
ⅩⅢ 業績 

 

１ 診療部 

 

原著論文 

 

佐々木研、三澤晶子、坂本仁、石原芳人、遠藤博之、島田洋一 

脳性麻痺における歩行獲得のための手術療法の 5 年成績 東北整形災害外科学会雑誌 

60(1),2017,56-59 

 

木下隼人、三澤晶子、坂本仁、石原芳人、遠藤博之、島田洋一 

特発性脛骨近位骨端線早期閉鎖による外反膝の 1 例 東北整形災害外科学会雑誌 60(1),2017,53 

 

島田洋一、三澤晶子 

側弯症の装具 MB Orthopaedics 30(6),2017,13-20 

 

藤井昌、坂本仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之、島田洋一 

秋田県における発育性股関節形成不全(脱臼)の発生状況と危険因子に関する検討 整形・災害外科 

60(12),2017,1513-1517 

 

尾野祐一、坂本仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之、島田洋一 

痙縮に対するボツリヌス毒素治療後の小児足部変形の手術成績 整形外科 68(12),2017,1259-1262 

 

河野哲也、坂本仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之、宮腰尚久、島田洋一 

脳性麻痺児における足部変形の成因と治療に関する検討 整形外科 69(1),2018,17-21 

 

PARS2 and NARS2 mutations in infantile-onset neurodegenerative disorder. 

Mizuguchi T, Nakashima M, Kato M, Yamada K, Okanishi T, Ekhilevitch N, Mandel H, Eran A, 

Toyono M, Sawaishi Y, Motoi H, Shiina M, Ogata K, Miyatake S, Miyake N, Saitsu H, Matsumoto 

N. J Hum Genet. 62(5), 2017, 525-529 

 

著書・分担執筆 

 

沢石由記夫（2017） 

中毒・栄養障害．日本小児神経学会，小児神経専門医テキスト，診断と治療社，東京，pp239-246 

 

学会・研究会発表 

 

第 46 回日本脊椎脊髄病学会、4 月、札幌市 

三澤晶子、本郷道生、工藤大輔、宮腰尚久、島田洋一（2017） 

神経筋原性側弯症の病態と治療方針 

 

第 90 回日本整形外科学会、5 月、仙台市 

三澤晶子、宮腰尚久、本郷道生、工藤大輔、島田洋一（2017） 

思春期特発性側弯症の進行と潜在性二分脊椎の関連 
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第 65 回秋田県整形外科医会、5 月、秋田市 

湯浅悠介、坂本仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之（2017） 

小児の後足部における内外反変形の手術治療の経験 

 

第 54 回日本リハビリテーション学会、6 月、岡山市 

長幡樹、坂本仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之、宮腰尚久、島田洋一（2017） 

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 

 

第 114 回東北整形災害外科学会、6 月、新潟市 

湯浅悠介、坂本仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之（2017） 

小児の後足部における内外反変形の治療経験 

 

第 9 回秋田県小児整形外科研究会、6 月、秋田市 

柴田暢介、坂本仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之（2017） 

足部症状で判明した骨系統疾患の 3 例 

湯浅悠介、坂本仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之（2017） 

当院における脊柱・運動器検診の検討 

 

第 59 回日本小児神経学会学術集会、6 月、大阪市 

沢石由記夫、豊野美幸（2017） 

Levetiracetam 単剤療法困難例の検討 

 

第 59 回日本小児神経学会学術集会、6 月、大阪市 

豊野美幸、沢石由記夫、青天目信、下野久理子、小國弘量（2017） 

修正アトキンズ食と TRH 療法により認知機能が向上したグルコーストランスポーター1 欠損症症候

群の 1 例 

 

第 29 回東北学校保健･学校医大会 7 月、秋田市 

三澤晶子（2017） 

秋田県における運動器検診 二次検診結果の分析 

 

第 38 回秋田県リハビリテーション研究会、8 月、秋田市 

高橋靖博、坂本仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之（2017） 

小児片麻痺の運動障害に対するマネージメント 

 

第 51 回日本側彎症学会、8 月、札幌市 

三澤晶子、本郷道生、工藤大輔、宮腰尚久、島田洋一（2017） 

運動器検診と従来の側弯症検診との二次検診結果の分析 

 

第 43 回日本重症心身障害学術集会、9 月、仙台市 

豊野美幸、坂本知子、沢石由記夫（2017） 

重症心身障害児に対する MediOx 60 を用いたハイフローセラピー（HFT）の検討 

第 43 回日本重症心身障害学会学術集会、9 月、仙台市 

坂本知子、豊野美幸、沢石由記夫（2017） 

非 IgE 依存性食物アレルギーにより血便をきたしたと考えられる重症心身障害児の一例 
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第 58 回日本児童青年精神医学会、10 月、奈良市 

渡部泰弘（2017） 

当外来における薬物療法の現状 

 

第 12 回日本小児心身医学会東北地方会、10 月、秋田市 

渡部泰弘（2017） 

会長講演「心身症の背景に隠れた自閉症スペクトラム特性」 

 

第 23 回日本小児神経学会東北地方会、10 月、盛岡市 

沢石由記夫、豊野美幸、坂本知子、渡部泰弘、新井浩和（2017） 

両側頭頂葉に広範な虚血性病変を認めた双胎の１例 

 

第 8 回秋田県足の外科・創外固定研究会、11 月、秋田市 

柴田暢介、坂本 仁、三澤晶子、石原芳人、遠藤博之（2017） 

最小限の手術侵襲により歩行能力を獲得した筋強直性ジストロフィーの 2 例 

 

第 51 回日本てんかん学会学術集会、11 月、京都市 

沢石由記夫（2017） 

Perampanel は Sturge-Weber 症候群による難治性てんかんに著効する可能性がある 

 

第 7 回秋田県股関節研究会、12 月、秋田市 

柴田暢介、三澤晶子、坂本仁、石原芳人、遠藤博之（2017） 

ＭＲＩを必要とした一過性股関節炎の検討 

 

第 112 回日本小児科学会秋田地方会、1 月、秋田市 

渡部泰弘（2018） 

｢落ち着きがない｣という表現は必ずしも｢多動｣ではない 

 

講演・シンポジウムなど 

 

福島精神疾患勉強会、4 月、郡山市 

渡部泰弘（2017）「ASD を持つこどもへの対応」 

 

フィコンパを考える会、4 月、東京都 

沢石由記夫（2017）「Sturge-Weber 症候群による難治性てんかん患者に対するフィコンパの使用経

験」 

 

秋田大学「重症児の在宅支援を担う医師等養成」推進事業 
第 2 回子どもの在宅医療ケアインテンシブコース、5 月、秋田市 
豊野美幸（2017）「嚥下・摂食機能と摂食訓練」 
きらり支援学校教職員・看護師勉強会、5 月、秋田市 
豊野美幸（2017）「呼吸障害を持つ子どもと人工呼吸器の役割について」 
 
第 67 回秋田県臨床整形外科医会総会、5 月、秋田市 
三澤晶子（2017）「最近の小児整形外科の話題－DDH・Ponseti・LIPUS など－」 
 

－ 59 －



Lacosamide 症例検討会、6 月、仙台市 

沢石由記夫（2017）「超難治例への Lacosamide 処方経験」 

 

秋田県看護協会平成 29 年度一般教育研修、6 月、秋田市 
豊野美幸（2017）「重症心身障害児とその家族の理解」 
 

第 9 回秋田県小児整形外科研究会、6 月、秋田市 
三澤晶子（2017）「脊柱運動器検診の経過と問題点」 
 

秋田県教育カウンセラー協会シンポジウム、7 月、秋田市 

相澤孝一、佐藤さゆ里、渡部泰弘、鳥井修（2017）「学校、スクールカウンセラー、医療機関、福祉

機関、それぞれの資源を生かした効果的な連携の在り方」 

 

秋田市精神科医の会、7 月、秋田市 

渡部泰弘（2017）「20 分で分かる？自閉症スペクトラム」 

 

秋田赤十字病院勉強会、7 月、秋田市 

沢石由記夫（2017）「結節性硬化症：子どもから大人へ」 

 

秋田県総合教育センター特別研修会、7 月、潟上市 
室岡守（2017）「不登校の常識～目のつけどころはこっちでしょ～」 
 

第 34 回学校保健協議会並びに特別講演会、7 月、由利本荘市 
三澤晶子（2017）「脊柱側弯症学校検診（モアレ検診・脊柱運動器検診）での発見率～早期発見・早

期治療への取り組み～」 
 
平成 29 年度秋田県肢体不自由・病弱教育研修会、7 月、秋田市 
坂本仁（2017）「医療からみた肢体不自由教育・病弱教育」 
 

日本小児精神医学研究会第 19 回教育セミナー、8 月、神戸市 

渡部泰弘（2017）「小児科医が行動の問題について入院を考える時」 

 

平成 29 年度秋田県立秋田きらり支援学校保健研修会、8 月、秋田市 
坂本仁（2017）「筋緊張から見た肢体不自由の診方」 
 

秋田 ADHD 講演会、9 月、秋田市 

渡部泰弘（2017）ショートレクチャー「私のやっている特殊な｢連携｣の形」 

 

秋田県理学療法士会研修会、9 月、秋田市 
豊野美幸（2017）「秋田県の小児リハビリテーション発展のために～在宅支援の必要性～」 
秋田県理学療法士会研修会、9 月、秋田市 
坂本仁（2017）「秋田県の小児リハビリテーション発展のために～医師の立場から地域療育の充実に

向けて～」 
 
第 4 回日本ボツリヌス治療学会学術大会シンポジウム、9 月、東京都 
坂本仁（2017）「脳性麻痺（児）に対する A 型ボツリヌストキシンによる治療」 
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教育カウンセラー養成講座、10 月、秋田市 

渡部泰弘（2017）｢発達障害を持つ子どもにどう対応するか｣ 

 

発達障害セミナー in Akita、10 月、秋田市 

渡部泰弘（2017）「ADHD と ASD の鑑別」 

 

大曲仙北保健安全研究大会講演、10 月、大仙市 

渡部泰弘（2017）「発達特性を持つ子への対応」 

 

第 3 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 

沢石由記夫（2017）「みんな一緒」 

 

第 279 回秋田市小児科談話会、10 月、秋田市 

沢石由記夫（2017）「興奮性シナプス伝達を抑える－ 神経治療薬新時代への期待 －」 

 

平成 29 年度発達障害者地域支援者研修（秋田県３地区）、10~11 月、能代市、大仙市、秋田市 
室岡守（2017）「発達障害を抱えて大人になるということ～大人の発達障害支援～」 
 
若竹学園職員勉強会、11 月、秋田市 

沢石由記夫（2017）「てんかんの正しい理解と最新の治療について」 

 

平成 29 年度地域生活定着促進セミナー、11 月、秋田市 
室岡守（2017）「発達障害が見えなくするもの～発達障害と社会的問題行動～」 
 
秋田市立豊岩小学校児童への心の健康についての講話（低学年、高学年）、11 月、秋田市 
室岡守（2017）「こころの風船をふくらまそう」「こころはやじろべえ」 
 

平成 29 年度整佑会総会、12 月、秋田市 
坂本仁（2017）「療育と整形外科」 
 

秋田大学「重症児の在宅支援を担う医師等養成」推進事業；子どもの在宅医療ケア、インテンシブ

コース、12 月、秋田市 

沢石由記夫（2017）「重症児のリハビリの実際（理学療法、作業療法）」 

 

第 3 回秋田県若手てんかん研究会、1 月、秋田市 

沢石由記夫（2018）「微妙な脳波所見」 

 

日本赤十字秋田看護大学職員研修、1 月、秋田市 

渡部泰弘（2018）「「発達障害」って一体なに？」 

発達障害セミナー in 由利本荘、1 月、由利本荘市 

渡部泰弘（2018）「発達障害を持つ子への対応～特にインチュニブの効果について～」 

 

日本てんかん学会、東北地方会「てんかんと就労」セミナー（ハローワーク秋田：障害者就職面接

会でのセミナー）、2 月、秋田市 

沢石由記夫（2018）「てんかんをもって働く人たちへの理解を深めるセミナー」 
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第 55 回秋田県小児科医会セミナー、2 月、秋田市 

沢石由記夫（2018）「てんかん診療と Na+チャネル」 
 

第 31 回日本小児精神医学研究会、2 月、香川県善通寺市 

中土井芳弘、渡部泰弘他（2018）シンポジウム「子どものこころの医療をチェックする」 

 

発達障害セミナー in 横手、3 月、由利本荘市 

渡部泰弘（2018）「発達障害を持つ子への対応～特にインチュニブの効果について～」 

 

家庭裁判所調査官研修、3 月、秋田市 

渡部泰弘（2018）「発達障害と療育センターの役割」 

 

２ リハビリテーション部門 

                  原著・論文 

 

秋田作業療法学研究 

渡辺誠 高橋恵一 澤石由記夫 

発達障害児の情緒と行動特徴の変化と作業療法 

Kimoto M. Okada K. Sakamoto H. Kondou T. 

The association between the maximum step length test and the walking efficiency in children  

with cerebral palsy J Phys Ther 29: 822-827 2017 

 

秋田理学療法 26（1）：13-17 

柴田千里 木元稔 岡田恭司 宮塚智也 

最大 1 歩幅の増大に伴う動作の変化-踏み出し側での下肢関節運動に着目して- 

 

学会・研究会発表 

第 51 回日本理学療法学術大会 5 月 札幌市 

高橋裕介 岡田恭司 齋藤明 木下和勇 瀬戸新 若狭正彦 木元稔 佐藤大道 柴田和幸、 

大沢真志郎 新出卓斗 鎌田哲彰 齊藤公男 松永俊樹 島田洋一 

変形性膝関節症における膝伸展筋力の増加と筋内腱アーチ率の減少について（2017） 

 

秋田県リハビリテーション研究会主催、第 38 回秋田県リハビリテーション研究会、 

8 月、秋田市 

伊藤彰子 渡辺暁子 渡辺誠 坂本仁 

「見る力を育てるビジョン・アセスメント-WAVES-」による脳性麻痺の視知覚機能の評価とその 

有効性   

 

秋田県リハビリテーション研究会主催、第 38 回秋田県リハビリテーション研究会、 

8 月、秋田市 

萩原薫 羽澤優子 川上公代 坂本仁 

脳性麻痺児・者に対する摂食機能評価-運動別にみる摂食機能の特徴について- 
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東北・北海道肢体不自由児施設運営協議会主催、第 52 回東北・北海道肢体不自由児施設療育担当職

員研修、8 月、9 月 仙台市 

伊藤彰子 渡辺暁子 渡辺誠 坂本仁 

「見る力を育てるビジョン・アセスメント-WAVES-」による脳性麻痺の視知覚機能の評価とその 

有効性   

 

日本小児理学療法学術集会オータムカンファレンス in 福井 9 月 福井市 

木元稔 岡田恭司 坂本仁 川野辺有紀 堀岡航 鈴木麻美 

痙性両麻痺型脳性麻痺児に対する手術後理学療法による the Gait Deviation Index と歩行の空 

間的時間的変数の変化（2017） 

 

第 34 回東北理学療法学術大会 11 月 秋田市 

佐藤大道 岡田恭司 若狭正彦 齊藤明 木元稔 高橋裕介 柴田和幸 鎌田哲彰 新出卓斗 

脊柱側弯を有する高齢者に対する踵補高の効果-脊柱アライメントと歩行能力への影響-（2017） 

 

第 34 回東北理学療法学術大会 11 月 秋田市 

越後谷和貴 皆方伸 長谷川弘一 若狭正彦 木元稔 齊藤明 佐藤大道 柴田和幸 高橋裕 

介 鎌田哲彰 新出卓斗 岡田恭司 

脳卒中後の歩行自立者と非自立者の足圧分布の違いについて（2017） 

 

第 34 回東北理学療法学術大会 11 月 秋田市 

鎌田哲彰 岡田恭司 小西奈津雄 若狭正彦 齊藤明 木元稔 高橋裕介 佐藤大道 

柴田和幸 越後谷和貴 新出卓斗 

THA 術後の股関節内転筋力は足趾の荷重量と相関する（2017） 

 

第 34 回東北理学療法学術大会 11 月 秋田市 

新出卓斗 岡田恭司 若狭正彦 齊藤明 木元稔 柴田和幸 大倉和貴 鎌田哲彰 佐藤大道  

高橋裕介 高橋仁美 

片脚着地時の下肢回線が膝関節に与える影響（2017） 

 

講演・シンポジウムなど 

 

日本作業療法士協会 重点課題研修 6 月 福岡市 

渡辺誠 重度な障害をもつ脳性麻痺児・者に対する作業療法 

 

きらり支援学校 平成 29 年度 自立活動研修会 8 月 秋田市 

川上公代 コミュニケーション能力を支えるもの-臨床経験から- 

 

拠点病院情報交換会 ミニレクチャー 10 月、横手市 

川上公代 言語聴覚士が子どもを見る視点について 

  

拠点病院情報交換会 ミニレクチャー 10 月、横手市 

木元美沙子 姿勢が与える影響 ポジショニングとシーティングについて 

 

拠点病院情報交換会 ミニレクチャー 10 月、横手市 

佐藤理枝子 子どもの理学療法 介入のヒント 
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拠点病院情報交換会 ミニレクチャー 10 月、横手市 

渡辺暁子 感覚の視点と作業療法 

 

拠点病院情報交換会 ミニレクチャー 10 月、北秋田市 

佐藤理枝子 子どもの理学療法 介入のヒント 

 

拠点病院情報交換会 ミニレクチャー 10 月、北秋田市 

渡辺暁子 感覚の視点と作業療法 

 

拠点病院情報交換会 ミニレクチャー 10 月、北秋田市 

萩原薫 前言語期の言語聴覚療法 

 

秋田県立視覚支援学校 理療科授業 12 月 秋田市 

岩倉麻美 脳性麻痺の各型の特徴について 

 

秋田県立視覚支援学校 理療科授業 12 月 秋田市 

小船屋理子 脳性麻痺の特徴について 

 

秋田県立視覚支援学校 理療科授業 12 月 秋田市 

土岐千尋 その他の小児疾患について 

 

岩手県作業療法士会 現職者選択研修 2 月 盛岡市 

渡辺誠 脳性麻痺児・者の ADL と活動援助の実際 

 

受賞 

 

第 2 回 秋田県理学療法学会 学会長賞  （2017 年 6 月 24 日） 

柴田千里 木元稔 岡田恭司  

最大 1 歩幅の測定動作での関節角度分析-2 つの長さ条件での比較- 

2016 

 

３ 看護部 

 

学会・研究会発表 

 

第５２回東北・北海道肢体不自由児施設療育担当職員研修会、８・９月、仙台市 

佐々木晃子、佐藤優子、佐々木百合子、今野昭子、井上よしえ 

当センターにおける看護職員の職務満足度調査 

 

第５２回東北・北海道肢体不自由児施設療育担当職員研修会、８・９月、仙台市 

小林明美、天野泰子、河部チヨ、井上よしえ 

母子入院時におけるオリエンテーションの改善 

―新たなパンフレットを作成してー 

 

第６２回全国肢体不自由児療育研究大会、１０月、佐賀県 

大村真利子、小柳真智子、笹渕まき子、阿部陽子、井上よしえ 
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療育施設における感染予防対策リンクスタッフ会の現状と課題 

―第１報：感染予防対策リンクスタッフ会の活動報告― 

 

第６２回全国肢体不自由児療育研究大会、１０月、佐賀県 

笹渕まき子、小柳真智子、大村真利子、阿部陽子、井上よしえ 

療育施設における感染予防対策リンクスタッフ会の現状と課題 

－第２報：感染予防対策リンクスタッフの役割行動に及ぼす影 

 

第２７回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会、１１月、仙台市 

佐々木正吾 

在宅人工呼吸器（HMV）機におけるグラフィックモニター解析の有効性について 

 

第４３回日本重症心身障害学会学術集会、９月、仙台市 

佐々木正吾、豊野美幸、坂本知子、澤石由記夫 

低体温を呈する超重症心身障害児における人工呼吸器加温加湿器と回路の影響について 

－熱線なし加温加湿器使用下の吸気ガス温度測定と熱線あり加温加湿器へ変更による体温変化― 

 

第９回 J 感染制御ネットワークフォーラム、８月、仙台市 

西谷由美子、米澤知美 

導尿 ポスター発表 

 

研究会・シンポジウム・講演・講義など 

 

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） 

 

第９回 J 感染制御ネットワークフォーラム、８月、仙台市 

感染管理ベストプラクティス ワークショップ 

大村真利子 

 

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 

奥村美佳子、佐々木直子、佐々木晃子、 

吸引 

 

第１５回 秋田滅菌および感染対策研究会、５月、秋田市 

療育施設における感染予防対策リンクスタッフ活動 

大村真利子（講演） 

 

看護学校における講義、12 月、1 月、2 月、計 7 回 

母性看護学方法論１ 

進藤夏子 
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４ 臨床心理部門 

 

研究会・シンポジウム・講演・講義など 

 

秋田県臨床心理士会福祉領域委員会研修会 １０月 秋田市 

知能検査、健康診断、発達障害の質を高める 

荒川 祐介 
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