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内山登紀夫 知的・発達障害における福祉
と医療の連携 市川宏伸（編） 

福祉と医療の
連携における

方向性 
金剛出版 東京 2019 印刷中 

内山登紀夫 第5章 発達障害と療育 市川宏伸（編） 

発達障害の
早期発見と
支援へつな
げるアプロ

ーチ 

金剛出版 東京 2018 71-86 

内山登紀夫 Part1 総説編 A.総論 発達
障害とはなにか 内山登紀夫 

子ども・大人
の発達障害
診療ハンド
ブック 

中山書店 東京 2017 2-5 

佐々木康栄,
内山登紀夫 

Part1 総説編 A.総論 3.
支援の原則 内山登紀夫 

子ども・大人
の発達障害
診療ハンド
ブック 

中山書店 東京 2017 47-54 

内山登紀夫 Part1 総説編 B.年代別に
発達障害を診る 5.成人期. 内山登紀夫 

子ども・大人
の発達障害
診療ハンド
ブック 

中山書店 東京 2017 
84-89 

 

内山登紀夫,
川島慶子,鈴
木さとみ 

Part1 総説編 C.周辺の問
題 10.災害時の反応と対応 内山登紀夫 

子ども・大人
の発達障害
診療ハンド
ブック 

中山書店 東京 2017 145-149 

内山登紀夫 
Part3 発達障害データ集 
 [スクリーニングツール]
 b.質問紙（AQ, SRS, 他） 

内山登紀夫 

子ども・大人
の発達障害
診療ハンド
ブック 

中山書店 東京 2017 252-254 

内山登紀夫,
宇野洋太,蜂
矢百合子 

Part3 発達障害データ集 
11.診断・評価ツール [診断
ツール] b.DISCO 

内山登紀夫 

子ども・大人
の発達障害
診療ハンド
ブック 

中山書店 東京 2017 261-262 

内山登紀夫,
鈴木さとみ 

Part3 発達障害データ集 
11.診断・評価ツール [診断
ツール] e.ASDI  

内山登紀夫 

子ども・大人
の発達障害
診療ハンド
ブック 

中山書店 東京 2017 269-270 

内山登紀夫 1 発達障害の疫学 総論 内山登紀夫 発達障害支
援の実際 医学書院 東京 2017 2-6 

宇野洋太,高
梨淑子,内山
登紀夫 

2 診断とその方法 診断総論
－主な症状と特徴 内山登紀夫 発達障害支

援の実際 医学書院 東京 2017 38-42 

内山登紀夫 面接の進め方と注意すべき
事項 内山登紀夫 発達障害支

援の実際 医学書院 東京 2017 43-49 



内山登紀夫,
宇野洋太,鈴
木さとみ 

2 診断とその方法 ASDの診
断ツール A ASDとDISCO  内山登紀夫 発達障害支

援の実際 医学書院 東京 2017 49-54 

稲田尚子,黒
田美保,内山
登紀夫 

2 診断とその方法 ASDの診
断ツール C CARS-2 内山登紀夫 発達障害支

援の実際 医学書院 東京 2017 63-65 

内山登紀夫,
宇 野 洋 太 ,
佐々木康栄 

3 その他の精神疾患の合
併・鑑別 自閉症スペクトラ
ム（ASD）とその他の発達障
害の合併 

内山登紀夫 発達障害支
援の実際 医学書院 東京 2017 70-75 

宇野洋太,高
梨淑子,内山
登紀夫 

3 その他の精神疾患の合
併・鑑別 発達障害とその他
の精神・身体疾患との合併 

内山登紀夫 発達障害支
援の実際 医学書院 東京 2017 76-83 

内山登紀夫 4 発達障害と問題行動 問題
行動総論. 内山登紀夫 発達障害支

援の実際 医学書院 東京 2017 84-86 

宇野洋太,高
梨淑子,内山
登紀夫. 

5 発達障害の支援の原則 TE
ACCHとSPELLの原則. 内山登紀夫 発達障害支

援の実際 医学書院 東京 2017 108-113 

内山登紀夫 6 発達障害の支援方法 支援
方法総論 内山登紀夫 発達障害支

援の実際 医学書院 東京 2017 122-123 
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内山登紀夫 
【切れ目のない発達障害児者支
援を目指して】発達障害児者支援
と犯罪  

発達障害研究 40(1) 1-10 2018 

内山登紀夫 
【大人の発達障害】大人の発達障
害 適切な診断と過小診断、それ
ぞれのリスク  

総合病院精神医学 30(2) 98-106 2018 

内山登紀夫 【診断と治療のABC[130]発達障
害】代替治療  最新医学 別冊(発

達障害) 195-196 2018 

内山登紀夫 【発達障害の作業療法】(第1章)
総論 発達障害とは 

作業療法ジャーナ
ル 52(8) 694-701. 2018 

内山登紀夫,川島慶子,
福留さとみ,柄谷友香 

原発災害がもたらしたもの:福島
の精神保健の現状と課題 子ども
のメンタルヘルスへの影響 

精神神経学雑誌 特別号 S463 2018 

内山登紀夫,川島慶子,
福留さとみ,志賀利一 

【発達障害の人の社会参加-大人
になって幸せになるために-】 大
人の発達障害の課題と支援 中年
期から老年期まで視野にいれて 

LD 研究 27(1) 40-46. 2018 



内山登紀夫,川島慶子 成人期以降の自閉症スペクトラ
ムの課題と支援 老年精神医学雑誌 29(増刊

II) 84 2018 

志賀利一,内山登紀夫,
川島慶子,福留さとみ 

成人期発達障害者の生活実態に
関する調査 発達障害者支援セン
ターの新規相談者の実態調査か
ら 

国立のぞみの園紀
要 (11) 124-140. 2018 

稲田尚子,内山登紀夫 

【小児科医ができる発達検査・心
理検査】 発達障害の検出に活用
する検査 CARS(小児自閉症評定
尺度) 

小児内科 50(9) 1403-1405 2018 

鈴木さとみ,内山登紀
夫 

【統合失調症と双極性障害ある
いは自閉症スペクトラムの関連
性】統合失調症と自閉症スペクト
ラムの行動特徴 

精神科 32(3) 265-272 2018 

松葉佐 正 障害児施設の査察について 小児保健研究 77(6) 497-499 2018 

小澤 温 放課後等デイサービスの現状と
課題 

地域リハビリテ
ーション 13（10） 738-741 2018 

小澤 温 放課後等デイサービスの現状と
課題 小児保健研究 77(3) 227-229 2018 

安達 潤 
発達障害の検出に活用する検査P
ARS-TR（親面接式自閉スペクトラ
ム症評定尺度テキスト改訂版） 

小児内科 50(9) 1406-1409 2018 

堀口寿広 診療のなかでの実施上の注意 小児内科 50(9) 1337-1342 2018 

Mahdi, S., Albertows
ki, K…Uchiyama,T,… 

 

An International Clinical Stu
dy of Ability and Disability 
in Autism Spectrum Disorder U
sing the WHO-ICF Framework 

J Autism Dev Di
sord 48(302) 1–16 2018 

内山登紀夫 

ライフステージに応じた発達障
害の診断、治療、支援 発達障害
の不適応、対応困難ケースの発生
予防と危機介入について 

日本社会精神医学
会雑誌 26(1) 42-47 2017 

Tadashi Matsubasa, e
t al., 

Medically dependent Severe Mo
tor and Intellectual Disabili
ties: Time study of medical c
are 

Pediatrics Inter
national 59 714-717 2017 

 
 
 


