プログラム

ハプニング対応成功例
１４：００～１５：００

実行委員発案企画 9月3日（土） A会場
所属機関・発表者名
発表者
医療法人社団宙麦会
ひだクリニックお台場
東京都立多摩総合
精神保健福祉センター
（生活訓練科）

木村尚美
高橋 哲也

島根県立こころの医療センター

プログラム成長物語
１５：００～１６：００

地域につながる
進出するデイケア
１６：００～１７：００

医療法人社団至空会
ダダ第2クリニック
医療法人博友会
まるいクリニック
医療法人十全会
聖明病院

松﨑 未菜

杉本 堅多
松元 雄太
松井 一裕

医療法人すこやか
ほりこし心身クリニック

保科 輝之

医療法人コミュノテ風と虹

髙田 和也

社会医療法人 昌林会
安来第一病院
デイケアセンター ドリーム

植田 泰斗

タイトル

デイケアっていいね！「誰でも地域で暮らせる」を
目指して～何が起きても想定内！ハプニングも大歓迎！
コロナ禍でもスポーツを楽しみたい！
～密を避けつつ安全性を
さらに高めた対戦型競技 “盤”の魅力～
「言わないと気が済まない」を乗り越えるプロセス
～就労を目指し、デイケアでの感情コントロールを
模索した事例～
グループの流れとメンバー同士の変化を紹介する。
～話すのが苦手なメンバーの集まり～
成人発達障がい集団プログラムの変遷
～対象者のニーズに応じた変化～
依存症デイケアのはじまりと変化
―開室からのプログラムの実施と効果 ―
「地域とのつながりを意識した
デイケアプログラムとその効果」
～交流と楽しさでリカバリーにつなげる～
地域生活支援システムと連動した治療展開と課題
～訪問看護ステーションとデイケア等の共存と協力～
精神科デイケア利用者の
自宅生活の見直しに向けた取り組み

一般演題 9月4日 C会場
プログラム

一般演題 C-1
プログラムⅠ
９：３０～１０：３０

一般演題 C-2
プログラムⅡ
１０：３０～１１：３０

一般演題 C-3
就労・リワークⅡ
１２：００～１３：００

一般演題 C-4
就労・リワークⅢ
１４：００～１５：００

一般演題 C-5
プログラムⅣ
１５：００～１６：００

プログラム

一般演題 D-1
就労・リワークⅠ
９：３０～１０：３０

一般演題 D-2
コロナ 運営
１０：３０～１１：３０

一般演題 D-3
高齢者・高齢化
１２：００～１３：００

所属機関・発表者名
医療法人社団至空会
ダダ第2クリニック
医療法人すこやか
ほりこし心身クリニック

一般演題 D-5
プログラムⅢ
１４：００～１５：００

一般演題 D-6
疾患（依存症）
１５：００～１６：００

高田 沙織
佐藤 孝洋

医療法人コミュノテ風と虹
のぞえの丘病院

平尾 香織

公益財団法人復康会
沼津中央病院デイケア

小嶋 有美

公益社団法人いちょうの樹
メンタルホスピタル鹿児島
医療法人コミュノテ風と虹
のぞえの丘病院
医療法人博友会
まるいクリニック

溝口 祥子
神部 宏
藤本 芳明

医療法人社団柏水会
柏メンタルクリニック

高橋 健

市ヶ谷ひもろぎクリニック

藤代理恵
町田悦子

医療法人社団欣助会
吉祥寺病院

関谷 俊幸

タイトル
治療テーマと流れで見える、メンバーのニーズに合わせた
プログラムの治療的役割と プログラム運営の実際
動画作成から見えたメンバーの無限の可能性
～D1グランプリに参加して～
黒船来航！医療改革の中で変化する私
～超長期療養型病院職員だった演者が、
業務提携によりのぞえの丘病院の一員になるまで～
ストレッチポールを使用した
リラクセーションに関する研究
自己効力感とソーシャルサポートに着目した
集団型減量支援の効果
次世代のデイケア運営を見据えた取り組み
～開院から 3年、変化するデイケア需要～
まるいクリニックデイケアにおける
レクリエーションプログラムの実践報告
～“ミニレク”におけるアート活動を通して～
精神科デイケアの閉鎖を考えるとき
～当院デイケアのこれまでとこれから～
“働かなきゃ ”から“働きたい”へ
〜デイケアにおける就労準備プログラムの
実践と見えてきた課題〜
就労支援プログラム立ち上げからの経過と
対象者の参加状況についての報告
～経営的側面から振り返るデイケアでの就労支援～

医療法人社団心癒会
しのだの森ホスピタル

松本 敦

リワークにおける「 RC」の重要性～ ”反抗心”に光を！

公益財団法人
井之頭病院 デイケア部

野口 雄司

井之頭病院デイケアにおける個別就労支援の実践

好生会三方原病院

大畑 佳世

仙台市精神保健
福祉総合センター
医療法人社団欣助会
吉祥寺病院
医療法人積仁会
岡部病院
医療法人コミュノテ風と虹
のぞえの丘病院
寺町クリニック
医療法人福智会
すずかけクリニック

野田承美

エスポアール出雲クリニック
精神科デイケアピノキオ
医療法人社団一秀会
葛飾橋病院
デイケアセンターオアシス
公益財団法人
井之頭病院 デイケア部
医療法人 山本記念会
山本病院
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
公益財団法人復康会
鷹岡病院
社会復帰部デイケア課

コロナ禍のデイケアにおける就労支援

深田尚子

ICTを活用したデイケアプログラムの試み
～バーチャルアバターによる多機関協働～
児童思春期デイケアの成り立ちと今後の展望
～入院から地域への橋渡しとして～
KIZUKIBOOKの活用
アンヘドニア解消に向けてのデイケアでの
取り組み の実際

石橋 一輝
伊達 俊介
見山 彩世

就労定着におけるコミュニケーションの大切さ
～多職種での関わりを通して～

岡島 弘美

リカバリーの経過から就労へ
～理想の自分、そして輝かしい未来へ～

水谷 里菜

自律神経を整えるトレーニング
～リワーク利用者への導入と今後の課題～

甲斐杏子

山本病院の IPSの実践と課題

大串 由加里

コロナ禍におけるデイケア活動の実践報告
～コロナに強い柔軟な運営を目指して～

中村 正子

新型コロナウイルス感染症の参加人数への影響

朝倉 起己

医療法人コミュノテ風と虹
のぞえ総合心療病院

中島 幸良

社会福祉法人天心会
小阪病院 デイケアセンター

小川 侑吾

すずかけクリニック

遠藤 美幸

医療法人社団ほっとステーション
大通公園メンタルクリニック

小笠原 徹

医療法人へいあん 平安病院
地域医療部 デイケア係
福智会 福智クリニック
ぶなの森デイケア

廣川 千晶
菅原由美子
水口 克信
高澤 祐介
當間 美緒
玉川結実子
吉利千恵子

医療法人すこやか
ほりこし心身クリニック

宗像 千紘

医療法人 三家クリニック
デイケア

櫛田 理彩

医療法人十全会
聖明病院
大阪河﨑リハビリテーション大学 /
新生会病院
医療法人 耕仁会
札幌太田病院

タイトル

小谷 美紀

共和病院デイケア課

医療法人社団
五稜会病院
風のすずらん会
江別すずらん病院 精神デイケア
大通公園メンタルクリニック・
リワークオフィス

リワークプログラムの心理的効果
―要因ごとの BDI-Ⅱ・POMS2の比較を通して ―
リワークプログラムにおけるセルフケアの取り組み
〜マイ・タイムラインを知ろう〜

清澤 康伸

一般演題 9月4日（日） D会場
所属機関・発表者名
発表者

江別すずらん病院デイケア課
一般演題 D-4
ピア・リカバリー
１３：００～１４：００

発表者

鍋田 翔平
武井 麻喜
伊藤 美称

愛知県内の精神科デイケアにおける
新型コロナウイルス感染予防対策の実態
～アンケート調査より（第 2報）～
外来リハビリテーション部における
COVID-19発生時の取り組み
～感染者発生からみえたもの～
精神科デイケアの高齢者グループで
導入した送迎の取り組みについて
統合失調症患者の高齢化に伴うニーズの変化とデイケア、
外来診療と訪問看護の連携による支援の実際
社会人レベルでの知識・教養を満たすデイケアプログラム
高齢者向けプログラムに於ける逆説的アプローチ
車椅子清掃ボランティアが
自己肯定感の強化につながった例
～「誰かの役に立つ体験」がリカバリーの促進剤に～
これってリカバリー⁉
精神科デイケアにおける「ポジぴあサークルの活動」
主体性の回復を目指した利用者主体のミーティング
つどい～ピアサポートグループで分かち合う～
ユーザー対談プログラム
「真剣リワークしゃべり場」実践報告
私宅監置の様な生活から一歩ずつ社会へ
～親亡き後を見据えた多部署連携による支援～
親亡き後を生きていくには
～デイケアと GHでの支援～
デイケアにおける
うつ病患者の復職に向けた個別プログラム
～ストレングスモデルによるリカバリー～
安心の場で行なうアート表現の可能性と考察
～ドイツに於ける臨床アートセラピー
ギャンブル障害に対する認知行動療法と
ミーティングを併用したプログラムの効果
アルコール依存症専門治療病院の
デイケアにおける園芸療法の実践報告
オンライン断酒会の効果と課題：
参加者へのインタビューを通して

