第62回九州精神医療学会 プログラム
１２月２日（金）

A会場
8:50 医A-25
医療観察法における訪問看護の重要性と課題
○佐村 舞保(PSW)
福岡県: 新門司病院リハビリテーション課

D会場

E会場

医D-30
単科精神科病院における口腔ケアと肺炎の発症について

医E-30
胃瘻造設後の嚥下訓練を試みて

○川口英樹(NS), 葉室篤(DR), 平井達也(NS), 本田稔(NS), 山添和明
(CW), 田中隆一(他), 上戸純子(他), 山崎真弓(他), 島田麻美子(他), 大
森洋弥(他)

○芦刈祐貴(他), 新恵真寿美(NS)
大分県: 医療法人淵野会 緑ヶ丘保養園

F会場

G会場

医F-30
妄想性障害がある患者の不安に対する外出・外泊を通したアプロー
チ

医G-30
多飲症患者への対応を振り返る～看護チームが最適に機能するため
に～

○坂本 貴明(NS), 本田 理恵(NS), 樟 彩(NS), 柴田 憲寿(NS), 松尾
由紀子(NS)

○澤嶋 亮(NS)
長崎県: 医療法人カメリア 大村共立病院 リハビリテーション病棟

長崎県: 杠葉病院

9:00 医A-26
ひきこもりから将来の目標を見つけるまでの過程
～17年間世間との関わりを遮断した男性への支援～

医D-31
（当院）入院患者への早期NST介入効果の検証

長崎県: 長崎県：医療法人仁祐会 小鳥居諫早病院看護部

医E-31
嚥下機能の改善を目指した取り組みについて
～アイスキャンディはいかが？～

○中城 恵(NS), 他スタッフ一同(NS)

○酒井 麻衣(Diet), 松田 冨美(Diet), 吉村 綾子(Diet), 大平 則之(NS),
細田 千尋(MD)
○後藤 美香(NS), 吉良 昌美(NS)

宮崎県: 浩洋会田中病院訪問看護ステーション

長崎県: 高城病院NSTチーム

医F-31
母親としての自覚に芽生えた患者との関わり
～ノートを用いたアプローチ～

医G-31
入院期間が限られている薬物依存患者への看護のポイント
～急性期病棟入院治療で出来る看護を探る～
○竹井 順一(NS)

○稲富 加緒里(NS)
大分県: 大分下郡病院看護部

宮崎県: 医療法人真愛会 髙宮病院1病棟
福岡県: 医療法人社団 堀川会 堀川病院

9:10 医A-27
訪問看護利用へ生活習慣の聞き取り調査を実施して

医D-32
医E-32
医F-32
医G-32
修正型電気痙攣療法（ｍ‐ECT)を導入して現在までの実態調査を行 経鼻経管を抜去後新たな口腔ケアの試みを行い誤嚥性肺炎が予防 老年期うつ病女性に対する臨床動作法を用いた関わり～ストレスケア 「反社会的行為を繰り返し、孤立してしまうメンバーに対して集団療法
うことで見えてきたもの
された３症例
病床での実践～
を通して見えてきたこと」

○仲宗根一美(NS), 国吉 薫(NS), 銘苅 加代子(NS), 崎原 恵美(NS), 太
田 牧子(NS), 安里 真弓(NS)
○丸林 和彦(NS)
沖縄県: 医療法人社団志誠会 平和病院外来・訪問看護

佐賀県: 特定医療法人勇愛会 大島病院看護課精神科2病棟

1)
2)
2)
1)
○平井 達也(NS) , 葉室 篤(DR) , 坂井 秀隆(DR) , 水口 和洋(NS) , ○山﨑 由紀(CP), 無津呂 宏美(CP), 松尾 拓二郎(DR), 本間 五郎(DR) ○甲斐 壮(OT), 後田 純子(OT), 鶴 泰宏(NS), 坂口 信貴(MD)
1)
1)
1)
2)
永田 忠美(NS) , 本田 稔(NS) , 波山 順子(NS) , 田中 隆一(DR) ,
福岡県: (医)寿栄会 本間病院臨床心理室
福岡県: のぞえ総合心療病院
上戸 純子(他) 3), 山崎 真弓(他) 3), 島田 麻美子(Diet) 4)

1)
2)
3)
4)

9:20 医A-28
自分らしい生活の獲得に向けた支援
―患者の「希望」を支えた訪問看護―

長崎県:
長崎県:
長崎県:
長崎県:

医療法人協治会杠葉病院看護部
医療法人協治会杠葉病院医局
医療法人協治会杠葉病院歯科
医療法人協治会杠葉病院栄養課

医D-33
薬剤師による電子カルテを用いた薬物療法アセスメント業務の有用
性についての解析

医E-33
オリーブオイルによる便の性状コントロール
～楽な排便を目指して～

○仲 悠(Pharm)

○松本 理恵子(NS), 上野 岳志(NS), 木下 蘭(OT)

鹿児島県: ウエルフェア九州病院薬剤部

福岡県: 医療法人冨松記念会 三池病院１階病棟

○田中 祥江(NS), 入江 卓子(NS), 大串 なおみ(NS)
福岡県: 蒲池病院訪問看護

9:30 医A-29
社会参加困難な統合失調症患者への訪問支援
○藤 裕徳(PSW), 宮﨑 聡(PSW), 栗田 輝久(DR)
福岡県: 医療法人社団 桜珠会 可也病院

医F-33
ストレスケア病棟における集団マインドフルネスの活用
○上田 真実(NS) 1), 仮屋﨑 優樹子(OT) 1), 野口 優佳(OT) 1), 黒木 久
子(NS) 1), 坂本 純子(NS) 1), 山口 雄三(CP) 1), 南 美智子(CP) 1), 光吉
貴子(PSW) 1), 伊藤 淳次(NS) 1), 進藤 太郎(DR) 1) 2)

医G-33
～アルコール依存症に拒食傾向を伴った患者への看 護を振りか
えって～
○山﨑 裕介(NS), 山内 康裕(NS), 鹿井 博文(MD), 今村 圭介(MD)
鹿児島県: 医療法人 公盡会 出水病院精神科病棟

1) 福岡県: 医療法人唐虹会 虹と海のホスピタル
2) 福岡県: 福岡大学医学部精神医学教室

医D-34
「行動制限が必要な患者への看護師の関わり」
措置ミーティングで語られたA氏の症例を通して

医E-34
転ばぬ先のお祭り体操～転倒予防の一環として～

医F-34
うつ病患者に行動活性化療法を実施して

○後藤 和俊(NS), 後藤 三春(NS), 高田 郁子(NS), 後藤 千秋(NS), 鹿 ○堤 綾香(OT)
島 ふじえ(NS)
大分県: 大分県医療法人社団青樹会 リバーサイド病院
○河原 久人(NS), 前田 学(NS), 伊藤 貴之(PSW), 矢野 夕紀(OT), 吉
大分県: 山本病院6病棟
島 秀和(MD)

医G-34
６０歳以上のアルコール依存症者への健康意識、断酒へのアプロー
チ
○栗栖 美弥子(NS)
福岡県: 医療法人十全会 おおりん病院看護部

福岡県: のぞえ総合心療病院

9:40 医A-30
「自分が住みたい場所で暮らしたい」
～地域での生活を希望する精神障害者への支援～
○梶原 みゆき(PSW)
佐賀県: 医療法人 樟風会 早津江病院地域生活支援部

医D-35
激しい精神症状と無気力状態を繰り返す
統合失調症患者への関わり
～症状の背景にある思いに着目して～

医E-35
脳梗塞後遺症患者への取り組み
～看護師が出来る事！！

○田中 八重子(NS), 迫田 さより(NS), 脇屋敷 和江(NS), 有福 ひとみ
○宮﨑 美架枝(NS), 本田 藍(CP), 桑田 武志(NS), 松田 明日香(PSW), (NS), 東 智彦(OT)
土岐 健人(OT), 吉田 卓生(DR)
宮崎県: 宮崎県 医療法人 信和会 小林保養院看護部
福岡県: 医療法人静光園 第二病院もりの病棟

医D-36
9:50 医A-31
熊本大震災の経験から 精神科外来の役割を考える ～外来診療機 sstとネゴシエーションスキルでダイエット
能をとめない～
～ハーバード流交渉術を取り入れてみて～

医F-35
労働世代における気分障害および神経症性障害患者を中心とした
就労実態調査-臨床心理室の関わった患者データを通して-

医G-35
精神科デイケアでアルコール性認知症の回復支援が可能であった一
症例について

○畑田 惣一郎(CP) 1), 川池 由佳(CP) 1), 前田 直樹(CP) 2), 園田 順一
(CP) 3), 黒浜 翔太(CP) 4), 野添 新一(DR) 1) 5), 吉牟田 直孝(DR) 1)

○松崎 寛子(OT), 深井 友莉子(CP), 細田 千尋(MD), 高城 昭紀(MD)

1)
2)
3)
4)
5)

鹿児島県:
鹿児島県:
鹿児島県:
鹿児島県:
鹿児島県:

長崎県: 高城病院デイケア

医療法人仁心会 松下病院
九州保健福祉大学
武井内科クリニック
天草病院
志学館大学大学院

医E-36
ＡＤＬ低下予防に向けての看護の関わり

医F-36
本人の主体性とチームの役割を意識した復職支援

医G-36
ストレングス・マッピングシートを活用した患者の変化

○東 加奈恵(NS)

○井手 彩加(PSW), 原田 健一(PSW), 大礒 宏昭(DR)

○町本文也(NS), 松尾綾子(NS)

鹿児島県: 医療法人仁心会 福山病院看護部

熊本県: 特定医療法人 富尾会 桜が丘病院精神保健福祉室

長崎県: 三和中央病院看護部

医E-37
精神科慢性期病棟における口腔機能訓練と音楽療法の併用による
口腔機能への効果

医F-37
リワークデイケアにおける関わりを振り返って

医G-37
「飲酒のことで悩む家族等の集い」を通して

○緒方 千佳子(PSW)

○前野 芽(PSW) 1), 狩元 美奈子(PHN) 2), 小林 政樹(PSW) 1), 今村 圭
介(MD) 3)

○立山大稀(NS), 佐藤広樹(NS), 前原正法(DR)
○高橋 富陽(NS)
宮崎県: 医療法人一誠会 都城新生病院
熊本県: 益城病院看護部 外来

10:00 医A-32
熊本地震・看護部長の震災時の行動
～地域におけるこころのケアチーム～

医D-37
グリセリン浣腸に頼らない排便習慣の確立
○田畑 万紀子(NS), 相良 雄三(NS)

○藤木 俊也(NS)

○安部 直美(NS)
福岡県: 医療法人恵愛会 福間病院精神科一般病棟

熊本県: くまもと青明病院看護部

10:10 医A-33
熊本県精神科災害等における非常食提供マニュアルの活用に向け
ての取り組み～熊本地震を経験して ～

福岡県: 医療法人飯塚恵仁会 たていわ病院地域連携室
福岡県: 福岡保養院看護部

医D-38
医E-38
セーフティガイドカバーを作成・利用した
浮腫のある患者の褥瘡ケア
向抗精神病薬の安全・安心・安楽な筋肉内注射施行を目的とした研 ～メドマーを用いて～
究

○井上 さとみ(Diet) 1), 野満 菜穂子(Diet) 2)

1) 鹿児島県: 地域活動支援センター「集(つどい)」
2) 鹿児島県: 鹿児島県北薩地域振興局
3) 鹿児島県: 医療法人 公盡会 出水病院

医F-38
「疼痛性障害の看護」
～痛みからの解放～

○飯干 栄一郎(NS), 梅山 サヨ子(NS)

○前田 裕美(NS)

○坂本 年幸(NS)

鹿児島県: 医療法人 仁心会 松下病院カトレア病棟

福岡県: 医療法人飯塚恵仁会 たていわ病院西３病棟

福岡県: 医療法人十全会 おおりん病院看護部

○津雲 渚(NS), 大石 慎吾(NS), 田中 加奈子(NS)
1) 熊本県: 益城病院栄養管理課
2) 熊本県: 山鹿回生病院栄養管理課

福岡県: 医療法人清陵会 南ヶ丘病院精神科急性期治療病棟

医G-38
アルコール依存症患者の家族パスによる変化

第62回九州精神医療学会 プログラム
１２月２日（金）

A会場
10:20 医A-34
平成28年熊本地震からの復興

D会場

E会場

医D-39
笑顔で寄り添う
～排泄ケアに関連しての再認識～

医E-39
オーバー60患者に対する10分運動の効果
意識の変化と主観的評価

○木下 智江美(NS), 吉永 妙子(NS), 岩下 裕美(NS)

○宮田 美代子(NS), 角 圭(NS)

福岡県: 医療法人清陵会 南ヶ丘病院精神一般病棟

福岡県: 福岡保養院6病棟

F会場
医F-39
対人接触を拒む患者の訪問看護
～ＱＯＬ向上を目指して～

G会場
医G-39
アルコール依存症患者の在宅支援
～２歳の娘を亡くし、「私も死にたい。」と訴えたＡ氏の事例を通して～

○永田 沙織(Diet)
熊本県: 社会医療法人ましき会 益城病院栄養管理科

○久保由季子(NS), 大島るみ(NS), 神谷剛史(PSW)
○入居 博貴(PSW), 徳永 千里(NS)
佐賀県: （医）唐虹会 虹と海のホスピタル訪問看護
福岡県: 医療法人 信和会 大牟田保養院地域連携担当

10:30 医A-35
災害と情報システム～熊本地震から学んだこと～

医D-40
精神科におけるターミナルケアについて

医E-40
認知症病棟におけるクリニカルパス作成の現状と今後の課題

○清野 健二朗(他)

○廣津 里穂(NS), 陣内 美咲(NS), 平戸 恵子(NS), 藤谷 英明(NS)

○渕 百里(NS)

熊本県: 社会医療法人ましき会 益城病院事務部

長崎県: 長崎県：医療法人仁祐会 小鳥居諫早病院看護部

宮崎県: 大悟病院６階病棟

医F-40
職員の腰痛予防対策を取り入れた
動作意識の改善報告

医G-40
アルコール依存症の退院前訪問指導の現状と今後の課題
○植田 秀孝(PSW), 園田 正隆(NS), 村川 誠一(NS)

○渡部 貴子(NS), 佐藤 理恵(NS) 1), 真名井 千穂(NS) 1), 姫野 慎太郎
(OT) 1), 衛藤 龍(DR) 1), 小嶋 光明 2), 後藤 成人 2)

長崎県: 医療法人見松会あきやま病院西２病棟

1) 大分県: 医療法人社団親和会 衛藤病院A３病棟
2) 大分県: 大分県立看護科学大学

医D-41
精神科急性期病棟における終末期患者の看護を考える

10:40

10:50 合同シンポジウム
12:00
13:10 特別講演
14:20 医A-36
見抜けなかったそのギャップ！！
～動き出したわたしの時間～

医E-41
夫婦分離不安・共依存のある患者への退院支援
～個別性のあるメンタルサポート～

医F-41
あなたの腰は大丈夫ですか？
～腰痛体操にとりくんで～

○玉城 和子(NS), 砂川 美代利(NS), 喜屋武 盛和(NS), 浦崎 久美子
(NS)

○鵜川 幸代(NS), 大橋 健(NS)

○薄鈴子(NS), 伊島美香(NS), 片山智明(NS)

沖縄県: 医療法人へいあん 平安病院看護部

福岡県: 福岡県：医療法人 信和会 大牟田保養院１病棟

福岡県: 医療法人（社）聖恵会 福岡聖恵病院1病棟

1) 福岡県: 医療法人社団 温故会 直方中村病院
2) 福岡県: 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所健康増進課 精神保健係

医F-42
働きやすい職場をめざして
～アンガーマネージメントを導入して～

医G-42
精神科看護師が持つ対人不安の実態調査

合同ランチョンセミナー
医D-42
長期隔離室使用者が一般病室へ移室するまでの試み

医E-42
アルツハイマー型認知症患者の独居退院を目指して

○桑原 由美子(NS), 山下 智(NS)

○重田 有来(NS), 清水 孝子(NS), 岡本 貴仁(OT), 今村 圭介(MD)

福岡県: 医療法人 牧和会 牧病院

鹿児島県: 医療法人 公盡会 出水病院5病棟

○坂本みきこ(NS), 荒川麗(NS)
○口石吏衣(NS), 田ノ上みゆき(NS)

福岡県: 医療法人信和会大牟田保養院5病棟

佐賀県: 医療法人松籟会松籟病院看護部
福岡県: 医療法人 泯江堂 油山病院看護部

医D-43
こだわりの強い患者の看護

医E-43
認知症患者の退院支援を通して

○二宮 崇至(NS), 青木 一也(NS), 柏崎 希(NS), 鹿島 ふじえ(NS)

○木室 晶子(NS)

○池間 清隆(NS)

大分県: 山本病院６病棟

福岡県: 医療法人社団 堀川会 堀川病院

沖縄県: 医療法人(社)輔仁会 嬉野が丘サマリヤ人病院看護部

14:40 医A-38
１９年ぶりの一人暮らし
～自身が望む人生を生きることを目的とした支援とは～

○葉室 智隆(PSW) 1), 南川 喜代晴(DR) 1), 藤原 美代(PHN) 2), 和田 か
おり(PHN) 2), 久米 直子(PHN) 2)

合同ランチョンセミナー

○吉村 夏美(NS), 林 祐樹(OT)

14:30 医A-37
病識欠如の長期入院患者の退院支援を行って

医G-41
アルコール関連問題における多機関連携に向けての取り組み

医D-44
ひとつのキーワードから始まった関わり
―体験することでストレス対処法を獲得した事例―

医E-44
認知症疾患医療センターにおける家族支援の取り組み
～認知症カフェはじめました～

医F-43
医G-43
精神科看護師の看護を行う上での「こだわり」に関する質的記述的研 看護師による危機管理への意識変化
究
～誤与薬ゼロに向けての取り組み～
○増滿 誠(NS)

○田中 ゆかり(NS)

福岡県: 福岡県立大学看護学部

鹿児島県: 医療法人 仁心会 松下病院フジ病棟

医F-44
精神科病院におけるICLSの必要性について

医G-44
Ａ病棟における５Ｓに対する意識調査
～年齢・性差による違いに着目して～

○嘉数 陽介(NS)
○中川 和枝(NS)

○寺園 聡子(PSW), 永田 浩三(DR)

福岡県: 行橋記念病院看護部

1)

沖縄県: 医療法人晴明会 糸満晴明病院ICLS委員会

○大西 勇樹(NS)
鹿児島県: 医療法人永光会 栗野病院認知症疾患医療センター
福岡県: 医療法人社団豊永会 飯塚記念病院精神科救急病棟

14:50 医A-39
単身生活を目指す統合失調症患者の退院支援
～本人のペースを保つ看護・関わりを振り返る～
○光澤 大志(NS), 松永 瑞穂(NS)

医D-45
隔離解除に向けた2年目の取り組み
～PICUを最短日数で使用する看護～

2)

1)

1) 福岡県: 医療法人昌和会 見立病院1病棟
2) 福岡県: 福岡県立大学看護学部

医E-45
医F-45
認知症治療病棟入院患者を自宅へ戻す為に患者家族に必要な条件 家族の理解を求めた退院支援
～アンケート調査を実施して～
～入院医療から自宅療養を目指して～

○岩崎 和也(NS), 喜久 敦夫(NS)

医G-45
プリセプターシップにおける互いの思いの分析
～成長のための関わりの在り方とバーンアウト得点に焦点をあてて～
1)

○森本 茉莉花(NS) , 増滿 誠(NS)

2)

○大串晃輝 (NS), 廣松文(NS)

○平井 千恵美(NS), 後藤 孝子(NS), 中原 慎吾(NS)

佐賀県: 医療法人 樟風会 早津江病院看護部

福岡県: 医療法人済世会 河野粕屋病院５病棟

1) 福岡県: 医療法人昌和会 見立病院
2) 福岡県: 福岡県立大学看護学部

医D-46
「病棟内での処遇困難患者とのかかわり」
～視点をリセットした看護治療～

医E-46
家族と歩む認知症支援
～家族教室から見えてきたもの～

医F-46
退院前の面接を実施して
～外来看護師が病室へ赴くことでの効果～

医G-46
急変時対応への不安の軽減
～病棟勉強会の実践と効果～

○久場 恵(PSW)

○吉田 茂直(NS)

○目野 由紀子(NS), 大石 義則(NS), 冨安 由美(NS), 荒巻 真代(NS),
末安 清美(CW), 高橋 ルリ(CW)

○永尾 清子(NS), 秦 比佐恵(NS), 梅田 冨久美(NS)

福岡県: 医療法人恵愛会 福間病院地域連携室

福岡県: 医療法人蔦の会 たなか病院２階病棟

福岡県: 医療法人社団 照和会 西岡病院3階病棟

15:00 医A-40
精神科療養病棟における退院支援
～退院困難な要因から見えてきたもの～

福岡県: 医療法人泯江堂油山病院看護部

福岡県: 医療法人 牧和会 牧病院

○東 英之(NS), 伊集院 万寿美(NS), 小峠 きみか(NS), 菊池 真住美
(NS), 篠原 千佳(NS), 土田 美枝(NS)

福岡県: 医療法人松岡会 松岡病院認知症治療病棟
福岡県: 医療法人（社団）敬信会 大法山病院看護部

15:10 医A-41
長期入院患者に対する退院支援
～試験外泊をとおして～
○神之園 祥希(NS)
鹿児島県: 医療法人 仁心会 松下病院ユリ病棟

医D-47
人を好きになるということ
－デイケアにおける恋愛がもたらす支え合う力－

1)

○井上 雅典(NS) , 増滿 誠(NS) , 吉田 敏勝(NS) , 中川 正義(NS) ,
1)
伊藤 雅規(NS)

医E-47
「家で一緒に生活をしたい」という家族の強い想いに対してのアプ
ローチ

○永吉茜(NS), 重信穂菜美(CP), 畠中暢子(NS), 永田ちはる(NS), 迫康治 ○竹田 雅(OT)
(NS), 大重勝子(OT)
福岡県: 医療法人昌和会 見立病院訪問看護ステーションであい
鹿児島県: 特定医療法人共助会 三州脇田丘病院リハビリテーション部

医F-47
医G-47
急性期治療病棟における退院支援の課題
精神科に勤務異動した看護師のストレス実態調査
～再入院する患者・家族からのインタビュー結果に基づく課題の明確 ～サポート体制の充実に向けて～
化～
○内田 靖仁(NS), 江﨑 将聖(NS), 山中 真弥(NS), 南里 良乃(NS)
○前田 和也(NS), 木寺 良子(NS), 渕 一郎(NS), 原田 章(NS), 冨松
眞之(DR), 中川 龍治(DR)
佐賀県: 医療法人財団友朋会 嬉野温泉病院看護部 西5病棟

福岡県: 久留米大学病院精神科病棟

第62回九州精神医療学会 プログラム
１２月２日（金）

A会場
15:20 医A-42
自立に向けた関わり方
～1人で買い物、外出が出来る人へ

D会場
医D-48
利用者主体の食の相談会を試みて

E会場

F会場

医E-48
「とろみ調整に対する看護職員の意識変化」
～当院のとろみ調整方法基準作成に向けて～

医F-48
見えた！精神科急性期治療病棟における退院の糸口
～患者背景を中心とした情報の分析と結果から～

○湯浅 真紀子(NS), 中藤 和美(NS)

○村川 晃平(PSW), 眞崎 翼(PSW)

福岡県: 医療法人社団敬信会大法山病院看護部

福岡県: 医療法人清凌会 南ヶ丘病院医療福祉相談室

医E-49
口腔機能向上のために
～噛んで食べてもらいたい～

医F-49
退院後の生活に対する看護師の不安と今後の取り組み
‐精神科病棟に勤務する看護師への意識調査を通して‐

○小磯 幸子(他)

○野上 千恵(NS), 岩崎 知恵(NS)

福岡県: 医療法人冨松記念会 三池病院４階病棟

福岡県: 小嶺江藤病院外来

○猿渡 裕之(OT)

○嶋野 愛(NS), 山北 里美(NS), 岡野 智子(NS), 石橋 くらら(NS), 山口
あゆ美(NS)

○中浜 匠(NS), 峯元 皓光(NS)
佐賀県: 松岡病院デイケア

佐賀県: 佐賀県 特定医療法人 浄心会 園田病院看護部

福岡県: 医療法人社団 照和会 西岡病院2階病棟

15:30 医A-43
処遇困難な統合失調症患者の自宅退院に向けた取り組み～多職
種、地域医療サービスと連携して～

G会場
医G-48
効果的なプリセプターシップを目指して

医D-49
デイケア通所者の家族間調整の取り組み

医G-49
デイケア参加中の統合失調症者のレジリエンス（回復力）
－コンナー ダビッドソン レジリエンス評価尺度を使用して－

○矢野峰士(NS), 四川健司(OT), 山下靖子(NS), 上野美佐代(NS)
○江口 隆浩(NS), 中島 宏治(NS), 岡田 裕美(NS), 石崎 てるみ(NS),
和佐野 聡一郎(DR), 石川 謙介(DR)

福岡県: 医療法人飯塚恵仁会 たていわ病院デイケア

福岡県: 九州医療センター合併精神センター

15:40 医A-44
交換日記を用いたアプローチについて

沖縄県: 医療法人正清会久田病院

医D-50
周囲との関わりの少ないデイケア通所者への自己表現の場の提供
～精神科デイケアの英会話の活動を通して～

○久保田 亜古(NS), 池田 絹代(NS), 瀬戸 めぐみ(NS), 有馬 陽子(NS)

医E-50
精神科長期入院排便困難患者への水溶性食物繊維投与の試み

福岡県: 医療法人永寿会 川添記念病院栄養課
福岡県: 水戸メンタルクリニック

医D-51
作業の責任性を高め、意味のある体験へ
～D.C福祉的就労グループを通して～

医E-51
食品を利用した便秘改善への取り組み
自然排便を目指して

○笹山 倫子(NS), 村井 麻美(NS), 友成 正二(NS), 吉村 裕太(DR), 山
縣 久幹(DR), 田中 謙太郎(DR)
○岡村 倫明(OT)

○西 由美(NS), 菅野 友昭(NS), 松本 ちさえ(Diet)

福岡県: 医療法人緑風会 水戸病院看護部

福岡県: 医療法人 永寿会 川添記念病院1病棟

16:00 医A-46
長期入院患者に対する元気回復行動プラン（WRAP®）の試み
～元気に役立つ道具箱を活用して～
○今村 明子(NS), 田中 正二郎(NS), 野田 木聖(NS), 森山 耕太郎(NS)
福岡県: 医療法人社団筑水会 筑水会病院A4病棟

16:10 医A-47
医療保護入院者退院支援委員会を開催した一事例を通して
○井上 早紀(PSW)
福岡県: 福岡県立精神医療センター太宰府病院地域医療連携室

16:20 閉会式

医F-50
精神療養病棟の退院支援
～これからの退院支援～

医G-50
幻聴による奇異行動を起こす患者の自立に向けて
自分らしさを取り戻す

○松本 ちさえ(Diet), 西 由美(NS), 菅野 友昭(NS)
○森永 優子(CP), 平川 清人(DR)

鹿児島県: 鹿児島県：特定医療法人 共助会 三州脇田丘病院 ２病棟

15:50 医A-45
「家族への介入を行い退院にいたることができた一例」

○上原 琳子(PSW), 宮里 郁代(PSW), 宮城 義昌(NS), 與那嶺 節子
(NS), 大城 盛博(NS), 小椋 力(DR)

福岡県: 医療法人新光会 不知火病院リハビリテーションセンター

○伊芸 千春(NS), 野村 悠(PSW), 渡久地 政人(NS), 諸見里 友子(NS), ○長嶺 伸子(NS)
赤嶺 亨(DR)
沖縄県: 医療法人 社団 輔仁会 田崎病院看護部 ４階病棟
沖縄県: 医療法人卯の会 新垣病院第3病棟

