
■JSGHP35　プログラム

2022/10/28(金） モーツァルトホール アイリスホール
レインボー

（別館5F）

コンチェルト

（別館5F)

ラベンダー

（別館4F）

メヌエット

（別館2F）

ギャラリー

1・2

第一会場 第二会場 第三会場 第四会場 第五会場 第六会場 ポスター会場

（開場）9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

17:20～18:10

イブニングセミナー②

(座)西村勝治

(演)木村真人

共催：武田薬品工業（株）

ルンドベック・ジャパン（株）

17:20～18:10

イブニングセミナー③

(座)宮川真一

(演)湯本洋介

共催：大塚製薬株式会社

17:30~18:00

ポスター撤去

13:50~14:50

教育セミナー②

「患者が抱える苦悩に身体科

医師が考え実践すること～か

らだとこころの医療連携～」

(座)伊藤達彦

(演)菅野康二

13:50~14:30

ポスター発表

14:30～17:30

閲覧

14:00~15:30

シンポジウム④

「若手リエゾン精神科医が期待

するGHPの役割」

(座)須田哲史、和田佐保

(演)小松裕希、塚本亮、錫谷

研、山口裕太郎

14:00~15:30

シンポジウム⑤

「総合病院精神科の『精神障害

にも対応した地域包括ケアシス

テム』 への参加と精神保健福祉

士の活動」

(座)大髙靖史、髙田知二

(演)佐々木由里香、藤巻裕史、

加藤雅江

(指定発言)名雪和美

14:00~15:30

シンポジウム⑥

「認知症の緩和ケア ～どんな

症状緩和ができますか？～」

(座)高橋晶、吉村匡史

(演)谷向仁、金田浩由紀、岩蕗

かをり、小川朝生

14:00~15:30

シンポジウム⑦

「児童・青年期のコンサルテー

ション・リエゾン」

(座)船曳康子、立花良之

(演)庄紀子、中土井芳弘、高橋秀

俊

14:00~15:00

シンポジウム⑧

「国際交流」

(座)佐伯吉規

(演)Sun Mi Kim、Seoyoung

Yoon

15:00~16:00

教育セミナー③

「リエゾン専門医のせん妄診

療」

(座)尾﨑茂

(演)八田耕太郎

15:10~17:10

シンポジウム⑫

「誕生5年を迎える公認心理師

の総合病院における活用とそ

の課題」

(座)厚坊浩史、花村温子

(演)花村温子、赤穂理絵、奥野

史子、相川祐里

(指定コメント)加藤温

15:40~17:10

シンポジウム⑨

「ここがつらいよ！？　無床リ

エゾンチーム」

(座)西本武史、臼杵理人

(演)佐伯吉規、島谷晴美、横山

亜矢、岩蕗かをり

15:40~17:10

シンポジウム⑩

「職員の安全と健康を守る-医療

従事者支援実装法」

(座)中嶋義文、松尾純子

(演)中嶋義文、松尾純子、渡邉

己弦、今北哲平

15:40~17:10

シンポジウム⑪

「リエゾンで役立つ抗てんか

ん薬の知識」

(座)本岡大道、高木俊輔

(演)岸泰宏、岩城弘隆、和田

健、谷口豪

15:40~17:10

ワークショップ②

「がん治療経過中での精神科入

院の適応について」

(座)上村恵一、小早川誠

(演)小早川誠、谷向仁、小川朝

生、芳原輝之

16:10~17:10

教育セミナー④

「身体疾患の患者さんへの精

神療法：認知行動療法、マイ

ンドフルネス、そして人生の

意味」

(座)武井宣之

(演)藤澤大介

17:20～18:10

イブニングセミナー①

(座)八田耕太郎

(演)竹内崇

共催：MSD株式会社

9:00～11:00

貼付

9:30~10:20

会長講演

「生と死に向き合うこと」

(座)西村勝治

(演)清水研

9:30~11:30

シンポジウム①

「新型コロナウイルス感染症蔓

延下の総合病院精神科における

事業継続計画（BCP）について

考える」

(座)高橋晶、佐久間篤

(演)高橋晶、赤星昴己、小川朝

生、高尾碧、大矢希

9:30~10:20

ショートフォーラム

「GHP領域の研究苦労話」

(座)貞廣良一、平山貴敏

(演)和田佐保、五十嵐友里、嶽

北佳輝、菊地紗耶

9:30~11:30

シンポジウム②

「せん妄の病態機序仮説

update」

(座)八田耕太郎、竹内崇

(演)門司晃、大山覚照、押淵英

弘、吉池卓也

9:30~11:30

ワークショップ①

「危機的状況について考える ―

多職種・連携・対応―」

(座)井上真一郎、井上敦子

(演)大橋綾子、岸辰一

(指定コメント)桂川修一、小林清

香、成田尚、浦和愛子

(総合コメント)木村宏之

(「臓器移植希望者（レシピエン

ト）の心理社会的評価に関する

提言」の紹介）西村勝治

9:30~11:30

シンポジウム③

「コロナ禍における自殺関連

問題」

(座)太刀川弘和、伊藤翼

(演)太刀川弘和、高井美智子、

宮崎秀仁、日野耕介

10:30~11:30

特別講演～温故知新～

「総合病院精神医学ーその成り

立ちとこれから、都立病院精神

科の視点からー」

(座)中村満

(演)一瀬邦弘

10:30~11:30

教育セミナー①

「統合失調症の早期死亡を脳

画像から考える」

(座)稲垣正俊

(演)高橋英彦

11:00～13:50

閲覧

11:40~12:30

ランチョン①

(座)中嶋義文

(演)上村恵一

共催：エーザイ（株）

11:40~12:30

ランチョン②

(座)井上真一郎

(演)吉内一浩

共催：中外製薬（株）

11:40~12:30

ランチョン③

(座)佐伯吉規

(演)端詰勝敬

共催：第一三共（株）

11:40~12:30

ランチョン④

(座)西村勝治

(演)渡邊衡一郎

共催：吉富薬品（株）

12:40～13:40

会員総会

金子賞・黒澤賞授与式

金子賞受賞記念講演



■JSGHP35　プログラム

2022/10/29(土） モーツァルトホール アイリスホール
レインボー

（別館5F）

コンチェルト

（別館5F)

ラベンダー

（別館4F）

メヌエット

（別館2F）

ライラック

4F

ギャラリー

1・2

第一会場 第二会場 第三会場 第四会場 第五会場 第六会場 委員会等① ポスター会場

（開場）8:50

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

17:10~閉会式

18:00

19:00

17:30~18:20

専門医認定試験

18:30～19:30

指導医講習会

11:00～13:50

閲覧

11:40~12:30

ランチョン⑤

(座)舘野周

(演)牧之段学

共催：住友ファーマ（株）

11:40~12:30

ランチョン⑥

(座)橋本亮太

(演)加藤正樹

共催：大塚製薬（株）

11:40~12:30

ランチョン⑦

(座)高橋雄一

(演)松永寿人

共催：塩野義製薬（株）・

武田薬品工業（株）

12:40~14:40

シンポジウム⑱

「ECT増強療法（発作誘発困難

例対応）に関するエキスパート

コンセンサス作成に向けて」

(司会)竹林実、上田諭

(演)稲田健、安田和幸、嶽北佳

輝、諏訪太朗

13:50~14:30

ポスター発表

14:30～17:00

ポスター撤去

9:20~11:20

キャリアカフェ

「リエゾン精神科医のためのキャ

リアカフェ」

宮川真一、田村修、宇田川雅彦

8:50～11:00

貼付

12:40~14:40

ワークショップ④

「ないないづくしの総合病院で

も始められる

『アルコール・チーム医療』」

(座)宮川真一、萩倉美奈子

(演)小松知己、嵩原安彦、長原

野、白坂知彦、常田美雪、井上

真一郎、角南隆史

9:20~11:20

シンポジウム⑭

「知りたい！あの先生のキャリ

アパス！」

(座)萩倉美奈子、厚坊浩史

(演)井上真一郎、八田耕太郎、

上村恵一

9:20~11:20

シンポジウム⑮

「周産期メンタルヘルスにおけ

るバリアを考える」

(座)竹内崇、宮田郁

(演)伊藤賢伸、菊地紗耶、福本

健太郎、竹内崇

17:30~18:20

専門医認定試験

17:30~18:20

専門医認定試験

15:00~17:00

ワークショップ⑤

「電気けいれん療法症例グルー

プディスカッション-カタトニ

アの治療戦略-」

(司会)諏訪太朗、嶽北佳輝

(ファシリテーター)栗本直樹、

飯田仁志、田村赳紘、坪井貴

嗣、安田和幸、成田尚、坂寄

健、内沼虹衣菜

10:30~11:30

特別講演

「私はなぜリエゾン精神医学を

選んだのか？」

(座)小石川比良来

(演)保坂隆

10:30~11:30

教育セミナー⑥

「児童青年期精神医学・神経発

達症」

(座)山本賢司

(演)小坂浩隆

9:20~10:20

招待講演～こころとアート①～

「病いの体験とアート」

(座)佐伯吉規

(演)関口陽子、福麻むつ美

【書画カメラ】

9:20~11:20

シンポジウム⑬

「”精神障害にも対応した地域

包括ケアシステム”の実践とそ

の経済的基盤の構築に向けて」

(座)髙田知二、加藤温

(演)青木勉、和田央、平俊浩、

加藤温、田中裕記

9:20~10:20

教育セミナー⑤

「「病院の中の象」−それをみ

えるように協働するフィールド

ワーク−」

(座)稲川信

(演)白波瀬丈一郎

13:50~14:50

招待講演

「ひとが集まる魅力ある学会づ

くり～学会ブランディングの近

未来～」

(座)清水研

(演)裴英洙

13:50～14:50

教育セミナー⑧

「精神科で遭遇するてんかんと

脳波のミニ知識」

(座)谷口豪

(演)山田了士

12:40~13:40

招待講演～こころとアート②～

「音楽と生きる意味」

(座)清水研

(演)泉谷閑示

12:40~14:40

シンポジウム⑰

「総合病院精神医学と睡眠医学

の接点」

(座)鈴木正泰、西村勝治

(演)西村勝治、鈴木正泰、角谷

寛、栗山健一

12:40~13:40

教育セミナー⑦

「自殺のリスク評価と対応」

(座)大西秀樹

(演)河西千秋

15:00~17:00

シンポジウム㉑

「有床総合病院精神科における

専攻医研修」

(座)赤羽隆樹、長谷川雄介

(演)佐藤茂樹、岡崎伸郎、河野

次郎、甲斐利弘

15:00~17:00

シンポジウム㉒

「チームで意志決定支援にどう

関わるか」

(座)岩蕗かをり、宮田郁

(演)成本迅、板井孝壱郎、馬場

知子、河野佐代子

15:00~17:00

シンポジウム⑲

「加藤雅志先生を偲ぶ」

(座)松原敏郎、保坂隆

(演)保坂隆、奥山徹、岸泰宏、

倉田明子、明智龍男、小川朝

生、森田達也

15:00~17:00

シンポジウム⑳

「市販薬の依存・乱用、過量服

用」

(座)上條吉人、吉村匡史

(演)成瀬暢也、小原佐衣子、高

井美智子、喜屋武玲子

15:00~17:00

パネルディスカッション①

「総合病院で働く医療者のワー

クライフ・インテグレーショ

ン」

(オーガナイザー）赤穂理絵

(進行役)竹内崇、笠井さつき

(パネリスト)安田貴昭、須磨知

美、井上幸代、末益朝衣子、山

田庸子

12:40~14:40

ワークショップ③

「多職種チームで意思決定支援

にどう関わるかを考えよう」

山内典子、冨岡直、富安哲也、

成瀬治、馬場知子

9:20~11:20

シンポジウム⑯

「がん治療におけるコミュニ

ケーションについての精神科医

の役割」

(座)秋月伸哉、小早川誠

(演)小室龍太郎、岡村優子、秋

月伸哉


