【平成 25 年度会務・事業報告】

平成２５年度会務報告並びに事業報告

（１）会務報告 （自 平成２５年４月１日 至 平成２６年３月３１日）
１ 会員状況

現在会員数
診療所数
入会
退会

入会者：
（会

２８６名（会員 ２３３名、賛助会員 ５３名）
２５３施設
１１名（会員 ９名、賛助会員 ２名）
１名

員）青山
洋
関本 鈴香

太田 幸司
宋
大光

（賛助会員）久保 悦子

野村 吉宣

正会員より賛助会員へ変更：井村 昭三
賛助会員より正会員へ変更：皆川ひとみ
休会者：
（会

員）長坂

木下 健司
永田 利彦

大矢

睦

笠

清水
健
湯尾 弘司

眞城 拓志

正明

仁

退会者：
（賛助会員）井田英乃夫

（２）事業報告
庶務関係
出席者
１会議
通常総会（平成２５年６月１５日）ウェスティンホテル大阪
１３９名（含委任状・書面議決）
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２５年４月号（No.４６８号）～平成２６年３月号（No.４７９号）
２ 大精診誌発行 （第３８号） 平成２６年３月
３ 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２５年 ５月 １日
適応障害（５月病）
・ 平成２５年 ５月２９日
うつ病
ナンバかぎもとメンタルクリニック
鍵本 伸明
毎日放送ラジオ「ドクターＭ」
・ 平成２５年 ５月 ４日
五月病と適応障害
・ 平成２５年 ５月１８日
ストレス反応と社交不安障害
稲田クリニック
稲田 泰之
大阪府医師会・ATC エイジレスセンター「エイジレス健康講座」
・平成２５年５月１８日
幸せを呼ぶエイジレスライフ――心の生活習慣病にならないために
亀田クリニック
亀田 英明
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学術関係
参加者数
１ 総会特別講演
平成２５年６月１５日〔学術委員会〕 於 ウェスティンホテル大阪
８１名
一般講演「大精診 エスシタロプラム臨床研究中間報告」
演者
かつもとメンタルクリニック
勝元 榮一 先生
特別講演「うつ病治療と自殺予防～自殺予防は可能か？～」
演者
帝京大学溝口病院精神神経科 教授
張 賢徳 先生
２ 第２３回大精診･大精協合同学術講演会
平成２６年３月２２日〔学術委員会〕 於 ホテルグランヴィア大阪
１２３名 大精診３８名
特別講演「統合失調症治療における持効性注射製剤の役割―remission・recovery を目指して―」
演者
関西医科大学精神神経科学教室 助教
片上 哲也 先生
シンポジウム「大阪における精神科救急と身体科救急の連携について」
演者
精神科病院の立場から
さわ病院 理事長
澤
温 先生
精神科診療所の立場から つつみクリニック 院長
堤 俊仁 先生
一般科病院の立場から
加納総合病院 院長
加納 繁照 先生
行政の立場から
大阪府健康医療部医療対策課長
永井 仁美 先生
大阪府健康医療部地域保健感染症課長 谷掛 千里 先生
３ 学術研究会
①平成２５年 ５月１８日〔臨床精神薬理委員会〕 於 ホテルモントレグラスミア大阪 ３２名
一般演題「統合失調症外来診療に対する徐放性製剤の治療における患者満足度調査の検討」
演者
西村クリニック 院長
西村 雅一 先生
特別講演「持効性注射剤化あるいは徐放剤化による脳内薬物濃度安定で効果と忍容性が変化し得るか」
演者
大阪医科大学 神経精神医学教室大阪精神医学研究所 新阿武山病院
菊山 裕貴 先生
②平成２５年 ６月 １日〔学術委員会〕 於 ホテルグランヴィア大阪
７０名
一般演題「初診うつ病の診断と治療のコツ」
演者
清水クリニック 院長
清水 聖保 先生
特別講演「精神疾患と睡眠障害」
演者
久留米大学医学部神経精神医学講座
助教
小鳥居 望 先生
③平成２５年 ７月２０日〔高齢者問題検討委員会〕 於 ラマダホテル大阪
６２名
症例発表「メマリーの使用経験」
演者
り内科診療所 院長
李 利彦 先生
特別講演「高齢者の認知機能障害と脳の可塑性」
演者
秋田県立脳血管研究センター 神経内科学研究部 部長 長田 乾 先生
④平成２５年 ７月２７日〔児童青少年問題検討委員会〕 於 ラマダホテル大阪
１００名
一般演題「MANGA study 再考 －Duloxetine の立場から－」
演者
かつもとメンタルクリニック 院長
勝元 榮一 先生
記念講演「ADHD と自閉症スペクトラム障害」
演者
昭和大学医学部 精神医学講座 教授
岩波 明 先生
⑤平成２５年 ８月３１日〔高齢者問題検討委員会〕 於 リーガロイヤルホテル大阪
４５名
一般講演「診療所におけるレミニールの使用経験」
演者
むらたメンタルクリニック 院長
村田 伸文 先生
特別講演「糖尿病合併症としての認知症」
演者
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
糖尿病・代謝・内分泌 内科総括部長
荒木 厚 先生
⑥平成２５年 ９月１４日〔高齢者問題検討委員会〕 於 帝国ホテル大阪
８３名
「老齢期うつ病の診断と治療」
演者
慶應義塾大学医学部 精神神経科教授
三村 將 先生
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⑦平成２５年１０月１９日〔学術委員会〕
於 ホテル大阪ベイタワー
５１名
「最近のうつ状態の病態を考える ～『新型うつ病』論の批判的検討～」
演者
京都第一赤十字病院精神科 部長／京都府立医科大学 臨床教授
名越 泰秀 先生
⑧平成２５年１０月２６日〔産業精神保健委員会〕 於 薬業年金会館
１４９名
テーマ「職域における高次脳機能障害者対策を考える」
基調講演「労働者の高次脳機能障害への理解とサポート」
演者
なやクリニック 院長
納谷 敦夫 先生
シンポジウム
ｾｸｼｮﾝⅠ「高島屋における精神障害者雇用の取り組み～厚生労働省精神障害者雇用促進モデル事業～」
演者
㈱高島屋大阪店 総務部人事グループ 人事担当課長
脇田 寿博 先生
ｾｸｼｮﾝⅡ「職域における精神障害者の雇用とサポートについて～"高次脳機能障害"から発達障害まで～」
シンポジスト
人事の立場から ㈱高島屋大阪店総務部人事グループ人事担当課長
脇田 寿博 先生
精神科医の立場から かく・にしかわ診療所 院長
西川 瑞穂 先生
産業医の立場から ㈱みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ大阪健康開発ｾﾝﾀｰ関西統括産業医
廣部 一彦 先生
コメンテーター
なやクリニック 院長
納谷 敦夫 先生
⑨平成２５年１１月１６日〔地域精神福祉委員会〕 於 帝国ホテル大阪
１５４名
特別講演Ⅰ「治療抵抗性うつの寛解を目指すために知っておきたいこと 」
演者
関西医科大学附属滝井病院精神神経科
加藤 正樹 先生
特別講演Ⅱ「ほっと式地域包括支援 ～精神科デイケアーで取り組むリカバリーの実践と挑戦～」
演者
医療法人社団デイケア・クリニックほっとステーション PSW 佐々木 渉 先生
同
PSW 笠井 利佳 先生
⑩平成２６年 １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
５６名
「アルコールとうつと自殺予防－アルコール健康障害対策基本法によって精神科医療はどう変わるか」
演者
医療法人山下会かすみがうらクリニック 副院長
猪野 亞朗 先生
⑪平成２６年 １月２５日〔高齢者問題検討委員会〕 於 リーガロイヤルＮＣＢ
３５名
講演Ⅰ「リバスタッチパッチの有効性について」
演者
近畿大学医学部堺病院 神経内科／近畿大学医学部 神経内科 准教授 平野 牧人 先生
講演Ⅱ「一般病棟で認知症の人にどう対応するか」
演者
国立長寿医療研究センター 脳機能診療部長
鷲見 幸彦 先生
⑫平成２６年 １月２６日〔児童虐待防止プロジェクト〕於 阪急ターミナルスクエア ５５名
「子どもと女性のトラウマとそのケア」
演者
兵庫県こころのケアセンター副センター長兼研究部長
亀岡 智美 先生
⑬平成２６年 ２月 ８日〔学術委員会〕 於 ホテルモントレグラスミア大阪
４３名
講演Ⅰ「統合失調症のうつ状態への治療」
演者
かつもとメンタルクリニック 院長
勝元 榮一 先生
講演Ⅱ「慢性不眠とうつ病の病態を過覚醒を通して見る」
演者
国立精神・神経医療研究センター精神生理研究部 部長
三島 和夫 先生
⑭平成２６年 ２月１５日〔医療制度委員会〕 於 ＡＮＡクラウンプラザホテル
７１名
特別講演Ⅰ「最近の Blonanserin の使用経験」
演者
かつもとメンタルクリニック 院長
勝元 榮一 先生
特別講演Ⅱ 経験を語り継ぐ「アルコール医療から学んだもの」
演者
特定医療法人大阪精神医学研究所 精神科 新阿武山クリニック
平野 建二 先生
⑮平成２６年 ３月 １日〔産業精神保健委員会〕於 ヴィアーレ大阪
１３８名
テーマ「復職における事業所内外の連携」
基調講演「うつ病からの復職とリワーク」
演者
湖南クリニック 院長
楢林 理一郎 先生
パネルディスカッション
パネリスト
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障害者職業センターの立場から 大阪障害者職業センター主幹障害者職業ｶｳﾝｾﾗｰ 藤原 桂 氏
産業看護職の立場から
関西電力滋賀支店 保健師
林田千雅子 氏
産業医の立場から
伊藤忠商事人事部・総務健康管理室大阪診療所
清原達也 先生
⑯平成２６年 ３月 ８日〔臨床精神薬理委員会〕 於 ホテルグランヴィア大阪
１０６名
特別講演Ⅰ「大精診エスシタロプラム臨床研究報告」
演者
大阪精神科診療所協会臨床精神薬理委員会 担当理事
石田 徹 先生
特別講演Ⅱ「成人期の発達障害の理解」
演者
奈良県立医科大学 教 授 看護学科長
飯田 順三 先生
⑰平成２６年 ３月１５日〔自殺対策プロジェクト〕 於 大阪第一ホテル
１７１名
テーマ「労災とメンタルヘルス不調」
基調講演「精神障害における労災認定の実際 －最近の知見と事例を含めて」
演者
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
パネルディスカッション
パネリスト
大阪精神科診療所協会 産業精神保健委員長 鍵本 伸明 先生
大阪弁護士会
生越 照幸 先生
読売新聞大阪本社 編集委員
原
昌平 氏
コーディネーター 日本精神神経科診療所協会会長/大阪精神科診療所協会名誉会長 渡辺洋一郎先生
⑱平成２６年 ３月２３日〔児童青少年問題検討委員会〕 於 リーガロイヤルＮＣＢ
３３名
【大阪府委託；発達障がい精神科医養成研修事業】
「発達障がい臨床：精神科診療所への期待」
児童･思春期精神科医の立場から 大阪府立精神医療センター児童・思春期科主任部長 柴田真理子氏
発達障がい者支援センターの立場から
アクトおおさか センター長
堀内 桂 氏
保護者の立場から
NPO 法人全国 LD 親の会 理事
内藤 孝子 氏
⑲平成２６年 ３月２９日〔学術委員会〕 於 リーガロイヤルホテル大阪
１０１名
特別講演「改めて考える気分安定薬の副作用及びそのマネジメント」
演者
杏林大学医学部 精神神経科学教室 准教授
渡邊 衡一郎 先生
４ 症例検討会
①平成２５年 ４月２０日〔学術委員会〕
於 事務局
７名
「当院のショートケアの取り組みについて」
くぎぬき医院
釘抜 利明 先生
②平成２５年 ８月 ６日〔ｱﾙｺｰﾙ･薬物嗜癖検討委員会〕
於 事務局
１６名
「アルコール依存症者におけるＢＺ系薬物の解毒治療について」
新阿武山病院
佐谷 誠司 先生
５ 勉強会
①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２５年 ５月１０日
於
事務局
６名
・平成２５年 ７月１２日
於
事務局
１６名
「行政の精神保健相談でみられる虐待問題」
話題提供
堺市堺区保健センター 精神保健福祉士
狩谷 敏之 氏
・平成２６年 １月１０日
於
事務局
１２名
「行政の障害福祉相談業務における、後方支援的関わり」
話題提供
豊中市健康福祉部いきいきセンター障害福祉課精神保健福祉士 平 麻奈 氏
②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２５年 ５月３０日
於
事務局
１２名 （大精診 ７名）
・平成２５年 ７月３１日
於
事務局
１０名 （大精診 ３名）
・平成２５年１０月１０日
於
事務局
１１名 （大精診 ７名）
・平成２５年１１月２８日
於
事務局
９名 （大精診 ３名）
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・平成２６年 １月３０日
於
事務局
１０名 （大精診 ５名）
・平成２６年 ３月２７日
於
事務局
８名 （大精診 ４名）
③貧困ビジネスに関する勉強会〔高齢者問題検討委員会〕
・平成２５年１１月２０日
於
事務局
１２名
「
『貧困ビジネス』について」
演者
ＣＯＭフレンズ 代表
奥村 慶雄 先生
④医療観察法勉強会〔医療観察法検討委員会〕
・平成２６年 ２月２０日
於
事務局
１０名
演者
ジュネーブ大学名誉教授
Timothy Harding 氏
⑤医療制度勉強会〔医療制度委員会〕
・平成２６年 ２月２５日
於
阪急ターミナルスクエア 17
９名
「精神科病院の過去・現在・未来」
演者
国分病院 院長
木下 秀夫 先生
６ 事例検討会
平成２６年 ２月２０日〔地域精神福祉委員会〕 於 チサンホテル新大阪
３２名
「みんなで作り上げよう！事例検討会 ～気楽に・ワクワク・じっくりと～」
演者
三家クリニック医療相談室長 精神保健福祉士
浜中 利保 氏
事例提供機関 勝田クリニック 精神保健福祉士
坂ノ上 裕一 氏、迫谷 昌士 氏
７ 精神障害者の就労支援を考えるシンポジウム〔職員研修交流委員会・地域精神福祉委員会〕
平成２６年３月１５日 於 ドーンセンター
８２名（大精診２４名）
「就労支援がうまくいかなかった事例研究を通して
～医療機関と就労支援機関はこうすれば上手くいく～」
シンポジスト
JSN 新大阪（松田氏、中井氏、堀川氏、中谷氏）
三家クリニック（浜中氏、大下氏、玉岡氏、溝上氏）
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
「抗うつ薬の早期反応とうつ病の寛解との関連についての日常臨床における検討」
申請者
かつもとメンタルクリニック
勝元 榮一
２ 精神障がい者就労支援モデル事業
【厚生労働省委託；医療機関と連携した精神障害者の就労支援モデル事業】
・精神科医療機関通院者に対する、職業準備性向上講座
上島医院：
８月２０日～９月１７日（週１回、全５回講座）
汐ノ宮温泉病院：９月１１日～１０月９日（週１回、全５回講座）
にじクリニック：１０月９日～１１月６日（週１回、全５回講座）
大阪府立精神医療センター：１０月１５日～１１月１２日（週１回、全５回講座）
藍野花園病院：１１月１２日～１１月２６日（週１回、全５回講座）
・精神科医療機関等のスタッフに対する精神障害者の就労支援研修
平成２５年１１月３０日 於 新大阪丸ビル別館
４７名
・総括会議の実施
平成２６年 ３月１８日 於 コンベンションルーム AP 大阪駅前
１１名
・
「デイケアで職業準備性を高める ‐精神障害者の就労準備講座テキスト」 ７００部作成
３ 被災地支援活動
石巻へ出務
堤 俊仁
（６月 ２日）
鍵本伸明
（６月 ３日～５日）
石田 徹
（６月 ５日）
渡辺洋一郎
（６月 ６日～ ７日）

【平成 25 年度会務・事業報告】

４
５
６

７

西村雅一
（６月 ９日～１４日）
田川精二
（６月１２日～１４日）
中迎憲章
（６月１５日～１６日）
西川瑞穂
（６月２１日～２３日）
楠部剛史
（６月２４日～２５日）
村上光道
（６月２６日）
釘抜利明
（６月２７日）
工藤将茂
（６月２８日～２９日）
コメディカルスタッフ
平林 玄（くすの木クリニック） （６月１２日～１５日、１２月２１日～２３日）
北浦達也（当会事務局）
（８月２５日～２９日）
篠木章江（当会事務局）
（１０月２８日～１１月１日）
「被災地支援活動を支えるための寄付金」 寄付者名簿
明石惠司、稲田泰之、音田 篤、河村敬子、児島麻里、後藤 守、清水聖保、髙橋京子、田川精二、
田中千足、中村芳昭、中山隆嗣、新川久義、西村雅一、野崎京子、平林 玄、古屋穎兒、前久保邦昭、
松島 篤、圓尾和子、撫井弘二、村上光道、吉田周逸
第２４回大精診・大精協合同役員意見交換会（平成２５年１１月５日 於 ｳｴｽﾃｨﾝﾎﾃﾙ大阪）
第２５回大精協・大精診合同役員意見交換会（平成２６年 ４月１日 於 ｳｴｽﾃｨﾝﾎﾃﾙ大阪）
関西精神科診療所協会研究会（平成２６年１月１３日 於 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪 ）
１３名
大阪府単科医会連合代表者会議
第１回 平成２５年 ６月２７日 於 大阪府医師会館
第２回 平成２５年１１月２８日 於 大阪府医師会館
第３回 平成２６年 ２月２７日 於 大阪府医師会館
出務会員
堤 俊仁
府医 かかりつけ医うつ病対応力向上研修
平成２５年１０月１２日 於 大阪府医師会館
「総論（薬物療法を含む）
」
渡辺洋一郎
「若年者・思春期のうつ病」
西川 瑞穂
「職場におけるうつ病」
鍵本 伸明
「アルコールとうつ病」
辻本 士郎

公益事業関係
１ 第２３回専門医による－心の健康なんでも相談〔企画啓発事業委員会〕
平成２５年６月１６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２８件 見学者推計１３２０人
出務会員 石田 徹、稲垣亮祐、稲田泰之、太田幸司、川澄伸樹、川田 晃、釘抜利明、楠部剛史、
児島麻里、小西博行、坂口敬人、坂元秀実、杉山篤男、辻本士郎、土戸光雄、津本 学、
中村芳昭、西澤弘太郎、藤本淳三、湯尾弘司、李 利彦
第２４回専門医による－心の健康なんでも相談〔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】
平成２５年９月８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２６件 見学者推計１１２０人
出務会員 石田 徹、稲垣亮祐、川澄伸樹、木村秀樹、釘抜利明、小西博行、坂口敬人、眞城拓志、
杉浦 卓、津本 学、中迎憲章、西川瑞穂、西澤弘太郎、野崎京子、藤本淳三
２ 大精診市民講演会〔企画啓発事業委員会〕
第５４回 平成２５年 ８月２８日
於 西成区役所
４４名
「うつで困っていませんか？ ～みんなで対応を考えよう～」
講師
ナンバかぎもとメンタルクリニック
鍵本 伸明
第５５回 平成２５年 ９月１１日
於 堺市役所本館
６４名
「うつ病を知ろう ～大切な人を失わないために～」
講師
稲田クリニック
稲田 泰之
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第５６回 平成２５年１０月１８日
於 寝屋川市立総合センター
６４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５７回 平成２５年１１月１６日
於 豊中市立生活情報センターくらしかん ３９名
「思春期・青年期のメンタルヘルス ～子ども・若者の健やかな心を育むために～」
講師
西村クリニック
西村 雅一
第５８回 平成２５年１２月 ５日
於 吹田保健所
１６名
「こんな症状ありませんか？ ～メンタルヘルス不調への気づきと対応～」
講師
稲田クリニック
稲田 泰之
第５９回 平成２５年１２月 ５日
於 藤井寺保健所
４７名
「ご存知ですか？高次脳機能障がい」
講師
り内科診療所
李 利彦
第６０回 平成２６年 １月２７日
於 岸和田保健所
５３名
「慢性のひきこもり状態からの脱却 ～ひきこもりに対する集団療法の効果について～」
講師
和歌山大学名誉教授／紀の川病院副院長
宮西 照夫 先生
第６１回 平成２６年 １月３０日
於 天王寺区役所
７１名
「双極性障がい（躁うつ病）ってどんな病気？」
講師
かつもとメンタルクリニック
勝元 榮一
第６２回 平成２６年 ３月 ３日
於 高槻市保健所
４６名
「うつに寄り添う ～かかわりのヒント～」
講師
石田クリニック
石田 徹
３ メンタルヘルスフォーラム紙上講演会〔企画啓発事業委員会〕
第１回 平成２５年１０月３１日
於 スイスホテル南海大阪 （１２月１０日毎日新聞朝刊掲載）
「統合失調症治療の未来を求めて」
大阪精神科病院協会 会長
河﨑 建人 先生
関西医科大学精神神経科学教室 教授
木下 利彦 先生
つつみクリニック 院長
堤 俊仁
かわすみクリニック 院長
川澄 伸樹
三家クリニック 院長
三家 英明
第２回 平成２５年１１月 ６日
於 ヒルトン大阪 （１月２２日産経新聞朝刊掲載）
「うつを知り、うつと向き合う」
近畿大学医学部精神神経科学教室 教授
白川 治 先生
日本精神神経科診療所協会 会長
渡辺 洋一郎 先生
石田クリニック 院長
石田 徹
稲田クリニック 院長
稲田 泰之
４ 会員精神科診療所一覧マップ増刷（平成２５年５月、５０００部）
５ 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〕
【大阪市委託】
出務日数
３６５日
出務会員 青谷 弘、青山 洋、赤垣伸子、明石惠司、渥美正彦、荒川幸博、石田 徹、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、大海聖子、大久保圭策、太田幸司、太田幹夫、大野京介、岡田 清、
鍵本伸明、影山 航、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、河原みどり、河村敬子、北中淳悟、鬼頭有代、木下健司、金 文秀、木村秀樹、
京谷京子、釘抜利明、楠部剛史、榑谷知大、小池 淳、小出誠司、児島麻里、齋藤直巳、
坂口敬人、坂元秀実、柴山岳史、島田 武、志水隆之、清水 健、清水聖保、生野宏和、
陳 元太、眞城拓志、杉浦 卓、杉山博通、杉山秀大、角谷岳朗、関本鈴香、宋 大光、
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、

【平成 25 年度会務・事業報告】

永田利彦、中西重裕、中西保雄、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、野﨑京子、野々村安啓、野村吉宣、花尾晋一、
桧山寛市、平山栄一、廣瀬高志、藤田素樹、堀野 敬、前久保邦昭、牧村智広、正岡 哲、
松島 篤、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、湯尾弘司、吉田 祥、李 利彦、
林 成賢、渡辺洋一郎（１２８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
６ 講師派遣
・H25 年 4 月 14 日「認知症の理解」
堤 俊仁（成年後見センターリーガルサポート大阪支部）
・H25 年 9 月 5 日「小学校長研修会『精神障害を抱える保護者の支援について』
」
西川瑞穂（東大阪市小学校校長会）
・H25 年 9 月 21 日・H26 年 2 月 8 日「認知症地域医療支援研修会」
堤 俊仁（大阪市西区医師会）
・H25 年 9 月 24 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）
・H25 年 10 月 10 日 「ハイリスク妊産婦に寄り添い支援する人材の育成」研修会
西川瑞穂（大阪府助産師会）
・H25 年 10 月 23 日 うつ病の家族教室「うつ病の理解と治療について・家族交流会」
鍵本伸明（西成区保健福祉センター）
・H25 年 10 月 26 日「第７期市民後見人養成講座（実務講習）
」
堤 俊仁（大阪市成年後見支援センター）
・H25 年 11 月 15 日 「大阪府内保健師児童虐待予防研修」
西川瑞穂（児童虐待防止協会）
・H25 年 12 月 8 日「医療的視点から見た発達障害児への配慮について」
西川瑞穂（一般社団法人テトラ coco）
・H26 年 1 月 20 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、渡辺洋一郎（大阪府総合労働事務所）
・H26 年 1 月 28 日 大阪府学校保健課題解決支援事業第 1 回学校保健研修
「子どもに精神科受診をすすめる時」
西川瑞穂（大阪府教育委員会）
・H26 年 1 月 30 日 子ども虐待をめぐる保護者への支援（専門・課題研修）
「保護者のメンタルヘルス
－精神科医療の現場から－」
西川瑞穂（兵庫県こころのケアセンター）
・H26 年 2 月 7 日 「ラインケアに不可欠なメンタルヘルスの知識
〜うつ病従業員の復職支援を含めて〜」渡辺洋一郎（産業雇用安定センター）
・H26 年 2 月 21 日「事業場内メンタルヘルス推進担当者養成研修」
鍵本伸明、渡辺洋一郎（大阪府総合労働事務所）
・H26 年 3 月 18 日 職域人権学習会「メンタルヘルスについて」 渡辺洋一郎（真宗大谷派難波別院）
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２５年 ６月 １日
於 ホテルグランヴィア大阪
・平成２５年 ６月１５日
於 ウェスティンホテル大阪
・平成２５年１０月１９日
於 ベイタワーホテル大阪
・平成２６年 ２月 ８日
於 ホテルモントレグラスミア大阪
・平成２６年 ３月２２日
於 ホテルグランヴィア大阪
・平成２６年 ３月２９日
於 リーガロイヤルホテル大阪
②症例検討会の開催
・平成２５年 ４月２０日
於 事務局
③精神科医療研究奨励金助成選考委員会
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・平成２５年１２月１６日
④委員会の開催
・平成２５年 ６月１５日

於 事務局

４名

於 ウェスティンホテル大阪

５名

２ 臨床精神薬理委員会
①学術研究会の開催
・平成２５年 ５月１８日
於 ホテルモントレグラスミア大阪
・平成２６年 ３月 ８日
於 ホテルグランヴィア大阪
②臨床試験
・統合失調症外来診療におけるblonanserin治療の社会復帰へ与える影響に関する調査を２１施設が参
加し、現在検討中である。
・抑肝散加陳皮半夏エキス細粒の認知症、BPSD、消化器症状への有効性を検討する調査を行うことと
なり、１６施設（３月３１日現在）が参加。
③委員会の開催
・平成２５年 ４月 ２日
於 事務局
８名
・平成２５年 ９月２２日
於 事務局
５名
３ 高齢者問題検討委員会
①学術研究会の開催
・平成２５年 ７月２０日
・平成２５年 ８月３１日
・平成２５年 ９月１４日
・平成２６年 １月２５日
②勉強会の開催
・平成２５年１１月２０日
③委員会の開催
・平成２５年１０月２４日

於
於
於
於

ラマダホテル大阪
リーガロイヤルホテル大阪
帝国ホテル大阪
リーガロイヤルホテル大阪

於 事務局
於 高麗橋吉兆

４名

４ 医療経済委員会
①医業経営アンケート調査
本年度は会員診療所の 11 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。
②「平成２６年度診療報酬改定に関する説明会」
・平成２６年 ３月２９日
於 リーガロイヤルホテル大阪
１４８名
５ 医療制度委員会
①学術研究会の開催
・平成２６年 ２月１５日
於 ＡＮＡクラウンプラザホテル
②勉強会の開催
・平成２６年 ２月２５日
於 阪急ターミナルスクエア・17
③委員会の開催
・平成２５年 ４月９日
於 事務局

６名

６ 地域精神福祉委員会
①学術研究会の開催
・平成２５年１１月１６日
於 帝国ホテル大阪
②事例検討会の開催
・平成２６年 ２月２２日
於 チサンホテル新大阪
③精神障害者の就労支援を考えるシンポジウム（職員研修交流委員会合同）の開催
・平成２６年 ３月１５日
於 ドーンセンター
④精神障がい者就労支援モデル事業の実施
・通院者に対する職業準備性向上講座（のべ２５回）
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・医療機関スタッフに対する就労支援研修
平成２５年１１月３０日
於 新大阪マルビル別館
⑤委員会の開催
・平成２５年１２月９日
於 事務局

２名

７ 職員研修交流委員会
精神障害者の就労支援を考えるシンポジウム（職員研修交流委員会合同）の開催
・平成２６年 ３月１５日
於 ドーンセンター
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精神科救急情報センター相談員研修会
平成２５年度の大精診新入会員８名のすべてが精神科一次救急体制への協力の同意を得て、現在精神科
救急診療所の当番医として１３６名、オンコール体制への協力医１２８名、ミクロ救急への協力医１１
２名が参画している。
平成２５年度の７月と２月にそれぞれ大阪府、大阪市の精神科救急医療審議会に参加し、精神科救急医
療の実績や課題等が議論された。９月には精神科救急診療所に受診した患者で、未治療のケースや主治
医のいない精神障害者への優先的な継続診療の受け入れを大精診会員に協力依頼を行った。
１１月には大阪府警から大阪市を通じて要請があり、自殺未遂等で警察に保護されたケースに対して精
神科医療を受けていない場合にその必要性の判断や速やかな精神科治療が受けられるように、一次救急
の対応可能な時間帯で精神科救急診療所が行うこととなった。
平成２６年３月２２日に大阪精神科病院協会との合同講演会にて、精神科救急と一般科救急の連携につ
いてシンポジストとして登壇。会員へ向けてアンケートを行い、精神科救急と一般科救急の連携への意
見や制度化への要望をまとめた。
９ 児童青少年問題検討委員会
①学術研究会の開催
・平成２５年 ７月２７日
於 ラマダホテル大阪
②大阪府委託 発達障がい精神科医養成研修事業
・平成２６年 ３月２３日
於 リーガロイヤルＮＣＢ
③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１名を派遣
１０ 学校精神保健委員会
①学校精神保健に関する情報収集・現状分析
②大阪府健康相談支援体制整備事業への協力
③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１名を派遣
④学校精神保健支援事業・支援体制の検討
⑤啓発活動への提言
１１ 医療観察法検討委員会
①勉強会の開催
・平成２６年 ２月２０日
於 事務局
②医療観察法に関する情報収集
③現行医療観察法の問題点の整理・検討
④付添人協力医の推薦
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⑤弁護士との情報交換
⑥関連機関の連絡会に出務
⑦会員に向けた情報提供
１２ 産業精神保健委員会
①学術研究会の開催
・平成２５年１０月２６日
於 薬業年金会館
・平成２６年 ３月 １日
於 ヴィアーレ大阪
②日精診産業メンタルヘルス講演会の共催
・平成２５年 ９月２９日
於 チサンホテル新大阪
③講師の派遣
④委員会の開催
・平成２５年 ６月１５日
於 ウェスティンホテル大阪
・平成２５年 ７月２６日
於 事務局
・平成２５年１２月１４日
於 事務局
・平成２６年 ２月２２日
於 事務局

９名
５名
５名
７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２６年 １月１８日
②症例検討会の開催
・平成２５年 ８月 ６日

於 帝国ホテル大阪
於 事務局 （処方薬乱用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－心の健康なんでも相談（第２３回・第２４回）
【大阪府民間団体自殺対策緊急強化事業補助金事業】
・市民講演会（９回）
・メンタルヘルスフォーラム紙上講演会（２回）
②委員会の開催
・平成２５年 ７月２３日
於 事務局
・平成２５年１２月 ４日
於 事務局

４名
６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.468～479）
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
①協会誌の発行
協会誌３８号を２０１４年３月に発行した。
②委員会の開催
・平成２５年 ７月２０日
於 事務局

５名

１８ 福利厚生委員会
新年伝達講習会 平成２６年２月１日 於 ﾎﾃﾙ阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
１９ 会員支援委員会

会員６０名 来賓２０名
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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 長坂医院、横山診療所
２０ 児童虐待防止プロジェクト
①学術研究会の開催
・平成２５年 １月２６日
於 阪急ターミナルスクエア
②勉強会（コメディカルを含む会）開催（コメディカルや虐待防止協会から提供された事例の検討等）
・平成２５年 ５月１０日
於 事務局
・平成２５年 ７月１２日
於 事務局
・平成２５年１０月 ９日
外部講演会に参加
（
『児童虐待予防のために～医療機関と行政関係の連携～』大阪弁護士会 峯本耕治氏）
・平成２６年 １月１０日
於 事務局
③講師の派遣
④児童虐待防止協会理事推薦
２１ 自殺対策プロジェクト
①学術研究会の開催
・平成２６年 ３月１５日
於 大阪第一ホテル
②大阪弁護士会との勉強会の開催
・平成２５年 ５月３０日
於 事務局
・平成２５年 ７月３１日
於 事務局
・平成２５年１０月１０日
於 事務局
・平成２５年１１月２８日
於 事務局
・平成２６年 １月３０日
於 事務局
・平成２６年 ３月２７日
於 事務局
③自殺予防に関する研修会・講演会への講師派遣
２２ 東日本大震災支援プロジェクト
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２５年 ８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１９回（平成２５年 ６月２９日、札幌）
２ 理 事 会：
７回（平成２５年 ５月１２日、東京）
（平成２５年 ６月２９日、札幌）
（平成２５年 ７月１４日、東京）
（平成２５年 ９月 ８日、東京）
（平成２５年１１月１７日、東京）
（平成２６年 １月１２日、東京）
（平成２６年 ３月１６日、東京）
３ 災害支援対策全国会議
：
１回（平成２５年１０月２７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
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１ 厚生労働大臣表彰 美吉伊八郎
大阪府知事表彰
渡辺洋一郎
塚本 宗之
堺市感謝状
藤田 素樹
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）
・大阪府単科医会連合会（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・孫・本）
・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（撫井）
・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（李）
・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）
・大阪府発達障がい児者支援体制整備検討部会（大久保圭）
・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（西川）
・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」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）
・大阪府平成 25 年度認知症サポート医（荒川、田中一、田畑）
・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 予防対策検討部会（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（堤）
・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（勝元、川澄、西川）
・大阪市障がい者施策推進協議会専門委員会（障がい者計画策定・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）
・大阪市精神障がい者地域生活移行支援事業検討会議（平山栄）
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・大阪市障がい程度区分認定審査会役員会（堤）
・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（植野、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（生野〔福島〕
、越智（非会員）
〔都島〕
、日野〔此花〕
、大海〔中
央〕
、野々村〔西〕
、松本和〔港〕
、井上〔天王寺〕
、副島（非会員）
〔浪速〕
、本〔西淀川〕
、天羽裕〔淀川〕
、
西浦〔東淀川〕
、金〔東成〕
、荒川〔生野〕
、中西保〔旭〕
、堤〔城東〕
、川澄〔鶴見〕
、西口〔阿倍野〕
、
田畑〔住吉〕
、浦〔東住吉〕
、撫井〔平野〕
）
・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）
・豊能圏域身体・精神疾患合併事例の救急搬送・受入体制に関する検討ﾜｰｷﾝｸﾞ会議（大久保、坂元）
・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、李）
・児童虐待防止協会（西川）
・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、藤本修）
・大阪産業保健推進センター特別相談員（鍵本）

