【平成 24 年度会務・事業報告】

平成２４年度会務報告並びに事業報告

（１）会務報告 （自 平成２４年４月１日 至 平成２５年３月３１日）
１ 会員状況

現在会員数
診療所数
入会
退会

２７６名（会員 ２２６名、賛助会員 ５０名）
２４６施設
１８名（会員
８名

入会者：
（会

員）大矢
睦
杉浦
卓
宮崎 寛史
（賛助会員）亀廣 摩弥

影山
航
杉山 博通
山田 一郎
高橋 清武

１３名、賛助会員

５名）

楠部 剛史
西澤弘太郎
弓崎 恭俊
藤本 淳三

榑谷 知大
戸島
覚

生野 宏和
廣瀬 高志

門矢規久子

山本 博三

正会員より賛助会員へ変更：徳永五輪雄
退会者：
（会
員）岡田 一男
（賛助会員）飯田 信也
物故会員：

楠部
治
亀廣 摩弥

長田 正義

住田 新平（平成２４年４月２日）
田中 迪生（平成２４年１１月４日）
加護野洋二（平成２４年１１月５日）

（２）事業報告
庶務関係
出席者
１会議
通常総会（平成２４年６月２日）ホテルモントレグラスミア大阪
１３８名（含委任状）
理事会
１２回
事務局
三役会議
１２回
事務局
広報関係
１ 大精診ニュース発行
平成２４年４月号（No.４５６号）～平成２５年３月号（No.４６７号）
２ 大精診誌発行 （第３７号） 平成２５年３月
３ 会員名簿発行 平成２４年９月
４ マスコミ関係
NHK ラジオ「関西ラジオワイド・季節の健康」
・ 平成２４年１１月２８日
不眠症について
京谷クリニック
京谷 京子
毎日放送ラジオ 豊島・ゴエのあさはやっ！？「ドクターＭ」
・ 平成２４年１１月 ３日
不眠症について
・ 平成２４年１１月１７日
過眠症について
京谷クリニック
京谷 京子
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学術関係
参加者数
１ 総会特別講演
平成２４年６月２日〔学術委員会〕 於 ホテルモントレグラスミア大阪
６３名
「大阪府精神科救急事業充実のために」
講師
つつみクリニック
院長
堤 俊仁 先生
「産業保健と精神疾患」
講師
大阪市立大学 大学院医学研究科神経精神医学
教授 井上 幸紀 先生
２ 第２２回大精診･大精協合同学術講演会
平成２５年３月２３日〔学術委員会〕 於 ラマダホテル大阪
１６４名
基調講演「精神保健福祉法の改正と精神医療改革の目指すところ」
大精診 ６１名
講師
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課長 重藤 和弘 先生
３ 学術研究会
①平成２４年 ８月１１日〔学術委員会〕
於
大阪新阪急ホテル
４４名
「精神疾患の捉え方と治療戦略‐遺伝環境相互作用から考える‐」
講師
藤田保健衛生大学医学部精神神経科学講座
教授
岩田 仲生 先生
②平成２４年 ８月１８日〔ｱﾙｺｰﾙ･薬物嗜癖検討委員会〕 於 帝国ホテル大阪
１５２名
教育講演「アルコール症者の自殺予防～大阪市のアルコール症者の異状死調査をふまえて～」
講師
医療法人東布施辻本クリニック
院長
辻本 士郎 先生
特別講演「わが国における BZ（ベンゾジアゼピン系）薬物関連障害について
－うつをこじらせないための精神科治療－」
講師
独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所
薬物依存研究部 診断治療開発研究室長・自殺予防総合対策センター
副センター長
松本 俊彦 先生
③平成２４年 ９月１３日〔児童虐待防止ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ〕 於 ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ大阪 ５８名
「性同一性障害の概念と診断・治療について」
講師
大阪医科大学 総合医学講座神経精神医学教室
准教授
康
純 先生
④平成２４年１０月２５日〔産業精神保健委員会〕 於 薬業年金会館
１５２名
基調講演「職場の風景はなぜ変わったか ～この２０年で日本の職場が失われたもの～ 」
講師
樟蔭女子大学大学院 人間科学研究科 臨床心理学専攻教授 夏目 誠 先生
シンポジウム
「職場メンタルヘルス対策への新たな視点 ～職場環境へのポジティブ・プロポーザル～ 」
シンポジスト
「産業医の立場として」
日本生命本店健康管理所所長
藤岡 滋典
先生
「看護職の立場として」
大阪産業保健推進センター
メンタルヘルス対策支援センター相談員 大脇 多美代 先生
「臨床心理士の立場として」株式会社ﾌｨｽﾒｯｸ 関西事業部ｼﾆｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
千葉 征慶 先生
コメンテーター
夏目 誠 先生
⑤平成２４年１０月２７日〔学術委員会〕
於
ホテル大阪ベイタワー
６６名
「不安障害・抑うつ症候群」
講師
医療法人和楽会理事長 京都府立医科大学客員教授
貝谷 久宣 先生
⑥平成２４年１１月１０日〔高齢者問題検討委員会〕 於 ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ大阪 ５７名
「高齢者の睡眠時随伴症と周辺疾患」
講師
大阪大学保健センター精神科 准教授
大阪大学医学部付属病院 睡眠医療センター
足立 浩祥 先生
⑦平成２４年１２月 ８日〔地域精神保健福祉委員会〕
於 帝国ホテル大阪
１１９名
特別講演Ⅰ「統合失調症の治療戦略～個別化適正治療に向けて～」
講師
関西医科大学附属滝井病院 精神神経科
助教 嶽北 佳輝 先生
特別講演Ⅱ
「ﾃﾞｲｹｱｸﾘﾆｯｸほっとステーションの挑戦～北の大地でのチーム医療とコミュニティケア～」
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講師
医療法人社団ﾃﾞｲｹｱ･ｸﾘﾆｯｸほっとｽﾃｰｼｮﾝ
院長 長谷川直実 先生
⑧平成２５年 １月２４日〔医療観察法検討委員会〕
於 ホテルモントレ大阪
５８名
一般演題「難治性 BipolarDepression にオランザピンが奏功した例」
講師
医療法人聖心会 清水クリニック
院長 清水 聖保 先生
記念講演「精神医療における措置入院の意義」
講師
大阪府立精神医療センター
医務局長 野田 哲朗 先生
⑨平成２５年 ２月２３日〔自殺対策プロジェクト〕
於 リーガロイヤル NCB
５５名
「最近のアルツハイマー型認知症の診断と治療」
講師
大阪市立大学大学院医学研究科 神経精神医学
准教授 橋本 博史 先生
「医療従事者にとっての虐待防止法（高齢者・障害者）
」
講師
大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター運営委員会
あかり法律事務所
弁護士 小山 操子 先生
⑩平成２５年 ２月２８日〔児童青少年問題検討委員会〕 於 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ大阪 １３９名
「発達障害と気分障害」
講師
浜松医科大学 児童青年期精神医学講座
特任助教 山村 淳一 先生
⑪平成２５年 ３月 ２日〔臨床精神薬理委員会〕
於 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪
４４名
「痛みを伴う精神疾患の診断と治療」
講師
宮崎大学医学部 臨床神経科学講座 精神医学分野 教授 石田 康
先生
⑫平成２５年 ３月 ９日〔産業精神保健委員会〕
於 ヴィアーレ大阪
１１７名
テーマ「職場における飲酒問題解決に向けて
～習慣性飲酒、臓器障害、アルコール依存症にどう対応するのか～ 」
基調講演「職場の飲酒問題とその指導について ～断酒か、節酒か～ 」
講師
医療法人東布施辻本クリニック
院長
辻本 士郎 先生
パネルディスカッション
「職場における飲酒問題と安全配慮義務を考える」
パネリスト
産業医の立場から
京阪電鉄枚方診療所
所長
泊
慶明 先生
弁護士の立場から
山田総合法律事務所
弁護士 山田 長伸 先生
コメンテーター
辻本 士郎 先生
⑬平成２５年 ３月１４日〔児童青少年問題検討委員会〕 於 阪急ﾀｰﾐﾅﾙ･ｽｸｴｱ 17 １０６名
（大阪府委託 発達障がい精神科医養成研修事業）
「成人期の発達障がい臨床：診断と就労支援の実際」
成人期の発達障がいにおける
～ケースワークについて かく・にしかわ診療所
精神保健福祉士 野崎 健太郎氏
～心理テストについて
かく・にしかわ診療所
臨床心理士
西岡 崇弘 氏
～就労ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄについて 大阪市障害者就業・生活支援センター
山田 加奈子氏
～就労支援について
JSN 茨木
池田 浩之 氏
４ 症例検討会
①平成２４年 ５月３１日〔学術委員会〕
於 事務局
１１名
「成人の発達障害 私の試行錯誤」
わたなべメンタルクリニック
渡邉 利枝子
②平成２４年 ９月 ５日〔学術委員会〕
於 事務局
１０名
「一例の自殺から学び取れるもの～自殺対策に向けて～」
稲田クリニック
稲田 泰之
③平成２４年１１月２８日〔ｱﾙｺｰﾙ･薬物嗜癖検討委員会〕 於 事務局
１２名
「アディクションとしての自傷から回復した症例～故意に自分の健康を害する症候群からの回復」
そんメンタルクリニック
孫
漢洛
④平成２４年１２月 ６日〔処方薬乱用依存防止プロジェクト〕
於 事務局
１５名
「ベンゾジアゼピン系薬剤の乱用・依存とはなにか？」
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京谷クリニック
京谷 京子
５ 勉強会
①医療制度勉強会〔医療制度委員会〕
・平成２５年・１月２２日
於
阪急ターミナルスクエア 17
１９名
「この間の精神科医療制度改革の動き」
講師
枚方保健所
所長
笹井 康典 先生
大阪人間科学大学
准教授
吉池 毅志 先生
②児童虐待防止プロジェクト勉強会〔児童虐待防止プロジェクト〕
・平成２４年 ５月３１日
於
かく・にしかわ診療所
５名
「要対協・実務者会議におけるケースの流れについて」
講師
医療法人ひがしクリニック
精神保健福祉士
重根 良子 氏
・平成２４年 ７月１９日
於
事務局
８名
「児童虐待における性虐待の実際」
講師
阪南中央病院 性暴力救援センターSACHIKO 支援員 谷田寿美江氏 原田 薫 氏
・平成２４年１１月１６日
於
大精診事務局
７名
「ケース相談会」
・平成２５年 １月１１日
於
大精診事務局
９名
「DV 被害者一時保護施設における虐待問題」
講師
いくの学園
湯山なお子 氏
・平成２５年 ３月 ８日
於
大精診事務局
５名
「障害者虐待防止法についてと、児童虐待防止法との関連について」
講師
堺市 障害施策推進課
課長 永井 義雄 氏
③大阪弁護士会・大精診合同勉強会〔自殺対策プロジェクト〕
・平成２４年 ５月１７日
於
大阪弁護士会館
１０名 （大精診 ４名）
・平成２４年 ７月１８日
於
事務局
１６名 （大精診 ７名）
・平成２４年 ９月２７日
於
事務局
１７名 （大精診１０名）
・平成２４年１１月２９日
於
事務局
１５名 （大精診 ９名）
・平成２５年 １月３１日
於
事務局
１３名 （大精診 ９名）
・平成２５年 ３月２８日
於
事務局
９名 （大精診 ３名）
７ 職員研修会〔職員研修交流委員会・地域精神福祉委員会〕
平成２５年３月１６日 於 エルおおさか
９８名（大精診３７名）
シンポジウム「就労支援の実際」
シンポジスト
当事者１名
ケアホーム担当者
JSN 新大阪
ジョブコーチ 久保川良子 氏
医療法人遊心会 にじクリニック
副院長
西浦 竹彦
医療法人遊心会 にじクリニック
PSW
長谷高純一 氏
コーディネーター 金塚 たかし 氏（JSN 統合施設長）
地域医療関係
１ 精神科医療研究奨励金助成
①「重度記憶障害の人への長期映像記録カメラセンスカムを使った援助法の開発」
申請者
納谷クリニック
納谷 敦夫
②「向精神薬服用患者における携帯心電計を用いた QT 延長症候群のリスク管理について
－エスシタロプラム服用中の患者を中心に－」
申請者
かつもとメンタルクリニック
勝元 榮一
２ 精神障がい者就労促進プログラム事業
・事業説明会
平成２４年５月２９日 於 新大阪丸ビル
１９名（１２施設）
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３

４
５
６

７

・就労準備基礎コース
１５回 （のべ１７８名）
星のクリニック・光愛病院 合同（３回）
有希クリニックきとう医院
（３回）
山本病院
（３回）
東布施辻本クリニック
（３回）
阪本病院
（３回）
被災地支援活動
４月３０日～５月５日
石巻へ出務
コメディカルスタッフ
平林 玄（くすの木クリニック） （ ４月３０日～ ５月 ５日）
９月１日～９月３０日
石巻へ出務
坂元秀実
（ ９月２０日～ ９月２２日）
西村雅一
（ ９月 ９日～ ９月１２日）
田川精二
（ ９月１７日～ ９月２１日）
辻
敬
（ ９月１８日～ ９月１９日）
李 利彦
（ ９月１６日～ ９月１７日）
渡辺洋一郎
（ ９月２８日～ ９月２９日）
コメディカルスタッフ
山田真也（渡辺クリニック）
（ ９月 ９日～ ９月１１日）
李佐智子（り内科診療所）
（ ９月１６日～ ９月１７日）
大畑早紀（くすの木クリニック） （ ９月１８日～ ９月１８日）
平林 玄（くすの木クリニック） （ ９月１７日～ ９月２２日）
１０月１日～１０月３０日 石巻へ出務
鍵本伸明
（１０月２８日）
「被災地支援活動を支えるための寄付金」 寄付者名簿
稲田泰之、伊藤直人、稲垣俊雄、岩橋正人、上田裕紀子、太田幹夫、大野 卓、桂木祥子、川澄伸樹、
北中淳悟、北中由里、小池哲子、児島麻里、坂元秀実、杉山秀大、高田浩史、田川精二、堤 俊仁、
長井曜子、中迎憲章、南條節子、西浦竹彦、西川瑞穂、西村雅一、野崎京子、長谷高純一、桧山寛市、
藤井浩二、舩引礼子、松島 篤、水野慶三、吉田周逸、李 利彦、渡辺洋一郎
第２２回大精協・大精診役員意見交換会（平成２４年１１月１３日 於 ｳｴｽﾃｨﾝﾎﾃﾙ大阪）
第２３回大精診・大精協役員意見交換会（平成２５年 ３月１２日 於 ｳｴｽﾃｨﾝﾎﾃﾙ大阪）
近畿ﾌﾞﾛｯｸ精神科診療所協会会長副会長会議（平成２５年１月２０日 於 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪 ）
１２ 名（会長５名、副会長６名、オブザーバー１名）
大阪府医会連合代表者会議
第１回 平成２４年 ６月２８日 於 大阪府眼科医会事務局会議室
第２回 平成２４年１１月２９日 於 大阪府眼科医会事務局会議室
第３回 平成２５年 ２月２８日 於 大阪府眼科医会事務局会議室
出務会員
堤 俊仁、坂元 秀実
府医 かかりつけ医うつ病対応力向上研修
平成２４年１０月６日 於 大阪府医師会館
総合司会
李 利彦
コーディネーター
鍵本 伸明
１．
「うつ病などの精神障害と自殺」
渡辺洋一郎
２．
「うつ病の基礎知識 一般医療におけるうつ病の診断」
渡辺洋一郎
３．
「うつ病の治療」
「専門医との連携」
稲田 泰之
４．
「若年者のうつ病」
西川 瑞穂
５．
「高齢者のうつ病」
松本 一生
６．
「アルコールと自殺」
辻本 士郎
７．
「職場におけるうつ病」
鍵本 伸明
８．
「まとめと質疑応答」
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公益事業関係
１ 第２１回専門医による－こころの健康なんでも相談〔企画啓発事業委員会〕
平成２４年６月１０日 於 ﾃﾞｨｱﾓｰﾙ大阪 ﾃﾞｨｰｽﾞｽｸｴｱ 相談件数３９件 見学者推計３６３０人
出務会員 石田 徹、稲垣俊雄、稲垣亮祐、稲田泰之、川澄伸樹、鬼頭有代、児島麻里、小西博行、
齋藤直巳、坂口敬人、坂元秀実、佐賀宏子、田中千足、津本 学、中村芳昭、西川瑞穂、
野崎京子、平山栄一、正岡 哲、李 利彦（敬称略）
第２２回専門医による－こころのなんでも相談〔企画啓発事業委員会〕
平成２４年９月９日 於 大阪商工会議所
相談件数６０件
（この回は自殺予防特別企画としてメンタルヘルスフォーラムなどとの共同開催であった。
）
出務会員 石田 徹、稲垣亮祐、川澄伸樹、小西博行、齋藤直巳、坂口敬人、坂元秀実、生野宏和、
杉山篤男、野崎京子、平山栄一、吉田 祥、李 利彦（敬称略）
２ 大精診市民講演会〔企画啓発事業委員会〕
第４３回 平成２４年 ９月 ９日
於 大阪商工会議所
１０３名
「うつ病について正しく知ろう」
講師
石田クリニック
石田 徹
第４４回 平成２４年 ９月１３日
於 門真市保健福祉センター
２５名
「それって、こころの病気かも？」
講師
稲田クリニック
稲田 泰之
第４５回 平成２４年１０月 ５日
於 住吉区民センター
９３名
「ストレスとアルコール ～お酒と上手に付き合えていますか？～」
講師
東布施辻本クリニック
辻本 士郎
第４６回 平成２４年１０月１７日
於 堺市役所本館
６６名
「ストレスとよく見られる心の病 ～うつと不安を中心に～」
講師
ナンバかぎもとメンタルクリニック
鍵本 伸明
第４７回 平成２４年１０月２７日
於 旭区民センター小ホール
６３名
「身近な人がうつになったら ～みんなでうつを考えよう～」
講師
中西クリニック
中西 保雄
第４８回 平成２４年１１月１９日
於 寝屋川市立総合センター
３７名
「こころの病とストレス対処」
講師
稲田クリニック
稲田 泰之
第４９回 平成２４年１２月 ６日
於 平野区役所
７６名
「青年・成人期の広汎性発達障がいについて」
講師
かく・にしかわ診療所
西川 瑞穂
第５０回 平成２４年１２月 ７日
於 藤井寺保健所
３５名
「お酒とこころの健康を考える」
講師
東布施辻本クリニック
辻本 士郎
第５１回 平成２５年 １月２２日
於 吹田保健所
４１名
「あなたと身近な人のために ～うつと自殺とアルコール～」
講師
川田クリニック
川田 晃
第５２回 平成２５年 ３月１４日
於 高槻市保健所
２５名
「あなたと身近な人のためのうつ病講座 ～うつ病と自殺とアルコール～」
講師
川田クリニック
川田 晃
第５３回 平成２５年 ３月１４日
於 布施駅前リージョンセンター
「こころの病気かなと思ったら…こんな時受診しましょう」
３５名
講師
西村クリニック
西村 雅一
３ 第１１回メンタルヘルスフォーラム〔企画啓発事業委員会〕
（大阪府民間団体自殺対策緊急強化事業補助金交付事業）
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平成２４年９月９日 於 大阪商工会議所
４０７名
自殺予防週間特別企画 「生きる！」
第１部 講演「みんなで支えよう大切な命～うつを乗り越えて～」
タレント
布川 敏和 氏
第２部 講演「知って活かそう！うつの話～うつ病の正しい知識と治療～」
独立行政法人国立精神神経医療センター理事長 総長 樋口 輝彦 先生
第３部 パネルディスカッション
パネリスト
布川 敏和 氏／樋口 輝彦 先生
コーディネーター
渡辺洋一郎
４ 大阪市精神科一次救急医療体制整備事業〔精神科救急委員会〕
出務日数
３６５日
出務会員 青谷 弘、赤垣伸子、明石惠司、渥美正彦、荒川幸博、石田 徹、稲垣俊雄、稲垣亮祐、
稲田泰之、井上 聡、入澤 聡、岩井眞二、岩橋正人、上田裕紀子、上西圀宏、植野秀男、
浦 公美、遠藤さゆり、大久保圭策、太田幹夫、大野京介、岡田 清、鍵本伸明、影山 航、
加護野洋二、梶本隆哉、片山尚典、勝田充代、勝田洋一、勝元榮一、川澄伸樹、川田 晃、
河村敬子、北中淳悟、鬼頭有代、金 文秀、木村秀樹、木村良博、京谷京子、釘抜利明、
楠部剛史、小池 淳、小池哲子、小出誠司、小西博行、齋藤直巳、坂口敬人、坂元秀実、
柴山岳史、島田 武、清水聖保、生野宏和、陳 元太、杉浦 卓、杉山博通、杉山秀大、
角谷岳朗、孫 漢洛、高山直子、田川精二、田中千足、田中 一、田中博文、田畑紳一、
鄭 龍寿、辻
敬、辻本士郎、土戸光雄、堤 俊仁、津本 学、戸島 覚、長井曜子、
長尾喜代治、中川和子、長坂 仁、中西重裕、中西保雄、中畑俊朗、中迎憲章、中村芳昭、
新川久義、西浦竹彦、西川瑞穂、西口俊樹、西澤弘太郎、西村雅一、西脇新一、野﨑京子、
野々村安啓、花尾晋一、桧山寛市、平山栄一、平山智英、廣瀬高志、藤井浩二、藤田素樹、
堀野 敬、前久保邦昭、牧村智広、正岡 哲、松島 篤、松本一生、松本浩司、松本紳一郎、
圓尾和子、三田浩平、三家英明、南
諭、峯崎恭彰、宮田 明、撫井弘二、村上正嗣、
村田伸文、森麻里子、門矢規久子、八重垣常憲、安田 究、山内 健、山田一郎、山畑 清、
山本 忍、山本博三、吉田 祥、李 利彦、林 成賢、渡辺洋一郎（１２６名）
出務協力大学 大阪大学
大阪医科大学
関西医科大学
近畿大学
大阪市立大学
５ 講師派遣
・H24 年 4 月 28 日「第１１回寝屋川市メンタルカンファレンス『発達障害について』
」
西川 瑞穂
（吉富薬品株式会社）
・H24 年 5 月 26 日 市民後見人養成講座「対象者の理解（3）精神障害者の特性と接し方」
堤 俊仁
（大阪市成年後見センター）
・H24 年 9 月 13 日 救急医療研修会「職場におけるﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ（うつ病と自殺企図）の対応について」
鍵本 伸明
（大阪府医師会）
・H24 年 9 月 20 日 精神保健関係職員現任研修「発達障害とその関わりについて」
西川 瑞穂 （大阪市こころの健康センター）
・H24 年 9 月 25 日 大阪府市町村児童家庭相談担当者ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修
西川 瑞穂
（児童虐待防止協会）
・H24 年 9 月 26 日「メンタルヘルス講習会」
石田 徹
（箕面市教育委員会）
・H24 年 10 月 4 日 精神保健関係職員現任研修「統合失調症の事例を通して学ぶ」
堤 俊仁
（大阪市こころの健康センター）
・H24 年 11 月 6 日「発達障害勉強会」
西川 瑞穂
（社会福祉法人そよ風）
・H24 年 11 月 29 日「こころもスッキリ！認知症・うつ病予防」 平山 栄一
（旭区）
・H24 年 11 月 30 日「事業場内メンタルヘルス推進担当者養成研修」
稲田泰之、鍵本伸明、渡辺洋一郎（大阪府総合労働事務所）
・H24 年 12 月 1 日「中播磨圏域かかりつけ医と専門医（精神科医）の連携強化事業」
渡辺洋一郎 （兵庫県中播磨健康福祉事務所）
・H24 年 12 月 21 日「事業場内メンタルヘルス推進担当者養成研修」
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稲田泰之、鍵本伸明、渡辺洋一郎（大阪府総合労働事務所）
・H25 年 1 月 5 日 『平成 24 年度発達障害者就労支援者育成事業近畿ブロック支援者向け講習会
「発達障害者の就労支援」
』西川 瑞穂
（株式会社 FVP）
・H25 年 2 月 14 日 大阪市社会福祉主事資格認定講習会「医学一般（精神医学について）
」
李 利彦 （大阪市社会福祉研修・情報センター）
・H25 年 2 月 28 日「事業場内メンタルヘルス推進担当者養成研修」
稲田泰之、鍵本伸明、渡辺洋一郎（大阪府総合労働事務所）
・H25 年 3 月 8 日「自殺対策啓発研修」
稲田 泰之
（大阪弁護士会）
・H25 年 3 月 17 日、31 日 うつ病医療体制強化研修会「うつ病の診断・治療及び他職種との連携」
石田 徹、鍵本伸明
（大阪府薬剤師会）
・H24 年 3 月 30 日 認知症等高齢者支援地域連携事業研修会
堤 俊仁
（城東区医師会）
その他
各委員会等の活動
１ 学術委員会
①学術研究会の開催
・平成２４年 ６月 ２日
・平成２４年 ８月１１日
・平成２４年１０月２７日
・平成２５年 ３月２３日
②症例検討会の開催
・平成２４年 ５月３１日
・平成２４年 ９月 ５日
③精神科医療研究奨励金助成
④委員会の開催
・平成２４年１０月２７日

於
於
於
於

ホテルモントレグラスミア大阪
新阪急ホテル
ベイタワーホテル大阪
ラマダホテル大阪

於
於

事務局
事務局

於

ホテル大阪ベイタワー

６名

２ 臨床精神薬理委員会
①学術研究会の開催
・平成２５年 ３月 ２日
於
ホテルグランヴィア大阪
②臨床試験
・エスシタロプラムシュウ酸塩（レクサプロ）の投与初期における忍容性と有効性の検討および長期予
後調査を３５施設が参加し、うつ病患者を対象に現在検討中である。
・統合失調症外来診療におけるパリペリドン徐放錠（インヴェガ錠）治療に対する患者満足度調査を、
２５施設が参加して行った。
③委員会の開催
・平成２４年 ５月２９日
於
事務局
８名
３ 高齢者問題検討委員会
①学術研究会の開催
・平成２４年１１月１０日
②委員会の開催
・平成２４年 ４月２５日
・平成２４年１０月 ４日

於

ANA クラウンプラザホテル

於
於

事務局
事務局

５名
５名

４ 医療経済委員会
①医業経営アンケート調査
本年度も会員診療所の 3 月分診療状況について医業経営アンケート調査を行った。
５ 医療制度委員会
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①勉強会の開催
・平成２５年 １月２２日

於

阪急ターミナルスクエア・17

６ 地域精神福祉委員会
①学術研究会の開催
・平成２４年１２月 ８日
於
帝国ホテル大阪
②精神障がい者就労促進プログラム普及事業の実施
・事業説明会 平成２４年５月２９日
於
新大阪丸ビル新館
・就労準備基礎コース（のべ１５回）
③職員研修会（職員研修交流委員会合同）の開催
・平成２５年 ３月１６日
於 エルおおさか
７ 職員研修交流委員会
職員研修会（地域精神福祉委員会合同）の開催
・平成２５年 ３月１６日
於 エルおおさか
８ 精神科救急委員会
①大阪市委託 精神科一次救急医療体制整備事業
救急診療所の運営
②精神科救急医療体制への協力
・救急情報センターへの相談事例に対応を行う精神科診療所医師によるオンコール体制
・精神科診療所の自院通院患者が救急対象となった際に常時情報提供に応じる体制
・精神科診療所の自院通院患者が緊急措置診察の対象となった場合の情報提供に応じる体制
③委員会の開催
・平成２４年 ６月 ８日
於
事務局
④精神科救急情報センター相談員研修会
・平成２４年 ９月２６日
於
大阪市こころの健康センター
出務会員
平山栄一
平成２４年度の診療報酬改正において、精神保健指定医の公務員としての地域の精神科救急医療体制へ
の協力を求められたことより、精神科救急医療情報センターと連携したオンコール体制やミクロ救急体
制を構築するために会員に対してアンケート調査を行った。アンケート結果に基づいて８月に大阪府・
大阪市・堺市の行政や復帰協の責任者と協議を行った。
９月には大精協役員会に参加し、新たなオンコール体制やミクロ救急に対して説明し理解協力が得られ
た。
１０月には復帰協主催の新たなオンコール体制等の研修会に参加し、直接にオンコール体制やミクロ救
急体制について説明した。
さらに現在の「こころの救急相談」や精神科救急医療情報センターの問題点を指摘し、その善処を要請
した。
また行政からの要請により、措置診察への協力を行うべく大精診会員にアンケート調査を行ない、協力
の意向を示した会員において、措置診察の可能な曜日や時間帯などを把握し、行政との連携を図った。
１０月２８日には日本精神科救急医学会において大阪の精神科救急医療体制における精神科診療所医
師の新たな役割について発表した。
２月には会員に対してオンコール体制に関するアンケートを施行した。
９ 児童青少年問題検討委員会
①学術研究会（学校精神保健委員会合同）の開催
・平成２５年 ２月２８日
於
リーガロイヤルホテル大阪
②大阪府委託 発達障がい精神科医養成研修事業
・平成２５年 ３月１４日
於
阪急ターミナルスクエア・17
③学校精神保健関係者連絡会（学校精神保健委員会合同開催）
・平成２５年 １月２２日
於
阪急ターミナルスクエア・17
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④大阪府学校保健課題解決支援事業における専門医師推薦依頼（学校精神保健委員会合同）
医師６名を派遣
⑤児童虐待防止協会理事推薦
⑥委員会の開催（学校精神保健委員会合同開催）
・平成２４年１０月３０日
於
事務局
３名
１０ 学校精神保健委員会
①学術研究会（児童青少年問題検討委員会合同）の開催
・平成２５年 ２月２８日
於
リーガロイヤルホテル大阪
②学校精神保健に関する情報収集・現状分析
③大阪府健康相談支援体制整備事業への協力
④大阪府学校保健課題解決支援事業における専門医師推薦依頼（学校精神保健委員会合同）
医師６名を派遣
⑤学校精神保健支援事業・支援体制の検討
⑥啓発活動への提言
⑦学校精神保健関係者連絡会（児童青少年問題検討委員会合同開催）
・平成２５年 １月２２日
於
阪急ターミナルスクエア・17
⑧委員会の開催（児童青少年問題検討委員会）
・平成２４年１０月３０日
於
事務局
３名
１１ 医療観察法検討委員会
①医療観察法に関する情報収集
②現行医療観察法の問題点の整理・検討
③付添人協力医の推薦
④弁護士との情報交換
⑤関連機関の連絡会に出務
⑥会員に向けた情報提供
⑦学術研究会の開催
・平成２５年 １月２４日
於
ホテルモントレ大阪
⑧発達障害を持つ男性の殺人事件判決に関する意見表明
１２ 産業精神保健委員会
①学術研究会の開催
・平成２４年１０月２５日
・平成２５年 ３月 ９日
②講師の派遣
③委員会の開催
・平成２４年 ８月 ４日

於
於

薬業年金会館
ヴィアーレ大阪

５名

１３ アルコール・薬物嗜癖検討委員会
①学術研究会の開催
・平成２４年 ８月１８日
②症例検討会の開催
・平成２４年１１月２８日
・平成２４年１２月 ６日

於

帝国ホテル大阪

於
於

事務局
事務局（処方薬乱用依存防止プロジェクト合同開催）

１４ 企画啓発事業委員会
①各種普及啓発事業の開催
・専門医による－こころのなんでも相談（第２１回・第２２回）
・市民講演会（１０回）
・第１１回メンタルヘルスフォーラム（大阪府民間団体自殺対策緊急強化事業補助金事業）
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②委員会の開催
・平成２４年 ４月 ９日
・平成２４年 ５月１４日
・平成２４年 ６月１１日
・平成２４年 ７月 ４日
・平成２４年 ８月 ８日

於
於
於
於
於

事務局
事務局
事務局
事務局
事務局

７名
１０名
１３名
１０名
９名

１５ より良い精神科医療を推進する委員会
NPO 大阪精神医療人権センターとの打合せを行い、年間を通して電話相談を試行した。
１６ 情報委員会
大精診ニュース編集・発行（No.456～467）
大精診メーリングリスト管理
公開ホームページ作成・管理
会員向けホームページ作成・管理運営
１７ 会誌編集委員会
協会誌３７号を２０１３年３月に発行した。
１８ 福利厚生委員会
新年伝達講習会 平成２５年２月２日 於 ﾎﾃﾙ阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

会員６０名 来賓１４名

１９ 会員支援委員会
会員の急病等による代診のネットワークの構築について検討した。
代診支援 長田やすらぎクリニック、杉山クリニック、稲垣診療所、加護野神経クリニック
２０ 児童虐待防止プロジェクト
①学術研究会の開催
・平成２４年 ９月１３日
②勉強会の開催
・平成２４年 ５月３１日
・平成２４年 ７月１９日
・平成２４年１１月１６日
・平成２５年 １月１１日
・平成２５年 ３月 ８日
③講師の派遣

於 ANA クラウンプラザホテル大阪
於
於
於
於
於

かく・にしかわ診療所
事務局
事務局
事務局
事務局

２１ 自殺対策プロジェクト
①自殺予防に関する研修会・講演会への講師派遣
②大阪府自殺予防街頭啓発キャンペーンへの協力
・平成２４年９月１０日・平成２５年３月１日
③学術研究会の開催
・平成２５年 ２月２３日
於 リーガロイヤル NCB
④大阪弁護士会との勉強会の開催
・平成２４年 ５月１７日
於 大阪弁護士会館
・平成２４年 ７月１８日
於 事務局
・平成２４年 ９月２７日
於 事務局
・平成２４年１１月２９日
於 事務局
・平成２５年 １月３１日
於 事務局
・平成２５年 ３月２８日
於 事務局
２２ 東日本大震災支援プロジェクト
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日精診被災地支援活動への協力
２３ 処方薬乱用防止プロジェクト
①症例検討会の開催
・平成２４年１２月 ６日
於 事務局 （ｱﾙｺｰﾙ・薬物嗜癖検討委員会合同開催）

（３）日精診関連事項報告
１ 総
会：第１８回（平成２４年 ６月２３日、北九州）
２ 理 事 会：
８回（平成２４年 ５月１３日、東京）
（平成２４年 ６月２３日、北九州）
（平成２４年 ６月２４日、北九州）
（平成２４年 ７月 ８日、東京）
（平成２４年 ９月 ２日、東京）
（平成２４年１１月１１日、東京）
（平成２５年 １月１３日、東京）
（平成２５年 ３月１７日、東京）
３ 災害支援対策全国会議
：
１回（平成２４年１１月２５日、東京）

（４）府医師会、大阪府、大阪市関係事項報告、及び各種委員
１ 厚生労働大臣表彰 吉田 計夫
大阪府知事表彰
松本 一生
大阪府知事感謝状 加護野洋二
２ ・大阪府医師会医学会評議員会（高橋京、大海、松本一）
・大阪府医師会医学会運営委員会ならびに生涯教育推進委員会（西村）
・大阪府医師会健康問題相談特別委員会（西村、都井、撫井）
・大阪府医師会学校医部会（西川）
・大阪府医師会介護・高齢者福祉委員会（李）
・大阪府医師会産業医部会（鍵本）
・大阪府産業保健活動推進協議会（鍵本）
・大阪府医師会保険指導委員会（石田丈）
・大阪府医師会地域医療計画推進委員会（堤）
・大阪府医会連合会（堤）
・大阪府精神保健福祉審議会（堤）
・大阪府医療計画精神疾患ワーキンググループ（渡辺洋、堤）
・大阪府自立支援医療費審査会（田川、李）
・大阪府精神障害者保健福祉手帳審査会（平山栄・加護野・本・孫）
・大阪府精神科救急医療運営委員会（平山栄）
・大阪府精神医療審査会（西村、三家）
・大阪府精神障がい者退院促進支援事業運営委員会（稲垣俊）
・大阪府障がい者地域移行促進強化事業企画会議（稲垣俊）
・大阪府精神科医療機関療養環境検討協議会（稲垣俊）
・大阪府障害者自立支援協議会地域支援推進部会（坂元）
・大阪府介護保険審査会（堤）
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・大阪府高齢者介護予防・地域リハビリテーション推進委員会（堤）
・大阪府高齢者虐待対応広域的システム検証実務者会議（李）
・大阪府麻薬中毒審査会（鬼頭）
・大阪府自殺対策審議会（渡辺洋）
・大阪府医療観察制度運営連絡協議会（大久保圭）
・大阪府発達障がい者支援体制整備検討委員会（田中千）
・大阪府学校保健課題解決支援事業における専門医師の推薦（木村文、楠部、西川、
（辻井、藤山、山下※
）
非会員）
・大阪府引きこもり等サポーター連絡協議会（大久保圭）
・大阪府「子ども・若者自立サポート事業」プロポーザル選定委員会（大久保圭）
・大阪府「かかりつけ医うつ病対応力向上研修」企画委員会（李）
・大阪府非常勤嘱託産業医（稲田、北中淳、北中由、吉田祥）
・大阪府総合労働事務所職場におけるメンタルヘルス専門相談員（稲田）
・健康おおさか 21 推進府民会議（堤）
・健康おおさか 21 推進府民会議「休養・こころの健康づくり」
「ｱﾙｺｰﾙ対策」合同部会（川田晃）
・大阪市精神保健福祉審議会（堤）
・大阪市精神保健福祉審議会自殺防止対策部会（渡辺洋）
・大阪市精神保健福祉審議会精神科救急医療部会（平山栄）
・大阪市精神保健福祉審議会自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査部会（川澄、長坂、西
川）
・大阪市障がい者施策推進協議会専門委員会（障害者計画策定・推進部会）
（平山栄）
・大阪市障がい者施策推進協議会専門委員会（地域自立支援協議部会）
（堤）
・大阪市精神障害者地域生活移行支援事業検討会議（平山栄）
・大阪市地域自立支援協議会（堤）
・大阪市障害者就業・生活支援センター専門相談員（堤）
・大阪市障害程度区分判定審査会合議体連絡会（堤、平山栄、前久保）
・大阪市障害程度区分認定審査会合議体委員（陳〔北〕
、小池哲〔福島〕
、日野〔此花〕
、大海〔中央〕
、野々
、本〔西淀川〕
、天羽裕〔淀川〕
、
村〔西〕
、生野〔港〕
、牧村〔大正〕
、井上〔天王寺〕
、太田幹〔浪速〕
西浦〔東淀川〕
、金〔東成〕
、荒川〔生野〕
、中西保〔旭〕
、上田〔城東〕
、川澄〔鶴見〕
、西口〔阿倍野〕
、
田畑〔住吉〕
、浦〔東住吉〕
、撫井〔平野〕
、長坂・植野〔西成〕
）
・大阪市精神医療審査会（川澄）
・堺市精神保健福祉審議会（上島玲、髙橋幸）
・堺市精神障害者保健福祉手帳及び通院医療公費負担制度判定委員会（笠、中村、渥美）
・堺市精神医療審査会（岩橋、向井、川田晃）
・大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会運営監視小委員会（田川）
・大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会苦情解決小委員会（勝元）
・国保審査委員会（太田幹、平山栄）
・社保審査委員会（堤）
・児童虐待防止協会（田中迪）
・大阪社会保険事務局健康保険傷病手当金等給付審査員（入澤、金子）
・日本年金機構大阪事務センター 障害基礎年金認定審査医員（石田丈、古屋）
・大阪地方裁判所民事調停委員会（向井）
・大阪労働局地方労災医員（鍵本・稲田）

