プログラム
◆メインプログラム
1 日目

10：00～11：00

2 階 大ホール

学術集会会長講演
家族ケアの実践とエビデンス
演者

香月 富士日 名古屋市立大学大学院

座長

永井 優子

1 日目

自治医科大学

11：10～12：10

2 階 大ホール

特別講演
精神疾患をもつ人を支える包括的ケア
日本社会事業大学／地域精神保健福祉機構 COMHBO 代表理事

講師

大島 巌

座長

香月 富士日 名古屋市立大学大学院

1 日目

13：00～14：00

2 階 大ホール

教育講演①
WRAP の日本への導入と普及～ピアの力を信じて～
講師

坂本 明子

久留米大学

座長

宮本 有紀

東京大学大学院

1 日目

14：30～15：30

2 階 大ホール

教育講演②
オープンダイアローグの臨床現場での活用
講師

下平 美智代

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所
地域・司法精神医療研究部／所沢市アウトリーチ支援チーム

座長

多喜田 惠子

愛知医科大学

2 日目

13：10～14：10

2 階 大ホール

教育講演③
身体疾患をもつ方の不安抑うつのケアと精神疾患をもつ方ががんになったときのケア
講師

明智 龍男

名古屋市立大学大学院

座長

野末 聖香

慶應義塾大学

2 日目

9：40～11：40

2 階 大ホール

シンポジウム
リカバリーを目指す支援～家族ケアの重要性～
シンポジスト

座長

木村 尚美
櫻田 みち子
渕野 真広
加藤 明美
前川 早苗
香月

1 日目

ひだクリニック 看護師
ひだクリニック家族会「パンジーの会」 家族ピアサポーター
愛知県精神医療センター 医師
愛知県医療療育総合センター中央病院 家族支援専門看護師

合同会社エスプラス 代表社員／
訪問看護ステーションあいさ 管理者／精神看護専門看護師
富士日 名古屋市立大学大学院

13：00～14：30

第 1 会場
（11 階 1101）

理事会企画①
精神疾患と糖尿病をあわせもつ人の看護の現状と課題－今後の診療報酬要望に向けて－
登壇者

田中

晴佳

(一社)日本精神保健看護学会学術連携委員会委員／大阪大学大学院

水野 美華

(一社)日本糖尿病教育看護学会政策委員会委員／原内科クリニック

指定登壇者

西池

絵衣子

座長

遠藤

淑美

(一社)日本精神保健看護学会学術連携委員会委員／兵庫県立大学
(一社)日本精神保健看護学会理事 学術連携委員会委員長／大阪大学大学院

畠山 卓也

(一社)日本精神保健看護学会理事 学術連携委員会副委員長／駒沢女子大学

2 日目

10：00～11：30

第 2 会場
（11 階 1102）

理事会企画②
身体拘束を行わない看護実践のために本会ができること
登壇者 正木 治恵
阿保 順子

(一社)日本老年看護学会 副理事長／千葉大学大学院
日本精神保健看護学会第 4 期理事長／
長野県看護大学名誉教授／北海道医療大学名誉教授

座長

(一社)日本精神保健看護学会
(一社)日本精神保健看護学会

1 日目

永井 優子
末安 民生

14：40～15：50

理事長／自治医科大学
代議員／岩手医科大学

第 1 会場
（11 階 1101）

特別企画講演
精神保健の今後の展望～「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に向けて～
講師

得津 馨

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課長

座長

吉川 隆博

東海大学

1 日目

①13：00～14：10 ②14：30～16：00

第 4 会場
（11 階 1104）

リカバリートーク＆レクチャー①、②
～自分らしく人生を歩む人々の声を聴く～
ゲスト 摂食障害当事者とご家族の方々
摂食障害家族会ポコアポコ

コーディネータ・コメンテーター
鈴木 高男
摂食障害家族会ポコアポコ代表
中戸川 早苗
愛知県立大学
2 日目

13：10～15：20

第 4 会場
（11 階 1104）

リカバリートーク＆レクチャー③
～自分らしく人生を歩む人々の声を聴く～
ゲスト 一般社団法人しん リカバリーカレッジ名古屋
WRAP 名古屋
医療法人福智会すずかけクリニック「すずかけの郷」
（精神科デイケア）
ピア活あいち（愛知県にある自助会 11 団体の連合体）
コーディネータ・コメンテーター
増川 ねてる
WRAP ファシリテーター(アドバンスレベル)／

野村

1 日目

直樹

NPO 法人コンボ理事／NPO 法人精神科作業療法協会理事／
明治大学社会イノベーション・デザイン研究所客員研究員
名古屋市立大学大学院人間文化研究科特任教授

16：10～17：10

2 階 大ホール

学会総会

1 日目

17：20～18：35

2 階 大ホール

イブニングセミナー
映画上映「夜明け前～呉秀三と無名の精神障害者の 100 年）
」
2 日目

11：50～12：50

第 1 会場
（11 階 1101）

ランチョンセミナー 共催：大塚製薬株式会社
統合失調症を持つ人のリカバリーを支えるアプローチ～心理教育や LAI の役割～
講師

内野

俊郎

久留米大学医学部

座長

明智

龍男

名古屋市立大学大学院

2 日目

14：30～16：00

2 階 大ホール

市民公開講座
マインドフルネスと臨床瞑想法
講師

大下

大圓

飛騨千光寺 住職／日本スピリチュアルケア学会理事

座長

岩瀬

信夫

名古屋学芸大学

◆ワークショップ
1 日目

13：00～14：10

第 5～8 会場（11 階 1105～1108）

WS １～４
WS 1

精神障害者の地域移行支援について精神看護学実習指導でどのように取り組むか
話し合う
榊 惠子 1), 北原 佳代 2), 魚住 圭一 3), 藤城 久嗣 3), 大河内 敦子 4), 細谷 陽 1),
阿保 真由美 1)
1) 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部, 2) 日本医療科学大学保健医療学部,
3) ハートフル川崎病院, 4) 昭和大学保健医療学研究科

WS 2

精神看護専門看護師が実践する調整・連携・協働について語ろう～チームビルディ
ングの視点を持った実践の報告を通して～
福山 敦子 1), 松本 美香 1), 河野 伸子 2), 菊池 美智子 3), 寺岡 征太郎 4)
1) 日本専門看護師協議会活用促進委員, 2) 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院,
3) 医療法人八誠会もりやま総合心療病院, 4) 和洋女子大学看護学部

WS 3

被災者兼支援者に対する心のケア～うつ/PTSD 予防介入プログラム～
宇佐美 しおり 1), 山本 詠子 2), 本多 美佳子 2), 川村 修司 3), 平松 明子 4),
宮崎 志保 5), 藤井 美香 2)
1) 四天王寺大学看護学部看護実践開発研究センター, 2) 富尾会桜が丘病院,
3) 神戸市立医療センター中央市民病院, 4) 社会医療法人博愛会相良病院,
5) 熊本大学生命科学研究部

WS 4

一般精神科医療でも活用しよう！セルフモニタリングシートとクライシスプラン作
成の取り組み
石﨑 有希 1), 三浦 翔 1), 冨田 綾冬 1), 大久保 千夏 1), 田中 留伊 2),
菅原 裕美 2)
1) 国立病院機構下総精神医療センター, 2) 東京医療保健大学東が丘看護学部

1 日目

14：30～16：00

第 5～8 会場（11 階 1105～1108）

WS ５～８
WS 5

成長発達を見据えた思春期・青年期のこころのケア検討会
遠山 梓 1), 吉武 慎治 1), 遠藤 恵美 2), 鈴木 千穂 3), 湯浅 度恵 4), 船越 明子 5)
1) 東京都立小児総合医療センター, 2) 横浜市立大学付属市民総合医療センター,
3) 長野県立こころの医療センター駒ヶ根, 4) 信州木曽看護専門学校, 5) 兵庫県立大学看護学部

WS 6

精神科における看護とマインドフルネスの活用
立石 彩美 1), 根本 友見 2)
1) 順天堂大学医療看護学部, 2) 聖路加国際大学大学院博士後期課程

WS 7

元気回復行動プランからクライシスについて考える～語りの場を通して当事者・家
族・自身の声をきくこと～
杉山 悠 1), 藤田 茂治 2), 矢山 壮 3), 田端 恭兵 4), 居馬 大祐 2), 片山 尚貴 5)
1) 訪問看護ステーション KAZOC（かぞっく）, 2) 訪問看護ステーションりすたーと,
3) 京都学園大学, 4) 名古屋市立大学病院, 5) 訪問看護ステーションけあっぐ

WS 8

精神看護ケアを探る―精神力動論を手掛かりにして―
小林 信 1), 神澤 尚利 1), 細谷 真由 2), 本武 敏弘 3), 葛島 慎吾 4), 寺田 美樹 1),
須藤 公裕 5), 田上 美千佳 6), 寺岡 征太郎 7)
1)
3)
5)
7)

2 日目

東京医科大学医学部看護学科, 2) 医療法人社団碧水会長谷川病院,
社会医療法人芳和会菊陽病院, 4) 宮崎県立看護大学看護学部,
合同会社エムエム IMS, 6) 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科,
和洋女子大学看護学部

10：00～11：30

第 5～8 会場（11 階 1105～1108）

WS ９～１２
WS 9

神経エクササイズを学ぼう！―ソマティック・エクスぺリエンシング®とポリヴェー
ガル理論への招待―
重岡 妙 1), 室伏 圭子 2), 足立 万里 3)
1) 天使大学看護栄養学部看護学科, 2) 東海大学医療技術短期大学,
3) カウンセリングルーム Healing in Connection

WS 10

イタリアの精神医療から、私たちの実践を考える
近田 真美子 1), 小村 絹恵 2), 福山 敦子 3), 安里 順子 4), 森野 貴輝 5)
1) 福井医療大学, 2) 佛教大学, 3) 神戸女子大学, 4) ねこのて訪問看護ステーション,
5) 長野県看護大学

WS 11

「現聴｣に苦しむ患者さんの声を聴く -認知行動療法的アプローチで寄り添うケア
を則包 和也 1), 北野 進 2), 冨樫 剛清 3), 長井 麻希江 4)
1) 弘前大学大学院保健学研究科, 2) 東京都立松沢病院, 3) 笑む笑む訪問看護ステーション,
4) 敦賀市立看護大学

WS 12

被災・喪失体験をした子どもへの支援～地域で寄り添い、支えるために私たちがで
きること～
佐藤 利憲 1), 佐々木 竹美 2) , 高山 絵美 2)
1) 福島県立医科大学看護学部, 2) 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

2 日目

13：10～14：40

第 5～8 会場（11 階 1105～1108）

WS １３～１６
WS 13

自閉症スペクトラム障害の事例を通して考える思春期患者の支援
福浦 善友 1), 舞弓 京子 1), 藤原 由泰 1), 橋本 哲虎 2), 金子 葵 2), 中山 晃輔 2)
1) 久留米大学医学部看護学科, 2) 久留米大学病院

WS 14

ストレングスしこうを精神科病棟に根付かせるために・・・笑抱の会＠JAPMHN29
片岡 三佳 1), 佐藤 晴久 2), 渋谷 隆幸 3), 福山 敦子 4), 安里 順子 5)
1) 三重大学, 2) 藍里病院, 3) リンクよこはま訪問看護ステーション, 4) 神戸女子大学,
5) ねこのて訪問看護ステーション

WS 15

段取り上手で自己コントロール！ADHD の時間管理を応用しよう
進 あすか, 木下 将太郎, 小瀬古 伸幸
訪問看護ステーションみのり

WS 16

家族看護エンパワーメントモデルの臨床活用―精神障がい者とその家族への援助を
考える―
則村 良 1), 磯野 洋一 2), 小笠原 麻紀 3), 五味 麻里 4), 中井 有里 5),
福岡 雅津子 6), 久保 博美 7)
1)
3)
5)
7)

医療法人財団青溪会駒木野病院看護部, 2) 関西看護医療大学,
国立大学法人高知大学医学部附属病院看護部, 4) 医療法人社団碧水会長谷川病院看護部,
金沢医科大学病院看護部, 6) 滋賀県立精神医療センター看護部,
社会医療法人近森会近森病院看護部

◆一般演題（口演）
1 日目 13：00～14：20
一般演題発表（口演）第

O-011

1群

第 2 会場（11 階 1102）
看護教育①

座長：甘佐 京子（滋賀県立大学）

マインドシークエンスによる対象理解―2 学年縦断的比較による共通した学び―
○ 矢野 貴恵
藍野大学医療保健学部

O-012

精神看護学臨地実習で活用された授業教材
○ 矢野 貴恵
藍野大学医療保健学部

O-013

精神看護学シミュレーション教育を受けることで看護学生が感じたやりがい
○ 野呂田 美菜子, 守村 洋, 伊東 健太郎
札幌市立大学看護学部

O-014

模擬患者を用いた精神看護学シミュレーション教育による学生の総合的気分状態
―POMS２®による経年変化から―
○ 守村 洋, 伊東 健太郎, 野呂田 美菜子
札幌市立大学看護学部

O-015

精神看護学シミュレーション教育における模擬患者養成の検討
○ 伊東 健太郎, 守村 洋, 野呂田 美菜子
札幌市立大学看護学部

1 日目 13：00～14：20
一般演題発表（口演）第

O-021

2群

第 3 会場
（11 階 1103）
患者－看護師関係①

座長：松田 光信（大阪市立大学）

患者から疾患および治療に関する質問をされた時の精神科看護師の対応の実態
○ 根本 友見
聖路加国際大学大学院看護学研究科博士後期課程

O-022

結婚・出産経験がある壮年期から老年期の女性患者：精神科女性閉鎖病棟での参与
観察から
○ 村松（松本） 絢香
医療法人正永会港北病院

O-023

民間精神科病院に勤務する看護師の精神疾患患者に対する思い
看護経験をもつ看護師の語りから－
○ 藤森 恵 1), 出口 禎子 2)
1) 北里大学大学院, 2) 北里大学看護学部

－一般診療科の

O-024

民間精神科病院に入退院を繰り返す慢性期精神疾患患者の退院への思い
○ 後藤 りか 1), 出口 禎子 2)
1) 北里大学大学院看護学研究科, 2) 北里大学看護学部

O-025

精神科病院で患者の自傷行為に遭遇した看護師に生じる反応とレジリエンスプロセ
ス
○ 黒田 朋代 1), 原田 真澄 2), 村瀬 智子 2)
1) 学校法人愛西学園弥富看護学校, 2) 日本赤十字豊田看護大学看護学部

1 日目 14：40～16：00
一般演題発表（口演）第

O-031

3群

第 2 会場
（11 階 1102）
家族支援・精神科リハビリテーション看護

座長：松枝 美智子（福岡県立大学）

統合失調症のある人の援助希求行動に対する家族の対処プロセス
○ 藪田 歩
訪問看護ステーションみのり横浜

O-032

統合失調症の子どもと関わり続ける母親の気づきとあり方
○ 藤澤 由里子
大阪医科大学附属病院

O-033

精神障害者家族の家族会参加が家族の精神的健康度と介護負担感に与える影響
○ 和田 貴子 1), 香月 富士日 2)
1) 株式会社 N・フィールド訪問看護ステーション, 2) 名古屋市立大学大学院看護学研究科

O-034

外来通院している精神障害者の障害に関する自己開示についての研究
○ 森口 雅之 1), 香月 富士日 2)
1) 医療法人生生会松蔭病院, 2) 名古屋市立大学大学院看護学研究科

O-035

児童・思春期精神科における自閉スペクトラム症者への看護介入プログラムの枠組
みの妥当性について
○ 菅谷 智一 1), 菅谷 瑛子 2), 森 千鶴 1)
1) 筑波大学医学医療系, 2) 筑波大学附属病院

1 日目 14：40～16：00
一般演題発表（口演）第

O-041

4群

第 3 会場
（11 階 1103）
リエゾン看護・専門精神看護

座長：堤 由美子（鹿児島大学）

職業性ストレス簡易調査票と首尾一貫感覚を用いた集団分析
○ 田中 直
昭和大学横浜市北部病院救急センター, 昭和大学横浜市北部病院看護部精神看護専門看護師,
昭和大学横浜市北部病院リエゾンチーム

O-042

5－8 年目の中堅看護師の自身によるメンタルヘルスケアの現状と課題
○ 髙橋 麻美 1), 松下 年子 2)
1) 横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻, 2) 横浜市立大学医学部看護学科

O-043

医療チームの協働を円滑にするためのリエゾン精神看護専門看護師の実践
○ 須賀原 教子
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系

O-044

精神科病棟入院患者の自殺に遭遇した看護師に対して精神看護専門看護師が行っ
ているメンタルヘルスケア活動
○ 坂東 敬一 1), 八木 こずえ 2)
1) 医療法人社団五稜会病院, 2) 北海道医療大学看護福祉学部・大学院看護福祉学研究科

O-045

新人看護師の SOC(首尾一貫感覚)と職場内支援とリアリティショックの関連について
○ 加藤 崇洋 1), 香月 富士日 2)
1) 名古屋市立大学大学院看護学研究科博士前期課程精神保健看護学専攻,
2) 名古屋市立大学大学院看護学研究科

2 日目 10：00～11：20
一般演題発表（口演）第

O-051

5群

第 1 会場
（11 階 1101）
地域生活支援

座長：國方 弘子（香川県立保健医療大学）

精神科訪問看護において利用者から拒否を受けた看護師の体験‐感情の変化に焦
点を当てて‐
○ 金子 琢也
JA 長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院

O-052

保護観察の対象となった薬物依存者におけるコホート調査：1 年後の転帰
○ 高野 歩
横浜市立大学医学部看護学科, 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所

O-053

ケア困難患者の地域生活促進のためのセルフケアプログラムおよび PAS セルフケ
アセラピイの臨床的有用性-事例研究法を用いて○ 宇佐美 しおり
四天王寺大学看護学部看護実践開発研究センター

O-054

精神科アウトリーチチームの支援を拒否する精神障害者に対する関わり
○ 坪井 美恵子
訪問看護ステーションなごみ

O-055

問題行動を呈し児童・思春期精神科病棟に入院した思春期の被虐待児に対する地域
社会での生活を見据えた看護介入
○ 大橋 冴理 1), 船越 明子 2)
1) 兵庫県立大学大学院看護学研究科, 2) 神戸市看護大学

2 日目 10：00～11：20
一般演題発表（口演）第

O-061

6群

第 3 会場
（11 階 1103）
看護教育②

座長：岡田 佳詠（国際医療福祉大学）

アクティブラーニングとしての死にゆく過程の擬似体験に基づいた看護学生による
ケアリングの内容
○ 安藤 満代 1), 八谷 美絵 1), 谷 多江子 1), 山本 真弓 2)
1) 聖マリア学院大学看護学部, 2) 国際医療福祉大学福岡看護学部

O-062

慢性期病棟での精神看護学実習を行った看護学生の精神疾患患者に対するイメー
ジの変化
○ 田村 裕子, 片岡 三佳
三重大学大学院医学系研究科看護学専攻

O-063

看護専門学校教員の摂食障害をもつ学生とその支援に対する認識と課題
○ 高木 佳子 1), 松下 年子 2)
1) 横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻, 2) 横浜市立大学医学部看護学科

O-064

中堅看護師の職業的アイデンティティがメンタルヘルスに及ぼす影響
○ 田端 恭兵 1), 香月 富士日 2)
1) 名古屋市立大学病院, 2) 名古屋市立大学大学院看護学研究科

O-065

精神科看護師のメンタルヘルスの実態と男女差の検討
○ 嶌田 盛光 1), 菊池 美智子 2)
1) 名古屋大学大学院医学系研究科, 2) もりやま総合心療病院

2 日目 10：00～11：20
一般演題発表（口演）第

O-071

7群

第 4 会場
（11 階 1104）
連携・チーム医療

座長：安保 寛明（山形県立保健医療大学）

精神科デイケアの多職種連携における看護師の役割
○ 木村 由美, 中川 佑架, 天賀谷 隆
獨協医科大学看護学部

O-072

自身のビデオ映像を利用した感情状態の振り返りが再他害行為防止に与える影響
○ 島田 美子, 飛田 豪敏
愛知県精神医療センター看護部

O-073

患者カルテの開発——新たな精神科看護技術の確立に向けて
○ 野村 直樹 1), 坪之内 千鶴 2), 木下 由利子 3), 小田 佳子 3), 古澤 亜矢子 4)
1) 名古屋市立大学大学院人間文化研究科, 2) 日本赤十字豊田看護大学,
3) 藤田医科大学病院, 4) 日本福祉大学看護学部看護学科

O-074

「患者カルテ」とはなにか
○ 坪之内 千鶴

1),

——患者と協働する一人称ナラティヴの研究——

木下 由利子 2), 小田 佳子 2), 古澤 亜矢子 3), 野村 直樹 4)

1) 日本赤十字豊田看護大学, 2) 藤田医科大学病院, 3) 日本福祉大学看護学部看護学科,
4) 名古屋市立大学大学院人間文化研究科

O-075

「患者カルテ」がもたらす主体性と対話 ～精神科看護ツールとしての新たな可能
性～
○ 木下 由利子 1), 坪之内 千鶴 2), 小田 佳子 1), 古澤 亜矢子 3), 野村 直樹 4)
1) 藤田医科大学病院, 2) 日本赤十字豊田看護大学, 3) 日本福祉大学看護学部看護学科,
4) 名古屋市立大学大学院人間文化研究科

2 日目 13：10～14：30
一般演題発表（口演）第

O-081

8群

第 1 会場
（11 階 1101）
精神科救急・急性期における看護

座長：辻脇 邦彦（東都大学）

精神疾患患者を対象にしたコンコーダンス・スキルを用いた退院支援プログラムの
効果
○ 髙田 祐生 1), 船越 明子 2)
1) 兵庫県立淡路医療センター看護部, 2) 神戸市看護大学

O-082

精神疾患により入院加療中患者に対するリカバリー支援の効果検証-支援シートを
使用した面接を試みて○ 伊藤 拓也, 木村 玲央
社会医療法人二本松会山形さくら町病院

O-083

精神科スーパー救急病棟で患者の「こうありたい」という希望を反映した看護に関
する聞き取り調査
○ 桐山 啓一郎
朝日大学保健医療学部看護学科, 岐阜県立看護大学大学院看護学研究科博士後期課程

O-084

夜間･休日 23 条通報の事前調査担当者における情報収集の現状と課題 ―精神保健
福祉法第 23 条被通報者に関わる専門職を対象としたインタビュー調査―
○ 阪本 晋一 1), 松下 年子 2)
1) 横浜市立大学大学院医学研究科博士前期課程看護学専攻, 2) 横浜市立大学医学部看護学科

O-085

隔離に対する臨床判断と人的環境要因との関連
○ 石井 慎一郎 1), 半澤 節子 1), 永井 優子 1), 酒井 克子 2), 路川 達阿起 3)
1) 自治医科大学看護学部, 2) 元自治医科大学看護学部, 3) 自治医科大学大学院看護学研究科

2 日目 13：10～14：30
一般演題発表（口演）第

O-091

9群

第 2 会場
（11 階 1102）
患者－看護師関係②

さまざまなアプローチ①

座長：村瀬 智子（日本赤十字豊田看護大学）

精神科訪問看護において看護師が利用者に対して抱く怒りの感情の認知およびそれ
に基づく行動
○ 平田 絵美子 1), 森 真喜子 2)
1) 国立看護大学校研究課程部, 2) 国立看護大学校

O-092

精神科看護師の倫理的行動、虐待に影響を及ぼす要因
○ 今泉 源 1), 香月 富士日 2)
1) 順天堂大学保健看護学部, 2) 名古屋市立大学大学院看護学研究科

O-093

患者からの暴力に対する看護師の対応知識の構成要素
○ 黒田 梨絵 1), 岡田 佳詠 2)
1) 健康科学大学看護学部, 2) 国際医療福祉大学成田看護学部

O-094

一般科看護師の精神障害者に対する看護経験の実態
○ 鳥海 真希 1), 菅谷 智一 2), 森 千鶴 2)
1) 茨城県立こころの医療センター, 2) 筑波大学医学医療系

O-095

精神科看護師の身体をとおした統合失調症者の理解と看護実践の構造
○ 嵐 弘美
東京女子医科大学看護学部

2 日目 13：10～14：30
一般演題発表（口演）第

O-101

10 群

第 3 会場
（11 階 1103）
さまざまなアプローチ②

座長：松下 年子（横浜市立大学大学院）

医療観察法病棟における勤務計画表作成に関する実態調査
○ 安達 寛人 1), 中村 幸恵 2), 永吉 雅人 1), 岡村 典子 1)
1) 新潟県立看護大学看護学部, 2) 国立病院機構さいがた医療センター

O-102

精神疾患を有する人を対象とした日本語版攻撃性質問票の信頼性と妥当性の検証
○ 野津 春枝 1,2), 安保 寛明 3)
1) 医療法人菅野愛生会緑ヶ丘病院看護部, 2) 山形県立保健医療大学保健医療学研究科,
3) 山形県立保健医療大学看護学科

O-103

看護師の患者から受ける暴力に対する認識・受容・対処の違い～大学病院と精神科
病院との比較～
○ 中谷 駿, 上村 文昭, 西山 涼子
和歌山県立医科大学附属病院

O-104

自殺未遂患者に対応する救命救急センター看護師の態度に変容をもたらす教育プ
ログラム実施の試み
○ 西東 智恵
公立大学法人福島県立医科大学附属病院看護部

O-105

就労継続支援 B 型事業所に通所する精神障害を有する当事者のパーソナル・リカ
バリー～当事者の場に応じた役割認識とその相互作用～
○ 山田 志乃ぶ 1,2), 安保 寛明 3)
1) 山形県立保健医療大学大学院保健医療学研究科,
2) 社会福祉法人恩賜財団済生会鴻巣病院, 3) 山形県立保健医療大学看護学科

◆一般演題（ポスター発表）
発表

2 日目

一般演題
P-001

11：45～12：45

第 9 会場（8 階 804・805）

ポスター発表

精神障害当事者の「病いの語り」を促進する看護援助に関する研究
○ 森 真喜子 1), 安保 寛明 2), 江波戸 和子 3), 佐藤 美保 3)
1) 国立看護大学校看護学部, 2) 山形県立保健医療大学保健医療学部, 3) 杏林大学保健学部

P-002

統合失調症者当事者向け心理教育プログラムの改変
○ 佐藤 美央
国際医療研究センター国府台病院

P-003

精神科病院における長期入院患者が抱く入院生活・退院への思い
○ 小坂 やす子 1), 川田 陽子 2)
1) 大阪信愛学院短期大学看護学科, 2) 大阪府立大学大学院看護研究科博士後期課程

P-004

看護系大学生のセルフ・コンパッションと自己肯定感の推移
○ 齋藤 嘉宏, 森 雄太, 猪狩 明日香, 白石 裕子
国際医療福祉大学福岡看護学部

P-005

がんを合併した統合失調症患者を看取る看護師の感情に影響を及ぼす要因
○ 荒井 春生 1), 久松 美佐子 2)
1) 修文大学看護学部, 2) 鹿児島大学医学部

P-006

精神科看護師の援助行動特性における経験の違いによる比較
○ 木下 愛未, 下里 誠二
信州大学医学部保健学科

P-007

対人円環モデルに基づく精神科看護師の援助行動上の特性を明らかにするための予
備的研究
○ 下里 誠二, 木下 愛未
信州大学医学部保健学科

P-008

トラウマにより生きにくさを抱えた患者に対する精神科看護師の看護支援～患者の
肯定的な変化に着目して～
○ 加藤 隆子 1), 齋藤 直美 2), 渡辺 純一 3), 渡辺 尚子 4)
1) 千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科, 2) 医療法人社団翠会成増厚生病院,
3) 公益財団法人井之頭病院, 4) 東邦大学健康科学部看護学科

P-009

精神科慢性期病棟で働く看護師の患者との出会いの体験とその意味
○ 藤本 法子
日本赤十字看護大学

P-010

精神科看護師の直観的観察判断の構造
○ 村木 千晴 1), 赤松 信也 1), 武用 百子 2)
1) 和歌山県立こころの医療センター,
2) 公立大学法人和歌山県立医科大学付属病院看護キャリア開発センター

P-011

精神障がい者の地域生活におけるセルフケア構成要素の検討
○ 山下 真裕子
東京慈恵会医科大学・医学部看護学科

P-012

埼玉県における精神科訪問看護を実施する訪問看護ステーションのケアの質向上の
ための実態調査（第一報）
○ 矢山 壮 1), 藤田 茂治 2), 横山 恵子 3), 安保 寛明 4), 片山 尚貴 5), 川本 裕一 6),
居馬 大祐 2), 菅沼 卓也 2), 林 裕栄 3)
1) 京都学園大学, 2) 訪問看護ステーションりすたーと, 3) 埼玉県立大学,
4) 山形県立保健医療大学, 5) 訪問看護ステーションけあっぐ,
6) 訪問看護ステーションシェアライフ

P-013

埼玉県における精神科訪問看護を実施する訪問看護ステーションのケアの質向上の
ための取り組みとネットワーク構築の評価（第二報）
○ 林 裕栄 1), 藤田 茂治 2), 横山 恵子 1), 安保 寛明 3), 居馬 大祐 2), 片山 尚貴 4),
川本 裕一 5), 菅沼 卓也 2), 矢山 壮 6)
1) 埼玉県立大学保健医療福祉学部, 2) 訪問看護ステーションりすたーと,
3) 山形県立保健医療大学大学院, 4) 訪問看護ステーションけあっぐ,
5) 訪問看護ステーションシェアライフ, 6) 京都学園大学健康医療学部

P-014

地域で生活する精神障がい当事者のボランティア活動への参加と継続を構成する因
子の探索的研究
○ 桂川 純子 1), 三木 佐和子 4), 大西 香代子 2), 北岡 和代 3)
1) 園田学園女子大学, 2) 甲南女子大学, 3) 公立小松大学, 4) 佛教大学

P-015

精神障害者の親亡き後のことに関する親の認識－親の語りの分析から－
○ 石川 かおり 1), 眞榮 和紘 2,3)
1) 岐阜県立看護大学, 2) くらしケア岐阜訪問看護ステーション,
3) 関西医科大学看護学研究科博士前期課程

P-016

精神障害者の「親亡き後のこと」に焦点を当てたセミナーの試行
○ 眞榮 和紘 1,2), 石川 かおり 3)
1) くらしケア岐阜訪問看護ステーション, 2) 関西医科大学看護学研究科博士前期課程,
3) 岐阜県立看護大学

P-017

統合失調症患者の地域生活移行に必要な要因の検討―長期入院患者とデイケア利
用者の比較から―
○ 今枝 恵利奈, 香月 冨士日
名古屋市立大学大学院看護学研究科

P-018

地域で生活する統合失調症患者の Resilience に影響を及ぼす要因
○ 中村 博文 1), 渡辺 尚子 2)
1) 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科, 2) 東邦大学健康科学部看護学科

P-019

就労支援施設における看護師による精神障害者への支援の現状と課題
○ 藤澤 希美, 児玉 まゆみ, 夛喜田 惠子
愛知医科大学看護学部

P-020

統合失調症をもつ人の就労と生活との調和を目指した看護実践モデルの開発ー看
護実践モデルの作成ー
○ 中戸川 早苗 1), 眞嶋 朋子 2)
1) 愛知県立大学看護学部, 2) 千葉大学大学院看護学研究科

P-021

自助活動施設を利用する男性薬物依存症者の断薬の継続につながる背景
○ 十倉 絵美 1), 川村 晃右 1), 小西 奈美 1), 松本 賢哉 1), 森 千鶴 2)
1) 京都橘大学看護学部, 2) 筑波大学医学医療系

P-022

精神疾患の親を持つ子ども版「家族学習会」の取り組みと子どもの体験
○ 横山 恵子 1), 蔭山 正子 2)
1) 埼玉県立大学保健医療福祉学部, 2) 大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学

P-023

「感情調節困難な当事者と向き合う家族」を対象とした地域家族会の構築ー第 1
報・家族の困難と対処ー
○ 木野 有美 1), 岩瀬 信夫 2)
1) 椙山女学園大学看護学部, 2) 名古屋学芸大学看護学部

P-024

「感情調節困難な当事者と向き合う家族」を対象とした地域家族会の構築ー第 2
報・家族会に対する家族の支援ニーズー
○ 木野 有美 1), 岩瀬 信夫 2)
1) 椙山女学園大学看護学部, 2) 名古屋学芸大学看護学部

P-025

精神科外来における看護師の家族支援に関する研究
○ 小西 美里, 中野 あずさ, 田村 文子
群馬県立県民健康科学大学看護学部

P-026

家族を支える～看護相談外来の取り組み～第 2 報
○ 三井 督子, 濱端 幸代
医療法人財団光明会明石こころのホスピタル

P-027

高齢者を対象としたバーチャル旅行体験による認知的および心理的効果
○ 澤見 一枝, 木村 満夫, 古角 美保子
奈良県立医科大学

P-028

医療観察法病棟における司法患者の仲間集団の様相
○ 市川 貴志 1), 篁 宗一 2), 式守 晴子 3)
1) 静岡県立病院機構静岡県立こころの医療センター, 2) 静岡県立大学看護学部,
3) 聖隷クリストファー大学看護学部

P-029

短時間認知行動療法に基づく外来看護面接が不眠・抑うつの改善をもたらした一事
例
○ 長井 麻希江
敦賀市立看護大学

P-030

統合失調症者の色彩の認知に関する研究
○ 工藤 あずさ 1,2), 菅原 裕美 3), 菅谷 智一 4), 森 千鶴 4)
1) 筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻, 2) 筑波大学附属病院,
3) 東京医療保健大学東が丘・立川看護学部, 4) 筑波大学医学医療系

P-031

成人期の長期入院患者の単身生活に向けて活用した社会資源(人）
○ 小坂 恵美
淑徳大学

P-032

看護師養成所に継続して就業している中堅期以上の看護教員の心理的揺らぎの内
容と対処
○ 梶原 順子 1), 栗原 加代 2), 宇留野 由紀子 2)
1) 国立病院機構水戸医療センター附属桜の郷看護学校, 2) 茨城キリスト教大学看護学部

P-033

精神科病棟看護師のリカバリー志向を高める研修プログラムの効果
（パイロットス
タディ）
○ 田村 達弥 1), 明間 正人 2), 渡邉 照子 3), 大川 貴子 1), 加藤 郁子 1), 佐藤 利憲 1)
1) 福島県立医科大学看護学部, 2) 医療法人作雲会飯塚病院,
3) 訪問看護ステーションこころのあい

P-034

シミュレーション教育における同一課題の継続的学習による学生の学びのプロセス
～気づきの内容のテキスト分析から
○ 河村 奈美子 1), 岩本 祐一 2), 町田 佳世子 3)
1) 滋賀医科大学医学部看護学科, 2) 大分大学医学部看護学科, 3) 札幌市立大学デザイン学部

P-035

作業療法学科教員と学生が行う看護学部生への作業療法演習
○ 谷口 清弥, 西村 美登里, 二井 悠希
四條畷学園大学看護学部

P-036

精神科病棟勤務の看護師における「省察」と看護実践の卓越性の関連
○ 牧 茂義 1), 永井 邦芳 2)
1) 椙山女学園大学看護学部, 2) 豊橋創造大学保健医療学部

P-037

精神科病院で総合実習（チームナーシング実習）を受け入れた臨床指導者の語り
（第 1 報） ―指導プロセスの分析―
○ 夫 博美 1), 津田 右子 1), 浅川 佳則 2)
1) 大阪信愛学院短期大学看護学科, 2) 医療法人長尾会ねや川サナトリウム

P-038

精神科病院で総合実習（チームナーシング実習）を受け入れた臨床指導者の語り
（第 2 報）―リフレクションに視点をあてた考察―
○ 津田 右子 1), 夫 博美 1), 浅川 佳則 2)
1) 大阪信愛学院短期大学看護学科, 2) 医療法人長尾会ねや川サナトリウム

P-039

児童・思春期精神科看護における看護実践能力自己評価尺度の開発
○ 船越 明子 1), 宮本 有紀 2), 土谷 朋子 3)
1) 神戸市看護大学看護学部, 2) 東京大学大学院医学系研究科,
3) 文京学院大学保健医療技術学部

P-040

精神看護学における授業教材選定から授業展開の過程と学生の反応に基づく授業
効果の検討
○ 吉野 由美子
千葉科学大学看護学部

P-041

看護アセスメントに困難を抱える精神科看護師の看護アセスメントに対する印象評
価と今後の課題
○ 小池 正美, 茂木 泰子
中京学院大学看護学部看護学科

P-042

看護学生の自己省察時の視点 ―精神看護実習におけるプロセスレコードとインタ
ビューを活用して―
○ 渡邊 あゆみ
埼玉医科大学短期大学看護学科

P-043

地域で暮らす心の病を抱えたひとの夢や希望に対する認識
○ 伊関 敏男, 齋藤 麻子
東京家政大学健康科学部看護学科

P-044

精神看護学実習において身体拘束を体験した学生の学習成果
○ 一ノ瀬 まきの, 高田 昭, 齋 二美子
東北福祉大学健康科学部保健看護学科

P-045

看護学生の社会的スキルと不安の学年進行に伴う経年変化
○ 後藤 満津子, 藤原 理恵子, 中井 芙美子, 松脇 喜久美, 村木 士郎,
小泉 千恵子, 高橋 尋子, 石崎 文子
広島都市学園大学健康科学部看護学科

P-046

看護基礎教育においてアディクション看護を教授する教員の葛藤
○ 内野 小百合 1), 荒木 とも子 2), 松下 年子 3)
1) 防衛医科大学校医学教育部看護学科, 2) 東北文化学園大学医療福祉学部看護学科,
3) 横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻、医学部看護学科

P-047

看護学生の精神看護学実習における印象的な体験とその捉え方
○ 谷 多江子, 八谷 美絵, 安藤 満代
聖マリア学院大学看護学部

P-048

精神看護学実習前後における看護学生の精神疾患患者に対するイメージの変化と
教育的介入の文献的考察
○ 古田 小百合
修文大学看護学部

P-049

救急医療現場においてスタッフが行なっている精神的ケア介入の実態に関する文献
検討
○ 栗原 加代 1), 宇留野 由紀子 1), 長津 貴子 1), 上野 恭子 2)
1) 茨城キリスト教大学看護学部, 2) 順天堂大学大学院医療看護学研究科

P-050

アルコール依存症入院患者の地域移行に向けた看護師等の多職種連携の取り組み
○ 足立 円香, 渡井 いずみ
名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻

P-051

精神科病棟での多職種連携に関する文献検討を通した看護師に求められる役割
○ 島村 龍治
東京女子医科大学大学院看護学研究科, 城西国際大学看護学部

P-052

長期入院精神障害者の自宅退院という意向にそう看護実践の一例
○ 村上 満子
沖縄県立看護大学看護学部

P-053

セルフリフレクションシートを用いた精神看護主題実習前後の学生の情動知能と認
識の変化
○ 蓮池 光人, 原 邦子
森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科

P-054

精神科病院における看護トップマネージャーを対象にした国内文献レビュー
○ 松井 陽子 1), 片岡 三佳 2)
1) 朝日大学保健医療学部看護学科,
2) 三重大学大学院医学系研究科看護学専攻広域看護学精神看護学

P-055

思春期の精神保健教育（メンタルヘルスリテラシー）を実施する教員に関する調査
研究
○ 山田 浩雅, 中戸川 早苗, 戸田 由美子
愛知県立大学看護学部

P-056

精神科病院看護師のメンタルヘルス対策の実態と課題
○ 川村 道子
宮崎県立看護大学看護学部

P-057

「精神障害者のストレングス」の概念分析－中間報告－
○ 高倉 永久 1), 松田 光信 2), 河野 あゆみ 2)
1) 大阪市立大学大学院看護学研究科後期博士課程,
2) 大阪市立大学大学院看護学研究科精神看護学領域

P-058

精神科看護実践における直観〜直観に基づいて行動するまでの要素の現状〜
○ 葛島 慎吾
宮崎県立看護大学看護学部

P-059

精神障害者のレジリエンスの概念分析ー国内文献の結果ー
○ 大平 幸子, 松田 光信, 河野 あゆみ
大阪市立大学大学院看護学研究科

P-060

統合失調症患者の術後ケアを行った看護師の体験と患者の術後経過の特徴
○ 石井 歩
聖路加国際大学大学院看護学研究科

P-061

地域の発達障がい児の養護者における災害リスクの理解と GIS を用いた避難方向
の適切さの検討
○ 中井 寿雄
金沢医科大学看護学部

