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2F 講堂

第1会場
1F 小講堂

第2会場
1F 第 1 会議室

第3会場
1F ホール

ポスター会場

8：30

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

9：15～11：05

9：00～9：30 会長講演
皆でつなぐ・支える・共に歩む 

座長：笠井 清登  演者：久住 一郎  

8：30～10：00

ポスター貼付

10：00～12：00

13：30～14：45

ポスター閲覧

ポスターセッション2

14：50～15：50

ポスター撤去

9：35～11：00

シンポジウム4
急性期治療における院内の

多職種協働
座長：賀古 勇輝、渡邉 博幸
演者：中山 達也、香山 明美
　　　小林 清香、石川 修平

11：10～12：10
特別講演2

統合失調症治療の４条件
―多職種協働治療への期待

座長：久住 一郎
演者：西園 昌久

12：25～13：25

ランチョンセミナー4
座長：久住 一郎 
演者：Til Wykes

共催：大日本住友製薬（株）

14：50～16：30

シンポジウム6
当事者を親に持った
子供に必要なもの

座長：夏苅 郁子、糸川 昌成
演者：糸川 昌成　　　　　 

　　高樹 未歩（仮名）
         吉川 茜、土田 幸子

夏苅 郁子　　 

14：50～16：15

シンポジウム5
統合失調症薬物治療ガイド

－患者さん・ご家族・支援者のために－
      座長：稻田 健、市橋 香代  　　
      演者：稻田 健、橋本 亮太  　　

　　　        堀合 研二郎、加藤 玲 　　
　       市橋 香代、藤井 哲也

       よしみ 佐藤（仮名）
        池田 キュア（仮名）
        橋本 直樹  　　　　

17：00～18：30

市民公開プログラム
学術賞受賞者講演

市民公開講座
座長：久住 一郎　
演者：木村 大樹　
　　　金原 明子　
　　　向谷地 生良

12：25～13：25
ランチョンセミナー5

座長：夏苅 郁子 　　                  
演者：岡林 郁子、鷹野 薫   　　
　　　 堀合 悠一郎 、堀合 研二郎

　  藤井 哲也、夏苅 郁子  

共催：ルンドベック・ジャパン（株）

12：25～13：25

ランチョンセミナー6
座長：河西 千秋

　演者：鈴木 雄太郎
共催：Meiji Seika ファルマ（株）

シンポジウム7
統合失調症の自殺予防

座長：河西 千秋　
　　　川﨑 康弘　
演者：大塚 耕太郎
　　　井上 佳祐　
　　　河西 千秋　

　　　

2日目　4月20日□土　北海道大学学術交流会館

16：30～16：45 閉会式
一般演題賞 表彰式

2F 講堂

第1会場
1F 小講堂

第2会場
1F 第 1 会議室

第3会場
1F ホール

ポスター会場

8：30

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

9：30～10：55

9：00～9：25
開会式・総会・評議員会

9：00～12：00

ポスター貼付

13：00～16：30

16：30～17：45

ポスター閲覧

ポスターセッション1

17：45～18：15

ポスター撤去

9：30～10：55

シンポジウム1
北海道における

ピアサポート活動の現状
座長：上野 武治、柳 尚孝　　　
演者：土田 正一郎、井上 誠士郎
　　　阿部 幸弘、吉田 匡伸   　

11：00～12：00
教育講演1

統合失調症画像研究の
最近の進歩と今後の展望

座長：鈴木 道雄
演者：村井 俊哉

12：15～13：15
ランチョンセミナー1

座長：尾崎 紀夫
演者：阿部 隆明

共催：アステラス製薬（株）

13：25～14：25
特別講演1

The road to recovery‒ the role
of cognition and its treatment

座長：丹羽 真一 
演者：Til Wykes

15：50～16：50

教育講演2
統合失調症とは何か

座長：福田 正人
演者：古茶 大樹

17：00～18：00
サテライトシンポジウム

重度かつ慢性患者さんへの対応と予防
座長：丹羽 真一　　　　　 　
演者：竹内 啓善、水野 謙太郎
共催：PPST 研究会・大塚製薬（株）

14：25～15：50

シンポジウム3
統合失調症の人が社会で

生活する力を高める
精神科臨床サービス

座長：丹羽 真一、池淵 恵美
演者：小林 理子、内野 俊郎
　　　岩崎 香、西尾 雅明    

12：15～13：15
ランチョンセミナー2

座長：渡邊 衡一郎
演者：稻田 健　　
　　　堀合 研二郎

共催：ヤンセンファーマ（株）

12：15～13：15
ランチョンセミナー3

座長：笠井 清登
演者：小山 司　

共催：大塚製薬（株）

13：25～16：25

ワークショップ
統合失調症の

認知社会機能障害の
簡便な測定法

司会：橋本 亮太

シンポジウム2
統合失調症の生理学的研究

座長：鬼塚 俊明　
　　　橋本 直樹　
演者：武井 雄一　
　　　森田 健太郎
　　　久我 弘典　
　　　平野 昭吾　

18：30～20：00　懇親会（Travel Award表彰式）　会場：北海道大学 ファカルティハウス エンレイソウ

1日目　4月19日□金　北海道大学学術交流会館
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2F 講堂

第1会場
1F 小講堂

第2会場
1F 第 1 会議室

第3会場
1F ホール

ポスター会場

8：30

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

9：15～11：05

9：00～9：30 会長講演
皆でつなぐ・支える・共に歩む 

座長：笠井 清登  演者：久住 一郎  

8：30～10：00

ポスター貼付

10：00～12：00

13：30～14：45

ポスター閲覧

ポスターセッション2

14：50～15：50

ポスター撤去

9：35～11：00

シンポジウム4
急性期治療における院内の

多職種協働
座長：賀古 勇輝、渡邉 博幸
演者：中山 達也、香山 明美
　　　小林 清香、石川 修平

11：10～12：10
特別講演2

統合失調症治療の４条件
―多職種協働治療への期待

座長：久住 一郎
演者：西園 昌久

12：25～13：25

ランチョンセミナー4
座長：久住 一郎 
演者：Til Wykes

共催：大日本住友製薬（株）

14：50～16：30

シンポジウム6
当事者を親に持った
子供に必要なもの

座長：夏苅 郁子、糸川 昌成
演者：糸川 昌成　　　　　 

　　高樹 未歩（仮名）
         吉川 茜、土田 幸子

夏苅 郁子　　 

14：50～16：15

シンポジウム5
統合失調症薬物治療ガイド

－患者さん・ご家族・支援者のために－
      座長：稻田 健、市橋 香代  　　
      演者：稻田 健、橋本 亮太  　　

　　　        堀合 研二郎、加藤 玲 　　
　       市橋 香代、藤井 哲也

       よしみ 佐藤（仮名）
        池田 キュア（仮名）
        橋本 直樹  　　　　

17：00～18：30

市民公開プログラム
学術賞受賞者講演

市民公開講座
座長：久住 一郎　
演者：木村 大樹　
　　　金原 明子　
　　　向谷地 生良

12：25～13：25
ランチョンセミナー5

座長：夏苅 郁子 　　                  
演者：岡林 郁子、鷹野 薫   　　
　　　 堀合 悠一郎 、堀合 研二郎

　  藤井 哲也、夏苅 郁子  

共催：ルンドベック・ジャパン（株）

12：25～13：25

ランチョンセミナー6
座長：河西 千秋

　演者：鈴木 雄太郎
共催：Meiji Seika ファルマ（株）

シンポジウム7
統合失調症の自殺予防

座長：河西 千秋　
　　　川﨑 康弘　
演者：大塚 耕太郎
　　　井上 佳祐　
　　　河西 千秋　

　　　

2日目　4月20日□土　北海道大学学術交流会館

16：30～16：45 閉会式
一般演題賞 表彰式


