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日本精神分析的精神医学会第 10回大会が、平成 24年 3月 16日から 18日まで広島市アステールプラ

ザにおいて開催されます。この学会が平成 14年に誕生し、今回 10周年を迎えますことは、大変喜ばし

く思いますとともに、本学会員の皆様をはじめ関係諸機関各位の、ご支援とご協力による賜物とあらた

めて心より感謝申し上げる次第であります。 

さて、創設時、学会活動の目的として、「精神医学における精神分析的な理解と視点による臨床実践と

その訓練の裾野の拡大」と「精神医学における精神分析的精神療法の専門性のさらなる確立」という二

つの柱を掲げスタートいたしました。この 10年の間に、精神医学、精神医療をとりまく環境と、求めら

れているニーズには大きな変化があります。我々が学会活動の柱とした二つの命題に照らし、それらに

どこまで応えることができたのか、あるいは、どのようなことが将来に向けた本学会の課題として明ら

かになってきたのか、いま一度検証し、次の 10 年、20 年に向けて確かな歩みを踏み出す機会にできれ

ばと願っているところであります。 

会長講演として衣笠隆幸先生には「精神分析的と精神科臨床―主に力動的精神医学を中心に」と題し、

学会のこれまでの歩みと今後の方向性についてお話していただき、特別講演では森信繁先生に「記憶の

科学と精神分析」として生物学的精神医学の最先端の成果と精神分析をつなぐお話をしていただきます。

また、パネルディスカッションでは、学会活動の柱の一つである「精神分析的精神医学の教育研修と訓

練」について、地方における実情と学会へのニーズを伺います。そして、都市部で実績を積んできた訓

練システムの紹介していただいたうえで、フロアを含めて討議し現状の問題点を明らかにし、今後の学

会としての研修と訓練の方向性を具体化する上での参考になればと思います。 

シンポジウムは主題を「精神病的パーソナリティ」としました。精神科医が精神分析的精神療法を専

門性とする意義の一つは、重症な病理を持った患者を対象とした臨床であると思われます。ところがこ

れまでシンポジウムで「精神病」が正面から直接取り上げられたことはありません。「精神病的パーソナ

リティ」とは、耳慣れない術語かと思われますが、統合失調症や精神病性の精神疾患を直接意味するも

のではなく、パーソナリティの中の「精神病的部分」を指します（1956 Bion）。そして、人のこころの

中では、それと同時に対象と接触しうる「非精神病的部分」もまた並行して機能しています。その二つ

の部分が、治療関係の中でどのように展開しているのかを見ていく視点は、後の重症パーソナリティ障

害における Rosenfeldや Steinerによる病理的組織化の臨床概念の発展にもつながり、また、他方、一般

精神医学においても重症例における、心気症、身体化、嗜癖、衝動行為などを、具象的な水準での原初

的なコミュニケーションとして理解していくうえで重要な視点を提供しました。今回、福本修先生に「精

神病的パーソナリティ」の総論的な視点からお話しいただき、平山壮一郎先生、戎正司先生、三宅雅人

先生の各先生には成人の症例を中心にした発表をしていただく予定です。このように 10周年記念大会に

ふさわしい充実した内容となるべく準備を進めておりますので、是非、多数のご参加をお待ちしており

ます。 
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 謹啓 寒冷の候、皆様におかれましてはご多忙な日々をお過ごしのことと存じます。 

日本精神分析的精神医学会第 10 回大会のプログラム等をご案内させていただきますので、皆様

の多数のご参加を心よりお待ち致しております。 

 

 

           日本精神分析的精神医学会学会長 

                 衣笠 隆幸 

           日本精神分析的精神医学会 10 回大会大会長 

                 浅田 護 

 

敬 白 
 

記 

■大   会  ： 日本精神分析的精神医学会第 10回大会 

■会   期 ： 平成 24-年 3月 16日（金）～3月 18日（日） 

 

■会   場 ： アステールプラザ 〒730-0812 広島県広島市中区加古町４− １７ 

■参加／申込要領： 

当学会へのご参加は、医師の方のみに限らせていただきます。 

参加ご希望の方は、会員・非会員ともにウエブサイト（http://www.jaapp.jp/）からお申込みください。 

下記口座に料金をお振り込みください。返金は原則として受け付けませんので、ご注意ください。後日、領収書と参加証、

および抄録集をお送りいたします。 

※プレコングレスのみの参加申し込みはできません。 

 

○事前参加申し込み締め切り 平成 24年 3月 11日（日）まで 

■単位認定：日本精神神経学会専門医更新単位認定予定 

■参 加 費：参加ご希望の方は、事前に下記振込先にご送金下さい。 

       プレコングレス：          3,000  円    

  本 大 会 ：   会 員    11,000  円 当日 12,000円 

             非会員    13,000  円 当日 14,000円 

  懇  親  会：           7,000  円   

 

                           

 

 

      
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お問い合わせ（FAX,E-mailにてお問い合わせ下さい）        

[大会事務局]  

広島精療精神医学研究会付属研究所内・日本精神分析的精神医学会第10回大会事務局 

〒730-0037 広島市中区中町 8-6 フジタビル 3F 

FAX:082-541-1160 

E-mail:jaapp10@yahoo.co.jp 

[学会入会] 

広島精療精神医学研究会付属研究所内・日本精神分析的精神医学会事務局 

〒730-0037 広島市中区中町8-6 フジタビル3F 

FAX:082-541-1160 

E-mail:h-psychoanal-med@msd.biglobe.ne.jp 

振 込 先：三菱東京ＵＦＪ銀行 金沢文庫支店 

  普通預金 ００４１８６１ 

  加入者名 日本精神分析的精神医学会 大会事務局代表 波多野正樹 

 



日本精神分析的精神医学会日本精神分析的精神医学会日本精神分析的精神医学会日本精神分析的精神医学会　　　　第第第第10101010回大会回大会回大会回大会プログラムプログラムプログラムプログラム

3月16日（金） 第2会場(大会議室Ａ） 第3会場（中会議室）
17:20 プレコングレス1 プレコングレス2

症例：「自我同一性の確立に悩む 症例：「ある難治性うつ病男性の精神療法過程」
　　　　　　　　　　　　思春期女性の一例」

～ 　　　　中村元信（賀茂精神医療センター） 　　　　谷平直（クリニック　ソフィア）
助言：福本修 助言：皆川英明
       （恵泉女学園大学/長谷川病院) 　　　　（草津病院）
司会：宮原研吾 司会：小川豊昭

20:50 　　　　（桶狭間病院） 　　　　（名古屋大学大学院精神健康医学）
第1日目：3月17日（土）

3月17日（土） 第2会場(大会議室Ａ） 第3会場（中会議室）
9:30 研究発表1 研究発表2 研究発表3

「スキゾイドパーソナリティの女性との治療過程」 「思春期の対象関係―実証研究の所見から」

演者：浅野美穂子 演者：関谷秀子
　　　　　（聖霊病院） 　　　 　（関東中央病院）
指定討論：松波聖治 指定討論：小林俊三

　　　  （名古屋大学医学部附属病院精神科） 　　　　　（青山渋谷メディカルクリニック） 　　　　　（神戸大学保健管理センター）
司会：豊原利樹 司会：水俣健一

10:30 　　　　（慶応義塾大学精神科） 　　　　　（セラピイ青山クリニック） 　　　　　（市立秋田総合病院）
10:40 研究発表5 研究発表6

「慢性身体疾患患者に対する
　　　　　　　　　　　精神分析的精神療法」

「被災地の幼稚園で行った園児の保護者への
　　　　グループについての報告」

〜 演者：木村宏之 演者：渡部京太
　　 　　（愛知教育大学保健環境センター） 　　　　（名古屋大学医学部附属病院精神科） 　　　 　（国府台病院児童精神科）

指定討論：皆川英明 指定討論：木部則雄
　　　　（草津病院） 　      　（白百合女子大学発達心理学専攻）
司会：木村一優 司会：古橋忠晃

11:40 　　　　（こころのクリニック石神井）  　 　 　（名古屋大学学生相談総合センター）
11:50 研究発表8 研究発表9

「神経症（パニック障害）の精神分析的精神療法
－不在の父との二者期父・子同性コンプレックス
（Blos,P）を生きて－」

「物語を紡ぐ
      －治療者の「してやられた」感覚をめぐって－」

演者：岡田和芳 演者：小林要二
　　　 　（神宮司クリニック） 　　　　 （林間メンタルクリニック）

〜 指定討論：藤山直樹 指定討論：権成絃
　　　　　（上智大学総合人間科学部） 　　　　　　（クリニック　ソフィア）
司会：岡田暁宜 司会：渡部京太

12:50 　　　 　（愛知教育大学保健環境センター） 　　　　　（国府台病院児童精神科）
13:00

昼休み 運営委員会
14:00

14:10 教育研修セミナー2 教育研修セミナー3

「一般精神医療に活かす精神分析」
　　　　　　　　企画：奥寺崇、権成絃、水俣健一

「疾患別講座：発達障害と精神分析」
　　　　　　　　　企画：浅田護、小野泉（有馬病院） 

〜 話題提供：奥寺崇、権成絃、水俣健一 講義：浅田護（浅田病院）

討論：福本修
　　　　   （恵泉女学園大学/長谷川病院）

症例呈示：西崎淳
　　　　　  （西崎内科医院精神科・心療内科）

司会：奥寺崇（クリニックおくでら） 討論：木部則雄（白百合女子大学発達心理学専攻）
16:10 　　　　福本修 司会：町野彰彦（広島大学病院精神科）
16:20 パネルディスカッション 症例検討会1 症例検討会2

「怒」
「顔色を窺う青年男性との寝椅子を用いた精神分析
的精神療法～｢部屋」を巡る関係性について～」

症例呈示：中村浩平 症例呈示：岩寺良太
　　　　池田正国（己斐ヶ丘病院） 　　　　　　（広島市精神保健福祉センター） 　　　　　　（心の杜・新宿クリニック）
　　　　岩永洋一（心の杜・新宿クリニック） 助言者：小川豊昭 助言者：白波瀬丈一郎

〜 　　　　菊地孝則（心の杜・新宿クリニック） 　         （名古屋大学大学院精神健康医学） 　　　　　　（慶応義塾大学精神科）
司会：松波聖治 司会：小林俊三

18:40 　　　　　（青山渋谷メディカルクリニック） 　　　　 　（神戸大学保健管理センター）
19:00

〜

21:00

第1会場（中ホール）

第1会場（中ホール）

指定討論：木村宏之

「ある中年期ヒステリーの一症例に関する考察」

演者：町野彰彦

司会：白波瀬丈一郎

研究発表4

演者：岡田暁宜

　　　　（広島大学病院精神科）

「精神分析的精神医学における教育研修」

発表：千石利広（藤代健生病院）

「重症統合失調症の臨床における分析的視点の
活用―内側からなぞること」

演者：菊地孝則

司会：権成絃

研究発表7

症例呈示：西山晃好
　　　　　　  （東海大学八王子病院精神科）

司会：宮原研吾

プレコングレス：3月16日（金）

「ある疼痛性障害患者のリエゾン」

指定討論：浅田護

「精神分析的精神療法のプロセス」
　　　　　　　　　　　企画：菊地孝則、高野晶 

　　　　　（メイヨ・クリニック医科大学）

　　　　（桶狭間病院）

　　　　（浅田病院）

　　　　（心の杜・新宿クリニック）

指定討論：丸田俊彦

　　　　　（クリニック　ソフィア）

講義：菊地孝則（心の杜・新宿クリニック）

（会場設営準備）

教育研修セミナー1

　　　　寺本勝哉（ほうゆう病院）

懇親会　　ラコントル

討論：藤山直樹（上智大学総合人間科学部）

司会：福本修（恵泉女学園大学/長谷川病院）

司会：小林要二（林間メンタルクリニック）



第2日目：3月18日（日）

3月18日（日） 第2会場(大会議室Ａ・Ｂ）
9:10

9:50
10:00 研究発表10（シニア１） 研究発表11（シニア２）

「Schizoid Depression の分析的精神療法
　　　　―最早期のトラウマと here and now－」

〜 演者：高野晶 演者：小川豊昭
　        （名古屋大学大学院精神健康医学）

指定討論：鈴木龍
　　　　　（龍医院/鈴木龍分析オフィス）
司会：木部則雄

11:00 　　　　　（白百合女子大学発達心理学専攻）
11:10 特別講演

〜 講師：森信繁
　　 　（広島大学大学院精神神経医科学）
司会：町野彰彦

12:10 　　 　（広島大学病院精神科）

13:10 会長講演

〜 講師：衣笠隆幸
　　　　（広島市精神保健福祉センター）
司会：浅田護

14:10 　　　　（浅田病院）
14:20 シンポジウム

～

17:50

「再構成の意義について～終結症例の検討」

第1会場（中ホール）

　　　　　（昭和大学精神医学）

シンポジスト：
　　福本修（恵泉女学園大学/長谷川病院）
　　平山壮一郎（平和大通り心療クリニック）
　　戎正司（芸西病院/高知大学）
　　三宅雅人（有馬病院）
指定討論：
     白波瀬丈一郎（慶應義塾大学精神科）
     皆川英明（草津病院）
司会：
　　浅田護（浅田病院）
　　高野晶（東京国際大学/心の杜・新宿クリニック）

　      　（東京国際大学/心の杜・新宿クリニック）

昼休憩

指定討論：大橋一惠

司会：平島奈津子

「記憶の科学からみた精神分析」

「精神病的パーソナリティ」

「精神分析と精神科臨床
　　　　　　　　　　―力動的精神医学を中心に」

　　　　　（大橋クリニック）

総会

司会：菊地孝則（心の杜・新宿クリニック）


