JSPN（1） 日本精神神経学会 専門医単位取得対象（ 括弧内は単位数）

1 日目 2021年 4月 17日

医CC1（1） 日本医師会生涯教育制度

単位取得対象（カリキュラムコード、単位数）

ライブ配信

オンデマンド配信

9：00

10：00

10：00〜11：00

開会式･大会長講演

JSPN（1） 医CC15（0.5）

コロナ禍の中で生きるリワーク・リワーク協会
アンケートの結果から

演者：佐々木

11：00

一（ 医療法人社団爽風会 心の風クリニック千葉・船橋 ）

※発表本体のみオンデマンド配信もいたします。配信期間：4 月 16 日（ 金 ）〜 4 月 25 日（日）

11：00〜12：00

スポンサードセミナー 1
双極性障害薬物療法の新しい選択肢
演者：佐藤

医CC70（0.5）

創一郎（ 希望ケ丘ホスピタル）
良雄（メディカルケア大手町）

座長：五十嵐

共催：大日本住友製薬株式会社

12：00〜13：00

スポンサードセミナー 2
双極性障害とリワークプログラム
座長：岡

共催：大塚製薬株式会社

13：00〜14：00

スポンサードセミナー 3
精神科外来における便秘症についての検討
演者：山田

座長：肥田

14：00

題

13：00

伸介（ 信州大学 医学部 精神医学 ）
敬（ 特定医療法人十全会 十全病院 ）

演

演者：鷲塚

医CC68（0.5）

医CC54（0.5）

浩樹（ 昭和大学横浜市北部病院 メンタルケアセンター）
裕久（ 医療法人社団宙麦会 ひだクリニック）

配信期間：

共催：持田製薬株式会社

編集情報委員会シンポジウム

JSPN（1） 医CC72（0.5）

発達障害、こんな時みなさんどうしてますか？

4月25日（日）

〜リアルタイム投票・投稿・アンケートツールを用いて〜
シンポジスト：高尾

哲也（ 水戸メンタルクリニック）
五十嵐 良雄（メディカルケア大手町）
池田 隆一（ けいふう心療クリニック）
大野 一人（ 養南病院 ）
西村 聡美（ 十全病院 ）
林
拓実（ 水戸メンタルクリニック）

15：00

15：30〜17：00

リワーク施設認定制度の本質とは何か

16：00

シンポジスト：横山

17：00

JSPN（1）

施設認定委員会シンポジウム

片桐
岡崎
蔵屋
前田
前田

17：00〜18：00

太範（ さっぽろ駅前クリニック）
陽子（ 京都駅前メンタルクリニック）
渉（ NTT 東日本関東病院 ）
鉄平（ 品川駅前メンタルクリニック）
英樹（ さっぽろ駅前メンタルクリニック）
佐織（ 不知火病院 ）
JSPN（1） 医CC80（0.5）

特別講演

新型コロナとリワーク等デイケアにおける危機管理
演者：窪田

彰（ 錦糸町クボタクリニック）

18：00
―4―

4月16日（金）
〜

14：00〜15：30

一 般

12：00

JSPN（1） 日本精神神経学会 専門医単位取得対象（ 括弧内は単位数）

2 日目 2021年 4月 18日

医CC1（1） 日本医師会生涯教育制度

単位取得対象（カリキュラムコード、単位数）

ライブ配信
9：00

オンデマンド配信

9：00〜11：00

JSPN（2）

研修委員会シンポジウム

Web での指導スタッフの個別指導及び審査
シンポジスト：有馬

10：00

11：00

飯島
松田
仙頭
前田

11：00〜12：00

秀晃（ 品川駅前メンタルクリニック）
優子（メディカルケア虎ノ門 ）
匡弘（ 京都駅前メンタルクリニック）
彩奈（ 心の風クリニック）
エミ（ かなめクリニック）

スポンサードセミナー 4
職場におけるプレゼンティズム改善のための方策

医CC5（0.5）

〜うつ病、認知機能、睡眠、生活リズムの関与〜
演者：井上
猛（ 東京医科大学 精神医学 ）
座長：川嵜 弘詔（ 福岡大学 医学部 精神医学 ）
共催：吉富薬品株式会社／田辺三菱製薬株式会社

スポンサードセミナー 5
求復職の普通診断書雑考

12：00〜13：00

医CC10（0.5）

演

演者：高尾哲也（ 水戸メンタルクリニック 理事長 ）

座長：伊豫雅臣（ 千葉大学大学院医学研究院 精神医学 ）
共催：武田薬品工業株式会社／ルンドベック・ジャパン株式会社

13：00〜14：00

スポンサードセミナー 6
地方都市リワークが生きる道
演者：後藤

座長：信田

14：00

題

13：00

医CC12（0.5）

剛（ 社団医療法人二本松会 山形さくら町病院 ）
広晶（ 医療法人社団心癒会 しのだの森ホスピタル）

配信期間：

共催：ヴィアトリス製薬株式会社

JSPN（2）

医CC13（1）

地域連携委員会シンポジウム

4月25日（日）

コロナ禍の地域連携について
シンポジスト：小林

池田
有馬
河下
大橋
座長：森田

15：00

真実（ 公益財団法人 松原病院 公認心理師・臨床心理士 ）
隆一（ 編集・情報委員会／けいふう心療クリニック）
秀晃（ 品川駅前メンタルクリニック）
志（ アビームコンサルティング株式会社 産業医 ）
昌資（ 医療法人啓夏会 響ストレスケア〜こころとからだの診療所 ）
哲也（ 株式会社リコー）

ディスカッションテーマ：With

コロナでの地域連携

良雄（ 医療法人社団雄仁会 ）

五十嵐
川内 昌平（ 信貴山病院分院 上野病院 ）
能勢 隆宏（ 十全病院）
古野 洋一（ 医療法人社団雄仁会 ）

16：00

16：30〜16：40

リワーク協会お知らせ

16：40〜17：30

Zoom 座談会

17：00

JSPN（1） 医CC1（0.5）

コロナ禍のインパクト・これからのリワークを考える
会長、副会長、大会長、前大会長、次期大会長、理事

17：30〜17：40

閉

会

式

18：00
―5―

4月16日（金）
〜

14：00〜16：30

一 般

12：00

