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日程表　第１日目：10月23日（土）

� 7：45～8：45
Special Lecture 1
Understanding and Managing the 
Patients with Chronic and Severe 
Abdominal Pain
Chair：Shin�Fukudo
Speaker：Douglas�A�Drossman

開会式　福土　審� 8：45～9：00

� 9：00～10：25
シンポジウム1
エビデンスに基づく心療内科診療
座長：須藤信行、吉内一浩
演者：金澤　素、奥見裕邦、細井昌子、菊地裕絵

� 10：30～11：55
シンポジウム2
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、守口善也
指定発言：佐藤康弘
演者：関口　敦、�吉原一文、戸瀨景茉、兒玉直樹

� 10：30～11：55
パネルディスカッション
サイコオンコロジーの新展開
座長：小山敦子
演者：蓮尾英明、原島沙季、稲田修士

教育講演1� 12：00～12：55
（Luncheon Seminar 1）
フレイルと人参養栄湯
－健康長寿に向けて－
座長：芦原　睦　　演者：乾　明夫
共催：�クラシエ薬品株式会社

教育講演2� 12：00～12：55
（Luncheon Seminar 2）
不安を伴ううつ病診療
座長：福土　審
演者：端詰勝敬
共催：ヴィアトリス製薬株式会社

� 13：00～13：55
会長講演
心が現す身体機能
座長：本郷道夫
演者：福土　審

� 14：00～14：55
特別講演1
機械と情報はどこまで心に迫れるか
座長：久保千春
演者：川人光男

� 14：00～15：55
ワークショップ
 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、岡田宏基
ファシリテータ：�福永幹彦、岡田宏基、西山順滋、

神原憲治、江花昭一
趣旨説明：江花昭一
※事前申込制

� 15：00～15：55
特別講演2
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
演者：阿部高明

� 16：00～16：55
招請講演
動物のストレス耐性機構
座長：金子　宏
演者：菊水健史

� 16：00～17：25
シンポジウム3
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、中井吉英
演者：�土屋静馬、吉内一浩、山崎允宏、太田大介、

鈴木　順、浅野麻衣、佐藤康弘

� 9：00～10：25
第23回治療的自己研究会シンポジウム
心身医療・心理療法の基礎を極める
座長：山岡昌之、荒木登茂子
演者：森谷　満、安藤哲也、冨樫耕平、村椿智彦

� 9：00～10：00
一般演題1

「災害・パンデミック」
座長：佐藤　研

� 10：30～11：30
一般演題2

「心療内科的評価」
座長：竹内武昭

� 14：00～15：00
一般演題3

「心療内科的治療」
座長：岡　孝和

� 15：30～16：30
一般演題4

「消化器心身医学」
座長：町田知美
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日程表　第２日目：10月24日（日）

� 7：45～8：45
Special Lecture 2
CNS Serotonin and the Clustering of 
Psychosocial Risk Factors and 
Biobehavioral Mechanisms that → Disease
Chair：Shin�Fukudo
Speaker：Redford�B.�Williams�Jr

教育講演3� 7：45～8：45
（Breakfast Seminar）
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
演者：内藤裕二
共催：東亜新薬株式会社

� 9：00～10：25
心療内科学会ーニューログローバル合同シンポ
ジウム
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、浅川明弘
演者：�大隅典子、筒井健一郎、松井　広、�

浅川明弘

� 10：30～11：55
心療内科学会-日本学術振興会合同シンポジウム
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、久保千春
演者：塚谷裕一、竹山春子、田中真二、大場雄介

教育講演4� 12：00～12：55
（Luncheon Seminar 3）
腸内細菌 beyond the gut
座長：須藤信行
演者：金井隆典
共催：ミヤリサン製薬株式会社

� 13：00～13：55
特別講演3
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
演者：押谷　仁

� 14：00～14：55
心療内科プレナリー演題
座長：小牧　元

� 15：00～15：55
特別講演4
“善玉”としてのヒスタミン
座長：千葉太郎
演者：谷内一彦

� 16：00～16：55
Japan-Germany Psychosomatic Seminar
Chair：Masato�Murakami,�Makoto�Hashizume
Speaker：Paul�Enck,�Sigrid�Elsenbruch

� 10：30～11：55
災害支援企画
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、鈴木　順
演者：瀬藤乃理子
討�論者（災害支援委員会メンバー）：�

前沢政次、千葉太郎、端詰勝敬、石川浩二

教育講演5� 12：00～12：55
（Luncheon Seminar 4）
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
演者：相模泰宏
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

� 13：00～14：55
シンポジウム5
心不全を抱える人への緩和医療ー心療内科にで
きること・期待されることー
座長：豊田英嗣
演者：�柏木秀行、衣笠良治、富山美由紀、�

庵地雄太、豊田英嗣

� 17：00～19：00
第51回心療内科学会学術講習会
座長：吉内一浩、金澤　素

「呼吸器心身症のバイオマーカー探索」
講演：丸岡秀一郎

「心療内科臨床における栄養サポートの提案」
講演：河合啓介

「多職種協働による全人的医療」
講演：前沢政次

� 15：00～16：50
第3回登録医・専門医研修会
座長：江花昭一、芦原　睦

「機能性高体温症およびCOVID-19後の微熱の
治療」
講演：岡　孝和

「腸内細菌と心身症」
講演：須藤�信行

� 9：00～10：25
シンポジウム4
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、黒澤　一
演者：色川俊也、津久井要、石川浩二、塚原照臣

� 9：00～10：00
一般演題5

「摂食障害（1）」
座長：深尾篤嗣

� 10：30～11：30
一般演題6

「摂食障害（2）」
座長：丸山　史

� 13：00～14：00
一般演題7

「疼痛」
座長：安野広三

� 14：30～15：30
一般演題8

「症例検討」
座長：阿部哲也

閉会式� 19：00～19：05
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