
    日本総合病院精神医学会 有床総合病院精神科委員会主催 

   第 17 回有床総合病院精神科フォーラム  

   「近未来の総合病院精神科のモデルを求めて」 

 

実行委員長：佐藤茂樹（成田赤十字病院） 

日      時：平成 26 年 7 月 12 日（土）10 時〜17 時 30 分 

場      所：ホテル日航成田 鶴の間、大空の間 

       〒286-0106 千葉県成田市取香500 Tel:0476-32-0032 

 http://www.nikko-narita.com/ 

    

 

【プログラム】 

 

Ⅰ．開会挨拶 10：00〜10：30 

 

Ⅱ．メイン・シンポジウム (鶴の間)  10：30〜12：00 

  「近未来の総合病院精神科のモデルを求めて」     

    座長 和田央（大阪赤十字病院）、小石川比良来（亀田総合病院） 

   

１． 「総合病院精神科の新しい病棟構造」    

  船山道隆（足利赤十字病院 神経精神科）  

２． 「都市型総合病院精神科の役割」    

  高橋義人（市立札幌病院 精神科）  

３． 「収容型精神医療から地域型精神医療への転換」   

  青木勉（総合病院国保旭中央病院 神経精神科）  

 

昼休み               12：00〜13：00 

 

Ⅲ．特別講演      (鶴の間)   13：00〜13：50 

    座長 佐藤茂樹（成田赤十字病院） 

  

  「治療抵抗性統合失調症に対する治療戦略」 

    伊豫雅臣（千葉大学大学院医学研究院精神医学教授） 

 



分科会 第 1回会場(鶴の間) 

 

Ⅳ．「総合病院精神科におけるクロザピン治療の現況」 14：00〜15：10  

    座長 横山伸（長野赤十字病院）  

 １．「安曇総合病院におけるクロザピン使用症例の検討」 

     古屋昌宏、村田志保（安曇総合病院精神科） 

 ２．「治療抵抗性統合失調症高齢者に対するクロザピン治療について」 

     高倉裕征、榎本哲郎、鵜重順康、吉見太朗、早川達郎、塚田和美 

    （国立国際医療研究センター国府台病院精神科） 

 ３．「クロザピン単剤の次の一手を探る。—エスシタロプラムと認知行動療法を併用   

    した難治統合失調症の 1例—」 

     山本徹也、関亮太、木村允、鎌田雄、石川雅智、椎名明大、渡邉博幸、 

     伊豫雅臣（千葉大学医学部附属病院精神神経科） 

     菊池信示郎（千葉大学医学部附属病院看護部） 

       

Ⅴ．「緊張病と悪性症候群」             15：10〜16：20 

    座長 船山道隆（足利赤十字病院）  

 １．「コンパートメント症候群後に悪性症候群を呈した一例」 

     矢島章雄（聖隷三方原病院精神科）  

 ２．「当院において経験した緊張病症候群の臨床的検討」 

     松永力（独立行政法人国立病院機構北海道医療センター精神科）   

 ３．「悪性症候群と悪性カタトニア」 

     小池香（成田赤十字病院精神神経科）  

       

Ⅵ．「総合病院精神科の看護」            16：20〜17：30 

    座長 安藤京子（旭中央病院 看護師）、赤間由美子（成田赤十字病院 看護師）  

 １．「精神科病棟における薬物療法カンファラレンスの有効性」 

     松橋樹（秋田大学医学部附属病院第二病棟 3階精神科病棟）  

 ２．「精神科救急・合併症病棟における看護」 

     上野優美（横浜市立みなと赤十字病院精神科病棟）  

 ３．「精神科分院から総合病院精神科へ —看護の視点から—」 

     松永智香（社会医療法人近森会近森病院総合心療センター）  

       

 

 

 

 



分科会 第２回会場（大空の間） 

Ⅶ．「地域支援と総合病院精神科」           14：00〜15：05 

    座長 渡邉博幸（千葉大学社会精神保健教育研究センター）  

       星野宰賢（成田赤十字病院 精神保健福祉士）  

 １．「南房総地域における総合病院精神科の地域支援」 

     清水洋延、小石川比良来（亀田総合病院心療内科・精神科）       

 ２．「淡路医療センター精神科における地域支援」 

     青山慎介（兵庫県立淡路医療センター精神科）        

 ３．「ACT を利用した総合病院精神科の地域支援」 

          長谷川雄介（富山市立富山市民病院精神科） 

  

Ⅷ．「児童精神科医療」               15：05〜16：10 

    座長 吉田佳郎（西山病院）、橘稚佳子（成田赤十字病院臨床心理士）  

 １．「千葉大学こどものこころ診療部における臨床心理士の活動」 

     田辺恭子、内田亜由美、宮崎尚(千葉大学医学部附属病院精神神経科)、 

          佐々木剛、伊豫正臣(千葉大学こどものこころ診療部)  

 ２．「旭中央病院における児童精神科診療と他科連携の状況について」 

     磯野友厚（旭中央病院神経精神科・児童精神科）  

 ３．「国立国際医療研究センター国府台病院児童精神科における入院治療」 

     宇佐美政英、岩垂喜貴、牛島洋景、田中徹哉、渡部京太 

     （国立国際医療研究センター国府台病院児童精神科） 

  

Ⅸ．「赤十字の精神科医療」             16：10〜17：30 

    座長 室津和男（松江赤十字病院）嶋田進一郎（北見赤十字病院）  

 １．「諏訪赤十字病院における臨床心理士の活動」 

      森光玲雄（諏訪赤十字病院精神科部臨床心理係）  

 ２．「成田空港経由で入院した外国人患者への対応」 

      松田久実、岡東歩美、佐藤茂樹（成田赤十字病院精神神経科）、 

      竹内澄子（国立国際医療研究センター国府台病院児童精神科）  

 ３．「原発事故後の長期避難住民への医療支援」 

      菅野智行、菅野直樹、藤森春生、太田貴文（福島赤十字病院精神神経科） 

 ４．「有床精神科のあり方について-大阪赤十字病院でのとりくみ-」 

      和田央（大阪赤十字病院精神神経科） 

 

Ⅹ．閉会挨拶 17：30〜17：40 第１会場(鶴の間)  

 

Ⅺ．懇親会  18：00〜20：00 ホテル日航成田 11 階 スカイバンケット 



<ご案内> 

 

フォーラム参加費     医師 3,000 円、医師以外 2,000 円 

 

懇   親   会   会場 ホテル日航成田11階 スカイバンケット 

                     会費  医師 3,000 円、医師以外 2,000 円 

 

お   弁   当   1,150円（希望される方は別紙の申込書にご記入下さい） 

 

会場へのアクセス 

 JR東日本/京成電鉄 空港第2ビル駅（第2ターミナル）または成田空港駅 

（第1ターミナル）からホテル日航成田の無料送迎バスにて10〜20分 

 

単位認定について  

 本フォーラム参加者は下記の単位が取得できます。 

  ☆本学会 専門医・指導医更新単位:10 単位 

       (参加証または領収書を保管して下さい) 

  ☆精神神経学会 専門医更新単位:60 単位  

       (専門医ポイントカードの提示が必要) 

 

事前登録のお願い  

  円滑に準備を進めるため、参加人数を事前に把握する必要がございます。お

手数をお掛けいたしますが、参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX送信また

は郵送いただきますようよろしくお願いいいたします。 

 事前登録の締切りは、6 6 6 6 月月月月    22227777    日日日日((((金金金金))))です。 

 

お申込みいただいた方には、折り返しハガキで〔申込受付済参加票〕をお送り

いたします。フォーラム当日、受付にご提示下さい。代わりに学会参加証をお

渡しいたします。 

また、事前振込につきましてもご協力下さいますようお願い申し上げます。 

 事前振込の締切りは、7777月月月月    5555日日日日((((土土土土))))です。 

 

お 問 い 合 わ せ 先 成田赤十字病院精神神経科 フォーラム実行委員会 

                      〒286-8523 千葉県成田市飯田町90-1       

                      Tel:0476-22-2311,Fax:0476-22-6477       

                      E-mail:psy@naritasekijyuji.jp 

 



   第第第第11117777回有床総合病院精神科フォーラム参加申込書回有床総合病院精神科フォーラム参加申込書回有床総合病院精神科フォーラム参加申込書回有床総合病院精神科フォーラム参加申込書    

【送 付 先】 第17回有床総合病院精神科フォーラム実行委員会  

                 (成田赤十字病院精神科 佐藤茂樹)  

       FAX：０４７６−２２−６４７７   

【申込期限】 平成２６年６月２７日(金) 

 

貴施設名貴施設名貴施設名貴施設名                                                                                                 

参加者氏名 職種 
懇親会 お弁当 

備考欄 
出席 欠席 要 不要 

       

       

       

       

       

◇ご担当者の連絡先(必須) 

部署・役職  担当者名  

住所 〒 

TEL  FAX  

E-mail  

◇ 事前振込は、下記の口座にお振込みください。  

【金融機関】 京葉銀行 成田支店(店番号311) 【口座番号】 普通 8989961 

【口座名義】  

 第17回日本総合病院精神医学会有床総合病院精神科フォーラム実行委員長 佐藤茂樹 

(ダイジユウナナカイ ニホンソウゴウビョウインセイシンイガッカイ ユウシヨウソウゴ

ウビヨウインセイシンカフオーラム ジッコウイインチョウ サトウシゲキ)  

※参加費:医師\3,000医師以外\2,000 ※懇親会費:医師\3,000医師以外\2,000 ＊弁当￥1150, 

【注意事項】 

○ お振込みに必要な手数料などの経費は、振込者負担とさせていただきます。 

○ 施設ごと取りまとめてお振込みされる場合は、参加申込者の参加費等の総額と振込金額が一致するようにお振込み

ください。 

○ お振込みされる名義は、施設ごとの場合は施設名で、個人の場合は、後日送付する参加票の番号をお名前の前に付し

て(例:0000 サトウシゲキ)、お振込みください。 

※ お振込みされた施設又は個人が特定できない場合は、ご連絡することがあります。あらかじめご了承ください。 

○ 準備の関係上7月5日までにお振込みください。遅れる場合は必ずご連絡ください。 

○ 参加費等事前振込された方で止むを得ず当日参加できなかった方は、返金をご希望される場合、実行委員会事務局

(psy@naritasekijyuji.jp)へ 7/20 までに返金希望の旨、メールにてご連絡下さいますようお願いいたします。 



  ホテル日航成田ホテル日航成田ホテル日航成田ホテル日航成田    第第第第 17171717 回有床回有床回有床回有床フォーラム前後泊のご案内フォーラム前後泊のご案内フォーラム前後泊のご案内フォーラム前後泊のご案内    

 

ホテル日航成田では第 17 回有床フォーラム前後泊を各 40 室ご用意いただいて

おります。 

 

シングル１泊￥5,800（税込み）朝食付きプラス￥1,700 となっております。 

 

ご希望の方は、下記にご記入の上、FAX にて事務局までお申し込み下さい。 

 

お支払いは各自ホテルでお願い致します。 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

    ホテル日航成田 第第第第 17171717 回有床回有床回有床回有床フォーラム前後泊申込書 

 

【送 付 先】 第17回有床総合病院精神科フォーラム実行委員会  

                (成田赤十字病院精神科 佐藤茂樹)  

       FAX：０４７６−２２−６４７７  

  

【申込期限】 平成２６年６月２７日(金) 

 

所属（病院名） お名前 ふりがな 
7/11（金） 7/12（土） 

宿泊 朝食 宿泊 朝食 

       

       

       

       

       

 

連絡先（E-mail）:                                            

 


