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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

e-mai l pt tus ima@cc .h i rosaki -u .ac . j p

1.著 書

なし

2.学会等発表

①菊池麻美 , 對馬 均：自作の簡易型フットプリントを用いた歩行解析の試み，第 35 回青森県理学

療法士学会，2011 年 6 月 19 日，弘前市

《要旨》

【目的】歩き始めから一定の歩幅や速度となるまでの条件については明らかにするため、健常成

人を対象とした予備的研究として、自作の簡易型フットプリントで抽出された歩き始めからの歩

幅の経時的な変動について検討した。

【方法】健常成人男性 2 名、女性 7 名（平均年齢 20.89 歳、平均身長 162.37cm、平均体重

54.94kg）を対象とした。測定は全長約 7m の自作のフットプリント歩行路上を自由歩行にて歩

いてもらい、歩幅をメジャーで実測した。

【結果】全対象者の歩幅の平均値は、1 歩目 64.97cm、2 歩目 68.13cm、3 歩目 70.48cm、4

歩目 71.98cm、5 歩目 72.51cm、6 歩目 73.06cm、7 歩目 73.83cm、8 歩目 75.15cm、9 歩目

75.05cm だった。また、身長で除し標準化した結果においても、同様に 1 歩目から徐々に数値

が増大する結果が得られた。対象者毎における歩幅の変動は、概ね 1 歩目から徐々に歩幅が

増大する結果が得られたが、一部の対象者において、1 歩目に比較し 2 歩目の方が歩幅は狭

いという結果が得られた。

【考察】全対象者の平均値から 1 歩目の歩幅は狭く、歩数を重ねる毎に歩幅が大きくなり、特

に、1 歩目から 3 歩目において歩幅の変動が大きく、その後も僅かに数値の増減がみられた。身

長で標準化した結果でも平均値の傾向と同様であり、今回の対象者においては身長による影

響は少なかった。本予備研究から、歩幅の抽出方法としての自作フットプリント歩行路はの有用

と思われる。

②Hirokazu NARITA, Shuhei KOEDA and Hitoshi TSUSHIMA：Rehabilitation targeting disuse

syndrome in the elder evacuee following radiation exposure accidents: Literature review. The

3rd International Symposium on Radiation Emergency Medicine at Hirosaki University，17

Sept, 2011. (Hirosaki)

《要旨》

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災を契機とする福島第一原子力発電所の事故では、原子

力発電所の周辺に住む多くの住民が避難を余儀なくされ、慣れない避難所で生活しなければ

ならない事態が発生し、特に高齢者の健康問題が顕在化してきた。このような避難所生活者の

健康問題に対するリハビリテーションの立場からの介入は、緊急被ばく医療体制の一つとしても



必要不可欠なものとして捉えることができる。そこで本研究では、過去の震災で避難所生活を

余儀なくされた者に対して実施されたリハビリに着目して文献レビューを行い、避難所生活者に

対するリハビリの重要性とリハビリのターゲットになる症状、およびその効果について検討を行な

った。

3.論文等

①髙田ゆみ子，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～．理学療法研究．28：27-32, 2011.

《要旨》

本研究では，歩行中に認知課題を行わせることで歩行中のつまずき，転倒の直接的原因になると考

えられる toe clearance への影響，その他ストライドタイムや 1 ステップ比を用いて，加齢への影響，注

意機能との関係性を検討した。対象は，健常若年学生 11 名，地域在住の一般高齢者 12 名とした。

課題を与えない自由歩行 (single-task 歩行；ST 歩行 )，および歩行を行いながら語想起課題を遂行

する二重課題条件下歩行(dual-task 歩行；DT 歩行 )の 2 条件で行い，その際のストライドタイム，スト

ライド長比，toe clearance，遊脚期面積と，これら 4 つのパラメータの変化率を求め，若年者群と高齢

者群で比較した。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，高齢者群は若年者群よりも有意に低下した。一方，ST 歩行，DT 歩行に

おけるストライドタイム，1 ストライド比，4 つのパラメータの変化量は，若年者群，高齢者群間で有意差

を認めなかった。本研究結果より高齢者の歩行中の toe clearance は，認知課題の有無に関わらず，

若年者に比べて低下しており，ストライドタイムや 1 ストライド長よりも加齢による影響をより強く受けるこ

とが明らかとなった。また，認知機能の比較的良好な高齢者は認知課題の有無に関わらず toe

clearance は低値を示したが，認知課題を課した際の歩行への注意量は若年者と同様の変化量とな

った。以上のことを勘案すると，認知機能の低い高齢者の場合，注意を分散させるような歩行環境下

では，認知機能の比較的良好な高齢者よりも toe clearance はさらに低下すると推察され，歩行中の

つまずきや転倒のリスクが高くなることが示唆された。

②Hirokazu NARITA, Shuhei KOEDA and Hitoshi TSUSHIMA ：Considering necessity and

feasibility of rehabilitation for radiation-exposed patients from literature review．J. Health

Sci. Res. 1：49―54，2011.

《要旨》

本調査の目的は，過去の被ばく事故例についてリハビリテーション（リハビリ）に焦点を当てて

文献レビューを行い，被ばく患者に対するリハビリの必要性と可能性について考究することであ

る。レビューの結果，過去の被ばく事故に関して和文 583 件，英論文 4683 件検索されたが，

被ばく患者に対してリハビリを実施したという報告は 3 件のみであった。これらの報告では，急性

期では ADL 獲得を目指して離床を促すことや重症化した場合，肺機能確保のために呼吸リハ

ビリの有効性が述べられていた。本調査を通じて被ばく患者に対しても，離床の促進や呼吸管

理などリハビリは重要な役割を担うと考えられる。また，他の疾患患者と同様に早期から愛護的

関節可動域運動や良肢位保持，離床に向けてのアプローチを進めていく必要性があると言え

る。今後は，介入開始時期や関節可動域運動が皮膚や筋に及ぼす影響などについて，病態

モデルを考慮に入れ，検証していくことが課題である。

③Hideyuki NAKAE and Hitoshi TSUSHIMA：Analysis of 24-h physical activities in patients

with Parkinson's disease at home．Journal of Physical Therapy Science, Vol23: 509-513, 2011.

《要旨》

在宅パーキンソン病患者(以下，PD)9 名を対象とし，24 時間の身体活動状況を定量的に評

価し，その特徴と身体活動状況に影響を与える要因の検討を行った。その結果，PD の身体活

動量は若年成人よりも低いが，高齢者と同程度であった。身体活動量には立位バランス能力

(FRT)と ADL 能力 (FIM)の影響が示唆された。一日の大半は座位(43.6%)であり，姿勢変換困



難と転倒防止への配慮が影響していると考えた。立位バランス，ADL，歩行の能力が維持され

ている場合には身体活動量が保たれるが，転倒の危険性も増すことが示唆された。PD の身体

活動量を高めるためには，転倒の危険性に留意しながら立位バランス，ADL 能力の向上と特

有な歩行障害へのアプローチを行うことが重要である。

④菊池麻美 , 中江秀幸 , 對馬 均：歩幅および歩行速度が一定となるまでの助走距離について．理

学療法科学．26 巻 5 号 647-650, 2011.

《要旨》

〔目的 〕在宅などの狭い環境下での歩行評価法の条件を検討するための予備的研究とし

て，健常成人における歩き始めから歩幅と歩行速度が一定となるまでの距離を確認することで

ある。〔対象〕健常成人男性 10 名。〔方法〕10m の歩行路を最大歩行速度で歩いた時の平均

歩幅および速度，さらに，歩き始めから 7 歩目までの歩幅と歩行速度をビデオ画像により計測

し，歩幅と歩行速度が一定となるまでに必要な距離を統計学的に分析した。〔結果〕1～7 歩目

間で歩幅は 3 歩目以降に，歩行速度は 4 歩目以降にそれぞれ一定となることがわかった。〔結

語〕健常成人の速歩では、4 歩目までの平均歩幅が 3.27ｍであったことから，歩幅や歩行速度

が一定となるまでの助走距離の目安を 3.5m とすることが妥当と思われる。

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 日本体力医学会

③ 臨床歩行研究会

④ 東北理学療法教育研究会

⑤ 青森県理学療法士会

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協議会会長

② 日本理学療法士協会生活環境支援系研究部会学術担当

3)学外依頼講演等

★テーマ「臨床実習の教育目標～現代の学生理解を踏まえて～」

平成 22 年度東北ブロック理学療法臨床実習指導者講習会（郡山市）

平成 23 年 2 月 19 日

《講演要旨》

臨床実習指導者を対象とした講習会今年として、「臨床実習の教育目標」をテーマとした講演

を行なった。

・教育の何を問題にするのか？

・臨床実習を取り巻く状況の変化

・卒業時の到達レベル観は時代と共に変化するのか？

・臨床実習教育で求められるもの－卒前理学療法学教育の目標(對馬私案 1990)

・実習生で問題となる点－PT 学生の心構え・態度の問題は?

・現代若者論－古くて新しい永遠の課題

・積極性のない学生・・・・・・しかし

・スーパーバイザーとメンター

・メンターとその役割

・ザルツマンのカニの本 (1780 年 )に学ぶべきこと

★テーマ「被ばく医療人材育成の取組」



平成 23 年度 弘前大学研究成果公開シンポジウム『東日本大震災復興に向けた弘前大学の

研究展開』～これまでの活動と今後の新エネルギー・環境研究への取組～

平成 23 年 11 月 26 日 （東京会場)，12 月 9 日（弘前会場）

《講演要旨》

一般市民を対象とした弘前大学の研究成果公開シンポジウムの演題として、保健学研究科が

取り組んできた緊急被ばく医療人材育成プロジェクトの概要について、報告め説明を行なった。

5.その他

1) 外部資金獲得状況

①科学研究費補助金

平成 23 年度 科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）（２２３９００９９）１，７００，０００円

＜研究課題名＞

「在宅パーキンソン病者の生活場面でのバランス障害評価と実効的な転倒予防戦略の構築」



2011.1.1-2011.12.31

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）・放射線防護の基礎（21世

紀教育、前期）･運動とリハビリテーション（B）（21世紀教育、後期）

2年：老年医学（前期）・神経内科学（前期）・神経内科学演習（後期）・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）・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）

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）

2年：理学療法学特別研究

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
①Wakayama Saichi: Current Status and Issues of Radiation Emergency Medicine

Education at School of Health Sciences, Hirosaki University －Focus on undergraduate

education－、第 3 回緊急被ばく医療国際シンポジウム 開催地：弘前、9 月 17 日

《要旨》弘前大学保健学科の放射線技術科学専攻の学生を除く 4 専攻の 1 年生に対する放射

線防護に関する授業「放射線防護の基礎」を 201 年から開始した。この 2 年間の学生数、成

績、実施内容や学生のクリッカー反応や最終試験時の授業への意見をまとめ、現状と課題を

報告した。

②尾田敦、石川玲、對馬均、若山佐一、對馬栄輝、高見彰淑、吉田英樹、成田大一、藤田俊文、

赤池あらた、牧野美里： 、東北理学療法教育研究会、秋田、9 月

《要旨》 弘前大学医学部保健学科では，これまでコミュニケーション能力に関する授業科目として 1

年前期選択科目としての「コミュニケーション論」のみで対応してきたが，近年の医療系大学学生にお

けるコミュニケーション能力不足が問題になることが多くなってきたことから，平成 23 年度臨床実習指

導者連絡会議において「学生のコミュニケーション能力は現状で十分か？」というテーマでグループデ

ィスカッションを行った。それに先立ち，4 年次および 3 年次学生に対して学生の側からみた本学のコミ

ュニケーション能力の教育に対する意見をアンケート調査にて収集したので，その結果を報告した。

③若山佐一（弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会研究課題）：学部教育の

評価･効果について、弘前大学総合文化祭、10 月 23 日

《要旨》弘前大学保健学科の放射線技術科学専攻の学生を除く 4専攻の 1年生に対する放射線防

護に関する授業「放射線防護の基礎」を 201 年から開始した。この 2 年間の学生数、成績、実施内



容や学生のクリッカー反応や最終試験時の授業への意見をまとめた。東日本大震災とその後の福

島第一原子力発電所の事故の影響などもクリッカー反応に加え、現状と課題を報告した。

④中村敏也，若山佐一，一戸とも子，井瀧千恵子，細川洋一郎，大友良光，冨澤登志子，中野

学，小枝周平（弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会教育部門）：弘前大学

における緊急被ばく医療教育の概要、弘前大学総合文化祭、10 月 23 日

《要旨》保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会教育部門の活動概要を学部教育、大学院教

育、現職者教育として各々の目的と概要を解説し、今後の課題や展望を報告した。

⑤若山佐一，冨澤登志子，小枝周平，中村敏也，一戸とも子，細川洋一郎，井瀧千恵子，大友良

光，中野学（弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会教育部門）：緊急被ばく医

療の学部教育について，弘前大学総合文化祭、10 月 23 日

《要旨》保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会教育部門の活動概要のなかで、学部教育に

ついての教育課程とその目的、現在実施の1年次の「放射線防護の基礎」に関して、授業前

後での放射線やその防護、緊急被ばく医療に関する意識の変化等を調査から報告し、今後の

展望を述べた。

⑥一戸とも子，中村敏也，若山佐一，井瀧千恵子，細川洋一郎，大友良光，冨澤登志子，中野

学，小枝周平（弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会教育部門）：緊急被ばく

医療の大学院教育について、弘前大学総合文化祭、10 月 23 日

《要旨》保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会教育部門の活動概要のなかで、大学院教育に

ついての教育課程とその目的、実施状況について「被ばく医療認定士」の新聞記事の紹介を

含め報告した。

⑦井瀧千恵子，中野 学，中村敏也，細川洋一郎，冨澤登志子，若山佐一，一戸とも子，大友良

光，小枝周平（弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会教育部門）：緊急被ばく

医療人材育成 現職者教育、弘前大学総合文化祭、10 月 23 日

《要旨》保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会教育部門の活動概要のなかで、現職者教育の

目的や教育コースプログラムを紹介し、受講者からの受講後の感想、意見、満足度などにつ

いてまとめ報告した。

3.論文等

① Zhiming Tang, Saichi Wakayama: Age-Related Changes in the Auditory Reaction Time of

Healthy Elderly Person while Walking, J Phys Ther Sci, 23(2): 355-359, 2011.4

《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。【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。

②村上三四郎、若山佐一：臨床実習における患者の目標設定に関する質的研究 ～修正版

グランデッドセオリーアプローチを用いて～、理学療法研究 , 28, 21-26, 2011 （2011/3/31

発行）ＩＳＳＮ 0289-4211

《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。

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。

③牧野美里、若山佐一：短報 _東北地方理学療法士養成校における小児理学療法学教育の現状

と課題に関する調査、東北理学療法学、第 23 号、57-59、2011（2011.3.31 発行）

《要旨》東北地方の理学療法士養成校における小児理学療法学教育の現状と課題を明らかにする

目的で、平成 22 年 8 月に東北地方にある 15 校の養成校の小児理学療法学担当の教員を対象と

して独自に作成したアンケート調査を実施した。各養成校の責任者に対して、小児領域を専門とす

る教員の常勤配置の必要性に関して質問した。また小児理学療法学の担当者に対して、勤務状況

や、現在の臨床での小児との関わり、授業の目標、授業で取り上げている内容、小児理学療法学教

育における課題等を質問した。得られた結果は単純集計した。結果は 15 校中 9 校より回答が得ら

れ、回収率は 60％であった。常勤配置の必要性に関しては 6 校が必要、3 校が不必要と回答した。

回答のあった 9 校中、常勤ならびに非常勤 2 校を含むと、8 校で小児領域を専門とする理学療法士

を常勤配置していた。8 校のうち 6 校の教員が臨床での小児との関わりがないと回答し、臨床経験の

継続の困難さがみられた。授業の目標としては「理学療法の基礎を理解すること」、「正常発達を理

解すること」、「小児期の特徴を理解すること」が挙げられた。授業では、「正常発達」、「姿勢反射の

発達」、「脳性麻痺」が回答のあったすべての養成校で重点をおいて取り上げられていた。

小児理学療法学教育における課題に関しては、実習施設の不足、子どもと接する機会の少なさ、学

生の興味・意欲の低下、教員の研修の困難さ、教員の興味の低下、教材の不足が挙げられた。

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１名の高校生を「理学療法評価学Ⅰ」で受け入れ実施した。

②埼玉県立大学ＦＤ講演会；弘前大学大学院保健学研究科の教育 2011 年 3 月 8 日

5.その他

なし
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1 .著 書

なし

2 .学会発表

①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対する grip

myotonia の定量的評価への試み（第 3報）－検者間信頼性の観点から－，第 65回国立病院総合

医学会抄録集,p610,2011.7（岡山市）

《要旨》

我々が開発した筋強直性ジストロフィー（MyD）の grip myotonia の定量的評価法について検者

間信頼性を検討した。患者 10 名を対象に検者 2 名が定量的測定を 1 回ずつ実施した。握った手

指を伸展するまでのリリース時間（Rt）、Rt 内の力積（Im）、握力の減衰曲線における減衰時定数

（Tc）の ICC（2,1）はすべて 0.8 以上であり、中でも特に Tc の信頼性が最も高いことを明らかにした。

②鈴木学，松本知也，前田千尋，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対

する grip myotonia の定量的評価への試み（第 3 報）－妥当性の検討－，第 65 回国立病院総合

医学会抄録集,p610,2011.7（岡山市）

《要旨》

我々が開発した筋強直性ジストロフィー（MyD）の grip myotonia の定量的評価法が実際にミオト

ニア現象を捉えているのかどうか、その妥当性を検討した。MyD 患者 7 名と健常者 7 名を対象に、

手（第 1 背側骨間筋）にホットパックで温熱を加えたときと加えなかったときのリリース時間（Rt、握っ

た手指を伸展するまでの所要時間）、Rt 内の力積（Im）、握力の減衰曲線における減衰時定数

（Tc）を比較した。3 変数について、健常者では温熱の有無による差はみられなかったのに対し、

MyD 患者では加温により Im と Tc が有意に減少した。ミオトニア症状は温熱によって軽減することが

知られていることから、我々が考案した評価法はミオトニアを捉えていることを立証できた。



③石川玲，中村貴子: 青森県内の介護老人保健施設に勤務する理学療法士の腰痛調査，第 35 回

青森県理学療法士学会，2011.6（弘前市）

《要旨》

青森県内の老健施設に勤務する PT の腰痛の実態を明らかにするために、士会名簿（H22 年 5 月

現在）に記載されていた老健施設 28 施設に勤務する PT52 名を対象に、質問紙による郵送調査を実

施した。調査期間は平成 22 年 10 月 29 日～11 月 17 日。

【結果】回答は 18 施設 31 名（男性 14 名･30±7 歳、女性 17 名･31±8 歳）より得られ、回収率は 60

％。他の医療施設等の勤務経験なし 13 名、あり 18 名。PT 免許取得からの年数 7.7±7.5 年、現施

設の勤務年数 5.0±5.3 年(0.6～20.4 年)。現施設の常勤 PT数は 1～6名で、2名という回答が最多。

1 日の担当者数は平均 19 名、担当している入所者の約 8 割が要介護度 3 以上、通所利用者の約 7

割が要介護度 1～3。＜腰痛＞PT 免許取得後に腰痛を経験した者は 31 名中 24 名(77.4％、男性 71

％、女性 82％)、年齢別では 20 歳代の男性 50％、女性 90％、30～40 歳代；男性 100％、女性 71％

で腰痛経験あり。他の医療施設等の勤務経験を有する 13 名中 12 名（92％）が腰痛経験あり、うち 3

名が現施設で腰痛を発症。勤務経験が老健のみの 18 名中 12 名（67％、男性 5 名、女性 7 名）が腰

痛経験あり、うち PT 免許取得から 5 年以内に腰痛を発症した者は男性 14.3％、女性 55.6％。腰痛

の発症回数は 5 回未満 12 名、5 回以上 8 名、無回答 4 名。調査時に腰痛の訴えあり 42％。腰痛発

症時に医療機関を受診した者 4 名。＜業務との関連＞腰痛経験者全員が腰痛と業務は関係がある

と回答し、うち 15 名(62.5％、男性 50％、女性 71％)が業務中に腰痛が発症したと回答。主な腰痛発

症の原因は移乗介助（9 名）、前屈姿勢の保持(7 名)、中腰姿勢(5 名)、体幹捻転動作の反復･保持

(5 名)で、作業姿勢の不良、要介助者が多い、対象者の体重過多、自身の身体的要因（筋力不足、

体格）に関する回答もあり。腰部に負担がかかる業務として理学療法以外に共同業務（セルフケア介

助）を挙げた者は 4 名。腰痛予防対策としては、腰部に負担がかかる姿勢動作を避ける 15 名(63％)、

ストレッチング 11 名(46％)、膝の屈伸をうまく利用 9 名(38％)の順で多かった。

【まとめ】老健に勤務する PT の 77％が腰痛経験を有し、勤務経験が老健のみの PT に限ると 67％が

腰痛を経験していた。若い女性の PT で腰痛発症者の割合が高い傾向がみられた。

④長谷部香織，伊藤美弥子，安原教子，相馬史弥，石川玲：肩関節亜脱臼･疼痛を伴う脳卒中片

麻痺患者に対する上肢懸垂用肩関節装具使用の経験，第 35 回青森県理学療法士学会，

2011.6（弘前市）

《要旨》

肩関節に亜脱臼と疼痛を有する脳卒中患者に対し、Otto Bock 社製上肢懸垂用肩関節装具オモ

ニューレクサを使用し、疼痛の軽減、姿勢変化等を確認できた症例について、装具の特徴も合わせ報

告した。症例は 50 歳代女性、左片麻痺（右被殻出血）。主訴は肩の痛み、デマンドは腕を降ろしたま

ま歩きたい。Br.stage は上肢Ⅱ、下肢Ⅴ、手指Ⅲ。FIM は 110 点。肩甲上腕関節の亜脱臼を認め、肩

甲骨は外転･下方回旋･挙上していたが、本装具により上肢荷重が支えられ、上腕骨頭が関節窩に

保持されたことで、関節への負担が軽減し、肩甲骨の位置が修正され、上肢・肩甲帯周囲だけでなく

座位･立位アライメントも改善した。臨床的に用いられている他のアームスリングでは、上肢内転・内旋

位固定による拘縮や腋窩の圧迫、上肢の締め付けによる血行障害が問題となるが、本装具ではこれ

らの問題がみられなかった。しかし、患者によっては十分な効果が得られない場合もあると思われたの

で、適応を十分に考慮する必要がある。

⑤沢口喜大，安原教子，小林美咲，石川玲：末期がん患者の一症例～倦怠感へのアプローチ～，

第 35 回青森県理学療法士学会，2011.6（弘前市）

《要旨》

倦怠感の訴えが頻回に聞かれ、次第にリハビリを拒否するようになった末期肝臓がん患者に対し、

倦怠感の原因追究や対処を考えてプログラムを変更した結果、ADL が回復し自宅退院に至ることが



できたので、その経験を報告した。症例は 79歳の男性、主病名は肝細胞がん、合併症として糖尿病、

統合失調症があった。症例に対して歩行能力と ADL維持を目的としたプログラムを立案･実施したとこ

ろ、2W 目から発熱、歩行のふらつき、不眠、倦怠感の訴えがみられるようになり、理学療法を拒否する

ことが多くなった。本症例における倦怠感は、がんによる肝機能障害に貧血、低栄養、発熱の要因が

複雑に絡んだものであり、活動量の低下や不眠につながったと考えた。症例は早朝に倦怠感を訴える

ことが多かったため、倦怠感の訴えが少ない時間帯にリラクセーションと短時間の休息をこまめに取り

入れた運動と気分転換を行うプログラムに変更した。その結果、倦怠感の訴えが見られなくなり、リハビ

リへの意欲と ADL を回復することができ、12w 目に退院した。入院時はリスク管理ばかりに留意してい

たが、がん患者が訴える倦怠感に対してはその要因を考えてプログラムを立案する必要があることを学

んだ。

⑥奈良亨平，安原教子，渡邊千佳，石川玲：重篤な不整脈と腹部大動脈瘤による血圧の管理が必

要だった脳卒中患者の治療経験，第 35 回青森県理学療法士学会，2011.6（弘前市）

《要旨》

脳梗塞発症後、致死的不整脈に対する厳重な投薬コントロール下にあり、さらに腹部大動脈瘤に

よる血圧のコントロールも必要な症例の治療経験についてリスク管理と運動処方を中心に報告した。

症例は 60 歳の男性、疾患名は脳梗塞（左被核、基底核、内包後脚）、合併症として腹部大動脈

瘤、心室頻拍、心房細動、既往歴として陳旧性心筋梗塞があった。H22/2/25、右片麻痺・失語が出

現、心原性塞栓として加療中に腹部大動脈瘤が発見され、4/27 ステントグラフト内挿術施行され、

5/20 に当院転院となった。入院時の Br.stage は U/E Ⅱ・L/E Ⅲ・F Ⅱであり、SLB を装着した

連続杖歩行距離は 20ｍだった。ECG で心房細動、非持続性心室頻拍、心室期外収縮（1800/日・

多源性で最大 5 連発あり）がみられた。端座位で下腿にチアノーゼ、装具歩行中には心室性期外収

縮単発、歩行後に 2 段脈がみられた。1 週目に非持続性心室頻拍が頻回で、病棟モニターにて 40

連発出現し、アミオダロンと β 遮断薬が投与された（その後徐脈となり β 遮断薬は中止）。医師から

は、腹部大動脈瘤残存のため SBP 上限は 150mmHg までとの指示あり。ECG モニタリングと頻回な血

圧測定を行いながら姿勢変化の少ないプログラムを中心に実施した。歩行は side-cane と介助にて

10m 毎に休憩を 3 分間はさんで実施した。4 週目には HR60bpm 台、心室性期外収縮 220/日（単発

性）となり、アミオダロンが減量され、医師より安全が確保できたと連絡があった。理学療法では立ち上

がり訓練、膝歩きなど姿勢変化を伴うプログラムを追加し、6 週目には、SBP120mmHg 台にコントロー

ル可能となり、歩行中心のプログラムに変更した。最終評価時には、非持続性心室頻拍がみられなく

なり、心室性期外収縮は 400/日、歩行は４点杖で連続歩行距離 100ｍ（要見守り）となった。

重篤な致死性不整脈の投薬コントロール中は心室頻拍及び心室性期外収縮と SBP をモニターし、

運動負荷が過度にならないように特に留意する必要があった。また、理学療法の実施に当たっては医

師と密接に連絡を取り合うことが最も大切であり、運動処方では許容範囲内の強度と運動の種類の

選択、運動･休憩時間の設定を慎重に行う必要があった。これらにより、脳卒中に対する理学療法を

実施でき、廃用症候群を最小限に抑えることができたと思われた。

⑦小林美咲，廣瀬美幸，三上啓全，大池加純，安原教子，石川玲：急性期後の心疾患患者に対す

る運動療法の効果に関する検討，第 35 回青森県理学療法士学会，2011.6（弘前市）

《要旨》

心疾患患者の中には社会復帰に向けて入院期間が 1 ヶ月に満たない者もみられるため、入院期間

が短い患者に実施している有酸素運動を中心とした運動療法の効果について検討した。対象は入院

時に歩行が自立していた心疾患患者 15 名（心不全 5 名，狭心症 3 名，心筋梗塞 2 名，その他の心

疾患 5 名，性別は男性 14 名，女性 1 名，年齢は 62±17.2 歳，平均入院期間は 28±9 日）。

【方法】入院後 1 週目と 3 週目に 6 分間歩行テスト（以下 6MWT），ハンドヘルドダイナモメーターを用

いた両大腿四頭筋筋力測定，握力測定を実施した。6MWT は心拍数（以下 HR）・経皮的酸素飽和



度（以下 SpO2）をモニターしながら行い，血圧・自覚的運動強度（以下 RPE）・呼吸数を安静時・終了

時・終了 3 分後に測定した。入院中の対象者個々の運動処方については医師と相談して決定し，主

に自転車エルゴメーターと歩行による有酸素運動を週に 5 日間実施した。再評価は入院 3 週目とし

6MWT（以下 6MWT2）・両大腿四頭筋筋力測定（以下四頭筋 2）・握力測定を評価した。

【結果】6MWT の歩行距離は 1 週目 374.3±80.4m，3 週目 429.9±100.3m であり，3 週目の値が 1

週目よりも有意に大きかった（p＜0.01）。安静時・終了時・終了 3 分後の血圧・RPE・呼吸数，安静時

から終了 3 分後までの 1 分毎の HR・SpO2 では 1 週目と 3 週目の間に有意差がみられなかった。大腿

四頭筋の筋力値（左右の平均値）は 1 週目 22.7±7.3kgw，3 週目 27.5±10.3kgw であり，3 週目の

値が 1 週目よりも有意に大きかった（p＜00.1）。握力値（左右の平均値）では 1 週目と 3 週目の間に

有意差がみられなかった。

【考察】2～3 週間の運動療法により 6MWT での歩行距離と大腿四頭筋筋力が向上し，呼吸循環指

標，RPE，握力には変化がみられなかった。HR と血圧に変化がみられなかったのはβ遮断薬や降圧

剤が投与されているためと考えられた。呼吸循環指標及び握力に変化がみられない中で短期間に歩

行距離と大腿四頭筋筋力が向上したのは，有酸素運動の継続により，下肢筋群のミトコンドリア内酸

化酵素活性が高まり筋組織での酸素消費能が改善したことと筋力発揮における神経性調節が改善し

たことによると考えられた。以上より、急性期後の心疾患患者 15 名に対する短期間の運動療法の効

果を確認できた。今後は病態別に検討を行う必要がある。

3 .論 文
①Yoshida H, Mimura J, Imaizumi T, Matsumiya T, Ishikawa A, Metoki N, Tanji K,

Ota K, Hayakari R, Kosaka K, Itoh K, Satoh K.: Edaravone and carnosic acid

synergistically enhance the expression of nerve growth factor in human astrocytes

under hypoxia/reoxygenation. Neurosci Res.;69(4):291-8. 2011.

<Abstract>

Edaravone is a brain-penetrant free radical scavenger that is known to ameliorate

postischemic neuronal dysfunction. The transcription factor Nrf2 plays an important

role in the coordinated expression of stress-inducible genes. Here we examined the

effects of edaravone and carnosic acid (CA), an Nrf2-inducer, on the expression of nerve

growth factor (NGF) in human astrocytes exposed to hypoxia/reoxygenation. Cultured

astrocytes were exposed to hypoxia for up to 4.5 h and then treated with edaravone

and/or CA under normoxia (reoxygenation) for up to 72 h. Edaravone (∼ 1 mM) and CA

(∼ 50 μM) treatment synergistically enhanced NGF expression. Nrf2 knockdown by

siRNA and the inhibition of JNK (c-Jun N-terminal kinase) by SP600125 decreased

both CA-induced NGF expression and Nrf2 nuclear accumulation and suppressed their

synergistic effect on NGF expression. In contrast, the MEK (mitogen-activated protein

kinase/extracellular signal-regulated kinase kinase) inhibitor U0126 suppressed the

synergism without inhibiting CA-induced NGF expression. These results suggest that

the synergistic effects of CA and edaravone depend, at least partially, on

JNK-dependent Nrf2 accumulation (induced by CA) and on MEK-dependent pathways

(induced by edaravone). We conclude that the use of edaravone and CA in combination

may have therapeutic potential in the treatment of brain damage, particularly

ischemia/reperfusion injury.

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 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日本リンパ学会

⑦弘前医学会

⑧東北理学療法教育研究会

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 理 学 療 法 研 究 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「動作介助の基本と応用」（8月）

② 平成 23 年度青森県理学療法士会新人教育講師「研究方法論」（9 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 「在宅･施設で行えるリハビリマニュアル～関節可動域運動～体幹･下肢編」（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(2011 年 3 月)。

②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 FD に関する勉強

会を継続中。



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

なし

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

1.著 書

①尾田 敦：筋骨格系理学療法を見直す－はじめに技術ありきの現状からどう新展開するか，対馬栄

輝編集 , 文光堂，2011．（担当部分：「第 4 章 理学療法治療を見直す－5.装具・歩行補助具」

（pp.281-289），および，「第 5 章 各疾患に対する理学療法－3.足関節疾患の理学療法はどうあ

るべきか？」（pp.335-351）の執筆）

《要旨》

第 4 章 理学療法治療を見直す－5.装具・歩行補助具

下肢の筋骨格系障害の術後理学療法において，杖を使用する機会は多いが，全荷重ができ

ない場合，使い方を工夫することで荷重量を増やすことができる。装具の長期使用は機能低下

（可動域制限，筋力低下）をもたらすとされてきたが，いつ除去すればいいのかは意見が分かれ

ている。足関節捻挫の場合は，固定用装具により著明なパフォーマンスの低下はみられない。

変形性膝関節症の場合，膝装具は安易に支柱付きサポーターを使用しても何ら解決にはなら

ない。同様に，変形性膝関節症内側型には外側楔状足底板が使用されるケースが多いが，必

ずしも適応にならない場合もある。

第 5 章 各疾患に対する理学療法－3.足関節疾患の理学療法はどうあるべきか？

足関節障害の多くは下肢のマルアライメントに起因するものであり，アライメントの評価と機能

評価により，障害発生のメカニズムについての考察が非常に重要である。足部の形態評価に関

連し，下肢および骨盤帯のアライメントが身体運動に密接に関わりを持ち，静的および動的場

面での身体活動に影響を及ぼす。足部過回内および過回外のアライメントは上位の体節にゆ

がみを生じ，その代償として局所的に過剰な筋活動をもたらすため，慢性的なストレス障害を発

症することが多い。足部評価に基づき，適切な理学療法プログラムを立案し，実施する必要が

ある。マルアライメントにはテーピングや足底挿板が有効であるが，これのみでは根本的な問題

解決にはならない。

2.学会等発表



①尾田 敦，上村 豊，奥山真純，成田大一，高橋信人，石川大瑛：学童期および少年期における

内反小趾の発生要因に関する検討．第 46 回日本理学療法学術大会，平成 23 年 5 月 27 日，

宮崎市．

《要旨》

小学生及び中学生の身体的成長過程における内反小趾の実態を調査し，内反小趾の発生に及

ぼす足部形態の影響因子とそのメカニズムを明らかにすることを目的として，市内の小学校と中学校

の各 1 校に協力を仰ぎ，調査を計画・実施した。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，footprint を採取して野田式分類を用いて扁平度を I 型

（扁平型）～IV 型（分離型），V 型(その他)の 5 群に分類した。同時に自然立位でのアーチ高率を算

出した。また，足のプロポーションを示す指標として足示数 (足幅 /足長 )(%)を求めた。外反母趾角には

第 1 趾側角度を，内反小趾角には第 5 趾側角度を用いた。荷重位での足部と下腿との関連性を示す

指標には，Leg heel angle(LHA)を用い，後足部の回内の程度は踵骨長軸と床面との回内傾斜角度

である Floor heel angle(FHA)を用いた。内反小趾角と各変数との関連性を t 検定および Tukey 検定

により検討した後，内反小趾角を従属変数とした Stepwise 法による重回帰分析を行い，内反小趾に

関与する因子の抽出を行った。説明変数には，多重共線性を考慮して学年，BMI，足示数，LHA，

FHA，アーチ高率，野田式分類，外反母趾角の各因子を用いた。

その結果，対象者のうち欠側値のなかった 304 名，608 足が分析対象となった。内反小趾は 10 ﾟ以

上を陽性とし，10 ﾟ未満を陰性として各変数の群間比較を行った。対象となった 608 足の内反小趾角

の平均は 10.7±5.3゜で，358 足 58.9%が陽性であった。学年別では小学低学年 (1～3 年生 )116/236

足(49.2%)平均 9.5゜，高学年 (4～6 年生)122/198 足(62.2%)平均 10.8゜，中学生 120/174 足(69.0%)

平均 12.3゜であった。内反小趾陽性群と陰性群では FHA，足長，足幅，足示数，アーチ高率で有意

差を認めた。すなわち，内反小趾陽性群では，FHA が小さく後足部がより回外しており，足長・足幅・

足示数が大きく，より大きく幅広な足で，かつアーチ高率がより高いことなどが明らかな特徴として認め

られた。他の変数では有意差がなかった。足の大きさは成長に関連するため小学低学年・高学年・中

学生の 3 群に分けて内反小趾角を比較した結果，学年進行に伴って有意に角度の増加が認められ

た。そこで，重回帰分析を用いた各因子の影響度を探ってみた結果，抽出された変数 (カッコ内は標

準偏回帰係数 )は，足示数 (0.370)，学年 (0.264)，野田式分類 (-0.167)，外反母趾角 (-0.104)，

FHA(-0.225)，LHA(0.156)の 6 因子ですべて有意であり，重相関係数は R=0.547(p<0.01)であった。

外反母趾は開帳足が原因で，結果的に扁平足を生じるとされているが，我々が過去に行った調査

でも小学生の約 30%に外反母趾を認め，扁平足との関連性を確認できた。一般に外反母趾には内

反小趾を伴っていることが多いが，実際には外反母趾や扁平足の有無に関わらず認められることも多

く，今回の調査でも内反小趾は外反母趾よりも遥かに多いことが観察された。本研究では，内反小趾

も外反母趾と同様に幅広の足で発生しやすいことが示され，外反母趾に併存することを裏付ける結果

である。一方，アーチ高率が高く後足部がより回外位で下腿が外傾している場合も発生しやすいこと

が示されたことは，内反小趾は外反母趾よりも先に生じることを示唆している。内反小趾により外側荷

重での不安定性が生じると代償的により内側荷重になりやすく，その結果，外反母趾や扁平足を誘発

するのではないかと推測された。内反小趾は幼少期でも発生率が高く，小趾は外力により容易に変形

しやすく靴の影響が指摘されていることから，靴選択の指導も含めた対応が必要であると考えられた。

これまで内反小趾の発生要因については靴の影響以外に足部形態の影響は不明な点が多かった

が，今回その発生メカニズムがある程度明らかになったことで，将来の足部変形や障害の発生予防に

つながる重要な手がかりが得られた。

②對馬史織，尾田 敦，成田大一，高橋信人，石川大瑛，小泉沙貴，鈴木一史，大森俊輔：後足部

アライメントと前足部可動性の関連性について．第 46 回日本理学療法学術大会，平成 23 年 5 月

27 日，宮崎市．

③小泉沙貴，尾田 敦，成田大一，高橋信人，石川大瑛，對馬史織，鈴木一史，大森俊輔：浮き趾

と運動能力の関連．第 29 回東北理学療法学術大会，平成 23 年 11 月 5 日，盛岡市．



④石川大瑛，尾田 敦，成田大一，高橋信人：足関節装具が運動課題の成績に及ぼす影響．第 39

回青森県スポーツ医学研究会，平成 23 年 9 月 4 日，青森市．

⑤蛯子智子，長谷川至，齊藤千恵美，片野博，尾田 敦：大腿骨近位部骨折手術例の術後 1 週時

の起立能力に影響を与える因子について．第 35 回青森県理学療法士学会，平成 23 年 6 月 19

日，弘前市．

⑥苫米地真理子，入江さおり，鹿内利弥，長谷川至，佐々木知行，尾田 敦：Q-angle の非荷重位と

荷重位での比較．第 35 回青森県理学療法士学会，平成 23 年 6 月 19 日，弘前市．

⑦奈良里美，蛯子智子，鈴木樹里，苫米地真理子，尾田 敦：変形性膝関節症患者における Berg

Balance Scale の有用性．第 35 回青森県理学療法士学会，平成 23 年 6 月 19 日，弘前市．

⑧二部貴之，加藤義人，中澤成史，尾田 敦：関節リウマチに対する足底挿板療法の検討－介入時

期とフォローアップに関して－．第 35 回青森県理学療法士学会，平成 23 年 6 月 19 日，弘前市．

⑨尾田 敦，吉田英樹，赤池あらた，牧野美里，対馬栄輝，藤田俊文，石川 玲，若山佐一，成田大

一，高見彰淑，對馬 均：弘前大学医学部保健学科におけるコミュニケーション能力の教育につい

て－平成 23 年度臨床実習指導者連絡会議から－．第 13 回東北理学療法教育研究会，平成 23

年 9 月 21 日，秋田市（秋田大学医学部保健学科）．

《要旨》

弘前大学医学部保健学科では，これまでコミュニケーション能力に関する授業科目として 1 年前期

選択科目としての「コミュニケーション論」のみで対応してきたが，近年の医療系大学学生におけるコミ

ュニケーション能力不足が問題になることが多くなってきたことから，平成 23 年度臨床実習指導者連

絡会議において「学生のコミュニケーション能力は現状で十分か？」というテーマでグループディスカッ

ションを行った。それに先立ち，4 年次および 3 年次学生に対して学生の側からみた本学のコミュニケ

ーション能力の教育に対する意見をアンケート調査にて収集したので，その結果を報告した。

3 年生のアンケート結果では，学内での取り組みに対し 63%の学生が不満足と答えており，今後は

臨床実習時の教員のデモンストレーションや外部の人と話す機会を増やすなどの実践的な取り組みを

希望する意見が多かった。一方，4 年生のアンケート結果では，長期実習において 54%の学生がコミ

ュニケーション能力に関する何らかの指摘を受けた，または，場面に遭遇したと答えており，内容は相

手への気配りやパーソナルスペース，報告・連絡・相談の不十分さなどの指摘であった。また，学内で

の取り組みに対しては 62%の学生が満足と答えており，3 年生とは対照的であった。今後必要な取り

組みとして，学外実習や職業体験等の機会，シミュレーション的なものへの希望が多かった。

臨床実習指導者からは，実習場面での気になる場面，大学での教育内容などに対する要望や提案

などが出されたものの，比較的良好な評価を受けていた。しかし，以前よりもコミュニケーション能力に

問題のある学生がみられるようになっている状況が明らかになり，今後，本学においてもより早期から

OSCE などを利用した取り組みやトレーニング方法の検討の必要性が示唆された。

3.論文等

①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(2)：101-104, 2011.

《要旨》

本研究の目的は，静的立位時の足部内側縦アーチの高さが足底圧中心 (COP)軌跡に及ぼす影響

を明らかにすることである。60 名の健常成人を対象とし，アーチ高率と，足部長軸方向中央における

COP 軌跡の位置を測定した。アーチ高率を低値群と高値群に分けて群間比較を行った結果，低値

群に有意な COP 軌跡の内側変位を認め，内側縦アーチの低い足部では足部中央における COP 軌



跡は足部内側を通過することが示唆された。しかし，アーチ高率と COP 軌跡の関連性は認められなか

った。以上より，静的立位時の内側縦アーチの高さが足部中央における COP 軌跡に及ぼす影響は小

さく，内側縦アーチの評価のみでは COP 軌跡の個体差を予測できないと考えられた。

② Hirokazu Narita, Hideki Yoshida, Shoji Chiba, Atsushi Oda, Takaaki Ishikawa,

Nobuto Takahashi, Toshiki Tani, Seiji Watanebe, Yoshikazu Tonosaki: Does the

location of the motor point identified with electrical stimulation correspond to that

identified with the gross anatomical method?. J Phys Ther Sci, 23, 737-739, 2011.

《Abstract》

[Purpose] The purpose of this study was to determine whether the location of the motor

point (MP) identified with the gross anatomical method corresponded with that with

electrical stimulation in the tibialis anterior muscle (TA). We sought to test the validity

of adopting the nerve entry point as the target of electrical stimulation. [Subjects] We

used 16 lower limbs from 12 cadavers and 26 lower limbs from 13 healthy adults.

[Methods] We identified the location where the thickest motor nerve entered the muscle

belly of TA in cadavers as the anatomical MP and where the surface electrical

stimulation threshold of TA was lowest in healthy adults as the electrical MP. We

defined the line connecting the fibular head and the lateral malleolus as a reference

line and set a line perpendicular to this that intersected the MP. We measured each MP

as the length from the fibular head to the perpendicular line, and expressed this as a

proportion of the reference line length. The distribution of each MP was compared.

[Results] There was significant unequal variance between the two types of MP. The

electrical MP was significantly more distal than the anatomical MP. [Conclusion] The

anatomical MP does not appear to correspond to the electrical MP, hence adopting the

nerve entry point as the target of electrical stimulation is inappropriate.

③ Hirokazu Narita, Shunsuke Omori, Hideki Yoshida, Takaaki Ishikawa, Nobuto

Takahashi, Yoshikazu Tonosaki, Atsushi Oda: Localization of the motor point of the

tibialis anterior muscle with electrical stimulation for effective neuromuscular

electrical stimulation. J Health Sci Res 2, 2012.(in press)

《Abstract》

Purpose: We attempted to quantitatively identify the location of the motor point (MP) of

the tibialis anterior muscle (TA) with electrical stimulation.

Subjects: Subjects were 13 healthy adults (26 lower limbs).

Methods: We defined the line connecting the fibular head to the lateral malleolus as the

longitudinal axis of TA and the lines perpendicular to this as the transverse axes. We

stimulated the surface of TA electrically, identified three sites with lower threshold

(MP1, MP2, and MP3) and measured the location of each MP as the distance from the

fibular head along the longitudinal axis (X) and from the lateral edge of TA along the

transverse axis (Y). X and Y were expressed as a percentage of total length of the

longitudinal axis and the width of TA on the transverse axis, respectively.

Results: MP1, MP2, and MP3 were located at approximately 21%, 31%, and 41% from

the fibular head, respectively, and at approximately 54%, 59%, and 78% from the lateral

edge of TA, respectively. Additionally, the part of TA perceived by the subjects to be

contracting differed for each MP.

Conclusion: By selecting the appropriate MP, selective TA contraction and reeducation

of ankle movement might be encouraged.



④成田大一，吉田英樹，尾田 敦，石川大瑛，高橋信人，外崎敬和，千葉正司：解剖学的モーター

ポイントと電気生理学的モーターポイントの関係とそれらの構造について 第 1 報‐解剖学的手法

によるモーターポイントの位置の特定‐．東北理学療法学，23：17-21，2011．

《要旨》

本研究の目的は，肉眼解剖により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することである。対象は解剖実習体 12 体 16 肢の前脛骨筋とした。方法はま

ず肉眼解剖により深腓骨神経の枝が前脛骨筋に侵入する部位 (MP)を同定し，次いで腓骨頭と外果

を結ぶ線を基準線と定義して，基準線に対する MP の位置を求めた。結果，前脛骨筋には複数の筋

枝が分布し，各前脛骨筋に対して 8 個 (中央値 )の MP が存在していた。特に基準線の近位 1/3 の領

域の前脛骨筋には全体の約 70％の MP が存在していた。また，最も太い筋枝の MP は常に近位 1/3

の領域に存在し，基準線上の腓骨頭から約 4.2cm(基準線長の約 14％)遠位の部位の前脛骨筋に

存在していた。これらのことから前脛骨筋の MP は最も太い筋枝の MP を指標とすることが妥当と考え

られた。今後はこの部位が同一筋上で体表からの電気刺激に対しての閾値が最も低い部位と一致す

るかさらに検討を行っていく。

⑤尾田 敦：よくわかる研究法 21－研究論文の書き方 1．理学療法，28(11)：1405-1412, 2011.

《要旨》

研究論文の書き方の手順として，下記の点について解説した。①気づいたことを基に試行的デ

ータ収集をし，データの傾向性を把握し，先行研究と照合しながら研究の種（ヒント）を見つけ，仮

説を設定し，予備実験的なデータ収集により方法論を確立していき，研究の目的を明確にする。

②修正した研究計画にしたがって研究結果を得たならば，結果の解釈を行い，先行文献を引用

するなどして理論的整合性を検証し，研究の成果を明らかにして研究目的との関係を説明する。

これが考察である。③研究論文はその性格上，いきなり書き始めるのは適切ではない。まず，研究

内容を学会発表などで公表し，寄せられた批判的意見を踏まえて修正すべき箇所を確認し，論

文執筆に取りかかる。④執筆にあたってはさまざまな留意点があるが，取りかかりやすい項目から

書き始めると進めやすい。⑤全体が書き上がったら，念入りに推敲を行うとともに，第三者のチェッ

クを受ける。

⑥石川大瑛，尾田 敦，成田大一，高橋信人，對馬史織：足関節装具が運動課題の成績に及ぼす

影響．青森県スポーツ医学研究会誌 , 20：19-23, 2011.

《要旨》

足関節装具の効果（有効性）をより明確にするために，一側の足関節に装具を装着し，かつ片

脚での運動課題を用いることにより，その成績がどのように変化するかを明らかにすることを目的と

した。対象は，健常成人 39 名，男性 19 名，女性 20 名，年齢 23.3±4.9 歳，身長 166.4±9.0cm，

体重 58.4±9.8kg，BMI21.0±2.1kg/cm2 であった。利き足（ボールを蹴る足を利き足と定義した）

が右足のもののみを採用した。以下に示す運動課題の遂行が不可能なものは除外した。足関節

装具（以下，装具）は，ザムスト A2-DX（日本シグマックス社製）を使用した。運動課題は下肢の機

能的運動能力テスト（Functional Ability Test：FAT）を使用した。全ての運動課題実施後に問診

として，1）捻挫既往の有無，2）装具装着と装具なしでの運動のしやすさの比較として，装具なしと

比較して装具装着時の方が，動きやすい・変化なし・動きにくい，の 3 項目で答えてもらった。

その結果，装具の有無での運動課題の結果はいずれも有意差はなかった。捻挫既往ありは 11

足，捻挫既往なしは 28 足で，捻挫既往の有無での装具装着での運動課題の結果はいずれも有

意差はなかった。運動のしやすさでは片脚幅跳びでは［動きやすい］10 足，［変化なし］14 足，［動

きにくい］15 足であった。片脚 8 の字跳躍では［動きやすい］10 足，［変化なし］9 足，［動きにくい］

19 足であった。片脚横跳びでは［動きやすい］18 足，［変化なし］8 足，［動きにくい］13 足であっ

た。片脚段差昇降では［動きやすい］18 足，［変化なし］8 足，［動きにくい］13 足であった。しかし，

いずれの運動課題の成績においても有意差はなかった。

本研究では，足関節装具装着によって運動課題の成績に有意差がなく，足関節装具は片脚



での運動に及ぼす影響が少ないことが示唆された。捻挫既往の有無の違いによる装具装着での

運動課題の成績にも差はなく，装具を装着することで足関節の固定性が上がり足部愁訴のない

状態へと近づけた可能性があり，捻挫の既往がある足に足関節装具が有効であると考えられる。

運動のしやすさの違いに関しても運動課題の成績に差はなかった。

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青森県理学療法士会学術誌査読委員

③青森県理学療法士会津軽支部長

④青森県スポーツドクターの会トレーナー部会副部会長

⑤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

○青森県スポーツドクターの会公認トレーナー養成講座講習会講師

「アスレティックリハビリテーション―評価学」（講義・実習）．

平成 15 年 11 月 24 日（於：青森県立保健大学）

○平成 23 年度 第 5 回アスレティックトレーナー連絡会議

北海道・東北ブロック研修会教育講演「いま，子どもたちの足が危ない！」

平成 23 年 11 月 20 日 （於：青森県立保健大学）

〈内容〉

・足部機能評価の方法について

扁平足の評価方法は？

その他の下肢アライメントの評価

・学童期～青年期の身体運動能力は？

扁平足と運動能力の関係はあるのか？

・小学生の足の現状

足アーチの形成過程と足の変形（外反母趾）の関係

外反母趾・内反小趾の発生要因

浮き趾の状態

・靴の重要性について

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トレーナー活動

○第 57 回全日本中学校通信陸上競技大会青森大会（兼第 38 回全日本中学校陸上競技選手

権大会選手選考会，兼第 42 回ジュニアオリンピック陸上競技大会選手選考会，兼第 66 回国

民体育大会選考会）（平成 23 年 7 月 2 日～3 日，弘前市運動公園陸上競技場）

○平成 23 年度第 42 回ジュニアオリンピック陸上競技大会青森県予選会（平成 23 年 8 月 27 日，

弘前市運動公園陸上競技場）

②高校バレーボールメディカルチェック

●8 月 2 日 (火) 弘前学院聖愛高等学校

●8 月 5 日 (金) 弘前中央高等学校

●8 月 5 日 (月) 弘前高等学校

●9 月 7 日 (水) 東奥義塾高等学校

③小学校足部調査日程

●9 月 5 日 (月) 1 回目 弘前市立北小学校（2 年 1 組）

●9 月 9 日 (金) 2 回目 弘前市立北小学校（3 年 1 組）

●9 月 9 日 (金) 3 回目 弘前市立北小学校（3 年 2 組）

●9 月 12 日 (月) 4 回目 弘前市立北小学校（2 年 2 組）



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

2年：老年保健学特講（後期）

老年保健学特別研究（通年）

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，理学療法概論）

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：変形性股関節症．「運動連鎖－リンクする身体」．嶋田智明，大峯 三郎, 山岸 茂則

（編），文光堂，2011．

《要旨》

変形性股関節症患者に対する，関節機能，動作観察，姿勢制御の評価から治療に至るまでを運動

連鎖の観点から述べた．

②対馬栄輝：hip-spine syndrome．「運動連鎖－リンクする身体」．嶋田智明，大峯 三郎, 山岸 茂

則（編），文光堂，2011．

《要旨》

Hip-spine syndrome について，その分類と臨床的意味について述べた．

③対馬栄輝：理 学 療 法 の何 が問 題 か？．「筋骨格系理学療法を見直す－はじめに技術ありきの現状

から，どう新展開するか」．対馬栄輝（編），文光堂，2011．

《要旨》

従来から重視されてきた局所関節の可動域拡大，筋力増強，疼痛緩和を主とした理学療法に疑問

を持ち，予防的観点をも見越した理学療法の展開を提案した．

④対馬栄輝：筋 力 増 強 運 動 の問 題 とは？．「筋骨格系理学療法を見直す－はじめに技術ありきの現

状から，どう新展開するか」．対馬栄輝（編），文光堂，2011．

《要旨》

筋力増強運動について，単に量的な筋力増強運動では不十分であることを述べ，質的な改善に向

けた動作練習を主とした方法を提案した．



⑤対馬栄輝：股 関 節 疾 患 の理 学 療 法 はどうあるべきか？．「筋骨格系理学療法を見直す－はじめに

技術ありきの現状から，どう新展開するか」．対馬栄輝（編），文光堂，2011．

《要旨》

股関節疾患の理学療法として，局所関節の改善を主としたアプローチではなく，動作を主体とした

日常生活活動，ひいては生活環境までもを含めたアプローチの重要性を述べた．

⑥対馬栄輝：トレンデレンブルク徴 候 ・デュシェンヌ現 象 ．「筋骨格系理学療法を見直す－はじめに技

術ありきの現状から，どう新展開するか」．対馬栄輝（編），文光堂，2011．

《要旨》

トレンデレンブルク徴候とデュシェンヌ現象という用語の違い，使い分けなどについて解説した．

2.学会等発表

①対馬栄輝，石田水 里 ：変形性股関節症 患者の歩行における下肢筋活動の相対タイミン

グ．理学療法学，Vol.38（大会特別号 No.2）,2011.（第 46 回日本理学療法学術大会；宮崎県）．

《要旨》

股関節症患者 9 名と健常者 10 名を対象とし，歩行時の EMG 及びフットスイッチの信号から，立脚

時間，そして初期接地に対する股関節外転筋（外転筋）・膝関節伸展筋（伸展筋）の活動開始時間を

記録した．各筋活動開始時間は患者群で遅延しており，これは反応時間の遅延を反映していると考

える．外転筋と伸展筋活動開始時間は健常群のみ有意な相関があり，やはり患者群は反応時間の遅

延だけではなく，相対タイミングの異常が存在すると考える．立脚時間の影響を考慮して偏相関係数

をみても同様であった．立脚時間は必ずしも歩行速度を反映するわけではないし，相対タイミングは当

然，個人差もあるので関連は小さいと考える．しかし，患者群において立脚時間と伸展筋活動開始時

間の相関が高かったことは，その他の項目との関連を検討しても明確な理由が得られなかった．伸展

筋による何らかの代償が起こっている可能性もあるが，現段階では推測するに止まる．

②石田和宏，梅野恭代，対馬栄輝ほか：BS-POP における信頼性の検討，第 120 回北海道

整形災害外科学会抄録集，ｐ102，2011.（第 120 回北海道整形災害外科学会）

《要旨》

健常者・腰部疾患患者を対象として，BS-POP の検者内・検者間信頼性を検討した．

③石田和宏，対馬栄輝，梅野恭代ほか：腰椎椎間板ヘルニア摘出術後の疾患特異的 QOL

に関連する因子について，第 121 回北海道整形災害外科学会抄録集，ｐ2，2011.（第 121 回

北海道整形災害外科学会）

《要旨》

腰椎椎間板ヘルニア摘出術後１ヶ月時の ODI に関連する因子について重回帰分析を用い

て検討した．

④石田和宏，対馬栄輝，梅野恭代ほか：腰椎椎間板ヘルニア摘出術後の疾患特異的 QOL

に関連する因子の検討，第 19 回日本腰痛学会抄録集，ｐ116，2011.（第 19 回日本腰痛学

会）

《要旨》

腰椎椎間板ヘルニア摘出術後１ヶ月時の ODI に関連する因子について重回帰分析を用い

て検討した．

⑤石田和宏，対馬栄輝，梅野恭代ほか：腰椎椎間板ヘルニア摘出術後の疾患特異的 QOL



に関連する要因について，第 62 回北海道整理学療法士学術大会抄録集，ｐ56，2011.（第 62

回北海道整理学療法士学術大会）

《要旨》

腰椎椎間板ヘルニア摘出術後１ヶ月時の ODI に関連する因子について重回帰分析を用い

て検討した．

⑥家入 章 , 対馬栄輝 , 石田和宏ほか：人工股関節全置換術後の健康関連 QOL に関わる

因子．理学療法学，Vol.38（大会特別号 No.2）,2011.（第 46 回日本理学療法学術大会；宮崎県）．

⑦家入 章，対馬 栄輝，石田 和宏ほか：人工股関節全置換術後の健康関連 QOL に関連

する因子，第 120 回北海道整形災害外科学会抄録集，2011．（第 120 回北海道整形災害外

科学会）

《要旨》

人工股関節全置換術（THA）後の SF-36v2 の 1 下位尺度ごとに影響を与える術前因子を

検討した．

⑧家入 章，対馬 栄輝，石田 和宏ほか：人工股関節全置換術前後の身体機能と健康関

連 QOL の関係～術後 7 週時までの検討～，第 121 回北海道整形災害外科学会抄録集，

p31，2011．（第 121 回北海道整形災害外科学会）

《要旨》

THA 前後の股関節可動域と股関節外転筋力，歩行能力と HRQOL との関係を探索した．

⑨家入 章，対馬 栄輝，石田 和宏ほか：腰部疾患が人工股関節全置換術後の健康関連

QOL に及ぼす影響，第 19 回日本腰痛学会抄録集，p83，2011．（第 19 回日本腰痛学会）

《要旨》

腰部疾患が THA 後の HRQOL にどのような影響を及ぼすかを探索した．

⑩家入 章，対馬 栄輝，石田 和宏ほか：人工股関節全置換術前と術後早期の健康関連

QOL について～身体機能との関係に着目した検討 ～，第 38 回日本股関節学術大会抄録

集，p571，2011．（第 38 回日本股関節学術大会）

《要旨》

THA 前後の股関節可動域と股関節外転筋力，歩行能力と HRQOL との関係を探索した．

⑪家入 章，対馬 栄輝，石田 和宏ほか：腰部疾患の既往歴と人工股関節全置換術後の健

康関連 QOL，第 62 回 北海道理学療法学術大会抄録集，p70，2011．（第 62 回北海道理

学療法学術大会抄録集）

《要旨》

腰部疾患が THA 後の HRQOL にどのような影響を及ぼすかを探索した．

⑫家入 章，対馬 栄輝，石田 和宏ほか：人工股関節全置換前後の身体機能と健康関連

QOL～入院時と術後 7 週時の検討～，第 62 回 北海道理学療法学術大会抄録集，p70，

2011．（第 62 回北海道理学療法学術大会抄録集）

《要旨》

THA 前後の股関節可動域と股関節外転筋力，歩行能力と HRQOL との関係を探索した．

⑬馬場康博，対馬栄輝，秋元範子：下肢長測定の検者間・検者内再現性について，理学療

法科学，Vol .26（特別号 No.4）p11，2011．（第 54 回理学療法科学学会学術大会）

≪要旨≫



下肢長測定の際、測定指標を骨指標の最突出部または下端で統一した場合の検者間・検

者内再現性について検討した.結果，検者間・検者内のどちらにおいても高い再現性が得られ

た.

⑭重岡直基，対馬栄輝，馬場康博，有原裕貴：端坐位で股・膝関節を結ぶ方向へ等張性亜

最大随意収縮を行った際の筋活動．第 22 回日本老年医学会東北地方会，10 月 22 日，

2011．

《要旨》

目的：加齢に伴って困難となる椅子からの立ち上がりでは，大腿四頭筋力のうち，特に単関節筋で

ある外側広筋（VL）と内側広筋（VM）が重要である．従って，単に膝伸展運動を行っても不十分であ

る．そこで，VL，VM を強化できる運動方法を考案し，検証した．対象と方法：対象は若年男性 10 名

（年齢 21.7±2.3 歳）とした．端座位で，右股・膝関節屈曲 70°位で足底を真下に押させ等尺性最大

筋力を測定した．次に，最大筋力の 35％の抵抗をかけて股・膝屈曲 125°から 70°までの運動（等張

性筋力）を行わせた．右大腿直筋（RF），VL，VM の筋活動量を測定した．結果：等尺性最大筋力で

は RF15.3±10.4％と比べ，VL39.6±13.7％と VM33.6±13.5％が大きく活動した（p＜0.05）．等張性

筋力も RF4.8±2.7％に比べて VL16.8±8.7％と VM11.7±8.6％が大きく活動した（p＜0.05）．考察：

上述の運動は，端座位で足底 18 を床に押しつける運動である．この運動で，股屈曲作用を有する RF

の活動を小さく抑え，VL，VM を選択的に強化できる可能性を見出した．

⑮大本靖花，嶋田智明，対馬栄輝：変形性膝関節症患者における家事動作時痛と移動能

力の関係．理学療法学，Vol.38（大会特別号 No.2）,2011.（第 46 回日本理学療法学術大会；宮崎

県）．

3.論文等

① 対馬栄輝：理学療法研究に必要な統計手法入門．理学療法学 38：302-305，2011．

《要旨》

理学療法では，分散分析を使う頻度が非常に多い．そこで，この分散分析ならびにそれに関連した

統計手法に関する適用方法を解説した．

②対馬栄輝：リハビリテーション分野の研究で用いられる統計手法．バイオメカニズム学会

誌 35（1）：67-75，2011．

《要旨》

リハビリテーション分野で用いられる統計的手法は，かなり多岐にわたるが，比較的頻繁に用いられ

つつも適用に混乱するのは分散分析と ICC またはカッパ係数であろう．本稿では，これらの手法の適

用，注意点について解説する．

③対馬栄輝：【異常歩行(跛行)の分類とその対策】 異常歩行の運動学的分析．関節外科 30

（2）：147-155，2011．

《要旨》

正常歩行の運動学的特徴を述べ，次に関節障害に起因する典型的な異常歩行の例を挙げ，その

運動学的な鑑別方法について解説した．いわゆる正常歩行の立脚期の区分には，特に 3 つのロッカ

ー機能を周知しておくことが重要である．

④対馬栄輝：理学療法における臨床・研究のためのデータ解析．理学療法京都 40：48-52，

2011．

《要旨》

理学療法の研究を実践する,研究論文を読む,という 2 つの立場において,統計解析は理解



の面倒な部分である。これに対して,本稿では統計解析を実践する,または読むうえで,初歩の

段階で遭遇する問題としての統計的検定手法の選ぶ基準と,検定の結果を正しく解釈する点

を中心として述べた。統計的検定手法の選ぶ基準としては代表値の使い分けが基本となる。

この使い分けにはデータの尺度と正規分布に従うかの判断がカギとなる。具体的な検定の選

び方は既存のフローチャートを活用する。そして,検定結果を解釈する注意点として,有意確

率に加え,信頼区間,効果量といった重要な指標の意味についても述べた。

⑤対馬栄輝：作業療法における研究のための統計解析 統計解析の基本的な考え方と差の検

定について．青森県作業療法研究 19（1）：5-12，2011．

《要旨》

研究のために必要な基礎知識のうちの統計解析に限定して，統計解析の考え方，周知すべき基本

事項，差の検定に限った統計手法と注意点について述べる．

⑥対馬栄輝：よくわかる研究法 統計解析の進め方 統計学の基礎．理学療法 28（5）：

713-722，2011．

《要旨》

1.統計学は統計解析の基礎となるものであり、統計解析の進め方の第一弾として取り上げた。

2.データが正規分布に従うものか否かによって、平均と中央値を使い分ける必要がある。3.

対象者から得られる標本平均によって、測り得ない大集団(母集団)の母平均を推定するのが

統計的検定である。標本平均は母平均に近い推定値であるが、最近では信頼区間を併記する

ことが求められるようになってきている。4.対象者の数(標本の大きさ)n を決めるために、

検出力分析を利用する知識も必要である。

⑦対馬栄輝：よくわかる研究法－統計解析の進め方差の検定．理学療法 28（6）：817-827，

2011．

《要旨》

1.差の検定については、手法・手順を暗記せず、フローチャートを参照して実施するのがよ

い。2.差の検定は、2 標本の差の検定と、対応のある 2 変数の差の検定に大きく分けられる。

3.検定によって有意差が認められた場合は、信頼区間と効果量をみて、差の程度を解釈する。

4.有意差が認められなかった場合は、対象者数が少ないことに起因するか否か調べる必要が

ある。5.対象者数が少ないからといって報告できないわけではない。検定結果の有意水準だ

けでなく、信頼区間、効果量、対象者数を考慮して、適切に解釈することが重要である。

⑧対馬栄輝：よくわかる研究法－統計解析の進め方分散分析(I)．理学療法 28（7）：932-941，

2011．

《要旨》

1.3 群もしくは 3 変数以上の差の検定には、分散分析を主とした検定を適用する。2.分散分

析の検定で有意差があった場合は、慣習として、そのあと多重比較法を行う。3.3 群以上の

差の検定で有意差があったあとの多重比較法として、テューキー法、ゲームス・ハウェル法、

スティール・ドゥワス法を推奨する。4.対応のある 3 変数以上の差の検定で有意差があった

あとの多重比較法として、ボンフェローニ法、望ましくはシェイファー法を推奨する。

⑨対馬栄輝：よくわかる研究法－統計解析の進め方分散分析(II)．理学療法 28（8）：

1042-1049，2011．

《要旨》

2 要因の対応のない水準間の平均差を検定する手法として、二元配置分散分析がある。2 要因

以上の差をみる分散分析では、交互作用という要因間相互の影響も検定する。2 要因の対応

のある水準間の平均差を検定する手法として、2 要因の反復測定による分散分析がある。対



応のない要因と対応のある要因を組み合わせた水準の平均差を検定する手法として、分割プ

ロットデザインの分散分析がある。

⑩対馬栄輝：よくわかる研究法 統計解析の進め方－相関回帰・分割表の検定．理学療法

28(9):1163-1171，2011．

《要旨》

1.相関係数には、正規分布に従うデータに適用となる Pearson の相関係数と、それ以外の

分布に従う Spearman の順位相関係数の 2 種類がある。2.回帰分析は、y=a+bx という予測式

を作成する手法である。つまり、従属変数 y に対して、独立変数 x がどれくらい役立つか、

換言すればどれくらい影響するかを調べる手法である。3.分割表の検定は、分類データに対

して、度数の偏りを検定する手法である。分割表によってオッズ比、尤度比といった統計値

も求められる。4.いずれの検定においても、有意確率 p が有意であった時は、次に効果量に

よって、その程度を判断するというのが基本的な手順となる。

⑪石田和宏，対馬栄輝，梅野恭代ほか：BS-POP における検者内・検者間信頼性の検討．理学

療法科学 26（6）：731-737，2011．

《要旨》

石田和宏，対馬栄輝，梅野恭代ほか：BS-POP における検者内・検者間信頼性の検討．理

学 療 法 科 学 ， 2011 ． 《要 旨 》 【目 的 】本 研 究 の目 的 は， brie f sca le for evaluat ion of

psychiatr ic problems in orthopedic patients（BS-POP）における測定の信頼性を求めることと

した．【対象】BS-POP には，“患者用”と“治療者用”が存在する．対象は，“患者用”で慢性腰

痛者 10 名，“治療者用”で腰椎椎間板ヘルニア患者 42 名とした．【方法】“患者用” と“治療

者用”の検者内・検者間信頼性を求め，各質問項目別ではκ係数，順位相関係数，一致度

を指標とした．【結果】“患者用”の ICC(1,1)は 0.98，“治療者用”の ICC(1,1)は 0.90，“治療者

用”の ICC(2,1)は 0.87 であった．質問項目別では“治療者用”における検者間信頼性の 2 項

目を除き，κ係数あるいは順位相関係数にて中等度以上の相関または 81％以上の高い一致

度を示した．【結語】BS-POP における測定の信頼性は全般的に良好であった．しかし，“治療

者用”の一部の項目では，検者間信頼性が低かった．

⑫石田和宏, 佐藤栄修, 対馬栄輝：北海道の脊椎外科医療 現状と課題 腰部疾患に対する

リハビリテーションの進歩．北海道整形災害外科学会雑誌 52（2）：223-228，2011．

⑬家入 章, 対馬栄輝, 石田和宏ほか：人工股関節全置換術後の健康関連 QOL に対する影響

要因 階層的重回帰分析を用いた検討．北海道理学療法 28：2-10，2011

《要旨》

本研究の目的は,人工股関節全置換術(THA)後の健康関連 QOL(HRQOL)に最も影響を与える

要因を明らかにすることである.対象は,2007 年 4 月から 2008 年 12 月までに初回片側 THA が

行われた 628 例のうち,術後 6 ヵ月時に評価が可能であった 136 例および術後 1 年以上経過時

にも評価が可能であった 106 例とした.検討項目は,術後 6 ヵ月時と 1 年以上経過時の HRQOL,

入院時のカルテ情報およびレントゲン所見,理学的所見とした.HRQOL の調査表は SF-36v2 を

用いた.非術側が進行期以上の変形性股関節症の症例を非術側変形性股関節症と定義した.術

後 6 ヵ月時の HRQOL に最も影響を与えた要因は,非術側変形性股関節症の有無であった.術後

1 年以上経過時に最も影響を与えた要因は,術前 HRQOL であった.THA 後は,非術側の変形性股

関節症に対する指導など個別性を意識した介入が重要である.

⑭家入 章, 石田和宏, 対馬栄輝ほか：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 27：10-14，2010．

《要旨》



本研究の目的は,人工股関節全置換術(THA)後の股関節可動域と健康関連 QOL(HRQOL)との

関係を検討することである.対象は初回 THA を実施した 40 例であった.術後入院期間は約 2

週間であった.調査時期は入院時と術後 7 週時とした.股関節可動域は,屈曲・外転・外旋可動

域に加え,股関節開排可動域を測定した.HRQOL は SF-36v2 を用いて調査した.術後の股関節可

動域の屈曲可動域は,全体的健康感と有意な相関を認めた.股関節可動域の開排可動域は,全

体的健康感,活力,心の健康と SF-36v2 の下位尺度の中でも精神的健康度に関連する項目との

間に有意な相関を認めた.THA 後の股関節可動域の増加が精神的健康度の向上に寄与する可

能性があると思われた.しかし,本調査の対象は脱臼リスクが比較的少なく若年の症例であっ

たため,今後は脱臼リスクが高く合併症を多く有する症例での検討が必要であると考えられ

た.

⑮家入 章, 対馬栄輝, 石田和宏ほか：人工股関節全置換術後の年齢層別の健康関連 QOL．

総合リハ 39（7）：673-679，2011.

《要旨》

[目的]人工股関節全置換術(THA)前後の健康関連 QOL(HRQOL)を調査し,HRQOL の推移,および

年齢層別の違いを明らかにすることである.[対象・方法]当院で行われた初回片側 THA 症例の

うち,入院時と術後 1 年以内および 3 年以内に経過観察が可能であった 113 例を対象とした.

調査表は SF-36 v2 を用いた.対象者を 40～49 歳群,50～59 歳群,60～69 歳群,70～80 歳群に

分けて解析を行った.[結果]全体的にみると THA は HRQOL を有意に改善した.しかし,50～59

歳群,60～69 歳群は術後 3 年以内でも身体的健康度が国民標準値よりも低値を示し,70～80

歳群は術後 1 年以内に身体的健康度・精神的健康度ともに国民標準値に達した.[結語]THA 後

の国民標準値と比べた HRQOL は年齢層別に異なることが示唆された.THA 後は年齢層を考慮し

た関わりが必要であると推察される.

⑯対馬栄輝：イラストで見る EBPT の実践第 3 回「ガイドラインに従っても EBPT にならないの?!」．社

団 法 人 日 本 理 学 療 法 士 協 会 EBPT チ ュ ー ト リ ア ル ． 4 月 28 日 掲 載 ，

URL:http://www.japanpt.or.jp/ebpt/illustration/05_01.html

⑰対馬栄輝：イラストで見る EBPT の実践第 5 回「論文を活用して患者の予後を探ってみよう！」．社

団 法 人 日 本 理 学 療 法 士 協 会 EBPT チ ュ ー ト リ ア ル ． 9 月 2 日 掲 載 ， URL:

http://www.japanpt.or.jp/ebpt/illustration/03_01.html

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(社 )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(社 )日本理学療法士協会 学術局 専門領域研究部

③(社 )日本理学療法士協会 運動器専門領域 運営幹事

3)学外依頼講演等



1)SPSS 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3月1日，5月19日，8月18日（計3回）

2)SPSS 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3月2日，5月20日，8月19日，11月16日（計4回）

3)コメディカルのための統計学入門，主催：（株）Gene，於：東京都中小企業振興公社，1 月 23 日

4)平成 22 年度 (社 )日本理学療法士協会 認定理学療法士必須講習会「理学療法評価の

再現性と妥当性」，主催：日本理学療法士協会，於：東京慈恵医科大学（東京都），1 月 30

日

5)（社 ）日本理学療法士協会運動器専門領域部会「下肢関節疾患に対する理学療法」，主

催：日本理学療法士協会運動器専門領域部会，於：弘前大学大学院保健学研究科，2 月 5 日

6)下肢関節疾患における日常生活動作の障害と理学療法，主催：長崎県理学療法士会，於

：シーハットおおむら，2 月 12 日

7)～下肢疾患の理学療法～股関節疾患の理学療法，主催：NPO 法人目理カルリハビリテー

ション研究会，於：臨床福祉専門学校，5 月 3 日．

8)コメディカルのための統計学入門，主催：（株）Gene，於：愛知県産業労働センター，6 月 5 日

9) ～下 肢 疾 患 の理 学 療 法 股 関 節 を中 心 に～股 関 節 疾 患 と理 学 療 法 ，主 催 ： （株 ）

Senstyle，於：横浜市教育会館，6 月 26 日．

10)人工股・膝関節全置換術患者に対する評価と理学療法，主催 ：静岡県理学療法士会，

於：聖隷クリストファー大学，6 月 12 日．

11)理学療法の研究・データ解析，主催：大阪回生病院，於：大阪回生病院，6 月 19 日．

12)IBM SPSS 医療統計セミナー「医療系研究論文の読み方・まとめ方 」，主催 ：日本 IBM

SPSS，於：大阪 IBM，6 月 20 日．

13)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，7 月 16 日～17 日

14)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：東北メディカル学院，9 月 10 日～11 日

15)第 9 回呼吸療法セミナー「研究発表に役立つデータ解析・統計学」，主催：青森県臨床工

学技士会，9 月 24 日

16)明日の臨 床につながる下肢運動 器疾 患 に対する理学療 法 ，主催 ：北海 道理 学療 法 士

会，於：北都保健福祉専門学校，10 月 15 日

17)誰でも始められる統計解析の実際～実際のデータを通して～，主催：北海道理学療法士



会，於：北都保健福祉専門学校，10 月 16 日

18)理学療法研究のための統計学講習会，主催：リハビリテーションリサーチメソッド研究会，於 ：

兵庫医療大学，10 月 29 日～30 日

19)平成 23 年度県央地区リハビリテーション連絡会「理学療法における臨床研究」，主催：県

央地区リハビリテーション連絡会，於：神奈川県海老名市，11 月 20 日

20)筋骨格系理学療法を見直す，主催：京都大学運動機能研究会，於：京都大学医学部人間健

康科学科，12 月 4 日

21)平成 23 年度第 30 回臨床講習会「研究法・統計について」，群馬県理学療法士協会，於：群馬大

学医学部，12 月 11 日

22) 平成 23 年度上尾中央医療専門学校講演会「研究法入門」，上尾中央医療専門学校，於：上尾

中央医療専門学校，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 髙 見 彰 淑 （たかみあきよし）

専 門 ①脳血管障害理学療法学

②理学療法評価学

③リハビリテーション医学（中枢神経系）

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

2年：リハビリテーション医学・理学療法評価学実習（前期）・リハビリテーション医学演

習 （後期 ）

3年：脳障害理学療法学演習・臨床実習Ⅱ(前期)・理学療法評価学演習(後期 )・臨

床実習Ⅲ(後期)

4年：臨床実習Ⅳ(前期)

大学院博士前期課程 ：リハビリテーション医学特論 （後期 ）

非常勤

講師等

①秋田大学医学部保健学科（担当科目：神経系理学療法学Ⅱ）

②秋田福祉専門学校（担当科目：生活支援技術Ⅱ）

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

1.著 書

なし

2.学会等発表

①髙見彰淑，若山佐一：急性期脳卒中患者における部分免荷トレッドミル後進歩行トレーニ

ングの介入効果．第46回日本理学療法学術大会，2011年5月，宮崎市

《要旨》

発症 5 週間以内の急性期脳卒中患者に対して、部分免荷トレッドミル後進歩行トレーニン

グ（BWS-B）の介入効果を検討した。部分免荷トレッドミル前進歩行（BWS-F）および平地歩

行練習を行わせた Control の 3 群をランダム化割付によって群分けし、これらと比較する

controlled clinical trial を行うことで介入に関する有効性を検証した。 3 週間の介入

結果、BWS-B が他群と比べ歩行速度と日常生活での移動能力をあらわす RMI が有意に改善す

る結果となった。このことから、発症早期での BWS-B トレーニングが早期改善に有効である

ことが示唆された。

②皆方伸、髙見彰淑、今直樹、豊嶋英仁、中村和浩、木下俊文、長田乾：非利き手トレーニ

ングにおける脳内賦活部位の変化の検討―非利き手箸操作における fMRI での測定―．第 46

回日本理学療法学術大会，2011 年 5 月，宮崎市

③高橋佳奈子、髙見彰淑、安藤裕哉、今直樹：脳卒中患者における Functional Ambulation

Classification の妥当性・信頼性の検討．第 16 回秋田県理学療法士学会 2011.3 月、

秋田市

3.論文等

①髙見彰淑：片麻痺歩行障害の理学療法スタンダード．PT ジャーナル 45：869-875､2011

《要旨》

脳卒中発症により生じた歩行障害に対する治療戦略としては、人の行動と環境適応を考慮

した「課題指向型アプローチ」が代表的だが、運動制御理論や装具・機器の使用法をはじめ

数多くのセオリーとその介入方法が存在し、適用には十分な配慮が必要である。精度の高い

測定、エビデンスのある先行研究などを参考に、様々な場面を想定して、個体のもつ特性、

環境も含め統合的な解釈にて臨床的意志決定を行うことが大切である。

今回は、脳卒中歩行障害の理学療法スタンダードと言うことで、脳卒中治療ガイドライン



2009 を中心に、システマティックレビュー等を参考にして、歩行障害に関する測定・評価指

標および介入方法について紹介する。

②高橋佳奈子、髙見彰淑：脳卒中患者における Functional Ambulation Classification の有

用性・信頼性の検討.秋田理学療法 19：21-24、2011．

＜要旨＞

歩行の評価尺度として、介助量や歩行の質により歩行能力を分類することができる

Functional Ambulation Classification（FAC）が知られている。脳卒中患者における FAC

とバランス能力・ADL 動作との関係性、検者間での再現性に関して調査を行い、その有用性

を検討した。対象は脳卒中患者 50 名とし、全対象者に FAC、Berg Balance Scale（BBS）、

FIM 運動項目得点、10m 最大歩行速度を測定した。再現性に関しては対象者 5 名に検者 3 名で

評価を行い、ICC を用いて検討した。FAC と BBS、FIM 運動項目得点、10m 最大歩行速度はそ

れぞれ中等度以上の相関を示した。ICC は 0.805 であり高い数値を示したが、全員の評価が

一致したのは 5 名中 3 名だった。検者により、2 点と 3 点で判別しづらい傾向があった。脳

卒中患者における FAC の有用性が示されたが、検者により評価結果が異なる可能性が考えら

れ、使用には留意する必要があることが示唆された。

4.社会活動

1)所属学会および職能団体など

①日本理学療法士協会

②日本理学療法科学学会

③東北理学療法教育研究会

④青森県理学療法士会

2)学外委員会・協議会等

①「理学療法学」査読委員

②「理学療法」編集同人・査読委員

③「東北理学療法学」編集委員・査読委員

④「秋田理学療法」査読委員

⑤（社）秋田県理学療法士会学術担当理事

3)学外依頼講演等

①脳損傷ケアリング・コミュニティー学会：移動・移乗実践塾 講師

2011/1/26 羽後町五輪坂ケアセンター

②日本理学療法士協会主催 理学療法講習会基本編 講師

脳卒中理学療法のリスク管理など 2011/9/17 秋田大学医学部

5.その他

1)秋田魁新報記事掲載

2011 年 2 月 15 日づけ

「脳研さわやかワンポイント－リハビリの開始時期について」

脳卒中患者に早期リハビリテーション開始の大切さをコラム記事にした。

2)脳損傷ケアリング・コミュニティー学会：移動・移乗実践塾

秋田会場主催



氏 名 吉田 英樹（よしだ ひでき）

専 門 ①物理療法学（特に、近赤外線療法，温熱療法，電気刺激療法）

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，脳科学）

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）

大学院博士前期課程：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、理学療法学）

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 , 若山佐一：キセノン光の星状神経節近傍照射に伴う四肢末梢循環動態変化に関する

検討 . 理学療法学，38（Suppl.2）:PI2-452, 2011.（第 46 回日本理学療法学術大会 , 宮崎市）

《要旨》

本研究の目的は，キセノン光の星状神経節近傍照射（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（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。

②吉田英樹：キセノン光の星状神経節近傍照射実施中の血圧変化に関する検討 . 第 19 回日本物

理療法学会学術大会・学術大会抄録集 , 35, 2011.（第 19 回日本物理療法学会学術大会 ,

徳島市）

《要旨》

本研究では，キセノン光の星状神経節近傍照射（Xe-SGI）実施中の血圧変化について検討した。

健常例 60 例を対象として，1)15 分間安静仰臥位保持（馴化時間）後での 10 分間の Xe-SGI と，2)

馴化時間後での Xe-SGI を伴わない 10 分間の安静仰臥位保持（コントロール）の二つの実験を実施

した。各実験で，馴化時間および Xe-SGI，コントロール終了時での自律神経活動の指標である心拍

変動周波数成分を求めた。また，各実験での馴化時間終了時と Xe-SGI およびコントロール実施中



の 1 分間隔での血圧（収縮期血圧：SBP，拡張期血圧：DBP）を測定し，馴化時間終了時の血圧を

基準値として Xe-SGI およびコントロール実施中に測定された血圧の変化量を求めた。結果，心拍変

動周波数成分については，実験 1 でのみ有意な変化が認められた。Xe-SGI 実施中の血圧について

は，SBP，DBP ともに経過中での基準値からの有意な低下が認められたが，コントロール実施中では

SBP，DBP ともにほぼ一定に保たれていた。以上から，Xe-SGI は，自律神経活動の変容に加えて，

Xe-SGI 実施中の血圧を低下させる可能性が示唆された。

③山田将弘 , 吉田英樹 , 森聡：キセノン光の星状神経節近傍照射による睡眠への影響 . 第 19 回日

本物理療法学会学術大会・学術大会抄録集 , 35, 2011.（第 19 回日本物理療法学会学術

大会 , 徳島市）

④森聡 , 吉田英樹 , 山田将弘：足部捻挫後に出現した複合性局所疼痛症候群タイプ 1 の改

善にキセノン光の腰部交感神経節近傍照射が有効であった一症例 . 第 19 回日本物理療法

学会学術大会・学術大会抄録集 , 33, 2011.（第 19 回日本物理療法学会学術大会 , 徳島

市）

⑤照井駿明 , 吉田英樹 , 川口梨沙：キセノン光の星状神経節近傍照射が覚醒度に及ぼす影響に関

する検討 . 第 29 回東北理学療法学術大会プログラム・抄録集 , 28, 2011.（第 29 回東北理学療法

学術大会 , 盛岡市）

⑥吉田英樹：平成 22 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脳活性化法の検討）

《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（Xe-SGI）が

脳活性化効果をもたらし得るか否かについて検討した。平成 22 年度では，特に Xe-SGI の実

施に伴う脳賦活状況を脳波成分（β 波，α 波，θ 波）の変化から検討した。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:/ /kaken.nii .ac.jp/）」にて今後閲覧可能

となる予定である。

3.論文等

①Hirokazu Narita, Shoji Chiba, Hideki Yoshida, Hideaki Mizohata, Yoshikazu

Tonosaki, Noritaka Ichinohe: Anatomical Consideration of the Motor Point Location of

the Tibialis Anterior Muscle for effective Neuromuscular Electrical Stimulation. J Phys

Ther Sci, 23, 381-384, 2011.

《Abstract》

[Purpose] We attempted to locate the motor points (MPs) of the tibialis anterior muscle

(TA) for more effective neuromuscular electrical stimulation (NMES). [Subjects] We

dissected 16 legs from 12 cadavers. [Methods] Branches of the deep peroneal nerve were

traced to their entry into TA (MPs). We defined the FH-LM line connecting the fibular

head to the lateral malleolus and the pFH-LM perpendicular to the FH-LM lines that

ran through each MP. The distance from the fibular head to MPs projected on the

FH-LM line was measured. On the pFH-LM line, the width of TA and the distance from

the lateral edge of TA to each MP were measured. The location of each MP was

expressed as a percentage of total length of the FH-LM line and of TA width,

respectively. [Results] The median number of MPs was 8 per cadaver. About 68% of all

MPs were located within the proximal one-third of the FH-LM line. The average

location of the thickest motor branch MP was 4.2 cm (13.9 %) on the FH-LM line and

0.9 cm (33.5 %) medial from the lateral edge of TA. [Conclusion] This data should



enable more effective NMES.

②Hirokazu Narita, Hideki Yoshida, Shoji Chiba, Atsushi Oda, Takaaki Ishikawa,

Nobuto Takahashi, Toshiki Tani, Seiji Watanebe, Yoshikazu Tonosaki: Does the

location of the motor point identified with electrical stimulation correspond to that

identified with the gross anatomical method?. J Phys Ther Sci, 23, 737-739, 2011.

《Abstract》

[Purpose] The purpose of this study was to determine whether the location of the motor

point (MP) identified with the gross anatomical method corresponded with that with

electrical stimulation in the tibialis anterior muscle (TA). We sought to test the validity

of adopting the nerve entry point as the target of electrical stimulation. [Subjects] We

used 16 lower limbs from 12 cadavers and 26 lower limbs from 13 healthy adults.

[Methods] We identified the location where the thickest motor nerve entered the muscle

belly of TA in cadavers as the anatomical MP and where the surface electrical

stimulation threshold of TA was lowest in healthy adults as the electrical MP. We

defined the line connecting the fibular head and the lateral malleolus as a reference

line and set a line perpendicular to this that intersected the MP. We measured each MP

as the length from the fibular head to the perpendicular line, and expressed this as a

proportion of the reference line length. The distribution of each MP was compared.

[Results] There was significant unequal variance between the two types of MP. The

electrical MP was significantly more distal than the anatomical MP. [Conclusion] The

anatomical MP does not appear to correspond to the electrical MP, hence adopting the

nerve entry point as the target of electrical stimulation is inappropriate.

③ Hirokazu Narita, Shunsuke Omori, Hideki Yoshida, Takaaki Ishikawa, Nobuto

Takahashi, Yoshikazu Tonosaki, Atsushi Oda: Localization of the motor point of the

tibialis anterior muscle with electrical stimulation for effective neuromuscular

electrical stimulation. J Health Sci Res 2, 2012.(in press)

《Abstract》

Purpose: We attempted to quantitatively identify the location of the motor point (MP) of

the tibialis anterior muscle (TA) with electrical stimulation.

Subjects: Subjects were 13 healthy adults (26 lower limbs).

Methods: We defined the line connecting the fibular head to the lateral malleolus as the

longitudinal axis of TA and the lines perpendicular to this as the transverse axes. We

stimulated the surface of TA electrically, identified three sites with lower threshold

(MP1, MP2, and MP3) and measured the location of each MP as the distance from the

fibular head along the longitudinal axis (X) and from the lateral edge of TA along the

transverse axis (Y). X and Y were expressed as a percentage of total length of the

longitudinal axis and the width of TA on the transverse axis, respectively.

Results: MP1, MP2, and MP3 were located at approximately 21%, 31%, and 41% from

the fibular head, respectively, and at approximately 54%, 59%, and 78% from the lateral

edge of TA, respectively. Additionally, the part of TA perceived by the subjects to be

contracting differed for each MP.

Conclusion: By selecting the appropriate MP, selective TA contraction and reeducation

of ankle movement might be encouraged.

④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および起立性低血圧

に関する検討 . 日本物理療法学会誌 , 18:40-45, 2011.



《要旨》

本研究では，キセノン光の星状神経節近傍照射（Xe-SGI）後の立位時血圧変動および起立性低

血圧症状（OH）について検討した。健常例 28 例を対象として，1)15 分間安静仰臥位保持（馴化時

間）後での 10 分間の Xe-SGI と，2)馴化時間後での Xe-SGI を伴わない 10 分間の安静仰臥位保持

（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後に静止

立位を 2 分間保持した。検討項目は，心拍変動周波数成分と静止立位保持中の血圧および起立性

低血圧とした。結果，心拍変動周波数成分では，馴化時間終了時と比較して Xe-SGI 終了時でのみ

有意な変化を認めた。静止立位保持中の血圧では，Xe-SGI 終了後でのみ経過中での収縮期血圧

の有意な減少を認めた。OH では, コントロール終了後と比較して Xe-SGI 終了後での自覚的な OH

症状の発生率が有意に高かった。以上から，Xe-SGI は，自律神経活動の変容に加えて立位時の収

縮期血圧の減少や自覚的な OH 症状を引き起す可能性が示唆された。

⑤山田将弘 , 吉田英樹 , 森聡：直線偏光近赤外線の星状神経節近傍照射が睡眠に与える影

響 . 日本物理療法学会誌 , 18:36-39, 2011.

《要旨》

本研究の目的は，直線偏光近赤外線（LPNR）の右星状神経節（SG）近傍照射が自律神経機能

に与える影響と，睡眠に影響を及ぼすのか検討することであった。健常成人女性 11 名を対象として，

10 分間の安静仰臥位保持（馴化）後に同一肢位のままで右 SG 近傍へ 10 分間の LPNR 照射を行

った。検討項目は，心電図 R-R 間隔変動係数（CVR-R）と脳波計測を用いた睡眠段階判定とした。

結果，CVR-R は LPNR 照射前と照射後を比較して LPNR 照射後で有意に増加した。また，睡眠段

階判定は，照射前と照射後を比較して LPNR 照射後に有意な上昇が認められた。以上から，LPNR

の右 SG 近傍照射は，自律神経活動の変容に加えて睡眠を誘発することが示唆された。

⑥森聡 , 吉田英樹 , 山田将弘：足部捻挫後に出現した複合性局所疼痛症候群タイプ 1 の改

善 にキセノン光 の腰 部 交 感 神 経 節 近 傍 照 射 が有 効 であった一 症 例 . 理 学 療 法 科 学 ,

26(3):447-450, 2011.

《要旨》

〔目的〕本症例研究では，右足部捻挫後に複合性局所疼痛症候群タイプ 1（CRPS1）を呈した症例

に対してキセノン光の腰部交感神経節近傍照射（Xe-LSGI）を実施し，その効果を検討した．〔対象〕

症例は，右足部捻挫後に持続的な疼痛を呈し，受傷後 9 ヶ月経過時点で CRPS1 と診断された 30

歳男性であった．〔方法〕10 分間の Xe-LSGI を 1 日 1 回実施した．Xe-LSGI は 2～3 日に一度，計

6 回施行した．評価項目は，右足趾皮膚温，右足部疼痛，右足関節自動関節可動域，立位での右

下肢最大荷重率とした．〔結果〕評価項目の内，Xe-LSGI により右足趾皮膚温の上昇，右足部疼痛

の軽減，立位での右下肢最大荷重率の増加が認められた．〔結語〕Xe-LSGI は，下肢の CRPS1 を

呈する症例に対して有効である可能性が示唆された．

⑦成田大一，吉田英樹，尾田敦，石川大瑛，高橋信人，外崎敬和，千葉正司：解剖学的モーターポ

イントと電気生理学的モーターポイントの関係とそれらの構造について 第 1 報‐解剖学的手法によ

るモーターポイントの位置の特定‐．東北理学療法学，23：17-21，2011．

《要旨》

本研究の目的は，肉眼解剖により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することである。対象は解剖実習体 12 体 16 肢の前脛骨筋とした。方法はま

ず肉眼解剖により深腓骨神経の枝が前脛骨筋に侵入する部位 (MP)を同定し，次いで腓骨頭と外果

を結ぶ線を基準線と定義して，基準線に対する MP の位置を求めた。結果，前脛骨筋には複数の筋

枝が分布し，各前脛骨筋に対して 8 個 (中央値 )の MP が存在していた。特に基準線の近位 1/3 の領

域の前脛骨筋には全体の約 70％の MP が存在していた。また，最も太い筋枝の MP は常に近位 1/3

の領域に存在し，基準線上の腓骨頭から約 4.2cm(基準線長の約 14％)遠位の部位の前脛骨筋に

存在していた。これらのことから前脛骨筋の MP は最も太い筋枝の MP を指標とすることが妥当と考え



られた。今後はこの部位が同一筋上で体表からの電気刺激に対しての閾値が最も低い部位と一致す

るかさらに検討を行っていく。

⑧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 , 1:55-61, 2011.

《要旨》

本研究の目的は，キセノン光の星状神経節近傍照射（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（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。

⑨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率及び

筋肉痛に及ぼす影響 . 理学療法の歩み , 23, 2012.(in press)

《要旨》

本研究では，キセノン光の星状神経節近傍照射（Xe-SGI）が，上肢筋の筋力増強効率及び筋肉

痛に対してどのような影響を及ぼすか検証した。対象は健常女性16 名とし，筋力増強練習（週3 回，

5 週間継続）後に，仰臥位でのXe-SGI を行った群（Xe 併用群）と，仰臥位保持（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 及びコントロール時の心拍変動周波数成分と手指

皮膚温，筋力増強練習前後での最大筋力の変化量，練習に伴って生じた筋肉痛の程度とした。結

果，心拍変動周波数成分はXe-SGI前後でのみ有意な変化を示し，手指皮膚温はXe 併用群で有

意に高い値を示した。最大筋力の変化量は2群間で有意差はなかった。筋肉痛の程度はXe 併用群

で小さい傾向にあった。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，筋力増強練習に伴って生じる筋肉痛を軽減す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日本理学療法士協会専門領域研究会物理療法研究部会

③理学療法科学学会

④日本臨床神経生理学会

⑤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協議会事務局幹事（会計）

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 23 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



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（2011 年 10 月 26 日、八戸西高等学

校）

3)その他

物理療法学に関しては、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）」（登録番号 6-45）の認証を受けています。



氏 名 氏名：成田 大一(なりた ひろかず)

専 門 ①理学療法学

②解剖学

③運動療法学(整形外科系)

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(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：人間工学）

1 .著 書

なし

2 .学会発表

① Hirokazu Narita, Shuhei Koeda, Hitoshi Tsushima: Rehabilitation targeting disuse

syndrome in the elder evacuee following radiation exposure accidents: Literature

review. The 3nd International Symposium on Radiation Emergency Medicine in

Hirosaki University， (September 17, 2011)（ 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.

② Shoji Chiba, Yuko Mikuni, Hirokazu Narita, Tomomi Harada: Three cases of

chondroepitrochlearis muscle observed in man. (March, 2011)（第 116 回日本解剖学会総

会・全国学術大会，横浜市 (震災により紙上開催 )）

③ Yoshikazu Tonosaki, Ryuta Suzuki, Takeshi Murakami, Toshiki Tani, Hirokazu



Narita: Does the superior phrenic artery usually exist? (March, 2011)（第 116 回日本解

剖学会総会・全国学術大会，横浜市 (震災により紙上開催 )）

④ 尾田 敦，上村 豊，奥山真澄，成田大一，高橋信人，石川大瑛：学童期および少年期

における内反小趾の発生要因に関する検討．理学療法学 38（Suppl 2）：OF1-066，2011.

（第 46 回日本理学療法学術大会，宮崎市）

⑤ 對馬史織，尾田 敦，成田大一，高橋信人，石川大瑛，小泉沙貴，鈴木一史，大森俊輔

：後足部アライメントと前足部可動性の関連性について．理学療法学 38（Suppl 2）：PF1-032，

2011.（第 46 回日本理学療法学術大会，宮崎市）

3 .論 文

（英文)

① Hirokazu Nari ta , Shuhei Koeda , Hi toshi Tsushima: Considering necessity

and feasibility of rehabilitation for radiation-exposed patients from literature review.

J Health Sci Res 1, 49-54, 2011.

《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.

② Hirokazu Narita, Shoji Chiba, Hideki Yoshida, Hideaki Mizohata, Yoshikazu

Tonosaki, Noritaka Ichinohe: Anatomical Consideration of the Motor Point Location of

the Tibialis Anterior Muscle for effective Neuromuscular Electrical Stimulation. J

Phys Ther Sci, 23, 381-384, 2011.

《Abstract》

[Purpose] We attempted to locate the motor points (MPs) of the tibialis anterior muscle

(TA) for more effective neuromuscular electrical stimulation (NMES). [Subjects] We

dissected 16 legs from 12 cadavers. [Methods] Branches of the deep peroneal nerve



were traced to their entry into TA (MPs). We defined the FH-LM line connecting the

fibular head to the lateral malleolus and the pFH-LM perpendicular to the FH-LM

lines that ran through each MP. The distance from the fibular head to MPs projected

on the FH-LM line was measured. On the pFH-LM line, the width of TA and the

distance from the lateral edge of TA to each MP were measured. The location of each

MP was expressed as a percentage of total length of the FH-LM line and of TA width,

respectively. [Results] The median number of MPs was 8 per cadaver. About 68% of all

MPs were located within the proximal one-third of the FH-LM line. The average

location of the thickest motor branch MP was 4.2 cm (13.9 %) on the FH-LM line and

0.9 cm (33.5 %) medial from the lateral edge of TA. [Conclusion] This data should

enable more effective NMES.

③ Hirokazu Narita, Hideki Yoshida, Shoji Chiba, Atsushi Oda, Takaaki Ishikawa,

Nobuto Takahashi, Toshiki Tani, Seiji Watanebe, Yoshikazu Tonosaki: Does the

location of the motor point identified with electrical stimulation correspond to that

identified with the gross anatomical method?. J Phys Ther Sci, 23, 737-739, 2011.

《Abstract》

[Purpose] The purpose of this study was to determine whether the location of the motor

point (MP) identified with the gross anatomical method corresponded with that with

electrical stimulation in the tibialis anterior muscle (TA). We sought to test the

validity of adopting the nerve entry point as the target of electrical stimulation.

[Subjects] We used 16 lower limbs from 12 cadavers and 26 lower limbs from 13 healthy

adults. [Methods] We identified the location where the thickest motor nerve entered

the muscle belly of TA in cadavers as the anatomical MP and where the surface

electrical stimulation threshold of TA was lowest in healthy adults as the electrical

MP. We defined the line connecting the fibular head and the lateral malleolus as a

reference line and set a line perpendicular to this that intersected the MP. We

measured each MP as the length from the fibular head to the perpendicular line, and

expressed this as a proportion of the reference line length. The distribution of each MP

was compared. [Results] There was significant unequal variance between the two types

of MP. The electrical MP was significantly more distal than the anatomical MP.

[Conclusion] The anatomical MP does not appear to correspond to the electrical MP,

hence adopting the nerve entry point as the target of electrical stimulation is

inappropriate.

④ Hirokazu Narita, Shunsuke Omori, Hideki Yoshida, Takaaki Ishikawa, Nobuto

Takahashi, Yoshikazu Tonosaki, Atsushi Oda: Localization of the motor point of the

tibialis anterior muscle with electrical stimulation for effective neuromuscular

electrical stimulation. J Health Sci Res 2, 2012. (in press)

《Abstract》

Purpose: We attempted to quantitatively identify the location of the motor point (MP)

of the tibialis anterior muscle (TA) with electrical stimulation.

Subjects: Subjects were 13 healthy adults (26 lower limbs).

Methods: We defined the line connecting the fibular head to the lateral malleolus as

the longitudinal axis of TA and the lines perpendicular to this as the transverse axes.

We stimulated the surface of TA electrically, identified three sites with lower threshold



(MP1, MP2, and MP3) and measured the location of each MP as the distance from the

fibular head along the longitudinal axis (X) and from the lateral edge of TA along the

transverse axis (Y). X and Y were expressed as a percentage of total length of the

longitudinal axis and the width of TA on the transverse axis, respectively.

Results: MP1, MP2, and MP3 were located at approximately 21%, 31%, and 41% from

the fibular head, respectively, and at approximately 54%, 59%, and 78% from the

lateral edge of TA, respectively. Additionally, the part of TA perceived by the subjects

to be contracting differed for each MP.

Conclusion: By selecting the appropriate MP, selective TA contraction and reeducation

of ankle movement might be encouraged.

⑤ Shuhei Koeda, Hirokazu Narita, Hitoshi Tsushima: A literature review of health

problems among nuclear power disaster evacuees: common conditions, treatment, and

rehabilitation, REM 1, 2011. (in press)

《Abstract》

Residents living close to the Fukushima nuclear power plant were forced to

evacuate because of the accident caused by the Great East Japan Earthquake on 11

March, 2011. Management of health problems among evacuees became a pressing

need. The aim of this study was to identify conditions among evacuees in past

disasters that would require rehabilitative care. Through literature searches, we

identified deep-vein thrombosis (DVT) and disuse syndrome as potential targets for

rehabilitation among evacuees. For both conditions, aggressive exercise therapy

was recommended following the disaster. Rehabilitation specialists should also

convey correct information to evacuees about radiation in order to reduce their

uneasiness.

（和文)

① 成田大一，吉田英樹，尾田敦，石川大瑛，高橋信人，外崎敬和，千葉正司：解剖学的モ

ーターポイントと電気生理学的モーターポイントの関係とそれらの構造について 第 1

報‐解剖学的手法によるモーターポイントの位置の特定‐．東北理学療法学，23：17-21，

2011．

《要旨》

本研究の目的は，肉眼解剖により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することである。対象は解剖実習体 12 体 16 肢の前脛骨

筋とした。方法はまず肉眼解剖により深腓骨神経の枝が前脛骨筋に侵入する部位 (MP)を同

定し，次いで腓骨頭と外果を結ぶ線を基準線と定義して，基準線に対する MP の位置を求

めた。結果，前脛骨筋には複数の筋枝が分布し，各前脛骨筋に対して 8 個 (中央値 )の MP

が存在していた。特に基準線の近位 1/3 の領域の前脛骨筋には全体の約 70％の MP が存在

していた。また，最も太い筋枝の MP は常に近位 1/3 の領域に存在し，基準線上の腓骨頭

から約 4.2cm(基準線長の約 14％ )遠位の部位の前脛骨筋に存在していた。これらのことか

ら前脛骨筋の MP は最も太い筋枝の MP を指標とすることが妥当と考えられた。今後はこ

の部位が同一筋上で体表からの電気刺激に対しての閾値が最も低い部位と一致するかさら

に検討を行っていく。

②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 , 24：101-104, 2011



《要旨》

本研究の目的は，静的立位時の足部内側縦アーチの高さが足底圧中心（COP）軌跡に及

ぼす影響を明らかにすることである。60 名の健常成人を対象とし，アーチ高率と，足部長

軸方向中央における COP 軌跡の位置を測定した。アーチ高率を低値群と高値群に分けて群

間比較を行った結果，低値群に有意な COP 軌跡の内側変位を認め，内側縦アーチの低い足

部では足部中央における COP 軌跡は足部内側を通過することが示唆された。しかし，アー

チ高率と COP 軌跡の関連性は認められなかった。以上のことから，静的立位時の内側縦ア

ーチの高さが足部中央における COP 軌跡に及ぼす影響は小さく，内側縦アーチの評価のみ

では COP 軌跡の個体差を予測できないと考えられた。

③ 小枝周平，成田大一，對馬均：被ばく患者に対するリハビリテーションの現状と展望 (第

1 報 )． 医 学 と 生 物 学 ， 155： 203-209，2011.

《要旨》

本研究の目的は、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の文献レ

ビューを通して、被ばく患者に対するリハビリテーションの必要性と可能性について考究す

ることである。文献検索の結果、被ばく事故に関する文献は、重複したものを含み和文で 2269

編、欧文で 62757 編確認された。これらの文献をリハビリテーションの視点から絞り込みを

行った結果、被ばく患者へのリハビリテーションについて論述されていたものは 3 編のみで

あり、いずれも全身に高線量の被ばくをした症例のケースレポートであった。これら 3 編の

報告から、被ばく患者では放射線熱傷（放射線皮膚障害）と呼吸機能低下に焦点を当てたリ

ハビリテーションアプローチが、早期離床や全身状態の管理の面で重要な役割を担うことが

考えられた。このようなリハビリテーションの効果のエビデンスを確認する意味から、病態

モデルを考慮に入れた研究の展開が、今後課題と思われる。

④ 石 川 大 瑛 ，尾 田 敦 ，成 田 大 一 ，高 橋 信 人 ，對 馬 史 織 ：足 関 節 装 具 が 運 動 課 題 の

成 績 に 及 ぼ す 影 響 ． 青 森 ス ポ 研 誌 ， 20： 19-23， 2011 .

《 要 旨 》

半 硬 性 足 関 節 装 具 を 装 着 す る こ と に よ り 運 動 課 題 の 成 績 が ど の よ う に 変 化 す る

か を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て ，健 常 成 人 39 名 を 対 象に ，装 具 装 着 の 有 無 に

よ る 片 脚 運 動 課 題 の 成 績 の 変 化 を 調 査 し た 。そ の 結 果 ，装 具 装 着 の 有 無 に よ る 運 動

課 題 の 成 績 に 有 意 差 は 認 め ら れ な か っ た 。ま た ，装 具 装 着 に よ っ て 運 動 し や す い と

感 じ た 群 と 運 動 し づ ら い と 感 じ た 群 の 間 で も 運 動 課 題 の 成 績 に 有 意 な 差 は 認 め ら

れ な か っ た 。こ れ ら の こ と か ら 半 硬 性 足 関 節 装 具 は 運 動 課 題 の 成 績 に 及 ぼ す 影 響 は

小 さ い こ と 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 , 1:55-61, 2011.

《要旨》

本研究の目的は，キセノン光の星状神経節近傍照射（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（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 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：運動学実習（前期），運動療法学（前期）、物理療法学（前期）、運動療

法学実習（後期），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：臨床実習Ⅱ（前期）、スポーツ障害理学療法演習（前期）、福祉住環境学

（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）

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、池田稔：脳卒中片麻痺患者の筋量、筋機能および運動能力

の縦断的調査 . 理学療法学 38（Suppl 2）、抄録集 DVD，2011．（第 46 回日本理学療法学術大

会，平成 23 年 5 月 27 日~29 日、宮崎市）

《要旨》

脳卒中片麻痺患者を対象に、筋量、筋機能および運動能力を縦断的に調査した。初回測定

から 1 ヶ月後に 2 回目の測定を実施し、麻痺側・非麻痺側とも下肢筋量 /体重比、下肢筋力 /

筋量比、筋パワー /筋量比、起立能力、歩行能力で有意に改善がみられ、脳卒中リハビリテー

ションにおいて筋量の増加に加えて、単位筋量あたりの筋力・筋パワーの向上が見られてい

ることが判明した。また、筋パワー /筋量比と 5 回起立時間の改善率において有意な相関関係

が認められ、5 回起立時間は筋パワーをより反映しているパフォーマンステストであるとこ

とが示唆された。

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: 259-263，2011 .

《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: 277-282, 2011.

《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、1：155-164，2011

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.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

③一般社団法人 青森県理学療法士会

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日本徒手理学療法学会

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 47 回日本理学療法学術大会』査読委員

④『東北理学療法学』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

2)トレーナー活動

○第 57 回全日本中学校通信陸上競技大会青森大会（平成 23 年 7 月 2 日～4 日，弘前市運

動公園陸上競技場）

○第 42 回ジュニアオリンピック陸上競技大会県予選会（平成 23 年 8 月 27 日，弘前市運動

公園陸上競技場）

3)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



氏 名 赤 池 あらた（あかいけ あらた）

専 門 ①腎臓リハビリテ－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：【前期】物理療法学．運動学実習．理学療法評価学実習．

【後期 】物理療法学実習．筋骨格系障害理学療法学実習．

3年：【前期】内部障害系理学療法学演習．内部障害系理学療法学実習．

成人看護学演習．臨床実習Ⅱ．

【後期】福祉機器適合論．臨床実習Ⅲ．

4年：臨床実習Ⅲ(前期)．卒業研究(後期)．

非常勤

講師等

①弘前市医師会看護専門学校（担当科目：在宅看護援助論）

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

1.著 書

なし

2.学会等発表

①○赤池あらた．梅田 孝．野村忠宏．松田基子．松本秀彦．有賀玲子．谷川涼子．浜田 学．

中路重之：一般住民におけるコレステロール値が骨密度に及ぼす影響．第 21 回 体力・栄養・免

疫学会大会．

《要旨》

脂質異常症が骨粗鬆症の発症に関与する可能性が指摘されている。しかし、これまでの研究は

実験的研究やケースコントロール研究であり、両者以外の交絡因子を考慮した解析はなされていな

かった。本研究では一般住民を対象にコレステロール値と骨密度の関係を生活習慣等の交絡因

子を除外して疫学的に検証した。本研究では成人男性 301 名、女性 498 名を対象とした。調査項

目は性別、年齢、骨密度、コレステロール値、生活習慣、BMI、閉経の有無であった。

対象者を男女に分け、さらに女性は閉経で区分した。男性群のみで、骨密度と総コレステロール

値および LDL コレステロール値の間に有意な負の相関関係を認めた。男性では LDL コレステロー

ルの増加が骨密度の減少に関与する可能性が考えられた。一方、女性においてはこれらに有意な

関係はみられなかった。

②○赤池あらた ,菅田奈々子：在宅重症心身障害児者の介護者における介護負担度と健康度の関

係．第 4 回保健学研究科研究発表会弘前大学保健学研究科．

《要旨》

本研究では、重症心身障害児者を在宅で介護する保護者を対象に、介護負担度と健康度を調

査した。対象は、青森県内で在宅生活を送る重症心身障害児者の介護に携わる保護者 42 名であ

る。介護負担感（J-ZBI）と精神的健康度（GHQ-12）を調査し、ピアソンの相関係数を用いて統計学

的に検討を行った．結果として、親の介護負担感は子の年齢と、精神的健康度は介護負担感と相

関があった。全般的に親の介護負担感は高く、親の年齢、子の年齢、親の不調箇所と相関してお

り、就学終了以降の社会資源のあり方を検討する必要性が考えられた。

③鈴木元哉 , 山田 恵 , 岩渕久美子 , 柴田 薫 , 角谷亮蔵 ,赤池あらた,町田清朗 ,舟生富寿

：糖尿病性切断に対する理学療法 ～義足と水疱形成の検討～．第 56 回日本透析医学

会学術集会・総会．



④菅田奈々子．赤池あらた：在宅生活を送る重症心身障害児者における理学療法介入と介

護負担の関連性．第 29 回東北理学療法学術大会．

。

3.論文等

1)筆頭執筆

①赤池あらた：ウロ・ナースに知ってほしい！ 排泄ケアグッズ －あぜ編み靴下－．泌尿器ケア，

16(12)：13,2011.

《要旨》

夜間のトイレ移動時の転倒の一因に、『滑り』がある。これについては子供用靴下のように足底に

滑り止め加工がされた商品があるが、成人特に高齢者の歩行では、転倒を助長する。また足の冷え

は、頻尿を増悪させる。あぜ編み靴下は床との適度な摩擦を持ち、冷えの対策も出来る。靴下を履

くという通常の ADL 動作を妨げないあぜ編み靴下は、排泄ケアグッズとして有効である。

2)共同執筆

①Ryosuke TSUYA, Kaori IWANE, Hisashi KUDO, Toshihiko KOGA, Manabu HAMANO,

Yasuyuki ISHIBASHI, Kazuo SAITO, Yoshikazu OOKUBO, Takashi NOMURA,

Arata AKAIKE, Kazuyuki KIDA, Takashi MIWA ： Epidemiological Feature of Malignant

Lymphoma in Japan．ＪＰＦＮＩ，21(2):150,2011.

《要旨》

The worldwide incidence rate of malignant lymphoma has been increasing each year,

including Japan. The major causes of malignant lymphoma were found to be a combination of

molecular disorders due to virus infection and chromosomal translocation, as well as genetic

factors and the social life environment.

As malignant lymphoma is a collective term for all lymphatic diseases with the

characteristics of malignant proliferation, its causes are suggested to be diverse and complex.

However, subtypes of the disease share a common etiology as well as their clinical picture,

and thus the epidemiological approach has been considered valuable.

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日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会

④日本衛生学会

⑤日本体力・栄養・免疫学会

⑥一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会

⑦日本コンチネンス協会

2)学外委員会・協議会等

①滑らせる技術検討会：神戸学院大学

3)学外依頼講演等

①東目屋地区健康増進教室 「こわいのは寝たきり？ それとも認知症？」

弘前市立中央公民館：平成 22 年度弘前大学との地域づくり連携事業

東目屋公民館（1 月 20 日）



②東目屋地区健康増進教室 「食べることとウンチのウンチク ～排泄から見える健康～」

弘前市立中央公民館：平成 22 年度弘前大学との地域づくり連携事業

東目屋公民館（1 月 27 日）

③東目屋地区健康増進教室 「わたしは太ってないよ！ でもそれが落とし穴 ～メタボとロコモ～」

弘前市立中央公民館：平成 22 年度弘前大学との地域づくり連携事業

東目屋公民館（2 月 3 日）

④東目屋地区健康増進教室 「春ももうすぐ、軽い身体で農作業 ～嚥下と呼吸～」

弘前市立中央公民館：平成 22 年度弘前大学との地域づくり連携事業

東目屋公民館（2 月 10 日）

⑤第 13 回会員業務知識向上研修会

「福祉機器と介助で繋げる生活期リハビリテーションの実際」

福島県福祉機器協会

郡山市労働福祉会館（2 月 19 日）

⑥平成 22 年度福祉施設就労体験講習会

「介護におけるコミュニケーションと基本技術について」

八戸市社会福祉協議会．八戸人材バンク．

八戸市総合福祉会館（3 月 11 日）

⑦平成 23 年度半日研修会 「脳の健康法」

青森県退職公務員連盟 北五支部

五所川原中央公民館（6 月 14 日）

⑧平成 23 年度園内研修会 「リハビリの基本」

社会福祉法人 抱民舎（6 月 16 日）

⑨平成 23 年度介護スキルアップ研修 「起居・移乗（グループホーム編）」

青森県社会福祉協議会．青森県介護実習・普及センター．

青森県民福祉プラザ（7 月 19 日 ）

⑩平成 23 年度介護スキルアップ研修 「起居・移乗（居宅介護支援編）」

青森県社会福祉協議会．青森県介護実習・普及センター．

青森県民福祉プラザ（8 月 22 日 ）

⑪平成 23 年度いきいき講座 「成長していく子どもに出来るだけ長く関わっていく為のコツ」

青森県立はまなす医療療育センター サービス改善向上委員会

はまなす医療療育センター（8 月 24 日 ）

⑫平成 23 年度介護技術活用実践研修 「拘縮ケア編」

青森県介護実習・普及センター．社会福祉法人青森県社会福祉協議会

青森県民福祉プラザ（9 月 20 日 ）

⑬平成 23 年度青森県特別支援学校 PTA 連合会

津軽地区 PTA 研修会「みんなでつくろう 楽しく豊かな家庭」

「あなたはストレスを抱えている？」 「ストレスを上手にコントロール」

青森県特別支援学校 PTA 連合会．弘前大学教育学部附属特別支援学校父母の会．

青森県教育委員会

弘前市立中央公民館 岩木館（9 月 27 日）

⑭平成 23 年度西北地域保健関係者研修会

「失禁のこと、知ろうよ！！ ～尿・便の失禁について～」

西北地域県民局地域健康福祉部保健総室（五所川原保健所）

プラザマリュウ五所川原（10 月 6 日）

⑮平成 23 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 ～応用編～」

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

十和田市立中央病院（11 月 26 日 ）



⑯平成 23 年度家庭教育学級 「排泄ケアについて」

青森県立浪岡養護学校（11 月 30 日 ）

⑰平成 23 年度介護技術活用実践研修 「拘縮ケア」

青森県介護実習・普及センター．社会福祉法人青森県社会福祉協議会．

青森県民福祉プラザ（12 月 13 日）

⑱平成 23 年度弘前大学公開講座 鶴田町公開講座 「健康と運動について理解を深めよう」

鶴田町公民館（12 月 18 日 ）

⑲平成 23 年度青森県福祉・介護人材確保対策事業（複数事業所連携事業）

「重度心身障害児者のポジショニング」

重度心身障害者関連ユニット

県民福祉プラザ（12 月 21 日 ）

⑳平成 23 年度青森県福祉・介護人材確保対策事業（複数事業所連携事業）

「重度心身障害児者の拘縮・褥瘡・排泄障害の予防」

重度心身障害者関連ユニット

県民福祉プラザ（12 月 25 日）

5.その他

1)共同地域活動

①弘前大学大学院医学研究科社会医学講座 岩木健康増進プロジェクト

(a)岩木地区運動教室：1～5 月、12 月に週 1 回

(b)プロジェクト健診：5～6 月 10 日間

(c)運動教室前健康チェック：12 月の 2 日間

②巡回型健康実践教室 ヒロダイいきいき元気塾

(a)平川市健康力アップ講座 体力的評価：12 月 1 回

③市内小中学校健康調査

④東目屋地域連携事業

⑤鶴田町健康・体力調査

2)その他

①FM ラジオ放送アップルウェーブ「りんご紅玉カレッジ」

「エイジフルのすすめ ～健康増進のワンポイント～」

5 月 15 日 （再放送 5 月 22 日）



1.著 書

なし

2.学会等発表

なし

3.論文等

①牧野美里，若山佐一：【短報】東北地方理学療法士養成校における小児理学療法学

教育の現状と課題に関する調査．東北理学療法学 23：57-59，2011.

≪要旨≫

東北地方の理学療法士養成校における小児理学療法学教育の現況と課題を把握するためアンケ

ート調査を実施した。小児領域を専門とする理学療法士を常勤配置している養成校は多くないと言わ

れている。東北地方全 15 校中回答があったのは 9 校で、そのうちの 8 校が常勤配置しており、今回の

結果では常勤配置に肯定的な回答が多かった。授業内容としては脳性麻痺や正常運動発達に重点

が置かれていた。課題としては、実習施設の不足、こどもと接する機会の少なさ、興味を持てるようなカ

リキュラムではない等の点が挙げられ、これらの点から学生の興味・意欲の低下につながっていると考

えられた。理学療法士の教育では臨床実習が重要な位置を占めており、実習施設の協力も必要であ

ると考える。

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青森県理学療法士会

③重症心身障害理学療法研究会

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

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）・臨床実習Ⅲ

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
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