第62回九州精神医療学会 プログラム
１２月１日（木）

A会場

D会場

E会場

8:50 開会式
医D-1
9:00 医A-1
慢性期統合失調症患者の生活範囲拡大に向けた取り組み －“出来 長期入院患者を救った医療改革
た”の喜びがやる気を生んでいくー
～自由だったけど自由が違う～
1)

1)

○岡﨑 保(NS) , 山元 信行(NS) , 神野 陽介(CP)

2)

1) 福岡県: 医療法人十全会 おおりん病院看護部
2) 福岡県: 医療法人十全会 おおりん病院診療部 医局

1)

1)

2)

○井上 久美子(NS) , 渡邊 照(NS) , 堀川 公平(DR) , 堀川 百合子
(DR) 2)
1) 福岡県: 久留米厚生病院看護部
2) 福岡県: のぞえ総合心療病院

医D-2
9:10 医A-2
「入院はもう嫌だ」地域での生活の継続を目指して～服薬アドヒアラン 当院における医療安全管理改善の試み
スを知るために他部署と協力して～
ラウンドと臨時委員会を追加後の実例報告

F会場

G会場

医E-1
アルコール性認知症で拒否の強い患者へのアプローチ

医F-1
当院デイケアにおける復職支援

医G-1
児童思春期病棟に勤務する看護師の心理的暴力に対する実態調査
―看護師の感情と困難感に焦点を当てて―

○藤川 三紀子(NS), 三枝 なつみ(PSW), 金島 陽子(NS), 成安 里美
(NS), 鹿島 ふじえ(NS)

○丸尾 早希恵(NS)

○濱本 一義(NS)

大分県: 山本病院デイケア

佐賀県: NHO肥前精神医療センター看護部

福岡県: 医療法人済世会河野名島病院看護課

医E-2
個別ケアを通したADLの維持・向上をめざして
～入浴を個別ケアにして見えてきたもの～

医F-2
医G-2
認知機能リハビリテーションを就労支援に活かす～熊本市こころの健 発達障害と愛着障害の患児と向き合って
康センター就労準備デイ・ケアの取り組み～
～安心・安全感の構築に向けた関わり～

○中村 洋平(NS), 鹿山 慈子(NS)

○前田浩明(NS), 福田秀子(NS), 大津健次郎(他), 高城昭紀(MD), 細田千 ○松島 由佳(NS), 古家 美緒(NS), 田畑 りか(NS), 後藤 竜二(NS), 吉丸 ○吉住 崇(OT) 1), 井形 るり子(DR) 1) 2), 南 悦子(DR) 1), 牛島 有加(CP) ○内村 倫(NS), 北里 智美(DR), 山内 賢司(NS)
1)
尋(MD)
敦美(NS), 角野 仁彦(DR)
, 波山 勝見(他) 1), 若松 成子(PSW) 1), 長谷川 典子(DR) 1)

長崎県: 医療法人 陽明会 宮原病院看護部

長崎県: 医療法人ウイング 高城病院医療安全委員会

熊本県: 医療法人洗心会 荒尾こころの郷病院認知症治療病棟

1) 熊本県: 熊本市こころの健康センター
2) 熊本県: 一般財団法人杏仁会 くまもと青明病院

長崎県: 大村共立病院児童思春期ストレスケア病棟

医D-3
慢性期精神疾患患者におけるストレス緩和に向けた取り組み
～認知行動療法の考えを取り入れて～

医E-3
前頭側頭葉変性症の看護
～日常生活のパターン化とメンタルケアの重要性～

医F-3
就労を希望する入居者との歩み
～グループホームでの就労支援～

医G-3
生活支援スタッフ（フレンドシップスタッフ）を導入して～心がざわつく
夕暮れ時～

○谷内 崇(NS), 小野 久美子(NS), 太田 由美子(NS), 鹿島 ふじえ(NS)

○貞苅 章太(NS), 高野 千佳(NS), 橋村 洋美(NS)

○楮木 幸子(NS), 緒方 光美(NS), 前田 博明(NS), 草野 丈伸(NS)

○池田 真由美(PSW) 1), 冨松 健太郎(DR) 2), 川越 勝也(NS) 1)

○松尾 享輝(NS), 成吉 幸子(NS), 本田 絵梨(NS), 片山 文恵(NS), 西
山 博幸(NS), 東 妙(NS)

大分県: 山本病院2病棟

福岡県: 医療法人社団筑水会 筑水会病院B2病棟

熊本県: 医療法人カジオ会 八代病院看護部

1) 福岡県: 医療法人冨松記念会 グループホーム サンフラワー
2) 福岡県: 医療法人冨松記念会 三池病院診療技術部門

熊本県: 医療法人横田会向陽台病院看護部

医F-4
クライシスプランを活用した地域生活支援を試みて

医G-4
学習が苦手な児童に対する入院治療によるかかわり

○後藤 保智(PSW), 伊藤 雄二(PSW), 萬里 真一(NS)

○辻 翔太(CP)

大分県: 大分県：医療法人哲世会 鶴見台病院

熊本県: 医療法人横田会向陽台病院

医F-5
統合失調症患者の社会復帰支援

医G-5
受け持ち看護大学生が思春期前期にある被虐待児の心理社会的な
成長発達に与える影響

9:20 医A-3
精神科病棟における体重測定のすすめ
入院から退院後の管理方法

9:30 医A-4
慢性期統合失調症患者のパーソナル・スペース
～治療的な援助関係を築くための手がかりについて～

医D-4
精神疾患を持つ対象への関わり
～ユマニチュードを試みて～

○樺山 久常(NS)
○久永 忠秀(NS), 中囿 大樹(NS), 寺師 美也子(NS), 上別府 敏子(NS),
鹿児島県: 医療法人 仁心会 松下病院スズラン病棟
新門 弘人(MD)

医E-4
放尿のある患者への関わり
～排泄行動へのアプローチ～
○松山 則子(NS), 田上 三代子(NS)
熊本県: 八代更生病院５病棟

鹿児島県: 医療法人博仁会 宮之城病院オパール病棟

9:40 医A-5
スタッフが確認の対象物を大切な物と捉えて
～「寄付」という言葉に込められたＡ氏の思い～

医D-5
下剤に頼らない排便コントロールを目指して
～プロバイオティクスとプレバイオティクスを用いて～

医E-5
不眠の改善を目指す
～認知症治療病棟での機能訓練特化～

○永江 彩美(Diet), 宮地 裕美(Diet)

○畠江 恵美(NS), 吉岡 大(NS), 南川 喜代晴(DR)

○小川 比呂子(NS), 菅 宣子(NS), 佐藤 洋子(NS), 大熊 俊洋(NS)
○萩尾 達也(NS), 梅木 洋志(NS)

福岡県: 医療法人聖峰会 田主丸中央病院精神神経科病棟
福岡県: 医療法人 牧和会 牧病院

熊本県: 医療法人洗心会 荒尾こころの郷病院栄養科

福岡県: 医療法人社団 温故会 直方中村病院認知症治療病棟

○永江 誠治(NS) 1), 畑 絢子(NS) 2), 福田 貴央(NS) 3), 青木 梓(NS) 4),
荒木 李紗(NS) 1), 頭島 菜摘(NS) 5), 佐久本 晴香(NS) 6), 濱 観月(NS) 2),
花田 裕子(NS) 1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

9:50 医A-6
コミュニケーション障害のある患者へのアプローチ
～体調確認シートを導入してみて～

医D-6
筑水会病院における過活動膀胱の検討

医E-6
重症認知症患者に効果的なアロマセラピーについての一考察

○伊藤 佐知子(NS), 溝田 寿生(NS), 田中 正二郎(NS), 垣本 滋(DR)

○藤瀬 圭祐(NS), 浦脇 光信(NS), 力久 ゆき子(NS), 藤井 桃子(OT)

福岡県: 医療法人社団筑水会 筑水会病院

福岡県: 医療法人 寿栄会 本間病院南1病棟

医F-6
終末期を迎えた患者の想いを叶える看護

○山田 昌代(NS), 木本 裕子(NS)

長崎県:
長崎県:
長崎県:
長崎県:
長崎県:
長崎県:

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
医療法人財団青渓会 駒木野病院
独立行政法人 国立病院機構災害医療センター
神奈川県立こども医療センター
医療法人財団博愛会 博愛会病院
東京都立小児総合医療センター

医G-6
患者のセルフケアの自立を目指す試み
～スタッフ介入による手洗いを通して～
○川畑 寛矢(NS)

○興梠 一洋(NS)

福岡県: 医療法人牧和会牧病院精神科急性期治療病棟

鹿児島県: 医療法人仁心会 福山病院看護部
佐賀県: 松岡病院6病棟

10:00 医A-7
転倒予防の為の相応しい靴の追及
～統合失調症の症例との試行錯誤を繰り返して～

医D-7
精神科デイケアにおける
受容体験をねらいとする心理劇
～照れるけどまんざらでもない体験～

医E-7
認知症高齢者に対する水分補給の取り組みと課題

医F-7
クロザピンの副反応への看護介入
腸内環境に着目して

医G-7
広汎性発達障害者患者へのCPを含めた関わりから見えてきたもの
～クールダウン法を取り入れた看護のアプローチ～

○三浦 明美(NS), 田中 恵(NS)

○福田遙香(CP), 栗田輝久(DR)

福岡県: 医療法人 清友会 植田病院1病棟

○板床 孝行(NS), 谷川 充(NS)

○蔵元 丈志(NS) 1), 中村 広利(NS) 1), 森脇 大起(CP) 1), 阿多 京子(DR)

熊本県: 八代更生病院６病棟

1) 宮崎県: 特定医療法人 浩然会 内村病院看護部
2) 宮崎県: 特定医療法人 浩然会 内村病院臨床心理課
3) 宮崎県: 特定医療法人 浩然会 内村病院医局

医E-8
認知症治療病棟における補水への取り組みについて

医F-8
高照度光療法による機能障害の改善を試みて

医G-8
受け入れることは関わりをもつこと
～問題行動を繰返す患者様への関わり～

○川畑 美乃里(OT), 岩本 加菜子(OT)

○西尾 美保(NS), 澤本 侑季(OT)

○野田 綾(NS) 1), 伊藤 佐知子(NS) 1), 木戸 優美子(CP) 2)

福岡県: 医療法人社団 照和会 西岡病院作業療法室

長崎県: 医療法人昌生会出口病院認知症治療病棟

1) 福岡県: 医療法人社団筑水会 筑水会病院A3病棟
2) 福岡県: 医療法人社団筑水会 筑水会クリニック心理療法室

○坂口 淳之介(OT)
鹿児島県: 赤崎病院作業療法室
福岡県: 医療法人社団桜珠会 可也病院リハビリテーション科

医D-8
10:10 医A-8
多飲水傾向がある統合失調症患者の申告飲水の導入による体重・尿 アピールOT
量の変化
○田中 龍(NS), 武田 隆信(NS)
福岡県: 福岡県立精神医療センター太宰府病院看護部

○北川 謙二(NS), 高尾 京子(NS), 田口 浩子(NS), 佐々木 克徳(NS),
藤丸 浩輔(DR)
長崎県: 長崎県 医療法人 栄寿会 真珠園療養所西病棟

第62回九州精神医療学会 プログラム
１２月１日（木）

A会場
10:20 医A-9
『健康的に見える外見に着目した取り組み』
～統合失調症患者に対する立位姿勢・歩行へのアプローチ～

D会場
医D-9
高齢者精神科病棟での鍵盤ハーモニカの取り組み
－「一緒に吹いてみませんか？」－

E会場
医E-9
寝たきりにならない為に！

F会場

G会場

医F-9
離職率に関するアンケート調査から見えてきたこと
～働き続けられる職場環境とは～

医G-9
気持ちを上手く表現できない思春期患者との関わりを通して
―遊びの感覚を取り入れて―

○鮫島 源基(NS) 1), 斉藤 憲一(NS) 1), 内村 大介(MD) 2)

○小柳 大輔(NS), 河上 梓(OT), 萩尾 聖彦(NS), 岩田 悠希(DR), 連理
貴司(DR)

1) 宮崎県: 特定医療法人 浩然会 内村病院看護部
2) 宮崎県: 特定医療法人 浩然会 内村病院医局

福岡県: のぞえ総合心療病院看護部

医F-10
精神科急性期治療病棟におけるストレスチェック
～ストレス状況の改善に向けて～

医G-10
排泄介助の依存性が高い患者への看護師の認識の変化
～「またトイレ！？」が無くなるには～

○木村 恵美(NS)

○上園 大輔(NS), 大﨑 裕子(NS), 山中 省吾(NS), 石永 奈都美(NS)

福岡県: 新門司病院看護課

宮崎県: 医療法人 清芳会 井上病院

医E-11
デイケア通所定着までのアプローチ
～帰宅願望・徘徊のある認知症患者を通して～

医F-11
他職種と共に創る音楽療法
～職員へのアンケート調査を通して～

医G-11
発達障害を抱える患者の看護
～入院を繰り返した事で見えた患者の変化～

○熊﨑 健一(NS), 村田 真理(NS), 古賀 理香(NS), 吉野 直也(NS), 西
川 枝里子(OT)
○西 英行(NS), 水口 和洋(NS), 若浦 雄也(NS)

○大平 英史(OT), 権藤 滋彦(NS), 長野 寛子(PSW), 平川 清人(DR)

○加藤 聡美(他)

長崎県: 医療法人社団 英仁会 愛野ありあけ病院

福岡県: 水戸メンタルクリニックデイケア若葉

熊本県: 医療法人信和会 城ヶ崎病院リハビリテーション科

○高橋 洋子(NS), 馬原 房美(NS), 西山 智浩(NS)
○鳥越 鉄之助(NS), 井手 智子(OT), 下山 桃花(OT), 和田 恵美(NS)
○坂井 孝行(PT), 東 将洋(PT), 山井 亨(OT), 上村 真紀(OT), 福島
翔(DR), 尾林 誉史(DR), 佐田 美佐子(DR), 岡崎 祐士(DR)

宮崎県: 医療法人建悠会 吉田病院５病棟課
福岡県: 社会医療法人北九州病院 北九州古賀病院看護部

長崎県: 医療法人厚生会 道ノ尾病院

10:30 医A-10
統合失調症患者の異食行為に対するＣＢＴ導入の効果

医D-10
「外の空気もいいもんだね」
～内から外へのスタッフの取り組み～

○井本恵理佳(NS), 伊勢田千康子(NS)

医E-10
～「チョウ快適」な入院生活のために～
○引田 かすみ(NS), 松竹 慎太郎(NS)

○石井 裕(NS), 辛島 明日香(NS), 甲斐 知美(NS)
佐賀県: 医療法人松籟会松籟病院看護部

福岡県: 医療法人済世会 河野粕屋病院３病棟
福岡県: 医療法人光陽会伊都の丘病院看護部2階病棟

10:40 医A-11
妄想のある患者の隔離時間・隔離期間の短縮に向けた関わり

医D-11
目指せ！インフルエンザゼロ更新・第２報
～インフルエンザ院内感染防止対策の充実を図るために～

○山下 里香(NS)
長崎県: 医療法人協治会杠葉病院看護部

福岡県: 不知火病院海の病棟

10:50 医A-12
妄想や幻聴により火災ベルを押すことがやまない患者への関わり
○本田 貴浩(NS), 岩尾 槙悟(NS), 小野 達生(NS), 安部 ひとみ(NS),
鹿島 ふじえ(NS)

医D-12
精神科救急病棟での精神保健福祉士の役割

医E-12
意味ある作業に焦点を当てたアプローチ

○堀 絵美(PSW), 岩井 佑美(PSW), 三留 里美(PSW)

○進 忠恭(OT)

熊本県: 医療法人横田会 向陽台病院地域連携部 地域移行支援科

福岡県: 医療法人 豊永会 飯塚記念病院ＯＴ

大分県: 山本病院3病棟

医F-12
同僚を“内部顧客”と認識することが職場満足度に与える影響
～サービスプロフィットチェーン実現のために～

医G-12
精神科救急病棟における最重度知的障害者の患者への看護～コ
ミュニケーションが困難なA氏への関わりを通して～

○栁 あかね(NS), 佐藤 典明(NS), 井上 さゆり(NS)

○高田 和也(NS), 鶴 泰宏(NS), 中島 幸良(NS), 岩田 悠希(MD), 吉島
秀和(MD)

佐賀県: 佐賀県：特定医療法人（社団）光風会 光風会病院看護部2病棟
福岡県: のぞえ総合心療病院看護部

11:00

医D-13
入院患者の肥満
～長期療養で慢性化しているのは誰？？～

医E-13
認知症初期集中支援チームの活動と認知症疾患医療センターとの
協働
～竹田市の活動から～

医F-13
人生追求、精神医学
○松永 和子(CP)

○三浦 正博(PSW), 吉田 妙子(PHN)

福岡県: 医療法人 大里クリニック

○西田 勝(DR)

医G-13
新天地での暮らしを始めよう～“楽しみ”を通し、
新生活への準備を行った事例～
○溝口 延真(NS)

福岡県: 医療法人幸明会 船小屋病院北3階病棟

熊本県: 平成病院精神科病棟
大分県: 医療法人 雄仁会 加藤病院大分県認知症疾患医療センター

11:10

11:20

医D-14
精神科開放病棟における患者の自立と安全を考慮した私物管理へ
の取り組み

医E-14
身体拘束を無くしたい
～安全と安楽な生活を目指して～

医F-14
医G-14
急性期・ストレスケア病棟で患者との看護計画共有に取り組む看護師 自己表現能力の向上に努めた援助
の意識
～患者・家族との信頼関係を築くアプローチ～

○髙山将嗣(NS), 川谷美智子(NS), 久寿米木咲季(NS), 森竹優子(NS), 油 ○一瀬 美紀(NS), 丸田 堅司(NS), 松富 ふかみ(NS), 島田 カナエ(NS), ○山口 康弘 (NS), 小島 時子(NS)
布由美(NS)
吉川 恵津子(NS), 有本 貴之(NS), 坂本 真由子(PSW)
福岡県: 医療法人恵愛会 福間病院急性期・ストレスケア病棟
大分県: 大分大学医学部附属病院精神科2階北病棟
長崎県: 長崎県 医療法人 栄寿会 真珠園療養所新館1階病棟

○小倉 あずき(NS), 室岡 秀人(NS), 松尾 真里子(NS), 石井 礼子(NS),
田籠 千秋(NS), 井上 恵子(NS)

医D-15
精神科病棟における嗜好品管理に対する患者の思い

医G-15
社会資源の見直しや積極的な関わりを持つことで
退院支援に結びついた精神遅滞の一例

医E-15
アロマを取り入れた睡眠導入を試みて

○中村 由貴恵(NS) 1), 窪山 智恵(NS) 1), 落田 航(NS) 1), 上田 智之(NS) ○渕上 大悟(NS), 小野 利沙(NS), 河野 ゆかり(NS), 小副川 博子(NS),
2)
岡島 しおり(NS)

医F-15
社会との関わりを目指して
～患者間の関わりから見えてきたこと～

福岡県: 医療法人翠甲会 甲斐病院2階病棟

○木下 千咲(NS)
○山本 一成(PSW), 保里 龍信(PSW), 小森 万梨子(PSW)

1) 福岡県: 朝倉記念病院看護部
2) 福岡県: 国際医療福祉大学福岡看護学部

11:30 九州精神神経学会総会

佐賀県: 医療法人清友会 清友病院１階病棟

福岡県: 医療法人成康会 堤小倉病院5病棟
福岡県: 医療法人住田病院地域連携室

医D-16
医E-16
医療観察法病棟における入院対象者への私物管理拡大の取り組み 認知症高齢者における絵本の会の取組み (3-2)
―絵本の内容と主観的気分３群との関連―

医F-16
精神障がい者実態調査から見えてくるもの（速報）
～平成28年度 福岡市障がい児・者等実態調査～

医G-16
「試行錯誤しながら行った就労定着への挑戦」
～アスペルガー症候群の一症例～

○丸林 一成(PSW), 安部 大和(PSW), 德永 弥生(PHN), 宮之脇 朗美
(PHN), 江口 智之(他), 河野 亨(DR)

○小松 慎吾(PSW)

○緒田達哉(NS)
○榊原 有紀(CP)
熊本県: 独立行政法人国立病院機構菊池病院看護部
大分県: 医療法人慈愛会向井病院臨床心理部

熊本県: 社会医療法人ましき会 益城病院事業課 健味健食園
福岡県: 福岡市精神保健福祉センター

11:40

医D-17
これまでの退院支援（地域支援）及び今後の課題
～精神科療養病床５０床閉棟に伴い～

医E-17
医F-17
医G-17
病院との交流から発展した、中学生を対象とした「認知症サポーター 変化する患者像、多様化するニーズ
発達障害者の支援について考える
養成講座」
～「地域に信頼される病院」として発展し、社会的責任を果たしていく
○荒木 貴子(CW), 釘本 幹枝(他), 隈元 大二(PSW)
ために～

○竹中 英司(NS)

○岩阪 真大(OT)

福岡県: 行橋記念病院看護部

長崎県: 医療法人 昌生会 出口病院リハビリテーション部門

○岡本 牧子(PSW)

佐賀県: 特定医療法人杏仁会 神野病院リハビリ部

沖縄県: 医療法人陽和会 南山病院地域医療相談室

12:00
13:10 特別講演
14:20 会長講演

合同ランチョンセミナー

合同ランチョンセミナー

合同ランチョンセミナー

第62回九州精神医療学会 プログラム
１２月１日（木）

A会場
15:30 医A-13
保護室長期使用患者の隔離解除に向けての一事例

D会場

E会場

F会場

G会場

医D-18
医療事故を減らすためには仕掛けが必要‼
～医療事故調査制度で何が変わったか～

医E-18
医F-18
福岡県認知症医療センター宗像病院における実績報告-かかりつけ 長期間外来作業療法を利用している一症例
医療機関等との連携状況と事例についての一考察～地域への移行をめざして～

医G-18
関わりを通して見えてきたもの
『オレ話しを聞け』

○栗山康弘(NS), 辻 誠一郎(NS)

○髙杉 正(PSW) 1), 長谷川 浩二(DR) 2), 豊永 希未子(PSW) 1), 石井 潤 ○富山 優子(OT), 山口 佳美(OT), 吉田 哲也(OT), 川嵜 弘詔(DR)
(PSW) 1), 矢山 隆行(PSW) 1)
福岡県: 福岡大学精神医学教室

○青木 樹里(NS), 岩元 まどか(NS)

○中尾 裕喜(NS) 1), 馬渡 照久(NS) 1), 榊 静香(NS) 1), 服部 信行(CP) 2)
1) 福岡県: 医療法人社団筑水会筑水会病院Ｂ３病棟
2) 福岡県: 医療法人社団筑水会筑水会病院医療技術

長崎県: 長崎県

中澤病院

福岡県: 医療法人 済世会 河野病院看護課

1) 福岡県: 宗像病院相談室
2) 福岡県: 宗像病院管理者

15:40 医A-14
多飲症患者のストレングスに着目した関わりを通し
て
～参画型看護計画の有効性～

医D-19
精神科病棟での入院環境における安全管理に向けた検討
～危険物に関する対応の統一を試みて～

医E-19
医F-19
認知症高齢者に対するナラティブな作業を用いた多職種による介入 金銭管理に対して思考の偏りがある統合失調症患者への個別作業
の効果
療法

○橋本 和子(NS), 永冨 祐香(NS), 中禮 佑基(OT), 南川 喜代晴(DR)
○吉原 武史(OT), 福田 浩(OT), 田中 ゆかり(NS), 三石 祐美(NS)

○白山 大介(OT), 津田 愛子(OT), 高田 千穂(OT), 林 司義(OT)

鹿児島県: 医療法人仁心会 松下病院

佐賀県: 特定医療法人勇愛会 大島病院リハビリテーションセンター

医D-20
誤薬事故に対するヒヤリハット報告の有効性

医E-20
重度認知症治療病棟でのユマニチュードの効果とスタッフの反応

医F-20
「やってみたよ！」
～片付け塾を導入しての変化～

医G-20
家族を暴力で支配してきた患者に対しての治療的な枠組みから見え
た変化

○高田 俊彦(NS), 小川 陽久(NS)

○山本薫子(NS), 竹元久子(NS), 三井順子, 田中数啓(OT), 財津陽子
(OT)

○上村 純平(OT)

○飯星 貴宏(NS), 山口 洋介(NS), 越智 貴紀(NS), 古庄 経吉(NS), 連
理 貴司(MD)

福岡県: 医療法人（社）聖恵会 福岡聖恵病院光明苑病棟

鹿児島県: 医療法人赤崎会 赤崎病院作業療法室

福岡県: 医療法人社団 温故会 直方中村病院精神科急性期治療病棟

○近藤 晶(NS), 濵田 美人(NS)
○内田 剛士(NS)

医G-19
精神的アプローチからの褥瘡改善の歩み

長崎県: 医療法人厚生会 道ノ尾病院看護部

佐賀県: いぬお病院看護部

15:50 医A-15
患者の収集行動に対する関わり
-トークンエコノミーを用いた関わりの有効性○吉田 小希子(NS)

福岡県: 医療法人 松和会 門司松ヶ江病院３病棟

熊本県: 医療法人精翠会 吉田病院第３病棟

16:00 医A-16
水と付き合う
～多飲症心理教育を取り入れたアプローチ～
○橋本 雅(NS)
熊本県: 医療法人健生会 明生病院看護部

16:10 医A-17
飲水衝動が強い患者に対する取り組み
～北風よりも太陽のような関わりを～

福岡県: のぞえ総合心療病院

医D-21
リストバンドによる誤認防止に対する職員の意識の実態

医E-21
ユマニチュード導入による利用者の変化とスタッフの意識の変化

○新野 久美(NS) 1), 久寿米木 清美(NS) 1), 奈良 左枝(NS) 1), 河瀬 万里 ○岩﨑美智子(NS), 井野裕子(NS), デイケア聖恵スタッフ一同
菜(NS) 1), 衛藤 龍(DR) 1), 小嶋 光明 2), 後藤 成人(DR) 2)
福岡県: 医療法人（社）聖恵会 福岡聖恵病院デイケア聖恵
1) 大分県: 医療法人社団会親和園衛藤病院
2) 大分県: 大分県立看護科学大学

医D-22
外来看護における自殺防止
～継続した看護の取り組みと今後の課題～

医F-21
「健康的な外見」に着目した取り組み
～スマイルスキャンでの測定結果から～
○山井 亨(OT), 上村 真紀(OT), 東 将洋(PT), 坂井 孝行(PT), 佐田
美佐子(DR), 尾林 誉史(DR), 福嶋 翔(DR), 岡崎 祐士(DR)

医G-21
「地域で問題となっていた患者の支援」
～安心感のもてない環境からの変化～
○七田 香那(PSW), 徳永 浩子(PSW), 馬郡 芳弥(PSW), 北岡 かや子
(PSW), 中村 健志(MD), 坂口 信貴(MD)
福岡県: のぞえ総合心療病院

長崎県: 医療法人厚生会 道ノ尾病院

医E-22
病棟移動をきっかけに症状改善に至った一症例

医F-22
社会体験グループへの参加をきっかけに活動性が
向上した事例について

医G-22
精神科訪問看護に作業療法士が関わった症例
～情緒的な安定がみられた、クモ膜下出血後遺症について～

○古里 順子(NS)
○佐藤 太一(NS), 今村 竹男(NS), 岡田 和芳(DR)

○有野 裕子(NS)

長崎県: 医療法人カメリア 大村共立病院長期療養病棟

福岡県: 不知火病院外来

○太田正也(OT)
熊本県: 医療法人 正仁会 みずほ病院看護部

○田原 美映(OT), 佐々木 朋子(OT)
福岡県: 特定医療法人 社団相和会 中村病院リハビリテーション課
福岡県: 医療法人住田病院作業療法室

16:20 医A-18
自閉症スペクトラム障害と統合失調症を併せ持つ患者への看護
～幻聴の自己コントロールを試みて～
○安在 正子(NS), 戸田 宗軌(NS), 井口 伸哉(NS)
宮崎県: 医療法人建悠会 吉田病院７病棟

16:30 医A-19
単剤化が患者やスタッフにもたらした影響について
－CP換算値4200mgの患者の単剤化への取り組み－

医D-23
離院防止の取り組み
～所在確認に対する意識の向上を目指して～
○吉田紗奈江(NS) 1), 工藤真理子(NS) 1), 平本有記映(NS) 1), 藤田将之
(NS) 1), 井上玲子(NS) 1), 平井和明(他) 2)

医E-23
医F-23
認知症に伴う行動心理症状（BPSD）と病前性格との関連性の検討
処遇困難な統合失調症患者へ調理活動を行なって
～認知症治療病棟における個別性を重視した看護に向けた取り組み
○大塚 桂大(OT), 小林 真司(OT), 栗田 輝久(MD)
～
福岡県: 医療法人社団 桜珠会 可也病院リハビリテーション科 作業療法

医G-23
薬物依存症支援における実践報告
～断薬を続けるために必要な支援とは～

○竹下 正宣(NS), 小野 裕子(NS), 山崎 佳代子(NS)

○安部 大和(PSW), 丸林 一成(PSW), 寺山 愛(PSW), 德永 弥生(PHN),
宇佐美 貴士(DR), 宮之脇 朗美(PHN), 江口 智之(他), 河野 亨(DR)

1) 大分県: 別府医療センター看護部
2) 大分県: 大分中央看護学校 （元）看護学校

福岡県: 医療法人清陵会 南ヶ丘病院認知症治療病棟

福岡県: 福岡市精神保健福祉センター

医D-24
暴力への対応を振り返り考えたこと
ＣＶ－ＰＰＰ（包括的暴力防止プログラム）を学んで

医E-24
自分で食べられるようになりましたね
～BPSDによる拒食・拒薬・暴言のある患者の看護を試みて～

医F-24
40人で調理実習をやってみた！
～等質性の低い大集団活動～

○植木 夏美(NS)

○森 このみ(OT), 前田 真弓(OT)

福岡県: 新門司病院看護課

熊本県: 社会医療法人芳和会 菊陽病院作業療法室

医D-25
褥瘡対策チームの取り組みによる褥瘡数の変化
～ハード面・ソフト面の改善～

医E-25
認知症患者の「易怒・興奮」を減らすアプローチ
～認知症ケアメソッド“ユマニチュード”の技法を活用して～

医F-25
医G-25
統合失調症高齢者の体力測定結果と転倒の関連について～予備的 長期入院患者に対する支援パス導入によるエンパワメント効果～アン
調査～
ケートからみえる意識変化～

○江藤 明佳(NS), 小河 美代智(NS), 鈴木 三恵(NS)

○佐藤 裕二(NS), 井下 敏枝(NS), 高倉 貴代子(NS), 山口 美枝(NS),
中島 順子(NS), 高田 靖子(NS)

○吉井 健吾(OT) 1), 地頭所 美江(OT) 1), 増矢 麻理(OT) 1), 西村 良二 ○杉水 伸安(NS), 松本 俊寛(OT)
(DR) 2)
熊本県: 平成病院精神科療養病棟

大分県: 医療法人百花会上野公園病院東２病棟

1) 福岡県: 医療法人 恵愛会 福間病院リハビリテーション科
2) 福岡県: 福岡大学医学部 総合医学研究センター

医E-26
睡眠障害および大声のあるAD患者に対するアプローチ
～アロマ足浴を行ってからみえてきたもの～

医F-26
SSTの質向上のための取り組み
～セッション後のディスカッションから見えたこと～

医G-24
精神科急性期治療病棟患者の家族のストレスについて
○井手上 里美(NS)

○渡邊 照(NS) 1), 平尾 香織(NS) 1), 井上 久美子(NS) 1), 堀川 百合子
(DR) 2)
1) 福岡県: 久留米厚生病院看護部
2) 福岡県: のぞえ総合心療病院

16:40 医A-20
無為・自閉性のある患者へのアプローチ
～SSTを用いた外出支援～

鹿児島県: 医療法人仁心会 松下病院カラー病棟

○川口 悟(NS), 中松 晋也(NS), 阿形 将英(NS)
福岡県: 医療法人 成晴会 堤病院看護部

○中尾 聖(NS), 土井 等行(NS)
福岡県: 医療法人社団 堀川会 堀川病院褥瘡対策チーム
長崎県: 医療法人厚生会 道ノ尾病院看護部

16:50 医A-21
長期入院患者の退院に向けての取り組み

医D-26
転倒・転落の減少をめざして

○田平真一郎(NS), 平山 千秋(NS)

○持橋 剛(NS)

宮崎県: 一般社団法人藤元メディカルシステム 藤元病院6階病棟

福岡県: 医療法人互舎会 筥松病院看護部

○多々良 美世(NS), 馬場 恵美子(NS), 朝長 文子(NS), 宮本 広美(NS), ○田畑 涼子(NS)
春崎 由紀(NS), 石原 純子(NS), 坂本 久男(DR)
宮崎県: 医療法人真愛会 髙宮病院3病棟
長崎県: 長崎県 医療法人 栄寿会 真珠園療養所南病棟

医G-26
総合病院における退院前訪問指導の導入から見えてきたもの
～精神科看護師への個別インタビューから～
○石井 るみ子(NS)
長崎県: 長崎県五島中央病院2階病棟

第62回九州精神医療学会 プログラム
１２月１日（木）

A会場

D会場

17:00 医A-22
精神療養病棟における退院支援会議の取り組み
～見えてきたもの1年半を振り返って～

E会場

F会場

医D-27
転倒・転落事故の実態
～転倒・転落レポートの分析より～

医E-27
攻撃性があり看護抵抗が強い
認知症患者への関わり

医F-27
症状軽減に向けてのアプローチ
～病棟での作業活動を通して～

○俣崎 希代子(NS)

○古澤 真美(NS)

○野﨑 久美子(NS), 森本 美保子(NS), 深井 友莉子(CP), 松田 冨美
(Diet), 酒井 武仁(MD)

○田所 恵典(NS)

熊本県: くまもと青明病院看護部

大分県: 医療法人社団 淵野会 渕野病院 看護部

○内間 留美(NS), 嶋本 文子(NS), 尾下 絵美(NS)
鹿児島県: 医療法人仁心会 福山病院看護部

長崎県: 高城病院看護部

17:10 医A-23
地域移行支援事業を利用した退院支援
～事例を通した一考察～

医D-28
精神科病棟における誤嚥防止についての試み

医E-28
認知症患者における環境調整となじみの関係作りの
重要性を知る

○大塚 真(NS)
○門野 麻美(PSW), 佐々木 克徳(NS), 藤丸 浩輔(DR)

17:20 医A-24
電話相談24時！そこにPSWがいる意味とは
～A氏の症例を通して～
1)

医D-29
摂食・嚥下問題解消に向けたモロヘイヤ使用の試み

1)

○白石 央(PSW) , 河島 靖憲(PSW) , 稲葉 宣行(PSW) , 寺嶋 康
(DR) 2)
1) 福岡県: 医療法人優なぎ会 雁の巣病院医療相談部
2) 福岡県: 医療法人優なぎ会 雁の巣病院医療部

医F-28
患者参画の看護計画と実践

医G-28
精神科混合病棟におけるケアバランスの検討
～身体合併症予防のために取り組んだ結果、生まれた余力の利用～

○久藤 恭子(NS)
○長岡 美帆(NS)
福岡県: 医療法人 格心会 晴明病院看護部
熊本県: 医療法人 正仁会 みずほ病院看護部

○渡辺
1)

長崎県: 医療法人厚生会 道ノ尾病院看護部

○佐竹 貴治(NS)
熊本県: 城ケ崎病院看護部

長崎県: 長崎県 医療法人 栄寿会 真珠園療養所医療福祉相談室

G会場
医G-27
精神科看護における言葉遣いの大切さを感じて
～意識調査を行って今後の課題を考える～

宮崎県: 医療法人真愛会 髙宮病院5病棟

医E-29
自由は誰のもの
～転ばない為のよりそう看護～

医F-29
「一人暮らしでの退院へ向けて」
～チーム医療の重要性～

医G-29
DC・DNCってどういうところ？
～熊本地震を体験して～

○西田 徳子(NS), 米原 香代子(NS)

○武本 浩幸(NS), 一木 裕介(NS), 古西 芳香(NS), 林 愛美(NS)

○中園 純子(OT)

福岡県: 医療法人光風会 宗像病院看護部

大分県: 医療法人 向心会 大貞病院看護部

熊本県: 社会医療法人芳和会 菊陽病院精神科ディナイトケア

真(Diet), 野満 菜穂子(Diet)

熊本県: 医療法人回生会 山鹿回生病院栄養管理課

