
【平成 29 年度会務・事業報告】 

 

 

平成２９年度会務報告並びに事業報告 

 

（１）会務報告 （自 平成２９年４月１日  至 平成３０年３月３１日） 

１ 会員状況    現在会員数    316名（会員 257名、賛助会員 59名） 

           診療所数      278施設 

 

           入会           11名（会員９名、賛助会員 ２名） 

           退会           ５名（会員 ２名、賛助会員 ３名） 

 

入会者：（会  員）大矢  大  川口 俊介  日下 博登  作田 泰章  坪倉 知生 

     鄭  庸勝  野村 典子  安田 由華  吉藤  諭 

（賛助会員）杉山 秀大  西口 昌樹 

賛助会員より正会員へ変更：植田美穂子 

正会員より賛助会員へ変更：横山 淳二 

 

退会者：（会  員）杉山 秀大 

（賛助会員）志水  彰  中村 恒子 

 

物故会員：  高石  昇（平成29年 ４月 １日） 

       徳永五輪雄（平成30年 ３月10日） 

 

（２）事業報告 

庶務関係                                                        出席者 

     １ 会議   

通常総会（平成29年６月10日）ウェスティンホテル大阪    136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29年４月号（No.516号）～ 平成30年３月号（No.527号） 

２ 大精診誌発行     平成30年３月（第42号） 

３ マスコミ関係 

   毎日放送ラジオ「ドクターＭ」            いちメンタルクリニック 一岩 智明 

   ・平成29年５月 ６日「境界性人格障害（BPO）」 

   ・平成29年５月20日「注意欠如多動性障害（ADHD）」 

   NHKラジオ「関西ラジオワイド・季節の健康」  いちメンタルクリニック日本橋 池下 克実 

   ・平成29年７月５日「うつ病」 

   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」 

                        上島医院･南大阪睡眠医療センター 渥美 正彦 

   ・平成29年５月20日「その怒り、何とかします～アンガーマネジメント入門～」 

 

学術関係                     参加者数 

１ 総会特別講演 

平成29年６月10日〔学術委員会〕 於 ウェスティンホテル大阪           63名 
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   講演Ⅰ「わかりやすい経口糖尿病薬の使い方」 

演者   NTT西日本大阪病院 副院長/糖尿病・内分泌内科部長  橋本 久仁彦 先生 

   講演Ⅱ「日本うつ病学会うつ病ガイドラインの開発経緯、現在そして今後」 

演者   杏林大学医学部 精神神経科学教室 教授  渡邊 衡一郎 先生 

２ 第27回大精診･大精協合同学術講演会 

平成30年３月10日〔学術委員会〕 於 ヴィアーレ大阪        72名（大精診24名） 

一般講演「インヴェガ®を使いこなす ～リカバリーを目指す患者の満足度の観点から～」 

演者   医療法人 三家クリニック 院長  三家 英明 先生 

特別講演「精神疾患の医療計画をどうモニタしていくか」 

演者   国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 精神保健計画研究部  

部長  山之内 芳雄 先生 

３ 学術研究会 

  ①平成29年４月22日〔児童青少年問題検討委員会〕 於 ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪北館       42名 

   「心身相関のある内科的疾患 ～機能性消化管障害を中心に～」 

    演者   奥見診療所 院長／近畿大学医学部 内科学 心療内科部門 講師  奥見 裕邦 先生 

  ②平成29年６月３日〔高齢者問題検討委員会〕 於 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ ﾀﾜｰｳｨﾝｸﾞ       72名 

   特別講演Ⅰ「終わりある病相と終わりなき病気 －内因性気分障害における寛解期が意味するもの－」 

    演者   特定医療法人福知会もみじヶ丘病院 副院長  芝 伸太郎 先生 

   特別講演Ⅱ「高齢者うつ病の病態と対策」 

    演者   大阪大学大学院医学系研究科精神健康医学 教授  工藤 喬 先生 

  ③平成29年７月１日〔医療制度委員会〕 於 住友クラブ               53名 

   一般講演「ブロナンセリンの使用経験」 

演者  医療法人遊心会 にじクリニック  副院長  西浦 竹彦 先生 

特別講演「対等な関係性が精神医療で成立するか」 

演者  ぴあクリニック 院長  新居 昭紀 先生 

④平成29年７月29日〔学術委員会〕 於 スイスホテル南海大阪            56名 

   講演Ⅰ 「クリニックにおけるLAIの使用がもたらしたもの」 

演者   清水クリニック 院長  清水 聖保 先生 

   講演Ⅱ 「うつ病と発達障害」 

演者   前久保クリニック 院長  前久保 邦昭 先生 

  ⑤平成29年８月26日〔高齢者問題検討委員会〕 於 AP大阪梅田茶屋町         45名 

   「臨床全科で遭遇する不眠、うつ、せん妄や認知症対策」 

演者   島根大学医学部 精神医学講座 教授  堀口 淳 先生 

  ⑥平成29年９月16日〔学術委員会〕 於 ホテルモントレグラスミア大阪        32名 

   特別講演Ⅰ「lacosamideの位置付けについて」 

    演者   愛知医科大学医学部 精神科学講座 准教授  大島 智弘 先生 
   特別講演Ⅱ「精神科医はてんかんとどう関わるべきか」 

    演者   岡山大学大学院精神神経病態学教室 教授  山田 了士 先生 
  ⑦平成29年10月14日〔産業精神保健委員会〕 於 ヴィアーレ大阪          188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「ストレスと睡眠障害」 

   基調講演「睡眠不足症候群 －寝不足という病－」 

    演者   京谷クリニック 院長  京谷 京子 先生 

   シンポジウム「職場のストレスと睡眠障害 －メンタルヘルス不調を防ぐために－」 

    シンポジスト 

     産業医の立場から 関西産研 幹事／伊藤忠商事株式会社大阪本社産業医  清原 達也 先生 

     産業看護職の立場から  兵庫県予防医学協会健診センター 

健診運営部健康相談室 保健師 亀井真由美 先生 

    コメンテーター 京谷クリニック 院長  京谷 京子 先生 
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  ⑧平成29年10月21日〔学術委員会〕 於 ホテル大阪ベイタワー            46名 

   「知っておきたい高齢者うつ病の臨床 －認知症との鑑別と治療のポイント－」 

演者   順天堂大学医学部 精神医学講座／ 

順天堂大学医学部附属 順天堂越谷病院 先任准教授  馬場 元 先生 

  ⑨平成29年10月28日〔学術委員会〕 於 新阪急ホテル                119名 

「睡眠障害の神経生物学：トランスレーショナルリサーチ」 

演者   スタンフォード大学医学部精神科 教授／ 

スタンフォード睡眠生体リズム研究所 所長  西野 精治 先生 

⑩平成29年11月18日〔産業精神保健委員会〕 於 ハートンホテル南船場        61名 

「精神科診療における発達障害のみたて －従来疾患との鑑別を中心に－」 

演者   東京藝術大学 保健管理センター 教授  内海 健 先生 

⑪平成29年12月14日〔児童青少年問題検討委員会〕 於 AP大阪梅田茶屋町       65名 

【大阪府委託；発達障がい関係精神科医師養成研修事業】 

「発達障がい者支援 －精神科診療所に期待すること」 

演者   ＮＰＯ法人ＤＤＡＣ 代表  広野 ゆい 氏 

     一般社団法人officeドーナツトーク 代表  田中 俊英 氏 

     ジョブジョイントおおさか 所長  星明 聡志 氏 

  ⑫平成29年12月16日〔産業精神保健委員会〕 於 ホテルサンルート梅田        77名 

   一般講演「ミルタザピンと難治性うつ病について」 

演者  たにメンタルクリニック  院長  谷 宗英 先生 

特別講演「ゾウの時間、ネズミの時間、ヒトの時間」 

演者  東京工業大学 名誉教授  本川 達雄 先生 

  ⑬平成30年１月13日〔学術委員会〕 於 ヴィアーレ大阪               52名 

   「睡眠薬の効果・有害事象を視野に入れた治療のあり方」 

演者   東京医科大学 睡眠学講座 教授  井上 雄一 先生 

⑭平成30年１月20日〔精神科救急委員会〕【大阪市委託事業】 於 ヴィアーレ大阪    33名 

「幼少期ストレスと気分障害の関係 〜疫学から遺伝子まで」 

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 

  ⑮平成30年２月24日〔高齢者問題検討委員会〕 於 ホテル阪神            68名 

   症例提示「当院におけるペランパネルの使用経験」 

演者   医療法人聖心会 清水クリニック 院長  清水 聖保 先生 

   特別講演「高齢者てんかん ～目立たない意識消失発作を見逃さないこと～」 

演者   愛知医科大学 精神科学講座 教授  兼本 浩祐 先生 

  ⑯平成30年３月８日〔産業精神保健委員会〕 於 ヴィアーレ大阪            207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「今一度『うつ』を考える ～うつ病、うつ状態、適応障害をめぐって～」 

   基調講演「うつ病の今日的理解」 

    演者   近畿大学医学部 精神神経科学教室 教授  白川 治 先生 

   シンポジウム「『うつ』における産業保健スタッフと主治医の連携とそのタイミング」 

    シンポジスト 

     産業医の立場から パナソニックAIS社 住之江工場健康管理室 産業医  村野 哲也 先生 

     精神科主治医の立場から ナンバかぎもとメンタルクリニック 院長  鍵本 伸明 先生 

     産業看護職の立場から （一社）京都工場保健会壬生保健センター 産業保健推進部 

保健師  藤原 友紀 氏 

    コメンテーター 近畿大学医学部 精神神経科学教室 教授  白川 治 先生 

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29年 ４月27日  於  事務局               15名 （大精診 ７名） 

    「措置入院について ～地域医療の立場から～」 
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演者   大久保クリニック  大久保 圭策 先生 

   ・平成29年 ６月29日  於  事務局               ８名 （大精診 ５名） 

    「障害者権利条約から考える強制入院制度」 

演者   大阪弁護士会／かける法律事務所  細井 大輔 先生 

   ・平成29年10月19日  於  事務局               13名 （大精診 ８名） 

    「ＰＴＳＤの診断と治療」 

演者   兵庫県こころのケアセンター  亀岡 智美 先生 

   ・平成30年 １月25日  於  事務局               ５名 （大精診 ２名） 

    「医療現場における個人情報」 

    演者   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 委員長／ 

あかり法律事務所  小山 操子 先生 

   ・平成30年 ３月29日  於  事務局               ９名 （大精診 ４名） 

    「発達障害について」 

    演者   かねこクリニック  金子 浩二 先生 

５ 事例検討会 

  ①平成29年５月27日〔地域精神福祉委員会〕 於 ハートンホテル心斎橋         71名 

「多職種が実施できる統合失調症患者の簡易認知機能評価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 

症例提供者 かつもとメンタルクリニック 院長  勝元 榮一 先生 

  ②平成30年２月15日〔処方薬乱用・依存防止プロジェクト〕於 事務局           7名 

   「みんなで考える！ポリファーマシー」 

    講師   医療法人やわらぎ会 やわらぎクリニック／ 

   西和医療センター 感染制御内科  北 和也 先生 

６ 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29年11月11日 於 TKPガーデンシティPREMIUM心斎橋              48名 

「多職種でつくる精神科診療所の未来」 

演者   医療法人 上島医院 院長  渥美 正彦 先生 

７ 平成30年度診療報酬改定に関する説明会〔医療制度委員会〕 

平成30年３月24日 於 ヴィアーレ大阪                       188名 

８ アンケート調査 

・平成29年７月 若年層自殺対策への取り組み・診療所ﾏｯﾌﾟ改訂にかかる調査〔自殺対策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ〕 

回答63施設 

・平成29年８月 妊産婦のメンタルケアに関する調査〔妊産婦ﾒﾝﾀﾙｹｱ連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ〕回答94施設 

・平成30年３月 「医業経営」アンケート調査〔医療経済委員会〕 回答110施設 

 

地域医療関係 

１ 精神科医療研究奨励金助成 

  「市内精神科クリニックにおけるひきこもり患者の実態調査」       申請者：今井必生 

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】 

  田村会クリニック ：９月26日～10月21日 

  くぎぬき医院   ：11月10日～１月末日 

  上島医院     ：３月 ７日～ ４月11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（６月19日～21日、３月22日～24日） 西村 雅一（９月18日～22日） 

辻   敬（９月19日～20日） 坂元 秀実（９月21日～23日） 田川 精二（２月３日） 
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・コメディカルスタッフ 

長谷高純一〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（６月19日～21日） 宮本 如奈〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（６月19日～21日） 

橋本 直人〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（７月10日～12日） 高井 大佑〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（７月10日～12日） 

坂井  新〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（７月10日～14日） 岡田 里子〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（８月28日～30日） 

亀村 美樹〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（８月28日～30日） 石原 佳奈〔田添診療所〕（９月19日～22日） 

安積 幸代〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（９月24日～26日） 平林  玄〔くすの木ｸﾘﾆｯｸ〕（２月３日） 

山本 眞典〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（３月22日～24日） 林  直樹〔にじｸﾘﾆｯｸ〕（３月22日～24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、稲田泰之、今井安男、河村敬子、田川精二、田中千足、辻  敬、西村雅一、平林 玄、

李 利彦 

４ 災害対策 会員安否確認訓練 

   第１回 平成29年７月31日 

   第２回 平成29年９月 ５日 

５ 大精診・大精協合同役員意見交換会 

   第31回 平成29年 ４月25日 於 ウェスティンホテル大阪  16名（大精診８名、大精協８名） 

   第32回 平成29年10月31日 於 ヴィアーレ大阪      16名（大精診７名、大精協９名） 

６ 関西精神科診療所協会研究会（平成30年１月 ８日 於 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪 ）  15名 

７ 大阪府単科医会連合代表者会議 

   第１回 平成29年 ７月 ６日 於 大阪府医師会館   出務会員  李 利彦 

   第２回 平成29年11月30日 於 大阪府医師会館 

   第３回 平成30年 ２月22日 於 大阪府医師会館 

 

公益事業関係 

１ 第31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29年６月４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37件 見学者推計725人 

出務会員 青山 洋、稲垣亮祐、江川 功、大賀征夫、川澄伸樹、釘抜利明、栗木紀子、小西博行、

坂口敬人、坂元秀実、白松美加、杉山篤男、中迎憲章、中村芳昭、西川瑞穂、西側充宏、

西口昌樹、福田晋平、吉藤 諭 

第32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〕 

  【大阪府自殺対策強化事業補助金交付事業】 

平成29年９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30件 見学者推計810人 

出務会員 池下克実、稲垣亮祐、太田幸司、川澄伸樹、鬼頭有代、日下博登、小西博行、齋藤直巳、

坂元秀実、澤田将幸、中村芳昭、西川瑞穂、廣田卓也、藤井恭子、安田由華、山﨑裕実子、

吉藤 諭 

２ 大精診市民講演会〔企画啓発事業委員会〕 

   第89回  平成29年 ８月30日   於  淀川区役所               73名 

   「えっ本当？うつとアルコールの困った関係」 

    講師   東布施辻本クリニック  辻本 士郎 

   第90回  平成29年 ９月20日   於  堺市役所本館              70名 

   「ストレス・不安から自分を守る ～『今すぐ自分でできる』認知行動療法とマインドフルネス」 

        講師   稲田クリニック  稲田 泰之 

   第91回  平成29年10月26日   於  東大阪市保健所             34名 

   「身につけたい怒りのコントロール ～アンガーマネジメント入門～」 

        講師   上島医院  渥美 正彦 

   第92回  平成29年10月31日   於  和泉保健所               59名 

   「もしかして発達障がいかも ～精神科医療の役割について～」 

        講師   かく・にしかわ診療所  西川 瑞穂 

   第93回  平成29年11月 ９日   於  茨木保健所               44名 

   「ぐっすり！スッキリ！不眠症克服大作戦」 
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        講師   上島医院  渥美 正彦 

   第94回  平成29年11月14日   於  池田保健所               72名 

   「発達障がいと依存症について」 

        講師   大久保クリニック  大久保 圭策 

   第95回 平成29年11月30日  於 大阪府富田林保健所           33名 

   「不安症の理解と対応について」 

        講師   稲田クリニック  稲田 泰之 

   第96回  平成29年12月 ３日   於  すてっぷホール             90名 

   「思春期の子どものこころとかかわり方のこつ」 

        講師   大久保クリニック  大久保 圭策 

   第97回  平成29年12月 ７日   於  鶴見区民センター            123名 

   「睡眠と健康 ～ここちよい目覚めはよい眠りから～」 

        講師   京谷クリニック  京谷 京子 

   第98回  平成30年 ３月 １日   於  西淀川区役所              90名 

   「大人の発達障がいについて」 

        講師   かく・にしかわ診療所  西川 瑞穂 

３ リーフレット制作〔自殺対策プロジェクト〕【大阪府自殺対策強化事業補助金交付事業】 

  「未来ある あなたのこころと共に 大精診会員診療所案内」平成29年9月 2,000部発行 

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161名、スタッフ31名 

相談件数 167件 

内訳；来院78件、来院後二次救急搬送1件、来院取下げ19件 

医療相談31件、三者通話20件、一次救急非該当3件、二次救急依頼14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、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、岩橋正人、上田裕紀子、植野秀男、浦 公美、

江川 功、遠藤さゆり、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、川口俊介、川茂聖哉、

川澄伸樹、川田 晃、河村敬子、北中淳悟、鬼頭有代、金 文秀、京谷京子、釘抜利明、日下博登、

楠部剛史、久保悦子、栗木紀子、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、作田泰章、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、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、鄭 庸勝、

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、西口昌樹、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、橋元優人、花尾晋一、左 光治、尾藤信一、

桧山寛市、平山栄一、平山智英、廣田卓也、福田晋平、福田真也、藤井恭子、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、三家英明、南  諭、

南 智久、峯崎恭彰、宮田 明、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、

安田由華、八尋美千代、山内 健、山内美紀、山崎裕実子、山田一郎、山畑 清、山本 忍、 

山本大介、山本博三、横山如人、吉田 祥、吉藤 諭、李 利彦、林 成賢、渡邉新太郎、渡邊元雄、

渡辺洋一郎（161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155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160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 
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５ 講師派遣 

・７月10日、９月11日、12月25日、３月 ５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） 

・７月27日 教員サポート講習会「心の病気を抱えている保護者への理解と対応」 

西川瑞穂（大阪市阿倍野区） 

・８月19日、９月30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） 

・10月31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） 

・11 月 11 日「妊産婦の自殺について」      堤 俊仁（大阪府妊産婦こころの相談センター） 

・11月14日「発達障がいについて」            清水聖保（近畿夜間中学校連絡協議会） 

・11月18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」 

西村雅一（大阪市成年後見支援センター） 

・11月25日 市民後見人養成講座（実務講習）「対象者の理解（3）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） 

・12月７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11日 メンタルヘルス講演会「職場のメンタルヘルスにおける一次予防、二次予防について」 

稲田泰之（国土交通省近畿地方整備局） 

・１月29日 「メンタル不調の理解と対応」             野々村安啓（大阪府立大学） 

・２月24日 姫路市少年補導委員会 北西部ブロック研修会「補導活動について」 

西川瑞穂（姫路市少年補導委員会） 

 

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29年 ６月10日 於 ウェスティンホテル大阪 

・平成29年 ７月29日 於 スイスホテル南海大阪 

・平成29年 ９月16日 於 ホテルモントレグラスミア大阪 

・平成29年10月21日 於 ホテル大阪ベイタワー 

・平成29年10月28日 於 新阪急ホテル 

・平成30年 １月13日 於 ヴィアーレ大阪 

・平成30年 ３月10日 於 ヴィアーレ大阪 

②精神科医療研究奨励金選考委員会 

・平成29年12月 ４日 於 事務局          ６名 

２ 臨床精神薬理委員会 

現在のところ進行中の自主研究はない。今後は新たな自主研究を計画・実施する予定である。 

３ 高齢者問題検討委員会 

①学術研究会の開催 

・平成29年 ６月 ３日 於 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ ﾀﾜｰｳｨﾝｸﾞ 

・平成29年 ８月26日 於 AP大阪梅田茶屋町 

・平成30年 ２月24日 於 ホテル阪神 

②委員会の開催 

・平成29年10月21日 

４ 医療経済委員会 

①医業経営アンケート調査の実施 

昨年度にアンケート内容を全面的にあらためたものに更にPSWなどの項目を増やし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。295通のアンケート
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発送に対して回答率37％であった。前年度の回答率43％を大きく下回った。 

５ 医療制度委員会 

①学術研究会の開催 

・平成29年 ７月 １日 於 住友クラブ 

②平成30年度診療報酬改定に関する説明会の開催 

・平成30年 ３月24日 於 ヴィアーレ大阪 

６ 地域精神福祉委員会 

①事例検討会の開催 

・平成29年 ５月27日  於 ハートンホテル心斎橋 

②コメディカルネットワーク研修交流会の開催 

・平成29年11月11日  於 TKPガーデンシティPREMIUM心斎橋 

③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30年 １月20日  於 ヴィアーレ大阪 

④精神科一次救急オンコール当番体制の整備 

８ 児童青少年問題検討委員会 

①学術研究会の開催 

・平成29年 ４月22日  於 グランフロント大阪北館 

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29年12月14日  於 AP大阪梅田茶屋町 

  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（２件） 

９ 学校精神保健委員会 

①付添人協力医の推薦 

②弁護士との情報交換 

③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 

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29年10月14日 於 ヴィアーレ大阪 

・平成29年11月18日 於 ハートンホテル南船場 

・平成29年12月16日 於 ホテルサンルート梅田 
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・平成30年 ３月 ８日 於 ヴィアーレ大阪 

②講師の派遣（５件） 

③委員会の開催 

・平成29年 ５月17日 於 事務局                 ４名 

・平成29年11月15日 於 ﾅﾝﾊﾞかぎもとﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ          ３名 

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30年 ２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31回・第32回） 

・市民講演会（10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 

 意見箱に寄せられた、医療機関に対する苦情に対応し、その対策について検討をおこなった。 

１５ 情報委員会 

大精診ニュース編集・発行（No.516～527） 

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42号を2018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30年２月３日 於 ﾎﾃﾙ阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ   会員53名 来賓15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。 

代診支援 大海クリニック 

１９ 自殺対策プロジェクト 

   ①大阪弁護士会合同勉強会の開催 

   ・平成29年 ４月27日 於 事務局 

   ・平成29年 ６月29日 於 事務局 

   ・平成29年10月19日 於 事務局 

②リーフレット 発行及び配布 

③講師の派遣（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 

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30年 ２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 妊産婦メンタルケア連携プロジェクト 

①大阪府妊産婦こころの相談センター 相談出務協力 
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②妊産婦のメンタルケアに関するアンケート調査の実施・報告発表 

・平成29年11月11日 大阪府妊産婦こころの相談ｾﾝﾀｰ研修会「妊産婦の自殺について」 堤 俊仁 

・平成29年11月27日 公開シンポジウム「社会的ハイリスク妊娠の支援によって 

児童虐待・妊産婦自殺を防ぐ」 堤 俊仁 

・平成30年 ２月 ３日 新年伝達講習会「大阪府妊産婦こころの相談センター活動報告 

～大精診会員へのアンケート結果を踏まえて」 堤 俊仁 

２４ 創立５０年記念事業実行委員会 

 委員会の開催 

 ・平成29年 ４月12日 於 事務局                ７名 

 ・平成29年 ７月12日 於 事務局                ７名 

 ・平成29年10月18日 於 事務局                ８名 

 ・平成30年 １月10日 於 事務局                ６名 

 

（３）日精診関連事項報告 

１ 総   会：第２３回（平成29年６月17日、秋葉原コンベンションホール） 

２ 理 事 会：  ７回（平成29年５月14日、東京） 

            （平成29年６月17日、東京） 

               （平成29年７月 ９日、東京） 

            （平成29年９月10日、東京） 

            （平成29年11月12日、東京） 

            （平成30年１月14日、東京） 

（平成30年３月18日、東京） 

３ 日精診産業メンタルヘルス講演会  平成29年 ９月24日 於 ヴィアーレ大阪     210名 

   テーマ「ストレスチェック制度開始二年目を迎えて ～運用面の問題点と今後の課題をめぐって～」 

   特別講演「ストレスチェック施行後１年目の実態」 

     講師   大阪労働局労働基準部健康課課長  中田 昌志 先生 

   特別講演「弁護士からみたストレスチェックの意義と活用法」 

     講師   弁護士法人ライフパートナー法律事務所弁護士  生越 照幸 氏 

   シンポジウム「ストレスチェック制度運用の実際と今後の課題」 

    シンポジスト 人事の立場から    積水化学工業株式会社 人事部  先山 浩司 氏 

           常勤産業医の立場から 株式会社クボタ 人事部 健康管理室  北村 栄作 先生 

           嘱託産業医の立場から 神田東クリニック（精神科）  高野 知樹 先生 

           保健師の立場から   株式会社SCREEN ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ  川畑 真理 氏 

４ 災害支援対策全国会議：１回（平成29年10月29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  北中 淳悟 

  堺市感謝状    新川 久義 

 

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） 

・大阪府医師会地域医療計画推進委員会（堤） 

・大阪府医師会介護・高齢者福祉委員会（中村） 
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・大阪府医師会学校医部会常任委員会（西川） 

・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） 

・大阪府単科医会連合会（堤） 

・大阪府精神保健福祉審議会（堤） 

・大阪府精神科救急医療運営審議会（堤） 

・大阪府自殺対策審議会（鍵本） 

・大阪府自立支援医療費審査会（西村、李、中村） 

・大阪府精神障害者保健福祉手帳審査会（池下、京谷、本） 

・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） 

・大阪府保健医療計画精神疾患ワーキンググループ（堤） 

・大阪府保健医療計画精神疾患各圏域ワーキンググループ 

 （〔豊能〕大久保・坂元 〔三島〕稲田・東 〔北河内〕石田・釘抜 〔中河内〕西村・弓崎  

  〔南河内〕横内・李 〔泉州〕川田晃・中畑 〔堺〕中村 〔大阪市〕鍵本） 

・大阪府障がい者自立支援協議会地域支援推進部会（堤） 

・大阪府精神障がい者社会生活適応訓練事業推進委員会（三家、田川亮） 

・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） 

・大阪府依存症関連機関連携会議（藤井（非会員）、辻本） 

・大阪府依存症関連機関連携会議アルコール健康障がい対策部会（京谷） 

・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（西川） 

・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） 

・大阪府妊産婦こころの相談センター相談医師（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（谷、勝元、川澄、西川） 

・大阪市精神医療審査会（川澄） 

・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） 

・大阪市地域自立支援協議会（堤） 

・大阪市障がい支援区分認定審査会役員会（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 

 （〔都島〕坂口、〔福島〕生野、〔此花〕日野、〔中央〕大海、〔西〕野々村、〔港〕中尾、〔大正〕深尾（非

会員）、〔天王寺〕井上、〔浪速〕橋本、〔西淀川〕本、〔東淀川〕西浦、〔淀川〕堀野、〔東成〕金、〔生野〕

荒川、〔旭〕中西保、〔城東〕河野、〔鶴見〕川澄、〔阿倍野〕西口、〔住吉〕田畑、〔東住吉〕浦、〔平野〕
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撫井、〔西成〕山本大） 

・大阪市障害者就業・生活支援センター専門相談員（堤） 

・大阪市認知症疾患医療センター連携協議会（堤） 

・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（入澤、川田晃、孫、向井、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） 

・豊中市メンタルヘルス対策推進会議（赤垣、八尋） 

・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、平山栄） 

・国保審査委員会（石田、平山栄） 

・社保審査委員会（堤、李） 

・児童虐待防止協会（西川） 

・大阪メンタルヘルスネットワーク会議（堤） 

・大阪自殺防止センター 電話相談スーパーバイザー（勝元） 

・大阪社会保険事務局健康保険傷病手当金等給付審査員（金子、瀬浦） 

・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） 

・大阪府立思斉支援学校校医（佐賀） 
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事業報告の附属明細書 

 

 

平成 29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。 

 

 


