変わりゆく世界とこころ、見つめる精神医学

オンデマンド配信限定セッション
シンポジウム 106

精神科医療をとりまくオンライン・コンテンツの活用法―COVID-19 がもたらしたアップデート―

司会：黒木 俊秀

吉川 徹

S106-1

九州大学大学院人間環境学研究院臨床心理学講座
愛知県医療療育総合センター中央病院子どものこころ科（児童精神科）

学会学術会議のオンライン開催のプロセスとアウトカム：UTAUT モデルの視点から
○平泉 拓
宮城大学

認知行動療法の普及。インターネットでできること、できないこと、インターネッ
トでしかできないこと
○西川 公平

CBT センター
S106-3

オンデマンド配信
限定セッション

S106-2

良質な精神科 web コンテンツにアクセスするためのライフハック術
○新谷 宏伸

本庄児玉病院
S106-4

依存症治療・回復支援におけるオンライン社会資源
○松本 俊彦

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
S106-5

子どもの孤立を予防する地域エコシステム構築への取り組み
○小澤 いぶき

認定 NPO 法人 PIECES

〈コーディネーター〉 新谷 宏伸
黒木 俊秀
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シンポジウム 107

九州地区における rTMS 療法の現状

司会：立石 洋

門司 晃

S107-1

佐賀大学医学部附属病院精神神経科
佐賀大学医学部精神医学講座

うつ病治療の困難さ～ rTMS 療法を開始してみて～
○平木 文代、横山 祐子、櫻井 斉司
聖ルチア病院

S107-2

佐賀大学医学部附属病院における rTMS 療法の現状

オンデマンド配信
限定セッション

○立石 洋、小嶋 亮平、國武 裕、溝口 義人、門司 晃
佐賀大学医学部附属病院
S107-3

熊本大学病院における rTMS 療法の立ち上げ
○朴 秀賢

熊本大学大学院生命科学研究部
S107-4

〔指定発言〕
○門司 晃

佐賀大学医学部精神医学講座

〈コーディネーター〉 立石 洋
門司 晃

佐賀大学医学部附属病院精神神経科
佐賀大学医学部精神医学講座

シンポジウム 108

変化する社会への対応とうつ病の精神療法

司会：白川 美也子

原田 康平

S108-1

こころとからだ・光の花クリニック
福岡大学医学部精神医学教室

うつ病治療における愛着パターン
○田中 理香

スタジオリカクリニック
S108-2

ストレスケア病棟におけるマインドフルネスうつ病治療
○島松 まゆみ

医療法人新光会不知火病院
S108-3

Complex PTSD (ICD-11)

の精神療法

○大江 美佐里
久留米大学
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変わりゆく世界とこころ、見つめる精神医学
S108-4

変化する社会への対応とうつ病の精神療法ーポリヴェーガル理論から考えるうつ病
とつながり
○花丘 ちぐさ

国際メンタルフィットネス研究所

〈コーディネーター〉 徳永 雄一郎

医療法人社団新光会不知火病院

シンポジウム 109

精神疾患マネジメントをめぐる身体科医や多職種との連携・協働

池ノ内 篤子

S109-1

産業医科大学医学部精神医学講座精神医学
産業医科大学医学部精神医学教室、産業医科大学病院認知症センター

産業医科大学病院精神科リエゾンの現状：NPSLE, ステロイド精神病 , せん妄を中
心に

オンデマンド配信
限定セッション

司会：吉村 玲児

○吉村 玲児 1、池ノ内 篤子 1、藤田 悠哉 2、岩田 慈 2、田中 良哉 2
1

S109-2

産業医科大学精神医学、2 産業医科大学第一内科

神経精神症状を伴う SLE (NPSLE) に対する診療科連携による診断・治療への取り
組み
○岩田 慈 1、藤田 悠哉 1、秀瀬 真輔 2,3、石渡 小百合 3、服部 功太郎 3、池ノ内 篤子 4、
功刀 浩 2,3、吉村 玲児 4、田中 良哉 1
1
3

S109-3

産業医科大学第一内科、2 帝京大学医学部精神神経科学教室、

国立神経精神医療センター疾患研究第 3 部門、4 産業医科大学精神科学教室

認知症疾患医療センターにおける連携と協働
○池ノ内 篤子 1,2、岡本 直通 1,2、吉村 玲児 1
1

S109-4

産業医科大学医学部精神医学教室、2 産業医科大学病院認知症センター

メンタルヘルスと小児科医

〜ヘルスケア・システムの境界を再考する

○紀平 省悟

つくし医療・福祉センター

〈コーディネーター〉 池ノ内 篤子

 業医科大学医学部精神医学教室、産業医科大学病
産
院認知症センター

シンポジウム 110

我が国のコロナ禍の自殺増加の要因について考える

司会：中村 純

内野 俊郎

S110-1

産業医科大学名誉教授
久留米大学医学部神経精神医学講座

自殺は医療事故か症状か（希死念慮は意識的に隠される）
○松下 満彦 1,2、徳永 雄一郎 1、後藤 玲央 1,2
1

医療法人新光会不知火病院、2 福岡大学医学部精神医学教室
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S110-2

COVID-19 と自殺
○伊藤 弘人

東北医科薬科大学医学部医療管理学
S110-3

コロナ禍における五稜会病院ストレスケア思春期病棟の 10 代入院患者層の変化 －
自殺増加の要因を探る－
○中島 公博

医療法人社団五稜会病院
S110-4

COVID-19 は自殺を惹起するのか？ ～医科大学・大学病院の COVID-19 禍におけ
るメンタルヘルス活動を通して～

オンデマンド配信
限定セッション

○市来 真彦

東京医科大学病院

〈コーディネーター〉 松下 満彦

医療法人社団新光会不知火病院

ワークショップ 15

日常診療の 10 分間で行う森田療法的アプローチ

司会：北西 憲二

中村 敬

WS15

北西クリニック／森田療法研究所
東京慈恵会医科大学森田療法センター
久保田 幹子
岩木 久満子
村山 桂太郎
橋本 和幸

〈講演者〉

〈コーディネーター〉 中村 敬
水野 雅文
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法政大学大学院人間社会研究科
顕メンタルクリニック
九州大学病院精神科神経科
調布はしもとクリニック
東京慈恵会医科大学森田療法センター
東京都立松沢病院精神科
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