
ミニワークショップ・ワークショップ 

 

ミニワークショップ 1 日目 6月 24 日（土） 11：30-12:30 

ＭＷＳ-０１ 研修室 301 

地域で出来る認知行動療法的看護活動 

中野 眞樹子１)、石川 博康２)、冨樫 剛清３) 

１）合同会社エムエム IMS 笑む笑む訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ、２）都立松沢病院 看護部 訪問看護、３）碧水

会 長谷川病院 

 

ＭＷＳ-０２ 研修室 302 

精神科領域における感染対策に関するワークショップ 

桑門 昌太郎１)、加藤 紘子２)、糠信 憲明３) 

１）医療法人社団碧水会 長谷川病院、２）国立病院機構 久里浜医療センター、３）広島国際大学 看

護学部 看護学科 

 

ＭＷＳ-０３ 研修室 401 

メリデン版訪問家族支援が目指すこと ～当事者・家族のまるごとリカバリー～ 

吉野 賀寿美１)、小松 容子２) 

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 

 

ＭＷＳ-０４ 研修室 402 

不眠に対する認知行動療法 

香月 富士日１) 

１）名古屋市立大学 看護学部 

 

ＭＷＳ-０５ 研修室 403 

精神科病棟でストレングスモデルを取り入れるために・・・笑抱の会＠JAPMHN27 

片岡 三佳１)、福山 敦子２)、安里 順子３)、薮田 歩４）、渋谷 隆幸５） 

１）三重大学大学院、２）神戸女子大学、３）ねこのて訪問看護ステーション、４）神奈川県立保健福祉

大学、５）リンクよこはま訪問看護ステーション 

 

ＭＷＳ-０６ 研修室 303 

精神疾患患者ががんになったとき がん看護から学ぶ精神看護・精神看護から学ぶがん看護 

加藤 郁子１)、佐藤 忠２)、田中 久美子３)、佐藤 郁美１)、大川 貴子１） 

１）公立大学法人福島県立医科大学 看護学部、２）福島県立矢吹病院、３）訪問看護ステーションなご

み 

 

 



ワークショップ（１）ＷＳ-01～ＷＳ-10 1日目 6 月 24日（土）14:00～15:20 

ＷＳ－０１   小ホール 

ポジティブ心理学を精神看護に活かしてみよう！ 

秋山 美紀１),２） 、菅原 大地３),４)、近藤 浩子５)、廣島 麻揚１)、金子 眞理子６)  

１）東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科、２）慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジ

メント研究所、３）筑波大学大学院 人間総合科学研究科、４）日本学術振興会、５）群馬大学大学院 保

健学研究科、６）東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部  

 

ＷＳ－０２   研修室３０１ 

慢性期にある統合失調症患者の看護と退院促進を考える“多飲症・水中毒症状を呈する患者の看護につ

いて語ろう” 

小池 正美１)、茂木 泰子２)、宮田 欽章３)、仲根 とし子４)、千葉 のり子５)、澤見 一枝６)、高松 み

えこ３)、野尻 陽子３)、西田 和幸１)、剣持 明彦７)、柴 裕子２)、小椋 みづえ８)  

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

学、５）豊橋創造大学、６）奈良県立医科大学、７）群馬県立精神医療センター、８）聖十字病院 

ＷＳ－０３   研修室３０２ 

ナースのための家族心理教育入門 

香月 富士日１)、石川 恵己２) 、伊藤 環３) 、亀山 麻衣子４) 、児屋野 仁美５) 、澤田 華世１) 

１）名古屋市立大学 看護学部、２）特定医療法人共和会 共和病院、３）岐阜県立希望が丘こども医療

福祉センター、４）ほーぷ株式会社、５）四日市看護医療大学 看護学部看護学科、 

 

ＷＳ－０４   研修室３０５ 

アディクション問題を抱えた患者に対する介入を考える―事例検討会― 

松下 年子１)、河口 朝子２)、小林 一裕３)、辻脇 邦彦４)、荒木 とも子５)、内野 小百合６)、谷島 和

美７)、早川 麻耶８) 

１）横浜市立大学 医学部 看護学科、２）長崎県立大学、３）相模が丘病院 看護部、４）東都医療大

学、５）埼玉医科大学 医学部博士課程、６）防衛医科大学校、７）神奈川県立がんセンター、８）横浜

市立大学大学院医学研究科 

 

ＷＳ－０５   研修室４０１ 

高度実践看護師としての専門看護師の実践能力開発のための系統的訓練・研究の現状と課題 

宇佐美 しおり１) 、川田 陽子２) 、武用 百子３) 、蒲池 あずさ４) 、寺岡 征太郎５) 、栗原 順子

６) 奥野 史子７) 

１）熊本大学 生命科学研究部、２）医療法人清心会 八尾こころのホスピタル、３）和歌山県立医科大

学 保健看護学部、４）神戸市看護大学 精神看護学分野、５）東京医科大学 看護学科、６）東京都立

多摩医療センター、７）聖路加国際病院 



ＷＳ－０６   講堂 

【日本版セルフケア・アセスメント・ツール：急性期治療ユニット用】を活用した精神科病棟でのＯＪＴ 

大竹 眞裕美１）、中山 洋子２) 、馬場 香織１) 、勝尾 亜佑美１) 

１）社会医療法人一陽会 一陽会病院、２）高知県立大学大学院 看護学研究科 

 

ＷＳ－０７   研修室４０２ 

精神看護領域におけるヘルスプロモーション型看護診断ーストレングスモデルの視点を活用してー 

白石 壽美子１) 、安保 敏枝２) 、高野 幸子３) 、寳迫 佳代子４) 、八田 由利子５) 

１）桜ケ丘記念病院、２）東京都立南多摩看護専門学校、３）東京都立板橋看護専門学校、４）東京都立

北多摩看護専門学校、５）翠会陽和病院 

 

ＷＳ－０８   研修室４０３ 

精神看護学教育体験について語り合うグループ 

榊 惠子１) 、北原 佳代２) 、魚住 圭一３) 、成瀬 治４) 

１）昭和大学 保健医療学部、２）横浜中央看護専門学校、３）ハートフル川崎病院、４）東海大学病院 

 

ＷＳ－０９   研修室３０３ 

依存症看護はじめの一歩 いいとこ探し始めませんか？ 

高野 歩１) 、熊地 美枝２) 、関口 慎治３) 、上野 昭子２) 

１）東京大学大学院 医学系研究科 精神看護学分野、２）国立精神・神経医療研究センター病院、３）

駒木野病院 アルコール総合医療センター 

 

ＷＳ－１０   研修室３０４ 

倫理的な意思決定を支える～精神科看護領域で見られる摂食嚥下機能障害の基礎知識とグループディス

カッション～ 

後藤 優子１) 、勝部 真由１) 、戸原 雄２) 

１）碧水会 長谷川病院、２）日本歯科大学 

 

ワークショップ（２）ＷＳ-１１～ＷＳ-１４ 1日目 6 月 24日（土）15:35～16:55 

ＷＳ－１１   研修室４０２ 

精神科領域における医療情報を考えるワークショップ 

糠信 憲明１) 、桑門 昌太郎２) 、加藤 紘子３) 

１）広島国際大学 看護学部 看護学科、２）医療法人社団碧水会 長谷川病院、３）国立病院機構 

久里浜医療センター 

 

ＷＳ－１２   研修室４０３ 

臨床現場と大学が協働して精神科看護実践を再構築する実験的試み―セミナーや看護研究支援プログラ

ムを通じて 



岡田 実１)、東 修１)、有賀 美恵子１)、長南 幸恵１)、森野 貴輝１)、大西 智香２)、鈴木 千穂３) 

１）長野県看護大学、２）倉敷中央病院、３）長野県こころの医療センター駒ケ根 

 

ＷＳ－１３   研修室３０３ 

対人援助職のためのマインドフルネス ―呼吸をしながら、いまの自分の体と心を感じてみよう― 

立石 彩美１)、根本 友見２) 

１）順天堂大学 医療看護医学部 精神看護学、２）了徳寺大学 健康科学部 看護学科 精神看護学 

 

ＷＳ－１４   研修室３０４ 

てつがくカフェ―精神看護実践における〈聴く〉ことのチカラ？― 

近田 真美子１)、福山 敦子２) 

１）福井医療大学、てつがくカフェ「医療とケアを問い直す」、２）神戸女子大学 

 

ワークショップ（3）ＷＳ-１５～ＷＳ-１９ 1日目 6 月 24日（土）16:50～18:10 

ＷＳ－１５ 研修室３０１ 

患者さんとの面接の技術を磨く 

則村 良１)、小笠原 麻紀２)、五味 麻里３)、中井 有里４)、福岡 雅津子５)、槇本 香６)、久保 博美

７) 

１）医療法人財団青溪会 駒木野病院、２）国立大学法人高知大学 医学部附属病院、３）医療法人社団

碧水会 長谷川病院、４）金沢医科大学病院、５）滋賀県立精神医療センター、６）高知県立大学 看護

学部、７）社会医療法人近森会 近森病院 

 

ＷＳ－１６ 研修室３０２ 

統合失調症を持つ当事者に対する看護実践としての心理教育～語りの場の醸成～ 

松田 光信１)、河野 あゆみ１)、佐藤 史教２) 

１）大阪市立大学大学院 看護学研究科、２）岩手県立大学 看護学部 

 

ＷＳ－１７ 研修室３０５ 

表情看護（その４） 表情理論と実践の統合 

平澤 久一１) 、板東 正己１) 、的場 圭１) 、磯野 洋一２) 、梶川 拓馬３) 、地本 勲４) 、井村 弥

生５) 、赤阪 綾６) 、齋 智浩７) 

１）大阪青山大学 健康科学部 看護学科、２）関西看護医療大学 看護学部、３）明治国際医療大学 

看護学部、４）八尾こころのホスピタル、５）関西医療大学 保健看護学部、６）訪問看護ステーション 

デューン南大阪、７）老健福祉施設 あいの苑 

 

ＷＳ－１８ 研修室４０１ 

「働くことをささえる」ものは何か？‐障碍(がい)者のメディア事業所「ここリカ・プロダクション」

の活動から‐ 



滋野 和恵１） 

１）日本医療大学 保健医療学部 看護学科 

 

ＷＳ－１９ 講堂 

精神看護学実習の地域における展開方法～看護基礎教育における教育実践から～ 

永井 優子１)、半澤 節子１)、石井 慎一郎１)、路川 達阿起１)、千葉 理恵２)、板橋 直人３)、宮城 純

子４) 

１）自治医科大学 看護学部、２）兵庫県立大学 地域ケア開発研究所、３）日本保健医療大学 保健医

療学部、４）国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 

 

ワークショップ（4）ＷＳ-２０～ＷＳ-２５ ２日目 6 月 25日（日）9:20～10:40 

ＷＳ－２０  研修室３０５ 

オープンダイアローグの治療的対話実践 

藤原 雅司１)、三ツ井 直子２)、濱田 美鈴３) 

１）東京都立松沢病院、２）訪問看護ステーション KAZOC、３）みどりの杜クリニック 

 

ＷＳ－２１  研修室４０１ 

全部見せます!!岐阜県精神看護 CNSの役割開発 

桐山 啓一郎１)、小野 悟３)、村岡 大志３)、伊藤 環４)、高島 孝晃３)、石川 かおり２) 

１）朝日大学、２）岐阜県立看護大学、３）公益社団法人岐阜病院、４）岐阜県立希望ヶ丘こども福祉医

療センター 

 

ＷＳ－２２  研修室４０２ 

多領域・多職種協同による Mental Health Literacy 教育～宮城県における小中高校生を対象とした実践

報告～ 

佐藤 利憲１）、内田 知宏２)、高橋 由佳３)、相澤 治３) 

１）福島県立医科大学 看護学部、２）尚絅学院大学 人間心理学科、３）認定 NPO法人 Swtich 

  

ＷＳ－２３ 研修室４０３  

看護における認知行動理論・認知行動療法の教育体制の現状と課題  

岡田 佳詠１) 白石 裕子２) 國方 弘子３)       

１）国際医療福祉大学  成田看護学部、２）国際医療福祉大学  福岡看護学部、３）香川県立保健医療大

学  保健医療学部    

 

ＷＳ－２４ 研修室３０３  

看護に活かしましょう！ソマティック・エクスペリエンシングの視点とエクササイズ  

室伏 圭子１)           

１）一般財団法人精神医学研究所付属 東京武蔵野病院  



ＷＳ－２５ 研修室３０４  

精神力動論と看護を語る～事例を読み解きながら～  

小林 信１)、須藤 公裕２)、本武 敏弘３)、葛島 慎吾４)、寺田 美樹５)、寺岡 征太郎１)、田上 美千佳

６)      

１）東京医科大学 医学部 看護学科、２）医療法人社団薫風会 山田病院、３）社会医療法人芳和会 

菊陽病院、４）文京学院大学 保健医療技術学部看護学科、５）国際医療福祉大学 小田原医療保健学部、

６）東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科  

 

ワークショップ（5）ＷＳ-２６～ＷＳ-３２ 2日目 6 月 25日（日） 10：55～12：15 

ＷＳ－２６ 研修室３０１  

マインドフルネスを援用した看護職のストレスマネジメント 

藤野 成美１)、白井 ひろ子２)、古野 貴臣１)、藤本 裕二１)、脇崎 裕子３) 

１）佐賀大学 医学部 看護学科、２）聖マリア学院大学 看護学部 看護学科、３）天草市立看護専門

学校 

 

ＷＳ－２７  研修室３０２  

フィンランド西ラップランド地域にあるケロプタス病院でのオープンダイアローグの実践とその方法 

西池 絵衣子１)、末安 民生２)         

１）慶應義塾大学 看護医療学部 ２）岩手医科大学 医歯薬総合研究所看護・政策研究部門  

 

ＷＳ－２８ 研修室４０１  

摂食障害のケア検討会  

遠山 梓１)、遠藤 恵美２) 、湯浅 度恵３)       

１）東京都立小児総合医療センター、２）横浜市立大学附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  

   

ＷＳ－２９ 講堂  

これからの精神看護学におけるシミュレーション教育の発展と課題  

守村 洋１)、河村 奈美子２)、岩本 祐一２) 、佐藤 史教３)、緒方 浩志４)、戸田 岳志４)、中村 創５)、 

伊東 健太郎１)、山本 勝則６)、星 幸江１)    

１）札幌市立大学 看護学部、２）大分大学 医学部、３）岩手県立大学 看護学部、４）九州看護福祉

大学 看護福祉学部、５）千歳病院、６）岩手保健医療大学 看護学部 

 

ＷＳ－３０ 研修室４０２  

語りを促す「メタ認知トレーニング」で患者さんの心を軽くしよう！  

則包 和也１)、北野 進２) 、冨樫 剛清３)       

１）弘前大学大学院 保健学研究科、２）東京都立松沢病院、３）医療法人社団碧水会 長谷川病院  

 



ＷＳ－３１ 研修室３０４   

熊本震災における行政と連携した子どもの心の支援  

花田 裕子１)、永江 誠治１)、島元 真梨乃２)、岩崎 茉利恵３)、西村 凌平４)、米島 慶５)、淵 ルリ
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