
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 障害としてとらえる認知症 25-31 認知症の緩和ケア 南山堂 2019年9月

成田渉、西尾慶之
実践 高次脳機能障害のみかた
（小林俊輔 編）

111-128 記憶障害 中外医学社 2020年2月

西尾慶之
実践 高次脳機能障害のみかた
（小林俊輔 編）

1-14 認知機能の診察と所見の解釈 中外医学社 2019年12月

渡部宏幸、西尾慶之
実践 高次脳機能障害のみかた
（小林俊輔 編）

167-183 視覚性失認，カテゴリー特異的失認 中外医学社 2020年1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

網井智子
精神科病院に長期入院されている患者のターミナル
ステージに寄り添って

精神科看護（精神看護出版） 46（9） 48-53 2019年9月

井藤佳恵、齋藤正彦 再び、老年精神医療における臨床倫理とはなにか 老年精神医学雑誌 30（10） 1166-1173 2019年10月

糸川昌成 無意識の縁起論 日本生物学的精神医学会誌 30（3） 93 2019年11月

糸川昌成、大島健一
放射光ナノトモグラフィ法を用いた統合失調症にお
ける神経細胞の構造変化の解析

精神神経学雑誌 121（12） 926-940 2019年12月

今井淳司 自殺関連行動のケースフォーミュレーション 精神療法 増刊6号 191-201 2019年5月

河上緒、渡邊克成、大島健一、新里和弘
Tau progression in single severe frontal
traumatic brain injury in human brains

Journal of the Neurological
Sciences

（407）
doi：

10.1016/j.jns.
2019.116495.

2019年12月

河上緒

老年精神医学分野におけるさまざまなタイプの
認知症研究を読み解く;研究の発想、立案から実
施、解析、論文化まで. 臨床神経病理学的研究
1例の症例研究が系統研究につながる(解説/特集)

老年精神医学雑誌 30（7） 778-783 2019年7月

河上緒
認知症専門医のための臨床神経病理学　臨床精神
医学と臨床神経病理の接点 いわゆる老年期精神病
の背景病理(解説)

ワールドプランニング
（監修）日本老年精神医学会

29（5） 165-169 2019年7月

Kawakami I, Arai T, Hasegawa M
The basis of clinicopathological heterogeneity
in TDP-43 proteinopathy

Acta Neuropathological 138（5） 751-770 2019年11月

河上緒 神経病理学と精神医学
精神医学の科学的基盤[4]
学樹書院

4（1） 86-93 2020年1月

小池治
措置入院患者と医療観察法対象者の比較に基づく現
状と支援に関する検討

精神医学 61（5） 583－593 2019年5月

小池治
重大な他害行為を行った精神障碍者の入院中の回復
プロセスの解明と看護支援

日本精神保健看護学会誌 28（1） 1－11 2019年11月

齋藤正彦、井藤佳恵、馬宮理恵、樫山鉄矢 日常的な意思決定支援 老年精神医学雑誌 30（7） 805-814 2019年7月

永倉暁人
舞踏運動を伴わず、統合失調症と診断されていた
ハンチントン病の一例

老年精神医学雑誌 30（増刊Ⅱ） 202 2019年6月

永倉暁人、河上緒、織壁里名、梅田健太
郎、今井淳司、大島健一、新里和弘、黒田
治、齋藤正彦

舞踏運動を伴なわず、統合失調症と診断されていた
ハンチントン病の一例

老年精神医学雑誌 30（11） 1263-1269 2019年11月

西尾慶之、成田渉 変性性認知症における視覚症状 Dementia Japan 33（2） 224-233 2019年4月

西尾慶之
エピード記憶の神経ネットワーク─視床健忘からの
洞察

高次機能研究 39（3） 306-313 2019年5月

西尾慶之 神経心理検査開発研究：パレイドリア・テスト 老年精神医学雑誌 30（7） 729-736 2019年7月

針間博彦
ICD-11「統合失調症または他の一次性精神症群」
の特徴

精神科診断学 12（1） 50—57 2019年5月

針間博彦 精神病(psychosis)概念の歴史と現状 臨床精神医学 48（7） 781-785 2019年7月

針間博彦 統合失調症における内因性概念 精神医学 61（7） 769-775 2019年7月

針間博彦 クレランボー症候群（被愛妄想症） 精神科治療学 34（増刊号） 123-125 2019年10月

針間博彦
国際診断分類における内因性精神病概念の現状と
諸問題

精神科診断学 13（1） 54-60 2020年3月



３　学会発表

氏　名 論　　文　（講　演）　名 学会等の名称 年 月

青木秀晃 東京都立松沢病院における運動療法の実態 第17回日本スポーツ精神医学会 2019 8

青木豪志、小杉英之
精神科急性期統合失調症患者が語る病の語りを通してのレジリエンス向上
に向けた看護支援

第27回日本精神科救急学会学術総会 2019 10

雨宮きよみ、山本哲也、久保優馬、
小玉健、福山博幸、渡邊克成、雨宮
隆

ＭＲＩ機能画像法（functional MRI）を用いた確率共鳴現象の実践的臨床
応用へのアプローチ

第55回日本医学放射線学会　秋季臨床大会 2019 10

雨宮きよみ 第55回日本医学放射線学会　秋季臨床大会 第55回日本医学放射線学会　秋季臨床大会 2019 10

磯部祥子
Ａ病院の医療観察法指定通院バックベッド対応における
ソーシャルワーカーの役割について

第15回東京都福祉保険医療学会 2019 12

井藤佳恵 高齢者の人権と精神医療 第34回日本老年精神医学会 2019 6

井藤佳恵 認知高齢者および障害高齢者の生活支援と意思決定支援 第34回日本老年精神医学会 2019 6

稲熊徳也 担当医の退院前訪問により効果的な支援体制が構築できた７症例 第115回日本精神神経学会学術総会 2019 6

今井淳司 「都立松沢病院における身体拘束削減-その先にあるもの-」
第27回日本精神科救急学会
精神科救急学会2019シンポジウム

2019 10

牛田正宏 認知症病型によって骨粗鬆症有病率は異なるか 第21回日本骨粗鬆症学会 2019 10

内田亜里沙
ワークショップ：長期隔離を解除するために、
こんな努力と工夫をしました！

第26回日本精神科看護専門学術集会 2019 11

大崎和馬 精神科看護師が患者のリカバリ―を信じる経験
日本精神障害者リハビリテーション学会
第27回大阪大会

2019 11

大友倫子 『転倒・転落アセスメントスコアシートの信頼性の評価』 第58回全国自治体病院学会 2019 10

尾根田真由美 テーマセッション（指定演題）「看取り」 第26回日本精神科看護専門学術集会（in 青森） 2019 11

小幡浩子、今野さおり、今野真弓、
成瀬裕子、梅村朱美、鈴木鉄也、植
村順一

精神科病院における周術期口腔機能管理の取り組み 第36回日本障害者歯科学会 2019 11

樫山鉄矢 アドレナリンを併用禁忌とする抗精神病薬添付文書改訂の要望 第47回日本救急医学会総会・学術集会 2019 10

河上緒、新井哲明、新里和弘、
大島健一、品川俊一郎、池田学

前頭側頭型認知症における病理サブタイプ別の前駆症状
第31回日本老年学会総会・第61回日本
老年医学会学術集会 in 仙台

2019 6

河上緒、新井哲明、新里和弘、
大島健一、品川俊一郎、池田学

前頭側頭型認知症における病理サブタイプ別の前駆症状 第34回日本老年精神医学会 in 仙台 2019 6

河上緒 神経病理学的検討から摂食障害の病態を考える
第60回日本神経病理学会総会学術研究会
（シンポジウム）in 名古屋

2019 7

Kawakami I, Umeda K, Murahashi
Y,
Niizato K, Oshima K, Hasegawa M,
Murayama S, Iritani S

Pathophysiological mechanism in Anorexia nervosa identified
byneuropathological analysis,

19th WPA World Congress of Psychiatry  Lisbon,
Portugal

2019 8

河上緒、新井哲明、新里和弘、
大島健一、品川俊一郎、池田学

病理サブタイプ別にみた前頭側頭型認知症の前駆期における臨床症候 第38回日本認知症学会学術集会 in 東京 2019 10

河上緒、松原知康、元田敦子、
山﨑幹大、種井善一、古田光、
村山繁雄

意味性認知症の一剖検例
第10回日本神経病理学会中国四国
地方会 in 岡山

2019 11

川瀬里佳子 精神科病院における周術期口腔ケア導入による術後合併症の予防
第50回日本看護学会
―精神看護―学術集会 in 福井

2019 8

工藤弘毅、古茶大樹、針間博彦、
前田貴記

意味合法則性についての検討 日本精神病理学会第42回大会 in 東京 2019 10



３　学会発表

氏　名 論　　文　（講　演）　名 学会等の名称 年 月

越田晃
薬学的モニターの手法
～継続的な観察のための一工夫（検査値、バイタルを例にして）～

第195回東葛薬学研究会 2019 5

越田晃
今後の在宅医療における薬剤師の役割～厚労省医政局長通知
（医政発0430第1号）が求めるもの～

NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネット第25回
全国の集い in 東京2019　地域医療研究会全国大会
in 東京2019　合同大会

2019 9

齋藤正彦 成年後見制度；問題の所在と解決に向けて 第33回日本老年精神医学会 2019 6

佐々木利哉、小杉英之 精神科急性期躁状態患者へのアンガーマネジメントプログラム導入の試み
日本精神障害者リハビリテーション学会
第27回大阪大会

2019 11

佐藤亜美 トラウマ体験の致死性と臨床的指標による対人感受性（IPS）の検討 日本心理臨床学会　第38回大会 2019 6

下山朋洋 松沢病院における身体拘束ゼロを目指した取り組み 第33回東京精神科病院協会学会 2019 10

鈴木一恵
精神科閉鎖病棟長期入院患者のビタミンＤと骨量および
筋肉量、握力との関連

第21回日本骨粗鬆症学会 2019 10

田伏美穂
精神科社会復帰病棟入院患者に自然環境がもたらす心理
および身体的効果に関する研究

第26回日本精神科看護専門学術集会（in 青森） 2019 11

手島海里 心理教育に携わる卒後1～3年目精神科看護師の成長 第58回全国自治体病院学会in 徳島 2019 10

永倉暁人 ハンチントン病に伴う精神症状・行動障害の後方視的研究 第115回日本精神神経学会学術総会 2019 6

永倉暁人 舞踏運動を伴わず、統合失調症と診断されていたハンチントン病の一例 第34回日本老年精神医学会 2019 6

中原麻里 一般病棟から精神科身体合併症病棟へ異動した看護師のやりがい 第50回日本看護学会－看護管理－学術集会 in 愛知 2019 10

中田信枝
ワークショップ　「行動制限のメディカルモデル
（医学的判断を重視）とリーガルモデル（適正手続きを重視）」

第44回日本精神科看護学術集会 2019 6

中田信枝
ワークショップ「トラウマインフォームドケアの視点で考える行動制限最
小化」

第26回日本精神科看護専門学術集会 2019 11

名取茜 WARP体験クラス 第44回日本精神科看護学術集会 2019 6

西尾慶之 「思い込み」と「見間違え」の症候分析 第38回日本認知症学会学術集会 in 東京 2019 11

西尾慶之 レビー小体病の知覚錯誤を神経心理学的に解明する 第38回日本認知症学会学術集会 in 東京 2019 11

西尾慶之 大脳機能の左右差から解く認知症の症候学：導入講演 第43回日本高次脳機能障害学会 2019 11

針間博彦 国際診断分類における内因性精神病概念の今後 第39回精神科診断学会 in 京都 2019 9

針間博彦 歴史的観点からみたICD-11における精神科診断分類 日本精神病理学会第42回大会 in 東京 2019 10

針間博彦 Psychosis概念の歴史と現状 第23回日本精神保健・予防学会学術集会 in 金沢 2019 11

福田直樹 医療観察法における入院処遇を終えた患者に対する看護師の関わり 第15回医療観察法関連職種研修会 2019 9

福田陽明
精神科患者の医療上の意思決定支援について
―身体的急変時の延命処置希望に関する取り組みから―

第115回日本精神神経学会学術総会 2019 6

船越健太、牧利恵、石井良和 作業従事の中道的な拡がり～定年後に再び働くAさんの語りから～ 第29回日本作業行動学会学術集会 2019 6

船越健太、石井良和 定年退職後に再び働く高齢男性が作業適応を維持するプロセス 第53回日本作業療法学会 2019 9

松本光輔
飛び降り自殺未遂後の身体的急性期治療の終了前に
精神科病院へ転院を要する患者の臨床的特徴

第115回日本精神神経学会学術総会 2019 6

宮島裕美
Ｔ自治体立病院看護職員エキスパートコース研修
効果測定調査研修修了者とその上司に対する調査より

第50回日本看護学会－看護管理－学術集会 in 愛知 2019 10

村上直子、井藤佳恵 精神科身体合併症病棟における退院先とADLに関する実態 第50回日本看護学会－在宅看護－学術集会　in 栃木 2019 9

村田仁
精神科スーパー救急病棟で勤務する看護師が感じる患者対応の
難しさと対処法-公立精神科病院に勤務する看護師を対象に-

第50回日本看護学会－精神看護－学術集会 in 福井 2019 8

渡邊克成
What Happened in the Lobotomized Brain?
－Study with the combination of Tractographic
and Scalp EEG Functional Connectivity Analysis－

第18回国際定位・機能神経外科学会 2019 6



４　講演等

氏　名 論　　文　（講　演）　名 講演会等の名称 年 月 開催場所

今井淳司 保護観察官のための動機づけ面接 法務省処遇強化特別研修 2019 5 東京都

今井淳司
「都立松沢病院における身体拘束削減
-その先にあるもの-」

済生会横浜東部病院講演 2019 6 神奈川県

今井淳司 動機づけ面接Ⅰ 松沢病院看護師研修ジェネラルコース 2019 7 東京都

今井淳司 パーソナリティ障害患者の急性期治療をめぐる諸問題 明治安田財団　こころの臨床・専門講座11 2019 7 東京都

今井淳司 動機づけ面接Ⅱ 松沢病院看護師研修ジェネラルコース 2019 9 東京都

今井淳司
都立松沢病院の現状と今後
-地域を支え、地域に支えられる松沢病院へ-

八幡山懇話会 2019 9 東京都

今井淳司 動機づけ面接を学ぶ　第一部
令和元年度依存症支援者
スキルアップ研修（香川）

2019 9 香川県

今井淳司 多職種で学ぶ動機づけ面接 神奈川県立精神医療センタ-講演 2019 10 神奈川県

今井淳司 動機づけ面接を活用した禁煙治療の実際
タバコ依存症治療の専門家と
サポーター育成研修会in山形

2019 11 山形県

今井淳司 動機づけ面接Ⅲ 松沢病院看護師研修ジェネラルコース 2019 11 東京都

今井淳司
都立松沢病院の現状と今後
-地域を支え、地域に支えられる松沢病院へ-

西東京精神医学懇話会 2019 11 東京都

今井淳司
都立松沢病院の現状と課題
-地域を支え、地域に支えられる松沢病院へ-

Otsuka　Web　Conference 2019 12 東京都

今井淳司
死にたいという気持ちを抱えた人への生きるための支援動機
づけ面接

令和元年度自殺危機対応
スキルアップ研修会（愛媛）

2019 12 愛媛県

今井淳司 動機づけ面接を学ぶ　第二部
令和元年度依存症支援者
スキルアップ研修（香川）

2020 1 香川県

今井淳司 保護観察官のための動機づけ面接 法務省処遇強化特別研修 2020 2 東京都

今井淳司 「都立松沢病院における身体拘束削減-その先にあるもの-」 国立精神神経医療研究センター病院講演 2020 2 東京都

今井淳司 患者さんとの接し方について 2019年度 松沢病院公開講座 2020 2 東京都

齋藤正彦 認知症の人がみる世界 旭川市民公開講座（旭川市医師会） 2019 5 北海道

齋藤正彦 認知症の理解とケア―認知症高齢者のみる世界 職員研修（青梅慶友病院） 2019 9 宮城県

齋藤正彦 行動制限最小化に向けて 職員研修（駒木野病院） 2019 9 東京都

齋藤正彦 松沢病院の行動制限最小化に対する取組み 職員研修（薫風会山田病院） 2019 9 東京都

齋藤正彦 認知症の患者さんがみる世界 和光病院公開講座 2019 9 東京都

齋藤正彦 認知症の理解とケア 市民公開講座（ベネッセスタイルケア） 2019 9 東京都

齋藤正彦 認知症の理解とケア―認知症高齢者のみる世界 職員研修（よみうりランド慶友病院） 2019 9 東京都

齋藤正彦 身体拘束ゼロをめざして 職員研修（東京海道病院） 2019 9 東京都

齋藤正彦 認知症の気づき、支える方法　～診断と診断後の支援～
市民公開講座
（認知症介護研究・研修仙台センター）

2019 9 東京都

齋藤正彦 行動制限最小化に向けて 職員研修（桜ヶ丘記念病院） 2019 10 宮城県

齋藤正彦 認知症の理解と対応 地域医療関係者講習（成増厚生病院） 2019 10 東京都

齋藤正彦 認知症の理解とケア 医療・介護専門職研修(平川病院） 2019 10 東京都

齋藤正彦 松沢病院のあり方と行動制限最小化に向けた取組み 職員研修（吉祥寺病院） 2019 10 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

齋藤正彦 精神科病院の行動制限最小化は何を目指すか？ 職員研修（東京慈恵会医科大学） 2019 10 東京都

齋藤正彦 認知症の理解とケア 職員研修（東京青梅病院） 2019 10 東京都

齋藤正彦 認知症の患者さんのみる世界 市民公開講座（陽和病院） 2019 10 東京都

齋藤正彦 認知症の理解と対応 区民公開講座（豊島区医師会） 2019 10 東京都

齋藤正彦 認知症最新の話題 第12回東京下町精神医療懇話会 2019 10 東京都

齋藤正彦 身体拘束最小化に向けた取組み 市民公開講座（東京都精神科病院協会） 2019 10 東京都

齋藤正彦 脳と心の変化―超高齢社会を生き抜く知恵
区西北部精神科医療地域連携事業
メンタルヘルス公開講座（慈雲堂病院）

2019 11 東京都

齋藤正彦 松沢病院のこれまでとこれから 2019年度 松沢病院公開講座 2019 11 東京都

齋藤正彦 行動制限最小化の試み 職員研修（平川病院） 2019 11 東京都

齋藤正彦 認知症の理解とケア 職員研修（和光病院） 2019 11 埼玉県

齋藤正彦 これからの認知症医療に求められるもの 看護管理者研修会（全国自治体病院協議会） 2019 11 東京都

齋藤正彦 認知症の理解とケア 市民公開講座（福岡市認知症疾患医療センター） 2019 11 福岡県

齋藤正彦 精神障害者の医療に関する法令と倫理 精神保健指定医研修会（全国自治体病院協議会） 2019 12 東京都

齋藤正彦 老年期精神障害について 精神保健指定医研修会（全国自治体病院協議会） 2019 12 東京都

齋藤正彦 超高齢社会を生き抜く 松沢病院もの忘れ家族教室 2019 12 東京都

齋藤正彦 認知症の病態と薬物治療 令和元年度精神科薬物療法認定薬剤師講習会 2020 1 福岡県

齋藤正彦 認知症の患者さんのみる世界 第30回中勢認知症集談会 2020 1 三重県

齋藤正彦 行動制限最小化に向けて 日本精神科病院協会研修会 2020 2 東京都

齋藤正彦 認知症とともに地域社会で生活する 府中市社会福祉協議会 2020 2 東京都

齋藤正彦 認知症の理解とケア―歯科診療もふまえて 川崎市多摩区歯科医師会 2020 2 神奈川県

西尾慶之 記憶と健忘 2019年度 行動神経学夏の学校 2019 4 宮城県

西尾慶之 行動異常・精神症状 2019年度 行動神経学夏の学校 2019 6 宮城県

西尾慶之 認知症にもいろいろある：認知症の多様性について学ぶ 2019年度 松沢病院公開講座 2019 6 東京都

西尾慶之 進行性核上性麻痺にみる脳-症候連関
第8回パーキンソン症候群・認知症の臨床・
病理フォーラム

2019 8 東京都

西尾慶之 神経心理学をベースとした認知症の臨床と研究 第24回新潟神経・言語障害学セミナー 2019 8 新潟県

西尾慶之 脳損傷・神経疾患に伴う精神症状 第29回認知リハビリテーション研究会 2019 10 東京都

西尾慶之 神経学的診察としての認知機能評価 2019年度冬 日本神経学会教育セミナー 2019 12 千葉県

西尾慶之 大脳皮質の状態変化と知覚錯誤の状態変化と幻視・錯視 神経心理懇話会 2019 2019 12 大阪府

西尾慶之 大脳皮質の状態変化と知覚錯誤 中央大学人文科学研究所 公開研究会 2020 1 東京都

西尾慶之 認知症という病気はない：認知症疾患の鑑別診断入門 松沢病院臨床精神医学講座 2020 2 東京都

西尾慶之 Neuropsychology of aberrant cortical states 慶應大学精神神経医学教室 神経心理研究会 2020 3 東京都


