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※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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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

会長講演 6月25日（土） 14：20～15：00　A会場

座長：東邦大学医学部心身医学講座　端詰 勝敬

心身医学の原点とその展開
国立国際医療研究センター国府台心療内科　河合 啓介

基調講演 6月25日（土） 15：10～16：10　A会場

座長：東北大学大学院医学系研究科心療内科学　福土 審

The new concepts of psychosomatic disorders and their significance for the 
health care system in Germany

Director emeritus Clinic for General Medicine, Naturopathy and Psychosomatic Medicine; 
now senior scientist at Medical Clinic, Division of Psychosomatic Medicine, 

Charité Campus Benjamin Franklin, Free and Humboldt University

Hans-Christian Deter, Berlin

特別講演1 6月25日（土） 10：00～10：50　A会場

座長：中村学園大学　久保 千春

縁起思想における人間（私）
学校法人佛教教育学園　田中 典彦

特別講演2 6月25日（土） 11：00～11：50　A会場

座長：近畿大学医学部内科学教室心療内科部門　小山 敦子

ケアをする人の人間力
淀川キリスト教病院名誉ホスピス長／大阪大学名誉教授／ホスピス財団　柏木 哲夫

特別講演3 6月26日（日） 11：00～11：50　A会場

座長：国際医療福祉大学心理学科／山王病院心療内科　村上 正人

政策・行政への心身医学の実践
元環境大臣／医学博士／元衆議院議員　鴨下 一郎

教育講演1 6月25日（土） 9：00～9：50　A会場

座長：九州大学大学院医学研究院心身医学　須藤 信行

デジタルテクノロジーは精神科医療を変えるか？
慶應義塾大学医学部ヒルズ未来予防医療／ウェルネス共同研究講座　岸本 泰士郎
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教育講演2 6月26日（日） 13：10～14：00　A会場

座長：いしかわストレスケアクリニック　石川 俊男

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
福岡徳洲会病院心療内科・内分泌・糖尿病内科　松林 直

教育講演3 6月26日（日） 9：00～9：50　B会場

座長：九州大学大学院医学研究院心身医学　須藤 信行

iPS細胞を用いたパーキンソン病の病態解析と創薬
順天堂大学大学院医学研究科ゲノム再生医療センター　赤松 和土

教育講演4 6月26日（日） 13：10～14：00　C会場

座長：日本摂食障害治療研究所　山岡 昌之

難治性疼痛の病態メカニズムを考える
愛知医科大学病院疼痛緩和外科・いたみセンター　牛田 享宏

リレー講演 6月25日（土） 16：20～18：00　A会場

座長：東北大学大学院医学系研究科心療内科学　　福土 審
　　　北海道大学大学院医学研究院精神医学　　久住 一郎

指定発言：いしかわストレスケアクリニック　　　　石川 俊男

心身症の概念に関するリレー講演会

リレー-1　心身医学の原点とこれからの使命
西京都病院心療内科・総合診療科　福永 幹彦

リレー-2　心身医学の過去、現在、未来
東邦大学医学部心身医学講座　端詰 勝敬

特別企画1 6月26日（日） 9：00～10：50　A会場

座長：医療法人にゅうわ会及川病院　　　　　　　　　　　　　　　　　稲光 哲明
　　　　元東京大学心療内科教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末松 弘行
企画説明：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
指定発言：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特別顧問　　十川 博
　　　　　産業医科大学名誉教授／福岡産業保健総合支援センター　　　　　永田 頌史

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

特企1-1 青年は荒野を目指したか？－30余年を振り返って
福岡歯科大学総合医学講座心療内科学分野　金光 芳郎

特企1-2 慢性疼痛にまつわる集学的学びの軌跡：心身医療、神経科学、久山町研究から集学的痛みセ
ンター活動まで

九州大学病院心療内科・集学的痛みセンター　細井 昌子
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特企1-3 地域医療の中の心身医療
佐久総合病院　伊澤 敏

特別企画2 6月26日（日） 9：50～11：20　B会場

座長：神奈川大学保健管理センター　　　　　　　江花 昭一
ファシリテーター：国立国際医療研究センター国府台心療内科　河合 啓介

医療コミュニケーション

特企2 プラセボ反応から見えてくる「治療の本質」を学ぶ～『薬物治療効果の構造的理解』と『やわら
かな1.5人称』というコンセプト

大分大学名誉教授　中野 重行

シンポジウム1 6月25日（土） 9：00～11：00　B会場

座長：中村学園大学大学院栄養科学研究科　野崎 剛弘
福岡国際医療福祉大学医療学部　　　　小牧 元

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～

S1-1 認知行動療法に基づく肥満チーム医療
関西医科大学健康科学センター　木村 穣

S1-2 減量・代謝改善手術に際して肥満の心身医学的側面に着目する ～心理社会的評価とフォロー
アップ～

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　林 果林

S1-3 肥満に対する新しい認知行動療法CBT-OB
東京大学医学部附属病院心療内科　山崎 允宏

S1-4 肥満症に対する認知行動療法およびマインドフルネスの実践例 ～集団または個人療法として～
中村学園大学大学院栄養科学研究科／九州大学病院心療内科　野崎 剛弘

シンポジウム2 6月25日（土） 15：10～17：40　B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

心身医学から身心医学へ ～からだの病がこころを癒す～

S2-1 ソマティック心理学と身心医学
日本ソマティック心理学協会／早稲田大学文学学術院　久保 隆司

S2-2 心身医学から身心医学へ：糖尿病におけるレインボーメディスンを例に
茨木市保健医療センター　深尾 篤嗣

S2-3 心身医学における「身体性」と内受容感覚
香川大学医学部臨床心理学科心身医学　神原 憲治

S2-4 コロナパンデミック・パニックと身心医学
ナチュラル心療内科　竹林 直紀
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S2-5 医療原論：いのちに基づいた医療＆健康 －誰もが持つライフ・フォース（生命力）を覚醒する！－
一般社団法人いのちクリエイション／いのちアカデミー　渡邉 勝之

シンポジウム3 6月25日（土） 9：00～11：00　C会場

座長：東邦大学医学部心身医学講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　端詰 勝敬
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科／茨城県地域産科婦人科学講座　寺内 公一

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）

S3-1 産婦人科医からみた摂食障害
東京歯科大学市川総合病院産婦人科　小川 真里子

S3-2 病棟看護師からみた摂食障害の現状と課題
東邦大学医療センター大森病院　伊賀 由美子

S3-3 薬剤師からみた摂食障害
国立国際医療研究センター国府台病院心療内科／薬剤部　山本 ゆりえ

S3-4 管理栄養士からみた摂食障害
東京大学医学部附属病院病態栄養治療部　関根 里恵

シンポジウム4 6月25日（土） 15：10～17：10　C会場

座長：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　　作田 亮一
福岡大学医学部小児科　　　　　　　　　　　　　　　　　　永光 信一郎

小児心身症医療の現状とCOVID-19パンデミックの影響

S4-1 コロナ禍で再考する小児領域におけるメンタルヘルスと病診連携
国立成育医療研究センターこころの診療部リエゾン診療科　田中 恭子

S4-2 コロナウイルス感染症2019対策の長期休校措置による小児心身症受診者数の推移
国立病院機構南和歌山医療センター小児アレルギー科　土生川 千珠

S4-3 コロナ禍における小児心身症の臨床的特徴と対応
国立大学法人岡山大学学術研究院医歯薬学域　岡田 あゆみ

S4-4 コロナ禍は10代摂食障害患者の発症や症状に影響を与えたか
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　作田 亮一

シンポジウム5 6月25日（土） 9：00～11：00　D会場

座長：はしろクリニック　　　　　　　　　羽白 誠
若松町こころとひふのクリニック　檜垣 祐子

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）

S5-1 アトピー性皮膚炎に対する心身医学的アプローチ
市立旭川病院皮膚科　堀 仁子

S5-2 乾癬の心身医学
細谷皮フ科　細谷 律子
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S5-3 抜毛症－皮膚科でどう対応するか
若松町こころとひふのクリニック／藤田医科大学医学部アレルギー疾患対策医療学講座　檜垣 祐子

S5-4 皮膚寄生虫妄想と皮膚感覚異常症
はしろクリニック　羽白 誠

シンポジウム6 6月25日（土） 15：10～17：10　D会場

座長：東京歯科大学市川総合病院産婦人科　　　　　　　髙松 潔
東京女子医科大学附属足立医療センター精神科　大坪 天平

様々な視点からみたPMS/PMDD

S6-1 PMS/PMDDの疫学および心理生理学研究の概観と今後の展望
四天王寺大学教育学部教育学科保健教育コース　松本 珠希

S6-2 産婦人科におけるPMS/PMDD診療の実際
東京歯科大学市川総合病院産婦人科　小川 真里子

S6-3 私、そうだったんだ －PMS/PMDDとストレスのつながりから－
対馬ルリ子女性ライフクリニック　小野 陽子

S6-4 精神科からみた月経前不快気分障害（PMDD）
東京女子医科大学附属足立医療センター精神科　大坪 天平

シンポジウム7 6月25日（土） 9：00～11：00　E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

がん患者の心理社会的ケア

S7-1 進行がん患者を対象とした、新たな心理療法「Managing Cancer And Living Meaningfully
（CALM）」の紹介

東京大学医学部附属病院心療内科　宮本 せら紀

S7-2 がん患者の心のケアに活かす交流分析
日本大学医学部附属板橋病院心療内科　石風呂 素子

S7-3 がんで大切な人を亡くした遺族へのケア
埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科　石田 真弓

S7-4 がん領域における心理介入の現状と課題－実装科学の視点から
国立がん研究センターがん対策研究所行動科学研究部　小田原 幸

シンポジウム8 6月25日（土） 9：00～11：30　F会場

座長：みどり小児歯科／東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野　和気 裕之
おぐち歯科医院／前鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座　　　　　　　　　　　　尾口 仁志

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）

S8-1 口腔内科におけるBurning Mouth Syndrome（BMS）の臨床：医歯連携から医歯協働へ
黒松内科すぎもとクリニック　杉本 是明
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S8-2 顎関節症における心身医学的問題と医歯協働について
医療法人社団グリーンデンタルクリニック／神奈川歯科大学総合歯科学講座顎咬合機能回復分野　島田 淳

S8-3 咬合違和感症候群（Occlusal discomfort syndrome）患者に対する臨床的な協働アプローチ
神奈川歯科大学総合歯科学講座顎咬合機能回復分野　玉置 勝司

シンポジウム9 6月26日（日） 9：00～10：20　C会場

座長：たかはしクリニック　　高橋 進
九州大学耳鼻咽喉科　菊池 良和

思春期以降の吃音患者に対する多角的アプローチ

S9-1 内科医師が行う吃音診療
旭川荘南愛媛病院内科　岡部 健一

S9-2 耳鼻咽喉科医師が行う低強度認知行動療法
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室　富里 周太

S9-3 精神科医による吃音外来～間接法をベースにした吃音治療
佐藤病院　小野 賢一

S9-4 合理的配慮・障害者手帳を活用した吃音診療
九州大学耳鼻咽喉科　菊池 良和

シンポジウム10 6月26日（日） 10：30～11：50　C会場

座長：九州大学大学院医学研究院心身医学　　　吉原 一文
日本大学医学部附属板橋病院心療内科　丸岡 秀一郎

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～

S10-1 心身症としてのCOVID-19
今井病院内科　大武 陽一

S10-2 閉塞性睡眠時無呼吸の心身医学的側面について
国立病院機構福岡病院心療内科　古川 智一

S10-3 間質性肺疾患
国立病院機構近畿中央呼吸器センター心療内科　松田 能宣

S10-4 気管支喘息 －最新の分子病態と臨床トピックス－
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野　山田 志保

S10-5 Somatic cough syndrome症例からの学び
新潟県立津川病院内科／新潟大学医歯学総合病院心療内科　清野 洋
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シンポジウム11 6月26日（日） 9：00～11：30　D会場

 共催：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
座長：県立広島大学大学院総合学術研究科保健福祉学専攻　原田 俊英

岡山理科大学教職支援センター　　　　　　　　　　中島 弘徳

心身医学の原点と心理職のこれからの使命

S11-1 脳神経内科領域における心理士の役割
東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院脳神経内科／日本大学医学部附属板橋病院心療内科　内山 佳代子

S11-2 周産期医療（NICU）における心理支援
杏林大学病院総合周産期母子医療センター（NICU・GCU）／吉祥寺通り花岡クリニック　青木 絢子

S11-3 心身医学領域における心理職の業務と課題～治療と仕事の両立支援の分野から
中部労災病院治療就労両立支援センター　松田 史帆

S11-4 大学病院心療内科の心理士の役割
九州大学大学院医学研究院心身医学　富岡 光直

S11-5 大学病院における心理職の居場所作りと今後に向けて ～人との出会いとつながり、支えあい
から学んだもの～

愛知医科大学病院こころのケアセンター　古井 由美子

シンポジウム12 6月26日（日） 13：10～15：10　D会場

座長：茨木市保健医療センター　　　　　　　　深尾 篤嗣
宇多津病院心療内科／香川大学名誉教授　岡田 宏基

身体疾患にともなう抑うつ、不安

S12-1 消化器疾患にともなう抑うつ、不安
医方会奥見診療所／近畿大学医学部内科学心療内科部門／こども心身医療研究所　奥見 裕邦

S12-2 呼吸器疾患にともなう抑うつ、不安
国立病院機構近畿中央呼吸器センター心療内科　松田 能宣

S12-3 循環器疾患に伴う抑うつ、不安
日本原病院心療内科／循環器内科　豊田 英嗣

S12-4 内分泌・代謝疾患にともなう抑うつ、不安
京都第一赤十字病院糖尿病・内分泌内科　浅野 麻衣

S12-5 リウマチ膠原病にともなう抑うつ、不安
昭和大学医学部内科学講座リウマチ膠原病内科学部門　三輪 裕介

S12-6 がん患者における抑うつ、不安
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
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シンポジウム13 6月26日（日） 10：00～12：00　E会場

座長：東北大学大学院医学系研究科心療内科学　福土 審
医療法人東恵会星ケ丘マタニティ病院　　金子 宏

消化器系の基礎と臨床

S13-1 過敏性腸症候群（心身症）の研究で何が起こっているのか？
東北大学大学院医学系研究科心療内科学　福土 審

S13-2 難治性心窩部痛に隠れた膵疾患 ～膵外分泌機能と自律神経～
日本医科大学武蔵小杉病院消化器内科　二神 生爾

S13-3 消化管ペプチドによる情動行動の調節
鹿児島大学大学院心身内科学　浅川 明弘

S13-4 腸内細菌－腸－脳関連
九州大学大学院医学研究院心身医学　須藤 信行

シンポジウム14 6月26日（日） 10：00～12：00　F会場

座長：東邦大学医学部心身医学講座　　　　　　竹内 武昭
国立国際医療研究センター病院心療内科　菊地 裕絵

慢性頭痛の心身医学的治療 次世代に向けて

S14-1 慢性疼痛として診る慢性頭痛
関西医科大学心療内科学講座　水野 泰行

S14-2 片頭痛の認知行動療法
東邦大学医学部心身医学講座　嶋 美香

S14-3 小児・思春期の慢性頭痛
筑波学園病院小児科／東京クリニック小児・思春期頭痛外来　藤田 光江

S14-4 緊張型頭痛の病態と治療に関する私見
脳神経外科・心療内科北見クリニック　北見 公一

ワークショップ1 6月25日（土） 15：10～17：10　E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

CBT-E：tipsを学ぼう

WS1-1 CBT-Eの概要
東京大学医学部附属病院心療内科　山中 結加里

WS1-2 CBT-Eのtips ～導入から開始早期まで～
九州大学病院心療内科　髙倉 修

WS1-3 CBT-E：核心へのアプローチと終結への道程
東北大学病院心療内科　佐藤 康弘



32

ワークショップ2 6月26日（日） 13：10～15：10　B会場

座長：黒川内科（黒川心理研究所）　　黒川 順夫
　　　　大和内観研修所　　　　　　真栄城 輝明

内観療法・森田療法

WS2-1 心身医学における森田療法
黒川内科（黒川心理研究所）　黒川 順夫

WS2-2 森田療法と「あるがまま」
東急病院心療内科　伊藤 克人

WS2-3 内観療法の本質と今後の展望
大和内観研修所　真栄城 輝明

WS2-4 マックス・ヴェーバーの社会学理論と精神療法の原理の共通性
法政大学　長山 恵一

ワークショップ3 6月26日（日） 14：10～16：10　C会場

共催：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
座長：日本大学医学部附属板橋病院心療内科／コ・メディカルスタッフ認定制度委員会　丸岡 秀一郎
　　　　富山国際大学子ども育成学部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大平 泰子

感染症を学びましょう！

WS3 新型コロナウイルス感染の検査に対する適切な判断について
弘前大学医学部臨床検査医学講座／弘前大学医学部附属病院感染制御センター　齋藤 紀先

心身医学講習会 6月26日（日） 13：10～16：10　E会場

座長：奥州市国民健康保険前沢診療所　　　鈴木 順
国際医療福祉大学成田病院心療内科　岡 孝和

あなたの診療を世界に向けて発信する際に必要な知識

心講-1 MUSの理解と実践的対応
聖路加国際病院心療内科　太田 大介

心講-2 医療倫理の臨床実践
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

心講-3 臨床と研究に活かすEvidence Based Medicine （EBM）
九州大学大学院医学研究院心身医学　吉原 一文

心講-4 国際誌BioPsychoSicial Medicineが目指す方向と英語論文を執筆する意義
国際医療福祉大学医学部心療内科学　中尾 睦宏
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産業医講習会 6月26日（日） 14：10～16：10　A会場

座長：いしかわストレスケアクリニック　　　　　　　石川 俊男
国立国際医療研究センター国府台病院心療内科　田村 奈穂

産業医に求められる心身医療の視点

産講-1 発達障害の方が社内で活躍してもらうコツ
産業医科大学名誉教授／福岡産業保健総合支援センター　永田 頌史

産講-2 コロナ禍での働き方で気をつけること
産業医科大学名誉教授／福岡産業保健総合支援センター　永田 頌史

教育セミナー（ランチョン）1 6月25日（土） 12：10～13：00　A会場

共催：住友ファーマ株式会社
座長：北海道大学大学院医学研究院精神医学　久住 一郎

双極性障害の薬物治療のゴールを考える
東京女子医科大学附属足立医療センター精神科　大坪 天平

教育セミナー（ランチョン）2 6月25日（土） 12：10～13：00　B会場

共催：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
座長：千葉県こども病院精神科　安藤 咲穂

神経発達症を伴う小児期摂食障害：睡眠障害の関連性
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　作田 亮一

教育セミナー（ランチョン）3 6月25日（土） 12：10～13：00　C会場

共催：株式会社ツムラ
座長：芦原内科・心臓内科（中部心身医療研究所）　芦原 睦

漢方事始め ～イチから学ぶ漢方医学～
東京女子医科大学附属東洋医学研究所　木村 容子

教育セミナー（ランチョン）4 6月25日（土） 12：10～13：00　D会場

共催：ヴィアトリス製薬株式会社／住友ファーマ株式会社
座長：東北大学大学院医学系研究科心療内科学分野　福土 審

メンタルヘルス不調からの職場復帰
大阪公立大学大学院医学研究科神経精神医学　井上 幸紀
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教育セミナー（ランチョン）5 6月25日（土） 12：10～13：00　E会場

共催：塩野義製薬株式会社／武田薬品工業株式会社
座長：近畿大学医学部内科学教室心療内科部門　小山 敦子

成人期ADHDの基礎知識と臨床的な注意点、及びインチュニブの特徴
医療法人回精会仁愛診療所　楠木 将人

教育セミナー（ランチョン）6 6月26日（日） 12：10～13：00　B会場

共催：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
座長：福井大学医学部精神医学教室　小坂 浩隆

神経発達症とそれに伴う睡眠障害
国立国際医療研究センター国府台病院児童精神科　宇佐美 政英

教育セミナー（ランチョン）7 6月26日（日） 12：10～13：00　C会場

共催：ミヤリサン製薬株式会社
座長：東北大学大学院医学系研究科心療内科学　福土 審

腸内細菌とストレス関連疾患
九州大学大学院医学研究院心身医学　須藤 信行

教育セミナー（ランチョン）8 6月26日（日） 12：10～13：00　D会場

共催：武田薬品工業株式会社／ルンドベック・ジャパン株式会社
座長：東邦大学医学部心身医学講座　端詰 勝敬

うつ病に対するボルチオキセチンの治療学的位置付け：系統的レビューとメタ解析の結果より
藤田医科大学医学部精神神経科　岸 太郎

教育セミナー（ランチョン）9 6月26日（日） 12：10～13：00　E会場

共催：クラシエ薬品株式会社
座長：東京歯科大学市川総合病院産婦人科　小川 真里子

西洋薬・漢方薬による不眠症治療 －高齢者の不安状態を鑑みて－
亀田北病院　宮澤 仁朗
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