第118回日本精神神経学会学術総会
The 118th Annual Meeting of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology

１日目

6月16日（木） ポスター会場（福岡国際会議場 2F 203+204）

ポスター会場

14:00～15:00

一般演題（ポスター）1

コンサルテーション・リエゾン

座長：山田 了士
1-P1-1

岡山県精神科医療センター

生体肝移植のドナーに対する精神科診察
○浅野 聡子 1、田村 恵美 2、井原 欣幸 2、水田 耕一 2、渡邉 明子 3、齋藤 美和 3、野田 敦子 3、
新村 兼康 4、三澤 仁 1
1
4

1-P1-2

さいたま赤十字病院心療科、2 埼玉県立小児医療センター移植外科、3 さいたま赤十字病院看護部、
さいたま赤十字病院外科

救命センターでの加療を要する成人外傷患者におけるせん妄発症予測モデルの開発
村川 徹 1、○松岡 綾華 2、祖川 倫太郎 3、三池 徹 2、阪本 雄一郎 2、川口 淳 4、門司 晃 1
1
3

1-P1-3

佐賀大学医学部精神医学講座、2 佐賀大学医学部附属病院高度救命救急センター、
佐賀大学医学部附属病院薬剤部、4 佐賀大学医学部地域医療科学教育研究センター

レンボレキサントにおけるせん妄予防の可能性について
○菊地 未紗子 1、上村 恵一 2
1

1-P1-4

済生会小樽病院緩和ケア科・精神科、2 国家公務員共済組合連合会斗南病院精神科

精神疾患を合併した妊婦およびその児に対する向精神薬の影響 - 予備的検討 ○藤井 久彌子 1、辻 俊一郎 2、小野 真由子 1、山崎 遙 1、村上 節 2、尾関 祐二 1
1

1-P1-5

滋賀医科大学精神医学講座、2 滋賀医科大学産科学婦人科学講座

産婦人科病院における精神科医の役割
○前場 珠子 1、中村 純 1、徳永 雄一郎 1、東野 純彦 2、村田 将春 2、中野 嵩大 2、
堀岡 敬子 2
1

1-P1-6

医療法人社団新光会不知火クリニック、2 東野産婦人科

九州大学病院における精神科リエゾンチームの診療実績報告と、コロナ禍における
介入の特徴
○大橋 綾子 1、畑部 暢三 1、池田 智子 1、立石 圭 2、青本 さとみ 3、中尾 智博 4
1

4

1-P1-7

九州大学病院精神科神経科、2 九州大学病院看護部、3 九州大学大学院医学研究院保健学部門、
九州大学大学院医学研究院精神病態医学

コロナ禍で面会制限がある NICU において動揺する家族への看護師の声かけについ
ての質的検討
○馬場 弓歌 1、松原 敏郎 1、吉賀 麻世 1、益満 伊都美 1、光井 瞳 1、中村 玉美 1、藤井 優子 1、
樋口 尚子 1,2、吉原 理恵子 3、中川 伸 1

1
3

山口大学大学院医学系研究科高次脳機能病態学講座、2 山口大学大学教育機構保健管理センター、
山口大学医学部附属病院新生児集中治療室
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14:00～15:00

一般演題（ポスター）2

コンサルテーション・リエゾン／薬物療法／教育

1-P2-1

医療法人恵愛会福間病院

自殺企図患者の治療形態の選択において重要な要因：救急搬送時のアセスメント
シートを用いた評価から

ポスター会場

座長：西村 良二

○井田 逸朗、山崎 雄高、石井 あかね

独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター
1-P2-2

過敏性腸症候群に対する vortioxetine の有効性について―症例報告を含めて―
○菅原 裕子 1,2,3、佐々木 祥子 1、蔵重 幹子 1、香月 淳 3、佐藤 佳奈美 3
1

1-P2-3

関西労災病院、2 大阪大学大学院医学系研究科・精神医学講座、3 関西労災病院・緩和ケアセンター

うつ病治療中にセロトニン症候群を呈し、タンドスピロンが奏功した一例
○財田 一也、湖海 正尋、太田 正幸
医療法人社団正仁会明石土山病院

1-P2-4

トゥレット症候群にドパミン過感受性精神病による精神病症状を示した一例
○中村 倫之、坂本 友莉恵、児玉 英也、小曽根 基裕
久留米大学病院

1-P2-5

看護指導者における「職場の適応に困難さのあるスタッフ教育の課題」の検討（第
2 報）
○稲垣 卓司

島根大学教育学部
1-P2-6

新倫理指針に基づくオンラインを利用した新たなアンケート調査の実施方法
○松井 徳造、鎔 えりか、大谷 実穂、髙橋 美由希、竹見 志穂里、早野 結
兵庫医療大学

1-P2-7

有床総合病院精神科における研修医トレーニング：教育の場としてのリエゾンチーム
○猪狩 圭介、光安 博志、白玉 桜、藤野 勝、落合 正樹、堤 一樹、進 健司
麻生飯塚病院

14:00～15:00

一般演題（ポスター）3
認知症

座長：三村 將
1-P3-1

慶應義塾大学医学部精神神経科学教室

超早期発症した前頭側頭型認知症の臨床病理特徴
○河上 緒 1,2,3、品川 俊一郎 4、新井 哲明 5、永倉 暁人 1,3、大島 健一 3、新里 和弘 3、
窪田 - 坂下 美恵 1、谷口 大祐 6、服部 信孝 6、池田 学 7、加藤 忠史 1
順天堂大学医学部精神医学講座、2 東京都医学総合研究所認知症プロジェクト、
東京都立松沢病院、4 東京慈恵医科大学精神科、5 筑波大学精神神経科、
6
順天堂大学医学部脳神経内科、7 大阪大学大学院精神医学
1
3
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1-P3-2

せん妄を伴ったレビー小体型認知症の一剖検例
○永倉 暁人 1,2、河上 緒 2,3、大島 健一 1、新里 和弘 1、加藤 忠史 2、水野 雅文 1

ポスター会場

1

1-P3-3

東京都立松沢病院、2 順天堂大学医学部精神医学講座、3 東京都医学総合研究所

診断に苦慮したレビー小体性認知症の一例
○山本 真文、江口 寛、中村 倫之、佐藤 守、小曽根 基裕
久留米大学病院神経精神医学講座

1-P3-4

解離性障害の 6 年後にレビー小体型認知症と診断された 50 代女性の 1 例
○平野 正貴

佐賀大学医学部附属病院
1-P3-5

うつ病の入院治療中にレビー小体型認知症が疑われた症例の臨床的検討
○本田 和揮 1、吉富 碧 1、落合 翔 1、濱田 直優美 1,2、宮川 雄介 1、今井 智之 1、福原 竜治 1、
朴 秀賢 3、竹林 実 1,3
1
3

1-P3-6

熊本大学病院神経精神科、2 杏仁会くまもと青明病院、
熊本大学大学院生命科学研究部神経精神医学講座

コロナ禍の心理ストレスと地域在住の高齢者のうつ状態、認知機能との関連
○國武 裕、溝口 義人、今村 義臣、國武 浩子、福地 絢子、門司 晃
佐賀大学医学部附属病院精神神経科

1-P3-7

IgG4 関連疾患の大脳実質への影響と病態及び臨床症状についての文献検討：新し
い治療可能な症状性認知障害
○鵜飼 克行

総合上飯田第一病院

15:00～16:00

一般演題（ポスター）4

アルコール・薬物依存、行動嗜癖

座長：中村 雅之
1-P4-1

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科精神機能病学分野

アルコール依存症の回復に有効な神経心理学的介入について
○奥田 正英、水島 久美子、森下 夏帆、内田 あおい、石本 史恵、吉田 伸一、水谷 浩明
八事病院精神科

1-P4-2

当院におけるゲーム依存治療プログラムおよび家族教室の活動報告
○鈴木 りほ、川村 明日美、安部 光子、村松 大輔、明石 恵美、間 良、中井 徹、村田 奏美、
根本 香織、藤原 智子、多田 淳子、田嶋 宣行、智田 文徳
社会医療法人智徳会未来の風せいわ病院

1-P4-3

昭和大学附属烏山病院における行動嗜癖治療プログラムの実態調査
○常岡 俊昭 1,2、新村 一樹 1,2、花房 慶太 1,2、薬師川 陽一 1,2、塚越 拓美 1、藤澤 尚子 1、
中村 純子 3、橘 聡子 1、朝倉 崇文 4、岩波 明 1,2
1
4

昭和大学附属烏山病院、2 昭和大学医学部精神医学講座、3 駒木野病院、
北里大学病院精神神経科
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1-P4-4

ゲーム障害とは何か？その潜在性についてー ADHD における検討
○長塚 雄大 1,2、常岡 俊昭 1,2、鈴木 洋久 1,2、柳原 榛華 2、岩見 有里子 1,2、岩波 明 1,2

1-P4-5

昭和大学附属烏山病院、2 昭和大学医学部精神医学講座

ポスター会場

1

アルコール依存症専門医療機関におけるアルコール依存症者の酒類種別調査
○伊東 寛哲、米本 朋子、真栄里 仁、松下 幸生
独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター

1-P4-6

気分障害・飲酒・喫煙における PDE5 阻害薬 ，5 α還元酵素阻害薬による気分障害
○三田 浩一

京都四条烏丸イースト駅前クリニック
1-P4-7

排泄障害への牛車腎気丸服用後に ADL と認知機能が改善したウェルニッケ・コル
サコフ症候群（ＷＫＳ）の１例
○野村 芳子、秀瀬 真輔、金井 理恵、押久保 岳、渡邊 由香子、赤羽 晃寿、栃木 衛、
功刀 浩
帝京大学医学部精神神経科学講座

15:00～16:00

一般演題（ポスター）5
児童・思春期精神障害

座長：進藤 太郎
1-P5-1

医療法人唐虹会虹と海のホスピタル

思春期・青年期精神科外来におけるスマートフォン依存と併存症
○稲熊 徳也、福田 陽明、松本 光輔、濱中 恵子、池田 紗穂、安川 ゆう菜、今井 淳司、
三角 純子、水野 雅文
東京都立松沢病院

1-P5-2

国府台病院における摂食障害の親グループの試み
○箱島 有輝 1、山内 萌 1、山本 啓太 1、板垣 香織 2、吉村 裕太 1、稲崎 久美 1、水本 有紀 1、
宇佐美 政英 1
1

1-P5-3

国立国際医療研究センター国府台病院、2 国立国際医療研究センター病院

小学生のインターネット依存に対する予防教育の実際 - 愛媛県全域における小学校
教職員の意識調査 ○河邉 憲太郎、堀内 史枝、細川 里瑛、仲地 究、曽我 純也、上野 修一
愛媛大学大学院医学系研究科精神神経科学講座

1-P5-4

逆境体験と幻聴を伴う醜形恐怖症の思春期女児の 1 例
○川田 隆裕、冨永 卓男、森野 百合子
医療法人社団翠会成増厚生病院

1-P5-5

児童思春期病棟入院患児の養育者のレジリエンスと行動制限
○藤田 梓、海野 周、長 由利子、加藤 康彦、岡本 和子、山村 淳一
独立行政法人国立病院機構天竜病院
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1-P5-6

「乳幼児期の行動について」チェックリストのカットオフの設定
○武田 俊信 1、長田 洋和 2、栗田 広 3

ポスター会場

1

1-P5-7

龍谷大学、2 京都ノートルダム女子大学、3 全国療育相談センター

DSP-5423（blonanserin 経口剤）の小児統合失調症患者を対象とした長期投与試験
○中村 洋 1、石郷岡 純 2、杉本 沙織 1、齊藤 卓弥 3
1

住友ファーマ株式会社、2CNS 薬理研究所、3 北海道大学病院児童思春期精神医学研究部門

15:00～16:00

一般演題（ポスター）6
精神保健・福祉

座長：川口 貴子

福岡市精神保健福祉センター

1-P6-1

演題取り下げ

1-P6-2

入院化学療法中のがん患者へのウェアラブルデバイス活用の試み
○内海 裕介 1,2、五十嵐 江美 2、佐久間 篤 1、富田 博秋 1,2
1

1-P6-3

国立大学法人東北大学病院、2 東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

ひきこもりの精神医学的評価と危険因子
○目良 宣子 1、高木 二郎 2、本山 美久仁 3、山田 恒 3
1

1-P6-4

山陽学園大学看護学部、2 山陽学園大学大学院看護学研究科、3 兵庫医科大学精神科神経科学講座

感染症流行下における psychological first aid (PFA) の有効性に関する literature
overview
○香田 将英 1、堀之内 徹 2、大矢 希 3、安藝 森央 4、入來 晃久 5、吉田 和史 6、小川 雄右 7、
久我 弘典 8、中尾 智博 9
九州大学キャンパスライフ・健康支援センター健康科学部門、
北海道大学大学院医学研究院神経病態学講座精神医学教室、
3
京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学、
4
京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座精神医学教室、5 大阪精神医療センター、
6
京都大学大学院医学研究科社会医学系専攻健康増進・行動学分野、
7
京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻医療疫学分野、
8
国立精神神経医療研究センター・認知行動療法センター、
9
九州大学大学院医学研究院精神病態医学
1
2

1-P6-5

障がい児のいる家庭における避難行動と支援の実態調査
○原田 奈穂子 1、香田 将英 2、木村 美也子 3

岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科看護科学分野、
九州大学キャンパスライフ・健康支援センター健康科学部門、
3
聖マリアンナ医科大学予防医学教室
1
2

1-P6-6

子どもの虐待の世代間伝達について、米国文献等を参照した考察
○鷲山 拓男

とよたまこころの診療所
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1-P6-7

ひきこもり（不登校）当事者の多様性とその支援に関する実態調査
○水本 有紀、宇佐美 政英

16:10～17:10

ポスター会場

国立国際医療研究センター国府台病院

専攻医・初期研修医・学部学生演題（ポスター）1
統合失調症とその類縁

座長：吉野 相英
1-KP1-1

防衛医科大学校精神科学講座

アトピー性皮膚炎の治療より陰性症状が改善した統合失調症の一例
○中村 勇基、菊池 章、寺尾 敦、羽岡 健史
浦和神経サナトリウム

1-KP1-2

アリピプラゾールで SIADH を生じた統合失調症の 1 例：アリピプラゾール持効性
注射剤を継続する場合の留意点
○原田 舟、村田 佳子、上村 永、佐々木 剛、平田 吾一、谷木 夏妃、松岡 孝裕、桑原 斉、
松尾 幸治
埼玉医科大学病院神経精神科・心療内科

1-KP1-3

脳動脈瘤を併存する統合失調症患者の緊張病性昏迷にアセナピンが奏功した一例
○山本 祐輝、永嶌 朋久
浅井病院

1-KP1-4

演題取り下げ

1-KP1-5

異なる誘因で交代性精神病を繰り返した難治性のてんかん症例
○岩田 遼 1、谷口 豪 1,2、宮川 希 2、船田 大輔 3、吉村 直記 1、鬼頭 伸輔 1
国立精神・神経医療研究センター精神診療部、
国立精神・神経医療研究センター病院てんかん診療部、
3
国立精神・神経医療研究センター病院司法精神診療部
1
2

1-KP1-6

LAI の導入に向け，経皮吸収型製剤による治療開始が有用であった急性期統合失調
症の 4 症例
○石井 宏明 1,2、山田 浩樹 1,2、花房 慶太 1,3、太田 愛里 1,2、徳増 卓宏 1,2、幾瀬 大介 1,2、
富岡 大 1,2、岩波 明 1,3、稲本 淳子 1,2
1

昭和大学医学部精神医学講座、2 昭和大学横浜市北部病院、3 昭和大学附属烏山病院
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１日目

16:10～17:10

専攻医・初期研修医・学部学生演題（ポスター）2
気分障害 １

ポスター会場

座長：小澤 寛樹
1-KP2-1

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科精神神経科

頻回に保護室隔離が必要であった急速交代型双極性感情障害にレンボレキサントが
著効したと考えられた一例
○高畠 海志、前田 輝、佐藤 雅人、横尾 博志、早崎 重雄、林 道彦
医療法人社団うら梅の郷会朝倉記念病院

1-KP2-2

悪性症候群から多様な精神症状を呈した双極性障害の一例
○三浦 現、松田 ひろし、吉濱 淳
柏崎厚生病院

1-KP2-3

コタール症候群を伴う抑うつエピソードを繰り返すようになった双極性障害の 1 例
○趙 純玉、金子 宜之、山野 裕也、村田 沙樹子、金森 正、横瀬 宏美、鈴木 正泰
日本大学医学部精神医学系精神医学分野

1-KP2-4

アリピプラゾールの持効性注射剤が効果的であった高齢者双極性障害の 1 症例
○上野 真梨子、大町 北斗、河邉 憲太郎、曽我 純也、長岡 大文、尾崎 優樹、吉野 祐太、
越智 紳一郎、森 崇明、伊賀 淳一、上野 修一
愛媛大学医学部附属病院精神科

16:10～17:10

専攻医・初期研修医・学部学生演題（ポスター）3
気分障害 ２

座長：加藤 忠史
1-KP3-1

順天堂大学医学部精神医学講座

うつ症状の有無が寒冷曝露と血圧高値の関連に及ぼす影響：平城京スタディ
○奥村 和生 1,2、大林 賢史 1、田井 義彬 1、山上 優紀 1、佐伯 圭吾 1
1

1-KP3-2

奈良県立医科大学疫学・予防医学講座、2 奈良県立医科大学精神医学講座

ナイト・ケアでロボットが与える心理的安心感
○岩田 遼 1、熊崎 博一 2、茅野 分 3、藤井 千代 4、吉川 雄一郎 5、三村 將 6
国立精神・神経医療研究センター病院精神診療部、
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所児童・予防精神医学研究部、
3
医療法人社団泰明・銀座泰明クリニック、
4
国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所地域・司法精神医療研究部、
5
大阪大学基礎工学研究科、6 慶應義塾大学医学部精神神経科学教室
1
2

1-KP3-3

治療抵抗性うつ病に対する電気けいれん療法後の維持療法に共同意思決定支援を用
いた 1 症例
○菅野 博志 1、松田 勇紀 1、山﨑 龍一 1、岩下 正幸 1、稲村 圭亮 1、繁田 雅弘 1、鬼頭 伸輔 1,2
1

東京慈恵会医科大学附属病院、2 国立精神・神経医療研究センター病院

02★プログラム_（第118回日本精神神経学会）0422.indd

116

2022/04/22

18:18:18
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治療抵抗性うつ病に対して 12 カ月間の維持期反復経頭蓋磁気刺激を実施した 2 症例

１日目

1-KP3-4

○垂石 七星 1,2、松田 勇紀 2、山﨑 龍一 2、繁田 雅弘 2、鬼頭 伸輔 2,3

川崎市立川崎病院、2 東京慈恵会医科大学附属病院、3 国立精神・神経医療研究センター病院

16:10～17:10

専攻医・初期研修医・学部学生演題（ポスター）4

ポスター会場

1

認知症／老年期精神障害

座長：繁田 雅弘
1-KP4-1

東京慈恵会医科大学精神医学講座

転居により妄想の消失後に認知機能低下を来した妄想性障害の一例
○信岡 慎太郎、児玉 英也、佐藤 守、土生川 光成、小曽根 基裕
久留米大学神経精神医学講座

1-KP4-2

難治性慢性疼痛の発症数年後に アルツハイマー型認知症と 診断された 2 症例
○白石 匠、立石 洋、國武 裕、門司 晃
佐賀大学医学部附属病院

1-KP4-3

うつ病を前駆状態として発症したレビー小体型認知症の 1 例
○丸岡 慎太郎 1,2、幾瀨 大介 1,2、太田 佐保子 1,2、田中 有咲 1,2、花田 智貴 1,2、片岡 悠哉 1,2、
太田 愛里 1,2、富岡 大 1,2、稲本 淳子 1,2、岩波 明 1
1

1-KP4-4

昭和大学医学部精神医学講座、2 昭和大学横浜市北部病院

うつ病との鑑別を要した若年性アルツハイマー型認知症（AD）とレビー小体型認
知症（DLB）の 1 例
○新門 宏基、小林 雄大、山本 真文、佐藤 守、小曽根 基裕
久留米大学病院

1-KP4-5

アルツハイマー型認知症に合併した易怒性や興奮が副甲状腺摘出により改善した一例
○古江 ナオミ 1、佐々木 なつき 1、梅原 ひろみ 2、瀬戸下 玄郎 2、石塚 貴周 1、春日井 基文 1、
中村 雅之 1
1

1-KP4-6

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科精神機能病学分野、2 鹿児島県立姶良病院

多彩な精神症状を呈した前頭骨内板過骨症の高齢女性例
○須藤 真紀 1、堤 孝太 1、田村 昌士 2、根本 清貴 2、安部 秀三 1、新井 哲明 2
1

有朋会栗田病院、2 筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学
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１日目

17:10～18:10

専攻医・初期研修医・学部学生演題（ポスター）5
脳器質・症状性精神障害／神経症性・思春期精神障害

ポスター会場

座長：松永 寿人
1-KP5-1

兵庫医科大学精神科神経科学講座

CPOT-J による疼痛とせん妄の遷延化の関連 - 一般総合病院における後ろ向き研究
○奥村 和生 1,2、後藤 晴栄 1,3、山内 崇平 1、吉川 裕晶 1、田中 哲平 4、金田 東奎 5、
鳥塚 通弘 1,3、上村 秀樹 3、牧之段 学 1
1
3

1-KP5-2

奈良県立医科大学精神医学講座、2 奈良県立医科大学疫学・予防医学講座、
奈良県総合医療センター精神科、4 伊勢赤十字病院精神科、5 やまと精神医療センター

神経遮断薬悪性症候群を呈した神経梅毒の１例
○太田 愛里 1,2、幾瀨 大介 1,2、太田 佐保子 1,2、田中 有咲 1,2、花田 智貴 1,2、片岡 悠哉 1,2、
丸岡 慎太郎 1,2、富岡 大 1,2、稲本 淳子 1,2、岩波 明 1
1

1-KP5-3

昭和大学医学部精神医学講座、2 昭和大学横浜市北部病院

ステロイド精神病との鑑別を要した神経精神 SLE の 2 例
○横山 龍三、石川 謙介

国立病院機構九州医療センター
1-KP5-4

入院中に心理療法による改善を試みた若年女性の強迫性緩慢の一例
○稲垣 貴彦 1、船田 大輔 2、山下 真吾 1、三田村 康衣 3、吉村 直記 1、今村 扶美 3、
村田 雄一 4、鬼頭 伸輔 1,3
国立精神・神経医療研究センター病院精神診療部、
国立精神・神経医療研究センター病院司法精神診療部、
3
国立精神・神経医療研究センター病院臨床心理部、
4
国立精神・神経医療研究センター病院精神リハビリテーション部
1
2

1-KP5-5

学校保健安全法に基づいた学校との緊密な連携により回復に至った思春期の 3 症例
○木村 憲一、渡辺 晋也、池田 智恵美、三上 昭廣、三國 雅彦
社会医療法人函館博栄会函館渡辺病院精神神経科

1-KP5-6

子の新型コロナウイルスワクチン接種が恐怖刺激となった限局性恐怖症の一例
○高橋 恵理矢、吉村 直記

国立精神・神経医療研究センター病院

17:10～18:10

専攻医・初期研修医・学部学生演題（ポスター）6
社会精神／心理社会的療法

座長：黒木 俊秀
1-KP6-1

九州大学大学院人間環境学研究院臨床心理学講座

精神科における栄養サポートの検討：患者のニーズと多職種連携
○林 仁美 1、腰本 さおり 2、久保木 奈々絵 1、郡司 千尋 1、藤原 真代 1,3、公受 裕樹 1、
村田 一成 1、竹内 崇 3、太田 克也 1,3
1

恩田第二病院、2 東京家政学院大学、3 東京医科歯科大学
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１日目

1-KP6-2

わが国の一般人口における触法精神障がい者の社会受容に関する分析
○戸邉 友揮、清水 梨々花、安藤 久美子

1-KP6-3

ポスター会場

聖マリアンナ医科大学

一般成人の不安に対する小児期の虐待、主観的社会的地位、自尊心の影響
○遠藤 岬、小野 美樹、桝屋 二郎、井上 猛
東京医科大学精神医学分野

1-KP6-4

選択性緘黙を示す自閉スペクトラム症の青年に対するソーシャルロボットを介した
治療の可能性
○吉田 篤史 1,2,3、熊崎 博一 2,3,4、吉川 雄一郎 5、村松 太郎 3、三村 將 3

群馬病院、2 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所、
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室、4 金沢大学子どものこころの発達研究センター、
5
大阪大学大学院基礎工学研究科
1
3

1-KP6-5

外来集団認知行動療法の有効性と AQJ による自閉症傾向との関係について
○河合 建 1、星山 晋太郎 1、澤口 範真 2、木本 啓太郎 1、高橋 有記 1、大西 雄一 1、
三上 克央 1、山本 賢司 1
1

1-KP6-6

東海大学医学部総合診療学系精神科学、2 東海大学医学部付属病院診療技術部診療技術科

北海道の性別違和専門外来における当事者の自殺リスク
○望月 真里菜 1、大江 開 1、佐野 智章 1、久保 みのり 1、小笠原 雅美 1、田所 重紀 1、
池田 官司 2、河西 千秋 1
1

札幌医科大学付属病院、2 北仁会幹メンタルクリニック

17:10～18:10

専攻医・初期研修医・学部学生演題 ( ポスター ) 7
医学部学生

座長：稲垣 正俊
1-KP7-1

島根大学医学部精神医学講座

東日本大震災被災者の余暇の過ごし方と悲嘆の複雑化の関連性
○大野 桃香 1、富田 博秋 2,3、臼倉 瞳 2、國井 泰人 2
1
3

1-KP7-2

東北大学医学部医学科、2 東北大学災害科学国際研究所、
東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

ポジティブな記憶想起が確率荷重に与える影響
○清水 夏海、萩原 康輔、陳 冲、松本 花林、小田 祐輔、弘津 正子、岡部 英美、松原 敏郎、
中川 伸
山口大学大学院医学系研究科高次脳機能病態学講座

1-KP7-3

日常的運動が創造的思考に与える影響
○松本 花林、萩原 康輔、陳 冲、清水 夏海、小田 祐輔、弘津 正子、藤井 優子、樋口 文宏、
中川 伸
山口大学大学院医学系研究科高次脳機能病態学講座
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１日目

1-KP7-4

健常者脳における機能的結合と気質・性格特徴の関連

ポスター会場

○川村 梨彩子、川﨑 康弘、面 美来、大畑 郁乃、小出 蓉子、片岡 譲、嶋田 貴充、
長澤 達也、上原 隆
金沢医科大学精神神経科学
1-KP7-5

機械学習を用いたうつ症状・自殺念慮早期予測研究
○小田 祐輔 1、中川 伸 1、浅井 義之 2、陳 冲 1、大久保 亮 3、中津井 雅彦 2、安部 武志 2、
田淵 貴大 4
山口大学大学院医学系研究科高次脳機能病態学講座、
山口大学医学系研究科システムバイオインフォマティクス講座、
3
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、
4
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター
1
2

1-KP7-6

血清 proBDNF 濃度および BDNF 濃度は抑うつ症状と関連しなかった		
－地域在住高齢者を対象とした黒川町研究－
○應戸 麻美 1,5、門司 晃 1、溝口 義人 1、今村 義臣 1,2、小島 直樹 3、山田 茂人 4
1
5

佐賀大学大学院、2 久留米大学比較文化研究所、3 小島病院、4 聖ルチア病院、
鹿児島純心女子大学
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6月17日（金） ポスター会場（福岡国際会議場 2F 203+204）
14:00～15:00

一般演題（ポスター）7

座長：太刀川 弘和

筑波大学医学医療系臨床医学域災害・地域精神医学

新型コロナウイルス感染症パンデミック下での妊婦の心理的苦痛と孤独感について
○吉見 佳奈 1,2、武田 卓 2
1

2-P7-2

医療法人杏和会阪南病院、2 近畿大学東洋医学研究所

COVID-19 感染拡大下におけるシンガポール在留邦人のメンタルヘルスの状況

ポスター会場

2-P7-1

２日目

コロナウイルス感染症（COVID-19）

○原田 舞香 1、日暮 浩実 1、片柳 章子 2,3、吉国 泰代 4、日暮 真由美 5、白井 隆光 1、
伊藤 正哉 2
シンガポール日本人会クリニック、2 ラッフルズジャパニーズクリニック、
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター、
4
ヘルスウェイジャパニーズメディカル、5 シンガポール在住医師
1
3

2-P7-3

新型コロナウイルス感染症に対応する看護師の精神的負荷に関わる要因について
○田畑 倫代 1、武用 百子 2、菅原 大地 3、大達 亮 2、梶原 友美 2、川﨑 絵里香 2、紀本 創兵 1、
廣西 昌也 4、髙橋 隼 1,5,6
和歌山県立医科大学医学部神経精神医学教室、
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻看護実践開発科学講座（精神保健看護学）、
3
筑波大学人間系心理学域、4 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院内科、
5
公益財団法人浅香山病院臨床研究研修センター、
6
大阪府立大学総合リハビリテーション学研究科
1
2

2-P7-4

沖縄県立精和病院における新型コロナウイルス感染症患者の受け入れについての報告
○安里 大樹 1、光本 健太郎 1、仲本 良 1、仲本 麗雅 2、青山 貴博 1、西平 賀政 3、富田 園子 1、
川田 聡 2、渡部 尚 1、牧志 倫 1、山川 宗一郎 1、飯田 淳史 1、屋良 一夫 1、前田 浩 1、
親富祖 勝己 1
1

2-P7-5

沖縄県立精和病院、2 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター、3 沖縄県立中部病院

コロナ禍における 5 歳児のメンタルヘルスと動画視聴・ゲーム
○坂本 由唯 1、斉藤 まなぶ 2、大里 絢子 2、照井 藍 2、三上 珠希 3、中村 和彦 2,3
1
3

2-P7-6

弘前大学医学部附属病院神経科精神科、2 弘前大学大学院医学研究科神経精神医学講座、
弘前大学大学院医学研究科附属子どものこころの発達研究センター

精神科既往のある COVID-19 患者への対応
○北元 健 1,2、松田 達也 1、和田 大樹 2、山田 妃沙子 1,2、桂 功士 1、池田 俊一郎 1,2、
中森 靖 2、木下 利彦 1

1

2-P7-7

関西医科大学総合医療センター精神神経科、2 関西医科大学総合医療センター救急医学講座

コロナ禍におけるストレス反応の変化
○平井 美希 1、信田 茜 1、平井 高志 2
1

三越伊勢丹ホールディングス、2 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科整形外科学分野
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14:00～15:00

一般演題（ポスター）8

社会精神・多文化精神・産業精神

２日目

座長：新福 尚隆
2-P8-1

神戸大学医学部名誉教授

不適切養育に関する社会規範の文化差がもたらす影響：カナダと日本の比較

ポスター会場

○大江 美佐里 1、Polly Cheng2、Eleonora Bartoli3、Dany Laure Wadji4、
Monique Pfaltz5、Rachel Langevin2

久留米大学、2McGill Univeristy、3Goethe University Frankfurt am Main、4University Fribourg、
Mid Sweden University

1
5

2-P8-2

ベルギー在留日本人のメンタルヘルスと影響する因子について
○森 若奈 1、菊地 俊暁 1、森 英毅 2、三村 將 1
1
2

2-P8-3

慶應義塾大学医学部精神神経科学教室、
ルーヴェン大学消化器トランスレーショナルリサーチセンター

発達障害を題材にした当事者演劇による、孤独感とスティグマの軽減効果の検討
○澤田 欣吾、西野 晴子、鬼塚 淳子、横山 孝行、大塚 尚、梶 奈美子、稲井 彩、
多田 真理子、西村 文親、大島 紀人、石垣 琢麿、渡邉 慶一郎
東京大学相談支援研究開発センター

2-P8-4

摂食障害の予防と啓発についての調査研究 - 痩せすぎモデル規制の影響の検討 ○山田 恒、本山 美久仁、吉村 知穂、松永 寿人
兵庫医科大学

2-P8-5

小学 6 年生から中学 3 年生における心身の健康関連事項にむけた具体的な方策
○井上 顕 1、藤田 委由 2,3、竹下 治男 3、嘉村 正徳 4
1
4

2-P8-6

高知大学教育研究部医療学系保健管理センター、2 島根大学医学部、3 島根大学医学部法医学講座、
嘉村医院

東日本大震災に対する災害派遣活動に従事した自衛官の追跡調査 - 精神疾患と糖尿
病の併存について ○田中 徹平 1,2、竹下 昇吾 3、井上 猛 2、吉野 相英 4、澤村 岳人 5、戸田 裕之 4
1
4

2-P8-7

自衛隊横須賀病院精神科、2 東京医科大学精神科学講座、3 自衛隊佐世保病院検査研究課、
防衛医科大学校精神科学講座、5 自衛隊中央病院精神科

小児期にいじめに遭った体験が特性不安と職業性ストレスに与える影響の検討
○岩田 愛雄、桝屋 二郎、小野 美樹、本屋敷 美奈、井上 猛
東京医科大学精神医学分野

2-P8-8

労働生産性に対する認知トレーニングの効果検証
○柴岡 三智 1、江口 尚 2、井上 志乃 1、増田 将史 3、山下 真吾 4、池澤 聰 5、中込 和幸 4
独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院、
産業医科大学産業生態科学研究所産業精神保健学研究室、3 イオン株式会社、
4
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、
5
東京大学大学院総合文化研究科ギフテッド創成寄付講座
1
2
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変わりゆく世界とこころ、見つめる精神医学
14:00～15:00

一般演題（ポスター）9
地域精神医療

2-P9-1

医療法人淵野会緑ヶ丘保養園

措置入院となった精神障害者の前向きコホート研究

患者登録および転帰の状況

○瀬戸 秀文 、稲垣 中 、島田 達洋 、大塚 達以 、岩永 英之 5、中西 清晃 6、中村 仁 7、
渡辺 純一 8、横島 孝至 9、奥野 栄太 10
1,5

2

3

4

4

措置入院となった精神障害者の前向きコホート研究

ポスター会場

福岡県立精神医療センター太宰府病院、2 青山学院大学、3 栃木県立岡本台病院、
東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野、5 国立病院機構・肥前精神医療センター、
6
国立精神・神経医療研究センター、7 長崎県精神医療センター、8 井之頭病院、9 沼津中央病院、
10
国立病院機構・琉球病院
1

2-P9-2

２日目

座長：渕野 勝弘

退院 1 年後の治療状況

○瀬戸 秀文

福岡県立精神医療センター太宰府病院
2-P9-3

措置入院となった精神障害者の前向きコホート研究

措置解除時と退院時の処方

○瀬戸 秀文 、稲垣 中 、島田 達洋 、大塚 達以 、岩永 英之 5、中西 清晃 6、中村 仁 7、
渡辺 純一 8、横島 孝至 9、奥野 栄太 10
1,5

2

3

4

福岡県立精神医療センター太宰府病院、2 青山学院大学、3 栃木県立岡本台病院、
東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野、5 国立病院機構・肥前精神医療センター、
6
国立精神・神経医療研究センター、7 長崎県精神医療センター、8 井之頭病院、9 沼津中央病院、
10
国立病院機構・琉球病院
1
4

2-P9-4

大学病院精神科外来における初診患者の完全予約制の現状について
○安田 学、中村 博大、塩田 勝利、須田 史朗
自治医科大学

2-P9-5

離島・過疎地における発達障害・児童精神医学的支援：伊豆大島における 10 年の
経験から今後の方向性を考える
○高橋 秀俊 1,2,3,4、鈴木 美沙子 4、藤井 佑二 4、清水 忠典 4

高知大学医学部寄附講座児童青年期精神医学、
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所児童・予防精神医学研究部、
3
国立精神・神経医療研究センター脳病態統合イメージングセンター先進脳画像研究部、
4
大島医療センター
1
2

2-P9-6

COVID-19 パンデミック時の心理状態に対する都道府県別分析－全国規模の Web
アンケートによる横断調査－
○奥山 純子 1,2、門廻 充侍 2,3、伊藤 潔 2,3、今村 文彦 2,3、出江 紳一 1
1
2

2-P9-7

東北大学病院肢体不自由リハビリテーション科、
指定国立大災害科学世界トップレベル研究拠点、3 東北大学災害科学国際研究所

グルテン専門外来受診者における免疫学的グルテン感受性と精神・身体症状
○本山 美久仁、山田 恒、前林 憲誠、吉村 知穂、松永 寿人
兵庫医科大学精神科神経科学講座
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15:00～16:00

一般演題（ポスター）10

知的・発達障害／脳器質・症状精神障害

２日目

座長：中庭 洋一
2-P10-1

医療法人なかにわメンタルクリニック

対人関係発達指導法（RDI）による自閉症児への療育：ケースシリーズ
○岸本 真希子 1、河合 弘樹 2、酒本 真次 3、岡久 祐子 3、高木 学 3、山田 了士 2

ポスター会場

1
3

2-P10-2

国立成育医療研究センター、2 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科精神神経病態学教室、
岡山大学病院精神科神経科

スーパー救急病棟に入院した成人発達障害の精神病症状
○宇野 宏光、林 若穂、音羽 健司、中村 暖、鈴木 洋久、花輪 洋一、岩見 有里子、
長塚 雄大、岩波 明
昭和大学医学部精神医学講座

2-P10-3

昭和大学附属烏山病院 ADHD 専門外来におけるグアンファシンの治療効果について
○鈴木 洋久、林 若穂、宇野 宏光、花輪 洋一、長塚 雄大、中村 暖、真田 健司、
岩波 明
昭和大学附属烏山病院精神科

2-P10-4

成人期になり精神病症状・てんかん発作を呈するようになった Sturge Weber
Syndrome の 1 例
○北風 和也 1,2、徳増 卓宏 1,2、石井 宏明 1,2、城井 正彦 1,2、白井 將博 1,2、沖野 和麿 1,2、
堀内 健太郎 1、幾瀬 大介 1,2、富岡 大 1,2、山田 浩樹 1,2、岩波 明 1、稲本 淳子 1,2
1

2-P10-5

昭和大学医学部精神医学講座、2 昭和大学横浜市北部病院

大脳白質病変を伴った思春期発症のうつ病の１例
○小阪 剛 1、石川 博康 1、平野 梨聖 1、横田 宏治 2、三島 和夫 1
1

2-P10-6

秋田大学医学部附属病院、2 医療法人緑陽会笠松病院

認知発作を心因性の症状とみなされていた側頭葉てんかんの一例
○増本 政也、安元 眞吾、本岡 大道、小曽根 基裕
久留米大学病院

2-P10-7

日本におけるてんかん患者のセルフスティグマに関するオンライン実態調査
○倉持 泉 1、岩山 孝幸 1,2、大賀 公子 3、志賀浪 貴文 1、栗原 瑛大 1、梅村 智樹 1、
小林 清香 1、安田 貴昭 1、吉益 晴夫 1
1
3

埼玉医科大学総合医療センター神経精神科、2 昭和女子大学人間社会学部心理学科、
埼玉医科医大学総合医療センター看護部
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変わりゆく世界とこころ、見つめる精神医学
15:00～16:00

一般演題（ポスター）11

ECT・TMS・ニューロモデュレーション

2-P11-1

佐賀大学医学部精神医学講座

うつ病に対する 3 種類の rTMS 治療機器の有効性と忍容性の比較：偽刺激対照ラン
ダム化比較試験のメタ解析
1

2-P11-2

東京慈恵会医科大学附属病院、2 藤田医科大学病院、3 国立精神・神経医療研究センター病院

統合失調症と気分障害における電気けいれん療法による末梢血炎症・酸化ストレス
マーカーの変化

ポスター会場

○松田 勇紀 1、山﨑 龍一 1、岸 太郎 2、岩田 仲生 2、繁田 雅弘 1、鬼頭 伸輔 1,3

２日目

座長：門司 晃

○奥平 和也、石山 雄大、小川 伊勢、奥平 この実、小林 杏輔、福島 嵩士、持田 沙織、
紀本 創兵
和歌山県立医科大学医学部神経精神医学教室
2-P11-3

急性期電気けいれん療法中の発作誘発困難例に対する右片側刺激切り替えの有用性
○和田 健、山岡 賢治、工藤 昇馬、李 大賢、寒川 尚登、川下 芳雄
広島市立病院機構広島市立広島市民病院精神科

2-P11-4

電気けいれん療法によって運動障害と混合型うつ症状が改善したパーキンソン病の
１例
○西尾 慶之、稲生 宏泰、正木 秀和、水野 雅文
東京都立松沢病院

2-P11-5

反復経頭蓋磁気刺激 (rTMS) 療法への心的準備性を高める心理教育プログラム開発
の背景と概要
○松尾 淳子 1、松田 勇紀 2、山崎 龍一 2、繁田 雅弘 2、鬼頭 伸輔 1,2,3
1
3

2-P11-6

国立精神・神経医療研究センター病院精神診療部、2 東京慈恵会医科大学精神医学講座、
国立精神・神経医療研究センター病院臨床心理部

急性期電気けいれん療法にて寛解後、再燃を繰り返し維持療法が有効でなかった入
院うつ病患者の後方視的研究
○光井 瞳、山田 典宏、原田 健一郎、松原 敏郎、中川 伸
山口大学医学部附属病院精神科神経科

15:00～16:00

一般演題（ポスター）12
動物モデル・神経画像／その他

座長：曽良 一郎
2-P12-1

神戸大学大学院医学研究科デジタル精神医学部門

NMDA 受容体 NR2A サブユニットのラット新生仔期における機能阻害は空間作業
記憶の発達を障害する
○山田 光彦、古家 宏樹

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神薬理研究部
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2-P12-2

生成系深層学習を使った精神疾患脳構造画像変換の検討
○山口 博行 1,2、清水 正彬 3、杉原 玄一 3、菱本 明豊 2、本田 学 1、山下 祐一 1
国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第七部、
横浜市立大学大学院医学研究科精神医学部門、
3
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科精神行動医科学分野
1

２日目

2

2-P12-3

アスリートメンタルサポート外来の特徴と今後の展開

ポスター会場

○山口 達也 1,2、佐藤 和毅 1
1

2-P12-4

慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センター、2 慶應義塾大学医学部精神神経科学

YouTube での心理教育の報告
○益田 裕介

早稲田メンタルクリニック
2-P12-5

抑うつ症状と反芻に与える笑いの効果とレジリエンスの調整作用
○小野 美樹、市来 真彦、井上 猛
東京医科大学精神医学分野

2-P12-6

老年期認知症の BPSD に対するブロナンセリン・パッチの有用性			
- 当病院における 1.5 年間の使用経験からの検討 ○岩﨑 真三

医療法人社団浅ノ川桜ヶ丘病院
2-P12-7

レビー小体型認知症に対する電気痙攣療法の標的症状と導入時期について
○岡田 滋裕、石丸 綾子、荒賀 哲也、松山 賢一、山下 麻希、杉田 大輔、金光 史恵、
吉田 昇生、森 美佳、竹村 幸洋、元木 郁代、宮軒 將
医療法人実風会新生病院

16:10～17:10

一般演題（ポスター）13
統合失調症とその類縁１

座長：松井 隆明
2-P13-1

三善病院

治療抵抗性統合失調症患者におけるクロザピンへの治療反応性を規定する遺伝子指
標の探索
○吉川 茜 1,2、Jiang Li2、Herbert Meltzer2
1
2

2-P13-2

順天堂大学医学部附属順天堂医院、
ノースウエスタン大学ファインバーグ医学部精神行動科学

クロザピン療法中の治療抵抗性統合失調症患者における虫垂炎発症リスク
○小松 和音、川北 雄太、竹島 正浩、三島 和夫
秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座

2-P13-3

長期入院患者におけるクロザピンの有効性
○橋本 和子

社会医療法人芳和会菊陽病院
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変わりゆく世界とこころ、見つめる精神医学
2-P13-4

パリペリドン持続性注射薬が他患者に対する攻撃性の改善に有効であった統合失調
症の一例
○清水 義雄、住田 衣美、末光 俊介、小林 建太郎

2-P13-5

２日目

医療法人万成病院

パリペリドンパルミチン酸エステル 3 ヵ月製剤使用の実態について
若松 昭秀、○佐賀 洋介、後藤 浩文

2-P13-6

Blonanserin テープ製剤の適用部位皮膚関連有害事象の検討 ー一般使用成績調査か
らー
○中村 洋、山田 昌輝、井上 善文、杉本 沙織、及川 達也

ポスター会場

ヤンセンファーマ株式会社

住友ファーマ株式会社
2-P13-7

統合失調症の治療中に再発したカタトニアにブロナンセリン貼付剤が有効であった
1例
○萩倉 美奈子 1、稲田 俊也 2、鈴木 幸恵 1、嶋 宏昭 1、西垣 誠 1、園田 学 1、新藤 琢生 1、
坪井 重博 1
1

豊田西病院、2 名古屋大学大学院医学系研究科精神医療学寄付講座

16:10～17:10

一般演題（ポスター）14
統合失調症とその類縁２

座長：藤田 潔
2-P14-1

桶狭間病院藤田こころケアセンター

多飲症治療においてアセナピンが奏功した統合失調症の一例
○逸見 竜次 1,2、塚本 竜生 1,2、横山 遼 1,2、小曽根 基裕 2
1

2-P14-2

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院、2 久留米大学神経精神医学講座

身体合併症治療においてアセナピンが奏功した統合失調症 3 例
○塚本 竜生 1,2、逸見 竜次 1,2、横山 遼 1,2、小曽根 基裕 2
1

2-P14-3

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院、2 久留米大学医学部神経精神医学講座

統合失調症の社会機能に対するルラシドンの影響：JEWEL 試験の post hoc 解析
○三浦 至 1、佐野 文哉 2、坂口 玲子 2、岡本 恵佑 2、高井 健太郎 2、丸山 秀徳 2
1

2-P14-4

福島県立医科大学医学部神経精神医学講座、2 大日本住友製薬株式会社

アリピプラゾールで治療した産褥期精神病の一例
○龍野 玄樹、柘野 佑太、猪山 茂枝、文 陽柱、田中 界、菊池 朝子、小澤 千紗、
堤 祐一郎
恩方病院
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2-P14-5

統合失調症の対人機能・労働機能に寄与する要因―認知機能や精神症状との関連
○渡邊 由香子 1、金田 渉 1、佐藤 研一 1、稲垣 晃子 2、管 心 3、佐藤 さやか 4、林 直樹 5、
功刀 浩 1、池淵 恵美 3
帝京大学医学部附属病院、2 東京医療保健大学医療保健学部看護学科、
帝京平成大学大学院臨床心理学研究科、4 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、
5
西が原病院

２日目

1
3

ポスター会場

2-P14-6

統合失調症における社会機能への影響因子についての研究
○嶋田 貴充 1,2、小林 玄洋 1、佐伯 善洋 1、水腰 千佳子 1、近澤 一夫 1、野倉 克利 1、
長谷川 充 1、前田 珠美 3、前田 義樹 1,3、川﨑 康弘 2
1

2-P14-7

医療法人積仁会岡部病院、2 金沢医科大学精神神経科学、3 医療法人社団岡部診療所

児童を対象とした精神病発症リスク早期スクリーニング・システム (CPSS) 臨床運
用に向けて
○濱崎 由紀子 1,2、松尾 雅博 3、阪上 由子 4、眞田 陸 3、中山 貴夫 1、道越 秀吾 1、
上羽 智子 5、疋田 貴俊 6
京都女子大学現代社会学部、2 滋賀里病院、3 滋賀医科大学医学部精神医学講座、
滋賀医科大学医学部小児科学講座、5 済生会守山市民病院小児科、
6
大阪大学蛋白質研究所高次脳機能学研究室
1
4

16:10～17:10

一般演題（ポスター）15
統合失調症とその類縁３

座長：吉良 健太郎
2-P15-1

医療法人祥風会甘木病院

統合失調症の社会性行動回復：海馬 - 扁桃体系 E/I バランスと Bdnf long-3'UTR
機構の関与
○出利葉 健太 1、鵜飼 渉 1、Francesca Marchisella2、西村 恵美 1、橋本 恵理 1、橋口 華子 1、
古瀬 研吾 1,3、田山 真矢 1,4、廣瀬 奨真 1、石井 貴男 1、Marco Riva2、河西 千秋 1
1
4

2-P15-2

札幌医科大学附属病院、2 ミラノ大学薬理科学講座、3JA 北海道厚生連帯広厚生病院精神科、
医療法人北仁会幹メンタルクリニック精神医学研究所

統合失調症患者における周術期精神症状の悪化頻度と予測因子に関する研究（中間
報告）
○松本 佳大 1、綾仁 信貴 1,2、大矢 希 1、井上 真一郎 3、北浦 祐一 4、成本 迅 1
1
4

2-P15-3

京都府立医科大学附属病院、2 国立病院機構舞鶴医療センター、3 岡山大学病院、
パナソニック健康保険組合松下記念病院

統合失調症における自発 - 聴覚関連課題間のガンマ帯域神経振動の変動異常
○三笘 良 1、田村 俊介 1、成 儒彬 1、光藤 崇子 1、髙井 善史 1、中村 一太 1,2、中尾 智博 1、
鬼塚 俊明 1、平野 羊嗣 1
1

九州大学医学研究院精神病態医学、2 飯塚記念病院精神科
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2-P15-4

統合失調症スペクトラム障害における網膜層異常と臨床要因との関連性；系統的レ
ビューとメタ解析

3

2-P15-5

24 時間血糖モニタを用いた統合失調症入院患者における低血糖状態の把握
○古郡 規雄 1、横山 沙安也 1、宮崎 健祐 2、横山 宜史 1、佐々木 はづき 1、藤井 学 3、
菅原 典夫 1、下田 和孝 1
1

2-P15-6

ポスター会場

東北大学病院精神科、2 東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野、
宮城県立精神医療センター、4Clinic for Psychiatry, University Clinical Centre of Serbia、
5
千葉大学大学院医学研究院精神医学教室、6 千葉大学社会精神保健教育研究センター、
7
東北大学大学院医学系研究科地域精神医学講座、8 東北大学医学部眼科学教室
1

２日目

○小松 浩 1,2,3、小野口 豪 2、Stefan Jerotic4、金原 信久 5,6、角藤 芳久 3,7、大野 高志 3、
舩越 俊一 3,7、矢花 武史 8、中澤 徹 8、富田 博秋 1,2

獨協医科大学、2 弘前愛成会病院、3 青森県立中央病院

本人と取り組むセルフモニタリングとクライシスプランを活用した病状管理
○高尾 碧、森 春代、上田 望
島根県立こころの医療センター

2-P15-7

統合失調症の脳形態変化進行パターンと治療抵抗性：データ駆動型機械学習による
解析
○曾根 大地 1,2、品川 俊一郎 1、野田 賀大 3、岩田 祐輔 3、垂水 良介 3、尾久 守侑 3、
本多 栞 3、津川 幸子 3、松下 佳鈴 3、上野 文彦 3、本藤 伸章 3、是木 明宏 3、
Julia Kim4、Fernando Caravaggio4、Edgardo Torres-Carmona4、Wanna Mar4、
Nathan Chan4、Eric Plitman4、小泉 輝樹 3、加藤 英生 3、楠戸 恵介 3、
Vincenzo de Luca4、Philip Gerretsen4、Gary Remington4、女屋 光基 3、内田 裕之 3、
三村 將 3、繁田 雅弘 1、Ariel Graff-Guerrero4、中島 振一郎 3
1
3

東京慈恵会医科大学精神医学講座、2UCL Queen Square Institute of Neurology、
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室、4Institute of Medical Science, University of Toronto

17:10～18:10

一般演題（ポスター）16
気分障害

座長：松尾 幸治
2-P16-1

埼玉医科大学病院神経精神科・心療内科

双極性障害の診断遅延に関する検討
○宮野 康寛 1,2、宮下 光弘 1,2、新井 誠 2、糸川 昌成 1,2、針間 博彦 1、水野 雅文 1
1

2-P16-2

東京都立松沢病院精神科、2 東京都医学総合研究所統合失調症プロジェクト

治療抵抗性双極性障害の難治要因に関する考察
○藤村 俊雅、平 大樹、内田 由寛、高橋 啓太郎、山筋 加奈子、清水 健太郎、永井 康仁、
吉成 尚人、平田 友恵、藤本 一馬、黒澤 唯、安田 誠太、吉川 茜、竹下 佳秀、伊藤 賢伸、
垣内 千尋、加藤 忠史
順天堂大学医学部精神医学講座
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2-P16-3

双極性障害外来患者における 3 年後治療反応の予測因子

２日目

○菅原 典夫 1,2、足立 直人 3、窪田 幸久 3、渡辺 洋一郎 3、三木 和平 3、阿瀬川 孝治 3、
枝川 浩二 3、勝元 榮一 3、本郷 誠司 3、後藤 栄一郎 3、上田 均 3、加藤 正樹 2,4、
吉村 玲児 2,5、中川 敦夫 2,6、菊池 俊暁 2,6、坪井 貴嗣 2,7、渡邊 衡一郎 2,7、下田 和孝 1,2、
古郡 規雄 1,2
獨協医科大学精神神経医学講座、2 日本臨床精神神経薬理学会、3 日本精神神経科診療所協会、
関西医科大学医学部精神神経科学講座、5 産業医科大学精神医学教室、
6
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室、7 杏林大学医学部精神神経科学教室
1
4

ポスター会場

2-P16-4

うつ病の気質・性格がうつ病の寛解維持にもたらす影響に関する検討：うつ病外来
患者における前向き研究
○野上 和香 1、中川 敦夫 1,2、片山 奈理子 1、天野 瑞紀 1,3、伊原 栄 1、工藤 由佳 4、
三村 將 1
1
3

2-P16-5

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室、2 慶應義塾大学病院臨床研究推進センター、
医療法人社団つくば健仁会とよさと病院、4 特定医療法人群馬会群馬病院

うつ病と気象の関連についての機械学習による検討
○中野谷 貴子 1、高木 俊輔 2、長濱 誉佳 3、田中 貴 4、松﨑 達哉 4、楯林 義孝 5、
高橋 英彦 2

東京都立広尾病院神経科、2 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科精神行動医科学、
SB アットワーク株式会社、4 株式会社 JMDC、5 東京都医学総合研究所うつ病プロジェクト

1
3

2-P16-6

5-HT1A 受容体アンタゴニストリガンドを用いた抑うつ患者におけるセロトニン神
経機能低下についての検討
○北村 聡一郎 1,6、木村 泰之 1,2、高畑 圭輔 1,3、森口 翔 1,3、久保田 学 1,4、島田 斉 1,5、
遠藤 浩信 1、高堂 裕平 1、河村 和紀 7、張 明栄 7、須原 哲也 1、樋口 真人 1

量研機構量子医科学研究所脳機能イメージング研究部、
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター認知症先進医療開発センター脳機能画像診断開発部、
3
慶應義塾大学精神・神経科学教室、4 京都大学精神科・神経科、
5
新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター臨床機能脳神経学分野、
6
奈良県立医科大学精神医学教室、7 量研機構量子医科学研究所先進核医学基盤研究部
1
2

2-P16-7

未来性思考課題を用いたうつ病の未来に対する予測と反応
○天野 瑞紀 1,4、中川 敦夫 2、片山 奈理子 1、梅田 聡 3、寺澤 悠理 3、田渕 肇 1、菊地 俊暁 1、
三村 將 1
1
3

慶應義塾大学医学部精神神経科学教室、2 慶應義塾大学病院臨床研究推進センター、
慶應義塾大学文学部心理学研究室、4 医療法人社団つくば健仁会とよさと病院

17:10～18:10

一般演題（ポスター）17
神経症性障害と睡眠障害

座長：大串 祐馬
2-P17-1

医療法人大串クリニック

歩行障害として発症した転換性障害の 1 例
○萩倉 祥一、佐藤 明信、佐藤 寬一
和合病院
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2-P17-2

日本における強迫症の嗅覚特性の検討
○橋本 卓也 1、熊崎 博一 2、向井 馨一郎 1、松浦 直己 3、宮内 雅弘 1、荻野 俊 1、山西 恭輔 1、
松永 寿人 1
2

患者から見た「複雑性 PTSD」の世界

～児童虐待の体験者が語る虐待の後遺症～

○羽馬 千恵

フリーライター
2-P17-4

Complex PTSD 治療における NET（ナラティヴ・エクスポージャー・セラピー）
の可能性

ポスター会場

2-P17-3

２日目

兵庫医科大学精神科神経科学講座、
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所児童・予防精神医学研究部児童・青年期精神保
健研究室、3 国立大学法人三重大学教育学部特別支援教育講座
1

○荒川 和歌子 1、野呂 浩史 2
1

2-P17-5

南平岸内科クリニック臨床心理部門、2 南平岸内科クリニック精神神経科

薬剤非服用強迫症患者における近赤外線スペクトロスコピーによる脳血流動態の評価
○向井 馨一郎、松永 寿人、橋本 卓也、宮内 雅弘
兵庫医科大学精神科神経科学講座

2-P17-6

レンボレキサント服用中の副作用に対してクロナゼパムが有効であった 2 例
○冨田 哲、中村 和彦

弘前大学医学部附属病院
2-P17-7

演題取り下げ

17:10～18:10

一般演題（ポスター）18
処方調査

座長：兼本 浩祐
2-P18-1

愛知医科大学精神科学講座

EGUIDE プロジェクトによる統合失調症患者・うつ病患者に対する外来処方の変化
○山形 弘隆 1、藤井 優子 1、關 友恵 1,2、長谷川 尚美 3、橋本 亮太 3、中川 伸 1
1

2-P18-2

山口大学医学部附属病院、2 医療法人清和会吉南病院、3 国立精神・神経医療研究センター

日本のうつ病入院治療における睡眠薬処方率の施設間の違いとその関連要因
○大槻 怜 1、降籏 隆二 2、長谷川 尚美 3、中村 敏範 4、古郡 規雄 5、小高 文聰 6、堀 輝 7、
坪井 貴嗣 8、沼田 周助 9、柏木 宏子 3、松本 純弥 3、三浦 健一郎 3、稲田 健 10、
渡邊 衡一郎 8、鈴木 正泰 1、橋本 亮太 3
日本大学医学部精神医学系精神医学講座、2 京都大学環境安全保健機構附属健康科学センター、
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神疾患病態研究部、
4
信州大学医学部附属病院、5 獨協医科大学精神神経医学講座、6 東京慈恵会医科大学精神医学講座、
7
福岡大学医学部精神医学教室、8 杏林大学医学部精神神経科学教室、
9
徳島大学大学院医歯薬学研究部精神医学分野、10 北里大学医学部精神科学
1
3
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2-P18-3

大規模診療報酬データを用いた向精神薬の処方実態調査
○竹島 正浩、三島 和夫

秋田大学大学院医学系研究科

２日目

2-P18-4

精神科病棟入院患者の緩下剤使用に関する調査
○山田 浩樹、徳増 卓弘、河合 恵太、沖野 和磨、太田 佐保子、瀬戸 詩織、白井 将博、
幾瀬 大介、富岡 大、稲本 淳子

ポスター会場

昭和大学横浜市北部病院
2-P18-5

佐賀大学医学部附属病院における睡眠薬処方の変遷
○高田 拳 1、村川 徹 1、松島 淳 1、祖川 倫太郎 2、川崎 美紀子 3、平野 正貴 1、
斯波 翔太 1、池田 梨節 1、白石 匠 1、福地 絢子 1、小嶋 亮平 1、立石 洋 1、國武 裕 1、
溝口 義人 1、門司 晃 1
1
3

2-P18-6

佐賀大学医学部精神医学講座、2 佐賀大学医学部附属病院薬剤部、
佐賀大学医学部附属病院看護部

医薬品副作用データベースを用いた抗潰瘍薬とせん妄発症に関する調査
村川 徹 1、○祖川 倫太郎 2、橘川 奈生 2、宮本 由貴 2、島ノ江 千里 2、門司 晃 1
1

2-P18-7

佐賀大学医学部精神医学講座、2 佐賀大学医学部附属病院薬剤部

当院緩和ケアチームにおけるクロルプロマジン注射製剤の使用状況
○舩槻 紀也 1、北浦 祐一 2、佃 万里 1、吉村 匡史 3、大橋 理紗 4、佐伯 久美子 4、文岡 礼雅 4、
米田 篤司 5、緒方 洪輔 6、内山 祐佳 6、増澤 宗洋 6、木下 利彦 1

関西医科大学総合医療センター精神神経科学教室、2 パナソニック健康保険組合松下記念病院、
関西医科大学リハビリテーション学部、4 関西医科大学総合医療センター看護部、
5
関西医科大学総合医療センター薬剤部、6 関西医科大学麻酔科学教室
1

3
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