平成23年度業績一覧
整形外科
【学会発表、講演、学会セミナー講演】
伊藤順一、田中弘志、君塚葵、瀬下崇、 壊死性筋膜炎より波及した可能性股関節炎後の
坂口亮
骨頭消失の１症例

第50回日本小児股関節研究会

2011.6.24 諏訪

伊藤順一、田中弘志、君塚葵、瀬下崇、
柳迫康夫、坂口亮

両側ペルテス病の治療比較~放置観察、装具療
法、内反骨切り術~

第50回日本小児股関節研究会

2011.6.24 諏訪

芳賀信彦、君塚葵、伊藤順一、田中弘志 先天性無痛無感汗症における股関節携帯と反復
ほか
性脱臼の治療

第50回日本小児股関節研究会

2011.6.24 諏訪

田中弘志、根本まりこ、藤原清香、瀬下
崇、伊藤順一、君塚葵

二分脊椎の坐骨部褥創と側弯症、股関節脱臼の
関係について

第28回日本二分脊椎研究会

2011.7.9 神戸

當間聡美、山崎誠、瀬下崇ほか

脳性まひ児の側弯に対する半硬化性装具の使用 第27回日本義肢装具学会

君塚葵

講演：歩行と下腿三頭筋

瀬下崇、田中弘志、根本まりこ、藤原清
香、伊藤順一、君塚葵

脳性麻痺年長児の重度膝拘縮に対して遠位ハム
第28回日本脳性麻痺の外科研
ストリング延長術と腓腹筋延長術膝後方関節包切
究会
開術を実施した３例６膝の治療成績

2011.10

熊本

伊藤順一、田中弘志、君塚葵、瀬下崇、
藤原清香、根本まりこ、坂口亮

歩行開始後に発見された先天性股関節脱臼症例
第22回日本小児整形外科学会
の治療

2011.12

京都

田中弘志、根本まりこ、藤原清香、瀬下
崇、伊藤順一、君塚葵

二分脊椎の内反変形に対する外側柱短縮術の長
第22回日本小児整形外科学会
期成績

2011.12

京都

藤原清香、田中弘志、根本まりこ、瀬下
崇、伊藤順一、君塚葵

脛骨列欠損の脛腓間癒合術後に下腿外反変形を
第22回日本小児整形外科学会
来した１例

2011.12

京都

根本まりこ、田中弘志、藤原清香、瀬下
崇、伊藤順一、君塚葵

Larsen症候群と思われる家族例

第23回骨系統疾患研究会

2011.12

京都

伊藤順一、田中弘志、君塚葵、瀬下崇、
藤原清香、根本まりこ

Trichorhinophalangeal syndromeの軽症型と考えら
第23回骨系統疾患研究会
れる家族例

2011.12

京都

根本まりこ、田中弘志、藤原清香、瀬下
崇、伊藤順一、君塚葵

電動義手を速やかに受け入れた先天性両上肢欠 第22回関東小児整形外科研究
損の男児例
会

2012.2

東京

田中弘志、根本まりこ、藤原清香、瀬下
崇、伊藤順一、君塚葵

二分脊椎の内反足変形にPonseti法に準ずる初期 第22回関東小児整形外科研究
治療を行った3例の短期成績
会

2012.2

東京

藤原清香、田中弘志、根本まりこ、瀬下
崇、伊藤順一、君塚葵

脚延長を要した絞扼輪症候群による片側先天性
内反足の一例

第22回関東小児整形外科研究
会

2012.2

東京

田中弘志、根本まりこ、藤原清香、瀬下
崇、伊藤順一、君塚葵

足部内反変形に対するEvans手術の長期成績

第38回日本足の外科学会

2011.9.21 奈良

第38回日本足の外科学会

2011
2011.9.21 奈良

【論文、著書など】
田中弘志、瀬下崇、伊藤順一、君塚葵

先天性多発性関節拘縮症の内反足変形に対する
日足外会誌32：27-31
手術治療成績

君塚葵

骨形成不全症

根本明宜、君塚葵、平孝臣ほか

ギャバロン髄注（バクロフェン）シンクロメッドポンプ 臨床医薬27：9号、603システム使用成績調査
643,2011.9

小児内科43：1450~1452.

田中弘志、矢吹さゆみ、瀬下崇、伊藤順 二分脊椎の内反足変形に対する軟部組織解離術 日小整会誌
一、君塚葵
の長期成績
425．2011

2011
東京医学社

20：421~

君塚葵

足関節と足部の疾患 165~170

整形外科学テキスト改訂第3版

田中弘志

ダウン症の整形外科的合併症

J Clincal Rehab20:535-540

2011

伊藤順一

小児リハビリテーションポケットマニュアル

診断と治療社

2011

225-281

小児科
【学会発表、講演、学会セミナー講演】
北住映二

ワークショップ講演「制度改革に向けての日本小児
神経学会の活動‐医療的ケア、インクルーシブ教 第53回日本小児神経学会
育など‐」

北住映二

シンポジウム：重症心身障害児における最近の治
療、講演「胃食道逆流症および関連する病態の把 第114回日本小児科学会
握と治療」

北住映二

重症児(者)の呼吸障害への対応・医療的ケアの実 日本小児神経学会第8回医療的
際的諸問題とリスク管理
ケア研修セミナー講演

米山明

障害児施設における被虐待児への対応

米山明

第48回日本リハビリテーション医
発達障害児の発生率・特徴およびリハビリの関わ
学会学術集会 専門医会企画
り方
2011

日本子ども虐待防止学会 17回
学術集会茨城大会（分科会）

2012.1 南江堂

米山明、長瀬美香

肢体不自由児施設における被虐待児の実態調
査ー被虐待（と疑い）児童数と施設の対応につい
てー

中谷勝利

重症心身障害児者の慢性腎障害の評価における
第37回日本重症心身障害学会
シスタチンCの有用性について

長瀬美香

虐待を受けた肢体不自由児への対応ーペアレント 日本子ども虐待防止学会 17回
トレーニングの手法を用いた治療的養育ー
学術集会茨城大会（分科会）

長瀬美香、北道子

肢体不自由児施設、児童養護施設における「ペア 2011東京児童青年臨床精神医
レントトレーニング」の手法を取り入れた取り組み 学会

日本子ども虐待防止学会 17回
学術集会茨城大会

古山晶子、星野愛、由井崇子、大日向純
重症心身障害児者の難治性てんかんに対するラ
子、石川直子、長瀬美香、中谷勝利、米
モトリギンの使用経験
山明、児玉真理子、北住映二

第53回日本小児神経学会

星野愛、他

第53回日本小児神経学会

急性壊死性脳症におけるCox遺伝子解析

【論文、著書など】
『はげみ』337号（平成23年度4･5月号） 特集：プー
日本肢体不自由児協会
ル１~特別支援学校での取り組み~

北住映二

北住映二、佐々木清子、平澤昌子、小畑 『はげみ』339号（平成23年度8･9月号） 特集：日常
日本肢体不自由児協会
順一、松村伸次 （分担執筆）
生活動作の援助・工夫
北住映二、児玉真理子、中谷勝利、古山
『はげみ』341号（平成23年度12･1月号） 特集：け
晶子、石川直子、星野愛、由井崇子、海
日本肢体不自由児協会
いれん・てんかん
老原毅、島村勝 （分担執筆）
米山明

『はげみ』338号（平成23年度6･7月号） 特集：プー
日本肢体不自由児協会
ル２~多彩な活動~

米山明

発達障害幼児等に対する支援ネットワークモデル
全国心身障害児福祉財団
事業の構築 ３発達障害児の早期発見

米山明

保護者支援のプログラムー早期からの保護者支
援システム、困難のある保護者への支援ー

雑誌 季刊 特別支援教育 第
44号

米山明

低出生体重児の将来を支えるリハビリテーション
低出生体重児と学習障害（発達障害を含む）

J. of Clinical Rehabilitation 2011

米山明

誤嚥の治療アルゴリズム

小児外科、43巻・第３号 267P
平成23年3月

【学会発表、講演、学会セミナー講演】
Ⅰ病棟 後藤和恵

整形外科手術を受ける子供への個別性のあるプ 第56回全国肢体不自由児療育
レパレーションの取り組み −家族と協働しながら− 研究大会（熊本）

Ⅱ病棟 寺本正恵

肢体不自由児施設での「性と生の教室」の取り組
第56回全国肢体不自由児療育
み ~学童期・思春期の長期入園児を対象にした
研究大会（熊本）
性教育後の気持ちの変化~

Ⅲ病棟 藤井恵未

摂食拒否がみられる障害児の経管栄養から経口
摂取への移行援助 −心理的拒否に対して応用行 小児看護学会（東京）
動分析的手法を用いた経口摂取援助の試み−

むらさき愛育園 気賀沢晴美、府賀久
子、石川直子、海老原毅、梶川栄一

希釈しない経腸栄養法への取り組み

富間聡美、山崎誠、芝田利生、瀬下崇

脳性まひ児の側彎に対する半硬性装具の使用報
日本義肢装具学会（東京）
告

作業療法科
和則

児玉妙子、野口 ある脳性麻痺児における漢字学習に向けた評価
および学習方法の検討について

第22回重症心身障害療育学会
学術集会（宇都宮）

第45回日本作業療法学会（埼
玉）

医療ニーズが高く肢体不自由を伴う乳幼児の家族
日本心理臨床学会第30回大会
支援 ‐看護相談からよみとる生活状況と心理の
（福岡）
役割‐

臨床心理科
荒木千鶴子

三浦幸子、

臨床心理科
三浦幸子

三間直子、 痙直型両麻痺児を含む肢体不自由児施設の心理 心身障害児等の療育に関する
臨床
研究等事業研究助成報告書

通園科
栗原美和、中島 療育機関における保育スタッフに求められる研修 心身障害児等の療育に関する
尚美、荒木千鶴子、三浦幸子
内容 ‐演習体験を取り入れる意義‐
研究等事業研究助成報告書

