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氏  名 對馬  均（つしま ひとし） 

専  門 ①理学療法評価学 

②運動療法学（中枢神経系） 

③理学療法教育学 

担当科目 1年：理学療法総論（前期）、運動学（後期） 
2年： 
3年：理学療法英語・神経系障害理学療法学実習(前期)・臨床判断分析学(後期) 
4年：卒業研究(後期) 

非常勤 

講師等 

なし 

 

 

1 .著 書 

 

①翻訳  エビデンスに基づく高齢者の理想的な運動プログラム 

共著 （對馬  均  監訳 ）分担翻訳、pp.324、医歯薬出版株式会社、2008 年 8 月  

《要旨 》 

本書は、高齢者が運動や体操を行 う際の注意 と禁忌事項 、高齢者に対する筋力強化の

効果、骨粗鬆症 ・変形性関節症 ・糖尿病性の筋力低下 ・足部の障害 ・骨折などへの取 り組

み、二重課題の悪影響とその克服方法などが盛 り込まれており、理学療法士や作業療法士

をはじめとして、健康運動指導士 、保健師 、看護師 、一般開業医 、そしてそれぞれの分野の

学生など、高齢者ケアに関わるすべての人にとって貴重な情報を提供している。 

 

 

2.学会発表 

 
① 對馬新吾，對馬均：虚弱高齢者のためのヒッププロテクター改善に関する研究（第 3 報）～ヒップ

プロテクターの衝撃吸収力の比較～ 

第 43 回日本理学療法学術大会，平成 20 年 5 月 15 日（於：福岡市） 

《要旨》 
【目的】高齢者の転倒骨折予防策として、市販されているヒッププロテクター（以下 HP）の衝撃吸収力

を実測・比較検討し、それぞれの特徴について明らかにする。 

【方法】対象とした市販品 HPは、硬性素材のパッドを使用した 2種類（以下、硬性 A・B）と軟性素材を

使用した 2種類（以下、軟性 C・D）の計 4種類とした。衝撃力の計測には富士フィルム社製プレスケー

ルと圧力解析システムを使用し、各 HP ごとに 5 回ずつ実施し、衝撃力の平均値、ならびに衝撃吸収

率を求め、得られたデータを統計学的に解析した。 

【結果】平均衝撃力は HP の種類を問わず、HP を着けた場合の衝撃力の方が有意に小さかったが、4

種類の HP の衝撃力には有意な差は認められなかった。また軟性 HP の方が硬性 HP よりも衝撃吸収

率が高い傾向を示した。 

【考察】今回の実験では、すべての HP で衝撃力が 2000N 以下に抑えられることが明らかとなり、どの

HP であっても一定の骨折予防効果は期待できるものと考える。HP は、骨にかかる衝撃を点から面に

分散させ周囲の軟部組織で吸収させる（硬性 HP）、衝撃吸収パット自体の素材で衝撃力を吸収させ

る（軟性 HP）という二つの観点から設計されているが、今回の結果から、皮下脂肪層の薄い痩せ型の

高齢者に対しては硬性 HP よりも軟性 HP の方が骨折予防という点でより効果的と思われる。 

 

② 中江秀幸，對馬均：在宅パーキンソン病患者の１日の身体活動量の評価方法について 
第 43 回日本理学療法学術大会，平成 20 年 5 月 15 日（於：福岡市） 



《要旨》 

【目的】パーキンソン病患者 (以下 PD)の 24時間の身体活動を定量的かつ定性的に把握する方法とし

て、三軸加速度計を用いた評価方法を開発し、その有効性を明らかにすることを目的とした。 

【方法】対象は在宅 PD7名（平均年齢 68.1±4.2歳、Hoehn＆Yahrの stage（以下 stage）II度 3名・III

度 3 名・IV 度 1 名、FIM の得点は平均 97.3±27.0 点）。身体活動の評価は三軸加速度計を用いて１

日の総力積 (kgm/day)を身体活動の量的指標とした。同時に“生活活動度計 (A-MES) ”を用いて 1

日の姿勢変換状態を分析し、身体活動の質的指標とした。 

【結果】対象者の平均活動量は、総力積：1.67±0.64kgm/day であった。各姿勢の占める平均時間数

は、臥位：7.7±1.8 時間、座位：10.4±3.0 時間、立位 3.6±1.9 時間、歩行 3.0±2.2 時間と、座位時

間が 43.2%を占めていた。姿勢変換の平均回数の総回数で 786±326回、臥位-座位の変換では 458

±281 回、座位-立位の変換では 282±178 回と、臥位-座位間の姿勢変換が約 60%を占めていた。

総力積と他の変数間では、FIM との間で有意な相関 (r=0.707)を認めた。 

【考察】先行研究では、24時間の総力積値は若年成人で 2.04±0.29kgm/day、一般高齢者で 1.65±

0.40kgm/s であったことから、本研究の PD の総力積値は一般高齢者と同程度であった。総力積と歩

行時間並びに FIM との間に相関が認められたことから、今回のような三軸加速度計と生活活動度計を

用いて在宅 PD の身体活動を量的・質的に評価することの可能性が示されたものと考える。 

 

 

3 .論 文 

 

① 對馬新吾，對馬 均：転倒骨折予防のための効果的ヒッププロテクターの開発に関する研究―介

護職員から見た問題点・改善点―. 理学療法研究，N0.25,29-34,2008. 
《要旨》 

ヒッププロテクターは高齢者の転倒骨折予防に有効とされているが、当事者が装着するかという「受

け入れ」の点で問題が多い。そこで介護者の立場から見た市販品 HP への所感を調査し、望まれる HP

の要件を明らかにするため研究を行った。調査は介護老人保健施設職員 270 名に対して質問紙郵

送法により実施し、市販品 HP2種（硬性、軟性）の写真やカタログデータ等を提示したうえで、「ヒッププ

ロテクターの形状」、「介護しやすさ」「使用者への影響」など全 17 項目に関する所感を問う内容とし

た。調査の結果、介助者の多くは、衝撃吸収パッドの硬さや厚さの問題、パッドをからだにフィットさせ

るための下着が日常生活動作やその介助に及ぼす悪影響、使用者の抵抗感、高い価格といった点

を問題と感じていることが明らかとなった。介護職員が望むヒッププロテクターは、薄くても衝撃吸収力

に優れ、排泄時に邪魔にならないようなデザインで、しかも低価格のものであることが示唆された 

 

② 中江秀幸，對馬 均 ：健常成人を対象とした加速度計による基本動作分析．理学療法研究，

N0.25,14-17,2008. 

《要旨》 

目的：家庭生活における１日の身体活動状況を量的に把握する測定評価ツールとして、長時間連続

測定が可能な携帯型加速度計を用いることの有用性と可能性を明らかにする。 

方法：健常成人 5 名を対象とし、3 軸加速度計を腹部中央に装着させ、「起き上がり」「椅子からの立

ち上がり」「床からの立ち上がり」「歩行」の各動作の加速度測定値から総力積を算出し、分析を行っ

た。 

結果：同一被験者における総力積の値は高い再現性を示した（ICC＞0.8）。各動作の力積を三成分

(x,y,z)で比較すると、「起き上がり」では z 力積が x と y 力積よりも低値、「椅子からの立ち上がり」で

は、z と x 力積が低く y力積のみが高値、「床からの立ち上がり」では三成分ともに高値という特徴が認

められた。総力積については、「床からの立ち上がり」が最も高値を示した。 

結論：四つの基本動作の身体活動量を加速度変化の量に基づいて順位付けすることが可能であり、

24 時間の活動量を各動作の総力積という指標を用いて表すことの可能性が示唆された。 

 



③ 對馬新吾，對馬 均：転倒骨折予防のためのヒッププロテクターの改善に関する研究～虚弱高齢

者対するモニター調査からみた望まれるヒッププロテクターの要件～．東北理学療法学，第 20号：

7-12，2008. 

《要旨》 

目的：市販ヒッププロテクター（以下 HP）の問題点と受け入れ阻害要因を明らかにする。方法：在宅高

齢者 26名（平均年齢 73歳）を対象として、４種類の市販 HPの装着感などに関するモニター調査を行

った。結果：「価格」については総じて印象が悪かったが、衝撃吸収パッドが厚く軟らかいＨＰについて

は「厚さ」以外の項目で概ね良好であった。HPの使用には対象者の 83％が抵抗を感じていたが、使用

したくないのは硬性 HP2種に偏る傾向にあった。使用したくない理由は「履きにくい」「装着感が悪い」、

「デザインが悪い」などであった。まとめ：市販 HPの最大の問題点は価格であり、HPを装着することへの

抵抗感はあるものの、使用するとしたら軟性 HP を選択する傾向があることが明らかとなった。軟性素材

のパッドを使用し、より履きやすく装着感の良い、低価格のＨＰを開発することで、受け入れ向上が期

待できる。 

 

④ 對馬均：難病療養者の在宅リハビリテーション－パーキンソン病に対する理学療法士の視点から

－. 日本難病看護学会誌，Vol12：192-199，2008． 
《要旨》 

 医学・医療の進歩により、パーキンソン病に対する治療やケアはこの 4 半世紀の間に大きく変化して

きたが、障害予防、介護予防としてのリハビリテーションの果たす役割は依然として大きく、職種や専

門性の壁を越えたインタープロフェッショナルなアプローチが期待されている。本稿では、パーキンソン

病の方々に対する在宅リハビリテーションを進めていく上での留意点について、これまでの筆者の経験

と最新の研究状況に基づき、理学療法士の視点から次のような内容で解説した。①パーキンソン病の

人の動作障害の特徴について、②パーキンソン病の人がうまく動けるための５つの戦略、③家庭で行う

運動練習の原則について、④パーキンソン病の家庭訓練４つのポイント、⑤パーキンソン病の人をうま

く介助するには、⑥介助にあたっての「目のつけ所」と「指示の出し方」について。 

 

 

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 日本ヒューマンケア科学学会 
④ 臨床歩行研究会 
⑤ 東北理学療法教育研究会 
⑥ 青森県理学療法士会 

 

2)講演等  

①  テーマ「農村女性の日常の健康管理 」 
Part１ いざというときに活かせるリハビリテーション技術  

Part２ 転倒予防に効果的な運動－弘前大学てんとうむし体操－ 

JA 津軽みなみ女性部  生活健康部会研修会での講演，於 ：平川市 （2008 年 1 月 22

日 ） 

《講演要旨 》 

Part１人はなぜうまく動けるのか？ 

そもそも、からだの動きは・・・／人間の運動システムの階層性／関節運動と筋の作用／意識

していないからだの動き／オートマチックな姿勢の調節／運動ができるための条件／人はどん

なときにうまく動けなくなるのか？／筋 ・骨格系の機能異常／神経系の機能異常／姿勢反応



の異常／忘れてはならない「痛み」／心肺機能も不可欠な要因／うまく動けなくなる原因／動

けない人のからだを動かすには／脳卒中の動作の特徴／良い介助 とは／介助にあたっての

目のつけ所／人を持ち上げる時の基本／効果的な介助法の実際／ねがえり介助のポイント

／起きあがり介助のポイント／立ち上がり介助のポイント／ベッドから車椅子への移乗／車い

すでの座 り直し／移乗の介助をするときの一般的な注意点／腰を痛めないための知識と備え

／なぜ腰は痛くなりやすいか／腰を痛めないための留意点／もし痛めてしまったら／まとめ 

Part２転倒予防に効果的な運動  

まず転倒についてよく知 っておこう／いつどこで転倒するのか？／どのようにして転倒するの

か？／転倒の原因 ・誘因／転倒に関与する疾患群／転倒発生の悪循環／転倒のハイリス

ク者／服薬の管理も重要／転倒予防／力をつけるには／筋力 トレーニングの原則／転倒予

防のための 

筋力 トレーニングの実際／代表的抗重力筋とそのライバル／弘前大学てんとうむし体操の実

際  

 

 

3 .その他 

 

1 )共同研究活動・外部資金獲得状況 

①平川市からの受託研究「高齢化進展の著しい農村地区における地域保健活動ネットワークシ ステ

ムの構築に関する研究」５００，０００円 

＜研究目的及び内容＞ 

弘前大学の蓄積された地域保健活動の有効性に関する研究と青森県 平川市における地域保健

事業の実践を融合させることで，「高齢者 の介護予防」に焦点を当てた地域保健活動の効果を検証

するとともに，高齢化進展の著しい農村地区における地域保健活動ネットワー クシステムモデルを構

築する。 

 

②学術国際振興基金Ｂ－２（外国人研究者との共同研究の助成） １０００，０００ 円 

研究題目「在宅パーキンソン病患者の生活環境下における姿勢調整能力の評価と転倒予防」 

＜研究目的及び内容＞ 

本プロジェクトはパーキンソン病患者の実際の生活環境下での姿勢コントロール能力と転倒の関係

を解明し，効果的な対応策につなげることを長期的な目標としている。H20 年度は、研究初年度に開

発し H19年度に応用試行を行った“在宅パーキンソン病患者の 1日の運動・動作を生活場面でモニタ

ー・解析するための客観的評価方法”により、パーキンソン病治療薬の長期服用によって生ずる

on-off 現象と生活場面での活動状況の関連に着目し、その特徴を定量的に明にすることを目的とし

て研究を行った。 

研究の結果として、①on-off 現象を呈する在宅 PD 患者の活動量は変動が少なく比較的よく保た

れている。②しかし，off 状態では座位時間の増大や立位時間の減少傾向が認められ、運動性の

ADL や意思表出面への影響が特徴的であることなどが明らかとなった。 

これらの結果から、on-off現象に着目した在宅 PD患者への理学療法を考える上で、off状態にお

ける臥位時間を改善させるための介入指導や、臥位による弊害の予防対策の重要性が浮き彫りにさ

れた。その他、ADL においては，on-off 現象に影響を受け易い移乗動作や歩行の指導の重要性，な

らびに清拭や更衣動作に必要な座位・立位バランスへの介入の重要性が浮き彫りにされた。 

 

③学術国際振興基金Ｂ－３（外国人研究者の招へいの助成）  ５００，０００ 円 

招へい研究者：Dr.Kalen Dodd (理学療法士) 
オーストラリア／ラトローブ大学・健康科学部・医療技術学系／学系長・教授 

講演テーマ「オーストラリアにおける最近の理学療法の進歩－筋力強化法を中心に－」 

 



氏  名   若山 佐一（わかやま さいち） 

専  門  ①理学療法評価学・理学療法学臨床的推論 

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)･生涯学習  

担当科目 1年：理学療法評価学Ⅰ（前期）・理学療法評価学Ⅱ（後期）・理学療法学総論演習（後

期），医療・健康支援を考える（A）（21世紀教育、後期）  

2年：理学療法評価学実習（前期）・臨床実習Ⅰ（後期），運動とリハビリテーション（A）（2

1世紀教育、前期） 

3年：神経筋障害理学療法学演習（前期）・神経系障害理学療法学実習（前期）・脳障

害理学療法学演習 (前期 )・理学療法管理運営論 (前期 )・臨床実習Ⅱ（前期）・臨床

実習Ⅲ(後期 )・理学療法研究演習（後期）・理学療法評価学演習（後期） 

4年：臨床実習Ⅳ（前期）・卒業研究（後期）・保健学概論演習（後期） 

大学院保健学研究科保健学専攻博士前期課程  

1年：理学療法臨床推論特論（前期）・基礎理学療法学特論（前期）・理学療法学演習 (

後期 )，医療マネジメント（後期） 

2年：学際連携セミナー（前期）・理学療法学特別研究（通年） 

大学院保健学研究科保健学専攻博士後期課程  

2年：老年保健学特講演習Ｂ（前期）・老年保健学特別研究（後期） 
非常勤  

講師等  

①山形県立保健医療大学大学院保健医療学研究科（担当科目：理学療法臨床推論特

論） 

②秋田大学医学部保健学科（担当科目：神経系障害理学療法学Ⅱ） 

e-mai l  swaka@cc .h i rosak i -u .ac . j p  

 

1.著 書  

①翻訳  

Meg Morris・Adrian Schoo編／對馬均 監訳、秋元博之、石川玲、石田水里、岩田学、尾田敦、
金沢善智、木村真由美、対馬栄輝、對馬均、吉田英樹、若山佐一訳：エビデンスに基づく高

齢者の理想的な運動プログラム、第 1 章 高齢者にとっての身体活動の健康上の利点－エビ

デンスへの疫学的アプローチ、pp1-23、医歯薬出版、2008 年 8 月 

高齢者の身体活動の有効性について包括的なエビデンスを提示し、高齢者の健康に

関する最新の知見やガイドラインについて言及し、運動療法やトレーニング方法につ

いて、明解に例示するとともに、実用的な実践方法について紹介している。 

第一章は、高齢者にとっての身体活動の利点について、各種の疾患の疫学的なアプ

ローチから解説を加えエビデンスを示している。 

 

2.学会等発表  

①若山佐一，佐藤比呂子：理学療法士の生涯学習過程 現象学的に生涯学習体験を分析する，

理学療法学，第 35巻大会特別号No2, p. 666，2008（発表学会：第 43回日本理学療法学術大会
(開催地 福岡，5 月 15-17 日） 

《要旨》 

一施設における卒後の新人教育、生涯学習過程を現象学的な分析による質的研究として、

その特徴、効果、課題等を普遍化の可能性を含め検討した。卒後の理学療法士臨床経験が 1

年半から 2 年半の同意の得られえた 4 名を対象とし、理学療法部門責任者については管理的

立場からの補足調査を行った。調査方法は、臨床経験資料を作成してもらい、それを参考資

料として半構造化面接によるインタビューを行い、その内容をキーワード分類、カテゴリー

化、クラスター化を行い、そこから生涯学習の観点から特徴、課題等を抽出した。部門責任

者に対しては同様のインタビューを行い、インタビュー内容の補完、特徴等の裏づけ等の参

考資料とした。分析の観点は、個々人の主観的体験をどんな人にも共通する体験の構造とし



て普遍化する、現象学の概念に基づき分析した。インタビューから抽出された特徴は、対象

疾患では脳卒中、骨関節疾患であり、生涯学習体験では、勤務先の新入職員教育、所属病棟、

経験者による OJT 指導等、対外的には、日本理学療法士協会の新人教育プログラム、学会や

研修会の参加であった。生涯学習過程に関しては、経験や体験の積重ね、経験を意識しない、

自己目標の設定などであり、勤務施設の特徴、個々人の学習への意識の差などが認められた。

臨床経験の体験では、配属された病棟の違いが反映されており、経験症例数や疾患・障害傾

向の違い、臨床的知識の違いなどが関係すると考えられた。理学療法技術については、OJT

による先輩から後輩への指導が共通に実施されており、施設内技術伝達の普遍的特徴と考え

られる。普遍化という観点からは、卒後 2～3 年目の共通する特徴を含んでおり、今後の生涯

学習経験をどのように構築するかを考える上では、重要な要素を含んでいると考えられる。

今回は一施設の調査であるが、このような調査を重ねることで共通する普遍的な理学療法士

の生涯学習計画の構築につながると考える。 

 
②高見彰淑，皆方伸，若山佐一：急性期脳卒中患者の後進歩行の特徴について，理学療法学，第

35 巻大会特別号No2, p. 600，2008（発表学会：第 43 回日本理学療法学術大会(開催地 福岡，

5 月 15-17 日） 
《要旨》 

脳卒中発症後4週以内に前進歩行と後進歩行が可能な同意を得られた16人に対し、発症から平

均15日前後に、後進歩行を行い、身体機能、ADL等との関連から特徴を明らかにした。測定項目は
前進、後進の歩行速度、歩数、歩行率、重複歩距離ならびに各変動係数、下肢ブルンストロ

ーム（Br．stage）、下肢体幹運動年齢（MOA）、Barthel Index（BI）、知覚障害の有無とし

た。結果は、Br.stageは4-6で3以下はいなかった。MOA 49.6点（前方ジャンプ等可能）、BI 80.3

点と麻痺は軽症かつ動作能力は高かった。歩行は、前進/後進では歩行速度7.6/13.5秒、重複

歩距離76.1/50.9cm、歩行率109.1/106.3歩/分であり、速度と重複歩距離で有意差を認めた。

変動係数では重複歩距離のばらつきが大きかった。このことから後進歩行ではピッチ調整は

可能であるがストライドを伸ばすことが難しく、ばらつきも多いという特徴があった。後進

歩行とMOA、BIとの相関を歩行速度、重複歩距離、歩行率、対前進速度比でみると、速度があ

る程度早く、前進との差が少ないほうがMOA、BIの自立度も高いことが推測された。 

 
③Murakami S, Wakayama S : Qualitative research on setting goals for patients in clinical 

education, 10 th  International Congress of the Asian Confederation for Physical Therapy (ACPT) 
Makuhari, Chiba, Japan, August 30 th  to 31st  , 2008 

《要旨》 

臨床実習の場で目標設定に関して，何を考え，目標の内容や時期を設定しているのかを明らかに

することを目的に、臨床実習終了後の同意の得られた一専門学校の 4 年次学生（PTS）26 名に対し、
半構造化面接からデータを収集し，M－GTA を用いて目標設定の理由と背景因子について概念生

成，カテゴリー化を行い各々の分析を行った．目標設定の理由として抽出されたのは“患者の希望を
反映”，“社会背景ニーズ”，“動作能力向上”の３つの概念であり，これらは単独もしくは複数が関係し
ていた．最初は関連があると思われた“最優先でする評価”は目標設定理由としては採用されず，重

要な問題点”は概念生成後も他の概念との関連を示す事はなかった．目標達成期限は退院，転院，
実習終了などに合わせて設定される他にも，CP やプロトコルに基づいて設定されている場合がある．
また特に根拠なく，PTS の価値観で期間を設定している場合も見られた．PTS が悩んだり迷ったりする
しないに関わらず、SV の指導や助言は目標内容や達成期限の設定などに大きな影響を持っていた． 
目標内容は疾患やその病期によって様々であるが，理学療法評価導入カテゴリの内容である，意思

疎通や患者についての情報が不足と感じた場合はホープやニーズの把握が不十分になり，目標を決

定する要因が限られることが示唆された．目標設定の理由とその背景因子を明らかにする事により，臨

床実習において，目標の指導をする場合，これら目標に関わる概念を PTS に提示する事によって目
標設定などの思考能力の向上を援助する事が示唆される．データ収集が実習終了後であり，データ



にリアルタイムな思考を反映させることが出来なかったことが今後の課題と考えた。 

 
④Sorimachi Y, Chimura A, Hyodo T，Wakayama S : Effect of neck angle, hold time and sloping 

shoulders on stiff neck and shoulders, 10 th  International Congress of the Asian Confederation for 
Physical Therapy (ACPT) Makuhari, Chiba, Japan, August 30 th  to 31 st  , 2008  

《要旨》 

自覚的な肩こり(以下、肩こり)と頚部屈曲角度・時間・なで肩との関連を明らかにすることを目的とし

て、同意の得られた肩こり経験者 16 名(男性 8 名、女性 8 名、平均年齢：22.8±3.6 歳)について、

いす座位で頚部屈曲 0°、20°、45°を 60 分間とってもらい肩こりを誘発した。肩こりの評価は、各々

の角度において 開始から 5 分ごと、60 分間までの聞き取りによる左右の頚部後面筋・僧帽筋上部・

菱形筋の自覚的な肩こり(10段階)を計測した。加えて、5分毎の筋硬度(前述の 3つの筋を計測)と、

なで肩の有無を計測した。結果は、45°で肩こりが有意に強く、筋別では頚部後面と僧帽筋上部にお

いて頚部屈曲 45°で肩こりが強く、菱形筋は角度間で有意差がみられなかった。また、開始から 25分

～30 分でほぼ全員が肩こりを訴え、それ以降はプラトーに達した。また、なで肩群では有意に肩こりの

訴えが強く、筋別では頚部後面・僧帽筋上部・菱形筋で訴えが強かった。頚部屈曲角度・時間・なで

肩が肩こりに影響を与え、筋硬度値は肩こりと関係しない結果となった。頚部屈曲 45°では頚部後面

・僧帽筋上部が強く伸長されることで肩こりが強く、なで肩群では頚部後面・僧帽筋上部・菱形筋が強

く伸長されることで、結果的に肩こりが強くなったと考えた。 

 

3.論文等  

なし 

 

4.社会活動  

 

1)所属学会および職能団体など 

①(社)日本理学療法士協会 

②日本医学教育学会 

③日本義肢装具学会 

④日本リハビリテーション工学協会  

⑤東北理学療法教育研究会  

⑥青森県理学療法士会 
 

2)学外委員会･協議会  

①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 

②青森県理学療法士会機関誌「理学療法学研究」査読委員 
 

5.その他  

①弘前大学教育･学生委員会編集（須藤新一，山本秀樹，大高明史，鬼島宏，若山佐一，加藤博

雄，佐々木長市，武田共治，和田公利，下川洋司，奈良岡康則，神智彦，菊池學，瀧川明伸）：授

業方法改善のための「学生による授業評価に関するアンケート調査」報告書【平成 19 年度 (前・後

期 )】，131 頁，平成 20 年 7 月，弘前大学  

②平成 20 年度弘前大学大学院保健学研究科公開講座「転倒しない・させないための１日転倒
予防教室」，転倒予防の実践対策（実習）(2008 年 9 月 12 日，弘前大学大学院保健学研究科) 
 

 

 

 

 



氏  名  岩田 学（いわた まなぶ） 

専  門  ①リハビリテーション医学 

 ②運動生理学 

担当科目 学部  

 1 年：基礎ゼミナール（前期）・21 世紀教育：運動とリハビリテーション（前期） 

 2 年：リハビリテーション医学（前期）・神経内科学（前期）・老年医学（前期）・リハビリテー

ション医学演習（後期）・神経内科学演習（後期） 

 3 年：臨床実習Ⅱ（前期）・理学療法特殊講義（後期）・理学療法研究演習（後期）臨床

実習Ⅲ（後期） 

 4 年：臨床実習Ⅳ（前期）・卒業研究（後期） 

大学院 

 前期課程 

   リハビリテーション医学特論（後期）・理学療法学特別研究（通年） 

 後期課程 

   教育・研究者育成コースワーク（前期）・障害保健学特講（後期） 

非常勤  
講師等 

 なし 

 
1.著 書 

①岩田学 ：エビデンスに基づく高齢者の理想的な運動プログラム（對馬均 監訳）医歯薬出版、東

京、2008 

 本著では、オーストラリアの高齢者ケアについて、エビデンスに基づいて解説 された内容が

網羅されている。著者はその中の『第 2 章 活動的なおばあちゃん：高齢女性における身体活動の

利点と障害、そして最善の改善方法』と『第 3 章 医療専門職が高齢者の身体活動や運動訓練を促

進するには』の翻訳を担当した。 

 

2.学会発表 

①岩田学、藤田俊文、福田道隆：要介護高齢者の無酸素性運動能力評価テストの開発. 第 23回日

本リハビリテーション医学会東北地方会、2008 年 3 月 22 日 仙台市 リハビリテーション医学 45 巻 9

号 623 貢 

《要旨》 
 介護認定済みあるいは申請予定の片麻痺患者を対象に、無酸素性運動能力を評価するテストの開

発を行った。対象は脳卒中患者 28名で、測定にはストレングスエルゴ 240を使用し、非麻痺側最大脚

伸展トルクの 15%の負荷量で、9 秒間の最大努力下での自転車漕ぎテストを施行した。2 回のテストに

おける定常負荷時の平均パワーの再現性は、ICC(1,1) 0.98 であった。またテストの妥当性を検討す

るため、18名の被験者で、最大スピードでの 5回連続起立着座動作時間および 10m最大速度歩行時

間を測定し、平均パワーとの関連性を検討した。その結果、それぞれ rs=-0.549 （ p<0.05 ） 、

rs=-0.490（p<0.05）と有意な相関が認められた。更にテスト施行時の負荷量を適性化するため、重

回帰分析を行ったところ、非麻痺側最大脚伸展トルクと麻痺側最大脚伸展トルクの 2つが有意に選択

され、決定係数はR2=0.812 であった。 

 

②岩田学、藤田俊文、松本茂男、今田慶行、福田道隆：要介護高齢者の新しい体力評価テストの開

発とパワーリハビリテーションの効果判定への応用.第 45 回日本リハビリテーション医学会学術集会、

2008 年 6 月 6 日 横浜市 リハビリテーション医学 45 巻抄録集：410 貢 

《要旨》 
 片麻痺等の要介護高齢者を対象とした無酸素性運動能力を評価する目的で、新しい体力評価テ

スト(修正版 WAnT)を作成し、テストの再現性を検討するとともに、修正版 WAnT を用いてパワーリハ効

果判定への応用を試みた。対象は脳卒中片麻痺患者 28 名（男性 19 名、女性 9 名）であった。測定

にはストレングスエルゴ 240 を使用し、はじめにストレングスエルゴ 240 で下肢の筋力測定を実施し、非

麻痺側の最大筋力の 15%に負荷量を設定した。テストは 3 分間のウォーミングアップの後、9 秒間の最



大努力下での下肢自転車漕ぎテストを施行し、その後クールダウンを 3 分間行った。テストは日を変え

て 2回実施し、データとして運動開始後 6 秒から 9 秒までの 3 秒間の設定負荷時の平均パワー(W)を

算出した。次に 4 名の要介護高齢者を対象に 3 か月間のパワーリハ実施前後で修正版 WAnT を実施

し、そのパワーデータの変化と行動変容との関連性について検討した。2 回のテストにおける平均パワ

ーの再現性を級内相関係数で検討した結果、ICC(1,1)は 0.98 であった。またパワーリハの効果判定

への応用では、3名がパワーリハ実施後に平均パワーが増加し、1名では低下していたが、その結果は

被験者の行動変容と関連性が認められた。 

 

③岩田学：リハ専門職のための薬の基礎知識.平成 20 年度全国自治体病院協議会青森県支部リハ

ビリテーション部会研修会 教育講演 平成 20 年 7 月 13 日 青森市 

《要旨》 
 リハ専門職が理解しておくべき薬剤に関する基礎知識について講演した。 

 

④岩田学：脳卒中後に起こる上肢の痛みのケアについて-肩手症候群を中心として- 第 53 回七栗リ

ハビリテーションセミナー 特別講演 平成 20 年 10 月 3 日 津市 

《要旨》 
 脳卒中片麻痺患者の回復期での合併症である、肩手症候群の病態や治療法、発症予測に関する

研究結果を講演した。 

 

⑤藤田俊文、岩田学、福田道隆：脳卒中患者における無酸素性運動能力の評価法の開発（第２報）

第 43 回日本理学療法学術大会 平成 20 年 5 月 15 日 福岡市 

《要旨》 
 脳卒中片麻痺患者 28名（男性 19名、女性 9名）を対象に、ウインゲート無酸素性テストの信頼性と

至適負荷量決定基準に関して更なる検討をおこなった。三菱電気エンジニアリング社製ストレングスエ

ルゴ 240（以下、SE）を使用し、SEで脚伸展トルク測定（等速度運動：50rpm）を実施し、非麻痺側の最

大トルクの 15％にWAnTの負荷量を設定した。WAnTは 3 分間のウォーミングアップ後、9 秒間で実施し、

3 分間のクールダウンを実施した。テストは測定日を変えて 2 回実施し、データは 6～9 秒間（3 秒間）

の平均パワー（Ｗ）を算出した。結果として、1 回目と 2 回目のデータの級内相関係数ICC（1,1）は

0.98 となり、また重回帰分析の結果では、非麻痺側脚伸展トルクと麻痺側脚伸展トルクが有意に選択

され（p<0.01）、決定係数R2=0.812 であった。今回、非麻痺側・麻痺側脚伸展トルクが選択されたこと

は、片麻痺患者の下肢機能を加味したWAnTの至適負荷量が設定できたと考えられた。 

 

⑥一戸亜季子 、岩田学：脳卒中患者における市販体重計を使っての荷重量測定と歩行能力の関

係 第 43 回日本理学療法学術大会 平成 20 年 5 月 17 日 福岡市 

《要旨》 
市販の体重計を用いて、脳卒中片麻痺患者 23 名を対象に、静止立位時および左右への

荷重量を測定 し、歩行能力 との関連性を調べた。その結果 、静止立位時および患側下肢

荷重率が歩行速度及び歩行率と高い相関関係が認められた。また静止立位時の荷重状態

も歩行能力と関連性があることが認められた。 

 

⑦佐藤彰博、湯川昌広、岩田学：手根管症候群における各種評価と手術選択との関連性について 

第 8 回青森手の外科懇話会 平成 20 年 10 月 4 日 青森市 

《要旨》 
 手根管症候群質問紙表（ CTSI-JSSH）の重症度スコア（症状スコア）と機能的状態のスケール（機能

スケール）が、重症度、利き手/非利き手、両側/片側での発症により差があるか調査すると共に各種

評価と患者の手術選択との関連性を検討した。対象は、手根管症候群と診断された 18例 24手（片側

12 例，両側 6 例）。平均年齢 58.9 歳、男性 6 例、女性 12 例で、手術実施・予定となった例は 7 例 7

手であった。重症度は Dawson 分類で軽度 8 例 11 手、中等度 4 例 6 手、重度 6 例 7 手であった。評

価は、しびれ感、夜間痛、WEST、s2PD、APB-MMT、症状スコア、機能スケール、APB 導出による遠位運

動潜時などを測定して統計学的検討を行った。その結果、CTSI-JSSH は，重症度、利き手/非利き

手、片側/両側との間には有意な差があるとはいえないこと、症状スコアが 28 点以上であれば手術を

選択する可能性が高いことがわかった。また、症状スコアを考慮しながら手術適応を含めた治療方針



の決定を行うことが必要であると考えられた。 

 

⑧藤田俊文、岩田学、福田道隆：脳卒中患者における脚伸展筋力と反復起立動作・歩行能力との

関連性 第 26 回東北理学療法学術大会 平成 20 年 11 月 8 日 山形市 

《要旨》 
脳卒中片麻痺患者 18 名（男性 14 名，女性 4 名）を対象に、脳卒中片麻痺患者の脚伸展筋力か

ら起立動作能力および歩行能力との関連性を検証した。ストレングスエルゴ 240 を使用し，筋力測定

モード（ペダル回転速度 50rpm，5回転）にて脚伸展筋力（トルク）を測定した。また，起立動作能力とし

ては，5 回反復起立する際の所要時間を測定（以下，5 回起立テスト）し，歩行脳梁としては 10ｍ最大

歩行速度（以下，10m 歩行テスト）を測定し，各テスト 3 回測定した平均値を使用した。結果として、麻

痺側脚伸展筋力と 5回起立テストおよび 10m歩行テストで高い相関がみられた（それぞれ rs＝-0.602

および rs＝ -0.806、p<0.05 ）。また、各テスト間においても高い相関が見られた（ rs＝ 0.734、

p<0.05）。しかし，非麻痺側脚伸展筋力と各テストでは有意な相関はみられなかった。本研究で，麻痺

側脚伸展筋力が起立・歩行能力と高い相関関係を示したことは、脳卒中片麻痺患者の運動能力を

考える上で、麻痺側下肢の複合的な運動機能を定量的に評価する重要性を示していると言える。 

 

3.論 文 

①藤田俊文、岩田学、福田道隆：脳卒中患者における無酸素性運動能力の評価法の開発.理学療

法研究 第 25 号 24-28, 2008 
 ストレングスエルゴ 240 を使用して脳卒中片麻痺患者の無酸素性運動能力を評価するテストの開発

を行った。 

 

②岩田学 、菊池あづさ：社会資源を活用するためのかかわり.整形外科看護  第 13 巻  6 号  

55-58, 2008 

 整形外科疾患の術後で、患者が退院に向けて活用できる社会資源について、活用事例を

提示しながら解説した。 

 

③佐藤彰博、湯川昌広、岩田学：手根管症候群における各種評価と手術選択との関連性につ

いて.青森県作業療法研究会 17(1),2008 印刷中 

 手根管症候群 18例 24手を対象として、CTSI-JSSHの症状スコアと機能スケールが重症度、利き手

/非利き手での発症，両側/片側での発症との関係を調査した。加えて各項目と患者の手術選択との

関連性を検討した。その結果 CTSI-JSSH の症状スコアが 28 点以上であれば手術を選択する可能性

が高いことが示唆された。 

 
4.社会活動 

1) 所属学会および職能団体など 
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 日本義肢装具学会 

④ 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 

2) 学外委員会・協議会等 
 日本リハビリテーション医学会東北地方会幹事 

   青森県社会福祉審議会臨時委員 

 

5.その他 

 特になし 

 
 

 

 

 



氏  名  石川  玲 （いしかわ あきら） 

専  門 ①運動生理学 

②理学療法評価学 

③脳血管病態学 

担当科目 1年：理学療法学総論演習(後期) 
2年：運動療法学(前期)・運動療法学実習(後期)・歩行解析セミナー (後期)・ 

臨床実習Ⅰ(後期) 

3年：内部障害系理学療法学演習(前期)・内部障害系理学療法学実習(前期)・ 
神経筋障害理学療法学演習(前期)・福祉機器適合論(前期)・臨床実習Ⅱ(前

期)・臨床実習Ⅲ(後期) 

4年：臨床実習Ⅳ・卒業研究(後期) 
大学院博士前期課程：保健学研究セミナー（前期・後期）・リハビリテーション特論(後期)

・基礎理学療法学特論（前期）・理学療法学特別演習（後期） 

非常勤 

講師等 

①弘前学院大学看護学部非常勤講師（担当科目：リハビリテーション論） 

 

 

1 .著 書 

 

①翻訳 

Meg Morris・Adrian Schoo編／對馬均 監訳，秋元博之，石川玲，石田水里，岩田学，尾田敦，
金沢善智，木村真由美，対馬栄輝，對馬均，吉田英樹，若山佐一訳：エビデンスに基づく高齢者の

理想的な運動プログラム，「第 8 章  高齢者における筋機能の減退 -運動による損失の修復、149－
168 頁，医歯薬出版，2008 年 8 月 

 本書は老年期における身体活動の有効性に関する包括的なエビデンス，高齢者の健康に関する最

新の知見やガイドライン，さまざまな障害を持った高齢者のニーズや最適な治療方法について解説し

ている。さらに，高齢者のための運動療法やトレーニング方法に関するエビデンスに基づいたアプロー

チを明解に分かりやすく例示し，実用的な実践方法についても述べられている。 

 

2.学会発表 

 

①新渡戸紗都，石田文香，高木雄大，石川  玲：単一負荷とランプ負荷によるウォームアップ中の心
拍数と自律神経活動，理学療法学Vol35 Suppl，33，2008(5 月)．（発表学会：第４３回日本理学

療法学術大会） 

《要旨》 

大学生 25 名を対象に，サイクルエルゴでの Warm-up を単一負荷と ramp 負荷で行ったときの心拍

数 (HR)と交感神経活動（ LF/HF ）及び副交感神経活動（ HF ）の違いを検討した。Warm-up は

pedaling rate 50rpm で 3 分間とし，負荷強度は単一負荷が 20W，ramp 負荷は 20W/3min とした。

両負荷法で 3 分後の HR に差はなかったが，単一負荷では HR が急激に上昇した後に定常となり，

ramp 負荷では緩やかに上昇した。両負荷様式とも運動開始から LF/HF が増加し交感神経活動が

優位となった。1 分後の HF は単一負荷の方が ramp 負荷よりも低値であり，単一負荷は ramp 負荷

に比べて副交感神経活動の退縮が著しかった。 

 

②松本知也，前田千尋，三上雅史，八木橋清子，柿崎晴菜，鈴木 学， 横山 瞳，小島義尚，加藤

菜美子，相馬  壮，山田誠治，高田博仁，石川  玲 ：筋強直性ジストロフィー患者におけるgrip 

myotoniaの評価法に対する再現性についての検討，平成 20年度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集学的治療と均てん化に関する研究」研究成果発表会プログラム・抄録

集，50，2008(12 月 ). 



《要旨》 

筋強直性ジストロフィー（MyD）患者10名を対象に，昨年報告した手指筋力測定器を用いたgrip my

otoniaの評価法の再現性を検討した。円筒形センサ（直径45mm）を最大努力で1秒間握らせた後，

素早く指を伸展させ，リリース時間とその力積，握力の減衰時定数を求めた。測定は日を替えて2回

実施した。リリース時間，力積，握力の減衰時定数の級内相関係数（1,1）は順に0.903，0.966，0.

998であり，2回の測定値の差または比から求めた標準偏差は減衰時定数が最も小さかった。以上

より，手指筋力測定器を用いたgrip myotoniaの評価法は再現性が高く，特に減衰時定数の再現

性が高いことを述べた。 

 

3 .論 文 

なし 

 

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，青森県理学療法士会 

②日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 

③日本体力医学会 

④理学療法科学学会 

⑤弘前医学会 

 

2)学外委員会・協議会等 

①青森県理学療法士会表彰委員会委員長 

②第44回日本理学療法学術大会査読委員 

 

3)学外依頼講演等 

①「北欧式動作介助技術」（弘前大清水ホーム現任講習講師，8月） 

②「メタボリックシンドロームの予防と改善のためのツアー」での講師（10月） 

 

5 .その他 

 

1 )共同研究活動 

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

能に関する研究を進めている． 

 

2)その他の活動 

  ①平成 20 年度 「在宅･施設で行えるリハビリマニュアル～脳卒中編～自分の足で歩こう」（青森県
高齢者等地域リハビリテーション支援体制整備事業津軽圏域地域リハビリテーション広域支援

センター）の監修(2008 年 3 月) 

②平成 20年度弘前大学医学部保健学科公開講座「転倒しない・させないための 1 日転倒予防教

室」で実習を担当(2008 年 9 月，弘前大学医学部保健学科) 

 

理学療法の科学的根拠をミクロな面（分子レベル）からも深めたいと思っています。 

 

 

 
 
 



氏  名  尾田   敦 （おだ あつし） 

専  門 ①理学療法学 

②義肢装具学 

③スポーツ科学 

担当科目 1年：後期―21世紀教育科目「運動とリハビリテーション」・理学療法総論演習 
2年：後期―日常生活活動分析学・義肢装具学・筋骨格系障害義肢装具学演習・筋骨

格系障害理学療法学実習・臨床実習Ⅰ 

3年：前期―神経系障害装具学演習・スポーツ障害理学療法学演習・臨床実習Ⅱ 
後期―臨床実習Ⅲ・理学療法研究演習 

4年：前期―臨床実習Ⅳ 
後期―卒業研究 

その他：後期―成人看護学演習（看護学専攻 3 年） 
大学院保健学専攻（修士課程）：後期―理学療法学特論 

非常勤 

講師等 

なし 

 

1 .著 書 

 

①對島 均，監訳，秋元博之，石川 玲，石田水里，岩田 学，尾田 敦，他訳：エビデンスに基づく

高齢者の理想的な運動プログラム，Morris M, Schoo A，編，医歯薬出版，2008.（担当部分：第 11
章－高齢者において通常の身体活動や運動練習を阻害する一般的な足部障害：予防と治療，

pp.217-232） 
《要旨》 
 人間の足部はすべての荷重位での活動において重要な役割を果たしており，足部の障害は個人

の正常な日常生活活動の遂行能力に大きく影響する。この章では，高齢者における足部障害の有

病率とその重要性に関する概要を提示し，より一般的な足部疾患の原因と治療の選択肢およびこ

のような高齢者における足部障害を予防するための簡単な戦略のアウトラインを示している。 
（担当部分：第 12 章－身体活動と転倒予防，pp.233-250） 

《要旨》 
 高齢者において，幅広い身体活動プログラムが転倒リスクを減少させるというエビデンスが次第に

増えつつあり，地域社会のなかでより活発な高齢者からより脆弱な高齢者までの異なったグループ

を対象とするプログラムが必要である。本章では，高齢者の転倒を予防するための種々のエビデン

スを提示し，より効果的な転倒予防プログラムについて述べている。 
 

2.学会発表 

 

①大塚聖子，畠 英里，長谷川至，中澤成史，尾田 敦：当院における足底挿板療法の実際．第 32
回青森県理学療法士学会抄録集，2008．（第 32 回青森県理学療法士学会） 

《要旨》 

 なかざわスポーツクリニックでは，主にスポーツ障害の治療手段として，平成 17年 10月より足底挿
板療法を導入した。今回，その実際について紹介し，理学療法の一手段としての問題点について

検討した。平成 18年 10月から平成 19年 10月までに当院において足底挿板療法を実施したのは

152 例（男性 61 名，女性 91 名），平均年齢 18.9 歳（9～72 歳，中央値 15.0 歳）であった。対象疾
患はシンスプリント 39 例，いわゆる扁平足 28 例，有痛性外脛骨 24 例などであった。スポーツ種目

ではバスケットボール 37 例，サッカー22 例，陸上競技 19 名などであった。通院回数では平均 4.4

回であった。足底挿板装着後の状態は，症状消失 70例，軽減 52例であった。足底挿板作製時に
は動的アライメント評価において観察による歩行分析が用いられるが，観察者の技術などに影響さ



れ，客観性が不十分であること，各種パッドの作製技術の習熟と標準化が課題とされた。 

 
②成田大一，佐川貢一，尾田 敦：汎用デジタルカメラによる前足部形状の 3 次元計測に関する研

究．理学療法学 35（Suppl 2）：109，2008.（第 43 回日本理学療法学術大会） 
《要旨》 

 特別な設備によらず汎用のデジタルカメラを用いて前足部のアライメントを 3次元計測することを目

的として，3 次元計測のアルゴリズムの考案と精度評価を行った。方法は，異なる 3 方向からの画像
を用いたステレオ法を採用した。デジタルカメラ Fujifilm 社製 FinePix4900Z で撮影した 3 方向から

の画像をパソコンに読み込み CYBERNET 社製ソフトウェア MATLB で解析を行った。骨格模型の

外反母趾角度をフットプリントから計測し，足幅をノギスで計測し 3 次元計測と比較した。その結果，
実測値との差の平均は-0.04±0.12mm で最大±0.25mm の誤差が生じる可能性があることがわか

った。足幅の差は-1.1mm，外反母趾角度の差は 0.6 度であった。 

 
③奥山真純，尾田 敦，成田大一，熊王寛人，加藤 望：中学生における足部愁訴に靴が与える影

響について―学校指定靴の着用に関する実態調査より―．理学療法学 35（Suppl 2）：197，2008.

（第 43 回日本理学療法学術大会） 
《要旨》 

 弘前市内の某中学校に協力を得て，1～3 年生までの 820 名（男子 382 名，女子 438 名）を対象
とし，アンケート調査を実施した。調査項目は，足部愁訴の有無，指定靴の履き方，指定靴のサイ

ズの適合，指定靴への総合的な満足度，指定靴での運動のしやすさ，普段靴を購入する際に最も

重視する点とした。その結果，対象者 820 名のうち，足部に何からの愁訴を持つものは 123 名で，

全体の 15％を占めた。そのうち，16 名が指定靴の不適合をその原因として回答した。対象者の約
40％にあたる 327 名が，靴をつぶして履く，紐を緩めにして履くなどといった方法で靴を着用してい

ることがわかった。対象者の 21％にあたる 160 名が指定靴のサイズの不適合を訴えていた。指定靴

での体育授業では，対象者の 28％にあたる 222 名が「指定靴では運動しにくい」と回答した。指定
靴への総合的な満足度では，対象者のうち 202 名が「満足していない」と回答していた。足と健康と
の関連性や靴の選択と履き方に関する教育，足部保護や靴の機能性を優先した運動靴での体育

授業への参加などの対策について前向きな検討が必要であると考える。 

 
④前田健太郎，小迫伸也，小原和宏， 尾田  敦 ：足底挿板によるパフォーマンス向上効果―

Functional Ability Testを用いた即時効果の検討―．理学療法学 35（Suppl 2）：748，2008.（第 43
回日本理学療法学術大会） 

《要旨》 

 障害予防目的で足底挿板作製の依頼があった高校女子バレーボール部員 14名 28肢のうち，デ
ータ収集困難だった 3 例を除く 25 例に対して，足底挿板作製前後におけるパフォーマンスの即時

効果を検討した。足底挿板は機能的足底板 （ FOI ）を使用し，パフォーマンスの評価には

Functional Ability Test（FAT）を用いた。その他，足部不安定感を Visual Analogue Scale（VAS）
を用いて評価した。その結果，FAT は，片脚幅跳び，片脚 8 の字跳躍，片脚横跳び，片脚段差昇

降の 4 項目ともすべて有意に向上した。足部不安感は有意に改善した。FAT の 4 項目はすべてに
有意な相関があった。 

 FOIにより，足部外側不安定性に対する独自の工夫があり，また，足部アーチの保持とウィンドラス
機構への作用が特徴である。ウィンドラス機構は足部の剛性を高め，足関節底屈力に作用する。よ

って，今回の運動能力向上は着地および方向転換時の安定性向上と足関節底屈力向上の 2点に
よるものと考えられた。 

 
⑤尾田 敦，上村 豊，麻生千華子，伊良皆友香，成田大一：学童期の外反母趾発生に関与する足

部形態因子の検討．理学療法学 35（Suppl 2）：753，2008.（第 43 回日本理学療法学術大会） 
《要旨》 



 弘前市内の某小学校の 1～6 年生までの 218 名（男子 112 名，女子 106 名）を対象とし，足部形
態・アライメントの調査を行った。外反母趾角は第 1 趾側角度で 13 ﾟ以上とした。その結果，対象者

の両足 436 足の外反母趾角は平均 10.4±5.3 ﾟで，学年の進行に伴って有意に増加した。全体で

は 128 足 29.4％であった。footprint では扁平型が有意に多く，重回帰分析では，学年，アーチ高
率，接地率，性別の 4因子が抽出され，重相関係数はR=0.389（p<0.01）であった。学童期の外反
母趾は学年の進行に伴って増加し，アーチ高率が低く接地率の大きい扁平足ほど母趾の外反が

強いことを示している。学童期における外反母趾の発生には，アーチ形成の遅れが最も重要な要因

であることが示唆され，正しい靴の選択により，アーチ形成を促進していくことの重要性が推察され

た。 

 
⑥熊王寛人，尾田 敦，成田大一，奥山真純，加藤 望，清水隆幸，西岡健太郎，溝畑日出昌，上

村 豊：下肢アライメントが片脚立位時の重心動揺に及ぼす影響．理学療法学 35（Suppl 2）：758，

2008.（第 43 回日本理学療法学術大会） 
《要旨》 

 健常女性 28 名を対象とし，非利き足による片脚立位時の 30 秒間の重心動揺を測定した。同時

に計測した Q-angle，第 1 趾側角度，内反小趾角，Leg-heel angle（LHA），踵骨外反傾斜角，膝
蓋骨の向き，アーチ高率，果部捻転角との関連性を検討した。総軌跡長と有意な相関がみられた

のは，LHA（r=-0.410），内反小趾（r=0.382）であり，外周面積と有意な相関がみられたのは，LHA

（r=-0.480）であった。上記以外には有意な相関はみられなかった。内反小趾角が有意な正の相関
を示したことにより，片脚立位時の足底外側への安定性に対し，小趾の機能が重要であることが示

唆された。また，LHA が有意な負の相関を示したことにより，足底外側への重心移動に対し，小趾
機能の他に前足部・距骨下関節を回内させ，足底接地面積を増加させることで安定を増している

のではないかと考える。 

 
⑦須藤 宗，関裕二郎，坂本一雄，笹川隆人，尾田 敦，岡村良久：青森県スポーツドクターの会・ト

レーナー部会の国民体育大会帯同について．第 36 回青森県スポーツ医学研究会抄録集，2008.

（第 36 回青森県スポーツ医学研究会） 
《要旨》 

 青森県スポーツドクターの会・トレーナー部会（トレーナー部会）は平成 15年 10月に設立され，各
種大会帯同，支援を行っている。今回は，東北総合体育大会（東北総体），国民体育大会（国体）

帯同での活動状況と問題点について報告する。平成 16 年度以降，東北総体並びに夏・秋・冬季
国体に帯同したトレーナーは，延べ 36 名である。現在は，競技団体と同宿して 24 時間体制でコン
ディション管理を行っている。競技会場では，マッサージ，アイシングのほか，テーピングをはじめとす

る傷害予防・応急処置も多かった。問題点としては，大会のみの帯同では，事前のコンディションの

把握ができないこと，交通費・宿泊費（トレーナー部会負担）以外にも自己負担が大きいこと，備品

の準備不足などがあげられる。 

 
3 .論 文 

 

①尾田 敦，石川 玲，対馬栄輝，長谷川至，成田大一，秋元博之：下肢伸展挙上運動の指導方法

が膝関節伸展筋力の増強効果に及ぼす影響について．Hirosaki Orthopaedic Journal, 2 ：

133-136, 2008. 
《要旨》 

 健常成人男性 35名を対象とし，下肢伸展挙上運動における筋力増強トレーニングの理論的な背
景と正しいトレーニング手技を含めて適切な教育指導を行った場合（介入群）と，練習方法のみを

指導した場合（非介入群）とで筋力増強効果に差があるかどうかを検討した。対象を無作為に介入

群 18 名と非介入群 17 名に分け，SLR は 3kg の重錘を用いて 30 ﾟ挙上位で 5 秒保持，30 回を 1

セットとして 1日 2セット，1週間に最低 4日以上，6週間継続することとした。筋力評価は KIN-COM 



500H を用い，膝屈曲 60 ﾟ，30 ﾟ，10 ﾟで測定し，体重比とした。初期評価および 2，4，6 週後に行っ
た。その結果，筋力は介入群でいずれの角度でも 6 週後で有意に増加したが，非介入群は 60 ﾟの

み有意な増加であり，介入群の方が増加率が大きい傾向であった。また非介入群では 2 週後に一

度筋力が低下したが，介入群では 2 週後から 6 週後まで低下することなく増加した。早期の確実な
筋力増強効果を期待するには，適切な教育指導が重要であることが確認でき，臨床場面における

大腿四頭筋強化への積極的な理学療法 (士 )の介入は患者の筋力増強効果に大きな意義を持つ
と考えられた。 

 

②加藤義人，葛間 翔，矢吹勇太，長谷川至，大塚聖子，畠 英里，平山和哉，佐々木ゆう，佐々木

和広，中澤成史，尾田 敦：腸脛靱帯炎に対する足底挿板の有効性―2 症例の経験を通して―．
青森スポ研誌 16：11-15, 2007. 

《要旨》 

 腸脛靱帯炎は膝関節のオーバーユース症候群の一つであり，その原因として O 脚（内反膝），過
回内足，脚調査などのアライメント異常や，下腿の内旋の強いランニングフォームなどが考えられ，

保存療法が有効とされている。今回，従来の保存療法抵抗例に対し，足底挿板を行って良好な結

果を得た 2 症例を経験した。 
 症例 1は 26歳男性，症例 2は 36歳女性，いずれも O脚があり，後足部回内とアーチ低下による
過回内を認め，動的アライメントでは①初期接地および荷重応答期から立脚中期における足部過

回内に伴う下腿内旋，②立脚中期から立脚終期における荷重の小趾方向移動による足部回外，ヒ

ールへの外方への動きにより，相対的な下腿内旋，O 脚や脛骨内彎等も関与し，腸脛靱帯が緊張

を高めたと考えられる。足底挿板により，重心が踵接地後に外側から母趾方向へ移動するようにな

り，良好な歩容が得られるようになった結果，約 1～1.5 ヵ月後には疼痛が軽減し，良好に経過した。
静的，動的アライメント異常を有する症例および約 1 ヵ月の保存療法を行っても治療に反応しない
症例には，足底挿板療法の適応を考えた治療方針の再検討が必要である。 

 
③須藤 宗，関裕二郎，坂本一雄，笹川隆人，尾田 敦，岡村良久：青森県スポーツドクターの会・ト

レーナー部会の国民体育大会帯同について．青森スポ研誌 17：23-27, 2008. 
《要旨》 

 平成 16 年の岩手東北総体から平成 20 年の長野冬季国体まで，延べ 37 名が帯同しており，特

に平成 19 年度は秋田県で夏秋季国体が開催されたため，過去最多の 5 名の派遣があった。国体

帯同費決算は平成 19 年度で収入の 50％近くを占めるようになった。過去に帯同した 13 名の公認
トレーナーに対し，アンケート調査を行った結果，ほぼ全員が経費的負担を問題点として挙げてい

た。また，11 名中 6 名のトレーナーから，「事前のコンディショニングの把握ができない」，「大会当日
で初めて顔をあわせる」，「年間を通したサポート体制が必要ではないか」といったサポート体制の不

備を問題視する意見が寄せられた。この二つの課題をよりよい形で解決するためにも，県体育協

会，各競技団体，スポーツドクターの会との協力と連携は不可欠であり，組織として活動するために

必要な共通性を高め，トレーナー同士の有機的な情報交換を円滑に行う体制を整えることが求めら

れると思われた。 

 

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日本義肢装具学会 

③日本股関節学会 

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青森県スポーツドクターの会トレーナー部会 

⑧日本体力医学会 

 

2)学外委員会・協議会等 

①社団法人日本理学療法士協会学会演題査読委員  

②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青森県理学療法士会学術局学会部研究協力係及び学術誌査読委員  
④青森県理学療法士会津軽支部長  

⑤青森県スポーツドクターの会トレーナー部会副部会長  

⑥メタボリック症候群対策事業化研究会副会長  
 

3)学外依頼講演等 

①平成 19 年度後期青森県スポーツドクターの会公認アスレティックトレーナー養成講習会：アスレ
ティックリハビリテーション―メディカルリハ（実習）．青森県スポーツドクターの会トレーナー部会，

平成 20 年 3 月 8～9 日，於：青森県立保健大学 

②メタボリック症候群の予防と改善のためのツアー．メタボリック症候群対策事業化研究会，平成 20
年 10 月 23～25 日，於：鳴海病院・星と森のロマンとピア・そうま 

③平成 20 年度前期青森県スポーツドクターの会公認アスレティックトレーナー養成講習会：テーピ

ング（実習）．青森県スポーツドクターの会トレーナー部会，平成 20 年 10月 25～26日，於：八戸
市中央公民館 

④平成 20 年度公立七戸病院講習会：足底挿板療法の適応と効果．平成 20 年 11 月 15 日，於：
公立七戸病院  

 

5 .その他 

 

1 )共同研究活動 

①扁平足症候群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：入江さおり（医療法人整友会弘前記念病院） 

②スポーツ傷害に対する足底挿板の適応と治療効果に関する研究 

共同研究者：長谷川 至（なかざわスポーツクリニック） 

 
2)その他の活動  
①トレーナー活動 

②弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻公開講座：転倒しない・させないための 1 日転倒予
防教室（平成 20 年 9 月 12 日） 

③弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域老年保健学分野（博士後期課程）在学中  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

氏  名  対馬  栄輝（つしま  えいき） 

専  門 ①骨関節系理学療法（骨関節系専門理学療法士[02-3-60号]） 

②生物統計学 

担当科目  1年：理学療法概論 
 2年：運動学実習，物理療法学，物理療法学実習，筋骨格系障害理学療法学，

臨床実習Ⅰ 

 3年：生活環境学，地域リハビリテーション論，臨床実習Ⅱ，臨床実習Ⅲ 

 4年：卒業研究 

非常勤 

講師等 

①  山形県立保健医療大学（担当：理学療法発展領域論） 
②  聖隷クリストファー大学大学院（担当：実験的研究法） 
③  上尾中央医療専門学校（担当：研究法） 
④  弘前厚生学院（担当：リハビリテーション論） 
⑤  弘前ホスピタリティーアカデミー（担当：リハビリテーション医学） 

 

1 .著 書 

 

①  対馬栄輝：骨関節系理学療法．概説理学療法教師用読本（嶋田智明編）．文光堂，2008. 
《要旨》 

 2007 年に発行された概説理学療法（嶋田智明編）の教師用解説を追加した特別版． 
  

②  対馬栄輝：頸部骨折に対する術後身体機能回復のポイントとは何か？課題別・理学療法
技術ガイド（嶋田智明ほか編），文光堂，2008. 

《要旨》 

 高齢な大腿骨近位部骨折患者に対する理学療法のノウハウを記述した． 

 

③  対馬栄輝：多関節運動連鎖から見た骨関節疾患における日常動作の障害．多関節運動連
鎖からみた変形性関節症の保存療法（井原秀俊ほか編），全日本病院出版会，2008. 

《要旨》 

 多関節運動連鎖を考慮し，ADL に結びつく筋力増強法としての運動療法を記述した．また，
ADL 指導，生活指導までも含めて記載した．  
 

④  対馬栄輝：症例検討Ⅱ．新人教育プログラム教本，（社）日本理学療法士協会，2008  
《要旨》 

 症例検討方法として，研究デザインから統計的手法について言及した．  

 

⑤  対馬栄輝：変形性関節症患者の身体活動と運動．エビデンスに基づく高齢者の理想的な
運動プログラム（Meg Morris ほか編，對馬 均 監訳），医歯薬出版，2008  

《要旨》 

変形性関節症患者の身体活動と運動に関する総説を邦訳した．  

 

⑥  対馬栄輝：日常生活動作に注目した生活指導の実際．実践 MOOK・理学療法プラクティス
：変形性関節症（嶋田智明，大峰三郎，対馬栄輝編），文光堂，2008  

《要旨》 

 自らも編者となり，日常生活動作に注目した運動療法，生活指導の実際について言及

した． 



 

 

 

 

⑦  対馬栄輝：日常生活場面での意外な落とし穴．実践 MOOK・理学療法プラクティス：変形
性関節症（嶋田智明，大峰三郎，対馬栄輝編），文光堂，2008  

《要旨》 

 論文として報告することのない，筆者自らの経験も含めた事例を数例記載した． 

 

⑧  対馬栄輝：変形性関節症に対する理学療法の役割とは？実践 MOOK・理学療法プラクティ
ス：変形性関節症（嶋田智明，大峰三郎，対馬栄輝編），文光堂，2008  

《要旨》 

 関節疾患の理学療法，特に変形性関節症に対する理学療法の基盤とするべき，これか

らの考え方について記述した．  

 
 

⑨  対馬栄輝：骨障害の捉え方の実際．実践 MOOK・理学療法プラクティス：運動機能の回復
促通テクニック（嶋田智明，大峰三郎，天満和人編），文光堂，2008  

《要旨》 

 骨折疾患を題材として，理学療法の具体的戦略について記述した． 

 

 

⑩  対馬栄輝（著）：SPSS で学ぶ医療系多変量データ解析．東京図書，2008. 
《要旨》 

 前刊に続く，計算機統計学の専門書．多変量解析として，重回帰分析，多重ロジステ

ィック回帰分析，主成分分析，因子分析，比例ハザード分析，正準相関分析までを記載

した． 

 

2 .学会発表 

 

①対馬栄輝，石田水里：変形性股関節症患者における歩行時の外転筋活動時期の特

徴．第 43 回日本理学療法学術大会，福岡市， 2008 年 5 月 15～ 17 日  

 

②水澤一樹，対馬栄輝：足圧中心動揺から見た動的立位バランスの特徴．第 43 回

日本理学療法学術大会，福岡市， 2008 年 5 月 15～ 17 日  

 

③小玉裕治，対馬栄輝，石田水里，新野雅史，鈴木圭一：股関節屈曲・伸展角度の

違いによる股関節回旋筋力値の変化について．第 43 回日本理学療法学術大会，福

岡市， 2008 年 5 月 15～ 17 日  

 

④新野雅史，対馬栄輝，石田水里，小玉裕治，鈴木圭一：荷重位置を前後に変化さ

せたスクワット動作における下肢筋活動について．第 43 回日本理学療法学術大会，

福岡市， 2008 年 5 月 15～ 17 日  

 

⑤鈴木圭一，対馬栄輝，石田水里，小玉裕治，新野雅史：経験の有無によるボクシ

ング非利き手ストレートパンチ動作の筋活動様式に違いはあるか．第 43 回日本理

学療法学術大会，福岡市， 2008 年 5 月 15～ 17 日  

 

⑥ E i k i  T s u s h i m a , Mi z ur i  I s h i d a : Effects of hip angles in sagittal plane on the hip abductor 



 

 

 

force in normal subjects．10th International Congress of the Asian Confederation for Physical 

Therapy (ACPT)，Makuhari，August 29 to September 1．  

 
⑦M i z u r i  I s h i d a  ，E i k i  Ts ush i ma：Comparison with Standards Judging an Onset of EMG 

Activity for Measurement of Reaction Time at Gastrocnemius．10th International Congress of 

the Asian Confederation for Physical Therapy (ACPT)，Makuhari，August 29 to September 1． 

 
⑧Kazuki Mizusawa, E i k i  T s us h i ma：Characteristics of Center of Pressure Movement in Various 

Postures and Motions．10th International Congress of the Asian Confederation for Physical 
Therapy (ACPT)，Makuhari，August 29 to September 1．  

 
⑨Kazuo Kurosawa,E i k i  T s us h i m a：Reliability of Measurement Frequency of the Probe Reaction 

Time in the Uplight Standing Walking and Stepping Movement．10th International Congress of the 
Asian Confederation for Physical Therapy (ACPT)，Makuhari，August 29 to September 1．  

 

⑩対馬栄輝，石田水里：股関節回旋における大腿骨大転子の動き．第 26 回東北理学療法学

術大会，山形市，11 月 8・9 日 

 

⑪石田水里，対馬栄輝：大腿骨大転子触知の精度について．第 26 回東北理学療法学術大会，

山形市，11 月 8・9 日 

 

⑫対馬栄輝：大腿骨近位部骨折の退院時身体機能に対する精神機能の影響．第 35 回日本股

関節学会学術集会，大阪市，12 月 5 日・6 日 

 

⑬鈴木樹里，対馬栄輝：人工股関節全置換術後の脱臼例に関する調査．第 35 回日本股関節

学会学術集会，大阪市，12 月 5 日・6 日 

 
⑭工藤整, 横山徹, 対馬栄輝, 小野睦, 竹内和成, 沼沢拓也, 和田簡一郎, 上里涼子, 岸谷

正樹, 奈良岡琢哉, 藤哲：頸椎後縦靱帯骨化症分類の検者間および検者内信頼性の検討．第

81 回日本整形外科学会学術総会（日本整形外科学会雑誌 82 巻 2 号 Page.S79），札幌市，5

月 22 日～25 日 

 

⑮工藤整, 横山徹, 小野睦, 富田卓, 油川修一, 竹内和成, 斎藤啓, 沼沢拓也, 和田簡一郎, 

対馬栄輝, 藤哲：頸椎後縦靱帯骨化症分類の検者間および検者内信頼性の検討．第 37 回日

本脊椎脊髄病学会（日本脊椎脊髄病学会雑誌 19 巻 Page243），4 月 24 日～26 日 

 

3 .論文等 

 

①対馬栄輝：高齢な大腿骨近位部骨折患者に対する早期からの歩行獲得期間の予測．Hip 

Joint 34:69-72,2008. 

 

②水澤一樹,対馬栄輝：静的姿勢保持における足圧中心動揺パラメーターの相互関係．理学

療法科学  23:717-720，2008 
 

③対馬栄輝：ビデオカメラ撮影による姿勢・動作分析の活用 画像特性とその問題について．

理学療法学  35(Suppl.3)40,2008 



 

 

 

 

④佐々木泰輔，石橋恭之，塚田晴彦，対馬栄輝，斎藤陽子，佐藤秀樹：肩関節包損

傷の MR 関節造影所見．青森スポ研誌  17： 15-18， 2008．  

 

⑤瓜田一貴，塚本利昭，佐藤美紀，対馬栄輝，井上亮，石橋恭之，梅田孝，中路重

之：青森県高校生スキー選手における膝関節の等速性筋力の評価―アルペンスキー

とクロスカントリースキーの比較―．青森スポ研誌  17： 5-9， 2008．  

 

4 .社会活動 

 

1 )所属学会および職能団体など 

①理学療法士協会 

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日本衛生医学会  

 

2)学外委員会・協議会等  

①日本理学療法士協会 学術局 専門領域研究部  

②日本理学療法士協会 「理学療法学」編集協力委員  

 

3)学外依頼講演等  

①理学療法と研究・シンポジスト，第 32 回青森県理学療法士学会（八戸市），2008

年 3 月  

 

②股関節疾患に対するリハビリテーション―最新の筋機能の知見をもとに―．上尾

中央グループ AMG 研修会（埼玉県上尾市）， 2008 年 4 月  

 

③ SPSS トレーニングコース「医療系データ解析入門」， SPSS Japan（東京都恵比

寿）， 2008 年 8 月 22 日・ 23 日  

 

④日本理学療法士協会現職者講習会「計学～分散分析から多変量解析」日本理学療

法士協会（弘前市）， 2008 年 9 月 19～ 21 日  

  

⑤理学療法研究におけるデータ解析．札幌時計台記念病院リハビリテーション課研

修会（札幌市）， 2008 年 10 月 9 日  

 

⑥ビデオカメラ撮影による姿勢・動作分析への活用  ―画像特性とその問題につい

て―．第 43 回日本理学療法士協会全国学術研修大会（札幌市）， 2008 年 10 月 10

日  

 

⑦全国医療研究集会サテライトシンポジウム「歯周病と糖尿病早朝シンポジウム」，

ランダム化比較試験（ RCT）のデザイン（仙台市）， 2008 年 10 月 12 日  

 

⑧学問としての理学療法と研究方法論．森県理学療法士会（弘前市）， 2008 年 10



 

 

 

月 18 日  

 

⑨ SPSS トレーニングコース「医療系データ解析入門」， SPSS Japan（東京都恵比

寿）， 2008 年 10 月 31 日  

 

⑩ SPSS トレーニングコース「医療系データ多変量解析」， SPSS Japan（東京都恵

比寿）， 2008 年 11 月 1 日  

 

5 .その他 

 

1 )共同研究活動 

①弘前大学大学院研究科との共同研究  

《活動状況》  
弘前大学理工学研究科 牧野英司教授，笹川 和彦教授，佐川 貢一准教授らとともに機関研究「安

全と健康をみまもる動態センシングシステムの開発」を分担担当（配分額 200,000 円）．こ
れに関連して，弘前大学医学部付属病院リハビリテーション部塚本利昭氏，鳴海病院石田水

里氏（弘前大学理工学研究科博士課程）との共同研究も行っている．  

 

②医科・歯科地域連携による歯周病と糖尿病の臨床疫学的研究 

《活動状況》  
 大竹  進氏（大竹整形外科）を主任とした表題の研究につき，研究デザインなどの研究計画，
解析に関する協力を行っている． 

 

③ JAMA evidence - Users' Guides to the Medical Literature:A Manual for 
Evidence-Based Clinical Practice(2nd)の日本語翻訳  
《活動状況》  
 相原守夫氏（相原内科医院）がリーダーとなって日本全国の医師，歯科医，薬剤師よ

り構成されている GRADE-Jpn を運営している．その一目的である表記書籍の翻訳メンバー
として協力している． 

 

2)その他の活動 
①日本メジフィジックス統計コンサルタント  

② SP S S ジャパン・トレーニングセミナー委託講師  



 

氏  名  吉田 英樹（よしだ ひでき） 

専  門 ①物理療法学（特に、光線療法、温熱療法） 

②中枢神経障害理学療法学（特に、脳血管障害例の理学療法） 

③神経生理学（特に、自律神経機能評価、脳科学） 

担当科目 1年：理学療法学総論演習（後期） 

2年：物理療法学（前期）、理学療法評価学実習（前期）、物理療法学実習（後期）、運
動療法学実習（後期）、臨床実習Ⅰ（後期） 

3年：理学療法管理・運営論（前期）、脳障害理学療法学演習（前期）、内部障害系理学
療法学演習（前期）、神経系障害理学療法学実習（前期）、臨床実習Ⅱ（前期）、理学療

法研究演習（後期）、臨床実習Ⅲ（後期） 

4年：臨床実習Ⅳ（前期）、卒業研究（後期） 

その他：21世紀教育科目「運動とリハビリテーション（C）」（後期） 

非常勤 

講師等 

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） 

 

1 .著 書 

 

①吉田英樹 ：高齢 2型糖尿病患者に対する運動 トレーニング .  エビデンスに基づく高齢者の
理 想 的 な運 動 プログラム（原 著 名 ：Optimiz ing  exerc ise  and physica l  act iv i ty  in  
o lder  people .） ,  對馬均（編）, 医歯薬出版 , 2008, pp 283-298.（訳書） 
《要旨》 

 はじめに、耐糖能障害や 2 型糖尿病の予防及び治療における運動トレーニングに関するエビデンス
示した。次に、運動トレーニングが血糖コントロールを改善するメカニズムについて解説し、運動処方の

指針として 2 型糖尿病を有する高齢者に対する運動トレーニングの効果や安全性、限界に関する情
報を提供した。 
 

2.学会発表等 

 

① Atsunori  Yuasa,  Hideki  Yoshida :  Ef fect  o f  the heat  therapy on muscle  

fat igue in  the quadr iceps  femoris  musc le .  10th internat ional  congress  o f  the 
Asian confederat ion for  physica l  therapy (Chiba ,  Japan) ,  August  30,  2008.   
《abstract》 

In this study, effects of heat stimulation on muscle fatigue resistance were 
investigated in the quadriceps femoris muscle of healthy volunteers. Median power 
frequency (MdPF), which was obtained from frequency analysis to surface 
electromyogram signals of the quadriceps femoris muscle during a muscle fatigue 
evaluation task, was used as an indicator of muscle fatigue. After thigh heating, no 
significant decrease in MdPF was observed in the quadriceps femoris muscle during the 
muscle fatigue evaluation task. After non-thigh heating, on the other hand, the 
significant decrease in MdPF was observed in the quadriceps femoris muscle during the 
muscle fatigue evaluation task. These results raise the intriguing possibility that heat 
stimulation may improve muscle fatigue resistance. 
 

②吉田英樹 ,  永田順也 ,  傳法谷敏光 ：星状神経節近傍への経皮的キセノン光照射が四
肢末梢皮膚温に与える影響 .  第 43 回日本理学療法学術大会 （福岡県福岡市 ） ,  2008 年
5 月 15 日 .  



《要旨》 

 健常例において、両側の星状神経節近傍へのキセノン光照射（以下、SG-Xe 光照射）が、四肢末
梢皮膚温に与える影響を検討した。心拍変動解析の結果から、SG-Xe 光照射により交感神経活動
が抑制され、副交感神経活動優位な状態が引き起こされることが判明した。さらに、四肢末梢皮膚温

については、SG-Xe 光照射中の上肢末梢皮膚温が、SG-Xe 光非照射中のそれと比較して高い傾向
を示した。以上の結果を総合的に解釈すると、SG-Xe 光照射中の上肢末梢皮膚温上昇傾向は、
SG-Xe 光照射による自律神経系の影響を反映した結果である可能性が示唆された。 

 
③吉田英樹 ：星状神経節近傍へのキセノン光照射が起立後の血圧に及ぼす影響 .  第 16
回日本物理療法学界学術大会 （高知県高知市 ） ,  2008 年 10 月 5 日 .  
《要旨》 

 健常例において、両側の星状神経節近傍へのキセノン光照射（以下、SG-Xe 光照射）が、起立直
後の血圧に及ぼす影響を検討した。その結果、SG-Xe 光照射後には副交感神経優位な状態になっ
たものの、SG-Xe 光照射直後の起立では起立性低血圧を含む明らかな血圧低下は認められなかっ
た。以上から、起立時の血圧変動に対する SG-Xe 光照射の安全性が示唆された。 

 
④湯浅敦智 ,  吉田英樹 ：表在温熱刺激が大腿四頭筋の筋疲労耐性に与える影響 .  第 16
回日本物理療法学界学術大会 （高知県高知市 ） ,  2008 年 10 月 5 日 .  
《要旨》 

 健常例において、大腿四頭筋への温熱刺激が筋疲労耐性に与える影響について検討した。その結

果、大腿四頭筋に対する筋疲労評価課題において、温熱刺激を加えた際には筋電図中間周波数の

明らかな低下は認められなかったが、温熱刺激を加えなかった場合では、筋電図中間周波数の有意

な低下が認められた。以上から、温熱刺激による筋疲労耐性向上の可能性が示唆された。 

 
⑤吉田英樹，一戸真吾：押す人現象の早期予後予測の試み－多重ロジスティック回帰分析による検

討－. 平成 19 年度保健学研究科研究発表会（青森県弘前市），2008 年 2 月 27 日 . 
《要旨》 

 片麻痺例での押す人現象（ipsilateral pushing：以下、IP）の回復期における予後を、多重ロジス
ティック回帰分析により発症後早期（急性期リハビリテーション開始時点）から予測可能か検討した。そ

の結果、回復期での IP 予後に有意に影響する因子として「発症時の年齢」、「発症時での半側空間
失認の有無」、「発症時での認知症の有無」の 3 項目が抽出された。さらに、これらの有意な因子に基
づいた予測モデルによる回復期での IP 予後の正判別率は 80.0%であり、臨床での有用性が示唆さ
れた。 

 
⑥吉田英樹：平成 19 年度科学研究費補助金（若手研究（B））実績報告（研究課題：キセノン光線の
星状神経節近傍照射が自律神経機能及び立位保持能力に及ぼす影響） 
《要旨》 

 健常例において、両側の星状神経節近傍へのキセノン光照射（以下、SG-Xe光照射）が自律神経
機能及び立位保持能力に及ぼす影響を検討することを目的としたが、本研究では特にSG-Xe光照
射終了後の立位保持能力の経時的変化に注目した。なお、本実績報告については、「科学研究費

補助金データベース（ http://seika.nii.ac.jp/ ）」にて今後閲覧可能となる予定である。 

 
3.論 文 等  
 

① Hideki  Yoshida ,  Takeo Kondo,  Nobukazu Nakasato:  Neuromagnet ic  

invest igat ion of  somatosensory cort ica l  reorganizat ion in  hemiplegic  pat ients  
a f ter  thalamic  hemorrhage.  J Phys Ther Sci, 20: 123-127, 2008. 
《abstract》 



The purpose of the present study was to investigate somatosensory cortical 
reorganization in terms of source locations of somatosensory evoked magnetic fields 
(SEFs) in hemiplegic patients after thalamic hemorrhage. Nine hemiplegic patients 
after thalamic hemorrhage participated in this study. SEFs in the affected and healthy 
hemispheres were obtained for alternative current stimulation on the left and right 
median nerves at the wrist within 72 hours (acute stage) and at three months (chronic 
stage) after the onset of thalamic hemorrhage. After source estimation using single 
equivalent current dipole model was performed to two median nerve SEF components 
between the acute and chronic stages were investigated. As a result, in the affected 
hemisphere, no patients showed significant SEF source location changes between the 
acute and chronic stages. In the healthy hemisphere, three patients showed significant 
SEF source location changes between the acute and chronic stages. The significant SEF 
source location changes in the healthy hemisphere between the acute and chronic 
stages might reflect somatosensory cortical reorganization based on dependence on the 
non-affected upper extremity (UE) due to affected UE dysfunction in the activities of 
daily living (i.e. use-dependent plasticity). 
 

② Hideki  Yoshida ,  Naoya Nagata,  Toshimitsu  Denpouya:  Ef fects  o f  

transcutaneous xenon l ight  i rradiat ion around the ste l late  gangl ion on 
autonomic  funct ions .  J Phys Ther Sci, 21, 2009. (in press, accepted September 5, 
2008) 
《abstract》 

The purpose of the present study was to investigate the effects of transcutaneous 
xenon light irradiation around the stellate ganglion on autonomic functions. Thirty 
healthy subjects were enrolled in this study. The subjects underwent two experimental 
sessions: 1) 10-minute xenon light irradiation to the bilateral stellate ganglions in a 
comfortable supine position (Xe-LISG); and 2) 10-minute rest in the same position as 
Xe-LISG (control). Low frequency power (LF) and the ratio of LF to high frequency 
power (LF/HF) obtained from power spectral analysis of R-R intervals and skin 
temperatures of the upper and lower extremities (UE and LE) were examined. Although 
no significant changes of HF and LF/HF were observed before and after the control, HF 
after Xe-LISG was significantly increased compared with before Xe-LISG, and LF/HF 
after Xe-LISG was significantly decreased compared with before Xe-LISG. Additionally, 
although the UE skin temperature during Xe-LISG tended to be higher than during the 
control, the LE skin temperature during Xe-LISG tended to be lower than during the 
control. These results suggest that Xe-LISG inhibits sympathetic activity and induces 
not only an increase in the UE skin blood flow, but also a decrease in the LE skin blood 
flow. 
 

③湯浅敦智, 吉田英樹：腰部交感神経節近傍へのキセノン光照射の効果－自律神経機能、疼痛、

運動機能による検討－. 理学療法科学, 23: 759-763, 2008. 
《要旨》 

 健 常例及び腰痛症例を対象 として、腰部交感神経節近傍へのキセノン光照射の効果を

検討した。その結果、両例において、腰部交感神経節近傍へのキセノン光照射後に心電図

RR 間隔変動係数の有意な増加が認められた。さらに、両例での下半身柔軟性の有意な改

善に加えて、腰痛症例での腰痛の有意な改善も認められた。以上から、腰部交感神経節近

傍へのキセノン光照射は、副交感神経活動の優位な状態を引き起こし、下半身柔軟性や腰

痛の改善に効果的である可能性が示唆された。 



 

④吉田英樹：REPORT 第 43 回日本理学療法学術大会 . 臨床作業療法 , 5: 337, 2008. 
《要旨》 

 本誌出版社からの依頼を受けて、第 43 回日本理学療法学術大会に関するレポートを執筆した。 
 

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理学療法科学学会 

③日本臨床神経生理学会 

④脳機能とリハビリテーション研究会 

 

2)学外委員会・協議会等 

①日本理学療法士協会専門領域研究部部員  

②国立大学理学療法士 ・作業療法士教育施設連絡協議会事務局会計幹事  

③日本理学療法士協会東北ブロック協議会学術機関誌 「東北理学療法学 」論文査読委

員  

 

3)学外依頼講演等 

なし 

 

5 .その他 

 

1 )競争的研究費獲得状況 

①平成 20 年度科学研究費補助金 「若手研究 （B）」  採択  
 研究課題 ：キセノン光線の星状神経節近傍照射を用いた新たな筋力増強法の検討  

 研究期間 ：平成 20 年度～平成 21 年度で継続  
②平成 20 年度弘前大学若手萌芽研究  採択  
 研究課題 ：運動前の温熱刺激による筋疲労抑制効果の解明  

 研究期間 ：平成 20 年度  
 

2 )大学公開講座 ・社会教育講座での活動  

①平成 20 年度弘前大学医学部保健学科公開講座 「転倒しない・させないための 1 日転倒
予防教室 」講師 （担当 ：転倒予防の実践対策 ） ,  2008 年 9 月 12 日 （弘前大学医学部保健
学科 ） .  
②メタボリック症候群対策事業化研究会主催 「メタボリック症候群の予防と改善のためのツア

ー」講師 （担当 ：ウォーキングの方法とストレッチの指導 ） ,  2008 年 10 月 24 日 （星 と森のロマ
ントピア・そうま） .  
 

3 )その他の活動  

①平成 19 年度厚生労働省委託事業 「がんのリハビリテーション実践セミナー」修了 ,  2008
年 1 月 19 日～2008 年 1 月 20 日 （国立看護大学校 ） .  
②日本離床研究会 「シリーズ「循 環 」 .  苦手 を克服！循環機能の評価 と早期離床 【基 礎
編 】」修了 ,  2008 年 12 月 7 日 （仙台国際センター） .  
③弘前大学大学院保健学研究科保健学専攻健康支援科学領域老年保健学分野 （博士

後期課程 ）在学中  

 



氏  名  氏名：成田 大一(なりた ひろかず) 

専  門 ①理学療法評価学 

②運動療法学(整形外科系) 

担当科目  1年：理学療法評価学Ⅱ(後期) 

 2年：物理療法学，神経系障害装具学演習，人体形態学実習(前期) 
   物理療法学実習，臨床実習Ⅰ(後期) 

 3年 ：福祉機器適合論，地域 リハビリテーション論 ， 
   理学療法研究演習，臨床実習Ⅲ(後期 ) 

 4年 ：臨床実習Ⅳ，(前期 ) 
   福祉機器論，地域 リハビリテーション論，スポーツ障害理学療法演習，卒業

研究 (後期 ) 

非常勤 

講師等 

① 

② 

 

1 .著 書 

 なし 

 

2.学会発表 

①成田大一，佐川貢一，尾田 敦：汎用デジタルカメラによる前足部形状の 3 次元計測に関する研

究．理学療法学 35(Suppl2)：109，2008．(第 43 回日本理学療法学術大会) 
《要旨 》 

荷重状態の変化や横アーチパッド挿入による前足部形状の変化を 3 次元的にとらえることを目
的として，汎用デジタルカメラ画像にステレオ法を用いて 3 次元計測を行なった。その精度は，手動
による計測と比較して中足骨頭位の計測値の差は平均 0.3mm，足幅の計測値の差は 1.5mm 以
内，外反母趾角度の計測値の差は 1°以内であった。また，高さ方向の変位に関しても平均 0.2mm
の誤差で求められた。この結果より精度は良好であり，前足部形状を把握することが可能であると考

える。しかし，まだ制約条件が多いため，今後プログラムを再考して，より汎用性の高いものを考えて

いく必要がある。 
 

②奥山真純，尾田 敦，成田大一，熊王寛人，加藤  望：中学生における足部愁訴に靴が与える影
響について-学校指定靴の着用に関する実態調査より-．理学療法学 35(Suppl2)：197，2008．
(第 43 回日本理学療法学術大会 ) 

《要旨 》  
学校指定靴の使用実態を把握し，足部愁訴との関連を検討することを目的として，市内の某中

学校 (全校生徒 850 人 )に協力してもらい，アンケート調査を実施した。その結果，何らかの足部愁
訴をもつものは全体の 15%で，そのうち 16名が指定靴との不適合を理由としており，全体の 40%が
踵を潰して履くや，紐を緩めにしてはくといった方法で靴を着用していることがわかった。また全体の

21%がサイズの不適合を訴えており，そのうち 64 名は入学以来一度も指定靴を交換していない生
徒であった。これらのことより，中学生は身体発育が急速に進む時期であり，靴の選択とはき方に関

する教育，足部保護や靴の機能性を優先した運動靴での体育授業への参加などの対策を検討す

る必要があと考えられた。 
 

③尾田  敦，上村  豊，麻生千華子，伊良皆友香，成田大一：学童期の外反母趾発生に関与する足
部形態因子の検討．理学療法学 35(Suppl2)：753，2008．(第 43 回日本理学療法学術大会 ) 

《要旨 》 

小学生の外反母趾の実態を調査し，外反母趾に影響を与える足部形態因子を明らかにすること

を目的として，市内の某小学校の児童 218 名を対象として，学年・性別・野田式分類・BMI・足長・



足幅・アーチ高率・外反母趾角・内反小趾角・足底面設置率・Leg-Hee-Angle(LHA)・踵骨外反
傾斜角 (FHS)を求め，検討を行った。その結果，外反母趾角度の平均は 10.4±5.3°で，外反母趾
は学年の進行に伴い有意に増加し，全体で 128 足あった。扁平型の footprint は外反母趾群で
32%を占め，日外反母趾群に比べ有意に多かった。重回帰分析により抽出された変数は学年
(0.308)，アーチ高率 (-1.45)，接地率 (0.139)，性別 (0.115)の 4 因子で十相関係数は R＝0.389
であった。これらのことから学年の進行に伴って外反母趾は増加し，扁平足ほど母趾の外反が強い

ことが示され，学童期における外反母趾の発生にはアーチ形成の遅れが最も重要な要因であること

が示唆された。 
 

④熊王寛人，尾田 敦，成田大一，他：下肢アライメントが片脚立位時の重心動揺に及ぼす影響．

理学療法学 35(Suppl2)：758，2008．(第 43 回日本理学療法学術大会 ) 
《要旨 》  

片脚立位時の下肢アライメントに着目し，重心動揺との関係を明らかにすることを目的として，健

常女性 28 名に対して，非利き足での片脚立位時の重心動揺，Q-angle，第 1 趾側角度，内反小
趾角，Leg-Hee-Angle(LHA)，踵骨外反傾斜角，膝蓋骨の向き，アーチ高率を求め，重心動揺と
各変数との関連性を検討した。その結果，総軌跡長は LHA と内反小趾角に，外周面積は LHA と
有意な相関が認められた。これらのことより，片脚立位時の足底外側への安定性に対して，小趾の

機能が重要であり，また小趾機能の他に前足部・距骨下関節を回内させて，足底接地面積を増加

させてことで，安定を増しているのではないかと考えられた。 
 

3 .論 文 

①尾田敦，石川玲，対馬栄輝，長谷川至，成田大一，秋元博之：下肢伸展挙上運動の指導方法が

膝関節伸展筋力の増強効果に及ぼす影響について．Hirosaki Orthopaedic Journal 
2:133-136,2008． 

《要旨》 
健常男性 35 名を対象として，トレーニング理論と手技を適切に指導した群 (介入群 )と手技のみ

指導した(非介入群 )にわけ，SLR運動による 6週間の筋力増強トレーニングを行って，効果を比較
した。その結果，非介入群は 2 週間後に一時的な筋力低下を示し，介入群は順調に筋力が有意
に向上した。6 週間後では介入群は非介入群より筋力の増加率が大きい傾向であった。早期の確
実な筋力増強効果を期待するには，適切な教育指導が重要であり，理学療法士の介入は筋力増

強効果に大きな意義をもつと考えられた。 
 

②成田大一 ，藤田俊文，對馬均 ：特定高齢者に対する運動器機能向上プログラムの効果 -

弘前大学 『てんとう虫体操 』の考案 - ：弘 前大学大学院保健学研究科紀要 ・第 8 巻 ，

2009． ( In Press) 
《要旨》 

高齢者の運動器機能の維持・改善を目的として「弘前大学てんとう虫体操」を考案し，その効果

を検証した。対象は特定高齢者 24 名とし，3 ヶ月間週 1 回体操を実施してもらい，体操実施前後
での運動器機能 (握力，30 秒椅子立ち上がりテスト，片脚立位時間，Functional Reach Test，
5m 最大歩行時間，Timed Up and Go test)を比較した。その結果，体操実施後，運動器機能は
握力を除くすべての項目で有意な改善が認められた。これより，弘前大学てんとう虫体操は特定高

齢者の特に下肢の運動器機能向上に効果があることが示された。しかし，対象によっては体操の難

易度が高く行えない項目もあったため，今後様々な難易度を設定する必要がある。また体操の効果

をより詳細に検証する方法を再考するとともに，対象者を増やし，心理社会的側面，医療経済学的

側面も含めて検討していく必要があると考えられた。 
 

4.社会活動 

 



1)所属学会および職能団体など 
①(社)日本理学療法士協会  
②青森県理学療法士会  
③日本靴医学会準会員  
④青森県スポーツドクターの会トレーナー部会  
⑤福祉住環境コーディネーター協会  
 

5 .その他 

 ◎平成 20 年度弘前大学大学院保健学研究科公開講座 -転倒しない・させないための 1
日転倒予防教室 (担当予防の実践対策実習担当 ) (平成 20 年 9 月 12 日 )  

 ◎メタボリック症候群の予防 と改善のためのツアー (ウォーキングの方法とストレッチ
の指導担当 ) (平成 20 年 10 月 24 日 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



氏  名  赤池  あらた（あかいけ あらた） 

専  門 ①腎臓リハビリテーション学 

②リハビリテーション心理学 

③福祉住環境学 

担当科目  1年：なし 
 2年：物理療法学．運動学実習．筋骨格系障害理学療法学実習． 

物理療法学実習． 

3年：内部系障害理学療法学実習． 

非常勤 

講師等 

①弘前市医師会付属高等看護学院 

② 

 

1 .著 書 

 

 なし 

 

2.学会発表 

 

①山田恵、工藤愛、岩渕久美子、三上静江、町田清朗、舟生富寿、赤池あらた、角谷亮蔵：大腿骨

頸部骨折後人工骨頭置換術を 4 例の回復状況について． 
第 32 回青森人工透析研究会プログラム・抄録集，2008．(第 32 回青森人工透析研究会) 

《要旨》 

 血液透析患者における大腿骨頚部骨折後の転帰と関与する因子を検討した。 
 

 

3 .論 文 

 

なし 

 

4.社会活動 

 

1)所属学会および職能団体など 

①日本透析医学会 

②日本コンチネンス協会 

③全国福祉用具専門相談員協会 

④日本理学療法士協会 

 

2)学外委員会・協議会等 

①全国重症心身障害児 (者 )を守る会青森県支部  理事  

 

3)学外依頼講演等 

①「骨盤底筋を鍛えよう！」：FM アップルウェーブ暮らしのゼミナール 

②「社会資源のネットワークへの模索 ～支援者が持つべきもの～」 

 平成 20 年度青森県障害者ケアマネジメント研究会総会 

③「入浴と関連用具」：平成 20 年度福祉用具講座「介護スキルアップ研修」 

④「褥瘡」：平成 20 年度福祉用具講座「介護スキルアップ研修 

⑤「リラクゼーションの実際」：08 全国重心身障害児者県支部交流キャンプ保護者研修会 

⑥「重症障害者の口腔ケアの在り方と嚥下障害」：平成 20 年度社会福祉法人抱民舎研修会 



⑦「支援者として在るべき姿を考える」：平成 20 年度社会福祉法人浪岡あすなろ会研修会 

⑧「車いす」：平成 20 年みちのく銀行新人研修 

⑨「身につけておきたいリハビリの知識と技能」：平成 20 年弘前大学公開講座 

⑩「ポジショニング」：重症心身障害児者を守る会県支部 

⑪「持ち上げない介護」：平成 20 年度青森県福祉機器展 

⑫「ポジショニングピローの使い方」：重症心身障害児者を守る会県支部 

⑬「排泄ケアの考え方」：平成 20 年度第 6 回十和田市指定介護支援事業所職員研修会 

 

5 .その他 

 

1 )共同研究活動 

 なし 

 

2)その他の活動  
 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

氏  名  藤田 俊文（ふじた としふみ） 

専  門 ①理学療法学（特に中枢神経疾患） 

②福祉住環境学 

担当科目  1年：なし 
 2年：運動学実習（前期）、運動療法学実習（後期）、物理療法学（前期）、物理療法学

実習（後期）、筋骨格系障害理学療法学実習（後期）、臨床実習Ⅰ（後期） 

3年：福祉住環境学（前期）、理学療法研究演習（後期）、臨床実習Ⅱ（前期）、臨床実
習Ⅲ（後期） 

4年：臨床実習Ⅳ（前期）、スポーツ障害理学療法演習（後期）、卒業研究 

 

非常勤 

講師等 

なし 

 

1 .著 書 

①藤田俊文：Ⅲ運動機能障害を原因別にどのように捉えるか？、2 筋骨格系では、④アライメント障害

のとらえ方の実際．実践 MOOK理学療法プラクティス運動機能の回復促通テクニック～とらえかたからア

プローチまで～（嶋田智明、大峯三郎 編集）、文光堂、2008 

《要旨》 

新人理学療法士を対象にした内容で、本書ではアライメント障害のとらえ方の実際につい

て担当し、具体的な観察ポイントやアライメント異常の原因について述べている。 

 

2.学会発表 
①藤田俊文、岩田学、福田道隆：脳卒中患者における無酸素性運動能力の評価法の開発（第２

報）、理学療法学、35（大会特別号No.2）：469、2008．（発表学会：第 43 回日本理学療法学術大会 

平成 20 年 5 月 15 日 福岡市） 

《要旨》 
 これまでに脳卒中片麻痺患者を対象としたウインゲート無酸素性テスト（以下、WAnT）を試作し、継続

したデータ収集を行ってきており、今回は脳卒中片麻痺患者 28名（男性 19名、女性 9名）を対象に、

テストの信頼性と至適負荷量決定基準に関して更なる検討をおこなった。三菱電気エンジニアリング

社製ストレングスエルゴ 240（以下、SE）を使用し、脚伸展トルク測定を実施し、非麻痺側の最大トルク

の 15％にWAnTの負荷量を設定して、9秒間（0～6秒まではランプ負荷、6～9秒までは定常負荷）を実

施した。テストは測定日を変えて 2回実施し、データは 6～9秒間（3秒間）の平均パワー（Ｗ）を算出し

た。また、負荷量設定の参考値として 6 秒時のトルク（N･m）を算出した。1 回目と 2 回目のデータの信

頼性は級内相関係数を用いて検証した結果、級内相関係数ICC（1、1）0.98 と非常に高い信頼性を

得ることが出来た。また、負荷量設定の検証には 6秒時トルクの 10％増の値（以下、至適負荷量）を従

属変数とし、各身体因子を独立変数とした重回帰分析（ステップワイズ法）を行い、非麻痺側脚伸展ト

ルクと麻痺側脚伸展トルクが有意に選択され）、決定係数R2=0.812 であった。片麻痺患者など障害を

有する者は、単純に体重からは至適負荷量を決定できないことが示唆され、これは障害特有の機能

や筋量・脂肪など身体組成の相違があるためと考えられた。今回、非麻痺側・麻痺側脚伸展トルクが

選択されたことは、片麻痺患者の下肢機能を加味したWAnTの至適負荷量が設定できたと考えられた。 

 

②藤田俊文、岩田学、福田道隆：脳卒中患者における脚伸展筋力と反復起立動作・歩行能力との

関連性、第 26回東北理学療法学術大会プログラム・抄録集、43、2008．（発表学会：第 26回東北理

学療法学術大会 平成 20 年 11 月 8 日 山形市） 

《要旨》 

 脳卒中片麻痺患者 18名（男性 14名、女性 4名）を対象に、脳卒中片麻痺患者の脚伸展筋力から

起立動作能力および歩行能力との関連性を検証した。三菱電気エンジニアリング社製のストレングス



エルゴ 240 を使用し、筋力測定モード（ペダル回転速度 50rpm、5回転）にて脚伸展筋力（トルク）を測

定した。また、5 回反復起立する際の所要時間（以下、5 回起立テスト）と、10ｍ最大歩行速度（以下、

10m歩行テスト）を測定し、各テスト 3回測定した平均値を算出した。また、下肢 BRSも検討因子とした。

スペアマンの順位相関係数を用いて関連性を検討した結果、麻痺側脚伸展筋力と 5 回起立テストお

よび 10m 歩行テストで高い相関がみられた。また、各テスト間においても高い相関が見られた。しかし、

非麻痺側脚伸展筋力と各テストでは有意な相関はみられなかった。本研究で、麻痺側脚伸展筋力が

起立・歩行能力と高い相関関係を示したことは、脳卒中片麻痺患者の運動能力を考える上で、麻痺

側下肢の複合的な運動機能を定量的に評価する重要性を示していると言えた。また、起立動作を利

用して下肢筋力を推定する場合は、OKC としての膝伸展筋力よりも、CKC としての脚伸展筋力を推定す

る方が臨床的意義が高いと考えられた。 

 

③岩田学、藤田俊文、福田道隆：要介護高齢者の無酸素性運動能力評価テストの開発. 第 23回日

本リハビリテーション医学会東北地方会、2008 年 3 月 22 日 仙台市 リハビリテーション医学 45 巻 9

号 623 貢 

《要旨》 

 介護認定済みあるいは申請予定の片麻痺患者を対象に、無酸素性運動能力を評価するテストの開

発を行った。対象は脳卒中患者 28名で、測定にはストレングスエルゴ 240を使用し、非麻痺側最大脚

伸展トルクの 15%の負荷量で、9 秒間の最大努力下での自転車漕ぎテストを施行した。2 回のテストに

おける定常負荷時の平均パワーの再現性は、ICC(1、1) 0.98 であった。またテストの妥当性を検討す

るため、18 名の被験者で、最大スピードでの 5 回連続起立着座動作時間および 10m 最大速度歩行

時間を測定し、平均パワーとの関連性を検討した。その結果、それぞれ rs=-0.549（p<0.05）、

rs=-0.490（p<0.05）と有意な相関が認められた。更にテスト施行時の負荷量を適性化するため、重

回帰分析を行ったところ、非麻痺側最大脚伸展トルクと麻痺側最大脚伸展トルクの 2つが有意に選択

され、決定係数は R2=0.812 であった。 

 

④岩田学、藤田俊文、松本茂男、今田慶行、福田道隆：要介護高齢者の新しい体力評価テストの開

発とパワーリハビリテーションの効果判定への応用.第 45 回日本リハビリテーション医学会学術集会、

2008 年 6 月 6 日 横浜市 リハビリテーション医学 45 巻抄録集：410 貢 

《要旨》 

 【目的】片麻痺等の要介護高齢者を対象とした無酸素性運動能力を評価する目的で、新しい体力

評価テスト(修正版 WAnT)を作成し、テストの再現性を検討するとともに、修正版 WAnT を用いてパワー

リハ効果判定への応用を試みた。【方法】対象は脳卒中片麻痺患者 28 名（男性 19 名、女性 9 名）

で、年齢は 56.9(40～77)歳、下肢の Brunnstrom Stage は 3：5 名、4：5 名、5：13 名、6：5 名であっ

た。測定には三菱電気エンジニアリング社製ストレングスエルゴ 240 を使用し、はじめにストレングスエ

ルゴ 240 で下肢の筋力測定を実施し、非麻痺側の最大筋力の 15%に負荷量を設定した。テストは 3

分間のウォーミングアップの後、9 秒間の最大努力下での下肢自転車漕ぎテスト（アイソトニックモード

での 6 秒間のランプ負荷と 3 秒間の設定負荷での運動）を施行し、その後クールダウンを 3 分間行っ

た。テストは日を変えて 2 回実施し、データとして運動開始後 6 秒から 9 秒までの 3 秒間の設定負荷

時の平均パワー(W)を算出した。次に 4 名の要介護高齢者を対象に 3 か月間のパワーリハ実施前後

で修正版 WAnT を実施し、そのパワーデータの変化と行動変容との関連性について検討した。【結果】

2 回のテストにおける平均パワーの再現性を級内相関係数で検討した結果、ICC(1、1)は 0.98 であっ

た。またパワーリハの効果判定への応用では、3 名がパワーリハ実施後に平均パワーが増加し、1 名で

は低下していたが、その結果は被験者の行動変容と関連性が認められた。 

 

 

3 .論 文 

①藤田俊文、岩田学、福田道隆：脳卒中患者における無酸素性運動能力の評価法の開発．理学療

法学研究、25：24-28、2008 



《要旨》 

 ストレングスエルゴ 240 を使用して脳卒中片麻痺患者の無酸素性運動能力を評価するテストの開発

を行った。実行可能性および信頼性、さらに至適負荷量の設定基準に関しても検討した。結果として

脳卒中片麻痺患者における無酸素性運動能力評価のテストは作成可能であり、脳卒中患者にも十

分適応可能であるテストと考えられた。しかしながら、リスク管理についてなど種々の問題があるため今

後の課題に上げられた。 

 

②成田大一、藤田俊文、對馬均：特定高齢者に対する運動器機能向上プログラムの効果-弘前大学

てんとう虫体操の考案-． 

《要旨》 

高齢者の運動器機能の維持・改善を目的として「弘前大学てんとう虫体操」を考案し，その効果を

検証した。対象は特定高齢者 24 名とし，3 ヶ月間週 1 回体操を実施してもらい，体操実施前後での

運動器機能(握力，30 秒椅子立ち上がりテスト，片脚立位時間，Functional Reach Test，5m 最大

歩行時間，Timed Up and Go)を比較した。その結果，体操実施後，運動器機能は握力を除くすべて

の項目で有意な改善が認められた。これより，弘前大学てんとう虫体操は特定高齢者の特に下肢の

運動器機能向上に効果があることが示された。しかし，対象によっては体操の難易度が高く行えない

項目もあったため，今後様々な難易度を設定する必要がある。また体操の効果を詳細に検証するため

に，対象者を増やし，RCT デザインによる研究を行うとともに，心理社会的側面，医療経済学的側面も

含めて検討していく必要があると考えられた。 

 

 

4 .社会活動 

 

1)所属学会および職能団体など 

①（社）日本理学療法士協会 

②理学療法科学学会 

③NPO 法人パワーリハビリテーション研究会 

④青森県理学療法士会 

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 

青森県理学療法士会事務局ニュース編集部長 

青森県理学療法士会津軽支部広報部長 

 

 

5 .その他 

◎弘前大学大学院保健学研究科公開講座：転倒しない・させないための1日転倒予防教室（平成

20年9月12日） 

◎メタボリック症候群の予防と改善のためのツアー（メタボリック症候群対策事業化研究会）（平成20

年10月23日～25日） 
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