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特別系プログラム

1日目：9月15日（金）　　第1会場

■ 会長講演 9月15日（金）　9:05 〜 9:55　第1会場

 司会：谷内江昭宏（金沢大学医薬保健研究域医学系　小児科）

小児心身医療 —心身相関からみえるものー
　梶原　荘平（社会福祉法人石川整肢学園　金沢こども医療福祉センター　小児科）

■ 教育講演1 9月15日（金）　10:30 〜 11:30　第1会場

 　　　司会：竹中　義人（医療法人たけなかキッズクリニック）

機能性消化管疾患：病態および治療と心身医学的視点
　金子　宏（医療法人東恵会　星ヶ丘マタニティ病院）

■ 教育セミナー 1 9月15日（金）　12:00 〜 13:00　第1会場

 　　　司会：宮本　信也（筑波大学）

ひとり親家庭と乳児院研究から見えてきた親子の実情
　講師：山﨑　知克（浜松市子どものこころの診療所）

　共催：日本イーライリリー株式会社

■ 教育講演2 9月15日（金）　13:30 〜 14:30　第1会場

 　　　司会：石﨑　優子（関西医科大学総合医療センター　小児科/関西医科大学　小児科学講座）

小児の頭痛と治療的対応 ―慢性連日性頭痛を中心に―
　藤田　光江（一般財団法人筑波麓仁会　筑波学園病院小児科／
　　　　　　　医療法人財団健貢会　東京クリニック小児・思春期頭痛外来）

学 術 集 会 プ ロ グ ラ ム
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■ シンポジウム1 9月15日（金）　15:00 〜 17:00　第1会場

 　　　司会：中尾　亮太（済生会茨木病院　小児科）

 岡本　直之（大阪労災病院　小児科）　

「起立性調節障害（OD）―病態理解と診断・治療はどこまで進んでいるか」

S1-1　起立性調節障害はなぜ起きられない？　〜睡眠障害の視点から〜

○呉　　宗憲，須田和華子，初鹿　達朗，斉藤　直子，春日　晃子，加藤　幸子，竹下　美佳

　東京医科大学小児科学分野

S1-2　起立性調節障害における脳血流変化

○石井和嘉子 1），福田あゆみ 1），藤田　之彦 2）

　1）日本大学医学部小児科学系小児科学分野，2）日本大学医学部 IR・医学教育センター

S1-3　起立性調節障害に対する薬物療法〜ミドドリンの次の一手〜

　吉田　誠司（大阪医科大学附属病院・小児科）

S1-4　Bio-Psycho-Socialモデルでみる起立性調節障害

　山田　宇以（聖路加国際病院　心療内科）

S1-5　起立性調節障害難治例におけるガイドラインの活用

　梶浦　　貢（サンタマリア病院　小児科）

■ イブニングセミナー 9月15日（金）　17:00 〜 18:30　第1会場

 　　　司会：イブニングセミナー WG班長　　渕上　達夫（日本大学病院総合診療センター　小児科）

「慢性頭痛の診かた」
　「慢性頭痛」イブニングセミナーWG  

　渕上　達夫 1），作田　亮一 2），柴田　光規 3），鈴木　雄一 4），須見よし乃 5），藤田　一朗 6）

　1）日本大学病院総合診療センター小児科，2）獨協医科大学越谷病院子どものこころ診療センター

　3）川崎西部地域療育センター，4）福島県立医科大学医学部小児科学講座，5）札幌医科大学小児科

　6）佐賀県医療センター好生館小児科

　藤田　光江（筑波学園病院小児科 /東京クリニック小児・思春期頭痛外来）

1日目：9月15日（金）　　第2会場

■ 教育セミナー 2 9月15日（金）　12:00 〜 13:00　第2会場

 　　　司会：松永　寿人（兵庫医科大学　精神科神経科学講座　主任教授）

子どものこだわりの診たてと対応
　講師：高橋　雄一（公立大学法人　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　部長）

　共催：アッヴィ合同会社
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1日目：9月15日（金）　　第3会場

■ 教育セミナー 3 9月15日（金）　12:00 〜 13:00　第3会場

 　　　司会：村上佳津美（近畿大学医学部堺病院　心身診療科　准教授）

小児心身精神領域の新しい薬物療法について〜強迫性障害を中心に〜
　講師：石﨑　優子（関西医科大学　小児科学講座　准教授）

　共催：MeijiSeikaファルマ株式会社

2日目：9月16日（土）　　第1会場

■ 教育講演3 9月16日（土）　9:00 〜 10:00　第1会場

 　　　司会：山崎　知克（浜松市子どものこころの診療所　精神科）

発達障害は身体障害？　〜身体性からの神経発達障害へのアプローチ〜
　中井　昭夫（兵庫県立リハビリテーション中央病院　子どもの睡眠と発達医療センター）

■ 指定講演 　9月16日（土）　10:20 〜 11:20　第1会場

　　　 司会：赤坂　　徹（社会福祉法人岩手愛児会　もりおかこども病院）

思春期・青年期気管支喘息の心身医学的治療の重要性
　十川　　博（公立学校共済組合九州中央病院　メンタルヘルスセンター長）

■ 指定発言 　9月16日（土）　11:10 〜 11:20　第1会場

　発言者：久徳　重和（医療法人健育会　久徳クリニック）

■ 教育セミナー 4 　9月16日（土）　12:00 〜 13:00　第1会場

 　　　司会：平谷美智夫（平谷こども発達クリニック　院長）

発達障害と睡眠障害の関係
　講師：堀内　史枝（愛媛大学医学部附属病院　子どものこころセンター長）

　共催：ヤンセンファーマ株式会社

■ 特別講演 9月16日（土）　14:00 〜 15:00　第1会場

 　　　司会：梶原　荘平（社会福祉法人石川整肢学園　金沢こども医療福祉センター　小児科）

幼児期の心理的発達と思春期
　齊藤万比古（社会福祉法人恩賜財団母子愛育会　愛育研究所）
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■ シンポジウム2 　9月16日（土）　15:10 〜 17:10　第1会場

 　　　司会：井口　敏之（医療法人東恵会　星ヶ丘マタニティ病院　小児科）

 　　　　　　鈴木　雄一（福島県立医科大学医学部　小児科学講座）　　　　

　「小児摂食障害の治療 ―最新のエビデンスに基づいて―」

S2-1　短期入院

　鈴木　　太（名古屋大学医学部附属病院　親と子どもの心療科）

S2-2　入院療法：長期入院に至った要因　　

　大谷　良子（獨協医科大学越谷病院　子どものこころ診療センター）
S2-3　認知行動療法とその応用

　友竹　正人（徳島大学大学院医歯薬学研究部　メンタルヘルス支援学分野）
S2-4　家族療法

　荻原かおり（東京英語いのちの電話・TELLカウンセリング）

■ 研究委員会報告 　9月16日（土）17:10 〜 18:10　第1会場

 　　　司会：永光信一郎（研究委員会担当理事　久留米大学小児科）　　　　　　　　

 　　　　　　　土生川千珠（国立病院機構　南和歌山医療センター　小児アレルギー科）

1．小児心身医学の客観的評価
　土生川千珠（国立病院機構　南和歌山医療センター　小児アレルギー科）

2．オールジャパン体制で挑む子どもの心の臨床
　永光信一郎（研究委員会担当理事　久留米大学小児科）

2日目：9月16日（土）　　第2会場

■ 教育セミナー 5 　9月16日（土）　12:00 〜 13:00　第2会場

 　　　司会：友田　明美（福井大学　子どものこころの発達研究センター　教授）

将来を見すえたADHD児の薬物療法
　講師：荒木　章子（氏家記念こどもクリニック　副院長）

　共催：塩野義製薬株式会社／シャイアー・ジャパン株式会社
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■ シンポジウム3 　9月16日（土）　15:10 〜 17:10　第2会場

 　　　司会：芳賀　彰子（Dr.HAGA茶屋町クリニック　子どもと家族・女性のための心療内科）

 　　　　　　吉野　弥生（日本大学医学部　小児科学系小児科学分野）　　　　　　　　　　　　

「発達障害の自立に向けた支援」

S3-1　発達障害児の行動の問題とその対応（医療的対応を中心に）

　金　　泰子（大阪医科大学附属病院　小児科）

S3-2　心理から見た発達障害児が示す不適応行動のとらえ方

　藤原　由妃（こども心身医療研究所）

S3-3　発達障害に対する身体的アプローチの意味

　可長　京子（金沢こども医療福祉センター　リハビリテーション科　作業療法士）

S3-4　発達障害児の幼児期からの支援

　山田　紀子（金城大学短期大学部　幼児教育科）

S3-5　発達障害児の学力保障 —学校不適応を予防する試み—

　河野　俊寛（金沢星稜大学　人間科学部）

■ 災害関連セッション 　9月16日（土）　17:10 〜 18:10　第2会場

 　　　コーディネーター：日本小児心身医学会災害対策委員長　北山　真次（姫路市総合福祉通園センター）

災害関連セッション：災害時の子どものメンタルヘルス〜実践と平時からの準備〜

1．新潟県の経験から

　日本小児心身医学会災害対策委員　田中　　篤（長岡赤十字病院　小児科）
2．東日本大震災の支援からみえる子どものこころの動き

　日本小児心身医学会災害対策委員　福地　　成（みやぎ心のケアセンター）
3． 災害発生時に直接被災地に行けない／行かない立場で，通常業務を行いながら，子どものこころの専門家としてでき

ること

　日本小児心身医学会災害対策委員　小林　穂高（名張市立病院　小児科）

　日本小児心身医学会災害対策委員　洲浜　裕典（翠星会松田病院　精神科・児童精神科）

2日目：9月16日（土）　　第3会場

■ 教育セミナー 6 　9月16日（土）　12:00 〜 13:00　第3会場

 　　　司会：豊島協一郎（元大阪府立羽曳野病院　アレルギー小児科　部長）

気管支喘息の総合根本療法 ―根治を目指して―
　講師：久德　重和（医療法人健育会　久徳クリニック　院長）

　共催：第一薬品産業株式会社



101

子の心とからだ［JJSPP］2017, 26（2）

3日目：9月17日（日）　　第1会場

■ 医師―心理士協働セミナー 　9月17日（日）9:00 〜 11:00　第1会場

 　　　司会：識名　節子（医療法人愛燦会 発達神経クリニック　プロップ）

 　　　　　　大堀　彰子（帝塚山学院大学大学院／こども心身医療研究所）

「治療経過」における医師と心理士の役割分担の在り方について考える
　小児心身医学会　研修委員会　医師―心理士協働セミナー班

　識名　節子 1），大堀　彰子 2），亀田　　誠 3），小林　穂高 4），汐田まどか 5）

　1）発達神経クリニックプロップ　，2）帝塚山学院大学大学院 /こども心身医療研究所，

　3）大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター小児科，4）名張市立病院小児科，5）鳥取県立総合療育センター小児科

　話題提供者

　大学病院小児科　　岡山大学病院小児科，こころクリニック　椙原彰子先生（臨床心理士）

　総合病院NICU　　  加古川中央病院　岡田由美子先生（臨床心理士）

　開業クリニック　　小山小児科　小山佳紀先生（医師）

3日目：9月17日（日）　　第3会場

■ 小児心身医学基礎講座 　9月17日（日）9:00 〜 11:00　第3会場

 　　　司会：大野　貴子（西部島根医療福祉センター）　　　　　

 奥見　裕邦（近畿大学医学部　内科学心療内科部門）

医療面談の基礎「初診から治療導入時に必要なこと」
　小児心身医学基礎講座ワーキンググループ

　大野　貴子 1），奥見　裕邦 2），細木　瑞穂 3），松島　礼子 4），村上佳津美 5）

　1）西部島根医療福祉センター，2）近畿大学医学部　内科学心療内科部門，3）医療法人　細木小児科

　4）済生会茨木病院　小児科，5）近畿大学医学部堺病院心身診療科

1．小児心身症診療において必要な情報をどう得るか？

　汐田まどか（鳥取県立総合療育センター）

2．小児心身症における患者・家族との関係の作り方，診療継続のポイント

　竹中　義人（医療法人たけなかキッズクリニック　理事長）


