
1

精神神経学雑誌第109巻総目次

　　　　　　　　　　　　第109巻　第1号　平成19年1月（2007年）

巻　頭　言
　学会の委員会について……………・…・・…・・……………・・……・…………・・………………・・……鹿島　晴雄…1

精神医学の潮流

　論文「妄想世界の二重構造性」への回顧………・…・……・…………・……・・………・・………・…内沼　幸雄…3

原　　　著
　SIDES（Structured　Interview　for　Disorders　of　Extreme　Stress）日本語版の標準化

　　　…・………・……鈴木　志帆，森田　展彰，白川　美也子，中島　聡美，菊池　安希子，中谷　陽ニ…9

第102回日本精神神経学会総会

シンポジウム　アスペルガー症候群とシゾイドパーソナリティー障害一臨床的

　あるいは生物学的視点から考える一……………………………………コーディネーター　鹿島　晴雄・・30

　臨床的複眼視に向けて・………………・………・…・……・・……………・…・………・………・・……・藤山　直樹…31

　重ね着症候群とスキソイドパーソナリティ障害一重ね着症候群の概念と

　　診断について　　………………衣笠　隆幸，池田　正国，世木田　久美，谷山　純子，菅川　明子…36

　アスペルガー症候群とシゾイドパーソナリテ身一障害との関連について

　　一児童精神科医としての見解一……・…・………………………・…・………・……・………川畑　友ニ…45

　アスペルガー症候群と統合失調症の脳画像所見と認知障害の

　　差異について・………………・…………・・……・…………・…・…・……・………加藤　元一郎，野崎　昭子…50

　アスペルガー障害のu一ルシャッハ・テストースキゾイド・統合失調症との鑑別　　…前田　貴記…55

シンポジウム子どもの精神医療の現状と今後の展望一専門医の養成を中心に

　（厚生労働科学研究柳澤班共催）一………………・……・……・……・…・・コーディネーター　吉田　敬子…56

　子どもの精神科専門機関の立場から…・・……………・………・・………・………齊藤　万比古，西田　寿美…58

　子どものこころ診療部における専門医の養成………………・…………………・…………・………原田　謙…66

　小児科における現状と今後の展望………………・……・・…………・……………・…………・…奥山　眞紀子…70

ランチタイム。プレナリーセッション

　滅びつつある人類の不安と精神医学一精神療法の時代性・文化性の意味一……………西園　昌久…76

専門医を目指す人の特別講座

　摂食障害の診断と治療………………・……・…・………・…………・・……・…・……・………・……・…舘　哲朗…81

地方会報告
　第46回中国・四国精神神経学会…・…・…………・・……………・…・……………・…・・…………・・……・………89

学会活動報告　学会活動日誌　……・……・………………………・………・…・……・…・…・…………・……………98

学会だより　関連学会案内…………・……・・…・………・……・……・…………・・……・…・………・……………100

編集だより　編集後記，次号予告…・・……………・…・・……………・………………・………………・…・……101

　　　　　　　　　　　　第109巻　第2号　平成19年2月（2007年）

巻　頭　言
　当事者との「共同」・………………・…・……………・・…………・…・…・……………・…・・……・…齋藤　利和…103



2

精神医学の潮流

　認知病の病態に関する研究遍歴……・…………・・…………・・……・…………・……・・…………三山　吉夫…105

原　　　　著

　わが国におけるMaternal　Filicideの現状と防止対策　　96例の分析から一

　…・・……………・…・………・……・……………・……………・………・……………………………田口　寿子…110

第102回日本精神神経学会総会

シンポジウム　「ひきこもり」と精神医療一Community　based　Mental　Health　Systemづくりの

　展望一………………・…・……・………・…・…………・…・…・…・……コーディネーター　伊藤　順一郎…128

　「ひきこもり」に必要な支援は何か…・……・………・・…………・……・…………・・……・……伊藤　順一郎…130

　精神障害者の「ひきこもり」に対する包括的地域生活支援………………・・…………・……高木　俊介…136

　ひきこもり克服支援への取り組み…・……・………・…・……・………・……………・・…・………秋田　敦子…140

シンポジウム　OCD関連障害をめぐって一とくにセロトニンの脳内作用との関連一

　　…・・……………・…・・……………・…………・……・・…・・……………・…コーディネーター　三國　雅彦…146

　強迫性障害（OCD）の概要・・………………・・………・………・…………・…・…・松永　寿人，切池　信夫…147

　機能的脳画像と認知機能評価によるOCDの病態解明一SSRIの効果をめぐって一
　　…・…・…………・……・…………・・……………………・………・……・…………中尾　智博，黒木　俊秀…152

　0CSD（obsessive－compulsive　spectrum　disorders）の臨床的意義とSSRI…………・…・・田島　治…158

　0CD関連障害に対するSSRIの効果一抗こだわり効果一………………・…・…・………渡辺義文…162

　強迫性障害（OCD）関連障害の脳内セロトニン神経機構一強迫性障害および摂食障害について一

　　・・………………・………・・………・……・…………・・……・…・………・・…・……………・…………蜂須　貢…163

教育講演
　性同一性障害の理解のために一ガイドラインを中心に一………・………・……………・…塚田　攻…173

ランチタイム・プレナリーセッション

　統合失調症の経過における治療者・患者間の最小限の情報交換……・・…………・…………中井　久夫…179

専門医を目指す人の特別講座

　アルツハイマー病の診断とその対応・…………・……・……・…・………・……・………・…・………朝田　隆…184

専門医制度委員会企画

　第10回統合失調症………・………・…・……・………・…・…・…………・……………………・…松岡洋夫…189

学会活動報告　学会活動日誌………・………・・……・………………………・……・…………・……・・……………195

編集だより　編集後記，次号予告…………・………………………・・………・……・…・・……・…………・……196

第109巻第3号平成19年3月（2007年）

巻　頭　言
　精神科医が増えてくれますように……………・・…・………・・………・・…・……………・…………森　隆夫…197

総　　　　説

　脳外傷の高次脳機能障害（神経心理学的障害）一精神科的問題がみられた症例をもとに一

　　……・・…………・…・・……………・……………・・…・……・………・…・……………・・…・…………先崎　章…199

臨床報告
　長期透析経過中に現れた妄想性障害の一例一身体と語りの収奪と復権要求一

　　………・…・……・……・……・……・……・・…………・……………大塚　公一郎，加藤　敏，山内　美奈…215

第102回日本精神神経学会総会

シンポジウム　労働者のメンタルヘルスの現状と課題………コーディネーター　荒井　稔，夏目　誠…228

　企業におけるメンタルヘルスー産業医の立場から一………・…・・……………………・…・廣　尚典…230



3

　労働者のメンタルヘルスに関して一精神科医療機関からの支援一…………………渡辺　洋一郎…236

　過重労働とメンタルヘルス対策一労働行政の動向も含めて一………………・………・・黒木　宣夫…241

　労働者のメンタルヘルスの現状と課題一今後のメンタルヘルス対策の在り方　　…………島　悟…247

シンポジウム　総合病院精神科および大学病院精神科の医療を考える

　・…………・……・…………・…・…・…・・……………・…・……・………・……コーディネーター　渡辺　義文…254

　地域精神医療における総合病院精神科の役割と課題…………・……・・…・…………・…・……小林　孝文…256

　総合病院精神科の現状をいかに打開するか　　基礎調査を踏まえて一………………藤原　修一郎…262

　大学精神科医療問題　　DPC導入を中心に

　　…・…………・…・……………・・…・………………三國　雅彦，鹿島　晴雄，小島　卓也，岡崎　祐士…269

　臨床における「研究に携わること」の重要性一研究を通じて身につく大事なこと一染矢　俊幸…275

教育講演
　精神疾患の脳画像の進歩…・…………・…・・………・………・………・…・………………………・笠井　清登…276

専門医を目指す人の特別講座

　精神科診療のための心理検査………・……・…・…・・……………・…・…………・…・…………深津　千賀子…282

会員の声
　世界精神医学会イスタンブール大会に参加して…上原　久美，館農　勝，高橋　英彦，杉浦　寛奈…288

地方会報告
　第47回中国・四国精神神経学会　………・………・・………・……・……………………・……………・・…・……291

学会活動報告

学会だより

編集だより

学会活動日誌……・………・…・…・・……………・・……………・…・…………・・……・……………299

関連学会案内……・…・………・……・…………・…………………・…………・…・…・……………300

編集後記，次号予告……・………・……………………・………・………・…………………・……301

　　　　　　　　　　　　第109巻第4号平成19年4月（2007年）

巻　頭　言
　精神科を取り巻く状況・…・……………・…・・……………・……………・…・…………………・…小島　卓也…303

総　　　　説

　統合失調症とビリルビン代謝障害・・………………・……・・…………・・…・……………・…………宮岡　剛…305

臨床報告
　精神科医療施設で診療する不登校・社会的ひきこもり

　　・……・…………・・………………・・…辻本　哲士，大門　一司，泉　和秀，澤井　真樹，岩重　達也…313

第102回日本精神神経学会総会

シンポジウム　うつ病と統合失調症の病前性格と発症脆弱性…………コーディネーター　岡崎　祐士…321

　うつ病の病前性格と発症脆弱性一行動遺伝学からの提案一…・…・……・…・…・……・……大野　裕…323

　感情障害の発症脆弱性……………・・…・…………三國　雅彦，福田　正人，池田　研二，井田　逸朗…328

　出生コホート研究による病前因子と統合失調症の発症

　　……・……・……・……西田　淳志，谷井　久志，西村　幸香，梶井　直美，井上　顕，岡崎　祐士…333

　脳形態画像による統合失調症の発症脆弱性

　　……・…・………・…………・……・・……鈴木　道雄，高橋　努，周　世昼，川暗　康弘，倉知　正佳…339

シンポジウム　電気けいれん療法の再評価（磁気刺激療法を含む）……コーディネーター　一瀬　邦弘…346

　電気けいれん療法治療ガイドライン策定作業の今後の方向性と課題………………………粟田　主一…348

　電気痙攣療法の新しい適応の可能性一疹痛緩和治療への応用一………………・…・・…土井　永史…354

　電気けいれん療法の歴史と現状・……………・…・………・………・・…………・…・…・…………本橋　伸高…361



4

　電気けいれん療法の再評価一精神科治療の全体の迅速性，均質性，社会復帰の促進の中で一

　　…・…・…………・・……・…………・・……………・…・・………・………・……………・・…・……………澤　温…365

　治療抵抗性うつ病に対する高頻度磁気刺激の治療効果一血中

　　カテコラミン及びBDNFの観点から一……・・…行正　徹，上田　展久，吉村　玲児，中村　純…373

　指定討論　電気けいれん療法の再評価（磁気刺激療法を含む）に対する指定討論

　　一その作用機序と有害事象　　……・…………・・………・…・……・………………………山口　成良…379

教育講演
　SSRIの功罪一新規抗うつ薬の光と影一………………・……………・…・・…・…………・…田島　治…381

専門医を目指す人の特別講座

　不安障害の診断と治療　　パニック障害，社会不安障害，強迫性障害一………………傳田　健三…389

専門医制度委員会企画

　第11回気分障害……………・…・………・……山脇成人，高橋輝道，今中章弘，木下亜紀子…398

地方会報告
　東京精神医学会第77回学術集会　……・………・…・・…………・……・………・・………・………・……・…・……403

学会活動報告

学会だより

編集だより

学会活動日誌…………・………………・………・・……・…………・・…・……………・……………407

関連学会案内…・・……………・・…・……………・…・………・……・……・・…………・……………409

編集後記，次号予告……・……・……・・……・…………・……・………・…・………・………・・……411

　　　　　　　　　　　　第109巻　第5号　平成19年5月（2007年）

巻　頭　言
　巨人の肩に乗って…・……・………・…・…………・…・・…………・……・・………………・・………神庭　重信…413

精神医学の潮流

　窃盗累犯の研究一意志欠如者の犯罪精神医学及び性格学への一寄与　　　……・………・…・福島　章…415

総　　　　説

　メチル水銀による大脳皮質損傷一水俣病を診断するために

　　……・………・…・……・………………・……………・浴野　成生，二宮　正，今村　桂子，諏佐　マリ…420

臨床報告
　離人感を伴う外傷体験反応である再犠牲化について　　アタッチメント理論の立場から一

　　…………・・……・・………・…………………………・…………・・……・……………将田　眞弓，加藤　敏…438

第102回日本精神神経学会総会

シンポジウム　精神科医療における情報開示のあり方について………コーディネーター　丹羽　真一…451

　精神病院情報の読み方II一はじめて精神科医療を利用する人に役立つ

　　情報公開とは一…・………………………………・………………………・・…………・・……中谷真樹…453

　精神科医療における病名告知……………・・…・…………・・……・………………増子　博文，丹羽　真一…459

　精神科医療における情報開示のあり方について：ユーザーへの聞き取り調査から………高島　真澄…463

　精神科病院と当事者はそれぞれ公開すべき情報をどう捉えているか一アンケート

　　調査結果の分析（第2報）一………・・……・…井上　新平，朝田　隆，中谷　真樹，黒田　研ニ…471

　個人情報保護法制下における精神科診療情報開示の視点……・・…………・…・……・………・佐藤　忠彦…476

教育講演
　精神科医療事故の法的諸問題・……………・…・・………………・・……・……・……・………………松岡　浩…483

専門医制度委員会企画

　第12回　精神科救急…………・……9…………・……・・………・…・……・…・……………………平田　豊明…488



5

地方会報告
　第165回東海精神神経学会……………・…………………・…・……………・・…・・…………・……・……………492

　第110回北海道精神神経学会…………………………………………………・…・・………・…・……・…………495

学会活動報告　学会活動日誌……………・…・…………………・…・・……………・・………・………・……………502

学会だより　関連学会案内，言ト報………………・…・…・……………………………・…・…・…………………504

編集だより　編集後記，次号予告………・・………・…・…・…………・…………・…・…・……・………・…・……505

　　　　　　　　　　　　第109巻　第6号　平成19年6月（2007年）

巻　頭　言
　精神科DPC導入検討に理解を　…・…・…………・………・…・……・…………・……・・…………清水　達夫…507

精神医学の潮流
　Wernicke－Korsakoff脳症をめぐって・………・………・・……・…………・………・・………・…小阪　憲司…509

原　　　　著

　「かのような」体験・言明の精神病理…・……………・………・・………・………・………・・……・岡　一太郎…516

第102回日本精神神経学会総会

シンポジウム　アルコール依存症治療の現状と将来の展望………………コーディネーター　樋口　進…534

　アルコール依存症治療の動向…・……・………・…………・…・…・……・・…………・……………齋藤　利和…536

　我が国におけるアルコール依存症の病態と治療の現状一全治療施設・悉皆調査の結果より一

　　・………………・・…………・・……・…・…・…………・…幸地　芳朗，福島　春子，洲脇　寛，加藤　元一郎，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松下　幸生，宮川　朋大，柾　岳文，樋口　進…541

　アルコール依存症の薬物療法

　　…………柾　岳文，樋口　進，洲脇　寛，加藤　元一郎，幸地　芳朗，松下　幸生，宮川　朋大…547

　断酒継続のための支援と社会復帰施設の利用に関する検討……・…………・松下　幸生，谷畑　健生，

　　　　　　　　　　藤田　さかえ，舘内　由枝，田所　溢　，水井　忠訓，尾崎　米厚，樋口　進…551

　アルコール依存症治療における認知行動療法の応用

　　…・・…………・割ll朋大，真栄里　仁，米田順一，赤石　怜，横山　顕，澤山　透，樋口　進…555

シンポジウム　境界性パーソナリティー障害治療のガイドライン作成をめぐって

　　……・・…………・…・・……………・………・…・……・………・………・・…コーディネーター　牛島　定信…560

　境界性パーソナリティー障害治療のガイドライン作成をめぐって：序論…………………牛島　定信…561

　境界性パーソナリティ障害の外来治療…・・………・…・…………………・………・・………・…・川谷　大治…566

　境界性パーソナリティ障害の薬物療法の標準化を目指して

　　………………・……・……………・……………平島　奈津子，岡島　由佳，衛藤　理砂，上島　国利…572

　境界性パーソナリティー障害の入院治療…・…・………・・…・・…小野　和哉，石黒　大輔，頴原　禎人，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　晃士，沖野　慎治，森　美加，黄　菊坤，中山　和彦…578

　指定討論　BPD外来治療一現実の外来機能に対応したガイドライン作成一…………市橋　秀夫…583

　　　　　　境界性パーソナリティ障害治療のガイドライン作成をめぐって……・・…………・鈴木　茂…585

教育講演
　精神科医のための精神分析一想像と想像カー・………・……・…・・……………・……………北山　修…592

　人格障害の診断と治療・………………・…・……………・・…・…………・…・……・……・……・・狩野　力八郎…598

専門医制度委員会企画

　第13回　向精神薬……・…………・・…・……………・………・…・……・……・………・…・………・上島　国利…604

地方会報告
　第100回近畿精神神経学会…・……・………・・…・………………………………・……………・…・・……………609



6

第24回信州精神神経学会…・…・…………・……………・…・・………・・………・……………・・…・……………619

学会活動報告　学会活動日誌………………・・…………………・…………………………・…・……・……………626

学会だより　関連学会案内…・……・…………………………・…・・……………・・…………・……・……………627

編集だより　編集後記，次号予告…・…・…………・……・・…………・……………・…・・…・………・……・……628

　　　　　　　　　　　　第109巻第7号平成19年7月（2007年）

巻　頭　言
　精神科医も足りない…………………………………・…・……………・・……・………・…………竹内　知夫…631

精神医学の潮流

　論文「自然災害と精神疾患」にっいて思う…・……・………・…・・……………・………………中根允文…633

原　　　　著

　性嗜好異常を伴う高機能広汎性発達障害一性犯罪と行動化抑止について一

　　・………………・・…上野　千穂，織田　裕行，井上　雅晴，有木　永子，枷場　美穂，木下　利彦…637

第102回日本精神神経学会総会

シンポジウム　認知症をめぐる今日的課題………・…一…・コーディネーター　前田　潔，武田　雅俊…654

　認知症高齢者へのケアマネジメントの現状と課題一BPSDに焦点をあてて一………白澤政和…656

　BPSDに対する抗精神病薬療法……………・…………………・…・……………・・…・……………工藤喬…657

　認知症への非薬物的介入一生活指導と心理社会学的治療・・………………・………………宇野　正威…664

　認知症患者の在宅介護とグループホーム………………・・…・……………・……・…・…………柴山　漠人…670

　認知症高齢者への在宅環境配慮一その特徴と有効性一……………・…・・児玉　桂子，大島　千帆…679

教育講演
　てんかんの行動変化と精神症状：病態，診断，治療…………・………………………・…・…松岡　洋夫…687

　器質力動論の現在一しなやかな病態把握と治療に向けて一………………・…………・…・加藤　敏…693

ランチタイム・プレナリーセッション

　脳と心の老い一認知症の行動・心理症状（BPSD）の薬物治療……………・・…・………稲永和豊…703

専門医制度委員会企画

　第14回　コンサルテーション・リエゾン精神医学………・………・…………・・……・……・…堀川　直史…709

地方会報告
　東京精神医学会第78回学術集会　…………・……・・…一…・………・……・・…………・・…・一…・…・…・……713

学会活動報告　学会活動日誌……・……・……・・……………・…・…・…………・…・……・…・………・……………718

編集だより　編集後記，次号予告…………・…・…・…………・・……・……・・…………・・…………・……・……721

　　　　　　　　　　　　第109巻第8号平成19年8月（2007年）

巻　頭　言
　精神医学のグローバル化と英文学術雑誌…・…・…………・・…・……………・……………・…・・武田

精神医学の潮流

　「躁とうつの内的連関について」・「両極的見地による躁うつ病の人間的類型学」

　　一躁うつ病の人間的理解の試み一………………・…・………・……・・………・…………森山

雅俊…723

公夫…725



7

臨床報告
　抗うつ薬によるactivation　syndromeの臨床的意義　　双極スペクトラム障害の観点から一

　　…………田中　輝明，井上　猛，鈴木　克治，北市　雄士，増井　拓哉，傳田　健三，小山　司…730

第103回日本精神神経学会総会

会長講演
　統合失調症の心理社会的治療の発展：患者中心か家族中心か・…・……………・……………井上　新平…743

シンポジウム　統合失調症におけるストレス脆弱性の様態……………コーディネーター　山脇　成人…749

　発病・再発および経過に関わるライフイベント…………・……・・…・……………・・…………中根允文…751

　精神病症状に対する脆弱性としてのプロソディ　（音声の韻律的特徴）受容の障害

　　…・・……………・………松本　和紀，伊藤　文晃，大室　則幸，桂　雅宏，今泉　修，松岡　洋夫…759

　統合失調症における脳形態の変化とストレス脆弱性………………鈴木　道雄，高橋　努，上原　隆，

　　　　　　　　　　　　　　　　　周　世呈，川崎　康弘，住吉　太幹，倉知　正佳，尾崎　紀夫…765

　脳由来神経栄養因子遺伝子多型とストレス脆弱性・・………………・・……………・…・…………功刀　浩…771

　統合失調症のストレス脆弱性の形成様態

　　………油井　邦雄，西嶋　康一，渡邉　孝一，小林　正義，池田　照，井上　裕之，小林　隆ニ…777

教育講演
　精神科臨床における遺伝カウンセリング……・……………………・………・………・・………・尾崎　紀夫…786

専門医制度委員会企画

　第15回　睡眠障害・………………・……………・・…・…………・・……・……・……大川　匡子，井上　雄一…797

地方会報告
　東京精神医学会第79回学術集会　・……………・…・……・…………・・……………・…・・………・………・・……804

学会活動報告　学会活動日誌……・・…………・…・……………・・………・・………・…・……・………・……………808

編集だより　編集後記，次号予告……………・・…・…・……・…………………………・…・…・…………・……809

　　　　　　　　　　　　第109巻第9号平成19年9月（2007年）

巻　頭　言
　ボロメオの輪……・…………・・……・・…………・………・……・…・………・・………・…………富田　三樹生…811

精神医学の潮流

　精神運動発作を再考する…・………・………………………・…………・………………・………・村崎　光邦…813

総　　　　説

　自殺予防の観点から見たうつ病の治療・………・………・……………・・…・・…………・……・…吉村　玲児…822

原　　　　著

　青年期ひきこもりケースの精神医学的背景について

　　…………・・……・……・…………・・……………近藤　直司，岩崎　弘子，小林　真理子，宮沢　久江…834

第103回日本精神神経学会総会

シンポジウム　うつ病の心因，内因，器質因…・…………・…・…………コーディネーター　大森　哲郎…844

　うつ病者の病前性格・・………………・……・………・…・…・…………・…・…………・…・…・……阿部　隆明…846

　ストレス反応性とうつ病発症感受性…・……・…………………………・………・……・…・………森信　繁…854

　うつ病を遺伝子から考える…………上野　修一，伊賀　純一，沼田　周助，宋　鴻偉，田吉　伸哉，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中滝　理仁，山内　健，大森　哲郎…859

　感情障害の器質因・………………・・…三國　雅彦，福田　正人，大嶋　明彦，高橋　啓介，酒井　勉，

　　　　　　　　　　　　　　　　熊野　大志，間島　竹彦，竹吉　秀記，井田　逸朗，池田　研ニ…864



8

教育講演
　分子イメージングによる精神科薬物療法のエビデンス……・・…………・…・…………・…・…須原哲也…869

専門医を目指す人の特別講座

　気分障害……・・…………・…………・……・…………………・一……・・………・……………・・…・…大野　裕…876

専門医制度委員会企画

　第16回法と精神医学…・……………・……・…・…………………………・・…・……………・一中谷陽ニ…882

地方会報告
　第101回近畿精神神経学会………・……・…・………・・………・…一・…………・……・……・……・……………887

学会活動報告　学会活動日誌………………・……・……………・…………・・……・…・………・……・………・・897

編集だより　編集後記，次号予告…………・・……・……………・・…・…・……・………・……………・…・・…・・899

　　　　　　　　　　　　第109巻　第10号　平成19年10月（2007年）

巻　頭　言
　精神科医と産業医の連携……・…………・…………・…・…・………・・………・……・………………中村　純…901

精神医学の潮流

　「正常成人脳波の再検討」………………・・……・…………・…・…………・…・………・・………・・越野　好文…903

資　　　　料

　広島県における精神療養病棟入院患者の障害程度区分による実態調査…石井　知行，津久江　一郎…908

会員の声
　12th　Paci丘c　Rim　College　of　Psychiatrists（PRCP：環太平洋精神医学会）Scientific　Meeting

　　およびMental　Health　Policy　Workshopに参加して…………………和気洋介，佐藤創一郎，

　　　　　　　　　　　　　　　　　橋本　直樹，加藤　隆弘，馬場　俊明，内田　直樹，澤田　健，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小泉　弥生，中川　敦夫，館農　勝，上原　久美…921

第103回日本精神神経学会総会

シンポジウム　精神科医療におけるこれからの情報公開…コーディネーター　黒田　研二，朝田　隆…925

　精神科病院における情報公開に対する姿勢について　　アンケート調査結果の分析から　　（第3報）

　　…………・…・…・………・………・・……高沢　彰，井上　新平，黒田　研二，中谷　真樹，朝田　隆…927

　精神科病院情報の読み方III一医療制度改革と精神科医療機関選択の仕方一…………中谷　真樹…935

　精神科医療における受診経路に関する調査報告…………・・……・・…・……………・…………高島　真澄…940

　情報公開と患者の権利擁護……・………・……………・…・・………・………・・………………・…由口　弘美…948

　精神科医療機関の情報公開　　「精神医療に係る患者の利用実態や機能等の評価及び

　　その結果の公開に関する研究」から一………………・………・……・…・・…・吉住　昭，瀬戸　秀文…949

シンポジウム　大学病院・総合病院における精神科医療の現状………コーディネーター　三國　雅彦…957

　地方の県立総合病院精神科の現状………・……・…・…・…・…………・…・………・……・………吉田　成良…958

　総合病院精神科の有用性と新たな活動領域の可能性一民間の大規模総合病院に

　　新たに病棟を立ち上げた経験を通して一………………・……・……・……・・…・……小石川　比良来…962

　横浜市立大学附属病院神経科の医療の現状一精神科救急基幹病院の立場から一

　　・・………………・……・……・……・…・…・…………・…………小田原　俊成，杉山　直也，平安　良雄…968

　地域において大学精神科が果たすべき機能・・………………・・……………………………・……・朝田　隆…976

教育講演
　精神保健福祉サービスにおける根拠に基づく実践（evidence－based　practice）と疫学方法論

　　…………・……・・……・…・……………………………………………・……・・…………・………三野　善央…981



9

学会活動報告　学会活動日誌・…・……………・………・……・…・……………・・…・……・…・……………………988

編集だより　編集後記，次号予告…・………・……・・……………・…・…・・……………・………・・………・……989

第109巻　第11号　平成19年11月（2007年）

巻　頭　言
　精神科医不足と精神科診療所………・……・…・……・・…………・…………・…・…・………………前田　潔…991

精神医学の潮流

　「硬い精神科救急（緊急鑑定）の実態と改革」　　診療形態の定量化による比較と分析　　西山　詮…993

総　　　　説

　精神科での身体拘束患者における深部静脈血栓症……………西尾　彰泰，後藤　太郎，植木　啓文…998

資　　　　料

　精神疾患に対する一般身体科医による病名の告知・説明と関連因子について一精神科受診経路に

関する多施設研究の結果から一………………ノJ・泉　弥生，藤澤　大介，橋本　直樹，大塚　耕太郎…1008

第103回日本精神神経学会総会

シンポジウム　精神科医としての専門性について考える一専門性を獲得する途にある

　若手精神科医の現場からの声一………………・…・・…コーディネーター　丹羽　真一，加藤　隆弘…1022

　精神療法（特に力動的精神医学）を学ぶ若手精神科医の立場から………・………・・………藤内　栄太…1024

　児童精神科医を目指す，一若手医師の立場から・………………・・………・・………・…………吉岡　知子…1029

　地域社会への働きかけを行っている若手精神科医の立場から……・…・………・…………鈴木　友理子…1033

　大学病院での精神科研修について一新制度で後期研修を始めた新しい精神科医第一号の

　　立場から一………………・…・・………………宮島　加耶，藤澤　大介，中川　敦夫，加藤　隆弘…1039

　専門性を獲得する途にある若手精神科医の現状と課題一精神科研修及び精神医療・精神医学に

　　関する意識調査一………………・・…・………加藤　隆弘，橋本　直樹，佐藤　玲子，小泉　弥生，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川　敦夫，藤澤　大介，上原　久美…1045

シンポジウム　新医師精神科臨床研修のアウトカム評価………コーディネーター　関　健，保坂　隆…1050

　精神科臨床研修の検証一日精協病院でのアンケート調査の結果から一…………………水木　泰…1052

　大学病院一般科で働く医師たちによる精神科研修評価……・…………・…・……・………・……・朝田　隆…1057

　初期研修医は精神科研修に何をもとめるか一七者懇卒後研修問題委員会による新医師卒後

　　臨床研修制度第一期修了者に対するアンケートより一・・……………・・…・……・………中嶋　義文…1061

　肥前精神医療センターにおける精神科臨床研修の成果と研修医の評価

　　……………一・・……・…・………・……………・…・・………………柾　岳文，吉住　昭，吉森　智香子…1067

　新医師精神科臨床研修のアウトカム評価一日本若手精神科医の会の多施設調査結果から一

　　……………・・…・…・・……………・佐藤　玲子，加藤　隆弘，末永　貴美，藤澤　大介，上原　久美…1072

地方会報告
　第55回山陰精神神経学会…・………・……・・……・…………・…・・……………・・………・………・・………・…・1082

学会活動報告

学会だより

編集だより

学会活動日誌　………・………・・…・…・…………・……・…・………・……・・…………・…………1087

関連学会案内　…………・・……・・……・…………・・…・……………・………・………・・…………1089

編集後記，次号予告　………………　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………1091



10

第109巻第12号平成19年12月（2007年）

巻　頭　言
　中越沖地震報告……・…………・……………・…・・……………………・……・………・…・……松田　ひろし…1093

精神医学の潮流

　「系統的脱感作法の適用についての一考察」とその後……………・・…・・…・……………・…山上　敏子…1095

原　　　　著

　鑑定人および裁判官の刑事責任能力判断に関わる要因の研究　　裁判所等を通して

　　実施した全国50事例の関係記録の分析より一………………・……・……・……・……・・大澤　達哉…1100

第103回日本精神神経学会総会

シンポジウム　摂食障害についての最近の話題…コーディネーター　切池　信夫，鈴木（堀田）眞理…1121

　摂食障害の治療ネットワークの構築について…………・……・…………・・……・・……………切池　信夫…1123

　摂食障害に先行する併存症の治療，社会不安障害を例に………永田　利彦，山田　恒，切池　信夫…1129

　産後メンタルヘルス援助事業来談者に見られる摂食障害　　長期経過の一つの実態一

　　…・………・……・……………・・…・…・………・……・・…・……………・・…………・……・西園　マーハ　文…1135

　欧米における摂食障害の治療システム……………・…・………・…・……・…・…………鈴木（堀田）眞理…1140

　摂食障害における地域リハビリテーションと実際・………………・・……・…………・………・…武田　綾…1146

教育講演
　パーソナリティ障害および病理的パーソナリティの診断，病理の理解と治療……………衣笠　隆幸…1151

専門医のための特別講座

　神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（摂食障害を含む）の疾患の概念と病態の理解

　　…………………………………………・…・………・……………・・…・…………溝部　宏二，中込　和幸…1157

地方会報告
　北海道精神神経学会第109回例会　…・…………・…・・……・…………・………・・………・・………………・・…1165

　東京精神医学会第80回学術集会…・…………・…・・……・…………・………………・……………・……・……1170

学会活動報告　学会活動日誌　………………・・…………………・…………・・……・……………………………1177

学会だより　関連学会案内　……・……・…　　　　　　　　　　　　　　　　　……………………・1178

編集だより　編集後記，次号予告　・…一　　　　　　　　　　　　　　　　　…………・…………1179



11

精神神経学雑誌第109巻著者名索引

赤石　怜……………555

秋田敦子……………140
朝田　隆184，471，925，

　　　　927，976，1057
阿部隆明・・…………・846

荒井　稔……………228

有木永子……………637
粟田主一・・…………・348

伊賀純一……………859

池田研ニ………328，864

池田　照……………777

池田正国……………36

石井知行……………908

石黒大輔……………578

泉　和秀……………313

井田逸朗………328，864

一 瀬邦弘……………346

市橋秀夫……………583
伊藤順一郎………128，130

伊藤文晃……………759

稲永和豊……………703

井上　顕……………333

井上新平…471，743，927

井上　猛……………730

井上裕之……………777

井上雅晴……………637

井上雄一……………797

今泉　修……………759

今中章弘……………398

今村桂子……………420

岩崎弘子……………834

岩重達也……………313

植木啓文……………998

上田展久……………373

上野修一……………859

上野千穂……………637

上原久美……288，921，

　　　　　1045，1072
上原　隆……………765

牛島定信………560，561

内田直樹……………921

内沼幸雄………………3

宇野正威……………664

浴野成生……………420

衛藤理砂……………572

頴原禎人……………578

大川匡子……………797
大澤達哉…・…・…・1100

大嶋明彦……………864

大島千帆……………679

大塚公一郎……………215

大塚耕太郎　…………1008

大野　裕……………323

大野　裕……………876

大室則幸……………759

大森哲郎………844，859

岡一太郎……………516
岡崎祐士…269，321，333

岡島由佳……………572

沖野慎治……………578
奥山眞紀子　……………70

尾崎米厚……………551
尾崎紀夫………765，　786

織田裕行……………637
小田原俊成……………968

小野和哉・……・・……578

笠井清登……………276
梶井直美・………・…・333

鹿島晴雄……1，30，269

桂　雅宏……………759
カロ藤　　　敏　・・。215，438，693

加藤隆弘……921，1022，

　　　1039，1045，1072
加藤元一郎　…50，541，547

上島国利………572，604

狩野力八郎……………598

川暗康弘………339，765

川谷大治……………566

川畑友ニ……………45
神庭重信……………413

菊池安希子………………9

北市雄士……………730

北山　修……………592

衣笠隆幸………36，1151

木下亜紀子……………398

木下利彦……………637

切池信夫……147，1121，

　　　　　1123，1129
工藤　喬……………657

功刀　浩……………771

熊野大志……………864

倉知正佳………339，765

黒木俊秀……・・…・…152

黒木宣夫……………241
黒田研ニ…471，925，927

小石川比良来…………962

小泉弥生921，1008，1045

黄　菊坤…・……・・…578

幸地芳朗………541，547

小阪憲司……………509

越野好文……………903

小島卓也………269，303

児玉桂子……………679

後藤太郎……………998

小林孝文……………256

小林正義……………777
小林真理子……………834

小林隆ニ……………777

小山　司……………730

近藤直司……………834

齋藤利和………103，536

齊藤万比古　……………58

酒井　勉……………864

佐藤創一郎……………921

佐藤忠彦……………476

佐藤玲子……1045，1072

澤　　温……………365

澤井真樹……………313

澤田　健……………921
澤山　透・・∵……・・…555

柴山漠人……………670

島　　悟……………247

清水達夫……………507

周　世呈………339，765

将田眞弓……………438
白川美也子………………9

白澤政和……………656

末永貴美…………1072
杉浦寛奈……………288

杉山直也……………968

菅川明子……………36
諏佐マリ……………420

鈴木克治……………730

鈴木　茂……………585

鈴木志帆………………9
鈴木（堀田）眞理

。・…
　。・。・・・・・・・…　。。。1121，1140

鈴木道雄………339，765

鈴木友理子　…………1033

須原哲也……………869

住吉太幹……………765

洲脇　寛………541，547

関健…………1050
世木田久美　……………36

瀬戸秀文……………949

先崎　章……………199

宋　鴻偉……………859

染矢俊幸……………275

大門一司……………313

高木俊介……………136

高沢　彰……………927

高島真澄………463，940

高橋啓介……………864

高橋　努………339，765

高橋輝道……………398
高橋英彦…・……・…・288
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田口寿子……………110

竹内知夫……………631

武田　綾…………1146
武田雅俊………654，723

竹吉秀記……………864

田島　治………158，381

舘　哲朗……………81
舘内由枝……………551
館農　勝…………288，921

田所溢　……………551

田中輝明……………730

谷井久志……………333

谷畑健生……………551

谷山純子……………36
田吉伸哉……………859

塚田　攻……………173
津久江一郎……………908

辻本哲士……………313

傳田健三………389，730

土井永史……………354
富田三樹生……………811

中井久夫……………179

中尾智博……………152

中川敦夫921，1039，1045

中込和幸…………1157
中島聡美………………9

中嶋義文…………1061
中滝理仁……………859

永田利彦…………1129
中谷真樹……453，471，

　　　　　　927，935

中谷陽ニ…………9，882

中根允文………633，751

中村晃士……………578

中村　純………373，901

中山和彦……………578

夏目　誠……………228

西尾彰泰……………998

西嶋康一……………777
西園マーハ文　………1135

西園昌久……………76
西田淳志……………333

西田寿美……………58
西村幸香……………333

西山　詮……………993

二宮　正……………420

丹羽真一451，459，1022

沼田周助……………859

野崎昭子……………50
枷場美穂……………637
橋本直樹921，1008，1045

蜂須　貢……………163

馬場俊明……………921

原田　謙……………66
樋口　進……534，541，

　　　　　547，551，555

平島奈津子……………572

平田豊明……………488

廣　尚典……………230
深津千賀子……………282

福島　章……………415

福島春子……………541

福田正人………328，864

藤内栄太…………1024
藤澤大介…1008，1039，

　　　　　1045，1072
藤田さかえ……………551

藤山直樹……………31
藤原修一郎……………262

平安良雄……………968

保坂　隆…………1050
堀川直史……………709
真栄里　仁……………555

前田　潔………654，　991

前田貴記……………55
間島竹彦……………864

増井拓哉……………730

増子博文……………459
松岡洋夫…189，687，759

松岡　浩……………483
松下幸生…541，547，551

松田ひろし　…………1093

松永寿人……………147

松本和紀……………759

三國雅彦……146，269，

　　　　　328，864，957

水井忠訓……………551

水木　泰…………1052

溝部宏ニ…………1157
三野善央……………981

三山吉夫……………105

宮岡　剛……………305
宮川朋大…541，547，555

宮沢久江……………834

宮島加耶…………1039
村崎光邦……………813

本橋伸高……………361

森隆夫……………197
森田展彰………………9

森信　繁……………854
森　美加・・…・………578

森山公夫……………725

山内　健……………859

山内美奈……………215

山上敏子…………1095

山口成良……………379

山口弘美……………948

山田恒…………1129
山脇成人………398，749

油井邦雄……………777

行正　徹……………373

柾岳文541，547，1067
横山　顕・…………・・555

吉岡知子…………1029
吉住　昭……949，1067

吉田敬子……………56
吉田成良……………958

吉村玲児………373，823

吉森智香子　…………1067

米田順一……………555

和気洋介……………921

渡邉孝一……………777
渡辺洋一郎……………236

渡辺義文………162，254
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第109巻編集委員

1号～11号武田雅俊（委員長），鹿島晴雄（副委員長），中村　純（副委員長），池田　学，池淵恵美，伊藤千裕，

　　　　　加藤　敏，加藤元一郎，木下利彦，金　吉晴，久住一郎，篠崎和弘，鈴木國文，仙波純一，谷井久志，

　　　　　中山　宏，忽滑谷和孝，堀口　淳，水上勝義，山田茂人

12号 武田雅俊（委員長），鹿島晴雄（副委員長），中村　純（副委員長），池田　学，池淵恵美，伊藤千裕，

加藤　敏，加藤元一郎，木下利彦，金　吉晴，久住一郎，齊藤卓弥，仙波純一，谷井久志，津田　均，

中山　宏，忽滑谷和孝，堀口　淳，水上勝i義，山田茂人
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