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6月9日土
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

9:00
9:00-10:20
企画シンポジウム3

「大人の発達障害：臨床の知と病
態最前線」
座長：岡本百合・大崎園生
演者：  小坂浩隆・岡本百合・ 

吉川　徹

9:00-10:20
シンポジウム5

「睡眠医療が心身医学に貢献する
ために必要なダイナミズム」
座長：山寺　亘・岡島　義
演者：  山寺　亘・八木朝子・ 

岡島　義・井端累衣

9:00-10:20
事例研究4

「摂食・周産期事例」
司会：相良洋子
症例報告：坂本美和
コメンテーター：白土なほ子・牧野真理子
特別講演：甲村弘子

9:00-10:00
口演　O2-D1～6

「摂食障害 1」
座長：田村奈穂・山岡昌之

10:00
10:00-10:50
口演　O2-D7～11

「消化器 1」
座長：金澤　素・庄司知隆10:30-11:10

招聘講演 2　「Stress, Corticotropin 
Releasing Factor, and Gut」
座長：福土　審　演者：Hyojin Park11:00 10:50-11:40

口演　O2-D12～16
「消化器 2」
座長：佐藤　研・遠藤由香

11:15-11:55
特別講演1　「日本医学会総会に
ついて：その歴史と使命」
座長：久保千春　演者：齋藤英彦

12:00

12:10-13:00
教育セミナー（ランチョン）6
整膚学園
座長：角田朋司
演者：徐　堅

12:10-13:00
教育セミナー（ランチョン）7
アステラス製薬株式会社
座長：千葉太郎
演者：福土　審

12:10-13:00
教育セミナー（ランチョン）8
持田製薬株式会社
座長：金子　宏
演者：古川　修

12:10-13:00
教育セミナー（ランチョン）9
吉田製薬株式会社
座長：佐々木大輔
演者：春間　賢

13:00

13:20-14:00
特別講演2

「トヨタのものづくり・人づくり」
座長：金子　宏　演者：張富士夫

14:00

14:10-14:50
教育講演6

「心身医療とマインドフルネス」
座長：野村　忍　演者：熊野宏昭

14:10-15:10
企画シンポジウム4

「過敏性腸症候群の子どもから大人ま
で～移行期医療と発達障害～」
座長：土生川千珠・遠藤由香
演者：  柳夲嘉時・土生川千珠・

遠藤由香

14:10-15:10
若手WG企画
座長：波夛伴和
演者：大武陽一・波夛伴和
ファシリテーター：  佐藤康弘・松田能宣・ 

山田宇以・阪本　亮
閉会の挨拶：吉内一浩

14:10-15:10
優秀賞候補口演　O2-D17～22
座長：千葉太郎・十川　博

15:00 14:55-15:35
教育講演7

「精神科医の寝技と立ち技」
座長：川﨑康弘　演者：兼本浩祐

15:15-16:15
口演　O2-D23～28

「呼吸器・神経・内分泌・心身症」
座長：松田能宣・丸岡秀一郎

15:20-17:20
産業医講習会2

「事例検討～事業場におけるメン
タルヘルス困難事例への対応～」
講師：芦原　睦・石川浩二

15:20-17:20
産業医講習会3

「事例検討～事例を通じて学ぶ，
認知行動療法を基盤とした社内
研修の実際～」
講師：奥山真司・古井　景

15:45-16:25
教育講演8  「総合診療医が心身症患者を診ると
きに必要な医療面接～日本のエビデンスに基づいて～」
座長：岡田宏基　演者：竹村洋典

16:00

16:15-17:05
口演　O2-D29～33

「耳鼻科・口腔外科」
座長：小池一喜・豊福　明

16:30-17:10
教育講演9  「抑うつ的な妊産婦の心を理解
し，対応する～産後うつ予防健診実施を踏まえて～」
座長：久住一郎　演者：尾崎紀夫17:00

閉会式（優秀賞表彰式）
閉会の辞

18:00

19:00

20:00
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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
9:00-9:40
口演　O2-E1～4

「高齢者」
座長：中尾睦宏・小林伸行

9:00-10:00
自主シンポジウム3

「本邦における摂食障害治療のエ
ビデンスの確立に向けて」
座長：吉内一浩・高倉　修
演者：遠藤由香・波夛伴和・ 

平出麻衣子・安藤哲也
指定発言：河合啓介

9:00-11:00
企画講習会1（前半）

「心身医学領域における心理査定
所見の書き方」
講師：古井由美子
ファシリテーター：  酒井玲子・大島良江・ 

佐藤友里・伊奈　萌

9:00-13:00

ポスター閲覧9:40-10:30
口演　O2-E5～9

「理念・教育・社会学」
座長：小牧　元・岡田宏基

10:00
10:00-11:00
自主シンポジウム4

「日常生活というブラックボック
スを明らかにする」
座長：吉内一浩・端詰勝敬
演者：  吉内一浩・菊地裕絵

清水悦子・野原伸展

10:30-11:20
口演　O2-E10～14

「発達障害」
座長：村上佳津美・村瀬聡美

11:00

12:00

12:10-13:00
教育セミナー（ランチョン）10
日本イーライリリー株式会社
塩野義製薬株式会社
座長：久住一郎　演者：大坪天平

13:00
13:00-15:00
企画講習会1（後半）

「リエゾン医療における心理師
（士）の役割」
座長：木村宏之
講演1・事例報告1：岸　辰一
講演2・事例報告2：山内　彩
コメンテーター：北島智子

13:00-14:50

ポスター発表

※ポスター発表は
次ページを参照 14:00

14:00-15:00
自主シンポジウム5

「心身医療から＜身＞の医療へ～body-mind-spirit を
統合した第三段階医療を目指して～（第２報）」
座長：深尾篤嗣・神原憲治
演者：  竹林直紀・町田英世・ 

鎌田　穣

14:10-15:00
教育講演10　「摂食障害治療の基本
姿勢～痩せすぎモデル禁止法に向けて～」
座長：山下達久　演者：永田利彦

14:50-16:00

ポスター撤去

15:00

15:15-15:55
口演　O2-E15～18

「疼痛」
座長：細井昌子・村上正人

15:15-17:15
企画講習会3

「DMORT（災害死亡者家族支援
チーム）とは」
座長：村上典子
講師：北川喜己・村上典子

15:15-17:15
企画講習会2
コ・メディカル　ワークショップ 

「知っておきたい消化器心身症の基礎
～心理師の資質向上のために～」
座長：江花昭一・松野俊夫
講師：佐藤　研

16:0015:55-17:15
口演　O2-E19～26

「摂食障害 2」
座長：大谷　真・鈴木眞理

17:00

18:00

19:00

20:00

3号館3階　国際会議室
18:00-19:40
地球のステージ
主催：中部地区開業医有志の会

（第59回日本心身医学会総会
ならびに学術講演会 共催）



6月9日土　ポスターセッション
H会場

4号館　1階　白鳥ホール北

13:00
13:00-14:00
ポスター　P2-44～49

「精神・小児思春期」
座長：石崎優子・岡田あゆみ

13:00-13:50
ポスター　P2-54～58

「発達障害」
座長：村瀬聡美・原　幸一

13:00-13:50
ポスター　P2-63～67

「産業 1」
座長：石川浩二・小林章雄

13:00-14:10
ポスター　P2-73～79

「摂食障害」
座長：石川俊男・作田亮一

14:00
14:00-14:40
ポスター　P2-50～53

「相補・代替医療」
座長：鈴木　順・天保英明

14:00-14:40
ポスター　P2-59～62

「理念・教育」
座長：辻内琢也・井出雅弘

14:00-14:50
ポスター　P2-68～72

「産業 2」
座長：兒玉直樹・山本晴義

15:00


