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第 1 号通信 2022 年 8 月最終版 

 

日本自閉症スペクトラム学会第２０回記念研究大会 

 

                                           特定非営利活動法人日本自閉症スペクトラム支援協会 

日本自閉症スペクトラム学会 

                                                           第 20回記念研究大会実行委員会 

 

2002（平成 14）年第１回日本自閉症スペクトラム学会研究大会が 200 数名の会員を集めて武蔵野東学

園で初めて開催されてからもう２０年を迎えます。今年は第２０回となる記念研究大会を下記の通り計

画しております。研究大会では、研究発表、大会企画シンポジウム、自主シンポジウムのほか、講演等を

予定しております。下記要領をお読みの上、それぞれお申し込みいただきますようお願い致します。多数

の会員の皆さんのご参加を心よりお待ちしております。 

 

《お願い》詳細については学会 HP を随時確認してください。 

http://www.autistic-spectrum.jp/ 

Ⅰ．大会概要 

会期：2022 年 8 月 21 日（日）オンライン大会 

         2022 年 8 月 22 日（月）オンデマンド配信開始 

                ※配信期間は 3 週間 （8 月 22 日～ 9 月 11 日）を予定しております。 

 

大会実行委員長：𠮷川 徹（愛知県医療療育総合センター中央病院 子どものこころ科） 

大会事務局：日本自閉症スペクトラム学会事務局（ご質問はメールでお願いします） 

 

 午 前 午 後 

8 月 20日（土）  第２回常任理事会、資格認定委員会 

編集委員会、理事会・評議員会 

8 月 21 日（日） 

オンライン 

       開会 

9:00-10:00  基調講演 

10:10-11:40  大会企画シンポジウム １ 

11:40-12:30  昼休み 

12:30-13:20  総会・学会賞授与 

13:30-14:30  教育講演 

14:40-16:10  大会企画シンポジウム ２ 

8 月 22 日（月） 

～ 9 月 11 日（日） 

オンデマンド 

自主シンポジウム 

ポスター発表 

  

★講演、シンポジウムの抄録は研究大会参加者に配信します。 
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Ⅱ．大会企画内容 

     大会メインテーマ「自閉スペクトラムの人たちの新たな未来へ  

～地域に根ざした豊かな共生社会を考える～」  

 

１．基調講演（21 日 9:00 ～ 10:00） 

「歴史的視点からみた自閉スペクトラム研究」   

講演者：本田 秀夫（信州大学医学部子どものこころの発達医学教室、 

日本自閉症スペクトラム学会会長） 

     司会：市川 宏伸（日本自閉症協会会長、前日本自閉症スペクトラム学会会長） 

 

２．教育講演（21 日 13:30 ～ 14:30） 

「自閉スペクトラム児・者支援のこれからの実践課題」 

講演者：𠮷川 徹  （愛知県医療療育総合センター中央病院 子どものこころ科） 

      司会：本田 秀夫（信州大学、日本自閉症スペクトラム学会会長） 

 

３．大会企画シンポジウム（21 日〈１〉10:10 ～ 11:40、〈２〉14:40 ～ 16:10） 

〈１〉「重層的支援体制の構築 ～共生社会の実現に向けて～」 

         コーディネーター：松上 利夫（社会福祉法人北摂杉の子会理事長、 

全日本自閉症支援者協会会長） 

          話題提供者：西尾 大輔（札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる）    

市岡 武  （地域生活拠点しょうなんサポートセンター沼南） 

                小林 哲理（社会福祉法人北摂杉の子会地域医療支援部） 

 

    〈２〉「ASD を含む発達障害等のある児童生徒の『個別最適な学び』と 

                 『協働的な学び』の一体的な充実に向けて」 

企画者：土岐 賢悟 （弘前大学大学院 教育学研究科） 

司会者：土岐 賢悟 （弘前大学大学院 教育学研究科） 

話題提供者：川俣 智路 （北海道教育大学 教育学研究科） 

      滑川 典宏 （国立特別支援教育総合研究所） 

指定討論者：菊地 一文 （弘前大学大学院 教育学研究科） 
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  4．自主シンポジウム （8月 22日 ～ 9月 11日 オンデマンド配信） 

〈１〉「自閉スペクトラム症のへの「肯定的」介入 

－氷山モデル、ソーシャルストーリーズ™、The CAT-Kit を用いた実践－」 

企画者：諏訪 利明  （川崎医療福祉大学医療福祉学部）  

司会者：諏訪 利明  （川崎医療福祉大学医療福祉学部） 

話題提供者：緒方 よしみ（元児童発達支援センターこだま） 

              よつば もこ（一般社団法人高槻ルーロー） 

              近藤 幸男  （川崎市発達相談支援センター） 

指定討論者：高木 一江  （横浜市中部地域療育センター） 

 

〈２〉「行動障害の著しい方への社会参加に向けた取り組み Ⅱ 

－福祉現場での情報共有及び支援統一の仕組みを中心に－」 

            企画者：繩岡 好晴 （明星大学人文学部）  

司会者：繩岡 好晴 （明星大学人文学部） 

話題提供者：種村 祐太 （NPO法人発達障害サポートセンターピュア） 

              高橋 大地 （川崎医療福祉大学大学院修士課程） 

        指定討論者：山根 和史 （厚生労働省 発達障害施策調査官） 

 

5．ポスター発表 （8月 22日 ～ 9月 11日 オンデマンド配信） 

 ポスター発表の演題は HP上に提示しています。 

 http://www.autistic-spectrum.jp/files/lib/4/155/202208131446564326.pdf 

 抄録は第２０回記念研究大会参加者に配信します。 

 

６．総 会 

8 月 21 日（日）12:30 ～ 13:20 開催します。 

学会賞の発表を行います。 

 

Ⅲ．大会参加の予約 

・会員の方は、2022 年度の年会費の納入をお済ませください。 

・研究発表をされない方の大会参加の予約の締切りおよび大会費用の納入は Peatix(クレジットカ

ード払い、コンビニエンスストア払い)にて行い、期限は 8 月 19 日(金)に延期されました。申し

込み・大会費用の納入を完了された方には「申し込み詳細」のメールをお送りいたしますので、

必ずご確認ください。なお締切日を過ぎてからの納入はご遠慮ください。 

 

http://www.autistic-spectrum.jp/files/lib/4/155/202208131446564326.pdf
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特定非営利活動法人日本自閉症スペクトラム支援協会 

日本自閉症スペクトラム学会 本部事務局   

（第 20 回記念研究大会 担当） 

〒273-0866 千葉県船橋市夏見台 3-15-18 

TEL：047-430-2010 FAX：047-430-2019 

E-mail：shikaku@autistic-spectrum.jp 

Ⅳ．諸 費 用 

参加予約希望者は、HP 上に提示されている Peatix にて申し込み・納入をお願いします。 

・ Peatix では、「会員番号」の入力は必須です。ご自身の会員番号をお忘れの方、不明の方

は、【９９９９】と入力してください。 

・ 納入された費用の変更・返金は一切できません。 

 

会
員
・
非
会
員 

一般参加 

会員 

非会員    

学生・当事者 

  会員 

非会員 

  

4,000 円（2 日間） 

5,000 円 (2 日間) 

  

  2,000 円（2 日間）  

2,500 円 (2 日間) 

     

 ※第２０回記念研究大会はオンライン開催に伴い、従来の当日申し込みの窓口はございません。 

                         ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

大会会長：本田秀夫（会長、信州大学） 

大会実行委員長：𠮷川 徹（副会長、愛知県医療療育総合センター中央病院） 

大会実行委員：萩原 拓（北海道教育大学旭川校） 

         土岐賢悟（弘前大学） 

         前田宣子（黒部発達相談室） 

         東條吉邦（副会長、茨城大学） 

         神尾陽子（医療法人社団神尾陽子記念会 発達障害クリニック） 

         楯 誠 （名古屋経済大学） 

         太田篤志（株式会社アニマシオン プレイジム） 

         坂井 聡（香川大学） 

         高原朗子（福岡発達障害療育研究所） 

          伊藤政之（事務局長、千葉県立佐原病院） 

          寺山千代子（事務局、顧問） 

          大久保道子（事務局、学校法人武蔵野東学園 武蔵野東教育センター） 

板垣裕彦 （事務局） 

是枝喜代治（事務局、東洋大学） 

佐久間隆介（事務局）         

          久保木智洸（事務局、信州大学） 

 

      


