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氏　名 書　　　名 掲載項 論　文　名 出版社 発行年月

針間博彦 ICD-10精神科診断ガイドブック 134～222
F2統合失調症、統合失調型障
害および妄想性障害

中山書店 2013.5

針間博彦 統合失調症 80～93 症候学 医学書院 2013.5

針間博彦 妄想の臨床 45～56
今日の操作的診断基準におけ
る妄想

振興医学出版社 2013.6

針間博彦 妄想の臨床 98～110 シュナイダーの１級症状について 振興医学出版社 2013.6

黒田美喜子
「看護管理学」自律し協働する専
門職の看護マネジメントスキル

147～149

E.ワーク・ライフ・バランス
１　海外の状況
２　日本の現状
３　キャリ発達とワーク・ライフ・バ

ランス
４　労働安全衛生とワーク・ライ

フ・バランス

南江堂 2013.6

今井淳司
責任能力を争う刑事弁護
東京弁護士会期成会明るい刑
事弁護研究会編

173～191 医師から見た精神疾患 現代人文社 2013.8

荒尾正人 Progress in Medicine　第３３巻９号 2025～2029
Tei Indexはトラスツズマブ投与
時に発生する左室心機能障害
予測に有効

ライフ・サイエンス 2013.9

福島貴子
メンタル医療－原因解明と診
断，治療の最前線－

精神障害の分類 シーエムシー出版 2013.10

小杉英之
短大・専門学校卒ナースがもっ
と簡単に看護大学卒になれる本　
増補改訂３版

大学評価・学位授与機構の学
士（看護学）の取得における学
修成果レポート制作の顛末や感
想・体験談等について

エール出版社 2013.11

渡辺克成、迎信孝、
佐々木富男

脳神経外科　周術期管理のす
べて　第４版

205～217 聴神経腫瘍 メジカルビュー社 2014.3

氏　名 論　文　名 掲載誌名 巻・号 頁
発行年

月

中谷真樹、今村弥生 統合失調症における転帰の考え方 精神科治療 28巻4号 2013.4

今村弥生
書評「成人アスペルガーへの認知行
動療法」

日本精神神経学雑誌 115巻4号 447 2013.4

針間博彦
Schneider.Kの記述精神病理学の今
日的意義

臨床精神病理 34巻1号 35～49 2013.4

今村弥生 防げなかった自殺企図 治療(J.Therap.) 95巻4号 880～882 2013.4

今村弥生 青年のこころに届かなかった支援 治療(J.Therap.) 95巻4号 798～880 2013.4

NaotoEgawa、
YingsongLin、
TakuTabata、
SawakoKuruma、
SeiichiHara、
KenKubota、
TerumiKamisawa

ABObloodtype,long-standingdiabete
s,andtheriskofpanceaticcancer

WorldJournalofGastroenterology 19巻26号 2537～2542 2013.4

今村弥生
書評「双極性障害の心理教育マニュ
アル」

日本精神神経学雑誌 115巻5号 551 2013.5



氏　名 論　文　名 掲載誌名 巻・号 頁
発行年

月

大島健一

Corticobasaldegenerationwitholivopo
ntocerebellaratrophyandTDP-43path
ology:anunusualclinicopathologicvari
antofCBD

ActaNeuropathol 741～52 2013.5

齋藤正彦、宮本典子
若年性認知症患者の就労支援と同
僚のストレスケア

老年精神医学雑誌 24巻6号 583～589 2013.6

齋藤正彦 精神鑑定における心理検査の役割 老年精神医学雑誌 24巻7号 683～688 2013.7

針間博彦
精神科救急における急性精神病（非
定型精神病）の診断と経過

最新精神医学 18巻4号 307～315 2013.7

針間博彦 精神病性障害関連用語の再検討 精神神経学雑誌 115巻 614～620 2013.7

YingsongLin、
JunkoUed、
KiyokoYagyu、
HiroshiIshii、
MakotoUeno、
NaotoEgawa、
HaruhisaNakao

AssociationBetweenvariationsinth
efatmassandobesity-associatedge
neandpancreaticcancerrisk:acase-
controlstudyinJapan

BMCCancer 13巻337号 1～6 2013.7

今村弥生
洛北岩倉と精神医療―精神病患者
家族的看護の伝統の形成と消失―

精神神経学雑誌 116巻3号 260 2013.7

岡村泰、小田原俊成、
金子友子

せん妄時の身体合併症と事故防止
のために

精神科治療学 第28巻9号 1129～1136 2013.9

江西孝仁、井下真利、
橋本直子、中平仁、多
田幸雄、大森隆史、吉
田成良

高齢者、身体合併症例の精神症状
にtandospironeと抑肝散の併用療法
が奏効した２症例

臨床精神薬理 16巻10号 1511～1515 2013.9

大島健一、新里和弘、
岡崎祐士

ClinicalFeaturesofSchizophreniaWith
EnhancedCarbonylStress

SchizophreniaBulletin 2013.9

新川祐利、針間博彦 妄想 日本臨床 71巻10号 1750～1754 2013.10

今村弥生 書評「基本から学ぶSST」 日本精神神経学雑誌 115巻10号 1092 2013.10

佐野廣子
人明かり「精神科医療の原点を見つ
め未来を切り拓く」

全国自治体病院協議会雑誌
第52巻第

10号
122～126 2013.10

海老島健、針間博彦 緊張病（緊張病症候群） CinicalNeuroscience 31巻11号 1261～1263 2013.11

今村弥生
行って見て聞いた精神科病院の保
護室（書評新刊案内評者）

週刊医学会新聞精神看護 3050 6 2013.11

中嶋均、前田正、菅澤
康幸、渡邊利泰、宮崎
泰斗、財裕明、原規子

虚血性腸炎ウイルス感染との関連から 胃と腸 48巻12号 1746～1752 2013.11

今村弥生
書評「愛する人がうつ病になった時
あなたはどうする」

日本精神神経学雑誌 115巻12号 1223 2013.12

大島健一、新里和弘
PathologicalfeaturesofFTLD-FUSinJa
panesepopulation:analysesofninecases

JOURNALOFTHENEUROLOGICA
LSCIENCES

89～95 2013.12

糸川昌成、新井誠、宮
下光弘、齋藤正彦、糸
川昌成、新井誠、宮下
光弘

統合失調症の遺伝子研究における
課題と展望異種性と複雑系

精神医学
第55巻
第12号
別冊

1133～1143 2013.12

渡辺克成、磯尾綾子、
新里和弘、野中俊宏、
大島健一、乾剛、中村
亮介

精神疾患に対するロボトミー手術
を受けた脳に何が起こったのか？
-MRI拡散テンソル画像を用いた白
質線維connectivityの解析-

機能的脳神経外科Vol.52 31～37 2013.12

渡辺克成、磯尾綾子、
新里和弘、野中俊宏、
大島健一、乾剛、中村
亮介

精神疾患に対するロボトミー手術
を受けた脳に何が起こったのか？
-MRI拡散テンソル画像を用いた白
質線維connectivityの解析-

機能的脳神経外科Vol.52 31～37 2013.12



氏　名 論　文　名 掲載誌名 巻・号 頁
発行年

月

渡辺克成
アルツハイマー型認知症などの認知
症への非薬物療法の現状（DBSなど）

治療Vol95
2012～
2018

2013.12

田口寿子
医療観察法の鑑定ガイドラインに
沿った鑑定書書式

臨床精神医学 2014.1

針間博彦
SchneiderKの「臨床精神病理学」の
現代的意義

臨床精神医学 42巻2号 145～152 2014.2

福島貴子、針間博彦 精神病理の階層原則と操作的診断 臨床精神医学 42巻2号 195～199 2014.2

伊原栄、針間博彦
東京都立松沢病院における精神科
救急受診例の現状

精神科 24巻2号 235～240 2014.2

中田信枝、木田ゆかり、
桃井祐子、高橋里江、
福富由紀子、冠城和
世、浦島あゆみ、
寺本麻希、松永知子

他施設・他分野の認定看護師が連
携することの有効性についての検証

全国自治体協議会雑誌 2014.2

渡辺克成、磯尾綾子、新
里和弘、野中俊宏、大島
健一、乾剛、増田章、鹿
山育子、雨宮きよみ、川
崎隆、秋山治彦、岡崎祐
士、谷口真、斉藤正彦

精神疾患に対するロボトミー手術
を受けた脳に何が起こったのか？
-MRI拡散テンソル画像を用いた白
質線維connectivityの解析-

機能的脳神経外科Vol.52 52巻 31～37 2014.3

荒尾正人
トラスツズマブ投与に伴う心不全予
測の新指標

循環器内科（科学評論社） 75巻3号 325～330 2014.3

多田雅典
経費内視鏡下胃瘻造設（ＰＥＧ）の適
応と合併症

モダン・フィジッシャン 34巻 342 2014.3

川西宏実、畔柳真理
医療観察法指定医療機関ネットワー
クによる共通評価項目の信頼性と妥
当性に関する

平成25年度厚生労働科学研究費
補助金（障害者対策総合研究事
業）医療観察法対象者の円滑な社
会復帰に関する研究　平成２５年度
総括研究報告書

2014.3

大渓俊幸、高橋克昌、
西村幸香、池田伶奈、
岡田直大、岡崎祐士

光トポグラフィー検査による精神疾患
の鑑別診断補助

臨床病理レビュー 151号 2014.3

菊地善行 覚醒剤精神病の症例
臨床精神医学～身体合併症とどう
向き合うか

2014.3

３　学会発表３　学会発表

氏　名 論　　文　（講　演）　名 学会等の名称 年 月

河上緒、新井哲明、新里和弘、
大島健一、秋山治彦

32歳時に抑うつ症状で発病し舞踏病様不随意運動を
伴った認知症例

日本神経病理学会総
会学術研究会

2013 4

眞木二葉、佐藤澄人、渡辺克成、長谷川
泰弘、小泉寛之、藤井清孝、

脳幹出血後のHolmes’ tremorにVim-thalamotomyを
施行し上肢振戦が改善した1例

第35回関東機能外科カ
ンファランス

2013 4

渡辺克成、佐藤澄人、木島千尋、眞木二
葉、磯尾綾子、長谷川泰弘、藤井清孝

視床間及び視床—末梢筋電図間における振戦引きこ
み現象の定量的解析の試み— Holmes’ tremorの1 症
例  —

第35回関東機能外科カ
ンファランス

2013 4

石川博康、長友なつみ
新築移転に伴う病棟環境の変化が統合失調患者に
与える影響に関する研究

第8回日本統合失調症
学会

2013 4

西村幸香、高橋克昌、大渓俊幸、高柳陽
一郎、岡田直大、中北真由美、樋口智
江、安井臣子、内山智恵、岡崎祐士、笠
井清登

NIRS信号を用いた疾患判別と病歴聴取による診断分
類の一致率の検討

第8回日本統合失調症
学会

2013 4

荒尾正人、関根正明、北原康行、
水野杏一

Cardiotoxic Anticancer Agents Induce an Heart 
Failure with Preserved Ejection Fraction　(HF-
PEF): A pathophysiologic Study of Altered Cardiac 
Mechanics

欧州心不全学会（ＨＦＡ
２０１３）

2013 5



氏　名 論　　文　（講　演）　名 学会等の名称 年 月

荒尾正人、関根正明、北原康行、
水野杏一

Cyclophosphamide has Strong Cardiotoxic Infl uence 
in Neoadjvant Chemotherapy 
(Formula to Predict Safe Dose of Anticancer Agents)

欧州心不全学会（ＨＦＡ
２０１３）

2013 5

今井淳司
精神科救急によって入院した統合失調症患者におけ
る暴力の危機因子に関する研究

第9回日本司法精神医
学会

2013 5

大野裕、今村弥生 プライマリケアへの認知行動療法
日本プライマリケア学会
春期セミナー

2013 5

渡辺克成、佐藤澄人、滝山容子、木島千
尋、知見聡美、南部篤、藤井清孝、知見
聡美、南部篤、藤井清孝、知見聡美、南
部篤、藤井清孝

パーキンソン病に対するDBS治療－当施設での試み－
第54回日本神経学会
学術大会

2013 5

渡辺克成、磯尾綾子、新里和弘、野中
俊宏、乾剛、中村亮介、増田章、日野哲
耶、石本佳代、鹿山育子、岡崎祐士、谷
口真、齋藤正彦

What Happened in the Lobotomized Brain? : 
Tractographic Analysis of Prefrontal lobotomy for 
Mental Illness

The 16th Quadrennial 
Meeting of the World 
Society for Stereotactic 
and Functional 
Neurosurgery

2013 5

木田ゆかり、中田信枝、高橋寛光
スペシャリスト同士が行った家族看護研修会へ参加し
いた看護師の学び～日精看ＣＥＰＮと日看協ＣＮの協
働から～

第３８回　日本精神科看
護学術学会

2013 5

剛崎有加 食道ｐSM2癌に対する内視鏡治療＋CRTの有用性
第８５回　日本消化器内
視鏡学会総会

2013 5

鈴木一恵
精神疾患に合併した横紋筋融解症による急性腎障害
の検討

第58回日本透析学会
学術集会

2013 5

伊藤昌子
P2-19-1　初回の修正型電気痙攣療法における
BIS値と誘発痙攣時間の関係

日本麻酔科学会
第60回学術集会

2013 5

越山　太輔，田中　久美子，合川　勇三，
梅野　充，岸本　雄，山岸　正典，
高濱　三穂子，湯本　洋介，針間　博彦，
分島　徹

東京都立松沢病院における脱法ドラッグ関連障害
入院例の臨床的特徴について

日本精神神経学会 2013 5

柳瀬一正、今井淳司、武井妙子、
石阪康子

医療観察法の処遇終了後、対象行為地から移住地を
転居する必要性があった一例

第9回日本司法精神医
学会

2013 5

今村弥生
シンポジウム26　重症精神障害の重症身体疾患治療
への支援「合併症裁判事例の検討」

第109回日本精神神経
学会　学術総会

2013 6

石川博康、青野悦子
精神疾患への早期支援サービスにおける－人材育成
と認知行動療法について－

日本精神保健看護学会
第23回学術集会・総会

2013 6

北野進、高橋寛光 Nursing-CBT:臨床で求める看護師が行う認知行動療法
第23回日本精神保健
看護学会学術集会ワー
クショップ

2013 6

岡本保子、椎根健 認知症病棟における身体拘束ゼロへの取組み 日本老齢看護学会 2013 6

剛崎有加 Ｏ・Ｉ型低分化型扁平上皮癌の検討 日本食堂学会学術集会 2013 6

鈴木一恵
入院後にアルコール性ケトアシドーシス（AKA）を発症
したアルコール依存症の1例

第43回日本腎臓学会
東部学術大会

2013 6

横山秀司

事例セッション　ファシリテーター
「看護診断を選定するまでのアセスメントプロセスを学
ぼう」
―慢性期・終末期・急性期・精神科の４事例を通して―

第19回日本看護診断
学会学術大会

2013 6

大渓俊幸、高橋克昌、西村幸香、中北真
由美、岡田直大、岡崎祐士

Associations between longitudinal changes in the 
regional hemodynamic responses and social adaptation 
in patients with depression and bipolar disorder.

11th World Congress of 
Biological Psychiatry

2013 6

今村弥生
プレゼンテーション・スキルズ・トレーニング　効果的な
発表方法

S S T 経 験 交 流 ワ ー ク
ショップin岩手

2013 7

髙橋寛光、石垣美樹子、北野進
医療観察法病棟における健康教育－健康増進プログ
ラムを導入して－

第20回日本精神科看
護技術学術集会専門
学会Ⅰ

2013 8



氏　名 論　　文　（講　演）　名 学会等の名称 年 月

北野進 現場における精神看護の原点を考える

平成25年度全国自治
体病院協議会精神特
別部会　第51回研修会　
看護部シンポジウム

2013 8

小黒夏子、與田美穂子、服部直美、川邉
東子、中村陽子、灘谷聡昭、井戸澤弘
美、寺口勝久、石井正巳、伊藤信、川瀬
公一、藤原友理子、山村康比古

電子カルテ導入前後の薬剤科におけるインシデント・
アクシデント報告傾向の変化

日本病院薬剤師会関
東ブロック
第４３回学術大会

2013 8

荒尾正人、北原康行、水野杏一、
Differences in Heart Failure Induced by Trastuzumab 
and Cytotoxic Anticancer Agents

欧州心心臓病学会（ＥＳ
Ｃ２０１３）

2013 9

荒尾正人、関根正明、北原康行、
水野杏一

心毒性を有する抗癌剤による心筋重量の増加とその
病態生理学的検討

第６０回日本心臓病学
会学術集会

2013 9

荒尾正人、関根正明、北原康行、
水野杏一

トラスツズマブにより惹起される心機能障害予測のた
めの新指標

第６０回日本心臓病学
会学術集会

2013 9

小田桐優
初回入院の統合失調症患者に対する早期心理教育
の効果

第44回日本看護学会－
精神看護－学術集会

2013 9

中田信枝、谷口奈緒美、阪本知広
精神科身体合併症病棟における身体拘束削減の取り
組み

第20回日本精神科看
護技術学術集会専門
学会Ⅰ

2013 9

堤麻貴
統合失調症患者への退院支援の取り組み～怠薬に
より症状が悪化し、入退院を繰り返す患者への看護を
通して～

第44回日本看護学会－
精神看護－学術集会

2013 9

福田直樹
精神科急性期病棟における早期OT導入の効果
ORT、Ns間での協働がOPS、PAM－13MH評価にもた
らす影響について

第44回日本看護学会－
精神看護－学術集会

2013 9

山口真平 精神科看護師の惨事ストレスの実態とその心理的影響
第44回日本看護学会－
精神看護－学術集会

2013 9

郷由里子 新人看護職員研修の課題－精神看護領域からの提言
第44回日本看護学会－
精神看護－学術集会

2013 9

白坂ひかる 服薬行動の動機付けを高める働きかけについて
第44回日本看護学会－
精神看護－学術集会

2013 9

針間博彦
DSM-5：「統合失調症スペクトラム障害および他の精
神病性障害群」の特徴と問題点

第36回日本精神病理・
精神療法学会

2013 10

針間博彦
東京都立松沢病院における精神科救急の課題と新た
な治療戦略

第21回日本精神科救
急学会学術総会

2013 10

岡村泰、Odawara T、Kondo D、Nomoto 
M、Hirayasu Y

A case of early-onset dementia with Lewy bodies 
and normal pressure hydrocephalus in which BPSD 
improved after VP shunting

International 
Psychogeriatric 
Association 16th 
International Congress

2013 10

山川哲也
自傷行為を繰り返す男性患者への介入－アディクショ
ン看護の視点を持った認知行動療法－

第52回全国自治体病
院学会

2013 10

荒井佑子 他院水患者への飲水量自己調節にむけてのアプローチ
第52回全国自治体病
院学会

2013 10

小林知恵美
解決志向アプローチによる対処行動の強化を通じた
不安への介入

第52回全国自治体病
院学会

2013 10

福澤槙葉 強迫性障害のある患者に認知行動療法がもたらす効果
第52回全国自治体病
院学会

2013 10

安達慎也
コンコーダンス・スキルを用いた患者介入－患者さん
が主体性を自ら見出せるために－

第52回全国自治体病
院学会

2013 10

浅野英次
精神科長期入院患者が他者の介入を受入れるまでの
看護

第52回全国自治体病
院学会

2013 10

小泉祐貴 統合失調症患者の病識獲得に向けた関わり
第52回全国自治体病
院学会

2013 10



氏　名 論　　文　（講　演）　名 学会等の名称 年 月

飯坂琢磨
精神疾患患者に対する金銭自己管理定着に向けた
取組み

第52回全国自治体病
院学会

2013 10

中田信枝、木田ゆかり
多施設・多分野の認定看護師が連携することの有用
性について検証

第52回全国自治体病
院学会

2013 10

日笠茉紀 拒食のあるレビー小体型認知症患者への介入
第52回全国自治体病
院学会

2013 10

棟方那央子 統合失調症　再燃予防の看護
第21回　日本精神科救
急学会

2013 10

伊藤英子
急性期における統合失調症患者への治療理解に関
する関わり

第21回　日本精神科救
急学会

2013 10

石川博康、岡崎祐士
新棟移転に伴う病棟環境の影響に関する研究－精神
科入院患者の日常生活行動への影響－

World Psychiatric 
Association International 
Congress 2013

2013 10

灘谷聡昭、服部直美、川邉東子、中村陽
子、井戸澤弘美、寺口勝久、與田美穂
子、伊藤信、川瀬公一、石井正巳、藤原
友理子、小黒夏子、山村康比古

抗精神病薬単剤治療における処方実態調査－性別・
年齢との関連－

第２３回日本臨床精神
神経薬理学会・第４３回
日本神経精神薬理学
会　合同年会

2013 10

剛崎有加 Collagenous colitis の臨床病理学的検討 ２０１３　JDDW 2013 10

渡辺克成、谷口真、岡村泰、齋藤正彦
精神疾患に対するModulation療法時代にロボトミー患
者から学ぶ — 都立松沢病院での経験

第４３回日本臨床神経
生理学会学術大会

2013 11

宮崎匠吾
陰圧隔離解除における患者の危険行動を減らす看護
実践

第20回　日本精神科看
護学術集会　専門Ⅱ

2013 11

福田善文、泉谷めぐみ 職種間の連携での救急訓練の取り組み
第８回　医療の質・安全
学芸　学術集会

2013 11

佐藤ふみえ、小林洋子、水村玉美、内田
奈津子

『看護記録スマートシート』の活用～アクシデント発生
時、看護記録の改善に向けて～

第８回　医療の質・安全
学芸　学術集会

2013 11

泉谷めぐみ、佐藤ふみえ AED講習会への多職種参加推進に向けての取り組み
第８回　医療の質・安全
学芸　学術集会

2013 11

西村幸香 NIRS の臨床応用：双極性障害における検討
第43回日本臨床神経
生理学会学術大会

2013 11

小杉知子、柳瀬一正、今井紀子、
三角純子

青年期病棟における金銭管理学習プログラム
「おさいふの会」の試み

第17回日本精神保健・
予防学会学術集会

2013 11

今村弥生 SST発展型「僕らのプロジェクト」の報告
SST普及協会学術交流
集会

2013 12

今村弥生 認知行動療法の説明と実践
看護のための認知行動
療法研究会　研修会

2013 12

秋山治彦、細川雅人、河上緒、
大島健一、新里和弘

ブレインバンク構築を目的とした剖検脳試料の保管と
解析に関する技術的検討

神経・精神疾患の研究
資源蓄積のためのブレ
インバンクネットワーク
構築に関する研究

2013 12

渡辺克成、磯尾綾子、岡村泰、
斎藤正彦、谷口真

Psychosurgery in Japan: current status and stragegy

the 9th Scientifi c 
Meeting for the Asia 
and Australasian Society 
of Stereotactic and 
Functional neurosurgery

2014 1

岡村泰、渡辺克成、谷口真
Long term consequence of lobotomy  on 
psychiatric symptoms:   A sigle case of lobotomized  
schizophrenia

the 9th Scientifi c 
Meeting for the Asia 
and Australasian Society 
of Stereotactic and 
Functional neurosurgery

2014 1

今井淳司、黒田治、田口寿子
精神科救急によって入院した統合失調症患者の暴力
の危険因子に関する研究

第1288回　千葉医学会
例会
第31回　千葉精神科集
団会

2014 1



氏　名 論　　文　（講　演）　名 学会等の名称 年 月

渡辺克成、佐藤澄人、眞木二葉、
磯尾綾子、岡村泰、谷口真

視床Vim核の振戦リズム活動の引き込み現象がパー
キンソン病振戦の原因である

第53回日本定位・機能
神経外科学会

2014 2

佐藤澄人、渡辺克成、星英司、
山田人志、関口朋子、宮島良輝

振戦を伴う上肢動作特異性ジストニアに対し、Vim-Vo 
thalamotomyを施行した1例

第53回日本定位・機能
神経外科学会

2014 2

上原陽子、榊原聡、渡辺克成、
雨宮きよみ、斉藤 正彦

複数の器質的病変を有する症候性てんかんの１例
第１００回東京精神医学
会

2014 3

本間操 精神科病院におけるESBL産生菌の分離状況について
第25回日本臨床微生
物学会総会

2014 2

佐藤ふみえ
多職種参加型医療安全研修にMS分析を導入して
～MS分析経験が少なくても活用できるために～

日本医療マネジメント学
会

2014 3

佐藤ふみえ 自殺事例『ワークショップ』実施の試み
日本医療マネジメント学
会

2014 3

荒尾正人
Tei Index is Useful to Predict Left Ventricular 
Dysfunction in Patients Receiving Trastuzumab

第77回日本循環器学
会総会

2013 3

荒尾正人
Differences in Heart Failure Induced by Trastuzumab 
and Cytotoxic Anticancer Agents

第78回日本循環器学
会総会

2014 3

内野真紀・平中久美子・西浦歩・大内美
香・松倉時子・竹内理恵

精神科病院での食事提供における安全管理
第14回日本マネジメント
学会　東京支部学術集会

2014 3

松倉時子・平中久美子・内野真紀・西浦
歩・大内美香

精神科病院での入院患者に対する集団栄養食事指導
第14回日本マネジメント
学会　東京支部学術集会

2014 3

中田　信枝、石澤　綾乃 精神科における転棟予防
日本医療マネジメント学
会

2014 3

大場直樹 身体合併症外科病棟におけるがん患者への看護
2013年度精神看護学
セミナーシンポジウム

2014 3

合川勇三
アルコール依存症患者に対するリラプスプリベンショ
ンに基づいた認知行動療法プログラムのランダム化比
較検討―パイロット研究―

日本社会精神医学会 2014 3

阿部聡美、尾根田真由美、岩澤清美、佐
治誠、菊井清美、栗原淳子

メディカルセーファー活用のための取組み
日本医療マネジメント学会
第１４回東京支部学術集会

2014 3

名倉綱紀、福永匡洋、梶山紗絢子、
阿部聡

新人事務職員が院長回診に同行することで
得られたもの

日本医療マネジメント学会
第１４回東京支部学術集会

2014 3

石澤綾乃、中田信枝 精神科での転倒予防～ふまねっと運動を導入して～
日本医療マネジメント学会
第１４回東京支部学術集会

2014 3

４　講演等４　講演等

氏　名 論　　文　（講　演）　名 講演会等の名称 年 月 開催場所

齋藤正彦 認知症の理解
NPO法人若年認知症サポートセ
ンター主催、2013年老年精神医
学教室(２)

2013 5 東京都

渡辺克成、磯尾綾子、
岡崎祐士、谷口真、
齋藤正彦、

精神疾患に対するロボトミー手術の長期的効果
の検証及びその作用機序の解明

東京都プロジェクト研究・研究成
果発表会

2013 5 東京都

今村弥生 SSTから変わる気分と生活
第４９回日本アノレキシアブリミア
協会ワークショップ

2013 6 埼玉県

齋藤正彦 職場における若年性認知症の対応について
東京都医師会産業医基礎・障害
研修プログラム

2013 6 東京都

齋藤正彦 いろいろな認知症
NPO法人若年認知症サポートセ
ンター主催、2103年老年精神医
学教室(3)

2013 6 東京都



氏　名 論　　文　（講　演）　名 講演会等の名称 年 月 開催場所

齋藤正彦 認知症とこれにかかわる地域連携の役割
平成25年南加賀地区地域医療
連携室講演会

2013 6 石川県

齋藤正彦 東京都の認知症対策と松沢病院の対応
第１回精神科医療連携ネットワー
ク

2013 6 東京都

齋藤正彦 若年認知症の臨床―東京都の施策と私の臨床－ 第２０回精神医療懇話会 2013 6 東京都

齋藤正彦 松沢病院が進めている改革について
第14回NPOメンタルケア協議会
シンポジウム

2013 6 東京都

今村弥生
統合失調症のサポート教室「家族が元気になる
ために」

世田谷区北沢保健所 2013 7 東京都

岡村泰
脳神経外科臨床における精神症状・精神疾患へ
のアプローチ　特に精神科医の立場から

て ん か ん 治 療 を 考 え る 会  I n 
Yokohama/Kawasaki

2013 7 神奈川県

剛崎有加 アルコール依存症の意識障害 第１回　医療・連携医科研修会 2013 7 東京都

齋藤正彦 認知症の患者さんは世界をどう認識しているか
平成25年度新潟県精神保健福
祉協会総会記念講演会

2013 7 新潟県

齋藤正彦 認知症患者さんが見る世界 青梅慶友病院職員研修 2013 7 東京都

齋藤正彦
認知症を支える医療―「観察される症状」と「体
験される症状」

鎌倉認知症ネットワーク　第２回
認知症医学講座

2013 7 神奈川県

齋藤正彦 認知症の医療とケア
NPO法人若年認知症サポートセ
ンター主催、2103年老年精神医
学教室(4)

2013 7 東京都

齋藤正彦 認知症の患者さんが見る世界
千葉県主任介護支援専門員ネッ
トワーク、認知症専門職研修

2013 8 千葉県

渡辺克成、谷口真、
齋藤正彦

精神疾患に対する脳神経外科治療　日本の課題
第４回　東京女子医科大学　
機能神経外科　夏期セミナー

2013 8 東京都

今村弥生 思春期青年期のこころの見方 松前地区学術講演会 2013 9 北海道

齋藤正彦 認知症の人の正解を理解する
目黒区認知症サポーターステッ
プアップ講座

2013 9 東京都

齋藤正彦 老年期のうつ
NPO法人若年認知症サポートセ
ンター主催、2103年老年精神医
学教室(5)

2013 9 東京都

今井淳司 指定医療機関（入院・通院）の医療 第6回社会復帰調整官初任研修 2013 10 東京都

今村弥生
ゆきがや家族会講演
「こころの病いとつきあうヒント」

大田区調布保健所講義 2013 10 東京都

今村弥生 統合失調症の理解と家族の対応 烏山保健保講演 2013 10 東京都

齋藤正彦 精神疾患の基礎知識と支援者としての心構え
平成25年度文京区ケアマネジメ
ント従事者研修

2013 10 東京都

齋藤正彦 医の原点―治らない病気と向き合う医療―
東京大学医学部医学概論連続
講座

2013 10 東京都

齋藤正彦 老年期の幻覚・妄想
NPO法人若年認知症サポートセ
ンター主催、2103年老年精神医
学教室(6)

2013 10 東京都

齋藤正彦 認知症の患者さんは世界をどう認識しているか
平成25年度福井県立すこやかシ
ルバー病院講演会

2013 11 福井県



氏　名 論　　文　（講　演）　名 講演会等の名称 年 月 開催場所

齋藤正彦 成年後見制度は高齢者の人権を守るか？ 第9回練馬区医師会認知症研究会 2013 11 東京都

齋藤正彦 加齢変化と精神科の薬
NPO法人若年認知症サポートセ
ンター主催、2103年老年精神医
学教室(7)

2013 11 東京都

針間博彦 統合失調症を早くみつけるには 松沢病院公開講座 2013 11 東京都

齋藤正彦 松沢病院の地域連携―現状と課題― 第一回八幡山懇話会 2013 11 東京都

齋藤正彦
直らない病気と向き合う医療―効率精神科病院
はどこに向かうか―

平成25年度東京むさしの病院院
内研究会特別講演

2013 12 東京都

齋藤正彦
認知症の医療
―患者の人権を守るという視点から―

中部総合精神保健福祉センター
平成25年度第3回認知症専門医
療事業にかかわる事例検討会

2013 12 東京都

齋藤正彦 精神鑑定にかかわる倫理
日本司法精神医学会第5回刑事
精神鑑定ワークショップ

2013 12 東京都

齋藤正彦 高齢者の権利擁護と法制度
NPO法人若年認知症サポートセ
ンター主催、2103年老年精神医
学教室(8)

2013 12 東京都

針間博彦 東京都立松沢病院における精神科救急の現状
平成２５年度世田谷区救急業務
連絡協議会救急講演会

2013 12 東京都

齋藤正彦
生命の尊厳・人権の尊重・臨床精神医学のジレ
ンマ

日本生命倫理学会第24回年次
大会大会企画シンポジウム

2013 12 東京都

斎藤正彦 認知症の理解と合理的ケア
第3回滋賀県認知症医療とケア
フォーラム

2014 1 滋賀県

斎藤正彦 BPSDの理解と非薬物的アプローチ 第3回東京作業療法フォーラム 2014 1 東京都

斎藤正彦 認知症の臨床 目黒区医師会学術講演会 2014 1 東京都

斎藤正彦 最前線の認知症医療と早期発見の効果 渋谷区認知症フォーラム 2014 1 東京都

渡辺飛鳥 術後のストーマケア ストーマケア勉強会 2014 1 東京都

横山秀司 医療機関におけるデイケアの現状 就労支援課題別セミナー 2014 1 東京都

今村弥生
へき地医療の中のソーシャル・スキルズ・トレーニ
ング 〜ある精神科医の思考と表現の変遷」

自治医科大学医学部講義 2014 1
自治医科

大学

泉谷恵
精神科病院に潜む医療事故
（精神科向けコース）

学研ナーシンングサポート（株） 2014 2 東京都

榊原聡 診断が問題となった子殺しの男性精神鑑定例
第16回臨床精神病理ワークショッ
プ東京

2014 2 東京都

渡辺克成、磯尾綾子、
岡村泰、谷口真

精神疾患に対するロボトミー手術の長期的効果
の検証及びその作用機序の解明

東京都立松沢病院・一般臨床研
究・成果発表会

2014 3 東京都

渡辺克成、磯尾綾子、
野中俊宏、岡村泰、
田邊一孝、雨宮きよみ

神経ネットワーク内で生じる同期現象を切り口に
して、神経・精神疾患の病態を解明する　
脳波デフォルト・モード・ネットワーク

東京都立松沢病院・一般臨床研
究・成果発表会

2014 3 東京都

斎藤正彦 認知症患者の不安と私たちのケア
日本臨床心理士会　臨床心理セ
ンター特別講座

2014 3 東京都

灘谷聡昭 精神科における便秘の治療薬 東葛薬学研究会 2014 3 千葉県

今村弥生 癒しの90病棟　松沢病院慢性期病棟の現状
第2回治療抵抗性統合失調症
薬物療法研究会

2014 3 東京都


