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日本発達障害学会第 50 回大会 研究発表日程一覧（2015.6.8） 

ポスター発表（筆頭発表者名） 

あ   朝岡 寛史  P5－04 

旭 秀織  P2－03 

い   五十嵐 一徳  P5－09 

石川 道子  P4－09 

石橋 裕子  P3－02 

一瀬 早百合  P3－10 

伊東 歩  P3－17 

伊藤 卓宏  P2－04 

伊藤 浩  P6－11 

井上 和  P5－05 

井上 和久  P1－07 

井上 雅彦  P5－02 

今枝 史雄  P3－09 

今里 順一  P6－12 

岩田 千亜紀  P1－09 

う   歌代 萌子  P3－16 

え   猿渡 知子  P1－15 

お   大片 久  P6－02 

大久保 直子  P4－05 

太田 貴仁  P6－13 

大谷 博俊  P3－04 

大塚 菜央  P3－13 

大羽 沢子  P5－01 

小笠原 拓  P5－08 

岡本 邦広  P1－12 

奥山 響  P4－04 

落合 俊郎  P6－14 

小野 裕子  P5－14 

か   加戸 陽子  P1－13 

神山 努  P2－13 

川池 順也  P4－14 

川本 孝  P4－13 

菅野 希倭  P4－06 

き   菊池 梓沙  P1－03 

喜多 市太郎  P3－03 

北畑 美奈  P1－18 

北村 弥生  P5－15 

く   草間 栄光  P6－01 

工藤 傑史  P2－18 

熊谷 亮  P5－03 

こ   後藤 隆章  P5－12 

五藤 博義  P4－19 

さ   西郷 俊介  P1－08 

斎藤 遼太郎  P2－11 

佐々木 全  P1－11 

佐藤 健  P5－10 

し   志賀 利一  P5－06 

東海林 智恵  P6－18 

城田 和晃  P3－18 

す   菅 達也  P4－02 

杉岡 千宏  P6－16 

杉中 拓央  P6－03 

鈴木 美代  P4－16 

せ   関 剛規  P2－08 

た   髙田 千鶴  P2－06 

髙橋 悦子  P5－18 

竹井 卓也  P4－10 

武田 俊信  P3－15 

田坂 裕子  P2－05 

田実 潔  P1－04 

楯 雅博  P1－02 

田中 敦士  P3－06 

田中 信子  P6－15 

田中 るみこ  P2－16 

つ   土屋 勇太  P2－02 

て   照喜名 聖実  P3－05 
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と   東俣 淳子  P2－15 

堂山 亞希  P2－09 

トート・ガーボル P2－12 

刀禰 豊  P3－07 

な   永井 恵美  P4－12 

中尾 幹子  P1－06 

中川 栄二  P2－01 

中川 宣子  P3－12 

中嶋 誠  P2－07 

中村 季恵  P3－14 

中村 奈々  P2－17 

名古屋 恒彦  P1－14 

に   西井 孝明  P2－14 

仁科 いくみ  P4－18 

ね   根本 治代  P6－08 

の   信原 和典  P4－17 

は   橋本 鈴世  P4－03 

長谷川 浩子  P6－04 

濱野 倫彦  P1－01 

早川 礎子  P1－17 

林 幸範  P3－01 

早野 留果  P5－16 

原子 はるみ  P4－07 

ひ   披田野 望  P6－05 

平沢 直樹  P6－07 

ふ   藤井 明日香  P3－08 

藤原 大輔  P6－17 

ほ   細川 かおり  P6－09 

ま   眞壁 康二  P5－11 

枡 千晶  P1－05 

町野 千恵子  P5－07 

眞次 浩司  P3－11 

松﨑 泰  P4－11 

松山 郁夫  P1－16 

み   三浦 巧也  P4－08 

水井 樹  P4－01 

宮﨑 義成  P6－06 

も   森 一晃  P5－17 

森 浩平  P6－10 

や   山下 祥代  P4－15 

山根 律子  P1－10 

わ   若林 佑子  P5－13 

渡邉 雅俊  P2－10 

 

 

■ポスター発表日時および会場一覧 

 日時 会場 

ポスター発表 P1 7月 4日（土） 13:30～16:00 

奇数番号発表 14:00～15:00 

偶数番号発表 15:00～16:00 

S105 

ポスター発表 P2 S106 

ポスター発表 P3 7月 5日（日） 9:30～12:00 

奇数番号発表 10:00～11:00 

偶数番号発表 11:00～12:00 

S105 

ポスター発表 P4 S106 

ポスター発表 P5 7月 5日（日） 13:00～15:30 

奇数番号発表 13:30～14:30 

偶数番号発表 14:30～15:30 

S105 

ポスター発表 P6 S106 
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自主シンポジウム 

 

 題目 企画者 日時 会場 

1 強度行動障害に対するスタッフトレーニングをどの

ように進めるか 

―機能分析的アプローチの成果と普及を考える― 

井上 雅彦 

7月 4日（土） 

13:00～15:00 

S403 

2 求められる「共に育ち、学び、暮らす」とは？ 

―障がい者と医療 その３― 
沼尾 孝平 

S404 

3 医療モデルから生活モデルへ 在籍園で保育士が中

心となって行う親子療育教室 

―早期発見⇒早期支援⇒途切れのない支援― 

津田 明美 

7月 4日（土） 

15:15～17:15 

S403 

4 わが国におけるスヌーズレンの実践と研究の展望 

―特別支援学校・障害者支援施設・療育センター・介

護施設における取り組み― 

柳本 雄次 

S404 

5 東京都における特別支援学校のセンター的機能の現

状と課題 

―１０年間の実践を振り返る― 

田中 雅子 

7月 5日（日） 

10:00～12:00 

S403 

6 知的障害者と認知症 

―研究テーマとして新たに浮上した課題を考える― 
志賀 利一 

S404 

7 障害の軽い生徒の就労支援 原 智彦 7月 5日（日） 

13:00～15:00 

S403 

8 インシデント・プロセス法による公開事例検討の試み 高橋 潔 S404 

 


