
 

 

平成 27 年度 研究実績 
 

1 著書、論文 

(1) 日本語論文・総説など（著者あいうえお順） 

ｱ「重症児者の発信する生命尊重の本質を社会に伝える（重症心身障害児・者を守る会第 52 回全国

大会.主催者あいさつ）」 

有馬正高 両親の集い 694:5-7;2015 

 

ｲ「世界に誇れる施設」 

有馬正高 両親の集い 699:2-3;2016 

 

ｳ「（総括）「障害支援区分」下での在宅重症心身障害者の日中活動と短期入所ならびにグループホー

ムのあり方に関する総合的な研究」 

岩崎裕治、水戸敬、宮野前健、末光茂 

2014 年度（前期）公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 研究報告書 

「障害支援区分」下での在宅重症心身障害者の日中活動と短期入所ならびにグループホームのあ

り方に関する総合的な研究 2015 年 10 月 31 日提出 1-7 

 

ｴ「重症心身障害児者とくに「準・超重症児」に即したグループホーム等のあり方に関する調査研究」 

岩崎裕治、山本雅章、齊木博、木原肖子、堀江久子 

2014 年度（前期）公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 研究報告書 

「障害支援区分」下での在宅重症心身障害者の日中活動と短期入所ならびにグループホームのあ

り方に関する総合的な研究 2015 年 10 月 31 日提出 69-85 

 

ｵ「重症心身障害児者等の相談支援専門員およびコーディネーターの人材育成プログラムの開発」 

岩崎裕治、北住映二、福岡寿、安藤眞知子、谷口由紀子、田村正徳、村下志保子、 

等々力寿純、藤野孝子、堀江久子 

厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

重症心身障害児者の支援者・コーディネーター育成研修プログラムと普及に関する研究 

平成 27 年度 総括・分担研究報告書 3-26 

 

ｶ「自閉症スペクトラム児（者）をもつ母親の養育レジリエンスの構成要素に関する質的研究」 

    鈴木浩太、小林朋佳、森山花鈴、加我牧子、平谷美智夫、渡部京太、山下裕史朗、林隆、 

    稲垣真澄．脳と発達 2015;47:283-8 

 

ｷ「発達性読み書き障害（Dyslexia）診断と治療の進歩：医療からのアプローチ 先人の歩みから」

加我牧子 脳と発達 2015;47:183-6 

 

ｸ「視覚誘発電位を用いた緑内障・高眼圧症の大細胞系機能評価」 

山崎広子、北洋輔、小林朋佳、加我牧子、稲垣真澄．臨床神経生理学 44(1):11-9;2016 



 

 

ｹ「副腎白質ジストロフィー症の診断指針 特に早期診断のための指針について」 

加我牧子 

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業『ライソゾーム病（ファブリ病含む）に関

する調査研究班』平成 26 年度総括・分担研究年度終了報告書 2015;87-8 

 

ｺ「小児神経疾患における Auditory Neuropathy と関連疾患 

--聴性脳幹反応無反応の重症低酸素性虚血性脳症後遺症における耳音響放射--」 

加我牧子、山本晃子 

厚生労働科学研究委託費 障害者対策総合研究事業（障害者対策総合研究開発事業）（感覚器

障害分野）『新生児聴覚スクリーニングにおける Auditory Neuropathy Spectrum Disorders 症

例の長期追跡研究』平成 26 年度 委託業務成果報告書 2015;51-5 

 

ｻ「重症児者を大切に思う社会をこれからも」（東部療育センター10 周年記念式典 御礼のあいさつ）

加我牧子 両親の集い 第 699 号（2016 年 3 月号）8-9 

 

ｼ ｢川モデルの実践―16 年間の歩みから｣        

   奥田真由美、小山久仁子 三輪書店,作業療法ジャーナル 49：1030-1033,2015 

 

ｽ「肺炎球菌性肺炎・膿胸に伴い汎凝集反応を呈した１例」 

鈴木敏洋、地引利昭、阿部克昭、石和田文栄、山崎明香、井出智之、後藤文洋、 

橋本祐至、安齋聡、金澤正樹．小児科臨床 69:3;2016 

 

ｾ「レスパイトにおける感染管理」田中彩子 小児看護学 9 月号 2015:1270-1275 

 

ｿ「―小児で重要なてんかん症候群―Landau-Kleffner 症候群」 

野口ひとみ、加我牧子 小児内科 2015;47:1595-9 

 

ﾀ「小児の言語障害 学習障害」 

本澤志方、加我牧子 JOHNS 31:11;2015 1589-91 

 

ﾁ「遷延する paroxysmal sympathetic hyperactivity を呈した小児例」 

山本晃子、井手秀平、岩崎裕治、加我牧子、有馬正高 

脳と発達 2016;48:127-31 

 

(2) 日本語著書（著者あいうえお順） 

ｱ「学習障害はどのような場合に診断しますか？」加我牧子  

山中昇、加我君孝編 今さら聞けない！小児のみみ・はな・のど診療Ｑ＆ＡⅡ巻Ｌ．心理 全

日本病院出版会，東京 2015;234-7 

 

 



 

 

 ｲ「自閉症と知的発達障害は違うものですか？」鈴木敏洋、加我牧子  

山中昇、加我君孝編 今さら聞けない！小児のみみ・はな・のど診療Ｑ＆ＡⅡ巻Ｌ．心理 全

日本病院出版会，東京 2015;238-43 

 

ｳ「はじめに」 加我牧子 

加我牧子、相原正男、稲垣真澄編 愉しく学ぼう 小児の臨床神経生理－ベッドサイドで役立

つ見方・考え方－ 診断と治療社，東京 2015;ⅸ 

 

ｴ「小児臨床神経生理へのご招待」加我牧子、宮尾益知、安原昭博、大久保修 

加我牧子、相原正男、稲垣真澄編  愉しく学ぼう 小児の臨床神経生理－ベッドサイドで役立

つ見方・考え方－ 診断と治療社，東京 2015;2-8 

 

ｵ「COLUMN N400」加我牧子 

加我牧子、相原正男、稲垣真澄編 愉しく学ぼう 小児の臨床神経生理－ベッドサイドで役立

つ見方・考え方－ 診断と治療社，東京 2015;114 

 

ｶ「NoGo 電位」井上祐紀、加我牧子 

加我牧子、相原正男、稲垣真澄編 愉しく学ぼう 小児の臨床神経生理－ベッドサイドで役立

つ見方・考え方－ 診断と治療社，東京 2015;115-8 

 

ｷ「Landau-Kleffner 症候群」加我牧子 

兼本浩祐、丸栄一、小国弘量、池田昭夫、川合謙介編 臨床てんかん学（第 11 章 てんかん

およびてんかん類似症候群） 医学書院，東京 2015;355-7 

 

ｸ「知的障害」加我牧子  

『社会福祉学習双書』編集委員会編 社会福祉学習双書 2016 第 14 巻医学一般 

人体の構造と機能及び疾病／保健医療サービス 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会，東京 2016;132-5 

 

ｹ「聴覚誘発電位（ABR,MLR,SVR,OAE）」山本晃子、加我牧子 

加我牧子、相原正男、稲垣真澄編 愉しく学ぼう 小児の臨床神経生理－ベッドサイドで役立

つ見方・考え方－ 診断と治療社，東京 2015;60-6 

 

(3) 英文論文・総説（abc 順） 

ｱ Auditory agnosia as a clinical symptom of childhood adrenoleukodystrophy. 

Furushima W, Kaga M, Nakamura M, Gunji A, Inagaki M 

Brain Dev 2015;37:690-7 

 

 

 



 

 

ｲ Artificial oxygen carriers rescue placental hypoxia and improve fetal development in the 

rat pre-eclampsia model. 

Li H, Ohta H, Tahara Y, Nakamura S, Taguchi K, Nakagawa M, Oishi Y, Goto Y, Wada K, Kaga 

M, Inagaki M, Otagiri M, Yokota H, Shibata S, Sakai H, Okamura K, Yaegashi N. Sci Rep 

5:15271;2015 

 

(4) 英文著書（abc 順） 

ｱ Kaga M:Neurophysiological Markers of Language Development. 

James D Wright ed.International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences,Second 

Edition,Vol 16.Elsevier Oxford:2015;708-13 

 

2 学会発表、講演 

(1) 学会発表（国内） 

ｱ 発達障害児、重症心身障害児・者における MRI 検査時の鎮静 

   鈴木敏洋、益山龍雄、岩崎裕治、加我牧子 

   第 118 回日本小児科学会 平成 27 年 4 月（大阪） 

 

ｲ 聴性脳幹反応無反応の低酸素性虚血性脳症後遺症における耳音響放射 

山本晃子、鈴木敏洋、立岡祐司、稲毛祐基子、野口ひとみ、本澤志方、太田秀臣、 

荒井康裕、益山龍雄、岩崎裕治、村田かおり、加我牧子 

第 57 回日本小児神経学会学術集会 平成 27 年 5 月（大阪） 

 

ｳ 知的退行を呈した中枢性甲状腺機能低下症の 15 歳女児 

本澤志方、鈴木敏洋、稲毛祐基子、野口ひとみ、荒井康裕、太田秀臣、益山龍雄、 

岩崎裕治、有馬正高、加我牧子 

第 57 回日本小児神経学会学術集会 平成 27 年 5 月（大阪） 

 

ｴ 自閉スペクトラム症の遺伝カウンセリング -保護者のアンケート調査 

山本晃子、柿沼宏明、宇津野恵美、野村文夫 

第 39 回遺伝カウンセリング学会 平成 27 年 6 月（千葉） 

 

ｵ 東京都における重症心身障害者のグループホーム調査 

   岩崎裕治、堀江久子、木原肖子、斎木博、山本雅章 

   第 41 回日本重症心身障害学会 平成 27 年 9 月（東京） 

 

ｶ 重症心身障害児（者）における骨密度と骨代謝の検討 

   酒井朋子、加我牧子、岩崎裕治 

   第 41 回日本重症心身障害学会 平成 27 年 9 月（東京） 

 

 



 

 

ｷ 当センターにおける細菌培養検査の実地状況と抗菌薬使用について 

   荒井康裕、田中彩子、岩崎裕治、加我牧子 

   第 41 回日本重症心身障害学会 平成 27 年 9 月（東京） 

 

ｸ 当センターにおける医療入院での在宅貢献について 

   益山龍雄、岩崎裕治、加我牧子 

   第 41 回日本重症心身障害学会 平成 27 年 9 月（東京） 

 

ｹ 推定必要エネルギー量算出の検討 

   村松かおる、益山龍雄、岩崎裕治、加我牧子 

   第 41 回日本重症心身障害学会 平成 27 年 9 月（東京） 

 

ｺ 吃逆の持続を初発症状とした重症呼吸器感染症の重症心身障害児の 2 例 

   山本晃子、鈴木敏洋、立岡祐司、野口ひとみ、本澤志方、太田秀臣、荒井康裕、 

益山龍雄、岩崎裕治、加我牧子 

   第 41 回日本重症心身障害学会 平成 27 年 9 月（東京） 

 

ｻ 気管切開を持つ重症心身障害児(者)の気道の加湿 

   中川 恵子、蒲生耕平、佐藤志保 

   第 41 回日本重症心身障害学会 平成 27 年 9 月（東京） 

 

 ｼ 当センターにおける細菌培養検査の実地状況と抗菌薬使用について  

   荒井 康裕、田中彩子、加我牧子 

第 41 回日本重症心身障害学会 平成 27 年 9 月（東京） 

 

ｽ 国府台病院眼科における知的障害者専門外来 10 年の現況 

山崎広子、柴玉珠、関根久恵、岩渕一馬、稲垣真澄、加我牧子 

第 69 回日本臨床眼科学会 平成 27 年 10 月（名古屋） 

 

ｾ 成人期てんかんを発症したダウン症の 13 例 

鈴木敏洋、野口ひとみ、太田秀臣、益山龍雄、加我牧子 

第 49 回日本てんかん学会学術集会 平成 27 年 10 月（長崎） 

 

ｿ 通所における重症心身障害児(者)の褥瘡予防のための情報共有ノートの効果 

   山本ひろみ、鮎澤 由紀 

第 26 回重症心身障害療育学会 平成 27 年 10 月（東京） 

 

ﾀ 病棟における療育記録に関する実態調査 

   榎田 早起、岩崎 玲奈 

第 26 回重症心身障害療育学会 平成 27 年 10 月（東京） 



 

 

ﾁ 施設入所している重症心身障害児(者)の親が抱く将来への想いと療育支援のあり方 

   細沼 理恵 

第 26 回重症心身障害療育学会 平成 27 年 10 月（東京） 

 

ﾂ 重症心身障害児（者）在宅医療ケア体制整備モデル事業の実施について－第 2 報－ 

岩崎裕治、益山龍雄、加我牧子 

第 9 回江東区医師会医学会 平成 27 年 11 月（東京） 

 

(2) 学会発表（国外） 

ｱ Otoacoustic emission, auditory brainstem response and mismatch negativity in twopatients 

with Pelizaeus-Merzbacher disease 

Kaga M, Yamamoto A, Arai Y, Murata Kon K, Inagaki M 

IERASG2015 24th Biennial Symposium of International Evoked Response Audiometry Study 

Group  May,2015(Korea) 

 

ｲ Sedation for Magnetic Resonance Imaging in Children with Developmental Disorders 

Suzuki T, Iwasaki Y, Kaga M 

2015 AOCCN 13th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology May,2015  

(Taipei,Taiwan) 

 

ｳ Efficacy of Methylphenydate Treatment in Children with Asperger Syndrome 

Honzawa S, Iwasaki Y, Arima M and Kaga M 

2015 AOCCN 13th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology May,2015 (Taipei,Taiwan) 

 

ｴ Evaluation of Electroencephalographic Findings of Autism Spectrum Disorder 

Inage Y, Honzawa S, Ohta H, Iwasaki Y, Kaga M, Arima M 

2015 AOCCN 13th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology May,2015 (Taipei,Taiwan) 

 

ｵ Auditory function in patients with adrenoleukodystrophy  

Kaga M, Nakamura M, Furushima W, Gunji A, Sakihara K, Inagaki M 

11th European Paediatric Neurology Society Congress  May,2015(Wien) 

 

ｶ  Short-stay Sarvices for persons with Profound Intellectual and  Multiple Disabilities 

in East Tokyo 

  Iwasaki Y, Masuyama T, Kaga M,Arima M 

 11th European Paediatric Neurology Society Congress  May,2015(Wien) 

 

 

 

 



 

 

(3) 研究会発表 

ｱ 発達障害児・者をもつ養育者におけるレジリエンスに関する研究 

鈴木浩太、小林朋佳、森山花鈴、加我牧子、平谷美智夫、渡部京太、山下裕史朗、 

稲垣真澄 

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 平成 27 年度 研究報告会（第 27 回） 

2016 年 2 月（東京） 

 

ｲ Auditory Neuropathy(AN)の多様な病型と対応について 

加我牧子、木許恭宏、山本晃子、小牧宏文、稲垣真澄 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 障害者対策総合研究開発事業 

新生児聴覚スクリーニングにおける Auditory Neuropathy Spectrum Disorders 症例の長期追

跡研究班 平成 27 年度班会議 2016 年 2 月（東京） 

 

(4) 講演 

ｱ 「重症児（者）の胃瘻と栄養」 

村松かおる 東京都立心身障害者口腔健康センター 在宅訪問看護研修会  

平成 27 年 6 月（東京） 

 

ｲ 「センターの経管栄養剤の実際」 

    村松かおる 3 階病棟療育部研修 平成 27 年 7 月（東京） 

 

ｳ 「酸素療法・人工呼吸療法を行う重症心身障害児に対する看護」 

川上絵里子 福井大学大学院医学系研究科附属地域医療高度化教育研究センター 

看護キャリアアップ部門 平成 27 年 8 月（東京） 

 

ｴ 重症心身障害児（者）の感染症対策について 

     荒井康裕 重症心身障害児（者）を守る会 東部訪問事業看護部 平成 27 年 9 月（東京） 

 

ｵ 重症心身障害医学の医療と暮らしへの貢献 

加我牧子 平成 27 年度東京都重症心身障害児（者）を守る会保護者研修会  

平成 27 年 10 月（東京） 

 

ｶ 「重症心身障害看護特有のストレスケアに対するケアについて」 

   星 美千子  

東京都福祉保健局 障害者施策推進部居住支援課主催 看護基礎講座  

平成 27 年 10 月（東京） 

 

ｷ 「Let’s ミールラウンド～楽しいミールラウンドにするために～ 

   村松かおる 2015 年度全国重症心身障害児（者）施設職員研修会「栄養士・調理師ｺｰｽ」 

   平成 27 年 10 月（大阪） 



 

 

ｸ 発達障害を併せ持つ難聴児療育のために 発達障害について 

加我牧子 第 2 回全国 ST 研修会 平成 27 年 11 月（東京） 

 

ｹ ジュベール症候群と関連疾患の臨床的広がり（臨床研究と課題）症状と診断について 

高木真理子 ジュベール症候群とその関連疾患 シンポジウム 2015 

～医療関係者と家族のための講演会～ 平成 27 年 12 月（東京） 

 

ｺ ジュベール症候群と関連疾患の臨床的広がり（臨床研究と課題）治療と対応について 

真野ちひろ ジュベール症候群とその関連疾患 シンポジウム 2015 

～医療関係者と家族のための講演会～ 平成 27 年 12 月（東京） 

 

ｻ 在宅の障害児・者と家族を支えるために～福祉制度を活かした支援に強くなる～ 

  堀江 久子 小児等在宅医療連携拠点事業「訪問看護研修」平成 27 年 12 月（東京） 

 

ｼ 法的支援と福祉制度 

  堀江 久子 東京都重症心身障害児プロフェッショナルナース育成研修   

平成 27 年 12 月（東京） 

 

ｽ 結節性硬化症に大腸がんを合併した一例 

立岡祐司 第 20 回重症心身障害児（者）QOL 向上懇話会 平成 28 年 1 月（東京） 

 

ｾ 障害者歯科での急変時の対応について 

中村全宏 豊島区歯科医師会 協力医研修会 平成 28 年 1 月（東京） 

 

ｿ「褥瘡予防・皮膚障害の看護」 

   山本ひろみ 日本重症心身障害福祉協会認定重症心身障害看護師者研修 平成28年1月(東京) 

 

ﾀ「呼吸障害と看護」  

川上絵里子 東京都重症心身障害プロフェッショナルコース育成研修 平成 28 年 1 月（東京） 

 

ﾁ「加齢変化と摂食支援」～栄養士の立場から～ 

村松かおる 在宅医療ｹｱ体制整備ﾓﾃﾞﾙ事業 講習会 平成 27 年 1 月（東京） 

 

ﾂ 施設と後見人 

鈴木美紀 重症心身障害者の家族成年後見人支援事業「家族成年後見人支援研修会」  

平成 28 年 1 月、2 月（東京） 

 

ﾃ 東京都重症心身障害児（者）在宅医療ケア体制整備モデル事業 

岩崎裕治 地域における重症心身障害児（者）等の在宅医療支援の現状と課題 シンポジウム 

平成 28 年 2 月（東京） 



 

 

ﾄ「発達障害」児の外来診察について 

加我牧子 

城東地区歯科医師会連合会 平成 27 年度第 2 回医療連携講演会 平成 28 年 2 月（東京） 

 

ﾅ SETX 遺伝子異常が判明した Charcot-Marie-Tooth の 1 例 

鈴木敏洋 第 24 回城東小児神経懇話会 平成 28 年 3 月（東京） 

 

ﾆ 歯科医療を提供する上での注意点～重症心身障害児、発達障害児への対応について～ 

中村全宏 第 24 回城東小児神経懇話会 平成 28 年 3 月（東京） 

 

ﾇ 江戸川区口腔センターとの連携について 

中村全宏 江戸川区歯科医師会 協力医会 平成 28 年 3 月（東京） 

 

ﾈ 「重症心身障害児の看護」 

   竹中 弘 東京都都立荏原看護専門学校 小児看護学講座 平成 28 年 3 月（東京） 

 

(5) 座長など 

ｱ 一般演題 

荒井康裕 小児てんかん学術講演会 平成 27 年 6 月（東京） 

 

ｲ 重症心身障害児（者）の睡眠 

岩崎裕治 第 19 回重症心身障害児（者）QOL 向上懇話会 平成 27 年 7 月（東京） 

 

ｳ 消化管障害・摂食嚥下 

   岩崎裕治 第 41 回日本重症心身障害学会 平成 27 年 9 月（東京） 

 

ｴ 消化管障害 

   益山龍雄 第 41 回日本重症心身障害学会 平成 27 年 9 月（東京）  

 

ｵ  ポスター討論８ 教育・調査・その他 

   藤野孝子 第 41 回日本重症心身障害学会学術集会 平成 27 年 9 月（東京） 

 

ｶ ジュベール症候群と関連疾患の臨床的広がり（臨床研究と課題） 

岡明、岩崎裕治 ジュベール症候群とその関連疾患 シンポジウム 2015 

～医療関係者と家族のための講演会～ 平成 27 年 12 月（東京） 

 

ｷ 講演 

笠井秀明、岩崎裕治 

地域における重症心身障害児（者）等の在宅医療支援の現状と課題 シンポジウム  

平成 28 年 2 月（東京） 



 

 

3 院内研究報告会(平成 28 年 3 月 9 日) 

 

（1）内服与薬場面における指差し呼称に対する看護師の意識と実施状況    

2 階西病棟 ○中村佳代(看)  

 

（2）気管切開を持つ重症心身障害児（者）のリーク量・率と気道の加湿状況の関係  

  トラキオマスクと人工鼻の比較            2 階南病棟 ○中川恵子(看) 

 

(3) 重症心身障害児(者)施設における看護師の手指衛生遵守の実態と意識 

2 階南病棟 ○中山忍(看) 

          

(4) 重症心身障害児(者)1 症例における自傷行為の傾向      2 階西病棟 ○江畑由香(保) 

 

(5) 病棟インシデント・アクシデントカンファレンスの実態調査    3 階南病棟 ○里見香(看) 

 

(6) 当センター人工呼吸器装着者のプール活動が胸郭に及ぼす効果の検討 

                     リハビリテーション科  ○志村光江(PT) 

 

(7) 区東部重症心身障害児(者)の医療機関の利用について  地域療育支援室○後藤知江(MSW) 

 

(8) 骨折予防に有効な栄養摂取方法の検討             栄養科 ○村松かおる(栄) 

 

(9) 重症心身障害児(者)の訪問健康診査の現状と課題 

  ～療育相談をとおしての家族支援～    東部訪問看護事業部 ○中澤真由美(看) 

 

(10) 大腸癌(ステージⅢB)を合併した結節性硬化症の成人女性例     医局 ○立岡祐司(医) 

 

(11) 当センターにおけるＣＴ検査被ばくについて        薬剤検査科 ○佐藤 匠(放) 

 


