
平成２５年度　医局実績

≪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２５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 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委員 御供　正明

通年 平成２５年度精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療支給認定判定会議判定医 長谷川　朝穂

川合　厚子

阿部　ひろみ

4/19 持田製薬㈱　山形県臨床内内科医学学術講演会『うつ病治療における抗うつ薬の特長と使い分けについて』（講演） 栗田　征武

4/25 大塚製薬㈱仙台支店　社内招聘勉強会『うつ病の診断と治療について』（講演） 栗田　征武

5/31 埼玉県北部喫煙問題研究会　第１３回埼玉県北部喫煙問題研究会『精神科疾患と禁煙について』（講演） 川合　厚子

6/1 大塚製薬㈱　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｒｉｂｕｎｅ学術講演会『精神科急性期における新しい薬物治療戦略』（講演） 計見　一雄

6/6 サノフィ㈱山形営業所　社内勉強会『喫煙のリスクについて』（講演） 川合　厚子

6/19 山形市立鈴川小学校　第１回教育相談研修会『特別な教育的ニーズをもつ子への理解と支援』（講演） 成重　竜一郎

6/21 持田製薬㈱　第２２回日本脳ドック学会総会『精神科専門医の立場からのうつ病治療の現状』（講演） 栗田　征武

6/22 日本イーライリリー㈱主催　山形県精神科薬物療法セミナー『双極性障害周辺知識の向上及び適正使用情報の提供』（講演） 栗田　征武

7/12 置賜保健所主催　うつ病家族教室『うつ病ってどんな病気？接し方のポイント』（講演） 栗田　征武

7/21 佐藤病院認知症疾患医療センター研修会『認知症の予防について』（講演） 御供　正明

8/2 大塚製薬㈱　社内招聘勉強会『大うつ病性障害における薬物治療について』（講演） 竹内　幸宏

8/7 山形市第三小学校主催　山形市小学校養護部会『児童の発達障害と精神障害』（講演） 成重　竜一郎

8/21 山形市立第十小学校校内職員研修『教育活動に活かすための児童思春期の理解』（講演） 成重　竜一郎

8/21 持田製薬㈱主催　プライマリ医のためのうつ病セミナー『うつ病治療における抗うつ薬の使い分け』（講演） 栗田　征武

8/22 米沢市医師会認知症予防研修会『当院における認知症治療と地域医療連携の取り組み』（講演） 御供　正明

8/31 日本イーライリリー㈱主催　精神科疾患治療懇話会『サインバルタの使用経験』（講演） 沼田　由紀夫

9/2 大塚製薬㈱　招聘研修会『エビリファイ勉強会』（講演） 鈴木　智崇

9/7 宮城県精神神経科診療所協会主催　東北精神神経科医の会『血管中の物質からうつ病を探る‐どの抗うつ剤を選ぶのか‐』（講演） 栗田　征武

9/11
最上保健所主催　思春期精神保健福祉研修会『思春期のこころの問題と支援のあり方について～学校現場での困難事例から学ぶ～』（事例検討助
言者）

成重　竜一郎

9/12 第一三共㈱　社内研修会『認知症について』（講演） 御供　正明

9/25 山形県立山形養護学校　発達障がいについて『発達障がいについて』（事例検討会） 成重　竜一郎

9/26 日本イーライリリー㈱主催　Ｄｅｐｒｅｓｓｉｏｎコンパクトガイド作成のためのインタビューサインバルタ冊子作成の為のインタビューならびに記事監修 栗田　征武

9/27 白鷹町健康福祉課主催　白鷹町商工会建築土木部会労働災害防止大会研究会『働き盛りの心の健康とうつ予防について』（講演） 栗田　征武

10/9 山形市中学校養護部会主催　山形市中学校養護部会学習会『臨床医療の現場からアドバイス』（講演） 成重　竜一郎

10/10 米沢市健康課主催　平成２５年度健康教室『うつ病予防』（講演） 佐藤　忠宏

10/19 グラクソ・スミスクライン㈱主催　座談会（メディカルレビュー社『Ｐｈａｒｍａ　Ｍｅｄｉａ』記事掲載のため）『双極性障害の臨床課題を考える』（講演） 栗田　征武

10/27 盛岡市医師会　禁煙フォーラムいわて２０１３『子どもたちに対する喫煙防止』（講演） 川合　厚子

10/30 白鷹町立西中学校　平成２５年度学校保健委員会「児童思春期の心の健康講演会」『児童思春期の心の健康』（講演） 成重　竜一郎

10/31 佐藤病院認知症疾患医療センター及び南陽市共催　認知症研修会『認知症の気づきについて-早期発見のヒント』（講演） 御供　正明

11/1
小国町健康福祉課主催　平成２５年度小国町自殺対策緊急対策事業『ゲートキーパー養成講座第４回』『悩む人に寄り添い支援するために大切なこ
と』（講演）

栗田　征武

11/7 山形市立鈴川小学校保健委員会『児童の心の健康に影響するテレビゲームやネットについて』（助言） 竹内　幸宏

11/9 白鷹町健康福祉課主催　平成２５年元気ニコニコ健康まつり『心の健康とうつ病予防について』（講演） 川合　厚子

11/13 高畠町立第二中学校　子どもの健康づくり連携事業研修会『中学生からのストレス・マネジメント』（講演） 成重　竜一郎

11/13 南陽市東置賜郡医師会主催　呼吸器疾患に関する勉強会『呼吸器感染症に対する抗菌薬の適正使用』（講演） 川合　厚子

11/13 大日本住友製薬㈱　社内研修会『ｄｅｆｉｃｉｔ症候群について』（講演） 鈴木　智崇

11/15 山形市第四中学校学校保健委員会『学校保健活動状況について』（助言） 竹内　幸宏

11/24 グラクソ・スミスクライン㈱主催　第２回双極性障害を考える会『気分安定薬の役割分担～ラモトリギンの位置づけ』（講演） 栗田　征武

11/28 山形県立荒砥高等学校「禁煙教室」『タバコの健康被害被害について学ぶ』（講演） 川合　厚子

11/28 山形市立千歳小学校研修会事例検討会（助言） 竹内　幸宏

12/1 グラクソ・スミスクライン㈱　東北双極性障害フォーラム『双極性うつ病における気分安定薬の使い分け』（講演） 栗田　征武

12/4 中山町精神科アドバイザー研修会『児童思春期におけるこころの問題の理解と対応』（講演） 成重　竜一郎

12/5 山形県立米沢女子短期大学　ＳＤ・ＦＤ研修会教職員対象『学生のメンタルヘルスについて』（講演） 御供　正明

12/11 高畠町教育センター学校養護部会視察研修会　『若宮病院における支援プログラム』（講演） 成重　竜一郎

12/14～15 東日本大震災長期支援のための国際遠隔連携シンポジウム「巨大惨禍への精神医学的介入」出版記念懇話会基調講演 計見　一雄

12/19 長井市福祉生活あんしん課主催　認知症講演会『認知症の予防とかかわり方について』（講演） 御供　正明

12/26 長井市福祉生活あんしん課主催　認知症講演会『認知症の予防とかかわり方について』（講演） 御供　正明

1/6 白鷹町健康福祉課主催　健康講座『喫煙の健康に対する影響，ＣＯＰＤについて』（講演） 川合　厚子

1/8 山形市立第十中学校第２学年特別支援ケース会議『特別な支援が必要な子の理解とその支援～ケーススタディを通して～」（講演） 成重　竜一郎

1/29 白鷹町総務課主催　職員のメンタルヘルス研修会『職員のメンタルヘルスについて』（講演） 栗田　征武

1/29 長井市立長井南中学校　学校保健委員会『現代思春期の特徴と関わり方』（講演） 成重　竜一郎

2/12 山形市立千歳小学校第２回学校保健委員会学校保健委員会（助言者） 竹内　幸宏

2/16 白鷹町鮎貝地区公民館認知症講演会『認知症の予防と早期発見について』（講演） 御供　正明

2/28 持田製薬㈱　レクサプロ発売２周年講演会『ＢＤＮＦとうつ病の関係について』（講演） 栗田　征武

2/17 置賜地区老人保健施設研修会『在宅復帰からみとりまで～理念と加算の整理性を求めて～』（講演） 阿部　ひろみ

2/17 東北パイオニア天童本社　安全衛生委員会『喫煙が及ぼす健康障害』（講演） 川合　厚子

2./17 山形大学付属小学校６年生対象防煙教室『防煙について』（講演） 川合　厚子

2/27 山形県作業療法士会　平成２５年度村山地区研修会『認知症の基礎知識』（講演） 山本　裕史

3/12 南陽市東置賜郡医師会学術講演会『成人窒息の治療と各薬剤特性について』（講演） 川合　厚子

3/12 米沢中央高等学校平成２５年度特別支援教室研修会『十代の若者が陥りやすい依存症について』『無気力な若者について』（講演） 成重　竜一郎

≪座長≫

6/28 第一三協㈱　第３１回置賜胸部疾患セミナー『治療やサポートに困難を感じる患者さんへの対応‐動機付け面接法の活用』 川合　厚子

7/24～27 第２４回全国介護老人保健施設大会石川ｉｎ金沢『全般的なケア』 阿部　ひろみ
3/11 ノバルティスファーマ㈱主催　第六回置賜生活習慣病シンポジウム『包括的リハビリテーションの取り組み』 川合　厚子

≪学会発表≫

6/15 日本精神科救急学会教育研修会久留米大会『力動精神医学回顧～ハルトマンの自我心理学とその限界～』 計見　一雄

通年 南陽市介護認定審査委員



7/18
第１０回日本うつ病学会総会『Ｅｓｃｉｔａｌｏｐｒａｍによるうつ病治療で血漿ＢＤＮＦは改善群では増加するが非改善群では変化しない-うつ病治療における
血漿ＢＤＮＦ測定の有効性（第３報）』

栗田　征武

8/31 第７７回東北心身医学会『うつ病の血漿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

10/13 第６７回東北精神神経学会総会『うつ病の治療で血漿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

10/26 第２５回東北アルコール関連問題研究会岩手大会『アルコール依存症について』 沼田　由紀夫

1/25 第１２８８回千葉医学会例会及び第３１回千葉精神科集談会『治療抵抗性統合失調症における重要因子としてのドパミン過感受性精神病』 鈴木　智崇

第２３回日本臨床精神神経薬理学会及び第４３回日本精神性薬理学会『Ｅｓｃｉｔａｌｏｐｒａｍによるうつ病治療で血漿ＢＤＮＦは改善群では増加するが非
改善群では変化しない-うつ病治療における血漿ＢＤＮＦ測定の有効性（第３報）』

栗田　征武

第２３回日本臨床精神神経薬理学会及び第４３回日本精神性薬理学会『認知症の周辺症状（ＢＰＳＤ）に対するリスペリドン、抑肝散、フルボキサミン
の異なる有効性-評価ブラインド、ランダマイズ研究からの検討-

武吉　健児

第２３回日本臨床精神神経薬理学会及び第４４回日本精神性薬理学会『口腔内乾燥に与える諸要因の検討』 笠原　佳子

10/3～5 第２１回日本精神科救急学会学術総会及び理事会『精神科急性期薬物療法を再考する』 計見　一雄

10/3～5 第２１回日本精神科救急学会学術総会『治療抵抗性統合失調症患者におけるドパミンD2受容体過感受性精神病とＤｅｆｉｃｉｔ症候群の疫学調査』 鈴木　智崇

10/4～5
第２１回日本精神科救急学会学術総会『すでに総人口減少と高齢化が始まっている当地域での精神科救急病棟開始による入院患者の疾患カテゴ
リーの動向について』

武吉　健児

12/14～15 東日本大震災長期支援のための国際遠隔連携シンポジウム　『我が国における災害精神医学研究の行方』 計見　一雄

≪学会・研修会参加・その他≫

4/24～26 第５４回日本神経病理学会総会学術研究会 御供　正明

5/15～10/2
毎週水曜

米沢市主催市民講座『手話講座入門』 大和　行男

御供　正明

鈴木　智崇

日向　正光

川合　厚子

栗田　征武

武吉　健児

6/1 第１回山形県てんかんの治療研究会 間藤　光一

6/6 平成２５年度「医療安全管理セミナー」 笠原　佳子

6/12 産業医研修会 高橋　光

6/14～15 日本精神科救急学会教育研修委員会 長谷川　朝穂

栗田　征武

武吉　健児

6/26 第５４回日本心身医学会総会学術講演会 栗田　征武

7/3 平成２５年度総会及び事例研究発表会 長谷川　朝穂

7/3 産業医研修会 高橋　光

長谷川　朝穂

竹内　幸宏

7/13～15 厚生労働省主催『第４５回産業医学講習会』 大和　行男
沼田　由紀夫
長谷川　朝穂

8/24 第４８回日本発達障害学会 御供　正明
8/27～30 第１１回摂食障害治療研修 大和　行男
8/27～31 平成２５年度精神保健判定医等養成研修会 間藤　光一

9/28 日本イーライリリー㈱主催『Ｌｉｌｙ　Ｎｅｕｒｏｓｃｉｅｎｃｅ学術講演会2013』 大和　行男
10/2 公立置賜総合病院医療連携登録医総会及び第２回置賜地区医療連携推進協議会 御供　正明

10/4～5 第２１回日本精神科救急学会学術総会及び理事会 長谷川　朝穂
10/9 第５１回山形県精神保健福祉大会 沼田　由紀夫

10/3～5 第４８回日本アルコール薬物医学会及び第２５回日本依存精神神経科学会 鈴木　庸史
10/8～12 第２１回日本消化器関連学会週間（ＪＤＤＷ２０１３） 高橋　光
10/9～ 米沢市主催市民講座『手話講座入門』 大和　行男
10/31 第３回専門医のための認知症ＳＫＩＬＬ　ＵＰ　講座 御供　正明
11/7 置賜地区社保講習会 笠原　佳子
11/18 ＡＤ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｍｅｅｔｉｎｇ　ｉｎ　TAKAHATA 御供　正明

11/21～22 平成２５年度「認知症に関する研修会（第２０回）」 間藤　光一
11/30 東北双極性障害フォーラム 大和　行男

12/8～12 のぞえ総合診療病院施設見学 鈴木　智崇
12/14 東日本大震災長期支援のための国際遠隔連携シンポジウム 長谷川　朝穂

12/20～22 第１回全国認知症疾患医療センターワークショップｉｎ熊本 御供　正明

沼田　由紀夫

間藤　光一

1/25 第６０回General Hospital Psychiatry 研究会 長谷川　朝穂

1/30 医療観察法鑑定入院者の審判カンファレンス 間藤　光一
長谷川　朝穂
山本　裕史

2/1 精神科救急に関する事例検討会 竹内　幸宏
2/12 心神喪失者等医療観察法関係研究協議会 長谷川　朝穂
2/26 精神科学校医研修会 竹内　幸宏
3/20 佐藤病院認知症疾患医療センター　第３回連絡協議会 御供　正明
3/22 第１４回ＡＯＩ循環器研究会 日向　正光

≪著書≫

日向　正光
計見　一雄

栗田　征武

≪資格取得≫
間藤　光一

5/23～25 第１０９回日本精神神経学会学術総会

5/26 平成２５年山形県臨床研修・後期研修病院ガイダンス

6/16 レジナビフェア2013　ｆｏｒ　ＲＥＳＩＤＥＮＴ　ｉｎ東京

7/13 精神保健指定医研修会（更新）

ＰＳＹＣＨＯＡＢＳＴＲＡＣＴ-Ｂｉｍｏｎｔｈｌｙ-2014№1,25-26,認知所の行動心理学的症候（ＢＰＳＤ）に対するリスペリドン，抑肝散，フルボキサミンの有効性と忍容性の検討
【論文】

10/24～26

巨大惨禍への精神医学的介入,弘文堂【共同監訳】
塀の中の患者様,祥伝社【著作】

8/3 山形県健康福祉部障がい福祉課主催『精神科救急に関する事例検討会』

2/1 厚生労働省主催『自殺未遂者ケア研修

精神保健判定医

1/12 第１５回精神保健指定医研修会


