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1

第55回総会（愛知） 特集＜２＞
●シンポジウム①Ａ－１：障がい者施策の未来を語る
芳賀幸彦
１．医療の立場から見た病院と地域の将来
２．家族が求める精神医療・福祉
良田かおり
３．障害者権利条約の求める人権基準と障害者政策委員会
関口明彦

○シンポジウム①Ａ−１

巻

10

質疑討論

16

横森いづみ，松浦好徳，三澤史斉，藤井康男

質疑討論

精神保健福祉法改正に思う

東

○一般演題②Ｃ−１

彰

79

勝野米子，川地翼人，小島直樹，大槻俊夫

79

質疑討論

83

●一般演題④Ｆ－１：デイケア・うつ病
１．当院における地域生活支援について
鈴木静佳，宇賀神 茜 85
～デイケアと訪問看護の連携～
２．精神科デイケアにおける運動プログラムのストレス軽減効果に関
する研究

30

１．効果的な精神科リハビリテーションプログラムを考える
～退院準備プログラムの経過とこれからの課題～

水谷綾子，松尾ひとみ，齋藤杏子，堀
37

52

片寄尚美，大平瑞希，本田教一

54

87

増田雄太，夛喜田惠子

90

４．リワークにおける卒業プレゼンテーションプログラム導入の効果
～セルフ・エフィカシーの観点から～
堀

○一般演題④Ｆ−１

弘子，石井睦子，平岩一馬，安井

正

質疑討論

94
98

●一般演題⑤Ｂ－２：身体合併症
１．さわ病院における精神科救急と身体科救急の連携について
出口靖之，渡邊治夫，岩間紀子，澤

温 100

２．精神科病院における経皮内視鏡的胃瘻造設術導入経験に関する報告
黒川淳一，奥村雅男，朱雀五十四，

２．急性期治療病棟におけるユニットケアの評価と課題

高沢

悟，末続なつ江，吉田弘美 103

３．医療観察法通院処遇対象者のがん終末期支援の一例

３．精神病棟入院基本料算定病棟における退院支援に向けた看護ケア
等と看護人員に関する調査研究

清野春香 104

４．精神科入院患者における歯科治療の効果と重要性について

美奈子，渡辺とよみ，
栄

正

３．うつ病患者のケアにおける現状と看護師の思い

●一般演題⑬Ｄ－４：病院運営
１．スマートフォン型電子カルテの自院開発と段階的導入による効果
鶴岡智子

弘子，

石井睦子，平岩一馬，中村恭子，安井

２．長期入院に至る当事者の主体性を引き出す支援
～「きらめき面談」を軸とした当事者への関わりとチーム連携
八尾由紀子，小宮さゆき，赤路 勇 40
の開拓～
３．精神科における音楽療法の役割について
中井深雪 42
～母性原理と「一対一効果」に着目して～
４．長期入院患者の退院促進への10年間の取り組み
横内春美，加藤京子 46
～看護の変遷から～
○一般演題⑩Ｄ−３ 質疑討論
49

南方英夫，吉野百合，仲野

健太郎，金盛厚子，窪田

２．精神障害者作業所に対する期待の調査
～KJ法を用いた精神障害者と医療従事者の比較～

●一般演題⑩Ｄ－３：長期入院・リハビリテーション

幸達

75

●一般演題②Ｃ－１：地域
１．精神科診療所を中心とした地域ケアの現在形−錦糸町モデル

34

吉川隆博，末安民生，東

井上英治

第55回総会（愛知） 特集＜３＞

24

柏原幸治，小宮さゆき，八尾由紀子，堤こずえ，宋

「病棟転換型居住系施設」構想についての声明
（2014年２月２日）

〔巻頭言〕

俊裕

●一般演題⑨Ｂ－４：強制治療
１．法律家は精神障害者をどう見てきたか
～「秘密公聴会」「意見交換会」「医療観察法」～ 桐原尚之 26
２．急性期治療病棟での開放医療・看護について
田路京子，武田慎太郎 28
～開放的な環境が与える影響～
３．精神科救急入院料病棟における強制治療への適正な対応について
～MacCAT-Tを用いた審査システムの試行～
○一般演題⑨Ｂ−４

頭

13

４．障害を理由とする差別の禁止に関する法律の果すべき役割
東

第56巻第２号（通巻第192号）

6

武川恭範，吉田弘美 106

○一般演題⑤Ｂ−２

57

付3

質疑討論

109

病院・地域精神医学

56巻４号（2014年８月）

●一般演題⑥Ｃ－２：困難例
１．一公立病院の男子閉鎖病棟で起こっていること
岩尾俊一郎，平良

２．統合失調症患者における多剤併用大量処方の減量化・単純化への
取り組み

勝，長谷川典子，川島美幸 111

柴田木綿，園田美樹，小森豊和，岩崎健司，

２．介入困難な患者への生活領域の拡大を試みて

三木珠津子，吉住

昭，齋藤

雅 166

香，飯田ゆかり，森本修三，磯貝

聡 169

３．ラメルテオン錠の使用による評価（第２報）

大橋恵子，後藤友味恵，鷲見麻美，吉田弘美 113

３．山梨県立北病院における退院困難患者の家族への意識調査

奥村知香，村上

○一般演題①Ⅰ−Ｄ１

相川千寿子，藤原友子，伊藤克史，浅川留美子，

質疑討論

172

小林信二，望月雅子，三澤史斉，長井信弘 115

●一般演題②Ⅰ－Ｄ２：生活訓練事業所
１．精神障害者が「生活（くらし）」を組み立てる援助・支援
～生活訓練事業における精神障害者の自律・自立を通して～

４．山梨県立北病院における退院困難患者の問題行動調査
藤原友子，相川千寿子，伊藤克史，浅川留美子，
小林信二，望月雅子，三澤史斉，長井信弘 118

○一般演題⑥Ｃ−２

質疑討論

122

檜山

郁，川﨑一平，川島麻子，国府田まゆみ，
斎藤

●一般演題⑧Ｆ－２：薬物療法
１．ラメルテオン錠の使用による評価
～当院における使用状況より～

悟，高島眞澄，松本直行，吉田昭久 174

２．医療が作り上げた地域事業所
～地域の中で，楽しく，真剣に，衣食住を学ぼう～
池田理恵，山本泰雄，小笠原あすみ，飯田容子，
香，飯田ゆかり，森本修三 125

室野由美子，倉島佳子，長谷川直実 177

２．精神科病棟における薬剤師の病棟業務内容に対する他職種の意識
安藤正純，木村伊都紀，遠藤 洋，高橋結花，
調査

３．生活訓練施設で就労した人たちの仕事の継続と地域生活を両立す
大蔵 謙 180
るための課題
○一般演題②Ⅰ−Ｄ２ 質疑討論
184

奥村知香，村上

林やすみ，長郷千香子，馬場寛子，齋藤百枝美 127

○一般演題⑧Ｆ−２

質疑討論

131

●一般演題③Ⅰ－Ｄ３：訪問看護
１．精神障害者の地域生活継続に必要な支援とは
～事例を通して考えるアセスメントの仕方と支援技術～

●一般演題⑫Ｂ－５：退院支援・地域移行
１．地域精神保健危機介入・継続支援体制整備事業についての取り組
みと課題
木村洋子，妹尾

中田貴子，中島公博，山口

２．精神障害者の生活（くらし）を立てる援助・支援
～精神障害者自律トレイニングショートステイ活動の取り組み～
川﨑一平，川島麻子，国府田まゆみ，斎藤
高島眞澄，檜山

３．リカバリーハウス「和」の経験

悟，

郁，松本直行，吉田昭久 135

～退院支援の光と影～

石崎

○一般演題③Ⅰ−Ｄ３

土田正一郎 138

４．期間限定の退院支援施設の有用性
～山梨県立北病院から退院支援施設に退院した長期患者の経過～
柴原

質疑討論

香，中野健志，栗原エリカ 193

質疑討論

196

●一般演題④Ⅰ－Ｅ１：薬物療法②
１．精神障がい者家族を対象とした「薬物療法」
「薬剤師」に関する意
識調査（その１） ～家族からみた薬物療法～

慧，石川一仁，木村由美，佐々木由里香，

清野春香，中嶌美貴，宮田量治，有野喜美江 139

○一般演題⑫Ｂ−２

拓，三浦一恵 187

２．クロザピン内服者への対応について
～訪問看護スタッフ間の勉強会およびフローシートの活用を試
大城愛乃，新垣一美，小谷弘美，照屋初枝 189
みて～
３．当院における精神科訪問看護の実践について
～過去５年間の訪問実績を振り返って～

忍，川上真紀，井上好美，太田順一郎 133

142

谷藤弘淳，吉尾

隆，松田公子，栗原正亮，

斎藤郁夫，宇治宏美，加藤将朗，天正雅美 199

【学会だより】
2013年度 第３回理事会報告

２．精神障がい者家族を対象とした「薬物療法」
「薬剤師」に関する意
識調査（その２） ～家族からみた薬剤師～

146

谷藤弘淳，吉尾

編集後記
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付・投稿規定

３．拒薬患者に対するノメール法（少量溶解口腔内投与法）の有効性
東
徹 204
について
○一般演題④Ⅰ−Ｅ１ 質疑討論
207
●一般演題⑥Ⅰ－Ｅ３：高齢期・認知症
１．精神科認知症治療病棟における小グループ活動 “喫茶みかんの木”
増本敬子，大迫万紀子 209
に関する報告
２．老年期こころの外来の最近の動向
岩原千絵 211
○一般演題⑥Ⅰ−Ｅ３ 質疑討論
214

第56巻第３号（通巻第193号）
〔巻頭言〕

災害時における精神医療の役割について思うこと
福治康秀 151

第56回総会（札幌） 特集＜１＞
●大会長講演ⅠＡ１：こころの危機を支えたもの
～病院・地域の経験から～
グループを活用した病院臨床と精神保健の経験

隆，松田公子，栗原正亮，

斎藤郁夫，宇治宏美，加藤将朗，天正雅美 201

西尾雅明 148

●一般演題⑦Ⅰ－Ｆ１：精神医療における問題提起
１．医療観察法の事例報告のされ方の検討（１）
桐原尚之，長谷川唯 217
田辺

２．仏祥院・心道学園裁判闘争から見える精神障害者隔離の本質

等 155

桐原尚之 220

●一般演題①Ⅰ－Ｄ１：薬物療法①
１．クロザピンを使用した処方適正化の取り組み

３．精神科病棟における職員の患者に対する暴力の実態と構造
長谷川唯 223

○一般演題⑦Ⅰ−Ｆ１

野村久美，前田朋子，松島章晃，和田大和，黒田健治 163

付4

質疑討論

226

病院・地域精神医学

【学会だより】
第56回日本病院・地域精神医学会総会
総会議事 議案書・資料

総会議事

56巻４号（2014年８月）

●一般演題⑪Ⅰ−Ｇ２：入院治療におけるアプローチ②
１．離人症性障害に対する多職種チーム医療の実証性について

228
232

編集後記
理事会・評議員会・編集委員会名簿
付・投稿規定

新田政文，木村安希，土井久宗 304

２．料理に関する一連の活動を利用した実践
〜自発性の向上を目指した試み〜

永井優子 247

斉藤

第56巻第４号（通巻第194号）
〔巻頭言〕

寛，諏訪

●一般演題⑯Ⅱ−Ｆ５：リカバリー
１．その人らしく生きていく 〜リカバリーへ向かう支援〜

病棟転換問題からみるわが国の問題点と病・地学会の使命

大内美穂子，白川真由美 314

２．患者に対する看護師の対応による心理的影響を考えて
〜アンケート調査から見えてきた今後の課題〜

長谷川利夫 249

第56回総会（札幌） 特集＜２＞

田中潤子，林

●招待講演Ⅰ−Ａ２：トラウマからの回復を促すケア
飛鳥井 望 253
トラウマと喪失から回復する力

篠原

安里明友美，與那嶺和也，伊敷史子，伊波陽士，
宇良俊二，吉岡美智子，古川房予 319

○一般演題⑯Ⅱ−Ｆ５

質疑討論

亀谷拓也，和田由季，相馬健吾，田所直恵，
阿部恵已，西上床愼子，内海

奥山敏之，関亜佑美，小林みゆき 283

星

〜Ａ氏の目線に合わせて〜

○一般演題⑰Ⅱ−Ｇ５

末木美由紀，天野良成，白倉
和田雅人，古屋順子，鈴木

○一般演題⑨Ⅰ−Ｆ３

弘子，安井

質疑討論

玲奈，中田貴子，中島公博 331

質疑討論

334

岬，
愛 286

３．リワークプログラムにおける「茶の湯プログラム」導入によるス
トレス軽減効果の検討
清水北斗，石井睦子，平岩一馬，堀

睦 325

２．児童精神科病棟におけるSSTグループの立ち上げと第１学期の活
中越亮太，河合健彦 328
動を終えての一考察
３．発達支援に焦点をあてた思春期クライエントへのアプローチ
〜擬似家族的な役割を意識した多職種支援〜

279

●一般演題⑨Ⅰ−Ｆ３：支援の振り返り
１．精神科スーパー救急病棟における介護職の役割と期待
２．共感する力

323

●一般演題⑰Ⅱ−Ｇ５：児童思春期・青年期
１．児童精神科病棟における記録のあり方
〜多職種の記録内容の重要性・記録内容の違い〜

片柳光昭 275

質疑討論

久美，澤井安子，

寛，船木和久，稲垣めぐみ 316

３．精神科病院へ長期入院経験のある統合失調症患者の退院後の思い
〜デイケアに通う８名へのインタビュー〜

●【学会共催】シンポジウムＡⅡ−Ａ５：震災からの時間を振り返る
〜宮城からの報告〜
大場ゆかり 263
１．宮城県の行政の立場から
２．市町村保健師の立場から
荒川恵子 266
３．被災地石巻圏域でのこころのケアの現状
高柳伸康 269
４．気仙沼でのこころのケア活動の支援経験
大岩敦子 272
〜外部支援者の立場から〜
５．みやぎ心のケアセンターの活動を通じて見えてきたこと
○シンポジウムＡ Ⅱ−Ａ５

健，市川昌宏 306

３．治療抵抗性統合失調症で長期入院中の患者のセルフケア向上への
森 裕子，島村龍治，西畑幸二郎 308
関わりの分析
○一般演題⑪Ⅰ−Ｇ２ 質疑討論
312

【実践報告】
精神科外来におけるチェックシートを利用した副作用対策
谷藤弘淳，金山隆夫 337

正 288
292

●一般演題⑩Ⅰ−Ｇ１：入院治療におけるアプローチ①
１．閉鎖病棟における買い物外出について
〜症例を通した活動報告〜
岡本卓史，真壁智美，高橋宜裕，石岡久恵 295

２．病棟ルールから見えてくるもの
〜精神科病棟におけるルールの機能とは〜

【書評】
西隈亜紀 著『心のケアが必要な思春期・青年期のソーシャルワーク』
高畠克子 343

【学会だより】
345
2014年度 第１回理事会報告
「生活をするのは普通の場所がいい STOP！精神科病棟転換型居住系
施設‼ ６. 26緊急集会」の開催と理事長の連帯挨拶 長谷川利夫 347

込江勝史，鈴木あゆみ，渡辺純子，渡辺光尚 297

３．精神科病院歯科におけるブラッシング指導から得られたもの
北野佳代，吉田弘美 299
〜症例を通した活動報告〜
○一般演題⑩Ⅰ−Ｇ１ 質疑討論
302

編集後記
理事会・評議員会・編集委員会名簿
付・投稿規定
付・2013年 病院・地域精神医学 総目次

付5

白石弘巳 349

第56巻（通巻191〜194号）

