
【第1会場】
ピアザホール

436席

【第2会場】
大会議室
216席

【第3会場）
207号室

60席

14:30

14:10-14:55
一般演題　O7-1-3

「就労に関する支援と治療の取り組み」
（座長）藤井 久彌子

9:009：00-9：50
会長講演

「文化を超える心の癒しと再生の方法論　一般論と個別性」
（座長）桂川 修一
（演者）尾関 祐二

11：05-12：05
一般演題　O6-1-4

「コロナ禍および国内外の環境変化におけるメンタルヘルス」
（座長）吉村 篤

第29回多文化間精神医学会総会　日程表

1月21日（土）　学会第2日目

9:00

10:30

11:00 11:00

10：00-11：00
一般演題　O5-1-4

「事例検討と研究報告」　
（座長）須田 史朗

9:30

10:00 10:00

10：00-12：00
シンポジウム５

「自分はなぜここにいるのか ーコロナ禍で跨いだ文化、そして浮き彫りに
なった自分にとっての場－」

（司会）村上裕子・高木 美恵
（演者）高木 美恵・小川 裕美子

　　　　張 磊・村上 裕子

10：00-12：00
シンポジウム6

「新たな多文化共生社会の精神医療のあり方
ーコロナ禍、ウクワイナ戦争から学ぶ」

（司会）阿部 裕・植本雅治
（演者）渡戸 一郎・中村 亮
　　　　増田 将人・土田 マリサ 11:30

12:00 12:00

12:30

13:00 13:00
13：00-14：00

特別講演
「精霊を待ちのぞむ--憑依、パトス、中動態」

（座長）尾関 祐二
（演者）石井 美保

13:30

14:00 14:00

13：00-14：30
特別企画

「ヨーガ療法の実際～古代インドの智慧を現代精神医学に活かす」
（司会・講師）森田 幸代

（講師）安田 博子

14：10-15：10
教育講演

「日本と世界の眠りの医学－メンタルヘルス対策の視点も含めて－」
（座長）河村 奈美子

（演者）角谷 寛

16:00 16:00

15：15-17：15
シンポジウム８

「コミュニティと共同で実施している外国にルーツのある子どもと保護者
の支援をふりかえって」

（司会）植本雅治・田中 ネリ
（演者）大友 健・畑山 咲野花

　　　　今野 歩美・田中 ネリ

16:30

17:00 17:00

15：15-17：15
シンポジウム７　

在留邦人支援委員会企画シンポジウム
「官民産学協働による海外邦人メンタルヘルス支援」

（司会）鈴木 満・大西 守
（演者）大沼麻実・石塚 勇人・渡辺哲子

鈴木 満・吉国 泰代

19:00 19:00

19:30

17:30

18:00 18:00

18:30

17：20-17：30　閉会式

15：00-17:30
第 26回多文化間精神保健専門アドバイザー

資格認定研修会

事例検討１
「母国の帰属感をもてず、

アイデンティティーに揺らぎをもったうつ病の症例」
（コーディネーター）吉村 篤

（事例提供者）藤井 久彌子
事例検討２

「外国人クライアント主導の支援ネットワーク構築から見える
多職種協働の可能性」

（コーディネーター）田村 雄司
（事例提供者）高木 美恵

15:00 15:00

15:30

20:30

21:00 21:00

20:00 20:00

精

精

精

精

精：日本精神神経学会精神科専門医制度の単位付与対象セッション
産：日本医師会認定産業医制度の単位付与対象セッション

精

精 産

精 産



【第1会場】
ピアザホール

436席

【第2会場】
大会議室
216席

【第3会場）
207号室

60席

18:30

16:30

20:30

17:00

17:30

18:0018:00

15：30-17：30
シンポジウム4

「障害のある留学生の修学支援を考える
 —地域生活と合理的配慮を中心に」

（座長）村田 淳
（演者）辻井 美帆
   Peter Bernick 

   Mark Bookman

15：30-17：30
シンポジウム３

「日本は難民政策を打ち出すことができるか
ー現状と課題、そして展望」

（座長）桂川 修一・岸 航平
（演者）田多 晋、evtushuk Igor

石川 美絵子、鵜川 晃

15:30

16:00 16:00

21:00 21:00

19:00 19:00

19:30

20:00 20:00

15：45-17：15
ワークショップ

「多文化間カウンセリングワークショップ入門」
（講師）湯浅 紋・奥田 真衣

17:00

14:00 14:00

14:30

15:00 15:00

13：40-14：30
学会賞授与式 ならびに受賞記念講演

（司会）桂川 修一

14：35-15：20
一般演題　O3-1-3

「医療通訳と多言語環境下の支援」
（座長）駒橋 徹

13:00 13:00

13:30

13:00-13:40
会員総会

（司会）桂川 修一  村上 裕子

10:30

9：50-10：50
一般演題　O1-1-4
「外国人医療の臨床」
（座長）石田 展弥

10:00 10:00

12:30

11:00 11:00

11:30

12:00 12:00

10：55-11：55
一般演題　O2-1-4

「アジアにおける多文化メンタルヘルス」
（座長）下田 和孝

9:50-11:50
シンポジウム1

「ニューロダイヴァーシティの今」
（座長）三脇 康生・華園 力

（演者）池上 英子・神尾 陽子
　　　　　  華園   力 ・三脇 康生

9：50-11：50
シンポジウム２

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける精神科救
急の役割－外国人非自発的入院ケースを中心に－」

（座長）桂川 修一・林 偉明
（演者）花岡 晋平・中西 健太

　　　　川瀬 愛・山崎 あずさ

第29回多文化間精神医学会総会　日程表

1月20日（金）　学会第1日目

9:00

9:30-9:40　開会式

9:00

9:30

14：35-15：35
一般演題　O4-1-4　

「文化精神医学と精神病理学」
（座長）大塚　公一郎

精：日本精神神経学会精神科専門医制度の単位付与対象セッション
産：日本医師会認定産業医制度の単位付与対象セッション

精 精

精 精
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