
  

  

平成 23年度事業報告書 
 
 

社団法人 熊本県精神科病院協会 

平成 23年度の事業を次のとおり行ったことを報告します。 

1. 会議 
総会 年間 2回（平成 23年 5月 31日・平成 24年 3月 26日） 
院長会 年間 6回（5/31、7/21、9/28、11/17、1/26、3/26） 
理事会（定例）          年間 12回（4/28、5/31、6/23、7/21、8/18、9/28、10/20、

11/17、12/15、1/26、2/23, 3/26） 
日精協熊本県支部総会  年間 1回（平成 23年 5月 31日） 

 
2. 委員会・部会活動等 

 
委員会名 開催回数 主な活動 
総務委員会   1回 ・熊精協法人運営の全般について 
学術委員会 12回 ・学術講演会の開催について 

地域医療委員会  12回 
・精神科２次救急医療輪番制委託事業について 
・精神障害者搬送委託事業について 
・精神科救急医療体制整備に関する検討 

福祉厚生委員会 1回 ・第 9回くませいフェスタの開催について 
編集広報委員会 ４回 ・「熊精協会誌」の発行について 

病院運営委員会 3回 ・全体会議・研修会の開催について 

公益法人化対策

委員会 5回 
・熊精協の公益法人認可取得について 

看護部会 5回 ・総会及び研修会の開催について 

栄養部会 2回 
・総会及び研修会の開催について 
 

コ・メディカル

部会 2回 
・総会及び研修会の開催について 
 

薬剤師部会 ２回 ・総会及び研修会の開催について 

 
 



  

３ 事業  
各委員会・部会での企画や意見等を踏まえ次の事業を実施した。 

（１）講演会・研修会 
① 講演会 
                             敬称略 

主催 演       題 講       師 開   催   日 
1 「統合失調症の神経炎

症仮説」 
九州大学大学院医学研究院

精神病態医学  
教授 神庭 重信 先生 

平成 23年 7月 21日 
 

2 「うつ病の認知行動料

法～一般外来での応用

～」 

広島大学大学院医歯薬学総

合研究科 創生医科学専攻 
講師 岡本 泰昌 先生 

平成 23年 9月 28日 
 

3 「自殺対策における医

療の可能性と限界」 
宮崎大学医学部 臨床神経

科学講座精神医学分野 
教授 石田 康 先生 

平成 23年 11月 17日

4 「老年期うつ病の疫

学、診断、治療」 
熊本大学大学院生命科学研

究部脳機能病態学分野（神経

精神科） 
教授 池田 学 先生 

平成 24年 1月 26日 
 

5 「統合失調症の精神病

理」 
東京藝術大学 保健管理セ

ンター 
准教授 内海 健 先生 

平成 24年 3月 26日 

後援 演       題 講       師 開   催   日 
6 「認知症の診断におけ

る症候学の重要性」 
熊本大学大学院生命科学研

究部脳機能病態学分野（神経

精神科） 
教授 池田 学 先生 

平成 23年 6月 23日 
レミニール学術講演

会 
ヤンセンファーマ㈱ 

7 「アミロイドカスケー

ド仮説の提唱、現状、

将来」 

同志社大学 生命医学学

部・医生命システム学科 
教授 井原 康 夫先生 

平成 23年 6月 30日 
リバスチグミン発売

記念講演会 
ノバルティスファー

マ㈱ 
8 「統合失調症の急性期

治療から社会復帰へ向

けた取り組み」～リカ

バリーへのアシスト－

薬物療法とチーム医療

を中心に～ 
 

明生病院 
看護師 井上 健一 先生 
薬剤師 阿部 裕子 先生 
医 師  趙 岳人 先生 

平成 23年 10月 6日 
第13回熊本AAP研究
会 
大日本住友製薬㈱、吉

富薬品㈱ 



  

9 「気分障害の極性診断

と薬物治療」 
 

徳島大学大学院ヘルスバイ

オサイエンス研究部 精神

医学分野 
教授 大森 哲朗先生 

平成 23年 11月 30日
ラミクタール錠適応

追加記念講演会 グ

ラクソスミスクライ

ン㈱ 
10 「子どもの行動療法の

論理と実際」－親訓練

を中心に－ 

帆秋病院 副院長 
大隈 紘子 先生 

平成 24年 2月 24日 
第 21 回熊本児童青年
期懇話会特別講演 

 
② 研修会 
看護部会研修会（第 56回・第 57回・第 58回） 

敬称略 
開 催 日 会   場 参加者 内          容 

平成 23年 6月 15日 
第 56回研修会 
 

火の国ハイ

ツ 
119名 総会（報告・計画） 

講演「精神科チーム医療とアウト

リーチ」 
講師 平成病院 理事長 
   藤本 敏雄先生 

平成 23年 7月 22日 火の国ハイ

ツ 
170名 講演Ⅰ「精神科での危機管理」 

講師 菊陽病院病棟師長 
宇野木 照代先生 

講演Ⅱ「認知症高齢者の看護」 
講師 菊池病院副看護師長 

宮崎 文恵先生 
講演Ⅲ「精神科医療の基礎知識」

講師 弓削病院院長 
   相澤 明憲先生 

平成 23年 11月 25日 
第 57回研修会 
 
 

火の国ハイ

ツ 
102名 講演「退院調整・地域移行・地域

定着～多職種・多機関連携

の実践を通して」 
講師 海星病院 看護部長 

金山 千夜子 先生  
平成 24年 3月 7日 
平成 23 年度地域うつ
病支援体制強化事業

「精神科医療関係者研

修会」 

ホテル日航

熊本 
176名 講演Ⅰ「うつ病の診断と治療」 

講師 久留米大学医学部精神 
神経内科 内野 俊郎先生 
講演Ⅱ「うつ病看護の基本」 
講師 不知火病院看護部長 
松尾富佐子先生 
 



  

平成 24年 3月 23日 
第 58回研修会 
病院運営委員会との合

同研修会 

火の国ハイ

ツ 
112名 講演「平成 22年度診療報酬改定

について」 
講師：たなか病院 
副院長 松本 善郎先生 

 
 

栄養部会研修会 
敬称略 

開 催 日 会 場   参加者 内          容 
平成 23年 8月 16日 ㈱ハウディ 

第一別館 
40名 1. 総会（報告・計画） 

2. 講義「これなら解る高齢者栄
養」  

 講師：北中城若松病院 
 吉田 貞夫 氏 
 

平成 24年 2月 20日 ㈱ハウディ 
第一別館 

43名 講義「日本人の食事摂取基準の精神科

での活用」 
講師：渡邉郁子先生（管理栄養士） 

 
 
コ・メディカル部会研修会（第 41回・第 42回） 

敬称略 
開  催  日 会 場  参加者 内  容 

平成 23年 7月 6日 
第 41回 

熊本 テ

ルサ 
88名 総会（報告・計画） 

講演「災害時の心理的ケア」 
講師：熊本県精神保健福祉センター

所長 中島 央 先生 
平成 23年 11月 29日 
第 42回 

熊本 テ

ルサ 
69名 講演「チーム医療を考える」～より

良いチーム医療を目指して～ 
講師：荒尾こころの郷病院  
院長王丸 道夫先生  
弓削病院 臨床心理士 
面高 有作氏 
くまもと心療病院 精神保健福

祉士 田中聡史氏 
菊陽病院 作業療法士 
中園 純子氏 

 
 
 



  

薬剤師部会研修会（第 19回・20回） 
敬称略 

開 催 日 会  場 参加者 内          容 
平成 23年 8月 27日 
第 19回 

国際交流

会館 
32名 講演「インヴェガ・コンサータ及び

リスパダールコンスタの開発

経緯」 
講師：ヤンセンファーマ㈱CNSサイ

エンス部マネージャー 
   若松 昭秀 先生 

平成 24年 3月 10日 
第 20回 

国際交流

会館 
26名 講演「エビリファイの開発及び薬

効・薬理と最新の話題」 
講師：大塚製薬㈱学術部 中枢領域

担当 北川 久 先生 
 
 
 
 
病院運営委員会研修会 

敬称略 
開 催 日 会 場  参加者 内          容 

平成 23年 4月 15日 火の国ハ

イツ 
74名 研修会：「人事考課を進める上での不

可欠な考課者訓練」 
講師：アステム価値創造部長  

黒木 昌明 氏 
平成 23年 10月 4日 熊本ホテ

ルキャッ

スル 

56名 
 

講演「医療法人（社団持分あり）か

ら持分なし法人移行の実務対

応」 
講師：税理士・公認会計士 
   松田 紘一郎 先生 

平成 24 年 3 月 23 日 
 
 

火の国ハ

イツ 
127名 研修会：「平成 24 年度診療報酬改定

について」  
講師：日精協 医療経済委員会委員 

調査分析部会長  
松本 善郎 先生 

 
（２）精神障害者リハビリ活動の促進 

①「第 9回くませいフェスタ」の開催 
• 期 日 平成 23年 6月 16日（木） 
• 開 場 パークドーム熊本 熊本市平山町 2792   



  

・  参加者 1521人（参加 43病院 患者 810名 職員 711名） 

 
• 成 績   １位 赤ブロック（宇城天草地域 10病院） 

    2位 青ブロック（県北地域８病院） 
   3位 緑ブロック（熊本市南地域８病院） 
   4位 黄ブロック（県南地域８病院） 

5位 白ブロック（熊本市北地域９病院） 
②作品展示 
・「第 49回熊本県精神保健福祉大会」における作品展示 
期日 平成 23年 10月 7日 
会場 熊本テルサ 

    ・「第 19回精神障害者作品展示（心の健康フェスタ）」における作品展示 
期日 平成 23年 11月 6日 
会場 熊本交通センターイベント広場 

 
（３）  機関紙「熊精協会誌」の発刊 

年 4回発刊した。 
（４）  熊本県精神科病院協同組合等への協力支援 

（１）熊本県精神科病院協同組合 
「あかねクリーン」に対する営業協力等 

（２）熊本県精神保健福祉協会の事業 
・熊本こころの電話への助成 
・熊本県精神保健福祉大会開催への協力支援 

（３）熊本県精神保健福祉センター 
精神保健福祉センター主催の研修会等への協力支援 

（５） 熊本県精神科医療連絡協議会の開催 
    熊本県の精神医療の在り方等について、県や関係医療機関と意見交換を行った。 
     開催期日 Ｈ23年 8月 25日  
４ 熊本県からの受託事業 

県からの委託を受け次の事業を実施した。 
（１）熊本県精神科２次救急医療事業 

・輪番病院の編成委託業務 
システムの円滑な稼動に努めた。 
・精神障害者搬送業務委託業務 
措置入院に係る搬送 9件の搬送を行った。 

（２）  精神障がい者地域移行支援事業 
① 実施圏域等 
熊本圏域   参加病院 4病院、対象者 5名  
御船圏域   参加病院 2病院、対象者 3名   



  

八代芦北圏域 参加病院 5病院、対象者 10名   
球磨圏域   参加病院 2病院、対象者 6名   
 

  ②研修会の実施 
（ア）・期日  平成 23年 9月 28日 

・会場  熊本県民交流会館「パレア」 
・参加者 98名 

         講演Ⅰ  「精神障害者地域移行支援事業とソーシャルワーク」 
講師  熊本学園大学社会福祉学部准教授 柳 政勝先生 

           講演Ⅱ 「精神障害者地域移行支援事業の実践は本当に出来たのか？」 
講師  桜が丘病院 精神保健福祉士   木村 良子 先生 

 
（イ）・期日  平成 24年 3月 28日 

・会場  熊本県民交流会館「パレア」 
・参加者 123名 

        ・講演   「地域移行支援のための相談支援と個別支援計画」 
・講師  社会福祉法人 南高愛隣会東京事務所  

所長 武田 牧子氏 
 

③ 全国研修会等への参加 
（ア）・研修名「精神障害者地域移行推進協議会企画委員研修会」への参加 

・主催 （社）支援の三角点設置研究会 
・期日  平成 24年 2月 2日～3日 
・会場  横浜市総合保健医療センター 
・参加者 自立支援員 1名・コーデネーター1名  

（イ）・研修名「これからの退院促進・地域定着支援をより効果的にする為の

実践セミナー」 
・主催 日本社会事業大学効果のあがる退院促進・地域定着支援プログラムのあ

り方研究会 
・期日  平成 23年 2月 10日 
・会場  TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター 
・参加者 自立支援員 6名 

 
（3）地域うつ病支援体制強化事業に係る精神科医療関係者研修会業務 

・熊精協、会員病院などの行う研修会の開催を支援致しました。 
熊精協看護部会、コ・メディカル部会、会員病院 26病院で研修会を 
実施しました。予算総額 7,900千円 
 

５ 後援 
  精神保健福祉関連機関の催事に対し、要請に応じて次の通り後援した。 



  

 催   事 主 催 団 体 開   催   日 
1 第 41回熊本県精神障

害者家族大会 
（社）熊本県精神障害

者福祉連合会 
平成 23年 10月 7日 
県立劇場演劇ホール 

2 第 18回ふれあいピッ
ク（平成 23年度地域
精神障害者スポレク

大会） 

熊本県障害者スポー

ツ・文化協会、（社）

熊本県精神障害者福

祉連合会 

平成 23年 10月 28日 
パークドーム熊本 

3 第 49回熊本県精神保
健福祉大会 

（社）熊本県精神保健

福祉協会、熊本県、熊

本県精神科病院協同

組合 

平成 23年 10月 7日 
熊本テルサ 

4 第 19回精神障害者作
品展 
（心の健康フェスタ） 

（社）熊本県精神保健

福祉協会 
平成 23年 11月 6日 
熊本市交通センター 
イベント広場 

5 第 11 回熊本アディク
ションフォーラム 

熊本アディクションフ

ォーラム実行委員会 
平成 23年 11月 27日 
火の君 総合文化センタ

ー 
6 第 5回熊本県医療・保

健・福祉連携学会 
熊本県医療・保健・福

祉団体協議会 
平成 24年 3月 20日 
崇城大学市民ホール 

 
６ 各関係機関との連携 

関係機関等の要請に応じ、委員会議・連絡会議等に出席し意見交換・情報交換・実

地審査等に赴き、連携強化を行った。 
(審査会等への出席) 
熊本県麻薬中毒審査会 
障害者自立支援法に係る審査会 
国民年金障害認定審査会 
(会議等への出席) 
熊本市児童虐待防止ネットワーク連絡会 
熊本県ＤＶ対策関係機関会議 
熊本県地域リハビリテーション支援センター運営委員会・協議会 
熊本県地域医療観察制度運営連絡協議会 
熊本県認知症疾患医療連携協議会 
(研修等への協力) 
熊本県介護支援専門員更新研修の講師派遣 
(医師等の推薦) 
こころの健康相談事業 
精神科医療と難病相談・支援センター連携事業 
熊本産業保健こころの健康アドバイザー事業 
心神喪失者等医療観察法に基づく精神保健判定医及び精神保健参与員 



  

(その他) 
医学部卒後研修の共通プログラム研修 
くまもと自殺予防医療サポートネットワーク事業 

 
７ 九精協・日精協及び関連機関の事業 

(ア) 九精協 
理事会（平成 23年 4月 22日・平成 23年 9月 16日・平成 23年 12月 9日） 
定期総会（平成 23年 12月 9日） 
九精協各県理事合同研修会        （86回：平成 23年 4月 22日熊本） 

（87回：平成 23年 9月 16日長崎） 
第 15回九精協各県事務局担当者連絡会議    （平成 23年 7月 29日佐賀） 
第 8回九精協看護部長等代表者会議       （平成 23年 6月 24日大分） 
第 57回九州精神保健学会・第 64回九州精神神経学会 

（平成 23年 10月 15日・16日福岡） 
(イ) 日精協 
総会・代議委員会・理事会・各委員会等に出席し、積極的に情報の収集と伝達 
あるいは支部の意見を取り纏めて具申し、精神科医療と福祉の向上に努めた。 
総 会                          年間 2回 
支部長会                         年間 2回 
理事会                          年間 8回 
代議員会                         年間 3回 
医療問題委員会                      年間 17回 
看護コ・メディカル部会                  年間 9回 
政策委員会                        年間 13回 
地域医療委員会                      年間 1回 
学術教育委員会通信教育特別部会               年間 4回 
新法人形態移行専門対応チーム               年間 10回 
将来ビジョン戦略会議                   年間 14回 
認知症専門医制度委員会                  年間 2回 
支部会員病院の永年勤続職員 20名の表彰伝達式を行った。 
平成 23年 11月 17日 ホテルニューオータニ熊本於 

 
８ 要望書の提出 
 なし 
 

９ 新入会会員・退会会員について 
（新入会会員） 
 なし 
（退会会員） 

   渡辺医院 渡辺健先生 （本人死亡）              


