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▶ 2017.5 月 

1．新委員体制 

理事の更新に伴い，当委員会の委員も以下のように新たな体制とし，平成 29 

年 3 月 18 日の理事会にて承認された（敬称略）。 

委員長：佐伯吉規（がん研有明病院緩和治療科） 

副委員長： 

平 俊浩（福山市民病院精神科・精神腫瘍科 

清水 研（国立がん研究センター中央病院） 

監査：南 雅之（船橋北病院） 

委員（再任）： 

宇田川雅彦（船橋市立医療センター精神科） 

岡田 章（近畿大学医学部奈良病院メンタルヘルス科） 

小保方馨（前橋赤十字病院精神科） 

桂川修一（東邦大学医療センター佐倉病院メンタルヘルスクリニック） 

金井貴夫（東千葉メディカルセンター内科（総合診療科）） 

川喜田昌彦（鈴鹿中央総合病院） 

下和田英洋（PL 病院メンタルヘルス科） 

島 陽一（横浜刑務所医務部） 

多賀千明（京都第二赤十字病院こころの医療科（精神科）） 

立花良之（国立成育医療研究センターこころの診療部乳幼児メンタルヘルス診療

科） 

田丸恒実（城西病院） 

田村 修（勤医協中央病院精神科・リエゾン科） 

中原理佳（国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科） 

中嶋義文（三井記念病院精神科） 

橋本 誠（秋田赤十字病院精神科） 

平島奈津子（国際医療福祉大学三田病院精神科） 

古川俊一（東京警察病院神経科） 

松浦健伸（石川勤労者医療協会城北病院精神科） 



三木浩司（小倉記念病院緩和ケア・精神科） 

見野耕一（兵庫県立尼崎総合医療センター精神科） 

宮川真一（市立豊中病院精神科） 

宮崎邦彦（岡本病院心療内科・精神科） 

屋宜盛秀（那覇市立病院精神科） 

山嵜一正（松阪中央総合病院精神神経科） 

山田健志（がん研有明病院腫瘍精神科） 

山田智子（東京労災病院精神科・神経科） 

委員（新規）： 

今村高暢（愛媛医療生協愛媛生協病院精神科・心療内科） 

大矢 希（京都府立医科大学北部医療センター精神科） 

厚坊浩史（日本赤十字社和歌山医療センター） 

田治米佳世（鳥取生協病院心療科） 

宮本光一郎（徳山中央病院精神科） 

岡島美朗（自治医科大学附属さいたま医療センターメンタルヘルス科心療内科） 

橋村金重（相沢病院精神科） 

武村尊生（がん・感染症センター都立駒込病院神経科） 

2．無床フォーラム 2017 

2017 年 6 月 22 日から 24 日開催される，精神神経学会総会の日程にあわ

せ，同月 22 日に無床フォーラムを開催する。五床の小規模精神科病床を稼動

させている倉敷中央病院精神科の土田和生先生にその現状を講演いただくこと

で，総合入院体制加算の改訂により無床精神科医がどのように立ち向かうべきか

という課題について，議論の話題提供の場としたい。場所は TKP ガーデンシテ

ィ名古屋「伊吹」（愛知県名古屋市中区錦 3-15-30 アパホテル名古屋錦

EXCELLENT 内），時間は 18 時から 19 時 30 分を予定。 

がん研有明病院 佐伯吉規 

▶ 2016.12 月 

1) 新委員体制 

理事会の変更に伴い、当委員のメンバーも平成 29 年 3 月の理事会をもって

新体制に移行する。委員長は平俊浩（福山市民病院）から佐伯吉規（がん研有明

病院）に交代。  

平成 28 年 11 月に開催された総合病院精神医学会総会時の無床総合病院精神

科委員会会議において、新たに、岡島美朗（以降敬称略；自治医科大学附属さい

たま医療センター）、田治米佳世（鳥取生協病院）、山口光一郎（徳山中央病

院）、今村高暢（愛媛医療生協愛媛生協病院）、大矢希（京都府立医科大学北部



医療センター）、厚坊浩史（日本赤十字社和歌山医療センター）、藤家まり（鳥

取生協病院）が委員参加を表明。 

 

2) 無床総合病院精神科リストの作成 

 現時点における無床精神科医療機関の把握については中嶋前理事が 2013 年

に作成したリスト（300 医療機関）があり、これをもとに無床フォーラムの案

内送信などに用いられてきた。しかしながら実際の無床総合病院精神科はおそら

く 550 機関程度と想定され、さらなるブラッシュアップが必要と思われた。医

療政策委員会による基礎調査データも参考にしつつ、無床総合病院精神科リスト

を改訂し、今後の調査集計に活かすよう発展させていく。 

  

3) 無床フォーラム 2017 

2017 年 6 月 22 日から 24 日に開催される精神神経学会にあわせ、同月

22 日に無床フォーラムを開催する予定。なお、会場については TKP ガーデン

シティ名古屋 http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-

nagoya/access/に選定。 

 

がん研有明病院 佐伯吉規 

 

▶ 2016.11 月 

 

1) 新委員体制について 

 開業等の事由により委員の継続が困難な人が生じたため、現委員に改めて委員

の継続の可否について確認を行い、他地域および他職種からも広く求めることが

望ましいと考えられ、結果、以下の委員案を作成した。 

 

 氏名 所属 

理事 佐伯吉規 がん研有明病院 緩和治療科 

委員長 同上 同上 

副委員長 平 俊浩 福山市民病院 精神科・精神腫瘍科 

副委員長 清水 研 国立がん研究センター中央病院 

 岡田章 近畿大学医学部奈良病院 メンタルヘルス科 

 小保方馨 前橋赤十字病院 精神科 

 金井貴夫 東千葉メディカルセンター内科（総合診療科） 

 川喜田昌彦 鈴鹿中央総合病院 

 下和田英洋 PL 病院 メンタルヘルス科 



 島 陽一 横浜刑務所医務部 

 多賀千明 京都第二赤十字病院 こころの医療科（精神科） 

 田丸恒実 城西病院 

 田村修 勤医協中央病院 精神科・リエゾン科 

 中原理佳 国立がん研究センター中央病院 精神腫瘍科 

 中嶋義文 三井記念病院 精神科 

 橋本誠 秋田赤十字病院 精神科 

 平島奈津子 国際医療福祉大学三田病院 精神科 

 古川俊一 東京警察病院神経科 

 松浦健伸 石川勤労者医療協会城北病院 精神科 

 三木浩司 小倉記念病院 緩和ケア•精神科 

 見野耕一 兵庫県立尼崎総合医療センター 精神科 

 宮川真一 市立豊中病院 精神科 

 宮崎邦彦 岡本病院 心療内科･精神科 

 屋宜盛秀 那覇市立病院 精神科 

 山嵜一正 松阪中央総合病院 精神神経科 

 山田健志 がん研有明病院 腫瘍精神科 

 山田智子 東京労災病院精神科・神経科 

   

新規 今村高暢 愛媛医療生協愛媛生協病院 精神科・心療内科 

新規 厚坊浩史 日本赤十字社和歌山医療センター 

 

2) 無床精神科リストの改訂 

 中嶋委員により 2013 年に無床総合病院精神科のリストが作成され、無床フ

ォーラム等の案内や各種調査を行う際に用いられてきた。現況は変化しており、

実際を把握すべくリストの改訂の方法について、委員内で分担して作成すること

を検討している。 

 

3) 無床フォーラム 2017 

 2017 年 6 月 22 日から 24 日に開催される精神神経学会にあわせ、同月

22 日に無床フォーラムを予定。 

がん研有明病院 佐伯吉規 

 

▶ 2016.6 月 



 

平成 28 年 6 月 2 日にホテルグリーンタワー幕張にて無床フォーラムを開催。

「『寄り添う』を再考する」というテーマにて、3 人の先生によるシンポジウム

形式での講演が行われた。まず、厚坊浩史先生（奈良県立医科大学附属病院）に

よる「寄り添い」という言葉が安易に使用されている現状に対する問題提起がな

され、岡島美朗先生（自治医科大学さいたま医療センター）から「寄り添う」と

いう言葉の定義に関して様々な文献を引用し説明いただいた。宇田川雅彦先生

（船橋市立医療センター）は患者に対し「寄り添いのイメージ」についてアンケ

ートをされるばかりでなく、熱意溢れる臨床活動について披露いただいた。当日

は 63 人が参加。終了時間をやや超過する程まで討議は活発に盛り上がり終了し

た。 

 

がん研有明病院 佐伯吉規 

▶ 2016.4 月 

 

平成 28 年 6 月 2 日開催予定である無床フォーラム(ホテルグリーンタワー

幕張 http://www.greentower.co.jp にて)の企画である「『寄り添う』を再

考する」 というテーマについて演者と共に内容をさらに煮詰めつつ、すでに無

床総合病院精神科責任者には往復はがきを用いた案内を行いました（学会員に対

しては 前回の学会誌の配送時にリーフレットを同封することでアナウンスをし

ております）。  

今回の学会誌の配送時においてもミニポスターを同封させていただきました。  

是非ともふるってご参加いただければ幸いです。  

  

がん研有明病院 佐伯 吉規 


