
事務局：四谷ゆいクリニック（info@yotsuya-yui.jp）

第 15 回

日本外来精神医療学会
会　　期：2015年7月4日（土）～5日（日）

大 会 長：阿部　裕（明治学院大学、四谷ゆいクリニック）

健康から不適応へのスペクトラム
　―『なやみ』を聴く、『やまい』を診る

会　　場：明治学院大学 白金キャンパス（東京・港区）

テーマ・メインシンポジウム

公開講座「“健全な堕落”と“病的な堕落”」

演者：香山リカ

7月5日（日）15：10－16：40（3201会場）

香山リカ先生ご略歴
精神科医・立教大学現代心理学部教授。専門は精神病理学。
1960 年北海道生まれ。東京医科大学卒業。豊富な臨床経験を活かして、現代人の心の
問題を中心にさまざまなメディアで発言を続けている。ＮＨＫラジオ第一「香山リカの
ココロの美容液」( 金曜・夜 9：30 より ) でパーソナリティをつとめる。近著に「堕ち
られない「私」 精神科医のノートから」( 文藝春秋 )、「怒り始めた娘たち」( 新潮社 )、
「リベラルじゃダメですか？」( 祥伝社 )、「劣化する日本人」( ベストセラーズ ) など、
著書多数。

ファシリテーター：桑山紀彦

7月5日（日）10：30－12：10（アートホール）

公開イベント

桑山紀彦先生ご略歴
精神科医、医学博士。
1963 年岐阜県生まれ。山形大学医学部卒業。同大学院卒業。
1989 年カンボジア難民キャンプでの活動を始めとして、紛争地のイラク、ソマリア、旧ユーゴスラビア、
パレスチナ自治州ガザ地区など、世界で活躍。2011 年東日本大震災にて自身の診療所が被災するも、翌日
から診療を開始。現在も「心のケア」を実践している。
1996 年「地球のステージ」初演。2002 年「地球のステージ」をNPO法人化、代表理事を務めている。

共催： 明治学院大学心理学部付属研究所

http://www.yotsuya-yui.jp/jaaps15

参加費無
料
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「ペルー・人権侵害及び暴力被害住民への
　　　包括的ケア強化プロジェクト」～回想と課題～

9：30　開会挨拶
9：35-10：15　講演

参加費無
料

座長：津島ソニア（四谷ゆいクリニック）
演者：村内　重夫（逸見病院・
　　　　　　　　　　日本貿易振興機構アジア経済研究所健康管理室）

会　　場：明治学院大学 白金キャンパス
　　　　3号館1階　3201会場

会　　場：明治学院大学 白金キャンパス
　　　　3号館1階　3201会場

10：15-12：30　シンポジウム

「ラテンアメリカ人第2世代の将来を支援するためには」
座長：佐藤忠彦（桜ヶ丘社会事業協会）

田中ネリ（四谷ゆいクリニック）

シンポジスト：
　横江美智子（NPO ABC Japan 学習支援）
　高橋　悦子（日本ペルー共生協会副会長）　
　松田デレク（上智大学大学院教育学専攻博士課程）　
　宮ヶ迫ナンシー理沙（日本育ちの日系ブラジル 2 世）

指定討論：大島一成（大宮厚生病院）

第15回日本外来精神医療学会　事務局
〒162-0845　東京都新宿区市谷本村町2-23京都荘ビル1F　四谷ゆいクリニック内
E-mail：info@yotsuya-yui.jp　　HP：http://www.yotsuya-yui.jp/jaaps15

【問い合わせ先】

参加者は外国人支援者、およびポルトガル圏、スペイン語圏ラテンアメリカ人一般、
特に第2世代とその保護者の参加を予定しています。
発表言語は日本語、パワーポイントと要約にはスペイン語、またはポルトガル語を
使用。質疑応答の通訳を予定しています。

共催：イベロアメリカこころの支援研究会



SIMPOSIO LATINOAMERICANO 

 
           

 Programa: 
9:30  Palabras de apertura 
9:35 – 10:15 Conferencia:  “Proyecto para reforzamiento del apoyo 
integral a la comunidad víctima de violencia y violación de derechos 
humanos en el Perú”  - Memorias y problemas pendientes - 
A cargo de        Shigeo Murauchi,   médico psiquiatra  
Moderadora：Sonia Tsushima,      médica internista 

10:15- 12:30 Simposio: “Para Apoyar el Futuro de la Segunda Generación 
de Latinoamericanos en Japón” 
     Moderadores:                       Tadahiko Sato, médico psiquiatra,  
                                                      Nélida Tanaka, psicóloga clínica 
     Panelistas: 
1.  Yokoe Michiko,                      Profesora de  NPO ABC Japan 
2   Etsuko Takahashi,                Vice Presidenta de AJAPE 
3.  Derek Matsuda Pinillos,    Departamento Ciencias Humanas, estudiante  
                                                      Programa Doctoral en Educación, Univ. Sofía 
4.  Nanci Lissa Miyagasako,      Brasilera de la segunda generación educada en  
                 Japón. 
     Comentador  :                        Kazunari Oshima, médico psiquiatra 

Esperamos contar con la participación de todos ustedes y en especial de los 
padres e hijos que son la segunda generación de la  comunidad latina.  
Las exposiciones serán en japonés con diapositivas y resumen hablado en 
español o portugués, además de traducción en caso necesario. 
Mapa:   http://www.meijigakuin.ac.jp/en/access/ 

El próximo 5 de julio, domingo, a partir de las 9:30 am,  en la Universidad 
Meiji Gakuin, campus de Shirokane.  

          La Universidad Meiji Gakuin, campus de Shirokanedai,  está     
          ubicada cerca de las estaciones de Meguro, Shirokanedai,  
          desde donde puede caminar, se tarda unos 15 minutos.  
          La ruta más fácil  y cómoda para llegar es tomando el autobús  
          “Meguro Yuki”  que sale desde en frente de la salida Takanawa 
           de la estación de Shinagawa. 
          Organización： Asociación Iberoamericana de Psiquiatras  
           y Psicólogos en Japón . 
          Secretaría:  Clínica Yotsuya Yui  info@yotsuya-yui.jp  

 

mailto:info@yotsuya-yui.jp
mailto:info@yotsuya-yui.jp
mailto:info@yotsuya-yui.jp
mailto:info@yotsuya-yui.jp
mailto:info@yotsuya-yui.jp


SIMPÓSIO LATINOAMERICANO 

 
           

 Programa: 
9:30  Palavras de abertura  
9:35 – 10:15 Conferencia:  “Projeto para reforço do apoio  integral à 
comunidade vítima de violência e violação dos direitos humanos no Peru”  - 
Memórias e problemas pendentes – 
Moderadora：  Sonia Tsushima -    médica clínica 
Conferencista :  Shigeo Murauchi - médico psiquiatra  

10:15- 12:30 Simpósio: “Para Apoiar o Futuro da  Segunda Geração  de 
Latinoamericanos no Japão ” 
Moderadores:      Tadahiko Sato - médico psiquiatra,  
                                Nélida Tanaka - psicóloga clínica 
Expositores:- 
1.  Yokoe Michiko                      Professora da  NPO ABC Japan 
2   Etsuko Takahashi                Vice Presidente da AJAPE 
3.  Derek Matsuda Pinillos     Estudante de doutoramento em Pedagogia  da
                                   Universidade Sofia-                 
4.  Nanci Lissa Miyagasako       Brasileira da segunda geração educada no 
                Japão 
Comentarista  :      Kazunari Oshima - médico psiquiatra 

Esperamos contar com a participação de todos vocês e em especial dos pais 
e filhos da segunda geração da comunidade latina.  
As exposições serão em  japones con diapositivos e resumos em espanhol ou 
português. Tradução de  perguntas e respostas caso seja necessário. 

Será realizado no próximo dia 5 de Julho, domingo, a partir das 9:30 am, na 
Universidade Meiji Gakuin, campus de Shirokane- Tóquio   

       Universidade Meiji Gakuin , campus de Shirokane 
Local:- Tóquio, Minato-Ku, Shirokanedai 1-2-37 
Como chegar:- A rota mais fácil e cômoda de chegar é tomando  
o ônibus ” Meguro Yuki” na saída Takanawa da estação de  
Shinagawa - linha JR e descer no ponto Meiji Gakuin Mae  
(trajeto de 6 minutos) http://www.meijigakuin.ac.jp/en/access/ 
Organização： Associação  Iberoamericana de Psiquiatras  e 
 Psicólogos do Japão 
  Secretaria:  Clínica Yotsuya Yui  info@yotsuya-yui.jp  
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