
日程表　1日目：1月9日（土）
Ch1 Ch2 Ch3 Ch4

開会挨拶

10:00-11:12
口演1

気分障害・調査
座長：馬場 元

10:00-11:30
シンポジウム1

リアルワールドにおける
双極性障害の薬物治療

オーガナイザー：古郡 規雄
座長：窪田 幸久、渡邊 衡一郎
演者：篠﨑 將貴、坪井 貴嗣
　　 近野 祐介 、髙野 謹嗣

10:00-11:30
シンポジウム2

パンデミックによる
海外留学への影響

オーガナイザー：水野 裕也
座長：加藤 正樹、谷 英明
演者：水野 裕也、酒本 真次、
　　  猪飼 紗恵子、嶽北 佳輝

10:00-11:30
シンポジウム3

ナルコレプシー患者の声を反映
した医療環境の実現に向けて
オーガナイザー：佐々木 剛、
　　  種村 菜奈枝
座長：神林 崇、佐々木 剛
演者：種村 菜奈枝、駒沢 典子、
　　  山中 章弘、佐々木 剛

12:00-12:50
ランチタイムセミナー1

座長：伊豫 雅臣
演者：岩田 仲生
共催：武田薬品工業株式会社 / 
　　  ルンドベック・ジャパン株式会社

12:00-12:50
ランチタイムセミナー2

座長：中川 伸
演者：高江洲 義和
共催：共和薬品工業株式会社 / 
　　  吉富薬品株式会社

12:00-12:50
ランチタイムセミナー3

座長：鈴木 道雄
演者：嶽北 佳輝
共催：大日本住友製薬株式会社

12:00-12:50
ランチタイムセミナー4

座長：伊藤 洋
演者：岡 靖哲
共催：アステラス製薬株式会社

13:10-14:10
ポール・ヤンセン賞受賞講演
演者：垂水 良介、大林 芳明

海外研修員帰朝講演
演者：谷 英明

13:10-14:10
口演2

リエゾン調査
座長：鈴木 利人

13:10-14:22
口演3

臨床研究・バイオマーカー
座長：池田 匡志

14:30-15:30
口演4

統合失調症・調査１
座長：尾関 祐二

14:30-16:30
シンポジウム4

JSCNP海外研修員・ポールヤン
セン賞winnerたちが切る、
これからの精神薬理・学会

オーガナイザー、座長：
　　  加藤 正樹、内田 裕之
演者：岸田 郁子、岡田 剛、
　　  古郡 規雄、竹内 啓善、
　　  三浦 至、嶽北 佳輝、
　　  橋本 佐、木下 誠、櫻井 準、
　　  酒本 真次、堀 輝、
　　  石井 啓義、池田 匡志、
　　  齋藤 竹生

14:30-16:30
シンポジウム5

レギュラトリーサイエンスセッショ
ン：妊婦等への抗てんかん薬・
気分安定薬使用に関する諸問題
オーガナイザー、座長：
　　  稲垣 中、中林 哲夫
演者：吉村 健佑、鈴木 利人、
　　  稲田 健、山田 和男

14:30-16:30
シンポジウム6

注意欠如・多動症治療の個別化
は可能か？

オーガナイザー：岡田 俊
座長：岡田 俊、木村 記子
演者：岡田 俊、木村 記子、
　　  上田 理誉、江頭 優佳、
　　  林 小百合、請園 正敏

17:00-17:50
イブニングセミナー1

座長：鈴木 圭輔
演者：鈴木 正泰
共催：MSD株式会社

17:00-17:50
イブニングセミナー2

座長：兼田 康宏 
演者：堀 輝
共催：ヴィアトリス製薬株式会社/
　　  大日本住友製薬株式会社

17:00-17:50
イブニングセミナー3

座長：木下 利彦
演者：下田 和孝
共催：ヤンセンファーマ株式会社
　　  メディカルアフェアーズ本部

17:00-17:50
イブニングセミナー4

座長：大坪 天平
演者：岩田 仲生
共催：日本イーライリリー株式会社 / 
　　  塩野義製薬株式会社
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日程表　2日目：1月10日（日）
Ch1 Ch2 Ch3 Ch4

9:00-9:50
モーニングセミナー1

座長：渡邊 衡一郎　
演者：内田 裕之
共催：Meiji Seika ファルマ株式会社

9:00-9:50
モーニングセミナー2

座長：大森 哲郎　
演者：井上 猛
共催：田辺三菱製薬株式会社／
　　  吉富薬品株式会社

9:00-9:50
モーニングセミナー3

座長：染矢 俊幸　
演者：内村 直尚
共催：エーザイ株式会社

9:00-9:50
モーニングセミナー4

座長：尾崎 紀夫
演者：松尾 幸治
共催：大塚製薬株式会社

10:10-11:34
口演5
臨床試験

座長：上野 修一

10:10-11:45
第20回臨床精神神経薬理学

セミナー
オーガナイザー：下田 和孝、
　　  古郡 規雄
座長：嶽北 佳輝、福井 直樹
演者：小居 秀紀、猿渡 淳二、
　　  齊藤 卓弥
※要事前参加登録

10:10-11:40
シンポジウム7

抗うつ薬の最新研究
～論文著者自ら語るうつ病治療～
オーガナイザー、座長：
　　  堀 輝、加藤 正樹
演者：櫻井 準、加藤 正樹、
　　  寺尾 岳、堀 輝

10:10-11:40
シンポジウム8

向精神薬のさまざまな剤型
について考える

オーガナイザー：渡邊 衡一郎
座長：渡邊 衡一郎、岩田 仲生
演者：武田 俊彦、岸本 泰士郎、
　　  岩田 仲生、渡邊 衡一郎

12:10-13:00
ランチタイムセミナー5

座長：渡部 芳徳
演者：牛島 定信
共催： 日本ベーリンガーインゲル

ハイム株式会社

12:10-13:00
ランチタイムセミナー6

座長：堀口 淳　
演者：山脇 健盛／森 康浩
共催：田辺三菱製薬株式会社

12:10-13:00
ランチタイムセミナー7

座長：中込 和幸
演者：伊豫 雅臣
共催：大日本住友製薬株式会社

12:10-13:00
ランチタイムセミナー8

座長：馬場 元
演者：菊地 俊暁
共催：武田薬品工業株式会社ジャパンメディカルオフィス / 
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

13:20-14:32
口演6

統合失調症・調査2
座長：竹内 啓善

13:20-14:50
シンポジウム9

新未来へつながる臨床精神神経
薬理学会のバトンリレー

オーガナイザー、座長：
　　  堀 輝、嶽北 佳輝
演者：堀 輝、下田 和孝、
　　  古郡 規雄、吉田 和生

13:20-15:20
シンポジウム10

他のラボ（＆周辺グルメ）を
のぞいてみよう！

オーガナイザー：内田 裕之
座長：内田 裕之、稲田 健
演者：沼田 周助、山田 光彦、
　　  加藤 正樹、吉田 和生

13:20-15:20
EGUIDEプロジェクト
ワークショップ

オーガナイザー：橋本 亮太
座長：大井 一高、橋本 亮太
講師/ファシリテーター：
　　  市橋 香代、飯田 仁志、
　　  橋本 直樹、根本 清貴、
　　  水野 謙太郎、田形 弘実、
　　  辻野 尚久、竹島 正浩、
　　  森脇 久視、岡田 剛史、
　　  徳満 敬大
※要事前参加登録

14:50-15:50
口演7

抗てんかん薬・その他
座長：岸田 郁子

15:40-17:10
シンポジウム11

わが国で臨床精神薬理研究を
成功させるための課題と今後
オーガナイザー：堀 輝
座長：堀 輝、嶽北 佳輝
演者：高須 正太郎、河野 仁彦、
　　  越川 陽介、薮内 一輝

15:40-17:10
シンポジウム12

レビー小体型認知症の病態と
薬物療法 Up To Date

オーガナイザー：伊賀 淳一
座長：上野 修一
演者：中村 雅之、藤城 弘樹、
　　  清水 秀明、伊賀 淳一

15:40-17:10
シンポジウム13

EGUIDEプロジェクトシンポジウム
座長：橋本 亮太、古郡 規雄
演者：橋本 亮太、高江洲 義和、
　　  沼田周助、小笠原 一能、
　　  山田 恒、市橋 香代、
　　  飯田 仁志、長谷川 尚美、
　　  橋本 直樹、古郡 規雄、
　　  堀 輝、降旗 隆二

16:00-17:12
口演8
症例報告

座長：三浦 至
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シンポジウム 受賞講演

一般口演 セミナー/ワークショップ

：日本精神神経学会の単位が取れるセッション共催セミナー                          
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