
ホテル外のレストランへ食事にお出でになるのはかなり距離がございますので、
皆様ぜひとも懇親会へご参加いただき、美味しいウェスティンホテル淡路の食
事と人形浄瑠璃をお楽しみください。
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〒541-0058　大阪市中央区南久宝寺町3-1-8 MPR本町ビル9階
TEL：06-6252-5049（平日9：30～17：30）  FAX：06-7657-8412
E-mail：japc24@west.jtb.jp/japc24@jtb.com

公益社団法人日本精神神経科診療所協会
兵庫県精神神経科診療所協会
四国精神神経科診療所協会

謹啓　時下、皆様方におかれましては益 ご々清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、このたび、日本精神神経科診療所協会平成30年度定時総会第24回（通算45回）学術研究会を淡路夢舞台
国際会議場で開催させていただくこととなりました。
ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようご案内申し上げます。     謹白

公益社団法人
日本精神神経科診療所協会
公益社団法人
日本精神神経科診療所協会

2018年6月23日（土）・24日（日）
兵庫県立

淡路夢舞台国際会議場会場

千郷 雅史
兵庫県精神神経科診療所協会 会長・
あしたクリニック 院長

大会長 三野 　進
四国精神神経科診療所協会 会長・
みのクリニック 院長

副会長 淺野 達藏
日本精神神経科診療所協会 理事・
兵庫県精神神経科診療所協会　顧問・
浅野神経内科クリニック 院長長

実行
委員長

〒656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1番地

会期

■参加登録費
参加区分

医師（会員）※

医師（会員外）

その他※

事前登録

11,000円

15,000円

  3,000円

当日登録

16,000円
18,000円

  6,000円

当日日割

設定なし

10,000円

4,000円
※会　員：日本精神神経科診療所協会会員
※その他：メディカルスタッフ／学生（研修医除く）／行政関係者／学校関係者

■懇親会参加費
参加区分
医　師

（会員・会員外）

その他

事前登録

9,000円

7,000円

当日登録

12,000円

10,000円

場所：ウェスティンホテル淡路 1F 大宴会場「ステラ」
日時：2018年6月23日（土） 19：00 ～ 21：00（予定）

懇親会参加には学術研究会への参加登録が必須となります。

日本精神神経学会専門医ポイント（B群）
〈対象セッション〉 大会1日目、2日目の全セッション
日本医師会認定産業医制度産業医学研修会

〈対象セッション〉 大会2日目：シンポジウム8
 『精神的不調を抱えて働く人への関わり方をめぐって』

運営
事務局

主催

事前参加登録期間：
演 題 登 録 期 間：
宿泊予約受付期間：

2018年3月15日（木）～2018年4月30日（月・祝）
2018年3月15日（木）～2018年4月14日（土）
2018年2月23日（金）～2018年5月31日（木）

平成30年度定時総会　第24回（通算45回）学術研究会平成30年度定時総会　第24回（通算45回）学術研究会

※詳細は本会ホームページにてご確認ください（http://www.jtbw-mice.com/japc24/）

公益社団法人日本精神神経科診療所協会
会員各位
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本会では、現在、以下の単位の申請を予定しております。単位について

■ご宿泊のご案内 
ウェスティンホテル淡路 6/22（金） 6/23（土） 6/24（日）

ダブルルーム
or

ツインルーム

1 名利用

2 名利用

13,500円

8,640円

17,280円

12,420円

13,500円

8,640円

シーサイドホテル舞子ビラ神戸 6/22（金） 6/23（土）

シングルルーム

ツインルーム

1名利用

1名利用

2名利用

8,640円

14,040円

8,640円

12,960円

18,360円
12,960円

第114回日本精神神経学
会学術総会（2018年6月
21日（木）～23日（土）、神
戸国際会議場ほか）のエ
リア・日程をカバーした宿
泊予約も可能です。

第2報

旅行代金は一泊朝食付・サービス料・税金込みのお一人様あたりの宿泊代金です。 



2018/3/23現在

シャトルバス
（予定）

第1会場
2F/メインホール

第2会場
B1F/イベントホール

第3会場
2F/レセプションホールB

第4会場
1F/アンフィシアター

第5会場
3F/311号室

8:30　新神戸駅発
9:00　神戸空港発
方面：淡路夢舞台国
際会議場

13:20-14:20　ワークショップ1
遺伝子研究
座長：服部晴紀
菱本明豊（神戸大学）

14:20-15:20　ワークショップ2
女性の精神医学
座長：松井律子
演者：清野仁美（兵庫医科大学）

16:40-17:10　開会式

17:10-18:40　総会

シャトルバス
（予定）

第1会場
2F/メインホール

第2会場
B1F/イベントホール

第3会場
2F/レセプションホールB

第4会場
1F/アンフィシアター

第5会場
3F/311号室

15:00-15:30　閉会式

10:30　新神戸駅発
11:00　神戸空港発
方面：淡路夢舞台国
際会議場

【2日目】　2018年6月24日(日)

15:30-16:30
アフタヌーンセミナー１

15:30-16:30
アフタヌーンセミナー２

15:30-16:30
アフタヌーンセミナー３

15:30-16:30
アフタヌーンセミナー４

15:30-16:30
アフタヌーンセミナー５

【ウェスティンホテル淡路
　　　　　　　大宴会場「ステラ」】

19:00-21:00（受付18:30-）
懇親会

【奇跡の星の植物館】

20:00-22:00　 夜の温室貸切散策
21:00　淡路夢舞台
国際会議場発
方面：新神戸駅、三
宮駅

【ウェスティンホテル淡路
　　　　　　　　　「チュルレオ」】

21:00-23:00　二次会

【1日目】　2018年6月23日(土)

10:00-12:00　シンポジウム2
わが街で診療所を開いていると
座長：三野　進・淺野　達藏
淺野達藏（浅野神経内科クリニック）
高石俊一（高石医院）
高橋幸男（エスポワール出雲クリニック）

宮﨑隆吉（宮﨑クリニック）
丸野陽一（丸野クリニック）

10:00-12:00　一般演題
座長：九鬼克俊・印部亮助
平本憲孝（平本医院）
大塚明彦（大塚クリニック）
波多腰正隆（波多腰心療クリニック）

12:10-13:10　理事会

13:20-15:20　シンポジウム3
高次脳機能障害の臨床
座長：花田　進
李　利彦（李クリニック）
横山和正（三田高原病院）

13:20-14:20 ワークショップ3
精神科医の為の絵画,描画療法や検査の手
引き
座長：松川悦之
演者：伊集院清一（多摩美術大学）

13:20-15:20　シンポジウム4
地域連携･ディケア
座長：西藤直哉
肥田裕久（ひだクリニック）
からころステーションスタッフ
岩沢神経科コメディカル

13:20-15:20　市民公開講演
ネガティブ・ケイパビリティ～答えの出
ない事態に耐える力～
座長：植本雅治
演者：帚木蓬生

14:20-15:20　ワークショップ4
精神病の正体
座長：淺野達藏
演者：大塚明彦（大塚クリニック）

10:00-12:00　シンポジウム1
日精診と日本臨床精神神経薬理学会との
共同シンポジウム
座長：窪田幸久・足立直人
渡邊衡一郎（杏林大学）

12:10-13:10
ランチョンセミナー１

12:10-13:10
ランチョンセミナー２

12:10-13:10
ランチョンセミナー３

12:10-13:10
ランチョンセミナー４13:00　神戸国際会

議場前発
方面：淡路夢舞台国
際会議場

【3F/304～311号室】
7:50-8:50 各種委員会

9:00-11:20　シンポジウム5
診療所を飛び出して～ACT、オープンダ
イアローグの実際～
座長：平本憲孝
「ACTの実際」内田有彦（こころクリ
ニックせいわ）
「『こらーる岡山診療所』山本昌知先生
の臨床の実際」藤田大輔（大和診療所）
講演「オープンダイアローグの理論と実
践」斎藤　環（筑波大学）
シンポジウム「オープンダイアローグは
統合失調症の病理を解明できるか？」

9:00-11:20　シンポジウム6
精神科治療ガイドラインの普及・教育・
検証活動：EGUIDEプロジェクト
座長：村上　潔
「EGUIDEプロジェクトの概要」橋本亮
太（大阪大学）
「うつ病治療ガイドライン講習」渡邊衡
一郎（杏林大学）
「統合失調症薬物治療ガイドライン講習
」稲田　健（東京女子医科大学）
「精神科診療所の受講者・指導医の立場
から」勝元榮一（かつもとメンタルクリ
ニック）

9:00-11:20　シンポジウム7
精神科診療所でできる摂食障害の治療と
支援
座長：高宮静男
「はじめに」高宮静男（たかみやこころ
のクリニック）
永田利彦（なにわ・ながたメンタルクリ
ニック）
泉　和秀（いずみハートクリニック）
石川慎一（岸辺こころのクリニック）
田宮裕子（神戸大学）
指定討論：植本雅治（神戸市立看護大学
名誉教授）
総合討論

9:00-11:20
田中健研究助成事業
平成29年度助成対象者発表会

15:00-16:00（漸
次出発）淡路夢舞台
国際会議場発
方面：新神戸駅、
神戸空港、伊丹空港

日程表（予定）
＜スケジュール・プログラムは変更する可能性がございます。＞

11:30-12:30
ランチョンセミナー5

11:30-12:30
ランチョンセミナー６

11:30-12:30
ランチョンセミナー７

11:30-12:30
ランチョンセミナー８

11:30-12:30　理事会

12:40-15:00　シンポジウム8
精神的不調を抱えて働く人への関わり方
をめぐって
座長：渡辺洋一郎
基調講演「働く人の精神的不調に『産業
医』としてどう関わるか？」相澤　好治
（北里大学）
シンポジウム「働く人の精神的不調への
関わり方をめぐって」
座長：神山昭男、渡辺洋一郎
 「主治医の立場から」 鍵本伸明（ナンバ
かぎもとメンタルクリニック）
 「産業医（内科）の立場から」福本正勝
（i-OH研究所）
「産業看護職の立場から」巽 あさみ（浜
松医科大学医学部看護学科）
総合討論

12:40-15:00　シンポジウム9
フロイト・ユング・アドラー派による症
例検討会
座長：上月清司、波多腰正隆
症例提示：加藤洋子（ようここころのク
リニック）
小林俊三（小林メンタルクリニック）
池上　司（池上クリニック）
田中　禎（ただしメンタルクリニック）

12:40-14:00　ワークショップ5
災害医療の現場から
座長：松下寿能
堀　有伸（ほりメンタルクリニック）
加藤　寛（兵庫県こころのケアセン
ター）

12:40-15:00　シンポジウム10
成人期の発達障害－その診断と治療
座長：千郷雅史・田中　究
演者：大久保圭策（大久保クリニック）
小林　和（精療クリニック小林）
安藤悦子（ひびき こころのクリニック）
西川瑞穂（かく・にしかわ診療所）
総合討論

14:00-15:00　ワークショップ6
ビッグデータと精神科遠隔医療
座長：丸田芳裕
岸本泰士郎（慶応大学）

8:30　新神戸駅発
9:00　神戸空港発
方面：淡路夢舞台国
際会議場

日程表（予定）
〈スケジュール・プログラムは変更する可能性がございます。〉

2018/3/23現在


