
第51回日本アルコール・アディクション医学会　　　　　　　　　　　　　　　　　1日目　2016年10月7日（金）

※色の部分は教育・研修プログラムとなります
第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場 第8会場

ポスター
会場

フロア 5階 2階 2階 2階 フロア 4階 2階 4階 2階 フロア 5階

会場 大ホール 瑞雲 平安 福寿 会場 401 蓬莱 研修室 桃源 会場 大ホールロビー

9:00 9:00 9:00

9:30

10:30

15:30

9:309:20-11:20
会長企画シンポジウム

依存症対策の現状～ハーム
リダクションの導入を考える

～
座長：鈴木勉

高田孝二
演者：朝倉崇文、和田清、成

瀬暢也、佐藤拓

指定討論：鈴木勉

9:20-11:20
提案：白坂知彦

アジアにおけるハームリダクショ
ンの現状と課題

〜　タイ、台湾、日本の実情と基
礎から臨床への発展に向けて

〜
座長：齋藤利和、田中増郎

演者：Woraphat Ratta-apha、白
坂知彦、Chia-chun Hung、溝口

博之、長徹二

9:20-11:20
提案：廣中直行

嗜好品の効果を科学する
座長：宮田久嗣、廣中直行

演者：廣中直行、高野裕治、
横光健吾、澤井大樹

9:20-11:20
提案：藤宮龍也

アルコール・薬物と交通事故
座長：藤宮龍也、一杉正仁

演者：一杉正仁、岡村和子、
長谷場健、藤宮龍也

9:20-10:20
O-1

座長：土島睦・白石光一
演者：勇井克也，伊藤哲朗、

藤井英樹、三浦匡央

10:30

10:00 10:00 10:00

10:20-11:20
O-2

座長：池田和隆・岸岡史郎
演者：原幸子、水野貴史、雑

賀史浩、長谷場健

10:30-11:30
教育講演

2）「アルコール依存症治療
総論～久里浜方式からハー

ムリダクションまで～」
講師：澤山　透（北里大学）

11:00 11:00

9:20-11:20
提案：森友久

アルコール・薬物依存症の
細胞薬理学：ドパミン神経変

容の展望
座長：葛巻直子、疋田貴俊

演者：疋田貴俊、芝崎真裕、
井手総一郎、篠原亮太

11:00

11:20-12:20
評議員会・総会
柳田賞記念講演

11:30-12:30
教育講演

3）「依存症・アディクション患
者へのかかわり方」

講師：成瀬暢也（埼玉県立精
神医療センター）

12:00 12:00 12:00

11:30 11:30

9:30-12:00
ワークショップ

1）「ギャンブル障害の実態と
支援の進め方」

森田展彰（筑波大学）／蒲生
裕司（北里大学）／

新井清美（首都大学東京）／
田中紀子（ギャンブ

ル依存症問題を考える会）
／当事者・ご家族の方々

9:30-10:30
教育講演

1）「アルコール依存症総論」
講師：松下幸生（久里浜医療

センター）

12:30-13:30
ランチョンセミナー1
Meiji Seikaファルマ

「アルコールとうつ、自殺」
座長：廣中直行
演者：松本俊彦

12:30-13:30
ランチョンセミナー2

イーライリリー
「心と体のうつ病治療」

座長：宮田久嗣
演者：内田直

12:30-13:30
ランチョンセミナー3

大日本住友
「統合失調症に共存する依存症状

への薬物療法」
座長：齋藤利和
演者：大沼徹

13:00 13:00

9:30

10:30

11:30

12:30

13:00

12:30 12:30

13:30

13:00-14:00
教育講演

4）「エビデンスに基づいた依
存症・アディクション治療」

講師：原田隆之（目白大学） 13:00-15:30
ワークショップ

2）「オープンダイアローグと
依存症」

齋藤環（筑波大学）／森田展
彰（筑波大学）

15:00-16:00
教育講演

6）「信頼障害としての依存
症」

講師：小林桜児（神奈川県立
精神医療センター）

13:30

16:00
16:00-17:00
教育講演

7）「アルコール依存症の地
域連携」

講師：垣渕洋一（成増厚生病
院）

15:00 15:00

14:30 14:30

13:40-16:10
大塚製薬・ルンドベックジャ
パン・スポンサードシンポジ

ウム
アルコール依存症の診断と
治療ゴールの変化をめぐっ

て
座長：齋藤利和
座長：樋口進

演者：朝倉崇文、宮田久嗣、
松下幸生、堀江義則、杠岳

文
指定発言：堀井茂男
指定発言：成瀬暢也

13:40-15:40
提案：小宮山徳太郎

アルコール依存症の非自発
的入院治療を考える

座長：三ツ汐洋、麻生克郎
演者：小宮山徳太郎、堀
達、中田千尋、白坂知信

13:40-15:40
提案：橋本謙二

薬物依存の病態解明・新規
治療法の開発：若手研究者

シンポジウム
座長：橋本謙二、新田淳美
演者：永井　拓、宮本　嘉
明、藤田　雅代、任　乾、

13:40-15:40
提案：岡村智教

アルコール健康障害基本法
施行で変わる私たちの生活

座長：神田秀幸、吉本尚
演者：岩原千絵、真栄里仁、
吉本尚、尾崎米厚、梅澤光

政

13:40-15:40
O-3

座長：後藤恵・橋本隆
演者：近藤あゆみ、板橋登
子、中里容子、大谷保和

13:40-15:40
提案：田中増郎、長徹二

現場でのハームリダクション
の実際～治療現場の現実、

特に震災関連
座長：射場亜希子、田中増

郎
演者：高柳伸康、奥平富貴
子、長徹二、福田貴博、

指定発言：廣中直行
15:30

16:30

17:30

18:00

14:00 14:00 14:00
14:00-15:00
教育講演

5）「児童思春期とアディク
ション」

講師：青山久美（横山市立大
学附属病院児童精神科）

14:40-15:40
O-4

座長：尾﨑茂・鈴木裕
演者：板橋登子、堀内恵美

子、中村久美子、堀幸子、井
上恭子

15:00

P-1
座長：金田勝幸

演者：工藤利彩、河越尚幸、後藤咲
香、池窪結子

17:00 17:00 17:00
17:00-18:00
教育講演

8）「やさしいアディクションの
脳科学」

講師：廣中直行（ＬＳＩメディエ
ンス）

P-2
座長：白坂知彦

演者：★米沢宏、伊藤満、菅野真由
香、横光健吾

P-3
座長：高田孝二

演者：齋藤剛、高橋聡子、Gizelle
Baker、津村秀樹、久保田芳美

18:00

16:30

15:30-18:00
ワークショップ

3）「動機づけ面接法～基礎
知識から臨床へ～」

後藤恵（成増厚生病院）／青
山久美（横山市立大学附属

病院児童精神科）

19:00

19:30

1620-18:20
提案：齋藤利和

アルコール依存症の精神科
併存症

座長：齋藤利和、宮田久嗣
演者：宮田久嗣、田中増郎、

田山真矢、松下幸生

16:00 16:00

17:30

16:20-18:20
提案：松本俊彦

薬物依存症に対する心理療
法の現状

座長：松本俊彦、森田展彰
演者：合川勇三、松本俊彦、

近藤あゆみ

1620-18:20
提案：和田清

ポスト「危険ドラッグ」－薬物
乱用状況はどう変わったか

－
座長：和田清、成瀬暢也

演者：和田清、嶋根卓也、花
尻瑠理、栗坪千明、合川勇

三

16:20-18:20

提案：森友久
オピオイドの適正使用の先

にある新戦略
座長：森友久、上園保仁

演者：山口重樹、南雲康行、
余宮きのみ、成田年

18:30

19:30

17:30

18:30

18:00

18:30-20:30
懇親会

19:00 19:00

16：20-18：00
柳田知司先生メモリアルシ
ンポジウム：先生を偲んで

座長：高田孝二
演者：高田孝二、鈴木勉、加

藤信、Henningfield,Ｊ

14:30

15:30

16:30

18:30

19:30

13:30

9:15-開会式



 2日目　2016年10月8日（土）

※色の部分は教育・研修プログラムとなります
第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第7会場 第8会場

ポスター
会場

フロア 5階 2階 2階 2階 フロア 4階 4階 2階 フロア 5階

会場 大ホール 瑞雲 平安 福寿 会場 401 研修室 桃源 会場 大ホールロビー

9:00 9:00 9:00

9:30 9:30 9:30

09:40-10:40
理事長講演

アルコール依存症の診
断治療の変遷
座長：高田孝二
演者：齋藤利和

09:40-11:40
提案：猪野亜郎

ハームリダクション－正
しい導入のためにー

座長：高瀬幸次郎、菅沼
直樹

演者：武藤岳夫、猪野亜
朗、鶴身孝介、稗田里
香、吉本尚、田中完

09:40-11:40
提案：白坂知彦、小松知

己
総合病院におけるアル
コール連携医療　～そ
の実践と理論的整理～
座長：小松知己、白坂知

彦
演者：和気浩三、福田
貴博、小松知己、白坂

知彦

09:40-11:40
提案：森田展彰

ハームリダクションの展
開を考える：医療、回復
支援、法的処遇の視点

でディベート
座長：森田展彰、嶋根卓

也
演者：古藤吾郎、上岡陽
江、秋元恵一郎、染田
惠、森田展彰、山田幸

子

09:40-10:40
O-5

座長：宮田久嗣・米田博
演者：石川文之進、倉田
勉、海野順、新田千枝、

鈴木三夫
10:40-11:40

O-6
座長：烏帽子田彰、岡村智

教
演者：梅野充、福田貴博、
河端崇、高原恵子、工藤

明

09:40-10:40
O-8

座長：白坂知信・近藤あゆ
み

演者：梅野充、源田圭子、
利田周大、引土絵未、近藤

千春

10:00 10:00 10:00

10:00-17:00
ワークショップ

4）「臨床心理士のため
の依存症ワークショッ

プ」＊
臨床心理士専門ポイン

ト申請対象
・基調講演：「アディク

ション臨床における心理
職の役割」

　信田さよ子（原宿カウ
ンセリングセンター）

・教育講演：「動機づけ
面接法の基礎理論と実

践」
　高橋郁絵（原宿カウン

セリングセンター）
・トークセッション：「薬物

依存とゲーム・ネット
依存―ハームリダクショ

ンの視点から」
古藤吾郎（NPO 法人ア
パリ）／三原聡子（久
里浜医療センター）

10:00-11:00
教育講演

9）「薬物依存症総論」
講師：和田　清（埼玉県立精

神医療センター）

10:30 10:30 10:30

10:40-11:40
特別講演

自殺予防の実践と課題
座長：齋藤利和
演者：河西千秋

10:40-11:40
O-9

座長：廣中直行・田中増
郎

演者：利田周大、新井清
美、板橋登子、高橋伸

彰、宮田久嗣

11:00 11:00 11:00
11:00-12:00
教育講演

10）「薬物依存症の治療～Ｓ
ＭＡＲＰＰを中心に～」

講師：松本俊彦（国立精神・神
経医療研究センター精神保健

研究所）

11:30 11:30 11:30

11:50-12:50
ランチョンセミナー4

フィリップモリス
「IQOS（アイコス）の科学的評

価」
座長：池田和隆

演者：Baker, G./Picavet, P

11:50-12:50
ランチョンセミナー5
ヤンセンファーマ

「抗精神病薬ゼプリオン®の
Effectivenessの検討」

座長：岩下覚
演者：福島端

11:50-12:50
ランチョンセミナー6

日本新薬
「依存症をめぐる最近の話題」

座長：南雅之
演者：樋口進

12:00 12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 13:00 13:00

13:00-15:00
特別企画シンポジウム
人はなぜ依存症になる
のか？ どうすれば回復

できるのか？
座長：成瀬暢也、岡崎直

人
演者：宮田久嗣、松本俊

彦、水澤都加佐
指定発言：大槻元、近藤

恒夫

13:00-15:00
PMI・BATスポンサード

シンポジウム
たばこハームリダクショ

ン
座長：Henningfield, J 、

大谷吉生
演者：Henningfield, J 、
Luedicke, F、Procter, C
指定討論：大谷吉生、廣

中直行

13:00-15:00
提案：堀江義則

アルコール使用障害な
らびに依存症診療にお
ける一般総合病院、内
科・精神科診療所間で

の地域医療連携
座長：堀江義則

演者：菊池真大、小松知
己、白坂智彦、辻本士

郎、吉川晴子

13:00-15:00
提案：松下幸生

未成年者・若年成人の
飲酒のリスクと予防

座長：松下幸生、鈴木健
二

演者：松下幸生、鈴木健
二、川畑徹朗、真栄里

仁

13:00-16:00
ワークショップ

5）「依存症の家族支援ワーク
ショップ～ＣＲＡＦＴ

を中心に～」
長　徹二（三重県立こころの医療

センター）／
田中増郎（高嶺病院）／

今井航平(群馬県立精神医療セ
ンター)／

奥平富貴子（東北会病院）／
中田千尋（井之頭病院）／

岩原千絵（久里浜医療センター）
／

別所和典（湊川病院）／
福田貴博（琉球病院）／

射場亜希子（兵庫県立光風病
院）／

中野温子（岡山県精神科医療セ
ンター）／

江上剛史（三重県立こころの医
療センター）／

濱本妙子（三重県立こころの医
療センター）

13:10-14:10
O-7

座長：若林一郎、堀井茂男
演者：田口有里恵、三好美
浩、鎌田陽子、田村京子、

森田展彰

14:30

15:30 15:30

13:10-14:10
O-10

座長：廣尚典・羽竹勝彦
演者：井ノ口恵子、黒澤
文貴、大曲めぐみ、秋元

恵一郎、阿部幸枝

13:30 13:30 13:30

14:00 14:00 14:00

16:30 16:30

14:30 14:30

15:00 15:00 15:00

15:10-17:10
提案：池田和隆

処方薬依存の実態と作
用機序

座長：山田清文、曽良一
郎

演者：狩野方伸、橋本謙
二、山口重樹、福永龍

繁
鈴木勉

15:10-17:10
提案：芦沢健

いったい回復って何だろ
う？

～回復の多様性～
座長：田辺等、芦沢健

演者：松下幸生、小林桜
児、白坂知信、上岡陽

江、大嶋栄子

15:10-17:10
提案：後藤恵

ドラマセラピーによる依
存症女性たちのための

チーム医療
座長：尾上明代、後藤恵
演者：尾上明代、大矢照
美、枇杷優子、堂迫祥
子、久保井尚美、中山

千尋、後藤　恵
17:00

17:15-閉会式

15:30

15:30-17:00
市民公開講座

依存の新しいかたち―
現状と対策

座長：高田孝二
講師：齋藤利和、樋口進

P-4
座長：松本博志

演者：郡健太、千葉一輝、牛木
潤子、Nicola Sierro、Chris

Haziza16:00 16:00 16:00
16:00-17:00

分かち合い（研修総括・ディス
カッション）

「 みんなで分かち合おう。依
存症・アディクション支

援のこと」
成瀬暢也・有志メンバー

P-5
座長：廣中直行

演者：江川可純、間宮隆吉、
大嶋俊二、Patrick Picavet

第9会場

2階

松・桜

17:30 17:30 17:30

16:30
P-6

座長：新田淳美
演者：鄭金耀、水尾圭祐、宇

野恭介、金田勝幸
17:00 17:00


