日本ADHD学会 第６回総会

プログラム

3 月 7 日（土）
13：00 ～ 13：10

会長挨拶 （第1会場：５３１）
ランチョンセミナー１

13：10 ～ 14：10

座長：宮島

（第1会場：５３１）

祐（東京家政大学 子ども学部）

新たな枠組みの中での ADHD の診断・治療
北海道大学大学院医学研究科

齊藤

卓弥

（共催：日本イーライリリー株式会社）
14：10 ～ 14：20

休

憩

ワークショップ１ 【ペアレントトレーニング】

14：20 ～ 17：20

座長：氏家

武 （北海道こども心療内科

（第2会場：５２３）

氏家病院）

家族支援としてのペアレント・トレーニング
立正大学心理学部
ワークショップ２ 【アンガーマネージメント】
座長：山下

裕史朗 （久留米大学病院

中田

洋二郎

（第3会場：５２４）

小児科）

キレやすい子へのアンガーマネージメント～脳科学からのアプローチ～
早稲田大学教育学部
17：20 ～ 17：30

休

恵子

憩

イブニングセミナー

17：30 ～ 18：00

本田

座長：市川

（第1会場：５３１）

宏伸（東京都立小児総合医療センター）

ADHD を併存した双極性気分障害と統合失調症の症例より
ADHD の早期治療の可能性を考える
厚生会道ノ尾病院／都立松沢病院

岡崎

祐士

（共催：塩野義製薬株式会社／シャイヤージャパン株式会社）
18：15 ～ 20：15     懇親会

（6号館

１階

学生食堂）

3 月 8 日（日）
8：30 ～ 9：10

理事会 （2階

9：15 ～ 10：00

   Meet the Expert
座長：齊藤

52C）
（第3会場：５２４）

卓弥 （北海道大学大学院医学研究科）

Stony Brook University School of Medicine
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Gabrielle A. Carlson

10：00 ～ 12：00

シンポジウム１ 【成人のADHD】
座長：松本

（第1会場：５３１）

英夫 （東海大学医学部専門診療学系）

成人ADHDの疫学と診断について
弘前大学大学院医学研究科

神経精神医学講座

中村

和彦

産業医科大学医学部精神医学教室

新開

隆弘

岡田

俊

成人のADHD
成人期ADHDとその併存障害の診断と治療をめぐる問題
名古屋大学医学部附属病院親と子どもの心療科
一般演題
座長：北山
飯田
O－1：

（第２会場：５２３）
真次 （神戸大学病院

小児科）

順三 （奈良県立医科大学医学部）

日中傾眠を主訴としたADHDの4小児例
鼓ヶ浦こども医療福祉センター

O－2：

ADHDを合併しているアルコール依存症の治療の工夫
成増厚生病院／東京アルコール医療総合センター

O－3：

市山 高志
垣渕 洋一

成人期ADHD患者におけるアトモキセチンの短期有効性（治療必要数：NNT）と安全性
プロファイルの検討：事後解析
日本イーライリリー株式会社

O－4：

ASDを伴ったADHDの親子に対するADHD治療の臨床効果
筑波こどものこころクリニック

O－5：

鈴木 直光

注意欠如・多動性障害における脳波異常と薬物治療の検討
国立精神・神経医療研究センター病院

O－6：

中村 智実

中川 栄二

時間情報処理への衝動性の関与の検討
～注意欠如・多動症と自閉スペクトラム症の比較～
筑波大学人間学群障害科学類

O－7：

舟

ADHD児童の脳磁図を用いたエントロピー解析
北海道大学大学院医学研究科

12：10 ～ 13：10

高橋

ランチョンセミナー２
座長：松本

柳生 一自

（第1会場：５３１）

英夫（東京家政大学 子ども学部）

ADHDのアセスメント 〜 ADHD-RS-Ⅳを中心に〜
こころとそだちのクリニック

むすびめ

田中

康雄

（共催：ヤンセンファーマ株式会社）
13：10 ～ 13：30

総

会

（第1会場：５３１）
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13：30 ～ 14：00
P－1：

ポスターディスカッション

（１階エントランスホール）

ADHD治療薬内服歴のない小児ADHDにおける塩酸メチルフェニデート徐
放剤内服前後の脳機能変化
－無作為化二重盲検プラセボ試験を用いたfNIRS計測－
自治医科大学

P－2：

小児科

長嶋 雅子

ペアレントトレーニングの1つの試み-短縮化と子どもグループの併用北海道大学病院 診療支援部

P－3：

岡田 亜也

ADHD児、ASD児、およびそれらの重複診断児の尿中及び唾液中モノアミ
ン濃度との相関について
帝塚山大学大学院心理科学研究科

P－4：

盛永 政和

DAT欠損マウスのADHD治療薬への応答性の違いは発達段階特異的な特性
を反映している可能性がある
東北大学大学院医学系研究科

P－5：

久保 有美子

アトモキセチン投与後に長期にわたる強迫症状が改善した一症例
埼玉県立精神医療センター

14：00 ～ 15：00

特別講演
座長：齊藤

佐藤 真菜

（第１会場

５３１）

卓弥 （北海道大学大学院医学研究科）

Mood Regulation Impairments in ADHD and in Bipolar Disorder in Youth
Stony Brook University School of Medicine
Gabrielle A. Carlson
15：00 ～ 17：00

シンポジウム２
座長：宮本

（第１会場

５３１）

信也 （筑波大学人間系）

ASDの専門外来で出会うADHD っぽい人たち
昭和大学発達障害医療研究所／公益財団法人神経研究所晴和病院

加藤

進昌

発達障害の保護者支援について ～ ADHDとASDの併存という視点から～
奈良教育大学特別支援教育研究センター

岩坂

英巳

ASDとADHDの併存が可能になったことについて －Biologicalな視点から
福井大学大学院医学系研究科附属子どもの発達研究センター
17：00 ～ 17：10

閉会挨拶

友田 明美

（第１会場
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５３１）

