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歴史の転換点としての障害者自立支援法訴訟からみた制度改革

巻

太田修平 239
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○【理事会企画】シンポジウム①Ⅰ−Ｇ２ 質疑討論

【３．障害者自立支援法を経た状況と今後への提言】
地域生活支援センターは障害者自立支援法でどう変わったか
～東京都の場合～

東
濵口

～かつて市町村保健師活動が活発であった農村部の現場から～
姉歯純子 287

356

本島直幸 360

さいたま市における社団法人やどかりの里の活動から

３．薬物依存症治療の現状
成瀬暢也 363
４．医療機関と回復施設の連携
坪倉洋一 365
５．病的ギャンブリング（いわゆるギャンブル依存症）の回復支援の
佐藤 拓 368
現状
○シンポジウム④Ⅱ−G６ 質疑討論
371

三石麻友美 293

「こころの健康政策構想会議」に期待したこと
野村忠良 296

●第53回総会（東京）・理事会企画シンポジウム③ⅡＡ８―１：
日本の精神保健医療福祉改革をどう進めるか
加藤真規子
１．当事者転換主義への転換に向けて
２．地域生活支援の現場から
寺田一郎
３．精神医療改革の方向性と施策の進め方
中島豊爾
４．精神医療サバイバーから
広田和子
５．障がい者制度改革推進会議の動向とフォーラムの開催

●一般演題⑧Ⅰ－Ｃ４：アディクション
１．一般精神科診療所における依存症ミーティング導入の試み

302

上野まどか・豊田秀雄・福田博文 372

303

２．病的ギャンブリング患者とその家族に寄り添って

304

～回復の過程から見えてきたこと～

305

小澤

温 307

澤

温 309

吉塚由美・白木正輝 374

３．依存が役に立つ関係 ～IPSに学んだYさんとの不思議な出会い～
田川慶子・磯田陽子 376

関口明彦 306

６．総合福祉部会における検討を踏まえて
７．こころの健康政策構想会議から
８．精神医療改革のための法改正作業と最終到達点

実 352

●シンポジウム④【アディクション】Ⅱ−Ｇ６：
アディクション医療と地域連携の現状～孤独からの開放とは～
垣渕洋一 358
１．アルコール依存症専門治療病棟の現状
２．アルコールリハビリテーション施設と専門医療機関の連携とは

淳 282

時代の波が変えた地域の今

～家族の立場から～

中川

貴宏 277

障害者自立支援法の足りない部分をどう補うか
～地域生活支援センターの活動から～

関口明彦 350

４．アルコール薬物関連障害における飲酒運転の調査
○一般演題⑧Ⅰ−C４ 質疑討論

伊藤哲寛 310
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天神雄也 379
381

病院・地域精神医学

●一般演題②Ⅰ－Ｃ１：チーム医療①
１．
『畳の上で死にたい』地域活動支援センター・ピアスタッフとの関
わりを中心とした退院促進委員会（たいいんくらぶ）の南埼玉病
院の試み（中間報告）
谷本和弘・今野正裕・山田貴子・吉田史恵・
松本浩二・鵜沼耕一・梅澤末記・佐々木英司 383

２．アウトリーチによる生活場面での作業療法の有効性
本田友美・奥村

毅・鈴木惠利子・阿部昌之・

會田佳代子・斎藤光子・本田教一・金子義宏 385

３．当病院における家族教室の展開
菅野美穂 387
４．さわ病院デイケアセンターでの利用者対応における危機管理
増子美佐・高

結花・志賀大輔・村上恵子・山下このみ・井上英治 389

○一般演題②Ⅰ−Ｃ１−１

質疑討論

392

53巻４号（2011年７月）

○一般演題③Ⅰ−Ｂ２

マリアグラツィア・ジャンニケッダ 419

２．【講演② 精神病院を閉鎖するには何が必要か】
欧州最大最古の精神病院を閉めた経験から ～病院から地域へ～

土川洋子 394

２．東京都八王子市における居宅生活安定化自立支援事業での取り組
み（Ⅱ） ～事業に医師が参加して～

トッマーゾ・ロザーヴィオ 422

３．【講演③ イタリア家族会の立場から】
イタリア家族会は精神保健改革の強力なエンジン

田中文人・中野るみ子・岡部恵子 395

３．Basic Documentation（BADO）を通してのソーシャルワーカーの
振り返り

優 399
402

樋田精一 445

扇谷恵美・小川順子・岩井一正・平川淳一 397

４．ある女性患者の退院支援に携わって
松垣

ジゼッラ・トリンカス 425

○コメンテーター/司会：大熊一夫（ジャーナリスト）
【学会だより】
430
第53回日本病院・地域精神医学会総会 総会議事
総会議事 議案書・資料
436
【浜田晋先生追悼】向き合い，より添い続けようとする浜田先生

荻生淳希・丸山貴恵・三枝さおり・平沼真子・

～関わりを通して本人の思いを考える～

質疑討論

●一般演題③Ⅰ－Ｂ２：薬物療法
１．チーム医療による退院支援から見えてきた意外な結末を迎える一例

【投稿募集】東日本大震災と精神保健・医療・福祉
（p. 334，345，357，371，382，391，403，414，435）

編集後記
佐藤朝子 447
理事会・評議員会・編集委員会名簿
付・投稿規定
付・2010年 病院・地域精神医学 総目次 第53巻（通巻179号～182号）

木内健雄 404

３．藤代健生病院における第二世代持効性注射剤の使用経験
渡

千恵 406

４．慢性期統合失調症患者に対する心理教育の試み
内山道子・小林秀史・吉岡小百合・今

410

【各地の会員から】
馬場克司 413
5 岩手県−医師不足のなかで
6 京都市−「こんなとき」だからこそ過激な言葉を 高木俊介 415
7 岡山市−こころの健康センター所長の一日
太田順一郎 417
【精従懇だより】
日本縦断トリエステ精神保健講演会（東京講演）講演録
（2010年11月16日）
マニコミオ（精神病院）をやめたイタリアから精神病院をやめられな
い日本へのメッセージ（北とぴあ・つつじホール）
１．【講演① 自由こそ治療だ！】
バザーリア法は世界で最も進んだ精神保健福祉法

●一般演題④Ⅰ－Ｃ２：チーム医療②
１．精神障害者自立支援に必要な介護技術の明確化の試み

○一般演題④Ⅰ−Ｃ２

質疑討論

（※一般演題③Ⅰ−Ｂ２の第２席は演者の都合により当日発表がありませんでした）

美知子・

加藤珠枝・木立和子・菅原典夫・田﨑博一 407
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