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1日目：2020年10月9日（金）

第1会場 第2会場
8：00

8：30

8：55〜9：00　開会の辞
9：00 9：00〜9：48

一般演題1 「精神科救急」
座長：佐藤 博俊

9：00〜10：00
一般演題2 「措置・制度」

座長：澤田 健
9：30

10：00

10：00〜12：00
シンポジウム1

「新型コロナウイルス感染症関連」
座長：深見 悟郎 　　　　　　
演者：深見 悟郎、來住 由樹　
　　　五明 佐也香、鈴木 健一

10：10〜10：58
一般演題3 「チーム医療」

座長：赤松 正規
10：30

11：00
11：10〜11：58

一般演題4 「急性期・身体合併症」
座長：橋詰 宏

11：30

12：00
12：10〜13：10

ランチョンセミナー1
大日本住友製薬株式会社

座長：佐藤 悟朗　演者：松本 均彦

12：10〜13：10
ランチョンセミナー2

大塚製薬株式会社
座長：來住 由樹　演者：今井 淳司

12：30

13：00

13：20〜14：20
ランチョンセミナー3

Meiji Seikaファルマ株式会社
座長：須藤 康彦　演者：中村 祐

13：20〜14：20
ランチョンセミナー4　

オーソ･クリニカル･ダイアグノスティックス株式会社
座長：澤 温　演者：関口 秀文

13：30

14：00

14：30

15：00
15：10〜15：20　次回大会 会長挨拶 15：10〜15：40

INARSコース紹介　演者：大森 教成15：20〜16：10
会長講演

「発現機序に基いた認知症の行動・心理症状に対する治療 －精神科救急の視点も含めて－」
演者：數井 裕光

15：30

16：00

16：20〜18：20
シンポジウム2

「精神科救急と高規格病棟 ～現状とあり方、その役割について～」
座長：澤 温、藤田 潔　　　
演者：杉山 直也、佐藤 悟朗
　　　友利 久哉、藤井 千代

16：20〜17：20
一般演題5 「精神科看護・症例」

座長：藤戸 良子

16：30

17：00

17：30
17：30〜18：42

一般演題6 「新型コロナウイルス感染症1」
座長：高橋 秀俊

18：00

18：30 18：30〜19：18
一般演題7 「依存・リハビリ・その他」

座長：峯瀬 正祥 18：52〜20：04
一般演題8 「新型コロナウイルス感染症2」

座長：中澤 宏之

19：00

19：30
19：30〜20：30

一般演題9 「調査・災害支援」
座長：吉本 啓一郎

20：00

20：30

＋オンデマンド
＋オンデマンド

＋オンデマンド

＋オンデマンド
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第1会場 第2会場
8：00

8：30

9：00 9：00〜9：50
モーニングセミナー1

武田薬品工業株式会社／ルンドベック･ジャパン株式会社
座長：上野 修一　演者：中村 祐

9：00〜9：50
モーニングセミナー2　
日本メジフィジックス株式会社

座長：長濱 道治　演者：和田 健
9：30

10：00

10：00〜12：00
シンポジウム3

「認知症（BPSD）の精神科救急」
座長：兼行 浩史、中澤 宏之　
演者：上村 直人、小川 俊一郎
　　　埴原 秋児、松本 一生　

10：00〜12：00
シンポジウム4

「緊急時の子どものこころのケア」
　　座長：藤枝 幹也、高橋 秀俊
　　演者：小松 静香、松下 憲司
　　　　　岡崎 知裕、東谷 美奈
指定発言：木下 あゆみ 　　　　

10：30

11：00

11：30

12：00
12：10〜13：10

ランチョンセミナー5
大日本住友製薬株式会社

座長：杉山 直也　演者：藤田 潔

12：10〜13：10
ランチョンセミナー6

エーザイ株式会社
座長：須藤 康彦　演者：齋藤 正彦

12：30

13：00

13：20〜14：20
ランチョンセミナー7　

ヤンセンファーマ株式会社
座長：伊豫 雅臣　演者：村上 忠

13：20〜14：20
ランチョンセミナー8　

東和薬品株式会社
座長：谷向 仁　演者：井上 真一郎

13：30

14：00

14：30 14：30〜15：30
ランチョンセミナー9

吉富薬品株式会社／共和薬品工業株式会社
演者：山田 和男

14：30〜16：00
教育研修コース

「精神科臨床における操作的診断の功罪」
座長：須藤 康彦、堀川 公平
演者：計見 一雄、村井 俊哉

15：00

15：30

15：40〜17：40
シンポジウム5

「南海トラフ地震/災害精神医療」
座長：山﨑 正雄、大塚 耕太郎
演者：田上 豊資、西山 謹吾　
　　　佐伯 真由美、山﨑 正雄

16：00

16：10〜17：40
医療政策委員会プロジェクト

「受診前相談研修」
演者：西村 由紀、塚本 哲司

16：30

17：00

17：30

17：50〜19：50
シンポジウム6

「多様化する依存症と精神科救急」
座長：松本 俊彦

演者：松本 俊彦、橋本 望　
　　　石田 正之、吉田 精次

17：50〜18：20
PEECコース紹介　演者：橋本 聡　18：00

18：30
18：30〜19：42

一般演題10 「認知症」
座長：樫林 哲雄

19：00

19：30

19：52〜20：40
一般演題11 「うつ・統合失調症・薬物治療」

座長：藤戸 良輔

20：00 20：00〜20：30　災害支援報告会
座長：深見 悟郎　演者：鈴木 満

20：30
20：40〜　閉会の辞・次回大会 会長挨拶

2日目：2020年10月10日（土）

＋オンデマンド

＋オンデマンド

＋オンデマンド

＋オンデマンド＋オンデマンド

＋オンデマンド

＋オンデマンド

＋オンデマンド


