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「栄養や腸内フローラと精神疾患〜特にうつ病との関連について〜」
功刀
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これからの震災〜大災害対策を考える〜
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丸野 陽一（医療法人山陽会 丸野クリニック）

「原発事故後の６年を振り返って」 緒方 慎一（おがたメンタルクリニック）
「熊本地震における精神保健医療支援〜課題と対策」 矢田部 裕介（熊本こころのケアセンター）

ワークショップ 5
精神保健福祉士が働きやすい環境とは何か
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座長：高野 知樹（医療法人社団弘冨会 神田東クリニック／ MPS センター）

「職域 PSW の働きやすい職場とは」
佐藤 恵美（医療法人社団弘冨会 神田東クリニック／ MPS センター）

「精神保健福祉士の専門性から考える働きやすさ」
田村 綾子（聖学院大学 人間福祉学部 人間福祉学科）
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最近の障害年金制度を熟知する
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「最近の障害年金制度を熟知する」 澤口 陽介（元 厚生労働省年金局 事業管理課給付事業室）
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ワークショップ 7
依存症治療における社会資源活用と求められる精神科医療の役割
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司会：海老澤 佐知江（アルバ・メンタルクリニック）
ファシリテーター：伊波 真理雄（雷門メンタルクリニック）

「治療共同体との連携による薬物依存事例への医療的支援」
伊波 真理雄（雷門メンタルクリニック）

「ギャンブリング障害における借金の取り扱いについて」
稲村

厚（認定 NPO 法人ワンデーサポート 稲村司法書士事務所）

「ギャンブリング問題の支援から学んだ「その人理解」と「生活づくり」
」
高澤 和彦（浦和まはろ相談室）

「買い物依存症者本人・リカバリーカウンセラーとしての体験談と
回復における相互支援グループ及び 12 ステッププログラムの重要性」
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司会：塩入 祐世（塩入医院）
石井 一平（石井メンタルクリニック）

①パリペリドンパルミチン酸エステル（ゼプリオン ）の
長期使用に関する特定使用成績調査結果報告
若松 昭秀（ヤンセンファーマ株式会社）

②気圧性疼痛（頭痛・関節痛・腰痛等）に対するフルボキサミンの効果〜一揆鎮圧，島原の治〜
川口 哲（島原こころのクリニック）

③精神科診療所で行う食養教室の３年間実践の効果と展望
古山 友香（あしかりクリニック）

④当院での発達障害（ADHD・ASD）の診断と治療の工夫
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大塚 明彦（大塚クリニック）

⑤新しいうつ病評価尺度（Ji テスト）の開発〜ストレスチェック制度への実用性について〜
伊藤 英樹（医療法人千樹会伊藤クリニック / 医療法人国際心身医学研究所）

⑥沖縄県における精神障害の労災補償の現状をふまえた診療とストレスチェック制度を活かした
メンタルヘルス対策の課題
山本 和儀（山本クリニック /EAP 産業ストレス研究所）
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