
BPCNPNPPP4学会合同年会
★オンデマンド配信セッション★ 2022.11.14時点

※配信セッションに変更がございますので予めご了承ください。
セッション名 演題番号 演題名

特別講演1 SL1 Probing and Rescuing Dysfunctional Brain Circuits in Depression

特別講演２ SL2 The Treatment of Schizophrenia: How Far Have We Come?

特別講演３ SL3 Bases of appropriate use and development of medicines for the central nervous system

特別教育講演Special Educational Lecture SEL Motivation and Learning to Improve Cognitive Health in People with Psychotic Disorders

教育講演1 EL1 ⾃閉スペクトラム症研究 最新の動向︓拡散から収束へ

教育講演3 EL3 強迫性障害の臨床と病態研究の現状

教育講演4 EL4 ストレス適応の個体差構築の分⼦神経基盤

教育講演5 EL5 認知症薬物治療の現状と将来

教育講演6 EL6 慢性痛による負情動⽣成の神経機構

教育講演7 EL7 最新のせん妄病態仮説に基づく予防・治療戦略

教育講演8 EL8 抗うつ薬の精神薬理〜モノアミン仮説の再構成と薬物選択における次元的アプローチ〜

教育講演9 EL9 うつ病の異種性に着⽬した臨床診断補助バイオマーカーの探索研究への旅路

教育講演10 EL10 ベッドサイドから考える疾患研究

教育講演11 EL11 全ゲノム関連解析を起点とした双極性障害病態解明への道程

教育講演12 EL12 動物・細胞モデルを⽤いた精神疾患の病態解明

教育講演13 EL13 注意⽋如・多動症（ADHD)の病態と臨床

教育講演14 EL14 統合失調症の認知機能障害に着⽬した臨床・基礎研究

教育講演15 EL15 機械学習法・深層学習の⼿法概要と⽣命科学分野への応⽤

教育講演16 EL16 認知⾏動療法の神経⽣理学的基盤とその近未来的展開

教育講演17 EL17 「統合失調症の病態解明研究」の⽬的と⽅法の再設定

教育講演18 EL18 神経性やせ症の病態、治療について

教育講演19 EL19 PTSDの臨床と病態研究の現状

教育講演20 EL20 臨床薬理からみる理想的なトランスレーショナル研究

教育講演21 EL21 精神疾患及び向精神薬の運転技能への影響を考える

教育講演22 EL22 妊娠・出産と向精神薬

教育講演23 EL23 双極性障害の維持療法︓　気分安定薬か、抗精神病薬か

教育講演24 EL24 診療報酬改定は効果があったのか︖　ー向精神薬の多剤併⽤と⻑期処⽅問題ー

教育講演25 EL25 死に⾄る病を有した患者の精神的ケア︓精神医学は患者さん、ご家族の幸せに貢献できているのだろうか︖

教育講演26 EL26 ゲノム3次元構造の⻑期的変化と精神神経疾患

教育講演27 EL27 ⼈はなぜ依存症になるのか〜物質依存症の理解と援助

教育講演28 EL28 認知症疾患のバイオマーカー

教育講演29 EL29 依存症の発症機序と精神薬理

教育講演30 EL30 薬剤師の⽇常業務におけるクリニカルクエッションから臨床研究へ

教育講演31 EL31 看護職がストレングスモデルを学ぶ理由―問題解決型⽀援と伴⾛型⽀援のハイブリッドモデルの実装―

教育講演32 EL32 抗精神病薬の有害事象を低減する薬物の発⾒と期待　ージスキネジアを中⼼にー

シンポジウム1（BP・CNP企画シンポジウム） S1-1 精神疾患のゲノム解析

シンポジウム1（BP・CNP企画シンポジウム） S1-2 精神疾患におけるエピゲノム解析

シンポジウム1（BP・CNP企画シンポジウム） S1-3 メンタルヘルス領域における⾎液メタボローム解析による「こころの不調」の早期発⾒

シンポジウム1（BP・CNP企画シンポジウム） S1-4 トランスクリプトームとうつ病PGx -miRNAを中⼼に-

シンポジウム2 S2-1 慢性社会ストレスによるシナプス構造変化とその分⼦機序の解析

シンポジウム2 S2-3 柔軟な認知⾏動のための神経回路機構

シンポジウム2 S2-4 統合失調症における糖化ストレス蓄積の分⼦機序

シンポジウム2 S2-5 脆弱性とレジリエンスの精神疾患研究（指定討論）

シンポジウム3 S3-1 前頭側頭型認知症および⽼年期精神病におけるタウイメージング

シンポジウム3 S3-2 ⽼年期気分障害のタウイメージング

シンポジウム3 S3-3 タウPET画像病理相関

シンポジウム3 S3-4 単発性重症頭部外傷後の慢性期におけるタウイメージング

シンポジウム3 S3-5 反復性軽度頭部外傷による遅発性精神症状と脳内タウ病変との関連について
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シンポジウム4 S4-1 精神科領域におけるニューロモデュレーション治療について

シンポジウム4 S4-2 精神神経疾患への反復経頭蓋磁気刺激（rTMS）

シンポジウム4 S4-3 統合失調症の認知機能障害に対する経頭蓋直流電気刺激の効果

シンポジウム4 S4-4 脳損傷後⾼次脳機能障害に対するニューロモジュレーション

シンポジウム4 S4-5 精神疾患に対する脳神経外科ニューロモジュレーション

シンポジウム5 S5-1 臍帯⾎中のサイトカインの上昇と神経発達症

シンポジウム5 S5-2 神経発達症患者における脳内神経炎症の可視化

シンポジウム6（NP企画シンポジウム） S6-1 ストレス・うつ病における脳と末梢の炎症反応の役割

シンポジウム6（NP企画シンポジウム） S6-3 内受容感覚と情動にかかわる脳ネットワークの連関の解析

シンポジウム6（NP企画シンポジウム） S6-4 ヒト⾎液由来直接誘導ミクログリア様（iMG）細胞による精神疾患リバーストランスレーショナル研究

シンポジウム6（NP企画シンポジウム） S6-5 神経変性疾患の腸脳連関現象をターゲットとした治療戦略

シンポジウム7（BP企画シンポジウム） S7-2 早期精神病の脳形態特徴と臨床応⽤への課題

シンポジウム7（BP企画シンポジウム） S7-4 脳MRI構造画像による精神疾患の機械学習と、その精緻化に向けた取り組み

シンポジウム7（BP企画シンポジウム） S7-5 精神疾患のサブタイプや再定義を⽬指した階層的教師有・教師無機械学習法〜調和された多施設多疾患安静時fMRIデータを⽤いた研
究〜

シンポジウム7（BP企画シンポジウム） S7-6 精神疾患の神経⽣理学的知⾒ －統合失調症を中⼼に－

シンポジウム8（NP・CNP企画シンポジウム） S8-1 統合失調症薬物治療ガイドライン2022の作成の経緯と概要

シンポジウム8（NP・CNP企画シンポジウム） S8-2 パート１概略︓本ガイドラインの背景と改訂における共同意思決定のプロセス

シンポジウム8（NP・CNP企画シンポジウム） S8-3 安定・維持期の統合失調症治療

シンポジウム8（NP・CNP企画シンポジウム） S8-4 抗精神病薬の薬剤性錐体外路系副作⽤およびその他の副作⽤

シンポジウム8（NP・CNP企画シンポジウム） S8-5 治療抵抗性統合失調症

シンポジウム8（NP・CNP企画シンポジウム） S8-6 統合失調症の睡眠障害への対応

シンポジウム8（NP・CNP企画シンポジウム） S8-7 当事者の⽴場で話す新ガイドラインに妊娠・授乳の項⽬が加わった意義

シンポジウム8（NP・CNP企画シンポジウム） S8-8 指定発⾔1

シンポジウム8（NP・CNP企画シンポジウム） S8-9 指定発⾔2

シンポジウム9 S9-1 Neuromodulation of neural circuits underling fear

シンポジウム9 S9-3 The cognitive effects of thalamostriatal degeneration are ameliorated by normalizing striatal cholinergic activity

シンポジウム9 S9-4 Microglial regulation of conditioned fear extinction

シンポジウム10 S10-1 COVID-19せん妄の特徴と病態⽣理　〜従来のせん妄との⽐較〜

シンポジウム10 S10-2 COVID-19の炎症に伴う精神症状への影響-せん妄と感染後遺症の視点から-

シンポジウム10 S10-3 COVID-19せん妄の薬物療法　各国ガイドラインの⽐較

シンポジウム10 S10-4 COVID-19関連認知機能障害

シンポジウム11 S11-1 特徴的な表現型を有する家系例から⾒出した稀な遺伝⼦変異を伴う精神疾患

シンポジウム11 S11-2 特徴的な所⾒を持つ稀な統合失調症の研究は「統合失調症の理解」に寄与するかー副作⽤や染⾊体転座など具体例からの検討ー

シンポジウム11 S11-3 ナノポアシーケンサーを⽤いた統合失調症のゲノム-エピゲノム解析

シンポジウム11 S11-4 統合失調症の稀なリスク遺伝⼦変異の探索

シンポジウム13（NP企画シンポジウム） S13-2 ストレス感受性を説明する海⾺の記憶メカニズム

シンポジウム13（NP企画シンポジウム） S13-3 神経・精神疾患の閉ループ制御

シンポジウム13（NP企画シンポジウム） S13-4 疼痛の慢性化を引き起こす中枢神経回路の同定

シンポジウム14 S14-1 地域住⺠における認知症の実態とその危険因⼦︓久⼭町研究

シンポジウム14 S14-2 東京都荒川区⾼齢者/超⾼齢者コホートにおける⽣物学的研究

シンポジウム14 S14-3 地域在住⾼齢者における脳室・くも膜下腔脳脊髄液体積の加齢性変化とその臨床的意義

シンポジウム14 S14-4 中⼭町コホートを⽤いた⽣物学的研究

シンポジウム15 S15-2 精神展開剤（Psychedelics）の歴史と現在

シンポジウム15 S15-3 精神展開剤の臨床試験レビュー

シンポジウム16 S16-1 ⻑時間睡眠や睡眠・覚醒リズムの後退に対する治療戦略

シンポジウム16 S16-2 気分障害併存患者への対応

シンポジウム16 S16-3 低⽤量のアリピプラゾールの起床困難への効果と薬理的背景への考察

シンポジウム16 S16-4 概⽇リズムを整える: 睡眠衛⽣指導とメラトニン受容体アゴニストの使⽤法
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シンポジウム17（CNP企画シンポジウム） S17-1 ベンゾジアゼピン受容体作動等の適正使⽤・出⼝戦略の普及・実装化に向けて

シンポジウム17（CNP企画シンポジウム） S17-2 ベンゾジアゼピン受容体作動薬の適正使⽤について︓プライマリケアの⽴場から

シンポジウム17（CNP企画シンポジウム） S17-3 ベンゾジアゼピン受容体作動薬の適正使⽤・出⼝戦略におけるDecision Aidの活⽤︓ SDMの促進にむけて

シンポジウム17（CNP企画シンポジウム） S17-4 ベンゾジアゼピン受容体作動薬の適正使⽤・出⼝戦略に向けて薬剤師が出来ること

シンポジウム17（CNP企画シンポジウム） S17-5 話し合いながらベンゾジアゼピン系の薬と付き合う

シンポジウム18（PP企画シンポジウム） S18-1 統合失調症に対する抗精神病薬多剤併⽤療法の可能性について考える

シンポジウム18（PP企画シンポジウム） S18-2 ポリファーマシーに対する精神科薬剤師の役割

シンポジウム18（PP企画シンポジウム） S18-3 精神科病棟を持たない⼀般病院におけるポリファーマシー対策&ndash;事例と対策&ndash;

シンポジウム18（PP企画シンポジウム） S18-4 患者が処⽅内容に納得できるように、薬局薬剤師にできること

シンポジウム19（NP企画シンポジウム） S19-3 健常な欲求（適正使⽤）と病的な欲求（使⽤障害）の境界

シンポジウム19（NP企画シンポジウム） S19-5 脳内報酬系︓統合的アプローチの重要性

シンポジウム20 S20-2 カンナビノイドCB2受容体が持つ⼆⾯性︓⽋損すると末梢神経炎症が増悪する、と誰が⾔った︖

シンポジウム20 S20-4 双極性障害を伴う遺伝性疾患モデルマウスの研究〜Ntrk1 とAtp2a2に着⽬して

シンポジウム20 S20-5 家系からの精神疾患研究アプローチ︓ある双極性障害家系で⾒つかったミトコンドリア遺伝⼦の発現低下

シンポジウム20 S20-6 ⾃閉症の制御神経回路を分析する際のマウスモデルの有効性︓単純な外挿ではない

シンポジウム21 S21-1 うつ病動物モデルにおける脳腸相関

シンポジウム21 S21-2 うつ病患者における腸内細菌の特徴

シンポジウム21 S21-3 ⾃閉症スペクトラム障害における腸内細菌の最新の知⾒

シンポジウム21 S21-4 ⾃閉スペクトラム症、注意⽋如多動症、その定型発達兄妹児と定型発達児における腸内細菌叢と⾷事習慣の影響について

シンポジウム21 S21-5 気分障害における腸内細菌の役割

シンポジウム22（PP企画シンポジウム） S22-1 クロザピン治療における多職種連携と地域連携「沖縄モデル」- 琉球病院での取り組み

シンポジウム22（PP企画シンポジウム） S22-2 クロザピン処⽅導⼊の検討と問題点

シンポジウム22（PP企画シンポジウム） S22-3 LC/MS/MSを⽤いたクロザリルおよびその活性代謝物の⾎中濃度同時測定法の確⽴

シンポジウム22（PP企画シンポジウム） S22-5 臨床研究を現場に活かす

シンポジウム23（NP企画シンポジウム） S23-1 マイルドエクセサイズによる海⾺記憶能促進効果︓動物からヒトへの橋渡し研究

シンポジウム23（NP企画シンポジウム） S23-2 抗うつ作⽤をもたらす⾄適運動条件の探索

シンポジウム23（NP企画シンポジウム） S23-4 有酸素運動は認知症予防に有効か︖―１年間の有酸素運動トレーニングが認知機能へ及ぼす影響とそのメカニズムの探索―

シンポジウム24（CNP企画シンポジウム） S24-1 治療抵抗性双極性障害について

シンポジウム24（CNP企画シンポジウム） S24-2 治療抵抗性うつ病に対するケタミン治療

シンポジウム24（CNP企画シンポジウム） S24-3 新世代の抗うつ薬

シンポジウム24（CNP企画シンポジウム） S24-4 気分障害における認知機能障害と治療抵抗性の相互作⽤

シンポジウム25 S25-1 リピドミクス分析のための質量分析法の開発とその臨床応⽤

シンポジウム25 S25-3 痛みとリゾホスファチジン酸（LPA）シグナリング

シンポジウム25 S25-5 精神疾患の脳脊髄液バイオリソースとリピドミクス解析

シンポジウム26 S26-1 新規抗精神病薬開発の動向と課題

シンポジウム26 S26-2 Ulotaront (SEP-363856): a novel TAAR1 agonist for the treatment of schizophrenia

シンポジウム26 S26-3 抗精神病薬としてのムスカリン受容体作動薬の開発動向

シンポジウム27（BP企画シンポジウム） S27-1 精神疾患の診断法の開発はどのように⾏うのか︖

シンポジウム27（BP企画シンポジウム） S27-2 ポリジェニックモデルから考える精神疾患の診断

シンポジウム27（BP企画シンポジウム） S27-3 頻度の稀なバリアントに基づいた精神疾患の診断

シンポジウム27（BP企画シンポジウム） S27-4 精神疾患と脳構造画像︓脳構造画像で精神疾患は分類できるのか︖

シンポジウム27（BP企画シンポジウム） S27-5 脳機能画像⼿法は精神疾患の診断に使えるか︖

シンポジウム28（NP企画シンポジウム） S28-1 精神・神経疾患における細胞⽼化関連分⼦の役割

シンポジウム28（NP企画シンポジウム） S28-2 ゲノム/エピゲノム解析からみた⾃殺と細胞⽼化

シンポジウム28（NP企画シンポジウム） S28-4 細胞⽼化・ストレスにおけるテロメア・マイクロRNA

シンポジウム29 S29-1 体細胞変異と精神神経疾患

シンポジウム29 S29-2 ⾎中体細胞モザイクは精神疾患と関連するのか

シンポジウム29 S29-3 統合失調症患者死後脳を⽤いたシングルセルレベルでのLINE-1挿⼊部位の解析

シンポジウム29 S29-4 ゲノム編集技術を⽤いた体細胞遺伝⼦操作
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★オンデマンド配信セッション★ 2022.11.14時点

※配信セッションに変更がございますので予めご了承ください。
セッション名 演題番号 演題名

シンポジウム30 S30-1 医原性症候群としてのオピオイド使⽤障害

シンポジウム30 S30-2 難治性疼痛及び鎮痛・薬物依存に関連する遺伝⼦多型

シンポジウム30 S30-3 ⼈はなぜ依存症になるのか

シンポジウム30 S30-5 オピオイドで痛みは強まる　ーオピオイド鎮痛の過信を解くためのエビデンス開⽰ー

シンポジウム31（BP企画シンポジウム） S31-1 神経病理から考える内因性精神疾患の病態

シンポジウム31（BP企画シンポジウム） S31-2 統合失調症死後脳で⾒られる脳組織の構造変化

シンポジウム31（BP企画シンポジウム） S31-4 神経回路に着⽬した精神科における神経病理学的探索研究

シンポジウム31（BP企画シンポジウム） S31-5 精神科ブレインバンクにおける神経病理学の役割

シンポジウム32（PP企画シンポジウム） S32-1 薬剤師に聞いてみよう〜薬剤師が⼀⼈ひとりに向き合うために〜

シンポジウム32（PP企画シンポジウム） S32-2 精神医療実習の学習効果

シンポジウム32（PP企画シンポジウム） S32-3 精神科単科病院における実務実習と学⽣教育について

シンポジウム32（PP企画シンポジウム） S32-4 保険薬局における精神科薬剤師の羅針盤

シンポジウム33 S33-2 神経発達症・統合失調症の関連領域である1q21.1コピー数多型がヒトES細胞由来神経オルガノイドの細胞表現型に与える影響

シンポジウム33 S33-3 動物モデルの1細胞解析から迫る双極性障害関連神経回路の解析

シンポジウム33 S33-4 ストレスによるミクログリアの転写・エピゲノム変化の全貌

シンポジウム33 S33-5 マーモセット⾃閉症モデルとヒト⾃閉症サブタイプおよび15q重複症候群のトランスクリプトームの類似性

シンポジウム34 S34-3 視覚情報を利⽤したマウスの新規ストレスモデル

シンポジウム35（NP企画シンポジウム） S35-1 ナショナルセンターとしての研究開発の基盤整備による克服

シンポジウム35（NP企画シンポジウム） S35-3 『健康・医療戦略』に基づく産学官連携による基礎から実⽤化まで⼀貫した研究開発

シンポジウム35（NP企画シンポジウム） S35-4 国際学会、学会連合、学術会議等での連携促進による克服

シンポジウム36（PP企画シンポジウム） S36-1 精神科医からみた精神疾患患者の地域⽣活を⽀える地域連携の現状と課題

シンポジウム36（PP企画シンポジウム） S36-2 精神疾患患者の早期再⼊院を防ぐための多職種連携

シンポジウム36（PP企画シンポジウム） S36-3 アルテ薬局における地域連携の現状と参画への検討

シンポジウム36（PP企画シンポジウム） S36-4 地域連携における精神保健福祉⼠の役割と課題

シンポジウム36（PP企画シンポジウム） S36-5 住み慣れた地域で暮らしていくために精神障がいと介護をつなぐ

シンポジウム37（BP企画シンポジウム） S37-3 iPS細胞技術及び疾患モデルマウスを⽤いた精神疾患の分⼦病態研究

シンポジウム37（BP企画シンポジウム） S37-4 精神疾患リスクゲノム変異を起点とした多様な試料を⽤いた病態解明

シンポジウム38 S38-1 ドーパミン系ストレス負荷による新規統合失調症の発症モデル

シンポジウム38 S38-4 線条体ドーパミン機能に着⽬した統合失調症の病態理解 ー PET研究の知⾒を中⼼に ー

⽇本臨床精神神経薬理学会　第22回臨床精神神経薬理学セミナー CNS-1 精神科治療における薬物相互作⽤

⽇本臨床精神神経薬理学会　第22回臨床精神神経薬理学セミナー CNS-2 クロザピン治療の実際

⽇本臨床精神神経薬理学会　第22回臨床精神神経薬理学セミナー CNS-3 物質関連障害の回復⽀援と薬物療法の役割

⽇本臨床精神神経薬理学会　臨床試験 - 倫理教育セミナー CLETS-1 医学系研究に関する倫理審査のポイント　⼈⽂・社会科学の有識者としての⽴場から

⽇本臨床精神神経薬理学会　臨床試験 - 倫理教育セミナー CLETS-2 特定臨床研究の進め⽅︓多くの苦労とそれを上回る充実感

⽇本⽣物学的精神医学会　第８回最優秀奨励賞受賞講演 1,000 計測以上の縦断脳画像データの解析技法開発と臨床応⽤

⽇本臨床精神神経薬理学会年会　ポール・ヤンセン賞　受賞講演 PJ-1 遅発性ジスキネジアと持効性抗精神病薬注射製剤︓副作⽤⾃発報告データベースを⽤いた解析

⽇本臨床精神神経薬理学会年会　ポール・ヤンセン賞　受賞講演 PJ-2 治療抵抗性統合失調症患者におけるクロザピンへの暴露と副作⽤との関連についての包括的評価︓⺟集団薬物動態解析

⽇本神経精神薬理学会　第11回学術奨励賞受賞講演 NPA1 精神疾患に対する薬物治療の最適化︓システマティックレビューとメタアナリシスを⽤いた研究

⽇本神経精神薬理学会　第11回学術奨励賞受賞講演 NPA2 神経回路の形成・可塑性のメカニズムと病態⽣理学的意義に関する研究

⽇本精神薬学会　受賞講演 PPA1 向精神薬の適正使⽤に向けた副作⽤発現リスク因⼦の抽出

⽇本精神薬学会　受賞講演 PPA2 ブレクスピプラゾールの切り替え⽅法による投与継続期間への影響の調査

ランチョンセミナー6 LS6 精神疾患と腸内フローラ︓新たな治療の可能性とメカニズム

⼀般ポスター1 P1-4 オンコスタチンM静脈内投与によるうつ病様⾏動の誘発

⼀般ポスター3 P3-1 神経発⽕・⾏動異常を引き起こす巨⼤スパインの⾮線形コンピュテーション

⼀般ポスター3 P3-3 ストレス関連分⼦による統合失調症死後脳の層別化と群間の発現変動遺伝⼦の同定

⼀般ポスター3 P3-5 KDM5B  p.W549*が統合失調症発症に与える影響に関する検討

⼀般ポスター4 P4-2 レット症候群患者由来iPS細胞株からの⼤脳⽪質オルガノイドの作製と表現型解析

⼀般ポスター4 P4-3 グレリンはレット症候群モデルマウスの前頭前野D1受容体シグナルのドーパミン放出抑制機能の亢進を是正し認知機能障害を改善する

⼀般ポスター4 P4-6 GABAA受容体アンタゴニストのピクロトキシン暴露による仔の⾃閉症様⾏動と遺伝⼦発現解析
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BPCNPNPPP4学会合同年会
★オンデマンド配信セッション★ 2022.11.14時点

※配信セッションに変更がございますので予めご了承ください。
セッション名 演題番号 演題名

⼀般ポスター5 P5-1 視床室傍核のオキシトシン受容体発現細胞群は社会性⾏動を制御する

⼀般ポスター5 P5-4 ⽣後発達期⼤脳⽪質のIL-17RA発現様式と精神疾患モデル動物におけるその変化

⼀般ポスター6 P6-1 マウスにおける慢性的な攻撃的⾏動の抑制が⾏動に与える影響

⼀般ポスター6 P6-5 マウス海⾺における過成熟現象

⼀般ポスター6 P6-7 統合失調症モデル動物を⽤いた脳内炎症と陽性症状の関連性の検証

⼀般ポスター7 P7-1 核輸送因⼦Importin&alpha;4/KPNA4ノックアウトマウスにおける疾患様⾏動異常と炎症

⼀般ポスター9 P9-3 健忘型軽度認知障害の背外側前頭前野におけるコリン作動性神経⽣理機能の低下︓短潜時求⼼性抑制に関する経頭蓋磁気刺激誘
発脳波による評価

⼀般ポスター9 P9-4 治療抵抗性うつ病の左背外側前頭前野に対するTMS-EEG同時計測法による⽪質内促通機能の低下とそのグルタミン酸関連遺伝⼦の発
現低下の寄与

⼀般ポスター10 P10-1 クロザピン治療は抗精神病薬の⾼い単剤率および他の向精神薬の低い併⽤率に関連する．

⼀般ポスター10 P10-2 急性増悪期統合失調症患者を対象としたルラシドンの有効性の持続的反応︓第３相検証的試験（JEWEL試験）の事後解析結果

⼀般ポスター10 P10-4 桶狭間病院藤⽥こころケアセンターにおけるPaliperidone palmitate 1カ⽉製剤使⽤患者の治療転帰について

⼀般ポスター10 P10-7 ガイドライン講習受講前と受講後5年間の統合失調症薬物治療ガイドラインに沿った臨床⾏動実践度の変化-治療ガイドライン教育プロジェ
クト（EGUIDEプロジェクト）の効果検討-

⼀般ポスター11 P11-1 精神科レジデントに対する統合失調症薬物治療ガイドライン講習の効果の検討-ガイドラインに沿った臨床⾏動実践度の⽐較-

⼀般ポスター11 P11-2 脳磁図を⽤いた精神疾患の安静時神経ネットワークのグラフ解析による検討

⼀般ポスター12 P12-2 ⾃閉スペクトラム症の前帯状⽪質におけるミトコンドリア呼吸鎖複合体Iの集積率の低下︓PET研究

⼀般ポスター13 P13-3 パリペリドンパルミチン酸エステル3か⽉製剤の継続率と中⽌のリスク因⼦について︓ナショナルコホート研究

⼀般ポスター13 P13-4 パリペリドンパルミチン酸エステル 3ヶ⽉注射に移⾏した統合失調症患者における、適切な治療とそうでない場合の再発について︓レトロスペク
ティブ医療費請求データベースによる分析

⼀般ポスター13 P13-5 統合失調症における労働時間と脳構造の関連及び認知機能障害の媒介効果の検討

⼀般ポスター14 P14-3 うつ病における未来性思考中の前頭極機能に対する認知⾏動療法の効果︓無作為化臨床試験

⼀般ポスター14 P14-5 双極性障害における神経病理学的検討

⼀般ポスター16 P16-2 パニック症における合併症とBDNF遺伝⼦多型との関連について

⼀般ポスター16 P16-3 ⾚外線スペクトロスコピーによる重症および寛解状態の強迫症患者の⾎⾏動態の⽐較

⼀般ポスター16 P16-4 社交不安症に対する抗うつ薬の効果︓システマティックレビューとメタ解析

⼀般ポスター17 P17-1 ベンゾジアゼピン系睡眠薬からの脱却は可能か︖〜患者⾃⾝による主観的評価についての調査〜

⼀般ポスター18 P18-2 JADERを⽤いた実臨床における抗精神病薬誘発の錐体外路症状（EPS）の発現報告について

⼀般ポスター18 P18-3 統合失調症における第2世代持効性注射⽤抗精神病薬の再⼊院予防効果:レセプトデータベース研究

⼀般ポスター18 P18-6 統合失調症患者におけるブロナンセリン経⼝錠剤/散剤から経⽪テープ製剤への切り替えによる錐体外路症状の軽減︓52週間の⾮盲検試
験

⼀般ポスター19 P19-4 抗精神病薬を「減薬する」・「減薬しない」を共同意思決定で決めるためのDecision Aidの開発

⼀般ポスター20 P20-3 パリペリドン12週間隔筋注製剤（ゼプリオンTRI）の⻑期使⽤に関する特定使⽤成績調査の中間報告

⼀般ポスター20 P20-4 統合失調症患者におけるpaliperidone palmitate 3ヵ⽉製剤12ヵ⽉以上継続例の満⾜度に関する調査

⼀般ポスター20 P20-6 持効性注射製剤中断後の再⼊院率に関する調査

⼀般ポスター22 P22-1 実臨床における新規抗うつ薬vortioxetineの有効性について

⼀般ポスター22 P22-2 気分障害患者における抗うつ薬治療やQT間隔とDeceleration Capacityとの関連

⼀般ポスター23 P23-2 治療抵抗性統合失調症患者の線条体におけるニューロメラニンの蓄積︓横断的MRIパイロット研究

⼀般ポスター23 P23-4 未治療成⼈注意⽋陥多動性障害患者における構造的結合の破綻とネットワークシステムの効率低下

⼀般ポスター23 P23-5 初回エピソード統合失調症におけるgray-white matter contrast の縦断変化

⼀般ポスター23 P23-6 DeficitおよびNon-deficit統合失調症におけるヘシュル回重複パターンの差異

⼀般ポスター24 P24-4 ⾃閉スペクトラム症における幼少期逆境体験と⽩質微⼩構造障害の関連性についての検討

⼀般ポスター25 P25-1 精神科受診をきっかけにCHARGE症候群およびKallmann症候群を併存した⾃閉スペクトラム症と診断され⽀援につながった⼀例

⼀般ポスター25 P25-4 強迫性障害患者に投与されたクロミプラミン、リスペリドン、アリピプラゾールによる眼球上転発作の誘発

⼀般ポスター26 P26-5 セネストパチーと妄想を伴う抑うつ状態を呈した若年⽇本⼈脊髄⼩脳変性症3型の1例︓症例報告

⼀般ポスター27 P27-4 内因性カンナビノイド分解酵素阻害薬による拘束ストレス後の不安様⾏動に対する抗不安作⽤

⼀般ポスター29 P29-2 恐怖消去の性差を担う海⾺内免疫活性

⼀般ポスター30 P30-2 抗うつ効果の分⼦メカニズム解明へ向けた背側縫線核セロトニン神経特異的な網羅的遺伝⼦発現変動解析

⼀般ポスター32 P32-1 マイクログリア由来BDNFの過剰発現は時期特異的に社会性および内側前頭前野の興奮性/抑制性バランスを障害する

⼀般ポスター33 P33-3 帯状疱疹・帯状疱疹後神経痛に関連するheparan sulfate glucosamine 3-O -sulfotransferase 4 の SARS-CoV-2 感染に及ぼ
す影響
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※配信セッションに変更がございますので予めご了承ください。
セッション名 演題番号 演題名

⼀般ポスター34 P34-3 遺伝要因を考慮した双極性障害のリピドミクスの重要性-多価不飽和脂肪酸のQTL解析とリピドミクス-

⼀般ポスター34 P34-5 統合失調症の⾼遺伝的リスク群、双極性障害の⾼遺伝的リスク群、および低遺伝的リスク群における認知機能︓複合的なポリジェニックリス
クスコアによるアプローチ

⼀般ポスター35 P35-2 神経過活動は細胞周期に類似した核構造の変化を⻑期的に誘導する

⼀般ポスター35 P35-5 ⽇本⼈統合失調症患者由来の⾎液試料を⽤いたエピジェネティクス的年齢の解析

⼀般ポスター35 P35-7 ニコライデス・バライスター症候群におけるエピジェネティクス的年齢とテロメアの解析

⼀般ポスター36 P36-2 Blonanserinテープ製剤の適⽤部位⽪膚関連有害事象の検討 ー⼀般使⽤成績調査からー

⼀般ポスター36 P36-5 統合失調症の社会機能に対するルラシドンの影響︓JEWEL試験のpost hoc解析

⼀般ポスター36 P36-6 Lemborexantを⽤いた統合失調症症例の抗精神病薬減量・単剤化調査

⼀般ポスター36 P36-7 統合失調症維持期治療におけるOlanzapineからAsenapineへの切り替え症例に関する調査

⼀般ポスター37 P37-3 統合失調症におけるミスマッチ陰性電位およびガンマオシレーションと認知機能、陰性症状、機能的アウトカムとの関連

⼀般ポスター38 P38-5 ⽇本⼈統合失調症患者を対象とした経⽪吸収型blonanserinテープ製剤⻑期貼付時のResolution/Remissionの検討〜治験データの
Post hoc解析〜

⼀般ポスター38 P38-6 眼球運動と認知機能を組み合わせによる統合失調症の補助診断法の開発︓機械学習法による検討

⼀般ポスター38 P38-7 低頻度モニタリングを⽤いた外来でのクロザピン導⼊︓⽐較研究

⼀般ポスター40 P40-2 双極性障害患者の抗精神病薬使⽤に伴う顕在化しにくい副作⽤の実態とその原因に関する調査

⼀般ポスター40 P40-4 双極性障害外来患者への処⽅に年齢および性別が与える影響の解析（MUSUBI研究）

⼀般ポスター40 P40-7 ルラシドンの抑うつエピソードを伴う双極I型障害患者の急速交代型/⾮急速交代型別の有効性と安全性
（プラセボ対照ランダム化⽐較臨床試験２試験のプール解析）

⼀般ポスター41 P41-1 ⽇本におけるうつ病に対するゴール達成尺度(GAS-D)の異⽂化間妥当性検証: vortioxetineで治療した⽇本⼈⼤うつ病性障害患者に
おける実臨床研究から

⼀般ポスター41 P41-2 ⽇本語版オックスフォード-うつ病の症状に関する質問票(ODQ)の異⽂化間妥当性検証: ⽇本⼈⼤うつ病性障害患者へvortioxetine治
療を⾏った実臨床研究から

⼀般ポスター41 P41-3 ⼤うつ病性障害を有する⽇本⼈患者における治療ゴール達成と労働⽣産性に対するボルチオキセチンの有効性: VGOAL-J研究

⼀般ポスター41 P41-7 ⽇本医薬品副作⽤データベースを⽤いた抗てんかん薬による⾃殺関連イベントの発現シグナル、発現関連因⼦、発現時期解析

⼀般ポスター42 P42-2 ベンゾジアゼピン系受容体作動薬の共同意思決定による出⼝戦略に向けたオンライン調査－当事者と精神科医の意識の⽐較

⼀般ポスター42 P42-6 GABA-BZ受容体作動薬の減薬⽬的としたLemborexantの有効性の検討

⼀般ポスター42 P42-7 睡眠薬・抗不安薬の減薬に向けた医師と薬剤師の連携の現状と今後の展望

⼀般ポスター43 P43-1 ⼼臓⾎管⼿術後⾼齢者の術後せん妄管理におけるaripiprazoleとrisperidoneの前向き介⼊研究

⼀般ポスター44 P44-1 ⼊院患者における向精神薬使⽤と転倒・転落発⽣に関する症例対照研究

⼀般ポスター45 P45-5 地域⾼齢男性における概⽇活動リズムと睡眠充⾜度の関連

⼀般ポスター46 P46-3 ルラシドンの急性期統合失調症患者に対する治療応答と⽤量反応性︓９つのプラセボ対照ランダム化⽐較臨床試験データのベースライン精
神症状に基づくクラスター分析より

⼀般ポスター47 P47-1 脳内神経炎症レベルを推定しえる⾎液バイオマーカーに関する研究

⼀般ポスター47 P47-2 SARS-Cov-2 スパイク蛋⽩に対するinduced microglia-like cells (iMG細胞)の反応性の解析

⼀般ポスター47 P47-5 線条体外ドーパミンD2/3受容体結合能、安静時機能的結合性と⾃閉スペクトラム症の社会的コミュニケーション障害︓PETとfMRI研究

⼀般ポスター47 P47-7 思春期の低筋⼒と精神病発症リスクの縦断的関連における糖化ストレスの意義

⼀般ポスター48 P48-3 治療抵抗性統合失調症に対するクロザピン治療の無顆粒球症/顆粒球減少症のリスク遺伝⼦を⽤いた費⽤効果分析と薬理ゲノム学との関
連

⼀般ポスター49 P49-1 成⼈⾃閉スペックトラム症における調整定常反応（ASSR）に関する神経基盤研究

⼀般ポスター50 P50-1 統合失調症における淡蒼球の肥⼤化と陽性症状の重症度の関連

⼀般ポスター50 P50-6 ⾔語優位半球判定のための信頼できる⾔語課題を側性化指標の⼀致度によって評価する

⼀般ポスター51 P51-2 抗ヒスタミン薬服⽤患者における精神運動機能試験を⽤いたインペアード・パフォーマンスの評価

⼀般ポスター52 P52-4 クロザピンにより⽔中毒が改善した統合失調症の⼀例

⼀般ポスター53 P53-5 『退院時薬剤情報提供書』の返書から⾒えてくる薬薬連携の課題

⼀般ポスター53 P53-6 院外薬局薬剤師が感じる精神科処⽅の現状と課題の調査

⼀般ポスター53 P53-7 精神科診療における半夏厚朴湯の使⽤経験
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