日本精神保健看護学会
第31回学術集会・総会
― 精神保健の時代をひらく共創造 ―

会

期

2021年６月５日（土）・６日（日）
【オンデマンド閲覧期間

５月25日（火）〜６月25日（金）】

学術集会会長

安保

寛明（山形県立保健医療大学）

学術集会副会長

阿彦

忠之（山形県健康福祉部医療統括監）

後援団体
山形県、山形市、一般社団法人日本看護系学会協議会、一般社団法人日本精神科看護協会、公益
社団法人全国精神保健福祉会連合会、一般社団法人日本専門看護師協議会、公益社団法人日本精
神保健福祉士協会、公益社団法人山形県看護協会、山形新聞

第31回学術集会・総会

■ 配信日程表
第１会場

１日目

第２会場

第３会場

2021年６月５日（土）
第４会場

第５会場

第６会場

ワークショップ

ロビー

9:00

※印はオンデマンド配信あり
開会式
10:00

会長講演※

大会企画１
【COVID-19】
配信※

フリートーク
ルーム１

11:00

大会企画１
【COVID-19】
対談
12:00

共催セミナー１

共催セミナー２

【電気安全
【大日本住友
環境研究所】
製薬】
13:00

13：30

14:00

学会
シンポジウム

15:00

一般演題
第１群

一般演題
第２群

一般演題
第３群

一般演題
第４群

一般演題
第５群

フリートーク
ルーム２

16:00

WS1〜６
→詳細は
WS日程表へ
17:00
17：10

総

会

18:00

WS7〜13

国際連携
講演配信
※

→詳細は
WS日程表へ

19:00

国際連携
講演対談
ライブ
20:00
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第31回学術集会・総会

■ 配信日程表
第１会場

9:00

２日目

第２会場

第３会場

2021年６月６日（日）
第４会場

第５会場

第６会場

一般演題
第７群

一般演題
第８群

一般演題
第９群

一般演題
第11群

一般演題
第12群

一般演題
第13群

ワークショップ

9：10

教育講演１
大会企画２
（配信）
※
【東日本大震災
からの共創造】
9：40
10:00
配信※
大会企画２ 教育講演２
【東日本大震災
※
からの共創造】 （配信）

9：10

一般演題
第６群

フリートーク
ルーム３

対談ライブ

10：40

一般演題
第10群

11:00

教育講演演者
と語ろう
12:00

共催セミナー３ 共催セミナー４
【株式会社
ナガセ】※

【中島映像
教材出版】※

13:00
13：10

13：10

市民公開講座
講演配信※

WS14〜20
→詳細は
WS日程表へ

14:00

14：20

市民公開講座
フォーラム

WS21〜26
→詳細は
WS日程表へ

15:00

15：30

16:00

学会30周年
記念企画※
16：40

閉会式
17:00

※オンデマンド配信表

18:00

19:00

ロビー

8：30

プログラム
会長講演、教育講演①・②、国際連携講演、
大会企画②
学会30周年企画、大会企画①
共催セミナー２（電気安全環境研究所）
共催セミナー３（株式会社ナガセ）
共催セミナー４（中島映像教材出版）
共催セミナー５（ファイザー株式会社）
市民公開講座
ワークショップ（一部のみ、事前視聴あり）
一般演題（口演）
・（示説）

20:00
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配信開始日
５月25日
６月 ７ 日
５月25日
６月 ６ 日
５月25日
５月25日
５月25日
５月25日
５月25日

第31回学術集会・総会

■ ワークショップ日程表

〜

16:00

６月５日（土）

WS１

WS２

WS３

WS４

WS5

WS6

地域在住で糖尿
病を合併する精
神障害者に対す
る包括的支援の
あり方

Strength-based
nursing careへ
の誘い

地域包括ケアの
実現に向けて
CNSに よ る 外
来での看護相
談・看護面接の
取り組みと課題

長期入院患者の
退院支援と地域
移行期のサポー
ト体制の構築に
ついて考える

心のケアに携わ
る看護職・コメ
ディカルを対象
とした哲学カ
フェの実践と意
味の探求

入院から退院ま
で、患者さんと
一緒にステップ
アップしよう！
―患者さんのセ
ルフモニタリン
グと対処行動獲
得に向けた
「退
院支援マップ」
の取り組み―

※定員40名
○浅沼
瞳

定員40名
○白石 裕子

※定員100名
○三井 督子

※定員30名
○大竹眞裕美

定員20名
○心光世津子

※定員100名
○鈴木 美央

WS９

WS10

WS11

17:00

〜

18:00

WS７

WS８

WS12

WS13

自己決定能力向
上への働きかけ
を学ぶ実習方法
の考察
―活用可能性の
検討―

みんなに知って
ほ し い！
「と も
に創りともに学
ぶ」を 叶 え る リ
カ バ リ ー・カ
レッジで私たち
が大切にしてい
ること
〜立 ち 上 げ 方、
続け方、
在り方〜

オンラインによ 地域生活上のメ 精神科事例検討
る家族心理教育 ンタルヘルスに とリフレクティ
の実践
対応するダイア ング
―コロナウイル ローグ
―「きく」ことは
ス感染症流行期 〜オープンダイ 「はなす」こと―
でも、孤立しな アローグを基に
い支援―
したアプローチ〜

死別体験をした
子どもへの支援
〜心に折り合い
をつけていくプ
ロセスをどのよ
うに見守り、支
えていくのか〜

コロナ禍、そし
てこれからの精
神看護学実習を
考える
〜看護系大学で
実習を担当する
若手教員の困難
をきっかけに〜

※定員100名
○大川 嶺子

※定員100名
○増満 誠

※定員30名
○前田
愛

※定員100名
○佐藤 利憲

定員15名
○大河内敦子

19:00

※定員100名
○相澤 和美

定員20名
○西池絵衣子

※定員に達しない場合当日参加可能

■ ワークショップ日程表
WS14

WS15

WS16

WS17

WS18

WS19

WS20

精神科臨床にお
ける看護外来の
可能性

精神力動の視点
で事例を読み解
く！事例検討会
のすゝめ
〜衝 動 コ ン ト
ロールを支援す
る看護ケア〜

精神看護の専門
性を問い直す

家族まるごと支
援で、家族間コ
ミュニケーショ
ンが円滑に！メ
リデン版訪問家
族支援を体験し
よう

看護におけるマ
インドフルネス
の活用

看護だからこそ
できる摂食障害
患者への支援とは
〜食事の見守り
から始める看護〜

WRAPを通した
つながり共創造
〜支援者・当事
者・次世代の立
場からの語り〜

※定員40名
○則村
良

定員20名
○小林
信

※定員30名
○近田真美子

※定員20名
○進 あすか

※定員15名
○立石 彩美

定員30名
○吾妻 陽子

※定員100名
○杉山
悠

WS21

WS22

WS23

WS24

WS25

WS26

地域生活者への
認知行動療法に
対するスーパー
ビジョンの実際

精神科長期入院
患者の地域移行
に向けた、当事
者、ゼネラリス
ト、高度実践看
護師の協働

感染症流行下に
おけるこころの
セルフケアツー
ル
「ハ ー ト ラ ン
ドごほうび大全
集」作 成 の 取 り
組み

つながれない苦
労を研究する
―支援者が実践
するリモートで
の当事者研究―

慈しみ深くなる
ことへの勇気

精神障がいの経
験をもつ人と専
門的知識をもつ
人とのリカバリー
に向けた共同に
ついて考える
〜リカバリーカ
レッジから吹く
風〜

※定員100名
○岡田 佳詠

※定員100名
○松枝美智子

※定員100名
○松村麻衣子

※定員30名
○中村
創

定員100名
○岸本久美子

定員24名
○藤澤 希美

〜

13:10

14:10

〜

14:20

６月６日（日）

15:20

※定員に達しない場合当日参加可能
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第31回学術集会・総会

メインプログラム
第 1 日目
㹼  

6 月 5 日（土）











           ➨  ሙ

㹼 









           ➨  ሙ

開会式

学術集会会長講演
精神保健の時代をひらく共創造
₇⪅  Ᏻಖ ᐶ᫂
ᗙ㛗  ⴛ㛫 ┿⨾

㹼


ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫ
⪷㊰ຍᅜ㝿Ꮫ






           ➨  ሙ

大会企画①
COVID-19 における支援システムの共創造
−臨床現場と教育・研究の視点から支援の多層性を考える−
₇⪅  Ⳣ㔝
    㧗ᶫ
    㔝ᮎ
ᗙ㛗  Ᏻಖ

㸸㹼㸸

ᖾᏊ
ⴥᏊ
⪷㤶
ᐶ᫂

ྎᕷ❧㝔 ⢭⚄⛉Ჷ┳ㆤᖌ㛗
ࡳࡸࡂ┴༡୰᰾㝔ࠊᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫ
᠕⩏ሿᏛ
ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫ











       ➨  ሙ

学会シンポジウム
新型コロナウイルス流行期における障害福祉サービスに従事する人のための心理社会的支援
厚生労働委託事業から学んだこと
ᗙ㛗
₇⪅
  
  
  
㹼







ⴛ㛫 ┿⨾ 
Ṋ⏝ ⓒᏊ
Ᏻಖ ᐶ᫂ 
ᒸ⏣ ెャ 
Ᏹబ⨾ࡋ࠾ࡾ




⪷㊰ຍᅜ㝿Ꮫ
㜰Ꮫ
ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫ
ᅜ㝿་⒪⚟♴Ꮫ
ᅄኳ⋤ᑎᏛ






学会総会
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       ➨  ሙ

第31回学術集会・総会

㹼 ㅮ₇
㹼 ᑐㄯ 









       ➨  ሙ

国際連携講演・対談
イタリアの精神保健と看護における協働性―日本の精神保健看護との協働への期待
₇⪅  Angelo Fiolitti  ࢚࣑࣭࣐࣮ࣜࣟࢽࣕᕞ❧࣮࣎ࣟࢽࣕᆅᇦಖ㐃ྜᶵᵓ
ಖᒁ ౫Ꮡᒁ㛗
    Ivvone Donegani ࢚࣑࣭࣐࣮ࣜࣟࢽࣕᕞ❧࣮࣎ࣟࢽࣕᆅᇦಖ㐃ྜᶵᵓ⢭⚄
ಖ࣭౫Ꮡᒁ๓ᒁ㛗
    Mariliana Sacco ࣮࣎ࣟࢽࣕᆅᇦಖ㐃ྜᶵᵓ⢭⚄ಖᒁ ࢧ࣭ࣥࢪࣙࣂࣥࢽ࣭
࣭ࣥ࣌ࣝࢩࢳ࢙࣮ࢺ⢭⚄ಖࢭࣥࢱ࣮ ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺ㈐௵⪅
ᗙ㛗 Ọ ඃᏊ
⮬་⛉Ꮫ


第 2 日目
㹼㸸 





6 月 6 日（日）




           ➨㸰ሙ

教育講演１
対話と承認のケア〜ナラティヴがケアになるとき
₇⪅  ᐑᆏ 㐨ኵ  ᪂₲Ꮫ
ᗙ㛗  ᳃ ┿႐Ꮚ  ᅜ❧┳ㆤᏛᰯ

㹼                               ➨㸰ሙ

教育講演２
共同創造のうまれる場
₇⪅  ᐑᮏ ᭷⣖  ᮾிᏛ
ᗙ㛗  ༓ⴥ ⌮ᜨ  ⚄ᡞᏛ
㹼㸸











       ➨  ሙ

教育講演演者と語ろう(ライブ配信)
₇⪅
  
ᗙ㛗
  






ᐑᆏ 㐨ኵ
ᐑᮏ ᭷⣖
᳃ ┿႐Ꮚ
༓ⴥ ⌮ᜨ

㹼㸸








᪂₲ᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉
ᮾிᏛ
ᅜ❧┳ㆤᏛᰯ
⚄ᡞᏛ








       ➨  ሙ

大会企画②(ライブ配信あり)
東日本大震災からの共創造：相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会“なごみ”の歩み
ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ 
ᕝ ㈗Ꮚ ⚟ᓥ┴❧་⛉Ꮫࠊㄆᐃ NPO ἲே┦᪂ࡋ࠸⢭⚄⛉་⒪ಖ⚟♴
ࢩࢫࢸ࣒ࢆࡘࡃࡿ
9:10㹼10:10 ᫎീ㓄ಙ
「相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会“なごみ”の今までとこれから」
10:10㹼10:40 ᑐㄯ
「東日本大震災から 10 年を経て―どのような繋がりから何が生み出されていくのか―」
ྖ  ᕝ ㈗Ꮚ ⚟ᓥ┴❧་⛉Ꮫࠊㄆᐃ NPO ἲே┦᪂ࡋ࠸⢭⚄⛉་⒪ಖ⚟♴
ࢩࢫࢸ࣒ࢆࡘࡃࡿ
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ᑐㄯ
  
  
  






⇃
ᒸᮏ
㧗ᶫ
Ᏻಖ

㹼㸸

ᜨᏊ
Ꮚ
ⴥᏊ
ᐶ᫂

ᐑᇛᏛ
ᖖⴥᏛ
ࡳࡸࡂ┴༡୰᰾㝔ࠊᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫ
ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫ









           ➨  ሙ

市民公開講座（ライブ配信あり）
講演

不登校・ひきこもり状態にある人とその家族への支援

   ₇⪅  ⯪㉺ ᫂Ꮚ  ⚄ᡞᕷ┳ㆤᏛ
   ᗙ㛗  ⇃ ᜨᏊ  ᐑᇛᏛ┳ㆤᏛ⩌
フォーラム

「不登校・ひきこもりの経験者と家族のための場づくり」

₇⪅  ࣚࣥ ࣟࢨࣜࣥ ⛅⏣Ꮫࠊගᕼᒇ(ᐙ)௦⾲
    ᵽཱྀ ឡᏊ   ࢡ࣮ࣟࣂ࣮ࡢ㸾ࡸࡲࡀࡓ௦⾲
ఀ⸨ ṇಇ   KHJ ᅜࡦࡁࡇࡶࡾᐙ᪘㐃ྜ௦⾲
㹼









           ➨  ሙ

学会 30 周年記念企画
対談

精神看護を語る〜精神看護の未来を見据えて〜
ᑐㄯ  㜿ಖ 㡰Ꮚ  Ꮫྡဨ
    ᑎᒸ ᚁኴ㑻 ὒዪᏊᏛ
ᗙ㛗  ⴛ㛫 ┿⨾  ⪷㊰ຍᅜ㝿Ꮫ

㹼











           ➨  ሙ

閉会式

ඹദࢭ࣑ࢼ࣮                            

 ᭶  ᪥ ᅵ  㹼





              ➨  ሙ

大日本住友製薬株式会社
統合失調症治療におけるロナセンテープの位置づけ
〜急性期治療での可能性とチーム医療の実践〜
ㅮᖌ ⚟ᓥ ➃   ࠶ࡉࡦࡢୣ㝔 㝔㛗
      ᒇ ࡵࡄࡳ ࠶ࡉࡦࡢୣ㝔 ┳ㆤ㒊㛗
ᗙ㛗 ⴛ㛫 ┿⨾  ⪷㊰ຍᅜ㝿Ꮫ ᩍᤵ
 ᭶  ᪥ ᅵ  㹼





              ➨㸰ሙ

一般財団法人電気安全環境研究所電磁界情報センター
送電線の電磁波って危ないの？−WHO の見解を紹介します−
ㅮᖌ ஂಖ㻌 ༓௦ḟ㻌 ୍⯡㈈ᅋἲே㟁ẼᏳ⎔ቃ◊✲ᡤ㟁☢⏺ሗࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗
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 ᭶  ᪥ ᪥  㹼











   ➨  ሙ

株式会社ナガセ
国語力低下の原因と対策 −国語カリキュラム周辺から考察する−
ㅮᖌ 㯞㻌 ┿㻌 ᰴᘧ♫䝘䜺䝉㻌 ୖ⣭ᇳ⾜ᙺဨ䚸䝡䝆䝛䝇䝇䜽䞊䝹ᮏ㒊㻌 ᮏ㒊㛗
වᏛᴗ㒊㛗

 ᭶  ᪥ ᅵ  㹼









       ➨㸰ሙ

株式会社中島映像教材出版
「Re:ベリーオーディナリーピープル」の「Re:」がつく訳は？
ㅮᖌ ┦ᕝ ❶Ꮚ  ⪷Ꮫ㝔Ꮫ ᩍᤵ
࢜ࣥࢹ࣐ࣥࢻ㜀ぴ

ファイザー株式会社
「多様な当事者団体による共創造 〜VHO-net20 年の成果」
 

ㅮᖌ ᯇୗ ᖺᏊ  ᶓᕷ❧Ꮫ་Ꮫ◊✲⛉┳ㆤᏛᑓᨷ࣭་Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ ᩍᤵ

    

႐ᓥ ᬛ㤶Ꮚ ࣇࢨ࣮ᰴᘧ♫ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭࣮ࣜࣞࢩࣙࣥ㒊 㒊㛗

    

ቑ⏣ ୍ୡ  බ┈♫ᅋἲேࡸࡾࡢ㔛 ⌮㛗

ワークショップ
第 1 日目
㸸㹼㸸





6 月 5 日（土）




     ྛ =RRP0HHWLQJ ሙ

WS 1〜6
WS1

地域在住で糖尿病を合併する精神障害者に対する包括的支援のあり方
ۑὸ ▖ ࠊ୰ᮧ ༤ᩥ ࠊ⥥㇂ ᜨᏊ ࠊ⏣ 㞞Ꮚ ࠊ๎ᮧ Ⰻ ࠊ
␊ᒣ ༟ஓ ࠊ᳃ ༓㭯 ࠊ㣾┠ ༓ྐ ࠊᮧ⏣ ୰ 

  Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ Ⲉᇛ┴❧་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊ࠊ ⟃ἼᏛ㝃ᒓ㝔┳ㆤ㒊ࠊ


㧗▱┴❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ ་⒪ἲே㈈ᅋ㟷⁇㥖ᮌ㔝㝔┳ㆤ㒊ࠊ Ꮫᰯἲே㥖⃝Ꮫᅬ㥖ἑዪᏊ

Ꮫࠊ ᮾி་⒪Ꮫ㝔Ꮫࠊ ᪥ᮏ⢭⚄ಖ┳ㆤᏛᏛ⾡㐃ᦠጤဨࠊ ᪥ᮏ㉥༑Ꮠᾏ㐨┳ㆤᏛ


WS2

Ṋⶶ㔝㉥༑Ꮠ㝔ࠊ ᪥ᮏ⢾ᒀᩍ⫱࣭┳ㆤᏛ

Strength-based nursing care への誘い
ۑⓑ▼ ⿱Ꮚ ࠊ㰻⸨ ᏹ ࠊྜྷỌ ᑦ⣖ ࠊ⏣ୖ ༤႐ ࠊຍ⸨ ⣪ᘺె ࠊᯘ భኴ ࠊ
ᅧ᪉ ᘯᏊ ࠊ㇂ ከỤᏊ 


ᅜ㝿་⒪⚟♴Ꮫ⚟ᒸ┳ㆤᏛ㒊ࠊ すᕞᏛ┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᐑᓮᏛ་Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᐑᓮᏛ

་Ꮫ㒊་⒪ே⫱ᡂᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ ⚄ᡞᏛᏛ㝔ಖᏛ◊✲⛉┳ㆤᏛ㡿ᇦࠊ 㤶ᕝ┴❧ಖ་⒪
Ꮫࠊ ⪷࣐ࣜᏛ㝔Ꮫ

WS3
地域包括ケアの実現に向けて CNS による外来での看護相談・看護面接の取り組みと課題
  ୕ۑ ╩Ꮚ ࠊ▼⏣ ṇே ࠊ㧗ᶫ ᐶග ࠊᑠ㔝 ᝅ ࠊ⏣௦ ㄔ 
 ་⒪ἲே㈈ᅋග᫂᫂▼ࡇࡇࢁࡢ࣍ࢫࣆࢱࣝࠊ ⚄ዉᕝ┴❧⢭⚄་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊ


ᮾி㒔❧ᯇἑ㝔ࠊ ᒱ㜧ಖᏛ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ⚄ዉᕝᕤ⛉Ꮫ

WS4
長期入院患者の退院支援と地域移行期のサポート体制の構築について考える
  ۑ➉ ┾⿱⨾ ࠊ㤿ሙ 㤶⧊ ࠊ᫂㛫 ṇே 
   ♫་⒪ἲே୍㝧୍㝧㝔ࠊ ་⒪ἲே㞼㣤ሯ㝔
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WS5

心のケアに携わる看護職・コメディカルを対象とした哲学カフェの実践と意味の探求
ۑᚰග ୡὠᏊ ࠊᆏᮏ ᓅஅ ࠊ୰ᒸ ᡂᩥ ࠊ⣖ᖹ ▱ᶞ ࠊ୕ᾆ 㝯ᏹ 
 ឡ▱་⛉Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ ࣓ࢹ࢝ࣝ %(&6ࠊ ୍⯡♫ᅋἲேဴᏛ┦ㄯ࠾ࢇࡇࢁࠊ


රᗜ┴❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ ᳥ᒣዪᏛᅬᏛே㛫㛵ಀᏛ㒊

WS6

入院から退院まで、患者さんと一緒にステップアップしよう！―患者さんのセルフモニ
タリングと対処行動獲得に向けた「退院支援マップ」の取り組み―
  㕥ᮌ ⨾ኸ ࠊⳢ㇂ ᬗᏊ ࠊὸᕝ ⌮ᜨ ࠊᑿᒣ ⌮⣪ ࠊᾉஂ ᝆ ࠊۑᕝ㉺ ㍜ 
 ᅜ❧ᅜ㝿་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᅜᗓྎ㝔ࠊ ༓ⴥᏛᏛ㝔┳ㆤᏛ◊✲㝔ࠊ


ᅜ❧㝔ᶵᵓஂ㔛་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊ

㸸㹼㸸
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WS 7〜13
WS7 自己決定能力向上への働きかけを学ぶ実習方法の考察
  ۑᕝ ᕊᏊࠊ௰ᮏ ຮࠊୖ㔛 ࡉࡳ

―活用可能性の検討―

   Ἀ⦖┴❧┳ㆤᏛ

WS8

みんなに知ってほしい！「ともに創りともに学ぶ」を叶えるリカバリー・カレッジで私た
ちが大切にしていること 〜立ち上げ方、続け方、在り方〜
  ۑቑ⁹ ㄔ ࠊᯇᯞ ⨾ᬛᏊ ࠊ୰ᮏ ு ࠊⰋ ᙪ ࠊ⬥ᓮ ⿱Ꮚ ࠊ⊦⊁ ᓫ 
ᐑᓮ ึ ࠊ㟷ᮌ ⿱ྐ ࠊ㟷ᮌ Ꮚ ࠊ㇂ཱྀ ◊୍ᮁ ࠊὠ㔝 ⛱୍ ࠊ
⸨ᮏ ⿱ ࠊᏳ⸨ ឡ ࠊ୰ᓥ ௦ ࠊሙ ⿱ྖ ࠊỤ㢌 ⸅ ࠊ
୰ᒣ ࢶᏊ 

   ⚟ᒸ┴❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊࣭Ꮫ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉ࠊ ᕞ࣭Ἀ⦖㧗ᗘᐇ㊶┳ㆤᖌάືಁ㐍༠㆟ࠊ


ᫍᵖᏛᏛ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ࠊ ᪥ᮏ㉥༑Ꮠᗈᓥ┳ㆤᏛ┳ㆤᏛ㒊ࠊ すᕞᏛ┳ㆤᏛ㒊ࠊ



➨୍⸆⛉Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ ࡽࡋࡉ 6$*$ࠊ132 ἲேஂ␃⡿ฟ㐂࠸ࡢ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡺࡿࠊ



ࡉࡀᜨẚᑑ࣓ࣥࢱࣝࡃࡾࡗࡃࠊ బ㈡Ꮫ་Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ



す༡ዪᏛ㝔Ꮫಖ⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ⚟ᒸᏛ་Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᰴᘧ♫㯞⏕㣤ሯ㝔ࠊ



ࡳ࡞ࡐ㝔ࠊ ⫧๓⢭⚄་⒪ࢭࣥࢱ࣮

WS9

オンラインによる家族心理教育の実践
―コロナウイルス感染症流行期でも、孤立しない支援―
  ۑ๓⏣ ឡ ࠊᶲ ⪽Ꮚ ࠊụࣨ㇂ カ❶ ࠊᒣᮏ ᘯ ࠊ㇏ᔱ ᦶྂࠊᖖᒸ ಇ 
 Ꮫ㝃ᒓⅲᒣ㝔ࠊ Ꮫᶓᕷ㒊㝔⥲ྜࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮ࠊ


Ꮫ་Ꮫ㒊⢭⚄Ꮫㅮᗙ

WS10 地域生活上のメンタルヘルスに対応するダイアローグ
〜オープンダイアローグを基したアプローチ〜
    ⃝┦ۑ⨾ ࠊ⸨⃝ ᕼ⨾ ࠊᕝཱྀ ᩗஅ ࠊᯇ ὒᏊ ࠊᮡᒣ ᝆ 
  ᅜ㝿་⒪⚟♴ᏛᏛ㝔ࠊ ᅜ㝿་⒪⚟♴Ꮫᑠ⏣ཎಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ


ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧⢭⚄࣭⚄⤒་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮⢭⚄ಖ◊✲ᡤᆅᇦ࣭ྖἲ⢭⚄་⒪◊✲㒊



ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡳࡢࡾᶓࠊ ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ .$=2&

WS11 精神科事例検討とリフレクティング ―「きく」ことは「はなす」こと―
ۑすụ ⤮⾰Ꮚ ࠊᮎᏳ Ẹ⏕ ࠊ➉ᯘ ௧Ꮚ 

රᗜ┴❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ షᩍᏛಖ་⒪ᢏ⾡Ꮫ㒊ࠊ ᮥᯘᏛಖᏛ㒊
WS12 死別体験をした子どもへの支援
〜こころに折り合いをつけていくプロセスをどのように見守り、支えていくのか〜
  ۑబ⸨ ᠇ ࠊబࠎᮌ ➉⨾ ࠊ㧗ᒣ ⤮⨾ 

⚟ᓥ┴❧་⛉Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ 㡰ኳᇽᏛ་Ꮫ㒊ᒓ㡰ኳᇽ㉺㇂㝔
WS13 コロナ禍、そしてこれからの精神看護学実習を考える
〜看護系大学で実習を担当する若手教員の困難をきっかけに
   ۑἙෆ ᩔᏊ 
   ᖇிᏛ་⒪ᢏ⾡Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᏛᏛ㝔ಖ་⒪Ꮫ◊✲⛉
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第 2 日目
㸸㹼㸸





6 月 6 日（日）
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WS 14〜20
WS14 精神科臨床における看護外来の可能性
 ๎ۑᮧ Ⰻ ࠊ᳃ ༓㭯 ࠊὸ ▖ ࠊ⏣ 㞞Ꮚ ࠊ␊ᒣ ༟ஓ ࠊ
୰ᮧ ༤ᩥ ࠊ⥥㇂ ᜨᏊ 


་⒪ἲே㈈ᅋ㟷⁇㥖ᮌ㔝㝔┳ㆤ㒊ࠊ ᮾி་⒪Ꮫ㝔Ꮫࠊ Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ



㧗▱┴❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ Ꮫᰯἲே㥖⃝Ꮫᅬ㥖ἑዪᏊᏛࠊ Ⲉᇛ┴❧་⒪Ꮫࠊ



⟃ἼᏛ㝃ᒓ㝔┳ㆤ㒊ࠊ ᪥ᮏ⢭⚄ಖ┳ㆤᏛᏛ⾡㐃ᦠጤဨ

WS15 精神力動の視点で事例を読み解く！事例検討会のすゝめ
〜衝動コントロールを支援する看護ケア〜
   ۑᑠᯘ ಙ ࠊ᭹㒊 ඞᙪ ࠊ⚄⃝ ᑦ ࠊᑎᒸ ᚁኴ㑻 ࠊⴱᓥ ៅ࿃ ࠊ
ᑎ⏣ ⨾ᶞ ࠊ㡲⸨ බ⿱ ࠊᮏṊ ᩄᘯ ࠊ⏣ୖ ⨾༓ె ࠊ⣽㇂ ┿⏤ 


ᮾி་⛉Ꮫ་Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ་⒪ἲே㈈ᅋ㟷⁇㥖ᮌ㔝㝔ࠊ ὒዪᏊᏛ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤ

Ꮫ⛉ࠊ ⢭⚄┳ㆤࢣ᳨ウ௦⾲ࠊ ⢭⚄┳ㆤࢣ᳨ウົᒁࠊ ᐑᓮ┴❧┳ㆤᏛ┳ㆤᏛ㒊
┳ㆤᏛ⛉ࠊ ➗ࡴ➗ࡴゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ ♫་⒪ἲேⰾ⳥㝧㝔ࠊ


༓ⴥᏛᏛ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉ࠊ ་⒪ἲே♫ᅋ☐Ỉ㛗㇂ᕝ㝔

WS16 精神看護の専門性を問い直す
  ۑ㏆⏣ ┿⨾Ꮚ ࠊ㜿ಖ 㡰Ꮚ ࠊ⚟ᒣ ᩔᏊ ࠊᏳ㔛 㡰Ꮚ ࠊ᳃㔝 ㈗㍤ ࠊ
ᑠᮧ ⤱ᜨ 


⚟་⒪Ꮫࠊ132 ἲேࡇࡇࢁ⌮㛗ࠊ ≉ᐃ㠀Ⴀάືἲேࣁ࣮ࢺࣇࣝࠊ



ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ⫆ࠊ ඖࡡࡇࡢ࡚ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ ඖ㛗㔝┴❧┳ㆤᏛࠊ



୍⯡♫ᅋἲேࢣࢲᏛ

WS17 家族まるごと支援で、家族間コミュニケーションが円滑に！
メリデン版訪問家族支援を体験しよう
   ۑ㐍 ࠶ࡍ ࠊᮌୗ ᑗኴ㑻 ࠊᑠ℩ྂ ఙᖾ ࠊᑠᯇ ᐜᏊ ࠊྜྷ㔝 ㈡ᑑ⨾ 
   ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡳࡢࡾࠊ බ❧ᏛἲேᐑᇛᏛࠊ ་⒪ἲே♫ᅋ⛸㝔
WS18 看護におけるマインドフルネスの活用
    ▼❧ۑᙬ⨾ ࠊ᰿ᮏ ぢ ࠊ㔜⏣ ࡕࡉ 
    㡰ኳᇽ་⒪┳ㆤᏛ㒊⢭⚄┳ㆤᏛࠊ ᅜ㝿་⒪⚟♴Ꮫᡂ⏣┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉
WS19 看護だからこそできる摂食障害患者への支援とは 〜食事の見守りから始める看護〜
   ۑ࿃ጔ 㝧Ꮚ ࠊᑠཎ ᮍኸ ࠊᏳಖ ῟Ꮚ ࠊ㔜┒ Ἠ ࠊ᳃ᮏ ᯇᏊ ࠊຍ⸨ 㑳Ꮚ 

⚟ᓥ┴❧་⛉Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ ⚟ᓥ┴❧་⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔ࠊ ་⒪ἲே♫ᅋ⩫ඵᖭཌ⏕㝔
WS20 WRAP を通したつながりの共創造〜支援者・当事者・次世代の立場からの語り〜
   ۑᮡᒣ ᝆ ࠊ῝⏣ ᑦᏊ ࠊ㕥ᮌ ኟዉ ࠊὸ 㝠 

ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ .$=2&ࠊ ་⒪ἲே✚ோᒸ㒊㝔ࠊ ࣇࣞࣥࢬ :5$3
㸸㹼㸸
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WS 21〜26
WS21 地域生活者への認知行動療法に対するスーパービジョンの実際
   ۑᒸ⏣ ెャ ࠊ୰㔝 ┿ᶞᏊ ࠊᐩᶔ ๛Ύ ࠊኳ㔝 ᩄỤ 

ᅜ㝿་⒪⚟♴Ꮫᡂ⏣┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ


ྜྠ♫࢚࣒࢚࣒ ,06 ➗ࡴ➗ࡴゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ
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WS22 精神科長期入院患者の地域移行に向けた、当事者、ゼネラリスト、
高度実践看護師の協働
ۑᯇᯞ ⨾ᬛᏊ ࠊቑ⁹ ㄔ ࠊ୰ᓥ ௦ ࠊⰋ ᙪ ࠊᚋ⸨ ඃᏊ ࠊὠ㔝 ⛱୍ ࠊ
▮ ளᶞᏊ ࠊᏳ⸨ ឡ ࠊ୰ᮏ ு ࠊ⬥ᓮ ⿱Ꮚ ࠊᐑᓮ ึ ࠊΎ⏣ ⏤㉳Ꮚ ࠊ
ሐ ୍ᶞ ࠊධỤ ṇග ࠊᒣᮏ ᬛஅ ࠊሙ ⿱ྖ ࠊỤ㢌 ⸅ ࠊ
୰ᒣ ࢶᏊ 


ᫍᵖᏛᏛ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ࠊ ⚟ᒸ┴❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊࣭Ꮫ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉ࠊ ⚟ᒸᏛ་Ꮫ㒊

┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᪥ᮏ㉥༑Ꮠᗈᓥ┳ㆤᏛࠊ ་⒪ἲே☐Ỉ㛗㇂ᕝ㝔ࠊ132 ἲேஂ␃⡿ฟ࠸ࡢ
࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡺࡿࠊ ་⒪ἲேග୍ᮏᯇࡍࡎࡅ㝔ࠊ す༡ዪᏛ㝔Ꮫಖ⚟♴Ꮫ㒊
┳ㆤᏛ⛉ࠊ すᕞᏛ┳ㆤᏛ㒊ࠊ ➨୍⸆⛉Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ ་⒪ἲே⩫ඵᖭཌ⏕㝔ࠊ


ᰴ 㯞⏕㣤ሯ㝔ࠊ ᰴ ࣇ࣮ࣗࢪࣙࣥࢭࣀ࣮ࢸゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ ࡃ࠾࣮ࢀゼၥ┳ㆤ

ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ ་⒪ἲேࡏ࠸ࢃࡳ࡞ࡐ㝔ࠊ ᅜ❧㝔ᶵᵓ⫧๓⢭⚄་⒪ࢭࣥࢱ࣮

WS23 感染症流行下におけるこころのセルフケアツール「ハートランドごほうび大全集」
作成の取り組み
   ۑᯇᮧ 㯞⾰Ꮚࠊ㛗 ᚭࠊ㛛㛫 ኴసࠊỤୖ ๛ྐࠊᚨᒣ ᫂ᗈ
   ୍⯡♫ᅋἲேಙ㈗ᒣ㝔ࣁ࣮ࢺࣛࣥࢻࡋࡂࡉࢇ

WS24 つながれない苦労を研究する ―支援者が実践するリモートでの当事者研究―
ۑ୰ᮧ  ࠊ㧗ᶫ ᫂⨾ 
    ᰴᘧ♫ 1࣭ࣇ࣮ࣝࢻᴗᡓ␎ᮏ㒊ᗈሗᡓ␎ᐊࠊ ་⒪ἲே㈨⏕༓ṓ㝔

WS25 慈しみ深くなることへの勇気
   ۑᓊᮏ ஂ⨾Ꮚ ࠊᑠᐊ ⴥ᭶ ࠊ▼ᮧ 㑳ኵ 
   ᖇிᖹᡂᏛࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᮾிᡂᚨᏛᛂ⏝ᚰ⌮Ꮫ㒊

WS26 精神障がいの経験をもつ人と専門的知識をもつ人とのリカバリーに向けた
共同について考える 〜リカバリーカレッジから吹く風〜
    ⃝⸨ۑᕼ⨾ ࠊ୰ᒣ ࡕࡣࡿ ࠊụ⏣ ┤Ꮚ ࠊᒣᓮ ⿱ 
    ᅜ㝿་⒪⚟♴Ꮫᑠ⏣ཎಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ୍⯡♫ᅋἲேࡋࢇࠊ


ࣜ࢝ࣂ࣮ࣜ࢝ࣞࢵࢪྡྂᒇ

一般演題（口演）
第 1 日目
㸸㹼㸸
第1群
Ｏ1-1
  
  
Ｏ1-2
  





6 月 5 日（土）




           ➨  ሙ

児童・思春期

座長：國方
児童精神科における相談行動と倫理的課題への対処
ۑᑠᕝ ගỤ ࠊⳢ㇂ ᬛ୍ ࠊ᳃ ༓㭯 


弘子（香川県立保健医療大学）

⟃ἼᏛᏛ㝔ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉┳ㆤ⛉Ꮫᑓᨷࠊ ⟃ἼᏛ་Ꮫ་⒪⣔ࠊ ᮾி་⒪Ꮫ㝔Ꮫ

児童思春期外来において地域生活の継続を支援するために求められる看護の役割
ࠊ ࡍ࠶ ୖ୕ۑᏲᮧ ὒ 


ᮐᖠᕷ❧ᏛᏛ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉┳ㆤᏛᑓᨷ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࠊ ᮐᖠᕷ❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊

Ｏ1-3 コロナ禍における高校生の抑うつ傾向に関連する要因
   Ⳣۑ㇂ ᬛ୍ ࠊ᰿ᓊ ᭷⩚ ࠊ᳃ ༓㭯 
    ⟃ἼᏛ་Ꮫ་⒪⣔ࠊ ⾜⏣⥲ྜ㝔ࠊ ᮾி་⒪Ꮫ㝔Ꮫ

Ｏ1-4 統合失調症をもつ子の「就労」に関する親の思いと関わり
   ۑᑠᓥ ᭷㤶ࠊᶓᒣ Ꮚࠊᯘ ⿱ᰤࠊ᳃⏣ ∾Ꮚ
   ᇸ⋢┴❧ᏛᏛ㝔ಖ་⒪⚟♴Ꮫ◊✲⛉┳ㆤᏛᑓಟ
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㸸㹼㸸
第2群









           ➨  ሙ

精神看護教育

座長：玉木 敦子（神戸女子大学）
Ｏ2-1 看護学生の捉える精神障害者の非言語的表現に対する看護教員の認識と学習支援課程
   ۑ㧗ᶫ ࡣࡿ ࠊᒸ⏣ ెャ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 1 ᅜ㝿་⒪⚟♴ᏛᏛ㝔་⒪⚟♴Ꮫ◊✲⛉䚸2 ᅜ㝿་⒪⚟♴Ꮫᡂ⏣┳ㆤᏛ㒊
Ｏ2-2 オンラインでの精神保健福祉施設実習に対する看護学生の満足度に関連する要因
   ۑᓅ ࡇ࡞ࡳ ࠊỌỤ ㄔ ࠊἙ㔝 ▱ᡣ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 1 㛗ᓮᏛ⏕་⛉ᏛᇦಖᏛ⣔䚸2NPO ἲே㛗ᓮ䛾䛮䜏

Ｏ2-3 精神看護学実習方法の違いと精神医療・精神看護に関する学生の認識
   ۑΏ㎶ ᑦᏊ ࠊ୰ᔱ ⚽᫂ ࠊ୰ᮧ ༤ᩥ ࠊ㜿㒊 ‽Ꮚ 


ᮾ㑥Ꮫᗣ⛉Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ Ⲉᇛ┴❧་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ

Ⲉᇛ┴❧་⒪ᏛᏛ㝔ಖ་⒪⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬
コロナ禍における精神看護学実習の千葉県立保健医療大学の実践報告
―幻聴音声を用いたシミュレーション教育―
㻌 㻌 㻌 㻌 䕿ᑠᐑ㻌 ᾈ⨾䚸ຍ⸨㻌 㝯Ꮚ


Ｏ2-4

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ༓ⴥ┴❧ಖ་⒪Ꮫ

㸸㹼㸸
第3群









           ➨  ሙ

文献レビュー

座長：多喜田
Ｏ3-1 強迫症状のある患者に対する看護師の関わりに関する文献検討
   ۑ㜿㒊 ᮍἼ ࠊᏳಖ ᐶ᫂ ࠊ㧗㇂ ᪂ 


恵子（岐阜保健大学）

ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ⚄ዉᕝ┴῭⏕ᶓᕷ༡㒊㝔

Ｏ3-2

被災者兼支援者のうつ/PTSR 予防介入実践者育成訓練プログラムの開発
〜文献レビューをもとに〜
   ▼ۑ㣕 ࣐ࣜࢥ ࠊᏱబ⨾ ࡋ࠾ࡾ 
    ᪥ᮏ㉥༑Ꮠᕞᅜ㝿┳ㆤᏛ┳ㆤᏛ㒊ࠊ ᅄኳ⋤ᑎᏛ┳ㆤᏛ㒊࣭┳ㆤᐇ㊶㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮

Ｏ3-3 精神科救急入院科病棟における看護実践についての文献検討
   ۑᰩཎ ῟Ꮚ
   ᮾி་⛉ṑ⛉Ꮫ

Ｏ3-4 わが国の薬物依存症における重複障害に関連する文献レビュー
   ۑΏ㒊 ᮤ⳯ ࠊ∦ᒣ Ꮚ 
    •༡་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ •༡་⒪ᏛᏛ㝔ಖ་⒪Ꮫ◊✲⛉࣭ಖ་⒪Ꮫ㒊
┳ㆤᏛ⛉


㸸㹼㸸
第4群









           ➨  ሙ

リエゾン・地域

座長：遠藤 淑美（鳥取看護大学）
身体疾患で抑うつ患者に対する PAS セルフケアセラピィ(PAS-SCT)の評価に関する研究
―うつに改善がみられた 10 事例の分析―
   ۑሷ⏣ ⰼዉᜨ ࠊᏱబ⨾ ࡋ࠾ࡾ 

Ｏ4-1

    බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏᚰ⮚⾑ᅽ◊✲⯆㝃ᒓᴬཎグᛕ㝔ࠊ ᅄኳ⋤ᑎᏛ┳ㆤᏛ㒊࣭┳ㆤᐇ㊶
㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
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Ｏ4-2

障害者地域自立支援協議会精神保健福祉部会による包括的退院支援を利用した
長期入院精神障がい者の社会機能の変化―REHAB および LASMI での検討―
   ۑᶔⴥ 㞞ேࠊᒣᮏ ᫂ᘯࠊ᪩ᕝ ༤Ꮚࠊᒾᮏ ྐࠊᒣῧ 㧗㐨

   ḷᒣ┴❧་⛉Ꮫಖ┳ㆤᏛ㒊 

Ｏ4-3 地域で生活する統合失調症当事者の服薬をめぐる体験 〜当事者の語りから〜
   ۑబࠎᮌ ᬗᏊ
   ࠸ࡪࡾ࣭ࡦࡔඣ❺ᐙᗞᨭࢭࣥࢱ࣮ࡋࡎࡃ

Ｏ4-4

在宅看護領域における精神科リエゾン・コンサルテーションシステム開発のための
ニーズ調査
ۑ㧗ᶫ ⴥᏊ ࠊ㜿㒊 ᖿె ࠊ㛗ᶫ ⨾ᴿᏊ 

    ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ࡳࡸࡂ┴༡୰᰾㝔ࠊ


ྎ㟷ⴥᏛ㝔▷ᮇᏛ┳ㆤᏛ⛉  

㸸㹼㸸
第5群









           ➨  ሙ

うつ・自殺
座長：北野

進（東京都立松沢病院）

Ｏ5-1 入院患者の自殺に遭遇した精神科看護師の体験
 ۑ㰺⸨ ⴌᏊ
   ᮾிᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔

Ｏ5-2

自殺未遂患者をケアする救急部門の看護師の構え
ۑ᭷⃝ ඃ ࠊ⏣ 㞞Ꮚ 

    㧗▱┴❧ᏛᏛ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉ࠊ 㧗▱┴❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊

Ｏ5-3 うつ状態で実子殺に至った母親を受け持った看護師の感情
 ۑ୰ᮧ ᖾᜨ ࠊ㛗㇂ᕝ 㞞⨾ 
    ᪂₲┴❧┳ㆤᏛᏛ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉ࠊ ᅜ❧㝔ᶵᵓࡉ࠸ࡀࡓ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊ


᪂₲┴❧┳ㆤᏛ

Ｏ5-4

救命救急センターに入院中の自殺未遂患者のケアニーズ
〜マステリーに焦点を当てて〜
  ۑᑠ⃝ ளᕼ⤮ ࠊᕝ⏣ ⨾ 

    රᗜ┴❧すᐑ㝔┳ㆤ㒊ࠊ රᗜ┴❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊
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第 2 日目
㸸㹼㸸
第6群





6 月 6 日（日）




           ➨  ሙ

自助グループ・相互性
座長：辻脇

邦彦（東都大学）

Ｏ6-1 アルコール依存症者における自助グループ参加の有用性
   ۑᐑᓮ ┿⌮Ꮚ ࠊᮏ⏣ ࡳ࡙ ࠊⳢ㇂ ᬛ୍ ࠊ᳃ ༓㭯 
    ᅜ❧⢭⚄࣭⚄⤒་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮㝔ࠊ ᅜ❧ᅜ㝿་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᅜᗓྎ㝔ࠊ


⟃ἼᏛ་Ꮫ་⒪⣔ࠊ ᮾி་⒪Ꮫ㝔Ꮫ

Ｏ6-2

自助グループに参加していないアルコール依存症者の体験
―アルコール専門外来に通院している患者の語りから―
 ۑẚ ⌮ᜨ⨾ ࠊ㕥ᮌ ၨᏊ ࠊ㨣㢌 Ꮚ 

    ⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧㝔ᶵᵓ⌰⌫㝔ࠊ ྡᱜᏛே㛫ᗣᏛ㒊Ꮫ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉

Ｏ6-3 精神科女性閉鎖病棟における患者の相互交流
 ۑᮧୖ ᜨ

―支え合いに焦点を当てて―

   ᅵᾆ༠ྠ㝔

Ｏ6-4

精神疾患を有する方と医療従事者の中で生じるバウンダリーの経験の言語化
―WRAP ファシリテーターの対話による有益な知見の検討―
 㔝ὠ ᯞ ࠊ▼ۑ ࡲ࠸Ꮚ 

    ་⒪ἲேⳢ㔝ឡ⏕⥳ࣨୣ㝔ࠊ ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫᐈဨ◊✲ဨࠊ=HEUD-DSDQ ᰴᘧ♫

㸸㹼㸸
第7群









           ➨  ሙ

看護職員のメンタルヘルス
座長：三木

明子（関西医科大学）

Ｏ7-1 精神科看護師のストレングス志向の特徴
   ୍ ➃⏣ۑᡂ ࠊⳢ㇂ ᬛ୍ ࠊ᳃ ༓㭯 
    Ⲉᇛ┴❧ࡇࡇࢁࡢ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊ ⟃ἼᏛ་Ꮫ་⒪⣔ࠊ ᮾி་⒪Ꮫ㝔Ꮫ

Ｏ7-2 精神科看護師の精神の健康問題と Presenteeism の関連性
 ⏣ۑఅ ⨾✑ࠊᒸ⏣ ెャ
   ᅜ㝿་⒪⚟♴ᏛᏛ㝔་⒪⚟♴Ꮫ◊✲⛉

Ｏ7-3 精神科熟練看護師が実践する「安楽」なケア
 ۑᑠ㧗 ᜨᐇ ࠊబᒃ ⏤⨾ ࠊᏳ⸨ ⨾ 
    ୖᬛᏛ⥲ྜே㛫⛉Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ⪷㊰ຍᅜ㝿Ꮫࠊ ⚄ዉᕝ┴❧ࡇࡶ་⒪ࢭࣥࢱ࣮

Ｏ7-4

COVID-19 最前線で働く医療者へのメンタルヘルス支援が齎す効果
⏣ۑ୰ ┤ 

    Ꮫᶓᕷ㒊㝔࢚ࣜࢰࣥࢳ࣮࣒ࠊ Ꮫᶓᕷ㒊㝔┳ㆤ㒊⢭⚄⛉ᑓ㛛┳ㆤᖌࠊ


Ꮫᶓᕷ㒊㝔ᩆᛴࢭࣥࢱ࣮

㸸㹼㸸
第8群









           ➨  ሙ

ヤングケアラー・看護学生

座長：小山 達也（聖路加国際大学大学院博士後期課程）
Ｏ8-1 イギリスの実際から考える日本のヤングケアラー支援
   ۑᏳ㒊 ኟ㡢 ࠊᏳಖ ᐶ᫂ ࠊ㧗㇂ ᪂ 
    ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᒣᙧ┴㝔ᴗᒁ
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Ｏ8-2

日本のヤングケアラーの実態と生活上の課題に関する文献検討
―学校教員の視点を中心に―
 ۑ㐲⸨ 㥴 ࠊᏳಖ ᐶ᫂ 

    ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᐑᇛ┴❧ࡇࡶ㝔

Ｏ8-3 看護学生における精神障害者のイメージの変化
  ⏣ۑ୰ ᬛஓ ࠊᏳಖ ᐶ᫂ 
    ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ♫་⒪ἲேᮏᯇᒣᙧࡉࡃࡽ⏫㝔

Ｏ8-4

精神疾患の母親をもつ子どものライフストーリー ―4 人の子どもたちの語りから―
ۑఀ㈡ ⪽Ꮚ ࠊᶓᒣ Ꮚ ࠊ᳃ ṇᶞ ࠊ᳃⏣ ∾Ꮚ 

    ᇛすᅜ㝿Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ ᇸ⋢┴❧ᏛᏛ㝔ಖ་⒪⚟♴Ꮫ◊✲⛉┳ㆤᏛᑓಟࠊ


ᇸ⋢┴❧Ꮫಖ་⒪⚟♴Ꮫ㒊ඹ㏻ᩍ⫱⛉

㸸㹼㸸
第9群









           ➨  ሙ

モデル・尺度開発

座長：松田 光信（大阪市立大学）
Ｏ9-1 精神科平均在院日数を対象にした時のリソース・ナース数の予測モデル
   ۑᯇᯞ ⨾ᬛᏊ ࠊቑ⁹ ㄔ ࠊ୰ᮏ ு ࠊᐑᓮ ึ ࠊᒣᮏ ᬛஅ ࠊ
ᮏ㒓 ⚽ 
   ᫍᵖᏛᏛ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ࠊ ᕞ࣭Ἀ⦖㧗ᗘᐇ㊶┳ㆤᖌάືಁ㐍༠㆟ࠊ

Ｏ9-2



⚟ᒸ┴❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊࣭Ꮫ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉ࠊ ➨୍⸆⛉Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ



ࡃ࠾࣮ࢀゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ ⚟┴❧Ꮫே㛫♫Ꮫ㒊࣭Ꮫ㝔ே㛫♫Ꮫ◊✲⛉

統合失調症患者の退院に向けたクライシス・プラン作成にともなう看護介入の過程
ۑ㕥ᮌ ு ࠊ㛗㇂ᕝ 㞞⨾ 

    ᪂₲┴❧┳ㆤᏛᏛ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉ࠊ ᅜ❧㝔ᶵᵓࡉ࠸ࡀࡓ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊ


᪂₲┴❧┳ㆤᏛ

Ｏ9-3 Substance Use Stigma Mechanism Scale 日本語の版信頼性・妥当性の検討
ۑ㧗㔝 Ṍ ࠊᖹᒾ ༓᫂ ࠊཬᕝ Ụዉ ࠊᕝ ᫂Ꮚ ࠊ㔝ἑ ᜤ 
    ᮾி་⛉ṑ⛉ᏛᏛ㝔ಖ⾨⏕Ꮫ◊✲⛉ࠊ ᅜ㝿་⒪⚟♴Ꮫᑠ⏣ཎಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ


ᮾிᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉

Ｏ9-4 Self-Efficacy in Seeking Mental Health Care 日本語版の因子的妥当性の検討
ۑ㔝ἑ ᜤ ࠊ㧗㔝 Ṍ ࠊᖹᒾ ༓᫂ ࠊཬᕝ Ụዉ ࠊᕝ ᫂Ꮚ 

   ᮾிᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ࠊ ᮾி་⛉ṑ⛉ᏛᏛ㝔ಖ⾨⏕Ꮫ◊✲⛉ࠊ


ᅜ㝿་⒪⚟♴Ꮫᑠ⏣ཎಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉

㸸㹼㸸
第 10 群









           ➨  ሙ

当事者との協働
座長：香月

富士日（名古屋市立大学）

Ｏ10-1 ピアサポーターとともに行う WRAP クラスの意味
〜医療観察法病棟 WRAP クラス参加者へのインタビューから〜
  ୖࣀ℧ۑᜨ ࠊᑎୗ ಟ ࠊᮧᒣ ┤Ꮚ ࠊᑠᓥ ┤ஓ ࠊᰗ⃝ ⠇Ꮚ ࠊᯇᮏ ెᏊ 
    ᇸ⋢┴❧⢭⚄་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊ ᮾᩥ⛉Ꮫᮾᯇᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫࠊ


᪥ᮏ㉥༑Ꮠ┳ㆤᏛࡉ࠸ࡓࡲ┳ㆤᏛ㒊

Ｏ10-2 地域で生活しながら就労継続支援 B 型を利用する精神障がい者の施設の有用性の認識
ۑᏳ⸨ ‶௦ࠊᰩཎ ࡣࡿ
   ➨୍⸆⛉Ꮫ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉
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Ｏ10-3 メンタルヘルス領域におけるピアサポーターとの協働にむけた専門職者の経験
⏤ ⏣℈ۑ⣖
    ᮾிዪᏊ་⛉Ꮫ┳ㆤᏛ㒊

Ｏ10-4 精神保健医療福祉の支援者となった統合失調症患者のきょうだいの体験
ۑᮌᮧ ㅍᚿࠊᶓᒣ Ꮚࠊ᳃⏣ ∾Ꮚ
    ᇸ⋢┴❧ᏛᏛ㝔ಖ་⒪⚟♴Ꮫ◊✲⛉┳ㆤᏛᑓಟ

㸸㹼㸸
第 11 群









           ➨  ሙ

ワークエンゲイジメント
座長：畦地

博子（高知県立大学）

Ｏ11-1 精神科看護師の仕事に対するやりがいを構成する因子間の関係
ۑ᭷ග Ἃ⧊ ࠊ᳃ᮏ ጁᏊ 
    ་⒪ἲே࠾ࡃࡽⱁす㝔ࠊ 㧗▱Ꮫᩍ⫱◊✲㒊་⒪Ꮫ⣔┳ㆤᏛ㒊㛛

Ｏ11-2 精神科看護師における職場環境仕事継続意向との関係：ワーク・エンゲイジメントの
媒介効果
  ⏿ྥۑẎ ࠊࢢࣛࢼ࣮ ᬛᜨᏊ ࠊ⸨ᮏ ᾈ୍ 
    රᗜ་⒪Ꮫ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ⚄ᡞᏛᏛ㝔ಖᏛ◊✲⛉┳ㆤᏛ㡿ᇦ

Ｏ11-3 精神看護専門看護師における役割獲得の経験に関する考察
ۑᑠ⃝ ༓ဏ
   ᅜ㝿་⒪⚟♴ᏛᏛ㝔ಖ་⒪Ꮫᑓᨷ┳ㆤᏛศ㔝

Ｏ11-4 精神科看護師におけるワーク・エンゲイジメントと自己効力感、レジエンスおよび
精神障害者に対するスティグマとの関連
 ۑ㤶ᕝ ኵ ࠊᒣᮏ ᫂ᘯ 
    ⊂❧⾜ᨻἲே㜰ᗓ❧㝔ᶵᵓ㜰⢭⚄་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊ ḷᒣ┴❧་⛉Ꮫಖ┳ㆤᏛ㒊
㸸㹼㸸
第 12 群









           ➨  ሙ

様々なアプローチ

座長：吉野 淳一（日本医療大学）
Ｏ12-1 新型コロナウイルス感染症流行により臨地における精神看護学実習の代替となった
学内実習のための模擬電子カルテ事例の作成
ۑ᱒ᒣ ၨ୍㑻ࠊ▮྿ ᫂Ꮚࠊᯇ 㝧Ꮚ
   ᮅ᪥Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉

Ｏ12-2 精神科ベテラン看護師に対するリカバリー志向を目指す学習支援を検討する
―精神保健福祉の変化の中での看護師の体験の考察から―
ۑከ⏣⨶ ග⨾
    㤶ᕝ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉

Ｏ12-3 精神科看護師の看護カンファレンスへの思い
中堅看護師の語りから―(第 2 報)
 ℧ۑ㯞⏤Ꮚ ࠊฟཱྀ ⚞Ꮚ 

―民間の精神科病院に勤務する

     㔛Ꮫ㝔┳ㆤ㒊ࠊ ᮾி་⒪Ꮫ㝔Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉

Ｏ12-4 『オキナワへいこう』上映会 活動報告
ۑ㟷ᒣ ග ࠊ㜿㒊 ᏘᏊ ࠊ㧗ᶫ ᰤ ࠊ㕥ᮌ ᝅ ࠊᏳಖ ᐶ᫂ 
     ♫་⒪ἲேᮏᯇᒣᙧࡉࡃࡽ⏫㝔ࠊ ᒣᙧᕷᇶᖿᆺᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ


ᒣᙧᕷ⚟♴᥎㐍㒊㛗ᑑᨭㄢࠊ ᒣᙧᕷ♫⚟♴༠㆟㞀ࡀ࠸⪅┦ㄯᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ



ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉
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㸸㹼㸸
第 13 群









           ➨  ሙ

援助者の支援

座長：畠山 卓也（駒澤学園駒沢女子大学）
Ｏ13-1 教育担当看護師がプロセスレコードによる臨床看護場面の教育を行う際の
教育支援行動の特徴
ۑỤ  ࠊᏳಖ ᐶ᫂ 
    ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ◊✲⛉ಖ་⒪Ꮫᑓᨷࠊ ᒣᙧ┴❧ࡇࡇࢁࡢ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊ


ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉

Ｏ13-2 精神科病院において患者から暴力を受けた際に、報告ができなかった看護師の思い
ۑ୰ᓥ ⏠ࠊᏲᮧ ὒࠊఀᮾ ኴ㑻
   ᮐᖠᕷ❧ᏛᏛ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉

Ｏ13-3 精神科病院に入院した自殺企図患者の家族の思い
ۑ㧗ᶫ ṇᶞ ࠊᏲᮧ ὒ ࠊఀᮾ ኴ㑻 
     ᮐᖠᕷ❧ᏛᏛ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉ࠊ ᮐᖠᕷ❧Ꮫ┳ㆤᏛ⛉      

 

一般演題（示説）
第 14 群

COVID-19

Ｐ14-1 COVID-19 感染対策下での実習指導についての現状(第 1 報)
〜指導に携わった病棟看護師のアンケート調査より〜
 ⱴۑ᰿ ᐶᏊࠊΏ㎶ ⣧୍ࠊబ⸨ ᆂ୍ࠊ㛗㇂ᕝ 㝧Ꮚ
   බ┈㈈ᅋἲேஅ㢌㝔

Ｐ14-2 COVID-19 感染対策下での実習指導についての現状(第 2 報)
〜指導に携わった病棟看護師のアンケート調査より〜
ۑΏ㎶ ⣧୍ࠊⱴ᰿ ᐶᏊࠊబ⸨ ᆂ୍ࠊ㛗㇂ᕝ 㝧Ꮚ
   බ┈㈈ᅋἲேஅ㢌㝔 

Ｐ14-3 COVID-19 の感染拡大に伴う緊急事態宣言下における高校生・大学生の
不安抑うつ傾向とインターネット依存の関連
 ∦ࠊ ྐ⪽ ⏣⋢ۑᒣ Ꮚ 
    •༡་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ •༡་⒪ᏛᏛ㝔ಖ་⒪Ꮫ◊✲⛉ಖ་⒪Ꮫᑓᨷ

Ｐ14-4 COVID-19 による緊急事態宣言発令時の看護師の集中ケア負担率と
バーンアウト発生者数の予測
 ۑ୰ ᑑ㞝 ࠊ㛗ᒣ ㇏ ࠊ୰ ᭷㔛 
    㔠ἑ་⛉Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ 㔠ἑ་⛉Ꮫ㝔

Ｐ14-5 新型コロナウイルス感染拡大防止対策下における A 大学看護学生の
精神看護学実習による精神障がい者等への認識の変化
 ۑ୰ᔱ ⚽᫂ ࠊ୰ᮧ ༤ᩥ ࠊ㜿㒊 ‽Ꮚ ࠊΏ㎶ ᑦᏊ 
    ᮾ㑥Ꮫᗣ⛉Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ Ⲉᇛ┴❧་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊ࠊ


Ⲉᇛ┴❧་⒪ᏛᏛ㝔ಖ་⒪Ꮫ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬
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第 15 群

地域移行支援

Ｐ15-1 精神科長期入院患者に対するクリニカルパスを用いた退院移行支援の効果
〜文献検討〜
  ⊁⊦ۑ᫂᪥㤶 ࠊ㰻⸨ ᏹ ࠊ᳃ 㞝ኴ 
    ⚟ᒸᅜ㝿་⒪⚟♴Ꮫ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ すᕞᏛ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ


ᖇிᏛ⚟ᒸ་⒪ᢏ⾡Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉

Ｐ15-2 長期入院精神障害者の地域移行を推進させた公立病院の取り組み
―制度からみた地域連携方法―
ۑᮧୖ ‶Ꮚ
   බ❧ᏛἲேྡᱜᏛே㛫ᗣᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉

Ｐ15-3 措置入院者への多職種の支援に関する文献検討
 ۑ㜿ಖ ┿⏤⨾
   ⚄ዉᕝ┴❧ಖ⚟♴Ꮫಖ⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉

Ｐ15-4 精神科病院のない離島における精神科訪問看護師による在宅医療推進のための
医療・保健・福祉施設との支援体制作りと連携
 ஂۑᯇ ⨾బᏊ ࠊᒣୗ ள▮Ꮚ ࠊⲨ ⏕ ࠊᮎỌ ┿⏤⨾ 
    㮵ඣᓥᏛ་Ꮫ㒊ಖᏛ⛉ࠊ ி㒔ග⳹ዪᏊᏛᗣ⛉Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ
    ➲㈏ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥឡࡢ⾤

第 16 群

精神保健福祉

Ｐ16-1 地域で生活する統合失調症患者の Resilience 概念に基づく自己を支える資源
ۑ୰ᮧ ༤ᩥ ࠊΏ㎶ ᑦᏊ 
    Ⲉᇛ┴❧་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᮾ㑥Ꮫᗣ⛉Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉

Ｐ16-2 過疎地域における精神障害者の課題と支援に関する文献検討
 ۑఀᮾ ኴ㑻
   ᮐᖠᕷ❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊

Ｐ16-3 看護における「孤独感」に関する文献検討
ۑ୰ ⌮㈡ࠊ∦ᒸ ୕ె
   ୕㔜ᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉┳ㆤᏛᑓᨷ

第 17 群

訪問看護

Ｐ17-1 訪問看護で認知行動療法の技法とシートを用いて協同的取り組んだ一事例
 ۑᐩᶔ ๛Ύ ࠊᒾᮏ ⨾ᬕࠊ୰㔝 ┾ᶞᏊ 
    ➗ࡴ➗ࡴゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ ᑵປ⛣⾜ᨭᴗᡤ 'UHDP8Sࠊ

Ｐ17-2 単独での精神科訪問看護に伴う感情体験の消化に慣れるプロセスに関する研究
 ۑ᳃ ┿႐Ꮚ ࠊ᳃⏣ ∾Ꮚ ࠊᏳಖ ᐶ᫂ ࠊᔱὠ ከᜨᏊ 
    ᅜ❧┳ㆤᏛᰯ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᇸ⋢┴❧Ꮫಖ་⒪⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ


ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉

Ｐ17-3 入退院を繰り返す統合失調症患者への訪問看護師による再発兆候の見極めから
地域生活を継続していくための支援
 ۑ㏕ ຍዉࠊྜྷᕝ 㝯༤ࠊⴗ㔝 ኟᏊ
   ᮾᾏᏛᏛ㝔ᗣ⛉Ꮫ◊✲⛉┳ㆤᏛᑓᨷ

Ｐ17-4 精神科看護師が精神科病棟看護から精神科訪問看護に軸足を移すプロセスに関する
研究
 ۑ᳃⏣ ∾Ꮚ ࠊ᳃ ┿႐Ꮚ ࠊᏳಖ ᐶ᫂ ࠊᔱὠ ከᜨᏊ 
    ᇸ⋢┴❧Ꮫಖ་⒪⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᅜ❧┳ㆤᏛᰯ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ


ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉
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Ｐ17-5 精神科訪問看護に従事する専門職者が実施する暴力予防策の変化 2020 年度調査と
2012 年度調査の比較
⸨ۑᮏ ᾈ୍ ࠊࢢࣛࢼ࣮ ᬛᜨᏊ ࠊྥ⏿ Ẏ ࠊᶫᮏ ᚿ 
    රᗜ་⒪Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ ⚄ᡞᏛᏛ㝔ಖᏛ◊✲⛉┳ㆤᏛ㡿ᇦࠊ


⚄ᡞᏛᏛ㝔ಖᏛ◊✲⛉ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫ㡿ᇦ

第 18 群

リカバリー

Ｐ18-1 精神障碍者のリカバリーに関する論文における評価指標についての文献的検討
ۑ㕥ᮌ 㱟⏕ࠊᏳಖ ᐶ᫂
   ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉

Ｐ18-2 精神科病棟入院中の患者へのリカバリー志向プログラム「IPPO」の実践と評価
  ۑ㯮㧥 ᜨ ࠊすཎ ⋹ ࠊἙ㔝 ࡉࡘࡁ ࠊụ⏣ 㟼Ꮚ ࠊᯇᑿ ┿⿱Ꮚ ࠊ
   ྜྷ⏣ ဴஓ ࠊཎ⏣ ᗣᖹ 
    ⚟ᒸᏛ་Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ⚟ᒸᏛ㝔

Ｐ18-3 Wellness Recovery Action Plan クラス参加者におけるリカバリーのための工夫
▮ۑᒣ ኊ ࠊ⸨⏣ ⱱ ࠊⓗሙ ᆂ ࠊᮧᑿ ┾ 
    㛵す་⛉Ꮫ┳ㆤᏛ㒊࣭┳ㆤᏛ◊✲⛉ࠊ ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡾࡍࡓ࣮ࠊ
    㛵す་⛉Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ 5HDI ࡃࡿࡵ

Ｐ18-4 統合失調症者のリカバリーと自己概念、自尊感情の関係
ۑᑿᙧ భ㤶 ࠊⳢ㇂ ᬛ୍ ࠊ᳃ ༓㭯 
    ⟃ἼᏛᏛ㝔ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉┳ㆤᏛᑓᨷࠊ ⟃ἼᏛ་Ꮫ་⒪⣔ࠊ ᮾி་⒪Ꮫ㝔Ꮫ

Ｐ18-5 精神科領域における Personal Medicine に関する文献検討
ۑす⏣ ♸⣖ࠊ∦ᒸ ୕ె
   ୕㔜ᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉

第 19 群

当事者・ピア

Ｐ19-1 精神科病院に長期入院する患者へ地域移行支援を行うピアサポーターの
支援についての認識
 ۑ㔝⃝ ⏤⨾ࠊΎỈ ᬛࠊ୕⃝ ࡳࡢࡾ
   ᒣ┴❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊

Ｐ19-2 トラウマにより生きにくさを抱えている方を支援するピアサポーターの体験
 ۑຍ⸨ 㝯Ꮚ ࠊΏ㎶ ᑦᏊ ࠊΏ㎶ ⣧୍ ࠊ㰻⸨ ┤⨾ 
    ༓ⴥ┴❧ಖ་⒪Ꮫᗣ⛉Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᮾ㑥Ꮫᗣ⛉Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ


බ┈㈈ᅋἲேஅ㢌㝔ࠊ ་⒪ἲே♫ᅋ⩫ᡂቑཌ⏕㝔

Ｐ19-3 日本における特定の精神障がいに限定していないセルフヘルプグループの活動分布の
実態
 ۑ㛗ᒣ ㇏ࠊ୰ ᑑ㞝
   㔠ἑ་⛉Ꮫ┳ㆤᏛ㒊

第 20 群

身体合併症

Ｐ20-1 がんを合併した統合失調症患者の看取りの変化要因
Ⲩۑ ⏕ ࠊஂᯇ ⨾బᏊ 
    ி㒔ග⳹ዪᏊᏛᗣ⛉Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ 㮵ඣᓥᏛ་Ꮫ㒊ಖᏛ⛉

Ｐ20-2 看護師職能団体論文における身体合併症看護についての文献レビュー
   ۑᮌᮧ ᛭ࠊᵽཱྀ ᪥ฟᏊ
   බ❧Ꮫἲேᒾᡭ┴❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊



― 31 ―

第31回学術集会・総会

Ｐ20-3 病棟助産師が早期発見しうる産褥精神病の特徴 ―文献的検討
   ۑᮌᮧ ᾴᏊ
   ᮾᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉་⛉Ꮫᑓᨷ⢭⚄⚄⤒Ꮫศ㔝༤ኈㄢ⛬

Ｐ20-4 身体疾患を抱えて生きる患者の精神的ケアを構築するためのライフストーリー法に
焦点を当てた文献レビュー
 ۑỤ ♸ ࠊబ⸨ ㍜ ࠊᏳಖ ᐶ᫂ 
   ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪ᏛᏛ㝔ಖ་⒪Ꮫ◊✲⛉ࠊ ᒣᙧ┴❧୰ኸ㝔ࠊ


♫་⒪ἲேᮏᯇᒣᙧࡉࡃࡽ⏫㝔

Ｐ20-5 1 型糖尿病患者の緊急事態宣言における感情の変化に関する研究
〜マイクロブログによるテキストマイニング分析〜
  ۑ㝡ᒣ ඞὒ ࠊ∦ᒣ Ꮚ 
    •༡་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ •༡་⒪ᏛᏛ㝔ಖ་⒪Ꮫ◊✲⛉࣭
   ಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉

第 21 群

看護教育・看護学生

Ｐ21-1 実習指導者との協同による“臨地にいるような”学内版看護学実習への取り組み
 ۑᖹୖ ஂ⨾Ꮚࠊ⃝⏣ ⏤⨾ࠊᒣᒸ ඵ༓௦
   ጲ㊰⋊ᩍᏛ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉

Ｐ21-2 精神看護学実習の受け持ち患者が看護学生への支援者役割を遂行するプロセス
 ۑኵ ༤⨾
   㜰ಙឡᏛ㝔▷ᮇᏛ

Ｐ21-3 看護学生の社会人基礎力に影響を与える看護教育の関わりの実際についての文献検討
ۑ༓ ⱥᶞ ࠊୖᮏ ᏕᏊ 


ᮾி་⒪ಖᏛḷᒣ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ḷᒣ┴❧་⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔

Ｐ21-4 看護学生を対象とした脳活動の調査手法の検討 ―被災者の脳に与える災害の
長期的影響に関する研究の予備調査―
   ۑᮌᮧ ᾴᖹ ࠊ⥴᪉ ᾈᚿ ࠊୖ⏣ ᬛஅ ࠊቑ⁹ ㄔ ࠊ᳃ 㞝ኴ 
    ᪥ᮏ㉥༑Ꮠᕞᅜ㝿┳ㆤᏛ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᕞ┳ㆤ⚟♴Ꮫ┳ㆤ⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ
    ⚟ᒸ┴❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᖇிᏛ⚟ᒸ་⒪ᢏ⾡Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉

Ｐ21-5 リフレクティング面接の実践者を育成する教育プログラム参加者の体験
  ۑᕝ ㈗Ꮚ ࠊᏳಖ ᐶ᫂ ࠊ⏣ᮧ 㐩ᘺ ࠊ࿃ጔ 㝧Ꮚ ࠊ୕⃝ ᩥ⣖ 
    ⚟ᓥ┴❧་⛉Ꮫ┳ㆤᏛ㒊ࠊ ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ
    ⚟ᓥ┴❧་⛉Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮

Ｐ21-6 看護学生を対象とした自律神経系活性の調査方法の検討
―被災者の自律神経系活性に与える災害の長期的影響に関する研究の予備調査―
 ⥴ۑ᪉ ᾈᚿ ࠊᮌᮧ ᾴᖹ ࠊୖ⏣ ᬛஅ ࠊቑ⁹ ㄔ ࠊ᳃ 㞝ኴ 
    ᕞ┳ㆤ⚟♴Ꮫ┳ㆤ⚟♴Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᪥ᮏ㉥༑Ꮠᕞᅜ㝿┳ㆤᏛ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ

⚟ᒸ┴❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᖇிᏛ་⒪ᢏ⾡Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉
第 22 群

看護職員のメンタルヘルス

Ｐ22-1 精神看護専門看護師が精神科病院で果たす役割についての文献検討
ۑ༓ⴥ ♸⣖ ࠊబ⸨ ㍜ ࠊᏳಖ ᐶ᫂ 
   ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ◊✲⛉ಖ་⒪Ꮫᑓᨷࠊ
    ♫་⒪ἲேᮏᯇᒣᙧࡉࡃࡽ⏫㝔ࠊ


ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᐑᇛ┴❧⢭⚄་⒪ࢭࣥࢱ࣮
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Ｐ22-2 「精神科看護師の患者に対する感情と感情調整能力の関連」
 ۑᕤ⸨ ࠶ࡎࡉ ࠊⳢ㇂ ᬛ୍ ࠊ᳃ ༓㭯 
    ⟃ἼᏛᏛ㝔ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⩌┳ㆤ⛉ᏛᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ
    ⟃ἼᏛ་Ꮫ་⒪⣔ࠊ ᮾி་⒪Ꮫ㝔Ꮫ

Ｐ22-3 患者と信頼関係を築く精神科看護師の関わりに関する文献検討
ⶶۑᮏ ⥤ ࠊ㛗ᑿ ࡳࡺࡁ ࠊΏ㑓 ஂ⨾ 
    㤶ᕝᏛ་Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ඖ㤶ᕝᏛ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔┳ㆤ㒊

Ｐ22-4 精神科看護師の倫理的行動に関連する国内外の研究の動向
⇃ۑᓮ 㟹Ꮚ ࠊ᱒ᒣ ၨ୍㑻 ࠊ∦ᒸ ୕ె 
    ୕㔜ᏛᏛ㝔་Ꮫ◊✲⛉┳ㆤᏛᑓᨷࠊ ᮅ᪥Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉

Ｐ22-5 開放病棟における認知症患者を受け入れる看護師の思い
ۑᯇᑿ ⥤ࠊᡞ 㔛ᜨ
   ་⒪ἲே♫ᅋኳ⣖ࡇࡇࢁࡢ࣍ࢫࣆࢱࣝ⏫⏣

Ｐ22-6 精神科病棟の看護師による患者理解のためのかかわりについて
 ⨾⤮ ⏣▼ۑᏊ
   රᗜ་⒪Ꮫ┳ㆤᏛ㒊⢭⚄┳ㆤᏛ
第 23 群

ワークエンゲイジメント

Ｐ23-1 看護職者のワークエンゲイジメントと看護師長のリーダーシップとの関係
  ۑ㧗㇂ ᪂ ࠊᏳಖ ᐶ᫂ ࠊబ⸨ ㍜ ࠊ᪂ᐑ ὒஅ 


ᒣᙧ┴❧ಖ་⒪Ꮫಖ་⒪Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ♫་⒪ἲேᮏᯇᒣᙧࡉࡃࡽ⏫㝔ࠊ



࠸ࡕࡲࡿゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ 

Ｐ23-2 精神科看護師の職務継続意思評価尺度の開発における予備調査
―職務満足とバーンアウト傾向との関連―
  ۑᒣཱྀ ᜤᖹ ࠊୖ⏣ ᬛஅ ࠊୗᲄࠊ୕ ࠊᮌᮧ ᾴᖹ ࠊᆏᮏ ㈗Ꮚ ࠊ⥴᪉ ᾈᚿ ࠊ
   ᳃ 㞝ኴ 
    ᖇிᏛ⚟ᒸ་⒪ᢏ⾡Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ ᕞ┳ㆤ⚟♴Ꮫࠊ ᪥ᮏ㉥༑Ꮠᕞᅜ㝿┳ㆤᏛ

第 24 群

様々なアプローチ

Ｐ24-1 アルコール依存症患者に対応する看護師の援助要請態度と関連要因の検討
ۑᐑᮏ ⩧ᖹࠊᚋ⸨ ᡂே
   ศ┴❧┳ㆤ⛉ᏛᏛ┳ㆤᏛ㒊┳ㆤᏛ⛉⢭⚄┳ㆤᏛ◊✲ᐊ

Ｐ24-2 刑事精神鑑定に関与する看護師のゆらぎと対処
  ۑඤ⋢ ၿ᫂ ࠊᡞ⏣ ⏤⨾Ꮚ ࠊᒣ⏣ ᾈ㞞 
    ឡ▱┴❧ᏛᏛ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࠊ ឡ▱┴❧Ꮫ┳ㆤᏛ㒊

Ｐ24-3 介護福祉職員における「健康いきいき職場」の構造モデル
―施設介護職員・訪問介護職員別の多母集団同時分析―
  ⃰⨾ۑ㝧
   ⚽᫂Ꮫ┳ㆤᏛ㒊⢭⚄┳ㆤᏛ

Ｐ24-4 A 県における措置入院患者への退院後支援に関する課題
ۑᕝᮧ 㐨Ꮚࠊᮌῧ ⱱᏊ
   ᐑᓮ┴❧┳ㆤᏛ

Ｐ24-5 ベンゾジアゼピン系睡眠薬服用中の認知症患者に対する看護実践の明確化
ۑᒾᮏ ♸୍ ࠊ⸨㔝 ᡂ⨾ ࠊྂ㔝 ㈗⮧ ࠊ⸨ᮏ ⿱ ࠊ⬥ᓮ ⿱Ꮚ ࠊ
㙊⏣ ࡺࡁ ࠊᮧ⏣ ឡ 
    ศᏛ་Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ బ㈡Ꮫ་Ꮫ㒊┳ㆤᏛ⛉ࠊ బ㈡ᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ࠊ


᪥ᮏ㉥༑Ꮠᕞᅜ㝿┳ㆤᏛࠊ ⣧┿ᏛᅬᏛ┳ㆤᏛ⛉
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