
児童精神科臨床(発達障害臨床）
の研修概要
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浜松市基礎データ
中区：236,693人
東区：128,930人
西区：110,350人
南区：100,633人
北区：93,076人
浜北区：97,363人
天竜区：28,875人
浜松市総人口：806,407人
浜松市総世帯数：315,174世帯

【人口】

平均年齢４５．５９歳

年齢３階級別人口構成比

区 分 男 女 計

人 数 構成比(％) 人 数 構成比(％) 人 数 構成比(％)
0 ～ 14 歳 56,382  14.05  52,446  12.94  108,828  13.50  

15 ～ 64 歳 249,443  62.17  234,370  57.84  483,813 60.00  

65 歳以上 95,376  23.77  118,390  29.22  213,766 26.51

合 計 401,201  100.00  405,206  100.00  806,407  100.00  
全国平均構成比65歳以上
26.6％（平成27年）



浜松市等級別手帳所持者数
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精神疾患・発達障害の啓発及び相談窓口の
増加による手帳取得の敷居が下がり、年々

増加した傾向だと思われる



浜松市
障害福祉サービス支
給決定推移
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およそ障害者手帳所持者の7人に一人が
障害福祉サービスの支給決定を受けてい
る



当院の特徴
多機能型精神科診療所 2カ所のクリニックと多様な福祉施設の複合体
乳幼児期から成人までの包括的支援が可能な組織
専門スタッフが多数おり、多様な研修に対応

（例：常勤心理士18名、常勤精神保健福祉士34名、その他多数）
市の早期療育部門の３／７を引き受け、2歳前からの症例が多数受診し、
またそのフォロー体制も充実している
力動的な精神医学を基礎においており、基本的な子ども理解、人間理解
のための研修が可能 症例検討会が多数、および多様である
様々なケースの紹介元が確立しているので、どのようなパターンのケー
スも経験でき、医師や心理師の支援の下、主担当としてかかわる



至空会（市内分布）

多機能型事業所だんだん

ダダ第2クリニック

メンタルクリニックダダ

ひだまりのみち・さんぽみち

グループホーム市内４箇所

発達支援広場
行政委託の早期療育

多機能型
精神科
診療所



メンタルクリニックダダ

ダダ第2クリニック

医
療
部
門

外来診療

精神科デイケア・ナイトケア

精神科ショートケア

いろり

ひまわり（思春期・青年期）

マスカット（児童・思春期）

療育グループ等療育グループ等

精神科訪問看護

心理療法・心理検査

小学生 5グループ小学生 5グループ 中学生 3グループ中学生 3グループ

高校生 3グループ高校生 3グループ 高卒 3グループ高卒 3グループ

外来診療

精神科デイケア・ナイトケア

精神科ショートケア

思春期・青年期・成人期

療育 7グループ療育 7グループ

精神科訪問看護

心理療法・心理検査

医療法人社団至空会事業一覧



ひだまりのみち・さんぽみち

多機能型事業所だんだん

宿泊型自立訓練 短期入所（ショートステイ）

生活介護

地域活動支援センターⅠ型

就労移行支援 就労継続支援B型

生活訓練 訪問型

指定相談
計画相談

地域移行・地域定着

障害者就業・生活支援センター

就労移行支援 就労継続支援B型

生活訓練 訪問型

児童発達支援センター 放課後等デイサービス
保育所等訪問支援事業

浜松市障害者相談支援事業 浜松市障害者就労支援センター

福
祉
部
門
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医療法人社団至空会 スタッフ構成（2019年度）

• 医療部門 【メンタルクリニック・ダダ、ダダ第2クリニック】：
医師 （常）３名、 (非)３名、
心理士 （常）１８名、(非)１６名
精神保健福祉士（常）６名、 作業療法士（常）４名
看護師（常）６人 （非）３人
指導員（常）８人 （非）１１人 および講師若干名

• 福祉部門 【だんだん、ひだまりのみち・さんぽみち等】：
精神保健福祉士（常）２８名 社会福祉士（常）３名
作業療法士 （常）３名 看護師（非）２名
保育士 （常）１名 （非）２名
指導員 （常）１０人 （非）１９人

デイケア・ナイトケア・デイナイトケア ショートケア
メンタルクリニック・ダダ (45～50人)
ダダ・第2クリニック (40人前後)



遠州精神保健福祉をすすめる市民の会（Ｅ‐ＪＡＮ）

◇障害者相談支援事業（委託相談・指定特定相談支援）
①生活上の困りごとや悩み、福祉サービス等の相談に応じる
②浜松市家庭訪問等個別支援事業
③計画相談

◇ひきこもり相談支援事業 ひきこもりサポートセンターこだま
①訪問支援
②交流スペース
③当事者グループの運営、ひきこもりに関する普及啓発

◇地域若者サポートステーション（厚労省認定・市委託）
キャリアカウンセリング・心理カウンセリング・SST・
職場見学・学び直し支援

◇浜松市自殺対策地域連携プロジェクト（市委託）
ケースワーク ②研修会 ②協議会の開催
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約２０年前から、活動。当法人が主導して立ち上げた。現在も、
当法人の理事が、ＮＰＯの代表を務めている



遠州精神保健福祉をすすめる市民の会（Ｅ‐ＪＡＮ）
ボランティア関係

◇地域交流会
２か月に１回、情報交換や話し合いを行う

◇じゃんだらにぃ（当事者の発表会）
実行委員会方式で運営し、当事者、家族、医療機関、福祉サービス事業所、ファ

イザー、E-JANで
◇普及啓発（パネル展:浜松市の自殺対策事業の一環として）

地域の精神科病院、診療所、サービス事業所、救護施設等から、絵画、創作品の
展示と、精神保健医療福祉、相談に関する情報を掲示したパネル展をショッピングセ
ンター内で実施
◇ボランティア（たけのこくらぶ）

月2回の手芸や季節の行事など、サロンの運営や、地域のバザー、E-JANの様々な
事業に対する運営補助を行う
◇施設見学

浜松医科大学付属病院精神・神経科の看護師の研修として、市内の様な施設、事
業所を見学するツアー実施。 11
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ＮＰＯしずおか子ども・家庭プラットフォームの設立

社会的養護が必要な児童は年々増えているが、その支援は問題を抱えている。被
虐待児が増え養護施設も対応に混乱をきたし、専門性を保障されないまま児童相
談所や家庭児童相談室、保健師、児童委員等はもがいている状況と思われた。そ
こで、30年来の知合いの元児童相談所⾧のＭ氏との連携により、地域の専門家に
声をかけ、そのバックアップＮＰＯを作ることとなった。元児相⾧、元児相職員、
児童精神科医、小児科医、心理士、精神保健福祉士、教師らでＮＰＯを作った
浜松市児童家庭支援センターを受託

各区（7区）の家庭児童相談室の巡回症例検討
要保護児童対策協議会への出席
養護施設の巡回相談 里親支援

地域の多職種症例検討会（月一回）
心理アセスメント研究会（2か月に一回）
子どもソーシャルワーク研究会（2か月に一回）

児童の社会的養護に関しての連携

平成30年4月～
児童発達相談支援センターの

運営をはじめた
浜松全体を視野に入れた活動

１４人体制のセンター



学校との連携13 はままつ子どものこころを支える会 通称：すまいる
• 平成２７年１２月NPO登記
• 不登校児支援協議会等と連携し、市内の不登校児童の現状分析や不登校対策
の方向性について協議をすすめる

• 子どものこころの勉強会（教師対象の勉強会の運営6，7年の実績あり）
• 中学校区（中学校、小学校、幼稚園、保育園等）で集まり事例検討会を開く

平成３０年度～適応指導教室（不登校生徒１００人／日通所）の事業委託を受けた



１歳半

保育園・幼稚園等

６歳

小学校
中学校

１５歳 １８歳

６５歳

高校生
義務教育
終了

保育所等訪問支援

ライフステージごとの提供サービス

宿泊型自立訓練・生活介護・生活訓練
就労Ｂ型・就労移行・なかぽつ・就労支援センター

地域生活援助・就労定着支援

相談支援センターだんだん・浜松市相談支援事業所だんだん（委託）

児童発達支援センター 放課後等デイサービス

青年期・成人期

福
祉
部
門

医
療
部
門

精神科デイケア

カウンセリング・遊戯療法

精神科訪問看護
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精神科ショートケア
早期療育
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医療法人社団至空会 スタッフ構成（2019年度）

• 医療部門 【メンタルクリニック・ダダ、ダダ第2クリニック】：
医師 （常）３名、 (非)３名、
心理士（常）１８名、(非)１６名
精神保健福祉士（常）６名、 作業療法士（常）４名
看護師（常）６人 （非）３人
指導員（常）８人 （非）１１人 および講師若干名

• 福祉部門 【だんだん、ひだまりのみち・さんぽみち等】：
精神保健福祉士（常）２８名 社会福祉士（常）３名
作業療法士 （常）３名 看護師（非）２名
保育士 （常）１名 （非）２名
指導員 （常）１０人 （非）１９人

デイケア・ナイトケア・デイナイトケア ショートケア
メンタルクリニック・ダダ (45～50人)
ダダ・第2クリニック (40人前後)



３ ／ ３
資料3



早期幼児期からの発達障害の研修（１）

a．一歳半検診後の早期療育
１歳半検診後の早期療育を浜松市から委託されている（７カ所中３カ所）ため、早期療育広場での
研修ができ、グレーゾーンの子から臨床域のレベルの子まで多くの子にかかわることを経験する
b．年齢、レベルごとの多様な個別療育及びグループ療育
個別療育が充実しており、その子たちの行動観察、療育。グループ運営、多職種マネージメン

ト、親との関り、ペアレントトレーニング等経験する 年少少の前、年少少などの就園前グループ、
就園後の並行通所グループ、学童期のグループ（レベルと年齢に合わせ６，７グループ）も体験
c．児童発達支援センターでの通所療育
医療による個別フォローだけではなく、法人内に児童発達支援センターを持っており、そこで

の通所療育、グループ療育等を経験する
d．幼稚園、保育園の訪問（保育所等訪問支援事業）等
園での子どもの観察、指導等を経験する 園の先生たちとのコミュニケーションの経験をする



早期幼児期から就学前の発達障害の研修（２）
e．発達相談支援センター
法人関連ＮＰＯにて、発達障害児者相談支援センターを運営している 住民からの相談等

の経験及び地域での援助システムを見学及び経験をする
f．２，３歳児の診療の予診、陪席
児童精神科医の初診において予診取りを経験し、その後診療に陪席する

g．ケースをもって実際に治療にあたる 医師や心理師による支援の下
多種、多様なケースが豊富にあるので、研修したいタイプのケースを担当できる

h．各種心理、テスト、発達検査
Ｋ式発達検査、ＷＩＳＣはじめ様々な発達及び知能検査等をしる

i．児童相談支援事業の体験 養育困難家庭への訪問
法人内の相談支援事業所の活動を体験する 養育困難家庭への訪問の際の参加、手伝いを

する また、外来通院中の子どもの家庭への訪問に参加、手伝いをする
j.児童期・思春期デイケア

様々な状態の児童期、思春期の方とのかかわりを通し、デイケアでの治療を体験すると共
に、チーム医療及び連携を知る機会とする。
k.社会復帰に向けた福祉施設での研修

治療を受けている子どもたちから青年期の方がどのように自立を目指していくのか、福祉施設の実
習を通して社会復帰のイメージをもてる機会とする



多様な症例検討会の体験ができます
1．デイケア症例検討（月２回）
デイケアメンバーの理解のため家族歴、生育歴等をもとにケースの検討会（1時間）

2．心理症例検討会（月2回）
カウンセリングしている患者の家族歴、生育歴をもとにした検討、グループディスカッ

ション
3．カウンセリング症例提示による集団スーパーバイズ（2か月に一回）
カウンセリング症例の理解と同時に治療経過を検討し、発表者そのものの教育分析もする

4．福祉領域の症例検討会（月２～３回）
当法人施設の症例検討会であり、福祉部門の成人の利用者も家族歴、生育歴を中心に検討

する
5．児童症例検討会（月1回）
関連ＮＰＯ主催で開いている地域の症例検討会（もともと当院で行っていたもの）

6．乳幼児事例検討会（年5回）
保健師、保育士等が世話人となり、保育士中心のビデオを使った事例検討会。コメンテー

ターは理事⾧と川瀬教授（金城大学） 場所は当法人の第2クリニック
７．巡回相談事例検討会へのオブザーバー参加（年5回）
８．療育研究会事例検討会へのオブザーバー参加（年5回）



研修型カリキュラム：概ね3ヶ月

導入 1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目
a.１歳半検診
後専門療育

b.個別療育
集団療育

c.児童発達支援
センター

f.幼児の予診、
陪席

月1回 医師相談陪席

c.月に2回程度 ※d.保育所等訪問支援を兼ねる

随 時

h.検査 検査にオブザーバーとして同席

個別療育（オブザーバー）、集団療育（補助）月2回

委託事業 K.法人福祉の視察及び実習
e.発達障害者相談支援セン
ター来談者面接の陪席

j.児童思春期
デイケア

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

週1回

症例検討会1~6へ参加様々な症例検討会



研修型カリキュラム：概ね6ヶ月
導入 1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目 4ヶ月目 5ヶ月目 6ヶ月目

a.１歳半検診後
専門療育

b.個別療育
集団療育

c.児童発達支援
センター

f.幼児の予診、
陪席

月1回 医師相談陪席

c.月に2回 ※d.保育所等訪問支援を兼ねる

初診が入り次第随時

g.ケースを担当
し治療を行う 週3日心理とセットで治療を行う

個別療育(見学)、集団療育（補助）月2回

委託事業 e.発達障害者相談支援センター月1回※来談者の面接に陪席 i.相談支援事業オブザーバー

h.検査 検査にオブザーバーとして同席

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

j.児童思春期
デイケア 週２回継続

様々な症例検討会 症例検討会1~6に随時参加

k.福祉との連携 だんだんの各事業を
2週間体験する



目 標

1ヶ月
•児童精神科における治療とは何かを知る

2ヶ月
•治療の為に必要となる社会資源とその機能を知る

3ヶ月
•児童精神科治療におけるネットワークの重要性を知り構想を抱く

•児童思春期デイケア、福祉サービスでの研修を通して、患者さんが自立をしていく過程を知る

4ヶ月
•各事例への治療にあたり、医療チーム内連携及び社会資源との連携を実践する①

5ヶ月
•各事例への治療にあたり、医療チーム内連携及び社会資源との連携を実践する②

6ヶ月
•症例検討会にて症例を出し、SVを受け発達をイメージできるよう深めていく。

•所属医療のメンバーを招き研修後の実践に備える。

患者さんの発達や育ちについてイメージできる。
治療に必要な社会資源、チーム医療を知る。
1対1から社会へ、自立までの過程を大切にした支援のイメージ



発達障害の子どもや発達障害を持った人た
ちの基本的障害をイメージできる

カリキュラムの大きな目標としては、児童思春期の臨床に
関して、臨機応変に対応できる力を獲得する
スタッフや地域にアドバイスすることができる力を持つ

生育歴を、読み解けるようになる

子どもの生きづらさのテーマ
をわかるようになる

ケースカンファでアドバイス
ができるようになる

親指導、教師とのかかわ
り方の基本が身につく

チーム医療のコツがわかる

発達障害、児童精神科の薬物療
法の基本がわかる

地域の児童精神保健のサービスがわかる、
また、そことのつながり方がわかる



発達障害の臨床を取り入れる意味

発達障害という切り口で人を理解することが求められている。専門家ではな
く一般の人たちの意識が発達障害に行っている

発達障害という表現型が爆発的に増えている
様々な精神的不適応の背後に発達障害がある。統合失調症やうつ病、躁うつ
病の背後にも発達障害が絡んでいるケースが多いことが認められつつある

ＡＤＨＤと自閉スペクトラム症を合わせると、臨床現場とすると1割ぐらい
の人が、介入が必要である。統合失調症の10倍にあたる

社会不適応の方の背後にも発達障害の問題が多く認められるようになり、社
会問題となり政策的にも重要課題になっていく

乳幼児の発達障害発言率は増えているので、当分は増加傾向はおさまらない

精神科機関として、周囲と差別化ができる。スタッフが
集まりやすい。



当法人のカリキュラムを受ける意味

☆当法人は、すべてといっていいほど多様な福祉メニュー
を持っているので、貴機関で導入するメニューを選べる

☆チーム医療のレベルは高いものがあり、職員の資質向上
のためのコツや様々な職種の特徴を知ることができる

☆実践的な、児童精神科医療を身に付けることができる

☆地域との連携の仕方、地域の資源の実情を知ることがで
きる



理事⾧の対外的活動

日本児童青年精神医学会 代議員

日本児童精神科診療所連絡協議会 理事・事務局長

日本多機能型精神科診療所研究会 世話人

日本デイケア学会 理事

日本児童分析臨床研究会 世話人

浜松市浜北医師会 理事

静岡県精神神経科診療所協会 理事

静岡県子どもフォーラム 世話人

ＮＰＯしずおか子どもプラットフォーム 理事（副代表）

ＮＰＯ遠州精神保健福祉をすすめる市民の会 顧問

ＮＰＯ子どものこころを支える会 顧問



浜松市要保護児童対策協議会代表部会 専門委員

浜松市児童虐待検証部会 臨時委員

浜松市精神保健福祉審議会 委員長

浜松市こどものこころ検討会 委員

浜松市不登校対策協議会 委員

浜松市ひきこもり対策連携協議会 アドバイザー

浜松市子ども・若者支援スーパーバイザー

浜松市若者就労支援連携協議会 委員

浜松市自殺対策事業 研修委員会 委員

浜松市休職教師復職審議会 委員

浜松市教育委員会指導力向上委員会 委員

浜松市関連で理事⾧が受けている仕事


