
Ⅺ 業績 

１ 診療部 

 

その他の出版物など  

 

渡部泰弘、大野貴子、奥見裕邦、亀田 誠、芳賀彰子、安島英裕（2013）第 30 回日本小児

心身医学会学術集会イブニングセミナー報告「論文を読んでみよう・書いてみよう」 子

どもの心とからだ、22(1)、2013、129-133 

 

澤石由記夫（2014）総説：Guillain-Barré 症候群、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー．

小児科臨床，vol.77，Suppl（小児の治療指針），814-6 

 

 

学会・研究会発表 

 

第 57 回秋田県整形外科医会、4月、秋田市 

杉村祐介、坂本 仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之（2013）基礎疾患のある外傷性膝蓋

骨脱臼に対し楔状弁法により治療した 1例 

 

第 42 回日本脊椎脊髄病学会、4月、沖縄 

三澤晶子、本郷道生、宮腰尚久、工藤大輔、島田洋一（2013）特発性側弯症の体幹筋力と

弯曲形態 

 

第 55 回日本小児神経学会学術集会、5月、大分市 

澤石由記夫、豊野美幸（2013）Levetiracetam 大量療法の長期効果 

 

第 9 回日本疲労学会、6月、秋田市 

渡部泰弘（2013）小児の慢性疲労への心身医学的援助 

 

第 15 回東北児童青年精神医学会、6月、仙台市 

渡部泰弘（2013）発達障害特性を持つ子どもの学校連携について 

 

第 109 回日本小児精神神経学会、6月、さいたま市 

渡部泰弘（2013）発達障害を持たない不登校・登校渋り症例の検討 
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2013.6.8～9 第 3 回東北小児整形外科研究会、6月、山形市 

杉村祐介、坂本 仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之（2013）基礎疾患のある外傷性膝蓋

骨脱臼に対し楔状弁法により治療した 1例 

 

第 3 回東北小児整形外科研究会、6月、山形市 

佐藤千恵、坂本 仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之、木下隼人（2013）特発性脛骨近位

骨端線早期閉鎖による外反膝の 1例  

 

第 6 回秋田県小児整形セミナー、6月、秋田市 

佐藤千恵、坂本 仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之（2013）T-Garches model で治療した

軟骨無形成症の 1例 

 

第 23 回日本ブリーフサイコセラピー学会、8月、東京 

渡部泰弘（2013）受診に拒否的なクライエントとつながるための治療構造の枠組みの考察 

 

秋田県地域連携講演会、9月、秋田市 

渡部泰弘（2013）ADHD 治療薬が奏功した不注意優勢型 ADHD の 1 例 

 

2013.9.28 第 2 回秋田県股関節研究会、9月、秋田市 

藤井 昌、坂本 仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之（2013）最近 5 年間の先天性股関節

脱臼（DDH）の検討 

 

第 47 回日本てんかん学会学術集会、10 月、北九州市 

澤石由記夫、豊野美幸（2013）Levetiracetam の paradoxical effect について 

 

第 19 回日本小児神経学会東北地方会、10 月、仙台市 

小熊玲奈、豊野美幸、渡部泰弘、澤石由記夫（2013）横断性脊髄炎に対し治療的電気刺激

を施行した 1例 

 

第 8 回日本小児心身医学会東北地方会、10 月、盛岡市 

渡部泰弘（2013）外来で治療した機能性嚥下障害の 1例 

 

第 58 回秋田県整形外科医会、10 月、秋田市 

藤井 昌、坂本 仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之（2013）独歩獲得時からの内反凹足

がみられた 1例 
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第 47 回日本側彎症学会、10 月、高知市 

三澤晶子、本郷道生、宮腰尚久、工藤大輔、島田洋一（2013）モアレ法による脊柱側弯症

学校検診の検証 

 

第 32 回秋田県てんかん研究会、11 月、秋田市 

澤石由記夫（2013）非典型的な若年欠神てんかんの１例 

 

第 2回秋田県股関節研究会、11 月、秋田市 

藤井 昌、坂本 仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之（2013）最近 10 年間の内反凹足の治

療経験 

 

第 38 回日本足の外科学会学術集会、11 月、仙台市 

坂本 仁、野坂光司、柏倉 剛、島田洋一（2013）小児に対する外側支柱延長術の治療経

験 

 

 

講演・シンポジウムなど 

 

平成 25 年度秋田県保育協議会総会記念講演、4月、秋田市 

澤石由記夫（2013）乳幼児の脳の発達過程について（講演） 

 

第 2 回北東北発達障害講演会、5月、盛岡市 

渡部泰弘（2013）専門外来における発達障害治療の取り組み（講演） 

 

秋田市歯科医師会 歯科在宅医療認定研修会、5月、秋田市 

猪狩俊郎（2013）障がい児者の連携治療について（講演） 

 

重症心身障害者施設てんかん診療学術講演会、6月、佐賀 

澤石由記夫（2013）重度難治性てんかんに対する新規抗てんかん薬の使い方－レベチラセ

タムを中心に－（講演） 

 

第 6 回秋田県小児整形セミナー、6月、秋田市 

坂本 仁（2013）小児下肢の単純レントゲン写真の診かた その②（講演） 

 

多摩小児科学術講演会、7月、立川 

澤石由記夫（2013）重症心身障害児施設におけるレベチラセタムの効果的使用法（講演） 
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秋田県メンタルヘルスサポーターフォローアップ研修、7月、秋田市 

渡部泰弘（2013）大人の支援にも必要な発達障害の理解（講演） 

 

第 25 回東北学校保健・学校医大会、7月、盛岡市 

林みづ穂、栗林理人、神田秀人、菊地信太郎、渡部泰弘、内田瑛子（2013）子どものここ

ろに寄り添う学校保健（シンポジウム） 

 

秋田市養護教諭研修会、7月、秋田市 

渡部泰弘（2013）養護教諭のメンタルヘルス〜自分をよりよく保つための解決志向〜（講

演） 

 

秋田いのちの電話第 17 回公開講座、7月、秋田市 

室岡 守（2013）子どもでもなくおとなでもなく‐児童・思春期のこころの悩みとその理 

解‐（講演） 

 

第 4 回東北障害者歯科臨床研究会、7月、宮城県 

猪狩俊郎、佐藤 裕、佐々木知一、鈴木史人、大西暢子、大瀧祥子（2013）障害者歯科の 

ネットワークを広げよう（シンポジウム） 

 

チャイルドライン受け手養成講座、8月、秋田市 

渡部泰弘（2013）子どもの精神保健〜発達障害と不登校/心身症を中心に〜（講演） 

 

2013 年度秋田県養護教諭免許更新講習、8月、秋田市 

渡部泰弘（2013）発達障害児の理解（講演） 

 

第 39 回日本重症心身障害学会学術集会、9月、宇都宮市 

澤石由記夫（2013）てんかん治療における新規抗てんかん薬の使い方－レベチラセタムを

中心に－（ランチョンセミナー１） 

 

平成 25 年度インクルーシブ教育システム構築推進事業中央地区特別支援教育かがやきミー

ティング、９月、潟上市 

室岡 守（2013）医療から学校に望むこと（講演） 

 

秋田県看護協会研修会、10 月、秋田市 

渡部泰弘（2013）小児の発達特性とその対応（講演） 
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平成 25 年度スーパーバイザー研修事業による児童相談担当者研修会、10 月、大館市 

室岡 守（2013）発達障害を抱える子どもの支援（講演） 

 

秋田市女性学習センターサンパル秋田まつり講演会、10 月、秋田市 

室岡 守（2013）精神科医のつぶやき～知ってるようで知らないお話～（講演） 

 

第 58 回日本人類遺伝学会、11 月、仙台市 

澤石由記夫（2013）小児てんかんの魅力－臨床から病態を考える(ランチョンセミナー10) 

 

秋田県中央児童相談所スーパーバイザー研修事業、11 月、秋田市 

渡部泰弘（2013）発達障害特性を持つ子どもの問題行動〜興奮・かんしゃく・暴力を中心 

に〜（講演） 

 

鹿角市 5歳児すくすく健康相談講演会、11 月、鹿角市 

渡部泰弘（2013）発達の特徴を持つ子どもたち（講演） 

 

平成 25 年度精神保健事例検討会（県央地区）、11 月、秋田市 

室岡 守（2013）不登校（講演） 

 

秋田市教育委員会平成 25 年度｢心のふれあい相談会｣講演、12 月、秋田市 

渡部泰弘（2013）学校に行かない・行けない子への関わり（講演） 

 

秋田 ADHD 学術講演会、1月、秋田市 

渡部泰弘（2014）アトモキセチンによる ADHD 治療の実際（講演） 

 

平成 25 年度スーパーバイザー研修事業合同研修会、2月、秋田市 

室岡 守（2014）発達障害ってどんなこと（講演） 
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２ リハビリテーション部門 

 

原著論文 

 

村上里美 (2013) 脳性麻痺児での手術後歩行までの日数予測 ―Gross Motor 

Function Measure を用いてー 秋田理学療法、vol.21,No.1,7-11 

 

学会・研究会発表 

 

日本理学療法士協会主催、第 48 回日本理学療法学術大会、5月、名古屋市 

木元稔、加藤千鶴、近藤堅仁、岡田恭司（2013）脳性麻痺児に対する歩幅の増大に着目し

たホームエクササイズの効果 

 

講演・シンポジウムなど 

 

秋田市地区保育士会主催、保育士会ミニ学習会、6月、秋田市 

山崎由香里 (2013) 乳幼児期の運動発達について (講演) 

 

秋田県立秋田きらり支援学校主催、自立活動研修会、7 月、秋田市 

木元稔、木元美沙子、佐藤理枝子（2013）体験しよう！移乗とポジショニング 

 

秋田県立秋田きらり支援学校主催、自立活動研修会、7 月、秋田市 

羽澤優子 (2013) 摂食・食事動作の理解と支援 

 

秋田県立秋田きらり支援学校主催、きらり☆地区別研修会、7 月 30 日、大館市 

木元稔（2013）姿勢・動作のいろは―手足が不自由な児童・生徒のために― 

 

秋田県立秋田きらり支援学校主催、きらり☆地区別研修会、8 月 1 日、秋田市 

木元稔（2013）姿勢・動作のいろは―手足が不自由な児童・生徒のために― 

 

秋田県立秋田きらり支援学校主催、きらり☆地区別研修会、8 月 5 日、大仙市 

木元稔（2013）姿勢・動作のいろは―手足が不自由な児童・生徒のために― 

 

日本理学療法士協会主催、理学療法士講習会（応用編）、9 月、秋田市 

木元稔（2013） 姿勢保持の評価とその技術 (講演) 
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秋田県理学療法士会主催、生涯学習講演会 10 月、秋田市 

木元稔(2013) 生涯学習と理学療法の専門領域＜理学療法の専門性＞ (講演) 

 

秋田大学医学部保健学科、重度発達障害理学療法学、特別講義 11 月、秋田市 

木元稔（2013） 脳性麻痺の理学療法（筋力トレーニング） 

 

秋田県作業療法士会主催、現職者選択研修会、12 月、秋田市 

渡辺誠 (2013) 発達障害領域の作業療法―自閉症スペクトラム障害児に対する作業

療法―  

 

秋田県理学療法士会主催、県北ブロック研修会、平成 26 年 1 月、北秋田市 

木元稔(2014) 繋がろう秋田―脳性麻痺児の評価と治療― （講演） 
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３ 看護部 

 

学会・研究会発表 

 

第４８回東北・北海道肢体不自由児施設療育担当職員研修会、９月、北海道旭川市 

今 久美子、阿部祥恵、吉田多美子 

摂食機能向上への関わり～摂食・食事評価表および食事介助表の活用～ 

 

第５８回全国肢体不自由児療育研究大会、１０月、山形県 

加藤さおり、佐々木直子、長谷川加代子 

看護記録の実態調査～肢体不自由児病棟における学習会の効果～ 

 

第 34 回秋田県リハビリテーション研究会、７月、秋田市 

佐藤清太朗、門脇幸勇、大渕靖子 

脳性麻痺児のコミュニケーションへの取り組み～不快な言葉の減少に向けて～ 

 

 

 

講 演 

 

２５年度介護職員等によるたん吸引等の実施のための研修事業， 

５月・７月・８月・１０月・１２月 

須田陽子 

子どもの吸引について，子どもの経管栄養について，（実技の評価も含む）． 
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４ 発達障害者支援センター 

 

講演・シンポジウムなど 

 

発達障害の特性について，5 月，秋田市 

澤井 ちはや（2013）発達障害について（講演）． 

 

少年指導員・保育士分科会，6 月，秋田市 

室岡 守（2013）．発達が気になる子、気がかりな子への関わりについて（講演）． 

 

新任特別支援教育コーディネーター研修会，7 月，潟上市 

澤井 ちはや（2013）発達障害者支援センターの取組について（講演）． 

 

県央地区移行支援ネットワーク会議，10 月，秋田市 

石橋 知子（2013）相談支援とネットワークの活用（講演）． 

 

秋田看護福祉大学ゼミナールⅠ，12 月，大館市 

澤井 ちはや（2013）発達障害に関する事例検討演習（講演）． 

 

特別支援教育地域研修会第 3 回スマイルサポートセミナー，12 月，大館市 

石橋 知子（2013）次のステップにつなげるために～今からできること～（講演）． 

 

学卒ジョブサポーター等に対する研修会，12 月，大仙市 

石橋 知子（2013）コミュニケーション能力に困難さを抱える求職者への就労支援（講演）． 

 

美郷町障がい者自立支援セミナー，2 月，美郷町 

澤井 ちはや（2014）発達障害者について（講演）． 

 

障害者業務新任担当者研修，3 月，秋田市 

石橋 知子（2014）発達障害及び発達障害者の理解（講演）． 
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