつける（問題あり‐非常に大事）で，2 位が行

かなければならない所に行く（問題あり-非常に大事）で，

3 位は問題をはっきりと認めて解決する（やや問題あり‐

非常に大事）で，4位は自分の能力を発揮する（問題あり-

非常に大事）であった．「環境について」の満足度は-1 点

で，すべての項目で良い・非常に良い，大事・非常に大事

とし，現在置かれている環境に満足していた．OSAの結果

と本人の語りより，退院への拒否は，不安に対する管理が

できず，院外に出ると不安になり，何もできなくなると個

人的原因帰属が低下しており，そのため安心して過ごせる

病院の環境に満足しているものと考えられた．地域生活に

不安の強い事例に対し，成功体験を重ねて個人的原因帰属

の改善を図ることを目的に，A館での夕食会への参加を提

案した．夕食会前には不安や抵抗感もあったが，知人に参

加者がいて，参加できた．夕食会では「不安もあったが，

何とかやれた」と本人には成功体験になった．その後も夕

食会を重ね，宿泊会へも参加できるようになった． 

支援開始 6ヶ月後にOSAの再評価を実施した結果，「自

分について」の満足度は遂行能力-13 点，習慣化-5 点，意

志-6点と改善を認めた．体に気をつけるでは，調子も良く

なり不安感も少なく，気にならなくなったと自身の変化を

語った．自分の目標に向かってはげむでは，A館に入って

生活の安定を目指すと目標を語った．「環境について」の満

足度は-13 点と大幅な減少が見られたが，物理的環境の項

目すべてに問題ありとし，本当は勉強したいが病院内では

大部屋で集中できないしゆっくり休めない，A館であれば

と現在の環境への不満と地域生活への希望を語った． 

【考察】 

事例は不安により病院周辺の外出しかできておらず，「ず

っと入院していたい」と個人的原因帰属が低下していた．

今回は，A館での活動を段階づけて，短時間のグループで

の夕食会から始め，グループでの宿泊会，一人での試験外

泊と，抵抗の少ない活動から開始した．それにより，成功

体験を重ね，個人的原因帰属が高まったことで，継続して

外泊できた．また，地域生活を経験することで自身のやり

たいことが明確になり，退院に対する意欲も高まり，前向

きに考えられるようになったと考えられる．現在は服薬も

自己管理となり，２泊以上の連泊も実施している．外泊を

通して地域生活に必要な技能の習得と，事例の望む環境を

聴取し退院後の環境調整を行い，作業適応と退院に向け支

援していきたい． 
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演題36 

 

日本の作業形態と意志 

 

〇原 和子 

岐阜保健短期大学(岐阜県) 

 

 

【目的】 

作業形態は文化的側面を持つため，個人から独立した客観

的性質を持つ（Nelson, D）．日本文化に根づいている作業形

態から，意志（価値，個人的原因帰属，興味）への影響を考

える． 

【方法】 

以下の文献考察によった．①岡倉天心「茶の本」，②季御寧

「『縮み』志向の日本人」，③九鬼周造「『いき』の構造」，④

世阿弥「風姿花伝」，⑤鷲田清一「思考のエシックス」． 

【結果】 

日本の作業形態は，「縮小の中の宇宙観」，「中間領域」，「道」

という価値概念を内在していると考えられた． 

「縮小の中の宇宙観」は「回帰する生成」「わび（地味で簡

素を愛する謙譲の美）」ともつながる茶道の理念である．狭い

茶室のなかでは「事物の関係においては大小の区別はない．

一個の原子は宇宙と同等の可能性を有する①」．茶室の室内装

飾の簡素化と空間の縮小化により，新しい別の宇宙の発見が

可能となり，小さな手のひらにおさまる抹茶茶椀の中にでさ

え，宇宙の広がりを発見する．例として盆栽・盆景の中に雄

大な自然をみようとする試み，日本特有の小さくなろうとす

る屈曲優先動作（のこぎり，カンナ，陶芸のロクロ，食事，

すり足歩行，舞踊，正座，蹲踞･･･他）等がある②． 

「中間領域」とは，二つ以上の頂点，あるいは二つの交わ

らない平行線の関係において，その両方あるいは複数を暗示

させながらどちらにも属さず，民族的「趣味価値」をもつ中

間に立ち位置を決めている文化的価値観で，「いき」と称され

る③． 

「道」は目的よりも経過を大事にする意味である．握る過

程を見せる寿司店，結果よりも食事の用意という過程に敬意

を払う「ご馳走さま」の謝辞②例がある．先人の「道をたど

る」とは「先人の足跡にそって進んで行く」，「先人の成し遂

げたものを探し求める」などの意味で，物真似をすることに

価値をおいた④．華道や茶道，柔道などでも，模倣により身

体で覚え，後から理論や精神がついてくるという考えであっ

た．同様に他力本願とも言える．他力本願とは，仏教用語と

しての意味から転じて，自然の力，他者の力も借りて，生か

されていると感謝する状況をつくること，と解釈されていた．

相撲も柔道も，相手の力を利用して，つまり他力本願で倒す

のがおもな戦略②である．世阿弥は能楽の芸術的表現を「花」

と称し「それぞれの場所や，人々によって④」異なるけれど

も「ハイブリッドな純粋⑤」様式で道となるとした． 

【考察・まとめ】 

「回帰する生成」の例として，抹茶茶碗の傷の修復として

の金直しなどがある．修復部分を金で埋めて，かえって目立

たせる技法により，傷の景色を新しい模様として楽しむ．直

された陶磁器は，今までとは違った評価を得て生き返る．「復

権」としてのリハビリの概念よりも，「創生」に近いのが日本

の文化価値といえる．「中間領域」の価値概念として，クライ

エントを個として遇するよりも，親しい小集団を見据える選

択肢は日本の文化的特性にそっている。「道」となる日本の作

業療法過程に「花」を求めたい． 
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演題37 

 

交流技能低下，作業参加困難な事例が，主婦役割を持ち 

夫との生活を再スタートするまで 

～回復期と訪問作業療法を経て～ 
 

○高多真裕美 1)，東川哲朗 1) 

1)医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院(石川県) 

 

 

【はじめに】 

 脳挫傷により交流技能低下，作業参加が困難な事例に「作業

に関する自己評価・改訂版（以下，OSA-Ⅱ）を用いて協業し

た結果，主婦役割を再獲得し，夫との生活を再スタートするこ

とができた．なお，本報告にはA氏の同意を得ている． 

【事例紹介】 

A氏，66歳の女性である．夫と2人暮らしで，レザークラフ

トの講師の助手をしていた．庭木の剪定中に転落し，A病院で

脳挫傷の診断をうけた．B病院回復期リハビリテーション病棟

（37日目）に転院したが，夫は脳外科のある当院での加療を希

望し，本院に転院（67日目）した． 

【作業療法評価】 

67～79日目に評価を実施した．介入初日はOTを拒否した，

病棟でA氏の語りを傾聴した．人間作業モデルでの解釈を示す． 

<意志>個人的原因帰属：何もできないと感じている．価値：主

婦役割，レザークラフト歴 25 年．興味：趣味に関する話題は

避ける． 

<習慣化>習慣：日課に参加困難．役割：患者役割． 

<遂行>運動：歩行，ADL は介助．処理：注意持続性低下．コ

ミュニケーションと交流：感覚性失語，多弁，急な話題転換あ

り． 

<環境>社会的：夫は仕事あり．物理的：趣味参加に送迎必要．

以上より作業不適応状態と判断し，まずは作業療法室に来室し，

目標共有と作業参加を目指した． 

OSA-Ⅱ（76，79 日目）では，「体力がない」，「癌かもしれ

ない」，「お金の面は夫．今までは自分」，「馬鹿にされている気

がする．あまり話さない」との語りが聞かれた．A氏との協業

により，作業目標を主婦役割再獲得とした． 

【経過】 

80～224日目の経過は以下のとおりであった．毎回，調理ス

ペースで過ごす時間を作り，「お茶を入れて飲む」作業の中で，

家事参加を支援した．自宅生活へ向けて ADL 練習や調理練習

をし，また趣味再開へ向けてレザークラフトやあんでるせん手

芸に参加可能となった．夫には心理支持や家族指導を行った．

自宅退院（213 日目）後にも，訪問作業療法で家事参加を支援

した． 

【結果】 

 人間作業モデルでの解釈で変化点を示す．<意志>個人的原因

帰属：できることは増えたが，他者交流に不安あり．興味：新

しい作業にも興味を示す．<習慣化>習慣：日課に主体的に参加．

役割：主婦，趣味人の役割再獲得．<遂行>運動：ADL は入浴

以外自立．処理：多重課題処理には援助必要．コミュニケーシ

ョンと交流：言語面の問題は残存．<環境>社会的：夫は退職し

た．以上より，作業適応状態と判断した． 

【考察】 

 交流技能が低下していた事例であったが，OSA-Ⅱにより作

業に関する自己認識の把握と目標共有ができた．作業に焦点を

当てた介入は，A氏が「作業的存在」であることを再認識する

機会を提示し，その結果主婦や趣味人としての役割再獲得へ向

けて作業参加が可能になったと考える． 
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演題38 

 

役割の再獲得による認知機能低下の予防 

 

○佐藤大介 1)，緑川 学 1)，山田 孝 2)  

1)会田記念リハビリテーション病院(茨城県)， 

2)目白大学大学院リハビリテーション研究科 

 

 

【はじめに】 

高齢者が入院すると，認知機能や意欲が低下することで臥

床傾向になり，趣味や役割を喪失することは少なくない．今

回,作業の提供により離床を促し，趣味人としての役割を再獲

得した高齢者を体験した．なお，本報告にあたり，本事例の

承諾を得ている． 

【事例紹介】 

80歳代の女性で，長女夫婦と孫の4人暮らし．X年Y月，

玄関で転倒し右大腿骨頚部骨折となり，Z 月に当院回復期リ

ハビリテーション病棟へ転院した．病前生活は，調理，掃除，

洗濯などの家庭内役割をし，趣味の習字や週3回のデイサー

ビスへ通い，友人との雑談や習字を楽しみとしていた． 

【初期評価】 

自宅生活継続は困難で，デイサービス，家庭内役割，趣味，

活動が制限されていた．Barthel Index(以下，BI)は50点で，

転倒の危険から見守りが必要であった．機能障害は，改定長

谷川式簡易知能評価スケール(以下，HDS-R)は 22 点，高齢

者うつ評価尺度短縮版(以下，GDS)は10点と抑うつ傾向で，

「もう自分は必要ない」とか「施設で良い」との発言があっ

た．本人は「いろいろできるようになりたい」，家族は「日中

独居となるため，動作を自立してほしい」と希望した．主目

標を自宅で長女や孫と一緒に料理を作り，洗濯物を畳み，デ

イサービスで友人と習字や絵画を楽しむとした． 

【経過】 

初期：リハ以外の時間は臥床傾向．抑うつの改善と認知機

能低下の予防を考え，興味のある家事や趣味を導入した.家事

訓練では，家族が「火の管理が心配」と訴えたので，電子レ

ンジ調理を勧める．「作ったことがないから不安」との発言か

ら，工程の少ない調理から開始した．居室で習字ができるよ

う看護と環境調整をした．「絵画をしたいが無理」との発言か

ら，簡単な塗り絵から行った． 

中期：同行で外出し，自宅で安全に生活が送れるよう環境

調整や家族指導を行った．この頃「いろいろな料理を作って

みたい」や「デッサンや水彩画をやりたい」と前向きな発言

が聞かれた．調理訓練では，レシピや工程を増やし，絵画は

教本を参考に技法を練習し，下絵に着色をした．居室でも出

来るよう家族に道具を準備してもらった． 

後期：外泊訓練では料理の盛りつけや洗濯物を畳んでもら

った．屋外歩行で，風景画をデッサンし，着色をした．同じ

居室の他患と習字の話や絵画を一緒に行った． 

【結果】 

自宅退院になり，デイサービス，役割，趣味への参加を果

たした．BIは 90点に，HDS-Rは 25点になった．GDSは

10点と変化は見られなかったが，前向きな発言がきかれた． 

【考察】 

今回，早期から離床を促し，趣味人の役割が継続できた理

由は，①入院当初から趣味人の役割を導入し，居室でも作業

が行えるように看護と環境調整を行ったこと，②随時，訓練

時の様子や安全な方法を家族に指導し，物品を準備してもら

うなど，家族の協力を得たこと， ③他患と趣味活動を共有し

たことであり，これらのことが有効であったと考えられた． 

 


