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合同年会参加者へのご案内

1. WEB 学会について
（1）配信日

2020 年 8 月 21 日（金）～ 23 日（日）
（オンデマンド配信のみ 2020 年 8 月 31 日（月）まで）

（2）視聴サイト　NPBPPP2020 合同年会ホームページ内
https://www.c-linkage.co.jp/npbppp2020/

（3）配信方法
本合同年会では、オンデマンドおよびライブ（一部プログラム）配信にてプログラムを配信します。

2. 参加（視聴）登録について

区　分 金　額

会員 5,000 円

非会員 10,000 円

学生（大学院生・学部生） 1,000 円

※当日の参加（視聴）登録は行いません。

3. 動画の視聴について
・本合同年会は WEB 配信にて行います。NPBPPP合同年会ホームページ内の視聴ページよりご視聴ください。
・	視聴にはログイン用の ID・パスワードが必要です。ID・パスワードは参加登録手続きを完了いただいた参

加者様へメールにてお知らせさせていただきます。
・	会期直前になりましたら動画視聴確認ページを事前に公開いたします。事前に動画視聴が可能か確認をお

願いいたします。
・	スマートフォンやタブレットでの閲覧も可能ですが、通信速度の制限により動画の表示が遅くなる可能性も

ございます。

4. ライブ配信の視聴について
・ライブ配信にはオンライン会議システム ZOOM を利用します。
・講演の視聴にあたり，事前に ZOOM アプリのダウンロードを推奨します。
・	質問はプログラムにより口頭質問形式 / コメント投稿形式を採用しています。ご質問方法はホームページ「参

加者の皆様へ」をご覧ください。
・	講演時間の都合などにより、すべてのご質問にお答えすることができない場合がございますのでご了承くだ

さい。

5. 領収書・参加証明書の発行について
・領収書・参加証明書は、オンライン上で発行致します。郵送はいたしません。
・ログイン後、「領収書発行」「参加証明書」ボタンを押すと PDF データにてダウンロードできます。
※領収書・参加証明書の発行期間は 8 月 21 日（金）～ 8 月 31 日（月）です。

6. プログラム・抄録集
日本神経精神薬理学会、日本生物学的精神医学会、日本精神薬学会いずれかの学会員、参加（視聴）登録者の方
には事前に郵送いたします。別途購入希望の場合は NPBPPP2020 合同年会運営事務局までお問い合わせ
ください。
なお、数に限りがございますので、売り切れの場合はご了承ください。
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7. 懇親会のご案内
NPBPPP2020 合同年会の懇親会は中止としますが、代替案を検討しております。

8. 入会手続き・年会費納入
各学会へ入会を希望される方、また会員で年会費のお支払いを希望される方は下記 WEB ページよりお手続き
いただきますようお願いいたします。

「日本生物学的精神医学会」　http://www.jsbp.org/
「日本神経精神薬理学会」　　http://www.asas.or.jp/jsnp/
「日本精神薬学会」　　　　　https://www.js-pp.or.jp/application.php

9. 単位取得について
本合同年会は、次の制度の対象となっています。

（1）日本精神神経学会における精神科専門医制度
取得単位　3 単位（ポイント対象学会の B 群）
詳細につきましては、日本精神神経学会ホームページの「精神科専門医制度規則」「精神科専門医制度規則
施行細則」（http://www.jspn.or.jp/residents/specialist/index.html）をご覧になるか、直接日本精神神経学
会（TEL：03-3814-2991）にお問い合わせください。
2020 年 8 月 21 日（金）～ 8 月 31 日（月）が単位の対象期間です。
なお、単位認定講演はホームページにて公開いたします。

（2）日病薬病院薬学認定薬剤師、精神科薬物療法認定薬剤師
一般社団法人日本病院薬剤師会が認定する「日病薬病院薬学認定薬剤師」「精神科薬物療法認定薬剤師」の
認定対象となる講習会として承認されました。
対象のセッションを受講するためには、本合同年会への参加（視聴）登録が必要です。単独での受講はでき
ませんのでご了承ください。
●会期中に取得可能な単位一覧
対象

セッション 認定単位 取得単位 シール配布 取得条件

指定あり
（HP 参照）

日病薬病院薬学認定薬剤師 下記参照 後日配送にて
シール・受講証配布

（ログイン後、単位取
得ボタンより

お申込み）

指定セッション
動画の視聴精神科薬物療法認定薬剤師

新規申請 下記参照

指定なし
精神科薬物療法認定薬剤師

更新申請
3 単位 / 日

（2～3日間
参加で6単位）

参加証明書を
ダウンロード 合同年会への参加

上記をご参照のうえ、希望単位の申請をお願いいたします。
※	日本病院薬剤師会の研修シールは、病院薬学認定薬剤師制度と精神科薬物療法認定薬剤師制度のいずれ

か一方の制度のみに利用可能です。詳しくは、日本病院薬剤師会ホームページをご覧ください。
※	日病薬病院薬学認定薬剤師、精神科薬物療法認定薬剤師制度の新規申請には、セッションの視聴が必要

です。
※精神科薬物療法認定薬剤師の更新申請には、日程ごとに視聴ページの閲覧が必要です。
※	指定プログラムの閲覧および視聴ページへのログイン確認は、会期終了後、事務局にて視聴履歴による

確認を行います。
※指定セッションおよび単位数につきましては、ホームページにて公開いたします。
※会期終了後、申請忘れによる後日のお申し出には対応いたしかねますのでご了承願います。
※ 2020 年 8 月 21 日（金）～ 8 月 23 日（日）が単位の対象期間です。ご注意下さい。

10. その他
WEB 学会にて配信される講演の撮影（スクリーンショットを含む）・録音・録画は固く禁止いたします。
オンライン参加にあたり、パソコン閲覧環境やインターネット通信接続などにかかる費用や設定作業
は、ご自身の負担と責任でお願いいたします。
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発表・進行についてのご案内

1. オンデマンド配信について
事前に収録いただいた講演データを 8 月 21 日（金）～ 8 月 31 日（月）配信いたします。

2. ライブ配信について

発表時間
1.	 ライブ配信の発表時間はライブ配信日程表をご確認下さい。
2.	 プログラムの進行に支障のないよう、発表時間は厳守願います。

座長の方へ
1.	 	ご担当セッションの開始 30	分前に、発表者専用の URL からログインしてください。30 分以上前に入室す

ることはできませんのでご注意ください。
2.	 セッションの開始時刻は基本的にプログラムに記載されている時刻とさせていただきます。
3.	 各演者の発表時間をお守りいただき、セッションの終了時刻厳守による円滑な進行にご協力をお願いします。
4.	 	聴講者からの質問はプログラムにより口頭質問／コメント投稿形式で受け付けます。Q&A フォームに質問

が表示されますので、適切な質問をご選択の上、ディスカッションにご利用ください。

演者の方へ
1.	 	ご担当セッションの開始 30 分前までに、発表者専用の URL からログインしてください。30 分以上前に入

室することはできませんのでご注意ください。
2.	 	発表スライド 2 枚目に利益相反状態を開示していただきます。詳細については NPBPPP2020 合同年会ホー

ムページ「利益相反（COI）の申告」ページをご参照ください。
3.	 発表内容については個人情報に留意してください。
4.	 	動画をご利用の場合、聴講者の使用する回線によっては動作が遅くなる可能性がございます。

解像度は 1280 × 720 ピクセルを推奨します。

COI（利益相反）に関する開示について
本合同年会ではすべてのセッションのご発表時に必ず規定の COI に関するスライドまたはポスターを提示してくだ
さい。発表時に口頭での説明は不要です。規定スライドのダウンロード並びに使用方法はNPBPPP2020 合同年
会ホームページ（http://www.c-linkage.co.jp/npbppp2020/speaker.html）をご覧ください。
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ライブ配信日程表

9：00～10：00
スポンサードセミナー1

演者：定岡　邦夫
　　  中村　明文

共催：大塚製薬株式会社

9：00～10：00
スポンサードセミナー13

座長：富田　博秋
演者：山田　和男

共催：ファイザー株式会社／
大日本住友製薬株式会社

11：00～12：00
スポンサードセミナー2

座長：渡邊衡一郎
演者：菊地　俊暁

共催：武田薬品工業株式会社/
ルンドベック・ジャパン株式会社

11：00～12：00
スポンサードセミナー9

座長：村井　俊哉
演者：三浦　　至

共催：大塚製薬株式会社

10：00～11：00
Special Lecture 1
座長：吉尾　　隆
演者：石郷岡　純

12：00～13：00
Special Lecture 2
座長：大隅　典子
演者：岡野　栄之

14：00～15：00
Special Lecture 3
座長：加藤　忠史

演者：Schahram Akbarian

16：00～17：00
Special Lecture 4
座長：富田　博秋
演者：Raquel E. Gur

11：00～12：00
スポンサードセミナー10

座長：富田　博秋
演者：高江洲義和
共催：MSD株式会社

11：00～12：00
スポンサードセミナー14

座長：小山　　司
演者：中尾　智博

共催：持田製薬株式会社/
吉富薬品株式会社

13：00～14：00
スポンサードセミナー11

座長：井上　　猛
演者：岩田　仲生

共催：大日本住友製薬株式会社

15：00～16：00
スポンサードセミナー12

座長：富田　博秋
演者：尾崎　紀夫

共催：エーザイ株式会社

16：30～18：30
2020日本精神薬学会

EGUIDEワークショップ
（シンポジウム12）

18：30～
WEBコンサート

9：00～12：00
日本生物学的

精神医学会
第９回若手研究者育成

プログラム
プログレスレポート

（最優秀奨励賞選考）

13：30～15：30
第1回抗精神病薬に

関する
減薬・減量の
オンライン

ワークショップ

9：30～18：00
2020日本神経精神

薬理学会
統合失調症薬物治療
ガイドライン講習会13：00～14：00

スポンサードセミナー3
座長：三浦　　至
演者：岸　　太郎

共催：大日本住友製薬株式会社

15：00～16：00
スポンサードセミナー4

演者：栁原万里子
共催：アステラス製薬株式会社

17：00～18：00
スポンサードセミナー5

演者：白川　　治
共催：日本イーライリリー株式会社/

塩野義製薬株式会社

19：00～20：00
スポンサードセミナー6

座長：大森　哲郎
演者：加藤　正樹

共催：ヤンセンファーマ株式会社
　　　メディカルアフェアーズ本部

開　会　挨　拶

8:30

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

8 月 21 日 8 月 22 日 8 月 23 日
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NP50 周年記念企画セッション

　本年 2020 年は日本神経精神薬理学会（NP) の 50 周年になります。NP では 3 年前より 50 周年記念事業
ワーキンググループを組織し、半世紀にわたる神経精神薬理学の発展を振り返るとともに更なる展開を目指
す活動をして参りました。NP 会員へのアンケート調査によるニーズの把握、50 周年記念誌の発行、以前の
機関誌である「薬物・精神・行動」（1981-1993 年）と「日本神経精神薬理学雑誌」（1994-2017 年）の全
巻 PDF 化と公開（なお、現在の機関誌の Neuropsychopharmacology	Reports は英文オープンアクセス誌）、
米国臨床精神薬理学会の 4000 枚以上の講義スライドの NP 会員利用を進めてきておりますが、最大の記念
事業は、NP の他委員会とも連携した本合同年会での「NP50 周年記念企画セッション」です。
本合同年会での NP50 周年記念企画セッションは以下になります。
・特別講演　ドパミン D2 受容体遮断作用の治療学的意義（講師：石郷岡	純、CNS 薬理研究所主幹）
・NP50 周年記念シンポジウム
・NP 学術奨励賞受賞講演
・NP 企画委員会企画の 10 の教育講座
・シンポジウム 15（NP 国際連携委員会企画）精神疾患治療の明日（英語タイトル：New	Era	in	Psychiatric	Medication）
・シンポジウム 22　” 仮想 ” トランスレーショナル・メディカル・サイエンス委員会諮問会議
・シンポジウム 24　精神神経疾患の創薬研究開発の紹介
・シンポジウム 29　不安症・強迫症の診療ガイドライン
・2020 日本神経精神薬理学会　統合失調症薬物治療ガイドライン　講習会
　抄録集やウェブサイトで、NP50 周年記念企画セッションを示す以下のロゴを掲示しておりますので、ぜ
ひご視聴いただけますようご案内申し上げます。
　NP50 周年記念シンポジウムの他、多数の NP50 周年記念企画のセッションを用意しております。NP 会
員はもちろんのこと、NP 非会員の方々にも神経精神薬理学の動向を知る良い機会にしていただければ幸い
でございます。

NP50 周年記念事業ワーキンググループ
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精神科専門薬剤師精神医学セミナー（NP・PP 合同企画）

配信日　：８月 21 日（金）～ 31 日（月）
配信方法：オンデマンド配信

プログラム
「精神科専門薬剤師は Pharm.D となりえるか？」

座　　長：吉尾　　隆（東邦大学	薬学部	臨床薬学研究室）
三輪　高市（鈴鹿医療科学大学大学院薬学研究科精神衛生薬学）

演　　者：
「精神科専門薬剤師と Pharm.D ～公立精神科単科病院の立場から～」

石田　雄介（地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立精神医療センター）

「総合病院における精神科専門薬剤師の役割」
吉川　明良（地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院）

「～大学附属精神科単科病院の立場から～」
永井　　努（昭和大学薬学部病院薬剤学講座・昭和大学附属烏山病院薬局）

「精神科専門薬剤師を目指す意義とそれを取り巻く環境について」
村田　篤信（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）

NP 学術奨励賞受賞講演

配信日　：８月 21 日（金）～ 31 日（月）
配信方法：オンデマンド配信

座　　長：大森　哲郎（徳島大学大学院医歯薬学研究部精神医学分野）

受 賞 者：衣斐　大祐（名城大学薬学部薬品作用学研究室）
竹内　啓善（慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室）
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日本生物学的精神医学会第９回若手研究者育成プログラム

・プログレスレポート（最優秀奨励賞選考）

配 信 日：2020 年 8月 22日（土）9：00～ 12：00

配信方法：ライブ配信

担　　当：疋田　貴俊

演　　者：平野　羊嗣（九州大学）
岩田　正明（鳥取大学）
小池　進介（東京大学）
久島　　周（名古屋大学）
熊﨑　博一（国立精神・神経医療研究センター）
藤野　純也（東京医科歯科大学）
越山　太輔（東京大学）
小原　知之（九州大学）

ショートトーク：
木下　　誠（徳島大学）
藤本美智子（大阪大学）
多田真理子（東京大学）
齋藤　竹生（藤田医科大学）
岡田　直大（東京大学）
鳥塚　通弘（奈良県立医科大学）
久保田　学（放射線医学総合研究所）
吉野　祐太（愛媛大学）
山室　和彦（奈良県立医科大学）
木村　大樹（名古屋大学）
村田　　唯（熊本大学）
笹林　大樹（富山大学）
扇谷　昌宏（名古屋市立大学）
松岡　　究（放射線医学総合研究所）
高橋　雄太（東北大学）

・第６回最優秀奨励賞受賞講演
配信方法：オンデマンド配信

受 賞 者：紀本　創兵（奈良県立医科大学医学部精神医学講座）

・奨励賞受賞者発表
配信方法：オンデマンド配信

受 賞 者：塩飽　裕紀（東京医科歯科大学精神行動医科学分野）
中神由香子（京都大学環境安全保健機構健康管理部門 / 附属健康科学センター）
有岡　祐子（	名古屋大学医学部附属病院先端医療開発部／名古屋大学大学院医学系研究

科精神医学）
松田　真悟（大阪大学蛋白質研究所高次脳機能学研究室）
松本　純弥（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）
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JSBP2019 年度（第 28 回）学術賞・2019 年度国際学会発表奨励賞

配 信 日：2020 年 8月 21日（金）～ 31日（月）

配信方法：オンデマンド配信

・2019 年度（第 28 回）学術賞

受 賞 者：井出　政行（筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学）
論 文 名：	Excess	 hydrogen	 sulfide	 and	 polysulfides	 production	 underlies	 a	 schizophrenia	

pathophysiology

・2019 年度国際学会発表奨励賞
受 賞 者：野田　賀大（慶応義塾大学医学部精神・神経科学教室）
演 題 名：Evaluation	and	induction	of	neuroplasticity	in	patients	with	depression

受 賞 者：舟橋　　裕（愛媛大学大学院精神神経科学講座）
演 題 名：	Analysis	of	methylation	and	-141C	Ins/Del	polymorphisms	of	the	dopamine	receptor	D2	

gene	in	patients	with	schizophrenia
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2020 日本精神薬学会 EGUIDE ワークショップ（シンポジウム 12）

テ ー マ：薬剤師に治療ガイドラインは役に立つのか？
	 －妊娠希望うつ病症例のディスカッションを通じてガイドラインの使い方を学ぶ－

開催日時：2020 年 8 月 22 日（土）16：30 ～ 18：30

参加方法：事前申し込み制、Zoom を使用したオンラインワークショップ

座　　長：橋本　亮太（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）
山田　　恒（兵庫医科大学病院精神科神経科）

講師／ファシリテーター
（EGUIDE プロジェクトメンバー 15 名）：

飯田　仁志（福岡大学医学部精神医学教室）
市橋　香代（東京大学医学部附属病院精神神経科）
小笠原一能（名古屋大学医学部附属病院卒後臨床研修・キャリア形成支援センター）
柏木　宏子（国立精神・神経医療研究センター病院第二精神診療部）
菊地　紗耶（東北大学病院精神科）
木本啓太郎（東海大学医学部付属病院総合診療学系精神科学）
小松　　浩（東北大学病院精神科）
竹島　正浩（秋田大学医学部精神科学講座）
橋本　直樹（北海道大学大学院医学研究科精神医学分野）
福本健太郎（岩手医科大学神経精神科学講座）
古郡　規雄（獨協医科大学精神神経医学講座）
水野謙太郎（社会医療法人如月会若草病院）
村田　篤信（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）
山形　弘隆（山口大学医学部附属病院精神科神経科）
渡邊衡一郎（杏林大学医学部精神神経科学教室）
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2020 日本神経精神薬理学会　統合失調症薬物治療ガイドライン　講習会

開催日時：2020 年 8 月 23 日（日）	9：30 ～ 18：00（9：15 受付開始）
途中休憩あります

参加方法：事前申し込み制、Zoom を使用したオンラインワークショップ

座　　長：橋本　亮太（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）
稲田　　健（東京女子医科大学	医学部	精神医学講座）

講師／ファシリテーター
（EGUIDE プロジェクトメンバー 15 名）：

飯田　仁志（福岡大学）
市橋　香代（東京大学医学部附属病院精神神経科）
柏木　宏子（国立精神・神経医療研究センター）
菊地　紗耶（東北大学病院精神科）
木本啓太郎（東海大学）
小松　　浩（東北大学）
竹島　正浩（秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座）
根本　清貴（筑波大学医学医療系精神医学）
橋本　直樹（北海道大学大学院医学研究院精神医学教室）
古郡　規雄（獨協医科大学）
堀　　　輝（産業医科大学）
水野謙太郎（若草病院）
山形　弘隆（山口大学医学部附属病院精神科神経科）
山田　　恒（兵庫医科大学）
山田　浩樹（昭和大学）
	
稲田　　健（東京女子医科大学医学部精神医学講座）
橋本　亮太（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）

趣　　旨：
統合失調症薬物治療ガイドライン講習会への参加者を募集いたします。
日本神経精神薬理学会及び日本臨床精神神経薬理学会では、ガイドラインの	普及・教育・検証活動
として、EGUIDE プロジェクトを支援しています。
EGUIDE プロジェクトでは、ガイドラインの講習を行い、精神科医の処方行動の変化を検討する研
究を行っています。通常の講習は、講義とグループディスカッションからなるもので受講には研究
参加が必須となるため、誰でも参加できるものではありません。これに対して、研究参加はしない
が受講したいとのご要望を多数いただき、研究参加しなくとも受講できる講習を本合同年会にて開
催いたします。
本講習は、統合失調症薬物治療ガイドラインに記載されている内容の周知だけでなく、記載されて
いないものの大切な問題についても紹介し、参加者が統合失調症治療について知識をより深めるも
のになることを目的としています。精神科医はもちろんのこと、看護師、薬剤師などの医療従事者
や基礎研究者や製薬企業の関係者など興味ある方は、広く受講していただきたいと考えております。
皆様のご参加をお待ちしております。
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第 1 回抗精神病薬に関する減薬・減量のオンラインワークショップ

市民公開講座

WEB コンサート

開催日時：2020 年 8 月 23 日（日）13 時 30 分～ 15 時 30 分（120 分）

参加方法：事前申し込み制、Zoom を使用したオンラインワークショップ
（当日、連絡なくキャンセルした場合には、今後、日本精神薬学会が主催するワークショップや
講習会などの参加をお断りさせて頂く場合があります）

運営／ファシリテーター：
タスク・運営　　：野田　幸裕（名城大学・名古屋大学医学部附属病院）
タスク・運営　　：𠮷見　　陽（名城大学・名古屋大学医学部附属病院）
ファシリテーター：堀田　彰悟（名古屋大学医学部附属病院・名城大学）
ファシリテーター：肥田　裕丈（名古屋大学医学部附属病院・名城大学）
タイムキーパー　：内田　美月（名城大学・名古屋大学医学部附属病院）
タイムキーパー　：中村真理子（名城大学・名古屋大学医学部附属病院）

会期期間中、WEB にて市民の皆様向け公開講座を配信いたします。
こちらはどなたでもご視聴頂けます。ぜひ、多くの皆様にご視聴頂ければ幸いです。

公開日程：2020 年 8 月 21 日（金）～ 31 日（月）

配信方法：オンデマンド配信

テ ー マ ：
「コロナ禍の社会で暮らす当事者のために精神医学は何かできるのか：妊娠・出産から自動車運転まで」

講　　師：
尾崎　紀夫（名古屋大学大学院医学系研究科　精神医学・親と子どもの心療学分野　教授）

公開日程：2020 年 8 月 21 日 18：30 ～（以降オンデマンドにて配信）


