
平成 29 年 4 月 14 日 

平成 28 年度 横浜市立大学児童精神科業績 

 

【論文発表】2016 年 1 月～12 月 

 

①原著論文（症例報告を含む）2016 年 1 月～12 月 

 

井上祐紀、奥村泰之、藤田純一：知的障害児に併存する精神疾患・行動障害への向精神薬

使用の実態: 大規模レセプトデータベースを活用したコホート研究. 精神神経学雑誌,  118 

(11) 823-833, 2016  

 

境 玲子，飯田美紀：皮膚・毛髪への“身体集中反復行動”－抜毛症、皮膚むしり症、皮膚

の掻破行動－．児童青年精神医学とその近接領域，57(2)：298-309，2016． 
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②総説 2016 年 1 月～12 月 

 

境 玲子：抜毛症．臨床精神医学 45（増刊），251-254, 2016 

 

境 玲子：皮膚むしり症．臨床精神医学 45（増刊），255-258, 2016 

 

高橋雄一：小児の摂食障害入院治療における課題と取り組みについて 総合病院精神科病棟

における小児の摂食障害入院治療の課題について．児童青年精神医学とその近接領域，

57(4)：586-588，2016． 

 

高橋雄一，荒井宏：【小中高生のメンタルを支援する医師不足をどう補うか】 一般精神科医

が児童生徒を診察するためのコツ．精神科，29(4)：340-344，2016. 

 

藤田 純一，平安 良雄：思春期のメンタルケアの現状と問題点．精神科，28(4)：319-323，

2016． 
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③著書 2016 年 1 月～12 月 

高橋雄一：子どもの精神病性障害．日本総合病院精神医学会編，子どものこころの診療ハン

ドブック．星和書店，117-122，2016． 

 

高橋雄一：摂食障害の初期対応．日本総合病院精神医学会編，子どものこころの診療ハンド

ブック．星和書店，152-161，2016． 

 

藤田純一（訳・監訳）：まわりには聞こえない不思議な声 中高生のための幻声体験ガイ

ド. 日本評論社. 2016 
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④学会発表 2016 年 1 月～12 月 

 

Fujita J，U．Aoyama K，Toyohara N，Tsukamoto Y，Sakai R，Hirayasu Y，

Toyohara K，Sho N，Minami T，Arai T : Dropout from psychiatric care among young 

patients with suicidality and their poor help-seeking attitude．22th World Congress of 

the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied 

Professions，Calgary，2016，9． 

 

Sakai R，Uehara-Aoyama K，Fujita J，Toyohara N，Tsukamoto Y，Hirayasu Y，

Onoda M : Multi-Dimensional Approach for a School-Aged Child with Severe Hair-

Pulling Behavior．22th World Congress of the International Association for Child and 

Adolescent Psychiatry and Allied Professions，Calgary，2016，9． 

 

Toyohara N，Fujita J，Uehara-Aoyama K，Tsukamoto Y，Sakai R，Chiba Y，

Hirayasu Y：Neuropsychiatric Manifestations After HPV Vaccination: 4 Case Series．

22th World Congress of the International Association for Child and Adolescent 

Psychiatry and Allied Professions，Calgary，2016，9． 

 

Hidekazu Kato, Koji Toyohara, Junichi Fujita, Noriko Sho, Tatsuya Minami, Yoji Seike, 

Takashi Arai. The characteristics of children with 'hikikomori (prolonged social 

withdrawal)' and its difference from school absenteeism. 22nd International Association 

for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions，Calgary，2016，9． 

 

境 玲子：私ならこうする一精神科医の立場からー：第 6 回日本皮膚科心身医学会，名古

屋，2016．1 

 

境 玲子，三木和平、河野真純、中村和子、蒲原 毅：睡眠障害にて精神科連携を行ったア

トピー性皮膚炎の高校生例：アトピー性皮膚炎治療研究会第21回シンポジウム，大宮，2016．

2. 

 

境 玲子，藤田純一，青山久美，戸代原奈央，墳本陽子，平安良雄：児童精神科を初診した

抜毛症状を有する 10 例における精神療法の検討．第 112 回日本精神神経学会学術総会，千

葉，2016，6． 

 

篁宗一・横山恵子・上松太郎・井ノ口恵子・ 松浦佳代：学校現場でのメンタルヘルスリテ

ラシー（MHL）教育プログラムの導入に向けて．日本精神保健看護学会第 26 回学術集会，

～効果的な立ち上げ方、進め方～ 滋賀，2016，7. 
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篁宗一・上松太郎・ 松浦佳代・井ノ口恵子・ 倉田真奈美・ 澤田優美子・ 志村和哉・大島

巌・ 渡辺洋子 ・深澤裕二：知ってたら違った？当事者が語る学校メンタルヘルス教育．リ

カバリー全国フォーラム，分科会，東京，2016，8 

 

戸代原奈央，藤田純一，青山久美，平安良雄：患児の復学に際して学校向けの疾患啓発教

材を作成した神経性やせ症の１例．第 57 回日本児童精神青年精神医学会総会，岡山，

2016，9． 

 

青山久美：児童思春期とアディクション，アルコールアディクション医学会，東京，

2016，10 

 

廣内千晶，高橋雄一，平安良雄：10 歳以下で発症した摂食障害患者の臨床的検討．第 57

回日本児童青年精神医学会総会，岡山，2016，10． 

  

浅沼和哉，野澤恵子，藤田純一，小松﨑圭：信頼関係の構築に苦心した、被虐待歴をもつ

小学生女児への入院治療．第 57 回日本児童青年精神医学会総会，岡山，2016，10． 

 

山本 恭平, 青山 久美, 藤田 純一, 高橋 雄一：神奈川県立精神医療センター依存症診療科

における 10 歳代患者の現状．第 57 回日本児童青年精神医学会総会，岡山，2016，10． 

 

小松崎 圭(神奈川県立こども医療センター 児童思春期精神科), 谷本 瑠奈, 黒岩 小百合, 

加藤 秀一, 豊原 公司, 庄 紀子, 南 達哉, 新井 卓：神奈川県立こども医療センターにお

ける Prader-Willi 症候群の精神科受診状況と向精神薬使用の検討 第 57 回日本児童青年

精神医学会総会，岡山，2016，10． 

 

黒岩 小百合(神奈川県立こども医療センター), 庄 紀子, 谷本 瑠奈, 小松崎 圭, 豊原 公司, 

南 達哉, 新井 卓：小児総合病院におけるせん妄患者の調査．第 57 回日本児童青年精神医

学会総会，岡山，2016，10． 

 

高橋雄一：学齢期の発達障害児の診療シンポジウム「総合病院精神科における発達障害児

(者)の診療―年代別の特徴と対応のポイント―」．第 29 回日本総合病院医学会学術総会，東

京，2016，11． 
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⑤研究助成 2016 年 1 月～12 月 

藤田純一：自殺念慮を抱える子どもの幻聴体験と自殺企図リスクに関する研究. 文部科学

省科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究（C）（一般） 468 万円 

 

⑥その他 2016 年 1 月～12 月 

講演等 

青山久美：医療の立場からゲームを考える，家族セミナー，横浜，2016，1 

 

高橋雄一，青山久美：思春期の子どものこころの問題について－インターネット・ゲームを

やめられない子どもたちを中心に－,横浜市立大学市民医療講座，横浜，2016，1． 

 

高橋雄一：青年期・成人期の発達障害の理解，横浜市立大学市民医療講座，横浜，2016，2. 

 

高橋雄一：発達障害の理解と対応～医療の現場から～，鎌倉市発達障害等啓発講演会，鎌倉，

2016，3 

 

田崎みどり：横浜市児童相談所における虐待をする養育者支援の実情 JST 会議 横浜，

2016，4. 

 

藤田純一：本人と家族の安心につながる医療，学齢後期発達相談室くらす講演会，横浜，

2016，7 

 

上松太郎 学校メンタルヘルスリテラシー教育の授業実践 横浜市立平楽中学，2016.6,7 

 

上松太郎 学校メンタルヘルスリテラシー教育の授業実践 東京家政大学附属女子高等学

校，2016.7 

 

青山久美：動機づけ面接法【基礎編】【応用編】，若者相談支援スキルアップ研修 若者支

援前期コース，2016.8． 

 

藤田純一：発達障害と精神科併存症，神奈川県精神保健福祉協議会 平成 28 年度児童生徒

理解のためのこころの健康セミナー，横浜，2016，8 

 

持田訓子：多様なニーズに応じる 手立ての工夫 ～インクルーシブな学校づくりに向け

て～，神奈川県精神保健福祉協議会 平成 28 年度児童生徒理解のためのこころの健康セミ

ナー，横浜，2016，8 

 

浜田恵子：子どものアセスメントの工夫 -合理的配慮につなげるために-， 神奈川県精神
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保健福祉協議会 平成 28 年度児童生徒理解のためのこころの健康セミナー，横浜，

2016，8 

 

藤田純一：成人の発達障害，精神科看護協会，精神科看護協会講演，横浜，2016，9 

 

藤田純一、青山久美、高橋雄一、廣内千晶：医療と学校の連携，平成 28 年度 第 2 回児

童・生徒指導方面別協議会、横浜，2016，10 

 

田崎みどり：性的問題行動・性加害をする子どもへの横浜市児童相談所の対応の現状 神奈

川県警少年相談保護センター，神奈川，2016.10   

 

青山久美：若者の依存，ネットゲームを中心に，横浜，2016.10 

 

上松太郎：学校メンタルヘルスリテラシー教育の授業実践 町田市立南大谷中学校

2016.11 

 

上松太郎：学校メンタルヘルスリテラシー教育の授業実践 三浦市立南下浦中学校 2016.11 

 

田崎みどり：BEAMS3（医療機関のための虐待対応研修）：子どもから話を聴く 日本子ど

も虐待医学会主催，兵庫，2016，11.  

 

藤田純一：ちょっと変わった子の理解と支援，青少年相談センターこころの健康セミナ

ー，横浜，2016，12 

 

田崎みどり：第 13 回神奈川南部・子どものメンタルヘルスを考える会：性的虐待の理解と

対応の実際，横浜，2016 

 

田崎みどり：松本児童相談所虐待対応研修 AHT（SBS)事例に対する相談援助活動～AHT

（虐待による頭部外傷）に児童相談所が適切に対応するために～ 長野，2016，12． 


