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J C O P 理 事 長 挨 拶 

第 14 巻 第 1 号 の 発 刊 に 寄 せ て 

日本外来臨床精神医学会 理事長 

鈴木 二郎 

 職場は、人がこの世に生きて、社会と接触する大きい場である。人間が、社会的存在

であるかぎり、精神障害を持つということは、他者との触れあい、共感、協力、反発な

どなどいくつもの形で他者とうまくいかないことを意味する。また精神科臨床場面で

は、そうした状況自体をとらえて診断し、治療を開始する。 

 精神医学では、その主要場面である職場における人間関係に関して、産業精神保健と

して重要視してきた。昨年、その端的な状況を把握するとして、ストレスチェック制度

が発足した。為政者側の意図はともかく、その状況下に置かれている労働者の精神状況

をより健康に維持する役割は、産業医とともに臨床医もになうことになる。本年度2月第

16回大会で「職場起因性ストレス」を主題にし、続いて、5月第37回研究会で「復職準

備性」を考えたことは、時宜にかなったものであると言えよう。こうした会合に、精神

科医だけでなく、産業精神医療にかかわる多職種や、関連業界の方々の多くの方々の参

加をみたことは、これまで臨床開業の仲間だけで継続してきた本学会の新しい展開で

あったと言えよう。 

 さらに研究会席上で前久保理事が、ご自分の経験からの「寛解の5条件」を提示された

ことは、これまで漠然と寛解や職場復帰を考えていた筆者に、大きい問題提起であっ

た。この５条件ということが、職場の問題にとどまらず、精神疾患の寛解とは何を意味

するのか、人間として社会にあるという意味だけでなく、人が自分の存在を自分でどう

とらえているのかを考えることを意味すると思われたからであった。来年第17回大会は

前久保先生が大会長を務められることに決定しており、期待されるところ大である。 

 また本年は、本学会にとって画期的な年であった。6月日本精神神経学会で、本学会提

案シンポジウム「精神病態の多様化と新しい臨床を考える―外来の現場から」をもった

ことである。常々、個々のクリニックにこもっている中で感じ、考えていることを我が

学会の優れたメンバーが、日精神渡辺理事長を含め発表した。現代、精神病態の変化、

精神医学、あるいは社会の大きい変化を十二分にとらえて新しく進んでいることを我が

国全体にアピールできたことを発表者、会員とともに筆者は心から喜びたい。 

 このように本学会は、時代とともに新しく前進している。しかし多少気がかりなの

は、運営にあたる若い会員の活躍さらに若い人びとの加入、参加が少ないことである。

かくいう筆者が、もっともそれを感じており、会員各位の応援をまちたい。   
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第16回 

日本外来臨床精神医学会 

学術大会 
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第16回 日本外来臨床精神医学会（JCOP）学術大会 

大 会 開 催 の ご 挨 拶 

大会会長   紫藤 昌彦 

（医療法人コスモス会 

    紫藤クリニック 院長） 

 近年、わが国の職場環境は大きく変化し、年功序列制と終身雇用制が壊

れつつある。それに代わって能力制、成果主義や裁量労働制が採用され、

在宅勤務も稀ではなくなった。また、契約社員、派遣社員、嘱託社員、

パートタイマーなど、さまざまな雇用形態が出現している。一方、平成24

年の厚生労働省の「労働者健康状況調査」によると、仕事や職業生活に関

する強い不安・悩み・ストレスを感じている者は60.9％に達し、この値は平

成19年に比べて2.9ポイントの上昇を示した。 

このような職場環境の構造的な変化とメンタルへルス状況の悪化に呼応す

るかのように、「職場起因性ストレス」を訴えて精神科外来を受診する患

者が増大している。休職者の増加にともない、職場復帰支援プログラムが

開発されているが、精神科診療所ではリワークプログラムを持つところが

増えてきており、障害者手帳を持つ患者が障害者雇用制度を利用して就職

する例も日常的に見られるようになった。 

さて今般、平成27年12月１日よりストレスチェック制度がスタートした。

制度の目的は労働者のメンタルヘルス不調の未然防止（一次予防）で、労

働者自身のストレスへの気づきを促すことと、ストレスの原因となる職場

環境の改善を図ることである。今後、精神科医は産業医から面接指導や就

業上の措置を依頼されることがあり得るが、その時、精神科医には何が求

められているのか、企業とどのような関係を構築すればよいのか、新たな

課題が生じている。 

本大会では産業メンタルヘルスの第一人者である渡辺洋一郎氏による基調

講演と、ストレスチェック制度に取り組んでいる関係諸氏によるシンポジ

ウムを行った。産業医関連、復職関連、職場内ストレス問題、ストレス

チェック制度など、最近の産業メンタルヘルスの知見について研鑽を深め

ていただけたものと考えている。 
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第16回 日本外来臨床精神医学会（JCOP）学術大会 

医療法人コスモス会 紫藤クリニック 院長 

紫藤 昌彦 

第16回学術大会 基調講演 

「職場起因性ストレスを考える 

   －複数の職場における健康管理医の経験から－ 

スライド 1 スライド 4 

スライド 6 

スライド 5 スライド 2 

スライド 3 
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第16回 日本外来臨床精神医学会（JCOP）学術大会 
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第16回 日本外来臨床精神医学会（JCOP）学術大会 

スライド 15 スライド 19 
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第16回 日本外来臨床精神医学会（JCOP）学術大会 

スライド 23 スライド 27 

スライド 24 スライド 28 
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第16回 日本外来臨床精神医学会（JCOP）学術大会 

日本精神神経科診療所協会 会長 

日本精神科産業医協会 共同理事 

渡辺 洋一郎 

第16回学術大会 基調講演 

「  職場のメンタルヘルス 

   －ストレスチェック制度実施をふまえて－ 

スライド 1 スライド 4 

スライド 6 

スライド 5 スライド 2 

スライド 3 
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第16回 日本外来臨床精神医学会（JCOP）学術大会 
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スライド 9 
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第16回 日本外来臨床精神医学会（JCOP）学術大会 
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第16回 日本外来臨床精神医学会（JCOP）学術大会 

守田クリニック 守田 耕太郎 

岐阜大学医学部精神科 守田 かんな 

第16回学術大会 一般演題 

「抑うつ状態（F3.F4)で休職した患者の各種 

    特性について－効果的な復職を目指して－｣ 

スライド 1 スライド 4 

スライド 6 

スライド 5 スライド 2 

スライド 3 
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第16回 日本外来臨床精神医学会（JCOP）学術大会 

       あいクリニック神田 院長 

西松 能子 

第16回学術大会 一般演題 

     「遷延化した適応障害－診断と治療－」 

    

スライド 1 スライド 4 
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第16回 日本外来臨床精神医学会（JCOP）学術大会 

スライド 7 

スライド 8 

スライド 9 
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第16回 日本外来臨床精神医学会（JCOP）学術大会 

     前久保クリニック 院長 

        前久保 邦昭 

第16回学術大会 一般演題 

「当院での休業再発者の分析から 

          再発予防を考える」 

スライド 1 スライド 4 

スライド 6 

スライド 5 スライド 2 

スライド 3 
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