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7月10日 土
A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場 G会場 H会場

タワー棟 6F
かがわ国際会議場

ホール棟 5F
第2小ホール

ホール棟 4F
第1小ホール

ホール棟 6F
61会議室

ホール棟 5F
54会議室

ホール棟 1F
展示場A

ホール棟 1F
展示場B

ホール棟 7F
第1リハーサル室

9：00 開会式 9：00
9：00〜10：00
基調講演
気管支喘息の心身医学
座長：齋藤紀先
演者：Thomas Ritz

9：00〜11：00
シンポジウム5
重症神経性やせ症患者の入院
治療
座長：河合啓介・賀古勇輝
演者：三井信幸・佐藤康弘
　　　栗田大輔

9：00〜11：00
シンポジウム7
慢性疼痛と心理社会的ストレ
ス：from Bed to Bench
座長：細井昌子
演者：齊藤秀俊・扇谷昌宏
　　　加藤隆弘・細井昌子

9：00〜11：00
シンポジウム9
四国周辺の公認心理師養成大
学院の現状と課題、これから
座長：竹森元彦
演者：信原孝司・上地雄一郎
　　　小倉正義・谷渕真也

9：00〜10：00
一般演題・口演 O1-F1〜6
歯科・口腔外科
座長：中野良信・豊福　明

9：00〜10：00
一般演題・口演 O1-G1〜6
精神神経科、メンタルヘルス
座長：森岡英五・中川　伸

9：00〜10：30

ポスター貼付

10：00 10：00
10：00〜12：00
シンポジウム1
気管支喘息の心身医学
座長：古川智一・松田能宣
演者：須賀俊介・灰田美知子
　　　小屋俊之・久徳重和
　　　丸岡秀一郎

10：00〜12：00
シンポジウム3

「こころ」と「身体」と「行動」
の基礎と臨床
座長：岡本百合・宮岡　等
演者：宮岡　等・関口　敦
　　　水原祐起・岡本百合

10：00〜11：00
一般演題・口演 O1-F7〜12
小児・思春期・発達障害
座長：村上佳津美・岡田あゆみ

10：00〜10：50
一般演題・口演 O1-G7〜11
疾患研究
座長：端詰勝敬・蓮尾英明 10：30〜14：50

ポスター閲覧

11：00 11：00
11：00〜11：50
教育講演1
摂食障害の精神療法〜診立て
のコツと一般外来での工夫
座長：杉本順子　演者：野間俊一

11：00〜11：50
教育講演2
ビッグデータの遠隔医療への
活用
座長：須藤信行　演者：鈴木　秀

11：00〜11：50
教育講演3
コミュニケーションロボット
の存在と臨床応用への可能性
座長：松原好孝　演者：坂田信裕

12：00 12：00

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）1
座長：端詰勝敬　演者：大坪天平
日本イーライリリー株式会社
塩野義製薬株式会社

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）2
座長：中村光夫
演者：青木隆明・松原正則
　　　土屋博道・大澤新平
M-MED医工科学研究所

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）3
座長：福土　審　演者：上田　均
武田薬品工業株式会社 
ルンドベック・ジャパン株式会社 

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）4
座長：近藤　毅　演者：中川　伸
大日本住友製薬株式会社

13：00 13：00
13：00〜14：00
総会

14：00 14：00

14：10〜14：40
会長講演
座長：河合啓介　演者：岡田宏基

15：00 14：50〜17：20
シンポジウム2
機能性身体疾患（FSS, MUS）
座長：太田大介・西山順滋
演者：西山順滋・久我原明朗
　　　穂坂路男・本間三恵子
　　　太田大介

14：50〜16：50
シンポジウム4
心身医療とVR
座長：松村雅代
演者：松村雅代・小松尚平
　　　山口武彦・坂本麻衣子

14：50〜17：20
シンポジウム6
今、本当にサイコオンコロジー・
緩和ケアの臨床現場で求められ
るもの〜そのトピックス
座長：小山敦子・大島　彰
演者：所　昭宏・辻　晃仁
　　　井上真一郎・四宮敏章
日本サイコオンコロジー学会
共同企画

14：50〜17：20
シンポジウム8
心身医学におけるニューロサイ
エンスと内受容感覚システム
座長：神原憲治・関口　敦
コメンテーター：小牧　元
基調講演：守口善也
演者：静間久晴・鹿野理子 
　　　寺澤悠理

14：50〜16：50
シンポジウム10

「社会医学」の視点から求める
「心身医学」
座長：中尾睦宏・菅谷　渚
演者：中尾睦宏・堤　明純
　　　島津明人・井上　茂

14：50〜15：30
一般演題・口演 O1-F13〜16
COVID-19関連
座長：丸岡秀一郎・川人潤子

14：50〜15：40
一般演題・口演 O1-G12〜16
多職種連携・チーム医療
座長：金子　宏・松原敏郎

14：50〜17：10

ポスター発表

※ポスター発表はP12を参照

15：00

15：30〜16：20
一般演題・口演 O1-F17〜21
摂食障害（1）
座長：岡本百合・山根　朗

15：40〜16：30
一般演題・口演 O1-G17〜21
メンタルヘルス
座長：杉本順子・原田俊英

16：00 16：00

16：20〜17：10
一般演題・口演 O1-F22〜26
摂食障害（2）
座長：石川俊男・大谷　真

16：30〜17：20
一般演題・口演 O1-G22〜26
治療技法・心理療法
座長：古川洋和・川人潤子

17：00 17：00
17：00〜17：30
日本心身医学会中国・四国
支部総会

17：10〜18：10
一般演題・口演 O1-F27〜32
症例検討
座長：豊田英嗣・松原敏郎

18：00 18：00
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7月10日 土
A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場 G会場 H会場

タワー棟 6F
かがわ国際会議場

ホール棟 5F
第2小ホール

ホール棟 4F
第1小ホール

ホール棟 6F
61会議室

ホール棟 5F
54会議室

ホール棟 1F
展示場A

ホール棟 1F
展示場B

ホール棟 7F
第1リハーサル室

9：00 開会式 9：00
9：00〜10：00
基調講演
気管支喘息の心身医学
座長：齋藤紀先
演者：Thomas Ritz

9：00〜11：00
シンポジウム5
重症神経性やせ症患者の入院
治療
座長：河合啓介・賀古勇輝
演者：三井信幸・佐藤康弘
　　　栗田大輔

9：00〜11：00
シンポジウム7
慢性疼痛と心理社会的ストレ
ス：from Bed to Bench
座長：細井昌子
演者：齊藤秀俊・扇谷昌宏
　　　加藤隆弘・細井昌子

9：00〜11：00
シンポジウム9
四国周辺の公認心理師養成大
学院の現状と課題、これから
座長：竹森元彦
演者：信原孝司・上地雄一郎
　　　小倉正義・谷渕真也

9：00〜10：00
一般演題・口演 O1-F1〜6
歯科・口腔外科
座長：中野良信・豊福　明

9：00〜10：00
一般演題・口演 O1-G1〜6
精神神経科、メンタルヘルス
座長：森岡英五・中川　伸

9：00〜10：30

ポスター貼付

10：00 10：00
10：00〜12：00
シンポジウム1
気管支喘息の心身医学
座長：古川智一・松田能宣
演者：須賀俊介・灰田美知子
　　　小屋俊之・久徳重和
　　　丸岡秀一郎

10：00〜12：00
シンポジウム3

「こころ」と「身体」と「行動」
の基礎と臨床
座長：岡本百合・宮岡　等
演者：宮岡　等・関口　敦
　　　水原祐起・岡本百合

10：00〜11：00
一般演題・口演 O1-F7〜12
小児・思春期・発達障害
座長：村上佳津美・岡田あゆみ

10：00〜10：50
一般演題・口演 O1-G7〜11
疾患研究
座長：端詰勝敬・蓮尾英明 10：30〜14：50

ポスター閲覧

11：00 11：00
11：00〜11：50
教育講演1
摂食障害の精神療法〜診立て
のコツと一般外来での工夫
座長：杉本順子　演者：野間俊一

11：00〜11：50
教育講演2
ビッグデータの遠隔医療への
活用
座長：須藤信行　演者：鈴木　秀

11：00〜11：50
教育講演3
コミュニケーションロボット
の存在と臨床応用への可能性
座長：松原好孝　演者：坂田信裕

12：00 12：00

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）1
座長：端詰勝敬　演者：大坪天平
日本イーライリリー株式会社
塩野義製薬株式会社

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）2
座長：中村光夫
演者：青木隆明・松原正則
　　　土屋博道・大澤新平
M-MED医工科学研究所

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）3
座長：福土　審　演者：上田　均
武田薬品工業株式会社 
ルンドベック・ジャパン株式会社 

12：10〜13：00
教育セミナー（ランチョン）4
座長：近藤　毅　演者：中川　伸
大日本住友製薬株式会社

13：00 13：00
13：00〜14：00
総会

14：00 14：00

14：10〜14：40
会長講演
座長：河合啓介　演者：岡田宏基

15：00 14：50〜17：20
シンポジウム2
機能性身体疾患（FSS, MUS）
座長：太田大介・西山順滋
演者：西山順滋・久我原明朗
　　　穂坂路男・本間三恵子
　　　太田大介

14：50〜16：50
シンポジウム4
心身医療とVR
座長：松村雅代
演者：松村雅代・小松尚平
　　　山口武彦・坂本麻衣子

14：50〜17：20
シンポジウム6
今、本当にサイコオンコロジー・
緩和ケアの臨床現場で求められ
るもの〜そのトピックス
座長：小山敦子・大島　彰
演者：所　昭宏・辻　晃仁
　　　井上真一郎・四宮敏章
日本サイコオンコロジー学会
共同企画

14：50〜17：20
シンポジウム8
心身医学におけるニューロサイ
エンスと内受容感覚システム
座長：神原憲治・関口　敦
コメンテーター：小牧　元
基調講演：守口善也
演者：静間久晴・鹿野理子 
　　　寺澤悠理

14：50〜16：50
シンポジウム10

「社会医学」の視点から求める
「心身医学」
座長：中尾睦宏・菅谷　渚
演者：中尾睦宏・堤　明純
　　　島津明人・井上　茂

14：50〜15：30
一般演題・口演 O1-F13〜16
COVID-19関連
座長：丸岡秀一郎・川人潤子

14：50〜15：40
一般演題・口演 O1-G12〜16
多職種連携・チーム医療
座長：金子　宏・松原敏郎

14：50〜17：10

ポスター発表

※ポスター発表はP12を参照

15：00

15：30〜16：20
一般演題・口演 O1-F17〜21
摂食障害（1）
座長：岡本百合・山根　朗

15：40〜16：30
一般演題・口演 O1-G17〜21
メンタルヘルス
座長：杉本順子・原田俊英

16：00 16：00

16：20〜17：10
一般演題・口演 O1-F22〜26
摂食障害（2）
座長：石川俊男・大谷　真

16：30〜17：20
一般演題・口演 O1-G22〜26
治療技法・心理療法
座長：古川洋和・川人潤子

17：00 17：00
17：00〜17：30
日本心身医学会中国・四国
支部総会

17：10〜18：10
一般演題・口演 O1-F27〜32
症例検討
座長：豊田英嗣・松原敏郎

18：00 18：00
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7月11日 日
A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場 G会場 H会場

タワー棟 6F
かがわ国際会議場

ホール棟 5F
第2小ホール

ホール棟 4F
第1小ホール

ホール棟 6F
61会議室

ホール棟 5F
54会議室

ホール棟 1F
展示場A

ホール棟 1F
展示場B

ホール棟 7F
第1リハーサル室

9：00 9：00
9：00〜11：30
シンポジウム11
糖尿病の最新医療と面接法の
適切な使い方
座長：波夛伴和
基調講演：村尾孝児
演者：波夛伴和・久我原明朗
　　　川村智行

9：00〜11：00
シンポジウム13
プライマリ・ケアにおける心
身医学の重要性
座長：福永幹彦
演者：西山順滋・玉井友里子
　　　須田道雄

9：00〜11：00
シンポジウム14
ライフスタイルと心身医療
座長：神原憲治・水上　治
演者：白井珠美・北村アキ
　　　宮本京介

9：00〜11：00
シンポジウム15
肥満症の心身医学
座長：吉内一浩・髙倉　修
演者：吉内一浩・山崎允宏
　　　野崎剛弘・山内敏正

9：00〜9：50
一般演題・口演 O2-F1〜5
慢性疼痛（心理）
座長：安野広三・鹿野理子

9：00〜14：50

ポスター閲覧

9：20〜11：50
特別企画
コロナショックの心身医学
座長：金子　宏・村上典子
演者：齋藤紀先・佐藤康弘
　　　大武陽一・奥見裕邦
　　　深尾篤嗣・吉内一浩

10：00 9：50〜10：40
一般演題・口演 O2-F6〜10
慢性疼痛（線維筋痛症）
座長：村上正人・本間三恵子

10：00

11：00 11：00
11：00〜11：50
教育講演4
愛着関連障害と愛着アプローチ ー「医学モデ
ル」から「愛着モデル」へのパラダイムシフトー
座長：細井昌子　演者：岡田尊司

11：00〜11：50
教育講演5
腸内細菌と精神神経疾患から
みる脳腸相関
座長：福土　審　演者：本郷道夫

11：00〜11：50
教育講演6
オンライン診療やAIを活用した
今後の精神科医療の展望と課題
座長：岡田宏基　演者：岸本泰士郎

12：00 12：00
12：00〜12：50
教育セミナー（ランチョン）5
座長：奥野正景　演者：松永寿人
塩野義製薬株式会社 
武田薬品工業株式会社

12：00〜12：50
教育セミナー（ランチョン）6
座長：芦原　睦　演者：奥見裕邦
株式会社ツムラ

12：00〜12：50
教育セミナー（ランチョン）7
座長：岡田宏基　演者：姫野友美
株式会社MSS

12：00〜12：50
教育セミナー（ランチョン）8
座長：森岡英五　演者：兼田康宏
ヴィアトリス製薬株式会社 
大日本住友製薬株式会社

13：00 13：00
13：00〜15：30
シンポジウム12
今日の認知症診療
座長：早原敏之
基調講演：中村　祐
演者：森　崇洋

13：00〜16：00
産業医講習会
コロナ時代の職場における健
康管理
座長：宮武伸行
講師：田内一民・長谷綾子

13：00〜16：00
心身医学講習会
緩和ケア診療で活用できそう
な心理療法
座長：蓮尾英明
講師：蓮尾英明・網谷真理恵
　　　松岡弘道・平山貴敏
　　　小川祐子・山本和美

13：00〜14：30
日本心身医学会中国・四国 
地方会との合同企画
地域における心身医療
座長：神原憲治・豊田英嗣
演者：森岡　明・兼田康宏
　　　須田道雄

13：00〜15：00
ワークショップ
ポジティブ心理学へのお誘い
〜ネガティブ・モデルからポ
ジティブ・モデルへ〜
座長：松野俊夫・丸岡秀一郎
演者：森谷　満・江花昭一

14：00 14：00

15：00 14：50〜16：00

ポスター撤去

15：00

閉会式
16：00 16：00

17：00 17：00

18：00 18：00
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7月11日 日
A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場 G会場 H会場

タワー棟 6F
かがわ国際会議場

ホール棟 5F
第2小ホール

ホール棟 4F
第1小ホール

ホール棟 6F
61会議室

ホール棟 5F
54会議室

ホール棟 1F
展示場A

ホール棟 1F
展示場B

ホール棟 7F
第1リハーサル室

9：00 9：00
9：00〜11：30
シンポジウム11
糖尿病の最新医療と面接法の
適切な使い方
座長：波夛伴和
基調講演：村尾孝児
演者：波夛伴和・久我原明朗
　　　川村智行

9：00〜11：00
シンポジウム13
プライマリ・ケアにおける心
身医学の重要性
座長：福永幹彦
演者：西山順滋・玉井友里子
　　　須田道雄

9：00〜11：00
シンポジウム14
ライフスタイルと心身医療
座長：神原憲治・水上　治
演者：白井珠美・北村アキ
　　　宮本京介

9：00〜11：00
シンポジウム15
肥満症の心身医学
座長：吉内一浩・髙倉　修
演者：吉内一浩・山崎允宏
　　　野崎剛弘・山内敏正

9：00〜9：50
一般演題・口演 O2-F1〜5
慢性疼痛（心理）
座長：安野広三・鹿野理子

9：00〜14：50

ポスター閲覧

9：20〜11：50
特別企画
コロナショックの心身医学
座長：金子　宏・村上典子
演者：齋藤紀先・佐藤康弘
　　　大武陽一・奥見裕邦
　　　深尾篤嗣・吉内一浩

10：00 9：50〜10：40
一般演題・口演 O2-F6〜10
慢性疼痛（線維筋痛症）
座長：村上正人・本間三恵子

10：00

11：00 11：00
11：00〜11：50
教育講演4
愛着関連障害と愛着アプローチ ー「医学モデ
ル」から「愛着モデル」へのパラダイムシフトー
座長：細井昌子　演者：岡田尊司

11：00〜11：50
教育講演5
腸内細菌と精神神経疾患から
みる脳腸相関
座長：福土　審　演者：本郷道夫

11：00〜11：50
教育講演6
オンライン診療やAIを活用した
今後の精神科医療の展望と課題
座長：岡田宏基　演者：岸本泰士郎

12：00 12：00
12：00〜12：50
教育セミナー（ランチョン）5
座長：奥野正景　演者：松永寿人
塩野義製薬株式会社 
武田薬品工業株式会社

12：00〜12：50
教育セミナー（ランチョン）6
座長：芦原　睦　演者：奥見裕邦
株式会社ツムラ

12：00〜12：50
教育セミナー（ランチョン）7
座長：岡田宏基　演者：姫野友美
株式会社MSS

12：00〜12：50
教育セミナー（ランチョン）8
座長：森岡英五　演者：兼田康宏
ヴィアトリス製薬株式会社 
大日本住友製薬株式会社

13：00 13：00
13：00〜15：30
シンポジウム12
今日の認知症診療
座長：早原敏之
基調講演：中村　祐
演者：森　崇洋

13：00〜16：00
産業医講習会
コロナ時代の職場における健
康管理
座長：宮武伸行
講師：田内一民・長谷綾子

13：00〜16：00
心身医学講習会
緩和ケア診療で活用できそう
な心理療法
座長：蓮尾英明
講師：蓮尾英明・網谷真理恵
　　　松岡弘道・平山貴敏
　　　小川祐子・山本和美

13：00〜14：30
日本心身医学会中国・四国 
地方会との合同企画
地域における心身医療
座長：神原憲治・豊田英嗣
演者：森岡　明・兼田康宏
　　　須田道雄

13：00〜15：00
ワークショップ
ポジティブ心理学へのお誘い
〜ネガティブ・モデルからポ
ジティブ・モデルへ〜
座長：松野俊夫・丸岡秀一郎
演者：森谷　満・江花昭一

14：00 14：00

15：00 14：50〜16：00

ポスター撤去

15：00

閉会式
16：00 16：00

17：00 17：00

18：00 18：00
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14：00

15：00
14：50〜15：40
一般演題・ポスター1
P1-1〜5
慢性疼痛関連
座長：水野泰行・富岡光直

14：50〜15：30
一般演題・ポスター2
P2-1〜4　神経生理
座長：阿部哲也・高田　裕

14：50〜15：50
一般演題・ポスター3
P3-1〜6
疾患研究
座長：河合啓介・吉原一文

14：50〜15：30
一般演題・ポスター4
P4-1〜4　心身医学と社会
座長：髙倉　修・野口修司

15：30〜16：10
一般演題・ポスター2
P2-5〜8　摂食障害
座長：田村奈穂・鈴木眞理

15：30〜16：30
一般演題・ポスター4
P4-5〜10
精神神経科、メンタルヘルス
座長：森岡英五・兼田康宏

15：40〜16：30
一般演題・ポスター1
P1-6〜10
治療技法・心理療法
座長：松野俊夫・古井　景

16：00
15：50〜17：00
一般演題・ポスター3
P3-7〜13
COVID-19関連
座長：吉内一浩・須田道雄

16：10〜17：00
一般演題・ポスター2
P2-9〜13
プライマリ・ケア、緩和医療
座長：板東　浩・釋　文雄

16：30〜17：10
一般演題・ポスター1
P1-11〜14　補完・代替医療
座長：清水幸登・中島弘徳

16：30〜17：10
一般演題・ポスター4
P4-11〜14　心理的評価
座長：竹森元彦・細谷紀江17：00

18：00


