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原著論文・著書
《原著英文：筆頭者以外》
1 Masuda T.Obayashi K.
Therapeutic effects and prevention of recurrence of acquired idiopathic generalized anhidrosis via i.v.
immunoglobulin treatment.
Ｊ Ｄｅｒｍａｔｏｌ 43(3):336-7,2016

《和文原著論文：筆頭者》
1 山口祐子,山口日出彦,庄野昌博,弟子丸元紀
高校生における恐怖症の特徴と３年間の継続的研究
九州産業大学国際文化学部紀要 6１：145-157,2015
3 植田賢,石川智久,前田兼宏,柏木宏子,遊亀誠二,福原竜治,池田学
アルツハイマー病との鑑別を要した左前部視床梗塞後の経度認知障害例
精神医学 58（１）：81-85,2016
3 赤城真理子,遊亀誠二,日高洋介,梶尾勇介,柏木宏子,池田学
発熱後に精神症状や認知機能低下を伴った抗NMDA受容体脳炎が疑われた1例
九州神経精神医学 61（１）: 9-12,2015

学会発表
《国際学会発表》
1 Ikeda M
Disorders of appetite, eating and swallowing in the dementias.
The WPA International Congress,Taipei, 2015.11.18-22
2 Ikeda M
Outreach interventions for FTD patients and Caregivers.
Asia Pacific FTD and MND Meeting,Sydney, 2015.10.8-9
3 Ikeda M
Association of small vessel disease with neuropsychiatric symptoms in patients with Alzheimer’s disease.
7th World Congress of the International Society for Vascular Behabioural and Cognitive Disorders,
Tokyo,2015.9.16-19
4 Ikeda M
Driving in people with dementia in Japan
International congress of the 17th Zeelandia Symposium on Behavioral Neuroscience,Tainan,2015.6.27-28
5 Ikeda M
the progress of dementia care model
International congress of the 17th Zeelandia Symposium on Behavioral Neuroscience,Tainan,2015.6.27-28

《国内学会発表》
1 木村武実
認知症予防の可能性
第22回 日本未病システム学会学術総会、北海道、2015.10.11
2 本田和揮,橋本 衛,矢田部祐介,福原竜治,石川智久,兼田桂一郎,遊亀誠二,松崎志保,田中響,
畑田 裕,宮川雄介,川原一洋,長谷川典子,甲斐恭子,池田 学
アルツハイマー病におけるＢＰＳＤの性差について
第30回日本老年精神医学会、横浜、2015.6.13

3 坂西信彦,古賀香代子,砥上恭子,西尾啓,植田賢,赤城真理子,塩沢真揮,中村民生,田中亨治,
本田和揮,木村武実
物忘れ外来を受診した健忘症候群の2例―神経画像・心理検査による検討―
第92回熊本精神神経学学会、熊本市、2015.7.16
4 渡邊真裕子,吉岡 薫
インフルエンザ発症者一覧と発生病棟マップを活用した情報管理、病床管理の効果
第69回国立病院総合医学会、北海道、2015.10.2
5 田﨑千代美,岡 愛,吉原義郎,宮本美雪
認知症治療病棟における車いす安全ベルトの最小限使用に向けて
第69回国立病院総合医学会、北海道、2015.10.2
6 高木秀徳,広瀬優子,西真樹子,坂牧直子,高崎ゆかり,米村律子
統合失調症へのラベンダーアロマセラピーを用いたリラクゼーション効果
唾液アミラーゼ、バイタルサイン等を用いた評価を試みて
第69回国立病院総合医学会、北海道、2015.10.2
7 相川美紀子,中尾とよみ
看護記録鑑査からの一考察
日本医療マネジメント学会第18回熊本支部集会、熊本市、2015.3.5
8 坂牧直子,城 雪子
精神科病棟におけるＮＳＴ活動の現状と課題
日本医療マネジメント学会第18回熊本支部集会、熊本市、2015.3.5
9 坂元由起子,大田理美子,吉岡 薫
アサーティブコミュニケーションを用いた自己表現力向上への取り組み
日本医療マネジメント学会第18回熊本支部集会、熊本市、2015.3.5
10 大田理美子,吉岡 薫
フィジカルアセスメント研修の継続による教育効果ー精神科における知識の定着を図る仕組みー
日本医療マネジメント学会第18回熊本支部集会、熊本市、2015.3.5
11 藤原 彰,海塚佳菜
イカ墨色素を用いた全消化管通過時間の簡易評価法の検討
第69回国立病院総合医学会、北海道、2015.10.2
12 原 純子
精神障碍者への就労支援の取り組み デイケアでの就労支援プログラムを通して
第49回日本作業療法学会、神戸市、2015.6.19
13 海塚佳菜,藤原 彰,相川美紀子,興梠嘉彰
精神科入院患者における間食の状況調査と集団栄養指導の取り組み
第13回九州国立病院管理栄養士協議会栄養管理学会、福岡市、2015.9.5
14 牧 健二
精神科デイケアの具体例を通して各部門がより高い収益をあげるための戦略の立て方について
第69回国立病院総合医学会、北海道、2015.10.3
15 二木琢也
医療観察法における入院から通院へのスムーズな移行を目指して～デイケア体験プログラムを通して～
第69回国立病院総合医学会、北海道、2015.10.2
16 原 純子,二木琢也
医療観察法で実施されている作業療法について―他病院との比較から―
第69回国立病院総合医学会、北海道、2015.10.2
17 行時 健太
精神科病棟における身体リハの実施―精神・身体に及ぼす効果の検証―
第69回国立病院総合医学会、北海道、2015.10.2
18 松尾 保
スタッフの経営意識向上を目指して～取り組みと結果～
日本医療マネジメント学会第14回九州・山口連合大会、人吉市、2015.11.21
19 池田 学
前頭側頭型認知症とレビー小体型認知症の症候学と治療戦略
第29回日本医学会総会、東京、2015.4.11-13

20 池田 学
認知症患者にみられる食行動異常
第124回日本補綴歯科学会、大宮、2015.5.29-31
21 池田 学
基調講演「認知症の科学的ケアにおける作業療法士への期待」
第49回日本作業療法士学会、神戸市、2015.6.19-21
22 池田 学
認知症における神経認知障害
第35回日本精神科診断学会、札幌市、2015.8.6-7
23 池田 学
難病指定からみたFTLD
第39回日本高次脳機能障害学会、東京、2015.12.10-11
24 杉本篤史,林田 秀樹
当院におけるアウトリーチの報告、考察
第4回日本精神科医学会学術大会、沖縄、2015.10.8

《研修会・勉強会・講習会》
1 三善富士雄
病棟患者懇親会を実施して～治療共同体的取り組み～
第32回熊本精神科リハビリテーション研究会、熊本市、2015.11.7
2 二木琢也
医療観察法における入院処遇から通院処遇へのスムーズな移行を目指して
～デイケア体験プログラムを通して～
第32回熊本精神科リハビリテーション研究会、熊本市、2015.11.7
3 谷所敦史
衝動性の高い対象者の処遇終了後の関わりについて～処遇中の反省もふまえて～
第10回通院医療等研究会、東京、2015.2.6
4 新屋圭一郎
持参薬鑑別対象者拡大に向けた取り組み
平成２７年度熊本県地区国立病院薬剤師会薬学研究会、熊本市、2015.11.28
5 福嶋康博,松尾 保,平野智子
動く重症心身障害者病棟で隔離解除の拡大へ向けた取り組み
～強度行動障害を呈する自閉症患者が隔離解除に至った一例～
第38回九州地区重症心身障害研究会、佐賀市、2015.3.5
6 向井 力,勝又 衛,松尾 保,平野智子
強度行動障害をもつ自閉症患者の安心できる食事への援助
第38回九州地区重症心身障害研究会、佐賀市、2015.3.5

