
10　 第11回日本統合失調症学会（2016年3月25日金・26日土 群馬）
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ポスター会場
1F 展示場1・2

3月25日金　ベイシア文化ホール（群馬県民会館）1日目

9：00～9：25

開会式・総会・評議員会 9：00～12：30

ポスター貼付

9：30～10：55

シンポジウム1
脳研究から考える

統合失調症のリカバリー
座長：鈴木 道雄、大森 哲郎
演者： 久住 一郎、宮田 淳

兼子 幸一、糸川 昌成

9：30～10：55

シンポジウム2
現場で求められる
薬物療法ガイドライン

座長：橋本 亮太、宮田 量治
演者： 橋本 亮太、伊藤 知之

小笠原 勝二、藤原 和之

11：00～12：00

特別講演1
Schizophrenia 2020
座長：丹羽 真一

演者：Wolfgang Gaebel

12：05～12：20　表彰式

12：30～13：25

ランチョンセミナー1
統合失調症を知り、
伝え、支える

12：30～13：25

ランチョンセミナー2
新しい当事者との双方向性の治療方針決
定法Shared Decision Making（SDM）の

精神科領域における実現可能性

12：30～17：30

ポスター閲覧
13：30～14：25

教育講演1
脳神経回路の網羅的解析：
現状とその将来について
座長：笠井 清登　演者：岡部 繁男

14：30～15：55

シンポジウム3
回復をめざす当事者・
家族と専門職の協働

座長：向谷地 生良、西田 淳志
演者： 向谷地 生良、宮本 有紀

土田 幸子、夏苅 郁子

16：00～16：55

教育講演2
精神医学研究における倫
理的配慮：社会的意義と
科学的妥当性の観点から

16：00～17：25

シンポジウム4
ニーズに応えるこれからの
統合失調症医療

座長：赤田 卓志朗、笠井 清登
演者： 熊倉 陽介、下平 美智代

西田 淳志、伊勢田 尭

17：30～18：30

サテライトシンポジウム
社会復帰 ･社会参加のための
薬物 ･心理社会的治療研究会
当事者の生活を支える
包括的医療サービス

17：30～18：55

ポスターセッションⅠ
P1-1 遺伝子
P1-2 脳構造画像
P1-3 薬物療法
P1-4  症状評価・神経心理・

精神生理
P1-5 臨床①

19：00～20：00　　　懇　親　会　　会場：1F ベイシア文化ホール レストラン

座長：上島 国利
演者：尾崎 紀夫

共催：アステラス製薬株式会社

座長：吉川 武男 
演者：尾崎 紀夫

座長：村上 忠　　
演者：渡邊 衡一郎

共催：ヤンセンファーマ株式会社

座長：堀井 茂男、池淵 恵美
演者：後藤 雅博、村本 好孝
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3月26日土　ベイシア文化ホール（群馬県民会館）2日目
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第1会場
1F 大ホール

第2会場
2F 小ホール

第3会場
4F 402・403

ポスター会場
1F 展示場1・2

9：00～9：55

会長講演
統合失調症学会のリカバリー

座長：兼子 幸一
演者：福田 正人

9：00～13：00

ポスター閲覧
10：00～10：55

教育講演3
統合失調症の人たちの

伴走者として人生を支援する
座長：久住 一郎　演者：池淵 恵美

11：00～11：55

特別講演2
共感性研究の意義と課題

座長：岡崎 祐士　
演者：長谷川 寿一

12：00～12：55

ランチョンセミナー3
リカバリーカレッジ：
Co-productionの思想

12：00～12：55

ランチョンセミナー4
統合失調症治療におけるLAI
（持効性注射剤）の位置づけ
～患者との対話から生まれる治療～

12：00～12：55

ランチョンセミナー5
当事者に望まれる最適な支援
～自分らしく笑顔で生きるために～

13：00～14：25

ポスターセッションⅡ
P2-1　分子病態
P2-2　 脳機能画像・

神経生理
P2-3　治療プログラム
P2-4　臨床②

14：30～15：25

教育講演4
共に見つける。共に進む。

座長：村井 俊哉 
演者：松本ハウス

14：30～15：55

シンポジウム5
統合失調症について
解明できていないこと

座長：西川 徹、橋本 亮太
演者： 鈴木 道雄、岡崎 祐士

高田 篤、栁下 祥

14：30～15：30

ポスター撤去

15：30～16：55

シンポジウム6
当事者と家族の

体験としての統合失調症
座長：糸川 昌成、夏苅 郁子
演者： 加藤 史章、岡田 久実子

田上 美千佳、樋端 佑樹

17：00～17：15

表彰式・閉会式

17：30～19：00

市民公開講座
＆こころの県民講座
統合失調症になっても
大丈夫な社会を願って

司会：福田 正人、浅見 隆康
演者：岡田 久実子、島本 禎子

座長：村井 俊哉
演者：吉永 陽子

共催：大塚製薬株式会社

座長：糸川 昌成
演者：森 実恵、木村 尚美
共催：大日本住友製薬株式会社

座長：丹羽 真一 　　
演者：笠井 清登 ほか

共催：Meiji Seika ファルマ株式会社


