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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（教養教育、前期）・運動と健康Ａ‐運動とリハビリテーションＣ-（教

養教育、前期）・放射線の理解（教養教育、前期）・放射線リスクコミュニケ―ションの理

解（教養教育、後期） 

2年：運動とリハビリテーション（Ａ）（21世紀教育テーマ科目、前期）･老年期障害学（前

期）・神経系障害学Ⅰ（前期）・神経系障害学演習（後期）・理学療法管理･運営論（

後期） 

3年：神経筋障害理学療法学演習（前期）・神経系障害理学療法学実習（前期）・臨床

実習Ⅰ（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）・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（前期） 

非常勤  

講師等  

山形県立保健医療大学大学院（担当科目：理学療法臨床推論特論） 

秋田大学医学部保健学科（担当科目：神経系障害理学療法学Ⅱ） 

弘前市医師会看護専門学校看護学科（担当科目：人間工学） 

e-mail  swaka@hirosaki -u.ac. jp  

 

1.著  書  

 

なし 

 

2.学会等発表  

 

① Takayuki Kasai, Saichi Wakayama: Measurement of quadriceps contraction with muscle 

thickness and echo intensity by ultrasonography are associated with muscle strength.  Poster 

2016ACPT, Kuala Lumpur, Malaysia (10月7日～8日） 

 

② Chiaki Itoh, Takayuki Kasai, Saichi Wakayama: Comparison ICC and CMC methods in 

Gait analysis reliability. Poster 2016WCPT Europa, Liverpool, England (11月11日・12日） 

 

③ 伊藤千晶，葛西貴徹，若山佐一：健常成人における一側の足長延長が定常歩行に及ぼす影響．

2016（第 51 回日本理学療法学術大会 1451(口述 ) 開催地：札幌、5 月 27 日～29 日） 

 

④ 床次眞司，山田正俊，吉田光明，田副博文，岩岡和輝，有吉健太郎，若山佐一，真里谷靖、

北宮千秋，西沢義子，木立るり子，冨澤登志子，三浦富智，細田正洋，片岡俊一，青山正和，

姜東鎮，遠藤明，石川幸男，辻口貴清，柏倉幾郎：「弘前大学福島県浪江町復興支援プロジェ

クト」．第 4 回日本放射線事故・災害医学会学術集会，ポスター，開催地：千葉市（放医研）

2016.9.10 

 

⑤ 葛西貴徹，若山佐一：筋収縮時の大腿四頭筋厚と膝伸展筋力の関連性の検討 ,口述、第 34回東

北理学療法学術大会、開催地 :秋田、11 月 12 日 13 日  
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⑥ 木村賢人、藤田俊文、若山佐一：注意の向け方の違いが不安定板上での姿勢動揺および下肢

筋活動に及ぼす影響 ,口述、第 34 回東北理学療法学術大会、開催地 :秋田、11 月 12 日 13 日  

 

3.論文等  

 

①  Kidachi Ruriko , Yamada Motoya , Narita Reiko , Norikane Kazuya , Kawazoe  Ikuo , 

Kitamiya Chiaki , Tsushima Megumi , Takeo Teruko , Wakayama Saichi , Tanaka Makoto: 

Awareness of Necessity for Radiation Risk Communication among Municipalities Adjacent 

to Nuclear Power Plants in Japan. Radiation environment and medicine. 5(2), 39 -43, 

2016-08 

《要旨》 

This paper reports results obtained from a questionnaire survey conducted to understand the 

awareness of radiation risk communication among municipalities adjacent to nuclear power 

plants. A total of 532 questionnaires were sent by post to the followi ng organizations: 105 local 

government offices, 66 public health centers or departments, and 151 visiting nursing stations. 

All these organizations were within 30 km from nuclear power plants across Japan. We analyzed 

154 completed surveys from the following respondents: 108 municipal employees, 33 home 

visiting nurses, and 13 public health nurses. The findings of this study suggest that local  

municipalities adjacent to nuclear power plants are aware of the necessity to communicate the 

risk of radiation; however, it has not been sufficiently practiced due to a lack of confidence in 

basic knowledge of the risk. It is also suggested that there is no consensus on who should take 

the initiative to communicate the risk. This is because there are differing interes ts between the 

nuclear power companies and the municipalities that did or did not invite nuclear plants to their 

locale. These findings clearly show there is a strong demand to acquire knowledge about risk 

communication. 

 

②  Kouji Yamashita,  Akiyoshi  Takami,  Saichi  Wakayama,  Misato Makino, Yoshihiro 

Takeyama: Effectiveness of  new sedation and rehabil itat ion methods for crit ical ly  

i l l  patients  receiving mechanical  venti lat ion.  J .  Phys. Ther. Sci .29:138‐143,  2017  

《要旨》 

[Purpose] The purpose of this study was to investigate the effects of new sedation management 

methods and cooperation between nurses and physical therapists on the duration of mechanical 

ventilation and hospitalization.  [Subjects and Methods] Patients who had been treated at the 

study hospital 2 years before and after the implementation of the new methods were analyzed 

retrospectively and classified into a “control group” and an “intervention group”, respectively. 

Both groups were analyzed and subsequently compared regarding the effects of the new 

sedation and cooperative rehabilitation. [Results] A total of 70 patients met the inclusion 

criteria and were divided evenly into the two groups. No significant differences were found 

between the groups in age, APACHE II score, or duration of stay in hospit al. On the other 

hand, significant decreases were seen in the duration of sedation  and intubation, mechanical 

ventilation, and stay in the emergency ward, as well as time until standing. In addition, after 

intervention, three patients undergoing ventilator  treatment were able to be ambulated. 

[Conclusion] These results suggest that the new sedation and cooperative rehabilitation 

methods for critically ill patients were effective in the early stage of treatment and shortened 

the duration of stay in the ward.  

 

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  
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⑦(一社 )青森県理学療法士会  

⑧日本ボバース研究会  

 

2)学外委員会･協議会  

①第 52 回日本理学療法学術大会演題査読委員  

 

5.その他  

 

①ひろだいナビキャラバン in 三本木高校（ 10 月 12 日）  

②弘前大学浪江町復興支援プロジェクト WG の構成員として WG 会議構成員として

出席、支援活動として、おしゃべり会、町民の健康支援、町職員の健康相談等を

行った。  
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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 教養教育科目：地域学ゼミナール、運動と健康Ａ-運動とリハビリテーションＢ（子どもから

老人まで） 

1年：保健学概論（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）・がんリハビリテーション科学（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I（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：リハビリテーション科学特論（前期）・リハビリテーション科学特論

演習（後期）・リハビリテーション医学特論（後期）・リハビリテーショ

ン科学特別研究（通年） 

大学院博士後期課程：リハビリテーション科学特講（後期） 

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「排痰法」） 

 

e-mail  a_ishi＠hirosaki -u.ac. jp  

 

1.著  書  

 

なし 

 

2.学会等発表  

 

① 奈良亨平，安原教子，廣瀬美幸，新谷岳也，福士智久、工藤茂昭、石川玲：心不全患者に対す

る 6 分間歩行試験の計測方法の検討，第 22 回日本心臓リハビリテーション学会学術集会，

2016.7.16-17（東京） 

 

② 渡邉由希，安原教子，石川玲，山川あゆみ：青森市内の女性理学療法士における産休育休後の

職場復帰について－アンケート調査をもとに現状を報告－，第 40 回青森県理学療法士学会，

2016.6.18-19（五所川原市） 

 

③ 八木橋舞美，沢口喜大，安原教子，石川玲：当院における訪問リハビリの取り組み－短期間での

訪問リハビリ終了に向けて－，第 40 回青森県理学療法士学会，2016.6.18-19（五所川原市） 

 

3.論文等  

①  Toshihiko Miura, Akiyoshi Takami, Misato Makino, Akira Ishikawa, Yuka Ishikawa:Rate 

of oral intake and effects of mechanical insufflation-exsufflation on pulmonary 

complications in patients with Duchenne muscular dystrophy. J.  Phys. Ther. Sci.，

29:487–490,2017． 

 

② 川﨑忍，石川玲：血液透析患者における握力と上腕筋周囲径およびインピーダンス法による腕筋

肉量の関係について．理学療法研究，第 34 号：25－30，2017． 
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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、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  
 

3) 学外依頼講演等  

①平成 28 年度東北地区学生指導研修会  

『障害差別解消法」施行と  弘前大学の対応』  H28.8.24  於：弘前大学  

②第 14 回弘前大学医学部保健学科理学療法学専攻臨床実習指導者連絡会議  

『弘前大学での障害のある学生への支援』  H28.9.3  於：弘前大学  

③第 12 回学生相談を考える会  

『解説と情報提供「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」』  

H29.2.17  於：弘前大学  

 

5.その他  

1) 芙蓉会村上病院の理学療法士･作業療法士の新人研修及び研究指導に従事  

2） 弘前大学に開設された「学生特別支援室」室長として、障害のある学生に対する差別解消と合

理的配慮の体制作り及び啓発に従事  
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氏   名  尾田   敦 （おだ あつし） 

専   門  ①理学療法学  

②義肢装具学  

③スポーツ障害理学療法学  

担当科目 教養教育科目：前期―運動と健康A「運動とリハビリテーションA」 

1年：後期―理学療法総論演習  

2年：前期―筋骨格系障害学  

後期―筋骨格系障害学演習，日常生活活動分析学，義肢装具学， 

筋骨格系障害義肢装具学演習，筋骨格系障害理学療法学実習  

3年：前期―神経系障害装具学演習，スポーツ障害理学療法学演習， 

小児理学療法学演習，臨床実習Ⅰ，臨床実習Ⅱ  

後期―臨床実習Ⅲ，理学療法研究演習  

4年：前期―臨床実習Ⅳ  

後期―卒業研究  

その他：前期―成人看護学演習（看護学専攻3年）【運動に関連した看護技術】 

助産学演習（看護学専攻4年）【周産期の骨盤帯機能不全に対する対策】 

大学院  

博士前期課程：前期―基礎リハビリテーション科学特論  

後期―理学療法学特論，リハビリテーション科学特別演習  

通年―リハビリテーション科学特別研究  

博士後期課程：前期―教育・研究者育成コースワーク，リハビリテーション科学特講演習 

後期―リハビリテーション科学特論，リハビリテーション科学特別研究  

非常勤  

講師等  
なし 

e-mail  atusioda@hirosaki -u.ac. jp  

 

1.著  書  

 

①清水順市，青木主税・編：リハビリテーション義肢装具学，メジカルビュー，2017．  

「スポーツ用装具」と「インソールの製作」の項を担当執筆した。  

 

Ⅱ装具，3 章下肢装具，10 スポーツ用装具：p.380-392.  

【概要】スポーツ外傷・障害後のリハビリテーションにおいて使用される装具について，手術

前後のプロトコルと対比し，実際の症例を紹介しながら装具の選択時期・理由・方法等を

解説した。紹介した装具は，ACL 損傷に対する術前後の膝装具，アキレス腱断裂に対す

る保存療法及び術後の足関節装具，足関節捻挫（外側靱帯断裂）に対する足関節サポ

ーター装具，Osgood-Schlat ter 病に対する装具，肩関節脱臼に対する術後装具，肩腱板

損傷に対する術後の装具，テニス肘（外側上顆炎・内側上顆炎）の保存療法で用いられ

る装具である。  

 

Ⅱ装具，4 章装具の製作，3 インソールの製作：p.406-413.  

【概要 】理学療法士が臨床場面で製作するインソール（足底挿板）について，足部形態・

機能の評価方法，静的・動的下肢アライメントの評価方法を解説し，それをもとに足底挿

板を製作するにあたっての考え方を整理し，実際に足底挿板を製作する際の過程と注意

点等について詳細に解説した。  
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2.学会等発表  

 

① 千葉さおり，尾田  敦，及川友和，一戸一輝，西川真史：上肢運動器疾患患者における主観的健

康統制感の経時的変化について．第 28 回日本ハンドセラピー学会，平成 28 年 4 月 23 日，広島

市． 

 

② 鹿内和也，尾田  敦，川口陽亮，吉田深咲，石川大瑛，藤林直樹，伊藤亮太，前田健太郎，浦

本史也，横山寛子：小学生の 50m 走のタイムと足趾把持力及び足部内側縦アーチの関係．第 34

回東北理学療法学術大会，平成 28 年 11 月 12-13 日，秋田市． 

 

③ 川口陽亮，尾田  敦，石川大瑛，鹿内和也，吉田深咲：膝関節位置覚に対するキネシオテープの

効果の検討―テープ伸張率に着目して―．第 34 回東北理学療法学術大会，平成 28 年 11 月

12-13 日，秋田市． 

 

④ 横山寛子，尾田  敦，白石彩佳，鳩岡洋太，渡邉好孝：Q-angle の測定信頼性の検討―ゴニオメ

ーターによる測定とデジタル画像上の測定の比較―．第 34 回東北理学療法学術大会，平成 28

年 11 月 12-13 日，秋田市． 

 

⑤ 石川大瑛，横山寛子，前田健太郎，浦本史也，藤林直樹，鹿内和也，伊藤亮太，川口陽亮，尾

田  敦：健常者における外反母趾角と静的後足部アライメントは関連があるか．第 34 回東北理学

療法学術大会，平成 28 年 11 月 12-13 日，秋田市． 

 

3.論文等  

 

① 前田健太郎，川村大介，倉  秀美，川村五郎，川村澄人，尾田  敦：人工膝関節単顆置換術後

における外来理学療法頻度と大腿四頭筋筋力の関係．日本人工関節学会誌 , 46:341-342, 

2016.  

《要旨》 

【目的】人工膝関節単顆置換術（UKA）後の外来リハにおける外来リハの適切な頻度を求めるため

に，UKA の術後成績と外来リハ頻度の関連について調査した．【対象】変形性膝関節症と診断さ

れ，2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までの間に初回片側 UKA を施行した 12 膝を対

象とした．【方法】2015 年 10 月に対象者の電子カルテと評価用紙からデータを収集した．術後 3

か月目までの外来リハ回数（回）を実施期間（週）で除し，1 週間の平均外来リハ回数（以下，外来

頻度）を算出した．術後成績は，術前及び術後 3 か月目に実施された膝関節等尺性最大伸展筋

力（以下，膝伸展筋力），膝関節屈曲 ROM，疼痛，TUG，全力歩行速度のデータを使用し，それ

ぞれの改善率〔（術後値－術前値）/術前値×100（%）〕を算出した．膝伸展筋力は，端座位膝関

節約 70度屈曲位でハンドヘルドダイナモメーターを使用して 2回測定し，最大値を採用した．疼痛

は visual analog scaleを用いた．【結果】外来頻度は，平均 1.6±0.6回/週（0.4～2.5回/週）

であった．外来頻度との相関では，術後 3 か月目の術側膝伸展筋力及び術側膝伸展筋力改善率

は有意となり，それぞれの順位相関係数は，0.63 と 0.82 で，強い正の相関を認めた．その他の項

目には有意な相関を認めなかった．【考察】外来頻度と膝伸展筋力に高い相関を認め，UKA 術後

における外来理学療法の重要性が示唆された．UKA 後の外来リハ頻度は，リスクと効果を考慮し

て，週 2～3 回が一つの目安になると考えられた． 

 

② 千葉さおり，尾田  敦，及川友和，一戸一輝，西川真史：上肢運動器疾患患者における主観的健

康統制感の経時的変化．日本ハンドセラピー学会誌 , 9(2):32-36, 2017.  

《要旨》 

 本研究は上肢運動器疾患術後患者の健康統制感を縦断的に調査し，経時的変化につ
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いて明らかにすることを目的とした。対象は上肢運動器疾患にて手術を施行した患者とし，

基本属性と健康統制感について日本語版主観的健康統制感尺度を用いて評価した。分

析は，主観的健康統制感について対応のある分散分析を行い，各評価時期における統制

感の比率を分析した。加えて，対象者個々のデータから疾患や罹患側，職業との関連を検

討した。結果，経時的変化は認めず，統制感の比率も有意ではなかった。しかし，個別デー

タから外傷である母指側副靭帯損傷や腱損傷に統制感の変動を認めた。母指の機能的役

割や術後の治療の進め方が要因として考えられた。本研究の結果からリハビリテーションを継

続している間は，改善に対する期待から主観的健康統制感の大きな変化はないこと，疾患

特有の受傷機転や罹患側，職業，治療の経過などが関連している可能性が示された。  

 

③ Misato Makino, Akiyoshi Takami, Atsushi Oda: Comparison of forward walking and 

backward walking in stroke hemiplegia patients focusing on the paretic side. J Phys Ther 

Sci, 29(2): 187–190, 2017.  

《Abstract》 

[Purpose]  To invest igate  the features  of  backward walking in  s troke pat ients  with  

hemiplegia  by focusing on the joint  movements and moments  of the paret ic  s ide,  

walking speed, s tr ide length,  and cadence. [Subjects and Methods] Nine s troke pat ients  

performed forward walking and backward walking along a 5 -m walkway.  Walking speed 

and s tr ide length were self -selected.  Movements  were measured using a 

three-dimensional  motion analysis  system and a  force plate .  One walking cycle  of  the 

paret ic  s ide was analyzed.  [Results]  Walking speed,  s tr ide length,  and cadence were 

s ignif icantly lower in backward walking than in  forward walking.  Peak hip extension 

was s ignif icantly lower in  backward walking and peak hip f lexion moment,  knee 

extension moment,  and ankle dorsif lexion and plantar f lexion moments were lower in 

backward walking. [Conclusion]  Unlike forward walking,  backward walking requires 

conscious hip joint  extension.  Conscious extension of  the hip joint  is  hard for  s troke 

pat ients  with  hemiplegia .  Therefo re ,  the range of hip  joint  movement decl ined in 

backward walking,  and walking speed and s tr ide length also decl ined.  The peak ankle 

plantar  f lexion moment was s ignif icantly lower in  backward walking than in forward 

walking,  and i t  was hard to  generate  prop ulsion power in  backward walking.  These 

diff icul t ies  a lso affected the walking speed.  

 

④ 横山寛子，尾田  敦，白石彩佳，鳩岡洋太，石川大瑛，前田健太郎，浦本史也，伊藤亮太，藤

林直樹，鹿内和也，川口陽亮，渡邉好孝：下肢アライメントの測定信頼性―Navicular drop 

test，Q-angle，Craig test の検討―．東北理学療法学 , 29:○○-○○, 2017. （投稿中） 

《要旨》 

【目的】本研究の目的は Navicular drop test(NDT)，Q-angle，Craig test の検者内信頼性，検者間

信頼性を検討することと，Q-angle と Craig test において，ゴニオメーターとデジタル画像での測定角

度について比較検討することである。【方法】検者は臨床経験 4 年の理学療法士 (PT)である検者 A

と臨床経験 2 年の PT である検者 B である。被検者は健常成人 10 名 20 肢である。方法は NDT，

Q-angle，Craig test を 2 人の検者がそれぞれ 3 回ずつ測定し，検者内・検者間信頼性について検

討した。また Q-angle と Craig test ではゴニオメーターとデジタル画像上での測定について比較検討

した。【結果】すべての下肢アライメントで検者 Bに比べ検者 Aにおいて検者内信頼性が高く，検者

A において ICC(1，3)で 0.9 以上を示した。NDT，Q-angle，Craig test において検者間信頼性は低

かった。Q-angle と Craig test においてゴニオメーターとデジタル画像上での測定では信頼性に大き

な差はなかった。【結論】下肢アライメント測定は測定に熟練した同一検者において 3 回測定するこ

とで精度を上げることができると考えられる。 
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⑤ 鹿内和也，尾田  敦，石川大瑛，川口陽亮，吉田深咲，横山寛子，前田健太郎，浦本史也，伊

藤亮太，藤林直樹：小学生の 50m 走のタイムと足部内側縦アーチ高，足趾把持力の関連．東北

理学療法学 , 29:○○-○○, 2017. （投稿中） 

《要旨》 

【目的】本研究の目的は小学生高学年児童において 50m 走の速さとアーチ高及び足趾把持力の

関連について，継続調査により検討することである。【対象と方法】小学校 4 年時から 6 年時まで 3

年間継続して調査可能であった児童 86名 (男子 43名，女子 43名 )を対象とした。小学校にて実際

に行われた新体力テストより 50m 走のタイムを採取した。右足にてアーチ高率および体重比足趾把

持力の測定を行った。各項目を相関分析により比較した。【結果】4 年時と 5 年時の 50m走のタイム

と体重比足趾把持力に有意な負の相関が認められた(4 年時：r=-0.26 p<0.05，5 年時：r=-0.33 

p<0.05)。【結語】小学校 4 年生および 5 年生の時期には 50m 走の速さと足趾把持力の関連が認

められたが，6 年生については有意な相関は認められなかった。この時期は様々な要因は複雑に影

響してくると考えられたため，今後は縦断研究によって検討していくことが必要になると考えた。  

 

⑥ 石川大瑛，尾田  敦，前田健太郎，浦本史也，横山寛子，藤林直樹，鹿内和也，伊藤亮太，川

口陽亮：健常者において静的立位での外反母趾角と後足部アライメントは関連があるか．東北理

学療法学 , 29:○○-○○, 2017. （投稿中） 

《要旨》 

【目的】健常者における静的立位での外反母趾角と後足部アライメントの関連性を明らかとすること

である。【方法】対象は健常大学生 178 名（男性 107 名、女性 71 名、年齢 22±3 歳、身長

167.5±8.1cm、体重 60.0±9.2kg、BMI21.3±2.4）である。評価項目は、第一趾側角、第五趾側角、

足底接地率、足部アーチ高率、Leg-Heel-Angle（以下、LHA）、Floor-Heel-Angle（以下、FHA）で

ある。統計学的処理は、第一趾側角を従属変数とし、第五趾側角、足底接地率、足部アーチ高

率、LHA、FHA、BMI を独立変数とした重回帰分析を行った。【結果】足部アーチ高率（β＝-0.25、

p＜0.05）と内反小趾角（β＝-0.16、p＜0.05）が選択された（R2＝0.11、p＜0.05）。【結語】足部アー

チ高率は外反母趾の原因としての報告があり、それを支持するものとなった。また、足趾の変形は

足部の内外側どちらに荷重が集中しているかで異なると考えられる。しかしその R2 は 0.11 と低く、

外反母趾角に影響を与える因子はこの他にもあるものと考えられる。  

 

⑦ 川口陽亮，尾田  敦，石川大瑛，鹿内和也，吉田深咲：膝関節位置覚に対するキネシオテープの

効果の検討―テープ伸張率に着目して―．東北理学療法学 , 29:○○-○○, 2017. （投稿中） 

《要旨》 

【目的】筋疲労に伴う位置覚低下に対する KT の効果を，伸張率を変えて検討することである。【方

法】対象を健常大学生 29名 53 脚とし，KT を貼付する高伸張群と低伸張群，KT を貼付しないコン

トロール群に無作為に振り分けた上で疲労課題の前後で膝関節の位置覚測定を行った。測定方

法は，開始肢位を端座位とし，膝関節を設定した角度まで他動伸展させた後，自動伸展により再

現させ，誤差を求めた。疲労課題は BIODEX を使用し，120deg/sec，膝屈曲  90～15゜の範囲で等

速性膝伸展運動を 50 回行わせた。統計は KT を貼付しないコントロール群，低伸張群，高伸張群

で 30゜・60゜についての疲労前と疲労後の再現角度誤差を，Tukey-Kramer 法にて比較した。【結

果】膝屈曲 60゜では全群で疲労後の再現角度誤差が有意に大きくなった(p<0.05)。各群間では再

現角度誤差に有意差は認められなかった。【結論】位置覚が筋疲労により低下することが示唆され

た。また，本研究では KT 貼付の有無や，KT の伸張率の違いによる位置覚への影響は貼付直後

でも運動後でも認められなかった。 

 

4.社会活動  

 

1) 所属学会および職能団体など 

①World Confederation for Physical Therapy（世界理学療法連盟） 
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②公益社団法人日本理学療法士協会  

③公益社団法人日本理学療法士協会東北ブロック協議会  

④一般社団法人日本義肢装具学会  

⑤日本靴医学会  

⑥一般社団法人青森県理学療法士会  

⑦青森県スポーツ医学研究会  

⑧青森県アスレティックトレーナーの会  

⑨東北理学療法教育研究会  

 

2) 学外委員会・協議会等  

①国立大学理学療法士・作業療法士教育施設協議会監事  

②日本理学療法士教員協議会委員  

③公益社団法人日本理学療法士協会学会演題査読委員  

④一般社団法人青森県理学療法士会学術誌査読委員  

⑤一般社団法人青森県理学療法士会津軽支部相談役  

⑥青森県スポーツ医学研究会世話人  

⑦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  

⑧青森県アスレティックトレーナーの会公認トレーナー 

⑨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  

⑩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  

○秋田県理学療法士会南部ブロック研修会  

テーマ：「足部からの上行性運動連鎖が体幹の安定性（コアスタビリティ）に及ぼす影響」． 

平成 28 年 10 月 29 日（於：JA 秋田厚生連大曲厚生医療センター） 

○青森慈恵会病院院内研修会講師  

テーマ：「足底挿板製作のためのディシジョンメーキングについて」． 

平成 29 年 2 月 17 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 28 年度第 2 回研修会講師  

テーマ：「テーピング（膝・大腿部）（実習）」． 

平成 28 年 11 月 27 日（於：青森労災病院） 

○青森県スポーツドクターの会テーピング研修会実習補助  

テーマ：「足関節・足部のテーピング（実技）」． 

平成 29 年 1 月 22 日（於：青森県立中央病院） 

 

4) 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。 

○テーマ：「怪我しやすいアライメントと扁平足」 

第 62回全日本中学校通信陸上競技青森大会・兼第 43回全日本中学校陸上競技選手権大会

選手選考会・兼第 47 回ジュニアオリンピック陸上競技大会選手選考会・兼第 71 回国民体育大

会陸上競技選手選考会（平成 28年 7月 2日～3日，青森県総合運動公園陸上競技場）のプロ

グラム集に掲載  

○テーマ：「膝のアライメント異常とランナーズニー」 

第 26 回青森県中学校新人陸上競技選手権大会（平成 28 年 10 月 1 日～2 日，むつ運動公園

陸上競技場）のプログラム集に掲載  
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5.その他  

 

1) 共同研究活動  

①扁平足症候群の評価および足底挿板療法の治療効果に関する研究  

共同研究者：入江さおり，長谷川至（医療法人整友会弘前記念病院）  

②スポーツ傷害に対する足底挿板の適応と治療効果に関する研究  

共同研究者：加藤義人，岡田梢（なかざわスポーツクリニック） 

③整形外科疾患・スポーツ傷害に対する足底挿板の適応と治療効果に関する研究  

共同研究者：相坂隆之，澤田徹平（公立七戸病院） 

④中枢神経疾患に対する足底挿板の適応と治療効果に関する研究  

共同研究者：山中友貴（青森慈恵会病院）  

 

2) トレーナー活動 

【コンディショニング】 

○平成 28 年度第 42 回青森県春季陸上競技選手権大会・兼第 71 回国民体育大会陸上競技青

森県選手選考会（平成 28 年 5 月 5 日～7 日，青森県総合運動公園陸上競技場） 

○第 62回全日本中学校通信陸上競技青森大会・兼第 43回全日本中学校陸上競技選手権大会

選手選考会・兼第 47 回ジュニアオリンピック陸上競技大会選手選考会・兼第 71 回国民体育大

会陸上競技選手選考会（平成 28 年 7 月 2 日～3 日，青森県総合運動公園陸上競技場） 

○平成 28 年度第 71 回国民体育大会陸上競技青森県選手選考会・兼第 43 回東北総合体育大

会陸上競技青森県選手選考会・兼第 47 回東北陸上競技選手権大会青森県選手選考会（平

成 28 年 7 月 8 日～10 日，むつ運動公園陸上競技場） 

○第 67 回青森県中学校体育大会陸上競技（平成 28 年 7 月 17 日～18 日，青森県総合運動公

園陸上競技場） 

○平成 28 年度第 47 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 28 年 8 月 27 日，

弘前市運動公園陸上競技場） 

○第 41回青森県高等学校新人陸上競技対校選手権大会・兼第 21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 28 年 9 月 9 日～10 日，青森県総合運動公園陸上競技場） 

○平成 28 年度青森県秋季陸上競技選手権大会・第 35 回青森県小学生交流陸上競技記録会

（平成 28 年 9 月 23 日～25 日，青森県総合運動公園陸上競技場） 

○第 26 回青森県中学校新人陸上競技選手権大会（平成 28 年 10 月 1 日～2 日，むつ運動公園

陸上競技場） 

○第 98 回全国高等学校野球選手権青森大会（平成 28 年 7 月 7 日～20 日，はるか夢球場（弘前

市），担当日：12 日，15 日） 

【救護】 

○第 69 回ハンドボール東北高校選手権（平成 28 年 6 月 25 日～26 日，マエダアリーナ） 

○第 71 回国民体育大会（岩手国体）陸上競技（平成 28 年 10 月 7 日～11 日，北上総合運動公

園陸上競技場（北上市）） 

 

3) その他の活動  

①小学生野球選手のフィジカルチェック調査  

●3 月 26 日 (日 ) 1 回目  板柳町立板柳北小学校野球部  
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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Ａ（前期；教養教育） 

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  

3年：脳障害理学療法学演習・臨床実習Ⅰ・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 ：保健学研究セミナー、基礎理学療法学特論 （前期 ）、リ

ハビリテーション医学特論、理学療法特別演習 （後期 ）、研究指導 （修士

論文 ）  

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

、研究指導 （博士論文 ）  

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秋田リハビリテーション学院（担当科目：神経理学療法学Ⅰ） 

e-mail  a-takami@hirosaki -u.ac. jp  

 

1.著  書  

 

① 髙見彰淑：脳卒中理学療法の理論と技術－改訂第２版、原寛美・吉尾雅春編集、メジカルビュー

社、2016．（担当部分：「Ⅲ評価の知識－運動機能検査」の執筆） 

《要旨》 

●Ⅲ.評価の知識－運動機能検査 pp208-231 

脳卒中患者に対して理学療法を実施する際の、臨床で行う神経学的所見のなかで、おもに使う

運動機能検査について解説している。運動麻痺、筋緊張、運動失調、バランス、脳卒中に特異的

な関節可動域などの機能障害検査、加えて姿勢や起居移動動作の動作分析についても言及して

いる。また、機能的制限の BBS や ARAT、CI 療法で利用される WMFT も追加・紹介している。実

際の検査・測定方法の説明のほか、代表的評価指標を表や図で説明した。  

 

② 髙見彰淑：リハ実践テクニック－脳卒中  改訂第３版、髙見彰淑・千田富義編集、メジカルビュー

社、2017．（編集および執筆担当：「Ⅲ．リハビリテーションの実際  運動・動作障害」「同．ADL 評

価」「同．CI 療法」、DVD 収録・作成） 

《要旨》 

●編集およびＤＶＤ製作 

 脳卒中リハビリテーテーションに関わる医療スタッフや実習生、学生に対して入門書になるべく、

実践的な解説本となっている。2013 年に改訂２版を発刊してから約 4 年、リハビリテーション医療の

変化、脳卒中治療ガイドライン 2015 に準拠すべく改訂した。また、カラーバリエーションを増やし、

新たに脳卒中者の運動・動作とＡＤＬの動画ＤＶＤを製作した。 

●Ⅲ．リハビリテーションの実際  運動・動作障害  pp124-151 

 姿勢バランスのみかた、起居移動動作のみかた、歩行分析の仕方を図表にて解説した。また、一

般的に使用される評価指標を脳卒中治療ガイドライン 2015 を参照に、使用頻度の高いものにつ

いて、上肢・下肢・体幹問わず、詳しく説明した。Fugl-Meyer などの包括的指標から、BBS など

のバランス検査、ROMT、筋力検査、移動能力、ARAT などの上肢機能検査などを紹介した。 

●Ⅲ．リハビリテーションの実際  ADL 評価  pp219-225 

12



 脳卒中で使用される、評価とくに手段的 ADL（FAI 等）、健康関連 QOL（SIP など）の評価指標

ついて紹介、説明した。 

●Ⅲ．リハビリテーションの実際  ＣＩ療法  pp249-253 

 CI 療法について、メカニズムと臨床応用に関して解説した。実践例を呈示するとともに、shaping

項目の紹介や評価項目、transferpackage に関しても言及した。 

 

2.学会等発表  

 

①  Shuit C., Takami A., Makino M, Iwata M, Sutou M: The relationship between arm swing 

and walking abilities in healthy adults -Imaging of hemiplegia case-（ACPT2016）,2016 年 10

月  Kuala Lumpur, Malaysia 

 

②  Makino M, Kanomata H, Shuit C, Takami A: The effects of ankle push-off in backward 

walking for ankle joint and hip joint（ACPT2016）2016 年 10 月  Kuala Lumpur, Malaysia 

 

③  村上正和、高見彰淑、牧野美里、吉田英樹、福田真由：家族介護者の介護負担感についての文

献的考察．リハビリテーション・ケア合同研究大会 2016，2016 年 10 月，つくば市  

 

④  坂本裕美、髙見彰淑：10m 歩行の計測方法の違いによる所要時間・歩数への影響、第 34 回東

北理学療法学術大会、2016 年 11 月、秋田市  

 

⑤  川岡広太朗、髙見彰淑、小野寺智亮：異なる強度の運動が認知機能に及ぼす影響について、

第 14 回日本神経理学療法学術集会、2016 年 11 月、仙台市  

 

⑥  菊地翔紀、髙見彰淑、塩原貴之：運動中の短期記憶能力について、第 14 回日本神経理学療

法学術集会、2016 年 11 月、仙台市  

 

⑦  竹内ひなた、髙見彰淑、皆方神、佐々木正弘：聴覚刺激が歩行に及ぼす影響について、第 14

回日本神経理学療法学術集会、2016 年 11 月、仙台市  

 

3.論文等  

 

①  Yamashita K, Takami A, Wakayama S, et al:Effectiveness of new sedation and 

rehabilitation methods for critically ill patients receiving mechanical ventilation. J Phys 

Ther Sci 29(1); 138-143: 2017． 

《要旨》 

人工呼吸管理を要した救急科入院患者を対象に、当院独自の重症疾患患者に対するリハビリ

テーションの質改善プロジェクトが、リハビリテーションの開始時期や頻度、重症病棟在室および在

院日数、重症病棟退室時の離床状況にどのような影響を与えたのかを検証した。質改善プロジェ

クト実施後は、理学療法の依頼までの期間が有意に短縮し(p<0.05)し、重症病棟退室時の離

床状況の向上および実施頻度の増加などの効果が認められた。  

 

②  Makino M, Takami A, Oda A: Comparison of forward walking and backward walking in 

stroke hemiplegia patients focusing on the paretic side. J Phys Ther Sci, 29(2):187-190, 

2017.  
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《要旨》 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the features of backward walking (BW) in 

stroke patients with hemiplegia by focusing on the joint movements and moments, walking 

speed, stride length, and cadence.Subjects: Nine stroke patients.Methods: Participants 

performed forward walking (FW) and BW along a 5 -m walkway. Walking speed and stride length 

were self-selected. Movements were measured using a three-dimensional motion analysis system 

and a force plate. One walking cycle of the paretic side and the non-paretic side was analyzed. 

Results: On the paretic side, walking speed, stride length, and cadence were significantly lower 

in BW than in FW. Peak hip extension was significantly lower in BW and peak hip flexion 

moment, knee extension moment, and ankle dorsiflexion and plantar flexion moments were lower 

in BW. 

 

③  Toshihiko Miura, Akiyoshi Takami, Misato Makino, Akira Ishikawa, Yuka Ishikawa: Rate 

of oral intake and effects of mechanical insufflation-exsufflation on pulmonary 

complications in patients with Duchenne muscular dystrophy．.Journal of physical Therapy 

Science. Vol.29 No.3：487-490, 2017 

《要旨》 

Background:  In Duchenne muscular dystrophy (DMD), it increases risks of difficulties of 

expectoration of secretion and foreign material, asphyxia, aspiration pneumonia because of 

decreased cough function. In recent years, it is recommended that the patients receive the 

respiratory management to prevent pulmonary complication which is caused by asphyxia or 

aspiration, continue oral intake safely, and avoid tracheostomy or tracheal intubation by using 

noninvasive positive pressure ventilation (NPPV) and airway clearance with manually assisted 

coughing or mechanical insufflation-exsufflation (MI-E).Objective:  To prove that manually 

assisted coughing or MI-E prevents pulmonary complication and contribute to continue oral 

intake safely and continue rate of oral intake in DMD.Method:  We investigated the status of 

using ventilator, manually assisted coughing or MI-E, and oral intake or not. In addition, we 

inspected the frequency of fever (over 37℃) needed antibiotics from medical records for index 

of respiratory tract infection, and compared with every period of using MI -E from respiratory 

evaluation on cough peak flow (CPF).Result:  58 DMD patients participated in this study and 

their average age was 28.7±8.0 years old (14-45 years old). There were 45 Full-time NPPV 

patients and their average age was 31.2±7.0 years old (17-45 years old). 43 in 45 Full-time 

NPPV patients (95.6%) avoided tracheostomy and continued NPPV because they continued oral 

intake without tracheal intubation due to the respiratory acute exacerbation by asphyxia or 

aspiration pneumonia.  

 

④  山下康次，髙見彰淑：早期リハビリテーションの実際と理学療法の役割 :重症集中ケア 第 15巻第

4 号  90-93、2016. 

《要旨》 

ICU での早期リハビリテーションにおける理学療法士としての役割を紹介した。リスク管理やコン

プライアンス遵守も重要だが、多職種間のチーム連携が大事であることを述べた。  

 

4.社会活動  

 

1)所属学会および職能団体など 

①日本理学療法士協会  

②日本理学療法科学学会  
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③東北理学療法教育研究会  

④青森県理学療法士会  
 

2)学外委員会・協議会等  

①「理学療法学」査読委員  

②「理学療法」編集同人・査読委員  

③第 52 回日本理学療法士学術大会  演題審査員  

④「理学療法研究」査読委員  
 

3)学外依頼講演等  

リハ職種向けセミナー：中枢神経疾患のリハビリテーションに取り組むセラピストのための基本知識～

脳外科術後患者を中心としたリスク管理、評価手法の実際～、2016 年 6 月、名古屋市  

 

5.その他  

①弘前脳卒中センター新人研修会 
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氏   名  対馬  栄輝（つしまえいき） 

専   門  ①  運動器理学療法（運動器専門理学療法士 [2015S-03-000029号 ]） 

②  生物統計学  

担当科目 ●学部  

1年：理学療法概論，21世紀教育「統計学の基礎」 

2年：筋骨格系障害学，筋骨格系障害学演習，運動学実習，筋骨格系障害理学療法

学，臨床実習Ⅰ，医用統計学（医学科） 

3年：研究方法論，臨床実習Ⅱ，臨床実習Ⅲ  

4年：卒業研究  

●大学院保健学研究科保健学専攻博士前期課程  

1年：保健疫学特論（前期）・運動療法学特論（後期） 

生活環境保健学特別演習（後期） 

2年：生活環境保健学特別研究（通年） 

●大学院保健学研究科保健学専攻博士後期課程  

2年：老年保健学特講（後期） 

老年保健学特別研究（通年） 

非常勤  

講師等  

①京都大学大学院医学系研究科（担当：理学療法特論） 

②山形県立保健医療大学（担当：理学療法発展領域論） 

③聖隷クリストファー大学大学院（担当：実験的研究法） 

④上尾中央医療専門学校（担当：研究法） 

⑤日本福祉大学健康科学部（担当：研究方法） 

⑥千葉県立保健医療大学（担当：理学療法発展領域論） 

⑦弘前医療福祉大学（担当：統計学，理学療法概論） 

⑧弘前厚生学院（担当：リハビリテーション論） 

⑨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  pte iki@hirosaki-u.ac. jp  

 

1.著  書  

 

①  対馬  栄輝：運動器疾患に対する理学療法についての Q&A．ここで差がつく “背景疾患別”理学

療法 Q&A（高橋哲也  編），医学書院，2016． 

《要旨》 

理学療法士としてのロジカルな臨床思考を磨くための「思考のトレーニング」も兼ねた Q&A 形式を

採用しています．特に本書ではアドバンス編として，患者さんに付帯する症状や兆候，特徴的なサ

インなどに対して理学療法士がどのような配慮・評価をすべきかを修得することを目的としていま

す． 

 

②  対馬  栄輝：筋力増強－股関節．図解運動療法ガイド（内山  靖，奈良  勲編）．文光堂，

pp193-201，2017．  

《要旨》 

ほとんどの動作で股関節が動くとき，骨盤・体幹は，むしろほとんど動かず固定されていることが多

い．運動・筋収縮様式の特異性を考えると，関節運動を伴うような動的筋力を増強するのであれば

等張性や等運動性による運動方法が望ましいし，固定作用を強める静的な筋力を増強するのであ

れば等尺性の運動方法が望ましいことになる．そして，筋力増強運動の目的が姿勢や動作の獲

得・改善であれば，開放運動連鎖よりは積極的に閉鎖運動連鎖における運動を行った方が効果

は高い． 

 

③  対馬  栄輝：SPSS で学ぶ医療系データ解析  第 2 版．東京図書，2016． 

《要旨》 

データ解析に対する知識のない初心者から，ある程度の知識を備えた方まで，幅広い読者層に支
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えられてきた初版を SPSS のバージョンアップに伴い改訂した．リクエストの多かった「サンプルサイ

ズの決定法」や「分析結果の読み解き」を強化した． 

 

④ 対馬栄輝，有原裕貴，石田水里，大江  厚，上川香織，小玉裕治，西川良太，西澤公美，馬場孝

浩，平山和哉，宮城島一史，葉  清規：EBPT 用語集（改定）．木村貞治，対馬栄輝監修．日本理

学療法士学会 WEB 資料（http://jspt.japanpt.or.jp/ebpt_glossary/），2016． 

《要旨》 

EBPT，研究方法，統計解析に関する用語について，分担執筆した．  

 

2.学会等発表  

 

①  葉   清規，対馬栄輝，村瀬正昭，大石陽介：頸椎変性疾患に対する McKenzie 法に基づ

く運動療法の治療経過と改善不良に関連する因子．第 51 回日本理学療法学術大会，平

成  28 年 5 月 27-29 日，札幌市．  

 

②  上川香織，対馬栄輝，奈川英美，佐藤誠剛：床への最大リーチ距離テストと歩行能力との

関係．第 51 回日本理学療法学術大会，平成  28 年 5 月 27-29 日，札幌市．  

 

③  平山和哉，有原裕貴，対馬栄輝，近江洋一，腰椎椎間板ヘルニアに対し，腰椎牽引療法

を含む保存的治療により短期的改善する症例の特徴，第 51 回日本理学療法学術大会，

平成  28 年 5 月 27-29 日，札幌市．  

 

⑤  奈川英美，対馬栄輝，石田水里，上川香織，原子由，岩田学：下肢中等度麻痺を有する

脳卒中患者の歩容に影響する要因について．第 51 回日本理学療法学術大会，平成  28

年 5 月 27-29 日，札幌市．  

 

⑥ 上原  徹 , 対馬栄輝，青木一治，他：腰痛治療法判別に用いる腿挙げテスト（Knee-lifting test）

の妥当性の検討，第 51 回日本理学療法学術大会，平成 28 年 5 月 27-29 日，札幌市． 

 

⑦ 宮城島一史，対馬栄輝，石田和宏，佐藤栄修，百町貴彦，柳橋寧，安倍雄一郎：腰椎椎

間板ヘルニア摘出術後の腰椎伸展可動性に影響する因子～術後 3 ヶ月時の検討～．第

51 回日本理学療法学術大会，平成  28 年 5 月 27-29 日，札幌市．  

 

⑧  葉   清規，対馬栄輝，村瀬正昭，大石陽介，大田昇子，亀田恭平：脊椎圧迫骨折患者に

おける保存治療 1 年後のロコモティブシンドロームと健康関連 QOL の関連．第 24 回日本腰

痛学会，平成 28 年 9 月 2-3 日，甲府市．  

 

⑨  宮城島一史，石田和宏，対馬栄輝，大谷貴之，村本拓磨，佐藤栄修，百町貴彦，柳橋

寧，安倍雄一郎：腰椎椎間板ヘルニア摘出術後超早期の腰椎持続伸展の即時効果．第

24 回日本腰痛学会，平成 28 年 9 月 2-3 日，甲府市．  

 

⑩  家入  章，小玉  裕治，山本  貴大，石田  和宏，対馬栄輝，井上  正弘，安部  聡弥，菅

野  大己，増田  武志：人工股関節全置換術前後の荷重時下肢アライメントに影響する要

因．第 43 回日本股関節学術集会，平成 28 年 11 月 4-5 日，大阪市．  

 

⑪  葉   清規，対馬栄輝，村瀬正昭，大石陽介，橋本  渉，宮﨑  寛史：頸椎変性疾患患者の

日常生活機能は頸部の疼痛及び頸椎可動域と関連する．第 58 回全日本病院学会，平成  
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28 年 10 月 8-9 日，熊本市．  

 

⑫  楫野允也 , 対馬栄輝 , 西川  準 , 蘇村秀明  ：消化器外科患者における短期的身体機能変化に

及ぼす因子の検討，第 70 回国立病院総合医学会，平成 28 年 11 月 11-12 日，宜野湾市． 

 

⑬  平山和哉，対馬栄輝，有原裕貴，近江洋一，腰椎椎間板ヘルニア患者に対する腰椎牽引

療法の短期的効果を予測する臨床予測ルールの開発，第 3 回日本運動器理学療法学会

学術集会，平成 28 年 12 月 3-4 日，金沢市．   

 

⑭  楫野允也 ,  対馬栄輝 ,  峯  孝友 ,  池戸寿誠  ：人工膝関節全置換術患者における上部体

幹および骨盤帯の関連に着目した歩行解析 ,  第 3 回日本運動器理学療法学会学術集

会 ,  平成 28 年 12 月 3-4 日 ,  金沢市．  

 

⑮  関裕也 ,  対馬栄輝：レーザー距離計を用いたファンクショナルリーチ距離の測定精度につい

て -デジタルビデオ画像による距離測定との比較，第 34 回東北理学療法学術大会，平成

28 年 11 月 12-13 日，秋田市．  

 

⑯  平山和哉，対馬栄輝，有原裕貴，近江洋一，腰椎椎間板ヘルニア患者の恐怖回避思考と

ADL・理学所見との関連 ,第 34 回東北理学療法学術大会，平成 28 年 11 月 12-13 日，

秋田市 .  

 

⑰  平山和哉，対馬栄輝，有原裕貴，近江洋一，腰椎牽引療法の臨床予測ルールの外的妥

当性検証，第 40 回青森県理学療法士学会，平成 28 年 6 月 18-19 日，五所川原市．  

 

⑱  宮城島一史，石田和宏，対馬栄輝，大谷貴之，村本拓磨，佐藤栄修：腰椎椎間板ヘルニ

ア術後超早期の腰椎持続伸展の即時効果．第 67 回北海道理学療法士学術大会，平成  

28 年 11 月 5-6 日，札幌市．  

 

3.論文等  

 

① 対馬栄輝：疼痛に対する運動療法の基礎的背景とエビデンス．理学療法 33（5）：431-439，2016． 

《要旨》 

 運動療法は，急性の侵害受容性疼痛よりも，慢性的な侵害受容性・神経障害性疼痛や非器質

的疼痛に対して行われることが多い．疼痛に対する運動療法の是非については一定した結論が得

られていない．それはルーチンな運動療法を行わせる例が多いということに起因しているかもしれな

い．理学療法評価から推測された疼痛の原因に対して，運動療法の効果が及ぶと推定できれば，

運動療法を行う意味がある．そのための客観化・個別化された内容が必要である．運動療法の方

法について見直さなければ，今後は進歩しない．理学療法士の観点から個別に対応させた運動療

法を発案する努力が必要とされている．  

② 対馬  栄輝：運動器理学療法評価の再考「疫学的立場から」．理学療法学、

43(Supple.3):29-30,2016． 

《要旨》 

疫学では疫病の頻度や分布に対して集団の動向を把握し，得られたデータを解析して，その原

因と思われる要因を追究する．現在では疫病に取って代わって慢性疾患や健康問題を扱う機会が

増えた．理学療法の効果は，多くの要因が複雑に影響しあう現象から得られるものである．したがっ

て，多くのバイアスを考慮しつつ，法則を見出すためには，やはり疫学研究デザインを活用して確

立させなければならない． 
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③  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 McKenzie 法に

基づく運動療法の効果とそれに関連する因子．理学療法学，43：107-117,2016．  

《要旨》 

頸椎変性疾患患者に対し，McKenzie 法のメカニカル評価の理論に基づいた運動療法

の効果について，症状面，所見面，日常生活機能面，心理面から経時的に調査し，その経

過に関連する因子を分析した。McKenzie 法に基づくメカニカル評価による運動療法を実施

した結果，治療経過において，治療開始 1 ヶ月程度で頸部に関する症状面，所見面が回

復し，次いで日常生活機能面，心理面の回復が得られることが明らかとなった。メカニカル評

価から得られた運動は伸展運動が多く，症状，所見，日常生活機能，心理面に，デスクワー

ク，頸椎アライメントが関連しており，日常生活における不良姿勢が頸部障害の要因の一つ

であった可能性が高い。また，必要に応じて薬物療法を併用することで，より良好な治療成

績を得られる。  

 

④  葉  清規，対馬栄輝 ,大石  陽介 ,村瀬  正昭：頚椎変性疾患患者の健康関連 QOL と頚部

症状および上肢症状との関連．臨床整形外科，51：347-351,2016．  

《要旨》 

頸椎変性疾患患者の健康関連 QOL と，頸部症状および上肢症状との関連について調

査した．頸椎変性疾患患者の健康関連 QOL は，身体的健康度が低下する傾向であった．

また，HRQOL と頸部症状および上肢症状との関連では，自覚的症状との関連があり，特に

頸部痛による日常生活機能障害が強く関連していた．  

 

⑤  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投影面の回旋角度の推

定 -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，28:67-73,2016.  

《要旨》  

 デジタルビデオ画像による精度の高い角度測定のためには，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ならない。しかし，臨床場面で矢状面上の歩行を撮

影すると，被写体の関節運動面（投影面）は回旋している場合（斜投影面）もある。そこで，

本研究の目的は，膝関節に見立てたプラスチックゴニオメータに三角定規を貼付し，撮影画

面の左端付近と右端付近における角度差により投影面の回旋角度を推定できるかを確認

することである。方法は，左端付近と右端付近で，正投影面および 45°まで回旋させた斜投

影面において，三角定規の一つの角の角度測定を行った。そして，左端付近と右端付近に

おける三角定規の一つの角の角度差を求めた。その結果，角度差が -5°～5°であれば正投

影面もしくは斜投影面 15°（内外旋いずれも）と，10°以上であれば斜投影面 30°以上（外

旋）と，-10 以下であれば斜投影面 30°以上（内旋）と推定できた。  

 

⑥  平山和哉，有原裕貴，対馬栄輝，近江洋一：腰椎牽引療法の効果を実感する患者の特

徴．東北理学療法学，28：31-36，2016，  

《要旨》 

腰椎牽引療法によって効果を実感している患者の特徴を明らかにすることを目的として，横断的

にアンケート調査を行った．対象は，当院において腰椎疾患の診断を受け，腰椎牽引を実施して

いる 51名である．アンケート内容は症状の詳細と牽引効果の実感についてとした．統計解析は，従

属変数を牽引効果の実感，独立変数を症状の詳細および電子カルテから抽出した性別，年齢，

診断名，画像所見，併用治療の有無として多重ロジスティック回帰分析を実施した．当院における

牽引療法の対象者は高齢者，かつ長期通院者が多かった．対象者の 72.5％が牽引による効果を

実感していた．牽引による効果を実感することに関連する因子として，腰の重苦しさがある，運動療

法の併用あり，罹患椎間数，年齢の 4 項目が選択された．今後前向き研究を行う際には，運動療

法の併用や画像所見についても考慮すべきことが示唆された．  
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⑦  平山和哉，対馬栄輝：評価の信頼性の指標について．理学療法研究，34：3-8，2017．  

《要旨》 

理学療法評価は妥当性や信頼性を吟味した上で実施する必要がある。妥当性は正確

性とも呼ばれ，感度・特異度・尤度比といった指標によって評価される。感度の高い検査は

除外判断，特異度の高い検査は確定判断に有用である。陽性・陰性的中率は有病率（検

査前確率）に左右されるため，解釈に注意が必要である。尤度比は感度と特異度を組み合

わせた指標であり，検査の有用性を示す。ベイズの定理を用いて，検査前確率と尤度比から

検査後確率を求めることができる。ROC 曲線は連続的にカットオフ値を変化させた場合の感

度・特異度の変化を示す。ROC 曲線を用いることで複数の検査の比較を行うことができる。  

 

⑧  平山和哉，対馬栄輝，有原裕貴，近江洋一：腰椎牽引療法の臨床予測ルールの外的妥

当性検証．理学療法研究，34：20-24，2017．  

《要旨》 

海外で開発された腰椎牽引の効果がある症例を予測する臨床予測ルール（牽引 CPR）

は，本邦の腰痛患者でも同様に高い妥当性を示すか不明である。本研究の目的は本邦で

の腰痛患者にも牽引 CPR が適用可能か，外的妥当性を検証した。腰椎椎間板ヘルニア患

者 53 名を対象として，1 日 15 分間の間歇牽引を 2 週間実施した。  評価項目は，牽引開

始後 2 週，4 週，12 週時点の Oswestry Disabil i ty Index（ODI）とした。その後，牽引 CPR

の予測因子を満たす群 17 名と満たさない群 36 名に分け，ODI を比較したところ，有意な差

は認められなかった。かつ，2 週時に初回の ODI から大きく（50%以上）改善する確率，およ

び改善を予測する判断精度は，予測因子の陽性項目数が増えても上昇しなかった。よって

牽引 CPR は，本邦の LDH 患者に対して当てはまるとはいえず，外的妥当性は低い。  

 

⑨  Yonmi Nagawa ， Eiki  Tsushima ： Relationship of  observed gait  deviations with 

physical  functions and walking abil i ty in stroke patients .  Hirosaki Med J.67:166－

178，2017．  

《Abstract》  

 We conducted an observational gait assessment and examined the relationship of gait 

deviations with physical function and walking ability. A total of 57 stroke patients admitted to a 

rehabilitation unit, who could walk unaided or under close supervision, were enrolled in the 

study （37 men; 20 women; 62.2±11.2 years of age; elapsed time since the onset of stroke: 

90.9±39.9 days）. We combined and partially modified several assessment forms used for gait 

evaluation. With regard to physical functions, we assessed: lower limb paralysis, sensory 

impairment, lower limb spasticity, range of motion, lower limb muscle strength, l ower limb 

weight-bearing, and standing balance. We conducted a 10-meter walk test to assess patientsʼ 

walking ability. In order to identify variables that affect the total gait assessment score, a 

multiple regression analysis was performed. The following parameters were statistically 

associated with gait deviations: time required to walk 10 meters （standard partial regression 

coefficient=0.68）, affected side hip abductor strength （‒0.23）, ankle plantar flexor spasticity 

（0.18）, and maximum weight-bearing rate on the unaffected side （0.16）. We established the 

relationship of gait deviations with physical function and walking ability.  

 

⑩ Hosokawa Y, Nomura K, Tsushima E, Kudo K, Noto Y, Nishizawa Y ：Whole-Body 

Counter(WBC) and food radiocesium contamination surveys in Namie, Fukushima 

Prefecture. PLoS One. 2017 Mar 23;12(3): e0174549. 

《Abstract》  

 This study examined the internal Cs exposure of residents and the Cs present in food products 
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produced in Namie. Whole-body counter (WBC) was used for the measurement of internal 

exposure per each whole body of examinees.The food products which appeared to be used for 

consumption, were brought by residents and commercially available food items were excluded. 

Most of them were wild plants or food items produced by residents . Four years of data from 

April 2012 to March 2013 (fiscal 2012) and April 2015 to March 2016 (Fiscal 2015) were 

analyzed and studied.The average radioactivity measured by WBC was approximately 5 Bq for 

Cs-134, and 20 Bq for Cs-137 and the average committed effective dose was approximately 1 

μSv. The average for the residents with detectable radioactivity was 25 μSv, and the human 

health effects are considered to be extremely low risk. However, the radioactivity of the affected 

individuals showed a higher value than the theoretical attenuation rate. The majority (83.2%) of 

individuals exhibiting radioactivity were over 50 years old. The number of food products 

brought in for detection decreased as the study period progressed, but the number of food 

products with radioactivity had increased. While the items with a higher detection rate of 

radioactivity included fruits such as citron and persimmon, shiitake mushrooms exhibited the 

highest radioactivity. Moreover, the radioactivity of seven items in these 10 ite ms decreased 

from fiscal 2012 to fiscal 2015. Mushrooms had high radioactivity and were produced over a 

wide area. 

 

⑪  Okumura K, Aonuma K, Kumagai K, Hirao K,  Inoue K, Kimura M, Miyauchi Y, 

Tsushima E （ JACRE Investigators ） ： Efficacy and Safety of  Rivaroxaban a nd 

Warfarin in the Perioperative Period of  Catheter Ablation for Atrial  Fibril lat ion  -  

Outcome Analysis  From a Prospective Multicenter Registry Study in Japan.  Circ J.  

2016 Oct 25;80(11):2295 -2301．  

《Abstract》  

Catheter  ablat ion (CA) is  a  common treatment  fo r  a tr ia l  f ibr i l la t ion (AF).  Although 

r ivaroxaban is increasingly used as a subst i tute for warfar in ,  i ts safety and eff icacy 

during CA have not  been establ ished in  Japanese pat ients .  In  the present s tudy we 

explored the eff icacy/safety of  r ivaroxaban during  the CA perioperat ive period.We 

prospectively enrol led Japanese AF patients  scheduled for  CA who had received ei ther  

r ivaroxaban (r ivaroxaban cohort,  JACRE -R) or  warfar in  (warfar in  cohort ,  JACRE -W) 

during the perioperat ive period.  Primary outcome was a com posite of thromboembolism 

and major bleeding within 30 days af ter CA. In JACRE -R and JACRE-W, 1,118 (median 

age,  65 years) and 204 pat ients (median,  69 years) were enrol led from 42 and 22 

inst i tut ions,  respect ively.  In  JACRE -R,  the primary outcome occurred  in 7 pat ients 

(0 .6%), compris ing thromboembolism in  2 and major bleeding in 5 .  Non -major bleeding 

occurred in  27 pat ients  (2 .4%),  and the incidence was s ignif icantly lower in  pat ients 

without  heparin  br idging (n=572) than in  those with  heparin  br idging (n =546).  In 

JACRE-W, the primary outcome occurred in 3  pat ients (1 .5%),  a l l  of  which were major  

bleeding. After adjustment for  pat ients '  character is t ics ,  no s ignificant difference was 

observed between the JACRE -R and JACRE-W cohorts  for  the primary outcome.Th e 

rates  of  thromboembolism and major  bleeding events  during the AF ablat ion 

perioperat ive period in Japanese pat ients  treated with r ivaroxaban was as  low as in 

those treated with warfar in  

 

⑫  Sato Y,  Ogasawara K,  Narumi S,  Sasaki  M, Saito A, Tsushima E , Namba T,  

Kobayashi  M, Yoshida K,  Terayama Y,  Ogawa A：Optimal MR Plaque Imaging for 

Cervical Carotid Artery Stenosis in  Predict ing the Development of  Microembolic  

Signals during Exposure of  Carotid Arteries  in Endarterectomy: Comparison of  4 

21



T1-Weighted Imaging Techniques.  AJNR Am J Neuroradiol .  2016 

Jun;37(6):1146-54．  

《Abstract》  

Preoperat ive identif icat ion of  plaque vulnerabil i ty may al low improved r isk 

s tra t i f icat ion for  pat ients  considered for  carot id  endarterectomy.  The present  s tudy 

aimed to determine which plaque imaging technique, cardiac -gated black-blood fast 

spin-echo, magnetizat ion -prepared rapid acquisi t ion of gradient echo, source image of 

3D t ime-of-f l ight  MR angiography,  or  noncardiac -gated spin-echo,  most  accurately 

predicts  development of  microemb olic  s ignals  during exposure of  carot id  ar ter ies  in  

carot id  endarterectomy.Eighty pat ients  with ICA stenosis  (≥70%) underwent  the 4  

sequences of  preoperat ive MR plaque imaging of  the affected carot id bifurcat ion and 

then carot id  endarterectomy under t ransc ranial Doppler monitoring of  microembolic 

s ignals  in the ipsi la teral middle cerebral ar tery.  The contrast ra t io  of the carot id plaque 

was calculated by dividing plaque s ignal  intensi ty by s ternocleidomastoid muscle  s ignal  

intensi ty.Microembolic  s ignals dur ing exposure of  carot id ar ter ies were detected in 23 

pat ients  (29%), 3 of whom developed new neurologic defic i ts postoperat ively.  Those 

defic i ts remained at  24 hours af ter surgery in  only 1  pat ient .  The area under  the 

receiver  operat ing character is t ic  curv e to  discr iminate between the presence and 

absence of  microembolic  s ignals  during exposure of  the carot id  ar ter ies  was 

s ignif icantly greater  with nongated spin -echo than with black -blood fast  spin -echo 

(difference between areas ,  0.258; P  < .0001),  MPRAGE ( difference between areas ,  

0.106; P  = .0023),  or  source image of  3D t ime -of -f l ight MR angiography (difference 

between areas ,  0.128;  P = .0010).  Negative binomial  regression showed that  in  the 23 

pat ients  with  microembolic  s ignals ,  the contrast  ra t io  was ass ociated with the number 

of  microembolic s ignals only in nongated spin -echo (r isk rat io,  1 .36; 95% confidence 

interval ,  1 .01-1.97; P  < .001).Nongated spin -echo may predict  the development of 

microembolic s ignals during exposure of the carot id ar ter ies in ca rot id endarterectomy 

more accurately than other  MR plaque imaging techniques.  

 

⑬  Aoki M, Hatayama Y,  Kawaguchi H, Hirose K,  Sato M, Akimoto H,  Fujioka I,  Ono 

S,  Tsushima E, Takai Y：Clinical  outcome of  stereotactic  body radiotherapy for 

primary and ol igometas tatic  lung tumors:  a s ingle  inst itutional  study with almost  

uniform dose with different f ive treatment schedules.  Radiat  Oncol .  2016 Jan 

20;11:5.  doi:  10.1186/s13014 -016-0581-2.  

《Abstract》  

To evaluate  c l inical  outcomes of s tereotact ic  body radiotherapy (SB RT) for  local ized 

primary and ol igometastat ic  lung tumors by assessing eff icacy and safety of  5  regimens 

of  varying fract ion s ize and number.One -hundred pat ients with pr imary lung cancer (n  

= 69)  or ol igometastat ic lung tumors (n =  31),  who underwent SBRT between May 2003 

and August 2010, were included. The median age was 75 years (range, 45 -88) .  Of them, 

98 were judged to  have medical ly inoperable disease,  predominantly due to  chronic 

i l lness or advanced age.  SBRT was performed using 3 coplanar  and 3 non -coplanar 

f ixed beams with  a  s tandard l inear  accelerator .  Fract ion s izes  were escalated by 1 Gy,  

and number of  fract ions given was decreased by 1 for  every 20 included pat ients.  Total  

target doses were between 50 and 56 Gy,  adminis tered as 5 -9 fract ions.  The  prescribed 

dose was defined at the isocenter,  and median overal l  t reatment durat ion was 10 days 

(range, 5 -22).The median fol low-up was 51.1 months for  survivors.  The 3 -year  local 

recurrence rates for  pr imary lung cancer  and ol igometastasis  was 6  % and 3 % ,  
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respect ively.  The 3 -year  local  recurrence rates  for tumor s izes ≤3 cm and >3 cm were 

3 % and 14 %, respect ively (p  =  0.124).  Addit ionally,  o ther  factors (fract ion s ize ,  to tal 

target  dose,  and BED10) were not  s ignif icant  predictors  of  local  control .  Radia t ion 

pneumonia (≥ grade 2) was observed in  2 pat ients .  Radiat ion -induced r ib  fractures  were 

observed in  22 pat ients.  Other  la te  adverse events  of  greater  than grade 2 were not 

observed.Within this  dataset ,  we did not  observe a  dose response in  BED10 values  

between 86.4 and 102.6 Gy.  SBRT with doses between 50 and 56 Gy, adminis tered over  

5-9 fract ions achieved acceptable tumor control without severe complicat ions.  

 

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  代表幹事  

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

プ代表  
 

3)学外依頼講演等  

 

①  医療統計解析の基礎と応用．主催：アシックススポーツ工学研究所，2016 年 4 月 1 日，兵

庫県神戸市．  

②  平成 28 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，2016 年 4 月 23 日，埼玉県上尾市  

③  平成 28 年度上尾中央病院研修会「高齢者の運動器障害に対するリハビリテーション～大

腿骨近位部骨折～」．主催：上尾中央病院，2016 年 5 月 9 日，上尾市  

④  第 51 回日本理学療法学術大会  日本運動器理学療法学会シンポジウム．運動器理学

療法評価の再考「疫学的立場から」．日本理学療法士学会，2016 年 5 月 28 日，札幌市  

⑤  第 22 回岡山県理学療法士学会特別講演「客観的な理学療法の構築に向けた研究の活

用」．主催：岡山県理学療法士会，2016 年 6 月 12 日，岡山県倉敷市  

⑥  第 40 回青森県理学療法士学会シンポジウム「一歩ふみだすために」  理学療法における研

究の意義と将来．主催：青森県理学療法士会，2016 年 6 月 18 日，五所川原市  

⑦  平成 28 年度日本理学療法士協会研修会「統計学」．主催：（公社）日本理学療法士協

会，2016 年 7 月 9～10 日，兵庫県神戸市  

⑧  コメディカルのための統計学入門－統計的検定のための基礎．主催： (株 )gene，2016 年 7

月 31 日，東京都  

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

催：（公社）日本理学療法士協会，於：常葉大学保健医療学部，2016 年 8 月 20-21 日，

静岡県静岡市  

⑩  第 3回関東甲信越ブロック学術小集会「運動器理学療法の現状と発展」変形性股関節症

患者に対する理学療法評価と治療．主催：（公社）日本理学療法士協会関東甲信越ブロ

ック学会，2016 年 8 月 28 日，埼玉県大宮市  
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⑪  IBM  SPSS トレーニングコース「医療統計：入門」，主催： IBM，於 ： IBM 箱崎本社．2016

年 8 月 31 日，2017 年 3 月 13 日（計 2 回）  

⑫  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 ．

2016 年 9 月 1 日，2017 年 3 月 14 日（計 2 回）  

⑬  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．2016 年 9

月 28 日，2017 年 3 月 30 日（計 2 回）  

⑭  愛知県士会専門領域研究部研究活動支援セミナー「誰にでも分かる統計ソフト R と R コマ

ンダーの使い方」．主催：愛知県理学療法士会専門領域研究部，2016 年 9 月 11 日，愛

知県名古屋市  

⑮  股関節疾患に対する理学療法の考え方とアプローチの実際．主催：TAP 研究会，2016 年

9 月 18 日，神奈川県横浜市  

⑯  第 17 回  福島県理学療法士会学術集会特別公演「運動器障害に対する理学療法評価

を見直す」．主催：福島県理学療法士会，2016 年 10 月 2 日，福島県会津若松市  

⑰  第 18 回  日本骨粗鬆症学会シンポジウム 6【運動療法による骨折・転倒予防と骨粗鬆症治

療】骨粗鬆症に対する理学療法 ：（運動療法 ）のエビデンス．主催：日本骨粗鬆症学会，

2016 年 10 月 7 日，宮城健仙台市  

⑱  京都大学運動機能セミナー2015「股・膝関節疾患に対する理学療法の考え方と実際」，主

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

府京都市  

⑲  日本心血管理学療法学会主催第 2 回研究サポートレクチャー「研究に必要な統計手法を

学ぶ」，於：堂島リバーフォーラム，2016 年 11 月 10 日，大阪府大阪市  

⑳  股関節障害由来の歩行障害に対する理学療法～跛行時に生じる筋 ・骨の活動の理解と

評価・運動療法への展開．主催： (株 )gene，2016 年 11 月 27 日，東京都  

21  日本理学療法士協会講習会  基本編理論「生活環境支援理学療法の展開」介入の効果

判定．2016 年 12 月 11 日，宮城県仙台市  

22  がんリハビリテーション研究における研究デザインや統計解析～しっておきたいポイント．主

催：がんリハビリテーション研究会，於：慶應義塾大学日吉キャンパス独立館，2017 年 1 月

8 日，神奈川県横浜市  

23  平成 28 年度研究教育職域会研修会「研究のまとめ方～データ解析のポイントとコツ～」．

主催：青森県栄養士協会，2017 年 1 月 28 日，青森県青森市  

24  日本運動器理学療法学会主催第 1 回研究支援セミナー臨床研究における計画立案から

データ解析までのチェックポイント．2017 年 3 月 5 日，東京都  

 

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  

 

2)学位論文  

①（博士後期課程学位論文） 

奈川英美：脳卒中患者に対する歩容評価と身体機能，歩行との関係．  

②（博士前期課程学位論文） 

楫野  允也：消化器外科術後患者の身体機能および Quality of Life に関連する因子，運動療法
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の影響に関する検討． 
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氏   名   吉田  英樹（よしだ ひでき）  

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

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

トなどの可能性に関する教育研究）  

②物理療法と関連の深い生理学および生理学実験（特に，自律神経活動動態，末梢

循環動態，脳計測科学など）  

担当科目 １年：理学療法学総論演習（後期）  

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

理療法学実習（後期） 

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

理学療法学演習（前期），内部障害系理学療法学実習（前期），臨床実習Ⅰ

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

４年：臨床実習Ⅳ（前期），卒業研究（後期）  

●大学院博士前期課程   

１年：基礎リハビリテーション科学特論（前期），リハビリテーション科学特別演習（後期），

運動療法学特論（後期）  

●大学院博士後期課程   

２年：老年保健学特別演習（前期），老年保健学特別研究（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  ptyoshi@hirosaki-u.ac. jp  

 

1.著  書  

 

① 吉田英樹：第 6 章光線療法 . テキスト物理療法学  基礎と臨床．（濱出茂治 , 烏野大 (編著 )．医歯

薬出版，2016． 

《要旨》 

光線療法について，「光線療法：総論」と「紫外線療法」，「低反応レベルレーザー療法」，「キセノ

ン光線療法」に関する基礎および具体的な実施方法，適応疾患，効果，禁忌などについて解説し

た． 

 

2.学会等発表  

 

①  Hideki Yoshida, Takaya Maeda, Koh Tensaka, Rei Odagiri: Simultaneous execution of 

neuromusclar electrical stimulation and muscle stretching increases muscle extensibility in 

a short time. ACPT Congress 2016, 5-6, October, 2016, Kuala Lumpur, Malaysia. 

《abstract》 

Objective: The purpose of this study was to investigate whether simultaneous execution of 

neuromuscular electrical stimulation aimed at reciprocal inhibition (RI-NMES) and muscle 

stretching increases muscle extensibility in a short time.  

Methods and Methods: Fifteen healthy volunteers received two sessions in random order another 

day; 1) 10-second passive stretching of the bilateral triceps surae muscles (specifically, 

maximum passive ankle dorsiflexion without stretch pain) during 15 -minute RI-NMES 

(RI-NMES session), and 2) the passive stretching only (control session). In the RI -NMES 

session, bilateral tibialis anterior muscles were electrically stimulated (waveform: monophasic 

square wave, intensity: muscle threshold, pulse width: 300 µsec, f requency: 30 pps, on- and off- 

times: 10 sec) via surface electrodes. The passive stretching was implemented at just before the 
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onset of each session (baseline), 5 and 15 minutes after the onset of each session. In the 

RI-NMES session, the passive stretching was performed in synchronization with the on-time of 

RI-NMES. In each volunteer, the external force value for the passive stretching in each session 

was kept constant at the above-mentioned three points by using the external force value 

measured by a hand-held dynamometer during the passive stretching at the baseline. Bilateral 

ankle dorsiflexion angles during the passive stretching (D/F-angle) were measured at the three 

points in each session using a digital image analysis technique.  

Results and Conclusion: In the RI-NMES session, although there was no significant amount of 

change in the D/F-angle between 5 and 15 minutes after the session onset, significant increases 

in the amount of changes in the D/F-angle were observed at both the two points compared with 

the corresponding baseline. In the control session, however, there were no significant amount of 

changes in the D/F-angle among the baseline, 5 and 15 minutes after the session onset. In 

addition, the amount of changes in the D/F-angle observed at 5 and 15 minutes after the onset of 

the RI-NMES session were significantly bigger than those observed at the same points after the 

onset of the control session. These results strongly suggest that simultaneous execution of 

RI-NMES and muscle stretching increases muscle extensibility in a short time.  

 

②  Takaya Maeda, Hideki Yoshida, Koh Tensaka, Rei Odagiri: Does simultaneously combined 

TENS and thermotherapy or cryotherapy enhance pain-relief effect compared with TENS 

alone in patients with knee osteoarthritis? ACPT Congress 2016, 5-6, October, 2016, Kuala 

Lumpur, Malaysia. 

 

③  Koh Tensaka, Hideki Yoshida, Takaya Maeda, Rei Odagiri: Heat stimulation suppresses 

NMES-induced muscle fatigue. ACPT Congress 2016, 5-6, October, 2016, Kuala Lumpur, 

Malaysia. 

 

④  Rei Odagiri, Hideki Yoshida, Shunmei Terui, Takaya Maeda, Koh Tensaka: An exploration 

of the factors that influence increased affected finger skin temperature in  post-stroke 

hemiplegic patients. ACPT Congress 2016, 5-6, October, 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.  

 

⑤  前田貴哉 ,  吉田英樹，佐々木知行：変形性膝関節症に対する TENS と温熱もしくは寒冷

刺激の同時施行は起立歩行時の鎮痛効果を高めるか？  第 51 回日本理学療法学術大

会 ,  2016 年 5 月 27 日～29 日 ,  札幌 .  

 

⑥  嶋田有紗 ,  吉田英樹 ,  志田航平 ,  天坂興 ,  中村洋平 ,  佐藤輝 ,  前田愛 ,  松本健太 ,  向

中野直哉 ,  前田貴哉：表在性温熱刺激とストレッチングの同時施行が刺激適用部位および

非適用部位の筋伸張痛ならびに筋伸張性に及ぼす影響に関する検討 .  第 51 回日本理学

療法学術大会 ,  2016 年 5 月 27 日～29 日 ,  札幌 .  

 

⑦  志田航平 ,  吉田英樹 ,  嶋田有紗 ,  天坂興 ,  中村洋平 ,  佐藤輝 ,  前田愛 ,  松本健太 ,  向

中野直哉 ,  前田貴哉：TENS の周波数の違いが非刺激部位での伸張痛ならびに運動中の

生理学的状態に及ぼす影響に関する検討 .  第 51 回日本理学療法学術大会 ,  2016 年 5

月 27 日～29 日 ,  札幌 .  

 

⑧  天坂興 ,  吉田英樹 ,  志田航平 ,  嶋田有紗 ,  天坂興 ,  中村洋平 ,  佐藤輝 ,  前田愛 ,  松本

健太 ,  向中野直哉 ,  前田貴哉：神経筋電気刺激（NMES）と温熱刺激の併用は筋疲労耐

性を高めるか？  第 51 回日本理学療法学術大会 ,  2016 年 5 月 27 日～29 日 ,  札幌 .  
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⑨  比留木由季 ,  吉井隼 ,  小泉周也 ,  井澤菜苗 ,  藤森大吾 ,  吉田英樹：Stroke Care Unit

導入前後のリハビリテーションの変化 .  第 51 回日本理学療法学術大会 ,  2016 年 5 月 27

日～29 日 ,  札幌 .  

 

⑩  比留木由季 ,  吉井隼 ,  小泉周也 ,  井澤菜苗 ,  吉田英樹 ,  藤森大吾：SCU での治療がリ

ハビリテーションへ及ぼす影響 .  第 41 回日本脳卒中学会総会 ,  2016 年 4 月 14 日～16 日 ,  

札幌 .  

 

⑪  吉井隼 ,  比留木由季 ,  小泉周也 ,  井澤菜苗 ,  吉田英樹 ,  阿部翔悟 ,  藤森大吾：SCU が

転倒事故件数へ及ぼす影響 .  第 41 回日本脳卒中学会総会 ,  2016 年 4 月 14 日～16 日 ,  

札幌 .  

 

⑫  森聡 ,  吉田英樹 ,  山田将弘：半側空間無視を呈した脳卒中患者に対する末梢神経電気

刺激療法が上肢機能低下および半側空間無視に与える影響 .  第 14 回日本神経理学療

法学術集会 ,  2016 年 11 月 26 日～27 日 ,  仙台 .  

 

⑬  村上正和 ,  高見彰淑 ,  牧野美里 ,  吉田英樹 ,  福田真由：家族介護者の介護負担感につ

いての文献的考察 .  リハビリテーション・ケア合同研究大会 2016,  2016 年 10 月 27 日～29

日 ,  つくば市 .  

 

⑭  前田貴哉 ,  吉田英樹 ,  天坂興 ,  佐々木知行：人工膝関節全置換術後に行われる電気刺

激療法の違いが鎮痛及び運動機能回復に及ぼす影響に関する予備的検討 .  第 34 回東

北理学療法学術大会 .  2016 年 11 月 12 日～13 日 ,  秋田 .  

 

⑮  天坂興 ,  吉田英樹 ,  原幹周 ,  小田桐伶 ,  前田貴哉：NMES のオン時間とオフ時間の比率

の違いが筋血流量に与える影響に関する検討 .  第 34 回東北理学療法学術大会 .  2016 年

11 月 12 日～13 日 ,  秋田 .  

 

⑯  前田貴哉 ,  吉田英樹 ,  天坂興：神経筋電気刺激による即時的な筋力増強効果の可能性：

Ramp up 及び Ramp down t ime に着目して .  第 40 回青森県理学療法士学会 .  2016 年

6 月 18 日～19 日 ,  五所川原 .  

 

⑰  山根優一 ,  吉田英樹 ,  森聡 ,  山田将弘：回復期脳卒中患者の重度感覚障害に対する末

梢神経電気刺激療法と課題指向型練習併用の効果：AB デザインによる検討 .  九州理学

療法士・作業療法士合同学会 2016.  2016 年 11 月 12 日～13 日 ,  鹿児島 .  

 

⑱  森聡 ,  山根優一 ,  佐藤未央 ,  吉田英樹 ,  山田将弘：脳卒中患者の手指機能低下に対す

る末梢神経電気刺激療法を意図した Silver Spike Point 療法の効果：2 症例のシングルケ

ーススタディ .  第 26 回福岡県理学療法士学会 ,  2017 年 2 月 12 日 ,  福岡 .  

 

3.論文等  

①  前田貴哉 , 吉田英樹：心拍変動超低周波数成分に着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．東北理学療法学  28: 55-60, 2016. 

《要旨》 

本研究の目的は，生体における熱生産や生体に対する熱刺激と関連する心拍変動超低周波数

成分（VLF）を用いて，キセノン光（Xe 光）の星状神経節近傍照射（Xe-LISG）の主たる作用機序が

Xe 光の温熱作用と光化学作用のいずれであるのか検討することである．健常者 16 例を対象とし，

安静背臥位にて 10 分間の Xe-LISG を行う研究 1 と，Xe-LISG を伴わない 10 分間の安静背臥位
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保持（コントロール）を行う研究 2の両研究を実施した．その上で，Xe-LISGおよびコントロール実施

中の手指皮膚温と Xe-LISGおよびコントロール実施前後での VLFを測定した．結果，手指皮膚温

はコントロール実施中でのみ有意な低下を認めたが，VLF は Xe-LISG 及びコントロール実施前後

での明らかな変化を認めなかった．Xe-LISG の実施前後で，熱刺激に関連した指標である VLF に

明らかな変化が認められなかったことから，Xe-LISG の主たる作用は，Xe 光の光化学作用が主体

となっている可能性が示唆された． 

 

② 照井駿明 , 吉田英樹 , 前田貴哉：直線偏光近赤外線の星状神経節近傍照射を用いた肩手症候

群を有する脳卒中後片麻痺患者の麻痺側上肢機能改善に関する検討 . 東北理学療法学  28: 

20-26, 2016. 

《要旨》 

本研究では，直線偏光近赤外線（LPNR）の星状神経節（SG）近傍照射が，脳卒中後肩手症候群

（SHS）患者の疼痛や関節可動域制限といった臨床症状を改善し得るか否か検討することを目的と

した．対象は，脳卒中患者 13名に対して，【実験 1】安静背臥位を 15分間保持（馴化時間）後，10

分間の LPNR の SG 近傍照射と，【実験 2】馴化時間終了後，10 分間の安静背臥位を実施した．

検定項目は，手指皮膚温と，Numeric rating scale（NRS），肩関節屈曲可動域（肩屈曲 ROM）とし

た．結果，手指皮膚温について，実験 1，2 ともに有意な皮膚温の上昇を認めた．肩屈曲 ROM と

NRS について，実験 1 では有意な ROM の拡大，NRS の減少を認めたものの，実験 2 では有意な

変化は認められなかった．以上から，LPNRの SG近傍照射が，SHS患者の臨床症状を改善させる

可能性が示唆された． 

 

③ 花田真澄 , 吉田英樹 , 片石悠介 , 谷脇雄次 , 志田航平 , 嶋田有紗 , 天坂興 , 中村洋平 , 前田

貴哉 , 照井駿明：キセノン光の星状神経節近傍照射を用いた精神的ストレス軽減の可能性に関す

る検討．秋田理学療法  24: 35-40, 2016. 

《要旨》 

【目的】本研究の目的は, キセノン光の星状神経節近傍照射  (Xe-LISG) を用いた精神的ストレス

軽減の可能性について検討することであった.  

【対象と方法】健常者 17名を対象とし, 以下の 2つの実験を実施した. <実験 1> 10分間の安静座

位  (馴化 ) 終了後 , 精神的ストレス負荷として 15 分間の内田クレペリン検査を実施し, その後に

10 分間の安静座位での Xe-LISG を実施した. <実験 2> 実験 1 と同様に馴化後に精神的ストレス

負荷を加えた後 , Xe-LISG を伴わない 10 分間の安静座位を実施した. 評価指標として, 心拍変

動に基づく交感神経活動と前頭前皮質の脳血流量 , 総合感情障害指標  (TDM) を用いた.  

【結果】実験 1 では実験 2 と比較して, 交感神経活動の有意な低下と脳血流量の低下傾向を認め

たが, TMD には明らかな違いを認めなかった. 

【結論】Xe-LISG による精神的ストレス軽減の可能性が部分的に認められた . 

 

④ 森聡 , 吉田英樹 , 山田将弘：足関節に重度の背屈可動域制限を呈した透析患者に対し , アキレ

ス腱部への超音波療法が有効であった一症例：関節可動域が歩行速度と運動耐容能に及ぼす

影響．理学療法福岡  29: 61-64, 2016. 

《要旨》 

〔目的〕透析患者の関節可動域  (以下 , ROM) 制限に対する超音波  (以下 , US) 照射と持続伸

張の併用効果を検証し, その効果が歩行能力に及ぼす影響について検討する事とした . 

〔対象〕重度の両側足関節背屈 ROM 制限があり, 歩行速度が著しく低下した透析  (以下 , HD) 

患者 1 名とした. 

〔方法〕研究モデルを A-B-A'デザインとし, 介入期に両側アキレス腱へ US 照射を行った. 

〔結果〕介入期 , 撤回期で関節可動域の増大 , 歩行速度の増大 , 6 分間歩行距離の増大が認め

られた. 

〔結語〕US 照射と持続伸張を組み合わせることで , ROM を改善させる可能性が示唆された. 足関
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節の背屈 ROM の改善が歩行速度の増大 , 6 分間歩行距離の増大を引き起こすことが考えられた . 

 

⑤ 前田貴哉，吉田英樹：非特異的腰痛に対する TENS とホットパックの併用施行が奏効した一症例 . 

理学療法研究  33: 8-10, 2016. 

《要旨》 

近年 , 経皮的電気神経刺激療法 (TENS)による効果的な鎮痛を得るためには十分なパルス振幅

での電気刺激が必要であるとされている . パルス振幅を大きくした際に問題点となるのが電気刺激

に伴う不快感であり, その因子の一つに皮膚の電気抵抗がある . そこで電気刺激による不快感を

減少させる手段として, ホットパックに注目した . 今回筆者らは, 非特異的腰痛を有する症例に対

して, TENS 単独施行と TENS とホットパックを併用施行した際のパルス振幅や鎮痛効果について

比較・検討を行った. 非特異的腰痛を有する患者に対して 2種類の介入を 1週間の間隔を空けて

実施した. 介入 1(TENS 単独施行);安静腹臥位にて, 疼痛部位を挟むように電極を貼付して 15

分間の TENS を施行した. 介入 2(TENS とホットパックの同時施行 );介入 1 と同条件で電極を貼付

した後に, 15 分間の TENS とホットパックを同時に施行した. 各介入開始前後に, VAS と NRS を用

いて起居動作時の疼痛を評価した . また, 各介入におけるパルス振幅の大きさも比較した . 各介

入における VAS 及び NRS の変化量とパルス振幅を記載する. TENS 単独施行について, VAS は

27mm, NRS は 3 の改善を認め, パルス振幅は 23mA であった. TENS とホットパックの併用につい

て, VAS は 58mm, NRS は 5 の改善を認め, パルス振幅は 26mA であった. TENS に関する最近の

報告では高強度 TENS は低強度 TENS より優れた鎮痛効果があることが報告されている . 本症例

でも TENSとホットパックを併用施行した場合は TENS単独施行よりも大きなパルス振幅での刺激が

可能であり , 高い鎮痛効果を示した . これはホットパックの使用により皮膚の電気抵抗が低下し , 

電気刺激に伴う不快感が軽減された結果 , より大きなパルス振幅での電気刺激が可能となったた

めと考えられた. 

 

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（所属分科学会：日本基礎理学療法学会，日本神経理学療法学会，日

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

育学会，所属部門：物理療法部門，精神・心理領域理学療法部門）  

②日本物理療法学会  

③理学療法科学学会  

④脳機能とリハビリテーション研究会  

⑤日本生理人類学会  

 

2)学外委員会・協議会等  

①第 51 回日本理学療法学術大会  演題査読委員（領域：基礎理学療法）  

②第 34 回東北理学療法学術大会  座長（ポスターⅠ（物理療法 1 および生活環境 4）） 

③日本トレーニング科学会機関誌「トレーニング科学」論文査読委員（査読件数：1 件）  

④日本生体応用計測研究会機関誌「生体応用計測」論文査読委員（査読件数：1 件）  

⑤日本理学療法士協会東北ブロック協議会機関誌「東北理学療法学」論文査読委員（査

読件数：1 件）  

 

3)学外依頼講演等  

①第 24 回日本物理療法学会学術大会「臨床と教育の立場から物理療法を考える」シンポ

ジスト .  2016 年 11 月 5 日～6 日，仙台 .  

②北九州物理療法研究会「疼痛と物理療法に関する最新の知見」講師 .  2017 年 3 月 4 日，

北九州 .  
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5.その他  

 

1）「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）．  

 

2）「独立行政法人日本学術振興会審査委員候補者」としての登録   

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

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

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

②運動療法学（中枢神経系） 

②運動学  

③福祉住環境学  

担当科目 教養教育科目：基礎ゼミ、ローカル科目「青森の自然-青い森の食材機能学 -」 

1年：理学療法学総論  

2年：理学療法管理・運営論（後期）、歩行解析セミナー（後期） 

3年：スポーツ障害理学療法演習（前期）、福祉住環境学（後期），福祉機器適合論（後

期）、地域リハビリテーション論（後期）、理学療法研究演習（後期），臨床実習Ⅱ（

前期）、臨床実習Ⅲ（後期） 

4年：臨床実習Ⅳ（前期），卒業研究（後期） 

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  

弘前市医師会看護専門学校看護学科（担当科目：在宅看護援助論Ⅱ） 

e-mail  pttoshi@hirosaki-u.ac. jp  

 

1.著 書 

 

 なし 

  

2.学会等発表 

① 藤田俊文、冨澤登志子，北島麻衣子，高間木静香，七島直樹，前多隼人，加藤陽治，岩田学：

カシスアントシアニン摂取が運動後の酸化ストレスに及ぼす影響．第 51 回日本理学療法学術大

会，平成 28 年 5 月 27 日～29 日、札幌市  

《要旨》 

健常成人 20 名を対象に、プラセボ対照二重盲検試験にて実施した。カシス抽出粉末カプセル摂

取群（カシス摂取群）と乳糖粉末カプセル摂取群（プラセボ群）に各 10 名に無作為に振り分けた。

全身振動刺激装置を使用して、自覚的運動強度 Borg スケールで【かなりきつい（17）】に到達する

までの運動負荷を実施した。測定項目は、酸化ストレス度（d-ROMs），抗酸化能（BAP），潜在的

抗酸化能（BAP/d-ROMs 比）とした。カプセル摂取後安静 60 分（運動前），運動負荷直後（運動

直後），運動終了後安静 60 分（終了後 60 分）の時点の dROMs，BAP を測定し、分割プロットデ

ザインによる分散分析を用いて比較した。一般的に激しい運動直後に酸化ストレスは上昇し，それ

を制御するために生体内では抗酸化物質（アルブミン，尿酸など）が生成され，生体内の酸化ストレ

スと抗酸化能のバランスが維持される仕組みになっている。しかし，プラセボ群では終了後 60 分で

安静時よりも BAP が有意に低下し，激しい運動により生体内の抗酸化物質が不足している状態で

あり，逆にカシス摂取群では BAP の急激な減少を抑制できていることが示唆された。以上よりカシ

ス摂取は運動後の酸化ストレス，抗酸化能のバランスを調整する効果があることが示唆された。  

 

② 野呂一幾、藤田俊文：全身振動刺激（Whole body vibration）が腰部・下肢柔軟性に与える影響

（口述）、第 34 回東北理学療法学術大会、平成 28 年 11 月 12 日～13 日、秋田市  

 

③ 木村賢人、若山佐一、藤田俊文：注意の向け方の違いが不安定板上での姿勢動揺およ

び下肢筋活動に及ぼす影響（口述）、第 34 回東北理学療法学術大会、平成 28 年 11 月

12 日～13 日、秋田市  
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3.論文等 

 

① 藤田俊文，岩田学：全身振動刺激が筋機能・循環動態へ与える影響の解明．地域ケアリング，18

（5）：101-105、2016． 

《要旨》 

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

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

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

環動態を捉えることで筋代謝の状況を推測できる可能性が示唆された。  

 

② 藤田俊文，岩田学：全身振動刺激時の生理的反応と臨床応用．BIO Clinica，32（1）：88-93、

2017． 

《要旨》 

全身振動刺激の運動生理学的反応と臨床応用について述べた。特に筋機能や循環動態に与え

る影響から健常成人や脳卒中患者を対象とした基礎研究を実施し、全身振動刺激により筋機能

の向上や，パフォーマンスへの即時効果が見られることが示唆された。これらの結果より、全身振動

刺激を用いたトレーニングの積極的な臨床応用が望まれる。 

 

 

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  

②一般社団法人理学療法科学学会  

③一般社団法人青森県理学療法士会  

④日本ニューロリハビリテーション学会  

⑤World Federation for NeuroRehabilitation 

⑥日本カシス協会  

⑦福祉住環境コーディネーター協会  

⑧東北理学療法教育研究会  

⑨青森県アスレティックトレーナーの会  
 

2)学外委員会・協議会等  

①青森県理学療法士会理事  

②青森県理学療法士会学術局長  

③日本理学療法士協会東北ブッロク協議会学術局員  

④第 52 回日本理学療法学術大会演題査読委員  

⑤第 34 回東北理学療法学術大会演題査読委員  

⑥弘前市地域包括ケア会議委員  

 

3)学外依頼講演等  

①弘前静光園デイサービスセンター研修会講師  

平成 28 年 7 月 28 日（於：弘前静光園デイサービスセンター（弘前市））  

②弘前市第三地域包括支援センター  地域ケア会議  

平成 28 年 9 月 15 日（於：特別養護老人ホーム弘前静光園（弘前市））  

③予防救急講習会  

平成 29 年 3 月 12 日（於：中央公民館岩木館（弘前市））  

講演内容：家庭内外の危険箇所 -こうすれば少し改善 !？- 
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5.その他 

 

1)共同・委託等研究活動  

①脳卒中患者における全身振動刺激装置を用いた臨床研究  

・財団法人黎明郷の医師、理学療法士との研究活動を実施中  

②カシスの機能性に関する研究  

・日本カシス協会との共同研究  

③振動刺激の効果に関する基礎研究  

・インターリハ株式会社との共同研究  

④経皮的酸素注入法に関する基礎研究  

・ウイスマー株式会社との共同研究  

 

2)平成 28 年度弘前大学機関研究（若手機関研究） 

研究課題：カシスの新規保健機能探索  -あおもりカシス「食の総合プロデュース」に向けて-  

研究期間：平成 28 年度から 3 年間  

研究担当：代表者：七島直樹、分担者：前多隼人、冨澤登志子、藤田俊文、福田覚、堀江香代、

北島麻衣子  

 

3)平成 28 年度弘前大学若手・新任研究者支援事業  研究助成金獲得  

   研究課題：カシスアントシアニン摂取による運動負荷後酸化ストレス応答  

   研究期間：平成 28 年度  

 

4）トレーナー活動  

○第 98 回全国高等学校野球選手権青森大会（平成 28 年 7 月 7 日～20 日，はるか夢球場（弘前

市），担当日：13 日，14 日、15 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）・内部障害系理学療法学実習（前期）・

運動療法学実習（後期） 

3年：小児理学療法学演習（前期）・臨床実習Ⅰ（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） 

教養教育科目：運動とリハビリテーションＢ（子どもから老人まで）（前期） 

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  

 

①  Makino M, Kanomata H, Shuit C, Takami A: The effects of ankle push-off in backward 

walking for ankle joint and hip joint. The Asian Confederation of Physical Therapy 2016

（2016 年 10 月 Kuala Lumpur, Malaysia）  

≪Abstract≫  

[Purpose]  The purpose of this study was to investigate the differences in the kinetic and 

kinematic factors of different ankle push-offs during backward walking (BW). [Subjects and 

Methods] Fourteen healthy young adults. Subjects were required to walk over a 5-m walkway at 

a self-selected pace under three conditions: Natural Push-off BW, Increased Push-off BW, and 

Decreased Push-off BW. [Results] Walking speed and stride length increased in the order of 

Decreased Push-off BW, Natural Push-off BW, and Increased Push-off BW. The peak value of 

the hip extension angle was higher in Increased Push-off BW than in Decreased Push-off BW. 

[Conclusion] Ankle push-off can help increase the walking speed and improve the propulsive 

force of the ankle joint in BW. Hip joint movement plays an important role in BW to 

accommodate for the disadvantage ankle strategies have in this type of walking.  

 

② Kimura Y, Yamamoto Y, Naraoka T, Karita Y, Tsuda E, Ishibashi Y, Makino M: Lower leg 

biomechanics asymmetries during landing in patients after anterior cruciate ligament 

reconstruction. IOC World Conference Prevention of Injury and Illness in Sport（2017 年 3

月 Monaco） 

 

③ Shuit C, Takami A, Makino M, Iwata M, Sutou M: The relationship between arm swing and 

walking abilities in healthy adults -Imaging of hemiplegia case-. The Asian Confederation of 

Physical Therapy 2016（2016 年 10 月  Kuala Lumpur, Malaysia） 

 

③村上正和，高見彰淑，牧野美里，吉田英樹、福田真由：家族介護者の介護負担感についての文

献的考察．リハビリテーション・ケア合同研究大会 2016（2016 年 10 月，つくば市） 
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３．論文等  

 

①  Misato Makino, Akiyoshi Takami,  Atsushi  Oda :Comparison of  forward walking 

and backward walking in stroke hemiplegia patients focusing on the paretic s ide .  J  

Phys Ther  Sci ,  29(2):  187-190, 2017.  

≪Abstract≫  

[Purpose]  To invest igate  the features  of  backward walking in  s troke pat ients  with 

hemiplegia  by focusing on the joint  movements and moments  of  the  paret ic s ide,  

walking speed, s tr ide length,  and cadence. [Subjects and Methods] Nine s troke pat ients  

performed forward walking and backward walking along a  5 -m walkway.  Walking speed 

and s tr ide length were self -selected.  Movements  were measured using a 

three-dimensional motion analysis  system and a force plate .  One walking c ycle of the 

paret ic  s ide was analyzed.  [Results]  Walking speed,  s tr ide length,  and cadence were 

s ignif icantly lower in  backward walking than in  forward walking.  Peak hip extension 

was s ignif icantly lower in  backward walking and peak hip f lexion moment,  kne e 

extension moment,  and ankle dorsif lexion and plantar f lexion moments were lower in  

backward walking.  [Conclusion]  Unlike forward walking,  backward walking requires  

conscious hip joint extension. Conscious extension of the hip joint  is  hard for s troke 

pat ients  with  hemiplegia .  Therefore ,  the range of hip  joint  movement decl ined in 

backward walking, and walking speed and s tr ide length also decl ined.  The peak ankle 

plantar  f lexion moment was s ignif icantly lower in  backward walking than in forward 

walking, and i t  was hard to generate propulsion power in backward walking.  These 

diff icul t ies  a lso affected the walking speed.   

 

②  Kouji  Yamashita,  Akiyoshi  Takami,  Saichi  Wakayama,  Misato Makino ,  

YoshirihoTakeyama :  Effectiveness of  new sedation and rehabil itat ion met hods for 

crit ical ly  i l l  patients  receiving mechanical  venti lat ion.  J  Phys Ther Sci  29(1):  

138-143, 2017.  

≪Abstract≫  

[Purpose] The purpose of this  s tudy was to  invest igate the effects of  new sedation 

management methods and cooperat ion between nurses  and physical  therapis ts on the 

durat ion of  mechanical  venti la t ion and hospita l izat ion.  [Subjects  and Methods]  Pa t ients  

who had been treated at  the s tudy hospita l  2  years  before  and af ter  the implementat ion 

of the new methods were analyzed retrospect ively and classif ied into a “control group” 

and an “intervention group”, respect ively.  Both groups were analyzed and su bsequently 

compared regarding the effects  of the new sedation and cooperat ive rehabil i ta t ion. 

[Results] A total of 70 pat ients met  the inclusion cr i ter ia and were divided evenly into 

the two groups.  No signif icant differences were found between the groups in  age,  

APACHE II score,  or  durat ion of s tay in hospita l .  On the other hand, s ignif icant 

decreases  were seen in  the durat ion of sedation and intubation, mechanical  venti la t ion, 

and s tay in  the emergency ward,  as  well  as  t ime unti l  s tanding.  In  addit ion,  af ter 

in tervention, three pat ients undergoing venti la tor t reatment  were able to be ambulated.  

[Conclusion]  These resul ts  suggest  that  the new sedation and cooperat ive rehabil i ta t ion 

methods for cr i t ical ly i l l  pat ients  were effect ive in the ear ly s tage of  t re atment  and 
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shortened the durat ion of  s tay in  the ward.  

 

③  Toshihiko Miura,  Akiyoshi Takami,  Misato Makino ,  Akira Ishikawa, Yuka 

Ishikawa: Rate of  oral  intake and effects of  mechanical insuff lat ion -exsuff lat ion on 

pulmonary complicat ions in patients with Duchenne muscular dystrophy． J Phys 

Ther Sci  29(3):  487 -490,  2017.  

≪Abstract≫  

[Purpose] In  Duchenne muscular dystrophy,  i t  increases r isks  of diff icul t ies of  

expectorat ion of secret ion,  asphyxia ,  aspirat ion pneumonia because of  decreas ed cough 

function.  The aim of  this  s tudy is  to  prove that  manually assis ted coughing or 

mechanical  insuff la t ion -exsuff la t ion prevents  pulmonary complicat ion and contr ibute  to 

continue oral  in take safely and continue rate of oral  in take in  Duchenne muscular  

dystrophy.  [Subjects  and  Methods]  We invest igated the s ta tus of using venti la tor ,  

manually assis ted coughing or  mechanical  insuff la t ionexsuff la t ion,  and oral in take or 

not .  In  addit ion,  we inspected the frequency of  fever  (over  37 °C) needed antibiot ics  

f rom medical records for  index of respiratory tract  infect ion,  and compared with every 

period of  using mechanical  insuff la t ion-exsuff la t ion from respiratory evaluat ion on 

cough peak f low.  [Results]  Fif ty -eight  pat ients  part ic ipated  in  this  s tudy.  There were  

45 Full -t ime noninvasive posi t ive pressure venti la t ion pat ients.  Forty -three in  45 

Full -t ime noninvasive posi t ive pressure venti la t ion pat ients  (95.6%) avoided 

tracheostomy and continued noninvasive posi t ive  pressure venti la t ion because they 

continued ora l in take without t racheal intubation due to the respiratory acute 

exacerbat ion  by asphyxia  or  aspirat ion pneumonia.  [Conclusion]  Duchenne muscular 

dystrophy pat ients can continue  oral  in take safely while  preventing pulmonary 

complicat ion by using manually assis ted coughing or mechanical  

insuff la t ion-exsuff la t ion.  

 

④  津田英一，木村由佳，苅田祐希子，牧野美里，石橋恭之：ACL 損傷・再損傷予防へのア

プローチ．関節外科 36（3）：248-254，2017.  

≪要旨≫  

スポーツ傷害の発生にはさまざまな要因が関与するが ,  Bahr らが提唱するスポーツ傷害モ

デルでは ,  それらの要因を大きく 3 つに分類し ,  時間的要素も加味して説明している .  まず 1

つ目は選手個人が有する内的因子であり ,  年齢 ,  性別 ,  身体特性 ,  運動能力 ,  スキルなど

が含まれる .  2 つ目はスポーツ活動中に選手が曝露される外的因子であり ,  プレー環境やル

ール ,  用具・防具が挙げられる .  3 つ目は傷害発生を誘発する場面への遭遇であり ,  受傷の

引き金となるプレー ,  対戦相手からの干渉 ,  その結果生じる姿勢や肢位の変化などである .  

これら複数の要因が重なったとき ,  つまり特定の内的因子を有した選手が ,  外的因子に曝

露され ,  受傷頻度の高いプレー場面に遭遇した際に傷害が発生する .  従って ,  スポーツ傷

害の予防を考える際には ,  上記のいずれか ,  あるいは複数の項目にアプローチすることが必

要となるが ,  対象となる項目によって必要な手法や期待される効果も異なる .  

 

４．社会活動  

 

1)所属学会および職能団体など  
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①日本理学療法士協会  

②青森県理学療法士会  

③日本重症心身障害学会  

④重症心身障害理学療法研究会  

⑤日本赤ちゃん学会  

⑥臨床歩行分析研究会  

⑦日本理学療法科学学会  

⑧バイオメカニズム学会  
 

2)学外委員会・協議会等  

 なし  
 

3)学外依頼講演等  

なし  

 

５．その他  

 なし  

38



氏   名   髙橋  純平（たかはし じゅんぺい）  

専   門  ①理学療法評価学  

②運動療法学  

③身体運動学  

担当科目 1年 ：教養教育科目 「運動と健康 A‐運動とリハビリテーションB（子どもから老人

まで）‐」（前期 ）  

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）・理学療法評

価学実習（前期）・筋骨格系障害理学療法学実習（後期）・物理療法学実習（後

期） 

3年：神経系障害装具学演習（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） 

大学院博士前期課程：理学療法臨床推論特論（前期） 

非常勤  

講師等  
なし  

e-mail  junpei@hirosaki-u.ac. jp  

 

1.著  書  

 

 なし 

 

2.学会等発表  

 

① 高橋  純平，西山  徹：脳卒中片麻痺者における上肢を用いた立ち上がり動作の運動学的特徴，

第 51 回日本理学療法学術大会，平成 28 年 5 月 28 日，札幌市． 

《要旨》 

本研究の目的は，脳卒中片麻痺者における上肢を用いた立ち上がり動作の運動学的特徴に

着目し，動作中の関節角度が立ち上がり方法の違いによって変わるかを明らかにすることであっ

た。その結果，上肢支持なし群と Push 群は立ち上がる際にしっかりと体幹前傾を行い，殿部離床

に伴い下腿が前傾するという同様の特徴を示したが，Pull 動作は手すりを引くことによって，動作初

期より上体を前上方に持っていくため，関節角度が小さいという特徴がみられた。これは健常人の

動作と同様であり，脳卒中片麻痺者の立ち上がり練習においても，これらのことを考慮する必要が

ある結論に至った。 

 

② 高橋  純平，川崎くみ子，五十嵐世津子，赤池あらた，對馬  均：骨盤底筋体操の実効性をたか

めるための基礎的研究，第 3 回保健科学研究発表会，平成 28 年 9 月 3 日，弘前市  

 

③ 長澤  卓真，高橋  純平：ダイレクトストレッチングによる即時的伸張効果の検証，第 34 回東北理

学療法学術大会，平成 28 年 11 月 12 日，秋田市  

 

3.論文等  

 

① Jumpei Takahashi，Toru Nishiyama, Yoshimasa Matsushima：Does grip strength on  the 

unaffected side of patients with hemiparetic stroke reflect the strength of other   

ipsilateral muscles? ．Journal of Physical Therapy Science, 29: 64-66, 2017． 

《要旨》 

本研究の目的は脳卒中片麻痺者において，非麻痺側の握力が非麻痺側筋力の指標になり得

るかを検討することである。対象は，脳卒中片麻痺者 31 名を対象に調査した結果，非麻痺側の握
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力と他の筋力には中等度の相関が認められ，とくに下肢筋よりも上肢筋との相関係数が高値を示

した。これらのことから，脳卒中発症後の廃用症候群などにより筋力が低下している場合において

も，非麻痺側の握力は非麻痺側筋力，特に上肢筋力と相関関係が成り立つことが示唆された。  

 

4.社会活動  

 

1)所属学会および職能団体など 

①日本理学療法士協会  

②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「東北理学療法学」査読委員  
 

3)学外依頼講演等  

なし 

 

5.その他  

①健康相談とリスクコミュニケーション（福島県浪江町，二本松市）（8/29，9/27-28，） 
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氏   名  石川  大瑛（いしかわ たかあき）  

専   門  ①身体運動学  

②筋骨格系理学療法学  

③スポーツ理学療法学  

担当科目 2年：運動学実習 (前期 )・筋骨格系理学療法学実習 (後期 )・人体形態学実習 （後

期 ）  

3年：スポーツ障害理学療法学演習（前期）・臨床実習Ⅰ(前期 )・臨床実習Ⅱ(前期 )  

非常勤  

講師等  

なし 

e-mail  takaaki@hirosaki-u.ac. jp  

 

1.著  書  

 

なし  

 

2.学会等発表  

 

① 石川大瑛，畠山優，阿部寛子，柏木智一，伊藤麻子，山内紗貴子，豊口卓，笹島真人，花田真

澄，横山徹．頚椎症性脊髄症の術後患者の JOACMEQ の経過および年齢の影響について．第

51 回日本理学療法学術大会，平成 28 年 5 月 27-29 日，札幌市． 

《要旨》 

【目的】頚髄症患者の術後の JOACMEQの経過と年齢の影について調査した。【対象】頚髄症と診

断され手術を施行し、かつ術後 6 か月経過した 44 名とした。【方法】JAO スコア、JOACMEQ、Grip

＆Release、Foot tapping test を術前、術後 3・6 か月に評価し、年齢と評価時期を 2 要因とした反

復測定による二元配置分散分析を行った。【結果】JOA スコアと Foot tapping test において年齢と

評価時期に主効果を認めた。また、JOACMEQ 上肢スコア、下肢スコア、Grip＆Release に年齢に

おいて主効果を認めた。【考察】JOACMEQ は 6 か月まででは改善が認められず、改善には時間を

要することが考えられた。高齢での主効果が認められる項目が多く、高齢群は頚髄症の重症化や

既往症などの影響が考えられた。 

 

② 石川大瑛，横山寛子，前田健太郎，浦本史也，藤林直樹，鹿内和也，伊藤亮太，川口陽亮，尾

田  敦：健常者における外反母趾角と静的後足部アライメントは関連があるか．第 34 回東北理学

療法学術大会，平成 28 年 11 月 12-13 日，秋田市． 

《要旨》 

【目的】健常者における静的立位での外反母趾角と後足部アライメントの関連性を明らかとすること

とした。【方法】対象は健常大学生 178 名とした。評価内容は、外反母趾角、内反小趾角、足底の

接地率、足部アーチ高率、Leg-Heel-Angle（LHA）、Floor-Heel-Angle（FHA）とした。統計学的処

理としては、外反母趾角を従属変数、内反小趾角、足底の接地率、足部アーチ高率、LHA、

FHA、BMI を独立変数とした重回帰分析を行った。【結果】外反母趾角の平均値は 11.1±5.2 度で

あった。外反母趾角が 20度を超えた例は 7足であった。外反母趾角を従属変数とした重回帰分析

の結果、足部アーチ高率（β＝-0.25、p＜0.05）と内反小趾角（β＝ -0.16、p＜0.05）が選択された

（R2＝0.11、p＜0.05）。【考察】外反母趾角に影響を及ぼす因子としてはアーチ高率、内反小指角

が選択されたが、その R2 は低く、動的因子など、その他の要因が強く影響すると考えられた。  

 

③  柏木智一，横山徹，阿部寛子，畠山優，豊口卓，石川大瑛，伊藤麻子，山内紗貴子，本間昌

41



大，笹島真人，花田真澄．腰部脊柱管狭窄症術後 1 年における歩行能力の経時的変化．第 51

回日本理学療法学術大会，平成 28 年 5 月 27-29 日，札幌市． 

 

④ 鹿内和也，尾田  敦，川口陽亮，吉田深咲，石川大瑛，藤林直樹，伊藤亮太，前田健太郎，浦

本史也，横山寛子：小学生の 50m 走のタイムと足趾把持力及び足部内側縦アーチの関係．第 34

回東北理学療法学術大会，平成 28 年 11 月 12-13 日，秋田市． 

 

⑤ 川口陽亮，尾田  敦，石川大瑛，鹿内和也，吉田深咲：膝関節位置覚に対するキネシオテープの

効果の検討―テープ伸張率に着目して―．第 34 回東北理学療法学術大会，平成 28 年 11 月

12-13 日，秋田市． 

 

3.論文等  

 

① 澤田徹平，尾田敦，成田大一，石川大瑛，高橋信人：Foot posture index-6 の検者内信頼

性・誤差範囲の検討．靴の医学，30(2)：26-30．2016． 

 

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日本靴医学会  

③東北理学療法教育研究会  

④青森県理学療法士会  
 

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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