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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
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●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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●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
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●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
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●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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●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
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●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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●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
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●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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●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
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●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・稲葉 史恵（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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