
【平成 28 年度会務・事業報告】 

 

 

平成２８年度会務報告並びに事業報告 

 

（１）会務報告 （自 平成２８年４月１日  至 平成２９年３月３１日） 

１ 会員状況    現在会員数    310名（会員 250名、賛助会員 60名） 

           診療所数      272施設 

 

           入会           21名（会員16名、賛助会員 ５名） 

           退会           ７名（会員 ４名、賛助会員 ３名） 

 

入会者：（会  員）荒川 大介  江川  功  川茂 聖哉  栗木 紀子  子安 信寛 

     左海 真介  滝沢 義唯  中井 雄大  西井 重超  橋元 優人 

     福田 真也  福田 晋平  藤井 恭子  山崎裕実子  山本 博三 

     渡邊 元雄 

（賛助会員）阿部 哲也  梅田寿美代  白松 美加  田川 亮  山内 美紀 

 

退会者：（会  員）小林 良成  中尾 純治  美吉 伊八郎 

（賛助会員）大矢  睦  古塚 大介  山本 博三 

 

物故会員：  山本 順治（平成28年 ９月28日） 

 

 

（２）事業報告 

庶務関係                                                        出席者 

     １ 会議   

通常総会（平成28年６月18日）ウェスティンホテル大阪    151名（含委任状・書面議決） 

理事会         13回          事務局・ウェスティンホテル大阪 

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28年４月号（No.504号）～ 平成29年３月号（No.515号） 

２ 大精診誌発行     平成29年３月（第41号） 

３ 会員名簿発行     平成28年９月 

４ マスコミ関係 

   毎日放送ラジオ「ドクターＭ」                北浜クリニック 瀬浦 敏志 

   ・平成28年５月 ７日「ストレスチェックについて」 

   ・平成28年５月21日「社交不安障害について」 

   NHKラジオ「関西ラジオワイド・季節の健康」         北浜クリニック 瀬浦 敏志 

   ・平成28年５月25日「社会不安障害について」 

   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」 北浜クリニック 瀬浦 敏志 

   ・平成28年５月21日「アクティブシニアのためのメンタルヘルス講座～うつと不安の正しい理解～」 

 

学術関係                     参加者数 

１ 総会特別講演 

平成28年６月18日〔学術委員会〕 於 ウェスティンホテル大阪           60名 
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   講演Ⅰ「アリピプラゾール内用液についての考察」 

演者   石田クリニック 院長  石田 徹 先生 

   講演Ⅱ「抗うつ薬の増強療法としてのアリピプラゾールの役割」 

演者   医療法人社団 心癒会 しのだの森ホスピタル 院長  信田 広晶 先生 

２ 第26回大精診･大精協合同学術講演会 

平成29年３月18日〔学術委員会〕 於 ヴィアーレ大阪        131名（大精診50名） 

特別講演「認知症診療の基本と最近の課題」 

演者   大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室 教授  池田 学 先生 

講演Ⅰ「特発性正常圧水頭症の診療について」 

演者   大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室 助教  吉山 顕次 先生 

講演Ⅱ「認知症のBPSDの予防と治療」 

演者   公益財団法人浅香山病院認知症疾患医療センター センター長  釜江 和恵 先生 

３ 学術研究会 

  ①平成28年５月21日〔産業精神保健委員会〕 於 ヴィアーレ大阪          117名 

   「ストレスチェック制度における面接指導の方法と留意点」 

    演者   渡辺クリニック 院長  渡辺 洋一郎 先生 

  ②平成28年７月２日〔医療制度委員会〕 於 住友クラブ               54名 

   一般講演 「ブロナンセリンの使用経験から」 

    演者   くぎぬき医院 院長  釘抜 利明 先生 

   特別講演 「私が歩いてきた精神科医療の道 ～地域で求められ、学んできたこと～」 

    演者   三家クリニック 院長  三家 英明 先生 

  ③平成28年９月４日〔児童青少年問題検討委員会〕 於 ﾎﾃﾙﾏｲｽﾃｲｽﾞ新大阪ｺﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ  87名 

   【大阪府委託；発達障がい関係精神科医師養成研修事業】 

   「MSPAを活用した発達障がいの診断と治療」 

演者  京都大学大学院人間・環境学研究科 准教授  船曳 康子 先生 

④平成28年９月17日〔学術委員会〕 於 帝国ホテル大阪               72名 

   講演Ⅰ 「明日から使える統合失調症の薬物治療ガイドライン解説 －EGUIDE研究の実践－」 

演者   大阪大学大学院連合小児発達学研究科附属子どものこころの分子統御機構研究センター 

      大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室 准教授  橋本 亮太 先生 

   講演Ⅱ 「不安障害の現在とこれから」 

演者   兵庫医科大学精神科神経科学 主任教授  松永 寿人 先生 

  ⑤平成28年10月６日〔児童青少年問題検討委員会〕 於 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾙｰﾑ AP大阪駅前梅田1丁目 44名 

   「発達障害と睡眠障害の関係：治療戦略を考える」 

演者   愛媛大学医学部附属病院 子どものこころセンター センター長  堀内 史枝 先生 

  ⑥平成28年10月15日〔高齢者問題検討委員会〕 於 大阪新阪急ホテル          29名 

   研究報告「大精診 抑肝散加陳皮半夏臨床研究報告」 

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「身体不定愁訴＝ベンゾジアゼピン系薬剤投与の前に出来ること ～漢方治療の実践～」 

    演者   大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室 医学部講師  田上 真次 先生 

  ⑦平成28年10月22日〔学術委員会〕 於 ホテル大阪ベイタワー            53名 

   特別講演Ⅰ「『現代抑うつ症候群（新型うつ・現代型うつ）』に対する 

                        生物・心理・社会的評価と治療戦略」 

    演者   九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野 特任准教授  加藤 隆弘 先生 
   特別講演Ⅱ「うつ病治療におけるゴール『真のrecovery』達成のために我々になにができるか」 

    演者   杏林大学医学部 教授  渡邊 衡一郎 先生 
  ⑧平成28年10月29日〔学術委員会〕 於 ホテル日航大阪               41名 

   「本当に自殺は減ったのだろうか？ 〜うつ病自殺予防対策「富士モデル」8年間の報告〜」 

演者   中央公園クリニック 院長  窪田 幸久 先生 
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  ⑨平成28年11月12日〔地域精神福祉委員会〕 於 ホテル大阪ベイタワー        37名 

研究報告「シクレスト舌下錠症例報告」 

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「リカバリーを支えるには」 

演者   福島県立医科大学 会津医療センター 特任教授  丹羽 真一 先生 

  ⑩平成28年11月19日〔産業精神保健委員会〕於 TKP心斎橋駅前カンファレンスセンター 200名 

   【関西産業健康管理研究協議会・関西心理相談員会共催】 

   テーマ「メンタルヘルス不調者の復職について」 

   基調講演「大阪障害者職業センターにおけるリワークプログラムの実際」 

    演者   大阪障害者職業センター 次長  岡野 真理 先生 

   シンポジウム「復職判定；復職後のプログラムにおける課題と工夫」 

    シンポジスト 産業医の立場から    ㈱平和堂 産業医  河津 雄一郎 先生 

           精神科主治医の立場から 石田クリニック 院長  石田 徹 先生 

           産業看護職の立場から  株式会社健康管理室 代表取締役 益江 淑子 先生 

⑪平成28年12月３日〔精神科救急委員会〕【大阪市委託事業】 於 ヴィアーレ大阪    27名 

「精神疾患研究の最新の話題 ‐気分障害」 

演者   神戸大学大学院医学研究科精神医学分野 講師  朴 秀賢 先生 

⑫平成29年１月28日〔精神科救急委員会〕【大阪市委託事業】 於 AP大阪梅田茶屋町   25名 

「精神疾患研究の最新の話題 ‐統合失調症」 

演者   神戸大学大学院医学研究科精神医学分野 講師  朴 秀賢 先生 

  ⑬平成29年２月25日〔学術委員会〕於 ハートンホテル南船場              48名 

   「双極性障害診療の現在」 

演者   近畿大学医学部精神神経科学教室 教授  白川 治 先生 

  ⑭平成29年 ３月11日〔自殺対策プロジェクト〕於 AP大阪梅田茶屋町          140名 

   【大阪弁護士会・大阪精神医療人権センター共催】 

   テーマ「認知症の人の権利擁護」 

   基調講演 演者   元内閣府障害者政策委員会委員 精神科医  上野 秀樹 先生 

パネルディスカッション パネリスト 

元内閣府障害者政策委員会委員 精神科医  上野 秀樹 先生 

李メンタルクリニック 院長  李 利彦 先生 

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター「ひまわり」委員長／弁護士 中西 基 先生 

  ⑮平成29年３月23日〔産業精神保健委員会〕 於 ヴィアーレ大阪           264名 

   【関西産業健康管理研究協議会・関西心理相談員会共催】 

   テーマ「職場のストレスマネージメントを考える ―より良い職場環境を目指して―」 

   講演Ⅰ「ラインケア；上手な部下の育て方」 

    演者   （株）ライフ・ステージ研究所代表取締役/ 

              キャリアコンサルタント/産業カウンセラー  大槻 富士恵 先生 

   講演Ⅱ「アンガーマネージメントについて」 

    演者   関西心理相談員会 代表理事／臨床心理士  千葉 征慶 先生 

   総合討論 コメンテーター 

産業医の立場から   豊川産業医事務所 所長／関西産研幹事  豊川 彰博 先生 

産業看護職の立場から 参天製薬滋賀プロダクトサプライセンター 保健師  中田ゆかり 先生 

  ⑯平成29年３月25日〔高齢者問題検討委員会〕於 ホテル阪神             56名 

   症例提示「新規抗てんかん薬ペランパネルの使用経験」 

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「高齢者てんかんの治療について」 

演者   湊病院 名誉院長／北東北てんかんセンター センター長  兼子 直 先生 
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４ 勉強会 

  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28年 ４月21日  於  事務局 「守秘義務について」    11名 （大精診 ５名） 

   ・平成28年 ６月30日  於  事務局               15名 （大精診 ８名） 

    「私たちに身近なネット依存」 

演者   大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学 講師  片上 素久 先生 

   ・平成28年11月24日  於  事務局 「相模原事件について」   13名 （大精診 6名） 

５ 研修会〔学術委員会〕 

平成28年11月27日 於 ＡＰ大阪梅田茶屋町                   38名 

「統合失調症患者の認知機能及び機能的転帰（日常生活技能や社会機能の回復）を予測する 

                         簡便な手法（簡略版）」トレーニングコース 

演者   大阪大学大学院連合小児発達学研究科附属子どものこころの分子統御機構研究センター 

      ／大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室 准教授  橋本 亮太 先生 

     大阪大学大学院連合小児発達学研究科附属子どものこころの分子統御機構研究センター 

      心理士  田中 萌子 先生・奥田 詩織 先生・楠原 一紗 先生 

６ 事例検討会 

  ①平成28年12月15日〔処方薬乱用・依存防止プロジェクト〕於 事務局          11名 

   「処方薬依存 事例検討会」 

    講師   大阪府こころの健康総合センター  住田 佑子 先生 

  ②平成29年３月４日〔地域精神福祉委員会〕 於 ﾎﾃﾙﾏｲｽﾃｲｽﾞ新大阪コンファレンスセンター 44名 

「基礎から実践まで学ぶ事例検討」 

演者   鳥取県立精神保健福祉センター 医長  植田 俊幸先生 

事例提供者 上島医院 精神保健福祉士  川端 大輔 氏 

７ コメディカルネットワーク研修交流会〔地域精神福祉委員会〕 

平成28年８月20日 於 ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター      64名 

「精神科診療所での『個人情報』の取り扱い ～電話、窓口対応から機関連携まで～」 

演者   大阪府保険医協会 事務局参与  尾内 康彦 先生 

８ アンケート調査 

・平成29年3月 「医業経営」アンケート調査〔医療経済委員会〕 110施設より回答 

・平成28年10月 大阪における救急告示病院と精神科診療所の協力・連携体制について現況把握の

ためのアンケート調査〔医療制度委員会〕 120名より回答 

・精神科救急体制に関するアンケート調査〔精神科救急委員会〕 159名より回答 

 

地域医療関係 

１ 精神科医療研究奨励金助成 

  「精神科診療所における統合失調症患者の簡易版認知機能評価テストの試み」申請者：勝元榮一 

  「心拍変動バイオフィードバック（HRV-BF）を用いた効果的な呼吸法を習得するためのプログラム作成

とグループワークの施行」                      申請者：河原みどり 

２ 精神障がい者就労促進プログラム事業出前講座（各機関週１回・全５回講座）【大阪薬業クラブ助成事業】 

  新生会病院         ：９月 ８日～10月13日 

  長尾会クリニック      ：10月22日～12月24日 

  いずみ中央メンタルクリニック：２月14日～ ３月14日 

３ 被災地支援活動（石巻 からころステーション） 

・医師 

西浦 竹彦（９月15日～17日） 坂元 秀実（９月17日～18日） 西村 雅一（９月20日～24日） 

・コメディカルスタッフ+ 

宮本 如奈〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（７月11日～13日） 長谷高純一〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（７月11日～13日） 

橋本 直人〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（８月29日～31日） 岡田 里子〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（８月29日～31日） 
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植田 歴史〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（９月15日～17日） 亀村 美樹〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（９月15日～17日） 

梁川 和志〔かとうﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ〕（９月24日～26日） 安積 幸代〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（９月26日～28日） 

山口 陽介〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（10月31日～11月1日） 平林 玄〔くすの木ｸﾘﾆｯｸ〕（３月22日～23日） 

「被災地支援活動を支えるための寄付金」 寄付者 

明石惠司、石田栄吉、今井安男、井村昭三、太田幹夫、金 文秀、児島麻里、田中亜紀、西村雅一、

野崎京子、前久保邦昭、正岡 哲、水野慶三、吉田周逸、李 利彦 

４ 大精診・大精協合同役員意見交換会 

   第29回 平成28年 ４月26日 於 ウェスティンホテル大阪  15名（大精診８名、大精協７名） 

   第30回 平成28年11月 １日 於 ウェスティンホテル大阪  22名（大精診13名、大精協9名） 

５ 関西精神科診療所協会研究会（平成29年１月 ９日 於 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪 ）  17名 

６ 大阪府単科医会連合代表者会議 

   第１回 平成28年 ７月 ７日 於 大阪府医師会館   出務会員  西村 雅一 

   第２回 平成28年11月24日 於 大阪府医師会館   出務会員  堤 俊仁 

   第３回 平成29年 ２月23日 於 大阪府医師会館 

 

公益事業関係 

１ 第29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28年６月19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32件 見学者推計970人 

出務会員 青山 洋、池下克実、一岩智明、大賀征雄、太田幸司、川澄伸樹、釘抜利明、小西博行、

齋藤直巳、坂元秀実、澤田将幸、谷 宗英、堤 俊仁、中迎憲章、中村芳昭、仲山彰俊、

西側充宏、野崎京子、廣田卓也、湯尾弘司 

第30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28年９月11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29件 見学者推計660人 

出務会員 青山 洋、池下克実、稲垣亮祐、太田幸司、川澄伸樹、小寺隆史、小西博行、左海真介、

澤田将幸、杉山篤男、瀬浦敏志、滝沢義唯、中井雄大、中村芳昭、西川瑞穂、野崎京子、

廣田卓也、藤井恭子、村田俊輔、八尋美千代 

２ 大精診市民講演会〔企画啓発事業委員会〕 

   第82回  平成28年 ９月 ８日   於  堺市市役所本館            32名 

   「あなたも私もラクになる『怒り』の整理術」 

    講師   上島医院  渥美 正彦 

   第83回  平成28年11月17日   於  大阪府富田林保健所           37名 

   「うつについて ～理解と対応について～」 

        講師   稲田クリニック  稲田 泰之 

   第84回  平成28年11月 ９日   於  大阪府茨木保健所            36名 

   「お酒と健康を考える ～上手に付き合っていますか？～」 

        講師   東布施辻本クリニック  辻本 士郎 

   第85回  平成28年12月 ４日   於  すてっぷホール             58名 

   「知っていますか？子どもたちのSOSのサイン」 

        講師   大久保クリニック  大久保 圭策 

   第86回  平成29年 ２月 ２日   於  大阪府吹田保健所            55名 

   「怒りのコントロール ～アンガーマネジメントを学ぼう～」 

        講師   上島医院  渥美 正彦 

   第87回  平成29年 ２月 ２日   於  港区民センター             123名 

   「睡眠障害について ～ちゃんと眠れてますか？～」 

        講師   京谷クリニック  京谷 京子 

   第88回 平成29年 ２月 ８日  於 和泉市コミュニティセンター       88名 

   「知って得するお酒のはなし ～家族みんなの幸せと健康のために～」 

        講師   新生会病院 院長  和気 浩三 先生 
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３ メンタルヘルスフォーラム〔企画啓発事業委員会〕【大阪よみうり文化センター、田辺三菱製薬共催】 

平成29年３月12日 於 梅田スカイビル （３月29日讀賣新聞朝刊掲載） 

 読売健康講座「それってあがり症？みんなが気になる心の病」          106名 

  つつみクリニック 院長           堤  俊仁 

  石田クリニック 院長            石田  徹 

  なんば・ながたメンタルクリニック 院長   永田 利彦 

  稲田クリニック 院長            稲田 泰之 

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〕【大阪市委託事業】 

 ・精神科一次救急診療所の運営 当番協力医159名、スタッフ31名 

相談件数 133件 

内訳；来院66件、来院後二次救急搬送6件、来院取下げ12件 

医療相談22件、三者通話23件、一次救急非該当4件、二次救急依頼4件、その他相談2件 

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、阿部哲也、荒川大介、荒川幸博、池下克実、

石田栄吉、石田 徹、一岩智明、稲垣亮祐、稲田泰之、井上 聡、岩井眞二、岩橋正人、上田裕紀子、 

植野秀男、浦 公美、遠藤さゆり、大海聖子、大賀征夫、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、川茂聖哉、 

川澄伸樹、川田 晃、河原みどり、河村敬子、北中淳悟、鬼頭有代、金 文秀、京谷京子、釘抜利明、

楠部剛史、久保悦子、榑谷知大、小池 淳、河野隆志、児島麻里、子安信寛、齋藤直巳、左海真介、 

阪尾 学、坂口敬人、坂元秀実、澤田将幸、柴山岳史、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、瀬浦敏志、関本鈴香、宋 大光、 

孫 漢洛、田川精二、田川 亮、滝沢義唯、田中千足、田中 一、田中博文、谷 宗英、田畑紳一、 

鄭 龍寿、辻  敬、辻本士郎、土戸光雄、都築三重子、堤 俊仁、津本 学、戸島 覚、中井雄大、

長井曜子、中尾剛久、長尾喜代治、永田利彦、中西重裕、中西保雄、中迎憲章、中村芳昭、仲山彰俊、

新川久義、西井重超、西浦竹彦、西川瑞穂、西側充宏、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、橋本博史、花尾晋一、板東紀子、左 光治、尾藤信一、桧山寛市、平山栄一、

平山智英、廣瀬高志、廣田卓也、福田真也、藤井恭子、藤田素樹、堀野 敬、前久保邦昭、牧村智広、

孫田虎鉄、正岡 哲、松島 篤、松本浩司、松本紳一郎、圓尾和子、三家英明、南  諭、南 智久、

峯崎恭彰、宮田 明、撫井弘二、村田俊輔、村田伸文、森麻里子、門矢規久子、八重垣常憲、安田 究、

八尋美千代、山内 健、山内美紀、山田一郎、山畑 清、山本 忍、山本大介、山本博三、湯尾弘司、

横山如人、吉田 祥、李 利彦、林 成賢、渡邉新太郎、渡辺洋一郎（159名） 

出務協力機関 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 

大阪市立総合医療センター 

・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（協力会員148名） 

・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（協力会員153名） 

・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 

５ 講師派遣 

・７月11日、９月12日、12月19日、３月 ６日 マザーサポートグループカンファレンス 

西川瑞穂（東大阪市西保健センター） 

・９月17日 産後ケアエキスパート助産師認定講習会「産前・産後の精神疾患への対応」 

西川瑞穂（大阪府助産師会） 

・９月27日 スキルアップ研修「保護者についての理解と対応 保護者への育児支援・事例検討」 

西川瑞穂（児童虐待防止協会） 

・10月22日 市民公開講座「健康と睡眠について～ぐっすり眠って健康生活！～」 

吉田 祥（藤井寺市医師会） 

・10月29日 市民後見人養成講座（実務講習）「精神障がい者の特性と接し方」 

堤 俊仁（大阪市成年後見支援センター） 
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・11月19日 産後ケアエキスパート助産師認定講習会「産前・産後の精神疾患への対応」 

西川瑞穂（大阪府助産師会） 

・11月 ９日 「職場におけるメンタルヘルス」   野々村安啓（大阪メンタルヘルス総合センター） 

・11月21日 メンタルヘルス講演会「メンタルヘルス不調者への気づきと対応」 

稲田泰之（国土交通省近畿地方整備局） 

・11月22日 学校保健総合支援事業「健康課題解決支援事業」第１回学校保健研修 

西川瑞穂（大阪府教育委員会） 

・11月28日「職場におけるメンタルヘルス」     西井重超（大阪メンタルヘルス総合センター） 

・11月29日「事業所メンタルヘルス推進担当者研修会」鍵本伸明、渡辺洋一郎（大阪府総合労働事務所） 

・12月 ３日 市民後見人養成講座（実務講習）「精神障がい者の特性と接し方」 

西川瑞穂（大阪後見支援センター） 

・１月17日「職場におけるメンタルヘルス」     稲田泰之（大阪メンタルヘルス総合センター） 

・１月24日 学校保健総合支援事業「健康課題解決支援事業」第２回学校保健研修 

西川瑞穂（大阪府教育委員会） 

・１月30日「事業所メンタルヘルス推進担当者研修会」稲田泰之、渡辺洋一郎（大阪府総合労働事務所） 

・１月30日 第２回大阪メンタルヘルスセミナー「職場のメンタルヘルスついて」 

鍵本伸明（大阪メンタルヘルス総合センター） 

・４月 15 日 卒後研修会「発達障害について」         西川瑞穂（神戸学院大学薬学会） 

 

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28年 ６月18日 於 ウェスティンホテル大阪 

・平成28年 ９月17日 於 帝国ホテル大阪 

・平成28年10月22日 於 ホテル大阪ベイタワー 

・平成28年10月29日 於 ホテル日航大阪 

・平成29年 ２月25日 於 ハートンホテル南船場 

・平成29年 ３月18日 於 ヴィアーレ大阪 

②研修会の開催 

・平成28年11月27日 於 AP大阪梅田茶屋町 

③精神科医療研究奨励金選考委員会 

・平成28年12月 ６日 於 事務局          ６名 

２ 臨床精神薬理委員会 

平成27年度に終了した「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」について、学術研究会にて報告及び論文発表を行った。 

３ 高齢者問題検討委員会 

①学術研究会の開催 

・平成28年10月15日 於 新阪急ホテル 

・平成29年 ３月25日 於 ホテル阪神 

②委員会の開催 

・平成28年11月16日                ４名 

４ 医療経済委員会 

①医業経営アンケート調査の実施 

これまでのアンケート内容を全面的にあらためて、会員診療所の診療内容に関する情報や日頃の診療所

の維持・運営などについてアンケートを行った。 
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５ 医療制度委員会 

学術研究会の開催 

・平成28年 ７月 ２日 於 住友クラブ 

６ 地域精神福祉委員会 

①学術研究会の開催 

・平成28年11月12日  於 ホテル大阪ベイタワー 

②事例検討会の開催 

・平成29年 ３月 ４日  於 ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター 

③コメディカルネットワーク研修交流会の開催  

・平成28年 ８月20日  於 ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター 

④精神障がい者就労促進プログラム事業の実施 

・出前講座（のべ15回） 

７ 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事例検討・学術研究会の開催 

・平成28年12月 ３日  於 ヴィアーレ大阪 

・平成29年 １月28日  於 AP大阪梅田茶屋町 

④アンケート調査の実施 

・大阪における救急告示病院と精神科診療所の協力・連携体制についてのアンケート調査 

・精神科救急体制に関するアンケート調査 

８ 児童青少年問題検討委員会 

①学術研究会の開催 

・平成28年10月６日  於 AP大阪駅前梅田1丁目 

②大阪府委託 発達障がい関係精神科医師養成研修事業 

・平成28年 ９月４日  於 ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター 

  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講師の派遣（４件） 

９ 学校精神保健委員会 

①大阪府立高等学校養護教諭研究会への講師派遣 

・平成28年 ９月28日  於 大阪市立大淀コミュニティセンター  大久保圭策 

・平成28年11月16日  於 大阪市立大淀コミュニティセンター  大久保圭策 

・平成29年 ２月 ８日  於 大阪市立天王寺区民センター     大久保圭策 

②付添人協力医の推薦 

③弁護士との情報交換 

④関連機関の連絡会に出務 

１０ 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 
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⑤関連機関の連絡会に出務 

１１ 産業精神保健委員会 

①学術研究会の開催 

・平成28年 ５月21日 於 ヴィアーレ大阪 

・平成28年11月19日 於 TKP心斎橋駅前カンファレンスセンター 

・平成29年 ３月23日 於 ヴィアーレ大阪 

②講師の派遣（７件） 

③委員会の開催 

・平成28年 ６月25日 於 事務局                 ４名 

・平成28年10月26日 於 事務局                 ４名 

・平成28年11月12日 於 事務局 

１２ アルコール・薬物嗜癖検討委員会 

 事例検討会の開催（処方薬乱用・依存防止プロジェクト合同開催） 

・平成28年12月15日 於 事務局 

１３ 企画啓発事業委員会 

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29回・第30回） 

・市民講演会（7回） 

１４ より良い精神科医療を推進する委員会 

・年間を通して電話意見箱を設置 

・メール意見箱開設について検討 

・会員より寄せられた医療トラブルについての検討 

１５ 情報委員会 

大精診ニュース編集・発行（No.504～515） 

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 

１６ 会誌編集委員会 

協会誌の発行  協会誌41号を2017年３月に発行した。 

１７ 福利厚生委員会 

   新年伝達講習会 平成29年２月４日 於 ﾎﾃﾙ阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ   会員65名 来賓20名 

１８ 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。 

１９ 自殺対策プロジェクト 

   ①講演会の開催（大阪弁護士会・大阪精神医療人権センター共催） 

   ・平成29年 ３月11日 於 AP大阪梅田茶屋町 

   ②大阪弁護士会合同勉強会の開催 

   ・平成28年 ４月21日 於 事務局 

   ・平成28年 ６月30日 於 事務局 

   ・平成28年11月24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（３件） 

２０ 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 
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２１ 処方薬乱用・依存防止プロジェクト 

   事例検討会の開催（ｱﾙｺｰﾙ・薬物嗜癖検討委員会合同開催） 

   ・平成28年12月15日 於 事務局 

２２ 児童虐待防止プロジェクト 

講師の派遣（３件） 

２３ 創立５０年記念事業実行委員会 

 委員会の開催 

 ・平成28年 ４月13日 於 事務局                ９名 

 ・平成28年 ７月13日 於 事務局                ９名 

 ・平成28年10月12日 於 事務局                ８名 

 ・平成29年 １月11日 於 事務局                ７名 

 

（３）日精診関連事項報告 

１ 総   会：第２２回（平成28年６月11日、大阪市中央公会堂） 

２ 理 事 会：  ８回（平成28年５月 ８日、東京） 

            （平成28年６月11日、大阪） 

            （平成28年６月12日、大阪） 

               （平成28年７月10日、東京） 

            （平成28年９月11日、東京） 

            （平成28年11月13日、東京） 

            （平成29年１月 ８日、東京） 

（平成29年３月19日、東京） 

３ 学術研究会大阪大会  平成28年 ６月11日・12日 於 大阪市中央公会堂     482名 

   テーマ「しんどいけど、おもろいで！ ～ぼちぼちいこか、外来精神医療～」 

   記念講演「統合失調症・再考」 

     講師   京都大学大学院医学研究科・精神医学 村井 俊哉 先生 

   テーマ１「職場のストレスチェック導入後の精神科主治医の役割と課題」 

     「ストレスチェック制度における高ストレス者対応の実際 

                ～面接指導後の受診勧奨・就業上の措置をめぐって～」 

     講師   渡辺クリニック／日本精神科産業医協会共同代表  渡辺 洋一郎 先生 

     「ストレスチェック後の受診者への対応」 

     講師   いしかわ心療・神経クリニック／株式会社EAP北海道  石川 博基 先生 

     「積極的に産業医活動に取り組んでいる立場からみた精神科主治医の役割と課題」 

     講師   山本クリニック／EAP産業ストレス研究所  山本 和儀 先生 

   テーマ２「認知症と地域包括ケア」 

     「認知症の医療とケア、そして地域包括ケアの新たな取り組み 

                ～診療所型認知症疾患医療センターの役割」 

     講師   藤本クリニック 診療所型認知症疾患医療センター  藤本 直規 先生 

   テーマ３「医療観察法における精神科診療所 ―その可能性と不可能性―」 

     「地域連携の中での実践と今後の課題」 

     講師   ほっとステーション大通公園メンタルクリニック  長谷川 直実 先生 

     「弁護士の視点から」 

     講師   こもれび法律事務所  大杉 光子 先生 

     「指定通院医療機関としての精神科診療所」 

     講師   兵庫教育大学  野田 哲朗 先生 
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     「精神保健福祉士の立場から精神科医療のヴィジョンを考える」 

     講師   日本精神保健福祉士協会／浅香山病院  柏木 一恵 先生 

   テーマ４「今後のあり方ビジョン」 

     「精神科診療所からみた、精神科医療のビジョンについて」 

     講師   南彦根クリニック  上ノ山 一寛 先生 

     「精神科病院から見た『今後のあり方ビジョン』」 

     講師   大阪精神科病院協会／水間病院  河﨑 建人 先生 

     「日本の精神科医療の将来像」 

     講師   厚生労働省元精神・障害保健課長／元国立精神保健研究所長  福田 祐典 先生 

     「精神保健福祉士の立場から精神科医療のヴィジョンを考える」 

     講師   日本精神保健福祉士協会／浅香山病院  柏木 一恵 先生 

   テーマ５「震災関連」 

     「阪神・淡路大震災から２０年を経過して」 

     講師   宮﨑クリニック  宮﨑 隆吉 先生 

     「福島の現状と診療所医師でもできるミニマム支援」 

     講師   岩沢神経科ｸﾘﾆｯｸ／こころのｹｱｾﾝﾀｰなごみ／ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸなごみ  丸田 芳裕 先生 

     「東日本大震災における石巻での初期活動について」 

     講師   震災こころのケア・ネットワークみやぎ  高柳 伸康 先生 

     「からころステーションからの報告 ５年目を迎えて」 

     講師   震災こころのケア・ネットワークみやぎ  渋谷 浩太 先生 

   テーマ６「睡眠薬の長期処方・大量処方を考える」 

     「睡眠薬（とくにベンゾジアゼピン系睡眠薬）依存の特徴」 

     講師   東京女子医科大学医学部精神医学教室  稲田 健 先生 

     「救急病院での睡眠薬の処方」 

     講師   協和病院  古屋 穎児 先生 

     「なぜ睡眠薬は１剤ではすまなくなるのか？～睡眠医療の現場からの考察～」 

     講師   大阪回生病院睡眠医療センター  谷口 光孝 先生 

     「処方薬乱用・依存を防ぐために精神科医療に何ができるか」 

     講師   国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所  松本 俊彦 先生 

   特別教育セミナー「精神科診療所に望むこと」 

     講師   北里大学医学部精神科  宮岡 等 先生 

   メンタルヘルス事例検討会１・２「症例への対応について」 

     講師   萩原労働衛生コンサルタント事務所  萩原  聡 先生 

          豊川産業医事務所          豊川 彰博 先生 

   教育講演１「成人期の発達障害の臨床」 

     講師   奈良県立医科大学医学部看護学科人間発達学  飯田 順三 先生 

   教育講演２「精神科診療所でアルコール依存症を診るこつとヒント 

                  ～アルコール健康障害対策基本法の施行を踏まえて～」 

     講師   ひがし布施クリニック  辻本 士郎 先生 

   教育講演３「優生思想と精神科の立ち位置」 

     講師   大阪医科大学神経精神医学教室  金沢 徹文 先生 

   教育講演４「指揮者カラヤンの病跡」 

     講師   つつみクリニック  中広 全延 先生 

   医療機関スタッフ向け教育講演１「精神科ケアマネジメント講座」 

     「診療所外来業務調査からみた精神保健福祉士による支援」 

     講師   守口長尾会クリニック 榎原 紀子 先生 

     「実践からみた診療所PSWによる支援」 

     講師   三家クリニック    浜中 利保 先生 
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     「地域精神科医療（外来）における精神保健福祉士の有効性」 

     講師   帝京平成大学健康ﾒﾃﾞｨｶﾙ学部／日本精神保健福祉士協会診療報酬・配置促進委員会 

                                        大塚 淳子 先生 

     コメンテーター 鳥取県立厚生病院 精神科  植田 俊幸 先生 

   医療機関スタッフ向け教育講演２「やる気が出る！“就労支援講座”」 

     「当事者から学ぶ 精神障害者の就労支援」 

     講師   大阪精神障害者就労支援ネットワーク 金塚 たかし 先生・橋本 泰伸 先生、当事者 

   医療機関スタッフ向け教育講演３「医療間を訪れることが難しい人に対する訪問カウンセリング」 

     講師   三家ｸﾘﾆｯｸ／なんばながたﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ／ﾒﾝﾀﾙﾜｰｸｽ大阪  岡崎 剛 先生 

   田中健記念研究助成事業 平成27年度助成対象者発表会 

   一般講演（口頭発表） 

・実行委員会の開催 

平成28年 ４月12日 於 事務局                    13名 

平成28年 ５月10日 於 事務局                    19名 

平成28年 ６月10日 於 大阪市中央公会堂 

４ 災害支援対策全国会議：１回（平成28年10月23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 大阪府知事表彰  大海 聖子 

  堺市感謝状    公益社団法人大阪精神科診療所協会 

 

２ ・大阪府医師会医学会評議員会（中尾、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（稲田） 

・大阪府医師会健康問題相談特別委員会（都井、牧村、撫井） 

・大阪府医師会学校医部会常任委員会（西川） 

・大阪府医師会介護・高齢者福祉委員会（中村） 

・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） 

・大阪府保健医療計画精神疾患ワーキンググループ（堤） 

・大阪府自立支援医療費審査会（田川、李、中村） 

・大阪府精神障害者保健福祉手帳審査会（平山栄、孫、本、清水） 

・大阪府精神科救急医療運営審議会（堤） 

・大阪府精神医療審査会（西村、三家） 

・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） 

・大阪府認知症施策推進会議（李） 

・大阪府麻薬中毒審査会（鬼頭） 

・大阪府依存症対策推進協議会（藤井（非会員）） 

・大阪府医療観察制度運営連絡協議会（大久保圭） 

・大阪府自殺対策審議会（鍵本） 

・大阪府発達障がい児者支援体制整備検討部会（大久保圭） 
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・大阪府学校保健総合支援事業健康課題解決支援事業専門医師（西川） 

・大阪府立学校等のいじめの重大事態に係る再調査委員会（大久保圭、西川） 

・大阪府立学校いじめ防止対策審議会（山下（非会員）） 

・大阪府非常勤嘱託産業医（稲田、北中淳、北中由、吉田祥） 

・大阪府こころの健康総合センター運営検討委員会（堤） 

・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殺防止対策部会（堤） 

・大阪市自立支援医療費(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、京谷） 

・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、京谷） 

・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） 

・大阪市障がい支援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） 

・大阪市障がい支援区分認定審査会合議体連絡会（堤、平山栄、前久保） 

・大阪市障がい支援区分認定審査会合議体委員（坂口〔都島〕、生野〔福島〕、日野〔此花〕、大海〔中央〕、

野々村〔西〕、中尾〔港〕、深尾（非会員）〔大正〕、井上〔天王寺〕、橋本〔浪速〕、本〔西淀川〕、西浦〔東

淀川〕、堀野〔淀川〕、金〔東成〕、荒川〔生野〕、中西保〔旭〕、河野〔城東〕、川澄〔鶴見〕、西口〔阿

倍野〕、田畑〔住吉〕、浦〔東住吉〕、撫井〔平野〕、山本大〔西成〕） 

・大阪市精神医療審査会（川澄） 

・大阪市医療扶助審議会（釘抜） 

・大阪市健康管理担当医（大海） 

・港区保健福祉センター 精神保健福祉相談担当嘱託医（牧村） 

・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判定審査会（中村、吉田祥） 

・堺市精神障害者自立支援医療（精神）判定審査会（渥美、上島玲） 

・堺市精神医療審査会（向井、川田晃、孫、入澤、弓崎） 

・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（大久保圭、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（中尾） 

・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） 

・大阪府社会福祉協議会大阪後見支援センター審査会（堤） 

・大阪市社会福祉協議会あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）契約締結審査会（橋本） 

・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、石田徹） 

・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） 

・大阪産業保健総合支援センター特別相談員（鍵本） 

・大阪市立東淀川特別支援学校精神科校医（西川） 

・大阪メンタルヘルスネットワーク会議（堤） 
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事業報告の附属明細書 

 

 

平成 28年度事業報告には「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないため、事

業報告の附属明細書は作成しない。 

 

 


