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（つしま ひとし）氏 名 對馬 均

①理学療法評価学専 門

②運動療法学（中枢神経系）

③理学療法教育学

年：理学療法原理Ⅰ（前期）担当科目 1

年：運動学実習(前期)・運動療法学Ⅱ(後期)・臨床実習Ⅰ(後期)2

年：理学療法技術学Ⅱ・運動療法学Ⅱ・同実習(前期)・臨床実習Ⅰ(前期)・臨床判3

断分析学(後期)・臨床実習Ⅱ(後期)

年：臨床実習Ⅲ(前期)・卒業研究(後期)4

①青森県立保健大学大学院健康科学研究科（担当科目：生活障害支援特論）非常勤

②東北文科学園大学（特別講義：理学療法の設計と治療計画立案）講師等

e-mail pttusima@cc.hirosaki-u.ac.jp

著 書1.

①對馬 均：理学療法テクニック－発達的アプローチ－，中村隆一監修 對馬 均，星文彦編集，,

医歯薬出版株式会社， ．（担当部分：全般にわたる執筆と編集）pp.193, 2004

《要旨》

本書は，理学療法の発達的アプローチについて基本からテクニックまでを解説した学生向けのテ

キストである．基本原理から諸動作の運動分析，動的バランス，諸動作の操作の実際までをわかり

やすく説明しており，理学療法の基本である発達的アプローチのよってたつ原理の理解と，テクニッ

クの習熟に役立つ内容となっている．

学会等発表2.

①對馬 均 山下奈津子 大沢由貴：片麻痺の と重心移動能力，理学療法学，, , Functional Reach

（大会特別号 ） （第 回日本理学療法学術大会）Vol.31 No.2 p349,2004. 39

《要旨》

本研究は，立位保持が可能で，前方体重移動が可能な脳血管障害片麻痺患者 名を対象とし30

て， の値と実際の重心移動能力の関係を明らかにすることを目的として行われた．Functional Reach

立位の 測定と同時に重心移動距離をリアルタイムで実測した．得られた 値と前Functional Reach FR

方重心移動距離との相関についてピアソンの相関係数を用いて統計学的に検討を行った．結果と

FR FRして， 値と前方重心移動距離とには有意な相関が認められた他，回復段階の高い人ほど

値，前方重心移動距離の値が高くなる傾向が認められ，脳血管障害による片麻痺患者においては，

が前方重心移動距離を正確に反映していることが明らかとなった．Functional Reach

②若山佐一 上村佐知子 對馬 均 他：卓越した臨床実習指導者による臨床的推論に関する臨床, , ,

実習教育 第２報，理学療法学， （大会特別号 ） （第 回日本理学療Vol.31 No.2 , p249,2004. 39

法学術大会）

《要旨》

経験豊富かつ優れた臨床実習指導者による臨床的推論に対する教育に焦点をあて，指導方法

や推論教育の展開に関して，その特徴や教育スタイルを明らかにすることを目的として研究は行わ

れた．方法としては，臨床実習場面の非介入観察法により４人の観察者で実施した．また実習終了

後，学生および に面接を行った．結果から，経験豊富で卓越した臨床実習指導者では指導のスSV

タイルが決まっており，学生によって変わることはないことが示された．

③對馬 均：弘前大学医学部保健学科における教育改善について－「保健学科 フォーラム」のFD



取り組み－，第５回東北理学療法教育研究会抄録． （第５回東北理学療法教育研究会）2004.

《要旨》

弘前大学医学部保健学科における教育改善の実施状況について，過去２年間に渉って実施した

「保健学科 フォーラム」の取り組みを中心に報告し，その成果と課題について提示した．開催のFD

基本方針として，１回目の反省を受け，企画・準備の段階から学生の参加を募るなど，学生の主体

的取り組みを促した．テーマは「保健学科の未来のために－教育を本音で語ろう－」として，学生と

教員からパネリストを設定したパネルディスカッション方式とした．結果として， 人近い学生の参100

加が得られ，「学生から意見を引き出す」，「学生と向き合う」という点では目的を達成できた．学生か

ら「自分たちも努力が必要」という意見が出されたことは意味深かった．浮き彫りにされた課題として

は，主旨の不徹底－教官と学生の思惑のスレ違いがあったことや，論点を絞りきれなかったため，十

分な討論に至らなかった点などがあげられた．

論文等3.

①對馬 均，渡邉好孝，宮本重範，他：パネルディスカッション－理学療法学の発展に向けて－．

31:468-476,2004.理学療法学，

《要旨》

本稿は，第 回日本理学療法学術大会において，７つの理学療法専門領域の分科会で行われ39

た「専門領域からみた近未来を探る」という討議を受け，各領域の代表者をパネリストとしたパネルデ

ィスカッションの内容を集録したものである．討議は「理学療法発展のための条件・課題－危惧され

る点」，「理学療法の未来－明るい材料」「課題克服のための方策」，「理論的体系化への道筋」とい

う視点から進められ，我々がクリアしていくべき多くの課題とともに，理学療法の実証と理論の構築と

いう点での明るい目標も提示された．

社会活動4.

1)所属学会および職能団体など

①日本理学療法士協会

②日本体力医学会

③東北理学療法教育研究会

④青森県理学療法士会

2)学外委員会・協議会等

①「理学療法学」編集委員

3)学外依頼講演等

なし

その他5.

1)共同研究活動

①黎明卿リハビリテーション病院との「脳卒中片麻痺患者の動的バランスに関する研究」プロジェクト

＜研究の長期目標＞

脳卒中片麻痺患者では随意運動の回復段階の評価とともに，平衡反応に代表される姿勢維持能

力の評価が重要とされている．臨床的には と は動的バFunctional Reach Test Timed Up and Go Test

ランスを評価する指標として用いられてきているが，その機能診断的価値や臨床での有効利用につ

いてはまだ明らかにされていない．

そこで，これらのテスト結果の経時的変化に注目し，そのデータの蓄積から治療効果の判定や予



後予測の可能性を縦断的に明らかにするとともに，片麻痺患者に対する効果的な動的バランス訓練

を開発することを長期目標とする．

これまでに と のテストの妥当性，信頼性の検討，健Functional Reach Test Timed Up and Go Test

常者での測定値の傾向把握，重心動揺計による動的バランス測定値との相関性の追試，脳卒中片

麻痺における側方への 能力の把握，などを行ってきた．Functional Reach

＜継続課題＞

●脳卒中片麻痺における および 測定値と機能回復の縦断的検証FR Test TUG

Functional Reach Functional Reach● の反復練習がその能力向上に寄与するか否かという視点から，

のバランス訓練としての有効性の検証．



若山 佐一（わかやま さいち）氏 名

①理学療法評価学・機能診断技術学(臨床的推論)専 門

②理学療法教育(教育方法・カリキュラム・臨床実習システム)

年：機能診断技術学（後期），障害者の健康 ( 世紀教育，後期)担当科目 1 B 21

年：機能診断技術学（前期）・機能診断技術学実習（後期）・理学療法技術学Ⅰ2

（後期）・臨床実習Ⅰ（後期），理学療法学概論（前期，看護学専攻）

年：機能診断技術学演習（前期）・理学療法技術学Ⅰ実習（前期）・臨床実習Ⅰ3

（前期）・理学療法研究演習（後期）・臨床実習Ⅱ（後期），理学療法学概論

（前期，作業療法学専攻）

年：臨床実習Ⅲ（前期）・卒業研究（後期）4

①山形県立保健医療大学大学院保健医療学研究科非常勤

（担当科目：理学療法臨床推論特論）講師等

②青森県立保健大学大学院健康科学研究科

（担当科目：リハビリテーション管理･教育論）

e-mail swaka@cc.hirosaki-u.ac.jp

著 書1.

なし

学会等発表2.

①若山佐一，上村佐知子，對馬 均，ほか：卓越した臨床実習指導者による臨床的推論に関する

臨床実習教育 第 報，理学療法学第 巻学会特別号 ， （発表学会：第 回2 31 , p. 249 2004 39

日本理学療法学術大会(開催地 仙台， 月 日）5 27-29

《要旨》

昨年に引続き意志決定過程，推論過程への臨床実習指導モデル構築を目的として，卓越した臨

床実習指導者( ) 名対 人の学生への臨床実習，対照として通常の 名対 人の学生へのSV 3 3 SV2 2

非介入観察を実施した．頻度は週 回程度，全日もしくは半日とし， 週間実施した．観察は臨1 4-8

床的推論に関する指導の具体的内容や質問，指導方法とした．卓越した は，自身の指導スタイSV

ルに学生を巻込むのに対し，通常の は学生により指導スタイルを変える傾向がみられた．推論SV

過程の能力が向上したかなど教育効果の客観的指標の必要性，更なる研究の必要性が示唆され

た．

H. Momiyama; Y. Osawa; S. Wakayama, et al: Movement of Center of Gravity in Grip Power,②

Neuroscience 34th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, 2004.10.23-10.28 San（

）Diego, CA, USA

《 》Abstract

Movement of the upper extremity might have influence to the center of gravity in men. When gripping

with person s dominant hand, its center of gravity might move more distance than gripping with’

undominant hand. Thus we study the center of gravity during standing with maximum gripping of with

dominant hand. Thus we study the center of gravity during standing with maximum gripping of with

dominant hand. Healthy young volunteer were employed for the experiments. The right dominant 14

University students 6 male and 7 female, aged 18-32 y averaged 213.9 y and left dominant students 6( ) (

male and 2 female, aged 18-30 y, averaged 203.9 y were studied. They have no major problem in)

cardiovascular, pulmonary, neurogenic or musculoskeletal system in present and passed. Measurement of

the center of gravity was performed at rest-standing position. At moment, grip test was performed



randomly with right or left hand. The leg was astride easily. Each measurement was performed 10

seconds at every 1 min. Informed consent was done before study. When the grip was performed with

dominant hand by right dominant, the center of gravity was not move deviation of mean X direction, rest;(

0.21 0.6 , dominant ; 0.18 0.5 , un-dominant ; 0.60 0.7 , p 0.05 . In contrast, the grip was performed< )

with un-dominant hand, the center of gravity was shift to un-dominant hand side. When left dominant

person grip with dominant hand, the center of gravity shift to left side deviation of mean X direction rest(

; 0.18 0.8 , dominant ; 0.33 0.9 , un-dominant ; 0.341.1, p 0.05 . However, the center of gravity was not< )

move when these people grip with right hand.

Thus, positioning to the center of gravity might make the maximal grip power.

③土橋真由美，高橋仁美，若山佐一，ほか： 患者における余暇活動の実態，日呼管誌COPD

(発表学会：第 回日本呼吸管理学会学術集会，さいたま市， 月 ， 日)14,179,2004 14 8 6 7

《要旨》

在宅 患者における余暇活動の特徴を把握し，より効果的な ・ 指導方法を検討COPD ADL QOL

COPD 32 73.1 7 1目的に，外来患者で安定期にある男性 患者 名（平均年齢 歳，平均罹患期間 年

ヶ月， 者 名）うち呼吸リハ非実施群 名（ Ⅱ 名，Ⅲ 名，Ⅳ 名），呼吸リハ実施HOT 5 13 F-H-J 5 7 1

群 名（ Ⅱ 名，Ⅲ 名 Ⅳ 名）に生活実態調査を行なった．拡大 評価表の余暇活19 F-H-J 8 9 2 ADL

動項目を参考に会話，テレビ鑑賞，書道などの静的要素からペットの世話，園芸，旅行などの動的

要素までを含んだ独自に考案した 項目のアンケート調査を実施した結果，外出の頻度は役割の30

有無と関連すること，呼吸リハ実施群で活動性が高いこと，散歩以外では特に園芸が必要な活動と

されていたこと等から， 患者の余暇活動の項目やその頻度には，家庭内・社会的役割の有無COPD

と呼吸リハの有無が関与していると考えられた．

,④斉藤 進，福司正紀，若山佐一，ほか：臨床１年目を振り返る －臨床実習との比較から－

（発表学会：第 回平成 年度秋田県理学療法士学会（開催地 横手市， 月 日）10 15 3 14

《要旨》

卒後 年目の理学療法士 名について，臨床経験を臨床実習の体験チェックリストを用いて臨床1 2

実習時と比較し，現象学的分析を行った．現象学的分析は，対話や面接を通して各々の体験を主

観的，内省的に振り返る質的研究方法の一つである．体験チェックリストの経験した疾患・障害，理

学療法評価，理学療法技術，カンファレンスなどの体験数の数量的比較を基本として分析し，トップ

ダウンの思考過程や全人的患者像の把握などを獲得し，全体像の把握，介護保険制度やチーム医

療等，今後の課題を示した．

論文等3.

①斉藤 進，福司正紀，若山佐一，ほか：臨床１年目の体験を振り返る －質的研究としての現象学

, 12:29-37,2004的分析－ 秋田理学療法

《要旨》

臨床経験 年目の新人理学療法士 名の理学療法業務体験を，臨床実習体験チェックリストに1 2

よる卒前の臨床実習と比較した．また，新人研修結果も参考に，質的研究の一手法であり，本人自

身の体験に対する自覚や意識という観点から，対話や面接を通して自己反省を繰り返す現象学的

分析により， 年間の体験を振り返り，獲得できたことや課題等について特徴を検討した．分析の結1

果，獲得できたこととして，脳卒中患者を中心とした 症例を経験し，経験や知識の増加により，問92

題解決の思考過程がボトムアップからトップダウン処理へと変化し，疾患ではなく患者を診るという全

体像の把握が挙げられる．一方で，課題として，根本的な基礎知識・経験不足等も露呈した．今回

行った体験を振り返るという現象学的分析の方法は，自分自身の課題を明確化し，理学療法士とし

ての質を高めていくための重要な里程標になると考えられた．

社会活動4.



所属学会および職能団体など1)

①(社)日本理学療法士協会，青森県理学療法士会

②国立大学理学療法士会

③日本医学教育学会

④日本義肢装具学会

⑤日本リハビリテーション工学協会

⑥秋田ウェルフェアテクノシステム研究会

学外委員会･協議会2)

①(社)日本理学療法士協会 教育・管理系理学療法研究部会運営委員

②文部科学省科学技術政策研究所科学技術動向研究センター専門調査員

学外依頼講演等3)

①平成 年度山形県理学療法士会臨床教育研修会；臨床的推論の臨床教育方法，(開催地 山16

形市， 年 月 日)2004 7 16

その他5.

2004 2004 7 31 -8 1①理学療法士のための臨床的推論応用編ワークショップ 夏，主催，( 年 月 日 月

日，弘前大学医学部保健学科)

年度から 年連続で開催しているワークショップであり，学術国際振興基金（学術の国際交流2002 3

推進事業）による外国人研究者招へいにより実施しており，今年度は過去 回の参加者を主な対象2

として，概念や理論の講義を省略し，演習を中心に実施した．

②平成 年度弘前大学医学部公開講座「転倒させないための 日転倒予防教室」，転倒リスクチ16 1

ェックと転倒予防対策(実習) ( 年 月 日，弘前大学医学部保健学科)2004 9 10

PT 38 343,2004③若山佐一：生涯学習を見すえた教育とは． ジャーナル． ：



秋元 博之（あきもと ひろゆき）氏 名

①整形外科学専 門

②股関節外科

③スポーツ医学

年 運動学担当科目 1

年 整形外科学・整形外科学演習・運動学演習・スポーツ医学2

年 医学英語3

なし非常勤

講師等

e-mail ra31knb@cc.hirosaki-u.ac.jp

著 書1.

なし

学会等発表2.

①秋元博之：ウルトラマラソンランナーの超音波骨量測定．日本臨床スポーツ医学会雑誌，ｓ ，107

．（発表学会：第 回日本臨床スポーツ医学会学術集会）2004 15

《要旨》

キロマラソン大会において完走したランナーを対象として，身体特性，走歴，月間・年間の走100

行距離， キロマラソン完走回数，ベストタイムなどの聞き取り調査を行い，超音波骨量測定装置100

にて骨量測定を行った．年齢，身長をマッチさせた一般成人との比較では，ランナーの方が有意に

骨量の増加が認められ，年齢の進行による骨量の低下の割合も少なかった．

②佐々木涼子，松本茂男，秋元博之，ほか：下肢の変形性関節症患者が手術を決意した理由につ

いて．理学療法学・第 回日本理学療法学会学術大会プログラム・抄録集， ， ．（発39 495 2004

表学会：第 回日本理学療法学会学術大会）39

《要旨》

過去 年間に下肢の人工関節置換術を施行された 名を対象として，患者が手術を受けること8 115

を決意した理由について調査を行った． ， とも，関節痛と歩行困難が大きな要因となってTHA TKA

いたが， 群の方が疼痛の要素が大きい傾向にあった． ， とも，術後の満足度は高かTHA THA TKA

ったが， の方が満足度がより高い傾向が認められた．THA

③折野美緒，川島信二，秋元博之，ほか：高位脛骨骨切り術後の膝関節可動域に影響を及ぼす因

子についての検討．理学療法学・第 回日本理学療法学会学術大会プログラム・抄録集，39

， ．（発表学会：第 回日本理学療法学会学術大会）448 2004 39

《要旨》

HTO 92（高位脛骨骨切り術）術後の膝関節可動域に影響を与える因子を検討することを目的に，

例， 関節の調査を行った．屈曲可動域は術前と術後を比較して変化が認められなかったが，伸115

展可動域は術後に有意に改善した．術後の膝 に影響を与えた因子は，術前の関節可動域，ROM

術前の （大腿脛骨角），経過観察時の膝蓋骨の高さであり，術前の膝関節可動域には変形性FTA

関節症の進行度， ， スコアが影響を与えていた．FTA JOA

④間所昌嗣，中野恵介，秋元博之，ほか：内視鏡視下腰椎椎間板ヘルニア摘出術における術後背

筋力への影響．理学療法学・第 回日本理学療法学会学術大会プログラム・抄録集， ，39 459

．（発表学会：第 回日本理学療法学会学術大会）2004 39

《要旨》



腰椎椎間板ヘルニア患者に対して，従来どおりの手術法である 法を行った群（ 例）と内Love 10

視鏡を用いたヘルニア摘出術を行った群（ 例）で，術前と術後の背筋力，指床間距離， スコ22 JOA

アと 所見を検討した．背筋力は両群とも改善が認められたが， 群間での手術侵襲の差ではMRI 2

なく，疼痛の改善による要素が最も大きかった．指床間距離は 法を行った群の方が回復が悪Love

く，背筋群への侵襲の大きさが影響を与えることが示唆された．

⑤岡田晶博，秋元博之，原田征行：中高生及び事務職員の腰痛調査．第 回東北腰痛フォーラム1

抄録集， ．（発表学会：第 回東北腰痛フォーラム）2003 1

《要旨》

弘前市内の中学生 名，高校生 名，青森県庁の事務職員 名について，通勤・通学の239 280 186

方法と時間，学校もしくは職場の机と椅子の配置やその高さ，スポーツ活動の有無と身体の状況，

自宅での生活状況，腰痛の既往，治療の有無を調査した．腰痛の割合は中学生が最も少なく，事

務職員が最も多かった．腰痛の発生には，職場や自宅での生活環境が多少関与していた．

論文等3.

①秋元博之，吉岡利忠：女子大生の骨量維持と生活様式についての研究．青森県立保健大学雑

誌 ： ， ．（別刷添付）5 45-51 2004

Kazunari Enishi, Fumihiro Tajima, Hiroyuki Akimoto et al. Initial Drop of Blood Pressure② ：

during Head-up Tilt in Patients with Cerebrovascular Accidents Environmental Health and．

： ．Preventive Medicine. 9 228-233, 2004

《要旨》

To investigate cardiovascular responses to orthostatic stress in patients with Cerebrovascular accidents

CVA .Methods : Twelve male patients with CVA, 11 healthy males participated in the study. Heart rate( )

HR , stroke volume SV , cardiac output CO and blood pressure BP were measured every 2 min before( ) ( ) ( ) ( )

and during 7 min of 60-degree head-up tilt HUT .Result SV decreased and HR increased immediately( ) ：

after starting HUT in all groups. CO in healthy elderly and young subjects immediately decreased during

HUT also, and the decrease was sustained throughout the head-up period.Conclusions We identified an：

initial deduction of BP during HUT in CVA patients and the recovery of BP by 3 min of head-up tilt.

社会活動4.

1)所属学会および職能団体など

①日本整形外科学会

②日本臨床スポーツ医学会

③日本骨粗鬆症学会

④日本股関節学会

⑤骨粗鬆症 研究会QOL

⑥東日本整形災害外科学会

⑦東北整形災害外科学会

⑧青森県スポーツ医学研究会

2)学外委員会・協議会等

①弘前柔道協会理事

3)学外依頼講演等

①腰痛の診断と治療：青森県庁健康教室（青森市）

②肩こりについて：平成 年度青森県ヘルシーアップ教室（青森市）16

③スポーツ外傷の応急手当て：青森県養護教員会，学校・地域保健連携推進事業（黒石市）



④肩こりについて：平成 年度青森県ヘルシーアップ教室（弘前市）16

⑤高齢者の腰痛・膝痛と運動の効用について：平成 年度青森県熟年元気わくわく教室（青森市）16

その他5.

１）スポーツ大会救護（日本体育協会公認スポーツドクター）

第 回全国高等学校柔道選手権大会東北地区大会（平成 年 月 ～ 日）26 16 1 23 24

全日本柔道選手権大会青森県予選（平成 年 月 日）16 2 1

第 回 マラソン（平成 年 月４日）13 AOMORI 14 7

第 回青森県民駅伝競走大会（平成 年 月 日）12 14 9 5

第 回永沢杯柔道大会（平成 年 月 日）37 16 11 3



石川 玲（いしかわ あきら）氏 名

①筋ジストロフィーの障害進展過程に関する研究専 門

②血管系細胞における炎症関連遺伝子の発現に関する研究

運動療法学，内部障害の理学療法担当科目

なし非常勤

講師等

e-mail a_ishi@cc.hirosaki-u.ac.jp

著 書1.

なし

学会等発表2.

①石川 玲，工藤正美，宇野光人，ほか：筋強直性ジストロフィー患者の日常生活動作能力の特

徴．第 回日本理学療法士学術大会演題抄録集， 頁， ．（発表学会：第 回日本39 226 2004 39

理学療法士学術大会）

《要旨》

筋強直性ジストロフィー（ ）患者 名を対象に， （セルフケア，起居・移動動作）の難易MyD 14 ADL

度と歩行能力との関連について検討した．セルフケアでは歩行可能な 名と不可能な 名の間で5 9

「入浴」，「清潔（手・足の爪切り）」「手の強い把持を要する動作（ペットボトルの蓋開け，缶切りの使

用など）」の得点に有意差がみられた．歩行可能な 名はいずれも階段昇降が可能であり，椅子か5

ら立ち上がる動作は 名中 名が可能だった． 型筋ジストロフィーでは階段昇降，椅子5 4 Duchenne

からの立ち上がり，独歩の順に動作能力が障害されていくが， では動作能力障害の進展過程MyD

が 型筋ジストロフィーとは異なることが示唆された．Duchenne

②石川 玲，今泉忠淳，吉田秀見，佐藤 敬： 刺激による血管内皮細胞での のpolyIC galectin-9

発現について．第 回弘前医学会抄録集， ．（発表学会：第 回弘前医学会）88 2004 88

《要旨》

ヒト臍静脈内皮細胞（ ）を ( ；人工合成された )でHUVEC polyinosinic-polycitidylic acid polyIC dsRNA

刺激し， で の発現について検討した． は 刺激で のin vitro galectin-9 HUVEC polyIC galectin-9

と蛋白を発現した．また， 刺激によって への 細胞の接着が高まり，これmRNA polyIC HUVEC EoL-1

は によって抑制された． は での の発現を促進し，誘導されたlactose polyIC HUVEC galectin-9

はウィルス感染に対する血管内皮細胞の応答と関連する分子機構の一部に含まれると考galectin-9

えられる．

③横山 瞳，三上雅史，石川 玲，ほか：筋強直性ジストロフィーにおける上肢機能からみた更衣

動作の特徴．厚生労働省精神・神経疾患研究委託費「筋ジストロフィーのケアシステムと 向QOL

上に関する総合的研究（筋ジス研究福永班）」平成 年度班会議プログラム・抄録集， 頁，16 96

．（平成 年度筋ジス研究福永班研究成果報告会）2004 16

《要旨》

筋強直性ジストロフィー（ ）における 障害と機能障害の関係を明らかにする一環として，MyD ADL

患者 名を対象に上衣（トレーナー）の着脱動作能力と上肢機能との関係について検討しMyD 21

た．トレーナーの着脱には健常者と比べて多くの時間を要し，手指遠位筋および肩・肘の筋力低下

の程度によって様々な代償運動（母指と他指でトレーナーをはさむ，両手で裾の同一部位を把持し



て引っ張る，上肢の動きに勢いをつける，体幹の前後左右への動きを利用する，下方に向かって腕

を袖に通すなど）が観察された．トレーナーを自力で着脱するためには肩屈筋と外転筋の筋力が

の で 以上，かつ，肘屈筋の筋力が 以上必要であると考えられた．MMT grade 3 3+

④津嶋惠輔，前野竜太郎，石川 玲，ほか：青森県立保健大学理学療法学科学生に於ける“死生

観”考－ の として－．terminal care early exposure

《要旨》

青森県立保健大学健康科学部理学療法学科３年次学生にターミナルケアの としてeraly exposure

「死」に関する論文，文学作品，臨床経験例を講義した後，学生に自身の死生観をレポートさせた．

学生のレポートには，授業を通して初めて死について考えてみたとか，これから理学療法士として臨

床の場でいかにあるべきか，呼吸不全で人工呼吸器をとりつけた死期の迫った難病患者及びその

家族にどう対応していくかなど様々な迷いや思い，考えが記述されており，今後，学生が遭遇するで

あろう幾多の臨床場面での対応を考えさせる上で，またいわゆる「死の準備教育」としても，この学習

方法は重要かつ必要であると考えられた．

論文等3.

Ishikawa A, Imaizumi T, Yoshida H, Nishi N, Nakamura T, Hirashima M, Satoh K:①

Double-stranded RNA enhances the expression of galectin-9 in vascular endothelial cells.

( ) （別刷添付）Immunol Cell Biol 82 4 : 410-414, 2004.

Imaizumi T, Yagihashi N, Hatakeyama M, Yamashita K, Ishikawa A, Taima K, Yoshida H,②

Inoue I, Fujita T, Yagihashi S, Satoh K: Expression of retinoic acid-inducible gene-I in

vascular smooth muscle cells stimulated with interferon-g. Life Sci 75 10 : 1171-1180, 2004.( )

《 》abstract

Vascular smooth muscle cells SMC play an important role in atherogenesis and vasospasm.( )

Interferon-gamma IFN-gamma is a potent cytokine that regulates immune and inflammatory responses( )

( )by inducing multiple genes in many types of cells including SMC. Retinoic acid-inducible gene-I RIG-I

is a putative RNA helicase, but its physiological function is not known. RIG-I is induced in leukemic cells

by retinoic acid or in endothelial cells by lipopolysaccharide. We have studied the expression of RIG-I in

cultured SMC from human umbilical artery. IFN-gamma stimulated SMC to express RIG-I mRNA and

protein in concentration- and time-dependent manners. Immunohistochemical analysis revealed the

expression of RIG-I in SMC in vivo. We conclude that RIG-I may play some pathophysiological role in

immune and inflammatory reactions in SMC.

Imaizumi T, Yagihashi N, Hatakeyama M, Yamashita K, Ishikawa A, Taima K, Yoshida H,③

Yagihashi S, Satoh K: Upregulation of retinoic acid-inducible gene-I in T24 urinary bladder

carcinoma cells stimulated with interferon-g. Tohoku J Exp Med 203 4 : 313-318, 2004.( )

《 》abstract

Urinary bladder epithelial cells play an important role in the host defense against urinary tract

infections. Interferon-gamma IFN-gamma is a potent cytokine that regulates immune responses by( )

inducing multiple genes in many types of cells including urinary bladder epithelial cells. Retinoic

acid-inducible gene-I RIG-I is a member of the DExH-box family, which is involved in various reactions( )

related to RNA metabolism, and is induced in leukemic cells by retinoic acid or in endothelial cells by

lipopolysaccharide. We have studied the expression of RIG-I in T24 cells, a cell line derived from human

urinary bladder epithelial carcinoma cells. IFN-gamma stimulated T24 cells to express RIG-I mRNA and

protein in concentration- and time-dependent manners. Immunohistochemical analysis revealed the

expression of RIG-I in the urinary bladder epithelium from a patient with chronic urinary tract infection

and in a bladder epithelial carcinoma. We conclude that RIG-I may play some role in inflammatory



reactions in the urinary tract epithelium.

Imaizumi T, Hatakeyama M, Yamashita K, Yoshida H, Ishikawa A, Taima K, Satoh K, Mori F,④

Wakabayashi K: Interferon-gamma induces retinoic acid-inducible gene-I in endothelial cells.

Endothelium 11 3-4 : 169-173, 2004.( )

《 》abstract

Interferon-gamma IFN-gamma induces expression of multiple genes in endothelial cells. Retinoic( )

acid-inducible gene-I RIG-I encodes a protein belonging to the DExH-box family, but details of its( )

physiological function are not clear. RIG-I is induced in leukemia cells by retinoic acid and in endothelial

cells by lipopolysaccharide. In the present study, the authors found that IFN-gamma also induces the

expression of RIG-I in human umbilical vein endothelial cells. Induction of RIG-I mRNA by IFN-gamma

was not altered by the treatment with cycloheximide or interleukin-4. Fluorescent immunostaining and

Western blot analysis revealed cytoplasmic distribution of RIG-I. The in situ endothelium in a normal lung

tissue was also found to express RIG-I protein. Although the physiological function of RIG-I is still

unknown, induction of RIG-I by IFN-gamma may play an important role in inflammatory or immunological

reactions in endothelial cells

Imaizumi T, Hatakeyama M, Taima K, Ishikawa A, Yamashita K, Yoshida H, Satoh K: Effect⑤

of double-stranded RNA on the expression of neutrophil activating peptide-78/CXCL-5 in

human endothelial cells. Inflammation 28 4 : 215-219, 2004.( )

《 》abstract

Epithelial neutophil activating peptide-78 ENA-78 /CXCL-5 is a member of CXC chemokines. ENA-78( )

was originally described as a factor produced by epithelial cells only. But other types of cells including

vascular endothelial cells also produce it. ENA-78 production by endothelial cells may be important for the

regulation of neutrophil activation in inflammatory reactions. Polyinosinic-polycytidylic acid poly IC is a( )

synthetic double-stranded RNA, which mimics the viral infection when applied to cells and affects the

expression of various genes related to inflammatory reactions. In the present study, we examined the

effect of poly IC on the expression of ENA-78 in human umbilical vein endothelial cells HUVEC .( )

HUVEC in culture were treated with poly IC and the expression of ENA-78 mRNA and protein were

analyzed by reverse-transcription polymerase chain reaction and enzyme-linked immunosorbent assay.

Poly IC induced ENA-78 expression in time- and concentration-dependent manners. Th2-type cytokine

IL-4 partially inhibited the induction of ENA-78 by poly IC. 2-Aminopurine, an inhibitor of

dsRNA-dependent kinase, suppressed the induction of ENA-78 by poly IC. ENA-78 may be involved in the

inflammatory reactions elicited by viral infection in endothelial cells.

⑥津嶋惠輔，前野竜太郎，佐藤秀紀，石川 玲：青森県立保健大学理学療法学科学生に於ける“

Palliative Care Education Early Exposure 25死生観”考－ の として－．セミナー医療と社会，第

号， 頁， ．65-71 2004

《要旨》

青森県立保健大学健康科学部理学療法学科３年次学生にターミナルケアの としてeraly exposure

「死」に関する論文，文学作品，臨床経験例を講義した後，学生に自身の死生観をレポートさせた．

学生のレポートには，授業を通して初めて死について考えてみたとか，これから理学療法士として臨

床の場でいかにあるべきか，呼吸不全で人工呼吸器をとりつけた死期の迫った難病患者及びその

家族にどう対応していくかなど様々な迷いや思い，考えが記述されており，今後，学生が遭遇するで

あろう幾多の臨床場面での対応を考えさせる上で，またいわゆる「死の準備教育」としても，この学習

方法は重要かつ必要であると考えられた．

社会活動4.



所属学会および職能団体など1)

①日本理学療法士協会，青森県理学療法士会

②日本呼吸管理学会

③理学療法科学学会

④日本体力医学学会

学外委員会・協議会等2)

①青森県理学療法士会表彰委員会委員長

②日本理学療法士協会東北ブロック協議会機関誌査読委員

③青森県理学療法士会機関誌査読委員

学外依頼講演等3)

①ホームヘルパー２級養成課程講師

②介護老人福祉施設弘前大清水ホームリハビリ講師

その他5.

)国立病院機構青森病院 ・ との共同で，筋強直性ジストロフィー患者の 能力および障1 PT OT ADL

害段階分類に関する研究を進めている．



岩田 学（いわた まなぶ）氏 名

①リハビリテーション医学専 門

②運動生理学

年：リハビリテーション概論（前期）・ 世紀教育：障害者の健康（後期）担当科目 1 21

年：リハビリテーション医学（通年）・神経内科学（前期）・神経内科学演習（後期）2

年：臨床実習Ⅱ（後期）・理学療法特殊講義Ⅲ（後期）3

年：臨床実習Ⅲ（前期）・卒業研究4

弘前ホスピタリティーアカデミー（担当科目：リハビリテーション医学）非常勤

講師等

e-mail miwata@cc.hirosaki-u.ac.jp

著 書1.

なし

学会発表2.

Manabu Iwata, Izumi Kondo, Kanoko Hosokawa Effects of cold exposure on anaerobic① ：

power of children. Korean-Japanese Joint Conference on Rehabilitation Medicine 2004,（

）Kyoto, April 23, 2004.

《 》Abstract

Objective: The effects of cold exposure on the anaerobic power of children were studied using the

Wingate anaerobic test WAnT . Methods: Twelve healthy boys aged 9-13 years participated in the( )

study. A climatic chamber was used for cold exposure. Two respective WAnTs were conducted at an

( )interval of 2 minutes after 30 minutes of rest in thermoneutral conditions 23?C, 40% relative humidity

and cold conditions 5?C, 40% relative humidity . The percent recovery was calculated by dividing the( )

second WAnT value by the first WAnT value for each condition. Results: Comparison of the mean power

in the first WAnT between the two conditions did not show statistical significance. The percent recovery

in the cold conditions was lower than that in the thermoneutral conditions, and it was statistically

significant p 0.05 . Conclusion: These results indicated that cold exposure did not affect the anaerobic( < )

power of children but delayed its recovery.

Izumi Kondo, Kanoko Hosokawa, Manabu Iwata, et al. What is the appropriate outcome② ：

measure for children with cerebral palsy? ? Stratified sample group and longitudinal study.

（ ）Korean-Japanese Joint Conference on Rehabilitation Medicine 2004, Kyoto, April 23, 2004.

《 》Abstract

Stratified and longitudinal analysis is useful to find a tendency when subgroups of a sample are

presumed to have different characteristics. Cerebral palsy is a comprehensive diagnosis and covers

various status of pathology. We performed a study in order to determine the effectiveness of muscle

release surgery for children with cerebral palsy using longitudinal and stratified analysis. Participants were

consisted of 25 children with cerebral palsy. Motor function for each child was assessed using Gross

Motor Function measure GMFM . The children's motor functional status before the surgery was( )

classified according to Gross Motor Function Classification System GMFCS and stratified into four( )

groups GMFCS level I to IV . The difference of GMFM scores between one week before surgery and( )

twelve months after surgery were 1.0, 5.0, 8.5 and 8.5 respectively for GMFCS level I to IV. Significant

difference from before surgery was found in GMFCS level III and IV groups. Although the results

suggested that this treatment was advantageous for improving motor function in children within GMFCS



level III and IV, the ceiling effect of GMFM might conceal the effectiveness of surgery for children within

GMFCS I and II level. It was reported that the GMFM became less discriminative when the child walks it

velocities approaching normal values The evaluative measure should be selected according to each

stratified children's group in order to determine the effectiveness not only for the selective muscle release

surgery but also for other interventional approaches intending the improvement of function.

Kanoko Hosokawa, Izumi Kondo, Manabu Iwata, et al. Simple motor test for cerebral palsy:③ ：

preliminary study and SMTCP. Korean-Japanese Joint Conference on Rehabilitation Medicine（

）2004, Kyoto, April 23, 2004.

《 》Abstract

Objective: The purpose of this study was developed a new evaluative measure for the gross motor

function of children with cerebral palsy CP . Methods: Thirty-one items were collected from gross( )

motor function measure GMFM based on item response patterns for 19 children with CP. Eighteen( )

items included a level which has needed adult aid in order to evaluate the skill of caregiver's assistance.

Results: The detailed administrative guideline for this measure was developed through nearly 60 hours

discussion among the authors. The required equipment was also standardized during the discussion.

Conclusion: This measure was designed to evaluate the effectiveness of several interventions for the

children with CP; physical therapy, education for caregiver, intensive treatment, and orthopedic surgery.

The measure was named simple motor test for Cerebral palsy SMTCP , because short administration( )

time was also an aim of the development.

Izumi Kondo, Kanoko Hosokawa, Manabu Iwata, et al. Simple motor test for cerebral palsy:④ ：

psychometric study and SMTCP version 2.01. Korean-Japanese Joint Conference on（

）Rehabilitation Medicine 2004, Kyoto, April 23, 2004.

《 》Abstract

The purpose of this study was to examine reliability and validity of Simple Motor Test for Cerebral

Palsy SMTCP . Forty-six children with cerebral palsy were recruited from 8 institutes for physically( )

handicapped children. Inclusion criteria for children were, diagnosis as cerebral palsy, level II to IV of

motor function classified with Gross Motor Function Classification System GMFCS , and age of 2 to 12( )

years. Inter-rater reliability, content validity, criterion validity, and construct validity were examined. The

inter-rater reliability was fairly high ICC 1,2 =0.929 . In order to determine content validity twenty( ( ) )

evaluators answered the questionnaire for inclusion of each item. Twenty-nine items was supported by

75% or more of evaluators attended this Study. In criterion study' the rank order correlation co-efficient

between the each child s level of GMFCS and the score of SMTCP was 0.732 p 0.01 . Among two’ ( < )

hypothesis in the construct validity study the exercise of correlation between the change of score in

SMTCP and the judgment of three observers i.e, blinded evaluator, treating clinicians and parents was( )

documented. However, the change of score in SMTCP for children with age of six years or older was not

significantly smaller than that for children with age under six years. After these procedures, the final

version of SMTCP with twenty-seven items was developed.

⑤岩田 学，近藤和泉，細川賀乃子： 付短下肢装具 片麻痺患者の歩行に対する効Inhibitor Bar -

果 リハビリテーション医学 ： ， （発表学会：第 回 日本リハビリテーション医学-. 41 S182 2004. 41

会学術集会）

《要旨》

緊張性足趾屈曲反射をもつ脳卒中片麻痺患者で，靴型装具に を貼付することで，歩inhibitor bar

行能力の向上がみられるかどうかを検討した．その結果，最大歩行速度で の上昇が認めら13.8%

れ，歩幅，ケーデンスとも有意に増加していた．これより，緊張性足趾屈曲反射をもつ脳卒中片麻痺

患者では，足趾しに痛みがなくても，歩行能力を向上させる目的で， を使用することがinhibitor bar

薦められる．



⑥近藤和泉，細川賀乃子，岩田 学：乳癌術後に対するリハビリテーション・アプローチ リハビリ.

テーション医学 ： ， （発表学会：第 回 日本リハビリテーション医学会学術集41 S171 2004. 41

会）

《要旨》

乳癌術後の機能訓練の効果を検証した．平成 年 月よりリハビリテーション部へ紹介された患15 3

者総数は 名であり，年齢 歳，術式は胸筋合併切除 名，胸筋温存手術 名，部分切除45 29?78 2 14

名であった．術前・術後・リハ終了時の術側肩可動域の平均は，屈曲が ・ ・ 度，外29 154.9 97.9 144

転が ・ ・ 度で，術前とリハ終了時の可動域に有意差を認めなかった．157.8 80.1 142.8

⑦近藤和泉，細川賀乃子，岩田 学：粗大運動能力分類システム( )の検者間信頼性およびGMFCS

内容妥当性の検討 リハビリテーション医学 ： ， （発表学会：第 回 日本リハビリ. 41 S300 2004. 41

テーション医学会学術集会）

《要旨》

乳癌術後の機能訓練の効果を検証した．平成 年 月よりリハビリテーション部へ紹介された患15 3

者総数は 名であり，年齢 歳，術式は胸筋合併切除 名，胸筋温存手術 名，部分切除45 29?78 2 14

名であった．術前・術後・リハ終了時の術側肩可動域の平均は，屈曲が ・ ・ 度，外29 154.9 97.9 144

転が ・ ・ 度で，術前とリハ終了時の可動域に有意差を認めなかった．157.8 80.1 142.8

⑧細川賀乃子，近藤和泉，岩田 学，他：問診票による高齢嚥下障害者のスクリーニング リハビリ.

テーション医学 ： ， （発表学会：第 回 日本リハビリテーション医学会東北地方41 482 2004. 15

会）

《要旨》

誤飲が疑われた高齢者を対象とし，病棟スタッフによる問診票を使ったスクリーニングを施行後，

ビデオ嚥下造影検査( )を行い検出率について検討した．対象は脳血管障害や痴呆などを有するVF

名で，誤飲リスクの少ない群で 名中 名（ ），誤飲リスクの高い群で 名中 名112 13 8 61.5% 99 51

（ ）に誤飲が認められた．以上より問診票を使ったスクリーニングは誤飲の検出に有用と思わ51.5%

れたが，誤飲の疑いがないとされた群でも半数以上に誤飲が認められることがわかった．

Standing test for imbalance and⑨近藤和泉，細川賀乃子，岩田 学：立位バランスの判別的尺度(

)の検者間信頼性の検討 リハビリテーション医学 ： ， （発表学disequilibrium :SIDE . 41 483 2004.

会：第 回 日本リハビリテーション医学会東北地方会）15

《要旨》

立位バランスの判別的尺度である( )の検者間信Standing test for imbalance and disequilibrium :SIDE

頼性の検討を行った．対象は脳血管障害を主体とする 名であり，対象患者をよく知る 名が完全73 2

に独立して判定を行い，一致度の指標である 値を計算した．その結果 値は と最Kappa Kappa 0.65

初の開発版としては良好な値を示した．

⑩細川賀乃子，近藤和泉，岩田 学，他：当院における続発性下肢リンパ浮腫へのアプローチ （発.

表学会：第 回 日本リハビリテーション医学会東北地方会）16

《要旨》

年 月 年 月に当部で加療した下肢リンパ浮腫患者 名について報告する．原疾患はH15 4 ?16 8 19

子宮頚癌 名，子宮体癌 名，卵巣癌 名，治療は手術のみ 名，放射線治療併用 名・浮腫11 3 5 10 9

自覚後当部受診まで ヶ月以内 名， ケ月以内 名， 年以内が 名で，残り 名は経過が長1 6 3 3 1 2 8

く最長 年．初診時の浮腫は，両脚 名，片脚 名だったが，経過中 名に対側へ浮腫が出現16 5 14 5

し，そのうち 名は浮腫出現後 年以内であった．浮腫が悪化又は改善の乏しい 名のうち，弾性4 1 7

着衣を使用できないか使用しない 名を除く 名では浮腫発症から当部受診まで 年であっ3 4 6?16

た．弾性着衣の着用が良好であれば浮腫の改善は認められるが，浮腫出現後長期間経過したり弾

性着衣の着用ができない場合は浮腫の改善は難しいと考えられる．

論 文3.



Izumi Kondo, Kanoko Hosokawa, Manabu Iwata et al Effectiveness of selective muscle① ：

release surgery for children with cerebral palsy - A preliminary study with longitudinal and

stratified analysis -. Dev Med Child Neuro 46:540-547, 2004

《 》Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of muscle-release surgery for children

with cerebral palsy CP using longitudinal and stratified analysis. Twenty-five children with CP 15( ) (

females, 10 males; age range 4 to 16 years; mean age 8 years 2 months, SD 3 years 2 months were)

selected from five treatment centres in Japan. Twenty-two children had spastic diplegia, two had spastic

quadriplegia, and one had athetospastic quadriplegia. Motor function for each child was assessed using the

Gross Motor Function Measure GMFM . Assessment was conducted on eight separate occasions: 1( )

month and 1 week before surgery, and 1, 2, 4, 6, 9, and 12 months after surgery. Participants' motor

function before surgery was classified using the Gross Motor Function Classification System GMFCS .( )

Six children were classified at level I, three at level II, six at level III, and 10 at level IV. A significant

difference was found after surgery in the GMFCS levels III and IV groups p 0.05 . Improvement in( < )

GMFM scores between 1 week before surgery and 12 months after surgery were 1, 5, 8.5, and 8.5 for

GMFCS levels I to IV respectively. Results indicate that this treatment is advantageous for improving

motor function in children within GMFCS levels III and IV.

. Medical Rehabilitation 43 37-43,2004.②近藤和泉，岩田 学：痙縮に対する装具療法 ：

《要旨》

痙縮に対して様々な治療法が利用できるようになり，最近では装具の適用範囲が狭くなりつつあ

る．痙縮に対する装具療法の適応は，予防的な処方を行うのが原則となる．痙縮や筋の過緊張を和

らげるための工作上の工夫は，筋・腱の伸張をはかること，および特定の反射誘発部位を刺激ある

いは免荷することによる．下肢の痙締のコントロールの前提として，装具によって足部の構造的な安

定性を高める必要があるが，痙縮抑制のためにあまり な装具を作れば，スムースな歩行を阻害rigid

して装具に対する を低下させる．装具工作上の工夫を組み合わせたものを緊張緩和デcompliance

ザインと呼ぶ．また痙縮と並行して起こってくる緊張性足址屈曲反射（ ）は，時tonic toe flexion reflex

に激しい痛みを伴うことがあり，これは により緩和される．inhibitor bar

社会活動4.

所属学会および職能団体など1)

①日本リハビリテーション医学会

②日本臨床神経生理学会

③日本脳卒中学会

④日本義肢装具学会

⑤日本摂食・嚥下リハビリテーション学会

学外委員会・協議会等2)

日本リハビリテーション医学会東北地方会幹事

その他5.

年度科学研究費補助金交付（基盤研究 ）16 B

研究題目：脳卒中片麻痺患者の無酸素性パワーの評価に関する研究

研究期間：平成 年度～平成 年度で継続15 18



金沢 善智（かなざわ よしのり）氏 名

①福祉住環境学専 門

②福祉機器適合論

年：物理療法学，環境との共生担当科目 1

年：物理療法学，同実習，臨床実習Ⅰ2

年：生活環境学，理学療法研究方法論，理学療法原理Ⅱ，臨床実習Ⅰ3

年：地域リハビリテーション論，福祉機器論，卒業研究4

なし非常勤

講師等

e-mail ituryo12@cc.hirosaki-u.ac.jp

著 書1.

2004.①京極高宣，市川 洌，金沢善智，他：福祉用具の活用法，北隆館，

《要旨》

本著は，福祉用具をより効果的に利用するために必要な素養について，制度論から各論，そして

それぞれの適合技術までと，もれなく網羅されている．各分野のエキスパートが，雑誌に書き下ろし

たものを，再編集したものであるが，福祉用具に関わる者にとっては，必携の書であろう．

2004.②石川 朗，内山靖江，金沢善智，他：臨床実習フィールドガイド，南江堂，

《要旨》

本著は，理学療法士養成の最終段階となる臨床実習を，経験の少ない学生が効率よく，かつ効

果的に行うための実用書である．各疾患における流れやその対処法，そして考え方についてまで，

詳細に述べられている．臨床実習にいく学生には，必携の書であろう．

学会発表，その他2.

①佐藤康子，金沢善智，他：一人暮らしの脳卒中後遺症者に対する住宅改修とサービス者連携に

関する一考察．理学療法学大会特別号， ， （第 回日本理学療法学術大会）128 2004. 39

②金沢善智：住宅改修と福祉用具導入に必要な理学療法の視点．理学療法学研修会特別号，

， （第 階回日本理学療法士協会全国研修会）36 2004. 39

論文等3.

①李 相潤，金沢善智，他：伝導熱の関連因子としての四肢における体組成の年代間比較 日本.

67 165-172 2004.温泉気候物理医学会雑誌， ： ，

《要旨》

身体局部に対する温浴が，四肢に対する熱伝導と身体組成に及ぼす影響について調べた．上肢

に比べ，下肢の方が熱伝導に優れていた．

②鈴木 晃，金沢善智，他：ケアマネジャー向け住宅改修の研修プログラムの開発．厚生労働科学

研究費補助研究報告書．

社会活動4.

所属学会および職能団体など1)

①日本理学療法士協会



②日本福祉のまちづくり学会

③日本在宅ケア学会

④産学連携学会

⑤日本家政学会

学外委員会・協議会等2)

①青森県福祉のまちづくり推進会議専門部会 委員（青森県）

②弘前市都市計画マスタープラン検討委員会 委員・部会長（弘前市）

③弘前市高齢者保健福祉計画懇談会 委員（弘前市）

学外依頼講演等3)

①介護保険に係る住宅改修事業者スキルアップ研修会（開催地：千葉市，主催者：千葉県民在協）

②「福祉用具の日」記念タウンミーティング基調講演（新宿区，福祉住環境コーディネータ協会）

③福祉用具専門相談員養成講習会（江東区全 回，株式会社ヤマシタコーポレーション）2

④介護保険資質向上セミナー（水戸市，フランスベッド・メディカル財団）

⑤事例で学ぶ福祉住宅改修セミナー（横浜市， 住まいネット）NPO

⑥介護支援専門員等のための福祉用具・住宅改修研修会（静岡市・浜松市・沼津市全 回，静岡7

県民在協）

⑦福祉用具プランナー研修会（大阪市，日本理学療法士協会）

⑧介護支援専門員のための福祉用具導入・住宅改修セミナー（金沢市，株式会社トミキライフケア）

⑨第３２回北海道建築研修大会（函館市，北海道建設工事事業組合連合会）

⑩関東安寿会総会特別記念講演（港区，関東安寿会・アロン化成株式会社）

⑪沖縄安寿会総会特別記念講演（那覇市，沖縄安寿会・アロン化成株式会社）

⑫横手市介護保険・住宅改修・福祉用具導入等研修会（横手市，横手市高齢ふれあい課）

⑬青森県バリアフリー化セミナー（青森市・むつ市・十和田市，青森県新産業創造課）

⑭秋田県住宅改造・福祉用具関係担当者研修会（秋田市，秋田県長寿社会振興財団）

⑮その他

その他5.

共同研究活動1)

①アロン化成 商品開発室：トイレ関連用具の開発および商品化，介護予防マシンの開発

活動状況：ポータブルトイレ「 スライドくん」がグッドデザイン賞受賞．介護予防マシンの試作機HS

実証実験段階

②（有）トリニティ：住宅関連福祉用具の開発および商品化

活動状況：試作品段階．詳細はパテントの関係上，掲載不可．

③（株） ドコモ東北，（株）シルバーサービス：携帯 電話を用いた福祉用具用具導入時の遠NTT TV

隔適合アドバイスシステムおよび携帯ネット上ケアカンファレンスシステムの共同実証実験

活動状況：実証実験中．

その他の活動2)

①企業顧問

ⅰ）あいおい損保 福祉・介護担当顧問

ⅱ）アロン化成 福祉用具開発顧問

ⅲ）ランダルコーポレーション 技術指導顧問

②連載等

ⅰ）環境新聞社：月刊ケアマネジメント「福祉用具・住宅改修 はなまる道場」４月で終了

ⅱ）シルバー産業新聞社：シルバー産業新聞 「生活，人生を支援せよ お客様から学ぶ住宅改修!!



のポイント」１１月で終了

ⅲ）エーザイ・ファイザー製薬（環境新聞社）：ＤＤＬマガジン「福祉用具をＤＤＬから」季刊 ８月で

終了

ⅳ）陸奥新報社：陸奥新報「介護とすまい」毎週木曜日 ４月で終了



（おだ あつし）氏 名 尾田 敦

①義肢装具学専 門

②スポーツ科学

③健康福祉科学

１ 世紀教育科目「障害者の健康（ ）」担当科目 年：後期― 21 B

年：前期―臨床実習Ⅰ（通年）２

後期―義肢装具学・臨床実習Ⅰ（通年）

義肢装具学実習・日常生活活動分析学・日常生活活動分析学実習３年：前期―

後期―臨床実習Ⅱ・理学療法研究演習

４年：前期―臨床実習Ⅲ・卒業研究

その他：前期―理学療法概論（看護学専攻 年，作業療法学専攻 年）2 3

なし非常勤

講師等

e-mail atusioda@cc.hirosaki-u.ac.jp

1 .著 書

なし

2 .学会発表

①尾田 敦，成田大一，武田さおり：足部運動が関与する運動課題に足部筋力と足アーチが及

ぼす影響．理学療法学 ( )： ， ．（第 回日本理学療法学術大会）31 Suppl 2 505 2004 39

《要旨》

健常女性 名を対象として，足部運動が関与すると思われる運動課題の成績に足アーチ・筋26

力・体格が及ぼす影響を検討した．運動課題には を選択した．足アーチの評価はアーチ高FAT

率と の による接地足底面積から算出される足底面積比率を用いた．筋力は足Pedoscope foot print

趾屈曲力と足関節底背屈筋力(トルク)を測定した．その結果， は体重の影響が大きく，足底FAT

面積比率との相関は低いが，アーチ高率は片脚横跳びのみ相関が認められた．足趾筋力は有意

な変数とはいえなかったが，足関節底背屈筋力は の字跳躍と幅跳びで関連性が示された．8

②尾田 敦，秋元博之，長谷川至，山内茂寛，小田桐愛：津軽地区中学校柔道部員の足部形態

の特徴について．第 回青森県スポーツ医学研究会抄録集， ．（第 回青森県スポー32 2004 32

）ツ医学研究会

《要旨》

16 198 Pedoscope津軽地区中学校 校の柔道部員 名を対象に，足部形態の特徴を探る目的で

を用いた の分析を行った．両足 足のうち，撮影時に足部障害のためテーピングや包footprint 396

帯固定等を施行中の 足を除く 足を対象とした．その結果，野田による 段階分類で扁平足7 389 4

とされるⅠ型（扁平型）が 足 に達し，一般成人より扁平足が多い傾向を認め，アーチ高48 12.3%

率でも有意に低下していた．

③長谷川至，尾田 敦，三浦雅史，川口 徹，山内茂寛，村上三四郎，中村正直：「第 回アジ5

ア冬季競技大会青森 」理学療法活動報告―活動上の問題点と今後の課題―．理学療法2003

学 ( )： ， ．（第 回日本理学療法学術大会）31 Suppl 2 31 2004 39

《要旨》

アジア冬季競技大会でのボランティアとしての活動における問題点を踏まえ今後の課題を検討

した．当初の計画を変更し，大会数ヵ月前に急遽全会場での活動を行うことになったため，人員



や物品の確保に支障をきたしたり，各会場の状況を把握しきれないなどの問題があった．コミュニ

ケーション能力などの問題もあったが，選手や大会関係者からは概ね好評を得て活動を終えるこ

とができた．資質向上，職域拡大，社会貢献などの点から，このような活動に参加することの意義

は大きく，今後は青森県内においても関連機関や団体との連携を深め，組織的サポート体制の構

築が重要である．

④成田大一，尾田 敦：靴の違いが運動課題に及ぼす影響．理学療法学 ( )： ，31 Suppl 2 439

．（第 回日本理学療法学術大会）2004 39

《要旨》

健常女性 名を対象に，スポーツシューズ，マジックテープの靴，バレーシューズの 条件で16 3

,運動課題の成績がどのように変化するか検討した．運動課題は片脚立位での重心動揺集中面積

( )とした．重心動揺ではバレーシューズがやや低かったが有意差はなかFunctional Ability Test FAT

った． ではバレーシューズが最も成績が低く，運動に適しているとはいえなかった．マジックFAT

テープの靴は，靴底の摩擦力がスポーツシューズに比べて低いため，前方への強い蹴り出しを必

要とする課題で有意に成績が低かった．

⑤長谷川至，尾田 敦，佐藤 佑：高齢者における のフィールドテストとしShuttle walking test

ての適用に関する基礎的研究．体力医学， ( )： ， ．（第 回日本体力医学会東53 4 476 2004 14

北地方会）

《要旨》

運動耐容能の評価として 回の測定が推奨されている （ ）をフィールド2 Shuttle walking test SWT

テストとして用いる際に，利便性を高めるために測定場面の見学を加えることで 回の測定のみ1

でも結果の妥当性が得られるかどうかを， 歳以上の高齢女性 名を対象として検討した．65 28

回群の 回目と 回目で歩行距離に有意差はなく，かつ と高い相関が得られ，まSWT2 1 2 r=0.865

た 回群の 回目と 回群との間でも有意差がなかったことから，測定場面の見学によSWT2 2 SWT1

り十分に妥当性が確保できることが証明された．

⑥長谷川至，秋元博之，尾田 敦，山内茂寛，小田桐愛：津軽地区中学校柔道部員のメディカ

ルチェックについて．第 回青森県スポーツ医学研究会抄録集， ．（第 回青森県ス32 2004 32

ポーツ医学研究会）

《要旨》

津軽地区中学校 校の柔道部員に対してメディカルチェックを実施し，柔道経験 年以上の16 1

部員 名(男子 名 女子 名)を対象とした．立位体前屈± 以下が ，関節弛緩性162 126 , 36 2SD 3.1%

スコア 以上が男子 女子 であった．柔軟性，関節弛緩性，アライメント等の測定項4 10.3%, 44.4%

目と傷害との関係について報告した．

3 論 文.

①尾田 敦：扁平足が運動能力に及ぼす影響に関する実験的研究―足部内側縦アーチの評価

と足部筋力および機能的運動能力との関係―．仙台大学大学院スポーツ科学研究科研究論

文集， ： ， ．（別刷添付）5 139-148 2004

②武田さおり，蛯子智子，齊藤千恵美，平山優子，尾田 敦：膝関節疾患に対する足底挿板を併

用した理学療法．青森県スポーツ医学研究会誌， ( )： ， ．12 1 1-5 2003

《要旨》

足部の柔軟性・ の異常が膝へのストレスを助長していると思われた，膝 損傷のalignment ACL

バスケットボール選手，および膝 損傷の陸上短距離選手の 症例を対象とし，足底挿板のMCL 2

有効性を検討した．ビデオ撮影にて， および の評価・分析を行static alignment dynamic alignment

い，足底挿板を作製後，再度 の評価を行って効果判定した． 症例とも足部の過回内alignment 2

が膝外反ストレスを増強，足部アーチの機能低下をもたらしていると考えられた．足底挿板により



足部の安定性が高まり，母趾へのスムーズな重心移動と蹴り出し能力の向上が認められた．足底

挿板は のコントロールを向上させる補助手段の一つとして有効であると思われdynamic alignment

た．

③齊藤千恵美，武田さおり，蛯子智子，尾田 敦：投球障害肩の理学療法―足底挿板を併用し

たアプローチ―．青森県スポーツ医学研究会誌， ( )： ， ．12 1 6-10 2003

《要旨》

下肢機能が投球フォームに影響していると考えられる，投球障害肩の症例に対して，投球フォ

ーム改善に足底挿板の併用を試みた．症例は， 歳，男性の野球部投手(右投げ)で，投球時の16

右肩痛を訴え， による後方関節唇損傷の診断にて，鏡視下にてデブリードマinternal impingement

ンを施行後，理学療法を開始した．足底挿板装着直前・直後の投球フォームをビデオ撮影し，比

較・分析した．足底挿板により，軸足の安定性，踏み込み時の 足の安定性が改善した．これstep

により，軸足から 足への重心移動が円滑になり，肩関節のストレスを軽減できたと推測されstep

た．本症例を通し，投球障害肩の治療の一助として，足底挿板の併用は有効と考えられた．

④長谷川至，尾田 敦，三浦雅史，川口 徹，山内茂寛，村上三四郎，中村正直（青森県理学

療法士会冬季アジア大会準備委員会）：「第 回アジア冬季競技大会青森 」における理5 2003

学療法サービス活動報告．理学療法研究， ： ， ．21 31-36 2004

《要旨》

平成 年 月 日～ 日まで青森県内の 市町村 会場にて開催された冬季アジア大会に15 2 1 8 6 8

おける青森県内各会場での士会員活動を報告するとともに，活動中にみられた問題点を整理し，

今後の対応策について検討した．活動内容は，選手のコンディショニングに関する理学療法サー

ビス活動であり，依頼内容は，疲労回復，リラクゼーションを目的としたマッサージに対する要望が

多かった．活動上の問題点として，①大会スケジュールと人員配置との整合性が不十分，②消耗

品の不足や余剰品の発生，③コミュニケーション能力の不足，④経験不足による技術的な格差，

⑤活動場所の問題，などが挙げられた．このようなスポーツイベントへの協力は，理学療法士自身

にとっても，対外的にも非常に意義が高いと考える．

⑤成田大一，尾田 敦：靴の違いが静的および動的運動課題の成績に及ぼす影響．東北理学

療法学， ： ， ．16 7-13 2004

《要旨》

健常女性 名( 足)を対象とし，スポーツシューズ，バレーシューズ，裸足の 条件にて片脚12 24 3

立位安定性(重心動揺)，機能的運動能力テスト( )を行わせ，結果を比較した．その結果，重FAT

心動揺は裸足が最も安定し，バレーシューズが最も成績が悪かった． では全種目でスポーFAT

ツシューズが最も成績がよかった．また前後方向の衝撃吸収に関してのみ，裸足に比べバレーシ

ューズも有効であることが示唆された．以上より，足底からの感覚入力を必要とする場合には裸足

の方がよく，バレーシューズは前後方向の衝撃吸収という点では有効であるが，静的場面や激し

い動作能力が必要とされる場面には適しているとは言い難く，可能な限りスポーツシューズを選択

することが望ましいと考える．

⑥松本智也，尾田 敦，安原教子：立ち上がり介助動作の問題点―経験者と未経験者の比較

―．東北理学療法学， ： ， ．16 72-77 2004

《要旨》

学生 名を対象とし，経験群 名と未経験群 名に分けて立ち上がり動作を行わせ，ビデ34 15 19

オ映像から離殿時の静止画像を取り出して，被介助者の身体の位置関係を分析・比較した．その

結果，未経験群では経験群と比較すると，介助の運動方向が前方ではなく上方であるため，被介

助者の上体で生じる前方の回転モーメントが少ないことがわかった．これは未経験群では経験群

に比べて被介助者が後方へ倒れないようにするための介助量が大きくなることを示している．これ

らより未経験者への介助動作の指導のポイントは被介助者の十分な体幹前屈と前方に引き出す

ような方向に介助することにより，被介助者との重心間距離を縮小させることが重要な点であると



考える．

Izumi Kondo, Kanoko Hosokawa, Manabu Iwata, Atsushi Oda, Tadao Nomura, Keiichi⑦

Ikeda, Yoshimi Asagai, Tomokazu Kohzaki, Hitoshi Nishimura Effectiveness of selective：

muscle-release surgery for children with cerebral palsy : longitudinal and stratified analysis.

： ， ．Developmental Medicine & Child Neurology, 46 540-547 2004

《 》Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of muscle-release surgery for children

with cerebral palsy CP using longitudinaland stratified analysis. Twenty-five children withCP were( )

selected from five treatment centres inJapan. Motor function for each child was assessedusing the Gross

Motor Function Measure GMFM . Assessment was conducted on eight separ-ate occations. Participants'( )

motor function beforesurgery was classified using the Gross motor function Classification System

GMFCS . Six children were classified at level I, three at level II,six at level III, and 10 at level IV. A( )

significant difference was found after surgery in the GMFCS level III and IV groups p 0.05 .( < )

Improvement in GMFM scores between 1 week before surgery and 12 months after surgerywere 1, 5,

8.5, and 8.5 for GMFCS level I to IV respectively. Results indicate that this treatmentis advantageous for

improving motor function in children within GMFCS level III and IV.

4 .社会活動

1)所属学会および職能団体など

日本理学療法士協会①

日本義肢装具学会②

日本股関節学会③

日本老年医学会④

日本靴医学会⑤

青森県理学療法士会⑥

青森県スポーツ医学研究会⑦

⑧青森県スポーツドクターの会トレーナー部会

⑨日本体力医学会

2 )学外委員会・協議会等

なし

3 )学外依頼講演等

厚生省心身障害研究「心身障害児(者)の医療療育に関する総合的研究」の分担研究「脳性麻①

痺児(者)の治療とリハビリテーションに関する研究」研究員

②厚生省障害保健福祉総合研究事業「脳性麻痺など脳性運動障害児・者に対する治療及びリハ

ビリテーションの治療効果とその評価に関する総合的研究」の分担研究「脳性麻痺評価として

共通に使用されうる標準的評価法の作成に関する研究」―認知・コミュニケーション・社会性の

評価法グループ―研究員

社団法人日本理学療法士協会東北ブロック協議会機関誌査読委員③

④青森県理学療法士会学術局学会部長及び学術誌査読委員

青森県理学療法士会冬季アジア大会準備委員会委員⑤

⑥青森県スポーツドクターの会トレーナー部会役員

5 .その他

1)共同研究活動



①シンスプリントの評価および足底挿板療法の治療効果に関する研究

共同研究者：武田さおり（医療法人整友会弘前記念病院）

②足部横アーチ高の評価に関する研究

共同研究者：成田大一（医療法人弘愛会弘愛会病院）

2)その他の活動

①第 回青森県高等学校総合体育大会バスケットボール競技（平成 年 月 日～ 日，青57 16 6 4 7

い森アリーナ）トレーナー活動

②第 回青森県中学校体育大会夏季大会剣道競技（平成 年 月 日～ 日，青森県武55 16 7 23 25

道館）トレーナー活動

③弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻公開講座（平成 年 月 日）16 9 10



（つしま えいき）氏 名 対馬 栄輝

整形外科（骨・関節）系理学療法学[専門理学療法士認定]専 門 ①

②生物統計学

機能診断技術学実習，理学療法技術学Ⅰ，運動学実習，物理療法学実習担当科目

臨床実習Ⅰ

①弘前大学理工学部（担当科目： 世紀教育「統計学の基礎」）非常勤 21

②弘前大学医学部医学科（担当科目：医用統計学）講師等

③弘前大学大学院医学研究科（担当科目：基礎生命統計学）

④弘前女子厚生学院（担当科目：リハビリテーション医学）

e-mail pteiki@cc.hirosaki-u.ac.jp

1 .著 書

①対馬栄輝：看護福祉の社会調査，「みらいを拓く社会学」（早坂裕子，広井良典 編），ミネルヴァ

2004.書房，

《要旨》

看護学，社会学で用いられるデータの取得方法，データ解析法，基本的な統計的手法につい

て，平易に解説した．

2 2004.②対馬栄輝：医学研究のための統計解析入門－第 版－，弘前大学生活協同組合，

《要旨》

医学分野の統計解析を意識した，統計的手法の基礎について解説した．データの探索的観察，

1 2確率分布，標本分布，点推定・区間推定の基礎，ネイマン－ピアソン流仮説設定， 標本問題，

標本問題における統計解析を中心に述べ，多変量解析として分散分析まで記載した．

③対馬栄輝：パソコンによる医学データ解析－ を用いたデータ解析の手順－ 弘前大学生活SPSS ,

2004.協同組合，

《要旨》

具体的データ例を挙げて， による解析手順を細かく解説した．差の検定から，相関・回帰，SPSS

分割表検定，分散分析，信頼性係数，重回帰分析，多重ロジスティック回帰分析までを取り上げた．

直ぐに使える内容から，中級者レベルの内容までをも網羅し，理解に合わせて実践に役立つ内容に

してある．

学会等発表2.

①対馬栄輝 森永伊昭 坂野晶司 ほか：高齢な大腿骨近位部骨折患者に対する早期からの機能, , ,

的予後予測．理学療法学 （ ）： ， ．31 Suppl.2 4 2004

《要旨》

大腿骨近位部骨折患者に対する理学療法での初期評価値をもとにして，歩行獲得の予後予測が

可能であるかを検討した．大腿骨近位部骨折患者 例を対象に，受傷前移動能力・日常生活活動49

の状況を家族または介護者から得た．起立・歩行練習開始時に，移動能力，体幹下肢運動年齢検

査( )，徒手筋力検査，改訂版長谷川式知能スケール， を評価した．また，入MAT Japan Coma Scale

院中の夜間せん妄の有無と，合併症がある場合，心疾患，呼吸器疾患，脳卒中，大腿骨骨折以外

の骨関節疾患の重症度を評価した．入院中に病棟での歩行が自立した自立群，自立しなかった不

可群に分類した．自立群と不可群では年齢，受傷前移動能力・ ， ， ， ，ADL MAT ADL MMT

，せん妄の有無に有意な差( < )が見られた．続いて歩行自立・不可群の分類を従属変数HDS-R p 0.01

とした多重 回帰分析では， ( < )と ( < )が選択された(正判別率 ％)．logistic MAT p 0.05 HDS-R p 0.01 89.8



歩行の可否は早期の評価値から比較的高い精度で予測できた．

②対馬栄輝，秋元博之，三浦孝雄：股関節手術後患者における日常生活活動について．第 回31

日本股関節学会学術集会プログラム・抄録集： ， ．143 2004

《要旨》

股関節手術後患者における股関節機能や日常生活活動（ ）について，いくつかの項目を評ADL

ADL 33 58.1価し，術式による 構造の相違を検討した．対象は変形性股関節症患者 名（平均年齢

± 歳；術後経過 ヵ月～ 年）とした． 術後患者（ 群）は 名，骨切り術後患者16.2 7 12 THA THA 21

（骨切り群）は 名であった．対象者の を日整会股関節症判定基準 次案の項目を調査・評12 ADL 3

価した．その他，歩行能力，疼痛も評価した． 群と骨切り群で， 項目や歩行能力，疼痛にTHA ADL

差があるか 検定（ ）を行ったところ，骨切り群は疼痛が有意に悪く（ <Mann-Whitney Exact test p

），片脚起立が有意に良好（ < ）であった． 群と骨切り群を従属変数とした多重ロジス0.05 p 0.01 THA

ティック回帰分析でも，疼痛と片脚起立（ともに < ）が有意な項目として選択された（正判別率p 0.05

％）． 項目のうち，通過率の高い項目や解釈上困難な項目を除いて因子分析を行ったとこ81.8 ADL

ろ， 群では[足趾の爪切り，しゃがみ込み，靴下着脱]のグループと[片脚起立，階段降り，床かTHA

らの立ち上がり]のグループに分けられ，骨切り群では[片脚起立，靴下着脱，足趾の爪切り]のグル

ープと，[しゃがみ込み，階段降り，床からの立ち上がり]のグループに分けられた．因子分析から，

術式に関わらず支持性，可動性に分けられるようだが，骨切り群では静的かつ非荷重位での動作

と，動的かつ荷重位での動作に分けられるとも捉えられ，これには疼痛の影響があると考える．

③対馬栄輝，木田和幸，野田美保子，ほか：大腿骨近位部骨折患者における退院時歩行の予後と

痴呆の関係．第 回日本公衆衛生学会総会抄録集： ， ．63 674 2004

《要旨》

高齢な大腿骨近位部骨折患者を対象に，いくつかの評価表で痴呆を評価し，身体機能との関連

性を詳細に検討したので報告する．大腿骨骨折患者 名を対象とした．運動機能として大腿骨骨55

折受傷前・退院時の歩行状態と，理学療法開始時の下肢運動年齢検査（ ），精神機能としてMAT

意識障害（ ），意欲（“あり，どちらともいえない，なし”の 段階），痴呆を評価した．痴呆は質問JCS 3

式の改訂長谷川式知能評価（ ），行動観察式の ， スケールを用いた． は記HDS-R CDR GBS CDR

憶，見当識，判断力，社会適応，家庭状況，介護状況の 項目を評価し， スケールは運動機6 GBS

能，知的機能，感情機能，痴呆に共通なその他の症状の各分野を 項目で評価する．退院時の26

歩行状態を従属変数，それ以外を独立変数とした逐次重回帰分析を行い，さらに選択された独立

変数を目的変数として階層的に重回帰分析を行った．得られた結果をパスモデルにまとめて解釈し

た．歩行状態には( )速い動作の困難[ ]，( )判断力[ ]（ ＜ ），( )覚醒度の障害[ ]1 GBS 2 CDR p 0.01 3 GBS

（ ＜ ）が選ばれた（ ）．( )を目的変数にすると，時間の見当識，動機づけ[ ]，p 0.05 R2=0.84 1 GBS

が選ばれ（ < > < > ），( )では意欲， ，集中力[ ]などが（ ），( )MAT R SUP 2 /SUP =0.86 2 JCS GBS R2=0.95 3

では記憶[ ]が（ ）有意な項目として選ばれた．歩行の予後予測の参考として，基本的CDR R2=0.61

にこれら つの分野を意識して評価しておく必要があると考えた．3

④対馬栄輝，石田水里， ，ほか：デジタルビデオカメラによる動作撮影時のDragomir N.Nenchev

撮影条件が膝関節角度測定の精度に及ぼす影響－正投影面と 度斜投影面上の運動の比較45

22 55 2004.－．第 回東北理学療法士学会抄録集・プログラム集： ，

《要旨》

デジタルビデオカメラ（ ）に向かって垂直な面（正投影面）の動作と，前後斜め 度に傾けDVTR 45

た面（斜投影面）の動作を撮影し，電気角度計で実測した膝関節の角度と による膝関節角度DVTR

の一致度を検討した．対象は健常者 名とし，被検者の右膝関節外側部に三栄社製電気角度計2

（角度計）を固定した．角度計の両端と軸部分の計 点に赤色蛍光球を貼り付けた． は広角3 DVTR

最大として，水平かつ膝関節とほぼ同じ高さに設置した．動作は，直線路上での自由歩行と，椅子

からの立ち上がり（立ち上がり）とした．立ち上がりは矢状面より膝関節が 画面中心に写る状DVTR

態，歩行は直線路に垂直な線上（正投影面）で，それぞれ 離れた位置から撮影した．更にこれら4m



を 度の斜投影面からも撮影した．動作中の角度計信号は多用途テレメータで受信し，パソコンに45

取り込んでデジタル信号（ ）に変換した． の映像は 形式に変換し， の250Hz DVTR avi freesoftware

運動体軌跡解析ソフトを用いて蛍光球の座標を ごとに計測した．テキスト出力した座標デー1/30sec

タから，自作プログラムにより膝角度を算出した． と角度計間の一致度を知るために，再現性DVTR

としての級内相関係数（ ）を求めた．更に，頑健 による平滑化波形から一致の程度を観ICC LOESS

察した．正投影面における歩行の はρ＝ ，立ち上がりはρ＝ で，同様に斜投影面にICC 0.96 0.99

おける歩行はρ＝ ，立ち上がりはρ＝ （全て ％ 下限値はρ＞ ）であった．斜投0.81 0.94 95 CI 0.7

影面における歩行では から遠いほど誤差が大きくなった（歩行時膝屈曲最大値[ の角DVTR DVTR

度－角度計]で，遠位 ° 中間 ° 近位 °）．斜投影面での歩行では，被写体の投影-10.4 , -8.9 , -5.0

角が変化するゆえに が低くなる．また，実際の値の誤差は大きく，過去の報告と同様に角度がICC

小さく写った（石田ら， ）． で関節角度を測定する時は，できる限り正投影面で撮影する2002 DVTR

必要がある．

⑤石田水里 対馬栄輝：腓腹筋における反応時間と立位の外力に対する筋活動開始時間の関連性,

について．理学療法学 （ ）： ， ．31 Suppl.2 82 2004

⑥若山佐一 上村佐知子 對馬 均 石川 玲 対馬栄輝 土橋真由美 籾山日出樹：卓越した臨, , , , , ,

床実習指導者による臨床的推論に関する臨床実習教育(第 報)，理学療法学 （ ）：2 31 Suppl.2

， ．249 2004

⑦西沢義子 菊池圭子 木田和幸 対馬栄輝 野田美保子 古川照美 三田禮造：学童の身体発育, , , , , ,

の特徴－北東北地方の一小学校の場合．東北学校保健学会会誌 ： ， ．52 22-23 2004

⑧石田水里，対馬栄輝， ，佐川 貢一：デジタルビデオカメラで撮影した動作中のD.N. Nenchev

膝関節角度と電気角度計との比較．第 回東北理学療法士学会抄録集・プログラム集： ，22 56

2004.

⑨小野寿子，成田大一，沢目紘子，対馬栄輝，秋元範子，舘山博文：交通事故後の頸椎捻挫患者

における疼痛の特徴―その現状，諸項目との関連性の検討―．第 回東北理学療法士学会抄22

49 2004.録集・プログラム集， ，

論文等3.

①対馬栄輝：健常青年における背臥位からの立ち上がり動作－所要時間と動作過程の分析－，理

学療法学 ： ， （別刷添付）31 325-327 2004.

②対馬栄輝，三浦孝雄，秋元博之：人工股関節全置換術術後患者における日常生活活動の特徴

について， ： ， （別刷添付）Hip Joint 30 540-543 2004.

③対馬栄輝：変形性股関節症患者における股関節外転筋の運動反応時間について．東北理学療

法学 ， ．（別刷添付）16:84-88 2004

④対馬栄輝：変形性股関節症患者における理学療法評価の要点．理学療法研究 ： ，21 13-17

．（別刷添付）2004

⑤対馬栄輝：臨床における運動・動作分析の科学的検証．理学療法学 ： ， （別刷31 483-488 2004.

添付）

社会活動4.

所属学会および職能団体など1)

①日本理学療法士学会



②理学療法科学会

③日本股関節学会

④日本老年医学会

⑤日本公衆衛生学会

⑥日本計算機統計学会

学外委員会・協議会等2)

①日本理学療法士協会 事務局 事務部

②日本理学療法士協会 学術部 専門領域研究部

③日本理学療法士協会 理学療法効果エビデンス研究助成審査員

④日本理学療法士協会 東北ブロック協議会 機関誌編集部 及び 査読委員

学外依頼講演等3)

①基礎から始める理学療法研究の統計解析，（社）岩手県理学療法士会，平成 年 月 日，16 3 13

於：盛岡市

②理学療法におけるデータ解析の活用，青森県理学療法士会，平成 年 月 日，於：八戸市16 4 25

立市民病院

③視覚的な講演資料で解りやすく解説する－実例による臨床・医学データ解析，技術情報協会，平

成 年 月 日，於：東京都・渋谷・こどもの城16 5 11

④臨床における運動・動作分析の科学的検証－体系化に向けて，第 回日本理学療法学術集会39

分科会理学療法基礎系シンポジスト，於：仙台市

⑤第 回弘前大学医学部整形外科夏の研修医会「医学研究におけるデータ解析の基礎」，弘前14

大学医学部整形外科学教室，平成 年 月 日，於：青森ロイヤルホテル16 8 5

⑥なごやかトークとのびのび体操～これからはバランスと筋力！～（平賀町一般町民対象），平賀

町，平成 年 月 日，於：平賀町文化センター大ホール16 11 24

11 17 12⑦転倒・骨折予防教室，平賀町，於：本町ふれあいプラザ（ 月 日）；新屋多目的集会所（

月 日）16

⑧演習による臨床・医学データ解析の実践－初心者のためのやさしい統計解析 ，技術情報協会，-

平成 年 月 日，於：東京都・芝・機械振興会館16 12 21

5.その他

地域保健関連コンピュータデータベース研修（平成 年 月 日 ～ 月 日）1)JICA 16 8 25 9 20

《活動状況》

ジャマイカより医療情報管理者（ )を含む 名の医療従事者が標記研修のadoministrative assistant 2

ため，来日した．研修指導は，弘前大学医学部公衆衛生学教室において三田禮造教授の指揮の

下，数名が担当し，その一員として関わった．

現地での地域保健活動におけるデータベースに関する統計解析手法・手順を習得させるため

に，講義・実習を行った．

2)骨・関節疾患研究会の発足

《活動状況》

木藤伸宏氏（川嶌整形外科），石井慎一郎（神奈川県立保健大）氏，加藤 浩氏（吉備国際大）

とともに，骨関節疾患理学療法の研究会を発足．日本 学会（仙台）で話し合いが持たれ，全国PT

規模の研修会，定期刊行物発行を予定している．



)「多変量解析におけるカテゴリカルデータの区切り値に関するシミュレーション」について（継続），3

弘前大学理工学部数理システム科学科数理システム最適化講座（数理統計学）との共同研究

《活動状況》

多変量解析の基礎的な手法である主成分分析，正準相関分析に対して，理学療法を主とした

医学において最も使用されるカテゴリカルデータで，妥当な結果を得ることができるか，大型計算

機シミュレーション（ジャックナイフ推定量）により検討している．実際のデータから得られる統計量

を母数として，測定誤差を想定した標準正規分布に従う乱数を付加し，係数の変動を評価する．

標本の大きさが小さければ係数値の変動が大きいが，数量化理論と同等の結果を得られることを

確認している．カテゴライズの方法を分布由来とするか，規定値区切りとするかに関しては，明確

となっていないため，比較により決定する．ただし，条件の場合の数が多いので，具体的内容のシ

ミュレーションを検討することが今後の課題である．

)「転倒に関する姿勢制御についての動作解析システムの作製と理論モデルの構築」について4

（継続），武蔵工業大学工学部機械システム工学科（ロボット工学）との共同研究

《活動状況》

民生用 を複数用いた簡易型動作解析システムを構築するための研究を，武蔵工大ネンチVTR

ェフ教授と，石田水里氏（弘大大学院理工学研究科；鳴海病院）と共同で行っている．初歩的な

VTR 1 VTR段階として， 画像を高い精度で分析するための処理方法を考案している．現在， 台の

で動作解析を行う際の限界，カメラから得られる画像の特性がある程度得られたので，補正の簡

易計算と，その汎用性の向上を目指している．

5)データ解析，研究方法に関する対応

《活動状況》

下記の施設より，助言を求められた．

内訳）北秋中央病院，慶應義塾大学月が瀬リハビリテーションセンター，奈良県立医科大学整形外

科， ，農業・生物系特定産業技術研究Musculoskeletal Biomechanics Research Laboratory USC

機構，筑波大学，札幌医科大学，山形医療技術専門学校，など．



長谷川 至（はせがわ とおる）氏 名

①運動療法学専 門

②運動生理学

年：なし担当科目 1

年：物理療法学実習（前期 ・運動学実習（前期 ・運動療法学Ⅰ実習（後2 ） ）

期 ・臨床実習Ⅰ（後期））

年：日常生活活動分析学実習（前期 ・義肢装具学実習（前期 ・臨床実習Ⅰ3 ） ）

（前期 ・臨床実習Ⅱ（後期 ・理学療法特殊講義Ⅱ「スポーツ傷害に） ）

対する理学療法 （後期）」

年：臨床実習Ⅲ（前期），卒業研究4

なし非常勤

講師等

e-mail pthase@cc.hirosaki-u.ac.jp

著 書1.

なし

学会等発表2.

①長谷川至，尾田 敦，三浦雅史，川口 徹，山内茂寛，村上三四郎，中村正直：「第 回アジア5

2003 31冬季競技大会青森 」理学療法活動報告―活動上の問題点と今後の課題―．理学療法学

( )： ， ．（第 回日本理学療法学術大会）Suppl 2 31 2004 39

《要旨》

アジア冬季競技大会でのボランティアとしての活動における問題点を踏まえ今後の課題を検討

した．当初の計画を変更し，大会数ヵ月前に急遽全会場での活動を行うことになったため，人員

や物品の確保に支障をきたしたり，各会場の状況を把握しきれないなどの問題があった．コミュニ

ケーション能力などの問題もあったが，選手や大会関係者からは概ね好評を得て活動を終えるこ

とができた．資質向上，職域拡大，社会貢献などの点から，このような活動に参加することの意義

は大きく，今後は青森県内においても関連機関や団体との連携を深め，組織的サポート体制の構

築が重要である．

②長谷川至，尾田 敦，佐藤 佑：高齢者における のフィールドテストとしてShuttle walking test

の適用に関する基礎的研究．体力医学， ( )： ， ．（第 回日本体力医学会東北地方53 4 476 2004 14

会）

《要旨》

運動耐容能の評価として 回の測定が推奨されている （ ）をフィールド2 Shuttle walking test SWT

テストとして用いる際に，利便性を高めるために測定場面の見学を加えることで 回の測定のみ1

でも結果の妥当性が得られるかどうかを， 歳以上の高齢女性 名を対象として検討した．65 28

回群の 回目と 回目で歩行距離に有意差はなく，かつ と高い相関が得られ，まSWT2 1 2 r=0.865

た 回群の 回目と 回群との間でも有意差がなかったことから，測定場面の見学によSWT2 2 SWT1

り十分に妥当性が確保できることが証明された．

③長谷川至，秋元博之，尾田 敦，山内茂寛，小田桐愛：津軽地区中学校柔道部員のメディカ

ルチェックについて．第 回青森県スポーツ医学研究会抄録集， ．（第 回青森県スポ32 2004 32

ーツ医学研究会）

《要旨》

津軽地区中学校 校の柔道部員に対してメディカルチェックを実施し，柔道経験 年以上の16 1

部員 名(男子 名 女子 名)を対象とした．立位体前屈± 以下が ，関節弛緩性162 126 , 36 2SD 3.1%



スコア 以上が男子 女子 であった．柔軟性，関節弛緩性，アライメント等の測定項4 10.3%, 44.4%

目と傷害との関係について報告した．

論文等3.

①長谷川至，尾田 敦，三浦雅史，川口 徹，山内茂寛，村上三四郎，中村正直（青森県理学療

法士会冬季アジア大会準備委員会）：「第 回アジア冬季競技大会青森 」における理学療法5 2003

サービス活動報告．理学療法研究， ： ， ．（別刷添付）21 31-36 2004

4.社会活動

1)所属学会および職能団体など

①日本理学療法士協会

②日本体力医学会

③青森県理学療法士会（理事：学術局々長，学術局新人教育部々長，学術誌編集部々長）

④帝京大学リハビリテーション研究会

⑤青森県スポーツドクターの会トレーナー部会

2)学外委員会・協議会等

なし

3)学外依頼講演等

なし

5.その他

1)各種スポーツ大会トレーナー活動

①第 回全国高等学校柔道選手権大会東北地区大会（平成 年 月 ～ 日）26 16 1 23 24

②全日本柔道選手権大会青森県予選（平成 年 月 日）16 2 1

③第 回青森県中学校体育大会夏季大会剣道競技（平成 年 月 日～ 日）55 16 7 23 25

④第 回永沢杯柔道大会（平成 年 月 日）37 16 11 3

)弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻公開講座（平成 年 月 日）2 16 9 10



土橋 真由美（どばし まゆみ）氏 名

運動療法学（呼吸器系）専 門 ①

年：物理療法学(後期)担当科目 1

年：運動学実習(前期)・物理療法学実習(前期)・運動療法学Ⅰ実習(後期)・臨床実2

習Ⅰ(後期)

年：理学療法技術学Ⅱ実習(前期)・義肢装具学実習(前期)・日常生活活動分析学3

実習(前期)・臨床実習ⅠⅡ

年：臨床実習Ⅲ(前期)・卒業研究4

なし非常勤

講師等

e-mail dobashi@cc.hirosaki-u.ac.jp

1 .著 書

①土橋真由美：呼吸教室の運営，リハ実践テクニック 呼吸ケア(塩谷隆信，高橋仁美編集)．メジカ

ルビュー社，東京， ．2004

《要旨》

本著は，呼吸ケアの分野で活躍するすべての医療スタッフが活用できるよう，呼吸ケアの技術を

具体的に解説したテキストである．著者はその中の『Ⅱ．ケア・サポート編』呼吸教室の運営につい

て担当した．

学会等発表2.

①土橋真由美，高橋仁美，若山佐一，他： 患者における余暇活動の実態．日呼管誌 ：COPD 14

， ． (発表学会：第 回日本呼吸管理学会学術集会)179 2004 14

《要旨》

在宅 患者 名を対象にした余暇活動に関する生活実態調査を行ない，呼吸リハ実施群COPD 32

と未実施群で比較した．外出の頻度は役割の有無と関連し，何らかの役割があれば余暇活動も行な

っているという結果を得た．また，活動項目では散歩，園芸，近所への買い出しで群間差を認め，呼

吸リハの有無が余暇活動に関与していることが示唆された．

②土橋真由美，白取洋子，高梨信吾：多職種からみた青森県における呼吸リハビリテーションの現

状．理学療法学 ( )： ， ．(発表学会：第 回日本理学療法学術大会)31 2 215 2004 39

《要旨》

青森県における呼吸リハの実態調査を多職種において行なった．実施率は ％であり，関与68.5

している職種は が ％，看護師 ％，医師 ％と続いた．内容は，急性増悪に対するベPT 100 68.4 39.7

ッド上の呼吸理学療法が中心であったため，予防的観点から急性増悪を引き起こさない包括的なア

プローチの必要性が示唆された．

③土橋真由美： 患者の在宅訪問指導と 評価項目の検討．第 回呼吸不全講演会，COPD ADL 18

．（発表学会：呼吸不全東北地区対策協議会主催第 回呼吸不全講演会）2004 18

《要旨》

患者 名を対象にしている動作と行なっていない動作に着目した アンケート調査をCOPD 32 ADL

行ない， 指導を受けたことがない群とある群とで比較した．結果，指導無し群で息切れ項目とADL

実際に行なわれていない項目が多く，指導有り群で活動性が高く，息切れの程度は低かったが，息



切れの頻度は変わらなかった．

④土橋真由美，白取洋子，高梨信吾：青森県の呼吸リハビリテーションの実施状況．第 回青森28

県理学療法士学会抄録集： ， ．(発表学会：第 回青森県理学療法士学会)24 2004 28

《要旨》

を対象に呼吸リハの実施状況を調査した．実施率は ％で全国的にみて同等に行なわれPT 61.5

ていた．呼吸リハで感じている問題点は，知識技術不足，人員不足，スタッフの認識不足と続き，呼

吸リハを実施していない理由も同様に挙がった．呼吸リハの更なる啓発が必要だと思われた．

⑤土橋真由美：慢性呼吸不全患者の ・ 評価の重要性とその問題点．弘前大学医学部保ADL QOL

健学科研究発表会： ．2004

《要旨》

慢性呼吸不全患者 名を対象に生活実態調査を行なった．余暇活動を含んだ日常生活は個人65

間で多岐に渡るため，個々の生活スタイルを把握することがまず必要であった． 障害を詳細にADL

捉え的確な指導をする上では，出来なくて行なわない動作なのか，必要がないために行なわないの

かを整理する必要があると考えた．

⑥若山佐一，上村佐知子，土橋真由美，他：卓越した臨床実習指導者による臨床的推論に関する

臨床実習教育 第 報．理学療法学 ( )： ， ．(発表学会：第 回日本理学療法学2 31 2 249 2004 39

術大会)

《要旨》

卓越した臨床実習指導者が指導方法や推論の教育をどのように実施しているかを非介入観察法

で調査した．指導スタイルは モデル提示，学生主体，その中間型に分けられ，推論の指導も基SV

本的に学生が異なっても変わりなかった．一方，比較的 経験に少ない場合は一定のスタイルがSV

あるとは言えなかった．主な分担内容は，調査と分析．

論 文3.

①土橋真由美： 患者の 評価について―在宅訪問指導に適した 評価表の検討COPD ADL ADL

―．弘前大保健紀 ： ， （別刷添付）3 41-49 2004.

②敷中葉月，高橋仁美，土橋真由美，他：包括的呼吸リハビリテーションが 患者の抑うつ感COPD

と不安感に及ぼす影響．日呼管誌 ： ， ．13 351-355 2003

《要旨》

例の 患者に対して外来呼吸リハを ヶ月間施行し，前後に身体機能， および心理25 COPD 6 QOL

面の評価を行なった．呼吸リハ施行後に呼吸機能の一部，運動耐容能および の改善とともにQOL

抑うつ・不安感は有意に改善した．心理面と身体機能に直接的な関係は認められなかったが，疲労

感との関与が示唆された．主な分担内容は，データ取りと分析．

社会活動4.

所属学会および職能団体など1)

①日本理学療法士協会

②日本呼吸管理学会

学外委員会・協議会等2)

なし

学外依頼講演等3)

①呼吸理学療法について． 年 月 日， 月 日（開催地：黒石 市，主催：黒石市国民健2004 2 21 3 6

康保険黒石病院院内研修会）



②呼吸リハビリテーションについて 年 月 日， 月 日（開 催地：弘前市，主催：さわら.2004 2 20 10 22

びセミナー）

その他5.

共同研究活動1)

①青森県立保健大学健康科学特別研究「人工呼吸器装着中の呼吸管理を目的とした在宅ケアシス

テムの構築」（研究代表者：石鍋圭子）の調査・分析・評価を担当し研究している．

②青森県立中央病院 東病棟看護研究「在宅酸素療養患者における運動療法の効果―呼吸困難9

の検討―」について調査・分析を共同で行なっている．

その他の活動2)

①平成 年度弘前大学医学部公開講座「転倒させないための 日転倒予防教室」，転倒リスクチ16 1

ェックと転倒予防対策(実習)（ 年 月 日，弘前大学医学部保健学科）2004 9 10

②弘前大学八戸サテライト事業公開講座「腰の痛みへの理解を深める」，実技「腰痛予防体操の実

際」( 年 月 日，八戸サテライト)2004 11 20

③青森県立保健大学大学院健康科学研究科理学療法学分野生活障害支援領域在学中


