ポスター発表 4 月 22 日
ポスター会場（ 1 F コンベンションホールホワイエ ）

11：10 〜 11：50

P- 01

疾病理解のプロセス

〜「自分の体調管理スケールづくり 」を通じて〜

○牧野 未佳、高科 雅哉、尾山 悠子
鳴海ひまわりクリニック

P- 02

発達障害傾向を有する者へのリワーク支援のポイント
― 発達障害を有する利用者への支援を振り返って ―
○杉井 智子
医療法人社団有朋会 栗田病院

P- 03

発達障害のあるリワーク参加者に対する発達障害支援グループでの取り組み
○遠迫 憲英、柚木 奈津美、松本 春花、石井 麗衣、岸本 英子
医療法人啓光会 HIKARI CLINIC

P- 04

リワーク終了後もフォローアップを利用される目的は？
さらに利用者を増やすには？
○藤井 朋広
医療法人栄仁会 京都駅前メンタルクリニック バックアップセンター・きょうと

P- 05

医療リワークにおける発達障害支援プログラムの構築
○神崎 順次、大野 一人、飯田 高数
社会医療法人緑峰会 養南病院

P- 06

プログラムを活用した復職プロセス
〜修了者へのインタビューを通して見えた要素
○上野山 真以
医療法人財団光明会 明石こころのホスピタル

P- 07

産業医による講義と復職面談のロールプレイを含む
プログラムのリワークデイケアでの実践報告
○早坂 佳津絵 1）、宇都宮 健輔 1 ）、田島 美幸 1 ）、今井 杏理 2 ）、藤里 紘子 1 ）、
川崎 直樹 1）3）、岩元 健一郎 1 ）、白川 麻子 1 ）、吉原 美沙紀 1 ）、川原 可奈 2 ）、
島田 隆生 2）、重枝 裕子 1 ）、平林 直次 2 ）、堀越 勝 1 ）
1 ）国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター、
2 ）国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院、
3 ）学校法人日本女子大学人間社会学部 心理学科

P- 08

絵画配列課題と AQ-J の臨床的有用性の再検討

〜入院患者を対象として〜

○竹本 千彰、橋本 麻里子、中村 嘉宏、桐山 知彦、酒井 加奈重、原田 典明、
三田 達雄、内海 浩彦、川嶋 祥樹
医療法人内海慈仁会 有馬病院

P- 09

入院患者における主観的・客観的症状評価の発達特性による差異
○橋本 麻里子、竹本 千彰、中村 嘉宏、桐山 知彦、酒井 加奈重、原田 典明、
三田達雄、内海 浩彦、川嶋 祥樹
医療法人内海慈仁会 有馬病院
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P- 10

当院のリワークプログラムにおける効果と課題の検討
○牛山 茜、中村 仁美、飯島 文子、保坂 朱美、反田 克彦
あさなぎクリニック・心療内科

P- 11

リワークプログラムの導入が A 氏にあたえた効果について
― 企業が介入し医療機関と連携を深めた事例より ―
○小田 良光、谷野 芙美子
医療法人社団和敬会 谷野医院 総曲輪デイケアセンター

P- 12

リワークにおけるグループワークプログラムの意義
○能島 沙季、茂木 孝太
社会医療法人財団松原愛育会 松原病院

P- 13

リワークプログラム開始時および終了前に施行した
CES-D スコアの改善についての検討
○野中 万理子 1）、伊藤 純 1 ）、伊東 武志 1 ）、門矢 規久子 2 ）、影山 航 2 ）
1 ）医療法人碧江会 影山メンタルクリニック 千里リワークセンター、
2 ）医療法人碧江会 影山メンタルクリニック

P- 14

当院のリワークプログラム参加者における早期不適応的スキーマのパターンについて
○藤元 君夫 1）2）、宮本 礼子 3 ）、茂木 孝太 1 ）、能島 沙季 1 ）、登坂 由香 1 ）2 ）
1 ）社会医療法人財団松原愛育会 松原病院 すみれ台デイケアりらいふ、
2 ）社会医療法人財団松原愛育会 松原病院 診療部、
3 ）社会医療法人財団松原愛育会 松原病院 心理療法センター

P- 15

発達症に対するリワークプログラムの実践
○林 拓実、早船 ゆかり、岩熊 昭洋、高尾 哲也
医療法人 EPSYLON 水戸メンタルクリニック

P- 16

再休職防止のために求められることとは
〜フォローアップデイケア参加者の声から考える〜
○遠藤 寛子、古川 情親
社会医療法人あさかホスピタル附属さくまメンタルクリニック

P- 17

メンタル休職者の体力実態と運動療法の意義
○神代 嗣雄、早船 ゆかり、岩熊 昭洋、高尾 哲也
医療法人 EPSYLON 水戸メンタルクリニック

P- 18

成人発達障害者支援グループの受け入れ方法の違いによる
治療効果の比較検討について
○前田 英樹、澤田 梓穂、平井 咲妃、横山 太範
医療法人社団心劇会 さっぽろ駅前クリニック 北海道リワークプラザ

P- 19

休職者が職場で感じた前駆症状の解明
○佐藤 大輔 1）2）、安保 寛明 3 ）
1 ）社会医療法人二本松会 山形さくら町病院、
2 ）公立大学法人山形県立保健医療大学大学院保健医療学研究科 博士後期課程、
3 ）公立大学法人山形県立保健医療大学看護学科
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P- 20

心理療法に特化したリワークプログラムに関する実践報告（ 5 ）
〜リワークを続けることについての一考察〜
○亀井 宗、唐渡 雅行
医療法人清聖会 とわたり内科・心療内科

P- 21

自閉スペクトラム症の傾向を有する患者の復職支援に関する事例検討
○高橋 良斉 1）、塚本 久美子 1 ）、中澤 千恵 1 ）、左雲 寛之 1 ）、石川 久美 1 ）、内海 浩彦 2）
1 ）医療法人内海慈仁会 内海メンタルクリニック、2 ）医療法人内海慈仁会 有馬病院

P- 22

気分障害患者に対するリワークプログラムの有効性
○岩井 龍之介 1）、中野 未来 1 ）、犬飼 清香 2 ）、寺澤 美穂 3 ）、二村 緑 4 ）、北村 由佳 3）、
北澤 加純 4）、田中 佐千恵 5 ）、杉山 暢宏 4 ）5 ）、小林 正義 5 ）、鷲塚 伸介 4 ）
1 ）国立大学法人信州大学医学部附属病院 リハビリテーション部、
2 ）国立大学法人信州大学医学部附属病院 医療福祉相談室、
3 ）国立大学法人信州大学医学部附属病院 薬剤部、
4 ）国立大学法人信州大学医学部 精神医学教室、
5 ）国立大学法人信州大学医学部 保健学科

P- 23

リワークにおける認知機能リハビリテーション
〜アンケートから見えてきたリワークプログラムのニーズ〜
○佐藤 俊之
医療法人柏水会 三軒茶屋診療所 東京リワークセンター

P- 24

当院における就労支援の取組み

〜ハローワークとの連携モデル事業から〜

○大石 純、早船 ゆかり、岩熊 昭洋、高尾 哲也
医療法人 EPSYLON 水戸メンタルクリニック

P- 25

休職に至る要因の質的検討
○高梨 利恵子 1）2）、荒木 章太郎 1 ）、高橋 保子 1 ）、仙頭 彩菜 1 ）、伊野 ゆり子 1 ）、
田中 茉莉 1）、佐々木 一 1 ）、清水 栄司 2 ）
1 ）医療法人社団爽風会 心の風クリニック船橋、2 ）国立大学法人千葉大学

P- 26

リワークデイケアにおける認知機能リハビリテーション
〜 n バック課題・トレーニングを通して〜
○綾 千晶 1）、高梨 利恵子 1 ）2 ）、土門 由紀 1 ）、馬場 洋子 1 ）、山田 繭子 1 ）、佐々木 一 1）2）、
山内 直人 1）
1 ）医療法人社団爽風会 心の風クリニック千葉、2 ）医療法人社団爽風会 心の風クリニック船橋

P- 27

自分と向き合うリワークデイケア

〜発達障害傾向をもつ休職者の事例を通して

○松本 敦、信田 広晶
医療法人社団心癒会 しのだの森ホスピタル

P- 28

リワーク参加者の利用期間と復職準備性の比較検討
○山本 智美 1）2）3）、大橋 昌資 1 ）、藤原 茂樹 2 ）、藤原 マリ子 1 ）、塚原 葉子 1 ）
1 ）響ストレスケア〜こころとからだの診療所、2 ）医療法人翠風会 藤原医院、
3 ）有限会社日本臨床心理研究所
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P- 29

情報の要約プログラムによる特性の把握と就労支援への活用法
○大賀 絵里香 1）、足立 桜 1 ）、栗山 千鶴 1 ）、大濱 伸昭 1 ）、横山 太範 2 ）
1 ）医療法人社団心劇会 さっぽろ駅前クリニック 北海道ワークサポートプラザ、
2 ）医療法人社団心劇会 さっぽろ駅前クリニック

P- 30

当センターで実施したストレスチェックの傾向
― 行政機関と一般企業との比較 ―
○天海 久、佐藤 奏恵、井上 綾乃、飯塚 倫子、大越 厚子、吾妻 紗江、平河内 美恵、
植田 寛志
あさかストレスケアセンター

P- 31

会員施設を対象とした基礎調査における個人調査の 7 年間の集計
○池田 隆一 1）3）、五十嵐 良雄 2 ）3 ）、大木 洋子 2 ）3 ）、林 俊秀 2 ）3 ）、高橋 望 2 ）3 ）
1 ）医療法人恵風会 けいふう心療クリニック、2 ）医療法人社団雄仁会 メディカルケア虎ノ門、
3 ）一般社団法人日本うつ病リワーク協会 情報委員会

P- 32

成人の ADHD 診断への光トポグラフィー検査の応用
○寺田 浩、滝井 里枝、高橋 真実、寺田 治子
医療法人社団明光会 あおいクリニック

P- 33

地方における公務員のリワークプログラム利用者の特徴と課題
○小林 真実、黒田 優希、仲野 愛、辻 尚子、森陰 里美、松原 六郎
公益財団法人松原病院
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