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氏  名  對馬  均（つしま ひとし） 

専  門 ①理学療法評価学 

②運動療法学（中枢神経系） 

③理学療法教育学 

担当科目 1年：理学療法総論（前期） 
2年： 

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

4年：卒業研究(後期) 

非常勤 

講師等 

 

 

1 .著 書 

 

①對馬均 、対馬栄輝 ：図解理学療法検査 ・測定ガイド＜Ⅲ.情報の集め方  3  カルテのみ

かた＞（奈良勲、内山靖  編 )，文光堂，pp.605-615，2006 年  

《要旨 》カルテに関する教科書や文献の中で、「書 く」立場からカルテを論じたものは多 くある

が、「見 る」立場から書かれたものは少ない。本稿では、理学療法士の立場から、総論的に、

担当となった患者の理学療法を進める上で必要と思われる、基本的なカルテのみかたについ

て詳述した。 

 

 

②奈良勲監修、内山靖編 ：理学療法学事典の分担執筆．医学書院，2006 年  

《要旨 》本書は、本邦初の理学療法学関連専門用語事典として企画されたもので、これから

の理学療法領域における共通理解や正確なコミニケーションを図るうえで重要な役割を果た

すものである。この中で、以下の 16 語を担当し、その意味について詳述した。 

＜担当部分＞ 

「滑膜 （性 ）関節 」、「関節 」、「マット運動 」、「荷重関節 」、「骨盤底筋群 」、「股関節 」、「回旋

枝 」、「開排 」、「荷重 」、「荷重部 」、「球関節 」、「外科頸 」、「骨萎縮 」、「トーマス肢位 」、「トー

マステスト」、「腹直筋 」 

 

2.学会発表 

 
①中西慎吾，對馬均：高齢者の転倒恐怖感の解消につながる身体機能要因について 

第 24 回東北理学療法士学会，平成 18 年 11 月 11 日（於：八戸市） 

《要旨》 
高齢者を対象に転倒恐怖感と膝伸展・足背屈筋力，足関節可動域，感覚などの下肢機能との関

連を横断的に検討し，基礎的な情報を得ることを目的として研究を行った。地域在住高齢者 25名（年

齢 70.2±5.9 歳）を対象として，Modified Falls Efficacy Scale（以下 MFES）で転倒恐怖感評価し、膝

伸展・足背屈筋力との関係を検討した。膝伸展位と膝屈曲位における他動的足関節背屈可動域の

測定，感覚テストとして座位固有受容感覚テストも行った．結果として転倒恐怖感あり群は 11 名，なし

群（MFES が 140 点満点）は 14 名で、それら二群間で有意な差が認められた項目は，体重・BBS・FR

（p<0.05），膝伸展筋力（p<0.01）であったが、過去一年間の転倒歴との関連は認められなかった．多

重ロジスティック回帰分析を行った結果，膝伸展筋力のみが有意に転倒恐怖感の有無を判別する要

因として選択された。結論として転倒恐怖感において膝伸展筋力が密接に関連していることが示さ

れ，膝伸展筋力増強による転倒恐怖感解消の可能性が示唆された。 

 

 



 

3 .論 文 

① 對馬均，対馬栄輝，對馬圭，奥村康成：ファンクショナルリーチの値は加齢によってどう変化する

か？ 弘前大学医学部保健学科紀要，第５号，2006. 

《要旨》 

目的：立位動的バランスの指標としての Functional Reach の値（以下ＦＲ値）の加齢による変化の実

態を明らかにする。対象と方法：身体的障害を有しない一般地域住民 780 人（男 359 人、女 421 人、

年齢 8 歳～85 歳）を対象とした。ＦＲ値の測定は試作した専用のスライド式測定スケールを使用し、裸

足立位で「両手」、「片手（利き手）」の順に各 3回ずつ測定した。結果：ＦＲ値は男女ともに青壮年期を

ピークとして、それ以降加齢により減少し、年齢と FR値の間に有意な負の相関（r=－0.149～－4.11，

p<0.01）が見られた。曲線の当てはめを行った結果、年齢から標準的な FR 値を予測する予測式が得

られた。また、片手測定と両手測定との比較では、男性では両手測定の方が値のばらつきが少ない傾

向が認められた。考察とまとめ：FRは年齢と共に低下はするものの、直線的ではなく、青年期をピークと

して壮年期まで維持され、60 代以降、徐々に低下することが明らかとなった。測定値のばらつきから見

ると、スクリーニングを目的とした FR 測定では、両手測定とすることが望ましいのではないかと思われ

る。今回得られた予測式は、高齢者のバランス能力判定指標としての高い利用価値を持つものと考え

る。 

 

② 松嶋美正， 對馬均：バランス能力評価ツールとしてのBerg Balance Scaleの臨床における有用

性．理学療法研究，第 23 号，43-49, 2006. 

《要旨》Berg Balance Scale（以下，BBS）の有用性について，①整形外科疾患での活用②評価にか

かる所要時間の実態③評価項目精選の可能性という視点から明らかにすることを目的として研究を行

った。中枢神経疾患 11 名，整形外科疾患 29 名を対象として，患側膝伸展筋力，WOMAC を測定し，

BBS の評価時間，総得点と他の要因との関連性について，年齢別，中枢神経疾患，整形外科疾患と

の対比から検討を行った。結果として、BBS 評価の所要時間は，いずれの疾患においても，年齢ととも

に増加する傾向がみられた。整形外科疾患群において BBS の総得点は年齢，患側膝伸展筋力，

WOMACとそれぞれ有意に相関することが明らかとなった。また，高齢者群と中年者群の間に BBS14項目

中 7 項目に有意差が認められた他，因子分析により，整形高齢外科疾患の高齢者においては，BBS

の 14 項目を 4 つの群に分類することが可能であった。結論として、障害を有する高齢者の場合，BBS

測定は簡便性に欠けること、高齢整形外科疾患者において BBS をバランス評価ツールとして用いるこ

との有用性が明らかとなった。 

 

③ 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１報）．東北理学療

法学，第 18 号，34-40, 2006. 

《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。 

 

 

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・外部資金獲得状況 

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

ムの構築に関する研究」 

＜研究目的及び内容＞ 

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

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

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

築する。 

 

②学術国際振興基金Ｂ－２（外国人研究者との共同研究の助成） ９９０，０００ 円 

研究題目「在宅パーキンソン病患者の生活環境下での姿勢調整能力評価方法の確立」 

＜研究目的及び内容＞ 

パーキンソン病の日常生活の中で特に問題となるのは転倒である。「運動障害」という側面からの

転倒要因分析は実験室レベルで成果を上げている。しかし、転倒には「生活環境」というもう一つの要

因がある。パーキンソン病の転倒について「生活環境」という側面からの分析はなされていない。本研

究の目的は, 実験室ではない実際の生活環境・場面における姿勢調整能力と転倒要因を解明するこ

とにある。研究によって期待される効果としては,パーキンソン病患者の実際の生活環境下での姿勢コ

ントロール能力と転倒の関係が明らかとなり，生活環境下での姿勢コントロール能力を類型化が可能と

なり，効果的な対応策につながることがあげられる。 

 

③学術国際振興基金Ｂ－３（外国人研究者の招へいの助成）  ４５０，０００ 円 

招へい研究者：Dr. Jennifer McGinley (理学療法士) 

オーストラリア 王立こども病院 附属 Murdoch こども研究所 

臨床歩行解析・歩行リハビリテーション研究センター 博士研究員 

講演テーマ「オーストラリアにおけるパーキンソン病の理学療法－研究と臨床－」 

 

④塩井障害者自立支援基金  ４００，０００円 

「虚弱高齢者のための転倒骨折予防ヒッププロテクターに関する調査研究」 

1)ヒッププロテクターの利用状況調査 

青森県内の介護老人保健施設入所者、および介護担当者を対象として、施設内での転倒予防対

策状況と既存タイプのヒッププロテクターの利用状況について郵送によるアンケート調査を行う。 

2)従来型ヒッププロテクターの受け入れモニター調査： 

津軽地区の介護老人保健施設を研究フィールドとして選定し、訪問調査への協力依頼を行う。研

究への協力同意の得られた入所者に対して、転倒リスクアセスメントを実施する。評価の結果、転倒ハ

イリスク者と判定された高齢者をモニターとして選出し、代表的メーカーの既存タイプのヒッププロテクタ

ーを実際に装着していただき、その装着感、使用感などについて聞き取り調査を行う。あわせて、装着

動作の所要時間を実測するなど、多角的な製品モニターテストを実施する。調査結果から、既存タイ

プのヒッププロテクターの問題点を抽出し、改善策について検討を行う。 

 

 

 

 

 



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） 

2年：理学療法評価学実習（前期）・臨床実習Ⅰ（後期） 

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）・運動療法学Ⅱ

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）・理学療法研究演習 (後期 ) 

2年：学際連携セミナー（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青木一治，赤坂清和，若山佐一他 295 人著：内山靖 (編 )，「理学療法学事典」 医学書院，2006 
《要旨》 

理学療法学に関する教育、臨床、研究から必要な約 8000語を厳選し、初学者から臨床家まで全ての

理学療法士のために理学療法の視点からわかりやすく解説した用語解説事典。 

理学療法の主に基礎領域から 17 用語を解説した。 

 

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(社)日本理学療法士協会 

②日本医学教育学会 

③日本義肢装具学会 

④日本リハビリテーション工学協会  
⑤東北理学療法教育研究会  

⑥青森県理学療法士会 

⑦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 18 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）(2006 年 9 月 15 日，弘前大学医学部保健学
科) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 1 年：運動学 
2 年：整形外科学・整形外科学演習・運動学実習・臨床実習Ⅰ 

3 年：医学英語 

4 年：卒業研究 

非常勤 

講師等 

① 弘前学院大学：疾病論Ⅱ（整形外科学） 

 

1 .著 書 

 生体機能学テキスト 第 2 版．吉岡利忠 内田勝雄編集，中央法規出版． 
第 10 章 感覚の項を執筆  

 

2.学会発表 

 

① 秋元博之 和田簡一郎：ウルトラマラソンランナーのランニング障害と骨密度の検討． 

  日本整形外科学会雑誌 80巻 4号， 413，2006．（発表学会：第 79回日本整形外科学会学術総
会） 

  《要旨》女性のウルトラマラソンランナーに対して、ランニング障害の調査と骨密度測定を行ったとこ

ろ、疲労骨折の既往を 7.1％に認めた。しかし、疲労骨折既往のある群とない群における骨密度
には有意差を認めなかった。したがって疲労骨折発生には、低骨密度は誘因になるものの、急激

な運動負荷などの他の因子も関与していることが示唆された。 

② 秋元博之：女性 100 キロマラソンランナーの腰椎骨密度についての 2 年間の追跡調査． 
  日本臨床スポーツ医学会誌 Vol.14 No.4，108，2006．（発表学会：第 17回日本臨床スポーツ医

学会学術集会） 

  《要旨》2 年連続して腰椎の骨塩量を測定できた、女性の 100 キロマラソンランナー18 名の調査を

行った。腰椎骨塩量および年間の変化率、同年代の成人との比較と年間の走行距離の間には、

いずれも有意の相関関係を認めなかった。また、未閉経群と閉経群の比較では、年間変化率に

有意差を認めなかったが、閉経群の方がやや減少率が大きかった。 
③ 尾田敦 石川玲 対馬栄輝 長谷川至 成田大一 秋元博之：下肢伸展挙上運動の指導方法

が膝関節伸展筋力の増強効果に及ぼす影響について．理学療法学 33 巻Suppl.2，  219，

2006．（発表学会：第 41 回日本理学療法学術大会） 
④ 田澤浩司 石橋恭之 津田英一 福田陽 塚田晴彦 林慶充 藤哲 秋元博之  

  尾田敦  吉田英樹 塚本利昭 瓜田一貴 岡村良久：高校バスケットボール選手を対象とした平

衡バランス機能と膝関節位置覚の検討．第 34 回青森県スポーツ医学研究会抄録集，2001.（発
表学会：第 34 回青森県スポーツ医学研究会） 

  《要旨》高校生のバスケットボール選手の男子 39 名、女子 38 名を対象として、平衡バランス機能と

膝関節位置覚の関係を調査した。男女ともに利き足・非利き足において、膝関節位置覚の再

現角度誤差と重心動揺の不安定性との間に有意な相関関係は認められなかった。 

 

3 .論 文 

① Hiroaki Morita  Hiroyuki Akimoto： Conjoint analysis of the personal space between the 

examiner and patient in clinical situations. Health Sciences 22（１），72－84，2006． 
  《要旨》診療場面で、検者が被検者に接近するときの好ましい接近する角度と対人距離 

   を明らかにするために、女子大生 49 名を用いて検討した。座位では検者の向きが正 



 対、被検者に接する角度は左右 45°が最も好まれた。背臥位では、水平面左右 45°、 

尾側 45°が最も好まれた。距離については、測定姿勢と検者の既知未知が影響してい 

たが、被検者の外向性・内向性は影響していなかった。 

② 秋元博之 片野博 森川泰仁 望月充邦 岩崎弘英 大石裕誉：保存的治療を選択した高齢者

の大腿骨頸部骨折の予後調査．東日本整形災害外科学会雑誌 18 巻 2 号，115-118，2006．（別冊
添付） 

 

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 日本リハビリテーション医学会 

⑥ 骨粗鬆症 QOL 研究会 

 ⑦ 東日本整形災害外科学会 

 ⑧ 東北整形災害外科学会 

 ⑨ 青森県スポーツ医学研究会 

2)学外委員会・協議会等 

 ① 中南地域仕事づくり等活性化協議会 健康元気・光産業創造部会長  

 ② 弘前柔道協会理事 

3)学外依頼講演等 

 ① 整形外科領域の神経筋障害 

    星城大学リハビリテーション学部特別講義 

         平成 18 年 1 月 17 日 星城大学（愛知県東海市） 

 ② メタボリックシンドロームの予防について 

    平成 18 年度定期健康診断後事後指導のための講演会  

         平成 18 年 10 月 17 日 青森県庁大会議室 
 ③ 寝たきり予防と血管年齢  

    青森県庁平成 18 年度下期ライフプランセミナー 

         平成 18 年 11 月 7 日 ラ・プラス青い森  
 ④ 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 18 年 11 月 11 日 大塚製薬青森出張所研修室 
 

5 .その他 

 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 18 年 2 月 5 日） 

  第 15 回 AOMORI マラソン（平成 18 年 7 月 2 日） 

  第 61 回青森県民体育大会（平成 18 年 8 月 20 日） 

  第 39 回永沢杯柔道大会（平成 18 年 11 月 3 日） 

 

 

 

 

 

 

 



氏  名  岩田 学（いわた まなぶ） 

専  門  ①リハビリテーション医学 

 ②運動生理学 

担当科目 学部  

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

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

期）・神経内科学演習（後期） 

 3 年：臨床実習Ⅰ（前期）・理学療法原理Ⅱ（前期）・理学療法特殊講義Ⅲ（後期）・理学

療法研究演習（後期）・臨床実習Ⅱ（後期） 

 4 年：臨床実習Ⅲ（前期）・卒業研究（後期） 

大学院（修士課程） 

 1 年：保健学連携セミナー（前期）・リハビリテーション医学特論（後期）・理学療法学演習

（後期） 

 2 年：理学療法学特別研究 

非常勤  

講師等 

 医学部医学科（機能回復） 

 

 
1.著 書 

なし 

 

2.学会発表 

① Izumi Kondo, Kanoko Hosokawa, Manabu Iwata  et.al. : Late phase of revalidation process for 
Gross Motor Function Classification System in Japan. (The 67th Annual Assembly of the American 
Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, Hawaii, November 12,2006) 
《Abstract》 
 The purpose of this study was to examine the reliability and face and content validity of the 
Japanese version of the Gross Motor Function Classification System (GMFCS). The reliability 
study was performed with 334 children (191 boys, 143 girls) with CP. Their ages ranged from 8 
months to 12 years (average SD, 5y 7mo 3y 1mo). One hundred eighty one assessors participated in 
the study. A questionnaire was used to test the face and content validity, and the rate of positive 
response was calculated from the answers the 20 assessors who conducted the reliability study at 
each institute. A revised version (Japanese 1.1) of the GMFCS was used, based on the findings of 
previous pilot studies. IN the reliability study, the overall k was .67 and the k for each level from 
levels I to V was .89, .61, .56, .60, and .82, respectively. With the exception of level III, the 
descriptions of each level were acceptable for at least 80% of assessors, and more than 40% of 
assessors wrote that it was difficult to understand the introductory part containing several points 
that were essential to practicing the GMFCS evaluation. 
 

②岩田学：無酸素性運動能力の評価. 第 30 回青森県理学療法士学会特別講演 

プログラム抄録集：17-18 貢 

《要旨》 
 ウインゲート無酸素性テスト (Wingate anaerobic test；以下 WAnT と略す)は 1970 年代にイスラエ

ルのウインゲート研究所で開発された 30秒間の最大努力下でのサイクリングテストである。WAnT は、懸

垂された重錘により生じる抵抗力とペダルの回転速度の積として算出される機械的なパワーの 30秒間

の変化をとらえたものである。現在までのところ、障害者を対象とした WAnT の報告は非常に少ないが、

今後いくつかの改変を重ねることでリハビリテーション領域への応用が可能になると考えられる。本講

演では、リハビリテーション医療従事者に、無酸素性の運動能力についての理解を深めてもらうため

に、WAnT を主体に述べた。 

 

③岩田学：Inhibitor Bar付短下肢装具̶ 片麻痺患者の歩行に対する効果̶ .平成 17 年度弘前

大学医学部保健学科研究発表会 平成 18 年 2 月 15 日 



《要旨》 
 緊張性足趾屈曲反射をもつ脳卒中片麻痺患者で、靴型装具に inhibitor bar を貼付することで、

歩行能力の向上がみられるかどうかを検討した。その結果、最大歩行速度で 13.8%の上昇が認めら

れ、歩幅、ケイデンスとも有意に増加していた。これより、緊張性足趾屈曲反射をもつ脳卒中片麻痺患

者では、足趾しに痛みがなくても、歩行能力を向上させる目的で、inhibitor bar を使用することが薦

められる。 

 

④岩田学、藤田俊文、福田道隆：片麻痺における無酸素性運動能力評価の試み.第 20 回日本リハ

ビリテーション医学会東北地方会、抄録集：4 貢 

《要旨》 

 脳卒中患者を対象とした無酸素性運動能評価テストの至適負荷量の設定と再現性について検討し

た。対象は片麻痺 14 名であり、年齢は 60.4±10.6 歳、下肢の Br. Stage はⅢ：4 名、Ⅳ：6 名、Ⅴ：

3 名、Ⅵ：1 名であった。測定にはストレングスエルゴ 240 を使用し、最初に 50rpm で筋力測定を実施

し、非麻痺側の筋力をもとに、最大筋力の 25%に負荷量を決定した。テストは日にちを変えて 2回実施

し、運動開始後 5 秒から 6 秒までの 1 秒間のパワーをデータとして使用した。その結果、設定負荷値

に 6 秒間で達することができた患者がおらず、ランプ負荷終了後一定の等張性負荷を与えるために

は、至適負荷量を最大筋力の 25%より低く設定することが妥当と考えられた。また 2回のテストにおける

平均パワーの再現性は、ICC(1,1)が 0.98 であった。 

 

⑤高橋堅、岩田学：中等度高所での呼吸法・姿勢等の介入が動脈血酸素飽和度に及ぼす影響‐介

入中および介入後の即時的改善効果‐. 第 26 回日本登山医学シンポジウム、第 26 回日本登山医
学シンポジウム抄録集：46 貢 

《要旨》 
 中等度高所において呼吸法や姿勢などの介入が動脈血酸素飽和度に及ぼす即時的影響を明らか

にすることを目的に、富士山登山者 15 名（20～56 歳男女）に対し、富士山山頂（3720m）で各種呼吸

法・動作・姿勢などの介入を行った。その結果、腹式・口すぼめ呼吸、真向法第一体操、歌を歌うこと

は酸素吸入と同程度に動脈血酸素飽和度を改善し、即時的には正常範囲直近まで上昇させることが

明らかになった。高所順化を促進させると言われている散歩は、即時的には動脈血酸素飽和度を低

下させる傾向が強く、座位でのメモ取り姿勢（体幹前屈姿勢）は動脈血酸素飽和度改善の観点から

好ましくないと思われた。 

 

⑥近藤和泉、細川賀乃子、岩田学：線維筋痛症患者の治療の経験. 第 43回日本リハビリテーション
医学会学術集会、リハビリテーション医学 43 巻抄録集：335 貢 

《要旨》 
 症例は 29歳男性であり、左肩の激しい運動痛で発症し、発症後 2か月で神経内科にて左上肢単麻

痺の診断を受けた。全身重圧感や睡眠障害を伴い、薬物治療や装具療法を行うも無効であった。発

症後 1年 4か月の時点で、線維筋病症の診断となり、筋膜伸張手技による治療を開始した。その結果

痛みの軽減と関節可動域の増大が見られ、1年 7 か月で職場復帰し、更に 1年 10 か月で抗うつ剤の

投与を開始したところ、不眠症状も改善した。痛みや全身の倦怠感は現在も続いているが、筋膜伸張

および徒手療法を受けると改善し、治療を受けながら仕事を続けている。厚生労働省研究班の重症

度分類では stageⅠの状態にあると考えられ、その経過および治療の概要について報告した。 

 

⑦細川賀乃子、近藤和泉、岩田学他：超高齢者の嚥下機能. 第 43回日本リハビリテーション医学会
学術集会、リハビリテーション医学 43 巻抄録集：156 貢 

《要旨》 
 超高齢者の嚥下の特徴を明らかにする目的で、嚥下障害が疑われた 90歳以上と 70歳未満の患者

で、歯の状態、嚥下造影検査での誤嚥、咽頭残留について比較した。その結果 90歳以上では、嚥下

に関連する明確な既往歴がない患者が多かった。誤嚥の割合は 90 歳以上の患者群で少なく、超高

齢者で経口摂取ができている者は、嚥下機能が良好に保たれていることがわかった。しかし 90歳以上

では、自分の歯がある割合が低く、咀嚼ができないことで嚥下に問題があるように見えている可能性が

あり、年齢の進行に応じて、適宜義歯を作成する必要があると考えられた。 

 

⑧一戸亜希子、岩田学：脳卒中片麻痺患者の歩行能力に影響を与える諸因子についての検討. 第

24 回東北理学療法士学会、抄録集：71 貢 



《要旨》 

 片麻痺患者の様々な能力を機能的に分析し、どの因子が歩行能力(独歩・T字杖・4点杖)に強く影

響しているのかを検討した。担当理学療法士に歩行自立と判断された脳卒中片麻痺患者 46 名(4 点

杖 5 名、T 字杖 21 名、独歩 20 名)を対象とした。カルテから一般情報を得、対象者の身体機能を測

定し、重回帰分析を用いて統計処理を行った。身体機能の測定項目としては、健側上下肢筋力、表

在・深部感覚、10m 歩行(最適、最速)、左右への随意的な骨盤移動距離を測定した。その結果、ケイ

デンス・健側への骨盤移動距離・健側上肢機能により、歩行能力の 58.8％を示すことができた。ケイ

デンスでは 4 点杖と独歩との間で p<0.01、T 字杖と独歩の間で p<0.05 の有意差がみられた。健側へ

の骨盤移動距離では 4 点杖と独歩との間で p<0.01 の有意差がみられた。健側上肢機能に関しては

各項目において有意差は認められなかった。 

 

⑨藤田俊文、岩田学、福田道隆：脳卒中患者における無酸素性運動能力の評価—片麻痺用ウィン
ゲート無酸素性テストの開発ー.第 24 回東北理学療法士学会、抄録集：72 貢 

《要旨》 
 脳卒中片麻痺患者用ウィンゲート無酸素性テスト（WAnT）の信頼性の検証を目的として研究を行っ

た。対象は、2005 年 12 月～2006 年 3 月の間に青森県内の病院に入院中の脳卒中片麻痺患者 14

名（男性 11 名、女性 3 名）であり、内訳は麻痺側が右 8 名、左 6 名、下肢の Brunnstrom Stage は

Ⅵ：1名、Ⅴ：3名、Ⅳ：6名、Ⅲ：4名、平均体重は 61.9±6.9kg平均年齢は 60.4±10.6歳であった。

なお本研究は、対象者に研究の趣旨と内容について説明し同意を得た上で行った。三菱電気エンジ

ニアリング社製のストレングスエルゴ 240を使用し、リスク管理のため心電図モニタリングを行いながら実

施した。はじめに、ストレングスエルゴ 240 で筋力測定を実施し、非麻痺側の筋力を基準に WAnT の負

荷量を決定する。本テストは 3 分間のウォーミングアップ後、6 秒間の WAnT を行い、クールダウンを 3

分間実施する。テストは日にちを変えて 2回実施し、データは 6秒時の値を使用した。1回目と 2回目

のデータの信頼性は級内相関係数を算出した。その結果、6 秒時の値については、全ての被検者に

ついて peak power（PP）であった。1 回目と 2 回目のデータの級内相関係数は 0.98 ICC（1,1）となり、

非常に高い相関を認めた。 

 

 

3.論 文 

①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 5 巻 157-163, 2006 
 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。 

 

②細川賀乃子、近藤和泉、岩田学：リンパ浮腫に対するリハビリテーション・アプローチ.

リハビリテーション医学 43：51-62,2006 

 リンパ系の特徴、リンパ浮腫とその要因、診断、治療について解説した。現在、まだリンパ浮腫への

対応が十分行える施設は少ない。しかし、浮腫を出現初期から発見すれば、適切な日常生活での対

応や圧迫着衣の使用などで良好にコントロールされる症例も多い。そのため、なるべく早期からの開始

ができるようリハに関わる医療者はもちろんのこと、がんなどの治療に当たるスタッフも含めて、リンパ浮

腫に関する知識を普及させる必要があると思われる。 
 
 

③高橋堅、岩田学：高所での呼吸法・姿勢・散歩の介入が動脈血酸素飽和度に及ぼす影響‐介入

中および介入後の即時的改善効果‐.登山医学 26 2006 印刷中 

 標高 3720m の高所において、呼吸法、姿勢などが動脈血酸素飽和度に及ぼす即時的な影響を 11



人の登山者を対象に調べた。腹式・口すぼめ呼吸、真向法第一体操、歌を歌うことは、動脈血酸素

飽和度を有意に上昇させた。これらの介入で酸素飽和度は正常範囲に近い 93～95％まで改善され、

効果は酸素吸入と同程度となった。一方、散歩は高度順応を促進すると考えられているが、即時的に

は酸素飽和度を有意に低下させる可能性が示唆された。座位では、メモ取りのような体幹屈曲姿勢は

酸素飽和度改善の観点からは要注意であると考えられる。今後、さらに多くの対象に対するデータの

蓄積が望ましく、また急性高山病の予防への応用としては、即時的効果のあった呼吸法などの長期的

効果（数日にわたる場合）について調査検討することが必要だと考えられた。 
 
 

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 

  ◎18 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 

  ◎18 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  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 

③脳血管病態学 

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

習Ⅰ(後期) 

3年：理学療法技術学Ⅱ実習(前期)・理学療法技術学Ⅰ実習(前期)・理学療法特殊
講義Ⅰ(後期)・理学療法特殊講義Ⅱ(後期)・歩行解析セミナー(後期)・臨床実

習Ⅰ(前期)・臨床実習Ⅱ(後期) 

4年：臨床実習Ⅲ・(前期)卒業研究(後期) 
大学院：リハビリテーション特論(後期)，研究指導(通年) 

非常勤 

講師等 

 

 

1 .著 書 

 

なし 

 

2.学会発表 

 

① 尾田 敦，石川 玲，対馬栄輝，長谷川至，成田大一，秋元博之：下肢伸展挙上運動の指導方
法が膝関節伸展筋力の増強効果に及ぼす影響：理学療法学 33巻suppl(2),219，2006．（第 41

回理学療法学術大会） 

 

② 石川 玲：特別養護老人ホーム職員の腰痛調査．第 30 回青森県理学療法士学会プログラム・抄
録集，25，2006．（第 30 回青森県理学療法士学会） 

《要旨》 

弘前市内の一特別養護老人ホームにおける職員 40 人の腰痛の発生状況と身体機能を調べ、腰

痛予防策について検討した。対象者の50％が過去 1年間に腰痛を経験していた。腰痛発生の引き

金となる動きでは「前傾姿勢を保つ」を挙げた者が 17 人（85％）で最も多かった。脊柱機能検査で

は腰痛経験群は未経験群よりも腹筋力が有意に弱化しており，柔軟性は未経験群の方が有意に

低値だった。対策として，腰痛予防の啓蒙，医療機関受診の推奨，福祉機器の導入，腰痛体操の

指導，職種ごとの動作指導を行う必要がある。 

 

③ 石川 玲，吉田秀見，目時典文，今泉忠淳，山下弘二，當麻景章，佐藤 敬：低酸素曝露アスト

ロサイトにおける血管内皮増殖因子（VEGF）発現に対するEdaravoneの影響．2006（第 10 回循

環と内分泌代謝研究会） 

《要旨》 

フリーラジカル消去剤 Edaravone は脳梗塞急性期の機能予後を改善するが，細胞・分子レベルで

の作用機序は未検証の点が多い。Edaravone は，培養ヒトアストロサイトにおける低酸素下の VEGF

ｍRNA 及びタンパク質発現を穏和に抑制した。アストロサイトにおける VEGF の過剰発現は

Edaravone の薬理効果の一部に関与していると考えられる。 

 

3 .論 文 

 

① Akira Ishikawa, Hidemi Yoshida, Norifumi Metoki, Tsutomu Toki,Tadaatsu Imaizumi, Koji  
  Yamashita, Kageaki Taima, Kei Satoh: Edaravone inhibits the expression of vascular endothelial 



growth factor in human astrocytes exposed to hypoxia.  
Brain Reserch（投稿中，博士論文） 

 

② 石川 玲，前田千尋，横山 瞳，宇野光人，山口美穂子，高田博仁，三上雅史：筋強直性ジスト
ロフィーにおける上肢の機能障害の特徴―関節可動域異常と筋力低下の面から―．理学療法研

究 24 号（印刷中） 
 
4.社会活動 

 

1)所属学会および職能団体など 

①日本理学療法士学会，青森県理学療法士会 

②日本体力医学会 

③理学療法科学学会 

④日本呼吸管理学会 

 

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  

 日本理学療法学術大会，東北理学療法学査読委員  

 

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 )共同研究活動 

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

階分類に関する研究を進めている． 

 

2 )その他の活動 

①卒業研究指導 

 ・ガム咀嚼により最大等尺性筋力は一時的に増加するのか（二星卓司） 

 ・膝伸展位と屈曲位で洗面動作を行ったときの大患と骨盤の傾斜角度及び腰部筋活動の違い（松

村裕紀子） 

②大学院修士課程研究指導 

 ・多変量解析を用いた脳卒中患者の歩行能力の帰結予測（柴田信行） 

③弘前大学総合文化祭「知の創造」講演  
  「腰痛予防」 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



氏  名   金沢 善智（かなざわ よしのり） 

専  門  ①福祉住環境学 

②福祉機器適合論 

担当科目 

 

 

 

 

 

非常勤  

講師等  

なし 

e-mai l  i turyo12@cc .h i rosak i -u . ac . j p  

 

（編集中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



氏  名  尾田   敦 （おだ あつし） 

専  門 ①理学療法学 

②義肢装具学 

③スポーツ科学 

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

格系障害理学療法学実習・臨床実習Ⅰ 

3年：前期―日常生活活動分析学（講義・実習）・義肢装具学実習・臨床実習Ⅰ 
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 
後期―卒業研究 

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

非常勤 

講師等 

なし 

 

1 .著 書 

 

なし 

 

2.学会発表 

 

①齋藤真美，尾田 敦，上田智重，濵地敬子，島脇譲治：幼稚園児の足部成長と保護者の靴選び

に対する認識について．理学療法学 33（Suppl 2）： 217，2006.（第 41回日本理学療法学術大会） 
《要旨》 

 弘前市内の幼稚園 1 施設の園児 236 名（男児 120 名・女児 116 名）とその保護者を対象に，幼
稚園児の足部成長や足部変形の程度と靴の調査，保護者の靴選びの認識についてのアンケート

調査を行った。足長・足幅は学年を追うごとに成長がみられ，特に年中・年長間の差が有意であっ

た。足示数の低下から，長軸方向の成長に伴い縦長な足部へ変化していることが伺える。舟状骨

高が年少・年中間で変化が少ないのに比べ足長の増加が顕著であることから，アーチ高率は，年

中と他の学年とで有意な差が現れたと考えられるが，他に体重増加や運動量との関連が示唆され

る。子どもたちの足には，外反母趾（7.6%）や浮き趾（73.7%）が多くみられ，保護者の靴選びの基準
で，大きめのサイズを選ぶという回答が多く，実際に適したサイズの靴を選択できていない可能性が

あり，これらが足部障害の発生因子となっていることが示唆された。 

 
②尾田 敦，石川 玲，対馬栄輝，長谷川至，成田大一，秋元博之：下肢伸展挙上運動の指導方法

が膝関節伸展筋力の増強効果に及ぼす影響について．理学療法学 33（Suppl 2）：  219，2006.
（第 41 回日本理学療法学術大会） 

《要旨》 

 健常成人男性 35 名を対象として無作為に指導群 18 名と非指導群 12 名に分け，筋力増強トレ
ーニングの理論的な背景を含めた教育指導の有無により筋力増強効果に差があるかどうかを 6 週

間にわたり検討した。KIN-COMによる等尺性筋力筋力評価の結果，開始時筋力を 100%としたとき

の 6週後の筋力は，60 ﾟ，30 ﾟ，10 ﾟ屈曲位のいずれの角度でも指導群の方がより増加する傾向を認
めたが，2 群間で有意差を認めなかった。非指導群の 6 週後の筋力値は，概ね指導群の 4 週後の

筋力値に相当した。経過期間中の変動では，非指導群が 2 週後にいったん低下を示し，4 週後で

増加，4～6 週後では増加はわずかであったのに対して，指導群では 2 週後まで増加，2～4 週では
増加はわずかで，4～6 週後で再び増加の傾向を示した。早期の筋力増強効果を期待するには，



適切な教育指導が重要であることが確認でき，臨床場面でも積極的な PTの介入は意義が大きいと
考えられ，より長い期間でその差は顕著になると予想される。 

 
③田澤浩司，石橋恭之，津田英一，福田 陽，塚田晴彦，林 慶充，藤 哲，秋元博之，尾田 敦，

吉田英樹，塚本利昭，瓜田一貴，岡村良久：高校バスケットボール選手を対象とした平衡バランス

機能と膝関節位置覚の検討．第 34 回青森県スポーツ医学研究会抄録集，2006.（第 34 回青森県
スポーツ医学研究会） 

《要旨》 

 高校生のバスケットボール選手の男子 39名，女子 38名を対象として，平衡バランス機能と膝関節
位置覚の関係を調査した。男女ともに利き足・非利き足において，膝関節位置覚の再現角度誤差

と重心動揺の不安定性との間に有意な相関関係は認められなかった。 

 
④下村万里江，矢吹勇太，長谷川至，加藤義人，葛間 翔，畠 英里，佐々木和広，中澤成史，尾

田 敦：有痛性外脛骨症に対するインソール作製の試み．第 34 回青森県スポーツ医学研究会抄

録集，2006.（第 34 回青森県スポーツ医学研究会） 
《要旨》 

 有痛性外脛骨症と診断され足底挿板を作製した 14 名（男 4 名，女 10 名，内 1 名は手術治療）

を対象とし，足底挿板の有効性について検討した。足底挿板装着後の疼痛変化は，軽減 5 例 6

足，消失 6 例 7 足で，手術適応となった 1 例を除き 11 例 13 足は足底挿板作製後に発症前の運
動レベルまで復帰した。静的アライメントでは，Q-angle の減少，踵骨回内角度の減少，踵骨外反
傾斜角の減少，舟状骨高の増加が認められ，動的アライメントでもすべてのテスト結果において装

着前後で陽性率の減少が認められた。足底挿板は運動制限を最小限にしながら治療を継続するこ

とができるため有用性が高いと考えられた。 

 
⑤矢吹勇太，下村万里江，長谷川至，加藤義人，葛間 翔，畠 英里，佐々木和広，中澤成史，尾

田 敦：足部アーチの低下を示した下肢機能障害における足部可動性の検討．第 24 回東北理学

療法士学会抄録集，2006.（第 24 回東北理学療法士学会） 
《要旨》 

 H17年 10月から H18年 6月までにシンスプリント（19名），有痛性外脛骨症（14名）と診断された

33 名（男 10 名，女 23 名）の 66 足を対象とし，この 2 つの疾患患者の足部可動性（前足部・後足

部）を比較した。シンスプリントでは前足部柔軟群が 72%，低下群が 28%，後足部柔軟群が 62%，
低下群が 38%であった。有痛性外脛骨症では前足部柔軟群が 79%，低下群が 21%，後足部柔軟

群が 65%，低下群が 35%であった。両疾患は発症メカニズムからともに足部アーチの低下を認める
が，足部可動性には違いがあると推測される。しかし，今回の結果では，前足部，後足部とも統計

学的に有意ではなく，足部可動性の特徴を明らかにすることはできなかった。このことは，足部だけ

でなく，他の下肢アライメントや骨形態との相対的な関係にも影響されることが予測されるため，これ

らとの関連性も検討する必要がある。 

 

3 .論 文 

 

①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：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．青森スポ研誌 14：20-24, 2005. 
《要旨》 

 青森県内高校生バスケットボール選手 157 名（男子 89名，女子 68名）を対象として，Noyes らが

考案した drop-jump test を用いてジャンプ動作における動的下肢アライメントを評価し，ジャンプ動
作の各 phase間の下肢アライメントについて男女比較を行った。その結果，男女とも Knee-inを示す

傾向にあったが，どの phase でも男子に比べ女子では有意に Knee-in の程度が大きかった。また男



女とも Toe-out が生じる傾向があったが男女間で有意差はなかった。男性より女性の方が ACL 損
傷のリスクが高い下肢アライメントをとっていると考えられた。過去の報告では女性の方が着地時の

膝屈曲角度が小さい傾向にあって，四頭筋の収縮による脛骨前方引き出し作用により ACL への負
荷が高まっているとされているが，本研究では膝屈曲の程度には性差がなかった。今後，測定値の

意義を検証するとともに，対象となった選手の追跡調査を行う予定である。 

 

4.社会活動 

 

1)所属学会および職能団体など 

①日本理学療法士協会 

②日本義肢装具学会 

③日本股関節学会 

④日本老年医学会 

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社団法人日本理学療法士協会学会演題査読委員  

②社団法人日本理学療法士協会東北ブロック協議会機関誌査読委員  
③青森県理学療法士会学術局学会部研究協力係及び学術誌査読委員  

④第 30 回青森県理学療法士学会学会長  
⑤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第 9 回（平成 17 年度）生活環境支援系理学療法研究会：テーマ「高齢者の転倒と足の機能」
（講演&ワークショップ）―ワークショップ「転倒予防に役立つインソールの知識と実際」．（社）日本

理学療法士協会生活環境支援系理学療法研究会，平成 18 年 1 月 28 日，於：弘前大学医学
部保健学科  

②平成 17 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：アス
レティックリハビリテーション―メディカルリハ（実習）．青森県スポーツドクターの会トレーナー部

会，平成 18 年 3 月 4～5 日，於：青森県立保健大学 
③平成 18 年度板柳町健康教室：転倒予防について（講演）．板柳町，平成 18 年 7 月 4 日，於：
板柳町福祉センター 

④平成 18 年度前期青森県スポーツドクターの会公認アスレティックトレーナー養成講習会：テーピ
ング（実習）．青森県スポーツドクターの会トレーナー部会，平成 18 年 11 月 4～5 日，於：八戸
市中央公民館 

⑤平成 18 年度補装具業者技術研修会：足部形態・機能の障害と足底挿板療法について．宮城
県主催（宮城県リハビリテーション支援センター），平成 18年 9月 11日，於：仙台市泉区役所内
仙台市職員研修所大研修室 

 

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：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 61 回国民体育大会陸上競技青森県選手選考会（平成 18 年 7 月 15 日～16 日，弘前運
動公園陸上競技場） 

②第 57 回青森県中学校体育大会夏季大会陸上競技（平成 18 年 7 月 23 日～25 日，弘前運
動公園陸上競技場） 

③第 31 回青森県高等学校新人陸上競技対校選手権大会  兼  第 11 回東北高等学校新人陸
上競技選手権大会県予選会（平成 18 年 9 月 8 日～10 日，弘前運動公園陸上競技場） 

④第 14 回青森県障害者スポーツ大会陸上競技大会  兼  2006 ジャパンパラリンピック陸上競技

大会県予選会（平成 18 年 9 月 17 日，弘前運動公園陸上競技場，ボランティア参加） 
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 18 年 9 月 15 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．学童期（小学生）の足部調査．平成 18 年 9月 12日，19日，20日，

22 日，26 日，10 月 3 日，10 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



氏  名   対馬 栄輝（つしま えいき）  

専  門  ①整形外科（骨・関節）系理学療法学[専門理学療法士認定] 

②生物統計学 

担当科目 機能診断技術学実習，理学療法技術学Ⅰ，運動学実習，物理療法学実習 

臨床実習Ⅰ 

非常勤  

講師等  

①弘前大学理工学部（担当科目：21世紀教育「統計学の基礎」） 

②弘前大学医学部医学科（担当科目：医用統計学） 

③弘前女子厚生学院（担当科目：リハビリテーション論） 

④弘前ホスピタリティーアカデミー言語聴覚科（担当科目：リハビリテーション医学） 

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

 

1 .著 書  

 

①対馬栄輝：変形性股関節症 ，ケースで学ぶ理学療法臨床思考 （嶋田智明  編），文光堂 ，

2 0 06．  
《要旨》 

 理学療法臨床思考について，代表的な具体症例を挙げて，その手順を述べていき，問題基盤型学

習の実際を述べた．担当部分では，整形外科的疾患の代表的な変形性股関節症の症例を挙げて，

知識の獲得と構造化，その問題解決について順序立てて解説した． 
 

②対馬栄輝：データの読み方・使い方，みらいに架ける社会学（早坂裕子，広井良典  編），ミネルヴ

ァ書房，2006． 
《要旨》 

 統計解析のうち，標本抽出法などの研究計画段階での統計的手法の活用，パソコンによって得られ

る統計量の解読の仕方といった，統計ユーザーを目的として解説した．標本抽出では，抽出法の際の

誤差への配慮，バイアスの排除などについて詳しく述べた．統計量の解読については，特に誤りやす

い点をピックアップして，その対策法を述べた． 
 

③対馬栄輝，對馬 均：カルテのみかた，理学療法検査測定ガイド（奈良 勲，内山 靖  編），文光

堂，2006． 
《要旨》 

 カルテのみかたについて，みるポイント，情報を得るポイント，実際的手順，注意事項について解説し

た． 

 

④対馬栄輝：分散分析と信頼性係数．標準理学療法学「理学療法研究法」（内山靖  編），医学書

院，2006． 
《要旨》 

  理学療法研究で用いられる機会の多い，分散分析の理論と実際の計算方法，それを活用した信

頼性分析の理論と方法についても述べた．分散分析は二元配置分散分析，反復測定の分析につい

て，正しい解析手順について解説し，信頼性分析については，級内相関係数，κ統計量について具

体的に解説した． 

 
⑤対馬栄輝：新版 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－,弘前大学
生活協同組合，2006. 
《要旨》 

 SPSS を用いた医療統計の手法について，簡単に行えるように構成した．また各手法の注意点

についても述べた． 

 



2.学会等発表  

 

①対馬栄輝，石田水里：膝関節伸展運動における力立ち上がり時間・力発生率の特徴－筋反応時

間と身体形態との関係－，第 41 回日本理学療法学術大会（群馬県前橋市），2006 年 5 月． 
《要旨》 

 健常成人 22 名を対象に，膝関節伸展運動における力立ち上がり時間や力発生率と反応時間，身
体形態との関連性について，解析した． 

 
②石田水里，対馬栄輝，佐川貢一，藤澤和大，Nenchev DN：後方からの外力に対する立位姿  

勢制御のモデル化と制御特性の解析について，第 41 回日本理学療法学術大会（群馬県前橋市），
2006 年 5 月． 
《要旨》 

 立位姿勢を剛体リンクでモデル化し，動力学的な計算手法で姿勢制御のメカニズムを定量的に解

析する試みを行った．リンクモデルを 2 次元の倒立振り子構造とし，トルク発生するバネと粘性減衰性
ダンパで外力に対して保持するような場面を想定した．その条件下で，各パラメータを推定した． 

 
③小野寿子，対馬栄輝，石田水里，上原 毅，水澤一樹：立位における骨盤アライメント 

に着目した姿勢分析－健常人での腰痛経験者と未経験者の比較－，第 41 回日本理学療法学術大

会（群馬県前橋市），2006 年 5 月． 
《要旨》 

 健常者 35 名を対象に体幹・骨盤アライメントを計測し，標準的な姿勢指標を得ることを目的とした．
また腰痛経験者と未経験者とのパラメータの違いを比較し，腰痛予防の観点から姿勢との関連性も検

討した． 

 
④上原 毅，対馬栄輝，水澤一樹，石田水里，長谷川国俊，小野寿子：シルバーカーを利用している

高齢者の身体機能について，第 41 回日本理学療法学術大会（群馬県前橋市），2006 年 5 月． 
《要旨》 

 シルバーカーを日常使用している者を対象に，身体機能の特徴を検討した．高齢女性 32 名を対象
として，立位バランス，歩行速度，片脚立位時間などの身体機能を評価し，シルバーカー適用の基準

を考察した． 

 
⑤水澤一樹，対馬栄輝，石田水里，上原 毅，小野寿子：立位姿勢・動作における重心動  

揺パラメータの傾向，第 41 回日本理学療法学術大会（群馬県前橋市），2006 年 5 月． 
《要旨》 

健常人 24 名を対象として，臨床的に行われているバランス検査を行わせたときの重心動揺を計測し，
各パラメータがどのような傾向，関連を示すか解析した 
 

⑥黒澤和生，杉田隆信，加賀美研，濱尾恵子，清水知佳，塚田志信，有浦有季子，上田 修，対馬

栄輝：若年健康男子・女性と高齢健康女性における立位，足踏み時の注意需要の差異，第 41 回日

本理学療法学術大会（群馬県前橋市），2006 年 5 月． 
《要旨》 

 若年健康者と高齢健康女性との，立位・足踏み課題遂行時の反応時間差と加齢的変化の関連性

を解析した．その結果，加齢によってこれらの反応時間差は大きくなることが明らかとなった． 
 

⑦杉原敏道，三嶋誠一，田中基隆，落合悦子，高木麻理子，対馬栄輝：高齢者の起立動作能力と

破折の自立度について，第 41 回日本理学療法学術大会（群馬県前橋市），2006 年 5 月． 
《要旨》 

30 秒椅子立ち上がりテストを用いた起立動作能力と排泄の自立度の関係について検討した．排泄
自立群は有意に立ち上がり回数が多く，5.5 回を境に自立と介助を判別する傾向が見出された． 



 

⑧対馬栄輝：股関節外転筋における歩行時筋活動量と筋力の関係について，第 33 回日本股関節
学会学術集会，2006 年 10 月  

《要旨》 

外転筋力を主とした他の身体的特徴を表す要因との関係を検討した．対象は健常成人 20 名
（男 10 名，女 10 名）とした．外転筋力は年齢，性別，体重，身長と有意に（p＜0.01）相関した．歩

行時 IEMG は片脚立位時 IEMG とのみ有意に相関し（p＜0.01），外転筋力とは有意ではなかった

（r＝-0.21）．次に，歩行時 IEMG を従属変数，その他の要因全てを独立変数としたステップワイズ
重回帰分析を行った．その結果においても，片脚立位の IEMG のみが有意であった（p＜0.01；R＝

0.72）．なお，外転筋力を従属変数とした重回帰分析では，性別のみ（p＜0.01）が抽出され，単なる
性差の影響であることがわかった． 

 

⑨大腿骨近位部骨折患者における退院後身体機能が変化する要因，第 24 回東北理学療法士学

会，2006 年 11 月． 
《要旨》 

 大腿骨骨折患者の日常生活活動（ADL）について，受傷前と退院時・退院後の経時的変化に対し

て，入院中のどのような要因が影響するか検討することを目的とした．対象は大腿骨骨折患者 66 名
（男 9 名，女 57 名）で，受傷前に ADL が全自立している者とした．平均年齢は 80.7±7.3 歳（61～92

歳），退院後から調査までの期間は 6～36 ヶ月であった．ADL 維持群と低下群は正反対の特徴を持
ち，これらには知能，退院時移動能力，年齢が大きく影響した．他方，回復群と悪化群に関しては年

齢，入院期間が大きく影響し，合併症の保有数もやや影響していた． 

 
⑩石田水里，対馬栄輝：後方から押されたときの立位保持における腓腹筋外側頭・内側頭活動開始

時間の差について，第 24 回東北理学療法士学会，2006 年 11 月． 
《要旨》 

 立位となった人を後方から押して，その条件を，肩・腰と部位を変えたり，予告を与えたり与え

なかったりして，腓腹筋外側頭・内側頭活動開始時間を測定した．押すタイミングを予告するとばらつ

きは小さくなる傾向にあった． 

 

3.論文等  

 

①対馬栄輝：理学療法とデータの科学，理学療法学  33：175-179，2006. 

 
②対馬栄輝 , 秋元博之 , 三浦孝雄：健常者における股関節外転筋の最大筋力を得る測定回数につ

いて，Hip Joint 32:533-536，2006． 

 
③対馬栄輝：変形性股関節症患者における筋力増強運動の再考，理学療法研究  23:11-17, 

2006. 
 
④Eiki Tsushima:Early prediction of gait ability in patients with hip fracture，弘前大学大学院医

学研究科博士論文，2006． 

 
⑤Fukuda S, Saito H, Nakaji S, Yamada M, Ebine N, Tsushima E, Oka E, Kumeta K, Tsukamoto 

T, Tokunaga S：Pattern of dietary fiber intake among the Japanese general population，Eur J Clin 
Nutr.（印刷中），2006． 

 
⑥Noda M,Saito K,Nishizawa Y,Tsushima E,Kida K,Sakano S,Asahi S,Mita R：Comparison of 

activity lebel in daily life with heart rate:Application to elderly persons of different ambulatory 



abilities，Environmental Health and Preventive Medicine 11，2006． 

 
⑦杉原敏道 , 三島誠一 , 田中基隆 , 柴田悦子 , 高木麻里子 , 対馬栄輝：高齢者の身体能力認識と

転倒について，東北理学療法学  18：29-33，2006． 

 
⑧芝山江美子 , 恒屋昌一 , 北宮千秋 , 古川照美 , 石崎智子 , 齋藤久美子 , 対馬栄輝：二地域にお

ける女性高齢者の接地足裏の比較と地域保健活動への示唆，国際医療福祉大学紀要  10：9-18，
2006． 

 
⑨對馬均 , 対馬栄輝 , 對馬圭 , 奥村康成：ファンクショナルリーチの値は加齢によってどう変化する
か?，弘前大学医学部保健学科紀要  5：165-172，2006． 

 

⑩古川照美 , 恒屋昌一 , 北宮千秋 , 芝山江美子 , 石崎智子 , 野田美保子 , 鳴海寧子 , 浅利覚 , 対

馬栄輝 , 齋藤久美子 , 工藤恵 , 扇野綾子 , 木田和幸：青森県 T町高齢者の生活習慣と接地足裏
の関連について，弘前大学医学部保健学科紀要  5：55-64，2006． 

 

⑪西沢義子 , 菊池圭子 , 木田和幸 , 対馬栄輝 , 野田美保子 , 古川照美 , 北宮千秋 , 三田禮造：学

童の身体発育の特徴 青森県 I 小学校の場合，弘前大学医学部保健学科紀要  4：61-67，2006． 
 

4.社会活動  

 

1)所属学会および職能団体など 

①日本理学療法士学会 

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  学術局  専門領域研究部 
③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  

④日本理学療法士協会 「理学療法学」編集協力委員 

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統計学-基礎から分散分析，主催：日本理学療法士協会，平成 18 年 1 月 27 日～29 日，於

：東京都渋谷区 SPSS 株式会社 セミナールーム 
 

②～Q&Aから学び実習講座で身に付ける～実践臨床医薬統計，主催：技術情報協会，平成 18年 8

月 29・30 日，於：東京都五反田 
 

③臨床に活かす統計学～データ解析から統計の使い方まで，主催：新潟県理学療法士会，平成 18

年 9 月 23 日，於：新潟医療福祉大学 
 

5.その他  

 

1)学生版臨床動作分析セミナーの協力 

《活動状況》 

 江原氏（新潟医療福祉大学）を中心とした，動作分析研究会の学生版セミナーを開催し，学生の参



加を募っている． 
 

2)骨・関節疾患理学療法研究セミナー 

《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，理学療法士を対象とした研究セミナーを計画している．  
 

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》 

 日本メジフィジックス株式会社において医学専門家（統計コンサルタント）としての非常勤アドバイザー，

他大学（理学療法または作業療法学専攻）の大学院非常勤講師の依頼を受け，受諾を予定して

いる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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） 

②神経生理学 

担当科目 2年：運動療法学実習(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）・運動療法学Ⅱ実習（前期）・理学療法学概論

（作業療法学専攻：前期）・臨床実習Ⅰ(前期)・臨床実習Ⅱ（後期 ）・理学療法研

究演習 （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非常勤講師（担当：リハビリテーション医学） 

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：視床出血後片麻痺例での体性感覚野マップの変化について，
理学療法学，Vol.33（大会特別号No.2）p41,2006.（第４１回日本理学療法学術大会） 

《要旨》 

 本研究の目的は、視床出血後片麻痺例での体性感覚誘発磁界（以下、SEF）信号源からみた体性
感覚野マップの変化の有無について検討することであった。対象は、書面による同意の得られた視床

出血後片麻痺例 9 例（男性 4 例、女性 5 例、年齢 61.4±10.0 歳）とした。SEF の測定は、204 チャ
ンネル全頭型脳磁計を使用し、麻痺側及び非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）と発症後 3 ヵ月（以下、慢性期）の二回実施した。SEF
の解析では、単一等価電流双極子（以下、ダイポール）モデルを用いて、健常側、病巣側大脳半球と

もに二つの正中神経 SEF成分、すなわち潜時約 20msで認められるダイポールの電流方向が前向き
の成分（以下、N1m）と、N1m 以降の潜時 91ms までに認められるダイポールの電流方向が後ろ向き
の成分のうち最短潜時の成分（以下、P1m）の信号源位置を求めた。その上で、両側大脳半球ともに
急性期と慢性期間での各正中神経 SEF成分の信号源の移動距離を算出し、その値がWikstromら
の先行研究にて確立された正常変動域（N1m：16mm 未満、P1m：17mm 未満）を上回った場合に

有意な信号源位置の変化が起きたと判断した。また、神経症状として麻痺側上肢の感覚障害（母指

探し試験）及び運動麻痺（12 段階片麻痺回復グレード法）についても、急性期、発症後 1 ヵ月、慢性
期の三時点で評価した。その結果、病巣側大脳半球では、3 例で急性期での正中神経 SEF が全く
認められず信号源位置の変化を検討出来なかった。また、これらの症例では、神経症状は急性期に

おいて重度であり、慢性期の段階でも重度または中等度の状態であった。一方、その他の症例では、

N1m、P1m ともに信号源位置の有意な変化は観察されず、神経症状もほぼ全例が発症後 1 ヵ月の
段階で良好な回復を示した。これに対して、健常側大脳半球では、3 例で信号源位置の有意な変化
が観察された（N1m：1 例、P1m：2 例）。なお、この 3 例の急性期から慢性期までの神経症状の推移
に共通性は認められなかった。健常側大脳半球で認められた正中神経 SEF信号源位置の有意な変
化については幾つかの要因が考えられるが、麻痺側上肢機能低下に伴い ADLでの非麻痺側上肢へ
の依存度が高まった結果、use-dependent plasticity に基づく体性感覚野マップの変化が背景とな
っている可能性がある。一方、病巣側大脳半球では、発症後比較的早期に神経症状の改善が認めら

れる症例において、体性感覚野マップの有意な変化は起こらない可能性が示唆された。この背景とし



て、発症後早期の神経症状改善例では、病巣による各種伝導路の不可逆的変化の割合が少ないた

めではないかと推察する。ただし、神経症状の改善に長期間を要する症例では、病巣側大脳半球体

性感覚野マップの変化が起こる可能性も否定出来ず、今後の検討課題と考えられる。 
 
②田澤浩司，石橋恭之，津田英一，福田 陽，塚田晴彦，林 慶充，藤 哲，秋元博之，尾田 敦，

吉田英樹，塚本利昭，瓜田一貴，岡村良久：高校バスケットボール選手を対象とした平衡バランス

機能と膝関節位置覚の検討．第 34回青森県スポーツ医学研究会抄録集，2006.（第 34回青森県
スポーツ医学研究会） 

《要旨》 

 高校生のバスケットボール選手の男子 39 名，女子 38 名を対象として，平衡バランス機能と膝関節
位置覚の関係を調査した。男女ともに利き足・非利き足において，膝関節位置覚の再現角度誤差と

重心動揺の不安定性との間に有意な相関関係は認められなかった。 
 

3.論文等  

 

①Yoshida H，Kondo T，Nakasato N: Prediction on affected upper extremity function in 
hemiplegic patients after thalamic hemorrhage using somatosensory evoked magnetic 
fields. J Jpn Phys Ther Assoc，9:9-15,2006. 

《abstract》 
 The aim of the present study was to investigate the prognostic value of 

somatosensory evoked magnetic fields (SEFs) at an acute stage on recovery of an 
affected upper extremity (UE) function as practicality in hemiplegic patients after 
thalamic hemorrhage. Nine hemiplegic patients after thalamic hemorrhage were 
enrolled in this study. Median nerve SEFs, evoked by electrical stimulation at the wrist 
of the affected UE, were measured using a 204 channel whole-head 
magnetencephalography system within 72 hours after the onset of thalamic hemorrhage 
(acute stage). Assessments on the affected UE, which included the motor palsies of the 
UE and fingers (Brummstrom’s motor recovery stage: BS), sensory disturbance (the 
thumb localizing test) and UE function (the UE ability test), were performed at both the 
acute stage and three months after the onset of thalamic hemorrhage (chronic stage). 
Almost all the patients showing any median nerve SEF components that originated 
from the somatosensory cortex in the affected hemisphere and occurred between about 
20 ms and 100 ms post-stimulus at the acute stage demonstrated good outcomes in the 
motor palsies (BSⅤ), sensory disturbance (normal) and affected UE function (practical 
hand) at the chronic stage. In contrast, majority of patients not showing them at all 
demonstrated poor outcomes in the motor palsies (BSⅢ or less), sensory disturbance 
(severely impaired) and affected UE function (disabled hand) at the chronic stage. 
These results suggest that the findings of the median nerve SEFs at the acute stage 
would contribute to the early outcome prediction on the affected UE function in 
hemiplegic patients after thalamic hemorrhage. 
 

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日本臨床神経生理学会 

③脳機能とリハビリテーション研究会  

④青森県理学療法士会 



 

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  
①平成 18 年度科学研究費補助金交付（若手研究（B）） 
課題：キセノン光線の星状神経節近傍照射が自律神経機能及び立位保持能力に及ぼす影響 

期間：平成 18 年度～平成 19 年度で継続 
②青森県立保健大学大学院健康科学研究科健康科学専攻理学療法学分野博士後期課

程在籍中（2006 年 4 月～） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



氏  名  赤池 あらた（あかいけ あらた） 

専  門 ①腎臓リハビリテーション学 

②リハビリテーション心理学 

担当科目  1年： 

 2年： 

非常勤 

講師等 

① 

② 

 

1 .著 書 

 

2.学会発表 

①三上静江，岩渕久美子，山田 恵，百瀬昭志，舟生富寿，赤池あらた：入院透析患者におけるＢＩと

転帰の関係，第 50 回日本透析医学会学術集会総会抄録集，2006. 

 

3 .論 文 

 

4.社会活動 

1)所属学会および職能団体など 

①日本透析医学会 

②社団法人理学療法士協会 

③日本リハビリテーション心理学研究会 

④人工炭酸泉研究会 

⑤青森県理学療法士会 

2)学外委員会・協議会等 

3)学外依頼講演等 

①第 30 回青森人工透析研究会記念大会：教育講演 

 

5 .その他 

 

1 )共同研究活動 

2)その他の活動  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



氏  名  藤田 俊文（ふじた としふみ） 

専  門 ①理学療法学（特に中枢神経疾患） 

 

担当科目  1年：なし 

 2年：運動学実習（前期）、運動療法学実習（後期）、 

3年：理学療法学原理Ⅱ（前期）、日常生活活動分析学実習（前期）、理学療法研究演
習（後期）、臨床実習Ⅰ（前期）、臨床実習Ⅱ（後期） 

4年：臨床実習Ⅲ（前期）、卒業研究 
 

非常勤 

講師等 

なし 

 

1 .著 書 

 

なし 

 

2.学会発表 

 

①藤田俊文、岩田学、福田道隆：脳卒中患者における無酸素性運動能力の評価－片麻痺用ウィン

ゲート無酸素性テストの開発－．第 24 回東北理学療法士学会抄録集，43，2006．（発表学会：第

24 回東北理学療法士学会） 

《要旨》 

 脳卒中片麻痺患者用ウィンゲート無酸素性テストを試行中であり、本テストの信頼性の検証を行っ

た。脳卒中片麻痺患者 14名に対して、ストレングスエルゴ 240 を使用し、テストを 2回実施し、1回目

と 2 回目のデータの信頼性を級内相関係数にて算出した。級内相関係数は 0.98 ICC（1,1）となり、

非常に高い相関を認めデータの再現性は十分であった。今後は、実行可能なテスト条件の再考とパ

フォーマンス能力との関連性を検討していく必要性がある。 

 

②岩田学、藤田俊文、福田道隆：片麻痺における無酸素性運動能力評価の試み．第 20 回日本リハ

ビリテーション医学会東北地方会抄録集，4，2006．（発表学会：第 20 回日本リハビリテーション医学
会東北地方会） 
《要旨》 

 脳 卒中片麻痺患者を対象 とした無酸素性運動能力を評価するためのテストを開発中で

あり、至適負荷量の設定とテストの再現性について検証を行った。脳卒中片麻痺患者 14名を

対象とし、ストレングスエルゴ 240 を使用したテスト実施した。負荷量の設定は、ストレングスエルゴ

240 で筋力測定を実施し、非麻痺側筋力をもとに無酸素性域値である最大筋力 12％の約 2 倍にあ

たる 25％に設定した。テストは、6秒間のランプテストを施行し、日にちを変えて 2回実施した。データ

は 5 秒から 6 秒までの 1 秒間のパワーを使用した。結果として、設定負荷値に達することが出来た患

者はおらず、25％より低く設定することが妥当と考えられた。また、2 回のテストの平均パワーの再現

性を級内相関係数で検討した結果、ICC（1,1）は 0.98 であった。 

 

 

 

3 .論 文 

 

なし 

 



4.社会活動 

 

1)所属学会および職能団体など 

①（社）日本理学療法士協会 

②理学療法科学学会 

③NPO 法人パワーリハビリテーション研究会 

④青森県理学療法士会 

⑤青森県スポーツドクターの会トレーナー部会 

 

2)学外委員会・協議会等 

青森県理学療法士会事務局福利厚生部長 

青森県理学療法士会事務局ニュース編集部員 

第 30回青森県理学療法士学会厚生部長 

 

3)学外依頼講演等 

 

なし 

 

5 .その他 

◎トレーナー活動 

・第56 回青森県中学校体育大会夏季大会陸上競技（平成18年7月23日～25日，弘前運動公

園陸上競技場） 

・第31 回青森県高校陸上競技新人大会（平成18年9月8日～10日，弘前運動公園陸上競技

場） 

◎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18年9月15日） 

◎18 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 

研究者：岩田学（代表者）、藤田俊文 

研究期間：平成15 年度～平成18 年度で継続 

◎18 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 

研究者：岩田学（代表者）、藤田俊文 

研究期間：平成 17 年度～平成 19 年度で継続 
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