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平成24年度　理学療法学ユニット研究活動状況

Ａ．理学療法学ユニットの全体活動状況

１．平成24年構成メンバー

鈴木　俊明、谷埜予士次、米田　浩久、
高崎　恭輔、吉田　隆紀、谷　万喜子、
鬼形周恵子

２．研究計画ならびに研究費の申請と執行の経過

　今年度の研究テーマは、
　１）理学療法評価および治療法に関する神経生理学

的・生体力学的研究
　２）理学療法と鍼灸医学の考えを組み合わせた新しい

治療法の開発と、その効果に関する神経生理学的
研究

　３）運動学習、運動イメージに関する神経生理学的研
究

　４）神経疾患に対する鍼治療効果に関する基礎および
臨床研究

である。各メンバーが専門領域での研究を実施するこ
とができた。
　平成23年度、共同研究推進委員会に「経穴刺激理
学療法の効果に関する基礎および臨床的検討」のテー
マで研究費申請を行い、研究費の配分を受けた。平成
24年度は研究実施および研究報告をおこなうことが
できた。

３．理学療法学ユニット勉強会の活動

　各メンバーの研究報告を中心に理学療法学ユニット
勉強会を実施した。以下にその活動概要をまとめた。

①第13回理学療法学ユニット勉強会
日　時：平成24年５月10日（木）20時～ 21時
場　所：３号館２階　B22教室

　内　容：１．局所温熱刺激を加えた下肢エルゴメータ
運動のインターロイキン６の変化につい
て

　　　　　　　吉田隆紀
　　　　　２．等尺性収縮を用いた母指対立運動の運動

イメージが脊髄神経機能の興奮性に与え
る影響

　　　　　　　文野住文（大学院２年）
②第14回理学療法学ユニット勉強会

日　時：平成24年５月24日（木）20時15分～ 21時
15分

場　所：３号館２階　B22教室
　内　容：研究を進めるためのXYZ

浦邉幸夫先生（広島大学大学院医歯薬保健学
研究院 統合健康科学部門 　教授）

③第15回理学療法学ユニット勉強会
日　時：平成24年５月25日（金）20時～ 21時
場　所：３号館２階　B22教室
内　容：運動の知覚と運動イメージ

金子文成先生（札幌医科大学保健医療学部　
理学療法学科　准教授）

④第16回理学療法学ユニット勉強会
日　時：平成24年５月31日（木）18時～ 19時30分
場　所：診療研究棟１階　リハビリテーション室

　内　容：（社）全日本鍼灸学会学術大会予行会
　　　　　１．ハンガー反射時における頸部ジストニア

患者と健常者での比較
　　　　　　　田中　健一（附属診療所　研修員）
　　　　　２． 八邪への鍼刺激前後における母指球筋F

波の変化
　　　　　　　尾羽根　実央（附属診療所　研修員）
　　　　　３．アキレス腱付着部への集毛鍼刺激がヒラ

メ筋のH波に与える影響 
　　　　　　　大崎　美香（附属診療所　研修員）
⑤第17回理学療法学ユニット勉強会

日　時：平成24年６月７日（木）18時～ 19時30分
場　所：診療研究棟１階　リハビリテーション室

　内　容：（社）全日本鍼灸学会学術大会予行会
　　　　　１．ハンガー反射時における頸部ジストニア

患者と健常者での比較
　　　　　　　田中　健一（附属診療所　研修員）
　　　　　２． 八邪への鍼刺激前後における母指球筋F

波の変化
　　　　　　　尾羽根　実央（附属診療所　研修員）
　　　　　３．アキレス腱付着部への集毛鍼刺激がヒラ

メ筋のH波に与える影響 
　　　　　　　大崎　美香（附属診療所　研修員）
⑥第18回理学療法ユニット勉強会（臨床医学ユニット

との合同開催）
　日　時：平成24年７月12日（木）18時～ 20時30分

場　所：２号館２階　A22教室
内　容：１．ボトックスによる痙縮の治療
　　　　　　GlaxoSmithKline社 学術部様
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　　　　 ２．19th Congress of the International 
Society for Electrophysiology and 
Kinesiology　

　　　　　　予行会
　　　　　　 Effect of Difference of Resistance Part 

on Activity Ratio of Vastus Medialis 
Obliquus / Vastus Lateralis during 
Knee Extension

　　　　　　谷埜予士次
⑦第19回理学療法学ユニット勉強会

日　時：平成24年11月１日（木）19時～
場　所：３号館２階　B23教室
内　容：第52回近畿理学療法学術大会予行会

　　　　　１．等尺性収縮を用いた母指対立運動の運動
イメージが脊髄神経機能の興奮性に与え
る影響

　　　　　　　―イメージする収縮強度50%と70%の
効果比較―

　　　　　　　文野　住文（大学院２年）
　　　　　２．足関節捻挫後の機能的不　　安定性に対

する電気療法の効果について
　　　　　　　―重心動揺計による　　　　検討―
　　　　　　　吉田　隆紀（理学療法学科　講師）
　　　　　３．背臥位での一側膝、股関節屈曲動作にお

ける動作側下肢筋群の筋活動パターンの
検討 

　　　　　　　清水　啓介（ポートアイランド病院）
⑧第20回理学療法学ユニット勉強会
　日　時：平成24年12月27日（木）18時30分～ 19時
　　　　　30分
　場　所：３号館２階　B23教室
　内　容：脳血管障害患者の麻痺側上肢連合反応に関す

る基礎研究
　　　　　―誘発筋電図　Ｆ波における検討―
　　　　　弓永久哲先生（関西医療学園専門学校理学療

法学科教員）
⑨第21回理学療法学ユニット勉強会

日　時：平成25年１月24日（木）18時30分～ 19時
場　所：３号館２階　B23教室

　内　容：足関節捻挫後の機能的不安定性に対する電気
療法の効果について

　　　　　―フォースプレートによるジャンプ動作着地
時の安定性の検証―

　　　　　吉田隆紀

　なお、研究交流会を理学療法学ユニット主催で開催す
ることができた。
日　時：平成24年11月16日（金）
場　所：１号館２階　212教室
内　容：運動学習の神経機構
　　　　長谷公隆先生（関西医科大学リハビリテーショ

ン医学　教授）

Ｂ．理学療法学ユニットの個人研究活動状況

　（主に、平成24年度著書、論文等、学会報告、講演会
など）

著　書

鈴木俊明：電気療法, 牽引療法, 光線療法／矢野　忠, 坂
井友実, 北小路博司, 安野富美子（編）：図解　鍼灸療法
技術ガイド, 第１版, 東京, 文光堂, 2012, 217－39

谷　万喜子：肩こり／矢野　忠, 坂井友実, 北小路博司, 
安野富美子（編）：図解　鍼灸療法技術ガイド, 第１版, 
東京, 文光堂, 2012, 117－25

吉田隆起：固有感覚機能の低下に対する関節運動アプ
ローチ／福井勉（編）：ブラッシュアップ理学療法　88
の知が生み出す臨床技術, 東京, 三輪書店, 2012, 340－3

Daikuya S, Ono A, suzuki T, Fujiwara T and Yabe K: 
Clinical Application of Silent Period for the Evaluation 
of Neuro-Mascular Function in the Field of the 
Sports Medicine and Rehabilitation, EMG Methods 
for Evaluating Muscle and Nerve Function, Mark 
Schwarts (Ed),INTECH, 2011

Suzuki T, Fujiwara T, Tani M, Saitoh E: Characteristics 
of the F-Wave and H-Reflex in Patients with 
Cerebrovascular Diseases: A New Method to Evaluate 
Neurological Finding and Effects of Continuous 
Stretching of the Affected Arm, Electrodiagnosis in 
New Frontiers of Clinical Research, Hande Turker (Ed), 
INTECH, 2012

原　著

井尻朋人, 高木綾一, 鈴木俊明：肩関節内旋, 外旋におけ
る等尺性収縮時の肩甲骨周囲筋活動, 理療科, 2012, 27, 
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文野住文, 鈴木俊明：等尺性収縮を用いた母指対立運動
の運動イメージ収縮強度が脊髄神経機能の興奮性に与え
る影響, 理療科, 2012, 27, 335－9

文野住文, 鬼形周恵子, 鈴木俊明：等尺性収縮を用いた
母指対立運動の運動イメージが脊髄神経機能の興奮性に
与える影響　―30%と50%収縮強度運動イメージの効果
比較―理療科, 2012, 27, 771－5

山下　彰, 鈴木俊明：脳血管障害片麻痺患者における痙
縮の脊髄運動神経機能に関する文献研究, 関西医療大紀, 
2012, 6, 102－8

由留木裕子, 鈴木俊明：ラベンダーの香りと神経機能に
関する文献的研究, 関西医療大紀, 2012, 6, 109－15

丸岡祥子, 鈴木俊明：上肢運動に際した先行随伴性姿勢
調節に関する文献的研究, 関西医療大紀, 2012, 6, 116－
22

吉岡芳泰, 米田浩久, 高田　毅, 鈴木俊明：左立脚初期で
左側方への転倒傾向を認めた右小脳出血患者の一症例―
右立脚中期以降の同側体幹筋の筋収縮の遅延に着目して
―関西医療大紀, 2012, 6, 123－32

吉田隆紀, 鈴木俊明, 中塚映政, 伊藤倫之：腰痛症に対す
る伸縮性ベルトとプラスチック性支柱を用いた簡易作
成式の機能的腰部装具の効果について, 関西医療大紀, 
2012, 6, 147－53

文野住文, 鈴木俊明：運動イメージが中枢神経機能と脊
髄神経機能興奮性変化に与える影響に関する文献的研
究, 関西医療大紀, 2012, 6, 97－101

鈴木俊明, 文野住文, 鬼形周恵子, 谷　万喜子：F波を用
いた運動イメージの効果検討, 生体応用計測, 2012, 3, 11
－20

鈴木俊明, 谷　万喜子, 浦上さゆり, 文野住文, 鬼形周
恵子：筋緊張検査における検査のポイント, 関西理学, 
2012, 12, 1－6

大沼俊博, 藤本将志, 赤松圭介, 渡邊裕文, 鈴木俊明：感

覚検査における臨床的観点からのひと工夫, 関西理学, 
2012, 12, 15－23

三浦雄一郎, 福島秀晃, 森原　徹, 鈴木俊明：上肢挙上時
の運動側外腹斜筋による体幹安定化メカニズム, 関西理
学, 2012, 12, 29－34

光田尚代, 高木綾一, 鈴木俊明：Quadriceps Settingに
おける理学療法士の介入方法が大腿四頭筋の筋活動に及
ぼす影響 ―Internal focusとExternal focusによる検討
―, 関西理学, 2012, 12, 35－9

森井佑実, 水上俊樹, 藤本将志, 大沼俊博, 渡邊裕文, 鈴
木俊明：麻痺側肘関節の屈曲運動による非麻痺側上腕部
の洗体動作が困難であった脳梗塞後右片麻痺患者への理
学療法, 関西理学, 2012, 12, 53－9

奥村　亮, 塚本枝里, 鈴木裕介, 山本吉則, 嘉戸直樹, 鈴
木俊明：右遊脚終期から立脚中期での右股関節周囲筋群
の筋緊張異常により右後方への不安定性を認めた脳梗塞
後右片麻痺の一症例, 関西理学, 2012, 12, 95－100

梶迫美沙子, 光田尚代, 高木綾一, 鈴木俊明：円背姿勢
が歩行開始時の円滑な体重移動を阻害し, 独歩の実用性
低下を認めた左大腿骨転子部骨折の一症例, 関西理学, 
2012, 12, 101－8

鈴木俊明：筋緊張検査から考える「腹筋と背筋」, 
Sportsmed, 2012, 140, 2－9

吉田宗平, 鈴木俊明, 中吉隆之：和歌山県のスモン患者
に対する運動療法の即時効果, 厚生労働科学研究費補助
金（難治性疾患克服研究事業）スモンに関する調査研究
　平成23年度　総括・分担研究報告書, 2012, 183－6

丸岡祥子, 高木綾一, 鈴木俊明：立位における上肢遠位
関節運動時の予測的姿勢制御　―足底左中心による検討
―, 理療科, 2013, 28, 31－4

Kado N, Ito M, Suzuki T, Ando H: Excitability of 
Spinal Motor Neurons in the Contralateral Arm during 
Voluntary Arm Movements of Various Difficulty 
Levels, J.Phys. Ther. Sci, 2012, 24, 949－52
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学会発表

鈴木俊明, 鬼形周恵子, 文野住文, 谷　万喜子, 米田浩久, 
浦上さゆりら：腹直筋の部位による筋緊張の相違がパー
キンソン病患者の体幹偏倚に与える影響, 第53回日本神
経学会学術大会, 東京, 2012. 5

吉田隆紀, 中川政文, 鈴木俊明, 伊藤倫之：局所温熱刺
激を加えた下肢エルゴメータ運動のインターロイキン
6の変化について, 第47回日本理学療法学術大会, 兵庫, 
2012. 5

渡邊裕文, 大沼俊博, 藤本将志, 高崎恭輔, 谷埜予士次, 
鈴木俊明：座位での側方リーチ動作における足底中心

（COP）の変化と腹斜筋群の筋活動について, 第47回日
本理学療法学術大会, 兵庫, 2012. 5

丸岡祥子, 高木綾一, 鈴木俊明：立位における遠位関節
運動時の予測的姿勢制御―足底中心による検討―, 第47
回日本理学療法学術大会, 兵庫, 2012. 5

鳥山公成, 丸岡祥子, 阿部祐里, 平井祐子, 谷埜予士次, 
鈴木俊明ら：歩行におけるplanned stoppingの下肢関節
モーメント, 第47回日本理学療法学術大会, 兵庫, 2012. 
5

山下　彰, 鈴木俊明, 文野住文：健常人のヒラメ筋にお
けるH波・F波出現様式, 第47回日本理学療法学術大
会, 兵庫, 2012. 5

由留木裕子, 鈴木俊明：ラベンダーの香りが上肢脊髄神
経機能の興奮性に与える影響, 第47回日本理学療法学術
大会, 兵庫, 2012. 5

文野住文, 鈴木俊明：等尺性収縮を用いた母指対立運動
の運動イメージが脊髄神経機能の興奮性に与える影響―
イメージする収縮強度30%と50%の効果比較―, 第47回
日本理学療法学術大会, 兵庫, 2012. 5

嘉戸直樹, 伊藤正憲, 藤原　聡, 鈴木俊明：難度の異なる
上肢随意運動後における対側上肢脊髄神経機能の興奮性
の変化, 第47回日本理学療法学術大会, 兵庫, 2012.5

池澤秀起, 井尻朋人, 高木綾一, 鈴木俊明：腹臥位での
股関節外転位空間保持が反対側の僧帽筋下部線維の筋
活動に与える影響, 第47回日本理学療法学術大会, 兵庫, 

2012. 5

鈴木俊明：リラックスイメージが脊髄神経機能の興奮性
に与える影響―1分間での検討―, 第49回日本リハビリ
テーション医学会学術大会, 福岡, 2012. 6

田中健一, 平松哲郎, 谷　万喜子, 鈴木俊明, 吉田宗平：
ハンガー反射時における頸部ジストニア患者と健常者
での比較, 第61回（社）全日本鍼灸学会学術大会, 三重
2012. 6

鈴木俊明, 鬼形周恵子, 文野住文, 谷　万喜子：八邪への
経穴刺激理学療法前後における脊髄神経機能の変化―大
都と上都での検討―, 第61回（社）全日本鍼灸学会学術
大会, 三重, 2012. 6

尾羽根実央, 川畑隼人, 谷　万喜子, 鈴木俊明：八邪へ
鍼刺激前後における母指球筋F波の変化―大都と上都
の比較―, 第61回（社）全日本鍼灸学会学術大会, 三重, 
2012. 6

大崎美香, 高橋　護, 谷　万喜子, 鈴木俊明：アキレス建
付着部への集毛鍼刺激がヒラメ筋のH波に与える影響, 
第61回（社）全日本鍼灸学会学術大会, 三重, 2012. 6

横山有紀子, 光田尚代, 高木綾一, 鈴木俊明：ボタン訓練
が口輪筋に与える影響について, 第13回日本言語聴覚学
会, 福岡, 2012. 6

鈴木俊明, 文野住文, 鬼形周恵子, 谷　万喜子, 浦上さゆ
り：１分間のリラックスイメージが脊髄神経機能の興奮
性に与える影響―リラックス方法の違いによる検討―, 
第24回大阪府理学療法学術大会, 大阪, 2012. 7

岩淵順也, 増田蓉二郎, 玉置昌孝, 井上隆文, 中道哲朗, 
鈴木俊明：体幹のアラインメント不良により右膝外側に
疼痛が生じた右変形性膝関節症患者の一症例, 第24回大
阪府理学療法学術大会, 大阪, 2012. 7

山下　梓, 文野住文, 鬼形周恵子, 高森絵斗, 谷　万喜子, 
鈴木俊明ら：尺沢穴への経穴刺激理学療法試行中におけ
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