
　平成２４年度医局実績

《講師派遣》

通年 山形県精神科救急医療システム連絡調整委員会（委員） 佐藤　忠宏

通年 平成２４年度置賜保健所精神保健福祉相談事業（相談医） 沼田　由紀夫

通年 中山町教育委員会　中山町障がい児就学指導委員会（中山町障がい児就学指導委員会委員） 長谷川　朝穂

通年 千葉県精神科医療センター　平成２４年度厚生労働科学研究『精神科救急医療からの医療政策に関する研究』（研究協力員） 計見　一雄

通年 米沢市介護認定審査委員 沼田　由紀夫

通年 南陽市東置賜郡障害者程度区分審査委員 御供　正明

川合　厚子

阿部ひろみ

通年（年３回）
中山町教育委員会　精神科医アドバイザー『発達障害がある児童生徒や特別な配慮を必要とする児童制度、あるいは精神的な問題を抱えている児童
生徒に対する取り組みに対して専門的な立場から』（指導助言）

齋藤　代助

4/27 日本イーライリリー㈱主催　置賜地区精神科薬物治療懇話会『デュロセキチン（サインバルタ）にて寛解したうつ病の３症例』（講演） 栗田　征武

5/11 持田製薬㈱本社社会勉強会『うつ病の薬物治療について』（講演） 栗田　征武

5/17 武田薬品㈱主催　新庄最上診療臨床懇話会『不眠症治療の問題点と最近の治療～メラルテオンの使い方』（講演） 栗田　征武

5/27 第１２回全国禁煙推進研究会　ランチョンセミナー『山形県における禁煙推進について』（講演） 川合　厚子

6/2 大塚製薬㈱主催　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｒｉｂｕｎｅ学術講演会『精神科急性期治療の今後の展望について』（講演） 計見　一雄

6/6 山形市立鈴川小学校特別支援教育研修会『特別な教育的ニーズを持つ子への理解と支援』（講演） 成重　竜一郎

6/14 南陽市東置賜郡医師会主催　地域における禁煙推進事業大研修会（講演） 川合　厚子

6/29 第７回福岡県精神科救急病棟医療学術講演会『精神科救急病院病棟について考える』（講演） 計見　一雄

7/21 村山市医師会主催　村山認知症市民フォーラム『認知症の基礎知識-認知症の理解と支援の連携に向けて』（講演） 御供　正明

7/25 山形県看護協会主催　心の健康づくりと自殺予防研修『山形県の自殺対策の現状及び自殺願望を伴う精神疾患の理解』（講演） 沼田　由紀夫

7/26 小田島地区青少年育成の会主催　禁煙推進（講話） 川合　厚子

7/28 鳥取県東部医師会禁煙指導研究会講演会『精神疾患を持つ方への禁煙指導』（講演） 川合　厚子

8/11 日本イーライリリー㈱主催　精神科疾患治療懇話会『サインバルタが著効した症例』（講演） 沼田　由紀夫

8/23 置賜保健所主催　うつ病家族教室『うつ病を知ろう～症状と治療について』（講演） 栗田　征武

8/30 持田製薬社内勉強会『最新の精神科領域の話題、うつ病の治療について』（講演） 御供　正明

8/31 置賜保健所主催　全国労働衛生週間準備期間説明会『職場でのメンタルヘルスの取り組み～事業所における接し方のポイント』（講演） 栗田　征武

9/5 持田製薬㈱主催　明日からの診療に役立つ診療内科医の集い『抗うつ剤の使い分けについて』（講演） 栗田　征武

9/12 山形市中学校学校養護部会『思春期外来からみた子どもと学校』（講演） 成重　竜一郎

9/13 村山保健所主催　うつ病家族教室『うつ病の正しい理解と対応』（講演） 日向　正光

9/13 日本イーライリリー㈱主催　庄内地区精神科医療学術講演会『ＢＤＮＦとうつ病の関連性及びサインバルタで寛解した３症例の発表』（講演） 栗田　征武

9/19 最上保健所主催　思春期精神保健福祉研修会『思春期における精神疾患の理解とその対応について』（講演） 成重　竜一郎

9/20 持田製薬㈱社内勉強会『うつ病について各種抗うつ薬の違いについて』（講演） 栗田　征武

9/26
山形県教育委員会主催　平成２４年度教職員の評価に関する研修会並びにメンタルヘルス研修会村山教育事務所管内小中学校教頭を足しようとした
『管理監督者が心得るべきメンタルヘルス』（講演）

栗田　征武

9/26 山形市立滝山小学校子どもを語る会『通常学級における適切な特別支援の在り方～個々のケースに応じた支援について』（講演） 成重　竜一郎

9/27 白鷹町民生委員児童委員協議会研修会『認知症の早期発見と見守り‐認知症の症状と家族や地域の連携‐』（講演） 御供　正明

10/5 山形県市町村共済組合主催　こころのリフレッシュセミナー『ストレスケアについて』（講演） 栗田　征武

10/10 山形市中学校養護教諭部会　養護教諭学習会養護教諭対象『リストカットなどの自傷行為がある生徒について』（スーパーバイザー） 成重　竜一郎

10/17 小国町健康福祉課主催　地域自殺対策緊急強化事業『うつ病について』（講演） 栗田　征武

10/17 大石田町立大石田北小学校　特別支援教育研修会『集団生活の適応に時間がかかる子ども』『発達障害があり特別な支援が必要な子ども』（講演） 成重　竜一郎

10/18 佐藤病院認知症疾患医療センターと南陽市地域包括支援センター共済による認知症セミナー『認知症の基礎知識』（講演） 御供　正明

10/20 秋田・たばこ問題を考える会主催　禁煙指導講習会『禁煙指導の困難な症例への対処法』（講演） 川合　厚子

10/26 米沢市福祉課主催　ゲートキーパー研修会『自殺とうつ病について』（講演） 武吉　健児

11/7 持田製薬㈱主催　うつ病を考える会青森市の内科医を対象としたうつ病の治療、抗うつ剤の研修会（講演） 栗田　征武

11/7 山形市中学校養護部会　養護教諭学習会『発達障害について』（講演） 成重　竜一郎

11/7 山形市中学校養護部会　養護教諭学習会『発達障害について』（スーパーバイザー） 岡村　未央

11/11 盛岡市医師会主催　禁煙フォーラムいわて２０１２『タバコから子どもたちの未来を守るために』（講演） 川合　厚子

11/15 高畠町民生委員児童委員協議会『認知症の基礎知識‐地域で生活する認知症の方との関わり等‐』（講演） 御供　正明

11/15
天童市健康福祉課主催　ゲートキーパー研修会天童市内の保健師、看護師、介護福祉士、ケアマネジャー、ヘルパーを対象としゲートキーパー養成の
ための研修会（講演）

日向　正光

11/16 天童市健康福祉課主催　天童市相談活動支援者のための自殺予防研修会『自殺に近づいた人の心理～死にたいと言われたときにできること』（講演） 日向　正光

11/17 平成２４年度日本プライマリ・ケア連合学会四国ブロック学術大会『プライマリ・ケアにおける精神疾患診療のコツ』（講演） 川合　厚子

11/21 白鷹町小・中連携推進事業『特別支援教育が必要な児童・生徒のケース会議』ケース検討（指導助言者） 成重　竜一郎

11/22
ファイザー㈱主催　病診連携『こころのケア』セミナー山形市内の病院や開業医を対象に公徳会若宮病院を理解戴いただいた上で病診連携の構築を図
ることを目的とした『精神科病院への紹介と入院治療』（講演）

長谷川　朝穂

11/22 社会医療法人あいざと会院内研修会『精神科の禁煙に関する取り組みについて』（講演） 川合　厚子

12/1 旭化成ファーマ㈱　一般社団法人東京精神神経科診療所協会例会『うつ病をはじめとする最近の臨床例-特に診断・ケアに迷う病態をめぐって』（講演） 計見　一雄

12/9 大塚製薬㈱主催　精神科臨床薬学研究会（PCP研究会）精神科医療に従事する薬剤師を対象とした『双極性障害における診療と治療について』（講演） 栗田　征武

12/13 小野薬品㈱山形営業所　認知症に関する勉強会『認知症疾患医療センターの取り組みについて』（講演） 御供　正明

12/14 大塚製薬㈱社内招聘勉強会『双極性障害の薬物療法について』（講演） 竹内　幸宏

12/15 南陽市東置賜医師会在宅医療・介護市民公開講座（パネリスト） 阿部ひろみ

12/17 大塚製薬㈱社内招聘勉強会『認知症の病態・診断と治療について』（講演） 御供　正明

12/20 南陽市東置賜郡医師会主催　川崎電気㈱職員研修会『地域の企業における禁煙推進について』（講演） 川合　厚子

1/16 大塚製薬㈱社内招聘勉強会『統合失調症の薬物治療について』（講演） 日向　正光

1/16 山形市小学校養護部会『児童の発達障がい・精神疾患について』（講演） 成重　竜一郎

1/24 長井市市民対象認知症講習会『認知症の予防とかかわり方について』（講演） 御供　正明

通年 南陽市介護認定審査委員



1/26 大塚製薬㈱社内招聘勉強会『双極性障害の薬物療法について』（講演） 山本　裕史

1/30 大塚製薬㈱主催　学術講演会『精神科救急医療の現状』（講演） 計見　一雄

2/4 ファイザー㈱主催　病診連携「こころのケア」セミナー『精神科病院への紹介と入院治療‐救急対応を含めて』（講演） 長谷川　朝穂

2/16 ヤンセンファーマ㈱主催　山形子どもの発達を考える会『山形県における発達障がいについて教育と医療の連携』（講演） 成重　竜一郎

2/17 持田製薬㈱主催　ＬＥＸＡＰＲＯ　Ａｄｖｉｓｏｒｙ　Ｂｏａｒｄ　Ｍｅｅｔｉｎｇ『レクサプロ錠の症例、有効性について』（講演） 栗田　征武

2/21 佐藤病院認知症疾患医療センター研修会『認知症の方を支える地域作り』（講演） 御供　正明

2/22 福岡精神科救急医療学術講演会『スーパー救急病棟におけるＢＰＳＤを中心とした認知症治療について』（講演） 佐藤　忠宏

2/28 山形大学附属小学校　禁煙教室『禁煙について』（講演） 川合　厚子

3/1 大塚製薬㈱主催　エビリファイ学術講演会『双極性障害躁状態におけるエビリファイ有効性について』（講演） 沼田　由紀夫

3/1 大塚製薬㈱主催　Ｄｏｐａｍｉｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｓｔａｂｉｌｉｚｅｒ　Ｆｏｒｕｍ　ｉｎ　Ｓｅｎｄａｉ　２０１３『統合失調症に対するエビリファイの急性期での使用経験』（講演） 日向　正光

3/1 川西町健康福祉課主催　ゲートキーパー研修会『うつ病の実態と対応について』（講演） 加藤　舞子

3/3 武田製薬㈱主催　ＲＯＺＥＲＥＭ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｆｏｒｕｍ　ｉｎ　Ｓｅｎｄａｉ『ロゼレムを上手く活かすために』（講演） 栗田　征武

3/9 日本イーライリリー㈱主催　山形県薬剤師勉強会『うつと双極性障害の鑑別について』（講演） 栗田　征武

3/14 高畠町福祉課主催　要保護児童対策地域協議会研修会『児童精神医療と虐待～思春期から見えるもの』（講演） 岡村　未央

3/15 南陽検診センター主催　ＪＡ山形おきたま女性部定例総会『認知症の基礎知識』（講演） 武吉　健児

3/17 日本イーライリリー㈱主催　サインバルタ発売３周年記念講演会（参加） 鈴木　智崇

《座長》

4/7 第６回日本禁煙学会学術総会『禁煙治療』 川合　厚子

4/11 南陽市東置賜郡医師会学術講演会『認知症の診断・治療について』 御供　正明

4/27 日本イーライリリー㈱主催　置賜地区精神科薬物治療懇話会精神科役粒治療の最新情報提供ならび意見交換 沼田　由紀夫

5/14 第一三共㈱主催　認知症フォーラムｉｎ置賜『アルツハイマー型認知症の新しい治療戦略』 沼田　由紀夫

9/12 南陽市東置賜群医師会学術講演会『ＣＯＰＤガイドラインに沿った治療について』 川合　厚子

10/2～6 第２３回全国介護老人保健施設大会美ら沖縄『ケア環境』 阿部　ひろみ

10/26～28 日本精神科救急学会第２０回学術総会『日本精神科救急学会被災地支援プロジェクト中間報告～概略的に』 長谷川　朝穂

11/14 南陽市東置賜郡医師会学術講演会『感染症治療の情報提供を通じて地域医療に貢献する』 川合　厚子

3/25 ノバルティスファーマ㈱主催　第５回置賜生活習慣病シンポジウム『生活指導テクニック動機付け面接法について』 川合　厚子

《学会発表》

6/9 平成２４年度日本精神科救急学会教育研修会岩手大会『震災経験からの再考　精神科救急の役割と今後の課題』 長谷川　朝穂

10/2～6 第２３回全国介護老人保健施設大会美ら沖縄『ターミナルケアが寿命を延ばす～高齢者の終末期医療を考える～』 阿部　ひろみ

10/26～28 日本精神科救急学会第２０回学術総会『精神科救急入院料病棟におけるアルコール依存症患者の治療について』 山本　裕史

第３０回千葉精神科集談会『うつ病の治療におけて血漿ＢＤＮＦは寛解群では増加するが非反応群では減少する』 栗田　征武

第３０回千葉精神科集談会『治療抵抗性統合失調症患者の薬剤整理中にドパミン過感受性精神病を呈した一例』 鈴木　智崇

2/8～9 第２２回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会『地域の企業における禁煙推進』 川合　厚子

《学会・研修会参加・その他》

4/20 アルツハイマー研究会第１３回学術シンポジウム 御供　正明

沼田　由紀夫

御供　正明

4/26 公立置賜総合病院救急医療講習会特別講演会 御供　正明

沼田　由紀夫

御供　正明

沼田　由紀夫

長谷川　朝穂

加藤　舞子

計見　一雄

加藤　舞子

佐藤　忠宏

沼田　由紀夫

栗田　征武

6/22 第２回認知行動療法研修会 日向　正光

6/28～30 第５３回日本神経病理学会学術研究会 御供　正明

6/30～7/1 ＤＭサミット２０１２ 川合　厚子

7/28～30 第９回日本うつ病学会総会 栗田　征武

8/26 日本イーライリリー㈱主催　ＳＵＮＤＡＹ　ＳＹＭＰＯＳＩＵＭ双極性障害とうつ病の疾患に関わる情報提供 鈴木　智崇

9/13 佐藤病院認知症疾患医療センターと地域病院との認知症診療地域連携協議（川西町） 御供　正明

9/26 置賜地区認知症スキルアップ講座 御供　正明

10/6～８ 日本禁煙学会禁煙治療セミナー第１回福岡ＭＩセミナー 川合　厚子

10/11 佐藤病院認知症疾患医療センターと地域病院との認知症診療地域連携協議（高畠町） 御供　正明

10/14 東北摂食・嚥下リハビリテーション研修会 笠原　佳子

10/17～20 第２２回日本臨床精神薬理学会 加藤　舞子

御供　正明

大和　行男

10/25～28 第３１回日本認知症学会学術集会 御供　正明

10/26 第２回「漢方治療はじめの一歩」 大和　行男

計見　一雄

4/27 置賜地区精神科薬物治療懇話会

1/26

4/21 第４回置賜こころの医療懇話会

6/16 平成２４年日本医科大学精神医学教室関連病院連絡会

10/18 篠田総合病院認知症疾患医療センターエーザイ・ファイザー共催による第２回専門医のための認知症ｓｋｉｌｌｕｐ講座

5/23～26 第１０８回日本精神神経学会学術総会

6/9 平成２４年度日本精神科救急学会教育研修会岩手大会



鈴木　智崇

大和　行男

10/28 第８回日本認知症学会教育セミナー 御供　正明

11/8 山形臨床内科医会学術講演会 御供　正明

11/9 認知症の治療とケア学術講演会 御供　正明

11/10～11 第２４回東北アルコール関連問題研究会福島大会 沼田　由紀夫

11/13 公立置賜総合病院救急医療講習会特別講演会 御供　正明

11/18 大野クリニック主催　漢方入門セミナー 大和　行男

11/22～25 日本認知療法学会 川合　厚子

11/29 米沢市医師会主催　認知症予防研修会 佐藤　忠宏

竹内　幸宏

大和　行男

12/1 ２０１２年度専門医制度委員会講習会，専門医認定試験，電気けいれん療法講習会 阿部　詔子

12/4 開業医のための頭部画像診断勉強会『くも膜下出血のＣＴ所見を中心とした頭部画像診断』 御供　正明

佐藤　忠宏

長谷川　朝穂

御供　正明

大和　行男

1/12～14 第２回ＭＩ集中講座 川合　厚子

1/16 うつ病の認知療法・認知行動療法研修会（厚生労働省主催） 大和　行男

1/21 佐藤病院認知症疾患医療センターと地域病院との認知症診療地域連携協議（長井市） 御供　正明

1/26 第３０回千葉精神科集談会 計見　一雄

1/31 佐藤病院認知症疾患医療センターと地域病院との認知症診療地域連携協議（米沢市） 御供　正明

2/9 第２２回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会 川合　厚子

沼田　由紀夫

長谷川　朝穂

竹内　幸宏

2/26 平成２４年度第３回施設長・事務長会議及び研修会 阿部　ひろみ

2/27 米沢地区過活動膀胱勉強会 大和　行男

3/2 第４９回日本東洋心身医学研究会 大和　行男

御供　正明

大和　行男

3/4～10 米国のリタイヤメントコミュニティ視察ツアー 武吉　健児

3/7 佐藤病院認知症疾患センター主催　置賜地区認知症疾患地域連携会議 御供　正明

3/16 第１３回ＡＯＩ循環器研究会 日向　正光

3/16～17 日本発達障害福祉連盟『発達障害医学セミナー』 御供　正明

3/16～17 メディカルシステム研究所主催　脳波基礎及びマスターコース 大和　行男

3/17 日本ＡＤ/ＨＤ学会第４回総会 御供　正明

3/21 置賜地区認知症スキルアップ講座 御供　正明

《著書・論文》

計見　一雄

計見　一雄

Plasma brain-derived neurotrophic factor levels predict the clinical outcome of depression treatment in a naturalistic study.PLoS One. 2012;7(6):e39212【論文】 栗田　征武

栗田　征武

川合　厚子

川合　厚子

川合　厚子

阿部　ひろみ

《資格取得》

佐藤　忠宏

御供　正明

武吉　健児

大和　行男

12/8 日本医科大学精神医学教室関連病院連絡会議

12/9 東北Ｌｉｖｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ｄｅｍｅｎｔｉａ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ

10/27～28 第２０回日本精神科救急学会学術総会

11/29～30 日本精神科病院協会主催　平成２４年度認知症に関する研修会

現代精神医学批判.平凡社【著書】

精神科診療所における統合失調症患者とのつきあい方を学ぶ.東京こころのクリニック　Ｖｏｌ．13,48-51（2013）【論文】

うつ病治療におけるエスシタロプラムによる症状評価とバイオマーカーの変化.DEPRESSION JOURNAL. 2013;1(1): 28-31【論文】

禁煙を始めた患者へはどう話をすればよいでしょうか？.治療増刊号　Ｖｏｌ．94　№4,841-843（2012）【論文】

2/23 山形県健康福祉課主催　精神科救急に関する事例検討会

3/3 精神医学アドバンスフォーラム

日本認知症学会指導医

精神保健指定医

日本医師会認定産業医

DRD2 Polymorphism and Smoking Habits in Japanese Males with Schizophrenia.自治医科大学紀要　第35巻【論文】

ニコチン依存症の動機づけ面接法と認知行動療法.日本臨床第71巻　第3号（2013）【論文】

医療との連携留意点～自然な看取り，老衰死とは何か.相談援助＆運営管理　Ｖｏｌ．4　№1,107-112【論文】

日本精神科病院協会認知症臨床専門医


