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第8回日本精神科医学会学術大会

~顛末記~

中島 公博 北海道・五稜会病院理事長・院長

令和元年 7月4日，札幌コンペンションセン

ター第 l会場において. iただいまから公益社

団法人日本精神科病院協会第8回日本精神科医学

会学術大会を開催いたします」と開会宣言をした

のが，昨日のことのように思い出されます。令和

になって初めての学術大会の大会長は平松記念病

院理事長・院長の宗代次先生が務められ.小生は

大会実行委員長としての大役を担わさせていただ

きました。

この学術大会は， 日精協が公益社団法人になっ

て日本精神科医学会が設立されるに伴い，新たに

学術大会として開催されるようになり，その前身

は日本精神科病院協会精神医学会でした。小生の

勤務する五稜会病院のストレスケア ・思春期病棟

が開設されたのは平成 15年 10月ですが，その年

の7月 10日・ 11日，五稜会病院開設者の故田中

稜一前理事長(当時日精協北海道支部長)を大会

長として第 31回日本精神科病院協会精神医学

会(実行委員長:ときわ病院花井忠雄先生)が

開催されています。当時，当院では新しい病棟が

建築中だったことを思い出します。本大会は，日

精協の8つのブロックの持ち回りで担当となるの

で，平成 23年 7月 14日・ 15日には札幌佐藤病

院佐藤亮蔵先生を大会長として第 39回日本精

神科病院協会精神医学会 (実行委員長 啓生会病

院岡五百理先生.最後の日精協の精神医学会)

が今回と同じ札幌コンペンションセンターで開催

されましたが，この年は 3月 11日に東日本大震

災が起こ り. 7月の開催が危ぶまれていました。

開催にあたっては.急謹災害精神科医療について

のシンポジウムを組み込みました。

本学術大会の第 l回目の準備委員会は. 2年前

の平成 29年7月 11日に行っています。それから，

毎月のようにコア委員を中心に数回は日精協北

海道支部会員 20数名を含めた拡大委員会を開い

て，準備を進めました。学会のテーマは.i現在

から未来へとつなぐ精神科医療一北の大地からの

チャレンジと創造一」としました。前回8年前の

開催準備を担当した経験をふまえながら，招待講

演.教育講演，シンポジウムの依頼などを行い，

いかにたくさんの一般演題を応募してもらうか，

いかに参加者を増やすかを検討しました。

プログラムは.例年通 りの会長講演.厚労省か

らの特別講演，招待講演.教育講演，シンポジウ

ム.講習会，一般演題.ランチョンセミナーなど

からなります。開会式後に山崎築会長から「精神

科医療の将来展望」と題して会長講演をいただき

ました。聴衆者は 600人を超えていました。特別

講演は，厚生労働省社会 ・援護局障害保健福祉部

精神・障害保健課長得津馨先生による「精神保

健医療福祉施策の最近の動向Jでした。招待講演

は.地元北海道大学人獣共通感染症リサーチセン

タ一国際疫学部門教授高田礼人先生の「エボラ

およびマールプルグ出血熱」でした。高田先生は，

インフルエンザウイルスやエポラ出血熱等，動物

を介して人に感染するウイルスの研究を行い，感
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染経路の解明から治療薬の開発までの実績を残し

ています。世界で初めてエボラウイルスの感染メ

カニズムを解明し，エボラウイルス表面糖タンパ

ク質の機能解析によって日本ウイルス学会杉浦奨

励賞を受賞している世界的第一人者で. rウイル

スに罪はない。 もともと自然の中でウイルスは静

かに暮らしていた。その自然を破壊し引きずり出

したのは人問。だから感染症を引き起こすウイル

スと向かい合うのは人間の宿命だと考えている」

と述べられていましたコ昨今.アフリカではエボ

ラ出血熱で多数の死者が出てお り，世界的な視野

での最新の話題を提供していただきました。

教育講演は.北海道には医科系大学が3つあり

ますので.各大学の精神科講座担当教授に依頼し

ました。北海道大学久住一郎先生からは 「統合

失調症患者の身体モニタリング~糖脂質代謝障害

の予防を考えるJ.札幌医科大学河西千秋先生か

らは「精神科医療者が知っておきたい医療におけ

る自殺予防対策の取り組みJ.旭川医科大学千葉

茂先生からは「睡眠の診かたjのご講演をいただ

きました。

シンポジウムは日精協の各委員会からテーマを

提供していただきま したが.それ以外にも地元北

海道の地区プレゼンツシンポジウムと Lて.旭山

病院山家研司先生のコーデノオ、 ー トによる P新

たな依存症関連問題ーその治療と 回復支援一ーと

本年の第 13回日本禁煙学会学術大会大会長の社

会医療法人公徳会トータルヘルスクリ ニック毘長

川合厚子先生の企画による 「精神科病院での禁連

推進Jを行いました。 2つのシンポジウムには興

味をもっ参加者も多く.活発な議論が展開されま

した。とくに禁煙シンポは，受動喫煙防止法施行

に伴い令和元年 7月1日から精神科病院でも原則

敷地内禁煙となったことから.時宜を得た内容引

あったと思います。

一般演題は 290題 (スライド 115題，ポスター

175題)になりました。ちなみに.一般演題の演

者の職種別では医師 10%，看護師 44%. 作業療

法士 16%.心理士・精神保健福祉士 7%でした。

演題内容別では， r認知症 ・高齢者医療J13%. 

「看護師 ・介護士業務J8 %， r作業療法Jr身体

合併症・院内感染Jr長期入院患者の処遇・退院

支援Jがそれぞれ7%でした。幸いにして，学術

大会の参加者は約 1.600人となり盛況でした。

北海道の 7月といえば，蒸し暑い内地と違った

さわやかな気候とやはり海の幸，山の幸の堪能

でしょう 。第 l日目の懇親会では.おいしい料理

と北海道産の日本酒 ワインをご用意いたしまし

た。北海道は.フランスの銘醸地プルゴーニュと

似た気候 ・風景でもあります。「北海道Jが地理

的表示 (GI)に認定されていますし 北海道で

開発された山ぶどうの交配種 「清見Jr山幸Jも

あります。今後.北海道のワインの知名度はます

ます上がっていくものと思います。また，札幌市

内の日本三大歓楽街の一つに数えられるススキノ，

少し足を伸ばして小樽や余市なと'の観光地に行っ

た方もいるでしょう 。学会後にはゴルフ愛好家が

集まか小樽のゴルフ場を舞台に北海道ならでは

の雄大なコースを満喫しました。

以下は，閉会式での実行委員長としての締めの

挨拶の一部です。これをも って本学術大会の顛

末記を閉めさせていただきますc

山崎会長先生はじめ役員の先生.事務局 1 座長

や演者.参加者の皆さんお手伝いの病院スタッ

フ スポンサーの皆さん.誠にありがとうござい

まLた2 学会のなかで一つでも新しい知見が得ら

れ.皆様の病院で何か新しいことにチャ レンジL

-¥.，ただけたら 幸いに存じ ます。至らない点も

多今あったかと思いますが， ご容赦いただきたい

と思いますc

さて 来年度は G20が開催された大阪になり

ます r大阪ラパーズJという歌があり ます。「東

京タワーより.通天閣が好色大阪が大好きJと

、う歌です。この歌は.北海道出身. ドリカムの

吉田美和さんが歌っています。実は.吉田美和さ
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んは，私の小中高の後輩にあたります。大阪が大 これをもちまして.第8回日本精神科医学会学

好きな人が多い北海道からも，たくさんの参加者 術大会を終了いたします。皆様，どうもありがと

を募っていきたいと思っております。大阪大会の うございました 。

大会長の本多先生.実行委員長の南先生.よろし

くお願いいたします。

学会印象記

~次期開催地より~

本多 義治 大甑 ・七山病院理事長・院長

本年 7月4日 5日の 2日間.札幌で開催され

た第8回日本精神科医学会学術大会に参加した印

象を，次回開催地として報告します。

学会前日に大阪での大精協例会の後伊丹空港

から新千歳空港へ飛び.ましたが.飛行機の到着が

遅れ.ホテルに入ったのは午後 10時前となりま

した。札幌はやはり大阪よりは気温も低(上着

がないと肌寒く感じました。翌日はタクシーで会

場へ向かいました。会場の札幌コンペンションセ

ンターは札幌市内から電車と徒歩で約 20分の距

離にあか比較的交通の便のいい所にあ ります。

今回はこの会場 lカ所ですべての発表が行われ，

参加者が移動せずに済むことが大きな利点である

と思いました。

会場に入り，まず気がついたのはエントランス

が広く.企業展示の多いことでした。おそらく今

までで最も多かったのではないでしょうか。また.

各支部の紹介コーナーを設けたりと.新しい試み

これだけの演題を集めるのに苦労されたのではな

いかと拝察します。

午前中は，まず会長講演と特別講演を拝聴しま

した。会長講演は以前にも何回か聴いているので

すが目毎回内容がパー ジョンア ップされてお り.

会長のご努力に敬服しました。また精神科医療

の歴史からわれわれが学ばなければいけないこと

が多くあることに気づかされました。午後に行わ

れたシンポジウム Iの 「われわれの描く精神科医

療の将来ピジョンのその後Jでは 「将来ビジョ

ン」策定7年後の検証ということで，それぞれの

分野での報告と問題提起がなされま したが 時間

の経過とともにピジョンで描いているように変わ

ってきている分野と現実的になかなか進捗しな

い分野が多くあることを，改めて実感しました。

次にシンポジウムNr認知症地域包括ケアシステ

ムJを聴きました。国の認知症施策や地域での取

り組み.成年後見制度などについての発表があ り.

が目につきました。一般演題はスライド発表が全 興味深い内容でした。

部で 115.ポスタ一発表が 175と演題数も多く， 懇親会は会場内で.ケータリングで行われまし
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