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6月25日 土
A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場 G会場

2F コンベンションホールB 2F 国際会議室 2F 会議室201 1F 会議室103 1F 会議室104 1F 会議室105 1F 多目的ルーム

9：00 開会式 9：00
9：00〜9：50
教育講演1
デジタルテクノロジーは精神
科医療を変えるか？
座長：須藤信行　演者：岸本泰士郎

9：00〜11：00
シンポジウム1
肥満の行動医学的アプローチ 
〜肥満症治療専門施設での実
践から〜
座長：野崎剛弘・小牧　元
演者：木村　穣・林　果林
　　　山崎允宏・野崎剛弘

9：00〜11：00
シンポジウム3
心療内科医以外からみた摂食
障害の課題と対応

（日本女性心身医学会共同企画）
座長：端詰勝敬・寺内公一
演者：小川真里子・伊賀由美子
　　　山本ゆりえ・関根里恵

9：00〜11：00
シンポジウム5
症例に学ぶ皮膚科心身医学

（日本皮膚科心身医学会共同企画）
座長：羽白　誠・檜垣祐子
演者：堀　仁子・細谷律子
　　　檜垣祐子・羽白　誠

9：00〜11：00
シンポジウム7
がん患者の心理社会的ケア
座長：吉内一浩
演者：宮本せら紀・石風呂素子
　　　石田真弓・小田原幸

9：00〜11：30
シンポジウム8
口腔領域で心身医学的な
側面から医歯協働を考える

（口腔心身リエゾン談話会共同企画）
座長：和気裕之・尾口仁志
演者：杉本是明・島田　淳
　　　玉置勝司

9：00〜10：30

ポスター貼付

10：00 10：00
10：00〜10：50
特別講演1
縁起思想における人間（私）
座長：久保千春
演者：田中典彦

10：30〜15：10

ポスター閲覧

11：00 11：00
11：00〜11：50
特別講演2
ケアをする人の人間力
座長：小山敦子
演者：柏木哲夫

11：10〜12：00
一般演題・口演
O1-B1〜5
消化器
座長：佐藤　研・大島　彰

11：10〜12：00
一般演題・口演
O1-C1〜5
COVID-19関連
座長：川原健資・所　昭宏

11：10〜12：00
一般演題・口演
O1-D1〜5
疾患研究
座長：鈴木　順・村松芳幸

11：10〜11：50
一般演題・口演  O1-E1〜4
神経・筋骨格、運動器
座長：原田俊英・熊野宏昭

12：00 12：00

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）1
座長：久住一郎
演者：大坪天平
住友ファーマ株式会社

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）2
座長：安藤咲穂　演者：作田亮一
ノーベルファーマ株式会社 
株式会社メディパルホールディングス

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）3
座長：芦原　睦
演者：木村容子
株式会社ツムラ

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）4
座長：福土　審　演者：井上幸紀
ヴィアトリス製薬株式会社 
住友ファーマ株式会社

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）5
座長：小山敦子　演者：楠木将人
塩野義製薬株式会社 
武田薬品工業株式会社

13：00 13：00

13：10〜14：10
総会

14：00 14：00

14：20〜15：00
会長講演
心身医学の原点とその展開
座長：端詰勝敬　演者：河合啓介

15：00 15：00

15：10〜16：10
基調講演
The new concepts of psychosomatic 
disorders and their significance for 
the health care system in Germany
座長：福土審
演者：Hans-Christian Deter, Berlin

15：10〜17：40
シンポジウム2
心身医学から身心医学へ 
〜からだの病がこころを癒す〜
座長：深尾篤嗣・神原憲治
演者：久保隆司・深尾篤嗣
　　　神原憲治・竹林直紀
　　　渡邉勝之

15：10〜17：10
シンポジウム4
小児心身症医療の現状と
COVID-19パンデミックの影響
座長：作田亮一・永光信一郎
演者：田中恭子・土生川千珠
　　　岡田あゆみ・作田亮一

15：10〜17：10
シンポジウム6
様々な視点からみた
PMS/PMDD
座長：髙松　潔・大坪天平
演者：松本珠希・小川真里子
　　　小野陽子・大坪天平

15：10〜17：10
ワークショップ1
CBT-E：tipsを学ぼう
座長：吉内一浩
演者：山中結加里・髙倉　修
　　　佐藤康弘

15：10〜16：00
一般演題・口演
O1-F1〜5
摂食障害2
座長：小林伸行・本間洋州

15：10〜16：40

ポスター発表
※ポスター発表はP12を参照16：00 16：00

16：00〜16：50
一般演題・口演
O1-F6〜10
摂食障害3
座長：山下　真・小西　恵

16：20〜18：00
リレー講演
心身症の概念に関するリレー
講演会
座長：福土　審・久住一郎
演者：福永幹彦・端詰勝敬
指定発言：石川俊男

16：40〜18：00

ポスター撤去

17：00 16：50〜18：00
一般演題・口演
O1-F11〜17
慢性疼痛
座長：網谷東方・細井昌子

17：00

17：20〜18：00
一般演題・口演  O1-C6〜9
摂食障害1
座長：金澤　素・椋田稔朗

17：20〜18：00
一般演題・口演  O1-D6〜9
精神神経科、メンタルヘルス1
座長：太田大介・富田吉敏

17：20〜18：00
一般演題・口演  O1-E5〜8
歯科・口腔外科
座長：山田宇以・成島桂子

18：00 18：00
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6月25日 土
A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場 G会場

2F コンベンションホールB 2F 国際会議室 2F 会議室201 1F 会議室103 1F 会議室104 1F 会議室105 1F 多目的ルーム

9：00 開会式 9：00
9：00〜9：50
教育講演1
デジタルテクノロジーは精神
科医療を変えるか？
座長：須藤信行　演者：岸本泰士郎

9：00〜11：00
シンポジウム1
肥満の行動医学的アプローチ 
〜肥満症治療専門施設での実
践から〜
座長：野崎剛弘・小牧　元
演者：木村　穣・林　果林
　　　山崎允宏・野崎剛弘

9：00〜11：00
シンポジウム3
心療内科医以外からみた摂食
障害の課題と対応

（日本女性心身医学会共同企画）
座長：端詰勝敬・寺内公一
演者：小川真里子・伊賀由美子
　　　山本ゆりえ・関根里恵

9：00〜11：00
シンポジウム5
症例に学ぶ皮膚科心身医学

（日本皮膚科心身医学会共同企画）
座長：羽白　誠・檜垣祐子
演者：堀　仁子・細谷律子
　　　檜垣祐子・羽白　誠

9：00〜11：00
シンポジウム7
がん患者の心理社会的ケア
座長：吉内一浩
演者：宮本せら紀・石風呂素子
　　　石田真弓・小田原幸

9：00〜11：30
シンポジウム8
口腔領域で心身医学的な
側面から医歯協働を考える

（口腔心身リエゾン談話会共同企画）
座長：和気裕之・尾口仁志
演者：杉本是明・島田　淳
　　　玉置勝司

9：00〜10：30

ポスター貼付

10：00 10：00
10：00〜10：50
特別講演1
縁起思想における人間（私）
座長：久保千春
演者：田中典彦

10：30〜15：10

ポスター閲覧

11：00 11：00
11：00〜11：50
特別講演2
ケアをする人の人間力
座長：小山敦子
演者：柏木哲夫

11：10〜12：00
一般演題・口演
O1-B1〜5
消化器
座長：佐藤　研・大島　彰

11：10〜12：00
一般演題・口演
O1-C1〜5
COVID-19関連
座長：川原健資・所　昭宏

11：10〜12：00
一般演題・口演
O1-D1〜5
疾患研究
座長：鈴木　順・村松芳幸

11：10〜11：50
一般演題・口演  O1-E1〜4
神経・筋骨格、運動器
座長：原田俊英・熊野宏昭

12：00 12：00

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）1
座長：久住一郎
演者：大坪天平
住友ファーマ株式会社

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）2
座長：安藤咲穂　演者：作田亮一
ノーベルファーマ株式会社 
株式会社メディパルホールディングス

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）3
座長：芦原　睦
演者：木村容子
株式会社ツムラ

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）4
座長：福土　審　演者：井上幸紀
ヴィアトリス製薬株式会社 
住友ファーマ株式会社

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）5
座長：小山敦子　演者：楠木将人
塩野義製薬株式会社 
武田薬品工業株式会社

13：00 13：00

13：10〜14：10
総会

14：00 14：00

14：20〜15：00
会長講演
心身医学の原点とその展開
座長：端詰勝敬　演者：河合啓介

15：00 15：00

15：10〜16：10
基調講演
The new concepts of psychosomatic 
disorders and their significance for 
the health care system in Germany
座長：福土審
演者：Hans-Christian Deter, Berlin

15：10〜17：40
シンポジウム2
心身医学から身心医学へ 
〜からだの病がこころを癒す〜
座長：深尾篤嗣・神原憲治
演者：久保隆司・深尾篤嗣
　　　神原憲治・竹林直紀
　　　渡邉勝之

15：10〜17：10
シンポジウム4
小児心身症医療の現状と
COVID-19パンデミックの影響
座長：作田亮一・永光信一郎
演者：田中恭子・土生川千珠
　　　岡田あゆみ・作田亮一

15：10〜17：10
シンポジウム6
様々な視点からみた
PMS/PMDD
座長：髙松　潔・大坪天平
演者：松本珠希・小川真里子
　　　小野陽子・大坪天平

15：10〜17：10
ワークショップ1
CBT-E：tipsを学ぼう
座長：吉内一浩
演者：山中結加里・髙倉　修
　　　佐藤康弘

15：10〜16：00
一般演題・口演
O1-F1〜5
摂食障害2
座長：小林伸行・本間洋州

15：10〜16：40

ポスター発表
※ポスター発表はP12を参照16：00 16：00

16：00〜16：50
一般演題・口演
O1-F6〜10
摂食障害3
座長：山下　真・小西　恵

16：20〜18：00
リレー講演
心身症の概念に関するリレー
講演会
座長：福土　審・久住一郎
演者：福永幹彦・端詰勝敬
指定発言：石川俊男

16：40〜18：00

ポスター撤去

17：00 16：50〜18：00
一般演題・口演
O1-F11〜17
慢性疼痛
座長：網谷東方・細井昌子

17：00

17：20〜18：00
一般演題・口演  O1-C6〜9
摂食障害1
座長：金澤　素・椋田稔朗

17：20〜18：00
一般演題・口演  O1-D6〜9
精神神経科、メンタルヘルス1
座長：太田大介・富田吉敏

17：20〜18：00
一般演題・口演  O1-E5〜8
歯科・口腔外科
座長：山田宇以・成島桂子

18：00 18：00
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6月26日 日
A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場 G会場

2F コンベンションホールB 2F 国際会議室 2F 会議室201 1F 会議室103 1F 会議室104 1F 会議室105 1F 多目的ルーム

9：00 9：00
9：00〜10：50
特別企画1
心身医学を志して30年間で、
何ができて何ができなかった
のか−平成初めに心療内科で
研修を開始した医師の航跡
座長：稲光哲明・末松弘行
企画説明：河合啓介
演者：金光芳郎・細井昌子
　　　伊澤　敏
指定発言：十川　博・永田頌史

9：00〜9：50
教育講演3
iPS細胞を用いたパーキンソン
病の病態解析と創薬
座長：須藤信行　演者：赤松和土

9：00〜10：20
シンポジウム9
思春期以降の吃音患者に対す
る多角的アプローチ
座長：高橋　進・菊池良和
演者：岡部健一・富里周太
　　　小野賢一・菊池良和

9：00〜11：30
シンポジウム11
心身医学の原点と心理職のこ
れからの使命
座長：原田俊英・中島弘徳
演者：内山佳代子・青木絢子
　　　松田史帆・富岡光直
　　　古井由美子
日本心身医学会コ・メディカル
スタッフ認定制度委員会・日本
心療内科学会 総務委員会 心理
担当 共催

9：00〜9：50
一般演題・口演
O2-E1〜5
精神神経科、メンタルヘルス2
座長：阿部哲也・井上幸紀

9：00〜9：50
一般演題・口演
O2-F1〜5
摂食障害5
座長：岡本百合・佐藤康弘

9：00〜10：30

ポスター貼付

10：00 9：50〜11：20
特別企画2
医療コミュニケーション
座長：江花昭一
演者：中野重行
ファシリテーター：河合啓介

10：00
10：00〜12：00
シンポジウム13
消化器系の基礎と臨床
座長：福土　審・金子　宏
演者：福土　審・二神生爾
　　　浅川明弘・須藤信行

10：00〜12：00
シンポジウム14
慢性頭痛の心身医学的治療　
次世代に向けて
座長：竹内武昭・菊地裕絵
演者：水野泰行・嶋　美香
　　　藤田光江・北見公一

10：30〜11：50
シンポジウム10
心療内科医が知っておきたい呼吸器疾
患の今 〜心身症＆疾患の最新知見〜
座長：吉原一文・丸岡秀一郎
演者：大武陽一・古川智一
　　　松田能宣・山田志保
　　　清野　洋

10：30〜12：00

ポスター発表
※ポスター発表はP12を参照

11：00 11：00
11：00〜11：50
特別講演3
政策・行政への心身医学の実践
座長：村上正人
演者：鴨下一郎

11：20〜12：00
一般演題・口演  O2-B1〜4
摂食障害4
座長：安藤哲也・橋本和明

12：00 12：00
12：00〜15：00

ポスター閲覧

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）6
座長：小坂浩隆　演者：宇佐美政英
ノーベルファーマ株式会社 
株式会社メディパルホールディングス

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）7
座長：福土　審
演者：須藤信行
ミヤリサン製薬株式会社

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）8
座長：端詰勝敬　演者：岸　太郎
武田薬品工業株式会社 
ルンドベック・ジャパン株式会社

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）9
座長：小川真里子
演者：宮澤仁朗
クラシエ薬品株式会社

13：00 13：00

13：10〜14：00
教育講演2
低コルチゾール血症をきたす
ストレス関連疾患とその鑑別
座長：石川俊男　演者：松林　直

13：10〜15：10
ワークショップ2
内観療法・森田療法
座長：黒川順夫・真栄城輝明
演者：黒川順夫・伊藤克人
　　　真栄城輝明・長山恵一

13：10〜14：00
教育講演4
難治性疼痛の病態メカニズム
を考える
座長：山岡昌之　演者：牛田享宏

13：10〜15：10
シンポジウム12
身体疾患にともなう抑うつ、
不安
座長：深尾篤嗣・岡田宏基
演者：奥見裕邦・松田能宣
　　　豊田英嗣・浅野麻衣
　　　三輪裕介・吉内一浩

13：10〜16：10
心身医学講習会
あなたの診療を世界に向けて
発信する際に必要な知識
座長：鈴木　順・岡　孝和
講師：太田大介・瀧本禎之
　　　吉原一文・中尾睦宏

13：10〜14：10
一般演題・口演
O2-F6〜11
その他
座長：竹内武昭・橋爪　誠

14：00 14：00

14：10〜16：10
産業医講習会
産業医に求められる心身医療
の視点
座長：石川俊男・田村奈穂
講師：永田頌史

14：10〜16：10
ワークショップ3
感染症を学びましょう！
座長：丸岡秀一郎・大平泰子
演者：齋藤紀先
日本心身医学会コ・メディカル
スタッフ認定制度委員会・日本
心療内科学会 総務委員会 心理
担当 共催

15：00 15：00
15：00〜16：00

ポスター撤去

16：00 16：00

閉会式

17：00 17：00

18：00 18：00
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6月26日 日
A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場 G会場

2F コンベンションホールB 2F 国際会議室 2F 会議室201 1F 会議室103 1F 会議室104 1F 会議室105 1F 多目的ルーム

9：00 9：00
9：00〜10：50
特別企画1
心身医学を志して30年間で、
何ができて何ができなかった
のか−平成初めに心療内科で
研修を開始した医師の航跡
座長：稲光哲明・末松弘行
企画説明：河合啓介
演者：金光芳郎・細井昌子
　　　伊澤　敏
指定発言：十川　博・永田頌史

9：00〜9：50
教育講演3
iPS細胞を用いたパーキンソン
病の病態解析と創薬
座長：須藤信行　演者：赤松和土

9：00〜10：20
シンポジウム9
思春期以降の吃音患者に対す
る多角的アプローチ
座長：高橋　進・菊池良和
演者：岡部健一・富里周太
　　　小野賢一・菊池良和

9：00〜11：30
シンポジウム11
心身医学の原点と心理職のこ
れからの使命
座長：原田俊英・中島弘徳
演者：内山佳代子・青木絢子
　　　松田史帆・富岡光直
　　　古井由美子
日本心身医学会コ・メディカル
スタッフ認定制度委員会・日本
心療内科学会 総務委員会 心理
担当 共催

9：00〜9：50
一般演題・口演
O2-E1〜5
精神神経科、メンタルヘルス2
座長：阿部哲也・井上幸紀

9：00〜9：50
一般演題・口演
O2-F1〜5
摂食障害5
座長：岡本百合・佐藤康弘

9：00〜10：30

ポスター貼付

10：00 9：50〜11：20
特別企画2
医療コミュニケーション
座長：江花昭一
演者：中野重行
ファシリテーター：河合啓介

10：00
10：00〜12：00
シンポジウム13
消化器系の基礎と臨床
座長：福土　審・金子　宏
演者：福土　審・二神生爾
　　　浅川明弘・須藤信行

10：00〜12：00
シンポジウム14
慢性頭痛の心身医学的治療　
次世代に向けて
座長：竹内武昭・菊地裕絵
演者：水野泰行・嶋　美香
　　　藤田光江・北見公一

10：30〜11：50
シンポジウム10
心療内科医が知っておきたい呼吸器疾
患の今 〜心身症＆疾患の最新知見〜
座長：吉原一文・丸岡秀一郎
演者：大武陽一・古川智一
　　　松田能宣・山田志保
　　　清野　洋

10：30〜12：00

ポスター発表
※ポスター発表はP12を参照

11：00 11：00
11：00〜11：50
特別講演3
政策・行政への心身医学の実践
座長：村上正人
演者：鴨下一郎

11：20〜12：00
一般演題・口演  O2-B1〜4
摂食障害4
座長：安藤哲也・橋本和明

12：00 12：00
12：00〜15：00

ポスター閲覧

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）6
座長：小坂浩隆　演者：宇佐美政英
ノーベルファーマ株式会社 
株式会社メディパルホールディングス

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）7
座長：福土　審
演者：須藤信行
ミヤリサン製薬株式会社

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）8
座長：端詰勝敬　演者：岸　太郎
武田薬品工業株式会社 
ルンドベック・ジャパン株式会社

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）9
座長：小川真里子
演者：宮澤仁朗
クラシエ薬品株式会社

13：00 13：00

13：10〜14：00
教育講演2
低コルチゾール血症をきたす
ストレス関連疾患とその鑑別
座長：石川俊男　演者：松林　直

13：10〜15：10
ワークショップ2
内観療法・森田療法
座長：黒川順夫・真栄城輝明
演者：黒川順夫・伊藤克人
　　　真栄城輝明・長山恵一

13：10〜14：00
教育講演4
難治性疼痛の病態メカニズム
を考える
座長：山岡昌之　演者：牛田享宏

13：10〜15：10
シンポジウム12
身体疾患にともなう抑うつ、
不安
座長：深尾篤嗣・岡田宏基
演者：奥見裕邦・松田能宣
　　　豊田英嗣・浅野麻衣
　　　三輪裕介・吉内一浩

13：10〜16：10
心身医学講習会
あなたの診療を世界に向けて
発信する際に必要な知識
座長：鈴木　順・岡　孝和
講師：太田大介・瀧本禎之
　　　吉原一文・中尾睦宏

13：10〜14：10
一般演題・口演
O2-F6〜11
その他
座長：竹内武昭・橋爪　誠

14：00 14：00

14：10〜16：10
産業医講習会
産業医に求められる心身医療
の視点
座長：石川俊男・田村奈穂
講師：永田頌史

14：10〜16：10
ワークショップ3
感染症を学びましょう！
座長：丸岡秀一郎・大平泰子
演者：齋藤紀先
日本心身医学会コ・メディカル
スタッフ認定制度委員会・日本
心療内科学会 総務委員会 心理
担当 共催

15：00 15：00
15：00〜16：00

ポスター撤去

16：00 16：00

閉会式

17：00 17：00

18：00 18：00
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6月25日 土　ポスターセッション
G会場

1F 多目的ルーム

15：00

15：10〜16：00
一般演題・ポスター1
P1-1〜5
震災関連・その他
座長：河田　浩・村上典子

15：10〜15：40
一般演題・ポスター2  P2-1〜3
摂食障害1　座長：遠藤由香・関口　敦

15：10〜16：00
一般演題・ポスター3
P3-1〜5
メンタルヘルス1
座長：大谷　真・町澤理子

16：00
16：00〜16：40
一般演題・ポスター1  P1-6〜9
補完・代替医療
座長：鎌田　穣・吉原一文

16：00〜16：40
一般演題・ポスター2  P2-4〜7
COVID-19関連
座長：兒玉直樹・山北高志

16：00〜16：40
一般演題・ポスター3  P3-6〜9
心理テスト
座長：瀧本禎之・富岡光直

17：00

6月26日 日　ポスターセッション

G会場

1F 多目的ルーム

10：00

10：30〜11：10
一般演題・ポスター4  P4-1〜4
臨床心理領域
座長：有村達之・松野俊夫

10：30〜11：20
一般演題・ポスター5
P5-1〜5
摂食障害2
座長：権藤元治・堀江　武

10：30〜11：10
一般演題・ポスター6  P6-1〜4
治療技法・緩和ケア
座長：網谷真理恵・棚橋德成11：00

11：10〜11：50
一般演題・ポスター4  P4-5〜8
メンタルヘルス2
座長：石川浩二・松原　慎

11：20〜12：00
一般演題・ポスター5  P5-6〜9
その他
座長：天保英明・貫名英之

12：00
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