
1日目　3月25日（土）　オンライン開催 2日目　3月26日（日）　オンライン開催
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8:45～9:15

総会・評議員会・開会式

9:15～10:45

シンポジウム１研究テーマ再考

ファシリテーター：笠井清登、佐々木理恵

演者：金原明子、川口敬之、山田悠平、塩澤拓亮、柳下祥

コメンテーター：澤田高綱、中越由美子

11:00～12:00

国際学会発表奨励賞受賞者セッション

司会：鈴木道雄、小池進介

演者：松本純弥、長谷川尚美

11:00～12:00

サテライト企画A
当事者・家族むけワークショッ

プ「上手な診察の受け方のコツ

（うけコツ）」〜統合失調症薬

物治療ガイド2022より

12:00～12:30

学会賞を受賞した研究成果を当事者・家族と共有するセッション

司会：夏苅郁子、糸川昌成 演者：越山太輔

13:10～14:40

シンポジウム2

診療ガイドラインからみた薬物治療最前線

ファシリテーター：橋本亮太、渡邉博幸

演者：市橋香代、稲田健、八田耕太郎、奥村泰之

コメンテーター：加藤玲、鈴木みずめ

14:55～16:25

シンポジウム3 当事者と専門職とのコミュニケーション

ファシリテーター：佐竹直子、彼谷哲志

演者：井汲悦子、熊倉陽介、鈴木映二、小瀬古伸幸、武田裕子

コメンテーター：山崎将展

16:40～18:10

シンポジウム4 脳研究最前線

ファシリテーター：村井俊哉、多田真理子

演者：高田篤、中島振一郎、前川素子

コメンテーター：宇田川健、山田悠平、横山和樹

18:30～20:30

市民講座
学校の精神保健教育：一市民として、学校教育で教わるべきことは？

ファシリテーター：大石智、吉川隆博

演者：小塩靖崇、中越由美子、森崎和幸、森崎浩司、菊地弘美、山田悠平

13:10～14:40

一般演題セッションA
（発表10分 質疑5分）

座長：平野羊嗣、多田真理子

A-1 笹林 大樹

A-2 石井 麗華

A-3 塩飽 裕紀

A-4 今川 弘

A-5 荒井 悠

A-6 片桐 直之

13:10～14:40

一般演題セッションB
（発表10分 質疑5分）

座長：金田渉、澤田宇多子

B-1 五十嵐 佐京

B-2 出口 佳世

B-4 石田 貴紀

B-5 古市 厚志

B-6 田中 伸一郎

14:55～16:25

一般演題セッションC
（発表10分 質疑5分）

座長：福田正人、沼田周助

C-1 池本 桂子

C-2 池本 桂子

C-3 石田 裕昭

C-4 Le Thi Phuong Anh
C-5 越山 太輔

C-6 藤田 芳久

14:55～16:25

一般演題セッションD
（発表10分 質疑5分）

座長：近藤伸介、松長麻美

D-1 池田 直矢

D-2 金田 美里

D-3 岩永 麻衣

D-4 住吉 チカ

D-5 木下 愛未

D-6 林 佑太

11:00～12:30

シンポジウム5 地域における統合失調症の理想と現実

ファシリテーター：藤井千代、宇田川 健

演者：中西清晃、内野敬、富沢明美、下里誠二

コメンテーター：安藤和葉、大羽更明

13:30～15:00

シンポジウム6 主体性の再考

ファシリテーター：福田正人、西村聡彦

演者：臼井香、桐原尚之、今水寛、榊原英輔

15:15～16:45

シンポジウム7 家族支援の現在地

ファシリテーター：佐藤さやか、森元隆文

演者：蔭山正子、安間尚徳、宗未来、横山恵子

コメンテーター：飯塚壽美、相沢隆司

17:00～17:45

学会賞・一般演題賞発表、表彰式

閉会式

9:00～11:00

一般演題セッションE
（発表10分 質疑5分）

座長：功刀浩、山﨑龍一

E-1 山田 理沙

E-2 長野 美恵子

E-3 中村 洋

E-4 鬼塚 俊明

E-5 木村 大

E-6 松島 舜

E-7 坂田 増弘

E-8 近藤 健治

9:00～11:00

一般演題セッションF
（発表10分 質疑5分）

座長：内野俊郎、澤田欣吾

F-1 樋口 悠子

F-2 福本 健太郎

F-3 森田 健太郎

F-4 田形 弘実

F-5 長谷川 智恵

F-6 笠井 清登

F-7 石塚 美樹

12:30～14:00

一般演題セッションG
（発表10分 質疑5分）

座長：杉原玄一、宮田淳

G-1 高橋 努

G-2 高柳 陽一郎

G-3 山崎 龍一

G-4 橋本 直樹

12:30～14:00

一般演題セッションH
（発表10分 質疑5分）

座長：相川章子、管心

H-1 高橋 優輔

H-2 田中 美歩

H-4 瀬戸 崇史

H-5 五十嵐 百花

12:30～14:00

一般演題セッションI
（発表10分 質疑5分）

座長：新井誠、池澤聰

I-1 伊藤 颯姫

I-2 宮山 未来乃

I-3 頓所 詩文

I-4 松本 純弥

9:00～12:00

サテライト企画B
統合失調症の認知社会機能

障害の測定ー短時間で実施

する簡易な認知社会機能測

定の実際ー


