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序

班長　青　柳　昭　雄

国立療養所に筋ジストロフィーのベットが開設されて20年間を経

過した。本症の療育看護に関する研究は「進行性筋ジストロフィー

症の成因と治療に関する臨床的研究」（山田妊）、「筋ジストロフィ

ー症の養護に関する臨床社会学的研究」（中島、井上班）、「筋ジス

トロフィー症の療護に関する総合的研究」（井上粧）と続き、その研

究報告も莫大を数に達している。

本研究班は実地臨床に携っている医師、PT、OT、看護婦、保

母、指導員、栄養士などの綜合的研究よりをり、その研究対象も研

究項目も多岐に渡っている。

そこでこの問題に取り組みたいと言う際に項目別の索引があると

便利であり、本研究班の研究項目の索引作製の要望が大であった。

今回最近10年間の研究報告書の索引を作製したが、この索引を通

じて毎日患者の治療に当っているスタッフがいかに苦労されている

かを再認識させられた。

本索引は本研究班運営幹事の石原医長により作られたもので、そ

の御苦労に感謝するとともに職員、幹事の先生方の御協力に御礼申

し上げる。



この研究業績目録について

本目録は「進行性筋ジストロフィー症の成因と治療に関する臨床

的研究」（山田班）の昭和48年度から昭和52年度まで、「筋ジストロフ

ィー症の療護に関する臨床社会学的研究」（中島粧、井上班）の昭和

53年度より昭和55年度まで、および「筋ジストロフィー症の療護に

関する総合的研究」（井上班）の昭和56年度、昭和57年度の10年間に

わたる研究成果報告書の目次をテーマ別に分雄したものである。

研究課題名の後に示す数字は例えば48－66とあれば、昭和48年度

研究成果報告書の66ページに報告書が掲載されていることを示して

いる。

一課題について複数の項目にわたる研究成果を含む場合でも、一

つの課題については一ヶ所にしか分類しなかったので、一般的な課

題名については実際の内容を参照して頂きたい。

発表題数が非常に多いため、所属は一ヶ所に、発表者名は3名以

内へと限らせて頂いたことをお許し願いたい。

終りに、筋ジストロフィー患者のケアを正しく発展させるべく、

多年にわたり努力を傾けてこられた諸先輩に敬意を表すると共に、

この目録が今後この道に志す研究者の方々に少しでも役立つことを

祈念する次第である。

「筋ジストロフィー症の療護に関する臨床および心

理学的研究」研究珪事務局
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進行性筋ジストロフィー症患者の反応時間一連想法による検討－ 57－33

国立培養所鈴鹿病院　　　深■　津　　　要・宮　崎　光　弘・′J、笠原　昭　彦　他
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“バウム・テスト’’を取り入れての生活指導－1ケースの追跡報告－…………………………56－94

国立新潟蝶貴所　　　　　高　沢　直　之・樫　出　直　木・布　施　正　俊　他

バウムテストと生活指導・・…‥………………・ 57－119

国立新潟療養所　　　　　高　沢　直　之・樫　出　直　木・布　施　正　俊　他

P．M．D恩児の情緒面の問題について（第3報）－Projective methodによるPMD患児

の適応機制について一・………・……………‥・

国立療養所鈴鹿病院　・早　田　正　則

自主性診断検査を実施して…・……・………・‥

国立療養所再春荘　　　　末　什　寛　子・

DMP患者のベンダー・ゲシュタルトテストの成績

国立療養所西多賀病院　　藤　井　啓　子

mcherne型PMD患者の鏡映描写による心拍数変化

石　本　由起男・鴨　木　正　子

48－64

49－42

……………　49－139

……………　51－110

国立培養所鈴鹿病院　　　宮　崎　光　弘・野　尻　久　雄・片　山　幾　代■他

PMDにおける認知障害と心理障害の検討‥

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄　他

絵でみる子どもの心理（浅利診断法を使って）

国立療養所西多賀病院　　志賀野　恵美子

Duchenne型PMD患者のtracing作業負荷による心拍数変化

55－45

50－111

52－154

国立療養所鈴鹿病院　　　宮　崎　光　弘・片　山　幾　代・野　尻　久　雄　他

心理検査から見たカウンセリングにおける心理的変化（ケース・レコード）………………52－197

国立療養所川和病院　　　中　野　俊　彦・井　上　幸　平・永　田　智由子　他

進行性筋ジストロフィー症のSzondi所見による遺伝適性に関する研究－DMP6家系同

胞間のソンデイ所見の類似点を中心に－……

国立療養所原病院　　　　和　田　正　士・伊　閏　月芳　彦・畦　元　正　人

PMD患者のABS変化とその近接領域の調査研究

53－26

……………‥53－36

国立療養所兵庫中央病院　新　光　　　毅・荒　井　道　子・小　西　史　子　他

DMP児の社会性TEPPS検査を実施して－

国立療養所再春荘　　　　小清水　忠　夫・末▼竹　寛　子

筋ジストロフィー症におけるCTスキャン上の変化

53－41

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄　他

mchenne型筋ジストロフィー忍者の不安一躍在性不安尺度による検言寸－…………………57－129

国立療養所鈴鹿病院　　深　津　　　要・山　内　慎　吾・野　尻　久　雄　他

主題構成検査（TAT）を実施して

国立蝶養所再春荘　　　　安　武　敏　明・末　什　寛　子

筋ジストロフィー症児の言語能力についての研究（その2）

…………‥　57－149

国立蝶養所西別冊一耶完　　三吉野　庄　治・寺IH　兵　弓・吉　良　陽　子　他
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筋ジストロフィー症児の言語能力についての研究 ・・55－63

国立療養所西別府病院　　三吉野　産　治・寺　田　真　弓・吉　良　暢　子　他

筋ジストロフィー症児の言語能力についての研究

国立療養所西別府病院　　三吉野　産　治

筋ジストロフィー症児の言語能力についての研究

国立療養所西別府病院　　三吉野　産　治

吉　良　陽　子・藤　原　郁　子

吉　良　陽　子

筋ジストロフィー症児の言語能力についての研究（その1）

56－25

………………‥57－15

国立療養所西別府病院　　中　嶋　俊　郎・寺　田　真　弓・吉　良　陽　子　他

（彰　学力・学習

先天性筋ジストロフィー症の言語理解の指導 56－97

国立療養所八雲病院　　　篠　田　　　実・高　子　秀　代・上　野　茂　子　他

DMP者の読書力検査を試みて・…・

国立療養所西多賀病院　　荒　井　道　子

PMD患者の高等教育についての問題点

49－140

52－162

国立療養所鈴鹿病院　　　宮　崎　光　弘・片　山　幾　代・野　尻　久　雄　他

筋ジストロフィー症児の就学前教育 52－185

国立療養所松江病院　　　黒　田　憲　二・飯　塚　治　枝・森　山　紀　子　他

学習進度についていけをい子の学習指導について………………………………………………53－64

国立赤江蝶貴所　　　　　林　　　栄　治・西　　　公　郎

mchennC型PMD者の記憶能力について 54－12

国立療養所鈴鹿病院　　　河　野　慶　三・小笠原　昭　彦・片　山　幾　代　他

mchenne型PMD者の記憶能力 55－30

国立療養所鈴鹿病院　　　深　津　　　要・小笠原　昭　彦・片　山　幾　代　他

DMP児の知能と学力（共同研究） …・57－4

国立療養所下志津病院　　山　形　恵　子・松　岡　邦　臣・杉　山　浩　志　他

D型PMD児の学習障害に関する研究

国立療養所下志津病院　　山　形　恵　子・松　下　　　萱

先天性筋ジストロフイ症児の言語理解の指導　第2報

57－11

…・57－21

国立療養所八雲病院　　　篠　田　　　実・上　野　茂　子・奥　山　真智子　他

④　心　　理

ホスピタリズムの研究（3）

国立療養所兵庫中央病院　習　田　敬　一
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当院におけるD．M．P児のホスピタリズムーその解決と対策－

国立療養所下志津病院　　村　上　純一　子

ホスピタリズムの条件分析とその対策法の究明……

48－69

・・…‥51－102

国立療養所長良病院　　　丸　尾　正　志・椙　島　　　晃・清　水　敏　男

PMD児のホスピタリズムに関する研究・・

国立療養所宇多野病院　　高　橋　邦　枝

D．M．P児の性措く2）－生活指導への応用－

国立療養所西多賀病院　　浅　倉　次　男

DMP忠児の自己洞察の過程について

国立療養所下志津病院　　関　谷　智　子・石　川　久美子

D．M．P患児の情緒とパーソナリティに関する研究

国立療養所川棚病院　　　中　野　俊　彦・鳴　海　義　一

DMP児の青年期への心理学的アプローチ…・…・…・

再　春　荘　　　　　　　石　本　由紀男・末　竹　寛　子　他

mcheme型進行性筋ジストロフィーにみられる知的行動障害

………・52－180

……‥48－57

……‥48－67

……‥48－79

…‥　49－152

……‥50－86

国立療養所鈴鹿病院　　　河　野　慶　三・片　山　幾　代・野　尻　久　雄　他

PMDの病勢進展に伴をって生ずる人格障害…・・…・

国立療養所兵庫中央病院　習　田　敬　一・巽　　　昭　子

筋ジス児と健康児との価値観の比較研究

国立療養所東埼玉病院　　渋　谷　　　斌・山　川　和　正

筋ジストロフィー者の心理特性とそのCare・………‥・

国立療養所鈴鹿病院　　　河　野　慶　三

言葉の使い方による心理的を情緒の展開…・……・・…

…‥　50－104

……‥50－82

…‥　51－113

…‥　51－143

国立療養所医王園　　　　森　　　敏　一・中　山　　　緑・小　原　照　子　他

DMP患者の心理特性……・…‥・…………………・…・ …‥　52－145

国立療養所南九州病院　　杉　田　祥　子・日　高　一　夫・西　村　喜　文

成人筋ジストロフィー患者の心理特性に関する研究…………………………………………52－168

国立療養所箱根病院　　　稲　永　光　幸

筋ジストロフィー患者にみられる無意慾、自閉の成因ならびに治療…………………………53－20

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄　他

心理検査からみた、カウンセリングにおける心理的変化 53－33

国立療養所川棚病院　　　中　澤　良　夫・中　野　俊　彦・井　上　幸　平　他

DMP患者の心理的研究……・……………・・……・・…・

国立療養所南九州病院　　乗　桧　克　政・杉　田　祥　子・中　島　洋　明
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DMP児の心理的研究－DMP児の達成動機の研究－…………………………………………54－21

国立療養所南九州病院　　来　校　克　政・杉　田　祥　子

「DMP児の欲求について」（中間報告） ………………………‥　54－23

国立療養所再春荘　　　　小清水　忠　夫・末　竹　寛　子

病状進行に伴う心理的変化に関する研究

国立療養所八雲病院　　　篠　田　　　実・阿　部　一　男

PMD心理障害の現象学的検討

55－17

55－47

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄　他

DPM患者（児）の心理障害をひき起こすと考えられる要因について調査、検討する………55－67

国立療養所川棚病院　　　中　沢　良　夫・井　上　幸　平

DMP息児（老）の性に関して－DMP青年期息児者の性意識について－……………………56－90

国立療養所宇多野病院　　森　吉　　　猛・蔵　本　峰　億・鞠　山　紀　子

DMP患者の生活認識についてⅠ 57－107

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・星　　　八重子・佐々木　恒　子　他

PMD患者の心理的諸問題 57－146

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　滴・谷　中　　　誠・風　間　忠　道　他

PMD症児の進行期における心理・行動の変化に関する研究

国立療養所字多野病院　　鞠　山　紀　子・中　西　　　孝

DMP症児の進行期における心理・行動の変化に関する研究

国立療養所宇多野病院　　鞠　山　紀　子

筋ジストロフィー症患者の精神医学的観察と生活歴に関する研究

50－117

51－144

52－188

愛媛大学医学部　　　　　柿　本　泰　男・佐　藤　　　勝・井　上　良　一　他

自閉症児の精神発達に対する援助とその経過 53－24

国立療養所宇多野病院　　森　吉　　　猛・二階堂　弘　子・鮫　隈　実千子　他

病態進行に伴う心理的変化に関する縦断的研究 53－30

国立療養所八雲病院　　　篠　田　　　実・阿　部　一　男・三　好　　　力　他

筋ジス患者における病識の変容と生泊態度の研究 56－33

国立療養所長良病院　　　古　田　富　久・飯　村　妙　子・坂　口　えみ子　他

D型PMD児のラテラリティーの発達

国立療養所下志津病院　　山　形　恵　子・松　下　　　登・藤　村　則　子

一在宅息児の成長の記録

国立蝶貴所松江病院

各種筋萎縮症の心理特性について

国立療養所箱根病院

中　島　敏　夫・黒　田　憲　二

57－24

57－58

53－38

村　上　慶　郎・稲　永　光　幸・中　村　正　敬　他
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⑤　生活指導

DMP児の入院生活に慣れる迄の期間について…………………………………………………49－28

国立療養所再春荘　　　　嶋　津　カヅ子・是　技　美江子　他

DMP児（者）の生活指導……………………………………………………………………………49－32

国立療養所西多賀病院　　浅　倉　次　男

筋ジス病棟における生活指導に関する研究………………………………………………………50－75

国立蝶養所八雲病院　　　三　吉　　　力・藤　島　憤　一・桜　田　　　裕　他

自分の意志をことばで表わすことの少をい子の指導……・・…・・ 50－122

国立療養所長良病院　　　河　田　　　薫・綿　貫　弘　美・中　坂　久美子

ベッド生活の多くなったDMP児の生活指導・・…・…・・・・…・…… ・・51－101

国立療養所長良病院　　　平　田　まさ子・松　原　茂　代・綿　貫　弘　美　他

療育行事について・…………・・ ………………………………　51－108

国立療養所鈴鹿病院　　　橋　本　恵美子・岡　本　和　子・曽　我　清　美　他

進行性筋萎縮症児（者）の生活指導～西多賀病院入院児（者）の実態観察記録の一考察……51－130

国立療養所西多賀病院　　浅　倉　次　男　他

D．M．P児（者）の生活指導の研究一西多賀病院入院児（者）の生活プログラムの検討－…52－137

国立療養所西多賀病院　　浅　倉　次　男　他

生活指導の研究（生活構造時間調査を実施して）・…・・・……・…・・・ 52－149

国立療養所南九州病院　　西　村　書　文・日・高　一　夫・杉　田　祥　子　他

筋ジス患者の年間行事による自己発現について 52－151

国立療養所兵庫中央病院　小　西　史　子・荒　井　道　子・龍　見　代志美

筋ジス（児）者の生活指導及び心理研究 52－182

国立蝶養所字多野病院　　中　西　　　孝

PMD highstage者の主体的集団活動における側面的援助の一考察……………………・・・52－189

国立療養所医王病院　　　正　木　不二暦

筋ジス病棟における生活指導に関する研究一作業指導における一考察－…………………52－200

国立療養所八雲病院　　　大　友　政　明・桜　田　　　招・藤　島　慎　一　他

自閉症を伴うDMP児の事例研究

国立療養所字多野病院　　森　吉　　　猛・中　西　　　孝

当施設における低IQ児増加の要因の分析（予報）

53－22

53－51

国立療養所再春荘　　　　小清水　忠　夫・石　本　由紀男・末　什　寛　子　他

当病棟における生活指導の紹介・……………・……………・……・・ 53－70

国立新潟療養所　　　　　高　澤　直　之・野　方　三和子・若　月　春　枝　他
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情緒不安定な児童に対する生活指導

国立療養所宇多野病院　　森　吉

53－73

猛・山　崎　カヅヨ・高　橋　邦　枝　他

PMD児（者）の生活指導に関する研究（Ⅱ）

－PMD児（老）の適性についての小考察一中間報告 53－77

国立療養所西多賀病院　湊　　　治　郎・浅　倉　次　男　他

豊かな日常生活を送る為への生活指導…………………………………………・・………………・53－83

国立療養所再春荘　　　　小清水　忠　夫・中　島　祐　子・川　端　みどり　他

成人患者における生活援助のアプローチの一考察 55－98

国立療養所兵庫中央病院　笹　瀬　博　次・小　西　史　子・荒　井　道　子　他

PMD児（老）の生活指導に関する研究～PMD児（老）の適性についての小考察（3）～…・・・55－104

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・浅　倉　次　男・佐　藤　　捷

障害の進んだ低IQ児（発達の遅れている児童）に対する生活指導 55－109

国立新潟療養所　　　　　高　沢　直　之・大　矢　里　美・沢　田　千代乃　他

筋ジストロフィー症における排泄指導

国立療養所沖縄病院　　　大　域　盛　夫・真書屋　芙　祐

筋ジストロフィー者の生活指導事例集

国立療養所鈴鹿病院　　　河　野　慶

PMD児（老）の生活指導に関する事例研究（1）

56－112

52－136

56－120

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・浅　倉　次　男・菊　池　正　彦　他

生活指導に関する事例集の作成その2　思春期に関する事例

国立療養所西多賀病院’佐　藤　　　元　他

進行性筋萎縮症児の生活指導

国立療養所西多賀病院　　浅　倉　次　男

CMD患者の生活能力評価基準表の作成

57－117

50－76

55－71

国立療養所徳島病院　　　桧　家　　　豊・早　田　正　則・川　合　恒　雄　他

先天性筋ジストロフィー症児の保育を試みて 56－100

国立療養所川棚病院　　　中　沢　良　夫・堀　田　五　月・力　石　富　子　他

先天性筋ジストロフィー症児の療育 56－102

国立療養所沖縄病院　　　大　域　盛　夫・吉　浜　尚　美・松　田　江利子　他

CMD児の生活能力評価基準表の作成 56－103

国立蝶養所徳島病院　　桧　家　　豊・川　合　恒　雄・中　西　　誠　他

先天性筋ジストロフィー症患児の指導 57－42

国立療養所川棚病院　　松　尾　宗　祐・力　石　富　子・平　尾　智由子　他
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先天性筋ジストロフィー症児の蝶育…・…・……・・・ 57－44

国立療養所沖縄病院　　　大　域　盛　夫・吉　浜　尚　美・松　田　江利子　他

先天型筋ジストロフイ＿－症児とデュシャンヌ型筋ジストロフィー症児及び他疾患児との

合同保育を試みて

国立療養所西別府病院　　三吉野　産　治・秋　吉　雅　子・安　川　郁　子

CMD忠児の生活能力評価基準表の作成

57－50

…………57－53

国立療養所徳島病院　　　桧　家　　　豊・中　西　　　誠・早　田　正　則　他

先天型筋ジストロフィー症患者の保育一絵画指導を通じてのコミュニケーションの促進－57－55

国立療養所鈴鹿病院　．深　津　　　要・松　林　まり子・山　崎　まさ子　他

器楽訓練による意識の変容について・…‥・…・・…・・ 50－84

国立療養所医王園　　　　大　場　　　昭・正　木　不二磨・松　栄　憲　三　他

DMP低I Q児に音楽療法を試みて…こ………‥‥

国立療養所西別府病院　　寺　田　真　弓・吉　良　陽　子

PMD低IQ児に音楽療法を試みて（その2）…・・

国立療養所西別府病院　　吉　良　陽　子・寺　田　真　弓

音楽活動における集団力動………・・…‥‥・・………

51－104

・……‥　52－208

…………・53－28

国立療養所箱根病院　　　村　上　慶　郎・森　田　庸　子・稲　永　光　幸

DMP児の絵の．考察

国立療養所西多賀病院　　菊　地　八重子・大　内　恵美子

先天型筋ジストロフィー症児の経験による絵の発達過程

国立赤坂療養所　　　　　藤　井　舜　輔・矢ケ部　和　代・江

「書」が患者の心理面に及ぼす影響について‥…・‥

国立療養所箱根病院　　　稲　永　光　幸・小　原　義　夫

シール貼りによって無気力を恩児の意放づけを試みて

国立療養所原病院　　　　林　　　紀代子・貞　末　恵　子

箱庭遊戯による患児の無意識世界の考察‥…・…‥

国立療養所兵庫中央病院　笹　瀬　博　次・中　西　　　孝

箱庭遊戯による恩児の無意識世界の考察

国立療養所兵庫中央病院　笹　瀬　博　次・中　西　　　孝

箱庭療法による息児の無意識世界の考察

国立療養所兵庫中央病院　笹　瀬　博　次・中　西　　　孝

箱庭療法を試みて

…………・49－29

…………・53－91

口　喜久子

52疇172

49－30

55－68

56－29

………・57－126

57－123

国立新潟療養所　　　　　高　沢　直　之・大　矢　里　美・沢　田　千代乃　他

DMP患児に箱庭療法を実施して　ケース・レコード ………・57－133

国立療養所川棚病院　　　松　尾　宗　祐・井　上　幸　平・中　野　俊　彦

ー11－



自転車使用による遊戯療法…………………………………………………………………………49－41

国立療養所東埼玉病院　　吉　村　敏　子・折　井　宣　子・平　野　　　長　他

筋ジス病棟における革細工の創作活動について…・」…………………………………………50－114

国立療養所東埼玉病院　　林　　　良　枝

DMP者の生活範囲を拡大させる為に（影絵を通して）………………………………………51－117

国立療養所西多賀病院　　荒　井　道　子

余暇音舌動におけるソロバン指導を試みて・・…・………‥…・・……‥… 52－194

国立療養所医王病院　　　中　山　　　緑・小　原　照　子・新　田　節　子

PMD児と囲碁……………………………………………………………………・∴……………‥53－72

国立療養所医王病院　　　松　本　　　勇・小　原　照　子・新　田　節　子

筋ジストロフィー患者の余暇について－ピータッチ手芸を試みて一…………………………54－90

国立赤坂療養所　　　　　藤　井　舜　輔・矢ケ部　和　代・江　口　喜久子

DMP息児（者）とスポーツ………………………………………………………………………55－112

国立新潟療養所　　　　　高　沢　直　之・亀　井　俊　治・樫　出　直　木　他

生活指導：花の育生観察活動を通じて・ …………………‥　55－114

国立療養所医王病院　　　吉　田　克　己・新　田　節　子・細　径　さとみ　他

DMP患者みんなの願い記念文集出版を終えて………………………………………………52－147

国立療養所南九州病院　　坂　元　美智子・郡　山　艶　子・田　畑　盛　義　他

生活指導の一環として人形劇を試みて ・…………………・51－124

国立療養所束埼玉病院　　佐々木　つる子・長谷川　恵美子・景　山　恭　子　他

生活指導の一環として人形劇を試みて（第2報） 52－183

国立療養所東埼玉病院　　景　山　恭　子・川　上　範　子・吉　岡　桂　子　他

生活指導の一環として人形劇を試みて（第三報）……………・・・ …・53－66

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・吉　岡　桂　子・川　上　範　子　他

青年期PMD患者への心理劇の適用………………………………………………………………55－83

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・峰　石　裕　之・山　中　浩　司　他

青年期PMD患者に心理劇を試みて …………………・57－144

国立蝶養所束埼玉病院　　井　上　　　満・峰　石　裕　之

低IQ児（発達の遅れている児童）と普通児（4才児）との混合保育を試みて………………55－110

国立新潟療養所　　　　　高　沢　直　之・大　矢　里　美・沢　田　千代乃　他

生活指導の一環として、集団製作活動を試みて 53－68

国立療養所宇多野病院　　森　吉　　　猛・藤　木　るり子・高　橋　邦　枝　他

筋ジストロフィー症における心理障害、生活指導の研究（グループ指導の一考察）………53－75

国立療養所兵庫中央病院　新　光　　　毅・龍　見　代志美・小　西　史　子　他

－12　－



サークルf舌動を通じて…・

国立療養所宇多野病院　　森　吉　　　猛・高　橋　邦　枝

グループ指導を試みて　その1

54－84

57－63

国立療養所兵庫中央病院　笹　瀬　博　次・龍　見　代志美・小　西　史　子　他

卒後指導と生きがいに着目した学令期DMP児の余暇利用の対策 56－69

国立療養所原病院　　　　升　田　慶　三・松　永　萬　里・西　岡　正　人　他

筋ジス患児における小遣いの自主管理の試み 50－121

国立療養所再春荘　　　　鵜　木　正　子・田　辺　豊　子・亀　田　日出子

PMD児の情緒不安定によると思われるおもらし・夜尿の看護を試みて…………………・50－81

国立療養所東埼玉病院　　大　野　美佐子・丸　山　鈴　子・浅　見　貞　子　他

筋ジストロフィー症児に作業を併用した余暇活動の試み‥

国立療養所東埼玉病院　　渋　谷　　　斌

PMD病棟に於ける児童生徒の放課後の生活指導に関する研究

国立療養所南九州病院　　郡　山　艶　子

日課表の再検討

国立療養所川棚病院　　　坂　田　秀　子・富　永　恒　子

余暇の過し方

49－151

50－124

51－105

51－118

国立療養所下志津病院　　在　原　千代子・備　前　　　都・福　田　由美子　他

筋ジス児のレクリエーション活動について・……：・……・…・

国立療養所東埼玉病院　　渋　谷　　　斌・山　川　和　正・新　堀　裕

余暇の利用を通しての遊びにおける仲間作りと遊びの質の向上

51－125

54－83

国立療養所川棚病院　　　中　沢　良　夫・平　尾　智由子・力　石　富　子　他

筋ジス小児病棟における余暇指導 55－102

国立療養所沖縄病院　　　大　域　盛　大・松　田　江利子・吉　浜　尚　美　他

筋ジストロフィー症低I Q成人患者の余暇指導・……‥…・・ ・56－71

国立赤坂療養所　　　　　岩　下　　　宏・江　口　喜久子・小　田　愉　杏

（む　作業療法

DMP症患者に対する作業療法の試み‥・・・

国立療養所西多貫病院　　五十嵐　俊　光

作業療法の研究

49－38

50－105

国立療養所兵庫中央病院　佐　野　随　鳳・巽　　　昭　子・山　本　武　子　他

作業療法（七宝焼）に関する考察………………・・・…・……・ ・53－93

国立療養所川棚病院　　　中　沢　良　夫・琴　同　静　香・平　尾　腎由子　他
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PMD者に対する農耕の試み…・…・・・…………・

国立療養所東埼玉病院　　井　上

PMD児（者）の作業療法・…・・……・

国立療養所下志津病院　　斎　藤

末期筋ジストロフィー症の作業療法

…・54－88

満・石　坂　践　生・風　間　忠　通　他

……………………………‥　54－101

第・松　下　　　誉・太　田　有　時　他

……………………・54－103

国立療養所箱根病院　　　村　上　慶　郎・大　木　啓　子・伊　原　幸　枝　他

進行性筋ジストロフィー症患者へのリハビリテーション援助 …・55－96

国立療養所刀根山病院　　堀　　　三津夫・白　神　　　潔

（∋　社　会　性

DMP児の社会性　再春荘におけるボランティア汚動の実能と問題点……………………・51－127

国立療養所再春荘　　　　末　什　寛　子

筋ジス病棟におけるボランティア活動の取組みに？いて・‥…・・ 56－116

国立療養所岩木病院　　　木　村　　　要・佐　藤　　　勇・工　藤　重　幸

筋ジストロフィー症児者とボランティア 57－71

国立療養所字多野病院　　森　吉　　　猛・高　橋　邦　枝・山　崎　カヅヨ　他

筋ジストロフィー病棟におけるボランティア活動の取組について一第2報一………………57－77

国立療養所岩木病院　　　秋　元　義　巳・小　野　律　子・工　藤　重　幸

DMP症児と集団形成一第2報－‥

国立療養所松江病院　　　吉　川　糸屯　子

PMD児の社会性…＝…・……‥…・…・……・…

48－71

50－119

国立療養所再春荘　　　　末　竹　寛　子・石　本　由紀男・躊　木　正　子

PMD児にみる対人関係の発達に関する考察…・・…

国立療養所東埼玉病院　　川　上　範　子・山　川　和　正・新　堀　祐

集団行動に適応しにくい学童の生活指導

51－140

52－143

国立療養所南九州病院　　郡　山　艶　子・坂　元　美智子

作業サークルを通して患者に及ぼす影響と地域社会とのかかわり一七宝焼を中心にして・・52－196・

国立療養所川棚病院　　　永　田　智由子・谷　村　富　子・琴　岡　静　香　他

DMP患者の院外指導－ショッピングを通しての社会経験の拡大－…………………………53－87

国立療養所南九州病院　　乗　松　克　政・日　高　一　男・杉　田　祥　子　他

PMD者の社会性発達と、その近接領域の調査研究 55－38

国立療養所兵庫中央病院　笹　瀬　博　次・荒　井　道　子・小　西　史　子　他

成人に達した筋ジス患者の社会的役割の自覚を目ぎして

国立療養所長良病院　　　吉　田　富　久・長谷川　　　守
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DMP児の小集団におけるリーダーシップーその効果について－ 55－100

国立赤坂療養所　　　　　岩　下　　　宏・中　嶋　健　爾・渡　辺　　　亨

PMD者の社会性発達とその近接領域の調査研究 56－53

国立療養所兵庫中央病院　笹　瀬　博　次・荒　井　道　子・小　西　史　子　他

PMD児（者）の社会参加へのアプローチ（入院児（老）中心）……………・－…………………‥56－58

国立療養所下志津病院　　山　形　忠　子・関　谷　智　子・杉　山　浩　志

国立療養所（病院）のPMD児（者）に対する今後の役割りとそのあり方についての研究（1）…56－83

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・浅　倉　次　男

DMP恩児のリーダーシップの育成………………………………………………………………57－65

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満山　中　浩　司・山　川　和　正　他

PMD者の社会性発達とその近接領域の調査研究（継続）・・ 57－103

国立療養所兵庫中央病院　笹　瀬　博　次・荒　井　道　子・小　西　史　子　他

国立蝶養所（病院）のPMD児（者）に対する今後の役割りとあり方についての研究（2）……57－165

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・鴻　巣　　　武・五十嵐　俊　光　他

（紗　遊　　　び

DMP児の遊びについて

国立療養所下志津病院　　田　山　恵　子

筋ジス病棟における子どものあそぴについて…・…………………・

………………・48－68

48－86

国立療養所川棚病院　　　井　手　洋　子・松　尾　貞　子・川　口　万里子

DMP児に対する遊戯蝶法（弦楽器）について・・…‥…………‥‥‥‥ 49－39

国立療養所東埼玉病院　　川　上　範　子・新　井　宣　子・平　野　　　長　他

PMD児の遊び道具の工夫 …・50－77

国立療養所西多賀病院　　菊　地　恵　子・吉　田　栄　子・山　田　チ　ヤ

PMD児の遊び　グループワークの研究 50－108

国立療養所西多賀病院　　屋　代　道　子

PMD児に対する遊戯療法について（第二報）…………………………………………………50－112

国立療養所東埼玉病院　　川　上　範　子・三　輪　つる子・景　山　恭　子　他

PMD症児の遊び及び遊具の開拓について……

国立療養所宇多野病院　　佐々木　幸　子・藤　木　るり子

PMD患者の生活指導における遊びについて・・

・・50－118

51－116

国立徳島療養所　　　　　中　西　　　誠・早　田　正　則・川　合　恒　雄

進行性筋ジストロフィー症児（者）病棟における学童保育について　その遊びの研究……51－121

国立療養所八雲病院　　　久　保　育　子・午　角　美知子・近　藤　幸　子
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DMP症児の遊び及び遊具の開拓について……・・……・……・・

国立療養所宇多野病院　　鞠　山　紀　子・藤　木　るり子

PMD症児の遊びの研究一野球用具の改良と試作－

・51－128

52－178

国立療養所字多野病院　　鞠　山　紀　子

PMD患者の生活指導における遊びについて（人間関係からみた集団構造についての一

考察）………………・‥‥・ 52－207

国立徳島療養所　　　　　中　西　　　誠・早　田　正　則・川　合　恒　雄

PMD息児（者）のプレイ・ホールの有効な利用法の検討

国立療養所西多賀病院　　淳　　　治　郎・菅　井　武　夫・菊　池　正　彦

PMD患児（者）のプレイホールの有効を利用法の検討

53－85

………・54－86

国立療養所西多賀病院　　湊　　　治　郎・菅　井　武　夫

PMD息児（者）のプレイホールの有効な利用法の検討………………………………………55－107

国立療養所西多賀病院　　佐　藤

筋ジス児・者の遊び

国立療養所東埼玉病院　　井　上

遊びの研究（第2報）

国立療養所束埼玉病院　　井　上

遊びの研究（第三報）

国立療養所束埼玉病院　　井　上

（釘　親子関係

DMP児における親子関係・・

元・菅　井　武　夫

…・55－49

満・川　上　範　子・吉　岡　桂　子　他

56－107

満・松　本　訓　子・川　上　範　子　他

57－46

満・川　俣　美代子・川　上　範　子　他

・・・48－66

国立療養所再春荘　　　　亀　住　二美恵・久保田　泰　子・石　本　由紀男　他

PMD入院息児、家族の心理・…・ ・‥48－71

国立療養所鈴鹿病院　　　河　野　慶　三・野　尻　久　雄

筋ジス病棟における生汚規制について一外泊についてのアンケート調査－…………………48－73

国立蝶養所八要病院　　　篠　田　　　実・三　好　　　力・水　谷　　　稔　他

P．M．D病棟における家族的機能導入のための基礎的研究

国立長良病院　　　　　　河　田　道　政

面会の推移より見た親子のふれあい

国立岩木療養所　　　　　小　野　史　生

DMP家系における家族指導

48－76

49－35

49－135

国立療養所長良病院　　　森　田　エイ子・桑　原　英　明・槙　島　　　晃　他

親と子の面会に於けるコミュニケーションについて 50－79

国立療養所東埼玉病院　　前　村　久　子・杉　田　チヨノ・宮　川　春　枝　他
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DucherLne型PMD児の親子関係 …………………………‥50－89

国立療養所鈴鹿病院　　　宮　崎　光　弘・曽　我　清　美・田　端　恵津子　他

PMD児成人患者、患者家族、職員等三者による創作活動を始めて………………………50－110

国立療養所西多賀病院　　荒　井　道　子　他

親子関係について　－外出・外泊を通しての研究……………………………………………51－134－

国立岩木療養所　　　　　小　野　史　生・森　山　武　雄

国立療養所西多賀病院に入院の進行性萎縮症児（老）の親子関係に関する研究1…………52－175

国立療養所西多賀病院　　星　　　八重子・昆　　　貢　子・後　藤　親　彦　他

「筋ジストロフィー症児（者）の思春期における親子関係」……………………………………・＝53－53

国立療養所字多野病院　　森　吉　　　猛・高　橋　邦　枝・藤　木　るり子　他

筋ジス病棟における子供と家族関係一相互理解と信頼を求めて－……………………………55－54

国立赤坂療養所　　　　　岩　下　　　宏・矢ケ部　和　代

望ましい親子関係のために（病棟だよりを発行して）……………………………………………55－57

国立療養所：再春荘　　　岡　元　　　宏・葛　城　令　子・五　丁　光　江　他

筋ジスの親子関係……‥……・…・……・ ………………………………・55－58

国立療養所八雲病院　　　篠　田　　　実・三　好　　　力・阿　部　一　男　他

CAT検査を施行して低学年の親子関係を探る ・・57－137

国立療養所宮崎東病院　　井　上　謙次郎・西　　　公　郎

筋ジス病棟における子供と家族関係一家族の役割について－………………………………57－140

国立赤坂横着所　　　　　岩　下　　　宏・矢ケ部　和　代・平　石　愉　香

⑲　病棟職員・ターミナルケア

DMP病棟における保母の立場について…………………………………………………………48－85

国立療養所川棚病院　　　松　尾　貞　子・井　手　洋　子・荒　木　万里子

忠児と職員との相互関係について

国立療養所西別府病院　　吉　良　陽　子

病棟職員と患者の要求比較に関する一考察

49－49

51－138

国立療養所八雲病院　　　藤　島　憤　一・桜　田　　　裕・大　友　政　明

評定尺度法における評定者の傾向とその問題点

国立療養所松江病院　　　中　島　敏　夫・黒　田　憲　二

性に関する病棟職員の意識調査研究・……・

国立療養所刀根山病院　　伊　藤　文　雄・白　神　　　潔

進行性筋ジストロフィー症患者のターミナルケアに関する研究

国立療養所八雲病院　　　篠　田　　　芙・阿　部　一　男
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・・・……………………55－36

57－89

57－150



進行性筋ジストロフィー症患者のターミナルケアの方法論的研究 57－153

国立療養所八雲病院　　　篠　田　　　実・保　原　富　江・嘉　藤　美樹子

進行性筋ジストロフィー症患者のターミナルケアチームの教育トレーニングに関する研究

57－158

国立療養所八雲病院　　　篠　田　　　実・船　田　美津子・佐　藤　恵　子

進行性筋ジストロフィー症患者のターミナルケアの教育カリキュラムに関する研究……57－161

国立療養所八雲病院　　　篠　田　　　実・安　居　稚　恵・飯　田　　　都

⑪　成人問題

DMP児の青年期への心理学的アプローチ 48－65

国立療養所再春荘　　　　久保田　泰　子・石　本　由紀男・木　村　　　元

成人病棟今後のあり方、その3　Y－G性格検査から見た適応の障害………………………49－37

国立療養所川棚病院　　　中　野　佼　彦・鳴　海　義　一

中学卒業低I Q者の作業指導による心理面の一考察 53－89

国立蝶養所兵庫中央病院　新　光　　毅・．小　西　史　子・荒　井　遺　子　他

卒後指導と生きがいに着目した学令期DMP児の余暇利用の対策　第2報…………………57－75

国立療養所原病院　　　　升　田　慶　三・松　永　萬　里・西　岡　正　人　他

筋ジストロフィー症患者の生きがい対策（2）成人患者の生きがい（共同研究）………………57－95

国立療養所宇多野病院　　森　吉　　　猛・高　橋　邦　枝　他

詩作活動への援助（今春高等部を卒業した発達の遅れた者の一症例）……………………57－111

国立療養所医王病院　　　松　谷　　　功・新　田　節　子・水　本　さとみ

成人病棟今後のあり方一意識調査をもとにして－

国立療養所川棚病院　　　鳴　海　義　一・中　野　俊　彦

義務教育修了者の病棟生活のアンケートに関する一考察

国立蝶養所八雲病院　　　桜　田　　　裕・三　好　　　力・藤　島　偵　一

手芸を通じ生活指導を試みて「青年DMP忠児を中心に」

国立療養所西別府病院　　秋　吉　雅　子

生活指導に関する研究　卒後教育について（1）

国立療養所兵庫中央病院　佐　野　随　鳳

成人病棟今後のあり方　一作業サークルを実践して－

国立療養所川棚病院　　　松　尾　貞　子・永　田　智由子　他

義務教育帽丁者の生活指導の問題点

48－81

49－33

49－48

49－154

49－155

49－158

国立療養所八雲病院　　　藤　島　慎　一・三　好　　　力・桜　田　　　裕

義務教育を終了したPMD児の生活指導 50－123

国立療養所長良病院　　　久　野　真　澄・遠　藤　花　子・高　橋　久美子　他
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成人作業サークル「七宝焼について」第2報…・………… 51－107

国立蝶貴所川棚病院　　　永　田　智由子・中　野　俊　彦・琴　岡　静　香　他

筋ジス成人療棟におけるグループワーク 51－114

国立岩木療養所　　　　　佐　藤　　　勇

作業活動（中卒以上）の検討一入院患者の作業・職能（趣味）調査報告－……………………52－166

国立岩木療養所　　　　　佐　藤　　　勇

筋ジストロフィー症の生活構造時間調査一在宅患者を中心に－（第2報）…………………53－60

国立療養所南九州病院　　来　校　寛　政・西　村　喜　文・中　島　洋　明

DMP成人患者の日常生活におけるサークル活動の現状と問題点 54－81

国立新潟療養所　高　沢　直　之・亀　井　俊　治

中学卒業後の生活指導一青年学級を試みて－…………………………………………………‥54－85

国立療養所再春荘　　　　小清水　忠　夫・五　丁　光　江・葛　城　令　子　他

成人D型患者における学門指導について 55－11

国立療養所沖縄病院　　　大　域　盛　夫・真書屋　実　祐・勝　連　盛　伸

筋ジストロフィー症病棟成人患者の生活実態及び意識調査からの一考察……………………56－62

国立療養所岩木病院　　　木　村　　　要・工　藤　重　幸・佐　藤　　　勇

成人患者の生活の検言寸（共同研究） 56－65

国立療養所川棚病院　　　中　沢　良　夫・堀　田　五　月・平　尾　智由子　他

社会復帰した筋ジストロフィー症患者の生活向上と生きがい

国立赤坂療養所　　　　　岩　下　　　宏・中　嶋　健　爾・渡　辺　　　亨

高等部卒業後の発達の遅れた子の生活指導

56－76

56－114

国立療養所医王病院　　　吉　田　克　巳・細　径　さとみ・新　田　節　子　他

筋ジストロフィー症病棟成人患者の生活実態及び意識調査一第2報－………………………57－82

国立療養所岩木病院　　　秋　元　義　巳・工　藤　重　幸・小　野　律　子

成人患者の余暇指導　その2

国立赤坂療養所　　　　　岩　下　　　宏・中　嶋　健　爾・江　口　喜久子

成人患者の生活の検討

57－87

57－84

国立療養所川棚病院　　　松　尾　宗　祐・鳴　海　義　一・中　野　俊　彦　他

患者の職業の興味についての一考察 51－119

国立療養所八雲病院　　　桜　田　　　袴・藤　島　慎　一・大　友　政　明

成人患者の転地蝶菱における心理的変化

国立赤坂療養所　　　　　藤　井　舜　輔・中　嶋　健　爾

筋ジス患者高卒後の進路指導について（一事例）

53－35

53－62

国立療養所束埼玉病院　　井　上　　　滴・川　上　苑　子・山　川，和　正　他
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筋ジス患者の進路指導を行って

国立療養所字多野病院　　森　吉　　　猛・高　橋　邦　枝

成人患者の社会性の検討・・…・・…………・

55－89

……………‥56－52

国立療養所川棚病院　　　中　沢　良　夫・中　野　俊　彦・井　上　幸　平

本院から授産施設へ移行入所させた患者の追跡調査…‥・…・…・

国立療養所刀根山病院　　伊　藤　文　雄・白　神　　　潔

筋ジス患者（L－G型）の社会復帰について

国立療養所松江病院　　　中　島　敏　夫・黒　田　憲　二・鈴　木　一　男

PMD成人患者の社会参加への検討

国立療養所八雲病院　　　篠　田　　　実・三　好　　　力

高等部卒業生の社会復帰条件の模索と趣味指導

56－73

56－78

57－68

57－101

国立療養所宮崎東病院　　井　上　謙次郎・西　　　公　郎

PMD児（者）の社会参加へのアプローチ（入院児老中心）…………………………………57－115

国立療養所下志津病院　　山　形　恵　子・関　谷　智　子・杉　山　浩　志　他

成人PMDの作業療法に関する研究 51－126

国立療養所箱根病院　　　古　内　文　夫・大　木　啓　子・久　保　義　信

中卒者筋ジストロフィー症者の作業療法の研究

国立療養所兵庫中央病院　佐　野　随　鳳

在宅D．M．P患者の実態と意義

52－153

48－61

国立療養所南九州病院　　乗　桧　克　政・納　　光　弘・有　馬　寛　雄　他

神奈川県内における成人筋ジストロフィー症患者の生活意識について……………………50－116

国立療養所箱根病院　　　小　原　義　夫・森　田　庸　子・村　上　慶　郎　他

在宅DMP児の実態調査一家庭と教師へのアンケート調査を通して－……………………52－204

国立新潟蝶養所　　　　平　尾　一　幸・亀　井　俊　治・風　間　忠　通　他

西多賀病院外来受診息児（者）の在宅生活に関する研究‥…

国立療養所西多賀病院　湊　　治　郎・後　藤　親　彦・浅　倉　次　男

西多賀病院外来受診息児（者）の在宅生活に関する研究………・・

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　元・後　藤　親　彦・浅　倉　次　男

小田原地区における在宅筋ジス老デイケアのニードについて

国立療養所箱根病院　　　村　上　慶　郎・森　田　庸　子

一　20　－

53－56

55－80

…・56－87



2　リハビリテーション・機器開発の研究

（Dリハビリテーション

a　基礎研究

筋ジストロフィー症リハビリテーションの基礎的研究

筋ジスにおける筋力測定の標準化の研究（指定研究） 54－137

愛媛大学区学部整形外科　野　島　元　雄・首　藤　　　貴・矢　野　元　雄　他

成人筋ジストロフィー患者の足底圧力及び躯幹動揺についての研究………………………54－108

国立療養所箱根病院　　　村　上　慶　郎・長　能　常　利・萩　原　利　昌

PMD児の随伴陰性電位に関する研究

国立療養所下志津病院　　斉　藤　敏　郎　他

成人筋ジストロフィー患者の立位時体重負荷について

55－175

55－178

国立療養所箱根病院　　　村　上　慶　郎・萩　原　利　昌・長　能　常　利

筋ジストロフィー症リハビリテーションの基礎的研究、微小握力計について……………・55－183

（付　筋力測定に関する一つの試み）

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　堆　他

PMD児の運動負荷運動量に関する研究 56－178

国立療養所下志津病院　　山　形　恵　子・平　岡　隆　司・井　沢　暗　一　他

筋ジストロフィー症患者の筋力評価一特に微少握力の研究－ 56－190

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　堆・赤　松　　　滴・首　藤　　　貴　他

筋ジストロフィー患者の筋力評価一拝に微少握力の研究－ 57－231

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄・赤　松　　　滴・首　藤　　　貴　他

筋ジストロフィー児の運動負荷、運動の種類に関する研究 …‥　57－216

下志渾病院理学診療科　　山　形　恵　子・井　岡　隆　司・土　佐　千　秋　他

b ADL・障害度

成人筋ジストロフィー患者のADLに関する研究．（1）ADL向上用具に関する研究……52－227

国立療養所箱根病院　　　古　内　文　夫

日常生活に開通した訓練指導のあり方一障害度7，8患者用ADL検査表作成・……………54－104

国立療養所南九州病院　　来　校　克　桧・新　屋　正　信・後　藤　タミ子　他

DuchennC型PMD者のADL能力について 55－170

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　滴・石　坂　践　生・風　間　忠　通　他

Duchenne型PMD者のADLにおける動作様式について－食事・整容動作を中心に・・・・55－173

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　滴・風　間　忠　遺・石　坂　践　生　他

－　21－



進行性筋ジストロフィー症の機能ステーヂに関する研究

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄　他

55－180

筋ジストロフィー症とその近縁疾患における筋力低下の臨床的特徴………………………55－186

国立療養所南九州病院　　来　校　克　政・中　島　洋　明・園　田　澗　二　他

D型PMD児のStage別ADLの推移（和式生活を中心に） 56－180

国立療養所下志津病院　　山　形　恵　子・藤　村　則　子・松　下　　　登

PMD、Duchenne typeのADLとstageの調査研究 56－183

国立療養所鈴鹿病院　　　深　津　　　要・野々垣　嘉　男・陸　　　重　雄

筋ジストロフィー症における機能ステージの検討 56－189

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄・首　藤　　　貴・狩　山　憲　二　他

PMD・D型の手指機能について（FQテストを試みて） 57－219

国立療養所医王病院　　　松　谷　　　功・崎　田　朝　保　他

進行性筋ジストロフィー症、Duchenne typeの経過観察中に死亡した113例のA．D．L．と

Stageについての調査・研究 57－223

国立療養所鈴鹿病院　　　深　津　　　要　他

進行性筋ジストロフィー症の筋力弱化の進展、筋力テストに関する研究…………………・57－228

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄・狩　山　憲　二・首　藤　　　貴　地

C　そ　の他

昭和49年度研究費の「機械器具」の配布に関して　その試用についてのアンケート調査の

49－53

徳島大学医学部　　　　　野　島　元　雄　他

再春荘における成人筋ジス患者の機能訓練の現状・…・

再春荘　　　　　　　　　上　野　和　敏　他

PMD症息の作業訓練と自助具の開発

49－147

50－138

国立療養所西多賀病院　　門　間　勝　弥・五十嵐　佼　光・国　井　光　雄　他

PMD症脊柱変形に対する体操の一試案 50－139

国立療養所西多賀病院　　大　束　　　童・宍　戸　勝　枝・千　葉　　　隆

冬期に於ける車椅子生活者の足部保温法について

国立療養所川棚病院　　　前　本　　　義・朝　倉　フミエ

進行性筋ジストロフィーの養護、管理、訓練機器の開発研究

50－159

50－160

徳島大学医学部　　　　　山　田　憲　吾・野　島　元　雄・桧　案　　　豊　イ血

筋ジ施設におけるリハビリテーション調査とくに機能訓練従事者に関して………………53－135

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄・首　藤　　　貴・矢　野　元　男　他

筋ジストロフィー症の足の変形の検討

国立療養所下志津病院　　斉　藤　　　第・森　尾　　　昭　他
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家族の機能訓練に対する意識調査

国立療養所八雲病院　　　篠　田

訓練用機器の開発

国立療養所徳島病院　　　桧　家

（む　装　具　他

a　背椎変形

PMD装具に関する研究1）脹幹装具の改良

徳島大学・愛媛大学・徳島療養所　新　家

PMD児の体幹支持用坐椅子

国立療養所下志津病院　　斉　藤

脊柱変形に対する発症防止、矯正装の開発研究

55－120

実・藤　島　恵善哉・塚　本　　　智　他

55－152

豊・白　井　陽一郎・奥　村　建　明　他

2）下肢装具の改良………………………51－172

豊・野　島　元　雄・西　庄　武　彦　他

51－175

第・山　田　小千代・宮　沢　栄　子　他

52－240

愛媛大学　　　　　　　　首　藤　　　貴・土　居　品　宜・大　塚　　　彰　他

PMD、highstage者の院外行事集団参加の為の補助具について 53－113

国立療養所医王病院　　　松　本　　　勇・正　木　不二麿　他

mchenne型筋ジス児の脊柱変形（第3報）その水平面形状について………………………53－120

国立療養所下志津病院　　飯　田　政　雄　他

筋ジストロフィーの脊柱変形予防および矯正装具の研究

徳島大学　　　　　　　　校　家　　　豊　他

脊椎変形予防と矯正装具の研究

国立療養所西別府病院　　中　嶋　俊　郎　他

PMDの脹幹、四肢変形に対する予防および改善装置の開発

53－122

53－124

53－126

国立療養所西多賀病院　　湊　　　治　郎・五十嵐　俊　光・鈴　木　伸　一

脊柱変形予防の為の起立式電動車椅子の改良 54－122

国立療養所西奈良病院　　岩　田　真　朔・橋　本　孝　司・秋　山　弘　之

筋ジストロフィー症の脊柱変形の検言寸とその予防と治療

国立療養所下志津病院　　斎　藤　　　第・森　尾　　　昭　他

脊椎変形予防と矯正装具の研究

54－127

54－129

国立療養所西別府病院　　三吉野　産　治・吉　田　祐　三・加　藤　淑　子　他

筋ジストロフィーの脊柱変形予防および矯正装具の研究 54－131

国立徳島療養所　　　　　桧　家　　　豊・白　井　陽一郎・奥　村　建　明　他

脹幹装具及び介助具の工夫…………………・・

国立療養所再春荘　　　　岡　元　　　宏・境　　　勇　祐

PMDの脹幹、四肢変形に対する予防および改善装置の開発

55－132

55－136

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・五十嵐　俊　光・門　間　勝　弥　他
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脊柱変形装具の開発およびCMD用装具について 55－158

国立療養所徳島病院　　　松　家　　　豊・八　木　省　次・奥　村　建　明　他

脊柱変形予防及び矯正装具の研究 …………………‥　55－163

国立赤坂療養所　　　　　岩　下　　　宏・－三　根　茂　美・宮　原　正　文

脊椎変形予防と矯正装具の研究 55－165

国立蝶養所西別府病院　　三吉野　産　治・吉　田　祐　三・加　藤　淑　子　他

PMDの脹幹、四肢変形に対する予防及び改善装置の開発 56－141

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・五十嵐　俊　光・伊　藤　英　二　他

PMD（D型）の体幹装具について 56－150

国立療養所岩木病院　　　木　村　　　要・大　竹　　　進・増　岡　昭　生　他

体幹装具の工夫 56－153

国立療養所南九州病院　　来　校　克　政・園　田　淳　二・新　屋　正　信　他

筋ジストロフィー症に対する躯幹変形矯正のためのBacket Seatについて・……………・56－156

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄・首　藤　　　貴・狩　山　憲　二　他

筋ジストロフィー患者に開通した装具の開発 ・57－205

国立療養所徳島病院　　　松　家　　　豊・武　田　純　子・白　井　陽一郎　他

PMDの謳幹、四肢の変形に対する予防、及び改善装置の開発 57－199

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・五十嵐　俊　光・伊　藤　英　二　他

b　四　　肢

①　起立車

電動起立車の開発

国立徳島療養所

電動式起立車の開発

50－156

松　家　　　豊・早　田　正　則・西　庄　武　彦　他

51－174

徳島大学・国立徳島療養所松　家　　　豊・早　田　正　則・西　庄　武　彦　他

改良式起立台の工夫 52－215

国立療養所南九州病院　　新　屋　正　信・今　隈　　　満・福　永　秀　敏　他

DMP児の各種動的起立台の開発 53－110

国立療養所西多賀病院　　湊　　　治　郎・根　立　千　秋・千　葉　　　隆

電動式起立車の開発 54－123

国立徳島療養所　　　　　松　家　　　豊・早　田　正　則・奥　村　建　明　他

PMDの各種動的起立台の開発 54－126

国立療養所西多賀病院　　湊　　　治　郎・根　立　千　秋・五十嵐　俊　光

PMOの各種動的起立台の開発 55－134

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・根　立　千　秋・宍　戸　膵　枝　他
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脊柱変形予防の為の起立式電動車椅子の改良……………・・…・・・・ 55－161

国立療養所西奈良病院　　福　井　　　茂・橋　本　孝　司・秋　山　弘　之

電動式起立車の開発

国立療養所徳島病院　　　松　家　　　豊・早　田　正　則

PMDの各種動的起立台の開発・…・…・・‥…………‥・・…………‥

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・根　立　千　秋

PMDの各種動的起立台の開発…‥…・………・…・…………・…・・

国立療養所西多質病院　　佐　藤　　　元・根　立　千　秋

起立介助機器の開発研究

55－145

奥　村　建　明　他

・56－163

57－192

57－194

国立療養所刀根山病院　　伊　藤　文　雄・白　神　　　潔・大　田　美知枝　他

㊥　B F O

Feederの改良及びそのAttachmentの製作・・・・・・・・・・・・・・…・・…・・・・

国立埼玉療養所　　　　　村　上　慶　郎・鈴　木　貞　夫・井　上　　　滴

筋ジス用BFOの改良試作

徳島大学　　　　　　　　校　家　　　豊　他

PMDに適したMobile RadialArm Supportの製作

国立療養所箱根病院　　　村　上　慶　郎・古　内　文　夫

筋ジストロフィー患者の上肢装具BFOの改良試作

徳島大学　　　　　　　　桧　家　　　豊　他

筋ジストロフィー患者用BFOの改良試作…・・

48－94

…………………‥　52－217

52－226

…‥　53－115

…‥　54－110

国立徳島療養所　　　　　松　家　　　豊・八　木　省　次・奥　村　建　明　他

筋ジストロフィー患者用BFOの改良試作 55－148

国立療養所徳島病院　　　松　家　　　豊・奥　村　建　明・白　井　陽一郎　他

筋ジストロフィー用BFOの開発 56－143

国立療養所徳島病院　　　桧　家　　　豊・森　本　訓　明・新　田　英　二　他

筋ジストロフィー患者に対するBFOの開発…………………………………………………57－186

国立培養所徳島病院　　　松　家　　　豊・新　田　英　二・白　井　陽一郎　他

⑮　膝用装具

下肢用夜間副子の開発

国立療養所鈴鹿病院　　　井　上　義　夫・船　橋　健　司　他

DMP児変形予防のための膝用具の考察

49－59

51－169

国立療養所東埼玉病院　　板　橋　光　江・千　葉　たみ子・林　　　久美子

mchenne型筋ジストロフィー症の下肢用夜間副子の検討　装具歩行患者を中心として・・・52－245

国立療養所八雲病院　　　藤　島　悪書臓・湯浅柄　美　子・桧　原　伊佐美　他
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股、膝関節矯正板の作成 56－138

国立療養所医王病院　　　吉　田　克　巳・正　木　不二磨・崎　田　朝　保

下肢用夜間シーネの研究 57－189

国立療養所再春荘　　　　安　武　敏　明・川　上　友　哉・弥　山　芳　之　他

筋ジストロフィー症の蝶護に関する機械器具の開発 57－202

国立赤坂療養所　　　　　岩　下　　　宏・三　根　茂　美

㊤　下肢装具

筋ジストロフィーに対する自助、介助装具をどの開発、改善に関する研究…………………48－91

徳島大学医学部　　　　　野　島　元　雄・藤　井　充・田　中　時　人

オルタヅール（空気式装具）の使用経験

国立徳島療養所　　　　　松　家　　　豊・西　庄　武　彦　他

PMD忠児Turnbuckle付長下肢装具及び足底板の開発

49－55

50－141

国立療養所束埼玉病院　　熊　井　手刀　穂・鈴　木　貞　夫・浅　野　　賢　他

空気式装具（オルタヅール）についての検討

国立徳島蝶貴所　　　　　松　家　　　豊・西　庄　武　彦

オルタヅール使用経験のまとめ（評価試作研究．指定）

八　雲・岩　木・西多賀　他

各種機械器具開発について

50－154

50－168

51－180

国立療養所南九州病院　　中　島　洋　明・新　居　正　信・吉　永　京　子　他

筋ジストロフイの装具療法に関する研究………………………………………………………51－218

徳島大学　　　　　　　　校　家　　　豊・小　松　忠　雄・杉　口　利　彦　他

歩行用装具、自介助具に対する改良、開発研究 52－239

愛媛大学　　　　　　　　野　島　元　雄・首　藤　貴・土　居　品　宜　他

進行性筋疾患患者に対する歩行補助具の適用とその時期

国立療養所箱根病院　　　村　上　慶　郎・長　能　常　利

筋ジ歩行用下肢装具の改良について

53－128

53－129

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄・首　藤　　　貴・矢　野　元　男　他

筋ジストロフィー症における歩行用下肢装具の改良　躯幹保持装具の開発に関する研究54－134

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄・首　藤　　　貴・矢　野　元　男　他

筋ジストロフィー歩行用装具の改良、脹幹装具の工夫に関する研究………………………55－168

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄　他

筋ジストロフィーに開通した装具の開発 56－160

国立蝶養所徳島病院　　　松　家　　　豊・森　本　訓　明・早　田　正　則　他

筋ジストロフィー症の装具（起立歩行・脹幹保持）の工夫 57－197

愛媛大学医学部　　　　野　島　元　雄・首　藤　　費・狩　山　憲　二　他
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⑳　足用装具

PMD児の履き物の工夫・・・・・・……・・……・…・・・

国立療養所字多野病院　　藤　木　るり子・佐々木　幸　子

DMP児（者）の履き物の工夫‥・・…・…・…・…・・

………………‥　50－151

′…………………・51－154

国立療養所宇多野病院　　藤　木　るり子・高　橋　邦　枝・山　崎　カヅヨ

PMD症児（老）の履き物の工夫

国立療養所宇多野病院　　藤　木　るり子

PMDに対する靴型補装具の検討一特に体重心動指について－

52－236

53－117

国立療養所鈴鹿病院　　　河　野　慶　三　他

mcheme型筋ジス◆トロフィーに対する靴型補装具の研究開発一足踏み動作、足跡の解析－…‥54－112

国立療養所鈴鹿病院　　　河　野　慶　三　他

進行性筋ジストロフィー症、Duchenne typeに対する靴型補装具療法の研究・開発

一梓に靴走底面機能解析と歩行動作筋電図について－……………………………………55－154

国立療養所鈴鹿病院　　　深　津　　　要・野々垣　嘉　男・小長谷　正　明　他

㊦　車椅子

進行性筋ジストロフィー症患者に対するSpring Booster Chairの製作……………………48－95

国立埼玉療養所　　　　　村　上　慶　郎・井　上　　　滴・新　井　宣　子　他

DMP児の運動及び姿勢保持を考慮した車椅子クッションの考案……………………………48－95

国立埼玉療養所　　　　　大　野　美佐子

車イス乗降用スロープ台の改良……………………………………………………………………48－96

国立療養所南九州病院　　新　屋　正　信・是　枝　節　子・平　田　和　代　他

DMP患者のベットと車椅子間の昇降（一枚の板の利用について）‥……………………・49－173

国立療養所川棚病院　　　木　下　俊　秋

PMD患者にふさわしい車椅子の開発 ………………‥　50－140

国立療養所西多賀病院　　五十嵐　俊　光・国　井　光　雄・門　間　膠　弥　他

PMD児に適した車椅子の設計 ………………‥　50－143

国立療養所東埼玉病院　　浅　野　　　賢・鈴　木　貞　夫・熊　井　初　穂　他

車椅子の一部改良を試みて 50－148

国立新潟療養所　　　　　吉　川　フ　ミ・藍　田　照　子・三　浦　淑　子　他

PMD患者に適した車椅子の選び方 50－157

国立療養所再審荘　　　　境　　　勇　柘・上　野　和　敏・寺　本　仁　郎　他

車椅子の選び方 51－159

国立療養所再春荘　　　　境　　　勇　祐・上　野　和　故・泉　　　純　治　他

DMP息児にふさわしい車椅子の開発・……‥ 51－167

国立療養所西多賀病院　　五十嵐　俊　光・宍　戸　勝　枝・鈴　木　伸　一
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「いざり」および「四つばい」のための移動用専

一第2報－「四つばい」のためのクローラー

国立療養所下志津病院　　斉　藤　　　篤・松　下　　　誉・斉　藤　敏　郎

PMD患者にふさわしい車椅子の開発

国立療養所西多賀病院　　宍　戸　勝　枝・鈴　木　伸　一・五十嵐　俊　光

車椅子の選び方

52－220

52－231

52－232

国立療養所再春荘　　　境　　　勇　祐・上　野　和　敏・楢　川　和　利　他

PMD患者の体型に合わせた車椅子の工夫

国立療養所再春荘　　　　阿　南　　　薫．・岡　崎　浩　子・佐　藤　美代子

筋ジス患者に適した車椅子の開発

52－234

53－102

国立療養所再春荘　　　　小清水　忠　夫・上　野　和　敏・境　　　勇　祐　他

車椅子牽引車の試作改良について

国立徳島療養所　　　　宮　内　光　男・早　田　正　則・川　合　恒　雄

筋ジストロフィー症児に適した車椅子の選び方

国立療養所再春荘　　　小清水　忠　夫・上　野　和　敏・境　　勇　祐

車椅子の一部改良を試みて　－スライド式シートの工夫－

53－108

54－119

55－142

国立赤坂療養所　　　　岩　下　　宏・中　山　シン子・井　村　良　子　他

車椅子牽引車の試作開発

国立療養所再春荘　　　　岡　元　　　宏・上　野　和　敏・境　　　勇　祐

車椅子の工夫　第二報

55－144

56－146

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・高　橋　愛　子・加　藤　き　み　他

車椅子牽引車の試作 56－165

国立療養所再春荘　　　安　武　敏　明・上　野　和　敏・境　　勇　祐　他

（》　電動車椅子

進行性筋ジストロフィー患者用電動車椅子の考案 48－91

国立療養所刀根山病院　　谷　　　浮　吉・三　木　勝　治・松　本　潤二郎　他

DMP患者にふさわしい車椅子　一電動車椅子の改良一

国立療養所西多賀病院　　湊　　　治　郎　他

PMD用電動車いすの検討

48－92

49－174

国立徳島療養所　　　　神　山　南海男・松　家　　豊・早　田　正　則　他

進行性筋ジストロフィー症に適した微力操作型電動車椅子の開発

国立療養所箱根病院　　　中　村　正　敏・長　能　常　利・村　上　慶　郎

電動式車椅子索引串試作改良について

国立徳島療養所　　　　早　田　正　則・川　合　恒　姓・中　西　　試
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筋ジス患者（児）の室内用電動車椅子の開発

国立療養所下志津病院　　飯　田　正　雄・斎　藤　　　篤　他

DMD児に電動車椅子を使用して　第2報　電動車椅子の改良

53－103

53－106

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・大　野　美佐子・佐　藤　るみ子　他

筋ジストロフィー症に適したリクライニング型電動車椅子

国立療養所下志津病院　　斎　藤　　　篤　他

上下可動式電動車椅子の開発

国立療養所下志津病院　　斉　藤　敏　郎・松　下　　　萱　他

電動車椅子の改良を試みて

54－120

55－138

55－140

国立療養所鈴鹿病院　　　深　津　　　要・宮　崎　光　弘・後　藤　　　基　他

㊥　そ　の　他

油圧式昇降搬送車を試用して 50－144

国立療養所東埼玉病院　　大　野　美佐子・荒　川　スミ子・河　西　信　子　他

スライドストレッチャーの使用経験

国立療養所西別府病院　　盲　武　多洋子・茅　野　恵　子・後　藤　スミエ

スライドストレッチャーの使用軽験

51－152

51－160

国立療養所再春荘　　　　米　丸　瑞　子・田　中　嘉　子・久　米　静　代　他

筋ジス患者（者）に適する昇降式移動装置

国立療養所八雲病院　　　野　口　房　子・湯　浅　柄美子・佐　藤　リサ子

モいざりモ　PMD息児のための移動用ローラーシート

51－171

51－176

国立療養所下志津病院　　斉　藤　　　篤・宮　沢　栄　子・山　田　小千代　他

PMD患者移動用機械器具の検討

国立療養所西多賀病院　　加　藤　正　江・スタッフ一同

筋ジス患児（者）に適応する昇降式移動装置

国立療養所八雲病院　　　野　口　房　子・湯　浅　柄美子・佐　藤リサ子

サイドカーの試作

52－225

52－244

53－101

国立療養所再春荘　　　　小清水　忠　夫・境　　　勇　祐・上　野　和　敏　他

WheelBearingsを使用しての移動補助具について

国立療養所医王病院　　　松　本　　　勇・正　木　不二麿

移動（介助）用具の工夫

54－115

54－117

国立療養所再春荘　　　　小清水　忠　夫・境　　　勇　祐・上　野　和　故　地

¢　そ　の　他

Q）食事用品

回転するお膳の工夫 50－162

国立岩木療養所　　　　　大　津　静　世・福　士　町　子・葛　西　美良栄　他
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食器の合理的工夫と改善について

国立療養所西別府病院　　安　川　郁　子・本　田　ミヨ子・板　井　洋　子

食器の合理的工夫と改善について

国立療養所西別府病院　　長　野　珠　江・本　田　ミヨ子・安　川　郁　子

回転するお膳の工夫

50－164

51－151

51－178

国立岩木療養所　　　　　七　戸　千　恵・須　藤リ　ヱ・千　葉　書八郎　他

Duchenne型筋ジストロフィー症息（児）者の食事用自助具について 56－132

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・風　間　忠　通・山　川　和　正　他

DMP長期臥床児の食事自助具の考案 54－94

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・成　富　明　子・風　間　思　道　他

㊥　ハイセツ用品

筋ジストロフィー成人男子患者の排尿器具の考案

国立療養所川棚病院　　　末　吉　キヨミ・中　原　フサエ

車椅子を利用している女子患者の排尿の工夫

国立療養所川棚病院　　　久保田　貴美子・塚　本　カズミ・中　原　フサエ

半立位式の水洗便器

48－97

48－98

50－161

国立岩木療養所　　　　　七　戸　千　恵・中　井　幸　子・折戸谷　初　枝　他

電動式椅子便器の改良 52－222

国立療養所西多賀病院　　菊　地　伊三郎・沖　田　ふみ子・長谷川　信　雄　他

洋式腰かけ便器えの立ち上り装置の試作研究

国立療養所松江病院　　　三　島　　　昌・中　島　敏　夫

⑮　ベ　ッ　ド

PMD児のベッドについて　ウオーターベッドを試みて

52－237

50－146

国立療養所東埼玉病院　　前　村　久　子・杉　田　チヨノ・加　藤　栄　子　他

電動油圧リモートコントロール水洗トイレ付ベッドの効果的活用について…………………・52－249

国立療養所西別府病院　　秋　吉　雅　子・百　武　多洋子・小　畑　千代子

筋ジス患者に於けるベニヤ板併用マットレスの効用 53－99

国立療養所川棚病院　　　中　澤　良　夫・高　梨　節　子・渕　上　勝　海　他

㊤　入浴用品

在宅神経筋疾患患者の入浴装置について 56－176

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄・首　藤　　　貴・狩　山　憲　二　他

在宅筋萎縮症患者に対する入浴装置の開発研究 57－191

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　堆・首　藤　　　貴・狩　山　憲　二　他
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⑳　テーブル・作業台

オーバーテーブルの増加試作使用結果

国立療養所西別府病院　　三吉野　産　治

オーバーテーブルの改着

国立療養所西別府病院　　宮　崎　　　隆

強度の変形あるPMD息児のベッドサイドテーブルの工夫

49－56

49－57

50－163

国立岩木療養所　　　　　江利山　久　子・西　塚　キヨノ・長谷川　輝　子　他

車椅子取付テーブルの試作

国立療養所医王園　　　　正　木　不二麿・中　山　　　緑・崎　田　朝　保

オーバーテーブル改良を試みて

51－157

51－162

国立療養所西多賀病院　　小谷田　裕　子・半　沢　　　寛・案　部　八百枝　他

強度の変形あるDMP息児のベッドサイドテーブルの工夫 51－179

国立岩木療養所　　　　　七　戸　千　恵・倉　内　ト　シ・千　葉　喜八郎　他

車椅子取付テーブルの試作（第2報）

国立療養所医王病院　　　正　木　不二麿

Bedsidetableの改良

52－241

55－124

国立療養所八雲病院　　　篠　田　　　実・佐　藤　直　従・・湯　浅　柄美子　他

筋ジストロフィー患者に適した作業台の開発

国立療養所西多賀病院　　門　間　勝　弥・五十嵐　俊　光

筋ジストロフィー患者に適した作業台及び自助具の工夫

国立療養所西多賀病院　　門　間　勝　弥・五十嵐　俊　光

高低可変式作業台の研究開発

51－166

52－229

56－136

国立療養所刀根山病院　　伊　藤　文　雄・白　神　　　潔

㊦　ナースコール

手関節に拘綿をきたしたDMD児にナースコールブザーの改良を試みて………………………54－98

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・大　野　美佐子・1樋　口　光　江　他

意志伝達を計る為のナースコールを製作・試行して 56－129

国立療養所岩木病院　　　木　村　　　要・黒　瀧　静　江・小　泉　幸　子　他

意志伝達を図る為のナースコールを製作、試行して（第2報） 57－180

国立療養所岩木病院　　　秋　元　義　己・工　藤　恵　子・黒　瀧　静　江　他

DMD息児者に適したスイッチ　ーマイクロスイッチのナースコールへの応用→…………・57－177

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・広　瀬　秀　行・風　間　忠　道　他

①　そ　の　他

進行性筋ジストロフィー症病棟の避難用具の工夫 53－111

国立療養所八雲病院　　篠　田　　　実・佐　藤　直　従・湯　浅　柄美子　他
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進行性筋ジストロフィー症病棟の避難用具の工夫 54－96

国立療養所八雲病院　　篠　田　　実・加　藤　暗一郎・湯　浅　柄美子　他

移動式洗面台の改良

国立療養所西別府病院　　後　藤　スミエ・東　　　ツネ子・梶　原　景　子

陶芸用電動ロクロの改良について

国立徳島療養所　　　　川　合　恒　雄・早　田　正　則

陶芸用電動ロクロの試作・改良について

国立徳島療養所　　　　早　田　正　則・川　合　恒　推・中　西　　誠

PMD用電動ロクロの試作改良について

国立徳島療養所　　　　早　田　正　則・川　合　恒　雄・中　西　　試

木工用ロクロの試作改良について

50－166

49－60

50－153

52－248

53－131

国立徳島療養所　　　　宮　内　光　男・宇　田　正　則・川　合　恒　堆　他

陶芸用電動ロクロの試作改良について 53－133

国立徳島療養所　　　　宮　内　光　男・早　田　正　則・川　合　恒　雄　他

特殊タイプライター等筋ジス症者療育器械開発の基礎的研究 50－149

国立療養所宇多野病院　森　宗　　勧・石　田　　収・中　西　　孝　他

特殊タイプライター等筋ジストロフィー症者療育器械開発の基礎的研究……………………・51－154

国立療養所宇多野病院　　中　西　　　孝

PMD児（者）の自助具の研究　一無線操縦装置導入のワゴン車の開発（3ト………………・55－128

国立療養所西多賀病院　佐　藤　　元・浅　倉　次　男・大　内　一　別　他

PMD児（者）の自助具の研究　一無線操縦装置導入のワゴン車の開発（4ト………………・56－167

国立療養所西多賀病院　佐　藤　　元・浅　倉　次　男・大　内　一　別　他

PMD息児の余暇の利用「卓球台の改良作製」 55－126

国立療養所西別府病院　三吉野　産　治・渡　辺　春　一・吉　田　祐　三　他

書見台の改良 50－165

国立療養所西別府病院　黒　沢　清　子・元　近　ハルミ・長　野　幸　子　他

③　肺理学療法・人工呼吸器

コルセット式体外陰庄人工呼吸器の開発

国立療養所徳島病院　　　松　家

コルセット式体外陰庄人工呼吸器の開発

国立療養所徳島病院　　　松　家

豊・泉　　　喜　策　他

55－150

56－170

豊・森　本　訓　明・亀　山　和　人　他

筋ジストロフィー患者に対する体外式人工呼吸器の開発 57－211

国立療養所徳島病院　　松　家　　豊・新　田　英　二・足　立　克　仁　他
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進行性筋ジストロフィー症に対する肺理学療法 56－173

国立療養所徳島病院　　　桧　家　　　豊・武　田　純　子・白　井　陽一郎　他

PMD児（者）の呼吸訓練のための教具、遊具の開発（1） 57－183

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・浅　倉　次　男・五十嵐　俊　光　他

筋ジストロフィー患者に対する肺理学療法

国立療養所徳島病院　　　松　家　　　豊・白　井　陽一郎・武　田　純　子
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3　看護の研究

①　看護基準

筋ジス病棟における看護基準、看護手順作成に関する研究 49－64

国立療養所南九州病院　大　園　陽　子・吉　永　京　子・与　崎　紘　子　他

看護基準の作成

部会長　　　　　　　　松　家　　　豊

看護手順作成

51－312

52－318

国立療養所刀根山病院　大久保　一　枝・岡　田　史　子・柚　上　桂　子　他

看護基準に関する研究

国立療葬所徳島病院　　松　家　　豊・福　田　シゲル　他

看護基準に関する研究　在宅看護（小児患者）

56－312

57－342

国立赤坂療養所　　　　岩　下　　宏・宮　園　サダ子・田　村　定　義　他

看護基準に関する研究 57－380

国立療養所徳島病院　　松　家　　豊・小　山　玲　子・福　田　シゲル　他

②　看護管理

PMD患者に適した身長測定方法の考察 50－173

国立療養所西多賀病院　佐々木　勝　吉・中　村　ミ　ヨ・片　桐　智　子　他

PMD患者の身長計測に関する研究 50－206

国立療養所南九州病院　柿　内　とし子・久　保　照　子・若　松　牧　子　他

DMP（D型）患児の消費エネルギーについて 55－229

国立療養所川棚病院　　中　澤　良　夫・千　賀　敬　子・原　　泰　宏　他

PMD病棟の生活介助におけるボディメカニックスについて 50－187

国立療養所刀根山病院　大久保　一　枝・浅　井　民　子・栗　林　真理子　他

PMD病棟の生活介助におけるボディメカニックスについて 51－238

国立療養所刀根山病院　大久保　一　枝・小　谷　和　子・芦　沢　昭　代　他

PMD病棟の生活介助におけるボディメカニックスについて 52－315

国立療養所刀根山病院　大久保　一　枝・小　谷　和　子・中　元　淑　子　他

ADLの推移による看護対策

国立療養所西別府病院　　上　田　　博

ベットサイズの工夫と看護

国立療養所再春荘　　　足　技　美江子・高　峰　宮　子　他
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タイムスタディーによる看護業務内容の検討 49－65

国立療養所再春荘　　　加　藤　順　子・丸　山　郁　余・高　葦　宮　子　他

筋ジストロフィー者の看護管理に関する研究

国立療養所下志津病院　　村　上　純　子　他

筋ジストロフィー者の看護管理に関する研究（その3）

国立療養所下志津病院　　大　塚　加津子　他

筋ジス病棟における生活介助の研究

国立療養所刀根山病院　　わかば病棟　看護職員一同

筋ジス病棟における勤務体制に関する研究

51－230

52－276

49－148

50－204

国立療養所南九州病院　　吉　永　京　子・山　下　百　合・柳　迫　寿　美　他

勤務時間の改善を試みて 54－145

国立新潟療養所　　　　　高　沢　直　之・五十嵐　節　子・小　林　和　美　他

当病棟で求められる看護婦像 51－195

国立療養所再春荘　　　　田　辺　豊　子・竹　田　加　代・吉　安　さよ子　他

DMD児に内服薬の自己管理を実施して 55－200

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・大　野　美佐子・加　藤　き　み　他

DMP児（者）からみたベット病床と日本式畳平面病床（大部屋形式）の比較……………・48－148

国立療養所医王固　　　　大　場　　　昭・正　木　不二麿・・東　野　美代子

DMP専間病棟の問題点 48－152

国立療養所南九州病院　　与　崎　紘　子・米　丸　瑞　子・大　園　陽　子　他

成人PMD息児の看護にあたって

国立徳島療養所　　　　　只　津　光　子・坂　井　敬　子　他

筋ジス成人病棟における看護上の問題点と対策

49－67

54－149

国立新潟療養所　　　　　高　沢　直　之・巻　口　雪　江・藤　田　富　子　他

成人病棟を開棟して 55－194

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・永　井　恭　子・中　村　文　美　他

筋ジス病棟における女子患者の看護 52－311

国立新潟療養所　　　　　井　沢　フ　ミ・高　野　道　子・若　槻　莫利子　他

先天性PMD息児の基本看護 56－267

国立療養所宇多野病院　　森　吉　　　猛・佐　藤　茂　美・森　野　幸　子　他

先天性PMD息児の基本看護

国立療養所宇多野病院　　森　吉　　　猛・森　野　幸　子・井　川　弘　子

LG型PMD患者の看護　その（1）LG型PMD患者の実状調査報告

57－318

56－271

国立新潟療養所　　　　　高　沢　直　之・渡　辺　キクノ・内　山　ヒ　ロ　他
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成人病棟におけるミオトニックジストロフイ症の問題点と看護管理 55－197

国立新潟療養所　　　　高　沢　直　之・宮　島　沢　江・渡　辺　キエ子　他

③　看護記韓

DMP看護記録の検討

国立療養所西多賀病院　　高　橋　　　連・岩　佐　悦　子

DMP病棟記録用紙の検討

国立療養所西多賀病院　　筋ジス病棟記録用紙検討委員会

DMP病棟における記録の一考察

48－106

49－150

51－221

国立療養所南九州病院　　赤　塚　隆　子・坂　口　照　代・宮　田　信　子　他

DMP病棟における記録の一考察

一潜在性心不全を合併した息児の看護計画とその実際－ 52－329

国立療養所南九州病院　　赤　塚　隆　子・山　下　百　合・吉　永　京　子　他

DMP病棟における看護記録の一考察（その3）一着諸計画を導入して－…………………・53－214

国立療養所南九州病院　　乗　松　克　政・赤　塚　隆　子・川　畑　みな子　他

看護記録の検討　その1 56－256

国立新潟療養所　　　　高　沢　直　之・渡　辺　ユキ子・渋　谷　みや子　他

Flowシート活蝕こよる末期患者の看護ケアーの方向づけ 54－224

国立新潟療養所　　　　高　沢　直　之・野　方　三和子・桑　山　智　恵　他

看護記録の検討 56－259

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・永　井　恭　子・佐　藤　美　子　他

看護記録の検討　その2 57－375

国立新潟療養所　　　　高　沢　直　之・渡　辺・ユキ子・高　野　範　子　他

Flowシートによる生活全般の方向づけ 54－182

国立新潟療養所　　　　高　沢　直　之・野　方　三和子・加　藤　ケ　イ　他

筋ジス病棟カーデックスの検討 51－218

国立療養所西奈良病院　　前　田　和　典・地　石　孝　子・高　橋　三　代　他

DMP病棟カーデックスの検討 52－320

国立療養所西奈良病院　　酒　井　久　子・山　ロ　スエ子・木　下　美世施　他

看護の年間サマリー用紙作成を試みて 57－362

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・永　井　恭　子・大　塚　菓　子　他

疾患の特色を考慮し、POS一部導入による記録の検討

国立療養所八雲病院　　佐　藤リサ子・湯　浅　柄美子・野　口　房　子

疾患の特色を考慮し、POS一部導入による記録の検討

国立療養所八雲病院　　佐　藤リサ子・湯　浅　柄美子・野　口　房　子
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筋ジス病棟における看護記録の検討　－POS導入の試行－

国立療養所長良病院　　　古　田　富　久・加　藤　千恵子

記録の検討一判断を記録に残す－

国立赤江療養所　　　　　林　　　栄　治・吉　野　郁　子

POS方式導入による看讃記録方法の検討

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・増　尾　さかえ

DMP児に適したADL

国立療養所西奈良病院　　岩　田　其　朔・山　本　篤　子

PMD症児に適したADL評価表の検討

国立療養所西奈良病院　　福　井　　　茂・酒　井　久　子

看護援助に役立つADL評価用紙の検討

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・永　井　恭　子

看讃記録の検討（ADL評価表を考える）

国立療養所西奈良病院　　福　井　　　茂・酒　井　久　子

筋ジストロフィー症患者のADL経過表の検討

国立療養所刀根山病院　　伊　藤　文　雄・大　田　美知枝

（彰　生活指導

DMP患者のタイムスタディーを試みて

国立徳島療養所　　　　　豊　原　シズ子・長　尾　睦　代

D型筋ジストロフィー症の進行度と乳児期運動発達、

発症年令及び家族歴との相互関係について（その1）

国立療養所松江病院　　　中　島　敏　夫・三　代　幸　子

自転車使用による遊戯療法

国立埼玉療養所　　　　　新　井　宣　子

筋ジストロフィー患者の精神活動の援助としての野外体験の試み

53－210

坂　口　えみ子　他

53－211

吉　村　茂美恵　他

57－371

成　富　明　子　他

54－146

酒　井　久　子　他

55－203

55－205

山　本　篤　子

檜　山　豊　子　他

56－265

57－366

大　西　政　子　他

51－225

佐　藤　松　子　他

53－251

加　藤　典　子　他

48－120

51－185

国立療費所兵庫中央病院　田　島　きよみ・荒　木　エリ子・習　田　敬　一

看護から見た生活援助の研究（入院1年6ケ月を経た現在） 57－327

国立療養所八雲病院　　　篠　田　　　実・久　松　秀　則・石　川　武　征　他

入院間もないDMP低IQ児の基本的躾けを試みて 55－217

国立療養所再春荘　　　　岡　元　　　宏・増　永　勢津子・磯　田　はつみ　他

重複児の日常生活指導　一遊びを通して－ 57－321

国立療養所医王病院　　　松　谷　　　功・飴　谷　洋　子・中　村　　　宏　他

集団の中にとけこめぬ息児の看講について 50－178

国立療養所東埼玉病院　　大　野　美佐子・金　子　さと子・千　葉　由紀子　他
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豊かな日常生活を送るためへの生活指導（学童への働きかけ） 54－154

国立療養所再春荘　　　小清水　忠　夫・桜　井　淳　子・菊　川　公　子　他

学校連結帳を通して　－学校との連絡を密にする為の一手段－ 54－152

国立赤江療養所　　　　林　　栄　治・萩　原　七　穂・吉　野　郁　子　他

DMP児の心境と看護（特に車椅子移行期）

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　節　子

看護から見た生活援助の研究（入院6ケ月経たPMD児のしつけ）

51－197

56－287

国立療養所八雲病院　　篠　田　　実・佐　藤　和　隼・木　村　博　着　地

看護からみた生活援助の研究（Ⅱ）一機能訓練における息児（独歩）の行動（D型）－…………・56－290

国立療養所八雲病院　　篠　田　　実・湯　浅　柄美子・佐々木　和　子　他

筋ジス病棟における中学生息児との接し方 52－298

国立療養所東埼玉病院　工　藤　や　い・諌　山　和　代・千　葉　幹　子　他

筋ジス児の通信教育に対する意識

国立療養所再春荘　　　亀　塚　佐代子・藤　本　栄　子　他

BedPatientを中心とした心理的側面の看護研究（第2報）

50－199

50－194

国立徳島療養所　　　　豊　原　静　子・佐　藤　松　子・金　山　武　代　他

臥床児の訓練と遊び 55－221

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・工　藤　や　い・仲　　真　美　他

障害の進行と情緒変化に対する調査 52－309

国立新潟療養所　　　　五十嵐　節　子・後　藤　静　江・桑　原　ち　よ　他

おやつ時間の改善試行 52－340

国立岩木療養所　　　　七　戸　千　恵　他

DMP児における基本的生活指導とその援助（左、右の区別の指導）………………………・55－214

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・武　下　香代子・杉　本　友　子　他

筋ジストロフィーに併う精神症状の看護 53－254

国立療養所鈴鹿病院　　河　野　慶　三・松　井ト　シ・松　田　り　と　他

筋ジス患者の望ましい生活

国立療養所川棚病院　　中　沢　良　夫・金　刺　佐代子・中　原　フサエ

看護基準に関する研究（看護からの生活指導）

54－156

56－296

国立療養所下志津病院　山　形　恵　子・河　野　ユ　キ・安　田　美智子　他

看護からみた生活指導上の問題 56－314

国立療養所西多賀病院　佐　藤　　元・小　山　勝　次・千　田　武　昭　他

看護からの生活指導（自由時間についての検討） 57－331

国立療養所下志津病院　山　形　恵　子・安　田　美智子・堀　口　由　子　他

－　38　－



看護からみた生活指導上の問題点一第2報　DMD患者の社会参加への考察－……………・57－381

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・小　山　勝　次・川　村　昭　一　他

PMD家系に於ける家族指導（意識調査その2） 50－203

国立療養所長良病院　　　蛭　田　美代子・篠　田　れい子・棋　島　　　晃　他

豊かな日常生活を送る為への生活指導　一家族への働きかけ－ 55－231

国立療養所再春荘　　　　岡　元　　　宏・米　丸　瑞　子・西　田　孝　子　他

先天性患者への生活援助（難聴を伴う） 52－291

国立療養所東埼玉病院　　板　橋　光　江・林　　　久美子・黒　岩　正　子　他

先天性児の生活援助 53－246

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満　モ　千　葉　幹　子・大　田　道　子　他

先天性筋ジストロフィー症児の看護　一遊びを通して一

国立療養所西多賀病院　　湊　　　治　郎・高　沢　英　子

筋ジス病棟における保育のあり方

（就学前児の保育、知能をともなった女子の事例研究）

54－151

53－249

国立療養所長良病院　　　古　田　富　久・平　田　まさる・佐　藤　礼　子　他

DMP成人患者に院外活動を試みて 51－194

国立療養所再春荘　　　　境　　　恵美子・有　水　モモ代・宮　本　嘉　子　他

筋ジス成人病棟における入院生活の工夫（レクリェーションの試み）………………………・52－260

国立療養所箱根病院　　　山　口　龍　子・保　坂　ス　ミ・山　口　桂　子　他

進行性筋ジストロフィーの思春期、青年期患者とその生活

（特に作業療法棟のかかわりについて）

国立療養所西別府病院　　石　川　早　苗・田北多　紀　代・小　畑　千代子

成人患者の日常生活援助のための具体的方法について

52－262

53－243

国立療養所西別府病院　　中　嶋　俊　郎・栃　木　まり子・小　畑　千代子　他

高卒後の日常生活について看護側より考える 53－242

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・古　橋　祐　子・那須野　美　子　他

DMP成人患者の有意義な訓練への援助 55－220

国立療養所川棚病院　　　中　澤　良　夫・松　沢　千代美・中　原　フサエ　他

DMD患者の性の問題と看讃婦の役割　一性に関する実態調査－ 55－254

国立赤坂療養所　　　　　岩　下　　　宏・荒　牧　征　子・佐々木　ルリ子　他

⑤　運動訓練

機能訓練を主にした看詔の一症例

国立療養所川棚病院　　　中　本　クミ子・朝　倉　フミエ

－　39　－
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DMP息児に発声訓練を施行して

国立療養所西別府病院　　大　野　嘉美子

筋ジス息児（者）の外泊前後における運動能力に関する調査

国立療養所八雲病院　　　佐　藤リサ子・曽　我　ア　イ・湯　浅　柄美子

外泊時における家庭での機能訓練

国立療養所川棚病院　　　朝　倉　フミエ・原　　　泰　広　他

DMP患者の日常生活における疲労について

49－78

49－144

49－144

49－172

国立徳島療養所　　　　　豊　原　シズ子・山　田　ユタカ・増　井　佐和子　他

筋ジス患者に適した呼吸訓練 53－260

国立療養所再春荘　　　小清水　忠　夫・上　野　和　敏・境　　勇　祐　他

臥床児の機能訓練について 54－158

国立東埼玉病院　　　　井　上　　満・黒　岩　正　子・森　下　由美子　他

訓練における心拍数の変動について 55－321

国立療養所徳島病院　　松　家　　豊・賀　仁　啓　子・渡　辺　陽　子　他

PMD患者に対する呼吸訓練効果

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・渡　部　昭　吉・伊　藤　英・二

発声法による呼吸訓練の経年変化

56－208

57－257

国立療養所鈴鹿病院　　深　津　　要・後　藤　澄　子・林　　みどり　他

看護からみた生活援助の研究（第2報）－D型独歩息児への機能訓練における援助－……・57－324

国立療養所八雲病院　　篠　田　　　実・石　川　武　征・星　川　　　仁　他

⑥　機器開発

a　車　椅　子

電動式車椅子の使用経験（その3） 49－175

国立療養所兵庫中央病院　習　田　敬　一・中　村　ミ　ヨ・石　田　隆　子　他

自助具の工夫 51－236

国立療養所刀根山病院　　玉　置　公　子・中　村　三枝子・谷　　昭　子　他

坐位姿勢を保つための自助具の考察 52－268

国立療養所西別府病院　　大　谷　書栄子・山　元　よみ子・小　平　まゆみ　他

PMD児に電動車椅子を使用して 52－287

国立療養所東埼玉病院　　大　野　美佐子・佐　藤　るみ子・後　藤　雪　美　他

DMD児に電動車椅子を使用して（第3報） 54－168

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・大　野　美佐子・上野山　せい子　他

車椅子における看讃用具の改良、改発

国立徳島療養所　　　　　久次米　勝　子・安　富　千恵子　他

－　40　－
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電動車椅子上の躯幹支持装置の工夫

国立療養所兵庫中央病院　大　谷　美智子

看護用具の工夫電動車椅子上の脂幹支持装置の考察　その2

52－336

53－227

国立療養所兵庫中央病院　新　光　　　毅・大　谷　美智子・松　前　与志江　他

DMPと骨粗髭症を合併した患者の自助具の工夫 55－250

国立療養所兵庫中央病院　笹　瀬　博　次・布　野　嘉代子・大　嶺　静　枝　他

b　安全ベルト・その他

マヂックテープを利用した安全ベルトの安全度について 48－123

国立療養所原病院　　　　松　島　雛　子・西　本　和　子・寺　前　千代子　他

マジックテーブルを利用した車椅子の安全ベルトについて 51－189

国立療養所宇多野病院　　広　川　由紀子・加　藤　敦　子・加　藤　悦　子　他

抑制帯の工夫 51－239

国立療養所刀根山病院　　大久保　一　枝・兼　子　文　代・栗　林　真理子　他

マジックテープを利用した車椅子の安全ベルトについて

国立療養所宇多野病院　　広　川　由紀子・加　藤　悦　子・久　乗　ユ　ウ

筋ジストロフィー症の器具の開発抑制衣の考案

52－280

54－166

国立武蔵療養所　　　　　猪　瀬　　　正・当　間　節　子・山　本　紀代子　他

筋ジストロフィー症の器具の開発　一抑制衣の改良一 55－252

国立武蔵療養所　　　　　猪　瀬　　　正・嘗　間　節　子・向　山　昌　邦　他

歩行器介助に対する一工夫 49－77

国立療養所西別府病院　　足　達　満美子・後　藤　スミヱ・元　近　ハルミ　他

DMP児の履き物の工夫

国立療養所西多賀病院　　浅　井　い　わ

看護用具の工夫（その1）足温器について

国立療養所兵庫中央病院　勝　田　勇　治・大　谷　美智子・習　田　敬　一

移動式足踏台の作成及び工夫

49－79

51－186

52－282

国立療養所東埼玉病院　　成　富　明　子・古　橋　祐　子・中　村　文　美　他

看讃用具の創意工夫（お尻マット）について

国立療養所八雲病院　　　湯　浅　柄美子・小　林　タ　ツ

ベッドサイドの工夫と看講座位保持用あて枕の工夫

国立療養所再春荘　　　　田　辺　豊　子・定　枝　美江子　他

C　頭部保護帽

保護帽に関する研究（その1）

49－163

49－159

49－160

国立療養所兵庫中央病院　習　田　敬　一・黒　田　史　子・藤　木　房　世　他
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保護帽に関する研究（その2）

国立療養所兵庫中央病院　奥　谷　明　美・大　谷　美智子・習　田　敬　一

保護帽の検討

国立療養所宇多野病院　　堺　　　雅　子

保護帽の検討

国立療養所宇多野病院　　堺　　　雅　子

d　■食事用品・テーブル

PMD児食事用回転テーブルの工夫

51－187

50－186

51－192

51－187

国立療養所原病院　　　岡　田　成　子・植　木　久　子・中　谷　行　見　他

食事介助、用具用品の利用及び考察　その1 56－240

国立療養所宮崎東病院　林　　栄　治・吉　野　郁　子・小　野　美知子　他

食事介助の用具、用品の工夫　その1食台の工夫 56－244

国立療養所兵庫中央病院　笹　瀬　博　次・布　野　嘉代子・西　村　和　子　他

食事介助の用具、用品の工夫　その2　食台の工夫 57－301

国立療養所兵庫中央病院　笹　瀬　博　次・布　野　嘉代子・西　村　和　子　他

食事介助用具用品の利用及び考案（そのⅡ）
1．電動車椅子用回転テーブルの試作

2．回転膳付きオーバーテーブルの試作
国立療養所宮崎東病院　井　上　謙次郎・横　山　さつ子

オーバーテーブルの改着

国立療養所西別府病院　　宮　崎　　　隆

車椅子及びベッド座位で使用可能な改良オーバーテーブル

国立療養所原病院　　　岡　田　成　子・研　本　米　子

0　その他

体重計の工夫（第2報）

国立新潟療養所　　　　五十嵐　チヨイ・五十嵐　八　重

筆記自動具の工夫

国立療養所八雲病院　　成　田　久　子・伊　藤　八　重

電動歯ブラシの口腔洗浄器を使用して

国立療養所東埼玉病院　大　野　美佐子・浅　見　貞　子
●

筋ジス患者の為の手を使わぬ電話器の工夫

国立療養所川棚病院　　　中　澤　良　夫・中　原　フサエ

成人筋ジストロフィー症患者にリフターを使用してみて

国立療養所箱根病院　　村　上　慶　郎・谷　口　恭　子

PMD児（者）のアマチュア無線の介助具の開発

国立療養所下志津病院　飯　田　改　姓・杉　山　浩　志

一　42　－

…・57－303

安　楽　ツ　ネ　他

49－162

52－278

吉　岡　美智子　他

48－109

高　井　国　枝　他

50－172

渡　辺　亀　江　他

51－206

竹　浦　桂　子　他

53－233

渕　上　勝　海　他

55－247

鋤　崎　明　美　他

53－231

松　下　　　萱　他



PMD児（者）の自助具の研究　無線操縦装置導入のワゴン車の開発（l）………‥・…‥∴……53－228

国立療養所西多賀病院　　湊　　　治　郎・浅　倉　次　男・平　松　　　泊　他

PMD児（者）の自助具の研究一無線操縦装置導入のワゴン車の開発（2ト…………………・54－170

国立療養所西多賀病院　　湊　　　治　郎・浅　倉　次　男・平　松　　　治　他

⑦　入　　浴

a　設　　備

入浴システムについて

国立徳島療養所

改良浴室に関する報告

51－227

勝　浦　一　子・福　田　シゲル・松　尾　和　子　他

52－345

国立療養所兵庫中央病院　荒　木　エリ子・抗　原　節　子

モ入浴に関する看讃ミ設備について 52－353

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　枝美子・三　井　和　子・菅　原　八代垂　他

浴場の改良を実施して 52－357

国立療養所再春荘　　　森　下　茂　子・久　末　静　代・米　丸　瑞　字　他

入浴システムについて 52－370

国立徳島療養所　　　　吉　尾　千代子・東　山　渓　子・青　木　書美子　他

浴場の改良を実施して 52－377

国立療養所川棚病院　　　中　原　フサエ・淵　上　勝　海・嘉　林　宏　義　他

ロータリーリフト入浴装置改良点について 50－182

国立療養所下志津病院　　西　沢　志津江

重症心身障害児用エレベートバスを基礎にしたPMD用の架台の考察………………………・51－175

国立療養所西多賀病院　　佐々木　勝　吉・工　藤　桂　子・小　山　勝　次　他

エレベートバス用担架の改良 51－200

国立療養所西多賀病院　　佐々木　勝　吉・森　田　昭　一・佐々木　秀　子　他

エレペートバス導入後の考察（油圧式ストレッチャーの導入を試みて）……………………・52－368

国立新潟療養所　　　　　五十嵐　節　子・福　島　ウ　メ・篠　田　睦　子　他

筋ジストロフィー病棟における入浴の検討一特殊入浴装置導入とその経過一………………・53－203

国立療養所長良病院　　　古　田　富　久・田　中　則　子・小　寺　美千子　他

OB水圧バスセットの紹介 53－205

国立新潟療養所　　　　　高　澤　直　之・野　方　三和子・木　村　キ　チ　他

DMP症児の気泡浴時に於ける体位安定の一考察 48－108

国立新潟療養所　　　　　五十嵐　チヨイ・湯　浅　スミエ・近　藤　陽　子　他

残存械能と入浴設備に関する研究 53－200

国立療養所南九州病院　　乗　松　克　政・中　村　タツ子・赤　塚　隆　子　他
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入浴時の着脱介助と着脱室の改善

国立療養所医王病院

b　そ　の　他

DMP児の入浴介助について

中　山　　　緑

国立療養所東埼玉病院　　大　野　美佐子

入浴に関する研究一介助－

国立療養所刀根山病院　　押　万　兵　理・八　反　喜久子・兼　子　文　代

入浴に看護に関する研究

部会長　　　　　　　　　松　家　　　豊

共　同　研　究「入浴に関する看護」

筋ジストロフィー病棟における入浴に関する研究

52－356

49－168

51－232

51－313

52－343

国立療養所南九州病院　　吉　永　京　子・山　下　百　合・赤　塚　隆　子　他

銭湯式浴酒の入浴介助による看護疲労について

国立岩木療養所　　　　　七　戸　千　恵　他

入浴に関する看護（入浴介助）

52－360

52－366

国立療養所刀根山病院　　大久保　一　枝・八　反　書久子・国　広　泰美子　他

「入浴に関する看護」入浴介助者の労作負担と健康管理

国立療養所東埼玉病院　　大　野　美佐子・岩　崎　美佐子・前　村　久　子

現有入浴においての入浴介助の工夫と改良点

52－372

52－376

国立療養所東埼玉病院　　荏　原　富美二・加　藤　栄　子・農　中　裕　美　他

神経筋ジス病棟の入浴看護 53－207

国立武蔵療養所　　　　　猪　瀬　　　正・音　地　裕　二・普　間　節　子　他

筋ジストロフィー症患者におよぽす入浴の心理的影響について 52－347

国立療養所鈴鹿病院　　　曽　根　妙　子・野　口　清　子・辻　　　清　子　他

入浴前後のフリッカー値の比較と要求水準について 52－363

国立療養所鈴鹿病院　　　野　口　清　子・高　見　礼　子・曽　根　妙　子　他

入浴槽等の汚染度調査 55－211

国立療養所鈴鹿病院　　　深　津　　　要・宇　部　涼　子・酒　井　憲　子　他

⑧　衛　　生

オシポリの清潔性と利用について 52－274

国立療養所再春荘　　　　藤　岡　美代子・宗　　　朋　子・佐々木　弘　子　他

筋ジストロフィー重症病棟における環境衛生調査

国立徳島療養所　　　　　坂　本　政　子・福　田　シゲル　他
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筋ジストロフィー病棟における看護からみた環境衛生について 53－238

国立徳島療養所　　　　　宮　内　光　男・橋　本　しのぶ・新　　　りえ子　他

筋ジストロフィー病棟における看護から見た環境衛生について（第3報）…………………・54－172

国立徳島療養所　　　　　松　家　　　豊・福　本　静　子・橋　本　しのぶ　他

筋ジストロフィー病棟における看讃面からみた環境衛生（第4報）

国立療養所徳島病院

理髪時における坐位の安定

国立療養所医王病院

息児の手の清潔度調査

国立療養所再春荘

⑨　ベット・その他

マットレスについての一考察

55－208

松　家　　　豊・広　常　豊　子・福　本　静　子　他

54－165

松　本　　　勇・石　田　てる子・新　田　節　子　他

54－174

小清水　忠　夫・宗　　　朋　子・藤　岡　美代子　他

51－214

国立療養所東埼玉病院　　前　村　久　子・斉　藤　由利子・名　地　弘　子　他

ベッド用品の研究：マットレスに関して

国立療養所徳島病院　　　松　家

ベット用品の研究（マットレスに関して）

国立療養所東埼玉病院　　井　上

PMD患者に対するムアツ敷ふとんの試用

国立赤坂療養所　　　　　岩　下

56－301

豊・中　西　佳　江・横　山　綾　子　他

56－304

満・高　橋　愛　子・加　藤　き　み　他

56－306

宏・宮　園　サダ子・藤　原　茂　子　他

ムアツ式マット使用を試みて　－ムアツ式マットとパームマットの比較一…………………・56－309

国立療養所刀根山病院　　伊　藤　文　雄・宇　崎　恵美子・岩　瀬　ますみ　他

試作ウオーターベッドについての検討 51－208

国立療養所東埼玉病院　　前　村　久　子・古　橋　祐　子・今　井　さつき　他

ウオーターベッドの効用 52－293

国立療養所東埼玉病院　　成　富　明　子・古　橋　祐　子・中　村　文　美　他

成人筋ジストロフィー患者の寝具の工夫「エアーマットを試みて」 54－160

国立赤坂療養所　　　　　藤　井　舜　輔・八　山　芳　子・前　田　弘　子　他

DMD児にラクラクベットを使用して 55－245

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　滴・大　野　美佐子・加　藤　き　み　他

座位不能なCMD息児のためのリクライニング車椅子のベット的利用……・・………………‥56－247

国立療養所松江病院　　　中　島　敏　夫・井　原　玲　子・笠　木　垂　人　他

ベット柵の安全性の工夫について 51－201

国立療養所東埼玉病院　　桧　山　豊　子・早　川　洋　子・甘　田　里　美　他
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DMP児にフローテーションパットを使用して 51－212

国立療養所東埼玉病院　　大　野　美佐子・新　垣　小夜子・樋　口　光　江　他

⑩　被　　服

DMP症児の被服の改良（DMP症児のブリーフについて） 48－112

国立新潟療養所　　　　　藤　田　富　子・遠　藤　イ　ツ・槻　間　シズイ　他

筋ジス病棟における衣生活について 48－116

国立療養所刀根山病院　　泉　　　光　子・栗　林　其理子・上　島　睦　子　他

筋ジス息児の生活援助　一衣生活指導をとおして－ 49－73

国立療養所刀根山病院　　泉　　　光　子・栗　林　真理子・光　永　智佳子　他

DMP児の衣服（ジーンズ）の改良を試みて 51－203

国立療養所東埼玉病院　茂　泉　和　子・加　藤　栄　子・諌　山　和　代　他

進行性筋ジストロフィー症児の衣服の改良，サブタイトル

（改良ブーツ使用による血行障害の予防）

国立療養所西奈良病院　　大　下　千代子・地　石　孝　子

冬期における登校下校時に着用する上衣の工夫

国立療養所医王病院　　　中　山　　　緑・立　道　一　子　他

DMD児の下着の工夫

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・松　木　きみえ

日常生活に密着した好ましい衣類購入のあり方

国立療養所南九州病院　　乗　松　克　政・郡　山　艶　子

筋ジス息児の更衣に関る実態調査

国立療養所東埼玉病院　　井　上

⑪　姿勢体位交換

PMD患者の各ステージにおける最も安楽な体位の研究

国立療養所西多賀病院　　天　野　勝　子・郷　内　カツエ

脊柱変形の看護に関する研究

国立徳島療養所　　　　　藤　川　久　子・高　藤　信　江　他

DMP児の変形予防のための看護の試み

国立埼玉療養所　　　　　平　野　　　長

PMD息児の日常姿勢とその問題点について

国立徳島療養所　　　　　高　橋　信　江・藤　川　久　子

PMD忠児の日常姿勢に関する看護用具の工夫

国立徳島療養所　　　　　只　沖　光　子・森　山　節　子　他
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51－216

高　橋　三　代　他

52－301

53－225

後　藤　雪　美　他

54－161

固　尾　美智子　他

57－337

加　藤　き　み　他

52－273

48－104

48－119

49－170

高　塚　　　繁　他

50－192



PMD忠児の日常姿勢について看護面からの検討

国立徳島療養所　　　　　石　田　由　己・只　津　光　子　他

強度に脊柱変形を伴った息児の生活援助

51－228

52－296

国立療養所東埼玉病院　　岩　崎　と　よ・那須野　美　子・竹　内　洋　子　他

テーラープレス装着の問題点について………………・．て
】

国立療養所鈴鹿病院　　　山　中　ユキ子・森　　　静　代・酒　井　憲　子

筋ジストロフィー症の変形に対する看讃

52－339

56－205

国立療養所徳島病院　　　松　家　　　豊・川　村　君　子・井　内　明　江　他

筋ジストロフィー症の変形に対する看讃 57－260

国立療養所徳島病院　　　松　家　　　豊・井　内　明　江・川　村　君　子　他

LG型PMD患者の看護　－その2－　坐位姿勢について 57－315

国立新潟療養所　　　　　高　沢　直　之・渡　辺　キクノ・片　山　幸　子　他

DMP症児（者）の就寝時における休位変換について

国立療養所八雲病院　　　武　田　章　子・佐　藤　美代子・曽　我　ア　イ

ビーチボール使用による睡眠中の休位の考察

国立療養所川棚病院　　　辻　　　純　子・松　田　菩　洋

DMP児の体位交換について

49－68

52－303

53－219

国立新潟療養所　　　　　高　沢　直　之・五十嵐　節　子・福　島　ウ　メ　他

夜間に於ける体位交換について 53－222

国立赤坂療養所　　　　　藤　井　舜　輔・林　田　ヨシミ・中　川　和華子　他

ドゥシャン型PMD患者の就寝時の姿勢について 53－223

国立療養所鈴鹿病院　　　河　野　慶　三・西　村　誓　子・曽　根　妙　子　他

変型を伴った患者の体位交換について 55－236

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・大　田　道　子・村　田　久　美　他

末期患者の体力消耗と体位交換の関連について 55－239

国立療養所再春荘　　　　岡　本　　　宏・増　永　勢津子・中　原　潤　子　他

⑫　便秘・排せつ

筋ジス病棟における便秘患者の看護に関する研究 49－164

国立療養所南九州病院　　神　園　民　子・米　丸　瑞　子・前　田　清　美　他

便秘対策について 51－210

国立療養所東埼玉病院　　前　村　久　子・跡　治　寿　江・宮　川　ハルエ　他

自然排便のない筋ジストロフィー症患者を対象にメディプルーンを便秘食として試用する53－181

国立療養所原病院　　　　和　田　正　士・前　原　和　子・岡　田　成　子　他
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当病棟における排泄異常の現状分析 54－254

国立新潟療養所　　　　高　沢　直　之・野　方　三和子・加　藤　ケ　イ　他

排泄障害因子除去の試み 54－258

国立療養所沖縄病院　　大　域　盛　夫・書　瀬　久美子・伊　礼　由美子　他

排泄の看護　一便秘状況の実態調査一　第1報 54－260

国立療養所下志津病院　斎　藤　　篤・宮　沢　栄　子・佐々木　文　子　他

メディプルーンの量と障害度、変形度による効力を調査し、便秘状態の改善………………・54－262

国立療養所原病院　　　和　田　正　士・奥　水　美枝子・岡　田　成　子　他

プルーンエキスの便秘に対する効果 55－303

国立療養所下志津病院　斎　藤　敏　郎・青　木　洋　子・宮　澤　栄　子　他

看護からみた生活援助の研究　自然排便の維持をはかる為の一方法 56－293

国立療養所医王病院　　吉　田　克　巳・須　田　千代子・藤　田　理　子　他

排泄に関する看護 53－157

国立療養所再春荘　　　小清水　忠　夫・藤　野　チヅル・東　　誠　子　他

排泄看護の研究　その1 53－160

国立療養所兵庫中央病院　新　光　　毅・大　谷　美智子・勝　田　勇　治　他

排泄介助の工夫 53－163

国立療養所箱根病院　　村　上　慶　郎・谷　口　恭　子・川　瀬　久　代　他

排泄の看護 53－167

国立療養所刀根山病院　堀　　三洋夫・内　出　萱喜代・小　谷　和　子　他

排泄の介助方法 53－173

国立新潟療養所　　　　高　渾　直　之・野　方　三和子・内　山　ヒ　ロ　他

筋ジストロフィーの排泄の看護 53－179

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・大　野　美佐子・岩　崎　と　よ　他

排泄の看護　一排泄に関する設備について－ 54－227

国立療養所南九州病院　乗　松　克　政・笹　川　久　美・福　垂　幸　子　他

排泄の看護　一排泄に関する設備について－ 55－266

国立療養所南九州病院　乗　松　克　政・竹　元　千代美・福　重　　幸　他

DMP児の排泄異常の看護 54－256

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・成　富　明　子・富　田　光　子　他

排泄用補助具それに関連した介助方法について 55－284

国立療養所八雲病院　　篠　田　　実・野　口　房　子・湯　浅　柄美子　他

排便に関する実態調査　一第2報－ 55－301

国立療養所下志津病院　斉　藤　敏　郎・宮　沢　栄　子・武　田　恵津子　他
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排尿介助の検討

国立療養所東埼玉病院　　井　上

DMP低IQ児に排尿のしつけを試みて

57－334

満・大　山　美恵子・宮　川　ハルヱ　他

54－267

国立療養所川棚病院　　中、沢　良　夫・戸　羽　澄　子・鈴　田　久　利

CMD（福山型）の排尿訓練 55－296

国立療養所西別府病院　　三吉野　産　治・楠　本　君　江・佐　藤　由美子　他

先天性筋ジストロフィー症児の看讃－1症例児の排泄指導について－………………………・53－248

国立療養所西多賀病院　　湊　　　治　郎・高　澤　英　子・菅　野　ますえ　他

CMD（福山型）の排尿訓練（その1） 53－176

国立療養所西別府病院　　中　嶋　俊　郎・野　田　久　子・小　畑　千代子　他

CMD（福山型）の排尿訓練（その2） 54－265

国立療養所西別府病院　　三吉野　産　治・佐　藤　由美子・楠　本　君　江　他

ベッドサイドの工夫と看護　排泄時における工夫と改善について 49－166

国立療養所再春荘　　　　井　田　ヒロミ・福　田　光　子・高　峯　宮　子　他

排泄補助の創意工夫

国立療養所松江病院　　　中　島　敏　夫・山　口　静　子

便器排泄用補助具、介助具とそれに関連した介助方法について

国立療養所八雲病院　　　篠　田　　　実・大　村　サツキ

排泄看護の研究　その2　排泄用補助介助具の工夫

国立療養所兵庫中央病院　新　光　　　毅・大　谷　美智子

排泄に関連した器具の開発と現状

国立療養所箱根病院　　　村　上　慶　郎・谷　口　恭　子

排泄に便利な衣服類の改良

国立療養所徳島病院　　　松　家　　　豊・栗　本　由　己

筋ジストロフィー症忠児者のための排泄用補助具の試作

国立療養所宇多野病院　　森　吉　　　猛・水　本　幸　次

排便用ベッドの改良

国立療養所再春荘　　　　小清水　忠　夫・川　田　仁　美

排泄用ベッドに関する研究（指定研究）

徳島療養所　　　　　　　松　家

排泄用ベッドに関する研究

国立療養所徳島病院　　　松　家

肛門洗浄器付トイレを試用して

国立療養所東埼玉病院　　井　上

豊・栗　本　由　己

満・後　藤　雪　美
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54－245

54－249

湯　浅　柄美子　他

54－253

松　前　よ志江　他

55－275

松　井　澄　子　他

55－292

唐　住　和　代　他

56－251

永　見　末　広　他

53－148

平　尾　洋　子　他

54－269

東　山　渓　子　他

55－307

53－149

大　野　美佐子　他



座敷トイレの利用状況

国立療養所松江病院

洋式トイレの患者移動装置の試作

中　島　敏　夫・坂　田　和　美

国立療養所松江病院　　　中　島　敏　夫・福　留　真　澄

排泄に関するリフターキャンバスの考案

国立療養所箱根病院　　　村　上　慶　郎・草　皆　千恵子

DMP児にふさわしい尿器の工夫

国立療養所西多賀病院　　山　田　チ　ヤ

自助具の工夫

国立療養所刀根山病院　　大久保　一　枝・谷　　　昭　子

PMD車椅子使用患者の安楽な排尿方法を考える

国立岩木療養所　　　　　森　山　武　雄・玉　田　ヤ　エ

パイプ式排尿器（移動式）について

国立療養所西多賀病院　湊　　治　郎・千　田　武　昭

採尿器に関する研究（指定研究）

徳島療養所　　　　　　松　家　　豊・栗　本　由　己

移動式パイプ排尿容器

国立療養所酉多賀病院　　佐　藤　　　元・長谷川　信　雄

椅子便器の攻寄

国立療養所西多賀病院　　千　田　武　昭・草　野　網　子

採尿を目的とした便器車と尿器台の工夫

国立療養所川棚病院　　　曽　川　キヨエ・富　永　恒　子　他

電動式椅子便器の改良

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　義　隆・伊　東　悦　子

看護機器の開発・便器車の考察

国立療養所南九州病院　　吉　永　京　子・山　下　百　合

車椅子を改造した便器車の考察

国立療養所川棚病院　　　中　渾　良　夫・鈴　田　久　利

車椅子便器車の改良

国立徳島療養所

成人筋ジス患者の車椅子便器車

国立療養所箱根病院

車椅子便器串の改良

国立徳島療養所

宮　内　光　男・松　原　秋　子

村　上　慶　郎・松　井　澄　子

松　家　　　豊・松　原　秋　子
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54－230

石　田　芳　子　他

55－261

福　島　彦　校　地

57－307

遠　藤　て　る　他

49－167

52－316

中　村　三枝子　他

54－247

松　岡　美智子　他

54－251

長谷川　信　雄　他

54－273

東　山　渓　子　他

55－293

川　村　昭　一　他

50－177

菊　地　伊三郎　他

50－202

51－198

千　田　武　昭　他

52－331

本　村　成　子　他

53－143

嘉　村　宏　義　他

53－144

佐　藤　道　広　他

54－235

谷　口　恭　子　他

54－237

猪　井　和　子　他



排泄看護の研究　その1リクライニング便器車の開発 54－239

国立療養所兵庫中央病院　新　光　　　毅・勝　田　勇　治・山　口’恵　子　他

電動式リクライニング便器車の改造開発 55－277

国立療養所兵庫中央病院　笹　瀬　博　次・大　谷　美智子・山　口　恵　子　他

車椅子上の排尿介助及び車椅子の工夫 55－279

国立療養所東埼玉病院・井　上　　　満・大　野　美佐子・加　藤　き　み　他

改良便器率の検討 57－312

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・大　山　美恵子・杉　本　友　子　他

車椅子便器車の改良 55－282

国立療養所徳島病院　　　松　家　　　豊・松　原　秋　子・田　窪　かず子　他

携帯用便器座椅子の試作

国立療養所医王病院　　　吉　田　克　己・中　村　　　宏・石　田　てる子

座位、立位困難者による洋式便器と便座の破損について

国立岩木療養所　　　　　七　戸　千　恵　他

トイレにおける安楽な坐位の固定方法（既成パイプを利用して）

55－288

49－71

50－198

国立療養所原病院　　　　西　本　和　子・植　木　久　子・杉　野　元　子　他

PMD児の臥床時における排便姿勢の工夫 52－289

国立療養所東埼玉病院　　大　野　美佐子・上野山　せい子・河　西　信　子　他

便器車用便座の工夫 53－146

国立赤坂療養所　　　　　藤　井　舜　輔・林　田　ヨシミ・藤　岡　美智子　他

トイレの安全ベルトの考察 53－162

国立療養所東埼玉病院　　井・上　　　満・工　藤　や　い・谷　田　里　美　他

DMD児の臥床時に於ける排便姿勢の工夫（ゴム便器使用に於ける安楽性について）…・…53－165

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・生　業　百合子・大　野　美佐子　他

PMD児（老）の排泄時に於ける体位保持について 53－170

国立療養所医王病院　　松　本　　　勇・中　山　　緑・中　村　　宏　他

排泄看護（便坐の工夫） 54－241

国立療養所刀根山病院　　堀　　三津夫・小　谷　啓　二・原　田　千　三　他

排泄時に於ける休位保持補助具の改良 54－244

国立療養所医王病院　　松　本　　勇・石　田　てる子・中　村　　宏　他

排泄設備に関する看護　第3報一上下移動式便座の検討－ 55－258

国立療養所再春荘　　　　岡　元　　　宏・米　丸　瑞　子・西　白　寿　一　他

筋ジス患者に最適な便器の検討 55－263

国立療養所刀根山病院　堀　　三津夫・小　谷　啓　二・坂　東　千　鶴　他
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CMD息児の便器の改善を試みて 55－290

国立新潟療養所　　　　高　沢　直　之・渡　辺　キクノ・藍　沢　博　子　他

ベット上に於ける排泄時下肢固定装具の考案 57－310

国立療養所松江病院　　中　島　敏　夫・松　田　シゲ子・松　山　幸　子　他

便所の構造と設備について 53－151

国立療養所鈴鹿病院　　河　野　慶　三・中　村　澄　子・浅　野　彩　子　他

トイレの構造と設備に関する研究 53－153

国立療養所南九州病院　乗　松　克　政・原　田　さとの・福　東　幸　子　他

DMP病棟のトイレの改善の考案 53－155

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・佐　藤　昌　子・成　富　明　子　他

トイレの改良を実施して 54－232

国立療養所川棚病院　　中　沢　良　夫・中　原　フサエ・林　　ヤス代　他

排泄の看護　一排泄設備について－

国立療養所再春荘　　　小清水　忠　夫・中　島　恵　子・西　島　寿　一

合 併　症

a　皮　膚

陰部処置用具の考察

54－233

52－267

国立療養所西別府病院　横　枕　美　子・上　利　知　子・森　　弥　生　他

凍傷の対策 52－284

国立療養所東埼玉病院　成　富　明　子・桧　山　豊　子・跡　治▼寿　江　他

DMP病棟における頑轟について 52－334

国立療養所南九州病院　久　保　照　子・山　下　百　合・吉　永　京　子　他

DMP児の陰部湿疹に対する看護 53－257

国立新潟療養所　　　　高　沢　直　之・五十嵐　節　子・福　島　ウ　メ　他

皮膚疾患の看護 56－197

国立療養所沖縄病院　　大　城　盛　夫・又　菖　敏　子・大　城　夏　子　他

皮膚疾患の看護一陰部皮膚疾患の発症誘因の追求－ 56－199

国立療養所原病院　　　升　田　慶　三・香　川　満　子・吉　井　明　美　他

皮膚疾患看護 57－283

国立療養所沖縄病院　　大　城　盛▼夫・池　原　登志子・石　川　香代子　他

皮膚疾患の看護一陰部皮膚疾患発症誘因除去の為の、用具の改良、試作－…・・………‥……‥57－285

国立療養所原病院　　　升　田　慶　三・曽　賀　多賀子・岡　田　紀世子　他

進行性筋ジストロフィー症の皮膚其菌症について

国立療養所原病院　　　升　田　慶　三　他

－　52　－

57－291



PMD息児（者）の陰部皮膚疾患の矛防、対策の一試み

国立療養所長良病院　　　古　田　富　久・坂　尾　千恵子

b　消　化　器

消化器合併症の看護

国立療費所南九州病院　　乗　松　克　政・前　山　智　子

消化器合併症の看護

国立療養所南九州病院　　乗　松　克　政・米　満　ひとみ

消化器症状を繰り返す患者の一症例を看護して

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・永　井　恭　子

¢　肥　　満

DMP児の食事摂取について

国立療養所東埼玉病院　　大　野　美佐子・桧　山　豊　子

5回食を実施し6ケ月を経過して

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・成　富　明　子

成長期筋ジストロフィー児の体重増減の検討

国立赤坂療養所　　　　　藤　井　舜　輔・林　田　ヨシミ

食事制限をうけているDMP肥満児のおやつについて

国立新潟療養所　　　　　高　沢　直　之・五十嵐　節　子

DMP児の食欲改善への検討一晴好食を導入して－

国立赤坂療養所　　　　　藤　井　舜　輔・浦　川　孝　子

食事場面における看護援助のあり方

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・成　富　明　子

筋ジス病棟における肥満対策

国立療養所沖縄病院　　　大　城　盛　夫・友　寄　恵　子

肥満に対する看護

国立療養所川棚病院　　　中　澤　良　夫・西　隈　澄　子

肥満に対する看護

国立療養所岩木病院　　　木　村　　　要・七　戸　千　恵

筋ジストロフィー症の合併症に関する研究（肥満について）

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・岩　崎　と　よ

57－294

鬼　頭　　　勉　他

56－236

岩　間　豊　子　他

57－265

前　山　智　子　他

57－268

斉　藤　節　子　他

49－75

佐　野　和　子　他

53－234

桧　山　豊　子　他

53－236

倉　光　千代子　他

54－178

外　山　友　子　他

54－180

森　山　充　子　他

55－224

富　田　光　子　他

55－226

比　嘉　京　子　他

56－222

増　田　満　子　他

56－225

須　藤　ミサホ　他

56－227

桧　山　とよ子　他

肥満に対する看護「筋ジストロフィー症の肥満児における介助の検討」……………………・56－230

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・近　藤　美佐子・成　富　明　子　他

PMD肥満患者の看護一意識調査から－ 56－234

国立療養所鈴鹿病院　　　深　津　　　要・桜　井　ヨシ子・宮　崎　ヨシ子　他

－　53　－



肥満に対する看護　省力化に伴う電動車椅子の一部改良 57－272

国立療養所川棚病院　　　松　尾　宗　祐・浦　本　汎　子・前　本　　　薫　他

肥満に対する看護 57－275

国立療養所岩木病院　　　秋　元　義　巳・工　藤　タミ子・須　藤　ミサオ　他

肥満に対する看護「肥満患者の体重の現状維持の為の援助と看護」 57－277

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・斉　藤　千恵子・成　富　明　子　他

肥満患者の移動用具の一考察 57－281

国立療養所鈴鹿病院　　　深　津　　　要・有　田　美　百・森　川　昌　子　他

d　末　　期

窃）心　不　全

Duchenne型進行性筋ジストロフィー症患者の死亡前循環器系症状の推移……………………56－210

国立療養所鈴鹿病院　　　深　津　　　要・宇　部　涼　子・松　田　り　と　他

ペースメーカーを装着した患者の報告 53－263

国立療養所宇多野病院　　森　吉　　　猛・永　田　正　彦・久　乗　コ　ウ　他

心肺機能低化時の看護

国立療養所下志津病院　　宮　崎　栄　子　他

心不全及び換気不全のある患者の生活指導の基準作成を試みて

50－180

56－214

国立療養所刀根山病院　　伊　藤　文　雄・小　林　節　子・岩　瀬　　ますみ　他

㊥　呼吸不全

PMD低肺機能患者の看護

国立徳島療養所　　　　　山　下　道　代・豊　原　静　子　他

PMD患者における呼吸数の変化について

48－103

53－187

国立療養所鈴鹿病院　　　河　野　慶　三・鎌　田　静　子・曽　根　妙　子　他

末期看護　異常の早期発見の為のバイタルサイン 53－188

国立療養所西別府病院　　中　嶋　俊　郎・上　利　知　子・植　田　博　子　他

末期看護（呼吸管理について） 53－197

国立療養所刀根山病院　　堀　　　三洋夫・佐　間　美津子・栗　栖　　　愛　他

末期症状における看護ケアの試み　その1体位性ドレナージによる排疾訓練の効果……・53－198

国立療養所兵庫中央病院　新　光　　　毅・上潟口　加代子・布　野　嘉代子　他

末期症状における看護ケアの試み　その2－体位性ドレナージによる排疾訓練の効果－…‥54－225

国立療養所兵庫中央病院　新　光　　　毅・布　野　嘉代子・山　口　敦　子　他

DMP 54－220

国立下志津病院　　　　　斎　藤　　　篤・西　沢　志津江・小　山　八代子　他

呼吸障害を伴う小児神経筋疾患における超音波換気量モニターの使用経験と応用について56－253

国立武蔵療養所　　　　　描　瀬　　　正・笛　間　節　子・川　口　千寿子　他

－　54　－



呼吸筋障害を伴う小児神経・筋疾患における

超音波換気量モニターの使用経験と応用について 57－251

国立武蔵療養所　　　　島　薗　安　雄・吉　田　正　子・猪　　尚　子　他

筋ジストロフィー症患者の呼吸不全の看護高ステージ患者に早期呼吸管理を試みた症例‥57－240

国立療養所宇多野病院　森　吉　　　猛・佐　藤　茂　美・山　田　範　子　他

PMD患者における人工呼吸器使用長期化傾向の実態と看護上の諸問題……………………・57－243

国立療養所長良病院　　　古　田　富　久・坂　井　伸　子・坂　口　えみ子

長期人工呼吸器装着患者の生活指導

－ゲームを通して相互理解を図りながら生活を改普した例一………………………・57－247

国立療養所医王病院　　松　谷　　　功・谷　川　清　子・須　田　千代子　他

換気不全の早期対策 57－254

国立療養所刀根山病院　伊　藤　文　雄・朝　岡　幸　江・山　根　恭　子　他

非Duchenne型PMD患者の看詔について¶特発性自然気胸患者を看表して－……”………・53－261

国立療養所鈴鹿病院　　河　野　慶　三・野　口　清　子・木　寺　よし子

フロッピーインフアントで長期に呼吸管理を実施した乳児の看護

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄　他

㊤　バイタルサイン

下肢皮膚検温測定調査

55－233

50－184

国立新潟療養所　　　　河　合　由美子・大　塚　節　子・五十嵐　セ　イ　他

筋ジス病棟における体温測定の検討 52－294

国立療養所東埼玉病院　大　野　美佐子・新　垣　小夜子・樋　口　光　江　他

PMD患者の検脈について

国立療養所鈴鹿病院　　松　井ト　シ・山　田　万千子・伊　藤　喜代子

末期ケアー（特にバイタルサインの臨床的把握による）の研究

52－337

53－183

国立徳島療養所　　　　宮　内　光　男・久次米　勝　子・福　田　シゲル　他

末期ケアー（特に′りタルサインの臨床的把握による）の研究 53－186

国立療養所　再春荘　　小清水　忠　夫・田　辺　豊　子・鬼　塚　佐代子　他

筋ジス患者の症例から見たバイタルサイン及び症状観察の要点 53－191

国立療養所下志津病院　飯　田　政　雄・西　沢　志津江・朝　垂　サダ子　他

末期ケアー　特に′りタルサインの臨床的把握による 53－195

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・植　木　えみ子・大　野　美佐子　他

末期ケアー（バイタルサインの測定方法とその評価について） 54－183

国立療養所刀根山病院　堀　　三津夫・森　永　しのぶ・河　野　廉　子　他

バイタルサインの測定とその評価について 54－185

国立療養所八雲病院　　篠　田　　実・大　村　サツキ・渇　浅　柄美子　他

－　55　－



バイタルサインの測定とその評価 54－187

国立療養所南九州病院　乗　松　克　政・阿久根　ノ　ブ・稚　原　玉　乃　他

バイタルサインの測定とその評価について一夜間体位交換前後のバイタルサインの変化・…54－189

国立療養所宇多野病院　森　吉　　猛・佐　藤　茂　美・山　本　芳　枝　他

筋ジストロフィー症患者の体温、脈拍の測定値の変動特徴について 54－190

国立療養所原病院　　　和　田　正　士・中　村　陽　子・波　野　美智子　他

脈拍の測定条件における影響－その1－ 54－193

国立赤坂療養所　　　　林　　栄　治・新　城　佳　子・吉　野　郁　子　他

末期ケアーの研究（特にバイタルサインの臨床的把握による） 54－195

国立徳島療養所　　　　松　家　　豊・佐　藤　民　江・畑　本　洋　子　他

バイタルサインとしての肺活量の検討 54－197

国立療養所再春荘　　　小清水　忠　雄・山　田　純子・沢　田　しず代　他

末期症状からみた末期看護ケアとしてのバイタルサインの検討 54－199

国立岩木療養所　　　　森　山　武　雄・七　戸　千　恵・熊　谷　ハ　ツ　他

末期症状から見た看護ケアの指標としてのバイタルサインの検討

国立療養所長良病院　　古　田　富　久・広　瀬　芳　子・藤　川　光　子

末期看護ケアの指標としてのバイタルサインの検討

54－205

54－211

国立療養所鈴鹿病院　　河　野　慶　三・伊　藤　明　美・曽　根　妙　子　他

末期症状から見た末期看護ケアの指標としてのバイタルサインの検討………………………・54－216

国立療養所宇多野病院　森　吉　　猛・安　部　文　子・永　田　正　彦　他

末期症状から見た末期看護ケアの指標としてのバイタルサインの検討………………………・54－217

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・岩　崎　と　よ・農　中　裕　美　他

末期症状から見た末期看護ケアの指標としての′りタルサインの検討‥・……………………・54－222

国立按養所川棚病院　　中　沢　良　夫・辻　　純　子・福　成　のり子　他

バイタルサインの測定とその評価 55－309

国立療養所八雲病院　　篠　田　　実・湯　浅　柄美子・野　口　房　子　他

休温、脈拍測定値の身体的（障害度）条件による影響 55－317

国立療養所原病院　　　升　田　慶　三・校　場　由佐子・香　川　満　子　他

夜間の脈拍の状態　体交による影響を中心に 55－324

国立療養所宮崎東病院　林　　栄　治・蛇　原　成　子・藤　本　久二子　他

バイタルサインの測定とその評価（呼吸について） 55－326

国立療養所刀根山病院　堀　　三津夫・木　下　小夜子・河　野　兼　子　他

自主性の尊重とバイタルサイン

国立療養所宇多野病院　　森　吉　　猛　他

ー　56　－

55－333



末期患者のバイタルサインの検討 55－346

国立療養所医王病院　　吉　田　克　巳・中　山　錦　子・小　谷　其珠美　他

末期徴候としての脈拍増加及び体重減少について 55－349

国立療養所川棚病院　　中　澤　良　夫・辻　　純　子・川　内　書千枝　他

末期看護　異常早期発見のためのチェックリスト 55－351

国立療養所西別府病院　三吉野　産　治・植　田　博　子・伊　藤　初　代　他

㊤　そ　の　他

DuchennC型筋ジストロフィー症末期患者の看護

国立療養所刀根山病院　中　西　貞　子・岡　田　史　子・大久保　一　枝

進行性筋ジストロフィー症末期患者の救急看議の要点について

国立療養所西別府病院　　後　藤　スミエ・佐　藤　征　祥

進行性筋ジストロフィー症末期患者の救急看護の要点について

国立療養所西別府病院　　佐　藤　征　祥・後　藤　スミエ

筋ジス病棟における急変時の看護手順表作成

国立療養所西別府病院　百　武　多洋子・松　下　ハナ子・小　畑　千代子

末期息児を通じて死に直面する他児へのアプローチ

50－190

50－207

51－184

52－265

52－269

国立療養所長良病院　　　郷　津　佐世子

PMD末期患者の分析　死亡患者（児）の記録からの考察（第1報）…………………・・…‥52－271

国立療養所西多賀病院　　昆　　貢　子・岩　井　幸　子・浅　倉　次　男　他

PMD重症児の生活圏 52－285

国立療養所東埼玉病院　成　富　明　子・前　川　光　子・村　松　直　子　他

PMD末期患者の分析一死亡患者（児）の記録からの考察一 53－193

国立療養所西多賀病院　淳　　治　郎・岩　井　幸　子・畑　山　ス　エ　他

PMD死亡患者記録からの考察一若年死亡患者と成人死亡患者の比較－……………………・54－202

国立療養所西多賀病院　湊　　治　郎・岩　井　幸　子・小　山　勝　次　他

末期看護異常の早期発見の為の臨床的把握 54－208

国立療養所西別府病院　三吉野　産　治・萩　原　幸　子・植　田　博　子　他

PMD末期患者の看讃需要度について

国立療養所鈴鹿病院　　河　野　慶　三・増　根　妙　子・森　　美佐子

車椅子期患者にみられる殿部痛とその対策

国立療養所西多賀病院　石　井　正　子・藤　田　たけ子・和　泉リル子

末期Duchenne型PMD患者の介助に要する時間的調査

54－214

52－326

55－315

国立療養所鈴鹿病院　　深　津　　要・加　藤　佳世子・松　田　り　と　他

末期ケアの研究

国立療養所岩木病院　　木　村　　　要　他

一　57　－
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FLOWシート活用による末期看讃ケアーの方向づけ 55－338

国立新潟療養所　　　　高　沢　直　之・猪　俣ト　ク・小　山　照　子　他

DMP患者の死を通しての一考察

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・川　村　昭　一

崩ジスD型死亡前1年間における症状の調査報告

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・岩　崎　と　よ・成　富　明　子

先天型3例を通じての末期看護から

国立療養所宇多野病院　　森　吉　　　猛　他

先天型末期患者の看護（軽管栄養による食事管理を試みて）

国立療養所西奈良病院　福　井　　茂・酒　井　久　子・宮　川　陽　子

e　その他の合併症

DMPに腎炎の合併した息児の看護

国立療養所長良病院　　　鍛治本　みつい　他

腎炎の合併症をもつ息児の看護研究

国立療養所長良病院　　　筋ジス病棟職員一同

Duchenne型PMD患者に併発した脳種癌の看護

55－354

55－359

55－342

57－368

49－79

49－124

57－297

国立療養所鈴鹿病院　　深　津　　要・外　山　まり子・林　　みどり　他

DMD児の骨折予防に関する看護研究 53－256

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・窪　田　冊　子・大　野　美佐子　他

DMD児の骨折予防に関する看護研究（第2報） 54－176

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・・大　野　美佐子・松　浦　涼　子　他

インフルエンザ流行による問題点 48－114

国立新潟療要所　　　　速　水　キミ子・高　塩　豊　美・内　山　ヒ　ロ　他

PMD症合併症予防に関する研究　特に上気道感染症 50－185

国立療養所宇多野病院　　田　中　増　乃

進行性筋ジストロフィー症児の呼吸器感染症を予防する為に　院内実態調査を施行して…・56－219

国立療養所西別府病院　三吉野　産　治・佐々木　直　美・植　田　博　子　他

呼吸器感染症予防に関する研究 57－237

国立療養所西別府病院　三吉野　産　治・恒　成　徳　子・中　島　宮　子　他

DMP症合併症予防に関する研究

国立療養所宇多野病院　　渡　辺　和　代・浅　原　昭　子・布　施　輝　子

視力低下を防ぐ為の生活指導

51－190

55－242

国立療養所宮崎東病院　林　　栄　治・井　上　売　子・吉　野　郁　子　他
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⑭　在宅看護・短期入院・ディケア

臨床看議と地域看議について

国立療養所刀根山病院　　岡　田　ゆう子・大久保　一　枝

臨床看護と地域看護について

50－188

51－233

国立療養所刀根山病院　　岡　田　ゆう子・大久保　一　枝・玉　田　葉　子　他

筋ジス患者自動車運転免許取得後の追跡調査 52－261

国立療養所箱根病院　　　山　口　龍　子・保　坂　ス　ミ・山　口　桂　子　他

在宅患者で車椅子を利用している男子の排尿器の考案 55－287

国立療養所川棚病院　　　中　澤　良　夫・横　山　マサエ・嘉　村　広　義　他

成人筋ジス愚者の訪問看護 56－277

国立療養所箱根病院　　　村　上　慶　郎・谷　口　恭　子・御　嶽　延　代　他

筋ジストロフィー症の診断確定時期における看讃援助

（2事例の看護経過を通しての一考察） 56－283

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄　他

成人筋ジストロフィー症患者の訪問看護（地域社会とのかかわりについて）………………・57－349

国立療養所箱根病院　　　村　上　慶　郎　他

進行性筋ジストロフィー症成人在宅患者の継続看護 57－351

国立赤坂療養所　　　　　岩　下　　　宏・福　山　ヨシエ・江　田　和　子　他

在宅筋ジストロフィー症児の末期における家庭看讃技術指導基準の作成について…………・57－355

㈲東京都神経科学総合研究所　関　谷　栄　子・木　下　安　子・牛　込　三和子　他

筋ジストロフィー症の診断確定後の看護援助一事例を通しての一考察一……………………・57－359

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄　他

短期入院の受け入れについて 51－234

国立療養所刀根山病院　　大久保　一　枝・笹　田　み　や・岡　田　史　子　他

短期入院の受け入れについて 52－313

国立療養所刀根山病院　　大久保　一　枝・笹　田　み　や・押　方　真　理　他

短期療育システムにおける記録の検討 56－262

国立療養所刀根山病院　　伊　藤　文　雄・築　山　ツミ子・乗　越　正　美　他

Dケアーの実際

国立療養所東埼玉病院　　大　野　美佐子

在宅者讃およびディケア看護について

52－300

56－274

国立赤坂療養所　　　　　岩　下　　　宏・平　田　朝　子・江　田　和　子　他

在宅看護、ディケア看護 56－279

国立療養所再春荘　　　　安　武　敏　明・米　九　瑞　子・増　水　勢津子　他
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在宅看護、ディケア看護

国立療養所再春荘 安　武　敏　明・増　水　勢津子・増　田
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4　栄養の研究

①　動物実験

ビタミンE欠亡モルモットによる筋ジストロフィー発現過程の代謝異常に関する研究……・50－228

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒　他

ジストロフィーにおける筋疾患の発現、進行と栄養条件との関連 51－245

国立栄養研究所　　　　山　口　辿　夫・新　開．嗣　郎・田　村　盈之輔　他

ジストロフィーマウスの栄養と寿命に関する研究 51－253

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒・新　山　書　昭

ジストロフィーマウスにおける筋疾患の発現、進行と栄養条件との関連……………………・52－402

国立栄養研究所　　　　山　口　辿　夫・真　田　宏　夫・宮　崎　基　嘉　他

ビタミンE欠乏モルモットによる筋ジストロフィー発現過程の代謝異状に関する研究……・53－267

国立栄養研究所　　　　山　口　辿　夫・美　田　宏　夫・平　原　文　子　他

ジストロフィーマウスにおける筋疾患の発現進行と栄養条件との関係………………………・53－270

国立栄養研究所　　　　山　口　辿　夫・真　田　宏　夫・平　原　文　子　他

筋ジストロフィーマウスの

生存日数及びビタミンE欠乏マウスの筋ジストロフィー発現に及ぼす食餌の影響………・53－280

徳島大学医学部　　　　新　山　喜　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他

ビタミンE欠乏モルモットによる筋ジストロフィー発現過程の代謝異常に関する研究……・54－279

国立栄養研究所　　　　山　口　辿　夫・平　原　文　子・印　南　　敏　他

ジストロフィーマウスにおける筋疾患の発現進行と栄養条件との関係……‥・………………・54－281

国立栄責研究所　　　　山　口　辿　夫・真　田　宏　夫・宮　崎　基　嘉　他

ビタミンE欠乏モルモットによる筋ジストロフィー発現過程の代謝異常に関する研究……・55－364

国立栄養研究所　　　　山　口　辿　夫・印　南　　敏・平　原　文　子

ジストロフィーマウスにおける筋疾患の発現進行と栄養条件との関係………・……・…‥‥：…55－367

国立栄養研究所　　　　山　口　辿　夫・真　田　宏　夫・宮　崎　基　嘉

ビタミンE欠乏モルモットによる筋ジストロフィー発現過程の代謝異常に関する研究……・56－317

国立栄養研究所　　　　山　口　辿　夫・平　原　文　子・印　南　　敏

ジストロフィーマウスにおける筋疾患の発現進行と栄養条件との関係・………………………56－321

国立栄養研究所　　　　山　口　辿　夫・真　田　宏　夫・宮　崎　基　茹

ビタミンE欠乏モルモットによる筋ジストロフィー発現過程の代謝異常に関する研究……・57－384

国立栄養研究所　　　　山　口　辿　夫・平　原　文　子・印　南　　敏■

ジストロフィーマウスにおける筋疾患の発現進行と栄養条件との関係………………………・57－387

国立栄養研究所　　　　山　口　辿　夫・英　田　宏　夫・宮　崎　基　嘉

一　61－



筋ジストロフィー症による栄養動態の基礎的研究

愛媛大学医学部　　　　野　島　元　雄　他

筋ジストロフィー症における栄養動態の基礎的研究（第二報）

55－370

56－330

愛媛大学医学部　　　　野　島　元　雄・澄　田　追　悼・酒　田　　稔　他

筋ジストロフィー症の栄養動態に関する基礎的研究

筋ジス患者赤血球酵素の変動とアデニンヌクレオチドおよびサイクリックGMP濃度…・57－396

愛媛大学医学部　　　　野　島　元　雄・澄　田　道　博・清　田　　稔　他

②　生　化　学

筋ジストロフィー患者の栄養摂取量とN出納 50－232

徳島大学医学部　　　　新　山　書　昭・大　中　政　治・佐　川　寿栄子　他

DMP患者のN出納と蛋白栄養状態一そのfollowupstudy－ 51－255

徳島大学医学部　　　　新　山　書　昭・大　中　政　治・岡　田　和　子　他

PMD患者のN出納と蛋白栄養状態－そのfollowupstudy－ 52－389

徳島大学医学部　　　　新　山　書　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他

PMD患者のN出納と蛋白栄養状態Lそのfollowupstudy－ 53－274

徳島大学医学部　　　　新　山　書　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他

PMD患者のN出納と蛋白栄養状態－そのfollowupstudy－ 54－288

徳島大学医学部　　　　新　山　書　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他

DMP患者の血中遊離アミノ酸レベル

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒

PMD患者の尿中アミノ酸排泄量

48－128

50－217

弘前大学医学部　　　　木　村　　恒

筋ジストロフィー患者の3メチルヒスチジン（3MH）代謝に関する研究…………………■51－254

徳島大学医学部　　　　新　山　喜　昭・大　中　政　治・岡　田　和　子　他

PMD患者の血中遊離アミノ酸濃度とE／N比 55－383

徳島大学医学部　　　　新　山　書　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他

PMD患者の血中及び尿中遊離アミノ酸排泄 56－327

徳島大学医学部　　　　新　山　書　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他

PMD患者の尿中遊離アミノ酸 57－405

徳島大学医学部　　　　新　山　喜　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他

PMD患者の脂質代謝に関する研究

弘前大学医学部　　　　北　　　　武・木　村　　恒

PMD患者における水溶性ビタミンの必要量に関する研究

52－392

54－292

徳島大学医学部　　　　新　山　喜　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他
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PMD患者の無機質代謝に関する研究 54－290

徳島大学医学部　　　　　新　山　喜　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他

PMD患者の無機質代謝に関する研究 55－381

徳島大学医学部　　　　新　山　吉　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他

PMD患者の無機質代謝について 56－325

徳島大学医学部　　　　新　山　喜　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他

PMD患者の無機質出納およびZn補足効果について 57－401

徳島大学医学部　　　　新　山　吉　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他

PMD患者の血清蛋自分画に関する研究

弘前大学医学部　　　　　木　村

PMD患者の血清蛋自分画に関する研究

弘前大学医学部　　　　　木　村

恒・北　　　　　武

恒・北　　　　　武

PMD児の貧血に対して、附加食品による改善の試みについて

国立療養所東埼玉病院　　大　島

PMD患者の栄養性貧血に関する研究

弘前大学医学部

PMD患者の貧血に関する研究

弘前大学医学部

PMD患者の貧血に関する研究

弘前大学医学部

PMD患者の貧血に関する研究（3）

弘前大学医学部

PMD患者の貯蔵鉄に関する研究

徳島大学医学部

木　村

北

木　村

50－221

51－259

50－211

久　男・小　林　由美子・岡　　　　　茂　他

51－263

52－393

53－311

54－318

恒　他

武・木　村　　　恒

恒・北　　　　　武　他

木　村　　　恒・北　　　　武・丹　羽　厚　子　他

55－384

新　山　書　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他

PMD患者のエネルギー代謝に関する研究

基礎代謝量（BMR）と甲状腺ホルモンの関係について 52－387

徳島大学医学部　　　　新　山　書　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一

PMD患者のSDA（特に食事にともなうエネルギーロスについて）・・・・・・…………・………52－399

国立徳島療養所　　　　新　居　さつき・山　上　文　子・坂　口　久美子　他

筋ジストロフィー症における栄養動態の基礎的研究

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄　他

（彰　栄養一般

在宅療養中のDMP患者の実態調査（第1報）

弘前大学医学部　　　　　木　村 恒
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PMD患者の食餌療法について

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒

PMD患者の栄養に関する基礎的研究

50－218

50－234

国立療養所兵庫中央病院　松　尾　凡　平・習　田　敬　一・森　　時　雄　他

DMPの栄養改善における一考察 52－381

国立療養所南九州病院　　山　口　フサ子・平　田　理恵子・村　岡　恵美子　他

筋ジストロフィー症末期患者の栄養に関する研究 53－297

国立療養所西別府病院　　中　嶋　俊　郎・浅　井　和　子・城　戸　美津子　他

PMD末期患者の栄養に関する研究

国立療養所西別府病院　　三吉野　産　治・城　戸　美津子・浅　井　和　子

在宅筋ジストロフィー症患者の栄養管理

国立療養所下志津病院　　斉　藤　　　敏・佐々木　　　士

栄養改善に関する研究

国立療養所西別府病院　　三吉野　産　治・城　戸　美津子

栄養改善に関する研究

国立療養所西別府病院　　三吉野　産　治・阿　南　深　雪

④　摂　取　量

筋ジストロフィー症患者の栄養摂取量について

国立徳島療養所　　　　　新　居　さつき・山　上　文　子

筋ジス病棟における栄養に関する調査研究（第】報）

国立療養所再春荘　　　吉　川　加津代・松　田　菜穂美

食餌の全経過に及ぼす影響について

国立療養所下志津病院　　倉　島　克　己

PMD患者の栄養摂取量について

国立徳島療養所　　　　　新　居　さつき・山　上　文　子

食餌の全経過に及ぼす影響について

国立療養所下志津病院　　鵜　沢　美智子

PMD患者の栄養摂取量について

国立徳島療養所　　　　　新　居　さつき・山　上　文　子

DMP末期息児の栄養に関する研究

55－392

55－400

舛　谷　公三郎　他

56－341

浅　井　和　子　他

57－417

浅　井　和　子　他

50－213

50－215

坂　口　久美子

高　葦　宮　子　他

51－248

51－249

坂　口　久美子　他

52－382

52－397

坂　口　久美子　他

52－401

国立療養所西別府病院　　浅　井　和　子・城　戸　美津子

PMD患者の栄養摂取量について一特に患者の嗜好を加味した場合－……………………・＝・53－303

国立徳島療養所　　　　宮　内　光　男・新　居　さつき・山　上　文　子　他
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筋．ジストロフィー症の栄養の研究 53－306

国立療養所箱根病院　　　村　上　慶　郎・中　村　正　敏・直　江　国　雄・他

進行性筋ジストロフィー症患者の末期の栄養について 53－300

国立療養所下志津病院　　飯　田　政　雄・鵜　沢　美智子・舛　谷　公三郎　他

進行性筋ジストロフィー症息児（者）の末期の栄養について（第2報）……………………・54－303

国立療養所下志津病院　斎　藤　　篤・佐々木　　士・舛　谷’公三郎　他

5回食実施後の効果判定と今後の食事について 54－293

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・佐　藤　元　一・三　田　誠一郎　他

5回食実施後の効果判定とその後の食事について 55－396

国立療養所東埼玉病院　　井　上　　　満・佐　藤　元　一・小日向　勝　衛　他

筋ジストロフィー症末期患者の栄養に関する研究

国立療養所西別府病院　　三吉野　産　治・城　戸　美津子・浅　井　和　子

筋ジストロフィー症の食事摂取について

54－307

55－388

国立療養所南九州病院　　乗　松　克　政・是　永　待　子・福　元　耐　子　他

比較的年長のPMD患者の栄養摂取実態 56－338

国立療養所徳島病院　　　松　家　　　豊・新　居　さつき・藤　原　育　代　他

障害度と摂取栄養量との関係 56－351

国立療養所下志津病院　　山　形　恵　子・大　島　久　夫・小　倉　洋　子　他

比較的年長のPMD患者の栄養摂取実態 57－413

国立療養所徳島病院　　　松　家　　　豊・新　居　さつき・藤　原　育　代　他

筋ジストロフィー症の栄養生化学的研究

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄　他

在宅筋ジストロフィー症患者の栄養生化学的研究（第二報）

55－374

56－333

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄・清　田　　　稔・澄　田　道　博　他

ヒト進行性筋ジストロフィー症の栄養生化学的研究（Ⅲ） 57－390

愛媛大学医学部　　　　　野　島　元　雄・清　田　　　稔・澄　田　道　博　他

脂肪附加による長期栄養学的考察 52－385

国立療養所東埼玉病院　　大　島　久　夫・小　林　　　繁・小　林　由美子　他

進行性筋ジストロフィー症患者の特殊食器使用効果について

国立療養所箱根病院　　　村　上　慶　郎・清　水　幸　子・田　中　　　寛

筋ジストロフィー症患者給食改善の工夫　－その1－

55－395

56－345

国立療養所松江病院　　　中　島　敏　夫・鈴　木　裕　子・笠　木　垂　人　他

進行性筋ジストロフィー症患者に対する特殊食品の使用についての研究……………………・56－348

国立療養所箱根病院・　村　上　慶　郎・清　水　幸　子・高　橋　和　博　他
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進行性筋ジストロフィー症患者に対する特殊食品の使用に関する研究（第2報）…………・57－421

国立療養所箱根病院　　村　上　慶　郎・清　水　幸　子・高　橋　和　博　他

PMD患者のエレメンタルダイエット投与効果 57－420

徳島大学医学部　　　　新　山　書　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他

⑤　栄養基準

DMP患者の食餌について（特に至適体重、至適カロリーに関する検討）第1報・……・…‥48－127

国立療養所南九州病院　納　　光　弘・有　馬　寛　堆・乗　松　克　政　他

PMI）患者の栄養所要量に関する研究（カロリー及び蛋白質所要量）

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒

DMPの栄養に関する研究　特にその栄養基準量についての試み

国立療養所西別府病院　城　戸　美津子・中　野　和　子・堀　　　サチ子

DMPの栄養に関する研究　特にその栄養基準量についての試み

49－85

49－86

49－131

国立療養所西別府病院　城　戸　美津子・中　野　和　子・堀　　サチ子　他

PMD患者の栄養所要量に関する研究

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒

食餌基準に関する研究

50－225

52－406

弘前大学医学部　　　　岩　垂　　一・木　村　　恒・鵜　沢　美智子　他

食餌基準に関する研究 53－316

弘前大学医学部　　　　木　村　　恒・田　村　盈之輔・新　山　書　昭　他

在宅筋ジストロフィー症患者のための栄養指針の作成 55－403

国立療養所南九州病院　乗　松　克　政・定　永　待　子・福　元　耐　子　他

⑥　栄養指導

食事指導からみた小児献立の必要性について

国立岩木療養所　　　　　山　田　静　子・高　柳　恵美子　他

PMD患者の栄養指導

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒

栄養指導方法と指導教材の研究

51－244

52－390

53－284

国立療養所東埼玉病院　井　上　　満・山　田　明　子・武　田　ルミ子　他

筋ジストロフィー症患者の栄養指導について 53－286

国立療養所西別府病院　中　島　俊　郎・浅　井　和　子・城　戸　美津子　他

DMP患者特にディケア一棟における栄費食事指導について

一生活構造時間調査を試みて－ 53－288

国立療養所南九州病院　乗　松　克　政・定　永　待　子・福　元　耐　子　他
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筋ジストロフィー症患者に対する栄養指導の効果判定について 53－295

国立療養所原病院　　　　和　田　正　士・田　中　美穂子・高　橋　英　子　他

食事指導について　アンケート調査を実施して 54－309

国立療養所宇多野病院　森　吉　　猛・鞠　山　紀　子・根　本　峰　億　他

筋ジストロフィー症患者の栄養指導について

国立療養所西別府病院　　三吉野　産　治・城　戸　美津子・浅　井　和　子

在宅筋ジストロフィー症患者のための栄養指針の作成

54－310

54－314

国立徳島療養所　　　　松　家　　　豊・新　居　さつき・山　上　文　子　他

PMD在宅患者の栄養指導に関する研究

弘前大学医学部　　　　　木　村

PMD患者の栄養指導に関する研究

弘前大学医学部　　　　　木　村

入院外来者用栄養指針の研究

国立療養所兼埼玉病院　　井　上

入院外来患者用栄養指針の研究　その②

国立療養所東埼玉病院　　井　上

栄華指導の効果判定について

国立療養所東埼玉病院　　井　上

栄養指導の効果判定について　その2

国立療養所東埼玉病院　　井　上

（か　体位・体重・肥満・るいそう

DMP患者の体重への影響因子について

弘前大学医学部　　　　　木　村

DMP患者の至適体位に関する研究

弘前大学医学部　　　　　木　村

青森県におけるDMP患者休垂の季節的変化

恒　他

恒　他

54－315

55－407

54－311

満・佐　藤　元　一・三　田　誠一郎　他

55－399

満・佐　藤　元　一・小日向　勝　衛　他

56－354

57－425

満　他

満・佐　藤　元　一・小日向　勝　衛　他

48－130

48－131

49－130

恒

恒

国立岩木療養所　　　　　小　山　悦　子・七　戸　千　恵　他

PMD患者の体位と皮下脂肪厚

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒　他

肥満児・るいそう児を適正休垂にするための栄養量

50－230

51－257

国立療養所東埼玉病院　大　島　久　夫・小　林　　繁・小　林　由美子　他

PMD患者の至適体位に関する研究（障害度の判定標準についての検討成積）……………・51－260

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒　他
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PMDの至適体位に関する研究

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒

PMD病棟における食事の再検討

52－395

53－309

国立療養所医王病院　　松　本　　勇・中　山　　緑・松　本・時　子　他

DMP患者の体重と偏食との関連性について 54－297

国立療養所原病院　　　和　田　正　士・寺　谷　恭　子・田　中　美穂子　他

DMP病棟における食餌の一考察 51－251

国立療養所南九州病院　山　口　フサ子・宮　田　信　子・倉，昌　子　他

PMD患者のエネルギー代謝に関する研究

一肥満傾向にあるPMD患者のエネルギー消費について－ 53－278

徳島大学医学部　　　　新　山　書　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他

肥満傾向を有する患者に対する食事療法とその効果について 54－301

国立徳島療養所　　　　松　家　　豊・新　居　さつき・山　上　文　子　他

PMDるい痩患者に対する総合アミノ酸と中鎖脂肪の投与効果の検討………………………・50－224

弘前大学医学部　　　　木　村　　恒・森　山　武　雄

るい痩PMD息児に対するL－MCT（中鎖脂肪添加粉乳）投与効果の検討・・……………‥50－233

国立療養所西別府病院　城　戸　美津子・中　野　和　子・堀　　サチ子　他

るい痩PMD息児に対するL－MCT投与効果の検討 51－243

国立療養所西別府病院　城　戸　美津子・浅　井　和　子・三吉野　産　治　他

障害度と摂取栄養量との関係（るいそう患者の栄養状態の改善） 57－406

国立療養所下志津病院　山　形　恵　子・大　島　久　夫・小　倉　洋　子　他

⑧　便　　秘

PMD患者の便秘の発生頻度と食餌療法の試み

弘前大学医学部　　　　木　村　　恒・森　山　武　雄

食物中の粗線推量とPMD患者の排便について

51－261

53－282

国立徳島療養所　　　　宮　内　光　男・新　居　さつき・山　上　文　子　他

進行性筋ジストロフィー症患者の食事形態と通過障害の関係 54－295

国立療養所箱根病院　　村　上　慶　郎・岡　崎　　隆・中　村　正　敏　他

PMD患者の排便に関する研究 55－386

国立療養所徳島病院　　松　家　　豊・新　居　さつき・山　上　文　子　他

PMD患者の排便量の長期観察 56－329

徳島大学医学部　　　　新　山　喜　昭・大　中　政　治・坂　本　貞　一　他
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⑨　体力・血圧・筋力測定他

PMD患者の体力に関する研究 53－314

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒　他

体力に関する研究　PMD患者の体力測定に関する研究（指定研究）………………………・54－323

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒　他

PMD患者の体力測定とその評価

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒　他

進行性筋ジストロフィーの寿命と死因

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒　他

体力に関する研究　血圧測定法の検討（指定研究）

56－360

50－220

54－321

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒・佐々木　直　売・仁　平　　　将　他

筋ジストロフィー症患者の血圧と血流の関係 55－425

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒・佐々木　直　売・仁　平　　　将　他

筋ジス患者の血圧測定に関する研究一客観的表示記録法と振動法の比較－…………………・56－359

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒・竹　森　幸　一・仁　平　　　将　他

PMD患者の体力に関する研究一生体負担とくに24時間心拍数の観察－……………………・57－432

弘前大学医学部　　　　　木．村　　　恒　他

デジタル力量計によるDuchenne型PMD患者の筋力測定

国立療養所鈴鹿病院　　　河　野　慶　三

筋力測定装置の開発

国立療養所西多賀病院　　佐　藤

休力に関する研究　一筋力測定法－

弘前大学医学部　　　　　木　村

休力に関する研究　一筋力測定法－

元・伊　藤　英　二・渡　辺　昭　吉

恒　他

54－325

55－411

55－413

55－416

国立療養所下志津病院　　斉　藤　敏　郎・松　下　　　登

Duchenne型PMD患者の筋力測定　一病勢の進行との関連について一”…‥・………………・55－418

国立療養所鈴鹿病院　　深　津　　　要・小長谷　正　明・後　藤　　基　他

体力に関する研究、握力測定について

国立療養所徳島病院　　松　家　　豊・奥　村　建　明・白　井　陽一郎

体力に関する研究　一筋力測定法一

国立療養所西多賀病院　　佐　藤　　　元・渡　部　昭　吉・伊　藤　英

筋力測定装置の開発

国立療養所西多賀病院　佐　藤　　元・伊　藤　英　二・門　間　勝　弥
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筋力測定装置の開発

国立療養所西多賀病院　佐　藤　　元・伊　藤　英　二・五十嵐　俊　光

PMD患者の皮膚温の変動

弘前大学医学部　　　　　木　村　　　恒　他

⑪　実態調査

研究促進のための剖検、生筋検等研究協力と実態調査

57－428

57－437

56－370

日本筋ジストロフィー協会　河　端　二　男・川　口　道　雄・下　山　秀　範　他

研究促進のための剖検、生筋検等研究協力と実態調査 57－440

日本筋ジストロフィー協会　河　端　二　男・川　口　道　雄・下　山　秀　範　他
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