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2021年10月23日（土）
＜Ａ会場＞

Special	Lecture	1	 7：45～8：45

Understanding and Managing the Patients with Chronic and Severe Abdominal Pain
Chair：�Shin�Fukudo,�MD,�PhD�

Department�of�Behavioral�Medicine,�Tohoku�University�Graduate�School�of�Medicine

Speaker：�Douglas�A.�Drossman�MD�
Professor�Emeritus,�University�of�North�Carolina,�President�Emeritus�and�Chief�of�Operations�
The�Rome�Foundation,�The�Drossman�Center�for�The�Education�&�Practice�of�Biopsychosocial�
Care,�USA

開会式	 8：45～9：00

開会挨拶：福土　審（東北大学大学院医学系研究科心療内科学）

シンポジウム1	 9：00～10：25

エビデンスに基づく心療内科診療
座長：�須藤�信行（九州大学大学院医学研究院心身医学）�

吉内�一浩（東京大学医学部附属病院心療内科）

S1-1 エビデンスに基づく過敏性腸症候群診療
金澤　素、福土　審
東北大学大学院医学系研究科心療内科学

S1-2 EVMに基づく上部機能性消化管疾患における心療内科的診療の確立を目指して
奥見�裕邦1,2

1医療法人医方会　奥見診療所、2近畿大学医学部内科学心療内科部門

S1-3 エビデンスに基づく心療内科診療：慢性疼痛
細井�昌子
九州大学病院　心療内科・集学的痛みセンター

S1-4 エビデンスに基づく心療内科診療～摂食障害・肥満症
菊地�裕絵
国立国際医療研究センター病院　心療内科
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シンポジウム2	 10：30～11：55

心療内科における脳機能画像研究の最前線～本邦における摂食障害多施設共同研究を中心に
座長：�関口　敦（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所）�

守口�善也（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所）

指定発言：佐藤�康弘（東北大学病院心療内科）

S2-1 摂食障害に対する認知行動療法の有効性の神経科学的エビデンスの創出
関口　敦、菅原�彩子、高村�恒人、船場�美佐子、小原�千郷、成田　恵、吉田�冬子、井野�敬子、
堀　弘明、小川�眞太朗、安藤�哲也、守口�善也、金　吉晴
国立精神・神経医療研究センター（NCNP）　精神保健研究所　行動医学研究部

S2-2 摂食障害患者のアレキシサイミア尺度や特性不安尺度と脳容積との関連（多施設共同研究）
吉原�一文1,2、伊津野�巧1、権藤�元治1,3、元村�祐貴4、平林�直樹1,5、髙倉　修2、波夛�伴和2、
山下　真2、戸田�健太2、麻生�千恵1、須藤�信行1,2

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北九州市立医療センター、
4九州大学大学院芸術工学研究院デザイン人間科学部門、5九州大学伊都診療所

S2-3 神経性やせ症における脳構造画像とEDE-Qの相関
戸瀨�景茉
京都大学医学部附属病院精神科神経科

S2-4 神経性やせ症患者のMRIデータの機械学習を用いた多変量解析
兒玉�直樹、高橋�昌稔
産業医科大学病院　心療内科

教育講演1（Luncheon	Seminar	1）	 12：00～12：55

フレイルと人参養栄湯－健康長寿に向けて－
座長：芦原　睦（芦原内科・心療内科（中部心身医療研究所））

演者：乾　明夫（鹿児島大学大学院漢方薬理学共同研究講座）

共催：クラシエ薬品株式会社

会長講演	 13：00～13：55

心が表す身体機能
座長：本郷�道夫（東北大学名誉教授）

演者：福土　審（東北大学大学院医学系研究科心療内科学）

特別講演1	 14：00～14：55

機械と情報はどこまで心に迫れるか
座長：久保�千春（中村学園大学・中村学園大学短期大学部）

演者：川人�光男（株式会社国際電気通信基礎技術研究所）
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特別講演2	 15：00～15：55

ミトコンドリア先制医療が変える日本の未来
座長：富田�博秋（東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野）

演者：阿部�高明（東北大学大学院医工学研究科分子病態医工学/医学系研究科病態液性制御学）

招請講演	 16：00～16：55

動物のストレス耐性機構
座長：金子　宏（医療法人東恵会星ヶ丘マタニティ病院内科・心療内科）

演者：菊水�健史（麻布大学獣医学部動物応用科学科）

＜B会場＞

第23回治療的自己研究会シンポジウム	 9：00～10：25

心身医療・心理療法の基礎を極める
座長：�山岡�昌之（日本摂食障害治療研究所）�

荒木�登茂子（福岡徳州会病院）

TS-1 内科疾患に対する心身医学的治療の要点～治療的自己の観点からみたコーチング心理学の実践～
森谷　満
北海道医療大学病院　心療内科

TS-2 過敏性腸症候群に対する認知行動療法と治療的自己について
安藤�哲也
国際医療福祉大学成田病院　心療内科

TS-3 治療者が治療効果に与える影響について―応用行動分析学の視点から
冨樫�耕平
中央大学政策文化総合研究所

TS-4 マインドフルネスとコンパッションから観た治療的自己
村椿�智彦1,2、金澤　素1,2、福土　審1,2

1東北大学大学院医学系研究科心療内科学、2東北大学病院心療内科

パネルディスカッション	 10：30～11：55

サイコオンコロジーの新展開
座長：小山�敦子（近畿大学医学部内科学教室心療内科部門）

PD-1 サイコオンコロジー領域における心身医学的研究の展望
蓮尾�英明
関西医科大学心療内科学講座�講師
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PD-2 がん医療における自殺対策に関わって
原島�沙季1,2

1東京大学医学部附属病院心療内科、2東京大学保健・健康推進本部

PD-3 心療内科医が緩和医療を行うこと、緩和医療の中で心療内科を学ぶこと
稲田�修士
近畿大学内科学教室心療内科部門

教育講演2（Luncheon	Seminar	2）	 12：00～12：55

不安を伴ううつ病心療
座長：福土　審（東北大学大学院医学系研究科心療内科学）

演者：端詰�勝敬（東邦大学医学部心身医学講座）

共催：ヴィアトリス製薬株式会社

ワークショップ	 14：00～15：55

一般診療に取り入れたい心療内科診療の要素
座長：�福永�幹彦（関西医科大学心療内科学講座）�

岡田�宏基（宇多津病院心療内科）

ファシリテーター：�福永�幹彦（関西医科大学心療内科学講座）�
岡田�宏基（宇多津病院）�
西山�順滋（関西医科大学心療内科学講座/同附属病院総合診療科）�
神原�憲治（香川大学医学部臨床心理学科心身医学）�
江花�昭一（神奈川大学保健管理センター）

趣旨説明：江花�昭一（神奈川大学保健管理センター）

シンポジウム3	 16：00～17：25

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（第二報）
座長：�須藤�信行（九州大学大学院医学研究院心身医学）�

中井�吉英（弘正会西京都病院名誉院長・心療内科部長関西医科大学名誉教授）

S3-1 「全人的医療」とは―日本内科学会専門医部会における取り組み
土屋�静馬
昭和大学医学教育学講座　　

S3-2 内科のサブスペシャルティとしての心療内科
吉内�一浩
東京大学医学部附属病院心療内科

S3-3 大学心療内科の立場から
山崎�允宏
東京大学医学部附属病院心療内科
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S3-4 市中病院心療内科の立場から
太田�大介
聖路加国際病院心療内科

S3-5 診療所の立場から
鈴木　順
奥州市国民健康保険前沢診療所　内科

S3-6 非心療内科専門医の立場から
浅野�麻衣
京都府立医科大学大学院医学研究科　内分泌・代謝内科学

S3-7 SNSを用いた心療内科の発信
佐藤�康弘1、福土　審1,2

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心療内科学

＜C会場＞

一般演題1	 9：00～10：00

災害・パンデミック
座長：佐藤　研（弘前大学　保健管理センター）

OS1-1 東日本大震災に対する救援活動後、PTSDが長期遷延した症例の経過と検討
提箸�延幸
幸（さいわい）クリニック

OS1-2 COVID-19と大学生のメンタルヘルス─ワクチン職域接種に関連して─
佐藤　研1、佐竹　立2、櫻庭�美耶子2

1弘前大学　保健管理センター、2弘前大学　消化器血液内科

OS1-3 回復しえた新型コロナウイルス感染症後遺症の一例
岡　孝和
国際医療福祉大学成田病院

OS1-4 新型コロナウイルス感染症医療への従事が看護師に与える影響
小笠原�知子、石川�元直、原田�志保、吉原�佳子、島田�茂美、中野�聖子、中村�美佐子、松尾�俊哉、
小野�拓哉、大坪�天平、佐倉　宏
東京女子医科大学東医療センター内科

OS1-5 『精神・心理領域医療系オンライン情報発信研究会』の活動報告
大武�陽一1,2、益田�裕介3、松崎�朝樹4

1伊丹せいふう病院内科、2堺市立総合医療センター　心療内科・緩和ケア科、3早稲田メンタルクリニック、
4筑波大学附属病院精神神経科
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一般演題2	 10：30～11：30

心療内科的評価
座長：竹内�武昭（東邦大学医学部心身医学講座）

OS2-1 日常生活での心身モニタリングによるストレス評価の試み
小西�奈美1、神原�憲治2、吉田�信明3、澤田�砂織3

1京都橘大学看護学部、2香川大学医学部、3公益財団法人京都高度技術研究所研究開発本部

OS2-2 紹介状の有無は病院心療内科外来において治療終結までの日数と関係するか
乙成　淳、中尾�睦宏、安藤�哲也、岡　孝和
国際医療福祉大学成田病院心療内科

OS2-3 日本語版Brief Experiences in Close Relationships Scale（ECR-M16）の開発
宮本�せら紀1、山崎�允宏1、厚坊�浩史2、山縣�裕史3、小西　満4、土田�陸平5、井上�玲央5、
阿部�博昭4、住谷�昌彦4、松原�敏郎6、清水　研2、吉内�一浩1

1東京大学医学部附属病院心療内科、2がん研究会附属有明病院腫瘍精神科、
3山口大学医学部附属病院麻酔科蘇生科、4東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部、
5東京大学医学部附属病院�麻酔科・痛みセンター、6山口大学大学院医学系研究科高次脳機能病態学講座

OS2-4 口腔顔面痛に合併する身体症状の調査
田中　裕1、村松�芳幸2、村松�公美子2,3、真島�一郎2、藤村�健夫2、清水�夏恵2、清野　洋2、
吉嶺�文俊2、片桐�敦子2、櫻井�浩治2、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、3新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科

OS2-5 日本人高齢者における中枢性感作とうつ病の関連
竹内�武昭1、橋本�和明1、井原�一成2、大渕�修一3、平野�浩彦3、藤原�佳典3、河合　恒3、
小島�基永4、端詰�勝敬1

1東邦大学医学部心身医学講座、2弘前大学医学部社会医学講座、3東京都健康長寿医療センター、
4東京医療学院大学

一般演題3	 14：00～15：00

心療内科的治療
座長：岡　孝和（国際医療福祉大学成田病院）

OS3-1 定期的なヨガの練習は失体感症を改善する
岡　孝和、中尾�睦宏、安藤�哲也、乙成　淳、ルハワスレン�バトトブシン
国際医療福祉大学成田病院

OS3-2 病態説明技法が奏功した非定型歯痛
中野�良信
社会医療法人蒼生会　蒼生病院　歯科口腔外科（口腔心療科）

OS3-3 自律訓練法が耳鳴症状に効果的であった一例
富岡�光直1、吉原�一文1、永江�悠子2、須藤�信行1

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
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OS3-4 過去のいじめ体験に伴うPTSDと失声症がEMDRによって軽快した一例
米田�孝一1,2,3

1鹿児島大学法文学部人文学科、2鹿児島大学病院心身医療科、3ウェルフェア九州病院心療内科

OS3-5 ヨガによる慢性疲労症候群患者の安静時脳活動の変化（第2報）
吉原�一文1、岡　孝和3、平林�直樹4、伊津野�巧1、朝野�泰成2、宮田�典幸2、須藤�信行1,2

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

一般演題4	 15：30～16：30

消化器心身医学
座長：町田�知美（東北ろうさい病院）

OS4-1 過敏性腸症候群における消化器症状と運動経験の関連に対する検討
小関�友記1,2、椿　智彦1、津島�博道3、森永　雄2、大橋�孝子2、今福�理博4、鈴木�裕一2、
金澤　素1、福土　審1

1東北大学大学院医学系研究科心療内科学、2仙台青葉学院短期大学、
3国立長寿医療研究センター研究所ジェロサイエンス研究センター炎症・免疫機構研究部、
4武蔵野大学教育学部幼児教育学科

OS4-2 交流分析的アプローチが有効であった潰瘍性大腸炎の1例
朝野�泰成、吉原�一文、宮田�典幸
九州大学病院心療内科

OS4-3  過敏性腸症候群患者に対するプロバイオティクスの有効性のシスティマティック・レビューによ
る検証の試み
中島�有美1、内海�聡太1、佐藤�康弘2、山口�雄平2、馬上�峻哉2、福土　審2,3

1東北大学医学部医学科、2東北大学病院心療内科、3東北大学大学院医学系研究科心療内科学

OS4-4 過敏性腸症候群患者と比較した片頭痛患者の性格特性について─東大式エゴグラムを用いて─
村崎�舞耶、都田　淳、竹内�武昭、中村�祐三、橋本�和明、端詰�勝敬
東邦大学医療センター大森病院心療内科

OS4-5 1型糖尿病に原因不明の嘔吐症を併発する患者の特徴―3症例の検討―
波夛�伴和1、大杉�康司3、玉井�杏奈4、横山�寛明2、末松�孝文2、戸田�健太1、麻生�千恵2、
山下　真1、高倉　修1、須藤�信行1,2

1九州大学病院心療内科、2九州大学大学院医学研究院心身医学、
3横浜市立大学付属市民総合医療センター小児科、4大阪市立総合医療センター糖尿病内科
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2021年10月24日（日）
＜A会場＞

Special	Lecture	2	 7：45～8：45

CNS Serotonin and the Clustering of Psychosocial Risk Factors and Biobehavioral 
Mechanisms that → Disease
Chair：�Shin�Fukudo,�MD,�PhD�

Department�of�Behavioral�Medicine,�Tohoku�University�Graduate�School�of�Medicine

Speaker：�Redford�B.�Williams,�M.D.�
Professor�of�Behavioral�Medicine�Research�Center,�Duke�University�Medical�Center,�USA

心療内科学会ーニューログローバル合同シンポジウム	 9：00～10：25

神経系の最新研究が未来の心の診療に及ぼすインパクト
座長：�大隅�典子（東北大学大学院医学系研究科発生発達神経科学分野）�

浅川�明弘（鹿児島大学大学院心身内科学分野）

NS-1 こころの健康を理解するためのDOHaD
大隅�典子1,2

1東北大学大学院医学系研究科、2Neuro�Global国際共同大学院プログラムリーダー

NS-2 非侵襲的脳刺激の研究および治療への活用－その現状と発展性
筒井�健一郎
東北大学�大学院生命科学研究科

NS-3 心身連関の仲介する脳内グリア機能の計測と操作
松井　広
東北大学�大学院生命科学研究科�超回路脳機能分野

NS-4 消化管ペプチド・骨髄由来細胞による情動行動の調節
浅川�明弘
鹿児島大学大学院心身内科学分野

心療内科学会-日本学術振興会合同シンポジウム	 10：30～11：55

日本の学術の更なる発展を目指して：生物系を中心に
座長：�里見　進（独立行政法人日本学術振興会）�

久保�千春（中村学園大学・中村学園大学短期大学部）

JS-1 植物学研究の動向事例として：葉のエボデボ研究
塚谷�裕一
東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻
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JS-2 個別化医療に向けた腸内細菌深層解析
竹山�春子1,2,3,4

1早稲田大学先進理工学部生命医科学科、
2産総研―早大生体システムビッグデータ解析オープンイノベーションラボラトリ、
3早稲田大学ナノライフ創新研、4早稲田大学生命動態研

JS-3 多様性と科学の発展
田中�真二
東京医科歯科大学

JS-4 顕微イメージング技術と感染症研究
大場�雄介1,2、藤岡�容一朗1、吉田�藍子1、柏木�彩花1、天野�麻穂1,3

1北海道大学大学院医学研究院細胞生理学教室、2日本学術振興会学術システム研究センター、
3HILO株式会社

教育講演4（Luncheon	Seminar	3）	 12：00～12：55

腸内細菌 beyond the gut
座長：須藤�信行（九州大学大学院医学研究院心身医学）

演者：金井�隆典（慶應義塾大学医学部内科学（消化器））

共催：ミヤリサン製薬株式会社

特別講演3	 13：00～13：55

再び来る病原微生物の時代：新型コロナウイルスの正体
座長：端詰�勝敬（東邦大学医学部心身医学講座）

演者：押谷　仁（東北大学大学院医学系研究科微生物学分野）

心療内科プレナリー演題	 14：00～14：55

座長：小牧　元（福岡国際医療福祉大学）

PL-1  Serum 3-hydroxybutyrate in psychosomatic patients may be a predictor of the 
effectiveness of SSRI.
齋藤�紀先、糸賀�正道、土屋�純一郎、皆川�智子、萱場�広之
弘前大学大学院　医学研究科　臨床検査医学講座

PL-2  線維筋痛症における血清バイオマーカーの検討：神経およびグリア由来エクソソームと炎症性サ
イトカイン
藤本�晃嗣1、細井�昌子2,3,4、早木�千絵2、安野�広三2,3、須藤�信行2,3,4

1九州大学大学院　医学系学府、2九州大学病院　心療内科、
3九州大学病院　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

PL-3 心身症患者への光環境の影響
福永�幹彦、阿部�哲也、梅　　星、大西�華子
関西医科大学医学部心療内科学講座
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特別講演4	 15：00～15：55

“善玉”としてのヒスタミン
座長：千葉�太郎（医療法人友愛会盛岡友愛病院心療内科）

演者：谷内�一彦（東北大学大学院医学系研究科機能薬理学分野）

Japan-Germany	Psychosomatic	Seminar	 16：00～16：55

Chair：�Masato�Murakami�（International�University�of�Health�and�Welfare/Sanno�Hospital）�
Makoto�Hashizume�（Hashizume�Clinic）

Psychology in Gastroenterology: 40 years of experience of a challenging 
relationship
Speaker：�Paul�Enck�（Professor�of�Medical�Psychology�and�former�Head�of�Research�at�the�Department�

of�Psychosomatic�Medicine�and�Psychotherapy,�University�Hospital�Tübingen,�Germany）

When gut feelings turn into visceral pain: Placebo and nocebo mechanisms in the 
gut-brain axis.
Speaker：�Sigrid�Elsenbruch,�Ph.D.�（Professor�of�Medical�Psychology�and�Medical�Sociology�Faculty�of�

Medicine,�Ruhr�University�Bochum,�Germany）

＜B会場＞

教育講演3（Breakfast	Seminar）	 7：45～8：45

プロバイオティクスの臨床的エビデンスを考える
座長：本郷�道夫（東北大学名誉教授）

演者：内藤�裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座）

共催：東亜新薬株式会社

シンポジウム4	 9：00～10：25

ストレスチェックによる産業医学・心療内科コラボレーション
座長：�芦原　睦（芦原内科・心療内科（中部心身医療研究所））�

黒澤　一（東北大学大学院医学系研究科産業医学分野）

S4-1  産業医から心療内科医へ　連携に期待していること～高ストレス者の紹介に関わるアンケートを
通して～
色川�俊也
東北大学大学院医学系研究科産業医学分野

S4-2 心療内科診療医の立場から
津久井�要
港北もえぎ心療内科
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S4-3 事業場における集団分析とその後の職場改善活動
石川�浩二1,2、芦原　睦2

1三菱重工業　大江西健康管理チーム、2芦原内科・心療内科

S4-4 ストレスチェック制度の概要と医師による面接指導
塚原�照臣
信州大学医学部産業衛生学講座

災害支援企画	 10：30～11：55

災害とあいまいな喪失～行方不明、原発災害、COVID-19の支援を通して～
座長：�村上�典子（神戸赤十字病院）�

鈴木　順（奥州市国民健康保険前沢診療所）

演者：瀬藤�乃理子（福島県立医科大学医学部災害こころの医学講座）

討論者（災害支援委員会メンバー）：�前沢�政次（夕張市立診療所）�
千葉�太郎（医療法人友愛会盛岡友愛病院心療内科）�
端詰�勝敬（東邦大学医学部心身医学講座）�
石川�浩二（三菱重工業（株）大江西健康管理チーム）

教育講演5（Luncheon	Seminar	4）	 12：00～12：55

うつ病の諸症状におけるボルチオキセチンの効果について
座長：野村�泰輔（のむら内科・心療内科クリニック）

演者：相模�泰宏（泉中央心療内科クリニック）

共催：武田薬品工業株式会社、ルンドベック・ジャパン株式会社

シンポジウム5	 13：00～14：55

心不全を抱える人への緩和医療－心療内科にできること・期待されること－
座長：豊田�英嗣（日本原病院心療内科）

S5-1 心不全を抱える人への緩和医療―心療内科にできること・期待されること―
柏木�秀行
飯塚病院　連携医療・緩和ケア科

S5-2 循環器医の視点からみた心不全の緩和医療
衣笠�良治
鳥取大学医学部循環器・内分泌代謝内科

S5-3 慢性心不全患者の在宅療養支援での緩和医療
富山�美由紀
医療法人ゆみの　のぞみハートクリニック　

S5-4 循環器専門施設における心不全緩和ケア―心理臨床から見える景色―
庵地�雄太
国立循環器病研究センター　心臓血管内科部
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S5-5 心不全というトラウマ体験者に向きあう医療者は自身の社会交流システムを活用しよう
豊田�英嗣
日本原病院　循環器内科・心療内科

第３回登録医・専門医研修会	 15：00～16：50

座長：�江花�昭一（神奈川大学保健管理センター）�
芦原　睦（芦原内科・心療内科（中部心身医療研究所））

  「機能性高体温症およびCOVID-19後の微熱の治療」21：その他　定期的なヨガの練習は失体感
症を改善する
岡　孝和1,2

1国際医療福祉大学医学部心療内科学、2国際医療福祉大学成田病院心療内科

 腸内細菌と腸脳相関
須藤�信行
九州大学医学研究院　心身医学

第51回心療内科学会学術講習会	 17：00～19：00

座長：�吉内�一浩（東京大学医学部附属病院心療内科）�
金澤　素（東北大学大学院医学系研究科心療内科学）

 呼吸器心身症のバイオマーカー探索
丸岡�秀一郎
日本大学医学部　内科学系呼吸器内科学分野

 心療内科臨床における栄養サポートの提案
河合�啓介
国立国際医療研究センター国府台病院　心療内科

 多職種協働による全人的医療
前沢�政次
夕張市立診療所

閉会式	 19：00～19：05

閉会挨拶：福土　審（東北大学大学院医学系研究科心療内科学）

次回会長挨拶：須藤�信行（九州大学大学院医学研究院心身医学/九州大学病院心療内科）
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＜C会場＞

一般演題5	 9：00～10：00

摂食障害（1）
座長：深尾�篤嗣（茨木市保健医療センター）

OS5-1 高齢摂食障害患者の死亡症例の一考察
山根　朗、福永�幹彦
関西医科大学心療内科学講座

OS5-2 神経性やせ症患者の安静時エネルギー基質と栄養療法の評価
山下　真1、末松�孝文2、戸田�健太1,2、麻生�千恵2、
横山�寛明2、波夛�伴和1、高倉　修1、須藤�信行1,2

1九州大学病院心療内科、2九州大学大学院医学研究院心身医学

OS5-3 心療内科NST加算算定開始前後の栄養介入状況の変化とその効果に関する検討
田中�千尋1,5、佐々木�まなみ1,5、遠藤�由香2,4、佐藤�康弘3,5、山口�雄平3,5、馬上�峻哉3,5、
伊関�雅裕5、岡本�智子6、布田�美貴子1,5、福土　審2,3

1東北大学病院栄養管理室、2東北大学医学系研究科心療内科学分野、3東北大学病院心療内科、
4医療法人ひろせ会広瀬病院、5東北大学病院NST、6札幌保健医療大学

OS5-4  食事中のトリプトファン、チロシン、フェニルアラニンの欠乏は、マウスの体重減少と行動変化
を誘発する
張　雪廷、吉原�一文、須藤�信行
九州大学大学院医学研究院心身医学

OS5-5 「問題」の中に「解決」を見出すプロセスワークが奏功した摂食障害合併1型糖尿病患者の1例
深尾�篤嗣1、岸原�千雅子2、富士見�ユキオ3、今川�彰久4

1茨木市保健医療センター、2「アルケミア」こころとからだの相談室、3富士見ユキオ心理面接室、
4大阪医科薬科大学内科学1

一般演題6	 10：30～11：30

摂食障害（2）
座長：丸山　史（諏訪赤十字病院）

OS6-1  「行動制限を用いた認知行動療法」が抑圧された感情の気づきに有効であった機能性ディスペプ
シアの1例
戸田�健太1、大杉�康司3、藤田　曜生2、山下　真1、波夛�伴和1、高倉　修1、須藤�信行1

1九州大学病院心療内科、2九州大学病院�リハビリテーション部、
3横浜市立大学付属市民総合医療センター�小児科

OS6-2 神経性やせ症患者への拡大版認知行動療法（CBT-E）の試み
野口�敬蔵1、高倉　修1、富岡�光直2、須藤�信行2

1九州大学病院心療内科、2九州大学大学院医学研究院心身医学

OS6-3 回避制限性食物摂取症に対する行動療法─食事摂取指標の個別対応について─
丸山　史1、小内�理人1、御子柴�敬子2、新田�理奈3

1諏訪赤十字病院精神科、2諏訪赤十字病院臨床心理課、3諏訪赤十字病院栄養課
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OS6-4 認知行動療法（CBT-E）を通して強迫的な傾向に奏功した神経性過食症の一症例
永江�悠子1、高倉　修1、富岡�光直2、須藤�信行1,2

1九州大学病院心療内科、2九州大学大学院医学研究院心身医学

OS6-5 脱水・腎機能障害の治療中にうっ血性心不全をきたした重症遷延神経性やせ症患者の1例
馬上�峻哉1、佐藤�康弘1、山口�雄平1、福土　審1,2

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心療内科学

一般演題7	 13：00～14：00

疼痛
座長：安野�広三（九州大学）

OS7-1 心療内科外来におけるMedically Unexplained Symptomと中枢性感作症候群の関連
橋本�和明1、竹内�武昭1、須賀�俊介2、柊　未聖2、小山�明子2、村崎�舞耶2、嶋　美香2、
中村�祐三1、都田　淳1、端詰�勝敬1

1東邦大学医学部心身医学講座、2東邦大学医療センター大森病院心療内科

OS7-2 電気刺激（Neurometer）と圧刺激（RATED CAPACITY 200N）の疼痛閾値の比較検討
秋山�泰士1、落合�優希子2、冨永�知里2、阿部�哲也1、福永�幹彦1

1関西医科大学心療内科学講座、2関西医科大学医学部医学科

OS7-3 慢性疼痛患者における中枢性感作症状に関連する心理特性：失感情症と不公平感の認知
田中　佑1、安野�広三2,3、細井�昌子1,2,3、村上�匡史2、藤本�晃嗣1、柴田�舞欧2,4,5、須藤�信行1,2,3

1九州大学　大学院医学研究院　心身医学、2九州大学病院　心療内科、
3九州大学病院　集学的痛みセンター、4九州大学　大学院医学研究院　公衆衛生学教室、
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

OS7-4 悪夢と慢性疼痛：悪夢の苦痛度と慢性疼痛の重症度や広範囲痛との関連について
村上�匡史1、安野�広三1,2、細井�昌子1,2,3、田中　佑3、藤本�晃嗣3、柴田�舞欧1,4,5、須藤�信行1,2,3

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

OS7-5 線維筋痛症の発症年齢時期による臨床像の比較
安野�広三1,2、村上�匡史1、藤本�晃嗣1,3、田中　佑1,3、柴田�舞欧1,4,5、細井�昌子1,2,3、須藤�信行1,2,3

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

一般演題8	 14：30～15：30

症例検討
座長：阿部�哲也（関西医科大学）

OS8-1 全身倦怠感の鑑別にて副腎皮質機能不全を疑うも、概日リズム睡眠障害にて鑑別に苦慮した1例
坂崎�友哉、阿部�哲也、岡本�敬司、福永�幹彦
関西医科大学心療内科学講座
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OS8-2  2型糖尿病による下腿切断に対するリハビリ中に解決志向ブリーフセラピーの介入が有効であっ
た一例
中村�純子1、大武�陽一2,3

1伊丹せいふう病院内科リハビリテーション科、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

OS8-3 不登校児における潜在的副腎機能低下症の可能性
内山�葉子
葉子クリニック

OS8-4  子供の事故死により解離症状を呈した女性に対し喪の作業を進めた症例─非言語的心理療法を介
した考察─
足立�友理1、朝野�泰成1、富岡�光直2、吉原�一文2、須藤�信行2

1九州大学病院心療内科、2九州大学大学院医学研究院　心身医学

OS8-5 成人期ADHDの認知行動療法集団プログラムを個人面接に応用した症例報告
中島�陽大1、金井�裕彦2

1洛和会音羽病院臨床心理室、2洛和会音羽病院神経精神科
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