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｜演題番号
該当箇所 訂正前 訂正後

プログラム集 25
シンポジウム１３

同通/ス/倫　訂正
ー （ス）

プログラム集 79
教育講演

司会　所属修正

沼田 吉彦

公益財団法人星総合病院星が丘病院

沼田 吉彦

公益財団法人星総合病院星ヶ丘病院

プログラム集 102
所属修正　一般演題（口演）２４

司会　所属訂正

橘高 一

福島県立医科大学医学部神経精神医学講座

橘高 一

福島県立矢吹病院

プログラム集 120
委員会シンポジウム１６

CS16-1　演者・演題変更

疫学研究と思春期の自殺予防

安藤　俊太郎　東京大学医学部付属病院精神神経科

子どもの自殺の基礎知識	

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

プログラム集 49
一般演題（口演）４

司会　変更
吉野　相英　防衛医科大学校精神科学講座 戸田　裕之　防衛医科大学校精神科学講座

プログラム集 105
シンポジウム５３

セッション取下
セッション取下

プログラム集 一般演題 取下 以下の通り

プログラム集 一般演題(ポスター）司会一覧 追加(以下の通り）

オンデマンド

配信
S24-3

イタリアの精神医療システムに関する記述（スライド5枚目、3分ごろの内

容）

1. Casa della Salute Mentalle

2. SPDC(診断とケアのための精神保健サービス）

1. Centro Della Salute Mentale：CSM

2. SPDC(診断とケアのための精神医療サービス）

プログラム集 171
一般演題（ポスター）４２-2

３-P42-2　所属機関修正
1福岡大学病院 1 福岡大学医学部精神医学教室

オンデマンド

配信

一般演題（ポスター）３４-4

スライド１　共著者名修正

兵庫医科大学精神科神経科学講座

橋本卓也   向井馨一郎    熊崎博一 松永寿人

橋本卓也 1) 熊崎博一 2) 松浦直己 3) 向井馨一郎 1)宮内雅弘 1)山西恭輔1)

松永寿人1)

1) 兵庫医科大学精神科神経科学講座　2) 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　特別支援（医学）分野

プログラム集

特別号

140

S-139

シンポジウム９３

S93-5 指定発言者所属　修正

福田　祐典

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

福田　祐典

元厚生労働省　精神障害保健課長

変更と訂正
第116回日本精神神経学会学術総会　プログラム集に以下の変更並びに誤りがございました。

深くお詫びいたしますとともに、下記の通り訂正いたします。



<一般演題（ポスター）座長一覧＞

セッション番号 カテゴリー 氏名 所属

一般演題(ポスター)１ 統合失調症１ 大井　一高 岐阜大学医学部附属病院精神科

一般演題(ポスター)２ 統合失調症２ 中込　和幸 国立精神・神経医療研究センター

一般演題(ポスター)３ 統合失調症３ 冨田哲 弘前大学医学部附属病院神経科精神科

一般演題(ポスター)４ 気分障害１ 加藤　忠史 順天堂大学医学部付属病院精神医学教室

一般演題(ポスター)5 疫学１・その他 板垣 俊太郎 福島県立医科大学医学部 神経精神医学講座

一般演題(ポスター)６ 認知症１ 繁田　雅弘 東京慈恵会医科大学精神医学講座

一般演題(ポスター)７ 認知症２ 川勝　忍 福島県立医科大学　会津医療センター 

一般演題(ポスター)８ 脳器質性・症状性精神障害１ 吉村　匡史 関西医科大学 精神神経科学教室

一般演題(ポスター)９ 脳器質性・症状性精神障害２ 中村　雅之
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科精神機能病学分野

一般演題(ポスター)１０ 脳器質性・症状性精神障害３ 鈴木　昭仁 山形大学医学部精神医学講座

一般演題(ポスター)１１ 児童・思春期・発達障害1・その他 八木　淳子 岩手医科大学 医学部神経精神科学講

一般演題(ポスター)１２ 児童・思春期・発達障害2 桐野　衛二 順天堂大学医学部付属静岡病院メンタルクリニック

一般演題(ポスター)１３ 薬物療法１ 鈴木　雄太郎 医療法人敬愛会　末広橋病院 精神科

一般演題(ポスター)１４ 薬物療法２ 伊賀　淳一 愛媛大学大学院医学系研究科 精神神経科学講座

一般演題(ポスター)１５ 神経画像 大久保　善朗 日本医科大学大学院　精神行動医学

一般演題(ポスター)１６ 統合失調症４ 坪井　貴嗣 杏林大学医学部精神神経科学教室

一般演題(ポスター)１７ 統合失調症５ 伊豫　雅臣 千葉大学大学院医学研究院　精神医学

一般演題(ポスター)１８ 気分障害３ 山田　和男 東北医科薬科大学病院 精神科

一般演題(ポスター)１９ 気分障害４ 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

一般演題(ポスター)２０ 神経生理学・神経科学 鬼塚　俊明 九州大学大学院医学研究院精神病態医学

一般演題(ポスター)２１ 依存・行動嗜癖１ 菱本　明豊 横浜市立大学大学院医学研究科精神医学部門

一般演題(ポスター)２２ 依存・行動嗜癖２ 志賀　哲也 福島県立医科大学医学部 神経精神医学講座

一般演題(ポスター)２３ 児童・思春期・発達障害3 飯田　順三 奈良県立医科大学医学部看護学科 人間発達学

一般演題(ポスター)２４ 児童・思春期・発達障害4 斉藤 まなぶ 弘前大学大学院医学研究科 神経精神医学講座

一般演題(ポスター)２５ 児童・思春期・発達障害5 本間　博彰 星総合病院精神科

一般演題(ポスター)２６ コンサルテーション・リエゾン１ 竹内　崇 東京医科歯科大学医学部附属病院 精神科

一般演題(ポスター)２７ コンサルテーション・リエゾン２ 明智　龍男 名古屋市立大学大学院医学研究科 精神・認知・行動医学分野

一般演題(ポスター)２８ コンサルテーション・リエゾン３ 石原　武士 川崎医科大学精神科学

一般演題(ポスター)２９ ECT・ニューロモデュレーション １ 嶽北　佳輝 関西医科大学　精神神経科学講座

一般演題(ポスター)３０ ECT・ニューロモデュレーション ２　 鬼頭　伸輔 国立精神・神経医療研究センター病院、東京慈恵会医科大学 精神医学講座

一般演題(ポスター)３１ 研修医・医学部生演題 國井　泰人 福島県立医科大学会津医療センター 精神医学講座

一般演題(ポスター)３２ 統合失調症６ 金沢　徹文 大阪医科大学 神経精神科

一般演題(ポスター)３３ 統合失調症７ 須貝　拓朗
新潟大学医学部総合医学教育センター

一般演題(ポスター)３４ 神経症性障害 林　博史 山形大学医学部 精神医学講座

一般演題(ポスター)３５ てんかん 千葉　茂 旭川医科大学医学部 精神医学講座

一般演題(ポスター)３６ 睡眠障害 中島　亨 杏林大学保健学部臨床心理学科

一般演題(ポスター)３７ 摂食障害 山田　恒 兵庫医科大学 精神科神経科学講座

一般演題(ポスター)３８ その他 三浦　至 福島県立医科大学医学部 神経精神医学講座

一般演題(ポスター)３９ 地域精神医療 田崎　博一
一般財団法人愛成会　弘前愛成会病院

一般演題(ポスター)４０ 精神科救急 福本　健太郎 岩手医科大学神経精神科学講座

一般演題(ポスター)４１ 精神療法・心理社会療法 浅田　護 医療法人あさだ会 浅田心療クリニック

一般演題(ポスター)４２ 動物モデル・基礎研究 牧之段学 奈良県立医科大学精神医学講座

一般演題(ポスター)４３ 産業精神医学 堀　輝
産業医科大学医学部精神医学教室

一般演題(ポスター)４４ 社会精神医学・多文化精神医学1 須田　史朗 自治医科大学 精神医学講座

一般演題(ポスター)４５ 気分障害２ 加藤　正樹 関西医科大学 精神神経科

一般演題(ポスター)４６ 疫学2・その他 増子　博文 福島県発達障がい者支援センター

一般演題(ポスター)４７ 社会精神医学・多文化精神医学2 本多　奈美 東北大学大学院医学系研究科 精神神経学分野

http://www3.kmu.ac.jp/psy/medical-office/group/group4.html
http://psyomc.com/about/staff/
https://researchmap.jp/410804hm/research_experience/19313441
https://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/clinic/others01/staff_detail42-45.html


＜一般演題取下＞

プログラム集 1-O9-2 木村　聡 福島県立医科大学　医学部　神経精神医学講座 神経性食思不振症の急性期治療にPICCによる中心静脈栄養を導入した1例

プログラム集 1-O11-3 橋本　望 地方独立行政法人　岡山県精神科医療センター ナルメフェンによる減酒治療から断酒に至ったアルコール依存症の1例

プログラム集 1-O11-4 成瀬　暢也 埼玉県立精神医療センター 精神科医療に対するハームリダクション的な考え方の導入

プログラム集 1-O11-5 成瀬　暢也 埼玉県立精神医療センター 誰にでもできる性犯罪を繰り返す患者の外来治療

プログラム集 1-O13-3 成瀬　暢也 埼玉県立精神医療センター 依存症患者のスティグマに関する意識調査

プログラム集 1-O13-4 成瀬　暢也 埼玉県立精神医療センター わが国のオピオイド鎮痛薬乱用・依存問題の現状と対策

プログラム集 1-O13-5 成瀬　暢也 埼玉県立精神医療センター　精神科 OTC医薬品乱用・依存の現状と課題～自験例からの考察～

プログラム集 1-O14-4 佐藤　雄紀 医療福祉センター　倉吉病院
顕著な被害妄想を呈し統合失調症と自閉症スペクトラム症の鑑別に苦慮した

一例

プログラム集 2-O21-1 橋本　望 地方独立行政法人　岡山県精神科医療センター マッピングを用いた依存症支援の有用性について

プログラム集 2-O22-5 中元　総一郎 一般財団法人成研会　結のぞみ病院
反復窃盗（窃盗癖）に対する条件反射制御法を受けたケースの予後に関する

研究

プログラム集 3-O34-1 稲田　良宜 駅前神経内科　メンタルヘルス研究所
第四世代の認知行動療法としてのけやき療法：視聴覚刺激を加味した運動の

補助的効果

プログラム集 3-O36-3 大沼　俊 いおりクリニック スピリチュアルペインの精神療法－治療者の観点から，患者の視点から

プログラム集 2-P25-3 宇野　宏光 昭和大学医学部精神医学講座 スーパー救急病棟に入院した発達障害の臨床的特徴

プログラム集 2-P26-2 森本　拓頌 近畿大学医学部　精神神経科学教室
コンサルテーション依頼時におけるせん妄患者のベンゾジアゼピン系薬剤の

使用状況

プログラム集 2-P30-2 大和田　環 獨協医科大学　精神神経医学講座
電気けいれん療法における同一コース中の刺激用量上昇に関与する因子の検

討

プログラム集 3-P36-4 神田　優太 杏林大学　精神神経学教室 難治性うつ病患者における、終夜睡眠ポリグラフ検査所見の検討

プログラム集 3-O37-5 宮軒　将 新生病院精神科 精神病院およびうつ病を伴うパーキンソン病患者に対するECT治療について

プログラム集 3-P39-2 茂木　崇治 新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野 被養育体験が産婦の子へのボンディングに与える影響について

プログラム集 3-P42-5 池本　桂子 いわき市医療センター　精神科（リエゾン科）
睡眠のモノアミン仮説から統合失調症のD-細胞仮説へ：　リヨン睡眠学派の

精神医学への貢献

プログラム集 3-P45-3 坪井　貴嗣 杏林大学医学部付属病院　精神神経科学教室
うつ病の当事者やその家族における治療意思決定の現状と希望を含めた質問

紙調査の結果報告


