
【令和 3 年度会務・事業報告】 

 
 

令和３年度会務報告並びに事業報告 

（以下敬称略） 

（１）会務報告 （自 令和３年４月１日  至 令和４年３月３１日） 

１ 会員状況    現在会員数   294名（会員 238名、賛助会員 56名） 

           診療所数      259施設 

 

           入会           ２名（会員 １名、賛助会員 １名） 

           退会           ９名（会員 ５名、賛助会員 ４名） 

 

入会者：（会  員）井手健太郎 

（賛助会員）中山 温信 

退会者：（会  員）山本 博三  宮崎 寛史  森  正宏 

（賛助会員）子安 佳子  田尻 智章 

物故会員：（会  員）山本 大介（令和３年 ８月13日） 

西澤弘太郎（令和３年12月17日） 

（賛助会員）大原 和雄（令和３年 ６月22日） 

山本  晃（令和４年 ２月19日） 

種別変更：（賛助会員より正会員へ）森 麻里子 

（正会員より賛助会員へ）稲垣 俊雄  桧山 寛市 

休会者：（会  員）山下  正 

（賛助会員）川田  璋  中山 温信 

 

（２）事業報告  

庶務関係                                                       出席者 

１ 会議  通常総会（令和３年６月12日）於 田辺三菱製薬会議室（Web併用）153名（含委任状・書面議決） 

  理事会     12回       事務局（Web会議併用） 

  三役会議    12回       事務局 

  公益法人立入検査（令和３年11月29日） 

 

広報関係 

１ 大精診ニュース発行（デジタル版）   令和３年４月～ 令和４年３月 

２ 大精診誌発行     令和４年３月 （第46号） 

３ マスコミ関係 

   毎日放送ラジオ「ドクターＭ」     生きる育む輝くメンタルクリニック梅田本院 安田 由華 

   ・令和３年５月 １日「ストレスとメンタルヘルス」／５月15日「うつ病」 

   NHKラジオ「関西ラジオワイド・季節の健康」     医療法人遊心会にじクリニック 戸島 覚 

   ・令和３年５月26日「ギャンブル等依存症について」 

 

学術関係                     参加者数 

１ 総会特別講演 

令和３年６月12日〔学術委員会〕 於 Web配信 78名 
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特別講演Ⅰ「リワークの有用性と限界‐薬物療法への期待も絡めて‐」 

演者  株式会社デンソー健康推進部担当部長 産業医  吉田 契造 

特別講演Ⅱ「精神科診療における夢分析」 

演者  京都大学 名誉教授・奈良大学 特別研究員  新宮 一成 

２ 第31回大精診・大精協合同学術講演会 

令和４年３月26日〔学術委員会〕 於 Web配信／TKPガーデンシティ東梅田 129名 

一般講演「パリペリドン製剤の使いづらさを探る～『高プロラクチン血症』と『LAIという剤型』～」 

演者   愛知医科大学病院精神科学講座 准教授  森 康浩 

特別講演「令和4年度診療報酬改定のポイント」 

演者   医療法人蔦の会たなか病院 副院長 

／公益社団法人日本精神科病院協会 医療経済委員会委員  松本 善郎 

３ 学術研究会 

①令和３年４月３日〔学術委員会〕 於 Web配信 41名 

一般講演「リカバリーに向けた新規抗精神病薬の可能性」 

演者 大阪市立総合医療センター精神神経科 医長  粥川 朋哉 

特別講演「双極性障害患者のfurther moreのために医療者ができること～伴走者としての向き合い方～」 

演者 医療法人社団宙麦会ひだクリニック 院長  肥田 裕久 

②令和３年４月17日〔学術委員会〕 於 Web配信（発信元：事務局） 59名 

特別講演「炎症を標的としたこれからの新しいうつ病治療」 

演者 鳥取大学医学部脳神経医科学講座精神行動医学分野 准教授  岩田 正明 

③令和３年５月15日〔処方薬乱用･依存防止検討／ｱﾙｺー ﾙ・薬物嗜癖検討委員会〕 於 Web配信 39名 

一般講演「レンボレキサント安全性情報―臨床開発の立場から―」 

演者 エーザイ株式会社NBG日ア臨床開発部  久保田 直樹 

特別講演「気分障害に併存する不眠症の治療戦略」 

演者 琉球大学大学院医学研究科精神病態医学講座 准教授  高江洲 義和 

④令和３年５月22日〔児童青少年問題検討委員会〕 於 Web配信 71名 

一般講演「小児期の入眠障害と神経発達症」 

演者 大阪精神医療センター児童思春期精神科 副部長  荒木 陽子 

特別講演「自閉スペクトラム症と精神障害の併存、二次障害のなりたちを考える 

―うつ病、双極性障害、不安症、睡眠障害を含めて―」 

演者 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 知的・発達障害研究部 部長  岡田 俊 

⑤令和３年５月29日〔学術委員会〕 於 Web配信（発信元：事務局） 51名 

特別講演「高齢者のうつ病治療」 

演者 奈良県立医科大学特任教授・医療法人鴻池会秋津鴻池病院 院長  岸本 年史 

⑥令和３年７月10日〔学術委員会〕 於 Web配信 46名 

一般講演「外来診療におけるラツーダの手応え～統合失調症中心に～」 

演者 医療法人社団二誠会村上医院 院長  村上 健 

特別講演「統合失調症治療の共同意思決定（SDM）～クライシスプランの実践と展望～」 

演者 独立行政法人国立病院機構琉球病院 副院長  大鶴 卓 

クライシスプラン活用事例報告 医療法人遊心会にじクリニック 副院長  西浦 竹彦 

⑦令和３年７月17日〔学術委員会〕 於 Web配信 45名 

特別講演「統合失調症の病態生理におけるグルタミン酸、GABA神経系」 

演者 大阪医科薬科大学神経精神医学教室/ 

特定医療法人大阪精神科医学研究所新阿武山病院 医局長  菊山 裕貴 

⑧令和３年７月31日〔児童青少年問題検討委員会〕 於 Web配信（発信元：事務局） 60名 

一般講演「成人期ADHDの薬物療法について」 

演者 医療法人回精会仁愛診療所 院長  楠木 将人 

特別講演「神経発達症における地域連携や多機能連携について」 
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演者 医療法人社団至空会メンタルクリニックダダ 院長  大嶋 正浩 

⑨令和３年９月 ４日〔学術委員会〕 於 Web配信（発信元：事務局） 40名 

特別講演「Withコロナ時代の気分障害の臨床を語る―変わること、変わらないこと―」 

演者 赤坂クリニック/坂元薫うつ治療センター院長・センター長  坂元 薫 

⑩令和３年９月11日〔高齢者問題検討委員会〕 於 Web配信 54名 

一般講演「就労支援に役立つ保険医学―精神疾患の方が活用できる保険はあるか？」 

演者 住友生命保険相互会社 医長  八木 俊成 

特別講演「診療所で取り組む危機介入～ロナセンテープを活用した薬物療法・デイケア・アウトリーチなど～」 

演者 医療法人ほっとステーション大通公園メンタルクリニック院長 長谷川直実／看護師 田原和代 

⑪令和３年10月７日〔産業精神保健委員会〕 於 Web配信（発信元：事務局） 93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「コロナ禍における 働き方の変化と睡眠障害」 

基調講演「労働環境と睡眠問題」 

演者  労働安全衛生総合研究所 過労死等防止調査研究センター センター長  高橋 正也 

シンポジウム「コロナ禍におけるメンタルヘルス不調と睡眠障害」 

シンポジスト 

精神科医の立場から 吉田診療所 院長 吉田 祥 

産業医の立場から ㈱リードウェル代表取締役（代表医師） 深井 恭佑 

コメンテーター 労働安全衛生総合研究所 過労死等防止調査研究センター センター長  高橋 正也 

⑫令和３年10月９日〔学術委員会〕 於 Web配信（発信元：事務局） 34名 

特別講演「寛解とよりよい回復を目指したパリぺリドン治療 

～ゼプリオンTRIを紹介した患者さんは何を思うのか～」 

演者 中央公園クリニック 院長  窪田 幸久 

⑬令和３年10月９日〔学校精神保健委員会/虐待問題関連委員会〕於 Web配信(ﾗｲﾌ゙ ・ｵﾝﾃ゙ ﾏﾝﾄ゙ ) 114名 

特別講演「アスペルガー症候群は自閉スペクトラム症か？」 

演者 香川大学医学部 名誉教授、大西精神衛生研究所附属大西病院 名誉院長  石川 元 

⑭令和３年11月６日〔学術委員会〕 於 Web配信（発信元：事務局） 57名 

特別講演「人と関わるロボットと精神医療」 

演者 大阪大学大学院 基礎工学研究科 教授  石黒 浩 

⑮令和３年11月13日〔学術委員会〕 於 Web配信 40名 

講演Ⅰ「大阪市立大学神経精神科 神経画像グループを経て」 

演者 鶴橋メンタルクリニック 院長  松田 泰範 

講演Ⅱ「大精診理事になって見えて来たこと」 

演者 医療法人遊心会にじクリニック 院長  戸島 覚 

特別講演「新型コロナ時代の精神科クリニックの在り方をめぐって」 

演者 公益社団法人日本精神神経科診療所協会 会長/ 

医療法人社団ラルゴ 三木メンタルクリニック 理事長  三木 和平 

⑯令和３年11月20日〔学術委員会〕 於 Web配信（発信元：事務局） 32名 

一般講演「リカバリーを目指した統合失調症薬物治療を考える～治療継続性に注目して～」 

演者 かつもとメンタルクリニック 院長  勝元 榮一 

特別講演「精神科外来における統合失調症の治療戦略」 

演者 医療法人三精会汐入メンタルクリニック 院長  阿瀬川 孝治 

⑰令和３年11月27日〔産業精神保健委員会〕 於 Web配信（発信元：事務局） 39名 

特別講演「双極性障害の薬物療法アップデート ―波から凪へ―」 

演者 関西医科大学医学部医学科精神神経科学講座 准教授  加藤 正樹 

⑱令和３年12月18日〔学術委員会〕 於 Web配信（発信元：事務局） 39名 

特別講演「新しいオレキシン受容体拮抗薬を使いこなすための覚書」 

演者 小鳥居諌早病院 院長／久留米大学医学部 神経精神医学講座 非常勤講師  小鳥居 望 

⑲令和４年３月５日〔医療制度委員会〕 於 Web配信 45名 
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学術講演「長期予後を見据えた統合失調症治療戦略 ～ロナセンテープの可能性も含めて～」 

演者 千葉大学大学院医学研究院精神医学 教授  伊豫 雅臣 

経験を語り継ぐ「地域精神医療の経験 ―考える会のまとめ―」 

演者 元稲垣診療所 所長  稲垣 俊雄 

⑳令和４年３月12日〔学術委員会〕 於 Web配信／ホテル阪急レスパイア大阪 50名 

特別講演「オレキシン研究の進展と睡眠医療への貢献」 

演者 筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS） 教授  神林 崇 

㉑令和４年３月19日〔産業精神保健委員会〕 於 Web配信／ＡＰ大阪駅前 147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「働く女性の妊娠・出産に関連するメンタル不調とその予防」 

基調講演「働く女性の妊娠・出産とメンタルヘルス」 

演者 株式会社ＪＵＭＯＫＵ代表取締役  長井 聡里 

シンポジウム「働く女性の妊娠・出産に関連するメンタル不調とその予防」 

シンポジスト 

精神科医の立場から （医）フォスター生きる育む輝くメンタルクリニック梅田本院 院長 安田 由華 

コメンテーター    株式会社ＪＵＭＯＫＵ代表取締役  長井 聡里 

４ 勉強会 

①【中止】大阪弁護士会合同勉強会〔自殺対策検討委員会〕 

  ②防火管理研修会〔福利厚生委員会〕 

   令和４年３月３日 於 Web配信（発信元：事務局） 62名 

   「診療所の防火・防災対策について」 

演者 大阪市消防局予防部予防課（自主防災管理担当）消防司令補  権藤 正也 

５ 治療ガイドライン講習会〔学術委員会〕 

①統合失調症薬物治療ガイドライン講習〈講義パート〉令和３年６月19日 於 Web配信 64名 

1.序文 勝元 榮一（かつもとメンタルクリニック） 

2.初発精神病性障害 安田 由華（生きる育む輝くメンタルクリニック） 

3.再発・再燃時 橋本 亮太（国立精神・神経医療研究センター） 

4.維持期治療 山田 恒 （兵庫医科大学） 

5.治療抵抗性 橋本 亮太（国立精神・神経医療研究センター） 

6.その他の臨床的諸問題 山田 恒 （兵庫医科大学） 

②うつ病治療ガイドライン講習〈講義パート〉令和３年６月26日 於 Web配信 75名 

1.治療計画の策定 勝元 榮一（かつもとメンタルクリニック） 

2.軽症 橋本 亮太（国立精神・神経医療研究センター） 

3.中等症・重症 山田 恒 （兵庫医科大学） 

4.精神病性 橋本 亮太（国立精神・神経医療研究センター） 

5.児童思春期 安田 由華（生きる育む輝くメンタルクリニック） 

6.睡眠障害とその対応 山田 恒 （兵庫医科大学） 

③【中止】統合失調症薬物治療ガイドライン講習〈ﾃ゙ ｨｽｶｯｼｮﾝﾊ゚ ﾄー〉令和４年１月22日 於 Web配信 

症例グループディスカッションセッション 

総合司会 勝元 榮一（かつもとメンタルクリニック） 

ファシリテーター 安田 由華（生きる育む輝くメンタルクリニック） 

 橋本 亮太（国立精神・神経医療研究センター） 

 山田 恒 （兵庫医科大学） 

④うつ病治療ガイドライン講習〈ﾃ゙ ｨｽｶｯｼｮﾝﾊ゚ ﾄー〉令和４年２月26日 於 Web配信 11名 

症例グループディスカッションセッション 

総合司会 勝元 榮一（かつもとメンタルクリニック） 

ファシリテーター 安田 由華（生きる育む輝くメンタルクリニック） 

 橋本 亮太（国立精神・神経医療研究センター） 
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 山田 恒 （兵庫医科大学） 

６ 【中止】事例検討会〔地域精神福祉委員会〕 

７ 職員研修交流会〔地域精神福祉委員会〕 

令和３年７月３日 於 ニューオーサカホテル 22名 

「トラウマインフォームドケア（TIC）－トラウマの『メガネ』でみるという視点－」 

演者 大阪大学大学院人間科学研究科 臨床教育学講座・教育心理学分野 准教授  野坂 祐子 

８ 新年伝達講習会〔福利厚生委員会〕 

  令和４年２月５日 於 Web配信 53名 

   大精診精神科医療研究奨励金交付事業発表 

「政令指定都市(堺市)における脳損傷(高次脳機能障害)リハビリテーションネットワークの実態調査」 

     発表者 なやクリニック  納谷 敦夫 

   特別講演：2020年度 日本精神神経学会「フォリア賞」受賞報告 

「開業医の研究活動 ～統合失調症の認知機能障害と脳画像～」 

     演者 生きる育む輝くメンタルクリニック 梅田本院 院長  安田 由華 

９ アンケート調査 

  令和４年２月「医業経営」アンケート調査〔医療経済委員会〕回答103件 

 

地域医療関係 

１ 精神科医療研究奨励金助成〔学術委員会〕 

 「効果的な心理検査のフィードバックについての検討‐発達障がい児・者の保護者を対象とした調査から‐」 

   申請者  医療法人瑞月会かく・にしかわ診療所（代表者 竹下柊） 

 「発達障害のある方の保護者を対象とした『家庭でできる就労支援講座』の効果について」 

   申請者  NPO大阪精神障害者就労支援ネットワークJSN研究所（代表者 實盛朱里） 

２ 精神障がい者就労促進プログラム事業出前講座〔地域精神福祉委員会〕 

 小阪病院    ：令和３年８月５日～９月２日（全４回） 

 I-QUON 株式会社：令和３年12月３日（全１回） 

３ 【中止】被災地支援活動（石巻 からころステーション）〔災害対策・震災支援委員会〕 

４ 災害対策 会員安否確認〔災害対策・震災支援委員会〕 

   令和３年９月 ３日 安否確認訓練  回答 147件 

   令和４年３月10日 安否確認訓練  回答122件 

５ 代診支援〔会員支援委員会〕 

   小池メンタルクリニック、中尾こころのクリニック第二、高石クリニック、かわすみクリニック 

６ 大精診・大精協役員意見交換会 

   第38回 令和３年５月11日 於 Web会議      19名（大精診9名、大精協10名） 

   第39回 令和３年11月９日 於 アウィーナ大阪     19名（大精診10名、大精協9名） 

７ 関西精神科診療所協会研究会 令和４年１月８日 於 Web配信 12名 

８ 大阪府単科医会連合代表者会議 

   第１回 令和３年 ７月 １日 於 Web会議 

   第２回 令和３年11月25日 於 大阪府医師会館   出務会員  堤 俊仁 

   第３回 令和４年 ２月24日 於 Web会議 

 

公益事業関係 

１ 【中止】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〕 
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２ 【中止】メンタルヘルスフォーラム〔企画啓発事業委員会〕 

３ 大精診市民講演会〔企画啓発事業委員会〕 

  ・第124回 令和３年12月９日   於  都島区役所 36名 

   「非常事態とメンタルヘルス～災害や感染症発生時のストレス対処法～」 

        講師   稲田クリニック 院長  稲田 泰之 

  ・第125回  令和３年12月11日   於  鶴見区役所 36名 

   「非常事態とﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ～災害時やコロナ禍を乗り切るために、自助、共助のこころのケアを学ぶ～」 

        講師   稲田クリニック 院長  稲田 泰之 

  ・第126回 令和４年 １月19日   於  此花区役所 61名 

   「高次脳機能障害～理解し寄り添うために～」 

        講師   医療法人宏彩会李クリニック 院長  李 利彦 

  ・第127回 令和４年２月１日～28日   於  Youtubeによる限定公開配信 視聴58名 

   「コロナ禍におけるメンタルヘルス～災害や感染症発生時のストレス対処法～」 

        講師   稲田クリニック 院長  稲田 泰之 

４ リーフレット制作〔自殺対策検討委員会〕【大阪府自殺対策民間団体支援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（新型コロナ禍のメンタルヘルス）」 

令和４年１月 5,000部発行 

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〕【大阪市委託事業】 

 ・精神科一次救急診療所の運営 当番出務協力登録会員142名、スタッフ31名 

相談件数 190件 内訳；来院71件（うち来院後二次救急搬送1件・三者通話対応後来院1件） 

来院キャンセル21件 

医療相談77件（うち三者通話対応42件） 

一次救急非該当判断17件、二次救急依頼判断3件、その他1件 

出務日数 365日 

協力会員（出務・オンコール） 

 青谷 弘、青山 洋、赤垣伸子、明石惠司、渥美正彦、池下克実、石田栄吉、石田 徹、一岩智明、

井手健太郎、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、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、越智友子、鍵本伸明、郭 麗月、影山 航、梶本隆哉、片山尚典、勝田充代、勝田洋一、

勝元榮一、加藤公敬、金本絵里、川口俊介、川茂聖哉、河原みどり、河村敬子、貴島有子、北田洋

子、北中淳悟、鬼頭有代、木下 忍、木村良博、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、河野隆志、児島麻里、子安信寛、左海真介、坂口敬人、坂元秀実、作

田泰章、澤田将幸、志水隆之、清水聖保、生野宏和、陳 元太、眞城拓志、杉浦 卓、杉山秀大、

杉山博通、角谷岳朗、瀬浦敏志、宋 大光、孫 漢洛、高石 穣、田川精二、田川 亮、滝沢義唯、

竹村有由、田中亜紀、田中千足、田中博文、谷 宗英、田畑紳一、田伏里奈、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、永田利彦、中西重裕、中迎憲章、中村芳昭、仲山彰俊、新川久義、西浦竹彦、西川瑞穂、西口

昌樹、西澤弘太郎、野村典子、野村吉宣、橋本博史、花尾晋一、平山栄一、平山智英、廣田卓也、

福田晋平、福田真也、福本素由己、藤瀬敬喜、藤田素樹、堀内麻美、堀野 敬、前久保邦昭、牧村

智広、正岡 哲、松島 篤、松田泰範、松村喜志雄、松本一生、松本浩司、圓尾和子、三田浩平、

光田輝彦、皆川ひとみ、南智久、宮田 明、三好裕子、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、

山田圭造、山畑 清、山本忍、横内敏郎、横山如人、吉田 祥、吉藤 諭、米山亜妃、李 利彦、

林 成賢、渡邉新太郎、渡邊元雄（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152名） 
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・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132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 

６ 講師派遣 

・７月24日 市民後見人養成講座(基礎講習)「対象者の理解(障がい者)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） 

・７月30日 市民後見人養成講座(基礎講習)「対象者の理解(障がい者)精神障がい者の特性と接し方」 

平山栄一（大阪市成年後見支援センター） 

・７月17日・７月31日「うつ病の家族教室」        安田 究（大阪市こころの健康センター） 

・９月18日 市民後見人養成講座（基礎講習）「対象者の理解（精神障がい者の特性について理解する）」 

【中止】西川瑞穂（大阪府社会福祉協議会） 

・９月 25 日 市民後見人養成講座（基礎講習）「対象者の理解（精神障がい者の特性について理解する）」 

田中千足（大阪府社会福祉協議会） 

・９月25日「産後ケアエキスパート助産師認定講習会」         西川瑞穂（大阪府助産師会） 

・10月 ６日「職員スキルアップ研修」          津本 学（高槻市子育て総合支援センター） 

・10月18日「事業所の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） 

・11月12日・11月26日「うつ病の家族教室」       有本 進（大阪市こころの健康センター） 

・11 月 11 日「障害者総合支援制度と医師意見書に関する説明会」中村芳昭、李 利彦（大阪府医師会） 

・12月 １日「虐待ハイリスク状態にある事例の検討会における助言」津本 学（高槻市子ども未来部） 

・12月14日「人権教育研修会」             西川瑞穂（大阪府専修学校各種学校連合会） 

・２月(WEB配信)「精神科医師による児童家庭相談担当者研修」大久保圭策（大阪府児童虐待防止推進会議） 

・３月23日「事業所の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） 

 

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 

・令和３年４月 ３日 於 Web配信 

・令和３年４月17日 於 Web配信 

・令和３年５月29日 於 Web配信 

・令和３年６月12日 於 Web配信 

・令和３年７月10日 於 Web配信 

・令和３年７月17日 於 Web配信 

・令和３年９月 ４日 於 Web配信 

・令和３年10月９日 於 Web配信 

・令和３年11月６日 於 Web配信 

・令和３年11月13日 於 Web配信 

・令和３年11月20日 於 Web配信 

・令和３年12月18日 於 Web配信 

・令和４年 ３月12日 於 Web配信 

・令和４年 ３月26日 於 Web配信 

②治療ガイドライン講習会 

・令和３年 ６月19日 於 Web配信 

・令和３年 ６月26日 於 Web配信 

・【中止】令和４年１月22日 於 Web配信 

・令和４年 ２月26日 於 Web配信 

③精神科医療研究奨励金選考委員会 

・令和３年12月９日 於 Web会議   ４名 
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２ 臨床精神薬理委員会 

３ 高齢者問題検討委員会 

①学術研究会の開催 

・令和３年９月11日 於 Web配信 

４ 企画啓発事業委員会 

各種普及啓発事業の開催 

①【中止】専門医による－心の健康なんでも相談 

例年実施している精神保健相談および付帯事業が6月、9月の年２回ともCOVID-19の影響で中止となった。

本年度は COVID-19 の流行状況を見極めながら、例年通り「キタ」と「ミナミ」に分けて開催する計画で

ある。なお同時に展示する種々の精神疾患に関するポスターパネルのデータが陳旧化しており、刷新し

ていく必要がある。 

②【中止】メンタルヘルスフォーラム 

新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため実施していない。 

③市民講演会（４回） 

５ 医療観察法検討委員会 

・保護観察所主催 大阪府医療観察制度運営協議会への委員派遣 

・医療観察法付添人協力医の派遣 

６ アルコール・薬物嗜癖検討委員会 

 学術研究会の開催および企画（処方薬乱用・依存防止検討委員会合同開催） 

   ・令和３年５月15日 於 Web配信 

７ 処方薬乱用・依存防止検討委員会 

  ①学術研究会の開催および企画（ｱﾙｺー ﾙ・薬物嗜癖検討委員会合同開催） 

   ・令和３年５月15日 於 Web配信 

８ 産業精神保健委員会 

①講演会の開催および企画 

・令和３年10月 ７日 於 Web配信 

・令和４年 ３月19日 於 Web配信 

②学術研究会の開催および企画 

   ・令和３年11月27日 於 Web配信 

③講師の派遣（２件） 

④委員会の開催 

・令和３年 ６月 ２日   ４名 

・令和３年 10月23日   ４名 

９ 自殺対策検討委員会 

①【中止】大阪弁護士会合同勉強会 

新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため実施していない。 

②リーフレット 発行及び配布 

令和４年１月「未来ある あなたのこころと共に ―大精診会員診療所案内（新型コロナ禍のメンタル

ヘルス）」若年層を対象とした冊子を5,000部発行。 

③講師の派遣（４件） 

１０ 児童青少年問題検討委員会 

①学術研究会の開催 

・令和３年５月22日 於 Web配信 

・令和３年７月31日 於 Web配信 
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１１ 児童虐待防止検討委員会 

①学術研究会の開催および企画（学校精神保健委員会合同開催） 

・令和３年10月９日 於 Web配信（ライブ・オンデマンド） 

１２ 学校精神保健委員会 

①学術研究会の開催および企画（児童虐待防止検討委員会合同開催） 

・令和３年10月９日 於 Web配信（ライブ・オンデマンド） 

②関連機関の連絡会に出務 

１３ 医療制度委員会 

①学術研究会の開催 

・令和４年３月５日 於 Web配信 

１４ 医療経済委員会 

・医業経営アンケート調査の実施 

１５ 地域精神福祉委員会 

①精神障がい者就労促進プログラム事業の実施 

コロナウイルス感染拡大の影響があってか参加機関が少なかったが、就労支援に意欲的に取り組んでい

る２医療機関を対象に就労支援講座を行った。 

②【中止】事例検討会 

コロナウイルス感染拡大のため、研修実施が困難であった。 

③職員研修交流会の開催 

・令和３年７月３日 於 Web配信 

 

１６ 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 

令和 3 年度の大精診新入会員 2 名のうち 1 名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142名、オンコール体制への協力医152名、ミクロ救急への協力医132名が参

画している。 

平成 25 年度より継続して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ている。また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

急診療所が行っているが、令和3年度は0件であった。 

１７ 福利厚生委員会 

  新年伝達講習会の開催 

  ・令和４年２月５日 於 Web配信 

１８ 会員支援委員会 

・代診支援 本年度も会員の診療所から代診依頼あり、多数の会員からの迅速な協力により対応できた。 

・法務支援 

１９ 災害対策・震災支援委員会 

①【中止】日精診被災地支援活動への協力 

②会員安否確認訓練（２回） 
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２０ 会誌編集委員会 

協会誌の発行  令和４年３月に第46号を発行した。 

２１ 情報委員会 

①大精診デジタルニュース編集・発行 

②大精診メーリングリスト管理 

③ホームページ構築・管理運営 

２２ 妊産婦メンタルケア連携プロジェクト 

・大阪府妊産婦こころの相談センター相談出務協力 

 

（３）日精診関連事項報告 

１ 総   会：第２７回（令和３年６月６日、ライブ配信） 

２ 理 事 会： １０回（令和３年４月11日、Web） 

            （令和３年５月 ９日、Web） 

               （令和３年６月 ６日、Web） 

            （令和３年７月11日、Web） 

            （令和３年９月 ５日、Web） 

            （令和３年10月10日、Web） 

            （令和３年11月14日、Web） 

            （令和３年12月12日、Web） 

            （令和４年１月 ９日、Web） 

            （令和４年２月13日、Web） 

（令和４年３月20日、Web） 

３ 災害支援対策全国会議：１回（令和３年10月24日、Web） 

 

（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  古屋 穎兒 

  大阪府知事表彰  川澄 伸樹  川田 晃 

  堺市感謝状    納谷 敦夫 

  日本精神神経学会2020年度「フォリア賞」  安田 由華 

 

２ ・大阪府医師会医学会評議員会（大海、松本一、安田究） 

・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） 

・大阪府医師会学校医部会常任委員会（西川） 

・大阪府医師会学校医部会精神保健対策委員会（金子、安田由） 

・大阪府医師会産業医部会（鍵本） 

・大阪府医師会産業医研修カリキュラム検討委員会（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） 
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・大阪府精神医療懇話会 

（〔豊能〕坂元 〔三島〕稲田〔北河内〕釘抜〔中河内〕弓崎〔南河内〕李〔泉州〕川田晃〔大阪市〕鍵

本） 

・大阪府堺市保健医療協議会（中村） 

・大阪府精神科救急医療運営審議会（堤） 

・大阪府外国人医療対策会議（堤） 

・大阪府自殺対策審議会（鍵本） 

・大阪府自立支援医療費判定会議（西村、李、中村） 

・大阪府精神障害者保健福祉手帳判定会議（池下、京谷、本、坪倉） 

・大阪府精神医療審査会（藤田素、西口昌） 

・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地域移行推進ワーキンググループ（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（田川亮、西浦） 

・大阪府介護保険審査会（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（戸島） 

・大阪府依存症関連機関連携会議 アルコール障がい対策部会（堤） 

・大阪府依存症関連機関連携会議 薬物依存症地域支援体制推進部会（京谷） 

・大阪府依存症関連機関連携会議 ギャンブル等依存症地域支援体制推進部会（戸島） 

・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） 

・大阪府社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童虐待事例等点検・検証専門部会（大久保圭） 

・大阪府非常勤嘱託産業医（井手、稲田、北田、吉田祥） 

・大阪府妊産婦メンタルヘルス検討会（堤） 

・大阪府妊産婦こころの相談センター相談医師（堤） 

・大阪府こころの健康総合センター運営検討会議（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） 

・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、辻、西川、森口） 

・大阪市精神医療審査会（中西重） 

・大阪市地域移行推進検討会議（堤） 

・大阪市障がい者施策推進協議会専門部会（精神障がい者地域生活支援部会）（鍵本） 

・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）（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）（京谷、堤） 

・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（京谷、堤、前久保） 

・大阪市障がい支援区分認定審査会合議体委員 

 （〔北・大淀〕孫田、〔都島〕坂口、〔福島〕生野、〔西〕福田晋、〔天王寺〕井上、〔浪速〕山本大、〔西淀川〕

本、〔淀川〕堀野、〔東淀川〕西浦、〔東成〕松田泰、〔旭〕中西保、〔阿倍野〕西口昌、〔住吉〕田畑、〔東住

吉〕眞城、〔平野〕撫井） 

・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） 
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・大阪市生活保護法医療扶助業務担当非常勤嘱託職員（嘱託医師）（石原） 

・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（遠藤晃、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） 

・堺市自立支援医療（精神通院）判定会議（中村、吉田祥） 

・堺市精神医療審査会（花尾、向井、弓崎、吉藤） 

・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（安田究） 

・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） 

・大阪府社会福祉協議会権利擁護推進審査会（有本） 

・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（平山栄） 

・国保審査委員会（稲田、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（入澤、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（中西保） 

・大阪府立大阪南視覚支援学校学校医（吉田充） 

・大阪府立堺支援学校学校医（庄路非会員） 
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事業報告の附属明細書 

 

 

令和３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。 
 


