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日本子ども虐待防止学会第28回学術集会ふくおか大会日本子ども虐待防止学会第28回学術集会ふくおか大会

会場：福岡国際会議場・福岡サンパレス

オープニングセレモニー

●12月10日 （土）9:30～10:00 第1会場 （福岡国際会議場 3F メインホール）

１．開会
２．大会長あいさつ

 小川 厚　 （福岡大学筑紫病院�小児科�教授）
３．理事長あいさつ

 岩佐 嘉彦（一般社団法人日本子ども虐待防止学会　理事長）
４．来賓ビデオあいさつ
５．閉会

行政説明

●12月10日 （土）10:00～10:45 第1会場 （福岡国際会議場 3F メインホール）

１．厚生労働省
 羽野 嘉朗（厚生労働省�子ども家庭局�家庭福祉課�虐待防止対策推進室長）

２．内閣官房こども家庭庁設立準備室
 山口 正行（内閣官房こども家庭庁設立準備室　参事官）

リレー基調講演

●12月10日 （土）10:45～11:30 第1会場 （福岡国際会議場 3F メインホール）

講演１　「「こどもまんなか社会」が目指されている今、JaSPCANにできることは？」
 奥山 眞紀子（一般社団法人日本子ども虐待防止学会　前理事長）

講演２　「児童福祉法のこれから－子どもの権利を支える」
 岩佐 嘉彦　 （一般社団法人日本子ども虐待防止学会　理事長）

福岡大学和太鼓部「鼓舞猿」演奏

●12月10日（土）11:30～12:00 第1会場 （福岡国際会議場 3F メインホール）
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■特別講演■

特別講演 1

●12月10日 （土）13:00～15:00 第1会場 （福岡国際会議場 3F メインホール）

"Best�Practices�for�Prosecuting�Child�Sexual�Abuse:�Lessons�from�the�United�States"�
「性的虐待の刑事手続におけるアメリカでの実践—子どもの司法面接と証人尋問におけるベストプラクティ
スとは—」

座　長： 一宮 里枝子（福岡県福岡児童相談所） 
仲 真紀子　 （国立研究開発法人理化学研究所）

演　者： Thomas D. Lyon（Professor,�University�of�Southern�California�Gould�School�of�Law）
▶抄録：58ページ

特別講演 2

●12月10日 （土）15:50～17:50 第1会場 （福岡国際会議場 3F メインホール）

"Creating�a�listening�culture�to�protect�children�and�young�people-Lessons�from�the�UK-"�
「子ども・若者を守るための傾聴文化の創造～英国の子どもアドボカシーから学ぶ～」

座　　　長：栄留 里美（大分大学福祉健康科学部）
演　　　者：Jane Dalrymple（The�Open�University）
コメンテーター： 堀 正嗣　 （熊本学園大学・子どもアドボカシー学会会長） 

渡辺 睦美（社会的養護経験者）
▶抄録：60ページ

特別講演 3

●12月11日 （日）9:30～11:30 第1会場 （福岡国際会議場 3F メインホール）

"Imagine�a�child�protection�system�with�children�and�families�at�the�center�of�decision-making"�
「子ども虐待対応のパラダイムシフト：子どもと家族が意思決定の中心となるシステムを想像してみよう」

座　　　長：畠山 由佳子（神戸女子短期大学）
演　　　者：Lisa Merkel-Holguin（�Associate�Professor,�Kempe�Center�for�the�Prevention�and�Treatment�

of�Child�Abuse�and�Neglect,�Department�of�Pediatrics,�University�of�

Colorado�School�of�Medicine）
指定討論者： 藤林 武史（西日本こども研修センターあかし） 

鈴木 浩之（立正大学�社会福祉学部）
▶抄録：62ページ
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■大会長企画シンポジウム・大会企画シンポジウム■

大会長企画シンポジウム

●12月10日 （土）15:50～17:50 第4会場 （福岡国際会議場 2F 203）

「医療者と他機関を結ぶ BEAMS�～医療者以外にお届けする虐待医学の基礎知識～」

企画者： 小川 厚　　 （福岡大学筑紫病院�小児科） 
仙田 昌義　 （総合病院国保旭中央病院�小児科）

座　長： 小川 厚　　 （福岡大学筑紫病院�小児科） 
岡田 邦之　 （おかだこどもの森クリニック�小児科）

発表者： 仙田 昌義　 （総合病院国保旭中央病院�小児科） 
小橋 孝介　 （鴨川市立国保病院） 
溝口 史剛　 （群馬県前橋赤十字病院�小児科） 
石倉 亜矢子（函館中央病院�小児科） 
木下 あゆみ（四国こどもとおとなの医療センター�小児科） 
浅井 鈴子　 （兵庫県立尼崎総合医療センター�こども家族支援室）

▶抄録：64ページ

大会企画シンポジウム 1

●12月10日 （土）13:00～15:00 第4会場 （福岡国際会議場 2F 203）

「社会的養護のもとにある子どもと養育者への介入における複雑性心的外傷後ストレス障害診断の意義」

企画者：山下 洋　　 （九州大学病院�子どものこころの診療部）
発表者： 加茂 登志子（日本 PCIT 研修センター） 

大江 美佐里（久留米大学�精神科） 
山根 謙一　 （九州大学病院�子どものこころの診療部） 
堀川 直希　 （のぞえの丘病院）

▶抄録：66ページ
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大会企画シンポジウム 2

●12月10日 （土）15:50～17:50 第3会場 （福岡国際会議場 2F 202）

「「サポートプラン」を用いた市区町村のケースマネジメントを考える�～家族と創り、誂える支援に向けて～」

企画者：福井 充　　 （福岡市こども家庭課）
発表者： 小泉 誠　　 （調布市子ども生活部子ども政策課） 

笹井 康治　 （（一社）さくらキャンプ） 
辻本 直子　 （オラシオン相談支援センター） 
畠山 由佳子（神戸女子短期大学）

▶抄録：68ページ

大会企画シンポジウム 3

●12月11日 （日）8:40～10:10 第16会場 （サンパレスホテル＆ホール 2F パレスルーム A）

「子ども虐待対応における保護者支援―対立から協働へー」

企　画　者：堀井 智帆（スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー）
座　　　長：堀井 智帆（スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー）
発　表　者： 栗岡 直也（一般社団法人CENTER�OF�FILDE） 

花田 浩樹（北九州市子ども総合センター） 
当事者 （保護者）�（子どもの一時保護経験のある保護者） 
白川 嘉継（福岡・みずまき母と子の心療所） 
野中 俊一（福岡市立多々良小学校�校長）

指定討論者：安部 計彦（西南学院大学�人間科学部）
▶抄録：70ページ

大会企画シンポジウム 4

●12月11日 （日）9:30～11:30 第3会場 （福岡国際会議場 2F 202）

「周産期からの切れ目のない母子支援で孤立を防ぐ」

企画者： 荒木 俊介　 （産業医科大学） 
山下 洋　　 （九州大学病院�子どものこころの診療部）

発表者： 光田 信明　 （大阪府立病院機構大阪母子医療センター） 
中島 かおり（NPO法人ピッコラーレ） 
久保 陽子　 （NPO法人にこり） 
八坂 知美　 （福岡市立西部療育センター�小児科）

▶抄録：71ページ
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大会企画シンポジウム 5

●12月11日 （日）9:30～11:30 第4会場 （福岡国際会議場 2F 203）

「福岡市における社会的養育の進展とこれから�～官民共働の家庭養育から予防的支援へ～」

企　画　者： 松﨑 佳子　 （NPO法人 SOS 子どもの村 JAPAN・広島国際大学） 
池田 佐知子（西九州大学）

発　表　者： 福井 充　　 （福岡市こども家庭課） 
橋本 愛美　 （認定NPO法人 SOS 子どもの村 JAPAN） 
中村 みどり（NPO法人キーアセット福岡事務所） 
松﨑 剛　　 （社会福祉法人仏心会�福岡子供の家） 
大神 嘉　　 （母子生活支援施設百道寮・産前産後母子支援センターこももティエ）

指定討論者：上鹿渡 和宏（早稲田大学�人間科学学術院・早稲田大学�社会的養育研究所）
▶抄録：73ページ

大会企画シンポジウム 6

●12月11日 （日）9:30～11:30 第17会場 （サンパレスホテル＆ホール 2F パレスルーム B）

「社会的養護の出口とその後」

企画者：安孫子 健輔（NPO法人そだちの樹）
発表者： 渡辺 睦美　 （全国子どもアドボカシー協議会） 

篠塚 利別香（バット博士記念ホーム） 
柴田 亮　　 （青少年の自立を支える福岡の会） 
福本 啓介　 （あすなろサポートステーション） 
小田川 華子（首都圏若者サポートネットワーク）

▶抄録：75ページ
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大会企画シンポジウム 7

●12月11日 （日）12:50～14:50 第3会場 （福岡国際会議場 2F 202）

「社会的養護における子どもアドボカシーのデザイン�～先行自治体の実践に学ぶ～」

企画者： 栄留 里美　 （大分大学�福祉健康科学部） 
安孫子 健輔（NPO法人子どもアドボカシーセンター福岡）

発表者： 栄留 里美　 （大分大学�福祉健康科学部） 
福井 充　　 （福岡市こども家庭課） 
奥村 仁美　 （NPO法人子どもアドボカシーセンターOSAKA） 
佃 あかさ　 （大阪府福祉部子ども家庭局�家庭支援課） 
川瀬 信一　 （一般社団法人子どもの声からはじめよう） 
茂木 健司　 （江戸川区児童相談所） 
安孫子 健輔（NPO法人子どもアドボカシーセンター福岡）

▶抄録：77ページ

大会企画シンポジウム 8

●12月11日 （日）12:50～14:50 第4会場 （福岡国際会議場 2F 203）

「児童相談所での一時保護に対する司法審査のこれから　～一時保護開始時の司法審査導入に向けて～」

企画者：一宮 里枝子（福岡県福岡児童相談所）
発表者： 浜田 真樹　 （浜田・木村法律事務所） 

上川 光治　 （江戸川区児童相談所） 
中村 みどり（Children’s�Views�＆�Voices） 
当事者 （保護者） （子どもの一時保護経験のある保護者） 
橋本 佳子　 （名古屋市中央児童相談所）

▶抄録：79ページ
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大会企画シンポジウム 9

●12月11日 （日）12:50～14:50 第17会場 （サンパレスホテル＆ホール 2F パレスルーム B）

「保育士がソーシャルワークをする意義」

企　画　者：鶴田 智子　 （福岡市こども総合相談センター） 
発　表　者： 竹下 徹　　 （周南公立大学） 

細川 美幸　 （西南学院大学） 
雪野 啓子　 （九州ルーテル学院大学付属黒髪乳児保育園） 
梶谷 優子　 （福岡市教育委員会） 
島岡 佐喜子（阿智村教育委員会�子育て支援室）

指定討論者：佐藤 まゆみ（淑徳大学短期大学部）
▶抄録：81ページ

大会企画シンポジウム 10

●12月11日 （日）15:00～16:30 第1会場 （福岡国際会議場 3F メインホール）

「不適切養育における乳幼児ー親の関係性評価と介入　―Zeanah教授の講義と多職種の臨床スタッフとの
討論－」

企画者： 青木 豊　　 （早稲田社会的養育研究所） 
山下 洋　　 （九州大学病院�子どものこころの診療部）

発表者： Charles H. Zeanah（Professor,�Tulane�University） 
御園生 直美（早稲田社会的養育研究所） 
青木 豊　　 （早稲田社会的養育研究所／あおきメンタルクリニック） 
折谷 妙子　 （神奈川県中央児童相談所） 
山下 洋　　 （九州大学病院�子どものこころの診療部）

▶抄録：83ページ
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■委員会等シンポジウム■

委員会等シンポジウム 1（制度検討委員会ワーキンググループ）

●12月10日 （土）13:00～15:00 第3会場 （福岡国際会議場 2F 202）

「2022年改正児童福祉法の論点」

企画者：柏女 霊峰　 （淑徳大学�総合福祉学部）
発表者： 渡邉 直　　 （千葉県中央児童相談所） 

加藤 曜子　 （流通科学大学・児童虐待防止協会） 
浜田 真樹　 （浜田・木村法律事務所） 
石塚 かおる（児童養護施設つばさ園） 
相澤 仁　　 （大分大学�福祉健康科学部）

▶抄録：85ページ

委員会等シンポジウム 2（虐待予防ワーキンググループ）

●12月10日 （土）13:00～15:00 第5会場 （福岡国際会議場 2F 204）

「児童相談所保健師への期待�―子ども虐待対応への効果的な機能発揮に向けて－」

企　画　者： 渡辺 好恵　 （日本子ども虐待防止学会�虐待予防ワーキンググループ） 
柴山 陽子　 （日本子ども虐待防止学会�虐待予防ワーキンググループ）

報　告　者： 山下 典子　 （高槻市子ども保健課�保健師） 
佐藤 剛　　 （東京都品川児童相談所�児童福祉司） 
田畑 奈津美（川崎市児童相談所�保健師） 
中板 育美　 （武蔵野大学）

指定討論者： 稲垣 由子　 （あかし子どもセンター） 
吉澤 賢治　 （子どもの虹情報研修センター）

▶抄録：87ページ
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委員会等シンポジウム 3（NPO 法人 IBUKI　スポンサードセッション） 
（障害児虐待予防ワーキンググループ）

●12月10日 （土）15:50～17:50 第5会場 （福岡国際会議場 2F 204）

「障害児虐待の実態と虐待予防を踏まえた障害児とその家族支援について」

企 画 者： 小川 厚　　 （福岡大学筑紫病院�小児科） 
米山 明　　 （全国療育相談センター）

司　  会： 有村 大士　 （日本社会事業大学（障害児虐待予防ワーキンググループ）） 
米山 明　　 （障害児虐待予防ワーキンググループ）

発 表 者： 有村 大士　 （日本社会事業大学�社会福祉学部） 
川﨑 二三彦（子どもの虹情報研修センター（JaSPCAN理事）） 
相澤 林太郎（国立児童自立支援施設�国立武蔵野学院） 
北川 聡子 （+虐待当事者）（（社福）麦の子会（障害児虐待予防ワーキンググループ））

指定発言：中田 洋二郎（立正大学名誉教授／日本ペアレントトレーニング研究会代表）
会場からコメント：鷲山 拓男（とよたまこころの診療所／練馬区保健所（嘱託医）／JaSPCAN理事）

▶抄録：89ページ

委員会等シンポジウム 4（子どもの権利を守るワーキンググループ）

●12月11日 （日）9:30～11:30 第5会場 （福岡国際会議場 2F 204）

「意見表明等支援（アドボカシー）事業の円滑な実施に向けて　真に子どもの声を大切にするシステム構築
のためには」

企　画　者： 相澤 仁　　 （大分大学�福祉健康科学部） 
奥山 眞紀子（子どもの虐待防止センター）

コーディネーター：奥山 眞紀子（子どもの虐待防止センター）
発　表　者： 羽野 嘉朗　 （厚生労働省子ども家庭局虐待防止対策推進室） 

畑山 麗衣　 （NPO法人 Giving�Tree） 
河野 洋子　 （大分県こども・女性相談支援センター） 
鈴庄 美苗　 （三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング） 
相澤 仁　　 （大分大学�福祉健康科学部）

▶抄録：91ページ

OD

OD

32



プ
ロ
グ
ラ
ム

委員会等シンポジウム 5（子どもの権利を守るワーキンググループ）

●12月11日 （日）12:50～14:50 第5会場 （福岡国際会議場 2F 204）

「子どもの権利を基盤とした子ども虐待防止活動を展開するために―子どもの権利に関するアンケート調査
から―」

企画者： 相澤 仁　　 （大分大学�福祉健康科学部） 
奥山 眞紀子（子どもの虐待防止センター） 
吉田 恒雄　 （児童虐待防止全国ネットワーク）

コーディネーター：奥山 眞紀子（子どもの虐待防止センター）
発表者： 相澤 仁　　 （大分大学�福祉健康学部） 

掛川 亜季　 （たちかわ市民法律事務所） 
川松 亮　　 （明星大学�人文学部） 
田中 恭子　 （国立成育医療研究センターこころの診療部） 
吉田 恒雄　 （児童虐待防止全国ネットワーク）

▶抄録：93ページ

委員会等シンポジウム 6（専門性構築ワーキンググループ）

●12月11日 （日）15:00～16:45 第4会場 （福岡国際会議場 2F 203）

「児童家庭ソーシャルワーカーに必要な知識と技術�―英国の KSS を参考に―」

企　画　者：増沢 高　　 （子どもの虹情報研修センター）
発　表　者： 増沢 高　　 （子どもの虹情報研修センター） 

井上 直子　 （堺市子ども相談所） 
伏見 真里子（岡山県倉敷児童相談所） 
八木 安理子（同志社大学�心理学部） 
櫻井 良子　 （倉敷市子ども相談センター） 
砂山 真喜子（金沢学院短期大学）

指定討論者：菅野 道英　 （そだちと臨床研究会）
▶抄録：95ページ
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委員会等シンポジウム 7（当事者ユースワーキンググループ）

●12月11日 （日）15:00～16:45 第5会場 （福岡国際会議場 2F 204）

「当事者参画のモヤモヤとこれからーインケア・ユースからの「声」をどう受け止めるか」

企画者：相澤 仁　　 （大分大学�福祉健康科学部）
発表者： インケアユースワークショップ参加者 

中村 みどり（Children's�Views�and�Voices） 
川瀬 信一　 （子どもの声からはじめよう） 
社会的養護経験者 
永野 咲　　 （武蔵野大学） 
橋本 達昌　 （児童家庭支援センター・児童養護施設・子育て支援センター一陽）

▶抄録：97ページ
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■スポンサードセッション■

日本財団スポンサードセッション

●12月11日 （日）13:00～14:30 第1会場 （福岡国際会議場 3F メインホール）

"The�Importance�of�Family�Based�Care�for�Young�Children�
～�Evidence�from�Recent�Research�and�Implications�for�Foster�Carers�Who�Care�for�Young�
Children�~"�
「乳幼児にとっての家庭養育の重要性～国際的なエビデンスと乳幼児を養育する里親への示唆～」

座　　　長：高橋 恵里子（日本財団公益事業部�部長）
基 調 講 演：Charles H. Zeanah（Professor,�Tulane�University） 
指定討論者： 上鹿渡 和宏（早稲田大学�教授、児童精神科医） 

横内 法子　 （福岡市こども総合相談センター�所長）
▶抄録：98ページ

同時通訳 OD
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■大会企画ワークショップ■

大会企画ワークショップ 1

●12月11日 （日）10:20～11:50 第18会場 （サンパレスホテル＆ホール 2F 平安）

"Asking�the�Right�Kind�of�Questions�in�Child�Sexual�Abuse�Interviews"�
「性的虐待の司法面接で適切な質問をするために」

座　長： 一宮 里枝子（福岡県福岡児童相談所） 
仲 真紀子　 （国立研究開発法人理化学研究所）

演　者： Thomas D. Lyon（Professor,�University�of�Southern�California�Gould�School�of�Law）
▶抄録：99ページ

大会企画ワークショップ 2

●12月11日 （日）15:00～16:30 第18会場 （サンパレスホテル＆ホール 2F 平安）

"Families�as�Decision�Makers:�How�to�make�this�possible"�
「家族と共に「子どもの安全安心」を考えるためにー支援プロセスに家族が参加するための実践を考える
ワークショップー」

座　長：畠山 由佳子（神戸女子短期大学）
演　者：Lisa Merkel-Holguin（�Associate�Professor,�Kempe�Center�for�the�Prevention�and�Treatment�of�Child�

Abuse�and�Neglect,�Department�of�Pediatrics,�University�of�Colorado�School�

of�Medicine）
▶抄録：100ページ

OD

※定員：40名限定�（先着順）
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■子ども・若者プログラム■

子ども・若者プログラム
� ※社会的養護経験者や現在社会的養護を受けている者限定プログラム

●12月10日 （土）12:30～15:30 第18会場 （サンパレスホテル＆ホール 2F 平安）

「みんなの「こえ」きかせてワーク」

企画者：中村 みどり（NPO法人キーアセット /CVV）
▶抄録：101ページ
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■教育講演■

教育講演 1

●12月10日 （土）12:30～14:00 第2会場 （福岡国際会議場 2F 201）

「ICTを活用した成育基本法基本的方針の推進：母子保健と思春期のヘルスプロモーション」

座　長：小川 厚　　 （福岡大学筑紫病院�小児科）
演　者：永光 信一郎（福岡大学�医学部小児科�主任教授）

▶抄録：102ページ

教育講演 2

●12月10日 （土）14:10～15:40 第2会場 （福岡国際会議場 2F 201）

「子ども虐待死亡事件裁判における心理鑑定の必要性と意義について」

座　長：藤林 武史（西日本こども研修センターあかし）
演　者：西澤 哲　 （山梨県立大学�人間福祉学部）

▶抄録：102ページ

教育講演 3

●12月10日 （土）15:50～17:20 第2会場 （福岡国際会議場 2F 201）

「「虐待をする親」の理解を深める」

座　長：山下 洋（九州大学病院子どものこころの診療部）
演　者：加茂 登志子（�一般社団法人日本PCIT研修センター�センター長／若松町こころとひふのクリニック）

▶抄録：103ページ

教育講演 4

●12月11日 （日）8:40～10:10 第2会場 （福岡国際会議場 2F 201）

「子どもの虐待における法医学の役割」

座　長：小川 厚　 （福岡大学�筑紫病院小児科）
演　者：久保 真一（福岡大学�医学部法医学教室�教授、日本法医学会�理事長）

▶抄録：103ページ

OD
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教育講演 5

●12月11日 （日）10:20～11:50 第2会場 （福岡国際会議場 2F 201）

「子どもの権利とコミュニケーション ･デザイン」

座　長：小澤 いぶき（認定NPO法人 PIECES�代表理事�/�児童精神科医）
演　者：田北 雅裕　 （九州大学大学院�人間環境学研究院�/�社会福祉士）

▶抄録：104ページ

教育講演 6

●12月11日 （日）13:00～14:30 第2会場 （福岡国際会議場 2F 201）

「自傷と市販薬乱用の理解と援助」

座　長：堀井 智帆（スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー）
演　者：松本 俊彦（国立精神・神経医療研究センター）

▶抄録：104ページ

教育講演 7

●12月11日 （日）15:00～16:30 第2会場 （福岡国際会議場 2F 201）

「トラウマインフォームドケア～児童福祉の現場を “環状島”モデルから考える～」

座　長：柿田 多佳子（長崎純心大学）
演　者：野坂 祐子　 （大阪大学�人間科学研究科�准教授）

▶抄録：105ページ

教育講演 8（倫理・COI 委員会）

●12月11日 （日）15:00～16:30 第3会場 （福岡国際会議場 2F 202）

「倫理・COI 委員会：個人情報保護法改正を受けて、抄録の書き方を考える」

座　長：佐藤 拓代（母子保健推進会議）
演　者：御牧 信義（倉敷成人病センター�小児科）

▶抄録：105ページ
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■ basic lecture ■

basic lecture 1

●12月10日 （土）12:30～14:00 第13会場 （福岡国際会議場 4F 405+406）

「児童福祉法のキホンのキ～子ども福祉保障のためにこれを知らなきゃ始まらない～」

座　長：吉田 幹生（赤坂門法律事務所）
演　者：久保 健二（福岡市こども総合相談センター）

▶抄録：106ページ

basic lecture 2

●12月10日 （土）14:10～15:40 第13会場 （福岡国際会議場 4F 405+406）

「基礎から学ぶ少年法」

座　長：知名 健太郎定信（七燈法律事務所）
演　者：楠田 瑛介（福岡県田川児童相談所）

▶抄録：106ページ

basic lecture 3

●12月10日 （土）15:50～17:20 第13会場 （福岡国際会議場 4F 405+406）

「「社会的養護におけるケアの基本を学ぶ」ーこどものみ・か・た（生い立ちの整理の視点）ー」

座　長：松﨑 剛　 （社会福祉法人仏心会�福岡子供の家）
演　者：山口 修平（一宮学園�生活支援・専門室）

▶抄録：107ページ

basic lecture 4

●12月11日 （日）10:20～11:50 第16会場 （サンパレスホテル＆ホール 2F パレスルーム A）

「市区町村子ども家庭支援における役割と支援のこれから～子ども虐待対応がはじまって18年間を振り返っ
て～」

座　長：鶴田 智子　 （福岡市こども総合相談センター　こども相談企画課）
演　者：八木 安理子（同志社大学�心理学部）

▶抄録：107ページ
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basic lecture 5

●12月11日 （日）13:00～14:30 第16会場 （サンパレスホテル＆ホール 2F パレスルーム A）

「母子保健と虐待予防」

座　長：竹廣 瑞枝（福岡市早良区保健福祉センター）
演　者：中板 育美（武蔵野大学�看護学部）

▶抄録：108ページ

basic lecture 6

●12月11日 （日）15:00～16:30 第16会場 （サンパレスホテル＆ホール 2F パレスルーム A）

「子ども虐待防止に向けた学校でのスクールソーシャルワーカーの役割」

座　長：重永 侑紀（NPO法人子どもNPOセンター福岡代表理事）
演　者：奥村 賢一（福岡県立大学�人間社会学部）

▶抄録：108ページ
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公募シンポジウム

No. タイトル・企画者 日時 会場 抄録
ページ

S-1 第三者評価の準備段階で見えてきた児童相談所一時保護所の法律・制度上で抱える課題
安部�計彦（西南学院大学／日本児童相談業務評価機関）

10日（土）
12:30～
14:00

第6会場 109

S-2 子どもの居場所つくりを進めるために～児童相談所・市区町村との連携をどう進めるか～
川松�亮（明星大学）

10日（土）
12:30～
14:00

第7会場 111

S-3
臨床と研究の融合‐脳科学的視点から子どもの発達を考える.�マスク越しのコミュニケーショ
ンとマルトリートメント
水島�栄（北里大学大学院）

10日（土）
12:30～
14:00

第8会場 113

S-4 チーム学校を形成するAI スクリーニングシステム（発見から支援まで）
山野�則子（大阪公立大学�現代システム科学研究科）

10日（土）
12:30～
14:00

第9会場 115

S-5 ヤングケアラー支援の課題と展望　～児童家庭支援センターの実践から見えてきたこと～
橋本�達昌（全国児童家庭支援センター協議会）

10日（土）
12:30～
14:00

第10会場 117

S-6 入所児童向けのグループワーク実践にまつわる児童自立支援施設と大学の協働について
三垣�明子（大阪家庭裁判所）

10日（土）
12:30～
14:00

第11会場 119

S-7
市区町村家庭支援ケースマネジメントのあり方を考えるー通告を入口とし家庭を支援するシ
ステムの構築と評価
畠山�由佳子（神戸女子短期大学）

10日（土）
12:30～
14:00

第12会場 121

S-8 福岡市におけるCRC親子プログラムの取り組みー民間団体との協働ー
山口�睦美（福岡市こども総合相談センター）

10日（土）
12:30～
14:00

第14会場 123

S-9 沖縄の抱える貧困と虐待。子どもの居場所づくり~民間だからできる事~
一般社団法人ほしおかプロジェクト（ほしおか十色）

10日（土）
12:30～
14:00

第15会場 125

S-10 市町村における新たな家庭訪問型の親子関係形成・再構築支援を目指して
山岡�祐衣（東京医科歯科大学）

10日（土）
12:30～
14:00

第16会場 126

S-11 アフターケアのその先へ～児童福祉によるアフターケアの意義と限界についての考察～
安井�飛鳥（ちば子ども若者ネットワーク／弁護士とソーシャルワーカーの協働を考える会）

10日（土）
12:30～
14:00

第17会場 128

S-12
困難を抱える子どもと家族を支えるラップアラウンドの現場活用�ー自治体における実装を進
めるなかで―
久保�樹里（花園大学）

10日（土）
14:10～
15:40

第6会場 130

S-13
中野区児童相談所　小さな一時保護所の大きな挑戦～SofS・アドボカシー・通学/学習支援・
心理支援～
阪無�勇士（中野区児童相談所／昭和学院短期大学�人間生活学科）

10日（土）
14:10～
15:40

第7会場 132

S-14 法医学を有効活用していただくために：児童福祉法の改正を受けて
内ヶ崎�西作（東京医科大学�基礎社会医学系社会医学法医学分野）

10日（土）
14:10～
15:40

第8会場 134

S-15
「教育の分野から始める児童虐待予防教育」－健全な家庭をつくる教育・フィンランドと日本
の取り組み－
柴田�俊一（常葉大学）

10日（土）
14:10～
15:40

第9会場 135

S-16 社会的養護における「家庭」、「家庭的」について考える　～養育者が紡いでいくもの～
河尻�恵（国立武蔵野学院）

10日（土）
14:10～
15:40

第10会場 137

S-17 ソーシャルペダゴジーの国際的動向からその日本への導入の意義と方法を考える
細井�勇（福岡県立大学）

10日（土）
14:10～
15:40

第11会場 139

S-18
地域の子育て世帯に向けた母子生活支援施設の取組みについて～母子生活支援施設の多機能
化・高機能化に向けた実践～
社会福祉法人�八尾隣保館（荒井�惠一）

10日（土）
14:10～
15:40

第12会場 141

S-19 MY�TREE�母親・父親プログラムによる虐待的言動からの回復
平尾�恭子（関西医療大学）

10日（土）
14:10～
15:40

第14会場 143
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No. タイトル・企画者 日時 会場 抄録
ページ

S-20
社会的養護の最前線から、真のパーマネンシー保障を考える　～施設と児相、協働治療の新
たな取組み～
宗�健太郎（福岡市こども総合相談センター）

10日（土）
14:10～
15:40

第15会場 145

S-21
権利をベースにした、子どもの心とからだを守る予防教育・CAPプログラム�～社会的養護の
現場での実践から～
NPO�法人 CAP�センター・JAPAN（長谷�有美子）

10日（土）
14:10～
15:40

第16会場 147

S-22 福岡市における里親支援専門相談員の役割と課題について里親とともに考える
池田�佐知子（西九州大学）

10日（土）
14:10～
15:40

第17会場 149

S-23
DVケースにおける子どもの安全と福祉につながる家族力動のアセスメントの再考ー加害親の
支配理解に焦点づけてー
増井�香名子（日本福祉大学／大阪公立大学�現代システム科学研究科客員研究員）

10日（土）
15:50～
17:20

第6会場 151

S-24 児童相談所一時保護所職員に行う研修内容とそのあり方を考える
茂木�健司（江戸川区）

10日（土）
15:50～
17:20

第7会場 153

S-25 司法面接（協同面接）の現状と課題－被害を受けた子どもに配慮された刑事手続とは
飛田�桂（飛田桂法律事務所／NPO法人子ども支援センターつなっぐ）

10日（土）
15:50～
17:20

第8会場 155

S-26 「生きる教育」　～ Trauma�Informed�Education�～小野�太恵子（大阪市立田島南小中一貫校）
10日（土）
15:50～
17:20

第9会場 157

S-27
虐待通告窓口の一元化におけるケース振り分けの効果�～子ども家庭総合支援拠点と児童相談
所への振り分けを考える～
鶴田�智子（福岡市こども総合相談センター）

10日（土）
15:50～
17:20

第10会場 159

S-28
子どもから見た面会交流～子どもへの調査結果と、家庭裁判所における面会交流の現状、海
外の法制度から考える～
熊上�崇（和光大学�現代人間学部）

10日（土）
15:50～
17:20

第11会場 161

S-29 児童養護施設等入所型児童福祉施設における児童間性暴力への包括的アプローチに関する研究
遠藤�洋二（関西福祉科学大学）

10日（土）
15:50～
17:20

第12会場 163

S-30 サインズ・オブ・セーフティ・アプローチ実践の検証�－試み
菱川�愛（東海大学）

10日（土）
15:50～
17:20

第14会場 165

S-31 大阪府子ども家庭センターにおける改正特別養子制度への取り組み～弁護士との協働～
前河�桜（大阪府福祉部子ども家庭局）

10日（土）
15:50～
17:20

第15会場 167

S-32 子どもの権利を子どもにどう伝えるか？～福岡市の新・権利ノートの取り組み Part2～
橋本�愛美（SOS子どもの村 JAPAN）

10日（土）
15:50～
17:20

第16会場 169

S-33 出自を知る権利の保障に向けてー養子当事者と支援者の語りを元にー
藤林�武史（西日本こども研修センターあかし）

10日（土）
15:50～
17:20

第17会場 171

S-34
福祉×国語×デザイン「デザイン国語」による�子どもの意思形成・意思表明・意思実現を支
援するレッスン開発と実践
伊藤�嘉余子（大阪公立大学 /NPO法人子どもデザイン教室）

11日（日）
8:40～
10:10

第6会場 173

S-35 児童相談所におけるスーパーバイズシステムのメンテナンスをボトムアップで考える
北谷�多樹子（堺市子ども相談所）

11日（日）
8:40～
10:10

第7会場 175

S-36 子どもの意見表明支援員の役割と機能について
曽我�智史（特定非営利活動法人つなご／尼崎駅前法律事務所（兵庫県弁護士会））

11日（日）
8:40～
10:10

第8会場 177

S-37 医療機関の児童虐待対応と多機関多職種連携のノウハウ（know-how）
城戸�貴史（静岡県立こども病院�地域医療連携室）

11日（日）
8:40～
10:10

第9会場 179

S-38
Re:【2016おおさか】社会的養護を担う人材養成課程においてライフストーリーワークをど
う扱うか？
山本�智佳央（三重県児童相談センター伊賀児童相談所）

11日（日）
8:40～
10:10

第10会場 181

S-39
子ども一人ひとりに適した施設環境について考える：神戸市におけるＨＯＭＥ評価尺度導入
の取り組み
児童養護施設�グイン・ホーム（西森�啓祐）

11日（日）
8:40～
10:10

第11会場 183
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No. タイトル・企画者 日時 会場 抄録
ページ

S-40 COVID-19感染拡大の長期化が社会的養護経験者に与える影響と必要な支援について考える
井出�智博（北海道大学）

11日（日）
8:40～
10:10

第12会場 185

S-41
早期親支援（0～1歳6か月まで）に参加回数を限定した安全な「親支援グループミーティン
グ事業」の効果について
山川�玲子（武蔵野市健康福祉部�グループファシリテーター）

11日（日）
8:40～
10:10

第13会場 187

S-42 体罰・虐待など子どもに対する暴力をなくし子どもの権利を保障するために
森�保道（日本弁護士連合会�子どもの権利委員会）

11日（日）
8:40～
10:10

第14会場 189

S-43
子ども家庭福祉の人材育成としてのスーパービジョンの試み～母子生活支援施設における実
践的取り組みから～
中島�尚美（大阪公立大学大学院�生活科学研究科）

11日（日）
8:40～
10:10

第15会場 191

S-44 性暴力被害病院拠点型ワンストップセンターの包括的支援の展開
佐藤�浩子（NPO法人千葉性暴力被害支援センターちさと／NPO法人女性ネット Saya-Saya）

11日（日）
8:40～
10:10

第18会場 193

S-45 児童相談所一時保護所の効果的な研修パッケージモデルの開発に関する研究
鈴木�勲（名寄市立大学）

11日（日）
10:20～
11:50

第6会場 195

S-46 児童相談所職員による管轄を越えたオンラインピアグループのススメ
吉村�拓美（京都府宇治児童相談所）

11日（日）
10:20～
11:50

第7会場 197

S-47 子どもの権利擁護に対する明石こどもセンターの取り組み
稲垣�由子（明石こどもセンター）

11日（日）
10:20～
11:50

第8会場 199

S-48
養育に向けてのリスクアセスメントを医療機関の看護師と一緒に考えませんか？
川口�めぐみ（地方独立行政法人�大阪府立病院機構�大阪母子医療センター）�
楢木野�裕美（大阪信愛学院大学）

11日（日）
10:20～
11:50

第9会場 201

S-49 ライフストーリーワークに導くための日常生活の土壌づくり
才村�眞理（大阪ライフストーリー研究会）

11日（日）
10:20～
11:50

第10会場 203

S-50
児童家庭支援センターによる要保護児童の在宅支援の現状�―2021年度児童家庭支援センター
の全国調査の報告―
武田�玲子（明治学院大学）

11日（日）
10:20～
11:50

第11会場 205

S-51 「児童福祉施設における性教育実践」―性教育実践と生活支援―山口�修平（一宮学園）
11日（日）
10:20～
11:50

第12会場 207

S-52 虐待防止をめざした地域拠点型多胎支援活動ーコロナ禍における妊娠期からの取り組みー
服部�律子（神戸女子大学）

11日（日）
10:20～
11:50

第13会場 209

S-53 地域でつなぐ保護者支援
山下�雅子（ふくおか子どものこころサポート研究所�共同代表）

11日（日）
10:20～
11:50

第14会場 211

S-54 虐待の連鎖を断ち切るDV被害女性とその子どもへの同時並行心理教育「びーらぶプログラム」
小柴�久子（NPO法人山口女性サポートネットワーク）

11日（日）
10:20～
11:50

第15会場 213

S-55
移行期にある子どもとの対話をすすめるために�ー当事者ユースが作成した絵本の現場での活
用に向けて
畑山�麗衣（NPO法人 Giving�Tree）

11日（日）
13:00～
14:30

第6会場 215

S-56 性虐待の被害児が受けるべき系統的全身診察はどこで受けられるのか
田上�幸治（神奈川県立こども医療センター／NPO�法人子ども支援センターつなっぐ�代表理事）

11日（日）
13:00～
14:30

第7会場 217

S-57 アタッチメントについての実践　～地域生活・一時保護・施設入所の各ステージにおいて～
服部�隆志（大阪府岸和田子ども家庭センター）

11日（日）
13:00～
14:30

第8会場 219

S-58 中核市だからこそできる支援�―基礎自治体による児童相談所設置が目指すもの―
川並�利治（金沢星稜大学）

11日（日）
13:00～
14:30

第9会場 221

S-59
言葉と絵を用いた子ども、家族、援助者の共働化を目指す実践～子どもへの説明責任と意見
表明支援～
小林�美和（桜美林大学／弁護士）

11日（日）
13:00～
14:30

第10会場 223
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S-60
児童福祉施設内「性的問題」に対する予防・教育・対策について多方面からの報告と議論を
行う
小木曽�宏（東京経営短期大学）

11日（日）
13:00～
14:30

第11会場 225

S-61 福岡市におけるショートステイ活用の在宅支援～ソーシャルワーク上の課題～
松﨑�佳子（SOS子どもの村 JAPAN）

11日（日）
13:00～
14:30

第12会場 227

S-62 コロナ禍でニーズの高まるにんしん SOSの質の高い支援を目指して
佐藤�拓代（一般社団法人全国妊娠 SOSネットワーク・公益社団法人母子健康推進会議）

11日（日）
13:00～
14:30

第13会場 229

S-63
市民から社会を変えよう：市民と専門家が協働する子ども虐待ゼロの地域づくりへ
キタ�幸子（�東京大学大学院�医学系研究科健康科学・看護学専攻家族看護学分野／東京大学大

学院�医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター�ヘルスクオリティ
アウトカムリサーチ分野）

11日（日）
13:00～
14:30

第14会場 231

S-64 虐待予防に寄与する「第三の居場所」の取組み
加賀谷�悠（認定特定非営利活動法人カタリバ）

11日（日）
13:00～
14:30

第15会場 233

S-65 孤立する若年妊産婦に対する居場所支援の現状と課題�ー3団体の実践から考えるー
中島�かおり（NPO法人ピッコラーレ）

11日（日）
13:00～
14:30

第18会場 235

S-66
心理職が児童福祉司を経験することで見えてきたもの　－児童相談所の心理職の人材育成に
ついて考える②－
衣川�修平（京都府宇治児童相談所）

11日（日）
15:00～
16:30

第6会場 237

S-67
児童相談所における性的虐待対応と3機関協同面接の課題　～子どもの福祉を守る機関として
果たす役割～
鈴木�浩之（立正大学）

11日（日）
15:00～
16:30

第7会場 239

S-68 子どもと精神障がいを抱えた親の支援
中村�知英（北九州市子ども総合センター）

11日（日）
15:00～
16:30

第8会場 241

S-69 一時保護・施設入所措置中の子どもとの面会通信制限
藤田�香織（日本弁護士連合会）

11日（日）
15:00～
16:30

第9会場 242

S-70
子どもの意見表明支援のこれから�～児童福祉におけるアドボカシー活動の専門性の確立にむ
けて～
石田�賀奈子（立命館大学）

11日（日）
15:00～
16:30

第10会場 244

S-71
児童養護施設における児童相談所と協働した性問題の予防と関係性支援のためのグループワー
クの取り組み
小澤�永治（九州大学大学院�人間環境学研究院）

11日（日）
15:00～
16:30

第11会場 246

S-72
家庭養育推進自治体モデルプロジェクトの意義と課題～３歳未満里親委託率７５％と在宅家
庭支援への挑戦～
上鹿渡�和宏（早稲田大学�人間科学学術院／早稲田大学�社会的養育研究所）

11日（日）
15:00～
16:30

第12会場 248

S-73
トリプル Pによる新型コロナウイルス影響下での育児支援�～オンライン活用の試みとその効
用～
柳川�敏彦（南紀医療福祉センター／トリプル Pジャパン）

11日（日）
15:00～
16:30

第13会場 250

S-74 子どもたちを守るためにできること～地域との継続的な連携を考える～
今村�真美（訪問看護ステーション�縁�小島）

11日（日）
15:00～
16:30

第14会場 252

S-75
非行の課題を抱える子どもの支援～子どもの権利を基盤として児童福祉，少年司法，教育の
連携のありかた～
楠田�瑛介（福岡県田川児童相談所）

11日（日）
15:00～
16:30

第15会場 254
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一般演題　口頭発表

児童福祉施設１   
 ●12月10日（土）12:30～13:40 第20会場（サンパレスホテル＆ホール 4F 第3会議室）

座長：井出 智博（北海道大学大学院 教育学研究院）

No. タイトル・演者 抄録
ページ

O-1 児童養護施設・乳児院における心理療法の現状と課題～心理療法室に注目して～
滝口�晶穂（児童発達支援センター育つ力） 256

O-2 被虐待児童の家族再統合に向けた家族プログラムー子どもは何を求めているのかー
社会福祉法人風と虹�筑後いずみ園（小山�龍太 ) 256

O-3 児童養護施設における施設心理職による心理コンサルテーションの効果に関する研究
李�瀟瑩（大阪公立大学） 257

O-4 施設の多機能化を目指して�～きょうと里親支援・ショートステイ事業拠点（ほっとはぐ）の取り組み～
武田�由（社会福祉法人積慶園�きょうと里親支援・ショートステイ事業拠点（ほっとはぐ）） 257

O-5 社会的養護のケアリーバーの子育ての実態調査と支援の展開～国立武蔵野学院の退所生への調査から～
関根�祥子（国立武蔵野学院）

258

医療１・教育   
 ●12月10日（土）12:30～13:54 第21会場（サンパレスホテル＆ホール 4F 第5会議室）

座長：森吉 研輔（北九州市立八幡病院小児総合医療センター）

No. タイトル・演者 抄録
ページ

O-6 両親の離婚により娘への虐待を防ぎえた１例
松田�麗子（肥前精神医療センター）

259

O-7 RS-MSM尺度の開発　愛着と解離の視点からの他者評価尺度
堀内�愛佳（大阪大学大学院�連合小児発達学研究科／岩手県教育委員会）

259

O-8 母親の双極性感情障害と子ども虐待～精神科診療からみた家族の社会的擁護～
梶原�眞理（社会医療法人�聖ルチア会�聖ルチア病院）

260

O-9 家族機能が脆弱で愛着の問題を抱えた一例�－心の成長に対してプレイセラピーが担った役割を振り返る－
河合�愛美（飯塚病院�臨床心理室） 260

O-10
虐待による受傷で入院となった幼児Aとの２ヶ月間　～遊びを介してこころをつなぎ、多職種で支援をつな
ぐ～
西山�織江（飯塚病院�臨床心理室）

261

O-11 DVから家族を守る　16年半の寄り添い
田中�祐子（永寿総合病院） 261
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児童福祉施設２・里親・養子縁組   
 ●12月10日（土）14:10～15:20 第20会場（サンパレスホテル＆ホール 4F 第3会議室）

座長：野村 れいか（九州大学大学院人間環境学研究院）

No. タイトル・演者 抄録
ページ

O-12 チーム養育を推進する研修プログラムの開発�－里親、里親支援専門相談員が真のチームとなるために－
中島�美那子（茨城キリスト教大学） 262

O-13 思春期児童における、虐待の種類とトラウマ症状の関連
水木�理恵（福島県立医科大学／甲南大学大学院　人文科学研究科） 262

O-14 児童自立支援施設におけるグループワークの実践が児童に与えた影響とその要因
三垣�明子（大阪家庭裁判所） 263

O-15 児童自立支援施設におけるCOVID-19クラスター発生時の実態と課題について
小鷲�宏昭（横浜家庭学園） 263

O-16 横浜家庭学園（児童自立支援施設）における食形態に関する研究（集団・家族舎給食の児童職員の評価）
社会福祉法人�幼年保護会�横浜家庭学園（勝�健） 264

司法・子育て支援１・民間団体・その他   
 ●12月10日（土）14:10～15:34 第21会場（サンパレスホテル＆ホール 4F 第5会議室）

座長：神薗 淳司（社会医療法人聖ルチア会 聖ルチア病院）

No. タイトル・演者 抄録
ページ

O-17 ネグレクト死亡事例における虐待親の認知要因についての研究ー事例のメタ分析を用いた類型化の試みー
橋本�和明（国際医療福祉大学）

265

O-18 弱いきずなでゆるやかにつながり続ける～コロナ禍の乳幼児虐待予防のための新たなコミュニケーション設計
大島�由起雄（NPO法人きずなメール・プロジェクト）

265

O-19 精神疾患を有する者の家族まるごと支援：精神保健福祉士と子ども支援者の家族支援連携における意識の比較
谷口�恵子（東京福祉大学）

266

O-20 児童虐待死亡事例の裁判記録等を用いた分析結果からの考察
齋藤�知子（帝京平成大学）

266

O-21 子どもの家庭内性被害を早期発見する見立ての枠組み：�文献調査による既存理論と全国調査結果の統合的整理
坂本�次郎（株式会社AiCAN） 267

O-22 深夜徘徊し死亡するに至った10代の子を持つ母親に世間が与えた影響―環状島モデルを用いた考察―
木村�由美（聖隷クリストファー大学大学院�社会福祉学研究科修了生）

267
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児童相談所１   
 ●12月10日（土）15:50～17:00 第20会場（サンパレスホテル＆ホール 4F 第3会議室）

座長：松﨑 佳子（NPO 法人 SOS 子どもの村 JAPAN・広島国際大学）

No. タイトル・演者 抄録
ページ

O-23 通告前のアウトリーチ的対応の必要性について～特定妊婦、新生児、乳児の事例をとおして～
瀧�恵子（静岡県東部児童相談所） 268

O-24 子ども虐待事案に関連する保護者やDV加害者対応に関する意識について
髙井�由起子（関西学院大学） 268

O-25 演題取下げ 269

O-26 世田谷区児童相談所保健師の活動報告～児童相談所保健師業務マニュアル作成・活用と実際～
松岡�佳美（世田谷区児童相談所） 269

O-27 A県で発生した児童虐待事案及び面前DV事案と自治体規模との関連
齊藤�友子（大分大学�教育学部�生活・技術小講座） 270

子育て支援２・市町村   
 ●12月10日（土）15:50～17:14 第21会場（サンパレスホテル＆ホール 4F 第5会議室）

座長：仲野 宏子（産業医科大学産業保健学部）

No. タイトル・演者 抄録
ページ

O-28
市民リーダーを対象にしたこども虐待の研修プログラムの開発と知識・認識・行動への効果検証：前後比較
試験
キタ�幸子（�東京大学大学院�医学系研究科健康科学・看護学専攻家族看護学分野／国立成育医療研究センター

研究所政策科学研究部）

271

O-29 死亡事件の類型から考える児童虐待防止政策～新聞記事と地方自治体報告書の分析から～
清水�克之（広島県社会福祉士会）

271

O-30 15歳以上の被虐待児からみる長期支援のあり方を考える
加藤�曜子（流通科学大学） 272

O-31 児童虐待に関する実態調査（子はたからプロジェクト）
特定非営利活動法人ひだまりの丘（生川�真悟）

272

O-32
「不適切養育下にある子どもの精神的回復を保障する方策とは」～2021年度　東京都自治体への調査研究か
ら～
寺出�壽美子（特定非営利活動法人日本子どもソーシャルワーク協会）

273

O-33 豊橋市における子ども家庭相談体制強化の取り組み　～死亡事例からの10年を振り返って～
北村�充（豊橋市こども若者総合相談支援センター）

273
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児童相談所２   
 ●12月11日（日）8:40～9:50 第20会場（サンパレスホテル＆ホール 4F 第3会議室）

座長：小澤 永治（九州大学大学院人間環境学研究院）

No. タイトル・演者 抄録
ページ

O-34
児童福祉司ピアグループ活動におけるグループ発展過程―フォーカスグループインタビューの計量テキスト
分析
弦間�亮（京都府宇治児童相談所／立命館大学人間科学研究科）

274

O-35 人口減少社会に対応する児童相談所の業務最適化�- データサイエンスを利用した相談業務を中心に -
和田�一郎（獨協大学） 274

O-36 児童相談所における児童福祉司新任者育成プロセスの課題
田中�聡子（県立広島大学） 275

O-37 児童相談所長調査にみる児童福祉司育成環境の課題
松宮�透高（県立広島大学） 275

O-38 児童虐待通告の都道府県差 :�人口密度を用いた相関分析
松田�昌史（日本電信電話株式会社） 276

医療２   
 ●12月11日（日）10:20～11:30 第20会場（サンパレスホテル＆ホール 4F 第3会議室）

座長：賀来 典之（九州大学病院救命救急センター）

No. タイトル・演者 抄録
ページ

O-39 作業療法士がおこなう児童虐待予防の種類：実践エピソードの質的記述的分析
後藤�健太郎（三浦市立病院�診療支援部�リハビリテーション科／神奈川県立保健福祉大学大学院�博士前期課程）

277

O-40 当院における要保護委員会活動12年間の振り返り
五十嵐�登（富山県立中央病院�小児科） 277

O-41 小児急性期病院における児童虐待の実態検証および虐待後の家族の心情理解
野田�千恵（宇治徳洲会病院�看護部）

278

O-42 「養育支援体制加算」取れていますか？　2020年 CPT全国調査の結果報告田上�幸治（神奈川県立こども医療センター／NPO法人子ども支援センターつなっぐ） 278

O-43 千葉大病院家族支援チーム（Family�Support�Team：FAST）が介入した家庭内事故例の検討
久保田�姫子（千葉大学大学院�医学研究院法医学）

279

49



プ
ロ
グ
ラ
ム

医療３   
 ●12月11日（日）13:00～14:10 第20会場（サンパレスホテル＆ホール 4F 第3会議室）

座長：荒木 俊介（産業医科大学 小児科）

No. タイトル・演者 抄録
ページ

O-44 医療機関における子ども虐待の予防的アプローチ~特定妊婦対応部会（PCPT）の立ち上げとCPTとの連携~
原田�雅子（県立広島病院） 280

O-45 千葉大学病院における「養育支援体制加算」の算定実績と課題
横内�宣敬（千葉大学医学部附属病院�患者支援部） 280

O-46 要保護児童対策地域協議会周産期ネットワーク部会の取り組み
平田�瑛子（大阪母子医療センター�看護部） 281

O-47 性虐待が疑われる事例での性感染症評価に係る医学的根拠の検討
髙瀬�泉（山口大学大学院�医学系研究科／性暴力救援センター・大阪（SACHICO）） 281

O-48 性的虐待被害児を見守る体制の限界点とこどもの明るい未来をつなぐには？
高橋�英城（東京医科大学病院） 282

母子保健   
 ●12月11日（日）15:00～16:10 第20会場（サンパレスホテル＆ホール 4F 第3会議室）

座長：猪谷 生美（佐賀大学医学部）

No. タイトル・演者 抄録
ページ

O-49 子育て世代包括支援センターにおける児童虐待への組織的対応力の強化
秋鹿�弥由紀（野田市保健センター）

283

O-50 公民連携による虐待予防への新たな取り組み�～低出生体重児に特化した乳幼児健診の活動報告～
田中�祥一朗（飯塚病院）

283

O-51 児童虐待予防の最前線で活動する保健師の専門性向上をめざした研修 -10年間の取り組みから
上野�昌江（関西医科大学）

284

O-52 母子メンタルヘルスクリニックのシステム化の有用性に関する検討
林�由季子（九州大学病院）

284

O-53 妊娠期における父親支援プログラムの開発－日本版 BPP アウトラインの明確化
上田�泉（札幌医科大学�保健医療学部看護学科 /専攻科公衆衛生看護学専攻） 285
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一般演題　ポスター発表

 ●ポスター展示：12月10日（土）９:00～12月11日（日）17:15 
 ●フリーディスカッション：12月10日（土）17:30～18:30 
 ●ポスター会場（福岡国際会議場５F 501）

児童相談所 
No. タイトル・演者 抄録

ページ

P-1 児童相談所一時保護所の職員研修における子どもの遊び・生活、環境構成の視点についての一考察
仙田�考（田園調布学園大学大学院） 286

P-2
東京都児童相談センター治療指導課（ぱお）感覚統合プログラムにおける作業療法士と心理職のコラボレー
ション
遠藤�佳蓮（�東京都児童相談センター�治療指導課／国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専

攻作業療法学分野修士課程）

286

P-3 被虐待・ネグレクト乳幼児の精神病理の3軸評価法（CAT-P）施行後の支援者への影響
福榮�太郎（横浜国立大学） 287

P-4 米国マニュアルからみるDVケースの児童福祉実践への示唆②�―ワーカーの安全に焦点付けて―
増井�香名子（日本福祉大学／大阪公立大学現代システム科学研究科客員研究員） 287

P-5 当児童相談所管内のヤングケアラーについての関係者の意識調査と対応について
瀧�恵子（静岡県東部児童相談所）

288

P-6
米国マニュアルからみるDVケースの児童福祉実践への示唆①ー対応の変遷及び親と子どもの面接に関する
検討ー
岡本�正子（大阪府衛生会附属診療所）

288

P-7 家庭復帰後の再措置までの期間および関連要因についての文献調査
平田�悠里（子どもの虹情報研修センター）

289

P-8 東京都児童相談センター一時保護所におけるトラウマインフォームドケアの取り組み
竹原�祥子（東京都杉並児童相談所） 289

P-9 子どもの癒しと成長を支える関わり方　～子ども中心の支援モデルの妥当性と信頼性の検証～
阪無�勇士（昭和学院短期大学／中野区一時保護所）

290

P-10 虐待死亡事例等検証報告書における提言の分析～テキストマイニングを活用して～
三宅�伸也（岡山県津山児童相談所／一般社団法人こころの研究所レタス）

290

P-11 演題取下げ 291
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教育 
No. タイトル・演者 抄録

ページ

P-12 性的虐待予防プログラムにおける効果的な構成内容の重要性～�Child�Protection�Unit との比較～
木村�秀（共立女子大学） 292

P-13 保護者によるエデュケーショナル・マルトリートメントの研究（1）―保護者の特徴の質的分析―
大西�将史（福井大学�教育学部） 292

P-14 大学生における体罰容認傾向の性差の背景要因�その2―攻撃性の調整効果―
福井�義一（甲南大学） 293

P-15 要保護児童に教育が担ってきた福祉的役割について�―産業革命期イギリスにおける学校に焦点を当てて
安永�千里（神奈川県大磯町教育委員会） 293

P-16
特別支援教育における「児童虐待」との関係に関する研究（2）�－教職養成課程学生の意識調査等を中心とし
て－
石橋�裕子（帝京科学大学）

294

P-17 保育者による不適切な保育に関する研究（１）－保育者のとらえる同僚保育士の不適切な保育の分析－
大西�薫（岐阜聖徳学園大学�短期大学部） 294

医療 
No. タイトル・演者 抄録

ページ

P-18 大阪市こども相談センター一時保護所における新型コロナウイルス感染症対策とクラスター発生時の対応
呉�由香（大阪市北部こども相談センター） 295

P-19 ネグレクト疑いのある子どものリハビリを通して、多職種連携に繋がった例
武�和宏（鹿児島医療生活協同組合�国分生協病院）

295

P-20 未妊婦健診且つ墜落分娩にて出生し当科に入院した３例の検討と課題
田島�大輔（唐津赤十字病院�小児科）

296
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児童福祉施設 
No. タイトル・演者 抄録

ページ

P-21 児童自立支援施設における性教育の現状と課題　－包括的性教育プログラムの構築に向けた実態調査－
岩田�智和（和歌山県立仙渓学園／大阪教育大学） 297

P-22 児童養護施設における若手心理療法担当職員が抱える困難：一人職場に焦点を当てて
細野�眞珠（社会福祉法人�慶育会�児童養護施設�茨城育成園） 297

P-23 母子生活支援施設における暴力再現予防に心理職が関与した事例の考察―児童福祉分野の心理臨床⑧
古賀�美由紀（社会福祉法人真生会白百合パークハイム） 298

P-24 性教育委員会の活動を支える要因の検討～児童養護施設におけるインタビューを通じて～
吉澤�弘明（埼玉性的虐待研究会／児童養護施設　ケヤキホーム） 298

P-25 10年間の支援実践から見た母子生活支援施設入所世帯の状況（その1）
中山�純子（母子生活支援施設） 299

P-26 措置変更時期の乳幼児に対する施設養育者の支援過程�～長期的な視点から乳幼児と養育者の関係性に着目して
森末�一代（日本女子大学大学院�家政学研究科�児童学専攻） 299

P-27 児童養護施設職員の要因と思春期の子どものメンタルヘルスの関連
水木�理恵（福島県立医科大学／甲南大学） 300

P-28 暴力の連鎖を防ぐ「環境及び他者の関わり」に関する研究－施設入所児童の暴力に対する職員の姿勢・対応－
廣澤�愛子（福井大学）

300

司法 
No. タイトル・演者 抄録

ページ

P-29 子ども虐待被害者／サバイバーの困りごと／ニーズ～法的接合をを目指すために～
真田�悠生（九州大学大学院）

301

母子保健 
No. タイトル・演者 抄録

ページ

P-30 乳幼児健診未受診の背景と虐待に関する文献研究
緒方�万里子（子どもの虹情報研修センター）

302

P-31 不妊治療を受けた母親の出産・子育て期の心理・現状と課題
草間�真由美（NPO子どもの虐待防止ネット・にいがた） 302

P-32 「にんしん SOS」相談から見えてきたこと　第8報～地域保健機関との連携を振り返る～佐々木�歩（大阪母子医療センター�母子保健調査室）
303

P-33 過去10年間の千葉大学・国際医療福祉大学における嬰児・胎児の法医解剖例の概況
千葉�文子（千葉大学大学院�医学研究院�法医学／東京大学大学院医学系研究科　法医学）

303
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子育て支援 
No. タイトル・演者 抄録

ページ

P-34 マルトリートメントへの認識と情動に関する実験的手法を用いた調査
岡田�紗苗（上智大学�総合人間科学研究科心理学専攻） 304

P-35 ICT 活用による保育現場での虐待予防アセスメントツールの開発
灰谷�和代（静岡福祉大学） 304

P-36 ある母子生活支援施設におけるオープンダイアローグ導入の実践報告
石川�宏江（社会福祉法人�たすけあいゆい） 305

P-37 精神疾患合併妊婦への妊娠期からの育児支援～常勤の精神科医がいない分娩施設を中心とした支援について～
関根�富美子（越谷市立病院�産科病棟助産師） 305

市町村 
No. タイトル・演者 抄録

ページ

P-38 要対協管理ケースに見られるアルコール関連問題のある家庭についての考察（その２）
荻野�勝己（尼崎市子どもの育ち支援センター）

306

P-39 市町村レベルでの親子支援の現状についての報告　―3年間の市町村調査を元に―
大澤�ちひろ（明石市教育委員会）

306

里親・養子縁組 
No. タイトル・演者 抄録

ページ

P-40 里親支援センターにおける里親・養子縁組家庭への真実告知・ライフストーリーワーク個別支援の試み
平田�修三（仙台青葉学院短期大学） 307

P-41 里子養育中に経験された里親の健康課題：里親による手記の質的分析
梅田�麻希（兵庫県立大学�地域ケア開発研究所）

307

P-42 発達障害のある子どもの養親を対象としたペアレント・トレーニングの開発
古川�恵美（兵庫県立大学／畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター） 308

P-43 Ofsted の実践にみる子どもへの支援およびケアの評価に関する一考察
山口�敬子（京都府立大学）

308

その他 
No. タイトル・演者 抄録

ページ

P-44 被虐待経験といじめ被害・加害経験の関連―大学生における回顧的研究―
堀�孝司（甲南大学大学院�人文科学研究科）

309
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パネル展示参加団体

 ●パネル展示：12月10日 （土） 12:00～12月11日 （日） 16:30 
        ●福岡国際会議場 ３F メインホール前

No. 団体及びグループ名

PN-01 特定非営利活動法人子どもセンターてんぽ

PN-02 特定非営利活動法人子どもの虐待防止ネットワーク・しが

PN-03 全国児童家庭支援センター�協議会

PN-04 認定NPO法人�児童虐待防止協会

PN-05 子どもの虹情報研修センター

PN-06 NPO子ども支援センターつなっぐ

PN-07 西日本こども研修センターあかし

PN-08 奈良児童虐待防止ネットワーク「きずな」

PN-09 東京都市大学�人間科学部�児童学科�宮川哲弥

PN-10 日本児童相談業務�評価機関

PN-11 NPO法人にこり

PN-12 特定非営利活動法人�ふくおかこどもの虐待防止センター

PN-13 特定非営利活動法人子どもNPOセンター福岡

PN-14 特定非営利活動法人�トリプル�P�ジャパン

PN-15 国立大学法人東京学芸大学�こどもの学び困難支援センター

PN-16 NPO法人あなたのいばしょ

PN-17 社会福祉法人子どもの虐待防止センター

PN-18 特定非営利活動埼玉子どもを虐待から守る会
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No. 団体及びグループ名

PN-19 特定非営利活動法人 SOS子どもの村

PN-20 国立武蔵野学院附属人材育成センター

PN-21 特定非営利活動法人�ひだまりの丘

PN-22 いちほの会

PN-23 特定非営利活動法人にじいろCAP

PN-24 早稲田大学�社会的養育研究所

PN-25 一般社団法人�福祉とデザイン

PN-26 NPO法人ファンクショナルタッチペアレンティング協会

PN-27 一般社団法人日本子ども虐待医学会

PN-28 沖縄の子どもと家族・支援者の未来を明るくする会（OCFS）

PN-29 一般社団法人�無憂樹

PN-30 日本子ども虐待防止学会�国際活動委員会

PN-31 認定ＮＰＯ法人チャイルドファーストジャパン

PN-32 NPO法人千葉性暴力被害支援センターちさと

PN-33 NPO法人女性ネット Saya-Saya
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