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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
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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）
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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　允宏

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）



51

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）



55

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



61

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
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（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


