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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：理学療法英語（後期）

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

な し

2 .学会発表

① 高田ゆみ子，對馬均：二重課題が若年者及び高齢者の歩行動作に与える影響-toe clearance

に着目して-

第 34 回青森県理学療法士学会，平成 22 年 3 月 13 日（於：むつ市）

《要旨》

【目的】若年者と高齢者を対象として、 toe clearance、ストライドタイムや 1 ステップ比と

いった歩行パラメータに及ぼす加齢の影響と注意機能との関係性を明らかにする。

【対象と方法】整形外科疾患、中枢神経疾患を有さない健常若年学生 11 名、地域在住の一

般高齢者 12 名を対象として、長さ３m の歩行路での自由歩行を指示し、歩行中に認知課題

を行わせたときの toe clearance、ストライドタイム、1 ステップ比の影響について比較・検

討を行った。

【結果】ST 歩行、DT 歩行における toe clearance、遊脚期面積は、若年者群、高齢者群間に

おいて有意な差を認め、ST 歩行・DT 歩行いずれにおいても高齢者群は若年者群よりも有意

に低下した (p＜0.05)。一方、ST 歩行、DT 歩行におけるストライドタイム、1 ステップ比、

⊿ストライドタイム、⊿1 ステップ比、⊿ toe clearance、⊿遊脚期面積は、若年者群、高齢

者群間で有意差を認めなかった。

【考察】toe clearance は、ストライドタイムや 1 ステップ長よりも加齢による影響をより強

く受けることが示唆された。認知課題の有無に関わらず toe clearance は低下していることか

ら、今回の課題のような難易度のレベルであれば、運動パフォーマンスに大きな影響を与え

ず、認知課題の回答数や課題に対する反応時間といった中枢神経系での処理機能の影響を強

く受けたこと、筋力、関節可動域といった身体機能の影響が強く受けたことが考えられた。

② Hitoshi Tsushima：Developing health human resources for Radiation Emergency Medicine at

Hirosaki University–Educational Philosophy and Objectives– 

The 2nd International Symposium on Radiation Emergency Medicine at Hirosaki University，

(October 10, 2010)（於：弘前市）

《要旨》

地球温暖化の危機が叫ばれる中、クリーンエネルギーとしての原子力の役割が改めて重要視



されている。しかし、一端不測の事態が生じた場合には、当該施設従事者のみならず、周辺

住民や地域社会に及ぼす影響はきわめて大きい。とりわけ、人体に対する健康被害が大きな

課題となる。したがって、事故の発生を未然に防ぐための安全管理はもとより、万一の事故

に備えた緊急被ばく医療体制の整備などの対策を講ずることが重要である。緊急被ばく医療

には高度医療の集約にとどまらず、被ばく患者の看護、汚染対策や除染、被ばく線量の測定、

特殊臨床検査などのような、特別の対応が求められる。しかし、こうした役割を担う人材の

育成に関する教育は必ずしも十分に行われていない。このような社会的背景から、弘前大学

大学院保健学研究科では、こうした取組みの一環として、看護学領域における被ばく患者看

護、放射線技術科学領域における汚染対策や除染、線量測定を始めとして、検査技術科学領

域における特殊臨床検査など、被ばく医療に関連した医療専門職の人材養成を行うものであ

る。育成する人材像は以下の通りである。

 大規模な放射線災害等の非常緊急時に、保健学の専門領域を基盤としてリーダーシップ

を発揮し、適切な医療支援対応ができる人材

 放射線に関する専門的知識と緊急被ばく医療における危機管理体制や専門職間の連携に

ついて教育・研究を推進できる人材

③ Shuhei KOEDA, Hirokazu NARITA, Hitoshi TSUSHIMA: Necessity and feasibility of

rehabilitation for patients exposed to radiation

The 2nd International Symposium on Radiation Emergency Medicine at Hirosaki University，

(October 10, 2010)（於：弘前市）

《要旨》

本研究では、過去の被ばく事故例について、リハビリテーションの視点から見直し、そして

被ばく患者のリハビリテーションの必要性と可能性について追求することを目的とした。

文献レビューの結果、被ばく患者へリハビリテーションの介入があったのは JCO 事故の 1

件のみであった。この患者では、放射線皮膚障害や皮膚移植に対する関節可動域運動が実施

されていたほか，口の粘膜の剥落によると思われる誤嚥性肺炎に対して呼吸リハビリテーシ

ョンが実施されていた。これ以外の事故例でも、放射線皮膚障害を有する患者が多かったが、

リハビリテーションが実施されたケースはいなかった。しかし，これらの患者に対して、温

熱性熱傷の場合と同様に皮膚移植が行われていることから，関節可動域運動等の介入は有効

であると考える。本研究の結果から，被ばく患者に対するリハビリテーションは皮膚移植に

対する関節可動域運動や誤嚥性肺炎に対する呼吸リハビリテーションなどのような全身管

理に有効であることが示唆された。しかし，被ばく患者に対するリハビリテーションの事例

は稀有で基礎的研究も乏しいため，臨床的意思決定のガイドラインを作るのはまだ困難であ

る。今後の課題は、病態モデルの作成を考慮に入れながら，被ばく患者に対するリハビリテ

ーションの効果を具体的に示すことである。

④ 菊池麻美，中江秀幸，對馬均：歩行速度が定常状態となるまでの助走距離について－健

常成人を対象とした予備的研究－

第 28 回東北理学療法学術大会，平成 22 年 11 月 6 日（於：秋田市）

《要旨》

高齢者が歩き始めから歩行速度が定常状態になるまでの距離については明らかにするこ

とを目標に、健常成人 10 名を対象とした予備的研究を行った。歩き始めから 7 歩目までの

歩行状態をデジタルビデオカメラにて撮影し、1～7 歩目までの各歩幅と前進時間を計測。両

者の値から各歩の前進速度を算出し、歩行速度が定常状態となるまでに必要な距離について

検討した。分散分析の結果、歩幅については 2 歩目以降、歩行速度については 4 歩目以降ほ

ぼ一定になることが明らかとなった。今回の対象者の測定値では、１歩～３歩目までの歩幅



の合計は 2.39±0.36m であったことから、助走距離は少なくとも 3m とすることが望まれるも

のと思われる。

3 .論 文

① 石川 玲，藤田俊文，牧野美里，成田大一，赤池あらた，吉田英樹，對馬栄輝，尾田 敦，

岩田 学，若山佐一，對馬 均：. 東北理学療法教育，8：5-8，2010.

《要旨》

弘前大学の理学療法教育における自己点検・評価の中から、平成 3 年の短期大学設置基準

改正直後に学科が独自に実施した自己点検・評価と、平成 15 年に医学部保健学科が実施し

た外部評価の結果について紹介した。平成 3 年の自己点検・評価では、大学審議会が示した

8 項目について点検・評価を実施し、学科の理学療法教育に対する考え方や将来構想も示し

た。平成 15 年の外部評価では、教員の年間活動報告書の公表、研究業績を高めるための年

次計画の立案と実践公開講座の継続開催について高い評価を得た。その一方で、教育の理念

・目標、カリキュラム、臨床実習、研究面の改善事項が示され、その後これらの改善に取り

組んだ。教育改善のための自己点検・評価は大変な労力を要するが、教員が一丸となって取

り組むことにより、教員の質と専攻のパワー(教育力・組織力)も高まることを強調した。

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 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

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。



2010.1.1-2010.12.31

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）、放射線防護の基礎（21世紀教育、前期）

2年：理学療法評価学実習（前期）・臨床実習Ⅰ（後期）

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）・理学療法学特別

演習（後期）

大学院保健学研究科保健学専攻博士後期課程

3年：老年保健学特別研究

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）

③弘前市医師会看護専門学校看護学科（担当科目：人間工学）

e-mai l swaka@cc.h i ro sak i -u . ac . jp

1.著 書

なし

2.学会等発表

①唐志明、若山佐一：加齢に伴う歩行中のプローブ反応時間の変化、理学療法学、第 37 巻大会特

別号 DVD P2-322、2010（発表学会：第 45 回日本理学療法学術大会(開催地 岐阜、5 月

27-29 日）

《要旨》【目的】歩行中の注意量の指標であるプローブ反応時間（以下 P-RT）について加齢による

影響を明らかにすることを目的とした。各年齢層の P-RT を明らかにすることにより、加齢が及ぼす歩行

中の注意量の変化動向も明らかにすることができると考える。【方法】対象者は地域在住健常高齢者

59 人、各年齢層（65～69、70～74、75～79、80～84 歳）は 13 人，21 人，18 人，7 人であった。

測 定 項 目 ： 1)TMT-A 2)10m 歩 行 速 度 3)TUGT 4)P-RT の測 定 5)RT( 単 純 反 応 時 間 )

6)P-RT-CV（P-RT での歩行周期変動率）WCV(単純歩行時の歩行周期変動率 )。測定の順番はラン

ダムとした。IC－Recorder を用い、P-RT、RT と歩行周期を測定する。音のデータは Cool edit Pro

2.1 で処理し、音刺激のファイルを作成する。歩行周期変動率は連続 20 歩の歩行周期とし、体育館

にて実施した。【結果】1)TMT-A、10m 歩行速度、TUGT では年代間に有意差が認められた。

2)P–RT-CV、WCV では前者では年代間に有意差は認められなかったが、後者では認められた。3)

P-RT-CV と WCV では P-RT-CV が有意に高い値を示した。4) P-RT、RT では年代間に差は認められ

なかった。5) RT と PRT では PRT が有意に長くなった。以上の結果より、加齢に伴い、運動能力や実

行機能が低下するがわかった。【考察】今回の研究には P-RT-CV が WCV より高かったことから、二重

課題の下に歩行周期変動率が高まることが分かった。これらの結果は先行研究からの歩行に対して

注意量が必要という結論と一致した。しかし、年齢層のデータからみると、WCV と P-RT-CV は、加齢に

伴い、増加の傾向があるが、年代間では有意差がなかった。反応時間について、本研究では P-RT は

RT より長くなり、二重課題の下に、反応時間が長くなることがわかった。この結果によって、歩行は注

意量が必要であることも明らかになった。またこの結果では、個人差が大きいことが分かり、予想してい

た年齢と RT、P-RT、Percent RT（P-RT/RT）との間には関連があるとは言えなかった。



3.論文等

①Akiyoshi Takami, Saichi Wakayama: J Phys Ther Sci, 22(2): Effects of Partial Body

Weight Support while Training Acute Stroke Patients to Walk Backwards on a

Treadmill -A Controlled Clinical Trial Using Randomized Allocation-, 177-187, 2010.

（2010/7/31発刊）

[Purpose] We tested the efficacy of an intervention training acute stroke patients to walk

backwards on a treadmill. Subjects were randomly allocated to three groups of Partial Body

Weight Support treadmill backward walking group, Partial Body Weight Support treadmill forward

walking group and Control in order to compare the efficacy of the interventions among the groups.

[Subjects] The subjects were 36 acute stroke patients. [Methods] They were randomly allocated to

the three groups using an envelope method. After 3 weeks of intervention. We investigated by

multiple comparisons among the three groups using change scores for each of the outcome

measures. [Results] The Berg Balance Scale showed no significant differences. The Rivermead

Mobility Index showed a significant difference between the backward walking group and the

forward walking group, and between the backward walking group and the Control. Walking speed

was significantly different between the backward walking group and the Control. No differences

were seen for other itemes. [Conclusions] As a result of 3-week intervention, a significant

improvement was observed in walking speed and the Rivermead Mobility Index, suggesting that

Partial Body Weight Support treadmill backward walking training for patients in the early phase of

acute stroke is effective at improving mobility.

②向正希、若山佐一：地域理学療法学における授業の現状と課題、東北理学療法学 , 22,

37-42, 2010 （2010/3/31 発行）

《要旨》

理学療法士学校養成施設 (以下養成校 )における地域理学療法学の授業の現状と課題の探索を目

的に、全国 226 養成校担当教員に郵送法による授業内容調査ならびに一養成校の最終学年学生 35

人に対する実習状況調査を行った。養成校の回収率は 61 校（27％）であり、大学、専門学校比

率等は全国状況を反映していた。授業への実習導入は 17 校 28％、授業時間の不足や、学生の興

味関心を引けない等の問題と、実習の導入や総合臨床実習との連携といった解決策が回答された。

一養成校の回収率は 30 人（86％）、臨床実習において 70%の実習施設が訪問リハ等の地域理学療

法関連実習・見学を提供し、43％の学生は同領域の実習を経験していた。学内で全ての領域をカ

バーする実習は困難であると予想されるが、臨床実習施設と協力することで幅広い領域の実習が

可能となることが予想される。

③石川玲、藤田俊文、牧野美里、成田大一、赤池あらた、吉田英樹、對馬栄輝、尾田敦、岩田学、

若山佐一、對馬均：弘前大学の理学療法教育における自己点検・評価の現状、東北理学療法教育、

8、5-8、2010、（2010/3/15 発行）

《要旨》

弘前大学の理学療法教育における自己点検・評価の中から、平成 3 年の短期大学設置基準

改正直後に学科が独自に実施した自己点検・評価と、平成 15 年に医学部保健学科が実施し

た外部評価の結果について紹介した。平成 3 年の自己点検・評価では、大学審議会が示し

た 8 項目について点検・評価を実施し、結果を公表した。この中で、学科の理学療法教育

に対する考え方や将来構想も示した。平成 15 年の外部評価では、教員の年間活動報告書の

公表、研究業績を高めるための年次計画の立案と実践、公開講座の継続開催にについて高

い評価を得た。その一方で、教育の理念・目標、カリキュラム、臨床実習、研究面の改善

事項が示され、その後これらの改善に取り組んだ。教育改善のための自己点検・評価は大

変な労力を要するが、教員が一丸となって取り組むことにより、教員の質と専攻のパワー

（教育力・組織力）も高まることを強調したい。

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日本保健医療福祉連携教育学会

⑥東北理学療法教育研究会

⑦(一社 )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

3）公開講座等

①高大連携公開講座にて、前期に 5 名の高校生を「理学療法評価学Ⅰ」で受け入れ実施した。

②弘前大学ドリーム講座にて、三本木高等学校にて「理学療法・理学療法士とは」を講義。

5.その他

なし



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）

4年：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）

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）

障害保健学特別研究（通年）

非常勤

講師等

なし

1.著 書

①岩 田 学 ： 脳卒中を知る（佐藤敬・若林孝一 編集）弘前大学出版会、印刷中

本 著は 、弘前大学における脳卒中に関するこれまでの研究の集大成のひとつとして、多くの

人々の健康維持に役立つことを目指して企画されたものである。著者はその中の19章「脳卒中

のリハビリテーション」の執筆を担当した。

2.学会発表

① 岩田学、藤田俊文、今田慶行、松本茂男、福田道隆：脳卒中後CRPSの発症予測-手背皮膚温差

からの検討-.第47回日本リハビリテーション医学会学術集会、2010年5月21日 鹿児島市 リハ

ビリテーション医学47巻抄録集：254貢

《要旨》

脳卒中発症後4週における麻痺側と非麻痺側の手背の皮膚温差から、複合性局所疼痛症候群

(CRPS)の発症予測が可能かどうかを検討した。対象は脳卒中片麻痺患者55名（男32名、女23名）

で、平均年齢は68.3±9.4歳であった。皮膚温の測定には赤外線放射温度計Fluke572を使用した。

脳卒中発症後16週間のフォローアップ期間中に10名の患者がCRPSを発症した。CRPS群と、CRPS

を発症しなかったnon-CRPS群では、年齢、男女比、麻痺側、病型、半側空間失認の有無、上肢

・手指のBrunnstrom stageに有意差を認めなかった。脳卒中発症後4週における麻痺側と非麻痺

側の手背の皮膚温差は、CRPS群の中央値が0.85度(0.4〜1.1)、non-CRPS群の中央値が0度(-1.5

〜1.0)で有意差を認めた(p=0.0001)。ROCカーブを作成し、CRPS発症予測のための最適なカット

オフ値を求めたところ、その値は0.35度であった。CRPS群では10名中10名がこの値を越え（感

度100%）、non-CRPS群では45名中34名がこの値を下まわり（特異度76%）、手背皮膚温差とCRPS

発症に統計学的に有意な関係が認められた(p＜0.0001)。また陽性予測値は48%であった。

②岩田学、今田慶行、松本茂男、福田道隆：脳卒中後CRPSの発症は手部皮膚温差から予測で

きるか？ 第27回日本リハビリテーション医学会東北地方会、2010年3月28日 福島市 リハビリ

テーション医学47巻 9号 653貢

《要旨》

脳卒中発症後4週における麻痺側と非麻痺側の手背の皮膚温差から、脳卒中後CRPSの発症予測

が可能かどうかを検討した。対象は脳卒中片麻痺患者55名で、平均年齢は68.3±9.4歳であった。



脳卒中発症後16週間のフォローアップ期間中に10名の患者がCRPSを発症した。脳卒中発症後4週

における麻痺側と非麻痺側の手背の皮膚温差は、CRPS発症群の中央値が0.85度、CRPS非発症群

の中央値が0度で有意差を認めた。CRPS発症予測のための最適なカットオフ値を求めたところ、

その値は0.35度となり、感度100%、特異度76%で、手背皮膚温差とCRPS発症に統計学的に有意な

関係が認められた。

③藤田俊文、岩田学、福田道隆：脳卒中片麻痺患者における筋パワーの縦断的調査－起立・歩

行能力およびADL能力と能力との関連性からの検討－. 理学療法学37（Suppl 2）、抄録集DVD

：p66、2010．（第45回日本理学療法学術大会、平成22年5月27日～29日、岐阜市）

④近藤裕貴、岩田学：下肢伸展挙上保持における体幹筋活動－非挙上側下肢3条件による比較・

検討－. 理学療法学37（Suppl 2）、抄録集DVD：p912、2010．（第45回日本理学療法学術大会、

平成22年5月27日～29日、岐阜市）

⑤藤田俊文、岩田学、福田道隆、池田稔：脳卒中片麻痺患者の筋量と筋機能及び運動能力との

関連性．第28回東北理学療法学学術大会プログラム・抄録集：p63、2010（第28回東北理学療法

学術大会、平成22年11月6日～7日、秋田市）

3.論 文

①岩田学、藤田俊文：片麻痺における無酸素性パワーの評価.保健科学研究 第1巻 印刷中

《要旨》

従来健常者やスポーツアスリートの無酸素性パワー評価のために用いられてきたウインゲー

ト無酸素性テストを、脳卒中片麻痺患者用に改変したテストの作成過程やテストの信頼性およ

び妥当性について述べた。

②佐藤彰博、湯川昌広、岩田学：手根管症候群患者の手術選択と各種検査結果の関係について.

日手会誌 26(2);65-69 2010

《要旨》

手根管症候群21例29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30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。

③佐藤彰博、湯川昌弘、岩田学：手根管症候群における上腕部低圧圧迫よる各種検査結果の変

化. 日手会誌 26(5);327-332 2010

《要旨》

手根管症候群では健常者と比較して阻血の影響を受けやすいことが知られている。上腕部へ

の低圧圧迫によるうっ血によって測定データに変化が生じるのかどうか検討した。その結果手

根管症候群が疑われる症例に対して、上腕部低圧圧迫によるWESTとCMAPを経時的に測定するこ

とで手根管症候群の早期診断補助として有用な方法となる可能性が示唆された。

④ Fujita T, Iwata M, Fukuda M: Reliability and validity of new test for muscle power

evaluation in stroke patients. J Phys Ther Sci, 23(3): 2011 印刷中.

《Abstract》

[Purpose] The purpose of this study was to establish an optimal load setting method for

a 9-second m-WAnT and to examine the reliability and validity of the test. [Subjects]

The subjects were 28 hemiplegic stroke patients and subjects examined as to the test

’s validity were 18 of 28 patients. [Methods] The m-WAnT was performed twice on two

different days to calculate the Mean Power (MP). In order to create an optimal load setting

expression, multiple regression analysis was performed using optimal load (a value roughly



10% higher than the torque value achieved at the time-point 6 seconds) as the dependent

variable and 6 items as the independent variables. The Five-Repetition Sit-to-Stand Test

(FRSST) and Maximum Walking Speed (MWS) were measured and examined correlation with the

MP. [Results] The ICC (1,1) of the MP of the first and second values was 0.982 (95% CI,

0.961–  0.991). The result of multiple regression analysis showed that unaffected and 

affected LEPT were significantly selected and the coefficient of determination (R2) was

0.812. The MP was significantly correlated with the FRSST and MWS in 18 subjects.

[Conclusion] This study confirmed the reliability and validity of m-WAnT and created an

optimal load setting equation as well.

⑤Fujita T, Iwata M, Fukuda M, Ikeda M: Relationship between lower extremity muscle mass,

leg extension strength and muscle power in hemiplegic stroke patients. J Phys Ther Sci,

23(3): 2011 印刷中.

《Abstract》

[Purpose] The purpose of this study was to examine the relationship between lower

extremity muscle mass, leg extension strength and muscle power in hemiplegic stroke

patients and to examined the differences in walking independence level (non-independence

and independence group) between each variable. [Subjects] The subjects were 21 hemiplegic

patients at the first onset. [Methods] The affected and unaffected thigh muscle mass

(TM), lower leg muscle mass, and lower extremity muscle mass (LEM) were measured by using

the segmental bioelectrical impedance analysis. The leg extension peak torque (LEPT)

and mean power (MP) were measured by using recumbent ergometer. Values obtained by

dividing affected and unaffected LEPTs by each LEM (LEPT/LEM) and the MP by total LEM

(TLEM) of affected and unaffected lower extremities (MP/TLEM) were calculated. [Results]

The affected TM was significant lower than the unaffected side. The affected and

unaffected TM was significantly correlated with the LEPT at each side. The affected TM,

affected and unaffected LEPT, LEPT/LEM, MP and MP/TLEM in the non-independence group

were significant lower than in the independence group. [Conclusion] These results were

suggested that a decrease in muscle mass in hemiplegic patients decrease in anaerobic

exercise capacity, such as leg extension strength or muscle power.

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（指導医・専門医・認定臨床医）

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

日本リハビリテーション医学会専門医会特別幹事

青森県社会福祉審議会臨時委員

5.その他

◎22年度文部科学省科学研究費補助金交付（挑戦的萌芽研究）

研究題目：ビタミンCによる脳卒中後複合性局所疼痛症候群の新しい発症予防法の開発



氏 名 石 川 玲 （いしかわ あきら）

専 門 ①理学療法評価学

②運動生理学

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)・臨床実習Ⅱ(前期)・成人看護学演習

（後期）･臨床実習Ⅲ（後期）

4年：臨床実習Ⅳ（前期）・卒業研究(後期)

大学院博士前期課程：保健学研究セミナー（後期）･リハビリテーション特論

(後期)・理学療法学特別研究

大学院博士後期課程：障害保健学特講（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）

②弘前大学「医用システム開発マイスター」養成塾講師

③弘前市医師会看護専門学校非常勤講師（担当科目：基礎看護援助論Ⅰ）

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

1 .著 書

なし

2 .学会発表

①吉田秀見，目時典文，石川玲，今泉忠淳，松宮朋穂，丹治邦和，太田健，大山力，佐藤敬:

Edaravone は低酸素・再酸素化ヒトアストロサイトの神経成長因子発現を改善する，第 94 回弘前医

学会総会，2010（青森市）

②前田千尋，松本知也，三上雅史，髙田博仁，石川玲：筋強直性ジストロフィー患者における grip

myotonia 評価法に関する検討（第 4 報）－検者間信頼性の観点から－，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」平成 22 年度

班会議（研究成果報告会）抄録集, 68 頁,2010.12.（大阪）

③廣瀬美幸，安原教子，石川玲：バージャー病（TAO）の理学療法経験－Fontain 分類による病期に

合わせたプログラムの施行－，第 34 回青森県理学療法士学会抄録集，p30，2010.（むつ市）

④藤田俊文，石川玲：長期臨床実習での「臨床場面で危ないと思った事柄」に関するアンケート調

査，第 34 回青森県理学療法士学会抄録集，p41，2010.（むつ市）

⑤河原陽平，髙木雄大，石川玲：音に合わせた呼吸と音量が心臓自律神経活動に与える影響，第

34 回青森県理学療法士学会抄録集，p54，2010.（むつ市）

⑥髙木雄大，河原陽平，石川玲：内側広筋の筋活動を高めるスクワット方法の検討，第 34 回青森県

理学療法士学会抄録集，p55，2010.（むつ市）



3 .論 文
①Hidemi Yoshida,Norifumi Metoki,Akira Ishikawa,Tadaatsu Imaizumi,Tomoh

Matsumiya, Kunikazu Tanji,Ken Ota,Chikara Ohyama,Kei Satoh: Edaravone

improves the expression of nerve growth factor in human astrocytes subjected to

hypoxia/reoxygenation. Neurosci Res.;66(3):284-9.2010.

<Abstract>

Edaravone (MCI-186, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one), a free radical scavenger,

is known to ameliorate postischemic neuronal dysfunction. Nerve growth factor (NGF)

is essential for neuronal growth and survival. We have addressed the effect of

edaravone on the NGF expression in astrocytes exposed to hypoxia/reoxygenation.

Normal human astrocytes in culture were incubated under hypoxia for 3 h and then

treated with edaravone under normal culture condition for up to 72 h. The levels of

NGF mRNA were analyzed by reverse transcription-polymerase chain reaction

(RT-PCR) or real-time quantitative PCR and NGF protein levels were measured by

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Edaravone enhanced, in time- and

concentration-dependent manners, the expressions of NGF mRNA and protein in

astrocytes under reoxygenation condition. After the treatment for 72 h, 1 mmol/L

edaravone enhanced the levels of NGF protein in astrocyte-conditioned media by

1.7-fold of the control. An inhibitor of c-Jun N-terminal kinase (JNK) suppressed the

effect of edaravone on the NGF expression, and cellular levels of phospho-JNK were

increased in response to edaravone. We conclude that edaravone enhances, via the JNK

pathway, NGF expression in astrocytes. This agent may exert a neurotrophic effect in

the therapy of brain injury in ischemia/reperfusion.

②石川玲，藤田俊文，牧野美里，成田大一，赤池あらた，吉田英樹，對馬栄輝，尾田敦，

岩田学，若山佐一，對馬均：弘前大学の理学療法教育における自己点検・評価の現状.

東北理学療法教育，8：5-8，2010.

《要旨》

弘前大学の理学療法教育における自己点検・評価の中から、平成 3 年の短期大学設置基準改正

直後に学科が独自に実施した自己点検・評価と、平成 15年に医学部保健学科が実施した外部評価

の結果について紹介した。平成 3 年の自己点検・評価では、大学審議会が示した 8 項目について点

検・評価を実施し、学科の理学療法教育に対する考え方や将来構想も示した。平成 15 年の外部評

価では、教員の年間活動報告書の公表、研究業績を高めるための年次計画の立案と実践、公開講

座の継続開催について高い評価を得た。その一方で、教育の理念・目標、カリキュラム、臨床実習、

研究面の改善事項が示され、その後これらの改善に取り組んだ。教育改善のための自己点検・評価

は大変な労力を要するが、教員が一丸となって取り組むことにより、教員の質と専攻のパワー(教育力・

組織力)も高まることを強調した。

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日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

③日 本 心 臓 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 会

④日本体力医学会

⑤理学療法科学学会



⑥弘前医学会

⑦東北理学療法教育研究会

⑧青森県理学療法士会

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日本理学療法学術大会査読委員

③ 東 北 理 学 療 法 学 査 読 委 員

3)学外依頼講演等

①弘前大清水ホーム現任講習講師「歩行補助具の基礎知識」（8月）

② 平成 22 年度青森県理学療法士会研修会講師「理学療法の研究方法論」（4 月）

③ 青 森 北 高 等 学 校 に て「 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン と 理 学 療 法 」の 講 義 を 実 施（ 弘 前 大

学 ド リ ー ム 講 座 ， 10 月 ）

5 .その他

1)共同研究活動

①国立病院機構青森病院の理学療法士と共同で，筋強直性ジストロフィー患者にみられる

ミオトニアの評価法開発に関する研究を進めている。

②芙蓉会村上病院の理学療法士･作業療法士と研究活動を進めている。

2)その他の活動

① 平 成 21 年 度 「在宅･施設で行えるリハビリマニュアル～関節可動域運動～頭頚部･上

肢編」（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(2010 年 3 月)。

②第1回弘前大学大学院保健学研究科脳卒中シンポジウム「脳卒中保健学の新興 専門職

種の連携のありかた」の企画を担当 (2010年3月)。

③緊急ひばく医療研修報告会にて浮腫療法の研修報告（4 月）

浮腫療法技術の伝達講習会を実施（3～4 月。）

④リンパ浮腫指導技能者養成講座を修了（主催：一般社団法人リンパ浮腫指導技能者養成

協会，福岡市，3 週間）（第 0221 号）。

⑤理学療法学専攻の教員（助教･助手；赤池，藤田，成田，牧野）と共に「教育」に関す

る勉強会を立ち上げ･継続中。



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スポーツ障害理学療法学

担当科目 1年：前期―21世紀教育科目「運動とリハビリテーション」

後期―理学療法総論演習

2年：前期―整形外科学

後期―整形外科学演習，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：前期―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

放送大学非常勤講師「スポーツによる怪我とリハビリ」

e-mai l a tus ioda@cc.h i rosaki -u .ac . j p

1.著 書

なし

2.学会等発表

①鈴木あおい，尾田敦，成田大一，高橋信人，赤平拓也：児童の足部機能・アーチ高と運動能力の

関連について．第 45 回日本理学療法学術大会，平成 22 年 5 月 27 日，岐阜市．

②尾田敦，上村豊，奥山真純，成田大一，對馬均：学童期および少年期の扁平足と基礎的運動能

力との関連性について．第 45 回日本理学療法学術大会，平成 22 年 5 月 28 日，岐阜市．

《要旨》

小学生及び中学生の身体的成長過程における扁平足の程度と，それが基礎的運動能力に及ぼ

す影響を明らかにすることを目的として，弘前市内の小学校と中学校の各 1 校の生徒を対象に調査を

計画・実施した。対象は，小学生 218 名 (男子 112 名，女子 106 名 )，中学生 103 名 (男子 50 名，女

子 54 名)である。方法は，Pedoscope を用いてデジタルカメラで撮影した足底面の接地状態の画像か

ら footprint を採取し野田式分類により扁平度を判定すると同時に，アーチ高率を算出し，野田式分

類でⅠ型 (扁平型 )に分類され，かつアーチ高率の平均値より低いものを扁平群とし，Ⅰ型以外でアー

チ高率の平均値より高いものを正常群とした。さらに，各学校で実施されている新体力テストの成績か

ら，反復横とび，50m 走，立ち幅とびを対象とし，それぞれ平均値より高い群と低い群とで扁平足との

関連性を検討した。

対象者のうち欠側値のないものは 304 名で，扁平群は 59 名，正常群は 138 名であった。全対象者

197 名では，種目別でみると反復横とび・50m 走・立ち幅とびのいずれも扁平足の有無による成績上

位者数に有意差はみられなかったが，反復横とびと立ち幅とびの合計得点（“跳”合計）では有意差を

認め(p<0.05)，正常群ほど成績上位者が多かった。小学低学年 76 名では，種目別でみると扁平足

の有無により反復横とびと立ち幅とびで成績上位者数に有意差を認めた(いずれも p<0.05)。しかし，

50m 走では有意ではなかった。“跳”合計でも有意差を認め(p<0.05)，正常群ほど成績上位者が多か

った。小学高学年 63 名では，種目別でみると反復横とび・50m 走・立ち幅とびのいずれも扁平足の有



無による成績上位者数に有意な差はなく，“跳”合計でも有意差を認めなかった。中学生 58 名におい

ても同様であった。

小学低学年では扁平群ほど反復横とびの成績が悪い傾向が認められ，反復横とびと立ち幅とびを

組み合わせた敏捷系運動種目と瞬発系運動種目の合計では扁平足の有無と有意な関連性が認め

られたが，50m 走では有意な関連性は認められず，これは過去の報告とは異なる結果であった。走運

動のフォームのような運動の質的発達は，男女とも 7.5 歳でほぼ成熟したパターンに達するのに対し，

所要時間のような運動の量的発達は，下肢筋力や体格の違いによるステップ長の差が影響していると

され，このことが一要因と考えられた。対象者全体では反復横とびと立ち幅とびの 2 種目合計の成績

において扁平足の有無と有意な関連性が認められた。アーチが低下していると，ウィンドラス機構が有

効に作用できず，蹴り出し力の低下を招くと考えられる。ところが，小学高学年から中学生にかけての

時期は，下肢筋力が急激に増加する時期であるため，底屈筋力や膝伸展筋力など多くの筋の筋力

が身体的な成長に伴って向上している可能性がある。一方，扁平足の場合にはアーチ低下を補うた

めの足趾筋力の代償的増強が生じている可能性がある。これらのことが，小学高学年および中学生で

はどの種目もアーチ形成率と有意な関連性が認められなかった原因として考えられた。

小学低学年では扁平足と敏捷な動きの関連性が高いが，高学年になると，運動能力の成績には

筋力の発達などのような扁平足以外の要因が大きな影響を及ぼすものと思われ，子どもの運動能力を

向上させるための重要な手がかりが得られた。

③石川大瑛，成田大一，尾田敦，赤平拓也：高校女子バレーボール部員の足関節捻挫が下肢アラ

イメント・運動能力に及ぼす影響．第 45 回日本理学療法学術大会，平成 22 年 5 月 28 日，岐阜

市．

④高橋信人，尾田敦，成田大一，石川大瑛：足部内側縦アーチの高さと足底圧中心軌跡の関連．

第 24 回日本靴医学会学術集会，平成 22 年 9 月 17 日，仙台市．

⑤石川大瑛，尾田敦，成田大一，高橋信人：高校女子バレーボール部員の足関節捻挫発生数と筋

力，パフォーマンスの関連性．第 38 回青森県スポーツ医学研究会，平成 22 年 9 月 4 日，青森市．

3.論文等

①Oda A and Tsushima H： Associations between flatfoot and athletic ability in school

age children. Med Biol，154: 36-49，2010.

《Summary》

Purpose: To investigate the degree of flatfoot and influences on athletic ability during

physical development among elementary and junior high school students.

Subjects: The 321 subjects comprised 218 elementary students and 103 junior high school

students in Hirosaki City.

Method: An analysis of interaction effects was performed using the sole surface area ratio

and rate of arch height as indices of flatfoot, together with the total score on the Japan Fitness

Test as an index of athletic ability.

Results: The chi-squared test was applied to determine associations between physical

strength and flatfoot for 197 students, with 59 students showing obvious flat feet and 138

students showing normal feet. The test found that a higher ratio of the 76 lower grade

elementary students who scored lower at side steps and standing long jump had flat feet.

Conclusion: Associations between flatfoot and agility seem stronger among lower grade

elementary students. However, once students move to a higher grade, factors other than

flatfoot, such as muscle development, seem to have greater influences on athletic ability.



②石川玲，藤田俊文，牧野美里，成田大一，赤池あらた，吉田英樹，對馬栄輝，尾田敦，岩田学，

若山佐一，對馬均：弘前大学の理学療法教育における自己点検・評価の現状. 東北理学療法教

育，8：5-8，2010.

《要旨》

弘前大学の理学療法教育における自己点検・評価の中から、平成 3 年の短期大学設置基準改正

直後に学科が独自に実施した自己点検・評価と、平成 15 年に医学部保健学科が実施した外部評価

の結果について紹介した。平成 3 年の自己点検・評価では、大学審議会が示した 8 項目について点

検・評価を実施し、学科の理学療法教育に対する考え方や将来構想も示した。平成 15 年の外部評

価では、教員の年間活動報告書の公表、研究業績を高めるための年次計画の立案と実践、公開講

座の継続開催について高い評価を得た。その一方で、教育の理念・目標、カリキュラム、臨床実習、

研究面の改善事項が示され、その後これらの改善に取り組んだ。教育改善のための自己点検・評価

は大変な労力を要するが、教員が一丸となって取り組むことにより、教員の質と専攻のパワー(教育力・

組織力)も高まることを強調した。

③石川大瑛，尾田敦，成田大一，高橋信人，赤平拓也：高校女子バレーボール選手における足関

節捻挫が下肢アライメントおよび運動能力に与える影響．青森県スポーツ医学研究会誌 , 19：

13-17, 2010.

《要旨》

弘前市内の高校バレーボール選手を対象として，足関節捻挫の既往が下肢アライメント・運動能力

に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。対象は，弘前市内の高等学校 5 校の女子バレーボー

ル部員 65 名 130 肢である。調査期間は平成 20 年 10 月～平成 21 年 11 月であった。

調査はアンケート調査（足関節捻挫既往の有無，身長，体重等）と実地調査（下肢アライメントと運

動能力）である。下肢アライメントではアーチ高率，leg-heel angle（LHA），Q-angle を測定し，運動能

力では足関節筋力（底背屈および内外反），重心動揺（開眼 10 秒間片脚立位），片脚反復横とび

（30cm 間隔の 10 往復所要時間）を測定した。

その結果，捻挫足は 32 足，健常足は 98 足で，捻挫足と健常足とでの比較では，アーチ高

率・Q-angle では有意差がなかった。筋力では，捻挫足が底屈のみ有意に強かった。重心動揺

においても有意差はなかった。片脚反復横とびでは捻挫足が有意に遅延していた。

先行研究においても相対的に足関節底屈筋力が強いほど捻挫を生じやすいとされており，

それを支持する結果であった。その他の項目では有意差がなく，個体要因を除外できないため

と考えられたため，今後は前向き研究により受傷前後の変化を捉える必要があると考えられる。

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

○放送大学非常勤講師：面接授業「スポーツによる怪我とリハビリ」

平成 22 年 6 月 5～6 日

〈内容〉

・スポーツ障害の種類と特徴

・身体の構造と怪我のしやすさ－原因は足にあった！

・足の傷害を予防する：テーピングなど

・足の機能と身体運動について

・扁平足はなぜ疲れやすいか

・履き物と身体運動の関係

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，長谷川至（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：加藤義人（なかざわスポーツクリニック）

③整形外科疾患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：相坂隆之（公立七戸病院）

2)その他の活動

①弘前大学 FD プロジェクト 2010 における公開授業の担当

平成 22 年 11 月 19 日（金），1-2 時限，筋骨格系障害義肢装具学演習

②トレーナー活動

○第 56 回全日本中学校通信陸上競技大会青森大会（兼第 37 回全日本中学校陸上競技選手

権大会選手選考会，兼第 41 回ジュニアオリンピック陸上競技大会選手選考会，兼第 65 回国

民体育大会選考会）（平成 22 年 7 月 3 日～4 日，弘前市運動公園陸上競技場）

○第 61 回青森県中学校体育大会夏季大会剣道競技（平成 22 年 7 月 24 日～25 日，青森県

武道館）

③高校バレーボールメディカルチェック

●8 月 1 日 (日) 弘前学院聖愛高校

●8 月 2 日 (月) 東奥義塾高校

●8 月 2 日 (月) 弘前高校

●8 月 6 日 (金) 弘前南高校

●8 月 20 日 (金) 弘前中央高校

④小学校足部調査日程

●9 月 7 日 (火) 1 回目

●9 月 14 日 (火) 2 回目

●9 月 21 日 (火) 3 回目

●9 月 22 日 (水) 4 回目



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 ●学部

1年：理学療法概論，21世紀教育統計学の基礎

2年：整形外科学，整形外科学演習，運動学実習，筋骨格系障害理学療法学，臨床

実習Ⅰ，医用統計学（医学科）

3年：研究方法論，臨床実習Ⅱ，臨床実習Ⅲ

4年：卒業研究

●大学院保健学研究科保健学専攻博士前期課程

1年：保健疫学特論（前期）・運動療法学特論（後期）・生活環境保健学特別演習（後

期）

2年：生活環境保健学特別研究（通年）

●大学院保健学研究科保健学専攻博士後期課程

1年：老年保健学特講

非常勤

講師等

①京都大学大学院医学系研究科（担当：理学療法特論）

②山形県立保健医療大学（担当：理学療法発展領域論）

③聖隷クリストファー大学大学院（担当：実験的研究法）

④上尾中央医療専門学校（担当：研究法）

⑤弘前医療福祉大学（担当：統計学）

⑥弘前厚生学院（担当：リハビリテーション論）

⑦弘前市医師会看護専門学校看護学科（担当科目：人間工学）

e-mai l pte ik i@cc .h i rosaki -u . ac . jp

1.著 書

①対馬栄輝：これから迎 えようとする社 会 とは？─ 質 の向 上 を意 識 する．「地域理学療法にこだ

わる」．嶋田智明，日高正巳（編），文光堂，pp.7-14, 2010．

《要旨》

従来の機能回復，ADL 向上に留まらず，理学療法とは・医療とは・リハビリテーションとは何を目指す

ものなのか？という本質的な部分を見つめ直している．

②対馬栄輝：骨盤・股関節の運動障害．「シンプル理学療法学シリーズ 運動学テキスト」．藤縄理，

赤坂清和，石井慎一郎（編），南江堂，pp.215-224，2010．

《要旨》

骨盤股関節の運動障害として，股関節の病態運動学に関して記述した．

③対馬栄輝：股関節．「メイトランド四肢関節マニピュレーション」．Elly Hengeveld, Kevin Banks

著（赤坂清和，齋藤昭彦 監訳），医学映像教育センター，pp.419-457，2010

《要旨》

「メイトランド・脊椎のマニピュレーション（エルゼビアジャパン）」の姉妹本とともに全身のマニピュ

レーションを理解するための書籍である．「徒手的理学療法」の分野において，世界で最も読ま

れている理学療法テキストとなっている．

④対馬栄輝：「医療系研究論文の読み方・まとめ方：論文の PECO からの正しい統計的判断まで」，

東京図書，2010.

《要旨》

研究論文を読むときには研究論文に書いてあることを正しく把握し，何をどこまで臨床応用できるの

かという理解ができなくてはならない．本書では，論文を要約するためのスキル（ＰＥＣＯ）を身につける



ことから始め，研究デザインの分類とバイアスの判定，そして後半ではとくに初学者が研究論文を読む

際に難関となる，統計学的な解説を，ほとんど数理的な知識がないことを前提に，その重点にそって

解説した．

⑤対馬栄輝：筋活動の評価をするには？「実践 MOOK・理学療法プラクティス 膝・足関節障

害」．嶋田智明，大峯三郎，杉原敏道（編），文光堂，pp.54-61，2010.

《要旨》

膝・足関節疾患に対する，筋活動評価のポイントと，理学療法の治療展開を述べた．

⑥対馬栄輝：「医学文献ユーザーズガイド 根拠に基づく診療のマニュアル（第 2 版）」．Guyatt G，

Rennie D ほか編（相原守夫，池田正行ほか監訳），凸版メディア，2010.

《要旨》

EBM 創始者 Guyatt の編集で，EBM のバイブルである JAMA users' Guides to the Medical

Literature を翻訳した．JAMA Users' Guides で記載されている GRADE システムに関してアップデート

された内容となっている．GRADE Working Group が 2010 年末から 2011 年に JCE 誌で発表する予

定のもので，システマティック・レビューや診療ガイドラインにおけるエビデンスの質や推奨度の理解に

役立つ．

2.学会等発表

①対馬栄輝：大腿骨近位部骨折患者における歩行獲得期間を考慮した退院時歩行の可否に影響

を及ぼす要因，理学療法学，Vol.37（大会特別号 No.2）p121,2010.（第 45 回日本理学療法学

術大会）

《要旨》

大腿骨骨折患者の歩行獲得期間も考慮した退院時歩行の可否に対して，受傷前や入院中の，ど

のような身体・精神機能が影響するかを検討する．対象は，一般病院に入院して手術療法を受け，

理学療法を施行された大腿骨骨折患者 53 名（男性 6 名，女性 47 名）とした．

対象者の起立・歩行練習開始時に，移動能力，日常生活活動（ADL），体幹下肢運動年齢

検査（MAT），徒手筋力検査(股関節屈曲，膝関節伸展)，長谷川式簡易知能評価スケール

（HDS-R），Japan Coma Scale(JCS)，入院中の夜間せん妄の有無，大腿骨骨折以外の疾患（中

枢神経疾患，心疾患，呼吸器疾患など）の有無などを評価した．移動能力は歩行補助具の状

態と歩行の可否によって 6 段階で評価した．ADL は Katz's Index を用いた．その他に，受傷

前 ADL と受傷前歩行（歩行補助具の状態で 3 段階）を同居者から聞き取って調査した．

歩行可能となった者は 34 名（75.3±8.7 歳），不可能な者は 19 名（82.7±5.4 歳）であった．Cox 比

例ハザード分析によって，いくつかのモデルができあがったが，最終的には対数尤度比による比較検

定で最適なモデルを決定した．歩行獲得期間を考慮した歩行の可否に影響する要因は，受傷前歩

行（ハザード比 2.849；p<0.01）と HDS-R（ハザード比 1.053；p<0.05）であった．受傷前歩行，すなわち

受傷前の活動レベルが高く，知能低下が見られないほど歩行獲得期間が短いという結果を得た．

②水澤一樹，対馬栄輝：身体特性が足圧中心動揺に及ぼす影響について．理学療法学，Vol.37（大

会特別号 No.2）p26,2010.（第 45 回日本理学療法学術大会）

③石田水里，佐川貢一，対馬栄輝：動的な立位安定性変化を反映する力学パラメーターと身体重心

移動特性の関連性について，理学療法学，Vol.37（大会特別号 No.2）p551,2010.（第 45 回日本

理学療法学術大会）



④重岡直基，対馬栄輝：矢状面における股・膝関節伸展運動を行わせたときの筋活動について～

等張性筋収縮での単関節筋と二関節筋の活動～．第 28 回東北理学療法学術大会，2010 年 11 月

7 日

⑤家入 章，対馬栄輝・他：人工股関節全置換術後の健康関連 QOL～年齢層別の特徴～．

第 37 回日本股関節学会学術集会抄録集，p.183，2010．（第 37 回日本股関節学会学術集

会）

3.論文等

①対馬栄輝，石田水里，對馬 均：起き上がり動作の生体力学的特性と臨床への応用．理学療法，

304-311，2010

《要旨》

1.起き上がり動作を「臥位を開始姿勢として座位へ移る動作」と定義し、生体力学的観点から動作

の特徴を検討した。2.背臥位から長座位に起き上がる動作や、ベッド上で背臥位となった状態から端

座位に起き上がる動作においては典型的な動作パターンがあり、身体機能との関連が大きい。3.生体

力学的にみると、動作効率や安定性の面から動作パターンを特徴づけることができ、身体機能との関

連性が明確となる。4.正常か異常かという判断ではなく、なぜその運動が起こるのかという観点で動作

を理解し、問題点を推論し、治療への意志決定を行うという一連の過程が重要である。

②対馬栄輝：よくわかる研究法 1 研究とは何だろう?なぜ研究が必要なのか?．理学療法，352-356，

2010

《要旨》

1.理学療法士は理学療法の専門家である。したがって研究の必要性を自覚しなければならない。2.

理学療法の臨床で疑問を持つ意識と、その疑問を解決しようとする行動が大切である。3.臨床での疑

問を要約するためのツールとして、PECO が便利である。4.多分野にわたる知識を基盤とするとしても、

理学療法に必要な理学療法独自の研究方法論が求められている。

③対馬栄輝：よくわかる研究法 研究デザインの分類とは? 理学療法，467-472，2010

《要旨》

1.研究デザインとは、研究目的の決定、研究目的にマッチした標本の抽出、対象の割り付け、デー

タの収集と解析までの手順を設計することである。2.研究デザインを知るということは、研究デザインを

分類することができるだけでなく、それぞれのデザインの利点と欠点を理解して、研究目的との整合性

および妥当性を確認するため、エビデンスレベルを確認するためにも不可欠である。3.研究デザインを

決めるには、時間要因からどの研究デザインに類似するか考え、次に、記述的研究か、観察的研究

か、実験的研究かに分ける感じでもよいと考える。

④対馬栄輝：よくわかる研究法 エビデンスと研究デザインとの関係を知ってますか? 理学療法，

569-575，2010

《要旨》

1.エビデンスと研究デザインとは密接な関係がある。特にエビデンスレベルを評価するために、研究

デザインの知識は必須となる。2.実験的研究か、観察的研究か、ランダム化比較試験による研究か

で、エビデンスレベルを判断することができる。3.ランダム化比較試験による研究では、ランダム化、コン

シールメント(隠蔵 )、ブラインディング(マスキング)という主要な 3 つの事項を押さえておかなければなら

ない。4.EBPT はエビデンスに基づいていさえすればよいというものではなく、治療者の経験・能力、患

者自身の価値観という 3 要素を含めて成り立つものである。



⑤対馬栄輝：よくわかる研究法 データ収集の仕方 3 つのバイアス．理学療法，675-681，2010

《要旨》

1.バイアス(系統誤差 )とはデータに混在する一定量の値の偏りであり、結果を歪んだものにしてしま

うものである。2.主要な 3 つのバイアスとして、選択バイアス、交絡、情報バイアスが挙げられる。これら

バイアスの意味と特徴を知ることが、研究を行うための基本となる。3.各研究デザインのバイアスを理解

し、研究結果の何が使えて何が使えないか、どこまで適用可能かを適切に判断できる能力を養ってい

かなければならない。

⑥対馬栄輝：よくわかる研究法 研究論文を読むコツ 読むきっかけづくりと要約の仕方．理学療法，

903-908，2010

《要旨》

1.研究論文を読む際、コツを心得ておくと効率的にしかも的確にポイントを理解することがで

きる。2.まず研究論文を読む習慣をつけるために、臨床での疑問解決や、興味のある研究テー

マに特化して読むというきっかけをつくるようにする。3.読む研究論文の内容を PECO で要約す

る方法を覚える。4.PECO による要約に加えて、GATE frame で図式化する方法へと進める。

5.PECO と GATE frame は論文を読むための取っかかりの作業であり、これで論文を解読できる

ようになるわけではない。さらに掘り下げて解読し、批判的吟味に進めていかなければならない。

⑦対馬栄輝：よくわかる研究法 研究論文を読むコツ 批判的吟味を行う．理学療法，1010-1016，

2010

《要旨》

1.GATE は、研究論文を PECO で要約したあとで批判的吟味を行うツールである。2.GATE を使い、

RAAMbo と称する批判的吟味を行う手順について述べる。批判的吟味の基本は、選択バイアス、交

絡、情報バイアスという 3 つのバイアスを評価することである。3.Represent、Allocation は選択バイア

ス、Adjustment は交絡、Measured、Blinding、Objective は情報バイアスをそれぞれ評価する指標で

ある。4.批判的吟味とは決して論文の誤りを見つけてケチをつけようというものではなく、その研究結果

を正しく解釈し、適用範囲を見極めるための手順であり、むしろ論文を発展的に活用するために行うも

のである。

⑧対馬栄輝：大腿骨近位部骨折患者における歩行予後に対する影響要因について．Hip Joint

36:431-434,2010

《要旨》

大腿骨近位部骨折患者を対象として多面的に精神機能を評価し，退院時歩行機能に影

響する要因について，階層的重回帰分析により検討した．大腿骨近位部骨折を受傷し，手術

療法を受けた 60 歳以上の患者 55 名（男 2 名，女 53 名）を対象とした．退院時歩行には，GBS

の項目である速い動作の困難，CDR の項目である判断力，GBS の項目である覚醒度の障害

が選ばれた．さらに階層的に重回帰分析を行ったところ，運動機能に関連する精神機能，積

極的な精神活動性を意味する精神機能，知的機能といった 3 分野に分かれる項目が選ばれ

た．

⑨石田水里，佐川貢一，対馬栄輝：制御工学的手法を用いた動的な立位姿勢バランスの評価指標

に関する検討 身体前傾・復位動作特性と力学的パラメータの関連性について．理学療法科学，

71-77，2010

《要旨》

[目的 ]身体前傾 ・復位動作時の立位姿勢をモデル化して力学的パラメータの固有振動数

(ω )と減衰比 (ζ)を求め、動作特性および姿勢バランスの影響を検討する。[対象 ]健常成人 12

名を対象とした。[方法 ]安定性が異なる 4 条件下で身体最大前傾・復位動作を行って足・股

関節運動を測定し、足関節の 1 自由度モデルまたは足・股関節を持つ自由度 2 モデルから得



た ω と ζ について、安定性変化に伴う動作特性との関連性を確認した。[結果 ]姿勢不安定性

は股関節運動の変化として現れやすく、2 自由度モデルの ω・ζ で安定性との関係性が明確と

なった。[結語 ]股関節運動を考慮して求めた ω と ζ は、動的な姿勢バランスを反映するパラメー

タであることが示された。

⑩家入 章，石田和宏，対馬栄輝・他：人工股関節全置換術後の股関節可動域と健康関連

QOL～術後 7 週時の検討～．北海道理学療法，p10-14，2010．

4.社会活動

1）所属学会等

①日本理学療法士協会

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 学術誌「理学療法学」編集委員

②日本理学療法士協会 学術局 専門領域研究部

③日本理学療法士協会 基礎理学療法研究部会 認定理学療法士必修研修会 担当講師

3)学外依頼講演等

①SPSS トレーニングコース「医療統計：入門」，主催：IBM SPSS，於：東京都恵比寿SPSSオフィス

2010年2月3日，5月20日，8月19日，11月17日（計4回）

②SPSS トレーニングコース「医療統計：多変量解析」，主催：IBM SPSS，於：東京都恵比寿SPSSオ

フィス．20010年2月4日，5月21日，8月20日，11月19日（計4回）

③平成 21 年度日本理学療法士協会介護予防研修会「統計学」，主催：日本理学療法士協

会，於：東京都江東区，2 月 11～13 日

④股関節シンポジウム in 熊本「股関節機能に関する研究と理学療法」，主催：（株）Senstyle 主催，

於：熊本県植木町，2 月 20 日～21 日

⑤人工股関節・膝関節全置換術患者に対する評価と理学療法「変形性股・膝関節の評価」，主催：

日本理学療法士協会，於：金沢医科大学，2010 年 7 月 17 日～18 日

⑥下肢関節疾患の理学療法「下肢関節疾患の理学療法評価 」，主催：日本理学療法士協

会，於：弘前市，9 月 11 日～12 日

⑦川嶌整形外科研修会「臨床研究の実践」，主催：川嶌整形外科研修会，於 ：大分県中津

市，9 月 18 日～19 日

⑧新人教育セミナー「理学療法に必要な統計手法入門」，主催：第 45 回日本理学療法士協

会全国学術研修大会，於：愛媛県松山市，10 月 1 日

⑨理学療法研究のための統計学講習会「重回帰分析・多重ロジスティック回帰分析」，主催：



福島県理学療法士会，於：福島県郡山市，10 月 10 日～11 日

⑩ 京 都 府 士 会 主 催 新 人 発 表 部 主 催 研 修 会 「理 学 療 法 の臨 床 ・研 究のためのデータ解 析

学」，主催：京都府理学療法士会，於：京都府京都市，10 月 17 日

⑪秋田県理学療法 士 会中央ブロック研修会 「臨床研究における統計処理の実践 」，主催：

（社）秋田県理学療法士会，10 月 30 日

⑫秋田県理学療法士会「股関節疾患に対する理学療法～評価・治療戦略の概略と展望」，

主催：（社）秋田県理学療法士会，10 月 31 日

⑬平成 22 年度日本理学療法士協会介護予防研修会「統計学」，主催：日本理学療法士協

会，於：大阪府大阪市，11 月 26～28 日

⑭臨床能力スキルアップ「研究方法論 2」，主催：上尾中央グループ研修会，於：埼玉県上尾市，4 月

24 日

5.その他

①弘前大学大学院理工学研究科との共同研究（継続）

《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300,000 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PT 塚本利昭氏，鳴海病院PT 石田水里 工

学博士 との共同研究を行っている．

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（継続）

《活動状況》

大竹整形外科院長・医師 大竹 進 氏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．

③JAMA evidence - Users' Guides to the Medical Literature:A Manual for

Evidence-Based Clinical Practice(2nd)の翻訳作業（継続）

《活動状況》

相原内科医院院長・医師 相原守夫 氏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1つの目的である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

②IBM SPSS 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、脳血管障害の理学療法）

③神経生理学（特に、自律神経生理学）

担当科目 1年：後期－理学療法学総論演習

2年：前期－物理療法学、理学療法評価学実習

後期－物理療法学実習、臨床実習Ⅰ

3年：前期－理学療法管理・運営論、脳障害理学療法学演習、内部障害系理学療法

学演習、内部障害系理学療法学実習、神経系障害理学療法学実習、

臨床実習Ⅱ

後期－地域リハビリテーション論、福祉住環境学、理学療法研究演習、臨床実習

Ⅲ

4年：前期－臨床実習Ⅳ

後期－卒業研究

21世紀教育科目：後期－運動とリハビリテーション（B）

博士前期課程 ：後期－運動療法学特論

非常勤

講師等

弘前医療福祉大学（担当科目：リハビリテーション医学）

e-mai l ptyoshi@cc .h i rosaki -u .ac . jp

1.著 書

なし

2.学会等発表

①吉田英樹：キセノン光の星状神経節近傍照射後の立位時血圧変動特性について. 理学療法学 ,

37（Suppl 2）: 208, 2010.（第 45 回日本理学療法学術大会 , 岐阜市）

《要旨》

健常例を対象として、キセノン光の星状神経節近傍照射（以下、Xe-SGI）後の立位時血圧変動特

性について検討した。心拍変動解析の結果から、Xe-SGI により交感神経活動が抑制され、副交感神

経活動優位な状態となることが示された。さらに、Xe-SGI 終了後の立位保持中の血圧測定の結果か

ら、収縮期血圧（以下、SBP）は立位保持開始 30 秒後に有意に上昇した後に減少に転じ、立位保持

開始 30 秒後と比較して立位保持開始 90 秒後および 120 秒後に有意に低下するこが示された。

Xe-SGI を伴わない立位保持中にはこのような SBP の変化は認められなかった。Xe-SGI 終了後の立

位保持中の SBP 変動に関する要因としては、自律神経活動の変容に伴う心筋収縮力（変力作用）や

末梢血管抵抗の低下などが推察された。

②山田将弘 , 江島加渚 , 吉田英樹：スーパーライザーの星状神経節近傍照射後の睡眠効果につい

て－スーパーライザーは睡眠効果をもたらすか. 理学療法学 , 37（Suppl 2）: 1126, 2010.（第 45 回

日本理学療法学術大会 , 岐阜市）

③成田大一 , 千葉正司 , 外崎敬和 , 吉田英樹 , 溝畑日出昌 , 渡邉誠二 , 一戸紀考：肉眼解剖によ

る前脛骨筋のモーターポイントの位置の特定 . 理学療法学 , 37（Suppl 2）: 901, 2010.（第 45 回日

本理学療法学術大会 , 岐阜市）

④成田大一 , 千葉正司 , 外崎敬和 , 吉田英樹 , 渡邉誠二 , 一戸紀考：深腓骨神経から分岐する前

脛骨筋の筋枝の分布様式と治療点としてのモーターポイントの推敲 . 解剖学雑誌第 115 回総会・学



術集会抄録号 : 119, 2010.（第 115 回日本解剖学会総会・全国学術大会 , 盛岡市）

⑤吉田英樹：キセノン光の星状神経節近傍照射後の立位時血圧変動特性及び起立性低血圧に関

する検討 . 第 18 回日本物理療法学会学術大会・学術大会抄録集 : 32, 2010.（第 18 回日本物理

療法学会学術大会 , 東京都）

《要旨》

健常例を対象として、キセノン光の星状神経節近傍照射（以下、Xe-SGI）後の立位時血圧変動特

性及び起立性低血圧（以下、OH）について検討した。心拍変動解析の結果から、Xe-SGI 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となることが示された。さらに、Xe-SGI 後の立位

保持中に収縮期血圧（以下、SBP）の有意な低下が認められ、自覚的な OH 症状の発生率も有意に

上昇していた。以上から、Xe-SGI は、交感神経活動を抑制すると伴に、立位保持中の SBP の低下に

起因した自覚的な OH 症状をより多く誘発する可能性が示唆された。

⑥山田将弘 , 加来遥平 , 津上晃 , 吉田英樹：直線偏光近赤外線の星状神経節近傍照射が自律神

経活動動態及び睡眠に与える影響 . 第 18 回日本物理療法学会学術大会・学術大会抄録集 : 26,

2010.（第 18 回日本物理療法学会学術大会 , 東京都）

⑦吉田英樹：キセノン光の星状神経節近傍照射は起立性低血圧を引き起こすか？ 第 28 回東北理

学療法学会学術大会プログラム・抄録集 : 52, 2010.（第 28 回東北理学療法学会学術大会 , 秋田

市）

《要旨》

健常例を対象として、キセノン光の星状神経節近傍照射（以下、Xe-SGI）に起立性低血圧（以下、

OH）が生じやすくなるか否かについて検討した。心拍変動解析の結果から、Xe-SGI 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となることが示された。さらに、Xe-SGI 後の自覚的な

OH 症状の発生率の有意な上昇が認められた。以上から、Xe-SGI は、交感神経活動を抑制すると伴

に、自覚的な OH 症状をより引き起こしやすくなる可能性が示唆された。

⑧小林健幸 , 吉田英樹：キセノン光の星状神経節近傍照射が上肢筋の筋力増強効果および筋肉痛

に及ぼす影響 . 第 28 回東北理学療法学会学術大会プログラム・抄録集 : 67, 2010.（第 28 回東北

理学療法学会学術大会 , 秋田市）

⑨吉田英樹：平成 21 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を用いた新たな筋力増強法の検討）

《要旨》

本研究では、健常例を対象として、両側の星状神経節近傍へのキセノン光照射（以下、Xe-SGI）が

上肢筋力増強練習に及ぼす影響を検討することを目的とした。本研究では特に、Xe-SGI が上肢筋

力増強効果を高め得るかに加えて、上肢筋力増強練習に伴い発生する筋肉痛を軽減し得るかに注

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吉田英樹 , 成田大一：キセノン光の星状神経節近傍照射が立位バランスに与える影響 . 日本物理

療法学会誌 , 17:36-40, 2010.

《要旨》

本研究の目的は、キセノン光の星状神経節近傍照射（以下、Xe-SGI）が立位バランスに与える影

響を検討することであった。健常例 30 例を対象として、1）15 分間の安静仰臥位保持（以下、馴化）

後に同一肢位のままでの 10 分間の Xe-SGI と、2）馴化後の Xe-SGI を伴わない 10 分間の安静仰

臥位保持（以下、コントロール）の二つの実験を実施した。また、対象者は、Xe-SGI およびコントロー



ル終了直後に開眼での静止立位を 1 分間保持した。検討項目は、静止立位保持時の重心動揺指

標（総軌跡長、単位時間軌跡長、外周面積、矩形面積）と、Xe-SGI およびコントロール前後での心

拍変動周波数成分とした。結果、静止立位時の重心動揺指標（ただし、総軌跡長および単位時間軌

跡長のみ）は、コントロール終了後と比較してXe-SGI 終了後で有意に増加した。また、心拍変動周波

数成分は、Xe-SGI 前後でのみ有意な変化が認められた。以上から、Xe-SGI は自律神経活動の変

容に加えて立位バランスを低下させる可能性が示唆された。

②鳴海翔太 , 吉田英樹 , 成田大一：キセノン光の星状神経節近傍照射が上半身領域の筋力増強効

果に及ぼす影響 . 東北理学療法学 , 22:1-6,2 010.

《要旨》

本研究の目的は、キセノン光の星状神経節近傍照射（以下、Xe-SGI）が上半身領域の筋力増強

効果を高め得るか否か検討することであった。対象は健常例 16 名とし、握力増強練習（週 5 回、2 週

間継続）後に安静仰臥位での 10 分間の Xe-SGI を併用した群（以下、Xe 併用群）と、握力増強練習

後に 10 分間の安静仰臥位保持（以下、コントロール）のみを行った群に振り分けた。検討項目は、

Xe-SGI 及びコントロール前後での心拍変動周波数成分と Xe-SGI 及びコントロール中の手指皮膚

温、各群の握力増強練習前後での最大握力とした。結果、心拍変動周波数成分は Xe-SGI 前後で

のみ有意に変化し、手指皮膚温はコントロール中では有意に低下し続けたものの、Xe-SGI 中では明

らかな低下を示さなかった。最大握力は Xe 併用群でのみ有意に増加した。以上から、Xe-SGI は、自

律神経活動を変化させ上肢末梢循環を促進させると同時に、上半身領域の筋力増強効果を高め得

る可能性が示唆された。

③石川 玲 , 藤田俊文 , 牧野美里 , 成田大一 , 赤池あらた, 吉田英樹 , 對馬栄輝 , 尾田 敦 , 岩田

学 , 若山佐一 , 對馬 均：弘前大学の理学療法教育における自己点検・評価の現状 . 東北理学療

法教育 , 8:5-8, 2010.

《要旨》

弘前大学の理学療法教育における自己点検・評価の中から、平成 3 年の短期大学設置基準改正

直後に学科が独自に実施した自己点検・評価と、平成 15 年に医学部保健学科が実施した外部評価

の結果について紹介した。平成 3 年の自己点検・評価では、大学審議会が示した 8 項目について点

検・評価を実施し、学科の理学療法教育に対する考え方や将来構想も示した。平成 15 年の外部評

価では、教員の年間活動報告書の公表、研究業績を高めるための年次計画の立案と実践公開講座

の継続開催について高い評価を得た。その一方で、教育の理念・目標、カリキュラム、臨床実習、研

究面の改善事項が示され、その後これらの改善に取り組んだ。教育改善のための自己点検・評価は

大変な労力を要するが、教員が一丸となって取り組むことにより、教員の質と専攻のパワー（教育力・

組織力）も高まることを強調した。

④吉田英樹 , 永田順也 , 成田大一 , 若山佐一：キセノン光の星状神経節近傍照射は立位不安定性

を引き起こすか？ 弘前大保健紀 , 9:57-62, 2010.

《要旨》

本研究の目的は、キセノン光の星状神経節近傍照射（以下、Xe-SGI）が立位不安定性を引き起こ

すか否か検討することであった。健常例 30 例を対象として、1）安静仰臥位での 10 分間の Xe-SGI と、

2）Xe-SGI を伴わない 10 分間の安静仰臥位保持（以下、コントロール）の二つの実験を実施した。ま

た、対象者は、Xe-SGI およびコントロール終了直後に開眼での静止立位を 1 分間保持した。検討項

目は、Xe-SGI およびコントロール前後での心拍変動周波数成分と Xe-SGI およびコントロール後の静

止立位時の重心動揺指標（総軌跡長、単位時間軌跡長、矩形面積）とした。結果、心拍変動周波数

成分は、Xe-SGI 前後でのみ有意な変化が認められた。また、静止立位時の重心動揺指標（ただし、

総軌跡長および単位時間軌跡長のみ）は、コントロール終了後と比較して Xe-SGI 終了後で有意に増

加した。以上から、Xe-SGI は自律神経活動の変容に加えて立位不安定性を引き起こす可能性が示

唆された。



⑤吉田英樹 , 傳法谷敏光 , 永田順也 , 成田大一 , 若山佐一：キセノン光の星状神経節近傍照射が

自律神経活動動態および末梢循環動態に及ぼす影響 . 保健科学研究 , 1, 2011. （2010 年 12 月

14 日 受理）

《要旨》

本研究の目的は、キセノン光の星状神経節近傍照射（以下、Xe-SGI）が自律神経活動動態およ

び末梢循環動態に及ぼす影響を検討することであった。健常例 60 例を対象として、1）安静仰臥位で

の 10 分間の Xe-SGI と、2）Xe-SGI を伴わない 10 分間の安静仰臥位保持（以下、コントロール）の

二つの実験を実施した。検討項目は、Xe-SGI およびコントロール前後での自律神経活動動態の指

標である心拍変動周波数成分と Xe-SGI およびコントロール実施中の末梢循環動態の指標である四

肢末梢皮膚温とした。結果、心拍変動周波数成分は、Xe-SGI 前後でのみ有意な変化が認められ

た。また、四肢末梢皮膚温は、Xe-SGI 実施中は明らかな変化が認められず一定に保たれたが、コン

トロール実施中は時間経過に伴う有意な低下が認められた、以上から、Xe-SGI は、自律神経活動の

変容に加えて四肢の末梢循環を促進させる可能性が示唆された。

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

②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 22 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脳活性化法の検討 」

研究期間 ：平成 22 年度～平成 23 年度で継続予定

2)大学公開講座 ・社会教育講座等での活動

①弘前大学ドリーム講座 「理学療法と作業療法 」講師 （2010 年 7 月 6 日、青森県立田名

部高等学校 ）

3)その他の活動

①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

②日 本理学 療法士 協会 専門領 域研究 会物理 療法研 究部会より「専 門理学 療法士 （物理

療法 ）」の認証を受けました。



氏 名 氏名：成田 大一(なりた ひろかず)

専 門 ①理学療法学

②運動療法学(整形外科系)

③解剖学

担当科目 2年：物理療法学実習，神経系障害装具学演習，筋骨格系障害理学療法学実習，

人体形態学実習(前期)，解剖学・解剖学実習・解剖学演習(後期，医学科)，

臨床実習Ⅰ(後期)

3年 ： 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 )， 卒 業 研 究 (後 期 )

非常勤

講師等

弘前市医師会看護専門学校看護学科（担当科目：解剖学，人間工学）

1 .著 書

なし

2 .学会発表

①成田大一，千葉正司，外崎敬和，吉田英樹，渡邉誠二，一戸紀孝：深腓骨神経から分岐す

る前脛骨筋の筋枝の分布様式と治療点としてのモーターポイントの推考．解剖学雑誌第 115

回総会・学術集会抄録号：199，2010(第 115 回日本解剖学会総会・全国学術大会，盛岡市 )

《要旨》

本研究では，前脛骨筋に対する電気刺激療法の治療点としてのモーターポイント (MP)を解

剖学的指標から推定することを目的として，前脛骨筋の筋枝の分布様式と筋枝が筋腹に侵入

する位置 (MP)を調査した。対象は弘前大学医学部保健学科平成 21 年度解剖実習用献体 5 体

9 肢とした。方法は肉眼解剖により深腓骨神経から分岐する前脛骨筋の筋枝と MP を剖出し

た。また解剖学的指標として腓骨頭と外果を選び，その 2 点を結ぶ線を基準線として MP と

基準線との距離を測定した。その結果，全体として基準線の近位部の範囲の前脛骨筋には全

体の約 3 分の 2 の筋枝が集中しており，特に最も太い筋枝 (太さ 1.2±0.2mm)は常に近位部の

範囲に分布し，腓骨頭から 13.6±2.7％遠位で，基準線の 3.6±0.3cm 内側に存在した。このこ

とから，この最も太い筋枝を治療点として選択することが最も望ましいと考える。

②成田大一，千葉正司，外崎敬和，吉田英樹，溝畑日出昌，渡邉誠二，一戸紀孝：肉眼解剖

による前脛骨筋のモーターポイントの位置の特定．理学療法学 37（Suppl 2）：901，2010．

（第 45 回日本理学療法学術大会，岐阜市）

《要旨》

本研究の目的は前脛骨筋を対象として肉眼解剖により，支配神経である深腓骨神経が筋腹

に侵入する部位 (モーターポイント (MP))を解剖学的指標から定量的に特定し，効率的な電気

刺激療法の治療点を検討することである。方法として解剖実習体 12 体 16 肢 (男性 10 肢，女

性 6 肢 )の前脛骨筋の筋枝が前脛骨筋に侵入する部位 (MP)の測定および筋枝が筋腹に侵入す

る直前の本数と太さの測定を実施した。その結果，筋枝が前脛骨筋に侵入する直前の本数は

中央値 8 本 (6～11 本 )であり，全体の約 3 分の 2 の筋枝が近位 3 分の 1 の範囲の前脛骨筋に

分布していた。また最も太い筋枝 (太さ 1.2±0.2mm)は常にこの近位 3 分の 1 の範囲に存在し

ていた。これらのことから，複数の筋枝の存在する前脛骨筋の場合，この最も太い筋枝を中

心として電極を配置することにより，最も効率的に筋収縮を得ることができるのではないか

と考えられた。



③鈴木あおい，尾田 敦，成田大一，高橋信人，赤平拓也：児童の足部機能・アーチ高と運

動能力の関連について．理学療法学 37（Suppl 2）：454，2010．（第 45 回日本理学療法

学術大会，岐阜市）

《要旨》

児童の足部機能と足部内側縦アーチ高に着目した足部形態，運動能力との関連を明らかにす

ることを目的として，弘前市内の某小学校に在籍する 1 年生 61 名 122 足 (男 31 名，女 30 名)

を対象とし，足部形態・足部機能の測定および評価，運動能力の調査を実施した。その結果，

アーチ高率の高低による運動能力の比較では，反復横とび(p=0.444)，50m 走 (p=0.567)，立ち

幅とび (p=0.580)の全ての項目で有意差はなかった。足部機能においても，足趾機能評価基準

の得点が高い群と低い群との間に，反復横とび (p=0.230)，50m 走 (p=0.465)，立ち幅とび

(p=0.801)全ての項目で有意差はなかった。アーチ高率と足趾機能評価基準得点との間の相関

は，rs=0.032 で有意ではなかった。これらのことから本研究での対象者は小学校 1 年生であ

り，アーチ高以外の要因が運動能力に関与している可能性もあり，今後経時的に同一対象の発

達的変化を追跡する必要があると考えられた。

④高橋信人，尾田 敦，成田大一，鈴木あおい，赤平拓也：足部形態と足底圧中心軌跡の関

連．理学療法学 37（Suppl 2）：455，2010.（第 45 回日本理学療法学術大会，岐阜市）

《要旨》

足部形態の個体差が歩行中の足底圧中心(COP)軌跡にどのような影響を及ぼしているのかを

明らかにし，静的な状態での足部形態の評価をもとに，動的な場面（歩行立脚相）での足部中央

における COP 軌跡の通過位置を予測することができるかどうかを検討することを目的として，

健常大学生 30 名 60 足(男 15 名，女 15 名)を対象として，足部形態の評価，及び COP 軌跡の測

定を行った。その結果，アーチ高率では，COP 軌跡の通過点の内側群と外側群，中央群と外側

群の間に有意差は認められなかったが，内側群と中央群の間に有意差が認められた(p<0.05)。踵

骨外反傾斜角では，内側群と中央群，中央群と外側群の間に有意差は認められなかったが，内側

群と外側群の間に有意差が認められた(p<0.05)。LHA，第一趾側角度では，群間に有意差は認め

られなかった。これらの結果から，アーチが低く踵骨が回内傾向にあると COP 軌跡は内側を通

過することが示唆された。

⑤尾田 敦，上村 豊，奥山真純，成田大一，對馬 均：学童期および少年期の扁平足と基

礎的運動能力との関連性について．理学療法学 37（Suppl 2）：742，2010.（第 45 回日本

理学療法学術大会，東京都）

《要旨》

小学生及び中学生の身体的成長過程における扁平足の程度と，それが基礎的運動能力に及

ぼす影響を明らかにすることを目的として，小学生 218 名 (男子 112 名，女子 106 名 )，中学

生 103 名 (男子 50 名，女子 54 名 )を対象とし，野田式分類およびアーチ効率により扁平群と

正常群を群分けし，新体力テスト (反復横とび，50m 走，立ち幅とび )と扁平足との関連性を

検討した。その結果，小学低学年では扁平群ほど反復横とびの成績が悪い傾向が認められ，反

復横とびと立ち幅とびを組み合わせた敏捷系運動種目と瞬発系運動種目の合計では扁平足の有

無と有意な関連性が認められた。しかし，50m 走では有意な関連性は認められず，これは過去

の報告とは異なる結果であった。また，対象者全体では反復横とびと立ち幅とびの 2 種目合計の

成績において扁平足の有無と有意な関連性が認められた。これらのことからアーチが低下してい

ると，ウィンドラス機構が有効に作用できず，蹴り出し力の低下を招くと考えられた。一方，小

学高学年および中学生ではどの種目もアーチ形成率と有意な関連性が認められなかった。この時

期は下肢筋力が急激に増加する時期であるため，扁平足の場合にはアーチ低下を補うための足趾



筋力の代償的増強が生じている可能性があることが原因として考えられた。

⑥石川大瑛，尾田 敦，成田大一，赤平拓也：高校女子バレーボール部員の足関節捻挫が下

肢アライメント・運動能力に及ぼす影響．理学療法学 37（Suppl 2）：1013，2010.（第 45

回日本理学療法学術大会，東京都）

《要旨》

小学生及び中学生の身体的成長過程における扁平足の程度と，それが基礎的運動能力に及ぼ

す影響を明らかにすることを目的として，小学生 218 名 (男子 112 名，女子 106 名 )，中学生

103 名 (男子 50 名，女子 54 名 )を対象とし，野田式分類およびアーチ効率により扁平群と正

常群を群分けし，新体力テスト (反復横とび，50m 走，立ち幅とび )と扁平足との関連性を検

討した。その結果，小学低学年では扁平群ほど反復横とびの成績が悪い傾向が認められ，反復

横とびと立ち幅とびを組み合わせた敏捷系運動種目と瞬発系運動種目の合計では扁平足の有無

と有意な関連性が認められた。しかし，50m 走では有意な関連性は認められず，これは過去の

報告とは異なる結果であった。また，対象者全体では反復横とびと立ち幅とびの 2 種目合計の成

績において扁平足の有無と有意な関連性が認められた。これらのことからアーチが低下している

と，ウィンドラス機構が有効に作用できず，蹴り出し力の低下を招くと考えられた。一方，小学

高学年および中学生ではどの種目もアーチ形成率と有意な関連性が認められなかった。この時期

は下肢筋力が急激に増加する時期であるため，扁平足の場合にはアーチ低下を補うための足趾筋

力の代償的増強が生じている可能性があることが原因として考えられた。

⑦高橋信人，尾田 敦，成田大一，石川大瑛：足部内側縦アーチの高さと足底圧中心軌跡の

関連．靴の医学 24(1)：36，2010.（第 24 回日本靴医学会学術集会，仙台市）

《要旨》

足部内側縦アーチの高さ (アーチ高率 )が足部中央における足底圧中心 (COP)軌跡に及ぼす

影響を明らかにすることを目的として，健常成人 30 名 60 足 (男 15 名・女 15 名，年齢 21.6±1.9

歳，身長 164.2±8.7cm，体重 57.0±11.9kg)を対象とし，アーチ高率，COP 軌跡の測定を行っ

た。その結果，足部内側接線中点から足部外側接線までの距離に対する足部内側接線中点か

ら COP 軌跡までの距離の割合として定義した%COP がアーチ高率の低値群は高値群に比べ

有意に小さかった (p<0.05)。このことからアーチが低下した足部では，歩行立脚期の足部か

ら上行する運動連鎖が大きく出現するため，重心が内側に変位すると考えられた。しかし，

アーチ高率と%COP の相関は有意でなかった。このことから，COP 軌跡には他の要因も影

響すると考えられ，アーチの評価のみでは COP 軌跡の個体差の推察はできないと考えられ

た。

⑧Shuhei KOEDA, Hirokazu NARITA, Hitoshi TSUSHIMA: Necessity and feasibility of

rehabilitation for patients exposed to radiation

The 2nd International Symposium on Radiation Emergency Medicine at Hirosaki

University， (October 10, 2010)（ in Hirosaki city）

《Abstract》

There is a very little report regarding a delivery of rehabilitation for patients

exposed to radiation, the effective intervention is indefinite. Consequently, the purpose

of this study is to explore necessity and possibility of rehabilitation for patients

exposed to radiation by reviewing historical patients in radiation accidents from a

viewpoint of rehabilitation.

The reviewing study has shown that the report of rehabilitation for patients exposed

to radiation is only one, the case of JCO accident. In this patient, the range of motion



exercise was performed to impairments derived from radiodermatitis and skin

transplantation, and also aspiration pneumonia caused by oral mucosal exfoliation was

treated by respiratory rehabilitation. In the other radiation accidents, there were many

patients with radiodermatitis, but there was no patient who received rehabilitation

therapy.

From the reviewing in this study, it was suggested that rehabilitation for patients

exposed to radiation is effective in general support such as a range of motion exercises

for skin transplantation and respiratory rehabilitation for aspiration pneumonia.

However, because the case of rehabilitation for patients exposed to radiation is a very

rare and fundamental study is poor, it is still difficult to create a guideline for decision

making in this area. The challenge for the future is to show an evidence of effect in

rehabilitation for patients exposed to radiation by considering a pathological animal

model.

3 .論 文

①溝畑日出昌，千葉正司，成田大一：解 剖 学 的 指 標 を 用 い た モ ー タ ー ポ イ ン ト の 位 置

推 測 ． 総 合 リ ハ 38(1)，57-63，2010.

《要旨》

【目的】体表からモーターポイント (以下 MP)の位置を推定するための指標を検討する．【対

象と方法】解剖実習体 6 体について，内側広筋は，上前腸骨棘と膝蓋骨上縁中央，前脛骨筋

は腓骨頭と外果を解剖学的指標に選び，それらを結ぶ線を基準線とした．最も太い筋枝の筋

への侵入部を主たる MP として，基準線との距離を測定した．前脛骨筋は主たる MP(MP1)

と，深腓骨神経の本幹より分岐し，下行して基準線の中程の筋腹に至る筋枝の最終侵入部

(MP2)の測定を行った．【結果】内側広筋の MP は，基準線上の平均 62.6%遠位で，その 3.9

㎝内側に位置した．前脛骨筋の MP1 は基準線上の平均 9.9%遠位で，その 2.8 ㎝内側に位置

し，MP2 は基準線上の 47.1%遠位で，その 2.5 ㎝内側に位置した．【結語】基準線上の割合

(%)は，脂肪除去などの影響を受けにくく，指標として有用と考える．

②鳴海翔太，吉田英樹，成田大一：キ セ ノ ン 光 の 星 状 神 経 節 近 傍 照 射 が 上 半 身 領 域 の

筋 力 増 強 効 果 に 及 ぼ す 影 響 ． 東 北 理 学 療 法 学 22，1-6，2010.

《要旨》

【目的】体表からモーターポイント (以下 MP)の位置を推定するための指標を検討する．【対

象と方法】解剖実習体 6 体について，内側広筋は，上前腸骨棘と膝蓋骨上縁中央，前脛骨筋

は腓骨頭と外果を解剖学的指標に選び，それらを結ぶ線を基準線とした．最も太い筋枝の筋

への侵入部を主たる MP として，基準線との距離を測定した．前脛骨筋は主たる MP(MP1)

と，深腓骨神経の本幹より分岐し，下行して基準線の中程の筋腹に至る筋枝の最終侵入部

(MP2)の測定を行った．【結果】内側広筋の MP は，基準線上の平均 62.6%遠位で，その 3.9

㎝内側に位置した．前脛骨筋の MP1 は基準線上の平均 9.9%遠位で，その 2.8 ㎝内側に位置

し，MP2 は基準線上の 47.1%遠位で，その 2.5 ㎝内側に位置した．【結語】基準線上の割合

(%)は，脂肪除去などの影響を受けにくく，指標として有用と考える．

③ Hirokazu NARITA , Shuhei KOEDA , Hitoshi TSUSHIMA: Considering

necessity and feasibility of rehabilitation for radiation-exposed patients from literature

review. J Health Sci Res 1, 2011.(in press)

《abstract》

Purpose: In the present study, we aimed to clarify the necessity and feasibility of



rehabilitation for patients exposed to radiation. Method: We reviewed both the

Japanese- and English-language literature reporting radiation exposure accidents from

the viewpoint of rehabilitation. Result: Although we identified a total of 583 reports in

Japanese and 4683 in English related to radiation exposure accidents, only three of

these reports concerned rehabilitation for patients who had experienced whole-body

radiation exposure. In these three studies, the primary issue in rehabilitation for acute

patient with radiation exposure, as for patients without radiation exposure, was the

promotion of activities of daily living (ADL). In addition, respiratory rehabilitation was

shown to be effective for the preservation of lung function in critical cases, while

maintaining range of motion and functional position starting as early as possible after

exposure was identified as an important factor for attaining early ambulation.

Conclusion: The present literature review showed that rehabilitation as general

support, including early ambulation and respiratory care, is very important in the

recovery of radiation-exposed patients as well as patients with other conditions.

Moreover, prediction of prognosis and application of an appropriate treatment schedule

from an early stage was shown to be a feasible way to increase the effects of

rehabilitation for radiation-exposed patients. One challenge for future research is to

obtain concrete effects of rehabilitation in radiation-exposed patients using an animal

model of the pathological processes involved in radiation injury.

④吉田英樹 , 成田大一：キセノン光の星状神経節近傍照射が立位バランスに与える影響 . 日

本物理療法学会誌 , 17:36-40, 2010.

《要旨》

本研究の目的は、キセノン光の星状神経節近傍照射（以下、Xe-SGI）が立位バランスに与え

る影響を検討することであった。健常例 30 例を対象として、1）15 分間の安静仰臥位保持

（以下、馴化）後に同一肢位のままでの 10 分間の Xe-SGI と、2）馴化後の Xe-SGI を伴わ

ない 10 分間の安静仰臥位保持（以下、コントロール）の二つの実験を実施した。また、対

象者は、Xe-SGI およびコントロール終了直後に開眼での静止立位を 1 分間保持した。検討

項目は、静止立位保持時の重心動揺指標（総軌跡長、単位時間軌跡長、外周面積、矩形面積）

と、Xe-SGI およびコントロール前後での心拍変動周波数成分とした。結果、静止立位時の

重心動揺指標（ただし、総軌跡長および単位時間軌跡長のみ）は、コントロール終了後と比

較して Xe-SGI 終了後で有意に増加した。また、心拍変動周波数成分は、Xe-SGI 前後での

み有意な変化が認められた。以上から、Xe-SGI は自律神経活動の変容に加えて立位バラン

スを低下させる可能性が示唆された。

⑤石川大瑛，尾田 敦，成田大一，高橋信人，赤平拓也：高 校 女 子 バ レ ー ボ ー ル 選 手 に

お け る 足 関 節 捻 挫 が 下 肢 ア ラ イ メ ン ト お よ び 運 動 能 力 に 与 え る 影 響 ． 青 森 ス ポ 研

誌 19，13-7，2010.

《要旨》

高校女子バレーボール部員 65 名 130 肢を対象として，足関節捻挫の既往が下肢アライメ

ントや運動能力に及ぼす影響を明らかにすることを目的に，アンケート調査と実地調査を実

施した。アンケート調査では，足関節捻挫既往の有無，身長，体重を質問し，実地調査では

下肢アライメント (アーチ高率， leg-heel angle（LHA），Q-angle)と運動能力 (足関節筋力，

重心動揺，片脚反復横跳び )を調査した。その結果，足関節底屈筋力は捻挫足 320.2±65.5

N/kg，健常足 280.9±73.8 N/kg で捻挫足が有意に強く，反復片脚横跳び時間は捻挫足

9.4±1.8sec，健常足 8.7±1.1sec で捻挫足が有意に遅延した (いずれも p＜0.05)。このことか



ら，再発予防のために足関節受傷後のリハビリテーションの必要性が考えられた。一方，下

肢アライメントには有意差は認められなかった。本研究では各個人における捻挫受傷前後で

のアライメント変化を観察しているわけではないため，今後前向き研究により各個人の捻挫

受傷前後でのアライメント変化を観察していく必要があると考えられた。

⑤吉田英樹 , 傳法谷敏光 , 永田順也 , 成田大一 , 若山佐一：キセノン光の星状神経節近傍照

射が自律神経活動動態および末梢循環動態に及ぼす影響 . 保健科学研究 , 1, 2011. （2010

年 12 月 14 日 受理）

《要旨》

本研究の目的は、キセノン光の星状神経節近傍照射（以下、Xe-SGI）が自律神経活動動態お

よび末梢循環動態に及ぼす影響を検討することであった。健常例 60 例を対象として、1）安

静仰臥位での 10 分間の Xe-SGI と、2）Xe-SGI を伴わない 10 分間の安静仰臥位保持（以下、

コントロール）の二つの実験を実施した。検討項目は、Xe-SGI およびコントロール前後で

の自律神経活動動態の指標である心拍変動周波数成分と Xe-SGI およびコントロール実施中

の末梢循環動態の指標である四肢末梢皮膚温とした。結果、心拍変動周波数成分は、Xe-SGI

前後でのみ有意な変化が認められた。また、四肢末梢皮膚温は、Xe-SGI 実施中は明らかな

変化が認められず一定に保たれたが、コントロール実施中は時間経過に伴う有意な低下が認

められた、以上から、Xe-SGI は、自律神経活動の変容に加えて四肢の末梢循環を促進させ

る可能性が示唆された。

4 .社会活動

1)所属学会および職能団体など
① (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
⑥ (社 )日本解剖学会

2)学外委員会・協議会等

青森県理学療法士会生涯学習部部長

青森県理学療法士会津軽支部学術担当

5 .その他

弘前大学大学院医学研究科 病態制御科学領域生体機構学分野 生体構造医科学講座 在学中



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排泄学

④福祉住環境学（生活環境支援）

担当科目 1年：なし

2年：物理療法学．理学療法評価額実習．運動学実習．

物理療法学実習．菌骨格系理学療法学実習．臨床実習Ⅰ．

3年：内部障害系理学療法学演習．内部障害系理学療法学実習．臨床実習Ⅱ．

福祉機器適合論．臨床実習Ⅲ．

4年：臨床実習Ⅳ．卒業研究．

非常勤

講師等

①弘前市医師会看護専門学校（在宅看護援助論Ⅱ／理学療法

e-mai l aka ike@cc.h i rosaki -u .ac . jp

1.著 書

なし

2.学会等発表

①第 37 回東北腎不全研究会 「大腿骨頚部骨折に対する作業療法の経験」

岩渕久美子 .柴田 薫 .山田 恵 .鈴木 元哉 .角谷 亮蔵 .町田 清朗 .舟生 富寿 .赤池あらた.

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）．8 月 28～29 日

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日本理学療法士協会

②日本透析医学会

③日本コンチネンス協会

④日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会

2)学外委員会・協議会等

なし

3)学外依頼講演等

①平成 21 年度介護技術活用実践研修起居・移乗編

「抱え上げない・持ち上げない起居移乗の介助動作」

青森県介護・実習普及センター：2 月 17 日

②全国重度心身障害児者を守る会青森県支部西地区定例会研修会

「『座ること』の意義と課題」

社会福祉法人 抱民舎 ゆいまある：2 月 21 日

③豊橋創造大学医療保健学部理学療法学科キャリアパス講座

「働く女性理学療法士のキャリアデザイン ～ライフイベントとキャリアアップ～」

豊橋創造大学：3 月 9 日



④十和田市立中央病院褥瘡対策チーム院内および地域研修会

褥瘡予防を考慮したケアを学ぶ「急性期の体位変換およびトランスファーの実技指導」

十和田市立中央病院：5 月 10 日

⑤はまなす医療療育センター「いきいき講座」

「障がい者が使う快適なオムツとは？」

はまなす医療療育センター：7 月 13 日

⑥日本福祉用具供給協会 東北支部 岩手ブロック 会員資質向上研修会

「介護保険における 16 の特定疾病と福祉用具の選定について」

花巻なはんプラザ：7 月 14 日

⑦福島県福祉機器協会 第 12 回会員業務向上研修会

「リハビリにおける用具と健康の関係」

安積総合学習センター（サンフレッシュ郡山）：7 月 24 日

⑧青森県ホームヘルパー連絡協議会 中級者研修会

「抱え上げない、持ち上げない介護技術について」

アピオあおもり：9 月 6 日

⑨介護スキルアップ研修 ～障害別ケア～ 「拘縮ケア」

青森県介護・実習普及センター：9 月 7 日

⑩青森県教育委員会（生涯学習課） 平成 22 年度障害者家庭教育学級弘前地区合同研修会

「お父さん、お母さんの健康作り」

青森県立弘前第一養護学校：9 月 10 日

⑪平成 22 年度第二回地域・家族介護講座【福祉用具編】

「安心して自分らしく暮らすための福祉用具活用術」

青森県介護・実習普及センター：9 月 27 日

⑫(株)サンメディカル 平成 22 年認知症ケア及び特定疾病セミナー

「16 特定疾病と福祉用具」

八戸市総合福祉会館：10 月 15 日

⑬社会福祉法人 抱民舎 平成 22 年度法人研修会

「生活リハビリテーションの視点とその重要性」

社会福祉法人 抱民舎 であいの家あうん：10 月 16 日

⑭介護スキルアップ研修 ～ステップアップコース～ 「褥瘡予防とケア」

青森県介護・実習普及センター：10 月 19 日

⑮社会福祉法人 とちぎ健康福祉協会 介護技術研修

「腰痛にならない為の介護技術」

とちぎ桜ふれあいの郷：10 月 22 日

⑯平成 22 年度介護技術活用実践研修『排泄ケア』

「尊厳を守る排泄ケアの為のアセスメントと用具」

青森県介護実習普及センター：10 月 29 日

⑰平成 22 年度上十三圏域地域リハビリテーション研修会

「高齢者の排泄障害 ～基礎編～」

上十三圏域高齢者等地域リハビリテーション広域支援センター：11 月 6 日

⑱平成 22 年度福祉機器展 ～福祉用具の日 in あおもり 2010～

「おむつのあて方、選び方」

青森県社会福祉協議会．青森市文化会館：11 月 9 日

⑲社会福祉法人 とちぎ健康福祉協会 介護技術研修

「腰痛にならない為の介護技術」

とちぎ桜ふれあいの郷：11 月 12 日

⑳平成 22 年度厚生労働省委託事業「地域雇用創造支援事業」

ホームヘルパースキルアップ研修会 「福祉用具について」



青森地域雇用機会増大促進協議会：11 月 30 日

  ㉑平成 22 年度介護スキルアップ研修 ～基礎コース～

「起居・移乗の介助動作」

青森県介護実習・普及センター：12 月 6～7 日



氏 名 藤 田 俊 文 （ふじた としふみ）

専 門 ①運動療法学（中枢神経系）

②福祉住環境学

担当科目 1年：なし

2年：前期－運動学実習，運動療法学、物理療法学

後期－運動療法学実習，物理療法学実習，筋骨格系障害理学療法学実習，

臨床実習Ⅰ

3年：前期－臨床実習Ⅱ

後期－福祉住環境学，理学療法研究演習，臨床実習Ⅲ

4年：前期－臨床実習Ⅳ

後期－スポーツ障害理学療法演習，卒業研究

非常勤

講師等

なし

e -mai l p t tosh i@cc .h i rosak i -u .ac . jp

1.著 書

なし

2.学会等発表

①藤田俊文，岩田学、福田道隆：脳卒中片麻痺患者における筋パワーの縦断的調査－起立・

歩行能力および ADL 能力と能力との関連性からの検討－ . 理学療法学 37（Suppl 2）、抄録

集 DVD：p66，2010．（第 45 回日本理学療法学術大会，平成 22 年 5 月 27 日~29 日、岐阜市）

《要旨》

脳卒中片麻痺患者を対象に、筋パワーと起立・歩行能力および ADL 能力との関連性を縦断

的に検証した。初回測定から 1 ヶ月後に 2 回目の測定を実施し、筋パワー、起立能力、歩行

能力、ADL 能力で有意に改善がみられた。また、初回測定時と 2 回目測定時で各項目の関連

性を検証した結果、初回・2 回目測定時とも筋パワー、FIM 点数、5 回起立所要時間の 3 項目

間で相関が高いことが判明した。筋パワー測定は運動能力や ADL 能力を捉える上で重要な評

価項目のひとつであることが示唆された。

②藤田俊文，岩田学，福田道隆、池田稔：脳卒中片麻痺患者の筋量と筋機能及び運動能力と

の関連性．第 28 回東北理学療法学学術大会プログラム・抄録集：p63，2010（第 28 回東

北理学療法学術大会，平成 22 年 11 月 6 日～7 日、秋田市）

《要旨》

脳卒中片麻痺患者を対象に、筋量と脚伸展筋力、筋パワーおよび起立・歩行能力との関連

性について検証した。麻痺側と非麻痺側の下肢筋量差を確認した結果、麻痺側大腿部で有意

に低い結果となった。麻痺側と非麻痺側大腿部筋量は脚伸展筋力と筋パワーに正の相関を認

め、また脚伸展筋力と筋パワーは起立・歩行能力と相関関係を認めた。これらの結果から、

脳卒中発症後の安静臥床や活動性低下により麻痺側大腿部筋量が廃用性筋萎縮を引き起こし

やすいこと、また脚伸展筋力や筋パワーといった筋機能は大腿部筋量が大きく影響しており、

さらに筋機能が十分発揮されるほど運動能力が高いことが判明した。



③藤田俊文、石川玲：長期臨床実習での「臨床場面で危ないと思った事柄」に関するアンケ

ート調査．第 34 回青森県理学療法士学会プログラム・抄録集：p41，2010（第 34 回青森

県理学療法士学会、平成 22 年 3 月 13 日～14 日、むつ市）

《要旨》

本学科理学療法学専攻学生を対象に、長期臨床実習を通してどのような経験をしてきたか、またそ

の内容にどのような傾向があるのかを把握する目的で、3 年次後期と 4 年次前期（前半・後半）の臨床

実習終了後に「臨床場面で危ないと思った事柄」について自由記載によるアンケート調査を実施し

た。アンケート結果を内容から確認できる範囲で分類した結果、歩行動作関連、移乗動作関連、座位

・立位動作関連、床上動作関連、その他に分類された。報告件数は、3 年次実習に比べ、4 年次後半

の実習において減少していた。実際の転倒・転落と関連した報告は全体の 11.0％であった。また、全

報告中、歩行・移乗・座位・立位・床上動作関連で約 7 割を占めていた。一部では重大な事故につな

がる報告または事故報告がみられ、このような報告では SV の目の届かなかった場所で起きており、特

に学生自身の自己判断でとった行動や言動が多く影響したことも確認された。

④岩田学，藤田俊文，今田慶行、松本茂男、三浦康彦，福田道隆：脳卒中後 CRPS の発症予

測 -手背皮膚温差からの検討 -.リハビリテーション医学 47 巻 254 貢（発表学会：第 47 回日

本リハビリテーション医学会学術集会，2010 年 5 月 12 日 鹿児島市）

3.論文等

①Fujita T, Iwata M, Fukuda M: Reliability and validity of new test for muscle power

evaluation in stroke patients. J Phys Ther Sci, 23(3): 2011 (印刷中 ).

《Abstract》

[Purpose] The purpose of this study was to establish an optimal load setting method for a

9-second m-WAnT and to examine the reliability and validity of the test. [Subjects] The

subjects were 28 hemiplegic stroke patients and subjects examined as to the test’s validity were

18 of 28 patients. [Methods] The m-WAnT was performed twice on two different days to

calculate the Mean Power (MP). In order to create an optimal load setting expression, multiple

regression analysis was performed using optimal load (a value roughly 10% higher than the

torque value achieved at the time-point 6 seconds) as the dependent variable and 6 items as the

independent variables. The Five-Repetition Sit-to-Stand Test (FRSST) and Maximum Walking

Speed (MWS) were measured and examined correlation with the MP. [Results] The ICC (1,1) of

the MP of the first and second values was 0.982 (95% CI, 0.961– 0.991). The result of multiple

regression analysis showed that unaffected and affected LEPT were significantly selected and

the coefficient of determination (R2) was 0.812. The MP was significantly correlated with the

FRSST and MWS in 18 subjects. [Conclusion] This study confirmed the reliability and validity

of m-WAnT and created an optimal load setting equation as well.

②Fujita T, Iwata M, Fukuda M, Ikeda M: Relationship between lower extremity

muscle mass, leg extension strength and muscle power in hemiplegic stroke

patients. J Phys Ther Sci, 23(3): 2011 (印刷中 ).

《Abstract》

[Purpose] The purpose of this study was to examine the relationship between lower extremity

muscle mass, leg extension strength and muscle power in hemiplegic stroke patients and to

examined the differences in walking independence level (non-independence and independence

group) between each variable. [Subjects] The subjects were 21 hemiplegic patients at the first

onset. [Methods] The affected and unaffected thigh muscle mass (TM), lower leg muscle mass,



and lower extremity muscle mass (LEM) were measured by using the segmental bioelectrical

impedance analysis. The leg extension peak torque (LEPT) and mean power (MP) were

measured by using recumbent ergometer. Values obtained by dividing affected and unaffected

LEPTs by each LEM (LEPT/LEM) and the MP by total LEM (TLEM) of affected and

unaffected lower extremities (MP/TLEM) were calculated. [Results] The affected TM was

significant lower than the unaffected side. The affected and unaffected TM was significantly

correlated with the LEPT at each side. The affected TM, affected and unaffected LEPT,

LEPT/LEM, MP and MP/TLEM in the non-independence group were significant lower than in

the independence group. [Conclusion] These results were suggested that a decrease in muscle

mass in hemiplegic patients decrease in anaerobic exercise capacity, such as leg extension

strength or muscle power.

③岩田学、藤田俊文：片麻痺における無酸素性パワーの評価 .保健科学研究 第 1 巻 印刷中

従来健常者やスポーツアスリートの無酸素性パワー評価のために用いられてきたウインゲ

ート無酸素性テストを、脳卒中片麻痺患者用に改変したテストの作成過程やテストの信頼性

および妥当性について述べた。

④石川玲，藤田俊文，牧野美里，成田大一，赤池あらた，吉田英樹，對馬栄輝，尾田敦，岩田学，

若山佐一，對馬均：弘前大学の理学療法教育における自己点検・評価の現状. 東北理学療法教

育，8：5-8，2010.

《要旨》

弘前大学の理学療法教育における自己点検・評価の中から、平成 3 年の短期大学設置基準改正

直後に学科が独自に実施した自己点検・評価と、平成 15 年に医学部保健学科が実施した外部評価

の結果について紹介した。平成 3 年の自己点検・評価では、大学審議会が示した 8 項目について点

検・評価を実施し、学科の理学療法教育に対する考え方や将来構想も示した。平成 15 年の外部評

価では、教員の年間活動報告書の公表、研究業績を高めるための年次計画の立案と実践、公開講

座の継続開催について高い評価を得た。その一方で、教育の理念・目標、カリキュラム、臨床実習、

研究面の改善事項が示され、その後これらの改善に取り組んだ。教育改善のための自己点検・評価

は大変な労力を要するが、教員が一丸となって取り組むことにより、教員の質と専攻のパワー(教育力・

組織力)も高まることを強調した。

4.社会活動

1)所属学会および職能団体など

①社団法人 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

④一般社団法人 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

⑥福祉住環境コーディネーター協会

2)学外委員会・協議会等

①青森県理学療法士会広報局ニュース編集部長

②青森県理学療法士会津軽支部広報部長

③第 46 回日本理学療法学術大会査読委員



5.その他

1)共同研究活動

脳卒中患者における全身振動刺激装置を用いた臨床研究

・財団法人黎明郷の医師、理学療法士との研究活動を実施中

1)平成 22 年度科学研究費補助金「若手研究 (B)」採択

研究課題：脳卒中後遺症者における全身振動刺激装置を用いた運動介入が筋機能に与

える影響の解明

研究機関：平成 22 年度～平成 23 年度

2)その他

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



氏 名 牧野 美里（まきの みさと）

専 門 ① 小児理学療法学

② 理学療法評価学

③ 運動療法学（中枢神経疾患系）

担当科目 1年：理学療法評価学Ⅱ（後期）

2年：運動療法学（前期）・運動療法学実習（後期）・臨床実習Ⅰ（後期）

3年：小児理学療法学演習（前期）・臨床実習Ⅱ（前期）

4年：なし

非常勤

講師等

なし

e-mai l ptmak ino@cc .h i rosak i -u .ac . jp

1.著 書

なし

2.学会等発表

なし

3.論文等

① 石川玲，藤田俊文，牧野美里，成田大一，赤池あらた，吉田英樹，對馬栄輝，尾田敦，

岩田学，若山佐一，對馬均：弘前大学の理学療法教育における自己点検・評価の現状.

東北理学療法教育，8：5-8，2010.

《要旨》

弘前大学の理学療法教育における自己点検・評価の中から、平成 3 年の短期大学設置基準改

正直後に学科が独自に実施した自己点検・評価と、平成 15 年に医学部保健学科が実施した外

部評価の結果について紹介した。平成 3 年の自己点検・評価では、大学審議会が示した 8 項目

について点検・評価を実施し、学科の理学療法教育に対する考え方や将来構想も示した。平成

15 年の外部評価では、教員の年間活動報告書の公表、研究業績を高めるための年次計画の立

案と実践、公開講座の継続開催について高い評価を得た。その一方で、教育の理念・目標、カリ

キュラム、臨床実習、研究面の改善事項が示され、その後これらの改善に取り組んだ。教育改善

のための自己点検・評価は大変な労力を要するが、教員が一丸となって取り組むことにより、教員

の質と専攻のパワー(教育力・組織力)も高まることを強調した。

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 青森県理学療法士会

③ 日本赤ちゃん学会

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

なし
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