
   近畿心療内科診療所研究会 
 

第１回  

  開催日時 ： 平成１８年６月２４日（土）１９：００～    世話人：橋爪 誠 先生 

  開催場所 ： 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 

  製品説明 ： 消化管運動機能改善薬「ガスモチン錠」 

  講演：「心療内科開業のコツ」            黒川内科 院長 黒川 順夫 先生 

 

第２回  

  開催日時 ： 平成１８年１１月１８日（土）１９：００～    世話人：藤田 光恵 先生 

  開催場所 ： ホテルグランヴィア大阪  ２１F 楓の間 

  製品説明 ：  統合失調症治療薬「ルーラン錠」 

  講演：「非定型抗精神病薬の非定型的使用法について」 高木神経科医院 濱恒 誠司 先生 

 

第３回  

  開催日時 ： 平成１９年７月７日（土）１９：００～    世話人：竹林 直紀 先生 

  開催場所 ： ホテルグランヴィア大阪  ２１F 蘭の間 

  製品説明 ：  セロトニン作動性抗不安薬「セディール錠」 

  講演：「日常診療で使えるバイオフィールドバックとリラクセーション法  

～第三世代認知行動療法としてのマインドフルネスアプローチの実際～」 

ナチュラル心療内科クリニック 院長 竹林 直紀 先生 

 

第４回  

  開催日時 ： 平成２０年１月１２日（土）１８：３０～    世話人：町田英世 先生 

  開催場所 ： ホテルグランヴィア大阪  ２１F 蘭の間 

  製品説明 ：  セロトニン作動性抗不安薬「セディール錠」 

  講演：「不安、抑うつと妄想・幻覚（幻聴)について ～神経生物学的観点から～」 

医療法人中嶋医院 院長 中嶋 照夫 先生 

 

第５回  平成２０年７月１２日（土）１８：３０～  世話人：竹川 隆 先生 

  開催場所 ： ホテルグランヴィア大阪  ２１F 蘭の間 

  製品説明 ：  セロトニン作動性抗不安薬「セディール錠」 

  講演Ⅰ「クリニックにおけるアロマテラピーの実践」 

               竹川内科クリニック 認定心理士 AEAJ 竹川 まほみ 先生  

  講演Ⅱ「医療制度の方向性について」 

        大日本住友製薬株式会社  営業企画部 医療行政調査グループ 吉岡 雅彦 

 

第６回 平成２１年１月２４日（土）１８：３０～  世話人：高橋 進 先生 

開催場所 ： ホテルグランヴィア大阪  ２１F 蘭の間 

製品説明 ：長時間作用型 ＡＲＢ「アバプロ錠」 

講演 「発達障害の理解と治療 －臨床に求められる発達的視点－」 

医療法人 博友会 まるいクリニック 定本 ゆきこ 先生 



第７回 平成２１年７月１８日（土）１８：３０～  世話人：中井義勝 先生 

開催場所 ： ホテルグランヴィア大阪  ２１F 蘭の間 

製品説明 ：セロトニン作動性抗不安薬「セディール錠」 

講演 「うつ病のかたの復職プログラム～復職トレーニングデイケアでの実践～」 

医療法人栄仁会 宇治おうばく病院 

復職トレーニング専門デイケア「バックアップセンター・きょうと」 

臨床心理士     片桐 陽子 先生 

 

第８回 平成２２年１月２３日（土）１８：３０～  世話人：橋爪 誠 先生 

開催場所 ： ホテルグランヴィア大阪  ２１F 蘭の間 

製品説明 ：抗精神病薬「ロナセン錠」 

講演 「うつ病、神経症性障害、認知症に対する向精神薬の使用」 

渚クリニック 院長 笹 征史 先生 

（広島大学名誉教授） 

 

第９回 平成２２年７月３日（土）１８：３０～   世話人：藤田 光恵 先生 

開催場所 ： 大阪新阪急ホテル ２F 雪の間 

製品説明 ：セロトニン作動性抗不安薬「セディール錠」 

講演 「双極性混合状態における不安・焦燥感対策の重要性 

－Lithiumに Tandospirone を併用し効果がみられた 34症例の検討－」 

           関西医科大学 精神神経科学教室 助教 片上哲也 先生 

 

第１０回 平成２３年４月１６日（土）１８：００～   世話人：町田 英世 先生 

開催場所 ： ホテル阪急インターナショナル ４F 月華 

製品説明 ：抗精神病薬の最近の話題 

講演 「連携・多様性・語り」 

愛知県がんセンター中央病院 緩和ケア部精神腫瘍診療科 医長 小森 康永 先生 

  パネルディスカッション 

関西医科大学 心療内科学講座              教授   福永 幹彦 先生 

愛知県がんセンター中央病院 緩和ケア部精神腫瘍診療科 医長 小森 康永 先生 

 

第１１回 平成２３年１０月２９日（土）１８：３０～   世話人：竹林 直紀 先生 

開催場所 ： ホテルグランヴィア大阪 ２１F 蘭の間 

製品説明 ：抗精神病薬の最近の話題 

講演 「血糖調節障害と精神疾患の関係 ～血液検査データから不定愁訴の原因を知る～」 

新宿溝口クリニック 院長 溝口 徹 先生 

 

 

 



第１２回 平成２４年１月２８日（土）１８：３０～   世話人：竹川 隆 先生 

開催場所 ： ホテルグランヴィア大阪 ２１F 蘭の間 

製品説明 ：抗精神病薬の最近の話題 

講演 「妊婦とくすり －妊婦に安心して薬を処方するコツ－」 

奈良県立医科大学 産婦人科学教室 教授 小林 浩 先生 

 

第１３回 平成２４年７月７日（土）１８：３０～   世話人：高橋 進 先生 

開催場所 ： ホテルグランヴィア大阪 ２１F 蘭の間 

製品説明 ：選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）パキシル CR錠 

講演 「吃音と社交不安障害のエビデンス」 

九州大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 菊池 良和 先生 

 

第１４回 平成２５年１月２６日（土）１８：３０～  世話人：橋爪 誠先生 

開催場所 ： ホテルグランヴィア大阪 ２１F 蘭の間 

製品説明 ： セロトニン作動性抗不安薬 セディール錠 

講演 「統合失調症と躁うつ病、再発性のうつ病は同じ病気？ 

          －スペクトラムか違う病気か、それとも・・・－」 

                 大阪医科大学 神経精神医学教室 

                 大阪精神医学研究所 新阿武山病院 菊山 裕貴 先生 

 

第１５回 平成２５年７月６日（土）１８：３０～  世話人：藤田 光恵先生 

開催場所 ： ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪 ５F ガーデンルーム 

製品説明 ： セロトニン作動性抗不安薬 セディール錠 

講演 「マインドフルネス認知行動療法 

          －効果機序の理解とマインドフルネス実習の体験－」 

                早稲田大学文学部 心理学コース 教授  越川 房子先生 

 

第１６回 平成２６年２月１日（土）１８：３０～   世話人：竹林 直紀 先生 

開催場所 ： ホテルグランヴィア大阪 ２１F 蘭の間 

製品説明 ： セディールと不安障害に対する最近の話題 

講演 「心身医学的な血液検査データの読み方 ～身体情報から心理状態を推理する～」 

新宿溝口クリニック 院長 溝口 徹 先生 

 

第１７回 平成２６年７月５日（土）１８：３０～  世話人：町田 英世 先生 

開催場所 ： ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪 ４F 末広の間 

製品説明 ： セロトニン作動性抗不安薬 セディール錠 

講演 「統合失調症をはじめとする精神障害者のある方のための就労支援サービスについて 

                           ～事例を通じて社会資源を学ぶ～」 

            株式会社 LITALICO 就労移行支援事業所ウイングル大阪枚方センター 

                             精神保健福祉士 和泉 亮先生 

 

 

 



第１８回 平成２７年１月３１日（土）１８：３０～  世話人：橋爪 誠 先生 

開催場所 ： 大阪キャッスルホテル ６階 

製品説明 ： レクサプロの最新の話題 

講演 『 外来における内分泌・代謝疾患診療のコツ  ～心身医療も含めて～ 』 

                    茨木市保健医療センター 所長 深尾 篤嗣 先生 

 

 

第１９回 平成２７年７月２５日（土）１９：００～  世話人：中西 善久 先生 

開催場所 ： 大阪大学中之島センター 10階 

製品説明 ： レクサプロの最新の話題 

講演 『 成人期 ＡＳＤの臨床と病理 』 

                    東京藝術大学保健管理センター 教授 内海 健 先生 

 

 

第２０回 平成２８年１月２３日（土）１８：３０～  世話人：竹川 隆 先生 

  開催場所 ： ホテルグランヴィア大阪 20階  

製品説明 ： レクサプロの最新の話題 

講演 【テーマ】 精神科医としての診方 

    演題 1:「気分障害について」   18:40～19:10 

         中西心療内科・内科医院 院長 中西 善久 先生 

    演題 2:「統合失調症について」  19:10～19:40 

         神戸大学大学院医学研究科 精神医学分野 助教  笹田 徹 先生 

    演題 3:「発達障害について」  19:40～20:10 

        三国丘病院 院長 河口 剛 先生 

 

 

第２１回 平成２８年７月９日（土）１８：３０～ 世話人：高橋 進 先生 

  開催場所 ： ホテルモントレ大阪 6階 

  製品説明 ： レクサプロの最新の話題 

  演題  『どもる子どものレジリエンスを育てる』 

                    日本吃音臨床研究会 代表 伊藤伸二 先生 

 

 

第２２回 平成２９年１月２８日（土）１８：３０～ 世話人：藤田 光恵 先生 

  開催場所 ： TKPガーデンシティ京都 7階 

  製品説明 ： オレキシン受容体拮抗薬 ベルソムラ錠 

  特別講演  『めまい患者への心身医学的アプローチ』 

             独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 

臨床研究センター 平衡覚障害研究室 室長 五島 史行  先生 

  症例検討  『慢性めまい症の治療難渋例』  症例提示     藤田 光恵 先生 

                        コメンテーター  五島 史行 先生 

 

 

第２３回 平成２９年７月８日（土）１８：３０～ 世話人：竹林 直紀 先生 



  開催場所 ： ハートンホテル北梅田 １階 

  製品説明 ： 脳活バランサーCloud 

  特別講演  『ニューロフィードバックの基礎と臨床』 

     こいでクリニック院長  小出 誠司  先生 

  

 

第２４回 平成３０年１月２７日（土）１８：３０～ 世話人：町田 英世 先生 

  開催場所 ： ホテルモントレ大阪６F 

  製品説明 ： レクサプロの最近の話題 

  特別講演  『抗てんかん薬と精神症状』 

                    やまもとクリニック   山本 忍 先生 

 

 

第２５回 平成３０年７月７日（土）        世話人：橋爪 誠 先生   

  開催場所 ： ホテルモントレ大阪６F 

  製品説明 ： ルパフィン錠 10㎎の話題 

演題  『患者教育は何を変えるか？：アトピー性皮膚炎患者教育 10 年間の取組みと成果』  

大阪はびきの医療センター皮膚科主任部長 片岡 葉子  先生 

 

 

第２６回 平成３１年１月２６日（土）        世話人：中西 善久 先生   

  開催場所 ： 大阪大学中之島センター ５階 

演題  『医学的に説明困難な身体症状や機能性身体症候群とトラウマ』 

甲南大学文学部人間科学科  福井 義一  先生 

 


