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 なし 

  

2.学会等発表 
① 中江秀幸 , 對馬  均：在宅パーキンソン病患者の介護保険サービス利用状況と運動療法の実施

状況に関するアンケート調査．第 49 回日本理学療法学術大会 , 2014.5.30-6.1, 横浜市  

《要旨》 

【目的】在宅 PD 患者の運動療法実施状況に着目して，介護保険サービスの利用状況，運動療

法実施経験，および自主練習の実施状況について明らかにする。  

【方法】全国 PD 友の会 M 県支部会員 159 名に対し，介護保険利用や運動療法実施の動機と

なり得る PD 症状や動作障害に関する主訴，介護保険の認定およびサービス利用状況，運動療

法の実施状況について無記名式・郵送法によるアンケート調査を行った。 

【結果と考察】今回の調査結果から，疾患に対する理解や意識が最も高いと考えられる PD 友の

会会員であっても運動療法を実施する機会の確保がなされていない PD 患者が存在すること，自

主練習の実施率は 60%以上であったが，十分に PD の運動障害特性に対応した内容ではないこ

とが示唆された。また，要介護保険認定の有無については，「とっさの動作が困難」「力が出せな

い」という主訴が影響していることが示唆されたものの，自主練習の習慣化には，これまでの医療

機関での運動療法経験の有無，ならびに介護保険サービス利用の有無が影響していない可能

性が考えられる。そのため，機能維持や廃用防止を効果的に行うため，自主練習によって過用や

誤用に陥ることを予防するためにも，在宅 PD患者に対する適切な自主練習の指導と習慣化に向

けた更なる取り組みが必要と考えられる。 

 

② 桜田由紀子 , 對馬  均：在宅高齢者の草取り作業と身体機能について．第 49 回日本理学療法

学術大会 , 2014.5.30-6.1,横浜市  

《要旨》 

【はじめに】本研究の目的は，地域在住高齢者の草取り作業について横断的に調査し，高齢者

の草取り作業の実態を，活動内容・身体機能面・心理社会面から明らかにすることである。  

【方法】対象は草取り作業を行っている地域在住の女性高齢者で，通所リハビリテーションを利用

する要介護・要支援者 10 名（平均年齢 82.0±4.9 歳，以下デイケア群），地域支援事業に参加

する一般高齢者 12 名（平均 80.9±4.0 歳，以下地域支援群），地域の老人クラブに所属する活

動的な元気高齢者 10 名（平均年齢 75.2±3.9 歳，以下老人クラブ群）とした。調査項目は，①一
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般的情報（家屋状況，同居家族状況等），②草取り作業実態調査，③膝・腰の状態，④身体計

測とした。本研究は，演者が所属する大学院の倫理委員会の承認を受けた上，対象に研究の趣

旨を文書ならびに口頭で説明し，研究への参加について書面にて承諾・同意を得た。  

【結果と考察】3 群間の比較において，デイケア群では歩行補助具使用者が多く，骨密度が低下

し，膝の変形が進んでいるにも関わらず，草取りの時間・日数とも他群と有意差がなかった。加齢

とともに身体機能が衰えた高齢者も行っている作業であるということが明示された。  また，草取り

が原因での腰痛・膝痛の発生回数が多くても作業時間，日数に有意差が見られなかったことか

ら，痛みが緩和すれば疼痛発生以前と同様の作業を行っている高齢者が多いと考える。  一方，

両膝顆間距離が大きい者ほど，草取りに費やす作業時間が長く日数が多い傾向が認められた。

これは，頻回で長時間の草取りが膝の変形に影響を及ぼしている可能性を示唆する。以上のこと

から，身体機能が衰えた高齢者の草取りに対しては痛みの発生等に伴って作業時間，頻度を減

少させていくような指導が必要と考える。 

③ 桜田由紀子 , 對馬  均：在宅高齢者の草取り作業についての心理・社会的面からの検討．第 31

回青森県理学療法士学会 , 2014.6.9,青森市  

《要旨》 

【目的】本研究の目的は，様々な活動レベルの在宅高齢者の草取り作業について横断的調査を

行い，草取り作業が高齢者に及ぼす心理・社会的影響を明らかにすることである。  

【方法】対象は地域在住の女性高齢者で，通所リハビリテーションを利用する要介護・要支援者

10 名（平均年齢 82.0±4.9 歳，以下デイケア群），地域支援事業に参加する一般高齢者 12 名

（平均 80.9±4.0歳，以下地域支援群），地域の老人クラブに所属する元気高齢者 10名（平均年

齢 75.2±3.9 歳，以下老人クラブ群）とした。調査項目は，草取り作業の内容と意識，家屋・家族

状況，老研式活動能力指標，高齢者向け生きがい感スケール（K-I 式）とした。調査結果を 3 群

間で比較すると共に，ロジスティック回帰分析を行い，高齢者における草取り作業の意義につい

て考察した。 

【結果と考察】デイケア群は老人クラブ群と比較して有意に生活機能が低下しているにもかかわら

ず草取り作業時間・日数とも同程度に行っており，生きがい感では有意差がなかった。草取り意

識調査においてデイケア群で「やれること」等の点数が高いことからも，残された能力で行える草取

り作業は心理面に好影響を与え，生きがい感を高める要因になっていると思われた。また，作業

時間・日数は 3 群間で有意差がなく，同居家族，他に草取りをする家族の有無にも影響を受けて

いなかった。意識調査との検討から草取りを「仕事」「すっきりすること」と捉えていると作業時間が

長く，「好きなこと」と感じていると作業日数が増える傾向が示唆された。以上のことから，草取りを

行っている高齢者に対して一概に作業中止を勧めることは，得策とは言えないであろう。身体面

への影響を提示した上で，草取り作業時間・日数の漸減や作業方法の変更などを当事者とともに

検討していく姿勢が必要と思われた。 

【結語】生活機能が低下しても草取りを継続している在宅高齢者にとって，草取り作業は生きがい

感を高める大きな要因であることが明らかとなった。今後、こうした点を在宅高齢者の理学療法に

活かしていくことが重要である。 

 

3.論文等 

① Hideyuki Nakae, Hitoshi Tsushima: Problems with Daily Living and Performing Home 

Exercise in Japanese Home-Care Patients with Parkinson's Disease. Hirosaki Medical 

Journal, 65: 55-64, 2014.  

《要旨》 

背景・目的： 在宅パーキンソン病患者（PD）の生活場面における転倒などの問題と，効果的で持

続可能な家庭での運動療法の実施状況について調査を行った．  

方法：全国  PD 友の会宮城県支部会員 159 名に対し，症状や日常動作における主訴，転倒

歴，介護保険の利用状況，運動療法の実施状況などの無記名式アンケート調査を郵送法で行

った． 

2



結果：アンケート回収率は 62.3%であった．転倒状況は，調査時点から過去  1 ヶ月間で 38 名

（44.2%）が転倒を経験しており，過去半年間では 52 名（60.5%）が経験していた．医療機関にお

ける運動療法の実施状況では，半数以上の 52.3%が医療機関で運動療法を実施した経験が無

く，現在も継続・実施しているのは全回答者の僅か 12.1%であった．また，医療機関以外でも定期

的に運動療法を実施していない者が 33 名（38.4%）であった． 

結語：活動量の現象による廃用による筋力低下を防止するため，定期的に遂行でき，効果的な

在宅  PD に対するホームエクササイズを確立することが重要である 

② Hideyuki Nakae, Hitoshi Tsushima: Comparison of physical function and activity in 

home-care patients with Parkinson’s  disease and healthy elderly people. Hirosaki Med J, 

65：190-198, 2014. 

要旨  

目的：在宅パーキンソン患者の身体機能と 24 時間の活動状況の特徴を健常高齢者との比較か

ら明らかにする。 

対象と方法：在宅パーキンソン患者 (PD 群 )10 名と健常高齢者 (高齢者群)10 名を対象として、身

体機能については関節可動域，下肢筋力，関節可動域，下肢筋力，日常生活活動，歩行能

力，バランス能力を測定した。一日の活動量については三軸加速度計を用いて 24時間の総力積

値を測定し、指標とした。同時に行動記録計を用いて 24 時間の姿勢動態を測定した。 

結果：日常生活活動，歩行速度，バランス能力は高齢者群の方が有意に上回っていた。関節可

動域，下肢筋力，歩行率，一日の活動量と姿勢変換回数については両群間に有意差を認めな

かった。しかし，1 日の姿勢で立位及び背臥位の占める割合は PD 群が有意に高かった。 

結語：PD 群では生活場面での動作障害により活動能力は低下するが，1 日の活動量は高齢者

群と同等であり、関節可動域や下肢筋力は自主トレーニングやディケアの訓練により維持できるこ

とが明らかとなった。これらのことから，立位や背臥位からの姿勢変換練習や生活場面の動作生

涯の改善を目的とした介入や指導の重要性が示唆された。  

③ Masami Matsushima, Hitoshi Tsushima: Characteristics of 3-min self-paced tapping 

movement of the index finger and ankle-toe in the elderly. Hirosaki Med J, 65：209-217, 

2014. 

要旨  

研究目的：本研究の目的は、手と足の 3分間の持続的タッピング運動のばらつきに及ぼす加齢の

影響について明らかにすることである。 

対象と方法：若年者群 20 人と活動的高齢者群 20 人において、セルフペースで示指と足部のタッ

ピング課題を 3 分間行った時の、それぞれの運動速度とタッピング間隔のばらつきが比較検討さ

れた。 

結果：タッピング速度に加齢の影響は認められなかったが、タッピング間隔のばらつきには加齢に

よる低下が認められた。両群とも、速度とばらつきの相関は認められなかった他、足部課題の速度

は示指課題の速度より遅かった。示指課題と足部課題のばらつきの相関が高齢者群において認

められた。３分間の課題時間の後半で運動速度は延長するが、ばらつきの程度に変わりはなかっ

た。 

結語：セルフペースで行なう手足の単関節タッピング運動では、内部リズム形成機構の退行性変

化を反映することが示唆された。また臨床的スクリーニングという点で運動速度やばらつきの変化

を見極めるためには、３分間に渡って行なうことが有用と思われる。  

④ Hideyuki Nakae, Hitoshi Tsushima: Effects of home exercise on physical function and 

activity in home care patients with Parkinson's disease . Journal of Physical Therapy 

Science, 26:1701-1706, 2014. 

要旨  

目的：在宅パーキンソン病 (以下 PD)患者に対する家庭訓練指導が身体機能や活動量に及ぼす

効果を明らかにする。 

方法：在宅 PD 患者 10 人に対して対象者自身が自主的に行なう運動練習と理学療法士による
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運動療法の個別訪問指導からなる 2 か月間の家庭訓練を実施し、介入前後の身体機能および

一日の活動量や姿勢動態を比較検討した。 

結果：介入後、対象者が自主的に行なう運動練習の実施頻度と時間の増大，主訴の数の減少，

および転倒恐怖感の改善が認められた。また、身体機能でも，上肢と体幹の関節可動域，下肢

筋力に有意な増加が認められた。その一方，ADL、歩行状態、バランス能力などには有意な変化

が認められなかった。1 日の総活動量の点でも有意な変化はなかったが、姿勢変化の点では、介

入後、一日の臥位時間割合が減少し座位時間割合が増加するという有意な変化が認められた。  

結語：在宅 PD 患者に対する家庭訓練指導によって，自主的に行なう運動練習の習慣化，関節

可動域や下肢筋力，立位バランス能力の向上，臥位時間を減少させる効果が期待できることが

示唆された。 

⑤ 中江秀幸 , 對馬  均：在宅パーキンソン病患者の介護保険サービス利用状況と運動療法実施状

況に関するアンケート調査．ヘルスプロモーション理学療法研究 , 4：113-119, 2014． 

要旨 :在宅パーキンソン病患者に対し,症状や生活場面における主訴 ,介護保険の利用状況およ

び運動療法の実施状況について ,アンケート調査を郵送法で行った。症状や生活場面における

主訴は「動きが鈍い」「とっさの動きが困難」といった動作に関する回答率が高かった。要介護認

定の有無で主訴を検討した結果 ,「力が出せない」「とっさの動きが困難」で有意差を認め ,要介護

認定者の回答率が高かった。本調査による要介護認定率は 75.8%,介護保険サービス利用率は

67.0%であった。医療機関での運動療法未経験者が 51.6%存在した。また,医療機関以外で定期

的に運動療法を実施していない者が 37.4%であった。運動療法の実施機会が確保されていない

ことによる廃用による機能低下や自己流になるために過用や誤用に陥ることが危惧される。  

⑥ 中江秀幸 , 對馬  均：在宅パーキンソン病患者の身体機能と身体活動状況に関する特徴．東北

理学療法学 , 26：31-37, 2014. 

要旨：在宅パーキンソン病患者 10名 (PD群)と健常高齢者 10名(高齢群 )の身体機能、活動量お

よび姿勢動態について比較し、差異と特徴を明らかにすることを目的とした。 

身体機能は、下肢筋力、ADL 能力、転倒状況歩行能力およびバランス能力を指標とした。活動

量は三軸加速度計による総力積姿勢動態は行動記録計にて 24 時間測定した。 

その結果、FIM、老研式、歩行速度、FBS 転倒に対する自己効力感は高齢群の方が有意に高

く、転倒回数は PD 群で有意に高かった。一方、下肢筋力、歩行率、FRT、総力積は有意差を認

めなかった。24 時間における立位と背臥位割合は PD 群が有意に高かった。PD 群は、特有な症

状が影響して ADL 能力、歩行速度やバランス能力が低い。その一方、ADL 自立レベルで,運動

療法を実施している場合、下肢筋力や一日の活動量が維持されている可能性が示唆された。姿

勢動態では立位と背臥位の占める割合が高いことが特徴付けられ、これら姿勢・動作から変換を

促す介入が重要であると考えられる。 

⑦ 工藤寿子 , 藤田俊文 , 對馬  均：パーキンソン病の方向変換動作における頸部と体幹の回旋運

動の特徴について．東北理学療法学 , 26：42-48, 2014.  

要旨：本研究の目的は，パーキンソン病患者で困難となりやすい方向変換動作の障害を，頸部と

体幹の回旋運動の運動要素からその特徴を明らかにすることである。 

対象は健常成人 10名（健常者群）とパーキンソン病患者３名（PD 群）であり，進行方向に対し 60

度・90 度・120 度の方向変換動作を三次元動作解析システム VICON NEXUS で記録し，動作

中の頭部・体幹・骨盤の回旋角度を測定し，その角度と順序に着目し，比較した。  

その結果，健常者群では頭部に始まり次いで体幹，骨盤の順に回旋し，PD 群では頭部に続き

体幹と骨盤が連動する傾向がみられた。各条件での方向変換における頭部・体幹・骨盤の到達

角度は，健常者群の 60 度ターンにおいてはそれぞれ 51.8±7.7 度 /47.5±6.5 度 /46.4±7.9 度，

90 度ターンでは 78.1±22.2 度 /73.5±21.3 度 /72.3±21.1 度，120 度ターンでは 110.1±19.3 度

/102.3±17.4 度 /102.6±17.3 度であった。これに対して PD 群での到達角度は，60 度ターンで

52.1±3.6 度 /46.3±5.5 度 /47.0±5.4 度，90 度ターンでは 80.1±4.8 度 /76.9±11.7 度 /79.2±7.8

度，120度ターンでは 104.9±1.6度 /100.1±19.7度 /88.0±13.3度であった。また，健常者群では

どの角度の方向変換でも頸部の予測的回旋がみられ，PD 群では大きな角度のターンほど健常
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者に近いパターンの予測的回旋がみられた。 

PD では分節的な回旋機能が低下するが，頸部を意識的に回旋し目標へ視線を移動することで

方向変換動作が可能となることが確認された。「大きく動くこと」を日頃から意識・実践することで

PD の動作に変化をもたらすことができる可能性が考えられた。  

⑧ 對馬  均：生活環境支援のための着眼点を教育する―これまでの教育実践から―．理学療法学 , 

41：676-681, 2014. 

弘前大学理学療法学専攻が取り組んできた地域リハビリテーション教育の歩みについて紹介し、

超高齢社会に突入するわが国における地域リハビリテーションの担い手としての理学療法士の教

育の視点について論述した。 

 

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全国大学理学教育学会 

③臨床歩行研究会 

④東北理学療法教育研究会 

⑤青森県理学療法士会  
 

2)学外委員会・協議会等  

①全国大学理学教育学会評議員  

 

3)学外依頼講演等  

① 對馬  均：生活環境支援のための着眼点を教育する―これまでの教育実践から―．第 49 回日本

理学療法学術大会特別講演 , 2014.5.30-6.1, 横浜市  

《講演要旨》 

日本理学療法学術大会での特別講演として、弘前大学理学療法学専攻が取り組んできた地域

リハビリテーション教育の歩みについて紹介し、超高齢社会に突入するわが国における地域リハビ

リテーションの担い手としての理学療法士の教育の視点について解説した。  

② 對馬  均：東北理学療法教育研究会の創成期と今後の展開について．第 16 回 東北理学療法

教育研究会特別講演 , 2014.8.30, 山形市  

《講演要旨》 

1999 年に始まる東北理学療法教育研究会の足跡をたどり、創成期に目指した目標と社会情勢

の変化を背景とした取り組みの歴史と積み上げられてきた成果を確認するとともに、直面している

課題への対応について私見を述べた。 

 

 

4)進学相談会・模擬講義・出前講義等  

 なし  

 

5.その他 

なし 
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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）・臨床実習Ⅰ（後期）  

3年：神経筋障害理学療法学演習（前期）・神経系障害理学療法学実習（前期）

・理学療法管理･運営論（前期）・臨床実習Ⅱ（前期）・臨床実習Ⅲ（後期）

・理学療法研究演習（後期）・理学療法評価学演習（後期）  

4年：臨床実習Ⅳ（前期）・卒業研究（後期）  

大学院保健学研究科保健学専攻博士前期課程  

1年：理学療法臨床推論特論（前期）・基礎理学療法学特論（前期）・理学療法

学特別演習（後期）・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 

①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）  

②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-mail swaka@cc .h i ro sak i -u . ac . jp  

 

1.著 書 

 

なし  

 

2.学会等発表 
 

①  伊藤千晶，丸山翔，若山佐一，武田甫行：前進歩行と後進歩行の「歩行開始」における

床反力の比較．理学療法学、41、Supple1、1162、2014（第49回日本理学療法学術大会セ

レクション、1162、 (口述 )開催地：横浜、5月30日～6月1日）  

 

②  丸山翔，伊藤千晶，安藤道晴，若山佐一：注意の向け方の違いによる運動学習への影響 

–短期効果に着目して -．理学療法学、41、Supple1、0098、2014（第49回日本理学療法学

術大会口述、0098、 (口述 )開催地：横浜、5月30日～6月1日）  

 

③  安藤道晴，伊藤千晶，丸山翔，若山佐一，岩田学：在宅における運動プログラム継続に

対するセルフ・エフィカシーへの介入の影響 -第2報 -．理学療法学、41、Supple1、0058、

2014（第49回日本理学療法学術大会一般演題0058 (ポスター )開催地：横浜、5月30日～6

月1日）  

 

④  伊藤千晶，丸山翔，若山佐一，武田甫行：前進歩行と後進歩行における「歩行開始」の

下肢関節角度と質量中心の比較．2014（第 51 回日本リハビリテーション医学会学術集会

コメディカルポスターセッション 1451(ポスター ) 開催地：名古屋、6 月 5 日～7 日）  

 

⑤  丸山翔，伊藤千晶，安藤道晴，若山佐一：注意の向け方の違いによる運動学習への影響 

–長期効果に着目して -．2014（第 51 回日本リハビリテーション医学会学術集会コメディ

カルポスターセッション 1451(ポスター ) 開催地：名古屋、6 月 5 日～7 日）  
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⑥  葛西貴徹 ,若山佐一 ,伊藤千晶 :同一課題を施行した際の 3 姿勢間における腰背部筋群筋

活動の違い－表面筋電図を用いた検討－ ,2014 東北理学療法学会、ポスター ,山形市、11

月 29 ｰ 30 日  

 

3.論文等 
 

①  Junpei Takahashi, Akiyoshi Takami, Saichi Wakayama：Clinical Reasoning of Physical 

Therapists Regarding In-hospital Walking Independence of Patients with Hemiplegia,J 

Phys Ther Sci, 26: 771-775, 2014 

《要旨》  

脳卒中片麻痺患者の病棟内歩行自立に関する決定要因について、経験のある理学療法士に

インタビューを行い、要因を抽出した。身体機能、歩行能力、バランス・パフォーマンス、

心理精神・高次脳機能等の 35 項目に整理した。今後はこれらの信頼性や妥当性を検討し、能

力予測等の判定表作成等が課題としてあげられた。  

 

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文部科学省科学技術政策研究所科学技術動向研究センター専門調査員  

②第 50 回日本理学療法学術大会演題査読委員  

③青森県理学療法士会「理学療法学研究」査読委員  

３）講演等  

①山形県理学療法士会；卒前教育（実習生の教育）_臨床における論理的な考え方・まとめ

方の指導方法、山形市、2014 年 8 月 3 日  

②FM アップルウェーブ「りんご王国こうぎょくカレッジ」若山佐一 ,伊藤千晶：理学療法

ってどんなこと？  2014 年 9 月収録、2015 年 1 月 18 日放送  

 

5.その他 

なし  
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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 )・歩行解析セミナー (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 (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（後期）・理学療法学特別演習（後期）  

大学院博士後期課程：26年度は担当なし  

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-mail a_ i sh i＠ h irosak i -u .ac . jp  

 

1.著 書 

なし  

 

2.学会等発表 

①白戸歩香，葛西敬貴，沢口喜大，石川玲：回復期病棟退院後の訪問リハビリテーション介

入による FIM の変化について，第 27 回青森県作業療法学会，2014.5.17-18（八戸市）  

 

②坂本久恵、安原教子，小笠原佑介，沢口喜大，石川玲：当院回復期リハビリテーション病

棟入院患者における FIM 得点の推移，第 38 回青森県理学療法士学会，2014.6.7-8（青森

市）  

 

③川﨑忍，石川玲，齋藤久夫，舟生富寿：血液透析患者における握力値と上腕筋周囲径（AMC）

及びインピーダンス法による腕筋肉量の関係について，日本腎臓リハビリテーション学会

第 5 回学術集会，2015.3.21-22（東京）  

 

 

3.論文等 

①千葉由加里，安原教子，伊藤美弥子，相馬美穂，石川玲：高次脳機能患者の職業復

帰に向けた介入 .青森県作業療法研究， 23(1):  57-59， 2015．  

《要旨》  

くも膜下出血術後の高次脳機能障害により復職（整骨院自営）が困難だった症例

に対し，OT として高次脳機能障害にアプローチするとともに，臨床心理士と情報

を共有し，それをもとに復職に向けた高次脳機能障害を代償する手段を考案し、症

例と妻に説明・提案した．これにより，症例は自信を取り戻し、妻の協力を得なが

ら復職できたので、その経過と臨床心理士と情報を共有することの大切さについて

報告した。  

 

②木村素子 ,工藤せい子，佐藤真由美，安杖優子，横田ひろみ，牧野美里，石川玲：
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ベッドからポータブルトイレへの移乗介助動作の分析  看護師と看護学生の比較 .

保健科学研究 , 5 巻 :161-172， 2015.   

《要旨》  

本研究の目的は，看護師と学生のベッドからポータブルトイレへの移乗介助動作

を比較し，特徴と差異を検討することである。看護師 15 名と学生 13 名の介助動作

の動画，静止画の分析と，主観調査の結果を比較した。介助動作は，両者共に全員

が中足法をとり，「立ち上がりから方向転換」は抱え込むように行っていた。看護

師は患者を持ち上げて立ち上がらせ，歩くように足を動かして方向転換し着座さ

せ，学生は患者を前傾姿勢にし，方向転換し着座させていた（ p<0.05～ p<0.01）。

所要時間は看護師と比較し有意に学生が短かった（ p<0.05）。介助動作時の注意点

は，看護師が安全・安楽の項目，学生はボディメカニクスの項目が多かった。看護

師は自分の負担より患者の安全・安楽を優先し，患者と一体となる動作が多く，ボ

ディメカニクスを活用できていないことが示唆された。学生は移乗介助動作の学習

直後であったため，ボディメカニクスを活用できていたと考えられた。  

 

4.社会活動 

1) 所属学会および職能団体など  

①日本理学療法士協会、青森県理学療法士会  

②日本呼吸ケア・リハビリテーション学会  

③日本心臓リハビリテーション学会  

④日本体力医学会  

⑤理学療法科学学会  

⑥日本リンパ学会  

⑦弘前医学会  

⑧東北理学療法教育研究会  
 

2) 学外委員会・協議会等  

①青森県理学療法士会表彰委員会委員長  

②第 50 回日本理学療法学術大会査読  
 

3) 学外依頼講演等  

①弘前大清水ホーム現任講習講師，「職場における腰痛予防〜履物、動作〜」（8 月）  

 

5.その他 

1) 共同研究活動  

①芙蓉会村上病院の理学療法士･作業療法士との共同研究活動  

②卒業生の研究活動の支援  

2) 4 年に 1 回実施されている弘前大学学生生活実態調査の調査委員会委員長として、

「第 7 回弘前大学学生生活実態調査」を企画・実施し、報告書等を刊行。  

3）弘前大学浪江町復興支援プロジェクトの一環として計画・実施された福島県桑折

町駅前仮設住宅での浪江町民に対する支援活動に参加し、「狭い空間でも可能な体

操とその効能」の講演と実技指導を担当（ 9 月 19 日）。  
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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」  

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，  

臨床実習Ⅰ  

3年：前期―神経系障害装具学演習，スポーツ障害理学療法学演習，臨床実習Ⅱ  

後期―臨床実習Ⅲ，理学療法研究演習  

4年：前期―臨床実習Ⅳ  

後期―卒業研究  

その他：前期―成人看護学演習（看護学専攻 3 年前期）  

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，  

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-mail a tu s ioda@hirosak i -u . ac . jp  

 

1.著 書 

 

なし  

 

2.学会等発表 

 

①山田智子，長谷川至，佐藤誠剛，奈良里美，藤林直樹，尾田 敦，赤石孝一，片野 博：

大腿骨近位部骨折術後の平行棒内立ち上がり動作獲得と維持期の歩行能力との関連につ

いて．第 49 回日本理学療法学術大会，平成 26 年 5 月 30 日，横浜市．  

 

②浦本史也，山本泰雄，尾田 敦，皆川裕樹：母趾外転運動に対する電気刺激の有効性につ

いて．第 49 回日本理学療法学術大会，平成 26 年 5 月 31 日，横浜市．  

 

③佐藤弘樹，成田大一，尾田 敦，関 公輔，福士宏紀：キネシオテーピング貼付後の時間

経過が筋パワーおよびジャンプ能力に与える影響．第 49 回日本理学療法学術大会，平成

26 年 6 月 1 日，横浜市．  

 

④澤田徹平，尾田   敦，成田大一，澤田翔一，佐藤知良，相坂隆之：Foot posture index-6 の

検者内信頼性・検者間信頼性について．第 38 回青森県理学療法士学会，平成 26 年 6 月 7

日，青森市．  

 

⑤比留木由季，尾田 敦，成田 大一：膝関節伸展筋群に対するキネシオテーピングの効果．
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第 33 回関東甲信越ブロック理学療法士学会，平成 26 年 10 月 25 日，千葉市．  

 

⑥辻弥伸莉，尾田   敦，成田大一，尾上奈穂，比留木由季：児童における足趾把持力と運動

能力の関連性について―経時的調査による検討―．第 32 回東北理学療法学術大会，平成

26 年 11 月 30 日，山形市．  

 

3.論文等 

 

①堂田章一，尾田 敦，成田大一，吉田 舞：足趾トレーニング効果とその持続性について

―2 種類の異なる運動様式による検討―．東北理学療法学，26：67-73, 2014. 

《要旨》  

【目的】足趾機能や足部形態は下肢障害や運動機能等と関連があるといわれる。足趾の運

動様式には把持と圧迫があるが，トレーニング効果やその持続性は不明確な部分も多い。

本研究ではこれらの運動様式の異なる 2 種類の足趾トレーニング効果とその持続性につい

て検討する。  

【方法】対象（健常男子大学生 30 名 30 足）を対照群，把持運動群，圧迫運動群の 3 群に

分け，トレーニングを 8 週間行わせて効果を検討した後，トレーニング休止 4 週後までの

持続性を検討した。効果判定のための評価項目は足趾筋力（把持力，圧迫力），アーチ高

率，重心動揺とした。  

【結果】把持運動群では把持力と重心動揺，圧迫運動群では圧迫力とアーチ高率の値に効

果が確認された。各項目で休止 4 週後までの効果の持続性が確認された。  

【結論】治療目的に応じて足趾の運動様式を工夫する必要性がある。また，持続性を考慮

することで，より計画的な治療プログラムの立案が可能となる。  

 

②山田智子，長谷川至，尾田 敦，赤石孝一，片野 博：股関節疾患患者の立ち上がり・着

座動作障害と理学療法．理学療法，31(11)：1123-1131, 2014. 

《要旨》  

1. 変形性股関節症術後，大腿骨近位部骨折術後の端座位からの立ち上がり動作では，

体幹と骨盤の前傾が不十分で，重心が後方に位置しやすい。  

2. 立ち上がり動作時の術側下肢と非術側下肢の間にみられる床反力と下肢関節モーメ

ントの非対称性は，術後疼痛が改善しても残存する傾向にある。  

3. 端座位への着座動作では，座面に殿部が落ちるように急激に着地したり，座面に手

をつくなどの動作になることが多い。高齢者や筋力低下の患者では，手すりや平行

棒を引き寄せようとしたり，膝折れを起こす場合もある。  

4. 術直後の床からの立ち上がり・着座動作では，上肢で身体を支持して高這い位を経

由することが多い。人工股関節全置換術術後は，長期的にはしゃがみ動作が可能に

なり，しゃがみ位を介して床への着座動作を行うことができる可能性がある。  

5. 理学療法では，術後疼痛や人工股関節全置換術術後の脱臼に配慮しつつ，罹患関節

を代償する動作パターンを改善させる必要がある。また，大腿骨近位部骨折の手術

後では，早期の立ち上がり動作獲得が歩行能力回復に重要である。  

 

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公益社団法人日本理学療法士協会東北ブロック協議会  

③一般社団法人日本義肢装具学会  

④日本靴医学会  
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⑤一般社団法人青森県理学療法士会  

⑥青森県スポーツ医学研究会  

⑦青森県アスレティックトレーナーの会  

⑧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  

○第 38 回青森県理学療法士会学会教育講演講師  

テーマ：「運動連鎖―姿勢の観察―」．  

平成 26 年 6 月 7 日～6 月 8 日（於：アウガ 5 階 AV 多機能ホール研修室）  

○青森慈恵会病院院内研修会講師  

テーマ：「足関節捻挫・足部障害に対するテーピング」．  

平成 27 年 2 月 25 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 26 年度第 2 回研修会

講師  

テーマ：「動作分析とバイオメカニクス（講義）」．  

テーマ：「検査・測定と評価（実習）」  

平成 26 年 6 月 14 日～15 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 26 年度第 3 回研修会

講師  

テーマ：「テーピング（上肢・体幹・下肢）（実習）」．  

平成 26 年 10 月 19 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 26 年度第 4 回研修会

講師  

テーマ：「スポーツ科学（講義）」．  

テーマ：「マッサージ・ストレッチ・フィットネストレーニング（実技）」．  

平成 26 年 12 月 7 日（於：青森県立中央病院）  

○養護教諭のためのスポーツ医学研修会講師  

テーマ：「足のかたちと子どもの姿勢（講義）」．  

テーマ：「足関節と足部のテーピング（実技）」．  

平成 26 年 7 月 31 日（於：青森国際ホテル）  

 

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  

●6 月 27 日 (金)15:20～16:20 青森東高校  

 

5) メディカル・コラムの執筆  

青森陸上競技協会より依頼を受けて，選手・保護者・一般県民を対象としてアスレティッ

クトレーナーの立場から解説するコラムを執筆した。  
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○テーマ：「“勝負強いからだ”をつくるためのストレッチについて」  

第 30 回全国小学生陸上競技交流大会青森県選手選考会（平成 26 年 6 月 29 日開催：青森

市）のプログラム集に掲載  

○テーマ：「スポーツシューズの選択とフィッティングについて」  

平成 26 年度青森県秋季陸上競技選手権大会（平成 26 年 9 月 12 日～14 日開催：青森市）

・第 33 回青森県小学生交流陸上競技記録会（平成 26 年 9 月 13 日～14 日開催：青森市）

のプログラム集に掲載  

 

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，二部貴之，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  

【コンディショニング】  

○平成 26 年度第 40 回青森県春季陸上競技選手権大会（平成 26 年 5 月 4 日～6 日，青森県

総合運動公園陸上競技場）  

○第 67 回青森県高等学校総合体育大会陸上競技大会・兼第 67 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 26 年 5 月 22 日～25 日，青森県総合運動公園

陸上競技場）  

○第 60 回全日本中学校通信陸上競技青森大会・兼第 41 回全日本中学校陸上競技選手権大

会選手選考会・兼第 45 回ジュニアオリンピック陸上競技大会選手選考会・兼第 69 回国

民体育大会陸上競技選手選考会（平成 26 年 7 月 5 日～6 日，青森県総合運動公園陸上競

技場）  

○第 69 回国民体育大会陸上競技青森県選手選考会・兼第 45 回東北陸上競技選手権大会青

森県選手選考会・兼第 99 回日本陸上競技選手権大会予選会（平成 26 年 7 月 11 日～13

日，むつ運動公園陸上競技場）  

○第 65 回青森県中学校体育大会陸上競技（平成 26 年 7 月 19 日～21 日，青森県総合運動公

園陸上競技場）  

○平成 26 年度第 45 回ジュニアオリンピック陸上競技大会青森県予選会（平成 26 年 8 月 23

日，むつ運動公園陸上競技場）  

○第 39 回青森県高等学校新人陸上競技対校選手権大会・兼第 19 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 2 日～4 日，青森県総合運動公園陸上競技

場）  

○平成 26 年度青森県秋季陸上競技選手権大会・第 33 回青森県小学生交流陸上競技記録会

（平成 26 年 9 月 12 日～14 日，青森県総合運動公園陸上競技場）  

○第 24 回青森県中学校新人陸上競技選手権大会（平成 26 年 10 月 4 日～5 日，青森県総合

運動公園陸上競技場）  

【救護】  

○第 96 回全国高等学校野球選手権青森大会（平成 26 年 7 月 14 日，15 日，16 日，18 日，

はるか夢球場（弘前市））  
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3) その他の活動  

①小学校足部調査  

●10 月 7 日 (火) 1 回目 弘前市立北小学校（6 年 1 組）  

●10 月 7 日 (火) 2 回目 弘前市立北小学校（6 年 2 組）  

●10 月 9 日 (木) 3 回目 弘前市立北小学校（5 年 1 組）  

●10 月 10 日(金 ) 4 回目 弘前市立北小学校（5 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）  

＊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：リハビリテーション基礎評価学、潮見泰藏・下田信明編集、羊土社、2014．（担

当部分：「第 2 章 -3 意識障害・全身状態」「第 2 章 -４脳神経の検査」「第 2 章 -13 筋緊張検

査」の執筆）  

《要旨》  

●第 2 章 -3 意識障害・全身状態 pp49-64 

PT,OT が用いる基本的な評価についてまとめた教科書である。担当したのは意識障害につ

いて覚醒水準、意識変容の評価について概説した。また、循環器系のバイタル評価（脈拍、

血圧など）、呼吸器系のバイタル評価の基本的手技、表の見方などを解説した。  

●第 2 章 -４脳神経の検査 pp65-70 

 脳神経についてその構成と働きを説明し、神経学的検査として実際の基本的手技を写真な

どを用いて説明した。  

●第 2 章 -13 筋緊張検査 pp173-177 

 筋緊張検査について検査の意義と手技について説明した。また判定の仕方、表記の仕方な

ど概説した。代表的な評価指標 mＡＳなども紹介した。  

 

②髙見彰淑：リハビリテーションのための画像の読み方、本間光信、高橋仁美編集、メジカ

ルビュー社、2015（担当部分：「3 頭部 代表的疾患とリハ上の注意」の執筆）  

●3 頭部 代表的疾患とリハ上の注意 pp57-78 

 PT、OT をターゲットに初学者向けの画像のみかたについて代表的疾患にポイントをしぼ

り、障害部位別の特徴を解説している。脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳卒中のほか、

聴神経腫瘍、多系統萎縮症、ＭＳ、頭部外傷（びまん性軸索損傷）、正常圧水頭症の臨床上

の特徴と代表的リハビリテーション評価、介入案を呈示している。  

 

2.学会等発表 

①牧野美里，髙見彰淑： .健常成人の前方歩行と後方歩行の比較．第 49 回日本理学療
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法学術大会、 2014 年 5 月、横浜市  

 

②金子奈央、乳井裕貴、高橋仁美、大森俊輔、山下康次、山嵜継敬、髙見彰淑：急性心不全

患者の在院日数と座位、立位、歩行開始日の関係。第 20 回日本心臓リハビリテーション学

会学術集会、2014 年 7 月、京都市  

 

③山下康次、田中清美、岡本博之、武山佳洋、髙見彰淑：当院救命センターにおける人工呼

吸器装着患者のリハビリテーションの検証．第 24 回日本呼吸ケアリハビリテーション学会

学術集会，2014 年 10 月，奈良県  

 

④川田雅弥、髙見彰淑：脳卒中片麻痺患者の筋緊張重症度別におけるGait Solution油圧抗力

の選定に関する検討．第65北海道理学療法士学術大会、2014年10月、帯広市  

 

⑤髙見彰淑、牧野美里、葛西麻子、大森俊輔：椅子の高さの違いが脳卒中患者に対する Timed 

Up and Go Test に与える影響．第 11 回日本神経理学療法学会学術大会，2014 年 12 月，筑波

市  

《要旨》  

Timed Up and Go Test（TUGT）は、歩行路は統一されているが、椅子座面高に関しては統

一性をみない。Podsiadle らの原法では約 46cm であり、欧米の報告では 44～46cm が推奨さ

れていて一貫性がない。特に本邦では 40cm の座面高が多く、そのまま臨床の場でも利用し

ていることが多い。脳卒中患者にとってこの 4～7cm の違いは、起立をはじめ影響があると

考えられる。そこで脳卒中患者に対し、座面高を 40、45、50cm に変更し、高さの違いが所

要時間などに影響がないか検証することとした。  

 

⑥大森俊輔、髙見彰淑、牧野美里：発症早期脳卒中患者における NIHSS 下位項目による早期

歩行獲得因子の抽出．第 11 回日本神経理学療法学会学術大会，2014 年 12 月，筑波市  

 

⑦安田透、髙見彰淑：脳卒中患者の座位前方リーチの有用性に関する検討－下肢機能との関

連からの考察：第 32 回神奈川理学療法士学会、2015 年 3 月、横浜市  

 

3.論文等 
①Junpei Takahashi,Akiyoshi Takami、Saichi Wakayama：Clinical Reasoning of Physical 

Therapist regarding In-hospital Walking Independence of Patients with Hemiplegia 、  

J.Phys.Ther.Sci.26:771-775、2014．   

《要旨》  

脳卒中理学療法現場での現状では、歩行自立の判断基準を、PT 各々の判断に任せられてい

ることが多いが、実際どのように評価しているかを把握する必要がある。本研究の目的は、

脳卒中片麻痺患者の病棟内歩行自立を PT が判断する際に、どのような動作や状態に着目し

て歩行自立を判定しているかという推論過程を明らかにすることである。  

 

②Misato Makino,Akiyoshi Takami：Comparison of forward walking and backward walking in 

healthy university students ．J. Health Sci. Res. 5：33-41、2015  

《要旨》  

三次元解析装置と床反力計を用いて、前進歩行と後進歩行を比較して、健常例の後進歩行の

特徴を捉えることを目的とした。  

 

③木元裕介、菊谷明弘、中澤明紀、澤村幸恵、皆方伸、髙見彰淑、佐藤峰善、佐竹将宏：大
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腿四頭筋に対するダイナミックストレッチが健常成人の関節可動域と筋力に及ぼす影響．秋

田理学療法 22：13-20、2014 

《要旨》  

大腿四頭筋へダイナミックストレッチを実施したあとの膝関節屈曲可動域と膝伸展筋力の変

化を調査した。  

④山下康次、髙見彰淑、十文字英雄、大山隼人：今求められている「急性期リハビリテーシ

ョン」～どのように離床を進めるか～．呼吸器・循環器達人ナース 35、75-79 2014 

《要旨》  

ICU を中心とした急性期現場でのリハビリテーションについて述べている。安全なすすめか

たについて言及したシリーズ４巻。  

 

⑤山下康次、髙見彰淑、十文字英雄、大山隼人：「急性期リハビリテーション」を展開する

には．呼吸器・循環器達人ナース 35、97-102 2014 

《要旨》  

ICU を中心とした急性期現場でのリハビリテーションについて述べている。安全なすすめか

たについて言及したシリーズ４巻。  

 

⑥山下康次、髙見彰淑、十文字英雄、大山隼人：円滑な離床に必要な合併症予防．呼吸器・

循環器達人ナース 36、64-70 2014 

《要旨》  

ICU を中心とした急性期現場でのリハビリテーションについて述べている。安全なすすめか

たについて言及したシリーズ４巻。  

 

⑦山下康次、髙見彰淑、十文字英雄、大山隼人：なぜ離床が必要なのか．呼吸器・循環器達

人ナース 36、92-96 2014 

《要旨》  

ICU を中心とした急性期現場でのリハビリテーションについて述べている。安全なすすめか

たについて言及したシリーズ４巻。  

 

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 50 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 49 回日本理学療法士学術大会 座長  
 

3)学外依頼講演等  

①日本理学療法士協会  神経系理学療法士必須研修会「理学療法評価指標、高次脳機能障害」．

2014/10/5 仙台市   

②青森県理学療法士会青森支部特別研修会：「Pusher現象の治療介入について」．2014/11/8 青
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森市   

 

5.その他 

①弘前脳卒中センター研修会：脳卒中に必要な評価指標について 2014/6/27 

②青森慈恵会病院リハビリ門研修会「ハンドリングの基礎」2014/11/26  

③青森慈恵会病院リハビリ門研修会「歩行練習の基礎」2013/8/27  
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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（専門理学療法士（運動器）[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-mail pteiki@hirosaki-u.ac.jp 

 

1.著 書 

 

①対馬 栄輝：1.効果的なリハビリテーションと機能回復 3)大腿骨近位部骨折．骨粗鬆症患

者の骨折治療，酒井昭典（編），真興交易医書，pp.309-314，2014 年 10 月 

《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． 

 

②対馬 栄輝：変形性股関節症，図解訪問理学療法技術ガイド，伊藤隆夫ほか編，文光堂，

pp.658-666，2014 年 11 月 

《要旨》 

股関節症に対する理学療法では，股関節症の障害を中心とする全身性の多関節機能障害と

捉える方が妥当である．現に，股関節症は慢性進行性の変性疾患であり，その障害に至るま

での長年に渡る生活習慣・環境によって様々な臨床像を呈する．従って，1 つとして同じ障

害像を呈することはない． 

 例えば股関節症を短時間で改善させる人工股関節全置換術は，後療法も短縮化しつつあり，

あたかも理学療法の役割が軽薄となってしまった感がある．それは，単に筋力増強や関節可

動域の拡大といった関節機能の回復に主眼を置いた理学療法のはなしである．医学的治療の

進歩に伴って治療パラダイムも変わってきているから，理学療法もこのパラダイムシフトが

求められる．その為には，かなり広い範囲にわたる情報収集と適切な評価ならびにそれらの
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要約が期待されるので，多分に経験も必要となる． 

 

③対馬 栄輝：中高年の股関節の痛みに対する理学療法の考え方．スポーツ障害理学療法ガ

イド－考え方と疾患別アプローチ，臨床スポーツ医学編集委員会編，文光堂，pp.170-175，

2014 年 5 月 

《要旨》 

関節疾患に限れば，理学療法で最も治療効果を期待できるのは，関節運動の異常に起因す

る痛みである．そのためには関節構造や関節運動の知識，他関節へ関連して発現する姿勢・

動作の異常の特徴を周知しておかなければならない．理学療法における痛みに対する治療手

段も様々あるが，本稿では主に運動療法に関する内容について述べることとする． 

 

④対馬 栄輝：統計学の基礎．15 レクチャーシリーズリハビリテーションテキスト/リハビ

リテーション統計学，石川朗，種村留美，対馬栄輝ほか編，中山書店，pp.1-8，2015 年 1

月 

《要旨》 

 統計学とは何かという導入段階の基本的な知識について述べた．そもそも統計学とは何か

について説明し，次に統計解析の必要性を説明した．そして，実際に医学・医療の研究にお

いて実践される統計解析についての実際を簡単に解説した． 

 

⑤対馬 栄輝：推定と検定の基礎．15 レクチャーシリーズリハビリテーションテキスト/リ

ハビリテーション統計学，石川朗，種村留美，対馬栄輝ほか編，中山書店，pp.17-28，2015

年 1 月 

《要旨》 

統計解析の実際となる統計的仮説検定についての基本を述べた．まず，推定についての基

本的な考え方を説明し，次に統計解析の基本となる統計的仮説検定の基礎を説明した．  

 

⑥対馬 栄輝：信頼性係数．15 レクチャーシリーズリハビリテーションテキスト/リハビリ

テーション統計学，石川朗，種村留美，対馬栄輝ほか編，中山書店，pp.101-110，2015 年

1 月 

《要旨》 

代表的な信頼性係数の適用として，級内相関係数についての基本的な内容を説明した．級

内相関係数の 3 つのタイプについて，その使い分け方法を説明した．次に，カッパ係数の適

用について解説した． 

 

⑦対馬 栄輝：多重ロジスティック回帰分析．15 レクチャーシリーズリハビリテーションテ

キスト/リハビリテーション統計学，石川朗，種村留美，対馬栄輝ほか編，中山書店，

pp.111-120，2015 年 1 月 

《要旨》 

 多重ロジスティック回帰分析とは，どのようなものなのか，何を解析することがで

きるのかについて説明し，解析手順・方法について解説し，解析によって得られた結

果の解釈方法を説明した．  

 

2.学会等発表 

 

①  対馬栄輝：最大随意性の筋力測定値において最大値と平均のどちらを採用すべきか 

～股関節外転筋力の測定データを用いたシミュレーションによる検討，第 32 回東北理学療

法学術大会，平成 25 年 11 月 29 日，山形市． 

《要旨》 
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 最大随意性の筋力を複数回繰り返して測定したとき，記録したデータの最大値を採用す

る場合と，全測定の平均を計算して採用する場合の，どちらがよいかという疑問がある．最

大値は理に適っているようだが，最大値が何回測定以内で出現するかが明確でなければ難し

い．かたや平均は真の意味での最大ではないかもしれないが，値の変動が小さく，母集団正

規分布に従う可能性が高いため，精度が高く統計解析にもよく適合するはずである．このこ

とを明らかにするため，実際に測定した股関節外転筋力測定を例に挙げて，最大値をとった

場合と，平均を求めた場合におけるデータの特性を比較した． 

 

②  宮城島一史，対馬栄輝，石田和宏，他：腰部疾患手術後の遺残下肢症状に対する入院中

の電気療法の継続による効果，第 23 回日本腰痛学会，平成 26 年 11 月 16 日，千葉県幕

張市． 

 

③  宮城島一史，対馬栄輝，石田和宏，他：腰部疾患手術後の下肢症状に対する入院中の電

気療法の継続による効果，第 65 回北海道理学療法士学術大会，平成 26 年 10 月 26 日，

北海道帯広市． 

 

④  家入  章，増田  武志，山本  貴大，西島  紘平，石田  和宏，対馬栄輝，井上  正

弘，安部  聡弥，紺野  拓也，菅野  大己：脱臼性股関節症に対する人工股関節全置

換術前後の膝関節痛について，第 41 回日本股関節学会，平成 26 年 10 月 31 日，

東京都新宿区．  

 

⑤  家入  章，増田  武志，木村  正一，石田  和宏，対馬栄輝，井上  正弘，安部  聡弥，

菅野  大己：人工股関節全置換術前後の膝関節痛と荷重時下肢アライメントの変

化，第 128 回北海道整形災害外科学会，平成 27 年 1 月 30 日，札幌市．  

 

⑥  関 裕也, 対馬栄輝：脳卒中片麻痺における至適歩行速度を基準とした歩行能力の分類，

第 49 回日本理学療法学術大会，平成 26 年 5 月 31 日，横浜市． 

 
 

⑦  関 裕也, 対馬栄輝：脳卒中片麻痺における至適歩行速度に関連する歩行パラメータに

ついて，第 50 回日本理学療法学術大会，平成 27 年 6 月 5 日，東京都． 

 

⑧  葉  清規，対馬 栄輝，村瀬 正昭，大石 陽介：頸椎変性疾患患者の健康関連 QOL に影響

を及ぼす機能面の因子について，第 49 回日本理学療法学術大会，平成 25 年 5 月 30 日，

横浜市． 

 

⑨  葉  清規，対馬 栄輝，村瀬 正昭，賀来元春，石田  裕，大石 陽介：腰椎疾患術後の 

健康関連 QOL の推移について，第 22 回日本腰痛学会，平成 25 年 11 月 15 日，幕張市． 

 

⑩  葉  清規，対馬 栄輝，村瀬 正昭，森島 英志，清水 公治，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について，第 28 回中国ブロック理学療法士学

会，平成 25 年 8 月 30 日，下関市． 

 

⑪  遠藤達矢，対馬栄輝，小俣純一，遠藤浩一，鶴見麻里子，津布子夏実，高橋 諒，岩渕

真澄，白土 修，伊藤俊一：Tergumed と HHD を用いた座位での体幹筋力測定法の検討，

第 49 回日本理学療法学術大会，平成 25 年 5 月 31 日，横浜市． 

 

⑫  遠藤達矢，対馬栄輝，小俣純一，遠藤浩一，鶴見麻里子，高橋 諒，岩渕真澄，白土 修，
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伊藤俊一：脊柱変性後彎症を有する慢性腰痛高齢者における屈曲弛緩現象の出現率，第

32 回東北理学療法学術大会，平成 25 年 11 月 29 日，山形市． 

 

⑬  遠藤達矢，対馬栄輝，小俣純一，遠藤浩一，鶴見麻里子，高橋 諒，岩渕真澄，白

土 修，伊藤俊一：HHD を用いた椅坐位での体幹伸展筋力測定は脊柱変性後弯症を

有する慢性腰痛高齢者の評価として有用か，第 32 回東北理学療法学術大会，平成

25 年 11 月 29 日，山形市． 

 

⑭  小俣純一，対馬栄輝，遠藤達矢，遠藤浩一，鶴見麻里子，高橋 諒，岩渕真澄，白土 修，

伊藤俊一：Tergumed@700 を用いた体幹可動域および筋力測定～基礎データの検証～， 第

49 回日本理学療法学術大会，横浜，2014 

 

⑮  奈川英美，対馬栄輝，石田水里，他：脳卒中患者に対する歩行観察と身体機能の関係に

ついて，第 49 回日本理学療法学術大会，平成 26 年 5 月 31 日，神奈川県横浜市． 

 

⑯  奈川英美，対馬栄輝，石田水里，他：脳卒中患者の 10m 歩行速度に影響を及ぼす歩容の

観察項目，第 32 回東北理学療法学術大会，平成 26 年 1１月 2９日，山形県山形市． 

 

⑰  石田水里，対馬栄輝：肩または腰への外力に対する立位時の腓腹筋活動開始時間と腹臥

位・立位で測定した筋反応時間の関連，第 49 回日本理学療法学術大会，平成 26 年 5 月

30 日，横浜市． 
 

⑱ 小玉裕治，対馬栄輝，石田和宏：大腿直筋，内側広筋における電気力学的遅延と荷重動作

時の反応の関連について．第65回北海道理学療法士学術大会，平成26年10月26日，北海道

帯広市 

 

3.論文等 

 

①  対馬栄輝, 石田水里：高齢な大腿骨近位部骨折患者における退院時移動機能に影響を与

える要因．東北理学療法学 26:1-5，2014 

《要旨》 

 受傷前に歩行可能であった大腿骨近位部骨折患者 55 名を対象として, 運動機能(MAT)と知

的機能(HDS-R, GBS スケール)を評価し, 退院時移動機能に影響すると思われる要因を累積ロ

ジスティック回帰分析によって探索した. その結果, MAT(p<0.05), HDS-R(p<0.01), GBS 動

機づけの低減(意欲;p<0.01)が選択された. 歩行できるかできないかという区分では, 運動機

能や知的機能の影響は両極端に出てくるはずであるが, 移動レベルを段階的に細分化すると

意欲の影響が出てきた. これは, 移動のレベルが中間層に存在する患者においては, 意欲の

程度に左右されるということである. こうしたレベルの患者に対しては, いかに積極的に理

学療法に取り組ませるかが, 機能向上の鍵になると考える. 【はじめに】高齢な大腿骨近位

部骨折(以下, 大腿骨骨折)患者の退院時歩行予後予測は, 理学療法を進める上で重要な情報

となる. 退院時の歩行可否に大きく影響する因子は, Johnson の体幹下肢運動年齢検査(以

下, MAT)と改訂長谷川式簡易知能評価スケール(以下, HDS-R)であった. 

 

②  対馬栄輝,：「自己研鑽」 - 未来の理学療法のために－運動器障害に対する理学療法領

域の視点から．山形理学療法学 11：11－14，2014 

《要旨》 

 一概に運動器障害に対する理学療法といっても, 疾患は多岐に及び, またその症候も単純
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ではない. ここでは, 特に理学療法で対象となることの多い慢性進行性の下肢関節疾患を題

材とする. そして現状の問題を取り上げ, その問題についての再考を提案する. 再考するこ

とによって, 自ずと次のステップへと前進するはずである. 「後療法を主体とした整形外科

疾患の理学療法」 本邦における理学療法の歴史をみると, 1957 年に日本整形外科学会がリ

ハビリテーション委員会を設置し, 当時, 臨床の場で物理療法やマッサージを行っていた医

療従事者がもととなって, 確立されてきた経緯がある. 整形外科疾患に対する医学治療の補

助として, 特に術後症例に対する後療法として, 当時は重要な役を担ったに違いない. こう

した歴史的な背景をみると, 理学療法士は医師と連帯し, 医師の指示のもとで, 医師の治療

を補助する, という立場で発展してきたように感じられる. 

 

③  対馬栄輝，石田水里，関裕也：デジタルカメラによる動作解析．JOURNAL OF CLINICAL 

REHABILITATION 23(12)：1196-1203，2014 

《要旨》 

 身体運動・動作の簡便な分析法として , モトスコピー (motoscopy), モトグラフィ

(motography)といった方法は歴史的にも古くから行われてきた. モトスコピーとは, 検査者

による肉眼での観察, ときには触察によって計測する方法である. モトグラフィとは, ビデ

オカメラやスチルカメラといった映像記録装置を用いて身体運動・動作を記録する計測方法

である. いずれの方法も, 計測した結果から運動・動作分析を目的とした方法である点に違

いはない. モトスコピーの例として, 標準化した歩容評価法等があるが, それでも検査者の

訓練がないと検者間再現性は乏しい. 対して, モトグラフィによる測定では, 比較的に客観

性や妥当性の保証ができる. 民生用のデジタルビデオカメラやデジタルスチルカメラ(以下

まとめて, デジタルカメラ)はかなり普及してきており, 運動・動作分析に容易に活用できる. 

 

④  対馬栄輝：理学療法におけるボディメカニクスの概念的定義と臨床活用の要点．理学療

法  32(1)：4-11，2015 

《要旨》 

 「ボディメカニクス」(身体力学)とは「身体」と「力学」からなる用語であり, 身体に関

する力学的な事象を解明するための学問のことである. 2. ボディメカニクスの概念は, 物理

的力学の観点から姿勢・動作を遂行するために安全かつ効率の良い方法を考え適用する, 理

論と技術が混在したものである. 3. 介助動作におけるボディメカニクスは, 主に全介助が必

要な対象者を前提とした概念となっている点が問題である. 4. 理学療法におけるボディメカ

ニクスは, 対象者が能動的に効率的な姿勢・動作を学習できるように促すための介助誘導の

手法と考えるべきである. 「はじめに」「ボディメカニクス」(body mechanics, 身体力学)

とは「身体」(body)と「力学」(mechanics)からなる用語であり, 身体に関する力学的な事象

を解明するための学問のことである. すなわちボディメカニクスは, 身体の姿勢・動作の機

構を力学的なルールに応用する実践的な学問である. 

 

⑤  対馬栄輝：股関節の運動機能と変形性股関節症の新たな評価．PT ジャーナル 48(7)：

577-584，2014 

《要旨》 

 本稿では，まず過去の理学療法体系に関する疑問や問題を挙げる．次に，疑問また

は問題解決を提案する．提案の前に，基礎知識を整理しておく．単に基礎知識といっ

ても様々要求されるのであるが，とりわけ理学療法士にとって，股関節の運動機能に

関する知識が重要である．それを踏まえて，新たな評価法を提示する．  

 

⑥  対馬栄輝：【特集 脊椎脊髄の冠名徴候・症候群】Trendelenburg 徴候．脊椎脊髄ジャ

ーナル 28(4)：364-367，2015 

《要旨》 
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 Trendelenburg 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現象』と定義されている．Trendelenburg は，股関節

外転筋の機能不全を来している先天性股関節脱臼症例に，この現象が観察されたと報告して

いる．被検者に外転筋力の機能不全の存在する下肢で片脚起立させたとき，遊脚側の骨盤が

墜下する，または遊脚側への体幹傾斜・側屈が起こって保持できないならトレンデレンブル

ク徴候陽性となる． 

 

⑦  宮城島一史，対馬栄輝，石田和宏，他：腰椎後方手術後の遺残下肢症状に対する初回電

気療法の即時効果に影響する因子．Journal of Spine Research，5:956-961,2014. 

《要旨》 

本報告の目的は，腰椎後方手術後の遺残下肢症状に対する初回電気療法の即時効果に影響

する因子を検討することである．術後 5～7 日目に実施した 10 分間の初回電気療法の即時効

果に影響する因子は，「治療者用 BS-POP」と「初回電気療法前の足部の症状」であった．腰

椎後方手術後の遺残下肢症状に対する電気療法は，心理社会的因子の存在や足部の症状の有

無を考慮して行えば，即時効果が期待できると考える． 

 

⑧  家入 章，対馬栄輝，石田和宏，井上正弘，菅野大己，増田武志：徒手筋力測定器を用

いた股関節外転筋力測定の検討～人工股関節全置換術後患者を対象に～． Hip Joint 

supplement，40：89-92，2014． 

《要旨》 

人工股関節全置換術（ THA）後患者を対象に，徒手筋力測定器（ HHD）を用いて股外

転筋力を測定した際の検者内信頼性および固定法の違いによる測定値の特徴を明ら

かにすることである．対象は，当院で非術側に進行期以上の変形性股関節症の合併が

なく，術前，退院時（術後 2 週時），初回検診時（術後 7 週時）に同一検者により測

定を行えた，後側方侵入法による初回片側 THA 症例 20 名（58.3±7.4 歳，BMI24.8±4.2，

全例女性）とした．検者は男性，BMI23.6，利き手握力 59kg の者とした．股外転筋力

の測定は，被検者を背臥位とさせ， HHD を検査側大腿遠位外側部に当て，徒手で固定

した方法（徒手固定法）と固定用ベルトで固定した方法（ベルト固定法）の 2 通りで

3 回測定した．統計的解析は，検者間信頼性の検討には ICC，測定値の経過観察には

差の検定として対応のある t-検定，多重比較補正として Shaffer の方法を用いた．

有意水準は 5％とした．徒手固定法の ICC（ 1.1）は，術前 0.91，術後 2 週時 0.96，

術後 7 週時 0.94 であった．ベルト固定法は， 0.95， 0.97， 0.94 であった．徒手固定

法の測定値（ N）は，術前 85.2±18.8，術後 2 週時 82.4±24.4，術後 7 週時 106.5±27.2

であった．ベルト固定法は，110.1±24.6，98.7±30.1，129.6±28.4 であった．両測

定方法とも術後 2 週時から 7 週時にかけて有意に変化した（徒手固定法の効果量

d=1.26，ベルト固定法 d=1.49）．両測定方法とも高い検者内信頼性を示し，術後 2

週時から 7 週時にかけての変化を捉えることができたため，臨床でも有用な方法であ

ると考える．徒手固定法の検者内信頼性は，昨年報告した健常者を対象とした結果よ

りも高かった．股外転筋力が弱い対象者の測定は徒手固定法でも可能であると考え

る．今後は，これらの測定から得られた値がどのような臨床的意義を生み出すのか探

索していきたい． HHD を用いた股外転筋力測定の臨床応用方法を提案した．  

 

⑨  Akira Ieiri, Eiki Tushima, Kazuhiro Ishida, Masahiro Inoue, Taiki Kanno, 

Takeshi Masuda： Reliability of measurements of hip abduction strength 

obtained with a hand-held dynamometer．Physiother Theory Pract，31：146-52，

2015．  

《 Abstract》  
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This study aimed to evaluate intrarater and interrater reliability when measuring 

hip abductor 

strength in the supine position using a hand-held dynamometer (HHD) (Study 1), and to 

elucidate the relationships between measured values and examiners’ physical 

characteristics (Study 2). Three healthy examiners (1 female, 24 y.o. and 2 males 23 

and 27 y.o) and 12 subjects (6 females, 24.5 ± 2.8 years and 6 males, 27.7 ± 3.5 

years) participated in Study 1, and 20 healthy examiners (7 females, 22.3 ± 1.3 years 

and 13 males, 29.4 ± 8.2 years) and 2 subjects (1 female, 24 y.o. and 1 male 27 y.o) 

participated in Study 2. All healthy examiners were hospital employees. Hip abductor 

strength was measured by HHD with hand fixation and with belt fixation, and examiner 

age, sex, height, weight, BMI, and dominant hand grip strength were evaluated. The 

intraclass correlation coefficient (ICC) (1,1), a measure of intrarater reliability, 

was 0.89– 0.95 with hand fixation and 0.96– 0.97 with belt fixation. ICC (2,1), a 

measure of interrater reliability, was 0.76– 0.79 and 0.90– 0.93, respectively. In 

subjects with high muscle strength (the examiner’s hand was moved), the examiner’s 

dominant hand grip strength affected muscle strength values with hand fixation 

(standardized partial regression coefficient.0.78, determination coefficient R2.0.61, 

p50.01). In subjects with low muscle strength (the examiner’s hand was not moved), 

no variables had effect. When the muscle strength of the subject is weak, both methods 

can be used. When the muscle strength of the subject is strong, it is necessary to adjust 

the value obtained by the examiner’s dominant hand grip strength in the hand fixation 

method. 

 

⑩  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立てた角度計モデルを用いた検

討－．東北理学療法学，27:未定,2015. 

《要旨》 

デジタルビデオ画像による角度測定の精度については報告されているが，被写体を撮影

画面の中央付近で，かつ正投影面に撮影しなければその精度は高くない．臨床場面で矢状

面上の歩行を分析の対象とした場合，これらの条件を満たすことは困難である．そこで本

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． 

 

⑫  葉  清規，対馬 栄輝，村瀬 正昭，大石 陽介：頸椎変性疾患患者に対する力学的評価に

よる運動療法の短期的効果について．理学療法の臨床と研究，24:29-34,2015. 

《要旨》 

【目的】本研究目的は，頸椎変性疾患患者に対し，マッケンジー法の理論に基づいた，力学

的評価による運動療法の短期的効果について調査することである． 

【方法】対象は，頸部及び上肢帯の疼痛等の症状で頸椎疾患の診断を受けた 80 例である．評

価項目は，頸部自動 ROM，NDI，JOACMEQ，VAS，SF8 とした．測定時期は初回，1 週間後，1

ヶ月後とし，力学的評価に従い症状面，所見面に改善が得られる運動方向を基にした運動療

法を実施した．解析は，評価項目に影響を与える因子の分析と，治療経過について分析した
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． 

【結果】評価項目に対して，有意な影響がある因子はみられなかった．治療経過では， 1 週

間後より経時的に ROM，疼痛の改善が得られ，1 ヶ月後には日常生活障害，健康関連 QOL の改

善が得られた． 

【結論】頸椎変性疾患患者に対して，力学的評価を利用した運動療法は，症状面，所見面，

心理面の短期的効果が得られる． 

 

⑬  遠藤達矢，対馬栄輝，小俣純一，岩渕真澄，白土 修，伊藤俊一：脊柱後弯症を呈する

高齢者を対象としたハンドヘルドダイナモメーターを用いた体幹伸展筋力測定法の信頼

性．東北理学療法学，26；172‐176，2014． 

《要旨》本研究は，ハンドヘルドダイナモメーター（以下，HHD）を用いた椅座位での体幹伸

展筋力測定が，脊柱後弯症（以下，円背）を呈する高齢者に簡便かつ信頼性の高い測定であ

るか測定信頼性と HHD の抵抗部位の関係を検討することを目的として行った．対象は，円背

を有する高齢者 19 名とした．測定肢位は座位姿勢とし，測定方法は壁面にて HHD を固定する

壁面圧迫法を用いた．抵抗部位は T7 部と脊柱後彎頂椎部（頂椎部）とした．伸展筋力値の検

者内・間信頼性は T7 部・頂椎部ともに高い信頼性を示した．抵抗部位 T7 と頂椎部の測定筋

力値の関係は，ICC(3,1)＝0.941 と高い一致性を示した．本研究の結果から，円背を有する

高齢者に対しても，体幹上部（T7 部）に HHD を設置して測定する椅座位での壁面圧迫法は簡

便かつ測定信頼性が高い筋力評価法であることがわかった． 

 

 

⑭  小俣純一，対馬栄輝，遠藤達矢，遠藤浩一，鶴見麻里子，高橋 諒，遠藤浩一，岩渕

真澄，白土 修，伊藤俊一：肩甲骨挙上の客観的筋力測定の信頼性検証-僧帽筋に着目し

て-，東北理学療法学 第 26 号：139-144，2014 

《要旨》本研究は，徒手筋力測定器を用いて僧帽筋筋力測定の信頼性を検証し，臨床におけ

る客観的評価として僧帽筋筋力を数値化する方法を確立することを目的とした．僧帽筋筋力

測定は足底面を床に接地した端座位で測定した．測定方法は，対象者に肩甲帯挙上を指示し

て抵抗に打ち勝つように力を入れてもらった．検者は上方から両側の肩甲帯を下制方向に抑

えるように圧迫し，等尺性最大収縮による測定を 3 回施行して平均値を測定値とした．結果，

本研究で用いた僧帽筋筋力測定方法は検者内信頼性が良好であり，より精度を高めるために

測定 3 回の平均を測定値として用いることが好ましく，測定 3 回の平均の測定値を用いるこ

とで検者間信頼性も良好であった．本研究の結果から，僧帽筋上部線維の筋力測定方法の 1

つとして臨床評価で用いることが可能であることを示した． 

 

⑮  小俣純一，対馬栄輝，遠藤達矢，遠藤浩一，鶴見麻里子，高橋 諒，遠藤浩一，岩渕

真澄，白土 修，伊藤俊一：ストレッチング回数の違いによる治療効果への影響，東北理

学療法学 第 26 号：145-151，2014 

《要旨》本研究の目的は，僧帽筋上部繊維（僧帽筋）に対する静的および筋収縮ストレッチ

ング回数の違いが臨床治療効果に及ぼす影響を検証することである．対象は，頚部痛患者 36

例とした．静的ストレッチング（30 秒間）10 回および 20 回，筋収縮後ストレッチング（3

秒収縮-7 秒ストレッチング）10 回および 20 回の 4 条件において，効果の比較を行なった．

評価項目は，疼痛（Visual Analog Scale:以下 VAS）改善率，僧帽筋筋力，頚部可動域（Range 

of motion：以下 ROM）として，ストレッチング前後で評価を行なった．僧帽筋筋力測定は徒

手筋力測定器を用いて，3 回測定し，その平均値を用いた．介入の結果，静的および筋収縮

後ストレッチングとも 10 回でも 20 回でも VAS の改善率，僧帽筋筋力，屈曲・伸展・側屈・

回旋の頚部 ROM の変化の程度に有意な差は認めなかった．この結果から，より効率的なスト

レッチング回数として静的ストレッチングは 10 回，筋収縮後ストレッチングは 10 回で実施

しても十分であると考えた． 
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⑯  奈川英美，対馬栄輝：脳卒中患者に対する歩行観察の信頼性 ～ 臨床経験年数による一

致度の検討 ～．東北理学療法学 (26): 159 -165 2014 

《要旨》 

理学療法士が 3 つの歩容評価表を用いて脳卒中患者の歩行を観察したときの, 観察の一致

度と理学療法士の経験年数との関係を検討した. 検査者は 18 名の理学療法士とし, 被検者は

4 名の脳卒中患者とした. 被検者の歩行を前・後・側方(麻痺側)より, デジタルスチルカメ

ラで撮影した. 撮影した映像を検査者に観察させ, 3 つの歩容評価表である Tinetti Gait 

Assessment(TGA), Wisconsin Gait Scale(WGS), Rivermead Visual Gait Assessment(RVGA)

によって評価させた. データの解析は, 検査者ごとに一致の度合い(最頻値)を求め, 一致の

度合いと経験年数の相関を求めた. 3 つの歩容評価表ごとに, 経験年数と一致の度合いとの

相関を求めたが, いずれも有意な相関関係は認められなかった(rs=-0.18～0.09). 経験年数

が多いほど, 一致度が高いという傾向は認められなかった. 歩容評価表を使用した歩行観察

においては, 経験年数と歩行観察の一致度は関連しない可能性が高い. 

 

⑰  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における理学療法の効果

～術後 1 ヶ月までの検討～．PT ジャーナル，48：780-785. 2014． 

《要旨》 

本研究の目的は，我々が行っている腰椎椎間板ヘルニア摘出術後早期からの積極的な理学

療法介入（新プロトコル）の効果を検証することである．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．評価項目は，疼痛の程度（VAS），疼痛の

範囲，日本整形外科学会判定基準（JOA score），X 線撮影像から判断した腰椎前弯角と腰仙

角，介入前後の腰椎前弯角と腰仙角の改善率とした．評価時期は，術前，再開時，退院時，

再来時とした．各評価項目で新プロ群と従来群の差を検討すると，再来時の VAS および腰椎

前弯角の改善率が新プロ群で有意に良好であった（p＜0.05）．多重ロジスティック回帰分析

の結果では，VAS（オッズ比 4.5），腰仙角の改善率（オッズ比 1.3）が選ばれた（p＜0.05）．

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ると

考える．  

 

⑱ 小玉裕治，対馬栄輝，石田和宏：大腿直筋，内側広筋における電気力学的遅延と荷重動

作時の反応の関連について．第65回北海道理学療法士学術大会，平成26年10月26日，北海

道帯広市 

《要旨》 

本研究では，大腿直筋と内側広筋を対象とし，EMD と荷重動作時の筋の反応の素早さ（荷

重 EMD）の関連を明確することを目的とし，荷重 EMD に影響を与える要因を検討した．健常

人 36 名(男女各 18 名)を対象とした．測定項目は EMD，外部負荷による EMD の変化量，最大

膝関節伸展筋力，荷重 EMD とした．外部負荷を重錘にて 3 条件（無負荷，1kg 負荷，2kg 負荷）

に設定した．EMD を用いて荷重負荷での筋の反応の素早さを推定するために，外部負荷によ

る EMD の変化量(2kg 負荷 EMD－無負荷 EMD，1kg 負荷 EMD－無負荷 EMD)を算出した．最大膝関

節伸展筋力は端坐位にて徒手筋力測定器を用いて測定した．荷重 EMD は，立ち上がり動作を

行わせた際の大腿直筋と内側広筋の筋活動開始から身体の上方移動が起こるまでの時間と

し，開始肢位を膝関節屈曲角度 90°，60°，45°の 3 条件にて測定した．各条件での荷重 EMD

を従属変数とし，その他の測定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．膝関節屈曲 45°での大腿直筋の荷重 EMD には，左無負荷 EMD(b=0.33)が選択された．

膝関節屈曲 90°での内側広筋の荷重 EMD には，右 EMD の変化量(1kg 負荷 EMD－無負荷

EMD)(b=0.34)が選択された． 
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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 運営幹事 

③(公社)日本理学療法士協会 学術局 学術誌部 EBPT チュートリアル 編集委員 

④(公社)日本理学療法士協会 理学療法基本評価検討委員会 部員 

 
 

3)学外依頼講演等 

 

1.  平成 26 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， 2014 年 4 月 19 日，埼玉県上尾

市  

 

2.  コメディカルスタッフのための統計学入門：統計的検定のための基礎．主催：合

同会社 gene， 2014 年 4 月 20 日，東京都  

 

3.  第 23 回北海道理学療法士会全道学術研修大会基調講演 II 専門家である理学療

法士が今すべきこと～“臨床”と“研究”の融合を考える～．北海道理学療法士

会， 2014 年 4 月 26 日，北海道恵庭市  

 

4.  秋田県理学療法士協会研修会：理学療法研究のための統計解析入門～初心者向け

の簡単な手順について．秋田県理学療法士会， 2014 年 6 月 7 日，秋田県秋田市  

 

5.  第 58 回熊本県理学療法士協会学術研修会「よくわかる！医療従事者のための統計

学」．熊本県理学療法士協会， 2014 年 6 月 14 日，熊本県熊本市  

 

6.  第 59 回熊本県理学療法士協会学術研修会「股関節の理学療法 up to date」．熊

本県理学療法士協会， 2014 年 6 月 15 日，熊本県熊本市  

 

7.  第 23 回山形県理学療法学術大会シンポジウム  「自己研鑽－各領域の最前線の理

学療法－」運動器理学療法領域の視点から．山形県理学療法士会，2014 年 6 月 22

日，山形県山形市  

 

8.  （公社）日本理学療法士協会講習会（基本編：技術）筋力増強運動の基本（講義

＆実技）．主催：（公社）日本理学療法士協会，於：中部リハビリテーション専

門学校， 2014 年 6 月 29 日，愛知県名古屋市  
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9.  （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・リハビリテーションリサーチメソッド研究会．於： TIME PLAZA ISE 2F（日

本リハビリテーション専門学校別館， 2014 年 7 月 12・ 13 日，東京都  

 

10.  （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， 2014 年 7 月 19 日，石川県金沢市  

 

11.  平成 26 年度基礎理学療法研究部会研修会「医療系研究論文の読み方・まとめ方．

統計解析，正しい統計的判断」，主催：宮崎県理学療法士会， 2014 年 8 月 23 日，

於：藤元総合病院，宮崎県都城市  

 

12.  平成 26 年度基礎理学療法研究部会研修会「股関節運動機能障害に対する評価・治

療」，主催：宮崎県理学療法士会，於：藤元総合病院， 2014 年 8 月 24 日，宮崎

県都城市  

 

13.  特別講演Ⅲ．下肢関節疾患の理学療法を見直す．主催：第 28 回中国ブロック理学

療法士学会，於：下関市生涯学習プラザ， 2014 年 8 月 31 日，山口県下関市  

 

14.  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．

2014 年 9 月 16 日， 2015 年 3 月 16 日（計 2 回）  

 

15.  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． 2014 年 9 月 17 日， 2015 年 3 月 17 日（計 2 回）  

 

16.  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．

2014 年 9 月 18 日， 2015 年 3 月 18 日（計 2 回）  

 

17.  道南支部  平成 26 年度  第 3 回研修会「下肢関節疾患の理学療法」，主催：北海道

理学療法士会，於：市立函館病院， 2014 年 9 月 20 日，北海道函館市  

 

18.  運動学・運動力学的理論に基づいた下肢関節運動障害に対する理学療法の展開「下

肢関節運動障害に対する運動・動作障害の捉え方」，主催：（公社）日本理学療

法士協会，於：弘前大学医学部コミュニケーションセンター， 2014 年 9 月 27 日，

青森県弘前市  

 

19.  Ⅳ .シンポジウム「名 PT に Q」④骨折・ OA「股関節疾患に対する運動療法の考え

方」，主催：（公社）日本理学療法士協会，於：大宮ソニックシティー， 2014 年

10 月 4 日，埼玉県さいたま市  

 

20.  京都大学運動機能セミナー 2014「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，2014 年 10

月 12 日，京都府京都市  

 

21.  第 25 回  徳島県理学療法士学会特別講演「理学療法における研究デザインと統計

解析の基礎」，主催：徳島県理学療法士学会，於：徳島健祥会福祉専門学校，2014

年 10 月 19 日，徳島県徳島市  
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22.  理学療法研究におけるデータ解析，主催：時計台記念病院，於：時計台記念病院，

2014 年 10 月 30 日，徳島県徳島市  

 

23.  股関節疾患の評価と治療，主催：おると会リハビリテーション研究会，於：浜脇

整形外科リハビリテーションセンター， 2014 年 11 月 2 日，広島県広島市  

 

24.  第 26 回技術研修会：理学療法研究のための統計解析入門～初心者向けの簡単な手

順について．主催：新潟県理学療法士会，於：晴陵リハビリテーション学院，2014

年 11 月 9 日，新潟県新潟市  

 

25.  第 32 回  日本私立医科大学理学療法研究会学術集会  教育講演「学術研究における

統計学と研究倫理」，主催：日本私立医科大学理学療法研究会，於：東邦大学医

療センター大森病院， 2014 年 11 月 23 日，東京都  

 

26.  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：静岡県男女共同参画センター  あざれ

あ， 2015 年 1 月 11 日，静岡県静岡市  

 

27.  平成 26 年度九州ブロック現職者講習会「理学療法研究に必要なデータ解析方法に

ついて」，主催：沖縄県理学療法士会，於：ちゅうざん病院， 2015 年 2 月 21-22

日，沖縄県沖縄市  

 

28.  平成 26 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， 2015 年 3 月 28 日，徳島県徳島市  

 

29.  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， 2015 年 3 月 29 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 25 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

果の検証」に関する共同研究者 

⑤日本理学療法士協会学術部企画の EBPT チュートリアルにおいて，EBPT 用語集作成に当た

り，信州大学医学部保健学科理学療法学専攻 木村貞治教授ゼミナールのメンバーと，当大学

院生を主体としたゼミナールメンバーにおいて，昨年度に継続して共同作成を手がけている． 

 

2) 第 12 回津軽地区老人福祉協会研修会主催「拘縮予防について」，2014 年 11 月 4 日，

弘前市 
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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 ●学部専門教育科目  

１年：理学療法学総論演習（後期）  

２年：物理療法学（前期），理学療法評価学実習（前期），物理療法学実習（後

期），  

臨床実習Ⅰ（後期）  

３年：理学療法管理・運営論（前期），脳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），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），地域リハビリテーション論（

後期），福祉住環境学（後期），理学療法研究演習（後期），臨床実習Ⅲ（

後期）  

４年：臨床実習Ⅳ（前期），卒業研究（後期）  

●大学院博士前期課程  

１年：運動療法学特論（後期）  

２年：理学療法学特別研究（前期・後期）  

●大学院博士後期課程  

１年：健康増進科学特講（後期）  

●21世紀教育科目  

１年：基礎ゼミナール（前期），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@cc .h i ro sak i -u .ac . jp  

 

1.著 書 

なし  

 

2.学会等発表 

①  吉田英樹，齋藤茂樹，前田貴哉，原幹周：骨格筋へのキセノン光照射は筋血流量を増加

させる . 21（口述，一般演題Ⅴ），2014年10月25日～26日（第22回日本物理療法学会学術

大会，松本） . 

《要旨》  

健常者を対象として、骨格筋へのキセノン光照射に伴う筋血流量変化について検討した。

その結果、骨格筋へのキセノン光照射に伴い筋血流量の指標である酸化ヘモグロビン量の

漸増が認められた。本結果から、骨格筋へのキセノン光照射により筋血流量が増加するこ

とが明らかとなった。この背景として、キセノン光の大部分を占めている近赤外線の温熱

作用による骨格筋に分布する細動脈の拡張や血液粘性の低下が寄与していると推察された。 

②  照井駿明，皆方伸，吉田英樹：脳卒中片麻痺患者の麻痺側上肢末梢循環動態に関する横

断的検討：麻痺側・非麻痺側，及び運動麻痺の重症度に着目して . 0649（ポスター，神経

/脳損傷理学療法  13），2014年5月30日～6月1日（第49回日本理学療法学術大会，横浜）. 



③  前田貴哉，吉田英樹，齋藤茂樹，佐藤菜奈子，佐藤結衣，岡本成諭子：キセノン光の星

状神経節近傍照射を用いた上肢骨格筋血流量増加に関する基礎的検討 . 0825（口述，物理

療法 /神経・筋機能制御），2014年5月30日～6月1日（第49回日本理学療法学術大会，横

浜） . 

④  成田和生，吉田英樹，一戸のどか，原幹周，小山内太郎，片石悠介，谷脇雄次，花田真

澄，前田貴哉，照井駿明：神経筋電気刺激（NMES）とストレッチングの同時施行の有

効性に関する検討 . 0863（ポスター，物理療法 /神経・筋機能制御  2），2014年5月30日～

6月1日（第49回日本理学療法学術大会，横浜） . 

⑤  一戸のどか，吉田英樹，成田生和，原幹周，小山内太郎，片石悠介，谷脇雄次，花田真

澄，前田貴哉，照井駿明：ホットパックとストレッチングの同時施行によりストレッチ

ング効果の向上とホットパック施行時間の短縮は可能か？  0864（ポスター，物理療法 /

神経・筋機能制御  2），2014年5月30日～6月1日（第49回日本理学療法学術大会，横浜）. 

⑥  原幹周，吉田英樹，成田生和，一戸のどか，小山内太郎，片石悠介，谷脇雄次，花田真

澄，前田貴哉，照井駿明：経皮的電気神経刺激（TENS）の疼痛軽減効果に関する検討：

前頭前皮質の脳血流量およびTENSの刺激強度に着目して . 0915（セレクション，物理療

法 /神経・筋機能制御，疼痛管理），2014年5月30日～6月1日（第49回日本理学療法学術

大会，横浜） . 

⑦  川口梨沙，吉田英樹，照井駿明：ストレッチングの前処置としてホットパックおよび極

超短波療法は有効か？  1134（ポスター，運動器 /骨・関節  27），2014年5月30日～6月1

日（第49回日本理学療法学術大会，横浜） . 

⑧  照井駿明，吉田英樹：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 . C-2（ポスター発表C），2014年11月29日～30日（第32回東北理学療法学術大会，

山形） . 

⑨  前田貴哉，吉田英樹，照井駿明：心拍変動調停周波数成分に注目したキセノン光の星状

神経節近傍照射の作用機序に関する検討 . E-3（ポスター発表E），2014年11月29日～30

日（第32回東北理学療法学術大会，山形） . 

⑩  原幹周，吉田英樹，前田貴哉，照井駿明：生理学的指標を用いた経皮的電気神経刺激

（TENS）の疼痛軽減効果に関する検討：TENSの刺激強度に着目して . Ⅳ -5（口述発表Ⅳ），

2014年11月29日～30日（第32回東北理学療法学術大会，山形） . 

⑪  前田貴哉，吉田英樹，照井駿明：キセノン光の星状神経節近傍照射と骨格筋直接照射が

骨格筋血流動態に与える影響に関する検討 . Ⅱ -4（ポスターⅡ），2014年6月7日～8日（第

38回青森県理学療法士学会，青森） . 

 

3.論文等  

①  原幹周，吉田英樹，片石悠介，谷脇雄次，花田真澄，前田貴哉，照井駿明：経皮的電気

神経刺激（TENS）の疼痛軽減効果に関する検討：生理学的指標および TENS の刺激強度

に着目して . 理学療法科学  30(1): 63－68, 2015. 

《要旨》  

 〔目的〕生理学的指標に基づいた TENS の疼痛軽減効果の検討に加えて，TENS の刺激強

度の違いによる疼痛軽減効果への影響を明らかにする．〔対象〕健常者 16 人とした．〔方

法〕人為的な疼痛に対して周波数 100 Hz での高強度（運動域値以上）TENS と低強度（感

覚閾値レベル）TENS，および TENS を一切実施しない条件（コントロール）を実施した．

各条件間での疼痛軽減効果を主観的指標である NRS と，生理学的指標である前頭前皮質の

脳血流量および自律神経活動を用いて各条件間を比較した．〔結果〕交感神経活動には明ら

かな違いが認められなかったが，NRS と前頭前皮質の脳血流量の結果では高強度 TENS の

疼痛軽減効果が最も高かった．〔結語〕高強度 TENS が，主観的にも生理学的にも優れた疼

痛軽減効果を示した．  

②  吉田英樹，齋藤茂樹，前田貴哉，佐藤菜奈子，佐藤結衣，小山内太郎，原幹周，成田大



一：骨格筋へのキセノン光の経皮的照射は筋血流量を増加させる . 理学療法科学  29(6): 

945－948, 2014. 

《要旨》  

〔目的〕骨格筋へのキセノン光の経皮的照射（Xe 光照射）が筋血流量を増加させるか否か

を明らにすることとした．〔対象〕健常者 13 例の左右の下腿三頭筋とした．〔方法〕全対象

者に，実験 1 として安静腹臥位での 10 分間の左右下腿三頭筋に対する Xe 光照射，実験 2

として安静腹臥位保持のみ（コントロール）の 2 つの実験を日を改めて実施し，各実験実

施中の下腿三頭筋の筋血流量を測定した．〔結果〕時間経過に伴う筋血流量に，実験 1 では

有意な増加が認められたが，実験 2 では明らかな変化は認められなかった．さらに，実験

2 と比較して，実験 1 での筋血流量が有意に増加していた．〔結語〕骨格筋への Xe 光照射

は筋血流量を増加させる．  

③  佐藤結衣，吉田英樹，佐藤菜奈子，齋藤茂樹，前田貴哉，成田大一，岡本成諭子，一戸

のどか，小山内太郎，成田生和，原幹周：ストレッチングの前処置として神経筋電気刺

激（NMES）は有効か？理学療法科学  29(5): 709－713, 2014. 

《要旨》  

 〔目的〕ストレッチングの前処置としての神経筋電気刺激（NMES）の有効性を検討する

こととした．〔対象〕健常者 16 名とした．〔方法〕ハムストリングスの伸張性向上を意図し

た Ia 抑制および Ib 抑制に基づく NMES，NMES を実施しない介入（それぞれ， Ia-NMES，

Ib-NMES，コントロール）を実施し，前後でのハムストリングスの筋硬度と長座位体前屈

距離の変化の有無を条件間で比較した．〔結果〕ハムストリングの筋硬度の有意な減少を引

き起し得たのは Ib-NMES のみであった．一方，長座位体前屈距離については， Ia-NMES

と Ib-NMES の両者が，コントロールで出現した有意な減少を予防し得た．〔結語〕本研究

結果は，NMES がストレッチングの前処置として有効であることを示唆する．   

④  齋藤茂樹，吉田英樹，前田貴哉，佐藤菜奈子，佐藤結，岡本成諭子，一戸のどか，小山

内太郎，成田生和，原幹周：ストレッチングの前処置としての骨格筋へのキセノン光照

射の有効性 . 理学療法科学  29(5): 703－707, 2014. 

《要旨》  

 〔目的〕ストレッチングの前処置としての骨格筋へのキセノン（Xe）光照射の有効性を検

討することとした．〔対象〕健常者 13 例の左右の下腿三頭筋とした．〔方法〕安静腹臥位で

の 10 分間の左右の下腿三頭筋への Xe 光照射（Xe-LITS）および Xe-LITS を伴わない 10 分

間の安静腹臥位保持（コントロール）を日を改めて実施し，それぞれの実施前後での足関

節背屈角度と下腿三頭筋の筋硬度を検討した．〔結果〕下腿三頭筋の筋硬度については，

Xe-LITS およびコントロール実施前後での有意な減少が認められたが，足関節背屈角度の

有意な増加を引き起こし得たのは Xe-LITS のみであった．〔結語〕本研究結果は，骨格筋

への Xe 光照射のストレッチングの前処置としての有効性を示す．  

⑤  森聡，浦野祥平，吉田英樹，山田将弘：キセノン光の星状神経節近傍照射が自律神経活

動動態および上肢末梢循環動態に及ぼす影響 . 理学療法福岡  27: 49－52, 2014 

《要旨》  

本研究では , キセノン光の星状神経節近傍照射 (Xe-LISG)が自律神経活動動態および上肢

末梢循環動態に及ぼす影響について明らかにすることを目的とした . 健常例 15 例として , 

安静仰臥位での 10 分間の Xe-LISG を施行する実験 1 と , Xe-LISG を伴わない 10 分間の安

静仰臥位保持 (コントロール )を施行する実験 2 の 2 つの実験を実施した . 検討項目は , 

Xe-LISG 前後およびコントロール前後での自律神経活動動態の指標である心電図 R-R 間隔

変動係数(CVR-R)と , 超音波診断装置にて測定した上肢末梢血管 (右橈骨動脈 )内の血流速

度 , 末梢血管抵抗の指標となる拍動係数 (PI)とした . 結果 , CVR-R は Xe-LISG 前と比較して

Xe-LISG 後で有意に上昇した (p<0.05). また , 血流速度は , Xe-LISG 前と A して Xe-LISG 後

で有意に上昇した (p<0.01). Xe-LISG 前後での PI に明らかな変化は認められなかった . 一方 , 

コントロール前後では , CVR-R に明らかな変化は認められず , 血流速度は有意に低下して



いた (p<0.05). コントロール前後での PI は , 有意に上昇していた (p<0.05). 以上から , 

Xe-LISG は , 自律神経活動の変容に加えて , 上肢末梢血管血流速度を上昇させる可能性が

示唆された . 

 

4.社会活動 

1）所属学会および職能団体など  

①日本理学療法士協会  

②日本物理療法学会  

③理学療法科学学会  

④日本生理人類学会  

⑤脳機能とリハビリテーション研究会  

 

2）学外委員会･協議会  

①第 50 回日本理学療法学術大会  演題査読委員（領域：物理療法，基礎理学療法）  

②第 49 回日本理学療法学術大会  口述セッション「神経・筋機能制御」座長  

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  

 

3）講演等  

なし  

 

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 (予定 ) 

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：高井酔尋，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 (予定 ) 

 

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．   

 

4）「平成 26 年度保健学研究科科研費採択奨励事業  研究科内アドバイザー」としての取り

組み   

研究科長より指名を受け，保健学研究科教員が作成した科学研究費助成事業（科研費）へ

の申  請書 2 件についてアカデミックチェックを行いました．  



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：なし  

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 

 

①滑らせる介助の技術―スライディングシート・トランスファーボードの使い方：市川洌、

松本多正、滑らせる技術検討会＝著，中央法規，2014．（担当部分：全般にわたる構成と

編集）  

《要旨》  

 人が人を抱え上げる介助は、介助者に腰痛をもたらす可能性があり、また、利用者にも褥

瘡や拘縮などの二次障害を来す。  

本書では、立位による移乗介助の代替策として、トランスファーボードやスライディング

シートを使った「滑らせる」方法を紹介。  

用途や場面ごとに使い分けるアセスメントと用具の具体的な利用方法を解説する。  

 関連資料として、ＤＶＤ版もある。  

 

2.学会等発表 

  

特になし  
 

 

3.論文等 

  

特になし  

 

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  
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④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  

◎青森県退職公務員連盟弘前支部総会・記念講演  

 「今の日本で健康を保つということ」  

 10:00～11:00 ラグリー（弘前市）  

 青森県退職公務員連盟弘前支部  

 2014 年 5 月 15 日（木）  

 

◎支援スタッフ勉強会  

 「福祉施設のスタッフに求められる健康管理」  

 15：00～17：30 障害者支援施設さくら園  

 社会福祉法人聖康会  

 2014 年 5 月 29 日（木）  

 

◎法人研修会  

 「リハビリテーションについて」  

 18：00～21：00 知的障害者施設であいの家あうん  

 社会福祉法人抱民舎  

 2014 年 7 月 2 日（水）  

 

◎介護スキルアップ研修  

 「抱え上げない起居移乗」  

 10：00～16：00 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  

 2014 年 7 月 7 日(月 ) 

  

◎青森県退職公務員連盟八戸支部平成 26 年度第 15 回安らぎの会  

 「人生に効く骨と下半身筋力」から考えようわたしの生活  

 13：00～16：00 八戸グランドホテル  

 青森県退職公務員連盟八戸支部  

 2014 年 7 月 14 日 (月 ) 

 

◎平成 26 年度介護スキルアップ研修・演習指導  

 「褥瘡・拘縮世棒のための姿勢管理・動作介助」  

 11：00～16：00 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  

 2014 年 7 月 15 日 (火 ) 

 

◎支援スタッフ勉強会  

 「発達障害の基礎とケアの基本的考え方」  

 15：00～17：30 障害者支援施設さくら園  

 社会福祉法人聖康会  

 2014 年 7 月 24 日（木）  
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◎親子ふれあいキャンプ療育事業  

 「子どもに合わせた排泄用具と姿勢管理」  

 9：00～11：30 青森ロイヤルホテル  

 弘前第一養護学校  

 2014 年 7 月 26 日（土）  

 

◎平成 26 年度青森県特別支援学校寄宿舎連絡協議会総会・研修会  

 「おとなと子どものメンタルヘルス」  

 13：30～15：00 アピオ青森  

 青森県特別支援学校寄宿舎連絡協議会  

 2014 年 8 月 7 日（木）  

 

◎つがる市連続講演会「地域課題・生活課題に取り組む人材育成講座」  

 「自分と相手の身体を衛介護技術と介護予防」  

 13:00～15:00 つがる市生涯学習交流センター「松の館」  

 つがる市教育委員会  

 2014 年 10 月 11 日 (土) 

 

◎平成 26 年度介護機器試用貸出事業  

 「移乗介助動作の考え方とリフト操作について」  

  9:30～11:30 特別養護老人ホーム正寿園（青森市）  

 14:40～16:40 特別養護老人ホーム瑞光園（八戸市）  

 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  

 2014 年 10 月 17 日（金）  

 

◎福祉機器展＆セミナー  in 青森 2014 

 専門職セミナー「これならできる ～腰痛予防～」  

 11:00～12:00 青森産業会館  

 介護･福祉フェア in あおもり実行委員会  

 株式会社青森テレビ  

 株式会社エフエム青森  

 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  

 2014 年 11 月 14 日（金）  

 

◎福祉機器展＆セミナー  in 青森 2014 

 専門職セミナー「これならできる ～腰痛予防～」  

 9:30～11:00 青森産業会館  

 介護･福祉フェア in あおもり実行委員会  

 株式会社青森テレビ  

 株式会社エフエム青森  

 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  

 2014 年 11 月 14 日（土）  

 

◎福祉機器展＆セミナー  in 青森 2014 
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 一般セミナー「目からウロコ！  家庭で役立つ介護講座」  

 13:00～14:00 青森産業会館  

 介護･福祉フェア in あおもり実行委員会  

 株式会社青森テレビ  

 株式会社エフエム青森  

 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  

 2014 年 11 月 15 日（土）  

 

◎平成 26 年度福祉施設就労支援・体験講習会  

 「介護技術の理解編」～実際に体験してみよう～  

  (1)ベッドを使っての、体位変換、移動、移乗など  

  (2)排泄介助の基本とは？  

  (3)車いすを使っての介助方法を知ろう！  

 13:30～16:30 県民福祉プラザ  

 社会福祉法人青森県社会福祉協議会  

 青森県福祉人材センター  

 2014 年 11 月 18 日（火）  

 

◎被災地域住民学習会  

 「脳の健康と関節の健康のために出来ること」  

 13:30～16:45 七ヶ浜汐見台  

 七ヶ浜周辺住民笑顔の会  

 2014 年 11 月 25 日（火）  

 

◎平成 26 年度福祉用具・住宅改修研修会  

 「疾患の理解、身体特性をふまえた福祉用具の選定と活用」  

 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  

 2015 年 1 月 27 日  

 

◎一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会  

 青森県ブロック平成 26 年度総会・講演会  

 「移乗」～移乗動作の基本から異常に使用できる福祉用具の選定～  

 15：00～16:30 青森市文化会館リンクステーションホール青森  

 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会  

 青森県ブロック  

 2015 年 2 月 6 日  

 

◎社会福祉法人抱民舎ケアスキルアップ研修会  

 「口腔ケアの基礎」  

 18:15～21:00 であいの家あうん  

 社会福祉法人抱民舎事業所  

 2015 年 2 月 18 日  

 

5.その他 

特になし  
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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：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），筋骨格系障害理学療法学実習（後期），臨床

実習Ⅰ（後期） 

3年：臨床実習Ⅱ（前期）、スポーツ障害理学療法演習（前期）、福祉住環境学（後期），

理学療法研究演習（後期），臨床実習Ⅲ（後期） 

4年：臨床実習Ⅳ（前期），卒業研究（後期） 

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@cc .h i rosak i -u .ac . jp  

 

1.著 書 

 

 なし 

  

2.学会等発表 
①  藤田俊文：全身振動刺激 (whole body vibration)実施時の筋循環動態および筋活動の特徴．第

49 回日本理学療法学術大会，平成 26 年 5 月 30 日～6 月 1 日、横浜市  

《要旨》健常成人を対象に全身振動刺激を用いた運動中の筋電図学的解析および筋循環動態測定

を実施し、運動生理学的な特徴を調査した。結果として、開始 30秒程度の運動は高頻度に筋収縮が

引き起こされ、これは速筋線維が優位に活動していることが示唆された。また、筋循環動態の特徴とし

て、運動開始 30 秒程度で循環動態の低下が見られやすく、有酸素性の運動よりも無酸素性の運動

が優位であることが示唆された。また内側広筋の筋組成の特性上、遅筋線維が多く含まれていうという

ことを考慮すると、開始後ある一定の時間を過ぎた時点から有酸素性のエネルギー供給が増加するこ

と、逆に腓腹筋に関しては速筋線維が多く含まれているという点から運動中は無酸素的なエネルギー

供給割合が大きいことが示唆された。 

 

②  藤田俊文：経皮的酸素注入後の組織酸素化動態変動と酸化ストレス抑制機構の解明．平成 26

年度弘前大学若手・新任研究者支援事業成果発表会，平成 27 年 3 月 5 日、弘前市  

《要旨》健常成人を対象に経皮的酸素注入法を用いた組織への酸素注入が局所および周辺組織へ

及ぼす影響について、組織酸素化動態測定および酸化ストレス評価を中心とした基礎データの収集

をおこなった。結果より、中枢部での酸素注入で末梢部の循環動態へ影響をあたえることが示唆され

た。加えて経皮的に吸収された酸素が末梢循環を上昇させる可能性が考えられた。また、介入部位

周辺組織において酸素消費量が増加しているものと推測された。酸化ストレスに関しては、介入前後

で著明な変化は認められないことから、体内の酸化ストレスを過剰に上昇させないことが示唆された。

つまり、経皮的酸素注入法は酸化ストレスを上昇させずに、介入部位組織の酸素消費活動を増加さ

せ、介入後の循環動態を上昇させることが示唆された。  

 

③  今井真子，阿部早苗 , 鳥谷部翔 , 高阪理恵 , 横濱岳 , 吉澤佳子 , 鳴海悦子 , 佐々木都子 , 藤

田俊文：脳卒中急性期における筋肉量の変化について．第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術
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集会，平成 27 年 2 月 12 日～13 日，神戸市  

 

④  原子由，藤田俊文、奈川英美、山本賢雅、安藤道晴、佐藤大地、岩田学：理学療法士が行う目

測による関節可動域測定の精度～経験年数による違い～．第 32 回東北理学療法学術大会，平

成 26 年 11 月 30 日～12 月 1 日，郡山市  

 

⑤  中村学人、佐々木奈都美、藤田俊文、他：当院におけるリハスタッフの吸引行為導入への取り組

みと課題、リハビリテーション・ケア合同研究大会・長崎 2014、平成 26 年 11 月 6 日～8 日、長崎

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理学療法科学学会  

③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  

⑤青森県アスレティックトレーナーの会  

⑥World Federation for NeuroRehabilitation 

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日本カシス協会  
 

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 50 回日本理学療法学術大会』演題査読委員  

⑤『第 50 回日本理学療法学術大会』ポスター演題審査員  

⑥『第 32 回東北理学療法学術大会』演題査読委員  

⑦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  

  平成 26 年 5 月 9 日（於：弘前静光園デイサービスセンター（弘前市））  

 

4)進学相談会・模擬講義・出前講義等  

 ①弘前南高等学校「職業人講座」講師  平成 26 年 10 月 11 日（土）  

 ②青森西高等学校出前講義  平成 26 年 10 月 31 日（金）  

 

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  
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・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 26 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 26 年度  

 

3)日本カシス協会助成金  

   研究課題：カシスアントシアニン摂取が運動時の循環動態および代謝機能に及ぼす影響  

   研究機関：平成 25 年度～平成 26 年度  

 

4)トレーナー活動  

【救護】 

○第 96 回全国高等学校野球選手権青森大会（平成 26 年 7 月 14 日，15 日，16 日，18 日，はる

か夢球場（弘前市）） 

 

5)海外視察  

 ◯ニュージーランド：オタゴ大学への研究打合せ&視察  平成 27 年 3 月 2 日～7 日  
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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）・ 

臨床実習Ⅰ（後期） 

3年：小児理学療法学演習（前期）・臨床実習Ⅱ（前期）・臨床実習Ⅲ（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  ptmakino@hirosaki -u.ac. jp  

 

1.著  書  

 なし  

 

2.学会等発表  

 

①Yuka Kimura, Eiichi Tsuda, Yasuharu Hiraga, Shugo Maeda, Shizuka Sasaki, 

Eiji Sasaki, Yuki Fujita, Yasuyuki Ishibashi, Misato Makino: Trunk Motion 

and Muscular Strength  Affect Knee Valgus Moment During  Single-leg 

Landing After Overhead Stroke in Badminton.  

(IOC World Conference Prevention of Injury and Illness in Sport) 

（平成 26 年 4 月，Monaco） 

 

②牧野美里，髙見彰淑： .健常成人の前方歩行と後方歩行の比較． 

（第 49 回日本理学療法学術大会）（平成 26 年 5 月，横浜市）  

≪要旨≫  

[目的 ]前方歩行と比較して、健常大学生の後方歩行の特徴を捉えること。 [対象 ]健常大学生

14 名。 [方法 ]三次元動作解析装置と床反力計 1 枚を使用し計測した。5ｍの歩行路上で、歩

行速度と歩幅は任意とし、前方歩行と後方歩行を行った。 [結果 ]前方歩行と比較し、後方歩

行で歩行速度・ストライド長・ケイデンスが有意に低下した。股関節伸展・膝関節屈曲・足

関節底屈運動範囲、股関節・膝関節モーメントピーク値が有意に低下した。また足関節モー

メントのピーク位置に相違があった。 [考察 ]股・膝関節の運動範囲の減少がストライド長の

減少につながり、それにより股・膝関節の関節モーメントピークも有意に低下したと考えら

れる。また後方歩行では足関節底屈モーメントのピーク位置が立脚前期となっており推進力

が得られにくかったと考えられる。  

 

③木村由佳，津田英一，山本祐司，前田周吾，奈良岡琢哉，藤田有紀，石橋恭之，牧野美里：サイ

ドカッティング時の足部の向きが膝関節キネマティクス・キネティクスに与える影響． 

（第 41 回日本臨床バイオメカニクス学会）（平成 26 年 11 月，奈良市） 

 

④髙見彰淑，牧野美里，葛西麻子，大森俊輔：椅子の高さの違いが脳卒中患者に対する Timed 

Up and Go Test に与える影響． 

 （第 11 回日本神経理学療法学会学術集会）（平成 26 年 12 月，つくば市） 
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⑤大森俊輔，髙見彰淑，牧野美里：.発症早期脳卒中患者における NIHSS 下位項目による早期歩

行獲得因子の抽出 

（第 11 回日本神経理学療法学会学術集会）（平成 26 年 12 月，つくば市） 

 

3.論文等  

 

①  Misato Makino,  Akiyoshi Takami:  Comparison of  forward walking  and backward 

walking in healthy university students.  J.  Health Sci.Res.5 :33-41, 2015. 

≪Abstract≫  

Purpose: The purpose of th i s study was to compare the character ist ics o f  backward 

walking (BW) and forward walking (FW) in  healthy university students.  

Subjects:  Fourteen healthy university students.  

Methods:  Measurements of FW and BW were made using a three -dimensional mot ion 

analysis system and a force plate.  Subjects were required to walk over a 5-m walkway at 

a se l f-se lected pace.  

Results: Walking speed, str ide length,  and cadence were s igni f icant ly lower in BW than 

in FW. The peak hip extension,  knee f lexion,  and ankle p lantar f lexion, and the peak hip 

and knee jo int moment were a lso s igni f icantly lower in BW. The posit ion of the peak 

plantar  f lexion moment with in the ga it  cycle was di f ferent in BW and FW. 

Conclusion:  The decrease in the range of hip and knee jo int motion in f lue nced str ide 

length; there fore, we think that th is caused the decrease in  the peak hip and knee jo int 

moment. In BW, the posit ion of the peak plantar  f lexion moment was in the f irst ha l f o f  

the ga it  cycle ,  and we think that this resulted in less propuls ion force in BW than in 

FW. We suggest that BW is not a s imple reverse reproduct ion of FW.  

 

②  木村素子，工藤せい子，佐藤真由美，安杖優子，横田ひろみ，牧野美里，石川玲 ：【報

告 】ベッドからポータブルトイレへの移乗介助動作の分析―看護師と看護学生の比較―．

保健科学研究 5：161-172，2015. 

≪要旨≫  

本研究の目的は，看護師と学生のベッドからポータブルトイレへの移乗介助動作を比較し，特

徴と差異を検討することである。看護師 15 名と学生 13 名の介助動作の動画，静止画の分析

と，主観調査の結果を比較した。介助動作は，両者共に全員が中足法をとり，「立ち上がりから

方向転換」は抱え込むように行っていた。看護師は患者を持ち上げて立ち上がらせ，歩くように

足を動かして方向転換し着座させ，学生は患者を前傾姿勢にし，方向転換し着座させていた

（p<0.05～p<0.01）。所要時間は看護師と比較し有意に学生が短かった（p<0.05）。介助動作

時の注意点は，看護師が安全・安楽の項目，学生はボディメカニクスの項目が多かった。看護

師は自分の負担より患者の安全・安楽を優先し，患者と一体となる動作が多く，ボディメカニク

スを活用できていないことが示唆された。学生は移乗介助動作の学習直後であったため，  ボデ

ィメカニクスを活用できていたと考えられた。  

 

4.社会活動  

1)所属学会および職能団体など 

① 日本理学療法士協会  

③ 青森県理学療法士会  

④ 日本重症心身障害学会  

⑤ 重症心身障害理学療法研究会  

⑥ 日本赤ちゃん学会  
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⑦ 臨床歩行分析研究会  
 

2)学外委員会・協議会等  

 なし 
 

3)学外依頼講演等  

なし 

 

5.その他  

 なし  
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