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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・機能診断技術学(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) 

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

後期），障害者の健康B (21世紀教育，後期) 

2年：機能診断技術学（前期）・機能診断技術学実習（後期）・理学療法技術学Ⅰ（後

期）・臨床実習Ⅰ（後期），理学療法学概論（前期，看護学専攻） 

3年：機能診断技術学演習（前期）・理学療法技術学Ⅰ実習（前期）・臨床実習Ⅰ（前

期）・理学療法研究演習（後期）・臨床実習Ⅱ（後期），理学療法学概論（前期，

作業療法学専攻） 

4年：臨床実習Ⅲ（前期）・卒業研究（後期） 

大学院医学系研究科保健学専攻  

1年：国際保健学・理学療法臨床推論特論（前期） 

非常勤  

講師等  

①山形県立保健医療大学大学院保健医療学研究科 

                   （担当科目：理学療法臨床推論特論） 

②秋田大学医学部保健学科（担当科目：神経系障害理学療法学Ⅱ） 

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

 

1.著 書  

 

①若山佐一：ADL と障害，鶴見隆正 (編 )，「標準理学療法学専門分野，日常生活活動学･生活環
境学」 第 2 版，ｐｐ13-25，医学書院，2005 
《要旨》 

理学療法における日常生活活動（ＡＤＬ）と生活環境の位置づけや評価の実際と疾患別 ADL 指導

等を図表を多用し解説し，福祉機器と ADL をリンクした教科書である． 担当部分は，第 1 章総論，第

2 節，「ＡＤＬと障害」であり，改訂された国際生活機能分類（ICF）の概念，障害がＡＤＬに及ぼす影響・
因子について，脳卒中や脳性まひなど 4 事例の代表的疾患・障害例から ICF による障害構造とＡＤＬ
の関係を示し解説した． 

 

2.学会等発表  

 

①若山佐一，高崎靖子，佐藤幸子，ほか：新入職員教育を実施する立場からの現象学的分析による

教育評価，理学療法学第 32 巻学会特別号 , p. 47，2005（発表学会：第 40 回日本理学療法学
術大会(開催地 大阪，5 月 26-28 日） 

《要旨》 

 理学療法士の新入職員教育は，一般に具体的事例の経験を通してのオン・ザ・ジョブ・トレーニング

(以下 OJT)が実施される．特に新人教育がシステム化されていない場合などに，一般的な方法といえ
る．昨年，指導される側からの分析を県の機関紙に報告した．今回は指導する立場から，新人教育の

評価 (教育効果や指導方法の分析 )を，新人２名に対し，入職から 1 年半，毎月２回程度，学会発表

指導等を除く約 25 回，のべ 40 症例余 (全経験症例の約２－３割 )の指導行い，毎回の会話，新人お
よび指導する側の相互反応，指導側の内省，自己分析などから現象学的分析により検討した． 結

果及び考察として，対象疾患はほとんど維持期の脳卒中，指導される側では問題解決の思考過程の

ボトムアップからトップダウン処理への変化，全体像の把握の再認識，知識不足などがあげられ，指導

する側からは事例経験の積み重ねにより，全体像把握につながる一方で，家族からの情報収集，効

果検証への意識不足なども見受けられ，般化しにくい領域があること，これらについてのマニュアル化

による改善傾向などが分析により明らかになった．現象学的分析の新入職員教育への導入は，一分



析手法として利用価値があることが示唆された． 
 

②森田みゆき，若山佐一，山岸恵子：回復期以降の半側空間無視の理学療法，理学療法学第 32
巻学会特別号 , p. 428，2005（発表学会：第 40 回日本理学療法学術大会(開催地 大阪，5 月
26-28 日） 

《要旨》 

 脳卒中回復期以降の半側空間無視 (以下 USN)患者に対する理学療法の実態と特徴を把握するた

めに，発症から 62～1283 日 (平均 320.3 日 )の USN のある脳卒中患者 14 人 (50～74 歳，平均 65.8
歳 )への BIT 行動性無視検査日本版（以下 BIT）を実施し，担当理学療法士 (以下 PT)11 人に対す

る理学療法 (評価･治療 )等に関するアンケートを行った．USN の重症度は，BIT 通常検査で正常一

例，軽度一例，中等度 7 例，重度 5 例，BIT 行動検査では，軽度 3 例，中等度 7 例，重度 4 例であ
った．PT への調査では，行動観察評価は全員が実施，線分二等分検査などの机上検査は 3 名が実
施，治療では重症度に関係なく言語や視覚を用いた見落としへのフィードバックを行っていた．また，

重症度が増すにつれ，刺激や手段を増やしていた．しかし，PT 自身どの方法が USN 改善に効果的
か分かりにくい(7 名 )としていた．重症度により理学療法アプローチを変更している点も見られたが，無
視側への注意を注意に限定されている傾向が見られ，今後重症度別理学療法の効果などさらに検討

することや，地域が限定した調査であることから，USN への理学療法の実態や特徴をさらに明確にす

ることが課題と考える． 

 

3.論文等  

 

①若山佐一，對馬均：理学療法士教育モデルの提案:教育方法論,理学療法22:905-913,2005 
《要旨》 
教育方法は多種多様であり、教育目的や対象者数、時間数などにより効果や問題点を理解し選択

する必要がある。教育の基本は各教科の教育目標であり、教育方法はそれを達成するための手段で

あるため、カリキュラムデザインにおける各教科の位置づけを明確にしておくことが前提となる。本稿で

は、教育方法のひとつのモデルとして、臨床的推論過程に焦点を当てた授業科目における problem 

based learning に基づいた授業の実践例を紹介した。 
 

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，青森県理学療法士会 

②国立大学理学療法士会 

③日本医学教育学会 

④日本義肢装具学会 

⑤日本リハビリテーション工学協会 

⑥秋田ウェルフェアテクノシステム研究会 
 

2)学外委員会･協議会  

①(社)日本理学療法士協会 教育・管理系理学療法研究部会運営委員 

②文部科学省科学技術政策研究所科学技術動向研究センター専門調査員 

③青森県理学療法士会機関誌査読委員 
 

3)学外依頼講演等  

なし 

 

 

 



5.その他  

 

①平成 17 年度弘前大学医学部保健学科公開講座「施設における寝たきりをなくす―廃用症候群予

防の理論と実践―」，廃用症候群予防の実際（講義），廃用症候群予防の実践(実習) (2005 年 9
月 16 日，弘前大学医学部保健学科) 

 

 



 

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） 

2年：運動学実習(前期)・運動療法学Ⅱ(後期) 

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

4年：臨床実習Ⅲ(前期)・卒業研究(後期) 

非常勤 

講師等 

 

 
1.著 書 

 
なし 

 
2.学会発表 

 
①対馬栄輝 , 石田水里 , 杉原敏道 , 對馬 均 , 長谷川至：背臥位からの判ち上がり動作における所
要時間の基本特性と予測，理学療法学 Vol.32（大会特別号 No.2）p349,2004.（第 40 回日本理学
療法学術大会） 
《要旨》 
背臥位からの判ち上がり動作の所要時間に及ぼす年齢、性別、身長、体重の影響を明らかにする

ことを目的として、大学生、ならびに地域在住中高年者 134 名を対象に研究を行った。その結果、対
象者全体の平均立ち上がり時間は 3.6±1.0 秒で、この時間は年齢と身長に統計学的に有意な相関
が見られた。また有意な男女差も認められた。重回帰分析の結果、年齢、性別、身長が選択され、立

ち上がり時間には年齢以外にも性別や体重の要因が大きく関わることが明らかとなった。 

 
②北沢功圭，對馬均：使いやすく実用的な高齢者転倒リスク評価表の試作  

第 23 回東北理学療法士学会，平成 17 年 11 月 12 日（於：盛岡市） 
《要旨 》  

 本 研究の目的は，より有効性の高い転倒 リスク評価表を開発することである。34 点満点の

試作版評価表を作成し、介護老人保健施設に入所している高齢者 33 名に対して試行し
た。分析は、対象者を転倒経験の有無により 2 群に分け、最適なカットオフポイントの設定，
評価表の診断能力の検討 ，評価項目の絞込み・重み付け等の再検討等について行った。

その結果 ，転倒 ・非転倒両群間の比較で有意差が認められたのは評価表の合計点 と評価

項目では転倒経験のみであり，さらに転倒経験では転倒発生との強い関連性が認められた。

結論 として、今回試作した評価表は転倒予測の診断に有用であると考えられること，過去の

転倒経験が転倒の危険因子として高い予測能力があることが明らかとなった。  

 

 
3.論 文 

 
① 菊池宏充 , 大沢由貴 , 河村善信 , 太田直子 , 對馬均：片麻痺用短下肢装具装着補助具の製作
とその課題．理学療法研究，22：45-48，2005. 

《要旨》 



プラスチック製短下肢装具の使用に際して用いる補助具を自作し、その有用性を 15名の脳卒中片麻
痺患者を対象に検討した。14 名が装具を装着可能であったが、8 名は装具の装着に補助具を使用し

た方が短時間で装具の装着が可能であった。しかし、残りの 6 名は補助具を使用するとより長時間を

要することがわかった。装具装着が不可能であった 1 名は、補助具を用いると装着が可能となった。し
かし、すべての症例で有用とは言えなかった。 

 
② 若山佐一 , 對馬均：理学療法士教育の現状と課題 理学療法士教育モデルの提案 教育方法
論．理学療法，22：905-913，2005 

《要旨》 
教育方法は多種多様であり、教育目的や対象者数、時間数などにより効果や問題点を理解し選択

する必要がある。教育の基本は各教科の教育目標であり、教育方法はそれを達成するための手段で

あるため、カリキュラムデザインにおける各教科の位置づけを明確にしておくことが前提となる。本稿で

は、教育方法のひとつのモデルとして、臨床的推論過程に焦点を当てた授業科目における problem 
based learning に基づいた授業の実践例を紹介した。 

 
③ 對馬均：弘前大学医学部保健学科における教育改善について－「保健学科 FD フォーラム」の取
り組み－．東北理学療法教育，3：7-13，2005 

《要旨》 

弘前大学医学部保健学科は、今年度（2004 年）に完成年次を迎えた５専攻を擁する学生数 800
名の四年制大学の一学科である。開設時から顕在化した「過密カリキュラムの是正」という課題を契機

として、これまで教員と学生が一体となった授業改善の取り組みを行ってきた。本稿では、この約３年

間にわたる一連の取り組み経過を紹介すると共に、保健学科におけるファカルティ・ディベロプメントの

在り方について考察を加えて報告した。 

 
 
4.社会活動 

 
1 )所属学会および職能団体など 

①日本理学療法士協会  

②日本体力医学会  

③東北理学療法教育研究会  
④青森県理学療法士会  

 

5 .その他 

 
1)共同研究活動  
①黎明卿リハビリテーション病院との「脳卒中片麻痺患者の動的バランスに関する研究」プロジェクト 
＜研究の長期目標＞ 

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

力の評価が重要とされている。臨床的には Functional Reach Test と Timed Up and Go Testは動的
バランスを評価する指標として用いられてきているが、これらのテスト結果の経時的変化に注目し、その

データの蓄積から治療効果の判定や予後予測の可能性を縦断的に明らかにするとともに、片麻痺患

者に対する効果的な動的バランス訓練を開発することを長期目標としている。 
 

 



 

氏  名  秋元博之（あきもと ひろゆき） 

専  門  ① 整形外科学 

   ② 股関節外科 

   ③ スポーツ医学 

担当科目 主要担当科目：1 年 運動学 

2 年 整形外科学・整形外科学演習・運動学演習・スポーツ医学 

3 年 医学英語 

4 年 卒業研究 

 

非常勤  

講師等  

なし 

e-mai l  ra31knb@cc.hirosaki-u.ac.jp 

 

１．著書 

 なし 

  

２．学会発表 

① 秋元博之：ウルトラマラソンランナーにおける踵骨超音波法と腰椎 DXA 法の検討．第 78 回日
本整形外科学会学術総会 平成 17 年 5 月 12－15 日，日整会誌 79（4），S320，2005． 
 《要旨》 

100 キロ以上の距離の大会の完走経験のある、女性ウルトラマラソンランナー52 名を対象に、踵骨
の骨量と腰椎の骨密度を測定した。両者とも平均値以上であり、さらに両者には有意の相関が認めら

れた。女性の長距離走者では骨密度が低値であるという報告が多いが、ウルトラマラソンランナーでは

走速度が遅く、骨成熟が完了してからランニングを開始している人が多かったために、高い骨密度を

有していると考えられた。 

② 秋元博之：ウルトラマラソンランナーのランニング障害．第 16 回日本臨床スポーツ医学会学術
集会 平成 17 年 11 月 5‐6 日，日本臨床スポーツ医学会誌 13（4），135，2005． 
 《要旨》 

100 キロ以上のマラソン大会の完走経験のあるランナー151 名を対象として、ランニング障害につい

て調査した。疲労骨折の既往を認めた 10 例を調査したところ、骨密度は低下傾向にあったが有意で
はなかった。また、障害部位は膝が最も多く、次いで腰部であった。膝の障害は年齢による差が認めら

れなかったが、腰部の障害は加齢とともに増加していた。しかし今回の調査による障害発生率は過去

の報告と比較して低値であり、その原因として走速度が遅く下肢にかかる衝撃の少ないことが考えられ

た。 

③ 高校バスケットボール選手を対象とした ACL 損傷危険因子に関する調査  
    津田英一 石橋恭之 福田陽 塚田晴彦 林慶充 藤 哲 岡村良久 秋元博之  

     第 16 回日本臨床スポーツ医学会学術集会 平成 17 年 11 月 5‐6 日  
      日本臨床スポーツ医学会誌 13（4），128，2005． 

 
④ 人工股関節置換術（THA）術後の荷重時期に関する検討  
    岡元紗矢香 佐々木涼子 秋元博之  

 
⑤ 中学生柔道選手の足部形態の特長について 
    尾田敦 秋元博之 長谷川至 山内茂寛 小田桐愛  

     第 40 回日本理学療法学術大会 平成 17 年 5 月 26－28 日  
      理学療法学 32，supple. 2，2005． 



⑥ 中学生柔道選手に対するメディカルチェックとスポーツ傷害との関連について 
    長谷川至 秋元博之 尾田敦 山内茂寛 小田桐愛  

     第 40 回日本理学療法学術大会 平成 17 年 5 月 26－28 日  
      理学療法学 32，supple. 2，2005． 

      
⑦ 保存的治療を選択した大腿骨近位部骨折の予後調査  
    秋元博之 片野 博 森川泰仁 望月充邦 岩崎弘英 大石裕誉  

     第 54 回東日本整形災害外科学会 平成 17 年 9 月 23－24 日          
東日本整形災害外科学会雑誌 17（3）， 285，2005． 

《要旨》 

2002 年から 2003 年に受傷して、保存療法を選択した 33 例の高齢者の大腿骨頚部骨折症例を調

査した。平均 17.6 ヶ月の経過観察で 18例が生存していたが、全例が歩行不能であり、日常生活はほ
ぼ全介助であった。本骨折に対しては、手術を行うことにより早期離床・早期リハの必要性が強調さ

れ、保存療法例は生命予後が悪いと報告されている。しかし、過去の報告に比べて比較的生存率が

高かったが、歩行可能な例はなく QOL の低下が著明であった。したがって保存療法例にも積極的なリ
ハビリを行う必要があると考えられた。 

 
⑧ 高校バスケットボール選手を対象としたジャンプ動作における下肢アライメントの評価  
    林慶充 石橋恭之 津田英一 福田陽 塚田晴彦 藤哲 浅野由佳美  
    秋元博之 尾田敦 吉田英樹 三本木温 法元康二  

     第 33 回青森県スポーツ医学研究会 平成 17 年 8 月 27 日  
      青森県スポーツ医学研究会抄録集  

 

３．論文 

 

① 秋元博之 江西一成：老人保健施設入所者における骨量・運動機能と痴呆・徘徊との関連につ

いて．総合リハビリテーション 33（2）：159－162，2005（別冊添付） 
《要旨》 

青森市内の老人保健施設入所者 426 名を対象として、踵骨の骨量と運動機能検査を実施して、
痴呆の有無と程度を調査した。痴呆の有無と骨梁についての関連はみられなかったが、徘徊行為の

ある入所者では運動機能は高く、骨量も維持されていた。したがって、骨折予防対策として運動機能

のいっそうの向上や骨量増加を目的とする有効性は乏しく、転倒防止対策とともに、転倒による骨折

の受傷予防を第一に考える必要がある。 

 
② 秋元博之：ウルトラマラソンランナーの骨量測定．日本臨床スポーツ医学会誌 13（2）：256－263，

2005 
  《要旨》 

100 キロマラソンの完走経験のある 234 名のランナーに対して踵骨の骨量を調査した。ランナーと年
齢・身長をマッチさせた対照群と比較すると、ランナーでは有意に骨量が高く、加齢による減少の割合

も有意に小さかった。走行距離やゴールタイムと骨量の間には有意の関係は認められなかった。骨成

熟期以降にランニングを開始して、骨への負荷の少ない走法をとった場合、骨量維持に有効であると

考えられた。 

 
４．社会活動 

 

１）所属学会および職能団体など 

 ① 日本整形外科学会  

 ② 日本臨床スポーツ医学会  



 ③ 日本骨粗鬆症学会  
 ④ 日本股関節学会  

 ⑤ 骨粗鬆症 QOL 研究会  
 ⑥ 東日本整形災害外科学会  
 ⑦ 東北整形災害外科学会  

 ⑧ 青森県スポーツ医学研究会  

 
２）学外委員会・協議会等 

 ① 弘前柔道協会理事  

 
３）学外依頼講演等 

 ① アスレチックリハビリテーション総論  

  平成 17 年度前期青森県アスレチックトレーナー養成講座  
   平成 17 年 11 月 5 日 岩木青少年スポーツセンター 
 ② マラソンランナーのランニング障害  

  アミノバリューランニングクラブ講習会  

   平成 17 年 11 月 12 日 大塚製薬青森出張所研修室  

 

５．その他 

１）スポーツ大会救護（日本体育協会公認スポーツドクター） 

 全日本柔道選手権大会青森県予選（平成 16 年 2 月 6 日） 

 第 14 回 AOMORI マラソン（平成 14 年 7 月 3 日） 
 第 13 回青森県民駅伝競走大会（平成 14 年 9 月 4 日） 

 第 38 回永沢杯柔道大会（平成 16 年 11 月 3 日） 
 

 

 



 

氏  名  岩田 学（イワタ マナブ） 

専  門  ①リハビリテーション医学 

 ②運動生理学 

担当科目  1 年：基礎ゼミナール（前期）・21 世紀教育：障害者の健康（後期） 

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

 3 年：臨床実習Ⅱ（後期）・理学療法特殊講義Ⅲ（後期） 

 4 年：臨床実習Ⅲ（前期）・卒業研究 

非常勤  

講師等 

 弘前ホスピタリティーアカデミー（担当科目：リハビリテーション医学） 

 

 
1.著 書  

 
なし  

 
2 .学会発表  

①細川賀乃子，近藤和泉，岩田 学：当院口腔外科疾患患者の嚥下障害に対するアプローチ.リハビ

リテーション医学  42：S418，2005 .（発表学会：第 42 回  日本リハビリテーション医学会学術集会） 
《要旨》 

 口腔外科領域の疾患の治療後，嚥下障害が出現し当部へ紹介された患者の主にビデオ内視鏡

検査（以下 VE）とビデオ嚥下造影検査（以下 VF）による嚥下機能評価と治療的なアプローチ，そ
の後の経過について報告した。平成 14 年 10 月～16 年 12 月までに当院歯科口腔外科へ入院，

術後に嚥下障害が出現し当部へ頼診された患者 15名（男性 11名・女性 4名，舌癌 7名・上顎歯

肉癌 2名・下顎歯肉痛 3名・口腔底癌 1名・舌下腺癌 1名・中咽頭癌（口峡）1名，平均年齢 64．
9±12．1歳）に対しリハアプローチを行った。口腔内の所見，反復唾液嚥下テスト，改訂水飲みテス

トに加え，VE，VF を施行し、誤嚥の危険性が低ければ安全な食形態より経口摂取を開始し，それ
に平行して横能訓練を行った。誤嚥が多いものは訓練を先行させ，適宜検査を行い経口摂取開

始の可否を検討した。食事や水分が十分な量を取れな t）場合は，間欠的食道経菅栄養法（以下

OE 法）を導入した。口腔から咽頭への送り込みや口腔内での食物の操作は，舌の切除範囲やそ
の可動性に大きく依存し，手術侵襲が大きいほど困難であった。また，片側の頸部廓清例では両

側例と比べて咽頭残留は少なく，誤嚥も比較的少ない傾向にあった。また，経口摂取が不十分な

患者でも，OE 法を導入後には手術から退院までの期間が短縮し，在宅への移行が容易となった。 

 
②近藤和泉，細川賀乃子，岩田 学他：脳性麻痺簡易運動テスト（SMTCP）の同時妥当性につい

て.リハビリテーション医学  42：498，2005 .（発表学会：第 17 回  日本リハビリテーション医学会東北
地方会） 
《要旨》 

 SMTCP は脳性麻痔児の粗大運動能力を評価するための尺度である。国際的に使用されている

GMFM を基準尺度とした同時妥当性の検討を行った。 対象は脳性麻痔児 50 名であり，男児 27
名，女児 23名，年齢 2～15歳（平均 6．9±2．57歳）である。対象となった脳性麻痔児の粗大運動

能力を GMFM および SMTCP の両者で評価し，相関係数を求めた。予め相関係数が 0．95 以上

になることを同時妥当性立証の基準と設定した。その後，重回帰分析を行い，SMTCPのスコアから
GMFMのスコアの推定を試みた。その結果，両者の総点間の相関係数は 0．991（p＜0．0001）とな
り，同時妥当性は立証された。重回帰分析の結果では，領域ごとのスコアから計算した推定値の誤

差が各項目から計算したものよりも小さかった。 

 
③近藤和泉，細川賀乃子，岩田 学：繊維筋痛症患者の治療の経験 .（発表学会：第 18 回  日本リハ
ビリテーション医学会東北地方会） 



《要旨》 

 症例は初診時年齢 29歳の男性であり、発症後 2か月で当院神経内科より「左上肢単麻痩」の
診断名で紹介された。初診時より、左肩を中心とする激しい運動痛があり、自動可動域の著明な

制限を伴い、また同部および全身の重圧感のため睡眠障害が著明であった。NSAID およびステ
ロイド剤などはいずれも無効であり、装具療法による固定および通常の理学療法でも痛みおよび

自動運動の制限は改善しなかった。発症後 1年 4か月の時点で、繊維筋病症の診断にて、筋膜

伸張の手技による治療を開始したところ、痛みの軽減と可動域の増大が見られ、1 年 7 か月で職
場（服飾販売）へ復帰、さらに 1 年 10 か月で抗うつ剤の投与を開始したところ、不眠症状が改善
した。現在、痛みおよび全身の倦怠感は続いているが、筋膜伸張および徒手療法を受けると改

善するので、1 週間から 2 週間に一度のペースで治療を受けながら仕事を続けている。経過およ
び治療の概要について報告する。 

 
3 .論 文  

 
①岩田 学，近藤和泉，細川賀乃子：無酸素性運動能力の評価—ウインゲート無酸素性テストを

中心にー.リハビリテーション医学  42：880-887,2005． 

 
 ②岩田 学：片麻痺患者の手指の浮腫と肩手症候群に関する研究 .弘前大学医学部保健学科紀

要  第 4 巻  2005 印刷中  
 片麻痺患者における肩手症候群と、麻痺側手指の浮腫との関連性について検討した。初め

に、今回考案したブレードシルクを用いた簡便な中指周径測定法の信頼性および妥当性につい

て検証した。健常人 30 名で検者内信頼性、検者間信頼性を検討した結果、ICC はそれぞれ
0.98 と 0.96 となった。また 87 名の片麻痺患者を対象とし、中指周径測定法と超音波皮脂厚計

による浮腫の測定結果を比較したところ、有意な相関が得られた。次に 108名の片麻痺患者で、
中指周径測定法により浮腫の横断調査を行った。その結果、片麻痺患者の浮腫は脳卒中発症

後 1 か月から 3 か月の間に増強する傾向があることがわかった。そこで 34 名の片麻痺患者で、
手指の浮腫と肩手症候群発症の関連を検討するための縦断調査を行った。その結果、肩手症

候群の発症と手指の浮腫の程度との間に有意な関係が認められ、脳卒中発症後 4 週の時点で
の中指径比が 1.06 を超えると、肩手症候群の発症リスクが有意に高くなるという結論が得られ
た。 

 
4 .社会活動  
1) 所属学会および職能団体など 

① 日本リハビリテーション医学会  
② 日本臨床神経生理学会  

③ 日本義肢装具学会  

④ 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会  

 
2) 学外委員会・協議会等  

 日本リハビリテーション医学会東北地方会幹事  

 
5.その他  

  ◎17 年度科学研究費補助金交付（基盤研究 B） 
    研究題目：脳卒中片麻痺患者の無酸素性パワーの評価に関する研究  

    研究期間：平成 15 年度～平成 18 年度で継続  

  ◎17 年度科学研究費補助金交付（萌芽研究） 
    研究題目：要介護高齢者の新しい体力評価テストの開発  

    研究期間：平成 17 年度～平成 19 年度で継続  



 

氏  名   石川 玲（いしかわ あきら）  

専  門  ①筋ジストロフィーの障害進展過程に関する研究  

②血管系細胞における炎症関連遺伝子の発現に関する研究  

③運動生理学 

担当科目 運動療法学，内部障害の理学療法  

リハビリテーション医学特論 （大学院 ）  

理学療法学演習 （大学院 ） 

非常勤  

講師等  

放送大学非常勤講師「運動療法入門」 

e -ma i l  a_ ish i@cc .h i rosak i -u .ac . j p  

 

1.著 書 

 

 なし 

 
2.学会等発表 

 
①石川 玲，前田千尋，横山 瞳ほか：筋強直性ジストロフィー患者における上肢機能障害の特徴．

第 40 回日本理学療法士学術大会演題抄録集，449 頁，2005．（発表学会：第 40 回日本理学療法
士学術大会） 

《要旨》 

 筋強直性ジストロフィー（MyD）における上肢の機能障害の広がりと程度，左右差の有無を明らかに

する目的で，患者 21名に対して左右上肢の ROM-T と MMT を実施した．左右の肩～手関節の他動

ROM，筋力（MMT），握力，ピンチ力に有意差はみられなかった．他動 ROM 平均値の標準値に対す
る割合は，肩と手関節掌屈・尺屈・橈屈で 70～80％，肘・前腕・手関節背屈で 93～100％，母指 IP と

他 4指の DIP屈曲がそれぞれ標準値の 83％，67％であった．手指の自動 ROM平均値は全指でMP

伸展の値がマイナスであり，標準値に対する自動 ROMの割合は母指 IP屈曲で 43％， 他 4指の PIP
と DIP 屈曲でそれぞれ 78％，22％だった．筋力の平均値は肩甲骨挙上が 7.0 で最も高く，次いで前

腕回内 5.9，肘屈曲 5.8 の順であり，その他の部位の point は 5.4～4.8 だった．握力と横つまみ・指腹

つまみの筋力値はそれぞれ 3.9±1.9 kgw，1.3±0.6kgw，0.9±0.7kgwであり，各 2変数間での相関係
数は有意ではなかった．以上の結果より，MyD では上肢の ROM と筋力が対称性に障害されているこ

とが明かとなった．また，ROM では肩と手関節（背屈を除く）が肘・前腕よりも制限が大きく、筋力低下

はびまん性に進行している中で肩甲骨挙上の筋力が比較的温存されていた．MyD では手の外来筋

が早期に侵されて虫様筋と骨間筋が優位な手の形状を呈する者が多く，今回の手指の他動及び自

動 ROM，握力・ピンチ力の検査結果はこのことを裏付けた．今後は上肢機能と ADL，手指の

myotonia との関連について検討する必要がある． 

 
②前田千尋，石川 玲，横山 瞳ほか：筋強直性ジストロフィー患者における上衣着脱動作の特徴．

第 40 回日本理学療法士学術大会演題抄録集，448 頁，2005．（発表学会：第 40 回日本理学療法
士学術大会） 



3.論 文 

 
①伊藤日出男 , 上村佐知子 , 石川玲：理学療法学生の留年経験とその後の行動 .理学療法学 32 巻

3 号  Page105-109(2005.06)  
《要旨》 

 医療技術短期大学において留年を経験した理学療法学生を対象として,学業を継続できた要因とそ

の後の行動を明らかにした.留年者の中で,現在理学療法士として業務を行っており,勤務先を確認で
きた 29 例を調査対象とした.回答は 21 例から得られた.留年による挫折感を克服し学業を継続できた

要因としては,友人や教員 ,家族などの周囲からの励ましと,自ら発憤したという自発的な要因が多く選

択された.留年決定後はよく勉強した,患者や家族の気持ちが理解できるようになった,など留年の経験
を肯定的にとらえる意見が多かった.理学療法士としての自己評価は,教育研究面よりも臨床面と人間
関係面での評価が高かった． 

 
②Yoshida H, Imaizumi T, Tanji K, Sakaki H, Metoki N, Hatakeyama M, Yamashita K, 

Ishikawa A, Taima K, Sato Y, Kimura H, Satoh K: Platelet-activating factor enhances 
the expression of nerve growth factor in normal human astrocytes under hypoxia. Mol 
Brain Res 133(1): 95-101, 2005. 
《abstract》 

Nerve growth factor (NGF) is required for the survival of neurons. We have addressed the 
effect of platelet-activating factor (PAF), one of the mediators of ischemic injury of the brain, on 

NGF expression in astrocytes. Normal human astrocytes in culture were stimulated with PAF, 

and levels of NGF mRNA and protein were analyzed by reverse transcription-polymerase chain 
reaction (RT-PCR), real-time quantitative PCR and enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA). PAF increased the expressions of NGF mRNA and protein in astrocytes in time- and 

concentration-dependent manners. After 48-h stimulation, 10 nmol/L PAF increased the levels 
of NGF protein in astrocyte-conditioned medium by 1.4-fold. The PAF-induced stimulation of 

NGF expression was further enhanced (2.1-fold of the control) in the cells under hypoxic culture 

condition. BN52021 (Ginkgolide B), an antagonist for PAF binding sites, suppressed the effect of 
PAF. We conclude that PAF enhances NGF gene expression in human astrocytes, and the 

PAF-induced increase in the expression of NGF under hypoxia may benefit the protection of the 

nervous tissue by promoting neuronal survival. 
 

 
③ Taima K, Takanashi S, Okumura K, Imaizumi T, Kumagai M, Ishikawa A, Yoshida H, 

Satoh K, Fujita T: Double-strande RNA stimulates the expression of monocyte 
chemoattractant protein-1 in BEAS-2B bronchial epithelial cells. Exp Lung Res 31(2): 361-375, 

2005. 
《abstract》 

BEAS-2B bronchial epithelial cells were treated with polyinosinic-polycytidylic acid (poly IC), 

a synthetic double-stranded RNA (dsRNA) analog, and the expressions of monocyte 
chemoattractant protein-1 (MCP-1) mRNA and protein were analyzed by reverse 

transcriptase-polymerase chain reaction and enzyme-linked immunosorbent assay. Poly IC 

enhanced the expression of MCP-1 and release of mononuclear cell chemotactic activity, which 
were inhibited by dexamethasone pre-treatment. The poly IC-induced up-regulation of MCP-1 

was blocked by 2-aminopurine, a specific inhibitor of dsRNA-dependent protein kinase, but not 

by nuclear factor (NF)-kappaB inhibitor SN50. 
 
④Imaizumi T, Mori F, Hatakeyama M, Yamashita K, Ishikawa A, Taima K, Yoshida H, 



Wakabayashi K, Satoh K: Double-stranded RNA induces the synthesis of retinoic 
acid-inducible gene-I in vascular endothelial cells. Endothelium 12(3): 133-137, 2005. 
《abstract》 

  Viral infection induces various responses in vascular endothelial cells. 
Polyinosinic-polycytidylic acid (poly IC) is a synthetic double-stranded RNA (dsRNA), and 

treatment of cells with poly IC mimics the viral infection to the cells. Retinoic acid-inducible 

gene-I (RIG-I) is a protein belonging to the DExH-box family and designated as a putative RNA 
helicase. RIG-I is considered to play a role in antiviral responses through the regulation of gene 

expressions. In the present study, the authors treated human umbilical vein endothelial cells 

(HUVECs) with poly IC and found that poly IC induced the expression of RIG-I. The poly 
IC-induced RIG-I expression was inhibited by the preincubation of the cells with 2-aminopurine, 

an inhibitor of dsRNA-dependent protein kinase (PKR). Immunohistochemical examination 

revealed high levels of RIG-I immunoreactivity in vascular endothelial cells in the thalamus 
from rats inoculated with hantavirus. Induction of RIG-I by poly IC may be involved in the 

antiviral responses in endothelial cells. 

 
⑤Imaizumi T, Yamashita K, Taima K, Ishikawa A, Yoshida H, Satoh K: Effect of 

peroxisome proliferator-activated receptor-g ligands on the expression of retinoic 
acid-inducible gene-I in endothelial cells stimulated with lipopolysaccharide. 
Prostaglandins Other Lipid Mediat 78(1-4): 46-54, 2005. 
《abstract》 

Retinoic acid-inducible gene-I (RIG-I) is a member of the DExH box protein family and 
designated as a putative RNA helicase. RIG-I is implicated in host defense and inflammatory 

reactions by regulating the expression of various genes. RIG-I is expressed in endothelial cells 

and upregulated with lipopolysaccharide (LPS). Peroxisome proliferator-activated 
receptor-gamma (PPAR-gamma) is a nuclear hormone receptor and regulates gene expressions 

in response to its specific ligands. In the present study, we examined the effect of PPAR-gamma 

ligands on the LPS-induced RIG-I expression in cultured human umbilical vein endothelial cells 
(HUVEC). 15-Deoxy-Delta(12,14)-prostaglandin J(2) (15d-PGJ(2)), a metabolite of PGD(2), is a 

natural ligand for PPAR-gamma and known to modulate inflammatory reactions by regulating the 

expression of various genes in PPAR-gamma-dependent and -independent manners. 
LPS-induced RIG-I expression in HUVEC was inhibited by pretreatment of the cells with 

15d-PGJ(2) in time-and concentration-dependent manners. However, ciglitazone and bisphenol A 

diglycide ether, authentic and specific ligands for PPAR-gamma, did not affect the RIG-I 
expression. These results suggest that 15d-PGJ(2) inhibits LPS-induced RIG-I expression 

through a mechanism independent on PPAR-gamma. 15d-PGJ(2) may regulate inflammatory 

reactions, at least in part, by inhibiting the expression of RIG-I. 
 

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日本呼吸管理学会  
 ③理学療法科学学会  

 ④日本体力医学学会  

 

2)学外委員会・協議会等 

  青森県理学療法士会表彰委員会委員長  



 
3)学外依頼講演等 

  ①ホームヘルパー２級養成課程 講師  

 ②介護老人福祉施設弘前大清水ホーム リハビリ園内講師  

 

5.その他 

 

1)国立病院機構青森病院 PT・OT との共同で，筋強直性ジストロフィー患者の ADL 能力および障害
段階分類に関する研究を進めている． 

 
2)卒業研究指導  
 ・ハムストリングスへのホールドリラックスが大腿四頭筋の筋力発揮に及ぼす影響（和泉 維） 

 ・サッカー経験者における蹴り脚と支持脚の大腿四頭筋の筋力とパワーの比較（小倉  隆輔） 
 ・膝伸筋・屈筋の等速性運動における角速度とトルク、パワーの関係について（中井  秀典） 
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②福祉機器適合論 

担当科目 

 

1年：物理療法学，環境との共生 

2年：物理療法学，同実習，臨床実習Ⅰ 

3年：生活環境学，理学療法研究方法論，理学療法原理Ⅱ，臨床実習Ⅰ 

4年：地域リハビリテーション論，福祉機器論，卒業研究 

非常勤  

講師等  

なし 
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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スポーツ科学 

④健康福祉科学  

担当科目 １年 ：後期―21世紀教育科目 「障害者の健康 （B）」，「健康と運動の科学 （A）」

，理学療法総論演習  

２年 ：前期―臨床実習Ⅰ（通年 ）  

後期―義肢装具学 ・臨床実習Ⅰ（通年 ）  

３年 ：前期―義肢装具学実習 ・日常生活活動分析学 ・日常生活活動分析学

実習  

後期―臨床実習Ⅱ・理学療法研究演習 ・理学療法特殊講義Ⅱ  

４年 ：前期―臨床実習Ⅲ・卒業研究  

その他 ：後期―成人看護学演習 （看護学専攻 3年 ）  

医学系研究科保健学専攻 （修士課程 ）：後期―理学療法学特論  

非常勤  

講師等  

なし 

e-mai l  atusioda@cc.hirosaki-u.ac.jp 

 

1 .著 書 

 

なし 

 

2.学会発表 

 

①尾田 敦，秋元博之，長谷川至，山内茂寛，小田桐愛：中学生柔道選手の足部形態の特徴

について．理学療法学 32(Suppl  2)：2，2005．（第 40 回日本理学療法学術大会） 
《要旨》 

 中学校 16 校の柔道選手に対してメディカルチェックを行い，足部形態を明らかにする
ために，特に扁平足と足趾筋力に着目して検討した。対象は，メディカルチェックに参加

した 198 名（男子 160 名，女子 38 名）の両足 396 足のうち，調査時に何らかの足部障害

により観察できなかった 7 足を除く 389 足（男子 314 足，女子 75 足）で，年齢 13 .0±

0 .9 歳，身長 161 .3±8 .3cm，体重 61 .3±14 .1kg，BMI23 .4±4 .3 であった。方法は，
Pedoscope を用いて安静立位時の足底接地状況をデジタルカメラで撮影し，野田式分類に

より f oo tpr in t を 4 段階に分類するとともに，接地面積から足底面積比率を求めた。また

舟状骨高からアーチ高率を求め，l eg -hee l  ang le も測定した。足趾用に改良したデジタル
握力計 GRIP-D5101 を用いて体重比足趾屈曲力（足趾筋力）を測定した。 

 その結果，野田式分類で扁平型（Ⅰ型）が全体の 12 .3%を占め，特に女子では 14 .7%に

も達した。Ⅰ型は他の 3 群に比べてアーチ高率が有意に低く，足底面積比率が有意に大き
かった。アーチ高率と足底面積比率との間に弱い負の相関を認めた。アーチ高率は BMI

と相関を認めないが，足底面積比率では BMI と正の相関を示し，I 型は他の 3 群に比べて

BMI が有意に高値であった。l eg -hee l  ang le はアーチ高率と弱い負の相関を認めた。また
I 型では足底面積比率は l eg -hee l  ang le と正の相関を示し，接地面積が大きいほど踵骨の

回内が大きいことが示唆された。足底面積比率・アーチ高率・ l eg -hee l  ang le のいずれも

足趾筋力と有意な関連性を認めなかった。足趾筋力は I 型で他の 3 群に比し若干の筋力低
下傾向を認めた。中学生柔道選手の足部形態の特徴として，扁平型の f oo tpr in t を呈する



ものが（特に女子に）多く，BMI 高値，アーチ高率低値かつ足趾筋力低下が確認された。
すなわちアーチの低下を代償するだけの筋力が不足し，脂肪蓄積型の擬似扁平足または真

性扁平足と思われる過回内例が多いと推測される。柔道競技中に相手の技を防ぎ安定性を

確保するためには，足部を toe -out として支持基底面を広げた構えが望ましいが，その際
knee- in とならないよう十分な注意や指導が必要である。他の体力要素や既往歴との関連
性を検討する必要はあるが，扁平足に伴う種々の障害を予防するためには，少なくとも足

趾筋力の強化が重要であることが示唆された。 

 

②長谷川至，秋元博之，尾田 敦，山内茂寛，小田桐愛：中学生柔道選手に対するメディカ

ルチェックとスポーツ傷害との関係について．理学療法学 32(Suppl  2)：2，2005．（第
40 回日本理学療法学術大会） 
《要旨》 

 中学生柔道選手に対し，整形外科的メディカルチェックを行い，スポーツ傷害との関係

を検討した。対象は，メディカルチェックを実施した中学生 198 名中，柔道経験 1 年以上

の 162 名（男子 126 名，女子 36 名，平均柔道経験年数 3 .0±2.4 年）で，評価項目は，
問診，身体組成，筋力，反復横跳び，柔軟性，関節弛緩性，関節可動域，アライメントで

ある。その結果，メディカルチェック実施時点で対象の 68 .5%が何らかの受傷経験または
現在傷害を有していた。部位別では足関節，肩甲帯，腰部が多く，傷害別では足関節捻挫，

前腕・手指骨折，下腿・足部骨折が多かった。握力・背筋力・反復横跳びは同年代の全国

平均とほぼ同様であった。関節可動域では股伸展・内旋制限，足関節背屈制限が多く，上

肢の制限は少なかった。柔軟性では立位体前屈及び上体そらしにおいて±2SD 以下がそれ

ぞれ 3 .1%，3 .7%，SLR 角度では 70 ﾟ未満または左右差 20 ﾟ以上が 8 .0%，尻上がりテス
トでは陽性 3 .7%であった。関節弛緩性ではスコア 4 .0 以上が男子 7 .1%，女子 19 .4%，O

脚が 23 .5%，X 脚が 8 .1%，Q-ang le  20 ﾟ以上が 8 .0%，l eg -hee l  ang le  13 ﾟ以上が 14 .8%
であった。柔道歴と傷害の有無との関係では，傷害を有する群の方が柔道歴が長い傾向で

あった。肘関節の障害を有するものには背負投を得意とする者が多く，問診においても背

負投を行う際の肘痛を訴える者が多いことから，誤った技の方法による傷害発生が示唆さ

れた。対象が中学生ということから，成長期の高い関節弛緩性や柔軟性のために，傷害と

の関連性が十分に現れていないと考えられる。中学生のような成長期の評価をする場合の

評価項目，方法の再検討と長期的なフォローアップが必要である。 

 

③武田さおり，尾田 敦，一戸美代子，齊藤千恵美，平山優子，蛯子智子，鈴木樹里：シン

スプリント症例の足部アライメントについて．理学療法学 32(Suppl  2)：160，2005．
（第 30 回日本理学療法学術大会） 
《要旨》 

 弘前記念病院にて H15年 5月～H16年 9月までの間にシンスプリントと診断されリハ処

方された 29 名（男 11 名，女 18 名）の 58 足を対象とし，後方視的に診療録から本症にお

ける足部アライメントの特徴等を調査した。年齢 15.4±1.3 歳，身長 165.3±8.3cm，体重

59.7±12.6kg，BMI21.6±3.1 であった。評価項目は，前足部可動性・後足部可動性・足ア

ーチ高・踵骨外反傾斜角・ leg-heel angle（LHA）の 5 項目である。前足部および後足部の

可動性は非荷重位にて「柔軟・正常・低下」の 3 段階に分類し，足アーチ高の評価にはア

ーチ高率(%)を用いた。踵骨外反傾斜角・LHA は荷重位で測定した。 

 その結果，シンスプリント症例の足部アライメントの特徴は，前足部の柔軟性が低下し，

逆に後足部の柔軟性が高い傾向にあり，これにより歩行や走行などで前足部荷重の際に前

足部の柔軟性の低さを後足部の可動性で代償して過度に回内させている可能性が示唆さ

れた。また，全症例のうち測定することができた 13 名 26 足の踵骨外反傾斜角と LHA と

の間に有意な正の相関を認め(r=0.677)，踵骨外反傾斜角および LHA は，ともに前足部可



動性および後足部可動性の程度による有意差を認めなかった。これら 26 足の LHA の平均

値は 9.2 ﾟで，正常とされる 5 ﾟより大きく，内反膝や脛骨内弯の大きさを反映している結

果ではないかと考えられた。 

 

④藤澤周平，高木 祥，平泉智香，成田大一，尾田 敦：footpr int を用いた Windlass  act ion
の評価について．理学療法学 32(Suppl  2)：473，2005．（第 30 回日本理学療法学術
大会） 

《要旨》 

 足趾背屈に伴うアーチ高率と footprint の変化を評価する方法を考案し，健常学生 51 名

（男 26 名，女 25 名，年齢 23.3±4.2 歳，身長 164.9±7.4cm，体重 57.7±9.7kg）の両足 102
足を対象として，Windlass test との関連性を検討するとともに，前足部パッドの有効性を
検討した。 

 Pedoscope 上で，①自然立位（0mm），②足趾部分に 5mm 厚の長方形型パッドを挿入し
た足趾他動背屈での立位（以下，5mm)，同様に，③10mm，④15mm，⑤20mm，そして⑥

自動足趾背屈での立位（自動背屈），の各条件で得られた footprint を採取し，足趾部分を
除く接地面積を計測した。また，各条件での舟状骨高からアーチ高率を求めた。さらに，

経験のある PT1 名が検者となって， footprint 評価の結果をブラインドした Windlass test

により「強・中・弱」の 3 段階に分類した。その結果，アーチ高率は自然立位時を 100%

としたとき全体でみると，自然立位に比べて 5, 10, 15, 20mm，自動背屈でそれぞれ 1.8%, 
4.0%, 6.0%, 8.8%, 11.7%増加し，すべて有意であった。PT 評価別では「強・中」群は 5mm

以上，「弱」群は 10mm 以上で有意な増加であった。接地面積は自然立位時を 100%とし

たとき全体でみると，自然立位に比べて 5, 10, 15, 20mm，自動背屈でそれぞれ 4.0%, 4.4%, 
9.3%, 16.8%, 26.6%減少し，すべて有意であった。PT 評価別では「強」群は 10mm 以上，

「中」群は 5mm 以上，「弱」群は 20mm 以上で有意な減少であった。各条件での PT 評価
の群間でアーチ高率・接地面積はいずれも有意差はなかった。以上より，足趾背屈による

有意なアーチ高率の増加と接地面積の減少が確認できた。PT 評価では「強」，「中」，

「弱」群の順に変化量が大きい傾向があったが，有意な差ではなかった。Windlass action

の作用による活動への準備状態としての効果を接地面積の減少でみると，PT 評価で「強
・中」では 5～10mm，「弱」では 15～20mm 程度が妥当と考えられる。しかし，実際は使

用する靴のトゥスプリングが十分であれば，2～5mm 程度でも十分効果があると考えられ

る。 

 

⑤成田大一，尾田 敦，藤澤周平，高木 祥：横アーチパッドが足部形態に及ぼす影響に関

する基礎的研究．理学療法学 32(Suppl  2)：475，2005．（第 30 回日本理学療法学術
大会） 

《要旨》 

 健常女性 30 名 60 足を対象として，自作の計測器により横アーチ高の計測を試み，横ア
ーチパッドを挿入することにより外反母趾角度や f oo t  ang le がどのように変化するかを

検討した。横アーチパッドは一辺が約 3 .5cm の三角形型（5mm，10mm 厚）に製作し，

第 2・3 中足骨頭近位部に以下の条件で貼り付けた。裸足でピドスコープ上に自然な立位
となり，①パッドなし，②5mm のパッド挿入，③10mm のパッド挿入，での足底接地状

況をデジタルカメラにて撮影し，得られた f oo t  p r in t をもとに PC 上で f oo t  ang le，外反
母趾角度（第一趾側角度）を計測した。またそれぞれの条件にて中足骨頭位での横アーチ

高の計測を行った。その結果，5mm および 10mm のパッド挿入で足幅が減少した人数は

それぞれ 27 名（45%），38 名（63%）であった。パッド未挿入時の第 2 趾，第 3 趾，第

4 趾の横アーチ高の平均はそれぞれ 26mm，24mm，23mm であった。5mm のパッド挿入
でいずれも有意に増加し，10mm のパッド挿入でもいずれも有意に増加した。パッド未挿

入時の外反母趾角度の平均は 10 .7±5 .1 度で，5mm および 10mm のパッド挿入との間で



有意差はなかった。f oo t  ang le はパッド挿入により有意に減少した。横アーチパッドの挿
入により f oo t  ang le の減少が認められたが，外反母趾角度に変化はなく，f oo t  ang le を横
アーチ評価に用いることの妥当性は明確にならなかった。通常用いられる横アーチパッド

の高さは 2～5mm 程度であるので，今回の結果からみると足部の骨格構造に与える影響は
1mm 程度にすぎず，むしろ筋に対する圧迫・伸張により機能向上をもたらしていると考

えることができる。 

 

⑥高木 祥，藤澤周平，成田大一，尾田 敦：姿勢制御に影響を及ぼす足趾機能の評価．理

学療法学 32(Suppl  2)：476，2005．（第 30 回日本理学療法学術大会） 
《要旨》 

 健常学生 20 名（男性 8 名，女性 12 名，年齢 22 .3±1 .7 歳，身長 167 .1±8 .5cm，体重

57 .5±9 .3kg）40 足を対象として，足趾の把持力と地面を下に押す力（以下，踏力）を，

自作の簡易筋力測定器と足圧分布測定システム F-SCAN を用いて測定し，測定値の再現性
と両者の関連性について検討した。足趾筋力は竹井機器製握力計 GRIP-D5101 を改良し

た簡易筋力測定器を自作し，足趾による把持力と踏力を各 3 回測定し，数日後に再度各 3

回測定し，2 度目の測定での平均値を求めた。把持力は自然立位にて，踏力は正中位と前
傾位の 2 種類で測定した。踏力は足趾 MP 関節軽度伸展位で測定した。さらに，踏力は

F-SCAN においても測定し，簡易筋力測定器と同様の設定にするため，足趾挙上，踵挙上

の 2 種類のウェッジを用いて足趾 MP 関節軽度伸展位とし，下に押す力を各 3 回，2 度の
測定で 2 度目の平均値を求めた。3 回の測定結果の級内相関係数 ICC(3 ,3)を求め，測定
値間の相関係数を求めた。 

 簡易筋力測定器による測定値の ICC は，把持力で 0.986，正中位踏力で 0.978，前傾位踏
力で 0.984 であり，いずれも高い再現性が確認できた。また，F-SCAN における踏力は，

足趾挙上で 0.963，踵挙上で 0.940で，再現性は認められたが，被検者によっては重心の位
置が一定ではなく，各施行間における顕著な変動も認められた。把持力と正中位踏力，前

傾位踏力，F-SCAN(足趾挙上)，F-SCAN(踵挙上)との相関係数は，それぞれ r=0.664，0.691，

0.611，0.547 でいずれも有意であった。このことから，足趾筋力の評価には高価で複雑な
機器を用いなくとも，簡便な筋力測定器によって評価可能であり実用的で，把持力と踏力

では基本的に筋力の発揮形態が異なってはいるが，把持力の測定によって地面を踏ん張る

時の力や歩行時の蹴り出し力がある程度予測可能であると考えられた。また体重と各測定

値との間には，把持力で 0.655，正中位踏力で 0.656，前傾位踏力で 0.657，F-SCAN(足趾
挙上)で 0.481，F-SCAN(踵挙上)で 0.366 といずれも有意な相関を認め，足趾筋力は体重に
よる補正の必要性が示唆された。 

 

⑦前田健太郎，松井浩二，中山良人，尾田 敦，小原和宏：中高生バレーボール選手におけ

る足関節内反捻挫の二次的障害について．理学療法学 32(Suppl  2)：480，2005．（第
30 回日本理学療法学術大会） 
《要旨》 

 下肢に骨折や外傷(捻挫以外)の既往のない中学・高校の女子バレーボール部員 33 名(平

均年齢 13 .4±1 .5 歳)の両足 66 足のうち，調査時に何らかの足部障害により観察できなか
った 3 足を除く 63 足を対象とし，捻挫経験がダイナミックアライメントにどのような影
響を及ぼすかを明らかにするために，メディカルチェックを通して検討した。 

 対象を問診にて捻挫既往のない群(非捻挫群)34 足と捻挫経験のある群(捻挫群)29 足に
分類し，捻挫群はさらに捻挫回数 2 回以上の群 14 足と 1 回のみの群 15 足に細分した。メ

ディカルチェックは足関節背屈可動域(背屈 ROM)，下腿前傾角度， leg-heel angle(LHA)，

足アーチ高，下肢ダイナミックアライメントの 5 項目で，すべて裸足にて調査した。下腿
前傾角度は一歩前荷重肢位で最大限下腿を前傾させた時の下腿と床面のなす角を測定し

た。LHA と足アーチ高は静止立位にて計測し，足アーチ高の評価にはアーチ高率(%)を用



いた。下肢ダイナミックアライメントは動的アライメントテスト(動的 A テスト)を用い，
測定側の片脚立位から膝を 30 度屈曲し，上前腸骨棘と膝蓋骨中心を結んだ延長線と母趾

中央部の足部縦軸延長線との距離(cm)を測定した。その結果，アーチ高率は捻挫群 14.6±

3.3%，非捻挫群 12.6±4.2%で有意差が認められた。LHA に有意な差は認められなかったが，
捻挫群は足アーチ高が高く，踵骨外反が小さい傾向があったことから捻挫群は非捻挫群と

比べ，距骨下関節を介した下腿外旋の影響により外側荷重になりやすいと思われた。背屈

ROM は捻挫回数 2 回以上群 26.4±7.5 ﾟと非捻挫群 33.7±5.8 ﾟで有意差があり，捻挫回数
が多いほど可動域は低かった。一方，下腿前傾角度は有意差がなく，足関節の背屈制限を

足部など他関節で補っていると思われた。動的 A テストは 2 回以上群 7.5±3.8cm，非捻挫

群 4.6±3.2cm で有意差を認め，捻挫回数が多いほど Knee-in が大きい傾向であった。以上
より，捻挫群は外側への荷重偏位や足関節背屈制限から捻挫再発の危険性が増し，その代

償としてダイナミックアライメントにも変化をきたす可能性が示唆された。よって，選手

や監督には捻挫予防と同時に，足部や膝関節などの二次的障害を視野に入れた指導及び総

合的アプローチが必要と思われた。 

 

3.論 文 

 

①尾田 敦，鳴海陽子，武田さおり，長谷川至： f oo tpr in t 評価の定量化と足アーチ高率と

の関係．理学療法研究，22：58-63，2005． 
《要旨》 

 健常成人女性 62 名の両足 124 足を対象として，Pedoscope を用いた足底接地面の観察

による f oo tpr in t を定量化し，骨格構造の評価であるアーチ高率との関係を明らかにする
ことを目的として，安静立位で両下肢に均等に荷重した状態での足底接地状況をデジタル

カメラで撮影した。 

 撮影画像は歪み補正後，得られた footprintを野田式分類法にしたがって 4型に分類した。
さらに足底の接地面積を測定し，足長×足幅によって得られる足底矩形面積で接地面積を

除し，足底面積比率を算出した。また，同じ肢位で舟状骨高を測定し，足長で除してアー

チ高率を求めた。 

 その結果，野田式分類では標準型であるⅡ型が 84 足（67.7%）で最も多かった。接地面
積及び足底面積比率はⅠ型（扁平型）ほど大きく，Ⅳ型（分離型）ほど小さい値となり，

定量化が可能であった。アーチ高率はⅡ型が最も大きく，野田式分類の各群間で有意差を

認めず，足底面積比率とも有意な相関ではなかった。そこで体格要因として BMI との関連

性を検討したところ，BMI は足底面積比率と有意な正の相関を認めたが，アーチ高率とは

有意な相関が認められなかった。これらより， footprint はアーチ高率と同質の評価とはい
えず，肥満度または軟部組織量に影響を受けることが明らかとなった。したがって，これ

らの評価を臨床で使用する際には両者の性質の違いを考慮して用いる必要がある。しか

し，いずれも正常範囲の基準が不明確であり，筋力やパフォーマンスとの関連性や障害発

生との関連性を検討していくことが課題として挙げられた。 

 

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日本老年医学会 

⑤日本靴医学会 

⑥青森県理学療法士会 



⑦青森県スポーツ医学研究会 

⑧青森県スポーツドクターの会トレーナー部会 

⑨日本体力医学会 

 

2)学外委員会・協議会等 

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

性麻痺児(者)の治療とリハビリテーションに関する研究」研究員 

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

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

評価として共通に使用されうる標準的評価法の作成に関する研究」―認知・コミュニケ

ーション・社会性の評価法グループ―研究員 

③社団法人日本理学療法士協会学会演題査読委員 

④社団法人日本理学療法士協会東北ブロック協議会機関誌査読委員 

⑤青森県理学療法士会学術局学会部研究協力係及び学術誌査読委員 

⑥第 30 回青森県理学療法士学会学会長 
⑦青森県スポーツドクターの会トレーナー部会役員 

 

3)学外依頼講演等 

①平成 16 年度第 2 回青森県スポーツドクターの会公認アスレティックトレーナー養成講
習会：特殊テクニック―PNF，関節モビライゼーションなど（実習）．青森県スポーツ

ドクターの会トレーナー部会，平成 17 年 2 月 26～27 日，於：八戸市立中央公民館 

②平成 17 年度前期青森県スポーツドクターの会公認アスレティックトレーナー養成講習
会：アスレティックリハビリテーション・評価学（講義・実習）．青森県スポーツドク

ターの会トレーナー部会，平成 17 年 11 月 5～6 日，於：岩木青少年スポーツセンター 

③平成 17 年 10 月なかざわ整形外科・スポーツクリニック院内勉強会・講習会：足底挿板
療法の適応と効果．平成 17 年 10 月 8 日，於：なかざわスポーツクリニック 

 

5 .その他 

 

1 )共同研究活動 

①シンスプリントの評価および足底挿板療法の治療効果に関する研究 

共同研究者：武田さおり（医療法人整友会弘前記念病院） 

②スポーツ傷害に対する足底挿板の適応と治療効果に関する研究 

共同研究者：長谷川 至（なかざわスポーツクリニック） 

 

2)その他の活動 
①トレーナー活動 

①第 56 回青森県中学校体育大会夏季大会陸上競技（平成 17 年 7 月 23 日～24 日，弘
前運動公園陸上競技場） 

②第 60 回国民体育大会陸上競技青森県選手選考会  兼  第 36 回ジュニアオリンピック
陸上競技青森県選手選考会（平成 17 年 7 月 26 日～28 日，弘前運動公園陸上競技場） 

②弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻公開講座：施設における寝たきりをなくす―廃

用症候群予防の理論と実践―（平成 17 年 9 月 16 日） 
③平成 17 年度文部科学省科学研究費補助金，基盤研究(B)：健常者における足アーチ高の

標準値の確立に関する研究．幼稚園児の足部調査．平成 17 年 10 月 5 日，6 日，7 日，12

日，13 日，18 日，11 月 24 日，28 日，29 日） 
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1.著 書 

 
①対馬栄輝：肢位別筋力増強運動法．アドバンス版図解理学療法技術ガイド―より深く広い理学療

法技術の習得をめざして（細田多穂，中山彰一編），文光堂，2005． 
《要旨》 

 姉妹書「図解理学療法技術ガイド」が運動療法の総論や基本技術を記述したものに対し，本書はよ

り深く広い理学療法技術の習得を目的としたものである．  

 
②対馬栄輝：パソコンによる医学データ解析－SPSS を用いたデータ解析の手順－第 2 版 ,弘前大学
生活協同組合，2004. 
《要旨》 

 具体的データ例を挙げて，SPSS による解析手順を細かく解説した．差の検定から，相関・回帰，分
割表検定，分散分析，信頼性係数，重回帰分析，多重ロジスティック回帰分析までを取り上げた．直

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

ある． 

 

2.学会等発表 

 
①Tsushima E, Ishida M, Sugihara T:THE INFLUENCE OF INTELLIGENCE UPON 

ACTIVITIES OF DAILY LIVING IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURE. 
WCPT-AWP&ACPT 2005, supplement p207, 30 Oct.- 1 Nov. ,SEOUL, 2005.
（WCPT-AWP&ACPT Congress 2005） 
《Abstract》 

Summary of Background Data: Hip fracture is an important public health and personal 
problem, and patients with intelligence decline are risk factor on the rehabilitation outcome. 

Therefore, it is important to clarify the relation between intelligence and motor functions for 

rehabilitation plan. Purpose: The objective of this study was to examine the relationship 
between intelligence and activities of daily living(ADL) at the survey time, on discharge from 

hospital, and before hip fracture among elderly persons who had suffered proximal femoral 

fracture(hip fracture).Methods: The subjects were 84 persons(average age 81.1±7.1) who 
had suffered hip fracture, and their intelligence, ADL before hip fracture, ADL on discharge 

from hospital and at the survey time were assessed and analysed for relationships.Results: 

All of the ADL measures showed significant correlations with intelligence. Subjects with 
intelligence decline showed ADL significantly lower than before hip fracture on discharge 



from hospital and at the survey time, with marked declines in bathing, dressing, walking and 
toilet activities. Conclusions: In canonical correlation analysis, the first order variables were 

dressing, walking and toilet activities at the survey time and because these and similar 

variables had a large influence on ADL before hip fracture it was understood that these items 
correlated highly with intelligence. Among second order variables, bathing and eating showed 

different characteristics to the other variables. This study was conducted only on subjects 

receiving treatment at a single facility and the influence of regional variations and differences 
in treatments among facilities cannot be denied; thus we cannot deny the possibility physical 

therapies which are effective at securing good ADL in patients with intelligence decline due 

to hip fracture, through the analysis of detailed assessment of difficulty of actual movements. 
 
②対馬栄輝，石田水里，杉原敏道，ほか：背臥位からの立ち上がり動作における所要時間の基本特

性と予測．理学療法学  32（Suppl.2）：647 ，2005．（第 40 回日本理学療法学術大会） 
《要旨》 

床からの立ち上がり時間を測定し，年齢，性別，身長，体重との関連性を検討した．対象は，大学

生ならびに市町村主催の健康促進事業に参加した地域在住の中高年者 134 名である．平均年齢は
47.6±18.8 歳，平均身長は 157.8±8.5cm，平均体重は 58.3±9.7kg であった．対象者は裸足となり，
床に背臥位となった．検者による測定開始の合図と同時に，できる限り速く立位にさせた．立位は背

臥位での頭側を向くように統一した．あらかじめ，背臥位となっていた場所のほぼ中心に立つことと，一

度立位となったら静止立位を保持することを指示した．静止立位を約 5 秒間保持してから測定終了と
し，その間に大きくバランスを崩すような動作が観察された場合は再測定した．立ち上がり時間はストッ

プウォッチで測定開始から静止立位までの時間を計測した．対象者全体の立ち上がり時間は，平均

3.6±1.0秒（範囲 1.8～6.4秒）であった．この立ち上がり時間と年齢，身長，体重の相関係数を求めた

ところ，年齢とは r=0.79，身長とは r=-0.58 で両者とも有意（p<0.01）であった．立ち上がり時間と体

重は r=-0.08 で，有意な相関があるとはいえなかった．また，ロジスティック回帰分析による立ち上がり
時間の男女差は，有意（p<0.01）であった．相関係数は年齢，身長が有意であったが，強い関係にあ
るとはいえない．そこで，性別も含めてこれらを独立変数とし，立ち上がり時間を従属変数としたステッ

プワイズ法による重回帰分析を行った．その結果，年齢，性別，体重が有意（全て p<0.01）に選択さ
れ（R＝0.85），立ち上がり時間＝0.27+年齢×0.04+性別（男=0；女=1）×0.78+体重×0.02 の予測
式が得られた．加齢により，身体機能の低下が見られるとすれば，立ち上がり時間の遅延は理解でき

る．また，重回帰分析によって性別や体重を考慮すれば，より一層予測精度が上がることを確認でき

た．  

 
③対馬栄輝，秋元博之，三浦孝雄：最大股関節外転筋力を得る測定回数について．第 32 回日本
股関節学会学術集会プログラム・抄録集：280，2005．（第 32 回日本股関節学会学術集会） 
《要旨》 
健常人を対象として外転筋力を数回測定し，何回測定すべきかの基礎的な知見を得ることを目的

として報告する．対象は健常成人女性 23 名とした．平均年齢は 20.6±0.6 歳，平均体重

52.7±6.0kg，平均身長 159.3±5.6cm であった．外転筋力の測定は対馬ら（2001）と同様に行い，0～

5 ﾟ外転位での等尺性最大外転筋力を発揮させた．10 回測定した筋力値間で反復測定による分散分
析を行った結果，有意な差はなかった（p=0.95）．級内相関係数（ICC）は，ρ＝0.75であった．前半 5

回までに最大値が出現する者の割合は 47.8％で，2 番目に高い値も含めると 73.9％であった．10 回

目になっても 2名が最大値を記録していた．5回程度の測定で約 7割の者が最大またはそれに準ずる
値を記録することがわかった．しかし，最大筋力値は 10 回以降も出現する可能性があり，決定的な測
定回数は定められなかった．結局，筋力は被検者が確率的に記録するものであり，定められた測定回

数内で発揮できる能力を表していると考え，疲労の影響し難い回数で測定し，平均値を採用するのが

適切であろう． 

 



④対馬栄輝，朝日  茂樹，三田  禮造ほか：大腿骨近位部骨折患者における早期からの歩行予後

予測．第 64 回日本公衆衛生学会総会抄録集：674，2005．（第 64 回日本公衆衛生学会総会） 
《要旨》 

高齢な大腿骨近位部骨折 (大腿骨骨折 )患者の歩行獲得を，できる限り早期から予測できれば，効
率よく治療を行える．そこで，大腿骨骨折患者に対する理学療法における初期評価値をもとに，歩行

獲得の予後予測が可能であるかを検討した．大腿骨骨折を受傷し，弘前市内の病院に入院した 60

歳以上の患者 54 例を対象とした．平均年齢は 78.0±8.4 歳，平均入院期間は 54.0±18.2 日であっ
た．48 例が観血的治療（γ-nail 36 例，人工骨頭 13 例，その他 4 例）を受け，1 例が保存的治療を
受けた．全例とも受傷前に歩行は可能であった．対象者の受傷前移動能力・日常生活活動の状況を

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

(MAT)，下肢の徒手筋力検査（MMT)，改訂版長谷川式知能スケール (HDS-R)， Japan Coma 

Scale(JCS)を評価した．また，入院中の夜間せん妄の有無と，合併症がある場合，心疾患 (NYHA 分

類 )，呼吸器疾患 (Hugh-Jones分類 )，脳卒中，大腿骨骨折以外の骨関節疾患の重症度を評価した．
その後，入院中に病棟での歩行が自立した自立群，自立しなかった不可群に分類した．自立群に対

しては，起立・歩行練習開始から歩行自立までの日数も記録した．自立群は 35例，不可群は 19例で

あった．歩行自立・不可群の分類を従属変数とした多重ロジスティック回帰分析を行った．Model-χ2
値や判別分割表を参考にして変数選択した結果，MAT，HDS-R(p<0.05)，NYHA が選択された(正

判別率 94.4％)．歩行の可否，歩行獲得日数の予測は，早期の評価値から比較的高い精度で予測
できた．これをもとに効率的な治療計画を立てることができる． 

 
⑤対馬栄輝：高齢な大腿骨近位部骨折患者における退院後介護がADLに及ぼす影響．第 16回日
本老年医学会東北地方会，2005. 
《要旨》 

高齢な大腿骨近位部骨折患者は，退院後に身体機能低下が起こり易い．そこで退院後の日常生

活活動（ADL）に対して，受傷前入院中の身体機能と，退院後の身体機能または介護状況などが影
響するか検討した．大腿骨近位部骨折患者 96例（平均年齢 82.2±7.2歳；平均入院期間 56.4±22.0

日）を対象とした．退院後の調査期間は平均 15.5±8.7 ヶ月であった．受傷前と入院中の身体機能，

調査時の身体機能，退院後の介護状態などを評価し，退院後の調査時 ADL を決定する要因につ
いて重回帰分析により解析した．調査時 ADL には退院時 ADL，退院先，退院後の運動が有意に影

響した（p<0.05）．退院後の介護状況は有意ではなかった． 
結果から，退院後も継続して運動することが重要であるといえた．退院後も身体機能の回復する可能

性を考え，継続できるような家族や介護者の協力が重要である． 

 
⑥対馬栄輝，石田水里，DN.Nenchev(Dr.Eng)：歪曲収差を補正したデジタルビデオカメラ撮影動
作における関節角度の測定精度―歩行時膝関節角度の正投影面と斜投影面の比較  ―．第 23 回
東北理学療法士学会抄録集・プログラム集：33，2005. （第 23 回東北理学療法士学会）  

《要旨》 

デジタルビデオカメラ（DVTR）で動作を撮影して，関節角度を測るとき，画像の歪み（歪曲収差）が
影響する．こうした特性に対して独自のプログラムで歪曲収差を補正し，測定精度が向上するか検討

した．対象は健常者 2名とした．被検者の右膝関節外側部に三栄社製電気角度計（角度計）をエラス
ティック絆創膏で強固に固定した．角度計の両端と軸部分の計 3 点に赤色蛍光球（直径 25mm）を貼

り付けた．DVTR（SONY 社製  DCR-TRV30）は広角最大に固定して，水平かつ膝関節と同じ高さに

設置した．被検者に DVTR に対して垂直な線上を歩行させ，4m 離れた位置から撮影した（正投影面
の撮影）．更に DVTR を 45 度傾けて撮影した（斜投影面の撮影）．角度計の信号はテレメータで受信

し，パソコンに取り込んでデジタル信号（250Hz）に変換した．DVTR の映像は avi 形式に変換し，free 

software の運動体軌跡解析ソフトで蛍光球の座標を計測（1/30sec）した．記録した座標データから，
較正画像を撮影した最小二乗法による歪曲補正式（補正式）を用いて，歪曲収差を補正して膝角度

を算出した．角度計と補正なし DVTR 画像，補正 DVTR 画像の一致度として，級内相関係数（ICC）



を求めた．また，頑健 LOESS による平滑化波形から一致の程度も観察した．被検者 2 名の ICC は正
投影面でρ＝0.91 と 0.96，補正後もほぼ同値であった．斜投影面ではρ＝0.83 と 0.85，補正後はρ

＝0.85 と 0.84 であった．平滑化波形を観察すると，補正前後で正投影面は大きく変化しなかったが，

斜投影面では，被写体が DVTR に近いときに一致性は高まった．正投影面であれば，ICC も平滑化
波形も特に大きく改善しない．従って，補正は必要ないともいえる．しかし，斜投影面では被写体が近

くに写る部分的なところでは，補正が有効であった．遠方の被写体は小さいうえに移動量が少ないの

で，マークし難いというという作業上の問題が影響していた可能性もある．斜投影面で撮影するときは，

DVTR の近位に被写体を置き，DVTR に対する角度がわかれば，歪曲収差の補正によって測定精度
が上がる． 

 
⑦Kurosawa K, Takanobu S, Tsushima E, et al.: RELATIONSHIP BETWEEN PROBE 

REACTION TIMES AND FALLS AMONG ELDERLY WOMEN.WCPT-AWP&ACPT 
2005,supplement p167, 30 Oct.- 1 Nov.,SEOUL,2005. （WCPT-AWP&ACPT Congress 
2005） 

 
⑧Sugihara T, Mishima S, Tsushima E, et al.:PHYSICAL ABILITY ESTIMATION AND 

FALLINGS IN THE ELDERLY. WCPT-AWP&ACPT 2005,supplement p173, 30 Oct.- 1 
Nov.,SEOUL,2005. （WCPT-AWP&ACPT Congress 2005） 

 
⑨Ishida M, Tsushima E, Sagawa K, et al.: DYNAMIC ANALYSIS OF THE POSTURAL 

CONTROL IN RESPONSE TO AN EXTERNAL FORCE WHILE STANDING. 
WCPT-AWP&ACPT 2005,supplement p234, 30 Oct.- 1 Nov.,SEOUL,2005. 
（WCPT-AWP&ACPT Congress 2005） 

 
⑩Ishida M, Sagawa K, Tsushima E, et al.：Characteristics of Human Postural Control in 

response to an External Force Exerted from Behind while Standing．International 

Workshop on Optimization Methods and Their Application, 2005, Japan 
 

⑪石田水里，藤澤和大，対馬栄輝ほか：外力に対する人の立位姿勢制御能力の推定に関す

る検討．日本機械学会 2005 年度年次大会，2005．  

 
⑫小野寿子，対馬栄輝，桜庭麗香ほか：交通事故後の外傷性頚部症候群患者における疼痛を主と

した症状の特徴．理学療法学  32（Suppl.2）：754 ，2005．（第 40 回日本理学療法学術大会） 

 
⑬石鳥真奈実，対馬栄輝，小川淳子ほか：脳卒中片麻痺者における短下肢装具が ADL に及ぼす
有効性．理学療法学  32（Suppl.2）：101 ，2005．（第 40 回日本理学療法学術大会） 

 
⑭石田水里，対馬栄輝，佐川貢一ほか：後方からの外力に対する立位姿勢制御特性の動力

学的解析．理学療法学  32（Suppl.2）：87，2005．（第 40 回日本理学療法学術大会） 

 
⑮杉原敏道，郷  貴大，対馬栄輝ほか：高齢者の身体能力認識が転倒に及ぼす影響につい

て．理学療法学  32（Suppl.2）：1052 ，2005．（第 40 回日本理学療法学術大会） 

 
⑯石田水里，対馬栄輝，佐川貢一ほか：デジタルビデオカメラ撮影像の歪曲収差補正の試

み．第 23 回東北理学療法士学会抄録集・プログラム集：34，2005. （第 23 回東北理学療法士学
会） 

 
⑰小野寿子，対馬栄輝，石田水里ほか：姿勢観察における種々の骨盤アライメント評価項目



間の関連性と意義について．第 23 回東北理学療法士学会抄録集・プログラム集：35，2005. （第
23 回東北理学療法士学会） 

 
⑱上原  毅，対馬栄輝，長谷川国俊ほか：高齢者におけるシルバーカーの使用状況について

―適用条件を検討するための調査研究―．第 23 回東北理学療法士学会抄録集・プログラム集：
39，2005. （第 23 回東北理学療法士学会） 

 
⑲杉原敏道，三島誠一，対馬栄輝ほか：高齢者の転倒と身体能力認識に関する検討．第 23
回東北理学療法士学会抄録集・プログラム集：59，2005. （第 23 回東北理学療法士学会） 

 
⑳佐々木泰輔，淀野 啓，篠原 敦，野田 浩，石橋恭之，齋藤陽子，対馬栄輝：MR 関節造影にお
ける関節包外造影剤漏出：関節包断裂の診断に有用か？．第 17 回骨軟部放射線研究会，2005. 

 
 

3.論文等 

 
①対馬栄輝，秋元博之，三浦孝雄：股関節手術患者における日常生活活動について．Hip Joint 

31：668-671，2005. 
《要旨》 

THA 術後患者と骨切り術後患者を対象に股関節機能や ADL を評価し，それらの相違や ADL 構
造の比較を行った．対象は変形性股関節症と診断され，弘前市内の病院で入院，手術療法を受け

た患者 33 名（女性 31 例，男性 2 例）である．対象者の ADL を日整会股関節症判定基準 3 次案の
項目で調査・評価した．その他，日整会 3 次案による歩行能力と疼痛を評価した．THA 群と骨切り群

の平均年齢は，THA 群が 65.8±9.5 歳，骨切り群が 44.7±16.8 歳で有意に差があった（p<0.01）．調

査期間には有意な差がなかった（p=0.58）．因子分析を行った結果では，THA 群では「しゃがみこ
み，靴下着脱，足指の爪切り」のグループと「立ち上がり，片脚起立，階段の降り」のグループに分けら

れ，骨切り群では「片脚起立，靴下着脱，足趾の爪切り」のグループと，「立ち上がり，階段の降り，し

ゃがみこみ」のグループに分けられた．これらの結果を基に，QOL までをも勘案した ADL 評価法を開
発する必要があると考えた． 

 
②対馬栄輝，二ツ矢昌夫，坂野晶司ほか：高齢な大腿骨近位部骨折患者における日常生活活動と

知能の関係．理学療法科学  20：143-147，2005． 
《要旨》 

60 歳以上の高齢大腿骨骨折患者 84 名 (男性 13 名 ,女性 71 名・平均年齢 81.1 歳 )を対象に,知
能と受傷前・退院時・調査時の日常生活活動 (ADL)を評価し ,関連性を解析した .その結果 ,知能は

「低下なし」48 名 ,「軽度低下」13 名 ,「中等度低下」12 名 ,「重度低下」11 名であった.知能と全ての

ADL は有意な相関を示し,知能低下のある者は受傷前 ADL に比し退院時・調査時 ADL が有意に低
下し,特に入浴の低下が著しく,更衣・歩行・排泄は中程度の低下であった.正準相関分析による第 1

正準変数では,知能低下の程度と関連しており,調査時の更衣・歩行・排泄に対し,受傷前の更衣・入

浴 ,受傷前・退院時の排泄の影響が大きかった.第 2正準変数では,入浴と食事は他の項目と違った特
徴を示した． 

 
③対馬栄輝：理学療法関連用語～正しい意味がわかりますか? トレンデレンブルク徴候．理学療法
ジャーナル 39：887，2005． 

《要旨》 

トレンデレンブルク徴候とは「種々の股関節疾患に伴ってみられる理学所見で，患側で片脚起立す

ると健側の骨盤が患側より下がる症状」と定義される．トレンデレンブルクは，この現象が股関節外転

筋の機能不全を伴う先天性股関節脱臼症例で観察されることを報告した．トレンデレンブルクよりも以



前の 1869 年にデュシェンヌは，股関節外転筋群の麻痺が原因となって，片脚立位時に患側への体
幹傾斜と骨盤の傾斜が起こる現象（デュシェンヌ現象）を報告している．トレンデレンブルク徴候は股関

節疾患に観察され，デュシェンヌ現象は神経麻痺性の疾患に観察されると報告された点が異なるだけ

で，現象そのものは，ほとんど同一である． 

 
④対馬栄輝：理学療法とデータの科学．理学療法学  32(Suppl.3)：56，2005． 
《要旨》 
 理学療法では身体機能・能力といった現象や障害などの概念も扱うために，常に理論統計モデル

で説明できるとは限らない．客観的なデータとして表せないから，一般化よりは特殊化が好まれるように

なる．なにも統計的手法に似合うデータばかりを追い求める必要はない．扱う現象を単純化しようとか，

統計的手法を駆使しようとするほど，不可解となる．臨床から生まれたデータは有意義であり，理論に

は当てはまらない場合が多い．それでは，ある枠組みの中で単純化を図り，対象には限界があることを

留意しつつ，一般化を試みてはどうであろうか．それは暫定的であるが，更なる発展の基盤とすればよ

い．理論は所詮理論と自覚することが大切である．理論を無理に現実に当てはめようと考えるから，様

々な矛盾が生じるわけである．だからといって理論モデルは全く使えないといってるわけでなく，僅かな

りともステップアップしていくための客観的資材をつくるために統計的手法は有益であり，習得されるべ

きである．それゆえにデータを科学として捉え，理学療法へ還元していき，それを活用する限界と，新

たに一般化する根本を築かなければならない．統計的手法の適用に止まらず，これらを理学療法の専

門的立場から科学的に見つめるという概念がデータの科学である． 

 
⑤対馬栄輝：変形性股関節症患者における歩行分析について.理学療法研究  22：15-19，2005. 
《要旨》 
  理学療法では，変形性股関節症（股関節症）患者の跛行を問題視する．歩行分析は，基礎的な

知識，異常を検出する観察力，医学的根拠に基づいた仮説の枚挙と推論，それに続く検証といった

手順によって成立する．本稿では股関節症患者に対する歩行分析が，より客観的に行われるためのヒ

ントを提供する．まず，文献レビューによって股関節症に観察される跛行（異常歩行）の特徴をまとめ

る．次に，歩行分析における推論過程の基本的考え方を述べる．歩行分析は，専門的な観察力や直

感によって分析される特徴があるため，経験に委ねる面もある．しかし，経験を積めば誰もが必ず正し

く歩行分析を行えるわけではない．医学に携わっている者の態度として，分析の信頼性や客観性，一

貫性が必要である．かといって，精度の高い機器は臨床にそぐわない．このジレンマを受け入れ，研究

報告から得られる知識を頼りに，臨床経験によって養われていく観察力も尊重しつつ，両者を融合さ

せていくことが要されているのである．歩行分析の科学的な考え方を身につけることが重要であると考

える． 

 
⑥対馬栄輝，二ツ矢昌夫，森永伊昭ほか：退院後に身体機能が向上した高齢な大腿骨近位部骨折

患者の特徴 .理学療法研究  22：21-24，2005. 
《要旨》 

 入院加療を必要とした 65 歳以上の大腿骨近位骨折患者で,受傷前にほぼ自立していた日常生活

動作が退院時に低下したか,自立歩行可能であったものが退院時に歩行不可能になったかのいずれ

かに該当した 25 症例 (平均年齢 84.6±4.7 歳 )を対象に,退院前から退院後までの身体機能を評価 ,
調査した.その結果 ,意欲がない,疼痛がある,整形疾患がある,中枢神経疾患があるものは日常生活動

作が低下するか歩行能力が低下し,日常生活動作の低下と歩行不能の両者が生じることには疼痛が

ある,呼吸器疾患がある,整形疾患があることが大きく関与することが判明した． 

 
⑦Suzuki KJ,  Nakaji  S,  Kogawa T, Tsushima E, et al . :Mechanistic approach to 

the effects of low level laser irradiation(LLLI) with the GaAIAs diode laser on 
the production of reactive oxygen species from human neutrophils as a model 
for therapeutic modality at a cellular level.Laser Therapy 14:75-81,2005. 



《Abstract》 

There have been many reports on the appl icat ions of  low react ive Ievel  laser therapy  

(LLLT) for  pa in attenuation or  pain removal .  Our group has  reported previously  on the 

ef fects  of  in  v itro low level  laser irradiat ion (LLLI)  part icularly  on the human 
neutrophi l  function using IuminoI-dependent  chemiluminescence(LmCL) for  

measurement of  react ive oxygen species (ROS) production from human neutrophi ls .  

However,  the change in product ion by LLLI for  each ROS e.g .  superoxide,  hydroxyl  
radicals ,  hydrogen peroxide,  s inglet  oxygen,hypochlorite and so on are  however not  yet  

ful ly  understood.  In this  study,  we used luminoI-dependent and luc igenin-dependent  

chemiluminescence (LmCL and LgCL,  respectively)  to measure the ef fects  of  LLLI on 
the ROS-production process of  human neutrophi ls .  Two soluble  act ion st imuli ,  

N-formyl-Met-Leu-Phe(fMLP) and phorbol  myristate  acetate  (PMA) were used to avoid  

the possible inf luence of  lag-t ime from recognit ion to uptake of  part ic les at  ROS 
production.  When fMLP was used as the st imulus,  the maximum intensity of  the 

chemiluminescence response in  LmCL increased but  in  LgCL i t  decreased fol lowing 

LLLI.  When PMA was used as a  st imulus,  the t imes to reach the maximum intensity of  
the chemituminescence response of  LmCL and LgCL were shortened by LLLI but  there 

was no ef fect  on the maximum intensity of  the chemiluminescence response of  both.  

These results  suggest  that  LLLI enhances the ROS product ion capabi l i ty ,  and act ivates  
the conversion from superoxide to  s inglet  oxygen and hypochlorite.  

 
⑦杉原敏道，郷  貴大，対馬栄輝ほか：高齢者の身体能力認識と転倒について．理学療法科学  20
：13-16，2005． 
《要旨》 

日常生活に支障のない健常高齢者 88名 (男性 25名 ,女性 66名 ,平均年齢 80.6±6.9歳 )を対象に
身体能力認識と転倒の関連性を検討した.過去 6 ヵ月以内に転倒を経験していたのは ,対象者のう

ち,13名であった.各自に Functional Reach Testの予測値を申告させてから実際のテストを行い,予測

値と実測値の差から個々の身体能力認識誤差を求め,その後の 3 ヵ月にわたり転倒の有無を聞き取り
調査し ,身体能力認識と転倒の関係を多重ロジッスティック分析を用いて検討した .その結

果 ,Functional Reach Testの結果と身体能力認識誤差が転倒への影響因子として選択され,この 2者

による判別特性分析では判別的中率 91.7%,感度 80.9%と良好な判別が可能であった.従って,身体
能力認識は転倒を予測する有益な情報になることが考えられた． 

 
⑧石田水里，藤澤和大，対馬栄輝ほか：外力に対する人の立位姿勢制御能力の推定に関す

る検討．日本機械学会 2005 年度年次大会講演論文集 5：289-290，2005．  

 

 

4.社会活動 

 
1)所属学会および職能団体など 

①日本理学療法士協会  

②理学療法科学会  

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  
 
2)学外委員会・協議会等 

①日本理学療法士協会  事務局  事務部  



②日本理学療法士協会  学術部  専門領域研究部  
③日本理学療法士協会雑誌  「理学療法学」編集委員  

④日本理学療法士協会  理学療法効果エビデンス研究助成審査員  

⑤日本理学療法士協会  東北ブロック協議会  機関誌編集部  及び 査読委員  
 
3)学外依頼講演等 

①股関節疾患の理学療法，岩手県理学療法士会，2005 年 3 月，於：岩手県盛岡市． 

②理学療法データを読む・使うためのデータ解析学～データ・リテラシーのすすめ～，第２回青森県理

学療法士会研修会（青森県理学療法士会），2005 年 7 月，於；青森県むつ市． 

③理学療法とデータの科学，日本理学療法士協会「第 40 回日本理学療法士協会全国研修会・教

育セミナー」，2005 年 10 月，於：愛知県名古屋市． 

④股関節の病態運動学，関節疾患の理学療法シンポジウム，関節疾患理学療法研究会，2005 年

12 月，於：大阪府行岡市． 

 

5.その他 

 
1) 骨・関節疾患研究会 

《活動状況》 

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

もに，骨関節疾患理学療法の研究会を発足．日本 PT学会（仙台）で話し合いが持たれ，全国規模の
研修会，定期刊行物発行を予定している． 
 
3)「多変量解析におけるカテゴリカルデータの区切り値に関するシミュレーション」について（継続），弘
前大学理工学部数理システム科学科数理システム最適化講座（数理統計学）との共同研究  

《活動状況》 

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

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

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

して，測定誤差を想定した標準正規分布に従う乱数を付加し，係数の変動を評価する． 
標本の大きさが小さければ係数値の変動が大きいが，数量化理論と同等の結果を得られることを確

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

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

ションを検討することが今後の課題である． 
 
4 )「転倒に関する姿勢制御についての動作解析システムの作製と理論モデルの構築」について（継
続），武蔵工業大学工学部機械システム工学科（ロボット工学）との共同研究  

《活動状況》 

 民生用 VTR を複数用いた簡易型動作解析システムを構築するための研究を，武蔵工大ネンチェ
フ教授と，石田水里氏（弘大大学院理工学研究科；鳴海病院）と共同で行っている．初歩的な段階

として，VTR 画像を高い精度で分析するための処理方法を考案している．現在，1 台の VTR で動
作解析を行う際の限界，カメラから得られる画像の特性がある程度得られたので，補正の簡易計算

と，その汎用性の向上を目指している． 

 
5)データ解析，研究方法に関する対応 

《活動状況》 
 下記の施設より，助言を求められた． 

内訳）国際医療福祉大学，健康科学大学，札幌医科大学，山形医療技術専門学校，など． 



氏  名  土橋 真由美（どばし まゆみ） 

専  門 ①運動療法学（呼吸器系） 

 

担当科目 1年：物理療法学(後期) 

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

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

4年：臨床実習Ⅲ(前期)・卒業研究 

非常勤 

講師等 

弘前市医師会付属高等看護学院「在宅看護援助論Ⅱ／理学療法」 

 

1 .著 書 

 

なし 

 

2.学会発表 

 

①土橋真由美 ：慢性呼吸不全患者の生活実態調査．理学療法学 32(2)：404，2005．(発

表学会 ：第 40 回日本理学療法学術大会 ) 

《要旨》 

 慢性呼吸不全患者 65 名を対象に生活実態調査を行ない、その際の息切れの有無も聴取した。結
果として、仕事や家庭内での役割の有無によって活動項目が影響すること、役割行動時に息切れが

生じており、必要な動作であるため行なわなくては行けない状況であることが窺われた。慢性呼吸不全

患者の ADL 障害を捉えるためには、個人の生活スタイルの把握がまず重要であることが示唆された。 
 

②山本健太，土橋真由美，原  悠子 ，高梨信吾 ：成人気管支喘息患者の最大呼吸筋力と

呼吸機能の関連性．日呼管誌 15：203，2005．(発表学会 ：第 15 回日本呼吸管理学会学

術集会 )  

《要旨》 

 慢性の成人気管支喘息患者 35 名を対象に最大呼吸筋力 （PEmax、PImax）と呼吸機能

（FVC、FEV1. 0、FEV1.0%、PEF）を測定し、その関連性を検討した。PEmax は PEF に、PImax は

FVC と PEF に有意な相関がみられたことから、最大呼吸筋力が低下している場合には、呼吸

筋強化により PEF を上げることで、喘息症状を改善する一助となりうると思われた。 

 

③原  悠子 ，土橋真由美 ，山本健太 ，他 ：在宅慢性呼吸不全患者の在宅生活について－

外出状況と呼吸 リハビリテーション実施状況調査から－．日呼管誌 15：196，2005．(発表学

会 ：第 15 回日本呼吸管理学会学術集会 ) 

《要旨》 

 外来で呼吸 リハを実施している在宅慢性呼吸不全患者 20 名を対象に、外出状況と自宅

での呼吸 リハ実施状況を調査した。外出頻度は一般高齢者と同様であったが、外出先は通

院 が最 も多 く、また呼 吸 リハ実 施率は 66.96％と高 かった。外 出頻度 、疾 患重症度指標

(BODE)、 6MD 間 、および呼吸 リハ実施率 とその継続年数に有意な負の相関があったことか

ら、外出を含んだ ADL 上の活動性を高めることの必要性が示唆された。 

 

3 .論 文 

 



①土橋真由美，白取洋子，高梨信吾：青森県における呼吸リハビリテーションの現状－2 手法で行な

ったアンケート調査から－．東北理学療法学 17：38-43，2005.  

 

4.社会活動 

 

1)所属学会および職能団体など 

①日本理学療法士協会 

②日本呼吸管理学会 

 

2)学外委員会・協議会等 

 なし 

 

3)学外依頼講演等 

①呼吸リハビリテーションについて.2005 年 5 月 20 日（開催地：弘前市，主催：さわらびセミナー） 

 

5 .その他 

 

１）共同研究活動 

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

システムの構築」（研究代表者：石鍋圭子）の調査・分析・評価を担当し、報告書を分担執筆。（青

森県立保健大学健康科学特別研究地域 03－5．研究報告書 22－28，2005） 

 

2)その他の活動 

①平成 17 年度介護労働講習 「訪問介護員養成研修 2 級課程 」基本的介護技術実習

補助．2005 年 11 月 7･8 日 （サンライフ弘前 ） 

②青森県立保健大学大学院健康科学研究科理学療法学分野生活障害支援領域在

学中  

 
 

 



 

氏  名   吉田 英樹（よしだ ひでき）  

専  門  ①理学療法学（特に中枢神経疾患） 

 

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

習Ⅰ(後期) 

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

前期)・理学療法技術学Ⅱ実習（前期）・臨床実習Ⅰ(前期)・臨床実習Ⅱ（後期 ） 

4年：臨床実習Ⅲ（前期） 

非常勤  

講師等  

なし 

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

 

1.著 書 

 
なし 

 

2.学会等発表 

 
①吉田英樹 , 近藤健男 , 中里信和：視床出血での脳磁図を用いた麻痺側上肢機能回復予測－体
性感覚誘発磁界による予備的研究－，理学療法学，Vol.3２（大会特別号 No.2）p２６,200５.（第４
０回日本理学療法学術大会） 

《要旨》 

 本研究の目的は、視床出血の急性期から体性感覚誘発磁界（somatosensory evoked magnetic 

field: 以下、SEF）を測定し、急性期 SEF 所見と発症後 3 ヵ月での運動麻痺及び感覚障害、麻痺側
上肢機能回復との関連性を調査した上で、SEF を用いた麻痺側上肢機能回復予測の可能性を検討

することであった。対象は、視床出血例 9例（男性 4人、女性 5人、年齢 61.4±10.0歳）であった。SEF

の測定は、204 チャンネル全頭型脳磁計を使用し、麻痺側手関節部正中神経への電気刺激を用い
て視床出血発症後 72 時間以内（以下、急性期）に実施した。SEF の解析では、潜時約 20ms の第 1

波（以下、N20m）から潜時 100ms までの麻痺側正中神経 SEF 皮質成分の内、最も潜時の短い反応
についてその信号源を単一等価電流双極子モデルにより推定し、その結果から対象を病巣側大脳半

球体性感覚野由来の反応が認められる「反応群」と反応が認められない「無反応群」の 2 群に分類し

た。麻痺側上肢評価は、急性期と発症後 3 ヵ月の 2回実施し、運動麻痺（上肢及び手指 12グレード）
と感覚障害（母指探し試験）、上肢機能（片麻痺上肢能力テスト）を評価した。急性期麻痺側正中神

経 SEF 所見と発症後 3 ヵ月での運動麻痺、感覚障害、麻痺側上肢機能回復との関連性について

は、前述の反応群と無反応群間での発症後 3 ヵ月での麻痺側上肢に関する各評価項目を比較した。

統計学的検討では Mann-Whitney の U 検定を行い、有意水準は 5%未満とした。結果、急性期麻痺
側正中神経 SEF 所見で反応群となった症例（6 例：N20m は 4 例で認められたが、他の 2 例では

N20m 以降の成分しか認められなかった）は、無反応群となった症例（3 例）と比較して、発症後 3 ヵ月
での運動麻痺、感覚障害、麻痺側上肢機能が有意に良好であり、特に反応群の上肢機能について

は 1 例を除く全例が実用手まで回復した。片麻痺例での麻痺側上肢機能の決定因子としては、運動

麻痺だけでなく感覚障害の程度も重要であるが、視床出血急性期での麻痺側正中神経 SEF 所見

は、発症後 3 ヵ月での運動麻痺及び感覚障害の予後に加えて麻痺側上肢機能予後とも関連してお
り、本所見が麻痺側上肢機能予後予測指標と成り得る可能性が示唆された。視床出血での頭皮上

脳波による体性感覚誘発電位を用いた麻痺側上肢機能予後予測に関する先行研究では、予後予

測指標として第 1 波以降の成分は、反応の個人差や信号源不明確などの理由からあまり利用されて



いなかった。SEF を用いた本研究結果は、体性感覚誘発反応の第 1 波以降の成分についても、信号
源を確認した上で麻痺側上肢機能予後予測指標と成り得る可能性を示唆しており、SEF は視床出血
例での麻痺側上肢機能の客観的予後予測に寄与すると考えられる。 
 

②林慶充 , 石橋恭之 , 津田英一 , 福田陽 , 塚田晴彦 , 藤哲 , 浅野由佳美 , 秋元博之 , 尾田敦 , 
吉田英樹 , 他：高校バスケットボール選手を対象としたジャンプ動作における下肢アライメントの評価，
第３３回青森県スポーツ医学研究会抄録集 ,200５.（第３３回青森県スポーツ医学研究会） 

 

3.論文等 

 
①吉田英樹，近藤健男，中里信和：視床出血での体性感覚誘発磁界を用いた麻痺側上肢機能回

復予測．北海道理学療法，２２:１７-２１,200５. 
《要旨》 

 本研究の目的は、視床出血急性期に体性感覚誘発磁界（以下、SEF）を測定し、SEF を用いた麻
痺側上肢機能回復予測の可能性を検討することであった。対象は、視床出血後片麻痺例 9例であっ

た。SEFの測定は、204チャンネル全頭型脳磁計を使用し、麻痺側手関節部正中神経への電気刺激

を用いて視床出血発症後 72時間以内（以下、急性期）に実施した。麻痺側上肢評価は、急性期と視
床出血発症後 3 ヵ月（以下、慢性期）の 2回実施し、上肢及び手指の運動麻痺（12段階片麻痺回復

グレード）と感覚障害（母指探し試験）、上肢機能（5 段階上肢能力テスト）を評価した。病巣側大脳半

球体性感覚野由来の潜時約 20ms（N20m：正中神経 SEF の第 1 波）から潜時 100ms までの急性期
麻痺側正中神経 SEF を認めた症例は、同 SEF を認めなかった症例と比較して慢性期での麻痺側上

肢の運動麻痺や感覚障害、上肢機能の回復が有意に良好であり、上肢機能については、同 SEF を
認めた症例の大部分で実用手となった。以上から、視床出血後片麻痺例での急性期麻痺側正中神

経 SEF 所見は、麻痺側上肢機能の予後予測指標と成り得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脳機能とリハビリテーション研究会  

③青森県理学療法士会  

④北海道リハビリテーション学会  
 
2)学外委員会・協議会等 

①第 9 回生活環境支援系理学療法研究会事務局長  
②第３０回青森県理学療法士学会事務局長  

 
3)学外依頼講演等 

なし 

 

5.その他 

 
なし  
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