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日本ヘルスプロモーション理学療法学会学術集会のお知らせ

生活不活発病のヘルスプロモーション～科学的根拠に基づく理学療法～



大会プログラム

特別講演 （9：35～10：20）

『転倒予防～理学療法の最前線～』

座長：村田 伸（京都橘大学健康科学部教授）

演者：島谷 康司（県立広島大学保健福祉学部教授）

一般演題 第 1セッション（5 演題，10：30～11：30） 発表 8分，質疑応答 3 分

座長：大田尾 浩（西九州大学リハビリテーション学部准教授）

1. 肺がん患者の術前における歩行テストの臨床意義

阿波邦彦（大和大学，大阪府立大学大学院），堀江淳，内藤紘一（京都橘大学），平山善康，

太田垣あゆみ，松井萌恵，田中宇大，小池初慧（三菱京都病院リハビリテーション部），

山下直己（三菱京都病院呼吸器外科），伊藤健一（大阪府立大学大学院）

2. COPD 患者の栄養状態の相違による，呼吸・身体機能，身体能力，生活の質の差異の検証

堀江淳（京都橘大学，NPO 法人はがくれ呼吸ケアネット），

林真一郎（高邦会高木病院，NPO 法人はがくれ呼吸ケアネット）

3. 高齢者における筋力の非対称性と身体動揺性の関係

幸田仁志（京都橘大学，畿央大学大学院），甲斐義浩，村田伸（京都橘大学），

大杉紘徳（城西国際大学），阿波邦彦（大和大学），福本貴彦，今北英高（畿央大学大学院）

4. 加齢変化が 3 次元肩甲骨運動におよぼす影響

甲斐義浩，村田伸（京都橘大学），政所和也（医療福祉専門学校緑生館），

古後晴基（西九州大学），岩瀬弘明（京都橘大学）

5. 超音波による筋輝度解析の信頼性－解析エリア別の検証－

石川淳（KKR 高松病院リハビリテーションセンター, 県立広島大学大学院），

田中聡（県立広島大学），長田剛（KKR 高松病院検査科）

一般演題 第 2セッション（5 演題，11：40～12：40） 発表 8分，質疑応答 3 分

座長：堀江 淳（京都橘大学健康科学部教授）

6. 手指感覚識別時の手指循環調節能に対する感覚トレーニングの効果

村田潤（長崎大学），村田伸，甲斐義浩（京都橘大学），古後晴基（西九州大学），

梅木奈穂（長崎大学）



7. グリップテストの妥当性と信頼性

白岩加代子，村田伸，安彦鉄平，堀江淳（京都橘大学）

8. 多職種連携による高齢者のための健康教育プログラムの実践と効果

－健康教育によるヘルスプロモーションと専門職の役割－

木林勉，越納美和（金城大学）

9. 海浜セラピーの紹介

大塚彰（広島都市学園大学），姫澤孝典（松本病院），石倉英樹（広島都市学園大学），

金井秀作，田中聡，小野武也（県立広島大学）

10. 海浜環境での活動が人の気分に及ぼす影響について

姫澤孝典（松本病院，県立広島大学大学院），田中聡，金井秀作，島谷康司（県立広島大学），

大塚彰（広島都市学園大学）

教育講演 （13：40～14：25）

『廃用症候群』

座長：宮崎 純弥（京都橘大学健康科学部教授）

演者：小野 武也（県立広島大学保健福祉学部教授）

一般演題 第 3セッション（5 演題，14：35～15：35） 発表 8分，質疑応答 3 分

座長：久保 温子（西九州大学リハビリテーション学部准教授）

11. ラット足関節に発生した関節拘縮に対するストレッチングがヒラメ筋内のコラーゲン線維量に

与える影響

石倉英樹（広島都市学園大学），小野武也（県立広島大学），相原一貴，

佐藤勇太（県立広島大学大学院），田坂厚志（大阪保健医療大学），梅井凡子，

積山和加子，沖貞明（県立広島大学），大塚彰（広島都市学園大学）

12. 後肢懸垂を伴う関節固定によって発生した関節可動域制限の回復に要する期間に関する研究

－ラットを用いた実験的研究－

佐藤勇太（県立広島大学大学院），小野武也（県立広島大学），

石倉英樹（広島都市学園大学），相原一貴（県立広島大学大学院），

田坂厚志（大阪保健医療大学），梅井凡子，積山和加子，沖貞明（県立広島大学）



13. ターニケット使用後の筋収縮力の回復に関する検討－ラットを用いた実験的研究－

相原一貴（県立広島大学大学院），小野武也（県立広島大学），

石倉英樹（広島都市学園大学），佐藤勇太（県立広島大学大学院），

田坂厚志（大阪保健医療大学），梅井凡子，積山和加子，沖貞明（県立広島大学）

14. 廃用性筋萎縮に対する低周波電気及びパルス磁気刺激が与える効果

中西亮介，平山佑介（神戸大学大学院），田中稔（神戸大学大学院，大阪行岡医療大学），

前重伯壮（神戸大学大学院），近藤浩代（名古屋女子大学），石原昭彦（京都大学大学院），

藤野英己（神戸大学大学院）

15. モノクロタリン誘発性肺高血圧症モデルラットの二次性サルコペニアに対する

治療的電気刺激の予防効果

田中雅侑（大阪人間科学大学，神戸大学大学院），前重伯壮（神戸大学大学院），

金指美帆（県立広島大学），中西亮介，藤野英己（神戸大学大学院）

一般演題 第 4セッション（5 演題，15：45～16：45） 発表 8分，質疑応答 3 分

座長：田中 聡（県立広島大学保健福祉学部教授）

16. 最大努力下での 8 の字歩行テスト（F8Wmax）の測定方法の検証 その 1

－右回り開始と左回り開始に差があるか－

溝田勝彦，大田尾浩，宮原洋八，久保温子，満丸望（西九州大学）

17. 最大努力下での 8 の字歩行テスト（F8Wmax）の測定方法の検証 その 2

－測定空間を限定した場合－

乘村実沙，溝田勝彦，大田尾浩，久保温子，古後晴基，八谷瑞紀，満丸望（西九州大学）

18. サルコペニアおよびサルコペニア肥満者の身体・精神・認知機能の特徴

大杉紘徳（城西国際大学），村田伸（京都橘大学），矢田幸博（筑波大学大学院），

岡村祐一，張淑珍（久留米大学大学院），津田彰（久留米大学）

19. 足趾把持機能を高めるインソールが健常者の足趾機能ならびに静的・動的バランスに及ぼす

効果－ランダム化比較試験－

中野英樹，村田伸，安彦鉄平，阪本昌志（京都橘大学），松尾大，川口道生，須合洋次，

松井宏彰（アシックス商事）

20. 転倒経験高齢者の歩容の特徴

村田伸（京都橘大学），大杉紘徳（城西国際大学），矢田幸博（筑波大学大学院），

岡村祐一，張淑珍（久留米大学大学院），津田彰（久留米大学）



特別講演 転倒予防～理学療法の最前線～

県立広島大学 島谷康司

今回，「転倒予防～理学療法の最前線～」と題して，我々が取り組んでいる高齢者の転倒予防とそ

の支援および乳幼児の歩行獲得支援についてご紹介致します。

まずは，高齢者の転倒予防とその支援についてです。ヒトはカーテンや壁などに軽い力（1N 以下）

で触れるだけで姿勢動揺が減少するライトタッチコンタクト（LTC：Light Touch Contact）という

現象が知られています。この現象にはいくつかの仮説はありますが，立位・歩行に対する有効性な

ど様々な検討がなされ臨床応用も行われています。しかしながら，私の臨床経験上，カーテンや壁

など実際に触れる物がなければ LTC はできません。これに対し，我々は空中で仮想的に LTC の効

果を与え，立位・歩行を支援する方法として仮想ライトタッチコンタクト（VLTC：Virtual Light

Touch Contact）を提案しておりますので，VLTC を用いた高齢者の歩行支援や立位機能評価法につ

いてご紹介致します。次に，乳幼児の歩行支援についてです。健やかな発達を促すために養育者に

よる保育実践が展開されてはいるものの，初期歩行の遅れや不安定な歩行を呈する乳幼児の相談は

増え，より具体的な対策が望まれています。しかし現状では，初期歩行発達遅延の確立した支援方

法は見当たりません。我々は，臨床観察から初期歩行直後の乳児にヘリウムガス入り風船の紐を把

持させると歩行が安定し，歩行距離が延長することに気付きました。このことは，初期歩行期にお

ける乳幼児の新しい歩行支援法の可能性を示唆しています。そこで，乳児の歩行を支援するために，

初期歩行期の乳児に対してヘリウムガス入りの風船の紐を把持させた場合の姿勢制御についてご紹

介致します。

教育講演 廃用症候群（理学療法士へのメッセージ）

県立広島大学 小野武也

「忘れるな廃用症候群」。大学 4 年次生の臨床実習後に行われる症例検討会で私が学生に発するメ

ッセージです。臨床実習において学生は疾患について調べ評価を考えプログラムを立案しますが，

廃用症候群に目を向けていません。そもそも，理学療法の治療対象は廃用症候群です。第一次世界

大戦では軍兵士（脊損）の 80％以上が 2-3 カ月以内に死亡しています。一方，第二次世界大戦では

脊損患者 2 千人が社会復帰したと記載があります。何があったかというと，第一次世界大戦後に，

軍隊の一部に理学療法部隊ができたのです。理学療法部隊が何をやったかというと，早期離床と早

期訓練で廃用に対処したのです。戦傷兵の社会復帰に対して理学療法が効果的であったことから理

学療法は社会から注目されることになったのです。理学療法の治療対象である廃用症候群を明らか

にするためには，症状を二つに分けて整理することが有用です。一つは疾患が臓器に与える影響に

よる症状で，もう一つは廃用が臓器に与える影響による症状です。筋ジスを例に考えると，疾患が

筋に影響し筋力低下の症状が出現し，また廃用による影響が筋に筋力低下の症状をおこします。理

学療法の治療対象は，廃用による筋力低下です。このように，症状を理解するときに疾患だけでな

く廃用の視点を持つことが理学療法の治療対象を明らかにする事にとって重要です。講演では廃用

を念頭に置いた理学療法の実施手順（PTプロセス）を提案したいと思います。



肺がん患者の術前における歩行テストの臨床意義

阿波邦彦（大和大学，大阪府立大学大学院），堀江淳，内藤紘一（京都橘大学），

平山善康，太田垣あゆみ，松井萌恵，田中宇大，小池初慧（三菱京都病院リハビリテーション部），

山下直己（三菱京都病院呼吸器外科），伊藤健一（大阪府立大学大学院）

本研究の目的は，肺がん患者の術前における歩行テストの臨床意義を身体機能および健康関連

QOL との関係から検証することである。対象者は肺がん患者 36 名（年齢 73.2 ± 6.8 歳，男性 22 名，

女性 14 名）であり，歩行テストは Timed up and go test（TUG），6 分間歩行テスト（6MWT），身体

機能評価は呼吸機能検査，握力，大腿四頭筋筋力，そして心肺運動負荷テストを，健康関連 QOL 評

価は SF-36 を測定し，術後 1 ヵ月後にも SF-36 を測定した。歩行テストと身体機能および健康関連

QOL との関係を Pearson の相関分析およびステップワイズ法による重回帰分析で検証した。結果，

術前の TUG は 6.1 ± 1.5 秒，6MWT は 528.0 ± 116.8 m であり，術前における TUG と 6MWT は，各

身体機能および健康関連 QOL の身体機能に関わる領域と有意な相関を認め，身体機能に関わる健康

関連 QOL に影響する指標であった。加えて術後 1 ヵ月後の健康関連 QOL と有意な相関を認めたこ

とにより，術前における歩行テストは健康関連 QOL の観点からも臨床上意義のある評価指標である

ことが示唆された。

COPD 患者の栄養状態の相違による，呼吸・身体機能，身体能力，生活の質の差異の検証

堀江 淳（京都橘大学，NPO 法人はがくれ呼吸ケアネット），

林真一郎（高邦会高木病院，NPO 法人はがくれ呼吸ケアネット）

本研究の目的は，COPD 患者の栄養状態の相違において，呼吸・身体機能，身体能力，生活の質

に差異を生じさせるかを検証することとした。対象は，NPO 法人はがくれ呼吸ケアネットに登録さ

れている COPD 患者 279 例（平均年齢: 73.8 ± 9.3 歳, 平均%FEV1: 56.0 ± 23.7%）であった。栄養状

態の指標は BMI とし，それを 3 群に群分けした（<18.5: 低体重群，<25: 標準体重群, ≧25: 肥満群）。

呼吸・身体機能，身体能力，生活の質の指標は，mMRC，%FVC，%FEV1，IC，%MIP，%MEP，%

握力，%下肢筋力，6MWD，ISWT，NRADL，SGRQ とした。

低体重群は70例，標準体重群は148例，肥満群は61例であった。低体重群は，mMRC，%FVC，%FEV1，

IC，6MWD，ISWT，NRADL，SGRQ において，標準体重群，肥満群より有意に不良な値を示した。%

握力は，低体重群，標準体重群，肥満群の順で有意に低値を示した。

COPD 患者において，病期進行（呼吸機能）が不良になれば，栄養状態は不良となり，栄養状態

の不良は，身体機能，身体能力，生活の質に差異を生じさせることが示唆された。



高齢者における筋力の非対称性と身体動揺性の関係

幸田仁志（京都橘大学，畿央大学大学院），甲斐義浩，村田伸（京都橘大学），

大杉紘徳（城西国際大学），阿波邦彦（大和大学），福本貴彦，今北英高（畿央大学大学院）

本研究の目的は，地域在住高齢者を対象に，膝伸展筋力，足把持力，握力の非対称性と歩行時の

身体動揺性との関係性を検討することとした。対象は，地域在住の女性高齢者 63 名とした。測定項

目は，左右の膝伸展筋力，足把持力，握力および最速歩行時の身体動揺性とした。筋力の非対称性

は，左右の筋力の割合により算出された。身体動揺性は，体幹に装着した加速度センサから算出さ

れた。各筋力の非対称性と歩行時の身体動揺性との関係は，ピアソンの相関係数を用いて分析した。

また，身体動揺性との有意相関を認めた筋については，動揺を増大させる非対称性のカットオフ値

を算出した。結果，足把持力の非対称性は歩行時における身体動揺性との間に有意相関を認めた。

一方，膝伸展筋力および握力の非対称性は，歩行時における身体動揺性との間に有意相関を認めな

かった。また，身体動揺性を増大させる足把持力の非対称性のカットオフ値は 23.5％であった。足

把持力の非対称性は，歩行時の身体動揺性と関係し，23.5％を超える非対称性が動揺性増大の指標と

なる可能性がある。高齢者において足把持力の非対称性の改善は，動揺性の少ない安定した歩行を

行ううえで有用となりうる。

加齢変化が 3 次元肩甲骨運動におよぼす影響

甲斐義浩，村田伸（京都橘大学），政所和也（医療福祉専門学校緑生館），

古後晴基（西九州大学），岩瀬弘明（京都橘大学）

本研究では，若年者と高齢者を対象に，加齢変化が上肢挙上時の 3 次元肩甲骨運動におよぼす影

響について検討した。対象は，若年女性 19 名（20.4 ± 0.9 歳）と高齢女性 24 名（71.3 ± 5.9 歳）とし，

さらに胸椎後彎の有無によって姿勢変化なし群 16 名と姿勢変化あり群 8 名に割り振った。運動課題

は，座位での肩甲骨面挙上とし，磁気センサー式 3 次元空間計測装置（Polhemus 社製）を用いて，

胸郭に対する上肢挙上角 30°から 120°の範囲で 10°ごとの肩甲骨上方回旋角，後傾角，および外旋角

を求め比較した。分析の結果，若年者と比較して姿勢変化のない高齢者では，上方回旋角（上肢挙

上 60°-120°, p<0.05）および後傾角（上肢挙上 30°-120°, p<0.05）が有意に減少し，かつ外旋角（上肢

挙上 30°-120°, p<0.05）は有意に増加した。姿勢変化の有無による比較では，姿勢変化なし群と比べ

て姿勢変化あり群の上方回旋角が有意に減少した（上肢挙上 100°-120°, p<0.05）。一方，後傾角およ

び外旋角は，両群の間に有意な差は認められなかった。これらの結果より，胸椎後彎変形などの姿

勢変化がなくとも，高齢者の肩甲骨運動は減少すること，姿勢変化は挙上中期以降の上方回旋をさ

らに減少させるが，後傾や外旋には影響しないことが示された。



超音波による筋輝度解析の信頼性－解析エリア別の検証－

石川淳（KKR 高松病院リハビリテーションセンター, 県立広島大学大学院），

田中聡（県立広島大学），長田剛（KKR 高松病院検査科）

近年，筋の質を評価するため，様々な方法で筋内脂肪組織量が評価されており，中でも超音波に

よる筋横断画像から筋組織の輝度を解析して筋の質を評価する方法が注目されている。筋輝度は測

定方法や解析深度等で変化するとされており，信頼性の高い測定･解析方法の確立が必要となる。今

回，筋輝度解析の検者内･検者間信頼性および解析エリア別に筋輝度を比較したので報告する。被験

者･画像解析者は健常成人男性 5 名で，同一の臨床検査技師が筋横断面を撮影した。リニアプローブ

は大腿部（7.5 MHz），前腕部（12 MHz）を使用し，撮影条件は同一設定とした。画像解析はそれぞ

れの筋組織エリアを 6 分割し，8 bit gray scale で筋輝度を評価した。検者内･検者間信頼性は級内相

関係数（ICC）を求めた。解析エリアを限局した条件では，大腿部･前腕部ともに検者内･検者間信頼

性は ICC 0.9 以上であった。またエリア毎の解析による ICC は，全エリア（大腿部 0.44，前腕部 0.28），

浅層エリア（大腿部 0.82，前腕部 0.50），深層エリア（大腿部 0.53，前腕部-0.07）であった。超音波

は深層になるほど減衰するため，筋輝度解析には表層の限局したエリアが望ましいと示唆された。

手指感覚識別時の手指循環調節能に対する感覚トレーニングの効果

村田潤（長崎大学），村田伸，甲斐義浩（京都橘大学），

古後晴基（西九州大学），梅木奈穂（長崎大学）

感覚トレーニングによる学習効果は，高位中枢における神経ネットワークシステムの再構成に関

連すると考えられる。この効果は中枢性自律神経調節に対して影響し，手指感覚情報処理時の循環

動態の応答特性を変調させる可能性がある。そこで本研究は，点字解読トレーニングを 1 ヶ月間実

施し，この短期的なトレーニングによる学習効果と手指循環調節能の変化について調査した。研究

対象は健常成人 19 名であった。点字解読課題は視覚を遮断した状態で行わせ，点字解読時の手指皮

膚血流量の変動を循環調節能の指標とした。さらに，点字解読トレーニング開始前，期間中，終了

後に手指循環調節能を繰り返し評価し，反応特性の変化について検討した。その結果，点字解読時

の手指皮膚血流量の変動はトレーニング実施前-40％まで減少する反応が観察されたが，トレーニン

グ後には-23％まで反応量が減弱した。さらに，循環応答のピーク値までの到達時間がトレーニング

後に約 3 秒程度短縮していた。これらの研究成績は，感覚識別時の手指循環動態の応答特性が感覚

トレーニングによって変化するとともに，見込み的・予測的な調節要因が強化される可能性を示唆

した。



グリップテストの妥当性と信頼性

白岩加代子，村田伸，安彦鉄平，堀江淳（京都橘大学）

本研究の目的は，握力計を使わずに握力の評価法について検討することである。市販のハンドグ

リップを使用したグリップテストを行い，握力とグリップテストの再現性と妥当性について検証を

行った。対象は，健常成人 49 名（男性 28 名，女性 21 名：平均年齢 20.8 ± 0.5 歳）である。本研究

では，握力計にて最大握力の測定と，量販店で購入したハンドグリップ（15 kg）を使用して，15 秒

間に握ることができる最大限の回数を左右それぞれ 2 回ずつ測定した。その結果，握力およびグリ

ップテストの 1回目と 2回目の測定値は，いずれも高い再現性が認められた（ICC: 0.94~0.98, p<0.01）。

また握力とグリップテストでは，左右それぞれの測定値，最大値，左右の平均値などすべての測定

値に，強い相関が認められた（r=0.86~0.89, p<0.01）。このことから，握力が強い人ほどグリップテス

トの回数が多いことが確認された。我々が考案したハンドグリップを使用したグリップテストによ

る測定方法は，握力計を使用しなくても，握力の正確な推定ができる可能性を示唆するものである。

多職種連携による高齢者のための健康教育プログラムの実践と効果

－健康教育によるヘルスプロモーションと専門職の役割－

木林勉，越納美和（金城大学）

本研究の目的は，地域高齢者に対し，専門職が連携した健康教育プログラムの実践によるヘルス

プロモーションの効果を検証することである。

対象は 65 歳以上の高齢者 16 人に 1 回 90 分のプログラムを全 10 回健康教室において施行した。内

容は専門職による体力測定，体操，認知症予防，口腔ケア，地域の在り方の検討などを健康教育と

して展開した。体操は習慣化を求め，オリジナル DVD を作成し，配布した。また，健康教室開催時

以外の行動を知るために，万歩計と健康自己管理ノートで自己管理を促し，健康教室時には対話時

間を設けた。評価は教室の開催回，教室の最終回，教室終了回から 6 週後の 3 回に運動機能テスト

を行った。

結果，対象者 16 人のうち，13 人が休まず参加し，介入前後の運動機能テストの比較では，歩行速

度と動的バランス能力が有意に改善を示した。今回の専門職が連携して行った健康教育プログラム

の実施は，健康を享受するための活動とその継続において有効であった。また，自らが体操を含め

健康のための活動を継続するためには，健康教育後に理解度を深化させるフィードバックや体操の

負荷量，活動性の評価などの検討と工夫が必要である。



海浜セラピーの紹介

大塚彰（広島都市学園大学），姫澤孝典（松本病院），石倉英樹（広島都市学園大学），

金井秀作，田中聡，小野武也（県立広島大学）

現代社会は，ストレス社会とも表現され，あらゆる場面での複雑な人間関係などにより精神的に

不安定になることも多く，社会的な問題となっている。ストレス状態が続くことで，さまざまな疾

病に至る可能性が大きくなる。今，ストレスに対応するケアの重要性が叫ばれており，その一つの

方法として森林セラピーが提案され実施されている。演者らは，森林セラピーの方法論を活かした，

広島県三原市の佐木島の海浜での「海浜セラピー（演者らが提唱する新しい造語）」を提案してきた。

ここで言う「海浜セラピー」とは『医学的なエビデンスに基づいた効果をいい，海浜環境を利用し

て心身の健康維持・増進，疾病の予防を期待して，その実現を目指すもの』と定義した。

海浜セラピーでは，森林セラピーと同様にヒトの五感に訴えることでの，リラックス効果や砂浜を

活用した砂浜ウォーキングの運動効果を期待するものである。

今回，海浜環境でもたらされるリラックス効果すなわち生理学的効果と心理学的効果について，

唾液アミラーゼ測定，感情プロフィール検査（POMS），血圧・脈拍測定，心拍変動性および，脳波

測定などや砂浜ウォーキング効果に対して若干の知見を得たので報告する。

海浜環境での活動が人の気分に及ぼす影響について

姫澤孝典（松本病院，県立広島大学），田中聡，金井秀作，島谷康司（県立広島大学），

大塚彰（広島都市学園大学）

[目的]本研究の目的は，海浜環境での活動がリラックス効果を中心とした心理的側面におよぼす影

響を検証することである。[対象] 本研究の趣意に文書で同意を得た健常な 20 歳以上の男女 20 名（平

均年齢 44 ± 17.2 歳）を対象とした。[方法] 海浜環境でストレッチ，砂浜ウォーキング，海浜散策，

食事などの活動を行った際と，通常の日常生活を送っている際の感情や気分について気分プロフィ

ール検査（日本語版 POMS™短縮版）を使用し統計学的に比較した。[結果] 海浜環境で活動した場

合には日常生活を送った際と比べ，「緊張-不安」や「抑うつ-落ち込み」，「怒り-敵意」，「疲労」，「混

乱」といったネガティブな気分が有意に低く，「活気」といったポジティブな気分の有意な上昇が認

められた。[考察]海浜環境で過ごすことでネガティブな感情が抑えられ，活気が出ているという健康

的な心理状態へと近づける効果が示された。今後，心理的な側面だけでなく生理的な側面も調査し，

海浜環境が人に及ぼす影響について検討していきたい。



ラット足関節に発生した関節拘縮に対するストレッチングが

ヒラメ筋内のコラーゲン線維量に与える影響

石倉英樹（広島都市学園大学），小野武也（県立広島大学），相原一貴，

佐藤勇太（県立広島大学大学院），田坂厚志（大阪保健医療大学），梅井凡子，

積山和加子，沖貞明（県立広島大学），大塚彰（広島都市学園大学）

臨床では，関節拘縮に対して筋の柔軟性改善を図るためストレッチングを行う。しかし，ストレ

ッチングに加える適切な力は十分に検討されていない。また，筋の柔軟性には結合組織であるコラ

ーゲン線維が関与している。そこで本研究の目的は関節拘縮を発生させたラットに対し，ストレッ

チングが骨格筋内のコラーゲン線維量に与える影響を明らかにすることである。実験対象は Wistar

系雄ラットとし，4 週間の足関節固定を実施後，最低限度の力で正常足関節を背屈できる力の 0.3 N

で足背屈ストレッチングを行う 0.3 N 群，使用したラットの体重と同程度の 3.0 N で足背屈ストレッ

チングを行う 3.0 N 群に分けた。各群はストレッチング直後，3 日後，7 日後にヒラメ筋内のコラー

ゲン量を測定した。実験は所属大学の研究倫理委員会の承諾を受けて行った。結果として，3.0 N 群

のコラーゲン線維量は 7 日後で 0.3 N 群よりも有意に増大した。このことから，ストレッチングに体

重と同等の力を加えることで，ヒラメ筋に損傷が加わったと考えられる。本研究の結果から，スト

レッチングは加える力によってヒラメ筋の形態や柔軟性を悪化させることが示唆された。

後肢懸垂を伴う関節固定によって発生した関節可動域制限の回復に要する期間に関する研究

－ラットを用いた実験的研究－

佐藤勇太（県立広島大学大学院），小野武也（県立広島大学），石倉英樹（広島都市学園大学），

相原一貴（県立広島大学大学院），田坂厚志（大阪保健医療大学），

梅井凡子，積山和加子，沖貞明（県立広島大学）

本研究の目的は，関節固定と後肢懸垂を同時に 1 週間実施した場合の関節可動域制限が実験開始

前の状態に回復するために要する期間が関節固定のみを実施した場合と比較して，差があるのかを

明らかにすることである。対象は 10 週齢の Wistar 系雄ラット 12 匹とした。ラットは，右足関節を

最大底屈位に 1 週間固定する固定群 6 匹と，関節固定と後肢懸垂を 1 週間実施する固定懸垂群 6 匹

に分けた。1 週間後，関節固定や後肢懸垂を除去し，すべてのラットは 2 週間自由飼育した。評価項

目は右足関節背屈角度とした。評価時期は実験開始前と 1 週間後の時点と 2 週間の自由飼育期間中

毎日とした。関節固定と後肢懸垂を 1 週間実施した場合の関節可動域制限が実験開始前の状態に回

復するために要する期間は，関節固定を実施した場合と比較して長期化する結果となった。

報告によると，1 週間の足関節最大底屈位固定と後肢懸垂を実施した場合のヒラメ筋の伸張性は，

関節固定を実施した場合と比較して低下する。このヒラメ筋の伸張性低下の差は，本研究において

も生じ，2 群間の関節可動域制限が実験開始前の状態に回復するために要する期間の差の原因となっ

たと考えられる。



ターニケット使用後の筋収縮力の回復に関する検討

－ラットを用いた実験的研究－

相原一貴（県立広島大学大学院），小野武也（県立広島大学），

石倉英樹（広島都市学園大学），佐藤勇太（県立広島大学大学院），

田坂厚志（大阪保健医療大学），梅井凡子，積山和加子，沖貞明（県立広島大学）

整形外科的手術で出血量抑制目的に使用されるターニケットだが，使用後に骨格筋の浮腫や炎症

など，虚血再灌流障害を起こす可能性が報告されている。我々は先に，虚血再灌流後 14 日の筋収縮

力は正常時の約 60％であることを明らかにした。今回虚血再灌流後 21 日，28 日の筋収縮力を検討

し，虚血再灌流後の筋収縮力の経時変化を明らかにする目的で実施した。対象は，10 週齢 Wistar 系

雄ラット 24 匹である。虚血再灌流群（以下 IR 群）と対照群（以下 C 群）に分け，さらに虚血再灌

流からの経過日数で IR21 群，IR28 群，C21 群，C28 群に各 6 匹を割当てた。虚血は，麻酔下にて左

後肢大腿部にターニケットを巻き，300 mmHg × 90 分で実施した。筋収縮力は，ヒラメ筋を骨付着

部ごと摘出し，オーガンバス内へ入れ，電気刺激を加え測定した。摘出したヒラメ筋は凍結し，筋

横断面短径測定に使用した。筋収縮力は，21 日，28 日ともに IR 群の方が C 群よりも有意に低下し

ていた。一方，両日とも筋横断面短径に IR 群と C 群の有意差はなかった。これらの結果，虚血再灌

流後に生じる筋収縮力の低下に，筋線維タイプの変化が関与している可能性を推測する。

廃用性筋萎縮に対する低周波電気及びパルス磁気刺激が与える効果

中西亮介，平山佑介（神戸大学大学院），田中稔（神戸大学大学院，大阪行岡医療大学），

前重伯壮（神戸大学大学院），近藤浩代（名古屋女子大学），

石原昭彦（京都大学大学院），藤野英己（神戸大学大学院）

低周波電気及びパルス磁気は異なる刺激様式で骨格筋を収縮させることができる。本研究では低

周波電気刺激（ES）及びパルス磁気刺激（MS）の廃用性筋萎縮に対する予防効果を比較検討した。

雄性 SD ラットを用いて通常飼育群（CON），2 週間の後肢非荷重により廃用性筋萎縮を惹起させた

群（HU），HU 期間中に 20%MVC に相当する ES を実施した群（HU+ES）及び HU 期間中に 20%MVC

に相当する MS を実施した群（HU+MS）の 4 群に区分した。ES 及び MS は 20 回 × 5 set/日の頻度で

2週間実施した。実験期間終了後にヒラメ筋を摘出し，筋線維横断面積，Akt-1のリン酸化及びMuRF-1

のタンパク質発現量を解析した。Akt-1 のリン酸化タンパク質発現量は HU+ES 及び HU+MS で有意

な差はみられなかったが，MuRF-1 のタンパク質発現量は HU+MS が HU+ES に比較して有意に低値

を示した。また，HU+MS の筋線維横断面積は HU+ES に比較して有意に高値を示した。MS は磁場

を発生させることで生体内に渦電流を生じさせ筋線維を収縮させることが知られている。収縮張力

に依存して発現する Akt-1 のリン酸化タンパク質発現量は MS と ES において同程度の発現であった

ことから，生体を通過する磁場の影響が筋タンパク分解系の活性に影響を与えた可能性が示唆され

る。



モノクロタリン誘発性肺高血圧症モデルラットの二次性サルコペニアに対する

治療的電気刺激の予防効果

田中雅侑（大阪人間科学大学，神戸大学大学院），前重伯壮（神戸大学大学院），

金指美帆（県立広島大学），中西亮介，藤野英己（神戸大学大学院）

肺高血圧症では運動耐容能の低下が認められ，その要因として呼吸循環器系の障害に加え，骨格

筋の量的・質的な変化が関与している。この骨格筋の変化は疾患に伴う二次性サルコペニアによる

もので，治療的な介入手段の開発が必要である。そこで，本研究では肺高血圧ラットの骨格筋障害

に対する電気刺激の治療効果を検証した。Wistar 系雄性ラットを対照群，モノクロタリン（MCT）

を投与して肺高血圧症を惹起させた群（PH 群），MCT 投与後に下腿後面への中周波電気刺激を実施

した群（ES 群）の計 3 群に区分した。ES 群は MCT 投与から 2 週後より電気刺激を開始した。3 週

間の治療終了後にヒラメ筋を摘出し，解析を実施した。PH 群では対照群に比較して，ヒラメ筋の有

酸素性エネルギー代謝に関わる酵素活性（3-ヒドロキシアシル-CoA 脱水素酵素，クエン酸合成酵素，

コハク酸脱水素酵素）及び毛細血管数が有意に減少したが，ES 群では有意に抑制した。また，肺重

量及び右心重量は PH 群と ES 群で対照群に比較して有意に高値を示したが，PH 群と ES 群の間に有

意差を認めなかった。これらの結果から治療的電気刺激は肺高血圧症の心肺系に悪影響を及すこと

なく，骨格筋の障害を改善させることが示唆された。

最大努力下での 8 の字歩行テスト（F8Wmax）の測定方法の検証 その 1

－右回り開始と左回り開始に差があるか－

溝田勝彦，大田尾浩，宮原洋八，久保温子，満丸望（西九州大学）

【目的】最大努力下での F8W（F8Wmax）実施に当たっては，右回りから回る被験者が多い。し

かし，右回り開始と左回り開始では結果が異なるのではないかと考え，両者の結果（所要時間，歩

数）を比較検討することを目的とした。【対象と方法】対象は，認知症が認められない（MMSE24

点以上）地域在住女性高齢者 27 名（平均年齢 71.6 ± 5.4 歳）である。F8Wmax の測定では，１回目

は被験者に自由に開始させ，2 回目は逆方向から開始した。【結果】右回り開始の平均所要時間は 5.2

± 0.9 秒，左回り開始の平均所要時間は 5.1 ± 0.9 秒，右回り開始の平均歩数は 14.4 ± 3.0 歩，左回り

開始の平均歩数は 14.3 ± 2.0 歩で，所要時間，歩数ともに有意な差は認められなかった。【結論】直

線の歩行距離が短い F8Wmax では，軸足の左足で蹴る右回りから開始した方が所要時間が短くなるの

ではないかと考えたが，どちらから開始しても所要時間，歩数に影響しないことが確認された。 測

定では大回りするケースも見られたため，今後は ADL 場面を想定して，測定空間を限定して測定し，

これまでの結果と比較検討していきたいと考える。



最大努力下での 8 の字歩行テスト（F8Wmax）の測定方法の検証 その 2

－測定空間を限定した場合－

乘村実沙（西九州大学 4 年生），溝田勝彦，大田尾浩，久保温子，古後晴基，八谷瑞紀，

満丸望（西九州大学）

【目的】本研究の目的は，測定空間を限定して F8Wmax を実施し，測定空間を限定していない

F8Wmax の先行研究結果と比較検討することである。【対象と方法】対象は地域在住高齢者 39 名(平

均年齢 76.6 ± 7.4 歳)である。ビニール紐で縦 1.2 ｍ×横 2.7 ｍの測定空間を設定し，その中央で

F8Wmax を実施した。対象者にはビニール紐に触れずに歩くように指示した。【結果】平均所要時間

は 6.9 ± 2.6 秒，平均歩数は 14.6 ± 3.8 歩で，共に TUG・開眼片足立ち・CS30・5 ｍ歩行との間に有

意な相関が認められた。また，転倒・ニアミス群(n=27)の平均所要時間は 7.7 ± 2.8 秒，非転倒群(n=12)

の平均所要時間は 5.6 ± 1.5 秒で，両群の間に有意な差が認められた。【考察】測定空間を限定せずに

実施した F8Wmax の先行研究では，転倒・ニアミス群と非転倒群との間に有意な差は見られなかっ

た。今回の研究では有意な差が認められたことから，測定空間を限定した F8Wmax は地域在住高齢

者の歩行能力をより反映し，転倒リスク評価の一指標となりうる可能性が示唆された。

サルコペニアおよびサルコペニア肥満者の身体・精神・認知機能の特徴

大杉紘徳（城西国際大学），村田伸（京都橘大学），矢田幸博（筑波大学大学院），

岡村祐一，張淑珍（久留米大学大学院），津田彰（久留米大学）

本研究は，高齢者施設に入居している高齢者を対象に，サルコペニアおよびサルコペニア肥満者

の身体・認知・精神機能の特徴を明らかにすることを目的とした。測定会に参加した高齢者 87 名の

握力・歩行速度・骨格筋量・体脂肪率を基に，対象をサルコペニア群（11 名），サルコペニア肥満群

（16 名），肥満群（31 名），いずれにも該当しない非該当群（29 名）の 4 群に分類した。各群で身体

機能，精神機能，認知機能を比較した。結果，サルコペニア群およびサルコペニア肥満群は非該当

群よりも身体機能が有意に低下していた。また，抑うつ傾向と判断される者の割合がサルコペニア

肥満群で有意に多かった。健康関連 QOL は非該当群と肥満群との間にのみ有意差を認め，肥満群の

身体的健康感が有意に低かった。このことから，加齢に伴う筋力・筋肉量の減少（サルコペニア）

を認め，且つ体脂肪率が高く肥満であると判断される高齢者では，身体機能のみならず，精神機能

も低下している可能性が示唆された。また，肥満群では身体的健康感が低いことから，肥満は精神

機能に影響を与えることが推察される。



足趾把持機能を高めるインソールが健常者の足趾機能ならびに静的・動的バランスに及ぼす効果

－ランダム化比較試験－

中野英樹，村田伸，安彦鉄平，阪本昌志（京都橘大学），

松尾大，川口道生，須合洋次，松井宏彰（アシックス商事）

本研究の目的は，足趾把持機能を高めるインソールが健常者の足趾機能ならびに静的・動的バラ

ンスに及ぼす効果についてランダム化比較試験にて検討することである。対象は，健常者 30 名（平

均年齢 20.0 ± 0.7 歳）であり，介入群 15 名とコントロール群 15 名にランダム割付けした。介入群は，

本学在学時間中に足趾把持機能を高めるインソールを用いた靴を週 5 回，4 週間使用した。一方，コ

ントロール群は，一般的な靴を使用した。介入前後に足趾把持力，足趾柔軟性，足趾巧緻性，立位

重心動揺，Functional reach test を計測した。介入の継続が困難であった介入群 1 名と 2 回目の測定が

行えなかったコントロール群 1 名を解析の対象から除外し，両群ともに 14 名ずつで比較した。その

結果，足趾把持力と足趾柔軟性に有意な交互作用を認め（各々, F=12.53, p<0.01; F=5.84, p<0.05），介

入群はコントロール群と比較して有意な改善を示した。一方，足趾巧緻性，立位重心動揺，Functional

reach test に有意な交互作用は認めなかった。なお，介入群の介入期間中（本学在学時間中）におけ

る 1 日の平均歩数は，3634 歩であった。本研究により，足趾把持機能を高めるインソールは，健常

者の足趾把持力ならびに足趾柔軟性を改善させることが明らかにされた。

転倒経験高齢者の歩容の特徴

村田伸（京都橘大学），大杉紘徳（城西国際大学），矢田幸博（筑波大学大学院），

岡村祐一，張淑珍（久留米大学大学院），津田彰（久留米大学）

本研究は，高齢者施設に入居している高齢者を対象に，短距離の歩行で詳細な歩容が測定できる

シート型歩行分析装置を用いて，転倒経験高齢者の歩容の特徴を明らかにすることを目的に実施し

た。過去 1 年間に転倒を経験した高齢者 19 名と転倒を経験しなかった 68 名の歩容を比較した結果，

転倒経験群は非転倒群と比べて歩行速度が有意に遅く，ストライドや歩幅が有意に狭かった。一方，

歩隔や歩行角は有意に広く，立脚時間と両脚支持時間は有意に長かった。さらに，非転倒群の測定

値を基準に転倒経験群の測定値の変化率を求めると，その変化の割合が大きかったのは，進行方向

の距離因子（ストライド・歩幅）や時間因子（立脚時間・両脚支持時間）よりも，左右方向の距離

因子である歩隔（24.1%増大）および歩行角（48.6%増大）であった。これらの知見から，転倒経験

高齢者の歩容の特徴として，歩行速度の低下に関与するストライドや歩幅，および立脚時間や両脚

支持時間の変化とともに，不安定な歩行を安定させるための歩隔や歩行角の変化が生じていること

が示唆された。すなわち，転倒を経験した高齢者は，歩行の効率性よりも安定性を優先しているこ

とが伺えた。


