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主 催：東北アルコール関連問題研究会 

主 管：第 27 回東北アルコール関連問題研究会実行委員会 



開催にあたって 

平成 27 年 11 月 7 日 

 
第 27 回東北アルコール関連問題研究会（以下、東北アル問研）の開催

にあたりご挨拶申し上げます。本研究会は平成 27 年 11 月 7 日（土）～

11 月 8 日（日）に山形県で開催することになりました。順番からすると、

本来は秋田県で開催する予定でしたが、平成 28 年に、第 38 回アルコー

ル関連問題学会（全国大会）を東北で開催される運びとなり、秋田県が名

乗りを上げて下さいました。その為、平成 27 年の東北アル問研は山形県

が担当することになりました。 
 メインテーマは、「アルコール関連問題の基本を見つめ直す－活路を求

めて－」とさせて頂きました。臨床の現場はもとより、さまざまな現場で

関わっている方が集まり、基本を学び直すと共に、活路を見出せればとの

思いからシンポジウムをはじめ、基礎講座並びに公開講座を企画致しまし

た。 
 山形県の上山温泉で、心と身体の疲れを癒しつつ、明日の活力を取り戻

す機会となれば幸いです。皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げます。

どうぞ、ござっとごえ～。 
 
 

 

実行委員長 沼田由紀夫 

 

 

 

 

 

 



第 27 回東北アルコール関連問題研究会日程 
 
◆第 1 日目：平成 27 年 11 月 7 日（土） 
12：30～13：00  受付 
 
13：00～13：15   開会式（２Ｆ 紅の間） 
          開会の挨拶 
          実行委員長挨拶  佐藤病院 院長         沼田由紀夫 
          東北アルコール関連問題研究会会長挨拶 
                   北リアス病院 名誉院長       遠藤 五郎 
                   事務局諸連絡  
 
13：15～15：00  シンポジウム「アルコール関連問題の関わりを見つめ直す」 
          シンポジスト 

「地域におけるアルコール問題の支援」 
米沢市立病院 医師            
米沢アルコール関連問題研究会会長          鈴木 淳也氏 
高畠町役場 保健師                 鈴木智香子氏 

「外来 OT を退院後の居場所へ」 
～当院の ARP と外来 OT に参加している患者の紹介～ 

若宮病院 看護師               吉野 直樹氏 

         「地域での社会資源づくりを意識して」 
翠香苑   精神保健福祉士              佐藤 光幸氏 
座長 上山病院 医師             佐野 琢也氏 
座長 秋野病院 精神保健福祉士        小関 清之氏 

15：00～15：15  休憩 
 
15：15～16：45  基礎講座「アルコール依存症－基本的な考え方と臨床－」 
            講師 藤代健生病院 名誉院長         坂本  隆氏 
            座長 佐藤病院 院長             沼田由紀夫氏 
 
16：45～      諸連絡 
17：00～18：00  各県代表者会議 
          自由時間 
19：00～21：00  懇親会（２Ｆ あららぎの間） 
21：00～      夜間集会（３Ｆ ３０２号室） 



◆第 2 日目 平成 27 年 11 月 8 日（日） 
 
7：00～8：30   朝食（２Ｆ 紅の間） 
 
9：30～11：00   公開講座（２Ｆ あららぎの間） ※和室座布団での聴講となります。 

「アディクションの現状と問題点」 
          講師 東北会病院 院長            石川  達氏 
                  座長 トータルヘルスクリニック 院長     川合 厚子氏 
 
11：00～     休憩 
 
11：10～11：30  閉会式（２Ｆ あららぎの間） 
              各県代表者会議の報告 
         次年度開催県挨拶 秋田大学医学部保健学科教授  米山 奈奈子氏 
         閉会の挨拶   
 
11：30～     終了 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

第 27 回東北アルコール関連問題研究会 実行委員 

 
実行委員長  沼田由紀夫  佐藤病院 院長 
実行委員   佐野 琢也  上山病院 精神科医 
実行委員   鈴木 淳也  米沢市立病院 精神科医 
実行委員   池田 容幸  佐藤病院 精神科医 
実行委員   小関 清之  秋野病院 精神保健福祉士 
実行委員   石澤めぐみ  置賜保健所 保健師 
実行委員   幕田 優子  米沢市立病院 精神保健福祉士 
実行委員   安達 義浩  上山病院 看護師 
実行委員   齋藤 清人  上山病院 看護師 
実行委員   小林 武史  上山病院 精神保健福祉士 
実行委員   渡部 明子  公立置賜長井病院 看護師 
実行委員   石塚真奈美  公立置賜長井病院 看護師 
実行委員   小関真梨子  吉川記念病院 精神保健福祉士 
実行委員   関口 和浩  若宮病院 看護師 
実行委員   白田 幸輝  若宮病院 精神保健福祉士 
実行委員   佐藤 恵子  佐藤病院 看護師 
実行委員   中村 操   佐藤病院 看護師 
実行委員   安部 直樹  佐藤病院 IT 室 
実行委員   佐藤 希生  佐藤病院 精神保健福祉士 
事務局長   丹野 尚   佐藤病院 精神保健福祉士 

 
 
 
第 27 回東北アルコール関連問題研究会 事務局 
〒999-2221 山形県南陽市椚塚 948-1 
公徳会 佐藤病院 医療福祉相談室 担当 丹野尚 
TEL0238-40-3170 FAX0238-43-3535 

shsoudan＠koutoku.or.jp 
 

 
 
 
 



参加申し込みについて 
 
 
◆参加費用（参加は宿泊を原則とします。詳細を参加申込書にご記入下さい。） 
  全日程参加           １６，０００円 
  宿泊なし参加（懇親会まで）   １０，０００円 
  研修会のみ２日間参加       ４，０００円 
  研修会のみ１日参加        ２，０００円 
 
 
◆申し込み方法 
 「参加申込書にご記入の上、事務局宛てに郵送または FAX にてご送付下さい。 
  参加申込書参加費、「参加費」を下記の指定口座にご入金ください。 
  【金融機関名】 山形銀行 赤湯支店 
  【店番号】 ２２７ 
  【口座番号】７７５０９６ 
  【名義】 第２７回東北アルコール関連問題研究会 事務局 丹野尚 
  ※キャンセルによる返金は致しませんので、あらかじめ御了承下さい。 
  ※領収書は、銀行等の振込票をもって代えさせていただきます。 
 
◆締め切り 
  平成２７年１０月２１日（水） 必着 
 
 
◆大会会場案内 
  会場へのアクセスなどについては同封いたしましたパンフレット、あづま屋のホー

ムページをご参照ください。 
 
 
◆問い合わせ先 
 〒９９９－２２２１ 山形県南陽市椚塚９４８－１ 
            公徳会 佐藤病院 医療福祉相談室 
             第 27 回東北アルコール関連問題研究会事務局 丹野尚 
              TEL：０２３８－４０－３１７０ 
              FAX：０２３８－４３－３５３５ 

shsoudan＠koutoku.or.jp 



【申込書送付先】           申込代表者 
〒999-2221 
山形県南陽市椚塚 948-1 
公徳会佐藤病院 医療福祉相談室 
第 27 回東北アルコール関連問題研究

会 事務局  担当：丹野 尚 
TEL：0238-40-3170   
FAX：0238-43-3535 
shsoudan＠koutoku.or.jp 
 
 
 

氏名 性別 職種 
(注 1) 

全日程参加 宿泊なし参加

(懇親会まで) 
11/7 11/8 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

       

       

 
（注1） 参加は宿泊を原則といたします。 
      参加日程がことなりますので、ご希望欄に○印をつけてください。 
 

氏名 
 
 

所属機関 
 
 

連絡先 

 
 
 
 
TEL：    －     － 


