
第 21回 

日本子ども健康科学会学術大会 

（子どもの心・体と環境を考える会） 

Japanese Society of Health Science for Children 

 

子どもの『いのちの輝き（QOL）』をめざして！ 

 

大会長  柴田玲子 

（聖心女子大学） 

 

 

会 期   2020年 3月 7日（土）9：30受付～18：30 

3月 8日（日）8：30受付～16：30 

会 場  聖心女子大学 ３号館宮代ホール 他 

〒150-8938 東京都渋谷区広尾 4-3-1 

最寄り駅：東京メトロ日比谷線 広尾駅下車4番出口 徒歩 5 分 

後 援  厚生労働省・文部科学省・株式会社ジアース教育新社 

聖心女子大学・聖心女子大学心理教育相談所 
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ご 挨 拶 

 

 第 21回日本子ども健康科学会学術大会を 2020年 3月 7日（土）8日（日）、聖心女子大学で開催

させていただくことになりました。 

メインテーマは「子どもの 『いのちの輝き（QOL）』 をめざして！」といたしました。これは、子

どもを取り巻く環境が著しく変化するなか、総合的な視野を必要とする取り組み方が重要であろうと

考えられ、本学会を設立された故飯倉洋治教授（昭和大学医学部）の熱きこころの原点に立ち戻りた

いと思ったからです。 

この実現のために、家庭、学校、医療機関、地域社会などにおいて、子どもたちに関わる大人が、

子どもたちの困難に気づき、子どもたちの 『いのちの輝き（QOL）』のためにいかに適切に対応して

いけばよいのかを考える場、具体的に役立つ知識、情報、理論、技法を学べる機会となるようなプロ

グラムを企画いたしました。 

子どものQOL（Quality of Life）を『いのちの輝き』と意訳した先人たちの心意気に想いをはせ、 

初日は、基調講演に細谷亮太先生（聖路加国際病院）に長年のご経験から得られた知見を基にお話し

いただき、シンポジウム１では、「子どもと家族にやさしい医療」について今の医療現場の実態を踏ま

えながら子どもたちとその家族のために、何ができるかを細谷先生にも加わっていただき、討論して

いただきます。その後、5つのワークショップに分かれて、具体的な技法を学べる場を設けました。 

２日目は、特別講演として長く発達障害に関わってこられた齊藤万比古先生（恩賜財団母子愛育会

愛育研究所）に「発達障害の心を育む治療」についてのお話をいただきます。次に本学会の理事でも

あります奥山眞紀子先生（子どもの虐待防止センター）に教育講演をお願いし、次のシンポジウム２

「子どもと家族を守る社会」に繋いでいただき、これからの社会の中でどのように子どもを守ってい

けばよいのか、お立場の違う先生方、指定討論の高橋惠子先生、そしてフロアの皆様にも加わってい

ただき、ご検討いただきます。今、大人の私たちにできることを、講演者、シンポジスト、発表者、

参加者の皆さまとともに考えていただけることを願っています。 

聖心女子大学では、旧独立行政法人国際協力機構（JICA）の跡地に4号館/聖心グローバルプラザが

オープンし、２つの学寮も新しくなりました。また、通称パレス（旧久邇宮邸の御常御殿）が国の  

登録有形文化財に指定され、古きものを維持しながらも新しいことに挑戦しつつあります。都心にあ

りながら緑も多く、決して大きくはありませんが坂を登れば静かな空間が拡がります。 

「子どもファースト」の方々に、ぜひこの地にご参集いただき、それぞれの方が抱えている困難を

分かち合い、先生方の知恵を結集して、真の学際的な協力対応策を考えていきたいと思います。 

 なお、本大会では、日本小児科学会小児科専門医と日本医療保育学会の資格認定更新単位となる他、

今大会から初めて日本臨床心理士資格認定協会の承認学術団体として承認されましたので、関連学会

の資格更新ポイント（p.10）をご参照の上、申請してください。 

大会準備委員一同、皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。 

  

2020年2月   

第21回日本子ども健康科学会学術大会   

大会長 柴 田 玲 子   
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Ⅵ．会場のご案内 

 

 

 

 

  …自動販売機 

   ・学食内 

・1号館1階 レクリエーションルーム内 

   ・3号館1階 学生ラウンジ横 

  

会場はこちら 

日赤医療センター前（バス停）  
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３号館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１階 

宮代ホールロビー 

 ・受付 

 ・クローク 

宮代ホール 

 ・基調講演 

 ・特別講演 

  ・教育講演 

  ・シンポジウム１ 

  ・シンポジウム２ 

  ・口頭発表 

  ・総会 

 

 学生ラウンジ 

  ・ポスター発表 

 

…自動販売機 

１階 

【WS 5】 

キワニス 

ドール 

【WS 3】 

CARE 

【WS 1】 

臨床動作法 

・【WS 2】 

JASPER 

・理事会 

【WS 4】 

MIM 

休憩室 

４階 

３４０教室  

・【WS 1】ワークショップ1 

（臨床動作法） 

３４１教室 

・【WS 2】ワークショップ2 

（JASPER） 

・理事会 

３４２教室  

・【WS 3】ワークショップ3 

（CARE） 

３４３教室 

・【WS 4】ワークショップ4 

（MIM） 

３４４教室 

・【WS 5】ワークショップ5 

（キワニスドール） 

４階 

 

学食 

 

 

クローク 講師控室 

２号館へ 

車寄せ 

受付 

 

ロビー 

シンポジウム 

打合せ 

EV 

EV 

本部 

(２号館１階１５番教室) 
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 大会日程表 

 

9:30 受付・クローク
【宮代ホールロビー】

14:05～16:35
シンポジウム1
【宮代ホール】

16:40～18:30
ワークショップ
【3号館4階
340,341,342,343,344】

10:00 基調講演 打ち合わせ
【宮代ホール前 講師控室】

9:30 ポスター・口頭発表
受付 開始

【宮代ホールロビー】

11:00～12:00 基調講演
【宮代ホール】

13:00～14:00 教育講演
【宮代ホール】

16:30 閉会式
【宮代ホール】

（16:45 クローク終了）

（16:30 受付終了）

13:00 ポスター撤去 締め切り

12:10 教育講演 打合せ
【宮代ホール前講師控室】
12:10　シンポジウム2打ち合わせ

【３号館４階348】

8:50～9:30 一般演題
ポスター発表【学生ラウンジ】

12:10～13:00 一般演題
ポスター発表【学生ラウンジ】

9:35～10:30 一般演題
口頭発表【宮代ホール】

10:35～12:05 特別講演
【宮代ホール】

12:05～12:30 休憩

12:30～13:00 総会
【宮代ホール】

20:30

17:00

18:00

（18:45 クローク終了）

18:45～20:30 情報交換会
【学食】

14:00

15:00

16:00

14:00～16:30
シンポジウム2【宮代ホール】

（14:30 受付終了）

12:00

13:00

10:30 ポスター・口頭発表

受付 締め切り

12:00～12:10 休憩

13:05～14:00 一般演題
口頭発表【宮代ホール】

12:30 シンポジウム1打ち合わせ

【３号館４階348】

第2日目　3月8日（日）

7:30

8:00

10:00

11:00

会議・打ち合わせ

7:45～8:45　理事会

【３号館４階341】

会議・打ち合わせ

10:30～11:00 大会長講演
【宮代ホール】

タイムテーブル タイムテーブル

9:00

8:30 受付・クローク
【宮代ホールロビー】

第1日目　3月7日（土）

8:30～8:40
ポスター・口頭発表 受付

【宮代ホールロビー】

9:00 特別講演 打ち合わせ
【宮代ホール前 講師控室】
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プログラム 

第 1日目 3月7日（土） 

9:30～16:30 受 付 

10:30～11:00 大 会 長 講 演 「子どもの『いのちの輝き（QOL）』とは」 

柴田 玲子（聖心女子大学） 

座 長  大矢 幸弘（国立成育医療研究センター） 

11:00～12:00 基 調 講 演 「子どもの「いのち」の輝き―小児科医として生きて―」 

細谷 亮太（聖路加国際病院） 

座 長  柴田 玲子（前掲） 

12:00～12:10 休 憩 

12:10～13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:05～14:00 

一 般 演 題 ＜ポスター発表＞ 

 座 長  伊藤 浩明（あいち小児保健医療総合センター） 

         根本 芳子（昭和大学） 

A1-1【保育園における幼児期の子どもの観察調査―「気になる」子どもに着目して―】 

〇神代 亜美 

A1-2【ソーシャル・サポートが小中学生の学級適応感に及ぼす影響について】 

〇丸山 愛華律 

A1-3【思春期の「居場所環境」とQOLとの関連】 

〇松井 春奈 

A1-4【母親のストレス対処行動「SBC」の開発から, 10年が経過した後に実施した母親 

のストレス対処行動の検討～母親の子育て支援には終止符が打たれたのか？～】 

〇近喰 ふじ子，廣田 敬乃，梅原 碧 

A1-5【病気の子どもの絵画・箱庭・物語づくりに見る「いのちの輝き」～病弱教育に 

おける自立活動の実践を通して～】 

〇角田 哲哉 

一 般 演 題 ＜口頭発表＞ 

 座 長  中山 健夫（京都大学大学院） 

         高橋 裕子（京都大学大学院） 

B1-1【小児期発症疾患を有する患者の成人期への移行支援ツール：文献レビュー】 

〇佐藤 優希，落合 亮太，盛一 享徳，石﨑 優子，中山 健夫 

B1-2【超低出生体重児の思春期および若年成人期における健康関連QOLについて】 

〇盛一 享徳，河野 由美，平野 慎也，平澤 恭子，豊島 勝昭， 

廣瀬 悦子，高柳 俊光，長 和俊 

B1-3【児童福祉施設における子どもの問題行動とQOL】 

〇坪井 裕子，鈴木 伸子，野村 あすか，松本 真理子， 

森田 美弥子 
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B1-4【10歳児の自己評価による思春期開始判断の精度について】 

〇西里 美菜保，齋藤 麻耶子，堀川 玲子，内木 康博，伊藤 善也， 

井原 健二，前田 美和子，岩淵 敦，山本 貴和子，大矢 幸弘 

B1-5【子どもの頃の家族関係認知が成長後のメンタルヘルスに与える影響―健常群と 

臨床群の母子ペアデータの比較―】 

〇水本 深喜，齋藤 尚大，立花 良之 

14:05～16:35 シンポジウム１ 「子どもと家族にとってやさしい医療」 

指定討論者  細谷 亮太（前掲） 

シンポジスト  佐々木 祥子（東京都看護協会） 

田中 大介（昭和大学） 

田中 恭子（国立成育医療研究センター） 

         松嵜 くみ子（跡見学園女子大学） 

小林 秀幸（厚生労働省子ども家庭局母子保健課） 

 座 長  横田 雅史（帝京平成大学） 

16:40～18:30 ワークショップ 

WS 1【子どもの心身の健康に生かす臨床動作法】 

鶴  光 代（東京福祉大学） 

WS 2【JASPER：発達障害の子どもとの遊びを通したコミュニケーション】 

黒田 美保（名古屋学芸大学） 

WS 3【CARE：行動療法を基にした子どもとの温かな関係を築くコミュニケーション 

方法】 

細金 奈奈（愛育クリニック） 

WS 4【読みのつまずきの早期把握・早期支援：多層指導モデルMIM】 

海津 亜希子（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所） 

WS 5【キワニスドール：病気の子ども達の不安を和らげるドール作り】  

細田 久雄（東京キワニスクラブ） 

18:45～20:30 情 報 交 換 会  進 行  神前 裕子（聖心女子大学） 
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第 2日目 3月8日（日） 

 

7:45～8:45 理 事 会 

8:30～14:30 受 付 

8:50～9:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:35～10:30 

一 般 演 題 ＜ポスター発表＞ 

 座 長  下条 直樹（千葉大学大学院） 

         浅野 みどり（名古屋大学大学院） 

A2-1【中学生の母親への自己開示傾向と「折れない心」（レジリエンス）の関連】 

〇緑川 涼音，松嵜くみ子 

A2-2【女子大学生が認知する親の夫婦間葛藤が子の精神的健康に及ぼす影響―レジリ 

エンスとの関連に着目して―】 

〇大角 梓 

A2-3【夕食の共食機会が少ない中学生の行動変容に繋がる健康行動目標の検討】 

〇大曽 基宣 

A2-4【発達障害患者の家族支援 －家族会立ち上げに向けての取り組み報告－】 

〇反町 絵美 

 

一 般 演 題 ＜口頭発表＞ 

 座 長  津田  彰（久留米大学大学院） 

         神 山  潤（東京ベイ・浦安市川医療センター） 

B2-1【発達障害の臨床心理士と医師の協働によるアウトリーチ型早期介入：臨床心理士 

の立場から】 

〇山口 豊一，久保田 健夫，松嵜 くみ子 

B2-2【発達障害の臨床心理士と医師の協働によるアウトリーチ型早期介入：医師の立場 

から】 

〇久保田 健夫，山口 豊一，腰川一惠，鈴木由美，大熊光穂， 

松嵜くみ子 

B2-3【「枠付けプレイセラピー」の経験から得た発達障害児の理解】 

〇梅原 碧，近喰 ふじ子 

B2-4【食物アレルギーがある子どもたちのポジティブな感情と経験】 

〇伊藤 真菜，楳村 春江，和泉 秀彦，竹田 剛，宇理須 厚雄， 

伊藤 浩明 

B2-5【食物アレルギーをもつ学童期患児のセルフ・コントロールについて】 

〇大音 莉果，佐治 里恵，星川 理美，溝口 礼菜，楳村 春江， 

伊藤 浩明 
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10:35～12:05 特 別 講 演 「発達障害の心を育む治療」 

齊藤 万比古（恩賜財団母子愛育会愛育研究所） 

座 長  柴田 玲子（前掲） 

12:05～12:30 休 憩 

12:30～13:00 総 会 

13:00～14:00 教 育 講 演 「これからの社会の中でいかに子どもを守るか」 

奥山 眞紀子（子どもの虐待防止センター） 

座 長  松嵜 くみ子（前掲） 

14:00～16:30 シンポジウム２ 「子どもと家族を守る社会」 

指定討論者  高橋 惠子（聖心女子大学） 

シンポジスト  鳫  咲 子（跡見学園女子大学） 

         山本 貴和子（国立成育医療研究センター） 

中村 崇江（自治医科大学 とちぎ子ども医療センター） 

増子 孝徳（弁護士法人のぞみ法律事務所） 

副島 賢和（昭和大学） 

座 長  奥山 眞紀子（前掲） 

16:30 
閉 会 式  柴田 玲子（前掲） 

次回第22回大会長挨拶  伊藤 浩明（あいち小児保健医療総合センター） 
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参加者へのご案内 

① 受付 

・受付場所は3号館1階 宮代ホールロビーです。 

・受付時間は以下の通りです。 

  2020年 3月7日（土）9：30～16：30 ／ 3月8日（日）8：30～14：30 

 

② 参加費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・当日参加の方は、受付にて参加費をお支払いください。 

  ・事前申し込みをされても払込みが確認できなかった場合には、事前申し込みが完了されており

ませんのでご確認ください。確認している場合はメールが届きます。 

  ・参加費には抄録集代が含まれております。別途購入希望の方には、1 冊 1,000 円で販売いたし

ます。数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。 

・日本医療保育学会会員の方は、関連学会として会員参加費でお申し込みいただけます。 

・参加証（領収書兼用）に、氏名、所属をご記入の上、常にお付けください。 

 

③ 関連学会の資格更新ポイント 

・本学会への参加により、以下のポイントを取得いただけます。 

＜日本小児科学会 小児科専門医認定単位＞ 

▶ 対象演題 ： 各1単位（小児科領域講習（iii）） 

     〔対象演題〕基調講演、シンポジウム１、特別公演、教育講演 

＜日本医療保育学会 資格認定更新単位＞ 

    ▶ 講演者・シンポジスト・座長・発表者 ： 10単位 

 ▶ 演題発表（口頭発表・ポスター発表）の筆頭演者 ： 10単位 

＜日本臨床心理士資格認定協会 資格更新ポイント＞ 

▶ 参 加 ： 2ポイント 

▶ 発 表 者 ： 4ポイント 

▶ シンポジスト・指定討論者・司会者 ： 3ポイント 

 

 事前申し込み 当日参加 

会員 4,000円 5,000円 

非会員 6,000円 8,000円 

学生 

※学生証をご持参ください。 
1,000円 1,000円 

情報交換会 3,000円 3,000円 
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④ 情報交換会 

   日時：3月7日（土）18：45～20：30 

   場所：聖心女子大学 学食 

   会費：3,000円 

 

⑤ 本学会の年会費・入会手続き 

・年会費のお支払いや、入会手続きは、当日に受付にて承ります。 

・入会費は無料で、年会費は、正会員5,000円、学生会員（大学院生含む）3,000円です。 

※学生の方は学生証をご提示ください。 

 

🔸クローク 

 ・クロークは3号館1階 宮代ホールロビー入口横（準備室A）に設置しております。 

 ・ご利用時間は以下の通りです。 

   2020年3月7日（土）9：30～18：45 ／ 3月8日（日）8：30～16：45 

 

🔸書籍・企業展示 

 ・3号館1階 宮代ホールロビーにて、書籍・企業の展示を行っております。 

 

🔸昼食・休憩 

・昼食はご持参ください。持参されたものやゴミなどは各自でお持ち帰りください。 

・3号館4階テラス・346教室・347教室を開放しております。ご自由にご利用ください。 

 ・会場の宮代ホール内は飲食禁止となっております。 

 ・自動販売機は、学食内、レクリエーションルーム内（1号館1階）、学生ラウンジ横（3号館1階）

に設置されております。 

 

🔸撮影について 

 ・大会当日は腕章をつけたスタッフが記録のために撮影することがあります。本大会のすべてのプ

ログラムについて、スタッフ以外の方の写真撮影・ビデオ撮影・SNS 等への配信を禁止します。 

 

🔸喫煙について 

 ・敷地内はすべて禁煙となっております。喫煙所はございません。 

 

🔸駐車場  

・構内に駐車スペースはございません。公共交通機関をご利用ください。ご事情のある方は、大会

本部まで事前にご連絡ください。 

 

🔸大会本部  

2号館1階15番教室 
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発表者へのご案内 

 

🔸基調講演・教育講演・特別講演 

①発表担当の先生方は、到着後に受付へお立ち寄りください。 

②基調講演・教育講演・特別講演の事前打合せは、3 号館 1 階宮代ホール前の講師控室（準備室

B）にて行います。 

③会場にはPC、プロジェクターが設置されております。講演開始前に、会場にてプレゼンテーシ

ョンの動作確認をお願い致します。使用アプリケーションはWindows 10 / Office 2016です。 

  ④プレゼンテーション原稿（配布資料のある方はそれらも含めたもの）を 2 月 27 日（木）まで

に添付ファイルにて大会事務局あてにお送りください。ファイル名には必ず演者名をお入れく

ださい。（E-mail：jshsc21th@gmail.com） 

  ⑤発表時間は、基調講演・教育講演は60分、特別講演は90分を予定しております。 

  ※時間は大会日程表をご覧ください。 

 

🔸シンポジウム 

①発表担当の先生方は、到着後に受付へお立ち寄りください。 

②シンポジウムの事前打合せは、3号館4階348教室にて行います。 

③持ち時間はお一人15分を予定しております。 

※時間は大会日程表をご覧ください。 

 

🔸ワークショップ 

  ①各担当の先生方は、到着後に受付へお立ち寄りください。 

②ワークショップは、3号館4階の下記の教室で行います。 

【WS 1】340教室/【WS 2】341教室/【WS 3】342教室/【WS 4】343教室/【WS 5】344教室 

③会場にはPC、プロジェクターが設置されております。会場にて動作確認をお願い致します。使

用アプリケーションはWindows 10 / Office 2016です。 

  ④ワークショップの配布資料を 2 月 27 日（木）までに添付ファイルにて大会事務局あてにお送

りください。ファイル名には必ず演者名をお入れください。（E-mail：jshsc21th@gmail.com） 

  ⑤時間は1時間50分を予定しております。 

 

🔸一般演題（口頭発表） 

①発表者の方は以下の時刻までに受付（於：宮代ホールロビー）にて参加受付および発表データ

の提出を済ませて下さい。その際に発表者リボンをお渡しします。 

【受付・データ提出締切】7日（土）10：30まで ／ 8日（日）8：40まで 

②口頭発表会場は3号館1階 宮代ホールです。 

  ③お一人の持ち時間は10分（発表・質疑応答を含む）です。 
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🔸一般演題（ポスター発表） 

①発表者の方は以下の時刻までに受付（於：宮代ホールロビー）およびポスターの掲載を済ませ

て下さい。受付にて発表者リボンと画鋲をお渡しします。 

【受付・掲載締切】7日（土）10：30まで ／ 8日（日）8：40まで 

※発表日にかかわらず、7日（土）9：30から受付・掲載可能です。 

  ②ポスター発表会場は3号館1階 学生ラウンジです。 

  ③ポスター発表パネルの大きさは横180cm×縦90cmです。横長になっていますのでご注意くだ

さい。 

④パネルの最上部に、発表題目、発表者名、所属を記入した表題（横120cm×縦15cm程度）を

貼って下さい。 

  ⑤所定のセッションでは、座長の進行に従ってください。お一人の持ち時間は10分（発表・質疑

応答を含む）です。該当日の時間帯は、なるべくポスターの前で質疑に応じて下さい。 

  ⑥発表終了後、以下の時刻までにポスターを撤去して下さい。残された掲示物があった場合は 

事務局にて撤去させていただきます。 

【撤去締切】8日（日）13：00まで 
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