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プログラム
第1日目　9月9日（金）

秋田市にぎわい交流館 AU　（第1～3会場）

10：00～11：30 教育講演1 第1会場（多目的ホール）

座長：真栄里 仁（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター） 
中山 秀紀（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター）

アルコール依存症の重複障害総論

講師： 

1	 武藤 兵夫（独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター） 
2	 真栄里 仁（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター） 
3	 鈴木 健二（鈴木メンタルクリニック） 
4	 田渕 賀裕（関東医療少年院／成増厚生病院） 
5	 青山 久美（横浜市立大学附属病院 児童精神科／神奈川県立精神医療センター）

13：00～17：00 シンポジウム1 第1会場（多目的ホール）

座長：猪野 亜朗（かすみがうらクリニック）　　　　 
稗田 里香（東海大学健康科学部社会福祉学科）

都道府県の推進計画に何を期待するか 
―地元自治体での進行状況を含めて―

来賓挨拶：福山 哲郎（参議院議員、アルコール問題議員連盟 事務局長）

報 告 者： 樋口 進（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター） 
猪野 亜朗（かすみがうらクリニック） 
辻本 士郎（ひがし布施クリニック） 
坂本 大輔（内閣府共生社会政策担当、アルコール健康障害対策政策統括官） 
山下 陽三（渡辺病院） 
福間 裕隆（鳥取県議会議員） 
今成 知美（特定非営利活動法人 ASK）

指定討論： 岡崎 直人（さいたま市こころの健康センター） 
大槻 元（全日本断酒連盟 副理事長）
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10：00～17：00 ワークショップ1 第2会場（研修室1・2）

CRAFT

講師：吉田 精次（社会医療法人あいざと会藍里病院）

10：00～11：30 教育講演2 第3会場（展示ホール1）

座長：成瀬 暢也（埼玉県立精神医療センター）

アルコール・薬物依存症の家族支援 
～全国家族調査の結果を踏まえて～

講師： 

1	 吉岡 幸子（公立大学法人埼玉県立大学 保健医療福祉部看護学科） 
2	 新井 清美（公立大学法人 首都大学東京 健康福祉学部看護学科） 
3	 森田 展彰（筑波大学大学院 人間総合科学研究科） 
4	 成瀬 暢也（埼玉県立精神医療センター）

13：00～17：00 スポンサードワークショップ 第3会場（展示ホール1）

さあはじめよう！ 
ブリーフ・インターベンションと HAPPY プログラム

講　　師：杠 岳文（独立行政法人国立病院機構 肥前医療センター）

実践報告： 福田 貴裕（独立行政法人国立病院機構 琉球病院） 
彌冨 美奈子（株式会社 SUMCO）

� 協賛：大塚製薬株式会社／ルンドベック・ジャパン株式会社
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秋田アトリオン　（第4～5会場）

13：00～17：00 分科会1 第4会場（3F 展示室（CD））

座長：岩城 利充（公立黒川病院 小児科医師） 
鈴木 俊博（東北会病院 PSW）  　　　

回復支援における専門性とは何か

発表者： 

1	 長 徹二（三重県立こころの医療センター 精神科医師） 
2	 徳永 雅子（徳永家族問題相談室 保健師・PSW） 

3	 向谷地 生良（北海道医療大学 看護福祉学部臨床福祉科 PSW） 

4	 近藤 恒夫（日本ダルク）

10：00～17：00 ワークショップ2 第5会場（B1F 多目的ホール）

動機づけ面接法

講　　師：後藤 恵（医療法人社団翠会成増厚生病院）

実技指導： 中村 晃二（三ノ輪マック） 
川村 良一（川﨑マック） 
森 天里沙（ジャパンマック ファミリーエイド）

秋田県民会館ジョイナス　（第6～9会場）

13：00～17：00 分科会2 第6会場（3F 大研修室）

座長：坂本 隆（津軽保健生活協同組合 藤代健生病院 精神科医師） 
山崎 照光（生協さくら病院 精神科医師）　 　　　　　　　

ギャンブル依存症

発表者： 

1	 田辺 等（北海道立精神保健福祉センター 精神科医師） 
2	 田中 紀子（社団法人ギャンブル依存症を考える会 RD認定カウンセラー） 

3	 貴闘力 忠茂（タレント株式会社GHKクリエーションズ） 

4	 西野 彰洋（ギャンブル依存症当事者） 
5	 藤澤 俊樹（NPO法人 いわて生活支援サポートセンター）

指定発言者：佐藤 拓（成瀬メンタルクリニック院長 精神科医師）
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13：00～16：00 分科会3 第7会場（2F 中研修室3）

座長：遠藤 五郎（社団医療法人祐和会 北リアス病院）　　 
大塚 耕太郎（岩手医科大学医学部 神経精神科講座）

自殺とアルコール

発表者： 

1	 工藤 薫（岩手医科大学医学部 神経精神科講座 精神科医師） 
2	 遠藤 仁（岩手医科大学医学部 神経精神科講座 精神科医師） 
3	 大塚 耕太郎（岩手医科大学医学部 神経精神科講座） 
4	 大川 貴子（公立大学法人 福島県立医科大学看護学部家族看護学部門）

13：00～17：00 分科会4 第8会場（3F 中研修室4）

座長：大島 直和（医療法人 大島クリニック 精神科医師）

震災後のアルコール問題

発表者： 

1	 阿部 祐太（独立行政法人 国立病院機構 花巻病院 PSW） 

2	 笹尾 博之（みやぎ心のケアセンター PSW） 

3	 伊禮 嘉宣（塩釜保健所岩沼支所 PSW） 

4	 前田 正治（福島県立医科大学医学部 災害こころのケア医学講座） 
5	 中村 寛子（大阪保護観察所 社会復帰調整官）

13：00～17：00 ミニ久里浜ワークショップ 第9会場（2F 小ホール）

座長：岩原 千絵（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター） 
湯本 洋介（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター）

講師： 

1	 樋口 進（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター）	
2	 松下 幸生（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター） 
3	 横山 顕（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター） 
4	 森田 展彰（筑波大学大学院人間総合科学研究科）
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第2日目　9月10日（土）

秋田市にぎわい交流館 AU　（第1～3会場）

9：30～10：30 教育講演3 第1会場（多目的ホール）

座長：沼田 由紀夫（社会医療法人 公徳会 佐藤病院）

インターネット依存の治療的アプローチ

講師：中山 秀紀（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター）

10：40～11：40 教育講演4 第1会場（多目的ホール）

座長：石川 達（医療法人 東北会 東北会病院）

自殺予防におけるアルコール対策の実践

講師：大塚 耕太郎（岩手医科大学 神経精神科学講座／岩手県こころのケアセンター）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 第1会場（多目的ホール）

座長：樋口 進（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター）

アルコール依存症の診断・治療

講師：齋藤 利和（医療法人北仁会 幹メンタルクリニック）
� 共催：日本新薬株式会社

13：30～16：00 公開講座 第1会場（多目的ホール）

座長：松本 俊彦（国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所） 
佐藤 光幸（医療法人仁政会杉山病院）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人はなぜ依存症になり、そこから回復することができるのか

講師：松本 俊彦（国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所）

　　　伊藤 鉄信（秋田県断酒連合会 事務局） 
　　　鶴田 桃工（NABA 摂食障害当事者） 

　　　西野 彰洋（ギャンブル依存症当事者）
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9：30～12：00 シンポジウム2 第2会場（研修室1・2）

座長：佐野 琢也（社会医療法人 二本松会 上山病院） 
小関 清之（医療法人社団斗南会 秋野病院） 　

引き継ごう連携、変えよう地域 
～誰もが相談でき、必要な医療を受け、回復へとつながれる地域を目指して～

シンポジスト： 

1	 松本 邦典（秋田保護観察所 統括保護観察官）	
2	 加藤 純二（宮千代加藤内科医院） 
3	 小松 知己（沖縄協同病院） 
4	 小林 和人（医療法人 山容病院） 
5	 佐古 惠利子（特定非営利法人 いちごの会）

9：30～12：00 分科会5 第3会場（展示ホール1）

座長：垣渕 洋一（医療法人社団翠会成増厚生病院 東京アルコール医療総合センター）

次世代向けの教育プログラムの開発および実践

発表者： 

1	 韮澤 博一（医療法人社団翠会成増厚生病院 看護師） 
2	 望月 美智子（医療法人社団翠会成増厚生病院 臨床心理士） 
3	 田渕 賀裕（関東医療少年院／成増厚生病院 非常勤医師） 
4	 北野 陽子・細尾 ちあき（プルスアルハ） 
5	 石川 和歌子（東京ダルク女性ハウス 施設職員） 
6	 義本 伸子（東京都板橋区保健所予防対策課 臨床心理士）

12：00～12：50 公開講座 DVD上映 第3会場（展示ホール1）

CRAFT/ あなたの大切な人とお酒の関係

13：30～16：00 公開講座同時中継 第3会場（展示ホール1）
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秋田アトリオン　（第5会場）

13：30～15：30 特別講演 第5会場（B1F 多目的ホール）

座長：樋口 進（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター）

インドネシアにおける薬物依存

講師：Kristiana	Siste	Kurniasanti（University of Indonesia/Cipto Mangunkusumo Hospital）

秋田県民会館ジョイナス　（第6～9会場）

9：30～11：30 分科会6 第6会場（3F 大研修室）

オーガナイザー：大嶋 栄子（NPO法人リカバリー）　　　　　　　　　　　　　　　　 
信田 さよ子（原宿カウンセリングセンター／ NPO法人 RRP研究会）

暴力とアディクション

9：30～11：30 分科会7 第7会場（2F 中研修室3）

オーガナイザー：岡崎 直人（さいたま市こころの健康センター） 
新井 文伸（アルコール依存症当事者）　　　　

社会資源としての A.A

9：30～11：30 分科会8 第9会場（2F 小ホール）

座長：吉岡 幸子（公立大学法人埼玉県立大学 保健医療福祉部看護学科）

どう進める？ アルコール健康障害の啓発 
～地域での新たな展開～

発表者： 

1 佐藤 衣理（北海道渡島保健所 保健師） 
2 熊澤 由美子・米山 奈奈子（国立大学法人 秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻） 
3 清水 裕子（志木市役所健康福祉部 健康政策課）


