
第１日目プログラム　10 月 11 日（木）　第１会場（首里の間）

シンポジウム 1　　「 災害被災地への長期支援～その意義と課題」
10：00 ～ 11：40
座　長：渡　　路子（厚生労働省委託事業　DPAT事務局）�
　　　　長谷川朝穂（社会医療法人公徳会　若宮病院）

S1-1 水害の中長期復興 
 関東東北豪雨から 3 年経過した常総市でおきていること������������ 36

高橋　　晶（�筑波大学　医学医療系　災害・地域精神医学／茨城県立こころの医療センター）

S1-2 �被災地長期メンタルヘルス支援の意義と課題、岩手県沿岸部大槌町における 
アウトリーチ型支援の取組み ��������������������������� 37

山中　浩嗣（�千葉県精神科医療センター／認定NPO法人　心の架け橋いわて）

S1-3 被災地での中長期的な心のケア 
 ～阪神淡路大震災とその後の国際協力の経験より ��������������� 38

田中英三郎（�兵庫県こころのケアセンター）

ランチョンセミナー 1　　
12：00 ～ 13：00

「アセナピンの当院での処方経験とポジショニング
～早期退院と地域移行・地域包括ケアに有効か？～」 �������� 76

座　長：杉山　直也（公益財団法人　復康会　沼津中央病院）
演　者：藤田　　潔（�医療法人静心会　桶狭間病院藤田こころケアセンター）
共　催：Meiji�Seika�ファルマ株式会社

特別講演　　
14：00 ～ 15：15

「精神科救急をめぐる歴史を回顧し、今後を展望する。」 ������� 32

座　長：小渡　　敬（医療法人社団志誠会　平和病院）
演　者：計見　一雄（社会医療法人公徳会　佐藤病院）
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シンポジウム 2　　「医療的ケアとしての措置入院」
15：30 ～ 17：00
座　長：藤井　千代（国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所）�
　　　　杉山　直也（公益財団法人　復康会　沼津中央病院）

S2-1 措置入院者の退院後支援 
 ―多職種アプローチと共同意思決定― ���������������������� 40

藤井　千代（�国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所）

S2-2 措置入院者の退院後支援の新たな取組み 
 ～医療的ケアの中で期待される行政の役割～ ������������������ 41

金田一正史（�千葉県習志野健康福祉センター（習志野保健所））

S2-3 措置入院における医療的ケアをどのように考えるか 
 措置入院研究班からの見解について ����������������������� 42

瀬戸　秀文（�長崎県病院企業団　長崎県精神医療センター）

S2-4 措置入院者の臨床特徴 
 ～レジストリによる解析と必要な配慮について～ ��������������� 43

杉山　直也（�公益財団法人　復康会　沼津中央病院）
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第１日目プログラム　10 月 11 日（木）　第２会場（守礼の間 A）

一般演題１　　「認知症・知的障害」
10：00 ～ 10：50
座長：涌波　淳子（�医療法人アガペ会　北中城若松病院）

1-1 認知症合併癌患者の緩和ケアにおける精神救急対応 �������������� 88

渡邉　睦弥（�竹田綜合病院　精神科・緩和ケア科）

1-2 高齢化が進む地域における急性期治療病棟の役割について ���������� 89

冬木　利明（�秋津鴻池病院）

1-3 精神科急性期治療病棟に入院した認知症入院患者における ICF の臨床的応用 
 - アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症の比較 - ����������� 90

杉本　優輝（�石川県立高松病院　作業療法科）

1-4 脳血管性認知症に対する拘束回避に向けた取り組み 
  ーカンフォータブル・ケアによる関わりー ������������������� 91

穴田まりか（�医療法人社団　五風会　さっぽろ香雪病院）

1-5 精神科急性期病院で入院を要した認知症患者の後方視的検討 ��������� 92

松山　詩菜（�市立釧路総合病院精神神経科）

1-6 緊急性があると判断された知的障害を有する事例のデイケアでの取り組み � 93

古賀　　緑（�公益社団法人　生駒会　松戸診療所）

一般演題４　　「精神科救急システム」
10：50 ～ 11：40
座長：平安　　明（�医療法人へいあん　平安病院）

4-1 千葉県精神科時間外調査（平成 29 年予備調査） ����������������� 106

河岸　嶺将（�千葉県精神科医療センター）

4-2 精神科救急医療における患者移送に関する研究 
 ―東京都における民間救急の実態調査 第１報― ���������������� 107

石川　純子（�東京慈恵会医科大学）

4-3 精神科救急医療体制整備事業の実態把握 
 －後方視調査による経年動向の検討－ ���������������������� 108

塩澤　拓亮（�国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所　地域・司法精神医療研究部、
首都大学東京大学院人間健康科学研究科）

4-4 当院における過去 10 年間の措置入院患者の診断変遷 ������������� 109

面川　　育（�神奈川県立精神医療センター）
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4-5 埼玉県精神科救急情報センターにおける頻回相談事例への介入について �� 110

平賀　菜摘（�埼玉県立精神保健福祉センター）

4-6 休日夜間における電話相談頻回利用者への働きかけ �������������� 111

澤野　文彦（�公益財団法人復康会　沼津中央病院）

ランチョンセミナー２　　
12：00 ～ 13：00

「地域の精神科救急の現場から統合失調症の急性期治療を再考する」 
 ������������������������������������������� 77

座　長：平良　直樹（医療法人天仁会　天久台病院）
演　者：兼行　浩史（�山口県立こころの医療センター）
共　催：大塚製薬株式会社

シンポジウム 3　　「地域包括ケアを含む第７次医療計画と精神科救急」
15：30 ～ 17：30
座　長：澤　　　温（社会医療法人　北斗会　さわ病院）�
　　　　新垣　　元（医療法人　卯の会　新垣病院）

S3-1 地域包括ケアを含む第７次医療計画と精神科救急 
 ～コーディネーターから～ ����������������������������� 46

澤　　　温（�社会医療法人　北斗会　さわ病院）

S3-2 第７次医療計画と精神科救急　 
 ～高知県の例～ ����������������������������������� 47

須藤　康彦（�医療法人須藤会　土佐病院）

S3-3 地域包括ケアを含む第７次医療計画と精神科救急 
 ～精神科プレ・ホスピタルケアから考える～ ������������������ 48

塚本　哲司（�埼玉県立精神保健福祉センター）

S3-4 地域包括ケアを含む第７次医療計画と精神科救急 ��������������� 49

新垣　　元（�医療法人　卯の会　新垣病院）
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第１日目プログラム　10 月 11 日（木）　第３会場（守礼の間 B）

一般演題２　　「うつ病・自殺関連」
10：00 ～ 10：50
座長：仲本　晴男（�医療法人社団輔仁会　田崎病院）

2-1 宮崎県小林保健所圏域の自殺未遂者支援に関する予備的研究 ��������� 94

三好　良英（�宮崎大学医学部臨床神経科学講座精神医学分野）

2-2 当救命センターにおける自殺未遂患者への対策の現状 ������������� 95

五明佐也香（�獨協医科大学埼玉医療センター救急医療科、こころの診療科）

2-3 自殺念慮を有する患者のうち自殺企図に至る臨床的特徴 
 ～レジストリを活用した精神科救急入院料病棟入院例の分析～ ������� 96

宮崎　秀仁（�復康会　沼津中央病院、横浜市立大学精神医学教室）

2-4 当院における自殺リスクアセスメント向上への取り組み ����������� 97

河野　千秋（�社会医療法人あさかホスピタル）

2-5 救急病棟における自殺リスクアセスメント ������������������� 98

手塚　裕之（�社会医療法人あさかホスピタル）

2-6 ヘリウムガスによる自殺企図症例のついての検討 ��������������� 99

伊藤　滋朗（�日本医科大学武蔵小杉病院精神科）

一般演題５　　「非自発入院・行動制限等」
10：50 ～ 11：40
座長：大田　裕一（�医療法人へいあん　平安病院）

5-1 救急病棟での隔離・拘束 ( 行動制限 ) 期間短縮への取り組み  
 ～独自の評価ツールを用いて～ �������������������������� 112

吉田　雅也（�医療法人社団新新会　多摩あおば病院）

5-2 患者状態評価シートを用いた行動制限（隔離）最小化の取り組み［第一報］ � 113

富田　　元（�藤田保健衛生大学　医療科学部　看護学科）

5-3 京都府立洛南病院救急病棟における行動制限の現状と今後の課題について � 114

髙橋加奈子（�京都府立洛南病院）

5-4 行動制限最小化のための院内研修の試み ��������������������� 115

河上　真人（�医療法人優なぎ会　雁の巣病院、独立行政法人国立病院機構　花巻病院）

5-5 精神科救急病棟への非自発的入院に至った患者における 再入院までの期間と 
 患者因子間での差異についての考察 ����������������������� 116

長尾　幸俊（�湊川病院）
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5-6 精神科救急病棟増設の当院における意義 ��������������������� 117

冨田理紗子（�静和会　浅井病院）

ランチョンセミナー３　　
12：00 ～ 13：00

「治療抵抗性統合失調症の病態と治療」 ����������������� 78

座　長：福治　康秀（�独立行政法人　国立病院機構　琉球病院）
演　者：伊豫　雅臣（�千葉大学大学院医学研究院　精神医学）
共　催：大日本住友製薬株式会社

一般演題７　　「災害支援」
15：30 ～ 16：20
座長：深見　悟郎（�千葉県精神科医療センター）

7-1 平成 29 年度大規模災害医療活動訓練における精神科病院受入訓練  
 - 災害拠点精神科病院機能の運用と課題 - ��������������������� 124

石田　正人（�神奈川県立精神医療センター）

7-2 島根県における災害派遣精神医療チームの整備状況と課題 ���������� 125

高尾　　碧（�島根県立こころの医療センター）

7-3 災害拠点精神科病院を想定した多数患者受入訓練の成果と課題 ������� 126

知花　浩也（�国立病院機構　琉球病院）

7-4 精神科病院における災害拠点病院機能の検討 ������������������ 127

小見めぐみ（�DPAT事務局）

一般演題９　　「急性期治療・薬物療法２」
16：20 ～ 17：10
座長：髙橋　正明（�医療法人晴明会　糸満晴明病院）

9-1 向精神薬の多剤投与制限開始前後における、 
 薬物過量内服症例の特徴の変化 �������������������������� 134

日野　耕介（�横浜市立大学附属市民総合医療センター　精神医療センター）

9-2 アリピプラゾールあるいはリスペリドンで治療開始された重症初回エピソード 
 統合失調症患者における急性アカシジアの発症率および予測因子 ������ 135

塚原　　優（�地方独立行政法人　岡山県精神科医療センター）

9-3 Asenapine へのスイッチングによる有用性 ������������������� 136

沖野　和麿（�昭和大学横浜市北部病院メンタルケアセンター）
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9-4 当院における持効性注射薬投与時の痛みについての研究 ����������� 137

坪井　宗二（�医療法人静心会　桶狭間病院藤田こころケアセンター）

9-5 力動精神医学的チーム医療における薬物療法、クロザピン使用の特徴 ���� 138

吉島　秀和（�のぞえ総合心療病院）
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第１日目プログラム　10 月 11 日（木）　第４会場（広福の間）

一般演題３　　「医療連携」
10：00 ～ 10：50
座長：譜久原　弘（�医療法人陽和会　南山病院）

3-1 身体的救急から精神科救急への引き継ぎ　病病診連携の実情報告　 
 病態、家族の協力、病院機能について考察する ����������������� 100

田丸　恒実（�社会医療法人城西医療財団　城西病院　精神科）

3-2 当院における再入院とアウトリーチの関係 ������������������� 101

中島　　淳（�医療法人社団成仁　成仁病院）

3-3 精神科医不在の救命救急センターと単科精神科病院との連携 ��������� 102

薬師寺泰匡（�岸和田徳洲会病院　救命救急センター）

3-4 精神科救急入院料病棟および急性期治療病棟退院患者の再入院に関連する因子 
 の検討 
 ー急性期ケアマネジメントの評価項目を中心に ����������������� 103

柳澤　雄太（�国立国際医療研究センター国府台病院精神科）

3-5 スーパー救急病棟入院患者における基準内の自宅退院と関連する因子について 
 の検討 ����������������������������������������� 104

徳増　卓宏（�昭和大学横浜市北部病院）

3-6 精神科救急病棟における入院長期化に影響を及ぼす因子　 
 － BADO（患者基本記録）を用いた分析 ���������������������� 105

森脇　久視（�神奈川県立精神医療センター）

一般演題６　　「急性期治療・薬物療法１」
10：50 ～ 11：40
座長：福治　康秀（�独立行政法人　国立病院機構　琉球病院）

6-1 精神科救急における blonanserin の有効性および安全性の検討�������� 118

森川　文淑（�医療法人社団　旭川圭泉会病院）

6-2 精神科救急病棟におけるパリペリドンの有用性の検討 ������������� 119

入來　晃久（�大阪精神医療センター）

6-3 精神科患者の服薬アドヒアランスに影響する支援の調査  
 - 入院時から退院後 3 カ月の調査 - ������������������������� 120

中西　清晃（�石川県立高松病院）

6-4 スーパー救急病棟における持効性注射剤導入患者の予後調査 ��������� 121

岡本　知子（�昭和大学附属烏山病院、昭和大学医学部精神医学講座）
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6-5 入院中の統合失調症患者における精神科救急病棟と精神科一般病棟の 
 処方比較 ��������������������������������������� 122

宇野　準二（�桶狭間病院藤田こころケアセンター）

6-6 パリペリドン徐放錠（インヴェガ ® 錠）の特定使用成績調査における重度症例に 
 対する早期の改善 ���������������������������������� 123

若松　昭秀（�ヤンセンファーマ株式会社　メディカルアフェアーズ本部）

ランチョンセミナー４　　
12：00 ～ 13：00

「こども子育てサポートセンターを中心とした小児科、産婦人科、精
神科の連携ー切れ目のない自殺対策、メンタルケアサポートをめざ
してー」 �������������������������������������� 79

座　長：小渡　　敬（�医療法人社団志誠会　平和病院）
演　者：内村　直尚（�久留米大学医学部　神経精神医学講座）
共　催：吉富薬品株式会社

一般演題８　　「心理教育・リハビリテーション」
15：30 ～ 16：20
座長：安里　尚彦（�首里ハートクリニック）

8-1 精神科救急病棟における統合失調症患者に対する 
 心理教育の試みとその効果 ����������������������������� 128

中西　健太（�千葉県精神科医療センター）

8-2 統合失調症の入院患者の家族への支援　 
 ～家族向けの資料を作成して～ �������������������������� 129

西原　阿子（�地方独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪精神医療センター）

8-3 統合失調症患者への集団心理教育を支える看護師と患者の個別面談 
 - 退院支援に向けた看護師の認識と行動の質的分析 - �������������� 130

浜口　隼輔（�公益財団法人浅香山病院）

8-4 精神科救急病棟における治療プログラムのあり方 
 ～精神科作業療法での目標共有から考える～ ������������������ 131

三浦　祐司（�社会医療法人あさかホスピタル）

8-5 境界性人格障害を抱えた患者に対する退院支援の考察 
 ～支援の手を切らさないための関係機関との連携～ �������������� 132

新里敬太郎（�医療法人へいあん平安病院）

8-6 精神科救急医療における作業療法の活用法 
 －「OT 活用ガイド」の紹介を通して－ ���������������������� 133

宇田　英幸（�埼玉県立精神医療センター）
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一般演題 10　　「急性期治療・その他」
16：20 ～ 17：10
座長：仲本　　譲（�医療法人フェニックス　博愛病院）

10-1 都立松沢病院におけるいわゆる精神科三次救急医療（緊急措置入院）の実態と 
 変化 ������������������������������������������ 139

江越　正敏（�東京都立松沢病院）

10-2 松山記念病院・精神科救急病棟における診療 ������������������ 140

小川俊一郎（�一般財団法人創精会　松山記念病院）

10-3 慢性期患者との比較からみた急性期統合失調症患者の認知機能障害 ����� 141

利根川義昭（�医療法人社団志誠会　平和病院）

10-4 精神科における静脈血栓塞栓症予防のための身体拘束チェックシート作成の 
 実際 
 ―VTE 予防対策チームによる静脈血栓塞栓症予防への取り組み― ������ 142

柘植　雅俊（�栃木県立岡本台病院）

10-5 千葉大学精神神経科におけるメンテナンス ECT の導入状況と転帰についての 
 検討 ������������������������������������������ 143

小松　英樹（�千葉大学医学部附属病院　精神神経科）

10-6 虐待を受けた子どもに対する枠の重要性 
 ～責任レベル 1.5 ～ ��������������������������������� 144

小林　千秋（�久留米厚生病院）
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第２日目プログラム　10 月 12 日（金）　第１会場（首里の間）

シンポジウム 4　　「 精神科救急における、長期予後を考慮した統合失調症薬
物療法」

10：00 ～ 11：30
座　長：伊豫　雅臣（千葉大学大学院医学研究院精神医学）

S4-1 統合失調症の長期予後とドパミン過感受性精神病 ��������������� 52

伊豫　雅臣（�千葉大学大学院医学研究院精神医学）

S4-2 日本精神科救急学会における精神病症状への薬物療法ガイドライン ����� 53

八田耕太郎（�順天堂大学医学部附属練馬病院　メンタルクリニック）

S4-3  ドパミン過感受性精神病を念頭にいれた難治性・難治化統合失調症患者への 
薬物療法の考察 ����������������������������������� 54

金原　信久（�千葉大学社会精神保健教育研究センター）

S4-4 地域連携におけるドパミン過感受性精神病 (DSP) の治療 ������������ 55

西本　雅彦（�医療法人社団　青木末次郎記念会　相州病院）

ランチョンセミナー５　　
12：00 ～ 13：00

「統合失調症の救急・急性期入院治療における薬剤選択」 ����� 80

座　長：川畑　俊貴（�京都府立洛南病院）
演　者：村上　　忠（�医療法人赤城会　三枚橋病院）
共　催：ヤンセンファーマ株式会社

シンポジウム 5　　「認知症における精神科救急の現状と課題」
13：15 ～ 14：45
座　長：平安　良雄（医療法人へいあん　平安病院）�
　　　　深尾　晃三（社会医療法人　北斗会　ほくとクリニック病院）

S5-1 �認知症の方の BPSD に対する精神科救急の意義 
―入院か否か、本人の尊厳を取り戻す好機（最後の砦）としての精神科救急― 
―精神科医の役割：超高齢社会に相応しいソーシャル・キャピタル再構築への
担い手として― ����������������������������������� 58

深尾　晃三（�社会医療法人　ほくとクリニック病院　認知症疾患医療センター）

S5-2 精神科救急における認知症の入院治療の課題と方向性 
 ～患者レジストリを用いた分析～ ������������������������� 59

長谷川　花（�公益財団法人　復康会　沼津中央病院）
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S5-3 市民総合医療センターにおける高齢入院患者の動向　 
 ～院内全体と精神科救急症例の比較から～ ������������������� 60

野本　宗孝（�横浜市立大学附属市民総合医療センター精神医療センター）

シンポジウム 6　　「 非自発入院と精神科救急入院料病棟 
～ 2016 年提言の実現に向けて」

15：40 ～ 17：40
座　長：平田　豊明（千葉県精神科医療センター）�
　　　　平良　直樹（医療法人天仁会　天久台病院）

S6-1 救急治療病棟における非自発入院の運用実績 ������������������ 62

藤田　　潔（�医療法人静心会　桶狭間病院藤田こころケアセンター）

S6-2 岡山県精神科医療センターにおける精神科救急急性期入院治療の現状と課題 
  ��������������������������������������������� 63

来住　由樹（�地方独立行政法人岡山県精神科医療センター）

S6-3 当院における精神科救急治療病棟の現状と沖縄県の問題 ����������� 64

平良　直樹（�医療法人天仁会　天久台病院）
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第２日目プログラム　10 月 12 日（金）　第２会場（守礼の間 A）

緊急企画　　
9：00 ～ 9：50

「西日本豪雨災害に関する報告会」 �������������������� 84

座　長：深見　悟郎（�千葉県精神科医療センター）
　　　　来住　由樹（�岡山県精神科医療センター）
演　者：渡　　路子（厚生労働省委託事業DPAT事務局）
　　　　髙畑　紳一（県立広島病院　精神神経科）
　　　　来住　由樹（�岡山県精神科医療センター（岡山県災害時精神科医療中核病院））

一般演題 11　　「身体合併症・精神症状」
10：00 ～ 10：50
座長：喜瀬　貴則（�沖縄県立精和病院）

11-1 維持血液透析を拒否し救急対応を要した 2 例 ������������������ 145

筒井　　幸（�秋田大学附属病院精神科）

11-2 精神科単科病院での措置入院中に出産に至った器質性精神障害 1 例 ����� 146

梶塚　正誠（�地方独立行政法人　静岡県立病院機構　静岡県立こころの医療センター）

11-3 異常脳波所見を見落とし、昏迷と誤診していたインフルエンザ脳症の成人例： 
 症例報告 ��������������������������������������� 147

坂田　晴耶（�豊川市民病院臨床研修センター）

11-4 精神科に入院となった急性薬物中毒患者における、入院後身体合併症の頻度の 
 検討 ������������������������������������������ 148

櫻井　聖大（�国立病院機構熊本医療センター）

11-5 国府台病院の精神科救急・急性期病棟における身体合併症について ����� 149

草西　　俊（�国立国際医療研究センター国府台病院精神科）

11-6 精神症状を呈した甲状腺クリーゼの一例 ��������������������� 150

奥田　明子（�桶狭間病院藤田こころケアセンター）

一般演題 14　　「精神科看護１」
10：50 ～ 11：40
座長：大田　裕一（�医療法人へいあん　平安病院）

14-1 精神科救急病棟における看護師の性格傾向と陰性感情との関連 
 ～ TEG（東大式エゴグラム）Ⅱを用いて～ �������������������� 162

高村　和宏（�医療法人水の木会下関病院）
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14-2 精神科病棟での m-ECT 実施における看護師の役割 ��������������� 163

比嘉　　龍（�医療法人�天仁会�天久台病院）

14-3 精神科病棟における新人看護師の心電図知識に関する効果的な教育方法の 
 検討 ������������������������������������������ 164

木村　公祐（�千葉県精神科医療センター）

14-4 精神科救急病院でローテーション異動を行った中堅看護師の学び ������ 165

宗像　正樹（�医療法人財団光明会　明石こころのホスピタル）

14-5 精神科急性期病棟における精神看護実習の意味 
 －スタッフナースのインタビューから－ ��������������������� 166

知念　宏和（�独立行政法人国立病院機構琉球病院）

ランチョンセミナー６　　
12：00 ～ 13：00

「クロザピン専門病棟での治療と地域連携「沖縄モデル」への取り組み
  - 琉球病院での 242 例の経験から -」 �������������������� 81

座　長：伊豫　雅臣（千葉大学大学院医学研究院　精神医学）
演　者：木田　直也（独立行政法人　国立病院機構　琉球病院　クロザピンセンター）
共　催：ノバルティス�ファーマ株式会社

一般演題 17　　「疫学・調査２」
13：15 ～ 14：05
座長：前川　敏彦（�医療法人天仁会　天久台病院）

17-1 統合失調症患者の死因統計 ����������������������������� 178

古川　智之（�滋賀医科大学社会医学講座法医学部門）

17-2 当院職員の抗体保有状況（B 型肝炎、麻疹、風疹、ムンプス、水痘）と 
 ワクチンプログラムの構築 ����������������������������� 179

鈴木　健一（�静岡県立こころの医療センター）

17-3 当院における医療安全文化と精神的ストレス測定の試み ����������� 180

花岡　晋平（�千葉県精神科医療センター）

17-4 緊張型統合失調症の特徴：病相期間と間歇期間 ����������������� 181

長沼　英俊（�雁の巣病院）

17-5 精神科臨床における「グレーゾーン事例」の設定に関する研究 �������� 182

椎名　明大（�千葉大学社会精神保健教育研究センター）

17-6 自傷行為にて措置入院となったものの予後調査 ����������������� 183

戸坂由香里（�昭和大学附属烏山病院、昭和大学医学部精神医学講座）
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一般演題 18　　「急性期治療・薬物療法３」
14：05 ～ 14：55
座長：新垣　　武（�医療法人卯の会　新垣病院）

18-1 診断に難渋したステロイド精神病の一例 ��������������������� 184

入來　晃久（�大阪精神医療センター）

18-2 家族のクロザピン治療に対する思いから有効な家族支援を考える 
 ―家族会参加者へのインタビューを通して― ������������������ 185

與那嶺和也（�独立行政法人国立病院機構琉球病院）

18-3 慢性リチウム中毒の 3 症例 ����������������������������� 186

佐藤　精司（�山形県立中央病院）

18-4 スーパー救急病棟における持効性注射剤導入患者の特徴 ����������� 187

山田　浩樹（�昭和大学医学部精神医学講座）

18-5 クロザリルグループの役割について 
 ―A 氏の症例とグループ立ち上げから 1 年を振り返って― ���������� 188

中島　幸良（�のぞえ総合心療病院）

医療政策委員会プロジェクト（受診前相談研修）
15：45 ～ 17：15　　　　 ������������������������������������� 66

演　者：西村　由紀（特定非営利活動法人　メンタルケア協議会）
　　　　塚本　哲司（�埼玉県立精神保健福祉センター）
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第２日目プログラム　10 月 12 日（金）　第３会場（守礼の間 B）

一般演題 12　　「チーム医療」
10：00 ～ 10：50
座長：久場　禎三（�医療法人一灯の会　沖縄中央病院）

12-1 単科精神科病院における患者に関する会議の業務負担と短時間講義による 
 会議時間短縮効果 ���������������������������������� 151

八田　智美（�岡山県精神科医療センター）

12-2 シートを活用した精神科救急病棟におけるカンファレンスの再構築 ����� 152

小松　孝道（�地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こころの医療センター）

12-3 KJ 法を用いて多職種カンファレンスを見つめ直す ��������������� 153

植家　雄士（�医療法人優なぎ会雁の巣病院）

12-4 急性期治療病棟のアウトリーチ 
 ～退院後訪問の実践～ ������������������������������� 154

大矢　竜希（�医療法人鴻池会　秋津鴻池病院）

12-5 電子カルテ分析ソリューション MENTAT をカンファレンスで活用した効果 � 155

石川　　剛（�医療法人静心会桶狭間病院藤田こころケアセンター）

12-6 千葉大学医学部附属病院精神神経科における精神科緊急対応研修会の実践報告 
 ～多職種で包括的かつ実践的な研修を目指して～ ��������������� 156

鎌田　　雄（�千葉大学医学部附属病院　精神神経科、�
千葉大学医学部附属病院　総合医療教育研修センター）

一般演題 15　　「精神科看護２」
10：50 ～ 11：40
座長：城間　清一（�医療法人社団輔仁会　嬉野が丘サマリヤ人病院）

15-1 精神科スーパー救急（精神科救急病棟） で隔離拘束看護クリニカルパスを 
 導入した効果 （第一報）患者の視点での考察 ������������������� 167

山口　大輔（�医療法人欣助会　吉祥寺病院）

15-2 不登校の子どもに対する看護の実態 ����������������������� 168

高橋　　望（�社会医療法人智徳会　未来の風せいわ病院）

15-3 精神科スーパー救急（精神科救急病棟）で 隔離拘束看護クリニカルパスを 
 導入した効果  
 ―（第二報）看護師の視点での考察― ����������������������� 169

藤森　　舞（�医療法人社団欣助会　吉祥寺病院）

12
日　
第
３
会
場



15-4 命をつなぐバトン 
 ～自殺再企図予防のための訪問看護での関わりと精神科救急医との連携～ � 170

柴　　優也（�訪問看護ステーション和音）

15-5 入院日数長期化因子「不眠」への看護介入 
 ～救急病棟 MENTAT データから～ ������������������������ 171

野中　英雄（�医療法人静心会　桶狭間病院藤田こころケアセンター）

ランチョンセミナー７　　
12：00 ～ 13：00

「精神科医療に求められる医療の質を考える
精神科地域包括ケアと根拠に基く治療・支援」 ������������ 82

座　長：澤　　　温（�社会医療法人　北斗会　さわ病院）
演　者：佐久間　啓（�社会医療法人　あさかホスピタル）
共　催：オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社

教育研修コース　　「 精神科救急・急性期医療と環境 
－ハード・ソフト両面の視点から－」

13：15 ～ 15：45
座　長：堀川　公平（医療法人コミュノテ風と虹　のぞえ総合心療病院）�
　　　　長谷川朝穂（社会医療法人公徳会　若宮病院）

 建築空間は精神科救急治療に貢献するか ��������������������� 68

中山　茂樹（�千葉大学大学院　工学研究院）

 精神科救急におけるハードとソフト ����������������������� 69

佐久間　啓（�社会医療法人　あさかホスピタル）

 精神科救急・急性期医療と環境 
 ―ハード・ソフト両面の視点から― ����������������������� 70

堀川　公平（�医療法人コミュノテ風と虹　のぞえ総合心療病院）

 治療、そして管理、経営的側面から精神科医療の環境を考える 
 精神科患者理解 ( 治療者の精神内界 ) の投影としてのハード・ソフト－ ��� 71

堀川　公平（�医療法人コミュノテ風と虹　のぞえ総合心療病院）
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第２日目プログラム　10 月 12 日（金）　第４会場（広福の間）

一般演題 13　　「依存症関連」
10：00 ～ 10：50
座長：稲冨　　仁（�医療法人晴明会　糸満晴明病院）

13-1 ベンゾジアゼピン系薬剤の減量中に離脱症状を認めた 1 例 ���������� 157

小野友有子（�もりやま総合心療病院）

13-2 精神科救急病棟における尿中薬物検査の実施状況（第二報） ���������� 158

廣瀬　祐紀（�千葉県精神科医療センター）

13-3 スーパー救急病棟におけるアディクション治療プログラムの効果 
 ～若手医師の業務化に伴う変化～ ������������������������� 159

常岡　俊昭（�昭和大学医学部精神医学講座、昭和大学附属烏山病院）

13-4 メチルフェニデートによる精神障害が疑われた症例 
 ～ ADHD 過剰診断の弊害についての検討 �������������������� 160

森山　稔弘（�医療法人社団直樹会　磯ヶ谷病院）

13-5 アルコール依存症患者の断酒継続による易転倒性の変化 ����������� 161

宇野　健一（�兵庫県立ひょうごこころの医療センター）

一般演題 16　　「退院支援・地域支援」
10：50 ～ 11：40
座長：涌波　淳子（�医療法人アガペ会　北中城若松病院）

16-1 自殺企図例における基幹総合病院救急科と単科精神科病院の連携 
 ～退院に向けての取り組みと課題～ ����������������������� 172

坂田　幹樹（�医療法人爽神堂�七山病院）

16-2 看護師の退院調整力 
 ～退院調整をグループで行ったことによる意識変化～ ������������� 173

岩下　貴雄（�福岡県立精神医療センター太宰府病院）

16-3 市立札幌病院自殺企図患者継続支援チームについて �������������� 174

鹿野　智子（�市立札幌病院）

16-4 クライシスプラン作成と活用、その効果 
 ～あさかホスピタルにおける実践から～ ��������������������� 175

桑原純一朗（�社会医療法人あさかホスピタル）

16-5 精神科救急における円滑な退院支援について    
 ～かかりつけ病院や関係機関との連携の実際～ ����������������� 176

秋庭　賢一（�宮城県立精神医療センター）
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16-6 日本で措置入院となった外国人 A 氏を、家族の元に帰すまで ��������� 177

古賀由香里（�のぞえ総合心療病院）

一般救急との連携を推進するための企画研修　　
13：15 ～ 17：15

「PEEC 公開コース」 ������������������������������ 74

　　コースディレクター：三宅　康史（�帝京大学医学部附属病院）
コースコーディネーター：井上　幸代（�沖縄県立南部医療センター・こども医療センター）
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