
1991年 早稲田大学文学部助手、1994年 早
稲田大学文学部専任講師、1997年 早稲田
大学文学部・大学院文学研究科助教授、
2002年同教授となり現在に至る、2013年日本
マインドフルネス学会理事長、2014～ 16年同

大学文学学術院長(文学部長兼任)

研究領城は臨床心理学で、最近は特にマインドフルネス瞑想の効果機

序や効果に関心を寄せている。2004年～5年に3か月間、マインドフル

ネス認知療法の開発者であるウィリア4魁見(オックスフォード大学の精神
医学科)もとで特別研究期間を過計 。編著書・訳書に「マイИワルネ
ス基礎と実践」(日本評論社)、「うつのためのマインウルネス実習」(星

和書店)、 「マインlンルネス認知療法」(北大路書房2007)、 ココロを軽
くするエクササイズ(東京書籍)、 "HoHzons in Buddhist Psychology"

(Tao lnstitute publication)な どがある。

早稲田大学国際会麟場
〒169・0051 新宿区西早稲田1‐20‐ 14
TEL 03¨5286‐1755 FAX 03¨ 5272‐2063

(アクセス)

地下鉄東西線「早稲田1駅
都電荒り|1線『早稲田J駅

細 分
徒歩3分

共 催 :NPO法人 不安・抑うつ■床研究会
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―
会社

事務局 :NPO法人 不安・抑うつ臨床研究会
(医菫法人和棗会 心凛内料・神経科 赤燿クリニック内)

〒107・0052 1口興1闘日日闘脚顧B`卜 18 B:C扇閥反ヒrル6F
TEL 03557闘 198 FAX 03‐3584‐ 3433
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不安の医学
第25回都民講演会

テーマ

「うつ病治療の最前制

平成30年2月 25日 (日 )

早稲田大学国際会議場

医学博士、精神保健指定医、精神神経学会
専門医。指導医
1990年 産業医科大学医学部事業、1992年

(株)東芝本社産業医、21X12年昭和大学医学
部精神医学教室講師、2∞3年北里大学大学

院医療系研究科産業精神保健学准教授、2010年北里大学大学院医

療系研究科産業精神保健学教授
加入学会1日本産業精神保健学会(常任理事)、 日本ストレス学会(理

事)、 日本産業ストレス学会(理事)、 日本うつ病学会(評議員)など

著書:「保健、医療、福祉、教育に1ヽカサ 筒易型認知行動瞭法実践
マニュアル」(大野 裕,田中克俊 きずな出版 東京 2017)、 「メンタル
ヘルスマネジメント検定試験公式テキスト ラインケアコース,第2版,大阪
商工会議所編」(監修中央経済社東京 2013)、 「働く人の睡眠と健

康あなたの睡眠足りてますか?～睡眠不足と睡眠障害～」(田ヶ谷浩邦・

田中克俊(監修)アスパクリエイト東京 2012)、 「働く人の睡眠と健康快
眠習慣のための10の方法～ぐっすり眠りたいよりよく眠りたい～」(田ヶ
谷浩邦・田中克俊(監修)アスパクリエイト東京 2012)
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(1~                  演者/田中
lヽl              北里大学大学院医療系研究科産業精神保健学
t                   座長/野村

早稲田大学人間科学学術院

li′ |1       1721)開 会の 言葉

● プログラム ●

オルガナイザー:里琳寸
早稲田大学人間科学学術院

13i30´V  1ltプ 0わ に

野村
早稲田大学人間科学学術院

1314(1‐

「うつ病治療の最近の動向」
演者/野村総―郎

六番町メンタルクリニック 所長

座長/樋□ 輝彦
国立精神・神経医療研究センター 名誉理事長

14110‐マ

「うつ病の正しい薬物療法」
演者/坂元  薫

赤坂クリニック 坂元薫うつ治療センター センター長

座長/貝谷 久宣
医療法人和楽会/NPO不安・抑うつ研究会 代表

1ら 1:(■
ヽ
   1外 ギl lFlll:｀

15■10'ヽ

「マインドフルネス認矢口療法
～うつ病の再発を予防する新しいアプローチ～」

演者/越川 房子
早稲田大学文学学術院 教授

日本マインドフルネス学会 理事長

座長/久保木富房
楽山病院 名誉院長/東京大学 名誉教授

16130ヽ ‐

「うつ病の就労支援・復職支援」

不安の医学

第25回都民講演会

― テーマ ー

平成30年2月 25日 (日 )

13:30～
(開場は開演の30分前)

早稲田大学国際会議場
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0演者の紹介 ●

年lllll田 大学人間科学学術院教授

専門分野:心身医学、行g/」医学、臨床心理学

学歴 :1977年 神戸大学1大学‖;事 業

職歴 :199611東 京大学1大学部′心療内科助教

授、2000年 1ヽ稲 日1大学人‖l科学部教授(31

人rl下 1学学術院教授)、 (2008119り |～ 12Flロ ンドン大学客員教授)

学会活動:|1本心身1欠学会理 ll、 日本行動医学会由1理事長・顧rり 、
日本ストレス学会

'H ll、

日本r7Y業 ストレス学会
'Hl:、

日本心理1矢療諸学
会連合理事など(他 多数)

l:な 杵吉:「 心療内科人間J(編 著金 r ili房 1993)、
「イく安とストレスJ(編

著 |1本評論社1998)、 「情報化時代のストレスマネジメント」(日 本:‖
:li命

ネL2006)、 「心身相関1欠 学の最新知晰戯J(編 著日本I平論社2012)、 「行
動医学テキストJ(編 著中外医学社2015)など(他 多数)

般ネL団法人日本うつ病センター 六Fr町メン

タルクリニック所長、 11卜 L団法人日本うつ病
センター 副理りj長

1969年慶応義塾大学欠学部卒業、197511立

川共済病院神経科、197711藤 ||1保 llt律 i生 大

学医学部精神医学教11、 1985年 テキサス大学ヒューストン校神経11物

教室留学、198611メ イヨ1矢科大学精神医学教1,11学、1988年藤||1保

lltF衛 ′
11大学医学部神経医学教常 助教授、199111防 衛医科大学校神

経学教室教授、2012年 防衛1矢 Fl大学校病院長、2014年 現職
著:キ

:「うつ病のメ(実」(日 本評論社)、
「人生案内 もつれた′心ほぐし

ます」(日 本評論社)、
「うつ病を治すJ(講 談社現代新|キ )、

「く
｀
るぐる

思考よ、さようなら」(文春ネスコ)、
「双極性障害(デ栄うつfil)の こと力ヽt

くわかる本」(1‖談社)、
「標4t精 神医学J(医学r卜院)(他 多数)

新聞記事12016年 4り 11311の 読売新聞
(httpsノ /1omidlぃ Omiuri cO jp/article/20160413_OYTET50026/)

坂元

PヽO法人日本うつ気分障
′
lf協 会(ヽ lDA」APAN)'11'

IJ本 精|「 |‖ 経学会代議

't、

日本うつ病学会1評

議員、精料1保健指定1欠 、精神科専門医 指

導医、日本1矢 師会認定ノr業医、医学博 1:

1982年 東京医科歯科大学1欠
rF部 卒業後、東

京女r医科大学神経精神科にてI11ら、1984イ|'同助千、1985～ 8711

111西ドイツ政府給費刊学生としてボン入学精神不1悧学、1993年 東京女
rl欠 科大学神経精神科講師、19991'同 助教授、2007年同教授、
2016118月 赤坂クリニックjlk,こ 薫うつ治療センター長
著:キ

:「うつヵヽの誤解と偏見を斬る」(ll本評論社2014)、 「そのからだ
の不調、ホントはうつですよJ(14ブ LヽIL2014)、 「気分F章 1年の臨床」(共

著hl和書,i1999)、
「非定型うつl il」 (監1'PHP研究所2011)他

テレビ出演 :「名医にQ:NHK教 育」、「世界一受けたい授業:[J木 テレビ」他


