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第 63 回日本児童青年精神医学会総会　プログラム集

■症例検討証明書のうら面（会員のみ）
【変更前】「守秘義務に関する同意書」に、必要事項を記入したうえで、症例検討会場前の受付に提出してください。
複数のセッションに参加される方は、最初のセッション時のみ同意書を提出してください。
【変更後】「守秘義務に関する同意書」に、必要事項を記入したうえで、来場時に参加受付へ提出してください。

■会場案内　キッセイ文化ホール 2F　書籍販売の位置
【変更前】階段上のロビー　➡　【変更後】大ホール前のホワイエ　

■一般口演１（1日目A会場 16:10 ～）
司会：井上　祐紀（福島県立矢吹病院）　➡　山田　慎二（長野県立こころの医療センター駒ヶ根）

■一般口演２（1日目A会場 17:10 ～）
　➡　O2-5 を追加 （本 変更・修正表の一般口演 12 を参照）

■一般口演３（1日目C会場 15:00 ～）
司会：安藤久美子（聖マリアンナ医科大学 神経精神科）　➡　樋端　佑樹（かとうメンタルクリニック）

■一般口演４（1日目C会場 17:20 ～）
司会：今村　扶美（国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院）
　➡　岩佐　光章（横浜市総合リハビリテーションセンター，横浜市西部地域療育センター）

■症例検討１（1日目 E会場 15:00 ～）
司会：荻野　和雄（みどりヶ丘病院 精神科）　➡　中西　大介（三重県立子ども心身発達医療センター）

■一般口演６（1日目 E会場 17:10 ～）
司会：岩垂　喜貴（医療法人財団青渓会 駒木野病院）　➡　白石　　健（信州大学医学部 精神医学教室）

■一般口演 7（1日目 F会場 15:00 ～）
O7-5 の共同演者：新堀　準也　➡　新堀　隼也

■国際学会連絡・国際交流基金運営委員会セミナー（2日目C会場 9:00 ～）
【追加】演者：市川　宏伸（日本発達障害ネットワーク）

■一般口演 12（2日目C会場 11:10 ～）
司会：大重　耕三（地方独立行政法人 岡山県精神科医療センター）
　➡　小川しおり（日本福祉大学 教育・心理学部 心理学科）

　O12-3「災害派遣精神医療チーム（DPAT）の一員として児童精神科医の参加する意義について
～令和 3 年熱海土石流災害における支援経験」

　➡　一般口演２の O2-5（1 日目 A 会場）へ移動

■症例検討４（2日目 E会場 13:40 ～）
指定発言：田中　　哲（子どもと家族のメンタルクリニックやまねこ）
　➡　　　小野　善郎（和歌山県精神保健福祉センター）

■倫理委員会セミナー（2日目 E会場 15:50 ～）
タイトル「子どもの秘密を守るということ」　 ➡ 　「子どもとの秘密を守るということ」

■鑑定人リスト登録者交流会（2日目 F会場 12:00 ～）
付添人：内海　三弥 弁護士　➡　内海　光弥 弁護士

■一般口演 18（2日目 F会場 13:40 ～）
司会：小川しおり（日本福祉大学 教育・心理学部 心理学科）　➡　岩垂　喜貴（医療法人財団青渓会 駒木野病院）

■シンポジウム 10（3日目C会場 9:00 ～）
S10-1　今出 大輔（おかやま発達障害者支援センター）
  ➡　　今出 大輔（厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課）

変更・修正表

2022.11.04

※下記は初版との差分（変更点）です。この PDFは下記修正点を反映したものとなっています。



1－　　－

【会　　期】2022年 11月 10日（木）～ 12日（土）

【開催形式】ハイブリッド開催（オンライン配信と対面形式）

【会　　場】�長野県松本文化会館（キッセイ文化ホール）・松本市総合体育館�
〒 390-0311　長野県松本市水汲 69-2　ほか�
　Ａ　会　場　　キッセイ文化ホール　大ホール�
　Ｂ　会　場　　キッセイ文化ホール　中ホール�
　Ｃ　会　場　　キッセイ文化ホール　3F　国際会議室�
　Ｄ　会　場　　キッセイ文化ホール　3F　第一会議室�
　Ｅ　会　場　　キッセイ文化ホール　3F　第二会議室�
　Ｆ　会　場　　松本市総合体育館　1F　大会議室�
　ポスター会場　　松本市総合体育館　メインアリーナ�
　代 議 員 会　　E会場（キッセイ文化ホール　3F　第二会議室）�
　会 員 集 会　　Ａ会場（キッセイ文化ホール　大ホール）

【オンライン会場】大会専用サイト　�https://jscap63.gakkai-sp.com/

■第 63回総会に関するお問い合わせ先

　第 63回日本児童青年精神医学会総会事務局

　�信州大学医学部子どものこころの発達医学教室内�
〒 390-8621　長野県松本市旭 3-1-1�
※�会専用サイトお問い合わせフォームよりご連絡ください。�
�https://jscap63.gakkai-sp.com/

■日本児童青年精神医学会事務局

　�〒 603-8148　京都市北区小山西花池町 1-8（株）土倉事務所内�
Tel:�075-451-4844　Fax:�075-441-0436　E-mail:�jde07707@nifty.com

第 63回日本児童青年精神医学会総会
こころの発達、それを支えるコミュニティ

会長　本田�秀夫（信州大学医学部子どものこころの発達医学教室）
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第 63 回日本児童青年精神医学会総会 会長挨拶
「こころの発達、それを支えるコミュニティ」

この度，2022 年 11月10日（木）～ 12日（土）の 3日間，第 63 回日本児童青年精
神医学会総会を長野県松本文化会館（キッセイ文化ホール）／松本市総合体育館で開
催する運びとなりました。
子どものこころは，生来的な素質と環境との相互作用によって多彩な発達を遂げます。

生来的な素質の異常である神経発達症は，子どもの約 1 割にその特性が見られると推定
され，注目を集めています。一方，生活環境のなかで，児童虐待やいじめなどによるストレ
スやトラウマを体験し，こころの発達に負の影響を受けた子どもたちのケアは，重要な課題
となっています。2019 年以来のコロナ禍や，毎年のように発生する災害被害も，子どもの
こころに深刻な影響を及ぼしています。

今回の総会のテーマは「こころの発達，それを支えるコミュニティ」です。子どものここ
ろの発達を支え，よい相互作用の得られる環境を整えていくためには，地域のさまざまな領
域の人たちが連携して取り組んでいく必要があります。子育てに関わる現場のスタッフだ
けでなく，法制度や自治体行政による体制整備も求められます。総会では， 神経発達症や
ストレス関連の子どものこころの問題などに関して， 新しい研究成果の発表や情報交換の
場を提供し， 児童青年期領域の精神医学の発展に寄与していきたいと考えております。ま
た，子どもを取り巻く環境をよりよいものとするためのコミュニティづくりについて，福祉，教育，
行政などの領域を含めた学際的な議論の場を設けたいと考えております。
長野県で本学会総会が開催されるのは，今回がはじめてです。信州大学では，2002

年に全国の国立大学附属病院に先駆けて「子どものこころ診療部」を開設しました。
2018 年からは長野県の「発達障がい診療人材育成事業」を受託して，「子どものこころ
の発達医学教室」を開設しております。こころの発達を支えるコミュニティづくりを自治体と
大学が協働して進めているところです。今回の総会によって，このような地域の取り組みが
全国で活性化する契機となれば，望外の喜びです。
自然と文化に恵まれた信州で，11月に多くの皆様とお会いできることを楽しみにしており

ます。

第 63 回日本児童青年精神医学会総会会長　本田 秀夫
（信州大学医学部子どものこころの発達医学教室）
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参加者へのご案内
　本総会は、オンサイト（会場でのご参加）とWEB 配信（ライブ配信とオンデマンド配信）を 
併用するハイブリッド形式での開催といたします。
※ ライブ配信とは、インターネットを利用してWEB 上でリアルタイムに講演を視聴していただく形式
のことです。

※ オンデマンド配信とは、講演動画や発表スライドをご自分のパソコン等で、一定の期間、見たい
時に見たいコンテンツをインターネット上で自由に再生し、視聴していただく形式のことです。

※ 基本的に全プログラムを双方向性のライブ配信で予定しています。（症例検討・ポスターセッショ
ン等、一部セッションを除く）

※ 基本的に全プログラムをオンデマンド配信での視聴を可能といたします。（症例検討等、一部セッ
ションを除く）なおポスターセッションのオンデマンド配信は、ポスターデータをWeb 掲載する形式
とし、会場での質疑応答内容は配信いたしません。

１．開催期間
オンサイト・ライブ配信：2022 年 11月10日（木）、11日（金）、12日（土）
オンデマンド配信期間：2022 年 12月1日（木）～ 12月27日（火）

２．参加受付
事前登録
総会専用サイト（https://jscap63.gakkai-sp.com/）よりお申し込みください。
参加申込および参加費を納入いただいた方にのみ、WEB 配信ページにログインが可能となる 
パスワードを発行いたします。
受付期間：2022 年 7月1日（金）～ 10月20日（木）
※ 銀行振込は 9月26日（月）で終了しております。 

9月27日（火）以降はクレジットカード決済のみとさせていただいております。

当日登録（現金受付のみ）
　当日登録の方は、参加費をお支払いのうえ、学会参加証（兼領収書）をお受け取りください。
＜受付時間＞

日付 時間 場所
11月10日（木） 11:00 - 17:20 当日受付 

（キッセイ文化ホール
エントランスホール）11月11日（金） 8:30 - 17:00

11月12日（土） 8:30 - 13:40

参加費
参加者区分 事前登録 当日登録

学会員 10,000 円 12,000 円
非会員（一般） 12,000 円 14,000 円
非会員（学生・院生）※ 6,000 円 7,000 円
※会場にて学生証等の証明書を提示ください。
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第 63 回総会の抄録集について
抄録本文は総会専用サイト（https://jscap63.gakkai-sp.com/）より閲覧いただけます。 
例年同様、印刷物の発行はございません。
＊抄録閲覧用 ID、パスワードは、参加証に同封の別紙をご参照ください（閲覧期限：2022 年
12月27日まで）
＊会員の方は、期限なく当学会ホームページの会員サイトより閲覧することができます。

３．年会費・新入会受付
総会会期中は総合受付（キッセイ文化ホール　エントランスホール）に「学会事務局受付」を
設置いたします。
入退会・年会費・住所変更に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。
＜日本児童青年精神医学会事務局＞
〒603-8148　京都市北区小山西花池町１- ８（株）土倉事務所内
TEL：075-451-4844　FAX：075-441-0436　E-mail：jde07707@nifty.com

４．会員集会
会員の皆様に、学会活動につき報告いたしますので、お誘い合わせのうえ、奮ってご参加ください。
日時：11月10日（木）12:20 - 13:20
会場：A 会場（キッセイ文化ホール　大ホール）

５．懇親会
感染症拡大状況を鑑み、懇親会は開催いたしません。

６．単位・ポイント取得
１）  本会では、以下のセッションを「日本精神神経学会精神科専門医」「子どものこころ専門医」

の単位対象セッションとして申請しております。詳しくは各学会・団体へお問合せください。
　【オンライン参加の方】
　・ Ｚｏｏｍ登録画面で単位希望を選択した方のみ、ライブ配信終了後に、希望された方の視

聴記録を各申請先事務局へ提出いたします。単位取得を希望される方は必ず選択してくだ
さい。

　【会場参加の方】
　○日本精神神経学会精神科専門医（Ｂ群）
　　・対象セッション1 講演で 1 単位、本学会で上限 3 単位まで取得可能です。
　　・「日本精神神経学会　会員カード」を総合受付の「単位受付」にご呈示ください。
　　・ 必ずセッション開始までに単位受付をお済ませいただき、対象セッションを最後まで受講し

てください。

　○子どものこころ専門医
　　・１つの受講につき1 単位が取得可能です。
　　・講演会場前で参加証を配布いたします。セッション終了後に必ずお受取りください。
　　・紛失、配布時間外による再発行はできませんので、ご注意ください。
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＜単位対象セッション※＞ 
セッション名 日本精神神経学会専門医 子どものこころ専門医

教 育 講 演
シンポジウム

○ 
○

○ 
○

※  10月5日現在、単位申請中につき、確定後に総会専用サイトに詳細を掲載いたします。 
後日総会専用サイトにてご確認いただくか、当日会場にてご確認ください。

２）公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会
「臨床心理士」有資格者の資格取得後の教育・研修にかかる研修機会として、本会は承
認されております（第 3 群）。研修証明書として学会参加証をご提出ください。

　　＜付与ポイント＞
　　・講師参加：４ポイント、発表者：４ポイント、学会参加：２ポイント

７．お弁当（昼食）
本総会の共催セミナーでは、お弁当の無料配布はありません。
事前登録時にお申込みいただいた方は指定日時に昼食券と引換えに、お弁当をお受け取りくだ
さい。
なお、当日の販売はありません。

場所 受付日時

松本市総合体育館 
1F　ロビー

11 月10 日（木） 11:30 - 12:30
11 月11 日（金） 11:30 - 12:30
11 月12 日（土）11:30 - 12:30

８．クローク
場所 受付日時

キッセイ文化ホール 
１F　ホワイエ（中ホール前）

11月10日（木）11:00 - 18:20
11月11日（金） 8:30 - 18:00
11月12日（土） 8:30 - 16:10

※貴重品はお預かりできません。ご自身で携帯くださいますようお願いいたします。
※ 代議員会（10日）にご出席される方は、会場内にお荷物をお持ち込みください。

９．託児室
開催期間中の託児所開設予定はございません。ご了承ください。

10．発表データの事前入稿
本総会では事前に発表データを受け付けます。当日のデータ受付はご遠慮ください。
１） 入稿は総会専用サイト（https://jscap63.gakkai-sp.com/）より行ってください。 

入稿期日：10月28日（金）
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２）PC 受付
発表データは事前入稿のため、当日PC 受付は必要ありません。
緊急的に、事前入稿データの差替が必要になった場合は、発表セッションの前日までに総合
受付の「PC 受付」へご提出ください。発表当日のデータ差替はできません。

11．飲食について
・飲食可能な場所は松本市総合体育館のロビーと体育館 2Fのメインアリーナ観客席です。
・上記以外の各会場内は飲食禁止です。
・ 館内の会場以外のスペースでは、ペットボトルまたは水筒に入っている飲み物以外の飲食はご
遠慮ください。

12．その他
１）会場内では、携帯電話をマナーモードに設定してください。
２）会場内は全館禁煙です。
３） 会長の許可のない掲示・展示・印刷物の配布・録音・写真撮影・ビデオ撮影は固くお断り

いたします。
4） オンライン配信においても、会長の許可なく録画・録音・スクリーンショット等の配信内容保存

行為およびそれらを再配布する行為、また視聴・閲覧パスワードを第三者に譲渡することを
禁止します。
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司会・発表者へのご案内
■発表の種類について
発表には、オンサイト（会場）、ライブ配信、オンデマンド配信がございます。

セッション名 発表方法 内　容 ご用意いただくもの
会長講演、特別講演、教
育講演、シンポジウム、委
員会セミナー、一般演題
（口演）

オンサイト（会場）、 
ライブ配信および 
オンデマンド配信

発表データをZoom共有・プロ
ジェクタ投影して発表。 
録画映像を後日、オンデマンド
にて配信。

発表データ
（PowerPoint） 

※事前入稿

症例検討 オンサイト（会場）

一般演題（ポスター）
オンサイト（会場） ポスター掲示および質疑応

答。 ポスター

オンデマンド配信 発表資料のweb掲載。 発表データ（PDF） 
※事前入稿

１．口演の進行について
・ 一般演題（口演）の発表時間は 8 分、質疑応答時間は 4 分です。
・ 発表終了 1 分前にベル1 回、終了・超過時にはベル2 回を鳴らしてお知らせします。円滑な進
行のため、時間厳守でお願いします。

・ 演台上には、発表用 PC（モニター、キーボード、マウス）を用意いたします。 
演台に上がると最初のスライドが表示されます。Zoomのスライド共有とその後の操作は、各自で
行ってください。

２．司会の皆さまへ
１）  来場後、総合受付（キッセイ文化ホール　エントランスホール）の「司会・講師受付」で司

会受付を行ってください。
２）   担当セッション開始時刻の 15 分前までに、会場内前方の「次司会席」にご着席ください。

３．発表者の皆さまへ
Ⅰ．利益相反の開示
１）  会員・非会員の別を問わず学会発表者（筆頭発表者）は自身のCOI 状態を発表スライド

の最初（または演題・発表者を紹介するスライドの次）またはポスターの最後に開示してくだ
さい。

２）  学会発表者（筆頭発表者）の利益相反申告書を未提出の場合は、学会事務局に提出して
ください。

Ⅱ．口演セッション　発表方法
１） 演者の皆さま（会長講演、特別講演、教育講演、シンポジウム、委員会セミナー、一般演題（口

演）、症例検討）は来場後、総合受付（キッセイ文化ホール　エントランスホール）の「司会・
講師受付」で講師受付を行ってください。

２）  発表セッション開始時刻の 15 分前までに、会場内前方の「次演者席」にご着席ください。
３）  口演発表はすべてPC 発表（PowerPoint）のみといたします。
４）  発表データは、Windows PowerPoint 2010 ～ 2019 のバージョンで作成してください。
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５）  口演セッションは会場 PCよりライブ配信を行うため、持込 PC による発表は行えません。
６）  PowerPoint の「発表者ツール」は使用できません。発表用原稿が必要な方は各自ご準

備ください。

＜データの作成・入稿方法＞
①  作成に使用されたPC 以外でも必ず動作確認を行っていただき、総会専用サイト（https://

jscap63.gakkai-sp.com/）より期日（10 月 28日）までに事前入稿してください。
②  フォントは文字化け、レイアウト崩れを防ぐため下記フォントを推奨いたします。
　　MS ゴシック，MSP ゴシック，MS 明朝，MSP 明朝，
　　Arial，Century，Century Gothic，Times New Roman
③ その他データ作成・入稿に関する詳細は同ホームページをご参照ください。
④ 発表データは学会終了後、運営事務局で責任を持って消去いたします。

Ⅲ．ポスターセッション
１）  オンデマンド配信のデータを総会専用サイト（https://jscap63.gakkai-sp.com/）より期日（10

月 28日）までに事前入稿してください。データ作成方法および入稿方法の詳細は同ホーム
ページをご参照ください。

２）  会場発表でのポスター貼付スペースは、横90cm×縦190cmの範囲内とします。タイトル・氏名・
所属は、パネル上方の演題番号の横に横 70cm×縦 20cmでおさまるようにご自身でご準備
ください。演題番号と画鋲は、運営事務局で準備いたします。

＜ポスター作成図＞
90cm

70cm20cm

20cm

190cm

210cm

演題
番号

タイトル・氏名・所属
W70cm×H20ｃｍ

掲示スペース
W90cm×H190ｃｍ
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３） ポスター貼付・撤去スケジュール
　貼付： 11月10日（木）13:30 ～、11月11日（金）9:00 - 10:00、 

11月12日（土）9:00 - 10:00
　撤去： 11月12日（土）16:00 - 18:00
　※ポスターは会期中 3日間にわたり掲示していただきます。
　※ポスター撤去時間は厳守してください。時間になり次第、処分いたします。
４）  演者は会場で配布する発表者用リボンをわかりやすい位置にご着用ください。発表は自由

討論形式です。指定された発表時間に、ご自身の発表ポスターパネル前にお立ちいただき、
討論を行ってください。

＜質疑応答日時＞ 
セッション 質疑応答
P10 - P14 11月10日（木）15:00 - 16:00
P1  -  P5 11月11日（金）13:40 - 14:40
P6  -  P9 11月12日（土）11:20 - 12:20

５）オンデマンド配信データは配信期間終了後、運営事務局で責任を持って消去いたします。
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前文
　一般社団法人日本児童青年精神医学会は、1996 年 8月の世界精神医学会総会において採択された
「マドリード宣言」と1999 年 8月の同総会で承認された倫理ガイドライン特別項目を基本にして、ここに
会員の遵守すべき倫理綱領を制定する。
　今日、国内外において子ども（児童及び青年）の精神保健をめぐる深刻な問題が多様に出現しており、
その背景には家族・学校・地域社会における人間関係や慣習、生活環境、文化の変貌等がある。そ
のため、児童青年精神科医をはじめとして臨床と実践の仕事に携わる専門家への期待が世界的に高まっ
ている。
　さらに、精神科医療、保健、福祉、教育、司法等対人援助分野の専門性に対する社会の意識も大
きく変化し、各分野の専門家と子どもとの関係のあり方、治療・援助方法などに変更を求め、研究上ま
た臨床上において新たな倫理的基準を求めるようになってきた。
　医療は、癒しのサイエンスであり、かつアートである。この組み合わせのダイナミクスは、精神的に病み、
また障害をもつものを保護し、ケアし、治療することを専門とする精神科医療、とりわけ児童青年期精神
科医療において顕著に現れている。ここでは、治療的介入や研究活動が子どもの心身の機能および人
権に対して侵襲的なものにならないよう十分な配慮が必要である。
１（基本原則）
　児童青年期精神科医療は、子どもの精神障害などに対して、最良の治療を提供し、かつ精神的に悩
む人達のリハビリテーション、精神保健を含めた予防医学的活動の推進、心身の発達支援を目指す児
童青年精神医学を中心とした学際的領域である。
　会員は、子どもに対して習得した科学的知識と臨床経験並びに倫理的原則に調和した最高の治療・
援助を提供するよう努める。
　会員は、契約関係にある子どもへの制限が最小限になるような治療的介入を工夫し、必要があれば
他分野との連携を積極的に図る。また、会員は保健資源の公正な配置に注目し必要があればその改善
のために努力する。
２（会員の義務）
　会員は、この分野の科学的知識・技術の習得の義務とともに最新の知識を他に伝達する義務をもつ。
また、研究に従事する会員には、科学的に未開拓な領域の発見と検証に努力する義務がある。
３（国際協力）
　会員は、国際的視野と見地の下で臨床と研究を進めるとともに、国内外の専門家と協力して世界の子
どもたちの精神保健の維持と改善に努力する。
４（発達する存在への配慮）
　会員は、治療や援助の対象としている子どもが急激な発達的変化の途上にあることに十分に留意しな
ければならない。
　子ども期は発達上の個人差が著しく、症状の変化も激しい時期にあるので評価は慎重でなければなら
ないし、薬物の使用などの医療的処置やその他の臨床的対応にも慎重でなければならない。
　契約関係にある子どもが年少であったり、障害のために的確な判断ができない場合は、会員は保護者
と十分に話し合いを行い、子どもの人間としての尊厳と権利を保護するために法的助言を求める。
治療援助を行わなければ、子どもまたは子どもの周囲の人達、あるいは両者の生命と安全を危険に晒す
ことになるという場合を除いて、会員は子どもまたは保護者、あるいは両者の意思に反した治療はいかな
るものも行うべきではない。

学会倫理要綱
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５（インフォームド・コンセント）
　会員が一人の人を調査・評価する場合、その目的、その結果の用途、その結果によって起こり得る
影響を、調査・評価される当事者および／または保護者に告知・説明し、理解・了承を得る努力をする
義務がある。会員が第 3 者的状況にかかわっているような場合、これは特に重要である。会員は、諸
種の事情で契約関係にある子どものインフォームド・コンセントを得られない場合であっても、アセントを得
る努力はするべきである。
　治療・援助過程において、子どもとその保護者はまさしくパートナーとして認められるべきである。治療・
援助者と子どもおよび保護者との関係は、子どもおよび保護者が十分な情報を得た上で自由に自己決定
ができるように、相互信頼と尊敬に基づかなければならない。また、会員は、子どもとその保護者が自身
の個人的価値と考えに基づいて合理的な決定ができるように、必要な情報を提供していかなければなら
ない。
６（守秘義務）
　治療・援助関係の中で得られた情報は守秘されるべきであり、その子どもの精神保健の改善にのみ用
いられるべきで、それ以外に使用してはならない。
　会員は個人的理由で、また経済的あるいは学問的な利益のために、契約関係にある子どもに関する
情報を本人や家族の了解なしに使用することも禁じられる。
　守秘義務の不履行は、秘密を保持することによってその子どもや保護者または第 3 者が重大な身体的・
精神的な危害を被る可能性が高い時にのみ妥当とみなされる。しかし、こうした状況の時も、会員はでき
るだけ子どもがとるべき行動について、先ず子どもまたはその保護者に助言すべきである。
７（職責上の人権侵害行為（パワー・ハラスメント）の禁止）
　会員は、いかなる理由があっても職責上、子どもや保護者に対してセクシャル・ハラスメントなどのパワー・
ハラスメント行為をしてはならない。また、会員はパワー・ハラスメント行為と誤解されないように自己の行
為に対して日常的に配慮する必要がある。
８（研究上の留意事項）
　子どもを対象とする研究を行う場合、会員は研究の計画と実施に関する国内または国際的ルールに従
う。ここでいう研究とは臨床研究、疫学研究、社会的研究、生物学的基礎研究などを含む。
　子どもは、心身ともに急激な発達の途上にあるため、研究対象とする場合には彼らの精神的・身体的
安全性についてはもちろんのこと、その自律性の保護には特別な注意を払う必要がある。
　会員が研究を行う場合、原則としてその研究計画書を各施設の倫理委員会に提出し、その審議と承
認を得てから行わなければならない。
　この倫理綱領の内容が、施設における倫理委員会の規定と矛盾する場合には、より患者の利益を
優先した判断を下すべきである。
　施設内に倫理委員会が設置されていない場合においても、何らかの形で倫理的検討を行う必要が
あり、その経緯を記録に残す必要がある。

付記

1　 この学会基本理念と倫理綱領は、国内外における研究と臨床の進展、ならびに関連する領域の規
範の変化に応じて、再検討される。

2　 臨床研究上遵守すべき規範については、日本精神神経学会が承認（1997 年 5月30日）した「臨
床研究における倫理綱領」を当面準用する。

３　一般社団法人への変更に伴って平成 25 年 9月8日に改正。
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交通案内

信州大学

信大病院

松本深志高校

至 浅間温泉

至 
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動
車
学
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松本城

松本 I.C.
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至 塩尻至 東京・名古屋
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鳥
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川

至 上田

PP

JR大糸線

松
本
市
野
球
場

●①
●②

●③

⬆

キッセイ文化ホール
松本市総合体育館

■ JR松本駅／松本バスターミナルより
＜無料シャトルバスをご利用の場合＞
松本駅から会場までシャトルバスを随時運行しています。詳細は総会専用サイト（https://jscap63.gakkai-sp.
com/）をご覧ください。

＜公共バス（アルピコ交通）をご利用の場合＞
松本駅お城口（東口）を出て右前方へ徒歩 3 分、松本バスターミナルへ。 

【のりば 1】信大横田循環線 乗車 → 「総合体育館」バス停下車、徒歩約 3 分。または、 
【のりば 2】横田信大循環線 乗車 → 「松本第一高校」バス停下車、徒歩約 5 分。

＜ タクシーをご利用の場合＞
松本駅お城口（東口）から約 20 ～ 30 分。

■信州まつもと空港より
アルピコ交通バスまはたタクシー（約 30 ～ 50 分）で JR 松本駅へ。 
JR 松本駅から会場へは上記案内をご参照ください。

■松本 ICより（お車でお越しの方）
松本 IC から約 30 分。 
料金所を出て、松本市街地へ向かい、「渚一丁目」（①）交差点を直進してください（車線注意）。 
ガード下をくぐり抜けて最初の交差点「中央一丁目」（②）を左折。 

「総合体育館前」（③）を右方向に曲がリ、駐車場に左折してください。

※ 駐車場に限りがあります。また近隣に有料駐車場等はありませんので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
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エントランスホール

3Fへ

3Fへ

控室へ

入
口

入
口

1Fへ

ホ
ワ
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エ

B 会場

総合受付

ス
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ジ
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ジ

ク
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ク

➡

⬆ 2Fへ⬆

⬆

⬆

総
合
体
育
館
へ

⬆

⬆

⬆
⬆

正面入口

エレベーター

ブリッジ

男子トイレ

エレベーター

女子トイレ

障害者用トイレ

男子トイレ

エレベーター

女子トイレ

障害者用トイレ

中ホール

A会場
大ホール

非
常
口

非
常
口

■キッセイ文化ホール 1F
総合受付（当日受付、PC受付、司会・講師受付、単位受付など）、B会場、クローク、控室

■キッセイ文化ホール 2F
A会場、書籍販売

大
ホ
ー
ル

ホ
ワ
イ
エ

ロビー

書
籍
販
売

会場案内
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エレベーター

2Fへ

お弁当引換所 ポスター受付

国際会議室

ロビー

E 会場 C会場

大会議室

F 会場

D会場

⬆

⬆

キッセイ文化ホールへ⬆

1F・2Fへ⬆

➡正面入口

第一会議室 第二会議室

男子トイレ

エレベーター女子トイレ

障害者用トイレ

障害者用トイレ

トイレ

■キッセイ文化ホール 3F
C会場、D会場、E会場

■松本市総合体育館 1F
F 会場、ポスター会場、お弁当引換所、
ポスター司会受付

※メインアリーナ2Fの観客席は
　飲食可能エリアです。

入
口 ⬆

入
口

ポスター会場
メインアリーナ

会場案内
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A会場 
キッセイ文化ホール　大ホール

B会場 
キッセイ文化ホール　中ホール

C会場 
キッセイ文化ホール 3F 国際会議室

8:30

9:00

30

10:00

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

30

18:00

30

19:00

19:30

　1 日目　11 月 10 日（木）

12:20-13:20
開会式
会員集会

14:00-15:00
会長講演

自閉スペクトラム症の�
コミュニティケアと臨床研究

司会：飯田　順三
演者：本田　秀夫
15:00-16:00
特別講演 1

児童・思春期精神医療について
司会：松田　文雄
演者：児島　正樹

15:00-16:00
教育講演 1

自閉スペクトラム症支援アップデート
司会：木村　一優
演者：内山登紀夫

15:00-16:00
一般口演 3

不登校・ひきこもり・心的外傷・PTSD
司会：樋端　佑樹

16:10-17:10
教育講演 2

子どもの強迫症
司会：宮坂　義男
演者：宇佐美政英

17:20-18:08
一般口演 4
ASD1

司会：岩佐　光章

16:10-18:10
シンポジウム 1

発達障害グレイゾーン
診断閾下の外来支援ーその定義と治療意義ー

司会：大嶋　正浩
　　　原田　剛志
演者：大瀧　和男
　　　村上　伸治
　　　神尾　陽子
　　　内海　　健

指定発言：本田　秀夫

16:10-16:58
一般口演 1
ADHD

司会：山田　慎二

17:10-17:58
一般口演 2

災害関連・COVID19関連
司会：長沢　　崇

13:20-13:50
学会賞授与式・記念講演



17－　　－

D会場 
キッセイ文化ホール 3F 第一会議室

E会場 
キッセイ文化ホール 3F 第二会議室

F会場 
松本市総合体育館 大会議室

ポスター会場
松本市総合体育館 メインアリーナ

8:30

9:00

30

10:00

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

30

18:00

30

19:00

19:30

　1 日目　11 月 10 日（木）

15:00-17:00
シンポジウム 2

様々な視点から見るゲームと
ネットの嗜癖
司会：河邉憲太郎
　　　吉川　　徹
演者：堅田　和子
　　　竹内　和雄
　　　関　　正樹
　　　中山　秀紀

15:00-17:00
症例検討 1

生きる希望の見いだせない子どもが抱く 
絶望と無力感について 

～母親や友人を自殺で亡くした 
A子との関わりを通じて～
　　司会：中西　大介
指定発言：生地　　新

※オンサイトのみ

10:00-12:00
代議員会

15:00-16:00
一般口演 7

外来・入院統計
司会：大賀　肇

13:30-17:30
ポスター貼り付け・

閲覧

15:00-16:00
ポスター P10-P14

質疑応答

※オンラインは
後日オンデマンドのみ

16:10-16:46
一般口演 8

児童福祉・その他
司会：早川　　洋

17:00-18:00
一般口演 9

虐待・心理社会的治療・家族支援
司会：森野百合子

17:10-17:58
一般口演 6

リエゾン・治療連携
司会：白石　　健

17:10-17:58
一般口演 5

摂食障害・入院治療
司会：庄　　紀子

1日目　11月10日（木）



18－　　－

A会場 
キッセイ文化ホール　大ホール

B会場 
キッセイ文化ホール　中ホール

C会場 
キッセイ文化ホール 3F 国際会議室

8:30

9:00

30

10:00

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

30

18:00

30

19:00

19:30

　2 日目　11 月 11 日（金）

9:00-10:00
教育講演 3

発達障害の2次障害としての�
反抗挑発症・素行症
司会：菊地　祐子
演者：原田　　謙

9:00-11:00
シンポジウム 4
障害福祉制度
司会：辻井　正次
　　　本田　秀夫
演者：辻井　正次
　　　本田　秀夫
　　　内山登紀夫
　　　日詰　正文
　　　小林真理子

9:00-11:00
国際学会連絡・国際交流基金運営委員会セミナー
Broadening Perspectives on Child and 

Adolescent Mental Health -New Frontiers 
of Research and Practice in Asia ASCAPAP 

2023 へのお誘い
司会：小野　善郎
演者：白瀧　貞昭
　　　齊藤　卓弥（ビデオレター）
　　　金生由紀子
　　　岡田　　俊�
　　　市川　宏伸

10:10-11:10
教育講演 4

子どもの心の発達を考える 
―いくつかの発達論を総合的にとらえる―

司会：原田　　謙
演者：齊藤万比古

11:20-12:20
特別講演 2

地域における発達支援の過去、現在、 
そして未来～豊田市での取り組みを例に

司会：本田　秀夫
演者：髙橋　　脩

11:10-12:10
一般口演 10

精神療法・心理療法
司会：森岡由起子

11:10-11:58
一般口演 12

災害関連・その他
司会：小川しおり

12:30-13:30
共催セミナー 1

ADHDの診断と治療の新潮流
司会：金生由紀子
演者：今村　　明

共催：塩野義製薬株式会社／武田薬品工業株式会社
13:30-14:30
特別講演 3

神経発達症臨床の来し方行く末�
－横浜市の対応を通じて－
司会：鷲塚　伸介
演者：清水　康夫

13:40-14:28
一般口演 11

入院治療・COVID19関連
司会：笠原　麻里

13:40-14:28
一般口演 13
ASD2

司会：大石　　聡

14:40-15:40
教育講演 5

自閉スペクトラム症の神経生物学的研究 
-ADHD との関連性-
司会：松本　英夫
演者：飯田　順三

14:40-15:40
教育講演 6

学習障害と読み書き困難：関連の�
機能障害をふまえた支援の考え方

司会：岩佐　光章
演者：高橋　知音

14:40-15:40
一般口演 14
入院治療

司会：鈴木　　太

15:50-17:50
シンポジウム 3

地域における診療体制整備と人材育成
司会：岩佐　光章
　　　関　　正樹
演者：高橋　和俊
　　　関　　正樹
　　　佐竹　隆宏
　　　篠山　大明

15:50-17:50
シンポジウム 5

神経発達症の子どもとトラウマ
司会：小平　雅基
　　　亀岡　智美
演者：岡﨑　康輔
　　　岡田　　俊
　　　亀岡　智美
　　　大瀧　和男

15:50-17:50
症例検討 2

注意欠如多動症および�
自閉スペクトラム症傾向を有する�
母親に対する心理学的支援の�
実践と有効性の検証
　　司会：横山富士男
指定発言：大嶋　正浩

※オンサイトのみ



19－　　－

D会場 
キッセイ文化ホール 3F 第一会議室

E会場 
キッセイ文化ホール 3F 第二会議室

F会場 
松本市総合体育館 大会議室

ポスター会場
松本市総合体育館 メインアリーナ

8:30

9:00

30

10:00

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

30

18:00

30

19:00

19:30

　2 日目　11 月 11 日（金）

9:00-10:00
教育講演 7

日常診療に生かす子どもの�
トラウマの理解とケア
司会：村上　伸治
演者：八木　淳子

9:00-9:48
一般口演 16
地域連携

　司会：林　みづ穂

9:00-9:48
一般口演 17
ASD3

　司会：三上　克央　

10:10-11:10
教育講演 8

エビデンスにもとづく�
児童精神科診療
司会：熊﨑　博一
演者：桑原　　斉

10:00-12:00
災害対策委員会セミナー
コロナ禍における�

自閉症の子どもの居場所
司会：伊藤　一之
　　　吉川　　徹
演者：田中　恭子
　　　田中　　究
　　　清田　晃生
　　　宮内かつら

10:00-12:00
子どもの人権と法に関する委
員会�パネルディスカッション
生まれてくる子どもの権利ー
相模原事件とNIPT（無侵襲的
出生前遺伝学的検査）を巡って
　　　司会：定本ゆきこ

太田順一郎
パネリスト：玉井　　浩

森藤香奈子
高岡　　健

11:20-12:08
一般口演 15
ADHD・LD

司会：小野　和哉

12:30-13:30
共催セミナー 2

ASD幼児から見える「心」と「身体」の結びつき
司会：篠山　大明
演者：菊知　　充

共催：大塚製薬株式会社

12:20-13:20
全国児童青年精神科
医療施設協議会
幹事・連絡会議

12:00-13:20
鑑定人リスト登録者交流会
　司会：富田　　拓
発表者：須藤　　明
付添人：内海　光弥�弁護士

15:50-17:50
シンポジウム 6

学童・思春期の縦断的な学校コホート
客観的指標と連携システムについて

司会：中村　和彦
演者：足立　匡基
　　　髙柳　伸哉
　　　和久田　学
　　　桝屋　二郎

15:50-17:50
倫理委員会セミナー

子どもとの秘密を守るということ
司会：木村　一優
　　　羽間　京子
演者：庄　　紀子
　　　中土井芳弘
　　　安保　千秋
　　　生地　　新

14:40-15:40
一般口演 19
ASD4

　司会：太田　豊作

10:00-17:00
ポスター閲覧

13:40-14:40
ポスター P1-P5
質疑応答

※オンラインは
後日オンデマンドのみ

9:00-10:00
ポスター貼り付け

13:40-14:28
一般口演 18

学校精神保健・学習支援
　司会：岩垂　喜貴

17:00-17:36
一般口演 21

医学教育・その他
　司会：柿元　真知

15:50-16:50
一般口演 20

統合失調症・ARMS
司会：辻井　農亜

13:40-15:40
症例検討 3

自閉症スペクトラム障害のある
被虐待児童の入院治療
　　司会：成田　秀幸
指定発言：田中　　究

※オンサイトのみ

13:40-15:40
症例検討 4

緘黙および生活動作の�
緩慢化から

単純型統合失調症を考えた�
1症例

　　司会：高橋　雄一
指定発言：小野　善郎

※オンサイトのみ

2日目　11月11日（金）



20－　　－

A会場 
キッセイ文化ホール　大ホール

B会場 
キッセイ文化ホール　中ホール

C会場 
キッセイ文化ホール 3F 国際会議室

8:30

9:00

30

10:00

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

30

18:00

30

19:00

19:30

　3 日目　11 月 12 日（土）

13:40-15:40
シンポジウム 7

神経発達症の神経生物学
司会：小坂　浩隆
　　　桑原　　斉
演者：岩渕　俊樹
　　　幅田加以瑛
　　　高江洲義和
　　　高橋　長秀

13:40-15:40
シンポジウム 9

「キレる」子どもに対する多職種による
入院治療　　

司会：中西　大介
　　　原田　　謙　
演者：原田　　謙
　　　千葉　幸広
　　　中島　直哉
　　　堀内　　亮　

13:40-15:40
シンポジウム 11
摂食障害の諸問題
司会：藤田　純一
　　　宇佐美政英
演者：千田真友子
　　　公家　里依
　　　吉村　裕太
　　　宮本　悦子

9:00-10:00�
教育講演 9

アタッチメント理論の児童精神医学の実践に 
おける意義　～ライフコースの視点から～
司会：田中　究　演者：山下　洋

9:00-11:00
シンポジウム 8

ギフテッドの子どもの支援
　　司会：熊﨑　博一

本田　秀夫
　　演者：宮尾　益知

松浦　直己
池澤　　聰
熊﨑　博一

指定討論：杉山登志郎

9:00-11:00
シンポジウム 10
地域の特性に応じた

神経発達症の子どもの支援体制づくり
司会：樋端　佑樹
演者：今出　大輔
　　　天久　親紀
　　　松田　佳大

10:10-11:10
教育講演 10

強度行動障害 ～知的・発達障害児（者）の
チャレンジング行動と医療の役割～

司会：市川　宏伸　演者：會田　千重

11:20-12:20
教育講演 11

精神分析的発達理論を�
児童・思春期臨床に活用する

司会：鷲塚　輝久
演者：近藤　直司

16:00-　閉会式

11:20-12:20
教育講演 12

コロナ禍におけるこどものメンタルヘルス
- 発達障害症のこどもを中心に

司会：本多　奈美
演者：岡田　　俊

11:10-11:58
一般口演 22

精神療法・心理療法
司会：館農　　勝

12:30-13:30
共催セミナー 3

神経発達症（ASD，ADHD）と気分障害の併存
司会：野邑　健二
演者：阿部　隆明

共催：東和薬品株式会社

12:30-13:30
共催セミナー 4

神経発達症と睡眠障害：適切な評価と対応
司会：稲葉　雄二
演者：高橋　長秀

共催：ノーベルファーマ株式会社/株式会社メディパルホールディングス



21－　　－

D会場 
キッセイ文化ホール 3F 第一会議室

E会場 
キッセイ文化ホール 3F 第二会議室

F会場 
松本市総合体育館 大会議室

ポスター会場
松本市総合体育館 メインアリーナ

8:30

9:00

30

10:00

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

30

18:00

30

19:00

19:30

　3 日目　11 月 12 日（土）

13:40-15:40
福祉に関する委員会セミナー
社会的養育経験者の自立支援

の強化に向けて
　　司会：山本　　朗

杉村　共英
　　演者：胡内　敦司

早川　　洋
陶山　寧子
小野　善郎

指定討論：佐藤　順恒

13:40-15:40
児童青年精神科診療所

連絡協議会

13:30-16:00
生涯教育に関する委員会

第 12 回臨床研究教育セミナー
司会：佐藤　晋治
　　　田中　容子
演者：池之上辰義
　　　伊吹　友秀

9:00-11:00
薬事委員会セミナー
薬物療法の開始と終了

エビデンス、ガイドラインと
臨床実践

司会：松本　英夫
演者：藤田　純一
　　　岡田　　俊
　　　根來　秀樹
　　　宇佐美政英
　　　辻井　農亜

9:00-11:00
教育に関する委員会セミナー
発達的な課題を持つ子どもへの

新時代の教育システム
司会：牛島　洋景
　　　野邑　健二
演者：佐藤　和紀
　　　小野　和哉
　　　小川　文徳

9：00-11：00
心理職に関する委員会セミナー
医療領域で心理士はどうキャ
リアを形成するのか - 現役大
学院生が先輩心理士に聞く -
　　司会：吉川　　徹

金子　一史
　　演者：早野　留果

齋藤真樹子
和田　浩平

指定討論：小山　栞奈　　　

11:10-11:58
一般口演 23
ASD5

司会：山室　和彦

11:10-11:58
一般口演 25

強迫症・チック症・不安症・その他
司会：八木　淳子

11:10-12:10
一般口演 24

心理社会的治療・家族支援�
・乳幼児

司会：公家　里依

12:30-13:30
共催セミナー 5

成人期神経発達症に対する精神科診療 
－児童精神科医への提言－

司会：本田�秀夫　演者：柏�淳
共催：ヤンセンファーマ株式会社

10:00-16:00
ポスター閲覧

11:20-12:20
ポスター P6-P9
質疑応答

※オンラインは
後日オンデマンドのみ

9:00-10:00
ポスター貼り付け

16:00-18:00
ポスター撤去

3日目　11月12日（土）



22－　　－

１
日
目

1日目　11月10日（木）　A会場
12:20 ～13:20
開会式・会員集会

13:20 ～13:50
学会賞授与式・記念講演

司会：金生 由紀子（東京大学大学院医学系研究科 こころの発達医学分野）
優秀論文賞
高機能の自閉スペクトラム症に出現する初期統合失調症様症状

大久保 菜奈子（横浜市北部地域療育センター 発達精神科）
実践奨励賞
トラウマフォーカスト 認知行動療法ラーニング・コラボラティブ研究会

TF-CBT LC 研究会代表　亀岡 智美（兵庫県こころのケアセンター）
研究奨励賞
自閉スペクトラム症の感覚異常と脳皮質厚・体積の関連

幅田 加以瑛（福井大学医学部 精神医学）

14:00 ～15:00
会長講演 司会：飯田 順三（医療法人南風会万葉クリニック 子どものこころセンター絆）
自閉スペクトラム症のコミュニティケアと臨床研究

本田 秀夫（信州大学医学部子どものこころの発達医学教室、 
 信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部）

15:00 ～16:00
特別講演 1 司会：松田 文雄（医療法人翠星会 松田病院）
児童・思春期精神医療について

児島 正樹（厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課）



23－　　－

１
日
目

1日目　11月10日（木）　A会場
16:10 ～16:58
一般口演 1 司会：山田 慎二（長野県立こころの医療センター駒ヶ根）
ADHD
O1 － 1 AQ 得点に ADHD 特性が与える影響の検討

○上月 遥 1.2 、長尾 海里 2.3 、山本 沙也加 2.3 、堀内 史枝 4.5 、河邉 憲太郎 4.5 、 
尾崎 歩美 4.5 、櫻田 千早 2.3 、戸瀬 景茉 1.2.6 、砂田 桃 6、森本 佳奈 6、佐々木 彩恵子 7、 
磯部 昌憲 1.2 、義村 さや香 1.2.8 、上床 輝久 1.2 、村井 俊哉 1

1. 京都大学医学部附属病院 精神科、2. 京都大学医学部附属病院 児童思春期こころの相談セ
ンター、3. 京都大学医学部附属病院 臨床心理室、4. 愛媛大学大学院医学系研究科 分子・機
能領域 精神神経科学講座、5. 愛媛大学医学部附属病院 子どものこころセンター、6. 京都大学
大学院医学研究科 脳病態生理学講座精神医学教室、7. 京都大学大学院医学研究科 発達小児
科学、8. 京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻

O1 － 2 注意欠如・多動症における他者の視線方向への注意シフト
○魚野 翔太 1、江頭 優佳 1、林 小百合 1、高田 美希 1.2、請園 正敏 1、岡田 俊 1

1. 国立精神・神経医療研究センター、2.千葉大学大学院 医学薬学府
O1 － 3 注意欠如・多動症もしくは自閉スペクトラム症を有する患児やその養育者に対する 
 遠隔ビデオツールを用いた ADHD 評価スケール I V による重症度評価の信頼性の検討

○野村 健介 1、黒川 駿哉 2.3.10、細金 奈奈 4、長沢 崇 5、川出 ゆう子 1.6、松本 悠 1.8、
森長 修一 2.9、稲田 尚子 7、小平 雅基 4、岸本 泰士郎 2.10

1. 島田療育センター児童精神科、2. 慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室、3. 不知火クリ
ニック、4. 総合母子保健センター愛育クリニック小児精神保健科、5. 東京都立小児総合医療セ
ンター児童・思春期精神科、6. 鶴ヶ丘ガーデンホスピタル精神科、7. 帝京大学文学部心理学科、
8. きたなら駅上ほっとクリニック、9. 平塚市民病院精神科、10. 慶應義塾大学医学部ヒルズ未
来予防医療・ウェルネス共同研究講座

O1 － 4 注意欠如多動症に対する大学生のスティグマ
○武田 俊信、上林 結理、小正 浩徳
龍谷大学文学部 臨床心理学科

17:10 ～17:58
一般口演 2 司会：長沢 崇（地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター 
 児童・思春期精神科）
災害関連・COVID19 関連
O2 － 1 中学生のコロナ禍におけるこころのアンケート調査結果の検討

○仲地 究 1.2、河邉 憲太郎 1.2、細川 里瑛 1.2、曽我 純也 1.2、橘 侑南 1.2、井上 彩織 1.2、 
松本 優 1.2、岡澤 麻耶 1.2、堀内 史枝 1.2、上野 修一 1

1. 愛媛大学医学部附属病院 愛媛大学大学院医学系研究科 精神神経科学、
2. 愛媛大学医学部附属病院 子どものこころセンター

O2 － 2 コロナ後遺症が疑われたケースに対するバイオサイコソーシャルアセスメントが 
 有効であった歳男児

○小林 まどか、田中 恭子、小川 悠、千先 園子
国立成育医療研究センター 児童・思春期リエゾン診療科

O2 － 3 新型コロナウィルス感染症が子どもの精神的失調に与える影響について
栗田 篤志
多摩あおば病院

O2 － 4 兵庫県立尼崎総合医療センター（3 次救急病院）における小児 COVID －19 患者の検討
柴田 真理子
兵庫県立尼崎総合医療センター精神科

O2 － 5 災害派遣精神医療チーム（DPAT）の一員として児童精神科医の参加する意義について 
 ～令和 3 年熱海土石流災害における支援経験

伊藤 一之
静岡県立こども病院 こころの診療科

※ O12-3 から変更
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１
日
目

1日目　11月10日（木）　B会場
15:00 ～16:00
教育講演 1 司会：木村 一優（医療法人社団新新会 多摩あおば病院）
自閉スペクトラム症支援アップデート

内山 登紀夫（福島学院大学）

16:10 ～18:10
シンポジウム1
発達障害グレイゾーン
診断閾下の外来支援ーその定義と治療意義ー

司会：大嶋 正浩（医療法人社団至空会 メンタルクリニック ･ ダダ）
司会・コーディネーター：原田 剛志（パークサイドこころの発達クリニック）

S1 － 1 児童精神科診療所からみたグレイゾーンの範囲と治療意義
大瀧 和男（医療法人和音会 かずおメンタルクリニック）

S1 － 2 青年期以降に受診する発達障害グレーゾーンについて
村上 伸治（川崎医科大学 精神科学教室）

S1 － 3 メンタルへルスの枠組みから閾下の発達障害の治療を考える
神尾 陽子（お茶の水女子大学人間発達教育科学研究所、 
 国立精神・神経医療研究センター、神尾陽子クリニック）

S1 － 4 精神病理学から発達障害グレーゾーンを考える
内海 健（東京藝術大学保健管理センター）

指定発言 本田 秀夫（信州大学医学部子どものこころの発達医学教室、 
 信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部）
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１
日
目

1日目　11月10日（木）　C会場
15:00 ～16:00
一般口演 3 司会：樋端 佑樹（かとうメンタルクリニック）
不登校・ひきこもり・心的外傷・PTSD
O3 － 1 低用量アリピプラゾールが起床困難（発達障害患者を含む）にもたらす効果

○小鳥居 望 1.2、小鳥居 今日子 1、大島 勇人 3

1. 医療法人仁祐会 小鳥居諫早病院、2. 久留米大学医学部 神経精神医学講座、 
3. 医療法人勇愛会 大島病院

O3 － 2 ひきこもり（不登校）当事者の多様性とその支援に関する実態調査
○水本 有紀、宇佐美 政英
国立国際医療研究センター国府台病院

O3 － 3 ひきこもり続け、内面を見せたがらない中 3 男児の入院治療過程について
○箱島 有輝 1、吉村 裕太 2、稲崎 久美 1、宇佐美 政英 1、砂川 ひかる 4、種瀬 秀一 3、篠原 玲奈 1、
黒河内 敏成 1、杉本 香織 1、瀬戸 愛生 1、石田 匡宏 2、井上 沙織 1、小高 麻衣子 1、酒匂 雄貴 1

1. 国立国際医療研究センター国府台病院、2. 福岡大学病院精神神経科、 
3. 松戸市立こども発達センター相談診療部門、4. 国立病院機構下志津病院小児科

O3 － 4 父の死で持続性複雑死別障害となった小学生女児とのプレイセラピー 
 ～遊びの中でのグリーフケア～

○糸山 恵未 1、田邊 恭子 2、橘 真澄 1、佐々木 剛 1

1.千葉大学医学部附属病院 こどものこころ診療部、2.千葉大学医学部附属病院 精神神経科
O3 － 5 小児総合病院・児童精神科におけるトラウマフォーカスト認知行動療法実施の検討

三宅 和佳子
大阪母子医療センター 子どものこころの診療科

16:10 ～17:10
教育講演 2 司会：宮坂 義男（医療法人和心会 松南病院）
子どもの強迫症

宇佐美 政英（国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国府台病院）

17:20 ～18:08
一般口演 4 司会：岩佐 光章（横浜市総合リハビリテーションセンター，

横浜市西部地域療育センター）
ASD1
O4 － 1 「すること」と「されること」　～感覚過敏についての一考察～

大槻 一行
三重県立子ども心身発達医療センター

O4 － 2 聴覚過敏を訴える自閉症スペクトラムの聴覚検査結果とその経過
○三好 紀子 1、中川 あや 2、松本 恵 3、池田 学 4

1. 大阪大学大学院連合小児発達学研究科子どものこころの分子統御機構研究センター、
2. 市立池田病院 耳鼻いんこう科、3. 大阪大学大学院連合小児発達学研究科行動神経学・神経
精神医学寄附講座、4. 大阪大学大学院医学系研究科 精神医学

O4 － 3 自閉症スペクトラムの過集中体験
○松本 恵 1、三好 紀子 2、金井 講治 3、森 愛実 4、池田 学 3

1. 大阪大学大学院連合小児発達学研究科 行動神経学・神経精神医学寄付講座、
2. 大阪大学大学院連合小児発達学研究科附属子どものこころの分子統御機構研究センター、
3. 大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室、
4. 大阪大学医学部附属病院子どものこころの診療センター

O4 － 4 質の異なる不安が自閉スペクトラム症児の目領域への注視に与える影響についての研究
○藤岡 徹 1.2、小坂 浩隆 2.3.4.5

1. 福井大・教育学部、2. 連合小児発達学研究科、3. 福井大・精神医学、
4. 福井大学病院子どものこころ診療部、5. 福井大・子どものこころの発達研究センター
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１
日
目

1日目　11月10日（木）　D会場
15:00 ～17:00
シンポジウム 2
様々な視点から見るゲームとネットの嗜癖

司会：河邉 憲太郎（愛媛大学大学院医学系研究科 精神神経科学講座）
司会・コーディネーター：吉川 徹 

 （愛知県医療療育総合センター中央病院 子どものこころ科（児童精神科））
S2 － 1 ネット・ゲーム依存　家族の視点から

堅田 和子（一般社団法人 ネット・ゲーム依存家族の会）
S2 － 2 教育の視点から

竹内 和雄（兵庫県立大学）
S2 － 3 オンラインゲームの世界と子どもたち ー児童精神科医の立場からー

関 正樹（医療法人 仁誠会 大湫病院）
S2 － 4 それまでほとんど成人が受診対象だった依存・嗜癖医療機関からの視点

中山 秀紀（北仁会旭山病院）

17:10 ～17:58
一般口演 5 司会：庄 紀子（地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター 
 児童思春期精神科）
摂食障害・入院治療
O5 － 1 入院中に特別支援学校に転校したことで治療に役立てられた神経性やせ症の 
 高校生の一例 ～入院中の高校生に対する学習支援の意義と課題～

○佐々木 夢佳、須田 真史、野村 隆則、小野 樹郎、福田 正人
群馬大学医学部附属病院 精神科神経科

O5 － 2 思春期の神経性無食欲症入院症例を対象とした集団認知機能改善療法
○公家 里依 1、長谷川 綾乃 2、森野 百合子 3、中里 道子 4

1. 信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部、2. 東京都立松沢病院、 
3. 成増厚生病院なります子どものこころケアセンター、4. 国際医療福祉大学医学部精神医学

O5 － 3 フルボキサミンにより不安が軽減し多職種での介入により改善を得た摂食障害の一例
○鈴木 清人、長沢 崇
東京都立小児総合医療センター 児童・思春期精神科

O5 － 4 治療経過中に緊張病を発症した神経性無食欲症の一例
○吉田 賢、長沢 崇
東京都立小児総合医療センター 児童思春期精神科
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1日目　11月10日（木）　E会場
15:00 ～17:00
症例検討 1 司会：中西 大介（三重県立子ども心身発達医療センター）
生きる希望の見いだせない子どもが抱く絶望と無力感について
～母親や友人を自殺で亡くした A 子との関わりを通じて～

中尾 有希、堀川 直希（医療法人コミュノテ風と虹 のぞえの丘病院）
指定発言 生地 新（北里大学大学院医療系研究科 発達精神医学）

17:10 ～17:58
一般口演 6 司会：白石 健（信州大学医学部 精神医学教室）
リエゾン・治療連携
O6 － 1 神経発達症の睡眠問題に対する多職種連携入院プログラム  
 ～第一報：多職種連携の意義と医師の役割～

○石橋 拓実 1.2、大伴 将平 3、中谷 美幸 4、服部 律子 5、米田 拓矢 6、長尾 海里 7.9、 
上月 遥 2.9、磯部 昌憲 2.9、上床 輝久 2.9、村井 俊哉 8.9

1. 関西青少年サナトリューム、2. 京都大学医学部附属病院 精神科神経科、 
3. 京都大学医学部附属病院 看護部、4. 京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部、 
5. 京都大学医学部附属病院 デイケア診療部、6. 京都大学医学部附属病院 精神科相談室、 
7. 京都大学医学部附属病院 臨床心理室、8. 京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座精
神医学教室、9. 京都大学医学部附属病院 児童思春期こころの相談センター

O6 － 2 神経発達症の睡眠問題に対する多職種連携入院プログラム  
 ～第二報：多職種連携における病棟看護師の役割～

○大伴 将平 1、中谷 美幸 2、服部 律子 3、石橋 拓実 4.5、米田 拓矢 6、長尾 海里 7.9、 
上月 遥 5.9、磯部 昌憲 5.9、上床 輝久 5.9、村井 俊哉 8.9

1. 京都大学医学部附属病院 看護部、2. 京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部、
3. 京都大学医学部附属病院 デイケア診療部、4. 関西青少年サナトリューム、 
5. 京都大学医学部附属病院 精神科神経科、6. 京都大学医学部附属病院 精神科相談室、
7. 京都大学医学部附属病院 臨床心理室、8. 京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座精
神医学教室、9. 京都大学医学部附属病院 児童思春期こころの相談センター

O6 － 3 神経発達症の睡眠問題に対する多職種連携入院プログラム  
 ～第三報：多職種連携における管理栄養士の役割～

○中谷 美幸 1、服部 律子 2、石橋 拓実 3.4、大伴 将平 5、米田 拓矢 6、長尾 海里 7.9、 
上月 遥 4.9、磯部 昌憲 4.9、上床 輝久 4.9、村井 俊哉 8.9

1. 京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部、2. 京都大学医学部附属病院 デイケア診療部、
3. 関西青少年サナトリューム、4. 京都大学医学部附属病院 精神科神経科、 
5. 京都大学医学部附属病院 看護部、6. 京都大学医学部附属病院 精神科相談室、 
7. 京都大学医学部附属病院 臨床心理室、8. 京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座精
神医学教室、9. 京都大学医学部附属病院 児童思春期こころの相談センター

O6 － 4 神経発達症の睡眠問題に対する多職種連携入院プログラム  
 ～第四報：多職種連携における作業療法士の役割～

○服部 律子 1、石橋 拓実 2.3、大伴 将平 4、中谷 美幸 5、米田 拓矢 6、長尾 海里 7.9、 
上月 遥 3.9、磯部 昌憲 3.9、上床 輝久 3.9、村井 俊哉 8.9

1. 京都大学医学部附属病院 デイケア診療部、2. 関西青少年サナトリューム、3. 京都大学
医学部附属病院 精神科神経科、4. 京都大学医学部附属病院 看護部、5. 京都大学医学部
附属病院 疾患栄養治療部、6. 京都大学医学部附属病院 精神科相談室、7. 京都大学医学
部附属病院 臨床心理室、8. 京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座精神医学教室、
9. 京都大学医学部附属病院 児童思春期こころの相談センター
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１
日
目

1日目　11月10日（木）　F会場
15:00 ～16:00
一般口演 7 司会：大賀 肇（三河病院）
外来・入院統計
O7 － 1 児童精神科を受診した 10 代におけるゲーム障害スクリーニング陽性率について

○館農 勝 1.2、南波 江太郎 1.2、白石 映里 2、中右 麻理子 2.3、杉山 紗詠子 2.4、松井 知理 2.5、 
館農 幸恵 2

1. ときわ病院、2. ときわこども発達センター、3. 北海道大学病院 精神科神経科、 
4. 北海道立子ども総合医療・療育センター、5. 医療法人盟侑会 島松病院

O7 － 2 児童精神科専門病棟の無い地方の大学病院精神科での子どもの入院治療の特徴と現状
○曽我 純也 1.2、河邉 憲太郎 1.2、仲地 究 1.2、細川 里瑛 1.2、橘 侑南 1.2、井上 彩織 1.2、 
松本 優 1.2、岡澤 麻耶 1.2、堀内 史枝 1.2、上野 修一 2

1. 愛媛大学医学部付属病院 子どものこころセンター、
2. 愛媛大学大学院医学系研究科 分子・機能領域 精神神経科学講座

O7 － 3 当院で新たに開設した「発達障害・児童思春期外来」初年度の初診患者の傾向の分析
一ノ瀬 仁志
医療法人見松会あきやま病院

O7 － 4 京都大学医学部附属病院児童思春期こころのセンター院内連携の動向
○佐々木 彩恵子 1、磯部 昌憲 2.6、上床 輝久 2.6、義村 さや香 2.5.6、上月 遥 2.6、戸瀬 景茉 3.6、 
砂田 桃 3、森本 佳奈 3、長尾 海里 4.6、櫻田 千早 4.6、山本 沙也加 4.6、村井 俊哉 2.3.6

1. 京都大学大学院医学研究科 発達小児科学、2. 京都大学医学部附属病院 精神科神経科、
3. 京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座精神医学教室、 
4. 京都大学医学部附属病院 臨床心理室、5. 京都大学大学院医学研究科 人間健康科学
系専攻、6. 京都大学医学部附属病院 児童思春期こころの相談センター

O7 － 5 サテライトクリニック開設後の新患数の動向について
○横田 周三 1.2、村上 真紀 1.2.3、植村 照子 1.2、新堀 隼也 1、田仲 美緒 1.2、比江島 誠人 1

1. 向陽台病院、2. メンタルクリニック保田窪、3. こころ診療所吉祥寺駅前

16:10 ～16:46
一般口演 8 司会：早川 洋（こどもの心のケアハウス嵐山学園）
児童福祉・その他
O8 － 1 発達障害児早期支援としての診断前支援教室の役割と課題

○串田 吉生 1、中島 洋子 1、井上 悠里 1、赤穂 千尋 1、辻 玲奈 2

1. まな星クリニック、2. 児童発達支援センターまな星
O8 － 2 発達障害情報・支援センターの情報戦略について

○西牧 謙吾 1.2、与那城 郁子 1.2

1. 国立障害者リハビリテーションセンター発達障害情報・支援センター、
2. 国立障害者リハビリテーションセンター発達障害情報・支援センター

O8 － 3 放課後等デイサービスにおける現状と「発達障害」にまつわる用語の認知度について 
 ～児童発達支援センターおよび児童発達支援事業所との比較から～

○中林 睦美 1.3、濱島 努 2、内山 敏 3

1. 浜松市発達医療総合福祉センター 、2. 児童発達支援センター「さんぽみち」、 
3. 浜松市発達相談支援センター「ルピロ」
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１
日
目

1日目　11月10日（木）　F会場
17:00 ～18:00
一般口演 9 司会：森野 百合子（成増厚生病院）
虐待・心理社会的治療・家族支援
O9 － 1 見えにくい生活史と見えにくい精神病理 
 － 過酷な成育環境と性的被搾取状況の克服過程にある児童期女性事例から －

吉岡 眞吾
愛知県精神医療センター

O9 － 2 １）虐待者の同意による医療保護入院の是非
○稲垣 貴彦 1.2、村上 純一 1.2、石田 展弥 1.2

1. 医療法人明和会 琵琶湖病院、2. 滋賀医科大学精神医学講座
O9 － 3 アディクションのある親とその子どもに対する支援 
 ～介入ツールを用いた親子プログラムの試み～

○田渕 賀裕 1、森田 展彰 2

1. 成増厚生病院東京アルコール医療総合センター、 
2. 筑波大学医学医療系

O9 － 4 自傷する子どもからみた家族関係の評価が治療に有効であった一事例
○神谷 俊介、鈴木 龍太郎、中島 康輔
北里大学医学部精神科学 地域児童精神科医療学

O9 － 5 小児がんリエゾンにおける母親面接～痛みの背景にある母子関係への介入
今枝 美穂
名古屋大学医学部附属病院 化学療法部 / 精神科
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１
日
目

1日目　11月10日（木）　ポスター会場
15:00 ～16:00
ポスター 10　乳幼児

P10 － 1 児童発達支援施設における療育的関わりについての検討 
 ～幼児期に「座る」ということに着目したアンケート調査より～

○大堀 由佳、塗木 雄一朗、荒木 華奈美
鹿児島こども病院

P10 － 2 神経発達症を持つ子の親の育児ストレスの変化
○大里 絢子 1、三上 珠希 2、坂本 由唯 3、斉藤 まなぶ 2、照井 藍 1

1. 弘前大学大学院医学研究科 精神神経医学講座、 
2. 弘前大学大学院保健学研究科総合リハビリテーション科学領域・弘前大学医学部心理支援
科学領域、3. 弘前大学医学部附属病院 神経科精神科

P10 － 3 乳幼児健診は学齢期の行動を推測するか～小規模自治体における悉皆調査より～
○内山 登紀夫 1.2.4、川島 慶子 2、福留 さとみ 1、安部 郁子 2.3

1. 大正大学、2. 福島学院大学、3. 福島大学、4. よこはま発達クリニック

15:00 ～16:00
ポスター 11　入院治療

P11 － 1 児童精神科病棟で長期行動制限を要した症例の臨床的特徴
○吉田 奈緒美、岩垂 喜貴、早川 宜佑、笠原 麻里
医療法人財団青渓会 駒木野病院

P11 － 2 強度行動障害児・者の入所病棟を対象とした構造化ワークショップに関する予備研究
田中 恭子
国立病院機構 菊池病院

P11 － 3 睡眠・覚醒相後退障害の入院治療：急性効果と維持効果の関連因子
○長尾 賢太朗 1.2、吉池 卓也 2、河村 葵 2、松井 健太郎 3、岡邨 しのぶ 2、内海 智博 2、 
都留 あゆみ 3、伊豆原 宗人 3、篠崎 未生 2、羽澄 恵 2、栗山 健一 2

1. 国立精神・神経医療センター病院 精神診療部、 
2. 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 睡眠・覚醒障害研究部、 
3. 国立精神・神経医療研究センター病院 臨床検査部

P11 － 4 あさかホスピタル児童思春期病棟における自殺関連行動を有する子どもの入院治療
○佐久間 睦貴 1、武士 清昭 1、笠原 麻里 2

1. あさかホスピタル、2. 駒木野病院
P11 － 5 治療経過の中で成長発達を遂げた、自閉スペクトラム症を背景に変換症、神経性やせ症、 
 自殺関連行動を認めた 11 歳女児の症例

○市川 海沙希 1、公家 里依 2.3、白石 健 1、篠山 大明 1.2.3、本田 秀夫 2.3

1. 信州大学医学部精神医学教室
2. 信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部
3. 信州大学医学部子どものこころの発達医学教室

P11 － 6 児童病棟入院による衝動性の変化についての検討 
 ～バウムテストを用いた評価を中心に～

○西本 佳世子 1.2、家永 滋子 1.2、和氣 孝宏 1.2、勝岡 大貴 1.2、増田 麻未 1.2、植垣 紀久代 1.2、
川口 準也 1.2、中岡 実咲 1.2、浅田 雅子 1.2、中島 玲 1.2

1. 高岡病院、2. けいふう診療クリニック
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日
目

1日目　11月10日（木）　ポスター会場
15:00 ～16:00
ポスター 12　不登校・ひきこもり

P12 － 1 中学・高校における不登校生徒の進路状況の検討
○稲垣 卓司 1、和氣 玲 2

1. 島根大学教育学部 特別支援教育専攻、2. 島根大学人間科学部 人間科学科
P12 － 2 不登校をきっかけに受診し、強い希死念慮・抑うつ状態を経過後、外来診療のみで 
 再登校に至った 1 例―細やかな薬剤調整、経過観察が著効した 1 例―

○久米 康宏
クメンタクリニック

P12 － 3 母子密着と長期の不登校であった自閉症スペクトラム障害・小学生男児の入院治療経過
○黒河内 敏成、板垣 琴瑛、原田 郁大、箱島 有輝、稲崎 久美、水本 有紀、宇佐美 政英
国立国際医療研究センター国府台病院

P12 － 4 キャリアパスの多様化が思春期の学校不適応例に与える影響に関する考察
平井 伸英
東京医科歯科大学

15:00 ～16:00
ポスター 13　その他１

P13 － 1 抗 AQP4 抗体陰性化後に性格変容を示した小児の視神経脊髄炎の一例
○遠山 瑠璃子 1、海老島 健 1、今野 千聖 2、植草 朋子 1、竹村 みどり 3、長沢 崇 1

1. 東京都立小児総合医療センター児童・思春期精神科、 
2. 日本大学医学部精神医学系精神医学分野、3. 陽和病院

P13 － 2 カルバマゼピンが著効した若年周期精神病の一例
○海老島 健、長沢 崇
東京都立小児総合医療センター

P13 － 3 乳幼児期発症の溶血性尿毒症症候群（HUS）の治療経過中に、精神病状態を発症した 
 1 症例

○和気 玲 1.2、稲垣 卓司 3

1. 島根大学人間科学部、2. 島根大学医学部精神医学講座、3. 島根大学教育学部
P13 － 4 逆境的体験がチックや強迫症状に影響したと思われる思春期男子の一例

○柳田 誠 1、白邦 和子 4、木村 元子 3、矢野 雄大 2、狩野 静香 1、木谷 由紀子 1、寺川 裕基 1、
岩倉 慶裕 1、松本 慶太 1

1. 大阪市立総合医療センター 児童青年精神科、2. 大阪市立総合医療センター 精神神経科、
3. 大阪市立総合医療センター 看護部、4. 大阪市立総合医療センター 医療技術部

P13 － 5 強迫性障害に対する家族介入を伴う認知行動療法プログラムを導入した青年期の一例
紺谷 恵子
金沢大学附属病院神経科精神科

P13 － 6 長期にわたる兄からの精神的・身体的虐待を背景に、抑うつ症状、被注察感、幻覚、解離、 
 希死念慮などの多彩な症状を呈した中学 2 年生女児の入院経過－診断と治療について－

○瀬戸 愛生、板垣 琴絵、原田 育大、箱島 有輝、稲崎 久美、水本 有紀、宇佐美 政英
国立国際医療研究センター国府台病院 児童精神科
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日
目

1日目　11月10日（木）　ポスター会場
15:00 ～16:00
ポスター 14　その他２

P14 － 1 児童福祉領域における発達障害児支援サービスの整理 
 －Ⅰ 公的支援サービスの基礎データ作成－

○小林 真理子 1、中嶋 彩 2.3、槻舘 尚武 1、有泉 風 3.4、本田 秀夫 2

1. 山梨英和大学人間文化学部、2. 信州大学医学部子どものこころの発達医学教室、 
3.（福）子育ち・発達の里 こころのサポートセンターネストやまなし、 
4. こころとそだちの支援室 ぽーれ

P14 － 2 児童福祉領域における発達障害児支援サービスの整理 －Ⅱ 支援サービス機能の分類－
○中嶋 彩 1.2、小林 真理子 3、本田 秀夫 1、槻舘 尚武 3、有泉 風 2

1. 信州大学医学部子どものこころの発達医学教室、 
2.（福）子育ち・発達の里 こころのサポートセンターネストやまなし、 
3. 英和大学人間文化学部

P14 － 3 児童福祉領域における発達障害児支援サービスの整理 －Ⅲ 支援サービスマップ作成－
○中嶋 彩 1.2、小林 真理子 3、本田 秀夫 1、槻舘 尚武 3、有泉 風 2

1. 信州大学医学部子どものこころの発達医学教室、
2.（福）子育ち・発達の里こころのサポートセンターネストやまなし、3. 英和大学人間文化学部

P14 － 4 小児科および児童精神科における精神病リスク早期スクリーニング・システム (CPSS) の 
 運用に向けて

○濱崎 由紀子 1.4、阪上 由子 2、松尾 雅博 3、眞田 陸 3、上羽 智子 5

1. 京都女子大学現代社会学部、2. 滋賀医科大学医学部小児科学講座、 
3. 滋賀医科大学医学部精神医学講座、4. 医療法人藤樹会滋賀里病院、 
5. 済生会守山市民病院小児科

P14 － 5 児童精神科クリニックでの診断・評価パッケージの有用性
○山口 一豪、吉田 敬子
メンタルクリニックあいりす

P14 － 6 石川県の学生と生徒における新型コロナウイルス感染症流行後の自殺リスクの変化
松原 拓郎
社会医療法人財団松原愛育会 松原病院

P14 － 7 ギャンブル障害者に対する思春期の生活状況の調査
○馬場 杏菜 1、山本 直毅 1、熊﨑 博一 1.2、小澤 寛樹 3、今村 明 1、森本 芳郎 1.3

1. 長崎大学病院地域連携児童思春期精神医学診療部、
2. 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科未来メンタルヘルス学分野、
3. 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科精神神経学分野

P14 － 8 幼少期被虐待歴とうつ病治療反応性の相関
○緒方 治彦 1、舩槻 紀也 1、越川 陽介 1、内藤 みなみ 1、板東 宏樹 2、嶽北 佳輝 1、 
西田 圭一郎 1、木下 利彦 1、加藤 正樹 1

1. 関西医科大学附総合医療センター 精神神経科、2. 社会福祉法人 青祥会 セフィロト病院
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2日目　11月11日（金）　A会場
9:00 ～10:00
教育講演 3 司会：菊地 祐子（地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 神奈川県立精神医療センター）
神経発達症の２次障害としての反抗挑発症・素行症

原田 謙（長野県立こころの医療センター駒ヶ根 子どものこころ診療センター）

10:10 ～11:10
教育講演 4 司会：原田 謙（長野県立こころの医療センター駒ヶ根 子どものこころ診療センター）
子どもの心の発達を考える ―いくつかの発達論を総合的にとらえる―

齊藤 万比古（社会福祉法人恩賜財団 母子愛育会愛育相談所）

11:20 ～12:20
特別講演 2 司会：本田 秀夫（信州大学医学部子どものこころの発達医学教室、 
 信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部）
地域における発達支援の過去、現在、そして未来～豊田市での取り組みを例に

髙橋 脩（社会福祉法人 豊田市福祉事業団）

13:30 ～14:30
特別講演 3 司会：鷲塚 伸介（信州大学医学部 精神医学教室）
神経発達症臨床の来し方行く末 －横浜市の対応を通じて－

清水 康夫（横浜市総合リハビリテーションセンター）

14:40 ～15:40
教育講演 5 司会：松本 英夫（医療法人 丹沢病院）
自閉スペクトラム症の神経生物学的研究 － ADHD との関連性－

飯田 順三（医療法人南風会万葉クリニック子どものこころセンター絆）

15:50 ～17:50
シンポジウム 3
地域における診療体制整備と人材育成

司会：岩佐 光章（横浜市総合リハビリテーションセンター、横浜市西部地域療育センター）
司会：関 正樹（医療法人 仁誠会 大湫病院）

S3 － 1 中核市及びそれを取り巻く地域における発達障害診療体制整備と人材育成
高橋 和俊（ゆうあい会石川診療所）

S3 － 2 小規模市における発達障害診療体制整備と人材育成
関 正樹（医療法人 仁誠会 大湫病院）

S3 － 3 県の医療機関を活用した県域を包括する発達障害診療体制整備～成人移行を中心に～
佐竹 隆宏（鳥取県立総合療育センター）

S3 － 4 長野県における発達障がい診療人材育成事業
篠山 大明（信州大学医学部 精神医学教室）
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9:00 ～11:00
シンポジウム 4
障害福祉制度

司会：辻井 正次（中京大学 現代社会学部）
司会：本田 秀夫（信州大学医学部子どものこころの発達医学教室、 

 信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部）
S4 － 1 障害福祉制度　療育手帳の全国統一化に向けての課題

辻井 正次（中京大学 現代社会学部）
S4 － 2 特別児童扶養手当（知的障害・精神の障害）認定診断書改定案および等級判定ガイド 
 ライン案の作成

本田 秀夫（信州大学医学部子どものこころの発達医学教室、 
 信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部）

S4 － 3 障害児相談支援と障害児支援ー課題は何か？
内山 登紀夫（福島学院大学）

S4 － 4 成人期・高齢期の発達障害者に関する話題
日詰 正文（国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 総務企画局研究部）

S4 － 5 発達障害児の早期支援体制の現状とこれから
小林 真理子（山梨英和大学）

11:10 ～12:10
一般口演 10 司会：森岡 由起子（聖学院大学 心理福祉学研究科）
精神療法・心理療法
O10 － 1 母親への過剰な要求により生じた家庭内適応の困難に対して、「絵本作り」を介した 
 非言語的アプローチを行なった軽度知的発達症の一例

○上田 知美 1.2、小田 暁 1.2.3、大西 雄一 2、三上 克央 2、山本 賢司 2、竹内 知夫 1

1. 医療法人光徳会 愛光病院（診療部）、2. 東海大学医学部総合診療学系精神科学、 
3. 東海大学医学部付属八王子病院

O10 － 2 心理社会的プロフィールからみる親子相互交流療法（PCIT）の中断率への影響  
 － システマティックレビューに基づく検討

○高田 美希 1.2、岡田 俊 1

1. 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的・発達障害研究部、
2.千葉大学大学院医学薬学府先端医学薬学専攻精神神経科学

O10 － 3 イライラが収まらないと訴える青年男性とそれを心配する母の一症例  
 ―母へのリフレーミングを通して―

○谷田 航基、宋 大光
宋こどものこころ醫院

O10 － 4 自分自身の症状に興味を示した思春期男子への自己理解を目的とした心理面接の過程
○藤村 奈未、山村 淳一、藤田 梓
独立行政法人国立病院機構天竜病院子どものこころのケアセンター・児童精神科

O10 － 5 Traumatic Stress(TS) プロトコールの臨床的応用
杉山 登志郎 1.2

1. 浜松市子どものこころの診療所、2. 福井大学子どものこころの発達研究センター
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13:40 ～14:28
一般口演 11 司会：笠原 麻里（医療法人財団青渓会 駒木野病院）
入院治療・COVID19 関連
O11 － 1 大規模感染症流行下における児童青年期摂食障害入院患者への多職種支援

○磯部 昌憲 1.9、上月 遥 1.9、戸瀬 景茉 1.9、服部 律子 2、大伴 将平 3、中谷 美幸 4、米田 拓矢 5、
長尾 海里 6.9、山本 沙也加 6.9、櫻田 千早 6.9、義村 さや香 7.9、上床 輝久 1.9、村井 俊哉 8.9

1. 京都大学医学部附属病院 精神科神経科、2. 京都大学医学部附属病院 デイケア診療部、
3. 京都大学医学部附属病院 看護部、4. 京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部、 
5. 京都大学医学部附属病院 精神科相談室、6. 京都大学医学部附属病院 臨床心理室、 
7. 京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻、8. 京都大学大学院医学研究科 脳病態
生理学講座精神医学教室、9. 京都大学医学部附属病院 児童思春期こころの相談センター

O11 － 2 児童精神科における新型コロナウイルス感染症の影響の後方視的研究： 
 初診患者と入院患者の変化

○西木 百合子、海老島 健、長沢 崇
東京都立小児総合医療センター

O11 － 3 当院児童思春期精神科病棟における新型コロナウイルス感染症対応の経験
古橋 功一
独立行政法人国立病院機構東尾張病院

O11 － 4 初発の双極性感情障害を発症した青年期症例を通じてコロナ禍による行動制限が 
 青少年に与えた影響を考察する

○板垣 俊太郎 1.2、島村 美帆 1、千代田 高明 1、赤間 孝洋 1、和田 知紘 1、横倉 俊也 1、 
佐藤 亜希子 1、松本 貴智 1、増子 博文 1、矢部 博興 1

1. 福島県立医科大学 医学部 神経精神医学講座、 
2. 福島県立医学部 事務局 大学健康管理センター

14:40 ～15:40
教育講演 6 司会：岩佐 光章（横浜市総合リハビリテーションセンター、 
 横浜市西部地域療育センター）
学習障害と読み書き困難：関連の機能障害をふまえた支援の考え方

高橋 知音（信州大学学術研究院（教育学系））

15:50 ～17:50
シンポジウム 5
神経発達症の子どもとトラウマ

司会：小平 雅基（総合母子保健センター愛育クリニック）
司会・コーディネーター：亀岡 智美（兵庫県こころのケアセンター）

S5 － 1 ADHD の子どもとトラウマ
岡﨑 康輔（奈良県立医科大学 精神医学講座）

S5 － 2 自閉スペクトラム症とトラウマ反応
岡田 俊（国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 知的・発達障害研究部）

S5 － 3 トラウマ臨床における神経発達症
亀岡 智美（兵庫県こころのケアセンター）

S5 － 4 診療所から見える神経発達症の子どもとトラウマ ―トラウマを受けやすい子どもたち
大瀧 和男（医療法人和音会 かずおメンタルクリニック）
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9:00 ～11:00
国際学会連絡・国際交流基金運営委員会セミナー
Broadening Perspectives on Child and Adolescent Mental Health -New Frontiers of 
Research and Practice in Asia ASCAPAP 2023 へのお誘い

司会：小野 善郎（和歌山県立精神保健福祉センター）

　　1 アジア児童青年精神医学会（ASCAPAP）への参加の意義
白瀧 貞昭（神戸博愛病院 児童精神科）

　　2 （ビデオレター）
齊藤 卓弥（北海道大学病院 精神科神経科）

　　3 アジア児童青年精神医学会（ASCAPAP）の活動紹介
金生 由紀子（東京大学大学院医学系研究科 こころの発達医学分野）

　　4 アジア児童青年精神医学会 ASCAPAP2023 in Kyoto の企画にあたって
岡田 俊（国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所 知的・発達障害研究部）

11:10 ～11:58
一般口演 12 司会：小川 しおり（日本福祉大学 教育・心理学部 心理学科）
災害関連・その他
O12 － 1 東日本大震災後の被災地域に出生した子どもの行動上の問題に関連する要因の検討： 

子どもの自閉症特性、親の精神疾患の有無および愛着スタイルに着目して
○山家 健仁 1.2、吉岡 靖史 1.2、内出 希 1.2、柿坂 佳菜恵 1.2、千葉 柊作 2.3、桝屋 二郎 4、 
福地 成 5、松浦 直己 6、八木 淳子 1.2

1. 岩手医科大学神経精神科学講座、2. 岩手医科大学附属病院児童精神科、 
3. 東北大学大学院教育学研究科、4. 東京医科大学精神医学分野、 
5. 東北医科薬科大学精神科学教室、6. 三重大学教育学部

O12 － 2 小児医療における子どもと親のメディカルトラウマの実態とリエゾンの重要性
○田中 恭子、小林 まどか、小川 悠、千先 園子
国立研究開発法人国立成育医療研究センター こころの診療部

O12 － 3 → O2-5（1 日目 A 会場）に変更
O12 － 4 東日本大震災・原発事故を経験した保育士・子どもにとっての自然環境 

～いわき市に勤務する３人の保育士の語りから～
鈴木 美枝子 1.2

1. 名古屋女子大学短期大学部、2. 立命館大学人間科学研究科博士後期課程

12:30 ～13:30
共催セミナー 1 司会：金生 由紀子（東京大学大学院医学系研究科 こころの発達医学分野）
ADHD の診断と治療の新潮流

今村 明（長崎大学 生命医科学域 保健学系作業療法学分野、 
長崎大学病院 地域連携児童思春期精神医学診療部）

共催：塩野義製薬株式会社 / 武田薬品工業株式会社

5 
市川 宏伸（日本発達障害ネットワーク）

コメント
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2日目　11月11日（金）　C会場
13:40 ～14:28
一般口演 13 司会：大石 聡（静岡県立こども病院 こころの診療科）
ASD2
O13 － 1 神経発達症（注意欠如・多動症、自閉スペクトラム症）を有する患児やその養育者に 
 対する遠隔ビデオツールを用いた重症度評価試験の安全性と満足度調査

○川出 ゆう子 4.5、黒川 駿哉 1.2.3、野村 健介 4、細金 奈奈 6、長沢 崇 7、松本 悠 4.8、 
森長 修一 1.9、稲田 尚子 10、小平 雅基 6、岸本 泰士郎 1.2

1. 慶應義塾大学医学部 精神神経科学教室、2. 慶應義塾大学医学部 ヒルズ未来予防医療・ 
ウェルネス共同研究講座、3. 不知火クリニック、4. 島田療育センター 児童精神科、 
5. 鶴が丘ガーデンホスピタル精神科、6. 総合母子保健センター愛育クリニック 小児精神保健科、
7. 東京都立小児総合医療センター 児童・思春期精神科、8.きたなら駅上ほっとクリニック、 
9.平塚市民病院精神科、10. 帝京大学文学部心理学科

O13 － 2 自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症を有する患児やその養育者に対する遠隔ビデオ 
 ツールを用いた小児自閉症評定尺度第二版（CARS2）重症度評価の信頼性の検討

○黒川 駿哉 1.5.6、野村 健介 2、細金 奈奈 3、長沢 崇 4、川出 ゆう子 2.10、松本 悠 2.7、 
森長 修一 8、稲田 尚子 9、小平 雅基 3、岸本 泰士郎 1.5

1. 慶應義塾大学医学部 精神神経科学教室、2. 島田療育センター 児童精神科、 
3. 総合母子保健センター愛育クリニック 小児精神保健科、4. 東京都立小児総合医療センター 
児童・思春期精神科、5. 慶應義塾大学医学部 ヒルズ未来予防医療・ウェルネス共同研究講座、
6. 不知火クリニック、7. きたなら駅上ほっとクリニック、8. 平塚市民病院精神科、 
9. 帝京大学文学部心理学科、10. 鶴が丘ガーデンホスピタル精神科

O13 － 3 自閉スペクトラム症児の睡眠障害に対する就寝時音楽聴取の影響について（中間報告）
○山里 亜未 1、三上 克央 1、赤間 史明 1、木本 啓太郎 1、髙橋 有記 1、渡邉 己弦 1、小田 暁 1、
石山 雄一 1、伊丹 寛二 1、背古 菜々美 2、近藤 真由 3、沖野 成紀 3、山本 賢司 1

1. 東海大学医学部総合診療学系精神科学、2. 東海大学大学院医学研究科、 
3. 東海大学教養学部芸術学科音楽学課程

O13 － 4 自閉スペクトラム症（ASD）を持つ幼児とその親に対する包括的支援  
 ―折れ線型自閉症の特徴を有する男児の一例―

○濱田 純子 1、石川 菜津美 2、秋山 愛子 2、早野 留果 2、小谷 暁子 2、高嶋 裕美子 2、 
金生 由紀子 2

1. 東京大学医学部附属病院 精神神経科、2. 東京大学医学部附属病院 こころの発達診療部
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14:40 ～15:40
一般口演 14 司会：鈴木 太（上林記念病院 こども発達センターあおむし）
入院治療
O14 － 1 児童思春期病棟開設 3 年目の実践報告、第 4 報 
 ～のぞえの丘病院における集団療法を生かした治療的な取り組み～

堀川 直希
医療法人コミュノテ風と虹 のぞえの丘病院

O14 － 2 新奇場面や予定変更の苦手な自閉スペクトラム症児の集団適応に向けて 
 ～成功体験を土台とした治療～

○鈴木 沙季、中西 大介、大槻 一行、宮田 光顕、鷲野 千秋
三重県立こども心身発達医療センター

O14 － 3 療育プログラムにおけるこだわりの強い自閉スペクトラム症児の集団適応を目指した 
 支援の工夫

○打田 彩夏、伊藤 京子、中島 弘道、中西 大介
三重県立子ども心身発達医療センター

O14 － 4 不適切養育の影響から自傷行為を来して入院治療を行った思春期女児の治療経験
○河田 恵美子、伊藤 一之、大石 聡
静岡県立こども病院

O14 － 5 当院思春期病棟入院治療中にアルバイトを始めた 4 症例の報告
○川久保 綾香、根路銘 要太、中川 吉丈、遠藤 季哉
東京さつきホスピタル

15:50 ～17:50
症例検討 2 司会：横山 富士男（埼玉医科大学医学部 神経精神科）
注意欠如多動症および自閉スペクトラム症傾向を有する母親に対する心理学的支援の実践と 
有効性の検証

吉良 悠吾（比治山大学 現代文化学部 社会臨床心理学科）
指定発言 大嶋 正浩（医療法人社団至空会 メンタルクリニック ･ ダダ）
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9:00 ～10:00
教育講演 7 司会：村上 伸治（川崎医科大学 精神科学教室）
日常診療に生かす子どものトラウマの理解とケア

八木 淳子（岩手医科大学 医学部神経精神科学講座、いわてこどもケアセンター）

10:10 ～11:10
教育講演 8 司会：熊﨑 博一（長崎大学医学部 未来メンタルヘルス学）
エビデンスにもとづく児童精神科診療

桑原 斉（埼玉医科大学病院）

11:20 ～12:08
一般口演 15 司会：小野 和哉（聖マリアンナ医科大学 神経精神科学教室）
ADHD・LD
O15 － 1 横浜市東部地域療育センターにおける限局性学習症の診療

○高橋 雄一、平林 真紀、多田 麻美
横浜市東部地域療育センター

O15 － 2 注意欠如・多動症と自閉スペクトラム症を併存する成人における時間知覚不全に関する 
 検討

○江頭 優佳 1、林 小百合 1、魚野 翔太 1、高田 美希 1.2、請園 正敏 1、岡田 俊 1

1. 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的・発達障害研究部、
2.千葉大学大学院医学薬学府

O15 － 3 笑顔のフィードバックとその不確実性は注意欠如・多動症（ADHD）の実行機能に 
 影響するか？成人期 ADHD を対象とした検討

○林 小百合 1、江頭 優佳 1、魚野 翔太 1、高田 美希 1.2、請園 正敏 1、岡田 俊 1

1. 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的・発達障害研究部、
2.千葉大学大学院医学薬学府

O15 － 4 思春期における注意欠如多動症症状の軌跡と精神病様体験との関連： 
 東京ティーンコホー トスタディーより

中島 直美
東京都医学総合研究所社会健康医学研究センター

12:30 ～13:30
共催セミナー 2 司会：篠山 大明（信州大学医学部 精神医学教室）
ASD 幼児から見える「心」と「身体」の結びつき

菊知 充（金沢大学 医薬保健研究域医学系 精神行動科学）
共催：大塚製薬株式会社

13:40 ～15:40
症例検討 3 司会：成田 秀幸（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園）
自閉症スペクトラム障害のある被虐待児童の入院治療

杉本 佳織、宇佐美 政英、水本 有紀、稲崎 久美、箱島 有輝、板垣 琴瑛、原田 郁大 
 （国立国際医療研究センター 国府台病院 児童精神科）

指定発言 田中 究（兵庫県立ひょうごこころの医療センター、神戸大学）
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15:50 ～17:50
シンポジウム 6
学童・思春期の縦断的な学校コホート　客観的指標と連携システムについて
 司会：中村 和彦（弘前大学大学院医学研究科 神経精神医学講座）

S6 － 1 子どもの抑うつ症状のスクリーニング尺度 PHQ-A と PHQ-A を用いた支援体制の構築
足立 匡基（明治学院大学心理学部、弘前大学大学院医学研究科）

S6 － 2 大規模コホート調査を用いた子どもの発達障害特性とメンタルヘルス，行動問題の 
 関連の縦断的検証

髙柳 伸哉（愛知教育大学 心理講座）
S6 － 3 コロナ禍における子どものメンタルヘルスの推移　 
 ～教育委員会との連携による全校調査の結果から～

和久田 学（公益社団法人 子どもの発達科学研究所）
S6 － 4 子どもたちから得られた客観的指標を活かす連携システム

桝屋 二郎（東京医科大学 精神医学分野、東京医科大学病院 こどものこころ診療部門）
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9:00 ～ 9:48
一般口演 16 司会：林 みづ穂（仙台市精神保健福祉総合センター）
地域連携
O16 － 1 機関横断的な実践によるトラウマインフォームドケアの普及啓発の試み

○古田 大地 1、壺内 昌子 2、福田 理尋 1、武内 清子 1、大重 耕三 1、来住 由樹 1

1. 岡山県精神科医療センター、2. 岡山市こども総合相談所
O16 － 2 三重県における小児科を基礎とした児童精神科医師に求められること

○大橋 浩、東 礼次郎
国立病院機構 三重病院 小児科

O16 － 3 一医師が運営にかかわる官民連携の児童福祉・医療の複合施設 
 「うるまこどもステーション」の事業スキームについて

遠藤 尚宏
一般社団法人あすいろ

O16 － 4 外国に関連する養育環境で育った児童の相談や診療における課題
中山 浩
川崎市こども家庭センター

10:00 ～12:00
災害対策委員会セミナー
コロナ禍における自閉症の子どもの居場所

司会：伊藤 一之（静岡県立こども病院 こころの診療科）
司会：吉川 徹（愛知県医療療育総合センター中央病院子どものこころ科（児童精神科））

　　1 コロナ禍における自閉症の子どもの居場所 ～医療機関から～
田中 恭子（国立病院機構 菊池病院）

　　2 コロナ禍における自閉症の子どもの居場所 
 ― コロナ感染者専用病棟を設置した精神科医療機関の立場から考えること ―

田中 究（兵庫県立ひょうごこころの医療センター、神戸大学）
　　3 コロナ禍における自閉症の子どもの居場所 ―療育の現場から―

清田 晃生（（福）別府発達医療センター 大分療育センター）
　　4 コロナ禍における自閉症の子どもの居場所 ―教育の現場から―

宮内 かつら（長野県松本養護学校）

13:40 ～15:40
症例検討 4 司会：高橋 雄一（横浜市東部地域療育センター）
緘黙および生活動作の緩慢化から単純型統合失調症を考えた 1 症例

磯村 周一（国立病院機構 小倉医療センター）
指定発言 小野 善郎（和歌山県精神保健福祉センター）

15:50 ～17:50
倫理委員会セミナー
子どもとの秘密を守るということ 司会：木村 一優（医療法人社団新新会 多摩あおば病院）

司会：羽間 京子（千葉大学 教育学部 教育学講座）
　　1 外来診療における子どもとの秘密にまつわる倫理的課題

庄 紀子（地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター 
 児童思春期精神科）

　　2 児童思春期精神科入院治療における子どもとの秘密をめぐる問題
中土井 芳弘（国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター）

　　3 （法律的視点から）：「児童福祉法改正に伴う子どもの意見表明とその聴取」
安保 千秋（指定討論）（都大路法律事務所）

　　4 （力動精神医学の視点から）：「子どもの治療における秘密の意味」
生地 新（指定討論）（北里大学大学院 医療系研究科 発達精神医学）
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9:00 ～ 9:48
一般口演 17 司会：三上 克央（東海大学医学部 医学科総合診療学系 精神科学）
ASD3
O17 － 1 児童思春期外来を受診した自閉スペクトラム症患者群における Picture Frustration  
 Study の検討１ ―定型文的反応の考察―

○山本 沙也加 1.3、長尾 海里 1.3、堀内 史枝 4.5、河邉 憲太郎 4.5、尾崎 歩美 4.5、 
櫻田 千早 1.3、砂田 桃 7、森本 佳奈 7、佐々木 彩恵子 8、戸瀬 景茉 2.7、上月 遥 2.3、 
磯部 昌憲 2.3、義村 さや香 2.3.6、上床 輝久 2.3、村井 俊哉 2.3

1. 京都大学医学部附属病院 臨床心理室、2. 京都大学医学部附属病院 精神科、 
3. 京都大学医学部附属病院 児童思春期こころの相談センター、 
4. 愛媛大学大学院医学系研究科 分子・機能領域 精神神経科学講座、 
5. 愛媛大学医学部附属病院 子どものこころセンター、 
6. 京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻、7. 京都大学大学院医学研究科 脳病態
生理学講座精神医学教室、8. 京都大学大学院医学研究科 発達小児科学

O17 － 2 児童思春期外来を受診した ASD 患者群における P-F study の検討２ 
 ―文字数の考察―

○長尾 海里 1.3、山本 沙也加 1.3、堀内 史枝 4.5、河邉 憲太郎 4.5、尾崎 歩美 4.5、 
櫻田 千早 1.3、戸瀬 景茉 2.7、砂田 桃 7、森本 佳奈 7、佐々木 彩恵子 8、上月 遥 2.3、 
磯部 昌憲 2.3、義村 さや香 2.3.6、上床 輝久 2.3、村井 俊哉 2.3

1. 京都大学医学部附属病院 臨床心理室、2. 京都大学医学部附属病院 精神科、 
3. 京都大学医学部附属病院 児童思春期こころの相談センター、 
4. 愛媛大学大学院医学系研究科 分子・機能領域 精神神経科学講座、 
5. 愛媛大学医学部附属病院 子どものこころセンター、 
6. 京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻、7. 京都大学大学院医学研究科 脳病態
生理学講座精神医学教室、8. 京都大学大学院医学研究科 発達小児科学

O17 － 3 脳磁図 (MEG) を用いた自閉スペクトラム症 (ASD) の視線認知メカニズム研究
○杉本 篤言 1.2、吉永 清宏 2.3、江川 純 4、染矢 俊幸 3

1. 新潟大学大学院医歯学総合研究科 地域精神医療学寄附講座、 
2. 新潟県立精神医療センター 精神科、3. 新潟大学大学院医歯学総合研究科 精神医学分野、
4. 新潟大学医歯学総合病院 精神科

O17 － 4 児童思春期こころの相談センターにおける ADOS2 実施報告
○森本 佳奈 1、長尾 海里 5.6、山本 沙也加 5.6、櫻田 千早 5.6、佐々木 彩恵子 2、砂田 桃 1、 
戸瀬 景茉 1.4.6、上月 遥 4.6、磯部 昌憲 4.6、義村 さや香 3.4.6、上床 輝久 4.6、村井 俊哉 1.4.6

1. 京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座精神医学教室、 
2. 京都大学大学院医学研究科 発達小児科学、 
3. 京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻、 
4. 京都大学医学部附属病院 精神科神経科、5. 京都大学医学部附属病院 臨床心理室、 
6. 京都大学医学部附属病院 児童思春期こころの相談センター

10:00 ～12:00
子どもの人権と法に関する委員会 パネルディスカッション
生まれてくる子どもの権利ー相模原事件と NIPT（無侵襲的出生前遺伝学的検査）を巡って

司会：定本 ゆきこ（京都少年鑑別所）
司会：太田 順一郎（岡山市こころの健康センター）

当事者の立場から考える非侵襲性出生前遺伝学的検査（NIPT）
 玉井 浩（大阪医科薬科大学 小児科、公益財団法人 日本ダウン症協会）
高校生に対する無侵襲的出生前遺伝学的検査を教材とした授業実践から考える「子どもの人権」

 森藤 香奈子（長崎大学 生命医科学域保健学系 看護学講座）
児童精神医学と優生思想：1970 年代の学会活動再考

 高岡 健（岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター） 
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13:40 ～14:28
一般口演 18 司会：岩垂 喜貴（医療法人財団青渓会 駒木野病院）
学校精神保健・学習支援
O18 － 1 児童思春期病棟の『学習支援』におけるアセスメントの視点に関する考察

○杉本 千佳子、辻 翔太、比江島 誠人
医療法人横田会 向陽台病院

O18 － 2 e スポーツ部へ参加した高校生における抑うつ、インターネット依存に影響する要因の 
 調査

○城野 匡 1、杉本 啓介 2、松本 武士 2、弟子丸 元紀 2

1. 熊本学園大学社会福祉学部、2. 希望ヶ丘病院
O18 － 3 遠隔操作による学級集団への介入を通した児童の対話ロボットに対する受容過程の調査

○前田 昌志 1、吉川 雄一郎 3、熊崎 博一 2、松浦 直己 4

1. 三重大学教育学部附属小学校、2. 長崎大学、3. 大阪大学、4. 三重大学
O18 － 4 長期間続いた自傷行為が学校連携と親支援により改善した一例

○竹内 澄子、佐藤 茂樹、藤原 正太郎、橘 千佳子、阿部 弘美
成田赤十字病院

14:40 ～15:40
一般口演 19 司会：太田 豊作（奈良県立医科大学 医学部看護学科 人間発達学）
ASD4
O19 － 1 自閉スペクトラム症のある女性のカモフラージュ : 当事者に対するインタビュー調査より

砂川 芽吹
お茶の水女子大学 生活科学部 心理学科

O19 － 2 当院外来を受診した中学生における希死念慮と自閉スペクトラム症の関連
○松本 優 1.2.3、河邉 憲太郎 2.3、細川 里瑛 2.3、仲地 究 2.3、曽我 純也 2.3、橘 侑南 2.3、 
井上 彩織 2.3、岡澤 麻耶 2.3、堀内 史枝 2.3、上野 修一 2

1.十全ユリノキ病院、2. 愛媛大学大学院医学系研究科 分子・機能領域　精神神経科学講座、
3. 愛媛大学医学部附属病院 子どものこころセンター

O19 － 3 横浜市西部地域における自閉スペクトラム症の受診動向 
 ー療育ニーズは８年間でどう変化したか？ー

○今井 美保 1、岩佐 光章 2、白馬 智美 2、大園 啓子 3、大月 純 3、清水 康夫 3、原 郁子 4、 
本田 秀夫 5

1. 横浜市戸塚地域療育センター、2. 横浜市西部地域療育センター、 
3. 横浜市総合リハビリテーションセンター、4. こころ発達クリニック新横浜、 
5. 信州大学医学部子どものこころの発達医学教室

O19 － 4 アドボカシーに視点を当てた大学移行支援プログラムの有効性　 
 ー当事者による合理的配慮の申請ー

○鳥居 深雪 1、村中 泰子 2

1. 関西国際大学教育学部、2. 神戸大学
O19 － 5 発達障害のある成人に働きやすい職場づくりの試み 
 ―住まい造りへの相談活動への展開を目指して

○鬼頭 ゆか 1、石川 直子 1.2、伊藤 玲子 1.3、小川 真紀 1.4、藤田 容子 1、岡田 俊 1.5

1. 特定非営利活動法人発達障害と建築技術研究会、2. 東部地域療育センターぽけっと、 
3. 中部大学生命健康科学部作業療法学科、4. 名古屋市発達障害者支援センター、 
5. 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所
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15:50 ～16:50
一般口演 20 司会：辻井 農亜（富山大学附属病院 こどものこころと発達診療学講座）
統合失調症・ARMS
O20 － 1 自傷行為や自殺企図を繰り返すA 子との治療～ノンバーバルな関わりと小さな約束事～

○松岡 祐一郎、堀川 直希
医療法人コミュノテ風と虹 のぞえの丘病院

O20 － 2 児童青年期の自殺企図者に併存する精神病症状の 6 か月追跡調査
○藤田 純一 1、宮崎 秀仁 2、浅沼 和哉 2、太田 陽 1、戸代原 奈央 1、青山 久美 3、 
高橋 雄一 4、菱本 明豊 5

1. 横浜市立大学附属病院 児童精神科、2. 横浜市立大学附属市民総合医療センター、 
3. 神奈川県立精神医療センター、4. 横浜市東部地域療育センター、 
5. 横浜市立大学精神医学教室

O20 － 3 多様な背景を持つ超早期発症統合失調症の診断と治療
○加藤 彩 1、上床 輝久 1.7、米田 拓矢 6、長尾 海里 2.7、服部 律子 4.7、才田 晴奈 5、 
佐々木 彩恵子 5、上月 遥 1.7、磯部 昌憲 1.7、義村 さや香 1.3.7

1. 京都大学医学部附属病院 精神科神経科、2. 京都大学医学部附属病院 臨床心理室、 
3. 京都大学医学研究科 人間健康科学系専攻、4. 京都大学医学部附属病院 デイ・ケア診療部、
5. 京都大学医学部附属病院 発達小児科学、6. 京都大学医学部附属病院 精神科相談室、 
7. 京都大学医学部附属病院 児童思春期こころの相談センター

O20 － 4 超早期発症の統合失調症への家族支援と多職種連携
○米田 拓矢 1、上床 輝久 2.6、加藤 彩 2、長尾 海里 3.6、服部 律子 4.6、才田 晴奈 7、 
佐々木 彩恵子 7、上月 遥 2.6、磯部 昌憲 2.6、義村 さや香 2.5.6

1. 京都大学医学部附属病院 精神科相談室、2. 京都大学医学部附属病院 精神科神経科、 
3. 京都大学医学部附属病院 臨床心理室、4. 京都大学医学部附属病院 デイ・ケア診療部、
5. 京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻、6. 京都大学医学部附属病院 児童思春
期こころの相談センター、7. 京都大学大学院医学研究科 発達小児科学

O20 － 5 自閉スペクトラム症の特性を有し精神病症状を呈した小脳腫瘍の一例
○伊丹 寛二 1.2、木本 啓太郎 1、高橋 有記 1、大西 雄一 1、三上 克央 1、山本 賢司 1

1. 東海大学医学部専門診療学系精神科学、2. 医療法人弘徳会　愛光病院

17:00 ～17:36
一般口演 21 司会：柿元 真知（三重県立子ども心身発達医療センター）
医学教育・その他
O21 － 1 日本児童青年精神医学会認定医を対象としたゲーム障害に関する調査

館農 勝 1.2

1. ときわ病院、2. ときわこども発達センター
O21 － 2 子どものこころ専門医研修をはじめた小児科医のコンサルテーション・リエゾン症例を 
 通した学び

○太田 陽、深津 英希、藤田 純一、菱本 明豊
横浜市立大学附属病院 児童精神科

O21 － 3 小児後期研修における児童精神科研修の意義
○馬 敏宰 2、井上 彩織 1、板垣 琴瑛 1、原田 郁大 1、酒匂 雄貴 1、小高 麻衣子 1、 
瀬戸 愛生 1、黒河内 敏成 1、杉本 佳織 1、篠原 玲奈 1、石田 匡宏 1、吉村 裕太 1、 
箱島 有輝 1、稲崎 久実 1、水本 有紀 1、宇佐美 政英 1

1. 国立国際医療研究センター国府台病院、2. 総合病院国保旭中央病院
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2日目　11月11日（金）　ポスター会場
13:40 ～14:40
ポスター 1　ADHD

P1 － 1 定型発達成人におけるアイデンティティの形成・確立と注意欠如多動傾向の関連
○河野 ちひろ1、髙橋 芳雄 2

1. 東北大学医学部医学科、2. 東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター
P1 － 2 グアンファシンによる薬物治療前後の注意欠如・多動症の P300

○神川 浩平 1、水井 亮 1、岡﨑 康輔 1、平井 靖明 1、衛藤 弓真 1、赤木 優月 1、吉原 尊浩 1、 
前田 祐里 1、岸本 直子 1、山室 和彦 1、浦谷 光裕 1、太田 豊作 2、飯田 順三 3、牧之段 学 1

1. 奈良県立医科大学 精神医学講座、2. 奈良県立医科大学 医学部看護学科 人間発達学、
3. 万葉クリニック 子どものこころセンター絆

P1 － 3 アイトラッカー装置を用いた注意欠陥／多動性障害の子どもにおける 
 社会的スキル障害の評価

○仲地 究 1.2、河邉 憲太郎 1.2、細川 里瑛 1.2、曽我 純也 1.2、橘 侑南 1.2、井上 彩織 1.2、 
松本 優 1.2、岡澤 麻耶 1.2、堀内 史枝 1.2、上野 修一 1

1. 愛媛大学医学部附属病院 愛媛大学大学院医学系研究科 精神神経科学、
2. 愛媛大学医学部附属病院 子どものこころセンター

P1 － 4 発達性 Dyslexia と注意欠如多動症の併存は適応行動に影響するか？ 
 ー包括的アセスメントを用いた検討ー

○蔦森 英史、片桐 正敏、萩原 拓
北海道教育大学旭川校 
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2日目　11月11日（金）　ポスター会場
13:40 ～14:40
ポスター 2　自閉スペクトラム症

P2 － 1 自閉スペクトラム症を併存するてんかんにおける新規抗てんかん薬の効果と影響
中川 栄二
国立精神・神経医療研究センター病院 小児神経科

P2 － 2 主治医との散歩を転機に豊かな他者交流を獲得した自閉スペクトラム症の 3 症例
○辻 里花、吉岡 眞吾
愛知県精神医療センター

P2 － 3 種々の身体疾患を合併したものの急激に症状が改善した緊張病症状を呈した 
 自閉スペクトラム症の一女児例

○寺嶋 彰子 1、加藤 秀一 2、名和 佳弘 2、小川 しおり 3、河村 雄一 4、高橋 長秀 2、 
尾崎 紀夫 5

1. 名古屋大学医学部附属病院精神科、2. 名古屋大学医学部附属病院親と子どもの心療科、
3. 日本福祉大学教育・心理学部心理学科、4. ファミリーメンタルクリニック、 
5. 名古屋大学大学院医学系研究科精神疾患病態解明学

P2 － 4 Autism Spectrum Disorder 特性と中学校移行前後における Quality of Life の関連
○森 裕幸 1.4.5、高橋 芳雄 2.4、足立 匡基 3.4、中村 和彦 4.5

1. 帝京平成大学健康メディカル学部心理学科、 
2. 東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター、3. 明治学院大学心理学部心理学科、
4. 弘前大学大学院医学研究科附属子どものこころの発達研究センター、 
5. 弘前大学大学院医学研究科 神経精神医学講座

P2 － 5 デジタル耳せんの自閉スペクトラム症音響過敏者への臨床応用に関する研究
小野 和哉
聖マリアンナ医科大学 神経精神科

P2 － 6 自閉スペクトラム症（ASD）と診断された 3 歳児における VinelandⅡ適応行動尺度と 
 遠城寺式乳幼児分析的発達検査表との比較検討について

○新美 恵里子、久保 美衣子、峯岸 静乃、神谷 真巳、若子 理恵、髙橋 脩
豊田市こども発達センター

P2 － 7 自閉スペクトラム傾向者用就労準備性尺度の作成と信頼性・妥当性の検証
○西村 大樹 1、内田 晃裕 2、小西 菜緒 2、南場 美沙都 2

1. 岡山大学 教育推進機構、2. 岡山県精神科医療センター
P2 － 8 自閉症スペクトラムのある青少年のインターネット利用に関する研究

小倉 正義
鳴門教育大学大学院学校教育研究科

P2 － 9 小児期自閉スペクトラム症における表情認知課題下の視線活動
○浦谷 光裕 1、岡﨑 康輔 1、田中 宏季 2、宮﨑 茉衣 1、杉山 龍 1、安田 真和 1、土居 史麿 3、
水井 亮 1、山室 和彦 1、太田 豊作 4、飯田 順三 5、中村 哲 6、牧之段 学 1

1. 奈良県立医科大学 精神医学講座、 
2. 奈良先端技術大学院大学 先端科学技術研究科情報科学領域、 
3. 東大阪市立障害児支援センター レピラ、4. 奈良県立医科大学医学部看護学科 人間発達学、
5. 医療法人南風会万葉クリニック 子どものこころセンター絆、 
6. 奈良先端技術大学院大学 データ駆動型サイエンス創造センター

P2 － 10 当院における早期療育施行中にメラトベル（メラトニン受容体作動性入眠改善剤）を 
 内服した自閉症２症例の報告

○小谷 暁子 1、早野 留果 1、石川 菜津美 1、濱田 純子 2、江里口 陽介 3、金生 由紀子 1

1. 東京大学医学部附属病院 こころの発達診療部、2. 東京大学医学部附属病院 精神神経科、
3. 世田谷用賀クリニック 児童・思春期精神科

P2 － 11 早期支援としての太田ステージによる「認知発達プログラム」の試み
○小野 知子 1、亀井 真由美 2

1. 草加市子育て支援センター、2. 東京都立東大和療育センター
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2日目　11月11日（金）　ポスター会場
13:40 ～14:40
ポスター 3　神経発達症

P3 － 1 限局性学習症の推論機能は測定可能か？ー類推機能に関する基礎的研究ー
蔦森 英史
北海道教育大学旭川校 

P3 － 2 現実感のなさと周囲の共感性の得られなさに悩む、Sluggish cognitive tempo の 
 症状が疑われた成人の女性の症例報告

○中島 陽大 1.2、武田 俊信 3、前田 真治 5

1. 洛和会音羽病院 臨床心理室、2. 大阪大学大学院 連合小児発達学研究科、 
3. 龍谷大学文学部 臨床心理学科、5. 洛和会音羽病院 小児科

P3 － 3 発達障害症例におけるインターネット・ゲーム依存的使用者の頻度調査
○山分 銀六 1、島川 修一 1、北原 光 1、福井 美保 2

1. 大阪医科薬科大学病院小児科、2. 大阪大谷大学教育学部
P3 － 4 慢性的な易怒性を有する子どもの調査と感覚処理障害との関連

○濵 宏樹 1、播摩 祐治 1、宮脇 大 1、後藤 彩子 1、平井 香 1.2、坂本 祥子 1、角野 信 1、 
西浦 沙耶花 1

1. 大阪公立大学医学研究科　神経精神医学、2. 大阪公立大学発達小児医学
P3 － 5 就学前児童の知能検査はどのくらい非認知能力の影響を受けるのか 
 ー幼児用ウェクスラー知能検査と発達障害特性との関連の分析ー

○岡田 智 1、石崎 滉介 2

1. 北海道大学大学院 教育学研究院、2. 北海道大学大学院 教育学院
P3 － 6 発達障害支援に関する地方自治体等の取組および関連情報データベースの作成

○与那城 郁子、西牧 謙吾
国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害情報・支援センター

P3 － 7 オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症に合併していた自閉スペクトラム症、注意欠如 
 多動症の診断、介入により社会的予後の改善が得られた症例

○角野 信 1、宮脇 大 1、後藤 彩子 1、平井 香 2、坂本 祥子 1、濵 宏樹 1、西浦 沙耶花 1

1. 大阪公立大学大学院医学研究科神経精神医学、2. 大阪公立大学発達小児医学
P3 － 8 発達障害の子どもたちのための「怒りのコントロール」プログラムの実践

○関 正樹 1、菱田 智也 2、吉川 徹 4、高岡 健 3

1. 大湫病院、2. 岐阜南病院、
3. 岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター発達精神医学研究所、
4. 愛知県医療療育総合センター中央病院 子どものこころ科
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2日目　11月11日（金）　ポスター会場
13:40 ～14:40
ポスター 4　外来・入院統計

P4 － 1 日本児童青年精神医学会　医療経済に関する委員会による子どもの心の診療実態 
 アンケート調査の報告

○奥野 正景 1.2、新井 卓 4、大嶋 正浩 3、栗田 篤志 5、小平 雅基 6、田中 哲 7、中島 洋子 8、 
成重 竜一郎 9、西牧 謙吾 10、松田 文雄 11、山崎 透 12、村嶋 隼人 1.2

1. 医療法人サヂカム会 三国丘病院、2. 医療法人サヂカム会 三国丘こころのクリニック、 
3. 医療法人社団至空会 メンタルクリニック･ ダダ、4.子どもメンタルクリニック、 
5. 多摩あおば病院、6. 総合母子保健センター愛育クリニック 小児精神保健科、 
7.子どもと家族のメンタルクリニックやまねこ、8. 医療法人豊仁会 まな星クリニック、 
9. 社会医療法人公徳会若宮病院、10. 国立障害者リハビリテーションセンター病院第 3 診療部、
11. 医療法人翠星会 松田病院、12. 医療法人社団 宗美会 清水駿府病院

P4 － 2 児童思春期外来患者と児童思春期病棟入院患者のヤングケアラーについて
○田中 顕正、中井 大貴、田村 和世、門間 太作、福島 茂樹、吉川 陽子、小深田 博紀、 
松島 章晃、横田 伸吾、黒田 健治
医療法人杏和会 阪南病院

P4 － 3 静岡県立こども病院こころの診療科外来・入院診療における新型コロナウイルス感染症 
 流行の影響についての分析

○氏家 紘平、大石 聡、伊藤 一之、渥美 委規、八木 敦子、河田 恵美子
静岡県立こども病院

P4 － 4 肥前精神医療センターの児童思春期病棟における長期入院症例の検討
○石津 良子、曾田 千重、大坪 建、瀬口 康昌、佐川 陽子、西村 泰亮、宮下 聡、三好 紀子、
諸岡 知美、山元 美和子、杉本 頼己、山下 葉子
肥前精神医療センター

P4 － 5 当院を 18 歳未満で初診した患者の動向と課題の検討
○岡村 恭子、坂口 惠美、阪上 悌司
公益財団法人 豊郷病院 精神科

P4 － 6 「外国にルーツをもつ神経発達症児」の受診状況からみた早期発見の課題
○土岐 篤史、武井 陽一
デンマーク牧場福祉会こひつじ診療所

P4 － 7 当科の「こころと発達の子ども相談外来」の現況　～元となる発達特性の多様性～
○前田 真治 1、中島 陽大 2.3

1. 洛和会音羽病院 小児科、2. 洛和会音羽病院 臨床心理室、
3. 大阪大学大学院 連合小児発達学研究科

P4 － 8 児童思春期メンタルヘルスレジストリを用いた児童精神科外来患者の変化 
 2016－2022

○井上 彩織 1.2、板垣 琴瑛 1、原田 郁大 1、酒匂 雄貴 1、小髙 麻衣子 1、瀬戸 愛生 1、 
黒河内 敏成 1、杉本 佳織 1、篠原 玲奈 1、石田 匡宏 3、吉村 裕太 3、箱島 有輝 1、 
稲崎 久美 1、水本 有紀 1、上野 修一 2、宇佐美 政英 1

1. 国立国際医療研究センター国府台病院 児童精神科、 
2. 愛媛大学大学院医学系研究科 精神神経科学講座、3. 福岡大学医学部 精神医学教室

P4 － 9 東京さつきホスピタルに新規開設した思春期病棟の 2 年間の後方視的検討
○中川 吉丈、川久保 綾香、根路銘 要太、遠藤 季哉
東京さつきホスピタル

P4 － 10 児童思春期メンタルヘルスレジストリを用いたコロナ禍における 
 子どもの自殺関連事象に関する研究

○石田 匡宏 1.3、井上 彩織 3、板垣 琴瑛 2、原田 郁大 2、酒匂 雄貴 2、小高 麻衣子 2、 
瀬戸 愛生 2、黒河内 敏成 2、杉本 佳織 2、篠原 玲奈 2、吉村 裕太 1.3、佐々木 祥乃 3、 
箱島 有輝 2、稲崎 久美 2、水本 有紀 2、宇佐美 政英 2

1. 福岡大学医学部精神医学教室、2. 国立国際医療研究センター国府台病院 児童精神科、
3. 国立国際医療研究センター国府台病院 子どものこころ総合診療センター
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2日目　11月11日（金）　ポスター会場
13:40 ～14:40
ポスター 5　学校精神保健

P5 － 1 困難を抱える児童への個別支援に関する，大学生の許容度および知識獲得の影響
石塚 佳奈子
名古屋工業大学 保健センター

P5 － 2 大学生の大学生活への満足度についての実態調査  
 ―精神的不調と well-being の 2 軸からの検討―

○辻 由依 1、卜部 洋子 1、斉藤 美香 2

1. 札幌学院大学学生相談室、2. 札幌学院大学心理学部
P5 － 3 児童思春期精神科専門病棟を有さない当科における入院患児への教育的支援の 
 現状と課題

○須山 聡 1、中右 麻理子 2、柳生 一自 1、齊藤 卓弥 1

1. 北海道大学病院 児童思春期精神医学研究部門、2. 北海道大学病院 精神科神経科
P5 － 4 COVID-19 パンデミック下における小中学生の抑うつ・不安症状の推移

○西村 倫子 1.2、和久田 学 2.3、大須賀 優子 2、津久井 伸明 2、足立 匡基 2.5、髙橋 芳雄 2.4、
諏訪 利明 7、片山 泰一 2.6

1. 浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター、 
2. 公益社団法人 子どもの発達科学研究所、3. 弘前大学 子どものこころの発達研究センター、
4. 東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター、5. 明治学院大学心理学部心理学科、
6. 大阪大学大学院連合小児発達学研究科、7. 川崎医療福祉大学 医療福祉学部

P5 － 5 公立小中学校に在籍する外国にルーツをもつ児童生徒のメンタルヘルスに関する調査
○髙橋 芳雄 1.2、和久田 学 2、西村 倫子 2.3、大須賀 優子 2、津久井 伸明 2、足立 匡基 2.4、
片山 泰一 2.5

1. 東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター、 
2. 公益社団法人 子どもの発達科学研究所、 
3. 浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター、4. 明治学院大学心理学部心理学科、
5. 大阪大学大学院連合小児発達学研究科

P5 － 6 文化的・言語的に多様な児童・生徒の教育的ニーズの位置
片山 知哉
千葉県千葉リハビリテーションセンター診療部

P5 － 7 中国人留学生へのメンタルケア体制の現状と課題
○李 杉杉、武田 俊信
龍谷大学文学部　臨床心理学科 
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3日目　11月12日（土）　A会場
9:00 ～10:00
教育講演 9 司会：田中 究（兵庫県立ひょうごこころの医療センター、神戸大学）
アタッチメント理論の児童精神医学の実践における意義　～ライフコースの視点から～

山下 洋（九州大学病院 子どものこころの診療部）

10:10 ～11:10
教育講演 10 司会：市川 宏伸（日本発達障害ネットワーク）
強度行動障害 ～知的・発達障害児（者）のチャレンジング行動と医療の役割～

會田 千重（国立病院機構 肥前精神医療センター）

11:20 ～12:20
教育講演 11 司会：鷲塚 輝久（医療法人 東口メンタルクリニック）
精神分析的発達理論を児童・思春期臨床に活用する

近藤 直司（大正大学）

13:40 ～15:40
シンポジウム 7
神経発達症の神経生物学

司会・コーディネーター：小坂 浩隆（福井大学医学部 精神医学教室）
司会：桑原 斉（埼玉医科大学）

S7 － 1 神経発達症の神経心理学モデル
岩渕 俊樹（浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター）

S7 － 2 神経発達症の脳画像研究
幅田 加以瑛（福井大学医学部 精神医学）

S7 － 3 神経発達症に併存する概日リズム障害
高江洲 義和（琉球大学大学院医学研究科 精神病態医学講座）

S7 － 4 神経発達症の遺伝学的研究
高橋 長秀（名古屋大学 医学部附属病院 親と子どもの心療科）
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3日目　11月12日（土）　B会場
9:00 ～11:00
シンポジウム 8
ギフテッドの子どもの支援

司会：熊﨑 博一（長崎大学医学部 未来メンタルヘルス学）
司会：本田 秀夫（信州大学医学部子どものこころの発達医学教室、 

 信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部）
S8 － 1 クリニックにおけるとギフテッドの子供達へのサポートはどうあるべきか？

宮尾 益知（医療法人社団 益知会 どんぐり発達クリニック）
S8 － 2 知能とは？ ギフテッドとは？ ギフテッドの認知スキルと非認知スキル

松浦 直己（三重大学 教育学部 特別支援教育講座、教育学部附属小学校）
S8 － 3 ギフテッドの現在までの認知科学的知見

池澤 聰（東京大学大学院総合文化研究科 ギフテッド創成寄付講座）
S8 － 4 最新のテクノロジーを用いたギフテッドを有する方への支援

熊﨑 博一（長崎大学医学部 未来メンタルヘルス学）
指定討論 杉山 登志郎（福井大学 子どものこころの発達研究センター）

11:20 ～12:20
教育講演 12 司会：本多 奈美（東北大学大学院教育学研究科 教育心理学講座 臨床心理学分野）
コロナ禍におけるこどものメンタルヘルス ー神経発達症のこどもを中心に

岡田 俊（国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 知的・発達障害研究部）

12:30 ～13:30
共催セミナー 3 司会：野邑 健二（名古屋大学 心の発達支援研究実践センター）
神経発達症 (ASD，ADHD) と気分障害の併存

阿部 隆明（医療法人心救会 小山富士見台病院）
共催：東和薬品株式会社

13:40 ～15:40
シンポジウム 9
「キレる」子どもに対する多職種による入院治療

司会：中西 大介（三重県立子ども心身発達医療センター）
司会：原田 謙（長野県立こころの医療センター駒ヶ根 子どものこころ診療センター）

S9 － 1 児童精神科医の立場から  
 －多職種による入院治療のポイント－

原田 謙（長野県立こころの医療センター駒ヶ根 子どものこころ診療センター）
S9 － 2 看護師の立場から 
 怒りを受け止め続けた関わりにより、患児が課題を考えるきかっけとなった一例

千葉 幸広（地方独立行政法人 埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター）
S9 － 3 臨床心理士の立場から 
 若松病棟の「人垣」による育ちの「リフォーム」～暴言・暴力や反抗的態度が顕著だった 
 小学男児の事例～

中島 直哉（島根県立こころの医療センター）
S9 － 4 ソーシャルワーカーの立場から 
 － “ 集合会 ”（入院児の話し合いの場）における怒りの表現方法とソーシャルワーカーの 
 関わり－

堀内 亮（地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター）
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3日目　11月12日（土）　C会場
9:00 ～11:00
シンポジウム10
地域の特性に応じた神経発達症の子どもの支援体制づくり
 司会・コーディネーター：樋端 佑樹（かとうメンタルクリニック）

S10 － 1 Q-SACCS を用いた神経発達症のこどもと家族への支援体制づくり
今出 大輔（厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課）

S10 － 2 沖縄県における地域支援体制づくりに向けた取り組みについて
天久 親紀（社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会 沖縄中部療育医療センター）

S10 － 3 長野県の小規模自治体における支援体制づくりに向けた取り組みについて
松田 佳大 

（社会福祉法人長野県社会福祉事業団 上伊那圏域障がい者総合支援センター）

11:10 ～11:58
一般口演 22 司会：館農 勝（ときわ病院）
精神療法・心理療法
O22 － 1 ゲーム障害に対する集団精神療法　①自閉症に関する予備調査

○浅沼 和哉 1、青山 久美 2、藤田 純一 3、古賀 大吉 4、宮崎 秀仁 1、青木 芳子 5、 
宇賀神 北斗 6、武越 百恵 1、重井 和真 1、深津 英希 3、太田 陽 3、菱本 明豊 1.3

1. 横浜市立大学附属市民総合医療センター 精神医療センター 児童精神科、 
2. 神奈川県立精神医療センター、3. 横浜市立大学附属病院児童精神科、 
4. 株式会社教育ネット、5. 藤沢病院、6. 沼津中央病院

O22 － 2 ゲーム行動症に対する集団精神療法  
 ～神奈川県立精神医療センターでの思春期ゲーム行動症入院治療の実践経験について～

○山本 恭平 1.2、青山 久美 1.4、浅沼 和哉 4、古賀 大吉 5、藤田 純一 3

1. 神奈川県立精神医療センター、2. 神奈川県立こども医療センター、3. 横浜市立大学附属病院、
4. 横浜市立大学附属市民総合医療センター、5. 株式会社教育ネット

O22 － 3 ゲーム障害に対する集団精神療法　児童精神科外来における CLAN；Communication, 
  Learning and Activity to the Next step ４年間を振り返って

花房 昌美
大阪精神医療センター

O22 － 4 ゲーム障害に対する集団精神療法 ～大石クリニックにおける治療と現状の取り組み～
大石 紗奈江
大石クリニック
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3日目　11月12日（土）　C会場
12:30 ～13:30
共催セミナー 4 司会：稲葉 雄二（長野県立こども病院 神経小児科）
神経発達症と睡眠障害：適切な評価と対応

高橋 長秀（名古屋大学医学部附属病院 親と子どもの心療科）
共催：ノーベルファーマ株式会社 / 株式会社メディパルホールディングス

13:40 ～15:40
シンポジウム11
摂食障害の諸問題

司会：藤田 純一（横浜市立大学附属病院）
司会：宇佐美 政英（国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国府台病院 児童精神科）

S11 － 1 摂食障害の社会的要因
千田 真友子（岡山大学病院 精神科神経科）

S11 － 2 摂食障害と家族問題
公家 里依（信州大学医学部附属病院 子どものこころ診療部）

S11 － 3 摂食障害と自殺
吉村 裕太（福岡大学病院 精神神経科）

S11 － 4 摂食障害と司法的諸問題
宮本 悦子（東日本矯正医療センター）
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3日目　11月12日（土）　D会場
9:00 ～11:00
薬事委員会セミナー
薬物療法の開始と終了 
エビデンス、ガイドラインと臨床実践
 司会：松本 英夫（医療法人 丹沢病院）

　　1 抗精神病薬 1（ARMS を含む精神病性障害）
藤田 純一（横浜市立大学附属病院 児童精神科）

　　2 神経発達症に対する抗精神病薬のエビデンスと薬物療法の適正化
岡田 俊（国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 知的・発達障害研究部）

　　3 ADHD 治療薬
根來 秀樹（一般財団法人 信貴山病院 ハートランドしぎさん）

　　4 抗うつ薬・気分安定薬（双極性障害に対する抗精神病薬を含む）
宇佐美 政英（国立国際医療研究センター国府台病院 児童精神科）

　　5 睡眠薬・抗不安薬の薬物療法の開始と終了
辻井 農亜（富山大学附属病院 こどものこころと発達診療学講座）

11:10 ～11:58
一般口演 23 司会：山室 和彦（奈良県立医科大学 附属病院精神科）
ASD5
O23 － 1 自閉スペクトラム症児、注意欠如・多動症児、その非罹患同胞および定型発達児に 
 おける腸内細菌叢の多様性と食事内容の多様性の関連：横断調査

○黒川 駿哉 1.2.3、真田 建史 4、野村 健介 5、今福 理博 6、岸本 泰士郎 1.2

1. 慶應義塾大学医学部 精神神経科学教室、 
2. 慶應義塾大学医学部 ヒルズ未来予防医療・ウェルネス共同研究講座、3. 不知火クリニック、
4. 昭和大学精神医学講座、5. 島田療育センター児童精神科、 
6. 武蔵野大学教育学部幼児教育学科

O23 － 2 バルプロ酸自閉症モデルマウスにおける新規社会性の検討
○請園 正敏 1、江頭 優佳 1、林 小百合 1、魚野 翔太 1、高田 美希 1.2、岡田 俊 1

1. 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 知的・発達障害研究部、
2.千葉大学大学院医学薬学府

O23 － 3 行動障害を呈する施設入所支援利用者の環境移行に伴う行動変化
○川中 瑞帆 1.2、岩永 竜一郎 3

1. 社会福祉法人南高愛隣会、
2. 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻作業療法学講座、
3. 長崎大学生命医科学域

O23 － 4 小児慢性機能性便秘症の精神医学的特徴と自閉スペクトラム症の関連性について
○赤間 史明 1.2、三上 克央 2、西川 圭太 2、渡邉 己弦 2、木本 啓太郎 2、高橋 有記 2、 
大西 雄一 2、山田 桂吾 1、山本 賢司 2

1. 医療法人 芳洲会 村井病院、2. 東海大学医学部総合診療学系精神科学

12:30 ～13:30
共催セミナー 5 司会：本田 秀夫（信州大学医学部子どものこころの発達医学教室、 
 信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部）
成人期神経発達症に対する精神科診療 －児童精神科医への提言－

柏　　淳（医療法人社団ハートクリニック ハートクリニック横浜）
共催：ヤンセンファーマ株式会社
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3日目　11月12日（土）　D会場
13:40 ～15:40
福祉に関する委員会セミナー
社会的養育経験者の自立支援の強化に向けて

司会：山本 朗（東大阪市立障害児者支援センター）
司会：杉村 共英（医療法人社団 希志会 発達診療クリニック）

　　1 社会的養護経験者の自立支援の強化 ～改正児童福祉法について～
胡内 敦司（厚生労働省 子ども家庭局総務課）

　　2 未熟であることが、障害や罪にならない社会  
 ――「未熟」には養育を、「障害」には寛容さを

早川 洋（こどもの心のケアハウス嵐山学園）
　　3 社会的養護を離れても、こころの傷はまだ残っているのだということ

陶山 寧子（横浜市中央児童相談所）
　　4 社会的養育におけるトランジションの課題 ～思春期の発達支援の再考～

小野 善郎（和歌山県立精神保健福祉センター）
指定討論 佐藤 順恒（医療法人社団 順風会 上尾の森診療所）
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3日目　11月12日（土）　E会場
9:00 ～11:00
心理職に関する委員会セミナー
医療領域で心理士はどうキャリアを形成するのか ー現役大学院生が先輩心理士に聞くー

司会：吉川 徹（愛知県医療療育総合センター中央病院 子どものこころ科（児童精神科））
司会：金子 一史（名古屋大学 心の発達支援研究実践センター）

　　1 さまざまな職域のなかで広がる心理職としての専門
早野 留果（東京大学医学部附属病院 こころの発達診療部）

　　2 “ しんりしょく” を考える
齋藤 真樹子（総合母子保健センター 愛育クリニック）

　　3 医療機関で働く心理職としてどういたいか／どういられるとよいか
和田 浩平（医療法人仁精会 三河病院）

指定討論 小山 栞奈（東北大学大学院 教育学研究科）

11:10 ～12:10
一般口演 24 司会：公家 里依（信州大学医学部附属病院 子どものこころ診療部）
心理社会的治療・家族支援・乳幼児
O24 － 1 児童思春期患者のケースワーク ～母との関係を通しての気づき～

○古田 弘江、山口 洋介、安澤 英紀、堀川 直希
のぞえの丘病院

O24 － 2 有意語が全くなかった 2 歳児の親に対して「関わり方」を実演することが有効だった 
 １症例

○藤枝 周平、宋 大光
医療法人不動心 宋こどものこころ醫院

O24 － 3 発達障害児の母親と祖母におけるお互いへの意識の変遷 
 ―TEM( 複線径路等至性モデル ) を用いて―

○金城 怜 1、畠中 雄平 2

1. 沖縄県立八重山病院、2. 琉球大学人文社会学部人間社会学科
O24 － 4 神経発達症の児童を持つ保護者に対する短縮型ペアレント・トレーニングの 
 比較対照研究

○香月 大輔、多田 泰裕、須貝 由美子、高田 加奈子、松本 美菜子、山根 謙一、山下 洋
九州大学病院 子どものこころ診療部

O24 － 5 乳幼児期の自閉スペクトラム症児に対する親コーチング
武田 瑞穂
十文字学園女子大学 教育人文学部 心理学科

13:30 ～16:00
生涯教育に関する委員会
第 12 回臨床研究教育セミナー

司会：佐藤 晋治（大分大学 大学院教育学研究科）
司会：田中 容子（府中刑務所）

　　1 臨床研究、もう一度基本に立ち戻って考えよう！ 
 ～ PICO/PECO を復習して発展させましょう～

池之上 辰義（滋賀大学 データサイエンス・AI イノベーション研究推進センター）
　　2 研究を計画するうえで配慮すべき研究倫理上のポイントについて

伊吹 友秀（東京理科大学 教養教育研究院 野田キャンパス教養部）
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3日目　11月12日（土）　F会場
9:00 ～11:00
教育に関する委員会セミナー
発達的な課題を持つ子どもへの新時代の教育システム

司会：牛島 洋景（うしじまこころの診療所）
司会：野邑 健二（名古屋大学 心の発達支援研究実践センター）

　　1 学校教育における児童生徒の 1 人1 台の情報端末の活用
佐藤 和紀（信州大学教育学部）

　　2 コロナ禍での発達障害児童の状況と ICT 教育
小野 和哉（聖マリアンナ医科大学 神経精神科学教室）

　　3 ICT 教育導入の学校現場の現状と課題
小川 文徳（長野県松本市教育委員会 学校教育課 学校支援室）

11:10 ～11:58
一般口演 25 司会：八木 淳子（岩手医科大学 医学部神経精神科学講座、いわてこどもケアセンター）
強迫症・チック症・不安症・その他
O25 － 1 自律神経状態把握のための 1 回 10 秒呼吸での心拍変動測定

端谷 毅
はしたにクリニック

O25 － 2 場面緘黙児と自閉スペクトラム症児における場面緘黙症状の調査
○辻田 那月、船曵 康子
京都大学大学院 人間・環境学研究科

O25 － 3 子どもの強迫症の認知行動療法における工夫
○山根 謙一、中谷 江利子、高田 加奈子、松本 美菜子、香月 大輔、山下 洋
九州大学病院 子どものこころの診療部

O25 － 4 家族構造から離れたことを契機に精神症状が改善した強迫性障害の 1 例
○増澤 幸葉 1、村田 沙樹子 2、岩本 圭祐 1、長沢 崇 1

1. 東京都立小児総合医療センター 児童思春期精神科、
2. 日本大学医学部精神医学系精神医学分野
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3日目　11月12日（土）　ポスター会場
11:20 ～12:20
ポスター 6　心理社会的援助・家族支援

P6 － 1 22q11.2 欠失症候群児童の親子関係に関する検討 
 －母子の情緒的側面を踏まえた親子支援を目指して－

○山内 彩 1、岡田 俊 2.3

1. 名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 特殊技術部門、
2. 名古屋大学大学院医学系研究科 精神医学・親と子どもの心療学分野、
3. 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 知的・発達障害研究部

P6 － 2 放課後等デイサービスに求められる支援の検討 
 －発達障害特性のある児の保護者へのアンケート調査より－

○川野 みか 1、平生 尚之 1、井澤 信三 2

1. ひょうご発達障害者支援センター クローバー 加西ブランチ、
2. 兵庫教育大学大学院

P6 － 3 ペアレントトレーニングのプログラム内容が母親に与える効果・影響について 
 ～家族の自信度アンケートの前後比較から～

○村嶋 隼人 1、岡田 恵里 1、岩橋 多加寿 2、奥野 正景 1

1. 医療法人サヂカム会 三国丘病院 / 三国丘こころのクリニック、
2. 医療法人サヂカム会 三国丘こころのクリニック

P6 － 4 うしじまこころの診療所における保護者相談の現状と課題
○二宮 宗三 1.2、牛島 洋景 1

1.うしじまこころの診療所、2. いちかわこころの相談所 むすび葉 

11:20 ～12:20
ポスター7　精神療法・心理療法など

P7 － 1 慢性連日性頭痛を伴った不思議の国のアリス症候群の女児の精神病理学的背景について
○佐藤 亜希子 1、板垣 俊太郎 1、松本 貴智 1、横倉 俊也 1.2、和田 知紘 1.3、赤間 孝洋 1、 
矢部 博興 1

1. 福島県立医科大学神経精神医学講座、2. 舞子浜病院、
3. 竹田綜合病院こころの医療センター

P7 － 2 心的外傷後ストレス障害と自閉スペクトラム症の診断をもつ親と自閉スペクトラム症の 
 診断をもつ子に対して親子相互交流療法（PCIT）を行った一例

○山元 美和子、佐川 陽子、石津 良子、森松 友佳子、瀬口 康昌
肥前精神医療センター

P7 － 3 バーチャルリアリティー（VR）を活用した呼吸法における自律神経機能および 
 心理状態の評価

上條 史絵
鈴鹿医療科学大学
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3日目　11月12日（土）　ポスター会場
11:20 ～12:20
ポスター 8　摂食障害

P8 － 1 コロナ禍における小児摂食障害の入院患者の変化について
○長井 典子 1、松沢 麻衣子 1.2、福本 由紀子 1.2、大賀 肇 2.3

1. 岡崎市民病院 小児科、2. 岡崎市こども発達センター、3. 三河病院
P8 － 2 神奈川県立こども医療センター児童思春期精神科外来を初めて受診した摂食障害患者の 
 新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) 流行前後における比較

○庄 紀子 1、吉井 亜希子 1、中村 智朗 1、押淵 英弘 1.2、永井 直子 1、堀内 亮 1、 
尾野 美奈子 1、山本 恭平 1、廣内 千晶 1、豊原 公司 1、南 達哉 3、新井 卓 1.4

1. 神奈川県立こども医療センター 児童思春期精神科、2. 東京女子医科大学精神医学講座、
3. 八景コエールクリニック、4.子どもメンタルクリニック

P8 － 3 神経性無食欲症患者および保護者への心理教育プログラムの与える影響に関する 
 前向き観察研究

○西木 百合子 1、岡 琢哉 5、井上 隆志 4、海老島 健 1、公家 里依 2、森野 百合子 3

1. 東京都立小児総合医療センター、2. 信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部、 
3. 成増厚生病院、4. 東京さつきホスピタル、5. 株式会社カケミチプロジェクト

P8 － 4 東京都立小児総合医療センター児童・思春期精神科における摂食障害入院患者の臨床特徴
○平澤 桃子、長沢 崇
東京都立小児総合医療センター 児童思春期精神科

P8 － 5 摂食障害の予防と啓発についての調査研究ー痩せすぎモデル規制の影響の検討①
○山田 恒、本山 美久仁
兵庫医科大学精神科神経科学講座

P8 － 6 摂食障害の予防と啓発についての調査研究ー痩せすぎモデル規制の影響の検討 - ②
○本山 美久仁、山田 恒
兵庫医科大学精神科神経科学講座

P8 － 7 前思春期における自尊感情と摂食障害リスクに関する検討
○細川 里瑛 1.2、河邉 憲太郎 1.2、仲地 究 1.2、曽我 純也 1.2、橘 侑南 1.2、井上 彩織 1.2、 
松本 優 1.2、岡澤 麻耶 1.2、堀内 史枝 1.2、上野 修一 1

1. 愛媛大学医学部附属病院 精神神経学講座、 
2. 愛媛大学医学部附属病院 子どものこころセンター

P8 － 8 新型コロナウイルス感染拡大時の小児科医療機関における摂食障害患者の診療
○水本 有紀、宇佐美 政英
国立国際医療研究センター国府台病院

P8 － 9 コロナ禍の摂食障害患者に併存する抑うつ・不安症状に関する調査
○重井 和真 1.3、宮崎 秀仁 1.3、武越 百恵 1.3、浅沼 和哉 1.3、藤田 純一 2.3、菱本 明豊 2.3

1. 横浜市立大学市民総合医療センター、2. 横浜市立大学附属病院、3. 横浜市立大学精神医学教室
P8 － 10 神奈川県立こども医療センター児童思春期精神科病棟で入院治療を行った摂食障害 
 患者における新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) の影響

○吉井 亜希子 1、中村 智朗 1、押淵 英弘 1.2、永井 直子 1、堀内 亮 1、尾野 美奈子 1、 
山本 恭平 1、廣内 千晶 1、豊原 公司 1、南 達哉 3、新井 卓 1.4、庄 紀子 1

1. 神奈川県立こども医療センター、2. 東京女子医科大学精神医学講座、
3. 八景コエールクリニック、4.子どもメンタルクリニック

P8 － 11 神経性やせ症の児をもつ家族に対して多職種で行う集団家族心理教育
○中野 未来 1.2、白石 健 1.3.4、公家 里依 4、児島 佳代子 4、篠山 大明 3.4、本田 秀夫 4

1. 信州大学大学院総合医理工学研究科医学系専攻医学分野、2. 信州大学医学部附属病院 
リハビリテーション部、3. 信州大学医学部附属病院精神医学教室、4. 信州大学医学部附属 
病院子どものこころ診療部

P8 － 12 児童思春期の神経性やせ症の発症から入院までの期間を予測する因子の検証
○佃 万里 1、緒方 治彦 1、池田 俊一郎 1、吉井 ひろ子 2、山田 妃沙子 1、柳本 嘉時 3、 
石崎 優子 3、山敷 宣代 4、中森 靖 5

1. 関西医科大学総合医療センター精神神経科、2. 関西医科大学総合医療センター看護部、
3. 関西医科大学総合医療センター小児科、4. 関西医科大学総合医療センター消化器肝臓内科、
5. 関西医科大学総合医療センター救命救急センター
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3日目　11月12日（土）　ポスター会場
11:20 ～12:20
ポスター 9　地域連携

P9 － 1 岐阜県における発達障害児地域支援システムの現状と課題
○栗林 英彦 1、関 正樹 2、井川 典克 3、高岡 健 1

1. 岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター 発達精神医学研究所、
2. 大湫病院、3. いかわクリニック

P9 － 2 鳥取県における神経発達症に関するアセスメントツールの利用実態に関する調査
山口 穂菜美 1.2

1. 鳥取大学医学部附属病院、2. 鳥取大学大学院医学系研究科
P9 － 3 青森県発達障害専門医療機関初診待機解消モデル事業について、第二報

○三上 珠希 1、斉藤 まなぶ 1、照井 藍 2、大里 絢子 3

1. 弘前大学大学院保健学研究科総合リハビリテーション科学領域・弘前大学医学部心理支援
科学領域、2. 弘前大学医学部付属病院 神経科精神科、 
3. 弘前大学大学院医学研究科神経精神医学講座

P9 － 4 発達が気になる子どもと家族を地域で支える － ESSENCE チームによる地域支援－
○三本 紗栄 1.2、野々宮 京子 1.2、北添 紀子 1.2

1. 高知県立療育福祉センター、2. 高知ギルバーグ発達神経精神医学センター
P9 － 5 単科精神科病院に思春期外来を開設した経緯の報告および初診患者の動向

服部 志保
初石病院

P9 － 6 鳥取県内精神科医療機関における大人の発達障がい診療の実態調査および 
 「成人移行」に関する意識調査

佐竹 隆宏
鳥取県立総合療育センター 

P9 － 7 放課後等デイサービスにおける認知発達評価の意義 －職員の専門性向上に関連して－
立松 英子
東京福祉大学大学院社会福祉学研究科
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第63回日本児童青年精神医学会総会　役員

会　長　　　　本田　秀夫（信州大学医学部子どものこころの発達医学教室）
副会長　　　　鷲塚　伸介（信州大学医学部精神医学教室）
副会長　　　　原田　　謙（長野県立こころの医療センター駒ヶ根）
事務局長　　　篠山　大明（信州大学医学部精神医学教室）

田中　　究（兵庫県立 ひょうご こころの医療センター）
木村　一優（多摩あおば病院）
原田　　謙（長野県立こころの医療センター駒ヶ根）
篠山　大明（信州大学医学部精神医学教室）
齊藤　卓弥（北海道大学病院児童思春期精神医学研究部門）
中村　和彦（弘前大学神経精神医学講座）
桑原　　斉（埼玉医科大学病院精神神経科・心療内科）
原田　剛志（パークサイドこころの発達クリニック）
吉川　　徹（愛知県医療療育総合センター中央病院）
山下　　洋（九州大学病院子どものこころの診療部）
村上　伸司（川崎医科大学精神科学教室）
小坂　浩隆（福井大学精神医学教室）
岩佐　光章（横浜市西部地域療育センター）
宇佐美政英（国立国際医療研究センター国府台病院）
本多　奈美（東北大学大学院教育学研究科）
岡田　　俊（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所）
熊崎　博一（長崎大学未来メンタルヘルス学分野）
亀岡　智美（兵庫県こころのケアセンター）
宮坂　義男（松南病院）

プログラム委員　　






