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資料 3 検討会議実施報告 

 

1．第 1 回検討会議 

日 時：2018 年 5 月 19 日（土） 15：00~  キックオフミーティング 

場 所：昭和大学附属烏山病院 リハビリテーションセンター 

参加者：40 機関（77 名）※表１参照 

 

検討内容： 

・拠点機関候補になりうる参加機関から現状と課題について報告された。拠点医療機関に

求められるものとして、正しい診断が出来る体制と診断後のフォローアップの意味合い

でのデイケアの整備や地域特性、地域規模を考慮にいれたシステムづくり、ネットワー

クづくりとその可視化が必要であろうとの意見が出された。 

 

表１：2018年5月19日（土）キックオフミーティング 参加者名簿 

 機関名 所在地 参加者 (敬称略) 

1 
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 

障害福祉課 障害児・発達障害者支援室 
東京 

田中尚樹(発達障害施策調整官) 

加藤永歳(発達障害対策専門官) 

2 
東京都 福祉保健局 障害者施策推進部 

精神保健医療課 （生活支援担当） 
東京 

森健太朗 

郡司翔太郎 

3 北海道大学 北海道 齊藤卓弥(Dr) 

4 
昭和大学附属烏山病院/昭和大学発達障害医療研

究所 
東京 

中村元昭(Dr)、太田晴久(Dr)、横井英樹

(CP）、五十嵐美紀（PSW）、小峰洋子

(CP)、水野健(OT)、小森さやか(事務) 

5 公益財団法人神経研究所附属 晴和病院 東京 

加藤進昌(Dr)、依田浩介(OT)、田川杏那

（CP）、牧山優（CP）、今井美穂

（CP）、反町絵美（CP）、川嶋真紀子

（CP）、髙橋里衣奈(心理士)、三好千代

美(事務) 

6 
医療法人社団心劇会 さっぽろ駅前クリニック 

北海道リワークプラザ 
北海道 横山太範(Dr)、大濱信昭(PSW) 

7 札幌学院大学 臨床心理学部臨床心理学科 北海道 手代木理子(CP) 

8 札幌市南区保健福祉部  北海道 中西香織(Dr) 
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 機関名 所在地 参加者 (敬称略) 

9 
特定医療法人さっぽろ悠心の郷ときわ子ども発

達センター 
北海道 舘農勝(Dr) 

10 公益財団法人金森和心会 針生ヶ丘病院 福島 
髙橋澄子（CP）、畠山祥史（CP）、柳

沼さとり（Ns） 

11 
国立障害者リハビリテーションセンター 

発達障害情報・支援センター 
埼玉 与那城郁子(CP) 

12 国立障害者リハビリテーションセンター病院 埼玉 
鈴木繭子（CP）、篠原あずさ(精神保健

福祉士) 

13 一橋大学保健センター 東京 丸田伯子(Dr)、河合雅代(心理士) 

14 医療法人社団光生会 平川病院 東京 
平川淳一（Dr）、渡部洋実(Dr)、井出学

(CP)、畦地良平(CP) 

15 医療法人社団草思会 錦糸町クボタクリニック 東京 染谷かなえ(CP)  

16 医療法人社団雄仁会 メディカルケア虎ノ門 東京 
五十嵐良雄(Dr)、福島南(事務長・デイケ

ア所長) 

17 株式会社 Kaien 東京 鈴木慶太、西河知子 

18 東京都立小児総合医療センター 東京 
桜井優子(Dr)、坂本真由美（保育士・

PSW)、田中哲（Dr） 

19 吉祥寺病院 東京 市川郁夫(Dr) 

20 成仁病院 東京 音羽弘将(PSW)、熊倉寿美(保健師) 

21 山田病院 東京 山田多佳子(Dr) 

22 ハートクリニック横浜 神奈川 柏淳(Dr) 

23 
医療法人社団和敬会谷野医院 総曲輪デイケアセ

ンター 
富山 谷野芙美子(Dr)、伏木一恵（PSW） 

24 
地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立

北病院 
山梨 辻貴司(OT)、有泉加奈絵(OT) 

25 JA 長野厚生連 佐久総合病院 長野 深澤桂樹(CP)、新津由香（OT） 

26 岐阜県発達障害支援センター 岐阜 丹羽伸也(Dr) 

27 愛知県精神医療センター 愛知 
大村豊(Dr)、原口留里(PSW)、立松昌憲

(CP) 

28 金城学院大学 愛知 定松美幸(Dr) 

29 滋賀県立精神医療センター 滋賀 加藤郁子(OT)、渡部良子(Ns) 

30 滋賀県立精神保健福祉センター 滋賀 堀川裕之（CP） 
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 機関名 所在地 参加者 (敬称略) 

31 医療法人栄仁会 宇治おうばく病院 京都 市田忍(OT) 

32 京都府精神保健福祉総合センター 京都 中嶋義幸(Dr)、香河博子(OT) 

33 地方独立行政法人 岡山県精神科医療センター 岡山 
西村大樹(CP)、来住由樹(Dr)、初鳥日美

(OT)、藤田純嗣郎(CP) 

34 医療法人翠星会 松田病院 広島 梶原利彦(OT) 

35 徳島県精神保健福祉センター 徳島 石元康仁（Dr) 

36 医療法人一条会 渡川病院 高知 吉本啓一郎(Dr) 

37 医療法人社団飯盛会 倉光病院 福岡 窪田佳美(CP) 

38 医療法人へいあん 平安病院 沖縄 平安良次(CP) 

39 東京都立精神保健福祉センター  東京 平賀正司 

40 千歳烏山メンタルクリニック   東京 平 幸司(Dr) 

 

2．第２回検討会議 

日 時：2018 年 5 月 19 日（土） 18：00~  成人発達障害支援研究会世話人会 

参加者：加藤進昌(公益財団法人 神経研究所)、横山太範（さっぽろ駅前クリニック）、

大村豊(愛知県精神医療センター)、山﨑順子(東京都発達障害者支援センター

TOSCA)、泊裕子（愛知県精神医療センター）、柏淳(ハートクリニック横浜)、

金樹英(国立障害者リハビリテーションセンター)、染谷かなえ（(錦糸町クボタク

リニック)、定松美幸(金城学院大学大学院) 、丸田伯子（一橋大学保健センター）、

五十嵐美紀（昭和大学発達障害医療研究所） 

 

検討内容： 

・研究会から学会化を検討し、さらなる連携と全国化を目指していくこととなった。第 6

回成人発達障害支援研究会札幌大会において、発達障害専門プログラムの研修会を実施

し、プログラムの普及と質の担保を目指していくこととなった。 

 

3．第３回検討会議 

日 時：2018 年 10 月 27 日（土） 9：00~  成人発達障害支援研究会世話人会 

場 所：さっぽろ駅前クリニック 

参加者：加藤進昌(公益財団法人神経研究所)、横山太範（さっぽろ駅前クリニック）、大

村豊(愛知県精神医療センター)、山﨑順子(東京都発達障害者支援センター

TOSCA)、泊裕子（愛知県精神医療センター）、柏淳(ハートクリニック横浜)、

金樹英(国立障害者リハビリテーションセンター)、染谷かなえ（錦糸町クボタク
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リニック)、定松美幸(金城学院大学大学院) 、丸田伯子（一橋大学保健センター）、

五十嵐 美紀（昭和大学発達障害医療研究所）  

 

検討内容 

・成人発達障害支援研究会とホームページ改訂とニュースレター発行することとなり、情

報発信に力を入れていくこととなった。 

・第 7 回成人発達障害支援学会名古屋大会の検討がなされた。 

 

4．第４回検討会議 

日 時：2019 年 4 月 12 日（金）18：30~ 

場 所：公益財団法人神経研究所附属晴和病院 

参加者：加藤永歳（厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 障害児・発達

障害者支援室）田中尚樹（厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 

障害児・発達障害者支援室）、本田秀夫（信州大学 学術研究医学系）、内山登紀

夫（大正大学 心理学部）、土屋賢治（浜松医科大学 子供のこころの発達研究セ

ンター）、加藤進昌（公益財団法人 神経研究所）、太田晴久（昭和大学発達障害

医療研究所）、横井英樹（昭和大学発達障害医療研究所）、五十嵐美紀（昭和大学

発達障害医療研究所）、満山かおる（公益財団法人神経研究所附属晴和病院）船木

由香里（公益財団法人神経研究所附属晴和病院）、桑野大輔（公益財団法人神経研

究所附属晴和病院） 

 

検討内容： 

・加藤班より厚労科研の進捗状況の報告がなされた。本田班からは、研究概要説明があ

り、疫学データベースの作成、拠点でのデータベースの更新、厚労省・文科省・家庭

のトライアングルプロジェクト、発達障害教育推進センター、地域の違いの可視化、

支援の実態データ等についてポイントが示された。 

 

5．第５回検討会議 

日 時：2019 年 8 月 31 日（土） 14：00∼ 成人発達障害支援研究会理事会 

場 所：昭和大学附属烏山病院リハビリテーションセンター 

参加者：加藤進昌（公益財団法人神経研究所）五十嵐良雄（メディカルケア虎ノ門）、大村

豊（愛知県精神医療センター）、丸田伯子（一橋大学保健センター）、横山太範（さ

っぽろ駅前クリニック）、渡邊慶一郎（東京大学 学生相談ネットワーク本部 精

神保健支援室）、柏淳（ハートクリニック横浜）、篠原あずさ（国立障害者リハビ

リテーションセンター）、山﨑順子（東京都発達障害者支援センターTOSCA）、

太田晴久（昭和大学発達障害医療研究所）、横井英樹（昭和大学発達障害医療研究
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所）、小峰洋子（聖心女子大学）、田川杏那（NTT 東日本関東病院）、反町絵美（公

益財団法人神経研究所附属晴和病院）、來住由樹（岡山県精神科医療センター）、

定松美幸（金城学院大学）、五十嵐美紀（昭和大学発達障害医療研究所） 

 

検討内容 

・成人発達障害支援学会の会則・細則の改定とその承認がなされた。 

・成人発達障害支援学会ホームページ内の支援 MAP に、研修会修了機関のうち承諾を得

られた機関を掲載予定であること、承諾機関にはさらに、詳細な情報についての掲載依

頼を行うこととなった。 

 

6．第６回検討会議 

日 時：2019 年 8 月 31 日（土） 15：00~  診療拠点機関検討会議 

場 所：昭和大学附属烏山病院リハビリテーションセンター 

参加者：41 機関（78 名） ※表２参照 

 

検討内容 

・アンケート結果および拠点機関要件案の提示を行った 

・プログラム拡充のため、発達障害専門プログラム以外のプログラムが紹介された 

・上記を踏まえ、クリニック、民間病院、大学保健センター、公立機関の機能別に分か

れてグループディスカッションを行った。拠点医療機関となるための要件とそのメリ

ットについて議論がなされた。その他、児童期との連携や大学や地域との連携、ひき

こもりを対象とした支援や家族支援に関しての意見がだされた。 

 

表２：2019年8月31日（土）診療拠点機関検討会議 参加者名簿 

 機関名 所在地 参加者 (敬称略) 

1  
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部  

障害福祉課 障害児・発達障害者支援室 
東京 

田中尚樹(発達障害施策調整官) 

加藤永歳(発達障害対策専門官) 

2  
医療法人社団心劇会 さっぽろ駅前クリニック北

海道リワークプラザ 
北海道 

横山太範(Dr)、岡崎亮(Ns)、長南拓馬

(PSW) 

3  公益財団法人金森和心会 針生ヶ丘病院 福島 髙橋澄子(CP)、柳沼さとり(Ns) 

4  筑波大学医学医療系 臨床医学域精神医学 茨城 井出政行(Dr) 

5  
国立障害者リハビリテーションセンター病院 第

三診療部 児童精神科 
埼玉 篠原あずさ(PSW) 

6  さとうメンタルクリニック 埼玉 佐藤寛(Dr) 
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 機関名 所在地 参加者 (敬称略) 

7  
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害

福祉課 障害児・発達障害者支援室 
東京 

田中尚樹(発達障害施策調整官)、加藤永

歳(発達障害対策専門官) 

8  外務省診療所 東京 鈴木満(Dr)、岩戸清香(Dr) 

9  
東京都 福祉保健局 障害者施策推進部 精神保健

医療課 
東京 郡司翔太郎(生活支援担当) 

10  医療法人社団雄仁会 メディカルケア虎ノ門 東京 五十嵐良雄(Dr) 

11  株式会社 E パートナー 東京 佐久間万夫(代表取締役社長) 

12  
東京大学 学生相談ネットワーク本部 精神保健

支援室／コミュニケーション・サポートルーム 
東京 渡辺慶一郎(Dr) 

13  NTT 東日本関東病院 精神神経科 東京 田川杏那(CP) 

14  聖心女子大学 現代教養学部 心理学科 東京 小峰洋子(CP) 

15  東京工業大学 保健管理センター 東京 安宅勝弘(Dr)、相澤直子(公認心理師) 

16  
昭和大学附属烏山病院 

昭和大学発達障害医療研究所 
東京 

加藤進昌(Dr)、太田晴久(Dr)、五十嵐美

紀(PSW)、横井英樹(CP)、水野健

(OT)、今井美穂(CP)、大山敦 

17  公益財団法人神経研究所附属 晴和病院 東京 

牧山優(CP)、高橋里衣奈(CP)、川嶋真紀

子(CP)、満山かおる(CP)、反町絵美

(CP)、桑野大輔(PSW) 

18  公益財団法人日本精神衛生会 東京 
小島卓也(理事長、Dr)、伊藤龍彦(事務局

長） 

19  市ヶ谷ひもろぎクリニック 東京 渡辺めぐみ(PSW)、比留間真由美(Ns) 

20  一橋大学保健センター 東京 
丸田伯子(Dr)、関百合(CP)、野藤夏美

(CP) 

21  医療法人社団光生会 平川病院 東京 渡部洋実(Dr)、石橋さおり(SW) 

22  特定医療法人社団研精会(山田病院･稲城台病院) 東京 

山田多佳子(Dr)、永野満(Dr)、寺田考太

(Dr)、渡邊南子(OT)、漆間伸之(事務局

長) 

23  医療法人社団樹会武蔵小金井南口診療クリニック 東京 神田良樹(Dr) 

24  医療法人財団厚生協会 大泉病院 東京 木﨑英介(Dr) 

25  浅川クリニック 東京 浅川雅晴(Dr)、石山淳一(Dr) 

26  ハートクリニック横浜 神奈川 柏淳(Dr) 

27  きしろメンタルクリニック 神奈川 
山浦菜穂(OT)、岩谷美佳(PSW)、藤原佳

苗(Ns) 
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 機関名 所在地 参加者 (敬称略) 

28  
医療法人社団和敬会 谷野医院 総曲輪デイケア

センター 
富山 小田良光(PSW) 

29  山梨県立北病院 山梨 武田泰斗(技師)、有泉加奈絵(OT) 

30  岐阜県発達障害支援センター 岐阜 丹羽伸也(Dr) 

31  金城学院大学 人間科学部 多元心理学科  愛知 定松美幸(Dr) 

32  愛知県精神医療センター 愛知 
大村豊(Dr)、泊裕子(PSW)、沢出新吾

(CP)、原口留里(PSW) 

33  滋賀県立精神医療センター 滋賀 
大門一司(Dr)、加藤郁子(OT)、渡部良子

(Ns) 

34  滋賀医科大学 精神医学講座 滋賀 尾関祐二(Dr) 

35  医療法人栄仁会 宇治おうばく病院 京都 沢井真樹(Dr)、市田忍(OT) 

36  京都府精神保健福祉総合センター 京都 中嶋義幸(Dr)、香河博子(OT) 

37  地方独立行政法人岡山県精神科医療センター 岡山 来住由樹(Dr)、藤田純嗣郎(OT) 

38  医療法人翠星会 松田病院 広島 梶原利彦(OT) 

39  医療法人一条会 渡川病院 高知 千代岡司幸(PSW) 

40  医療法人社団飯盛会 倉光病院 福岡 窪田佳美(公認心理師) 

41  医療法人へいあん 平安病院 沖縄 平安良次(CP) 

 

7．第７回検討会議 

日 時：2019 年 9 月 14 日（土） 21：00~  

場 所：札幌市内 

参加者：齊藤卓弥（北海道大学大学院医学研究院 児童思春期精神医学分野）、加藤進昌（公

益財団法人 神経研究所）、横井英樹（昭和大学発達障害医療研究所） 五十嵐美

紀（昭和大学発達障害医療研究所）、水野健（昭和大学発達障害医療研究所）、今

井美穂（昭和大学烏山病院）、反町絵美（公益財団法人神経研究所附属晴和病院） 

 

検討内容 

・児童期の課題と改善に関するアイディアの議論がなされた。 

・連携会議に出席を依頼する施設の選定を行った． 

 

 

8．第８回検討会議 

日 時：2019 年 10 月 26 日(土)  12：00～  成人発達障害支援研究会理事会 
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場 所：金城学院大学 W2 棟 503 号室 

参加者：加藤進昌（公益財団法人 神経研究所）、大村豊（愛知県精神医療センター）、丸

田伯子（一橋大学保健センター）、横山太範（さっぽろ駅前クリニック）、渡邊慶

一郎（東京大学 学生相談ネットワーク本部 精神保健支援室）、柏淳（ハートクリ

ニック横浜）、山﨑順子（東京都発達障害者支援センターTOSCA）、太田晴久（昭

和大学発達障害医療研究所）、横井英樹（昭和大学発達障害医療研究所）、小峰洋

子（聖心女子大学）、田川杏那（NTT 東日本関東病院）、來住由樹（岡山県精神科

医療センター）、定松美幸（金城学院大学）、五十嵐美紀（昭和大学発達障害医療

研究所） 

 

検討内容： 

・診療拠点機関に関する進捗状況報告 

・発達障害専門プログラム研修会および研修受講者に対するフォローアップ等に特化した

組織、すなわち「専門委員会」の設置と委員長（大村豊：愛知県精神医療センター）の

指名がなされた。 

 

9．第９回検討会議 

日 時：2020 年 1 月 12 日（日） 14：00~  専門委員会 

場 所：昭和大学附属烏山病院リハビリテーションセンター 

参加者：加藤進昌（公益財団法人神経研究所）、大村豊（愛知県精神医療センター）、中岡

健太郎（愛知県立精神医療センター）、柏淳（ハートクリニック横浜）、山﨑順子

（東京都発達障害者支援センターTOSCA）、太田晴久（昭和大学発達障害医療研

究所）、横井英樹（昭和大学発達障害医療研究所）、五十嵐美紀（昭和大学発達障

害医療研究所）、水野健（昭和大学発達障害支援研究所）、今井美穂（昭和大学附

属烏山病院）、大門一司（滋賀県立精神医療センター）、渡部良子（滋賀県立精神

医療センター）、桑野大輔（公益財団法人神経研究所附属晴和病院）、高橋里衣奈

（公益財団法人神経研究所附属晴和病院）、南部谷真（公益財団法人神経研究所

附属晴和病院） 

 

検討内容： 

・来年度の発達障害専門プログラム研修の開催について検討された。年 2 回程度、すでに

専門プログラムを実施している者を対象としたフォローアップ研修の開催について検

討され、2020 年 5 月と第 8 回発達障害支援学会の中で行われことが決定した。 

 

10．第 10 回検討会議 

日 時：2020 年 1 月 12 日(日)  15：00～  児童期成人期連携会議 
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場 所：昭和大学附属烏山病院 リハビリテーションセンター 

参加者：18 機関（34 名） ※表３参照 

 

検討委内容： 

・各施設から児童期－成人期連携に関する現状と取り組みの報告がなされた．報告を踏ま

えトランジションに関して議論がなされた。 

・成人期へのスムーズな移行・情報共有が疲弊している児童期診療の負担軽減につながる

こと、児童・成人期双方の医師同士の交流・情報交換の重要性、成人期になり地方から

東京など都会にいくことも多いため地域差も勘案する必要性などが提案された。 

 

表３：2020 年 1 月 12 日(日) 児童期成人期連携会議 参加者名簿 

 機関名 所在地 参加者 (敬称略) 

1 北海道大学大学院医学研究院 北海道 齊藤卓弥(Dr) 

2 社会医療法人公徳会 若宮病院 山形 成重竜一郎(Dr) 

3 社会医療法人公徳会 佐藤病院 山形 寒河江亜衣子(CP) 

4 公益財団法人金森和心会 針生ヶ丘病院 福島 髙橋澄子(CP) 

5 
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害

福祉課 障害児・発達障害者支援室 
東京 

田中尚樹(発達障害施策調整官) 

加藤永歳(発達障害対策専門官) 

6 
昭和大学附属烏山病院／昭和大学発達障害医療

研究所 
東京 

加藤進昌(Dr)、太田晴久(Dr)、五十嵐美

紀(PSW)、横井英樹(CP)、水野健

(OT)、今井美穂(CP)、小森さやか(事

務)、大山敦(事務) 

7 公益財団法人神経研究所附属 晴和病院 東京 
南部谷真(企画室長)、桑野大輔(PSW)、

反町絵美(CP)、高橋里衣奈(CP) 

8 医療法人社団光生会 平川病院 東京 渡部洋実(Dr) 

9 特定医療法人社団研精会 山田病院 東京 山田多佳子(Dr) 

10 きしろメンタルクリニック 神奈川 
木代眞樹(Dr)、藤原佳苗(Ns)、山浦菜穂

(OT)、秋山裕子(理事・事務長) 

11 ハートクリニック横浜 神奈川 柏淳(Dr) 

12 信州大学医学部 精神医学教室 長野 篠山大明(Dr) 

13 信州大学医学部 子どものこころの発達医学教室 長野 樋端佑樹(Dr) 

14 医療法人社団至空会 メンタルクリニック・ダダ 静岡 大嶋正浩(Dr) 



資料 3 検討会議実施報告 

225 

 

 機関名 所在地 参加者 (敬称略) 

15 愛知県精神医療センター 愛知 大村豊(Dr)、中岡健太郎(Dr) 

16 滋賀県立精神医療センター 滋賀 大門一司(Dr)、渡部良子(Ns) 

17 医療法人翠星会 松田病院 広島 松田文雄(Dr) 

18 広島大学保健管理センター 広島 岡本百合(Dr) 
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