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北西憲二 305
●第53回総会（東京）・ランチタイムセッション③Ⅰ－Ｆ２：
地域発100人の居住支援を通して
「巣立ち会」の活動から
田尾有樹子 312

克・志村敬親 255

２．障害者自立支援法以後の「東京」における地域格差
～３回にわたる地域生活支援センター実態調査より（第２報）～
志村敬親・中村

【実践報告】
家族教室で実施した統合失調症罹患者家族へ向けたアンケート調査

克 257

３．調布市地域障害者自立支援協議会における地域生活支援センター
「希望ヶ丘」の活動実践報告
中林俊二・栗城耕平 259
４．障がい者の地域生活支援を考える
～サポートやはたの実践から～
甲斐由美・柴伐憲彦・藤川悠子 261

５．地域生活支援における「交流の場」に関する一考察
古賀香代子 263

質疑討論

266

福島泰輔・石井利恵 318

【学会だより】
第54回日本病院・地域精神医学会総会
総会議事 議案書・資料
【追悼 広田伊蘇夫・元理事長】
追悼 広田伊蘇夫 先生
広田伊蘇夫先生を悼む
広田さんの言葉

●一般演題⑭ⅡＡ２－８：訪問看護
１．精神科デイケア・クリニック・訪問看護ステーションとの連携か
ら見えてくる支援の課題
齋藤杏子・松尾ひとみ・石井睦子・堀

総会議事

編集後記
理事会・評議員会・編集委員会名簿
付・投稿規定

323
327
白澤英勝 337
稲地聖一 338
古屋龍太 344
木村朋子 349

弘子・

安齋恵里・水谷綾子・安井

正 269

２．地域生活を支える作業療法士の実践
～訪問看護に関わる作業療法士の支援から見えたこと～

第54巻第４号（通巻第186号）

儀間昇之・屋良夏生・山口美那子・島袋紀子・
原田郁大・久場幸代・宮城

聡 271

〔巻頭言〕

３．訪問看護と病棟・多職種との連携
～合同カンファレンスを通して～

社会保障と税の一体改革，衆院採決の前夜に想う
小川

●特別講演①ⅠＡ１－１：戦後沖縄の心象風景 ～沖縄戦の死者をめ
ぐる記憶～
戦争の心理的影響に対する医療人類学的アプローチ
～沖縄戦の記憶と精神障がい～
北村 毅 358

糟谷貴司・藤原由佳 275

質疑討論

忍 353

第54回総会（沖縄） 特集＜２＞

宇江城京子・前泊悦子・新垣市子・小谷弘美・照屋初枝 273

４．訪問看護24時間対応電話で構築された利用者との関係性
○一般演題⑭ⅡＡ２−８

修・山倉文幸・

鈴木利人・輪島留美子・木内瑞絵・田中那奈 299

●一般演題⑫ⅠＢ５－４：地域生活支援センター
１．障害者自立支援法以後の「東京」における地域格差
～３回にわたる地域生活支援センター実態調査より（第１報）～

○一般演題⑫ⅠＢ５−４

仁・池原宏道・金城由巳・

中村恭子・廣澤正孝・細見

玲・

金井ゆき江・宮本貴明・境

勉・伊藤

恵子・玉城国哉・川村健一・豊見里義也 296

５．精神科リハビリテーションにおけるスポーツ活動の有効性の検討
～生理的ストレス指標の活用の試み～

４．高齢アルコール依存症者に対するデイナイトケアの意義
～あたりまえの生活を取り戻すために～
中村有沙 250
○一般演題⑩ⅠＢ５−２ 質疑討論
253

中村

～地域活動支援センターとの交流を通して～

278

●一般演題⑱ⅡＢ５−７：就労支援
１．不安障害と就労をめぐる諸問題
～不安障害の精神疾患としての特性からの考察～

●シンポジウム②ⅠＢ５－１：一般医療の中の精神医療の役割
～心身の障がいをもつ人を地域で支える～
１．ER型救急センターは精神疾患患者の “身体のよりどころ”

上野豪志・古山佳子 280

荘司

付5

清 368

病院・地域精神医学

54巻４号（2012年７月）

２．精神障害者の全人的ケア
～救急医療からホスピス・緩和ケア病棟へ～
宮里勝子 371
３．アルコール依存症の身体合併症
～当院における早期介入の試み～
福田貴博 373
４．地域のかかりつけ医療機関の立場から
～町の保健室と産業保健におけるメンタルヘルス活動について～
田名彩子・田名

○シンポジウム②ⅠＢ５−１

２．療養病棟における退院促進の現状と課題
與儀一志・新垣

治・玉城里香・吉松雄二・

酒井綾子・津田朝明・伊室伸哉・玉城国哉 440

３．退院促進を図る長期入院患者への情報提供方略の試行
～居住地別特性で捉える長期入院患者の状況とその課題～
高島眞澄・川島麻子・国府田まゆみ・斎藤

悟・

毅・又吉雅代・山城愛子 375

高橋寿子・野中美保・松本直行・吉田昭久 442

378

４．山梨県立北病院の退院促進の取り組みにおける長期入院患者の５
年後転帰
小林信二・宮崎恵美子・中村幸子・藤原友子・

質疑討論

●シンポジウム③ⅡＡ１－７：沖縄戦と精神保健
１．沖縄戦によるストレス症候群（PTSS）
蟻塚亮二 383
２．沖縄本島南部Ａ村における沖縄戦の爪痕
當山富士子 387
３．「精神障がい」はメディアでどう捉えられてきたか 山城紀子 389
４．沖縄戦後の私宅監置事例にみる精神障がい
上原立人 392
○シンポジウム③ⅡＡ１−７ 質疑討論
396

相川千寿子・宮澤あき子・三澤史斉・長井信弘 445

５．山梨県立北病院における退院困難患者の特徴
相川千寿子・宮崎恵美子・中村幸子・小林信二・
藤原友子・宮澤あき子・三澤史斉・長井信弘 447

６．山梨県立北病院における退院困難患者の問題行動
藤原友子・宮崎恵美子・中村幸子・小林信二・
相川千寿子・宮澤あき子・三澤史斉・長井信弘 448

●市民公開講座ⅠＡ２－６：震災と沖縄
～私たちはこんな風に参加した～
１．「こころのケア」を目的とした被災地での支援活動
～岩手県宮古市における災害支援活動①～
池田太一郎 401
２．スクールカウンセラーとしての被災地における学校支援
～沖縄県臨床心理士会からの支援活動～
伊藤義徳 403
３．多職種チームの派遣に参加した私の２回の経験から
～岩手県宮古市における災害支援活動②～
照屋初枝 405
４．震災と「悲哀の仕事」
西依 康 408
５．被災からの時期によって変化していく支援のあり方
～岩手県宮古市における災害支援活動③～
野村れいか 410
６．沖縄県が岩手県大船渡市に派遣した「心のケアチーム」に参加し
て ～一人のPSWとして～
道下あかね 411
７．故郷東北を沖縄から支援する
山﨑千鶴子 412

○一般演題⑤ⅠＡ２−５

●一般演題⑪ⅠＢ５－３：精神科急性期医療
１．急性期治療病棟における集団精神療法「あるある会」の試み
～続けることの大切さを学んで～
武田慎太郎 461
２．急性期病棟における高齢者・認知症の方へのソーシャルワーク
橋本育子・中島

佐藤さやか・渡辺純一・木村涼子・天賀谷隆・柿島有子・仲野

佐藤さやか・佐竹直子・伊藤

○一般演題⑪ⅠＢ−３

伊礼

古沢真由美 476

晋 429

千葉進一・安原由子・大坂京子・谷岡哲也 479

４．自己完結しない看護を目指して 藤原昌幸・植山文雄・藤井伸彦 481
○一般演題⑮ⅡＡ２−９ 質疑討論
484
礎・末安民生・

連載【各地の会員から】
⓾ 山形県─当院の歴史を振り返りながら

栄・森田牧子・有本妥美・小成祐介 431

○一般演題⑤ⅠＡ２−４

編集後記
理事会・評議員会・編集委員会名簿
付・投稿規定
付・2011年 病院・地域精神医学 総目次

礎・田上美千佳・新村順子・末安民生・
仲野

栄・森田牧子・有本妥美・小成祐介 432

質疑討論

435

●一般演題⑥ⅠＡ２－５：退院促進③
１．認知症治療病棟における退院支援の現状と課題
中村

優・鈴木啓子・平上久美子 474

３．精神科におけるクリニカルパスとコンピュータによる
看護管理システムによるアウトカムの管理

４．長期入院統合失調症患者の退院にむけたケア②
～退院を促進し再入院を防止する援助とは～
山村

471

２．視点をかえると心がグンと楽になる
～問題解決型看護計画から患者参画型ケアプランへ～

３．長期入院統合失調症患者の退院にむけたケア①
～支援開始・継続に向けた検討～
仲野

順一郎 468

質疑討論

●一般演題⑮ⅡＡ２－９：精神科看護
１．沖縄県北部地区の住民が抱く統合失調症に対する偏見の実態調査
～普及啓発を担う看護専門職育成における課題～

聡 419

●一般演題⑤ⅠＡ２－４：退院促進②
１．社会復帰病棟における香りの嗜好性
～退院促進支援とアロマテラピー～
岩原千絵・後藤 恵 427
２．長期入院患者の退院促進に向けたLOCUS評価活用の現状と課題

田上美千佳・新村順子・山村

栄 465

高原優美子・瀬戸屋雄太郎・前田恵子・

４．Assertive Community Treatment・訪問看護の支援経過における
ケア内容の変化
吉田光爾・高原優美子・伊藤順一郎 421
○一般演題②ⅠＡ２−１ 質疑討論
424

伊藝

崇・富田三樹生 463

４．急性期ケアマネジメントモデル導入前後におけるスタッフの変化
～日本の精神科救急13病棟における介入研究から～

巌・伊藤順一郎 414

忍・荒井祐子・宮城

直・奥山久美子・村瀬

３．精神科救急・急性期病棟入院患者の入院後３カ月以内の転帰を予
測する要因の検討

２．診療所における危機介入
～危機を乗り切るためのアウトリーチ～
関 晋太郎 417
３．グループホーム閉鎖に伴う退居支援で見えてきたこと
～本人主体の地域移行支援を考える～
比嘉由美子・金城由巳・吉和田

451

●一般演題⑧ⅠＢ１－４：発 達
１．集団と個別の併用により退院後の生活の見通しを持つことができ
た広汎性発達障害者への作業療法
片芝智絵 455
２．育児中の母子関係におけるストレスとその解消法
～虐待の予防に向けて～
後藤 恵 457
○一般演題⑧ⅠＢ１−４ 質疑討論
459

●一般演題②ⅠＡ２－１：アウトリーチ①
１．重い精神障がいをもつ人に対するアウトリーチサービスを併せ持
つデイケア・地域活動支援センターの効果的援助要素の検討
添田雅宏・大島

質疑討論

聡・富山とも子・大城成美・宮城雅人・

洲鎌知年・安次嶺邦子・赤嶺由美・眞榮城尚志 438

付6

大沢

隆 487

西隈亜紀 489
491

第54巻（通巻183～186号）

