第４１回 髙仁会学会
テーマ『激動を乗り切る強靭な精神科医療構築』
■日 時

平成２７年１１月１１日（水） ９：３０～１７：００

■会 場

戸田病院コスモスホール

■学会長

井口 喬（戸田病院 院長）

■司 会

櫻井 敬二（戸田病院 事務長）

【 プ ロ グ ラ ム 】
１．開会の辞

櫻井 敬二 事務長

２．理事長挨拶

髙橋 正和 理事長

３．学会長挨拶

井口 喬 院長

第１部 研究発表Ⅰ
９：４０～１０：１５ 発表（各７分）
座長 稲垣 千枝子（看護部長）
演題
1

演者

より快適な地域生活を送るために
～地域生活と医療の密接な関係作りの一考察～

戸田病院 グループホーム 外来
○熊坂梢 田中麻衣子 浦広子
川口クリニック 訪問看護
〇佐藤純一 金子由紀子 竹花沙織
保田節子 門脇純子 石山真紀子

2 地域生活を継続するための訪問看護の関わり

「精神科看護技術」を通して得られた精神障害者の心と自立度の
戸田病院 訪問看護
変化
○佐々木康太 竹脇由香子 明石愛
3
～アウトリーチにおける精神科訪問看護技術の実用化に向けて 菊竹明日香
～
4

デイケアにおける就労支援のアプローチ
～密接な関わりが主観的幸福感に及ぼす効果～

川口クリニック デイケア
◯田邊尚彦 田尻朋子 柴垣貴子
横山弘美 柴田勲

5

退院後のデイケアへの通所に向けた個別支援
～フィジカルトレーニングを行って～

戸田病院 第６－３病棟
○岩崎純一 原田一美

１０：１５～１０：２０ 質疑応答（５分）
１０：２０～１０：３０ 休憩（１０分）
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第２部 研究発表Ⅱ
１０：３０～１１：０５ 発表（各７分）
座長 石田 清子（戸田病院副院長兼総師長）
演題

演者

6 低栄養状態にある高齢者に向けた肺炎予防への取り組み

コスモス苑 生活ケア部
○牧島光宏 高橋絢子 井田寿子
渡瀬忍

7

摂食障害のある認知症患者に対する食事支援について
～セルフケア能力の維持・向上、食事摂取量向上～

戸田病院 認知症病棟
○渡邉智美 杉林瑛亮 望月理生

8

患者参加型による患者と看護を共有する取り組み
～ウォーキングカンファレンスの見直しを試みて～

戸田病院 静養病棟
○田淵祥子 浦嶋直人 小沢文子

9

退院後の服薬行動を想定した内服ロッカー自己管理の有用性
～退院後の服薬状況の調査～

戸田病院 第１病棟
○尾崎翔大 宮﨑理沙 熊田健一
森智彦 佐久間純子

10

統合失調症患者に集団認知行動療法を実践してみて
～対人関係のスキルアップに焦点を当てた結果報告～

川口病院 東2階病棟
○稲垣文雄 紫垣拓志 八谷真美
鈴木一彦 有泉洋子 髙橋太郎

１１：０５～１１：１０ 質疑応答（５分）
１１：１０～１１：２０ 休憩（１０分）

第３部 研究発表Ⅲ
１１：２０～１１：５５ 発表（各７分）
座長 有泉 洋子（川口病院総師長）
演題

演者
川口病院 1階病棟

川口病院開放病棟における退院支援への取り組み
徳田季久 佐藤悦子 荒川洋子
11 ～ハーバード型交渉法と患者連絡ガイドライン導入による退院支 西２階病棟
○大田良二 大川紀子 齋藤海
援の充実化～
長谷川幹 有泉洋子 髙橋太郎

12

開放病棟における退院支援への取り組み
～目的意識を持った関わり～

戸田病院 第２病棟
○江本若葉 赤松邦章
本橋大樹 嶽野みつる

13

転倒・転落事故を減少させるための取り組み
～行動制限最小化の先に～

川口病院 東3階病棟
○津布久千晶 川島正裕 本多猛
有泉洋子 髙橋太郎
戸田病院 第4病棟
○飯沼 勇介 山﨑 涼太
荻野 一彦 山崎 典昭

14 拘束の影響と褥瘡予防についての一考察

15

暴力件数減少に向けて
～個別看護推進による暴力の少ない環境作り～
１１：５５～１２：００ 質疑応答（５分）

2

川口病院 西３階病棟
○松田優介 関口裕太郎 星野兼一
佐藤幸子 有泉洋子 髙橋太郎

１２：００～１３：００ － 昼 休 み －

第４部 研究発表Ⅳ
１３：００～１３：３５ 発表（各７分）
座長 田上 清乃（コスモス苑 生活ケア部長）
演題

演者

16 個別的なケアに繋げるための看護面接の振り返りについて

戸田病院 第8病棟
○佐藤哲也 片岡洋子
上村美貴 池田洋子

17 排泄が適切に出来ない患者への行動修正への取り組み

戸田病院 第5病棟
○尾藤美津恵 三浦芳美 大塚京子
内山きよみ 山縣 武典

18

戸田病院 第７病棟
○内田幸子 早乙女ゆう子 宮坂恵子
浦嶋直人 池奈央子 藤本三美

超高齢社会に伴う療養病棟の在り方
～できるＡＤＬに焦点をあてた排泄ケア～

19 集団力学を活用した睡眠効果の実証

戸田病院 第３病棟
○向井大樹 垣塚尚子 武田健一
静野勝博

20 精神科外来における薬剤費削減に向けた薬剤師のアプローチ

川口クリニック 薬局
○武内美喜子 具本城 柴田勲

１３：３５～１３：４０ 質疑応答（５分）
１３：４０～１３：５０ 休憩（１０分）

第５部 学会長指定発表および医局発表
１３：５０～１４：１５ 発表
座長 田上 清乃（コスモス苑 生活ケア部長）
演題

演者

21

日本デイケア学会第２０回年次大会 大阪大会 発表演題
「当院における就労支援での取り組みと課題」

戸田病院 デイケア
○高鳥智美 岩澤桃子 近藤美志
目黒克己 井口喬 工藤謙太郎

22

川口病院の近年の動向と課題
～カルテ調査から～

川口病院 医局
○太田学 高橋太郎

１４：１５～１４：２０ 質疑応答（５分）
１４：２０～１４：３０ 休憩（１０分）

3

第６部 会長講演
座長 櫻井 敬二（戸田病院 事務長）

１４：３０～１５：４５

学会長 戸田病院 院長 井口 喬

演 題「みちくさ精神医学」
～偽装の精神医学～
１５：４５～１６：００ 休憩（１５分）

第７部 特別講演
座長 井口 喬（戸田病院 院長）

１６：００～１７：００

国立研究開発法人

国立精神・神経医療研究センター病院
副院長 中込和幸先生

演 題 「精神疾患の認知機能障害」

■閉会の辞

中村 育博（事業サポートセンターセンター長兼財務部長）

＜審査会 １７：００～１７：３０＞

◆自由討論会 １７：４５～１９：００（於：新館５階コスモスホール）

※質疑応答は各研究発表後にまとめて行ないます。
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