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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：基礎ゼミナール（前期）・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（C）（21世紀教育、後期）  

2年：老年期障害学（前期）・神経系障害学 Ⅰ（前期）・神経系障害学演習（後期）・理学

療法管理･運営論（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）・被ばく医療演習（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：インター・プロフェッショナルワーク論  

非常勤  

講師等  

山形県立保健医療大学大学院（担当科目：理学療法臨床推論特論）  

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） 

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@hirosak i -u .ac . jp  

 

1.著  書  

 

なし 

 

2.学会等発表  

① Chiaki Itoh, Takayuki Kasai, Saichi Wakayama: Comparison of Forward and Backward 

Walking in Gait Initiation、Poster 2015WCPT,Singapore (5月1日～5月3日） 

 

② Takayuki Kasai, Saichi Wakayama, Chiaki Itoh: Measurement of Lumbar Multifidus 

Muscle Contraction by Ultrasonography and Electromyography、Poster 

2015WCPT,Singapore (5月1日～5月3日） 

 

③  伊藤千晶，葛西貴徹，若山佐一：三次元動作解析を用いた下肢運動学的指標の検者内信

頼性と検者間信頼性 -歩行周期上のポイントと歩行周期全体に着目して -．2015（第 50回日

本理学療法学術大会 1451(ｾﾚｸｼｮﾝ口述 ) 開催地：東京、6 月 5 日～7 日） 

 

④ 葛西貴徹，伊藤千晶，若山佐一：抗重力姿勢における腰部多裂筋の超音波画像は筋活動指標

となり得るか．2015（第 50 回日本理学療法学術大会 1451(一般口述 ) 開催地：東京、6 月 5 日

～7 日） 

 

3.論文等  

 

なし 
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4.社会活動  

1)所属学会および職能団体など 

①(公社)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  

⑧日本ボバース研究会  

 

2)学外委員会･協議会  

①第 51 回日本理学療法学術大会演題査読委員  
 

5.その他  

進学相談会（夢ナビライフ）、仙台、 2015 年 10 月 3 日  
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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)・がんリハビリテーション科学 (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)・成人看護学演習（前期）、臨床実習 II(前期 )・理学

療法研究演習 (後期 )・臨床実習 III（後期） 

4年：臨床実習 IV（前期）・卒業研究  

大学院博士前期課程：基礎理学療法学特論（前期）・リハビリテーション医学特論（後

期）・理学療法学特別演習（後期）・理学療法学特別研究指導  

大学院博士後期課程：担当なし 

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-mai l  a_ i sh i＠hi ro sak i -u .ac . jp  

 

1.著  書  

 

なし 

 

2.学会等発表  

①  樋口有正，安原教子，奈良享平 ,石川玲：ADL の拡大に向けたインターバルトレーニング

の積極的導入－心不全と気腫合併肺線維症を合併した症例－，第 39 回青森県理学療法士

学会，2015.6.20-21（弘前市）  

 

② 沢口喜大，安原教子，石川玲：当院における車椅子管理の再構築－インシデント報告から得たも

の－，第 39 回青森県理学療法士学会，2015.6.20-21（弘前市） 

 

③ 川﨑忍，蔦谷知佳子、町田清朗、舟生富寿，石川玲：血液透析患者における握力、膝伸展筋

力、歩行速度の関係，第６０回日本透析医学会学術集会・総会，2015.6.26-28（横浜） 

 

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、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  
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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第 51 回日本理学療法学術大会査読  
 

3) 学外依頼講演等  

  なし  

 

5.その他  

1) 芙蓉会村上病院の理学療法士･作業療法士の新人研修及び研究指導  

2） 全学及び保健学科の多くの委員会委員として管理業務に従事  
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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(A)」 

後期―理学療法総論演習  

2年：前期―筋骨格系障害学  

後期―筋骨格系障害学演習，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  

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，  

小児理学療法学演習，臨床実習Ⅰ，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 年前期） 

大学院博士前期課程：前期―基礎理学療法学特論  

後期―理学療法学特論，理学療法学特別演習  

通年―理学療法学特別研究  

大学院博士後期課程：前期―教育・研究者育成コースワーク，健康増進科学特講演習  

後期―健康増進科学特論，健康増進科学特別研究  

非常勤  

講師等  
なし 

e-mai l  a tu s ioda@hirosak i -u . ac . jp  

 

1.著  書  

 

なし  

 

 

2.学会等発表  

① 澤田徹平，尾田  敦，佐藤友良，伊藤亮太，佐々木和広：足底挿板療法による足部形態・足趾

把持筋力の変化．第 43 回青森県スポーツ医学研究会，平成 27 年 9 月 5 日，青森市． 

 

② 千葉さおり，尾田  敦，及川友和，西川真史：上肢運動器疾患患者における術後の主観的統制

感について．第 26 回東北作業療法学会，平成 27 年 9 月 26-27 日，弘前市．（第 26 回東北作

業療法学会誌，第 25 号：35，2015.） 

 

③ 澤田徹平，尾田  敦，成田大一，石川大瑛，高橋信人：Foot posture index-6 の検者内信頼性・

誤差範囲の検討．第 29 回日本靴医学会，平成 27 年 11 月 21-22 日，名古屋市． 

 

④ 西沢孝朗，中澤成史，尾田  敦：学童期の運動能力と運動量の関係について―縦断的調査研

究より―．第 33 回東北理学療法学術大会，平成 27 年 11 月 28-29 日，仙台市． 

 

⑤ 鹿内和也，川口陽亮，吉田深咲，尾田  敦：学童期の足部内側縦アーチと運動能力の縦断的

変化の関係．第 33回東北理学療法学術大会，平成 27年 11月 28-29日，仙台市．（学生演題） 

 

⑥ 前田健太郎，丸井陽輔，渋谷隆介，法戸健吾，石崎渉，田中翔，川村大介，川村五郎，倉秀
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美，川村澄人，尾田敦：変形性膝関節症，人工膝単顆置換術後における外来理学療法の検討

～術後 3 か月目までの理学療法頻度と筋力の関係から～．第 46 回日本人工関節学会，平成

28 年 2 月 26 日～27 日，大阪  

 

3.論文等  

① 澤田徹平，尾田  敦，佐藤友良，伊藤亮太，佐々木和広：足底挿板療法による足部形態・足趾

把持筋力の変化．青森スポ研誌，24：7-12, 2016. 

《要旨》 

【目的】足底挿板療法を実施した症例を対象として，使用前後の足部形態および足趾把持筋力の

変化を明らかにすることである。 

【方法】スポーツ整形外科外来で足底挿板療法の指示があった 17 名（男性 7 名，女性 10 名）34

足を対象とした（年齢 13.7±1.9 歳，身長 159.9±11.5cm，体重 53.9±12.2kg，BMI20.9±

3.5kg/m2）。足底挿板は対象者 1 名に 2 足分を作製し，競技用シューズと学校内の内履きシュ

ーズに装着して使用させた。効果判定方法は，VAS による疼痛・運動時不満度，アーチ高率，

LHA，FHA，FPI-6，足趾把持筋力の評価を足底挿板装着前と装着後 4 週経過後に実施し，比

較した。 

【結果】疼痛・運動時不満度は有意な改善を認めた。アーチ高率は有意な向上を認めた。LHA お

よび FHA の変化と FPI-6 の変化により，後足部が外反傾向から正中位アライメントに近づき，いず

れも有意であった。足趾屈曲筋力についても有意に向上した。 

【考察】足底挿板の 4 週間の使用により，アーチの拡大，足部アライメントの正常化が認められ，足

底挿板の装着が足趾を使った効率のよい活動が行われ，足趾屈筋群の神経性因子による筋力強

化が生じたと考えられた。 

 

4.社会活動  

1) 所属学会および職能団体など 

①World Confederation for Physical Therapy（世界理学療法連盟） 

②公益社団法人日本理学療法士協会  

③公益社団法人日本理学療法士協会東北ブロック協議会  

④一般社団法人日本義肢装具学会  

⑤日本靴医学会  

⑥一般社団法人青森県理学療法士会  

⑦青森県スポーツ医学研究会  

⑧青森県アスレティックトレーナーの会  

⑨東北理学療法教育研究会  

 

2) 学外委員会・協議会等  

①公益社団法人日本理学療法士協会学会演題査読委員  

②一般社団法人青森県理学療法士会学術誌査読委員  

③一般社団法人青森県理学療法士会津軽支部相談役  

④青森県スポーツ医学研究会世話人  

⑤青森県アスレティックトレーナーの会副会長，競技派遣部長，陸上競技担当  

⑥青森県アスレティックトレーナーの会公認トレーナー 

⑦公益財団法人日本陸上競技連盟（JAAF）医事委員会トレーナー部部員  

⑧公益財団法人日本陸上競技連盟（JAAF）登録 C 級トレーナー 

 

3) 学外依頼講演等  

○大館鳳鳴高等学校 SSH「大学研究室訪問」 

テーマ：「運動時の筋肉疲労の軽減―最適なケア・クールダウン―」． 
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平成 27 年 5 月 19 日（於：弘前大学大学院保健学研究科） 

○青森慈恵会病院院内研修会講師  

テーマ：「足部機能評価およびアライメント評価について」． 

平成 28 年 2 月 18 日（於：青森慈恵会病院） 

○青森県アスレティックトレーナーの会公認トレーナー養成講座平成 27 年度第 2 回研修会講師  

テーマ：「テーピング（上肢・体幹）（実習）」． 

平成 27 年 11 月 15 日（於：青森県立中央病院） 

○青森県アスレティックトレーナーの会公認トレーナー養成講座平成 27 年度第 3 回研修会講師  

テーマ：「アスレティックリハビリテーション（実技）」． 

テーマ：「徒手療法」 

平成 28 年 1 月 16 日～17 日（於：弘前大学大学院保健学研究科） 

○青森県アスレティックトレーナーの会公認トレーナー養成講座平成 27 年度認定試験試験委員  

カテゴリーⅡ：「テーピング（実技）」． 

平成 28 年 3 月 13 日（於：青森県立中央病院） 

○平成 27 年度青森県理学療法士会津軽支部研修会講師  

テーマ：「運動連鎖とコアスタビリティ（講義）」． 

平成 28 年 1 月 9 日（於：弘前大学大学院保健学研究科） 

 

4) 進学相談会・模擬講義・出前講義等  

①弘前大学進学相談会  

●平成 27 年 7 月 28 日 (金 )14:00～15:30 青森西高校  

 

 

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，岡田梢（なかざわスポーツクリニック） 

③整形外科疾患・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：相坂隆之，澤田徹平（公立七戸病院） 

④中枢神経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：山中友貴（青森慈恵会病院） 

 

2) トレーナー活動 

○平成 27 年度第 41 回青森県春季陸上競技選手権大会・兼第 70 回国民体育大会陸上競技

青森県選手選考会（平成 27 年 5 月 7 日～9 日，弘前市運動公園陸上競技場） 

○第 68 回青森県高等学校総合体育大会陸上競技大会・兼第 68 回全国高校陸上競技対校選

手権大会東北地区大会青森県予選会（平成 27 年 5 月 22 日～25 日，青森県総合運動公園

陸上競技場） 

○第 61 回全日本中学校通信陸上競技青森大会・兼第 42 回全日本中学校陸上競技選手権大

会選手選考会・兼第 46回ジュニアオリンピック陸上競技大会選手選考会・兼第 70回国民体育

大会陸上競技選手選考会（平成 27 年 7 月 4 日～5 日，弘前市運動公園陸上競技場） 

○平成 27 年度第 70 回国民体育大会陸上競技青森県選手選考会・兼第 42 回東北総合体育

大会陸上競技青森県選手選考会・兼第 46 回東北陸上競技選手権大会青森県選手選考会

（平成 27 年 7 月 10 日～12 日，むつ運動公園陸上競技場） 

○第 66 回青森県中学校体育大会陸上競技（平成 27 年 7 月 19 日～20 日，青森県総合運動

公園陸上競技場） 
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○第 40 回青森県高等学校新人陸上競技対校選手権大会・兼第 20 回東北高等学校新人陸上

競技選手権大会青森県予選会（平成 26 年 9 月 11 日～13 日，青森県総合運動公園陸上競

技場） 

○平成 27 年度青森市中体連秋季大会陸上競技（平成 27 年 9 月 21 日～22 日，青森県総合

運動公園陸上競技場） 

○平成 27 年度青森県秋季陸上競技選手権大会・第 34 回青森県小学生交流陸上競技記録会

（平成 27 年 9 月 18 日～20 日，青森県総合運動公園陸上競技場） 

○第 25 回青森県中学校新人陸上競技選手権大会（平成 27 年 10 月 3 日～4 日，青森県総合

運動公園陸上競技場） 

○第 97 回全国高等学校野球選手権青森大会（平成 27 年 7 月 10 日，11 日，12 日，13 日，

15 日，16 日，はるか夢球場（弘前市）） 

 

3) その他の活動  

①小学校足部調査  

●10 月 9 日 (金 ) 1 回目  弘前市立北小学校（6 年 1 組） 

●10 月 9 日 (金 ) 2 回目  弘前市立北小学校（6 年 2 組） 
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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）  

運動とリハビリテーションB（前期；21世紀） 

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 ・神経系障害学演習 ・臨床実習 Ⅰ（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 )、卒業研究 （後期 ）  

大学院博士前期課程 ：基礎理学療法学特論 （前期 ）、リハビリテーション医学

特論 ・理学療法特別演習 （後期 ）、研究指導 （修士論文 ）  

大学院博士後期課程 ：障害保健学特講 （後期 ）障害保健学特講演習 （前期 ）  

＊保健学研究セミナー担当  

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-mail  a - takami @hi rosak i -u .ac . jp  

 

1.著  書  

①髙見彰淑：15 レクチャーシリーズ「臨床運動学」、石川朗・種村留美総編集、中山書店、2015． 

（担当部分：「レクチャー８ 脳血管障害後片麻痺の姿勢・動作の特徴と分析」の執筆） 

《要旨》 

●脳血管障害後片麻痺の姿勢・動作の特徴と分析 pp77-88、186 

脳卒中片麻痺の姿勢動作の特徴について、臨床運動学からみた視点で解説した。姿勢観察は静

的姿勢バランス、動的姿勢バランス。起居動作は起き上がり、寝返り、立ち上がり、移乗動作、歩行、

段差（階段）昇降について、典型的片麻痺患者の紹介を行った。 

ステップアップ事項として Pusher 現象の評価と臨床的特徴も概説した。 

また、観察による歩行分析チャート作成を企画し、脳卒中片麻痺部分も担当した。 

 

②髙見彰淑：PT・OT・ST のための訪問・通所リハビリテーション－はじめの一歩、高橋仁美、金子奈

央編集、医歯薬出版、2015（担当部分：「第 3 章  褥瘡予防」「第 5 章  リスク管理  血圧・糖尿病・心

疾患」の執筆） 

●第 3 章  必要な技術と指導－褥瘡予防 pp71-74 

 褥瘡の原因、外的要因と内的要因について解説し、代表的評価（深達度、経過、予防等）、好発部

位も紹介した。予防管理では体位交換などの介護の仕方や体圧分散できるクッション・マットを解説し

た。 

●第 5 章  リスク管理  血圧・糖尿病・心疾患 pp112-117  

これから訪問等を実施する人のためにわかりやすい表現で、高血圧に対する運動療法設定基準や

起立性低血圧への対処、血糖（高血糖、低血糖）に対する運動療法設定基準と合併症、心疾患を有

する患者に対するリスクマネジメントを概説した。  

  

2.学会等発表  

① 福多真奈美、髙見彰淑、須藤真史ほか：当院装具選択時における着眼点について．第 32回青森県理

学療法士学会、2015.6月、青森県  

 

② 金子奈央、高橋仁美、山嵜継敬、髙見彰淑：急性心不全患者の活動度変化と在院日数関する研究．
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第 21 回日本心臓リハビリテーション学会学術集会、2015 年 7 月、福岡市  

 

③ 齊藤琴穂、高見彰淑、薛  畯杰、湯浅敦智：歩行時の二重課題内容の差の検討．第 65 北海道理学

療法士学術大会、2015 年 10 月、旭川市  

 

④ 薛  畯杰、高見彰淑、齊藤琴穂：健常成人における上肢の振りと歩行能力の関連性．第 33 回東北

理学療法学術大会、2015年 12月、仙台市 

 

⑤ 髙見彰淑、牧野美里、齋藤成美：上肢機能からみた発症 4週間時点での脳卒中患者の歩行自立に関

する考察．第 12 回日本神経理学療法学会学術大会，2015 年 12 月，福岡市  

《要旨》 

脳卒中患者の歩行自立決定因に関し我々は、NIHSS 下位項目を用いて、発症早期の予測を行った

ところ、麻痺側上肢運動・顔面麻痺・消去現象と注意障害が抽出される結果を報告した。下肢運動項

目が選択されなかったのは、NIHSS の下肢運動項目は足・膝関節の運動麻痺の程度が反映されない

点などが考えられた。上肢運動障害や顔面麻痺が選択されたことは、NIHSS の特性であり、下肢運動

麻痺の付帯的要素と推測された。しかし、上肢機能そのものは、直接歩行自立と関与しないことで断

定して良いか疑問は残った。 

 そこで本研究の目的は、下肢機能としては国内で汎用性が確認されている Brunnstrom Recovery 

stage(下肢 Br.stage）、上肢機能としては Manual Functional Score（MFS）用いて、再度、発症 4 週時

点の機能から、歩行自立の可否に影響する因子に上肢の機能が反映されるのか検討を行うこととし

た。 

 

⑥ 齋藤成美、牧野美里、髙見彰淑：脳卒中患者の歩行自立決定因と自立度の予測．第 12 回日本神経

理学療法学会学術大会，2015 年 12 月，福岡市  

 

⑦ 山下康次、大山隼人、髙見彰淑  ほか：救命科入院患者に対する看護師協働の理学療法が離床

に与える影響  ～入院時人工呼吸装着患者に着目して～．第 43 回日本集中治療医学会、2016 年 2

月、神戸市 

 

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  

③J.Phys.Ther.Sci  Reviewer  

④第 51 回日本理学療法士学術大会 演題審査員  

⑤「理学療法研究」査読委員  

⑥第 50 回日本理学療法士学術大会 座長  
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3)学外依頼講演等  

なし 

 

5.その他  

①弘前脳卒中センター研修会 

②青森慈恵会病院リハビリ門研修会  
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氏   名  対馬栄輝（つしまえいき） 

専   門  ① 運動器理学療法（運動器専門理学療法士 [2015S-03-000029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：筋骨格系障害学，筋骨格系障害学演習，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日本福祉大学健康科学部（担当：研究方法）  

⑥弘前医療福祉大学（担当：統計学，理学療法概論）  

⑦弘前厚生学院（担当：リハビリテーション論）  

⑧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@hirosak i -u .ac . jp  

 

1.著  書  

①  対馬  栄輝：よくわかる医療統計－「なぜ？」にこたえる道しるべ－，2015． 

《要旨》 

 医療分野で統計学の知識，統計解析の必要性が叫ばれています．何故でしょうか？患者さんを目

の前にしてこれらの知識や解析の結果はどのような意味を持つのでしょうか．本書は，統計学の理論

に従って客観的な判断を下す術である“統計的検定”を中心に据え，データの扱いから，とったデータ

の加工，仮説の立て方，結果の判定方法である分析手法（多変量解析や分散分析），その解釈まで

を扱う．“そもそも何故そう考えるのか？”を大切な動機に，平易な解説展開により読者の便を図った．  

 

②  対馬  栄輝： Ⅳ  骨粗鬆症患者における骨折後の回復 1.効果的なリハビリテーションと機

能回復．骨粗鬆症患者の骨折治療（酒井昭典  編）．真興交易医書，pp309-314，2015．  

《要旨》 

大腿骨近位部骨折に対するリハビリテーションでは，骨折自体の局所的な問題だけではなく，全身

への影響や精神面への影響も考慮して適切な治療方針を考える必要がある．効率的なリハビリテーシ

ョンのためには，身体機能の低下に影響する要因を把握した的確な予後予測による目標設定，症例

の特徴を考慮したリハビリテーションの方針，起こり得る二次的障害の予防と発生時の対策，退院後

復帰先の環境に関する情報の収集と整備がポイントとして挙げられる．  

 

③  対馬  栄輝：理学療法の研究領域と研究方法．概説理学療法―理学療法の原点とその展開

（有馬慶美  編）．pp62-70，2016．  

《要旨》 

理学療法士は理学療法の専門家である．専門家とは，特定の学問・事柄を専門に研究・担当し

て，それに精通している者である．つまり，理学療法に関する学問を専門に研究する者が理学療法士

となる．専門家には，研究を実践する者と，その研究成果を読む者といった立場がある．従って，研究
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を実践するかしないかはともかく，専門家という立場上，研究デザインや研究方法を知識として備える

ことは必須となる． 

 

④ 対馬栄輝，石田水里：Chapter4 足関節損傷の予防．スポーツ外傷・障害ハンドブック－発生要

因と予防戦略．（Roald Bahr (著 ),陶山哲夫  (監修 ,翻訳 )，赤坂  清和  (監修 ,翻訳 )）．医学書

院，2015． 

《要旨》 

 一般に，足関節捻挫を受傷した運動選手は少なくとも 1 日はスポーツ参加を控えることになる．足関

節捻挫の副次的な影響として同側足関節に再損傷の危険性が高く，再発する症例の 20～50％は能

力低下や慢性的な疼痛あるいは不安定性が残存する可能性がある．足関節捻挫はスポーツ全般に

わたって比較的高い割合で起こりやすく，さらに将来的にスポーツに参加できなくなる可能性もはらん

でいることから，足関節損傷に対する予防手段にしっかりと目を向けるべきであろう．  

 

2.学会等発表  

 

①  奈川英美，対馬栄輝，石田水里，上川香織，原子  由，岩田  学：脳卒中患者の歩行に

おける時間的左右対称性と歩容との関係について．第 50 回日本理学療法学術大会，平

成 27 年 6 月 5-7 日，東京都千代田区．  

 

②  宮城島一史，対馬栄輝，石田和宏，佐藤栄修，百町貴彦，柳橋  寧，安倍雄一郎：腰部疾患手

術後の遺残下肢症状に対する電気療法継続による効果，第 50 回日本理学療法学術大会，平

成 27 年 6 月 5-7 日，東京都千代田区． 

 

③  葉   清規，対馬栄輝，村瀬正昭，大石陽介：頸椎変性疾患に対する力学的評価による運動療

法の効果．第 50 回日本理学療法学術大会，平成 27 年 6 月 5-7 日，東京都千代田区． 

 

④  遠藤達矢，対馬栄輝，小俣純一，岩渕真澄，白土  修，伊藤俊一：腰痛を呈する脊柱変

性後弯高齢者の腰痛特異的 QOL に影響を及ぼす因子の検討．第 50 回日本理学療法

学術大会，2015 年 6 月 5-7 日，東京都千代田区．  

 

⑤  小俣純一，伊藤俊一，遠藤達矢，遠藤浩一，世古俊明，岩渕真澄，白土  修，対馬栄

輝：四つ這い姿勢を用いた胸腰部傍脊柱筋の筋力トレーニング -姿勢の違いが筋活動に

及ぼす影響 -．第 50 回日本理学療法学術大会，2015 年 6 月 5-7 日，東京都千代田区．  

 

⑥  家入章，対馬栄輝，石田和宏，井上正弘，安部聡弥，菅野大己，増田武志：人工股関節全置

換術後の身体機能と健康関連 QOL の関係～術後 1 年時までの縦断的研究～，第 50 回日本

理学療法学術大会，平成 27 年 6 月 5-7 日，東京都千代田区． 

 

⑦ 葉   清規，対馬栄輝，村瀬正昭，大石陽介：Balloon Kyphoplasty 術後 1 年の健康関連 QOL

の調査．第 23 回日本腰痛学会，平成 27 年 11 月 14-15 日，東京都千代田区． 

 

⑧ 宮城島一史，石田和宏，対馬栄輝，佐藤栄修，百町貴彦，柳橋  寧，安倍雄一郎：腰椎椎間板

ヘルニア摘出術後 3 ヶ月の腰椎伸展可動性に影響する因子の検討，第 23 回日本腰痛学会，

平成 27 年 11 月 15 日 -16 日，東京都千代田区． 

 

⑨ 畠山功，対馬栄輝：通所リハビリテーション利用者における初回評価から 1 年後の身体活動量変

化と関連する要因，リハビリテーション・ケア合同研究大会神戸 2015，平成 27年 11月 1日 -3日，
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神戸市． 

 

⑩ 上川香織，対馬栄輝，奈川英美，石田水里，伊藤  翼，佐藤誠剛，對馬史織，高橋信人，成田  

和哉：床への最大リーチ距離テストと身体機能との関係，第 33 回東北理学療法学術大会，平成

27 年 11 月 28 日，仙台市． 

 

⑪  関  裕也，対馬栄輝：脳卒中片麻痺における屋外歩行自立を予測する因子について-至適歩行

速度の有用性 -.第 33 回東北理学療法学術大会，平成 27 年 11 月 28 日，仙台市． 

 

⑫  遠藤達矢，対馬栄輝，小俣純一，岩渕真澄，白土  修，伊藤俊一：脊柱後彎変形の臨床におけ

る簡便な評価法 -Wall-Occiput distanceの妥当性と測定信頼性の検討．第 33回東北理学療法

学術大会，平成 27 年 11 月 28 日，仙台市． 

 

⑬  平山和哉，有原裕貴，対馬栄輝，近江洋一：腰椎牽引療法の効果を実感する患者の特

徴，第 33 回東北理学療法学術大会，平成 27 年 11 月 28 日，仙台市．  

 

⑭ 奈川英美，対馬栄輝，石田水里，上川香織，原子  由，岩田  学：下肢軽度麻痺を有す

る脳卒中患者の歩行観察と身体機能の関係について．第 33 回東北理学療法学術大

会，  2015 年 11 月 28-29 日，仙台市．  

 

⑮ 上原  徹，対馬栄輝，青木一治 ,山田翔太 ,櫻井伸哉 ,稲田  充：腰椎椎間板ヘルニアに

対する腰椎伸展運動療法によって即時効果が得られる症例の特徴，第３１回東海北陸理

学療法学術大会，平成 27 年 10 月 4 日，金沢市．  

 

⑯  奈川英美，対馬栄輝，石田水里，上川香織，原子  由，岩田  学：回復期脳卒中患者の

歩行に対する満足度へ関連する因子．第 39 回青森県理学療法士学会，平成 27 年 6 月

20-21 日，弘前市．  

 

⑰  平山和哉，有原裕貴，対馬栄輝，近江洋一：整形外科診療所受診患者に対し Barthel 

Index は有用か ‐天井効果に関する実態調査 ‐，第 39 回青森県理学療法士学会，平成

27 年 6 月 20 日，弘前市．  

 

⑱  宮城島一史，対馬栄輝，石田和宏，佐藤栄修，百町貴彦，柳橋  寧，安倍雄一郎，山田賢太

郎：腰部疾患手術後の遺残下肢症状に対する電気療法の継続効果，第 129 回北海道整形災

害外科学会，平成 27 年 6 月 13‐14 日，札幌市． 

 

⑲  宮城島一史，石田和宏，対馬栄輝，安倍雄一郎，佐藤栄修：腰椎椎間板ヘルニア摘出術後 3

ヶ月の腰椎伸展可動性に影響する因子，第 66 回北海道理学療法士学術大会，平成 27 年 10

月 31 日 -11 月 1 日，旭川市． 

 

 

⑳  宮城島一史，石田和宏，対馬栄輝，安倍雄一郎，佐藤栄修：思春期特発性側弯症矯正手術後

の呼吸機能と 6 分間歩行テストを用いた運動耐用能との関係～術後 6 ヶ月までの検討～，第 66

回北海道理学療法士学術大会，平成 27 年 10 月 31 日 -11 月 1 日，旭川市． 

 

㉑  楫野允也，対馬栄輝，伊藤成一：人工膝関節全置換術施行患者における術前患者報告

アウトカムと身体機能の関連についての探索的検討．第 25 回山口県理学療法士学会，

平成 27 年 11 月 22 日，下関市．  
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㉒  畠山功，対馬栄輝：通所リハビリテーション利用者の評価から 1 年後の身体活動量変化に

関連する要因．第 1 回道南理学療法士学術大会，平成 27 年 7 月 25 日，函館市．  

 

㉓ 伊藤  翼，対馬栄輝，石田水里：端坐位からの立ち上がり動作における JERK 最小モデルを用い

た身体重心推定位置の軌跡の算出に必要な経由点の検討．第 39 回青森県理学療法士学

会，平成 27 年 6 月 20-21 日，弘前市．  

 

㉔ 伊藤  翼，横野良知，成田大紀，対馬栄輝，石田水里：様々な条件下での端坐位からの立ち上

がり動作における推定重心位置の軌跡の滑らかさの検討．第 2 回保健科学研究発表会，平

成 27 年 9 月 12 日，弘前市．  

 

3.論文等  

 

① 対馬栄輝：運動器理学療法における科学のこれまでとこれから．理学療法学 42（8）：793-794，

2015． 

《要旨》 

 運動器理学療法における科学とは，理学療法学を確立するという態度をもち，今の法則なり理論の

真実を追究し続けることである。今が最高ではないという心構えが重要である。様々な学問分野の基

礎を押さえたうえで，理学療法とはなんであるかを具体化しなければならない。そのためには，運動器

理学療法のアウトカムを明確にする必要がある．  

 

②  対馬栄輝：変形性股関節症  (OA) に対する理学療法．徒手理学療法   15(2):  91-100, 

2015． 

《要旨》 

 基本的な診断基準から理学療法における評価，運動療法に及ぶエビデンスに関する報告をもとにし

て，今後理学療法で取り組んでいくべき課題について言及する。変形性股関節症（股関節症）の診

断基準である Kellgren－Lawrence 分類は，他の診断指標と比べてもエビデンスが確立しつつあり，有

効な予後予測要因として報告されている。また，股関節症の機能評価として最も多く使用されている

のは Harris hip score であり，近年その有用性が確かめられつつある。しかし，日本語訳されていな

い欠点がある。治療効果のアウトカムとして用いられる健康関連 QOL は SF－36 と WOMAC であり，

妥当性・信頼性が最も優れていたという質の高いエビデンスがある。対して，理学療法評価は定義の

暖昧なものが多く，基準を明確にするための検討を積み重ねる必要がある。そして，股関節症に対す

る運動療法・徒手療法の効果に関する質の高いエビデンスは存在するが，具体的な治療内容につい

ては不明な点が多々ある。 

 

③ 対馬栄輝：最大随意性筋力測定における適切な測定回数の検討 :-関節外転筋力の最高値と平

均値を用いたシミュレーションによる推定  -．東北理学療法学  27:86-90，2015． 

《要旨》 

本研究の目的は，股関節外転筋力（外転筋力）を例に挙げて最大随意性の筋力（最大筋力）につい

て，最高値と平均値のどちらを採用すべきか，また最大筋力を何回繰り返して測定すべきか，を明らか

にすることである．対象は健常女性 23 名で，方法としては被検者をベッド上腹臥位とさせ，等尺性の

外転筋力を 10回繰り返し測定した．それにより記録された外転筋力値をもとにして，ブートストラップ法

によるシミュレーションを行った．その結果，最高値よりも平均値の方が値は安定し，かつバラツキが少

なく正規分布に従うという性質を示した．よって，筋力測定値については平均値の方が最大値より適

切な値であると考えた．また，値の変化は最高値でも平均値でも 4 回以降は緩やかとなったことから，

信頼性の高い値を求めるには，4 回程度測定が必要となるのではないかと考える．  
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④ Hirofumi Tomita, Ken Okumura, Hiroshi Inoue, Hirotsugu Atarashi, Takeshi Yamashita, 

Hideki Origasa, Eiki Tsushima：Validation of Risk Scoring System Excluding Female Sex 

From CHA2DS2-VASc in Japanese Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation– 

Subanalysis of the J-RHYTHM Registry–．Circulation Journal．Article ID: CJ-15-0095，

2015． 

≪abstract≫  

Background: Because the current Japanese guideline recommends CHADS2 score -based risk 

stratification in nonvalvular atrial fibrillation (NVAF) patients and does not list female sex as a risk 

for thromboembolic events, we designed the present study to compare the CHA2DS2-VASc and 

CHA2DS2-VA scores in the J-RHYTHM Registry.  Methods and Results:  We prospectively 

assessed the incidence of thromboembolic events for 2 years in 997 NVAF patients without 

warfarin treatment (age 68±12 years, 294 females). The predictive value of the CHA2DS2 -VASc 

and CHA2DS2-VA scores for thromboembolic events was evaluated by c -statistic difference and 

net reclassification improvement (NRI). Thromboembolic events occurred in 7/294 females 

(1.2%/year) and 23/703 males (1.6%/year) (odds ratio 0.72 for female to male, 95% confidence 

interval (CI) 0.28–1.62, P=0.44). No sex difference was found in patient groups stratified by 

CHA2DS2-VASc and CHA2DS2-VA scores. There were significant c-statistic difference (0.029, 

Z=2.3, P=0.02) and NRI (0.11, 95% CI 0.01–0.20, P=0.02), with the CHA2DS2-VA score being 

superior to the CHA2DS2-VASc score. In patients with CHA2DS2-VASc scores 0 and 1 (n=374), 

there were markedly significant c-statistic difference (0.053, Z=6.6, P<0.0001) and NRI (0.11, 95% 

CI 0.07–0.14, P<0.0001), again supporting superiority of CHA2DS2-VA to CHA2DS2-VASc score. 

Conclusions: In Japanese NVAF patients, the CHA2DS2-VA score, a risk scoring system excluding 

female sex from CHA2DS2-VASc, may be more useful in risk stratification for thromboembolic 

events than CHA2DS2-VASc score, especially in identifying truly low-risk patients. 

 

⑤  石田和宏，対馬栄輝，佐藤栄修：腰椎椎間板ヘルニア術後における理学療法の効果とそ

の根拠．日本運動器疼痛学会誌   7(2):   180-184,  2015.  

《要旨》 

 【研究 1】目的：腰椎椎間板ヘルニア（LDH）摘出術後 1 ヵ月の Oswestry Disability  Index score

（ODI）に関与する術前および術後早期の因子について検討した。方法：対象は，当院で LDH と診断

され，ヘルニア摘出手術が行われた 98 例とした。結果：術後早期の理学療法では，遺残症状の軽減

を目的とした物理療法，座位姿勢を中心とした患者教育や運動療法を徹底すべきである。  【研究 2】

目的：ヘルニア摘出術後早期からの積極的な理学療法介入の効果を検証した。方法：対象は，従来

からの基本的な理学療法を受けた者 20 例（従来群）と新プロトコルとして術後早期からの積極的な理

学療法介入を受けた者 20 例（新プロ群）の比較研究とした。結果：術後早期からの積極的な理学療

法は，腰・仙椎のアライメントや痛みの改善に有効であった。  

 

⑥  家入章，増田武志，山本貴宏，西島絋平，石田和宏，対馬栄輝，井上正弘，安部  聡

弥，菅野大己 ：脱臼性股関節症に対する人工股関節前後の膝関節痛について．Hip 

Joint  supplement 41:206 -208,2015.  

《要旨》  

目的は，高位脱臼股症例に対する THA 前後の膝痛と変形性膝関節症および荷重時下肢ア

ライメント変化の関係を検討することである．対象は 2013 年 3 月から 2014 年 6 月までに Crowe

分類Ⅲ・Ⅳの股関節で片側 THA を行った 29 例 31 股（63.6±6.9 歳）とした．評価は入院時（以

下，術前）と退院時（以下，術後）に行った．膝痛は荷重時の VAS とし，変形性膝関節症は

Kellgren-Lawrence 分類で GradeⅡ以上を関節症ありとした．下肢アライメント評価は，片脚立

位全下肢長の X 線撮影像より，大腿脛骨角（以下，FTA）とミクリッツ線より％MA を算出した．

また，Radiographic  Q-angle（以下，Q-angle）も計測した．さらに，歩行ビデオカメラ撮影像よ
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り，立脚中期の静止画像を取り出し，下腿軸傾斜角度を Image-J を用いて計測した．THA 前

後の膝痛と変形性膝関節症の関係は，術前は有意差が認められた（p<0.01）が，術後は認め

られなかった．2×2 の分割表を確認すると，術前変形性膝関節症なしで膝痛を訴えていた者は

3 例であったのに対し，術後は 8 例と増えていた．下肢アライメント評価を行えた者は 13 例 13

股（63.5±6.1 歳）であった．術前後の下肢アライメントは，FTA および％MA に明らかな変化は認

められなかったが，Q-angle（p<0.01）と下腿軸傾斜（p<0.05）に有意な変化を認めた．術後の膝

痛と Q-angle の変化量（オッズ比 =2.51）と下腿軸傾斜の変化量（オッズ比 =1.96）に関係が認め

られた．THA 後膝痛には変形性膝関節症以外の要因も関係していた．その要因の１つに術前

後のアライメント変化が挙げられる．  

 

 

⑦  関  裕也，対馬栄輝：デジタルビデオ画像上の角度測定における測定精度を保証できる

範囲について -矢状面上の歩行分析を想定し膝関節に見たてた角度計モデルを用いた検

討 - .東北理学療法学 27：23-28，2015．  

《要旨》 

本研究の目的を，プラスティックゴニオメータを膝関節に見立て，撮影画面を細分化し左端から右端ま

での範囲で，正投影面および 15°刻みで 45°まで回転させた斜投影面において，５°以内の測定誤差

で角度測定を行える撮影画面の範囲を明らかにすることとした。デジタルビデオ画像から測定された

角度データを，歩行の進行方向と下肢回旋方向を想定して分類した。その結果，下肢外旋位想定時

の測定精度は，斜投影面の回転角度が大きくなるにつれ撮影画面の中央を通過した後半以降で高く

なり，下肢内旋位想定時の測定精度は，斜投影面の回転角度が大きくなるにつれ撮影画面の中央よ

りも手前で高くなった。これは視差の影響やビデオカメラのレンズ特性によって生じたものと考える。  

 

⑧ 奈川英美，対馬栄輝：脳卒中患者の歩行所要時間に影響を及ぼす歩容の観察項目について．

東北理学療法学  27：75-81，2015． 

《要旨》 

 脳卒中患者の歩行所要時間に対して , 観察による歩容のどのような点が影響するかを検討すること

を目的とした.【対象】装具・補助具の使用を問わず近位監視あるいは自立で 20m 以上歩行可能な脳

卒中患者 19 名（男性 15 名 , 平均年齢 62.74±11.70 歳）を対象とした. 【方法】5m の歩行を矢状面・

前額面の 2方向からデジタルスチルカメラで撮影した. 撮影したカメラ映像から, 5m歩行時間を計測し

た. 次に, 映像を観察し, 2 名の検査者で, 25 項目の観察項目で構成された歩容評価表を用いて , 

歩容を評価した. 5m歩行時間を従属変数 , 歩容評価表の 25項目を独立変数としてステップワイズ法

による重回帰分析を行った. 有意水準は p＝0.05 とした.【結果】 重回帰分析の結果 , 麻痺側のクリア

ランス（標準偏回帰係数 b=0.63）と麻痺側遊脚初期（ISw）での外旋（b=0.40）が選択された（p<0.05).

【結語】麻痺側下肢の足底クリアランスが悪く , ISw で下肢の外旋が大きい者は歩行時間の長くなる傾

向が明らかとなった. 

 

⑨  上原  徹，対馬栄輝，青木一治，山田翔太，櫻井伸哉，稲田  充：腰椎椎間板ヘルニア

に対する腰椎伸展運動療法によって即時効果が得られる症例の特徴．中部リハビリテーシ

ョン雑誌  10:2-5,2015.  

《要旨》 

 腰椎椎間板ヘルニア（LDH）は，当日歩行困難で来院したものが，腰椎伸展運動療法（伸展運動）

により歩いて帰るといったケースもみられ，当日の即時効果についての検討が必要である．今回，伸展

運動を行った LDH 患者の治療前の理学および画像所見から，伸展運動後の即時効果について，有

効症例の特徴を調査することを目的として研究を行った．対象は，LDH と診断され伸展運動を行った

79 例である．伸展運動の即時効果の判定には，日整会腰痛疾患治療成績判定基準の腰痛に関す

る自覚症状の項目を用い，伸展運動後に腰痛が軽減したものを有効群，腰痛に変化が認められなか

ったものを無効群とした．統計的解析は，多重ロジスティック回帰分析を用いて検討した．伸展運動有
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効群は 62 名 78．5％，無効群は 17 名 21．5％であった．多重ロジスティック回帰分析の結果，伸展運

動により即時有効な効果が得られやすい症例は，腰椎伸展可動域が大きい症例，腰椎屈曲時痛と

腰痛による伸展困難であった症例，MRI で神経根圧排がない症例，前屈動作を基盤とした明らかな

受傷機転がある症例であった． 

 

⑩  奈川英美 ,対馬栄輝：回復期脳卒中患者における歩行に対する満足度に関連する因子

の検討．理学療法研究  33:22-27，2016.  

《要旨》 

 本稿の目的は，脳卒中患者の歩行に対する満足度へ関連する因子を明らかにすることである。【対

象と方法】回復期病棟に入院する脳卒中患者 20 名（男性 15 名，女性 5 名，平均年齢 63.45±11.83

歳，発症からの平均期間 82.30±38.80日）を対象とした。下肢麻痺の程度，下肢感覚障害の有無，下

肢痙性，立位バランス，下肢関節可動域，下肢荷重量，下肢筋力，10ｍ歩行時間，歩容，VAS によ

る歩行満足度を測定した。歩行満足度に対して各測定項目に差があるか，もしくは相関関係があるか

を統計的に検定した。【結果】 歩行満足度と関連のある項目は，足関節底屈筋力（Mann-Whitney検

定  p＜0.05；効果量 r=0.49）のみであった。足関節底屈筋がMMT3以上だった症例は 3例であった。

その他は有意な項目はなかった。【考察】足関節底屈筋力が MMT3 以上ある症例は，身体機能・歩

行能力の低下が少ない症例であり，病前と比較して変化が少なく，歩行満足度が高くなったと考え

る。 

 

⑪  平山和哉，有原裕貴，対馬栄輝，近江洋一：整形外科診療所受診患者に対し Barthel 

Indexは有用か  -  天井効果に関する実態調査 -．理学療法研究   (33):  11-16, 2016．  

《要旨》 

 Barthel Index（BI）は簡便であり，短時間で評価可能な ADL 評価であるが，天井効果により軽度の

障害に対しては使いにくいという欠点が指摘されている。本研究では，著者所属施設を受診した理学

療法対象患者 518 名の BI 総得点について，天井効果を有する患者の割合，どのような患者が天井

効果を有するのか，実態調査を行った。全対象者の 76.5％，外来患者の 89.2％，入院患者の 16.4％

が天井効果を有していた。多重ロジスティック回帰分析の結果，BI 総得点が 100 点未満となる要因と

して，重大な合併症がある，術後 3 か月以内である，入院患者である，骨折によるギプス固定がある，

女性，年齢が高い，という 6 つの因子が選択された。年齢のカットオフ値は 73 と算出され，それを含め

た 6条件の組み合わせによって BI総得点が天井効果を示すか，高い精度で判別することが可能であ

った。6 条件のうち 1 つも陽性項目のない患者は高い確率（陰性的中率 93.0％）で BI が天井効果を

示した。整形外科受診患者の多くに対し，BI による評価は有用ではないことが明らかとなった。  

 

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日本運動器理学療法学会  

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日本衛生学会  
 

2)学外委員会・協議会等  

①(公社 )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(公社 )日本理学療法士協会  日本運動器理学療法学会  幹事  

③日本理学療法士学会  運動器理学療法ガイドライン作成委員会  股関節ガイドライン作成グル

ープ代表  
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3)学外依頼講演等  

①  平成 27 年度上尾中央医科グループ研修会「臨床研究の意義と実際」，主催：上尾中央

医療専門学校，於：上尾中央医療専門学校，2015 年 4 月 18 日，埼玉県上尾市  

②  平成 27 年度福島県理学療法士会研修会「理学療法研究に必要な統計学」．主催：福

島県理学療法士会，2015 年 5 月 16-17 日，郡山市  

③  第 50 回日本理学療法学術大会  日本運動器理学療法学会シンポジウム．運動器理学

療法のパラダイムシフト―新たなる可能性への挑戦「運動器理学療法における科学のこ

れまでとこれから」．日本理学療法士学会，2015 年 6 月 5 日，東京都  

④  （公社）日本理学療法士協会講習会「統計学」．主催 ：（公社 ）日本理学療法士協会，

2015 年 7 月 11・12 日，福岡市  

⑤  （公社）日本理学療法士協会講習会「人工股・膝関節全置換術に対する評価と理学療

法」変形性股・膝関節症の評価．主催：（公社）日本理学療法士協会，於：金沢医科大

学病院，2015 年 7 月 18 日，石川県金沢市  

⑥  IBM SPSS トレーニングコース「医療統計：入門」，主催： IBM，於： IBM 箱崎本社．2015

年 9 月 10 日，2016 年 3 月 16 日（計 2 回）  

⑦  SPSS トレーニングコース「医療統計 ：多変量解析 」，主催 ： IBM，於 ： IBM 箱崎本社．

2015 年 9 月 11 日，2016 年 3 月 14 日（計 2 回）  

⑧  SPSS トレーニングコース「医学論文を読む」，主催： IBM，於： IBM 箱崎本社．2015 年 8

月 10 日，2016 年 3 月 15 日（計 2 回）  

⑨  人工股・膝関節全置換術に対する評価と理学療法「変形性股関節症における評価」，

主催：（公社）日本理学療法士協会，於：常葉大学保健医療学部，2015 年 8 月 22-23

日，静岡県静岡市  

⑩  第 50 回日本理学療法士協会全国学術研修大会  テクニカルセミナー  明日からシリー

ズ⑥「研究方法・統計～データの扱い方」  主催：（公社）日本理学療法士協会，2015 年

10 月 19 日，盛岡市  

⑪  京都大学運動機能セミナー2015「股 ・膝関節疾患に対する理学療法の考え方と実際」，

主催：京都大学運動機能セミナー研究会，於：京都大学医学部，2015 年 10 月 18 日，

京都府京都市  

⑫  第 16 回東京臨床理学療法研究会「臨床に活かす理学療法研究の実際」，主催：東京

臨床理学療法研究会，於：首都大学東京，2015 年 10 月 24 日，東京都  

⑬  第 42 回日本股関節学会パネルディスカッション「運動療法につなげる歩行解析」歩行解

析の科学に基づく股関節疾患の運動療法．於：グランフロント大阪，2015 年 10 月 30 日・

31 日，大阪市  

⑭  日本心血管理学療法学会主催第 1 回研究サポートレクチャー「研究に必要な統計手法

を学ぶ」，於：北里大学白金キャンパス，2015 年 11 月 15 日，東京都  

⑮  健康に生きるための運動療法，主催：平川市，於：緑青園，2015 年 12 月 3 日，平川市  

⑯  平成 27 年度  徳島理学療法研究会「理学療法士に必要な統計解析の知識」，主催：徳

島理学療法研究会，於：徳島文理大学，2016 年 3 月 19 日，徳島県徳島市  

⑰  統計ソフト R を使用した統計解析，主催：香川県理学療法士会学術局学会部，於：サン

ポートホール高松第 54 会議室，2016 年 3 月 20 日，香川県高松市  

 

5.その他  

1)共同研究活動  

①日本メジフィジックス統計コンサルタント 

② IBM SPSS ジャパン トレーニングセミナー委託講師  

③医師主導臨床レジストリ研究の中央委員会委員（研究デザイン・コンサルタント）  

④平成 2 5 年度厚生労働科学研究費補助金長寿科学総合研究事業「高齢脳卒中患者をモデル

とした栄養管理と摂食機能訓練に関するアルゴリズムの開発、および経口摂取状態の改善効果
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の検証」に関する共同研究者  

 

2)学会主催  

第 2 回日本運動器理学療法学会東北ブロック学術小集会「これからの運動器理学療法のあ

り方について討論しよう」  

■ 会 期  ：平成 28 年 3 月 6 日（日）  

■ 会 場  ：東北文化学園大学 1 号館地下 1 階大講堂  

■ 大会長  ：対馬 栄輝（弘前大学大学院保健学研究科）  

■ 主 催  ：日本運動器理学療法学会  

 

3)受賞等  

①2015 年 11 月 28 日  第 32 回東北理学療法学術大会学会最優秀賞  受賞  

「対馬栄輝：最大随意性筋力測定における適切な測定回数の検討 :- 関節外転筋力の最

高値と平均値を用いたシミュレーションによる推定 -．東北理学療法学  27:86-90，2015」  

②2015 年 4 月 18 日  第 26 回理学療法ジャーナル賞奨励賞  受賞（共著論文）  

「石田和宏，対馬栄輝，佐藤栄修：腰椎椎間板ヘルニア摘出術後の早期理学療法．PT ジャ

ーナル 48(8):780-786,2014.  

 

4)学位論文  

①（博士前期課程学位論文）  

腰椎牽引療法の効果に関連する因子の検討．  

平山和哉  

②（博士前期課程学位論文）  

病院勤務管理栄養士・栄養士における職業性ストレスの実態と勤務継続意思の関係．  

諸岡みどり  

③  （博士前期課程学位論文）  

腰痛治療法判別に用いる腿挙げテスト（Knee-lifting test）の妥当性の検討．  

上原  徹  

④  (博士前期課程学位論文)  

歩行自立度判定における床への最大リーチ距離テストの有用性． 

上川香織 

⑤(博士前期課程学位論文) 

通所リハビリテーション利用者における身体機能への介入効果と身体活動量の変化に影響

する要因の検討． 

畠山 功 
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氏   名   吉田  英樹（よしだ ひでき）  

専   門  ① 理学療法学（特に，物理療法学．具体的には，物理療法を用いた神経・筋機能制御

，疼痛管理，運動療法との協働による介入効果の向上，健康増進・ストレスマネジメン

トなどの可能性に関する教育研究）  

②物理療法と関連の深い生理学および生理学実験（特に，自律神経活動動態，末梢

循環動態，脳計測科学など）  

担当科目 １年：理学療法学総論演習（後期）  

２年：物理療法学（前期），理学療法学英語（前期），理学療法評価学実習（前期），物

理療法学実習（後期） 

３年：医療リスクマネジメント（前期），神経系障害理学療法学実習（前期），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），臨床実習Ⅱ（前

期），理学療法研究演習（後期），臨床実習Ⅲ（後期）  

４年：臨床実習Ⅳ（前期），卒業研究（後期）  

●大学院博士前期課程   

１年：運動療法学特論（後期）  

●大学院博士後期課程   

１年：老年保健学特講（後期）  

●21世紀教育科目   

運動とリハビリテーション（後期）  

非常勤  

講師等  

①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）   

②秋田看護福祉大学（担当科目：健康と運動（講義））   

e-mail  ptyosh i@hirosak i -u .ac . jp  

 

1.著  書  

 

なし  

 

2.学会等発表  

①  Hideki Yoshida, Nanako Sato, Takaya Maeda, Kanshu Hara, Shunmei Terui: Simultaneous 

execution of hot pack and muscle stretching enables stronger muscle stretching due to the 

reduction of stretch pain. WCPT Congress 2015, 1-4, May, 2015, Singapore.  

《abstract》 

Purpose: The purpose of this study was to investigate effectiveness of the simultaneous execution 

of HP and muscle stretching. 

Methods: We conducted a prospective randomized crossover study. Sixteen healthy volunteers 

participated in this study, and the target muscles of stretching were their right and left hamstrings. 

They underwent three experimental sessions on a different day as follows: 1) simultaneous 

execution (SE) session: after 20-minute HP application to the bilateral posterior thighs, they 

performed right and left active-straight-leg-raising with maximum effort (SLR), aimed at stretching 

of the hamstring, without removing HP; 2) pre-treatment session: after 20-minute HP application to 

the bilateral posterior thighs, they performed the right and left SLR just after the removal of HP; 

and 3) control session: they performed the right and left SLR just after simple 20 -minute rest. The 

right and left hamstring muscle hardness and SLR angles, which reflect hamstring extensibility, 

were measured before and after each session. Additionally, we obtained subjective stretch pain 

intensity during the SLR in each session from all the patients.  

Results: The hamstring muscle hardness showed no significant changes before and after all the 

sessions. The SLR angle, on the other hand, demonstrated a significant increase only before and 
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after the SE session. Moreover, 61.5% of all the subjects answered that the subjective stretch pain 

intensity during the SLR in the SE session was much less than that in the two other sessions.  

Conclusions: The results of the SLR angle indicate that the simultaneous execution of HP and 

muscle stretching might be the best way for the stretching of the hamstring. Ho wever, the findings 

of the SLR angle apparently contradicted those of the hamstring muscle hardness, indicating that 

HP could not improve hamstring extensibility. On the other hand, the result on the subjective 

stretch pain intensity during the SLR in each session obtained from all the subjects indicate that the 

simultaneous execution of HP and muscle stretching is more effective way to reduce stretch pain 

during the SLR. These results suggest that the simultaneous execution of HP and muscle stretching 

allow stronger muscle stretching due to not the improvement in muscle extensibility but the 

reduction of stretch pain.  

 

②  Takaya Maeda, Hideki Yoshida, Kanshu Hara, Shunmei Terui: Difference in the increase 

of skeletal muscle blood flow between two types of transcutaneous near-infrared 

irradiation methods. WCPT Congress 2015, 1-4, May, 2015, Singapore.  

 

③  Kanshu Hara, Hideki Yoshida, Takaya Maeda, Shunmei Terui: The excellent pain-relief 

effect of high-intensity transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) revealed by 

subjective and objective indicators. WCPT Congress 2015, 1 -4, May, 2015, Singapore.  

 

④  前田貴哉 ,  吉田英樹，照井駿明，片石悠介，谷脇雄次，花田真澄，志田航平，嶋田有

紗，天坂興，中村洋平：キセノン光の星状神経節近傍照射と骨格筋への直接照射では上

肢骨格筋血流量の増加パターンが異なる .  第 50 回日本理学療法学術大会 ,  2015 年 6

月 5 日～7 日，東京 .  

 

⑤  花田真澄，吉田英樹，片石悠介，谷脇雄次，志田航平，嶋田有紗，天坂興，中村洋平，

前田貴哉，照井駿明 .  キセノン光の星状神経節近傍照射を用いた精神的ストレス負荷軽

減の可能性に関する検討 .  第 50 回日本理学療法学術大会 ,  2015 年 6 月 5 日～7 日，

東京 .  

 

⑥  片石悠介，吉田英樹，谷脇雄次，花田真澄，志田航平，嶋田有紗，天坂興，中村洋平，

前田貴哉，照井駿明 .  機能的電気刺激（FES）を想定した前脛骨筋への長時間電気刺

激が足関節背屈運動に及ぼす影響に関する検討 .  第 50 回日本理学療法学術大会 ,  

2015 年 6 月 5 日～7 日，東京 .  

 

⑦  谷脇雄次，吉田英樹，片石悠介，花田真澄，志田航平，嶋田有紗，天坂興，中村洋平，

前田貴哉，照井駿明 .  皮膚厚の違いを考慮したホットパックの筋加温効果に関する検討 .  

第 50 回日本理学療法学術大会 ,  2015 年 6 月 5 日～7 日，東京 .  

 

⑧  照井駿明，吉田英樹，前田貴哉，皆方伸，佐藤雄一：脳卒中片麻痺患者の麻痺側手指

皮膚温および周径に影響を与える因子の検討 .  第 50 回日本理学療法学術大会 ,  2015

年 6 月 5 日～7 日，東京 .  

 

⑨  前田貴哉 ，吉田英樹 ，平山優子 ，太田真理子 ，五十嵐林郷 ，葛西貴徹 ，植山和正 ：

TENS 単独施行と温熱療法との併用施行では腰椎疾患患者の下肢痛に与える鎮痛効果

は異なるか？  第 33 回東北理学療法学術大会 ,  2015 年 11 月 28 日～29 日 ,  仙台 .  

 

⑩  花田真澄，吉田英樹，前田貴哉，照井駿明：キセノン光の星状神経節近傍照射の安全
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性に関する検討：Horner 徴候に注目して .  第 33 回東北理学療法学術大会 ,  2015 年 11

月 28 日～29 日 ,  仙台 .  

 

⑪  前田貴哉 ，平山優子 ，太田真理子 ，五十嵐林郷 ，吉田英樹 ：非特異性腰痛に対して

TENS と温熱療法の同時施行が奏功した一症例 .  第 39 回青森県理学療法士学会 ,  2015

年 6 月 19 日～20 日 ,  弘前 .  

 

⑫  森聡，吉田英樹：回復期脳卒中患者の手指機能低下に対する末梢神経電気刺激療法

の効果：Silver Spike Point 療法でも効果があるのか .  第 25 回福岡県理学療法士学会 ,  

2016 年 2 月 28 日，福岡 .  

 

⑬  吉田英樹：脳賦活にとって最適な後頚部への電気刺激の刺激条件の解明 .  平成 27 年度

弘前大学若手・新任研究者支援事業成果発表会 ,  2016 年 3 月 3 日 ,  弘前 .  

《要旨》  

〔目的〕後頚部への電気刺激がヒトの脳賦活状態に及ぼす影響を検討すること．  

〔対象〕右利きの健常例 20 名（女性 10 名，男性 10 名）． 

〔方法〕左もしくは右後頚部への周波数の異なる電気刺激（100 Hz，3 Hz）を行う際の脳賦活状態（前

頭前皮質の酸素化ヘモグロビン量：PF-HbO2）を検討した． 

〔結果〕左後頚部への 100 Hz での電気刺激で，PF-HbO2 の両側性に有意な増加が認められた． 

〔結語〕脳賦活を目的とした後頚部への電気刺激では，左後頸部への 100Hz での電気刺激が適して

いる． 

 

3.論文等  

① 前田貴哉，吉田英樹，齋藤茂樹，佐藤菜奈子，佐藤結衣，佐藤公博：キセノン光の星状神経節

近傍照射は上肢領域の筋血流量を増加させる．理学療法科学，30(4): 641-645,2015. 

《要旨》 

〔目的〕キセノン光の星状神経節近傍照射（Xe-LISG）が上肢領域の筋血流量を増加させ得るか否か

を明らかにすることとした． 

〔対象〕健常者 16 名とした． 

〔方法〕全対象者に，安静仰臥位での 10 分間の Xe-LISG と安静仰臥位保持（コントロール）を日を改

めて実施し，Xe-LISG およびコントロール実施中の左右の上腕二頭筋および上腕三頭筋の酸素化ヘ

モグロビン量（HbO2）を測定した． 

〔結果〕両筋のHbO2は，コントロール実施中ではほぼ一定に保たれたが，Xe-LISG実施中では増加し

続けた．さらに，コントロール実施中と比較して Xe-LISG 実施中の両筋の HbO2 は有意に高かった．

〔結語〕Xe-LISG は上肢領域の筋血流量を増加させる． 

 

② 照井駿明，吉田英樹，原幹周，片石悠介，花田真澄，谷脇雄次，前田貴哉，佐藤公博：神経筋

電気刺激（NMES）とストレッチングの同時施行は筋伸張性を短時間で向上させる . 理学療法科

学  31(1): 87-91, 2016. 

《要旨》 

〔目的〕本研究の目的は，NMES とストレッチングの同時施行が筋伸張性を短時間で向上させ得るか

否か検討することとした． 

〔対象〕健常者 15 名とした． 

〔方法〕全対象者には，両側の下腿三頭筋への相反抑制に基づく NMES と同筋のストレッチングを同

時に行う条件（同時施行）とストレッチングのみを行う条件（コントロール）を行った．両条件でのストレッ

チングは開始直前と開始 5 分後および 15 分後に実施し，その際の足関節背屈角度を測定した．  

〔結果〕コントロールでは，3 時点間での足関節背屈角度に違いは無かった．一方，同時施行では，開

始直前よりも開始 5 分後および 15 分後での足関節背屈角度が有意に増加したが，開始 5 分後と 15

23



分後では差が無かった． 

〔結語〕NMES とストレッチングの同時施行は筋伸張性を短時間で向上させる．  

 

③ 照井駿明，吉田英樹，前田貴哉，皆方伸：脳卒中片麻痺患者の麻痺側手指皮膚温に影響を及

ぼす関連因子の検討 . 東北理学療法学  27: 82-85, 2015. 

《要旨》 

本研究では，脳卒中片麻痺患者の肩手症候群の発症との関連の深い麻痺側手指皮膚温に影響を

及ぼす関連因子について検討することを目的とした．対象は当センター回復期病棟に入院する片麻

痺患者 45名を対象とした．評価項目として，麻痺側および非麻痺側手指皮膚温に加えて，基礎情報

として上肢運動麻痺，および感覚障害の重症度と，半側空間無視，及び認知症検査の得点を評価し

た．結果，麻痺側および非麻痺側手指皮膚温は麻痺側での有意な上昇を認めた．また，皮膚温患健

比と全ての基礎情報との間に有意な相関を認めた．stepwise 重回帰分析の結果，麻痺側手指皮膚

温を上昇させる関連因子として上肢運動麻痺，および感覚障害の重症度が抽出された．これらから，

運動麻痺や感覚障害の存在は，麻痺側上肢の不動化や日常生活での麻痺側上肢の保護管理不

十分になりやすく，麻痺側手指皮膚温を上昇させる因子の一つと考えられる．  

 

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（所属分科学会：日本基礎理学療法学会，日本神経理学療法学会，日本

運動器理学療法学会，日本予防理学療法学会，日本地域理学療法学会，日本理学療法教育学

会，所属部門：物理療法部門，精神・心理領域理学療法部門） 

②日本物理療法学会  

③理学療法科学学会  

④脳機能とリハビリテーション研究会  

⑤日本生理人類学会  

 

2)学外委員会・協議会等  

①第 51 回日本理学療法学術大会  演題査読委員（領域：基礎理学療法） 

②日本生理人類学会機関誌「日本生理人類学会誌」論文査読委員（査読件数：1 件）  

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

件数：1 件）  

 

3)学外依頼講演等  

①群馬県理学療法士協会第 36 回基礎講座「疼痛と物理療法の最新の知見」講師 .  2016 年

3 月 6 日，前橋 .  

②群馬県理学療法士協会症例検討会「疼痛をテーマとした症例検討会」指定発言者 .  2016

年 3 月 6 日，前橋 .  

 

5.その他  

1）競争的研究費獲得状況   

①日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究（C）  

代表者：吉田英樹   

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しい睡眠改善法の開発」  

研究期間：平成25年度～平成27年度  

②日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究（C）  

代表者：真里谷靖  研究分担者：高井良尋，對馬恵，吉田英樹   

研究課題：「脳転移放射線治療患者における脳有害事象および脳機能変化の新たな評価法」   

研究期間：平成25年度～平成27年度  
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③平成27年度弘前大学若手・新任研究者支援事業  

代表者：吉田英樹  

研究課題：「脳賦活にとって最適な後頚部への電気刺激の刺激条件の解明」  

研究期間：平成27年度  

 

2）「専門理学療法士（物理療法）」の認定   

日本理学療法士協会より認定を受けています（登録番号：2014S-06-000017）．  

 

3）「独立行政法人日本学術振興会審査委員候補者」としての登録   

独立行政法人日本学術振興会の「科学研究費助成事業（科研費）」に関わる審査委員候補者と 

して，平成  25 年度より当該データベースに登録されました． 
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氏   名   藤田  俊文 （ふじた としふみ） 

専   門  ①専門理学療法学（神経理学療法：2014S-02-000169）  

②運動療法学（中枢神経系）  

②運動学  

③福祉住環境学  

担当科目 1年：理学療法学総論、運動とリハビリテーションC（後期：21世紀） 

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）、理学療法管理・運営論（後期）  

3年：スポーツ障害理学療法演習（前期）、福祉住環境学（後期），地域リハビリテーショ

ン論（後期）、理学療法研究演習（後期），臨床実習Ⅱ（前期）、臨床実習Ⅲ（後期） 

4年：臨床実習Ⅳ（前期），卒業研究（後期） 

その他：成人看護学演習（前期：看護学専攻3年） 

大学院博士前期課程：前期―臨床理学療法学特論  

非常勤  

講師等  

なし 

e-mai l  pt tosh i@hi rosak i -u . ac . jp  

 

1.著 書 

 

 なし 

  

2.学会等発表 
①  藤田俊文、佐藤翔、中村学人、葛西文寿、岩田学：脳卒中患者における全身振動刺激 (whole 

body vibration)実施時の筋活動の特徴．第 50 回日本理学療法学術大会，平成 27 年 6 月 5

日～7 日、東京都  

《要旨》脳卒中片麻痺患者を対象に全身振動刺激を用いた運動中の筋電図学的特徴を調査した。

結果として、麻痺側・非麻痺側とも前脛骨筋で高周波成分が多く、また内側広筋では４５～８０Hzの周

波数成分を有する特徴を示した。これらの結果は、全身振動刺激により運動中は主に速筋線維が優

位に活動していることが示唆された。 

 

②  西岡健太郎、山本勇士、西坂勝、古丸文太、藤田俊文、足立克：超音波診断装置を用いた足底

腱膜の腱厚測定信頼性および腱厚と足部アーチとの関係．第 50 回日本理学療法学術大会，

平成 27 年 6 月 5 日～7 日、東京都  

 

3.論文等 
① Nanashima N, Horie K, Tomisawa T, Chiba M, Nakano M, Toshifumi F, et al.（他 7 名）: 

Phytoestrogenic activity of blackcurrant (Ribes nigrum) anthocyanins is mediated through 

estrogen receptor alpha. Mol Nutr Food Res, 2015. DOI: 10.1002/mnfr.20150 0479.  

《要旨》 Scope: Blackcurrants (Ribes nigrum L., Grossulariaceae) contain high amounts of 

anthocyanin polyphenols, which have antioxidant and anti -carcinogenic health benefits. This study 

analyzed the potential phytoestrogenic effects of blackcurrant extract (BCE) in breast cancer 

(MCF-7)and human endometrial cancer (Ishikawa) cell lines that over -express estrogen receptor 

alpha(ERα), as well as in immature female rats.  Methods and results: Microarray analysis and 

Ingenuity Pathway Analysis showed that BCE activated the ER α  pathway, whereas 

quantitative-PCR confirmed that BCE and four types of  anthocyanins up-regulated genes 

downstream of ERα. BCE (0.1–1.0 μg/mL) and anthocyanins(0.1–10 μM) induced MCF-7 cell 

proliferation; however, this effect was blocked by ER antagonist fulvestrant. Flow cytometry 
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showed that anthocyanins reduced and increased the number  of MCF-7 cells in the G0/G1 and G2/M 

phases, respectively. Anthocyanins stimulated ERα  transcriptional activity in human ERα 

reporter assays and induced alkaline phosphatase activityin Ishikawa cells. Competition assays and 

in silico analysis indicated that anthocyanins bind to ERα . Finally, BCE focally induced 

stratification of columnar epithelial cells in the rat uterus  and increased cytoplasmic mucin levels in 

these cells. Conclusion: These results suggest that blackcurrant anthocyanins act as phytoestrogens 

in vitro and in vivo. 

 

② 藤田俊文，岩田学：脳卒中患者の運動負荷時の循環動態変動の特徴－併存疾患の重複に着

目して－，理学療法科学，2015，30（5）：719-724． 

《要旨》〕脳卒中患者における運動負荷後の循環動態変動を併存疾患の重複に注目して調査した．リ

カンベント型エルゴメータを用いてウォーミングアップ，筋力測定，筋パワー測定を実施し，その際の安

静時と各運動負荷後の血圧変動について，まずは併存疾患を考慮しない場合を解析し，その後高血

圧症と糖尿病，高血圧症と脂質異常症の重複があるかどうかで比較した．結果として、併存疾患を考

慮しない場合で，各運動負荷後の収縮期血圧に相違は見られなかったが，平均血圧では筋パワー測

定で他の運動負荷よりも有意に高値であった。また，高血圧症と脂質異常症の重複がある場合で平

均血圧が高い結果となった．運動負荷後には併存疾患を考慮した循環動態を評価することが重要で

あることが示唆された． 

 

③ 藤田俊文，岩田学：全身振動刺激が筋機能・循環動態へ与える影響の解明．BIO Clinica，

2015，30（12）：106-111． 

《要旨》全身振動刺激による介入効果に注目し，それが筋機能や循環動態に与える影響について健

常成人や脳卒中患者を対象とした基礎研究を実施した。その結果。全身振動刺激により速筋線維を

優位に賦活化できることが示唆され，パフォーマンスへの即時効果も見られる結果を得た。また，筋循

環動態を捉えることで筋代謝の状況を推測でき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公益社団法人日本理学療法士協会  

②一般社団法人理学療法科学学会  

③一般社団法人青森県理学療法士会  

④日本ニューロリハビリテーション学会  

⑤World Federation for NeuroRehabilitation 

⑥日本カシス協会  

⑦福祉住環境コーディネーター協会  

⑧東北理学療法教育研究会  

⑨青森県アスレティックトレーナーの会  
 

2)学外委員会・協議会等  

①青森県理学療法士会理事  

②青森県理学療法士会学術局長  

③日本理学療法士協会東北ブッロク協議会学術局員（副学術局長） 

④第 51 回日本理学療法学術大会演題査読委員  

⑤第 33 回東北理学療法学術大会演題査読委員  

⑥弘前市地域包括ケア会議委員  

 

3)学外依頼講演等  

①弘前静光園デイサービスセンター研修会講師  
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平成 27 年 5 月 14 日（於：弘前静光園デイサービスセンター（弘前市））  

②放送大学青森学習センター公開講演会講師  

平成 27 年 7 月 1 日（於：黒石市産業会館（黒石市））  

テーマ：「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）について」  

③第 2 回スポーツと酸化ストレス・抗酸化セミナー講師  

  平成 27 年 11 月 1 日（於：秋葉原コンベンションホール（東京都））  

  テーマ：「経皮的酸素注入後の組織酸素化動態および酸化ストレス・抗酸化力の変化」  

④平川市介護予防推進事業講師（於：石郷多目的研修集会施設（平川市））  

第 1 回：平成 27 年 11 月 5 日  「いきいきサポーター養成講座」講師  

第 2 回：平成 27 年 11 月 14 日  「いきいき体操サークル」講師  

第 3 回：平成 27 年 12 月 5 日  「いきいき体操サークル」講師  

第 4 回：平成 28 年 2 月 20 日  「いきいき体操サークル」講師  

⑤青森県アスレティックトレーナーの会第 3 回養成研修会講師  

  平成 28 年 1 月 16 日（於：弘前大学大学院保健学研究科（弘前市））  

  テーマ：「メディカルリハビリテーション」  

⑥平川市地域ケア会議講師  

  平成 28 年 2 月 19 日（於：平川市健康センター（平川市））  

 

4)進学相談会・模擬講義・出前講義等  

①弘前大学医学部保健学科リハビリテーション体験  ミニオープンキャンパス in 盛岡  

  平成 27 年 11 月 23 日（於：岩手県会館（盛岡市））  

 

5.その他 

1)共同・委託等研究活動  

①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カシスの機能性に関する研究  

・日本カシス協会との共同研究  

③振動刺激の効果に関する基礎研究  

・インターリハ株式会社との共同研究  

④経皮的酸素注入法に関する基礎研究  

・ウイスマー株式会社との共同研究  

 

2)平成 27 年度科学研究費補助金「若手研究 (B)」 

   研究課題：全身振動刺激が筋循環・代謝機能に与える影響の解明  

   研究期間：平成 24 年度～平成 27 年度  

 

3）トレーナー活動  

○第 97 回全国高等学校野球選手権青森大会（平成 27 年 7 月 10 日，11 日，12 日，13 日，15 日，

16 日，はるか夢球場（弘前市）） 

 

4)平成 27 年度  弘前大学グローカル人材育成事業  学生市民等共同プログラム 

事業名：ニュージーランドにおける食と運動に着目した健康関連分野の調査  

日程：平成 27 年 9 月 9 日～17 日（9 日間） 

訪問場所：ニュージーランド（ダニーデン（オタゴ大学他）、オークランド（市街地、農場他）） 
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氏   名   赤池  あらた（あかいけ あらた） 

専   門  ①理学療法学  

②リハビリテーション心理学  

③介護学  

④福祉住環境学  

⑤排泄学  

担当科目 1年 ：理学療法学概論  

2年 ：運動学実習．物理療法学．理学療法評価学実習．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．臨床実習 Ⅱ．  

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．  

成人看護学演習．福祉機器適合論．臨床実習 Ⅱ．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（在宅理学療法）  

②青森県歯科衛生士専門学校（介護技術論） 

e-mail  aka ike@hirosak i -u .ac . jp  

 

1.著  書  

 

なし  

 

2.学会等発表  

 

なし 

 

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日本体力・栄養・免疫学会  

③日本公衆衛生学会  

④日本透析医学会  

⑤日本排泄リハビリテーション学会  

⑥東北理学療法教育研究会  

⑦青森県理学療法士会  
 

2)学外委員会・協議会等  

①ＮＰＯ日本コンチネンス協会  
 

3)学外依頼講演等 

◎在宅看護援助論 2／理学療法  

  「“出来る”を伸ばすベッド上の介助」 

  17:50～19:20 弘前市医師会看護専門学校  

  2016 年 4 月 8 日  

◎在宅看護援助論 2／理学療法  

  「“出来る”を伸ばす起居移乗の介助」 
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  17:50～21:00 弘前市医師会看護専門学校  

  2016 年 4 月 16 日  

◎在宅看護援助論 2／理学療法  

  「誤った介助で生じる排泄障害と褥瘡」  

  17:50～21:00 弘前市医師会看護専門学校  

  2016 年 4 月 23 日  

◎平成 27 年度介護機器・介護ロボット導入のための研修会  

  ～移乗・排泄関連介護機器を中心にして～  

  「介護における介護機器・介護ロボットの位置づけ」  

  「起居移乗・排泄ケアにおける介護機器と介護ロボット 

 ～尊厳を守るケア、介護負担軽減の観点から～」 

  10：00～15：30 県民福祉プラザ 

  社会福祉法人青森県社会福祉協議会．青森県介護実習・普及センター  

  2016 年 7 月 7 日  

◎七ヶ浜地域住民講演会  

  「脳血管疾患について考える生活と運動」  

  宮城郡七ヶ浜町  

  13:30～16:00 七ヶ浜町汐見台  

  2016 年 7 月 12 日  

◎平成 27 年度介護技術レベルアップ研修会  

  「負担のかからない介護技術」 

  公益社団法人  青森県老人福祉協会  

  13:30～16:30 ホテル青森  

  2016 年 7 月 24 日  

◎平成 27 年度青森県特別支援学校寄宿舎連絡協議会総会・研修会  

  記念講演 1「おとなと子どものメンタルヘルス（展開編）」  

  10：45～12：30 県民福祉プラザ 

  青森県特別支援学校寄宿舎連絡協議会  

  2016 年 8 月 6 日（木） 

◎平成 27 年度研修会  

  講演会「パーキンソン病でも快適な日常生活を送る為に必要なこと」  

  14:00～16:45 八戸市福祉公民館  

  八戸パーキンソン病友の会  

  2016 年 8 月 21 日（金） 

◎「介護技術論」 

  青森歯科医療専門学校  歯科衛生士科  

  13:30～16:40（全 8 回） 

◎平成 27 年度介護スキルアップ研修  

  「高齢者の姿勢ケア・拘縮ケア」 

  10：00～15：30 県民福祉プラザ 

  社会福祉法人青森県社会福祉協議会．青森県介護実習・普及センター  

  2016 年 10 月 6 日  

◎平成 25 年度介護職員介護技術研修講座  

  「安楽で安全な介護技術  ～介護技術の正しい形～」 

  社会福祉法人みちのく協会  

  10:00～16:00 特別養護老人ホーム富士見荘  

  2016 年 10 月 10 日(土) 
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◎藤崎町社会福祉協議会「職員内部研修」  

  「最新の介護技術のポイント」 

  社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会  

  17:30～18:30～19:30 藤崎町社協デイサービスセンター 

  2016 年 10 月 21 日 (水) 

◎進路ガイダンス：模擬授業 (1～2 年生 ) 

 「理学療法士が話す体のおはなし」 

  株式会社キッズ・コーポレーション  

  13:25～14:15 14:25～15:15 青森県立青森西高等学校  

  2016 年 10 月 30 日(金) 

◎介護・福祉フェア in あおもり 「11 月 11 日は介護の日  ～明るい明日のために～」 

  「拘縮や褥瘡を作らない！ ポジショニングの極意」 

  14：00～15：30 県民福祉プラザ 

  介護・福祉フェア in あおもり 実行委員会  

  パラマウントケアサービス株式会社  

  2016 年 11 月 3 日  

◎平成 27 年度介護ロボット普及モデル事業  

  「尊厳を守る排泄ケアと排泄支援機器の有効性を考えるワークショップ」  

  15:45～18：15 県民福祉プラザ 

  社会福祉法人青森県社会福祉協議会．青森県介護実習・普及センター． 

  2016 年 11 月 3 日  

◎平成 27 年度第 1 回下北支部研修会  

  「高齢者スポーツのリスクと介護予防」  

  12:30～13:30 みちのく荘地域交流ホール 

  一般社団法人青森県理学療法士会  

  2016 年 11 月 14 日  

◎企業・行政・NPO 法人で働く人のための学習講座  

  「これで自分のパワーアップをめざそう・3」 

  「介護の領域で今直面している課題」  

  18:30～20:30 弘前大学総合教育棟 206 教室  

  弘前大学生涯学習教育研究センター．NPO 法人「R.ぷらっと」． 

  2016 年 11 月 18 日  

◎平成 27 年度  第 1 回福祉用具プランナー研修  

  「入浴関連用具（実技）」 

  9:00～12:00 県民福祉プラザ 

  一般社団法人全国福祉用具医専門相談員協会・青森県ブロック  

  2016 年 11 月 23 日  

◎平成 27 年度  第 1 回福祉用具プランナー研修  

  「排泄関連用具（実技）」 

  13:00～16:00 県民福祉プラザ 

  一般社団法人全国福祉用具医専門相談員協会  

  青森県ブロック 

  2016 年 11 月 23 日  

◎平成 27 年度  浪江町職員への健康相談とリスクコミュニケーション 7 

 「筋と骨を味方にする簡単エクササイズ」  

  11:00～11:15． 15:00～15:15． 浪江町二本松事務所  

  浪江町役場．弘前大学浪江町復興支援室． 

2016 年 11 月 26 日  
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◎職員研修会  

  「介護が変わる身体の見方  ～導入編～」 

  14:30～15:45 グループホーム みずばしょう苑  

2016 年 12 月 4 日  

◎健康相談とおしゃべり会  

  10:00～11:30 本宮市小田部仮設住宅  

  13:30～15:00 二本松市杉田農村広場仮設住宅  

  浪江町役場．弘前大学浪江町復興支援室． 

2016 年 12 月 5 日  

◎失禁予防サポーター養成講座 (初級編) 

「なぜ、今、『失禁予防』なのか」 

  13:00-15:00 みやぎ婦人会館  

  株式会社クララケア･サポート．失禁予防サポーターズ「らしく＋(プラス)」 

  2016 年 12 月 26 日  

◎平成 27 年度  浪江町職員への健康相談とリスクコミュニケーション 9 

 「肩こりで知る自分の肉体年齢をズバッと解決！」 

  11:30～12:00． 15:00～15:30． 浪江町本庁  

  浪江町役場本庁舎． 

2016 年 2 月 4 日 (木 ) 

◎平成 27 年度介護技術コンテストプレセミナー 講演 (2) 

 「介護の技術って面白い！ ～事例からみる介護技術の魅力～」  

  14:45-16:15 青森国際ホテル 

  社会福祉法人青森県社会福祉協議会．青森県介護実習・普及センター． 

  平成 28 年 3 月 2 日  

 

5.その他  

  

なし 
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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：運動学実習（前期）・運動療法学（前期）・運動療法学実習（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（後期）・ 

理学療法研究演習（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-mail  ptmak ino@hirosak i -u . ac . jp  

 

1.著  書  

  

なし  

 

2.学会等発表  
①髙見彰淑，齋藤成美，牧野美里：上肢機能からみた発症 4週間時点での脳卒中患者の歩行自立に関

する考察．（第 12 回日本神経理学療法学会学術大会）（2015 年 11 月，福岡市） 

 

②薛  畯杰，高見彰淑，牧野美里，齊藤琴穂：健常成人における上肢の振りと歩行能力の  

関連性．（第 33回東北理学療法学術大会）（2015年 12月，仙台市） 

 

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 青森県理学療法士会  

③ 日本重症心身障害学会  

④ 重症心身障害理学療法研究会  

⑤ 日本赤ちゃん学会  

⑥ 臨床歩行分析研究会  

⑦ 日本理学療法科学学会  

⑧ バイオメカニズム学会  
 

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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