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6月8日金
A会場 B会場 C会場 D会場

4号館　1階
白鳥ホール南

1号館　4階
レセプションホ－ル東

1号館　4階
レセプションホ－ル西

1号館　3階
131+132会議室

8:30

開会の辞

9:00
9:00-10:40
企画シンポジウム1

「機能性消化管障害：臨床の知と
病態最前線」
座長：福土　審・神谷　武
演者：  三輪洋人・神谷　武・ 

福土　審・正岡建洋
特別発言：Yvette Taché

9:00-10:40
ワークショップ1

「人生の最終段階のケア（エンドオ
ブライフ・ケア）に対し心身医学
はどのような貢献ができるのか」
座長：四宮敏章・小山敦子
演者：  四宮敏章・山田　祐・ 

稲光哲明・大西英樹
指定発言：中井吉英

9:00-10:40
事例研究1

「摂食障害事例」
司会：井口敏之・河合啓介
事例報告：  井口敏之・都田　淳・ 

鈴木　太
コメンテーター：河合啓介

9:00-10:00
口演　O1-D1～6

「精神生理・検査・実験」
座長：津田　彰・関口　敦

10:00
10:00-10:50
口演　O1-D7～11

「心理療法 1」
座長：福井義一・江花昭一

11:00 10:50-11:50
口演　O1-D12～17

「職場・産業」
座長：永田頌史・津久井要

11:00-11:50
招聘講演 1　「Stress and Brain-Gut 
Interactions: Role of Corticotropin 
Releasing Factor Signaling」
座長：石川俊男　演者：Yvette Taché

12:00

12:10-13:00
教育セミナー（ランチョン）1
株式会社ツムラ
座長：久保千春
演者：小林暁子・小林弘幸

12:10-13:00
教育セミナー（ランチョン）2
マイランEPD合同会社
座長：福土　審
演者：本郷道夫

12:10-13:00
教育セミナー（ランチョン）3
ゼリア新薬工業株式会社
座長：福永幹彦
演者：三輪洋人

12:10-13:00
教育セミナー（ランチョン）4
ファイザー株式会社
座長：久保木富房
演者：塩入俊樹

13:00

13:20-14:10
総会
理事長講演
池見賞・石川記念賞表彰式14:00

14:15-14:55
会長講演　「心身医学のダイナミ
ズム：臨床の知と病態最前線」
座長：太田龍朗　演者：金子　宏

15:00
15:00-15:40
教育講演1　「複雑性PTSDへの
簡易トラウマ処理による治療」
座長：村上佳津美　演者：杉山登志郎

15:00-16:20
シンポジウム1

「摂食障害治療における学校との
連携」
座長：髙宮静男・磯部昌憲
演者：  唐木美喜子 ・中里道子・ 

大谷良子・川添文子

15:00-16:20
事例研究2

「イレウス事例・過敏性腸症候群
事例（催眠療法）」
司会：福井義一
事例提供：藤田査織・中西善久
コメンテーター：金澤　素
講演：福井義一

15:00-16:00
口演　O1-D18～23

「心理療法 3」
座長：黒川順夫・大平泰子

15:45-16:25
教育講演2　「大人の発達障害と
精神疾患の鑑別と合併」
座長：坪井康次　演者：宮岡　等

16:00
16:00-18:00
心身医学講習会
座長：須藤信行
講師：  瀧本禎之・吉原一文・ 

安野広三・野崎剛弘
16:30-17:10
教育講演3　「視床下部オキシト
シンと統合医療」
座長：小牧　元　演者：高橋　徳

16:30-17:50
シンポジウム2

「心身医学とフィールド医学～生態
学的視点から健康長寿を探る～」
座長：石川元直・辻内琢也
演者：  石川元直・坂本龍太・ 

岩垣穂大・辻内琢也

16:30-17:50
事例研究3

「発達障害事例（就学支援）」
司会：村瀬聡美
事例提供・ミニレクチャー：野邑健二
コメンテーター：若子理恵

17:00

17:15-17:55
教育講演4

「事例研究というパラダイム」
座長：村上正人　演者：斎藤清二

18:00
18:00-18:50
教育セミナー（イブニング）1
クラシエ薬品株式会社
座長：浅川明弘
演者：乾　明夫

18:00-18:50
教育セミナー（イブニング）2
ヤンセンファーマ株式会社
座長：芦原　睦
演者：船曳康子

19:00

20:00

3号館　B1階　レストラン
19:00-20:30

情報交換会 
（Travel Award 表彰式）
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E会場 F会場 G会場 H会場

1号館　3階
133+134会議室

1号館　4階
141+142会議室

4号館　3階
431+432会議室

4号館　1階
白鳥ホール北

8:30

9:00
9:00-10:00
自主シンポジウム1

「身体症状症および関連症群（身体
表現性障害）の治療最前線」
座長：福永幹彦・富永敏行
演者：  水野泰行・村松公美子・

名越泰秀

9:00-10:20
企画シンポジウム2

「バイオフィードバック／ニューロ
フィードバックの臨床応用」
座長：榊原雅人
演者：  佐藤　譲・竹内　聡・ 

Park Suin・及川　欧・ 
榊原雅人

9:00-10:20
ワークショップ2

「森田療法の心身医療における実践」
座長：林　吉夫・太田大介
演者：  太田大介・中野良信・ 

塩路理恵子
指定発言：伊藤克人

9:00-10:30

ポスター貼付

10:00
10:00-11:00
自主シンポジウム2

「臨床での心身医学的治療を活用する工夫」
座長：端詰勝敬
演者：  花岡啓子・竹内武昭・ 

富岡光直

10:30-11:55
シンポジウム3

「心身医学のダイナミズム～7 holy
disease 研究からみた進歩と課題～」
座長：末松弘行・波夛伴和
演者：  深尾篤嗣・奥見裕邦・ 

齋藤紀先・三輪裕介
討論者：河合啓介

10:30-15:00

ポスター閲覧

11:00
11:00-11:50
教育講演5

「心身医学と健康格差社会」
座長：坪井宏仁　演者：近藤克則

11:10-11:50
口演　O1-E1～4

「心理療法 2」
座長：岡田暁宜・細谷紀江

12:00

12:10-13:00
教育セミナー（ランチョン）5
塩野義製薬株式会社
シャイアー・ジャパン株式会社
座長：中井吉英　演者：三上克央

13:00

14:00

15:00
15:00-16:20
パネルディスカッション1

「ストレスと漢方 - 漢方薬の薬理作
用とオキシトシンとの関係性」
株式会社ツムラ
座長：須藤信行・上原　聡
基調講演：Yvette Taché
演者：  下村健寿・砂川正隆・ 

小林弘幸

15:00-16:20
シンポジウム4

「総合診療と心療内科の協働」
座長：吉内一浩・孫　大輔
演者：  森屋淳子・西山順滋・ 

堀江　武・冨久尾航・ 
小川真里子

15:00-17:10

ポスター発表

※ポスター発表は
次ページを参照 16:00

16:00-18:00
産業医講習会1

「PIPC（Psychiatry in Primary 
Care）セミナー入門コース」
講師：  宮崎　仁・木村勝智・ 

内藤　宏

16:30-17:00
口演　O1-E5～7　「チーム医療」
座長：久住一郎・小山敦子

16:30-17:50
パネルディスカッション2

「新専門医制度世代の若手に心身
医学のエッセンスをどう伝えど
う評価するか」
座長：端詰勝敬・大谷　真
演者：  庄司知隆・奥見裕邦・ 

山田宇以・中村祐三・ 
大谷　真

17:00
17:00-17:50
口演　O1-E8～12

「ヘルスプロモーション」
座長：高野　晶・森谷　満

18:00
18:00-18:50
教育セミナー（イブニング）3
日本介助犬協会
座長：小山敦子
演者：高柳友子

19:00

20:00



6月8日金　ポスターセッション
H会場

4号館　1階　白鳥ホール北

15:00
15:00-16:10
ポスター　P1-1～7

「消化器・慢性疼痛」
座長：土田　治・釋　文雄

15:00-16:00
ポスター　P1-13～18

「精神・生理・薬理 1」
座長：阿部哲也・深尾篤嗣

15:00-16:00
ポスター　P1-25～30

「ストレスコーピング・QOL」
座長：村松芳幸・野村　忍

15:00-16:00
ポスター　P1-38～43

「コンサルテイション・リエゾン」
座長：福永幹彦・大中俊宏

16:00
16:00-17:00
ポスター　P1-19～24

「精神・生理・薬理 2」
座長：早野順一郎・榊原雅人

16:00-17:10
ポスター　P1-31～37

「高齢・緩和医療」
座長：山下功一・小杉孝子

16:10-17:00
ポスター　P1-8～12

「治療・心理療法」
座長：鈴木理俊・中島弘徳

17:00




