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講演者 講演名 学会・研究会・研修会名等 開催年

仁志田博司  DCとNIDCAPを我が国に導入した経緯 青森県立中央病院 ディベロップメンタルケア研修会 2020

内海加奈子 NIDCAPプロフェッショナル所属施設でのNIDCAPの取り組み 青森県立中央病院 ディベロップメンタルケア研修会 2020

藤本智久 人工呼吸管理下のお子さんの発達支援 第22回新生児呼吸療法モニタリングフォーラム 2020

藤本智久 NIDCAPの理論に基づいたポジショニング 第34回 岡山新生児研究会 2020

Takeshi Arimitsu
Babies born too soon, too small or too sick. Achievements,

challenges and chances in Japan
1st Parent Organisations Summit 2020

儀間裕貴 新生児のディベロップメンタルケア
令和元年度 全国助産師教育協議会 中国四国地区研修

会
2019

大城昌平
NICUにおけるリハビリテーション総論：赤ちゃんのと親の力を支

援する

令和元年度 理学療法士講習会（基本編） 赤ちゃんリ

ハビリテーション研修会
2019

藤本智久 哺乳評価・練習について
令和元年度 理学療法士講習会（基本編） 赤ちゃんリ

ハビリテーション研修会
2019

藤本智久 Synactive Theoryに基づいたアプローチ
令和元年度 理学療法士講習会（基本編） 赤ちゃんリ

ハビリテーション研修会
2019

儀間裕貴 新生児理学療法につながる赤ちゃん研究
令和元年度 理学療法士講習会（基本編） 赤ちゃんリ

ハビリテーション研修会
2019

大城昌平 発達障害のある子どもの理学療法の考え方 茨城県理学療法士会 小児理学療法研修会 2019

Takeshi Arimitsu Meet the Experts; Managing Extreme LBW Infants. 10th International Arab Neonatal Care Conference 2019

Takeshi Arimitsu Nurturing Care in the NICU; Sounds and Speech Effect 10th International Arab Neonatal Care Conference 2019

Takeshi Arimitsu
Noninvasive Measurement of Neuronal Activity with Near-

Infrared Spectroscpy and EEG
10th International Arab Neonatal Care Conference 2019

儀間裕貴

新生児・乳児の自発運動・活動と発達特性の関連

（ラウンドテーブル：「赤ちゃん学」の30年後に向けて～若手研究

者の活躍の先に期待されるもの～）

日本赤ちゃん学会第19回学術集会 2019

有光威志 お母さんの声に育まれる赤ちゃん心のモニタリング 第21回新生児呼吸療法・モ ニタリングフォーラム 2019

有光威志
スウェーデン訪問と日本のアンケートから見る”Developmental

Care”
第22回新生児呼吸療法・モ ニタリングフォーラム 2019

大竹洋子 ディベロップメンタルケアの実際 新生児成育セミナーin北海道 2019

内海加奈子 新生児・早産児の成長発達ケア 岩手県看護協会　助産師研修 2019

太田英伸
赤ちゃんと養育者・スタッフに最適な光環境を設計する～光で

NICU空間を切り分ける～
第20回新生児呼吸療法モニタリングフォーラム 2019

儀間裕貴
脳の発達とディベロップメンタルケアの実際および小児理学療法へ

の応用と手がかり
佐賀県理学療法士会主催研修会 2018



大城昌平 発達支援の基本的な考え方（総論）
福島県理学療法士会主催研修会「赤ちゃんの健やか

な成長のために～新生児期からの発達支援～」
2018

藤本智久 NIDCAPの考え方と理学療法への応用
福島県理学療法士会主催研修会「赤ちゃんの健やか

な成長のために～新生児期からの発達支援～」
2018

儀間裕貴 最近の赤ちゃん研究とハイリスク児への発達支援
福島県理学療法士会主催研修会「赤ちゃんの健やか

な成長のために～新生児期からの発達支援～」
2018

大城昌平 NICUにおけるリハビリテーション総論・NBAS 平成30年度赤ちゃんリハビリテーション研修会 2018

藤本智久 発達支援：synactive theoryに基づいたアプローチ 平成30年度赤ちゃんリハビリテーション研修会 2018

儀間裕貴 新生児理学療法につながる赤ちゃん研究 平成30年度赤ちゃんリハビリテーション研修会 2018

有光威志 早産児の音声言語処理の脳機能発達 第21回日本光脳機能イメージング学会 2018

有光威志 早産児の脳を育むNICUの音環境デザイン 第4回新生児発達支援セミナー 2018

有光威志 音環境で脳を育む 第 20 回新生児呼吸療法モニタリングフォーラム 2018

大竹洋子
重症児の概論、最近の周産期医療、NICUを取り巻く現状と課題、

退院支援体制

東京都福祉保健局主催　東京重症心身障害

「professional」育成コース研修
2018

大竹洋子
職業インタビュー、将来なりたい仕事、「小さな赤ちゃんが入院す

るところNICUと看護師の役割」
東京 白梅学園清修中高一貫部 2018

藤本智久
新生児のリハビリテーション：Synactive Theoryに基づいたアプ

ローチ

独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医

療センターリハビリテーション研修会
2018

藤本智久 新生児期から幼児期における呼吸理学療法
一般社団法人 兵庫県理学療法士会 こども生涯支援部

研修会
2018

藤本智久 乳幼児の発達支援
一般社団法人 兵庫県助産師会 助産師ちからアップ研

修会
2018

藤本智久 新生児期からの発達支援 ～NICUから在宅に向けて～
平成30年度 兵庫県理学療法士会 中播磨・西播磨支部

合同研修会
2018

儀間裕貴 赤ちゃんの発達とディベロップメンタルケアの実際 別府発達医療センター研修会 2017

大城昌平 NICUにおけるリハビリテーション総論 平成29年度赤ちゃんリハビリテーション研修会 2017

藤本智久 発達支援：synactive theoryに基づいたアプローチ 平成29年度赤ちゃんリハビリテーション研修会 2017

儀間裕貴 新生児理学療法：General Movementsの評価 平成29年度赤ちゃんリハビリテーション研修会 2017

有光威志
早く産まれた赤ちゃんにとって”うるさい音”と”心地よい音”と

は？ー新生児集中治療室から始める発達支援と音声知覚研究ー
第21回発達保育実践政策学セミナー 2017

森口紀子 ディベロップメンタルケアの中での母乳育児支援 第32回日本母乳哺育学会学術集会 2017

森口紀子 親子のこころと育ちに寄り添う 第62回日本新生児生育学会 2017

大城昌平 赤ちゃんと家族のあたたかな心を育むディベロップメンタルケア 第62回日本新生児生育学会 2017



大城昌平
発達障害およびそのリスクをもつ赤ちゃんと家族のタッチポイント

（シンポジスト）
第62回日本新生児生育学会 2017

Hiromi Eto
Sleeping Behavior of New Born and Infants; Synchronization

during Pregnancy, Puerperal Period and Child-Bearing Period

The 2nd International Seminar on Global Health

(ISGH)
2017

木原秀樹 新生児のポジショニングとハンドリング 千葉大学医学部附属病院NICU研修会 2017

儀間裕貴 新生児・乳児の自発運動から小児リハを考える さいたま子ども勉強会 2016

藤本智久 赤ちゃんにやさしい呼吸ケア（理学療法士の視点） 第18回 新生児呼吸療法モニタリングフォーラム 2016

木原秀樹 赤ちゃんを育むディベロップメンタルケア 長崎大学病院研修会 2016

木原秀樹 NICUから始まる発達ケア・支援 第15回宮城県新生児カンファレンス 2016

木原秀樹
「早産児・新生児の発達に関する基礎知識」、「発達ケアとケア・

アセスメント」、など
メディカ出版セミナー2016 「赤ちゃんの発達を促す－発達ケアのすべて」2016

木原秀樹 赤ちゃんと家族のかかわり方 メディカ出版セミナー 2016「NICUの児を育むケア」 2016

木原秀樹 HFNC療法中の経口評価 第18回新生児呼吸療法・モニタリングフォーラム 2016

木原秀樹 長野県立こども病院におけるNICU発達評価・支援の取り組み 茨城県立こども病院研修会 2016

木原秀樹 新生児・小児の呼吸生理と呼吸管理に活かす呼吸理学療法 第17回新潟小児看護研究会 2016

木原秀樹 NICUにおける新生児の呼吸管理および呼吸理学療法の実際 神戸市立医療センター中央市民病院研修会 2016

木原秀樹 ポジショニングとハンドリング 名古屋市立大学病院研修会 2016

木原秀樹 新生児の口腔発達の評価と支援 第1回新生児口腔ケア研究会 2016

木原秀樹 ポジショニングとハンドリング 昭和大学江東豊洲病院研修会 2016

木原秀樹 新生児のポジショニングと呼吸理学療法 船橋中央病院研修会 2016

木原秀樹 新生児のポジショニングの実際 シナジスインターネットライブセミナー 2016

木原秀樹 ハイリスク新生児の医療と発達 日本赤ちゃん学会若手部会第4回研究合宿 2016

木原秀樹 ポジショニングとハンドリング 国立国際医療研究センター研修会 2016

木原秀樹 赤ちゃんの声を聴こう～ベッドサイドでの見方～ 2016年度Fukushima Child Care研究会 2016

木原秀樹 ハイリスク新生児の評価と介入 平成28年度日本理学療法士協会専門領域部会講習会 2016

木原秀樹 低出生体重児の理学療法 ～NICUからﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟまで～ 理学療法士講習会応用編2016 2016



森口紀子

ファミリーセンタードケア　NIDCAP(Newborn Individualized

Developmental Care and Assessment Program)の視点から考える

家族支援

第25回日本新生児看護学会学術集会 2015

儀間裕貴 新生児の自発運動とその後の発達
子どもの認知神経リハビリテーション研究会　第12

回勉強会
2015

有光威志 近赤外分光法を用いて母子愛着と生理反応の関係を探る 第37回神奈川県新生児研究会 2015

有光威志 新生児の母親声に対する認知機能 －近赤外分光法を用いて－ 第 2 回新生児科指導医教育セミナー 2015

藤本智久 乳幼児の行動と発達の観察ポイント 一般社団法人 兵庫県助産師会 勤務助産師部会 研修会 2015

木原秀樹
ディベロプメンタルケアに基づいたポジショニング・ハンドリン

グ・赤ちゃんのサイン
山梨県立大学看護学部研修会 2015

木原秀樹
「早産児・新生児の発達に関する基礎知識」、「発達ケアとケア・

アセスメント」、など

メディカ出版セミナー2015 「赤ちゃんの発達を促す

－発達ケアのすべて」
2015

木原秀樹 赤ちゃんと家族のかかわり方 メディカ出版セミナー 2015「NICUの児を育むケア」 2015

木原秀樹 新生児・乳児の哺乳・嚥下の評価 第17回新生児呼吸療法・モニタリングフォーラム 2015

木原秀樹 極低出生体重児の理学療法 北里大学周産期研修会 2015

木原秀樹 長野県立こども病院のフォローシステム 平成26年度乳児健診マニュアル講習会 2015

木原秀樹 早産児のポジショニング
東京都周産期医療ネットワークグループ平成27年度

研修会
2015

木原秀樹 「早産児の哺乳評価」、「早産児のポジショニング」 滋賀医科大学新生児講習会 2015

木原秀樹
シンポジウム　胎児期新生児期に神経学的長期予後の予測は可能

か？「新生児の行動発達」
第51回日本周産期新生児医学会 2015

木原秀樹 新生児の発達評価 名古屋大学病院リハビリテーション部研修会 2015

木原秀樹 ハイリスク新生児の評価と介入 平成27年度日本理学療法士協会専門領域部会講習会 2015

木原秀樹 NICUにおける理学療法の実際 理学療法士講習会 2015

木原秀樹 NICUにおけるリハビリテーション（総論）
平成27年度長野県立こども病院リハビリテーション

研修会
2015

木原秀樹 NICUから始まる理学療法‐新生児・乳児期の発達と予後 第31回東海北陸理学療法学術大会 2015

木原秀樹
シンポジウム　小児救急医療から生活へつなぐ理学療法「新生児救

急医療の立場から」
第2回小児理学療法学会学術大会 2015

木原秀樹 赤ちゃんのポジショニングの実際 第32回庄内周産期懇話会 2015

木原秀樹 低出生体重児の理学療法 ～NICUからﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟまで～ 理学療法士講習会応用編2015 2015

木原秀樹
「新生児理学療法の評価と発達支援」、「DCの基本とポジショニ

ング」
福島県理学療法士会研修会 2015


