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第47回日本コミュニケーション障害学会学術講演会 
開催にあたって

第47回日本コミュニケーション障害学会学術講演会 

会 長　相場 恵美子

　この度、第47回日本コミュニケーション障害学会学術講演会を2021年7月30日

（金）・31日（土）の2日間の日程で、朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターで開催さ

せて頂く運びとなりました。

　新潟県での開催は、第18回（伊林克彦学会長）、第35回（目黒文学会長）についで3

回目となります。全国各地から皆様方を新潟にまたお迎えできることは私どもにとりま

して大きな喜びですが、まず、この度の COVID－19蔓延により、様々な影響を受けら

れました方々に心よりお見舞い申し上げます。そして、この困難な状況下でも常日頃の

暮らしを紡いでいこうとする人々の知恵と勇気に感銘を受けております。幸い、国内で

もようやくワクチン接種が進んできており、少しずつ状況が好転していく兆しが見えて

くるのではないかと期待しております。

　本学術講演会では「今日をつないで　明日へ！」をテーマと致しました。障害のあ

る方の成長や生活に寄り添いながら支援を継続していくこと、支援者の思いや技術を後

進に伝えていくこと、今現在の大変な状況の中でも日々の営みを精一杯明日へとつなげ

ていくこと…。

　このような想いを込めたテーマの下、特別講演2題（「コミュニケーション障害対応

のユニバーサルデザイン ―思春期・青年期の支援に向けて―」、「後進、若手、初学者

を見守り、育てていくための教え方」）、さらに教育講演2題「コミュニケーションの

脳画像」「農福連携、その先へ」）とともに、特別企画では、人と人との関わりを支える

ための様々なリソースについて、それぞれのご専門の立場からお話していただきます。

シンポジウムは「支援をつないでいくこと」と題し、支援の継続という、QOL に関わ

る大きな課題について各地の実践を知り、共に考えてみたいと存じます。

　さまざまな困難を抱えながら生きていく人たちを支え、共に歩んでいくために、私た

ちは強く、学び続けねばなりません。新潟でのこの会が、皆様方にとって何かしらのよ

すがとなりますよう、可能な限りの方々においでいただけますよう、感染予防対策を徹

底し、お待ち致しております。

　最後になりましたが、本学術講演会の開催にあたり、さまざまなご支援、ご尽力をい

ただきました皆様に厚く御礼申し上げます。また、私にとって、そして新潟の多くの学

究にとって、かけがえのない師であられた、本田仁視先生、相馬芳明先生、加藤元一郎

先生へ衷心より感謝を捧げます。
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第47回日本コミュニケーション障害学会学術講演会の 
開催にあたり

日本コミュニケーション障害学会

理事長　吉畑 博代

　第47回日本コミュニケーション障害学会学術講演会は、新潟大学脳研究所脳神経外科

教室の相場恵美子学術講演会長のもとで、2021年7月30日（金）と31日（土）に、新潟市

にある朱鷺メッセで開催されます。相場先生には、2018年5月頃に新潟での学術講演会

開催を打診しました。それからの約3年間という長きにわたり、着々と準備を進めてくだ

さいました。打診した時点では、まさか新型コロナウィルスが人類に襲い掛かってこよ

うとは夢にも思いませんでした。特に、昨年からは新型コロナウィルスの感染拡大防止

のために緊急事態宣言が発出されたり、自粛ムードが続いたりする中で、相場先生や事

務局の方々は学術講演会の開催に向けて、一歩ずつ着実にご努力くださいました。

　今回の学術講演会は、「今日をつないで　明日へ！」というテーマです。新型コロナ

ウィルスの収束が見通せない今、発展的に、明日に目を向けて、明日への臨床につなげ

ていくテーマを設定していただいたことは、大変重要で意義あることと思います。臨床

現場や教育現場など日々の業務においては、例年以上の工夫と注意深さが求められてい

ると思います。参加者の皆様には、特別講演や教育講演、シンポジウム、特別企画、一

般演題発表を通じて、今の時代に必要不可欠なことを取り入れていただき、明日からの

業務に活かしていただきたいと思います。いずれも、相場学術講演会長自らが、聴きた

いと思っている内容を企画することができたということでした。講演会やシンポジウム

などは、後日「コミュニケーション障害学」にも掲載されます。皆様、ぜひ楽しみに

していただきたいと思います。

　新潟県内で前回開催していただいたのは、2009年の長岡市での学術講演会でした。

その後に、東日本大震災（2011年）などいくつかの自然災害が起こりましたが、私たち

は未来に生き続けています。仲間とともに研究成果を共有したり、情報を交換したりす

ることで、未来につないでいくことが、このような時期に、より一層必要なことと思い

ます。このコロナ禍がいつか落ち着いたときに、振り返ってみればあの時は大変だった

と笑いあえる日がくることを待ちたいと思います。

　先にも述べましたが、本学術講演会の開催に向けて、会長の相場先生、事務局長の渡辺

先生をはじめとする多くの関係者の皆様が、さまざまな問題を乗り越え、解決しながら、

学術講演会の開催に向けて、ご尽力くださいました。あらためて心から御礼を申し上げます。
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交 通 案 内

※朱鷺メッセへは
　直接行きません。

リムジンバス

路線バス
新潟
日報

メデ
ィア
シッ
プ

朱鷺メッセ

ホテルオークラ
新潟

■アクセス（朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター）

新潟駅前
万代シテイ

バスセンター前
新潟日報

メディアシップ 柳都大橋 朱鷺メッセ 下車

新千歳空港 約1時間15分

成田空港 約1時間10分

大阪国際空港（伊丹空港） 約1時間

中部国際空港 約1時間

県営名古屋空港 約1時間

福岡空港 約1時間40分

新潟空港飛行機を
利用する

朱鷺メッセJR新潟駅

南 口
万代口

バスターミナル
3 番線

徒歩 5分

札　　　幌
成　　　田
大　　　阪

那覇空港 約3時間沖　　　縄

名古屋（中部国際）
名古屋（小　　牧）
福　　　岡

リムジンバス
約25分（新潟駅南口着）

JR新潟駅鉄道を
利用する

特急いなほ 約4時間秋　　　田

上越新幹線 約2時間東　　　京
北陸新幹線 約3時間10分金　　　沢

東北新幹線 上越新幹線 約3時間50分仙　　　台 JR大宮駅

上越妙高駅
東海道新幹線 上越新幹線

特急しらゆき

東海道新幹線 上越新幹線

約3時間30分

約5時間

名　古　屋
JR東京駅

大　　　阪

徒歩 約20分

移動 タクシー　約1,000円 約5分

タクシー　約2,800円 約20分

路線バス（佐渡汽船行き） 210円（約15分）

●各航空会社へお問い合わせください。http://www.n-airport.co.jp/flight/

●http://www.jrniigata.co.jp/

（終点 佐渡汽船）
（1日往復65便
　約20～30分間隔）
　410円

新潟空港

ホテルグローバルビュー新潟
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2F

1F

信 濃 川

ペデストリアンデッキ

エスプラナード

小会議室
203･204

小会議室
202

新潟コンベンションセンター
入口

バス停（着）

バス停（発）
（新潟駅行き）

B会場
スノーホールB結の部屋

中会議室201

講師控室

学術講演会事務局

A会場
スノーホールA

クローク
ＰＣ受付企業展示

総合受付土産品販売

学会場入口

会 場 案 内
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ご　案　内

■参加受付
1. 7月30日（金）、31日（土）とも8時30分より行います。

2.  「事前参加申込者受付」「当日受付」は、朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター2階ホワ
イエに設けてあります。

3.	 	事前参加申込をされた方は、受付で参加登録完了メールのご提示をお願い致します。学生
の方は学生証を忘れずにお持ちください。

4.  当日参加申込をされる方は、47回学術講演会 HP でお知らせ致します参加申込書を事前に
記入の上、受付までお持ちください。  
当日参加お申し込みの方の参加費は次の通りです。

 会　員　　11,000円

 非会員　　12,000円（予稿集は含みません）

5. 予稿集は、受付にて1冊1,000円で販売いたします。

■進　　行
【口頭発表】

1.	座長の方へ

（1）		開始予定の30分前までに参加受付フロア内の「講師・司会・座長受付」にて受付をお済
ませください。

（2） 開始予定の10分前には、次座長席にお着きください。

（3） 1演題の発表は7分、質疑応答は3分です。

（4） 質疑応答では、発言者の所属・氏名を確認してください。

2.	演者の方へ

（1）	発表受付（スライド受付）について

 ①   朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター2階ホワイエに「PC 受付」がございます。「参
加受付」の後、各セッション開始30分前までに「PC 受付」をお済ませください。 
但し、朝一番のセッションで発表される方は、準備の都合上、「PC 受付」を先に済ま
せてから「参加受付」を行なってください。

 ②   2日目に発表の方も1日目に受付可能です。

最新の情報につきましては、	
本学術講演会ＨＰ　https://jacd47.secand.net/　をご確認ください。
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（2）	発表用データについて

 ①  発表は会場設置の PC（Windows のみ）を使用していただきます。

 ②   用意しているコンピュータの OS とアプリケーションは以下の通りです。 
　 OS：Windows10 

プレゼンテーションソフト：MicrosoftPowerPoint2016／2019 
スライドサイズ　16：9  
事前にご自身の PC にて必ず動作チェックを行なってください。

 ③   演者の方は発表データを USB メモリーに保存し、「PC 受付」へお持ちください。USB
メモリーは、必ず事前にウィルスチェックを済ませてからご持参ください。  
※その他のメディアは受け付けられません。ご注意ください。

 ④   動画・音声等を使用される場合は、必ず「動画」「音声」として挿入してください。元
のデータから「リンク」させることはトラブルの原因となりますので避けてください。

 ⑤   ファイルの取り間違えを防ぐために、ファイル名を［演題番号－発表者の姓］に統一
させていただきます（英数字は半角）。  
　例）　演題番号1B-01、新潟米さんの場合は［1B-01新潟］とします。

 ⑥   文字化けを防ぐために、下記の OS 標準フォントをお使いください。 
　日本語：MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝  
　英　語：Arial, Arial Black, Century, Century Gothic, Times New Roman

 ⑦   音声記号のフォントの多くは「特殊記号」ですので、PC が異なると文字化けの可能性
が高くなります。お手数ですが音声記号は画像として貼り付けてください。

 ⑧   発表データは作成に使用した PC 以外の PC にて動作確認をしてからお持ちください。

（3）	動作確認について

 ①   「PC 受付」で USB を提出される際に、受付にある PC にて動作確認を行なってください。

 ②   発表で動画・音声を再生する場合は、必ず「PC 受付」にてその旨お知らせください。

 ③   発表データ（PowerPoint）は、いったん受付用 PC にコピーし、動作確認後に各会場の
PC のデスクトップにコピーします（コピーした発表用データは、学会終了後、事務局
が責任をもって破棄します）。

（4）	発表について

 ①   PC の操作は演者ご自身でお願いします。操作支援・補助が必要な場合は「PC 受付」
でご相談ください。

 ②   発表時間は7分、質疑応答は3分です。 
発表終了1分前と終了時に合図をいたします。終了時間を厳守してください。

3.	質疑応答

（1） 質疑応答は1演題につき3分です。

（2）	質疑応答は座長の指示に従ってください。

（3）	発言者は最初に所属・氏名を述べてください。



― 7 ―

【学会誌用の抄録原稿】

　 発表者の方は、「コミュニケーション障害学」掲載用の抄録原稿を、以下の要領で提出して
ください。

	 （1）	 	『コミュニケーション障害学』掲載用一般演題抄録原稿執筆要項（Microsoft Word）を
学術講演会ホームページからダウンロードしていただき、手順にそって原稿を作成し
てください。  
メールで件名「抄録原稿送付（演題番号）」とし、「添付ファイル」で学会事務局アド
レス宛（jacd47ngt ＠ gmail.com）にお送りください。  
締め切りは7月28日（水）正午です。

 （2）  抄録は『コミュニケーション障害学』（2021年12月末刊行予定）に掲載する予定です。

■お知らせ
1.	学会発表奨励賞及び研究助成金授与式

 7月31日（土）13：00〜　A 会場にて開催されます。

2.	企業展示と休憩および昼食

（1）		朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター2階ホワイエにて企業展示を行います。

（2）		本学術集会では、感染症予防対策の観点から飲食物の提供はできませんが、A 会場、B
会場で、各自ご持参いただいた昼食をお取りいただくことができます。食事の際は「黙
食」をお願いいたします。お食事がお済みになりましたら、マスク着用の上、速やかに
御退出ください。午後のセッション開始前に換気を行います。

（3）		昼食のごみは可能な限りお持ち帰りをお願いいたします。

（4）		ご休憩の際も、場内では常時、正しくマスクを着用することとし、特に他の方とお話し
される場合は必ずマスク着用での会話をお願い致します。

3.	その他

 拾得物・遺失物、学会本部に御用の方は総合受付にお越しください。

■分科会
本学会では、会員の自主的な研鑚を目的として、分科会、委員会、研究助成金の付与などの
活動を推進しています。今学会では、7月30日（金）16：40〜17：40に中会議室201にて、言
語発達障害研究分科会を開催いたします。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。
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日　程　表

9：30

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

第1日目 7月30日金
A会場

スノーホール A
B会場

スノーホール B
結の部屋（特別企画）

中会議室 201
展 示
ホワイエ

 9：30～9：40　始まりのとき
 9：40～10：20

一般演題
復職支援

1B-01～04
座長：目黒 　文

 9：40～10：10　

異文化とコミュニケーション
イーエン メギール

 9：50～11：50

教育講演 1

コミュニケーションの脳画像

小児分野　山田 謙一

成人分野　長谷川 仁

座長：岡本 浩一郎

10：25～11：05
一般演題
失語症

1B-05～08
座長：坊岡 峰子

10：30～11：00　

トラウマとコミュニケーション
名和 　淳

11：20～11：50　

親子の関係性とコミュニケーション
五十嵐 哲朗

13：00～13：50
一般演題
語りの力

1A-01～05
座長：青木 さつき

13：00～14：30

教育講演 2

農福連携、その先へ

真保 若葉

座長：渡辺 正代

13：00～13：30　

話を聴くということ
木村 博子

13：50～14：20　
認知行動療法入門

後藤 　実

13：55～14：25　一般演題
ASDトピックス

1A-06～08
座長：黒崎　芳子

14：30～16：30

特別講演 1

コミュニケーション障害対応
のユニバーサルデザイン
― 思春期・青年期の支援に

向けて―

小栗 正幸

座長：相場 恵美子

14：40～15：30
一般演題
基礎的研究
1B-09～13
座長：大井 　学

15：35～16：15
一般演題
聴覚障害

1B-14～17
座長：川合 紀宗

16：40～17：40

言語発達障害研究分科会

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

第2日目 7月31日土
A会場

スノーホール A
B会場

スノーホール B
結の部屋（特別企画）

中会議室 201
展 示
ホワイエ

 9：00～9：50
一般演題

他職種との協働
2A-01～05
座長：大伴 　潔

 9：00～9：30　一般演題
右半球症状
2B-01～03
座長：杉山 貴子

 9：35～10：15
一般演題
吃音の理解
2B-04～07
座長：渡辺 時生

 9：50～10：20　

失語症者の地域での支援
坂井 道子

10：00～12：00

特別講演 2

後進、若手、初学者を見守り、
育てていくための教え方

向後 千春

座長：立入 　哉

10：20～11：10
一般演題
発声と構音
2B-08～12
座長：久保田 功

10：40～11：10　
身体表現性障害（ヒステリー）に
みられる身体症状の意味と扱い方

13：00～13：10　
13：10～13：35　
能動的な音楽鑑賞をする

ミュージック・ケア
13：20～14：00

一般演題
吃音への支援
2A-06～09
座長：佐藤 友哉

13：20～14：00
一般演題
発達の道すじ
2B-13～16
座長：工藤 芳幸

13：45～14：10　
能動的な音楽鑑賞をする

ミュージック・ケア14：05～14：55

一般演題
きこえの諸問題

2B-17～21
座長：髙橋 圭三

14：10～16：10

シンポジウム

支援をつないでいくこと

座長：島田 久幸
シンポジスト：

福島 　愛
本多 幸子
関　 運平
佐藤 貴子
永井 真司

16：20～16：30　結びのとき

小野田 明

学会発表奨励賞／
研究助成金授与式

平　 美江

平　 美江
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9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

第2日目 7月31日土
A会場

スノーホール A
B会場

スノーホール B
結の部屋（特別企画）

中会議室 201
展 示
ホワイエ

 9：00～9：50
一般演題

他職種との協働
2A-01～05
座長：大伴 　潔

 9：00～9：30　一般演題
右半球症状
2B-01～03
座長：杉山 貴子

 9：35～10：15
一般演題
吃音の理解
2B-04～07
座長：渡辺 時生

 9：50～10：20　

失語症者の地域での支援
坂井 道子

10：00～12：00

特別講演 2

後進、若手、初学者を見守り、
育てていくための教え方

向後 千春

座長：立入 　哉

10：20～11：10
一般演題
発声と構音
2B-08～12
座長：久保田 功

10：40～11：10　
身体表現性障害（ヒステリー）に
みられる身体症状の意味と扱い方

13：00～13：10　
13：10～13：35　
能動的な音楽鑑賞をする

ミュージック・ケア
13：20～14：00

一般演題
吃音への支援
2A-06～09
座長：佐藤 友哉

13：20～14：00
一般演題
発達の道すじ
2B-13～16
座長：工藤 芳幸

13：45～14：10　
能動的な音楽鑑賞をする

ミュージック・ケア14：05～14：55

一般演題
きこえの諸問題

2B-17～21
座長：髙橋 圭三

14：10～16：10

シンポジウム

支援をつないでいくこと

座長：島田 久幸
シンポジスト：

福島 　愛
本多 幸子
関　 運平
佐藤 貴子
永井 真司

16：20～16：30　結びのとき

小野田 明

学会発表奨励賞／
研究助成金授与式

平　 美江

平　 美江
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プログラム

特別講演1　7月30日金　14：30～16：30 A会場（スノーホール A）

座長：相場 恵美子（新潟大学脳研究所 脳神経外科教室）

コミュニケーション障害対応のユニバーサルデザイン 
―思春期・青年期の支援に向けて―

小栗 正幸　特別支援教育ネット 代表

特別講演2　7月31日土　10：00～12：00 A会場（スノーホール A）

座長：立入 哉（愛媛大学 教育学部）

後進、若手、初学者を見守り、育てていくための教え方

向後 千春　早稲田大学人間科学学術院 教授

教育講演1　7月30日金　9：50～11：50 A会場（スノーホール A）

座長：岡本 浩一郎（新潟大学脳研究所 トランスレーショナル研究分野）

［ コミュニケーションの脳画像 ］

小児分野

先天性症候群にみられる行動発達特性の脳神経基盤： 
プラダー・ウィリ症候群を中心に

山田 謙一　早川小児科クリニック 副院長

成人分野

コミュニケーションとその障害を理解するために必要な脳画像 
―成人編―

長谷川 仁　新潟大学医歯学総合病院 脳神経外科 講師
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教育講演2　7月30日金　13：00～14：30 B会場（スノーホール B）

座長：渡辺 正代（新潟脳外科病院 リハビリテーション科）

農福連携、その先へ

真保 若葉　�農園 CuRA！（チュラ） 代表 
農福連携 自然栽培パーティ 新潟代表

シンポジウム　7月31日土　14：10～16：10 A会場（スノーホール A）

座長：島田 久幸（新潟県福祉保健部 障害福祉課）

［ 支援をつないでいくこと ］

  S-1 小児科医療の現場から
新潟県はまぐみ小児療育センター 小児科　福島　　愛

  S-2 乳幼児健診・療育の現場から
多摩市立健康センター　本多　幸子

  S-3 坂城町の子育て支援のシステム  
～5歳児すくすく相談の取り組み～

長野県坂城町立南条保育園　関　　運平

  S-4 関係機関とのよりよい連携をめざして 
～特別支援教育の現場から～

福島県立聴覚支援学校 会津校　佐藤　貴子

  S-5 入所施設の現場から
社会福祉法人かながわ共同会 津久井やまゆり園 心理担当　永井　真司

分 科 会　7月30日金　16：40～17：40 結の部屋（2F　中会議室201）

言語発達障害研究分科会
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特別企画

特別企画1　7月30日金　9：40～14：20 結の部屋（2F　中会議室201）

［ コミュニケーション支援のためのリソース紹介 ］

異文化とコミュニケーション
イーエン メギール�（青陵大学）

トラウマとコミュニケーション
名和 淳�（新潟県立精神医療センター）

親子の関係性とコミュニケーション 
～児童相談所での相談支援活動を通して～
五十嵐 哲朗�（山形県福祉相談センター）

話を聴くということ
木村 博子�（元スクールカウンセラー）

認知行動療法入門
後藤 実�（新潟信愛病院）

特別企画2　7月31日土　9：50～14：10 結の部屋（2F　中会議室201）

［ コミュニケーション支援のためのリソース紹介 ］

失語症者の地域での支援
坂井 道子�（言語生活サポートセンター）

身体表現性障害（ヒステリー）にみられる身体症状の意味と扱い方
小野田 明�（長岡西病院）

能動的な音楽鑑賞をするミュージック・ケア
平 美江�（新潟わたげの会ミュージック・ケア研究会）
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一般演題（口頭発表）
第1日目　7月30日金

語りの力　13：00～13：50 A会場（スノーホール A）

座長：青木 さつき（東京医療学院大学 保健医療学部）

1A-01 自閉スペクトラム症幼児の「お話作り」における発話連鎖の特徴（その2） 
―定型発達幼児との縦断的比較―

東京学芸大学大学院連合学校 教育学研究科　溝江　唯

1A-02 ナラティブを用いた学習言語の試み 
－オンライン形式での指導実践の報告

新潟大学 教育学部　入山満恵子

1A-03 気持ちの表現が困難な学齢児への指導経過 
―4コマ漫画を教材として―

　ブロッサムジュニア 若葉台　辰巳　朝子

1A-04 長期間の治療的介入により症状の改善傾向を示した 
青年期の場面緘黙の事例

長野大学 社会福祉学部　高木　潤野

1A-05 当事者性と専門性の2つの立場性を生きる援助専門職の 
ライフヒストリー：ADHD当事者の語りの SCATによる分析

関西福祉科学大学 保健医療学部 リハビリテーション学科　工藤　芳幸

ASD トピックス　13：55～14：25 A会場（スノーホール A）

座長：黒崎 芳子（北海道医療大学 リハビリテーション科学部）

1A-06 能動的触覚による形態認知の障害を呈した 
成人自閉スペクトラム症の1例

名古屋大学医学部附属病院 親と子どもの心療科　小川　七世

1A-07 自閉症スペクトラム児の知的能力と睡眠の関係についての検討
金沢大学　LIU�JIALU

1A-08 ASD児者を対象にしたオンライン TRPGの実施の 
メリットとデメリット：質問調査に基づくパイロット研究

金子総合研究所　加藤　浩平
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復職支援　9：40～10：20 B会場（スノーホール B）

座長：目黒 文（新潟県厚生連 長岡中央綜合病院）

1B-01 視覚失認、視覚失語、失読を呈し復職に至った一例
社会医療法人桑名恵風会 桑名病院 リハビリテーション部　柄澤　明子

1B-02 復職支援を受けた失語症のある人の自己評価 
―パイロット版 Assessment for Living with Aphasia（ALA）を用いて―

社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団　諸岡　雅美

1B-03 失語症者の就労を促進する要因の分析
医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院　　　　　　  

リハビリテーション部 言語聴覚科　大平　佳奈

1B-04 地域支援事業における高次脳機能障害者の復職後支援について
フリーランス　藤森　美恵

失語症　10：25～11：05 B会場（スノーホール B）

座長：坊岡 峰子（県立広島大学 保健福祉学部）

1B-05 進行性失語が疑われた1例　 
―発症初期の失語症状をどう捉えるべきか―

東京都立墨東病院 リハビリテーション科　杉山　貴子

1B-06 重度ブローカ失語症1例に対する50音表を用いた発語訓練
千葉県千葉リハビリテーションセンター　　　　　　 
リハビリテーション治療部 言語聴覚科　山本小緒里

1B-07 在宅失語当事者の意思決定支援における Talking MatsTM日本語版の有用性 
―目標設定場面での検討―

北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻　市川　　勝

1B-08 失語症者の遠隔コミュニケーションについて 
―ビデオ通話を利用したオンライン会の検討―

愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 リハビリテーション室　内木麻莉子
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基礎的研究　14：40～15：30 B会場（スノーホール B）

座長：大井 学（金沢大学子どものこころの発達研究センター）

1B-09 就学前児の結晶性知能に影響を与える知能因子の探索
社会福祉法人 日本心身障害児協会 島田療育センター　梅津直比古

1B-10 子どもの語用能力評価法「ことばのつかいかたテスト」の 
判別性能及び認知能力との関連の検討

大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・　　　　　　　 
千葉大学・福井大学 連合小児発達学研究科　水谷　柳子

1B-11 商品のネーミングにおける音象徴の検討
IMSグループ 医療財団法人明理会 イムス富士見総合病院　伊原　実優

1B-12 日本人大学生を対象とした英単語書字テストの結果と一考察
北里大学大学院 医療系研究科　上岡　清乃

1B-13 健常高齢者における生物・非生物領域間の意味知識構造の相違
県立広島大学　津田　哲也

聴覚障害　15：35～16：15 B会場（スノーホール B）

座長：川合 紀宗（広島大学大学院 人間社会科学研究科）

1B-14 通常学級に在籍する低出生体重児の聴こえの困難の実態
上越教育大学 臨床・健康教育学系　小林　優子

1B-15 新型コロナウイルス下における 
聴覚障害特別支援学校乳幼児教育相談の現状

東北福祉大学大学院 教育学研究科　佐藤　大地

1B-16 小学校高学年の授業における 
聴覚障害児への遠隔情報保障導入の効果と課題

九州大学 基幹教育院　下中村　武

1B-17 共生社会の形成に向けた難聴児への情報保障支援の検討： 
周囲の児童による音声認識技術への認識結果から

つくば市立竹園東小学校　奥沢　　忍
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第2日目　7月31日土

他職種との協働　9：00～9：50 A会場（スノーホール A）

座長：大伴 潔（東京学芸大学 特別支援教育・教育臨床サポートセンター）

2A-01 気管切開児の地域生活における実態およびスピーチバルブの 
効果に関する検討　―アンケート調査からの分析―

埼玉県立小児医療センター　遠藤　俊介

2A-02 保育園での気になる幼児への動作法のアプローチ 
～自己コントロール力を身につける～

尚絅学院大学 心理学類　三好　敏之

2A-03 小中学校特別支援学級を担任する教員の言語聴覚士に対するニーズ調査
北里大学大学院 医療系研究科　佐々木ゆり

2A-04 個別の教育支援計画及び指導計画の活用と作成の視点の検討
金沢大学 子どものこころの発達研究センター　田中　早苗

2A-05 包括的モデルを活用した保育による発達障害児の遊びの 
「安心度」「夢中度」の変化

新潟青陵大学 福祉心理学部 社会福祉学科　齊藤　勇紀

吃音への支援　13：20～14：00 A会場（スノーホール A）

座長：佐藤 友哉（新潟大学 人文社会科学系）

2A-06 8週間のガイド付きの簡易型マインドフルネス瞑想訓練が、 
吃音のある成人の日常生活場面に与える影響

国立障害者リハビリテーションセンター 研究所　灰谷　知純

2A-07 吃音に伴う過去のネガティブな記憶に対し 
ブレインスポッティングを適用した一事例

新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 言語聴覚学科　石本　　豪

2A-08 テキストマイニングによる吃音者と非吃音者における 
コミュニケーションの認識の比較

川崎医療福祉大学 リハビリテーション学部 言語聴覚療法学科　飯村　大智
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2A-09 吃音のある幼児の保護者が行う援助希求行動と支援提供の実態： 
支援体制確立に向けて

国立障害者リハビリテーションセンター 研究所　酒井奈緒美

右半球症状　9：00～9：30 B会場（スノーホール B）

座長：杉山 貴子（東京都立墨東病院 リハビリテーション科）

2B-01 右視床出血1例の計算の誤りに対する検討
社会医療法人桑名恵風会 桑名病院　相馬　有人

2B-02 左半側空間無視患者の縦書き文の読みに改行位置が与える影響
国際医療福祉大学病院 リハビリテーション室　木村　和紗

2B-03 右半球損傷によるコミュニケーション障害のある人の談話特徴の抽出： 
日本語版MCAを利用して

日本医科大学付属病院 リハビリテーション室　矢頭　　瞳

吃音の理解　9：35～10：15 B会場（スノーホール B）

座長：渡辺 時生（東京工科大学 医療保健学部）

2B-04 助詞の繰り返しによる非流暢性発話が顕著な自閉スペクトラム症児2例
熊本保健科学大学 保健科学部　井﨑　基博

2B-05 発吃と吃音症状の予後に関わる発達的・体質的要因の調査 
―川崎西部地域療育センターの例を通して―

社会福祉法人青い鳥 川崎西部地域療育センター　横山　智子

2B-06 小学校高学年以降の吃音児に吃音の説明・開示の力をつける指導について
近畿大学病院 リハビリテーション部　久保田　功

2B-07 吃音のある小学生に対する多面的・包括的支援 
―ことばの教室における実践―

府中市立住吉小学校　高橋　三郎
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発声と構音　10：20～11：10 B会場（スノーホール B）

座長：久保田 功（近畿大学病院 リハビリテーション部）

2B-08 座位および臥位による呼吸と発声の特徴についての検討
目白大学 保健医療学部 言語聴覚学科　松本かおり

2B-09 健常児における構音機能と言語機能との関係性について
聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 言語聴覚学科　中村　哲也

2B-10 対面式とオンラインを併用した側音化構音1例の訓練経過
帝京平成大学 健康メディカル学部　佐藤亜紀子

2B-11 構音障害児の聴覚音声系言語学習能力を向上させることば遊び
高知リハビリテーション専門職大学 リハビリテーション学部　　　　　　 

 リハビリテーション学科 言語聴覚学科　武内　和弘

2B-12 ABA（応用行動分析）と STによる ASD児への構音の獲得訓練
児童発達支援事業所 マママとままま　林　　文博

発達の道すじ　13：20～14：00 B会場（スノーホール B）

座長：工藤 芳幸（関西福祉科学大学 保健医療学部）

2B-13 幼児期の動詞の獲得について 
―空間を示す名詞と移動を示す動詞の理解―

上智大学大学院 言語科学研究科 言語学専攻 言語聴覚研究コース　髙橋さやか

2B-14 大人のことばかけが幼児の言語発達に与える影響 
―インリアル・アプローチを用いた分析―

医療法人社団永生会 南多摩病院　　　　　　  
国際医療福祉大学 成田保健医療学部 言語聴覚学科　平山　響子

2B-15 発達障害児における音象徴理解と感覚処理の関係性
国際医療福祉大学 成田保健医療学部 言語聴覚学科　佐々木香緒里

2B-16 ダウン症者における音韻意識　―10代を中心に―
上智大学大学院 言語科学研究科 言語聴覚コース　深津　紗希
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きこえの諸問題　14：05～14：55 B会場（スノーホール B）

座長：髙橋 圭三（新潟リハビリテーション大学医療学部）

2B-17 聴覚障害児の抽象語理解 
―感情語・感覚語・オノマトペに焦点をあてて―

東京都立大泉特別支援学校　梶野　　葵

2B-18 自閉症スペクトラム障害を伴う難聴児の視線 
－身振りと表情をどう合致させるのか

福岡国際医療福祉大学 言語聴覚専攻科　平島ユイ子

2B-19 聴覚障害児の談話の特徴と視線の特徴の関連について
都立大塚ろう学校　岩田能理子

2B-20 中国における聴覚障害学生の就職意識に関する調査研究
広島大学 人間社会科学研究科 教育科学専攻　　　　　　 

教師教育デザインプログラム　楊　　　丹

2B-21 有料老人ホームにおいてケアに従事する職員のきこえと 
支援に対する意識

在宅ケアサポートみちくさ　石田　　彩
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特 別 講 演 1

コミュニケーション障害対応の 
ユニバーサルデザイン 

―思春期・青年期の支援に向けて―

小栗 正幸
特別支援教育ネット 代表

座　長：相場 恵美子（新潟大学脳研究所 脳神経外科教室）

7月30日金 14：30～16：30

A会場（スノーホール A）



演者 プロフィール

小栗 正幸（おぐり まさゆき）

法務省に所属する心理学の専門家（法務技官）として、犯罪者や非行
少年の資質鑑別に従事し、京都、大阪などの少年鑑別所や成人矯正
施設に勤務した後、宮川医療少年院長を経て退官。現在は各地の教
育委員会、学校、児童福祉関係機関、発達障害関連の「親の会」等
への支援と研修を行っている。専門領域は、思春期・青年期の逸脱
行動への対応。

所属等：
　 特別支援教育ネット 代表

　京都府教育委員会専門家チーム 委員

　 三重県教育委員会 事務局特別支援教育課  
発達障害支援員スーパーバイザー

　四日市市教育委員会 教育支援課 スーパーバイザー

　宇部フロンティア大学 臨床教授

学会での役職：
　一般社団法人日本 LD 学会　名誉会員、代議員、編集委員。

最近の著書：
　 小栗正幸（2021），「続ファンタジーマネジメント〜支援者を呪縛

する煩悩との対話〜」，ぎょうせい．

　 小栗正幸・國分聡子（2021），「性の教育ユニバーサルデザイン〜
配慮を必要とする人への支援と対応〜）」，金剛出版．
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特別講演1

コミュニケーション障害対応のユニバーサルデザイン 
―思春期・青年期の支援に向けて―

小栗 正幸
特別支援教育ネット 代表

第Ⅰ部　練習

　第Ⅰ部では、保護者支援における助言例を通して、支援場面のユニバーサルデザイン化を実体験していた

だく。まずはユニバーサルデザインという支援の営みに慣れていただきたい。それは、支援者と支援対象者

のやり取りを大切にすること、すなわち、コミュニケーション支援の方法論、そしてその実践に他ならない

からである。

第Ⅱ部　コミュニケーションスキル

　ここでは、コミュニケーションスキルの獲得を支える発達課題について述べる。

1	 メタ認知

　（1）メタ認知の獲得

　（2）メタ認知獲得の不調

　（3）メタ認知の不調と支援の不調

2	 愛着

　（1）愛着形成

　（2）愛着障害

　（3）愛着障害とコミュニケーション障害

3	 コミュニケーションの構造

　（1）縦軸と横軸

　（2）縦軸と社会性

　（3）横軸と情緒性

第Ⅲ部　コミュニケーション支援の実際

　ここでは、コミュニケーションに不調のある人（コミュニケーション障害のある人を含む）に対する支援

の実際について述べる。

1	 日常場面での支援

　（1）指示に従う練習

　（2）信頼関係の練習

　（3）コミュニケーションの練習

2	 肯定的フィードバック

　（1）情緒性を低くする工夫

　（2）アサーション

　（3）周囲からの苦情と反抗挑発症への対応
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第Ⅳ部　コミュニケーション支援の留意点

　ここでは、コミュニケーションに不調のある人（コミュニケーション障害のある人を含む）を支援する際

の留意点について述べる。

　1　自己理解の促進と自分の良いところ探し

　2　自己理解の促進と自分の短所への気付き

　3　他者批判という認知特性

　4　個別支援と集団支援

　5　なぜ私たちは他人の悪口が好きなのか

　6　カタルシスの彼岸

　7　コミュニケーション支援への禁忌

　8　即時的対応（微視的アプローチ）と継続的対応（巨視的アプローチ）

第Ⅴ部　ユニバーサルデザインの7原則
　ユニバーサルデザインは障害の有無を前提にしない支援の方法論と実践法から構成されている。ここでは

その7原則を紹介する。

　1　誰にでも公平に使用できる

　2　使用の自由度が高い

　3　使い方が簡単ですぐにわかる

　4　必要な情報がすぐにわかる

　5　操作ミスや危険につながらない

　6　無理のない姿勢で楽に使える

　7　使いやすい空間が確保される

 （Mace Ronald L.）



一 般 演 題 
（口頭発表）

1A～1B

第1日目　7月30日金

A会場（スノーホール A）

B会場（スノーホール B）
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1A-01
自閉スペクトラム症幼児の 
「お話作り」における発話連鎖の特徴（その2）
－定型発達幼児との縦断的比較－

溝江 唯1）、大伴 潔2）

1）東京学芸大学大学院連合学校 教育学研究科
2）東京学芸大学 特別支援教育・教育臨床サポートセンター

【目的】	自閉スペクトラム症（以下 ASD）児者のフィク
ショナルナラティブ（以下 FN）の発達過程は十分に明ら
かにされていない。また FN の評価に使用される課題は
図版を見て幼児の発話を促すものが多く、幼児自身が物
語を組み立てて語る課題を用いた検討はなされていない。
そこで本研究では知的発達、言語発達ともに遅れのない
ASD 幼児を対象とし、幼児自身が物語を組み立てて語る

「お話し作り」の課題を設定し、語りの発達過程について
定型発達幼児との差異を明らかにすることを目的とした。
【方法】	
対象：36〜48か月の ASD 幼児10名（新版 K 式発達検
査の三領域合計の DQ84〜110）と36〜47か月の TD
幼児10名を対象とした。ASD 幼児の CA と TD 幼児の
CA に有意差はなかった。データは6か月間隔で2度収
集した（Time1、Time2）。
「お話し作り」の課題：実験者が人形を操作しながら対象
児に話を聞かせた。話はトラブル場面で終わるようにし対
象児に話の続きを作るよう促した。課題は2種類実施した。
発話分析：発話の質的分析については、接続詞や接続助
詞で文を区切る T-unit ごとに「物語の筋」、「並列」、

「繰り返し」、「逸脱（無関連、戻る、不明）」、「不完全
な発話（例：名詞のみで意味内容が伝わらないもの）」
に分類し生起数を算出した。量的分析では発話数、平均
語連鎖数、語彙数、異なり語彙数、T-unit 数を算出し
た。Mann-Whitney の U 検定を行い群間を比較した。
【結果と考察】	質的側面について、ASD 幼児は Time1で
は「逸脱数」が TD 幼児よりも有意に多かったが（p ＜ .05）、
Time2では、ASD 幼児の逸脱の多さは有意傾向（p ＜ .10）
であった。また、「繰り返し数」は、Time1の時点では両
群に有意差は認められなかったが、Time2においては、
ASD 幼児が TD 幼児よりも有意に多かった（p ＜ .05）。量
的側面については Time1、Time2共に群間に差は認めら
れなかった。今後は発話内容にも焦点をあてて内容の違い
についても検討していく。

1A-02
ナラティブを用いた学習言語の試み 
－オンライン形式での指導実践の報告

入山 満恵子1）、田中 裕美子2）、松浦 千春3）

1）新潟大学 教育学部
2）大阪芸術大学
3）DIVERSE・ダイバースことばの発達支援・学習支援室

【はじめに】	言語獲得は、日常で使用されるコミュニ
ケーション言語に始まり、成長につれて思考・認知機能
を担う学習言語の習得が進む（大石、2001）。学習言語
を支える「ナラティブ」は「時間的に連続した出来事
を順序づけて言葉で表現する営み」で、コミュニケー
ション言語と学習言語を繋ぐとされる（Paul, 2007, 
Wesrby, 1985）。しかし日本では関連する評価や指導の
検討例が十分ではない。そこで、予備調査としてナラ
ティブを用いた評価と継続的な言語指導の経過から、効
果について報告する。また本実践はオンライン形式で進
め、その様子を紹介する。発表に際し本人及び保護者の
承諾を書面で取得し個人情報の取り扱いに万全を期した。
【方法】	対象は通常学級在籍の小3女児。2年時より「授
業が分からない」「授業になると腹痛が出る」との状況
であった。標準化検査等では偏りがみられたが FSIQ は
105と平均以上であり、解決の明確な糸口がつかめてい
なかった。しかし言語面の弱さを示すいくつかのエピ
ソードから、ナラティブ評価と指導を実施して効果を検
証した。
【結果と考察】	指導は進行中で、詳細は発表にて報告す
る。標準化検査では言語理解95、K-ABCⅡの理解語彙、
表出語彙ともに SS10と平均的な値であったが、ナラ
ティブ評価により、マクロ（起承転結）、ミクロ（語彙、
文表現）ともに小3レベルに達しておらず、また質的特
徴でも本児が抱える言語の問題が複数示された。また、
ナラティブ指導を通して躓きの背景がどこにあるのかな
どが徐々に明らかになってきた。さらに、オンラインと
いう制限のある状況下でも、工夫次第でインタラクティ
ブな言語指導が可能であった。既に話せている学齢期以
降の言語の問題は表面からは見えにくく、より深くアプ
ローチできるナラティブを用いた評価や指導は有効で、
また「言語」という特性上、頻回な指導が必要である
ため、多様な指導形態を工夫しながら継続的に力を伸ば
すことが必要と考える。
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