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経過．第49回日本リハビリテーション医学会学術集会，福岡，2012，6．
西郊靖子，中尾真理，高倉朋和，菊地尚久，水落和也，佐鹿博信：小児線維筋痛症のチームアプローチと医学的
リハビリテーションの役割．第49回日本リハビリテーション医学会学術集会，福岡，2012，6．
高岡

徹，稲澤明香，小林宏高，橋爪紀子，小池純子，伊藤利之：スポーツ活動を継続している慢性期脳卒中者

の体力は5 年間でどのように変化したか．第49回日本リハビリテーション医学会学術集会，福岡，2012，5．

高岡

徹：パネルディスカッション：公的立場で運営する補装具クリニックの工夫．第28回日本義肢装具学会学

術大会，名古屋，2012，11．
横山

修，高内裕史，花田拓也，伊藤良介：C6運動完全麻痺の獲得するADL ─年齢による違い─．第49回日本リ

ハビリテーション医学会学術集会，福岡，2012，6．
横山

修，高内裕史，花田拓也，伊藤良介：C7運動完全麻痺の獲得するADL ─年齢による違い─．第47回脊髄障

害医学会，静岡，2012，10．
栗林

環，高橋素彦，金森裕一，福みずほ，前野

豊：回復期リハ病棟脳卒中患者における同一病院内での病院

完結型群と地域完結型群のデータ比較．第49回日本リハビリテーション医学会学術集会，福岡，2012，6．
菊地尚久：痙性対麻痺患者に対する痙縮コントロールの効果とその問題点．第3 回日本ニューロリハビリテーシ
ョン学会学術集会，横浜，2012，2．
菊地尚久，佐鹿博信：就労年齢にある脳卒中患者の日常生活自立度と年齢，脳卒中評価スケール，ADL の関連／
リハ患者DB による分析．第49回日本リハビリテーション医学会学術集会，福岡，2012，6．
菊地尚久，佐鹿博信：自立訓練施設における入所型自立訓練事業の全国現況調査．第49回日本リハビリテーショ
ン医学会学術集会，福岡，2012，6．
菊地尚久，若林秀隆，佐鹿博信，上野理美子：食道癌術後患者に対する嚥下評価と術後リハビリテーション─癌
の進行度，術後肺炎，食形態の経過に着目して─．第18回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会，札幌，2012，
8．
栗林

環，菊地尚久，前野

豊，佐鹿博信：脳卒中患者における病院完結型と地域完結型の回復期リハ病棟のデ

ータ比較：リハ医学会患者DB を用いた分析．第49回日本リハビリテーション医学会学術集会，福岡，2012，6．
栗林

環，前野

豊，高橋素彦，福みずほ，伊藤利之：脳卒中回復期リハにおける病院完結型と地域完結型の帰

結比較．第7 回日本リハビリテーション医学会専門医会学術集会，名古屋，2012，11．
高倉朋和，水落和也：断端痛の診断・治療．断端神経腫と慢性拡張性血腫〜切断者の断端痛を見逃すな！〜．横
浜リハビリテーション研究会，横浜，2012，2．
高倉朋和，水落和也，西郊靖子，根本明宣，藤田悠介，佐鹿博信：症例報告／母指切断者のためのクラシックギ
ター演奏用義指の作製．第28回日本義肢装具学会学術大会，名古屋，2012，11．
稲澤明香，高岡

徹，橋爪紀子，小林宏高，小池純子，伊藤利之：スポーツ活動を継続している慢性期脳卒中者

の体力とQOL の長期的変化．第49回日本リハビリテーション医学会学術集会，福岡，2012，5．
稲澤明香，高岡

徹，橋爪紀子，小林宏高，小池純子，伊藤利之：電撃性紫斑病による四肢切断に対する義足作

製の経験．第28回日本義肢装具学会学術大会，名古屋，2012，11．
若林秀隆：口腔のサルコペニアとリハビリテーション栄養．第57回日本口腔外科学会総会･学術大会・第6回歯科
衛生士研究会，横浜，2012，10．
若林秀隆：リハビリテーション栄養とサルコペニア．リハビリテーション・ケア合同研究大会札幌2012，札幌，
2012，10．
若林秀隆：在宅における食とリハビリテーション栄養．第3 回日本プライマリ・ケア連合学会，福岡，2012，9．
若林秀隆：サルコペニアに対するリハビリテーション栄養．第3 回日本プライマリ・ケア連合学会，福岡，2012，
9．

若林秀隆：ヨーロッパの摂食・嚥下分野における栄養管理の現況と課題．第17回・18回日本摂食・嚥下リハビリ
テーション学会，札幌，2012，8．
若林秀隆：身体活動性の早期回復とリハビリテーション栄養．第49回日本外科代謝栄養学会，舞浜，2012，7．
若林秀隆，佐鹿博信：低栄養が廃用症候群入院患者のADL の予後に与える影響：前向きコホート研究．第49回日
本リハビリテーション医学会学術集会，福岡，2012，5．
若林秀隆：サルコペニア・大腿骨頸部骨折に対するリハビリテーション栄養─栄養ケアがリハを変える．第49
回日本リハビリテーション医学会学術集会，福岡，2012，5．
若林秀隆：栄養アセスメントとリハビリテーション栄養．第35回日本栄養アセスメント研究会，大阪，2012，5．
若林秀隆：リハビリテーションにおける栄養管理の重要性．日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床
医生涯教育研修会北海道地方会，札幌，2012，3．
若林秀隆：これからのリハNST ─リハビリテーションと栄養療法の質向上のために．第27回日本静脈経腸栄養学
会，神戸，2012，2．
若林秀隆：リハビリテーション栄養とサルコペニア．第27回日本静脈経腸栄養学会，神戸，2012，2．
若林秀隆：栄養アセスメントによる廃用症候群の高齢入院患者のADL 予後予測．第27回日本静脈経腸栄養学会，
神戸，2012，2．
若林秀隆：サルコペニアと摂食・嚥下障害．第27回日本静脈経腸栄養学会，神戸，2012，2．
若林秀隆：食介護とサルコペニア．第6 回食介護研究会，東京，2012，2．
若林秀隆：廃用症候群の高齢入院患者のADL と栄養状態の関連：横断研究．第15回日本病態栄養学会，京都，2012，
1．
高田薫子，菊地尚久，若林秀隆，佐鹿博信：能動義手長期使用後に前腕筋電義手を導入した高齢両上肢切断の症
例経験．第49回日本リハビリテーション医学会学術集会，福岡，2012，5．
（研究助成金）
伊藤利之（分）：身体障害者福祉法における今後の障害認定のありかたに関する研究．平成24年度厚生労働科学
研究費補助金障害保健福祉総合研究事業．
佐鹿博信（代）：脳外傷の高次脳機能障害に対する居宅訪問面接と行動観察による地域リハ・ニーズ評価．文科
省科学研究費基盤研究（C）（2012〜2014），140万円．
水落和也（分）：スモン患者の自律神経機能と運動能力に関する研究．厚生労働省科学研究費難治性疾患克服研
究事業，80万円．
水落和也（分）：がんのリハビリテーションガイドライン作成のためのシステム構築に関する研究．厚生労働科
学研究費第 3 次がん総合戦略研究事業（2010〜2012），35万円．
水落和也（分）：新たなソケット作製キット導入により早期義肢装着を可能にするシステム構築．平成24年度科
学研究費補助金基盤研究（B）（2010－2013），10万円．
若林秀隆（分）：地域・在宅高齢者における摂食嚥下・栄養障害に関する研究─特にそれが及ぼす在宅療養の非
継続性と地域における介入システムの構築に向けて─．厚生労働科学研究費補助金長寿科学総合事業
（2012〜2014），220万円．
根本明宜（代）：新たなソケット作製キット導入により早期義肢装着を可能にするシステム構築．平成24年度科

学研究費補助金基盤研究（B）（2010－2013），35万円．
根本明宜（分）：人体動作取得解析システムの開発およびエキスパート看護師の動作の一般応用可能性の検証．
平成24年度科学研究費補助金基盤研究（C）（2012－2013），10万円．
根本明宜（分）：大学所蔵貴重資料のデジタル・アーカイブによる知的ブランドの確立（脳コレクション）ユニ
ット．横浜市立大学平成24年度戦略的研究推進費，25万円．
栗林

環（代）：脳卒中回復期リハにおける病院完結型と地域完結型の帰結比較．平成24年度日本リハビリテー

ション医学会専門医会研究補助金，20万円．
菊地尚久（代）：全国リハビリテーション患者データベースを用いた維持期障害者に対する効果的な社会復帰支
援に関する研究．平成24年度厚生労働科学研究補助金障害者対策総合研究事業（2011－2013），754万円．
菊地尚久（代）：脳外傷リハデータベースによる社会復帰に向けたリハ介入効果の多施設間検討．平成24年度文
部科学省科学研究費助成事業基盤研究（C），135．5万円．
菊地尚久（分）
：脳外傷による高次脳機能障害者に対する居宅訪問面接と行動観察による地域リハ・ニーズ評価．
平成24年度文部科学省科学研究費基盤研究（C）（2012－2014），25万円．
（その他）
（講

演）

伊藤利之：障害者と社会福祉制度．全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会主催／リハビリテーションテ
ーション看護師認定コース（第5 期），大阪，2012，1．
伊藤利之：補装具費支給に関する動向について：車いすを中心として．山口県身体障害者福祉センター主催/補
装具費支給判定に係る講習会，山口，2012，1．
伊藤利之：人財育成の課題と展望．第4 回東都保健医療福祉協議会セラピスト部会総会（特別講演），東京，2012，
1．
伊藤利之：障害者のリハビリテーションと社会保障．東都保健医療福祉協議会職責者研修会，東京，2012，2．
伊藤利之：障害者・高齢者に関わる法制度．第6 回福祉・地域リハビリテーション実習研修会，横浜，2012，2．
伊藤利之：地域・在宅リハビリテーション．第6 回福祉・地域リハビリテーション実習研修会，横浜，2012，2．
伊藤利之：ICF の概念とその利用．平成23年度横浜リハビリテーション看護研究会，横浜，2012，2．
伊藤利之：補装具費支給システムの課題と展望．平成23年度第 2 回補装具研修会，岡山，2012，2．
伊藤利之：病院におけるリハビリテーションVS 地域・在宅におけるリハビリテーション．柳原リハビリテーシ
ョン病院平成24年度全体研修会，東京，2012，4．
伊藤利之：障害の捉え方．横浜市障害者更生相談所主催リハビリテーション科，救急部，臨床検査部／平成24
年度第 1 回障害福祉支援者研修，横浜，2012，5．
伊藤利之：障害者のリハビリテーションと社会制度．全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会主催/ 回復
期セラピストマネジャーコース（第2 期），東京，2012，6．
伊藤利之：障害者のリハビリテーションと社会保障．東都保健医療福祉協議会研修会，東京，2012，7，8，9,12．
伊藤利之：補装具の支給システム．国立身体障害者リハビリテーションセンター主催／第69回義肢装具等適合判
定医師研修会，所沢，2012，8．
伊藤利之：総合リハビリテーションの実現に向けて─地域リハビリテーションの実践から─．第35回総合リハビ

リテーション研究大会，横浜，2012，9．
伊藤利之：障害者と社会福祉制度．全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会主催／リハビリテーションテ
ーション看護師認定コース（第6 期），東京，2012，11．
伊藤利之：シーティング・エンジニア（SE）の意義と役割．日本車いすシーティング協会主催／第3 回シーティ
ング・エンジニア養成講習会，東京，2012，11．
水落和也：杖・歩行補助具．平成24年度義肢装具等適合判定医師研修会第70回前期，所沢，2012，8．
水落和也：リハビリテーション科から見たITB の適応．ITB 療法シンポジウム，東京，2012，2．
水落和也：リハビリテーション・患者管理．ITB 講習会，東京，2012，6．
水落和也：がん患者のリハビリテーション．平成24年度横浜市立大学附属病院緩和ケア研修会，横浜，2012，9．
水落和也：がん患者に対するリハゴール設定の考え方．第11回がんのリハビリテーション研修会，東京，2012，
10.
水落和也：新しい診断・治療体系における関節リウマチのリハビリテーション．平塚市医師会第12回地域リハ
ビリテーション研修会，平塚，2012，11．

