プログラム
3⽉月18⽇日（⼟土）

開会のご挨拶・⼤大会⻑⾧長講演  (Opening Ceremony ) 　   10:00〜～10:12
恩師に学んだこと
⽥田中  ⼤大介 　昭和⼤大学⼤大学院保健医療療学研究科  准教授	
 

特別講演  1 　(Special Lecture I)

10:15〜～11:05

座⻑⾧長：副島  賢和 　昭和⼤大学⼤大学院保健医療療学研究科  准教授

デートDVから⼦子どもを守る 　〜～あなたはとっても⼤大切切な⼈人〜～
阿部  真紀 　認定NPO法⼈人エンパワメントかながわ  理理事⻑⾧長

⼀一般演題  1 　(General Presentations 1)

11:10〜～11:54

座⻑⾧長：⽥田中  ⼤大介 　昭和⼤大学⼤大学院保健医療療学研究科  准教授

GP1-‐‑‒1 　⼊入院児のきょうだいに対して看護師が⾏行行うことのできる⽀支援の現状に関する
 　 　 　 　⽂文献検討
小島由布子1、田久保由美子2	
 
昭和大学保健医療学部看護学科1、昭和大学保健医療学部2	
 
GP1-‐‑‒2 　処置に拒否を⽰示す幼児のプレパレーションに必要な要素  
山野飛鳥	
 1、田久保由美子2	
 
昭和大学保健医療学部看護学科1、昭和大学保健医療学部2	
 
GP1-‐‑‒3 　プレイルームの活⽤用を促進する要因と阻害する要因  
村中裕希1、田久保由美子2	
 
昭和大学保健医療学部看護学科1、昭和大学保健医療学部2	
 
GP1-‐‑‒4 　震災遺児のレジリエンスを⾼高める災害急性期の⼼心のケアに関する事例例研究
山本永都1、鈴木浩子2	
 
昭和大学保健医療学部看護学科1、昭和大学保健医療学部2	
 

ランチタイムセミナー1  (Lunch time Seminar 1)

12:05〜～12:55

共催：ノボノルディスク  ファーマ  株式会社
座⻑⾧長：⽥田中  ⼤大介 　昭和⼤大学⼤大学院保健医療療学研究科  准教授
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　     　 　⽥田久保  由美⼦子 　昭和⼤大学保健医療療学部  講師

こどもの糖尿尿病の多職種連携
−1型糖尿尿病治療療導⼊入時のポイントと、継続的⽀支援の重要性−
⽥田久保  憲⾏行行 　順天堂⼤大学医学部⼩小児科学講座  准教授

理理事会 　(Board of directors)

12:10〜～13:10

 　於：⼊入院棟17階 　会議室

教育講演  1   　(Educational Lecture 1)

13:10〜～14:00

座⻑⾧長：下条  直樹 　千葉葉⼤大学⼤大学院医学研究院⼩小児病態学  教授

DOHaDからみた⼦子どもの未来
板橋  家頭夫 　昭和⼤大学医学部⼩小児科学講座  主任教授	
 

⼀一般演題  2 　(General Presentations 1)

14:05〜～15:10

座⻑⾧長：根本  芳⼦子 　昭和⼤大学医学部⼩小児科学講座  兼任講師 　

GP2-‐‑‒1 　いじめによる転換性障害（歩⾏行行障害、失声症）と起⽴立立性調節障害に多職種の
 　 　 　 　連携が奏功した⼀一例例
石渡智子1、田中大介2,3、副島賢和2,4、三輪善之3、森田孝次3、水野克己3、
松永勇紀5、富田一誠6、坂田英明7	
 
石渡接骨院・鍼灸院1、昭和大学大学院保健医療学研究科2、昭和大学江東豊洲病
院小児内科3、昭和大学病院さいかち学級4、昭和大学藤が丘リハビリテーション
センター5、昭和大学江東豊洲病院整形外科6、川越耳鼻科学クリニック7	
 
GP2-‐‑‒2 　場⾯面緘黙児および保護者への⽀支援
 　 　 　 　  ̶—  グループでの⽀支援を中⼼心とした取り組み  ̶—  
笹田夕美子1、奥田健次2	
 
浜松市発達医療総合福祉センター1、行動コーチングアカデミー2	
 
GP2-‐‑‒3 　チーム医療療において保育⼠士が抱く困難さについて
 　 　 　 　 　－保育⼠士養成校における授業実践を通して⾒見見えてきたこと－
林典子	
 
帝京平成大学	
 	
 

GP2-‐‑‒4 　外来受診時における発達障害児への外来スタッフによる認識識と対応の現状
宮城由美子1、横尾美智代2、田中美樹3	
 
福岡大学医学部看護学科1、西九州大学健康福祉学部健康栄養学科2、福岡県
立大学看護学部3	
 
GP2-‐‑‒5 　多職種連携とナラティブ・メディスンの親和性  
杉原桂	
 
ユアクリニックお茶の水	
 

シンポジウム  1 　(Symposium 1)

15:15〜～16:30

座⻑⾧長：⼟土橋  ⼀一重 　昭和⼤大学医学部⼩小児科学講座  講師

◆  ⼩小児肥満の新たなる展開  ◆
S1-‐‑‒1 　⼩小児肥満の診断と対応
原  光彦 　東京家政学院⼤大学  現代⽣生活学部  健康栄養学科 　教授	
 

S1-‐‑‒2 　⼩小児肥満の⾷食事指導  
太⽥田  百合⼦子 　東洋⼤大学  ⾮非常勤講師

特別講演  2 　(Special Lecture 2)

16:35〜～17:25

座⻑⾧長：古荘  純⼀一 　⻘青⼭山学院⼤大学教育⼈人間科学部  教授 　

⼤大⼈人の発達障害
演者：峯岸  ⽞玄⼼心
昭和⼤大学保健医療療学部作業療療法学科・昭和⼤大学附属烏⼭山病院精神科 　講師

総 　会 　(General Meeting)

17:30〜～18:00

懇  親  会 　(Dinner Party)

18:10〜～20:00

 　於：中央棟7階 　職員⾷食堂

3⽉月19⽇日（⽇日）

2⽇日⽬目のご挨拶 　(Greeting)

9:00〜～9:02

⽥田中  ⼤大介 　昭和⼤大学⼤大学院保健医療療学研究科  准教授	
 

⼀一般演題  3 　(General Presentations 3)

9:02〜～10:05

座⻑⾧長：柴⽥田  玲玲⼦子 　聖⼼心⼥女女⼦子⼤大学⼼心理理学科  准教授

GP3-‐‑‒1 　幼稚園児の⼦子どもの⽣生活調査と「星と波テスト」、およびDAMの検討  
梅原碧1、近喰ふじ子1,2	
 
東京家政大学人文学部心理カウンセリング学科1、東京家政大学大学院人間生
活学総合研究科

臨床心理学専攻2	
 

GP3-‐‑‒2 　放課後⼦子ども教室における社会性と情動の学習を⽤用いたプログラムの検討  
関知重美1、市川実咲1、大谷優実1、山口豊一2、松嵜くみ子2、	
 
跡見学園女子大学大学院人文科学研究科臨床心理学専攻1、跡見学園女子大学	
 文学部2	
 

GP3-‐‑‒3 　看護⼤大学と⺠民間団体協働で⾏行行う⼦子育て⽀支援 　
 　 　 　 　 　－  看護⼤大学「おもちゃ広場」を活⽤用して  －
甲斐鈴恵	
 
宮崎県立看護大学	
 
GP3-‐‑‒4 　中2⻑⾧長男の暴暴⼒力力・暴暴⾔言に悩む⺟母親への⾏行行動コンサルテーション
仁藤二郎1、奥田健次2	
 
レーベン心理相談研究所・ウエルネス高井クリニック1、行動コーチングアカデミー2	
 

GP3-‐‑‒5 　東京家政⼤大学附属臨臨床相談センターにおける学習⽀支援利利⽤用者の検討
山内麻衣1、近喰ふじ子1,2,3、梅原碧1,2	
 
東京家政大学附属臨床相談センター1、東京家政大学人文学部心理カウンセリ
ング学科2、東京家政大学大学院人間生活学総合研究科

教育講演  2 　 　(Educational Lecture 2)

臨床心理学専攻3	
 

10:10〜～11:00

座⻑⾧長：横⽥田  雅史 　帝京平成⼤大学現代ライフ学部  教授・学科⻑⾧長

⼦子どもの⼈人権を守る法律律 　〜～  いじめ問題を中⼼心に  〜～
野村  武司 　獨協⼤大学法科⼤大学院法務研究科⻑⾧長・教授
 　 　 　 　 　  獨協⼤大学地域と⼦子どもリーガルサービスセンター
 　 　 　 　 　  獨協地域と⼦子ども法律律事務所  弁護⼠士

シンポジウム  2 　(Symposium 2)

11:05〜～12:30

座⻑⾧長：伊藤  浩明 　あいち⼩小児保健医療療総合センター  副センター⻑⾧長  兼  総合診療療科部⻑⾧長

◆ 学校における⾷食⾷食物アレルギーの対応  ◆
S1-‐‑‒1 　⾷食物アレルギーについて知っておきたいこと
今井  孝成 　昭和⼤大学医学部⼩小児科学講座  講師 　

S1-‐‑‒2 　栃⽊木市の学校現場で考慮している点と対応
中⽥田  智⼦子 　栃⽊木市教育委員会事務局教育部保健給⾷食課  副主幹兼指導主事 　

ランチタイムセミナー2  (Lunch time Seminar 2)

12:30〜～13:20
共催：JCRファーマ株式会社

座⻑⾧長：⽥田久保  憲⾏行行 　順天堂⼤大学医学部⼩小児科学講座  准教授

⼦子どもの成⻑⾧長と成⻑⾧長障害 　〜～ ひとりひとりに成⻑⾧長曲線を 〜～
⽥田中  敏章 　たなか成⻑⾧長クリニック 　院⻑⾧長

公開フォーラム 　  (Open Forum)
★  会場：昭和⼤大学50年年記念念館

14:00〜～17:30

◆  起⽴立立性調節障害（OD）を皆で考える  ◆
司会・進⾏行行：⽥田中  ⼤大介 　昭和⼤大学⼤大学院保健医療療学研究科  准教授
 　 　 　 　 　 　松嵜  くみ⼦子 　跡⾒見見学園⼥女女⼦子⼤大学⽂文学部臨臨床⼼心理理学科  教授

第1部 　スペシャル招聘講演
⼦子どもの⼼心と体に寄り添う  〜～起⽴立立性調節障害の⼦子ども達のために〜～
尾⽊木  直樹（尾⽊木ママ）
教育評論論家・法政⼤大学教職課程  センター⻑⾧長  教授・臨臨床教育研究所「虹」所⻑⾧長

第2部 　エキスパート・レクチャー
EL-‐‑‒1 　起⽴立立性調節障害の診断と治療療
呉  宗憲 　東京医科⼤大学⼩小児科  助教

EL-‐‑‒2 　⼦子どもの頭痛  〜～頭痛薬の効く頭痛と効かない頭痛〜～
藤⽥田  光江 　筑波学園病院⼩小児科・東京クリニック⼩小児科

EL-‐‑‒3 　起⽴立立性調節障害と眠り
神⼭山  潤 　公益社団法⼈人地域医療療振興協会  東京ベイ浦安市川医療療センター  CEO

EL-‐‑‒4 　病気の⼦子どもになぜ教育が必要なの？  〜～涙も笑いも⼒力力になる〜～
副島  賢和 　昭和⼤大学⼤大学院保健医療療学研究科  准教授

EL-‐‑‒5 　起⽴立立性調節障害のフォローに必要なこと・考えたいこと
⽥田中  ⼤大介
昭和⼤大学⼤大学院保健医療療学研究科・昭和⼤大学江東豊洲病院⼩小児内科  准教授

第3部 　総合討論論

閉会のご挨拶 　（Closing Remarks）

17:30〜～17:35

どうぞお気をつけてお帰り下さい。

