
プログラム 

2022年 11 月 19日（土） 
＜A 会場：百年講堂 1階 大ホール＞ 

 
開会式   8：20～8：30 
開会挨拶：須藤 信行（九州大学大学院医学研究院心身医学） 
 
特別講演 1   8：30～9：20 
地域住民における心理社会的因子と慢性疾患の関係：久山町研究 
座長：須藤 信行（九州大学大学院医学研究院心身医学） 
演者：二宮 利治（九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野） 
 
教育講演 1   9：30～10：20 
心療内科領域における脳画像研究の最前線 
座長：佐藤 康弘（東北大学病院心療内科） 
演者：関口 敦（国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所） 
 
特別講演 2   11：00～11：50 
謦咳に接する 
座長：久保 千春（認定非営利活動法人日本心療内科学会理事長・中村学園大学学長・第
23 代九州大学総長） 
演者：江利川 毅（公益財団法人医療科学研究所理事長・埼玉医科大学特任教授・元人事
院総裁・元厚生労働事務次官・元内閣府事務次官） 
 
ランチョンセミナー1   12：00～12：50 
心療内科におけるボルチオキセチンの有用性と可能性 
座長：山岡 昌之（日本摂食障害治療研究所） 
演者：端詰 勝敬（東邦大学医学部心身医学講座） 
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 
 
特別講演 3   13：50～14：40 
グリア細胞から慢性疼痛のメカニズムを紐解く 
座長：須藤 信行（九州大学大学院医学研究院心身医学） 
演者：津田 誠（九州大学薬学研究院臨床薬学部門薬理学分野） 
 
第 24回治療的自己研究会シンポジウム   14：50～16：50 
症例から学ぶ治療的自己の真髄 
座長：山岡 昌之（日本摂食障害治療研究所） 
   荒木 登茂子（福岡徳洲会病院 心療内科） 



指定発言：松林 直（福岡徳洲会病院 心療内科・内分泌・糖尿病内科） 
コメンテーター：江利川 毅（公益財団法人医療科学研究所理事長・埼玉医科大学特任教

授・元人事院総裁・元厚生労働事務次官・元内閣府事務次
官） 

 
       久保千春（認定非営利活動法人日本心療内科学会理事長・中村学園大学 

学長・第 23 代九州大学総長） 
TS-1 私の臨床姿勢を育てたもの、そこで得たもの、大切にしているもの 
   大隈 和喜 
   医療法人恵愛会福間病院 
TS-2 治療的自己について難治症例を通して考える 
   金光 芳郎 
   福岡歯科大学総合医学講座心療内科学分野 
 
教育講演 2  17：00～17：50 
思春期健診とCBTアプリによる思春期ヘルスプロモーションの推進 
座長：岡 孝和（国際医療福祉大学成田病院心療内科） 
演者：永光 信一郎（福岡大学医学部小児科） 
 
教育講演 3  18：00～18：50 
がんの全人的医療としてのサイコオンコロジー、緩和医療 
座長：大島 彰（独立行政法人国立病院機構九州がんセンターサイコオンコロジー科） 
演者：所 昭宏（独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター心療内科／支持・緩 

和療法チーム） 
 

＜B 会場：百年講堂 1 階 中ホール 1・2＞ 
 
災害支援企画   9：20～10：50 
座長：村上 典子（神戸赤十字病院） 
   鈴木 順（奥州市国民健康保険前沢診療所） 
討論者（災害支援委員会メンバー）：前沢 政次（夕張市立診療所） 

千葉 太郎（医療法人友愛会盛岡友愛病院心療内科） 
端詰 勝敬（東邦大学医学部心身医学講座） 
石川 浩二（三菱重工業（株）大江西健康管理チーム） 

DP-1 陸前高田への心療内科学会の医療支援 
千葉 太郎 
医療法人友愛会盛岡友愛病院心療内科 

DP-2 災害時の全人的な関りの一法：精神保健及び心理社会的支援 
原田 奈穂子 
岡山大学学術研究院ヘルスシステム統合学域看護科学分野 



ランチョンセミナー2   12：00～12：50 
気分障害と腸内フローラ：新たな治療の可能性とメカニズム 
座長：久保 千春（中村学園大学・中村学園短期大学部） 
演者：功刀 浩（帝京大学医学部 精神神経科学講座） 
共催：株式会社ヤクルト本社 中央研究所 
 
パネルディスカッション   14：50～16：20 
日本心療内科学会総務委員会心理担当・日本心身医学会コ・メディカルスタッフ認定制度
委員会共催 
全人的医療の核としての心療内科で協働・活躍できる公認心理師 
司会：坂野 雄二（五稜会病院札幌 CBT&EAP センター） 

丸岡 秀一郎（日本大学医学部附属板橋病院心療内科） 
心理師から見て、公認心理師制度ができて業務はどのように変わったか？ 
村山 浩由 
上林記念病院心理療法科 
医師から見て、公認心理師制度ができて業務はどのように変わったか？ 

   千葉 太郎 
医療法人友愛会盛岡友愛病院心療内科 
公認心理師と診療報酬 

   端詰 勝敬 
東邦大学医学部心身医学講座 
心療内科における公認心理師の今後の活躍 
古川 洋和 
鳴門教育大学大学院心理臨床コース 

 
シンポジウム 3   16：30～18：00 
呼吸器心身医学の温故知新 
座長：松田 能宣（独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター） 
   吉原 一文（九州大学大学院医学研究院心身医学） 
コメンテーター：村松 芳幸（河渡病院内科/心療内科） 
S3-1 私の呼吸器心身医学の原点・変遷について 
   真島 一郎 
   新潟大学医歯学総合病院心療内科・河渡病院内科/心療内科 
S3-2 気管支喘息患者の治療を通して得られた個人的体験 
   十川 博 
   九州中央病院メンタルヘルスセンター 
S3-3 我が国の呼吸器心身医学の流れ―呼吸器心身症研究会を振り返って 

千葉 太郎 
医療法人友愛会盛岡友愛病院心療内科 

 



＜C 会場：百年講堂 1階 中ホール 3＞ 
 

シンポジウム 1   9：20～10：50 
肥満と糖尿病～心身医学的アプローチの実践：成功例と不成功例または難渋例の検討～ 
座長：小牧 元（福岡国際医療福祉大学医療学部） 
   野崎 剛弘（中村学園大学大学院栄養科学研究科） 
S1-1 心療内科の減量治療：リバウンド後再治療を希望した高度肥満症２症例の検討 
   澤本 良子 
   福岡歯科大学 総合医学講座 心療内科学分野 
S1-2 肥満外科治療の実際～成功例と難渋例から見た術前の心理社会的評価の重要性～ 
   林 果林 
   東邦大学医療センター佐倉病院 メンタルヘルスクリニック 
S1-3 心療内科を受診する１型糖尿病を持つ人の特徴と必要な関わり 

波夛 伴和 
九州大学病院心療内科 

S1-4 ある心療内科医からみた望ましい糖尿病医療 
   松林 直 
   福岡徳洲会病院 心療内科・内分泌・糖尿病内科 
 
ランチョンセミナー3   12：00～12：50 
腸から脳へ、見えてきたビフィズス菌MCC1274による認知機能改善作用の働き 
座長：福土 審（東北大学大学院医学系研究科心療内科学） 
演者：清水 金忠（森永乳業株式会社研究本部基礎研究所） 
共催：森永乳業株式会社 
 
日独交流企画シンポジウム   14：50～16：20 
座長：村上 正人（医療法人財団順和会山王病院） 
   橋爪 誠（橋爪医院） 
JS-1  Impacts and consequences of the COVID-19 pandemic such as the post COVID-19 

condition from a psychosomatic perspective 
Hannah Dinse 
Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, University of Duisburg-
Essen / LVR Clinic Essen  

JS -2  How can psychosomatic medicine contribute to the treatment of long COVID? 
Takakazu Oka 
Department of Psychosomatic Medicine, International University of Health and 
Welfare Narita hospital 

JS -3  COVID-19: Im Auge des Sturms 
Klinische Betrachtungen und persönliche epidemische Erfahrungen eines Arztes für 
Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland 



Thomas Klonek 
Privatpraxis, Recklinghausen 

JS -4  Potential impact of the COVID-19 pandemic on Japanese patients with eating 
disorders  
Shu Takakura, MD, PhD 
Department of Psychosomatic Medicine, Kyushu University Hospital 

 
日独交流企画・招聘講演   16：30～17：20 
What does "Severe and enduring Anorexia nervosa - SE-AN" mean? 
Diagnostic, therapeutic and ethical considerations 
座長：橋爪 誠（橋爪医院） 
演者：Stephan Herpertz (Director of the Clinic of Psychosomatic Medicine and 

Psychotherapy, LWL-University Clinic Bochum, Ruhr-University Bochu) 
 
日独交流企画バリントグループ（症例検討会）   17：30～19：00 
司会：Thomas Klonek（Privatpraxis, Recklinghausen） 

橋爪 誠（橋爪医院） 
 

＜D 会場：同窓会館 1 階 小講堂＞ 
 

シンポジウム 2   14：50～16：40 
心療内科と心身医学を広めるための５つの試み 
座長：深尾 篤嗣（茨木市保健医療センター） 
   網谷 真理恵（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科地域医療学分野） 
S2-1 紙媒体を用いて～「かかりつけ医に必要な心療内科の知識」 
   深尾 篤嗣 

茨木市保健医療センター 
S2-2  ICTを用いて～第 65回日本心身医学会近畿地方会『シン・心身医学』～ 
   大武 陽一 
   今井病院内科 
S2-3 教育プログラムを用いて～東京大学心療内科教育プログラム～ 

山崎 允宏 
東京大学大学院医学系研究科内科学専攻ストレス防御・心身医学 

S2-4 心身医学合同セミナーを用いて～心身医学会若手ワーキンググループの活動～ 
   網谷 真理恵 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科地域医療学分野 
S2-5 心理療法セミナーを用いて～マインドフルネス食観トレーニングWebinar 
   荒木 久澄 
   関西医科大学心療内科学講座 
 



シンポジウム 4   16：50～18：20 
ライフステージにおける SOSと慢性疼痛：思春期から老年期まで 
座長：村上 正人（医療法人財団順和会山王病院） 
   細井 昌子（九州大学病院心療内科／集学的痛みセンター） 
S4-1 思春期から成年前期における自己の確立と慢性疼痛 
   首藤 由江 
   医療法人よしえクリニック 
S4-2 “親と子の関係性への介入”と親の慢性疼痛 
   牛田 美幸 

独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター 
S4-3 成人期から壮年期の課題や苦悩と慢性疼痛 

安野 広三 
九州大学病院心療内科／集学的痛みセンター 

S4-4 老年期における孤独・孤立と慢性疼痛 
   橋本 和明 
   東邦大学医学部心身医学講座 
 

＜ポスター会場：百年講堂 1階 交流ホール＞ 
 

ポスターセッション 1   15：00～16：00 
神経内科、内分泌・代謝、小児科・思春期、生活習慣病、震災・災害関連 
座長：権藤 元治（九州大学病院心療内科） 
PⅠー01 中枢性感作症候群のパーソナリティ特性と中枢性感作の増悪寛解に関する検討 
     橋本 和明、竹内 武昭、村崎 舞耶、小山 明子、中村 祐三、端詰 勝敬 

東邦大学医学部心身医学講座 
PⅠー02 心筋梗塞・アルツハイマー病などの疾患時におけるマウス生体内の ATP動態解 
     析 
     山本 正道 

国立循環器病研究センター 
PⅠー03  COVID-19 罹患後に食後の倦怠感を訴えた特発性食後低血糖の一例 
     山下 真 1)、田中 まどか 1,2)、松林 直 1)、原 健 1) 

1福岡徳洲会病院心療内科・内分泌・糖尿病内科、 
2福岡大学内分泌・糖尿病内科 

PⅠー04 15歳以下の小児例と、16歳から 19歳の内科例の SSRI処方効果の違いの検討 
     板倉 康太郎 1)、千葉 太郎 2) 

1内科板倉医院心療内科、2盛岡友愛病院心療内科 
PⅠー05 レンボレキサントの臨床効果の検討 ～ベンゾジアゼピン系薬剤からの離脱へ 

の期待～ 
     鈴木 順 1)、秋山 真親 2)、長島 広相 2)、前門戸 任 2) 

1奥州市国民健康保険前沢診療所、2岩手医科大学内科学講座呼吸器内科分野 



PⅠー06 COVID-19感染症に罹患した高齢者が発症したせん妄に治療介入し、良好な結 
果を得た一例 

     小林 晃 1)、大澤 雄気 1)、乗宗 麻衣 2)、宮部 大輔 2)、野原 久司 2)、 
柴山 修 2)、大谷 真 1)、吉内 一浩 1) 
1東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学講座、 
2横浜労災病院心療内科 

 
臨床心理領域 
座長：富岡 光直（九州大学大学院医学研究院心身医学） 
PⅠー07 心理面接教育におけるウェアラブルデバイスと対人プロセス想起法 

（Interpersonal Process Recall）の活用 
     橋本 忠行 1)、森田 幸弘 2)、神原 憲治 1) 

1香川大学医学部臨床心理学科、2パナソニック株式会社 
PⅠー08 システム論に基づく医師-心理師連携により母子関係の変化をもたらした IBSの 

１例 
     上田 健斗 1)、友田 俊介 1,2)、水野 泰行 1)、蓮尾 英明 1) 

1関西医科大学心療内科学講座、2堺市立総合医療センター 
PⅠー09 心理検査のフィードバックと自律訓練法が不眠を合併した書痙に有効であった 

一例 
     永江 悠子 1)、吉原 一文 1,2)、富岡 光直 1,2)、宮田 典幸 1)、 

須藤 信行 1,2) 
1九州大学病院心療内科、2九州大学大学院医学研究院心身医学 

PⅠー10 自我状態療法が線維筋痛症の病態を改善させた一症例 
     豊田 英嗣 

日本原病院心療内科 
PⅠー11 卵巣がん再発を経験した AYA世代のがん患者に対する臨床心理士の役割 
     荻原 莉穂 1)、大口 水維 1)、西 雅美 1)、松林 直 2)、原 健 2)、 

山下 真 2) 
1医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 臨床心理士、 
2医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 心療内科 

 
精神科・メンタルヘルス 
座長：朝野 泰成（九州大学病院心療内科） 
PⅠー12 心因性失声症状が EMDR実施中に改善する時の脳血流変化 
     米田 孝一 1,2) 

1鹿児島大学法文学部人文学科、2ウェルフェア九州病院心療内科 
PⅠー13 新型コロナウイルス感染症拡大による心療内科受診患者のメンタルヘルスの変 
     化 
     釋 文雄、石風呂 素子、三輪 雅子、丸岡 秀一郎 

日本大学医学部附属板橋病院心療内科 



PⅠー14 タッチケアを通し全人的医療を考える 
     臼井 幸治 

銀座レンガ通りクリニック 
PⅠー15 慢性疲労症候群と診断されていた双極性感情障害 II型の一例 
     岡本 敬司、西山 順滋、蓮尾 英明 

関西医科大学附属病院心療内科総合診療科 
PⅠー16 認知機能低下が不安症状とともに改善した 1例 
     内山 葉子 

葉子クリニック 
 
ポスターセッション 2   16：00～17：00 
呼吸器内科 
座長：金澤 素（東北大学大学院医学系研究科心療内科学） 
PⅡー01  COPD患者における身体的・心理的因子が症状スコア（SGRQ, CAT, mMRC）

に及ぼす影響 
     平本 哲哉 1)、古川 智一 1)、平 加奈子 1)、吉田 誠 2) 

1国立病院機構福岡病院心療内科、2国立病院機構福岡病院呼吸器内科 
PⅡー02 微圧差センサを用いた吸入訓練<BR>吸入療法における行動療法的アプローチ 

の可能性 
     伊藤 玲子 1)、中川 一人 2)、肥田 不二夫 3)、釋 文雄 1,4)、 

權 寧博 1)、丸岡 秀一郎 1,4) 
1日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野、 
2日本大学生産工学部創生デザイン学科、3日本大学芸術学部デザイン学科、 
4日本大学医学部附属板橋病院心療内科 

PⅡー03 コロナ禍など世相の影響により発症・増悪した機能性腸症の提示―画像を用い 
た病態の検討― 

     水上 健 1,2) 
1国立病院機構久里浜医療センター内視鏡検診センター、 
2慶應義塾大学消化器内科 

PⅡー04 青年期における過敏性腸症候群の腸内細菌叢 ～運動因子を統制して～  
     小関 友記 1,2)、村椿 智彦 1)、津島 博道 3)、森永 雄 2)、 

大橋 孝子 2)、今福 理博 4)、鈴木 裕一 2)、金澤 素 1)、福土 審 1) 
1東北大学大学院医学系研究科心療内科学分野、 
2仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科理学療法学専攻、 
3東京都健康長寿医療センター研究所、4武蔵野大学教育学部幼児教育学科 

PⅡー05 腸管ガスに関連する症状を主訴とする下痢型過敏性腸症候群の症例 
     木附 康、仲吉 美沙子 

飯塚病院 
 
 



緩和医療・サイコオンコロジー、漢方・代替医療 
座長：嶋本 正弥（独立行政法人国立病院機構九州がんセンターサイコオンコロジー科） 
PⅡー07 生活者としての自分への気づきが促された終末期子宮頸がんの一例 
     椿 洋光 1)、藤島 綾香 1)、清水 大 2) 

1雄勝中央病院産婦人科、2秋田大学産婦人科 
PⅡー08 神経性やせ症病歴 35年で進行大腸癌に罹患し闘病中に母親との関係が回復した 

一例 
    権藤 元治 1,2)、乙成 淳 1)、兵頭 憲二 1)、福留 克行 1) 

1北九州市立医療センター心療内科、2九州大学病院心療内科 
PⅡー09 心身両面からのアプローチによりブプレノルフィン注射の頻回使用を脱した眼 

瞼結膜癌の一例 
    森崎 悠紀子 1,2)、富岡 光直 1)、須藤 信行 1) 

1九州大学大学院医学研究院心身医学、 
2九州大学病院がんセンター緩和ケアチーム 

PⅡー10 慢性咳嗽に対してバイオフィードバック療法を導入した 1例 
     坂崎 友哉、池戸 孝次、森口 瑞生、吉田 絵海、阿部 哲也、蓮尾 英明 

関西医科大学心療内科学講座 
 

2022年 11 月 20日（日） 
＜A 会場：百年講堂 1階 大ホール＞ 

 
モーニングセミナー   9：00～9：50 
腸内細菌と摂食障害の関連から見えてくる治療法の可能性 
座長：浅川 明弘（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心身内科学分野） 
演者：波夛 伴和（九州大学病院心療内科） 
共催：東亜新薬株式会社／東亜薬品工業株式会社 
 
海外特別講演   10：00～10：50 
Mindful Eating - Development of MB-EAT 
座長：小牧 元（福岡国際医療福祉大学医療学部） 
演者：Jean Kristeller（インディアナ州立大学名誉教授） 
 
特別講演 4   11：00～11：50 
対面コミュニケーションにより生じる社会的相互作用の神経基盤 
座長：須藤 信行（九州大学大学院医学研究院心身医学） 
演者：定藤 規弘 
（自然科学研究機構 生理学研究所 システム脳科学研究領域 心理生理学研究部門） 
 
 
 



ランチョンセミナー4   12：00～12：50 
脳腸相関と過敏性腸症候群に及ぼす腸内細菌の影響 
座長：前沢 政次（夕張市立診療所） 
演者：福土 審（東北大学大学院医学系研究科心療内科学） 
共催：ミヤリサン製薬株式会社 
 
特別講演 5   13：00～13：50 
AIを用いて味と匂いを可視化する 
座長：永田 頌史（産業医科大学名誉教授） 
演者：都甲 潔（九州大学 高等研究院／五感応用デバイス研究開発センター） 
 
国際交流委員会企画・海外招聘講演   14：00～14：50 
米国の医療現場に浸透する「患者エクスペリエンス」の現状と日本の心療内科ケアへの貢献
可能性 
座長：村上 正人（医療法人財団順和会山王病院） 
演者：近本 洋介（米国：ケアリング・アクセント (Caring Accent)主宰、 

日本国：中央心理研究所研究員） 
 
シンポジウム 6   15：00～16：40 
心療内科と総合診療科の協働 
座長：松岡 弘道（国立がん研究センター中央病院 精神腫瘍科） 
   波夛 伴和（九州大学病院心療内科） 
S6-1 総合診療領域で心療内科医ができることは何か？ 
   西山 順滋 
   関西医科大学附属病院総合診療科 
S6-2 総合診療領域の研修における心療内科医としてのかかわり ～家族志向ケアと 

Biopsychosocialモデルの実践を中心に～ 
   山田 宇以 
   聖路加国際病院心療内科 
S6-3 九州大学病院における心療内科リカレント教育（学び直し）を体験して 

宮﨑 博喜 
熊本機能病院総合診療科 

S6-4 総合診療医と心療内科の協働 ～よりよいプライマリ・ケア・メンタルヘルスの 
ために～ 

   吉田 伸 
   医療法人博愛会頴田病院総合診療科 
 
閉会式   16：40～16：45 
閉会挨拶：須藤 信行（九州大学大学院医学研究院心身医学） 
 



＜B 会場：百年講堂 1 階 中ホール 1・2＞ 
 

第 4回登録医・専門医研修会   8：30～10：30 
座長：江花 昭一（神奈川大学保健管理センター） 
   芦原 睦（芦原内科・心療内科（中部心身医療研究所）） 
   心療内科の視点から観る Somatic symptoms and related disorders(DSM 5) 
   福永 幹彦 
   弘正会西京都病院総合診療科/心療内科 
   サイコオンコロジーから見た心療内科医のスピリチュアル・ケア 
   小山 敦子 
   近畿大学医学部内科学教室心療内科部門 
 
ランチョンセミナー5   12：00～12：50 
Withコロナ時代における子どものメンタルヘルス 
座長：坂野 雄二（五稜会病院札幌 CBT&EAP センター） 
演者：村上 佳津美（社会医療法人啓仁会堺咲花病院心身診療科） 
共催：持田製薬株式会社／吉富薬品株式会社 
 
産業医研修会   14：00～15：30 
職場のストレス 
十川 博 
九州中央病院 メンタルヘルスセンター 
勤労者のメンタルヘルス対策～マインドフルネスを中心として～ 
安野 広三 
九州大学病院心療内科 
 

＜C 会場：百年講堂 1階 中ホール 3＞ 
 

第 52回心療内科学会学術講習会   8：30～10：30 
座長：端詰 勝敬（東邦大学医学部心身医学講座） 
   吉内 一浩（東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学） 
   睡眠障害の診断と治療 
   古川 智一 
   独立行政法人国立病院機構福岡病院心療内科 
   フレイルに対する人参養栄湯の可能性 
   網谷 東方 
   鹿児島大学医歯学総合研究科心身内科学 
   緩和医療から学ぶ心身医学的ケアの提案 
   蓮尾 英明 
   関西医科大学心療内科学講座 



ランチョンセミナー6   12：00～12：50 
座長：吉内 一浩（東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学） 
睡眠障害を合併したアトピー性皮膚炎に対する心身医学的治療 
演者：朝野 泰成（九州大学病院心療内科） 
市中開業心療内科医からみた、実践的睡眠衛生指導 
～レンボレキサントの使用感を中心に～ 
演者：松原 慎（まつばら心療内科） 
共催：エーザイ株式会社  
 
シンポジウム 5   14：00～15：30 
摂食障害の心療内科領域における現状と課題 
座長：河合 啓介（国立国際医療研究センター国府台病院心療内科） 
   髙倉 修（九州大学病院心療内科） 
S5-1 首都圏の摂食障害支援拠点病院における摂食障害診療の現状と課題 
   河合 啓介 
   国立国際医療研究センター国府台病院心療内科 
S5-2 精神科病院における摂食障害治療の現状と課題 

米良 貴嗣 
医療法人社団翠会八幡厚生病院 

S5-3 九州大学心療内科における摂食障害診療の現状と課題 
髙倉 修 
九州大学病院心療内科 

S5-4 大学病院心療内科における摂食障害診療の現状と課題 
吉内 一浩 

   東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学 
 

＜ポスター会場：百年講堂 1階 交流ホール＞ 
 

ポスターセッション 3   13：00～14：30 
慢性疼痛 
座長：胸元 孝夫（志學館大学人間関係学部心理臨床学科、増田クリニック） 
PⅢー01 口腔顔面痛患者の睡眠と疼痛との関連性の検討 
     田中 裕 1)、村松 芳幸 2)、村松 公美子 2,3)、真島 一郎 2)、 

藤村 健夫 2)、清水 夏恵 2)、清野 洋 2)、片桐 敦子 2)、吉嶺 文俊 2)、 
櫻井 浩治 4)、瀬尾 憲司 1) 
1新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科、2新潟大学医学部心療内科、 
3新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科、4新潟大学 

PⅢー02 地域高齢住民における領域別脳容積と慢性腰痛の関連：久山町研究 
     柴田 舞欧 1,2,3)、浅田 雅子 4)、平林 直樹 1,5)、小原 知之 1,6)、 

古田 芳彦 1)、中澤 太郎 1,6)、本田 貴紀 1,3)、秦 淳 1,3)、 



細井 昌子 2,5)、二宮 利治 1,3)、須藤 信行 2,5) 
1九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野、 
2九州大学病院心療内科、 
3九州大学大学院医学研究院附属総合コホートセンター、 
4九州大学病院手術部、5九州大学大学院医学研究院心身医学、 
6九州大学大学院医学研究院精神病態医学 

PⅢー03 慢性疼痛患者と健康被験者における唾液中コルチゾール・オキシトシン・サブ 
スタンス Pの比較 
胸元 孝夫 1,2)、増田 彰則 2)、松本 宏明 1,2) 
1志學館大学人間関係学部心理臨床学科、2増田クリニック 

PⅢー04 線維筋痛症患者における脳白質微細構造と疼痛関連因子との関連 
     伊津野 巧 1)、吉原 一文 1)、細井 昌子 2,3)、江藤 紗奈美 1)、 

平林 直樹 4)、戸谷 妙 1)、権藤 元治 2)、早木 千絵 5)、 
安野 広三 2,3)、須藤 信行 1,2,3) 
1九州大学大学院医学研究院心身医学、2九州大学病院心療内科、 
3九州大学病院集学的痛みセンター、4九州大学伊都診療所、 
5公立学校共済組合九州中央病院心療内科 

PⅢー05 慢性疼痛患者における尿中オキシトシン濃度：探索的研究 
     村上 匡史 1)、細井 昌子 1,2,3)、外園 栄作 4)、安野 広三 2,3)、 

田中 佑 1)、藤本 晃嗣 1)、柴田 舞欧 2,5,6)、須藤 信行 1,2,3) 
1九州大学大学院医学研究院心身医学、2九州大学病院心療内科、 
3九州大学病院集学的痛みセンター、 
4九州大学医学研究院保健学部門検査技術科学分野、 
5九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野、 
6九州大学大学院医学研究院附属総合コホートセンター 

PⅢー06 慢性疼痛患者における自尊感情と中枢性感作の関連についてのパス解析による 
検討 
田中 佑 1)、安野 広三 2,3)、細井 昌子 1,2,3)、村上 匡史 1)、 
藤本 晃嗣 1)、柴田 舞欧 2,4,5)、須藤 信行 1,2,3) 
1九州大学大学院医学研究院心身医学、2九州大学病院心療内科、 
3九州大学病院集学的痛みセンター、 
4九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野、 
5九州大学大学院医学研究院附属総合コホートセンター 

PⅢー07 愛着スタイルが慢性疼痛患者の自律神経機能に及ぼす影響 
     藤本 晃嗣 1)、細井 昌子 1,2,3)、安野 広三 2,3)、田中 佑 1)、 

村上 匡史 1)、須藤 信行 1,2,3) 
1九州大学大学院医学研究院心身医学、2九州大学病院心療内科、 
3九州大学病院集学的痛みセンター 
 
 



摂食障害 
座長：安藤 哲也（国際医療福祉大学成田病院心療内科） 
PⅢー08 摂食障害全国支援センター「相談ほっとライン」活動報告 
     廣方 美沙 1,2)、吉田 さやか 1)、田村 奈穂 1)、関口 敦 3)、 

井野 敬子 3)、金 吉晴 3)、河合 啓介 1,2) 
1国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院心療内科、 
2摂食障害全国支援センター：相談ほっとライン、 
3国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 

PⅢー09 神経性やせ症の剖検症例 4例 
     田村 奈穂 1)、石戸 淳一 1)、長田 美央 1)、長谷川 遥菜 1)、 

出水 玲奈 1)、藤本 晃嗣 2)、富田 吉敏 1,3)、大出 貴士 4)、 
河合 啓介 1) 
1国立国際医療研究センター国府台病院心療内科、 
2九州大学大学院医学研究院心身医学、 
3国立精神神経医療研究センター病院総合内科、 
4国立国際医療研究センター国府台病院臨床検査科・病理診断科 

PⅢー10 治療に難渋する神経性やせ症に対し，家族からアプローチを行う試み 
     中村 祐三 1)、小山 明子 1)、村崎 舞耶 1)、橋本 和明 1)、嶋 美香 2)、 

武田 典子 2)、竹内 武昭 1)、端詰 勝敬 1) 
1東邦大学医学部心身医学講座、2東邦大学医療センター大森病院心療内科 

PⅢー11 神経性やせ症に合併する骨粗鬆症に対してロモソズマブの効果がみられた一例 
     渡邊 才一郎 1)、田村 奈穂 2)、長田 美央 2)、長谷川 遥菜 2)、 

出水 玲奈 2)、石戸 淳一 2)、藤本 和輝 3)、辰島 啓太 4)、河合 啓介 2) 
1国立国際医療研究センター国府台病院初期研修医、 
2国立国際医療研究センター国府台病院心療内科、 
3国立国際医療研究センター国府台病院整形外科、4虎の門病院内分泌代謝科 

PⅢー12 食道癌手術を契機とした回避・制限性食物摂取症に対し経口摂取での体重回復 
を達成した一例 

     柴田 昂明、大田 大介、山田 宇以、種本 陽子 
聖路加国際病院心療内科 

PⅢー13 著明な体重減少を呈し、神経性やせ症との鑑別に苦慮した適応障害の一例 
     服部 麻子、松岡 美樹子、吉内 一浩 

東京大学医学部附属病院心療内科 
PⅢー14 体重･体形の過度の重要視が改善したことで自己肯定感が高まった神経性過食症 

の 1例 
     野口 敬蔵、高倉 修、富岡 光直、須藤 信行 

九州大学病院心療内科 
 
 
 



その他 
座長：山下 真（福岡徳洲会病院心療内科・内分泌・糖尿病内科） 
PⅢー15 心療内科外来患者の身体症状の変化 
     棚橋 徳成、後田 英志、遠藤 育子 

済生会福岡総合病院心療内科 
PⅢー16 絶食内観療法を行った身体症状症の一例 
     宮田 典幸、吉原 一文、朝野 泰成、須藤 信行 

九州大学病院心療内科 
PⅢー17 「元気貯金通帳」の記録は、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群患者のクラッシュ 

の頻度を減少させる 
     岡 孝和 

国際医療福祉大学成田病院 
PⅢー18 自律訓練法が耳鳴症状に効果的であった一例 
     富岡 光直 1)、吉原 一文 1)、永江 悠子 2)、須藤 信行 1,2) 

1九州大学大学院医学研究院心身医学、2九州大学病院心療内科 
PⅢー19 腰痛を訴える人に対するﾖｰｶﾞ療法指導報告（症例報告） 
     三田 裕美 

ｽﾉｰﾗｲｵﾝﾖｰｶﾞ教室 
PⅢー20 愛着スタイルによる感情制御脳領域の形態学的特徴―VBM(Voxel Based  

morphometry)を用いた研究― 
     吉原 一文、須藤 信行 
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