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第59回日本心身医学会総会
ならびに学術講演会

プログラム

※表記統一のため，現地実行委員会の判断により，所属施設名等の表記
に一部修正を加えてあります．
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会長講演 6月8日（金）　14：15～14：55　A会場

座長：名古屋第一赤十字病院心療相談センター　太田　龍朗

心身医学のダイナミズム：臨床の知と病態最前線
 星ヶ丘マタニティ病院心療内科／愛知医科大学・藤田保健衛生大学　金子　宏	 （p.	68）

特別講演1 6月9日（土）　11：15～11：55　A会場

座長：九州大学総長　久保　千春

日本医学会総会について：その歴史と使命
 国立病院機構名古屋医療センター　齋藤　英彦	 （p.	69）

特別講演2 6月9日（土）　13：20～14：00　A会場

座長：星ヶ丘マタニティ病院心療内科　金子　宏

トヨタのものづくり・人づくり
 トヨタ自動車株式会社相談役　張　富士夫	 （p.	70）

招聘講演1 6月8日（金）　11：00～11：50　A会場

座長：いしかわストレスケアクリニック　石川　俊男

Stress and Brain-Gut Interactions: Role of Corticotropin Releasing  
Factor Signaling

CURE: Digestive Diseases Research Center, Vatche and Tamar Manoukian Division 
of Digestive Diseases, Department of Medicine at UCLA and VA Greater 

 Los Angeles Healthcare System, Los Angeles, California, USA　Yvette	Taché	 （p.	72）

招聘講演2 6月9日（土）　10：30～11：10　A会場

座長：東北大学大学院医学系研究科行動医学／東北大学病院心療内科　福土　審

Stress, Corticotropin Releasing Factor, and Gut
 Yonsei University, Seoul, Korea　Hyojin	Park	 （p.	74）

第59回日本心身医学会総会ならびに学術講演会プログラム
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教育講演1 6月8日（金）　15：00～15：40　A会場

座長：近畿大学医学部堺病院心身診療科　村上　佳津美

複雑性PTSDへの簡易トラウマ処理による治療
 福井大学子どものこころの発達研究センター　杉山　登志郎	 （p.	78）

教育講演2 6月8日（金）　15：45～16：25　A会場

座長：深川ギャザリアクリニック　坪井　康次

大人の発達障害と精神疾患の鑑別と合併
 北里大学医学部精神科　宮岡　等	 （p.	79）

教育講演3 6月8日（金）　16：30～17：10　A会場

座長：国際医療福祉大学福岡保健医療学部　小牧　元

視床下部オキシトシンと統合医療
 ウイスコンシン医科大学／統合医療クリニック徳　高橋　徳	 （p.	80）

教育講演4 6月8日（金）　17：15～17：55　A会場

座長：国際医療福祉大学／山王病院心療内科　村上　正人

事例研究というパラダイム
 立命館大学総合心理学部　斎藤　清二	 （p.	81）

教育講演5 6月8日（金）　11：00～11：50　F会場

座長：金沢大学医薬保健研究域薬学系国際保健薬学研究室　坪井　宏仁

心身医学と健康格差社会
千葉大学予防医学センター社会予防医学研究部門／

 国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター老年学評価研究部　近藤　克則	 （p.	82）

教育講演6 6月9日（土）　14：10～14：50　A会場

座長：早稲田大学人間科学学術院　野村　忍

心身医療とマインドフルネス
 早稲田大学人間科学学術院　熊野　宏昭	 （p.	83）

教育講演7 6月9日（土）　14：55～15：35　A会場

座長：金沢医科大学精神神経科学教室　川﨑　康弘

精神科医の寝技と立ち技
 愛知医科大学精神科学講座　兼本　浩祐	 （p.	84）
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教育講演8 6月9日（土）　15：45～16：25　A会場

座長：香川大学医学部医学教育学講座　岡田　宏基

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～
 三重大学大学院医学系研究科家庭医療学　竹村　洋典	 （p.	85）

教育講演9 6月9日（土）　16：30～17：10　A会場

座長：北海道大学大学院医学研究院精神医学教室　久住　一郎

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～
 名古屋大学大学院医学系研究科精神医学・親と子どもの心療学分野　尾崎　紀夫	 （p.	86）

教育講演10 6月9日（土）　14：10～15：00　E会場

座長：からすま五条・やましたクリニック　山下　達久

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～
 なんば・ながたメンタルクリニック　永田　利彦	 （p.	87）

企画シンポジウム1 6月8日（金）　9：00～10：40　A会場

座長：東北大学大学院医学系研究科行動医学／東北大学病院心療内科　福土　審
名古屋市立大学大学院次世代医療開発学　神谷　武

機能性消化管障害：臨床の知と病態最前線

SS1-1 機能性ディスペプシアの臨床の知と病態最前線
 兵庫医科大学内科学消化管科　三輪　洋人	 （p.	90）

SS1-2 機能性消化管疾患に対する治療評価法の検討
 名古屋市立大学大学院次世代医療開発学　神谷　武	 （p.	91）

SS1-3 過敏性腸症候群の病態最前線と中枢応答
 東北大学大学院医学系研究科行動医学／東北大学病院心療内科　福土　審	 （p.	91）

SS1-4 過敏性腸症候群患者に対する糞便移植の有効性，安全性とその寄与因子に
ついての検討
 慶應義塾大学医学部内科学（消化器）　正岡　建洋	 （p.	92）

特別発言	 CURE: Digestive Diseases Research Center, Vatche and Tamar Manoukian Division 
of Digestive Diseases, Department of Medicine at UCLA and VA Greater 

 Los Angeles Healthcare System, Los Angeles, California, USA　Yvette	Taché	
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企画シンポジウム2 6月8日（金）　9：00～10：20　F会場

座長：愛知学院大学心身科学部心理学科　榊原　雅人

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

SS2-1 日本におけるニューロフィードバックの現状と今後の展望
 日本ニューロフィードバック　佐藤　譲	 （p.	93）

 たけうち心療内科　竹内　聡	 （p.	93）

SS2-2 ニューロフィードバックの臨床アプローチとプロトコル
 Wonkwang Univ., Sanbon Hospital　Park	Suin	 （p.	94）

SS2-3 自律神経系への短期リハビリテーション効果を心拍変動（HRV）でみる
 旭川医科大学病院リハビリテーション科　及川　欧	 （p.	94）

SS2-4 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(指定討論)
 愛知学院大学心身科学部心理学科　榊原　雅人	 （p.	95）

企画シンポジウム3 6月9日（土）　9：00～10：20　A会場

座長：広島大学保健管理センター　岡本　百合
愛知淑徳大学心理学部心理学科　大崎　園生

大人の発達障害：臨床の知と病態最前線

SS3-1 脳科学と臨床特徴からみた大人の発達障害
 福井大学子どものこころの発達研究センター　小坂　浩隆	 （p.	96）

SS3-2 大学生における自閉症スペクトラム
 広島大学保健管理センター　岡本　百合	 （p.	97）

SS3-3 大人の発達障害の就労支援
 あいち発達障害者支援センター　吉川　徹	 （p.	97）

企画シンポジウム4 6月9日（土）　14：10～15：10　B会場

座長：国立病院機構南和歌山医療センター小児科　土生川　千珠
東北大学病院心療内科　遠藤　由香

〈日本小児心身医学会合同企画〉
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～

SS4-1 小児の過敏性腸症候群のガイドラインとROMEⅣにおける小児の過敏性腸
症候群の改定事項
 関西医科大学小児科学講座　柳夲　嘉時	 （p.	98）

SS4-2 過敏性腸症候群の移行期医療～発達障害の子どもたちのケース～
 国立病院機構南和歌山医療センター小児科　土生川　千珠	 （p.	99）

SS4-3 思春期における過敏性腸症候群の実態
 東北大学病院心療内科　遠藤　由香	 （p.	99）
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事例研究1 6月8日（金）　9：00～10：40　C会場

司会：星ヶ丘マタニティ病院小児科　井口　敏之
国立国際医療研究センター国府台病院心療内科　河合　啓介

〈日本小児心身医学会合同企画〉
摂食障害事例

CS1-1 やせから脱出できない高校生事例
 星ヶ丘マタニティ病院小児科　井口　敏之	（p.	102）

CS1-2 高校受験期に発症した神経性やせ症（摂食制限型）の一例
 東邦大学医療センター大森病院心療内科　都田　淳	（p.	103）

CS1-3 社会的機能が改善したが，低体重が遷延している重症遷延性神経性やせ症
の一例
 福井大学子どものこころの発達研究センター　鈴木　太	（p.	103）

コメンテーター 国立国際医療研究センター国府台病院心療内科　河合　啓介	

事例研究2 6月8日（金）　15：00～16：20　C会場

司会：甲南大学文学部人間科学科　福井　義一

イレウス事例・過敏性腸症候群事例（催眠療法）

CS2-1 イレウスに対する催眠の著効例
 フジタ臨床心理オフィス　藤田　査織	（p.	104）

CS2-2 下痢型過敏性腸症候群に対して催眠療法を用いた一例
 中西心療内科内科医院　中西　善久	（p.	105）

コメンテーター 東北大学大学院医学系研究科行動医学　金澤　素	

講演 心身医学に活かせる催眠
 甲南大学文学部人間科学科　福井　義一	（p.	105）

事例研究3 6月8日（金）　16：30～17：50　C会場

司会：心療内科・内科リエゾンメディカル丸の内　村瀬　聡美

発達障害事例（就学支援）

CS3-1 発達障害児の早期からの支援～5歳児健診を契機とした支援システムを通
して～
 名古屋大学心の発達支援研究実践センター　野邑　健二	（p.	106）

コメンテーター 豊田市こども発達センター　若子　理恵	
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事例研究4 6月9日（土）　9：00～10：20　C会場

司会：さがらレディスクリニック　相良　洋子

〈日本女性心身医学会合同企画〉
摂食・周産期事例

CS4-1 20年間寄り添った神経性やせ症の一例
 昭和大学産婦人科学講座　坂本　美和	（p.	107）

コメンテーター  
20年間寄り添った神経性やせ症の一例～ANの産婦人科管理についてのコ
メント～

 昭和大学産婦人科学講座　白土　なほ子	（p.	108）

コメンテーター 牧野クリニック　牧野　真理子	

特別講演	 神経性やせ症～女性のライフサイクルにおける産婦人科医のかかわり～
 こうむら女性クリニック　甲村　弘子	（p.	108）

シンポジウム1 6月8日（金）　15：00～16：20　B会場

座長：たかみやこころのクリニック　髙宮　静男
京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座　磯部　昌憲

摂食障害治療における学校との連携

S1-1 学校と医療のよりよい連携のために～保健室での対応の実際とパンフレッ
トの改訂について～
 ひょうごホームナーシング研究センター　唐木　美喜子	（p.	110）	

S1-2 学校における摂食障害の早期発見と早期支援の調査
 国際医療福祉大学熱海病院精神科　中里　道子	（p.	111）

S1-3 小児摂食障害治療における学校との連携：埼玉県における実践
 獨協医科大学埼玉医療センター子どものこころ医療センター　大谷　良子	（p.	111）

S1-4 摂食障害治療における学校との連携～入院治療を要した小児期ANRの連携
例を通じて～
 神戸市立西神戸医療センター精神神経科　川添　文子	（p.	112）

シンポジウム2 6月8日（金）　16：30～17：50　B会場

座長：東京女子医科大学東医療センター内科　石川　元直
早稲田大学人間科学学術院　辻内　琢也

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～

S2-1 ヒマラヤ・ラダック高所在住高齢者のうつ病～「幸せな老い」について考え
る～
 東京女子医科大学東医療センター内科　石川　元直	（p.	113）
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S2-2 ブータンにおいて老いのあり方を学ぶ
 京都大学東南アジア地域研究研究所　坂本　龍太	（p.	114）

S2-3 「人と人」，「人と社会」のつながりが心身の健康に与える影響
 所沢市社会福祉協議会　岩垣　穂大	（p.	114）

S2-4 老いの医療人類学からみたフィールド医学の意義
 早稲田大学人間科学学術院　辻内　琢也	（p.	115）

シンポジウム3 6月8日（金）　10：30～11：55　G会場

座長：名古屋学芸大学　末松　弘行
九州大学病院心療内科　波夛　伴和

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～

S3-1 甲状腺機能亢進症と本態性高血圧における心身医学的研究の進歩と課題
 茨木市保健医療センター　深尾　篤嗣	（p.	116）

S3-2 Alexander著「心身医学」における消化管病変の解釈～潰瘍性大腸炎，消化
性潰瘍から機能性消化管障害へ～
 近畿大学医学部内科学心療内科部門／医方会奥見診療所　奥見　裕邦	（p.	117）

S3-3 心理ストレスが与えるアレルギー疾患への影響～気管支喘息を中心に～
 弘前大学大学院医学研究科臨床検査医学講座　齋藤　紀先	（p.	117）

S3-4 関節リウマチ患者と抑うつ状態
 昭和大学リウマチ膠原病内科　三輪　裕介	（p.	118）

討論者 国立国際医療研究センター国府台病院心療内科　河合　啓介	

シンポジウム4 6月8日（金）　15：00～16：20　G会場

座長：東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学　吉内　一浩
東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター　孫　大輔

総合診療と心療内科の協働

S4-1 総合診療と心療内科の協働～家庭医療専門医の立場から～
 医療福祉生協連家庭医療学開発センター久地診療所　森屋　淳子	（p.	119）

S4-2 心療内科学講座に属する総合診療科の役割
 関西医科大学附属病院総合診療科　西山　順滋	（p.	120）

S4-3 総合診療と心療内科の協働～心療内科の立場から～
 東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学　堀江　武	（p.	120）

S4-4 プライマリ・ケアにおける心療内科と小児科の協働～子どもの心の問題へ
の早期対応～
 ふくお医院ふくお小児科アレルギー科　冨久尾　航	（p.	121）

S4-5 産婦人科からみた心療内科との協働
 東京歯科大学市川総合病院産婦人科　小川　真里子	（p.	121）
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シンポジウム5 6月9日（土）　9：00～10：20　B会場

座長：東京慈恵会医科大学葛飾医療センター精神神経科　山寺　亘
東京家政大学人文学部心理カウンセリング学科　岡島　義

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

S5-1 不眠症が不眠障害になっても変わらないこと
 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター精神神経科　山寺　亘	（p.	122）

S5-2 不眠症に終夜睡眠ポリグラフ検査を行ってわかること
 太田睡眠科学センター　八木　朝子	（p.	123）

S5-3 眠れているのに寝ていない？：不眠の主観的評価の重要性
 東京家政大学人文学部心理カウンセリング学科　岡島　義	（p.	123）

S5-4 不眠症状を有する精神科入院患者を対象としたCBT-Iの効果検討～症例報告～
 五稜会病院　井端　累衣	（p.	124）	

ワークショップ1 6月8日（金）　9：00～10：40　B会場

座長：奈良県立医科大学附属病院緩和ケアセンター　四宮　敏章
近畿大学医学部内科学教室心療内科部門　小山　敦子

〈日本サイコオンコロジー学会合同企画〉
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

WS1-1 イントロダクション
 奈良県立医科大学附属病院緩和ケアセンター　四宮　敏章	（p.	125）

WS1-2 様々な病院で働いてきた心療内科医が考える人生の最終段階のケア
 国際医療福祉大学病院心療内科　山田　祐	（p.	126）

WS1-3 心療内科医が緩和ケアを始めました
 及川病院緩和ケア・心療内科　稲光　哲明	（p.	126）

WS1-4 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～精神腫瘍科の立場から～
 埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科　大西　英樹	（p.	127）

指定発言 西京都病院心療内科／関西医科大学　中井　吉英	

ワークショップ2 6月8日（金）　9：00～10：20　G会場

座長：林内科クリニック　林　吉夫
聖路加国際病院心療内科　太田　大介

森田療法の心身医療における実践

WS2-1 心身症への森田療法的アプローチの実践～青年期のパニック障害事例を通
して～
 聖路加国際病院心療内科　太田　大介	（p.	128）
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WS2-2 唾液分泌過多症と外来森田療法
 蒼生病院歯科口腔外科（口腔心療科）　中野　良信	（p.	129）

WS2-3 心気的不安に対する森田療法～各年代の病気不安症の症例を通して～
 首都大学東京健康福祉学部作業療法学科／東京慈恵会医科大学森田療法センター　塩路　理恵子	（p.	129）

指定発言 東急病院心療内科　伊藤　克人	

パネルディスカッション1 6月8日（金）　15：00～16：20　E会場

共催：株式会社ツムラ
座長：九州大学大学院医学研究院心身医学　須藤　信行

上原内科クリニック　上原　聡

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

基調講演 Brain CRF-Oxytocin Signaling: Involvement in Acute Stress-Induced 
Visceral Pain in Male Rats

CURE: Digestive Diseases Research Center, Vatche and Tamar Manoukian Division 
of Digestive Diseases, Department of Medicine at UCLA and VA Greater 

 Los Angeles Healthcare System, Los Angeles, California, USA　Yvette	Taché	（p.	132）

PD1-2 脳視床下部オキシトシンニューロンに対する加味帰脾湯の効果
 福島県立医科大学薬理学講座　下村　健寿	（p.	134）

PD1-3 加味帰脾湯の抗ストレス作用におけるオキシトシンの関与の検討
 昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門　砂川　正隆	（p.	135）

PD1-4 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～
小林メディカルクリニック東京／順天堂大学大学院医学研究科病院管理学／

 順天堂大学大学院医学研究科共同研究講座漢方医学先端臨床センター　小林　弘幸	（p.	136）

パネルディスカッション2 6月8日（金）　16：30～17：50　G会場

座長：東邦大学医学部心身医学講座　端詰　勝敬
東京大学医学部附属病院心療内科　大谷　真

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

PD2-1 新・総合内科専門医制度における心療内科専攻医
 東北大学病院心療内科　庄司　知隆	（p.	137）

PD2-2 大学の内科学会専門医プログラム委員からみた，新たな心身医学的教育の
提案
 近畿大学医学部内科学心療内科部門／医方会奥見診療所　奥見　裕邦	（p.	138）

PD2-3 市中病院の内科研修医に対する心療内科トレーニング
 聖路加国際病院心療内科　山田　宇以	（p.	138）

PD2-4 心身医学はなぜ必要なのでしょうか？
 東邦大学医学部心身医学講座　中村　祐三	（p.	139）
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PD2-5 新専門医制度世代の若手に対する心療内科の研修体制～東大病院の場合～
 東京大学医学部附属病院心療内科　大谷　真	（p.	139）

企画講習会1（前半） 6月9日（土）　9：00～11：00　G会場

心身医学領域における心理査定所見の書き方

企講1-1 心身医学領域において役に立つ心理査定所見の書き方
 愛知医科大学病院こころのケアセンター　古井　由美子	（p.	142）

ファシリテーター 愛知医科大学病院こころのケアセンター　酒井　玲子	
 愛知医科大学病院こころのケアセンター　大島　良江	
 愛知医科大学病院こころのケアセンター　佐藤　友里	
 愛知医科大学病院こころのケアセンター　伊奈　萌	

企画講習会1（後半） 6月9日（土）　13：00～15：00　G会場

座長：名古屋大学大学院医学系研究科精神医学　木村　宏之

リエゾン医療における心理師（士）の役割

企講1-2 リエゾン医療における心理士の働き方
 名古屋大学医学部附属病院精神科　岸　辰一	（p.	143）

 名古屋大学医学部附属病院精神科　山内　彩	（p.	143）

コメンテーター 藤田保健衛生大学病院精神科　北島　智子	

企画講習会2 6月9日（土）　15：15～17：15　G会場

座長：神奈川大学保健管理センター　江花　昭一
日本大学板橋病院心療内科　松野　俊夫

コ・メディカル　ワークショップ

企講2-1 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～
 弘前大学大学院医学研究科消化器血液内科　佐藤　研	（p.	144）

企画講習会3 6月9日（土）　15：15～17：15　F会場

座長：神戸赤十字病院心療内科　村上　典子

〈日本心療内科学会災害支援プロジェクト合同企画〉
DMORT（災害死亡者家族支援チーム）とは

 名古屋掖済会病院救命救急センター　北川　喜己	（p.	146）

 神戸赤十字病院心療内科　村上　典子	（p.	146）	
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自主シンポジウム1 6月8日（金）　9：00～10：00　E会場

座長：関西医科大学心療内科学講座　福永　幹彦
京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学　富永　敏行

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

AS1-1 心療内科における身体症状症の位置づけ
 関西医科大学心療内科学講座　水野　泰行	（p.	148）

AS1-2 身体症状症および関連症群（身体表現性障害）の認知行動療法
 新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科　村松　公美子	（p.	149）

AS1-3 身体症状症および関連症群（身体表現性障害）の薬物療法はどこまで可能に
なったのか？
 京都第一赤十字病院精神科（心療内科）　名越　泰秀	（p.	149）

自主シンポジウム2 6月8日（金）　10：00～11：00　E会場

座長：東邦大学医学部心身医学講座　端詰　勝敬

臨床での心身医学的治療を活用する工夫

AS2-1 日常診療における交流分析の活用
 吉祥寺通り花岡クリニック　花岡　啓子	（p.	150）

AS2-2 行動医学の立場から
 東邦大学医学部心身医学講座　竹内　武昭	（p.	151）

AS2-3 自律訓練法を患者の病態理解に役立てる
 九州大学大学院医学研究院心身医学　富岡　光直	（p.	151）

自主シンポジウム3 6月9日（土）　9：00～10：00　F会場

座長：東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学　吉内　一浩
九州大学病院心療内科　高倉　修

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

AS3-1 外来CBT-Eの有効性について
 東北大学病院心療内科　遠藤　由香	（p.	152）

AS3-2 入院CBT-Eの有効性について
 九州大学病院心療内科　波夛　伴和	（p.	153）

AS3-3 CBT-Eが奏功した盗食歴を有する神経性やせ症の一例
 東京大学医学部附属病院心療内科　平出　麻衣子	（p.	153）

AS3-4 我が国における摂食障害治療の研究の展開
 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　安藤　哲也	（p.	154）

指定発言 国立国際医療研究センター国府台病院心療内科　河合　啓介	
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自主シンポジウム4 6月9日（土）　10：00～11：00　F会場

座長：東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学　吉内　一浩
東邦大学医学部心身医学講座　端詰　勝敬

日常生活というブラックボックスを明らかにする

AS4-1 日常生活というブラックボックスを明らかにするための試み
 東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学　吉内　一浩	（p.	155）

AS4-2 EMAを活用した心身医学的病態理解
 国立国際医療研究センター病院心療内科　菊地　裕絵	（p.	156）

AS4-3 育児期の母親の心身の健康維持に向けて～母子の身体活動量と心理状態の
日常生活下での同時計測から～
 茨城キリスト教大学児童教育学科　清水　悦子	（p.	156）

AS4-4 EMI, JITAIによる新たな摂食障害治療の考察と展望
 東京大学医学部附属病院心療内科　野原　伸展	（p.	157）

自主シンポジウム5 6月9日（土）　14：00～15：00　F会場

座長：茨木市保健医療センター　深尾　篤嗣
香川大学医学部臨床心理学科心身医学　神原　憲治

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）

AS5-1 マインドフルネス・アプローチによる心療内科外来の実際～自由診療クリ
ニックにおける実践例を通じて～
 ナチュラル心療内科クリニック　竹林　直紀	（p.	158）

AS5-2 心身症の専門診療における〈身〉の医療の考察～神経発達症と推測された疼
痛例を通した現実構成について～
 まちだクリニック　町田　英世	（p.	159）

AS5-3 心身医学領域でのヨーガ療法の適用～身体次元からスピリチュアル次元ま
での伝統的ヨーガにもとづくアプローチ～
 黒川内科　鎌田　穣	（p.	159）

産業医講習会1 6月8日（金）　16：00～18：00　F会場

PIPC（Psychiatry in Primary Care）セミナー入門コース

産講1 PIPC（Psychiatry in Primary Care）セミナー入門コース～身体愁訴の裏に
潜む精神疾患を見逃さないために～
 宮崎医院　宮崎　仁	（p.	162）

 みよし市民病院・内科　木村　勝智	（p.	162）

 藤田保健衛生大学医学部精神神経科学　内藤　宏	（p.	162）
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産業医講習会2 6月9日（土）　15：20～17：20　B会場

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～

産講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～
 中部労災病院心療内科　芦原　睦	（p.	163）

 三菱重工業株式会社大江西健康管理科／中部労災病院心療内科　石川　浩二	（p.	163）

産業医講習会3 6月9日（土）　15：20～17：20　C会場

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～

産講3 事例検討～認知行動療法を基盤とした社内研修の実際～
 トヨタ自動車株式会社統括精神科医　奥山　真司	（p.	164）

 愛知淑徳大学心理学部　古井　景	（p.	164）

心身医学講習会 6月8日（金）　16：00～18：00　D会場

座長：九州大学大学院医学研究院心身医学　須藤　信行

講習1 臨床倫理を実践する
 東京大学医学部附属病院心療内科／患者相談臨床倫理センター　瀧本　禎之	（p.	165）

講習2 心身医学臨床のためのEvidence Based Medicine（EBM）入門
 九州大学大学院医学研究院心身医学　吉原　一文	（p.	166）

講習3 マインドフルネス～理論と実践～
 九州大学病院心療内科　安野　広三	（p.	166）

講習4 肥満の認知行動療法
 九州大学大学院医学研究院心身医学　野崎　剛弘	（p.	167）

若手WG企画 6月9日（土）　14：10～15：10　C会場

座長：九州大学病院心療内科　波夛　伴和

システマティック・レビューを学ぼう～心身医学療法のエビデンスを発信する～

若手1 システマティック・レビューとは？
 堺市立総合医療センター総合内科・心療内科　大武　陽一	（p.	168）

若手2 文献検索の進め方
 九州大学病院心療内科　波夛　伴和	（p.	169）

ファシリテーター 東北大学病院心療内科　佐藤　康弘	
 近畿中央胸部疾患センター心療内科　松田　能宣	
 聖路加国際病院心療内科　山田　宇以	
 近畿大学病院心療内科　阪本　亮	
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閉会の挨拶 東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学　吉内　一浩	

教育セミナー（ランチョン）1 6月8日（金）　12：10～13：00　A会場

共催：株式会社ツムラ
座長：九州大学総長　久保　千春

愛があればストレスに負けない～オキシトシンに着眼した新たな漢方ストレス軽減法
（Kampo-Based Stress Reduction）～

 小林メディカルクリニック東京　小林　暁子	（p.	172）

小林メディカルクリニック東京／順天堂大学大学院医学研究科病院管理学／
 順天堂大学大学院医学研究科共同研究講座漢方医学先端臨床センター　小林　弘幸	（p.	172）

教育セミナー（ランチョン）2 6月8日（金）　12：10～13：00　B会場

共催：マイランEPD合同会社
座長：東北大学大学院医学系研究科行動医学／東北大学病院心療内科　福土　審

健康快便～QOLを越えて～
 公立黒川病院／東北大学　本郷　道夫	（p.	173）

教育セミナー（ランチョン）3 6月8日（金）　12：10～13：00　C会場

共催：ゼリア新薬工業株式会社
座長：関西医科大学心療内科学講座　福永　幹彦

機能性ディスペプシア研究の最前線
 兵庫医科大学内科学消化管科　三輪　洋人	（p.	174）

教育セミナー（ランチョン）4 6月8日（金）　12：10～13：00　D会場

共催：ファイザー株式会社
座長：楽山病院／東京大学　久保木　富房

不安を伴ううつ病の診断と治療のコツ：初期治療の不安マネジメント
 岐阜大学大学院医学系研究科精神病理学分野　塩入　俊樹	（p.	175）

教育セミナー（ランチョン）5 6月8日（金）　12：10～13：00　E会場

共催：塩野義製薬株式会社／シャイアー・ジャパン株式会社
座長：西京都病院心療内科／関西医科大学　中井　吉英

腸内細菌叢と発達障害
 東海大学医学部専門診療学系精神科学　三上　克央	（p.	176）
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教育セミナー（ランチョン）6 6月9日（土）　12：10～13：00　A会場

共催：整膚学園
座長：つのだ小児科医院　角田　朋司

整膚―不眠改善の即効性から精神疾患治療の一助に～皮膚を引っ張る15種類の方法の紹介～
 整膚学園　徐　堅	（p.	182）

教育セミナー（ランチョン）7 6月9日（土）　12：10～13：00　B会場

共催：アステラス製薬株式会社
座長：盛岡友愛病院心療内科　千葉　太郎

日常診療に潜む便秘型過敏性腸症候群～最新の知見に基づく治療～
 東北大学大学院医学系研究科行動医学／東北大学病院心療内科　福土　審	（p.	183）

教育セミナー（ランチョン）8 6月9日（土）　12：10～13：00　C会場

共催：持田製薬株式会社
座長：星ヶ丘マタニティ病院心療内科　金子　宏

不定愁訴に潜む重大かつ見落としがちな精神疾患「社交不安症」
 藤田メンタルケアサテライト　古川　修	（p.	184）

教育セミナー（ランチョン）9 6月9日（土）　12：10～13：00　D会場

共催：吉田製薬株式会社
座長：秋野病院心療内科　佐々木　大輔

慢性便秘症―古くて，新しい病気
 淳風会医療セクター／川崎医療福祉大学／川崎医科大学　春間　賢	（p.	185）

教育セミナー（ランチョン）10 6月9日（土）　12：10～13：00　E会場

共催：日本イーライリリー株式会社／塩野義製薬株式会社
座長：北海道大学大学院医学研究院神経病態学分野精神医学教室　久住　一郎

うつ病患者の社会機能の回復を目指すには？
 東京女子医科大学東医療センター精神科　大坪　天平	（p.	186）

教育セミナー（イブニング）1 6月8日（金）　18：00～18：50　B会場

共催：クラシエ薬品株式会社
座長：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心身内科学分野　浅川　明弘

フレイルと人参養栄湯～健康長寿に向けて～
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科漢方薬理学講座　乾　明夫	（p.	177）
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教育セミナー（イブニング）2 6月8日（金）　18：00～18：50　C会場

共催：ヤンセンファーマ株式会社
座長：中部労災病院心療内科／藤田保健衛生大学　芦原　睦

MSPA（Multi-dimensional Scale for PDD and ADHD）の活用について
 京都大学大学院人間・環境学研究科　船曳　康子	（p.	178）

教育セミナー（イブニング）3 6月8日（金）　18：00～18：50　E会場

共催：日本介助犬協会
座長：近畿大学医学部内科学教室心療内科部門　小山　敦子

障がい者の自立と社会参加を支える介助犬
 日本介助犬協会　高柳　友子	（p.	179）

市民公開講座 6月10日（日）　10：30～12：00　ウインクあいち

進行：星ヶ丘マタニティ病院心療内科　金子　宏

腸（今日）から始まる健康生活

市民1 腸内フローラが変わればカラダもココロも変わる
京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学／

 京都府立医科大学附属病院内視鏡・超音波診療部　内藤　裕二	（p.	188）

市民2 腸から始まる健康生活: あなたの身近な脳⇆腸相関
 東北大学大学院医学系研究科行動医学分野／東北大学病院心療内科　福土　審	（p.	189）

市民3 「こころ」に働きかけて「からだ」を整える腸（超）心理療法
 甲南大学文学部人間科学科　福井　義一	（p.	190）
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D会場　1号館  131+132会議室
O1-D1～6	 9：00～10：00
口演：精神生理・検査・実験

座長：津田 彰（久留米大学心理学科）
関口 敦（ 国立精神・神経医療研究センター精神保健研

究所）

O1-D1
（p.	198）

HIV感染症患者の睡眠障害と関連する要因の
検討
新潟大学医歯学総合病院感染管理部1，新潟大学医学
部保健学科2，新潟大学医歯学総合研究科3

○中川 雄真1　茂呂 寛1　村松 芳幸2　
古谷野 淳子1　川口 玲1　藏田 裕1　
石田 順子1　菊地 利明3

O1-D2
（p.	198）

唾液メラトニンレベルと抑うつ状態の関係
藤田保健衛生大学医療科学部臨床工学科1，愛知淑徳
大学健康医療科学部2

○伊藤 康宏1　加藤 みわ子2

O1-D3
（p.	199）

末梢の慢性炎症指標と抑うつの関連性1
金沢大学医薬保健研究域薬学系1，宮崎大学農学部2，
愛知医科大学医学部衛生学3，浜松医科大学医学部看
護学科地域看護4，静岡県立大学食品栄養科学部5

○坪井 宏仁1　榊原 啓之2　松永 昌宏3　
巽 あさみ4　小林 公子5　下位 香代子5

O1-D4
（p.	199）

末梢の慢性炎症指標と抑うつの関連性2（予
備調査）
金沢大学医薬保健研究域薬学系1，宮崎大学農学部2，
金沢大学医薬保健研究域医学系環境生態医学・公衆
衛生学3

○坪井 宏仁1　榊原 啓之2　南田 有希1　
辻口 博聖3　神林 康弘3　原 章規3　
中村 裕之3

O1-D5
（p.	200）

胃切除術中の外科医の交感神経系活動に関す
る検討
中東遠総合医療センター外科1，愛知医科大学消化器
外科2，名古屋大学大学院医学系研究科3

○宮地 正彦1　佐野 力2　中山 奈津紀3

O1-D6
（p.	200）

ざ瘡を有する大学生の表情刺激の処理に関す
る検討
東海学園大学人文学部心理学科1，はしろクリニック2

○樋町 美華1　羽白 誠2

O1-D7～11	 10：00～10：50
口演：心理療法1

座長：福井 義一（甲南大学文学部人間科学科）
江花 昭一（神奈川大学保健管理センター）

O1-D7
（p.	201）

嘔吐恐怖に対してEMDR治療を行った一例
中西心療内科内科医院1，甲南大学文学部人間科学科2

○中西 善久1　福井 義一2

O1-D8
（p.	201）

トラウマ症状に伴う身体症状にトラウマ治療
が奏効した1症例～EMDRと自我状態療法の
併用～
こいでクリニック1，甲南大学文学部人間科学科2

○小山 聡子1　福井 義一2　小出 誠司1

O1-D9
（p.	202）

身体化症状の改善に自我状態療法が著効した
一例
広島国際大学心理科学研究科実践臨床心理学専攻
○吉川 久史

O1-D10
（p.	202）

催眠療法を施行した不妊症患者の1例
よこやまクリニック1，HORACグランフロント大阪
クリニック2

○横山 顕子1　田中 久美子2　森本 義晴2

O1-D11
（p.	203）

アレキシサイミア傾向のある者の身体イメー
ジ表現の検討
東京電機大学
○今野 紀子

O1-D12～17	 10：50～11：50
口演：職場・産業

座長：永田 頌史（産業医科大学）
津久井 要（港北もえぎ心療内科）

O1-D12
（p.	203）

職域病院メンタルヘルス科外来における公立
学校教職員の状況
公立学校共済組合九州中央病院
○河田 浩　田中 佑　川見 綾子　藤岡 美里　

志岐 景子　高田 美穂子　十川 博

第1日目：6月8日（金）

一般演題・口演
（発表時間7分　討論時間3分／○印は発表者）
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O1-D13
（p.	204）

所属長のコーチング（受ける，学ぶ，する）
は職員満足度を変化させる
諏訪赤十字病院精神科産業医1，諏訪赤十字病院看護
部2，諏訪赤十字病院医療安全推進室3

○丸山 史1　藤澤 あきつ2　久島 英雄3

O1-D14
（p.	204）

被災地における教職員に対するメンタルサ
ポートについて～熊本地震の活動から～
公立学校共済組合九州中央病院1，公立学校共済組合
九州中央病院心療内科2

○志岐 景子1　川見 綾子1　藤岡 美里1　
高田 美穂子1　田中 佑2　河田 浩2　
十川 博1

O1-D15
（p.	205）

離島の地方自治体職員を対象としたアサー
ショントレーニングの効果
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科総合診療学分野1，
長崎メンタルヘルス合同会社2，長崎ウエスレヤン大
学3，長崎大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療学
分野4，長崎大学病院総合診療科5，真珠園療養所6

○長浦 由紀1,2　金原 俊輔2,3　前田 隆浩4　
松原 大5　井上 圭太6　依田 彩文1　
中道 聖子1

O1-D16
（p.	205）

ストレッサーと解離傾向が看護師のバーンア
ウトに及ぼす影響
甲南大学大学院人文科学研究科1，市立芦屋病院2，
甲南大学3

○今井田 貴裕1　今井田 真実2　松尾 和弥1　
福井 義一3

O1-D17
（p.	206）

心の健康問題により休業した糖尿病患者への
職場復職に向けた認知行動的支援の1例
兵庫県立大学看護学部心理学系1，日本大学医学部附
属板橋病院心療内科2

○金 外淑1,2　釋 文雄2　丸岡 秀一郎2

O1-D18～23	 15：00～16：00
口演：心理療法3

座長：黒川 順夫（黒川内科／黒川心理研究所）
大平 泰子（富山国際大学子ども育成学部）

O1-D18
（p.	206）

オートノミートレーニング：慢性疾患の予防
と治療を目指す心理療法 第4報
九州大学キャンパスライフ・健康支援センター
○永野 純

O1-D19
（p.	207）

ヨーガ療法ダルシャナの効用と限界に関する
一考察
黒川内科1，東洋大学大学院総合情報学研究科2

○鎌田 穣1　中田 愛子2

O1-D20
（p.	207）

ヨーガ療法ダルシャナで認知が変容し，うつ
状態が改善した女性の事例
東洋大学大学院総合情報学研究科1，黒川内科2

○中田 愛子1　鎌田 穣2

O1-D21
（p.	208）

不眠症に対する自律訓練法の効果：併存症状
を有する患者での検討
九州大学大学院医学研究院心身医学1，九州大学病院
心療内科2

○富岡 光直1　藤井 悠子2　吉原 一文1　
波夛 伴和2　朝野 泰成2　鈴山 千恵2　
須藤 信行1

O1-D22
（p.	208）

自律訓練法の中断についての考察～動機付け
の重要性について～
ハートフル川崎病院
○柴田 彩也子　福原 由美　中野 明日香　

村田 倫一　中嶋 由紀　河村 和正　
藤井 幸乃　天保 英明

O1-D23
（p.	209）

自律訓練法と母親の並行カウンセリングに
よって，片頭痛・IBS（心身症）の改善を認め
た不登校女児の一例
東京大学医学部付属病院心療内科1，ポレポレクリ
ニック2，早稲田大学人間科学学術院健康福祉科学科3

○宮本 せら紀1　武藤 安澄2　辻内 優子2　
辻内 琢也2,3　吉内 一浩1

Ｅ会場　1号館  133+134会議室
O1-E1～4	 11：10～11：50
口演：心理療法2

座長：岡田 暁宜（名古屋工業大学保健センター）
細谷 紀江（学習院大学学生センター学生相談室）

O1-E1
（p.	212）

16年の通院治療を経て終診に至った社交不
安障害患者への心理支援に関する症例報告
大分大学医学部臨床薬理学講座1，大分大学医学部医
療倫理学講座2

○関口 愛1　今井 浩光2

O1-E2
（p.	212）

カウンセリングにおける会話データの可視化
による内容分析支援の試み
黒川内科1，京都大学学術情報メディアセンター2，
京都大学大学院工学研究科3

○鎌田 穣1　江原 康生2　上辻 智也3　
小山田 耕二2

O1-E3
（p.	213）

前頭部の抜毛症を発症，長期の治療期間を
経，治癒へと向かった思春期女子の成長～箱
庭療法を通して～
定塚メンタルクリニック＆JMCストレス医学研究所
○定塚 江美子　中西 康介　定塚 甫
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O1-E4
（p.	213）

演題取り下げ

O1-E5～7	 16：30～17：00
口演：チーム医療

座長：久住 一郎（北海道大学大学院医学研究院精神医学分野）
小山 敦子（近畿大学医学部内科学教室心療内科部門）

O1-E5
（p.	214）

うつ病を伴う癌患者への心理的支援
藤田保健衛生大学病院医療連携福祉相談部1，藤田保
健衛生大学医学部リハビリテーション医学Ι講座2

○村上 そのみ1　加賀谷 斉1,2

O1-E6
（p.	214）

造血幹細胞移植における血縁ドナーへの心理
支援の課題～症例を通して～
東北大学病院血液免疫科1，東北大学大学院医学系研
究科行動医学2

○長谷川 涼子1,2　今野 朱美1　大西 康1　
福土 審2　張替 秀郎1

O1-E7
（p.	215）

心理面接が行われた胃がん患者についての後
方視的調査
名古屋記念病院化学療法内科1，名古屋記念病院臨床
心理部2，名古屋記念病院心療内科3

○伊奈 研次1,3　杉山 あけみ2　川西 陽子2　
舌津 高秋3

O1-E8～12	 17：00～17：50
口演：ヘルスプロモーション

座長：高野 晶（心の杜・新宿クリニック）
森谷 満（北海道医療大学病院心療内科）

O1-E8
（p.	215）

心療内科外来での看護師による予診の役割の
意義とセルフケアについて
せとぐち心療内科クリニック
○水谷 優子　安達 恵　佐藤 紀代美　山口 力

O1-E9
（p.	216）

初回治療後に自覚した感覚はその後の生活の
質や自律神経機能に影響を与える
関西医科大学心療内科学講座
○蓮尾 英明　神原 憲治　福永 幹彦

O1-E10
（p.	216）

能動的注意制御の機能的発達が慢性疲労症状
に及ぼす影響
名古屋学芸大学ヒューマンケア学部
○今井 正司　伊與田 万実

O1-E11
（p.	217）

アレキシサイミア傾向と子どもが認知した家
族機能との関連性
追手門学院大学心理学部
○馬場 天信

O1-E12
（p.	217）

発達期の遊戯性により醸成されたレジリエン
スによる「なまけ傾向」予防の検討
札幌国際大学人文学部1，札幌心身医療研究所2

○橋本 久美1　久村 正也2



51

D会場　1号館  131+132会議室
O2-D1～6	 9：00～10：00
口演：摂食障害1

座長：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）

山岡 昌之（日本摂食障害治療研究所）

O2-D1
（p.	220）

心理士による原法に忠実なCBT-Eが奏功し
た神経性過食症の2症例
九州大学病院心療内科1，九州大学大学院医学研究院
心身医学2

○鈴山 千恵1　藤井 悠子1　野口 敬蔵1　
高倉 修1　山下 真1　波夛 伴和1　
足立 友理1　富岡 光直1　須藤 信行1,2

O2-D2
（p.	220）

神経性やせ症の新しい入院治療の試み
八幡厚生病院精神科・心療内科
○米良 貴嗣

O2-D3
（p.	221）

神経性やせ症患者に対する集団ヨーガ療法の
取り組み
国立国際医療研究センター国府台病院心療内科1，日
本ヨーガ療法学会2

○須田 育1,2　田村 奈穂1　小西 恵1　
戸田 健太1　庄子 雅保1　石川 俊夫1　
河合 啓介1

O2-D4
（p.	221）

一般社団法人日本摂食障害協会の活動報告
一般社団法人日本摂食障害協会
○鈴木 眞理　生野 照子　石川 俊男　

末松 弘行　鈴木 裕也　西園マーハ 文　
山岡 昌之　小原 千郷　武久 千夏　
菅原 彩子　加藤 公史

O2-D5
（p.	222）

慢性例に於ける摂食障害家族会継続参加の有
効性
のびの会1，鈴木メンタルクリニック2

○武田 綾1　鈴木 健二2

O2-D6
（p.	222）

Dance of Three－治療者のためのボディー
ワーク
国立国際医療研究センター国府台病院心療内科
○町澤 理子　田村 穂　権藤 元治　戸田 健太　

庄子 雅保　河合 啓介

O2-D7～11	 10：00～10：50
口演：消化器1

座長：金澤 素（東北大学大学院医学系研究科行動医学分野）
庄司 知隆（東北大学病院心療内科）

O2-D7
（p.	223）

便秘症と診断し治療に難渋した過敏性腸症候
群便秘型の小児の1例
キッコーマン総合病院
○神田 恵津子

O2-D8
（p.	223）

若年者におけるディスペプシア症状について
の検討
弘前大学大学院医学研究科消化器血液内科学講座
○佐竹 立　佐藤 研　吉川 未雪　櫻庭 美耶子　

福田 眞作

O2-D9
（p.	224）

神経症からみた球症状を伴うNERD患者の食
道運動異常の特徴
愛知医科大学消化管内科
○舟木 康　川村 百合加　吉峰 崇　

山本 さゆり　田村 泰弘　井澤 晋也　
海老 正秀　小笠原 尚高　佐々木 誠人　
春日井 邦夫

O2-D10
（p.	224）

IBSを合併する非びらん性胃食道逆流症での
治療反応性，QOL，精神的偏倚の横断研究
愛知医科大学消化管内科1，成田記念病院消化器内科2

○舟木 康1　川村 百合加1　吉峰 崇1　
山本 さゆり1　田村 泰弘1　井澤 晋也1　
小笠原 尚高1　飯田 章人2　佐々木 誠人1　
春日井 邦夫1

O2-D11
（p.	225）

日本人の過敏性腸症候群便秘型の有病率と生
活習慣の検討
愛知医科大学消化管内科
○山本 さゆり　川村 百合加　落合 都萌子　

井上 智司　吉峰 崇　田村 泰弘　井澤 晋也　
土方 康孝　海老 正秀　小笠原 尚高　
舟木 康　佐々木 誠人　春日井 邦夫

O2-D12～16	 10：50～11：40
口演：消化器2

座長：佐藤 研（弘前大学大学院医学研究科消化器血液内科）
遠藤 由香（東北大学病院心療内科）

第2日目：6月9日（土）

一般演題・口演
（発表時間7分　討論時間3分／○印は発表者）
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O2-D12
（p.	225）

肥満外科治療の術後効果と精神疾患との関係
東邦大学医療センター佐倉病院メンタルヘルスクリ
ニック科1，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2，東邦大学医療センター佐倉
病院外科3

○林 果林1　加藤 祐樹1　齋木 厚人2　
大城 崇司3　山口 崇2　龍野 一郎2　
黒木 宣夫2　桂川 修一2

O2-D13
（p.	226）

マウスにおける大腸内臓知覚測定の試み
名古屋市立大学医学部次世代医療開発学1，名古屋市
立大学医学部消化器代謝内科学2

○神谷 武1　鹿野 美千子2　城 卓志2

O2-D14
（p.	226）

腸管ガスに関連する症状を主訴とする患者へ
の認知行動療法の無効例から考える今後の臨
床研究の方向性
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，あらたまこころのクリニッ
ク3，明星大学心理学部4

○河西 ひとみ1,2,3,4　関口 敦1　富田 吉敏2　
船場 美佐子1　本田 暉3　樋上 巧洋1　
藤井 靖1,4　安藤 哲也1

O2-D15
（p.	227）

心療内科を受診したおなら臭を主訴とする自
己臭症患者の臨床症状と治療結果の関係
大腸肛門病センター高野病院
○小林 伸行　濱川 文彦　廣松 矩子　

金澤 嘉昭　武田 直樹　高野 正博

O2-D16
（p.	227）

当院消化器病センターにおける嚥下障害に対
する心身医学的アプローチ
済生会飯塚嘉穂病院心療内科1，たけや胃腸科2

○土田 治1　山城 康嗣1　野口 英絵1　
武谷 慎司2

O2-D17～22	 14：10～15：10
口演：優秀賞候補口演

座長：千葉 太郎（盛岡友愛病院心療内科）
十川 博（ 公立学校共済組合九州中央病院メンタルヘル

スセンター）

O2-D17
（p.	194）

思春期の希死念慮に影響を与える因子の解析　
～中高生2万人のアンケート調査から～
久留米大学医学部小児科学講座1，長崎県立こども医療
福祉センター小児心療科2，慶応義塾大学小児科学3，
奈良学園大学保健医療学部4，国際医療福祉大学クリ
ニック5，帝京大学医学部小児科6，山梨大学大学院総
合研究部医学域社会医学講座7，国立成育・医療研究
センター8，健やか親子21推進協議会9

○永光 信一郎1,9　小柳 憲司2,9　鴇田 夏子3,9　
服部 律子4,9　小林 順子5,9　山下 裕史朗1　
三牧 正和6,9　山縣 然太朗7　五十嵐 隆8,9

O2-D18
（p.	194）

過敏性腸症候群児の患者背景についての検討
岡山大学病院小児科1，岡山大学大学院医歯薬学総合
研究科小児医科学2

○藤井 智香子1　岡田 あゆみ2　重安 良恵1　
塚原 宏一2

O2-D19
（p.	195）

過敏性腸症候群患者におけるメシル酸カモス
タットによる便中腸内細菌叢の機能遺伝子に
対する効果
東北大学大学院医学系研究科行動医学分野1，ミヤリ
サン製薬株式会社東京研究部2

○金澤 素1　宮本 健太郎2　岡 健太郎2　
高橋 志達2　鹿野 理子1　福土 審1

O2-D20
（p.	195）

一般住民における幼少期の被養育体験と成人
後の糖尿病の関連：久山町研究
九州大学病院心療内科1，九州大学大学院医学研究院
附属総合コホートセンター2，九州大学大学院医学研
究院衛生・公衆衛生学分野3，九州大学大学院医学研
究院病態機能内科学4，九州大学大学院医学研究院心
身医学5

○柴田 舞欧1,2　細井 昌子1　安野 広三1　
平林 直樹1　平川 洋一郎3,4　河田 浩1　
岩城 理恵1　澤本 良子1　久保 千春1　
二宮 利治2,3　須藤 信行1,5

O2-D21
（p.	196）

慢性疼痛患者の感情同定困難と抑うつの関連
を媒介するのは何か?～愛着と思考コントロー
ル方略からの検討～
国際医療福祉大学福岡保健医療学部1，九州大学病院
心療内科2，九州大学大学院医学研究院心身医学3

○義田 俊之1　細井 昌子2　安野 広三2　
河田 浩2　早木 千絵3　岩城 理恵2　
西原 智恵3　柴田 舞欧2　須藤 信行2,3

O2-D22
（p.	196）

慢性疼痛に対するマインドフルネスに基づく
介入の効果予測因子：予備的研究
九州大学病院心療内科1，九州大学大学院医学研究院
心身医学2，九州大学大学院医学研究院附属総合コ
ホートセンター3

○安野 広三1　細井 昌子1　早木 千絵2　
西原 智恵2　柴田 舞欧1,3　岩城 理恵1　
須藤 信行1,2

O2-D23～28	 15：15～16：15
口演：呼吸器・神経・内分泌・心身症

座長：松田 能宣（近畿中央胸部疾患センター心療内科）
丸岡 秀一郎（日本大学医学部附属板橋病院心療内科）

O2-D23
（p.	228）

身体症状症を疑われた神経疾患の2例
九州大学病院心療内科1，九州大学大学院医学研究院
心身医学2，福岡病院睡眠センター3

○朝野 泰成1　古川 智一3　村上 匡史1　
吉原 一文2　須藤 信行2
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O2-D24
（p.	228）

疲労を主訴に受診した患者と副腎不全
福岡徳洲会病院心療内科
○松林 直　武田 由美　大石 華子　中武 伸元　

原 健

O2-D25
（p.	229）

HOT導入後の呼吸苦症状改善にセルフモニ
タリングと自律訓練法が奏功した1例
東京大学医学部附属病院心療内科
○野原 伸展

O2-D26
（p.	229）

COPD患者における抑うつ・不安症状が身体
活動性に及ぼす影響
国立病院機構福岡病院心療内科1，呼吸器内科2，小
児科3

○平本 哲哉1　吉田 誠2　本荘 哲3　
岩永 知秋2

O2-D27
（p.	230）

思春期喘息の経験が成人喘息患者に与える影響
半蔵門病院アレルギー呼吸器内科1，環境汚染等から
呼吸器患者を守る会（EPAREC）2，ビーエムエル3，
アミカライフサイエンス4，バンビー薬局一番町店5

○灰田 美知子1,2　原 節子1　片岡 ちなつ1　
橋口 明彦2,3　井上 貴裕1,2　小川 勝利2,4　
鎌田 知2,4　黒木 宏隆2,5

O2-D28
（p.	230）

実臨床における心療内科外来患者の症状改善度
済生会福岡総合病院心療内科
○棚橋 徳成　遠藤 育子　後田 英志

O2-D29～33	 16：15～17：05
口演：耳鼻科・口腔外科

座長：小池 一喜（日本大学歯学部付属歯科病院心療歯科）
豊福 明（東京医科歯科大学歯科心身医学分野）

O2-D29
（p.	231）

舌痛症において患者と治療者の症状改善の評
価にみられる違いに不確実さ不耐性が及ぼす
影響
北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛
生学分野1，北海道医療大学歯学部生態機能・病態学
系臨床口腔病理学分野2，東京医科歯科大学大学院医
歯学総合研究科歯科心身医学分野3

○松岡 紘史1　宇津宮 雅史2　吉田 光希2　
竹之下 美穂3　豊福 明3　千葉 逸朗1　
安彦 善裕3

O2-D30
（p.	231）

低用量amitriptylineが奏功した高齢舌痛症患
者の2症例
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科心身
医学分野
○須賀 隆行　渡邊 毅　菅原 詩織　

川崎 カオル　トゥー チーフエンタン　
美久月 瑠宇　三浦 杏奈　篠原 優貴子　
吉川 達也　竹之下 美穂　豊福 明

O2-D31
（p.	232）

GETS-J（The　Glasgow　Edinburgh　Throat　
Scale 日本語版)を用いた咽喉頭異常感の評価
新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科
○高橋 奈央　森 香織　佐々木 崇暢　

馬場 洋徳　堀井 新

O2-D32
（p.	232）

Pain DETECTによる口腔顔面痛患者の調査
（第三報）
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野1，
新潟大学医学部保健学科成人・老年看護学講座2，新
潟大学医学部内部環境学講座3，新潟青陵大学大学院
臨床心理学研究科4，新潟大学5

○田中 裕1　村松 芳幸2,3　村松 公美子3,4　
真島 一郎3　藤村 健夫3　清水 夏恵3　
清野 洋3　吉嶺 文俊3　片桐 敦子3　
櫻井 浩治5　瀬尾 憲司1

O2-D33
（p.	233）

慢性疼痛(非器質性疼痛)に対するSSRI早期
効果発現作用機序の推察
高山赤十字病院口腔外科1，九州大学2

○大久保 恒正1　久保 千春2

Ｅ会場　1号館  133+134会議室
O2-E1～4	 9：00～9：40
口演：高齢者

座長：中尾 睦宏（国際医療福祉大学医学部心療内科）
小林 伸行（大腸肛門病センター高野病院心療内科）

O2-E1
（p.	236）

老年期うつ病患者が訴えていた不定愁訴の一
部の原因が，身体疾患であると判明した一例
ハートフル川崎病院
○川村 和正　板井 貴宏　天保 英明

O2-E2
（p.	236）

要介護5の妻を介護中に全身痛を訴えた高齢
者の1例
総合磐城共立病院心療内科1，総合磐城共立病院整形
外科2

○岩橋 成寿1　國井 啓子1　牛来 彩子2　
富永 亮司2　安永 享2

O2-E3
（p.	237）

特別養護老人ホームにおける看取りと心身医
学（第二報）
特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ医務室
○仲 紘嗣

O2-E4
（p.	237）

心身医学ができること：地域医療機関の取り
組み
愛知医科大学消化管内科1，ゆりクリニック2

○山本 さゆり1　川村 百合加1　吉峰 崇1　
田村 泰弘1　井澤 晋也1　土方 康孝1　
清水 直子2　清水 岳彦2　海老 正秀1　
小笠原 尚高1　舟木 康1　春日井 邦夫1
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O2-E5～9	 9：40～10：30
口演：理念・教育・社会学

座長：小牧 元（国際医療福祉大学福岡保健医療学部）
岡田 宏基（香川大学医学部医学教育学講座）

O2-E5
（p.	238）

聴き手の精神的健康状態と音楽の嗜好性の関
連を基にしたBGMの検討
東北大学病院看護部1，東北大学大学院医学研究科2

○尾辻 美沙1　佐藤 菜保子2

O2-E6
（p.	238）

都市住民における緑地環境へのふれあいと日
常のメンタルヘルスとの関連：J-MICC Study 
大幸研究
森林研究・整備機構森林総合研究所1，筑波大学国際
統合睡眠医科学研究機構2，名古屋大学大学院医学系
研究科予防医学3

○森田 えみ1　若井 建志3　川合 紗世3　
岡田 理恵子3　田村 高志3　篠壁 多恵3　
内藤 真理子3

O2-E7
（p.	239）

日本国民の自殺の動向～統計から見た多面的
な考察～
せとぐち心療内科クリニック
○山口 力

O2-E8
（p.	239）

心身医学の新しい方向性についての一私案 
～環境生態医学への止揚～
久徳クリニック
○久徳 重和

O2-E9
（p.	240）

心身医療における「ネガティブ・ケイパビリ
ティ」～摂食障害と感冒の外来治療において～
神港園診療所1，京都大学医学部付属病院小児科心療
外来2，武田病院小児科3

○高尾 龍雄1,2,3

O2-E10～14	 10：30～11：20
口演：発達障害

座長：村上 佳津美（近畿大学医学部堺病院心身診療科）
村瀬 聡美（心療内科・内科リエゾンメディカル丸の内）

O2-E10
（p.	240）

発達障害を伴う肥満症患者に対し認知行動療
法を実施し良好な減量効果を得た3症例の検討
九州大学大学院医学研究院心身医学1，国際医療福祉
大学福岡保健医療学部2

○野崎 剛弘1　西原 智恵1　澤本 良子1　
波夛 伴和1　高倉 修1　小牧 元2　
須藤 信行1

O2-E11
（p.	241）

注意欠如・多動性障害（ADHD）を伴う高度肥
満症に対する心身医学的アプローチの実践例
九州大学医学研究院心身医学1，九州大学病院心療内
科2，国際医療福祉大学福岡保健医療学部3

○西原 智恵1　野崎 剛弘2　伊津野 巧2　
波夛 伴和2　高倉 修2　小牧 元3　
細井 昌子1,2　須藤 信行1,2

O2-E12
（p.	241）

発達障害として生きる事を望む分裂気質者に
関する事例研究～「自己の所有権放棄」とい
う精神病理学的現象～
定塚メンタルクリニック＆JMCストレス医学研究所1，
京都大学2

○中西 康介1　岡崎 京子1　杉浦 英子1　
定塚 江美子1　定塚 甫1　木村 敏2

O2-E13
（p.	242）

大人（男性）の発達障害23症例の中で「長期
引きこもり6例」の病態・治療分析
松下病院1，鹿児島大学病院心身医療科2

○野添 新一1　畑田 惣一郎1　吉牟田 直孝1　
福元 崇真2　網谷 東方2　浅川 明弘2

O2-E14
（p.	242）

発達障害臨床アセスメントにおけるMSPA
とWAIS-IIIの併用実施についての検討
せとぐち心療内科クリニック
○西田 正憲　山口 力

O2-E15～18	 15：15～15：55
口演：疼痛

座長：細井 昌子（九州大学病院心療内科）
村上 正人（国際医療福祉大学／山王病院心療内科）

O2-E15
（p.	243）

身体表現性障害患者と慢性疼痛患者のMMPI
プロフィールの比較
福島県立医科大学医学部神経精神医学講座1，一陽会
病院2，福島県立矢吹病院3，福島県発達障がい者支
援センター4

○松本 貴智1　安藤 由紀1　佐藤 恵美1　
菊地 潤1　石山 あかね1　長谷川 悠衣1　
渡邉 宏周1　佐藤 亜希子2　伊藤 雅史3　
増子 博文4　矢部 博興1

O2-E16
（p.	243）

慢性疼痛男性難治例における父親との葛藤と
過活動：マインドフルネスが有用であった2
症例における検討
九州大学病院心療内科1，九州大学大学院医学研究院
心身医学2

○藤本 晃嗣1　細井 昌子1　安野 広三1　
富岡 光直2　藤井 悠子1　日高 大1　
西原 智恵2　早木 千絵2　須藤 信行1,2
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O2-E17
（p.	244）

失感情・知性化傾向と箱庭療法：青年期線維
筋痛症患者の2例
九州大学病院心療内科1，九州大学大学院医学研究院
心身医学2

○村上 匡史1　細井 昌子1　森崎 悠紀子2　
足立 友理1　安野 広三1　日高 大1　
富岡 光直1　早木 千絵2　岩城 理恵1　
須藤 信行1,2

O2-E18
（p.	244）

疼痛耐性閾値の変動が示唆する慢性疼痛症候
群の病態
関西医科大学心療内科学講座
○阿部 哲也　加藤 文恵　福永 幹彦

O2-E19～26	 15：55～17：15
口演：摂食障害2

座長：大谷 真（東京大学医学部附属病院心療内科）
鈴木 眞理（政策研究大学院大学保健管理センター）

O2-E19
（p.	245）

入院治療経過中に発熱と精神症状を呈し，脳
炎が疑われた摂食障害の一例
愛知医科大学精神神経科
○佐治 木萌　星野 有美　森 康浩　兼本 浩祐

O2-E20
（p.	245）

女子中学生における摂食障害とインターネッ
ト依存との関連：大規模地域調査
国際医療福祉大学福岡保健医療学部1，岡山大学大学
院教育学研究科2，女子美術大学大学院美術研究科3

○小牧 元1　東條 光彦2　前田 基成3

O2-E21
（p.	246）

自然気胸が改善の契機となった神経性無食欲
症の一例
富山大学附属病院総合診療部
○北 啓一朗

O2-E22
（p.	246）

神経性やせ症患者における血清メタボローム
解析
九州大学大学院医学研究院心身医学1，九州大学病院
心療内科2

○宮田 典幸1　波夛 伴和2　高倉 修2　
吉原 一文2　須藤 信行1

O2-E23
（p.	247）

日本人の低体重を伴う摂食障害患者における
再栄養症候群のリスク因子の検討
東京大学医学部附属病院心療内科
○山崎 允宏　木田 史彦　宮本 せら紀　

平出 麻衣子　米田 良　原島 紗季　堀江 武　
稲田 修士　大谷 真　吉内 一浩

O2-E24
（p.	247）

矯正施設における摂食障害患者の窃盗行動歴
調査
東日本成人矯正医療センター
○宮本 悦子　木谷 誠一

O2-E25
（p.	248）

神経性やせ症患者における腸内細菌と体重増
加の関連：人工菌叢マウスによる解析
九州大学大学院医学研究院心身医学
○波夛 伴和　宮田 典幸　高倉 修　朝野 泰成　

吉原 一文　須藤 信行

O2-E26
（p.	248）

肥満者の怒りのコントロールと脳内ネット
ワークとの関連
九州大学大学院医学研究院心身医学
○吉原 一文　江藤 紗奈美　野崎 剛弘　

須藤 信行
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H会場　4号館  白鳥ホール北
P1-1～7	 15：00～16：10
ポスター：消化器・慢性疼痛

座長：土田 治（ 済生会飯塚嘉穂病院心療内科・消化器病セン
ター）

釋 文雄（日本大学医学部附属板橋病院心療内科）

P1-1
（p.	250）

心療内科患者の痛みとQOLの関連～健常群
との比較による検討～
東京成徳大学応用心理学部福祉心理学科1，日本大学
医学部附属板橋病院心療内科2，兵庫県立大学看護学
部3，国際医療福祉大学山王病院心療内科4

○宮村 りさ子1,2　釋 文雄2　金 外淑2,3　
三輪 雅子2　石風呂 素子2　丸岡 秀一郎2　
村上 正人2,4

P1-2
（p.	250）

機能性消化管疾患群における便通異常に対す
るkiwifruitの有効性の検証
東北大学大学院医学系研究科行動医学分野1，東北大
学東北メディカルメガバンク機構個別化予防・疫学分
野2，東北大学病院栄養管理室3，東北大学病院心療内
科4，東北大学学際フロンティア研究所5，Internal 
Medicine and Gastroenterology, University of 
Bologna6，Gastroenterology Otago Medical 
School, University of Otago7，Zespri International 
Ltd8，BKS Statistical Consulting9，Drummond 
Food Science Advisory Ltd10

○大川 洋平1　中谷 久美2　村椿 智彦1　
岡本 智子3　布田 美貴子3　遠藤 由香4　
鹿野 理子5　金澤 素1　中谷 直樹2　
Barbara Giovanni6　Gearry Richard7　
Ansell Juliet8　Kuhn-Sherlock Barbara9　
Drummond Lynley10　福土 審1,4

P1-3
（p.	251）

心因性嘔吐症と扱われていた食道アカラシア
に好酸球性食道炎を伴った1例
愛知医科大学消化管内科
○舟木 康　川村 百合加　吉峰 崇　

山本 さゆり　田村 泰弘　井澤 晋也　
海老 正秀　小笠原 尚高　佐々木 誠人　
春日井 邦夫

P1-4
（p.	251）

慢性便秘患者に含まれた過敏性腸症候群便秘
型（IBS-C）群と機能性便秘（FC）群のライ
フスタイルの検討
愛知医科大学消化管内科1，愛知医科大学研究支援セ
ンター2

○山本 さゆり1　川村 百合加1　舟木 康1　
吉峰 崇1　田村 泰弘1　井澤 晋也1　
土方 康孝1　室谷 健太2　海老 正秀1　
小笠原 尚高1　佐々木 誠人1　三嶋 秀行2　
春日井 邦夫1

P1-5
（p.	252）

胃食道逆流症患者の包括的健康関連QOL
（HRQOL）に影響を及ぼす臨床因子の検討
名古屋市立大学医学部次世代医療開発学1，名古屋市
立大学医学部消化器代謝内科学2

○神谷 武1　鹿野 美千子2　城 卓志2

P1-6
（p.	252）

舌痛症患者の破局的思考（Pain Catastrophizing）
と短期転帰に関する臨床的検討
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科心身
医学分野1，北海道医療大学歯学部保健衛生学講座2，
北海道医療大学歯学部臨床口腔病理分野3

○竹之下 美穂1　三浦 杏奈1　篠原 優貴子1　
美久月 瑠宇1　菅原 詩織1　
Tu Thi Huyen Trang1　川崎 カオル1　
須賀 隆行1　渡邊 毅1　松岡 紘史2　
安彦 善裕3　豊福 明1

P1-7
（p.	253）

QT延 長 は， 口 腔 慢 性 疼 痛 患 者 に 対 す る
Amitriptylineの効果の予測因子となる
東京医科歯科大学医歯学総合研究科歯科心身医学分
野1，三光舎2

○渡邊 毅1　長嶺 敬彦2　須賀 隆行1　
トゥー チー フエン タン1　川崎 カオル1　
菅原 詩織1　美久月 瑠宇1　三浦 杏奈1　
篠原 優貴子1　吉川 達也1　竹之下 美穂1　
豊福 明1

第1日目：6月8日（金）

一般演題・ポスター
（発表時間7分　討論時間3分／○印は発表者）
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P1-8～12	 16：10～17：00
ポスター：治療・心理療法

座長：鈴木 理俊（上林記念病院）
中島 弘徳（岡山理科大学理学部）

P1-8
（p.	253）

自律訓練法による身体症状の改善は，どのよ
うな患者で期待できるか～機能性身体症候群
患者の主観的評価から～
関西医科大学心療内科学講座1，長岡ヘルスケアセン
ター2

○木場 律志1　阿部 哲也1　神原 憲治1,2　
伴 郁美1　加藤 文恵1　革島 定信1　
阪 幸江1　雨夜 勇作1　福永 幹彦1

P1-9
（p.	254）

外来クリニックにおけるEMDRの治療効果
の検討
増田クリニック1，志學館大学2，西原保養院3，鹿児
島国際大学4，鹿児島法文学部人文学科心理学コース5

○岩重 正一1,4　増田 彰則1　胸元 孝夫1,2　
米田 孝一4　梅原 恵1　蓑毛 良助4　
山中 隆夫3,4

P1-10
（p.	254）

ストレスマネジメント技法としての臨床動作
法の有効性の検討
愛知学院大学大学院心身科学研究
○桑島 隆二　吉川 吉美

P1-11
（p.	255）

解決志向短期療法の方法論が効果的に作用し
た小児の嘔吐恐怖症の一例
音羽病院臨床心理室1，音羽病院小児科2

○中島 陽大1　外川 由佳1　浜口 愛1　
林 たみ子1　徳永 千恵美2　前田 真治2

P1-12
（p.	255）

ダンスセラピーによる女性性の解放と自己肯
定感の向上
日本ポールダンスセラピー協会
○柚月 恵

P1-13～18	 15：00～16：00
ポスター：精神・生理・薬理1

座長：阿部 哲也（関西医科大学心療内科学講座）
深尾 篤嗣（茨木市保健医療センター）

P1-13
（p.	256）

心拍変動バイオフィードバックが随伴性陰性
変動(CNV)に及ぼす影響
愛知学院大学心身科学部心理学科
○榊原 雅人

P1-14
（p.	256）

入浴後から入床までの時間の違いによる睡眠
時の心拍変動
名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻1，名古屋
大学医学部保健学科看護学専攻2

○河野 葵1　中山 奈津紀1　松野 明子2　
井藤 里奈2　松尾 有紗2

P1-15
（p.	257）

唾液セロトニンと幸せの共有能力・ストレス
対処能力との関連
愛知医科大学1，神戸大学2，浜松医科大学3

○松永 昌宏1　石井 敬子2　大坪 庸介2　
野口 泰基2　山末 英典3

P1-16
（p.	257）

アデノシン三リン酸と幸せの共有能力との関連
愛知医科大学1，神戸大学2，浜松医科大学3

○松永 昌宏1　石井 敬子2　大坪 庸介2　
野口 泰基2　山末 英典3

P1-17
（p.	258）

不安喚起が甘み感覚におよぼす影響
愛知淑徳大学健康医療科学部1，日本赤十字豊田看護
大学看護学部2，藤田保健衛生大学医療科学部3

○加藤 みわ子1　中島 佳緒里2　伊藤 康宏3

P1-18
（p.	258）

主観的に報告された身体活動量と客観的に測
定された身体活動量の差異～内受容感覚との
関連について～
関西医科大学大学院医科学専攻心身医学1，関西医科
大学心療内科学講座2

○静間 久晴1　神原 憲治1,2　阿部 哲也1,2　
加藤 文恵2　革島 定信1　阪 幸江1　
雨夜 勇作1　吉田 幸平1　福永 幹彦1,2

P1-19～24	 16：00～17：00
ポスター：精神・生理・薬理2

座長：早野 順一郎（ 名古屋市立大学大学院医学研究科医学
医療教育学分野）

榊原 雅人（愛知学院大学心身科学部心理学科）

P1-19
（p.	259）

日常生活下調査による2型糖尿病患者におけ
る食行動関連要因の同定
早稲田大学大学院人間科学研究科1，日本学術振興会
特別研究員2，東京大学大学院医学系研究科ストレス
防御・心身医学分野3，早稲田大学人間科学学術院4

○齋藤 順一1,2　北原 万莉1　吉内 一浩3　
熊野 宏昭4

P1-20
（p.	259）

社会心理的ストレス負荷が社会性行動に与え
る影響
名城大学薬学部薬学科
○間宮 隆吉　小田 浩史　森下 憧也　

棚瀬 将太　長谷川 裕也　衣斐 大祐　
平松 正行
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P1-21
（p.	260）

トリアゾラムの薬物動態，薬力学と薬物代謝
酵素CYP3A5遺伝多型の関連
大分大学医学部附属病院臨床薬理センター1，大分大
学医学部医療倫理学講座2，大分大学医学部臨床薬理
学講座3

○今井 浩光1,2　関口 愛2,3

P1-22
（p.	260）

被虐待経験者の注意バイアスはいつ生じる
か？～表情の呈示時間を要因に含めた検討～
甲南大学大学院人文科学研究科1，甲南大学2

○松尾 和弥1　福井 義一2

P1-23
（p.	261）

入眠時の音楽聴取の有無による入眠初期の心
拍変動に関する研究
名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻1，名古屋
大学医学部看護学科2

○中山 奈津紀1　井藤 里奈2　河野 葵1　
松野 明子2　松尾 有紗2

P1-24
（p.	261）

食後3時間未満の睡眠が心拍変動に与える影響
名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻1，中東遠
総合医療センター2，椙山女学園大学3

○中山 奈津紀1　宮地 正彦2　平井 眞理3

P1-25～30	 15：00～16：00
ポスター：ストレスコーピング・QOL

座長：村松 芳幸（新潟大学保健学科）
野村 忍（早稲田大学人間科学学術院健康福祉科学科）

P1-25
（p.	262）

小学生における能動的注意制御機能が慢性疲
労症状の発症要因となる不適応的な完全主義
に及ぼす影響
名古屋学芸大学ヒューマンケア学部
○伊與田 万実　今井 正司

P1-26
（p.	262）

共分散構造分析を用いた性格，コーピング，
および主観的ストレスの関連の検討
九州大学病院心療内科1，九州大学大学院医学研究院
心身医学2

○乙成 淳1　須藤 信行2

P1-27
（p.	263）

大学生の生活習慣とうつと不安の生理的，情
動的反応の関連～ストレスコーピングに着目
して～
福岡県立大学人間社会学部
○小山 憲一郎　森 郁香

P1-28
（p.	263）

健康生成モデルにおいて肯定的な生き方と首
尾一貫感覚がストレス反応に与える影響2～
クラスタ分析を用いて～
甲南大学大学院人文科学研究科1，甲南大学2

○今井田 貴裕1　大浦 真一1　松尾 和弥1　
福井 義一2

P1-29
（p.	264）

大学生における各トラウマ症状の維持要因と
なる経験想起時の認知行動的プロセスの検討
早稲田大学大学院人間科学研究科1，早稲田大学人間
科学学術院2

○戸篠 雄大1　祢津 晶子1　野村 忍2

P1-30
（p.	264）

Public Health Research Foundationストレス
耐性尺度の開発の試み
パブリックヘルスリサーチセンター
○今津 芳恵

P1-31～37	 16：00～17：10
ポスター：高齢・緩和医療

座長：山下 功一（藤が丘さくらなみきクリニック）
小杉 孝子（ 近畿中央胸部疾患センター心療内科/支

持・緩和療法チーム）

P1-31
（p.	265）

加齢に伴う喪失体験の受容に関する実証的研究
札幌国際大学大学院心理学研究科1，札幌国際大学人
文学部2

○江上 智章1　橋本 久美2

P1-32
（p.	265）

認知症高齢者における「タッチケア」のリラ
クセーション効果
川村学園女子大学大学院人文科学研究科1，特別養護
老人ホーム初富の里2

○北島 智子1　田中 裕1　中井 紀久子2　
岡出 優2　岩谷 幸治2　西川 將巳1

P1-33
（p.	266）

市中病院におけるがん医療に対する心理士の
取り組み
名古屋記念病院臨床心理部1，名古屋記念病院化学療
法内科2，名古屋記念病院心療内科3

○杉山 あけみ1　伊奈 研次2　川西 陽子1　
舌津 高秋3

P1-34
（p.	266）

非がん呼吸器疾患患者の緩和ケアチーム依頼
時の症状重症度と症状改善度の検討
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター心療内科1，
支持・緩和療法チーム2

○松田 能宣1,2　加藤 邦子2　末松 那実子2　
小杉 孝子1,2　所 昭宏1,2

P1-35
（p.	267）

不安が高かった膀胱がん患者への心理的援助
名古屋記念病院臨床心理部1，名古屋記念病院化学療
法内科2，名古屋記念病院心療内科3

○杉山 あけみ1　伊奈 研次2　川西 陽子1　
舌津 高秋3

P1-36
（p.	267）

緩和ケア病棟における患者･家族への心理支
援体制について
国立病院機構豊橋医療センター
○梁 大樹
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P1-37
（p.	268）

当科受診患者の向精神薬処方調査～紹介時の
処方について～
南長野医療センター篠ノ井総合病院精神科
○大村 慶子

P1-38～43	 15：00～16：00
ポスター：コンサルテイション・リエゾン

座長：福永 幹彦（関西医科大学心療内科学）
大中 俊宏（賛育会病院緩和ケア科）

P1-38
（p.	268）

摂食障害患者の下剤乱用に対する病棟薬剤師
を含めた関わり
国立国際医療研究センター国府台病院薬剤部1，心療
内科2，看護部3

○山本 ゆりえ1,2,3　田村 奈穂2　戸田 健太2　
権藤 元治2　北田 忍3　河合 啓介2

P1-39
（p.	269）

生体腎移植におけるこころのケアの検討～1年
後の心理相談後のアンケートから～
愛知医科大学病院こころのケアセンター1，愛知医科
大学精神科学教室2

○古井 由美子1　酒井 玲子1　大島 良江1　
佐藤 友里1　伊奈 萌1　兼本 浩祐2

P1-40
（p.	269）

女性外来における心理臨床の工夫
金沢医科大学精神神経科学1，金沢医科大学総合内科
学2，金沢医科大学肝胆膵内科学3，金沢医科大学呼
吸器内科学4

○北本 福美1　木原 由希1　川崎 康弘1　
赤澤 純代2　土島 睦3　藤本 由貴4　
澤田 未央2

P1-41
（p.	270）

当院における心身症診療を振り返って
津山中央病院小児科
○片山 威

P1-42
（p.	270）

臨床倫理コンサルテーションにおいて治療拒
否患者の防衛機制への気づきが意思決定に効
果をもたらした一例
東京大学医学部附属病院患者相談・臨床倫理センター1，
東京大学医学系研究科医療倫理学分野2，東京大学医学
部附属病院心療内科3

○浦川 史歩1,2　山本 由加里1,2　瀧本 禎之1,2,3　
赤林 朗2

P1-43
（p.	271）

化学療法中に生じたせん妄の一例
金沢医科大学病院精神神経科学1，金沢医科大学病院
看護部2，金沢医科大学病院腫瘍内科学3

○新田 佑輔1　中井 有里2　橋本 玲子1　
葛西 傑3　上原 隆1　川崎 康弘1
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H会場　4号館  白鳥ホール北
P2-44～49	 13：00～14：00
ポスター：精神・小児思春期

座長：石崎 優子（ 関西医科大学小児科学講座／関西医科大学
総合医療センター小児科）

岡田 あゆみ（ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小
児医科学）

P2-44
（p.	274）

「不登校の転帰調査」中学卒業後の進路
星ヶ丘マタニティ病院小児科
○井口 敏之　関口 一恵　山本 恭子

P2-45
（p.	274）

睡眠時間，睡眠障害とHbA1c値との関連
山陽学園大学大学院看護学研究科公衆衛生学
○高木 二郎

P2-46
（p.	275）

中・高校生の学校での過呼吸発作の発生頻度
および養護教諭の対処法についての調査
志學館大学人間関係学部心理臨床学科1，鹿児島女子
短期大学生活科学科2，増田クリニック3

○胸元 孝夫1　満田 タツ江2　増田 彰則3

P2-47
（p.	275）

社交不安症における心的視点尺度と自己注目
および注意バイアスに関する客観的指標との
関連
早稲田大学大学院人間科学研究科1，日本学術振興会
特別研究員2，早稲田大学人間科学学術院3

○富田 望1,2　熊野 宏昭3

P2-48
（p.	276）

社交不安症における不安・抑うつ発作の特徴
赤坂クリニック1，早稲田大学応用脳科学研究所2，
パニック障害研究センター3

○入野 晴菜1,2　高井 絵里1　貝谷 久宣3

P2-49
（p.	276）

うつ病の治療経過中に判明した成人成長ホル
モン分泌不全症の一例
福岡徳洲会病院心療内科
○中武 伸元　松林 直　大石 華子　武田 由美　

原 健

P2-50～53	 14：00～14：40
ポスター：相補・代替医療

座長：鈴木 順（奥州市国民健康保険前沢診療所）
天保 英明（ハートフル川崎病院）

P2-50
（p.	277）

高齢者を対象にした相補・代替医療の健康教
室が移動機能やQOLに及ぼす影響について
MOA健康科学センター
○内田 誠也　鈴木 清志

P2-51
（p.	277）

タッピング・タッチはどんな人にも効果があ
るのか？　その1～アレキシサイミア傾向を
調整変数として～
甲南大学大学院人文科学研究科1，甲南大学2

○大浦 真一1　松尾 和弥1　福井 義一2

P2-52
（p.	278）

タッピング・タッチの心理・社会的効果　
その5～多次元共感性テスト日本語版を用い
た検討～
甲南大学文学部人間科学科1，甲南大学大学院人文科
学研究科2

○福井 義一1　大浦 真一2

P2-53
（p.	278）

メイクセラピーによる摂食障害患者の見た目
の印象への持続的効果がもたらす向社会的行
動の生起
なにわ生野病院心療内科1，神戸学院大学人文学科2

○新宅 可奈子1　竹田 剛2　武久 千夏1　
高橋 美智子1　石郷岡 愛1　木川 恵理1　
生野 照子1

P2-54～58	 13：00～13：50
ポスター：発達障害

座長：村瀬 聡美（心療内科・内科リエゾンメディカル丸の内）
原 幸一（立命館大学文学部人間研究学域）

P2-54
（p.	279）

起床困難や日中の眠気を呈する者の自閉性障
害傾向とADHD傾向の検討
愛知医科大学病院睡眠科
○須田 真衣子　堀 礼子　長谷田 陽子　

古川 真珠奈　井盛 彰乃　山田 真理子　
山田 実愛　篠邉 龍二郎　塩見 利明　
山崎 仁美

P2-55
（p.	279）

重度の知的障がいを合併する一自閉症スペク
トル障害児の反応方略について
立命館大学大学院応用人間科学研究科
○原 幸一

第2日目：6月9日（土）

一般演題・ポスター
（発表時間7分　討論時間3分／○印は発表者）
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P2-56
（p.	280）

自らの発達障害傾向の受容が，職場不適応と
家庭不和を改善して復職に結びついた事例
名古屋記念病院臨床心理部1，星ヶ丘マタニティ病院
心療内科2

○川西 陽子1　金子 宏2

P2-57
（p.	280）

成人の注意欠如多動症：過剰診断に関する一
考察
心療内科・内科リエゾンメディカル丸の内
○村瀬 聡美　村瀬 卓平

P2-58
（p.	281）

心身症難治例治療における自閉スペクトラム
症（ASD）傾向の考察
弘前大学消化器血液内科
○佐藤 研　佐竹 立　櫻庭 美耶子　福田 眞作

P2-59～62	 14：00～14：40
ポスター：理念・教育

座長：辻内 琢也（早稲田大学人間科学学術院健康福祉科学科）
井出 雅弘（札幌朗愛会病院心療内科）

P2-59
（p.	281）

医学生における自我状態と情動知能の関連　
第2報
東邦大学医療センター大森病院心療内科1，中部ろう
さい病院心療内科2

○橋本 和明1　小田原 幸1　竹内 武昭1　
中村 祐三1　松岡 美樹子1　芦原 睦2　
端詰 勝敬1

P2-60
（p.	282）

当院における産後のメンタルヘルスケアにつ
いて
星ヶ丘マタニティ病院
○関口 一恵　井口 敏之　金子 宏

P2-61
（p.	282）

チベット仏教の「慈悲」とうつ病への耐性と
の関連について
東京女子医科大学東医療センター内科1，京都学園大
学バイオ環境学部2

○高岡 正和1　石川 元直1　菊地 知子1　
山中 学1　山元 健太朗1　野瀬 光弘2　
佐倉 宏1

P2-62
（p.	283）

心を込めた教育で常に接点を持ち続ける．
愛知医科大学消化管内科1，愛知医科大学卒後臨床研
修センター2，愛知医科大学血液内科3

○山本 さゆり1,2　高橋 美優希2,3　
川村 百合加1　吉峰 崇1　田村 泰弘1　
井澤 晋也1　土方 康孝1　海老 正秀1　
小笠原 尚高1　舟木 康1　佐々木 誠人1　
春日井 邦夫1,2

P2-63～67	 13：00～13：50
ポスター：産業1

座長：石川 浩二（三菱重工業株式会社大江西健康管理科）
小林 章雄（医学と社会・連携支援機構）

P2-63
（p.	283）

私立総合大学附属病院の女性看護師における
職業性ストレスと不定愁訴数との関連
秋田大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座1，帝京
大学医学部医学科2，帝京大学女性医師・研究者支援
センター3，帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座4，
帝京大学産婦人科学講座5，帝京大学医学部付属板橋
病院看護部6，帝京大学大学院公衆衛生学研究科7

○野村 恭子1,3　吉岡 希2　竹之下 真一4　
中田 善規7　平池 春子5　浅山 敬4　
笹森 幸文5　土谷 明子6　大久保 孝義4　
冲永 寛子3

P2-64
（p.	284）

睡眠と完全主義との関連に関する検討
愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科1，日本たば
こ産業株式会社人事サポート室名古屋駐在2

○浦邉 綾子1　高木 真理1　岩澤 沙理1　
畑中 三千代2　横山 絵美2　古井 景1

P2-65
（p.	284）

完全主義と抑うつの関連について～バウムテ
ストの幹先端処理に着目して～
愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科
○高木 真理　山田 実愛　浦邉 綾子　

岩澤 沙理　古井 景

P2-66
（p.	285）

職務負担と抑うつの背景要因について
愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科
○岩澤 沙理　山田 実愛　浦邉 綾子　

高木 真理　古井 景

P2-67
（p.	285）

精神科病院が提供するストレスチェックの実
践報告～効果的にストレスチェック制度を一
次予防につなげる～
上林記念病院
○齋藤 和哉　平田 亮男

P2-68～72	 14：00～14：50
ポスター：産業2

座長：兒玉 直樹（産業医科大学神経内科・心療内科）
山本 晴義（ 横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセン

ター）

P2-68
（p.	286）

職業性ストレス簡易調査票の項目と精神疾患
による休職の関係
飯田橋東口診療所1，跡見学園女子大学文学部2

○下平 智史1　前場 康介2
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P2-69
（p.	286）

就労者に対する体操法・呼吸法・瞑想法によ
るヨーガ療法介入の効果検討
筑波大学1，東洋大学2

○村上 真1　橋本 佐由理1　毛塚 由希子2　
水上 勝義1

P2-70
（p.	287）

多職種新人医療従事者のこころの健康とチー
ム医療に関する研修“サクセスフル・セルフ”
の実践
岡山市立市民病院1，岡山大学大学院2

○安藤 晋一郎1　安藤 美華代2

P2-71
（p.	287）

ゲーミフィケーションを用いた復職支援プロ
グラムが有効であった一例
医療法人社団神心会
○大塚 舞子　藤原 徹

P2-72
（p.	288）

過去の傷つき体験の整理が職場復帰に有用で
あった気分症の一例
名古屋記念病院臨床心理部1，星ヶ丘マタニティ病院
心療内科2

○川西 陽子1　金子 宏2

P2-73～79	 13：00～14：10
ポスター：摂食障害

座長：石川 俊男（いしかわストレスケアクリニック）
作田 亮一（ 獨協医科大学埼玉医療センター子どもの

こころ診療センター）

P2-73
（p.	288）

教育現場における摂食障害の理解と認知度調
査報告
東北大学大学院医学系研究科行動医学分野1，東北大
学病院心療内科2

○菅井 千奈美1　大槻 美恵子2　遠藤 由香2　
佐藤 康弘2　福土 審1,2

P2-74
（p.	289）

衝動的間食行動におけるカロリー摂取量に関
する検討
早稲田大学人間科学研究科1，日本学術振興会特別研
究員2，早稲田大学人間科学学術院3

○北原 万莉1　齋藤 順一1,2　熊野 宏昭3

P2-75
（p.	289）

一般社団法人日本摂食障害協会のメール相談
集計報告
一般社団法人日本摂食障害協会
○菅原 彩子　生野 照子　石川 俊男　

末松 弘行　鈴木 眞理　鈴木 裕也　
西園マーハ 文　山岡 昌之　小原 千郷　
武久 千夏　加藤 公史

P2-76
（p.	290）

神経性やせ症患者における間接熱量計を用い
た呼吸商の評価
九州大学病院心療内科1，九州大学大学院医学研究院
心身医学2

○山下 真1　鈴山 千恵1　波夛 伴和1　
高倉 修1　須藤 信行1,2

P2-77
（p.	290）

神経性やせ症入院患者における入院診療報酬
点数，DPC点数，在院日数と体重・BMI変
化量の関係
NTT東日本関東病院心療内科1，NTT東日本関東病
院精神神経科2，東京大学医学部附属病院心療内科3

○布留川 貴也1　窪倉 正三1　大谷 真1,3　
秋山 剛1,2

P2-78
（p.	291）

小児摂食障害における前向き多施設共同研
究：131例の併存症について
星ヶ丘マタニティ病院小児科1，日本小児心身医学会
摂食障害ワーキンググループ2

○井口 敏之1,2

P2-79
（p.	291）

精神科救急病棟における「神経性食欲不振症
のプライマリケアのためのガイドライン
(2007年)」の適用
明石こころのホスピタル
○齊藤 麻里子


