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第1会場

1Ｆ  コンベンションホール
第2会場
3F  中会議室

ポスター会場
コンベンションホールホワイエ

医 日本医師会生涯教育講座単位　　 産 認定産業医単位（生涯：専門）

9：00～10：00

ポスター
準備

9：30～10：00
開会、大会長挨拶、来賓挨拶

10：00～12：00
特別教育講演

うつ病、発達障害を理解する
～子どもから大人までの縦断的理解～

座長・コメンテーター：
　　　　　　　大野 　裕
　　　　　　　佐久間 啓
シンポジスト：松田 文雄
　　　　　　　大嶋 正浩
　　　　　　　笠原 麻里

10：00～17：00
　
　
ポ
　
ス
　
タ
　
ー
　
展
　
示12：10～13：10

ランチョンセミナー 1
「うつ」がなかなか治らない時に我々は
何を考え、どう対処すべきなのか
座長：五十嵐 良雄　　演者：渡邊 衡一郎

共催：Meiji Seika ファルマ株式会社

12：10～13：10
ランチョンセミナー 2

ポジティブ手法で何が変わるか 教育および
臨床への応用 実践プログラムの紹介
座長：佐久間 啓　　演者：須賀 英道

共催：ファイザー株式会社

13：20～13：50
法人設立報告会

14：00～16：00

シンポジウム 1
自閉スペクトラム特性がある患者への
リワーク支援

　　　　座長：秋山 　剛
シンポジスト：神尾 陽子
　　　　　　　吉田 友子
　　　　　　　村田 俊郎

14：00～16：00

シンポジウム 2
うつ病診断と治療の未来
　　　　座長：大野 　裕
　　　　　　　尾崎 紀夫
シンポジスト：大森 哲郎
　　　　　　　篠崎 和弘
　　　　　　　鷲塚 伸介
　　　　　　　尾崎 紀夫

16：10～18：10
シンポジウム 3

ストレスチェックで変わる企業のメンタ
ルヘルス　～リワークの活用と発達障害へ
の対応を通して～

　　　　座長：横山 太範
シンポジスト：信田 広晶
　　　　　　　大仁田 広恵
　　　　　　　佐藤 奏恵
　　　　　　　中村 宏司

16：10～18：10

シンポジウム 4
リワーク施設と

社会保険労務士の連携
　　　　座長：秋山 　剛
シンポジスト：後藤 　剛
　　　　　　　田島 美幸
　　　　　　　山田 晴男

8：30～ 受付開始

18：10～18：40　懇親会場へ移動 18：10～18：40　懇親会場へ移動

19：00～20：30　　　懇　親　会　　会場 ： バール・イルチェントロ
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医 日本医師会生涯教育講座単位　　 産 認定産業医単位（生涯：専門）2018年4月22日日2日目
第1会場

1Ｆ  コンベンションホール
第2会場

 3F  中会議室A 3F  中会議室B
ポスター会場
コンベンションホールホワイエ

9：00～11：00

特別セッション
リワークプログラムにおける
発達障害への対応
～どこでも役立つ
　プログラム上での工夫～
　　　　座長：五十嵐 良雄
シンポジスト：高橋 　望
　　　　　　　大濱 伸昭
　　　　　　　佐々木 一

9：00～11：00

専門職シンポジウムNs

発達障害の特性を持つ
患者支援
～看護師に求められる
　支援と役割～
　　　　座長：飯島 優子
　　　　　　　小山 友徳
コメンテーター：辻井 　崇
シンポジスト：行武 亜由子
　　　　　　　前田 エミ
　　　　　　　山本 沙綾

9：00～11：00

専門職シンポジウムCP

発達障害の特性を
どのように把握し、
伝えていくか

　　　　座長：坊　 隆史
　　　　　　　天海 　久
コメンテーター：渡邉 　理
シンポジスト：川口 準也
　　　　　　　遠藤 宏美
　　　　　　　柳沼 　貴

9：00～11：10
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11：10～11：50

委員会報告会
①研修委員会
②認定委員会

11：10～11：50

委員会報告会
①地域連携委員会
②情報委員会　　

11：10～11：50

ポスター
発表

12：00～13：00

ランチョンセミナー 3
自閉症スペクトラムと抑うつ

座長：尾崎 紀夫　
演者：内山 登紀夫

共催：田辺三菱製薬株式会社 / 
吉富薬品株式会社

12：00～15：00
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13：10～14：10

特別講演
うつ病の個別化医療実現 ：  
学会治療ガイドライン2016を 
踏まえて

座長：佐久間 啓
演者：尾崎 紀夫

13：10～15：10

専門職シンポジウムOT

個々の特性から考える、
復職・職場定着のために
OTができること
～「働きたい」を実現する～
　　　　座長：萩原 喜茂
コメンテーター：辻井 　崇
シンポジスト：田嶋 祐一郎
　　　　　　　岡崎 　渉
　　　　　　　家永 千夏
　　　　　　　古川 情親

13：10～15：10

専門職シンポジウムPSW

今、精神保健福祉士に 
求められている専門性 
とは？
　　　　座長：佐藤 　圭
　　　　　　　中田 　直
コメンテーター：渡邉 　理
シンポジスト：山内 英士
　　　　　　　髙木 　彌
　　　　　　　遠藤 寛子

14：20～15：15

大会長講演
発達障害の理解と
地域包括ケア
座長：五十嵐 良雄
演者：佐久間 啓　

15：15～15：30
閉 会 式

8：00～ 受付開始
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