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2019 年 11 月 15 日（金）～ 17 日（日）

議 長 久保　千春
九州大学 総長

会 長 第 60 回 日本心身医学会総会ならびに学術講演会 福永　幹彦
第 24 回 日本心療内科学会総会・学術大会 小山　敦子
第 34 回 日本歯科心身医学会総会・学術大会 松本　尚之
第 10 回 日本皮膚科心身医学会 羽白　　誠

テーマ 心身医学の未来戦略
これまでの60年、これからの60年を見すえて

会　場

一般社団法人 日本心身医学会，特定非営利活動法人 日本心療内科学会，
一般社団法人 日本歯科心身医学会，日本皮膚科心身医学会

主　催

日本女性心身医学会，日本小児心身医学会，日本耳鼻咽喉科心身医学研究会，
日本心療眼科研究会，日本保健医療行動科学会

企　画　共　催

http://jsp6cc.umin.jp/
第 2回日本心身医学関連学会合同集会　ホームページ

＜会期前＞
有限会社あゆみコーポレーション

〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀 1丁目 4番 8号日栄ビル 703A
TEL：06-6131-6605　　FAX：06-6441-2055
E-mail：jsp6cc_secretariat@a-youme.jp

＜会期中＞
大阪市中央公会堂 1階　第 5会議室

運営事務局
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第34回日本歯科心身医学会総会・学術大会を�
開催するにあたって

第34回日本歯科心身医学会総会・学術大会

会長　松本　尚之
大阪歯科大学歯科矯正学講座

　この度，第34回日本歯科心身医学会総会・学術大会を大阪歯科大学歯科矯正学講座が担当すること
となりました．2019年11月15日（金）〜17日（日）の３日間，大阪市中央公会堂にて開催するにあた
り，ご挨拶を申し上げます．
　今回の学会総会・学術大会は，第2回日本心身医学関連学会合同集会の中での合同開催となります．
第60回日本心身医学会，第24回日本心療内科学会，第10回日本皮膚科心身医学会との合同開催となっ
ています．また，日本女性心身医学会，日本小児心身医学会，日本耳鼻咽喉科心身医学研究会，日本
心療眼科研究会，日本保健医療行動科学会との企画共催にもなっています．
　日本歯科心身医学会は現在，会員数は約600名ですが，本学会の会員の特徴に，歯科心身医療以外の
様々な専門分野を有している先生方が多いことが挙げられ，口腔外科，口腔内科，歯科補綴，矯正歯
科，小児歯科，精神科，心療内科と，多岐にわたっています．このことは，それぞれの専門家による
歯科心身医療に対する考え方を共有できるとのメリットもありますが，一方では，それぞれに異なっ
たアプローチを行い，しばしば臨床や学問の中でコンセンサスが得られにくいとのこともある様にも
思います．本来の心身医学は，常にすべての患者の心と体の両面からアプローチをするものであると
され．今回は，多診療科にわたる医科の先生方の多くの発表に接する機会が得られることから，包括
的歯科治療の考え方からも，今後の歯科心身関連の問題を有する患者さんに対する対応をする上で，
非常に多くの情報を習得するよい場であると思います．治療者と患者間のよりよい関係が構築され，
結果的によりよい治療が可能になると考えられることから，今回の合同での学会開催は心と体の問題
について新たに考え直すよい機会であると考えます．今回の歯科心身医学会関連の一般講演は口演11
題，ポスター講演13題の多岐に渡る診療科からの発表が予定されています．さらに「歯科矯正治療に
関わる歯科心身医療」と題したシンポジウムも企画しており，4演題を予定しています．Up to date な
意見の交換を願い，新たな視点が得られるものと期待をしています．
　会場は古都奈良や京都に近く，学会前後の観光スポットとしてもめぐまれており，また夜は「食い
道楽」の源として，食文化をご堪能いただけるものと期待しております．本学会が実りの多い，有益
な学会になりますよう祈念申し上げ，さらには会員の皆様のご参加とご協力をお願い申し上げ，ご挨
拶とさせていただきます．
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11月15日金

第１会場
1階 大集会室

第２会場
3階 中集会室2/3

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室
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ポスター会場①
3階 特別室

第５会場
多目的スペース2

第６会場
多目的スペース3

ポスター会場②
多目的スペース1
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11月16日土

第２会場
3階 中集会室2/3

第１会場
1階 大集会室

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

ポスター会場①
3階 特別室

第６会場
多目的スペース3

第５会場
多目的スペース2

第７会場
4階 南A

第８会場
4階 南B

ポスター会場②
多目的スペース1
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11月17日日

第１会場
1階 大集会室

第２会場
3階 中集会室2/3

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室
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ポスター会場①
3階 特別室

第５会場
多目的スペース2

第６会場
多目的スペース3

ポスター会場②
多目的スペース1

合同集会　会長リレー講演
演者：小山敦子・羽白　誠・
　　　松本尚之・福永幹彦

9:00-10:20

日本心身医学会　特別企画1
座長：江花昭一 
演者：吉川　悟・池見　陽・
　　　坂野雄二

9:30-11:40
共催団体企画
日本心療眼科研究会
座長：土井麻里 
演者：気賀沢一輝・若倉雅登

9:30-10:30

日本心療内科学会　教育講演1
座長：橋爪　誠
演者：Thomas Klonek

14:30-15:30

日本心身医学会　シンポジウム3
コーディネーター：河合啓介
治療方針提示：山内常生・松林　直  
症例提示：田村奈穂・髙倉　修

15:40-17:10

日本心身医学会　シンポジウム5
座長：神原憲治・村川治彦
ケースプレゼンター：平野智子・山本和美
シンポジスト：鹿野理子・濱野清志
指定発言：池見　陽

17:20-19:00

共催団体企画
日本耳鼻咽喉科心身医学研究会
座長：小川　郁
演者：五島史行・堀井　新・
　　　大石直樹・高橋奈央

10:40-11:40合同集会　議長講演
座長：福土　審　演者：久保千春

10:25-11:05

日本心身医学会　教育企画1
演者：林　祐造

9:30-10:00

日本心身医学会　教育企画2
演者：神原憲治

10:10-10:40

日本心身医学会　教育企画3
演者：大森英哉

10:50-11:20

日本心身医学会　教育企画4
演者：太田大介

14:30-15:00

日本心身医学会　教育企画5
演者：三田村仰

15:10-15:40

日本心身医学会　教育企画6
演者：町田知美

15:50-16:20

日本心身医学会　教育企画7
演者：小林伸行

16:30-17:00

日本心身医学会　教育企画8
演者：林　果林

17:10-17:40

日本心身医学会　教育企画9
演者：唐津尚子

17:50-18:20

日本心身医学会　教育企画10
演者：松田真理子

18:30-19:00 

ランチョンセミナー1
ファイザー株式会社
大日本住友製薬株式会社
座長：端詰勝敬　演者：大坪天平

12:00-13:00
ランチョンセミナー2
持田製薬株式会社
座長：金子　宏
演者：大島忠之   

12:00-13:00
ランチョンセミナー3
日本イーライリリー株式会社
塩野義製薬株式会社
座長：大森哲郎　演者：西原真理

12:00-13:00

合同集会　招待講演
座長：久保千春
演者：Hans-Christian Deter

日本心身医学会　教育講演1
座長：岡　孝和　演者：荒瀬由紀

13:40-14:30 

日本心身医学会　教育講演2
座長：福永幹彦　演者：山口育子

16:50-17:30

合同集会　共催団体リレーメッセージ
座長：羽白　誠・松本尚之
演者：松本珠希・村上佳津美・
　　　五島史行・気賀沢一輝・
　　　中川　晶

17:40-18:55

日本心身医学会　シンポジウム2
座長：辻内琢也・阿部哲也
演者：北内信太郎・中村祐三・
　　　阿部哲也・長岡千賀

14:40-16:40 日本心身医学会　特別企画2
座長：中尾睦宏
演者：宮岡　等・久住一郎・
　　　井上幸紀

14:30-16:40

日本心身医学会
パネルディスカッション
座長：宮岡　等・岡田宏基
演者：山根　朗・太田大介・
　　　富永敏行

16:50-18:50

11:10-11:50

日本心身医学会　総会
13:00-13:30

日本心身医学会　シンポジウム1
座長：所　昭宏・網谷真理恵
演者：細井昌子・黒田　綾

14:00-15:00

日本心身医学会　シンポジウム4
演者：阿部哲也・石崎優子
指定発言：福土　審

17:00-18:30

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター貼付

ポスター発表はP.20を参照

17:30-19:00

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター発表はP.20を参照

17:30-19:00

日本心身医学会　症例検討1
演者：西　真如　

14:00-17:10

9:00-9:30

ポスター貼付
12:30-13:00

ポスター撤去
19:00-19:30

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター撤去
15:00-15:30

ポスター撤去
14:00-14:30

ポスター撤去
19:00-19:30

ポスター撤去
18:00-18:30

ポスター撤去
18:00-18:30

日本心身医学会　症例検討2
座長：水野泰行
演者：坂本真佐哉・町田英世・
　　　松原貴子

17:20-19:00

日本心療内科学会
会長企画
座長：小山敦子 
演者：小山敦子・所　昭宏・
　　　山田　祐

9:00-10:25
日本心療内科学会
シンポジウム1
座長：須藤信行・吉原一文 
演者：丸岡秀一郎・村上匡史
指定発言：十川　博

9:00-10:30

共催団体企画　
日本小児心身医学会
座長：村上佳津美 
演者：小柳憲司・岡田あゆみ・
　　　河野政樹・吉田誠司・
　　　作田亮一

9:20-11:20

共催団体企画　
日本女性心身医学会
座長：内出容子・白土なほ子 
演者：春名めぐみ・白土なほ子・
　　　竹内　崇・田中亜季・
　　　茅島江子
　　　

14:00-16:30
日本心療内科学会
グループ企画2
座長：山田宇以 
演者：前川和輝・森川　暢・
　　　吉田常恭・酒井清裕

14:00-15:20

日本心療内科学会　教育企画2
座長：西山順滋
演者：舩越　慶

15:25-16:15
日本心療内科学会　教育企画1
座長：波夛伴和
演者：原島沙紀・中村祐三・阪本　亮

15:05-15:50

日本心療内科学会
教育講演5
座長：蓮尾英明
演者：片岡裕貴

14:00-15:00

日本心療内科学会
日独交流企画2
2-1　座長：橋爪　誠・
　　　　　村上正人
　　演者：橋爪　誠・
　　　　　Robert Smolka・
　　　　　中尾睦宏
2-2　座長：橋爪　誠・
　　　　　村上正人
　　演者：Thomas Klonek

15:55-18:55

日本心療内科学会　教育講演10
座長：大武陽一
演者：黒田浩一郎

18:00-18:55

日本心療内科学会
教育企画3
座長：吉内一浩 
演者：David Kipler・吉内一浩 

16:20-17:25

日本心療内科学会　
教育企画4
4-1 座長：町田英世
 演者：福井義一
 実演：黒丸尊治
4-2 座長：田代雅文
 演者：田代雅文
 実演：阿部和也・佐藤仁和子
実演解説：河津晶子

16:35-18:20

合同集会　特別講演1
座長：久保千春 
演者：山極壽一

10:30-11:20

日本心療内科学会　特別講演
座長：小山敦子 
演者：世耕石弘

13:00-13:50

合同集会　特別講演2
座長：須藤信行
演者：野田聖子

14:30-15:20

イブニングセミナー1
第15回関西サイコオンコロジー研究会
第一三共株式会社
座長：四宮敏章
演者：梅澤志乃・平井　啓・
　　　所　昭宏

17:30-18:55

日本心身医学会
シンポジウム6
座長：平田幸一・関口　敦
演者：関口　敦・井上雄一・
　　　端詰勝敬・福土　審

15:35-17:25

日本心療内科学会　日独交流企画1
座長：村上正人　演者：Stephan Herpertz

13:55-14:25

日本心療内科学会　総会
11:30-12:00

ランチョンセミナー4
株式会社ツムラ
座長：石川俊男
演者：芦原　睦

12:00-13:00
ランチョンセミナー5
塩野義製薬株式会社
武田薬品工業株式会社
座長：村上佳津美　演者：飯田順三

12:00-13:00
ランチョンセミナー6
持田製薬株式会社
田辺三菱製薬株式会社
吉富薬品株式会社
座長：久保木富房　演者：井上　猛

12:00-13:00

日本心療内科学会　教育講演11
座長：河合啓介　演者：石川俊男

18:25-18:55

日本心療内科学会　教育講演9
座長：松岡弘道　演者：重吉康史

17:30-17:55

日本心療内科学会　教育講演2
座長：福永幹彦　演者：岡　孝和

9:00-9:25

日本心療内科学会　教育講演3
座長：須藤信行　演者：福土　審

9:30-9:55

日本心療内科学会　教育講演4
座長：須藤信行　演者：五島史行

10:00-10:25

ポスター閲覧

ポスター発表は
P.21を参照

日本心療内科学会
グループ企画1
座長：中井吉英・金子　宏
演者：西山順滋・奥見裕邦・
　　　齋藤紀先・豊田英嗣・
　　　深尾篤嗣・三輪裕介・
　　　大武陽一

9:15-11:15

合同集会　学術講習会
座長：岡田宏基 
演者：吉内一浩・四宮敏章・
　　　大島　彰

8:20-11:20

合同集会
専門医・登録医講習会
座長：芦原　睦・江花昭一・
　　　小山敦子
演者：吉内一浩・端詰勝敬

14:00-15:10

合同集会　産業医講習会
講師：今村知明
　　　

講師：石澤哲郎
事例検討：芦原　睦・
　　　　　仁木　稔
　　　

15:30-17:00

17:00-18:30

日本心身医学会　グループ企画1
座長：山田宇以 
ファシリテーター：
　網谷真理恵・市来陽子・
　乙成　淳・北島拓真・
　阪本　亮・都田　淳・
　山崎充宏・山根　朗
　
　

17:30-18:55

日本心療内科学会　教育講演6
座長：細井昌子　演者：河合啓介

15:35-16:00 

日本心療内科学会　教育講演7
座長：細井昌子　演者：須藤信行

16:05-16:30

日本心療内科学会　教育講演8
座長：神原憲治　講師：山口拓洋

16:35-17:00

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター発表は
P.21を参照

16:30-18:00

ポスター発表

16:30-18:00

懇親会19:30- 懇親会19:30-

合同集会　記念企画1
座長：鈴木眞理・村上佳津美
演者：相良洋子・永光信一郎・
　　　増田彰則・鈴木眞理

9:00-10:55
日本歯科心身医学会
シンポジウム
座長：安彦善裕・松本尚之
演者：岡下慎太郎・竹之下美穂・
　　　松岡紘史・古賀千尋

9:00-11:00
日本皮膚科心身医学会
一般演題①～④
座長：堀川達弥

9:00-10:00

日本心療内科学会　
シンポジウム2
座長：松岡弘道
演者：松岡弘道・蓮尾英明

9:35-10:25

日本皮膚科心身医学会　
会長講演
座長：檜垣祐子
演者：羽白　誠

13:30-14:30

日本皮膚科心身医学会　
教育講演
座長：森脇真一
演者：山北高志

14:30-15:30

日本皮膚科心身医学会　
特別講演
座長：松永佳世子
演者：加藤則人

15:30-16:30

日本皮膚科心身医学会　
一般演題⑤～⑧
座長：羽白　誠

16:30-17:30

日本歯科心身医学会
一般演題口演①
座長：北川善政・山崎　裕

14:00～14:50

日本歯科心身医学会
一般演題口演②
座長：齊藤正人・高向和宜

15:00～15:50

日本歯科心身医学会　一般演題口演③
座長：尾口仁志・玉置勝司

16:00～16:30

合同集会　優秀演題口演 
座長：小山敦子・福永幹彦

11:00-11:50

日本心療内科学会 教育企画5
座長：有村達之　演者：山本和美

9:00-9:30

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ①
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：堀　仁子

10:00-10:30

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ②
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：池田政身

10:30-11:00

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ③
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：清水良輔

11:00-11:30

日本心療内科学会 教育講演12
座長：阿部哲也　演者：西田愼二

9:25-9:50

ランチョンセミナー7
エーザイ株式会社
座長：坪井康次
演者：普天間国博

12:00-13:00
ランチョンセミナー8
クラシエ薬品株式会社
座長：山岡昌之
演者：乾　明夫

12:00-13:00
ランチョンセミナー9
マイランEPD合同会社
座長：佐々木大輔 
演者：福土　審

12:00-13:00

合同集会　特別講演3 
座長：小山敦子・福永幹彦
演者：佐々木閑　

13:00-13:50

日本心身医学会　理事長講演 
座長：小山敦子・福永幹彦
演者：福土　審

14:00-14:50 

合同集会　記念企画2
座長：福永幹彦・小山敦子
演者：山本晴義・豊福　明・
　　　角田晃一・中井吉英
　　　

15:00-16:55

日本心療内科学会
シンポジウム3
座長：松田能宣・稲田修士
演者：山田宇以・吉田誠司・
　　　小野陽子

14:00-15:00

日本心療内科学会
シンポジウム4
座長：前田国見・今西伸子
演者：西村勝治・小林清香・
　　　田中順也

15:10-17:10

日本歯科心身医学会　理事会
12:00-14:00

日本心療内科学会学会企画2
演者：村上典子

14:00-15:30

ポスター発表

ポスター閲覧 ポスター閲覧

ポスター発表はP.22を参照

10:30-12:00

ポスター発表
ポスター発表はP.22を参照

10:30-12:00

日本心療内科学会 学会企画1
座長：山岡昌之・荒木登茂子
基調講演：中井吉英
シンポジスト：千葉太郎・小池一喜・
　　　　　五島史行・気賀沢一輝・
　　　　　後山尚久・村山隆志

10:00-11:50

日本皮膚科心身医学会
理事会・評議会

12:00-13:00

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター貼付
9:00-9:30

大阪市中央公会堂 大阪市中央公会堂 大阪市中央公会堂中之島図書館大阪市中央公会堂 中之島図書館大阪市中央公会堂AP大阪淀屋橋中之島図書館

日　程　表



15

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月15日金

第１会場
1階 大集会室

第２会場
3階 中集会室2/3

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

ポスター会場①
3階 特別室

第５会場
多目的スペース2

第６会場
多目的スペース3

ポスター会場②
多目的スペース1

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月16日土

第２会場
3階 中集会室2/3

第１会場
1階 大集会室

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

ポスター会場①
3階 特別室

第６会場
多目的スペース3

第５会場
多目的スペース2

第７会場
4階 南A

第８会場
4階 南B

ポスター会場②
多目的スペース1

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月17日日

第１会場
1階 大集会室

第２会場
3階 中集会室2/3

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

ポスター会場①
3階 特別室

第５会場
多目的スペース2

第６会場
多目的スペース3

ポスター会場②
多目的スペース1

合同集会　会長リレー講演
演者：小山敦子・羽白　誠・
　　　松本尚之・福永幹彦

9:00-10:20

日本心身医学会　特別企画1
座長：江花昭一 
演者：吉川　悟・池見　陽・
　　　坂野雄二

9:30-11:40
共催団体企画
日本心療眼科研究会
座長：土井麻里 
演者：気賀沢一輝・若倉雅登

9:30-10:30

日本心療内科学会　教育講演1
座長：橋爪　誠
演者：Thomas Klonek

14:30-15:30

日本心身医学会　シンポジウム3
コーディネーター：河合啓介
治療方針提示：山内常生・松林　直  
症例提示：田村奈穂・髙倉　修

15:40-17:10

日本心身医学会　シンポジウム5
座長：神原憲治・村川治彦
ケースプレゼンター：平野智子・山本和美
シンポジスト：鹿野理子・濱野清志
指定発言：池見　陽

17:20-19:00

共催団体企画
日本耳鼻咽喉科心身医学研究会
座長：小川　郁
演者：五島史行・堀井　新・
　　　大石直樹・高橋奈央

10:40-11:40合同集会　議長講演
座長：福土　審　演者：久保千春

10:25-11:05

日本心身医学会　教育企画1
演者：林　祐造

9:30-10:00

日本心身医学会　教育企画2
演者：神原憲治

10:10-10:40

日本心身医学会　教育企画3
演者：大森英哉

10:50-11:20

日本心身医学会　教育企画4
演者：太田大介

14:30-15:00

日本心身医学会　教育企画5
演者：三田村仰

15:10-15:40

日本心身医学会　教育企画6
演者：町田知美

15:50-16:20

日本心身医学会　教育企画7
演者：小林伸行

16:30-17:00

日本心身医学会　教育企画8
演者：林　果林

17:10-17:40

日本心身医学会　教育企画9
演者：唐津尚子

17:50-18:20

日本心身医学会　教育企画10
演者：松田真理子

18:30-19:00 

ランチョンセミナー1
ファイザー株式会社
大日本住友製薬株式会社
座長：端詰勝敬　演者：大坪天平

12:00-13:00
ランチョンセミナー2
持田製薬株式会社
座長：金子　宏
演者：大島忠之   

12:00-13:00
ランチョンセミナー3
日本イーライリリー株式会社
塩野義製薬株式会社
座長：大森哲郎　演者：西原真理

12:00-13:00

合同集会　招待講演
座長：久保千春
演者：Hans-Christian Deter

日本心身医学会　教育講演1
座長：岡　孝和　演者：荒瀬由紀

13:40-14:30 

日本心身医学会　教育講演2
座長：福永幹彦　演者：山口育子

16:50-17:30

合同集会　共催団体リレーメッセージ
座長：羽白　誠・松本尚之
演者：松本珠希・村上佳津美・
　　　五島史行・気賀沢一輝・
　　　中川　晶

17:40-18:55

日本心身医学会　シンポジウム2
座長：辻内琢也・阿部哲也
演者：北内信太郎・中村祐三・
　　　阿部哲也・長岡千賀

14:40-16:40 日本心身医学会　特別企画2
座長：中尾睦宏
演者：宮岡　等・久住一郎・
　　　井上幸紀

14:30-16:40

日本心身医学会
パネルディスカッション
座長：宮岡　等・岡田宏基
演者：山根　朗・太田大介・
　　　富永敏行

16:50-18:50

11:10-11:50

日本心身医学会　総会
13:00-13:30

日本心身医学会　シンポジウム1
座長：所　昭宏・網谷真理恵
演者：細井昌子・黒田　綾

14:00-15:00

日本心身医学会　シンポジウム4
演者：阿部哲也・石崎優子
指定発言：福土　審

17:00-18:30

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター貼付

ポスター発表はP.20を参照

17:30-19:00

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター発表はP.20を参照

17:30-19:00

日本心身医学会　症例検討1
演者：西　真如　

14:00-17:10

9:00-9:30

ポスター貼付
12:30-13:00

ポスター撤去
19:00-19:30

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター撤去
15:00-15:30

ポスター撤去
14:00-14:30

ポスター撤去
19:00-19:30

ポスター撤去
18:00-18:30

ポスター撤去
18:00-18:30

日本心身医学会　症例検討2
座長：水野泰行
演者：坂本真佐哉・町田英世・
　　　松原貴子

17:20-19:00

日本心療内科学会
会長企画
座長：小山敦子 
演者：小山敦子・所　昭宏・
　　　山田　祐

9:00-10:25
日本心療内科学会
シンポジウム1
座長：須藤信行・吉原一文 
演者：丸岡秀一郎・村上匡史
指定発言：十川　博

9:00-10:30

共催団体企画　
日本小児心身医学会
座長：村上佳津美 
演者：小柳憲司・岡田あゆみ・
　　　河野政樹・吉田誠司・
　　　作田亮一

9:20-11:20

共催団体企画　
日本女性心身医学会
座長：内出容子・白土なほ子 
演者：春名めぐみ・白土なほ子・
　　　竹内　崇・田中亜季・
　　　茅島江子
　　　

14:00-16:30
日本心療内科学会
グループ企画2
座長：山田宇以 
演者：前川和輝・森川　暢・
　　　吉田常恭・酒井清裕

14:00-15:20

日本心療内科学会　教育企画2
座長：西山順滋
演者：舩越　慶

15:25-16:15
日本心療内科学会　教育企画1
座長：波夛伴和
演者：原島沙紀・中村祐三・阪本　亮

15:05-15:50

日本心療内科学会
教育講演5
座長：蓮尾英明
演者：片岡裕貴

14:00-15:00

日本心療内科学会
日独交流企画2
2-1　座長：橋爪　誠・
　　　　　村上正人
　　演者：橋爪　誠・
　　　　　Robert Smolka・
　　　　　中尾睦宏
2-2　座長：橋爪　誠・
　　　　　村上正人
　　演者：Thomas Klonek

15:55-18:55

日本心療内科学会　教育講演10
座長：大武陽一
演者：黒田浩一郎

18:00-18:55

日本心療内科学会
教育企画3
座長：吉内一浩 
演者：David Kipler・吉内一浩 

16:20-17:25

日本心療内科学会　
教育企画4
4-1 座長：町田英世
 演者：福井義一
 実演：黒丸尊治
4-2 座長：田代雅文
 演者：田代雅文
 実演：阿部和也・佐藤仁和子
実演解説：河津晶子

16:35-18:20

合同集会　特別講演1
座長：久保千春 
演者：山極壽一

10:30-11:20

日本心療内科学会　特別講演
座長：小山敦子 
演者：世耕石弘

13:00-13:50

合同集会　特別講演2
座長：須藤信行
演者：野田聖子

14:30-15:20

イブニングセミナー1
第15回関西サイコオンコロジー研究会
第一三共株式会社
座長：四宮敏章
演者：梅澤志乃・平井　啓・
　　　所　昭宏

17:30-18:55

日本心身医学会
シンポジウム6
座長：平田幸一・関口　敦
演者：関口　敦・井上雄一・
　　　端詰勝敬・福土　審

15:35-17:25

日本心療内科学会　日独交流企画1
座長：村上正人　演者：Stephan Herpertz

13:55-14:25

日本心療内科学会　総会
11:30-12:00

ランチョンセミナー4
株式会社ツムラ
座長：石川俊男
演者：芦原　睦

12:00-13:00
ランチョンセミナー5
塩野義製薬株式会社
武田薬品工業株式会社
座長：村上佳津美　演者：飯田順三

12:00-13:00
ランチョンセミナー6
持田製薬株式会社
田辺三菱製薬株式会社
吉富薬品株式会社
座長：久保木富房　演者：井上　猛

12:00-13:00

日本心療内科学会　教育講演11
座長：河合啓介　演者：石川俊男

18:25-18:55

日本心療内科学会　教育講演9
座長：松岡弘道　演者：重吉康史

17:30-17:55

日本心療内科学会　教育講演2
座長：福永幹彦　演者：岡　孝和

9:00-9:25

日本心療内科学会　教育講演3
座長：須藤信行　演者：福土　審

9:30-9:55

日本心療内科学会　教育講演4
座長：須藤信行　演者：五島史行

10:00-10:25

ポスター閲覧

ポスター発表は
P.21を参照

日本心療内科学会
グループ企画1
座長：中井吉英・金子　宏
演者：西山順滋・奥見裕邦・
　　　齋藤紀先・豊田英嗣・
　　　深尾篤嗣・三輪裕介・
　　　大武陽一

9:15-11:15

合同集会　学術講習会
座長：岡田宏基 
演者：吉内一浩・四宮敏章・
　　　大島　彰

8:20-11:20

合同集会
専門医・登録医講習会
座長：芦原　睦・江花昭一・
　　　小山敦子
演者：吉内一浩・端詰勝敬

14:00-15:10

合同集会　産業医講習会
講師：今村知明
　　　

講師：石澤哲郎
事例検討：芦原　睦・
　　　　　仁木　稔
　　　

15:30-17:00

17:00-18:30

日本心身医学会　グループ企画1
座長：山田宇以 
ファシリテーター：
　網谷真理恵・市来陽子・
　乙成　淳・北島拓真・
　阪本　亮・都田　淳・
　山崎充宏・山根　朗
　
　

17:30-18:55

日本心療内科学会　教育講演6
座長：細井昌子　演者：河合啓介

15:35-16:00 

日本心療内科学会　教育講演7
座長：細井昌子　演者：須藤信行

16:05-16:30

日本心療内科学会　教育講演8
座長：神原憲治　講師：山口拓洋

16:35-17:00

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター発表は
P.21を参照

16:30-18:00

ポスター発表

16:30-18:00

懇親会19:30- 懇親会19:30-

合同集会　記念企画1
座長：鈴木眞理・村上佳津美
演者：相良洋子・永光信一郎・
　　　増田彰則・鈴木眞理

9:00-10:55
日本歯科心身医学会
シンポジウム
座長：安彦善裕・松本尚之
演者：岡下慎太郎・竹之下美穂・
　　　松岡紘史・古賀千尋

9:00-11:00
日本皮膚科心身医学会
一般演題①～④
座長：堀川達弥

9:00-10:00

日本心療内科学会　
シンポジウム2
座長：松岡弘道
演者：松岡弘道・蓮尾英明

9:35-10:25

日本皮膚科心身医学会　
会長講演
座長：檜垣祐子
演者：羽白　誠

13:30-14:30

日本皮膚科心身医学会　
教育講演
座長：森脇真一
演者：山北高志

14:30-15:30

日本皮膚科心身医学会　
特別講演
座長：松永佳世子
演者：加藤則人

15:30-16:30

日本皮膚科心身医学会　
一般演題⑤～⑧
座長：羽白　誠

16:30-17:30

日本歯科心身医学会
一般演題口演①
座長：北川善政・山崎　裕

14:00～14:50

日本歯科心身医学会
一般演題口演②
座長：齊藤正人・高向和宜

15:00～15:50

日本歯科心身医学会　一般演題口演③
座長：尾口仁志・玉置勝司

16:00～16:30

合同集会　優秀演題口演 
座長：小山敦子・福永幹彦

11:00-11:50

日本心療内科学会 教育企画5
座長：有村達之　演者：山本和美

9:00-9:30

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ①
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：堀　仁子

10:00-10:30

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ②
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：池田政身

10:30-11:00

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ③
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：清水良輔

11:00-11:30

日本心療内科学会 教育講演12
座長：阿部哲也　演者：西田愼二

9:25-9:50

ランチョンセミナー7
エーザイ株式会社
座長：坪井康次
演者：普天間国博

12:00-13:00
ランチョンセミナー8
クラシエ薬品株式会社
座長：山岡昌之
演者：乾　明夫

12:00-13:00
ランチョンセミナー9
マイランEPD合同会社
座長：佐々木大輔 
演者：福土　審

12:00-13:00

合同集会　特別講演3 
座長：小山敦子・福永幹彦
演者：佐々木閑　

13:00-13:50

日本心身医学会　理事長講演 
座長：小山敦子・福永幹彦
演者：福土　審

14:00-14:50 

合同集会　記念企画2
座長：福永幹彦・小山敦子
演者：山本晴義・豊福　明・
　　　角田晃一・中井吉英
　　　

15:00-16:55

日本心療内科学会
シンポジウム3
座長：松田能宣・稲田修士
演者：山田宇以・吉田誠司・
　　　小野陽子

14:00-15:00

日本心療内科学会
シンポジウム4
座長：前田国見・今西伸子
演者：西村勝治・小林清香・
　　　田中順也

15:10-17:10

日本歯科心身医学会　理事会
12:00-14:00

日本心療内科学会学会企画2
演者：村上典子

14:00-15:30

ポスター発表

ポスター閲覧 ポスター閲覧

ポスター発表はP.22を参照

10:30-12:00

ポスター発表
ポスター発表はP.22を参照

10:30-12:00

日本心療内科学会 学会企画1
座長：山岡昌之・荒木登茂子
基調講演：中井吉英
シンポジスト：千葉太郎・小池一喜・
　　　　　五島史行・気賀沢一輝・
　　　　　後山尚久・村山隆志

10:00-11:50

日本皮膚科心身医学会
理事会・評議会

12:00-13:00

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター貼付
9:00-9:30

大阪市中央公会堂 大阪市中央公会堂 大阪市中央公会堂中之島図書館大阪市中央公会堂 中之島図書館大阪市中央公会堂AP大阪淀屋橋中之島図書館
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8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月15日金

第１会場
1階 大集会室

第２会場
3階 中集会室2/3

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

ポスター会場①
3階 特別室

第５会場
多目的スペース2

第６会場
多目的スペース3

ポスター会場②
多目的スペース1

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月16日土

第２会場
3階 中集会室2/3

第１会場
1階 大集会室

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

ポスター会場①
3階 特別室

第６会場
多目的スペース3

第５会場
多目的スペース2

第７会場
4階 南A

第８会場
4階 南B

ポスター会場②
多目的スペース1

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月17日日

第１会場
1階 大集会室

第２会場
3階 中集会室2/3

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

ポスター会場①
3階 特別室

第５会場
多目的スペース2

第６会場
多目的スペース3

ポスター会場②
多目的スペース1

合同集会　会長リレー講演
演者：小山敦子・羽白　誠・
　　　松本尚之・福永幹彦

9:00-10:20

日本心身医学会　特別企画1
座長：江花昭一 
演者：吉川　悟・池見　陽・
　　　坂野雄二

9:30-11:40
共催団体企画
日本心療眼科研究会
座長：土井麻里 
演者：気賀沢一輝・若倉雅登

9:30-10:30

日本心療内科学会　教育講演1
座長：橋爪　誠
演者：Thomas Klonek

14:30-15:30

日本心身医学会　シンポジウム3
コーディネーター：河合啓介
治療方針提示：山内常生・松林　直  
症例提示：田村奈穂・髙倉　修

15:40-17:10

日本心身医学会　シンポジウム5
座長：神原憲治・村川治彦
ケースプレゼンター：平野智子・山本和美
シンポジスト：鹿野理子・濱野清志
指定発言：池見　陽

17:20-19:00

共催団体企画
日本耳鼻咽喉科心身医学研究会
座長：小川　郁
演者：五島史行・堀井　新・
　　　大石直樹・高橋奈央

10:40-11:40合同集会　議長講演
座長：福土　審　演者：久保千春

10:25-11:05

日本心身医学会　教育企画1
演者：林　祐造

9:30-10:00

日本心身医学会　教育企画2
演者：神原憲治

10:10-10:40

日本心身医学会　教育企画3
演者：大森英哉

10:50-11:20

日本心身医学会　教育企画4
演者：太田大介

14:30-15:00

日本心身医学会　教育企画5
演者：三田村仰

15:10-15:40

日本心身医学会　教育企画6
演者：町田知美

15:50-16:20

日本心身医学会　教育企画7
演者：小林伸行

16:30-17:00

日本心身医学会　教育企画8
演者：林　果林

17:10-17:40

日本心身医学会　教育企画9
演者：唐津尚子

17:50-18:20

日本心身医学会　教育企画10
演者：松田真理子

18:30-19:00 

ランチョンセミナー1
ファイザー株式会社
大日本住友製薬株式会社
座長：端詰勝敬　演者：大坪天平

12:00-13:00
ランチョンセミナー2
持田製薬株式会社
座長：金子　宏
演者：大島忠之   

12:00-13:00
ランチョンセミナー3
日本イーライリリー株式会社
塩野義製薬株式会社
座長：大森哲郎　演者：西原真理

12:00-13:00

合同集会　招待講演
座長：久保千春
演者：Hans-Christian Deter

日本心身医学会　教育講演1
座長：岡　孝和　演者：荒瀬由紀

13:40-14:30 

日本心身医学会　教育講演2
座長：福永幹彦　演者：山口育子

16:50-17:30

合同集会　共催団体リレーメッセージ
座長：羽白　誠・松本尚之
演者：松本珠希・村上佳津美・
　　　五島史行・気賀沢一輝・
　　　中川　晶

17:40-18:55

日本心身医学会　シンポジウム2
座長：辻内琢也・阿部哲也
演者：北内信太郎・中村祐三・
　　　阿部哲也・長岡千賀

14:40-16:40 日本心身医学会　特別企画2
座長：中尾睦宏
演者：宮岡　等・久住一郎・
　　　井上幸紀

14:30-16:40

日本心身医学会
パネルディスカッション
座長：宮岡　等・岡田宏基
演者：山根　朗・太田大介・
　　　富永敏行

16:50-18:50

11:10-11:50

日本心身医学会　総会
13:00-13:30

日本心身医学会　シンポジウム1
座長：所　昭宏・網谷真理恵
演者：細井昌子・黒田　綾

14:00-15:00

日本心身医学会　シンポジウム4
演者：阿部哲也・石崎優子
指定発言：福土　審

17:00-18:30

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター貼付

ポスター発表はP.20を参照

17:30-19:00

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター発表はP.20を参照

17:30-19:00

日本心身医学会　症例検討1
演者：西　真如　

14:00-17:10

9:00-9:30

ポスター貼付
12:30-13:00

ポスター撤去
19:00-19:30

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター撤去
15:00-15:30

ポスター撤去
14:00-14:30

ポスター撤去
19:00-19:30

ポスター撤去
18:00-18:30

ポスター撤去
18:00-18:30

日本心身医学会　症例検討2
座長：水野泰行
演者：坂本真佐哉・町田英世・
　　　松原貴子

17:20-19:00

日本心療内科学会
会長企画
座長：小山敦子 
演者：小山敦子・所　昭宏・
　　　山田　祐

9:00-10:25
日本心療内科学会
シンポジウム1
座長：須藤信行・吉原一文 
演者：丸岡秀一郎・村上匡史
指定発言：十川　博

9:00-10:30

共催団体企画　
日本小児心身医学会
座長：村上佳津美 
演者：小柳憲司・岡田あゆみ・
　　　河野政樹・吉田誠司・
　　　作田亮一

9:20-11:20

共催団体企画　
日本女性心身医学会
座長：内出容子・白土なほ子 
演者：春名めぐみ・白土なほ子・
　　　竹内　崇・田中亜季・
　　　茅島江子
　　　

14:00-16:30
日本心療内科学会
グループ企画2
座長：山田宇以 
演者：前川和輝・森川　暢・
　　　吉田常恭・酒井清裕

14:00-15:20

日本心療内科学会　教育企画2
座長：西山順滋
演者：舩越　慶

15:25-16:15
日本心療内科学会　教育企画1
座長：波夛伴和
演者：原島沙紀・中村祐三・阪本　亮

15:05-15:50

日本心療内科学会
教育講演5
座長：蓮尾英明
演者：片岡裕貴

14:00-15:00

日本心療内科学会
日独交流企画2
2-1　座長：橋爪　誠・
　　　　　村上正人
　　演者：橋爪　誠・
　　　　　Robert Smolka・
　　　　　中尾睦宏
2-2　座長：橋爪　誠・
　　　　　村上正人
　　演者：Thomas Klonek

15:55-18:55

日本心療内科学会　教育講演10
座長：大武陽一
演者：黒田浩一郎

18:00-18:55

日本心療内科学会
教育企画3
座長：吉内一浩 
演者：David Kipler・吉内一浩 

16:20-17:25

日本心療内科学会　
教育企画4
4-1 座長：町田英世
 演者：福井義一
 実演：黒丸尊治
4-2 座長：田代雅文
 演者：田代雅文
 実演：阿部和也・佐藤仁和子
実演解説：河津晶子

16:35-18:20

合同集会　特別講演1
座長：久保千春 
演者：山極壽一

10:30-11:20

日本心療内科学会　特別講演
座長：小山敦子 
演者：世耕石弘

13:00-13:50

合同集会　特別講演2
座長：須藤信行
演者：野田聖子

14:30-15:20

イブニングセミナー1
第15回関西サイコオンコロジー研究会
第一三共株式会社
座長：四宮敏章
演者：梅澤志乃・平井　啓・
　　　所　昭宏

17:30-18:55

日本心身医学会
シンポジウム6
座長：平田幸一・関口　敦
演者：関口　敦・井上雄一・
　　　端詰勝敬・福土　審

15:35-17:25

日本心療内科学会　日独交流企画1
座長：村上正人　演者：Stephan Herpertz

13:55-14:25

日本心療内科学会　総会
11:30-12:00

ランチョンセミナー4
株式会社ツムラ
座長：石川俊男
演者：芦原　睦

12:00-13:00
ランチョンセミナー5
塩野義製薬株式会社
武田薬品工業株式会社
座長：村上佳津美　演者：飯田順三

12:00-13:00
ランチョンセミナー6
持田製薬株式会社
田辺三菱製薬株式会社
吉富薬品株式会社
座長：久保木富房　演者：井上　猛

12:00-13:00

日本心療内科学会　教育講演11
座長：河合啓介　演者：石川俊男

18:25-18:55

日本心療内科学会　教育講演9
座長：松岡弘道　演者：重吉康史

17:30-17:55

日本心療内科学会　教育講演2
座長：福永幹彦　演者：岡　孝和

9:00-9:25

日本心療内科学会　教育講演3
座長：須藤信行　演者：福土　審

9:30-9:55

日本心療内科学会　教育講演4
座長：須藤信行　演者：五島史行

10:00-10:25

ポスター閲覧

ポスター発表は
P.21を参照

日本心療内科学会
グループ企画1
座長：中井吉英・金子　宏
演者：西山順滋・奥見裕邦・
　　　齋藤紀先・豊田英嗣・
　　　深尾篤嗣・三輪裕介・
　　　大武陽一

9:15-11:15

合同集会　学術講習会
座長：岡田宏基 
演者：吉内一浩・四宮敏章・
　　　大島　彰

8:20-11:20

合同集会
専門医・登録医講習会
座長：芦原　睦・江花昭一・
　　　小山敦子
演者：吉内一浩・端詰勝敬

14:00-15:10

合同集会　産業医講習会
講師：今村知明
　　　

講師：石澤哲郎
事例検討：芦原　睦・
　　　　　仁木　稔
　　　

15:30-17:00

17:00-18:30

日本心身医学会　グループ企画1
座長：山田宇以 
ファシリテーター：
　網谷真理恵・市来陽子・
　乙成　淳・北島拓真・
　阪本　亮・都田　淳・
　山崎充宏・山根　朗
　
　

17:30-18:55

日本心療内科学会　教育講演6
座長：細井昌子　演者：河合啓介

15:35-16:00 

日本心療内科学会　教育講演7
座長：細井昌子　演者：須藤信行

16:05-16:30

日本心療内科学会　教育講演8
座長：神原憲治　講師：山口拓洋

16:35-17:00

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター発表は
P.21を参照

16:30-18:00

ポスター発表

16:30-18:00

懇親会19:30- 懇親会19:30-

合同集会　記念企画1
座長：鈴木眞理・村上佳津美
演者：相良洋子・永光信一郎・
　　　増田彰則・鈴木眞理

9:00-10:55
日本歯科心身医学会
シンポジウム
座長：安彦善裕・松本尚之
演者：岡下慎太郎・竹之下美穂・
　　　松岡紘史・古賀千尋

9:00-11:00
日本皮膚科心身医学会
一般演題①～④
座長：堀川達弥

9:00-10:00

日本心療内科学会　
シンポジウム2
座長：松岡弘道
演者：松岡弘道・蓮尾英明

9:35-10:25

日本皮膚科心身医学会　
会長講演
座長：檜垣祐子
演者：羽白　誠

13:30-14:30

日本皮膚科心身医学会　
教育講演
座長：森脇真一
演者：山北高志

14:30-15:30

日本皮膚科心身医学会　
特別講演
座長：松永佳世子
演者：加藤則人

15:30-16:30

日本皮膚科心身医学会　
一般演題⑤～⑧
座長：羽白　誠

16:30-17:30

日本歯科心身医学会
一般演題口演①
座長：北川善政・山崎　裕

14:00～14:50

日本歯科心身医学会
一般演題口演②
座長：齊藤正人・高向和宜

15:00～15:50

日本歯科心身医学会　一般演題口演③
座長：尾口仁志・玉置勝司

16:00～16:30

合同集会　優秀演題口演 
座長：小山敦子・福永幹彦

11:00-11:50

日本心療内科学会 教育企画5
座長：有村達之　演者：山本和美

9:00-9:30

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ①
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：堀　仁子

10:00-10:30

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ②
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：池田政身

10:30-11:00

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ③
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：清水良輔

11:00-11:30

日本心療内科学会 教育講演12
座長：阿部哲也　演者：西田愼二

9:25-9:50

ランチョンセミナー7
エーザイ株式会社
座長：坪井康次
演者：普天間国博

12:00-13:00
ランチョンセミナー8
クラシエ薬品株式会社
座長：山岡昌之
演者：乾　明夫

12:00-13:00
ランチョンセミナー9
マイランEPD合同会社
座長：佐々木大輔 
演者：福土　審

12:00-13:00

合同集会　特別講演3 
座長：小山敦子・福永幹彦
演者：佐々木閑　

13:00-13:50

日本心身医学会　理事長講演 
座長：小山敦子・福永幹彦
演者：福土　審

14:00-14:50 

合同集会　記念企画2
座長：福永幹彦・小山敦子
演者：山本晴義・豊福　明・
　　　角田晃一・中井吉英
　　　

15:00-16:55

日本心療内科学会
シンポジウム3
座長：松田能宣・稲田修士
演者：山田宇以・吉田誠司・
　　　小野陽子

14:00-15:00

日本心療内科学会
シンポジウム4
座長：前田国見・今西伸子
演者：西村勝治・小林清香・
　　　田中順也

15:10-17:10

日本歯科心身医学会　理事会
12:00-14:00

日本心療内科学会学会企画2
演者：村上典子

14:00-15:30

ポスター発表

ポスター閲覧 ポスター閲覧

ポスター発表はP.22を参照

10:30-12:00

ポスター発表
ポスター発表はP.22を参照

10:30-12:00

日本心療内科学会 学会企画1
座長：山岡昌之・荒木登茂子
基調講演：中井吉英
シンポジスト：千葉太郎・小池一喜・
　　　　　五島史行・気賀沢一輝・
　　　　　後山尚久・村山隆志

10:00-11:50

日本皮膚科心身医学会
理事会・評議会

12:00-13:00

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター貼付
9:00-9:30

大阪市中央公会堂 大阪市中央公会堂 大阪市中央公会堂中之島図書館大阪市中央公会堂 中之島図書館大阪市中央公会堂AP大阪淀屋橋中之島図書館



17

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月15日金

第１会場
1階 大集会室

第２会場
3階 中集会室2/3

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

ポスター会場①
3階 特別室

第５会場
多目的スペース2

第６会場
多目的スペース3

ポスター会場②
多目的スペース1

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月16日土

第２会場
3階 中集会室2/3

第１会場
1階 大集会室

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

ポスター会場①
3階 特別室

第６会場
多目的スペース3

第５会場
多目的スペース2

第７会場
4階 南A

第８会場
4階 南B

ポスター会場②
多目的スペース1

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月17日日

第１会場
1階 大集会室

第２会場
3階 中集会室2/3

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

ポスター会場①
3階 特別室

第５会場
多目的スペース2

第６会場
多目的スペース3

ポスター会場②
多目的スペース1

合同集会　会長リレー講演
演者：小山敦子・羽白　誠・
　　　松本尚之・福永幹彦

9:00-10:20

日本心身医学会　特別企画1
座長：江花昭一 
演者：吉川　悟・池見　陽・
　　　坂野雄二

9:30-11:40
共催団体企画
日本心療眼科研究会
座長：土井麻里 
演者：気賀沢一輝・若倉雅登

9:30-10:30

日本心療内科学会　教育講演1
座長：橋爪　誠
演者：Thomas Klonek

14:30-15:30

日本心身医学会　シンポジウム3
コーディネーター：河合啓介
治療方針提示：山内常生・松林　直  
症例提示：田村奈穂・髙倉　修

15:40-17:10

日本心身医学会　シンポジウム5
座長：神原憲治・村川治彦
ケースプレゼンター：平野智子・山本和美
シンポジスト：鹿野理子・濱野清志
指定発言：池見　陽

17:20-19:00

共催団体企画
日本耳鼻咽喉科心身医学研究会
座長：小川　郁
演者：五島史行・堀井　新・
　　　大石直樹・高橋奈央

10:40-11:40合同集会　議長講演
座長：福土　審　演者：久保千春

10:25-11:05

日本心身医学会　教育企画1
演者：林　祐造

9:30-10:00

日本心身医学会　教育企画2
演者：神原憲治

10:10-10:40

日本心身医学会　教育企画3
演者：大森英哉

10:50-11:20

日本心身医学会　教育企画4
演者：太田大介

14:30-15:00

日本心身医学会　教育企画5
演者：三田村仰

15:10-15:40

日本心身医学会　教育企画6
演者：町田知美

15:50-16:20

日本心身医学会　教育企画7
演者：小林伸行

16:30-17:00

日本心身医学会　教育企画8
演者：林　果林

17:10-17:40

日本心身医学会　教育企画9
演者：唐津尚子

17:50-18:20

日本心身医学会　教育企画10
演者：松田真理子

18:30-19:00 

ランチョンセミナー1
ファイザー株式会社
大日本住友製薬株式会社
座長：端詰勝敬　演者：大坪天平

12:00-13:00
ランチョンセミナー2
持田製薬株式会社
座長：金子　宏
演者：大島忠之   

12:00-13:00
ランチョンセミナー3
日本イーライリリー株式会社
塩野義製薬株式会社
座長：大森哲郎　演者：西原真理

12:00-13:00

合同集会　招待講演
座長：久保千春
演者：Hans-Christian Deter

日本心身医学会　教育講演1
座長：岡　孝和　演者：荒瀬由紀

13:40-14:30 

日本心身医学会　教育講演2
座長：福永幹彦　演者：山口育子

16:50-17:30

合同集会　共催団体リレーメッセージ
座長：羽白　誠・松本尚之
演者：松本珠希・村上佳津美・
　　　五島史行・気賀沢一輝・
　　　中川　晶

17:40-18:55

日本心身医学会　シンポジウム2
座長：辻内琢也・阿部哲也
演者：北内信太郎・中村祐三・
　　　阿部哲也・長岡千賀

14:40-16:40 日本心身医学会　特別企画2
座長：中尾睦宏
演者：宮岡　等・久住一郎・
　　　井上幸紀

14:30-16:40

日本心身医学会
パネルディスカッション
座長：宮岡　等・岡田宏基
演者：山根　朗・太田大介・
　　　富永敏行

16:50-18:50

11:10-11:50

日本心身医学会　総会
13:00-13:30

日本心身医学会　シンポジウム1
座長：所　昭宏・網谷真理恵
演者：細井昌子・黒田　綾

14:00-15:00

日本心身医学会　シンポジウム4
演者：阿部哲也・石崎優子
指定発言：福土　審

17:00-18:30

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター貼付

ポスター発表はP.20を参照

17:30-19:00

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター発表はP.20を参照

17:30-19:00

日本心身医学会　症例検討1
演者：西　真如　

14:00-17:10

9:00-9:30

ポスター貼付
12:30-13:00

ポスター撤去
19:00-19:30

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター撤去
15:00-15:30

ポスター撤去
14:00-14:30

ポスター撤去
19:00-19:30

ポスター撤去
18:00-18:30

ポスター撤去
18:00-18:30

日本心身医学会　症例検討2
座長：水野泰行
演者：坂本真佐哉・町田英世・
　　　松原貴子

17:20-19:00

日本心療内科学会
会長企画
座長：小山敦子 
演者：小山敦子・所　昭宏・
　　　山田　祐

9:00-10:25
日本心療内科学会
シンポジウム1
座長：須藤信行・吉原一文 
演者：丸岡秀一郎・村上匡史
指定発言：十川　博

9:00-10:30

共催団体企画　
日本小児心身医学会
座長：村上佳津美 
演者：小柳憲司・岡田あゆみ・
　　　河野政樹・吉田誠司・
　　　作田亮一

9:20-11:20

共催団体企画　
日本女性心身医学会
座長：内出容子・白土なほ子 
演者：春名めぐみ・白土なほ子・
　　　竹内　崇・田中亜季・
　　　茅島江子

14:00-16:30
日本心療内科学会
グループ企画2
座長：山田宇以 
演者：前川和輝・森川　暢・
　　　吉田常恭・酒井清裕

14:00-15:20

日本心療内科学会　教育企画2
座長：西山順滋
演者：舩越　慶

15:25-16:15
日本心療内科学会　教育企画1
座長：波夛伴和
演者：原島沙紀・中村祐三・阪本　亮

15:05-15:50

日本心療内科学会
教育講演5
座長：蓮尾英明
演者：片岡裕貴

14:00-15:00

日本心療内科学会
日独交流企画2
2-1 座長：橋爪　誠・

村上正人
演者：橋爪　誠・

Robert Smolka・
中尾睦宏

2-2 座長：橋爪　誠・
村上正人

演者：Thomas Klonek

15:55-18:55

日本心療内科学会　教育講演10
座長：大武陽一
演者：黒田浩一郎

18:00-18:55

日本心療内科学会
教育企画3
座長：吉内一浩 
演者：David Kipler・吉内一浩 

16:20-17:25

日本心療内科学会　
教育企画4
4-1 座長：町田英世

演者：福井義一
実演：黒丸尊治

4-2 座長：田代雅文
演者：田代雅文
実演：阿部和也・佐藤仁和子

実演解説：河津晶子

16:35-18:20

合同集会　特別講演1
座長：久保千春 
演者：山極壽一

10:30-11:20

日本心療内科学会　特別講演
座長：小山敦子 
演者：世耕石弘

13:00-13:50

合同集会　特別講演2
座長：須藤信行
演者：野田聖子

14:30-15:20

イブニングセミナー1
第15回関西サイコオンコロジー研究会
第一三共株式会社
座長：四宮敏章
演者：梅澤志乃・平井　啓・
　　　所　昭宏

17:30-18:55

日本心身医学会
シンポジウム6
座長：平田幸一・関口　敦
演者：関口　敦・井上雄一・

端詰勝敬・福土　審

15:35-17:25

日本心療内科学会　日独交流企画1
座長：村上正人　演者：Stephan Herpertz

13:55-14:25

日本心療内科学会　総会
11:30-12:00

ランチョンセミナー4
株式会社ツムラ
座長：石川俊男
演者：芦原　睦

12:00-13:00
ランチョンセミナー5
塩野義製薬株式会社
武田薬品工業株式会社
座長：村上佳津美　演者：飯田順三

12:00-13:00
ランチョンセミナー6
持田製薬株式会社
田辺三菱製薬株式会社
吉富薬品株式会社
座長：久保木富房　演者：井上　猛

12:00-13:00

日本心療内科学会　教育講演11
座長：河合啓介　演者：石川俊男

18:25-18:55

日本心療内科学会　教育講演9
座長：松岡弘道　演者：重吉康史

17:30-17:55

日本心療内科学会　教育講演2
座長：福永幹彦　演者：岡　孝和

9:00-9:25

日本心療内科学会　教育講演3
座長：須藤信行　演者：福土　審

9:30-9:55

日本心療内科学会　教育講演4
座長：須藤信行　演者：五島史行

10:00-10:25

ポスター閲覧

ポスター発表は
P.21を参照

日本心療内科学会
グループ企画1
座長：中井吉英・金子　宏
演者：西山順滋・奥見裕邦・
　　　齋藤紀先・豊田英嗣・
　　　深尾篤嗣・三輪裕介・
　　　大武陽一

9:15-11:15

合同集会　学術講習会
座長：岡田宏基 
演者：吉内一浩・四宮敏章・
　　　大島　彰

8:20-11:20

合同集会
専門医・登録医講習会
座長：芦原　睦・江花昭一・
　　　小山敦子
演者：吉内一浩・端詰勝敬

14:00-15:10

合同集会　産業医講習会
講師：今村知明
　　　

講師：石澤哲郎
事例検討：芦原　睦・
　　　　　仁木　稔
　　　

15:30-17:00

17:00-18:30

日本心身医学会　グループ企画1
座長：山田宇以 
ファシリテーター：
　網谷真理恵・市来陽子・
　乙成　淳・北島拓真・
　阪本　亮・都田　淳・
　山崎充宏・山根　朗
　
　

17:30-18:55

日本心療内科学会　教育講演6
座長：細井昌子　演者：河合啓介

15:35-16:00 

日本心療内科学会　教育講演7
座長：細井昌子　演者：須藤信行

16:05-16:30

日本心療内科学会　教育講演8
座長：神原憲治　講師：山口拓洋

16:35-17:00

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター発表は
P.21を参照

16:30-18:00

ポスター発表

16:30-18:00

懇親会19:30- 懇親会19:30-

合同集会　記念企画1
座長：鈴木眞理・村上佳津美
演者：相良洋子・永光信一郎・
　　　増田彰則・鈴木眞理

9:00-10:55
日本歯科心身医学会
シンポジウム
座長：安彦善裕・松本尚之
演者：岡下慎太郎・竹之下美穂・
　　　松岡紘史・古賀千尋

9:00-11:00
日本皮膚科心身医学会
一般演題①～④
座長：堀川達弥

9:00-10:00

日本心療内科学会　
シンポジウム2
座長：松岡弘道
演者：松岡弘道・蓮尾英明

9:35-10:25

日本皮膚科心身医学会　
会長講演
座長：檜垣祐子
演者：羽白　誠

13:30-14:30

日本皮膚科心身医学会　
教育講演
座長：森脇真一
演者：山北高志

14:30-15:30

日本皮膚科心身医学会　
特別講演
座長：松永佳世子
演者：加藤則人

15:30-16:30

日本皮膚科心身医学会　
一般演題⑤～⑧
座長：羽白　誠

16:30-17:30

日本歯科心身医学会
一般演題口演①
座長：北川善政・山崎　裕

14:00～14:50

日本歯科心身医学会
一般演題口演②
座長：齊藤正人・高向和宜

15:00～15:50

日本歯科心身医学会　一般演題口演③
座長：尾口仁志・玉置勝司

16:00～16:30

合同集会　優秀演題口演 
座長：小山敦子・福永幹彦

11:00-11:50

日本心療内科学会 教育企画5
座長：有村達之　演者：山本和美

9:00-9:30

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ①
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：堀　仁子

10:00-10:30

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ②
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：池田政身

10:30-11:00

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ③
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：清水良輔

11:00-11:30

日本心療内科学会 教育講演12
座長：阿部哲也　演者：西田愼二

9:25-9:50

ランチョンセミナー7
エーザイ株式会社
座長：坪井康次
演者：普天間国博

12:00-13:00
ランチョンセミナー8
クラシエ薬品株式会社
座長：山岡昌之
演者：乾　明夫

12:00-13:00
ランチョンセミナー9
マイランEPD合同会社
座長：佐々木大輔 
演者：福土　審

12:00-13:00

合同集会　特別講演3 
座長：小山敦子・福永幹彦
演者：佐々木閑　

13:00-13:50

日本心身医学会　理事長講演 
座長：小山敦子・福永幹彦
演者：福土　審

14:00-14:50 

合同集会　記念企画2
座長：福永幹彦・小山敦子
演者：山本晴義・豊福　明・
　　　角田晃一・中井吉英

15:00-16:55

日本心療内科学会
シンポジウム3
座長：松田能宣・稲田修士
演者：山田宇以・吉田誠司・
　　　小野陽子

14:00-15:00

日本心療内科学会
シンポジウム4
座長：前田国見・今西伸子
演者：西村勝治・小林清香・
　　　田中順也

15:10-17:10

日本歯科心身医学会　理事会
12:00-14:00

日本心療内科学会学会企画2
演者：村上典子

14:00-15:30

ポスター発表

ポスター閲覧 ポスター閲覧

ポスター発表はP.22を参照

10:30-12:00

ポスター発表
ポスター発表はP.22を参照

10:30-12:00

日本心療内科学会 学会企画1
座長：山岡昌之・荒木登茂子
基調講演：中井吉英
シンポジスト：千葉太郎・小池一喜・

五島史行・気賀沢一輝・
後山尚久・村山隆志

10:00-11:50

日本皮膚科心身医学会
理事会・評議会

12:00-13:00

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター貼付
9:00-9:30

大阪市中央公会堂 大阪市中央公会堂 大阪市中央公会堂中之島図書館大阪市中央公会堂 中之島図書館大阪市中央公会堂AP大阪淀屋橋中之島図書館
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8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月15日金

第１会場
1階 大集会室

第２会場
3階 中集会室2/3

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

ポスター会場①
3階 特別室

第５会場
多目的スペース2

第６会場
多目的スペース3

ポスター会場②
多目的スペース1

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月16日土

第２会場
3階 中集会室2/3

第１会場
1階 大集会室

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

ポスター会場①
3階 特別室

第６会場
多目的スペース3

第５会場
多目的スペース2

第７会場
4階 南A

第８会場
4階 南B

ポスター会場②
多目的スペース1

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月17日日

第１会場
1階 大集会室

第２会場
3階 中集会室2/3

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

ポスター会場①
3階 特別室

第５会場
多目的スペース2

第６会場
多目的スペース3

ポスター会場②
多目的スペース1

合同集会　会長リレー講演
演者：小山敦子・羽白　誠・
　　　松本尚之・福永幹彦

9:00-10:20

日本心身医学会　特別企画1
座長：江花昭一 
演者：吉川　悟・池見　陽・
　　　坂野雄二

9:30-11:40
共催団体企画
日本心療眼科研究会
座長：土井麻里 
演者：気賀沢一輝・若倉雅登

9:30-10:30

日本心療内科学会　教育講演1
座長：橋爪　誠
演者：Thomas Klonek

14:30-15:30

日本心身医学会　シンポジウム3
コーディネーター：河合啓介
治療方針提示：山内常生・松林　直  
症例提示：田村奈穂・髙倉　修

15:40-17:10

日本心身医学会　シンポジウム5
座長：神原憲治・村川治彦
ケースプレゼンター：平野智子・山本和美
シンポジスト：鹿野理子・濱野清志
指定発言：池見　陽

17:20-19:00

共催団体企画
日本耳鼻咽喉科心身医学研究会
座長：小川　郁
演者：五島史行・堀井　新・
　　　大石直樹・高橋奈央

10:40-11:40合同集会　議長講演
座長：福土　審　演者：久保千春

10:25-11:05

日本心身医学会　教育企画1
演者：林　祐造

9:30-10:00

日本心身医学会　教育企画2
演者：神原憲治

10:10-10:40

日本心身医学会　教育企画3
演者：大森英哉

10:50-11:20

日本心身医学会　教育企画4
演者：太田大介

14:30-15:00

日本心身医学会　教育企画5
演者：三田村仰

15:10-15:40

日本心身医学会　教育企画6
演者：町田知美

15:50-16:20

日本心身医学会　教育企画7
演者：小林伸行

16:30-17:00

日本心身医学会　教育企画8
演者：林　果林

17:10-17:40

日本心身医学会　教育企画9
演者：唐津尚子

17:50-18:20

日本心身医学会　教育企画10
演者：松田真理子

18:30-19:00 

ランチョンセミナー1
ファイザー株式会社
大日本住友製薬株式会社
座長：端詰勝敬　演者：大坪天平

12:00-13:00
ランチョンセミナー2
持田製薬株式会社
座長：金子　宏
演者：大島忠之   

12:00-13:00
ランチョンセミナー3
日本イーライリリー株式会社
塩野義製薬株式会社
座長：大森哲郎　演者：西原真理

12:00-13:00

合同集会　招待講演
座長：久保千春
演者：Hans-Christian Deter

日本心身医学会　教育講演1
座長：岡　孝和　演者：荒瀬由紀

13:40-14:30 

日本心身医学会　教育講演2
座長：福永幹彦　演者：山口育子

16:50-17:30

合同集会　共催団体リレーメッセージ
座長：羽白　誠・松本尚之
演者：松本珠希・村上佳津美・
　　　五島史行・気賀沢一輝・
　　　中川　晶

17:40-18:55

日本心身医学会　シンポジウム2
座長：辻内琢也・阿部哲也
演者：北内信太郎・中村祐三・
　　　阿部哲也・長岡千賀

14:40-16:40 日本心身医学会　特別企画2
座長：中尾睦宏
演者：宮岡　等・久住一郎・
　　　井上幸紀

14:30-16:40

日本心身医学会
パネルディスカッション
座長：宮岡　等・岡田宏基
演者：山根　朗・太田大介・
　　　富永敏行

16:50-18:50

11:10-11:50

日本心身医学会　総会
13:00-13:30

日本心身医学会　シンポジウム1
座長：所　昭宏・網谷真理恵
演者：細井昌子・黒田　綾

14:00-15:00

日本心身医学会　シンポジウム4
演者：阿部哲也・石崎優子
指定発言：福土　審

17:00-18:30

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター貼付

ポスター発表はP.20を参照

17:30-19:00

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター発表はP.20を参照

17:30-19:00

日本心身医学会　症例検討1
演者：西　真如　

14:00-17:10

9:00-9:30

ポスター貼付
12:30-13:00

ポスター撤去
19:00-19:30

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター撤去
15:00-15:30

ポスター撤去
14:00-14:30

ポスター撤去
19:00-19:30

ポスター撤去
18:00-18:30

ポスター撤去
18:00-18:30

日本心身医学会　症例検討2
座長：水野泰行
演者：坂本真佐哉・町田英世・
　　　松原貴子

17:20-19:00

日本心療内科学会
会長企画
座長：小山敦子 
演者：小山敦子・所　昭宏・
　　　山田　祐

9:00-10:25
日本心療内科学会
シンポジウム1
座長：須藤信行・吉原一文 
演者：丸岡秀一郎・村上匡史
指定発言：十川　博

9:00-10:30

共催団体企画　
日本小児心身医学会
座長：村上佳津美 
演者：小柳憲司・岡田あゆみ・
　　　河野政樹・吉田誠司・
　　　作田亮一

9:20-11:20

共催団体企画　
日本女性心身医学会
座長：内出容子・白土なほ子 
演者：春名めぐみ・白土なほ子・
　　　竹内　崇・田中亜季・
　　　茅島江子
　　　

14:00-16:30
日本心療内科学会
グループ企画2
座長：山田宇以 
演者：前川和輝・森川　暢・
　　　吉田常恭・酒井清裕

14:00-15:20

日本心療内科学会　教育企画2
座長：西山順滋
演者：舩越　慶

15:25-16:15
日本心療内科学会　教育企画1
座長：波夛伴和
演者：原島沙紀・中村祐三・阪本　亮

15:05-15:50

日本心療内科学会
教育講演5
座長：蓮尾英明
演者：片岡裕貴

14:00-15:00

日本心療内科学会
日独交流企画2
2-1　座長：橋爪　誠・
　　　　　村上正人
　　演者：橋爪　誠・
　　　　　Robert Smolka・
　　　　　中尾睦宏
2-2　座長：橋爪　誠・
　　　　　村上正人
　　演者：Thomas Klonek

15:55-18:55

日本心療内科学会　教育講演10
座長：大武陽一
演者：黒田浩一郎

18:00-18:55

日本心療内科学会
教育企画3
座長：吉内一浩 
演者：David Kipler・吉内一浩 

16:20-17:25

日本心療内科学会　
教育企画4
4-1 座長：町田英世
 演者：福井義一
 実演：黒丸尊治
4-2 座長：田代雅文
 演者：田代雅文
 実演：阿部和也・佐藤仁和子
実演解説：河津晶子

16:35-18:20

合同集会　特別講演1
座長：久保千春 
演者：山極壽一

10:30-11:20

日本心療内科学会　特別講演
座長：小山敦子 
演者：世耕石弘

13:00-13:50

合同集会　特別講演2
座長：須藤信行
演者：野田聖子

14:30-15:20

イブニングセミナー1
第15回関西サイコオンコロジー研究会
第一三共株式会社
座長：四宮敏章
演者：梅澤志乃・平井　啓・
　　　所　昭宏

17:30-18:55

日本心身医学会
シンポジウム6
座長：平田幸一・関口　敦
演者：関口　敦・井上雄一・
　　　端詰勝敬・福土　審

15:35-17:25

日本心療内科学会　日独交流企画1
座長：村上正人　演者：Stephan Herpertz

13:55-14:25

日本心療内科学会　総会
11:30-12:00

ランチョンセミナー4
株式会社ツムラ
座長：石川俊男
演者：芦原　睦

12:00-13:00
ランチョンセミナー5
塩野義製薬株式会社
武田薬品工業株式会社
座長：村上佳津美　演者：飯田順三

12:00-13:00
ランチョンセミナー6
持田製薬株式会社
田辺三菱製薬株式会社
吉富薬品株式会社
座長：久保木富房　演者：井上　猛

12:00-13:00

日本心療内科学会　教育講演11
座長：河合啓介　演者：石川俊男

18:25-18:55

日本心療内科学会　教育講演9
座長：松岡弘道　演者：重吉康史

17:30-17:55

日本心療内科学会　教育講演2
座長：福永幹彦　演者：岡　孝和

9:00-9:25

日本心療内科学会　教育講演3
座長：須藤信行　演者：福土　審

9:30-9:55

日本心療内科学会　教育講演4
座長：須藤信行　演者：五島史行

10:00-10:25

ポスター閲覧

ポスター発表は
P.21を参照

日本心療内科学会
グループ企画1
座長：中井吉英・金子　宏
演者：西山順滋・奥見裕邦・
　　　齋藤紀先・豊田英嗣・
　　　深尾篤嗣・三輪裕介・
　　　大武陽一

9:15-11:15

合同集会　学術講習会
座長：岡田宏基 
演者：吉内一浩・四宮敏章・
　　　大島　彰

8:20-11:20

合同集会
専門医・登録医講習会
座長：芦原　睦・江花昭一・
　　　小山敦子
演者：吉内一浩・端詰勝敬

14:00-15:10

合同集会　産業医講習会
講師：今村知明
　　　

講師：石澤哲郎
事例検討：芦原　睦・
　　　　　仁木　稔
　　　

15:30-17:00

17:00-18:30

日本心身医学会　グループ企画1
座長：山田宇以 
ファシリテーター：
　網谷真理恵・市来陽子・
　乙成　淳・北島拓真・
　阪本　亮・都田　淳・
　山崎充宏・山根　朗
　
　

17:30-18:55

日本心療内科学会　教育講演6
座長：細井昌子　演者：河合啓介

15:35-16:00 

日本心療内科学会　教育講演7
座長：細井昌子　演者：須藤信行

16:05-16:30

日本心療内科学会　教育講演8
座長：神原憲治　講師：山口拓洋

16:35-17:00

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター発表は
P.21を参照

16:30-18:00

ポスター発表

16:30-18:00

懇親会19:30- 懇親会19:30-

合同集会　記念企画1
座長：鈴木眞理・村上佳津美
演者：相良洋子・永光信一郎・
　　　増田彰則・鈴木眞理

9:00-10:55
日本歯科心身医学会
シンポジウム
座長：安彦善裕・松本尚之
演者：岡下慎太郎・竹之下美穂・
　　　松岡紘史・古賀千尋

9:00-11:00
日本皮膚科心身医学会
一般演題①～④
座長：堀川達弥

9:00-10:00

日本心療内科学会　
シンポジウム2
座長：松岡弘道
演者：松岡弘道・蓮尾英明

9:35-10:25

日本皮膚科心身医学会　
会長講演
座長：檜垣祐子
演者：羽白　誠

13:30-14:30

日本皮膚科心身医学会　
教育講演
座長：森脇真一
演者：山北高志

14:30-15:30

日本皮膚科心身医学会　
特別講演
座長：松永佳世子
演者：加藤則人

15:30-16:30

日本皮膚科心身医学会　
一般演題⑤～⑧
座長：羽白　誠

16:30-17:30

日本歯科心身医学会
一般演題口演①
座長：北川善政・山崎　裕

14:00～14:50

日本歯科心身医学会
一般演題口演②
座長：齊藤正人・高向和宜

15:00～15:50

日本歯科心身医学会　一般演題口演③
座長：尾口仁志・玉置勝司

16:00～16:30

合同集会　優秀演題口演 
座長：小山敦子・福永幹彦

11:00-11:50

日本心療内科学会 教育企画5
座長：有村達之　演者：山本和美

9:00-9:30

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ①
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：堀　仁子

10:00-10:30

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ②
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：池田政身

10:30-11:00

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ③
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：清水良輔

11:00-11:30

日本心療内科学会 教育講演12
座長：阿部哲也　演者：西田愼二

9:25-9:50

ランチョンセミナー7
エーザイ株式会社
座長：坪井康次
演者：普天間国博

12:00-13:00
ランチョンセミナー8
クラシエ薬品株式会社
座長：山岡昌之
演者：乾　明夫

12:00-13:00
ランチョンセミナー9
マイランEPD合同会社
座長：佐々木大輔 
演者：福土　審

12:00-13:00

合同集会　特別講演3 
座長：小山敦子・福永幹彦
演者：佐々木閑　

13:00-13:50

日本心身医学会　理事長講演 
座長：小山敦子・福永幹彦
演者：福土　審

14:00-14:50 

合同集会　記念企画2
座長：福永幹彦・小山敦子
演者：山本晴義・豊福　明・
　　　角田晃一・中井吉英
　　　

15:00-16:55

日本心療内科学会
シンポジウム3
座長：松田能宣・稲田修士
演者：山田宇以・吉田誠司・
　　　小野陽子

14:00-15:00

日本心療内科学会
シンポジウム4
座長：前田国見・今西伸子
演者：西村勝治・小林清香・
　　　田中順也

15:10-17:10

日本歯科心身医学会　理事会
12:00-14:00

日本心療内科学会学会企画2
演者：村上典子

14:00-15:30

ポスター発表

ポスター閲覧 ポスター閲覧

ポスター発表はP.22を参照

10:30-12:00

ポスター発表
ポスター発表はP.22を参照

10:30-12:00

日本心療内科学会 学会企画1
座長：山岡昌之・荒木登茂子
基調講演：中井吉英
シンポジスト：千葉太郎・小池一喜・
　　　　　五島史行・気賀沢一輝・
　　　　　後山尚久・村山隆志

10:00-11:50

日本皮膚科心身医学会
理事会・評議会

12:00-13:00

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター貼付
9:00-9:30

大阪市中央公会堂 大阪市中央公会堂 大阪市中央公会堂中之島図書館大阪市中央公会堂 中之島図書館大阪市中央公会堂AP大阪淀屋橋中之島図書館



19

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月15日金

第１会場
1階 大集会室

第２会場
3階 中集会室2/3

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

ポスター会場①
3階 特別室

第５会場
多目的スペース2

第６会場
多目的スペース3

ポスター会場②
多目的スペース1

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月16日土

第２会場
3階 中集会室2/3

第１会場
1階 大集会室

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

ポスター会場①
3階 特別室

第６会場
多目的スペース3

第５会場
多目的スペース2

第７会場
4階 南A

第８会場
4階 南B

ポスター会場②
多目的スペース1

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

11月17日日

第１会場
1階 大集会室

第２会場
3階 中集会室2/3

第３会場
3階 小集会室

第４会場
地下1階 大会議室

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

ポスター会場①
3階 特別室

第５会場
多目的スペース2

第６会場
多目的スペース3

ポスター会場②
多目的スペース1

合同集会　会長リレー講演
演者：小山敦子・羽白　誠・
　　　松本尚之・福永幹彦

9:00-10:20

日本心身医学会　特別企画1
座長：江花昭一 
演者：吉川　悟・池見　陽・
　　　坂野雄二

9:30-11:40
共催団体企画
日本心療眼科研究会
座長：土井麻里 
演者：気賀沢一輝・若倉雅登

9:30-10:30

日本心療内科学会　教育講演1
座長：橋爪　誠
演者：Thomas Klonek

14:30-15:30

日本心身医学会　シンポジウム3
コーディネーター：河合啓介
治療方針提示：山内常生・松林　直  
症例提示：田村奈穂・髙倉　修

15:40-17:10

日本心身医学会　シンポジウム5
座長：神原憲治・村川治彦
ケースプレゼンター：平野智子・山本和美
シンポジスト：鹿野理子・濱野清志
指定発言：池見　陽

17:20-19:00

共催団体企画
日本耳鼻咽喉科心身医学研究会
座長：小川　郁
演者：五島史行・堀井　新・
　　　大石直樹・高橋奈央

10:40-11:40合同集会　議長講演
座長：福土　審　演者：久保千春

10:25-11:05

日本心身医学会　教育企画1
演者：林　祐造

9:30-10:00

日本心身医学会　教育企画2
演者：神原憲治

10:10-10:40

日本心身医学会　教育企画3
演者：大森英哉

10:50-11:20

日本心身医学会　教育企画4
演者：太田大介

14:30-15:00

日本心身医学会　教育企画5
演者：三田村仰

15:10-15:40

日本心身医学会　教育企画6
演者：町田知美

15:50-16:20

日本心身医学会　教育企画7
演者：小林伸行

16:30-17:00

日本心身医学会　教育企画8
演者：林　果林

17:10-17:40

日本心身医学会　教育企画9
演者：唐津尚子

17:50-18:20

日本心身医学会　教育企画10
演者：松田真理子

18:30-19:00 

ランチョンセミナー1
ファイザー株式会社
大日本住友製薬株式会社
座長：端詰勝敬　演者：大坪天平

12:00-13:00
ランチョンセミナー2
持田製薬株式会社
座長：金子　宏
演者：大島忠之   

12:00-13:00
ランチョンセミナー3
日本イーライリリー株式会社
塩野義製薬株式会社
座長：大森哲郎　演者：西原真理

12:00-13:00

合同集会　招待講演
座長：久保千春
演者：Hans-Christian Deter

日本心身医学会　教育講演1
座長：岡　孝和　演者：荒瀬由紀

13:40-14:30 

日本心身医学会　教育講演2
座長：福永幹彦　演者：山口育子

16:50-17:30

合同集会　共催団体リレーメッセージ
座長：羽白　誠・松本尚之
演者：松本珠希・村上佳津美・
　　　五島史行・気賀沢一輝・
　　　中川　晶

17:40-18:55

日本心身医学会　シンポジウム2
座長：辻内琢也・阿部哲也
演者：北内信太郎・中村祐三・
　　　阿部哲也・長岡千賀

14:40-16:40 日本心身医学会　特別企画2
座長：中尾睦宏
演者：宮岡　等・久住一郎・
　　　井上幸紀

14:30-16:40

日本心身医学会
パネルディスカッション
座長：宮岡　等・岡田宏基
演者：山根　朗・太田大介・
　　　富永敏行

16:50-18:50

11:10-11:50

日本心身医学会　総会
13:00-13:30

日本心身医学会　シンポジウム1
座長：所　昭宏・網谷真理恵
演者：細井昌子・黒田　綾

14:00-15:00

日本心身医学会　シンポジウム4
演者：阿部哲也・石崎優子
指定発言：福土　審

17:00-18:30

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター貼付

ポスター発表はP.20を参照

17:30-19:00

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター発表はP.20を参照

17:30-19:00

日本心身医学会　症例検討1
演者：西　真如　

14:00-17:10

9:00-9:30

ポスター貼付
12:30-13:00

ポスター撤去
19:00-19:30

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター撤去
15:00-15:30

ポスター撤去
14:00-14:30

ポスター撤去
19:00-19:30

ポスター撤去
18:00-18:30

ポスター撤去
18:00-18:30

日本心身医学会　症例検討2
座長：水野泰行
演者：坂本真佐哉・町田英世・
　　　松原貴子

17:20-19:00

日本心療内科学会
会長企画
座長：小山敦子 
演者：小山敦子・所　昭宏・
　　　山田　祐

9:00-10:25
日本心療内科学会
シンポジウム1
座長：須藤信行・吉原一文 
演者：丸岡秀一郎・村上匡史
指定発言：十川　博

9:00-10:30

共催団体企画　
日本小児心身医学会
座長：村上佳津美 
演者：小柳憲司・岡田あゆみ・
　　　河野政樹・吉田誠司・
　　　作田亮一

9:20-11:20

共催団体企画　
日本女性心身医学会
座長：内出容子・白土なほ子 
演者：春名めぐみ・白土なほ子・
　　　竹内　崇・田中亜季・
　　　茅島江子
　　　

14:00-16:30
日本心療内科学会
グループ企画2
座長：山田宇以 
演者：前川和輝・森川　暢・
　　　吉田常恭・酒井清裕

14:00-15:20

日本心療内科学会　教育企画2
座長：西山順滋
演者：舩越　慶

15:25-16:15
日本心療内科学会　教育企画1
座長：波夛伴和
演者：原島沙紀・中村祐三・阪本　亮

15:05-15:50

日本心療内科学会
教育講演5
座長：蓮尾英明
演者：片岡裕貴

14:00-15:00

日本心療内科学会
日独交流企画2
2-1　座長：橋爪　誠・
　　　　　村上正人
　　演者：橋爪　誠・
　　　　　Robert Smolka・
　　　　　中尾睦宏
2-2　座長：橋爪　誠・
　　　　　村上正人
　　演者：Thomas Klonek

15:55-18:55

日本心療内科学会　教育講演10
座長：大武陽一
演者：黒田浩一郎

18:00-18:55

日本心療内科学会
教育企画3
座長：吉内一浩 
演者：David Kipler・吉内一浩 

16:20-17:25

日本心療内科学会　
教育企画4
4-1 座長：町田英世
 演者：福井義一
 実演：黒丸尊治
4-2 座長：田代雅文
 演者：田代雅文
 実演：阿部和也・佐藤仁和子
実演解説：河津晶子

16:35-18:20

合同集会　特別講演1
座長：久保千春 
演者：山極壽一

10:30-11:20

日本心療内科学会　特別講演
座長：小山敦子 
演者：世耕石弘

13:00-13:50

合同集会　特別講演2
座長：須藤信行
演者：野田聖子

14:30-15:20

イブニングセミナー1
第15回関西サイコオンコロジー研究会
第一三共株式会社
座長：四宮敏章
演者：梅澤志乃・平井　啓・
　　　所　昭宏

17:30-18:55

日本心身医学会
シンポジウム6
座長：平田幸一・関口　敦
演者：関口　敦・井上雄一・
　　　端詰勝敬・福土　審

15:35-17:25

日本心療内科学会　日独交流企画1
座長：村上正人　演者：Stephan Herpertz

13:55-14:25

日本心療内科学会　総会
11:30-12:00

ランチョンセミナー4
株式会社ツムラ
座長：石川俊男
演者：芦原　睦

12:00-13:00
ランチョンセミナー5
塩野義製薬株式会社
武田薬品工業株式会社
座長：村上佳津美　演者：飯田順三

12:00-13:00
ランチョンセミナー6
持田製薬株式会社
田辺三菱製薬株式会社
吉富薬品株式会社
座長：久保木富房　演者：井上　猛

12:00-13:00

日本心療内科学会　教育講演11
座長：河合啓介　演者：石川俊男

18:25-18:55

日本心療内科学会　教育講演9
座長：松岡弘道　演者：重吉康史

17:30-17:55

日本心療内科学会　教育講演2
座長：福永幹彦　演者：岡　孝和

9:00-9:25

日本心療内科学会　教育講演3
座長：須藤信行　演者：福土　審

9:30-9:55

日本心療内科学会　教育講演4
座長：須藤信行　演者：五島史行

10:00-10:25

ポスター閲覧

ポスター発表は
P.21を参照

日本心療内科学会
グループ企画1
座長：中井吉英・金子　宏
演者：西山順滋・奥見裕邦・
　　　齋藤紀先・豊田英嗣・
　　　深尾篤嗣・三輪裕介・
　　　大武陽一

9:15-11:15

合同集会　学術講習会
座長：岡田宏基 
演者：吉内一浩・四宮敏章・
　　　大島　彰

8:20-11:20

合同集会
専門医・登録医講習会
座長：芦原　睦・江花昭一・
　　　小山敦子
演者：吉内一浩・端詰勝敬

14:00-15:10

合同集会　産業医講習会
講師：今村知明
　　　

講師：石澤哲郎
事例検討：芦原　睦・
　　　　　仁木　稔
　　　

15:30-17:00

17:00-18:30

日本心身医学会　グループ企画1
座長：山田宇以 
ファシリテーター：
　網谷真理恵・市来陽子・
　乙成　淳・北島拓真・
　阪本　亮・都田　淳・
　山崎充宏・山根　朗
　
　

17:30-18:55

日本心療内科学会　教育講演6
座長：細井昌子　演者：河合啓介

15:35-16:00 

日本心療内科学会　教育講演7
座長：細井昌子　演者：須藤信行

16:05-16:30

日本心療内科学会　教育講演8
座長：神原憲治　講師：山口拓洋

16:35-17:00

ポスター発表

ポスター閲覧

ポスター発表は
P.21を参照

16:30-18:00

ポスター発表

16:30-18:00

懇親会19:30- 懇親会19:30-

合同集会　記念企画1
座長：鈴木眞理・村上佳津美
演者：相良洋子・永光信一郎・
　　　増田彰則・鈴木眞理

9:00-10:55
日本歯科心身医学会
シンポジウム
座長：安彦善裕・松本尚之
演者：岡下慎太郎・竹之下美穂・
　　　松岡紘史・古賀千尋

9:00-11:00
日本皮膚科心身医学会
一般演題①～④
座長：堀川達弥

9:00-10:00

日本心療内科学会　
シンポジウム2
座長：松岡弘道
演者：松岡弘道・蓮尾英明

9:35-10:25

日本皮膚科心身医学会　
会長講演
座長：檜垣祐子
演者：羽白　誠

13:30-14:30

日本皮膚科心身医学会　
教育講演
座長：森脇真一
演者：山北高志

14:30-15:30

日本皮膚科心身医学会　
特別講演
座長：松永佳世子
演者：加藤則人

15:30-16:30

日本皮膚科心身医学会　
一般演題⑤～⑧
座長：羽白　誠

16:30-17:30

日本歯科心身医学会
一般演題口演①
座長：北川善政・山崎　裕

14:00～14:50

日本歯科心身医学会
一般演題口演②
座長：齊藤正人・高向和宜

15:00～15:50

日本歯科心身医学会　一般演題口演③
座長：尾口仁志・玉置勝司

16:00～16:30

合同集会　優秀演題口演 
座長：小山敦子・福永幹彦

11:00-11:50

日本心療内科学会 教育企画5
座長：有村達之　演者：山本和美

9:00-9:30

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ①
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：堀　仁子

10:00-10:30

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ②
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：池田政身

10:30-11:00

日本皮膚科心身医学会　バーチャルケーススタディ③
座長：片岡葉子・幸野　健　演者：清水良輔

11:00-11:30

日本心療内科学会 教育講演12
座長：阿部哲也　演者：西田愼二

9:25-9:50

ランチョンセミナー7
エーザイ株式会社
座長：坪井康次
演者：普天間国博

12:00-13:00
ランチョンセミナー8
クラシエ薬品株式会社
座長：山岡昌之
演者：乾　明夫

12:00-13:00
ランチョンセミナー9
マイランEPD合同会社
座長：佐々木大輔 
演者：福土　審

12:00-13:00

合同集会　特別講演3 
座長：小山敦子・福永幹彦
演者：佐々木閑　

13:00-13:50

日本心身医学会　理事長講演 
座長：小山敦子・福永幹彦
演者：福土　審

14:00-14:50 

合同集会　記念企画2
座長：福永幹彦・小山敦子
演者：山本晴義・豊福　明・
　　　角田晃一・中井吉英
　　　

15:00-16:55

日本心療内科学会
シンポジウム3
座長：松田能宣・稲田修士
演者：山田宇以・吉田誠司・
　　　小野陽子

14:00-15:00

日本心療内科学会
シンポジウム4
座長：前田国見・今西伸子
演者：西村勝治・小林清香・
　　　田中順也

15:10-17:10

日本歯科心身医学会　理事会
12:00-14:00

日本心療内科学会学会企画2
演者：村上典子

14:00-15:30

ポスター発表

ポスター閲覧 ポスター閲覧

ポスター発表はP.22を参照

10:30-12:00

ポスター発表
ポスター発表はP.22を参照

10:30-12:00

日本心療内科学会 学会企画1
座長：山岡昌之・荒木登茂子
基調講演：中井吉英
シンポジスト：千葉太郎・小池一喜・
　　　　　五島史行・気賀沢一輝・
　　　　　後山尚久・村山隆志

10:00-11:50

日本皮膚科心身医学会
理事会・評議会

12:00-13:00

ポスター貼付
9:00-9:30

ポスター貼付
9:00-9:30

大阪市中央公会堂 大阪市中央公会堂 大阪市中央公会堂中之島図書館大阪市中央公会堂 中之島図書館大阪市中央公会堂AP大阪淀屋橋中之島図書館
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11月15日金 11月16日土
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11月17日日
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17:00

30

18:00

ポ ス タ ー 会 場 ①
大阪市中央公会堂　特別室

10:00

30

11:00

30

12:00

ポ ス タ ー 会 場 ②
大阪府立中之島図書館　多目的スペース１

10:00

30

11:00

30

12:00

ポスター
P1-K1～5

「神経・筋骨格、
運動器 /

生活習慣病①」
座長：中村祐三

ポスター
P1-K6～11
「生活習慣病②/
消化器①」

座長：町田貴胤

ポスター
P1-K12～17

「耳鼻咽喉科 /総合診療、
プライマリ・ケア①」
座長：貫名英之

ポスター
P1-K18～22

「歯科・口腔外科①」
座長：豊福　明

ポスター
P1-K23～26
「悪性腫瘍①」
座長：原田朋子

ポスター
P1-K27～31
「その他①」
座長：樋町美華

ポスター
P1-K32～35
「その他②」
座長：富岡光直

ポスター
P1-K36～40
「その他③」
座長：阪本　亮

1010 1010 1010

1010

2020

1010

ポスター
P1-N1～4
「摂食障害①」
座長：佐藤康弘

ポスター
P1-N5～8
「摂食障害②」
座長：山下　真

ポスター
P1-N9～12
「摂食障害③」
座長：宮崎信行

ポスター
P1-N13～17
「摂食障害④」
座長：胸元孝夫

ポスター
P1-N18～21
「慢性疼痛①」
座長：名越泰秀

ポスター
P1-N22～26
「慢性疼痛②」
座長：朝野泰成

ポスター
P1-N27～29
「精神神経科、
メンタルヘルス①」
座長：松野俊夫

ポスター
P1-N30～34
「精神神経科、
メンタルヘルス②」
座長：細谷紀江

ポスター
P1-N35～38
「精神神経科、
メンタルヘルス③/
小児・思春期①」
座長：久我原明朗

ポスター
P1-N39～42
「小児・思春期②
/呼吸器①」
座長：本谷　亮

ポスター
P2-K1～5
「その他④/
女性診療科、
産婦人科①」
座長：山崎允宏

ポスター
P2-K6～10
「女性診療科、
産婦人科②」
座長：橋本和明

ポスター
P2-K11～16

「小児・思春期③」
座長：大平泰子

ポスター
P2-K17～22

「小児・思春期④」
座長：中島弘徳

ポスター
P2-K23～26
「精神神経科、
メンタルヘルス④」
座長：柴山　修

ポスター
P2-K27～31
「精神神経科、
メンタルヘルス⑤」
座長：上村恵一

ポスター
P2-K32～35
「精神神経科、
メンタルヘルス⑥」
座長：松岡紘史

ポスター
P2-K36～40
「精神神経科、
メンタルヘルス⑦」
座長：天保英明

ポスター
P2-N1～4
「摂食障害⑤」
座長：田村奈穂

ポスター
P2-N5～9
「摂食障害⑥」
座長：庄司知隆

ポスター
P2-N10～15
「消化器②/
慢性疼痛③」
座長：佐藤　研

ポスター
P2-N16～20
「慢性疼痛④/
慢性疲労」

座長：柊　未聖 

ポスター
P2-N21～26
「悪性腫瘍②/
その他⑤」

座長：山田　祐 

ポスター
P2-N27～31
「その他⑥」
座長：遠藤由香

ポスター
P2-N32～37
「その他⑦」
座長：深尾篤嗣

ポスター
P2-N38～42
「その他⑧」
座長：松田史帆

ポスター
P3-K1～5
「総合診療、

プライマリ・ケア②」
座長：酒井清裕

ポスター
P3-K6～10
「総合診療、

プライマリ・ケア③」
座長：今泉澄人

ポスター
P3-K35～39

「歯科・口腔外科④」
座長：伊藤幹子
　　　金光芳郎

ポスター
P3-K16～19
「慢性疼痛⑥」
座長：安野広三

ポスター
P3-K11～15
「呼吸器②/
慢性疼痛⑤」
座長：豊田英嗣

ポスター
P3-K20～22
「老年期 /
アルコール・
薬物依存」

座長：大武陽一

ポスター
P3-K23～26

「眼科 /整形外科 /
循環器」

座長：山田宇以

ポスター
P3-K27～30

「歯科・口腔外科②」
座長：岡田智雄
　　　島田　淳

ポスター
P3-K31～34

「歯科・口腔外科③」
座長：香西克之
　　　杉本是明

ポスター
P3-N1～4
「精神神経科、
メンタルヘルス⑧」
座長：宮本せら紀

ポスター
P3-N5～9
「精神神経科、
メンタルヘルス⑨」
座長：竹内武昭

ポスター
P3-N10～14
「内分泌・代謝」
座長：島津真理子

ポスター
P3-N15～19

「小児・思春期⑤」
座長：加藤文恵

ポスター
P3-N20～25
「その他⑨」
座長：富永敏行

ポスター
P3-N26～30
「その他⑩」
座長：山根　朗

ポスター
P3-N31～36
「その他⑪」
座長：大谷　真

ポスター
P3-N37～41
「その他⑫」

座長：網谷真理恵

ポスター日程表
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11月15日金 11月16日土

ポ ス タ ー 会 場 ①
大阪市中央公会堂　特別室

11月17日日

17:00

30

18:00

30

19:00

ポ ス タ ー 会 場 ②
大阪府立中之島図書館　多目的スペース１

17:00

30

18:00

30

19:00

ポ ス タ ー 会 場 ①
大阪市中央公会堂　特別室

16:00

30

17:00

30

18:00

ポ ス タ ー 会 場 ②
大阪府立中之島図書館　多目的スペース１

16:00

30

17:00

30

18:00

ポ ス タ ー 会 場 ①
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30

11:00

30

12:00

ポスター
P1-K1～5

「神経・筋骨格、
運動器 /

生活習慣病①」
座長：中村祐三

ポスター
P1-K6～11
「生活習慣病②/
消化器①」

座長：町田貴胤

ポスター
P1-K12～17

「耳鼻咽喉科 /総合診療、
プライマリ・ケア①」
座長：貫名英之

ポスター
P1-K18～22

「歯科・口腔外科①」
座長：豊福　明

ポスター
P1-K23～26
「悪性腫瘍①」
座長：原田朋子

ポスター
P1-K27～31
「その他①」
座長：樋町美華

ポスター
P1-K32～35
「その他②」
座長：富岡光直

ポスター
P1-K36～40
「その他③」
座長：阪本　亮

1010 1010 1010

1010

2020

1010

ポスター
P1-N1～4
「摂食障害①」
座長：佐藤康弘

ポスター
P1-N5～8
「摂食障害②」
座長：山下　真

ポスター
P1-N9～12
「摂食障害③」
座長：宮崎信行

ポスター
P1-N13～17
「摂食障害④」
座長：胸元孝夫

ポスター
P1-N18～21
「慢性疼痛①」
座長：名越泰秀

ポスター
P1-N22～26
「慢性疼痛②」
座長：朝野泰成

ポスター
P1-N27～29
「精神神経科、
メンタルヘルス①」
座長：松野俊夫

ポスター
P1-N30～34
「精神神経科、
メンタルヘルス②」
座長：細谷紀江

ポスター
P1-N35～38
「精神神経科、
メンタルヘルス③/
小児・思春期①」
座長：久我原明朗

ポスター
P1-N39～42
「小児・思春期②
/呼吸器①」
座長：本谷　亮

ポスター
P2-K1～5
「その他④/
女性診療科、
産婦人科①」
座長：山崎允宏

ポスター
P2-K6～10
「女性診療科、
産婦人科②」
座長：橋本和明

ポスター
P2-K11～16

「小児・思春期③」
座長：大平泰子

ポスター
P2-K17～22

「小児・思春期④」
座長：中島弘徳

ポスター
P2-K23～26
「精神神経科、
メンタルヘルス④」
座長：柴山　修

ポスター
P2-K27～31
「精神神経科、
メンタルヘルス⑤」
座長：上村恵一

ポスター
P2-K32～35
「精神神経科、
メンタルヘルス⑥」
座長：松岡紘史

ポスター
P2-K36～40
「精神神経科、
メンタルヘルス⑦」
座長：天保英明

ポスター
P2-N1～4
「摂食障害⑤」
座長：田村奈穂

ポスター
P2-N5～9
「摂食障害⑥」
座長：庄司知隆

ポスター
P2-N10～15
「消化器②/
慢性疼痛③」
座長：佐藤　研

ポスター
P2-N16～20
「慢性疼痛④/
慢性疲労」

座長：柊　未聖 

ポスター
P2-N21～26
「悪性腫瘍②/
その他⑤」

座長：山田　祐 

ポスター
P2-N27～31
「その他⑥」
座長：遠藤由香

ポスター
P2-N32～37
「その他⑦」
座長：深尾篤嗣

ポスター
P2-N38～42
「その他⑧」
座長：松田史帆

ポスター
P3-K1～5
「総合診療、

プライマリ・ケア②」
座長：酒井清裕

ポスター
P3-K6～10
「総合診療、

プライマリ・ケア③」
座長：今泉澄人

ポスター
P3-K35～39

「歯科・口腔外科④」
座長：伊藤幹子
　　　金光芳郎

ポスター
P3-K16～19
「慢性疼痛⑥」
座長：安野広三

ポスター
P3-K11～15
「呼吸器②/
慢性疼痛⑤」
座長：豊田英嗣

ポスター
P3-K20～22
「老年期 /
アルコール・
薬物依存」

座長：大武陽一

ポスター
P3-K23～26

「眼科 /整形外科 /
循環器」

座長：山田宇以

ポスター
P3-K27～30

「歯科・口腔外科②」
座長：岡田智雄
　　　島田　淳

ポスター
P3-K31～34

「歯科・口腔外科③」
座長：香西克之
　　　杉本是明

ポスター
P3-N1～4
「精神神経科、
メンタルヘルス⑧」
座長：宮本せら紀

ポスター
P3-N5～9
「精神神経科、
メンタルヘルス⑨」
座長：竹内武昭

ポスター
P3-N10～14
「内分泌・代謝」
座長：島津真理子

ポスター
P3-N15～19

「小児・思春期⑤」
座長：加藤文恵

ポスター
P3-N20～25
「その他⑨」
座長：富永敏行

ポスター
P3-N26～30
「その他⑩」
座長：山根　朗

ポスター
P3-N31～36
「その他⑪」
座長：大谷　真

ポスター
P3-N37～41
「その他⑫」

座長：網谷真理恵
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ポスター
P1-K1～5

「神経・筋骨格、
運動器 /

生活習慣病①」
座長：中村祐三

ポスター
P1-K6～11
「生活習慣病②/
消化器①」

座長：町田貴胤

ポスター
P1-K12～17

「耳鼻咽喉科 /総合診療、
プライマリ・ケア①」
座長：貫名英之

ポスター
P1-K18～22

「歯科・口腔外科①」
座長：豊福　明

ポスター
P1-K23～26
「悪性腫瘍①」
座長：原田朋子

ポスター
P1-K27～31
「その他①」
座長：樋町美華

ポスター
P1-K32～35
「その他②」
座長：富岡光直

ポスター
P1-K36～40
「その他③」
座長：阪本　亮
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1010

2020

1010

ポスター
P1-N1～4
「摂食障害①」
座長：佐藤康弘

ポスター
P1-N5～8
「摂食障害②」
座長：山下　真

ポスター
P1-N9～12
「摂食障害③」
座長：宮崎信行

ポスター
P1-N13～17
「摂食障害④」
座長：胸元孝夫

ポスター
P1-N18～21
「慢性疼痛①」
座長：名越泰秀

ポスター
P1-N22～26
「慢性疼痛②」
座長：朝野泰成

ポスター
P1-N27～29
「精神神経科、
メンタルヘルス①」
座長：松野俊夫

ポスター
P1-N30～34
「精神神経科、
メンタルヘルス②」
座長：細谷紀江

ポスター
P1-N35～38
「精神神経科、
メンタルヘルス③/
小児・思春期①」
座長：久我原明朗

ポスター
P1-N39～42
「小児・思春期②
/呼吸器①」
座長：本谷　亮

ポスター
P2-K1～5
「その他④/
女性診療科、
産婦人科①」
座長：山崎允宏

ポスター
P2-K6～10
「女性診療科、
産婦人科②」
座長：橋本和明

ポスター
P2-K11～16

「小児・思春期③」
座長：大平泰子

ポスター
P2-K17～22

「小児・思春期④」
座長：中島弘徳

ポスター
P2-K23～26
「精神神経科、
メンタルヘルス④」
座長：柴山　修

ポスター
P2-K27～31
「精神神経科、
メンタルヘルス⑤」
座長：上村恵一

ポスター
P2-K32～35
「精神神経科、
メンタルヘルス⑥」
座長：松岡紘史

ポスター
P2-K36～40
「精神神経科、
メンタルヘルス⑦」
座長：天保英明

ポスター
P2-N1～4
「摂食障害⑤」
座長：田村奈穂

ポスター
P2-N5～9
「摂食障害⑥」
座長：庄司知隆

ポスター
P2-N10～15
「消化器②/
慢性疼痛③」
座長：佐藤　研

ポスター
P2-N16～20
「慢性疼痛④/
慢性疲労」

座長：柊　未聖 

ポスター
P2-N21～26
「悪性腫瘍②/
その他⑤」

座長：山田　祐 

ポスター
P2-N27～31
「その他⑥」
座長：遠藤由香

ポスター
P2-N32～37
「その他⑦」
座長：深尾篤嗣

ポスター
P2-N38～42
「その他⑧」
座長：松田史帆

ポスター
P3-K1～5
「総合診療、

プライマリ・ケア②」
座長：酒井清裕

ポスター
P3-K6～10
「総合診療、

プライマリ・ケア③」
座長：今泉澄人

ポスター
P3-K35～39

「歯科・口腔外科④」
座長：伊藤幹子
　　　金光芳郎

ポスター
P3-K16～19
「慢性疼痛⑥」
座長：安野広三

ポスター
P3-K11～15
「呼吸器②/
慢性疼痛⑤」
座長：豊田英嗣

ポスター
P3-K20～22
「老年期 /
アルコール・
薬物依存」

座長：大武陽一

ポスター
P3-K23～26

「眼科 /整形外科 /
循環器」

座長：山田宇以

ポスター
P3-K27～30

「歯科・口腔外科②」
座長：岡田智雄
　　　島田　淳

ポスター
P3-K31～34

「歯科・口腔外科③」
座長：香西克之
　　　杉本是明

ポスター
P3-N1～4
「精神神経科、
メンタルヘルス⑧」
座長：宮本せら紀

ポスター
P3-N5～9
「精神神経科、
メンタルヘルス⑨」
座長：竹内武昭

ポスター
P3-N10～14
「内分泌・代謝」
座長：島津真理子

ポスター
P3-N15～19

「小児・思春期⑤」
座長：加藤文恵

ポスター
P3-N20～25
「その他⑨」
座長：富永敏行

ポスター
P3-N26～30
「その他⑩」
座長：山根　朗

ポスター
P3-N31～36
「その他⑪」
座長：大谷　真

ポスター
P3-N37～41
「その他⑫」
座長：網谷真理恵
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合同集会

会長リレー講演� 11月15日（金）　9：00～10：20　第1会場

合同_会長-1	 第 24 回日本心療内科学会総会・学術大会の見どころ
近畿大学医学部内科学教室心療内科部門�　小山　敦子 （p. 78）

合同_会長-2	 日本皮膚科心身医学会について
はしろクリニック�　羽白　誠 （p. 79）

合同_会長-3	 日本歯科心身医学会のこれまでの 34年
大阪歯科大学歯科矯正学講座�　松本　尚之 （p. 80）

合同_会長-4	 地理，気候，災害，文化と日本の心身医学
関西医科大学心療内科学講座�　福永　幹彦 （p. 81）

議長講演� 11月15日（金）　10：25～11：05　第1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

日本の心身医学　これまでの60年，これからの60年
九州大学�　久保　千春 （p. 82）

招待講演� 11月15日（金）　11：10～11：50　第1会場

座長：九州大学�　久保　千春

心身医学の未来－今後60年間のオプション，展望，リスク
Psychosomatic�medicine�and�psychotherapy,�Campus�Benjamin�Franklin�of�Charité,�Berlin/Germany�　

Hans-Christian Deter （p. 83）

第2回日本心身医学関連学会合同集会プログラム
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共催団体リレーメッセージ� 11月15日（金）　17：40～18：55　第1会場

座長：はしろクリニック�　羽白　誠
　　　大阪歯科大学歯科矯正学講座�　松本　尚之

合同_共催-1	 女性心身の現在未来
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 （p. 84）

合同_共催-2	 子どもたちの明るい未来のために
堺咲花病院心身診療科／日本小児心身医学会�　村上　佳津美 （p. 85）

合同_共催-3	 耳鼻咽喉科心身医学研究会の現在と未来
東海大学医学部耳鼻咽喉科�　五島　史行 （p. 86）

合同_共催-4	 日本心療眼科研究会の現在と未来
杏林大学医学部眼科学教室�　気賀沢　一輝 （p. 87）

合同_共催-5	 我が国における保健医療行動科学のあゆみ
京都看護大学／なかがわ中之島クリニック�　中川　晶 （p. 88）

特別講演1� 11月16日（土）　10：30～11：20　第1会場

座長：九州大学�　久保　千春

人類の心身の進化と現代とのミスマッチ―ゴリラから見た人間の現在
京都大学�　山極　壽一 （p. 89）

特別講演2� 11月16日（土）　14：30～15：20　第1会場

座長：九州大学大学院医学研究院心身医学�　須藤　信行

痛みのない日本を作るために
衆議院議員・慢性の痛み対策議員連盟�　野田　聖子 （p. 90）

特別講演3� 11月17日（日）　13：00～13：50　第1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
　　　関西医科大学心療内科学講座�　福永　幹彦

心の医療としての仏教
花園大学�　佐々木　閑 （p. 91）
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記念企画1� 11月17日（日）　9：00～10：55　第1会場

座長：政策研究大学院大学保健管理センター�　鈴木　眞理
　　　堺咲花病院心身診療科／日本小児心身医学会�　村上　佳津美

企画者：関西医科大学心療内科学講座�　福永　幹彦

生老病死と心身医学1

合同_記念1-1	 DOHaDの概念から考える周産期の重要性
さがらレディスクリニック／日本女性心身医学会�　相良　洋子 （p. 92）

合同_記念1-2	 子どもの心とからだ　―親子の心の診療と思春期―
久留米大学病院小児科�　永光　信一郎 （p. 93）

合同_記念1-3	 睡眠不足とメデイア漬けから子どもの脳を守る
増田クリニック�　増田　彰則 （p. 93）

合同_記念1-4	 思春期～成人期の摂食障害の現況と支援体制
政策研究大学院大学保健管理センター�　鈴木　眞理 （p. 94）

記念企画2� 11月17日（日）　15：00～16：55　第1会場

座長：関西医科大学心療内科学講座�　福永　幹彦
　　　近畿大学医学部内科学教室心療内科部門�　小山　敦子

企画者：関西医科大学心療内科学講座�　福永　幹彦

生老病死と心身医学2

合同_記念2-1	 成人期　仕事と心身の健康	
勤労者医療と予防医療の立場から
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院・勤労者メンタルヘルスセンター�　山本　晴義 （p. 95）

合同_記念2-2	 老年期の口腔セネストパチー
東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野�　豊福　明 （p. 95）

合同_記念2-3	 老人の音声変化とその対策，健康長寿に向けて
独立行政法人国立病院機構東京医療センター人工臓器・機器開発研究部�　角田　晃一 （p. 96）

合同_記念2-4	 死と心身医学
西京都病院心療内科／関西医科大学�　中井　吉英 （p. 96）

専門医・登録医講習会� 11月16日（土）　14：00～15：10　第8会場

座長：労働者健康安全機構中部ろうさい病院心療内科�　芦原　睦
　　　神奈川大学保健管理センター�　江花　昭一

　　　近畿大学医学部内科学教室心療内科部門�　小山　敦子

合同_専登-1	 専門医制度の現状について
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. 97）

合同_専登-2	 登録医・専門医に必要な診療報酬の知識
東邦大学医学部心身医学講座�　端詰　勝敬 （p. 98）
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学術講習会� 11月16日（土）　8：20～11：20　第8会場

座長：香川大学医学部医学教育学講座�　岡田　宏基

合同_学講-1	 サイコオンコロジー概論，抑うつ・不安・せん妄
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. 99）

合同_学講-2	 患者－医療者関係を円滑に行うためのコミュニケーションスキルについて
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. 99）

合同_学講-3	 がん患者の体と心に寄り添う意思決定支援のすすめ
独立行政法人国立病院機構九州がんセンターサイコオンコロジー科�　大島　彰 （p. 100）

産業医講習会� 11月16日（土）　15：30～18：30　第8会場

合同_産講-1	 産業医制度の動向と働き方改革の影響
奈良県立医科大学公衆衛生学講座�　今村　知明 （p. 101）

合同_産講-2	 法的諸問題と産業医対応～長時間労働やハラスメント問題を有する事例の検討～
産業医事務所セントラルメディカルサポート�　石澤　哲郎 （p. 101）

事例検討 労働者健康安全機構中部ろうさい病院心療内科�　芦原　睦
医療法人生樹会渡辺病院�　仁木　稔
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日本心身医学会

理事長講演� 11月17日（日）　14：00～14：50　第1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
　　　関西医科大学心療内科学講座�　福永　幹彦

未来の心身医学徒へ
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. 104）

教育講演1� 11月15日（金）　13：40～14：30　第1会場

座長：国際医療福祉大学病院心療内科�　岡　孝和

人工知能における「対話」と「共感」
大阪大学�　荒瀬　由紀 （p. 105）

教育講演2� 11月15日（金）　16：50～17：30　第1会場

座長：関西医科大学心療内科学講座�　福永　幹彦

患者の立場で考える共感
認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML�　山口　育子 （p. 106）

特別企画1� 11月15日（金）　9：30～11：40　第2会場

座長：神奈川大学保健管理センター�　江花　昭一
企画者：関西医科大学心療内科学講座�　福永　幹彦

心身医学を専門とする医師に知ってもらいたいこと 心理学から

心身_SP1-1	 心身医学を専門とする医師に知ってもらいたいこと	心理学から
龍谷大学文学部�　吉川　悟 （p. 107）

心身_SP1-2	 心身医学を専門とする医師に知ってもらいたいこと	心理学から
関西大学大学院心理学研究科�　池見　陽 （p. 108）

心身_SP1-3	 心身医学を専門とする医師に知ってもらいたいこと	
－特に，認知行動療法の立場から－

北海道医療大学�　坂野　雄二 （p. 108）
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特別企画2� 11月15日（金）　14：30～16：40　第2会場

座長：国際医療福祉大学医学部心療内科学�　中尾　睦宏
企画者：関西医科大学心療内科学講座�　福永　幹彦

心身医学を専門とする医師に知ってもらいたいこと 精神医学から

心身_SP2-1	 心身医学を専門とする医師に知ってもらいたいこと－精神医学から－
北里大学医学部精神科�　宮岡　等 （p. 109）

心身_SP2-2	 双極性うつ病の診断と治療
北海道大学大学院医学研究院精神医学教室�　久住　一郎 （p. 110）

心身_SP2-3	 精神科医から～立ち位置の明確化と連携のお願い～
大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学�　井上　幸紀 （p. 110）

シンポジウム1� 11月15日（金）　14：00～15：00　第6会場

座長：国立病院機構近畿中央呼吸器センター心療内科／支持・緩和療法チーム室�　所　昭宏
　　　鹿児島大学医歯学総合研究科地域医療学講座�　網谷　真理恵

『心療内科の男女共同参画推進とワーク＆ライフバランス』 
～日本心身医学関連学会の取り組み～ 
共催：日本医師会女性医師支援センター

心身_SY1-1	 大学病院における女性医師の働き方：男女共同参画とキャリア形成の観点から
九州大学病院心療内科・集学的痛みセンター�　細井　昌子 （p. 111）

心身_SY1-2	 ある心療内科医（子育て世代）の 1週間
神戸赤十字病院心療内科�　黒田　綾 （p. 112）

シンポジウム2� 11月15日（金）　14：40～16：40　第1会場

座長：早稲田大学人間科学学術院・健康福祉科学科・健康生命医科学研究領域／早稲田大学災害復興医療人類学研究所�　辻内　琢也
　　　関西医科大学心療内科学講座�　阿部　哲也

企画者：関西医科大学心療内科学講座�　阿部　哲也

医療における共感を考える

心身_SY2-1	 医療における共感　-臨床の立場から -
和歌山県立こころの医療センター診療部�　北内　信太郎 （p. 113）

心身_SY2-2	 臨床に繋げる共感　―質問紙から見えてきた医学教育の中の共感―
東邦大学医学部心身医学講座�　中村　祐三 （p. 113）

心身_SY2-3	 診察中の共感場面での医師・患者の相互行為を，会話から質的にとらえる
関西医科大学心療内科学講座�　阿部　哲也 （p. 114）

心身_SY2-4	 心理臨床の対話における非言語コミュニケーション：映像解析による検討
追手門学院大学�　長岡　千賀 （p. 114）
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シンポジウム3� 11月15日（金）　15：40～17：10　第4会場

企画者：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

心身症の治療戦略2－極度の低体重神経性やせ症患者の入院治療－

心身_SY3-1	 症例提示　―治療拒否が強かった神経性やせ症の一例―
九州大学病院心療内科�　髙倉　修 （p. 115）

心身_SY3-2	 低体重の摂食障害の入院治療・身体管理について
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 （p. 116）

心身_SY3-3	 総合病院精神科が入院治療で出来ること，すべきこと
大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学�　山内　常生 （p. 116）

心身_SY3-4	 神経性やせ症に対する治療を振り返る
福岡徳洲会病院心療内科・内分泌科�　松林　直 （p. 117）

コーディネーター 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

シンポジウム4� 11月15日（金）　17：00～18：30　第6会場

企画者：関西医科大学心療内科学講座�　阿部　哲也

心身_SY4	 小児科から心療内科へ　心身症の移行医療	
―関西医科大学小児科から心療内科への移行の経験から

関西医科大学小児科�　石﨑　優子 （p. 118）

関西医科大学心療内科学講座�　阿部　哲也

指定発言 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



36

シンポジウム5� 11月15日（金）　17：20～19：00　第4会場

座長：香川大学医学部臨床心理学科心身医学�　神原　憲治
　　　関西大学人間健康学部�　村川　治彦

企画者：香川大学医学部臨床心理学科心身医学�　神原　憲治

高度情報化社会における心身の内的プロセスと内受容感覚

心身_SY5-1	 フォーカシングによる心身へのアプローチ　	
―心理臨床と対人援助職支援のケースより―

関西医科大学心理学教室�　平野　智子 （p. 119）

心身_SY5-2	 アレキシソミアの慢性疼痛患者へのマインドフルネス・アプローチの事例
医療法人弘正会西京都病院心療内科／関西医科大学心療内科学講座�　山本　和美 （p. 119）

心身_SY5-3	 アレキシサイミアにおける島皮質での内臓知覚と自覚的感覚の乖離
きらり健康生活協同組合／東北大学大学院医学系研究科行動医学分野�　鹿野　理子 （p. 120）

心身_SY5-4	 アイデンティティ感覚の基盤となる内受容感覚
京都文教大学臨床心理学部�　濱野　清志 （p. 120）

指定発言 関西大学大学院心理学研究科�　池見　陽

シンポジウム6� 11月16日（土）　15：35～17：25　第1会場

座長：獨協医科大学内科学（神経）�　平田　幸一
　　　国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所�　関口　敦

企画者：国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所�　関口　敦

中枢神経感作病態としての心身相関

心身_SY6-1	 脳画像研究で検証する中枢神経感作病態
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所�　関口　敦 （p. 121）

心身_SY6-2	 Restless	legs 症候群と中枢性感作
東京医科大学睡眠学講座教授�　井上　雄一 （p. 122）

心身_SY6-3	 中枢神経感作病態としての心身相関
東邦大学医学部心身医学講座�　端詰　勝敬 （p. 122）

心身_SY6-4	 中枢神経感作病態における心身相関
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. 123）
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パネルディスカッション� 11月15日（金）　16：50～18：50　第2会場

座長：北里大学医学部精神科�　宮岡　等
　　　香川大学医学部医学教育学講座�　岡田　宏基
企画者：関西医科大学心療内科学講座�　山根　朗

心身症再考

心身_PD-1	 現代と未来に適合する心身症概念を目指して
関西医科大学心療内科学講座�　山根　朗 （p. 124）

心身_PD-2	 心身症再考－不定愁訴をふくめた提言－
聖路加国際病院心療内科�　太田　大介 （p. 124）

心身_PD-3	 心身症と身体症状症および関連症群の異同　精神科医の立場から
京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学（精神医学教室）�　富永　敏行 （p. 125）

教育企画1� 11月15日（金）　9：30～10：00　第3会場

行動療法（エクスポージャー）：不安症の認知行動療法
菜の花心療クリニック�　林　祐造 （p. 125）

教育企画2� 11月15日（金）　10：10～10：40　第3会場

心身医学における心拍変動
香川大学医学部臨床心理学科心身医学�　神原　憲治 （p. 126）

教育企画3� 11月15日（金）　10：50～11：20　第3会場

筋膜リリース
表参道ペインクリニック�　大森　英哉 （p. 126）

教育企画4� 11月15日（金）　14：30～15：00　第3会場

森田療法
聖路加国際病院心療内科�　太田　大介 （p. 127）

教育企画5� 11月15日（金）　15：10～15：40　第3会場

機能的アサーションとは何か？
立命館大学総合心理学部／三田村カウンセリング・オフィス／個人開業�　三田村　仰 （p. 127）
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教育企画6� 11月15日（金）　15：50～16：20　第3会場

心身医学における食道内圧の活用法
東北労災病院／東北大学病院心療内科�　町田　知美 （p. 128）

教育企画7� 11月15日（金）　16：30～17：00　第3会場

直腸肛門機能評価とその治療的応用
大腸肛門病センター高野病院�　小林　伸行 （p. 128）

教育企画8� 11月15日（金）　17：10～17：40　第3会場

心身医療における脳波検査活用法～脳の問題か，気持ちの問題か～
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 （p. 129）

教育企画9� 11月15日（金）　17：50～18：20　第3会場

知能検査
システムズアプローチ研究所，コミュニケーション・ケアセンター�　唐津　尚子 （p. 129）

教育企画10� 11月15日（金）　18：30～19：00　第3会場

箱庭療法の基礎と臨床事例について
京都文教大学臨床心理学部�　松田　真理子 （p. 130）

症例検討1� 11月15日（金）　14：00～17：10　第5会場

医療人類学のレンズを心療内科症例検討会に取り入れたら
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科�　西　真如 （p. 131）



39

症例検討2� 11月15日（金）　17：20～19：00　第5会場

座長：関西医科大学心療内科学講座�　水野　泰行 （p. 131）

一歩進んだ慢性疼痛診療に向けて 
－リフレクティング・プロセスによる模擬ケースコンサルテーション－

演者 神戸松蔭女子学院大学�　坂本　真佐哉

医療法人まちだクリニック�　町田　英世

神戸学院大学総合リハビリテーション学部�　松原　貴子

グループ企画1� 11月16日（土）　17：30～18：55　第7会場

座長：聖路加国際病院心療内科�　山田　宇以
企画者：聖路加国際病院心療内科�　山田　宇以

若手ワーキンググループ企画　 
皆で考えよう！心身医学を活かすための教育～コミュニケーション編～ （p. 132）

ファシリテーター 鹿児島大学医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター�　網谷　真理恵
聖路加国際病院心療内科�　市来　陽子

九州大学病院�　乙成　淳
堺市立総合医療センター内科統括部�　北島　拓真
近畿大学医学部内科学教室心療内科部門�　阪本　亮
東邦大学医療センター大森病院心療内科�　都田　淳
東京大学医学部附属病院心療内科�　山崎　充宏

関西医科大学心療内科学講座�　山根　朗
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日本心療内科学会

会長企画� 11月16日（土）　9：00～10：25　第1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
企画者：近畿大学医学部内科学教室心療内科部門�　小山　敦子

心身医学とサイコオンコロジーの未来戦略～心療内科医の立場から～

心療_会長-1	 心身医学とサイコオンコロジーの未来戦略～心療内科医の立場から～
近畿大学医学部内科学教室心療内科部門�　小山　敦子 （p. 134）

心療_会長-2	 心療内科のサイコオンコロジー，緩和医療への貢献
国立病院機構近畿中央呼吸器センター心療内科／支持・緩和療法チーム�　所　昭宏 （p. 135）

心療_会長-3	 我が国の心療内科医が実践しているサイコオンコロジーの実態と今後の展望
国際医療福祉大学病院心療内科�　山田　祐 （p. 136）

特別講演� 11月16日（土）　13：00～13：50　第1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

知と汗と涙の近大流コミュニケーション戦略
近畿大学総務部�　世耕　石弘 （p. 137）

教育講演1� 11月15日（金）　14：30～15：30　第4会場

座長：橋爪医院�　橋爪　誠

心身医学におけるバリントグループ―その歴史と臨床的意義―
Medicos�Oberhausen�Psychosomatic�Daycare�Rehabilitation�Center,�Oberhausen,�Germany�　

Thomas Klonek （p. 138）

教育講演2� 11月16日（土）　9：00～9：25　第4会場

座長：関西医科大学心療内科学講座�　福永　幹彦

機能性高体温症（心因性発熱）の病態生理と治療
国際医療福祉大学医学部心療内科学�　岡　孝和 （p. 139）

教育講演3� 11月16日（土）　9：30～9：55　第4会場

座長：九州大学大学院医学研究院心身医学�　須藤　信行

機能性消化管障害の心身医療の新展開
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. 140）
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教育講演4� 11月16日（土）　10：00～10：25　第4会場

座長：九州大学大学院医学研究院心身医学�　須藤　信行

めまい患者における心因の関与と対応
東海大学医学部耳鼻咽喉科�　五島　史行 （p. 141）

教育講演5� 11月16日（土）　14：00～15：00　第4会場

座長：関西医科大学心療内科学講座／関西医科大学緩和ケアセンター�　蓮尾　英明

Letter to the editorを書いてみよう！～科学的文章への第一歩
兵庫県立尼崎総合医療センター呼吸器内科／臨床研究推進ユニット�　片岡　裕貴 （p. 142）

教育講演6� 11月16日（土）　15：35～16：00　第7会場

座長：九州大学病院心療内科／集学的痛みセンター�　細井　昌子

最近の摂食障害治療と課題
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 （p. 143）

教育講演7� 11月16日（土）　16：05～16：30　第7会場

座長：九州大学病院心療内科／集学的痛みセンター�　細井　昌子

腸内細菌－腸－脳相関
九州大学大学院医学研究院心身医学�　須藤　信行 （p. 144）

教育講演8� 11月16日（土）　16：35～17：00　第7会場

座長：香川大学医学部臨床心理学科心身医学�　神原　憲治

心身医学関連の英文論文作成のための統計解析
東北大学大学院医学系研究科医学統計学分野／東北大学病院臨床試験データセンター�　山口　拓洋 （p. 145）

教育講演9� 11月16日（土）　17：30～17：55　第3会場

座長：近畿大学医学部内科学教室心療内科部門／近畿大学病院緩和ケアセンター�　松岡　弘道

体内時計を意識した睡眠障害への新しいアプローチ
近畿大学医学部解剖学教室／近畿大学附属病院呼吸器アレルギー内科・睡眠体内時計外来�　重吉　康史 （p. 146）
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教育講演10� 11月16日（土）　18：00～18：55　第3会場

座長：伊丹せいふう病院内科�　大武　陽一

医療社会学からみた1970年頃からの「新しい医学・医療」の登場と 
それをめぐる「論争」

龍谷大学社会学部�　黒田　浩一郎 （p. 147）

教育講演11� 11月16日（土）　18：25～18：55　第2会場

座長：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

心療内科や産業現場におけるいわゆる大人の発達障害（神経発達症）への対応の実際
いしかわストレスケアクリニック�　石川　俊男 （p. 148）

教育講演12� 11月17日（日）　9：25～9：50　第6会場

座長：関西医科大学心療内科学講座�　阿部　哲也

慢性疼痛患者に対する，漢方医学的診察と処方選択
にしだクリニック�　西田　愼二 （p. 149）

シンポジウム1� 11月16日（土）　9：00～10：30　第3会場

座長：九州大学大学院医学研究院心身医学�　須藤　信行
　　　九州大学大学院医学研究院心身医学�　吉原　一文

企画者：呼吸器心身医学ネットワーク事務局�

呼吸器を専門としない先生方にも知っていただきたい呼吸器心身症の最新のトピック／

指定発言 九州中央病院�　十川　博

心療_SY1-1	 心療内科医も知っておきたい喘息の分子病態と治療　Up-To-Date
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野／日本大学医学部附属板橋病院心療内科�　丸岡　秀一郎 （p. 150）

心療_SY1-2	 青年期気管支喘息の一例
独立行政法人国立病院機構福岡病院心療内科�　村上　匡史 （p. 151）
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シンポジウム2� 11月17日（日）　9：35～10：25　第2会場

座長：近畿大学医学部内科学教室心療内科部門／近畿大学病院緩和ケアセンター�　松岡　弘道
企画者：近畿大学医学部内科学教室心療内科部門／近畿大学病院緩和ケアセンター�　松岡　弘道

知っておきたいがん医療における非がん痛のみかた

心療_SY2-1	 がん患者の痛みを評価する際の注意点
近畿大学医学部内科学教室心療内科部門／近畿大学病院緩和ケアセンター�　松岡　弘道 （p. 152）

心療_SY2-2	 がん医療における非がん痛の実用的な心身医学アプローチ
関西医科大学心療内科学講座／関西医科大学緩和ケアセンター�　蓮尾　英明 （p. 152）

シンポジウム3� 11月17日（日）　14：00～15：00　第2会場

座長：独立法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター�　松田　能宣
　　　東京大学医学部附属病院心療内科�　稲田　修士

企画者：聖路加国際病院心療内科�　山田　宇以

使いこなしたいプラセボ効果！気をつけたいノセボ効果！～心療内科，婦人科，小児科が
放つ三本の矢～

心療_SY3-1	 プラセボ効果・ノセボ効果：総論・心療内科医としての工夫
聖路加国際病院心療内科�　山田　宇以 （p. 153）

心療_SY3-2	 小児科診療で使えるプラセボ効果
大阪医科大学小児科�　吉田　誠司 （p. 154）

心療_SY3-3	 女性の好き・嫌い・心の機微　どう診療に役立てる？
東邦大学医療センター大森病院心療内科�　小野　陽子 （p. 154）

シンポジウム4� 11月17日（日）　15：10～17：10　第2会場

座長：医療法人社団前田記念会石神井公園じんクリニック�　前田　国見
　　　医療法人柏友会柏友千代田クリニック�　今西　伸子

企画者：伊丹せいふう病院内科�　大武　陽一

サイコネフロロジー入門

心療_SY4-1	 精神科医からみたサイコネフロロジー入門
東京女子医科大学精神医学�　西村　勝治 （p. 155）

心療_SY4-2	 心理職からみたサイコネフロロジー入門 : 行動科学の視点から
埼玉医科大学総合医療センター�　小林　清香 （p. 156）

心療_SY4-3	 「何も考えられない，考えたくない」の言葉に含まれる患者の真意	
糖尿病性腎症から透析導入に至り終末期に移行した患者との関わり

地方独立行政法人堺市立総合医療センター看護局�　田中　順也 （p. 156）
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教育企画1� 11月16日（土）　15：05～15：50　第4会場

座長：九州大学病院心療内科�　波夛　伴和
企画者：近畿大学医学部内科学教室心療内科部門／近畿大学病院緩和ケアセンター�　阪本　亮

初心者ほど聞いて得する研究経験

心療_EP1-1	 他科と連携した後向き研究，多施設共同の前向き研究の経験
東京大学医学部附属病院心療内科�　原島　沙季 （p. 157）

心療_EP1-2	 医学教育と心身医学
東邦大学医学部心身医学講座�　中村　祐三 （p. 158）

心療_EP1-3	 若手研究者が陥りやすい失敗
近畿大学医学部内科学教室心療内科部門／近畿大学病院緩和ケアセンター�　阪本　亮 （p. 158）

教育企画2� 11月16日（土）　15：25～16：15　第3会場

座長：関西医科大学心療内科学講座／関西医科大学附属病院総合診療科�　西山　順滋
企画者：独立法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター�　松田　能宣

身体診察再考　神経内科でない医療者の診察のみかた
獨協医科大学脳神経内科�　舩越　慶 （p. 159）

教育企画3� 11月16日（土）　16：20～17：25　第3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
企画者：近畿大学医学部内科学教室心療内科部門／近畿大学病院緩和ケアセンター�　松岡　弘道

英文校正エディテージ

心療_EP3-1	 研究論文の執筆と修正
カクタス・コミュニケーションズ株式会社�　David Kipler （p. 160）

心療_EP3-2	 英語論文投稿における tips
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. 161）

教育企画4-1� 11月16日（土）　16：35～18：20　第2会場

座長：医療法人まちだクリニック�　町田　英世
企画者：近畿大学医学部内科学教室心療内科部門／近畿大学病院緩和ケアセンター�　松岡　弘道

　　　　独立法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター�　松田　能宣

実演，心理療法①～解決思考アプローチ～

心療_EP4-1-1	 心身医療におけるSFAの活用
甲南大学�　福井　義一 （p. 162）

心療_EP4-1-2	 ホリスティックコミュニケーションの実際
彦根市立病院�　黒丸　尊治 （p. 162）
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教育企画4-2� 11月16日（土）　16：35～18：20　第2会場

座長：熊本大学病院麻酔科�　田代　雅文
企画者：近畿大学医学部内科学教室心療内科部門／近畿大学病院緩和ケアセンター�　松岡　弘道

実演，心理療法②～オートノミートトレーニング～

心療_EP4-2	 実演，オートノミートレーニング
熊本大学病院麻酔科�　田代　雅文 （p. 163）

実演 公益財団法人東京都保健医療公社東京都がん検診センター�　阿部　和也
ぴあサポート・リエゾン相談室つなぐ�　佐藤　仁和子

実演解説 聖路加国際病院�　河津　晶子

教育企画5� 11月17日（日）　9：00～9：30　第2会場

座長：九州ルーテル学院大学�　有村　達之
企画者：九州ルーテル学院大学�　有村　達之

マインドフルネスストレス低減法（MBSR），心身両面からのアプローチ
医療法人弘正会西京都病院心療内科／関西医科大学心療内科学講座�　山本　和美 （p. 164）

グループ企画1� 11月16日（土）　9：15～11：15　第6会場

座長：西京都病院心療内科／関西医科大学�　中井　吉英
　　　星ヶ丘マタニティ病院／愛知医科大学�　金子　宏

企画者：茨木市保健医療センター�　深尾　篤嗣

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

心療_GP1-1	 心療内科からプライマリ・ケア領域に発信できることは何か？
関西医科大学心療内科学講座／関西医科大学附属病院総合診療科�　西山　順滋 （p. 165）

心療_GP1-2	 心身医学における機能性消化管病変のこれからの展望
近畿大学医学部内科学教室心療内科部門／Center�for�Neurointestinal�Motility,�Massachusetts�

General�Hospital／ Harvard�Medical�School�　奥見　裕邦 （p. 166）

心療_GP1-3	 アレルギー疾患における心理ストレスの影響～気管支喘息を中心に
弘前大学医学部臨床検査医学講座�　齋藤　紀先 （p. 166）

心療_GP1-4	 循環器心身医学の広がり：心不全の緩和医療における心身医学のニーズ
日本原病院心療内科�　豊田　英嗣 （p. 167）

心療_GP1-5	 内分泌糖尿病心理行動研究会の活動を例に
茨木市保健医療センター�　深尾　篤嗣 （p. 167）

心療_GP1-6	 リウマチ膠原病領域
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 （p. 168）

心療_GP1-7	 サイコネフロロジーにおける心療内科の役割とは？
伊丹せいふう病院内科�　大武　陽一 （p. 168）
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グループ企画2� 11月16日（土）　14：00～15：20　第3会場

座長：聖路加国際病院心療内科�　山田　宇以
企画者：近畿大学病院心療内科�　酒井　清裕

内科的症候を，総合診療，心療内科，それぞれの立場から考える
近畿大学病院心療内科�　酒井　清裕 （p. 169）

神戸市立医療センター中央市民病院総合内科�　前川　和輝

市立奈良病院総合診療科�　森川　暢

京都大学免疫・膠原病内科�　吉田　常恭

日独交流企画1� 11月16日（土）　13：55～14：25　第1会場

座長：国際医療福祉大学／山王病院心療内科�　村上　正人

心身医学の新しい展望の例としての摂食障害
Psychosomatic�medicine�und�psychotherapy,�Ruhr-University,�Bochum/Germany�　

Stephan Herpertz （p. 170）

日独交流企画2-1� 11月16日（土）　15：55～18：55　第4会場

座長：橋爪医院�　橋爪　誠
　　　国際医療福祉大学／山王病院心療内科�　村上　正人

心療_日独2-1-1	 日本の「心療内科」開業医の現状
橋爪医院�　橋爪　誠 （p. 171）

心療_日独2-1-2	 ギャップを診る－慢性疼痛障害に対する多モードの治療的アプローチにおける
バイオフェードバック
GRC�Clinics�Berlin�I�Wiegmann�Clinic,�Department�of�Psychosomatic�Medicine�and�Psychotherapy,�Germany�　

Robert Smolka （p. 172）

心療_日独2-1-3	 日本の大学医学部における心療内科講座の誕生：心身医学が行動医学に果たす
役割

国際医療福祉大学医学部心療内科／山王病院心療内科�　中尾　睦宏 （p. 173）

日独交流企画2-2� 11月16日（土）　15：55～18：55　第4会場

座長：橋爪医院�　橋爪　誠
　　　国際医療福祉大学／山王病院心療内科�　村上　正人

心療_日独2-2	 ワークショップ　実践バリントグループ
Medicos�Oberhausen�Psychosomatic�Daycare�Rehabilitation�Center,�Oberhausen,�Germany�　

Thomas Klonek （p. 174）
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日本心療内科学会�学会企画1� 11月17日（日）　10：00～11：50　第5会場

コーディネーター・座長：日本摂食障害治療研究所�　山岡　昌之
座長：福岡徳州会病院�　荒木　登茂子

企画者：日本摂食障害治療研究所�　山岡　昌之

心療各科に必要とされる“治療的自己”－共通点と相違点をめぐって

基調講演	 AI 時代の医療に不可欠な治療的自己
西京都病院心療内科／関西医科大学�　中井　吉英 （p. 175）

心療_学企1-2	 内科医に必要とされる “治療的自己 ”とは何か？
盛岡友愛病院副院長�　千葉　太郎 （p. 176）

心療_学企1-3	 診療各科に必要とされる “治療的自己 ”－共通点と相違点をめぐって	
歯科の立場から
日本大学歯学部付属歯科病院心療歯科／東村山市ひまわり歯科医院／医療法人歯恵会ひまわり歯科医院�　

小池　一喜 （p. 176）

心療_学企1-4	 診療各科に必要とされる “治療的自己 ”－共通点と相違点をめぐってー
東海大学医学部耳鼻咽喉科�　五島　史行 （p. 177）

心療_学企1-5	 眼科における治療的自己
杏林大学医学部眼科学教室�　気賀沢　一輝 （p. 177）

心療_学企1-6	 女性の心身症・更年期不定愁訴外来における治療的自己のありかた
大阪医科大学健康科学クリニック�　後山　尚久 （p. 178）

心療_学企1-7	 診療各科に必要とされる “治療的自己 ”　－共通点と相違点をめぐって－	
小児科の立場から

秋葉原ガーデンクリニック�　村山　隆志 （p. 178）

日本心療内科学会�学会企画2� 11月17日（日）　14：00～15：30　第5会場

企画者：神戸赤十字病院心療内科／災害支援プロジェクト委員会�　村上　典子

避難所運営ゲーム（HUG）をしてみましょう
神戸赤十字病院心療内科／災害支援プロジェクト委員会�　村上　典子 （p. 179）
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日本歯科心身医学会

シンポジウム� 11月17日（日）　9：00～11：00　第3会場

座長：北海道医療大学�　安彦　善裕
　　　大阪歯科大学歯科矯正学講座�　松本　尚之

企画者：大阪歯科大学歯科矯正学講座�　松本　尚之

歯科矯正治療に関わる歯科心身医療

歯科_SY-1	 成人歯科矯正患者の心理傾向
大阪歯科大学歯科矯正学講座�　岡下　慎太郎 （p. 182）

歯科_SY-2	 当科における歯科矯正治療に関連した歯科心身医療について
東京医科歯科大学歯科心身医学分野�　竹之下　美穂 （p. 183）

歯科_SY-3	 醜形恐怖症に対する認知行動療法：歯科矯正外来における適用可能性
北海道医療大学歯学部�　松岡　紘史 （p. 183）

歯科_SY-4	 身体醜形障害と歯科疾患
福岡歯科大学口腔医療センター�　古賀　千尋 （p. 184）
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日本皮膚科心身医学会

会長講演� 11月17日（日）　13：30～14：30　第3会場

座長：若松町こころとひふのクリニック�　檜垣　祐子

皮膚科における向精神薬の取り扱い方
はしろクリニック�　羽白　誠 （p. 186）

教育講演� 11月17日（日）　14：30～15：30　第3会場

座長：大阪医科大学�　森脇　真一

皮膚科における交流分析
刈谷豊田総合病院／藤田医科大学医学部皮膚科学�　山北　高志 （p. 187）

特別講演� 11月17日（日）　15：30～16：30　第3会場

座長：藤田医科大学医学部アレルギー疾患対策医療学�　松永　佳世子

皮膚疾患の診療におけるコミュニケーションスキル
京都府立医科大学大学院医学研究科皮膚科学�　加藤　則人 （p. 188）

バーチャルケーススタディ①� 11月17日（日）　10：00～10：30　第4会場

座長：地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター�　片岡　葉子
　　　日本医科大学千葉北総病院皮膚科�　幸野　健

Steroid phobiaの母親への対応に苦慮したアトピー性皮膚炎の1例
国立大学法人旭川医科大学皮膚科�　堀　仁子 （p. 189）

バーチャルケーススタディ②� 11月17日（日）　10：30～11：00　第4会場

座長：地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター�　片岡　葉子
　　　日本医科大学千葉北総病院皮膚科�　幸野　健

バーチャルスタディー（2）ストレスにより発症した蕁麻疹（心身症）の1例
高松赤十字病院皮膚科�　池田　政身 （p. 190）

バーチャルケーススタディ③� 11月17日（日）　11：00～11：30　第4会場

座長：地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター�　片岡　葉子
　　　日本医科大学千葉北総病院皮膚科�　幸野　健

「どうしてもステロイドを使いたくない」58歳，失業中のアトピー性皮膚炎男性症例
皮ふ科しみずクリニック�　清水　良輔 （p. 190）
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共催団体企画

日本女性心身医学会� 11月16日（土）　14：00～16：30　第2会場

座長：精神科�　内出　容子
　　　昭和大学医学部産婦人科学講座�　白土　なほ子

企画者：さがらレディスクリニック�　相良　洋子

周産期：身体的ケアから心理的ケアへ

共催_女性-1	 働く女性の妊娠・出産・育児
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻�　春名　めぐみ （p. 192）

共催_女性-2	 出生前診断と夫婦のメンタルサポート
昭和大学医学部産婦人科学講座�　白土　なほ子 （p. 193）

共催_女性-3	 周産期メンタルケアにおける精神科医の役割～産後うつを中心に～
東京医科歯科大学医学部附属病院�　竹内　崇 （p. 193）

共催_女性-4	 当院における児童虐待対応と特定妊婦支援
東京女子医科大学八千代医療センター入退院支援室�　田中　亜季 （p. 194）

共催_女性-5	 出産後の育児を支えるために－心身の状態と養育態度との関連から－
秀明大学看護学部�　茅島　江子 （p. 194）

日本小児心身医学会企画� 11月16日（土）　9：20～11：20　第2会場

座長：堺咲花病院心身診療科／日本小児心身医学会�　村上　佳津美
企画者：堺咲花病院心身診療科／日本小児心身医学会�　村上　佳津美

心身医学における小児の特異性

共催_小児-1	 小児心身医学総論―心身症診療における子どもの特異性―
長崎県立こども医療福祉センター�　小柳　憲司 （p. 195）

共催_小児-2	 子どもの摂食障害　（回避 /制限性食物摂取症，神経性やせ症）
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児医科学�　岡田　あゆみ （p. 196）

共催_小児-3	 心療内科医が知っておきたい発達障害（神経発達症）の基礎と薬物療法のコツ
虹の子どもクリニック�　河野　政樹 （p. 196）

共催_小児-4	 起立性調節障害と不登校
大阪医科大学小児科�　吉田　誠司 （p. 197）

共催_小児-5	 子ども虐待が心身に与える影響
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 （p. 197）
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日本耳鼻咽喉科心身医学研究会� 11月15日（金）　10：40～11：40　第4会場

座長：慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科�　小川　郁
企画者：東海大学医学部耳鼻咽喉科�　五島　史行

耳鼻咽喉科における代表的な心身症とその対応

共催_耳鼻-1	 耳鼻咽喉科における代表的な心身症とその対応　総論　耳鼻咽喉科の心身症
東海大学医学部耳鼻咽喉科�　五島　史行 （p. 198）

共催_耳鼻-2	 耳鼻咽喉科における代表的な心身症とその対応　2.	めまいについて
新潟大学大学院医歯学総合研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野�　堀井　新 （p. 199）

共催_耳鼻-3	 耳鼻咽喉科における代表的な心身症とその対応　耳鳴
慶應義塾大学耳鼻咽喉科学教室�　大石　直樹 （p. 199）

共催_耳鼻-4	 耳鼻咽喉科における代表的な心身症とその対応　咽喉頭異常感症について
新潟大学大学院医歯学総合研究科耳鼻咽喉科�　高橋　奈央 （p. 200）

日本心療眼科研究会企画� 11月15日（金）　9：30～10：30　第4会場

座長：京都府立洛南病院�　土井　麻里
企画者：井上眼科病院�　若倉　雅登

眼科領域の心身医学

共催_眼科-1	 眼科心身医学の特徴
杏林大学医学部眼科学教室�　気賀沢　一輝 （p. 201）

共催_眼科-2	 視覚の高次脳機能障害　とくに羞明について
井上眼科病院�　若倉　雅登 （p. 201）
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ランチョンセミナー

ランチョンセミナー1� 11月15日（金）　12：00～13：00　第2会場

共催：ファイザー株式会社／大日本住友製薬株式会社
座長：東邦大学医学部心身医学講座�　端詰　勝敬

うつ病治療の最適化を目指して－うつ病に伴う不安をどう扱うか－
東京女子医科大学東医療センター精神科�　大坪　天平 （p. 204）

ランチョンセミナー2� 11月15日（金）　12：00～13：00　第3会場

共催：持田製薬株式会社
座長：星ヶ丘マタニティ病院�　金子　宏

これからの慢性便秘診療を考える
兵庫医科大学内科学消化管科�　大島　忠之 （p. 205）

ランチョンセミナー3� 11月15日（金）　12：00～13：00　第4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：徳島大学大学院医歯薬学研究部精神医学分野�　大森　哲郎

痛み。それは脳の問題か？身体の問題か？－うつ病と痛みの関連も含めて－
愛知医科大学医学部学際的痛みセンター�　西原　真理 （p. 206）

ランチョンセミナー4� 11月16日（土）　12：00～13：00　第2会場

共催：株式会社ツムラ
座長：いしかわストレスケアクリニック�　石川　俊男

メンタルヘルス不調者に対する漢方～ストレスチェック制度を踏まえて～
労働者健康安全機構中部ろうさい病院心療内科�　芦原　睦 （p. 207）

ランチョンセミナー5� 11月16日（土）　12：00～13：00　第3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：堺咲花病院心身診療科／日本小児心身医学会�　村上　佳津美

神経発達症とその周辺の問題
奈良県立医科大学医学部看護学科人間発達学�　飯田　順三 （p. 208）
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ランチョンセミナー6� 11月16日（土）　12：00～13：00　第4会場

共催：持田製薬株式会社／田辺三菱製薬株式会社／吉富薬品株式会社
座長：東京大学医学部心療内科／心療内科病院楽山�　久保木　富房

うつ病発症の脆弱性とレジリアンス
東京医科大学精神医学分野�　井上　猛 （p. 209）

ランチョンセミナー7� 11月17日（日）　12：00～13：00　第2会場

共催：エーザイ株式会社
座長：東邦大学／深川ギャザリアクリニック�　坪井　康次

不眠症治療の出口戦略　～睡眠薬の減薬・休薬に向けて～
嬉野が丘サマリヤ人病院／琉球大学精神病態医学講座�　普天間　国博 （p. 210）

ランチョンセミナー8� 11月17日（日）　12：00～13：00　第3会場

共催：クラシエ薬品株式会社
座長：日本摂食障害治療研究所�　山岡　昌之

がん悪液質と人参養栄湯－グレリン－神経ペプチドY空腹軸を中心に
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科漢方薬理学�　乾　明夫 （p. 211）

ランチョンセミナー9� 11月17日（日）　12：00～13：00　第4会場

共催：マイランEPD合同会社
座長：弘前大学�　佐々木　大輔

慢性便秘症の診療を心身医療の中でどう展開するか
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. 212）
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イブニングセミナー

イブニングセミナー1� 11月16日（土）　17：30～18：55　第1会場

共催：第15回関西サイコオンコロジー研究会／第一三共株式会社
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

令和時代における　がんの心身医学としてのサイコオンコロジ―／緩和医療

ES1-1	 がん看護に必要なサイコオンコロジー
東邦大学医療センター大森病院看護部�　梅澤　志乃 （p. 213）

ES1-2	 医療現場の行動経済学
大阪大学大学院人間科学研究科�　平井　啓 （p. 213）

ES1-3	 がんの心身医学としてのサイコオンコロジー／緩和医療
国立病院機構近畿中央呼吸器センター心療内科／支持・緩和療法チーム�　所　昭宏 （p. 213）
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第 1会場
合同_O1～5� 11：00～11：50

座長：�小山 敦子（��近畿大学医学部内科学教室心療内科部門）
　　　�福永 幹彦（��関西医科大学心療内科学講座）

（p. 216）
合同_O1	 マインドフルネス食観トレーニング(MB-

EAT)を用いた集団肥満治療
1九州大学大学院医学研究院心身医学，2福岡県立大学
人間社会学部，3福岡国際医療福祉大学医療学部
○荒木 久澄1，小山 憲一郎2，野崎 剛弘1，

小牧 元3，須藤 信行1

（p. 216）
合同_O2	 ストレス関連分子，FK506	binding	protein	5

（FKBP5）は気道上皮バリア機能を調節する．
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
○山田 志保1,2，丸岡 秀一郎1,2，福田 麻佐美1，

黒澤 雄介1，岡本 真一1，津谷 恒太1，
釋 文雄1,2，小寺 祥子1,2，權 寧博1

（p. 217）
合同_O3	 カウンセリングが有用であったメニエール病

の2症例
耳鼻咽喉科かめやまクリニック
○金谷 浩一郎，菊池 奈美，平田 加寿子，

高木 香保子

（p. 217）
合同_O4	 女子中学生の食行動異常発症の危険性を予測

する因子を同定するためのコホート研究
1岡山大学全学教育・学生支援機構，2女子美術大学大
学院美術研究科，3福岡国際医療福祉大学医療学部
○西村 大樹1，前田 基成2，小牧 元3

（p. 218）
合同_O5	 慢性ストレス後の機械的痛覚過敏に関連した

RVM	GABAニューロンにおけるヒストンアセ
チル化の増加
和歌山県立医大・医・生理学１
○井辺 弘樹，木村 晃久

第 4会場
歯科_O1～4� 14：00～14：50

�北川 善政（��北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室）
�山崎 裕（��北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢

者歯科学教室）

（p. 218）
歯科_O1	 カルバマゼピンが無効であった口内痛に葛根

加朮附湯が有効であった1例
1小澤歯科醫院，2慶應義塾大学医学部歯科口腔外科学
教室
○小澤 夏生1,2，桑原 正浩2，藤田 康平2，

加藤 伸2，角田 和之2，角田 博之2，
永井 哲夫2，中川 種昭2

（p. 219）
歯科_O2	 口腔異常感症に対して漢方医学的治療が奏功

した1例
1東京医科大学医学部口腔外科学分野，2東京医科大学
病院麻酔科，3独立行政法人国立病院機構金沢医療セ
ンター歯科口腔外科
○安田 卓史1，矢数 芳英2，丹保 彩子3，

羽鳥 綾乃1，鈴木 愛1，近津 大地1

（p. 219）
歯科_O3	 少量のaripiprazole	の増強療法が奏功した舌

痛症の1例
1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，2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
○須賀 隆行1，渡邊 毅1，美久月 瑠宇1，

竹之下 美穂1，松岡 紘史2，安彦 善裕2，
豊福 明1

（p. 220）
歯科_O4	 Sodium	valproateが奏功した難治性の舌痛症

の1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，渡辺 毅，美久月 瑠宇，

竹之下 美穂，豊福 明

一般演題・口演
（発表時間7分　討論時間3分／○印は発表者）

第3日目：11月17日（日）
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歯科_O5～8� 15：00～15：50

�齊藤 正人（��北海道医療大学歯学部口腔構造機能発育学系小児
歯科学分野）

�高向 和宜（��たかむきメンタルクリニック）

（p. 220）
歯科_O5	 ブラキシズムの心理学的要因の研究と治療の

試み
医療法人社団良寿会ひろせ歯科医院
○廣瀬 俊司

（p. 221）
歯科_O6	 口腔異常感を訴える患者に認知の修正が有効

であった1例
北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者
歯科学教室
○平良 賢周，新井 絵理，三浦 和仁，

尾崎 公哉，山崎 裕

（p. 221）
歯科_O7	 不確実さ不耐性が舌痛症患者の症状に及ぼす

影響
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，3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
○宇津宮 雅史1，松岡 紘史2，吉田 光希1，

竹之下 美穂3，豊福 明3，安彦 善裕1

（p. 222）
歯科_O8	 歯科恐怖症の中学生に対し認知行動療法を用

いて歯科治療を行った1例
1北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小児
歯科，2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，3北海道医療大学歯学部生体機能・病
態学系臨床口腔病理学
○蓑輪 映里佳1，倉重 圭史1，松岡 紘史2，

安彦 善裕3，齊藤 正人1

歯科_O9～11� 16：00～16：30

�尾口 仁志（��おぐち歯科医院）
�玉置 勝司（��神奈川歯科大学全身管理医歯学講座）

（p. 222）
歯科_O9	 北海道大学病院口腔内科における歯科心身症

患者の臨床的検討
北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科教室
○羽藤 裕之，坂田 健一郎，浅香 卓也，

佐藤 淳，北川 善政

（p. 223）
歯科_O10	歯科心身医学の教育および歯科心身症患者へ

の対応に関する調査結果について
1神奈川歯科大学全身管理医歯学講座，2北海道医療大
学歯学部，3鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座，4福岡
歯科大学口腔医療センター，5医療法人社団グリーン
デンタルクリニック，6黒松内科すぎもとクリニック，
7広島大学大学院医系科学研究科口腔保健管理学，8明
海大学歯学部機能保存回復学講座，9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，10昭和
大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座
○玉置 勝司1，安彦 善裕2，尾口 仁志3，

古賀 千尋4，島田 淳5，杉本 是明6，
松本 厚枝7，藤澤 政紀8，依田 哲也9，
渡邊 友希10

（p. 223）
歯科_O11	咬合違和感を訴える患者に対し，補綴処置に

より16年間対応した一症例
医療法人社団グリーンデンタルクリニック
○島田 淳

皮膚_O1～4� 9：00～10：00

�堀川 達弥（��うえだ皮ふ科クリニック）

（p. 224）
皮膚_O1	「ステロイドは使いたくない」に，応える一つ

の方法
ひろはし薬局
○廣橋 義和

（p. 224）
皮膚_O2	「処置カウンセリング」が有効であった帯状疱

疹後神経痛の1症例
皮ふ科しみずクリニック
○清水 貴子，清水 良輔

（p. 225）
皮膚_O3	 ざ瘡への認知が行動を介してQOLに与える影

響
1東海学園大学心理学部心理学科，2はしろクリニック
○樋町 美華1，羽白 誠2

（p. 225）
皮膚_O4	 抜毛行動が持続した10歳女児への精神療法－

家庭と学校での葛藤軽減に注目した多面的ア
プローチ－
1横浜市立大学附属病院児童精神科，2横浜市立大学・
皮膚科（客員研究員）
○境 玲子1,2，戸代原 奈央1，藤田 純一1

第 3会場
皮膚_O5～8� 16：30～16：45

�羽白 誠（��はしろクリニック）

（p. 226）
皮膚_O5	 ストレスが誘因と考えられる脱毛症に対し，

漢方薬が奏効した2例
大阪医科大学附属病院皮膚科
○黒川 晃夫
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（p. 226）
皮膚_O6	 成人アトピー性皮膚炎患者への遠隔マインド

フルネス介入研究～パイロット研究報告及び
RCTプロトコル～
1京都大学大学院医学研究科健康増進・行動学分野，
2皮ふ科しみずクリニック，3京都大学大学院医学研究
科医療疫学分野，4京都大学医学部皮膚科学
○岸本 早苗1，清水 良輔2，山本 洋介3,4，

渡辺 範雄1，古川 壽亮1

（p. 227）
皮膚_O7	「お風呂パーティー」が習慣的掻破行動を改善

させたアトピー性皮膚炎の家族例
皮ふ科しみずクリニック
○清水 良輔

（p. 227）
皮膚_O8	 ケミカルピーリングをしながら経過を診た妄

想性障害83歳女性例
皮ふ科しみずクリニック
○清水 貴子，清水 良輔
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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：11月15日（金）

ポスター会場①
P1-K1～5� 17：30～18：30
神経・筋骨格，運動器／生活習慣病①
�中村 祐三（��東邦大学医学部心身医学講座）

（p. 230）
P1-K1	 心身医学的アプローチが有効だった睡眠障害

を合併した神経疾患の2例
1九州大学病院心療内科，2福岡病院睡眠センター，
3九州大学大学院医学研究院心身医学
○朝野 泰成1，末松 孝文1，古川 智一2，

富岡 光直3，吉原 一文3

（p. 230）
P1-K2	 症候性てんかんとPNESを合併し,	対応に難

渋したてんかん重積の症例
1大津赤十字病院，2大津赤十字病院脳神経内科
○下山 佳織1，吉田 弘樹2

（p. 231）
P1-K3	 勤労者における緊張型頭痛と休職の横断的な

検討
東邦大学医療センター大森病院心療内科
○橋本 和明，竹内 武昭，小山 明子，柊 未聖，

須賀 俊介，端詰 勝敬

（p. 231）
P1-K4	 糖尿病の初期教育の重要性について～糖尿病

カンバセーションマップを用いた糖尿病教育
入院～
1医療法人協仁会小松病院薬剤科，2医療法人協仁会小
松病院糖尿病センター
○中野 洋子1，錦織 昌裕1，薄田 昌彦1，

栗岡 聡一2

（p. 232）
P1-K5	 ライフスタイルに起因する非感染性疾患の現

状と日本ライフスタイル医学会の提案
1カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部家庭医学
公衆衛生学科統合医療研究トレーニングセンター，
2香川大学医学部臨床心理学科心身医学講座，3健康増
進クリニック，4国立研究開発法人国立がん研究セン
ター
○白井 珠美1，神原 憲治2，水上 治3，松岡 豊4

P1-K6～11� 17：30～18：30
生活習慣病②／消化器①
�町田 貴胤（��独立行政法人労働者健康安全機構東北ろうさい病

院心療内科）

（p. 232）
P1-K6	 2型糖尿病患者の間食における気分と血糖上

昇の関連
1早稲田大学大学院人間科学研究科，2早稲田大学総合
研究機構，3早稲田大学人間科学学術院
○北原 万莉1，齋藤 順一2，熊野 宏昭3

（p. 233）
P1-K7	 認知行動療法，チーム医療とソーシャルサ

ポートが奏功した肥満外来・肥満外科手術の
超高度肥満症の一例
1関西医科大学附属病院健康科学センター，2関西医科
大学大学院健康科学，3同志社大学心理学部，4関西医
科大学附属病院消化管外科
○藤井 彩1,2，佐藤 豪3，井上 健太郎4，

木村 穣1,2

（p. 233）
P1-K8	 視床下部室傍核（PVN）における大腸伸展刺

激の影響
1東北大学医学系研究科，2東北大学病院心療内科，
3仙台厚生病院消化器内科
○津島 博道1，Zhang Yanli1，田中 由佳里1,3，

金澤 素1,2，福土 審1,2

（p. 234）
P1-K9	 精神的診断および治療アプローチを要した過

敏性腸症候群5例の経験
1協和医院心療内科，2協和ガーデンクリニック心療内
科
○斉間 恵樹1,2，斉間 頼子1,2

（p. 234）
P1-K10	 過敏性腸症候群において慢性膵炎など別病態

の混在の可能性について
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
○富田 吉敏1，河西 ひとみ2，船場 美佐子2，

安藤 哲也2

（p. 235）
P1-K11	 ストレス性の解釈モデルを提示している背後

に器質的病態が関与した1例
関西医科大学心療内科学講座
○坂崎 友哉，阿部 哲也，福永 幹彦
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P1-K12～17� 17：30～18：30
耳鼻咽喉科／総合診療，プライマリ・ケア①
�貫名 英之（��福岡教育大学健康科学センター）

（p. 235）
P1-K12	 前庭症状への不安抑うつから持続性知覚性姿

勢誘発めまいを発症した一例
東邦大学医療センター大森病院心療内科
○橋本 和明，竹内 武昭，端詰 勝敬

（p. 236）
P1-K13	 めまい主訴の側頭葉てんかん症例の検討

1医療法人建悠会吉田病院耳鼻咽喉科・精神科，2宮崎
大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室
○清水 謙祐1,2，中村 雄2，湯地 俊子2，

東野 哲也2

（p. 236）
P1-K14	 幻聴スコア：AhHI(Auditory	hallucination	

Handicup	Inventory)の有用性
1医療法人建悠会吉田病院耳鼻咽喉科・精神科，2宮崎
大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室，3宮崎大学
医学部臨床神経学会講座精神医学分野
○清水 謙祐1,2，石田 康3，吉田 建世1，

東野 哲也2

（p. 237）
P1-K15	 めまい・不安障害に併存した脳脊髄液漏出症

の1例
1医療法人建悠会吉田病院耳鼻咽喉科・精神科，2宮崎
大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室，3宮崎大学
医学部臨床神経学会講座精神医学分野，4慶應義塾大
学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科，5熊本機能病院脳
神経外科
○清水 謙祐1,2，石田 康3，吉田 建世1，

國弘 幸伸4，江口 議八郎5，東野 哲也2

（p. 237）
P1-K16	 大学附属病院総合診療部外来における家族問

題，及び職場・学校関連問題
竹中医院
○竹中 裕昭

（p. 238）
P1-K17	 うつ病や慢性疲労症候群を疑われたパルボウ

イルスB19の反復感染の一例
関西医大心療内科
○岡本 敬司，西山 順滋，福永 幹彦

P1-K18～22� 17：30～18：30
歯科・口腔外科①
�豊福 明（��東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究

科全人的医療開発学講座歯科心身医学分野）

（p. 238）
P1-K18	 Oral	Dysesthesia	Rating	Scaleを用いた口腔

異常感症の口腔内症状評価
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，美久月 瑠宇，

竹之下 美穂，豊福 明

（p. 239）
P1-K19	 口腔顔面痛患者に対する心身医学的検証

1新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科，2新潟大学医学
部保健学科成人・老年看護学講座，3新潟青陵大学大
学院臨床心理学研究科，4新潟大学医学部内部環境学
講座，5新潟大学
○田中 裕1，村松 芳幸2,4，村松 公美子3,4，

真島 一郎4，藤村 健夫4，清水 夏恵4，
清野 洋4，吉嶺 文俊4，片桐 敦子4，
櫻井 浩治5，瀬尾 憲司1

（p. 239）
P1-K20	 口腔心身症治療における積極的筋弛緩法の応

用
社会医療法人蒼生会蒼生病院歯科口腔外科
○中野 良信

（p. 240）
P1-K21	 双極性障害患者における非定型歯痛の一症例

社会医療法人蒼生会蒼生病院歯科口腔外科
○中野 良信

（p. 240）
P1-K22	 再燃したうつに併発した舌痛症

口腔心療心理室上野
○石田 惠

P1-K23～26� 17：30～18：10
悪性腫瘍①
�原田 朋子（��大阪市立大学大学院神経精神医学）

（p. 241）
P1-K23	 オピオイド不応性神経障害性疼痛へのデュロ

キセチンとプレガバリンの国際共同二重盲検
ランダム化比較試験
1近畿大学医学部内科学心療内科部門，2近畿中央呼吸
器センター心療内科，3関西医科大学心療内科学講座，
4国立がん研究センター中央病院緩和医療科，5東北大
学大学院医学系研究科緩和医療学分野，6奈良県立医
科大学附属病院緩和ケアセンター，7埼玉医科大学病
院緩和医療科
○松岡 弘道1，松田 能宣2，蓮尾 英明3，

里見 絵理子4，石木 寛人4，井上 彰5，
四宮 敏章6，所 昭宏2，福永 幹彦3，
岩瀬 哲7，酒井 清裕1，阪本 亮1，
名倉 美樹1，小山 敦子1

（p. 241）
P1-K24	 薬剤性アカシジアに対してビペリデンを投与

し一時的に症状が悪化した一例
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，3近畿大学病院薬剤部
○阪本 亮1,2，松岡 弘道1,2，五味 恵美2，

川口 明範3，原武 めぐみ3，竹久 志穂3，
小山 敦子1,2

（p. 242）
P1-K25	 放射線性粘膜障害に対するセルフコーピング

としての半夏瀉心湯使用例
関西医科大学附属病院緩和ケアセンター支持療法チー
ム
○佐久間 博子，蓮尾 英明，吉田 幸平，

福永 幹彦
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（p. 242）
P1-K26	 がんに罹患し身体症状に敏感になった患者に

自律訓練法が有効であった一例
1奈良県立医科大学附属病院医療技術センター，2奈良
県立医科大学附属病院緩和ケアセンター
○藤井 亜紗美1，四宮 敏章2

P1-K27～31� 18：10～19：00
その他①
�樋町 美華（��東海学園大学心理学部）

（p. 243）
P1-K27	 看護師のストレッサーと解離傾向の関連

1市立芦屋病院，2甲南大学大学院人文科学研究科，
3甲南大学
○今井田 真実1，今井田 貴裕2，福井 義一3

（p. 243）
P1-K28	 5G時代の心身医学の普及･啓発の試み

1伊丹せいふう病院，2堺市立総合医療センター
○大武 陽一1,2

（p. 244）
P1-K29	 注意欠如・多動症（ADHD）患者はWAIS-3

にどのように回答するのか：心療内科患者を
対象として
1神戸松蔭女子学院大学，2関西医科大学心療内科学講
座，3まちだクリニック，4脳神経リハビリ北大路病院
心療内科，5京都府立洛南病院
○木場 律志1,2,3,4，町田 英世2,3，革島 定信2,4，

土井 麻里5，福永 幹彦2

（p. 244）
P1-K30	 心療内科における公認心理師養成のための臨

床実習の実践
1社会医療法人弘道会なにわ生野病院心療内科，2神戸
学院大学心理学部
○武久 千夏1，竹田 剛1,2，森近 恵瑛1，

高橋 美智子1，石郷岡 愛1，木川 恵理1，
生野 照子1

（p. 245）
P1-K31	 精油のニオイ刺激がラットの記憶・学習機能

へ及ぼす影響―オペラント行動実験を用いた
検討
1産業安全行動分析学研究会，2ホリスティックケアプ
ロフェッショナルスクール
○田中 かおり1，相原 由花2

P1-K32～35� 17：30～18：10
その他②
�富岡 光直（��九州大学大学院医学研究院心身医学）

（p. 245）
P1-K32	 マインドフルネスストレス低減法（MBSR）

の効果（第1報）：ストレス低減効果を瞑想歴
の有無別に評価する
1神戸徳洲会病院，2関西医科大学心療内科学講座，
3MBSR研究会，4西京都病院
○伊藤 靖1,2,3，山本 和美2,3,4

（p. 246）
P1-K33	 マインドフルネスストレス低減法（MBSR）

の効果（第2報）：自覚症状低減効果を瞑想歴
の有無別に評価する
1神戸徳洲会病院，2関西医科大学心療内科学講座，
3MBSR研究会，4西京都病院
○伊藤 靖1，山本 和美2,3,4

（p. 246）
P1-K34	 マインドフルネスストレス低減法（MBSR）

の効果（第3報）：健康関連QOLに対する効
果の検討
1神戸徳洲会病院，2関西医科大学心療内科学講座，
3MBSR研究会，4西京都病院
○伊藤 靖1，山本 和美2,3,4

（p. 247）
P1-K35	 愛着スタイル，アレキシサイミアが傷つき体

験の自己開始抵抗感及び精神的健康に及ぼす
影響
追手門学院大学心理学部
○馬場 天信

P1-K36～40� 18：10～19：00
その他③
�阪本 亮（��近畿大学医学部内科学教室心療内科部門／近畿大学

病院緩和ケアセンター）

（p. 247）
P1-K36	 35年間引きこもっており極度の低体重で受診

した女性への心理社会的援助
1横浜労災病院心療内科，2神奈川県立精神医療セン
ター，3港北もえぎ心療内科
○塚野 佳世子1，山崎 千佳2，津久井 要3，

柴山 修1，山本 晴義1

（p. 248）
P1-K37	 市中病院における心療内科医の役割

三菱神戸病院
○北澤 勇人

（p. 248）
P1-K38	 高校生の自発的な学習の時間管理行動を促進

する心理教育的介入に関する探索的検討
岡山大学大学院社会文化科学研究科
○河本 直紀，安藤 美華代

（p. 249）
P1-K39	 小学6年生の学校生活スキルと乳幼児期・児

童期の読書活動および読み聞かせ体験との関
連
岡山大学大学院社会文化科学研究科
○邑上 夏美，安藤 美華代

（p. 249）
P1-K40	 医学生のソーシャル・キャピタルへの学び－

「健康の社会的決定要因」教育の可能性－
1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科地域医療学分野，
2鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際島嶼医療学
分野
○水間 喜美子1，網谷 真理恵1，指宿 りえ2，

嶽崎 俊郎2，大脇 哲洋1
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ポスター会場②
P1-N1～4� 17：30～18：10
摂食障害①
�佐藤 康弘（��東北大学病院心療内科）

（p. 252）
P1-N1	 身体像の歪みに関わる神経基盤の解明

1東北大学大学院医学系研究科，2東北大学学際科学フ
ロンティア研究所，3宮城大学食産業学群フードマネ
ジメント学類，4日本学術振興会，5東北大学災害科学
国際研究所，6東北大学加齢医学研究所
○濱本 裕美1,4，鈴木 真介2,6，山崎 翔平1，

元木 康介3,4,6，大場 健太郎6，川島 隆太6，
杉浦 元亮5,6

（p. 252）
P1-N2	 神経性やせ症患者の腸内細菌異常は体重増加

不良と行動異常を引き起こす：腸内細菌移植
マウスを用いた研究
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
○波夛 伴和1，宮田 典幸2，高倉 修1，

吉原 一文2，須藤 信行1,2

（p. 253）
P1-N3	 入院治療中の神経性やせ症への理学療法に関

する実証的研究
1国立国際医療研究センター国府台病院リハビリテー
ション科，2国立国際医療研究センター国府台病院心
療内科
○嶋 悠也1，庄子 拓良1，大久保 裕史1，

庄子 雅保2，細川 真理子2，藤本 晃嗣2，
田村 奈穂2，河合 啓介2

（p. 253）
P1-N4	 一般社団法人日本摂食障害協会の活動報告

2019
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，高宮 静男，百枝 幹雄，
木村 記子，林 公輔，大津 光寛，武久 千夏，
竹田 剛，柴崎 千絵里，杉山 英子，
鈴木 朋子，菊池 浩子，小原 千郷，
菅原 彩子

P1-N5～8� 18：10～19：00
摂食障害②
�山下 真（��九州大学病院心療内科）

（p. 254）
P1-N5	 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（第一報）
1国立国際医療研究センター国府台病院心療内科，2国
立国際医療研究センター国府台病院初期研修医，3国
立精神神経センター医療研究センター精神保健研究所
行動医学研究部，4国立精神・神経医療研究センター
／トランスレーション・メディカルセンター
○伊藤 沙織1,2，田村 奈穂1，細川 真理子1，

藤本 晃嗣1，庄子 雅保1，安藤 哲也3，
立森 久照4，河合 啓介1

（p. 254）
P1-N6	 大学生の過食行動：男女差について

広島大学保健管理センター
○岡本 百合，三宅 典恵，香川 芙美，

吉原 正治

（p. 255）
P1-N7	 計画的短期入院の導入で著明な症状改善がみ

られた重症遷延神経性やせ症患者の1例
1東北大学病院心療内科，2東北大学大学院医学系研究
科行動医学分野
○佐藤 康弘1，遠藤 由香1，庄司 知隆1，

田村 太作1，山口 雄平1，福土 審1,2

（p. 255）
P1-N8	 摂食障害の入寮型リハビリテーション卒業者

の10年後
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
○武田 綾1，鈴木 健二2

P1-N9～12� 17：30～18：10
摂食障害③
�宮崎 信行（��信州大学先鋭領域研究群社会基盤研究所／軽井沢

病院総合診療科）

（p. 256）
P1-N9	 学生健康診断時の摂食態度や抑うつ傾向の変

化に関する検討
広島大学保健管理センター
○三宅 典恵，岡本 百合，香川 芙美，

吉原 正治

（p. 256）
P1-N10	 神経性やせ症患者における窒素出納の検討

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
○山下 真1，戸田 健太1，麻生 千恵2，

波夛 伴和1，高倉 修1，須藤 信行1,2

（p. 257）
P1-N11	 高齢摂食障害患者の臨床的特徴：非高齢患者

との比較
東京大学医学部附属病院心療内科
○山中 結加里，堀江 武，大谷 真，吉内 一浩
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（p. 257）
P1-N12	 異なる臨床像を呈した若年発症の神経性やせ

症3症例に対する治療の工夫
1九州大学大学院医学系学府心身医学分野，2九州大学
病院心療内科，3九州大学大学院医学研究院心身医学
○麻生 千恵1，田縁 洋子2，藤井 悠子2，

足立 友理2，戸田 健太2，山下 真2，
波夛 伴和2，高倉 修2，須藤 信行3

P1-N13～17� 18：10～19：00
摂食障害④
�胸元 孝夫（��志學館大学人間関係学部心理臨床学科）

（p. 258）
P1-N13	 中学生における摂食障害傾向とインターネッ

ト依存傾向の継年的変化：性別と首都圏－地
方都市による比較
1岡山大学全学教育・学生支援機構，2女子美術大学大
学院美術研究科，3福岡国際医療福祉大学医療学部
○西村 大樹1，前田 基成2，小牧 元3

（p. 258）
P1-N14	 短期間入院における，オペラント条件づけ行

動療法プログラムの体重回復への効果につい
て
東京大学医学部附属病院心療内科
○野原 伸展，堀江 武，大谷 真，吉内 一浩

（p. 259）
P1-N15	 オンラインによる摂食障害理解のためのクイ

ズ～摂食障害理解の現状と今後の心理教育の
課題～
1国立国際医療研究センター国府台病院心療内科，2千
葉県こども病院，3袖ヶ浦さつき台病院，4千葉県精神
保健福祉センター，5国際医療福祉大学大学院，6国立
精神・神経医療研究センター
○細川 真理子1，田村 奈穂1，藤本 晃嗣1，

庄子 雅保1，安藤 咲穂2，菊池 周一3，
石川 真紀4，中里 道子5，安藤 哲也6，
河合 啓介1

（p. 259）
P1-N16	 輸血を回避できた重度貧血を伴う神経性やせ

症の1症例
1近畿大学医学部内科学心療内科部門，2堺市立総合医
療センター総合内科
○松岡 弘道1，名倉 美樹1，大武 陽一2，

阪本 亮1，酒井 清裕1，上村 泰徳1，
梶原 都香紗1，小山 敦子1

（p. 260）
P1-N17	 CBT-E施行前の回復期摂食障害患者での失体

感症尺度（STSS）の変化
近畿大学医学部内科学心療内科部門
○松岡 弘道，名倉 美樹，阪本 亮，酒井 清裕，

上村 泰徳，梶原 都香紗，小山 敦子

P1-N18～21� 17：30～18：10
慢性疼痛①
�名越 泰秀（��京都第一赤十字病院精神科（心療内科））

（p. 260）
P1-N18	 失体感症と慢性疼痛臨床アウトカムとの関連

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
大学大学院医学系学府
○細井 昌子1,2,3，橋本 英信4，安野 広三1，

早木 千絵1，西原 智恵4，田中 佑1，
須藤 信行1,2,3

（p. 261）
P1-N19	 心療内科クリニックを受診した慢性疼痛患者

の中で，軽度の炎症を呈した症例についての
検討
1志學館大学人間関係学部心理臨床学科，2増田クリ
ニック
○胸元 孝夫1,2，増田 彰則2，松本 宏明1,2

（p. 261）
P1-N20	 入院下での行動療法により短期で症状改善し

た思春期前期の線維筋痛症の2例
1医療法人和心会武井内科クリニック，2有限会社ノー
ティス，3ＮＰＯ法人こころのサポートアミ，4鹿屋体
育大学
○山内 悠加1,2,3，武井 美智子1,2,3，山中 隆生1,2，

添嶋 裕嗣1,4，園田 順一1,3，武井 遼2,3

（p. 262）
P1-N21	 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　第2報
1高山赤十字病院口腔外科，2高山赤十字病院心療内
科，3高山赤十字病院内科，4須田病院
○大久保 恒正1，安藤 寿博2，大久保 有1，

清島 満3，加藤 秀明4

P1-N22～26� 18：10～19：00
慢性疼痛②
�朝野 泰成（��九州大学病院心療内科）

（p. 262）
P1-N22	 慢性疼痛に対する心療内科外来治療への失感

情症の影響：線維筋痛症とその他の慢性疼痛
の比較
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，3九州中央病院心療内科，4九州大学大学院医
学研究院心身医学，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
○安野 広三1,2，細井 昌子1,2，田中 佑1，

早木 千絵2，西原 智恵3，柴田 舞欧1,5，
岩城 理恵1，須藤 信行1,2,3

（p. 263）
P1-N23	 慢性疼痛患者における家族理解者の有無と健

康関連QOLの関連についての検討
関西医科大学
○上田 健斗，水野 泰行，小池 杏奈，

福永 幹彦
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（p. 263）
P1-N24	 QOLと健康満足度に乖離がある疼痛患者の特

徴の検討
関西医科大学心療内科学講座
○小池 杏奈，水野 泰行，上田 健斗，

福永 幹彦

（p. 264）
P1-N25	 慢性疼痛を有した患者の不妊治療－全人的実

存カウンセリングの1症例－
1千代田国際クリニック，2国際全人医療研究所
○志和 悟子1,2，永田 勝太郎1,2，杉岡 哲也1,2，

大塚 理紗1,2，伊藤 千鶴1,2，大槻 千佳1,2

（p. 264）
P1-N26	 慢性疼痛（線維筋痛症）の発症要因：酸化，

糖化，血行動態の異常
1（公財）国際全人医療研究所，2千代田国際クリニッ
ク，3喜山整形ハーブクリニック
○永田 勝太郎1,2，志和 悟子1,2，橋本 裕子2，

大槻 千佳1,2，伊藤 千鶴2，大塚 理紗2，
喜山 克彦3

P1-N27～29� 17：30～18：10
精神神経科，メンタルヘルス①
�松野 俊夫（��日本大学板橋病院心療内科）

（p. 265）
P1-N27	 メールカウンセリングによる心理援助と自殺

予防への活用：「勤労者心のメール相談」の事
例を用いた分析より
1公益財団法人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横浜労災病院勤労者メンタルヘ
ルスセンター
○李 健實1，杉山 匡1，山本 晴義2

（p. 265）
P1-N28	 システムズアプローチによるうつ病の中年男

性への援助と復職支援－患者のリソースの活
用と不可能課題の抑制－
龍谷大学文学部
○伊東 秀章，吉川 悟

（p. 266）
P1-N29	 小学校教員の精神健康度に関連する要因

1富山国際大学子ども育成学部，2富山大学大学院医学
薬学研究部(医学)
○大平 泰子1，松村 健太2，稲寺 秀邦2，

村上 満1，水上 義行1，瀬戸 健1

P1-N30～34� 18：10～19：00
精神神経科，メンタルヘルス②
�細谷 紀江（��学習院大学学生センター学生相談室）

（p. 266）
P1-N30	 職場のメンタルヘルスに関するメール相談に

おける回答メールのテキストマイニングを用
いた内容分析
1公益財団法人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横浜労災病院勤労者メンタルヘ
ルスセンター
○杉山 匡1，李 健實1，山本 晴義2

（p. 267）
P1-N31	 教職員メンタルヘルスへの取り組み：大阪府

内の公立学校を対象とした実践と今後の方向
性
1大阪メンタルヘルス総合センター，2神戸学院大学心
理学部，3水間病院，4関西大学大学院心理学研究科
○高橋 美智子1，藤本 千春1，竹田 剛1,2，

武久 千夏1，河崎 建人3，池見 陽4，
生野 照子1

（p. 267）
P1-N32	 リエゾン精神看護専門看護師による看護師へ

のメンタルヘルス支援の効果と今後の課題
名古屋大学医学部附属病院看護部
○中山 元佳，野田 弘実

（p. 268）
P1-N33	 教員の業務負担感に関するアンケート調査：

因子構造の解明
1富山大学大学院医学薬学研究部（医学），2富山国際
大学子ども育成学部
○松村 健太1，稲寺 秀邦1，大平 泰子2，

村上 満2，水上 義行2，瀬戸 健2

（p. 268）
P1-N34	 勤労者における生いきがいの有無と睡眠状態

との関連：SLEPT	Study
1筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS），
2国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究
所，3筑波大学大学院人間総合科学研究科，4筑波大学
グローバル教育院ヒューマンバイオロジー学位プログ
ラム，5帝京大学医療技術学部看護学科，6筑波大学医
学医療系
○森田 えみ1,2，柳沢 正史1，池田 有3，

松本 すみ礼1,4，石原 あすか1,4，鈴木 稚寛1,3，
石塚 真美5，室井 彗3，堀 大介6，
道喜 将太郎6，大井 雄一6，笹原 信一朗6，
松崎 一葉1,6，佐藤 誠1
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P1-N35～38� 17：30～18：10
精神神経科，メンタルヘルス③／小児・思春期①
�久我原 明朗（��医療法人社団くがはら内科クリニック）

（p. 269）
P1-N35	 うつ病治療経過における血漿リン酸エタノー

ルアミン（PEA）濃度の変化に関する観察研
究
医療法人社団行基会川村総合診療院
○川村 則行

（p. 269）
P1-N36	 IT版メンタルヘルスプログラムの効果検証

1東京福祉大学，2関西医科大学，3同志社大学
○齋藤 瞳1，木村 穣2，佐藤 豪3

（p. 270）
P1-N37	 バセドウ病による器質性気分障害の1例

京都府立洛南病院
○土井 麻里，山崎 信幸，石川 千秋，

高橋 加奈子

（p. 270）
P1-N38	 ソリューション・フォーカスト・アプローチ

（SFA）が効果的だった起立性調節障害（OD）
の不登校の一症例
神戸松蔭こころのケア・センター
○水澤 慶緒里，木場 律志，坂本 真佐哉

P1-N39～42� 18：10～19：00
小児・思春期②／呼吸器①
�本谷 亮（��北海道医療大学心理科学部）

（p. 271）
P1-N39	 WISC-IVの迅速な実施と母子の関わりへの助

言が効果的に作用した不登校児童の一例
1社会医療法人義順顕彰会種子島医療センター，2鹿児
島大学医歯学総合研究科心身内科学分野，3鹿児島大
学医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター
○山口 恵理子1,2，網谷 真理恵1,2,3，

網谷 東方1,2，福元 崇真1,2，浅川 明弘2

（p. 271）
P1-N40	 不安，抑うつを伴う閉塞性睡眠時無呼吸患者

の臨床的特徴について
国立病院機構福岡病院
○古川 智一，中野 博，平本 哲哉，村上 匡史

（p. 272）
P1-N41	 学童期から抱き続けた「死の恐怖」を語る男

性の面接を通して
近畿中央呼吸器センター
○小杉 孝子，所 昭宏，松田 能宣

（p. 272）
P1-N42	 肺がん治療経過の中で『双極性障害』を併発

した一事例～多職種協働の中での心理的支援
について～
近畿中央呼吸器センター
○小杉 孝子，所 昭宏，松田 能宣
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ポスター会場①
P2-K1～5� 16：30～17：30
その他④／女性診療科，産婦人科①
�山崎 允宏（��東京大学医学部附属病院心療内科）

（p. 274）
P2-K1	 周産期の経産婦において副交感神経活動はオ

キシトシンと関連する．
1畿央大学健康科学部看護医療学科，2国立循環器病研
究センター人工臓器部，3奈良県立医科大学医学部第
1生理学教室
○鷲尾 弘枝1，竹下 大輔2，坂田 進3

（p. 274）
P2-K2	 予期せぬ妊娠に関する相談窓口に寄せられる

相談
1公益社団法人母子保健推進会議，2大阪府立病院機構
大阪母子医療センター母子保健情報センター
○山口 実花1，鑓溝 和子1，佐藤 拓代1,2

（p. 275）
P2-K3	 更年期女性における過食エピソードとその背

景に関する検討
1東京歯科大学市川総合病院，2埼玉県立大学
○小川 真里子1，吉丸 真澄1，飯岡 由紀子2，

堀口 文1，高松 潔1

（p. 275）
P2-K4	 内分泌ホルモンが「上の子可愛くない症候群」

を誘発するメカニズムの検討
1名古屋大学大学院情報学研究科心理・認知科学専攻，
2インドネシアAtma�Jaya�Catholic大学心理学部
○鈴木 友美子1，マウリナ フェニエ1,2，

大平 英樹1

（p. 276）
P2-K5	 ヨーガが女性の心理的ストレスに与える効果

―介入方法の文献検討―
熊本保健科学大学助産別科
○中村 実穂

P2-K6～10� 16：30～17：30
女性診療科，産婦人科②
�橋本 和明（��東邦大学医療センター大森病院心療内科）

（p. 276）
P2-K6	 日本人更年期女性の冷え症状は不安症状の強

さとn-3脂肪酸摂取量の低さに関連する
1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科女性健康
医学講座，2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科生殖機能協関学分野
○寺内 公一1，尾臺 珠美2，廣瀬 明日香1,2，

加藤 清子1，宮坂 尚幸2

（p. 277）
P2-K7	 月経前における睡眠習慣の安定性と月経痛へ

の注意制御機能および月経痛との関連
1名古屋学芸大学大学院子どもケア研究科，2名古屋学
芸大学ヒューマンケア学部，3早稲田大学応用脳科学
研究所
○大島 理恵子1，鈴木 茜1，伊與田 万実2，

今井 正司2,3

（p. 277）
P2-K8	 PMDDの心理的要因に関する構造モデルの構

築ーセルフ・コンパッションの緩衝効果の検
討ー
1名古屋学芸大学大学院子どもケア研究科，2名古屋学
芸大学ヒューマンケア学部，3早稲田大学応用脳科学
研究所
○金井 七星1，鈴木 茜1，伊與田 万実2，

今井 正司2,3

（p. 278）
P2-K9	 日本語版Daily	Records	of	Severity	of	

Problemsの開発　－月経前症候群の診断，評
価ツール－
1京都大学大学院医学研究科社会健康医学系，2京都大
学大学院医学研究科婦人科学産科学，3同志社女子大
学看護学科，4京都大学大学院医学研究科精神医学，
5京都大学医学部政策のための科学ユニット
○池田 裕美枝1，江川 美保2，日吉 和子3，

植野 司4，上田 敬太4，ベッカー カール5，
中山 健夫1，万代 昌紀2

（p. 278）
P2-K10	 月経前症状と反芻および身体感覚に対する注

意の関係の検討
1元早稲田大学大学院人間科学研究科，2早稲田大学人
間科学学術院
○玉瀬 恵1，野村 忍2

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：11月16日（土）
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P2-K11～16� 16：30～17：30
小児・思春期③
�大平 泰子（��富山国際大学子ども育成学部）

（p. 279）
P2-K11	 不登校状態における疲労と睡眠の特異性

1関西医科大学心療内科学講座，2京都大学大学院総合
生存学館，3LITTO-LABO，4帝塚山大学心理学部，
5奈良YMCA
○平川 夏帆1，山下 雅俊2，盛永 政和3，

山本 隆宣4，山田 静代5，中地 展生4，
福永 幹彦1

（p. 279）
P2-K12	 心身医学におけるSomatic	Experiencing®の

可能性
1関西医科大学心療内科学講座，2システムズアプロー
チ研究所
○阪 幸江1,2

（p. 280）
P2-K13	 学校生活で受けた心的外傷への介入により早

期の改善を認めた不登校の症例
よしえクリニック
○首藤 由江

（p. 280）
P2-K14	 不連続な不登校の改善例における，親の子ど

もへの非言語的コミュニケーションの重要性
についての考察
吉野内科・神経内科医院
○三島 修一

（p. 281）
P2-K15	 アロマトリートメントを受けた発達障害児の

変化について
1ホリスティックケアプロフェッショナルスクール，
2関西医科大学心療内科学講座
○柴田 由紀子1，相原 由花2

（p. 281）
P2-K16	 3歳男児の夜驚症および妊婦である母の抑う

つ症状が抑肝散母子同服により改善した1例
キッコーマン総合病院小児科
○神田 恵津子

P2-K17～22� 16：30～17：30
小児・思春期④
�中島 弘徳（��岡山理科大学理学部）

（p. 282）
P2-K17	 2歳児問題－乳幼児のメデイア使用から見え

てきた問題－
1増田クリニック，2志學館大学心理学科，3東京農業
大学
○増田 彰則1，山下 協子1，松本 宏明2，

胸元 孝夫2，増田 敬祐3

（p. 282）
P2-K18	 子どものネット・ゲーム依存症の外来治療

1増田クリニック，2志學館大学心理学科
○増田 彰則1，松本 宏明2，山下 協子1，

胸元 孝夫2

（p. 283）
P2-K19	 急激に増加する小学生のゲーム・スマ-ト

フォン依存
1増田クリニック，2志學館大学心理学科
○山下 協子1，松本 宏明2，胸元 孝夫2，

増田 彰則1

（p. 283）
P2-K20	 思春期喘息のアドヒアランスとストレスの関

連性
1国立病院機構南和歌山医療センター小児アレルギー
科，2堺咲花病院心身診療科
○土生川 千珠1，村上 佳津美2

（p. 284）
P2-K21	 言語性と非言語性学習障害の情緒及び行動の

問題に関する初歩的研究
1埔里キリスト教病院，2中山医学大学心理学部，3埔
里キリスト教病院小児神経科
○張 倫睿1,2，李 仁豪2，趙 文崇3

（p. 284）
P2-K22	 15歳以下と16歳以上の思春期症例の不安障害

に対してフルボキサミンの効果の違いの検討
内科板倉医院:心療内科／呼吸器科／内科
○板倉 康太郎，庄司 好美，藤原 砂織

P2-K23～26� 16：30～17：10
精神神経科，メンタルヘルス④
�柴山 修（��横浜労災病院心療内科）

（p. 285）
P2-K23	 治療構造の構築に難渋した失感情症の一例

1岩尾会東京海道病院精神科，2岩尾会東京海道病院心
理室，3勝山診療所，4岩尾会東京海道病院
○西村 和華1，柳 賢2，穂坂 路男3，室 愛子4

（p. 285）
P2-K24	 重ね着症候群への心理的アプローチについて

1症例を通して検討する
社会医療法人西宮渡辺病院メンタルヘルス科
○橋本 三穂

（p. 286）
P2-K25	 就労者に対するマインドフルネス介入の維持

効果
1東北大学大学院医学系研究科行動医学，2東北大学病
院心療内科，3健康科学大学健康科学部
○村椿 智彦1,2，山田 晶子1，鹿野 理子1，

金澤 素1,2，井上 ウィマラ3，福土 審1,2

（p. 286）
P2-K26	 休職を繰り返し，リワークプログラムと心理

面接を併用して復職に至った男性症例
社会医療法人杏嶺会上林記念病院
○村山 浩由，齋藤 和哉，大崎 恵子，

鈴木 理俊，三澤 真
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P2-K27～31� 17：10～18：00
精神神経科，メンタルヘルス⑤
�上村 恵一（��独立行政法人国立病院機構北海道医療センター精

神科）

（p. 287）
P2-K27	 森田療法にマインドフルネスを組み合わせた

集団療法－3年間の工夫を振り返る－
1あおいクリニック，2聖路加国際病院心療内科
○太田 大介1,2，高橋 真実1，寺田 浩1，

寺田 治子1

（p. 287）
P2-K28	 パニック症に対し安定化技法による介入を

行った1例
近畿大学病院心療内科
○梶原 都香紗，松岡 弘道，小山 敦子

（p. 288）
P2-K29	 アレキシサイミア傾向のある者の自己客体化

の支援
東京電機大学
○今野 紀子

（p. 288）
P2-K30	 過去の束縛に気づき医師・来談者が新たなフ

レームに向かう視点を持ち続けることで回復
した症例
医療法人弘生堂須田医院
○須田 道雄

（p. 289）
P2-K31	 抑うつ状態に陥った女性との家族療法－来談

しない家族の「代弁」のしかた－
1まちだクリニック，2システムズアプローチ研究所，
3龍谷大学
○長瀬 信子1,2，町田 英世1，吉川 悟3

P2-K32～35� 16：30～17：10
精神神経科，メンタルヘルス⑥
�松岡 紘史（��北海道医療大学歯学部）

（p. 289）
P2-K32	 大学生の睡眠状況に関するアンケート調査

福岡教育大学健康科学センター
○貫名 英之

（p. 290）
P2-K33	 心療内科患者における脳波と抑うつ度・不安

感との正準相関分析
医療法人社団神心会
○藤原 徹，大塚 舞子

（p. 290）
P2-K34	 発達障害診断へのこだわりが不問となった事

例－実在論としての障害から相対論としての
障害へ－
定塚メンタルクリニック＆JMCストレス医学研究所
○中西 康介，杉浦 英子，定塚 江美子，

定塚 甫

（p. 291）
P2-K35	 毛髪コルチゾールの妥当性の検証：唾液コル

チゾールの総分泌量および日内変動指標との
比較
1横浜市立大学医学群健康社会医学ユニット，2労働安
全衛生総合研究所産業ストレス研究グループ，3早稲
田大学人間総合研究センター，4武蔵野大学人間科学
部，5長岡技術科学大学工学部
○菅谷 渚1，井澤 修平2，小川 奈美子3，

城月 健太郎4，野村 収作5

P2-K36～40� 17：10～18：00
精神神経科，メンタルヘルス⑦
�天保 英明（��北里大学医学部精神科学）

（p. 291）
P2-K36	 福島原発事故被災者の社会経済的要因と心的

ストレス症状との関連：2017年調査から
1早稲田大学大学院人間科学研究科，2早稲田大学人間
科学部，3東京大学大学院教育学研究科，4早稲田大学
災害復興医療人類学研究所，5早稲田大学人間科学総
合研究センター，6武庫川女子大学文学部，7ポレポレ
クリニック，8早稲田大学人間科学学術院
○大橋 美の里1，賈 一凡2，金 智慧3，

岩垣 穂大4,5，増田 和高4,6，辻内 優子7,8，
桂川 泰典4,8，小島 隆矢4,8，扇原 淳4,8，
根ケ山 光一4,8，熊野 宏明4,8，辻内 琢也4,8

（p. 292）
P2-K37	 福島原発事故被災者の社会経済的要因と心的

ストレス症状との関連：2016年調査から
1早稲田大学人間科学部，2早稲田大学大学院人間科学
研究科，3東京大学大学院教育学研究科，4早稲田大学
災害復興医療人類学研究所，5早稲田大学人間科学総
合研究センター，6武庫川女子大学文学部，7ポレポレ
クリニック，8早稲田大学人間科学学術院
○賈 一凡1，大橋 美の里2，金 智慧3，

岩垣 穂大4,5，増田 和高4,6，辻内 優子7,8，
桂川 泰典4,8，小島 隆矢4,8，扇原 淳4,8，
根ケ山 光一4,8，熊野 宏明4,8，辻内 琢也4,8

（p. 292）
P2-K38	 社交不安における注意バイアスとメタ認知的

信念の関連－社会的場面における視線追尾を
用いて－
1早稲田大学人間科学学術院，2早稲田大学人間科学研
究科
○富田 望1，南出 歩美2，熊野 宏昭1

（p. 293）
P2-K39	 心因性の皮膚掻痒により不登校となった中学

生への心理療法：描画法による介入も含めて
福島県立医科大学医学部神経精神医学講座
○大西 真央，板垣 俊太郎，青木 俊太郎，

松本 貴智，矢部 博興

（p. 293）
P2-K40	 小児期逆境経験が不安障害の既往歴と現在の

抑うつ・不安症状に及ぼす影響
1甲南大学大学院人文科学研究科，2日本学術振興会，
3甲南大学
○松尾 和弥1,2，福井 義一3
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ポスター会場②
P2-N1～4� 16：30～17：30
摂食障害⑤
�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）

（p. 296）
P2-N1	 摂食障害患者に対する父母の対処法の違い	―

日本語版FCQ-EDを用いて―
東京大学医学部附属病院心療内科
○宮本 せら紀，小林 晃，山中 結加里，

野原 伸展，樋田 紫子，山崎 充宏，
平出 麻衣子，原島 沙季，米田 良，荻野 恵，
堀江 武，大谷 真，吉内 一浩

（p. 296）
P2-N2	 米国の摂食障害治療施設における通所型治療

の紹介－レンフルーセンター・シカゴ支部
東京女子医科大学東医療センター内科
○小笠原 知子，石川 元直，山中 学，佐倉 宏

（p. 297）
P2-N3	 小児の摂食障害における家族に向けた治療プ

ログラム
国立病院機構長崎病院小児心療科
○錦井 友美

（p. 297）
P2-N4	 身体的安定の達成後，高カロリー摂取により

食後低血糖をきたした神経性やせ症の1症例
1近畿大学病院心療内科，2伊丹せいふう病院内科，
3枚岡病院内科
○名倉 美樹1，大武 陽一2，保田 紀子3，

松岡 弘道1，奥見 裕邦1，阪本 亮1，
酒井 清裕1，上村 泰徳1，小山 敦子1

P2-N5～9� 16：30～17：30
摂食障害⑥
�庄司 知隆（��東北大学病院心療内科）

（p. 298）
P2-N5	 描画療法による介入が患者自身の自己理解，

自己表現につながった一症例
関西医科大学心療内科学講座
○兵 純子，島津 真理子，阿部 哲也，

小池 杏奈，山根 朗，福永 幹彦

（p. 298）
P2-N6	 当院入院プログラムに参加した神経性やせ症

の1年後の転帰について
八幡厚生病院精神科・心療内科
○米良 貴嗣

（p. 299）
P2-N7	 甲状腺機能亢進症を合併した神経性やせ症の

2症例
九州大学病院心療内科
○戸田 健太，山下 真，麻生 千恵，波夛 伴和，

高倉 修，須藤 信行

（p. 299）
P2-N8	 30年来無治療で経過し救命できなかった神経

性やせ症の1例
関西医科大学心療内科学講座
○上村 英四郎，阿部 哲也，福永 幹彦

（p. 300）
P2-N9	 当院救急外来経由で入院した神経性やせ症6

症例の受診理由および転帰の検討
1堺市立総合医療センター，2伊丹せいふう病院
○三谷 和可1，北島 拓真1，大武 陽一1,2

P2-N10～15� 16：30～17：30
消化器②／慢性疼痛③
�佐藤 研（��弘前大学大学院医学研究科消化器血液内科）

（p. 300）
P2-N10	 便通へのこだわりが強い，高齢難治性慢性便

秘症の2例
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

（p. 301）
P2-N11	 アルコール性肝硬変に対する生体肝移植後の

虚血性肝障害に心身相関を認めた成人女性の
一例
1大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講
座，2同消化器内科学講座
○穴井 学1，荒川 光江2，坂本 佳菜子2，

村上 和成2，柴田 洋孝1

（p. 301）
P2-N12	 心療内科を受診する過敏性腸症候群患者への

支援の方向性－IBSSI-JとIBS-QOL-Jの相関
についての考察から－
1名古屋大学医学部附属病院看護部，2名古屋大学大学
院医学系研究科看護学専攻，3星ヶ丘マタニティ病院，
4中東遠総合医療センター
○河野 葵1，中山 奈津紀2，金子 宏3，

梶浦 萌々華2，宮地 正彦4

（p. 302）
P2-N13	 過敏性腸症候群に対する内部感覚曝露を用い

た認知行動療法の実施可能性の検討―ビデオ
教材を併用して―
1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，2明星大学心理学部，3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
○船場 美佐子1，河西 ひとみ1，藤井 靖1,2，

樋上 巧洋1，富田 吉敏3，関口 敦1，
安藤 哲也1

（p. 302）
P2-N14	 母親への強い怒りの処理と治療関係の構築に

非言語的アプローチが有用であった線維筋痛
症の一症例
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
大学伊都診療所心身医学，5九州大学大学院人間環境
学府人間共生システム専攻
○足立 友理1，細井 昌子1,2，安野 広三1，

平林 直樹4，松下 智子5，富岡 光直3，
須藤 信行1,3



69

（p. 303）
P2-N15	 拡大した痛みの患者1例の身体機能評価と心

理社会的要因の考察
1西鶴間メディカルクリニックリハビリテーション科，
2西鶴間メディカルクリニックペインクリニック科
○江原 弘之1，西 啓太郎1，岩崎 かな子2，

内木 亮介2，中西 一浩2

P2-N16～20� 16：30～17：30
慢性疼痛④／慢性疲労
�柊 未聖（��東邦大学医療センター大森病院心療内科）

（p. 303）
P2-N16	 慢性疼痛患者における身体活動量の主観的評

価についての心身医学的検討
1関西医科大学大学院医科学専攻心身医学，2香川大学
医学部臨床心理学科心身医学
○静間 久晴1，阿部 哲也1，神原 憲治1,2，

福永 幹彦1

（p. 304）
P2-N17	 慢性疼痛の心療内科外来治療への愛着スタイ

ルの影響
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
中央病院心療内科，5九州大学大学院医学研究院付属
総合コホートセンター
○田中 佑1，安野 広三1，細井 昌子1,2,3，

早木 千絵4，西原 智恵3，柴田 舞欧1,5，
岩城 理恵1，須藤 信行1,2,3

（p. 304）
P2-N18	 ヨガによる慢性疲労症候群患者の安静時脳活

動の変化
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国際医療福祉大学医学部心療内科，4九州
大学伊都診療所，5国立病院機構福岡病院
○吉原 一文1,2，岡 孝和3，平林 直樹4，

朝野 泰成2，古川 智一5，乙成 淳2，
日高 大2，須藤 信行1,2

（p. 305）
P2-N19	 慢性疲労症候群患者と抑うつ・不安障害群患

者の心身両面における相互作用の検討
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
○野口 敬蔵1，吉原 一文1,2，富岡 光直1,2，

須藤 信行1,2

（p. 305）
P2-N20	 児童の注意制御機能が学校QOLを媒介とした

慢性疲労症状に及ぼす影響
1名古屋学芸大学ヒューマンケア学部，2早稲田大学応
用脳科学研究所
○伊與田 万実1，今井 正司1,2

P2-N21～26� 16：30～17：30
悪性腫瘍②／その他⑤
�山田 祐（��国際医療福祉大学病院心療内科）

（p. 306）
P2-N21	 乳がんサバイバーにおける倦怠感とマインド

フルネスの関連：パス解析
1京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻，2四
天王寺大学看護学部，3国際医療福祉大学病院腫瘍内
科，4早稲田大学大学院人間科学研究科，5沢井記念乳
腺クリニック
○池内 香織1,2，石黒 洋3，中村 康則4，

井沢 知子1，新藏 信彦5，任 和子1

（p. 306）
P2-N22	 情緒と認知特性に着目したがん患者の心理社

会的支援－再発を繰り返した卵巣がん患者の
1例報告－
1近畿大学病院心療内科，2枚岡病院内科，3近畿大学
病院緩和ケアセンター
○上村 泰徳1，保田 紀子2，小山 敦子3

（p. 307）
P2-N23	 同種造血幹細胞移植における心理社会的因子

の評価スケールと移植後アウトカムの関連の
検討
東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学
○原島 沙季，米田 良，堀江 武，吉内 一浩

（p. 307）
P2-N24	 がん医療場面におけるシステムズアプローチ

による夫婦介入
関西医科大学緩和ケアセンター支持療法チーム
○吉田 幸平，蓮尾 英明，佐久間 博子，

福永 幹彦

（p. 308）
P2-N25	 有酸素運動による前頭葉機能改善効果と内受

容感覚の変動について
1四條畷学園大学リハビリテーション学部，2関西医科
大学心療内科学講座，3香川大学医学部臨床心理学科
心身医学
○雨夜 勇作1,2，阿部 哲也2，神原 憲治2,3，

福永 幹彦2

（p. 308）
P2-N26	 看護学生へのマインドフルネス瞑想の効果に

ついて
和歌山県立医科大学脳神経内科学講座
○大前 泰彦

P2-N27～31� 16：30～17：30
その他⑥
�遠藤 由香（��東北大学病院心療内科）

（p. 309）
P2-N27	 国内のホストファミリーのメンタルヘルスと

健康管理意識
1奈良学園大学保健医療学部看護学科，2大阪市立大学
大学院医学研究科
○高田 勝子1,2
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（p. 309）
P2-N28	 心療内科患者におけるP-Fスタディの集団一

致度（GCR）についての検討
関西医科大学心療内科学講座
○木村 博子，阿部 哲也，吉田 幸平，

福永 幹彦

（p. 310）
P2-N29	 最近3年間の当科でのサマーセミナーを通し

た広報活動の紹介
関西医科大学心療内科学講座
○島津 真理子，坂崎 友哉，上村 英四郎，

秋山 泰士，蓮尾 英明，阿部 哲也，
福永 幹彦

（p. 310）
P2-N30	 「医学生・若手医師のための心身医学合同セミ

ナー」後の新規学会員登録および入局者数の
経過報告
1国立病院機構近畿中央呼吸器センター心療内科，2日
本心身医学会若手ワーキンググループ，3東京大学心
療内科，4近畿大学心療内科
○松田 能宣1，町田 貴胤2，堀江 武2，

柴山 修2，都田 淳2，山田 宇以2，
田村 奈穂2，島津 真理子2，阪本 亮2，
乙成 淳2，村上 匡史2，網谷 真理恵2，
大谷 真3，松岡 弘道4，波夛 伴和2，
佐藤 康弘2，吉内 一浩3

（p. 311）
P2-N31	 心療内科医の介入により患者-医療者間のコ

ンフリクトが解決した症例を通じて
1日本赤十字社和歌山医療センター心療内科，2関西医
科大学心療内科学講座
○今泉 澄人1,2，福永 幹彦2

P2-N32～37� 16：30～17：30
その他⑦
�深尾 篤嗣（��茨木市保健医療センター）

（p. 311）
P2-N32	 日常生活におけるフォーカシング的経験とマ

インドフルネスの共通点と相違点
関西大学大学院心理学研究科
○上西 裕之

（p. 312）
P2-N33	 アドラー派のサイコドラマに古武術的技法を

取りいれたワークの効果について(2)
1徳島県発達障がい者総合支援センター，2岡山理科大
学理学部，3学習院大学学生センター学生相談室
○梅崎 一郎1，中島 弘徳2，細谷 紀江3

（p. 312）
P2-N34	 個別逐語録データを用いた可視化によるカウ

ンセリング内容の視覚的分析
1京都大学学術情報メディアセンター，2黒川内科
○江原 康生1，鎌田 穣2

（p. 313）
P2-N35	 健常者におけるフォーカシング的態度と内受

容感覚の気づきに関する予備的研究
1関西医科大学精神神経科学講座，2追手門学院大学
○越川 陽介1，西田 圭一郎1，河崎 俊博2，

木下 利彦1

（p. 313）
P2-N36	 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（第2報）
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
○富岡 光直1，藤井 悠子2，野口 敬蔵2，

足立 友理2，吉原 一文1，波夛 伴和2，
朝野 泰成2，麻生 千恵2，須藤 信行1

（p. 314）
P2-N37	 長期にわたり難治性の症状を訴える患者に対

する統合医療の心身医学的検討
1安田病院心療内科，2国際医療福祉大学・山王病院心
療内科
○板村 論子1，村上 正人2

P2-N38～42� 16：30～17：30
その他⑧
�松田 史帆（��中部労災病院治療就労両立支援センター）

（p. 314）
P2-N38	 クライエントの自発的なイメージを促進する

セラピストの態度
追手門学院大学心理学部心理学科
○永野 浩二

（p. 315）
P2-N39	 カイロス・フォーカシングとCPTSD

関西大学
○星加 博之

（p. 315）
P2-N40	 心身症へのフォーカシング適用可能性の検討

四天王寺大学人文社会学部社会学科
○三宅 麻希

（p. 316）
P2-N41	 看護師が行うアロマセラピーマッサージの効

果
1関西医科大学心療内科学講座，2ホリスティックケア
プロフェッショナルスクール，3兵庫県立大学大学院
看護研究科，4兵庫県立大学看護学部
○相原 由花1,2,3，内布 敦子4

（p. 316）
P2-N42	 タッピングタッチは誰にでも効果があるの

か？	その9:	自閉症傾向を調整変数として
1東海学院大学人間関係学部心理学科，2甲南大学文学
部人間科学科，3甲南大学大学院人文科学研究科，4日
本学術振興会
○大浦 真一1，福井 義一2，松尾 和弥3,4
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ポスター会場①
P3-K1～5� 10：30～11：30
総合診療，プライマリ・ケア②
�酒井 清裕（��近畿大学医学部内科学教室心療内科部門）

（p. 318）
P3-K1	 病気不安の背景に複数の身体疾患が存在した

一例
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
○乙成 淳1，須藤 信行2

（p. 318）
P3-K2	 地域包括ケアシステムの中で活かされる心身

医療と心理職の役割
1日本原病院身心医療課，2日本原病院心療内科
○今田 加奈子1，坂元 美和1，豊田 英嗣2

（p. 319）
P3-K3	 就業上のストレスにより心身の不調を生じた

症例の検討
小平・幸（さいわい）クリニック心療内科
○提箸 延幸

（p. 319）
P3-K4	 当科初診のアレキシサイミア傾向患者と心理

検査
1枚岡病院，2近畿大学病院心療内科
○保田 紀子1，松岡 弘道2，名倉 美樹2，

酒井 清裕2，阪本 亮2，奥見 裕邦2，
小山 敦子2

（p. 320）
P3-K5	 地域活性化の軽井沢健康プロジェクト

1信州大学先鋭領域研究群社会基盤研究所，2軽井沢病
院総合診療科，3軽井沢病院整形外科，4軽井沢病院，
5稲城市立病院健診科，6東京大学先端科学技術研究セ
ンター
○宮崎 信行1,2，二宮 里美1,2，小野 歩1,2，

牧山 尚也3，木戸 亮1,5，丸橋 昌太郎1，
藤田 敏郎4,6

P3-K6～10� 10：30～11：30
総合診療，プライマリ・ケア③
�今泉 澄人（��日本赤十字和歌山医療センター心療内科）

（p. 320）
P3-K6	 初期研修医に対する治療的コミュニケーショ

ンに関するレクチャーの有用性
聖路加国際病院心療内科
○市来 陽子，山田 宇以，太田 大介

（p. 321）
P3-K7	 不安症を併発し白衣性要素の強い高血圧症例

における原発性アルドステロン症の検討
医療法人まちだクリニック
○町田 英世

（p. 321）
P3-K8	 病院職員による社会的孤立者との遭遇とその

対応	ー病院職員対象の質問紙調査ー
1京都大学大学院医学研究科社会健康医学系健康情報
学分野，2同志社女子大学看護学部看護学科，3畿央大
学KAGUYAプロジェクト，4京都大学医学教育・国
際化推進センター，5洛和会音羽病院産婦人科
○池田 裕美枝1，日吉 和子2，荒木 智子3，

中野 慶子1，森下 真理子4，矢野 阿壽加5，
中山 健夫1

（p. 322）
P3-K9	 医療面接における開始時質問として開放型質

問は万能か？
1関西医科大学心療内科学講座，2大阪教育大学，3京
都産業大学
○阿部 哲也1，串田 秀也2，川島 理恵3，

大石 直子1，佐久間 博子1，福永 幹彦1

（p. 322）
P3-K10	 総合診療科の初回診察における検査提案：会

話分析の観点から
1関西医科大学心療内科学講座，2大阪教育大学，3京
都産業大学
○大石 直子1，阿部 哲也1，串田 秀也2，

川島 理恵3，佐久間 博子1，福永 幹彦1

P3-K11～15� 10：30～11：20
呼吸器②／慢性疼痛⑤
�豊田 英嗣（��日本原病院心療内科）

（p. 323）
P3-K11	 ACO(Asthma	and	COPD	Overlap)患者のパ

ニック発作に対し心身医学療法を行った一例
1堺市立総合医療センター内科統括部，2伊丹せいふう
病院内科，3堺市立総合医療センター心療内科
○北島 拓真1，大武 陽一2,3

（p. 323）
P3-K12	 遷延性・慢性咳嗽の心理的要因の検討：失感

情傾向との関係
1国立国際医療研究センター国府台病院心療内科，2国
立病院機構福岡病院心療内科，3国立病院機構福岡病
院呼吸器内科
○藤本 晃嗣1,2，平本 哲哉2，古川 智一2，

中村 ひとみ2，吉田 誠3

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3日目：11月17日（日）
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（p. 324）
P3-K13	 COPD患者における抑うつ症状が運動耐容能

に及ぼす影響
1国立病院機構福岡病院心療内科，2国立病院機構福岡
病院呼吸器内科
○平本 哲哉1，古川 智一1，村上 匡史1，

中村 ひとみ1，吉田 誠2

（p. 324）
P3-K14	 アレキシサイミア傾向のあるがん患者家族介

護者は鎮痛目標が低い
関西医科大学附属病院緩和ケアセンター
○蓮尾 英明，佐久間 博子，吉田 幸平，

岡本 敬司，福永 幹彦

（p. 325）
P3-K15	 疼痛を訴える心療内科患者の適応タイプに関

する研究
1東京成徳大学応用心理学部，2日本大学医学部附属板
橋病院心療内科，3兵庫県立大学看護学部，4国際医療
福祉大学山王病院心療内科
○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

P3-K16～19� 11：20～12：00
慢性疼痛⑥
�安野 広三（��九州大学病院心療内科）

（p. 325）
P3-K16	 慢性疼痛患者における医療不信と破局化およ

び不快情動との関連
1国際医療福祉大学福岡保健医療学部，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心身医学
○義田 俊之1，細井 昌子2,3,4，安野 広三2，

河田 浩2，早木 千絵2，岩城 理恵3，
西原 智恵4，柴田 舞欧2，須藤 信行2,3,4

（p. 326）
P3-K17	 慢性疼痛患者における改善度予測にかかる因

子のコヒアレンス感による修飾効果の検討
関西医科大学心療内科学講座
○水野 泰行，福永 幹彦

（p. 326）
P3-K18	 心療内科医も地域へと踏み出しませんか：慢

性疼痛のキュアとケアに地域連携を活用した
事例
1日本原病院心療内科，2日本原病院身心医療課，3日
本原病院リハビリテーション課
○豊田 英嗣1，坂元 美和2，今田 加奈子2，

絹田 智也3

（p. 327）
P3-K19	 心療内科医が緩和医療を行う意義　～慢性疼

痛を有するあるがん患者の一例を通して～
1近畿大学病院緩和ケアセンター，2近畿大学病院心療
内科
○酒井 清裕1,2，小山 敦子1,2

P3-K20～22� 10：30～11：10
老年期／アルコール・薬物依存
�大武 陽一（��伊丹せいふう病院内科）

（p. 327）
P3-K20	 地域高齢者において情緒的孤独感は認知症発

症リスク上昇に関連する：久山町研究
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，2九州大学病院心療内科，3九州大学大学院医学
研究院衛生・公衆衛生学分野，4九州大学大学院医学
研究院精神病態医学，5九州大学大学院医学研究院心
身医学，6九州大学伊都診療所，7九州大学大学院医学
系学府
○柴田 舞欧1,2,3，小原 知之3,4，細井 昌子2,5，

秦 淳1,3，吉田 大悟3，平林 直樹2,5，
森崎 悠紀子5,7，安野 広三2，須藤 信行2,5，
二宮 利治1,3

（p. 328）
P3-K21	 抑うつを伴う食思不振高齢患者に対するミル

タザピンの有効性
1新潟県立松代病院内科，2新潟大学大学院医歯学総合
研究科呼吸器・感染症内科学分野
○清野 洋1，渡邊 誠1，小堺 浩一1，

鈴木 和夫1，村松 芳幸2，菊地 利明2

（p. 328）
P3-K22	 ベンゾジアゼピン常用の心身症におけるバイ

オフィードバック導入の影響
東邦大学医療センター大森病院心療内科
○橋本 和明，竹内 武昭，小山 明子，柊 未聖，

須賀 俊介，端詰 勝敬

P3-K23～26� 11：10～12：00
眼科／整形外科／循環器
�山田 宇以（��聖路加国際病院心療内科）

（p. 329）
P3-K23	 外傷後の黄斑部変性による中心暗点症例での

ロービジョンケアの一例
医療法人社団達洋会杉田眼科
○堀江 長春，金子 務，織田 愛子，青松 勝，

吉田 真人，杉田 達

（p. 329）
P3-K24	 整形外科医療における全人的医療導入の試み

1喜山整形ハーブクリニック，2千代田国際クリニッ
ク，3国際全人医療研究所
○喜山 克彦1，永田 勝太郎2,3

（p. 330）
P3-K25	 循環器疾患リスク因子を有する患者における

睡眠時間帯の自律神経活動指標と性差
1名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻，2名古屋
大学医学部附属病院，3掛川市・袋井市病院企業団立
中東遠総合医療センター，4星ヶ丘マタニティ病院，
5椙山女学園大学看護学部
○中山 奈津紀1，宮地 正彦3，金子 宏4，

河野 葵2，梶浦 萌々華1，平井 眞理5
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（p. 330）
P3-K26	 心療内科外来通院中に冠攣縮性狭心症と診断

された2例
三菱神戸病院
○北澤 勇人

P3-K27～30� 10：30～11：10
歯科・口腔外科②
�岡田 智雄（��日本歯科大学附属病院心療歯科診療センター）
�島田 淳（��神奈川歯科大学全身医歯学講座）

（p. 331）
P3-K27	 歯科における咬合違和感症候群の特徴につい

て
神奈川歯科大学全身医歯学講座咬合機能回復補綴医学
分野
○島田 淳，仲井 太心，渡辺 秀司，澁谷 智明，

和気 裕之，玉置 勝司

（p. 331）
P3-K28	 化学物質過敏症患者に対する歯科治療の1例

朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
○安田 順一，玄 景華

（p. 332）
P3-K29	 咬合違和感と感情プロフィール検査（POMS）

の関連性の研究
神奈川歯科大学大学院歯学研究科全身管理医歯学講座
顎咬合機能回復補綴医学分野
○藤原 基，片岡 加奈子，島田 淳，仲井 太心，

渡辺 秀司，和気 裕之，玉置 勝司

（p. 332）
P3-K30	 精神科との連携によって奏効した口腔セネス

トパチーの1例
1日本歯科大学生命歯学部小児歯科学講座，2日本歯科
大学附属病院心療歯科診療センター
○加藤 雄一1,2，苅部 洋之1，岡田 智雄2

P3-K31～34� 11：10～12：00
歯科・口腔外科③
�香西 克之（��広島大学大学院医系科学研究科小児歯科学）
�杉本 是明（��黒松内科すぎもとクリニック）

（p. 333）
P3-K31	 咀嚼運動による脳ネットワークの変化につい

て
日本大学歯学部心療歯科
○篠崎 貴弘，原 和彦，成島 桂子，小池 一喜

（p. 333）
P3-K32	 自律訓練法による脳レスティングステートの

変化について
日本大学歯学部心療歯科
○成島 桂子，篠崎 貴弘，小池 一喜

（p. 334）
P3-K33	 舌の機能を分析し全身と調和させることで改

善した顎関節症の症例
1上本町バランス治療院，2かわいまち歯科口腔医院，
3大阪歯科大学口腔外科学第1講座
○為 規彰1，川村 英司2，小渕 匡清3

（p. 334）
P3-K34	 Voxel	based	morphometryを用いた歯科心身

症患者の扁桃体形態変化の評価
埼玉医科大学医学部口腔外科学教室
○福島 洋介，南雲 拓海，遠藤 眞央，

押部 成美，川田 由美子，佐藤 毅

P3-K35～39� 10：30～11：30
歯科・口腔外科④
�伊藤 幹子（��愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座）
�金光 芳郎（��福岡歯科大学心療内科学分野）

（p. 335）
P3-K35	 歯科口腔外科領域における	tandospirone	の使

用経験
1高山赤十字病院歯科口腔外科，2高山赤十字病院心療
内科，3高山赤十字病院内科，4須田病院
○大久保 恒正1，安藤 寿博2，大久保 有1，

清島 満3，加藤 秀明4

（p. 335）
P3-K36	 抗精神病薬が奏効した口腔心身症の臨床的検

討
1自治医科大学総合医学第2講座附属さいたま医療セ
ンター，2自治医科大学附属さいたま医療センター歯
科口腔外科，3栃木県立がんセンター歯科口腔外科
○小佐野 仁志1，中野 隆史2，土屋 欣之3

（p. 336）
P3-K37	 非定型歯痛にカルバマゼピンが奏効した1症

例
1日本歯科大学生命歯学部歯科保存学講座，2日本歯科
大学生命歯学部小児歯科学講座，3日本歯科大学附属
病院診療歯科診療センター
○小柳 圭史1，加藤 雄一2,3，五十嵐 勝1

（p. 336）
P3-K38	 口腔異常感を伴う口臭症にアリピプラゾール

が奏功した1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
○竹之下 美穂，Tu Trang，菅原 詩織，

川崎 カオル，須賀 隆行，Hong Chaoli，
美久月 瑠宇，渡邊 毅，豊福 明

（p. 337）
P3-K39	 Burning	mouth	syndromeにおける薬物療法の

治療成績：A	1-year	retrospective	study
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，3東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科全人的医療開発学講座歯科心身医学
分野
○吉田 光希1，パウデル ドゥルガ1，

宇津宮 雅史1，森川 哲郎1，松岡 紘史2，
千葉 逸朗2，豊福 明3，安彦 善裕1
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ポスター会場②
P3-N1～4� 10：30～11：10
精神神経科，メンタルヘルス⑧
�宮本 せら紀（��東京大学医学部附属病院心療内科）

（p. 340）
P3-N1	 非意識的な完全主義を測定する試み―Implicit	

Association	Testを用いてー
1甲南大学人文科学研究科，2甲南大学
○片岡 春奈1，福井 義一2

（p. 340）
P3-N2	 過敏性腸症候群様症状と自己臭恐怖の併存例

を対象としたインターネットによる実態調査
1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，2東北大学大学院医学系研究科行動医
学分野，3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，4獨協医科大学医学部精神神経医学
講座
○河西 ひとみ1,2，関口 敦1，船場 美佐子1，

富田 吉敏1,3，菅原 典夫4，安藤 哲也1

（p. 341）
P3-N3	 青年期における親子関係とアレキシサイミア

の関連：認知的感情制御方略の媒介的役割
神戸学院大学大学院人間文化学研究科
○陶山 和美，石崎 淳一

（p. 341）
P3-N4	 CES-Dによるうつ病の判別精度

1関西学院大学大学院文学研究科，2関西学院大学文学
部
○高階 光梨1，佐藤 寛2

P3-N5～9� 11：10～12：00
精神神経科，メンタルヘルス⑨
�竹内 武昭（��東邦大学医学部心身医学講座）

（p. 342）
P3-N5	 うつ・不安に対するマインドフルネス集団療

法の作用機序：思考へのメタ的気づきに着目
して
1早稲田大学大学院人間科学研究科，2日本学術振興会
特別研究員，3文京学院大学人間学部，4早稲田大学人
間科学部，5早稲田大学人間科学学術院
○高橋 徹1,2，杉山 風輝子3，木甲斐 智紀1，

管 思清1，小口 真奈1，内田 太朗1，
佐藤 誠之4，コウ イクジョウ4，熊野 宏昭5

（p. 342）
P3-N6	 フォーカシングの精神医療への適用

1鹿児島大学保健管理センター，2鹿児島大学大学院医
歯学総合研究科精神機能病学分野
○川池 陽一1,2

（p. 343）
P3-N7	 通院中のうつ・不安障害患者への心理教育お

よび心理療法的介入による効果の検討
四條畷学園大学
○谷口 清弥，塩谷 育子，首藤 由江

（p. 343）
P3-N8	 森田療法的アプローチによって改善を認め復

職となった2症例
安田病院
○板村 論子

（p. 344）
P3-N9	 病態共有場面における診療スキルに関する予

備的（質的）研究
1関西医科大学附属心療内科学講座，2大阪教育大学教
育学部，3京都産業大学国際関係学部
○山根 朗1，阿部 哲也1，串田 秀也2，

川島 理恵3，福永 幹彦1

P3-N10～14� 10：30～11：30
内分泌・代謝
�島津 真理子（��関西医科大学心療内科学講座）

（p. 344）
P3-N10	 心身二刀流医療vs心身チーム医療～糖尿病に

対する2タイプの心身医療を比較する～
茨木市保健医療センター
○深尾 篤嗣

（p. 345）
P3-N11	 女性肥満症患者におけるアクチグラフを用い

た睡眠指標と尿酸値との関連
1九州大学大学院医学研究院心身医学，2福岡歯科大学
総合医学講座心療内科，3福岡国際医療福祉大学医療
学部
○野崎 剛弘1，澤本 良子2，西原 智恵1，

小牧 元3，須藤 信行1

（p. 345）
P3-N12	 患者の『困りごと』に焦点をあてた糖尿病

チーム医療の一例
1京都南病院臨床心理，2京都南病院リハビリテーショ
ン部，3京都南病院内科
○大倉 朱美子1，尾崎 裕子2，川口 隆作3

（p. 346）
P3-N13	 当院における肥満症患者の知的面の特徴

1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，2聖心女子大学
○端 こず恵1，林 果林1，神前 裕子2，

會田 友里佳1，桂川 修一1

（p. 346）
P3-N14	 甲状腺ホルモン多量服薬を契機に全体性の回

復が促された無痛性甲状腺炎患者の一例
1茨木市保健医療センター，2岡本甲状腺クリニック，
3「アルケミア」こころとからだの相談室，4富士見ユ
キオ心理面接室
○深尾 篤嗣1，辻野 達也2，岸原 千雅子3，

富士見 ユキオ4，岡本 泰之2
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P3-N15～19� 10：30～11：30
小児・思春期⑤
�加藤 文恵（��関西医科大学心療内科学講座）

（p. 347）
P3-N15	 乳幼児の行動と母親の発達に対する不安感の

関連
1甲南大学大学院人文科学研究科，2奈良大学社会学部
○岡本 大輔1，大澤 香織1，礒部 美也子2

（p. 347）
P3-N16	 学校不適応の改善に心理検査を用いた親子の

相互関係への介入が有効であった一症例
1洛和会音羽病院臨床心理室，2洛和会音羽病院小児科
○中島 陽大1，前田 真治2

（p. 348）
P3-N17	 新規ペアレンティングマニュアル作成に向け

た親子支援の客観的効果検証（1）
1ルーテル学院大学総合人間学部，2文教大学教育学部
特別支援教育専修
○田副 真美1，高橋 海来2，山中 さくら2，

成田 奈緒子2

（p. 348）
P3-N18	 新規ペアレンティングマニュアル作成に向け

た親子支援の客観的効果検証（2）事例検討
1文教大学教育学部特別支援教育専修，2ルーテル学院
大学総合人間学部
○成田 奈緒子1，川手 未来1，高橋 海来1，

山中 さくら1，田副 真美2

（p. 349）
P3-N19	 成長ホルモン分泌不全性低身長と自閉スペク

トラム症が併存した症例の臨床特性と治療対
応について
公益財団法人磐城済世会舞子浜病院
○本田 教一，菅野 智美，志賀 忠夫，

藤井 千太，田子 久夫

P3-N20～25� 10：30～11：30
その他⑨
�富永 敏行（��京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態

学）

（p. 349）
P3-N20	 ヨーガにおける内受容感覚の意識化の高低に

よる効果の違い　～予備実験より
1東洋大学大学院総合情報学研究科，2東洋大学総合情
報学部
○鎌田 洋子1，加藤 千恵子2

（p. 350）
P3-N21	 花鑑賞，フラワーアレンジメント，および農

作業体験によるストレス軽減効果
1順天堂大学大学院医学研究科緩和医療学，2順天堂大
学漢方医学先端臨床センター，3近畿大学大学院農学
研究科，4国立がんセンター東病院緩和医療科，5江東
病院泌尿器科，6湘南ホスピタル
○水嶋 章郎1，山口 琢児2，胡 愛玲1，

千葉 吉史1，丸谷 昂司3，桑嶋 裕司1，
岩間 裕美子1，引間 直子1，長谷部 和美1，
上原 優子1,4，渡邊 大祐1,5，水嶋 しのぶ1，
宇井 睦人1，奥野 滋子1,6

（p. 350）
P3-N22	 機能性身体症候群における心拍変動とQOLの

関係
1パナソニック株式会社，2大阪大学，3香川大学医学
部，4関西医科大学心療内科学講座
○森田 幸弘1,2,4，神原 憲治3,4，志田 有子4，

阿部 哲也4，福永 幹彦4

（p. 351）
P3-N23	 子どものゲーム・スマホの使用が睡眠に及ぼ

す影響ついて
1佐賀大学教育学部，2志學館大学，3増田クリニック
○石井 宏祐1，松本 宏明2，胸元 孝夫2，

山下 協子3，増田 彰則3

（p. 351）
P3-N24	 時間的展望と自己否定感が故意に自分を傷つ

ける行動に及ぼす影響―性差の検討―
1甲南大学大学院人文科学研究科，2甲南大学
○今井田 貴裕1，福井 義一2

（p. 352）
P3-N25	 患者からのアドバイス希求時に治療者に生じ

る思考の違いに関する質的研究
関西医科大学心療内科学講座
○後藤 あかり，阿部 哲也，水野 泰行，

福永 幹彦

P3-N26～30� 10：30～11：30
その他⑩
�山根 朗（��関西医科大学心療内科学講座）

（p. 352）
P3-N26	 男性陸上競技選手の競技成績の停滞と停滞を

乗り越える過程に関する探索的研究
岡山大学大学院社会文化科学研究科
○福田 航希

（p. 353）
P3-N27	 化粧の負担感に関する20代女性の一事例報告

岡山大学大学院社会文化科学研究科
○丸山 香織，安藤 美華代

（p. 353）
P3-N28	 医学生の精神的健康度と自尊感情の実習への

影響について
東邦大学医学部心身医学講座
○中村 祐三，柊 未聖，上野 孝之，橋本 和明，

小山 明子，嶋 美香，都田 淳，竹内 武昭，
端詰 勝敬
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（p. 354）
P3-N29	 タッピングタッチが唾液中オキシトシン量の

変化に及ぼす効果　その6:	性差の検討
1甲南大学文学部人間科学科，2東海学院大学，3大阪
経済大学
○福井 義一1，大浦 真一2，中川 一郎3

（p. 354）
P3-N30	 身体症状を訴える疾患群についての身体感覚

増幅尺度および疾患認識尺度の調査
1香川大学医学部医学教育学，2埼玉県立大学健康開発
学科
○岡田 宏基1，坂東 修二1，酒井 麗1，

六車 由紀1，本間 三恵子2

P3-N31～36� 10：30～11：30
その他⑪
�大谷 真（��東京大学医学部附属病院心療内科）

（p. 355）
P3-N31	 ヨーガ療法アセスメントにおける質問紙開発

の意義
1東洋大学大学院総合情報学研究科，2黒川内科
○中田 愛子1，鎌田 穣1,2

（p. 355）
P3-N32	 対人援助職が援助場面での体験にフォーカシ

ングすることの意義―先行研究の概観を通し
て―
1関西医科大学心理学教室，2関西大学大学院心理学研
究科
○平野 智子1，池見 陽2

（p. 356）
P3-N33	 フォーカシングの観点によるアレキシソミア

概念の理論的検討―身体性とメタファーの機
能の関係から―
神戸学院大学心理学部
○岡村 心平

（p. 356）
P3-N34	 フォーカシング　体験過程流コラージュワー

ク
大阪キリスト教短期大学
○矢野 キエ

（p. 357）
P3-N35	 日本における看護師のアサーティブネスの研

究の動向
松蔭大学看護学部
○山本 貴子

（p. 357）
P3-N36	 地域のサイコネフロロジーを育むには？

1伊丹せいふう病院，2堺市立総合医療センター
○大武 陽一1,2

P3-N37～41� 10：30～11：30
その他⑫
�網谷 真理恵（��鹿児島大学大学院医歯学総合研究科地域医療学

分野）

（p. 358）
P3-N37	 地域医療実習を通したBio-Psycho-Social	

modelに基づく全人的医療教育について
1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科地域医療学分野，
2鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際島嶼医療学
分野
○網谷 真理恵1，水間 喜美子1，指宿 りえ2，

嶽崎 俊郎2，大脇 哲洋1

（p. 358）
P3-N38	 母親のストレス対処行動と子どもの発達との

関係
1東京家政大学大学院人間生活学総合研究科，2東京家
政大学人文学部心理カウンセリング学科，3こころの
相談室リエゾン・ハート
○近喰 ふじ子1，梅原 碧2，廣田 敬乃3

（p. 359）
P3-N39	 在宅介護者に対するメンタルヘルスとQOLの

検討
日本大学医学部附属板橋病院心療内科
○小寺 祥子，釋 文雄，丸岡 秀一郎

（p. 359）
P3-N40	 心療内科外来患者の身体症状と主観的睡眠の

質
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

（p. 360）
P3-N41	 心療内科の診診連携を考える―近畿心療内科

診療所研究会の活動
1橋爪医院，2ふじたみつえクリニック，3まちだクリ
ニック，4たかはしクリニック，5ナチュラル心療内科
クリニック，6竹川内科クリニック，7中西心療内科・
内科医院
○橋爪 誠1，藤田 光恵2，町田 英世3，

高橋 進4，竹林 直紀5，竹川 隆6，中西 善久7
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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．

日本歯科心身医学会
シンポジウム
11月17日（日）	 9：00～11：00	 第3会場
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11月17日（日）　9：00〜11：00　第3会場シンポジウム

歯科矯正治療に関わる歯科心身医療

座　　長：�安彦 善裕 （北海道医療大学）
　　　　　�松本 尚之 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）
演　　者：�岡下 慎太郎 （�大阪歯科大学歯科矯正学講座）
　　　　　�竹之下 美穂 （�東京医科歯科大学歯科心身医学分野）
　　　　　�松岡 紘史 （�北海道医療大学歯学部）
　　　　　�古賀 千尋 （�福岡歯科大学口腔医療センター）
企 画 者：�松本 尚之 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

【企画のねらい】
　口腔領域は，身体の中でも鋭敏繊細で密度の高い知覚分布があることから，様々な症状が顕在化しやすい部位である．矯
正歯科治療は，咬合の異常や審美的な問題から，人為的に歯牙を移動する治療である．このことから歯の移動や咬合の変化
に伴う不定愁訴や心身症として発症する病態，主に咬合違和感症候群や慢性顎関節症，非定型歯痛などに留意する必要があ
る．また，審美医療に関わる身体醜形障害や社交不安など，患者の精神医学的な背景の考慮も大切である．本シンポジウム
では，歯科矯正治療及び歯科心身医療に関わる演者に実際の症例を紹介した頂きながら，歯科矯正治療に関わる歯科心身症
患者への対応について議論して頂くこととした．

歯科矯正治療に関わる歯科心身医療
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歯科_SY-1 成人歯科矯正患者の心理傾向
○岡下 慎太郎
大阪歯科大学歯科矯正学講座

Psychological	tendency	of	adult	orthodontic	patients
○Okashita Shintaro
Department of Orthodontics, Osaka Dental University

　【緒言】
　矯正治療を希望する成人矯正患者は，患者自身の主訴に審美的な改善が含まれていることがほとんどである．審美的な治療希求は
疼痛障害や機能障害と異なり，患者がより美しくなりたいという心理から発現するものである．したがって，矯正治療を希望する患
者にある一定の心理的傾向が存在する可能性は否定できない．特に男女間の性差(ジェンダー)は審美的治療希求の多い矯正治療を受
診する際に影響を及ぼすのではないかと考えた．今回，妥当性，信頼性，効率性に優れているMINI自動診断システムをもちいて，顎
変形症矯正患者を含む成人矯正患者全体を症例と性別で4群に分類し分析を行った．
　【対象と方法】
　調査対象は，過去の3年間に来院した成人矯正患者100名(男性：38名，18〜31歳，平均年齢21歳10か月，女性62名：18〜45歳，
平均年齢22歳8か月)である．対象者のなかには外科矯正治療の適応症となる顎変形症患者46名(男性19名　女性27名　18〜42歳　
平均年齢23歳4ヶ月)も含まれる．これらを（1）男性一般矯正患者群（2）男性顎変形矯正患者群（3）女性一般矯正患者群（4）女性
顎変形矯正患者群の4群にわけてそれぞれの心理傾向について分析，考察した．
　【結果】
　（1）男性一般矯正患者群
　  臨床尺度のT-スコアーにおいてHs，D，Hy のNeurotic traid（神経症トリオ），とPd，Pa，ScのPsychotic traid（精神病トリオ）

では平均T-スコアーがすべて50以上であったが，それ以外の尺度では50未満と対照的な結果となった．
　（2）男性顎変形矯正患者群
　  臨床尺度のT-スコアーが60以上の高得点者の割合はNeurotic traid，とPsychotic traidの6尺度で高い割合をしめした．なかでも

HyとPdでの高得点者の割合は，Hyで73.3%，Pdで60％と過半数を大きく上回った．
　（3）女性一般矯正患者群の傾向
　  臨床尺度のT-スコアーは男性患者群とは対照的にすべての尺度が50未満と低得点をしめし，プロファイルの形態は，ほぼ横ばいを

しめした．
　（4）女性顎変形矯正患者群の傾向
　  臨床尺度のT-スコアーのプロファイルの形態は，女性顎変形矯正患者と同じくほぼ横ばいであったが女性一般矯正患者のほうが全

体的に高くSiを除くすべての尺度で50を超えた．
　【考察】
　審美障害を治療することを社会的に容認されてきた女性患者と，様々な社会環境のために治療希求があったとしても，治療を開始
しづらい男性患者の間には，大きな差があると考えられる．したがって，男性患者のほうが女性患者より心理的な問題を多くかかえ
ている傾向があり，その原因は，治療開始にいたるまでのジェンダー間の社会環境から来る障害の差だと考えられる．
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歯科_SY-2 当科における歯科矯正治療に関連した歯科心身医療について
○竹之下 美穂
東京医科歯科大学歯科心身医学分野

A	psychosomatic	dentistry	perspective	of	orthodontic	treatment
○Miho Takenoshita
Department of psychosomatic Dentistry, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental 
University (TMDU)

　従来，歯科矯正治療における心理的な評価の重要性が強調されてきた．歯科矯正の多くは問題なく治療を遂行されている
と考えられるが，時に噛み合わせの違和感など想定外の愁訴が生じ，日常生活に障害をきたすようになる患者が経験され
る．また，顎矯正手術を希望する例では，本音では口腔機能よりも審美性に重きを置いている場合も多いように思われる．
術者も慎重に患者の真の意図を理解し，治療の適否を判断しなければ術後トラブルに発展しかねない．
　小児期から思春期・青年期がメインとなる歯科矯正患者では，潜在する統合失調症や醜形恐怖に気を付けなければならな
い．最近ではパーソナリティ障害よりも，いわゆる「発達障害」が併存する患者が増加している印象が強い．非専門医に
よる精神症状のスクリーニングには，Psychiatry In Primary Care（PIPC）によるMAPSO（Mood，Anxiety，Psychosis，
Substance，Organic/Other）システムを用いた問診がスクリーニングに有効なツールとなる．効率よく患者の生活環境，
経済状況や家族関係などの重要事項を背景問診し，かつ精神科に紹介すべき疾患の鑑別をしておくと，トラブルに発展しう
るケースも未然に防げる可能性もある．
　しかしながら，小学生時に歯列矯正を開始した患者が，思春期に重たい精神疾患を発症するケースも経験される．術前に
問診を十分に行い，歯科矯正治療が施行された場合でも，治療中や治療後に精神症状が顕在化する例もある．後手に回った
ケースでは，精神科への紹介もなかなか受け入れられず，対応に苦慮する場合が多い．なんとか精神科へ紹介しても，「歯
に関しては，こちらの問題ではない」と理解を示されないことも往々にしてある．外科的な偶発症以外にも術後起こりえる
事態の想定範囲を広げておく必要がある．歯科矯正患者の場合，歯科心身医療というよりは，日頃から精神科との密な連携
体制を構築しておくことがより重要かと思われる．
　歯科矯正治療は治療期間が長く，一度開始すれば途中で中断が困難な治療である．例えば骨格性の著しい不正咬合が認め
られる患者でも，精神症状や後々の経過を考慮すると顎矯正手術の適応症例か否かの判断は大変難しい問題になる．審美的
要求が高まった現在の我が国で，矯正歯科治療のどこまでが患者のニーズで，どこからが患者の希望なのか，またどれだけ
医療として対応すべきなのか，逡巡させられることが多い．

歯科矯正治療に関わる歯科心身医療
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歯科_SY-3 醜形恐怖症に対する認知行動療法：歯科矯正外来における適用可能性
○松岡 紘史1，山崎 敦永2，飯嶋 雅弘2，安彦 善裕3，千葉 逸朗1

1北海道医療大学歯学部，2北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野，3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

Cognitive	behavioral	therapy	for	body	dysmorphic	disorder:	applicability	in	orthodontics
○Hirofumi Matsuoka1, Atsue Yamazaki2, Masahiro Iijima2, Yoshihiro Abiko3, Itsuo Chiba1

1Division of Disease Control & Molecular Epidemiology, Department of Oral Growth & Development, School of Dentistry, 
Health Sciences University of Hokkaido, 2Division of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Department of Oral Growth 
& Development, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido, 3Division of Oral Medicine & Pathology, School 
of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido

　醜形恐怖症は，自らの外見上の欠陥に対するとらわれが非常に強く，そうした欠陥を修正するために外科的治療をはじめ
としたさまざまな治療を受ける疾患である（American Psychiatric Association, 2014）．醜形恐怖症患者は形成外科や皮膚
科のような科で非常に多いことが知られており，歯科領域でも，歯科矯正に醜形恐怖症が多く受診することが知られてい
る．醜形恐怖症に対する治療法は抗うつ薬などの薬物療法に加えて，認知行動療法の効果が確認されている（Phillipou et 
al., 2014）．しかしながら，醜形恐怖症患者は自分自身が外見上の欠陥に対するとらわれで悩んでいることを他者に伝えるこ
とに抵抗感を抱きやすいため，こうした治療法を実施できる専門機関への紹介が困難な場合も多い．
　醜形恐怖症に対して，美容医療などの非精神科的治療を行った場合は，患者の自らの外見に対する認識は改善しないこ
とが多く，中には反対に外見が悪化したと認識し醜形恐怖症の症状そのものが悪化してしまう患者も存在する（Crerand et 
al., 2011）．こうしたことから，歯科矯正で治療を行っても，患者の症状は改善しないことが予想される．しかしながら，歯
科矯正外来に通院する醜形恐怖症患者の変化をレトロスペクティブに調査した我々の研究からは，歯科矯正外来を受診した
醜形恐怖症の患者では症状が改善する例が多いことが確認されている．本発表では，歯科矯正外来の特徴や外来の患者対応
で行われている点を，醜形恐怖症に対する認知行動療法の観点から整理し，歯科矯正外来で観察された醜形恐怖症傾向の改
善がどのような点から生じているかを検討するとともに，認知行動療法の要素を取り入れた醜形恐怖症患者への対応方法に
ついて考察したい．
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歯科_SY-4 身体醜形障害と歯科疾患
○古賀 千尋
福岡歯科大学口腔医療センター

Dental	disease	associated	with	body	dysmorphic	disorder
○Chihiro Koga
Center For Oral Diseases Fukuoka Dental College

　日常臨床において，患者の主訴や治療の要求で感覚的面が絡んでいると，治療者側から考えると治療的ミスと思われない
ような状態であっても，患者の満足が得られず継続した治療を求められて，その治療終結が困難になる事がある．例えば歯
の白さや前歯部の形態や歯列を強迫的にこだわる等であるが，患者が満足し問題無く終わる場合と，患者の治療的要求が繊
細な訴えとなり，その要求に治療者としてついていけなく，患者の要求との間に解離が生じトラブルとなる場合がある．そ
のような症例では身体醜形障害が疑われる．身体醜形障害は，自身の身体における些細な欠点や欠点とも思われないような
部位を醜いと感じ思い悩む疾患で日常生活に支障きたす事があり，DMS-Vでは強迫関連障害の1つである．醜形を呈する
部位は全身にわたり様々な部位であるが，特に頭頸部は多く，頭髪から顔全体，部分的には額や鼻，顎や口唇，歯など多岐
にわたる．男女の性差はあまりないと言われている．発病のきっかけは，思春期のいじめや仕事のストレスなどであるが，
直接の原因は実際よりも著しく低い自己イメージと言われている．強迫性障害に関連して発病するが，うつ病や摂食障害，
統合失調症などの疾患とも関連し併発することが知られており，自殺の転帰をとることも多く注意が必要である．歯科領域
では，矯正や審美領域の補綴治療などの患者の中で身体醜形障害の患者が存在すると思われる．また医科では美容形成外科
領域にも身体醜形障害患者は存在し，これらの診療科の共通点は，自費診療にて治療する場合が多く，患者が満足せず医療
機関を転々と移ったり，高額な治療費を巡って訴訟に発展する．こだわりが強い人と身体醜形障害の境界は難しく，判断す
る事は容易ではないが日常生活に支障をきたすほどの症状であれば専門医を紹介する事を検討しなければならない．歯科医
療について言えば，不可逆的な治療を安易に行う事は避けなければならない．さらに口臭恐怖症とも関連があり病態が近く
併発する事もあるため注意が必要である．審美領域の歯科治療においては身体醜形障害についての知識を持ち，念頭に置い
た対応が重要と思われる．

歯科矯正治療に関わる歯科心身医療



215

※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．

日本歯科心身医学会 口演①
11月17日（日）	 14：00～14：50	 第4会場

日本歯科心身医学会 口演②
11月17日（日）	 15：00～15：50	 第4会場

日本歯科心身医学会 口演③
11月17日（日）	 16：00～16：30	 第4会場
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歯科_O1 カルバマゼピンが無効であった口内痛に葛根加朮附湯が有効であった1例
○小澤 夏生1,2，桑原 正浩2，藤田 康平2，加藤 伸2，角田 和之2，角田 博之2，永井 哲夫2，
中川 種昭2

1小澤歯科醫院，2慶應義塾大学医学部歯科口腔外科学教室

Kakkonkajutsubuto	was	effective	for	oral	pain	patient	ineffective	carbamazepine	:	A	case	report
○Natsuo Ozawa1,2, Masahiro Kuwahara2, Kouhei Fujita2, Shin Kato2, Kazuyuki Tsunoda2, Hiroyuki Tsunoda2,
Tetsuo Nagai2, Taneaki Nakagawa2

1Ozawa Dental Clinic, 2 Department of Dentistry and Oral Surgery, School of Medicine, Keio University

　【緒言】三叉神経痛の診断のもとカルバマゼピンを投与受けるも効果を得られず義歯による疼痛を疑い来院した患者に口
腔異常感症と診断，東洋医学的に風寒湿痺と弁証し葛根加朮附湯を用い効果を得たので報告する．
　【症例】74歳女性．右こめかみに7〜8年前より軽い痛みを感じていた．兄の家の火災をきっかけに，同部位の痛みが増
し，近耳鼻咽喉科を受診．三叉神経痛の診断でカルバマゼピンを処方された．痛みが寛解せず義歯による疼痛の可能性を
疑い来院となった．身長148cm，体重56kg，血圧140/71mmHg，脈搏66/min．上顎義歯装着時口腔内及び右こめかみの下
が突っ張る感じがする．痛みは食事中に気にならない．義歯，口腔粘膜に器質的異常は認められず．舌候；薄白苔　脈候；
滑，実　腹候；腹力中．全身状態は頭痛＋，肩こり＋＋，冷え＋，食慾±．初診，葛根加朮附湯7.5g/day 処方し1週間後
症状は軽快傾向を示し，頭痛，肩こりなども順次軽減．1ヶ月後終診とした．
　【考察】痺証とは風寒湿熱などの邪気が人体の肌表，経絡，関節などを侵して，気血の運行がスムーズではないか，不通
になるために，肌肉，筋骨，関節のだるい痛み，痺れ，重だるさ，運動制限，腫脹などの症状を現す病証である．この考え
は口腔異常感症，顎関節症，三叉神経痛などの痛みに広く適応され方剤を選択する指標となる．本症例は兄の家が全焼した
ことで痺証が顕在化し症状を表したものとして漢方で対応し効果を得られた．
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歯科_O2 口腔異常感症に対して漢方医学的治療が奏功した1例
○安田 卓史1，矢数 芳英2，丹保 彩子3，羽鳥 綾乃1，鈴木 愛1，近津 大地1

1東京医科大学医学部口腔外科学分野，2東京医科大学病院麻酔科，3独立行政法人国立病院機構金沢医療センター歯科口
腔外科

A	case	of	Kampo	medicine	treatment	for	abnormal	sensation	in	the	mouth
○Takashi Yasuda1, Yoshihide Yakazu2, Ayako Tambo3, Ayano Hatori1, Megumi Suzuki1, Daichi Chikazu1

1Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Medical Univ., 2Dept. of Anesthesiology, Tokyo Medical University Hospital, 3Dept. 
of Dentistry and Oral Surgery, National Hospital Organization Kanazawa Medical Center

　【はじめに】臨床において，口腔異常感症は治療に難渋することが多い．今回われわれは口腔異常感症に対し，漢方医学
的治療が奏功した1例を報告する．
　【事例】40歳代，女性．身長：165cm，体重：61kg，体格：中等度．主訴：左の頬が痛い．現病歴：X-1年4月左頬粘膜
に痛み（VAS：67）を自覚しX年2月近医耳鼻科を受診し精査を施行したが明らかな原因となる器質的疾患は認められず当
科を紹介され受診した．現症：左側頬粘膜に痛み（VAS：26），左側上下口唇〜口角内側粘膜の腫脹感，舌のヒリヒリ感，
味覚異常（塩味）を訴えた．当該部粘膜に明らかな炎症所見は認めず，擦過痕や吸引痕のみを認めた．現代医学的には口腔
異常感症と診断する一方，日常生活におけるストレスと，これに起因すると思われる所見（顔ののぼせ，口苦，手の熱感）
から，漢方医学的に肝気鬱結とそれにともなう頬粘膜の吸引や舌の擦過などの口腔異常習癖の悪化による症状と分析し，立
効散7.5g/日と加味逍遥散7.5g/日の段階的投与により，加療開始後2週で左側頬粘膜の痛みは消失（VAS：0）し，その他
の症状も改善した．
　【考察】本症例は口腔粘膜の吸引による痛みの訴えが前面に出ていたが，本態は日常生活におけるストレスを契機に生じ
た肝気鬱結による口腔異常感症であり，立効散と加味逍遥散の段階的な投与が奏功したと考える．
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歯科_O3 少量のaripiprazole	の増強療法が奏功した舌痛症の1例
○須賀 隆行1，渡邊 毅1，美久月 瑠宇1，竹之下 美穂1，松岡 紘史2，安彦 善裕2，豊福 明1

1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，2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

A	case	of	burning	mouth	syndrome	successfully	treated	with	augmentation	therapy	of	aripiprazole
○Takayuki Suga1, Takeshi Watanabe1, Lou Mikuzuki1, Miho Takenoshita1, Hirofumi Matsuoka2,
Yoshihiro Abiko2, Akira Toyofuku1

1Dept. of Psychosomatic Dentistry, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental Univ, 2Division of 
Oral Medicine and Pathology, Department of Human Biology and Pathophysiology, School of Dentistry, Health Sciences 
University of Hokkaido

　【緒言】舌痛症の治療においてamitriptylineだけで効果が不十分な場合，aripiprazoleを追加すると有効な場合がある．そ
の際，aripiprazoleが反芻思考に効果がある可能性が示唆されているが，今回Pain catastrophizing scaleのruminationスコ
アによって仮説が傍証されたので報告する．
　【症例】58歳女性．舌と口腔の疼痛と強い乾燥感を主訴に当科を受診した．初診時に倦怠感，意欲低下等を認め，食事も
満足に取れておらず，仕事や家事も満足にこなせていなかった．初診時のruminationスコアは16であった．Amitriptyline 
10mgを処方したところ，乾燥感，疼痛の大幅な改善を認めた．初診から2か月後に症状が再燃し，口腔内の確認行為が
増えたため，aripiprazole 0.5mgを追加したところ，1週間後には「精神的に落ち着き，不安がなくなった」と述べた．
ruminationスコアは13から9に減少した．その後徐々に食欲も回復し，仕事も家事も病前と変わらず，こなせるように
なった．初診から1年経った現在ruminationスコアは2であり症状はほぼ寛解している．
　【考察】本症例ではamitriptylineで疼痛の大幅な改善を認めたが，症状再燃に対する予期不安と反芻思考は残遺し
ていた．Aripiprazoleを追加したところruminationスコアは減少し不安および反芻思考は改善した．反芻思考が強く，
amitriptylineによる疼痛抑制だけでは不十分な舌痛症患者には少量のaripiprazoleの追加が有効な可能性が示された．
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歯科_O4 Sodium	valproateが奏功した難治性の舌痛症の1例
○須賀 隆行，渡辺 毅，美久月 瑠宇，竹之下 美穂，豊福 明
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

A	case	of	refractory	burning	mouth	syndrome	successfully	treated	with	sodium	valproate
○Takayuki Suga, Takeshi Watanabe, Lou Mikuzuki, Miho Takenoshita, Akira Toyofuku
Dept. of Psychosomatic Dentistry, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental Univ.

　【緒言】舌痛症には抗てんかん薬が有効との報告があるがsodium valproate（VPA）が奏功したとの報告はまだない．
　【症例】61歳，男性．1年前より続く舌の灼熱感と味覚障害（水などが苦く感じ，食べ物の味がわからない）を主訴に受
診した．既往歴はヘルペス性髄膜炎，帯状疱疹，頚椎症性神経根症，腎嚢胞，白内障があり，精神既往歴はなかった．当科
受診前に某ペインクリニックにてamitriptylineを処方されていたが症状の一部改善にとどまった．初診時よりaripiprazole，
mirtazapineを処方したが中途覚醒，体重増加等の副作用で服用を続けることができなかった．頭痛の既往もあったため
VPA 100mg,clonazepam 0.6mgに変更したところ味覚障害が改善してきた．VPAを500mgまで増量する一方で眠気が生じ
たためclonazepamは中止したところ，灼熱感はほぼ改善した．初診8か月後にはわさびやショウガ，コーヒーなども味わ
えるようになったと笑顔で述べられた．初診から1年後，症状はほぼ改善したと述べていたためVPAを漸減後中止した．
初診から1年5カ月経過した現在も症状再燃や副作用を認めず経過良好である．薬疹などの副作用は認めず，VPAの血中濃
度は10µg/mlであった．
　【考察】VPAは片頭痛，三叉神経痛の治療に有効とされている．特に神経障害性疼痛では400mg以下の少量のVPAが有
効であった報告がある．抗うつ薬に抵抗性で頭痛の既往のある男性の舌痛症にVPAが有効な可能性が示唆された．
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歯科_O5 ブラキシズムの心理学的要因の研究と治療の試み
○廣瀬 俊司
医療法人社団良寿会ひろせ歯科医院

Study	of	the	psychological	factor	of	bruxism	and	a	trial	treatment
○Shunji Hirose
Medical Corporation Ryojyukai Hirose Dental Clinic

　【目的】ブラキシズムは，その行動の頻度と強度による影響が，生体の耐性を超えた時，顎口腔系に破壊的な影響を及ぼ
すため，適切な対応が望まれる．現在は多因子説が主流で主に対症療法としてスプリント療法が行われている．心理学的要
因の関与を明らかにし，新たなる治療法を開発することを目的とした．
　【方法】最初にストレス状態を自己評価により数値化する質問紙（Stress Self Evaluation Check List）を開発した（廣瀬，
2014，心身医）．次に，自覚していないストレスを診るためにエゴグラムの研究を行った（廣瀬，2014，心歯身医），（廣瀬，
2015，心身医）．そして，心理学的要因の関与を確認した後，交流分析と呼吸法（廣瀬，2014，心歯身医）を試みた．
　【結果】咬合性外傷，修復物脱離，破損，咀嚼筋部の疼痛，歯周病の急性発作の頻度が軽減した．加えて，対象としてい
た覚醒時ブラキシズムのみならず，睡眠時ブラキシズムにも効果が確認できた．
　【考察】日常歯科診療では，普遍性・客観性・再現性が求められている．しかし，ブラキシズム治療においては，多因子
間の関係性，個別性，心理・社会・環境，人間性といった情報に重点を置くことで，患者自身の力でストレスコントロール
を行えるように導くことができる．その結果，これらの心理学的要因に留意した治療法は顎口腔系の崩壊を未然に防ぐ一助
となると考えた．
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歯科_O6 口腔異常感を訴える患者に認知の修正が有効であった1例
○平良 賢周，新井 絵理，三浦 和仁，尾崎 公哉，山崎 裕
北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯科学教室

An	effective	example	of	using	cognitive	modification	for	patients	complaining	oral	dysesthesia
○Kenshu Taira, Eri Arai, Kazuhito Miura, Kimiya Ozaki, Yutaka Yamazaki
Gerodontology, Department of Oral Health Science, Faculty of Dental Medicine, Hokkaido Univ.

　【はじめに】口腔異常感症では，薬物療法が奏効せずに難渋する症例を少なからず経験する．今回口腔異常感を訴える患
者に対し認知の修正を試みたところ，症状が比較的短期間に軽快した症例を経験したので報告する．
　【事例】77歳女性．主訴：口内のヌルヌル，嚥下時の喉の違和感．家族歴：独居．現病歴：2018年夏，生来，丈夫で病院
通いをしたことはなかったが，甲状腺機能低下症や骨粗鬆症を指摘されてから口腔異常感を自覚した．食事が美味しくなく
なり口臭も意識するようになったため，近医耳鼻科にて精査したが異常所見は認めず，当科紹介受診した．現症：口腔内に
2箇所のアフタと舌背全体に白苔を認める以外，異常所見を認めなかった．CMI；II領域．口腔異常感症と診断し心下痞硬
と舌背の白苔から半夏瀉心湯を開始した．また悪性腫瘍になる可能性はないこと，口は心の出口のため口内が過敏になって
いると感じなくてよいことも感じることを説明したところ，3週間後には口内のヌルヌルは半減した．新たに自身の口腔内
症状を日記にするよう指示したところ，何かに気を取られたり，楽しんだりしている時は気にならないことに気付くように
なり，以後症状は徐々に軽快した．初診から2か月半後には，今まで自分でストレスを作っていたことを理解するようにな
り，症状もほぼ消褪した．
　【考察】日記による口腔異常感への認知の修正の有効性が示唆された．
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歯科_O7 不確実さ不耐性が舌痛症患者の症状に及ぼす影響
○宇津宮 雅史1，松岡 紘史2，吉田 光希1，竹之下 美穂3，豊福 明3，安彦 善裕1

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，3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

Influence	of	intolerance	of	uncertainty	on	pain	symptoms	in	burning	mouth	syndrome
○Masafumi Utsunomiya1, Hirofumi Matsuoka2, Kouki Yoshida1, Miho Takenoshita3, Akira Toyofuku3,
Yoshihiro Abiko1

1Division of Oral Medicine & Pathology, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido, 2Division of Disease Control 
& Molecular Epidemiology, Department of Oral Growth & Development, School of Dentistry, Health Sciences University of 
Hokkaido, 3Psychosomatic Dentistry, Graduate School of Medical & Dental Sciences, Tokyo Medical & Dental University

　【目的】舌痛症患者の中には，全般性不安障害を併存する患者がいることが報告されているが，舌痛症の症状に及ぼす
影響はこれまで検討されていない．全般性不安障害において特徴的な認知的要因として不確実さ不耐性（Intolerance of 
Uncertainty：IU）があり，この傾向が強い患者では不確実な事柄に対して過度に心配を抱くことが知られている．本研究
では，IUの変化によって，舌痛症の症状がどのような影響を受けるか検討する．
　【方法】歯科医師によって歯科心身症と診断された患者のうち，初診および6ヶ月後の調査に回答がえられた舌痛症患
者19名（女性16名，男性3名，年齢62.95±13.68歳）およびそれ以外の歯科心身症患者19名（女性16名，男性3名，年齢
57.47±13.17歳）を対象とした．調査項目は，VASおよびShort Intolerance of Uncertainty Scale（SIUS）であり，初診時
と6ヶ月後に回答を求めた．
　【結果】舌痛症ではSIUSの変化はVASの変化と有意な関連がみられたが，歯科心身患者ではこうした相関はみられな
かった．VASの変化を目的変数，SIUSの変化および初診時のVASを目的変数とする重回帰分析を行った結果，舌痛症で
は，SIUSの変化が有意にVASの変化を予測することが明らかになった．
　【考察】SIUSの変化は，初診時のVASの影響をコントロールしても，VASの変化を予測したことから，治療によってIU
を緩和することができれば，痛みの緩和につながる可能性が示唆された．
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歯科_O8 歯科恐怖症の中学生に対し認知行動療法を用いて歯科治療を行った1例
○蓑輪 映里佳1，倉重 圭史1，松岡 紘史2，安彦 善裕3，齊藤 正人1

1北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小児歯科，2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，
3北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学

A	case	of	Cognitive	behavioral	therapy	for	dental	phobia
○Erika Minowa1, Yoshihito Kurashige1, Hirofumi Matsuoka2, Yoshihiro Abiko3, Masato Saitoh1

1Div. of pediatric, Dept. of Dentistry, Health Sci. Univ. of Hokkaido, 2Div. of Disease Control and Molecular Epidemiology, Dept. of 
Dentistry, Health Sci. Univ. of Hokkaido, 3Div. of Oral pathology, Dept. of Dentistry, Health Sci. Univ. of Hokkaido

　【はじめに】歯科恐怖症の患者は5〜20%と報告され，形成要因の多くが医原性であり，過去の体験が現在の歯科恐怖に
影響を与えていると報告されている．今回，歯科恐怖症である中学生に対して，全身麻酔下で応急的な歯科治療を行い，そ
の後，認知行動療法により外来治療が可能となった症例を経験したので報告する．
　【事例】患者は，13歳11か月の女子．歯科的既往歴は，幼児期に近医を受診したが，非協力であり治療困難であった．そ
の後，前歯部の着色を主訴に近医を受診したが恐怖心があり，治療困難でのため当科の受診に至る．初診時，歯科治療や歯
科医師に対する拒否傾向が強く，口腔内検査も困難であった．患者の主訴を考慮し，前歯部の治療を全身麻酔下で行った．
前歯部治療後は，依然として恐怖心があり段階的エクスポージャーを行うことで，外来にて歯科治療が可能となった．
　【考察】全身麻酔下歯科治療は，外来では治療が困難な場合や，止むを得ず応急処置しかできない患者など意識下治療が
困難な場合に行われる行動管理法である．全身麻酔下での歯科治療は効果的であるが，患者の歯科治療に対する根本的な恐
怖心を取り除くことは難しい．今回の症例では，全身麻酔後に段階的エクスポージャーを行うことで，外来での治療が可能
となったことから，歯科恐怖症において認知行動療法が有用であることが示唆された．
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歯科_O9 北海道大学病院口腔内科における歯科心身症患者の臨床的検討
○羽藤 裕之，坂田 健一郎，浅香 卓也，佐藤 淳，北川 善政
北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科教室

Clinical	study	of	Dental	Psychosomatic	Diseases	at	Hokkaido	University	Oral	Diagnosis	and	
Medicine
○Hiroyuki Hato, Kenitirou Sakata, Takuya Asaka, Jun Sato, Yoshimasa Kitagawa
Hokkaido Univ. Oral Diagnosis and Medicine

　【目的】社会構造の複雑化，ストレス社会，寿命の延伸などを背景に当科を受診する歯科心身症患者が増加している．し
かし多くの症例で精神的，心理的な症状と敬遠されがちなため，歯科心身症について多数例の臨床的な調査検討が十分にさ
れていない．そこで当科における歯科心身症症例の特徴と治療効果を後視野的に検討した．
　【方法】2013年から2016年の間に当科を受診した歯科心身症患者247名を対象とし，年齢・男女比・診断・居住地域・受
診経路・病悩期間・治療効果について，後方視的に検討した．
　【結果】対象患者の平均年齢は64歳で女性が約70%を占めていた．診断は舌痛症が148名と最多で過半数を超えてい
た．居住地域は80%以上が札幌市であり，受診経路は開業歯科からの紹介が最も多かった．病悩期間の平均値は26.9か月
で，当科での治療方法としては漢方薬，抗不安薬を中心とした薬物療法が用いられていた．治療効果は64%の患者に症状
改善を認めた．改善群と非改善群で比較すると，性別の項目で女性の方が有意に改善していた（男性49%，女性68％，P = 
0.025）．
　【考察】多くの症例が人口密度の高い都市部に集中し，高齢女性がで，舌痛症であった．治療効果は病悩期間や年齢にか
かわらず女性の改善率が高かった．引き続き歯科心身症患者の臨床検討を行うことにより最適な診断および治療システムを
構築したい．
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歯科_O10 歯科心身医学の教育および歯科心身症患者への対応に関する調査結果について
○玉置 勝司1，安彦 善裕2，尾口 仁志3，古賀 千尋4，島田 淳5，杉本 是明6，松本 厚枝7，
藤澤 政紀8，依田 哲也9，渡邊 友希10

1神奈川歯科大学全身管理医歯学講座，2北海道医療大学歯学部，3鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座，4福岡歯科大学口腔
医療センター，5医療法人社団グリーンデンタルクリニック，6黒松内科すぎもとクリニック，7広島大学大学院医系科学
研究科口腔保健管理学，8明海大学歯学部機能保存回復学講座，9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，10昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座

Survey	results	of	education	in	psychosomatic	medicine	and	treatment	of	patients	with	
psychosomatic	disorder	at	dental	institutions	in	Japan
○Katsushi Tamaki1, Yoshihiro Abiko2, Hitoshi Oguchi3, Chihiro Koga4, Atsushi Shimada5, Koreaki Sugimoto6,
Atsue Matsumoto7, Masanori Fujisawa8, Tetsuya Yoda9, Yuki Watanabe10

1Dept. of Critical Care Medicine and Dentistry, Kanagawa Dental University, 2School of Dentistry, Health Sciences University of 
Hokkaido, 3Geriatric Dentistry, Tsurumi University School of Dental Medicine, 4Center for Oral Diseases Fukuoka Dental College, 
5Medical corporation green dental clinic, 6Kuromatsu Medical Clinic SUGIMOTO, 7Department of Oral Health Management, 
Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima University, 8Department of Restorative & Biomaterials Sciences, 
Meikai University School of Dentistry, 9Department of Maxillofacial Surgery, Graduate School of Medical and Dental Sciences, 
Tokyo Medical and Dental University, 10Department of Special Needs Dentistry,Showa University School of Dentistry

　【目的】歯科心身医学および歯科心身症に対する標準テキストを作成する目的で，全国の各大学歯学部，各医学部歯科口
腔外科，各病院歯科における歯科医師に対する心身医学の教育および心身症患者への対応の現状を把握するアンケート調査
を実施した．
　【方法】アンケート調査対象は，国内の大学歯学部，国内の大学医学部歯科口腔外科，病院歯科，一般歯科医の111施設
とした．実施期間は，2018年10月20日から12月28日までとした．アンケートの内容は，歯科心身医学の『教育』に関す
る7項目および歯科心身症に対する『臨床』に関する7項目である．
　【結果】回収は49施設（回収率44.1％）であった．歯科心身医学の『教育』に関しては，歯科心身医学「教育」担当者の
卒後年数は11年以上であった．歯科医師国家試験出題基準の歯科心身医学の項目の教育は行っていると行っていないが半
数ずつで，心身医学に関する教育指針は必要だと思うがほとんどであった．歯科心身症に対する『臨床』に関しては，歯科
心身症の患者様は増加しているが，その診断，治療方針はシステマティックになっていないが多く，治療指針は大いに必要
だと思う，歯科心身症に対する歯科衛生士の役割は大いに必要である結果であった．
　【結論】歯科心身医学に関する全国的なレベルで均質な教育と臨床に関する指針を早急に整備する必要性がある．本学会
倫理審査委員会の承認（No.001）を受け遂行された．
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歯科_O11 咬合違和感を訴える患者に対し，補綴処置により16年間対応した一症例
○島田 淳
医療法人社団グリーンデンタルクリニック

A	case	in	which	a	patient	complains	of	occlusal	discomfort	for	16	years	with	prosthetic	treatment
○Atsushi Shimada
Medical corporation greendental clinic

　【はじめに】「咬合違和感症候群」には，実際に咬合を含めた器質的な問題がある場合もない場合もある．しかし器質的問
題を見つけ介入をおこなっても症状が消失しない，あるいは悪化してしまう場合も多い．今回，咬合違和感を訴えた症例に
対して，器質的な問題の改善を目指し，16年治療し続けたのち一応の安定を得た症例について報告する．
　【事例】患者は初診当時64歳で，平成15年6月に，「下顎前歯部を治療後より咬みしめが強くなり苦しい．顎が安定しな
い．」という主訴で来院した．違和感は治療による形態の変化によるものの可能性はあるが，一般的には許容範囲と思われ
た．しかし，執拗な訴えにより歯の形態，咬合を修正することになるが，訴えは強くなり，可撤性義歯を何回も製作し違和
感軽減を試みたが，症状は軽減しなかった．しかし16年対応したのち最近になり症状は軽減し，来院間隔も伸びて行った．
　【考察】咬合違和感症症候群は，実際に器質的な問題が認められなければ器質的問題以外への介入が必要となるが，器質
的問題が存在し，これを治療することで症状が悪化し問題が複雑となっていくこともあり対応に苦慮することとなる．今
回の症例においては，16年という付き合いの中で症状の軽減がみられたことは，年齢，ラポールの形成，生活の変化など
様々な要因があると思われとともに，違和感は時間の経過とともに軽減する可能性があると思われた．
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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．

一般演題（ポスター）

歯科・口腔外科①

歯科・口腔外科②

歯科・口腔外科③

歯科・口腔外科④
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歯科・口腔外科①

P1-K18 Oral	Dysesthesia	Rating	Scaleを用いた口腔異常感症の口腔内症状評価
○須賀 隆行，渡邊 毅，美久月 瑠宇，竹之下 美穂，豊福 明
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

Assessment	of	oral	cenesthopathy	using	Oral	Dysesthesia	Rating	Scale
○Takayuki Suga, Takeshi Watanabe, Lou Mikuzuki, Miho Takenoshita, Akira Toyofuku
Dept. of Psychosomatic Dentistry, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental Univ

　【背景】口腔異常感症は明らかな原因がないにもかかわらず，乾燥感，唾液過多感や異物感を感じる疾患である．今回
我々は口腔異常感症の評価尺度であるOralDRSを用いて本症の口腔内症状の評価を行い，精神疾患との関連を調べるとと
もに主成分分析を行った．
　【対象と方法】2016年4月1日〜2019年3月31日の3年間に当科を初診受診した本症患者273名（男性：73名，女性：200
名62.3±0.7歳）を対象とし，外来診療録を基に，年齢，OralDRSの各スコアを後ろ向きに検討した．
　【結果】平均スコアは異物感（2.76±0.11），滲出感（2.41±0.11）の順で高かった．異物感は年齢のみ相関していた．牽
引感は統合失調症患者で有意に高く，動き感は統合失調症・双極性障害患者で有意に高かった．主成分分析ではOralDRS
を1（牽引感・動き感），2（社会性），3（異物感・滲出感），4（痛み）の4つの主成分に分けることができた．主成分分析
後の因子得点について，年齢は異物感・滲出感，統合失調症は牽引感・動き感と相関した．
　【考察】本症は統合失調症との関連が報告されているが，本症で多くみられる異物感・滲出感は年齢とのみ関係があり重
たい精神疾患との関与は考えにくかった．一方で牽引感・動き感は統合失調症・双極性障害との関連が認められたため，こ
れらのスコアが高い場合は歯科と精神科で密に連携をとり診療にあたる必要があると考えられた．OralDRSは治療の方向
付けの指標となりうると考えられる．
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歯科・口腔外科①

P1-K19 口腔顔面痛患者に対する心身医学的検証
○田中 裕1，村松 芳幸2,4，村松 公美子3,4，真島 一郎4，藤村 健夫4，清水 夏恵4，清野 洋4，
吉嶺 文俊4，片桐 敦子4，櫻井 浩治5，瀬尾 憲司1

1新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科，2新潟大学医学部保健学科成人・老年看護学講座，3新潟青陵大学大学院臨床心理
学研究科，4新潟大学医学部内部環境学講座，5新潟大学

Psychosomatic	Investigation	of	patients	with	Orofacial	pain
○Yutaka Tanaka1, Yoshiyuki Muramatsu2,4, Kumiko Muramatsu3,4, Ichiro Mashima4, Takeo Fujimura4,
Natsue Shimizu4, Yo Seino4, Fumitoshi Yoshimine4, Atsuko Katagiri4, Koji Sakurai5, Kenji Seo1

1Department of Dental Anesthesiology, Niigata University Medical and Dental Hospital, 2Faculty of Medicine, School of Health 
Sciences, Niigata University, 3Clinical Psychology Course, Niigata Seiryo University, 4Division of Respiratory Medicine, Niigata 
University Graduate School of Medical and Dental Sciences, 5Niigata University

　【緒言】本学歯科麻酔科外来は「歯科ペインクリニック外来」，「歯科心身医学外来」の2つの特殊外来を有し，患者の訴
える顎顔面口腔領域の疼痛，違和感，感覚障害などの症状に対して治療を行っているが，患者の多くは心身医学的対応を考
慮しなければならないことが非常に多い．そこで今回我々は，当外来の初診患者の歯科的病態と心理的因子との関係につい
て心身医学的な検討を行ったので報告する．
　【対象および方法】対象は平成26年4月から平成31年3月までの5年間に新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科の初診患者
のうち，「歯科ペインクリニック外来」または「歯科心身医学外来」に紹介され，かつ事前に口頭および書面にて本調査に
同意の得られた患者とした．身体症状の評価には歯科的診断名に加え，Pain DETECTを調査した．心理的因子の評価は，
不安，抑うつ，破局化思考，健康関連QOLなどについて，PHQ-9，PHQ-15，GAD-7，PCS，SF-8を用いて調査を行い,
これらの結果をもとに患者の病態と心身医学的な評価を行った．
　【結果および考察】顎顔面口腔領域に痛みや違和感などの症状を発症した患者では，心因性要素の合併が疑われる患者ほ
どPain DETECTの得点は低く，各心理測定尺度は高く，健康関連QOLも低下する傾向がみられた．さらにPain DETECT
は，患者の疼痛を把握だけでなく，病態が器質性病態か心因性病態であるかを判定するためのツールとしての有用性が示唆
された．
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P1-K20 口腔心身症治療における積極的筋弛緩法の応用
○中野 良信
社会医療法人蒼生会蒼生病院歯科口腔外科

Active	muscle	relaxation	in	treatment	for	oral	psychosomatic	disorders
○Yoshinobu Nakano
Dept. of Dentistry and Oral Surgery, Sosei Hosptal, Social Medical Corporation Soseikai

　口腔心身症は，口腔ケア，薬物療法，病態説明技法，一般心理療法，外来森田療法やロゴセラピーなどの心身医学的治療
で大半は対応可能である．しかし，症例によっては愁訴の寛解が十分でなく，他の心身医学的治療が必要な場合もある．こ
こでは当科でのルーチンな心身医学的治療で愁訴軽減が十分でない症例に対する積極的筋弛緩法の即効的愁訴軽減効果を統
計学的に検討するとともに，口腔心身症の治療的対処法や積極的筋弛緩法の概要を紹介し，また積極的筋弛緩法の外来森田
療法やロゴセラピーへの併用有用性にも若干の考察を加えてみた．結果，積極的筋弛緩法は口腔心身症の口腔愁訴や頚肩愁
訴を即効的に軽減することが可能であり，心身医学的治療をより効果的に施行するために活用できる．また口腔心身症治療
における外来森田療法やロゴセラピーへの積極的筋弛緩法の併用は有用であると考えられる．
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歯科・口腔外科①

P1-K21 双極性障害患者における非定型歯痛の一症例
○中野 良信
社会医療法人蒼生会蒼生病院歯科口腔外科

Atypical	odontalgia	in	patient	with	bipolar	disorder,	A	case	report
○Yoshinobu Nakano
Dept. of Dentistry and Oral Surgery, Sosei Hosptal, Social Medical Corporation Soseikai

　非定型歯痛に対して薬物療法では抗うつ剤を用いることが多いが，双極性障害治療中の患者では抗うつ剤以外の代替薬や
心理療法で対応をしなければならない．ここでは病態説明技法，一般心理療法，外来森田療法やロゴセラピーなど心理療法
とともに，桂枝加朮附湯とノイロトロピン併用の薬物療法が奏功した双極性障害治療中の74歳女性の非定型歯痛症例を報
告する．本症例では治療途中に環境要因による一時的な再燃傾向を示したものの，治療早期から速効的に効果発現し寛解へ
と経過していった．双極性障害治療中の非定型歯痛においては，各種心理療法的対処を基盤にした桂枝加朮附湯・ノイロト
ロピン併用の薬物療法が有用な治療的選択肢のひとつになることが判明した．
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P1-K22 再燃したうつに併発した舌痛症
○石田 惠
口腔心療心理室上野

Glossodynia	with	recurrent	depression
○Satoshi Ishida
Oral psychotherapy and mental room  Ueno

　【はじめに】うつに併存した慢性疼痛は口腔内では舌痛，非定型歯痛などとして発症する．うつが再燃した時に舌痛を発
症した為，痛みに執着した患者に希望から1回の面接時間を長く介入した．かかりつけの精神科医に薬物療法を継続してい
ただき，医科歯科連携を密にして慢性疼痛の第一選択薬を伝え，ドクターショッピングが多い患者に全人的医療を行った．
　【事例】うつが再燃した時初めて舌痛を発症し，あってはならないものと考えていた70代半ばのうつに慢性疼痛と口腔異
常感の病態説明と精神科医による薬物療法に加えて高齢者の老後の生活を共に考えた．
　【考察】歯科口腔外科医の治療者が舌痛症やマウスピースの使用目的の病態説明と腹式呼吸法などによる身体への介入に
加えて，精神科医による薬物療法を併用して難治のうつ病に面接時間を多くとり老齢期の生活を見直したことから舌痛症の
回復と共にうつが改善した．
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歯科・口腔外科②

P3-K27 歯科における咬合違和感症候群の特徴について
○島田 淳，仲井 太心，渡辺 秀司，澁谷 智明，和気 裕之，玉置 勝司
神奈川歯科大学全身医歯学講座咬合機能回復補綴医学分野

About	the	feature	of	the	patient	with	occlusal	discomfort	syndrome	in	dentistry
○Atsushi Shimada, Taishin Nakai, Hidezi Watanabe, Tomoaki Shibuya, Hiroyuki Wake, Katushi Tamaki
Dept of Critical Care Med and Dent,  Division of Pros dentistry for function of TMJ and Occlusion,  Graduate School of Denti 
Kanagawa Dent Univy

　【目的】咬合違和感症候群（Occlusal discomfort syndrome：ODS，日本補綴歯科学会）は，その症状の根底には心身医
学的問題が関与していると思われるが実態は明らかになっていない．今回は，咬合違和感症候群の実態を明らかにすること
を目的にとして，当診療科に来院した咬合違和感を訴える患者の特徴について検討を行った．
　【方法】神奈川歯科大学附属病院（咬合リエゾン診療科，医科歯科連携センター）の初診患者234名（平成24年4月〜平
成30年3月）のうち，何らかの咬合に関する違和感の主訴を訴える患者63名を対象に，客観的所見により分類を行い，そ
れぞれの特徴について検討した．
　【結果】今回対象とした咬合違和感患者63名は，I型：歯・歯周組織の異常に起因する咬合違和感，II型：顎関節・咀嚼
筋の異常に起因する咬合違和感，III型：それ以外で咬合の異常に起因しない咬合違和感にそれぞれ分類することができた．
　【結論】今回，咬合違和感を訴える患者は，起因する異常より3型に分けることができた．特にIII型においては，器質的
な問題が認められないことから，心身医学的な問題の関与が疑われたが，I型，II型においても客観所見に見合わない症状
を訴えるケースも認められることから，客観的所見のみではなく，症状を修飾する因子に対しても医療面接を通じて情報収
集する必要があると考えられる．
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P3-K28 化学物質過敏症患者に対する歯科治療の1例
○安田 順一，玄 景華
朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

A	case	of	dental	treatment	for	a	patient	with	chemical	sensitivity
○Junichi Yasuda, Keika Gen
Dept. of Dentistry for the Disability and Oral Health Division of Oral Pathogenesis and Disease Control Asahi Univ. School of 
Dentistry

　【はじめに】化学物質過敏症（CS）は，少量の化学物質に過敏反応しさまざまな症状を示す疾患である．今回，化学物質
過敏症を訴える患者に対し，環境の整備下で歯科治療を行なった症例を経験したので報告する．
　【事例】患者：32歳，女性．主訴：上顎右側第2小臼歯に違和感がある．現病歴：3か月前に同部の歯痛のため，旅行先の
歯科医院で応急的抜髄治療を受けた．治療継続のため近歯科を紹介受診したが，当科での治療を勧められ紹介受診した．既
往歴：精神科でADHD，不安神経症と診断され約3年前から通院中である．某病院呼吸器科で化学物質過敏症と診断され
た．高度の受動喫煙症であり，ごくわずかな残留煙に反応し著しい咳嗽反応を起こす．日常生活では，工業用の防毒防塵マ
スクを着用している．甲殻類とハウスダストアレルギーがある．歯科材料アレルギーの可能性を指摘されているが，今まで
問題は無かった．大学構内は禁煙のため当診療室には残留煙がないことを説明した．歯科治療直前にマスクを外し，歯科治
療後はすぐに再着させた．非喫煙者の男性術者が治療を担当した．歯科治療中はサクションで吸引を徹底し，ホルマリン系
の薬剤などニオイの強い薬剤は使用しなかった． 5歯の保存的治療を，12回にわたり通院して行なった．
　【考察】CSの基本的対応は，化学物質暴露を減らすための環境整備である．他の刺激となりそうな物質を可及的に避ける
ことで歯科治療が可能であった．
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歯科・口腔外科②

P3-K29 咬合違和感と感情プロフィール検査（POMS）の関連性の研究
○藤原 基，片岡 加奈子，島田 淳，仲井 太心，渡辺 秀司，和気 裕之，玉置 勝司
神奈川歯科大学大学院歯学研究科全身管理医歯学講座顎咬合機能回復補綴医学分野

Study	on	the	relationship	between	occlusion	discomfort	and	emotional	profile	examination	(POMS)
○Motoki Fujiwara, Kanako Kataoka, Atusi Simada, Tasin Nakai, Syuuji Watanabe, Hiroyuki Wake, 
Katusi Tamaki
Dept.of Critical Care Medicine and Dentistry, Division of Prosthodontic dentistry for function of TMJ and Occlusion, Graduate 
School of Dentistry, Kanagawa Dental Univ.

　【目的】歯科外来において咬合時の違和感を訴え来院する『咬合違和感症候群』の患者にしばしば遭遇するが，その病
態は不明な点が多い．今回，本病態を解明する目的で，人工的に付与した咬合干渉による咬合違和感とVisual Analogue 
Scale（VAS），および心理テストとの関連性について検討した．
　【方法】対象は，上下大臼歯部に補綴装置がない被験者23名（男性14，女性9，平均23.8歳）．初めに，心理状態のスク
リーニングとして日本語版POMS（Profile of Mood States）を行った．次に，実験的加高を付与し咬合違和感を次の条件
で与えた．習慣的咀嚼側の第一大臼歯咬合面上で軽度なグラインディング運動をタスクとした．実験的な咬合干渉として歯
科用フォイル（1枚12µm）を咬合面に置き，上記のタスクを行った．被験者がフォイルを認知した厚みを“フォイル認知閾
値，更にフォイルを重ねていき違和感として認知した厚みを“咬合違和感発生閾値とした．それぞれの違和感はVASで記録
した．
　【結果】付与した実験的加高時の各閾値とVAS，POMS の6つの気分尺度について検定した結果，“フォイル認知閾値“と
“咬合違和感発生閾値”はPOMSの気分尺度の特定の項目と正の相関が認められた．
　【結論】咬合違和感の発症は，感情プロフィール検査（POMS）の項目により予測する可能性が示唆された．
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P3-K30 精神科との連携によって奏効した口腔セネストパチーの1例
○加藤 雄一1,2，苅部 洋之1，岡田 智雄2

1日本歯科大学生命歯学部小児歯科学講座，2日本歯科大学附属病院心療歯科診療センター

A	case	of	oral	senestpathy	that	was	effective	in	cooperation	with	psychiatry
○Yuichi Kato1,2, Hiroyuki Karibe1, Tomoo Okada2

1Depart. of Pediatric Dentistry, School of Life Dentistry at Tokyo, Nippon Dental Univ., 2Center of Psychosomatic Dentistry, The 
Nippon Dental University Hospital

　【はじめに】口腔セネストパチーは訴えに相応する歯科的な異常所見に乏しく, 精神的な異常が認められないにも関わら
ず口腔内に異常感を訴える疾患である. 今回我々は精神科に通院中の口腔セネストパチー患者に対して, 精神科医と連携し
て口腔内の症状が軽快した症例を経験したので報告する.
　【事例】70歳, 女性. 「舌がしびれて口の中が渋い, ぬるぬるする」との主訴で当院受診．訴えに相応する歯科的な異常所
見に乏しかった. 現病歴は内科でのMRI検査では異常がなく, 神経内科にてバルプロ酸, アミトリプチリン, プレガバリン, 
カルバマゼピンを処方されたが無効であった. 訴えの性状や病歴から口腔セネストパチーと診断した. 患者は精神科に通院
中のため精神科医に対診し, アリピプラゾールの処方を提案した. 精神科医からは不安障害, 不眠症のため加療中だが口腔内
の症状との関連は否定的であり, アリピプラゾールの処方に了解が得られた. アリピプラゾール4 mgにて口腔内の異常感は
軽快し, その後症状は安定している. 
　【考察】口腔セネストパチーは精神科でも精神的な問題はない, 口のことは歯科で診てほしい. と言われ治療がされず患者
や歯科医師が難渋する症例も散見される. 本症例では精神科医との連携が良好であったためスムーズな治療ができた. この
ような精神科・歯科の連携とそのタイミングや方法については今後もより重要な課題になると考えられた.
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歯科・口腔外科③

P3-K31 咀嚼運動による脳ネットワークの変化について
○篠崎 貴弘，原 和彦，成島 桂子，小池 一喜
日本大学歯学部心療歯科

Altered	resting	state	functional	connectivity	by	chewing	movement
○Takahiro Shinozaki, Kazuhiko Hara, Keiko Narishima, Kazuyoshi Koike
Psychosomatic dentistry of Nihon University dental hospital

　【目的】器質的疾患が見られない原因不明の慢性痛疾患に対し，運動咀嚼などがコーピングとなり疼痛を緩和することが
知られている．舌痛症の患者は，口腔にピリピリとした疼痛を訴える．しかし，咀嚼運動により疼痛が軽減する．この咀嚼
運動により疼痛が軽減する作用機序は未解明である．近年，レスティングステートfMRIによる神経活動パターンを検討で
きるようになった．そこで，被験者に無味無臭のガムを咀嚼させ，前後での脳のレスティングステートの変化を調べた．
　【方法】被験者は，健康なボランティア18名（平均年齢52.3歳）である．MRI内で，仰臥位にて無味無臭のガムを咀嚼さ
せ，その前後でfMRI撮像を行い，CONN functional connectivity toolbox（conn18b）にて脳の各部位の機能的な結合につ
いて解析した．
　【結果】レスティングステートの変化では，ガム咀嚼により海馬傍回と中心後回，中心前回，被殻，networks.
SensoriMotorおよび，中心後回と紡錘状回のネットワークがpositiveになった．また，縁上回後部と下前頭回三角部，下前
頭回弁蓋部と上側頭回のネットワークがnegativeになった．
　【考察】ガム咀嚼には注意力を回復させ緊張や不安を減弱しリラックスさせる効果があると言われている．情動に関与す
ると言われる海馬傍回と大脳基底核の一部である被殻のネットワークがポジティブになったことから，情動系を賦活させ緊
張度が低下したと考えられた．
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P3-K32 自律訓練法による脳レスティングステートの変化について
○成島 桂子，篠崎 貴弘，小池 一喜
日本大学歯学部心療歯科

Altered	resting	state	functional	brain	connectivity	by	AT
○Takahiro Shinozaki, Takahiro Shinozaki, Kazuyoshi Koike
Nihon university dentistry dental hospital

　自律訓練法はドイツ人精神化医師Schultzによって作られた自己催眠法である．当科および様々な分野で応用され，ス
トレス緩和，疲労回復，能率向上，不安軽減，心身症の治療に効果が認められている．しかし，自律訓練法を行った被験
者の自覚は認められるものの，他者からみた客観的な効果判定が困難であるという問題がある．近年，機能的核磁気共鳴

（functional magnetic resonance imaging：以下fMRI）による脳の解析手法が開発され広まっている．この手法は，脳の血
流動態反応を視覚化し，間接的に脳の活動を画像化する．我々の研究室では，健常者と慢性痛を患っている患者群に対し，
温熱刺激を与え，fMRIを撮像し脳機能について研究してきた．今回，この結果に加え，自律訓練法（第一，第二公式）を
施行し温熱侵害刺激を与えた際の，脳機能評価を行った．この結果から，自律訓練法による疼痛感覚の緩和が得られたこと
と，自律訓練法による脳の活動に変化が見られた．
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歯科・口腔外科③

P3-K33 舌の機能を分析し全身と調和させることで改善した顎関節症の症例
○為 規彰1，川村 英司2，小渕 匡清3

1上本町バランス治療院，2かわいまち歯科口腔医院，3大阪歯科大学口腔外科学第1講座

A	case	of	temporomandibular	disorder	improved	by	analyzing	the	function	of	the	tongue	and	
harmonizing	it	with	the	whole	body
○Noriaki Tame1, Eiji Kawamura2, Masakiyo Kobuchi3
1Uehommachi Balance Treatment, 2Kawaimachi Dental and Oral Clinic, 3First Dept.of Oral and Maxillofacial Surgery,Osaka Dental 
Univ

　【はじめに】顎関節症では明らかな器質的・機能的原因が見いだせない場合，心理社会的因子の強い病態として対応が望
まれるが治療困難な症例も多い．今回我々は舌の運動機能を四肢の関節運動から分析し，歯牙に歯科用レジンを貼付けその
機能の改善が顎関節症の症状改善に繋がった症例を経験したのでこれを報告する．
　【事例】患者・36歳女性主訴・開閉口時左顎関節に疼痛．咀嚼時は疼痛悪化．既往歴・様々な歯科医院に通院．改善せず
症状悪化．口腔内状況・全て天然歯，若干叢生．精神状態・症状悪化や改善の見通しがつかない不安が強い状態．開閉運動
の状況・開閉口運動がシフトする．無痛開口約25mm，有痛開口約35mm．模型分析・左右上顎6番比較．左頬側傾斜．四
肢の他動運動検査・上肢下肢の左右の関節可動域差が顕著．顎関節症以外の症状・正座不可．施術・歯科医師が上顎左6番
に歯科用レジン．四肢の関節が左右対称に機能し終了．歯科用レジン貼り付けで無痛開口量が45mmに改善．開口時のシフ
トも改善．同時に正座も可能．翌月食事中の疼痛が改善．精神的な不安も大きく改善．
　【考察】舌が左右対称に機能することで，下顎が上顎に対し機能的に安定し，その結果顎関節への負担が均等となり症状
の改善に繋がったと考える．舌の運動機能の変化で生じる舌下神経から脳への何らかの刺激が，心身両面の機能回復に繋
がったものと考える．
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P3-K34 Voxel	based	morphometryを用いた歯科心身症患者の扁桃体形態変化の評価
○福島 洋介，南雲 拓海，遠藤 眞央，押部 成美，川田 由美子，佐藤 毅
埼玉医科大学医学部口腔外科学教室

Morphological	evaluation	of	amygdala	in	patients	with	dental	psychosomatic	diseases	using	Voxel	
based	morphometry
○Yosuke Fukushima, Takumi Nagumo, Mao Endo, Narumi Osibe, Yumiko Kawata, Tsuyoshi Sato
Dept. of  Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, Saitama Med. univ.

　【目的】舌痛症や特発性歯痛，非定型顔面痛などのいわゆる歯科心身症を近年，機能的身体症候群：Functional Somatic 
Syndromes（以下，FSS）の病態の1つとするという考えがある．今回われわれは，歯科心身症の扁桃体の形態変化を評価
する目的で，FSSの病態解析に用いられているMRI画像解析方法の1つであるVoxel Based morphometry（以下，VBM）
を施行し，質問票スコアとの関連性を検討したので報告する．
　【方法】痛みを伴う歯科心身症患者に対しVBMを施行し，専用解析ソフトにて扁桃体に萎縮なしとされた群を非萎縮群，
左右一方でも萎縮ありとされた群を委縮群とした．平均年齢，平均VAS値およびPOMC（Profile of Mood States：気分プ
ロフィール検査）の各スコアにおける群間比較をマン・ホイットニーのu検定を用いて統計分析し，危険率5％未満を有意
差ありとした．
　【結果】非萎縮群14例，萎縮群8例で，平均VAS値については萎縮群が有意に高く，POMSの標準化得点の平均値に関し
ては，DD（抑うつ－落ち込み），Fi（疲労－無気力），TA（緊張－不安），およびTMD（ネガティブ気分）において，萎
縮群のほうが有意に高かった．
　【考察】痛みを伴う歯科心身症患者において，病態の発現に扁桃体萎縮などのような脳形態変化が関与する可能性が示唆
された．
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歯科・口腔外科④

P3-K35 歯科口腔外科領域における	tandospirone	の使用経験
○大久保 恒正1，安藤 寿博2，大久保 有1，清島 満3，加藤 秀明4

1高山赤十字病院歯科口腔外科，2高山赤十字病院心療内科，3高山赤十字病院内科，4須田病院

Additional	effects	of	tandospirone	on	drug	resistance	pain	in	the	psychosomatic	syndrome	of	
dentistry	and	oral	surgery	field
○Tsunemasa Ohkubo1, Toshihiro Ando2, Yu Ohkubo1, Mitsuru Seishima3, Hideaki Kato4

1Japanese Red Cross Takayama Hosp., Dept. of Dentistry and Oral Surgery, Takayama Japan, 2Japanese Red Cross Takayama 
Hosp., Dept. of psychological medicine, Takayama Japan, 3Japanese Red Cross Takayama Hosp., Dept. of Internal medicine, 
Takayama Japan, 4Suda mental hosp., Takayama Japan

　【目的】歯科心身症における他剤効果不十分な症例に対するタンドスピロン（TSP）の追加投与の効果を検討した．
　【方法】薬物加療後に効果不十分な歯科心身症患者に対し，TSP 30mg〜60mg/day を追加投与した．Numerical Rating 
Scaleを評価に用いて，TSPの効果を検討した．
　【結果】2017年12月から約1年間の歯科心身症患者10症例を対象とした．著効2例，有効（一時著効後に再悪化）3例，
やや有効1例，無効4例であった．
　【考察】TSPは5-HT1A受容体agonistである．縫線核の自己受容体にfull agonist，シナプス後受容体に partial agonist
として作用し，ベンゾジアゼピン系抗不安薬（Bz）に匹敵する抗不安作用を発揮する．TSPの抗不安作用は，発現の遅い
ことが問題となる一方，Bzと異なり，眠気や眩暈，薬物依存，反跳症状などのリスクが少なく，安全性が高いことから幅
広い患者層に使いやすい．今回，他剤で効果不十分な症例に対してTSPの追加投与は，10例中やや有効以上が6例と半数
以上に効果を認めた．このことから，症例を選ぶものの，歯科口腔外科領域の心身症における他剤で効果不十分な症例に対
して，TSPの追加投与は抗不安作用の増強を通じて臨床上有用である可能性が示唆された．当日はTSPの使用方法や対象
症例の選択に対して文献的考察を加える予定である．
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P3-K36 抗精神病薬が奏効した口腔心身症の臨床的検討
○小佐野 仁志1，中野 隆史2，土屋 欣之3

1自治医科大学総合医学第2講座附属さいたま医療センター，2自治医科大学附属さいたま医療センター歯科口腔外科，
3栃木県立がんセンター歯科口腔外科

Clinical	investigation	of	antipsychotic	drugs	successfully	used	in	the	treatment	of	oral	
psychosomatic	disease
○Hitoshi Osano1, Takafumji Nakano2, Yoshiyuki Tsuchiya3

1Jichi Medical Univ Saitama Medecal Center, 2Jichi Medical University Saitama Medical Center Division of Dentistry, Oral and 
Maxillofacial Surgery, 3Tochigi Cancer Center Division of Oral and Maxillofacial Surgery

　【はじめに】
　口腔心身症の治療に難渋する症例にしばしば遭遇する．今回われわれは，口腔異常感症やうつ病の治療中に生じた舌痛症に対
し抗精神病薬が奏効した症例を経験したので，若干の文献的考察も含めその概要を報告する．
　【症例1】
　患者：75歳，男性．
　主訴：口腔内の異物感覚
　病歴：半年前に舌が真っ白になった．ブラシでこすってもとれず，その後ざらざらした物が，歯や喉の奥から出始めた．吐き
出すと，白い物がたくさん出て気になるため歯科受診．紹介となった．
　既往歴：65歳；甲状腺癌，70歳：前立腺癌　喘息，不眠症
　常用薬：エチゾラム，デゾラム
　現症：口腔内所見：口腔内にびらん潰瘍は認められず．白色病変も認められず．
　診断：口腔内セネストパチー
　処置及び経過：クロナゼパム，ペロスピロン開始．リスペリドンに変更し症状は著明に改善．
　【症例2】
　患者：39歳，男性．
　主訴；舌が痛む
　現病歴：：2，3年前より舌尖部の疼痛が有り，改善せず．歯科受診し加療を受けたが改善せず，加療を依頼された．
　既往歴：36歳；うつ病（心療内科受診中），不眠症，緑内障
　常用薬：パロキセチン，ロラゼパム，レグテクト，ユーロジン，ルネスタ
　現症：口腔内所見：舌にはびらん潰瘍無し．
　診断：舌痛症
　処置及び経過：アリピプラゾール開始．順調に疼痛は消失した．
　【考察】口腔内セネストパチーや難治性舌痛症など体感異常が重度の症例においては，抗精神病薬の投与が必須と考えられる．
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P3-K37 非定型歯痛にカルバマゼピンが奏効した1症例
○小柳 圭史1，加藤 雄一2,3，五十嵐 勝1

1日本歯科大学生命歯学部歯科保存学講座，2日本歯科大学生命歯学部小児歯科学講座，3日本歯科大学附属病院診療歯科
診療センター

A	Case	of	Atypical	Odontalgia	Successfully	treated	with	Carbamazepine
○Katofumi Koyanagi1, Yuichi Kato2,3, Masaru Igarashi1
1Dept. of Endodontics, The Nippon Dental Univ. School of Life Dentistry at Tokyo, 2Dept. of Pediatric Dentistry, School of Life 
Dentistry, Nippon Dental Univ., 3Clinical Center of Phychosomatic Dentistry Nippon Dental Univ. Hospital

　【はじめに】非定型歯痛は痛みや異常感を訴える疾患であり，歯に原因が見つからないにも関わらず患者が痛みを訴える
ため抜髄や抜歯が行われるケースも存在する．本症例においては，カルバマゼピン及び認知行動療法を併用し，根管治療を
行った症例である．
　【事例】68歳，女性．現病歴：上顎右側側切歯は，他院にて抜髄が行われ，紹介元にてΧ年1月から根管治療が行われて
いた．上顎右側中切歯は，Χ年3月から根管治療が行われていた．紹介元にて水酸化カルシウム製剤，FC等の貼薬を行う
が，数日で疼痛を生じ，「薬が合わない，灼ける感じがする」との訴えから貼薬は行われておらず，またNSAIDs抵抗性で
あったため，Χ＋1年1月に当病院に紹介受診された．マイクロスコープ下での根管内精査を行ったが器質的異常は認めら
れず，デンタル所見からも異常は認められなかった．現病歴や痛みの日内変動・部位移動性から非定型歯痛と診断し，薬物
療法を開始した．投薬1か月後VAS値の低下が認められ，認知行動療法も開始したところ，来院回数，電話回数の減少が
みられ，根管治療を再開その後，最終補綴まで完了した．
　【考察】非定型歯痛に対して，カルバマゼピンの処方及び認知行動療法により効果が認められ，カルバマゼピンの服用が
無くなった後も改善が続いた．本症例は，薬物療法に加え，認知行動療法の併用が不安の減少につながり，治療上有効で
あったと考えられた．
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P3-K38 口腔異常感を伴う口臭症にアリピプラゾールが奏功した1例
○竹之下 美穂，Tu Trang，菅原 詩織，川崎 カオル，須賀 隆行，Hong Chaoli，美久月 瑠宇，
渡邊 毅，豊福 明
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

A	case	study	on	halitophobia	with	oral	dysesthesia	treated	with	low-dose	aripiprazole
○Miho Takenoshita, Trang Tu, Shiori Sugawara, Kaoru Kawasaki, Takayuki Suga, Chaoli Hong, Lou Mikuzuki, 
Takeshi Watanabe, Akira Toyofuku
Psychosomatic Dentistry, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental Univ. (TMDU) 

　【はじめに】口臭症は，他覚的に明らかな口臭がないにもかかわらず，執拗に口臭を気にして口臭があると訴えるとされ
ている．今回我々は，極低用量のアリピプラゾールが口腔異常感を伴う口臭症に奏功した症例を経験したので報告する．
　【事例】患者：44歳，女性，会社員，夫と子供2人の4人暮らし主訴：8年前より仕事場などで口臭が気になる．舌に渋柿
のような膜が張った感じがある．治療経過：初診時，サクソンテストで1.71g/2minとやや唾液分泌量の低下を認めたもの
の，口腔衛生状態は良好で，主訴に相応する器質的異常所見は認められなかった．仕事中に眠気が出ると困るとのことで，
アリピプラゾール0.5mgから開始．開始後2，3日程経つと，口腔内の違和感が軽減し，「もしかすると口臭も大丈夫なのか
な？」と思う日も出てきたとのこと．治療開始2か月後に，子供の受験や転職活動もあり，「口のことが気になる時間が増
えた．」との訴えが再燃，アリピプラゾールの増量も提案したが，同量で経過観察．治療開始4か月目には，患者自身の希
望もあり1㎎へ増量．その後，「匂いのことは，新しい所なので緊張するし仕方ない．どうにかなると思うようになった．
前は治るのかとくよくよしていたが，今はそんな気持ちです．」と述べられ，良好な経過をたどっている．
　【考察】口臭症にはSSRIが有効であるとされているが，極低用量のアリピプラゾールも治療の一手となる可能性が示唆さ
れた．
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P3-K39 Burning	mouth	syndromeにおける薬物療法の治療成績：A	1-year	retrospective	study
○吉田 光希1，パウデル ドゥルガ1，宇津宮 雅史1，森川 哲郎1，松岡 紘史2，千葉 逸朗2，豊福 明3，
安彦 善裕1

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，3東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科全人的医療開発学講座歯科心身医学分野

Pharmacotherapeutic	outcome	in	patients	with	burning	mouth	syndrome:	A	1-year	retrospective	
study
○Koki Yoshida1, Durga Paudel1, Masafumi Utsunomiya1, Tetsuro Morikawa1, Hirofumi Matsuoka2, Itsuo Chiba2,
Akira Toyofuku3, Yoshihiro Abiko1

1Div. of Oral Med. & Pathol. Sch. Dent. HSUH. , 2Div. of Dis. Control & Mol. Epidemiol. Sch. Dent. HSUH. , 3Dept. of 
Psychosomatic Dent. Tokyo Med. & Dent. Univ.

　【目的】Burning mouth syndrome（BMS）は，原因不明の口腔内慢性灼熱感を呈する．様々な治療介入がなされてきた
が，その効果についてのエビデンスは未だ充分とは言い難い．本研究では，ロフラゼプ酸エチル単剤療法やロフラゼプ酸エ
チルとミルナシプラン/アミトリプチリンの併用療法における効果を検討した．
　【方法】対象患者は，BMSの診断のもと1年間通院した86名で，ロフラゼプ酸エチル単剤療法や，ロフラゼプ酸エチルと
ミルナシプラン/アミトリプチリンの併用療法の効果について，初診時から1年以内に寛解したケース，もしくは，Visual 
Analogue Scale（VAS）が20未満になったものを寛解群とし，それ以外を非寛解群とした．
　【結果】薬物療法を行なった患者の76.7%は，初診時から1年以内に改善傾向を認め，VASは，寛解群で初診時の73.5±
14.2から14.7±8.7へ低下し（p<0.05），非寛解群で初診時の79.7±14.3から33.4±23.7へ低下した（p<0.05）．また両群にお
いて，1年間のうち最初の3ヶ月間でのVAS低下率が最も顕著であった．さらに，寛解群の患者の86.2%において，ロフラ
ゼプ酸エチル単剤療法が奏功した．
　【考察】ロフラゼプ酸エチル単剤療法またはロフラゼプ酸エチルとミルナシプラン/アミトリプチリンの併用療法は，
BMS患者の疼痛に奏功したことが示された．
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