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会長講演	 11月29日［土］　11：00～11：50　第1会場

次世代の心療内科を考える
座長：筒井 末春（東邦大学 名誉教授）
演者：坪井 康次（東邦大学医学部 心身医学講座）

特別講演1	 11月29日［土］　14：00～15：00　第1会場

心療内科に通ずる、顧客とのコミュニケーションのあり方
座長：坪井 康次（東邦大学医学部 心身医学講座）
演者：早川 徹（株式会社三越伊勢丹ホールディングス 執行役員 営業本部 宣伝部長）

特別講演2	 11月30日［日］　13：00～14：00　第1会場

スポーツと心の科学
座長：久保木 富房（楽山病院／東京大学 名誉教授）
演者：猪俣 公宏（中京大学 スポーツ科学部）

教育講演1	 11月29日［土］　15：00～16：00　第1会場

わが国における今日の医学教育の現状と課題について
座長：福土 審（東北大学病院 心療内科）
演者：岡田 宏基（香川大学医学部 医学教育学講座）

教育講演2	 11月30日［日］　9：00～10：00　第1会場

メタボロミクスの医療応用
座長：乾 明夫（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 社会・行動医学講座心身内科学分野（鹿児島大学病院
　　　　　　　 心身医療科））
演者：吉田 優（神戸大学大学院医学研究科）

教育講演3	 11月30日［日］　10：00～11：00　第1会場

心身医療と子ども虐待
座長：宮本 信也（筑波大学人間総合科学研究科 人間系）
演者：森田 展彰（筑波大学医学医療系 社会精神保健学）

教育講演4	 11月30日［日］　11：00～12：00　第1会場

大人の発達障害	～合理的配慮を踏まえた支援のあり方について～
座長：野村 忍（早稲田大学 人間科学学術院）
演者：塩田 直樹（宇部興産株式会社 総務・人事室健康管理センター健康管理室／産業医科大学医学部 小児科）
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シンポジウム1	 11月29日［土］　9：00～11：00　第1会場

職場のメンタルヘルス
座長：芦原 睦（中部労災病院心療内科 勤労者メンタルヘルスセンター）
　　　天保 英明（医療法人社団ハートフル川崎病院）

S1-1	 職場復帰支援の勘どころ
大西 守
公益社団法人日本精神保健福祉連盟

S1-2	 職場のメンタルヘルス対策と産業医の役割
伊藤 克人
東急病院 健康管理センター（心療内科）

S1-3	 製造業における職場のメンタルヘルスをめぐる諸問題について
天野 雄一、端詰 勝敬、臼井 幸治、坪井 康次
東邦大学医学部 心身医学講座

シンポジウム2	 11月29日［土］　9：00～11：00　第2会場

サイコオンコロジー
座長：吉内 一浩（東京大学医学部附属病院 心療内科）
　　　小山 敦子（近畿大学医学部 内科学腫瘍内科部門心療内科分野）

S2-1	 身体症状緩和	～心療内科医が、“今”、意識すべきこと～
松岡 弘道
近畿大学医学部附属病院 がんセンター緩和ケア室/近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門 心療内科分野

S2-2	 精神症状緩和	～がん患者を全人的に支えるために～
大島 彰
国立病院機構九州がんセンター サイコオンコロジー科

S2-3	 サイコオンコロジー領域における心理士の教育
小田原 幸、端詰 勝敬、坪井 康次
東邦大学医療センター大森病院 心療内科

S2-4	 がん患者の精神症状への対応	−精神科医の立場から−
清水 研
国立がん研究センター中央病院 精神腫瘍科

S2-5	 在宅看取りの促進要因に関する研究	～訪問看護師への調査結果から～
福井 小紀子
日本赤十字看護大学
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シンポジウム3	 11月29日［土］　9：00～11：00　第3会場

生殖補助医療技術をめぐる心理的問題	～配偶子提供がもたらす家族のゆくえ～
座長：相良 洋子（さがらレディスクリニック）
　　　髙松 潔（東京歯科大学市川総合病院 産婦人科）

S3-1	 最近の生殖補助医療技術
藤原 敏博
山王病院 リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター

S3-2	 AID（非配偶者間人工授精）の過去・現在・未来
久慈 直昭
東京医科大学医学部 産科婦人科

S3-3	 卵子提供妊娠の産科的リスク、社会的リスク、心理的リスク
中山 摂子、安達 知子、中林 靖、岡井 崇、中林 正男
総合母子保健センター愛育病院 産婦人科

S3-4	 ARTに伴う心理的問題とカウンセリングの現状
平山 史朗
東京HARTクリニック

シンポジウム4	 11月29日［土］　15：00～17：00　第3会場

心療内科に寄与する行動医学
座長：吉内 一浩（東京大学医学部附属病院 心療内科）
　　　鈴木 伸一（早稲田大学 人間科学学術院）

S4-1	 心療内科に寄与する行動医学：公衆衛生学の視点から
中尾 睦宏
帝京大学大学院 公衆衛生学研究科・医学部附属病院 心療内科

S4-2	 生活習慣病
菊地 裕絵
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 心身医学研究部

S4-3	 医学教育における行動医学の現状
坊 裕美
東邦大学医学部 心身医学講座

S4-4	 こころの痛みから始まる身体の痛み	～臨床心理の視点から～
金 外淑1,2、村上 正人2、松野 俊夫2

1兵庫県立大学看護学部 心理学系、2日本大学医学部板橋病院 心療内科
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シンポジウム5	 11月29日［土］　15：00～17：00　第4会場

総合診療・家庭医療とは何か、そして心身医学の役割は
座長：本郷 道夫（公立黒川病院）
　　　福永 幹彦（関西医科大学附属枚方病院 心療内科）
指定発言：前沢 政次（京極町国民健康保険診療所（ひまわりクリニック））

S5-1	 急性期総合病院の総合診療
井村 洋
飯塚病院 総合診療科

S5-2	 総合診療・家庭医療とは何か、そして心身医学の役割は	−岡山県北の家庭医の立場から−
松下 明
社会医療法人清風会岡山家庭医療センター 奈義ファミリークリニック

S5-3	 総合診療・家庭医療とは何か、そして心身医学の役割は
	 −大学における立場と心身医学とのかかわり−

竹村 洋典
三重大学大学院医学系研究科 臨床医学系講座家庭医療学分野

シンポジウム6	 11月30日［日］　9：00～11：00　第2会場

摂食障害の病態を改めて考える
座長：井上 幸紀（大阪市立大学大学院医学研究科 神経精神医学）
　　　端詰 勝敬（東邦大学医学部 心身医学講座）

S6-1	 中年期の摂食障害
山内 常生
大阪市立大学大学院医学研究科 神経精神医学

S6-2	 小児の摂食障害
井口 敏之
星ヶ丘マタニティ病院 小児科

S6-3	 摂食障害とバイポーラー
菅 さくら、端詰 勝敬、坪井 康次
東邦大学医学部 心身医学講座

S6-4	 摂食障害と発達障害	−臨床像の理解と治療のむずかしさ−
岡本 百合
広島大学 保健管理センター
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シンポジウム7	 11月30日［日］　9：00～11：00　第3会場

震災支援
座長：村上 典子（神戸赤十字病院 心療内科）
　　　鈴木 順（岩手医科大学 呼吸器・アレルギー・膠原病内科・心療内科）

S7-1	 仮設住宅内のプライマリケア	診療所におけるメンタルケアの実際
長 純一
石巻市立病院 開成仮診療所／石巻市包括ケアセンター／東北大学

S7-2	 福島県相双地域における東日本大震災のメンタルケアについて
大川 貴子
福島県立医科大学 看護学部／NPO法人相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会

S7-3	 岩手県での震災支援	～県内在住心療内科医の立場から～
齋藤 小豊1、鈴木 順1,10、千葉 太郎2,10、星野 健2、加藤 明子2、水野 紹夫3、板倉 康太郎4、
齋藤 恵子5、平野 繁6、千田 恵美7、石川 浩二8、村上 典子9、山内 広平1

1岩手医科大学 呼吸器・アレルギー・膠原病内科、2盛岡友愛病院 心療内科、3恵仁会三愛病院 内科、
4内科板倉医院、5西松園内科医院、6平野医院、7千田クリニック、8三菱重工 大江西・飛鳥健康管理科、
9神戸赤十字病院 心療内科、10日本心療内科学会 災害支援プロジェクト委員会

S7-4	 ［震災支援］県外支援の立場から
森村 美奈
大阪市立大学大学院医学研究科 総合医学教育学

シンポジウム8	 11月30日［日］　14：00～16：00　第2会場

機能性身体症候群と心身相関
座長：中尾 睦宏（帝京大学医学部附属病院 心療内科）
　　　福永 幹彦（関西医科大学附属枚方病院 心療内科）

S8-1	 機能性身体症候群の概念と病態
神原 憲治、福永 幹彦
関西医科大学 心療内科学講座

S8-2	 心身症と機能性身体症候群
吉原 一文
九州大学病院 心療内科

S8-3	 身体感覚増幅と破局的思考
瀬戸 泰1、中尾 睦宏2

1岩手県立大学、2帝京大学大学院公衆衛生学研究科・医学部附属病院 心療内科

S8-4	 身体化と身体機能症候群、ナラティブ・アプローチ
津久井 要
横浜労災病院 心療内科
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第12回桂記念治療的自己研究会シンポジウム	 11月30日［日］　15：30～17：00　第4会場

全人的医療の経過と治療的自己
座長：山岡 昌之（日本摂食障害治療研究所）
　　　村松 芳幸（新潟大学医学部 保健学科）
指定発言：吾郷 晋浩（吉備国際大学）

S9-1	 治療的自己の一般性と専門性	心療内科医の治療的自己
石川 俊男
国立国際医療研究センター国府台病院 心療内科

S9-2	 全人的医療において治療的自己の果たす役割
千葉 太郎
盛岡友愛病院 心療内科

パネルディスカッション	 11月29日［土］　15：00～16：30　第2会場

若手によるパネルディスカッション−次世代の心療内科へ向けて
座長：端詰 勝敬（東邦大学医学部 心身医学講座）
　　　真島 一郎（新潟大学医学部 保健管理センター）
演者：大谷 真（東京大学医学部附属病院 心療内科）
　　　吉原 一文（九州大学病院 心療内科）
　　　水野 泰行（関西医科大学附属枚方病院 心療内科）
　　　網谷 東方（鹿児島大学病院 心身医療科）
　　　遠藤 由香（東北大学病院 心療内科）
　　　久我原 明朗（くがはら内科クリニック）

日独交流企画	 11月29日［土］　16：00～17：30　第1会場

日本心療内科学会の日独交流とドイツ心身医学界の動向
座長：村上 正人（日本大学）
　　　橋爪 誠（橋爪病院）

1	 Psychosomatic	approach	to	obesity
Ryoko Sawamoto, Takehiro Nozaki, Nobuyuki Sudo
Department of Psychosomatic Medicine, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu 
University

2	 Overview	over	 the	German	S3	Guideline	 for	 the	Prevention	and	Treatment	of	
Obesity	-	Special	Focus	on	Behavioral	Strategies
Martin Teufel
Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy University Medical Hospital, 
University of Tuebingen

3	 Developing	and	implementing	integrated	research	and	care	for	patients	with	heart	
disease	-	models	and	experiences
Christoph Herrmann-Lingen
Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, University Medical Center 
Göttingen (UMG)
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一般演題（ポスター1）　摂食障害1	 11月29日［土］　15：50～16：40　ポスター会場

座長：山田 宇以（聖路加国際病院 心療内科）
　　　一條 智康（九段坂病院 心療内科）

PⅠ-01	 うつ病として加療されていた、橋本病と神経性大食症を合併した一例
田村 奈穂、薗田 将樹、須田 真史、星 明孝、棚橋 徳成、石川 俊男

（独）国立国際医療研究センター国府台病院 心療内科

PⅠ-02	 急激な体重減少およびやせを呈しているにもかかわらず診察・加療を拒否し摂食障害との鑑別を
要した一例
松原 明弘1、田渕 翔太2、原 健1、松林 直1

1福岡徳洲会病院 心療内科、2福岡徳洲会病院 臨床初期研修医

PⅠ-03	 Clostridium difficile関連腸疾患の再発を繰り返した神経性食不振症／むちゃ食い・排出型の2例
鈴山 千恵1、高倉 修2、瀧井 正人4、横山 寛明2、権藤 元治3、森田 千尋3、河合 啓介2、須藤 信行2,3

1福岡ゆたか中央病院、2九州大学病院 心療内科、3九州大学大学院医学研究院 心身医学、
4北九州医療刑務所

PⅠ-04	 摂食障害回復期における本人の症状改善と家族関係からの考察
若林 邦江、知場 奈津子、須田 真史、小西 恵、薗田 将樹、棚橋 徳成、星 明孝、田村 奈穂、
石川 俊男
国立国際医療研究センター国府台病院 心療内科

PⅠ-05	 NIRSを用いて併存疾患の評価を行うことで治療的展開が得られた摂食障害患者の1例
藤田 欣也1、端詰 勝敬1、齊藤 友里香2、吉田 寿美子2、中村 祐三1、都田 淳1、臼井 幸治1、
天野 雄一1、坪井 康次1

1東邦大学医学部 心身医学講座、2国立精神・神経医療研究センター病院

一般演題（ポスター2）　身体疾患1	 11月29日［土］　16：40～17：30　ポスター会場

座長：石津 宏（琉球大学）
　　　竹内 武昭（帝京大学医学部附属病院 心療内科）

PⅠ-06	 頭痛診療における抑うつ障害の検討
松森 保彦1、藤原 悟2

1広南病院 頭痛外来、2広南病院 脳神経外科

PⅠ-07	 被害妄想を呈したバセドウ病の一例
長岡 真美、板井 貴宏、天保 英明
医療法人社団ハートフル川崎病院

PⅠ-08	 乾癬患者の交流分析的検討
山北 高志1、芦原 睦2、松永 佳世子1

1藤田保健衛生大学 皮膚科、2中部労災病院 心療内科

PⅠ-09	 思春期の心因性発熱患者における起立時心血管反応の特徴
ルクハバスレン バトトプシン1、岡 孝和1、須藤 信行1、田中 英高2

1九州大学大学院医学研究院、2大阪医科大学 小児科
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PⅠ-10	 ストレス性高体温症には視床下部背内側核の活性化を伴う：ジアゼパムの効果を含めて
ルクハバスレン バトトプシン1、岡 孝和1、須藤 信行1、中村 佳子2、中村 和弘2

1九州大学大学院医学研究院 心身医学、2京都大学・生命科学系キャリアパス形成ユニット

一般演題（ポスター3）　頭頚部	 11月29日［土］　15：50～16：20　ポスター会場

座長：小池 一喜（日本大学歯学部付属歯科病院 心療歯科）
　　　大田 大介（聖路加国際病院 心療内科）

PⅠ-11	 セネストパチー様口腔愁訴に対する外来森田療法
中野 良信
医療法人蒼生会蒼生病院 歯科口腔外科（心療科）

PⅠ-12	 口腔異常感症に適応した外来森田療法
石田 惠
口腔心理室

PⅠ-13	 Patient	Health	Questionnaire（PHQ-9，PHQ-15）を用いた口腔顔面痛患者の心身医学的検証
田中 裕1、村松 芳幸2,4、村松 公美子3,4、真島 一郎4、藤村 健夫4、清水 夏恵4、清野 洋4、
吉嶺 文俊4、櫻井 浩治5、瀬尾 憲司1

1新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔生命科学専攻顎顔面再建学講座歯科麻酔学分野、
2新潟大学医学部 保健学科成人・老年看護学講座、3新潟青陵大学大学院 臨床心理学研究科、
4新潟大学医学部 内部環境学講座、5新潟大学

一般演題（ポスター4）　精神疾患	 11月29日［土］　16：20～17：00　ポスター会場

座長：天保 英明（ハートフル川崎病院）
　　　榧野 真美（東京大学医学部附属病院 心療内科）

PⅠ-14	 難治性うつ病に対するアリピプラゾールの有用性	−身体症状の検討−
竹内 武昭1、中尾 睦宏1、牧野 真理子2、大森 啓吉3、伊藤 克人4、福田 克彦5、村林 信行6、
端詰 勝敬7

1帝京大学医学部附属病院 心療内科、2牧野クリニック、3アーク荻窪大森クリニック、
4東京急行電鉄東急病院 心療内科、5草加心療内科、6心療内科アーツクリニック大崎、
7東邦大学医学部 心身医学講座

PⅠ-15	 ヨーガ療法の呼吸法・制感法・心理教育でパニック発作をコントロールした症例
鎌田 穣、黒川 順夫
黒川内科

PⅠ-16	 作業療法への参加が好転の転機となったメンタルヘルス復職困難症例の検討
米良 貴嗣
八幡厚生病院 精神科・心療内科

PⅠ-17	 対応に苦慮した、過敏性腸症候群を合併した成人広汎性発達障害の1例
佐藤 研、佐竹 立、櫻庭 美耶子
弘前大学 消化器血液内科
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一般演題（ポスター5）　消化器	 11月29日［土］　17：00～17：40　ポスター会場

座長：安藤 哲也（国立精神・神経医療研究センター）
　　　庄司 知隆（東北大学病院 心療内科）

PⅠ-18	 バルプロ酸が有効であった機能性ディスペプシアの難治例の治療経験
山下 真、河合 啓介、横山 寛明、乙成 淳、森田 千尋、権藤 元治、高倉 修、須藤 信行
九州大学病院 心療内科

PⅠ-19	 過敏性腸症候群に対する内部感覚曝露を用いた認知行動療法（CBT-IE）日本語版の開発研究
大江 悠樹1,2、倉 五月1、富田 吉敏3、菊地 裕絵1、堀越 勝2、安藤 哲也1

1国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 心身医学研究部、
2国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター、
3国立精神・神経医療研究センター病院 心療内科

PⅠ-20	 難治性の機能性ディスペプシアに対して、オランザピンが奏功した一例
西田 愼二1、大林 美由樹2、福永 幹彦2

1日本赤十字社和歌山医療センター 心療内科部、2関西医科大学 心療内科

PⅠ-21	 患者のリソースを利用した認知・行動の変容にて速やかに改善した機能性腹痛の一例
井上 朋子、森澤 俊英、秋山 泰士、浦川 彩子、革島 定信、今泉 澄人、西山 順滋、首藤 由江、
水野 泰行、阿部 哲也、神原 憲治、福永 幹彦
関西医科大学 心療内科学講座

一般演題（ポスター6）　摂食障害2	 11月30日［日］　14：00～14：50　ポスター会場

座長：瀧本 禎之（東京大学医学部附属病院 心療内科）
　　　林 吉夫（林内科クリニック）

PⅡ-01	 摂食障害入院症例におけるエゴグラムの検討
都田 淳、端詰 勝敬、天野 雄一、小田原 幸、坪井 康次
東邦大学医療センター大森病院 心療内科

PⅡ-02	 GHQ30を用いた摂食障害病型別の心理特性
棚橋 徳成、若林 邦江、薗田 将樹、須田 真史、星 明孝、田村 奈穂、石川 俊男
国立国際医療研究センター国府台病院 心療内科

PⅡ-03	 神経性やせ症の経過中に上腸間膜動脈症候群に伴う心窩部痛等が出現し急性腎不全にまで至った
一例
米田 良、原島 沙季、柴山 修、大谷 真、榧野 真美、瀧本 禎之、吉内 一浩
東京大学医学部附属病院 心療内科

PⅡ-04	 当科の摂食障害入院患者における輸血を要した症例についての検討
薗田 将樹、田村 奈穂、須田 真史、星 明孝、若林 邦江、棚橋 徳成、石川 俊男
国立国際医療研究センター国府台病院 心療内科

PⅡ-05	 神経性食欲不振症および肥満症患者におけるBMIと抗老化ホルモンKlothoの関連
網谷 東方1、網谷 真理恵2、森永 明倫1、浅川 明弘1、乾 明夫1

1鹿児島大学医歯学総合研究科 心身内科学分野、
2鹿児島大学医歯学総合研究科 離島へき地医療人育成センター
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一般演題（ポスター7）　心理療法	 11月30日［日］　14：50～15：50　ポスター会場

座長：天野 雄一（東邦大学医学部 心身医学講座）
　　　田村 奈穂（国立国際医療研究センター国府台病院 心療内科）

PⅡ-06	「身体からの心理療法」をNBMで理解する。−物語られない「物語」を紡ぐ−
高尾 龍雄

（特養）神港園診療所／京都大学医学部付属病院 小児科心療外来

PⅡ-07	 パーソンセンタードアプローチ（PCA）が全般性不安障害に有効であった1例
小林 中
一般財団法人慈愛病院

PⅡ-08	 家族が癒されれば患者も癒される	～体外式超音波を用いた胃運動機能評価による検討～
蓮尾 英明1,2、神原 憲治2、緒方 正敏3、三浦 智史1、松本 禎久1、木下 寛也1

1国立がん研究センター東病院 緩和医療科、2関西医科大学 心療内科学講座、3赤磐医師会病院 消化器内科

PⅡ-09	 アイソメトリックヨーガは通常治療抵抗性の慢性疲労症候群患者の疲労と痛みを改善する：ラン
ダム化比較試験
岡 孝和、棚橋 徳成、千々岩 武陽
九州大学医学部医学研究院 心身医学

PⅡ-10	 男性への恐怖感を訴える患者に対する心理療法としてのコラージュ療法の適用
三輪 雅子、石風呂 素子、松野 俊夫、村上 正人
日本大学板橋病院 心療内科

PⅡ-11	 Q熱と診断された12歳女児の症例
橋本 彩果、西川 將巳
川村学園女子大学大学院人文科学研究科 心理学専攻

一般演題（ポスター8）　身体疾患2	 11月30日［日］　14：00～14：50　ポスター会場

座長：長井 信篤（野上病院）
　　　岡 孝和（九州大学大学院医学研究院 心身医学）

PⅡ-12	 偽りの甲状腺・肝相関をきたした一例
松林 直1、松原 明弘1、原 健1、松本 修一2

1福岡徳洲会病院 心療内科、2福岡徳洲会病院 肝臓内科

PⅡ-13	 気管支喘息および咳喘息患者における尿中バイオピリン値とストレス評価
齋藤 紀先1、糸賀 正道1、芦原 睦2、萱場 博之1

1弘前大学大学院医学研究科 臨床検査医学講座、2中部労災病院 心療内科

PⅡ-14	 鉄補充が心身に好影響をもたらした症例
富田 吉敏1、大江 悠樹2、倉 五月2、菊地 裕絵2、安藤 哲也2

1国立精神・神経医療研究センター病院 総合内科部心療内科、
2国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 心身医学研究部

PⅡ-15	 集中治療領域でのせん妄について
山田 宇以1、紺井 理和2、与都 英美2、清藤 幸帆2、三上 哲3、太田 大介1、池田 真人4、
落合 尚美4、斉藤 聖4

1聖路加国際病院 心療内科、2聖路加国際病院 看護部、3聖路加国際病院 救急部、4聖路加国際病院 精神科
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PⅡ-16	 高度肥満症患者に併存するメンタル疾患
林 果林1、藤井 悠1、齋木 厚人2、山本 喜久1、砂川 裕之1、龍野 一郎2、白井 厚治3、
桂川 修一1、黒木 宣夫1

1東邦大学医療センター佐倉病院 メンタルヘルスクリニック、
2東邦大学医療センター佐倉病院 糖尿病内分泌代謝センター、
3東邦大学医療センター佐倉病院 血管機能講座

一般演題（ポスター9）　プライマリーケア、その他	 11月30日［日］　14：50～15：40　ポスター会場

座長：河合 啓介（九州大学病院 心療内科）
　　　藤田 光恵（ふじたみつえクリニック）

PⅡ-17	 心療内科医に求められる鑑別診断能力	～診断エラーが判明した3症例の検討から～
大武 陽一、高橋 史彦、村田 昌彦、酒井 清裕、阪本 亮、牧村 ちひろ、松岡 弘道、奥見 裕邦、
小山 敦子
近畿大学医学部附属病院 腫瘍内科部門心療内科分野

PⅡ-18	 プライマリケア医療関係者の心身医学に対する意識調査
豊田 英嗣1、加藤 しおり1、坂元 美和1、松下 明2

1社会医療法人清風会日本原病院 心療内科、2社会医療法人清風会奈義ファミリークリニック

PⅡ-19	 心療内科の人材育成について考える	～アンケート調査報告～
加藤 明子、西國 千春、星野 健、千葉 太郎
医療法人友愛会盛岡友愛病院

PⅡ-20	 日本心療内科学会の日独交流とドイツ心身医学界の動向
橋爪 誠1、村上 正人2

1橋爪医院、2日大心療内科

PⅡ-21	 東京大学医学部附属病院心療内科における初診外来受診患者の現状
原島 沙季、米田 良、堀江 武、山家 典子、稲田 修士、大谷 真、榧野 真美、瀧本 禎之、
吉内 一浩
東京大学医学部附属病院 心療内科

教育セミナー1（ランチョンセミナー1）	 11月29日［土］　12：00～13：00　第2会場

共催：持田製薬株式会社 / 田辺三菱製薬株式会社 / 吉富薬品株式会社

LS1	 うつ病の適切な治療を目指して	−今できることは何か？−
座長：久保木 富房（医療法人秀峰会心療内科病院 楽山／東京大学 名誉教授）
演者：大坪 天平（JCHO 東京新宿メディカルセンター（旧東京厚生年金病院）精神科）

教育セミナー2（ランチョンセミナー2）	 11月29日［土］　12：00～13：00　第3会場

共催：ファイザー株式会社

LS2	 パニック障害を通して見る心身相関
座長：芦原 睦（中部労災病院 心療内科／藤田保健衛生大学 医学部）
演者：熊野 宏昭（早稲田大学 人間科学学術院）
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教育セミナー3（ランチョンセミナー3）	 11月29日［土］　12：00～13：00　第4会場

共催：エーザイ株式会社

LS3	 不眠症診療に役立つトピックス	～睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイド
ラインより～

座長：坂野 雄二（北海道医療大学 心理科学部）
演者：内村 直尚（久留米大学医学部 神経精神医学講座）

教育セミナー4（モーニングセミナー）	 11月30日［日］　8：00～9：00　第1会場

共催：Meiji	Seika ファルマ株式会社

MS	 ウエブアプリ「アン-サポ」を用いた気分障害の診断と治療	～不安症状に着目した
治療戦略～

座長：山岡 昌之（池袋心療内科メディカルオーククリニック）
演者：渡部 芳徳（医療法人社団慈泉会ひもろぎ心のクリニック）

教育セミナー5（ランチョンセミナー4）	 11月30日［日］　12：00～13：00　第2会場

共催：大塚製薬株式会社

LS4	 女性のうつ	～産婦人科の視点から考える～
座長：久保 千春（九州大学）
演者：髙松 潔（東京歯科大学市川総合病院 産婦人科）

教育セミナー6（ランチョンセミナー5）	 11月30日［日］　12：00～13：00　第3会場

共催：塩野義製薬株式会社

LS5	 身体疾患とうつ
座長：坪井 康次（東邦大学医学部 心身医学講座）
演者：須藤 信行（九州大学大学院医学研究院 心身医学）

教育セミナー7（ランチョンセミナー6）	 11月30日［日］　12：00～13：00　第4会場

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

LS6	 躁うつ病とうつ病は本当に異種の疾患か
座長：村上 正人（日本大学医学部 内科学系呼吸器内科学分野／日本大学医学部附属板橋病院 心療内科）
演者：菊山 裕貴（大阪医科大学医学部 神経精神医学教室／大阪精神医学研究所 新阿武山病院）
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市民公開講座	 11月30日［日］　15：00～17：00　第1会場

こころと身体のヘルシィーケア
司会：坪井 康次（東邦大学医学部 心身医学講座）

1	 認知行動療法のエッセンスに学ぶこころを元気にする3つのヒント
大野 裕
国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター

2	 最新科学が明らかにした長生きのヒケツ
石川 善樹
株式会社キャンサースキャン

第42回日本心療内科学会学術講習会	 11月30日［日］　14：00～17：00　第3会場

心療内科領域に生かす新しい症状評価法
司会：佐々木 直（楽山病院）
　　　竹内 武昭（帝京大学医学部附属病院 心療内科）
　　　久我原 明朗（くがはら内科クリニック）

1	 Ecological	Momentary	Assessment（EMA）
菊地 裕絵
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 心身医学研究部

2	 近赤外線スペクトロスコピー（Near-Infrared	Spectroscopy：NIRS）検査のうつ状態鑑別診断
補助の現状
吉田 寿美子
国立精神・神経医療研究センター病院

3	 脳機能画像解析	fMRI
守口 善也
群馬大学大学院保健学研究科 リハビリテーション学講座
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 精神生理研究部
国立精神・神経医療研究センター 脳病態統合イメージングセンター


