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日 程 表（1 日目）

第 1 日　9 月 8 日（木）　会場：仙台国際センター

会場名

第 1 会場
大ホール（2F）

14:00-16:00シンポジウム 1
依存への教育アプローチ

座長：大塚耕太郎、中山秀紀
シンポジスト：�稗田里香、小原圭司、中山秀紀、�

赤平美津子
共催：東北アルコール関連問題学会

16:10-18:10シンポジウム 3
日本アルコールアディクション医学会・日本総合

病院精神医学会　共催シンポジウム
「総合病院でのアルコール医療～多職種連携の取

り組みと課題について考える～」
座長：小薗江浩一
シンポジスト：�梅村真知子、白坂知彦、與儀清史、

岩蕗かをり、石橋和幸、小松知己
指定発言：萩倉美奈子
共催：日本総合病院精神医学会

第 2 会場
橘（2F）

14:00-16:00シンポジウム 1
アルコール・薬物と事件・事故
座長：上村公一、西谷陽子
シンポジスト：�姫宮彩子、西谷陽子、鵜沼香奈、

清水惠子、一杉正仁

16:10-18:10シンポジウム 4
アルコール・アディクションで�

生死を分けているのは
座長：森　友久、西谷陽子
シンポジスト：�森　友久、西谷陽子、�

本多ゆみえ、山口重樹

第 3 会場
萩（2F）

14:00-16:00シンポジウム 2
物質依存・行動嗜癖に対するデジタ
ルヘルス：開発から社会実装まで
座長：高野　歩、治徳大介
シンポジスト：�淺野正太郎、佐藤牧人、�

宋　龍平、治徳大介、高野　歩

16:10-18:10シンポジウム 5
大学病院やその近辺で依存症に�
関わっていくということ

座長：鶴身孝介、宮田久嗣
シンポジスト：�池田俊一郎、山敷宣代、�

橋本　望、岡　知加、青山久美
指定発言：新井清美、宮田久嗣
【専門医委員会】

第 4 会場
白橿 1（3F）

14:00-16:00シンポジウム 2
被災者と飲酒問題：復興とコロナ禍
におけるケアと支援を考える

座長：羽金淑江、前田正治
シンポジスト：�前田正治、米倉一磨、菅野寿洋、�

原　敬造

16:10-18:10シンポジウム 6
アルコール関連臓器障害における�
細胞間・臓器間ネットワークの新展開
座長：中牟田誠、今　一義
シンポジスト：�今　一義、上村顕也、赤澤祐子、

浪崎　正

第 5 会場
白橿 2（3F）

14:00-16:00シンポジウム 3
アルコール健康対策基本法推進シンポジウム
座長：沼田由紀夫、堀井茂男
シンポジスト：�松井佑樹、遠藤小耶加、�

村田昌彦、山下陽三、今成知美

18:20-20:20 オフ会
夜間集会

司会：稗田里香、吉本　尚

第 6 会場
小会議室 8（3F）

14:00-17:00ワークショップ 1
問題解決しない事例検討会のススメ

座長：佐久間寛之、松下幸生
講師：福田貴博、西念奈津江、田中和彦

17:10-19:00シンポジウム 5
【看護　職能】アルコール依存症看護は、スペシャ
リストを目指すのか、ジェネラリストになるのか
座長：長田孝士、阿部かおり
シンポジスト：�菊池達樹、木村直友、�

古田和弘

諸会議室
小会議室 1（1F）

11:30 ～ 13:30
理事会

17:00-19:00
理事会

ポスター会場
桜 1（2F）

13:00-14:00
ポスター貼付

14:00-18:10
ポスター閲覧

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

日本アルコール・アディクション医学会学術総会

日本アルコール関連問題学会

13:20 ～ 13:50
開会式

17:00-18:00シンポジウム 4
JS 新企画　依存症分野での作業療法士
座長：佐藤嘉孝
シンポジスト：前田大輝、水口克信、幸地睦子
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日 程 表（2 日目）

第 2 日　9 月 9 日（金）　会場：仙台国際センター

会場名

第 1 会場
大ホール（2F）

9:00-11:00シンポジウム 7
2022�ハームリダクション特別委員会シンポジウム
ハームリダクションを実践、症例ベースで考える
座長：宮田久嗣、齋藤利和
シンポジスト：�高野　歩、湯本洋介、白坂知彦、�

成瀬暢也
指定発言：齋藤利和、宮田久嗣
【ハームリダクション特別委員会】

11:10-12:10特別講演1
新型コロナウイルス感染症
パンデミックを経験して�
～�感染症と生きること～
座長：白石光一
演者：川名明彦

13:30-15:30シンポジウム 9
21�世紀に嗜好品に求められるもの：

科学と実践のクロストーク
座長：廣中直行、宮田久嗣
シンポジスト：�宮田久嗣、永井　元、高田孝二、�

飯田ともこ、横光健吾、高野裕治、�
釜阪　寛、志方比呂基

15:40-17:40合同企画シンポジウム
絶望から希望へ：ダルクの経験と知恵に�
学ぶ～その２～�当事者が示す回復の羅針盤
座長：成瀬暢也、市川岳仁
シンポジスト：�市川岳仁、幸田　実、森　　亨、�

飯室　勉

17:50-18:50
一般口演 9
座長：正高佑志

第 2 会場
橘（2F）

9:00-11:00シンポジウム 6
最近のアルコールマーケティング�

事情と予防教育
座長：米山奈奈子、熊澤由美子
シンポジスト：�天野恵美子、今成知美、�

熊澤由美子
指定発言：田中紀子

11:10-12:10
対談

アディクションケースにおけ
る、トラウマからの回復支援　
－心理職に求められるもの
座長：河西有奈、奥田由子
演者：信田さよ子、松本俊彦

12:20-13:20�
ランチョンセミナー 1
座長：杠　岳文
演者：宮田久嗣
共催：大塚製薬株式会社

13:30-15:30シンポジウム 8
アルコール依存症の医療連携

座長：奥平富貴子、加藤純二
シンポジスト：�加藤純二、角南隆史、鈴木俊博、�

稲葉宣行

15:40-17:40シンポジウム 10
家族支援について―東北での実践―
座長：佐藤光幸
シンポジスト：�吉田精次、齊藤健輔、村上綾子、�

永野幸子

17:50-18:50
一般口演 10
座長：�加藤純二、�

熊澤由美子

第 3 会場
萩（2F）

9:00-11:00シンポジウム 8
新しい研究のトレンドを学ぼう
座長：廣中直行、和田　清
シンポジスト：�溝口博之、神前　裕、上野将玄、�

高橋英彦
【学術委員会】

12:20-13:20�
ランチョンセミナー 2
座長：松﨑松平
演者：�大関健志、�

横山　顕
共催：�ジェネシスヘルスケア

株式会社

13:30-15:30スポンサードシンポジウム 1
薬物依存者の依存症治療・肝炎治療の現状と
課題　－精神科と内科の連携を目指して－
座長：持田　智、成瀬暢也
シンポジスト：�松本俊彦、新妻宏文、武藤岳夫、�

矢田雅佳
共催：アッヴィ合同会社

15:40-17:40スポンサードシンポジウム 2
�内科における飲酒量低減治療の実態�

―飲酒量低減薬の登場による治療方針の変化―
座長：堀江義則、竹井謙之
シンポジスト：堀江義則、近藤泰輝、魚嶋晴紀
共催：大塚製薬株式会社

17:50-18:50
一般口演 11
座長：山科俊平

第 4 会場
白橿 1（3F）

9:00-10:00
教育講演 1

ゲーム行動症の現
状と回復支援
座長：村田祐二
演者：樋口　進

10:10-11:00
教育講演 1

アルコール関連肝疾患：
概念の変遷と病態解析・
治療へのアプローチ
座長：竹井謙之
演者：池嶋健一

11:10-12:10
一般口演 1

座長：	坂本　隆、	
佐藤光幸

13:30-15:30シンポジウム 9
一般集団における適切な飲酒目標
座長：真栄里仁
シンポジスト：�金城　文、真栄里仁、中村正和、�

羽鳥　裕

15:40-17:40シンポジウム 11
怒りと飲酒の繋がり

座長：宮田友樹、猪野亜郎
シンポジスト：�樋口　進、金田一賢顕、�

田邉暢也、重信誠司

17:50-18:50
一般口演 12
座長：�松下幸生、�

村田祐二

第 5 会場
白橿 2（3F）

9:00-11:00シンポジウム 18
アディクション臨床における�
後進育成、次世代への伝承

座長：入來晃久、射場亜希子
シンポジスト：�手塚幸雄、福田貴博、西村康平、

小林桜児、濱本妙子、長　徹二
指定発言：佐久間寛之、齋藤利和

11:10-12:10
一般口演 2
座長：�山田清文

12:40-13:40
学術評議員会・

総会

13:50-14:30
教育講演 2
アルコールと	
膵炎・膵癌
座長：土島　睦
演者：正宗　淳

14:30-15:30
一般口演 5
座長：�信田さよ子、�

米山奈奈子

15:40-17:40シンポジウム 10
覚醒剤事犯者の理解とサポート（３）
座長：嶋根卓也、大伴真理惠
シンポジスト：�嶋根卓也、喜多村真紀、高橋　哲、�

服部真人、老田彩央里

17:50-18:50
一般口演 13
座長：森田展彰

第 6 会場
小会議室 8（3F）

9:00-12:00ワークショップ 2
リプロセスリトリート　トラウマの体験を癒すワーク
座長：大濱和美
講師：�大濱和美、鈴木美奈子、北川聡子、中井由子、前田悦子、�

大和田誠子

13:30-14:10
一般口演 3
座長：神田秀幸

14:10-14:50
一般口演 4
座長：尾崎米厚

14:50-15:50
一般口演 6
座長：木村　充

15:50-16:40
一般口演 7
座長：大竹孝明

16:40-17:40
一般口演 8
座長：�沼田由紀夫、�

戸澤琢磨

17:50-18:50
一般口演 14
座長：若林一郎

諸会議室
小会議室 1（1F）

ポスター会場
桜 1（2F）

9:00-16:00
ポスター閲覧

9:00-16:00
ポスター閲覧

16:00-17:00
ポスター発表 撤去

9:00-17:00
企業展示

9:00-17:00
企業展示 撤去

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

日本アルコール・アディクション医学会学術総会

日本アルコール関連問題学会

（P.130） （P.166） （P.242）

（P.192） （P.198） （P.245）

（P.278） （P.280） （P.248）

（P.195） （P.201） （P.250）

（P.231） （P.135） （P.253）

（P.227） （P.229） （P.234） （P.237） （P.239） （P.256）

（P.99）

11:00 ～ 11:10
JMSAAS2021 表彰式

（P.123）

（P.189） （P.218） （P.282）

（P.127） （P.283）

（P.99）（P.171） （P.222）

（P.162） （P.224）

（P.213）

（P.98）
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日 程 表（3 日目）

第 3 日　9 月 10 日（土）　会場：仙台国際センター

会場名

第 1 会場
大ホール（2F）

9:00-10:00
特別講演 1

「共依存」再考
座長：石川　達
演者：斎藤　学

10:00-11:00
特別講演 2

アディクションとトラウマ
─環状島モデルを用いて
座長：米山奈奈子
演者：宮地尚子

12:30-16:30
市民公開講座
１．依存症当事者�メッセージ（体験談）パートⅠ
２．公開シンポジウム
　　「子どもの依存と愛着（アタッチメント）�～ネット・ゲーム依存の背景～」
３．各⾃助グループの紹介
４．依存症当事者�メッセージ（体験談）パートⅡ
共催：アディクション・フォーラム実行委員会

第 2 会場
橘（2F）

9:00-11:00シンポジウム 11
乱用抵抗性製剤開発ガイドライン案

の作成に向けた調査研究
座長：山田清文、松本俊彦
シンポジスト：�松本俊彦、松崎哲郎、北市清幸、�

永井　拓、森　友久

11:10-12:10
大会長講演
座長：齋藤利和
演者：�白石光一、�

石川　達

12:20-13:20�
ランチョンセミナー 3
座長：宮田久嗣
演者：辻本士郎
共催：�日本新薬�

株式会社

14:00-16:00シンポジウム 14
アルコール・薬物濫用と関連疾患の医学
的解決を目指して：死から生への還元
座長：松本博志
シンポジスト：�岡田随象、尾崎紀夫、�

Druid�Henrik、高橋遥一郎

第 3 会場
萩（2F）

9:00-11:00シンポジウム 12
訪問看護は、アルコール依存症者が�

必要としているのか�
訪問看護ステーションの実情と未来

座長：溝口直美
シンポジスト：�長井理治、佐藤栄児、�

川上みゆき

11:10-12:00
教育講演 2
ギャンブル依存症の
実態、診断と治療
座長：坂本　隆
演者：松下幸生

12:20-13:20ラン
チョンセミナー 4

座長：加川建弘
演者：�松﨑松平
共催：�東海大学�

消化器内科同門会

13:25-14:15
教育講演 3
ひきこもりの
対話的支援
座長：石川　達
演者：斎藤　環

14:15-16:15シンポジウム 13
オープンダイアローグとアディクション
座長：石川　達
シンポジスト：�信田さよ子、野口裕二、�

斎藤　環

第 4 会場
白橿 1（3F）

9:00-11:00シンポジウム 12
アルコール関連肝疾患の最前線：�

診断と治療Up�to�Date
座長：池嶋健一、谷合麻紀子
シンポジスト：�森永真紀、今城健人、魚嶋晴紀、�

小木曽智美

14:00-16:00シンポジウム 15
物質使用と性感染症・性行動・�
セクシュアリティ（１）

座長：嶋根卓也、新田慎一郎
シンポジスト：�嶋根卓也、阿部憲介、�

新田慎一郎、岩橋恒太

第 5 会場
白橿 2（3F）

9:00-11:00シンポジウム 13
大麻使用少年の理解とサポート（１）
座長：嶋根卓也、中島美鈴
シンポジスト：�嶋根卓也、児玉　臨、中島美鈴、�

森　治美

12:20-13:20
総会

14:00-16:00シンポジウム 16
アルコール診療を再考する～内科・精神科連携の�

重要性、チーム医療、そして地域医療の確立をめざして
座長：菊池真大、杉原正子
シンポジスト：�菊池真大、佐藤寧子、杉原正子、�

水野有紀、白石光一

第 6 会場
小会議室 8（3F）

9:00-12:00ワークショップ 3
動機づけ面接ワークショップタイトル�
「少しずつ始めてみよう動機づけ面接」

座長：齊藤健輔
演者：澤山　透
ファシリテーター：大野高志、槙　貴浩、金田和大

14:00-16:00シンポジウム 17
アルコール関連肝疾患の予後改善に

向けて
座長：堀江義則、山科俊平
シンポジスト：�芥田憲夫、中本伸宏、内山　明、�

厚川正則

諸会議室
小会議室 1（1F）

8:00-9:00
新理事会

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

日本アルコール・アディクション医学会学術総会

日本アルコール関連問題学会

14:15 ～ 14:30
閉会式

JMSAAS2022 表彰式
JSARP2022 表彰式

13:25-13:55
柳田知司賞受賞講演

法医学領域におけるアルコール・薬物研究�
～死から生へ～
座長：山田�清文
演者：西谷陽子

（P.149）

（P.100）
（P.143）

（P.146）

（P.215）

（P.171）（P.204）

（P.139） （P.284）

（P.170） （P.170）

（P.172） （P.207）

（P.152）

（P.155）

（P.159）

（P.12）


