
１．精神科の理念・特色 

公立豊岡病院精神科は、地域の中核的総合病院の有床精神科である。一日外来者数は 80名

あまりである。急性期対応を中心として 51 床の病床を有する。年間に約 200 名の新規入院に対

応し、ECT（年間 200 件程度）、クロザピン治療など、急性期から難治例までの入院に対応してい

る。 

作業療法士 2名心理療法士 2名を擁し、入院や外来での作業療法のみならず、統合失調症や

アルコール依存症の心理教育や、リワークなどのプログラムに取り組んでいる。精神科ソーシャ

ルワーカーは 3 名で、ケースマネージメントを行っている。また、訪問看護・訪問診療（アウトリー

チ）にも参画している。 

他科との連携にも力を入れており、精神科リエゾンチームにより、せん妄ケア活動等、回診や

対診を行っている。緩和ケアチームにも参与している。 

また当院は、認知症疾患医療センターの指定を受けており、鑑別診断や周辺症状の治療等、

高齢化の進む地域のニーズにも対応している。 

保健所の精神保健相談、こども家庭センター（児童相談所）での医学診断、知的障害者施設や

特別支援学校での嘱託等、公衆衛生活動も担っている。 

以上、当院精神科は、但馬および丹後西部にあって、幅広い疾患と患者層をカバーし、急性期

からリハビリテーション、地域ケアまでを包括的に提供することを理念とした、地域の精神科医療

のセンター的な役割を果たし、他科との連携、地域とともに育つことを理念目標として、現在も試

行錯誤中である。 

 

２．目標・プログラム 

ア．目標とする医師像 

患者の人権を尊重し、精神・身体・社会・倫理の各面を総合的に考慮して診断・治療する態度を

涵養し、近接領域の診療科や医療スタッフと協力して、国民に良質で安全で安心できる精神医療

を提供することを使命とする。 

イ．経験できる診療、技術 

高齢化がすすんだ広大な診療圏をもち、3 次救急にあたる総合病院の有床精神科である。精

神科急性期治療病棟としては、入院は器質性から学童関連まで幅広く対応し、診療圏内の精神

科病床への新規入院例の約半数を受け入れている。 

認知症疾患医療センターを引き受けて、鑑別診断や周辺症状への対応を行っている。他科と 

の関係では、リエゾンチームによる譫妄等コンサルテーションにも積極的に対応している。緩和ケ

アチームへの活動にも参画している。 

公的病院であることから警察や行政を通じた事例化にも対応している。簡易鑑定や起訴前鑑

定、医療観察法指定通院医療機関として司法事例にも取り組んでいる。 

保健所精神保健相談、児童相談所の嘱託や知的障碍者施設の相談診療など地域保健医療で

の役割も大きい。 



３．週間予定 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

午前 

8：30～12：00 

外来・病棟診療 

ＥＣＴ 

9：15～9：45 

アウトリーチ 

カンファレンス 

8：45～12：00 

外来・病棟診療 

 

8：30～10：00 

外来・病棟診療 

 

8：30～12：00 

外来・病棟診療 

ＥＣＴ 

 

8：30～12：00 

外来・病棟診療 

10：00～11：00 

集団精神療法 

（統合失調症心

理教育） 

午後 

13：00～17：15 

外来・病棟診療 

リエゾン新患 

13：00～15：00 

外来・病棟診療 

15：00～15：30 

病棟カンファレン

ス 

15：30～16：00 

リエゾンカンファレ

ンス 

13：00～17：15 

外来・病棟診療 

15：00～16：00 

集団精神療法 

（アルコール） 

16：00～17：15 

外来・病棟診療 

 

12：00～14：00 

外来・病棟診療 

14：00～15：00 

リエゾンラウンド 

15：00～17：15 

外来・病棟診療 

 

13：30～15：30 

リクークプログラ

ム 

15：00～17：15 

外来・病棟診療 

 

時間外 

ＥＣＴカンファレン

ス 

クロザリル 

カンファレンス 

 17：45～ 

外来カンファレン

ス、認知症 

カンファレンス 

第 3 木曜日 

行動制限最小化 

委員会 

 

１年次：病棟診療 

２年次以降：病棟診療及び外来診療（リエゾン含む） 

 

４．指導医・スタッフ 

医師名  吉岡 隆一 / YOSHIOKA, Ryuchi / S62卒 

役職名 部長 

専門 臨床精神医学全般、司法精神医学 

認定  精神保健指定医 

 公益社団法人 日本精神神経学会 専門医 

 精神保健判定医 

 臨床研修指導医 

 

 



医師名  髙石 俊一 / TAKAISHI, Shunichi / S47卒 

役職名 認知症疾患医療センター長 

専門 臨床精神医学全般 

認定  精神保健指定医 

 日本精神神経学会専門医 

 

医師名    小林 祐子 / KOBAYASHI, Yuko  / H18卒 

役職名 医長 

専門 臨床精神医学全般 

認定  精神保健指定医 

 

医師名  川島 啓嗣 / KAWASHIMA, Hirotsugu / H21卒 

役職名 医長 

専門 臨床精神医学全般 

認定 ・精神保健指定医 

・公益社団法人 日本精神神経学会 専門医 

・公益社団法人 日本精神神経学会 専門医制度指導医 

 

医師名 粟野 雄大 / AWANO, Yuta / H24卒 

役職名 嘱託医 

専門 臨床精神医学全般 

認定    

 

医師名 安藝 森央 / AKI, Morio  / H26卒 

役職名 専攻医 

専門 臨床精神医学全般 



認定   

 

医師名  桂木 賢太郎 / KATSURAGI, Kentaro / H27卒 

役職名 嘱託専攻医 

専門 臨床精神医学全般 

認定   

 

５．診療設備 

 

 

６．診療実績 

疾患別入院数・外来数 

疾患 外来患者数（年間） 入院患者数（年間） 

Ｆ0 479 18 

Ｆ1 121 25 

Ｆ2 861 81 

Ｆ3 375 43 

Ｆ4 Ｆ50 954 11 

Ｆ7 Ｆ8 Ｆ9 103 35 

Ｆ6 3 0 

その他 105 24 

 

精神科上位疾患・性別 退院患者数 

 男 女 合計 

統合失調症 21 41 62 

双極性感情障害〈躁うつ病〉 11 12 23 

アルコール使用〈飲酒〉による精神および行動の障害 19 2 21 

うつ病エピソード 2 11 13 

神経系の変性疾患 5 5 10 

急性一過性精神病性障害 5 0 5 

中程度知的障害〈精神遅滞〉 0 5 5 

てんかん重積（状態） 1 4 5 

脳の損傷および機能不全ならびに身体疾患によるその他の精神障害 4 0 4 



摂食障害 0 4 4 

（平成 27年） 

７．主な業績 

【学会発表】 

電気けいれん療法の基礎と実践 

川島 啓嗣 

第 111回日本精神神経学会 

平成 27年 6月 3日～7日 於：大阪市 

 

医療観察法への申し立てを巡る問題事例の考察 刑事手続きと治療導入の関係を問う 

伴 敏信・吉岡 隆一・宮崎崇史 

第 11回日本精司法精神医学会 

平成 27年 6月 19日～20日 於：名古屋市 

 

電気けいれん療法の基礎と実践 

川島 啓嗣 

第 28回日本総合病院精神医学会 

平成 27年 11月 26日～28日  於：徳島市 

 

精神科リエゾンチームによるせん妄患者の能動的同定は在院日数を短縮する 

山崎 真平 

第 28回日本総合病院精神医学会 

平成 27年 11月 26日～28日  於：徳島市 

 

【原著論文】 

【「ありふれた（ような）症例」から「学べた」こと】多元主義を臨床に活かす 

山崎 真平 

臨床精神医学（0300-032X)44巻 9号 Page1187-1194（2015.09） 

 

８．連携するプログラム 

・京都大学精神科専門研修プログラム 

基幹施設：京都大学医学部附属病院 

公立豊岡病院での研修モデル 



 

     プログラムに関する問合わせ・資料請求先： 

〒606‐8507 京都市左京区聖護院川原町５４ 

京都大学医学部附属病院精神科神経科医員採用担当 

電 話：075-751-3384 

ＦＡＸ：075-751-3246 

e-mail：psysaiyo＠kuhp.kyoto-u.ac.jp 

Website：http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~psychiat/ 

 

・神戸大学精神科専門研修プログラム 

基幹施設：神戸大学医学部附属病院 

公立豊岡病院での研修モデル 

 

    プログラムに関する問合わせ・資料請求先： 

〒650-0017 神戸市中央区楠町７－５－１ 

神戸大学大学院医学研究科精神医学分野 

電 話：078-382-6065 

ＦＡＸ：078-382-6079 

e-mail：rtpsy@med.kobe-u.ac.jp 

京都大学医学部附属病院

１年目 ２年目 ３年目

京都大学医学部附属病院

京都大学医学部附属病院

精神科病院

総合病院精神科
（公立豊岡病院　など）

京都大学医学部附属病院

精神科病院

総合病院精神科
（公立豊岡病院　など）

精神科病院

京都大学医学部附属病院

京都大学医学部附属病院

総合病院精神科
（公立豊岡病院　など）

総合病院精神科
（公立豊岡病院　など）

精神科病院

総合病院精神科
（公立豊岡病院　など）

総合病院精神科
（公立豊岡病院　など）

精神科病院

精神科病院

神戸大学医学部附属病院
総合病院精神科

（公立豊岡病院　など）
地域・へき地医療機関
（公立豊岡病院　など）

神戸大学医学部附属病院
総合病院精神科

（公立豊岡病院　など）
依存症専門病院

１年目 ２年目 ３年目

神戸大学医学部附属病院
総合病院精神科

（公立豊岡病院　など）
精神科病院



Website：http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~psychiat/ 

 

・京都府立洛南病院精神科専門研修プログラム 

基幹施設：京都府立洛南病院 

公立豊岡病院での研修モデル 

 

 プログラムに関する問合わせ・資料請求先： 

〒611-0011 京都府宇治市五ケ庄広岡谷２ 

京都府立洛南病院事務部庶務課 

電話/ＦＡＸ：0774-32-5900 

e-mail：rakunanhp-shomu@pref.kyoto.lg.jp 

Website：http://www.rakunan-hosp.jp/ 

総合病院精神科
（公立豊岡病院　など）

京都府立洛南病院 精神科病院

京都府立洛南病院
総合病院精神科

（公立豊岡病院　など）
精神科病院

京都府立洛南病院 京都大学医学部附属病院
総合病院精神科

（公立豊岡病院　など）

１年目 ２年目 ３年目


