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2F  ニッショーホール 5F  大 会 議 室 1F 第一会議室

2015年4月25日土1日目

9：45～9：55　開会、当番世話人挨拶
9：55～10：25 

来賓挨拶
樋口 輝彦、野村 総一郎、大野 裕

10：00～12：00

ポスター準備
10：25～11：30  

当番世話人講演
社会の中でのリワークプログラムの役割 

～必要とされる質の向上～
座長：三木 秀樹 宇治おうばく病院
演者：五十嵐 良雄 メディカルケア虎ノ門

12：00～13：00 　ランチョンセミナー 1
認知行動療法を用いたうつ病の 

予防活動と復職支援、復職後支援
座長：秋山 　剛 NTT東日本関東病院
演者：大野 　裕 認知行動療法研修開発センター
共催：Meiji Seika ファルマ

12：00～13：00  
ランチョンセミナー 2

発達障害のある大学生の支援
座長：三木 秀樹 宇治おうばく病院
演者：丸田 伯子 一橋大学保健センター
共催：田辺三菱製薬

13：10～13：30 第8回総会

13：40～16：20 

シンポジウム 1

プログラムの質の担保への工夫
座長：五十嵐 良雄 メディカルケア虎ノ門

　　　佐々木 一 心の風クリニック

演者：横山 太範 さっぽろ駅前クリニック

　　　荒木 章太郎 心の風クリニック

　　　大濱 伸昭 さっぽろ駅前クリニック

　　　西松 能子 あいクリニック神田

　　　松下 幸生 久里浜医療センター

　　　飯島 優子 メディカルケア虎ノ門

13：40～16：20 

ワークショップ
リワークプログラムにおける

集団認知行動療法
コーディネーター：
　　　草岡 章大 さっぽろ駅前クリニック

　　　片桐 陽子 京都駅前メンタルクリニック

　　　高橋 　望 メディカルケア虎ノ門

　　　福島 　南 メディカルケア虎ノ門

13：40～15：20

ポスター発表

16：45～17：45  
市民公開講座

日本人の働き方をもう一度考える
座長：五十嵐 良雄 メディカルケア虎ノ門
演者：嘉納 英樹  

アンダーソン ･毛利 ･友常法律事務所

18：00～19：30 
情報交換会

9：15～ 開場（受付開始）

11：40～ 受付開始
11：30～ 開場（受付開始）

※参加者は医療関係者を対象とします。※参加者は医療関係者を対象とします。

※事前予約制
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8：00～8：40
モーニングセミナー

職域におけるうつ病対策
座長：徳永 雄一郎 不知火病院
演者：堀　 輝  産業医科大学 8：30～10：00

ポスター準備9：00～10：30 
シンポジウム 2

産業医・企業との情報共有の質
座長：尾崎 紀夫 名古屋大学
　　　有馬 秀晃 品川駅前メンタルクリニック

演者：井上 幸紀 大阪市立大学
　　　黒木 宣夫 東邦大学附属佐倉病院
　　　益江 　毅 株式会社健康管理室

9：00～10：30 
シンポジウム 3

地方への広がりと質の担保
座長：三木 秀樹 宇治おうばく病
　　　松原 六郎 松原病院
演者：岡　 敬　 十全病院
　　　大橋 昌資  

響ストレスケア～こころとからだの診療所
　　　山本 眞弘 和歌山県立医科大学
　　　徳永 雄一郎 不知火病院

10：30～12：00

ポスター 発表

10：40～12：10 
シンポジウム 4

さまざまなリワーク活動での質の担保
座長：秋山 　剛 NTT東日本関東病院
　　　横山 太範 さっぽろ駅前クリニック
演者：加賀 信寛 障害者職業総合センター
　　　横山 太範 さっぽろ駅前クリニック
　　　鈴木 淳平 仙台市総務局

10：40～12：00 
シンポジウム 5

リワークにおける心理療法の質の改善
座長：三木 和平 三木メンタルクリニック
　　　深間内 文彦 榎本クリニック

演者：中澤 千恵 内海メンタルクリニック
　　　櫻井 房枝 ルーセントジェイズクリニック
　　　三木 和平 三木メンタルクリニック

12：30～13：30  
ランチョンセミナー 3

職場復帰に備えて睡眠と覚醒を整える
座長：五十嵐 良雄 メディカルケア虎ノ門
演者：尾崎 紀夫 名古屋大学大学院
共催：MSD

12：30～13：30　ランチョンセミナー 4
最近の職場における気分障害 

―うつ病か、躁うつ病か、発達障害か―
座長：井上 幸紀 大阪市立大学
演者：菊山 裕貴 大阪医科大学
共催：グラクソ・スミスクライン

13：40～15：40 
シンポジウム 6

医療リワークと就労支援

座長：五十嵐 良雄 メディカルケア虎ノ門

演者：大木 洋子 メディカルケア虎ノ門

　　　加藤 和子 さくら・ら心療内科

　　　佐久間 啓 あさかホスピタル

　　　萩原 健司 メディカルケア虎ノ門

13：40～14：40

ポスター 発表

15：40～ 閉会挨拶

7：30～ 開場（受付開始）

12：10～ 受付開始 12：10～ 受付開始

8：30～ 開場（受付開始）

※参加者は医療関係者を対象とします。※参加者は医療関係者を対象とします。


