
１　著書 （単行書の分担執筆を含む。）

氏　名 書　　　名 掲載項 論　文　名 出版社 発行年月

齋藤正彦 改訂　認知症ケアにおける倫理 53-66 医学における倫理 （株）ワールドプランニング 2018年4月

齋藤正彦 実臨床における倫理とはなにか 763-769 老年精神医学雑誌 （株）ワールドプランニング 2018年7月

齋藤正彦
認知症医療・ケアのフロンティア
編著

233 認知症医療・ケアのフロンティア 日本評論社 2018年9月

小野正博 病歴と診察で診断する感染症 38-42 全身痛い！これってリウマチ？ 医学書院 2018年4月

小野正博 medicina 2018年8月号 1465-1469 構音障害の診察 医学書院 2018年8月

小野正博 日本医事新報 3
プラタナス　私のカルテから
「心に残った症例」

日本医事新報社 2018年4月

梁瀬まや
最新医学別冊　診断と治療のABC
統合失調症

171-180
法との関連　精神保健福祉法-歴史
的変遷と措置入院-

最新医学社 2018年7月

梁瀬まや、栁夏海、津村陽一、鈴
木志織、浦方亀世、小國万里子

刑政 40-50 ドイツ矯正施設を見学して 矯正協会 2018年8月



２刊行論文（定期刊行書）

氏名 論文名 掲載誌名 巻・号 項 発行年月

齋藤正彦、村端祐樹、井藤佳恵
福田陽明、小野正博、木村亜希子

家族による虐待を受けていた一例を通して考察す
る高齢者医療を取り巻く諸問題

老年精神医学雑誌 29（9） 991-999 2018年9月

齋藤正彦 認知症者の権利擁護 精神科治療学 33（10） 1236-1237 2018年10月

齋藤正彦 行動制限ゼロをめざして 心と社会 174 4-6 2018年10月

齋藤正彦 精神科患者の意思決定支援に関する考察 老年精神医学雑誌 29（10） 1087-1093 2018年10月

齋藤正彦 これからの認知症医療に求められるもの 月刊社会保険 69（12） 26-27 2018年10月

齋藤正彦 がん終末期の統合失調症患者に対する緩和医療 老年精神医学雑誌 29（11） 1209-1221 2018年11月

齋藤正彦
自宅で死ぬことを希望する統合失調症患者のがん
終末期を支援する

老年精神医学雑誌 29（12） 1328-1334 2018年12月

齋藤正彦 松沢病院の身体拘束最小化の取り組み 日本精神科病院協会 37（12） 1247-1252 2018年12月

雨宮きよみ、長尾知子、谷本直彦、
多田雅典、川端啓介

99ｍTc-HSA-D消化管シンチグラフィが診断の一助
となった肝内胆嚢癌術後の盲管症候群による蛋白
漏出性胃腸症の１例

臨床核医学 51 34-37 2018年5月

樫山鉄矢
交通事故にまつわる疾患や後遺症：認知症と自動
車運転

救急医学 42 693-700 2018年6月

樫山鉄矢、谷本直彦 主な治療手技：挿管下人工呼吸 呼吸器内科 34 282-288 2018年7月

樫山鉄矢 精神科救急入院料 救急医学 42 1653-1657 2018年11月

今井淳史
ダメダメからダメもとへ
−都立松沢病院の”ちっちゃな成功体験”からの
改革

急性期治療を再考する 2018年9月

西尾慶之 レヴィ小体型認知症の視覚障害と錯知覚 脳と神経 Brain and Nerve 8 889-904 2018年8月



３　学会発表

氏　名 論　　文　（講　演）　名 学会等の名称 年 月

田中須美子
廃用症候群による摂食嚥下障害患者の一救急総合病院における実態
と課題

第19回日本言語聴覚学会 2018 6

土屋恵 精神科患者へのメタボＮＳＴの取り組み 第39回日本肥満学会 2018 10

土屋恵 糖尿病の食事療法
東京糖尿病療養指導士 第２回受験者用
講習会(東京糖尿病療養指導士認定機構)

2018 11

齋藤正彦 矯正医療とダイバージョン 第14回日本司法精神医学会 2018 6

齋藤正彦
日本の認知症施策について―認知症施策に関する懇談会からの報告
Ⅳ―　認知症高齢者の『人権』擁護

第114回日本精神神経学会 2018 6

齋藤正彦 老年期精神医療における医療倫理；私たちのモラルが試されるとき 第33回日本老年精神医学会 2018 6

齋藤正彦
認知症をめぐる人権と倫理；高齢者精神医療におけるモラルチャレ
ンジ

第33回日本老年精神医学会 2018 6

齋藤正彦、井藤佳恵、樫山鉄矢
認知症の人への人権侵害はなぜ見逃されるのか―非同意のもとでの
医療の現実―

第37回日本認知症学会 2018 10

雨宮きよみ、川上伸太郎、
多田雅典、樫山鉄矢、齋藤正彦

統合失調症の急性虫垂炎における重症化リスク評価 第54回日本医学放射線学会秋季臨床大会 2018 10

雨宮きよみ、小野正博、渡辺克成、
涌井もも、大山潤

頭部外傷後に脳血管攣縮による多発脳梗塞を来し重篤な神経症状を
残した一例

第54回日本医学放射線学会秋季臨床大会 2018年 10

雨宮きよみ、高橋朱理、
北見真喜子、田邊一孝、立石宇貴秀

パーキンソン病の重症度とイオフルパンSPECTおよびMIBG心筋シンチ
グラフィとの多変量解析

第58回日本核医学会学術総会 2018 11

樫山鉄矢 認知症高齢者の救急受診の現状と課題 第37回日本認知症学会学術集会 2018 10

樫山鉄矢 災害拠点病院に指定された東京都精神科基幹病院の現状と課題 第46回 日本救急医学会総会･学術集会 2018 11

今井淳史 英国におけるDiversionの現状 第14回日本司法精神医学会 2018 6

今井淳史、江越正敏、齋藤正彦 都立松沢病院における緊急措置入院の実態と変化 第26回日本精神科救急学会学術総会 2018 10

西尾慶之 視床損傷と認知・行動障害 第46回関東機能的脳外科ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 2018 9

西尾慶之 DLB臨床診断のピットフォール 第37回日本認知症学会 2018 10

西尾慶之 記憶の神経ネットワーク：視床健忘からの洞察 第42回日本高次脳機能障害学会 2018 12

西尾慶之 レビー小体病の幻覚：病的体験の現象学と神経科学 計算論的精神医学ｺﾛｷｳﾑ 2018 12

梁瀬まや、野間俊一 摂食障害患者の窃盗についての司法精神医学的考察 第22回日本摂食障害学会学術集会 2018 11

相馬厚
地域から求められる病院
～「患者の声」と「地域交流」を大切に～

第57回全国自治体病院協議会学会 2018 10

北野進、則包和也、冨樫剛清 語りを促す「メタ認知トレーニング」で患者さんの心を軽くしよう! 第28回日本精神保健看護学会 2018 6

北野進 施設内暴力予防・防止研修
社会福祉法人 東京都社会福祉事業団
東京都千葉福祉園職員研修会

2018 7

北野進 事故を起こした看護師へのメンタルサポート
日本精神科病院協会リスクマネージャー
養成研修

2018 7

北野進、山口球、鈴木綾子、金城圭 包括的暴力防止プログラムCVPPPトレーナー養成研修 日本精神科看護協会埼玉県支部研修会 2018 9

北野進 幻覚・妄想に対する理解と看護ケア 新潟県立精神医療センター院内研修 2018 9

北野進 一般科看護師へのCVPPPを利用した研修について
第１回日本こころの安全とケア学会学術
集会

2018 12

清瀬直史
成人期プラダーウィリー症候群患者の問題行動への関わりを通して
の考察

第57回全国自治体病院学会 in 福島 2018 10

坂勇樹、阿久津寛子、菱川晴子、
藤田由美

精神科身体合併症における退院調整の取り組み 第57回全国自治体病院学会 2018 10

小幡哲也
精神科身体合併症病棟における周手術期の看護－合併症予防につな
げる継続した看護を目指してー

第57回全国自治体病院学会 2018 10

立野萌子
精神科身体合併症病棟における周術期の看護－抜釘術を受けるアル
コール依存症患者に対する術前術後の関わり－

第14回東京都福祉保健医療学会 2018 12

石川博康 訪問看護で行う認知行動療法的看護活動 日本精神保健看護学会 2018 6

石川博康、横山秀司、岩澤清美、
加藤寿貴、竹村格、平山秀行

精神障がい者の地域移行及び地域定着に向けた退院支援の連携に関
する研究その１

日本精神科看護協会 2018 7

石川博康、岩倉康子、横山秀司、
岩澤清美、加藤寿貴

精神障がい者の地域移行及び地域定着に向けた退院支援の連携に関
する研究その２ 地域連携情報シートの活用

日本精神科看護協会 2018 10



氏　名 論　　文　（講　演）　名 学会等の名称 年 月

西宏隆
退院後の地域生活を支える地域定着支援・ケアマネージメントの実
際

第25回日本精神科看護専門学術集会

柳澤敏子、梅村朱美、田部井伸一
精神科病院井おける電気痙攣療法後の呼吸器感染症予防への取組み
第２報　麻酔覚醒前の口腔ケア導入

第25回日本精神科看護専門学術集会 2018 10

藤田真也、佐治誠、米田功二、
相馬厚

成人期プラダーウィリー症候群患者の問題行動への関わりを通して
の考察

第25回日本精神科看護専門学術集会 2018 10

柴田弥生 精神科における看護師のチームワークの認識への関連要因 第22回日本看護管理学会 学術集会 2018 8

大矢照美
依存症患者へ動機付け面接を行う看護師の意識変化－依存症回復支
援のために－

第52回アルコール･薬物依存関連学会合
同学術総会

2018 9

佐藤慎子
統合失調症患者へのSOCを高めるための援助
健康生成論に基づいた看護アプローチ

第25回日本精神科看護専門学術集会 2018 10

長岡綾子、西井順子、古賀薫、
川瀬里佳子、永井めぐみ、
原田奈々恵、梅村朱美

精神科専門病院で内視鏡検査を受ける患者の満足度調査 第81回日本消化器内視鏡技師学会 2018 11

西尾慶之 病的知覚体験と他者の表象 日本認知科学会第35回大会 2018 8

雨宮きよみ、山本哲也、渡辺克成、
雨宮隆

磁気共鳴機能画像法(functional MRI)を用いた脳機能の確率共鳴現
象

明治大学先端数理科学インスティテュー
ト現象数理学研究拠点共同研究集会

2018 11



４　講演等

氏　名 論　　文　（講　演）　名 講演会等の名称 年 月 開催場所

宮澤誠子 食物と栄養 世田谷区医師会立看護高等専修学校講義 2018 5 東京都

土屋恵 糖尿病の食事療法
東京糖尿病療養指導士　第２回受験者用講
習会(東京糖尿病療養指導士認定機構）

2018 11 東京都

灘谷聡昭 ベンゾジアゼピン系薬の最近の話題 第188回東葛薬学研究会 2018 9 千葉県

與田美穂子 被験者募集広報に関する新たな取り組み
第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会
議2018in富山

2018 9 富山県

齋藤正彦 高齢期の精神疾患とその支援 東京都精神保健福祉研修 2018 6 東京都

齋藤正彦 これからの認知症医療に求められるもの 全国自治体病院協議会　看護部研修会 2018 7 東京都

齋藤正彦 認知症の理解とケア 国立市公民館市民講座 2018 8 東京都

齋藤正彦 母が遺した言葉 慶成会老年学研究所セミナー 2018 9 東京都

齋藤正彦 認知症の理解 松沢病院もの忘れ家族教室 2018 10 東京都

齋藤正彦 認知症をめぐる人権と倫理；処遇困難例をめぐって
第５回ライフサポート研修会　志太榛原合
同研修会

2018 10 静岡県

齋藤正彦 認知症の理解と対応
神奈川県立精神医療センター第２回認知症
シンポジウム

2018 10 神奈川県

齋藤正彦 認知症とこころの医療
神奈川県立精神医療センター第２回認知症
シンポジウム

2018 10 神奈川県

齋藤正彦 精神科の法制度の歴史 徳島県の精神科医療を考える会 2018 11 徳島県

齋藤正彦 認知症基礎病態論 エキスパートコース第３回認知症看護 2018 11 東京都

齋藤正彦 認知症を取り巻く社会・医療・介護 日本老年行動科学学会第21回埼玉大会 2018 11 埼玉県

齋藤正彦 認知症患者の終末期における意思決定支援をめぐって 兵庫県医師会　認知症専門研修会 2018 12 兵庫県

今井淳司 保護観察官のための動機づけ面接
第15回法務省保護局関係職員処遇強化特別
研修

2018 5 東京都

今井淳司 松沢看護のための動機づけ面接① ジェネラルコース「動機づけ面接Ⅰ」 2018 7 東京都

今井淳司 松沢病院外来の現状と今後 第6回八幡山懇話会 2018 7 東京都

今井淳司、田部井伸一、竹村格 松沢看護のための動機づけ面接② ジェネラルコース「動機づけ面接Ⅱ」 2018 10 東京都

今井淳司 松沢看護のための動機づけ面接③ ジェネラルコース「動機づけ面接Ⅱ」 2018 12 東京都

正木秀和 事例研究「パネルディスカッション」 精神保健指定医研修会 2018 8 東京都



４　講演等

氏　名 論　　文　（講　演）　名 講演会等の名称 年 月 開催場所

正木秀和 松沢病院における精神科救急・急性期医療
若手精神科医のためのクロスカンファレン
ス

2018 10 東京都

西尾慶之 病的知覚体験と他者の表象 日本認知科学会第35会大会 2018 8

西尾慶之 記憶の障害・健忘 行動神経学『夏の学校2018』 2018 8 宮城県

西尾慶之 精神疾患の異常行動と精神症状 行動神経学『夏の学校2018』 2018 8 宮城県

西尾慶之 レビー小体病の幻覚と錯覚：神経心理学的分析 慶応大学精神科勉強会 2018 10 東京都

梁瀬まや 摂食障害の病態生理・治療・ケア 日本精神科看護協会研修会 2018 11 東京都

中田信枝、木田ゆかり
大場直樹、佐伯昌彦、西宏隆

松沢病院での実践こっそり公開、身体拘束はこうして
減らした！

第25回日本精神科看護専門学術集会ｉｎ香
川

2018 10 香川県

田中友康 こころのウォッチング　～感情と認知～
ユースメンタルヘルス研究会
都立六本木高校

2018 5 東京都

田中友康 「産業社会と人間」自分の特性を理解しよう
ユースメンタルヘルス研究会
都立六本木高校

2018 6 東京都

田中友康 看護師から学ぶ家族のかかわり方
平成30年度 青年期ファミリーサポートプ
ログラム　都立松沢病院

2018 9 東京都

田中友康
こころのエクササイズ　～コミュニケーション スキ
ルズ トレーニング～

ユースメンタルヘルス研究会
都立六本木高校

2018 11 東京都

田中友康
思春期のこころをウォッチング　～思春期のこころの
不調について～

世田谷区立千歳中学校　ＰＴＡ
単Ｐ研修会

2018 11 東京都

相馬厚
精神科における 身体合併症看護の基礎
～精神科看護のためのフィジカルアセスメント～

日本精神科看護協会宮城県支部研修会 2018 7 宮城県

相馬厚、植木伸之介、星英輝、
西浦由洋、下澤洋平

精神科で役立つフィジカルアセスメント・フィジカル
イグザミネーション

日本精神科看護協会研修 2018 11 東京都

北野進、岩倉康子、横山秀司、石川博
康、岩澤清美、竹村格

精神障がい者の地域および地域定着に向けた退院支援
の連携に関する研究（その２）－地域連携情報提供書
の提案－

第25回日本精神科看護学術集会in香川 2018 10 香川県

北野進、熊上秀幸、小林勇樹、
大井延之、山口球、鈴木綾子

包括的暴力防止プログラムCVPPPトレーナー養成研修 日本精神科看護協会茨城県支部研修会 2018 5 茨城県

北野進、大井延之、尾上秀幸 施設内暴力予防・防止研修
横浜市　社会福祉法人すみなす会
職員研修会

2018 6 神奈川県

北野進 司法精神科看護 帝京平成大学看護学科授業 2018 6 東京都

北野進 看護師が現場で行う認知行動療法 茨城県立こころの医療センター院内研修 2018 10 茨城県

北野進 精神病への認知行動療法
東京女子医科大学大学院看護学研究科
精神看護学授業

2018 10 東京都

北野進 包括的暴力防止プログラムCVPPPトレーナー養成研修 日本精神科看護協会栃木県支部研修会 2018 11 栃木県

北野進 看護師が現場で行う認知行動療法 日本精神科看護協会埼玉県支部研修会 2018 12 埼玉県

北野進
H30年度精神科病院における安心・安全な医療を提供
するための研修事業

国立病院機構主催　会場：岡山県立精神科
医療センター

2018 12 岡山県

石川博康 精神科訪問看護基本療養費の算定要件研修（埼玉県） 埼玉県看護協会 2018 6 埼玉県

石川博康、岩倉康子、横山秀司、
岩澤清美、加藤寿貴

厚生労働科学研究：青年期統合失調症者の臨界期にお
ける訪問看護師の教育プログラム普及研修

厚生労働科学研究費事業 2018 8 愛知県

石川博康 精神科訪問看護基本療養費の算定要件研修（川崎市） 川崎市看護協会 2018 8 神奈川県

石川博康 精神科訪問看護基本療養費の算定要件研修（東京都） 東京都看護協会 2018 12 東京都


