
第63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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一般演題・口演
（発表時間7分　討論時間3分／○印は発表者）

第1日目：6月25日（土）

B会場　2F 国際会議室
O1-B1～5	 11：10～12：00
口演：消化器
座長：佐藤 研（弘前大学保健管理センター）
　　　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）

O1-B1 Long short-term memoryによる過敏性腸
症候群の脳波識別
○村椿 智彦1,2，清水 悠生3，成田 魁3，
　持田 尚人3，岩崎 淳也4，相澤 祐一1，
　金澤 素1,2，福土 審1,2

1 東北大学大学院医学系研究科心療内科学，2 東北大学
病院心療内科，3 東北大学医学部医学科，4 東北大学大
学院医学系研究科医学教育推進センター

O1-B2 便秘型過敏性腸症候群の腸内細菌解析
○有村 涼香1，金澤 素1,2，村椿 智彦1,2，
　鹿野 理子3，横田 遥4，田中 良紀4，
　大野 裕史4，福土 審1,2

1 東北大学大学院医学系研究科心療内科学分野，2 東北
大学病院心療内科，3きらり健康生活協同組合須川診療
所，4ビオフェルミン製薬株式会社

O1-B3 好酸球性胃腸炎の経過中に社交不安障害に対す
る介入を行い腹部症状の改善がみられた症例
○権藤 元治1,2，兵頭 憲二1，福留 克行1

1 北九州市立医療センター心療内科，2 九州大学病院心
療内科

O1-B4 呑気症（心身症）でフォロー中、コロナワクチ
ン接種後にパーキンソニズムを呈した事例
○山口 力
医療法人創彩会せとぐち心療内科クリニック

O1-B5 IBSモデルマウスの腸内細菌移植による神経
活動の変化
○鈴木 宏幸1，東 航輝1，真砂 拓海1，
　津島 博道2，小西 信一3，村椿 智彦3,4，
　金澤 素3,4，福土 審3,4

1 東北大学医学部医学科，2 国立長寿医療研究センター
研究所ジェロサイエンス研究センター炎症・免疫機構
研究部，3 東北大学大学院医学系研究科心療内科学， 
4東北大学病院心療内科

C会場　2F 会議室201
O1-C1～5	 11：10～12：00
口演：COVID-19関連
座長：川原 健資（医療法人社団佑希会のぞみクリニック）
　　　所 昭宏（国立病院機構近畿中央呼吸器センター心療内科）

O1-C1 All's Well That Ends Well －新型コロナウ
イルス感染者の退院に係わるチーム医療につ
いて－
○及川 欧
旭川医科大学病院リハビリテーション科

O1-C2 演題取り下げ

O1-C3 新型コロナウイルス感染症後遺症における心
身医学的アプローチの有用性
○宮崎 博喜
熊本機能病院総合診療科

O1-C4 COVID-19流行下に心療内科外来を受診する
患者の意識と心理状態の各波における差異
○上村 泰徳1，稲田 修士2，阪本 亮2，
　樋田 紫子2，梶原 都香紗1，奥見 裕邦3，
　名倉 美樹4，松岡 弘道5，小山 敦子2

1 近畿大学病院心療内科，2 近畿大学医学部内科学教室
心療内科部門，3 奥見診療所，4 ホームケアクリニック
札幌，5国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科

O1-C5 新型コロナウイルスワクチン2回接種後の血
清抗スパイク蛋白IgG抗体価に影響する因子：
うつ尺度を中心に
○金子 宏1，坪井 宏仁2，近藤 裕子3，
　近藤 東臣3

1 星ヶ丘マタニティ病院内科・心療内科，2 金沢大学医
薬保健研究域，3星ヶ丘マタニティ病院産婦人科
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O1-C6～9	 17：20～18：00
口演：摂食障害1
座長：金澤 素（東北大学大学院医学系研究科心療内科学分野）
　　　椋田 稔朗（菜の花心療クリニック）

O1-C6 LungVisionを用いた神経性やせ症患者にお
ける肺野の気腫性病変の検討
○大藤 貴1，河合 啓介2，石井 聡3，阿部 優4，
　山口 裕久4，田村 奈穂2，出水 玲奈2，
　石戸 淳一2，待鳥 詔洋5，佐藤 輝彦1

1 国立国際医療研究センター国府台病院呼吸器内科， 
2 国立国際医療研究センター国府台病院心療内科，3 国
立国際医療研究センター病院呼吸器内科，4国立国際医
療研究センター国府台病院中央診療支援部門（放射線），
5国際医療研究センター国府台病院放射線科

O1-C7 食生活管理アプリ「たべ活ちゃん」を用いた摂
食障害診療
○山内 常生，原田 朋子，宮本 沙緒里，
　本多 美穂子，松塚 巧，大原 直樹，
　撫井 章弘，井上 幸紀
大阪公立大学大学院医学研究科神経精神医学

O1-C8 1型糖尿病患者の心因性嘔吐症の病態と治療 
－2症例の考察－
○波夛 伴和1，麻生 千恵2，横山 寛明2，
　末松 孝文1，戸田 健太1，山下 真1，
　髙倉 修1，須藤 信行1,2

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

O1-C9 自閉スペクトラム症を伴った男性高度肥満症
患者の長期治療経過
○野崎 剛弘1，小牧 元2，須藤 信行3

1中村学園大学大学院栄養科学研究科，2福岡国際医療福
祉大学医療学部，3九州大学大学院医学研究院心身医学

D会場　1F 会議室103
O1-D1～5	 11：10～12：00
口演：疾患研究
座長：鈴木 順（奥州市国民健康保険前沢診療所）
　　　村松 芳幸（河渡病院）

O1-D1 関節リウマチに合併する精神疾患の診断 －精
神科医師による診断と質問紙法の妥当性の検
討－
○三輪 裕介1，富岡 大2，三田村 裕子3，
　穂坂 路男4，松島 大輔4

1 昭和大学医学部内科学講座リウマチ膠原病内科学部
門，2 昭和大学医学部精神医学講座，3 昭和大学保健医
療学部看護学科臨床看護学，4勝山診療所心療内科

O1-D2 自律訓練法とレンボレキサントが有効であっ
た睡眠相後退症候群を合併したアトピー性皮
膚炎の2例
○朝野 泰成，宮田 典幸，吉原 一文
九州大学病院心療内科

O1-D3 都市部高齢者の精神的健康状態と症候性中枢
性感作の出現に関するコホート調査 －お達者
健診研究－
○橋本 和明1,3，竹内 武昭1，村崎 舞耶1，
　大渕 修一2，河合 恒2，平野 浩彦2，
　藤原 佳典2，金 憲経2，井原 一成3，
　渡邊 裕4，端詰 勝敬1

1 東邦大学医学部心身医学講座，2 東京都健康長寿医療
センター研究所，3 弘前大学医学部社会医学講座，4 北
海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野

O1-D4 地域高齢者における交流頻度と脳萎縮の関
連：JPSC-AD研究
○平林 直樹1，本田 貴紀1，秦 淳1,4,5，
　古田 芳彦1,5，柴田 舞欧1,3,4，小原 知之1,6，
　須藤 信行3，二宮 利治1,4

1 九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野， 
2 九州大学伊都診療所，3 九州大学大学院医学研究院心
身医学，4九州大学大学院医学研究院附属総合コホート
センター，5九州大学大学院医学研究院病態機能内科学，
6九州大学大学院医学研究院精神病態医学

O1-D5 ヨガによる一般成人の自律神経活動の短期的
変化に関する検討
○河野 葵1，中山 奈津紀2，安藤 舞香3，
　栗田 操3，青木 志野3，前川 藍子3，
　大壁 颯太2，新原 桃香2，相澤 里佳2，
　森脇 佳美2，金子 宏4

1 名古屋大学医学部附属病院看護部，2 名古屋大学大学
院医学系研究科総合保健学専攻，3名古屋大学医学部保
健学科看護学専攻，4星ヶ丘マタニティ病院内科・心療
内科

O1-D6～9	 17：20～18：00
口演：精神神経科、メンタルヘルス1
座長：太田 大介（聖路加国際病院心療内科）
　　　富田 吉敏（国立精神・神経医療研究センター病院心療内科）

O1-D6 抑うつ傾向者のアレキシサイミア傾向と身体
イメージ彩色図法を用いた支援
○今野 紀子
東京電機大学

O1-D7 「反すう」症状を対象とした、VRデジタル療法
○松村 雅代1,2，岡田 宏基3

1 高知大学医学部医学科「医療×VR」学，2 株式会社
BiPSEE，3医療法人社団清仁会宇多津病院
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O1-D8 不安の強い終末期がん患者にスタッフが疲弊
した事例で，心理士が担える役割について
○高田 美穂子
公立学校共済組合九州中央病院

O1-D9 新型コロナウイルスワクチン接種後の心理・
行動変容について
○岡本 百合，日山 亨，三宅 典恵，
　吉野 敦雄，宮内 俊介，吉田 真帆子
広島大学保健管理センター

E会場　1F 会議室104
O1-E1～4	 11：10～11：50
口演：神経・筋骨格、運動器
座長：原田 俊英（県立広島大学大学院総合学術研究科保健福祉学

専攻）
　　　熊野 宏昭（早稲田大学人間科学学術院）

O1-E1 変換症／機能性神経症状症に対する心身医学
的アプローチ
○福永 幹彦1,2，阿部 哲也1

1 関西医科大学医学部心療内科学講座，2 弘正会西京都
病院心療内科

O1-E2 若年性慢性頭痛対する複合的リラクセーショ
ンの試み
○村崎 舞耶，小山 明子，橋本 和明，
　中村 祐三，竹内 武昭，端詰 勝敬
東邦大学医学部心身医学講座

O1-E3 市中心療内科診療における心因性発熱
○松原 慎
まつばら心療内科

O1-E4 心理面接と自律訓練法が有効であった外陰痛
2例の報告
○清水 順子，郷久 鉞二
朋佑会札幌産科婦人科

O1-E5～8	 17：20～18：00
口演：歯科・口腔外科
座長：山田 宇以（聖路加国際病院心療内科）
　　　成島 桂子（日本大学歯学部付属歯科病院歯科衛生士室）

O1-E5 高齢の舌痛症患者におけるアミトリプチリン
とアリピプラゾールの有効性
○渡邉 素子，豊福 明
東京医科歯科大学医歯学総合研究科歯科心身医学分野

O1-E6 口腔顔面痛患者における破局化思考の調査
○田中 裕1，村松 芳幸2，村松 公美子2,3，
　真島 一郎2，藤村 健夫2，清水 夏恵2，
　清野 洋2，片桐 敦子2，吉嶺 文俊2，
　櫻井 浩治4，瀬尾 憲司1

1 新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科，2 新潟大学医歯
学総合病院心療内科，3新潟青陵大学大学院臨床心理学
研究科，4新潟大学

O1-E7 痛みに対する破局的思考と舌痛症の労働機能
障害との関連性の検討
○松岡 紘史1，宇津宮 雅史1，渡邉 素子2，
　Paudel Durga3，吉田 光希1，三浦 宏子1，
　豊福 明2，安彦 善裕1

1北海道医療大学歯学部，2東京医科歯科大学（TMDU）
大学院医歯学総合研究科歯科心身医学分野，3北海道医
療大学先端研究推進センター

O1-E8 項 目 反 応 理 論 を 用 い た Modified Dental 
Anxiety Scale日本語版の測定精度
○古川 洋和1，竹内 武昭2，中尾 睦宏3

1 鳴門教育大学大学院心理臨床コース，2 東邦大学医学
部，3国際医療福祉大学医学部

F会場　1F 会議室105
O1-F1～5	 15：10～16：00
口演：摂食障害2
座長：小林 伸行（社会医療法人社団高野会大腸肛門病センター高

野病院心療内科）
　　　本間 洋州（りそな銀行東京健康管理センター）

O1-F1 競技生活を維持しつつ軽快した過食性障害の
アスリート患者の一例
○服部 麻子，吉内 一浩
東京大学医学部附属病院

O1-F2 神経性やせ症の体重回復期における必要エネ
ルギーと体組成に関する検討
○麻生 千恵1，瀧井 正人2，髙倉 修3，
　戸田 健太3，山下 真3，波夛 伴和3，
　須藤 信行4

1 九州大学大学院医学研究学府心身医学分野，2 北九州
医療刑務所，3 九州大学病院心療内科，4 九州大学大学
院医学研究院心身医学

O1-F3 外来における神経性やせ症摂食制限型及び過
食排出型患者の食事内容の特徴
○魚谷 奈央1，野間 俊一2，宮脇 尚志1

1京都女子大学大学院家政学研究科生活環境学専攻食物
栄養学領域，2のまこころクリニック

O1-F4 摂食障害患者における集団ヨーガ療法の試み
○須田 育
国立国際医療研究センター国府台病院
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O1-F5 千葉県摂食障害治療支援ネットワーク作成の
ための摂食障害患者の実態調査（第二報）
○伊藤 沙織1,2,3，山本 ゆりえ3,4，出水 玲奈2，
　田村 奈穂2，河合 啓介2,3

1 浜松医科大学医学部附属病院精神科神経科，2 国立国
際医療研究センター国府台病院心療内科，3千葉県摂食
障害支援拠点病院，4国立国際医療研究センター国府台
病院薬剤部

O1-F6～10	 16：00～16：50
口演：摂食障害3
座長：山下 真（福岡徳洲会病院）
　　　小西 恵（国立国際医療研究センター国府台病院心療内科）

O1-F6 神経性やせ症における脳構造と重症度の相関 
－摂食障害脳画像データベースを用いた多施
設共同研究－
○磯部 昌憲1，戸瀬 景茉1，高村 恒人2，
　野田 智美1，三嶋 亮1，川端 美智子1，
　佐藤 康弘3，平野 好幸4，兒玉 直樹5，
　吉原 一文6，権藤 元治6，守口 善也2，
　関口 敦2

1 京都大学医学部附属病院精神科神経科，2 国立精神・
神経医療研究センター精神保健研究所行動医学研究部，
3 東北大学病院心療内科，4 千葉大学子どものこころの
発達教育研究センター，5産業医科大学医学部神経内科
学講座，6九州大学大学院医学研究院心身医学講座

O1-F7 高脂肪食投与による易肥満マウスにおいては、
脳内食報酬系ドパミン神経の興奮が高まる
○小山 進，山脇 洋輔，安川 圭司
第一薬科大学薬学部薬物治療学分野

O1-F8 「行動制限を用いた認知行動療法」の有効性に
関する考察：神経性やせ症の2症例を通して
○末松 孝文1，波夛 伴和1，戸田 健太1，
　麻生 千恵1，山下 真1，髙倉 修1，
　須藤 信行1,2

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

O1-F9 摂食障害全国支援センター「相談ほっとライ
ン」活動報告
○出水 玲奈1，廣方 美沙2，山本 ゆりえ2,3，
　石戸 淳一1，田村 奈穂1，井野 敬子4，
　関口 敦4，金 吉晴5，河合 啓介1,2

1国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病
院心療内科，2 摂食障害全国支援センター「相談ほっと
ライン」，3 国立国際医療研究センター国府台病院薬剤
部，4国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所行動医学研究部，5国立研究開発法人国
立精神・神経医療研究センター精神保健研究所

O1-F10 不安症状を呈する神経性過食症患者に対して
「摂食障害に対する認知行動療法CBT-E」が有
効であった一例
○中谷 有希，出水 玲奈，石戸 淳一，
　田村 奈穂，河合 啓介
国立国際医療研究センター国府台病院心療内科

O1-F11～17	 16：50～18：00
口演：慢性疼痛
座長：網谷 東方（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心身内科学

分野）
　　　細井 昌子（九州大学病院心療内科・集学的痛みセンター）

O1-F11 Dural sac shrinkage signs（DSSS）を 呈 し
硬膜外気体注入法（EGI）で症状改善した多汗
症と過敏性腸症候群の2例
○川原 隆1，厚地 正道1，高木 清2

1 厚地脳神経外科病院正常圧水頭症センター，2 我孫子
聖仁会病院正常圧水頭症センター

O1-F12 線維筋痛症患者の補体・免疫グロブリンと臨
床症状との関連
○伊津野 巧1，細井 昌子2,3，田中 佑1，
　安野 広三2,3，吉原 一文1，須藤 信行1,2,3

1 九州大学大学院医学研究院心身医学，2 九州大学病院
心療内科，3九州大学病院集学的痛みセンター

O1-F13 線維筋痛症における幼少期の虐待、愛着スタ
イル、発症年齢を用いたクラスター分析
○安野 広三1，細井 昌子1,2,3，村上 匡史1，
　藤本 晃嗣3，田中 佑3，柴田 舞欧1,4，
　須藤 信行1,2,3

1 九州大学病院心療内科，2 九州大学病院集学的痛みセ
ンター，3 九州大学大学院医学研究院心身医学，4 九州
大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野

O1-F14 悪夢症状が中枢性感作に与える影響：慢性疼
痛患者における検討
○村上 匡史1，安野 広三1,2，細井 昌子1,2,3，
　田中 佑2，藤本 晃嗣2，柴田 舞欧4,5，
　須藤 信行1,2,3

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 九州大学病院集学的痛みセンター，4 九州
大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野，5九州大
学大学院医学研究院附属総合コホートセンター

O1-F15 自尊感情と中枢性感作関連症状との関連：慢
性疼痛患者における検討
○田中 佑1，安野 広三2,3，細井 昌子1,2,3，
　村上 匡史2，藤本 晃嗣1，柴田 舞欧2,4，
　須藤 信行1,2,3

1 九州大学大学院医学研究院心身医学，2 九州大学病院
心療内科，3 九州大学病院集学的痛みセンター，4 九州
大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野
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O1-F16 発症年齢による慢性疼痛入院患者における心
理特性および自律神経機能に関する臨床像の
比較
○藤本 晃嗣1，細井 昌子1,2,3，安野 広三2,3，
　柴田 舞欧2,4，田中 佑1，村上 匡史2，
　須藤 信行1,2,3

1 九州大学大学院医学研究院心身医学，2 九州大学病院
心療内科，3 九州大学病院集学的痛みセンター，4 九州
大学大学院医学研究院衛生･公衆衛生学

O1-F17 慢性疼痛患者の対人関係の変化をPRISMによ
り評価できるか
○富岡 光直1，細井 昌子1,2,3，奥澤 朋奈4，
　安野 広三2，岩城 理恵2，河田 浩5，
　久保 千春6，須藤 信行1,2,3

1 九州大学大学院医学研究院心身医学，2 九州大学病院
心療内科，3 九州大学病院集学的痛みセンター，4 甲南
医療センター認知症疾患医療センター，5九州中央病院
心療内科，6中村学園大学
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一般演題・口演
（発表時間7分　討論時間3分／○印は発表者）

第2日目：6月26日（日）

B会場　2F 国際会議室
O2-B1～4 11：20～12：00
口演：摂食障害4
座長：安藤 哲也（国際医療福祉大学成田病院心療内科）
　　　橋本 和明（東邦大学医学部心身医学講座）

O2-B1 神経性やせ症患者の安全な身体活動に関する
検討
○山下 真1，河合 啓介1,3，戸田 健太1,2，
　麻生 千恵2，末松 孝文2，横山 寛明2，
　波夛 伴和1，髙倉 修1，須藤 信行1,2

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国立国際医療研究センター国府台病院

O2-B2 重度摂食障害者の地域支援の経過
○武田 綾1，鈴木 健二2

1特定非営利活動法人のびの会，2鈴木メンタルクリニッ
ク

O2-B3 認知行動療法に基づく減量治療による女性肥
満症患者のQOL改善に寄与する因子の検討
○横山 寛明1，野崎 剛弘2，西原 智恵3，
　澤本 良子4，小牧 元5，須藤 信行2,6

1九州大学大学院医学系学府，2九州大学病院心療内科，
3福岡東医療センター心療内科，4福岡歯科大学総合
医学講座心療内科，5福岡国際医療福祉大学医療学部， 
6九州大学大学院医学研究院心身医学

O2-B4 レセプト情報・特定健診等情報データベース
（NDB）オープンデータを用いた認知行動療法
の臨床疫学
○長谷川 遥菜1，酒匂 赤人1，近藤 忠之2，
　田村 奈穂3，柳内 秀勝1，吉村 健佑4，
　河合 啓介3

1国立国際医療研究センター国府台病院総合内科，2国
立国際医療研究センター国府台病院精神科，3国立国際
医療研究センター国府台病院心療内科，4千葉大学医学
部附属病院次世代医療構想センター

E会場　1F 会議室104
O2-E1～5 9：00～9：50
口演：精神神経科、メンタルヘルス2
座長：阿部 哲也（関西医科大学心療内科学講座）
　　　井上 幸紀（大阪公立大学大学院医学研究科神経精神医学）

O2-E1 「心療内科における内科学的発展プロジェク
ト」ワーキンググループ3年間の活動報告
○深尾 篤嗣1，奥見 裕邦2,9，齋藤 紀先3，
　西山 順滋4，三輪 裕介5，吉内 一浩6，
　佐藤 康弘7，須藤 信行8

1茨木市保健医療センター，2医方会奥見診療所，3弘前
大医学部附属病院感染防御センター，4関西医大心療内
科，5昭和大医学部リウマチ膠原病内科，6東京大医学
部心療内科，7東北大医学部心療内科，8九州大医学部
心療内科，9近畿大学医学部内科学心療内科部門

O2-E2 うつ病の病因論的分類
○福田 克彦
草加心療内科

O2-E3 SSRI無効で、NMDA拮抗薬拮抗薬に切り替
え24時間以内に著効が観察されたうつ病症例
○福田 克彦
草加心療内科

O2-E4 血清アナンダミド／摂取アラキドン酸比は精
神的抑うつ度と正に関連する：志賀町研究か
ら（予備調査）
○坪井 宏仁1，松永 昌宏2，辻口 博聖3，
　細道 一善4，觀音 隆幸4，佐藤 丈寛4，
　田嶋 敦4，原 章規3，中村 裕之3

1金沢大学医薬保健研究域，2愛知医科大学医学部衛生
学講座，3金沢大学大学院医学研究科衛生学公衆衛生学
分野，4金沢大学大学院先進予防医学研究科革新ゲノム
情報学分野

O2-E5 本邦喘息患者における日本語版ナイメーヘン
質問票の信頼性および妥当性の検討
○小寺 祥子1,2，丸岡 秀一郎1,2，釋 文雄1,2，
　黒澤 雄介1，山田 志保1,2，福田 麻佐美1，
　神津 悠1,2，平沼 久人1，權 寧博1

1日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野，2日本大
学医学部附属板橋病院心療内科
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F会場　1F 会議室105
O2-F1～5 9：00～9：50
口演：摂食障害5
座長：岡本 百合（広島大学保健管理センター）
　　　佐藤 康弘（東北大学病院心療内科）

O2-F1 COVID-19パンデミックによる摂食障害の発
症・増悪への影響についての検討
○栗栖 健，松岡 美樹子，佐藤 薫子，
　服部 麻子，山中 結加里，野原 伸展，
　大谷 真，吉内 一浩
東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学

O2-F2 COVID-19感染拡大の摂食障害患者に対する
影響
○戸田 健太，麻生 千恵，山下 真，
　末松 孝文，波夛 伴和，髙倉 修，
　須藤 信行
九州大学病院心療内科

O2-F3 中年期以降の慢性摂食障害患者に対する中心
静脈栄養による積極的栄養療法が奏功した2例
○種本 陽子，山田 宇以，太田 大介
聖路加国際病院心療内科

O2-F4 神経性やせ症が原因のWernicke脳症と診断
されていた、神経発達症の一例
○石戸 淳一，出水 玲奈，田村 奈穂，
　河合 啓介
国立国際医療研究センター国府台病院心療内科

O2-F5 治療方針について、共同意思決定とAdvance 
care planningを検討した神経性やせ症の一例
○黒田 綾，村上 典子，増尾 佐緒里
神戸赤十字病院

O2-F6～11 13：10～14：10
口演：その他
座長：竹内 武昭（東邦大学医学部心身医学講座）
　　　橋爪 誠（橋爪医院）

O2-F6 問診票を利用した外来初診場面における医師
の開始時質問の工夫
○阿部 哲也1，西山 順滋1,2，福永 幹彦1

1関西医科大学心療内科学講座，2関西医科大学附属病
院総合診療科

O2-F7 頻回にナースコールする末期がん患者への心
理的支援
○村上 そのみ1，中谷 雅代1，長谷川 みどり1,2

1藤田医科大学病院医療連携福祉相談部，2藤田医科大
学腎臓内科学講座

O2-F8 心身症患者に対する社会的アプローチの実際
と今後の可能性
○山根 朗，市橋 恵美子，阿部 哲也
関西医科大学心療内科学講座

O2-F9 療養型病院におけるADOC（作業選択意思決
定支援ソフト）を使用した目標設定
○山岸 晴香，米村 武男
医療法人社団八千代会清水富士山病院

O2-F10 心療内科受診患者の転帰とその要因
○阪本 亮1,2，稲田 修士1,2，上村 泰徳1，
　小山 敦子1,2

1近畿大学医学部内科学教室心療内科部門，2近畿大学
病院緩和ケアセンター

O2-F11 人狼ゲーム実験時の虚偽発言時における脳波 
－継時分析による心理状態の評価の検討－
○橋本 久美1，久村 正也2

1札幌国際大学人文学部心理学科，2札幌心身医療研究
所
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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）

第1日目：6月25日（土）

ポスター会場　1F 多目的ルーム
P1-1～5 15：10～16：00
ポスター1：震災関連・その他
座長：河田 浩（公立学校共済組合九州中央病院）
　　　村上 典子（神戸赤十字病院心療内科）

P1-1 怒りと呼吸器症状との関連 －CMIの分析を
通して－
○赤池 あゆみ1，石風呂 素子1，三輪 雅子1，
　宮村 りさ子1，内山 佳代子1，神津 悠1,2，
　釋 文雄1,2，丸岡 秀一郎1,2

1日本大学板橋病院心療内科，2日本大学医学部内科学
系呼吸器内科学分野

P1-2 被災地における臨床宗教師の役割
○五井野 龍了1,2，金 智慧2,3，常 斤怡1,2，
　藤田 真依子2,4，小池 智大2,4，遠藤 凌佑2,4，
　高村 柚奈2,4，辻内 琢也2,3

1早稲田大学大学院人間科学研究科，2早稲田大学災害
復興医療人類学研究所，3早稲田大学人間科学学術院，
4早稲田大学人間科学部

P1-3 福島原発事故10年の経験から学ぶ －当時小
学生だった若者の語りから＜第1報＞－
○高村 柚奈1,2，金 智慧2,3，平田 修三2,5，
　遠藤 凌佑1,2，菊池 翔大1,2，越沼 愛美1,2，
　櫻田 昴樹1,2，田中 翔大1,2，原田 光汰1,2，
　藤井 豪1,2，五井野 龍了1,4，加藤 裕美8，
　小島 隆矢2,3，増田 和高2,6，桂川 泰典2,3，
　熊野 宏昭2,3，日高 友郎2,7，扇原 淳2,3，
　辻内 琢也2,3

1早稲田大学人間科学部，2早稲田大学災害復興医療人
類学研究所，3早稲田大学人間科学学術院，4早稲田大
学大学院人間科学研究科，5仙台青葉学院短期大学こど
も学科，6武庫川女子大学文学部，7福島県立医科大学
医学部，8京都ノートルダム女子大学国際言語文化学部

P1-4 福島原発事故10年の経験から学ぶ －当時小
学生だった若者の語りから＜第2報＞－
○遠藤 凌佑1，金 智慧2,3，平田 修三2,5，
　高村 柚奈1,2，菊池 翔大1,2，越沼 愛美1,2，
　櫻田 昂樹1,2，田中 翔大1,2，原田 光汰1,2，
　藤井 豪1,2，五井野 龍了1,4，富塚 悠吏8，
　鵜沼 はな9，小島 隆矢2,3，増田 和高2,6，
　桂川 泰典2,3，熊野 宏昭2,3，日高 友郎2,7，
　扇原 淳2,3，辻内 琢也2,3

1早稲田大学人間科学部，2早稲田大学災害復興医療人
類学研究所，3早稲田大学人間科学学術院，4早稲田大
学大学院人間科学研究科，5仙台青葉学院短期大学こど
も学科，6武庫川女子大学文学部，7福島県立医科大学
医学部，8慶応大学経済学部，9大正大学仏教学部

P1-5 家庭医・総合診療医師のための心身医学的教
育プログラムの開発と実践
○宮本 侑達1,2，種本 陽子2，山田 宇以2

1ひまわりクリニック，2聖路加国際病院

P1-6～9 16：00～16：40
ポスター1：補完・代替医療
座長：鎌田 穣（スプルア）
　　　吉原 一文（九州大学大学院医学研究院心身医学）

P1-6 オンラインによるタッピングタッチのセルフ
ケア・プログラムの効果5 －講座開始前の値
を要因にした再検討－
○大浦 真一1，福井 義一2，中川 一郎3，
　坪田 祐季3

1東海学院大学人間関係学部心理学科，2甲南大学，3大
阪経済大学

P1-7 オンラインによるタッピングタッチのセルフ
ケア・プログラムの効果6 －フォローアップ
調査を含めた再検討－
○福井 義一1，大浦 真一2，坪田 祐季3，
　中川 一郎3

1甲南大学文学部人間科学科，2東海学院大学人間関係
学部心理学科，3大阪経済大学人間科学部人間科学科
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P1-8 オンラインによるタッピングタッチのセルフ
ケア・プログラムの効果7 －不眠改善の寄与
因の探索的検討－
○坪田 祐季1，大浦 真一2，福井 義一3，
　中川 一郎1

1大阪経済大学人間科学部人間科学科，2東海学院大学
人間関係学部心理学科，3甲南大学文学部人間科学科

P1-9 オンラインによるタッピングタッチのセルフ
ケア・プログラムの効果8 －セルフケアの回
数と改善度の再検討－
○中川 一郎1，大浦 真一2，福井 義一3，
　坪田 祐季4

1大阪経済大学人間科学部人間科学科，2東海学院大学
人間関係学部心理学科，3甲南大学文学部人間科学科，
4大阪経済大学人間科学部人間科学科

P2-1～3 15：10～15：40
ポスター2：摂食障害1
座長：遠藤 由香（東北大学心療内科／広瀬病院）
　　　関口 敦（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所）

P2-1 神経性やせ症の剖検症例3例
○田村 奈穂1，石戸 淳一1，出水 玲奈1，
　藤本 晃嗣2，大出 貴士3，河合 啓介1

1国立国際医療研究センター国府台病院心療内科，2九
州大学大学院医学研究院心身医学，3国立国際医療研究
センター国府台病院臨床検査科・病理診断科

P2-2 入院治療による治療導入を行い、外来での構
造化された心理療法が奏功した低体重の男子
大学生の一例
○松岡 美樹子，米田 良，佐藤 薫子，
　大谷 真，吉内 一浩
東京大学医学部附属病院心療内科

P2-3 Activity-based anorexia （ABA）実験系を負
荷したマウスの急性期と慢性期の血漿アディ
ポネクチン濃度の比較
○栗山 透，村田 雄介
福岡大学薬学部薬学研究科

P2-4～7 16：00～16：40
ポスター2：COVID-19関連
座長：兒玉 直樹（産業医科大学脳神経内科・心療内科（心療内科部門））
　　　山北 高志（刈谷豊田総合病院皮膚科）

P2-4 COVID-19流行時の心療内科外来者の心理検査
○藤原 徹
医療法人社団神心会

P2-5 新型コロナウイルス感染症対応休止期におけ
る、前線医療従事者における重度うつ症状の
評価
○西原 智恵
国立病院機構福岡東医療センター心療内科・緩和ケア
内科

P2-6 コロナ禍におけるメタバース空間を用いた学
会の開催経験
○大武 陽一
伊丹せいふう病院

P2-7 COVID-19パンデミックによる総合病院心療
内科・初診患者の動向
○棚橋 徳成，遠藤 育子，後田 英志
済生会福岡総合病院心療内科

P3-1～5 15：10～16：00
ポスター3：メンタルヘルス1
座長：大谷 真（東京大学医学部附属病院心療内科）
　　　町澤 理子（国立国際医療研究センター国府台病院心療内科）

P3-1 モンゴルの大学生における失体感症の評価
○岡 孝和1，Enkhzaya Batkhuyag2，
　Enkhnaran Tumurbaatar3，
　Battuvshin Lkhagvasuren1,3，
　Enkh-Uchral Perenleisambuu3，
　Enkhjin Bat-Erdene3，Xihua Zeng2，
　Gantsetseg Tumur-Ochir3,4
1 国 際 医療福祉大学成田病院，2Department of 
Psychology, School of Public Health, Southern 
Medical University, China，3Brain and Mind 
Research Institute, Mongolian Academy of 
Sciences, Mongolia，4Department of Mental 
Health, Mongolian National University of Medical 
Sciences, Mongolia

P3-2 非定型抗精神病薬が有効であった身体症状症の
臨床的特徴について －自験例3例をもとに－
○太田 大介，種本 陽子，山田 宇以
聖路加国際病院心療内科

P3-3 産業医との連携により退職を防ぐことができ
た一例
○野原 久司1，乘宗 麻衣1，宮部 大輔1，
　柴山 修1，山本 晴義2，石川 雄一3

1横浜労災病院心療内科，2横浜労災病院勤労者メンタ
ルヘルスセンター，3佐藤クリニック

P3-4 ストレス回復過程に多感覚システムがもたら
す影響
○毛利 朱里，日沼 咲，西川 將巳
川村学園女子大学大学院
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P3-5 心身症傾向のあるがん患者の筋筋膜性疼痛の
診断におけるarmchair signの有用性：多施
設前向き観察研究
○蓮尾 英明1，石木 寛人2，松田 能宣3，
　松岡 弘道4，平本 秀二5，金川 潤也6，
　野島 正寛7

1関西医科大学心療内科学講座，2国立がん研究センター
中央病院緩和医療科，3国立病院機構近畿中央呼吸器セ
ンター心療内科，4国立がん研究センター中央病院精神
腫瘍科，5ピースホームケアクリニック，6医療法人社
団鎮誠会リハビリ科，7東京大学医科学研究所

P3-6～9 16：00～16：40
ポスター3：心理テスト
座長：瀧本 禎之（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）
　　　富岡 光直（九州大学大学院医学研究院心身医学）

P3-6 Japanese Version of the State Adult 
Attachment Measureの開発 その1：因子
構造と内的一貫性の検討
○中井 和弥1，大浦 真一2

1環太平洋大学，2東海学院大学

P3-7 重回帰分析を用いた首尾一貫感覚と関連があ
る生活習慣の分析
○内田 誠也1，柴 維彦2

1MOA健康科学センター，2医療法人財団玉川会エム
オーエー名古屋クリニック

P3-8 PHRFストレスチェックリスト・ショート
フォーム外国語版の信頼性及び妥当性の検
討：英，韓，尼，越語版について
○林 葉子1，今津 芳恵1，村上 正人2,3

1（公財）パブリックヘルスリサーチセンターストレス
科学研究所，2国際医療福祉大学，3山王病院

P3-9 緊張型頭痛が生活の質に及ぼす影響：横断的
研究
○岡 孝和1，Enkhjin Bat-Erdene2，
　Enkhnaran Tumurbaatar2，
　Gantsetseg Tumur-Ochir2,3，
　Tsolmon Jadamba2，
　Battuvshin Lkhagvasuren1,2
1国際医療福祉大学成田病院心療内科，2Brain and 
Mind Research Institute, Mongolian Academy 
of Sciences, Mongolia，3Department of Mental 
Health, Mongolian National University of Medical 
Sciences, Mongolia
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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）

第2日目：6月26日（日）

ポスター会場　1F 多目的ルーム
P4-1～4 10：30～11：10
ポスター4：臨床心理領域
座長：有村 達之（九州ルーテル学院大学）
　　　松野 俊夫（日本大学医学部兼任講師）

P4-1 心理面接での主観的な体験と客観的指標の関
連（その3）：心身相関のダイナミクス分析
○森田 幸弘1，橋本 忠行2，神原 憲治2

1パナソニック株式会社，2香川大学医学部臨床心理学
科

P4-2 心理面接での主観的な体験と客観的指標の関
連（その4）：複数事例の検討
○橋本 忠行1，森田 幸弘2，神原 憲治1

1香川大学医学部臨床心理学科，2パナソニック株式会
社

P4-3 自己肯定感と援助要請行動が相談行動に繋が
る可能性について
○宮村 りさ子1,4，河野 菜摘3,4，石風呂 素子1，
　三輪 雅子1，赤池 あゆみ1，内山 佳代子1，
　釋 文雄1,2，丸岡 秀一郎1,2

1日本大学医学部附属板橋病院心療内科，2日本大学医
学部内科学呼吸器内科学分野，3株式会社ヒューモニー
放課後等デイサービスミクシード習志野鷺沼，4東京成
徳大学応用心理学部福祉心理学科

P4-4 わが国における催眠についての信念やイメー
ジの探索的研究 その3 －利用可能性のテキス
トマイニング分析－
○中谷 智美1，福井 義一2，今井田 貴裕3，
　磯和 壮太朗4，堀 孝司1，大浦 真一5

1甲南大学大学院人文科学研究科，2甲南大学文学部人
間科学科，3甲南大学非常勤講師・国際心理支援協会，
4名古屋芸術大学教育学部子ども学科，5東海学院大学
人間関係学部心理学科・国際心理支援協会

P4-5～8 11：10～11：50
ポスター4：メンタルヘルス2
座長：石川 浩二（三菱重工業株式会社大江西健康管理チーム）
　　　松原 慎（まつばら心療内科）

P4-5 初診患者を対象とした新型コロナウイルス感
染症パンデミック前後におけるエゴグラムの
比較
○三輪 雅子1，石風呂 素子1，宮村 りさ子1，
　赤池 あゆみ1，内山 佳代子1，神津 悠1,2，
　釋 文雄1,2，丸岡 秀一郎1,2

1日本大学板橋病院心療内科，2日本大学医学部内科学
系呼吸器内科学分野

P4-6 あらゆることに不安を感じる患者の心理面接 
～レジリエンスの観点から～
○瀧 一世
医療法人中川会飛鳥病院

P4-7 勤労者の不眠症状におけるネットワーク構造
○高野 裕太1,2，井端 累衣2,3，中野 倫仁4，
　坂野 雄二5

1福山大学心理学科，2北海道医療大学大学院心理科学
研究科，3医療法人社団五稜会病院，4北海道医療大学
心理科学部臨床心理学科，5医療法人社団五稜会病院札
幌CBT & EAPセンター

P4-8 脳腸相関に影響するマインドフルネス傾向と
身体活動
○小関 友記1,2，村椿 智彦1，津島 博道3，
　森永 雄2，大橋 孝子2，今福 理博4，
　鈴木 裕一2，金澤 素1，福土 審1

1東北大学大学院医学系研究科心療内科学分野，2仙台
青葉学院短期大学リハビリテーション学科理学療法学
専攻，3国立長寿医療研究センター研究所ジェロサイエ
ンス研究センター炎症・免疫機構研究部，4武蔵野大学
教育学部幼児教育学科
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P5-1～5 10：30～11：20
ポスター5：摂食障害2
座長：権藤 元治（九州大学病院心療内科）
　　　堀江 武（東急病院健康管理センター）

P5-1 維持透析に至った神経性やせ症患者に対し経
管栄養で体重回復に成功した一例
○柴田 昂明，太田 大介，山田 宇以，
　種本 陽子
聖路加国際病院心療内科

P5-2 日本人神経性やせ症患者の安静時代謝量の、
間接熱量計による測定値とScalfiの予測式に
よる推定値の比較
○山中 結加里，大谷 真，吉内 一浩
東京大学医学部附属病院心療内科

P5-3 神経性やせ症に対する「浜松医大式入院治療
プログラム」修正版の有用性の検討
○樋口 文宏1，松原 敏郎1，樋口 尚子2，
　水本 智大1，野田 稔子3，山田 典宏1，
　山科 貴裕1，原田 健一郎1，中川 伸1

1山口大学医学部附属病院精神科神経科，2山口大学保
健管理センター，3山口県立総合医療センター神経科

P5-4 大学生の摂食態度と抑うつやストレス対処に
関する検討
○三宅 典恵，岡本 百合
広島大学大学保健管理センター

P5-5 一般内科病棟向け摂食障害入院治療クリニカ
ルパス導入とその効果について
○中村 友佳1，谷藤 明子1，竹廣 千尋1，
　池田 亜友子1，進藤 知恵子1，種本 陽子2，
　山田 宇以2，柴田 昂明2，太田 大介2

1聖路加国際病院看護部，2聖路加国際病院心療内科

P5-6～9 11：20～12：00
ポスター5：その他
座長：天保 英明（神奈川大学保健管理センター）
　　　貫名 英之（福岡教育大学健康科学センター）

P5-6 一般成人におけるエアロビクス後の自律神経
活動の推移と運動習慣の有無による検討
○中山 奈津紀1，河野 葵2，青木 志野3，
　栗田 操3，安藤 舞香3，前川 藍子3，
　大壁 颯太1，相澤 里佳1，新原 桃香1，
　森脇 佳美1，金子 宏4

1名古屋大学大学院医学系研究科総合保健学専攻，2名
古屋大学医学部附属病院看護部，3名古屋大学医学部保
健学科，4星ヶ丘マタニティ病院内科・心療内科

P5-7 急性感音難聴の治療中に心因性難聴と判明し
た症例
○渡邊 荘1，田村 奈穂2，河合 啓介2

1国立国際医療研究センター国府台病院耳鼻いんこう
科，2国立国際医療研究センター国府台病院心療内科

P5-8 精神生理学的ストレスプロファイルを用いた
機能性消化管障害の身体的評価の検討
○坂崎 友哉1，水野 泰行1，神原 憲治2,3，
　福永 幹彦1

1関西医科大学心療内科学講座，2香川大学医学部臨床
心理学科心身医学，3関西医科大学心療内科非常勤講師

P5-9 肥満は心拍変動と不安に影響するか
○岡 孝和1，Enkhnaran Tumurbaatar2,3，
　Enkhjin Bat-Erdene2，
　Gantsetseg Tumur-Ochir2,4，
　Oyuntugs Byambasukh5，
　Battuvshin Lkhagvasuren1,2
1国際医療福祉大学成田病院心療内科，2Brain and 
Mind Research Institute, Mongolian Academy 
of Sciences, Mongolia，3Graduate School, 
Mongolian National University of Medical 
Sciences, Mongolia，4Department of Mental 
Health, Mongolian National University of 
Medical Sciences, Mongolia，5Department of 
Endocrinology, Mongolian National University of 
Medical Sciences, Mongolia

P6-1～4 10：30～11：10
ポスター6：治療技法・緩和ケア
座長：網谷 真理恵（鹿児島大学離島へき地医療育成センター）
　　　棚橋 德成（済生会福岡総合病院心療内科）

P6-1 線維筋痛症の治療における失体感症を治療する
ことの意義について －症例を通しての検討－
○岡 孝和
国際医療福祉大学成田病院心療内科

P6-2 思春期患者の内観・家族内観がもたらす治療
的・発達的寄与
○丹野 万樹，時岡 かおり，太田 健介
医療法人耕仁会札幌太田病院

P6-3 プライマリ・ケア領域におけるメンタルヘル
スケアー福井大学総合診療部におけるパイ
ロット調査
○新野 青那
福井大学大学院医学系研究科統合先進医学専攻地域総
合医療学コース

P6-4 在宅で介護を行う家族と、老人保健施設入所
者の家族における、患者生命維持装置使用に
関する意識の比較
○釋 文雄，石風呂 素子，三輪 雅子，
　丸岡 秀一郎
日本大学医学部附属板橋病院心療内科


	空白ページ



