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委員会シンポジウム 31（災害支援委員会）
COVID-19が医療関係者に及ぼす精神的影響とその対応

司会：加藤 寛	 	兵庫県こころのケアセンター
　　　高橋 晶	 	筑波大学

CS31-1 COVID-19パンデミックにおける心理的影響～学生、病院職員に対するアンケート調査から
○	青山 慎介
神戸大学大学院医学研究科精神医学分野

CS31-2 COVID-19院内感染が発生した病院における職員へのメンタルケア
○	村上 典子、黒田 綾、増尾 佐緒里
神戸赤十字病院心療内科

CS31-3 フロントランナーの声なき声：支援者の葛藤とレジリエンス
○	原田 奈穗子1、田中 英三郎2,3、梅田 麻希3、高橋 葉子4、加藤 寛2

1宮崎大学医学部看護学科統合臨床看護科学講座精神看護学領域、2兵庫県こころのケアセンター、3兵庫県立大学、	
4山形県立保健医療大学

〈コーディネーター〉	 加藤 寛	 	兵庫県こころのケアセンター
	 高橋 晶	 	筑波大学

委員会シンポジウム 32（精神保健に関する委員会）
COVID-19感染拡大長期化における学びと育てのメンタルヘルス

司会：阪上 優	 	京都大学
　　　細金 奈奈	 	愛育クリニック

CS32-1 コロナ禍における周産期・乳幼児精神保健の諸問題について
○	立花 良之1,2

1国立成育医療研究センター、2信州大学医学部精神医学講座

CS32-2 COVID-19が学校メンタルヘルスに与える影響
○	二宮 貴至1、土屋 賢治2

1浜松市精神保健福祉センター、2浜松医科大学

CS32-3 高知県におけるコロナ禍における子どもの心のケア：長期的な地域連携にむけて
○	高橋 秀俊
高知大学医学部寄附講座児童青年期精神医学

CS32-4 COVID-19感染拡大による大学生の就学・生活状況の変化とメンタルヘルス
○	足立 浩祥
大阪大学キャンパスライフ健康支援センター

CS32-5 テレンバッハ再考　─コロナ禍における留学生の精神的不調からみえること─
○	酒井 崇
名古屋大学国際教育交流センター

〔指定発言〕
	加茂 登志子
若松町こころとひふのクリニック
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	笠原 麻里
医療法人財団青渓会駒木野病院

〈コーディネーター〉	 阪上 優	 	京都大学
	 細金 奈奈	 	愛育クリニック

委員会シンポジウム 33（精神保健に関する委員会）
コロナ禍での自殺の増加について

司会：張 賢徳	 	帝京大学医学部附属溝口病院
　　　八木 淳子	 	岩手医科大学医学部神経精神科学講座

CS33-1 なぜ日本では自殺が急増するのか？
○	張 賢徳
帝京大学医学部附属溝口病院

CS33-2 コロナ禍での女性の自殺の増加について
○	八木 淳子
岩手医科大学医学部神経精神科学講座

CS33-3 コロナ禍における日本の子どもと青年の自殺について
○	桝屋 二郎
東京医科大学精神医学分野

CS33-4 自殺と報道の関係について
○	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

〈コーディネーター〉	 八木 淳子	 	岩手医科大学医学部神経精神科学講座
	 張 賢徳	 	帝京大学医学部附属溝口病院

委員会シンポジウム 34（男女共同参画推進委員会）
女性精神科医の仕事を知ろうNo2 ―なぜなに児童思春期精神医療を始めたの―

司会：加茂 登志子	 	若松町こころとひふのクリニック
　　　安川 節子	 	熊本ファミリーメンタルクリニック

CS34-1 子どもと家族に、女性精神科医が役立てるかもしれないこと
○	本多 奈美
東北大学大学院教育学研究科教育心理学講座臨床心理学分野

CS34-2 司法精神医学と女医：非行少年と、子育てと
○	安藤 久美子
聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室

CS34-3 私の留学体験とキャリア形成ー子育てしながらー
○	長岡 舞子
熊本大学

CS34-4 還暦で思春期外来をはじめるにあたり、これまでの女性精神科医のキャリアを振り返る
○	安川 節子
熊本ファミリーメンタルクリニック
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〔指定発言〕
	齊藤 卓弥
北海道大学大学病院児童思春期精神医学研究部門

	吉田 敬子
メンタルクリニックあいりす

〈コーディネーター〉	 安川 節子	 	熊本ファミリーメンタルクリニック
	 加茂 登志子	 	若松町こころとひふのクリニック

シンポジウム 91
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける精神科診療所の役割

司会：上ノ山 一寛	 	医療法人南彦根クリニック
　　　李 利彦	 	李クリニック

S91-1 ほっとステーションの危機介入と地域連携
○	長谷川 直実
医療法人社団ほっとステーション大通公園メンタルクリニック

S91-2 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」に登場した「かかりつけ精神科医」を検討する
○	窪田 彰
錦糸町クボタクリニック

S91-3 精神科診療所による幼児から成人までの地域包括ケア
○	大嶋 正浩
医療法人社団至空会メンタルクリニック・ダダ

S91-4 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける精神科診療所の役割
○	上ノ山 一寛
南彦根クリニック

〔指定発言〕
	村井 俊哉
京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座精神医学教室

〈コーディネーター〉	 上ノ山 一寛	 	医療法人南彦根クリニック
	 李 利彦	 	李クリニック

シンポジウム 92
臨床現場・学会・厚生労働省・PMDAの連携による当事者のためのクロザピン添付文書改訂への道

司会：木下 利彦	 	関西医科大学医学部精神神経科学講座
　　　上田 隆宏	 	医薬品医療機器総合機構医薬品安全対策第一部

S92-1 臨床現場におけるクロザピン普及の課題
○	古郡 規雄
獨協医科大学精神神経医学講座

S92-2 厚生労働省における医薬品適正使用の推進：添付文書の改訂やリスク管理計画を中心に
○	平野 舞
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課
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S92-3 クロザピンの添付文書改訂：要望を受けてから改訂に至るまで
○	本間 尚子
医薬品医療機器総合機構医薬品安全対策第二部

S92-4 科学的な根拠に基づく添付文書改訂のための研究とは
○	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

〔指定発言〕
	中林 哲夫
医薬品医療機器総合機構レギュラトリーサイエンスセンター研究支援・推進部

〈コーディネーター〉	 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

一般演題（e- ポスター）01
統合失調症 1： 薬物療法に関わる症例報告1

G01-01 ＊悪性症候群の筋強剛に対してジアゼパムの静脈内投与が著効した双極性障害の1例
○	中丸 潤
三交病院

G01-02 クロザピンによる薬剤心筋炎発症者に対してクロザピンを再投与して5.5年が経過した一例
○	大塚 祐司1、井手本 啓太2、細田 豊3、今村 幸嗣4、青木 勉1

1総合病院国保旭中央病院、2千葉大学大学院医学研究院精神医学教室、3国際医療福祉大学成田病院、	
4医療法人鉄蕉会亀田総合病院

G01-03 ＊残遺性精神病性障害から統合失調症へと診断を改め、クロザピンにより精神病症状が改善した1
例
○	河津 宗太郎、福田 貴博
独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター

G01-04 がん終末期において薬物動態に配慮を要した統合失調症の2例
○	五十嵐 江美1、佐久間 篤1、和田 努2、佐藤 博俊2、富田 博秋1

1東北大学病院、2仙台市立病院

G01-05 娘と二人暮らしの移民女性が「娘が単純型統合失調症になった」と共同体を巻き込んだ妄想を呈し
た一例
○	越膳 航平1,2、宇野 晃人2、寺澤 佑哉2、玉井 眞一郎2、山本 直樹2

1東京大学医学部附属病院、2都立多摩総合医療センター

一般演題（e- ポスター）02
うつ病症例報告

G02-01 演題取り下げ

G02-02 精神科外来における便秘症に関する検討
○	山田 浩樹1,4、佐藤 諒太郎2,4、石井 弘毅2,4、石川 文徳2,4、中村 暖2,4、稲見 浩太3、橘田 昌也3、

高塩 理2,4、岩波 明2,4、稲本 淳子1,4

1昭和大学横浜市北部病院、2昭和大学附属烏山病院、3森林公園メンタルクリニック、4昭和大学医学部精神医学講座



- 163 -

革新と伝統が紡ぐ質の高い精神医学 

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信

限
定
セ
ッ
シ
ョ
ン

G02-03 ＊コロナ禍に発症した精神病症状を伴ううつ病治療中AsenapineとMirtazapineで薬剤性無顆粒
球症を呈した一例
○	山本 真文、新井 亜利砂、江口 寛、佐藤 守、内村 直尚、小曽根 基裕
久留米大学医学部神経精神医学講座

G02-04 ＊音楽性幻聴と耳鳴を初発症状とした重症うつ病にリチウムが著効した一例
○	小泉 友紀暁、瀧口 一夫、熊代 新、増井 寛治、金森 良
公益財団法人金森和心会針生ヶ丘病院

G02-05 ＊リチウムによって腎性尿崩症を呈した高齢者の一例
○	横山 宜史1、石川 高明1、古郡 規雄2、下田 和孝2

1埼玉江南病院、2獨協医科大学精神神経医学講座

G02-06 ＊うつ病を呈した家族性地中海熱患者の精神症状および身体症状に対してエスシタロプラムが著効
した一例
○	利田 征允、小西 勇輝、星川 大、岡本 直通、池ノ内 篤子、吉村 玲児
産業医科大学精神医学教室

G02-07 ＊精神病性うつ病に対してミルタザピン・デュロキセチン・オランザピンの併用が奏功した1例
○	小松 弘二
松江市立病院

G02-08 ＊自殺企図を繰り返し措置入院となったうつ病患者に対し措置入院者退院後支援を計画した一例
○	谷保 康一、松坂 雄亮、中野 健、金替 伸治、今村 明、小澤 寛樹
長崎大学病院精神科神経科

一般演題（e- ポスター）03
薬物治療、その他

G03-01 ＊スーパー救急病棟における統合失調症薬物療法：初回入院、複数回入院の違いについて
○	石井 宏明1,3、山田 浩樹1,3、花房 慶太1,3、廣瀬 俊輔1,3、澁谷 唯子1,3、郡司 真緒2,3、徳増 卓宏1,3、

富岡 大1,3、岩波 明2,3、稲本 淳子1,3

1昭和大学横浜市北部病院、2昭和大学附属烏山病院、3昭和大学医学部精神医学講座

G03-02 統合失調症入院患者における薬物療法とQOLの関連
○	小山 裕子1、柳本 一行1、箱田 博之2、小田 浩一3

1筥松病院、2箱田病院、3明生病院

G03-03 睡眠による休養感の欠如とうつ病発症リスクとの関連
○	斎藤 かおり1、吉池 卓也2、大槻 怜1,2、金子 宜之1、内海 智博2,3、長尾 賢太朗2、松井 健太郎2、

有竹 清夏4、角谷 寛5、栗山 健一2、鈴木 正泰1

1日本大学医学部精神医学系精神医学分野、2国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部、	
3東京慈恵会医科大学精神医学講座、4埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科/保健医療福祉学部健康開発学科、	
5滋賀医科大学睡眠行動医学講座

G03-04 小規模リワークの試み
○	大橋 昌資1、塚原 葉子1、藤原 茂樹1,2

1響ストレスケア~こころとからだの診療所、2医療法人翠風会藤原医院

G03-05 ＊妊婦に対する向精神薬治療の児への影響の評価
○	小野 真由子、藤井 久彌子、辻 俊一郎、山崎 遥、村上 節、尾関 祐二
滋賀医科大学
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一般演題（e- ポスター）04
気分障害 1： バイオマーカー

G04-01 うつ病患者の末梢血中の循環ミトコンドリアDNAのコピー数とマイクロRNA発現量の関連及び抗
うつ薬の治療反応
○	緒方 治彦1、日笠 幸一郎2、加藤 忠史3、影山 祐紀4、田原 栄俊5、嶋本 顕6、嶽北 佳輝1、

板東 宏樹7、越川 陽介1、西田 圭一郎1、南畝 晋平8、木下 利彦1、加藤 正樹1

1関西医科大学附属病院精神神経科、2関西医科大学附属生命医学研究所ゲノム解析部門、	
3順天堂大学大学院医学研究科精神行動科学講座、4大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学、	
5広島大学大学院医歯薬保健学研究院細胞分子生物学研究室、	
6山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部再生医療学分野、7セフィロト病院、8兵庫医療大学薬学部

G04-02 幼少期虐待歴や成人期性格傾向とmiRNA発現量の関連性及び薬物療法の治療効果予測因子の探索
○	舩槻 紀也1、緒方 治彦1、内藤 みなみ1、越川 陽介1、嶽北 佳輝1、坂井 志帆2、砂田 尚孝1、

西田 圭一郎1、板東 宏樹3、畑下 嘉之3、南畝 晋平4、嶋本 顕5、田原 栄俊6、木下 利彦1、加藤 正樹1

1関西医科大学医学部精神神経科学講座、2医療法人亀廣会関西記念病院、3社会福祉法人青祥会セフィロト病院、	
4兵庫医療大学薬学部医療薬学科、5山陽小野田市立山口東京理科大学、6広島大学大学院医系科学研究科

G04-03 ＊抑うつ性混合状態の重症度と血清バイオマーカーの関連
○	大塚 直亮1、新里 輔鷹1、南里 美和子1、甲田 宗良1,2、座間味 優1、栗原 雄大1、石橋 考勇1、

中村 明文1,3、近藤 毅1

1琉球大学大学院精神病態医学講座、2徳島大学大学院社会産業理工学研究部、3あかりクリニック

G04-04 気分障害における幼少期ストレスとサイトカインの関係
○	藤原 祐大1、戸田 裕之1、斉藤 拓1、徳野 慎一2、吉野 相英1

1防衛医科大学校病院、2東京大学

G04-05 ミエリンマッピングと神経突起イメージングを用いた双極性障害とうつ病の皮質構造の違いの検討
○	秦野 浩司1,2

1大分大学医学部精神神経医学講座、2理化学研究所生命機能科学センター脳コネクトミクスイメージング研究チーム

G04-06 初発・未治療うつ病患者での血清IL6とBDNF
○	吉村 玲児、岡本 直通、小西 勇輝、池ノ内 篤子
産業医科大学

G04-07 夜間光曝露と双極性障害患者の躁症状との横断的関連
○	江﨑 悠一1,2、大林 賢史3、佐伯 圭吾3、藤田 潔1、岩田 仲生2、北島 剛司2

1桶狭間病院藤田こころケアセンター、2藤田保健衛生大学医学部精神神経科学講座、3奈良県立医科大学

G04-08 トラウマによる血漿リン酸エタノールアミン濃度の異常高値
○	川村 則行、原田 豪人
医療法人行基会

一般演題（e- ポスター）05
気分障害 2： 症例報告

G05-01 デュロキセチンによる薬剤性SIADHを呈したうつ病の症例
○	古川 葵1、篠﨑 將貴1、古郡 規雄1、梁 美紗1,2、志水 太郎1,2、下田 和孝1

1獨協医科大学精神神経医学講座、2獨協医科大学総合診療医学講座

G05-02 ＊腎機能障害が合併した老年期双極性障害に対して、ルラシドンが奏功した一例
○	長尾 喜弘、砂田 尚孝、寺山 文乃、髙野 謹嗣、大畑 貴裕、木下 利彦
関西医科大学医学部精神神経科学講座
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G05-03 ＊修正型電気けいれん療法を施行したレビー小体病が疑われるうつ病の1例
○	横山 航平、橋尻 洸陽、大竹 将貴、横山 裕一、渡部 雄一郎、染矢 俊幸
新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野

G05-04 ＊レベチラセタム投与を契機に躁状態を含む多彩な精神症状を呈した双極性障害の一例
○	永浜 千賀、酒村 勇太、野上 耕二郎、門司 晃
佐賀大学医学部附属病院

G05-05 ＊双極性障害、ラピッドサイクラーに対する薬物治療難治例に対してルラシドンとカルバマゼピン
が著効した症例
○	阪尾 綾希、眞城 英孝
清楓会楓こころのホスピタル

G05-06 入院中に知能検査の変化をみた適応に課題のあるうつ病者
○	徳永 雄一郎1、島松 まゆみ1、奥村 幸祐1、髙田 和秀1、小栁 綾1、福元 仁1、原田 康平1,2、

増田 将人1,2、田端 瞳1、後藤 玲央1,2、松下 満彦1、川嵜 弘詔2

1不知火病院、2福岡大学医学部精神医学教室

G05-07 ＊水疱性類天疱瘡のステロイド治療により寛解１７年後に躁病エピソードが再燃した双極性感情障
害の一例
○	組谷 彰太郎、玉井 眞一郎、山本 直樹
多摩総合医療センター

一般演題（e- ポスター）06
コロナウイルス感染症（COVID-19）、身体症状

G06-01 第三波直前の我が国におけるコロナ禍でのうつ病と自殺念慮に関するリスク検討：前向きコホート
初回結果から
○	宗 未来1,6、関沢 洋一2、越智 小枝3、橋本 空4、傳田 健三5、小杉 良子6

1東京歯科大学市川総合病院、2(独)経済産業研究所、3東京慈恵医科大学、4ユナイテッドコミュニケーション株式会社、	
5特定医療法人社団慈藻会平松記念病院、6慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

G06-02 COVID-19パンデミック下でのうつ病に対する遠隔通信技術を用いた認知行動療法の実施可能性
○	野上 和香1、中川 敦夫1,2、加藤 典子1、佐々木 洋平1、三村 將1

1慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室、2慶應義塾大学病院臨床研究推進センター

G06-03 コロナ禍における新しいうつ病評価尺度(Jiテスト)を用いたうつ病発症状況の探索的研究
○	伊藤 英樹1,2、永見 雅仁2、伊藤 友紀菜2、伊藤 大樹2

1医療法人千樹会伊藤クリニック、2医療法人千樹会国際心身医学研究所

G06-04 COVID-19流行下での医療関係者における不眠症状と睡眠・覚醒リズム/社会的ジェットラグの関
連
○	大槻 怜1,2、松井 健太郎1,3、吉池 卓也1、都留 あゆみ1、長尾 賢太朗1、綾部 直子1,5、羽澄 恵1、

内海 智博1,4、山元 健太朗1,3、福水 道郎1,6、栗山 健一1

1国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、2日本大学医学部精神医学系精神医学分野、	
3東京女子医科大学神経精神科教室、4東京慈恵会医科大学精神医学講座、5秋田大学教育文化学部・地域文化学科、	
6瀬川記念小児神経学クリニック

G06-05 うつ病の身体症状に関する検討
○	奥村 幸祐1、後藤 玲央2、髙田 和秀1、島松 まゆみ1、松下 満彦1、川嵜 弘詔2、徳永 雄一郎1

1医療法人社団新光会不知火病院、2福岡大学医学部精神医学教室
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G06-06 ＊日本の一般人口における不眠症状の季節変化
○	木附 隼1、谷口 哲也2、由田 克士3、荒井 裕介4、吉池 信男5、内山 真1,6、鈴木 正泰1

1日本大学医学部精神医学系精神医学分野、2日本大学医学部数学分野、	
3大阪市立大学大学院生活科学部・生活科学研究科、4千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科、	
5青森県立保健大学健康科学部栄養学科、6医療法人財団厚生協会東京足立病院

G06-07 軽症抑うつ勤労者に対するVR空間を活用した遠隔グループ心理教育（VR-CBT）による抗うつ効果
の検討（RCT）
○	宗 未来1,2、小杉 良子2、小松 英司3

1東京歯科大学市川総合病院、2慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室、3株式会社ココロワークス

G06-08 コミュニケーション・サポートツールを用いた希死念慮の評価
○	松下 満彦1,2、徳永 雄一郎1、後藤 玲央1,2、奥村 幸祐1、杉野 美幸1、西 慶輔1、川嵜 弘詔2

1医療法人新光会不知火病院、2福岡大学医学部精神医学教室

一般演題（e- ポスター）07
気分障害 3： 高齢者、その他

G07-01 ＊高齢期のうつ状態における器質的背景の検討
○	山口 世堯1,2、羽渕 知可子1、入谷 修司1,2

1愛知県立精神医療センター、2名古屋大学医学部附属病院

G07-02 ＊高齢発症のラピッドサイクラーで初発した特発性大脳基底核石灰化症と考えられる1例
○	橋本 剛志1,2、石飛 信2、橋本 卓也1、林田 和久1、松永 寿人1

1兵庫医科大学精神科神経科学講座、2医療法人寿栄会有馬高原病院

G07-03 ＊激しい頭痛を苦に自殺企図を繰り返した双極Ⅱ型障害の高齢者の一例
○	志方 有莉、松坂 雄亮、中野 健、金替 伸治、今村 明、小澤 寛樹
長崎大学病院精神科神経科

G07-04 ＊うつ病・双極性うつ病入院患者における静脈血栓塞栓症のリスク因子
○	石野 沙弥香1、竹島 正浩2、細谷 倫子2、太田 英伸2、三島 和夫2

1菅原病院、2秋田大学大学院医学系研究科

G07-05 「10秒呼吸法」の指導により不安・緊張、抑うつ症状の改善を認めた２症例
○	奥田 明子1,2、端谷 毅3、奥田 宣明2、藤田 潔1

1医療法人静心会桶狭間病院藤田こころケアセンター、2医療法人明宣会奥田内科クリニック、3はしたにクリニック

G07-06 80歳以上の高齢うつ病患者に対する抗うつ薬療法の有効性、安全性に関する検討
○	川下 芳雄、藤井 淳人、寒川 尚登、石川 亮、増田 慶一、和田 健
広島市立広島市民病院

一般演題（e- ポスター）08
気分障害他1

G08-01 価値に基づく意思決定課題と計算論的モデルを用いたうつ・不安とリスク回避傾向の関連性の検討
○	萩原 康輔、陳 冲、雷 慧潔、弘津 正子、松原 敏郎、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

G08-02 ＊女子高校生における不公平感とPMS・PMDD症状
○	吉見 佳奈1,2、武田 卓2

1医療法人杏和会阪南病院、2近畿大学東洋医学研究所女性医学部門
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G08-03 双極性障害の症状寛解期における主観的認知機能と客観的認知機能との関連
○	豊島 邦義、豊巻 敦人、高信 径介、渡辺 晋也、藤井 泰、三井 信幸、賀古 勇輝、朝倉 聡、

久住 一郎
北海道大学病院精神科神経科

G08-04 患者と医師の観点からのうつ症状の認識と治療への期待の異同に関する検討
○	石郷岡 純1,2、星野 竜也3、今井 匠4、吉田 寿子4、小野 みどり3、太田 美穂子3、守口 善也5、

藤川 慶太3、新谷 歩4、フェルナンデス ジュベル3

1医療法人石郷岡病院、2CNS薬理研究所、3武田薬品工業株式会社ジャパンメディカルオフィス、	
4大阪市立大学大学院医学研究科医療統計学、5ルンドベック・ジャパン株式会社メディカルアフェアーズ部

G08-05 労働者におけるメンタルヘルス不調と認知機能障害の関連性　第2報
○	柴岡 三智1、江口 尚2、増田 将史3、井上 志乃1、山下 真吾4、池澤 聰4、中込 和幸4

1独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院、2産業医科大学産業生態科学研究所産業精神保健学研究室、	
3イオン株式会社、4国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院

G08-06 演題取り下げ

一般演題（e- ポスター）09
不安・抑うつと精神薬理学・バイオマーカー

G09-01 ＊未就学児の神経発達障害と睡眠問題; 行動、フェリチンとの関連
○	照井 藍1、斉藤 まなぶ1、九鬼 朝美3、坂本 由唯1、三上 珠希2、大里 絢子1、中村 和彦1,2

1弘前大学大学院医学研究科神経精神医学講座、2弘前大学大学院医学研究科子どものこころの発達研究センター、	
3弘前大学医学部医学科

G09-02 うつ病患者におけるプレバイオティクス摂取効果の検討
○	樽谷 精一郎1、大森 麻依子2、矢野 めぐむ4、小松 龍史3、井戸 由美子3、岡村 武彦1

1新阿武山病院、2同志社女子大学、3梅花女子大学、4武庫川女子大学

G09-03 ＊正常加齢における脳領域ごとの構造変化－灰白質容積および白質の拡散異方向性の解析－
○	小島 才明1、田村 昌士2、関根 彩1、根本 清貴2、新井 哲明2

1筑波大学附属病院、2筑波大学医学医療系精神医学

G09-04 ＊isolated effective coherence(iCoh)を用いたうつ病における抗うつ薬の治療反応予測の可能性
○	南 翔太1、西田 圭一郎1、吉村 匡史2,3、木下 利彦1、加藤 正樹1

1関西医科大学医学部精神神経科学講座、2関西医科大学リハビリテーション学部作業療法学科、	
3関西医科大学総合医療センター精神神経科

G09-05 安静時fMRIを用いた線維筋痛症患者に対する音楽効果の検討
○	臼井 千恵1、桐野 衛二4、稲見 理恵2、井上 令一3、永井 康仁2

1順天堂大学医学部附属練馬病院、2順天堂大学医学部付属順天堂越谷病院、3財団法人順天堂精神医学研究所、	
4順天堂大学医学部附属静岡病院

G09-06 脳波計を用いた誘発電位とTCI、STAI、BFIによる性格形質
○	竹内 伸行1,2、藤田 貢平2、谷口 智哉3、絹川 友章3、杉山 俊介4、兼本 浩祐2、乾 幸二5、西原 真理2,6

1岡崎市民病院、2愛知医科大学精神科学講座、3名古屋大学大学院医学系研究科麻酔・蘇生医学講座、	
4岐阜大学大学院医学系研究科神経統御学講座精神病理学分野、5愛知県医療療育総合センター発達障害研究所、	
6愛知医科大学学際的痛みセンター

G09-07 ＊海馬におけるグリシン性抑制電流
○	佐藤 駿介1、江口 典臣2、森 正弘2

1成仁病院、2神戸大学
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一般演題（e- ポスター）10
気分障害他2

G10-01 ＊妄想を伴ううつ状態の入院例に関する臨床的検討
○	岩村 慧、西上 奈緒子、川口 恭央、瀬戸 愛生、山崎 あずさ、竹内 澄子、小池 香、赤田 弘一、

齋賀 孝久、佐藤 茂樹
成田赤十字病院

G10-02 ＊制吐目的で長期間，不定期投与した低用量オランザピンにより錐体外路症状が出現し，中止後も
持続した1例
○	坂本 祥子、出口 裕彦、井上 幸紀
大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学

G10-03 ＊一般成人における希望に対する人口統計学的因子、小児期被養育体験、神経症的傾向の複合的影
響
○	武藤 健太郎、桝屋 二郎、市来 真彦、井上 猛
東京医科大学精神医学講座

G10-04 リチウム中毒の要因による治療予後の比較検討
○	村川 徹1、祖川 倫太郎2、飛田 修康2、木村 早希子2、田﨑 正信2、阪本 雄一郎3、入江 裕之4、

門司 晃1

1佐賀大学医学部精神医学講座、2佐賀大学医学部附属病院薬剤部、3佐賀大学医学部救急医学講座、	
4佐賀大学医学部放射線医学講座

G10-05 ＊スーパー救急病棟における双極性感情障害患者の治療法に関する検討
○	米良 健輔1、山田 浩樹2、杉田 秀太郎1、西山 華2、田崎 太郎2、富岡 大2、真田 建史1、高塩 理1、

稲本 淳子2、岩波 明1

1昭和大学付属烏山病院、2昭和大学横浜市北部病院

一般演題（e- ポスター）11
双極性障害・薬物療法・睡眠

G11-01 双極I型障害うつ症状に対するルラシドン単剤療法の有効性の評価：試験開始時の重症度の違いによ
る事後解析
○	嶋 泰一、萩 勝彦
大日本住友製薬株式会社

G11-02 双極I型障害うつ症状に対するルラシドン単剤療法による有害事象の経過：ELEVATE試験の事後解
析
○	萩 勝彦、嶋 泰一
大日本住友製薬株式会社

G11-03 演題取り下げ

G11-04 双極Ⅰ型・Ⅱ型障害の外来薬物療法の実態―MUSUBI 2017調査より―
○	篠﨑 將貴1、古郡 規雄1、足立 直人2、上田 均2、本郷 誠司2、阿瀬川 孝治2、窪田 幸久2、

勝元 榮一2、枝川 浩二2、後藤 英一郎2、三木 和平2、加藤 正樹3、吉村 玲児4、中川 敦夫5、
菊地 俊暁5、坪井 貴嗣6、渡邊 衡一郎6、下田 和孝1

1獨協医科大学精神神経医学講座、2日本精神神経科診療所協会、3関西医科大学医学部精神神経科学講座、	
4産業医科大学精神医学教室、5慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室、6杏林大学医学部精神神経科学教室
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G11-05 気分障害に対するECTとBZD処方量の関連について
○	花房 慶太、廣瀬 俊輔、澁谷 唯子、村山 碧、石井 宏明、堀内 健太郎、沖野 和麿、徳増 卓宏、

山田 浩樹、稲本 淳子、田崎 太郎、西山 華、柳原 榛華、郡司 真緒
昭和大学横浜市北部病院

G11-06 ＊一般高齢男性における不眠、睡眠時間の誤認、およびレム睡眠出現率と総死亡リスクの関連
○	内海 智博1,2、吉池 卓也1、有竹 清夏3、松井 健太郎1、長尾 賢太朗1、都留 あゆみ1、大槻 怜1、

福水 道郎1、山元 健太朗1、綾部 直子1、羽澄 恵1、斎藤 かおり4、鈴木 正泰4、栗山 健一1

1国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部、2東京慈恵会医科大学精神医学講座、	
3埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科/保健医療福祉学部健康開発学科、	
4日本大学医学部精神医学系精神医学分野

G11-07 うつ病の認知行動療法における未来性思考の変化の検討：ランダム化比較試験
○	天野 瑞紀1、中川 敦夫2、片山 奈理子1、梅田 聡3、寺澤 悠理3、田渕 肇1、菊地 俊暁1、三村 將1

1慶應義塾大学医学部精神神経科学教室、2慶應義塾大学病院臨床研究推進センター、	
3慶應義塾大学文学部心理学研究室

一般演題（e- ポスター）12
遺伝学・分子遺伝学： バイオマーカー

G12-01 日本人統合失調症患者におけるSETD1A遺伝子の稀な変異の検索
○	森川 亮、Reza Arta、井桁 裕文、渡部 雄一郎、保谷 智史、染矢 俊幸
新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野

G12-02 インターロイキン18 (IL-18) の欠損状態がうつ病様変化を呈する前頭前野を中心とした分子メカニ
ズムの探索
○	山西 恭輔1,2、宮内 雅弘2、向井 馨一郎2、橋本 卓也2、宇和 典子2、大谷（桑原） 佐知3,4、前田 誠司4、

蒲池 直美1、李 文1、秦 正樹1、渡辺 優子5、山西 博道5、八木 秀司4、岡村 春樹1、松永 寿人1,2

1兵庫医科大学精神神経免疫学講座、2兵庫医科大学精神科神経科学講座、3兵庫医療大学共通教育センター、	
4兵庫医科大学解剖学講座（細胞生物部門）、5社会福祉法人枚方療育園

G12-03 ストレス脆弱性の指標としてのβ-ヒドロキシ酪酸の可能性
○	西口 毅1、岩田 正明1、梶谷 直史1、三浦 明彦1、松尾 諒一1、村上 周明1、朴 盛弘1、仲田 夢人2、

坪田 潤3、山梨 豪彦6、篠崎 元6、白山 幸彦4、渡辺 憲5、兼子 幸一1

1鳥取大学医学部脳神経医科学講座精神行動医学分野、2鳥取大学医学部附属病院検査部、3大阪ガスエネルギー技術部、	
4帝京大学ちば総合医療センター、5渡辺病院、6アイオワ大学精神科

G12-04 自閉スペクトラム症および統合失調症におけるGAP43遺伝子シーケンス
○	渡部 雄一郎1、Reza Arta1、井上 絵美子1、森川 亮1、江川 純1、井桁 裕文1、保谷 智史1、

杉本 篤言1、Andi Tanra2、染矢 俊幸1

1新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野、2ハサヌディン大学医学部精神医学・神経行動学研究ユニット

G12-05 精神神経疾患と25ヒドロキシビタミンDとの関連に関する後向き観察研究
○	松島 淳1、門司 晃2

1佐賀大学医学部、2佐賀大学医学部精神医学講座

G12-06 マルチアトラス法を用いた自動解析法の解析再現性に関する研究
○	山田 洸大1、小高 文聰1、舞草 伯秀1、内海 智博1、山﨑 龍一1、木之下 徹2、繁田 雅弘1

1東京慈恵会医科大学精神神経学講座、2のぞみメモリークリニック
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一般演題（e- ポスター）13
疫学的調査

G13-01 ＊治療抵抗性うつ病に対するrTMSにおける治療効果の1年転帰
○	小嶋 亮平、立石 洋、松島 淳、永浜 千賀、酒村 勇太、菊地 潤、溝口 義人、門司 晃
佐賀大学医学部附属病院

G13-02 精神科病院の身体疾患合併症病棟におけるCVポートを留置した患者の動向
○	山内 裕子、田中 増郎、山下 理英子
慈圭病院

G13-03 ひきこもり及び社会機能低下者の実態-岡山県美作市における社会的および職業的機能低下者の疫学
調査:第2報-
○	本山 美久仁1、山田 恒1、目良 宣子2、松永 寿人1

1兵庫医科大学精神科神経科学講座、2山陽学園大学看護学部看護学科

G13-04 東日本大震災発災後9年間における被災地域住民の心理的苦痛および不眠症状の変化の特徴
○	臼倉 瞳1、内海 裕介2、瀬戸 萌2、佐久間 篤2、國井 泰人1、富田 博秋1,3

1東北大学災害科学国際研究所、2東北大学病院、3東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

G13-05 高齢者の睡眠時間に関連する要因の検討-国民生活基礎調査の結果より-
○	翠川 晴彦1,2、太刀川 弘和3,4、渡邊 多永子5、新井 哲明6、田宮 菜奈子4,5

1筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学、2筑波大学附属病院精神神経科、	
3筑波大学医学医療系臨床医学域災害・地域精神医学、4筑波大学ヘルスサービス開発研究センター、	
5筑波大学医学医療系保健医療学域ヘルスサービスリサーチ分野、6筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学

一般演題（e- ポスター）14
統合失調症 2： 薬物療法に関わる症例報告2

G14-01 ＊長期未治療の単純型統合失調症にブレクスピプラゾールが著効した一例
○	太田 三恵1、太田 貴士2、岩田 正明2

1医療法人勤誠会米子病院、2鳥取大学医学部脳神経医科学講座精神行動医学分野

G14-02 ＊ルラシドンによって統合失調症後抑うつが改善した一例
○	前田 賢吾、松坂 雄亮、中野 健、金替 伸治、今村 明、小澤 寛樹
長崎大学病院精神科神経科

G14-03 Lurasidoneへのswitchingによって解体症状と陰性症状が著明に改善した統合失調症の１例
○	宮本 聖也1、伏屋 研二2、荻野 信3、古茶 大樹2

1桜ヶ丘記念病院、2聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室、3医療法人財団新六会大富士病院

G14-04 ＊月経周辺期に精神症状悪化を認めた初発統合失調症患者にルラシドンが有効であった一例
○	村瀬 雄士、池田 俊一郎、長尾 喜弘、大塩 健文、南 翔太、柏木 陽介、木下 利彦
関西医科大学医学部精神神経科学講座

G14-05 長期間持続した統合失調症の緊張病状態にzolpidemが著効した一例
○	櫻井 薫、寺澤 佑哉、日野 慶子、宇野 晃人、木下 慶一郎、加藤 大翼、山本 直樹
東京都立多摩総合医療センター

G14-06 思春期発症の早期精神病に対してRISあるいはAPZを投与開始した23例における有効性と継続性に
関する調査
○	田中 康平
地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立北病院
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G14-07 持続性注射剤で症状再燃を認めた患者に、blonanserin経皮吸収型製剤追加が有効だった症例
○	赤木 孝匡、井上 悟
医療法人静和会浅井病院

G14-08 両価性とカルバマゼピン
○	望月 悠里、酒井 健一郎、大鶴 卓、福治 康秀
独立行政法人国立病院機構琉球病院

一般演題（e- ポスター）15
統合失調症 3： クロザピンやECTに関わる症例報告

G15-01 ＊Clozapine誘発性好酸球増加症を呈し、中止後に好中球減少症を発症した統合失調症の1例
○	菊池 昂太1、古郡 規雄1、横山 沙安也1,2、長谷川 千絵1、下田 和孝1

1獨協医科大学精神神経医学講座、2栃木県立岡本台病院

G15-02 ＊クロザピン内服下の治療抵抗性統合失調症に急性虫垂炎を合併した2例
○	千葉 祐佳、村岡 寛之、稲田 健、佐藤 萌子、堀江 容子、柴田 和郎、鈴木 龍、林 希、阿部 麻美、

西村 勝治
東京女子医科大学病院

G15-03 クロザピン治療中に出現した無顆粒球症13例の報告
○	木田 直也1、大鶴 卓1、久保 彩子1、畑本 有希子1、望月 悠里1、高江洲 慶1、福治 康秀1、村上 優2

1国立病院機構琉球病院、2国立病院機構さいがた医療センター

G15-04 修正型電気けいれん療法後のクロザピン導入により改善を認めた治療抵抗性統合失調症の一例
○	松下 有希子1、細川 宗仁1、笹林 大樹2、古市 厚志2、高橋 努2、坂本 宏1、鈴木 道雄2

1国立療養所北陸病院、2国立大学法人富山大学附属病院

G15-05 右大腿骨頸部骨折の周術期に修正型電気けいれん療法を施行し、良好な転帰を得た治療抵抗性統合
失調症の一例
○	林 真一郎、大朏 孝治、林 茉衣、正岡 浩、三原 靖葉、伊藤 司、佐藤 皓平、伊豆原 宗人、

三浦 章子、長濱 道治、林田 麻衣子、橋岡 禎征、稲垣 正俊
島根大学医学部精神医学講座

G15-06 てんかんを合併した統合失調症の昏迷状態に対して電気けいれん療法が有効であった一例
○	長尾 賢太朗、藤井 猛、佐藤 英樹、宮川 希、谷口 豪
国立精神神経医療研究センター病院

一般演題（e- ポスター）16
統合失調症 4： 診断や副作用などに関わる症例報告

G16-01 統合失調症の経過中に神経梅毒を合併した1例
○	有賀 諒、早川 達郎、中野 知恵子
国立国際医療研究センター国府台病院

G16-02 ＊幻聴を伴う先天性難聴患者における診断の変遷について：症例報告
○	松本 佳大1,2、綾仁 信貴1,3、北林 百合之介2、成本 迅1

1京都府立医科大学附属病院、2医療法人財団北林厚生会五条山病院、3独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター

G16-03 診断に難渋した統合失調症の1例
○	長澤 隆暁、森田 啓史、津田 敦、大津留 祥
高知大学医学部付属病院
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G16-04 破瓜型統合失調症の治療経過中に、自己免疫性脳症の病態の関与が疑われた症例
○	宮野 康寛1,2、宮下 光弘1,2、松村 謙1、鈴木 一浩2、新井 誠2

1東京都立松沢病院、2公益財団法人東京都医学総合研究所

G16-05 ＊遅発緊張病の概念が有用であった経過29年の特定不能の精神病性障害の一例
○	竹田 佳世、佐竹 祐人、森 康治、岩瀬 真生、橋本 衛、池田 学
大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室

G16-06 ＊重症薬疹を呈し服薬歴のあるリスペリドンが被疑薬として疑われた1例
○	鈴木 龍、村岡 寛之、塚原 玲奈、安楽 勇太、橋本 茉莉子、榎本 幸輔、柴田 和郎、外山 皓喜、

石黒 直子、西村 勝治
東京女子医科大学病院

G16-07 ＊高ナトリウム血症によりリチウム誘発性腎性尿崩症が明らかになった統合失調症の一例
○	柏木 陽介、池田 俊一郎、青木 敦子、北元 健、嶽北 佳輝、木下 利彦
関西医科大学医学部精神神経科学講座

G16-08 ＊妊娠初期にアドヒアランスが低下し、妊娠後期に病状が悪化した統合失調症の一例
○	楠本 鴻二郎、松坂 雄亮、中野 健、金替 伸治、今村 明、小澤 寛樹
長崎大学病院精神科神経科

一般演題（e- ポスター）17
統合失調症 5： 認知機能、社会機能関係

G17-01 統合失調症者の入院期間と認知機能に関する検討
○	山口 真奈、福山 侑希、岡村 香織、清水 信夫
医療法人恒昭会藍野花園病院

G17-02 演題取り下げ

G17-03 統合失調症患者における自動車運転技能評価
○	北川 奨悟1、小西 勇輝1、岩本 邦弘2、山口 亞希子2、澤 温3、田口 功3、岡本 直通1、関 一誠1、

池ノ内 篤子1、吉村 玲児1、尾崎 紀夫2

1産業医科大学精神医学教室、2名古屋大学大学院医学系研究科精神科・親と子どもの心療科、	
3社会医療法人北斗会さわ病院

G17-04 非定型抗精神病薬のSc症例の社会参加に及ぼす効果に関する考察
○	葉 高文
特定医療法人浩洋会田中病院

G17-05 統合失調症患者でのbrexpiprazoleの認知機能改善効果について
○	渡部 和成
医療法人崇徳会田宮病院

G17-06 将棋を使用した統合失調症における認知リハビリテーション：介入前後比較研究
○	伊奈川 愛菓、小泉 輝樹、峯岸 駿多、楠戸 恵介、女屋 光基、是木 明宏
国立病院機構下総精神医療センター
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G17-07 New long stay患者の包括的な退院困難要因に関する調査：予備的検討
○	小松 浩1,2、大野 高志2、米田 芳則2、石田 雄介2、槙 貴浩2、大場 綾希子2、鈴木 明2、森 康子2、

庄司 盟子2、坂本 洋生2、尾崎 伸也2、海老名 貴幸2、高橋 幸子2、本間 竜太2、富田 博秋3,5,6,7、
角藤 芳久2,4

1東北大学病院精神科、2宮城県立精神医療センター、3東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野、	
4東北大学大学院医学系研究科地域精神医療講座、5東北大学大学院医学系研究科災害精神医学分野、	
6東北大学東北メディカル・メガバンク機構、7東北大学災害科学国際研究所災害精神医学分野

一般演題（e- ポスター）18
統合失調症 6： 後方視的研究

G18-01 スーパー救急病棟における行動制限が必要となる統合失調症患者についての検討
○	西山 華1、杉田 秀太郎2、山田 浩樹1、米良 健輔2、田崎 太郎1、富岡 大1、真田 建史2、高塩 理2、

稲本 淳子1、岩波 明2

1昭和大学横浜市北部病院、2学校法人昭和大学附属烏山病院

G18-02 関西医科大学総合医療センターにおけるアセナピン処方実態の調査
○	柳田 知世、砂田 尚孝、北浦 祐一、嶽北 佳輝、木下 利彦、加藤 正樹
関西医科大学医学部精神神経科学講座

G18-03 久留米大学病院におけるBrexpiprazole投与の後方視的研究
○	佐藤 守1,2、比江嶋 啓至1、内村 直尚1、小曽根 基裕1

1久留米大学医学部神経精神医学講座、2久留米大学高次脳疾患研究所

G18-04 統合失調症薬物療法おけるブロナンセリン・パッチ(BNS-P)の有用性-当病院での1年間の使用経験
から-
○	岩崎 真三
医療法人社団浅ノ川桜ヶ丘病院

G18-05 精神病性障害に対するブレクスピプラゾールの使用経験
○	蓬莱 政、青山 慎介、木村 敦、新名 尚史、平田 尚士、岡崎 賢志、江口 典臣、山木 愛久、

新光 穣、曽良 一郎
神戸大学医学部附属病院

G18-06 ＊アカシジアに対するプロプラノロールの有用性
○	永倉 暁人
東京都立松沢病院

G18-07 ＊抗精神病薬投与中の長期入院患者における肥満関連の調査研究
○	横田 花、山口 隆之、許 博陽、西田 拡人、長谷川 剛
積善会曽我病院

G18-08 精神科スーパー救急病棟における経皮吸収型製剤の臨床的特徴
○	幾瀨 大介1、高塩 理1、山田 浩樹2、太田 晴久1、中村 亮介1、笹森 大貴1、新村 一樹1、西尾 崇志1、

山田 真理1、花田 友貴1、岩波 明1

1学校法人昭和大学附属烏山病院、2昭和大学横浜市北部病院

一般演題（e- ポスター）19
統合失調症 7： 生物学的研究など

G19-01 統合失調症におけるキヌレニン経路や炎症性サイトカイン、神経栄養因子の調節障害に関する研究
○	岡本 直通、手銭 宏文、夏山 知也、藤井 倫太郎、小西 勇輝、池ノ内 篤子、吉村 玲児
産業医科大学病院
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G19-02 統合失調症の大脳・前頭前野皮質におけるα-tubulinの発現変化
○	関口 裕孝1、入谷 修司1、Geoff Pavey2、Brian Dean2

1桶狭間病院藤田こころケアセンター、2The	Florey	Institute	of	Neuroscience	and	Mental	Health,	Australia

G19-03 糖化ストレスを伴う統合失調症におけるIMMP2L遺伝子欠失-臨床特徴と新規治療法開発の可能性
○	吉川 茜1,2、久島 周3,4、宮下 光弘1,5、鈴木 浩一1,5、鳥海 和也1、堀内 泰江1、川路 英哉6、

瀧澤 俊也7、尾崎 紀夫4、糸川 昌成1、新井 誠1

1東京都医学総合研究所統合失調症プロジェクト、2（現所属）順天堂大学大学院医学研究科精神行動科学講座、	
3名古屋大学医学部附属病院、4名古屋大学大学院医学系研究科精神科・親と子どもの心療科、5たかつきクリニック、	
6公益財団法人東京都医学総合研究所、7東海大学医学部付属病院

G19-04 統合失調症における視床白質の体積減少についての定量MRI研究
○	玉垣 千春1、高瀬 勝教2、奥川 学2、木下 利彦2

1医療法人恒昭会青葉丘病院、2関西医科大学医学部精神神経科学講座

G19-05 ＊厳密に抗精神病薬単剤を使用する統合失調症圏の患者における定量的脳波解析：横断的研究
○	尾崎 孝爾1,2、豊巻 敦人2、橋本 直樹2、久住 一郎2

1道立向陽ヶ丘病院、2北海道大学大学院医学研究科神経病態学講座精神医学分野

一般演題（e- ポスター）20
統合失調症 8： RCT及びそのPost-hoc

G20-01 統合失調症患者を対象としたルラシドンの非盲検継続投与試験（JEWEL継続試験）の成績（安全性
／忍容性）
○	石郷岡 純1、樋口 輝彦2,3、中村 将俊4、坂口 玲子4、岡本 恵佑4、高井 健太郎4、伊豫 雅臣5

1医療法人石郷岡病院、2日本うつ病センター、3国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、	
4大日本住友製薬株式会社、5千葉大学大学院医学研究院

G20-02 統合失調症患者を対象としたルラシドンの非盲検継続投与試験（JEWEL継続試験）の成績（有効性）
○	樋口 輝彦1,2、石郷岡 純3、中村 将俊4、坂口 玲子4、岡本 恵佑4、高井 健太郎4、伊豫 雅臣5

1日本うつ病センター、2国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、3医療法人石郷岡病院、	
4大日本住友製薬株式会社、5千葉大学大学院医学研究院

G20-03 急性増悪期統合失調症患者を対象としたルラシドンの第3相検証的試験の有効性の事後解析結果
○	伊豫 雅臣1、中村 将俊2、坂口 玲子2、岡本 恵佑2、高井 健太郎2

1千葉大学大学院医学研究院、2大日本住友製薬株式会社

G20-04 統合失調症におけるasenapine用量と反応性の関係：プラセボ対照二重盲検無作為化比較試験のク
ラスター解析
○	嶽北 佳輝1,3、平岡 秀一2、岩間 康弘2、砂田 尚孝1,3、青木 宣篤1,3、緒方 治彦1,3、舩槻 紀也3、

髙野 謹嗣1,3、柳田 知世1,3、越川 陽介1,3、内藤 みなみ1,3、山本 敦子1,3、加藤 正樹3、木下 利彦1,3

1関西医科大学総合医療センター、2Meiji	Seikaファルマ株式会社、3関西医科大学医学部精神神経科学講座

G20-05 Web講習の有効性の検討～EGUIDEプロジェクトから得られた知見～
○	飯田 仁志1、根本 清貴2、長谷川 尚美10、山田 恒3、市橋 香代4、稲垣 貴彦5、小笠原 一能6、

沼田 周助7、稲田 健8、渡邊 衡一郎9、橋本 亮太10

1福岡大学医学部精神医学教室、2筑波大学医学医療系精神医学、3兵庫医科大学病院精神科神経科、	
4東京大学医学部附属病院精神神経科、5医療法人明和会琵琶湖病院、	
6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、7徳島大学精神科神経科、	
8東京女子医科大学医学部精神医学講座、9杏林大学医学部精神神経科学教室、	
10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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G20-06 睡眠薬処方の実態と多剤処方の関連要因：統合失調症とうつ病患者の処方データの分析
○	降籏 隆二1、大槻 怜2、長谷川 尚美3、三浦 健一郎3、松本 純弥3、坪井 貴嗣4、沼田 周助5、

古郡 規雄7、伊賀 淳一8、山田 恒9、市橋 香代10、渡邊 衡一郎4、稲田 健6、橋本 亮太3

1京都大学環境安全保健機構附属健康科学センター、2日本大学医学部精神医学系精神医学分野、	
3国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、4杏林大学医学部精神神経科学教室、	
5徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部神経情報医学部門情報統合医学講座精神医学分野、	
6東京女子医科大学神経精神科教室、7獨協医科大学精神神経医学講座、	
8愛媛大学大学院医学系研究科精神神経科学講座、9兵庫医科大学精神科神経科学講座、	
10東京大学大学院医学系研究科精神医学分野

一般演題（e- ポスター）21
統合失調症 9：コホート、疫学など様々な研究スタイル

G21-01 統合失調症とうつ病の治療に対するEGUIDEプロジェクトの効果
○	橋本 亮太1、長谷川 尚美1、三浦 健一郎1、松本 純弥1、安田 由華2、稲田 健3、渡邊 衡一郎4

1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、2医療法人フォスター、	
3東京女子医科大学医学部精神医学講座、4杏林大学医学部精神神経科学教室

G21-02 介護職員が精神障害者の在宅ケアでかかえる困難について
○	石川 正憲1、村越 衣重2

1目白大学、2千葉県福祉ふれあいプラザ介護実習センター

G21-03 子どもを対象とした精神病発症リスク早期スクリーニング・システム(CPSS)臨床運用の試み
○	濱崎 由紀子1,5、松尾 雅博2、阪上 由子3、眞田 陸2、中山 貴夫1、道越 秀吾1、上羽 智子4、

栗本 直樹2,5、疋田 貴俊6

1京都女子大学現代社会学部、2滋賀医科大学精神医学講座、3滋賀医科大学小児科学講座、	
4済生会守山市民病院小児科、5医療法人藤樹会滋賀里病院、6大阪大学蛋白質研究所高次脳機能学研究室

G21-04 思春期の低筋力はなぜ将来の精神病リスクとなるのか～糖化ストレスを軸とした縦断疫学的検討～
○	鈴木 一浩1,2,5、山崎 修道3、宮下 光弘1,4、鳥海 和也1、吉川 茜1、王 恬冉1,6、正田 真侑子1,6、

富田 康文6、鷲塚 伸介2,5、糸川 昌成1,6、西田 淳志3、新井 誠1

1東京都医学総合研究所統合失調症プロジェクト、2信州大学医学部精神医学講座、	
3東京都医学総合研究所社会健康医学研究センター、4都立松沢病院、5信州大学医学部地域精神医療学講座、	
6東京大学大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻

G21-05 クロザピン開始初期の中止要因に関するコホート内症例対照研究
○	新津 富央1、築地 茉莉子2、佐々木 剛3、仲田 祐介1、太田 貴代光1、小暮 正信1、関 亮太1、

井手本 啓太1、橋本 佐1,4、鈴木 貴明2、金原 信久1,5、石井 伊都子2、伊豫 雅臣1,3,5

1千葉大学大学院医学研究院精神医学、2千葉大学医学部附属病院薬剤部、	
3千葉大学医学部附属病院こどものこころ診療部、4国際医療福祉大学医学部精神医学、	
5千葉大学社会精神保健教育研究センター

G21-06 ＊統合失調症患者における心理教育の有意性についての検討
○	舩井 翔平1、辻 富基美2、草野 恵利加1、田畑 倫代1、山野井 亮太1、上西 優介2、坂本 友香1、

小野 紀夫1、糸川 秀彰1

1紀南こころの医療センター、2和歌山県立医科大学神経精神医学教室

一般演題（e- ポスター）22
摂食障害１

G22-01 大人の回避・制限性食物摂取症患者の経過と特徴
○	宮本 沙緒里、山内 常生、原田 朋子、西幹 和哉、本多 美穂子、松塚 巧、大原 直樹、撫井 章弘、

井上 幸紀
大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学
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G22-02 重症遷延性摂食障害2症例に対する「浜松医大式入院治療プログラム」の効果
○	山科 貴裕、樋口 文宏、松原 敏郎、樋口 尚子、中川 伸
山口大学医学部附属病院精神科神経科

G22-03 肝胆道系酵素著明高値をきたしrefeeding症候群と診断した神経性やせ症の一例
○	正岡 浩、林田 麻衣子、林 真一郎、林 茉衣、三原 靖葉、伊藤 司、佐藤 皓平、伊豆原 宗人、

三浦 章子、長濱 道治、大朏 孝治、橋岡 禎征、稲垣 正俊
島根大学医学部精神医学講座

G22-04 市販チューブによる自己排出を繰り返し、アナフィラキシーショックで喉頭浮腫を起こしたAN-BP
の一例
○	屋代 麻紀、冨田 裕一郎
医療法人社団碧水会長谷川病院

G22-05 BMI 14以下の神経性やせ症に対する「浜松医大式入院治療プログラム」の有用性の検討
○	樋口 文宏、松原 敏郎、樋口 尚子、水本 智大、野田 稔子、山田 典宏、山科 貴裕、原田 健一郎、

中川 伸
山口大学大学院医学系研究科高次脳機能病態学分野(精神科神経科)

G22-06 Prader-Willi 症候群の問題行動を治療した一例
○	稲光 仁志
嶺南こころの病院

一般演題（e- ポスター）23
摂食障害２

G23-01 ＊ソーシャルネットワーキングサービス(SNS )の利用は中学生の体型不満と関連する
○	細川 里瑛1、河邉 憲太郎1,2、仲地 究1,2、三好 幸代1,2、松本 優1,2、根岸 彩花1、堀内 史枝1,2、

上野 修一1

1愛媛大学大学院医学系研究科分子・機能領域精神神経科学講座、2愛媛大学医学部附属病院子どものこころセンター

G23-02 ＊神経性やせ症の定量脳波解析における健常人との比較
○	佃 万里1、上田 紗津貴1、池田 俊一郎1、吉村 匡史2,3、西田 圭一郎1、北浦 祐一1、桂 功士1、

南 翔太1、木下 利彦1

1関西医科大学医学部精神神経科学講座、2関西医科大学リハビリテーション学部作業療法学科、	
3関西医科大学総合医療センター精神神経科

G23-03 我が国における摂食障害のリスク因子調査（症例対照研究）と、日米比較によるその検討：日米共
同研究より
○	宗 未来1、前川 浩子2、島内 智子3、Kathleen Pike4、Anja Hilbert5、Denise Wilfley6、	

Faith-anne Dohm7、Christopher Fairburn8、Ruth Weissman9

1東京歯科大学市川総合病院、2金沢学院大学文学部、3聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室、	
4Department	of	Psychiatry,	Columbia	University、	
5Integrated	Research	and	Treatment	Center	Adiposity	Diseases,	Behavioral	Medicine	Research	Unit,	Department	
of	Psychosomatic	Medicine	and	Psychotherapy,	University	of	Leipzig	Medical	Center、	
6Department	of	Psychiatry,	Washington	University	School	of	Medicine、	
7Department	of	Psychological	and	Educational	Consultation,	Fairfield	University、	
8Department	of	Psychiatry,	Oxford	University,	Oxford、9Department	of	Psychology,	Wesleyan	University

G23-04 スマートフォンを活用した食生活の記録ー摂食障害診療のための食事と活動の管理Appの開発
○	山内 常生、宮本 沙緒里、原田 朋子、本多 美穂子、松塚 巧、大原 直樹、撫井 章弘、

井上 幸紀
大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学
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G23-05 ＊超低体重からの再栄養に伴う肝酵素上昇の鑑別に腹部CT検査が有用であった回避制限性食物摂
取症の一例
○	髙﨑 創太1、稲川 優多1、岡田 剛史1、手塚 未希1、安田 学1、佐藤 直人2、須田 史朗1

1自治医科大学精神医学講座、2自治医科大学内科学講座消化器内科学部門

一般演題（e- ポスター）24
脳器質性・症状性精神障害 1： 自己免疫性脳炎関連

G24-01 慢性自己免疫性精神病患者における抗GluN1-NT抗体と認知機能障害に関する探索的調査
○	阿部 紀絵1、千葉 悠平1、勝瀬 大海1,2、高橋 幸利3、服部 早紀1、吉見 明香1、須田 顕1、浅見 剛1、

菱本 明豊1

1横浜市立大学大学院医学研究科精神医学部門、2医療法人鵬友会横浜ほうゆう病院、3静岡てんかん神経医療センター

G24-02 原発性副甲状腺機能亢進症と精神症状～摘出術により著しい精神症状が改善した一例を通して～
○	三原 靖葉、大朏 孝治、林 真一郎、林 茉衣、正岡 浩、伊藤 司、佐藤 皓平、伊豆原 宗人、

三浦 章子、長濱 道治、林田 麻衣子、橋岡 禎征、稲垣 正俊
島根大学医学部精神医学講座

G24-03 ＊抗NMDA受容体脳炎の1例～臨床評価における経時的な脳波検査の有用性～
○	原田 舟、渡邊 さつき、髙村 彩子、佐々木 剛、谷木 夏妃、砂原 真理子、横山 香、下出 崇輝、

松尾 幸治
埼玉医科大学病院神経精神科・心療内科

G24-04 ＊健忘症状と意識消失発作を呈した抗Caspr2抗体陽性脳症の一例
○	杉本 裕子、小西 梨乃、郷治 洋子、田所 ゆかり、大島 智弘、兼本 浩祐
愛知医科大学病院

G24-05 ＊抗NMDAR抗体陽性で軟髄膜炎を併発し、急速交代型躁うつ病様症状を呈した1例
○	樋口 早子1、船田 大輔2、金澤 恭子3、小杉 健三5、木村 有喜男4、水谷 真志6、高尾 昌樹6、

佐藤 典子4、岩崎 真樹5、髙橋 祐二3、鬼頭 伸輔1

1国立精神・神経医療研究センター病院第1精神診療部、2国立精神・神経医療研究センター病院第2精神診療部、	
3国立精神・神経医療研究センター病院脳神経内科診療部、4国立精神・神経医療研究センター病院放射線診療部、	
5国立精神・神経医療研究センター病院脳神経外科診療部、6国立精神・神経医療研究センター病院臨床検査部

G24-06 ＊人格変化や認知機能低下が先行し急性の転帰をたどった脳腫瘍の一例
○	木山 典子1、石王 覚2、室津 和男2、岩田 正明1、兼子 幸一1

1鳥取大学医学部附属病院、2松江赤十字病院

G24-07 免疫性精神病患者の免疫療法後の長期的予後と脳微細構造の変化について
○	千葉 悠平1,2、阿部 紀絵2、勝瀬 大海2、高橋 幸利3、須田 顕2、服部 早紀2、吉見 明香2、浅見 剛2、

西野 精治4、菱本 明豊2

1積愛会横浜舞岡病院、2横浜市立大学大学院医学研究科精神医学部門、3静岡てんかん神経医療センター、	
4米国スタンフォード大学医学部精神医学睡眠生体リズム研究所

一般演題（e- ポスター）25
脳器質性・症状性精神障害 2： 薬剤性関連

G25-01 ステロイドパルス療法が奏功した間歇型一酸化炭素中毒の一例
○	林 茉衣1、三浦 章子1、上田 真大2、安部 哲史2、林 真一郎1、正岡 浩1、三原 靖葉1、伊藤 司1、

佐藤 皓平1、伊豆原 宗人1、長濱 道治1、大朏 孝治1、林田 麻衣子1、橋岡 禎征1、稲垣 正俊1

1島根大学医学部精神医学講座、2島根大学医学部内科学講座内科学第三
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G25-02 ＊腎機能障害を伴わないセフェピム脳症の1例
○	石塚 悠1、筒井 幸2,3、久米 正晃5、打越 崇5、藤原 大4、竹島 正浩4、三島 和夫4

1医療法人回生会秋田回生会病院精神科、2医療法人祐愛会加藤病院精神科、	
3JA秋田厚生連平鹿総合病院心療センター、4秋田大学医学部附属病院精神科、5JA秋田厚生連平鹿総合病院血液内科

G25-03 ＊アルコール離脱後に浸透圧性脱髄症候群が判明した一例
○	仲間 佳子1、笹林 大樹1、立野 貴大1,2、八木 萌3、古市 厚志1、高橋 努1、鈴木 道雄1

1富山大学附属病院神経精神科、2富山市民病院精神科、3富山大学附属病院卒後臨床研修センター

G25-04 高気圧酸素治療後もアパシーや注意障害による生活機能障害が残存した間歇型一酸化炭素中毒の一
症例
○	野田 稔子1、樋口 文宏1、原田 健一郎1、松原 敏郎1、下瀬 優香2、兼行 浩史2、中川 伸1

1山口大学医学部附属病院、2山口県立こころの医療センター

G25-05 ＊ベンゾジアゼピン系薬物の中止後に意識障害が増悪したセフェピム脳症の一例
○	佐藤 駿一1,2、玉田 有1、深澤 祐樹1、大前 晋1,3

1虎の門病院分院精神科、2東京大学医学部附属病院精神神経科、3虎の門病院精神科

G25-06 間質性肺炎に対するステロイド内服治療中に認知機能低下を認めたステロイド認知症の1例
○	池田 奈津子1、山田 信一1、山本 眞弘1、田中 克典2、藤井 隆夫2、辻 富基美1、髙橋 隼1

1和歌山県立医科大学医学部神経精神医学教室、2和歌山県立医科大学医学部リウマチ・膠原病科学講座

G25-07 ペランパネル誘発性せん妄：症例報告
○	竹島 強1、竹島 正浩2

1医療法人薫風会象潟病院、2秋田大学医学部附属病院

一般演題（e- ポスター）26
脳器質性・症状性精神障害 3： その他

G26-01 ＊著しい精神運動性興奮の後に意識障害が遷延したCOVID-19の１例
○	定塚 良甫、小林 正人、木村 大樹、尾崎 紀夫
名古屋大学大学院医学系研究科精神科・親と子どもの心療科

G26-02 成人発症Ⅱ型シトルリン血症を適切に診断するための2症例の検討
○	許 全利1、高野 悟史1、三井 浩1、嶽北 佳輝1、鈴木 美佐1、徳原 大介2、矢崎 正英3、中森 靖4、

木下 利彦1

1関西医科大学医学部精神神経科学講座、2大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学、	
3信州大学バイオメディカル研究所、4関西医科大学救急医学科

G26-03 ＊確定診断までに時間を要した神経精神ループスの一例
○	杉原 玲香、青木 宣篤、大畑 貴裕、樫原 彩乃、田中 優樹、木下 利彦
関西医科大学医学部精神神経科学講座

G26-04 変換症や器質性過眠症が疑われた橋本脳症の1例
○	石飛 佳宣、松村 博隆
八尾こころのホスピタル

G26-05 軽度認知障害を契機に診断に至ったACTH単独欠損症の１例
○	池ノ内 篤子1,2、関 一誠1,2、岡本 直通1,2、小西 勇輝2、吉村 玲児2

1産業医科大学病院認知症センター、2産業医科大学医学部精神医学教室

G26-06 ＊せん妄を初発症状とし、認知症、うつ病と診断された後に進行性核上性麻痺の診断に至った一症
例
○	鍛治 小百合、山口 隆之、飯嶋 一侑樹、長谷川 剛
公益財団法人積善会曽我病院
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G26-07 交通外傷後のADHD症状に対してアトモキセチンが有効だった一例
○	小西 勇輝、井形 亮平、松元 知美、岡本 直通、池ノ内 篤子、吉村 玲児
産業医科大学精神医学教室

一般演題（e- ポスター）27
アルコール・薬物依存、行動嗜癖 1： アルコール関連

G27-01 治療困難なアルコール依存症に対するコミュニティー強化アプローチを活用した介入
○	吉田 玲夫1、吉田 昌平1、Hendrik Roozen2

1医療法人社団吉田会吉田病院、2ニューメキシコ大学アルコール依存、乱用、嗜癖センター（CASA)

G27-02 依存症外来での初診5年後予後調査からみる断酒断薬と職、通院、自助グループ継続との関連
○	板橋 登子、小林 桜児、黒澤 文貴、西村 康平
神奈川県立精神医療センター

G27-03 依存症専門外来における内科通院中のアルコール使用障害患者の臨床的特徴
○	西村 康平、板橋 登子、黒澤 文貴、小林 桜児
神奈川県立精神医療センター

G27-04 アルコール使用障害者の気質が飲酒行動パターンに与える影響と個別性アプローチの検討
○	栗原 雄大1,2、新里 輔鷹1、甲田 宗良3、榎木 宏之4、大鶴 卓2、近藤 毅1

1琉球大学医学部附属病院、2独立行政法人国立病院機構琉球病院、3徳島大学大学院社会産業理工学研究部、	
4広島国際大学大学院心理科学研究科

G27-05 注意欠如多動症がアルコール使用障害の入院治療の効果に及ぼす影響に関する研究
○	川田 隆裕1,2、垣渕 洋一1、冨髙 緑1、宮島 美穂2、杉原 玄一2、松島 英介3、竹内 崇2、高橋 英彦2

1医療法人社団翠会成増厚生病院、2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科精神行動医科学分野、	
3東京医科歯科大学医学部附属病院

G27-06 総合病院精神科におけるアルコール健康障害への取り組みと、「減酒外来」について
○	角南 隆史、花房 喜代治、渡邊 浩子、石井 博修
佐賀県立病院好生館

G27-07 ＊アルコール依存症へのホログラフィートークによる治療の試み：症例報告
○	加藤 嘉明、後藤 啓介、冨永 顕、佐川 悠毅、清水 優、小池 祐平、深山 隆元、大西 征司、

小倉 盛崇、長谷川 聖、西崎 純、和田 直樹、日比野 浩之、北川 年一、高屋 淳彦
福井記念病院

一般演題（e- ポスター）28
アルコール・薬物依存、行動嗜癖 2： その他

G28-01 依存症患者の乱用物質、嗜癖対象、病歴による類型化の試み―潜在クラス分析を用いた検討―
○	板橋 登子、小林 桜児、黒澤 文貴、西村 康平
神奈川県立精神医療センター

G28-02 コロナ禍により依存症患者は増えたのか？－依存症相談数および初診患者数の比較－
○	小林 桜児1、黒澤 文貴1、西村 康平1、板橋 登子2

1神奈川県立精神医療センター依存症診療科、2神奈川県立精神医療センター臨床研究室

G28-03 依存症の入院患者における小児期逆境体験と抑うつ、AD/HD、心拍変動との関連
○	油田 直弥、佐川 陽子、福田 貴博、吉森 智香子、武藤 岳夫
肥前精神医療センター
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G28-04 ヘロイン依存症者へのブプレノルフィン（レペタン）による解毒治療についての検討
○	永野 龍司1、紀本 創兵2、麻生 克郎1、小森 崇史2、山口 泰成2、岡村 和哉2、上田 和也2、冨崎 悠2、

岩本 裕2、竹田 友彦1、竹村 幸洋1、長妻 渉1、池原 実伸1、佐々木 寛1、山本 訓也1、岸本 年史2

1公益財団法人復光会垂水病院、2奈良県立医科大学精神医学教室

G28-05 遷延性の精神病状態を呈した覚せい剤精神病に対しECTが著効した一例
○	山本 遼、岸本 由紀、清水 勇雄、中島 亮太郎、佐藤 光源、長尾 卓夫
医療法人恵風会高岡病院

G28-06 大阪府依存症医療研修のオンライン実施報告
○	入來 晃久1、多地 功2、加藤 武司2、谷口 直津夢2、松井 哲紀2、本田 智志2、藤田 治2

1大阪精神医療センター・こころの科学リサーチセンター、2大阪精神医療センター

G28-07 「パラフィリア」の進化精神医学
○	高野 覚
医療法人社団明雄会本庄児玉病院

一般演題（e- ポスター）29
児童・思春期精神障害 1： ひきこもり、うつ病関連

G29-01 治療不能の脳腫瘍に伴う頭痛を自傷で解消し引きこもっていた思春期症例との力動的精神療法につ
いて
○	齊藤 幸子
関西医科大学医学部精神神経科学講座

G29-02 中高生の外来初診患者の抑うつ症状、ひきこもり、レジリエンス要因の関連について
○	中根 えりな、田中 伸一郎、尾形 広行、井原 裕
獨協医科大学埼玉医療センター

G29-03 10 歳代の外来初診患者の抑うつ症状、自殺念慮、ひきこもり、レジリエンスの関係について
○	田中 伸一郎、中根 えりな、尾形 広行、井原 裕
獨協医科大学埼玉医療センター

G29-04 本邦の医療状況に即した子どものうつ病臨床の最適化への提言
○	稲垣 貴彦1,2,3、上野 千穂1,4、岡田 俊1,5、小野 善郎1,6

1IACAPAPテキストブック翻訳委員会、2医療法人明和会琵琶湖病院思春期青年期治療部、	
3滋賀医科大学精神医学講座、4京都市第二児童福祉センター診療所、5国立精神・神経医療研究センター、	
精神保健研究所、知的・発達障害研究部、6和歌山県精神保健福祉センター

G29-05 ＊思春期に統合失調症様の症状を呈した解離性（転換性）障害の1例
○	戸邉 友揮、三宅 誕実、櫛野 宣久、島内 智子、古茶 大樹
聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室

G29-06 ＊パイプ詰まりの調整役としての、児相での精神科医への期待と役割
○	高木 英昌1、井上 淳2、桑原 斉3、山末 英典4、明橋 大二1、高貝 就2

1真生会富山病院、2浜松医科大学児童青年期精神医学講座、3埼玉医科大学病院神経精神科・心療内科、	
4浜松医科大学精神医学講座
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G29-07 ＊世界の児童思春期精神科研修カリキュラムと日本の現状との比較―若手精神科医の視点から―
○	森本 佳奈1,9、大熊 彩子2,9、北岡 淳子1,9、加藤 秀一3、廣田 智也4、青山 久美5、館農 勝6、

秋山 剛7,10、岸本 年史8,10

1地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪精神医療センター、2医療法人社団翠会陽和病院、	
3名古屋大学大学院精神医学分野、	
4カリフォルニア大学サンフランシスコ校	Department	of	Psychiatry	and	Behavioral	Sciences、	
5横浜市立大学附属市民総合医療センター精神医療センター、6ときわ病院精神科、7NTT東日本関東病院、	
8奈良県立医科大学精神医学教室、9認定特定非営利活動法人日本若手精神科医の会(JYPO)、	
10日本精神神経学会国際委員会

一般演題（e- ポスター）30
児童・思春期精神障害 2： 器質、その他

G30-01 ＊COVID-19流行に伴う新しい生活様式下にて精神的不調をきたした思春期の３症例
○	坂口 文1,2、岡山 達志2,3、藤本 健士郎2、久保 洋一郎2、吉川 真衣2、西藤 奈菜子2、若林 暁子2、

川端 康雄2、金沢 徹文2

1赤穂仁泉病院、2大阪医科大学附属病院、3医療法人稲門会いわくら病院

G30-02 ＊Family Based Treatmentに基づいて介入を行った神経性やせ症の16歳女性
○	額田 寛崇1、齊藤 麻里子1,2、髙宮 静男2、白井 豊1

1医療法人尚生会湊川病院、2たかみやこころのクリニック

G30-03 精神病症状を呈したSilver-Russell症候群の一例
○	林 大祐、南 拓人、染谷 知恵、春口 洸希、稲川 拓磨、沖田 恭治、佐竹 直子、野田 隆政、

鬼頭 伸輔、橋本 亮太
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

G30-04 学習困難の原因がACTH分泌低下症であり補充療法で劇的に改善した10歳代小学生男児
○	藤田 基、藤田 観喜
道玄坂ふじたクリニック

G30-05 当院救命救急センター搬送後、精神科外来フォローした思春期自殺未遂者の臨床的特徴
○	近藤 忠一、井原 裕、田中 伸一郎、五明 佐也香、尾形 広行
獨協医科大学埼玉医療センター

G30-06 高い衝動性を呈するADHD児に対して行動療法が奏功した一例
○	新門 宏基、石橋 正敏、佐藤 守、内村 直尚、小曽根 基裕
久留米大学病院

G30-07 コロナ禍における多文化児童青年期クリニック開設の1年
○	土岐 茂1、新本 美樹1、高橋 美咲1、垰 雄士1,2、浅田 護1,2

1あさだ会第2心療クリニックコモリエ、2医療法人あさだ会浅田病院

一般演題（e- ポスター）31
知的障害、発達障害 1：自閉症

G31-01 成人の自閉スペクトラム症でみられた幻覚、妄想についての精神病理学的考察
○	加藤 紀彦1,2,3

1東京青梅病院、2メンタルクリニックいわお、3グループホームリックス
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G31-02 自閉スペクトラム症児の聴覚過敏・コミュニケーションの困難さに対するリスニングトレーニング
の効果の評価
○	岸本 真希子、関戸 雄貴、多門 裕貴
国立成育医療研究センター

G31-03 risperidone投与が持続性勃起障害を引き起こしたと考えられる、最重度知的発達症合併の自閉症
青年の１例
○	蜂矢 百合子1、宇野 洋太1、北沢 香織1、佐々木 康栄1、内山 登紀夫1,2

1よこはま発達クリニック、2大正大学

G31-04 健常成人における自閉症スペクトラム傾向とWAIS-IIIのプロフィール
○	松尾 淳子1、石田 一希1、太田 深秀1、秀瀬 真輔1、堀 弘明1、蓬田 幸人1、神尾 陽子2、功刀 浩1,3

1国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、2発達障害クリニック、3帝京大学医学部精神科学教室

G31-05 成人期に診断された自閉スペクトラム症/注意欠如・多動症に対しメチルフェニデート徐放剤が著
効した1例
○	柳澤 尚実
公益社団法人岐阜病院

G31-06 行動経済学的手法を用いて検証する不確実な状況における自閉スペクトラム症の意思決定
○	藤野 純也1,2、鄭 志誠2,3,4,5、板橋 貴史2、青木 悠太2、太田 晴久2,6、久保田 学2,3,7、橋本 龍一郎2,8、

中村 元昭2,9、加藤 進昌2、高橋 英彦1

1東京医科歯科大学精神行動医科学、2昭和大学発達障害医療研究所、3京都大学大学院医学研究科精神医学教室、	
4早稲田大学応用脳科学研究所、5東京国際大学人間社会学部スポーツ科学科、6昭和大学医学部精神医学講座、	
7量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所、8東京都立大学大学院人文科学研究科言語科学教室、	
9神奈川県立精神医療センター

一般演題（e- ポスター）32
知的障害、発達障害 2：ADHD

G32-01 注意欠如・多動症特性を有する成人の生活上・医療上の負担
○	納谷 憲幸1、西垣 信裕2、酒井 千賀1、辻 敏永1、小坂 浩隆3

1塩野義製薬株式会社メディカルアフェアーズ部、2武田薬品工業株式会社ジャパンメディカルオフィス、	
3福井大学医学部病態制御医学講座精神医学領域

G32-02 抑うつ症状を有する成人期ADHD患者におけるADHD治療開始後の抗うつ薬処方の変化:日本臨床
実態調査（JAMDAS）
○	酒井 千賀1、辻 敏永1、中井 徹1、難波 佑貴1、三嶋 宏和1、藤原 正和2、松永 寿人3

1塩野義製薬株式会社メディカルアフェアーズ部、2塩野義製薬株式会社データサイエンス室、	
3兵庫医科大学精神科神経科学講座

G32-03 成人期ADHDを疑って来院した患者の診断の検討
○	中川 潤、仮屋 暢聡
まいんずたわーメンタルクリニック

G32-04 成人期ADHDにおけるsluggish cognitive tempoの検討
○	岩見 有里子、林 若穂、青柳 啓介、花輪 洋一、佐賀 信之、中村 暖、岩波 明
昭和大学付属烏山病院

G32-05 アイトラッカーを用いた対話場面の視線計測―ADHDにおける検討
○	長塚 雄大1,2、太田 真里絵1,2、新井 豪佑1,2、幾瀨 大介1,2、太田 晴久1,2、岩波 明1,2

1昭和大学附属烏山病院、2昭和大学医学部精神医学講座
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G32-06 摂食障害と診断された注意欠如多動症（ADHD)
○	渡邊 泰良
メンタルクリニック桜坂

G32-07 成人期のADHD尺度であるASRSの得点と児童期のADHD尺度の回顧的得点の相関
○	武田 俊信1、辻 由依2

1龍谷大学、2札幌学院大学

G32-08 注意欠如・多動症（AD/HD）の日本における疾病負荷および経済負荷に関するシステマティック
レビュー
○	倉園 研士1、三尾 諒2、Adeeb Tawseef2
1塩野義製薬株式会社、2IQVIAソリューションズジャパン株式会社

一般演題（e- ポスター）33
知的障害、発達障害 3：自閉症・ADHD両方、その他

G33-01 成人期ASDとADHDにおけるADOS-2の検討
○	花輪 洋一、林 若穂、岩見 有里子、青柳 啓介、佐賀 信之、中村 暖、岩波 明
学校法人昭和大学附属烏山病院

G33-02 激しい顔面自傷を長期介入により軽減できた強度行動障害3事例
○	會田 千重
独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター

G33-03 家族機能が発達障害のコミュニケーションに与える影響について ～調査票の作成と検証～
○	榎戸 芙佐子、角谷 陽平、藤田 宗久、谷野 亮一郎、宮西 知宏、柴田 祐子、谷口 園子、

米本 智美
医療法人社団和敬会谷野呉山病院

G33-04 ＊5歳児におけるオキシトシンと神経発達障害の関連と男女差
○	坂本 由唯1、斉藤 まなぶ2,3、大里 絢子2、照井 藍2、三上 珠希3、中村 和彦2,3

1弘前大学医学部附属病院神経科精神科、2弘前大学大学院医学研究科神経精神医学講座、	
3弘前大学子どものこころの発達研究センター

G33-05 成人発達障害が抱える困難とコーピングスタイルについて
○	宮岡 佳子1,2

1跡見学園女子大学、2小石川東京病院

G33-06 continuous performance test中のdaydreamingおよびmind-wanderingの体験
○	武田 俊信1,3、白間 綾2,3

1龍谷大学、2国立精神・神経医療研究センター、3昭和大学

G33-07 新型コロナウイルス感染症に伴う完全遠隔授業に対する学生の主観的評価と発達障害傾向の関連
○	池田 英二1、小林 るり1、池田 東香2

1福井県立大学、2富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

G33-08 新しい慢性めまい疾患：持続性知覚性姿勢誘発めまい(PPPD)の検討
○	清水 謙祐1,2、中村 雄2、湯地 俊子2、東野 哲也2、石田 康3、吉田 建世1

1医療法人建悠会吉田病院精神科、2宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室、	
3宮崎大学医学部臨床神経科学講座精神医学分野
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一般演題（e- ポスター）34
精神保健・福祉

G34-01 日本の精神病床における長期入院患者数の推計
○	岡山 達志1,2、山之内 芳雄3、金沢 徹文1

1大阪医科大学附属病院、2医療法人稲門会いわくら病院、3医療法人愛精会あいせい紀年病院

G34-02 妊婦におけるスマートフォンアプリの使用状況とメンタルヘルスとの関連
○	児玉 豊彦、高木 幸子
産業医科大学

G34-03 解離症を伴い問題行動を繰り返した知的障害患者が継続的に地域生活するための支援枠組み
○	伊集院 将
栃木県立岡本台病院

G34-04 奈良県立医科大学精神医療センターにおける隔離・身体拘束の実態調査
○	廣田 直也1,2、紀本 創兵2、岸本 直子2、西 佑記2、本多 将人2、井上 慶一3、永野 龍司4、盛本 翼2、

岸本 年史2

1医療法人松本快生会西奈良中央病院、2奈良県立医科大学精神医学教室、3医療法人鴻池会秋津鴻池病院、	
4公益財団法人復光会垂水病院

G34-05 誰にでもできる「自殺の危険度」判断と「防止法」-つくば病院での取り組み-
○	宮本 洋
医療法人聖和会つくば病院

G34-06 運動処方（FITT）の観点からみる健康意識を伴った歩行のあり方と精神的健康の関連
○	内海 裕介1,3、臼倉 瞳2、瀬戸 萌1、佐久間 篤1、國井 泰人2、富田 博秋1,2,3

1東北大学病院精神科、2東北大学災害科学国際研究所災害精神医学分野、	
3東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

G34-07 大都市部における若年者早期相談・支援窓口の実践―ワンストップ相談センターSODAの取り組み
○	内野 敬1,2,3、小辻 有美2、飯田 さとみ2,3、青木 瑛子2、塩澤 拓亮2,4、辻野 尚久1,5、藤井 千代4、

清水 徹男6、水野 雅文1、田中 邦明1,2,3、根本 隆洋1

1東邦大学医学部精神神経医学講座、2ワンストップ相談センターSODA、3医療法人財団厚生協会東京足立病院、	
4国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、5社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院、	
6秋田県精神保健福祉センター

一般演題（e- ポスター）35
心理社会的療法・心理教育

G35-01 EGUIDEプロジェクトの効果の検討-ガイドライン講習前後の治療ガイドラインに沿った臨床行動
実践度の比較―
○	山田 恒1,2、本山 美久仁1、長谷川 尚美2、三浦 健一郎2、松本 純弥2、渡邊 衡一郎3、稲田 健4、

橋本 亮太2

1兵庫医科大学、2国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、3杏林大学、4東京女子医科大学

G35-02 精神科ローテートが研修医の精神疾患に対するイメージに与える影響
○	松坂 雄亮1,2,3、大園 恵梨子2、松島 加代子2、浜田 久之2、森本 芳郎1、金替 伸治1、今村 明1、

小澤 寛樹1

1長崎大学病院精神科神経科、2長崎大学病院医療教育開発センター、3長崎県精神医療センター精神科

G35-03 看護師のバーンアウトと心理的非柔軟性、認知的フュージョン、セルフコンパッションとの関係
○	光定 博生1、河野 伸子1、刎田 文記2

1横須賀共済病院、2（株）スタートライン
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G35-04 若手精神科医を対象にした措置診察に関するオンライン併用型研修会の実践報告
○	鎌田 雄1、新津 富央1,2、椎名 明大1,3、伊豫 雅臣1,2,3

1千葉大学医学部附属病院、2千葉大学大学院医学研究院精神医学教室、3千葉大学社会精神保健教育研究センター

G35-05 ＊Joint Crisis Plan（JCP）を用いた精神障害者の地域移行支援：医療従事者アンケートから
○	水村 莉瑛1、海老原 樹恵2、神山 明子1、安藤 久美子1

1聖マリアンナ医科大学病院、2鶴見西井病院

一般演題（e- ポスター）36
医学教育

G36-01 ＊DBT的な精神療法が有効であったパーソナリティ障害の一例
○	阿部 浩崇、森 豊和、山田 嘉昭
北勢病院

G36-02 真に有効な境界例への限界設定とは、彼らの支配を拒否することである
○	深尾 琢
岐阜大学大学院医学系研究科

G36-03 慢性疾患をみる医師が患者との関わりの経験を診療にいかすプロセス-M-GTAを用いた質的研究（中
間発表）
○	南澤 淳美1,2、綾仁 信貴1,3、宮崎 貴久子4、成本 迅1

1京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学、2タヴィストッククリニック、	
3独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター、4京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学

G36-04 確認強迫行為を持つ強迫症、醜形恐怖症に対する外来森田療法
○	舘野 歩
東京慈恵会医科大学精神医学講座

一般演題（e- ポスター）37
自殺関連

G37-01 墜落自殺企図者の検討（さいたま赤十字病院MPUから）
○	三澤 仁、椎名 是文、加藤 奏、原田 円、村城 祐香
さいたま赤十字病院心療科

G37-02 精神科救急における非鎮静系および鎮静系抗精神病薬の有効性,安全性の比較
○	森川 文淑、昔農 雄太、飯田 愛弓、田端 一基、猪俣 光孝、直江 寿一郎
医療法人社団圭泉会旭川圭泉会病院

G37-03 大量服薬患者の受診時間帯による重症度や背景の違い：疫学研究
○	平島 達朗、岡本 直通、吉村 玲児
産業医科大学病院

G37-04 I軸とII軸を併存した自殺企図患者へのAssertive case managementによる介入の効果　
ACTION-Jの二次解析より
○	則本 和伸1,2,3、池下 克実2,4、奥地 一夫3、米本 直裕5,6、河西 千秋7、岸本 年史2

1兵庫県立尼崎総合医療センター集中治療科、2奈良県立医科大学精神医学講座、3奈良県立医科大学救急医学講座、	
4いちメンタルクリニック日本橋、5国立精神・神経医療研究センター精神薬理研究部、6順天堂大学医学部公衆衛生学、	
7札幌医科大学医学部神経精神医学講座
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G37-05 救急救命センターに搬送された自殺企図患者の傾向：COVID-19流行前後での比較検討
○	関谷 樹1、村山 侑里2、石井 あかね1、小池 俊明1、井田 逸朗1

1国立病院機構高崎総合医療センター、2群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学教室

G37-06 関西医科大学附属病院に自殺企図で搬送された患者の検討
○	村田 知康、許 全利、緒方 治彦、舩槻 紀也、加藤 正樹、木下 利彦
関西医科大学附属病院

G37-07 救急医療機関におけるエビデンスにもとづく自殺未遂者支援の社会実装
○	山田 光彦1、川島 義高1,2

1国立精神・神経医療研究センター、2明治大学

G37-08 精神科受診患者の自殺に関する後方視的研究
○	豊田 直人、三井 信幸、渡辺 晋也、高信 径介、豊島 邦義、藤井 泰、久住 一郎
北海道大学大学院医学研究科神経病態学講座精神医学分野

一般演題（e- ポスター）38
せん妄、緩和

G38-01 ＊パーキンソン病に合併したせん妄の薬物療法的マネジメント
○	藤井 淳人、寒川 尚登、石川 亮、川下 芳雄、増田 慶一、和田 健
広島市立広島市民病院

G38-02 救命救急センターへ入院した心不全患者におけるせん妄発症リスク因子の後方視的検討
○	和田 健、増田 慶一、川下 芳雄、石川 亮、寒川 尚登、藤井 淳人
広島市立広島市民病院

G38-03 当院緩和ケアチームにおけるクロルプロマジン注射製剤の使用状況
○	舩槻 紀也1、北浦 祐一1、佃 万里1、緒方 智惠1、吉村 匡史1、佐伯 久美子2、文岡 礼雅2,3、

米田 篤司3,4、北野 正悟4、内山 祐佳4、増澤 宗洋1,4、木下 利彦1

1関西医科大学医学部精神神経科学講座、2関西医科大学総合医療センター看護部、	
3関西医科大学総合医療センター薬剤部、4関西医科大学麻酔科学教室

G38-04 緩和ケアを目的とした精神科薬物療法の調査
○	富岡 大1,2,3、横山 和彦3,4、脇谷 美由紀3、徳永 愛美3、村井 幸子3、徳満 麻美3、小田 道子1,3、

野村 美香1,3、飛田 真砂美2、横山 佐知子1,2、富田 秋沙2、沖野 和麿1,2、河合 恵太1,2、中井 文香1,2、
郡司 真緒1,2、村山 碧1,2、花房 慶太1,2、廣瀬 俊輔1,2、石井 宏明1,2、澁谷 唯子1,2、岩波 明2、
稲本 淳子1,2

1昭和大学横浜市北部病院メンタルケアセンター、2昭和大学医学部精神医学講座、	
3昭和大学横浜市北部病院緩和医療チーム、4昭和大学横浜市北部病院緩和医療センター

G38-05 スボレキサント投与とせん妄の重症度に関する検討
○	阪中 聡一郎、辻井 農亜、明石 浩幸、丹羽 篤、廣瀬 智之、土屋 有希、森本 拓頌、西原 崇浩、

林 宏樹、瀧川 清統、寺田 徹、中田 翼、白川 治
近畿大学医学部精神神経科学教室

G38-06 当院における生体肝移植のドナーに対する精神科診察について
○	浅野 聡子1、新村 兼康1、田村 恵美2、水田 耕一2、三澤 仁1

1さいたま赤十字病院、2埼玉県立小児医療センター
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一般演題（e- ポスター）39
救急との連携、精神科救急病棟

G39-01 亜急性期病棟（仮）運用の試みー3年間の実績からー
○	倉田 孝一、田村 悠
社会医療法人財団松原愛育会松原病院

G39-02 コロナ禍が精神科救急入院医療に及ぼした影響について-基幹病院からの報告
○	森脇 久視、茨木 丈博、福井 英里、山本 舞、面川 育、高島 早紀、山﨑 千佳、佐々木 和人、

飯野 新、菅野 昌晃、原口 春菜、中田 雅子
神奈川県立精神医療センター

G39-03 ＊長期間人工呼吸器を要したC O V I D-19患者に出現したプロポフォール離脱症候群の一例
○	五島 隆太、中野谷 貴子、高根 諒、徳野 隼人、原田 巽矢、山岡 広一郎、堀野 雅祥、栗原 智、

石橋 浩弥、小成 佳穂、栗原 優、窪田 悠希、周山 祐大、三輪 槙、濱田 尚一郎、安藤 等、
中野 智継、城川 雅光、中島 幹男、後藤 英昭、岩田 健

東京都立広尾病院

G39-04 重症熱傷の精神科治療と社会的支援について
○	川本 恭子1、新美 陽介2、豊山 則子3、田中 克己4、松嶋 麻子5、井上 貴昭6、佐々木 淳一7、

矢口 有乃8、櫻井 裕之2

1東京女子医科大学精神科、2東京女子医科大学形成外科、3東京女子医科大学八千代医療センター看護部、	
4長崎大学医学部形成外科、5名古屋市立大学大学院医学研究科先進急性期医療学、	
6筑波大学医学医療系救急・集中治療医学、7慶應義塾大学医学部救急医学、8東京女子医科大学救急医学

G39-05 救急医療部門との連携におけるJapan Emergency Psychiatry Scale - Expert opinion version
の使用経験
○	橋本 聡1、落合 翔1、山下 建昭1、杉山 直也2

1独立行政法人国立病院機構熊本医療センター、2公益財団法人復康会沼津中央病院

G39-06 精神疾患を有する妊産婦における精神症状の経過と新生児異常の関係
○	河合 恵太1,2、富岡 大1,2,3、郡司 真緒1,2、岡本 知子1,2、近江 真季1,2、沖野 和麿1,2、小田 道子1、

野村 美香1、加藤 明澄4、土肥 聡4、松浦 玲4、長塚 正晃4、太田 千春5、安藤 美奈子5、佐藤 裕一1、
近藤 周康1、村山 碧1,2、廣瀬 俊輔1,2、石井 宏明1,2、花房 慶太1,2、中井 文香1,2、岩波 明2、
稲本 淳子1,2

1昭和大学横浜市北部病院メンタルケアセンター、2昭和大学医学部精神医学講座、3昭和大学藤が丘病院精神神経科、	
4昭和大学横浜市北部病院産婦人科、5昭和大学横浜市北部病院看護部

G39-07 悪性症候群に対する修正型電気けいれん療法の有用性を検討する多施設における後方視的カルテ調
査研究
○	橘 真澄1、新津 富央1、佐藤 泰憲2、赤田 弘一3、野々村 司4、青木 勉5、小石川 比良来6、伊豫 雅臣1

1千葉大学医学部附属病院、2慶應義塾大学附属病院、3成田赤十字病院、4千葉市立青葉病院、5旭中央病院、	
6医療法人鉄蕉会亀田総合病院

一般演題（e- ポスター）40
コロナウイルス感染症（COVID-19） 1： メンタルヘルス 1

G40-01 COVID-19流行が大学生のメンタルヘルスに与えた影響の予備的検討
○	大島 紀人1、渡辺 慶一郎1、佐々木 司1,2、柳元 伸太郎3

1東京大学相談支援研究開発センター、2東京大学大学院教育学研究科、3東京大学保健・健康推進本部

G40-02 新型コロナウィルスのパンデミックによる大学生の精神衛生への影響
○	武田 俊信1、辻 由依2、赤津 玲子1、野村 竜也1

1龍谷大学、2札幌学院大学
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G40-03 COVID -19治療従事経験の有無による医療関係者の精神健康関連要因の相違
○	羽澄 恵1、松井 健太郎1,3、吉池 卓也1、都留 あゆみ1、大槻 怜1、長尾 賢太朗1、綾部 直子1,2、

内海 智博1、山元 健太朗3、福水 道郎1、栗山 健一1

1国立精神・神経医療研究センター、2秋田大学、3東京女子医科大学神経精神科教室

G40-04 総合病院でのCOVID-19専門病棟におけるスタッフの心理的ストレス調査
○	志賀浪 貴文1、倉持 泉1、大賀 公子2、小林 清香1、藤井 良隆1、水野 公仁1、中村 菜々子1,5、

西田 裕介3、岡 秀昭3,4、大野 秀明4、吉益 晴夫1

1埼玉医科大学総合医療センターメンタルクリニック、2埼玉医科大学総合医療センター看護部、	
3埼玉医科大学総合医療センター総合診療内科、4埼玉医科大学総合医療センター感染症科・感染制御科、	
5中央大学文学部心理学専攻

G40-05 コロナ禍における偏見的態度とメンタルヘルスの関連について
○	太刀川 弘和1、田口 高也1、高橋 あすみ2、翠川 晴彦2、松山 藍利3、白鳥 裕貴4,5、小川 貴文2、

高橋 晶1、根本 清貴5、新井 哲明5

1筑波大学医学医療系臨床医学域災害・地域精神医学、2筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻、	
3筑波大学医学群医学類、4筑波大学保健管理センター、5筑波大学医学医療系精神医学

G40-06 在宅勤務は職務要因とは独立して心身のストレス反応を軽減する
○	志村 哲祥1、横井 克典2、杉浦 航3、井上 猛1

1東京医科大学、2国際医療福祉大学、3ヒューストン大学

一般演題（e- ポスター）41
コロナウイルス感染症（COVID-19） 2： メンタルヘルス 2

G41-01 COVID-19の流行がわが国の医療関係者の心理的健康に与える影響
○	松井 健太郎1,2、吉池 卓也1、都留 あゆみ1、大槻 怜1,3、長尾 賢太朗1、綾部 直子1,4、羽澄 恵1、

内海 智博1,5、山元 健太朗1,2、福水 道郎1,6、栗山 健一1

1国立精神・神経医療研究センター、2東京女子医科大学精神医学講座、3日本大学医学部精神医学系精神医学分野、	
4秋田大学教育文化学部地域文化学科、5東京慈恵会医科大学精神医学講座、6瀬川記念小児神経学クリニック

G41-02 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行が医療従事者に与えた心理的影響
○	福島 春子1、川村 修司2、鶴谷 茂3、高橋 年道1、茂木 香織1、宮井 宏之1、大谷 恭平1、松石 邦隆1

1神戸市立医療センター中央市民病院精神・神経科、2神戸市立医療センター中央市民病院看護部、	
3神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部

G41-03 COVID-19パンデミックよる医療従事者および大学生の心理的影響とリスク因子
○	谷藤 貴紀1、青山 慎介1、新光 穣1、金 世賢1、小林 成美2,4、篠原 正和3、河野 誠司2、曽良 一郎1

1神戸大学大学院医学研究科精神医学分野、2神戸大学大学院医学研究科医学教育分野、	
3神戸大学大学院医学研究科疫学分野、4神戸大学大学院医学研究科循環器内科分野

G41-04 COVID-19患者との接触が精神科病院職員に与えた影響
○	九鬼 一隆1,2、山口 泰成2、牧之段 学2、本多 将人1,2、上田 淳哉2、岡﨑 康輔2、岡村 和哉2、

紀本 創兵2、神川 浩平2,3、中島 弘喜2、奥村 和生2、岸本 年史2

1医療法人爽神堂七山病院、2奈良県立医科大学精神医学教室、3独立行政法人国立病院機構やまと精神医療センター

G41-05 新型コロナウイルス感染症対応病院における医療従事者のメンタルヘルスと関連要因
○	翠川 晴彦1,2、櫛引 夏歩3、綿谷 恵子4、田口 高也5,6、高橋 晶5、白鳥 裕貴7、根本 清貴7、

笹原 信一朗8、大井 雄一8、道喜 将太郎8、堀 大介8、松崎 一葉8、新井 哲明7、山縣 邦弘9、
太刀川 弘和5

1筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学、2筑波大学附属病院精神神経科、	
3筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻、4筑波大学附属病院看護部、	
5筑波大学医学医療系臨床医学域災害・地域精神医学、6茨城県立こころの医療センター、	
7筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学、8筑波大学医学医療系生命医科学域産業精神医学・宇宙医学、	
9筑波大学医学医療系臨床医学域腎臓内科学
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G41-06 『長崎大学病院における新型コロナウィルスに関連する病院職員のストレス状況調査と心理的支援』
○	木下 裕久1、福原 視美1、黒木 優子1、小川 さやか1、古林 正和1、西野 友哉1、松坂 雄亮2、

小澤 寛樹2

1長崎大学保健医療推進センター、	
2長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻展開医療科学講座精神神経科学教室

G41-07 新型コロナ感染ストレスは災害による心的ストレス反応を増悪するか？
○	石橋 義彦1、佐藤 崇史2、髙橋 紀子2、吉田 学2

1医療法人菅野愛生会緑ヶ丘病院、2多賀城市総務部

一般演題（e- ポスター）42
コロナウイルス感染症（COVID-19） 3： 精神科入院治療、感染対策

G42-01 措置入院者のCOVID受け入れ体制の構築に向けた手がかりと課題
○	小池 純子1、中西 清晃1、小口 芳世2、島田 達洋3、藤井 千代1、瀬戸 秀文4

1国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所、2聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室、3栃木県立岡本台病院、	
4福岡県立精神医療センター太宰府病院

G42-02 ＊COVID-19関連で当院入院となった６症例の報告
○	林田 哲尚、千葉 比呂美、佐藤 守、内村 直尚、小曽根 基裕
久留米大学医学部神経精神医学講座

G42-03 措置入院受入医療機関におけるCOVID-19陽性/疑似例への対応の実態に関する調査（その1）: 
対応の準備の実態
○	小口 芳世1、小池 純子2、中西 清晃2、稲垣 中3、椎名 明大4、大塚 達以5、島田 達洋6、藤井 千代2、

瀬戸 秀文7

1聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室、2国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、3青山学院大学、	
4千葉大学社会精神保健教育研究センター、5東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野、6栃木県立岡本台病院、	
7福岡県立精神医療センター太宰府病院

G42-04 措置入院受入医療機関におけるCOVID-19陽性・疑似例への対応の実態に関する調査（その2）:  
発生例への対応
○	小口 芳世1、小池 純子2、中西 清晃2、稲垣 中3、椎名 明大4、大塚 達以5、島田 達洋6、藤井 千代2、

瀬戸 秀文7

1聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室、2国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、3青山学院大学、	
4千葉大学社会精神保健教育研究センター、5東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野、6栃木県立岡本台病院、	
7福岡県立精神医療センター太宰府病院

G42-05 COVID-19流行下における認知症治療の現状―急性期を担う単科精神病院の立場から―
○	鈴木 枝里子、島田 秀穂、佐藤 聡、島崎 正次、鈴木 健夫
久喜すずのき病院

G42-06 COVID-19に関する愛知県精神医療センターでの対応
○	平澤 克己、羽渕 知可子、高木 宏、辻 里花、合澤 祐、粉川 進
愛知県精神医療センター

G42-07 精神科病院と避病院（感染症病院）
○	金川 英雄、兼松 英慶、渡邉 涼太、金子 育子、久保田 都
国立病院機構埼玉病院

G42-08 精神科病院におけるCOVID-19への積極的防疫策
○	片山 成仁
成仁病院
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一般演題（e- ポスター）43
コロナウイルス感染症（COVID-19） 4：自殺＋精神疾患

G43-01 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）と自殺企図との関係について
○	花輪 球太、上村 享大、石山 雄一、星山 晋太郎、渡邉 己弦、木本 啓太郎、大西 雄一、

三上 克央、松本 英夫、山本 賢司
東海大学医学部付属病院

G43-02 新型コロナウイルスによる強迫性障害患者の重症度への影響
○	松井 徳造1、向井 馨一郎2、林田 和久2、吉村 知穂2、清野 仁美2、松永 寿人2

1兵庫医療大学、2兵庫医科大学精神科神経科学講座

G43-03 ADHD/ASD傾向とCOVID-19流行下における気晴らし行動の変化が不眠に及ぼす影響
○	綾部 直子1,2、松井 健太郎1,3、吉池 卓也1、長尾 賢太朗1、都留 あゆみ1、大槻 怜1,4、羽澄 恵1、

内海 智博1,5、山元 健太朗1,3、福水 道郎1,6、栗山 健一1

1国立精神・神経医療研究センター、2秋田大学教育文化学部地域文化学科、3東京女子医科大学精神医学講座、	
4日本大学医学部精神医学系精神医学分野、5東京慈恵会医科大学精神医学講座、6瀬川記念小児神経学クリニック

G43-04 ADHD児とその親への社会サポートネットワークへのCOVID-19感染拡大の影響
○	石井 礼花、広瀬 愛希子、金 里沙、鈴木 茜音、金生 由紀子
東京大学医学部附属病院

G43-05 精神科治療薬のCOVID-19治療におけるリポジショニング
○	齊尾 武郎
SMBC日興証券健康管理室

G43-06 COVID-19多発地域在住のご家族付き添いの入院患者への対応
○	菅原 和弘、菅原 和彦
菅原病院

G43-07 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行下における心理状態と心的外傷後成長に関する研
究
○	奥山 純子1,2、門廻 充侍2,3、福田 雄4、伊藤 潔2,5、今村 文彦2,3、出江 紳一1

1東北大学病院肢体不自由リハビリテーション科、2指定国立大災害科学世界トップレベル研究拠点、	
3東北大学災害科学国際研究所災害リスク研究部門津波工学研究分野、4ノートルダム清心女子大学、	
5東北大学災害科学国際研究所災害医学研究部門災害産婦人科学分野

G43-08 ＊石川県における新型コロナウイルス感染症流行後の自殺の変化
○	茶谷 圭祐、木﨑 裕哉、高嶋 祐大、横山 理菜、長谷部 憲一、原 賢人、松原 拓郎
社会医療法人財団松原愛育会松原病院

一般演題（e- ポスター）44
神経症性障害とその類縁 1： OCD関連

G44-01 強迫症に対する電気けいれん療法の有効性の検討：ケースシリーズ
○	鈴木 東洋、林 伸紀、尾山 夏穂、金子 雄二郎、安倍 誠治、須山 章、岸田 郁子、石井 紀夫
医療法人社団清心会藤沢病院

G44-02 松沢病院の強迫症患者約85名の臨床的特徴　精神病性障害の併存や両者の鑑別に関する考察
○	岡村 泰1,4、杉本 達哉2、頃安 英毅1、佐々木 亮3、村端 祐樹1、川瀬 愛1、梅田 夕奈1、根路銘 要太3、

福田 陽明1、松本 光輔1、針間 博彦1、斎藤 正彦1、菱本 明豊4

1東京都立松沢病院、2静岡県立静岡がんセンター、3都立小児総合医療センター、	
4横浜市立大学大学院医学研究科精神医学部門
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G44-03 ＊外傷性てんかんの長い病歴を持つ認知症高齢者に出現したhead shaking：症例報告
○	森 鉄也、黒﨑 隼平、上野 幹二、大森 一郎、小坂 浩隆
福井大学医学部精神医学

G44-04 強迫症患者における治療前後における近赤外線スペクトロスコピィ(NIRS)による評価
○	向井 馨一郎、宮内 雅弘、橋本 卓也、前林 憲誠、林田 和久、松永 寿人
兵庫医科大学精神科神経科学講座

G44-05 成人強迫症患者の半年後の治療反応性にADHD併存やその傾向が及ぼす影響に関する前方視的調査
○	宮内 雅弘、橋本 卓也、向井 馨一郎、松永 寿人
兵庫医科大学精神科神経科学講座

G44-06 高齢で発症し、SSRIが著効した強迫性障害の1例
○	江畑 琢矢、井原 裕、田中 伸一郎、斎間 草平、中根 えりな、永山 有希、尾形 広行
獨協医科大学埼玉医療センター

G44-07 医学教育におけるアウトカムとしての精神療法の一般理論
○	櫛野 宣久1、木下 直紀2、古茶 大樹1,2

1聖マリアンナ医科大学神経精神科学、2聖マリアンナ医科大学病院精神療法・ストレスケアセンター

一般演題（e- ポスター）45
神経症性障害とその類縁 2

G45-01 口腔内セネストパチーにクロナゼパムとマインドフルネス療法が奏功した1例
○	菊地 潤、永浜 千賀、酒村 勇太、小嶋 亮平、馬渡 星示、村川 徹、野上 耕二郎、松島 淳、

立石 洋、國武 裕、溝口 義人、門司 晃
佐賀大学医学部附属病院

G45-02 森田療法のグループ療法としての展開
○	谷井 一夫1,2、金子 咲1,2、鈴木 優一1,2、久保田 幹子1,2,3、島﨑 勇人1,2、舘野 歩1,2、繁田 雅弘2、

中村 敬1,2

1東京慈恵会医科大学附属第三病院精神神経科・森田療法センター、2東京慈恵会医科大学精神医学講座、	
3法政大学大学院人間社会研究科

G45-03 広汎心的外傷スクリーニング尺度日本語版の作成：パイロット研究
○	大江 美佐里、小林 雄大、石田 哲也、千葉 比呂美、松岡 美智子
久留米大学

G45-04 Post-hyperventilation apnea（過呼吸後無呼吸発作）の一症例
○	河邊 眞好、小川 晴香、鈴木 絵梨奈、小澤 太嗣
稲沢厚生病院

G45-05 解離性障害の経過中に発生する自殺企図に関する考察
○	三井 信幸1、岩渕 賢嗣1、渡辺 晋也1、高信 径介1、豊島 邦義1、藤井 泰1、賀古 勇輝2、久住 一郎1

1北海道大学大学院医学研究院神経病態学分野精神医学教室、2地方独立行政法人岡山県精神科医療センター

一般演題（e- ポスター）46
てんかん

G46-01 ＊著しい妄想と興奮状態を呈した非痙攣性てんかん重積状態の一例
○	横田 宏治1、伊藤 結生2、佐々木 直人3、石野 沙弥香4、小笠原 正弥2、三島 和夫2

1医療法人緑陽会笠松病院、2秋田大学医学部医学科医学系研究科精神科学講座、3市立秋田総合病院、4菅原病院
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G46-02 ＊てんかん発作を契機に診断された高齢女性のMa2関連脳炎の1例
○	寺山 毅郎1、岩田 朋大1、松井 茉莉江1、本郷 悠2、鈴木 一詩2、古屋 佑一郎2、戸田 裕之1、

吉野 相英1

1防衛医科大学校精神科学講座、2防衛医科大学校神経・抗加齢血管内科

G46-03 アルツハイマー病に類似したてんかん性認知障害（ECI-A）の1例
○	鵜飼 克行1,2、伊藤 ますみ3、渡辺 雅子4

1総合上飯田第一病院、2名古屋大学大学院医学系研究科精神科・親と子どもの心療科、3上善神経医院、	
4新宿神経クリニック

G46-04 ＊妄想に対してペランパネルが奏功したてんかん精神病の2例
○	西村 賢人、﨑元 仁志、齊之平 一隆、石塚 貴周、中村 雅之
鹿児島大学病院

G46-05 てんかん発作とセルフスティグマ、自尊感情、抑うつ症状の関連性に関する研究
○	倉持 泉1、岩山 孝幸1,2、堀川 直史1、下津 咲絵3、渡辺 雅子4、吉益 晴夫1

1埼玉医科大学総合医療センターメンタルクリニック、2昭和女子大学人間社会学部心理学科、	
3京都女子大学発達教育学部、4新宿神経クリニック

G46-06 てんかん性精神病による緊張病に電気けいれん療法が有効であった1例
○	喜多 彬1、辻 富基美1、山本 眞弘1、山田 信一1、上西 優介1、奥平 和也1、玉置 敦之1、

池田 奈津子1、東 隼也1、橋本 忠浩2、髙橋 隼1

1和歌山県立医科大学附属病院、2医療法人宮本会紀の川病院

G46-07 ＊治療抵抗性統合失調症患者のクロザピン誘発性てんかんに対し催奇形性の点からラモトリギンを
選択した一例
○	清水 敏幸、青木 宣篤、村瀬 雄士、佃 万里、柳田 知世、長野 洋祐、木下 利彦
関西医科大学医学部精神神経科学講座

G46-08 ＊Perampanelが睡眠障害を改善する可能性を示した症例
○	髙野 謹嗣1、嶽北 佳輝1、加藤 正樹1、砂田 尚孝1、緒方 治彦1、坂井 志保1、板東 宏樹2、

分野 正貴1、越川 陽介1、舩槻 紀也1、柳田 知世1、木下 利彦1

1関西医科大学医学部精神神経科学講座、2社会福祉法人青祥会セフィロト病院

一般演題（e- ポスター）47
認知症 1： AD、DLB関連等

G47-01 ＊アルツハイマー病理を基盤に有したWernicke-Korsakoff症候群の1例
○	川合 優子、橋本 学、岡田 祐美子、福田 貴博、杠 岳文
国立病院機構肥前精神医療センター

G47-02 修正型電気けいれん療法がレビー小体病の精神症状および運動症状に有効であった1症例
○	佐藤 皓平、長濱 道治、伊藤 司、林 真一郎、正岡 浩、三原 靖葉、林 茉衣、伊豆原 宗人、

三浦 章子、大朏 孝治、林田 麻衣子、橋岡 禎征、稲垣 正俊
島根大学医学部精神医学講座

G47-03 ＊せん妄を契機にレビー小体型認知症と診断した1例。
○	酒村 勇太、立石 洋、門司 晃
佐賀大学医学部附属病院

G47-04 妄想性障害の背景に糖尿病性認知症の存在が示唆された1例
○	千葉 比呂美、林田 哲尚、佐藤 守、内村 直尚、小曽根 基裕
久留米大学医学部神経精神医学講座
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G47-05 ＊中年期に側頭葉てんかんを発症後、特徴的な症状を呈しレビー小体型認知症の診断となった１例
○	小畑 聡美1、池亀 天平1、安藤 俊太郎1、國井 尚人2、上瀬 大樹1、近藤 伸介1、笠井 清登1

1東京大学医学部附属病院精神神経科、2東京大学医学部附属病院脳神経外科

G47-06 術後せん妄の遷延を契機にレビー小体型認知症の診断に至った２症例
○	仁木 啓斗1、宮川 雄介1、宇野 克明1、坂口 俊史1、石川 智久1、福原 竜治1、朴 秀賢2、竹林 実1,2

1熊本大学病院神経精神科、2熊本大学大学院生命科学研究部神経精神医学講座

一般演題（e- ポスター）48
認知症 2： FTLD関連

G48-01 ＊若年で発症した後頭皮質萎縮症の一剖検例
○	谷口 莉菜1,2、関口 裕孝1,2、鳥居 洋太1、入谷 修司1,2、古泉 龍一3、吉田 眞理3、岩崎 靖3、藤田 潔2、

尾崎 紀夫1

1名古屋大学大学院医学系研究科精神科・親と子どもの心療科、2医療法人静心会桶狭間病院藤田こころケアセンター、	
3愛知医科大学加齢医科学研究所

G48-02 ＊行動障害型前頭側頭型認知症phenocopy syndrome の基礎疾患の検討
○	下島 里音、有村 尚也、齊之平 一隆、﨑元 仁志、佐々木 なつき、石塚 貴周、春日井 基文、

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

G48-03 右頭頂葉に著名な萎縮を認めたPosterior Cortical Atrophyの一例
○	河合 亮、樫林 哲雄、津田 敦、赤松 正規、上村 直人、數井 裕光
高知大学医学部附属病院

G48-04 ＊123I-ioflupane SPECT検査で両側線条体に高度の集積低下を示した行動障害型前頭側頭型認知
症の1 例
○	寺山 文乃、青木 宣篤、砂田 尚孝、長野 洋祐、佃 万里、杉原 玲香、嶽北 佳輝、木下 利彦
関西医科大学総合医療センター

G48-05 語義失語で発症し、異なる経過を辿った原発性失語の2例
○	田村 悠、倉田 孝一
社会医療法人財団松原愛育会松原病院

G48-06 ＊前頭側頭型認知症に類似したCushing病によるパーソナリティ変化の1例
○	熊谷 航一郎、横山 裕一、大竹 雅也、渡部 雄一郎、染矢 俊幸
新潟大学医歯学総合病院精神科

G48-07 ＊意味性認知症における利き手による臨床特徴の差異
○	峰村 明里1、河上 緒1,2、加藤 英夫1、永倉 暁人1、梅田 健太郎1、大島 健一1、新里 和弘1

1都立松沢病院、2公益財団法人東京都医学総合研究所

一般演題（e- ポスター）49
認知症 3： 入院医療、薬物療法関連等

G49-01 精神科病院における認知症入院患者の死亡原因についての検討
○	井上 慶一1、紀本 創兵2、北村 聡一郎2、洪 基朝1、岡村 和哉2、田村 猛2、法山 勇樹2、竹田 奨2、

平井 基陽1、岸本 年史2

1秋津鴻池病院、2奈良県立医科大学精神医学教室
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G49-02 地域高齢住民における脳部位別灰白質容積低下と認知症発症の関連：久山町研究
○	中澤 太郎1,2、小原 知之1,2、平林 直樹2,3、古田 芳彦2,4、秦 淳2,4,5、柴田 舞欧2,3,5、本田 貴紀2、

北園 孝成4,5、中尾 智博1、二宮 利治2,5

1九州大学大学院医学研究院精神病態医学、2九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野、	
3九州大学大学院医学研究院心身医学、4九州大学大学院医学研究院病態機能内科学、	
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

G49-03 日本の農村部在住の高齢者のオキシトシンと論理記憶との関連：7年の縦断研究
○	國武 裕、溝口 義人、今村 義臣、折橋 隆三、立石 洋、村川 徹、松島 淳、門司 晃
佐賀大学医学部附属病院

G49-04 アルツハイマー型認知症の行動障害に対してブレクスピプラゾールが効果を認めた症例
○	樫原 彩乃、南 翔太、坂井 志帆、亀廣 摩弥、奥川 学
医療法人亀廣記念医学会関西記念病院

G49-05 ＊認知症における入院中薬物療法と影響する要因の関係
○	中井 文香1,2、富岡 大1,2,3、村山 碧1,2、花房 慶太1,2、沖野 和麿1,2、小金丸 泰史1,2、白井 將博1,2、

瀬戸 詩織1,2、米良 健輔1,2、大山 芳子1,2、杉田 秀太郎1,2、佐藤 裕一2、種田 百合子2、嘉部 匡朗2、
大木 亜紀2、島田 ひかる2、佐藤 啓2、廣瀬 俊輔1,2、石井 宏明1,2、岩波 明1、稲本 淳子1,2

1昭和大学医学部精神医学講座、2昭和大学横浜市北部病院、3昭和大学藤が丘病院

G49-06 演題取り下げ

一般演題（e- ポスター）50
認知症 4： 外来・地域医療関連等

G50-01 認知症初期集中支援チームの512例から見た認知症の初期症状と地域精神医療の役割について
○	岡 秀雄、東森 百百子、河崎 建人
医療法人河崎会水間病院認知症疾患医療センター

G50-02 認知症専門老人保健施設における認知症重症患者の個人別音楽聴取に対する反応測定および属性別
評価
○	小林 知佳1、野口 愛梨1、菅原 玲子1、黒川 達也2

1医療法人社団成仁介護老人保健施設、2医療法人社団成仁病院

G50-03 日本独自の精神科治療と認知症へのアプローチ―伝統と革新が織りなす精神科医養成スキル
○	上村 直人
高知大学医学部附属病院

G50-04 コロナウイルス流行下における大分県内の医療・介護の現状と問題点
○	萩原 聡1、工藤 美奈子2、岡田 壮平3、佐藤 慎二郎4、古川 信房5

1医療法人明和会佐藤病院、2福祉の杜いまじん、3岡田法律事務所、4医療法人照臨会佐藤医院、	
5医療法人聖信会ふるかわメディカルクリニック

G50-05 当科における認知症関連の初診症例
○	吉村 匡史1,2、嶽北 佳輝2,3、池田 俊一郎2,3、北浦 祐一2,3、齊藤 幸子2,3、織田 裕行2,3、青木 宣篤2,3、

砂田 尚孝2,3、鈴木 美佐2,3、木下 利彦2,3

1関西医科大学リハビリテーション学部作業療法学科、2関西医科大学総合医療センター精神神経科、	
3関西医科大学医学部精神神経科学講座
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G50-06 認知症記憶障害の医療用ゲームによる治療可能性の検討
○	澁木 克栄1、田中 晋2、森田 昌宏2、田中 政春2、染矢 俊幸3、田中 弘2

1柏崎総合医療センター、2医療法人楽山会三島病院、3新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野

一般演題（e- ポスター）51
地域精神医療

G51-01 地域の災害レジリエンスの強化に寄与する医療拠点機能
○	伊藤 弘人1,3、野口 英一2,3、有賀 徹1,3

1労働者健康安全機構、2戸田中央医科グループ、3一般社団法人Healthcare	BCPコンソーシアム

G51-02 ＊福島第一原子力発電所事故による精神科避難転院患者の避難後地域移行の可否に関連する患者背
景の検討
○	照井 稔宏1、國井 泰人1,2、星野 大1、各務 竹康3、日高 友郎3、福島 哲仁3、安西 信雄4、後藤 大介1、

三浦 至1、矢部 博興1

1福島県立医科大学医学部神経精神医学講座、2東北大学災害科学国際研究所・災害精神医学分野、	
3福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座、4帝京平成大学大学院臨床心理学研究科

G51-03 精神科クリニックの新たなビジネスモデル：瑞枝会モデルの挑戦
○	小椋 哲
医療法人瑞枝会クリニック

G51-04 浜松医大児童講座における人材育成と地域の児童精神福祉資源との連携の実情について
○	高貝 就
浜松医科大学

G51-05 CHIBA TAIYO Project 2021 -小児科・精神科・児童精神科の地域医療連携推進計画-
○	佐々木 剛1,2、橘 真澄1,2、高橋 純平1,3、新津 富央2、石川 雅智2、伊豫 雅臣1,2

1千葉大学医学部附属病院こどものこころ診療部、2千葉大学大学院医学研究院精神医学教室、	
3千葉大学子どものこころの発達教育研究センター

G51-06 covid-19による自粛は大学生のメンタルヘルスにどのように影響したか-2019年と2020年の比較-
○	白鳥 裕貴1,2、小川 貴文3、太田 深秀1,2、袖山 紀子1,2、坂本 透2、新井 哲明1、太刀川 弘和4

1筑波大学医学医療系臨床医学域精神神経科、2筑波大学保健管理センター、3筑波大学大学院人間総合科学研究科、	
4筑波大学医学医療系災害・地域精神医学

G51-07 全国の在留ブラジル人を対象としたメンタルヘルス相談会を通して
○	山口 英理子1,2、小野坂 益成3、川下 貴士3、岩井 桃子1、田久保 陽司1,4、丸山 昭子3、三浦 左千夫5、

水野 雅文1、辻野 尚久1,4、根本 隆洋1

1東邦大学医学部精神神経医学講座、2医療法人社団養心会鶴見西井病院、3松蔭大学看護学部、	
4社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院、5NPO法人MAIKEN

G51-08 救急医療機関との人的交流による身体合併症転院の有用性について
○	北元 健、吉永 陽子
長谷川病院

一般演題（e- ポスター）52
社会精神医学

G52-01 ＊大学病院における高齢入院患者の在院日数に影響する因子の検討
○	神山 昌也、安藤 久美子、戸邉 友揮、古茶 大樹
聖マリアンナ医科大学病院
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G52-02 思春期の精神科臨床におけるQOLと精神症状の連関
○	稲垣 貴彦1、村上 純一1,2、石田 展弥1,2、栗山 健一2,3、尾関 祐二2

1医療法人明和会琵琶湖病院、2滋賀医科大学精神医学講座、	
3国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部

G52-03 ＊一般人口を対象とした我が国の犯罪や司法制度等に関する実態調査　－第三報－
○	戸邉 友揮、神山 昌也、安藤 久美子
聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室

G52-04 注意欠如・多動症による機能障害の判断に対する患者の性別の影響についてのランダム化ケースビネッ
ト試験
○	宋 龍平1、中島 美鈴2、Jane Chang3、Marcus Tang4、茅野 龍馬5、奥村 泰之6、堀之内 徹7、

伊井 俊貴8、黒木 俊秀9、秋山 剛10

1岡山県精神科医療センター、2肥前精神医療センター臨床研究部、	
3Child	and	Adolescent	Psychiatry	Division,	Department	of	Psychiatry,	China	Medical	University	Hospital,	
Taichung,	Taiwan、	
4Department	of	Child	and	Adolescent	Psychiatry,	Institute	of	Psychiatry,	Psychology	and	Neuroscience,	King's	
College	London,	London,	UK、5WHO	Centre	for	Health	Development、6臨床疫学研究推進機構、	
7北海道大学大学院医学院神経病態学講座精神医学教室、8愛知医科大学精神科学講座、9九州大学人間環境学府、	
10NTT東日本関東病院

G52-05 GAFに変わる社会機能評価ツールである、WHO-DAS 2.0を用いた精神科病棟での後方視的観察
○	青木 宣篤、西田 圭一郎、越川 陽介、木下 利彦
関西医科大学医学部精神神経科学講座

G52-06 医学生におけるメンタルヘルスの男女差の研究
○	洪 基朝1、山室 和彦2、盛本 翼2、土居 史麿2、今井 一彰2、宮川 悠2、岸本 年史2

1医療法人鴻池会秋津鴻池病院、2奈良県立医科大学

G52-07 妊娠早期からの精神症状のスクリーニングと支援
○	富岡 大1,2、郡司 真緒1,2、河合 恵太1,2、沖野 和麿1,2、岡本 知子1,2、近江 真季1,2、小田 道子1、

野村 美香1、加藤 明澄3、松浦 玲3、土肥 聡3、長塚 正晃3、太田 千春4、安藤 美奈子4、佐藤 裕一1、
近藤 周康1、種田 百合子1、中井 文香1,2、石井 宏明1,2、廣瀬 俊輔1,2、花房 慶太1,2、澁谷 唯子1,2、
村山 碧1,2、岩波 明2、稲本 淳子1,2

1昭和大学横浜市北部病院メンタルケアセンター、2昭和大学医学部精神医学講座、3昭和大学横浜市北部病院産婦人科、	
4昭和大学横浜市北部病院看護部

一般演題（e- ポスター）53
老年期精神障害

G53-01 認知症者家族のPositive aspects of caregiving（介護の肯定的側面）に関する研究
○	萬谷 智之、田中 綾
マツダ病院

G53-02 ＊ブレクスピプラゾールの投与によって幻視が改善されたシャルル・ボネ症候群の一例
○	佐々木 直人1、伊藤 結生2、横田 宏治3、平野 梨聖2、三島 和夫2

1市立秋田総合病院、2秋田大学医学部医学科医学系研究科精神科学講座、3医療法人緑陽会笠松病院

G53-03 ＊Aripiprazoleが著効した自己臭妄想を伴う難治性老年期うつ病の一例
○	錫谷 研、刑部 有祐、長岡 敦子、鈴木 二妙香、佐藤 彩、照井 稔宏、平田 祥一朗、後藤 大介、

板垣 俊太郎、三浦 至、矢部 博興
福島県立医科大学

G53-04 色がせりだし自らに完結する妄想知覚を呈した４例の中高年女性
○	阿部 道郎
阿部医院
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G53-05 老年期うつ病における血管性うつ病と非血管性うつ病の形態学的脳変化の相違
○	下田 健吾1,2、木村 真人1,2、舘野 周2、大久保 善朗2

1日本医科大学千葉北総病院メンタルヘルス科、2日本医科大学精神医学教室

G53-06 加齢及び認知機能低下が高齢者の視覚探索に及ぼす影響の比較検討
○	金子 宜之1、永井 康1、内山 真1,2、鈴木 正泰1

1日本大学医学部精神医学系精神医学分野、2医療法人財団厚生協会東京足立病院

一般演題（e- ポスター）54
ECT 1： 症例報告、前向き研究

G54-01 ECT直後に心房細動となり、その後のECTで洞調律に復すことを繰り返した症例
○	栗本 直樹1,2、上田 幹人1、北野 雅人1、山田 麻紀1、尾池 祐輝1、栗本 藤基1

1医療法人藤樹会滋賀里病院精神科、2医療法人藤樹会滋賀里病院麻酔科

G54-02 ＊緊張病に対する修正型電気けいれん療法(m-ECT)にレミフェンタニルを併用した１例
○	大畑 貴裕、嶽北 佳輝、北浦 祐一、青木 宣篤、長野 洋祐、木下 利彦
関西医科大学医学部精神神経科学講座

G54-03 ＊帯状疱疹後の慢性疼痛に対して右片側性刺激の電気けいれん療法が奏効した一例
○	須藤 智志1、吉村 篤1,2、角 幸頼1,2、藤井 彰夫1,2、眞田 陸1,2、尾関 祐二1,2

1滋賀医科大学付属病院、2滋賀医科大学精神医学講座

G54-04 パーキンソン病に合併したカタトニアにECTが著効したが長期に継続・維持ECTを要した1例
○	佐藤 俊介、神田 淳至、北内 京子、陸 馨仙、福本 裕美、大野 義武、松永 秀典
大阪急性期・総合医療センター

G54-05 麻酔－ECT時間がけいれん発作の質に及ぼす影響について-経過報告-
○	青木 宣篤1、嶽北 佳輝1、清水 敏幸1、川島 啓嗣2、諏訪 太朗2、木下 利彦1

1関西医科大学医学部精神神経科学講座、2京都大学医学部附属病院

G54-06 精神科病院から総合病院に患者を移送してmECTを施行するシステムの構築
○	真弓 純1、浅井 慶介1、古橋 一壽2、森 厚1、藤田 康平1

1総合心療センターひなが精神科、2三重県立総合医療センター麻酔科

一般演題（e- ポスター）55
ECT 2： 後方視研究

G55-01 ＊修正型電気けいれん療法で加療された症例の検討
○	小関 宏明1、光定 博生2、成島 健二1

1公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院、2横須賀共済病院

G55-02 ＊当院で施行された26例のメンテナンスECT症例に対する後方視的解析
○	犬山 麻亜弥、町田 康博、今津 伸一、西澤 由貴、木下 真也、金沢 徹文
大阪医科大学付属病院精神神経科

G55-03 ECTにおける各背景因子が発作の質におよぼす影響についての後方視調査
○	青木 宣篤、嶽北 佳輝、西本 大樹、清水 敏幸、木下 利彦
関西医科大学医学部精神神経科学講座
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G55-04 LGBTQを背景に持つ患者に対する急性期ECT; レトロスペクティブ研究
○	岡 文恵、Kamile Weischedel、Amanda Bakian、Brian Mickey
University	of	Utah	School	of	Medicine

G55-05 電気けいれん療法後のアジテーション症状についての臨床疫学的研究
○	綾仁 信貴1,2、西田 誠司1、小林 広幸1、吉丸 和宏1、横井 崇人1、山野 純弘1

1独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター精神科、2京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学

一般演題（e- ポスター）56
rTMS、ニューロフィードバック

G56-01 ＊精神疾患に対する反復経頭蓋磁気刺激の刺激モダリティーに関する論文出版動向
○	都留 京子1、松田 勇紀1、山﨑 龍一1、繁田 雅弘1、鬼頭 伸輔2

1東京慈恵会医科大学精神医学講座、2国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

G56-02 ＊電気けいれん療法後の残遺抑うつ症状に対して反復経頭蓋磁気刺激療法が奏効した治療抵抗性う
つ病の一例
○	寺田 怜茉1、松田 勇紀1、山﨑 龍一1、岩下 正幸1、稲村 圭亮1、布村 明彦1、繁田 雅弘1、鬼頭 伸輔2

1東京慈恵会医科大学精神医学講座、2国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

G56-03 精神科病院からのうつ病のrTMS治療の報告：寛解率と保険診療制度での運用状況
○	戸井 優樹、須藤 良隆、田中 秀樹、嶋 健作、東尾 康倫、谷口 典男、篠崎 和弘
浅香山病院

G56-04 TMS治療で悪化した不安症状を伴ううつ病の２例
○	戸井 優樹、須藤 良隆、田中 秀樹、嶋 健作、東尾 康倫、谷口 典男、篠崎 和弘
浅香山病院

G56-05 反復経頭蓋磁気刺激療法前後における前頭部血流反応側性の変化: 近赤外光スペクトロスコピーを
用いた検討
○	山﨑 龍一1、井上 祐紀1、松田 勇紀1、鬼頭 伸輔1,2、北 洋輔3,4、北村 柚葵5,6、繁田 雅弘1

1東京慈恵会医科大学精神医学講座、2国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、	
3一橋大学森有礼高等教育国際流動化機構、4ヘルシンキ大学医学部脳認知研究ユニット、5九州大学大学院芸術工学府、	
6日本学術振興会

G56-06 メランコリー型うつ病バイオマーカーを対象とした結合ニューロフィードバック：抑うつ・反芻症
状の改善
○	茂木 智和1,2、山田 貴志1,3,4、河島 孝彦5、小林 祐子5、吉原 雄二郎5、宮田 淳5、村井 俊哉5、

川人 光男1、Jessica Taylor1
1国際電気通信基礎技術研究所、2群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学教室、3ブラウン大学、	
4昭和大学発達障害医療研究所、5京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座(精神医学)

一般演題（e- ポスター）57
その他

G57-01 遠隔精神医療（telepsychiatry）の海外における最新動向
○	小椋 哲
医療法人瑞枝会クリニック

G57-02 ＊ステロイド誘発性精神病患者の治療拒否と限定的無能力: 症例報告
○	渡真利 眞治、石橋 知明、武藤 悠平、上野 幹二、大森 一郎、小坂 浩隆
福井大学医学部附属病院神経科精神科
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G57-03 高圧酸素療法がゴルフ競技後の疲労と睡眠に与える効果の検討
○	山内 孝之1、牧之段 学2、紀本 創兵2、上田 淳哉2、西 佑記2、淺野 雅稔2、南 祐里2、岸本 年史2

1医療法人中川会飛鳥病院、2奈良県立医科大学精神医学教室

G57-04 精神科身体合併症病棟における問題点は解決されたか？－10年前と比較して－
○	谷口 典男、須藤 良隆、田中 秀樹、釜江 和恵、正木 慶大、眞本 晶子、石田 剛士、小嶋 美希、

戸井 優樹、柳川 宗司、篠崎 和弘
浅香山病院精神科

G57-05 近年における子供の生活習慣から工夫すべき対策内容：小学校6年生における検討結果から
○	井上 顕1、嘉村 正徳2、橋岡 禎征3、竹下 治男4、藤田 委由5

1高知大学教育研究部医療学系保健管理センター、2嘉村医院、3島根大学医学部精神医学講座、	
4島根大学医学部法医学講座、5島根大学医学部

G57-06 静脈認証による誤配薬防止カート開発導入による誤薬防止効果の検討
○	澤 滋、井上 智美、眞鍋 信一
社会医療法人北斗会さわ病院

初期臨床研修中の医師・学部学生による演題（e- ポスター）01
症例、睡眠

M01-01 汗腺支配の交感神経バーストと末梢皮膚温に着目した腕時計型うつ病スクリーニングシステムの臨
床応用
○	長谷川 拳也1、松井 岳巳1、小原 右輔2、仮屋 暢聡2、孫 光縞3、榛葉 俊一4、井上 智子1

1東京都立大学、2まいんずたわーメンタルクリニック、3電気通信大学、4静岡済生会総合病院

M01-02 精神疾患患者の嗅覚機能と精神症状の関連についての臨床研究
○	松岡 芽生、川﨑 康弘、西藤 篤城、津田 彩也香、大畑 郁乃、長澤 達也、上原 隆
金沢医科大学精神神経科学

M01-03 SSRIが著効した病的泣き、病的笑いの2例
○	中村 茂宏1、齊之平 一隆2、﨑元 仁志2、石塚 貴周2、中村 雅之2

1鹿児島大学病院総合臨床研修センター、2鹿児島大学大学院医歯学総合研究科精神機能学分野

M01-04 5歳児の睡眠障害についての疫学分析
○	九鬼 朝美、斉藤 まなぶ、照井 藍、坂本 由唯、三上 珠希、大里 絢子、中村 和彦
弘前大学

M01-05 NDBオープンデータを用いた睡眠薬の都道府県別、性年齢別の処方実態
○	岡田 啓太郎1、早川 達郎2、近藤 忠之2、野村 由紀1、草西 俊2、増井 良則1、栁内 秀勝1、

吉村 健佑3、酒匂 赤人1

1国際医療研究センター国府台病院総合内科、2国際医療研究センター国府台病院精神科、	
3千葉大学医学部付属病院次世代医療構想センター

初期臨床研修中の医師・学部学生による演題（e- ポスター）02
疫学、調査

M02-01 新型コロナウイルス感染症に関わるメンタルヘルス全国調査 ―精神心理症状に焦点を当てて
○	松山 藍利1、太刀川 弘和2、翠川 晴彦3、高橋 あすみ3、田口 高也2、白鳥 裕貴4、小川 貴史3、

高橋 晶2、根本 清貴5、新井 哲明5

1筑波大学医学群医学類、2筑波大学医学医療系臨床医学域災害・地域精神医学、	
3筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻、4筑波大学保健管理センター、	
5筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学



- 200 -

第117回日本精神神経学会学術総会
The 117th Annual Meeting of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信

限
定
セ
ッ
シ
ョ
ン

M02-02 NDBオープンデータを用いた注意欠如・多動症（ADHD）治療薬の処方実態
○	野村 由紀1、早川 達郎2、草西 俊2、岡田 啓太郎1、近藤 忠之2、増井 良則1、宇佐美 政英3、

栁内 秀勝1、吉村 健佑4、酒匂 赤人1

1国立国際医療研究センター国府台病院総合内科、2国立国際医療研究センター国府台病院精神科、	
3国立国際医療研究センター国府台病院児童精神科、4千葉大学医学部附属病院次世代医療構想センター

M02-03 自閉症スペクトラムにおけるひきこもりの生物心理社会的な共通基盤の解明
○	山田 真理1、太田 晴久2、久保 浩明3、香月 亮子3、加藤 隆弘3、加藤 進昌2、岩波 明1

1昭和大学精神医学講座、2昭和大学発達障害研究所、3九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野

M02-04 北日本大都市圏における性別違和専門外来における当事者の心理社会的特徴
○	大江 開、河西 千秋、久保 みのり、小笠原 雅美、新井田 愛美、長尾 智誠、佐野 智章、

橋本 恵理、田所 重紀、池田 官司
札幌医科大学医学部神経精神医学講座

M02-05 触法精神障がい者の社会受容について：全国実態調査から
○	清水 梨々花1、安藤 久美子2、戸邉 友揮2

1川崎市立井田病院、2聖マリアンナ医科大学神経精神科学


