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口頭発表 

1日目 6月 24日（土） 

第１群「リエゾン、ヘルスプロモーション」 15：35〜16：35 小ホール 

座長・松下年子（横浜市立大学） 

O-011 身体疾患を有し在宅療養を行う患者の抑うつ・不安予防を目的とした専門性の高い看護師による療養支

援の評価に関する研究 

宇佐美 しおり１）、野末 聖香２）、相澤 和美３）、石飛 マリコ１） 

１）熊本大学大学院 生命科学研究部、２）慶應義塾大学 看護医療学部、３）国際医療福祉大学大学

院 医療福祉学研究科 

O-012 学校におけるメンタルヘルスリテラシー教育に関する文献検討‐中高生への効果に着目して‐ 

田中 友康１）,２） 

１）東京女子医科大学大学院 看護学研究科、２）東京都立松沢病院 

O-013 一般病棟における精神疾患合併症患者に対するケア提供者のストレッサーの現状調査とリエゾンチー

ム介入の方向性の検討 

田中 直１）、河口 良登１）、杉山 洋介１） 

１）昭和大学横浜市北部病院 メンタルケアセンター 

 

第２群「救急急性期、チームアプローチ」 15：35〜16：35 研修室 301 

座長・宮本有紀（東京大学） 

O-021 患者の行動制限が必要とされる際に精神科看護師が用いる専門的介入の技―精神科ベテラン看護師の体

験から― 

西 将希１）、澤田 由美２） 

１）医療法人社団碧水会 長谷川病院、 ２）山陽学園大学 

O-022 精神科救急病棟における統合失調症患者に対する退院前訪問の地域移行に向けた活用方法の検討 

川井 淳也１） 

１）一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 

O-023 精神科チーム医療におけるチームメンバーの協働関係を促進する看護師の役割機能 

寺田 美樹１）、荻野 雅２） 

１）国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 看護学科、２）武蔵野大学 看護学部看護学科 

 

第３群「患者・看護師関係Ⅰ」 15：35〜16：35 研修室 302 

座長・玉木敦子（神戸女子大学） 

O-031 身体を通して訴える患者―精神科閉鎖病棟での参与観察から― 

伏見 友里１） 

１）医療法人財団 青渓会 駒木野病院 

O-032 精神科病棟における PNS導入の影響～STAI の尺度を用いた結果～ 

西山 涼子１）、近西 由貴１）、上村 文昭１）、山本 さつき１） 



１）和歌山県立医科大学附属病院 看護部 

O-033 精神科慢性期病棟で働く看護師が患者とのかかわりで抱く看護のやりがいー語りのプロセスを通して

ー 

澤田 敦１）、夛喜田 惠子２） 

１）独立行政法人国立病院機構 東尾張病院、２）愛知医科大学 看護学部 

 

第４群「地域生活支援Ⅰ」 15：35〜16：35 研修室 305 

座長・森真喜子（国立看護大学校） 

O-041 精神障害者の居場所感が社会参加への関心を高める：地域で生活する精神障害者を対象とした横断研究 

糸島 弘和１）,２）、井上 幸子 3） 

１）岡山県立大学 保健福祉学研究科 看護学専攻、２）公益財団法人慈圭会慈圭病院、3)岡山県立大

学 保健福祉学部看護学科 

O-042 メリデン版訪問家族支援試行による支援効果の一考察 

吉野 賀寿美１）、小松 容子２）、長江 美代子３） 

１）医療法人社団 五稜会病院、２）宮城大学 看護学部 看護学科、３）日本福祉大学 看護学部 看

護学科 

O-043 うつ病に人格障害を有する患者への精神看護 CNS による在宅生活以降支援モデル（TC)の開発に関する

研究 

宇佐美 しおり１）、野末 聖香２）、藤井 美香３）、宮崎 志保１） 

１）熊本大学生命科学研究部, ２）慶応義塾大学看護医療学部, ３）富尾会桜が丘病院 

 

第５群「暴力・怒り」 15：35〜16：35 研修室 401 

座長・三木明子（筑波大学） 

O-051 精神科閉鎖病棟の看護師長が暴力のリスクを察知した際に行う実践 

高橋 建司１）  

１）神戸大学医学部附属病院 

O-052 患者から暴力を受けた精神科看護師の認知・気分・行動・身体状態の関連 

重田 ちさと１）、岡田 佳詠１） 

１）筑波大学大学院 人間総合科学研究科   

O-053 精神疾患患者を対象としたアンガーマネジメントに関する国内の文献レビュー 

野津 春枝１）,２） 

１）医療法人菅野愛生会 緑ヶ丘病院、２）山形県立保健医療大学大学院 保健医療学研究科  

 

第６群 「看護師の体験」 15：35〜16：35 講堂 

座長：遠藤 淑美（大阪大学大学院） 

O-061 精神科病棟に勤務する看護師の引っ越しに伴う体験 

重富 一乃１） 

１）小城市民病院 



O-062 造血幹細胞移植患者へのケアにおける看護師の体験-感情に焦点を当てて- 

 戸谷 信雄１）、夛喜田 惠子２） 

１）愛知医科大学病院 看護部、２）愛知医科大学 看護学部 

O-063 大学病院精神科病棟の看護師における精神科看護の特徴  

尾原 崇仁１）、岡野 照美１）、福本 のりえ１）  

１）大阪大学医学部附属病院 

 

第７群 「地域生活支援Ⅱ」 16：50〜17：50 小ホール 

座長：大川 貴子（福島県立医科大学） 

O-071 就労継続支援 B 型事業所を利用する精神障害者の生活能力の実態  

若林 篤史１）、出口 禎子２） 

１）一般社団法人てとて リンクよこはま訪問看護ステーション、２）北里大学 看護学部 

O-072 精神障がい者作業所に通う統合失調症者の対人関係と看護者のかかわり－被害者意識に焦点を当てて－ 

足立 佳世１） 

１）一般財団法人 精神医学研究所附属東京武蔵野病院 

O-073 デイケアクリニックに通院中のアルコール使用障害患者の再飲酒リスク 

片山 健浩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 

 

第８群 「患者・看護師関係Ⅱ」 17：10〜18：10 研修室 402 

座長：北野 進（東京都立松沢病院） 

O-081 長期入院となっている高齢統合失調症患者の退院を達成した看護師の支援と心理 

八家 直子１）、鈴木 千絵子２）、木村 美智子２） 

１）関西福祉大学 看護研究科、２）関西福祉大学 看護学部 

O-082 精神療養病棟の治療構造における病棟規則の機能についてのエスノグラフィー 

神成 真１）、澤田 いずみ２）、吉野 淳一２） 

１）北海道看護専門学校、２）札幌医科大学 保健医療学部 看護学科 

O-083 民間の精神科病院に勤務する 2 年目の看護師の経験‐６名の看護師の語りから就労継続支援を考える‐ 

瀧下 晶子１）、出口 禎子１） 

１）北里大学 看護学部 

 

第９群 「看護管理・スタッフ支援」 17：10〜18：10 研修室 403 

座長：多喜田 恵子（愛知医科大学看護学部） 

O-091 看護管理者の SOC（sense of coherence: 首尾一貫感覚） 

松下 年子１）、河口 朝子２）、片山 典子３）、荒木 とも子４）、内野 小百合５）、小林 一裕６）、塩

月 玲奈７） 

１）横浜市立大学 医学部 看護学科、２）長崎県立大学シーボルト校 看護栄養学部看護学科、３）

湘南医療大学 保健医療学部看護学科、４）埼玉医科大学 医学部博士課程、５）防衛医科大学校医



学教育部看護学科、６）相模が丘病院看護部、７）中山病院看護部 

O-092 精神科看護師の精神科ケアストレスと職業ストレス反応との関連 

石田 実知子１） 

１）川崎医療福祉大学 医療福祉学部 保健看護学科 

O-093 東日本大震災後の被災地で活動する精神保健医療福祉専門職が行う支援者への支援に関する研究 

大橋 明子１）、萱間 真美１） 

１）聖路加国際大学大学院 看護学研究科 

 

2日目 6月 25日（日） 

第 10 群 「地域生活支援Ⅲ」 9：20〜10：20 研修室 301 

座長：安保寛明（山形県立保健医療大学） 

O-101 統合失調症患者における抗精神病薬の服薬体験 

田邉 友也１）、田嶋 長子２） 

１）医療法人聖和錦秀会 阪和いずみ病院、２）大阪府立大学 看護学類 

O-102 退院および地域生活支援に関連する社会資源についての精神科看護職の経験 

酒井 克子１）、谷田部 佳代弥２）、半澤 節子３） 

１）自治医科大学大学院 看護学研究科、２）国際医療福祉大学 保健医療学部 看護学科 

３）自治医科大学 看護学部 

O-103 寿地区簡易宿泊所街で生活する断酒継続中のアルコール使用障害者の生きがいと首尾一貫感覚（sense 

of coherence:SOC） 

井ノ口 恵子１）２）、松下 年子３） 

１）横浜市立大学大学院 医学研究科 看護学専攻 精神看護学分野 

２）更生保護法人 まこと寮、３）横浜市立大学 医学部 看護学科 

 

第 11 群「看護基礎教育、継続教育」 9：20〜10：20 研修室 302 

座長・永井優子（自治医科大学） 

O-111 自傷行為者に対してかかわりづらさを感じる精神科看護師の支援プログラムに参加した体験  

蓬 久美子１）       

１） 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院    

O-112 精神看護臨地実習における看護学生の援助的コミュニケーションスキルおよび傾倒に関する事例研究 

山田 恵子１）、比嘉 勇人１）、田中 いずみ１）   

１）富山大学大学院 医学薬学研究部（医学）     

O-113 看護師の基礎的コミュニケーションスキルと援助的コミュニケーションスキルの関連性 

杉山 由香里１）、比嘉 勇人２）     

１）敦賀市立看護大学、２）富山大学大学院 医学薬学研究部（医学） 

 

第 12 群「家族・電話相談」 9：20〜10：20 講堂 

座長・國生拓子（広島大学） 



O-121 統合失調症患者の家族の病気受容前後のナラテヴアプロ－チのＳＣＡＴ（Step for  

Coding and Theorization)による分析  

宮崎 徳子１）、萩 典子１）、大西 信行１）、児屋野 仁美１）   

１）四日市看護医療大学 看護学部 看護学科    

O-122 精神科無床の一般病院における時間外精神科電話相談マニュアル作成の試み 

 高橋 淳子１）       

１）慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科      

O-123 うつ病が患者の家族にもたらす影響とその対処について-うつ病を有する子どもをもつ 

親の語りから-  

原田 由香１）、吉野 淳一 2）、澤田いずみ 2）     

１） 札幌医科大学大学院 保健医療学研究科、２）札幌医科大学 保健医療学部   

 

第 13 群「救急急性期、家族教育」 10：55〜11：55 小ホール 

座長・香月富士日（名古屋市立大学） 

O-131 身体合併症を有する統合失調症患者の自己決定における精神科看護師の支援  

大島 友美１）、山本 勝則２）     

１） 札幌市立大学大学院 看護学研究科 博士前期課程、 ２）岩手保健医療大学 看護学部 

O-132 精神科病院の社会的入院患者の家族のライフストーリー ―退院の難しさの探求―  

白石 洋二１）、郷良 淳子２）     

１）医療法人北林会 北林病院 、２）人間環境大学    

O-133 救急看護師による自殺未遂患者の精神的側面への関わり－救急外来という組織に焦点 

を当てて－ 

中村 啓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）横浜市立大学大学院 医学研究科 看護学専攻・

医学部看護学科  

     

第 14 群「看護師の倫理、リハビリテーション」 10：55〜11：55 研修室 305 

座長・小山達也（東京女子医科大学） 

O-141 地域で生活している統合失調症をもつ人にとっての精神科への長期入院体験 

 鷺 忍１）、心光 世津子２）、寳田 穂２）     

１）武庫川女子大学大学院 看護学研究科 修士課程、 ２）武庫川女子大学 

O-142 身体合併症により転院が必要な長期入院統合失調症患者に対する看護師の説明の技術  

畑辺 由起子１）、松枝 美智子２）、渡邉 智子２）    

１）医療法人社団翠会 八幡厚生病院、２）公立大学法人 福岡県立大学 

O-143 精神看護専門看護師が体験する倫理的問題とその対応  

奥山 真治郎１）、山本 勝則２）      

１）有限会社札幌シッターサービス、２）岩手保健医療大学 看護学部 

  



第 15 群「さまざまなアプローチ」 10：55〜11：55 研修室 403 

座長・岡田佳詠（筑波大学） 

O-151 依存症専門病棟及び依存症専門外来におけるギャンブル依存症の看護の実際  

桐生 敏行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）横浜市立大学大学院 医学  

研究科 看護学専攻・医学部 看護学科    

O-152 日本の精神科外来に通院する患者における過去 12 ヶ月間の補完的健康アプローチとし 

ての天然産物の利用  

岩永 麻衣１）、宮本 有紀１）      

１）東京大学大学院 医学系研究科 健康科学・看護学専攻 精神看護学分野 

O-153 ソーシャルスキルにおける認知機能と行動調整傾向の関連  

佐藤 美央１）,２）、森 千鶴３）     

１）国立国際医療研究センター国府台病院、２）筑波大学大学院 人間総合科学研究科、   

３）筑波大学 医学医療系   

 

 

ポスター発表 

１日目 6月 24日（土）15：35〜16：35 ギャラリー 

Ｐ-001 日本におけるリエゾンナース（精神看護専門看護師）の役割獲得に向けたプロセス 

伊丹 久美１）、横山 惠子２）、松本 佳子２） 

１）埼玉医科大学 国際医療センター、２）埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科 

Ｐ-002 急性期総合病院におけるリエゾン看護の実態とニーズ―Ａ病院看護職員へのアンケート調査から― 

東谷 敬介１）、清永 久子１） 

１）札幌市病院局市立札幌病院 看護部 

Ｐ-003 精神科病院において患者の自殺に遭遇した看護者を支援した師長自身の認識の現状と課題 

外間 直樹１）、鈴木 啓子２） 

１）学校法人湘央学園 浦添看護学校、２）名桜大学 人間健康学部 看護学科 

Ｐ-004 精神科救急病棟における看護師の服薬自己管理に対する思い 

田端 一成１）、菅谷 智一１）、沼尻 信子１）、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 

Ｐ-005 統合失調症者の対人交流における精神症状と対人交流機能の特徴 

佐藤 美央１）,２）、森 千鶴３） 

１）国立国際医療研究センター国府台病院、２）筑波大学大学院 人間総合科学研究科、３）筑波大学

医学医療系 

Ｐ-006 クリニックに通院するうつ病・不安障害患者へ活動記録を用いたセルフモニタリングの効果 

高倉 永久１）、谷口 清弥１） 

１）四條畷学園大学 看護学部 

Ｐ-007 解体型統合失調症女性患者への地域相談支援を用いた多職種協働の退院支援の実践的研究‐当事者



の希望に添った退院支援の効果と課題‐ 

郷良 淳子１）、浅川 佳則１） 

１）医療法人長尾会 ねや川サナトリウム 

Ｐ-008 自閉スペクトラム症児のアセスメントツールとしての EQ・SQ 

菅谷 智一１）,３）、沼尻 信子１）、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、３）筑波大学大学院 人間総合科学研

究科 看護科学専攻 

Ｐ-009 就労継続支援事業所で働く精神障がいを持つ人への健康支援－減量に効果のあった心理教育プログ

ラム－ 

大井 美紀１） 

１）高知大学 医学部 看護学科 

Ｐ-010 地域在住の双極性障害患者への眠り SCANを用いた睡眠評価 

矢山 壮１）、小瀬古 伸幸２）、的場 圭３）、進 あすか２） 

１）京都学園大学 健康医療学部 看護学科、２）訪問看護ステーション みのり、３）大阪青山大学

健康科学部 看護学科 

Ｐ-011 地域で暮らす双極性障害をもつ人の睡眠に関連する要因の探索的研究 

的場 圭１）、矢山 壮２）、小瀬古 伸幸３）、進 あすか 4） 

１）大阪青山大学 健康科学部 看護学科、２）京都学園大学 健康医療学部 看護学科、３）訪問

看護ステーション みのり奈良、４）訪問看護ステーション みのり 

Ｐ-012 こころの健康のためのセルフマネジメントを測定する尺度に関する文献レビュー 

森田 康子１） 

１）東京大学 医学系研究科 健康科学看護学専攻 精神看護学分野 

Ｐ-013 就労を目指す統合失調症者の思いや受けた支援に関する文献検討－統合失調症者への効果的な就労

支援の検索－ 

冨岡 真弓１）、占部 美恵１）、福田 弘子１）、北島 謙吾１） 

１）京都府立医科大学 医学部 看護学科 

Ｐ-014 統合失調症がきょうだいの生活に及ぼす影響 ～結婚を中心に～ 

藤木 眞由美１）、伊藤 文子１）、風間 眞理２） 

１）帝京大学、２）目白大学大学院 

Ｐ-015 在宅で認知症の人を介護する家族介護者の体験～国内文献のメタ統合の試み～ 

寺岡 貴子１）,２） 

１）神奈川工科大学 看護学部 看護学科、２）慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 後

期博士課程 

Ｐ-016 自傷行為を繰り返す転換障害患者の感情活用 

加藤 隆子１） 

１）千葉県立保健医療大学 健康科学部 看護学科 

Ｐ-017 術前の患者に対する外科病棟看護師の精神的ケアの実際 

山寺 彩可１）、田上 美千佳２） 



１）東京医科歯科大学医学部付属病院 看護部、２）東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科 

Ｐ-018 統合失調症多飲症患者の退院促進を考えるー患者の実態とその看護についてー 

宮田 欽章１）、茂木 泰子２）、小池 正美３）、仲根 よし子４）、柴 裕子２）、千葉 のり子５）、澤見 一

枝６）、西田 和幸４） 

１）茨城県立こころの医療センター、２）中京学院大学、３）桐生大学 医療保健学部、４）つくば国

際大学、５）豊橋創造大学、６）奈良県立医科大学 

Ｐ-019 精神障がい者の退院の意思決定を支える看護に関する研究 

柴 裕子１）、茂木 泰子１） 

１）中京学院大学 看護学部 看護学科 

Ｐ-020 精神科外来での看護相談に関する文献レビュー 

栗原 淳子１）、美濃 由紀子１）、田上 美千佳１） 

１）東京医科歯科大学大学院 保健衛生研究科 精神保健看護学 

Ｐ-021 臨地実習指導に当事者研究を取り入れた教育効果の検討ー臨地実習の学生のストレス軽減にむけて

ー 

吉崎 美弥子１）、宮村 和枝１） 

１）北海道社会事業協会 帯広看護専門学校 

Ｐ-022 看護学生の社会的スキルと不安との関連 

後藤 満津子１）、石崎 文子１）、村木 士郎１）、中井 芙美子１）、小泉 千恵子１）、高橋 尋子１）、藤原 

理恵子１） 

１）広島都市学園大学 健康科学部 看護学科 

Ｐ-023 長期入院患者の地域生活移行支援にかかわる看護実践力向上を目指した実習指導～教員の認識に焦

点を当てて～ 

川村 道子１）、間下 亮介１） 

１）宮崎県立看護大学 看護学部 看護学科 

Ｐ-024 精神科認定看護師による授業の教育効果 第 2 報 

木村 聡子１）、二井 悠希２）、浅川 佳則３）、津田 右子２） 

１）神戸常盤大学 保健科学部 看護学科、２）大阪信愛女学院短期大学 看護学科、３）医療法人長

尾会 ねや川サナトリウム 

Ｐ-025 精神看護学実習におけるプロセスレコードの活用状況についての文献検討 

小室 葉月１）、内野 小百合１）、高橋 聡美１） 

１）防衛医科大学校 医学教育部 看護学科 

Ｐ-026 精神医療の変化における精神科ベテラン看護師の体験 －精神保健福祉法制定頃の病院の状況と 

看護師の思い－ 

多田羅 光美１） 

１）香川県立保健医療大学 保健医療学部 看護学科 

Ｐ-027 精神科看護師の認知行動療法習得のプロセス 

中島 富有子１）、石井 慎一郎２）、應戸 麻美３）、倉成 由美４） 

１）福岡看護大学 看護学部 看護学科、２）自治医科大学 看護学部 看護学科、３）活水女子大



学 看護学部 看護学科、４）純真学園大学 保健医療学部 看護学科 

Ｐ-028 入院患者に対する感情コントロールプログラムの実践 

三井 督子１）、須崎 和広１） 

１）医療法人財団光明会 明石こころのホスピタル 

Ｐ-029 精神科長期在院患者の地域移行に対する病棟看護職の思い 

野崎 裕之１）、甲賀 ひとみ２）、吉村 直仁３） 

１）東北大学病院 総合地域医療教育支援部、２）大東文化大学スポーツ・健康科学部 健康科学科、

３）医療法人安積保養園 あさかホスピタル 

Ｐ-030 長期入院をする精神障害者へのビフレンディング活動の効果 

鬼頭 和子１）、鈴木 啓子１）、平上 久美子１） 

１）名桜大学 人間健康学部 看護学科 

Ｐ-031 町保健師と保健所保健師の協働による自殺予防ゲートキーパー養成研修に関する一考察 

齋藤 千尋１） 

１）青森県五所川原保健所 

Ｐ-032 心理社会的リスク要因を持つ妊産婦への継続訪問支援における精神看護の役割－訪問指導員（助産

師・保健師）の抱える困難さから－ 

高橋 秋絵１）、玉木 敦子１）、大谷 利恵１）、植田 奈津実１） 

１）神戸女子大学 看護学部 看護学科 

Ｐ-033 女子中学・高校生を対象にしたメンタルヘルスリテラシー教育-2 回の授業前後における生徒の認識

の変化- 

石村 佳代子１）、岡本 典子１）、毛利 智果１）、影山 セツ子１） 

１）常葉大学 健康科学部 看護学科 

Ｐ-034 レジリエンス概念の意味とその用いられ方に関する文献検討 

柏 美智１） 

１）新潟大学 医学部 保健学科  

 

２日目 6月 25日（日）10：55〜11：55 ギャラリー 

Ｐ-035 がん化学療法により脱毛をきたした乳がん患者の気持ちとソーシャルサポートに関する研究 

福島 範子１） 

１）慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 

Ｐ-036 救命救急センターにおいて死亡退院する患者の家族へのケアの現状と課題 

小山 良子１） 

１）慶應義塾大学 大学院健康マネジメント研究科  

Ｐ-037 精神科スーパー救急病棟におけるチームナーシングの実践 

尾島 玲１）、島村 龍治１）、小林 みゆき２）、伊賀 聡子２） 

１）袖ケ浦さつき台病院、２）城西国際大学 看護学部 

Ｐ-038 精神科救急入院料病棟隔離室に入室した非自発的入院患者への看護ケア―治療導入期のかかわりに

焦点を当ててー 



笹野 恵１） 

１）慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科修士課程看護学専修精神看護分野（CNSプログラム） 

Ｐ-039 精神科看護師が誤嚥性肺炎予防を目的として提供している看護ケアの実態調査 

清野 由美子１）、関井 愛紀子２）、小山 諭２） 

１）新潟大学 医学部 保健学科、２）新潟大学大学院 保健学研究科 

Ｐ-040 気分障害者の復職・就労継続における対処行動 

大江 真人１）、田中 浩二２）、長山 豊２） 

１）同志社女子大学 看護学部、２）金沢医科大学 看護学部 

Ｐ-041 認知症高齢者の気持ちや行動を引き出すかかわり～ケア場面でのかかわりと反応に焦点を当てて～ 

塚本 美奈１）、宮島 直子１） 

１）北海道大学大学院 保健科学研究院 

Ｐ-042 精神科訪問看護師の役割意識とエンパワメントについての検討 

西垣 里志１）、栗原 はるか１） 

１）聖泉大学 看護学部 看護学科 

Ｐ-043 精神科長期入院患者間の恋愛関係に伴う性的行動に対する看護師の認識 

栗原 はるか１） 

１）聖泉大学看護学部 看護学科 

Ｐ-044 自閉症スペクトラム支援専門職向け TEACCH-based Program の有用性の検討 －インタビュー調査の

結果を通して－ 

渡辺 浩美１）、小谷野 康子２） 

１）了徳寺大学 看護学科、２）東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 

Ｐ-045 精神科訪問看護師の認知行動療法を基盤とした研修プログラムの開発と評価【第 1報】 

田上 博喜１）、白石 裕子２）、泉 武康３）、石橋 昭子２）上田 智之２） 

１）宮崎大学医学部 看護学科、２）国際医療福祉大学 福岡看護学部、３）医療法人如月会 訪問

看護ステーションこころ 

Ｐ-046 精神科訪問看護師の認知行動療法を基盤とした研修プログラムの開発と評価【第 2報】 

上田 智之１）、石橋 昭子１）、田上 博喜２）、泉 武康３）、白石 裕子１） 

１）国際医療福祉大学 福岡看護学部、２）宮崎大学医学部 看護学科、３）医療法人如月会 訪問

看護ステーションこころ 

Ｐ-047 精神科訪問看護におけるケアマネジメントの要素とプロセス 

福島 鏡１）、角田 秋１）、萱間 真美１） 

１）聖路加国際大学大学院 看護学研究科 

Ｐ-048 うつ病患者の妻が患者へのかかわり方を見出していくプロセス 

廣田 美里１）、藤本 浩一１） 

１）神戸大学大学院 保健学研究科 

Ｐ-049 精神科看護師が抱く陰性感情とその対処に関する文献検討 

佐藤 亜紀１）、近藤 浩子２） 

１）群馬大学大学院 保健学研究科、２）群馬大学 医学部 保健学科 



Ｐ-050 精神科における患者の要求に対する看護師の対応行動 

鈴木 真人１） 

１）元札幌市立大学大学院 看護学研究科 博士前期課程 

Ｐ-051 長期入院患者の退院支援における看護師の独自性 

間下 亮介１）、川村 道子１） 

１）宮崎県立看護大学 

Ｐ-052 ルール支配行動が複数の問題行動を呈する統合失調症患者の行動変容に及ぼす効果 

小池 正美１）、茂木 泰子２） 

１）桐生大学 医療保健学部、２）中京学院大学看護学部 看護学科 

Ｐ-053 精神科訪問看護を受けた利用者の体験―リカバリーに着目した分析－ 

中嶋 秀明１）、木戸 芳史２）、大橋 明子１）、福島 鏡１）、角田 秋１）、萱間 真美１） 

１）聖路加国際大学大学院 看護学研究科、２）三重県立看護大学 看護学部 

Ｐ-054 精神看護学実習において著明な幻覚妄想を呈する患者と学生が関わることができた要因 

八谷 美絵１）、谷 多江子１）、安藤 満代１） 

１）聖マリア学院大学 看護学部 

Ｐ-055 精神看護学実習前後における臨床判断能力の変化 

中村 博文１）、渡辺 尚子２）、阿部 準子３） 

１）茨城県立医療大学 保健医療学部 看護学科、２）千葉県立保健医療大学 健康科学部 看護学

科、３）城西国際大学 看護学部 看護学科 

Ｐ-056 地域に焦点を当てた精神看護学実習での学生の学習傾向 

井上 喬太１）、松本 賢哉１） 

１）京都橘大学 看護学部 

Ｐ-057 看護学生に対する自己理解と他者理解の深まりを意図したコミュニケーション技術演習のプログラ

ム作成 

竹原 歩１）、武内 玲１）、道脇 唯公美２）、井上 由香里２）、川田 美和１） 

１）兵庫県立大学 看護学部、２）関西青少年サナトリューム 看護部 

Ｐ-058 精神科看護師・コメディカルスタッフを対象とした学習会の評価：参加者の学びと実践から 

岩本 祐一１）、河村 奈美子１）、河野 修２） 

１）大分大学 医学部 看護学科、２）医療法人雄仁会 加藤病院 

Ｐ-059 看護師向け短縮版アサーティブネス・トレーニングの開発と有用性の検討：単群前後比較デザインに

よる評価 

中村 陽平１）、田上 博喜２）、青石 恵子２）、白石 裕子３）、吉永 尚紀４） 

１）宮崎大学大学院 看護学研究科 地域・精神看護学専攻、２）宮崎大学 医学部看護学科 地域・

精神看護学講座、３）国際医療福祉大学 福岡看護学部、４）宮崎大学テニュアトラック推進機構 看

護学系 

Ｐ-060 精神科を初めて経験する中堅看護師の困難 

大島 泰子１） 

１）沖縄県立看護大学 精神保健看護 



Ｐ-061 精神科病院の病棟看護師が捉える退院支援における専門職連携の現状と影響要因 

葛谷 玲子１）、石川 かおり１） 

１）岐阜県立看護大学 

Ｐ-062 看護師のネガティブな反すうと認知的要因の関係―自尊心、認知の偏り、抑うつ気分に与える影響か

らー 

江口 実希１）、國方 弘子２）、橋本 茂１） 

１）四国大学 看護学部 看護学科、２）香川県立保健医療大学 保健医療学部 看護学科 

Ｐ-063 修正型電気けいれん療法を受けた患者の満足度調査からみえる今後の課題 

松下 城司１）、下井田 愛１） 

１）医療法人社団更生会 草津病院 

Ｐ-064 A大学病院神経科精神科病棟における看護師の退院支援の認識 

奥村 登志美１）、野岸 愛美１）、松平 篤士１）、米沢 久子１）、中井 寿雄２） 

１）金沢医科大学病院 看護部、２）金沢医科大学 看護学部 

Ｐ-065 統合失調症患者家族の続柄ごとの状況に対するとらえ方の違いに関する文献検討 

藤澤 由里子１） 

１）大阪医科大学附属病院 

Ｐ-066 豪雨災害被災者が捉えた被災後の生活再建過程における心理的影響 

福田 弘子１）、占部 美恵１）、北島 謙吾１） 

１）京都府立医科大学 医学部 看護学科 

Ｐ-067 リカバリー志向の WRAP実施に伴う精神科病院に勤務する看護師の関わりの実態 

石井 直人１） 

１）成増厚生病院 

 


