
ＸＩ業績 

 

１ 診療部 

 

原著論文 

 

三澤晶子、本郷道生、 宮腰尚久、工藤大輔、 島田洋一 

思春期特発性側弯症の進行と潜在性二分脊椎の関連 J Spine Res7，（11），2016，1635-1638 

 

赤川 学、坂本 仁、 遠藤博之、 石原芳人、三澤晶子、島田洋一  

小児足部における舟状骨二次骨化の特徴 : 足部疾患症例を中心に 整形・災害外科 59(12), 2016， 

1655-1658 

 

木村竜太、三澤晶子、坂本 仁、石原芳人、遠藤博之、島田洋一  

先天性膝関節脱臼の治療成績 臨床整形外科 52(3)，2017，291-294 

 

渡部泰弘、星野崇啓 シンポジウム 2｢多職種で行う事例検討の在り方について｣、はじめに 小 

児の精神と神経、56(1)、2016、33 

 

学会・研究会発表 

 

 第 45 回日本脊椎脊髄病学会、4 月、千葉市 

三澤晶子、本郷道生、工藤大輔、宮腰尚久、島田洋一（2016） 

思春期特発性側弯症の進行と潜在性二分脊椎の関連性 

 

第 63 回秋田県整形外科医会、5 月、 秋田市 

木村竜太、三澤晶子、坂本 仁、石原芳人、遠藤博之（2016）  

先天性膝関節脱臼の治療成績 

 

第 89 回日本整形外科学会，5 月，横浜市 

三澤晶子、坂本 仁、石原芳人、遠藤博之、宮腰尚久、本郷道生、工藤大輔、島田洋一（2016） 

障害児側弯に対する保存療法 

 

第 8 回秋田県小児整形外科研究会、6 月、秋田市 

岩本陽輔、三澤晶子、坂本 仁、石原芳人、遠藤博之（2016）  

最近 3 年間の脚長不等の経験 

  

第 58 回日本小児神経学会学術集会、6 月、東京 

 澤石由記夫、豊野美幸（2016） 

 Levetiracetam 単剤療法の適正使用について 

 

第 58 回日本小児神経学会学術集会、6 月、東京 

 豊野美幸、澤石由記夫、齋藤加代子、谷口敦夫（2016） 

 周産期障害による脳性麻痺としてフォローしていた Lesch-Nyhan 症候群の 1 例 
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第 10 回日本てんかん学会東北地方会、7 月、盛岡市 

澤石由記夫（2016） 

Levetiracetam 単剤療法に変更して発作が頻発した後頭葉てんかんの１６歳例 

  

 第 5 回日本小児診療多職種研究会、7 月、横浜市 

 豊野美幸、澤石由記夫（2016） 

 虐待による頭部外傷で重症心身障害児となった 3 例の頭部 MRI 所見と臨床経過の検討 

 

 第 37 回秋田県リハビリテーション研究会、8 月、秋田市 

長幡 樹、三澤晶子、坂本 仁、石原芳人、遠藤博之（2016） 

脳性麻痺児における歩行能力と股関節の形態の検討 

 

第 42 回日本重症心身障害学会学術集会、9 月、札幌市 

 豊野美幸、澤石由記夫（2016） 

 経胃瘻的空腸チューブによる栄養管理を行った重症心身障害児 5 例の検討 

 

第 11 回日本小児心身医学会東北地方会、9 月、福島市 

渡部泰弘（2016）「｢学校で 1 日中寝ている｣という主訴の背景に隠れた自閉症スペクトラム特性」 

  

第 4 回脳性麻痺神経学の会、9 月、東京 

澤石由記夫、豊野美幸（2016） 

Clonazepam 少量が不随意運動に著効した dyskinetic cerebral palsy の 17 歳男性 

 

第 4 回脳性麻痺神経学の会、9 月、東京 

豊野美幸、澤石由記夫（2016） 

持続的ジストニア発作に対して薬物療法が有効であった脳性麻痺の 1 例 

 

第 53 回秋田県脊椎脊髄病研究会，9 月,秋田市 

三澤晶子 

神経筋疾患に基づく小児脊柱変形（2016） 

 

第 57 回日本児童青年精神医学会、10 月、岡山市 

渡部泰弘（2016）「家庭で興奮かんしゃくが激しく、学校では適応している自閉症スペクトラム

児の検討」 

第 50 回日本てんかん学会学術集会、10 月、静岡市 

 澤石由記夫、豊野美幸、藤井義之、渡部泰弘（2016） 

 家族歴不明な歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症の症例：初期診断のポイント 

 

 第 5 回秋田県股関節研究会、10 月、秋田市 

長幡 樹、坂本 仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之（2016）    

運動障害が大腿骨近位部の成長に及ぼす影響は？－単純レントゲン写真と３D‐CT を用いて－ 

 

第 64 回秋田県整形外科医会、10 月、 秋田市 

長幡 樹、三澤晶子、坂本 仁、石原芳人、遠藤博之（2016）  

脳原性運動障害が股関節の成長に及ぼす影響に関する検討 
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第 116 回日本小児精神神経学会、11 月、宇部市 

渡部泰弘（2016）「外来での診察だけでは、程度の薄い自閉症スペクトラムは診断出来ない」 

 

第 22 回日本小児神経学会東北地方会、11 月、仙台市 

澤石由記夫、藤井義之、豊野美幸、奈良健平（2016） 

腎細胞癌を発症した結節性硬化症の成人女性例 

 

平成 28 年度学校保健学校医研究会並びにいじめ問題研修会、12 月，秋田市 

三澤晶子、成田裕一郎（2016） 

2016 年脊柱・運動器検診 二次検診結果の分析 

 

第 7 回秋田県足の外科研究会、12 月、秋田市 

高橋靖、三澤晶子、坂本 仁、石原芳人、遠藤博之（2016） 

最近 3 年間の乳幼児期における足部変形の経験 

 

第 10 回秋田県運動器リハビリテーション研究会、2 月、秋田市 

湯浅悠介、坂本仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之（2017）   

小児運動器疾患の治療経験～運動器の命令系統からの検討～ 

 

 

講演・シンポジウムなど 

 

第 37 回秋田県小児科医会総会 研修集会、4 月、秋田市 

豊野美幸（2016）「秋田県における小児在宅人工呼吸器管理と訪問看護の現状について」 

 

第 346 回横手平鹿群医師会研修会、5 月、横手市 

 澤石由記夫（2016）「てんかんの診断と治療について」 

 

 第 8 回秋田県小児整形外科研究会、6 月、秋田市 

三澤晶子（2016）「秋田県における脊柱・運動器検診―側弯症検診―」 

 

小児てんかん学術講演会、７月、秋田市 

澤石由記夫（2016）「新規抗てんかん薬レベチラセタム使用経験」 

 

日本小児精神医学研究会第 18 回教育セミナー、8 月、神戸市 

渡部泰弘（2016）「治療導入期に大切な事･小児科編 すぐに手が出る･落ち着きがない」 

  

第 8 回秋田県小児整形外科研究会、6 月、秋田市 

三澤晶子（2016）「秋田県における脊柱・運動器検診―側弯症検診―」 

 

チャイルドライン受け手養成講座、9 月、秋田市 

渡部泰弘（2016）「学校に行けないこどもたち 〜行けないの？ 行かないの？〜」 

  

大塚製薬(株)社内勉強会、9 月、秋田市 

渡部泰弘（2016）「医療での発達障害への関わり」 

  

－ 57 －



平成 28 年度日本保育協会岩手県支部職員全体研修会、9 月、花巻市 

澤石由記夫（2016）「乳幼児の心の発達―素因と環境」 

 

第 25 回北海道東北地区重症心身障害研修会、9 月、秋田市 

澤石由記夫（2016）「重症心身障害児者に導かれて」 

 

平成 28 年度発達障害者地域支援者研修（秋田県 3 地区）、9～10 月、大館市、秋田市、大仙市 

室岡 守 (2016)「発達障害の支援に必要なこと」 

 

第 2 回秋田市知的障がい児者サポーター養成講座、10 月、秋田市 

澤石由記夫（2016）「知能や発達に遅れをもつ人たちと共に過ごすために」 

 

大曲仙北乳幼児医療懇話会、10 月、大仙市 

渡部泰弘（2016）「｢発達障害特性の理解～ホントに｢障害｣なのか｣」 

  

秋田市教頭会研修会、11 月、秋田市 

渡部泰弘（2016）「発達障害の子どもへの適切な対応について～医療と学校の連携の視点から」 

  

日本てんかん協会（波の会）秋田県支部、市民講座、11 月、秋田市 

澤石由記夫（2016）「てんかん治療の進歩」 

 

秋田県フィコンパ新発売記念講演、11 月、秋田市 

澤石由記夫（2016）「フィコンパが有効であった難治性てんかんの一例」 

 

 秋田県看護協会 平成 28 年度一般教育研修、11 月、秋田市 

 豊野美幸（2016）「重症心身障害児とその家族の理解」 

 

秋田家庭裁判所調査官自庁研修、12 月、秋田市 

室岡 守 (2016)「暴走する若者たち～近年における思春期・青年期の心の問題～」 

 

仙北市母子保健関係者研修会、12 月、仙北市 

渡部泰弘（2016）「発達障害を持つ子への対応〜実際のケースを基に〜」 

  

エビリファイ適応追加記念講演会、12 月、秋田市 

渡部泰弘（2016）「小児期の自閉症スペクトラム症におけるエビリファイの使用経験からの考察」 

 

平成２８年度秋田県地域自殺対策強化事業 ひだまり交流サロン、２月、仙北郡美郷町 

室岡 守 (2017)「コミュニケーションと絆～言葉の役割～」 

 

秋田県総合教育センター研修会、2 月、潟上市 

渡部泰弘（2017）「発達障害を持つ子どもの特性理解〜医療と教育の連携の視点から〜」 

  

第 12 回大曲仙北医師会･学校医懇談会、3 月、大仙市 

渡部泰弘（2017）「自閉症スペクトラムって、一体何なのさ」 
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大塚製薬 Web 講演会、3 月、秋田市 

渡部泰弘（2017）「ASD の適切な｢診断｣を求めて 特に ADHD との鑑別･aripiprazole の有用性に

ついて」 

 

２ リハビリテーション部門 

 

学会・研究会発表 

 

 秋田県リハビリテーション研究会主催、第 37 回秋田県リハビリテーション研究会、 

8 月、秋田市 

鈴木麻美 

独歩獲得を目指す脳性麻痺児の手術適応の判断にGMFMは有効か？～5歳時点での点数に着目して   

～ 

東北・北海道肢体不自由児施設運営協議会主催、第 51 回東北・北海道肢体不自由児施設療育担当

職員研修、9 月、いわき市 

鈴木麻美 

独歩獲得を目指す脳性麻痺児の手術適応に関する一考察～GMFM の基準点に着目して～ 

 

東北・北海道肢体不自由児施設運営協議会主催、第 51 回東北・北海道肢体不自由児施設療育担当

職員研修、9 月、いわき市 

土岐千尋 

調理実習における安全面・衛生面に対する取り組み 

 

日本作業療法協会主催、第 50 回日本作業療法学会、 

9 月、札幌市 

渡辺誠 

発達障害児の情緒と行動特徴における作業療法の効果 

 

講演・シンポジウムなど 

 

 地域療育のための研修会、10 月、秋田市 

 川野辺有紀 (2016) 日常生活の援助 姿勢・移乗等 

 

 地域療育のための研修会、10 月、秋田市 

 羽澤優子 (2016) 日常生活の援助 生活動作について 

  

地域療育のための研修会、10 月、秋田市 

 萩原薫 (2016) 日常生活の援助 ことばとコミュニケーション 

 

 きらり支援学校教員向け研修会、7 月、秋田市 

 羽澤優子、伊藤彰子、土岐千尋 (2016) 学校生活における支援・援助のポイント～作業療法の 

視点から～ 

 

重点課題研修、5 月、札幌市 

 渡辺誠 (2016) 重症脳性まひ児の認知特性 
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職員研修会、8 月、湯沢市 

 渡辺誠 (2016) 学校・幼稚園・保育園で必要な支援力を高める作業療法の視点 

 

 現職者研修・発達領域、10 月、秋田市 

 渡辺誠 (2016) 発達障がい領域の作業療法 

 

 国立病院機構・北海道、東北地区職員研修会、10 月、仙台市 

 渡辺誠 (2016) 発表資料 

 

 肢体不自由教育研修会 地域支援部、7 月、秋田市 

 渡辺暁子 (2016) 発表資料・配布資料 

 

３ 看護部 

 

学会・研究会発表 

 

第５１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、いわき市 

壹岐千鶴子、神宮美子、畑山真美、今野昭子、井上よしえ 

重症心身障がい児（者）・超重症児（者）と関わる看護師の抱く思い 

 ～不安やプレッシャー、ストレス因子についての分析～ 

 

第６１回全国肢体不自由児療育研究大会、１０月、大阪府 

進藤夏子、加藤彰子、三浦由紀子、佐々木直子、河部チヨ、井上よしえ 

重症心身障がい児（者）への摂食・嚥下障がいの看護実践の現状 

 

「福祉実践２０１６in あきた」、１２月、秋田市 

吉田早希、斎藤奈緒、八代美千子、小塚和江、井上よしえ 

 幸せ探そう よつ葉ライフ♪ 

 

第 8 回 J 感染制御ネットワークフォーラム、８月、仙台市 

森川陽子、西谷由美子、佐藤あかね、須田陽子、佐々木直子、大村真利子、井上よしえ 

気管内吸引・おむつ交換ポスター発表 

 

研究会・シンポジウムなど 

 

日本感染管理ベストプラクティス“Saizen”研究会、７月・9 月、12 月、秋田市 

大村真利子（アドバイザー） 

 

社会福祉法人 秋田けやき会 特別養護老人ホーム やすらぎホームけやき 

感染症対策委員会による研修会、11 月、秋田市 

大村真利子（講師） 

今日からできる！手指衛生 
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日本感染管理ベストプラクティス“Saizen”研究会、７月、9 月、12 月、秋田市 

小柳真智子、森川陽子、西谷由美子、米澤知美、 

採血・導尿 

 

看護学校 卒業生講演会、１月、秋田市 

庄司優衣（講師） 

 

４ 発達障害者支援センター 

 

講演・シンポジウムなど 

 

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（2016）発達障害者支援センターの役割について（講演）． 

 

大仙市乳幼児発達支援研修会，7 月，大仙市 

澤井ちはや（2016）発達障害のある子どもたちから学ぶこと（講演）． 

 

県北地区高等学校特別支援隊研修会，9 月，大館市 

澤井ちはや（2016）知的な遅れのない自閉症スペクトラムの理解と対応（講演）． 

 

高等学校における特別支援教育の支援体制の充実に向けた研修会，11 月，潟上市 

澤井ちはや（2016）次のステップにつなげるために（講演）． 
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