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 第19回　新潟医療福祉学会学術集会
 大会長 　東江　由起夫
 （新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 

義肢装具自立支援学科　学科長・教授）

　本年、我が国は平成から令和へと元号もかわり新しい時代を迎えました。平成の時代は経済
の変動、災害も多く発生したものの、平和で一定の経済的な成長を保つことができた時代であ
りました。新しい令和の時代も我が国の輝かしい未来と成長を期待したいところですが、少子
高齢化が深刻さを増し、今後は年金、介護・医療保険等の社会保障費が日本経済を圧迫するこ
とが予想されています。このような背景の中、障がいを持った人々、高齢となった人々がいき
いきと生活できる社会を構築していく人材の育成こそが本学の役割の一つだと考えています。

　今回の学術集会は、2020年にオリンピック、パラリンピックを控えた現在、アスリートだけ
でなく日本全体がスポーツを愛し、健康でいきいきとした社会になることを願い、「アスリー
トを支援する先進的保健・医療・福祉・スポーツネットワーク」をテーマに開催することにし
ました。そこで本学術集会ではこのような背景のもと、本学の強みである保健・医療・福祉・
スポーツの専門職養成教育ならびにその連携教育を活かし、本学の建学の理念である“ＱＯＬ
サポーターの育成”を令和の時代でいかに進展させるかを考える集会にしたいと思っておりま
す。

　特別講演は、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会参事中森邦
男先生に行っていただきます。中森先生は、「人間の能力に限界はない。これを感じてほしい」
というコメントにもあるようにパラスポーツ、アスリートの魅力を世界に向けて発信され、長
きにわたり障がい者スポーツを支えてきた方です。この度の講演では2020年東京パラリンピッ
クに向けた様々な取り組みや専門職連携についてお願いしています。
　またシンポジウムでは、アスリートの支援だけにとどまらず、スポーツの普及やスポーツを
通した健康増進に取り組んでいる先生方にご登壇いただき、スポーツを通して我が国全体を元
気にする方策ならびに保健・医療・福祉・スポーツの人材育成教育を、今後どのように展開し
ていくべきかディスカッションする予定です。

　例年どおり、保健・医療・福祉・スポーツに関する一般演題がエントリーされています。本
学術集会が新しい令和の時代を通してここ新潟よりさらに発展することを願っております。ま
た、本学術集会の趣旨にご賛同いただき、寄付や広告のかたちでご支援を賜った多くの企業・
団体の皆さまに厚く御礼を申し上げますとともに、多くのご参加をお待ち申し上げます。

大会長挨拶
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Q 棟 2 階 

S 棟 2 階 

入口 

入口 階段 
ポスター会場 

口演会場 

（渡り廊下） 

直接 2 階に行けます 

運営本部 

講師控室 

展示会場 

リフレッシュコーナー

総合受付 

Q201 

S201 

定期便（無料スクールバス）

発車場所 発車
時刻 経由 到着

時刻 到着場所

豊栄駅北口 発 8：30 木崎地区 8：50 大学 着
豊栄駅北口 発 10：12 木崎地区 10：32 大学 着
豊栄駅北口 発 11：35 木崎地区 11：55 大学 着
豊栄駅北口 発 12：43 木崎地区 13：03 大学 着
豊栄駅北口 発 13：48 木崎地区 14：08 大学 着

大学 発 12：18 伍桃・木崎地区 12：43 豊栄駅北口 着
大学 発 13：15 伍桃・木崎地区 13：40 豊栄駅北口 着
大学 発 14：48 木崎地区 15：08 豊栄駅北口 着
大学 発 16：30 伍桃・木崎地区 16：55 豊栄駅北口 着
大学 発 17：20 伍桃・木崎地区 17：45 豊栄駅北口 着
大学 発 18：10 伍桃・木崎地区 18：35 豊栄駅北口 着
大学 発 19：00 伍桃・木崎地区 19：25 豊栄駅北口 着
大学 発 19：50 伍桃・木崎地区 20：15 豊栄駅北口 着
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期日：2019年10月26日（土）
場所：「特別講演」「シンポジウム」「一般演題（口演）」：第２講義棟２階　Q201（講義室）

「一般演題（ポスター）」：第９研究・実習棟2階　S201（学生食堂MOMO cafe）
学会テーマ：
  「アスリートを支援する先進的保健・医療・福祉・スポーツネットワーク」
08：30－09：30

09：30－09：40

09：40－10：55

11：00－12：10

12：10－12：40

受　付

開会式
会頭挨拶　　新潟医療福祉学会　会頭
　　　　　　新潟医療福祉大学　学長　山本正治
大会長挨拶　第19回新潟医療福祉学会学術集会　大会長
　　　　　　新潟医療福祉大学　リハビリテーション学部
　　　　　　　　　　　　　　　義肢装具自立支援学科
　　　　　　　　　　　　　　　学科長・教授　東江由起夫

一般演題（口演）　　　　　　　　　　　　　　発表時間　各７分
座長：真柄　彰（新潟医療福祉大学　義肢装具自立支援学科　教授）
　　　笹本嘉朝（新潟医療福祉大学　義肢装具自立支援学科　准教授）

特別講演
座長：東江由起夫（新潟医療福祉大学　義肢装具自立支援学科　教授）
講師：中森邦男（公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
　　　　　　　　　　　　　　　　日本パラリンピック委員会　参事）　
　　　「2020年東京パラリンピックが目指す無限の可能性」

新潟医療福祉学会総会

12：40－13：40

13：40－14：40

14：50－16：10

16：15－16：30

昼休み

一般演題（ポスター）

シンポジウム「QOLを向上させる最先端スポーツ活動」
座長：西原康行（新潟医療福祉大学　健康スポーツ学科　教授）
シンポジスト：
　　　中森邦男（公益財団法人日本障がい者スポーツ協会　
　　　　　　　　　　　　　　　　日本パラリンピック委員会　参事）
　　　東江由起夫（新潟医療福祉大学　義肢装具自立支援学科　教授）
　　　佐近慎平（新潟医療福祉大学　健康スポーツ学科　准教授）
　　　江玉睦明（新潟医療福祉大学　理学療法学科　教授）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発表時間　各15分の後討論

会頭賞・奨励賞表彰
閉会式

実行委員長挨拶　第19回新潟医療福祉学会学術集会　実行委員長
　勝平純司（新潟医療福祉大学　義肢装具自立支援学科　准教授）

学術集会プログラム
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１．参加受付
　・ 受付は８時30分より、第２講義棟（Q棟）の総合受付にて行います。
　・ 会員・準会員・非会員ともに参加費は無料です。
２．入会受付
　・ 当日は総合受付にて新潟医療福祉学会の入会手続きも受け付けています。
３．昼食
　・ 食事・休憩は、厚生棟（C棟）１階（ふれあい食堂）をご利用ください。
　・ 食堂は営業していません。厚生棟（C棟）２階のコンビニ（営業時間８時～15時）をご利用くだ

さい。
４．その他
　・呼び出しは総合受付にてお申し出ください。係員が対応いたします。
　・大学敷地内は建物内を含め全面禁煙です。喫煙場所はございません。
　・クロークはございません。

１．口演発表者およびシンポジストの方へ
　・口演会場は第２講義棟（Q棟）２階Q201です。
　・発表用PowerPointファイルをUSBメモリに保存してご持参ください。
　・口演発表者は学会当日の８時30分から９時までに発表者受付をQ201にて行ってください。
　・ 会場に準備するPCのOSはWindows10、ソフトウエアはWindows版Microsoft Office PowerPoint 

2016です。特殊な動画やMacintoshでの発表はご遠慮ください。
　・お預かりしたファイルは本学術集会終了後、実行委員会事務局が責任をもって消去いたします。
　・ 一般演題（口演）の発表時間は、１演題12分（発表７分、質疑応答５分）です。発表終了１分前

（６分）に１回、発表終了時（７分）に２回のベルでお知らせいたします。
　・ シンポジウムの発表時間は、シンポジスト１人15分です。
２．ポスター発表者の方へ
　・ポスターは、縦180㎝、横90㎝以内に収まるようにしてください。
　・ ポスター会場は第９研究・実習棟（Ｓ棟）２階S201（学生食堂MOMO cafe）です。学会当日の

８時30分から10時50分までに発表者受付を済ませ、指定場所に掲示してください。
　・ 掲示場所には、演題番号を表示してあります。各パネルに両面テープを用意していますので、ご

利用ください。画鋲は使えません。
　・ 発表者はポスターセッション（13時40分～14時40分）の間、必ずポスター前に待機して、質疑応

答を行ってください。本学術集会では、座長をおいての発表形式をとりません。
　・ ポスターの撤去は閉会式終了（16時30分）以降、17時までにお願いいたします。それ以降に残さ

れているポスターは、実行委員会事務局にて処分いたします。

学術集会参加のご案内

発表者の方へ
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　　　　　　　　　座長：真柄　彰（新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科　教授）　
　　　　　　　　　　　　　笹本嘉朝（新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科　准教授）

Ｏ－１　 異なるレジスタンストレーニングにおける心拍数・血圧および主観的運動強度変化に
ついて

　　　　　中村雅俊 他　新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所

Ｏ－２　大学強化部女子選手における月経状況と食事調査に関する報告
　　　　　稲葉洋美 他　新潟医療福祉大学 アスリートサポート研究センター

Ｏ－３　大学強化部女子選手の居住形態における食事状況に関する報告
　　　　　星野芙美 他　新潟医療福祉大学 健康科学部健康栄養学科

Ｏ－４　フォトグラメトリによる3Dスキャニング
　　　　　近藤正紀　新潟医療福祉大学 医療経営管理学部医療情報管理学科

Ｏ－５　 地域包括ケアシステムに活かすソーシャルインクルージョンを実現する構造要因の検討　
その１－実家の茶の間“紫竹“の取り組み－

　　　　　大屋愛里 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｏ－６　新しい重心動揺検査手法の提言
　　　　　津留﨑康平 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

一般演題（口演）9：40－10：55

－ 6 －

第19回  新潟医療福祉学会学術集会



理学療法

Ｐ－１　モデル動物を用いた慢性疲労症候群のメカニズム解明
　　　　　田口徹 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－２　線維筋痛症の脊髄機構に関わる神経解剖学的知見
　　　　　江尻侑斗 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－３　ストレス誘発性疼痛の脊髄機構に関わる神経解剖学的知見
　　　　　亀谷伊織 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－４　健常大学生の睡眠時間や精神状態は痛覚感受性と相関するか？
　　　　　飯塚壮太 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－５　遅発性筋痛モデルの筋機械痛覚過敏におけるTRPA1チャネルの役割
　　　　　太田大樹 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－６　自重負荷を用いた片側の伸張性レジスタンストレーニングは反対側の筋力を増強させる
　　　　　佐藤成 他　新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所

Ｐ－７　 脳梗塞後および脳出血後の運動介入がアポトーシスおよびアストロサイトに与える効
果の比較検証－モデル動物を用いた検証－

　　　　　目黒昂太 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－８　 表在温熱刺激と表在寒冷刺激が筋硬度およびROM、stretch toleranceに与える影響の
比較

　　　　　清野涼介 他　新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所

Ｐ－９　第5中足骨近位部に付着する組織の解剖学的特徴 －付着領域・付着面積の検討－
　　　　　金子史弥 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－10　肘尺側側副靭帯および前腕屈筋群共同腱の形態学的特徴
　　　　　池津真大 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－11　大学野球選手における小胸筋長と胸椎後弯角度の関連性
　　　　　名取和博 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－12　 ソフトテニスのフォアハンド・バックハンドストロークにおける前腕筋活動および運
動学的特徴について

　　　　　田邊樹里 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

一般演題（ポスター）13：40－14：40
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Ｐ－13　大学野球選手における肩関節回旋筋力と投球時肘外反ストレスの関係
 　　　　　戸川侑大 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－14　振動刺激は不活動性疼痛モデルラットの痛覚閾値の低下を抑制する
　　　　　濱上陽平 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－15　変形性膝関節症患者における痛みの破局的思考は階段昇降動作を困難にする
　　　　　鈴木祐介 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

作業療法・啓発

Ｐ－16　地域在住高齢者の下部尿路症状に対する下部尿路リハビリテーションの効果
　　　　－健康講話を通じて－
　　　　　今西里佳 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部作業療法学科

言語機能・発達

Ｐ－17　左側頭葉病変による意味性失名辞 －two-way anomia 2例の比較検討－
　　　　　大石如香 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部言語聴覚学科

Ｐ－18　タブレット端末機を通して英語単語を獲得していた自閉スペクトラム症児1例
　　　　－獲得した日本語と英語の単語の比較－
　　　　　吉岡豊　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部言語聴覚学科

義肢装具

Ｐ－19　3Dスキャナーを用いた下腿義足ソケットと切断端の形状比較について
　　　　　斎藤亮真 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

Ｐ－20　モーションセンサを用いた義足走行の動作分析 
　　　　－大腿義足走者の走行パフォーマンス向上を目指したフィードバック実験－
　　　　　竹田翔平 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

Ｐ－21　キトサンの抗菌効果の有用性と義肢装具材料への応用
　　　　　市川瞳 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

Ｐ－22　体幹訓練機器の装着が立ち上がり動作に与える影響
　　　　　加藤大樹 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

Ｐ－23　大腿義足歩行における異なる膝継手の設定が腰部負担に与える影響
　　　　　藤本貴也 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

一般演題（ポスター）13：40－14：40
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一般演題（ポスター）13：40－14：40

Ｐ－24　下腿義足ソケットにおける適合許容範囲の検討
　　　　－3Dスキャナを用いた適合ソケット周径値の比較－
　　　　　郷貴博 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

Ｐ－25　車いすのタイヤ空気圧の違いによる段差乗り越えの検討
　　　　　藤田歩 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

Ｐ－26　杖先ゴムの形状が重心動揺に与える影響
　　　　　長谷川瑠星 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

Ｐ－27　靴底の硬さの違いが歩行時の足関節に及ぼす影響
　　　　　辰岡洸士郎 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

臨床検査

Ｐ－28　間接蛍光抗体法に退色防止効果のある封入剤作成と有用性の検討
　　　　　平桃子 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部臨床技術学科

Ｐ－29　小動物敗血症モデルにおける主要臓器での炎症性サイトカイン発現の評価 
　　　　－リアルタイムPCRによる検討－
　　　　　植山奈美子 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部臨床技術学科

視機能

Ｐ－30　Android端末上に実装した学生実習用Hodgkin-Huxley型興奮性膜モデル
　　　　　戸田春男 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－31　近方視するときの顔の前傾角と眼の下方回旋角の関係
　　　　　金子弘 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－32　レンズ交換法における頂点間距離が矯正度数に及ぼす影響について
　　　　　阿部里奈 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－33　散瞳薬を用いた自覚的屈折検査の比較検討
　　　　　倉優太郎 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－34　眼球回旋変動と、眼優位性および各眼の乱視量との関係性
　　　　　大宮祐奈 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科
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一般演題（ポスター）13：40－14：40

Ｐ－35　体位変動に伴う眼球回旋偏位の検討
　　　　　藤田美保 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－36　 Androidタブレット端末を用いて検討したMüller-Lyer錯視における順序効果の時間
特性：第三報

　　　　　戸田春男 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－37　Retinomax K+ Screeenと据え置き型オートレフラクトメータとの比較
　　　　　多々良俊哉 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－38　スマホゲーム中の視線解析 －画面の大きさによる比較－
　　　　　石井雅子 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－39　3種のRandom-dot stereogramsの比較
　　　　　塚原嘉之佑 他　新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科保健学専攻視覚科学分野

Ｐ－40　スマホ老眼は本当にあるのか？
　　　　　鈴木柚流 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－41　 JACO stereo testにおける立体視力と優位眼の関係性について
　　　　　宮島愛佳 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－42　鯖江市眼育アンケートからの考察
　　　　　涌井和沙 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

放射線医学・画像

Ｐ－43　胸部Ｘ線画像のポジショニング不良によるTemporal Subtraction処理への影響
　　　　　櫻井典子 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部診療放射線学科

Ｐ－44　33Pβ線源の妊娠マウスへの投与によって起こった低線量胎内被ばく誘発小頭症
　　　　　宮地幸久 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部診療放射線学科

Ｐ－45　医療用X線装置を用いた電離箱式サーベイメータの校正システムの検討
　　　　　関本道治 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部診療放射線学科

Ｐ－46　CT逐次近似画像再構成アルゴリズムの性能比較
　　　　　吉田皓文 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部診療放射線学科
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一般演題（ポスター）13：40－14：40

Ｐ－47　陽子線治療ワブラー法における新たな呼吸同期システムの臨床導入に向けた基礎的検証
　　　　　前島偉　新潟医療福祉大学 医療技術学部診療放射線学科

Ｐ－48　 レジストリ登録データを用いた小児循環器疾患における放射線被ばく線量の適正化に
向けた取り組み

　　　　　織部祐介 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部診療放射線学科

健康・栄養・食生活

Ｐ－49　箸の太さが摂食量に与える影響
　　　　　石井なるみ 他　新潟医療福祉大学 健康科学部健康栄養学科

Ｐ－50　目のイラストの開閉が食品のおいしさに与える影響
　　　　　海和美咲 他　 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科健康科学専攻健康栄養学

分野

Ｐ－51　 口腔機能は回復期リハビリテーション患者の栄養管理状態を判断する重要なスクリー
ニング情報である

　　　　　永井徹 他　新潟医療福祉大学 健康科学部健康栄養学科

スポーツ・健康

Ｐ－52　 eスポーツの発展可能性とその課題 －先行研究の論点整理を通じた検討－
　　　　　山本悦史 他　新潟医療福祉大学 健康科学部健康スポーツ学科

Ｐ－53　生活習慣病の予防・改善におけるカカオ抽出物摂取の有効性に関する検討
　　　　　本田明日香 他　 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科医療福祉学専攻健康ス

ポーツ学分野

Ｐ－54　競泳リレー種目の様々な引き継ぎ方法に関する事例研究
　　　　　星川慎吾 他　新潟医療福祉大学 健康科学部健康スポーツ学科

Ｐ－55　肩痛を保有するジュニア競泳選手におけるScapular Dyskinesis
　　　　　三瀬貴生 他　新潟医療福祉大学 健康科学部健康スポーツ学科

Ｐ－56　DSRS-C（バールソン小児うつ尺度）の各項目に性差はあるか？
　　　　－MIMICモデルを用いたDIF検出による性差の予備的検討－
　　　　　上田純平 他　新潟医療福祉大学 健康科学部健康スポーツ学科
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看護・健康

Ｐ－57　女子大学生の低用量ピルに関する認識と認識に関連する要因
　　　　　田中由舞 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－58　小児における情報機器利用に伴う影響についての文献検討
　　　　　小島あかり 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－59　てんかんのある人が抱える生きづらさ －当事者の手記分析から－
　　　　　鈴木彩香 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－60　Ⅰ型糖尿病を持つ子どもと家族に対する看護ケアの評価
　　　　　富田楓也 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－61　病院に勤務する看護スタッフのスピーチロックの実態
　　　　－排泄ケアに視点を当てて－
　　　　　内田優美 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－62　認知症高齢者の排泄援助における看護師の困難感
　　　　－障害者等一般病棟での調査から－
　　　　　小林真悠子 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－63　JICA草の根技術協力事業ベトナム事前調査報告
　　　　－ヘルスセンターと在宅患者訪問より
　　　　　松井由美子 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－64　統合失調症の陰性症状がみられる対象者の自己譲渡と不参加の自由に対する看護支援
　　　　　渡辺真純 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－65　在宅看護学実習で学生がとらえた訪問看護師のコミュニケーションの特徴
　　　　　宇田優子 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－66　看護学生における実習中の精神健康度（GHQ28）とストレス対処能力（SOC）の現状
　　　　　小林涼香 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－67　筋萎縮性側索硬化症（ALS）療養者の在宅療養と主介護者の休息
　　　　－1事例の分析－
　　　　　今溝恵理 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

一般演題（ポスター）13：40－14：40
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Ｐ－68　N大学看護学科4年生のイヤフォン等使用状況と音響性難聴に関する知識の現状
　　　　　市川佳甫美 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－69　 新潟市地域包括ケアシステムに活かすソーシャルインクルージョンを実現する構造要
因の検討

　　　　その2 －「実家の茶の間・紫竹」におけるつながりのあり方から－　
　　　　　小倉清子 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－70　児童虐待と役割逆転 －代理ミュンヒハウゼン症候群の母親達－
　　　　　高野利美 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－71　2019年度在宅看護学実習で学生がとらえた倫理的課題
　　　　　稲垣千文 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－72　子宮頸がん検診受診啓発を目指したピアエデュケーションによる介入研究
　　　　－女子大学生への介入の有無による比較及び受診者の背景因子－
　　　　　山口典子 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－73　 高度急性期看護学実習における救急外来・集中治療室（ICU）実習を体験した学生の
学び

　　　　　小川真貴 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－74　認知症高齢者暴力リスクアセスメントシート開発のための基礎研究
　　　　－認知症高齢者の暴力誘発因子の解明－
　　　　　高橋智美 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

社会福祉

Ｐ－75　地域共生社会実現のための「地域福祉推進の基礎構造」に関する一考察
　　　　　青木茂　新潟医療福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科

Ｐ－76　介護福祉士養成課程学生の介護イメージ変化
　　　　　吉田輝美 他　新潟医療福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科

Ｐ－77　地域課題に対する学生の学びとその学習効果に関する基礎的研究
　　　　－新潟水俣病患者の聞き取り調査から－
　　　　　大坪美香 他　新潟医療福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科

Ｐ－78　新たな子育て相談窓口開設による既存相談窓口への影響と連携への課題
　　　　－「子育てなんでも相談センターきらきら」への影響と課題－
　　　　　山口智 他　新潟医療福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科

一般演題（ポスター）13：40－14：40
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情報・教育・国際交流

Ｐ－79　 全国47都道府県の一人平均後期高齢者医療費の西高東低北高分布と医療・社会経済環
境指標との関連

　　　　　羽田涼奈 他　新潟医療福祉大学 医療経営管理学部医療情報管理学科

Ｐ－80　アプリケーション開発学習時における統合開発環境（IDE）の選択に関する検討
　　　　　井上弘樹　新潟医療福祉大学 医療経営管理学部医療情報管理学科

Ｐ－81　Colaboratoryの教育・研究に対する有効性
　　　　　近藤正紀　新潟医療福祉大学 医療経営管理学部医療情報管理学科

Ｐ－82　 3Dプリンタを使用した視覚障がい者向けの挟み将棋用の用具の開発
　　　　　谷賢太朗 他　新潟医療福祉大学 医療経営管理学部医療情報管理学科

Ｐ－83　特定健康診査におけるメタボリック症候群該当者率の上位と下位の特徴
　　　　－燕市と妙高市の比較－
　　　　　三井一希 他　新潟医療福祉大学 医療経営管理学部医療情報管理学科

Ｐ－84　海外留学生参加型の連携総合ゼミ事例の運営について
　　　　　桑原桂 他　新潟医療福祉大学 新潟連携教育研究センター運営委員会

Ｐ－85　多職種間連携教育科目「連携基礎ゼミ」　アンケート結果の報告
　　　　　山口智 他　新潟医療福祉大学 新潟連携教育研究センター運営委員会

Ｐ－86　 2018年度「連携総合ゼミ」学生アンケート結果の国内と海外学生の比較による考察
　　　　　松井由美子 他　新潟医療福祉大学 新潟連携教育研究センター運営委員会

Ｐ－87　保育者を志望する学生の身体教育場面の状況認知教育方法の検証 
　　　　－Schönのフレーム理論から－
　　　　　佐近慎平 他　新潟医療福祉大学 健康科学部健康スポーツ学科

Ｐ－88　「シティズンシップ教育入門」受講学生の市民性認識に関する一考察
　　　　　吉田重和 他　新潟医療福祉大学 健康科学部健康スポーツ学科

Ｐ－89　台湾・輔英科技大學との国際交流協定（MOU）締結に向けた教員訪問報告
　　　　　阿部薫　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

一般演題（ポスター）13：40－14：40
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特別講演・
シンポジウム抄録

－ 15 －



座長：東江由起夫（新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科　教授）

2020年東京パラリンピックが目指す無限の可能性

 中森邦男
 （公財）日本障がい者スポーツ協会、日本パラリンピック委員会　参事

パラリンピックの発展
パラリンピックは第2次世界大戦で脊髄を負傷した兵士の社会復帰のために、リハビリテー

ションにスポーツを取り入れたことが発端となっています。1960年の第1回大会は車いすの障
がい者のスポーツとして始まりましたが、5回大会以降、回を重ねるごとに、手足の切断や機
能障がい、視覚障がいや知的障がいの人が参加し、実施競技や参加選手数も大きく増やし今日
に至っています。

パラリンピックの価値が大きく高まったきっかけは、オリンピック・パラリンピックの統
合開催の2008年の北京大会からで、「国際オリンピック委員会と国際パラリンピック委員会

（IPC）が協力して、オリンピックを開催した後に同じ都市で同じ施設を利用して、同じ組織
委員会でパラリンピックを始めたことです。ドーピング検査、マーケティング、選手団やメディ
アの参加方法などオリンピックとまったく同じ大会運営で、参加する選手の競技力も一気に向
上し、オリンピック競技に比べても見劣らない、素晴らしいパフォーマンスや見ごたえのある
プレーを見せてくれるようになりました。

パラリンピックの価値
1989年創設されたIPCは、当初から「Athletes Centered Organization」を謳い、2003年の総

会で公表したIPCのビジョンでは「パラアスリートがスポーツにおける卓越した能力を発揮し、
世界に刺激を与え興奮させることができるようにすること。」とアスリートを中心に置いてい
ます。

パラリンピックの一番の価値は、社会を変えていく力があることで、「失われた機能を数え
るのではなく、残された機能を最大限に活かそう」という精神で、それぞれのスポーツにお
いて限界に挑戦していくアスリートの姿に接すると、障がいがあることが不可能を意味する
ものではないということに気付くからだと思います。パラリンピックで見せるアスリートのパ
フォーマンスが、誰もが個性や能力を思う存分発揮して活躍できる社会の実現につながり、社
会の中にあるバリアを減らしてくことの必要性や、発想の転換が必要であることにも気づかせ
てくれます。ひいては年齢、性別、人種の違い、つまり多様性を認め合ってお互いの人権を尊
重し、そして支え合う社会に変えていこうという力がパラリンピックを通して呼び起こされる
ということでしょう。

特別講演
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パラリンピックの理解
パラリンピックはオリンピックと異なり、いくつかの特色があります。競技によって参加で

きる障がいが限定されたり、健常者と一緒に競技したり、競技用具によっては健常者の記録を
上まったり、パラリンピックの基本理解とともに、皆さんの専門である障がい者の機能を最大
限に生かすことにつなげていただければと思います。

＜略歴＞

昭和51年３月　　天理大学（体育学部　体育学科）卒
昭和51年４月　　大阪市身体障害者スポーツセンター勤務
昭和61年４月　　㈶日本身体障害者スポーツ協会、東京都障害者総合スポーツセンター勤務
平成16年４月　　日本パラリンピック委員会　事務局長（兼任）
平成23年７月　 　 ㈶日本障害者スポーツ協会、指導部長　企画情報部長（兼任）、日本パラリンピック委員会　

事務局長（兼任）
平成23年12月１日（公財）日本障害者スポーツ協会に改称
平成25年７月　　 （公財）日本障がい者スポーツ協会　強化部長、日本パラリンピック委員会　事務局長（兼任）
平成30年12月　　（公財）日本障がい者スポーツ協会、日本パラリンピック委員会　参事
 
 ＜社会活動＞
国際大会　　パラリンピック（夏９回、冬３回参加）
　1984年　アメリカ　ニューヨーク　水泳コ－チ
　1988年　韓国　　　ソウル　　　　水泳監督
　1992年　スペイン　バルセロナ　　水泳監督
　2000年　豪州　　　シドニー　　　水泳監督
　2004年　ギリシャ　アテネ　　　　日本選手団副団長
　2006年　イタリア　トリノ　　　　日本選手団副団長
　2008年　中国　　　北京　　　　　日本選手団副団長
　2010年　カナダ　　バンクーバー　日本選手団団長
　2012年　英国　　　ロンドン　　　日本選手団団長
　2014年　ロシア　　ソチ　　　　　日本選手団副団長
　2016年　ブラジル　リオ　　　　　日本選手団副団長
　2018年　韓国　　　平昌　　　　　日本選手団副団長

フェスピック（６回参加）
　1982年　香港　　　沙田　　　　　日本選手団（水泳コーチ）
　1999年　日本　　　神戸　　　　　日本選手団（水泳監督）
　1994年　中国　　　北京　　　　　日本選手団
　1999年　タイ　　　バンコク　　　フェスピック連盟委員
　2002年　韓国　　　釜山　　　　　フェスピック連盟委員
　2006年　マレーシア　KL　　　　　 フェスピック連盟委員

アジアパラゲームズ（６回参加）
　2009年　日本　　　東京　　　　　大会組織委員会（ユース大会）
　2010年　中国　　　広州　　　　　日本選手団副団長
　2013年　マレーシア　KL　　　　　 視察（ユース大会）
　2014年　韓国　　　インチョン　　日本選手団副団長
　2017年　UAE　　　ドバイ　　　　日本選手団副団長（ユース大会）
　2018年　インドネシア　ジャカルタ　　日本選手団副団長
 
 ＜その他＞
　国際ストークマンデビル車椅子競技大会　　　コーチ
　ロビンフッド大会（イギリス　脳性まひ者）　日本選手団団長
　デフリンピック夏季大会（聴覚障がい者）、（ブルガリア夏季大会、アメリカ冬季大会）視察
　グローバルゲームズ（知的障がい者）、（チェコ大会、エクアドル大会）　日本選手団副団長
 
 ＜特記事項＞
（現）一般社団法人日本身体障害者水泳連盟　顧問
（元）フェスピック連盟スポーツ委員会（1999－2006）委員
（元）アジアパラリンピック委員会スポーツ委員会　委員
（現）東京2020オリンピック･パラリンピック組織委員会　理事
（現）一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育振興機構　理事
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シンポジウム　「QOLを向上させる最先端スポーツ活動」

　座長：西原　康行（新潟医療福祉大学　健康スポーツ学科　教授）

本学義肢装具自立支援学科におけるパラアスリート支援
ネットワークの構築と教育

 東江　由起夫
 義肢装具自立支援学科　教授

2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技会を迎えるにあたり、全国各地で障がい
者スポーツの理解ならびに支援体制を強化するために体験等の取り組みがなされている。こ
うした背景を受け、本学義肢装具自立支援学科においても2017年より「障がい者陸上教室
ParaTFC」を立ち上げ、新潟県における障がい者陸上競技に参加する切断者の掘り起こし、
スポーツ用義足の製作適合、パーツ等の貸し出し、トレーニング等を行い、パラアスリートへ
の育成を目的に活動を開始した。障がい者陸上教室ParaTFCは月１回、本学室内トラック等
を会場に開催され、本学科教員ならびに学生を中心に健康スポーツ学科教員、理学療法学科教
員、近隣の義肢装具製作企業に勤務する義肢装具士等から構成されている。現在、数名の下肢
切断者が参加し、これまでに新潟県障がい者スポーツ大会や、県代表として全国障がい者スポー
ツ大会に送り出すほどの活動に至っている。

こうした活動を通して本学科学生は、障がい者スポーツに理解を深め、同時にスポーツ用義
足について学んでおり、将来、これらを専門にする義肢装具士の育成につながり、結果として
義肢装具分野における障がい者スポーツの支援体制の構築化を推進するものと考えられる。ま
た、トレーニング等の指導においては健康スポーツ学科や理学療法学科等の学内の学科との連
携が強化され、さらには近隣の義肢装具製作企業、近隣病院、新潟県障がい者スポーツ協会等
の学外との連携も強化される。そのことから本学を中心としたパラアスリート支援ネットワー
クの構築化と人材育成の構築化がなされるものと考える。
　本シンポジウムでは、こうした活動について紹介し、2020年の東京オリンピック・パラリン
ピック競技会を終えた後も、継続してパラアスリートを支援するためのネットワークの構築化
と人材育成に向け、皆様と充実したディスカッションができればと願っている。

＜略歴＞

1985年４月　国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所補装具製作部主任義肢装具士
1991年３月　東京電機大学工学部二部機械工学科卒業
2000年１月　オットーボックジャパン株式会社　テクニカルフォーラム推進室長
2001年４月　早稲田医療技術専門学校　義肢装具学科学科長
2003年３月　 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻福祉援助工学分野修

士課程修了（保健医療学修士）
2007年４月　新潟医療福祉大学医療技術学部義肢装具自立支援学科　教授
2011年４月　同大学同学科　学科長
＜資格＞
義肢装具士 
＜社会活動＞
義肢装具士国家試験委員会委員、日本義
肢装具士協会監事、新潟県義肢装具職業
技能検定試験委員など 
＜学会活動＞
日本義肢装具士協会、日本義肢装具学会、
国際義肢装具協会（ISPO）、日本リハビ
リテーション工学協会、臨床歩行分析研

究会、臨床バイオメカニクス学会、新
潟医療福祉学会、新潟県難病支援ネット
ワークなど 
＜特記事項＞
第12回日本義肢装具士協会学術大会 
 （2005.7.16-17） 大会長
第23回リハ工学カンファレンスin新潟
 （2008.8.27-29） 副実行委員長
第19回新潟医療福祉学会学術大会 
 （2019.10.26） 大会長
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新潟県のパラリンピック教育

 佐近慎平
 健康スポーツ学科　准教授　

東京2020オリンピック・パラリンピック競技会（以下、オリ・パラ）まで1年を切りました。
日本中でオリ・パラ・ムーブメント全国展開事業が実施されており、本県では、小・中・特支
学校から5校をオリ・パラ教育推進校に指定、また、現職教員の研修会においてパラ教育を実
施し、健康スポーツ学科では講師を担い、教育課程においてオリ・パラ教育推進に貢献してい
ます。

次に、本学では、スポーツとリハビリ分野が連携し、新潟県民に、パラスポーツの普及を行っ
ています。パラリンピックとデフリンピック（聴覚障害）とスペシャルオリンピックス（知的
障害）の3者協働による「3’picsスポーツチャレンジ」事業（スポーツ体験会）、また、知的障
害者対象の健康相談会を実施しています。

本シンポジウムでは、新潟県で実施したパラ教育の事例を報告します。

＜略歴＞

修士（スポーツ科学）／仙台大学。仙台医療福祉専門学校、青梅慶友病院リハビリテーショ
ン室レクリエーションワーカー 、目白大学人間学部人間福祉学科を経て現職。専門分野は
身体教育学（幼児期や障害児者、教師の力量形成）

＜資格＞
社会福祉士、レクリエーションコーデイネーター、幼児体育指導者、障害者スポーツ指導員

 
＜特記事項＞
新潟県教育委員会オリンピック・パラリンピック教育推進委員長、リオデジャネイロ2016
オリンピック・パラリンピック競技会JAPAN　HOUSEスポーツ庁ブース運営委員

 

シンポジウム　「QOLを向上させる最先端スポーツ活動」
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本学における多職種連携によるアスリートサポート体制

 江玉睦明
 理学療法学科　教授　

2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、本邦においては「マルチサポート事業」
として、スポーツ医科学サポートやスポーツ医科学研究に対して多額の予算が計上され、国家
としてスポーツを支える体制が整備されている。しかし、大学スポーツ（特に日本海側）にお
けるスポーツ医科学サポートは遅れている感が否めない。

米国においてはスポーツドクター・トレーナー制度の発達により、各大学にスポーツドクター
やトレーナーが配置され、大学内で連携して選手のサポートを行っている。本邦においては、
いくつかの体育系大学においてスポーツ医科学サポートを標榜してはいるものの、その存在が
注目されることは少ない。その原因として、職種間の連携不足があげられる。 

本学は、理学療法学科、健康スポーツ学科、健康栄養学科など医療福祉系の学科が多数存在
する本邦で唯一の大学である。そこで我々は、 2016年に本学にアスリートサポート研究セン
ターを設立し、アスリートに対して関連病院である新潟リハビリテーション病院のスタッフと
協働することで、様々な職種で構成されるマルチサポート体制を構築した。現在、本研究セン
ターを中心に、アスリートに対する医科学サポート体制の整備と新たなスポーツ外傷・障害の
予防・治療プログラム確立、人材育成として様々な学科の学生が協働できるチームアプローチ
体制の構築に取り組んでいる。本セッションではこれらの活動を報告させていただく。

シンポジウム　「QOLを向上させる最先端スポーツ活動」

＜略歴＞
平成14年　医療法人博医会　新潟こばり病院　入職
平成24年　新潟医療福祉大学　理学療法学科　助教　就任
平成27年　新潟医療福祉大学　理学療法学科　講師　就任　　
平成28年　新潟医療福祉大学大学院　博士（保健学）取得
平成29年　新潟医療福祉大学　理学療法学科　准教授　就任
平成31年　新潟医療福祉大学　理学療法学科　教授　就任

＜資格＞
理学療法士、専門理学療法士（基礎・運動器）

 
＜社会活動＞
・ （一社）新潟県サッカー協会　医科学委員会　

医科学委員
・新潟スポーツ傷害フォーラム　世話人　
・新潟スポーツ理学療法研究会　副会長
・足の構造と機能研究会　理事
・（一社）体表解剖学研究会　インストラクター　　　 
・ 日本理学療法士協会機関紙「理学療法学」査

読委員
・ 新潟医療福祉大学　アスリートサポート研究

センター　副センター長
 
＜学会活動＞
日本理学療法士学会、日本解剖学会、日本臨床
スポーツ医学会、足の構造と機能研究会、一般

社団法人体表解剖学研究会、新潟スポーツ理学
療法研究会、臨床解剖研究会、コメディカル機
能解剖学会、足の外科学会、日本体力医学会、
JOSKAS

 
＜教育研究活動＞
・ 新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター　

非常勤勤務
・新潟リハビリテーション病院　非常勤勤務
・日本歯科大学新潟生命歯学部　研究生
・新潟大学解剖学第一講座　客員研究員

 
＜特記事項＞
・ Barça Sports Medicine Conference登壇
   （2018.10.9）
・ 第2回足の構造と機能研究会学術大会＠森ノ

宮医療大学　大会長（2019.5.30）
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抄　録　集

口　演　　　Ｏ－１～ Ｏ－６

ポスター　　Ｐ－１～ Ｐ－89
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異なるレジスタンストレーニングにおける
心拍数・血圧および主観的運動強度変化に
ついて 
 
 
中村雅俊 1，2)、清野涼介 1，2)、佐藤成 1、2)、森下慎一

郎 1，2) 
1) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 
2) 新潟医療福祉大学 大学院 医療福祉学研究科 

 
【背景・目的】 加齢に伴う骨格筋量の減少や、それに伴

う筋力および運動機能の低下はサルコペニアと呼ばれて

おり、リハビリテーション現場で治療が必要な症候群の一

つである。このサルコペニアに対する治療法としては、レ

ジスタンストレーニング（筋力トレーニング）が推奨され

ており、National Strength and Conditioning Association のポ

ジションステイトメントでは、高齢者を対象とした場合、

70～85%1RM（最大挙上重量：repetition maximum）の負荷

を用いて、8～12 回もしくは 10 から 15 回のセットを 1 か

ら 3 セット，週 2～3 回行うことが推奨されている 1)。し

かし残念なことながら，本邦のリハビリテーション現場や

健康増進を目的とした運動を行う現場において，このよう

な負荷を用いてレジスタンストレーニングを行っている

ことは非常に少ない。 
 この背景として、高齢者を対象とした場合、70～
85%1RM という比較的、高負荷のトレーニングには筋骨

格系の傷害発生や血圧上昇のリスクが伴うと考えられる。

そのため、安全かつ簡便に出来る自重を用いたレジスタン

ストレーニングが採用されることが多い。しかし、実際に

様々な負荷を用いたレジスタンストレーニングや自重を

用いたトレーニングを行った際の血圧や心拍数などの心

血管系にかかる負担や主観的な運動強度を比較した報告

はない。そのため、実際に高負荷レジスタンストレーニン

グは危険で、自重トレーニングは安全なトレーニングであ

るか否かは不明である。そのため、本研究の目的は高齢者

を対象に、異なる負荷のレジスタンストレーニングおよび

自重トレーニングを行った際の血圧・心拍数および主観的

運動強度の変化を明らかにすることである。 
 
【方法】 対象は，地域在住高齢者 26 名（男性 16 名、女

性 10 名、平均年齢：70.4±4.2 歳、平均体重：59.2±9.6kg、
平均身長：160.9±8.0kg、平均 1RM：24.6±7.5kg）の利き脚

側の大腿四頭筋とした。なお、本研究を通して、筋骨格系・

心機能に関する有害事象は生じなかった。 
 測定課題は、膝関節伸展の 1RM 測定後、20・40・60・
80%1RM での膝関節伸展・スクワット・立ち上がり・前方

段差昇降、3kg の重錘を用いた膝関節伸展時を無作為の順

番で実施した。なお、全ての運動は 8 回、反復を行い、各

課題間の休憩時間は 2 分以上の間隔をあけて実施した。全

ての運動課題を行った直後に自動血圧計（オムロン社製）

を用いて心拍数と収縮期・拡張期血圧の測定を行った。ま

た、各課題終了後、Borg CR-10（0 から 10 までの 11 段階

評価指標）を用いて、全身の主観的な運動強度（運動に対

する努力感）を聴取した。統計処理は、安静時と各測定課

題後の心拍数・血圧および主観的運動強度の比較を、Holm
補正を用いた対応のある t 検定を用いて比較を行った。加

えて、安静と有意な差が認められた項目すべての比較を

Bonferroni 補正を用いた t 検定で比較した。なお、本研究

は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受け、関連する利

益相反はない。 
 
【結果】 統計処理の結果、収縮時血圧および心拍数は安

静時と比較して 40%1RM 以外の全ての運動課題において

有意に高値を示した(p < 0.05)。また、主観的運動強度は

全ての運動課題において安静時と比較して有意に高値を

示した(p < 0.05)。一方、拡張期血圧については安静時と

各運動課題間に有意な差は認められなかった。加えて、有

意な差が認められた項目間の比較の結果、収縮期血圧には

有意な差は認められなかった。一方、脈拍数は 20%1RM お

よび重錘を用いた膝伸展運動と比較して、60・80%1RM と

スクワットで有意に高値を示した。また、主観的運動強度

においても 80%1RM は 20%・40%1RM および立ち上がり・

段差昇降・重錘を用いた膝伸展運動よりも有意に高値を示

した。また、60%1RM は立ち上がりよりも有意に高値を示

した。 
 
【考察】 本研究では高齢者を対象に比較的、高負荷のレ

ジスタンストレーニングとリハビリテーション現場で行

われることが多い自重や軽い負荷を用いたトレーニング

における心拍数・血圧および主観的運動強度の比較を行っ

た。本研究の結果、安静と比較して各運動課題において収

縮期血圧および心拍数は増加する一方、80%1RM という

比較的、高負荷トレーニングであっても自重トレーニング

を用いた場合と同程度であった。一方、主観的運動強度は

60 および 80%1RM で有意に高値を示した。この結果より、

比較的、高負荷のレジスタンストレーニングは、運動に対

する主観的な努力感は大きくなるものの、心血管系に及ぼ

す影響は自重トレーニングと同程度であることが明らか

となった。 
 
【結論】 比較的、高負荷を用いた場合でも単関節運動で

あれば、地域在住高齢者のレジスタンストレーニングとし

ては安全に行えることが明らかとなった。 
 
【文献】 
1) Fragala MS, Cadore EL, Dorgo S, et al.: Resistance Training 
for Older Adults: Position Statement From the National Strength 
and Conditioning Association. J Strength Cond Res. 
2019;33(8):2019-2052.  
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ー 
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5) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 
 
【背景・目的】 女性スポーツ選手の栄養管理を行う上で、

「low energy availability（利用可能エネルギー不足）」、

「無月経」および「骨粗鬆症」からなる「女性アスリート

の三主徴（Female Athlete Triad：FAT）1)」を回避できる

よう栄養サポートすることは重要課題である。 
 一方、本学においては大学強化部の全女子選手を対象と

したエネルギーおよび栄養素の摂取状況の調査は実施さ

れたことがない。 
 今後、実施する栄養サポートの基礎データ（月経状況と

食習慣）を得ることを目的とした。 
 
【方法】 被験者は N 大学に在籍する強化指定部所属女子

選手 138 人とした。解析対象は、全ての項目に回答した者

138 人（有効回答率：100％）とした。食物摂取頻調査は、

Excel 栄養君（Ver. 4.0）を用いた。身長、体重、体組成

（BC-118D、株式会社タニタ）は実測し、月経状況は質問

紙により調査した（2018 年 8 月～2019 年 1 月）。統計解

析には、R (R, Version 3.2.4, Development Core Team, 
2011)を用いた。月経状態が正常な群と異常周期群（無月

経および月経不順の者）に分け、検討を行った。2 群間の

比較は、対応のない t 検定を用い、有意水準は 5％とした。

本研究は新潟医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得て

おり（第 18032-180723 号）、関連する利益相反はない。 
 
【結果】 対象者の基本属性を表 1 に示した。月経周期異

常者の割合は、月経不順者 33 名（23.9％）、無月経者 5 名

（3.6％）と合わせて、27.5％であった（図１）。身長、体

重、BMI に関しては、月経周期正常群（以下、正常群）と

月経周期異常群で有意な差は認められなかった。しかし、

体脂肪率（p = 0.0755）と体脂肪量（p = 0.0998 ）は月経

周期異常群で低い傾向にあった。 
 エネルギー摂取量に関しては、正常群が 1,911±
495kcal であったのに対して、月経周期異常群では 1,896
±536kcal と 2 群間で有意な差は認められなかった（p = 
0.8746）。また、体重 1kg 当たりのエネルギー摂取量に換

算した場合においても正常群は、34.1±9.0kcal に対して

月経周期異常群では 34.9±9..8kcal と 2 群間で有意な差

は認められなかった（p = 0.6551）。同様に、たんぱく質、

脂質、炭水化物、カルシウム、鉄、ビタミン B1、ビタミン

B2、ビタミン B6、ビタミン C および食物繊維においても

2 群間で有意な差は認められなかった。 
 

        表 1. 月経状況別の基本属性 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

 
 
 

図 1. 月経状況 
 
【考察】 能瀬ら 2)はトップアスリートにおける無月経の

者の割合は 7.8%、月経周期異常の者の割合は 32.9％と報

告しており、本調査結果は、これらよりも低値であった。 
エネルギー摂取量では 2 群間に有意な差が認められな

かった。しかし、利用可能エネルギーを求めることにより

2 群間に差が生じる可能性が推察された。 
個人の運動消費エネルギーを求め、個々人に必要な推定

エネルギー必要量が確保されているかを検討することに

より、より適切な栄養指導が可能であると推察する。また、 
継続的に調査することにより大学強化部女子選手の栄養

状態と月経状態の関係が明らかとになると推察する。 
 
【結論】 月経周期異常者が 27.5％存在することがわかっ

た。月経周期異常群において摂取エネルギーが正常群と比

較して明らかに低値であるとの結果は得られなかった。ま

た、栄養素においても 2 群間に有意な差は認められなかっ

た。摂取エネルギーが不足している可能性が高いためエネ

ルギーの確保に関する栄養指導が必要であると推察され

た。 
 
【文献】 
1) Nattiv, A etat., The Female Athlete Traid., American 
College of Sports Medicine, 1867-1882, 2007. 
2) 能瀬さやから：女性トップアスリートにおける無月経

と疲労骨折の検討, 日本臨床スポーツ医学会誌, 22(1), 67-
74, 2014. 

年齢 歳 19.9 ± 1.3 19.8 ± 1.2 0.5150 19.9 ± 1.3
⾝⻑ cm 162.6 ± 6.8 162.1 ± 5.6 0.7843 162.5 ± 6.5
体重 kg 56.6 ± 8.3 54.6 ± 6.9 0.1917 56.1 ± 8.0
BMI kg/m2 21.3 ± 2.0 20.7 ± 1.9 0.1150 21.2 ± 2.0

体脂肪率 % 21.5 ± 3.2 20.4 ± 3.0 0.0755 21.2 ± 3.2
体脂肪量 kg 12.4 ± 3.5 11.3 ± 2.9 0.0998 12.1 ± 3.4

除脂肪体重 kg 44.3 ± 5.4 43.3 ± 4.5 0.3425 44.0 ± 5.2

初経年齢 歳 12.9 ± 1.4 13.9 ± 1.5 0.0004 13.2 ± 1.5
最近12か⽉間での⽉経回数 回/年 11.8 ± 1.3 8.8 ± 4.6 ＜0.0001 11.0 ± 2.9

t-test, n=138

定期的群 不定期と無⽉経群
p値

全体
n=100 n=38 n=138
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【背景・目的】 大学生運動選手の生活環境（居住条件）

による栄養素等摂取状況の傾向を明らかにすることは、食

環境整備や食教育等、具体的な栄養サポートの視点から重

要である。本学においては大学強化部の全女子選手を対象

としたエネルギーおよび栄養素の摂取状況の調査は実施

されたことがないため、本学における女子運動選手の継続

した食事調査を行い、栄養サポートの基礎データを取る事

を本研究の目的とした。今回は、そのうち第一回目の調査

における 1 人暮らし選手の食事状況の特徴を報告する。 
 
【方法】 被験者は N 大学に在籍する強化指定部所属女子

選手 138 人とした。食物摂取頻調査は、Excel 栄養君（Ver. 
4.0）を用いた。身長、体重、体組成（BC-118D、株式会

社タニタ）は実測した（2018 年 8 月～2019 年 1 月）。居

住形態により、家族と同居している学生と 1 人暮らしの学

生 115 名を抜き出し、2 群（家族と同居群 34 名、1 人暮

らし群 81 名）に分け、各群における栄養素等摂取状況を

比較した。統計処理は、正規性の検定を行い、正規性の認

められた項目に対してはパラメトリック検定、認められな

い項目に対してはノンパラメトリック検定を行った。有意

水準は 5%未満とした。本研究は新潟医療福祉大学倫理審

査委員会の承認を得ており（第 18032-180723 号）、関連

する利益相反はない。 
 
【結果】 部活別居住形態内訳を図 1 に示した。ダンス部

を除く 5 つの部活動で 70%以上の学生が 1 人暮らしであ

った。対象者の基本属性を表1に示した。1人暮らし群は、

家族と同居群と比較し、体重ならびに BMI が有意に高か

った（p=0.006, p=0.001）。そこで、エネルギー摂取量、

栄養素等摂取量に関しては、体重 1kg 当たりの摂取量を

算出し、比較検討した。エネルギー摂取量は 2 群間に有意

な差は認められなかった。一方で、たんぱく質摂取量は、

家族と同居群が 1.3g±0.5g/ kg B.W.であったのに対して、

1 人暮らし群は 1.1g±0.4g/ kg B.W.であり、有意に摂取量

が低かった（p=0.043）。また、ビタミン B6、B12 ビタミ

ン D の摂取量についても 1 人暮らし群は有意に低い摂取

量であった（p=0.024, p=0.001, p=0.001）。 
 

図 1．部活別居住形態内訳 

 
表 1．対象者の属性 
 

 
【考察】 1 人暮らしの選手は体重当たりたんぱく質摂取

量が 1.1g/kg であり、スポーツ選手に推奨される体重 1kg
あたり 1.2～2.0g1,2)よりも低い摂取量であることが明ら

かとなった。また加えて、ビタミン B 群ならびにビタミ

ン D の摂取量も家族と同居群と比較して少ないことが明

らかとなった。ビタミン B 群ならびにビタミン D は競技

パフォーマンスに影響を与える栄養素であるため、この状

況が長期になれば 1 人暮らし選手の高いパフォーマンス

の発揮が困難となる可能性が示唆された。また、今後は 1
人暮らし選手に特化した食事の摂り方に関する具体的な

サポートが必要であると考えられた。 
 
【結論】 1 人暮らし選手のたんぱく質摂取量が推奨量よ

りも少ないことが明らかとなった。競技パフォーマンスに

関わる栄養素摂取量も不足していた。1 人暮らし選手に特

化した栄養サポートが必要であると推察された。 
 
【文献】 
1) International Olympic Committee. Nutirtion for 
Athletes, 2012. 
2) Thomas, D. T. et al. Med. Sci. Sports Exerc. 48: 
543-568, 2016. 
 

p値

年齢 歳 0.367

身長 cm 162.2 ± 6.6 161.5 ± 7.1 162.5 ± 6.4 0.478

体重 kg 0.006

BMI kg/m2 0.001

体脂肪率 % 0.08720.8(18.9~22.4) 19.9(18.0~22.1) 21.0(19.6~22.8)

54.3(49.4~61.0) 51.4(47.5~56.6) 55.1(51.0~62.2)

20.9(19.8~22.2) 20.1(19.1~20.8) 21.2(20.1~22.5)

全体

ｎ=115

居住形態

家族と同居
n=34

1人暮らし
n=81

20(19~21) 20(19~21) 20(19~21)
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フォトグラメトリによる 3Dスキャニング 
 
 
近藤正紀 1)  
1) 新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
 
【背景・目的】 現在実用化されている 3D スキャナーは

大別すると接触式と非接触式に分けられる。それぞれの方

式ごとに得手不得手や制限事項が存在するが、共通する制

限としてスキャン可能な対象物の大きさが限られるとい

うものがある。現時点では地球や細胞をスキャン可能な

3D スキャナーは存在しない。 
 本稿は、写真測量法（Photogrammetry）によって二次

元の写真から三次元のデータを復元する手順を確立する

ことを目的とする。なお、本邦では 3D データの再現の場

合に『フォトグラメトリ』の語を用いるため、本稿でもそ

れに従う。 
 
【方法】 本稿ではデジタル写真から三次元データを復元

するにあたり、フリーソフトウェアのアプリケーションプ

ログラムを用い、以下の手順で実行する。 
 手順 1 対象物撮影する。本稿では JR 長岡駅構内に展

示している『火焔土器』および模造品の『埴輪』（記述者

蔵）を対象物とする。3D プリンター用データを作成する

場合は全周撮影が必要になる。 
 

表 1 データの仕様 
対象物 サイズ カメラ 枚数 

火焔土器 
L:162mm 
W:266mm 
H:297mm 

iPhobne8 
4032 x 3024 pixel 
35 mm 換算値：28 mm 

45 枚 
全周 

埴輪 
L:35mm 
W:40mm 
H:110mm 

Richo Caprlio RZ1 
2304 x 1728 pixel 
35 mm 換算値：105 mm 

40 枚 
半周 

 
 手順 2 Structure from Motion (SfM)を用いて各画像

から対象物を構成する三次元点群のデータを再構成する。

本稿では全ての作業をフリーソフトウェアで実行するこ

ととし、C. Wuが作成したVisualSFM、Istituto di Scienza 
e Tecnologie dell'Informazioneが管理しているMeshlab、
AliceVisionフレームワークを使用したMeshroomを用い

る。Meshroom は VisualSFM と Meshlab で行う作業を

単独で実行することができる。 
 手順 3 再構成されたデータには背景等不要な部分が

含まれるため、Meshlab 等のユーティリティを用いて削

除する。 
 なお、本研究は倫理審査の対象外のものであり、関連す

る利益相反はない。 
 
【結果】 図 1 は火焔土器と埴輪のそれぞれ元画像（一部）

と再構築した 3D 画像である。今回使用した計算資源では

火焔土器で 2 時間程度、埴輪で 1.5 時間程度を要した。 
 
 
 
 
 
 

(a)           (b)           (c)           (d) 
図 1 再現した火焔土器と埴輪 

 
 火焔土器は全体の大まかな形状を再現できたが細部の

再現性は良くない。一方埴輪についてはレンズのマクロ機

能により 20 cm 程度まで接近できたことで 1 mm に満た

ない小さな凹凸も再現できた。 
 
【考察】 本稿での対象物はいずれも手許に所有する 3D
スキャナーではスキャン条件が満たされないため使用す

ることができない。それに対し Structure from Motion は

一般的なカメラが使用でき、対象物が正しく撮影されてい

るならば特徴点を抽出できるため、3D プリンター用デー

タを作成する点で有利であると考える。 
 再現精度は、火焔土器については図 1(b)を見てわかると

おり、上部の『鶏冠状把手』と呼ばれる部分の再現度が低

い。この原因として展示されている対象物との距離（約 2 
m）とレンズの焦点距離の不整合および展示用構造物のた

めに照明が不十分であることが考えられる。また撮影した

写真の多い部分は細部まで再現されているが少ない部分

は歪みがあることも予想通りである。35 mm換算値で105 
mm のレンズで接写した埴輪は前述のとおり 1 mm 未満

の凹凸も再現できており、テクスチャマッピングを行うと

実物と見紛う 3D 画像が得られる。3D プリンターの精度

にもよるが、十分造形に耐えるデータである。さらに高精

細にするには撮影条件を詰める必要があると考える。 
 Photogrammetry 自体は昔から存在する手法であるが、

デジタル撮影技術とコンピューターの演算能力の向上に

より実用に耐える 3D データを生成できるようになった。

使用したソフトウェアがオープンソースであれば不具合

を使用者自身が修正することも可能であるため、今後の発

展が期待できる一方、商用ではないため開発が放棄される

場合もあり動向を注視していく必要がある。本稿での処理

中にも Meshroom に微細な不具合を確認しているが、ソ

ースコードの修正には至っていない。 
 
【結論】 フォトグラメトリは三次元形状データを再構成

するだけでなく、ロボットが自身の位置と姿勢を把握する

にも必要な技術であり、また、VR データ作成にも有効な

手法である。 
 本稿により、フォトグラメトリを用いることで個人ユー

スの 3D スキャナーよりも安価に同等以上のデータを得

る可能性の示唆を得た。 
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地域包括ケアシステムに活かすソーシャル
インクルージョンを実現する構造要因の検
討 その 1 －実家の茶の間“紫竹“の取
り組み－ 
 
 
大屋愛里1)、高野晃輔2)、佐藤純子3)、西川薫1)、杉本洋1)、

紅林祐介 1)、石上和男 2)、金谷光子 1)、遠藤和男 4) 

1) 新潟医療福祉大学 看護学部 
2) 新潟医療福祉大学 医療経営管理学部 
3) 元新潟医療福祉大学 看護学部 
4) 新潟医療福祉大学 健康科学部 
 
【背景・目的】 ソーシャルインクルージョンとは、社会

的包摂（岩田、2010)と訳され、多様な人々を受け入れら

れる社会の在り方や、人と人とのつながりの再構築の重要

性が包含されている。この理念は、我が国の少子高齢化の

打開策として重要であると国が推奨し、新潟県では、すで

に新潟市と住民の協働事業でモデルハウス「実家の茶の間

“紫竹”」などで実践されている。 

 本研究の目的は、「実家の茶の間“紫竹”」の場に埋めこ

まれている“つながり”の構造要因を明らかにすることで

ある。なお、本研究は平成 30 年度新潟市医師会地域医療

研究助成金を得て行った。 

 

【方法】 研究デザインは①質的記述的研究および②KH
コーダである。今回は①の方法による結果のみ発表する。

研究協力者 7 名（主宰者 2 名とお当番さん 1 名、自治体

および社会福祉の職員 3 名）へのインタビューを行い、逐 
語録化したインタビュー内容をデータとした。 
研究者数人で意味が取れる最小単位でテーマに関する

内容を要約し、類似性、相違性を比較・検討しながら抽象

度を上げてサブカテゴリーを形成し、その後にサブカテゴ

リーの内容をさらに抽象化して、最終的にカテゴリーに分

類した。 
本研究は新潟医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得

た(17831-170607)。データ収集に際して、研究協力者に

対してはいつでも研究を中止できること、結果の匿名性や

個人情報保護に努めること、本研究の結果報告書および学

会等に公表することについて説明を行い、同意を得た。助

成金を受けた新潟市医師会とは利益相反はない。 
 

【結果】 研究協力者は、主宰者 2 名、お当番さん 1 名、

新潟県職員 1 名、新潟市職員 1 名、社会福祉協議会 1 名、

作業療法士 1 名の計 7 名、男性 3 名、女性 4 名であった。

年齢は 20 歳代から 70 歳代、平均年齢は約 40 才代であっ

た。 
以下、「  」はそれぞれの語りを、｛  ｝はカテゴリ

ーを示している。 
主宰者 2 名からは｛助けてと言える｝｛自分らしくある｝

｛自然な絆｝｛生きる気力｝｛あいまいさに耐える｝ 
｛自己決定できる｝の計 6 つのカテゴリー、お当番さん、

および自治体職員からは、｛集まった人の中から生まれた

自由な役割｝｛役割遂行の有能感や意欲｝｛多様な人が来

ることに慣れ｝｛自由性のある人間模様の中で多様な考え

が出やすい｝｛知恵のある当番さん｝｛当番さんから発信

される居心地の良さが循環｝｛仕掛け｝｛プライベートを

聞き出さない程よいルール｝の計 8 つのカテゴリーが抽

出された。 
  
【考察】 多様な人を排除しないで受け入れるという理念

がある一方で、ソーシャルインクルージョンには、集団外

の人への排除や集団からの過度の欲求、強すぎる規範・強

制的なメンバーの平均化（Portes,1998）という負の側面

もある。本実家の茶の間には、それを解消するような多様

な｛仕掛け｝が包含されていた。｛プライベートを聞き出

さない程よいルール｝や「どんな人が来てもあの人誰とい

う顔をしない」等の張り紙をしてルールを提示し、強いな

つながりによる排他性を回避するため、参加者に周知徹底

されていた。主宰者の理念を実現するため｛知恵のある当

番さん｝はそのルールにのっとり、疎外感を感じさせず、

かつ、自由性を保てるように配慮していた。 
制度やサービスは、時に人の弱さ、困りごとの解消とし

て“助ける人”と“助けられる人”を作ってしまいがちで

あるが、本実家の茶の間では、｛集まった人の中から生ま

れた自由な役割｝をそれぞれが主体的に行っていた。 
また、「誰かに会いに行きたい」「行くところが欲しい」

という素朴な思いを叶え、かつ孤独に耐え、心身を健康に

保ちながら生きつづけるためには、主宰者の語りに在るよ

うに「生きててもいいよ」というメッセージをもらえる場

が必要である。それは、｛助けてと言える｝場であり｛生

きる気力｝を充電する場であり、｛役割遂行の有能感や意

欲｝が持てる場である。それらは、｛当番さんから発信さ

れる居心地の良さが循環｝することで支えられていた。 
 さらに、弱さとしての紐帯が効果的なネットワークを創

る可能性を持つといわれるが、本研究結果から、｛自由性

のある人間模様の中で多様な考えが出やすい｝、すなわち、

“ほどよいつながり”そのものが、新しい情報やリソース

へのアクセスを効果的に行えるという実例が多くあった。 
今後は、この｛仕掛け｝が、具体的にどのようなもので

あるのかについて、参加している市民へのインタビューを

通して明らかにしていく予定である。 
 

【結論】 1. 本県における「実家の茶の間 紫竹」におい

ては、“ほどよいつながり”の中で、多様性を認め合い、

他者を排除せず、参加者同士の助け合いが実践されていた

（ソーシャルインクルージョン）。 
2. 「実家の茶の間 紫竹」における“つながり”の基本

的な構造要因は、多様な【仕掛け】によって組み立てられ

ていた。 
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新しい重心動揺検査手法の提言 
 

 

津留﨑康平 1)、江原義弘 2) 
1) 新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 4 年生 
2) 新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 

 
【背景・目的】 重心動揺検査はおもに耳鼻科・内科・脳

神経外科・リハビリテーション領域で対象者のめまいや平

衡機能障害を評価する検査である。このうち直立時の平行

機能を測定する装置として重心動揺計が用いられる。この

装置では直立時の重心の床面への投影点の前後・左右位置

が時系列として出力される。このデータから重心の前後動

揺幅・左右動揺幅・動揺面積・実効値面積・累積移動距離

などのパラメータが計算され評価される 1）。近年の超高齢

社会では予防医学的な考え方が重視されていることから、

高齢者の転倒リスク評価にも取り入れられていくなど重

心動揺計の重要性は増加すると考えられる。しかしながら、

市販の重心動揺計が計測しているものは重心ではなく床

反力作用点である２）。物体が完全に静止している際には床

反力作用点は重心の床面への投影点と一致することから、

床反力作用点を計測するこの装置を重心動揺計と呼ぶの

が慣例である。しかし、この装置で重心が計算されている

ものと誤解されている。将来的には実用されている床反力

作用点のデータに加えて、本来の重心をも出力できる重心

動揺計の使用が好ましいと考えられる。本報告ではこの両

者を合わせて計測できる検査装置が望ましいことを立証

する最初のステップとして、直立静止時の重心の床面投影

点動揺を計算する方法を示し、若干の利用例を報告する。 
 

【方法】  対象は研究内容を説明し同意が得られた健常成

人 1 名（男性、身長 162cm、体重 58kg）と左大腿切断者

1 名（男性、身長 167cm、体重 62kg）であった。床反力

作用点と重心を算出するために 2 台の床反力計(OR6-6-
2000：AMTI 社製)を使用した。右脚・左脚を別々の床反

力計に乗せ開眼で静止立位の計測を行った。重心は静止立

位時の床反力を身体質量で除して求めた加速度を、二階積

分することで得た 3）。重心計算の妥当性を確認するため赤

外線カメラ 11 台を含む三次元動作解析装置(VICON 
MX,Vicon Motion System Ltd.,UK)を用いて、床反力計と

同期して重心の三次元位置を計測した。 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認(承

認番号 18139-190222)を受けた。関連する利益相反はない。 
 

【結果】 床反力計から得た重心と三次元動作解析装置で

計測した重心の変化量は、前後方向・左右方向において良

く一致した。しかし両者の絶対位置には、前後方向・左右

方向においてそれぞれ 10～20mm の差があった。水平面

における大腿義足使用者の計測例を図 1 に、図 1 の重心

位置の結果を拡大したものを図 2 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 水平面における大腿義足使用者の計測例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 重心位置の結果を拡大したもの 
 
【考察】 左右脚の床反力作用点位置は各足の底屈モーメ

ントを反映しており、その動揺は底屈モーメントを制御す

ることによって重心の真下に床反力作用点を移動させる

努力を示していると言える。この努力が好ましいものであ

れば、その結果として重心の動揺が少なくなる。少ない努

力で重心動揺が少ないのであれば平衡機能は好ましいと

考えられる。床反力作用点の動揺が少なく重心動揺が大き

いのであれば平衡機能は正常でないと考えられる。 
 

【結論】 新しい重心動揺検査手法を提言した。平行機能

障害者の評価から有用性を示すことが今後の課題である。 
 

【文献】 
1) 中村隆一，斎藤宏：基礎運動学，第 5 版，p323-331，

医歯薬出版，2002. 
2) 日本エム・イー学会編：身体運動のバイオメカニクス，

p176-180，2002 年，初版第 1 刷，コロナ社，東京. 
3) 井上捷太：身体重心算出における力学的手法の考案お

よび運動学的手法との比較，新潟医療福祉学会誌，19
（2）印刷中. 
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モデル動物を用いた慢性疲労症候群の 
メカニズム解明 
 
 
田口徹1)、歌大介2)、若月康次3)、坪島功幸4)、西条寿夫4) 
1) 新潟医療福祉大学 理学療法学科 
2) 富山大学 医学薬学研究部 応用薬理学教室 
3) 名古屋大学大学院 医学系研究科 機能解剖学講座 
4) 富山大学 医学薬学研究部 システム情動科学講座 
 
【背景・目的】慢性疲労症候群（chronic fatigue syndrome, 
CFS）は筋痛性脳脊髄炎（myalgic encephalomyelitis, ME）
ともよばれ、耐えがたい疲労を主訴とし、痛みをはじめと

する多様な随伴症状を呈する難治性疾患である。国内では

人口の約0.3%（36万人）が罹患していると推定されてい

るが、社会的認知度の低さや基礎研究が遅れていることな

どから、有効な治療法は確立されていない。近年、CFSの
モデル動物が開発され、CFSの痛みの発症に脊髄ミクロ

グリアの活性化が関与すると報告され、その病態機構の一

端が明らかになった。しかし、CFSの痛みを発生・伝達す

る末梢神経・脊髄機構や脊髄ニューロンにおけるシナプス

伝達機構の変容は未解明である。 
そこで本研究では、CFSのモデル動物を用い、以下の解

明を試みた。（1）痛覚受容の入口となる末梢侵害受容器の

応答変化、（2）痛覚情報伝達に重要な脊髄後角表層ニュー

ロンの応答変化、（3）脊髄後角表層ニューロンへの興奮性

および抑制性シナプス入力の変化。 
 
【方法】 CFS モデルは、深さ 1.5 cm の水を張ったケー

ジ内で 5 日間飼育する複合持続ストレスをラットに負荷

し作製した 1)。末梢侵害受容器応答の変化は Taguchi ら 2)

の方法に準じ、単一神経記録法による電気生理学的手法に

より記録・解析した。また、脊髄後角表層ニューロンから

の細胞外記録および in vivo パッチクランプ法はFurueら 3)

の方法に準じて行った。CFS モデル作製後、ラットをウ

レタン麻酔し、脳脊髄定位固定装置に固定した。実体顕微

鏡下に胸腰髄を露出し、記録電極を L4～L5 腰髄背側面か

ら刺入した。脊髄後角ニューロンの細胞外記録およびシナ

プス入力のパッチクランプを行い、以下の項目を記録・解

析した。（a）ニューロンの自発放電、（b）定量的機械刺激

に対する発火頻度、（c）自発性興奮性シナプス後電流

（EPSC）の振幅と頻度、（d）自発性抑制性シナプス後電

流（IPSC）の振幅と頻度。 
なお、本研究は富山大学動物実験委員会の承認を受け、

関連する利益相反はない。 
 
【結果】（1）CFS モデルでは対照群と比較し、侵害受容

器の一般的特性（神経伝導速度、自発放電頻度、受容野の

大きさ）や痛み刺激応答（機械・冷・熱反応）に有意な変

化はなかった。一方、（2）CFS モデルの脊髄後角表層ニ

ューロンの自発放電頻度は対照群と比較して有意に高か

った。（3）定量的機械刺激に対するニューロンの発火頻度

は CFS モデルで有意に高かった。また、CFS モデルにお

いてのみ、ニューロンの自発放電頻度と機械刺激による放

電頻度との間に正の相関を認めた。（4）CFS モデルでは

対照群と比較してニューロンの自発性 EPSC の振幅と頻

度が有意に高かった。（5）CFS モデルでは対照群と比較

してニューロンの自発性 IPSC の振幅と頻度が有意に低

かった。 
 
【考察】 CFS モデルの末梢神経系では痛覚受容をになう

侵害受容器に変化はみられなかったが、脊髄では後角表層

ニューロンへの興奮性シナプス入力が顕著に増大し、逆に、

抑制性シナプス入力が減弱することがわかった。 
 
【結論】 上述のような脊髄後角におけるシナプス入力の

変化は、ニューロンの自発放電や機械感受性の亢進を介し

て CFS の痛覚過敏を発症する可能性があると考えられる

（下図）。 
 

 
 
【謝辞】本研究は、科研費基盤(B) (JP16H03202)、AMED-
CREST (18gm0810010h0603)、新潟医療福祉大学・研究

奨励金の助成を受けて行った。 
 
【文献】 
1) Yasui M ： A chronic fatigue syndrome model 
demonstrates mechanical allodynia and muscular 
hyperalgesia via spinal microglial activation. Glia, 62: 
1407-1417, 2014. 
2) Taguchi T ： Augmented mechanical response of 
muscle thin-fiber sensory receptors recorded from rat 
muscle-nerve preparations in vitro after eccentric 
contraction. J Neurophysiol, 94: 2822-2831, 2005. 
3) Furue H：Responsiveness of rat substantia gelatinosa 
neurones to mechanical but not thermal stimuli 
revealed by in vivo patch-clamp recording. J Physiol, 
521：529-535, 1999. 
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線維筋痛症の脊髄機構に関わる神経解剖学
的知見 
 
 
江尻侑斗, 亀谷伊織, 濱上陽平, 田口徹 
新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法学

科 
 
【背景・目的】 線維筋痛症（fibromyalgia, FM）は全身

の恒常的な痛みを主訴とし、自律神経症状や精神症状など

の多様な随伴症状を高頻度に呈する慢性難治性疾患であ

る。本邦で約200万人の患者がいると推計され、日常生活

動作やQOLを著しく制限することから、臨床的に重要な

問題となっている。近年、FMの基礎研究に資する動物モ

デルが開発され、その末梢神経機構の一端が解明されてき

たが、FMの痛みに関わる中枢神経機構に関する知見は乏

しい。そこで本研究では、痛みの神経マーカーを用いた免

疫組織化学実験より、FMの脊髄機構に関わる神経解剖学

的知見を得ることを目的とした。 
 
【方法】 Nagakuraら1)に準じ、生体アミンの枯渇剤であ

るレセルピンをラットの背部皮下に連続3日間投与し、

FMモデルを作製した(RES群)。同様に、対照群には溶媒

のみを投与した(VEH群)。モデル作製の成否はレセルピン

投与後の顕著な体重低下から確認した。痛覚過敏の発症が

明らかなレセルピン投与後3日目に、左後肢の足底に5%フ

ォルマリンを皮下投与し、化学刺激誘発性疼痛を与えた。

投与2時間後、ペントバルビタールナトリウムの腹腔内投

与により深麻酔を行い、リン酸緩衝液と10%フォルマリン

液を用いて灌流・固定を行った。L3～L5腰髄を摘出し、

凍結組織標本を作製した。クライオスタットにて脊髄薄切

切片を作成後、痛みの神経マーカーとして汎用されるc-
Fosタンパクの発現を指標に、痛みによって活性化する脊

髄経路の局在と程度を可視化および定量化した2,3)。なお、

本研究は新潟医療福祉大学動物実験委員会の承認を受け、

関連する利益相反はない。 
 
【結果】 フォルマリンを投与した足底皮膚を支配するL4
～L5腰髄におけるc-Fos陽性細胞の分布を観察したとこ

ろ、VEH群のフォルマリン投与側では、投与反対側に比

べc-Fos陽性細胞数が顕著に増加していた。同様に、RES
群のフォルマリン投与側では、投与反対側に比べc-Fos陽
性細胞数が顕著に増加していた。また、L4～L5腰髄にお

けるc-Fos陽性細胞数をカウントしたところ4)、VEH群に

比べ、RES群の後角表層(I-II層)および後角頸部(V-VI層)
においてc-Fos陽性細胞数が有意に多かった(図1)。このよ

うな変化は隣接する脊髄分節であるL3にもみられた。一

方、固有受容器からの感覚入力を密に受ける固有核(III-
IV層)ではc-Fos陽性細胞数に群間差はなかった。フォルマ

リン投与反対側の脊髄後角(I-VI層)にもc-Fos陽性細胞数

の有意な群間差はなかった。 
 
【考察】 FMモデルの脊髄後角では末梢からの痛み入力

に対し、侵害受容経路が強く活性化することがわかった。

また、その活性化は隣接する脊髄分節に拡大して生じるこ

とがわかった。 
 
【結論】 以上の結果は、FM患者に特徴的な広範囲の痛み

を脊髄レベルで説明する神経解剖学的知見になると考え

られる。 
 

 
図１．脊髄後角における c-Fos 陽性細胞の分布 
対照群(VEH)およびレセルピン投与群(RES)の L4～L5

腰髄の後角表層(I-II 層)、固有核(III-IV 層)および後角頸

部(V-VI 層)における分布を示す。VEH 群に対し、RES 群

の後角 I-II 層および V-VI 層ではフォルマリン投与側にお

いて、c-Fos 陽性細胞の有意な増加がみられる。 
 
【謝辞】本研究は、科研費基盤(B) (JP16H03202)、AMED-
CREST (18gm0810010h0603)、新潟医療福祉大学・研究

奨励金の助成を受けて行った。 
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muscular pain and tactile allodynia accompanied by 
depression: A putative animal model of fibromyalgia. 
Pain, 146：26-33, 2009. 
2) Taguchi T ： Muscular mechanical hyperalgesia 
revealed by behavioural pain test and c-Fos expression 
in the spinal dorsal horn after eccentric contraction in 
rats. J Physiol, 564：259-68, 2005. 
3) Hunt SP：Induction of c-fos-like protein in spinal cord 
neurons following sensory stimulation. Nature 328：
632-4, 1987. 
4) Takahashi Y ：Dermatomes in the rat limbs as 
determined by antidromic stimulation of sensory C-
fibers in spinal nerves. Pain, 67：197-202, 1996. 
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ストレス誘発性疼痛の脊髄機構に関わる 
神経解剖学的知見 
 
 
亀谷伊織, 江尻侑斗, 高橋侑紀, 濱上陽平, 田口徹 
新潟医療福祉大学 理学療法学科 
 
【背景・目的】 一時的なストレスは鎮痛を生じ、これを

ストレス誘発性鎮痛という。一方、慢性的なストレス環境

への暴露は痛覚過敏を生じ、これをストレス誘発性疼痛

（stress-induced pain, SiP）という。SiPは不安や抑うつ

などの精神症状、また、過敏性腸症候群や睡眠障害などの

自律神経症状を高頻度に随伴する難治性疼痛疾患である。

SiPは患者の日常生活やQOLを著しく制限する要因であ

るため、そのメカニズム解明や適切な治療が求められてい

る。近年、種々のSiPの動物モデルが開発され、その痛み

に対する治療薬の探索が行われているが、SiPの神経機構

の多くは未解明である。そこで本研究では、肉体的および

精神的な複合的要素を含む持続ストレス（multiple 
continuous stress, MCS）を負荷したSiPのラットモデル

を用い、化学的痛み刺激により生じる脊髄後角でのc-Fos
タンパクの発現を指標に、SiPの脊髄機構の一端を解明す

ることを目的とした。 
 
【方法】 先行研究に準じ、深さ 1.5 cm の水を張ったケー

ジ内で 6 日間飼育する MCS をラットに負荷し SiP モデ

ルを作製した 1)。痛覚過敏の発症が明らかなストレス負荷

終了日に、左後肢の足底皮下に 5%フォルマリンを 50μL
投与し、化学的な痛み刺激を与えた。c-Fos タンパクの発

現がピークとなるフォルマリン投与 2 時間後、ペントバ

ルビタールナトリウムの腹腔内投与により深麻酔を行い、

リン酸緩衝液と 10%フォルマリン液を用いて灌流・固定

を行った。L3～L5 腰髄を摘出し、凍結組織標本を作製し

た。クライオスタットにて 40μm 厚の脊髄薄切切片を作

成後、痛みの神経マーカーとして汎用される c-Fos 陽性細

胞の脊髄後角における数および局在を免疫組織化学染色

にて可視化および定量化し、無処置対照群(CTR 群)と
MCS 群間で比較した。なお、本研究は新潟医療福祉大学

動物実験委員会の承認を受け、関連する利益相反はない。 
 
【結果】 L3～L5 腰髄において、CTR 群のフォルマリン

投与側では、投与反対側に比べ c-Fos 陽性細胞数が顕著に

増加した（図１）。同様に、MCS 群のフォルマリン投与側

では、投与反対側に比べ c-Fos 陽性細胞数が顕著に増加し

た。ラットのデルマトームに関する報告 2)では、フォルマ

リンを投与した足底皮膚は主として L4 および L5 腰髄に

よる神経支配を受けている。そこで、L4 および L5 腰髄

における c-Fos 陽性細胞数をカウントしたところ、CTR
群に比べ、MCS 群の後角表層（I-II 層）および後角頸部

（V-VI層）において c-Fos陽性細胞数が有意に多かった。

このような変化は固有受容器からの感覚入力を密に受け

る固有核（III-IV 層）では観察されなかった。 
 
【考察】 MCS モデルの脊髄後角では末梢からの痛み刺

激に対し、侵害受容経路が強く活性化することがわかった。

また、その活性化は隣接する脊髄分節(L3 腰髄)に拡大し

て生じることがわかった。 
 
【結論】 以上の結果は、ストレス誘発性疼痛患者にみら

れる広範囲の痛みを脊髄レベルで説明する神経解剖学的

知見であると考えられる。 
 

 

 
図１．脊髄後角における c-Fos 陽性細胞の分布 
無処置対照群(CTR、左列)および複合持続ストレス負荷

群(MCS、右列)の L3～L5 腰髄の後角表層(I-II 層)、固有

核(III-IV 層)および後角頸部(V-VI 層)における分布を示す。

Ipsi-：フォルマリン投与側、contra-：フォルマリン投与

反対側。MCS 群のフォルマリン投与側において、c-Fos 陽

性細胞の顕著な分布がみられる。 
 
【謝辞】 本研究は、科研費基盤(B) (JP16H03202)、AMED-
CREST (18gm0810010h0603)、新潟医療福祉大学・研究

奨励金の助成を受けて行った。 
 
【文献】 
1) Yasui M ： A chronic fatigue syndrome model 
demonstrates mechanical allodynia and muscular 
hyperalgesia via spinal microglial activation. Glia, 62：
1407-1417, 2014. 
2) Takahashi Y ：Dermatomes in the rat limbs as 
determined by antidromic stimulation of sensory C-
fibers in spinal nerves. Pain, 67：197-202, 1996. 
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健常大学生の睡眠時間や精神状態は痛覚 
感受性と相関するか？ 
 

 

飯塚壮太、濱上陽平、太田大樹、田口徹 

新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法 

学科 
 
【背景・目的】 一過性のストレスは痛みを軽減し、これ

を「ストレス誘発性鎮痛」という。一方、近年、長期間の

ストレス環境への暴露が痛覚過敏（痛み刺激への感受性増

大）を生じることがわかってきており、これを「ストレス

誘発性疼痛」という。「ストレス誘発性疼痛」は高ストレ

ス環境での長時間労働や、臨床実習中の学生において生じ

る可能性があるが、その実体は明らかでない。また、「ス

トレス誘発性疼痛」の発症や増悪には、睡眠不足やうつな

どの精神状態が複合的要因として深く関与すると考えら

れている。しかしながら、それらの因果関係の有無や程度

は明らかでない。 
本研究では、本学学生を対象とし、学生のメンタルヘル

ス向上に資する基礎データの収集を目的に、①痛覚感受性、

②睡眠時間や睡眠の質、③精神状態を定量化し、それらの

相関の有無と程度を調べた。 
 
【方法】 新潟医療福祉大学理学療法学科学生31名（男性

24名、女性7名）を対象とした。被験者には実験参加前に

十分な説明を行い、インフォームドコンセントを得た。同

一被験者において、①圧痛閾値、②睡眠の状態、③不安・

抑うつの程度を調べ、それらの相関をヒートマップで示し

た。①では、線維筋痛症の診断基準1) に用いられる圧痛点

における圧痛閾値を測定した。具体的には、左右の１）後

頭部、２）下部頸椎、３）僧帽筋、４）棘上筋、５）第2
肋骨、６）肘外側上顆、７）臀部、８）大転子、９）膝の

合計18か所において、フィッシャーの圧痛計を用いて測

定した。②では、5日間の平均睡眠時間を質問票にて聴取

した。また、自覚的熟睡度の定量化にはVisual analog 
scale (VAS) を用いた。③では、Hospital Anxiety and 
Depression Scale（HADSスケール、不安7項目、抑うつ7
項目）を用いて不安・抑うつ状態を数値化した。なお、本

研究は新潟医療福祉大学動物実験委員会の承認を受け、関

連する利益相反はない。 
 
【結果】 平均睡眠時間と左右後頭部、右下部頸椎、左右

棘上筋の圧痛閾値の間に負の相関がみられた（r = －0.30 
～ －0.40）。自覚的熟睡度と有意な相関のある測定部位は

なかった。自覚的熟睡度とHADS-Aの間に有意な負の相

関がみられた（r = －0.43, p = 0.016）。HADS-Dと左膝

の圧痛閾値の間に負の相関がみられた（r = －0.33, p = 
0.073）。 
 

【考察】 睡眠時間が短いと頭頸部の圧痛閾値が低い傾向

を示すことがわかった。また、熟睡度の低い学生で不安傾

向が強いことがわかった。 
 
【結論】 以上の結果は、痛み、睡眠、不安・抑うつの相

関を示す基礎データであり、健常大学生メンタルヘルス向

上に資する重要な知見であると考えられる。 
 

 

図 1 各項目間の相関係数を示すヒートマップ 
筋圧痛閾値（左右 18 点）と平均睡眠時間、自覚的熟睡

度、HADS-A、HADS-D の間の相関係数を示す。 
 
【謝辞】 本研究は、新潟医療福祉大学研究奨励金の助成

を受けて行った。 
 
【文献】 
1) Wolfe F：The American College of Reumatology 1990 

Criteria for the Classification of Fibromyalgia. 
Report of the Multicenter Criteria Committee. 
Arthritis Rheum, 33：160-172, 1990. 
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遅発性筋痛モデルの筋機械痛覚過敏におけ
るTRPA1チャネルの役割 
 
 
太田大樹, 田口徹 
新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法 
学科 
 
【背景・目的】 遅発性筋痛(DOMS)は、慣れない運動後に

遅れて発症する骨格筋由来の機械痛覚過敏であり、特にア

スリートや肥満患者など継続的な運動が必要な場合に重

大な症候であるが、その発症メカニズムには不明な点が多

い。我々はこれまで、Transient receptor potential(TRP)
チャネルV1やV4がDOMSにおける筋機械痛覚過敏に深

く関与することを報告した 1) 。一方、別のサブタイプで

あるTRPA1は機械刺激感受性を持つイオンチャネルであ

ると考えられているが、DOMSへの関与は不明である。そ

こで本研究では、TRPA1がDOMSに関与するか行動薬理

学および分子生物学的手法により調べた。 
 
【方法】 ラット足関節背屈筋に伸張性収縮(LC)を負荷し、

筋機械逃避閾値が低下した DOMS モデルラットに対し、

選択的 TRPA1 阻害薬(HC-030031)を筋注し、筋機械逃避

閾値を測定した。また、野生型マウスおよび TRPA1 ノッ

クアウトマウス(KO)の腓腹筋にそれぞれ LC を負荷し、

筋機械逃避閾値を測定した。さらに、LC を負荷した野生

型マウスおよび TRPA1 KO の腓腹筋において、神経成長

因子(NGF)ならびにシクロオキシゲナーゼ 2(COX-2)の
mRNA 発現を、リアルタイム PCR を用いて定量した。な

お、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受け、

関連する利益相反はない。 
 
【結果】 ①DOMS モデルラットにおいて、HC-030031 
(10 µmol)投与群では LC により低下した筋機械逃避閾値

に比べ閾値の有意な上昇がみられた（図 1A）。②野生型マ

ウスの筋機械逃避閾値は LC 負荷によって有意な低下が

みられたが、TRPA1 KO ではみられなかった。③野生型

マウスでは LC 負荷 3 時間後に NGF mRNA の有意な発

現上昇がみられたが、TRPA1 KO ではみられなかった（図

1B）。一方、COX-2 mRNA は野生型マウスと同様に

TRPA1 KO においても有意な発現上昇がみられた。 
 
【考察】 結果①②より、TRPA1 は DOMS の筋機械痛覚

過敏に関与することが考えられた。また結果③より、

TRPA1 は DOMS における NGF 産生に関与することが

明らかとなった。先行研究 2) において NGF は DOMS の

末梢感作に関わることが明らかとなっていることから、

TRPA1 は NGF を介して DOMS における機械痛覚過敏

を引き起こすと考えられる。 
 

【結論】 TRPA1 は、NGF を介し DOMS における機械

痛覚過敏に関与することが明らかとなった。本研究の成果

は、DOMS の発症機構解明に向けた重要な知見になると

考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 主な実験結果 
 

A. 筋機械逃避反応閾値の推移を示す。LC 後低下した

逃避反応閾値は、高濃度の TRPA1 阻害薬（HC-030031, 
10 µmol）の筋注によって、DMSO 群（コントロール群）

に比べ有意に上昇した。B. LC 前ならびに LC3 時間後の

NGF mRNA発現レベルを示す。TRPA1 KOマウスでは、

LC 負荷 3 時間後に NGF mRNA の有意な発現上昇は認

められなかった。 
 
【謝辞】 本研究は、科研費特定領域研究(21026015)、科

研費基盤(B) (23390154)の助成を受けて行った。 
 
【文献】 
1) Ota H：TRPV1 and TRPV4 play pivotal roles in 
delayed onset muscle soreness. PLoS One, 8：e65751, 
2013. 
2) Murase S：Bradykinin and nerve growth factor play 
pivotal roles in muscular mechanical hyperalgesia after 
exercise (delayed-onset muscle soreness). J Neurosci. 
30(10)：3752-3761, 2010. 
 

Ｐ－５

－ 32 －

第19回  新潟医療福祉学会学術集会



自重負荷を用いた片側の伸張性レジスタン
ストレーニングは反対側の筋力を増強させ
る 
 
 
佐藤成 1, 2)、蒲澤拓真 3)、清野涼介 1,2)、稲葉和貴 3)、 
須藤重樹 3)、横地正伸 4)、中村雅俊 1-3) 

1) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 
2) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 
3) 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部  

理学療法学科 
4) 一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 
 
【背景・目的】 中枢神経系疾患による片麻痺患者や、整

形外科疾患による片側にギプス固定を行っている患者は、

廃用により患側の筋萎縮や筋力低下が急速に進行する。こ

れにより、ADL 低下やリハビリの遅延が生じることが臨

床上の問題となる。患側の廃用性筋力低下に対する運動療

法の効果の一つに Cross Education(CE)による筋力増強

効果がある。 
 CE 効果とは、片側のレジスタンストレーニング(RT)に
よって、反対側の同名筋にも筋力増強効果が生じることと

されており、これまでに多くの研究が行われている。

Ehrensberger ら 1)は慢性脳卒中患者に対する健側の等尺

性 RT により患側の筋力増強が生じたと報告している。ま

た、Farinas ら 2)は健常者に対して 10RM の負荷を用い

て片側の RT を 6 回 5 セット行った結果、反対側の筋力増

強が生じたと報告している。さらに、伸張性 RT による CE
効果は他の収縮様式を用いたトレーニングと比較して大

きいと考えられている 3)。 
 臨床においては、自重負荷を用いた RT が処方される場

合が多い。しかし、先行研究において自重負荷を用いたRT
の CE 効果を検討した報告はない。そのため、自重負荷を

用いた片側の RT により反対側の筋力増強が生じるか否

かは不明である。さらに、自重という低負荷であっても伸

張性収縮を強調して行うことで、反対側の筋力増強効果が

大きくなると考えられる。よって、本研究の目的は自重負

荷を用いた片側の伸張性 RT により反対側の筋力増強が

生じるか否かを明らかにすることとする。 
 
【方法】 対象は健常成人男性 16 名の下腿三頭筋とし、無

作為に片側を伸張性 RT(ECC)側，反対側を短縮性

RT(CON)側とした。介入プロトコルは週 2 回の頻度で 8
週間のカーフレイズ介入を行った。カーフレイズは 1 秒か

けて両脚で最大底屈位まで短縮性収縮を行い、その後、

ECC 側では 3 秒かけて最大背屈位まで伸張性収縮を行っ

た。1 週目は 5 回 1 セットから開始し，8 週目には 10 回

7 セットとなるように負荷を漸増的に増加させた。介入前

後において、足関節底屈の最大等尺性収縮筋力と下腿三頭

筋各筋(内側腓腹筋、外側腓腹筋、ヒラメ筋)の筋厚を測定

した。統計処理は、CE 効果を検討するために、CON 側

(ECC 側において最大等尺性筋力の増加が認められた 13
名)における測定項目の介入前後の比較を対応のある t 検

定を用いて行った。なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理

委員会の承認を受け、関連する利益相反はない。 
 
【結果】 統計処理の結果、CON 側の最大等尺性収縮筋力

は介入前と比較して介入後に有意に増加した(p < 0.05)。
CON 側の内側腓腹筋、外側腓腹筋、ヒラメ筋の筋厚はそ

れぞれ介入前後で有意な差はなかった。 
 
【考察】 本研究ではリハビリテーションの現場で行われ

ることが多い自重負荷を用いたRTのCE効果について検

討した。その結果、自重という低負荷の RT でも、CE 効

果により反対側の筋力増強が生じることが明らかとなっ

た。しかし、反対側同名筋の筋肥大は生じないことが明ら

かとなった。CE効果の詳細なメカニズムは不明であるが、

先行研究において、片側の伸張性 RT により反対側の皮質

脊髄路興奮性の増大と皮質内抑制の減弱が生じると報告

されている 4)。よって、本研究では CON 側で筋肥大を伴

わずに筋力増強が生じたことから、片側の伸張性 RT によ

る CE 効果には前述の先行研究のような神経筋機能の変

化が関与していると考えられる。 
 
【結論】 自重負荷を用いた片側の伸張性 RT は反対側同

名筋において筋肥大を伴わずに筋力増強を生じさせるこ

とが明らかとなった。 
 
【文献】 
1) Ehrensberger M, Simpson D, Broderick P, et al.: 
Unilateral Strength Training and Mirror Therapy in 
Patients With Chronic Stroke: A Pilot Randomized Trial, 
Am J Phys Med Rehabil, 98: 657-665, 2019. 
2) Farinas J, Mayo X, Giraldez-Garcia MA, et al.: Set 
Configuration in Strength Training Programs 
Modulates the Cross Education Phenomenon, J 
Strength Cond Res, 2019. 
3) Cirer-Sastre R, Beltran-Garrido JV, Corbi F.: 
Contralateral Effects After Unilateral Strength 
Training:  A Meta-Analysis Comparing Training Loads, 
J Sports Sci Med, 16: 180-186, 2017. 
4) Kidgell DJ, Frazer AK, Daly RM, et al.: Increased 
cross-education of muscle strength and reduced 
corticospinal inhibition following eccentric strength 
training, Neuroscience, 300: 566-575, 2015.  
 

Ｐ－６

－ 33 －

第19回  新潟医療福祉学会学術集会



脳梗塞後および脳出血後の運動介入がアポ
トーシスおよびアストロサイトに与える効
果の比較検証-モデル動物を用いた検証- 
 
 
目黒昂太、高橋侑里、赤塚菜穂、常川真未、玉越敬悟 

新潟医療福祉大学 理学療法学科 
 
【背景・目的】 脳卒中は大きく脳梗塞と脳出血に分類さ

れる。これらの発症機序や病態は大きく異なるが、リハビ

リテーションアプローチは病型別に実施されていない。脳

卒中モデルラットを用いた先行研究では、発症後の運動機

能障害の自然回復は、脳梗塞と比較して脳出血の方が早い

と報告されている 1)。また、発症後のトレッドミル運動は、

脳梗塞と脳出血ともに運動機能回復を促進させる効果が

あり、さらに、アポトーシス抑制効果やグリア細胞の増加

促進効果がある。しかし、これらの先行研究では、病巣の

部位や大きさ、運動介入方法が異なっており、脳梗塞およ

び脳出血後のトレッドミル運動の効果を直接比較するこ

とができない。そこで、本研究では、脳卒中病型別リハビ

リテーション方針の策定に向けて、脳梗塞もしくは脳出血

による組織傷害を同部位、同程度の大きさに設定したモデ

ルラットを用いて、トレッドミル運動の介入効果を比較検

証した。特に脳内作用機序の検証では、アポトーシス関連

タンパクである Caspase-3 とアストロサイト関連タンパ

クである GFAP に着目して比較検証した。 
 
【方法】 実験動物には Wistar 系雄性ラットを用いた。対

象を無作為に脳出血群（ICH 群）、脳梗塞群（ISC 群）、脳

出血＋トレッドミル運動介入群（ICH＋EX 群）、脳梗塞＋

トレッドミル運動介入群（ISC+EX 群）の 4 群に分けた。

実験モデルの作製手順は、まず、ラットを深麻酔下にて脳

固定装置に装着し、頭頂部の皮膚切開後、頭蓋骨表面のブ

レグマから左外側 3.6mm の位置に小穴をあけた。次に、

カニューレを頭蓋骨表面から 6.4mm の深さまで挿入し、

脳梗塞モデルにはエンドセリン-1 溶液（400pmol、2µl、
Caibiochem 社）を、脳出血モデルにはコラゲナーゼ溶液

（TypeⅣ、200U、2µl、Sigma 社）を注入して作製した。

トレッドミル運動介入群には、電動トレッドミルを用いて

術後 4~28 日まで 1 日 1 回、11m/min で 30 分間運動させ

た。運動機能評価は Horizontal ladder test を用いて経時

的に実施した。脳卒中発症後 29 日目に深麻酔下で灌流脱

血および固定を行い、脳を採取した。凍結切片を作製した

後、Nissl 染色を施し、組織傷害体積を解析した。また、

蛍光免疫組織化学染色を行い、Caspase-1 陽性細胞数およ

び GFAP 陽性細胞数を計測した。運動機能評価、組織傷

害体積および Caspase-3・GFAP 陽性細胞数は P=0.05 未

満を有意水準として統計処理を行い群間比較した。本研究

は新潟医療福祉大学動物実験委員会の承認を得て実施さ

れた。 

 
【結果】 ISC 群と ICH 群ともに、発症後 28 日目の麻痺

側前肢機能は発症前と比較して有意に低下した。ICH＋

EX 群は ICH 群と比較して改善しなかったが、ISC+EX 群

は ISC 群と比較して有意な改善を示した。組織傷害体積

は ICH 群と ICH+EX 群に有意差はなかったが、ISC+EX
群は ISC群と比較してペナンブラ体積が有意に縮小した。

ISC 群の Caspase3 陽性細胞数は ICH 群と比較して有意

に高値を示し、ISC+EX 群は ISC 群より低値傾向（P=0.05）
を示した。ISC＋EX 群の GFAP 陽性細胞数は、ISC 群と

比較して増加傾向を示した（P=0.07）. 
 
【考察】 本研究から組織傷害を同部位、同程度の大きさ

にした脳梗塞と脳出血では、運動介入効果が異なることが

分かった。脳出血と脳梗塞の運動機能障害の自然回復過程

において麻痺側前肢の巧緻動作は同程度の障害が継続す

るが、脳梗塞の方が運動によって改善しやすいことが分か

った。これは、梗塞巣周辺のペナンブラ改善が関与してい

ると考えられる。また、脳梗塞後の運動は、アポトーシス

抑制効果およびアストロサイトの増加促進効果が脳出血

後の運動よりも高いことも関与していると考えられる。 
 
【結論】脳梗塞もしくは脳出血による組織傷害を同部位、

同程度にした場合、運動介入による運動機能改善効果およ

び脳内改善効果は脳出血と比較して脳梗塞の方が高い。 
 
【文献】 
1) Mestriner RG：Behavior outcome after ischemic and 
hemorrhagic stroke, with similar brain damage, in rats, 
Behavioural Brain Research, 244: 82-89，2013． 
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表在温熱刺激と表在寒冷刺激が筋硬度およ
び ROM、stretch tolerance に与える影響
の比較 
 
 
清野涼介 1，2)、佐藤成 1, 2)、石川達郎 3)、横地正伸 4)、

中村雅俊 1，2) 
1) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 
2) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 
3) 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学

療法学科 
4) 一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 

 
【背景・目的】 現在、臨床現場において温熱療法や寒冷

療法などの物理療法が多く用いられている。中でも温熱療

法ではホットパックが多く用いられ、その目的・効果とし

て循環改善や鎮痛、創傷治癒などが挙げられる。一方、寒

冷療法ではアイシングが鎮痛や炎症の鎮静などを目的・効

果としてリハビリテーション現場で多く用いられている。 
 先行研究において、温熱刺激による関節可動域（ROM）

の変化は、温度が高いほどコラーゲン組織の伸展性が増大

し、筋や関節包なども同様に温度の上昇に伴い組織の伸展

性が増大することが報告されている 1)。一方、寒冷刺激で

は、筋温の低下によって筋実質部の硬さを表す筋硬度が増

加し、筋の粘弾性が低下することが報告されている 2)が、

20 分間の表在寒冷刺激によって足関節背屈可動域（DF 
ROM）と伸長刺激に対する耐性（stretch tolerance）が増

加することが報告されている 3)。以上のことから温熱刺激

と寒冷刺激は ROM 改善効果が期待できることが考えら

れる。しかし、両介入法の ROM 改善効果の違いやそのメ

カニズムは明らかになっていない。よって本研究の目的は、

ホットパックとアイシングが ROM および筋硬度、stretch 
tolerance に与える効果を比較し、その効果を明らかにす

ることとした。 
 
【方法】 対象は健常成人男性 30 名の利き足側の内側腓

腹筋（MG）とし、無作為に 2 群に分けた。対象者を多用

途筋機能評価運動装置（BIODEX system 3.0）上腹臥位

にさせ、フットプレートで足関節 0°で固定し、20 分間の

ホットパックもしくはアイシングを実施した。各介入開始

前および 20 分後に筋硬度および筋温度、足関節背屈角度

（DF ROM）、受動的トルクを測定した。筋硬度は超音波

画像診断装置（Aplio 500）に搭載されているせん断波エ

ラストグラフィー機能を用いて足関節背屈 10°における

MG の弾性率を測定した。また、DF ROM は対象者が痛

みを訴えることなく最大限耐えることが出来る背屈角度

と定義し、その際に底屈方向に生じる抵抗を受動的トルク

として測定し、対象者の伸張刺激に対する耐性（stretch 
tolerance）の指標とした。加えて、筋温度は筋温度測定装

置（コアテンプ CM-210）を用いて、MG の筋温度を測定

した。統計処理には、介入前後および群（ホットパック群、

アイシング群）間の比較は分割プロット分散分析を行った。

さらに事後検定として、各群における介入前後の比較は対

応のある t検定を用いて検討した。有意水準は 5％とした。

なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受け、

関連する利益相反はない。 
 
【結果】 統計処理の結果、筋温と弾性率は有意な交互作

用を示した（p<0.05）。事後検定の結果、ホットパック群

では介入前と比較して、介入後において筋温は有意に高値

を示し、弾性率は有意に低値を示した（p<0.05）。一方，

アイシング群では、介入前と比較して、介入後において筋

温は有意に低値を示し、弾性率は有意に高値を示した

（p<0.05）。また、ROM および stretch tolerance は時期

に主効果を示し,両軍とも ROM と stretch tolerance は介

入前と比較して有意に高値を示した（p<0.05）。 
 
【考察】 本研究では臨床現場で多く用いられるホットパ

ックとアイシングの筋温や弾性率、DF ROM および

stretch tolerance に与える影響の比較を行った。本研究の

結果、各介入前と比較して DF ROM と stretch tolerance
は同様に増加する一方、筋温および弾性率においては相反

する効果を示した。この結果より、ROM 増加には筋硬度

は関与せず、stretch tolerance の変化が関与している可能

性が示唆された。また、筋温および弾性率は、両介入にお

いて異なる効果が得られるが、ROM および stretch 
tolerance の変化は同程度であることが明らかとなり、

ROM や stretch tolerance を増加させることを目的にす

る場合は、どちらを用いても良い可能性が示唆された。 
 
【結論】 アイシングとホットパックでは、筋温と筋硬度

は反対の効果を示すが、DF ROM と stretch tolerance は

同様の効果を示すことが明らかとなった。 
 
【文献】 
1)Electrophysical agents - contraindications and 
precautions: An evidence-based approach to 
clinical decision making in physical therapy. 
Physiother Can, 62: 1-80, 2010. 
2)Point M, Guilhem G, Hug F, Nordez A, Frey A, 
Lacourpaille L: Cryotherapy induces an increase 
in muscle stiffness. Scandinavian Journal of 
Medicine and Science in Sports, 28: 260-266, 2018. 
3)Nakamura M, Hirabayashi R, Ohya S, Aoki T, 
Suzuki D, Shimamoto M, Kikumoto T, Ito W, 
Nakamura E, Takabayashi T, Edama M: Effect of 
static stretching with superficial cooling on muscle 
stiffness. Sports Med Int Open, 2: E142-e147, 2018. 
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第 5 中足骨近位部に付着する組織の解剖学
的特徴 ―付着領域・付着面積の検討― 
 
 
金子史弥 1)、江玉睦明 1、2) 、池津真大 1)、松澤寛大 1)、

平林怜 1)、影山幾男 2) 

1) 新潟医療福祉大学 理学療法学科 
2) 日本歯科大学 新潟生命歯学部 解剖学第 1 講座 

 
【背景・目的】 第 5 中足骨近位部骨折は 3 つの Zone に

分けられ、Zone2・3 はまとめて Jones 骨折と呼ばれてい

る。Jones 骨折が発生する領域では血液供給が不良であり、

競技復帰率や治癒率の低さは近年問題視されている。 
Jones 骨折には Bending と Traction の 2 種類の stress

による発生メカニズムが提唱されている。Bending stress
は多くの危険因子が報告されているが、Traction stress の
危険因子については十分に検討されていない。 

第 5 中足骨に付着する組織の停止部の違いが Traction 
stress に影響を与えている可能性がある。Traction stress
を生む組織は、短腓骨筋・第 3 腓骨筋・足底腱膜外側索

（外側索）・長足底靱帯が挙げられる。先行研究では、短

腓骨筋が骨折線より近位に付着した際に骨折線は有意に

離開することや治癒遅延に至ることが報告されている。ま

た、短腓骨筋の付着部にはばらつきがあることが報告され

ている。よって、Zone2 より近位に組織が付着した場合、

骨へ与える Traction stress が大きくなる可能性がある。

しかし、各組織が Zone2 に対しどこに付着するかは十分

検討されていない。 
本研究の目的は、短腓骨筋・第 3 腓骨筋・外側索・長足

底靱帯が Zone2 に対してどこに付着するかを Type 分類

し、Zone2 より近位に付着した Type にて組織間の付着面

積を比較することとした。 
 
【方法】 対象は日本人固定遺体 55 体 102 側とした。付

着部は Zone2 との付着関係を基に Type 分類をした（図

1、2）。面積は Microscribe 装置（G2X – SYS, Revware
社）を用いて付着部の周径を三次元デジタイズし、Type ご

とに算出した。Zone2 より近位に付着した Type の面積の

比較に 2 標本 t 検定を実施した。なお、本研究は本学倫理

委員会の承認を受け、関連する利益相反はない。 
 
【結果】 組織存在率と第 5 中足骨への付着率を表 1 に示

す。付着 Type は短腓骨筋で 3 つ、第 3 腓骨筋と外側索で

2 つに分類できた。長足底靱帯は第 5 中足骨に付着しなか

った。Type 分類は Zone2より近位に付着したものを Type
Ⅰ（短腓骨筋 40.2%、外側索 26.5%）、Zone2 を跨ぐよう

に付着し付着部が 1 つのものを TypeⅡa（短腓骨筋 54.9%、

第 3 腓骨筋 60.0%、外側索 73.5%）、Zone2 を跨ぐように

付着し付着部が2つ以上のものをTypeⅡb（短腓骨筋4.9%、

第 3 腓骨筋 40.0%）とした（表 2）。TypeⅠの面積に関し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 存在数（N） 存在率(%) 付着率(%) 

短腓骨筋 102 100 100 

第 3 腓骨筋 90 88.2 100 

外側索 102 100 100 

長足底靱帯 102 100 0 

 
 

 TypeⅠ TypeⅡa TypeⅡb Total 

短腓骨筋 41
（40.2） 

56 
（54.9） 

5 
（4.9） 

102 

第 3 腓骨筋 - 54 
（60.0） 

36 
（40.0） 

90 

外側索 27 
（26.5） 

75 
（73.5） 

- 102 

 
 

 TypeⅠ TypeⅡa TypeⅡb 

短腓骨筋 52.1 ± 14.0 59.5 ± 17.5 50.6 ± 17.2 

第 3 腓骨筋 - 88.0 ± 47.7 73.9 ± 35.7 

外側索 61.4 ± 25.4 83.6 ± 28.4 - 

 
 
 
て、短腓骨筋と外側索に有意な差はなかった（p=0.096、
表 3）。 
 
【考察】 本研究では Zone2 より近位に付着する TypeⅠ
は短腓骨筋（40.2%）と外側索（26.5%）に存在すること、

TypeⅠにおいて短腓骨筋と外側索は同程度の付着面積で

あることが明らかとなった。先行研究では、Zone2 よりも

近位に付着した場合、Traction stress が大きくなる可能

性が報告されている。従って Jones 骨折の発生には Type
Ⅰの短腓骨筋と外側索が関与する可能性がある。 
 
【結論】 本研究では Zone2 より近位に付着する TypeⅠ
は短腓骨筋と外側索に存在し、同程度の付着面積であるこ

とが明らかとなった。今後は、エコーによる生体での Type
分類や Jones 骨折発生への関与について検討していく必

要がある。 

表 1 組織存在率と第 5 中足骨への付着率（N=102） 

表 2 各組織の Type 存在率 

表 3 各 Type の面積  

図 2 Type 分類方法 
短腓骨筋（1）：TypeⅠ  
第 3 腓骨筋（2）：TypeⅡb  
外側索（3）：TypeⅡa 

図 1 Zone 規定方法 
Zone1・2 境界線（○）： 
第 4-5 中足骨間関節近位点

から第 5 中足骨長軸（△）

への垂線 

Mean ± SD、単位：mm2 

N（%） 

左足外側方 左足外側方 遠位 

背側 

遠位 

背側 

Ｐ－９

－ 36 －

第19回  新潟医療福祉学会学術集会



肘尺側側副靭帯および前腕屈筋群共同腱の
形態学的特徴 
 
 
池津真大 1)、江玉睦明 1、2) 、金子史弥 1)、松澤寛大 1)、

清水蒼平 1)、平林怜 1)、影山幾男 2) 

1) 新潟医療福祉大学 理学療法学科 
2) 日本歯科大学 新潟生命歯学部 解剖学第 1 講座 
 
【背景・目的】 肘尺側側副靭帯（UCL）の前斜走線維（AOL）
と後斜走線維（POL）の制動機能に関しては、肘屈曲位や

伸展位、全可動域を制動するなど異なる見解が報告されて

いる。この原因として、UCL や前腕屈筋群共同腱（CT）
を含めた肘内側の解剖学的特徴が十分に検証されていな

いことが問題点として考えられる。そこで、本研究は基礎

研究として UCL および CT の形態学的特徴を明らかにす

ることを目的とした。 
 
【方法】 対象は、固定遺体 31 体 56 肘とした。CT の検

証に関しては、CT が残存していた固定遺体 23 体 34 肘を

対象とした。AOL・POL・CT の Type 分類は、AOL は

POL または関節包との位置関係、POL は関節包との位置

関係、CT は AOL との位置関係に着目して分類した。 
なお、本研究は本学倫理委員会の承認を受け、関連する

利益相反はない。 
 
【結果】 AOL と CT は 2 つの Type、POL は 4 つの Type
に分類できた。AOL では、AOL が POL または関節包よ

り浅層に位置し、単一の線維束として分離できるものが

TypeⅠ（78.6％）、 AOL が POL および関節包と同じ層

に位置し、単一の線維束として分離できないものが Type
Ⅱ（21.4％）であった（図 1）。POL では、POL の前縁と

後縁が関節包よりも表層に位置し、単一の線維束として分

離できるものが TypeⅠ（50.0％）、 POL の前縁は分離で

きるが後縁は分離できないものが TypeⅡ-a（10.7％）、

POL の後縁は分離できるが前縁は分離できないものが

TypeⅡ-b（12.5％）、POL の前縁と後縁が分離できないも

のが TypeⅢ（26.8％）であった（図 2）。CT では、 AOL
がCTよりも表層に位置し、互いに分離できるものがType
Ⅰ（52.9％）、AOL と CT が同じ層に位置し、互いに分離

できないものが TypeⅡ（47.1％）であった（図 3）。 
 
【考察】本研究から、独立した形態であった AOL の Type
Ⅰは 78.6％、POL の TypeⅠは 50.0％、CT の TypeⅠは

52.9％であることが明らかになった。一方、不明瞭な形態

であった AOL の TypeⅡは 21.4％、POL の TypeⅡ-a、Ⅱ
-b、Ⅲは合計 50.0％、CT の TypeⅡは 47.1％であること

が明らかになった。先行研究では、AOL の前方に ACT が

付着していたという報告や（Otoshi, 2014）、腱複合体と

関節包の一部が従来の AOL であるという報告もある  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（Hoshika, 2019）。一方、 POL は後方関節包が肥厚した

ものと考えられており、明確な定義がない（Morrey, 1985）
と報告されている。本研究では、先行研究と同様に AOL・
POL・CT には、独立した形態と不明瞭な形態が存在した。 
 
【結論】 AOL・POL・CT は、独立した形態の Type と不

明瞭な形態の Type に分類することができた。今後は本研

究の結果を基に生体力学的検証を行い、AOL・POL・CT
の機能的役割を明らかにしていく必要がある。 

図 1 AOL の Type 分類（左肘内側方から撮影） 

図 2 POL の Type 分類（左肘内側方から撮影） 

図 3 CT の Type 分類（左肘内側方から撮影） 
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15 肘（26.8％） 
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大学野球選手における小胸筋長と胸椎後弯
角度の関連性 
 

 

名取和博 1） 中村絵美 1）2） 鈴木大輝 1） 田邊樹里 1）  
戸川侑大 1） 江玉睦明 1）2） 

1） 新潟医療福祉大学 理学療法学科 
2） 新潟医療福祉大学 アスリートサポート研究センター 
 
【背景・目的】 野球の投球動作において加速期にみられ

る「胸を張る動作」は、肩甲骨後傾角度と胸椎伸展運動が

大きく関わっていると報告されており、これらが制限され

ることによって投球障害肩を誘発する可能性が示唆され

ている（宮崎ら,2011）。 
まず、肩甲骨後傾角度は小胸筋が唯一、前方から肩甲骨

の制動に関わっていると報告されており、野球選手は投球

側で有意に短縮すると報告されている（Borstad,2005）。
胸椎伸展運動は、安静時の姿勢の影響を受けるとされ、胸

椎後弯の増強が強い場合、伸展制限が発生するとされてい

る(高畑ら,2006)。これらのことを踏まえ、小胸筋の短縮、

胸椎後弯増強が「胸を張る動作」を制限することが示唆さ

れる。また、小胸筋長と胸椎後弯角度との関連は健常成人

を対象にした先行研究で報告されている（Borstad,2006）
が、野球選手における報告はない。よって、本研究の目的

は、大学野球選手における小胸筋長と胸椎後弯角度の関連

性を検討することとした。 
 

【方法】 対象は本研究に同意の得られた競技歴 6 年以上

の野球経験がある大学生 24 名とした。小胸筋長、卓上試

験はバーニアキャリパー、L 字型定規を用いて測定した。

小胸筋長は被験者の身長を考慮して Pectoralis minor 
index（以下：PMI）として正規化した。胸椎後弯角度は

①安静座位、②肩関節 90°外転・肩甲上腕関節外旋位（以

下：GH 外旋位）③上体そらし④座位伸展⑤肩関節 90°外
転・最大外旋位，体幹最大伸展位（以下：MER 位）で、

スパイナルマウス（index 社）を使用し測定した。各測定

結果は、正規性の検定を行った結果、すべて正規分布して

いた。PMI における投球側と非投球側の比較では、対応

のあるｔ検定、各胸椎後弯角度の関係は、一元配置分散分

析を用いて検定を行った。PMI と各胸椎後弯角度の関連

性は、PMI における平均値から±0.5SD 区間を除外した短

縮群と非短縮群の二群に分類し、分割プロットデザインに

よる分散分析を用いて検討した。有意水準は 5%とした。 
 
【結果】 PMI における投球側と非投球側で有意な差が認

められ、投球側の小胸筋長の短縮が認められた。（図 1）各
肢位における胸椎後弯角度は安静座位に比べ、他の肢位は

いずれも有意に小さく、MER では上体そらしに次いで後

弯角度が小さい結果であった。（図 2）また、PMI 短縮群

と非短縮群における各胸椎後弯角度との関連性について

交互作用は認められなかった（P=0.86）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 本研究では、投球側において PMI が低値を示し、

小胸筋長が短縮していることが分かった。また、胸椎後弯

角度において、安静座位と比較し、他の肢位では有意に低

値を示していた。しかし、PMI と各肢位における胸椎後

弯角度においては、有意な関連性がないことが示唆された。     
本研究では、小胸筋長の測定は、安静時背臥位のみであ

ったため、各動作における小胸筋長の伸長を反映していな

かったと考える。したがって、今後は伸長率を考慮したう

えで胸椎可動性との関連性を検討していく必要がある。 

 

【結論】 大学野球選手では、投球側の小胸筋長が短縮し

ていることが示唆されたが、小胸筋長と胸椎後弯角度に有

意な関連性は見られなかった。今後は、小胸筋の伸長率を

考慮した胸椎可動性の検討が必要であると考える。 

*P＜0.05 
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ソフトテニスのフォアハンド・バックハンドス
トロークにおける前腕筋活動および運動学的
特徴について 
 
 
田邊樹里 1

） 中村絵美 1
） 鈴木大輝 1

） 戸川侑大 1
）  

名取和博 1
） 江玉睦明 1

）
 

1）新潟医療福祉大学 理学療法学科 

 

【背景・目的】 日本には数多くのソフトテニス競技者がいる。
ソフトテニスによる障害のひとつとして上腕骨外側上顆炎（以
下：外側上顆炎）があり、多くの競技者に発生している。しかし、
テニスが原因で発症する外側上顆炎についての研究は硬式テニ
スを中心にされており、ソフトテニスではあまり進められてい
ない。先行研究では、肘関節伸展・前腕回内位をとり、橈側手根
伸筋（ECR）を伸長させた場合、最も上腕骨外側上顆への接触
圧が増加したと報告している（Tanaka，2011）。また、硬式テニ
ス選手のバックハンドストロークで外側上顆炎を有さない選手
に比べ外側上顆炎を有する選手では、ECR・橈側手根屈筋 

（FCR）・円回内筋（PT）において高い筋活動を認めたと報告さ
れている（Kelley，1994）。しかし、ソフトテニスでストローク
動作中の肘・手関節の肢位や前腕筋活動を調査した研究は無い。
本研究の目的は、ソフトテニスにおけるフォアハンド・バックハ
ンドストローク（以下：フォア・バック）中の関節角度や前腕筋
活動の特徴をストロークの位相ごとに明らかにすることとした。 
 

【方法】 対象者は、同意の得られたソフトテニス経験3年以上
の男女10名とし、フォア・バックを5回打たせた。関節角度と
筋活動は三次元動作解析装置（VICON：Oxfordmetrics 社）と
無線筋電図計（DELSYS Trigno：DELSYS社）を用いて測定し
た。 筋電図の被験筋は、ECR、FCR、尺側手根伸筋（以下：ECU）、
尺側手根屈筋（以下：FCU）、PT とした。フェーズ分類は準備
期（構えからラケットヘッドのマーカーが Z 軸上で最高点に達
するまで）、加速期（準備期の最後からインパクトまで）、フォロ
ースルー期（加速期の最後から尺骨茎状突起のマーカーが Z 軸
上で再度最高点に達するまで）とした。フォア、バックのそれぞ
れについて、各相における角度および、各筋の平均活動量を反復
測定分散分析または Friedman 検定を用いて検討した。事後検
定にはBonferroni法を用い、有意水準は5%とした。 

 

【結果】 バックではテイクバックからインパクトにかけて肘関
節屈曲角度が有意に減少し、インパクト時には肘関節伸展・前腕
回内・手関節背屈位を呈していた。また、フォア・バック共に準
備期から加速期にかけて全ての筋で筋出力の増加を認め、フォ
アはECU・FCU・FCR・PTで、バックではECR・ECU・FCU

での有意な筋出力の増加を認めた（図2）。バックの加速期では、
ECU が他の 4 筋に比べ有意に高い筋出力を示した（p＜0.05）。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】 本研究ではバックのインパクト時の関節角度について
肘関節伸展・前腕回内・手関節背屈位を示した。さらに、準備期
から加速期にかけて、バックではECRの有意な筋出力の増加を
示した。肘関節伸展・前腕回内位かつECRを伸長させた場合に
上腕骨外側上顆への接触圧が増加するという報告から（Tanaka，
2011）、ソフトテニスのバックハンドストロークは外側上顆炎発
症のリスクが高いと考えられる。また、ECUは手関節尺側の安
定化に関与すると報告されており（Campbell，2013）、加速期で
のECUの高い筋出力は、手関節の安定性に関与していると考え
られる。 
 
【結論】 本研究から、ソフトテニスのフォア・バックでは、準
備期から加速期にかけてECR・ECU・FCU・FCR・PTの筋出
力は増加することがわかった。今後は外側上顆炎患者の筋活動
との比較など、外側上顆炎発症への関与について検討していく
必要がある。 
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大学野球選手における肩関節回旋筋力と投球
時肘外反ストレスの関係 

 

 

戸川侑大1） 中村絵美１） 鈴木大輝１） 田邊樹里１）  

名取和博１） 江玉睦明１） 

1）新潟医療福祉大学 理学療法学科 

 
【背景・目的】 投球動作は相に分けて分析され、後期コッ

キング期から加速期にかけての肘外反ストレスが内側野

球肘を生じた投手においては高値を示したことが報告さ

れている（Slocum 1968）。投球時肘外反ストレスの増加因

子として肩外旋可動域減少（Hurd 2012）、球速増加（Hurd 
2012）、投球数増加（Lyman 2001）などが挙げられている。

また、野球選手の肩回旋筋力の特徴は外旋が低下、内旋が

増加する（Wilk 1993）とされている。回旋筋力の変化に

より肩障害を引き起こす可能性は示唆されているが、肘障

害との関連は明確にはされておらず、肩回旋筋力と投球時

肘外反ストレスとの関係に一定の見解は得られていない。

この一つの要因として肩回旋筋力測定時における肩回旋

筋群の伸張の度合いが考えられる。成長期の繰り返しの投

球動作により投球側の上腕骨後捻角は減捻が抑制され、左

右差が生じる（Crockett 2002）。そのため、後捻角の左右

差により回旋筋群の走行変化が生じていると考えられる。

そこで本研究の目的は、上腕骨後捻角を考慮した肩回旋筋

力と投球時肘外反ストレスとの関係を明らかにすること

とした。 

 

【方法】 対象は同意を得た大学軟式野球部員 12 名とした。

上腕骨後捻角は超音波画像診断装置を用いて測定し、肩回

旋筋力は、左右の後捻角を考慮した動作範囲を等速性筋力

測定器で角速度を 2 種類（180・300deg/sec）で測定し、

内外旋ピークトルク値を算出した。投球時肘外反ストレス

はウェアラブル加速度センサーを用いて測定した。統計処

理は投球側・非投球側間は対応のある t 検定、相関関係は

ピアソンの相関係数を用いた。有意水準は 5％とした。 

 

【結果】 上腕骨後捻角は投球側で有意に大きかった。 

後捻角を考慮した肩回旋筋力は肩外旋ピークトルク値

で投球側、非投球側間に有意な差は認められなかった。肩

内旋ピークトルク値では角速度 180deg/sec で投球側が有

意な増加を示した。300deg/sec では投球側が増加傾向を示

した。 

後捻角を考慮した肩回旋筋力と投球時肘外反ストレス

の関係は外旋ピークトルク値で有意な正の相関を示した。

また、内旋ピークトルク値では正の相関傾向を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 計測された上腕骨後捻角を基に、真の可動範囲を

設定し筋力測定をおこなった結果、肩外旋筋力で左右差は

なかった。これまで、投球側の外旋筋力は低下することが

報告されているが、後捻角は考慮されていないため、先行

研究における外旋筋力低下は見かけ上の筋力低下の可能

性が示された。 

肩回旋ピークトルク値と肘外反ストレスは正の相関を

示した。投球動作時、肩関節は外旋から内旋への切り替え

しが高速度で生じ、この時肘外反ストレスは最大となる

（Dillman 1993）。より大きな筋力が発揮されると外旋か

ら内旋への切り替えし時に代償として肘外反ストレスが

増大する可能性が考えられる。しかし、今回はピークトル

ク値での比較であるため、今後は外旋から内旋への切り返

す際の筋力を測定し検討する必要がある。 

 

【結論】 後捻角を考慮し、筋力評価をすることで肩外旋筋

力に左右差が生じないこと、後捻角を考慮した肩回旋筋力

と投球時肘外反ストレスは正の相関関係であることが示

唆された。今後の課題として外旋から内旋へ切り返す際の

筋力を測定し肘外反ストレスとの関係を検討する必要が

あると考えられる。 
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図1 肩回旋筋力と投球時肘外反ストレスの関係 
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p<0.05 

r≂0.59 
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振動刺激は不活動性疼痛モデルラットの痛

覚閾値の低下を抑制する 

 
 
濱上陽平 1) 2) 
1) 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療

法学科 
2) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 
 
【背景・目的】 四肢の一部を不動化することで痛みが生

じるが、この不活動性疼痛の末梢・脊髄機構は不明な点が

多い。我々はこれまでに、ラットを用いた不活動性疼痛モ

デルにみられる痛覚過敏に関して調査し、いくつかの知見

を得てきた。具体的には、不動 2 週目から痛覚過敏が生

じ、同時期に足底表皮の菲薄化、末梢神経密度の増加が観

察され 1)、また、不動期間が 8 週間におよぶと不動を解除

しても痛覚閾値の低下は回復せず、脊髄後角細胞に感作を

示す所見が認められた 2)。不活動が原因の一つとして考え

られている難治性の慢性疼痛である複合性局所疼痛症候

群（CRPS）患者に対して感覚入力としての振動刺激が有

効であるとされており、感覚入力の減弱は不活動性疼痛の

一因として考えられている。そこで本研究では、不活動性

疼痛モデルラットに対して振動刺激を負荷し、痛覚閾値の

低下、皮膚組織の変化、感覚神経系の変化を検証した。 
 
【方法】 8 週齢の Wistar 系雄性ラット無処置の対照群、

ギプスを用いて右側足関節を最大底屈位の状態で 8 週間

不動化する群（不動群）、不動直後より振動刺激を開始す

る群（振動群）、不動 4 週後より振動刺激を開始する群（4
週不動＋振動群）に分けた。振動群と 4 週不動＋振動群に

対し、バイブレータ（80Hz,5mm）を用い、右側足底部に

15 分間、1 日 1 回、週 5 日の頻度で振動刺激を行った。

また、実験期間中、機械刺激に対する逃避反応の検査とし

て、von Frey filament（VFF；4、15g）刺激を右足底に

10 回加え、その際の逃避反応の出現回数をカウントした。

実験期間終了後、ラットを 4％パラホルムアルデヒドで灌

流固定した後に右側DRGならびに腰髄（L4,5）を採取し、

その凍結切片に神経ペプチドであるカルシトニン遺伝子

関連ペプチド（CGRP）に対する蛍光免疫組織化学的染色

を施した。そして、DRG における CGRP 陽性細胞数と断

面積、脊髄後角における CGRP 陽性線維の染色強度を解

析した。 
なお、本研究は長崎大学倫理委員会の承認を受け、関連

する利益相反はない。 
 

【結果】 不動群では 4、15g の VFF 刺激に対する逃避反

応の出現回数は有意に増加したが、振動群では 4g の VFF
刺激に対する逃避反応は実験期間を通して対照群と有意

差を認めず、15g のそれは増加したものの不動群に比べ有

意に低値であった。一方、4 週不動＋振動群は 4、15g の

VFF 刺激に対する逃避反応の出現回数は不動群と同程度

の増加を示し、不動群との間に有意差を認められなかった。

次に、DRG における CGRP 陽性細胞数はすべての群で有

意差を認めなかったが、その断面積を比較すると、対照群

に比べ他の 3 群はすべて中型細胞における CGRP 陽性細

胞数の増加がみられた。同様に、脊髄後角の浅層、深層に

おける CGRP 陽性線維の発現強度においても対照群に比

べ他の 3 群は有意に高値を示したが、振動群は不動群に比

べ有意に低値を示し、 4 週不動＋振動群は不動群と有意

差を認めなかった（図 1）。 

 
 
【考察】 不活動に由来する痛覚過敏に対して、不動の早

期から振動刺激による感覚刺激入力を行った振動群では

痛覚過敏が軽減したが、4 週間の不動によりすでに重度な

痛覚過敏が発生していた 4 週不動＋振動群に振動刺激を

行っても痛覚過敏は軽減しなかった。加えて、不動に由来

する痛覚過敏の一要因と思われる DRG の CGRP 陽性細

胞の大型化、脊髄後角における CGRP 陽性神経細胞の増

加は、振動群のみで抑制されており、不動の早期から振動

刺激による感覚入力を行った場合のみ中枢性感作の発生

を抑制することができると推察された。  
 
【結論】 不活動に由来する痛覚過敏の発生、およびその

慢性痛への移行を予防するためには早期から感覚刺激入

力を行うことが重要であり、その手段として振動刺激は有

用であると考えられる。 
 
【文献】 
1) Nakano J: Changes in hind paw epidermal 

thickness, peripheral nerve distribution and 
mechanical sensitivity after immobilization in rats, 
Physiol Res, 61 (6): 643-647, 2012. 

2) Hamaue Y: Immobilization-induced 
hypersensitivity associated with spinal cord 
sensitization during cast immobilization and after 
cast removal in rats, J Physiol Sci, 63 (6): 401-408, 
2013. 

図 1 脊髄後角における CGRP の発現 
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変形性膝関節症患者における痛みの破局的
思考は階段昇降動作を困難にする 
 
 
鈴木祐介 1)、青山朋樹 2） 
1) 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法

学科 
2) 京都大学 医学研究科人間健康科学系専攻 
 
【背景・目的】 変形性膝関節症 (膝 OA) 患者において、

膝痛により最初に困難になる日常生活活動は階段昇降動

作であると報告されており 1)、膝 OA における階段昇降動

作はリハビリテーションの重要なターゲットになってい

る。しかし、近年着目されている痛みの心理的要素である

破局的思考による階段昇降動作への影響は検証されてい

ない。 
 そこで本研究の目的は、膝 OA 患者における痛みの破局

的思考が階段昇降動作に及ぼす影響を検証することであ

る。 
 

【方法】対象者は京都府の地域在住高齢者 296 名とした。 
対象者全員に膝レントゲン検査を実施し、膝 OA 
(Kellgren and Lawrence [K&L] grades 1–4) を抽出した。

メインアウトカムである階段昇降動作の困難さは変形性

膝関節症患者機能評価尺度  (JKOM：Japanese Knee 
Osteoarthritis Measure) を用いて評価し、痛みの破局的

思考の有無は PCS (Pain Catastrophizing Scale) を用い

て評価を行った。さらに共変量として、対象者の基本情報、

膝痛の程度 (VAS：Visual analogue scale)、膝伸展等尺性

筋力を評価した。統計解析は階段昇降動作の困難さを従属

変数、痛みの破局的思考の有無を独立変数、年齢、性別、

BMI、K&L grade、膝痛の程度、膝伸展等尺性筋力を調整

変数とした二項ロジスティック回帰分析を実施した。統計

学的有意水準は 5%未満とした。 
なお、本研究は京都大学医学研究科倫理委員会の承認を

受け、関連する利益相反はない。 
 
【結果】 最終解析対象者は膝 OA 患者 151 名とした (表
1)。二項ロジスティック回帰分析の結果、痛みの破局的思

考を有する膝 OA 患者は、有意に階段昇降動作が困難とな

っ て い た  (odds ratio [OR] 12.44; 95% confidence 
interval [CI] 2.27−68.00) (表 2)。 
 

表 1 対象者情報 * 
変数 破局的思考 

有り (n=23) 
破局的思考 

無し (n=128) 
年齢 (歳) 67.00±8.84 66.41±9.15 
女性 (%) 21 (91.3) 95 (74.2) 
体重 (kg) 53.95±7.75 58.82±11.62 

BMI (kg/m2) 22.33±2.63 23.42±3.78 
K&L grade 1.78±0.90 1.71±0.80 
等尺性膝伸展筋力 
(Nm/kg) 

1.03±0.33 1.18±0.43 

膝痛の程度 (mm) 44.00±21.10 29.97±20.50 
階段昇降困難 (%) 20 (86.9) 64 (50.0) 

* 平均値±SD、もしくは人数（%）で示す 
 

表 2 二項ロジスティック回帰分析 

変数 
Unadjusted OR 

(95% CI) 
Adjusted OR * 

(95%CI) 
階段昇降動作

の困難さ 
6.66 

(2.15−29.28) 
12.44 

(2.27−68.00) 
* 年齢、性別、BMI、K&L grade、膝痛の程度、膝伸展等

尺性筋力で調整 
 
【考察】 結果より、痛みの破局的思考を有する膝 OA 患

者は、有意に階段昇降動作が困難になっていた。 
 先行研究より、膝 OA 患者における痛みの破局的思考

は、全体的な日常生活活動障害や身体機能障害に関与する

ことが報告されている 2）。また、階段昇降動作は高い下肢

筋力やバランス能力を必要とし、歩行よりも大きな膝伸展

トルクを要求される難易度の高い動作である。さらに、膝

OA 患者における階段昇降動作は、膝痛により最初に困難

となる日常生活活動である 1)ことや、膝 OA 患者は膝痛

により階段昇降動作時の膝関節角度を変化させているこ

とから、膝 OA 患者においても階段昇降動作は難易度の高

い動作だと考えられる。以上より、難易度の高い階段昇降

動作は、痛みに対する心理的要因を起因しやすいと考えら

れるため、痛みの破局的思考を有する膝 OA 患者は、有意

に階段昇降動作が困難になっていたと考えた。 
 
【結論】 膝 OA 患者における痛みの破局的思考が階段昇

降動作に及ぼす影響を検証し、痛みの破局的思考を有する

膝 OA 患者は、有意に階段昇降動作が困難になることが明

らかになった。膝 OA 患者のリハビリテーションでは、痛

みだけではなく、痛みの破局的思考にも着目した評価・治

療を実施することが重要である。 
 
【文献】 
1) Hensor EM et al. Toward a clinical definition of early 

osteoarthritis: onset of patient-reported knee pain 
begins on stairs. Data from the osteoarthritis 
initiative. Arthritis Care Res (Hoboken). 2015 
Jan;67(1):40-7. 

2) Scopaz KA et al. Relationships of fear, anxiety, and 
depression with physical function in patients with 
knee osteoarthritis. Arch Phys Med Rehabil. 2009 
Nov;90(11):1866-73. 
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地域在住高齢者の下部尿路症状に対する下
部尿路リハビリテーションの効果－健康講
話を通じて－ 
 
 
今西里佳 1)、松本香好美 2)、山田里沙 3)、中村真悠 4)、

横山つかさ 5)、長谷川春香 6) 
1) 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 作業療法

学科 
2) 高齢者総合生活支援施設あい・いからしの郷 
3) 新潟脳外科病院 リハビリテーション科 
4) 木戸病院 リハビリテーション科 
5) 南浜病院 作業療法科 
6) 総合リハビリテーションセンターみどり病院 リハビ

リテーション部 
 
【背景・目的】 日本は超高齢社会に突入し、後期高齢者

の増加と共に要介護高齢者が増加することが予想されて

いる。要介護状態の主要因には骨折や転倒が挙げられ、骨

折後には寝たきり状態や介護度が重度化するリスクがあ

る。そのため、転倒予防が重要視されている。これまでに

夜間頻尿や過活動膀胱、切迫性尿失禁等の下部尿路症状と

転倒・転倒骨折との関連が報告されている。それゆえ、自

立段階の高齢者に対して、下部尿路症状に対する排尿ケ

ア・リハビリテーションを指導することも介護予防策の一

つになると考える。 
近年、地域住民からの依頼により、夜間頻尿・過活動膀

胱・尿失禁等に対する排尿ケア・リハビリテーションの健

康講話を実施する機会が増えている。今後、セラピストが

実践する介護予防・転倒予防の一環として、「排尿ケア・

リハビリテーションの普及・啓発」の推進も重要であると

考える。今回、健康講話がどのような役割を果たしている

のかを把握するため、講話後の受講者の取り組みやその効

果を確認することを本調査の目的とした。 
 

【方法】 新潟市北区在住の高齢者を対象として健康講話

を実施した。健康講話では、質問票回答後に、夜間頻尿や

尿意切迫感、尿失禁等の下部尿路症状の解説、下部尿路リ

ハビリテーション（水分量調整、カフェイン摂取調整、運

動、骨盤底筋訓練、膀胱訓練）の解説を行い、最後に「是

非取り組んで下さい」と伝えた。講話内で用いる質問票は

過活動膀胱症状質問票（Overactive bladder symptom 
score: OABSS）とし、6 か月後に、地域住民の協力を得

て、質問票調査を実施した。質問票の内容は、OABSS や

講演会に参加した理由、講演会の感想、満足度、興味を持

った内容、講演後に取り組んだこと、取り組んだ内容の効

果、感想・意見とした。 
 解析対象は、回答がすべて揃う受講者の回答とし、講話

時と 6 か月後の OABSS を比較した。解析方法は、

Wilcoxon 検定を用いた。なお、本研究は新潟医療福祉大

学倫理委員会の承認を受け、関連する利益相反はない。 
 
【結果】 講話受講者は 83 名であったが、質問票は 74 名

分の回収となり、回収率は 89.2％であった。また OABSS
の解析対象は 59 名（平均年齢 73.3 歳）であった。OABSS
日中排尿回数は、平均 0.6 点→0.5 点に有意に減少した（p
＜0.05）。OABSS 夜間排尿回数は、平均 1.4 点→1.1 点に

減少した（p＜0.05）。OABSS 尿意切迫感頻度は平均 1.0
点→0.7 点に減少し（p＜0.05）、OABSS 切迫性尿失禁頻

度は平均 0.8 点→0.4 点に減少した（p＜0.01）。過活動膀

胱有病率は 27.6％→18.6％に減少した。 
講演会に参加した理由は「今後の自分のために」という

59 名（79.7％）が最も多く、次いで「講演テーマに興味が

あった」54 名（72.9％）が多かった。講演会の感想は「よ

く理解できた・理解できた」が 94.5％であった。満足度は

「非常に役に立つ・役に立つ」が 95.9％であった。興味を

持った内容は、過活動膀胱に効く骨盤底筋訓練が 72.6％
で、次いで過活動膀胱に効く膀胱訓練が46.6％であった。

受講後に取り組んだことは、骨盤底筋訓練が 63.0％、膀胱

訓練が 39.7％、水分摂取量調整が 37.0％、カフェイン摂

取調整が 27.4％であった。取り組んだ内容の主観的な効

果としては、夜間排尿回数減少が 41.8％で最も多く、日中

排尿回数減少が 31.0％、日中の尿意切迫感頻度減少が

10.8％と続いた。 
 

【考察】 本調査において、多くの方が興味を持ち、取り

組まれたのは骨盤底筋訓練であった。過活動膀胱に対する

骨盤底筋訓練は、骨盤底筋の意図的な収縮により排尿筋収

縮反射を抑制する 1)と報告されている。つまり、尿意切迫

感の抑制に働くということである。骨盤底筋訓練実施の結

果、尿意切迫感出現時に骨盤底筋を収縮することで、切迫

性尿失禁を抑制し、尿失禁回数が減少したと考える。また

女性における切迫性尿失禁に対しては膀胱訓練との併用

が適当である 2)と報告されている。骨盤底筋収縮を活用し

て膀胱訓練を実施したことから、膀胱容量が増え、日中お

よび夜間排尿回数が減少したと考える。一方、取り組んだ

ことによる主観的な効果としては、夜間排尿回数減少が最

も挙げられている。骨盤底筋訓練や膀胱訓練のほか、水分

量調整やカフェイン摂取調整も加えた結果として、夜間排

尿回数が減少したものと考える。 
 
【結論】 地域貢献活動としての健康講話は、地域在住高

齢者の下部尿路症状改善に寄与する。 
 
【文献】 
1) 日本排尿機能学会ほか: 過活動膀胱診療ガイドライン， 
Blackwell Publishing，pp.30-32, 東京，2005. 
2) Burgio KL, et al: Combined behavioral and drug 
therapy for urge incontinence in older women. J Am 
Geriatr Soc 48:370-374,2000. 
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左側頭葉病変による意味性失名辞 
－two-way anomia 2 例の比較検討－ 
 
 
大石如香 1)2)、菅井 努 3) 、山岸達弥 1)2)  
1) 新潟医療福祉大学 言語聴覚学科 
2) 新潟医療福祉大学 大学院保健学専攻言語聴覚学分野 

3) 山形県立中央病院 脳神経外科 
 
【背景・目的】 脳損傷によって生じる失語症における単

語検索障害は、意味性失名辞、音韻性失名辞、音素組み立

て障害の 3 つのタイプに分類される。しかし、特定の失名

辞タイプの純粋例は稀である(Laine & Martin, 2010)。中

核的な意味障害による呼称障害をもつ患者は、呼称できな

い単語に対する聴覚的理解障害を伴うと考えられ、この症

候は、意味性失名辞 semantic anomia (Benson, 1996) あ
るいは two-way anomia (Geschwind, 1984) と定義され

る。今回、two-way anomia 2 例を経験し、その呼称障害

の病態について検討した。 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

け、関連する利益相反はない。 
 
【症例 TM】 53 歳、右利き女性。教育歴 14 年。 
【主訴】言葉がぱっと出ない 
【既往歴】高血圧 
【現病歴】言葉の出にくさと両手の脱力を自覚し、当院を

受診。左側頭葉神経膠腫と診断された。 
【神経学的所見】意識覚醒。脳神経系の異常なし。 
【放射線学的所見】左側頭葉皮質～白質に異常信号を認め

る。 
【神経心理学的所見】失名辞失語を認める。順唱 5 桁、逆

唱 4 桁、視覚性スパン 4。RCPM 34/36。 
【言語症状】聴覚的理解は良好。発話は流暢で喚語困難が

認められる。復唱は文レベルで良好で、音韻性錯語はない。

軽度の漢字の失読失書を認める。 
 
【症例 SW】 70 歳、右利き女性。教育歴 12 年。 
【主訴】言葉が出てこない 
【既往歴】脳出血（8 年前） 
【現病歴】転倒し、後頭部を石にぶつけた。数日後言葉の

出にくさを自覚し、当院を受診。頭部 CT にて出血巣が認

められ、左頭頂葉皮質下出血の診断で入院加療となった。 
【神経学的所見】意識覚醒。右同名性半盲。感音性難聴。 
【放射線学的所見】左側頭-頭頂葉，左側頭葉皮質下に出

血巣を認める。 
【神経心理学的所見】失名辞失語を認める。順唱 5 桁、逆

唱 3 桁(max 4)、視覚性スパン 4。RCPM 29/36。 
【言語症状】聴覚的理解は良好。発話は流暢で喚語困難が

認められる。復唱は単語レベルで良好、文レベルでは聴覚

的把持力の低下を認める。漢字・仮名の失読失書を認める。 

 
【言語症状に関する詳細な検討】 SALA 失語症検査を用

いて 2 例の呼称障害について検討した結果、症例 TM の

頻度別呼称成績は、高頻度語 48/48(100%)、低頻度語 
6/48(12.5%)。カテゴリー別では、固有名詞＜野菜＜動物

＜身体部位＜色で順に成績が低く、カテゴリー差が認めら

れた。誤反応分析では、誤反応は無反応、迂言が多かった。

症例 SW では、高頻度語  36/48(75.5%)、低頻度語 
3/48(6.25%)。カテゴリー別では、色の呼称は良好で、その

他のカテゴリーでは明らかな差は認められなかった。誤反

応は、音断片、意味性錯語、無反応、形式性錯語が多く認

められた。語頭音効果を調べたところ、症例 TM では、

4/42(9.52%)、症例 SW では、5/57(8.77%)と、2 症例とも

に、語頭音効果の有効性が乏しかった。また、語頭音呈示

により、語頭音が一致する別の単語が頻繁に誘発された

（例：鉢巻→「はちみつ」）。本例 2 例に共通する呼称障害

の特徴として、①頻度効果が顕著である、②語頭音効果が

乏しい、③語頭音効果により語頭音が一致する別の語が誘

発される、④呼称障害を呈した語に対し既知感がなく、再

認障害を認めるという症状がみられた。 
 SALA 失語症検査を用いた語彙理解に関する検討では、

症例 SW では、漢字/仮名の語彙性判断、名詞/動詞の類似

性判断が低下していた。症例 TM は、漢字の語彙性判断の

み低下し、その他は保たれていた。また、2 症例ともに、

呼称できない語と指示できない語が一致し、項目特異的一

貫性が認められた。一方、語義失語テスト（田邊, 1992）
では、2 症例ともに諺の補完テストの成績は低下していた

ものの、語義失語と判断できる症状は検出されなかった。

2 症例とも、音韻処理能力は保たれていた。 
 
【考察】 意味性失名辞の特徴は、理解障害を伴う失名辞

と、比較的保たれた単語レベルの音韻能力である(Laine & 
Martin, 2010)。症例 TM、SW は単語の理解障害を伴って

いたが、語義失語には該当せず、純粋な失名辞失語に分類

できる。TM は意味性失名辞の純粋例と考えられ、SW は

意味性失名辞と音韻性失名辞の混合型と考えられた。 
 本例らにみられた語頭音呈示による形式性錯語に類似

した別の単語の産生は、低頻度語における語彙理解障害を

背景として、語彙目標へのアクセスの過程で、適切な語の

選択に障害を生じた可能性が考えられた。2 例の病巣を比

較すると、SW は B37 を含む左側頭-頭頂病巣である。TM
は、左側頭葉下部前方部を中心としており、意味性失名辞

の責任病巣としてこの領域が重要であることが示唆され

た。 
 
【結論】 純粋失名辞を呈した 2 例の呼称障害の病態につ

いて検討した結果、語彙理解障害が語彙選択障害の基盤に

なっている可能性が示唆された。意味性失名辞の責任病巣

として左側頭葉下部前方～中部が重要であると考えられ

た。 
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タブレット端末機を通して英語単語を獲得
していた自閉スペクトラム症児 1例 
－獲得した日本語と英語の単語の比較－ 
 
 
吉岡 豊 
新潟医療福祉大学 言語聴覚学科 
 
【背景・目的】 自閉スペクトラム症（以下、自閉症）児

の中には記憶などに特異的な能力を示すサヴァン症候群

の存在することが知られているが（有路ら、2017）、タブ

レット端末機（以下、タブレット）等の機器操作が得意な

例も一種のサヴァン症候群といえるかもしれない。このタ

ブレット操作能力をコミュニケーション手段に利用する

試みは報告されているが（中廣ら、2013）、タブレットが

言語獲得の道具（手段）となったという報告はない。今回、

筆者はタブレットを通して英語単語を獲得していた自閉

症児 1 例を経験した。そこで、本症例が獲得した日本語単

語と英語単語の語数、品詞、意味内容を比較し、2 言語獲

得過程について考察した。 
 
【方法】 対象：対象は初回評価時 7 歳 4 か月の自閉症男

児で、主訴は視線が合わない、会話が出来るように、であ

った。発達歴は不明な点が多かったが、初語は 1 歳 7 か月

頃で「イナイイナイバー」の「バー」であった。既往歴に

特記事項はなかった。現病歴は 2 歳 4 か月頃から地元の

センターに通い始め、3 歳時に A 病院にて自閉症との診断

を受けた。その後、特別支援学校に入学した。 
 本症例の行動特徴として最も顕著だったのは、就学時に

お祝いとしてもらったタブレットの使用が得意なことで

あった。また、タブレットを介して英語の ABC ソングな

どの動画を閲覧していた結果、英単語の表出が目立ってい

た。7 歳 4 か月時に行った評価の結果、遠城寺式・乳幼児

分析的発達検査では全下位項目で 4 年半以上遅れており、

特に言語理解と発語の面での遅れが著明であった。同時期

に実施した絵画語い発達検査（以下、PVT-R）、田研式言

語発達診断検査（語彙検査、以下、田研式）はいずれも評

価不能であった。大脇式知能検査の結果は精神年齢 4 歳 1
か月レベル、PIQ は 51 であった。 
手続き：7 歳 4 か月から 10 歳 2 か月の間に本児が表出

した日本語単語と英語単語を不定期に書き出してもらい、

それらを語彙数、品詞、意味の観点から分析した。また、

定期的に PVT-R と田研式を実施した。田研式に関しては

日本語表出のみで評価した場合と英語表出を加えて評価

した場合の 2 評価を実施した。 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

け、関連する利益相反はない。 
  
【結果】 表出語彙として確認できた語彙数は日本語が

154 語、英語が 174 語であった。このうち、意味的に共通

していた単語は 20 語（日本語の 12.9％、英語の 11.4％）

であった。品詞的には両言語ともに名詞の割合が最も多か

ったが（日本語 55.2％、英語 84.5％）、その割合は英語で

有意であった（CR=9.09、P<.01）。また、日本語では形容

詞、動詞、間投詞なども 10％以上あったが、英語ではい

ずれも低い割合であった（形容詞 2％、動詞 5％、間投詞

5％）。 
意味的な相違については日本語では様子・性質、挨拶と

日課、人々が多かったが、英語では食べ物・飲み物、動物

名の割合が高い傾向にあった（図 1）。 
語彙検査に関して、PVT-R は調査期間を通じて 3 歳 0

か月未満のレベルであったが、田研式による表出語彙年齢

は 8 歳 4 か月時には英語単語のみで 3 歳 6 か月レベル、9
歳 7 か月時には日本語単語では 5 語呼称できたのみであ

ったが、英語単語を加えると 3 歳 4 か月レベルとなった。

10 歳 3 か月時には日本語単語のみで 3 歳 11 か月レベル

となった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】 本研究の結果、本症例が獲得した日本語と英語

の語彙数には大きな差がなかった。バイリンガル環境で育

った自閉症児において、2 言語であることはお互いの言語

獲得の妨げにはならないと田宮（2015）は述べているが、

両言語の語彙数を比較する限り、各言語で獲得した語彙数

が少ない点はあるものの、本症例においても日本語単語の

獲得が英語によって著しく妨げられてはいないものと思

われる。 
また、両言語間では重なり語彙数が 20 語と日本語単語

と英語単語でそれぞれ 12％前後であった。一方、バイリ

ンガルの自閉症児に関する研究では、重なり語彙（バイリ

ンガル研究では概念語彙）の割合は約 43％と高かった

（Peterson ら、2012）。このことは、本症例における語彙

獲得は意味を獲得した後、その意味に日本語と英語の語彙

名をラベリングするのではなく、個別に語彙を獲得してい

た可能性を示唆するものと思われる。実際に、本症例では

日本語は日常生活における人とのかかわりを通して、英語

はタブレットの動画から獲得していたことから、重なり語

彙数が少なくなったものと思われる。 
 獲得した語彙の品詞については名詞が最も多かった。こ

れはこれまでの研究と一致していた（吉岡、2014）。ただ

し、その名詞の割合は英語で高い傾向にあり、意味内容も

日本語と英語で異なっていた。両言語における相違は語彙

獲得の過程の違い、特に英語においては動画内容が関係し

ていることが推測される。このことからも本症例における

日本語単語と英語単語の獲得は別のルートを介して獲得

されたものであることが示唆される。 
 
【結論】 日本語と英語の語彙を獲得していた自閉症１例

が獲得した日本語と英語の語彙を比較検討した。その結果、

語彙数はほぼ同じであり、品詞の割合も名詞が最も多かっ

たが、重なり語彙数は少なく、意味分類も異なっていた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 1 日本語と英語の意味分布 
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3Dスキャナーを用いた下腿義足ソケットと
切断端の形状比較について 
 
 
斎藤亮真、郷貴博、東江由起夫 
新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 
 
【背景・目的】 近年、3D CAD/CAM システムが義肢装具

業界にも導入され、下腿義足ソケットなどのコンピュータ

ー設計が可能となってきている。このシステムを活用する

ことにより、データの共有や品質の標準化・向上などの効

果が期待できる 1)。また従来より作業工程が短縮され、義

肢装具の早期納品や対象者の早期治療が可能となり、その

結果として、義肢装具士が対象者へ医療サービスを提供で

きる時間をさらに確保することが可能となると考えられ

る。しかし市販のソフトウェアでは十分な適合が得られな

いという現状があり、従来の製作工程において義肢装具士

の経験則によって施されてきた採型手技やモデル修正に

おける製作技術の定量化などといった課題が残る。 
そこで先行研究では、このような義肢装具士の製作技術

の定量化および 3D ソフトウェアによる下腿義足ソケッ

ト設計に必要な基礎パラメータの抽出を目的とし、3D 

スキャナーを用いて下腿義足ソケットと切断端の三次元

形状の比較を行った。その結果、断端近位～中間位におい

て前面の形状一致と断端後面への適切な圧迫が体重支持

効果を向上させることが明らかにされた。しかし先行研究

は被験者が 1 名であるため個人差による影響が大きく、よ

り定量的な結果を得るには症例数を増やす必要がある 2)。 
そこで本研究では先行研究の手法を取り入れ、被験者数

を増やし、より信頼性のある結果を得ることを目的とした。 

 
【方法】 被験者は右下腿切断者 3 名(表 1)とし、被験者ご

との切断端と適合ソケットの 2 条件について 3D スキャ

ンにて三次元形状を獲得し、両者の形状比較を行った。ソ

ケットは TSB 式(2 段階採型法)とし、従来の方法にて製作

し、義肢装具士の評価および被験者の主観によって適合良

好と判断したものを用いた。また 3D スキャンの際には、

解析時の位置基準として、軟部組織の移動が少ない骨突起

部 5 か所(膝蓋骨中央、腓骨骨頭、大腿骨内側顆頂点、脛

骨粗面、脛骨粗面遠位 5cm)に立体マーカーを貼付した。 
 その後、3D ソフトウェア内で切断端と適合ソケットの

MPT レベルを一致させ形状比較を行った。分析項目は断

端長、MPT レベルから遠位 10 mm 毎の周径および断面

積、AP 径、ML 径とした。また同様に、切断端に対する

適合ソケットの表面形状および断面形状を解析した。 
 3D スキャナーは Sense 2nd Generation(3D Systems)、
解析には Meshmixer(Autodesk)および GOM Inspect 
2017(GOM)を用いた。 

なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

け、関連する利益相反はない。 
 

表 1 被験者情報 
性別 年齢 切断側 断端長 
男 70 歳 右側 184 ㎝ 
女 74 歳 右側 142 ㎝ 
男 77 歳 右側 121 ㎝ 

【結果】 切断端と適合ソケットを比較した結果、被験者

3 名とも近似した結果が得られ、切断端に比べ適合ソケッ

トのほうが断端近位～中間位にかけて周径・断面積・AP
径・ML 径が減少し、遠位方向へ向かうにしたがってこれ

らが増加する傾向にあった。図 1 に切断端と比較した適合

ソケットの断面積差分(%)を示す。また、各被験者ともに

断面形状においては膝蓋腱および断端後面の膝窩部、腓腹

筋部に大きな圧迫が加えられていた。断端長は切断端に比

べ適合ソケットの方が 3 名で平均 7 ㎜延長した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 断面積の差分 
 
【考察】 結果より、断端近位～中間位において適度なコ

ンプレッションを付加することでソケットの体重支持性

を向上させているものと考えられる。特に膝窩部および腓

腹筋部を圧迫し断端の剛性を高かめることで、ソケット適

合性の向上が期待できると示唆される。さらに断面形状結

果より、ソケット前面・内側・外側形状は断端形状と一致

している部分が多い傾向にあった。これは TSB の概念に

よりソケット後面以外においては断端形状を再現するこ

とによって、断端後面へ与えるコンプレッションによる体

重支持性の向上効果をさらに高めているものと考えられ

る。一方で各被験者ともに断端末付近では断面積が大きく

増加し、断端の伸長を示していた。これは上記のようなソ

ケット内の体重支持性を高めるため、採型時にコンプレッ

ションを付加させたことにより、圧迫を受けた軟部組織が

遠位に変移したためと考えられる。 
 
【結論】 断端近位～中間位において断端後面の圧迫が体

重支持効果を向上させ断端前面の形状を再現したソケッ

ト形状がこの効果を向上させているものと示唆された。つ

まり、以上の条件を 3D ソフトウェアに反映させ、断端の

伸長を考慮したソケットデザインを検討していく必要が

あることが明らかとなった。 
 

【文献】 
1) 秦康司：義肢装具における CAD/CAM システムの可能

性，PO アカデミージャーナル，Vol．24，No．4，250-
256，2017． 

2) 小林美早季，澁谷宜陽ほか：3D スキャナーを用いた下

腿義足ソケットと切断端形状の定量的比較，義肢装具

自立支援学，9 巻，37-40，2018． 
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モーションセンサを用いた義足走行の動作
分析 －大腿義足走者の走行パフォーマン
ス向上を目指したフィードバック実験－ 
 
 
竹田翔平 1)、渡辺廉 1)、髙橋素彦 1) 

1) 新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 
 
【背景・目的】 2020 年東京パラリンピックの開催決定に

より国内の障害者スポーツへの注目が集まりつつある。パ

ラリンピックなどの障害者陸上競技で使用される義足足

部は、通常走者の体重を目安に選定される。そして、走者

は走行用足部の特徴を知り、それを使いこなすスキルが重

要となる。短距離疾走には、スタートダッシュ、加速局面、

定速局面、減速局面があり、身体動作は時々刻々と変化す

るため、全走行過程を通した計測および評価が必要である。 
動作計測には、赤外線カメラと床反力計を用いた 3 次元

動作解析装置が多く使用されている。しかし、カメラや床

反力計の台数によって計測範囲が制限され、ランニングや

水泳などの広いフィールドで行うスポーツでは全動作の

計測が困難となると報告されている。 
そこで、髙橋らは複数個のモーションセンサを用いて、

一定の回転運動である走動作と走行用義足足部の特性を

利用した床反力の導出法を用いて、全走行過程を対象とし

た義足走行の解析手法を提案している 1)。 
本研究は、髙橋らの提案した義足走行の解析手法を用い

て、片側大腿切断者の走行を計測し分析する。その結果を

対象者にフィードバックし、走行パフォーマンスの向上を

図るとともに、義足走行の解析手法の有用性の検証を行う

ことを目的とする。 
 
【方法】 対象は、研究内容を説明し同意の得られた女性

右側大腿切断者 1 名とした。計測機器は小型 9 軸ワイヤ

レスモーションセンサを使用した。モーションセンサは第

3 腰椎、膝継手下部、走行用義足足部つま先の 3 ヵ所に設

置し、60 m 走の計測を実施した。計測は月に 1 度実施し、

試行数は 1~2 試行の計 6 回実施した。次回計測時までに

対象者へフィードバックを行い、走行パフォーマンスの向

上を図った。なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会

の承認を受け、関連する利益相反はない。 
 
【結果】 走行データの結果を表 1 に示す。最も遅いタイ

ムは 11 月計測の 23.44 s、最も速いタイムは 3 月計測の

21.06 s であり、2.38 s 短縮した。 
スタートから 1～3 step、20 m、40 m、60 m 地点の推

定床反力鉛直方向成分を図 1 に示す。縦軸は推定床反力鉛

直方向成分（%Bodyweight）であり、横軸は義足側立脚期

時間（s）である。スタートダッシュである 1、2 step 目は

走者の踏み込み力によってエネルギーを義足足部に蓄え

る形態である Terminal 型を示した。この Terminal 型は

3 step 目には収束し、加速局面である Mid 型へと移行し

ている。対象者は Mid 型への移行が早く、義足足部に十

分なエネルギーを蓄えられていないと考えられる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】 本実験結果より、足部の撓みが大きくなるほど

タイムが速くなる傾向にあった。そのため、対象者へのフ

ィードバックとして、荷重を義足側下肢にかけること、体

重心の上下動が大きいため前方へ意識を向けることを伝

えた。さらに、義足長がやや長く設定されているために接

地時の踏み込みが不十分と考え、より荷重を掛けやすいよ

うに 1.0 cm 短く調整した。 
結果、タイムが短縮し足部の撓み量が増加した。これは

フィードバックの際に伝えた義足足部接地時にしっかり

荷重をかけることや義足長の短縮によって踏み込みを行

いやすくなったことが一因になったと考えられる。 
 
【結論】 本実験におけるフィードバックによりタイムは

短縮した。しかし、義足のパーツ選択や走行の際の意識を

変えるだけでは走行パフォーマンスの向上には限界があ

ると考えられる。切断走者の走行パフォーマンスの向上に

は義肢装具士だけではなく、トレ―ナーなどが一緒になっ

て評価し、日々のトレーニングメニューの改善や義足アラ

イメントなどの調整を行うことが重要である。そのため、

計測結果をデータ化し、走者やトレーナーが必要としてい

るデータを迅速に提示することができるリアルタイムの

フィードバックシステムの構築が必要である。 
 
【文献】 
1) 髙橋素彦，小野寺良二，勝平純司，本手亮太郎，寺田晃

太朗，須田裕紀，前田雄，三村宣治，モーションセンサを

用いた義足走行の解析手法の検討(全走行過程を通した床

反力推定値の導出），日本機械学会論文集，Vol．84，No．
865，2018. 

11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉
タイム[s] 23.44 21.92 21.40 22.62 21.06 21.51
総歩数[step] 60 59 58 59 57 59

推定平均床反⼒
[%bodyweight]

平均⾜部変位量[cm] -5.9±1.3 -7.0±0.7 -8.1±0.6 -6.9±0.9 -7.5±0.7 -6.8±0.7

254.6±55.4 292.5±31.9321.6±31.5298.8±39.2351.0±27.0300.3±28.7

表 1 走行データ結果  

(a) 11 月 1 走行周期 (b) 3 月 1 走行周期 
図 1 11 月および 3 月 1 走行周期 

(1～3 step,20 m,40 m,60 m) 
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キトサンの抗菌効果の有用性と義肢装具材
料への応用  
 
 
市川瞳 1) 廣田茜子 1) 髙橋素彦 1) 
1) 新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 

 
【背景・目的】 人の皮膚表面には、ブドウ球菌、カンジ

タ菌、白癬菌など多くの菌が存在している。これらの細菌

は増殖すると不快臭などをもたらし、増殖すると伝染性膿

痂などの要因になると考えられている。不衛生な状況での

義肢装具の装着は、使用者に不快感をもたらすだけでなく

感染症の要因や、最悪の場合は再切断などの重要な問題に

なりかねない。 
そこで本研究では、天然抗菌剤であるキトサンに着目し、

JIS に定められる方法（JIS Z 2801 抗菌加工製品‐抗菌

性試験方法・抗菌効果）に則って熱硬化性樹脂にキトサン

を含ませた際に黄色ブドウ球菌がどのように増減するか、

抗菌作用に着目して実験的に検証する 1)。これらの効果が

得られれば、義肢ソケットのみならず下肢装具や足底装具

などの義肢装具材料としての応用が可能になると考えら

れる。本研究の目的は、キトサンの含有量の違いによるブ

ドウ球菌に対する効果について実験及び検証することで

ある。 
 

【方法】 
1.対象 

黄色ブドウ球菌（NBRC12732 関東株式会社） 
2.試験片 

試験片の大きさは JIS 規格で定められた 50±2mm 角、

厚さ 10mm 以内の正方形、それぞれキトサン含有量が

0%・3%・5%・キトサン含有量が 0%のものに直接キトサ

ン粉末を塗布した 4 条件とし、菌液を試験片に滴下後に 0
時間、1 時間、3 時間、5 時間放置した時の菌の効果の増

減を試験片ごとに検証する。 
3.培地 

使用培地：マンニット食塩培地（顆粒）「ニッスイ」（日

水製薬株式会社、Code05618） 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

け、関連する利益相反はない。 
 

【結果】 製作の段階で熱硬化性樹脂にキトサンを含有さ

せたところ、やや粘性は感じられたが、時間が経過しても

明確な沈殿は見られなかった。抗菌効果については、試験

片にはじめに滴下した菌液が希釈していない実験では、全

ての 4 条件において菌数は維持した。そこでキトサンの粉

末状態での抗菌効果を確かめるために確認実験を行った

ところ、粉末の状態であってもキトサンを含まない菌液と

比較し、明確な抗菌効果が確認された。そこで最後に試験

片に滴下する菌液を希釈して実験を行ったところ、全ての

4 条件において接種前と比較し、5 時間後には 100 倍近い

増殖が確認された。更に、キトサン含有の試験片の表面に

は小さな凹凸が生じた(図 1)。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】 通常キトサンは粉末ではなく液体の状態にして

利用されるが、既にプレ実験において粉末状態での静菌効

果は既に確認されている。しかし今回の結果から、キトサ

ンは粉末の状態では静菌効果は発揮されるが、樹脂に混ぜ

るとその効果はなくなることが考えられる。更に、キトサ

ンを含有させた試験片のみ、菌液を滴下した後に表面に白

い粒子が現れ、表面に細かい凹凸が生じた。この現象にお

いては、現段階で結論を導くことは出来ないが、仮にキト

サンを含有させたソケットを製作したとしても、長時間の

使用によりその現象が生じた場合、断端に擦過傷などの適

合不良を起こす可能性がある。 
また、対応のない 4 群間のノンパラメトリック検定

（Kruskal-Wallis 検定）を行った結果、キトサン含有量

0 %と 5 %の試験片の間に有意差がみられたため、効果が

あることが考えられたが減少率としては低く明確な効果

があったとは言い難い。 
 

【結論】 本研究では、キトサン含有量 5 %の試験片のみ

5 %未満の有意差が認められたため、効果があることが考

えられるが明確な効果があったとは言い難い。更にキトサ

ン含有の試験片の表面には小さな凹凸が生じたため、実際

に使用しても断端に適合不良を起こしかねない。 
以上のことから、キトサンを抗菌剤として熱硬化性樹脂に

混ぜても静菌作用が働かない可能性が考えられた。キトサ

ンを義肢装具材料として利用するには、キトサン使用方法

について再度検討する必要性がある。 
 
【文献】 
1) 日本工業規格：JIS Z 2801 抗菌加工製品‐抗菌性試験

方法・抗菌効果．2010． 
 

(a) キトサン含有なし      (b) キトサン含有あり 

図 1 試験片表面の変化 
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体幹訓練機器の装着が立ち上がり動作に与
える影響 
 
 
加藤大樹、田端孝多、横山宏斗、高橋素彦、勝平純司  
新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 
 
【背景・目的】 立ち上がり動作は、移動、移乗、排泄な

ど日常生活の様々な場面において多く行われる動作の 1
つであり、「殿部から足部へと、広い支持基底面（以下，

base of support：BOS）から足部のみの狭い新たな BOS
内に身体重心位置を移動させること」と、「身体重心位置

を立位姿勢まで上昇させること」の 2 つのことが必要とな

る力学的にも要求の大きい動作である 1）。身体重心位置を

前方に移動させる際には，骨盤と体幹の調整が動作を行う

上で重要な要素の 1 つとなる。しかし、加齢に伴う身体機

能の低下や脳血管障害などにより、体幹・股関節の可動域

や筋出力の低下などで動作遂行が困難になることは知ら

れている。 
 勝平ら 2)によって開発された新しい体幹訓練機器

Trunk Solution（以下、TS）は、継手が発揮する抗力が胸

部を後方に回転させ、骨盤を前傾させる。加えて腹筋の活

動も高めることができる。しかし、TS が立ち上がり動作

に与える影響については報告されていない。 
 本研究では、三次元動作解析装置と床反力計を用いて、

股関節、膝関節、足関節モーメント及び骨盤傾斜角度、体

幹傾斜角度を指標として、TS 装着が立ち上がり動作に与

える影響をバイオメカニクスの観点から検証することを

目的とした。 
 
【方法】 対象者は、健常成人男性（以下、健常者）1 名

（年齢 21 歳、身長 157 cm、体重 48.0 kg）と独力による

立ち上がりが可能な脳卒中片麻痺者（以下、片麻痺者）1
名（年齢 65 歳、身長 170 cm、体重 68.0 kg、麻痺側 左、

ブルンストロームステージⅥ）とし、研究の内容を十分説

明し書面による同意を得た後、計測を行った。 
 被験者には、皮膚と衣類間でのずれを最小限にするため

に密着性のあるシャツとパンツを着用してもらい、直径

9mm の赤外線反射マーカーを 34 か所貼付した。また、

TS を装着して立ち上がり動作を行う際、TS がずれる問

題があったため。これを抑えるためのゴム製のベルトを製

作し、背側に取り付けた。 
赤外線反射マーカーを貼付した状態で 3 秒間静止立位

を計測した後、背もたれやひじ掛けのない高さ固定の椅

子に座り、①通常の立ち上がり動作、②TS を装着した立

ち上がり動作を 3 試行ずつ計測した。 
計測によって得られたデータを解析ソフト Visual 3D 

Version6（C-motion 社製）を用いて処理を行った。 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

けた。また、勝平純司にはトランクソリューション株式会

社との利益相反関係がある。 
 
【結果】TS を装着した際に、健常者・片麻痺者いずれも

膝関節伸展モーメントが増加し、股関節伸展モーメントが

減少した。また、動作開始～離殿までの重心の軌跡に相異

がみられた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】 片麻痺者は、麻痺側の膝関節伸展筋群の筋力が

低下しているため体幹を大きく前傾させて重心を前方に

移動させることで膝関節伸展筋群の負担を軽減させてい

た。しかし、体幹前傾時に重心が下がるため、大きな筋出

力が可能な股関節伸展筋群に依存する立ち上がりとなる。

TS を装着することで体幹前傾角が減少し重心が下がるこ

とを抑制する。通常の立ち上がり動作と比べて重心が後方

に位置したことでモーメントアームが短くなる股関節で

は伸展モーメントが減少し、長くなる膝関節では伸展モー

メントが増加したと考える。 
 

【結論】 TS を装着することで離殿時の体幹前傾が減少し、

重心が後方に位置することで膝関節伸展モーメントが増

加し、股関節伸展モーメントが減少した。TS を装着する

ことで筋力低下した麻痺側の膝関節伸展筋群の発揮が促

されたと考える。 
 今回の研究では被験者数が少なかったため、今後は、被

験者数を増やしより一般化された結果を得る必要がある。 
 
【文献】 
1) Chung Y，Rogers MW：Control of body mass transfer 
as a function of speed of ascent in sit-to-stand，Med Sci 
Sports Exerc，22（3）：378-384，1990． 
2)勝平純司：体幹装具 Trunk Solution の開発と装着効果

の検証，バイオメカニズム学会誌，39（4），211-216，2015． 
 

図 1 膝関節伸展モーメント 

図 2 股関節伸展モーメント 
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大腿義足歩行における異なる膝継手の設定
が腰部負担に与える影響 
 
 
藤本貴也、栁澤翔太、勝平純司  
新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 

 

【背景・目的】 腰痛の有病率は、非切断者と比較すると

下肢切断者の方が 52～89 ％とはるかに高い¹⁾。ソケット

が合わなくなることでの痛みや、関節可動域制限の改善が

期待されない場合など、問題が改善しない場合には跛行と

して立脚相の体幹側屈や外転歩行、体幹前傾や骨盤の回旋

が起こる。大腿義足使用者ではこれらに加えて膝継手の種

類や設定が歩行パターンに大きな影響を与えて腰部負担

にも影響を与えていると考えられるが、膝継手の種類や設

定の違いが大腿切断者の歩行時の腰部負担に与える影響

を明らかにした研究はなされていない。 

そこで、本研究では義足使用時の腰部に生じる負担に着

目し、健常者の歩行時に生じる腰部への負担との比較およ

び膝継手屈曲抵抗の条件を変化させた場合の腰部に生じ

る負担の比較を行い分析することを目的とする。 

 

【方法】 対象は、大腿義足使用歴 16 年以上の 45 歳男性

（左大腿切断中断端、切断原因は交通事故、合併症なし、

身長 169 cm体重 65 kg）と当大学の 21 歳健常成人男性

（身長 172 cm、体重 48 ㎏）とした。研究にあたっては

実験内容を十分説明した後に同意を得て行った。 

また大腿義足使用者については以下の 3 条件にて計測

を実施した。条件①イールディング歩行、条件②膝継手固

定歩行、条件③膝継手抵抗フリーでの歩行。 

動作計測には赤外線カメラ 12 台を含む三次元動作解析

装置(VICON MX：Oxford Metrics 社製)、床反力計 6台

(OR6-6-2000:Advanced Mechanical Technology 社製)、

直径 9 mmの赤外線反射マーカー42 個を使用した。 

なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

け、関連する利益相反はない。 

 

【結果】 義足使用者と健常者の歩行では、骨盤前後傾角

度、体幹前後傾角度、腰部関節モーメントに著明な違いが

認められた。また、膝継手の屈曲抵抗の値を変化させるこ

とで、これらの角度およびモーメントにも違いがみられた。 

 

1. 骨盤前後傾角度と腰部関節モーメント 

義足歩行の場合、荷重応答期から立脚中期の期間以外で

は骨盤前傾角度が健常者よりも小さく、腰部伸展モーメン

トが一歩行周期を通して健常者より大きくなっていた。ま

た、骨盤前傾角度の減少に伴い、義足使用者の体幹前傾角

度は増加した（図 1）。 

 

2. 膝継手屈曲抵抗を変化させた場合の骨盤傾斜角と腰部

関節モーメント 

膝継手の異なる設定における骨盤前後傾角度・体幹前後

傾角度・腰部関節モーメントを比較した。結果として、条

件①が最も前傾角度が小さく、条件②、条件③の順で骨盤

前傾角度が増加した。体幹前後傾角度は条件①と比較する

と、条件②③では大きく前傾した。それに伴い、腰部関節

では伸展モーメントが増加した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 義足使用者は大腿四頭筋の遠心性収縮の代わり

に、立脚相前半で床反力ベクトルを膝軸前方に通過させる

ことで膝折れを防止している。そのため骨盤後傾、体幹の

前屈が発生する。それに伴い、腰部には伸展モーメントが

発生したと考えられる²⁾。 

条件②で骨盤と体幹が大きく前傾した原因は、膝継手の

固定により膝折れは起きないため、義足側の踵接地時に床

反力が股関節前方を通り、骨盤前傾角度が増加すると同時

に体幹前傾角度も増加したと考えられる。 

条件③の場合、イールディング歩行よりも膝折れを防止

することを意識したことで、床反力を膝継手軸前方に通す

ため、体幹を前傾させ体重心を前方へシフトさせたことで

立脚中期以降の骨盤前傾角度と体幹前傾角度がともに増

加し、腰部伸展モーメントが増加したと考えられる。 

 

【結論】 義足使用者特有の膝折れ防止や下肢の振り出し

に対する代償動作が骨盤前後傾角度、体幹前後傾角度に影

響を及ぼし、腰部負担を増大させている。 

 
【文献】 
1) M.Jason：Low back pain in persons with lower 
extremity amputation: a systematic review of the 
literature， The Spine Journal， Vol 19，552-563，2019． 
lower limb amputation，Medical-Hypotheses，Vol 108，
1-9，October 2017． 
2) Götz‐Neumann，Kirsten：観察による歩行分析，第 

1 版，医学書院，28-29，2005. 

図 1 義足歩行時の骨盤傾斜角度と腰部伸展モーメント 
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下腿義足ソケットにおける適合許容範囲の
検討－3D スキャナを用いた適合ソケット
周径値の比較－ 
 
 
郷貴博、斎藤亮真、東江由起夫 
新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 
 
【背景・目的】 義足ソケットを製作する場合、切断者個

人の断端状況や形状に合わせた手作業による工程が多く、

その製品精度は義肢装具士の経験年数や技術力に大きく

影響される。特に採型において断端形状を正確に獲得する

ためには高度な技術を要し、別々の製作者にて全く同形状

のソケットを製作することは当然のことながら不可能で

ある。しかし切断者は、別々の義肢装具士が製作した形状・

大きさが多少異なるソケットを装着しても、問題なく歩行

し適合良好であると判断する場合が多い。これはソケット

の形状や大きさにおいて、切断者本人が不適合と感じない

許容範囲が存在することを示唆している。 
そこで本研究では、同一の切断者に対し異なる製作者に

よって製作されたソケットの周径値を比較することで、適

合良好と判断された異なるソケットの周径値誤差を明ら

かにし、その許容範囲を検討することを目的とした。 
 

【方法】 被験者は下腿切断者 3 名とし、それぞれに対し

2 名の製作者によってソケットの製作・適合を行った。ソ

ケットタイプは TSB 式とし、それぞれ良好な適合が得ら

れたチェックソケットより陽性モデルを製作し、これを

3D スキャンすることでソケットの三次元形状を獲得した。

得られた形状データより、異なる製作者によって製作され

た 2 種類の適合ソケットにおける周径差を分析した。 
このとき、ソケット容積に大きな影響を与えると考えら

れる、MPT レベルより遠位 30mm～断端末より近位

30mm の領域を“中間部”と定義し、このソケット中間部

領域において 10mm 毎の水平断面周径を 3D CAD ソフト

にて比較を行った(図 1)。周径差は、各水平断面レベルに

おける両ソケット間の周径差(mm)を対象被験者の断端周

径値(mm)に対する比率(%)にて算出した。 
使用機器として、3D スキャナは Sense 2nd Generation 

(3D Systems)、3D CAD ソフトは Meshmixer(Autodesk)
および GOM Inspect 2017(GOM)を用いた。なお、本研究

は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認(18207-190613)を
受け、関連する利益相反はない。 

 
【結果】 被験者ごとに製作した 2 種類のソケット間にお

ける周径差(%)を図 2 に示す。縦軸は周径差(%)を表し、横

軸はソケット中間部における近位端(図 1：A)からの距離

(%)を表している。結果より、平均周径差は被験者 A にて

0.8%、被験者 B にて 2.6%、被験者 C にて 3.0%となり、

全被験者平均は 1.9%±1.3(Max 4.2%)であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 解析イメージ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 異なる適合ソケット間における周径差 
 
【考察】 被験者が適合良好と判断した異なるソケット間

において、断端周径に対し平均 1.9%(Max 4.2%)の周径差

があった。切断者はこの周径差を断端で感じる ことがで

きない、あるいは歩行に支障のないものと感じていること

が示唆された。したがって、下腿義足ソケットにおいて断

端周径に対し 2%以下の製作誤差は、適合に影響を与えな

い許容範囲である可能性があることが明らかとなった。こ

れは、ソケットによる断端圧迫に伴う軟部組織の移動、ま

たは歩行動作における残存筋群の収縮に伴う筋腹の膨隆

によって、ソケット内における多少の周径差を緩和してい

るものと考えられる。一方で、中間部全体平均にて概ね 5%
以上のソケット周径差が生じた場合、不適合と判断される

可能性があることが予想された。今回の結果を応用するこ

とで、断端袋使用に対する的確な指示や、EBM に基づい

たソケット再製作の処方が可能となり、ソケット不適合に

悩む切断者の救済に繋がると考える。 
 
【結論】 下腿切断者 3 名を対象とし、適合させた異なる

ソケットを 3D スキャナで比較した結果、両ソケットの中

間部において断端周径に対して平均 1.9%の周径差が存在

することが明らかとなった。この周径差はソケット適合に

おける許容範囲であり、切断者自身が感じることのできな

い、あるいは残存筋群の収縮などによって緩和されている

ものであることが示唆された。 
 
【謝辞】 本研究は、2019 年度 新潟医療福祉大学研究奨

励金(課題番号：R01C01)の一部助成を受けて行った。 
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車いすのタイヤ空気圧の違いによる段差乗
り越えの検討 
 
 
藤田歩、笹本嘉朝 
新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 
 
【背景・目的】 近年では、在宅や公共施設のバリアフリ

ー化が進み、車いす使用の高齢者や障害者にとって過ごし

やすい環境が整備されている。しかし、道幅や溝、段差な

ど場所によってバリアフリーの整備状況が異なる場合も

ある。僅かな段差を通過することが車いす利用者にストレ

スを与え、身体的負担となっている可能性が考えられる。 
 車いすを操作するにあたり、走行路面の安全性や車いす

自身の整備状況が重要であり、それらにより乗車者が安心

して安全に移動することができると考える。そこで、本研

究では車いすのタイヤ空気圧に着目し、空気圧と段差高の

違いで段差の乗り越えにどのような影響をもたらすのか、

計測用車いすを用いて比較を行った。 
 
【方法】 健常成人男性 10 名を対象に計測を行った。合板

の厚さを段差高とし、計測用車いすの前輪を段差に乗せ、

段差端から 30cm の場所に車いすの車軸中心を置いた状

態で計測を行った。車いすは被験者自身が漕ぐものとし、

車軸の一直線上でハンドリムを握るよう統一したうえで

段差の乗り越えを行った。 
 タイヤ空気圧を 4 条件（200kPa・250kPa・300kPa・
350kPa）、 段差高を 4 条件（12mm・24mm・36mm・

48mm）の計 16 条件とし、各 3 回計測した。段差高とし

て用いた合板 1 枚の厚さは 12mm で、1 枚の 12mm から

開始し、合板を重ねて一段階ずつ高くした。タイヤ空気圧

は、適正空気圧とされる 350kPa から 50kPa ずつ減少さ

せて行った。 
 計測用車いすで得られた走行速度と駆動時の車軸トル

クの最大値について、 フリードマン順位検定（Friedman 
χ2 r-test）を用い、その後、2 群間をボンフェローニ補正

ウィルコクソン（ Wilcoxon t-test with Bonferroni 
correction）検定を行い条件ごとに比較を行った。 
なお、本研究に関連する利益相反はなく、本実験において

は被検者に対し、倫理的配慮のもと、同意を得て計測を行

った。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 計測用車いすを用いた計測状況 

【結果】 駆動トルク・仕事率の左右平均値の結果は表 1、
2 の通りであった。 
各条件の段差高で分けて検定を行った結果、駆動トルク

は段差 24mm においては 300kPa に対して 250kPa が有

意に減少した。段差 48mmにおいては350kPaに対して、

300kPa・250kPa が有意に減少した。仕事率は段差 36mm
においては 350kPa に対して 300kPa が有意に減少した。

段差 48mm においては 350kPa に対して、300kPa・
250kPa・200kPa が有意に減少した。 
 

表 1 駆動トルクの左右平均値（Nm） 

 
表 2 仕事率の左右平均値（W） 

 
【考察】 駆動トルクは車いすのタイヤを回すための瞬間

的な力であり、段差高が高くなるほど乗り越えに必要とな

る駆動トルクの値は大きくなる。計測結果から全ての条件

において段差高が高くなるにつれ駆動トルクは上昇して

いる。適正なタイヤ空気圧より低い場合の平地路面走行に

おいては、路面とタイヤとの接触面積が増えることで路面

抵抗が増加し、速度が減少し、駆動に要するエネルギーが

増加することが報告されており、ある一定条件の段差乗り

越えにおいては逆の現象が生じると考えられた。駆動トル

クの結果から段差高 36mm 以上では駆動トルクが上昇し、

タイヤ空気圧の違いによる影響は少ないものと推察され

た。 
仕事率は段差高 36mm 以上になると適正空気圧とされ

る 350kPa において数値が大きく上昇している。段差高が

高くなればなるほど単位時間内で大きなエネルギーを要

する結果となっていた。 
 
【結論】 段差乗り越え時における駆動トルクと仕事率の

計測を行った結果、駆動トルクにおいては、24mm 以下の

段差高では空気圧が低い方が乗り越えに要する駆動トル

クが小さい結果となり、効率的に働くと考えられた。仕事

率においては 36mm 以上になると適正空気圧に対して低

い空気圧が有効に作用すると考えられた。 

段差 350kPa 300kPa 250kPa 200kPa

12mm 10.02±2.28 10.05±2.24  9.91±1.96 10.17±1.71

24mm 16.26±3.20 16.01±2.62 14.72±2.16 15.14±2.24

36mm 23.69±3.83 22.19±4.04 22.16±3.49 21.67±3.60

48mm 28.05±2.58 26.65±2.01 26.34±2.58 27.52±3.02

段差 350kPa 300kPa 250kPa 200kPa

12mm 16.83± 6.14 18.53± 6.74 17.85± 4.85 18.02± 5.06

24mm 23.55±10.20 24.83± 7.76 25.90± 9.31 26.33± 6.41

36mm 38.65±11.34 30.59± 7.32 33.35± 8.06 33.57± 6.43

48mm 58.95±18.45 46.60±13.96 42.57±12.73 42.73±14.12
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杖先ゴムの形状が重心動揺に与える影響 
 
 
長谷川瑠星、細野未准、笹本嘉朝 
新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 
 
【背景・目的】 T 字杖は健常高齢者から障害を抱えてい

る高齢者まで幅広く用いられている歩行補助具のひとつ

であり、その種類・形状は多種多様である。 
先行研究において不安定板上での杖の種類や杖先ゴム

接地面積の違いが立位バランスに及ぼす影響について明

らかにされている 1、2）。杖の違いによる重心動揺について

は、ロフストランド杖、四点杖に対して、手関節の動揺が

影響しやすい T 字杖が不安定であったことが報告 2）され

ているが、杖先ゴムの形状の違いによる立位および歩行で

の変化を調べた研究は少ないのが現状である。そこで、本

研究では先行研究で最も不安定とされている T 字杖に現

在市販されている多様な杖先ゴムを用いて、形状の違いに

よる静止立位での重心動揺を計測することで、杖先ゴムの

形状が安定性にどのような影響を及ぼすのかを定量的に

評価することとした。  
 
【方法】 対象は研究の内容や目的の説明後、同意を得ら

れた健常成人 10 名とした。高齢者の姿勢によく見られる

円背姿勢を再現するため、高齢者円背姿勢再現用装具を装

着し、Foot-view（Nitta 社製）を用いて重心動揺を計測し

た。測定時間は 30 秒とし、測定中の視線は、目の高さで

前方に貼ったシールを注視するように設定した。T 字杖の

接地位置は各被検者のつま先から 15 ㎝前外側に設定し、

杖先ゴムを条件 1（通常型）、条件 2（吸着型）、条件 3（輪

状型）、条件 4（可撓型）、条件 5（四点支持型）の 5 種類

を使用し、杖先ゴムの設置位置が Foot-view に干渉しない

ようにした。また、杖先ゴムの設定計測順番は無作為とし、

杖先ゴムを変更する度に杖の持ち手を大転子に高さを合

わせながら、肘関節屈曲角度が 30°になるように設定し

た。各計測を 3施行ずつ行い、各条件計測後に VAS（Visual 
Analog Scale）を用いて官能評価を行った。 
なお、本研究に関連する利益相反はなく、本実験におい

ては被検者に対し、倫理的配慮のもと、同意を得て計測を

行った。 
 

図 1 杖先ゴムの種類 
（左から通常型、吸着型、輪状型、可撓型、四点支持型） 

【結果】 各条件において、得られた被検者の重心動揺総

軌跡長と VAS の平均値を表 1、2 に示した。 
重心動揺総軌跡長の各条件の平均値では、条件 5 の四点

支持型がもっとも総軌跡長が短く、安定している結果とな

った。統計結果では、条件 3 の輪状型に対して条件 4 の可

撓型が有意に減少していた。 
VAS の各条件の平均値では、条件 5 の四点支持型がも

っとも総軌跡長が短く、安定している結果となった。統計

結果では、条件 2 の吸着型に対して条件 5 の四点支持型

が有意に減少していた。 
 

表 1 重心動揺総軌跡長の結果（cm） 
条件 1 条件 2 条件 3 条件 4 条件 5 
210.54
±52.05 

218.29
±39.26 

224.82
±35.81 

211.24
±34.34 

200.00
±37.28 

 
表 2 VAS の結果（mm） 

条件 1 条件 2 条件 3 条件 4 条件 5 
39.0 

±24.5 
37.2 

±20.3 
42.0 

±17.3 
38.2 

±16.8 
25.7 

±17.6 
 
【考察】 重心動揺総軌跡長では、条件 3 の輪状型に対し

て、条件 4 の可撓方が有意に減少していたことから、それ

ぞれの形状が影響しているものと考えられた。条件 4 の可

撓型は杖に荷重を加えるとくびれ部分が立位バランスを

取るため可動しながら安定位の調整を行うが、杖先ゴムの

接地面積は変化しない。しかし、条件 3 である輪状型は中

央部が盛り上がった形状をしているため、接地面積が 5 条

件の先ゴムの中で一番小さい。杖に荷重を加えると接地面

積が小さいことから杖自体の動揺が杖を支える上肢に影

響を与えることが考えられた。 
VAS では、条件 2 の吸着型に対し、条件 5 の四点支持

型が有意に減少していることについては、条件 2 の吸着型

は吸着作用の効果を得るために深めの溝があり、これが硬

度を低くする要因となり、不安定さを感じる要因になった

のではないかと考えられた。 
 

【結論】 本研究では健常者を対象に高齢者円背姿勢再現

用装具を装着し杖先ゴムの形状を変化させ、Foot-view を

用いて、重心動揺の計測を行った。その結果、重心動揺総

軌跡長の計測データと主観評価において、杖先ゴムの接地

面積が安定性に影響を与えることが示唆された。 
 

【文献】 
1) 奥壽郎,廣瀬昇,他:杖の使用が重心動揺に与える影響,理
学療法科学, 24(2):235-239,2009. 
2) 相馬俊雄,久保雅義,他:不安定板上における杖を使用し

た立位姿勢制御,バイオメカニズム, 23:21-30,2016. 
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靴底の硬さの違いが歩行時の足関節に及ぼ
す影響 
 
 
辰岡洸士郎、横山侑、笹本嘉朝 
新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 
 
【背景・目的】 靴には様々な機能が求められるが、運動

という観点から見ると立位保持や歩くことを助け、運動能

力を向上させることにあるとされている 1）。靴を選択する

際に靴本体の屈曲性や重量、サイズなどの様々な要因があ

る。特に靴の屈曲性は、立脚中期以降の加速期において下

肢筋力とともに歩行効率に重要な役割を果たすとされ、靴

の屈曲性に影響を与える靴底の硬さが重要と考えられて

いる 2）。そこで本研究では、靴底の硬さの変化に着目し、

歩行中における足関節の角度やモーメントを三次元動作

解析装置によって計測し、得られたデータを検討すること

とした。 
先行研究では差高が大きいパンプス靴の屈曲硬度の違

いによる歩行中の身体に与える影響について呼気ガス分

析を行うことで最適な屈曲硬度を検討していたが、本研究

では一般的なシューズに靴底補強材を挿入した状態で計

測を行うこととした。 
本研究の目的は、靴底の硬さが違いにより、歩行時にお

ける立脚期中以降の足関節角度および関節モーメントが

どの様に変化するのかを定量的に評価することである。   
 
【方法】 被験者にアスレチックシャツとアスレチックパ

ンツを着用させ、計測用赤外線反射マーカー43 個を指定

部位に貼付し、歩行を開始する。6 条件の靴底硬度におい

て 3 施行ずつ計測を行い、その様子を三次元動作解析装置

と床反力を用いて記録する。なお、本研究に関連する利益

相反はなく、本実験においては被検者に対し、倫理的配慮

のもと、同意を得て計測を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 赤外線反射マーカー貼付 

 
靴底の補強材には 1～5ｍｍの厚さの異なるポリプロピ

レン製のシート材を加工作成した。硬さの計測は補強材の

後方 1/3 を万力に固定し、ばねばかりで 30 度の位置まで

引っ張る動作を 5 回ずつ行い、その平均値を硬さの目安と

して算出した（表 1）。 

表 1 靴底補強材の硬さ（kg） 

 
【結果】 歩行において、靴底の硬さは立脚中期からつま

先離地まで加速期に大きく影響を及ぼすことから、この時

相の足関節の関節角度および関節モーメントに着目した。

足関節への影響で有意差が見られたのは足関節背屈角度、

底屈モーメントであった。算出されたそれぞれでの条件下

の足関節背屈角度を表 2、足関節底屈モーメントを表 3 に

示す。 
 

表 2 足関節背屈角度（°） 

 
表 3 足関節底屈モーメント（Nmm） 

 
【考察】 足関節屈曲角度においては条件 4 に対し条件 5
が有意に増加していた。靴底の硬さが硬くなることにより

MP 関節での蹴り出しが阻害され、代償的に足関節の角度

が増加すると考えられた。 
足関節底屈モーメントにおいては条件 1 と条件 2 に対

して、条件 6 が有意に増加していた。このことから靴底の

硬さが硬くなることで足関節が背屈されることで蹴り出

しとなる底屈モーメントの増加につながると考えられた。 
 また、計測を行った被検者の感覚的な靴脱げ感は条件 5
の 4mm であったことから、条件 4 より靴底の硬さが硬く

なると立脚中期以降での歩行における MP 部の阻害因子

となると考えられ靴底の硬さが歩行に影響を与えること

が推察された。 
 
【結論】 本研究では靴の硬さを変化させ、三次元動作解

析装置を用いて歩行分析を行った。靴底の硬さが硬くなれ

ばなるほど立脚中期以降での MP 関節の代償運動が足関

節で行われ、歩行に影響を及ぼすことが示唆された。 
 
【文献】 
1) 日本整形靴技術協会 IVO japan:整形靴と足部疾患,第
1 版,医学書院,1-8,2017. 
2) 城戸巧,秋満茂喜,他:シューズの屈曲性が歩行に及ぼす

影響,靴の医学,6: 163-166, 1992.  

  条件1（0mm）   条件2（1mm）   条件3（2mm）

14.21±3.49 15.14±3.57 16.19±3.39

  条件4（3mm）   条件5（4mm）   条件6（5mm）

13.96±3.72 15.83±4.06 15.39±3.67

  条件1（0mm）   条件2（1mm）   条件3（2mm）

1510.12±102.12 1473.74±103.88 1536.03±88.43

  条件4（3mm）   条件5（4mm）   条件6（5mm）

1537.39±89.11 1556.19±95.73 1558.69±124.50

  条件1（0mm）   条件2（1mm）   条件3（2mm）

― ― 0.36±0.05

  条件4（3mm）   条件5（4mm）   条件6（5mm）

1.23±0.04 2.40±0.07 4.42±0.04
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間接蛍光抗体法に退色防止効果のある封入
剤作成と有用性の検討 
 
 
平 桃子 1)、岡田 恵実 1) 、川村 宏樹 1) 
1) 新潟医療福祉大学 臨床技術学科 
 
【背景・目的】 抗核抗体とは細胞核の構成成分に対する

自己抗体の総称で、SLE などの膠原病で高率に出現する。

核の染色型から対応する抗原を推測することが可能であ

る¹⁾。現在は核の大きい Hep2 培養細胞を基質に用いた間

接蛍光抗体法が主流である。 
 間接蛍光抗体法は、細胞や菌体の標本に被検血清を反応

させ、洗浄後、蛍光色素を標識した抗ヒト免疫グロブリン

抗体を二次抗体として反応させる。その後、再び洗浄を行

い、蛍光顕微鏡下で蛍光発色を観察することにより目的と

する抗体の有無を判定する方法である。蛍光発色は時間と

ともに退色するため、長時間するには蛍光退色防止封入剤

を使用する必要がある。しかし、市販の封入剤は高価であ

り、コストを考えると汎用は難しい。そこで本研究では、

蛍光染色の退色防止効果が報告 2）されているパラフェニ

レンジアミン（PPD）を添加した封入剤を作成し、濃度

別に退色の減衰率を求め、その効果を検討する。 
 

【方法】  
1. 試薬の調整  

抗核抗体検査キットはフルオロHEPANAテスト（MBL）、
陽性検体は抗核抗体 管理血清 HEPASERA-1 (MBL)、p
－フェニレンジアミンはSigma-Aldrich社の製品を用いた。

また陰性検体は 5 倍に、その他は 40 倍に希釈して使用し

た。封入剤は PBS とグリセリンを 1:9 混ぜた封入剤をベー

スとし、パラフェニレンジアミンを 20mg/dL、50mg/dL、
100mg/dL の濃度になるように添加し、4 種類の封入剤を

作成して使用した。 
2.染色操作 

間接蛍光抗体法による抗核抗体の染色は、MBL 社の定

法に従いおこなった。なお蛍光像は OLYMPUS 社製の 
BX53F と CCD カ メ ラ シ ス テ ム （ OLYMPUS 
IK-TU51CU-A）を用いて撮影した。 
3. 統計処理法 
検定は Mann-Whitney U-test を実施して、p>0.05 以下

を有意差有りとした。p>0.05=*，p>0.01＝**． 
 

なお、本研究は関連する利益相反はない。 
 
【結果】  
1.PPD 濃度別蛍光の経時変化 

初めに、PPD を各濃度に設定して、PPD 濃度による蛍

光の経時変化を比較した。その結果、5 分後に着目すると、

PPD 無添加群と PPD20mg/dL 群では蛍光がほぼ認めら

れなかった。一方 PPD50mg/dL 群、100mg/dL 群では、

照射直後よりは暗いが、蛍光が観察できた。これらのこと

より、PPD 無添加群と添加した群では陰性検体に自家蛍

光などの変化は見られなかったため影響はないと示唆さ

れる。また、照射直後の蛍光の発色を比べると、PPD の

添加濃度が高くなるほど発色が強くなっている。これは、

PPD を加えることで、封入剤を滴下してから、遮光し観

察するまでの手順の間に蛍光灯の光などによる蛍光の減

衰を抑えられていると推測される。 
 
2. 減衰率の経時変化 
 次に、蛍光の輝度から減衰率を求めた。その結果、PPD
無添加群と PPD20mg/dL 群では、有意な差は認められな

かった。一方、PPD50mg/dL 群、PPD100mg/dL 群では

無添加群に比べ有意な減衰抑制能が認められた。 
 
3. 陽性検体別の蛍光の経時変化 

PPD を 100mg/dL 添加した場合の 5 分後の蛍光の減衰

を陽性検体別に比較した。その結果、均質型、斑紋型に比

べ、セントロメア型では蛍光が弱いことが示唆される。 
 次に、斑紋型、セントロメア型の減衰率をグラフにした。

どちらも均質型と同様、PPD50mg/dL、100mg/dL 添加す

ることで蛍光の減衰を有意に抑制された。5 分後の減衰率

を比較すると、斑紋型では PPD 無添加群は 99。7%、

PPD20mg/dL 群は 95。5%、PPD50mg/dL 群は 66。4%、

PPD100mg/dL 群は 50。9%となった。セントロメア型で

は PPD 無添加群は 101。9%、PPD20mg/dL 群は 99。2%、

PPD50mg/dL 群は 79。8%、PPD100mg/dL 群は 67。4%
となった。以上のことから、セントロメア型では他の検体

に比べて減衰が早いことが示唆される。 
  
【考察】 セントロメア型で均質型、斑紋型に比べ、減衰

率が高くなっていた。これは、セントロメア型は均質型、

斑紋型に比べ、もともと蛍光に染まる部分が少なく、輝度

が弱いため、他よりも蛍光の減衰が早くなったことが考え

られる。 
PPD50mg/dL を添加した群と 100mg/dL 添加した群で

は、1 年間使用した場合でもコストにおいて大きな差はみ

られない。また、同様な検討を計 3 回繰り返したところ

50mg/dL 群では減衰を優位に抑制したが抑制率が各検討

で変動がみられた。以上のことから、PPD100mg/dL 群が

減衰率が最も抑えられ、安定ていることが示唆された。し

たがって、PPD100mg/dL 添加封入剤を使用したほうが安

定した結果を得ることができると考える 
 

【結論】 PPD を添加した封入剤は、作成方法が簡便であ

り、写真撮影を行う時間が十分に確保できたため、有用性

があると考えられる。 
 
【文献】 
1）新版 臨床免疫学 第 3 版:山田俊幸，大戸斉，渥美達

也，三宅幸子，山内一由：p.86-87,262、 2016。 
2) :宮原行雄, 浜口欣一, 藤井春男, 宍戸英雄、パラフェニ

レンジアミンによる FITC 蛍光の退色防止効果、:病理と

臨床 2 : 987-989、 1984。 
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小動物敗血症モデルにおける主要臓器での
炎症性サイトカイン発現の評価 -リアルタ
イム PCR による検討- 
 
 
植山奈美子 1)、塙晴雄 2)、中社惇美 1)、清野龍之介 1)、

畠山瑛未 1)、星幸奈 1)、吉澤みなみ 1)、藤井豊 1) 
1) 新潟医療福祉大学 医療技術学部 臨床技術学科  
2) 新潟医療福祉大学 健康科学部 健康スポーツ学科 
 
【背景・目的】 敗血症患者は世界で年間約 2700 万人に

上り、敗血症ショックを起こすと死亡率は約 30％にもな

る重篤な疾患である。敗血症は早期発見・初期治療が重要

であり、治療の開始が遅れると、さらに救命率が低下する。

しかし、現在では特効薬や効果的な治療方法は確立されて

おらず、治療成績や各種治療後の生存率などが不明瞭であ

る。 
そこで本研究では、敗血症発症時の臓器傷害を捉え、効

果的な治療方法の検討につなげるため、敗血症モデルを作

製し、リアルタイム PCR 法を用いて主要臓器の炎症性サ

イトカイン発現の評価を目的に研究を行った。 
 
【方法】 SD ラット(オス・BW：400～450g)を用い実験

を行った。イソフルレンにより麻酔導入および麻酔維持を

行い、自発呼吸を保った。尾静脈より翼状針を穿刺し、リ

ポ多糖(LPS: Lipopolysaccharide、Escherichia coli O55
由来)5 mg/kg を投与し、敗血症群（n=2）を作製した。ま

た、コントロール群（n=2）として生理食塩水を体重当た

り同体積量投与し作製した。 
LPS および生理食塩水投与 2 時間後、心臓・肺・肝臓・

腎臓を摘出し各臓器 30 mm3 のサンプルを 3 つずつ採取

した。リアルタイム PCR により炎症性サイトカインであ

る Monocyte Chemotactic Protein-1 (MCP-1) と

Interleukin-6 (IL-6)の発現を比較した。ハウスキーピング

遺伝子として各臓器で gamma-actin を測定しその値で、

得られた MCP-1 および IL-6 の値を除することで評価し

た。得られたデータは、平均値±標準誤差で示し、統計解

析は、Mann-Whiteny の U 検定対応のないを行い、P < 
0.01 を有意差ありとした。 
 
【結果】 コントロール群および敗血症群での主要臓器に

おける MCP-1、IL-6 の発現を図 1、図 2 に示す。敗血症

群において、MCP-1、IL-6 共にすべての臓器において明

らかに発現が高かった。また、敗血症群に焦点をあてると、

MCP-1 は心臓で、IL-6 は心臓と肺で各臓器に比べ発現が

高い傾向があった。 
 
 
 
 

 
 
【考察】 今回、LPS 投与により作製した敗血症群におい

て、MCP-1、IL-6 共にすべての臓器において発現が高い

ことが観察できた。LPS 投与により全身の炎症反応が起

こり、各臓器でサイトカインなどの発現が誘発されたと考

えることができる。また、敗血症群で MCP-1 は心臓で、

IL-6 は心臓と肺で各臓器に比べ発現が高い傾向にあり、

発現に差があることが確認できた。これは、敗血症初期に

は心臓ならび肺で重篤な障害が引き起こされている可能

性を示唆するものであると考える。実際に、臨床上も、急

性期に敗血症由来の心筋障害からのショックや、急性呼吸

窮迫症候群が起こることが知られている。今後、敗血症モ

デルにおいて臓器の病理評価などを行い、総合的に病態を

評価したい。さらに、本モデルを用い、敗血症に対する治

療評価や、また重症度別に治療戦略などの検証に焦点をあ

て研究を継続していきたい。 
 
【結論】 今回 LPS 投与により敗血症モデルを作製し、各

臓器での炎症性サイトカインの発現を評価することがで

きた。敗血症により主要臓器で炎症性サイトカインの発現

が顕著であり、特に心臓および肺は傷害を受けやすい臓器

である可能性が示唆された。 
 
 

 
図 1 各群主要臓器における MCP-1 の発現 

 
図 2 各群主要臓器における IL-6 の発現 
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Android 端末上に実装した学生実習用
Hodgkin-Huxley 型興奮性膜モデル 
 
 
戸田春男 1) 
1) 新潟医療福祉大学 視機能科学科 
 
【背景・目的】 現象の数値モデル化は生理学の伝統的手

法であると同時に、実際の生体を用いた学生実習を組み難

い場合に有効な代替手段を提供する。 
 初期の膜電位モデルである Hodgkin-Huxley の電位依

存性チャネルモデルは、比較的単純な十二連微分方程式で

あるにも拘わらず、閾値の存在や不応期といった、医療系

の学生が理解しなければならない興奮性細胞の基本原理

をよく実現している 1)。 
 同モデルは解析的な方法では解けないが、電子計算機を

使って数値的に解くことができる。これまで Windows 各
種・Linux・macOS をカバーするマルチプラットフォー

ム環境である Free Pascal / Lazarus 用の実装を試みてき

たが、こんにち安価な Android 端末が広く普及している

ため、同端末用に同モデルを実装すれば、学生実習に有益

であろうと考えた。今回、Android 上で動作する Java 言

語に Hodgkin-Huxley 型膜電位シミュレータを移植した

ので報告する。 
 

【方法】 数値解法のアルゴリズムは PC 用の実装で実績

がある Hodgkin-Huxley 論文のものを用いた（Hartree’
s method）。開発環境は Android Studio for Macintosh 
(Google LLC, versions 3.1.3 and 3.2) を用い、アプリケ

ーション全体を Java 言語のみで記述した。 
 Android などの Graphical User Interface 環境では、

アプリケーションはユーザからの入力を十分短い間隔で

処理する必要があり、これができないとユーザからアプリ

ケーションが「固まって」見える。端末の処理能力に余裕

があり、しかもオブジェクトコードがネイティヴマシンコ

ードとして動作する Free Pascal / Lazarus 環境では、シ

ミュレーション本体のループの中で「時々」メッセージキ

ューを処理すれば十分だった。Android でも同様のプロ

グラミング技法が使えるが（Runnable と呼ばれるコード

断片をメッセージキューにポストする）、安価な Android 
端末の処理能力では十分な動作速度が得られなかったた

め、メッセージキューの処理とシミュレータ本体を並列動

作させるマルチスレッドプログラミング（AsyncTask）を

採用した。 
 実走試験には二台の Android タブレット (MediaPad 
T3 7、MediaPad 7 Youth; HUAWEI, ROC) 、および一台

の Android スティック PC (CX919; Andoer, ROC)  を
用いた。Android のヴァージョンはそれぞれ Android 6.0、
4.1.2、および 4.2 であり、CPU のスペックはそれぞれ 
Cortex-A7, 1.3 GHz quad-core、Cortex-A9, 1.6 GHz dual-

core、および Cortex-A9, 1.6 GHz quad-core だった。プ

ログラミングには Mac OS X El Capitan が動作する二

台の Macintosh コンピュータ (Mac Pro; Apple, CA, 
USA) を用いた。 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を必

要とせず、また関連する利益相反はない。 
 

【結果】  Java 言語のみで記述したにも拘わらず、

Android 4 時代の旧式機においても十分な実行速度と操

作性が得られた。例えばシミュレーション中の定期的な画

面更新、ユーザのボタン押下による操作（シミュレーショ

ンの開始・終了、マニュアル刺激）である。本シミュレー

タはスタンドアロンで動作するため、このような旧式機で

もネットワークセキュリティ上の問題はない。 
  
【考察】 本シミュレータはプログラミングを容易にする

ため、フラグメントを用いず画面サイズを決め打ちしてい

る。今後は実行時の柔軟性を向上する方向での改良を試み

る予定である。また、Android 端末は安価であるものの、

クラス全員分を用意することは困難であって、Web 上で

実習が完結すればその方が好ましい。そこで二次元画像を

動的に表示するため HTML5 から標準化された canvas 
要素とクライアント側のプログラミング言語として一般

的な JavaScript による移植を試みた。パフォーマンスは

落ちるもののほぼ満足できる動作速度が得られたので、次

回は HTML5 による実習の結果を報告したい。 
 
【結論】 Java 言語を用いて Android 端末上で動作する

学生実習用膜電位シミュレータを作成し、安価な端末でも

十分動作することを確認した。今後は HTML5 を用いた

移植および実際の実習の結果を報告したい。 
 

【文献】 
1) Hodgkin AL and Huxley AF: A quantitative 
description of membrane current and its application to 
conduction and excitation in nerve, Journal of 
Physiology,  117: 500-544, 1952. 
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近方視するときの 
顔の前傾角と眼の下方回旋角の関係 
 
 
金子 弘、塚田千尋 
新潟医療福祉大学 視機能科学科 
 
【背景・目的】 手元のものを近方視するとき、通常、頭部

全体が前傾すると同時に眼は下方回旋するが、その割合は

人によって異なる。頭部の前傾割合の大きい人は head 
mover と呼ばれ、眼の下方回旋割合の大きい人は eye 
mover と呼ばれる。累進レンズの使用において、前者は累

進帯の長さが短めとなり、後者は長めとなるのが望ましい

が、実際の累進レンズの処方において、それを考慮して処

方するクリニックはほとんどない。そこで、被験者が遠方

視および近方視するときの写真を側方から撮影し、それら

をもとに頭部の前傾角と眼の下方回旋角を求め、その比率

を計算するとともに、head mover と eye mover の割合を

調べた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【方法】 対象は、裸眼視力またはコンタクトレンズによ

る矯正視力が両眼ともに1.0以上を有する新潟医療福祉大

学の学生 30 名（男性 4 名、女性 26 名、平均年齢 21.0±
0.37 歳）である。 
被験者は、レンズの入っていない眼鏡フレームを掛け、

水平遠方にある視標を楽な姿勢で目視した（図 1 左）。こ

れを、被験者の側方から写真撮影した。同じアングルで、

近方視標に視線を落とし目視する写真を撮影した（図 1
右）。このとき、被験者の眼から近方視標に向かう視線が、

水平から60° 方向に正しく一致していることを確認した。 
撮影した写真から、被験者が遠方から近方へと視線を変

える時、頭部が前傾する角度（以下、頭部前傾角）α を、

眼鏡テンプルの方向を示す A と B から、α＝B－A の式で

求めた。ただし、いずれも水平線よりテンプルの傾きが上

向きの場合をマイナス、下向きの場合をプラスとした。 
被験者が遠方から近方へ視線を変える時の眼球の下方

回旋角 βは、β＝60－α で求めた。 
さらに、αと βの割合を求め，被験者別の測定平均と標

準偏差、および被験者全員の平均値の分布を求めた． 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

け、関連する利益相反はない（18025－180710）。 

  
【結果】 30 名の被験者について、遠方から 60° 下方に視

線を落としたときの頭部前傾角 α と眼の下方回旋角 β の

割合について、αの割合が少ない順に並べた結果を図 2 に

示す。αは、最小 0.22（22％）から最大 0.76（76％）の範

囲に分布し、平均は 0.47（47％）であった。また、全被験

者 30 名のうち 13 名（43％）は頭部前傾角 αの割合が大

きい「head mover（頭優位）」であり、17 名（57％）は眼

の下方回旋角 βの割合が大きい「eye mover（眼優位）」の

傾向を示した。 
 
【考察】 本研究では、遠方から近方へ視線を移動させた

時の、頭部が前傾する割合と眼が下方回旋する割合の関係

について検討した。その結果、下方視では、眼の下方回旋

の割合が頭部の前傾よりわずかに大きいという結果が得

られた。また、頭より眼を主に回旋させて下方視する eye 
mover の割合が、head mover より多いことが分かった。 
 眼鏡、とくに累進眼鏡を処方する時には、装用者の視線

の使い方に合わせた累進レンズを提案することは、より快

適な眼鏡を処方するために極めて重要である。例えば

head mover が累進帯長の長いレンズをかけると、近方視

において視線の移動を要求され使いにくくなると予想さ

れるので、累進帯長の短いレンズを選択するのが望ましい。

逆に、eye mover の場合は、累進帯の長いレンズが望まし

いと考えられる。  
本研究では眼の下方回旋が頭部の前傾より大きい被験

者が多いという結果が得られた。快適な累進屈折力レンズ

を作製するには、近方視における頭部や眼の動きを詳しく

測定し、それに合わせた適切な累進帯長のレンズ設計を選

択できるように、これらの値を活用することが重要である。 
 
【結論】 水平遠方視から 60° 下向きに近方視するときの

頭部前傾角と眼球の下方回旋角の割合を測定したところ、

頭部は平均 47％、眼は平均 53％で、わずかに眼球の下方

回旋の割合が大きいことが分かった。ただし、視線の使い

方には個人差が大きく表れた。 

図 1 水平遠方視（左）と 近方視（右）の比較画像 
A, B は装用眼鏡のテンプル方向を示す 

水平遠方視 A 

B 

近方視 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

頭部前傾角α 眼の下方回旋角β

眼優位（17 人） 頭優位（13 人） 

図 2  近見時における頭部の前傾割合と眼の回旋割合の分布 
被験者別の測定平均と標準偏差を示す 
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レンズ交換法における頂点間距離が矯正度
数に及ぼす影響について 
 
 
阿部里奈、永井千紘、長島沙耶、渡邉里咲、金子 弘 
新潟医療福祉大学 視機能科学科 
 
【背景・目的】 快適な眼鏡を処方するには矯正度数だけ

でなく頂点間距離（装用レンズと眼の距離）の確認が重要

である。検眼時において、頂点間距離は検眼枠のレンズ位

置によって変化し、一般に度数 D（dpt）のレンズの頂点

間距離がΔL（m）変化すると、眼に与える矯正効果の変

化量ΔD（dpt）は次の式で計算される。 

   ΔD = D²×ΔL  

例えば−10.00D のレンズを検眼枠の最も前列に入れる

場合と最も後列に入れる場合、ΔL は 15mm（= 0.015m）

となり、眼に与える矯正効果は約1.50D もの差が生じる。 
本研究では頂点間距離の違いが矯正度数にどのような

影響を与えるかについて、精密な測定を行いその影響を検

討した。 
 
【方法】 対象は、遠視の学生 9 名、弱度近視 8 名、中等

度近視 8 名、強度近視 3 名の 4 群、計 28 名である。 
 まず、4 枚のレンズを挿入できるタイプの検眼枠を用い

て、各列における頂点間距離を測定した。次に、検眼枠の

最後列で最高視力 1.5 が得られる通常の完全矯正度数を

求めた。次にそれを検眼枠の他の列に移したときの見え方

を被験者に尋ねるとともに、その位置における完全矯正度

数を測定した。 
 測定後、検眼枠のレンズ位置における矯正度数の予測値

D' を D' = D／(1－dD) の式¹⁾より求め、実測した測定結

果と比較した。ただし、通常の矯正度数を D、頂点間距離

を d(m) とする。 
 
【結果】 検眼枠の各列の頂点間距離は、眼に近い方から

順に 12mm、20mm、24mm、27mm であった。この検眼

枠を用いて、頂点間距離の違いによる矯正度数の等価球面

値の予測値（理論値）と実測値の結果を図 1 に示す。グラ

フの横軸は頂点間距離 12mm での通常の矯正度数で、縦

軸は頂点間距離 27mm での矯正度数である。実線は頂点

間距離を考慮した予測線で、点線は 45°線である。若干

のばらつきは見られるが、実測値と予測値はほぼ一致した。   
 つぎに、各頂点間距離における予測値と実測値の等価球

面値の差を、頂点間距離 12mm を基準として、群ごとに

表 1 に示す。いずれも実測値の平均は予測値とよく一致す

ることが分かった。 
 
【考按】 本研究では、検眼枠の各列における矯正度数の

違いを検討した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 その結果、近視眼の場合、頂点間距離 12mm で完全矯

正した後、そのレンズを検眼枠の外側に移動させたところ

その矯正効果は弱くなり、矯正視力も低下した。遠視眼の

場合は逆に、頂点間距離を長くするにつれてレンズの矯正

効果が強くなった。ばらつきはあるものの、頂点間距離が

大きくなるほど矯正度数はマイナス寄りの度数が必要と

いう、理論通りの結果になることがわかった。特に強度近

視などでは頂点間距離の違いは矯正度数に大きく影響す

るので、検眼時の頂点間距離と実際に作製する眼鏡の頂点

間距離はできるだけ等しくすることが望ましい。具体的に

は、作製する眼鏡フレームの玉型が大きめのときは頂点間

距離が大きくなる場合が多い²⁾ので、検眼の際もそれに合

わせて検眼枠の外側の列に矯正レンズをおいて検眼を進

める必要がある。 
 
【結論】 検眼時の頂点間距離が大きくなるほど完全矯正

に必要なレンズ度数はマイナス寄りの度数になることが

確かめられた。眼鏡処方時には、作製眼鏡の頂点間距離を

考慮して検眼するなどの工夫が必要である。 
 
【文献】 
1) 金子弘: 屈折補正の原則. 眼鏡光学アラカルト. 月刊

眼鏡 2016.2: 54-57, 2016. 
2) 倉満満香,中村麻莉絵,髙野明日香 他: 度数変更理由か

ら考える成人への眼鏡処方.日視会誌 42:115-120,2013. 

群 
頂点間距離 

①12mm ②20mm ③24mm ④27mm 
遠 視 0 0.02±0.11 -0.03±0.11 -0.10±0.16 

弱度近視 0 -0.03±0.12 -0.04±0.15 -0.11±0.3 
中等度近視 0 0.03±0.19 0.01±0.15 -0.02±0.22 
強度近視 0 0.00±0.28 0.06±0.29 0.16±0.24 

図 1 頂点間距離 27mm における完全矯正等価球面度数 
予測値（実線）と実測値 

表 1 各頂点間距離における予測値と実測値の差 
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散瞳薬を用いた自覚的屈折検査の比較検討 
 
 
倉優太郎、那知上瑞希、金子 弘 
新潟医療福祉大学 視機能科学科 
 
【背景・目的】 屈折度数の測定においては、できるだけ

調節を解除して行うことが望ましい。調節とは、毛様体筋

の収縮により眼光学系の屈折力を増加させ、近方の物体を

網膜上に結像させる機能である。実際の臨床において、特

に遠視眼や若年者の屈折測定には、＋3.00D 程度の凸レン

ズを付加装用して調節を除去する雲霧法がよく用いられ

る。雲霧法を用いると、通常の検査よりプラスよりの結果

が得られ、調節休止に効果のあることが認められている 1）。

さらに、散瞳薬や調節麻痺薬を点眼して調節機能を休止さ

せる方法もある。散瞳薬は種類によってその働きも異なり、

検査結果も異なる。そこで今回、雲霧法だけでなく 3 種類

の散瞳薬を用いて自覚的屈折測定を行い、それらの結果を

比較した。 
 
【方法】 対象は器質的疾患、手術歴を有さない遠視眼の

成人 7 名 14 眼である。まず、オートレフケラトメータに

て他覚的屈折度数を測定し、それを参考にレンズ交換法で

自覚的屈折検査を行った。つぎに、得られた自覚的屈折度

数に＋3.00D を加えた度数のレンズを 15 分間装用した後、

同様に自覚的屈折検査を行った(雲霧法)。 
さらに、両眼に散瞳薬を点眼し、自覚的屈折検査を行っ

た。使用した散瞳薬はネオシネジン、ミドリン P、および

サイプレジンである。ひとつの散瞳薬を使用した後、2 日

以上の時間をおいて次の散瞳薬による検査を行った。雲霧

法および散瞳薬点眼時の屈折度数を測定し、その等価球面

値を通常の検査結果と比較した。 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

け、関連する利益相反はない（18160-190425）。 
 

【結果】 雲霧法および 3 種の散瞳薬を点眼して測定した

自覚的屈折度数の等価球面値の結果を図 1 に示す。図は通

常の屈折度数値と比較して、雲霧法およびネオシネジン、

ミドリン P、サイプレジンの各散瞳下で測定された度数と

の差を表している。いずれも通常平均に比べてプラスより

の度数が検出され、調節解除の効果で潜伏遠視が検出され

ることが分かった。最も強く調節解除されたのは雲霧法で

あり、続いてサイプレジンであった。この 2 つは通常平均

との間に有意差が認められた（p<0.05）。 
 
【考察】 本研究の結果から、潜伏遠視の検出のために行

う調節解除について、雲霧法および 3 種の散瞳薬はいずれ

も調節解除の効果があることが分かった。中でも雲霧法お

よびサイプレジンの点眼に有意な効果が認められた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 しかし検出された遠視量は他の文献と比較すると少な

かった。調節力は小児の方がより旺盛であり成人になるに

つれ低下するため、健常成人では相対的に検出される遠視

量が少なくなると考えられる。 
 今回、調節解除の効果が最も大きく認められたのは雲霧

法であった。これまで雲霧法では十分な調節解除は難しい

と考えられていたが、今回 15 分間の雲霧を行うことで点

眼薬に匹敵する調節解除効果が得られることがわかった。

正確な屈折測定のためには、散瞳薬などで調節解除して測

定が行われるが、受診患者すべてに点眼剤を使用するのは

困難である 2）。今回、雲霧法を十分に行うことで調節を解

除し、潜伏遠視を同様に検出できることがわかった。 
 一方、3 種の散瞳薬について、健常成人の調節麻痺効果

が最も高いのはサイプレジンであった。文献には、幼児か

ら小児への成長に伴い点眼による調節解除効果は減少す

る傾向があると報告されている 3）。またミドリン P は、散

瞳効果は大きいが調節麻痺作用が小さいとされ、そのため

他の散瞳薬と比較して検出される潜伏遠視量が少なかっ

たと考えられる。ネオシネジンは交感神経作動薬であるが、

調節に対する交感神経の作用は弱いため、調節麻痺効果は

少ないのではないかと予想された。 
 
【結論】 遠視眼の調節を解除し屈折値を正しく検出する

には、雲霧法およびサイプレジンの点眼に有意な効果が認

められた。 
 
【文献】 
1) 若山曉美: 調節麻痺下屈折検査, 眼科グラフィック: 184-

189, 2018. 
2) 荒地里江，(他):調節麻痺前後の内部固視レフと両眼開放

レフの測定値の比較，日本視能訓練士協会誌 第 53
回:103-107，2013. 

3) 鈴木智哉，(他): サイプレジンを用いた屈折検査は何歳ま

で必要か, 日本視能訓練士協会誌 第 27 巻: 99-103 1999. 
 

必要であれば図表を挿入 

 

提出された通りに印刷されるので、文字サイズの選択

やピントなど、不明瞭にならないよう注意。 

 

図表には、中央揃えでキャプション（説明文）をつけ

ること。図は下に、表は上につける。 

 

「文字列の折り返し」は「前面」で。 

本文と図表との間隔は 1行以上あける。 
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図 1 各調節解除法による遠視眼の屈折値の変化 
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眼球回旋変動と、眼優位性および各眼の乱
視量との関係性 
 
 
大宮祐奈 1)、倉嶋知美 1)、村田憲章 1) 

1) 新潟医療福祉大学 視機能科学科 
 
【背景・目的】 昨今の眼科診療において、眼底写真や光

干渉断層計等の眼底画像撮影による診断は重要な意味を

なす。特に、緑内障は障害された網膜神経線維層に対応し

た部位に視野変化が現れる 1)。患者の自覚応答に基づく視

野検査と眼底画像のような他覚検査の併用は、診断や検査

の正確性を高める上で重要である。しかしながら、両者は

様々な面で測定条件が異なる。そのため、各々の検査で眼

球回旋偏位が生じると、構造障害部位と機能障害部位の重

ね合わせにずれが生じる結果となる。 
視野検査では測定時に屈折異常による網膜感度への影

響を防ぐため、患者に応じた矯正レンズを挿入するのが一

般的である。一方で、眼底画像検査のフォーカス調整では

乱視を矯正することができない。未矯正の乱視により、眼

球回旋偏位が惹起されるか否かの報告はなく、検討の余地

がある。 
さらに、人間の手に「利き手」があるのと同様に、個人

によって程度は異なるものの「利き目 (優位眼)」が存在す

る。既報では、高齢者の非優位眼において他覚的外方回旋

偏位が増大したと述べられている。眼球回旋偏位の検討は

数報でなされているものの、優位眼に焦点をあてて検討し

た報告は少ない。そこで、本研究では若年者の乱視による

眼球回旋偏位の誘発の有無と、優位眼・非優位眼における

眼球回旋偏位の差異について検討したので報告する。 
 

【方法】 対象は健常ボランティア 20 名 (21.65±0.73 歳) 
の 40 眼とした。自覚的視力屈折検査で矯正視力が 1.0 以

上かつ、Humphrey 視野計 24-2 SITA Fast にて視野異常

がないものを健常者として組み入れた。各被検者の自覚的

乱視度数 (SAP: Subjective Astigmatism Power)、他覚的

乱視度数 (OAP: Objective Astigmatism Power) を収集

した。他覚的乱視度数はオートレフラクトメータ ARK-1a 
(Nidek、愛知) にて測定した。各被検者の優位眼は、穴あ

き法 (hole-in-the-card 法) にて決定した (図 2)。 
眼底画像撮影には眼底カメラ nonmyd WX (興和、東京) 

を用いた。頭位を固定した状態で画角 45°の眼底写真を

両眼撮影した。1 被検者につき片眼 3 枚ずつ両眼計 6 枚撮

影した。解析には Image J2) を用い、乳頭辺縁―中心窩角

を算出した。乳頭辺縁―中心窩角は、被検者毎に任意に選

択した視神経乳頭辺縁上の血管と乳頭輪部との交差点と

中心窩を直線で結び、水平線となす角として求めた (図 1)。
乳頭辺縁―中心窩角は 2 名の実験者で解析し、その平均角

を被検者毎の測定値とした。 
乳頭辺縁―中心窩角の変動を評価するために各々の測

定眼の変動係数 (CV: Coefficient of Variation) を算出し

た。SAP・OAP と CV の相関関係は両眼エントリーとし、

Spearman の順位相関係数を用いて評価した。優位眼・非

優位眼の CV の比較には、対応のある t 検定を用いた。な

お、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受け、

関連する利益相反はない。 
 
【結果】 乳頭辺縁―中心窩角の CV と乱視度数の相関で

は、SAP (rs=0.37、p=0.02)、OAP (rs=0.17、p=0.30) とな

り、SAP と乳頭辺縁―中心窩角の変動に統計学的に有意

な相関関係みられた。一方、優位眼の CV の平均は 0.04 ± 
0.03、非優位眼では 0.03 ± 0.02 で、統計学的な有意差は

みられなかった (p=0.17)。 
 

【考察】 優位眼と非優位眼の乳頭辺縁―中心窩角の変動

に差はみられなかった。過去の報告では、健常者において

左右眼の乳頭―中心窩傾斜角に差はないとされている 3)。

さらに同文献では、年齢、性別、屈折度数、眼圧値は乳頭

―中心窩傾斜角との関連はないとしている。本検討ではこ

れに加え、若年者において、眼優位性は眼球回旋偏位の変

動に影響しない可能性が示唆された。 
乱視と乳頭辺縁―中心窩角の検討では、自覚的屈折検査

による乱視量と乳頭辺縁―中心窩角の変動との間に正の

相関関係がみられた。乱視が存在する眼では、検査器機の

フォーカスを合わせたとしても最小錯乱円が網膜上に位

置することとなる。最小錯乱円の大きさ、すなわち網膜像

のボケが眼球回旋偏位の変動に寄与する可能性がある。 
 
【結論】 眼優位性および乱視量が眼球回旋偏位の変動に

関与するか否かを検討した結果、自覚的乱視度数が回旋角

の変動に関わることが考えられた。強度の乱視の患者にお

いて、視野検査と画像所見の一致性を確認する際は重ね合

わせのずれについて留意するべきである。 
 
【文献】 
1) 中澤徹：標準眼科学，医学書院，第 13 版，88-95，東

京，2016． 
2) Abramoff MD, Magelhaes PJ, Ram SJ: Image 
Processing with Image J, Biophotonics International, 
11: 36-42, 2004. 
3) 若杉恵子，渡辺ひとみ，伊佐敷靖：外眼筋麻痺における

乳頭―中心窩傾斜角，臨眼，66：1081-1085，2012． 

視神経乳頭辺縁―中心窩

図 1 視神経乳頭辺縁−中心窩角の計測 
図 2 穴あき法による優位眼の決定 

図 1 図 2 
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体位変動に伴う眼球回旋偏位の検討 
 
 
藤田美保 1)、横山遥華 1)、村田憲章 1) 

1) 新潟医療福祉大学 視機能科学科 
 
【背景・目的】 本邦の眼科臨床では、白内障治療におけ

る眼内レンズ (IOL, inter ocular lens) 挿入術が普及し

ている。その中で、眼球回旋偏位と眼内レンズの位置異

常の関係性が注目されている 1)。特に乱視矯正の効果を

持ったトーリック IOL による治療を試みる場合、注意が

必要である。先行研究では、術中の仰臥位における眼球

の位置を基準にして乱視軸角度を測定すると、軸ずれを

起こす危険性があると報告されている 2)。このため、術

前に座位での基準点を作成し、乱視軸を決定しなければ

ならない 3)。このように、体位で眼球回旋角が異なるこ

とが報告されているが、簡易的にそれを測定する方法の

報告は未だない。本研究では眼底写真撮影において、姿

勢による回旋変動について検討することを目的とした。 
 
【方法】 対象は健常ボランティア 20 例 20 眼である。

平均年齢 21.45 歳 (21～22 歳)、で全例右眼を選択し

た。非散瞳下で眼底カメラ nonmyd WX (興和、東京) と
手持ち眼底カメラ OPTOMED M5 (Canon、東京) を用

い (図 1)、座位、仰臥位にて、画角 45°の眼底写真を撮

影した。1 被検者につき、座位での写真 3 枚、仰臥位で

の写真 3 枚の、計 6 枚撮影した。 
画像解析ソフト Image J4) を用いて得られた眼底写真

を解析した。任意の視神経乳頭辺縁と中心窩を直線で結び、

その傾きを乳頭辺縁－中心窩角とした (図 2)。座位、仰臥

位のそれぞれの写真 3 枚の平均角を各被検者の各条件に

おける測定値とした。なお、解析は検者 2 名で行い、座位

と仰臥位の乳頭辺縁－中心窩角の平均および変動係数 
(CV, coefficient of variation) の平均の差について検討し

た。統計学的検討は Wilcoxon の符号付順位和検定を用い

た。なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を

受け、関連する利益相反はない。 
 
【結果】 座位での乳頭辺縁－中心窩角の平均は 11.60±
4.17°、仰臥位では 14.50±6.17°であった。また、CV の

平均は座位で 0.05±0.04、仰臥位で 0.17±0.13 であり、

両パラメータにおいて両群間に有意な差がみられた (そ
れぞれ p=0.02、p<0.01)。回旋偏位量の平均は、4.86°で

あり、回旋偏位量が最大であった被検者は 14.37°で、

10°以上の偏位を起こした被検者はこの 1 名であった。

最小であった被検者は 0.29°であった。さらに、座位から

仰臥位に体位変動した際に内方回旋を生じたのは 6 眼、外

方回旋は 14 眼であった。 
 
 

<仰臥位>        <座位> 
 
 
 
 
 
 
    
図 1 眼底写真撮影の風景 

 
 
 
 
 
 
図 2 視神経乳頭辺縁－中心窩角の測定 

 
【考察】 座位と仰臥位の乳頭辺縁－中心窩角に差がみと

められ、体位変動により眼球回旋運動が起こり、既報を支

持する結果となった。Swami2) らはエキシマレーザーの

マーカー時に用いる機材によって座位と仰臥位における

眼球回旋偏位を検出した。この報告では約 8％に 10°以

上の眼球回旋がみられたとしている。 
本研究では眼底の視神経乳頭と中心窩の位置関係を用

いて、眼球回旋偏位を検討した。10°以上の眼球回旋偏位

を生じたのは 20 眼中 1 眼 (5%) であった。また、本研究

では眼底写真を各条件下で 3 枚撮影しているが、仰臥位で

眼球回旋角の変動が明らかに大きいことが考えられた。ト

ーリック IOL 挿入術の際は、仰臥位での回旋角の短期変

動にも留意する必要があると思われた。 
 
【結論】体位変動により乳頭辺縁－中心窩角が変化し、

仰臥位ではその変動も大きくなることが明らかとなっ

た。今後は、仰臥位で回旋角が変動する要因について検

討する必要がある。 
 
【文献】 
1) 薄木佳子：眼内レンズ二次挿入後のループ脱出，あた

らしい眼科，29：1099-1100，2012． 
2) Swami AU, Steinert RF, Osborne WF et al: 
Rotational malposition during laser in situ 
keratomileusis, Am J Ophthalmol, 133: 561-562，
2002． 
3) 安宅伸介：安宅氏リファレンスマーカーToric 用，あ

たらしい眼科，28：1431-1432，2011． 
4) Abramoff MD, Magelhaes J, Ram SJ: Image 
Processing with Image J．Biophotonics International 
11, 36-42, 2004. 
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Retinomax K+ Screeen と据え置き型オートレ
フラクトメータとの比較 

 
多々良俊哉 1) 2)、前田史篤 1) 2)、生方北斗 1)、阿部春樹

1) 2) 
1) 新潟医療福祉大学 視機能科学科 
2) 新潟医療福祉大学大学院 保健学専攻 視覚科学分野 
 
【背景・目的】 正確かつ迅速な屈折異常の評価のために

他覚的屈折検査は必要不可欠である。他覚的屈折検査には

据え置き型のオートレフラクトメータを用いるのが一般

的だが、車いすを使用した患者や顎台の使用を嫌がる小児

などには不適である。その際は手持ち式の屈折検査機器が

有効であり、様々な手持ち式屈折検査機器が発売されてい

る。Retinomax は手持ち式の他覚的屈折検査測定機器の

一つである。 
手持ち式の屈折検査のゴールドスタンダードは検影法

である。Jorge J et al１) は熟練者が測定する検影法はオー

トレフケラトメータの値より正確であると述べている。

Retinomax は検影式の屈折検査機器でありながら、操作

が簡便であり、検影法より測定者の熟練度に左右されない。

2018 年に Retinomax の新モデルである Retinomax K+ 
Screeen が発売された。従来の Retinomax は本体の傾き

を感知して画面に表示するのみであったが、Retinomax 
K+ Screeen はその傾きの角度に応じて乱視軸を自動補正

する機能が追加されている。我々は Retinomax K+ 
Screeen と据え置き型オートレフラクトメータの値を比

較したので報告する。 
 

【方法】 対象は 18-22 歳の大学生 207 名の右眼 207 眼で

ある。非調節麻痺下にて Retinomax K+ Screeen normal 
mode (Retinomax normal)、Retinomax K+ Screeen quick 
mode (Retinomax quick)、据え置き型オートレフケラト

メータ (以下、Tono Ref II) を用いて屈折度を測定した。

なお 3 種の他覚的屈折検査の測定順はランダムとした。各

眼 5 回測定し平均値を求めた。Retinomax K+ Screeen 使

用時は自動傾き補正機能を用いた。 
Retinomax normal、Retinomax quick、Tono Ref II で

測定した屈折度を Friedman 検定、Bonferroni の多重比

較にて分析した。 
 なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

けて行った。またライト製作所からの受託研究として実施

した。 
 
【結果】 分析対象の 207 眼の球面度数、円柱度数、等価

球面度数の中央値を表 1 に示す。Friedman 検定の結果、

球面度数、円柱度数、等価球面度数いずれも測定機器間で

有意差があった (いずれも p＜0.01)。Bonferroni の多重

比較の結果、Tono Ref II は球面度数、円柱度数、等価球

面度数いずれにおいても Retinomax normal および

Retinomax quick と有意差があった  (p ＜ 0.01) 。
Retinomax normal と Retinomax quick には球面度数、

円柱度数、等価球面度数いずれにおいても有意差はなかっ

た。 
 

表 1 各種屈折検査で測定した屈折度 (単位: D) 

Sph: 球面度数、Cyl: 円柱度数、SE: 等価球面度数 
 
【考察】 本研究では Retinomax K+ Screeen は据え置き

型オートレフケラトメータよりも有意に近視寄りに測定

された。Retinomax K+3 は据え置き型の屈折検査機器を

はじめとする他の屈折検査機器より、近視寄りに測定され

た 2) との報告がある。Retinomax K+ Screeen に関する

同様の報告はないものの、本研究も Teberik K et al2) の結

果を支持した。 
本研究では Retinomax K+ Screeen において normal 

mode と quick mode の屈折度に有意な差はなかった。先

行研究における同様の検討では、球面度数において有意差

が生じたと 3) 報告されている。本研究で normal mode と
quick mode では有意差が生じなかった理由として、

Retinomax K+ Screeen は Retinomax の過去のモデルよ

りも quick modeの精度が向上した可能性がある。しかし、

雲霧機能等の性能は公表されていないため詳細は不明で

ある。もう一つの可能性として、年齢による影響がある。

Cordonnier M et al3) は小児を対象としているのに対し、

本研究では 18-22 歳を対象とした。この年齢の違いが結果

に影響した可能性が考えられる。 
 
【結論】 Retinomax K+ Screeen で測定した屈折度は据

え置き型オートレフラクトメータと比較し差があった。 
 
【文献】 
1) Jorge J, Queiros A, Almeida JB, Parafita MA:  
Retinoscopy/autorefraction: which is the best starting 
point for a noncycloplegic refraction?, Optom Vis Sci, 82: 
64-68, 2005. 
2) Teberik K, Eski MT, Kaya M, Ankarali H: A 
Comparison of Three Different Photoscreeners in 
Children, J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 55: 306-
311, 2018. 
3) Cordonnier M, Dramaix M.: Screening for abnormal 
levels of hyperopia in children: a non-cycloplegic method 
with a hand held refractor, Br J Ophthalmol., 82: 1260-
1264, 1998. 

 Sph Cyl SE 

Retinomax normal -3.00  -0.25 -3.13 

Retinomax quick  -2.75 -0.50 -3.13 

Tono Ref II -2.25 -0.50 -2.75 
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スマホゲーム中の視線解析 －画面の大き
さによる比較－ 
 
 
石井雅子 1)、谷賢太郎 2)、前田義信 3) 
1) 新潟医療福祉大学 視機能科学科 
2) 新潟医療福祉大学 医療情報学科 
3) 新潟大学 福祉人間工学科 

 
【背景・目的】 スマートフォン(以下、スマホ)の普及によ

り、「スマホゲーム依存」が社会的な関心事となっている。

2018 年 6 月、世界保健機構（WHO）は新たな国際疾病分

類（ICD-11）に「Gaming disorder（ゲーム障害）」を正

式に疾病として認定した。外界の情報の 8 割以上は眼から

の入力情報である。つまり、ゲーム画面の情報のほとんど

は眼から入る。視覚機能を使ってゲーム画面の情報を網膜

で受け取る。そして、その情報は視覚路を通って大脳へと

送られ視覚情報処理される。不快な情報であれば依存する

ことはない。 

若者の近見視力の低下がスマホ老眼としてクローズア

ップされている。しかし、視覚入力とスマホの常習性につ

いての因果関係は現在のところ明らかにされていない。ゲ

ーム依存のほとんどがスマホによるものであることから、

画面の大きさも依存に関わっていると考える。視距離 30
～40cm でのスマホ操作は僅かな眼球運動で済む。大画面

のテレビモニターでは大きな眼球運動が必要となる。 
画面の大きさによる視線の動きの違いがゲーム依存に

関係している可能性がある。今回、我々は画面サイズを変

えて、ゲーム中の視線の動きと皮膚電極による覚醒度を測

定し評価した。 
 
【方法】 被験者は視力が良好な大学生 14 名(男性 7 名、

女性 7 名)とした。実験に使用したデバイスは、iPad Air 
画面サイズ 10.5 インチと iPhoneSE 画面サイズ 4.0 イン

チである。オンラインゲームである LINE：ディズニーツ

ムツムを視距離 40cm に設定し 15 分間プレイした。その

間の視線を Tobii ProX3－120 120Hz でアイトラッキン

グの軌跡の評価を実施した(図 1)。また、覚醒度の評価と

して、ゲーム中の皮膚電気反応(GSR)と皮膚コンダクタン

ス反応(SCR)を計測した。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

データの解析は Tobii Pro ラボ(version1.108)により、

停留回数、停留平均時間、サッケードの回数、サッケード

の距離、GSR 平均値、SCR ピークの回数を算出した。iPad
と iPhone でそれらのパラメータを比較した。プレイ後に

ゲームを持続したいか否かの質問をした。 

本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受け、関

連する利益相反はない。 

 
【結果】 視線解析では、停留回数とサッケードの回数は

iPad が iPhon に比べて多かったが、有意差はなかった。 
停留の平均時間は iPhon で有意に長かった(p=0.04348)。
サッケードの距離は iPad で有意に長かった(p<0.001)。覚
醒度では、GSR の平均値は iPhon で大きく、SCR ピーク

の回数は iPad で多かったが、有意差はなかった(表 1)。プ
レイ後のゲームの持続についての聞き取りでは、iPad で

は YES が 4 名、NO が 10 名、iPhon では YES が 5 名、

NO が 9 名であった。 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】 画面の面積が狭いほど視線を動かさなくともよ

いため、iPhon で停留回数、停留時間ともに多くなること

を予想した。しかし、停留回数は画面の大きさで差がなか

った。さらに、サッケードの回数にも差はなく、iPhon で

は距離の短いサッケードの連続であることが分かった。 
iPad では 1 回のサッケードの距離が長く、停留の平均

時間が短いことから、iPhon に比べて、外眼筋の疲労がで

やすいと考える。また視線を大きく動かすことはゲームへ

の集中を欠くことの要因になるかもしれない。 
iPhon は視線の動きが少ないことから、内眼筋の緊張を

強いることで眼性疲労を引き起こすことが言われている。

しかし、物事に集中する時には視線が動かないことから、

iPhon は集中力を高めやすいと考える。ゲーム中の覚醒度、

ゲーム後のリプレイの希望も予想に反して画面の大きさ

とは関係なかった。比較的短時間の視線測定であったこと

がその原因と考える。 
 

【結論】 画面の大きさによって視線の動きに違いがみら

れたが、ゲームの依存性の検証には至らなかった。 図 1  実験の様子 左：iPad   右：iPhon 

表 1 ゲーム中の視線解析と覚醒度の比較 
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3 種の Random-dot stereograms の比較 
 
 
塚原嘉之佑 1)、堀田英里２)、多々良俊哉１) 2)、前田史

篤１) 2)  
1) 新潟医療福祉大学大学院 保健学専攻 視覚科学分野 
2) 新潟医療福祉大学 視機能科学科 
 
【背景・目的】 立体視は両眼視機能の最も高次な機能で

ある。そのため、立体視検査は斜視や弱視の治療効果の判

定に必要不可欠であり、各近見立体視検査には様々な報告

がなされている¹)。 
立 体 視 検 査 の 両 眼 分 離 方 法 は 、 Random-Dot 

Stereograms (以下 RDS) と Solid Stereograms (SS) と
に分けられる。我々は RDS によって両眼分離する近見立

体視検査である Randot Preschool Stereoacuity Test (以
下 RPST)、TNO Stereo Test (以下 TNO ST)、2018 年に

開発された JACO Stereo Test (以下 JACO ST) の 3 種の

近見立体視で得られた結果の比較を行ったので報告する。 
 

【方法】 対象は斜視がなく眼科的疾患を有さない 18 歳

～21 歳の学生 51 名 (男性 11 名、女性 40 名) であった。

左右眼いずれかの矯正視力が 1.0 未満のものは除外対象

とした。 
被検者に対して視力検査を実施したのち、RPST 

(STEREO OPTICAL 社製)、TNO ST (Lamé- ris Ootech 
B.V 社製)、JACO ST(株式会社テイエムアイ) の 3 種の近

見立体視検査を順不同で行った。検査距離は 3 種とも 40 
cm とした。 

各近見立体視検査で測定可能な最小視差が異なるため、

最小視差が 60 秒以下、120 秒以下、240 秒以下の 3 段階

にスコア化し、比較を行った。3 種の立体視の比較には、

Kruskal-Wallis test、Bonferroni correction を使用した。

統計学的判定は危険率 1％未満を有意差ありとした。 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

け、関連する利益相反はない。 
 
【結果】 RPST では、最小視差 40″が 45 例 (88％)、60″
が 1 例 (2％)、100″が 5 例 (10％) であった。TNO ST で

は、60″が 25 例 (49％)、120″が 21 例 (41％)、240″が 5
例 (10％)であった。JACO ST では、30″が 21 例 (41％)、
60″が 25 例 (49％)、120″が 4 例 (8％)、240″が 1 例 (2％) 
であった。各検査表の中央値を求めたところ、RPST では

40″、TNO ST では 120″、JACO ST では 60″であった。 
3 種の検査を 3 段階にスコア化したうえで比較したと

ころ、立体視力は検査表によって差がみられた (Kruskal-
Wallis test：p<0.01)。 多重比較の結果 RPST と TNO ST、
TNO ST と JACO ST では有意な差があった (Bonferroni 
correction：p<0.01)。RPST と JACO ST の間に有意な差

はみられなかった (図 1)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 3 段階にスコア化した各種近立体視検査の結果 

 
【考察】 TNO ST は RPST と JACO ST に比べ立体視力

が有意に低く検出される結果となった。立体視に影響する

因子として、立体視図形の種類、両眼分離方法、図形のサ

イズ、両眼視差、左右眼の網膜照度の差などが挙げられる。 
RPST では偏光分離の原理を使用している。一方、TNO 

ST、JACO ST では、色分離を使用している。このことよ

り、TNO ST、JACO ST では RPST に比べ日常視からか

け離れており２）、難解であったと考えられる。また、立体

視の知覚は背景と図形の差を認識することにより成り立

っている 3-4)。TNO ST は検査表に背景視差がついており、

図形と背景との位置差の理解が困難であったと考えられ

る。更に、大畑ら 5)は TNO ST で使用する赤緑眼鏡は、左

右眼のコントラストに約 2.8 倍の差が生じると報告して

いる。これらのことから、TNO ST では RPST、JACO ST
と比較し立体視力が低く検出された可能性が考えられる。 
 
【結論】 3種RDSを比較したところ、TNO STではRPST、
JACO ST に比べ立体視力が低く検出される傾向がみられ

た。 
 
【文献】 
1) 田野上恭子, 松本富美子, 若山暁美, 他: Randot� 
Preschool Stereoacuity Test Chart の臨床評価. 日視会誌 
26: 187-193,1998. 
2) 久保田伸枝:その他の両眼視機能検査. 丸尾敏夫, 久保

田伸枝, 深井小久子(編): 視能学 第 2 版. 文光堂, 東京, 
335-342, 2011. 
3) 関ゆかり, 若山暁美, 半田知也, 他:新しい近見立体視

検査 JACO stereo test の使用経験 . 眼臨 11: 883-
889,2018. 
4) 相田紗織, 下野孝一: 立体透明視における見かけの奥

行き: 2 面と 3 面の差.VISION 22:1-11,2010. 
5) 大畑晶子, 市川 一夫, 玉置明野, 他:コントラスト感度

の検査法への影響.日視会誌 29:185-188,2001. 
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スマホ老眼は本当にあるのか？ 
 
 
鈴木柚流、前田史篤、多々良俊哉 
新潟医療福祉大学 視機能科学科 
 
【背景・目的】 近年「スマホ老眼」という言葉を各種メ

ディアで耳にするようになった。スマホ老眼とはスマート

フォン (以下スマホ) の画面を見続けることで起こる調

節障害と推察される。しかし、スマホの使用と若年者の調

節機能の関係性を検討した報告はない。そこで本研究では、

大学生のスマホ使用時間に伴う調節力への影響について

検討した。 
 

【方法】 対象は器質的眼疾患のない A 大学の 18～23 歳

の学生 50 名 (男性 4 名、女性 46 名) とした。実験前に両

眼とも矯正視力が 1.5 であることを確認した。 
連続近点の測定には両眼開放定屈折近点計 DA’COMO 

(WOC，京都市) を使用した。被検者には遠見の完全屈折

矯正の状態で優位眼の調節近点を 20 回連続測定した。測

定上の数値は 0.5 cm 単位で手動記録した。測定データは

近点距離 (cm) で算出し、必要に応じて調節力 (diopter: 
D) に換算した。 

スマホの使用時間は iPhoneの標準アプリケーションで

あるスクリーンタイムを使って調査し、過去 7 日間におけ

る使用時間の平均を求めた。統計学的手法はピアソンの相

関係数を使用し、有意水準を 5%未満とした。 
本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受け、関

連する利益相反はない。 
 

【結果】 スマホ使用時間の平均値は 310 分、中央値 299
分、最大値 525 分、最小値 54 分であった。調節近点の平

均値±標準偏差は 9.5±2.6 cm、最大値 10.7±2.8 cm、最

小値 8.6±2.5 cm であった。スマホ使用時間と各被検者の

調節力の平均値には弱い負の相関があった (r=-0.31，
p=0.028)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 スマートフォンの使用時間と調節力の関係 
 

【考察】 スマホ使用時間と各被検者の調節力の平均値に

は弱い負の相関があった。スマホを長時間使用するほど調

節力が弱くなり、調節近点が延長することが明らかとなっ

た。 
本研究では大学生におけるスマホの使用時間をアプリ

ケーションであるスクリーンタイムを用いて計測し、一日

あたりの平均値を 310 分と算出した。従来、スマホの実際

の使用時間に関する詳細な分析はなかったが、この数値は

実際に iPhone に画面表示がされている時間であり、感覚

的な数値よりも信頼性が高いと思われる。 
VDT 研究班による一連の研究成果 1) によると VDT 作

業は多様な視機能異常と眼精疲労を引き起こすことが明

らかにされている。また栗本 2) は VDT 作業を長期にわた

って行うと調節機能が低下すると述べている。一日のうち

およそ 5 時間はスマホを使用しているとするとその頻度

は少なくなく、VDT 作業と同様に視機能への影響が懸念

される。 
大高ら 2) はVDT作業前と作業後の平均の調節近点の距

離を比較すると、16.61％延長していると述べている。本

研究の結果においても、スマホの使用時間が長い被検者は

調節近点が延長し調節力が弱くなる傾向を示している。調

節力の減退は老眼と同様の状態であることを意味してお

り、近見障害や眼精疲労などの様々な症状を呈するものと

考えられる。 
渥美ら 3) は、VDT 作業者の自律神経機能を調査し、瞳

孔や調節といった眼の機能異常に加え、全身的な自律神経

系の機能異常の存在について報告している。スマホは社会

に普及し、日常生活において便利なアイテムである。しか

し、その長時間使用による影響は眼だけでなく、全身に及

ぶ可能性がある。現在のところ、スマホの使用について年

齢や時間に関するガイドラインは定められていないが、今

後の詳細な検討が必要であると思われる。 
 

【結論】 大学生におけるスマホの使用時間を調査した。

スマホの使用時間が長い被検者は調節力が低下し調節近

点が長くなる傾向があった。スマホ老眼と表現されている

症状の一端を明らかにした。 
 

【文献】 
1) 石川哲: VDT 研究班 3 年間のまとめ (1986～1989 年). 
日本の眼科 61: 535-537, 1990. 
2) 大高功, 高林克枝: モニターを使った作業 (VDT 作業)
と疲労度合いについて. 日未病システム会誌 14: 211-213, 
2018. 
3) 渥美一成, 勝安彦, 祖父江元: VDT 作業者の自律神経

機能. 眼紀 39: 1890-1896, 1977. 
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JACO stereo test における立体視力と優位
眼の関係性について 
 
 
宮島愛佳、堀田英里、多々良俊哉、前田史篤 
新潟医療福祉大学 視機能科学科 
 
【背景・目的】 立体視検査である JACO stereo test1)（以

下 JACO）では赤青眼鏡によって両眼分離が行われている。

本来、両眼分離の方法は両眼同等な条件にすることが望ま

しいが、JACO の赤青眼鏡では右眼に青フィルタ、左眼に

赤フィルタが位置するように作られている。そのため、優

位眼の違いによって結果に何らかの影響があると予想さ

れるが、詳細な検討はなされていない。 
 本研究では JACO において通常通りに行った検査と赤

青眼鏡、チャートを反転させて検査を行いそれぞれの立体

視力について比較検討した。 
  
【方法】 対象は 18～21 歳の両眼視機能に異常のない A
大学の学生 61 名（優位眼右眼 40 名、優位眼左眼 21 名）

とした。 
完全屈折矯正を行い、その後近見視力が 1.5 であること

を確認した。被検者の優位眼を hole in card test で判定し

た。40 cm の距離で JACO（テイエムアイ）を行い、立体

視力を測定した。通常 JACO は右眼に青フィルタ、左眼

に赤フィルタが位置するように赤青眼鏡を装用する。本研

究では赤青眼鏡を通常通りに装用して立体視力を定量し

た (通常測定)(図 1) 後、赤青眼鏡とチャートの両者を上

下反転させ、先と同様に立体視力を測定 (反転測定)(図 2) 
した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1  JACO stereo test の通常測定の様子 
 

統計学的検定には対応のある t 検定を用い、有意水準は

5%未満とした。 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

け、関連する利益相反はない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2  JACO stereo test の反転測定の様子 
 
【結果】 優位眼右眼の被検者に対し、JACO を通常測定

した log 立体視力は 1.70、反転測定では 1.70 であった。

同様に優位眼左眼の被検者の通常測定では 1.73、反転測

定では 1.78 であり、これらの結果に明らかな差はなかっ

た。 
チャートを反転させたことによる立体視力の変化につ

いて、優位眼右眼で立体視力が 1 段階低下した被検者の割

合は 10％、優位眼左眼では 15％であった。立体視力が 1
段階上昇した被検者の割合は優位眼右眼で 12％、優位眼

左眼では 10％であった。立体視力が 2 段階低下した被検

者の割合は優位眼左眼で 5％、優位眼右眼では見られなか

った。立体視力が 2 段階上昇した被検者は優位眼右眼、左

眼ともにみられなかった。 
 
【考察】 JACO について通常測定と反転測定で得られた

結果を比較検討した。統計学的な有意差はなかったが、反

転測定することによって立体視力が 1 から 2 段階変化す

る被検者が少なからず存在することが示された。本研究で

は、被検者の眼優位性について定性的な方法で判定した。

本来、眼優位性についてはその強度を含む定量的な概念が

存在し、両眼視機能への様々な影響が明らかにされている。

今後の課題であるが、被検者の眼優位性を定量評価した上

で、JACO の立体視力を分析するとより詳細な傾向が明ら

かになると考えられる。 
 
【結論】 JACO の両眼分離用の赤青眼鏡を右眼に青フィ

ルタ、左眼に赤フィルタが位置するように装用して測定し

た立体視力と右眼に赤フィルタ、左眼に青フィルタとなる

ように装用して測定した立体視力に差はなかった。 
 
【文献】 
1) 関ゆかり, 若山曉美, 半田知也,ら: 新しい立体視検査

JACO stereo testの使用経験, 眼臨紀, 11 : 883-889, 2018. 
2) 半田知也: 眼優位性 注目すべき両眼視機能, 神経眼科, 
24: 433-436, 2007. 
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鯖江市眼育アンケートからの考察 
 
 
涌井和沙、劔持七星、石井雅子 
新潟医療福祉大学 視機能科学科 
  
【背景・目的】 日本一の眼鏡産地である福井県鯖江市で

は、シティープロモーション事業の一環として、目に優し

い町づくりを目指している。そこで、子どもの目の健康を

増進する「眼育（めいく）プロジェクト」を 2019 年度か

ら本格的に始動した。 
2019 年度は、就学前視覚健診の充実や眼の健康意識を

高める啓発活動を実施する。 
本研究では、保育・幼児教育の関係者に対する視覚が発

達する幼児期の眼育の重要性、さらに弱視を早期に発見す

るための目の健康についての調査と就学前年児の目の健

康、スマホゲームに対する問診調査から、眼育推進の方策

を探る。 
 
【方法】 2 つの調査を実施した。調査 1 では鯖江市内の

保育所・幼稚園・こども園に勤務する保育士・幼稚園教諭・

保育教諭・支援員 145 名（女性 142 名、男性 3 名）に対

してアンケート調査を行った。アンケート内容は①保護者

から園児の目(見え方)のことでの質問②眼鏡装用や弱視

訓練をしている園児の対応の困り事③子どもの眼に対し

て勉強会で受講してみたい内容、である。調査 2 では就学

前視覚健診を受健した 540 名(女児 255 名、男児 285 名)
の事前問診から①１日のうちテレビ、パソコン、スマート

フォンをみる時間②スマートフォンで動画をみる、ゲーム

をすることを好むか③目についての心配事、である。2 つ

の調査を集計し、その内容を検討した。 
なお、本研究は鯖江市の承認を受け、関連する利益相反

はない。 
 
【結果】 調査 1 の①保護者から園児の目(見え方)のこと

での質問では、勤務年数 15 年未満では 83 名中 10 名

(12.05％)、15 年以上では 60 名中 30 名(50.00％)、勤務年

数が長いほど有意に質問されることが多かった(カイ 2 乗

検定 p<0.01)。質問された内容は、斜視が 22 件と最も多

く、次いで見え方が 13 件であった。②眼鏡装用や弱視訓

練をしている園児の対応の困り事では、勤務年数 15 年未

満では 83 名中 13 名(15.66％)、15 年以上では 60 名中 8
名(13.33％)が困り事を経験していた。勤務年数による差

はなかった (カイ 2 乗検定 p=0.698)。困りごとの内容は、

運動時等けがへの配慮が 9 件と最も多く、次いで眼鏡の取

り扱いが 8 件であった。③子どもの眼に対して勉強会で受

講してみたい内容では、発達障害の子どもの見え方が 86
件(59.31％)、スマートフォンの子どもの眼への影響が 65
件 (44.83％ )、大人と子どもの見え方の違いが 56 件

(38.62％)、眼鏡をかけている子どもや弱視訓練中の子ど

もの対応が 52 件(35.86％)の順であった。 
調査 2 の①１日のうちテレビ、パソコン、スマートフォ

ンをみる時間では、1 時間未満が 58 名(10.30％)、1～2 時

間が 265 名(40.07％)、2～3 時間が 168 名(29.84％)、3 時

間以上が 68 名(12.08％)であった。②スマートフォンで動

画をみる、ゲームをすることを好むか、では「はい」が 400
名(71.05％)、「いいえ」が 162 名(28.77％)であった(図 1)。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
③目についての心配事では、スマホでの視力低下、ゲーム

と眼との距離、You Tube を眼に近づけてみる等、スマホ

関連が多かった。 
 
【考察】 保育・幼児教育現場では勤務年数が長いほど、保

護者から見え方の質問を受けており、斜視や子どもの眼鏡

についての相談が多いことが分かった。保育・幼児教育現

場で子どもの弱視を見分けるポイントや子どもの眼鏡につ

いての研修がされることが理想である。外界の情報の多く

は視覚から入ることから、幼児期の身体発達・知的発達に

視覚の関与が大きい。乳幼児期の子どもの発達段階ごとの

特徴と重視すべき課題として、文部科学省は、愛着の形成、

人に対する基本的信頼感の獲得、基本的な生活習慣の形成、

十分な自己の発揮と他者の受容による自己肯定感の獲得、

道徳性や社会性の芽生えとなる遊びなどを通じた子ども同

士の体験活動の充実を掲げている 1)。これらは視覚の発達

が不十分であると困難である。今回の調査から、就学前年

の子どものテレビ、パソコン、スマートフォンでの遊びの

問題点が明らかとなり、視的環境が子どもの発達に与える

影響が懸念される。 

 
【結論】 斜視や子ども眼鏡についての研修会の開催およ

びスマホについての保健指導の充実が急務である。 
 
【文献】 
1) 文部科学省,子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべ   
き課題, http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/    
shotou/053/gaiyou/attach/1286156.htm/, 2019 年 9 月 2
日． 

図 1 テレビ、パソコン、スマホに関する問診結果 

a. 1 日のうちテレビ、パソコン、  
スマートフォンをみる時間    

b. スマートフォンで動画をみる、

ゲームをすることを好むか 
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胸部Ｘ線画像のポジショニング不良による
Temporal Subtraction 処理への影響 
 
 
櫻井典子 1) 
1) 新潟医療福祉大学 医療技術学部 診療放射線学科 
 
【背景・目的】 現在医用画像において、コンピュータ支

援診断システム（Computer-Aided Diagnosis,CAD）の研

究開発がされている。CAD の目的は、読影効率と診断精

度向上である。 
その中の一つである Temporal Subtraction(TS)処理は、

同一患者の過去-現在画像を入力とし 2 画像を重ね合わせ

差分する。重ね合わせるために、2 段階からなるマッチン

グ処理を用いた自動重ね合わせ処理により経時的変化を

強調させるシステムである。ただし 2 画像のマッチングが

正確でなければアーチファクトが出現し経時的変化を混

乱させてしまう。実際には人体の複雑な動きによる呼吸や

ポジショニングなどのズレがあり等しい 2 枚の画像を得

ることは難しい。 
本研究では撮影時のポジショニングのズレがTS処理に

及ぼす影響を検討し、適切な TS 画像を得るために許容で

きる角度の範囲を明らかとすることを目的とする。 
 
【方法】 本研究では、TS 処理画像におけるアーチファク

トの検討のため、胸部ファントムの画像を用いてポジショ

ニングの角度変化ごとに視覚評価を行った。 
TS 処理画像は、ファントムを立位正面背腹（Posterior-

Anterior,PA）方向で撮影した基準画像に対し、ポジショ

ニングを角度変化させた比較画像を差分処理したものと

する。比較画像は、正面画像以外に、右前斜位（RAO）・

左前斜位（LAO）・前傾・左右側屈の方向にそれぞれ 1 度

刻みに１度～9 度までずらしたものとした。この 9 度と

は、RAO10 度において処理エラーとなったため 5 方向と

も一律 9 度とした。 
評価者は、診療放射線技師 14 名を対象とし 5 段階の画

像評価を求めた。スピアマンの順位相関係数より 5 方向に

よる処理結果への影響が明らかとした。また平均値より容

認できるズレの角度を明確にした。さらに Tukey 法より

0 度と比較し有意差を生じない最大角度を算出した。 
 

【結果】 スピアマンの順位相関係数によるポジショニン

グの角度と評価点の相関関係は、RAO と LAO 及び前傾

では、強い負の相関関係が認められた。右側屈では有意な

負の相関関係が認められ、左側屈では弱い負の相関関係が

認められた。 
また、RAO・LAO・前傾・右側屈・左側屈それぞれの平

均値と標準偏差を算出し、容認できる角度を求めた。平均

値において 5 段階評価の容認できるレベルである 3 点を

満たした角度は、RAO では 3 度で、LAO では 4 度であっ

た。前傾では 2 度であり、右側屈と左側屈では共に 9 度ま

での範囲では 3 点を下回ることはなかった。 
さらに Tukey 法の検定では、0 度と比較し RAO と LAO

共に 3 度で有意差が認められ、前傾では 2 度で、右側屈で

は 9 度で有意差が認められた。左側屈では、有意差が認め

られなかった。この有意差を生じない範囲の最大角度は、

RAO・LAO は共に 2 度であり、前傾においては 1 度で最

も低い結果であった。右側屈では、8 度で、左側屈におい

ては、9 度までの範囲では、有意差を生じないことが明ら

かとなった。平均値においては、標準偏差はあるもののＴ

ukey 法と共に同様の傾向がみられた。Table 1 に示す。 
 

Table.1 容認できる角度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】 結果より、TS 処理は、左側屈・右側屈のように、

フラットパネル面に対し 2 次元方向へのズレには、処理へ

の影響が少なかった。しかし、それに対し RAO・LAO・

前傾のように、3 次元方向へのズレは、処理への影響が大

きいことが明らかとなった。 
適切な TS 画像を得るためには、撮影時のポジショニン

グの管理が重要である。臨床においては、最も影響を受け

やすい前傾のズレを１度以下に抑えられればアーチファ

クトのない経時差分処理画像を得ることができる。前傾１

度とは、計算上になるがパネル下端においてパネルと体が

0.75 ㎝離れることとなる。これが理想的ではあるがかな

り厳しい条件ではある。それに加えて 3 度以上のズレが生

じると容認できない画像処理結果となるためこのことも

念頭に置いて撮影することが望ましい。前傾 3 度とは、

2.4cm 離れることになり目視での確認も可能な隙間と考

える。 
我々診療放射線技師の役目として検査依頼項目の胸部

Ｘ線画像の撮影をするだけでなく、その先にある適切な

TS 処理画像を得ることも意識し撮影を行うことが重要で

ある。我々の心がけで、TS 処理の有用性が十分に発揮さ

れた時に、精度の高い医師の診断につながる。 
 
【結論】 TS 処理への影響は、ズレの方向により差が生じ

た。X-Y 軸方向へのズレは、処理への影響が少なく、それ

に対し Z 軸方向へのズレは大きく影響を及ぼすことが明

らかとなった。特に影響を受けやすい前傾のズレは 3 度に

抑えることが重要であると考える。 
 

方向 RAO LAO 前傾 右側屈 左側屈

　角度
（評価点3
点未満）

4度 5度 3度 ー ー

角度
（有意差な

し）
2度 2度 1度 8度 ー

評価点の平均点で3点を下回った角度

0度と比較し有意差を生じない最大角度
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33Pβ線源の妊娠マウスへの投与によって起
こった低線量胎内被ばく誘発小頭症 
 
 
宮地幸久、吉田皓文、笠原敏文 
新潟医療福祉大学 医療技術学部 診療放射線学科 
  
【背景・目的】 一般の人々を巻き込む放射能汚染事故が

発生した時に、最初に問題になるのが放射線に感受性の高

い妊娠初期の奇形発生とそれを避けるための人工妊娠中

絶である。今までのげっ歯類を用いた放射線被ばく研究か

ら、胎児の発生段階の時期に対応して胎児死亡、奇形、新

生児死亡（死産）や成長障害という形の違う障害が起こる

ことが明らかにされてきた。そして、げっ歯類の結果をヒ

トの発生段階に当てはめ、着床前期（受精後～8 日まで）

に照射を受けると胎児死が起こることになる。しかし、こ

れは吸収されることが多く、障害として自覚をすることは

少ないとされている。しかも生き残ったものには全く奇形

は生じない。次の器官形成期（受精後 9 日目～60 日）に

なると、明らかな奇形および死産が起こる。奇形は、いろ

いろな臓器に多彩な形態異常が起こるとされて来ている

が、実際には、指の本数が少ないとか眼が無いと言った外

見上の奇形報告がほとんどであり、血管や神経走行までの

形態形成異常を調べた研究は少ない。ことさら、低線量域

の内部被ばくの詳細研究となれば、過去にほとんど報告例

がないのが現状である。 
 
【方法】 そこで本実験は、器官形成期にある妊娠マウス

を使って、過去にほとんど研究されてなかった低線量率・

低線量胎内被ばくの影響を、2 次元電気泳動と質量分析を

組み合わせた実験系から調べた。尚、本研究は、関連する

利益相反はない。 
 
【結果】 シナプス可塑性や神経細胞の軸索伸長など、神

経系の形態形成に重要な機能を持っていることが知られ

ている Ras GTPase-activating protein binding protein 1
と Rho GDP-dissociation inhibitor 1 が、3.7MBｑ 33Ｐ-
ATP の母親への投与により、胎児組織で著しく増加する

ことがわかった。これは、活性型の GTPase が減少し、不

活性型 GTPase が増加したことが考えられ、神経系にお

いて情報伝達障害が起こったと示唆された。そこで被ばく

を受けた胎児脳の組織標本を作製して調べてみると、

3.7MBｑ投与群では、大脳皮質で多くのアポトーシス陽性

細胞が観察されたこと、また、神経前駆細胞への影響評価

では、histone H3 phosphorylated at Ser10（PH3）に対

する抗体を用いた免疫染色で、3.7MBｑ投与群において、

細胞が SVZ 層から外部にも散在的に存在していることか

ら、構造の破壊が起きていることが確認できた。さらにこ

の変化が小頭症に関連するものかを確かめるために、

PQBP1（Polyglutamine binding protein 1）タンパク質 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1  3.7 MBq 33P-ATP 投与後の胎児組織における 2DE
とウエスタンブロッティング 
 
 
の発現をウエスタンブロット法で調べてみたところ、

3.7MBｑ投与により、胎児組織で著しく PQBP1 発現が抑

制されており、低線量率・低線量の内部被ばくでも小頭症

が疑える変化が誘発されたことがわかった（図 1）。この

時の胎児の総被ばく線量は、5mSv 以下であった。また、

33P の投与量を 37MBq まで上げたときは、胎生致死であ

った。尚、本実験は、動物実験倫理審査委員会の承認を得

て行ったものである。 
 
【考察】 ヒトの場合、原爆被ばく者の調査研究で、小頭

症の発生が認められている。これも、広島での胎内被ばく

者に限られており、長崎の被ばく者では認められていない。

妊娠時期との関係は、4～13 週の被ばくでみられ、特に、

6～11 週の被ばくで著しかったと報告されている。また、

原爆放射線による胎内被ばく者の 1598 人のコホートで

30 人の子供に重度精神遅滞が発生しており、すべて 17 歳

までに見出されている。精神遅滞の発現に関しては、妊娠

8～15 週目の被ばくが一番明確で、線量と共に重症度が増

している。本研究でも、総線量 5mGy の被ばくにより、

PQBP1 タンパク質の著しい減少が伴っていた。他の研究

者による報告では、ヒト PQBP1 遺伝子に変異が起これば、

小頭症に精神遅滞が伴っていると報告されていることか

ら、さらに本研究を発展させれば、放射線が誘発する精神

遅滞の機構解明にも迫れるかもしれないと考えている。 
 
【結語】 本結果は、妊娠中の労働者にとって被ばくのリ

スクに関する教育など、適切な安全対策が重要であること

を示唆している。 
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医療用 X 線装置を用いた電離箱式サーベイ
メータの校正システムの検討 
 
関本道治 1) 
1) 新潟医療福祉大学 診療放射線学科 
 
【背景・目的】 医療行為に関して、X 線診療室などの漏

えい X 線量の正確な測定は、公衆および医療従事者など

の安全の担保に重要な役割を果たす。日本工業規格は、X
線診療室の漏えい X 線量の測定方法を発行した 1) 。診療

放射線技師は、病院内で X 線を用いる部屋の漏えい X 線

量の測定を行わなければいけない。漏えい X 線量を測定

するには、管理および校正されている放射線測定器を用い

る必要がある。放射線測定器の中で最も用いられているも

のが電離箱式サーベイメータである。 
 電離箱式サーベイメータは、空間線量や放射線汚染を測

る目的で用いられる。これらは放射線量が微弱であるため、

測定器を高感度にする必要がある。そのため、患者への被

ばく線量を測る測定器と比べて電離体積が大きいのが特

徴である。電離箱サーベイメータの校正は、主に微弱な放

射線量を安定的に放出できる工業用 X 線装置と γ 線源の

どちらかを用いるのが一般的である。しかしこれらは全国

で所有している施設が少ないため、校正作業の需要に対す

る供給量が追い付いていないのが現状である。さらに校正

行為はとても高価であり、頻繁に行うことは難しい。そこ

で本研究は、漏えい X 線量の X 線線質に着目し、医療で

用いられている X 線発生装置（医療用 X 線発生装置）で

電離箱式サーベイメータが校正可能か検討を行った。 

 
【方法】 電離箱式サーベイメータは、放射線を積算する

測定方法（積算線量）と、単位時間当たりの放射線量を測

定する方法（線量率）が可能である。しかし線量率測定の

場合、微小電離電流を測定するために設計において高抵抗

が入力回路に使用され、時定数が大きくなる。そのため、

X 線照射の時間を比較的長くする必要がある。ただし、医

療用 X 線発生装置は、人体を通過させる X 線量を放出す

る必要があるのと、人体の動きを極力防ぐ目的で照射する

時間が短いのが特徴である。これらのことを考慮し、本研

究は、①JIS 規格 2) に準じた校正用 X 線源設置の検討、②

電離箱式サーベイメータの応答に対する X 線発生装置の

照射時間の検討、③電離箱式サーベイメータの校正を行っ

た。なお、本研究は X 線装置および測定器に関する性能

評価を目的とした研究であり、倫理および利益相反はない。 
 

【結果】検討を行った結果、以下のように得られた。 
① JIS 規格に準じた校正用 X 線源設置の検討 

漏えい X 線の線質は、JIS で定められている N シリーズ

の 80, 100 kV が該当する（N80, N100）。そのため、この条

件が医療用 X 線発生装置で設置可能か確認したところ、

JIS で定められている値と同等の結果となった。医療用 X

線発生装置でも校正用 X 線源の設置は可能であることが

分かった。 
② 電離箱式サーベイメータの応答に対するX線発生装置

の照射時間の検討 
医療用 X 線発生装置が表示する照射時間と実際の放射

線測定器に照射された時間を比較した結果、0.1 s 以上の

照射時間で表示値と実測値の誤差が小さくなった。この結

果から、サーベイメータの応答時間を測定した結果、0.4 s
以上であれば測定誤差が小さくなることが分かった。 
③ 電離箱式サーベイメータの校正 
測定方法は、JIS 規格に準じて置換法を呼ばれる方法で

実施した（図 1）。校正を行った結果、サーベイメータの校

正定数は、積算線量・線量率それぞれ N80 では 0.94・0.96、
N100 では 0.88・0.92 となった。 

 
図 1 校正方法（置換法）および校正定数算出の概要 

 
【考察】サーベイメータは、主に微弱な放射線量を安定的

に放出できる工業用 X 線装置と γ 線源のどちらかを用て

校正される。一方で医療用 X 線発生装置は、人体へ照射

することを目的に作られているために、短時間照射で大容

量の X 線を放出される。そのため、微弱放射線を感知す

るサーベイメータの校正には不向きである。しかし今回の

研究では、漏えい X 線を評価する目的である。N シリー

ズは、大容量の X 線量を減少させるそのため、漏えい X
線測定を目的とした校正であれば、医療用 X 線発生装置

でも可能であることが示唆された。 
 しかし今回の結果から、電離箱式サーベイメータにはま

だ過剰と言える放射線量であることが示唆された。今後は、

さらに放射線量を減らす工夫が必要である。 
 

【結論】今回の結果より、医療用 X 線発生装置でも一部

の X 線量にはなるが電離箱式サーベイメータの校正が可

能であることが判明した。 
 
【文献】 
1) 日本規格協会: X 線診療室の漏えい X 線量の測定方法

（JIS Z 4716）, 日本規格協会,  2018. 
2) 日本規格協会: X 線およびγ線用線量（率）測定器の校

正方法（JIS Z 4511）, 日本規格協会,  2018. 
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CT逐次近似画像再構成アルゴリズムの性能
比較 
 
 
吉田皓文 1)、長谷川晃 1)、成田啓廣 2)、深谷貴広 3)、

市川勝弘 4) 
1) 新潟医療福祉大学 医療技術学部 診療放射線学科 
2) 新潟大学 医学部 保健学科 
3) 新潟大学医歯学総合病院 診療支援部 放射線部門 
4) 金沢大学 医薬保健学域 

 
【背景・目的】 X 線 CT 画像の画像再構成法として、フ

ィルター補正逆投影（filtered back projection: FBP）法、

ハ イ ブ リ ッ ド 型 逐 次 近 似 （ hybrid iterative 
reconstruction: HIR）法、モデルベース逐次近似(model 
based-iterative reconstruction)法が臨床で用いられてい

る。一般に、従来利用されてきた FBP 法に対し、逐次近

似（IR）法を用いて得られる画像は画像ノイズが少ない良

好な画像が得られる。しかし、IR 法により得られる画像

は、FBP 法の画像と異なり、撮影に用いる放射線量や、撮

影する被写体などによって画像の周波数特性が変化する

性質が報告されている。すなわち、IR 画像は解像特性と

ノイズ特性が変化するため、ある CT システムに対する性

能指標が一つの値とならない。IR 法の画質を評価する方

法として、ある病変の検出タスクを想定して評価する方法

（タスクベース評価）が考案された。タスクベース評価に

より、特定の病変検出タスクに対する性能指標を用いて

IR 画像が評価できる。しかし、複数の MBIR 法の再構成

アルゴリズムに対する性能を評価し、比較した文献は見当

たらない。 
本研究の目的は、MBIR アルゴリズムの性能をタスクベ

ース評価し、複数の MBIR アルゴリズムの性能および特

性の違いを明らかにすることである。 
 

【方法】 異なる IR アルゴリズムを有する CT 装置 3 機

種を用いて Catphan 504 ファントムを撮影した。各装置

の FBP 法と IR 法によって得られた CT 画像について、

解像特性の指標として task-based modulation transfer 
factor（MTFtask）、ノイズ特性の指標として noise power 
spectrum（NPS）を測定した。MTFtaskは、Catphan 504 
CTP515 モジュールに封入されているポリスチレンロッ

ド（被写体コントラスト：約 130 HU，直径約 12 mm）を

用い，circular edge 法を用いた解析により測定した。NPS
は、Catphan 504 CTP486-2 モジュールを用い、radial 
frequency 法により測定した。タスクベース評価で想定す

る病変は肝臓の粗大病変および肺スリガラス結節とし、こ

れに対応する仮想被写体の画像（半値幅 10 mm・周囲と

の CT 値差 50, 240 HU）をシミュレーションにより算出

した。画像から得られた MTFtask、NPS、および仮想被写

体のパワースペクトルを用い、被写体に対する検出能指標

(detectability index: d’)を算出した。IR アルゴリズムは

FBP アルゴリズムに対してどれだけ画質を向上させるか

を表すため、FBP の d’ に対する IR の d’ を除算し、d’ の
向上率を求めた。 
様々な画像再構成アルゴリズムにおける MTFtask、NPS、

d’、d’ 向上率を比較した。 
なお、本研究に関連する利益相反はない。 

 
【結果】 IMR (Philips 社)，ADMIRE (Siemens 社)は撮

影線量に依存せず d’ の向上がみられた。IMR は他のアル

ゴリズムより高い d’ 向上率を示した。ADMIRE は線量の

増加に伴い d’ 向上率が増加する傾向を示した。FIRST 
(Canon 社)の d’ は、撮影線量（CTDIvol）1 mGy の場合で

は FBP に対し向上したが、線量の増加に伴い FBP より

も低値となる傾向を示した。1 mGy の場合では、FIRST
の d’ 向上率は ADMIRE を上回ったが、線量の増加にと

もない ADMIRE を下回った。 
 
【考察】 d’ は画像再構成アルゴリズムの性能だけでなく、

CT装置の物理性能を含めた性能指標である。本研究では、

FBP における d’ に対する IRの d’ の比を d’ 向上率とし、

システムの物理性能の影響を相殺させている。ハードウェ

アの性能ではなくアルゴリズムの性能を比較するために、

便宜的に向上率を比較に用いた。 
本研究で用いた仮想被写体のパワースペクトルは主に

空間周波数 0.04 cycles/mm 以下に分布していた。特に 0.1 
cycles/mm 以下の周波数帯の MTFtask および NPS が

detectability index に寄与すると考えられる。 
本研究で評価対象とした MBIR は、解像特性・ノイズ

特性ともにそれぞれ異なる性質を示した。d’ を用いたタ

スクベース評価では、IMRが最も高いd’ 向上率を示した。

IMR は、空間周波数 0.1 cycles/mm 以下の帯域で、他の

MBIR に比べ FBP に対するノイズ特性の向上率が高いこ

とが影響していると考えられる。 
本研究では d’ を用いたタスクベース評価により、数種

類の IR アルゴリズムの性能評価を行った。臨床画像を用

いることなく、IR アルゴリズムの導入によって低減でき

る撮影線量を求めることができた。他機種を有する施設に

おける撮影プロトコル管理の運用において、タスクベース

評価は有用な評価法であると考える。 
 

【結論】 複数種類の CT 装置・アルゴリズムを対象とし

て、detectability index を用いたタスクベース評価を行っ

た。臨床画像を用いることなく、IR アルゴリズムの性能

および特性の違いを明らかにすることができた。 
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陽子線治療ワブラー法における新たな呼吸同
期システムの臨床導入に向けた基礎的検証 
 
 
前島 偉 

新潟医療福祉大学 診療放射線学科 
 
【背景・目的】  呼吸同期照射を用いた体幹部臓器に対す

る陽子線治療が多くの施設で行われているが、呼吸同期装

置には照射の精度に影響する様々な因子があることが知

られている。近年、患者自身の呼吸制御がより簡便に可能

な新たな呼吸同期装置（AbchesET）が開発された。 
本研究では、従来の呼吸同期装置(ANZAI)を比較対象と

し、新しい呼吸同期装置（AbchesET）を用いた陽子線ワ

ブラー法の呼吸同期照射の有用性に関して種々の検証を

行った。 
 

【方法】 呼吸同期照射時の陽子線ビーム特性および遅延

時間の検証を ANZAI と AbchesET のそれぞれに関して

行った。ビーム特性の検証に関しては動体ファントムと 2
次元検出器を用いて、同期無し（Nongate）に対する同期

あり（Gate 幅：最大呼気を 0%としたときの 12%, 25%）

の検証を、図 1 より矩形照射野の各ビーム特性(平坦度

(Flatness)、対称性（Symmetry）、半影（ペナンブラ

（Penambra）、照射野サイズ（field size）、線量(Dose))に
関して各パラメータを評価した。またガンマ解析による線

量分布の評価も行った。動体ファントムの呼吸波形は Sin
波を基準とし、3 種類の呼吸速度(5,12,20BPM（Breath 
per Minute）、2 種類の振幅（±1cm、±2cm）に関して評価

した。また、呼吸同期装置の Gating 信号から陽子線ビー

ムが発生、遮断するまでの遅延時間を独自の計測システム

にて測定した。 
 

【結果・考察】 Flatness、Symmetry に関しては、すべ

ての条件において±2%以内、field size、Dose に関しては

±3%以内の変動であり臨床上問題ないことが確認された。

一方で Penambra に関しては、BPM が大きくなるに従い

大きくなる傾向があり、特に振幅が±2cm においては、

AbchesET、ANZAI ともに臨床使用する上で考慮が必要

となった。線量分布の評価に関しては Gate 幅が大きくな

るほど、また BPM が大きくなるほど γ パス率が低下す

る傾向となり、特に振幅が±2cm に関しては顕著なパス率

の低下を示した。遅延時間の測定に関して、AbchesET の

遅延時間はビーム ON、OFF でそれぞれ、36.7±27.2 msec, 
46.8±28.7 msec,ANZAI の遅延時間はビーム ON、OFF で

それぞれ、48.6±24.8 msec, 57.2±25.2 msec であった。ビ

ーム ON、OFF とも、遅延時間は AbchesET のほうが少

ない傾向となり、臨床使用することは問題ないと考えられ

る。 
 

 

図 1 吸収線量分布における各評価パラメータの定義 
OCR 測定の中心軸線量を 100%線量とし、50%線量間の距離を照射野

サイズと定義した。ペナンブラ（Penumbra）は 80%線量―20%線量間の

距離として定義した。平坦領域は OCR 測定より、±3％以内の線量変動を

示す領域とし、平坦領域内の最大線量、最小線量から平坦度（Flatness）、
対称性（Symmetry）を算出した。 

 
【結論】 AbchesET を用いた陽子線ワブラー法の呼吸同

期照射は一部の使用制限はあるものの、臨床で十分に使用

できることが確認された。また AbchesETの使用により、

小型モニターの指針の回転角の表示を直接見ることによ

り、患者自身による呼吸制御が簡便且つ正確に再現できる

ため、より精度の高い陽子線ワブラー法の呼吸同期照射が

可能になると考えられる。 
 

【文献】 
1) OnishiH: A simple respiratory indicator for  
irradiation during voluntary  breath holding: a one 
touch device without electronic materials. 
Radiology 2010 Jun;255(3):917-23 
2) ONISHI Hiroshi : Guidelines for respiratory motion 
management in radiation Therapy   
J Radiat Res：54：3：561-568 
3） 粒子線物理技術 QA ガイドライン（粒子線 QA 
2015） 
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レジストリ登録データを用いた小児循環器
疾患における放射線被ばく線量の適正化に
向けた取り組み 
 
 
織部祐介 1)、関本道治 1) 、吉田秀義 1)  
1) 新潟医療福祉大学 診療放射線学科 

 
【背景・目的】 レジストリ登録データは医薬品や医療機

器の開発だけでなく、疾患に対する患者数や患者分布の把

握、疾患に関する様々なデータの収集など疾患の理解や医

療の向上に用いられている。また、医療機器の承認審査や

研究開発に有効に利用されている。レジストリ登録の際に

は、放射線を使った検査や治療に関して放射線の照射情報

が登録されることがある。本研究では、レジストリに登録

されている情報を利用し、小児患者に対する放射線被ばく

線量の評価と放射線被ばく線量の適正化に向けた利用が

可能か検討した。 
 
【方法】 レジストリ登録データの項目は、小児領域で代

表的なレジストリである日本 Pediatric Interventional 
Cardiology（JPIC）学会の包括的データベースを用いた。

データ登録に使用するワークシートは 20 歳未満用と 20
歳以上用とで分かれているが、小児患者を対象とするため

20 歳未満用のワークシートから被ばく線量の評価方法の

検討を行った。 
なお、本研究に関連する利益相反はない。 

 
【結果】 登録項目中、放射線に関する項目は項目であっ

た。その中で、被ばく線量評価には、総透視時間、皮膚吸

収線量の 2 項目のみが利用できた。またその他の項目とし

て(1) 体重、(2) 身長、(3) 年齢といった患者属性に関する

入力項目を使用することで被ばく線量の計算が可能とな

った。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【考察】 総透視時間及び皮膚吸収線量の２点のみでは患

者に合った被ばく線量の評価は困難であるが、体重、身長

や年齢といった患者属性を用いることで、より正確な被ば

く線量評価が可能と考える。また、米国においてもデータ

ベースを用いた同様の研究が行われており 1)、本邦におい

てもレジストリといった大規模情報を用いることで、多く

のデータを集積・解析し、放射線被ばくの適正化にも活用

が可能と考えられた。 
 

【結論】 本研究はレジストリ登録情報を利用することで、

小児患者に対する被ばく線量評価の可能性を示した。大規

模な情報を用いることで、放射線被ばく線量の適正化への

活用が望まれる。 
 

【文献】 
1) Kobayashi, et al. Standardizing Radiation Dose 
Reporting in the Pediatric Cardiac Catheterization 
Laboratory, Catheterization and Cardiovascular 
Interventions, 874: 785-793, 2014. 
 
謝辞 本研究は、新潟医療福祉大学 研究奨励金 奨励研究

B（課題番号 R01C54）の助成を受けたものである。 
 
 

図 1 透視検査における一般的な線量評価方法 
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箸の太さが摂食量に与える影響  
 
 
石井なるみ 1）、澁谷顕一 1）、稲葉洋美 1） 
1) 新潟医療福祉大学 健康栄養学科 

 
【背景・目的】 箸食は世界で 30％を占めている。日本で

はほとんどの人が箸を使って食事をとっている。コーネル

大学の Wansink のグループ 1）はアイスクリームを取り分

ける皿が大きくなると、アイスクリームを取る量が増える

と報告している。また、奥田ら 2）は、普通の箸、長い箸、

短い箸で最も好ましいとして選ばれたのは、普通の箸であ

り、食べ物をおいしく気持ちよく味わうには、箸の長さが

果たす役割が大きいということが報告している。しかし、

箸の太さによる摂食量に関する報告はまだない。 
日本人の食事には箸が多く使われていることに着目し、

太い箸と細い箸を使い食事摂取量が異なるかを検討する

こととした。また、被験者の Body Mass Index（BMI）と

箸の太さなどの関連性について検討することを目的とし

た。 
 

【方法】 被験者は、「ポテトサラダの開発のための嗜好調

査者」として募集をかけ、同意を得られた健康な女子 20
名とした。また、被験者は本研究の目的を知らされていな

い。 
食材はポテトサラダ（ローソンセレクト、ポテトサラダ、

株式会社ローソン、120 ｇ）を使用した。基礎調査は体調、

空腹感、身長、体重、年齢を訊き、見た目、香り、食感、

好み、後味、おいしさ、摂食欲、味の濃さ、塩味、うま味、

辛味、酸味、甘味、また食べたいかを Visual Analog Scale
（VAS 法）で評価した。また、摂取前後のポテトサラダの

重量変化から摂取量を計測した。さらに自宅で使用してい

る箸の太さ、長さを計測した。実験条件は細い箸（周径 25 
㎜）条件と太い箸（周径 100 ㎜）条件の 2 条件とした。

統計解析には、R（R, Version 3. 5. 23））を用い、lmerTest
パッケージ 4)を用い、繰り返しのある分散分析を行い、事

後検定として最小二乗平均の差の検定を行った。なお、有

意水準は 5％とした。本研究は新潟医療福祉大学倫理審査

委員会の承認を得ている（第 18210-190613 号）。 
 

【結果】 ポテトサラダの摂食量は細い箸が 75.84 g、太い

箸が 65.58 g であった。この 2 条件の間で有意差が認めら

れ（t =-2.3315, 95%CI:-19.464 to -1.049, p＜0.0309）、太

い箸よりも細い箸の方が有意に多く摂食した。また、太い

箸での摂食量と BMI の相関は見られなかった（r²=0.020, 
p=0.006）が、細い箸での摂食量と BMI は弱い相関があ

ることが分かった（r²=0.318, p=0.001）。自宅で使用して

いる箸の周径は 27.6±1.8 ㎜であった。実験で用いた細い

箸（周径 25 ㎜）と太い箸（周径 100 ㎜）では自宅で使用

している箸は細い箸に近かった。自宅で使用している箸と

ポテトサラダの摂取量は関係なかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
【考察】 太い箸と細い箸では食事摂取量が変化するかを

検討した。また、被験者の BMI と箸の太さなどの関連性

について検討した。 
 細い箸と太い箸では細い箸の方がポテトサラダを有意

に多く摂食し、細い箸での摂食量と BMI 間に弱い相関が

あることから、BMI が高い人が細い箸を使って摂食を行

うと太い箸と比べ多く摂取することが分かった。要因とし

て持ちやすさや、慣れなどが考えられる。被験者が女性で

あったため比較的手のサイズが小さく、細い箸の方が使い

やすく、多く摂食したのではないかと考える。また、被験

者が普段用いている箸の太さは、実験で用いた細い箸に近

かった。被験者は実験用で用意した箸を初めて使用したた

め使い慣れていなかったことや、普段から比較的使用頻度

が高い細い箸の方が使いやすかったのではないかと考え

る。また、James らは 5）、小さいスプーンを使うと、食事

速度と一口のサイズが小さく、摂食量も 8%低下したと報

告している。これは本研究の結果と矛盾する。箸とスプー

ンという食器の差の可能性もあるが、今後検討する必要が

ある。 
細い箸の方が自宅で使用している箸に太さが近かった

ことから、細い箸の摂取量が多かったのは慣れがあったか

らと考える。太い箸の摂取量が少なかったのは食べにくさ

があったと考える。 
 
【結論】 細い箸と太い箸では細い箸の方が有意に多く摂

食した。また、細い箸での摂食量と BMI は弱い相関があ

った。細い箸と BMI の関係は摂食量に影響を及ぼすと推

察される。 
 
【文献】 
1）Wansink B, et al., Am J Prev Med; 31(3): 240-243, 
2006. 
2）奥田和子ら, 調理科学, 24(2), 130-135, 1991. 
3）R Core Team. R: A language and environment for 
statistical computing. R Foundation for Statistical 
Computing, Vienna, Austria. 2018. 
4）Kuznetsova A. et al., Journal of Statistical Software, 
82(13), 1-26. 2017. 
5) James LJ, et al., Br J Nutr. 120 (7): 830-837, 2018.  

図 1 摂食量 
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目のイラストの開閉が食品のおいしさに与
える影響 
 
 
海和美咲 1)、澁谷顕一 2)、稲葉洋美 2) 
1) 新潟医療福祉大学 医療福祉学研究科 
2) 新潟医療福祉大学 健康栄養学科 
 
【背景・目的】 おいしさは食品の中だけに存在するので

はなく、食事の気分、体調、場の雰囲気、共食者の存在な 
どの条件によって影響されるため、物理的・化学的手法の

みでは計測できない。 共食 (誰かと一緒に食べる) には、

食品の摂取量の増加、食事中の会話の増加や不定愁訴の軽

減などの効果が報告されている。共食によるおいしさの変

化に着目した研究では、実験参加者の同調性が高いときに

おいしさ評価が上昇したことから、おいしさの認知には一

緒に食べる人や雰囲気などの社会文脈的な要因も大きな

役割を果たしていることが示唆されている。さらに、食行

動を共にする対象が視覚刺激として存在するだけで食行

動変容を引き起こすことが明らかになってきている。例え

ば単純な目のイメージが存在するとき、人間は利他的行動

をとる等、寛大さが促進されるといわれている。先行研究

で、人間は開いた目のイラストを見た時食品をよりおいし

そうだと評価することが分かっている。これらのことから、

目のイメージは実際の人間と同様に行動変容を引き起こ

し、さらにおいしさの評価にも影響を与えると考えられる。 
本研究では、開いた目のイラスト及び閉じた目のイラス

トに見られている状態で実際に食品を摂取すると、おいし

さ評価はどのように変化するかを検証した。 
 
【方法】 健常な女子大学生 24 名を対象とした。空腹度を

揃える為に実験前 2 時間以上絶食とした。実験は個室で行

った。①開いた目のイラスト②閉じた目のイラスト の 2
条件を PC 画面に各 10 回ずつランダムに提示し、画面が

切り替わる度にスナック菓子（株式会社ブルボン,プチう

すしお）1 枚を摂食させ、Visual Analog Scale（VAS）法

でおいしさを評価させた（図 1 参照）。 
 

図 1 実験手順 
 

解析は R(3.2.4, 2011)を用いて分散分析を行った。本研究

は、新潟医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得ており

（第 18132-190212 号）、関連する利益相反はない。 
 
【結果】対象者の身体状況及び実験室環境を表 1 に示す。 
 

表 1 対象者の身体状況及び実験室環境 

 
おいしさの評価は、開いた目のイラストのとき 67.9 ± 5.2、
閉じた目のイラストのとき 66.2 ± 5.7 となり、開いた目

のイラストを見たときの方が、閉じた目のイラストを見た

ときに比べておいしさの評価が有意に高かった 
（p=0.0145、図 2 参照）。 
 

図 2 おいしさの評価 
 
【考察】 開いた目のイラストを見たときの方が、閉じた

目のイラストを見たときに比べて、摂取した食品をよりお

いしいと評価した。このことから、開いた目のイラストは

食行動変容を引き起こしたと考えられる。食行動変容を引

き起こす要因として、社会的促進や社会的抑制が挙げられ

る。社会的促進では覚醒水準の上昇に伴う集中力の上昇等

が、社会的抑制では他者評価の懸念や注意力の散漫等が食

行動を変化させることが分かっている。 
目のイメージが利他的行動を促進することは、他者から

の悪い評判を回避することが要因の一つと考えられてい

る。そのため、「食品の嗜好調査」として行われた本研究

では「食品をよりおいしいと評価すること」が規範となり、

開いた目のイラストの存在が利他的行動を促進させたと

考えられる。「食品をおいしくないと評価すること」は、

被験者自身が否定的に評価されるのではないかという予

測（評価懸念）を引き起こし、結果的においしさの評価を

上昇させることに繋がった可能性が考えられた。 
 
【結論】 開いた目のイラストが存在する状況では、閉じ

た目が存在するときに比べて食品のおいしさの評価が有

意に高かった。これは社会的抑制（他者からの否定的な評

判への懸念が生じたこと）によって引き起こされた可能性

が示唆された。 

身長(cm) 体重(kg) 年齢(歳) 体調 空腹度

159.9 ±5.1 51.3 ± 6.0 20.6 ± 1.6 3.5 ± 0.9 3.8 ± 0.6

気温(℃) 湿度(％) 照度(LUX) 騒音(dBA)

19.6 ± 1.2 37.5 ± 6.0 5.1 ± 0.3 47.3 ± 0.8
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口腔機能は回復期リハビリテーション患者の栄
養管理状態を判断する重要なスクリーニング情
報である 
 
 
永井徹 1)、 齋藤泰晴2)、 瀧口徹 3) 
1) 新潟医療福祉大学 健康栄養学科 
2) 新潟総合リハビリテーションセンターみどり病院 内科 
3) 新潟医療福祉大学大学院 医療情報・経営管理学分野 
 
【背景・目的】 回復期リハビリテーション(以下、回復期リハと

略)病棟入棟患者の 43.5%に栄養障害がみられることが報告され

ている。回復期リハ病棟入棟後に低栄養が改善しなかった患者

は、機能的自立度評価（Functional Independence Measure；
以下、FIMと略）改善度が有意に低下し、歩行自立が遅れる。 
 一方、高齢入院患者では、低栄養と口腔機能障害が関連し、

入院中の栄養状態改善が退院時Activities of Daily Livingの 改
善に寄与すると報告されている。しかし、入棟時の栄養状態と

口腔機能の関連を多面的に検討した報告はほとんどない。 
 本研究の目的は、回復期リハ病棟入棟患者の入棟時において、

栄養状態と口腔機能の状態を細分化して評価、検討することに

より、栄養状態の低下を惹起する口腔内の要因を明らかにする

こととした。 
 
【方法】 対象は、2017年8月～2018年7月、総合リハビリテ

ーションセンターみどり病院（新潟市中央区）の回復期リハ病

棟に入棟した患者で、同意が得られた65歳以上の65名とした。

年齢、性別、リハビリ疾患、FIM 運動項目、血清アルブミン値

（以下、Alb と略）、体重は、診療録より収集した。入棟時の栄

養状態評価は、Geriatric Nutritional Risk Index(以下、GNRI
と略)を用いた。GNRIはBouilanneらにより報告された栄養指

標であり、高齢者の死亡率と関連する。Albと身長、体重により

算出可能であり、簡便な栄養評価指標として実臨床で汎用され

ている。GNRIの算出は以下の方法で行った。 
1.489×Alb(g/l)＋[41.7×現体重／理想体重] 
 理想体重はBody Mass Index (kg/m2)が22となる体重とし、

現体重／理想体重が 1 以上の場合は、現体重／理想体重を 1 と

して算出した。先行研究においてGNRI <92は死亡率が高くな

ることが示されているため、今回算出したGNRI のカットオフ

値は 92 未満とした。GNRI <92 は、栄養状態不良(以下、不良

群と略)、GNRI≧92 は、栄養状態良好(以下、良好群と略)とし

て分類した。口腔機能の多面的な評価は、口腔アセスメントシ

ート(Oral Health Assessment Tool 日本語版；以下、OHAT-J
と略）を用いて行った。指標は、口唇、舌、歯肉、粘膜、唾液、

残存歯、義歯、口腔清掃、歯痛の 8 つの評価項目で構成されて

いる。項目は、0=健全、1=やや不良、2=病的の3段階に区分さ

れ、それぞれ点数化した。粘膜の清掃状態だけでなく、義歯の

使用状況や破折の有無、う蝕の本数など、咀嚼に関連する項目

が含まれていることが特徴である。 
 なお、本研究は、総合リハビリテーションセンターみどり病

院倫理審査委員会の承認を得て実施し、対象者には口頭と文書

にて説明し同意を得た。関連する利益相反はない。  
 
【結果】 不良群と良好群において、平均年齢、性別、OHAT-J
総点数、リハ対象疾患の患者数に有意差は認められなかった。

GNRI スコアを目的変数とし、年齢、性別、OHAT-J の 8 項目

それぞれの点数と総点数を説明変数として、ステップワイズ法

の重回帰分析を行った。その結果、有意な要因は、義歯の不良

（p= 0.016）であった。次に、GNRI≧92を0、GNRI <92を1
と分類したダミー変数を目的変数とし、年齢、性別、OHAT-J
の 8 項目それぞれの点数を説明変数として、ステップワイズ法

のロジスティック回帰分析を行った。その結果、有意な要因は、

唾液の湿潤不良（p= 0.018）であった。 
 
【考察】 回復期リハ患者は、多数歯が欠損のまま放置され義歯

不良が改善されないと、使用する食品や調理方法に特別な制限

のない普通食の摂取が困難になる。高齢者は、多数の歯の欠損

があり適切な補綴処置がなされていないほど総エネルギー量が

不十分となるため、義歯の不良が長期に放置されると食形態の

調整が生じ、食事摂取量が不足することが危惧される。一方、

唾液は口腔の歯や粘膜を健康に保つために不可欠であり、唾液

分泌量が著しく減少すると、口腔状態を急速に悪化させるだけ

でなく、味覚異常を惹起する。したがって、入棟時の栄養評価

と併せて義歯、唾液の湿潤確認を標準化することができれば、

管理栄養士と歯科医師、歯科衛生士が連携して、介入計画を立

案できる。 
 
【結論】 回復期リハ病棟入棟の高齢患者において、義歯の不良、

唾液の湿潤不良は、栄養状態を悪化させる要因である。 
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e スポーツの発展可能性とその課題 
―先行研究の論点整理を通じた検討― 
 
 
山本悦史 1)、佐藤裕紀 2)、武田丈太郎 3) 
1) 2) 3) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 
 
【目的】 コンピューターゲームやビデオゲームを用いた

対戦をスポーツ競技と捉える「e スポーツ（electronic 
sports）」の組織化および産業化が急激な速度で進行しつ

つある。わが国においても、2018 年における一般社団法

人日本 e スポーツ連合（JeSU）の発足、さらには 2019
年の国民体育大会文化プログラム事業としての採用決定、

サッカーＪリーグによる「eＪリーグ」の開催をはじめ、

ここ数年の間に e スポーツが社会経済に広く普及してい

く様子が確認されている。本研究では、国内外における e
スポーツ研究の論点整理を行うことを通じて、今後の学

術および現場実践の両面における e スポーツの発展可能

性とその課題について検討することを目的としている。 
 
【方法】ここではまず、論文検索サイト（Google Scholar
および CiNii）において「e スポーツ」「eSport」「e-Sport」
というキーワードで検索を実行した。そこで抽出された

65 の学術論文について、KJ 法（川喜田 1967、1970）に

おける「紙切れづくり」「グループ編成」の手順に従いな

がら、これまでに国内外で展開されてきた e スポーツ研

究の学術的アプローチおよび論点の整理を行った。加え

て、先行研究で論じられてきた e スポーツの特徴および

問題点を吟味した上で、社会経済における役割・機能、さ

らには新たな研究視座の構築という観点から、今後の e
スポーツの発展可能性と課題について考察を行った。 
 
【結果】 文献研究を通じた論点整理の結果、現時点にお

ける e スポーツ研究の議論は、表 1 に示すような 4 つの

学術的アプローチと 12 の論点に分類された。 
また、従来型の「スポーツ」とは異なる e スポーツの

特徴として、①技術的要素（プログラムによる自動化）、

②空間的要素（ヴァーチャルかつオンラインの空間での

コミュニケーション）といった内容が示されている。こ

れに対して、e スポーツが直面している課題としては、①

産業化をめぐる課題（ゲームソフト等をめぐる著作権の

保護、e アスリートの法的地位の不明確さ、選手・関係者

による不正、さらには大会開催時の法令違反や賭博行為

への対策など）、②文化としての普及・振興をめぐる課題

（プロモーションの場や機会の創出、ゲーム障害への対

策、殺人や暴力といった反社会的な言動に関する描写の

取り扱いなど）が指摘されていることが明らかとなった。 

表 1 先行研究の学術的アプローチおよび論点 

【考察】 e スポーツを対象とした研究の多くは、今日に

みられる急速な産業化を背景とした議論（プロ化の推進

や市場における競争優位の獲得に関わる議論を含む）が

中心となっている。他方、従来型の「スポーツ」とは異な

り、プログラムによって自動化された側面を持つ e スポ

ーツは、年齢や性別、あるいは遺伝等による体格や身体

能力の優劣、障害の有無といった様々な障壁を乗り越え

る可能性を有している。このような特徴を鑑みれば、e ス

ポーツは産業化の文脈だけではなく、社会的包摂（social 
inclusion）という文脈においても一つの発展可能性があ

ると言っても過言ではない。こうした考え方は、スポー

ツを通じて幸福で豊かな生活を営む権利（スポーツ権）

を保証しようとする「スポーツ基本法」の方向性とも明

確に一致することになるが、同様の議論は先行研究で十

分に行われてきたわけではない。また、e スポーツの社会

経済における役割・機能を最大限に引き出し、スポーツ

界全体の発展、地域社会の活性化などに結び付けていく

ためには、保健・医療・福祉領域との有機的かつ創造的な

連携・協働が必須の課題になってくるものと思料される。 
 
【結論】 e スポーツをめぐる研究はまさに今、萌芽的な

段階を迎えている状況にある。しかしながら、特に国内

においてはその普及・成長の速度が急激であるがゆえに、

学術的にも、制度的にも未開拓・未整備な部分が多く存

在する。 
本研究では、産業としての発展を見据えたアプローチ

とは異なった視点、すなわち社会的包摂に関わる立場か

らも e スポーツの新たな発展可能性が見出されることと

なった。産業としての発展基盤を磐石なものにすると同

時に、人々の生活を豊かにする文化としての持続的発展

を可能にしていくためにも、今後は社会的包摂の実現へ

と結実していくような “カラダ・ココロ・シャカイに優し

い e スポーツ”の開発を見据えながら、領域横断的な視点

から活発な議論が展開されていくことが期待される。 

学術的アプローチ 論点 主な研究

⽂化性・⾝体性
（従来型の「スポーツ」との差異など）

Kane and Spradley 2017, Southern 2017,
Llorens 2017, Parry 2018, Heere 2018,
Railsback and Caporusso 2019,
Zagata and Strzelecki 2019

問題⾏動
（賭博、ゲーム障害、ドーピングなど）

Holden et al. 2017, Holden and Ehrlich 2017,
Macey and Hamari 2018,
Freeman and Wohn 2017

産業化の過程
（展望および課題）

杉⼭ 2005, 成・葛⻄ 2010, 筧 2017,
Brock 2017, 野⽥・中村 2019, ⾼中 2019

マーケティング
（消費者の特性、スポンサーシップ）

Weiss 2011, Gommesen 2012, Seo 2013,
Weiss and Schiele 2013, Shaw 2014,
Lee et al. 2014, Chalmet 2015, Hamari 2016

ファシリティ
（⼤会施設に求められる機能）

Jenny et al. 2018

オペレーション
（プレー戦術の分析）

Bosc et al. 2013, 梶並 2013

ガバナンス
（統治機構に求められる機能）

Thiborg 2009, Brickell 2017, Abanazir 2019

知的財産権
（ゲームソフト開発者の著作権）

Comerford 2012, Burk 2013, McTee 2014  

eアスリートの法的地位
（労働法、団体交渉権）

Hollist 2015, Bayliss 2016, Tong 2017

⼤会運営のための法的⼿続
（景品表⽰法）

⽩⽯ 2017

スポーツ技術向上のための活⽤
（学校体育等での実践事例）

Kretschmann 2010, Shariffudin 2011

⼤学⽣eアスリートの特性
（eアスリートの奨学⾦制度）

Kauweloa and Winter 2016,
Schaeperkoetter et al. 2017

社会学的
アプローチ

経営学的
アプローチ

教育学的
アプローチ

法学的
アプローチ
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生活習慣病の予防・改善におけるカカオ抽
出物摂取の有効性に関する検討 
 

 

本田明日香 1）、佐藤晶子 2）、越中敬一 2） 
1) 新潟医療福祉大学大学院 健康スポーツ学分野 
2) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 
 

【背景・目的】 昨今、先進国を中心に生活習慣病が蔓延

しており、中でも肥満症は、世界人口の約 3 分の 1 の人間

は肥満者であるという程、多くの患者が存在している。肥

満症は身体に過剰な脂質が蓄積してしまう状況であり、こ

の蓄積が引き金の一つとなって身体の末梢組織にインス

リン抵抗性を誘発してしまう。インスリン抵抗性は、食後

血糖値を処理しにくくなる耐糖能障害の他、脂質異常の増

悪や高血圧の発症にも深く関与している。よって、過剰な

脂質の蓄積を予防・改善するための早急な対応が求められ

ている。 
具体的な対応策の 1 つとして、栄養処方が挙げられ、特

にポリフェノールに対する期待は極めて高い。本研究では

ブラックチョコレートに含まれるカカオポリフェノール

に着目した。カカオはチョコレートの原材料になっている

ため一般的に肥満を助長してしまうような印象もあるが、

カカオポリフェノールの摂取が抗肥満効果を有る可能性

も示唆されている。本研究では、カカオポリフェノールを

含有するカカオ抽出物の摂取が、身体の脂肪量と血中脂質

量に与える影響を検討した。 
 
【方法】 ラットを平均体重が等しくなるように、コント

ロール群（n=7）とカカオ群（n=7）の 2 群に分け、それ

ぞれ 2 週間飼育した。その際、カカオ群にはカカオ抽出物

を 1％含有した餌を自由摂取させた。摂取期間中は 1 日お

きに摂食量と体重を測定し、期間終了後に解剖をして、内

臓脂肪量と皮下脂肪量を摘出・計量した。また、採血をし

て血中の中性脂肪量と遊離脂肪酸量を測定した。 
 なお、本研究は新潟医療福祉大学動物実験委員会の承認

を得ており、株式会社ブルボンとの共同製品開発費によっ

て行われた。 
 
【結果】 2 週間の摂取において、体重と摂食量に両群間

の差は認められなかった。しかしながら、内臓脂肪である

腎周囲脂肪量は、カカオ抽出物の摂取によって有意に減少

した（図 1）。一方、内臓脂肪ではない副睾丸周囲脂肪量に

は両群間に有意な差は認められなかった。 
 血中の中性脂肪量および遊離脂肪酸量は、カカオ抽出物

の摂取により減少傾向を示したが、統計的な有意水準には

至らなかった。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※p<0.05 vs. コントロール群 
図 1 腎周囲脂肪量 
 
【考察】 本研究では、飼育期間中の摂食量が同一である

にも関わらず、内臓脂肪量の減少を確認することができた。

内臓脂肪は特に生活習慣病の発症に関連が深いことから、

カカオ抽出物の摂取は生活習慣病の予防や改善に有用で

あると考えられる。また、内臓脂肪以外の脂肪にはカカオ

抽出物の影響が確認できないことから、組織特異性がある

可能性も示唆された。本研究では、血中の中性脂肪量や遊

離脂肪酸の低下傾向も合わせて確認することができた。統

計的な有意水準には至らなかったが、より血中脂質の悪化

している状態においては、さらに効果が高くなる可能性も

推察される。 
 
【結論】本研究結果から、カカオ抽出物の摂取によって、

生活習慣病を予防・改善できる可能性が示唆された。また、

アスリートの競技には脂肪量が必要な種目もあり、そのよ

うな場合に、皮下脂肪量を維持しながら内臓脂肪量を特異

的に減少できるカカオ抽出物の摂取が利用できるかもし

れない。 
 

g 
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競泳リレー種目の様々な引き継ぎ方法に関
する事例研究 
 
 
星川慎吾 1) 奈良梨央 1) 水沼尚輝 2) 下山好充 1) 
1) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 
2) 新潟医療福祉大学 大学院 健康スポーツ学分野 
 
【背景・目的】 競泳は基本的に個人種目ではあるものの

リレー種目では 4 人で争う団体戦となる。100 分 1 秒を

争う中では引き継ぎでどれだけタイムを短縮できるかと

いうことが重要になってくる。引き継ぎに関しては、個人

種目のように一時停止の制約がなく、スタート台上であれ

ば自由な動作ができるため、跳び出し速度を大きくするこ

とも可能になると考えられる 1) 2)。実際の大会で行われて

いるリレー種目における引き継ぎ方法には様々な方法が

あるが、科学的根拠に基づいた比較がないため、選手や指

導者の経験でその方法が選択されているのが現状である。

そこで本研究では、国際大会入場経験をもつ、男子大学一

流選手一名を用いて競泳リレー種目における様々な引き

継ぎ方法において、それぞれの方法が跳び出し速度に与え

る影響について調べることを目的とする。 
 
【方法】 対象者は今年度ユニバーシアード銀メダリスト

で日本学生記録保持者 1 名を対象とした。対象者は普段か

ら引き継ぎの練習をしており様々な引き継ぎ方法を習得

していた。今回用いた引き継ぎ方法は以下の通りである。 
・ノンステップノーマルスタート（両足をスタート台の先

端に揃えた状態から跳び出す） 
・ノンステップキックスタート（前足をスタート台の先端

に、後ろ足をバックプレートに置いた状態からそのまま跳

び出す） 
・ステップスタート（前足をスタート台の先端に、後ろ足

をバックプレートに置いた状態からステップして、両足で

スタート台の先端を蹴って跳び出す） 
・アドバンスステップスタート（後ろ足をバックプレート

の後ろに、前足をバックプレートに置いた状態から後ろ足

をスタート台の先端までステップして、跳び出す） 
・フロントステップスタート（後ろ足をバックプレートの

後ろに、前足をバックプレートに置いた状態から後ろ足を

バックプレートまでステップして、両足でバックプレート

を蹴って跳び出す） 
・バックステップスタート（後ろ足をバックプレートの後

ろに、前足をスタート台上に置いた状態から前足をバック

プレートまでステップしながら戻して、両足でバックプレ

ートを蹴って跳び出す） 
・通常スタート（個人種目と同様に、前足をスタート台の

先端に、後ろ足をバックプレートに置き、手でスタート台

をつかんだ状態から跳び出す） 
対象者には実験に先立ち本実験において十分な説明を行

い，参加の同意を得た。試技前には大転子の足離れ時の跳

び出し速度を算出するため大転子に反射マーカーをテー

プで貼付した。対象者のスタートの構え姿勢から入水まで

の動作をすべて撮影できる位置でカメラを設置した。カメ

ラで撮影した映像を動画解析システム Frame-DIAS に取

り込み、マーキングポイントを手動デジタイズし、2 次元

DLT 法によって実座標を算出した。その座標から大転子

の足離れ時の跳び出し速度を算出した。 
 

【結果および考察】 表 1 に様々な引き継ぎ方法における

跳び出し速度の結果を示した。「アドバンスステップスタ

ート」が最も高い値を示し、従来日本で多く使用されてい

た「ステップスタート」よりも高い値を示した。また、ス

テップ動作がないスタートはどれも低い値を示した。これ

らの結果からステップ動作が跳び出し速度を上げる可能

性が示された。また実際のリレー協議では前泳者からの引

継ぎの要素が加わり、前泳者のタッチとタイミングを合わ

せる必要がある。よって今後は前泳者からの引き継ぎ動作

を含めた状態で実験を行ない、さらに実践的な示唆を与え

ていく必要がある。 
 

表 1 足離れ時の大転子における跳び出し水平速度  

 
【結論】 7 種類の引き継ぎの結果からアドバンスステッ

プスタートが一番高い値を示したことからリレーでタイ

ムを縮めるためにはアドバンスステップスタートが最適

である可能性が示唆された。また、引き継ぎ動作において

跳び出し速度を高めるにはステップ動作が重要である可

能性が示唆された。 
  
【参考文献】 
1）宮本雅志，本山貢，本山司，池田拓人．競泳リレー引

き継ぎにおけるスタート方法に関する研究．和歌山大学

教育学部紀要．67：77‐81，2017 
2）鈴木天理，角川隆明，萬久博敏，前田明．競泳リレー

ステップ動作特徴とバックプレート位置の違いによるパ

フォーマンスへの影響．2017 年日本水泳水中運動学会年

次大会論文集．14‐19，2017 

  引き継ぎ⽅法の種類   ⾜離れ時の跳び出し⽔平速度
ノンステップノーマルスタート 4.8m/s
ノンステップキックスタート 4.7m/s

ステップスタート 5.0m/s
アドバンスステップスタート 5.6m/s
フロントステップスタート 5.3m/s
バックステップスタート 5.3m/s

通常スタート 4.6m/s
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肩痛を保有するジュニア競泳選手における
Scapular Dyskinesis 

 
 
三瀬貴生 1)、栗田剛寧 2) 
1) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 
2) 大阪行岡医療大学 理学療法学科 

（見出しの前は 1 行あける） 
【背景・目的】 肩障害はジュニア競泳選手において最も

発生頻度の高い障害である。その要因としては、肩関節の

内・外旋角の低下や過剰な関節弛緩性が挙げられている。

一方、野球やバレーボールなどの競技では肩甲骨の機能と

肩障害の関連性も報告されているが、競泳における肩障害

との関連性は明らかでない。 
肩甲骨の機能を評価する手法として、 Scapular 

Dyskinesis Test（以下 SDT）が近年注目されている。

Hikey らは SDT 陽性の場合、肩障害の発生リスクが 43％
増大すると報告している。しかしながら、競泳において

SDT と障害との関連を示す報告はなく、その関係性は明

らかでない。本研究では、競泳における肩障害発生を予測

する評価手法を開発するため、肩痛を保有する競泳選手と

SDT の関連を明らかにすることを目的とした。 
（見出しの前は 1 行あける） 

【方法】 対象はジュニア競泳選手 36 名 72 肩（男子 23
名、女子 13 名）とした。肩障害のアンケート調査をおこ

ない、現在の肩痛の有無、1 年以内の肩痛の発生について

回答を得た。 
SDT は McClure ら（2009）の方法を参考に、体重 68kg

以下の者は 1kg のダンベル、68kg 以上の者は 2kg のダン

ベルを把持し、5 秒間で肩関節を 180°屈曲、5 秒間で下

制した。デジタルビデオカメラにて後方から背部を撮影し、

SDT 陽性・陰性を評価した。SDT の評価は 10 年以上の

実務経験を有する日本スポーツ協会公認アスレティック

トレーナーがおこなった。 
現在の肩痛の保有の有無及び 1 年以内の肩痛保有の有

無と SDT の評価結果について比較検討した。 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

け、関連する利益相反はない。 
（見出しの前は 1 行あける） 

【結果】 SDT の結果、陽性と評価された肩は 43 肩

（59.7％）、陰性は 29 肩（40.3％）であった。72 肩のう

ち、現在肩痛を有するのは 6 肩（8.3％）で、1 年以内に肩

痛を有するのは 16 肩（22.2％）であった。SDT の評価と

照合すると、現在肩痛を有する 6 肩の 5 肩（83.3％）で、

1 年以内に肩痛を有する 16 肩の 13 肩（81.3％）で SDT
陽性を示した。一方、現在肩痛を有しない 64 肩の 37 肩

（57.8％）で、1 年以内に肩痛を有しない 56 肩の 30 肩

（53.6％）で SDT 陽性を示した。 
 
【考察】 Pinky ら(2014)は、競泳選手の 84％が SDT 陽

性と報告している。本研究では、SDT 陽性率は 59.7％と

先行研究より低い比率であった。これは肩を対象として分

析しているため、差が生じたと考えられたが、ジュニア競

泳選手において約６割の肩で Scapular Dyskinesis を保

有していることが示唆された。 
現在肩痛を保有している肩では、SDT 陽性率 83.3％と

保有していない肩の 57.8％と比較して高値を示した。ま

た、1 年以内に肩痛を保有した肩においても、SDT 陽性率

81.3％と保有していない肩の 53.6％と比べて高値を示し

た。この結果から肩痛を保有する場合、SDT 陽性率は高

い傾向を示すことが考えられた。Scapular Dyskinesis を
有する肩のキネマティクや筋活動の特性として、上肢降下

時の肩甲骨の前傾増大、外旋運動の増大、前鋸筋・僧帽筋

下部の筋活動の減少が挙げられており、これらの機能不全

が肩峰下インピンジメントなどの障害を助長する可能性

があると考えられている。SDT と競泳選手における因果

関係は明らかでないものの、肩痛を有する肩で陽性率が高

い傾向にあることから、障害発生を予測する評価手法とし

て有効な可能性はあると考える。 
しかしながら、肩痛を有しない場合でも 50〜60％程度

の陽性率を示しているため、Scapular Dyskinesis 以外の

要因も含めて検討する必要がある。また、今回の調査は横

断的であった。今後、因果関係は明らかにするため、前向

き調査をおこなっていくことが望ましいであろう。 
（見出しの前は 1 行あける） 

【結論】 ジュニア競泳選手において肩痛を有する肩では

SDT 陽性率が高い傾向を示した。Scapular Dyskinesis は
競泳選手における肩障害の発生に関連する可能性が示唆

された。 
（見出しの前は 1 行あける） 

【文献】 
1) Kibler WB, et al. Qualitative clinical evaluation of 
scapular dysfunction: a reliability study. J Shoulder 
Elbow Surg, 11:550-556,2002.  
 
2) Hickey D, et al. Scapular dyskinesis increases the 
risk of future shoulder pain by 43% in asymptomatic 
athletes: a systematic review and meta-analysis.Br J 
Sports Med,52:1–10. 2017 
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DSRS-C（バールソン小児うつ尺度）の各項
目に性差はあるか？－MIMIC モデルを用い
た DIF検出による性差の予備的検討－ 
 
 
上田純平 1)、瀧井美緒 2) 
1) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 
2) 岩手県立大学 社会福祉学部 
 
【背景・目的】 DSRS-C（バールソン小児うつ尺度）は、

村田ら（1996）によって作成された、我が国において最

も多く使用されている児童青年を対象とした自己記入式

の抑うつ症状を測定するアセスメント尺度である（石川、

2011）。判別精度の高さから、一般対象者の子どもに対す

るスクリーニングにおいては DSRS-C が最も推奨されて

いる（佐藤ら、2009）。特に近年では、児童青年に対する

抑うつの予防的介入のアウトカム指標として用いられる

ことも多くなっている（例えば、佐藤、2009）。 
DSRS-C は、18 項目 2 因子で構成され（佐藤・新井、

2002）、複数の研究において高い信頼性と妥当性が確認さ

れている（例えば、佐藤・新井、2003）。性差は、小学生

の合計得点では女子が有意に高く（佐藤・新井、2002）、
中学生の「抑うつ気分」因子では女子が有意に高いと報告

されている（永井、2008）。しかし、これらの研究では、

各因子および全項目の合計得点を基に検討されており、性

差がみられた項目を個別に確認することは不可能である。

加えて、小規模サンプルの介入研究において合計得点や因

子間に性差がみられていない報告もあり、DSRS-C の性差

についてはより詳細な検討が必要だと考えられる。 
さらに、心理尺度の運用に関して、特異項目機能

(Differential Item Functioning: DIF)に注目が集まって

いる。DIF とは、広い意味で項目の働きの違いを見いだ

すということから、項目バイアスよりも中立的であるとさ

れ、能力が同一であるにもかかわらず、所属する集団の違

いから、正答率（反応確率）に差が生じる項目と定義され

る（渡辺・野口、1999）。日本ではこれまで項目バイアス

や DIF への関心はそれほど高くなかった（熊谷・脇田、

2003）。DSRS-C における項目バイアスや DIF に関して

は、並川ら（2011）が小学生と中学生の発達的変化の検

討を行っているのみであり、性差については DIF を検出

し、検討されていない。 
DIF を検出する方法の一つとして、MIMIC モデル

（Multiple Indicator Multiple Cause Model）が挙げられ

る。MIMIC モデルとは、複数の観測変数によって構成概

念が規定され、その構成概念が別の複数の変数に影響を与

えているモデルである（豊田、2007）。MIMIC モデルは

DIF の検出にも有用な手法とされている（NIH、2013）。 
これらを踏まえ本研究では、上田ら（2016）の二次分

析として MIMIC モデルを用いた構造方程式モデリング

により DIF の検出を行い、DSRS-C の各項目における性

差を予備的に検討することを目的とする。 
 
【方法】 調査対象者：地方大都市近郊の中学校 1～3 年

生、計 619 名を対象に質問紙調査を実施した。回答に不

備のあった者を除いた、577 名（男子 289 名、女子 288
名、年齢不明 5 名、平均年齢 13.76±0.92 歳）を分析の対

象とした。調査材料：フェイスシート（年齢・性別）、

DSRS-C（村田ら、1996）。DSRS-C は、18 項目からなる

質問紙であり、回答は 3 件法（「0．そんなことはない」「1．
ときどきそうだ」「2．いつもそうだ」）で評定を求めた。

上田ら（2016）では、他の尺度も実施しているが本研究

の分析には用いていない。倫理的配慮：本研究は二次分析

であるため、上田ら（2016）に準ずる。また、本研究に

際し開示すべき COI 関係にあたる企業等はない。 
 

【結果】 DSRS-C の各項目に、属性変数からのパスを設

定し、MIMIC モデルを用いた構造方程式モデリングによ

る検討を行った。修正指数 4 以上かつ改善度指標を考慮し、

DIFの可能性のある項目をそれぞれ3項目抽出した（表1）。 
表 1 DIF の可能性のある項目 

属性変数からそれらの項目へのパスを追加し再度分析

を行った。その結果、適合度指標の改善がみられた（表 2）。 
表 2 パス追加前後の適合度 

 
【考察】 本研究により、中学生データにおける DSRS-C
には DIF が存在する可能性が示された。しかし、適合度

指標の改善は僅かであった。その理由として、サンプルの

小ささが起因している可能性が考えられる。今後はサンプ

ルサイズを拡大したより精緻な検討が期待される。 
 

【結論】 中学生が回答した DSRS-C において、性差のあ

る項目は存在する。 
 

【文献】 
1) 上田純平、瀧井美緒、冨永良喜: 学校現場での集団抑

うつ予防教育に活用できる認知の誤り尺度の作成, 教育

実践学論集, 17, 85-91, 2016. 

因子 因子名 項目番号 項目

9 いじめられても自分で「やめて」といえる（R）

11 やろうと思ったことがうまくできる（R）

13 家族と話すのが好きだ（R）

3 泣きたいような気がする

10 生きていても仕方ないと思う

18 とても退屈な気がする

（R）は反転項目

F1

F2

活動性および

楽しみの減退

抑うつ気分

GFI AGFI RMSEA SRMR AIC

追加前 .929 .893 .082 .0590 257.741

追加後 .955 .928 .066 .0434 193.234

追加前 .947 .912 .086 .0487 176.699

追加後 .959 .923 .080 .0398 154.929

F1

F2
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女子大学生の低用量ピルに関する認識と認識
に関連する要因  
 
 
田中由舞、塚本康子、佐藤郁美、若月亜希子 
新潟医療福祉大学 看護学科 

 
【背景・目的】 低用量ピル（oral contraceptives : 以下「ピル」

とする）は、より確実な避妊により人工妊娠中絶を減らすだけ

でなく、月経周期の調節、月経苦痛や月経量の減少、更にニキ

ビの予防効果などの副効用があり、ピルを用いることによって、

女性は自分の意思で避妊や月経に関連する体の不調をコントロ

ールすることができるようになる。低用量ピルが女性にもたら

すメリットはさまざまにあるが、我が国におけるピルの普及率

は一般女性で約3％であり 1)、他の先進諸国（ドイツ58.6%、フ

ランス35.6%、アメリカ合衆国15.6%）2)と比較しても極めて低

い。なぜピルはわが国の女性たちに受け入れられないのか、女

性が自己の健康管理に目をむけ始める女子大学生に焦点を当て、

ピルに対する認識と認識に関連する要因について明らかにした

いと考えた。 
 
【方法】 (1)対象者：新潟医療福祉大学に在学する 4 年生の女

子大学生約500人 (2)調査期間：2019年7月22日～8月9日 

(3)調査方法： Web 上での選択式アンケート調査 (4)調査内

容：所属学科、ピルの印象、ピルの知識、ピルに関する情報源、

月経による不調の有無 (5)分析方法：記述集計及び差の検定 

(6)倫理的配慮：日本看護協会倫理規定、新潟医療福祉大学倫理

委員会規定に準拠したデザインで行った。本研究は新潟医療福

祉大学倫理委員会の承認を受け、関連する利益相反はない。 

 
【結果】 回答数 152 名、回答率 30.4％。学科別では看護学科

35.5％、次いで健康栄養学科が12.5％であった。 

（1）ピルについて聞いたことがあるかについて、「ある」97.4％、

「ない」2.6％であった。 

（2）ピルの使用については、「今使っている」8.2%、「今までに

使ったことがある」13.6%、「使ったことはない」78.2%であった。 

（3）ピルについての印象は複数回答可で、「あまりいい印象は

ない」21.6%、「使いたいと思わない」17.6％、「できれば使いた

い」20.9%であった。その他、「副作用が心配である」38.5%、「経

済的に負担がある」35.8%、「産婦人科を受診することに抵抗があ

る」31.1%、「簡単に手に入らない」20.9%であった。 

（4）ピルに関する知識を問う設問では、効果についての正答は、

「避妊の手段になる」86.5%、「月経周期をコントロールできる」

75.7%、「月経前症候群(PMS)が改善される」53.4%、「経血量が

少なくなる」23%であった（図1）。 

また、「医師からの処方が必要」88.4%、1シート2500~3000
円かかる」46.3%、「血栓症のリスクがある」54.6%、「子宮頸が

ん・乳がんになるリスクは増加するが、卵巣がん・子宮体がん

のリスクは減少」は 25.4%の正答率であった。一方、誤った知

識として、「内服をやめた後、妊娠しにくい体質になる」26.2%、

「太りやすい体質になる」26.9%であった（図2）。 
（6）ピルの情報源は、「インターネットやテレビ」50％で最も

多く、次いで「親や友人」39.2%、「高校の授業」31.8%であっ

た。 
（7） 月経に対しての不調の有無については、「ある」74.8%、

「ない」25.2%であった。 
図1 ピルに関する知識1 

図2 ピルに関する知識2 

 
【考察】今回の対象において、ピルの使用率は 21.8％と一般女

性の普及率と比べ高い結果となったが、全体の 7 割以上が月経

の不調があると答えた現状からすると、使用率はそこまで高い

とは言えない。ピルの使用率が低い理由として、ピルについて

の印象は副作用や経済的負担などマイナスのイメージが上位を

占めていることと、ピルに関する正しい知識が乏しいことが関

連していると考えられた。 
 
【結論】 女子大学生におけるピルへの関心は高い傾向にあるが、

正しい知識を身につけている者は少ない。いつ、どのように情

報提供するかが重要であり、対象に合わせた情報源の提示を行

う社会全体の取り組みが必要である。 
 
【文献】 
1) 能瀬さやか，土肥美智子，難波聡，秋守恵子，目崎登，小松

裕，赤間高雄，川原貴（2014）：女性トップアスリートの低用量

ピル使用率とこれからの課題，日本臨床スポーツ医学会誌，22(1)，
122-127. 
2) 木村好秀，斎藤益子（2017）：家族計画指導の実際 第2版 

少子社会における家族形成への支援，医学書院 
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小児における情報機器利用に伴う影響につ
いての文献検討 
 
 
小島あかり、松井由美子、坪川麻樹子 
新潟医療福祉大学 看護学科 
  
【背景・目的】 近年、スマートフォンなどの情報機器の

目覚ましい発達によってあらゆる場所でのインターネッ

ト利用が可能となった。これによりインターネット利用率

も 6～12 歳という若年層でも 7 割を超えており、情報機

器に触れる年齢は早期化してきているといえるだろう。こ

れに伴い情報機器によって子どもたちに様々な影響があ

ることは数多くの文献で研究結果が出ている。しかしなが

ら、これらは特定の発達段階のみに関する研究が多く、研

究結果も発達段階ごとに多様な結果が示されている。そこ

で本研究では 0 歳～15 歳までの小児を対象として様々な

発達段階に伴う情報機器の利用に対してのメリットとデ

メリットを明らかにすることを目的とした。 
 
【方法】 研究デザイン：文献研究 
「医学中央雑誌 web 版」「J-stage」「Medical Online」を

用いて、5 つのキーワード（小児、情報機器、育児、スマ

ートフォン、インターネット依存）を組み合わせて検索し

た。得られた文献 9 編はデメリットに関する文献が 7 編、

メリットに関する文献が 2 編とであった。なお、本研究は

関連する利益相反はない。 
 
【結果】 抽出した文献をデメリットとメリットに分類し

て表にまとめた。小児における情報環境が及ぼす影響のデ

メリットを表 1 に、小児における情報環境が及ぼす影響の

メリットを表 2 に示した。 
 
【考察】 表 1，2 に示した文献をエリクソンの発達段階ご

とに区分して考察を行った。 
1．情報環境が及ぼす影響のデメリット（表 1 参照） 
【学童期（小学生）】依存傾向者は依存のない者やインタ

ーネットを使用しない者に比べて就寝時間が遅くなって

いることが考えられた。また、依存傾向のある小学生は学

習時間が短くなっているという報告もあり、睡眠時間や学

習時間などといった生活習慣と学習習慣に関する影響が

大きいということが示唆された。 
【青年期（中学生～高校生）】学童期と同様に生活習慣と

学習習慣に対する影響に加えて、中学生・高校生ではメン

タルヘルスに関する部分にも影響が出ていると明らかに

なった。また、これ以外に学童期と青年期の両方で影響が

みられたものが親子関係についてである。小児における情

報機器が及ぼす影響としては、自らの身体面・精神面に関

する影響だけでなく、生活をする上で関わりが深い家族環

境にも影響があると考えられる。 

2．情報環境が及ぼす影響のメリット（表 2 参照） 
【幼児期】小児における情報機器が及ぼす影響のメリット

に関しては、学童期や青年期よりも幼児期における母親に

対してのメリットが多かった。育児においてスマートフォ

ンは魅力的なツールであり、母親の育児負担を軽減すると

いった部分では大きな役割を果たしている。母親はスマー

トフォンを利用することによって考えられる問題性は理

解しているものの、その利便性から魅力的なツールとして

捉えており、育児に活用しているのだと考えられる。 
 
【結論】 小児における情報機器利用に伴う影響はデメリ

ットの方が多いが、育児に関してはメリットもあることが

分かった。使用をする際は利点と欠点の双方を理解して、

利用をしていく必要がある。 
 
表 1.小児における情報環境が及ぼす影響のデメリット 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 2.小児における情報環境が及ぼす影響のメリット 
 
 
 
 
 
 
 
 

文献 影響・結果の概要 
１「低年齢化する子どもの

ネット・ゲーム依存と睡眠

障害」増田ら（2019） 

依存症疑いの子どもは小・中・高校生とも寝付きが悪い、朝だるくて起き上がれ

ない、昼間眠気があると、答えた割合が有意に高かった。とくに小学生の依存症

疑いでは寝付きが悪いと答えた割合が 57％と高かった。一方、朝だるくて起き

上がれない、昼間眠気があると答えた割合は中・高校生の依存症疑いで高かっ

た。 
2「小・中学生のインターネ

ット依存傾向－親子関係か

ら見るインターネット利用

の現状－」藤田（2018） 

インターネット依存傾向のある生徒は 1 日 3~4 時間インターネットを利用して

いた。子供のインターネット依存傾向の有無と家族関係とは大きく影響し合っ

ていると考えられる。インターネット依存傾向ありの生徒は家族間でのコミュ

ニケーションが比較的低いことが考察された。 
3「思春期のメンタルヘルス

問題がインターネット依存

傾向に与える影響」成ら

（2017） 

メンタルヘルス問題、特に情緒問題、行為問題、不注意・多動性などの情緒行動

問題を抱えている中高生はネット依存傾向になりやすいことが明らかとなり、

これらのメンタルヘルス問題を早期に把握し、早期に対応することは、ネット

依存症の予防に有効である可能性が示唆された。 
4「中学生におけるゲーム・

テレビの使用と生活習慣、

精神・身体症状および保護

者の把握状況との関連」中

村ら（2012） 

ゲームやテレビの使用時間と生活習慣や精神・身体症状との間に関連性が見ら

れた。また、ゲームやテレビの使用時間や精神・身体症状について中学生とその

保護者との間での回答の一致性は低く、回答が一致しない場合には、ゲームの

使用時間が長く、精神・身体症状の頻度も高かった。 

5「高校生におけるインター

ネット依存傾向と情緒調節

スキルおよびストレス対処

との関連」永浦ら（2018） 

分散分析の結果より、まず没入傾向が高い者、長時間利用傾向の高い者の双方

に共通する特徴として心理社会的に望ましくないストレス対処方略を多く用い

ることが示唆された。次に、没入傾向が高い者は自己の感情への気づきや認識

に乏しく、他者に相談やサポートを求めることが少ないことが示唆された。ま

た、長時間利用傾向が高い者はストレスを感じたときやる気やプラスのメッセ

ージといった肯定的な情緒を利用することや、ネガティブな情緒をコントロー

ルすることに対して困難さを感じていることが考えられる。 
6「小中学生のインターネッ

ト使用に関する実態調査」

津田ら（2015） 

依存傾向者は、依存のない者やインターネットを使用しない者に比べ就寝時刻

が遅かった。また、小学生では学習時間が短く、中学生では運動時間が短く、イ

ンターネットへの依存傾向が生活習慣に影響を及ぼしていることが示唆され

た。 
7「スマートフォンによる青

少年のインターネット依存

および親子関係と依存の関

連」堀川祐介（2015） 

当時の最新データによってスマートフォン普及後のネット依存の状況や依存者

親子間の葛藤の存在が確認されるとともに、依存脱却に向けた親子関係改善の

重要性について示唆的な知見が得られた。本調査からは因果関係についての断

定はできないが、親子関係の葛藤のはけ口の一つとして子どものネット依存が

生じている可能性と、ネット依存の結果として親子関係の葛藤が生じている可

能性の双方が考えられる。 
 

文献 影響・結果の概要 
1「3 歳児の養育における統

制場面でのスマートフォン

使用に関する母親の認識」

大西ら（2017） 

母親は「スマホは子供の育ちと親役割を奪う存在だ」「スマホは頼れる《お守り》

として子供を支えてくれる」「便利なスマホは私にとって魅力的である」と統制

場面でのスマホの特徴を認識していた。また、「親としてスマホを管理する義務

がある」「スマホが存在する中での親としての在り方と向き合う」という親とし

ての意思を認識していた。スマホは親子への問題性がありながらも、統制の補

助手段として有効かつ母親にとって魅力的なツールであった。 
2「幼児へのスマートフォン

使用による育児の実態と母

親の抑うつ症状との関係」

福田ら（2018） 

幼児へスマホを使用しない母親の方が、抑うつ傾向が高いことが明らかとなっ

た。スマホが身近にある母親にとって幼児へ使用しないことは母親の抑うつ傾

向と関係があると考えられるが今後この点については検討していく必要があ

る。 
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てんかんのある人が抱える生きづらさ 

～当事者の手記分析から～ 

 
 
鈴木彩香、塚本康子、佐藤郁美 
新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】 てんかんの有病率は人口 1000 人当たり

3.3～7.8 人といわれ、決して少なくない神経疾患のひとつ

である。しかし、一般社会のてんかんに対する知識と理解

は十分とはいえず、てんかん患者が社会で不利益を被って

いることが推測される。本研究の目的は、てんかんのある

人の手記により、当事者が抱える具体的な生きづらさを明

らかにすることである。さらに、看護師として必要な支援

について検討する。 
 
【方法】 「てんかんと私―ひびけ、とどけ！34 人の声」

（日本てんかん協会、萌文社、2005）、「てんかんと私…人

生の分岐点」（康田之、デザインエッグ、2017）、日本てん

かん協会発行の月刊誌「ともしび」2018 年 8 月～2019 年

7 月号、「波」2018 年 10 月・2019 年 3 月・5 月・7 月号

に掲載された当事者の手記を分析対象とした。 
 文献 1)を参考に設定した生きづらさの項目に沿って、具

体的内容を抽出し、内容分析した。 
 
【結果】 抽出した 7 カテゴリーについて説明していく。 

1) てんかん発作 (7 件) 
 「日に何度も起きると辛い」「ベランダから落ちたり自

転車で車に当たったりして入退院を繰り返し、発作で何十

回と救急車に乗せられた。気が付くと病院のベッドに手足

を縛られていた」「一日に複数回の発作が続く毎日に、僕

の心と体は徐々に疲弊していった」など、何度も発作が起

こることのつらさ、発作により生ずる様々な危険について

述べられていた。 
2) 不安 (5 件) 
 「発作を起こすと自分のことが分からない状態になるの

で、大きな不安がいつもあった」「将来への漠然としたネ

ガティブな妄想や不安が止まらない生活が続き苦しかっ

た」、発作を起こすことや発作によって意識を失ってしま

うことへの不安・恐怖を感じていた。 
3) 仕事 (7 件) 
 「就職試験を何社も受けたが内定を得ることができない」

「なぜ辞めなくてはいけないのか、全部病気のせいとやり

場のない怒りが悔し泣きになった」「仕事の忙しさから薬

を飲み忘れ大発作を起こし会社を辞めさせられた」「病気

が知られそうになり会社を退職した」など、就職の困難さ

や仕事をする上で発作による不利益、周囲からの冷たい視

線に対する苦痛を感じていた。 
4) 通院・服薬 (3 件) 
 「薬調整で学校を二か月休学し夏休みの間入院した」「月

に一度病院へ行きたいと申し出ると、有給休暇を使うよう

に言われた」「苦しみも入院費用も誰も共有してくれない。

とても悲しく一人ぼっちだった」など、通院・服薬による

仕事・学校生活、日常生活への影響や副作用への不安が述

べられていた。 
5) 学校生活 (5 件) 
 「一日中頭がもうろうとし、講義の内容を理解すること

ができない」「学校で発作を起こし、いじめられた」「登校

を断られ家に 1 人でいることが多かった」「薬による記憶

力低下などで誤解を受け、いじめられた」など、薬の副作

用による勉学への影響、てんかんに対する無理解によりい

じめなど不当な扱いを受けていることが述べられていた。 
6) 結婚 (3 件) 
 「最初に結婚を考えた相手は、親族からてんかんの血を

入れるわけにはいかないと反対された」「彼女の両親はか

なり反対のようだった」など、結婚相手の両親に認めても

らえず、結婚の破棄や、関係不良となった。 
7) 妊娠・出産 (4 件) 
 「薬の影響が胎児に出ないか、発作を起こす体質が遺伝

しないか、不安な思いで出産」「妊娠三か月の頃に発作が

現れだし、中絶を告げられた」「無事に生まれてくれるか、

私に育児ができるのだろうかと不安ばかり」など、妊娠中

の発作や薬による胎児への影響、出産後の子育てへの不安、

また医師から妊娠を控えることや中絶を勧められていた。 
 
【考察】 てんかんのある人の、ライフステージにおける

生きづらさは、社会のてんかんに対する偏見や無理解が大

きな要因の一つになっていると考えられた。しかし、当事

者らはてんかんと正面から向き合い、意味づけをして、自

分の存在を肯定しながら生きていた。 
 発作の程度は個人差が大きく、日常生活で発作がどのよ

うに影響するのかは、当事者それぞれのライフステージや

生活背景によって異なる。看護師として、人々がてんかん

について正しい知識を持つよう情報発信するとともに、当

事者が生きがいを持って生活していけるように、病気との

向き合い方や患者の生活を把握し、支援していくことが必

要と考えた。 
 
【結論】  
1) てんかんのある人は、それぞれのライフステージにお

いて発作、不安、仕事、通院・服薬、学校生活、結婚、

妊娠・出産でさまざまな生きづらさを抱えていた。 
2) 看護師は、患者の生活やてんかんとの向き合い方を把

握し、社会に向けて情報発信するとともに、具体的な生

活の仕方など支援していくことが必要である。 
 
【文献】 
1)日本てんかん協会（2008）、てんかんとともに働き暮ら

すために てんかんのある人の生活支援マニュアル. 
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Ⅰ型糖尿病を持つ子どもと家族に対する看
護ケアの評価 
 
 
富田楓也、松井由美子、坪川麻樹子 
新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】 思春期にある子どものⅠ型糖尿病患者は

血糖コントロールが乱れやすいと言われている。また、思

春期の過ごし方はその子どもの人生に強く影響するとい

われており、Ⅰ型糖尿を持つ子どもにとって、病気との向

き合い方やセルフケアの在り方は重要だと思われる。本研

究では小児看護学実習で受け持ったⅠ型糖尿病を持つ子

どもと家族に対して自身が行ったどのようなケアが有効

であったかを対象を思春期に絞り、Ⅰ型糖尿病患児と家族

に対しての看護ケアに関する文献を用いて考察する。 
 
【方法】 先行研究と実際に患児に実施した看護ケアの結

果を用いて比較検討し考察する。文献は、医中誌、CiNii
より、「Ⅰ型糖尿病」、「家族支援」、「セルフケア」、「思春

期」をキーワードに、検索を行った。 
 
【結果】 「Ⅰ型糖尿病、家族支援」に関しては 19 件、「Ⅰ

型糖尿病、セルフケア」は 1392 件、「Ⅰ型糖尿病、思春

期」は 125 件の文献が抽出された。その中で「思春期のⅠ

型糖尿病患児における看護ケア」について述べられている

8 件の文献を抽出し、表 1 に示した。 
 
【考察】 今回の小児看護学実習では患児がインスリンの

計算を上手く行うことができるか、自己血糖測定やインス

リン自己注射を退院後の療養生活に取り入れることがで

きるかという不安があった。それに対して看護計画の中で、

「患児と学生が食前投与インスリンの計算を行い食後の

血糖値を確認し上手く行えていたと伝えること」や、「パ

ンフレットを作成し退院後の療養生活の指導を実施する

事」を実施計画としてあげ、実際に行うことができた。    
「インスリン計算が上手く行えていた」と言葉で伝える

ことや、インスリン計算に対しての成功体験を患児に与え

ることは不安の軽減にもつながり、自己効力感を高めるケ

アとして表 1 の 7)に示されているように有効なケアが行

えていたと考えられる。しかし、Ⅰ型糖尿病の看護ケアで

は表 1 の 1）～8）に示した内容が重要だと述べられてい

るが 7）以外実施することができなかった。1）では医師

の説明を受けた後に患児・家族が 1 型糖尿病について理解

できているのか確認すること、栄養士との連携を図り退院

後の食事についてどのようにしていけばよいかを確認す

ること、両親が抱えている不安に対してのケアが行うこと

が必要だったと考えられる。4）にある内容はキャンプが

悩みの共有や情報交換、患児同士の交流が行える有効な場

であるということで、入院中に紹介し参加を促すことも看

護師が行うケアの一つとして必要であったと考えられる。

6）ではケアを行っていく際にネガティブな発言がみられ

ていないかを観察していく必要があると考える。8）は学

校側との連携を図り患児・家族を含めたカンファレンスで

学校での療養行動を実施しやすいように環境調整をする

ことも必要であると考えることができた。 
 

表 1 文献の内容 
1） 親子の認識の相違を減少させることは疾患管理行

動や血糖コントロールの改善に有効であった。 
2） 患児が自分の病気や療養行動を知られたくないと

感じる背景には誤解や偏見、特別扱いなどがある

ため学校側と周囲の同級生に 1 型糖尿病に関する

知識が得られるよう医療者側からの指導が必要で

ある。 
3） 学校での心理的負担を軽減し療養行動の困難感を

少なくするためには発症早期に子どもの希望や意

思を尊重し年齢に応じた病気の説明や病気の公表

することが学校での療養行動には重要である。 
4） キャンプに参加することにより同じ病気の仲間が

いることは病気への思いや自己管理を確立するこ

とに影響を与えていた。 
5） 10 代発症では否定的な感情が強いときであって

も糖尿病の基本的な療養行動の取得は短期間でも

可能であったが日常生活に療養行動を取り入れる

ためには多様なサポートが必要としていた。 
6） 自己管理行動を実施することに対してネガティブ

な予測をしている患者においては、適切に自己管

理行動が行えていない可能性がある。 
7） QOL を高める療養指導として自己効力感を高め

ること、食事に関する悩みを軽減すること、周囲

からの適切なサポートを得られるようにするこ

と。 
8） 周囲のサポート体制が整っていることまた同じ仲

間がいることは 1 型糖尿病患者にとって不可欠な

ものであり病気への思いや自己管理を確立するこ

とは大きな影響を与えている 
 
【結論】 
1．患児の不安に対するケアは自己効力感を高めることに

つながりセルフケアを促すケアとして有効である。 
2．セルフケア確立するには学校との連携や糖尿病キャン

プなどの周囲のサポート体制が整っていることが重要で

ある。 
3．家族は血糖コントロールが行うことができるか心配と

いうことが挙げられているため家族が抱えている不安に

対してケアを行う必要がある。 
 
【参考文献】 
1) 中村伸枝,金丸友,出野慶子ら: 1 型糖尿病を持つ 10 代

の小児/青年の糖尿病セルフケアの枠組みの構築：診断時

からの体験の積み重ねに焦点を当てて 千葉看護学会会

誌 20（2）1-10 2015. 
2) 関口真有,坂野雄二,高垣耕企ら: 児童青年期の1型糖尿

病 1 型糖尿病患者の血糖コントロールに影響を与える心

理学的要因の検討 心身医学 57(10)1046—1055 2017. 
3) 松本宙,堀田法子: 思春期の 1 型糖尿病患児の QOL に

対する身体・心理社会的要因に関する研究 小児保健研究

76(5)404-410 2017. 
4) 藏重麻美,藤崎彩花,牧野祐美子ら: 1 型糖尿病患者の自

己管理に関する検討：思春期の過ごし方がその後の自己管

理に与える影響について 山口県立大学学術情報 10 
129-138 2017. 
本研究は関連する利益相反はありません。 
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病院に勤務する看護スタッフのスピーチロッ
クの実態－排泄ケアに視点を当てて－ 
 

 

内田優美、 高橋智美 

新潟医療福祉大学 健康科学部 看護学科  

 

【背景・目的】 身体拘束は人権の侵害にあたる。しかし医療

の現場では侵襲的な治療や薬剤を使用すること、疾患や症状

により安静臥床の必要性があること、ノンコンプライアンス

な患者状況から安全性の確保のために最小限の抑制が行われ

ることがある。そのため、日本看護協会は身体拘束を患者の

安全の確保のために「切迫性・非代替性・一時性」の 3 要素

を満たし、きわめて慎重に必要最低限の範囲で行われると示

している。身体拘束にはフィジカルロック・ドラッグロック・

スピーチロックの 3 ロックがある。このうちスピーチロック

は言葉により相手の行動を抑制、制限することであり目に見

えるものではない。そのため看護者が認識していなければ、

目に見えない拘束が行われていることもあり得る。先行研究

では介護老人保健施設のスピーチロック実態が明らかにされ

ている。しかし病院でのスピーチロックに関する研究は極め

て少ない。本研究の目的は、病棟における看護師のスピーチ

ロックの認識と、排泄ケア中のスピーチロックの実態を明ら

かにし、スピーチロックの廃止に活かすことである。 

 

【方法】 本研究では、自記式質問紙法に基づく調査を実施する。

質問紙に記述された回答の文脈を考慮してスピーチロック内

容を切片化、類型化し、その数で記述、推測統計を実施する。

データは整理番号制とし番号個人が特定されないようにした。

本学倫理審査を受審し承認（18232-190705）を得た。尚、本研

究における利益相反はない。 

  

【結果】 アンケートの回収率は 47％、有効回答率は 96％で

あった。 
1．研究参加者の属性 
回答者の平均勤務年数は 15.3年であった（表 1）。 
 

表1 研究参加者の勤務年数 
勤務年数 1-5  6-10 11-15 16-20 21-25 26以上 
人数    5   7   6   4   4   5 

 
2．スピーチロックの認知度 
知っている・少し知っていると合わせて3割強であった（図1）。 
 
 

 
 
 

 

図1 病院におけるスピーチロックの認知度 
 

3．排泄場面におけるスピーチロック 
一番多く使用されていたスピーチロックは「トイレはオム

ツでしてください」であった。「トイレはオムツでしてくださ

い」と「「もう出なさそうなのでベッドに戻りましょう」「まだ

ですか」「まだ出ますか」「重い」「後で替えます」ではｐ＜0.05
の有意差があった（図 2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図2 排泄援助場面でのスピーチロック数 

4.スピーチロックを使用する状況やその時の気持ち 
「転倒や転落のことを考えるととっさに言葉が出てしまう」

「忙しくて手が回らない」「多忙な業務の中、患者の安全を守

る為には必要なのかもしれないが倫理的には悩む」「リスクも

あるがNs業務を優先させてしまっている」等の意見があった。 
 
【考察】 スピーチロックを初めて聞いた看護師は5割強であ

り、半数以上が無意識にスピーチロックを行っていることが推

察された。排泄援助場面のスピーチロックには「動かないでく

ださい」「触らないでください」「待っててください」のような

行動を制限する言葉の使用が多い。これは排泄援助を行う際に

不潔、汚染範囲を広げないようにするためや安全確保のために

患者の行動を制限していると考えられる。「トイレはオムツで

してください」という言葉は、患者にとって自尊心の傷つけら

れる言葉であると考える。そのためどのような状況でオムツ内

に排泄しなければならないのかを説明した上で使用するべき

だと考える。スピーチロックを使用しているときの気持ちに関

する記述の背景には、人手不足、多忙、気持ちの焦りがあると

推察する。そのため看護師は患者の尊厳遵守を基本にケアを行

うが、患者の行動制限を要さざるを得ない場合もあると考えら

れた。また患者の行動を制限しているという意識の前に、患者

の安全の確保や汚染が広がらないように瞬間的にスピーチロ

ックが使用されていることも推察された。 
  
【結論】 看護師の半数はスピーチロックを認識していなかっ

た。また「トイレはオムツでしてください」という言葉が最も

多く使用されていた。患者の安全確保の為に使用されていた

ことが考えられた。 
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認知症高齢者の排泄援助における看護師の
困難感－障害者等一般病棟での調査から－ 
 

 
小林真悠子、高橋智美 
新潟医療福祉大学 健康科学部 看護学科  
 
【背景・目的】 我が国の 65 歳以上の高齢者人口は 2012
年に過去最高の 3,079 万人となった。内閣府によると 65
歳以上の認知症高齢者数は 2012 年では 462 万人と集計

され、65 歳以上の高齢者の約 7 人に 1 人が認知症である

ことを示している。また、認知症の有病率は 15.0％となっ

ている。このため認知症を有する入院患者が増加してくる

と考えられる。実際に医療現場の看護師は認知症患者の訴

えを理解できない、看護師の説明を理解してもらえない、

BPSD とそれに関連した認知症特有の症状への効果的な

対応方法が見つからない等の困難感を抱いている。また、

認知症患者に限らず排泄援助を受ける高齢者を対象とし

た研究では、排泄時は施設のルールに従おうと努力する一

方で、異性のスタッフによる援助は恥ずかしいなど排泄援

助に対して受け入れられない高齢者がいることが明らか

になっている。しかし高齢者の多くが世話になりたくない

と感じている排泄援助における認知症看護の困難感につ

いては明らかにされていない。そこで本研究では、認知症

高齢患者の排泄援助においてどのような困難が生じるの

かを明らかにする。本研究の実施により、認知症高齢患者

の排泄援助の困難を予測した看護に繋げることができる。 
 
【方法】 本研究では、インタビューガイドに基づく半構

成的面接を実施し、その内容を質的統合法（KJ 法）で分

析した。得られたデータは匿名性の確保に努め、逐語録は

整理番号制とし、番号個人が特定されないようにした。本

学倫理審査委員会を受審し、承認(18233-190705)を得た。

尚、本研究における利益相反はない。 

 
【結果】 対象者はすべて女性で、看護師経験年数はそれ

ぞれ異なる。概要を表 1 に示す。 
表 1 対象の概要 

ケース 性別 看護師経験年数 役割 

A 女性 32 年 主任看護師 

B 女性 31 年 なし 

C 女性 3 年 なし 

分析結果は、逐語録より 130 枚のラベルを作成し、5 段

階で 6 枚の最終ラベルとなった。以下に本ストーリーを斜

体で最終ラベルのシンボルマークを《 》で示す。また見

取り図を図 1 に示す。 
排泄援助における《看護師と患者の葛藤》として双方の

思いが伝わらない困難感を抱いている反面、《看護師中心

のケア》としてオムツ対応による時間と労力の削減をする

ことで看護師が楽になると考えている。これらを基盤にし

ながら患者の行動目的を理解した安全確保の構築という

《援助の可能性》を見出した。そのため《患者の排泄欲求

に応じた援助》として言葉の選定とタッチング・傾聴の活

用がなされている。今後も統一したケアを実施するために

《認知症の学習の必要性》があり、援助の見直しと連携体

制の構築として《チーム連携の必要性》がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1  排泄ケアにおける看護ケアの構造と見取り図 
 

【考察】 看護師が認知症患者の排泄援助で抱く困難感は、

患者の理解力低下により、ケアの目的や内容が患者に伝わ

らずケアが困難になることであった。しかし経験年数が長

い看護師ほど困難感を抱くのは看護師だけではなく、認知

症患者も同様に看護師に自分の欲求や思いが伝わらない

という葛藤を抱いていると感じていた。多くの認知症患者

の看護を実施してきたことで、感じ取ることができた患者

理解であると考える。しかし認知症患者は自分自身に転倒

リスクがあるということを理解することができないため、

看護師はトイレ誘導よりもオムツ対応が労力軽減になり

楽だと感じている側面もあった。これは看護師中心のケア

であり、看護の本質である患者中心の看護とはいえない。

認知症患者の意思を尊重したケアを実施するためには、環

境や他スタッフとの連携による対応が重要となる。 
今後さらに認知症患者は増加傾向にあるため認知症に

ついて看護師が学習しなければならないと考える。新人研

修で認知症について学習するが、その後は個人の意欲によ

って研修を受講する体制になっている病院が多いと考え

られる。統一したケアを提供するためにも、看護師の認知

症に対する理解を深める機会を増やすことが今後の課題

である。 
 
【結論】 看護師が認知症患者の排泄援助で抱く困難感は、

患者の理解力低下により、ケアの目的や内容が患者に伝わ

らずケアが困難になることであった。看護師は患者の欲求

に応えなければいけないと感じている反面、オムツ対応に

することで時間と労力軽減になり楽だと感じていた。 
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JICA草の根技術協力事業ベトナム事前調査
報告―ヘルスセンターと在宅患者訪問より 
 
 
松井由美子 1）、大野あかね 2）、久保雅義 3）、佐藤晶子 4）、

古西勇 3）、宇田優子 1）、佐々木沙織 1）、真柄彰 5） 
1) 新潟医療福祉大学 看護学科 
2) 新潟医療福祉大学 学務部 国際交流課 
3) 新潟医療福祉大学 理学療法学科 
4) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 
5) 新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 
  
【背景・目的】 近年、ベトナム民主主義共和国においても、

高血圧や糖尿病などの生活習慣病が急増し、高齢で慢性疾

患を抱え、脳梗塞などで急性期を経て退院後は在宅に移行

するケースが多い。日本のように地域包括ケアシステムや

訪問制度も確立しておらず、慢性期疾患を抱える患者は地

域のヘルスセンターで簡単な診察や投薬などは受けられ

るが訪問ケアは実施されておらず家族の負担は大きい。 
本学は 2018 年度にハイズオン医療技術大学と協働で

「ハイズオン市の住民に対する地域連携訪問サービスの

モデルづくり」という事業名で JICA 草の根支援事業を採

択した。事業開始の 2020 年に向けて事前訪問を実施し、

ベトナムのヘルスセンターと管轄地域の在宅患者さんの

訪問調査を実施したので報告する。 
 
【方法】 カウンターパートであるハイズオン医療技術大学

を通してハイズオン州の 5 つのヘルスセンターと各ヘルス

センターが管轄する地域の在宅患者宅を紹介してもらい訪

問した。訪問にはヘルスセンタースタッフが同行した。 
 
【結果】 訪問したヘルスセンターの概要は表 1、在宅患

者情報は表 2 に示した。 
表 1 ヘルスセンターの概要 

訪問した在宅患者の各ヘルスセンター別人数は、Thach 
Khoi ヘルスセンター3 名、Gia Luong ヘルスセンター1
名、Thong Nhat ヘルスセンター1 名、Tan Truong ヘル

スセンター1 名、Quoc Tuan ヘルスセンター2 名であっ

た。各在宅患者の概要は表 2 に示した。8 名のうち 7 名が

男性、1 名が女性ですべての患者に共通であったのは高血

圧があり脳出血による半身麻痺の後遺症が残り在宅で投

薬とリハビリを続けているとのことであった。        
年齢は 57 歳から 97 歳と幅広い年齢に渡っていた。 

表 2 在宅患者情報 

【考察】 8 軒の在宅患者を訪問したが、いずれも元々高血

圧があり、脳卒中を併発していた。1 カ月以上郡の急性期

病棟で治療を受け、その後在宅に帰るケースや、伝統治療

病院に入院してリハビリを受けたのち在宅に戻っている

ケースが多い。ベトナムでは 80%は長男が親の面倒を見

ており、今回も 7 男が介護する以外は全員長男であった。 
経済的な状況により、家族の負担は大きく異なり、ケー

ス 4 の男性の場合は働いていたが病気で倒れ、障害者年金

のみに頼り、息子夫婦も自分たちの生活が精一杯で、妻の

精神的ショックは大きかった。ケース 1 の男性も働いてい

たが倒れたことで家族に面倒をかけていることがつらい

と話され、妻も夫の気持ちを受け止めきれずにいた。 
また、血圧管理も積極的には実施されていないためいず

れも再出血・再梗塞の危険性が高いと思われた。 
 今回の訪問から患者や家族の思いを聞くことができ本

プロジェクトの必要性を強く感じることができた。事業で

はハイズオン医療技術大学の学生が、多職種でチームを組

み地域の在宅患者訪問を実施する予定である。本学の連携

総合ゼミをハイズオン医療技術大学に導入することによ

り、チームアプロ―チを使って支援する方法を地域訪問に

活かす予定であるが、そのためのケースの特定や、支援の

ための患者のニーズを知る事ができた。 
 
【結論】 ベトナムの地域医療の現状や JICA 草の根支援

事業の対象となるヘルスセンターや在宅患者さんとその

家族のニーズを知ることで事業の必要性を再確認できた。 
 
尚、本研究は「新潟医療福祉大学学内奨励金学長裁量費」

の支援を受けて実施され、関連する利益相反はない。 

 

 

 

 

 

 

センター名 職員数(人) 職員の専門 HS数* 地域の住民数

1 Thach Khoi 5
准医師、看護師2、助産師、

総合准医師、
9 10,950

2 Gia Luong 5
医師、准医師、助産師、看護師、

統計担当者
5 5125

3 Thong Nhat 4 医師、准医師、助産師、統計担当者 6 8392

4 Tan Truong 5
医師、准医師、助産師、看護師、

統計担当者
14 12,428

5 Quoc Tuan 5
公衆衛生士、医師、伝統医師、

看護師、助産師
4 8177

*HW:　ヘルスワーカー(研修を受けたボランティア)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年齢 性別 病名 障害 生活・経済 介護者

1 70 男
高血圧
脳卒中

左半身麻痺
介助で座位可
歩行困難

妻・息子夫婦　

2 57 男

高血圧

脳卒中

ヘルニア

左半身麻痺

左手で持てない

腰痛

元軍人・裕福

積極的なリハビリ

ウォーキング

息子

3 97 男

高血圧

脳卒中

ヘルニア

認知症

左半身麻痺

認知レベルの低

下あり

9人の子ども、妻を

亡くしたばかり

息子夫婦

（7男）

4 67 男
高血圧

脳卒中

右半身麻痺

しびれ感

皮膚の痛み

歩行訓練中

障害者年金のみ

経済的困難

妻・息子夫婦

5 72 男
高血圧

脳卒中

左半身麻痺

支えられて立つ

傷病者手当1万円

マッサージ・リハビ

リ体操など積極的

妻・息子

家族で自営

業（元軍人）

6 72 男

高血圧

糖尿病

脳腫瘍

脳卒中

左半身麻痺

脳腫瘍切除後

車椅子で外出可

脳腫瘍要再手術

言語障害は少し回

復、やっと座れるよ

うになった

息子

父親の回復

のためお金

は惜しまない

7 66 女

高血圧

脳卒中

肺がん

呼吸困難

右半身麻痺

肺癌の化学療法

中、血圧は200以

上の上昇あり

息子夫婦

8 65 男
高血圧

脳卒中

左半身麻痺
流延

しびれ感

群病院でリハビリ

中、言語も回復
息子夫婦他
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統合失調症の陰性症状がみられる対象者の
自己譲渡と不参加の自由に対する看護支援 
 
 
渡辺真純、西川 薫  
新潟医療福祉大学 看護学科  

 
【背景・目的】 平成 16 年 9 月の「精神保健医療福祉の改

革ビジョン」において「入院医療から地域生活中心へ」と

い大きな政策転換が示された。精神障害者が地域生活を送

るうえでは、主体的で自発的な生活態度が求められ、本人

のエンパワメントを高めることが看護支援の基本 1）とな

る。  
しかし、慢性期の統合失調症の陰性症状に顕著みられる

「自己譲渡」や意欲・自発性の欠如に関した「不参加の自

由」に関する効果的な看護支援についての研究はあまり行

われていない状況である。本研究では、精神科認定看護師

が統合失調症の陰性症状にある対象者に「自己譲渡」と「不

参加の自由」に対してどのような看護をおこなっているか

を明らかにすることを目的とする。 
 
【方法】 本研究は質的記述的研究とし、同意が得られた

精神科認定看護師（1 名）に統合失調症の陰性症状にある

対象者に対して、「自己譲渡」と「不参加」に対する看護

支援について半構造的インタビューをおこない逐語録を

作成した。作成された逐語禄に基づき内容および意味の類

似性を吟味し、カテゴリー【 】、サブカテゴリー［ ］

を作成することで看護支援の実態を明らかにした。 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認

（18223-190717）を受けた。関連する利益相反はない。 
 
【結果】 自己譲渡に対する看護支援は 3 個のカテゴリー、

8 個のサブカテゴリー、38 個のコードから構成された（表

1）。また、不参加の自由に対する看護支援は 3 個のカテゴ

リー、8 個のサブカテゴリー、29 個のコードから構成され

た（表 2）。なお、紙面の関係上、コードの掲載は省く。 
 
【考察】  
1）自己譲渡について 
精神科認定看護師は、十分なアセスメントを行ったうえ

で【待つ】姿勢でいた。その際に、【ケア者の価値観を捨

てる】ことによって、対象者を捉え直し、対象者の主体性

を重視することで自己決定を導き出す支援を実践してい

たものと考えられる。また、【失敗を活かす】ことによっ

て、対象者の学びの機会と主体的に取り組んだことに対す

る認められる機会としてポジティブに捉えていた。これは

石井らが述べる自己決定を支援する看護 2）そのものと言

える。 
2）不参加について 

精神科認定看護師は、【本当の意味での「不参加」はな

いと信じる】姿勢を一貫していた。また、【対象者のペー

スでコミュニケーションをとる】ことは、対象者の内発的

な動機付けとエンパワメントにつながるケア 3）として捉

え、対象者のその時の感情を大切にしながら支援をおこな

っていた。さらに、精神科認定看護師が【諦めない】こと

により、対象者が社会参加と自己効力感を促進 4）する機

会を失わないように、そばに寄り添い「諦め」が定着しな

いための支援を実践していた。 
表１ 自己譲渡に対する看護支援 

 
 
 
 
 
 
 
 

表２ 不参加の自由に対する看護支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【結論】 精神科認定看護師は「自己譲渡」に対して、【待

つ】【ケア者の価値観を捨てる】【失敗を活かす】の 3 つの

看護支援を基本に実践していた。また、「不参加の自由」

に対して、【本当の意味での「不参加」はないと信じる】

【対象者のペースでコミュニケーションをとる】【諦めな

い】の 3 つの看護支援を基本に実践していた。また、「自

己譲渡」「不参加の自由」の看護支援においてケア者自身

の先入観や価値観への見直しが重要であることが示唆さ

れた。 
  
【文献】 
1)武井麻子: 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 精神看護学 2,  

第 4 版, 237, 医学書院, 2016.  
2)天谷真奈美, 鈴木麻揚, 柴田文江ほか: 統合失調症者の

社会参加自己効力感を促進する要因，国立看護大学校研

究紀要, 7(1), 1-8, 2008. 
3)中西三春: 当事者の主体性を精神科医療が阻害しない

ためには, 精神医学, 61(5), 517-523, 2019. 
4)石井薫, 藤野文代, 木村美智子, 掛橋千賀子: 長期入院

中の統合失調症患者の自己決定を支援する看護, ヒュ

ーマンケア研究学会誌: 7(2), 27-34. 2016.  

カテゴリ― サブカテゴリ― 

待つ 
誘導しない 
どれだけの期間待つのかをアセスメントする 
対象者のペースに合わせ、⾃⼰決定を育てる 

ケア者の価値観
を捨てる 

対象者の責任にしない 
対象者の主体性を重要視する 
⼊院中から⽣活モデルでの関わりが必要 

失敗を活かす 
失敗から学ぶ 
認められるという経験を積む 

カテゴリ― サブカテゴリ― 

本当の意味での
「不参加」はな

いと信じる 

全てに不参加である⼈は存在しない 

⽬標があるために何かに参加する 

対象者のペース
でコミュニケー
ションをとる 

対象者のペースを尊重する 

対象者のその時の感情を知る 

諦めない 
対象者が「諦め」を持った時、ケア者はそばにいる 
「諦め」を育たせない 
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在宅看護学実習で学生がとらえた訪問看護
師のコミュニケーションの特徴 
  
 
宇田優子、稲垣千文、杉本洋、岩野千尋、佐々木沙織 

小山歌子 

新潟医療福祉大学 看護学科 
 

【背景・目的】 保健医療福祉専門職は対象に寄添い、場

面に応じて適切なコミュニケーションの技術が必要であ

る。看護学科では 1 年次に援助的人間関係論（必修：1 単

位）でコミュニケーションの基本を学び、看護の基礎とし

ている。4 年次在宅看護学実習のレポートやカンファレン

スにおいて、学生が訪問看護師（以下、訪 NS）のコミュ

ニケーションについて驚嘆や感動の言葉を発する場面が

多かった。そこで、在宅看護学の教育内容の充実を図るた

め、学生がとらえた訪 NS のコミュニケーションの特徴を

分析したので報告する。 
 

【方法】 2019 年度前期に在宅看護学実習（4 年前期・2
単位）を履修する学生を対象とし、Google フォームを用

い自由記載による調査を実施した。質問項目は「訪問看護

師の利用者さんとのコミュニケーションについて、感心

したこと（すごいなあと思ったこと）」とした。実習終了

時、学生へ回答を依頼し、得られたデータを質的帰納的に

分析した。学生には研究の意図を文書で説明し、不参加で

も不利益は無いことを説明し同意を得た。 
在宅看護学実習は利用者の居宅での実習であるため教

員は同行せず、訪 NS と学生で訪問し 30～90 分程度、滞

在する形式である。 
 

【結果】 履修 92 名、訪問看護ステーション 21 施設、臨

地日数平均 6.9 日、受持ち訪問回数 2.7 回、同行訪問 11.7
回。92 名のうち承諾が得られた 90 名について分析し、カ

テゴリは【 】、サブカテゴリ＜ ＞で記述した。 
 
1．分析対象 
 90 名のうち、「訪問看護師の利用者さんとのコミュニケ

ーションについて感心したこと」の無い学生は 12 名であ

った。また、記述内容から訪問看護師のコミュニケーショ

ンとは異なると判断した記述 9 名を除外し、69 名の記述

を分析した。 
 
2．コミュニケーションの特徴（表 1） 

14 サブカテゴリ、6 カテゴリが抽出された。 
 

【考察】 【日常会話を重視する】【明るく話やすい雰囲気

づくり】は訪問者としてのマナーとともに、利用者を生活

者として理解し、生活に関する会話を訪 NS が重視してい

る姿勢と言える。また、変化のない毎日の中で定期的に 

訪れる訪 NS を待っている利用者や、医療処置の方法に不

安を抱え助言を望む介護者は多く、訪 NS は居宅に明るい

雰囲気をもたらし、利用者・介護者ともに元気になり、介

護継続に繋がるように意識して接していると考える。時に

は介入されたくないと身構える介護者に対しても＜信頼

関係を壊さずにできる指導＞を行い、【必要なことを伝え

る技術】を駆使して介入を行っている。 
家族と利用者の意見が対立した場合の【中立的立場を保

つ】コミュニケーションは、訪 NS の訪問者・部外者とし

ての立ち位置を意識し、双方が発言しやすい場面を作る努

力でもあると考える。   
 

【結論】 訪 NS のコミュニケーションは【日常会話を重

視する】【明るく話しやすい雰囲気づくり】【中立的立場を

保つ】等により、信頼関係の構築に繋がる特徴があった。 
 
 

表 1 訪問看護師のコミュニケーションの特徴 

カテゴリ サブカテゴリ 具体的な記述例
⽇常的会話から⾏う情
報収集

⾷事や庭仕事等の⽇常⽣活の些細な事から利⽤者さんの思い
を聞いていた

⾃然な流れで⾏う情報
収集

関係のないような話でも聞いて、その中から情報を得ている
こと

会話の中から引き出す
悩み

訪問時間が限られている中で会話の中から困っていることや
不安を聞きだせていた

利⽤者の笑顔を引き出
す明るさ

多くの利⽤者・家族が「〇さんが来ると明るくて良い」と
⾔っておりすごいなと思った

本⾳を⾔える環境づく
り

利⽤者の気持ちに寄添った声掛けをし、訪NSは⾃分の気持
ちを素直に伝えていた

信頼関係を壊さずにで
きる指導

介護⽅法に⼝出しされたくない介護者に、療養者の健康のた
めに本当に必要な事だけを介護者の拒否感を募らせないよう
⼯夫して話していた

⼀緒に⽅法を考える姿
勢

利⽤者が気を付けなければならない⼿指清潔等、どうすると
できるか⼀緒に検討していたこと

⾃⼰効⼒感を⾼める会
話

服薬管理ができていたことに対してしっかりフィードバック
し、⾃⼰効⼒感の向上につなげていた

利⽤者の会話⼒に合わ
せる

この⼈は難聴があるから、この⼈はこうすれば意思疎通でき
るからと⼀⼈ひとりの情報を確認し、実施していた

利⽤者の病状や性格を
⾒極めた会話

全く返事をしないこともある利⽤者にうまく合わせて会話を
引き出していた

⾮⾔語的コミュニケ―
ションからの判断⼒ 眼、眉、⼝唇、指の僅かな動きから意思をくみ取っていた

認知症状ある利⽤者と
の尊厳あるコミュニ
ケーション

認知機能の低下がある利⽤者に⾃尊⼼を傷つけない伝え⽅の
⼯夫を⾏っていた

利⽤者と家族の意⾒が対⽴した際に、双⽅の意⾒を受容しな
がら返答していたこと

会話を通して信頼関係
を築く

話を聞く際、⾝体に寄添うだけでなく、気持ちの⾯でも寄
添っていた

気づきを伝えることか
ら得られる信頼感

療養者の変化に気づき、指摘することで療養者が「⾃分を看
てくれている」と感じ、訪NSへの安⼼感・信頼感へつな
がった

⽇常会話を
重視する

明るく話し
やすい雰囲
気づくり

必要なこと
を伝える技
術

利⽤者⼀⼈
ひとりのコ
ミュニケー
ション能⼒
に合わせる

信頼関係を
築く

中⽴的⽴場を保つ
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看護学生における実習中の精神健康度
(GHQ28)とストレス対処能力（SOC）の現状 
 

 

小林涼香¹⁾、大屋愛里²⁾、金谷光子²⁾ 
1) 新潟医療福祉大学 看護学科 4 年生 
2) 新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】 看護学生は実習中に自身の看護能力不足、

実習先指導者及び教員との関係、患者・家族との関係、グ

ループ学生との関係においてストレスを感じている(加島

他、2005)。一方で、このストレスフルな状況において、

本学の大半の看護学生が最後まで実習を行うことができ

る要因は何であろうか。そこで本研究では、実習中におけ

る看護学生の精神健康度(General health Questionnaire:
以下 GHQ)ストレス対処能力(Sense of Coherence:以下

SOC)の現状について明らかにすることを目的とした。 
 
【方法】 新潟医療福祉大学看護学科の実習中の 4 年生 65
名を対象とした。性別、精神健康度を測定する「精神健康

調査票 GHQ28」、SOC を測定する「日本語版 SOC-29」
を含んだ質問紙調査を実施した。GHQ は数値が高いほど

精神健康度が低いことを示し、SOC は数値が高いほどスト

レス対処能力が高いことを示す。実習中の状況を把握する

項目として以下を追加した。「身体症状に起因する実習欠

席」では「あり」、「無し」の二件法で問うた。「ストレス

要因」では「学生同士のカンファレンス、教員からの指導、

実習指導者への報告・相談、患者との関わり」の 4 つの選

択肢を用意した。分析方法は、まず対象者を SOC 合計の

高群、低群の二群に分けた。基準値は SOC 合計の平均値

とした。SOC の高低群と、GHQ 合計及び GHQ の 4 つの

下位尺度(身体症状、不安と睡眠、社会的活動障害、うつ傾

向)の各々の項目で独立したサンプルの t検定を行い、平均

値の差を比較した。次に、実習中の看護学生の SOC が

GHQ に及ぼす影響を分析するために、GHQ28 を従属変

数とし、SOC の下位尺度を独立変数としたステップワイズ

法による重回帰分析を行った。有意水準は 5%とした。尚、

本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会によって承認を得

ている。 
 
【結果】 有効回答数 38 名（有効回答率 97. 4％）のうち

女性が 86. 8％であった。身体症状を起因とする実習欠席

が「無し」と答えた者は 92. 1％であった。実習中のスト

レス要因として最も多かったのは「実習指導者への報告・

相談」で 71. 1％であった。 
 GHQ の下位尺度の平均値は、身体的症状が 3. 9、不安

と睡眠が 4. 6、社会的活動障害が 3. 3、うつ傾向が 2. 2 で

あり、GHQ 合計の平均値は 14. 1 であった。SOC の下位

尺度の平均値は把握可能感が 41. 5、処理可能感が 45. 0、
有意味感が 31. 0 であり、SOC 合計の平均値は 122. 1 であ

った。 
GHQ の下位尺度の「うつ傾向」の平均値は SOC 低群で

高かった（ｐ=. 008）。 
GHQ を予測する変数を抽出するため重回帰分析を行っ

たところ、SOC の下位尺度の「把握可能感」の低さ(β=－. 
456、p=. 004)が抽出され、この変数による説明率は 18. 6%
であった。 
 
【考察】 看護学生の実習中のストレッサーとして「実習

先指導者・教員との関係」が示されており(本多 2013、加

島 2005)、本研究でも同様の結果が得られた。本学の 9 割

の看護学生が実習を欠席しておらず、ストレスフルな状況

の中でも実習を継続して行うことができていた。 
本研究では SOC が低い学生はうつ傾向の平均値が高い

傾向にあり、実習中の看護学生の GHQ の高さには把握可

能感の低さが関連していることが明らかになった。SOC
と各下位尺度の平均値に関しては、同規模の実習後看護学

生を対象に調査した結果とほぼ同様の結果が得られた(稲
垣、2015)。把握可能感と GHQ の関連においても、先行

研究と同様の結果が得られた(岡田他、2018)。把握可能感

とは自分の置かれている状況が予測でき、理解できる感覚

を示す。本研究対象群は、実習中という不慣れな環境に身

を置くことで、状況を予測し理解することが十分に行えず、

把握可能感が低下したことで GHQ の上昇につながったも

のと考えられる。したがって、実習中の看護学生の SOC、
特に把握可能感の向上は、看護学生が心身ともに健康的に

実習を継続できるための、要因の一つとなり得ると考える。 
 
【結論】 ①SOC が低い看護学生は、GHQ の「うつ傾向」

の平均値が高く、実習中の看護学生の GHQ の高さには

SOC の把握可能感の低さが関連している。 
 ②本学看護学生はストレスフルな状況の中でも9割の学

生が実習を最後まで継続できている。 
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筋萎縮性側索硬化症(ALS)療養者の在宅療養と
主介護者の休息 ～1事例の分析～ 
 
 
今溝恵理、宇田優子 

新潟医療福祉大学 看護学部 看護学科  

 
【背景・目的】 ALSは、上肢の筋萎縮と筋力低下が主体で、予

後は人工呼吸器を用いない場合、発症から死亡までの平均期間

は約3.5年といわれている。在宅療養では日常生活援助、医療処

置も介護者が行い、長期に渡るため、介護者の身体的・精神的負

担は極めて大きいとされている。在宅療養の実態と、主介護者に

とって休息とは何であるかは不明なため、インタビューを実施

しそれらの実情を明らかにすることを目的とした。 
 
【方法】 在宅療養者とその主介護者計2名に、療養者の自宅に

てインタビューを2019年8月に実施。半構造化面接による事例

研究である。 
本研究において休息とは、「介護作業をやめてからだを休める

こと(含：睡眠)、療養者に対する不安を完全に払拭できなくとも、

精神的に緊張がほぐれていること」とした。 
 
【事例紹介】 療養者Aさん：50代、男性。ALS発症後8年経

過、人工呼吸器装着あり。常食の嚥下可能。ADLは全介助、コ

ミュニケーションは、舌によるスティック操作でパソコンに文

字入力をすることと簡単な発語により可能。 
主介護者Bさん：Aさんの妻。パートタイムにて週4日勤務。

同居者である娘、義母は介護に協力的であるが医療処置はじめ

主に介護を担っている。 
 所属大学の倫理審査委員会の承認を受け、関連する利益相反は

ない。 
【結果】 
1． 療養生活の現状(図1、図2) 
・重度訪問介護(以下、重訪)の利用を2019年3月から開始した

ことで、公的支援の割合は増えたが、ヘルパーは医療処置ができ

ず、吸引等は介護者が実施。他人介護の占める割合は、重訪利用

前：22.5時間/168.0時間(13.4％)、利用後：78.5時間(46.7％)で
33.3ポイント上昇した。 
2． Aさんの生活に対する希望 
・Aさんが大切にしていることは『自分らしく生きること』であ

り、行動すること。介護や社会資源に望むことは、①重度訪問介

護等のマンパワー②重度障害者でも就労できる社会③バリアフ

リー化が挙げられた。 
3． Bさんの休息に対する語りの内容 
・自宅にていつ呼ばれるかわからない不安が付きまとう。 
・まとまった休息をとれることはない。 
・休息が欲しいという気持ちは一貫してあるが、病期によって感 
じ方は違う。 
・旅行等は普通とは違う苦労は多いが、その分満足感が得られ、 
楽しみがあるから日々の介護の大変さを乗り越えることができ、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図1 重度訪問介護利用前のサービス利用時間(2019年2月) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図2 重度訪問介護利用後のサービス利用時間(2019年7月) 
※図2．計は介護保険・医療保険適用サービスと重度訪問介護

利用時間の合計である 
   ：介護保険・医療保険適用サービス 
   ：重度訪問介護利用 
 
それも休息となっている。 
 
【考察】 2012年の重度訪問介護従事者養成事業の実施で、介護

ヘルパーに痰の吸引を任せられるようになったとあるが、全国

一律に普及している状態ではないことが今回明らかになった。 
 また、本研究で定義づけた休息をとることは困難であること

が分かった。しかし、介護者なりの休息の解釈があり、介護の大

変さを乗り越えているのだと考察する。 
 
【結論】 
・介護体制は盤石ではなく、医療処置や時間的拘束等、家族の負

担は大きい。 
・体を休めることだけが休息ではなく、療養者、主介護者が満足

度を得られる体験等をすることで、療養生活のリフレッシュを

図り、在宅療養を継続する糧としていた。 

時間 ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟
0：00〜８：00
８：00〜９：00 0.5 0.5 0.5
9：00〜10：00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
10：00〜11：00 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5
11：00〜12：00 0.5 0.5
12：00〜13：00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
13：00〜14：00 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0
14：00〜15：00 1.0 1.0
15：00〜16：00
16：00〜17：00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
17：00〜21：00
21：00〜22：00 0.5
22：00〜23：00 0.5
23：00〜0：00
計(単位：時間) 1.5 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 1.0

時間 ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟
0：00〜8：00 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
8：00〜9：00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
9：00〜10：00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
10：00〜11：00 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5
11：00〜12：00 0.5 0.5
12：00〜13：00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
13：00〜14：00 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0
14：00〜15：00 1.0 1.0
15：00〜16：00
16：00〜17：00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
17：00〜21：00
21：00〜22：00 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0
22：00〜23：00 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0
23：00〜0：00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
計(単位：時間) 12.5 14.5 16.0 12.5 6.0 13.0 4.0
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N 大学看護学科 4 年生のイヤフォン等使用
状況と音響性難聴に関する知識の現状 
 
 
市川佳甫美、宇田優子 

新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】 近年、スマートフォンや SNS の発展に伴

い、音楽やゲーム等を楽しむため、多くの人がイヤフォン

等を使用するようになった。本大学でも通学中や講義の休

憩中にイヤフォン等を使用する学生を多く目にする。 

現在世界の人口の 5％以上（4 億 6,600 万人）が聴覚障

害を持っており、世界の若者の 11 億人（12～35 歳の約

50％近く）が携帯型音楽プレーヤーやスマートフォン等

による音響性難聴のリスクにさらされている。WHO では、

イヤフォン等の使用により、2050 年までに 9 億人を超え

る人々（10 人に 1 人）が聴覚障害を起こすと推定してお

り、安全な音響機器を作るための WHO-ITU 規格を発表し、

この規格を政府と製造業者が採用していくよう推奨して

いる。このようにして、音響性難聴を予防するための取り

組みを WHO が行っている中で、実際にイヤフォン等をよく

使用している学生が、音響性難聴の存在や予防することの

大切さをどのくらい理解しているのか、といった調査はあ

まり行われていない。そのため、本研究では、N大学看護

学科 4 年生のイヤフォン等使用状況と音響性難聴に関す

る知識の現状を明らかにすることを目的とした。 

 
【方法】 2019 年 7 月 20 日に、N 大学看護学科 4 年生 79
名を対象に、集合自記式アンケート調査を実施した。研究

の趣旨と、研究への参加は自由意志であることを説明し、

アンケート調査票の提出を以って研究に同意したとみな

した。調査内容は、対象の基礎情報（性別、年齢、既往歴

等）、イヤフォン等の使用状況、音響性難聴に関する知識

の 3 項目 19 問。分析は SPSS 22.0、エクセル統計ソフト

を用い、χ2検定、コクラン・アーミテージ検定を行った。 
 
【結果】 77 名から回答を得た(回収率 97.5%）。男性 11
名(14.3％)、女性 66 名(85.7％)であった。 

調査結果は表1のとおりである。「音響性難聴について知

っている者」は「知らない者」と比較し、「その予防方法

について知っている」(p<0.0027)、「音響性難聴の初期に

は自覚症状が無いことを知っている」(p<0.0002)と回答し

た割合が有意に高かった。さらに、「ノイズキャンセリン

グ機能について知っている者」は、女性より男性が有意に

高かった(p<0.0015)。聴覚に問題を抱えた経験やイヤフォ

ンの長期間使用の有無による、音響性難聴の知識やイヤフ

ォンの使用状況について、有意差は認められなかった。 
先行研究より音響性難聴の起こる原因は、音量や聴取時

間が非常に大きい場合だと考えられている。そのため、本

研究対象者のうち、その原因それぞれにあてはまる者がど

のくらいいるのかを視覚化するため、図1を作成した。図

1では、本研究対象者のうち、「大音量でイヤフォンを使用

した場合」と「音量関係なく長時間イヤフォンを使用した

場合」で、その1日使用時間はそれぞれどのくらいを占め

ているのかを表している。 
 

【考察】 表 1 より、多くの学生が日常的にイヤフォンを

使用していると考えられる。そして、聴覚を保護するため

に気を付けていることが「ない」学生が 84.4％であるこ

とから、イヤフォンの不適切な使用等による聴覚への影響

を意識していない学生が多いと考察する。また、約半数以

上の学生が「音響性難聴とは何か」、「その予防方法とは

どのようなものか」を知らないため、それらについて学び、

聴覚を保つことに関心を持つことが出来るような機会を

設けていく必要があると考える。さらに、74.1％の学生が

小中学生の間にイヤフォンを使用し始めていることから、

音響性難聴を予防していくための知識の普及・啓発活動を

小中学生も対象に行っていくことが必要であると考える。 
 
【結論】 89.6％の学生が日常的にイヤフォンを使用して

おり、その中でも聴覚を保護するために気を付けているこ

とが「ない」学生が 84.8％、音響性難聴について「知ら

ない」学生が 58.5％、音響性難聴の予防方法を「知らな

い」学生が 84.4％いた。 
 
表 1 イヤフォン等使⽤状況と⾳響性難聴の知識
( N=77 ) 
基礎情報                           n(％) 
 性別                男性 11 (14.3) 
                   ⼥性 66 (85.7) 
 聴覚的問題を抱えたことがあるか   ある 24 (31.2) 
                   なし 53 (68.8) 
 聴覚保護のために気を付けていること ある 12 (15.6) 
                   なし 65 (84.4) 
イヤフォン等使⽤状況 
 イヤフォンを使⽤しているか     使⽤している 69 (89.6) 
                   過去に使⽤ 4 (5.2) 
                   使⽤していない 4 (5.2) 
 イヤフォンの使⽤開始年齢      7〜12 歳（⼩学⽣） 25 (32.5) 
                   13〜15 歳（中学⽣） 32 (41.6) 
                   16 歳 15 (19.5) 
                   20 歳 1 (1.3) 
 イヤフォンの使⽤期間        2〜9 年間 40 (52.0) 
                   10〜15 年間 33 (42.9) 
 イヤフォンの使⽤頻度        毎⽇ 27 (35.1) 
                   週に数回 39 (50.7) 
                   ⽉に数回 7 (9.1) 
 ノイズキャンセリング機能について  知っている 27 (35.1) 
 知っているか            知らない 46 (59.7) 
⾳響性難聴の知識 
 ⾳響性難聴について知っているか   知っている 32 (41.6) 
                   知らない 45 (58.5) 
 ⾳響性難聴の予防⽅法について    知っている  12 (15.6) 
 知っているか            知らない 65 (84.4) 
 ⾳響性難聴の初期段階では⾃覚症状  知っている 12 (15.6) 
 が無いことを知っているか      知らない 65 (84.4) 
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新潟市地域包括ケアシステムに活かすソー

シャルインクルージョンを実現する構造要

因の検討 その２－「実家の茶の間・紫竹」

におけるつながりのあり方から―  

 
 
小倉清子・桜沢志保 1)、金谷光子・西川薫・杉本洋・

大屋愛里 2）、石上和男、高野晃輔 3)、皆川璃子 4） 

遠藤和男 5)、佐藤純子 6） 

1) 新潟医療福祉大学 健康科学部 看護学科 4 年 

2) 新潟医療福祉大学 看護学部 
3) 新潟医療福祉大学 医療経営管理学部 
4) 新潟医療福祉大学 医療経営管理学部 修士 
5) 新潟医療福祉大学 健康科学部 健康栄養学科 
6) 元新潟医療福祉大学 看護学部 

 
【背景・目的】 昨今の日本における少子高齢化を乗り越

える為に、国は「つながり」の再構築、すなわちソーシャ

ルインクルージョンの重要性を唱えて来た。  
昨年度、私達は新潟市における“実家の茶の間・紫竹”

で他者を排除せず、かつプライバシーに踏み込まないコミ

ュニティの構造要因を知るために、主宰者や参加している

自治体職員、“その日の当番”を経験した人にインタビュ

ーを行った。その結果、本施設には、ソーシャルキャピタ

ルが持つ負の側面、すなわち排外主義・自由の制限・平均

化を解消するための｛仕掛け｝があることが分かった。 
今年度は、本施設に参加している市民を対象にインタビ

ューを行い、｛仕掛け｝が参加者に与える影響を明らかに

することを目的とした。本研究は、令和元年度新潟市医師

会地域医療研究助成事業の助成を受けて行った。 
 
【方法】 
1) 研究デザイン 
質的記述的研究 

2) 研究協力者および選定方法 
 本研究の目的を書面と口頭で説明し同意の得られた女

性 5 名を対象とした。 
3) 研究期間 
 研究期間は、倫理審査承認後から 2020 年 3 月まで。 

データ収集機関は、2019 年 7 月～2019 年 8 月まで。 
4) データ収集方法と分析方法 
（1）データ収集方法：面接時間と面接の場所 
 1 人 30 分から 60 分に亘り半構造化面接を行った。①か

ようになったきっかけ、②印象、③変化、④意味について

5 人中 3 名は一緒に行い、他の 2 名は 1 名ずつで行った。

今回は、④研究協力者 5 名にとっての本“実家の茶の間・

紫竹”の意味について述べる。 
（2）分析方法：研究者数人で意味が取れる最小単位でテ

ーマに関する内容を要約し、類似性、相違性を比較・検討

しながら抽象度を上げてサブカテゴリーを形成し、その後

にサブカテゴリーの内容をさらに抽象化して最終的にカ

テゴリーに分類した。 
5) 倫理的配慮 
 研究にあたり同意した後であっても、研究を辞めること

が出来ること、まとめにあたりプライバシーを尊重するこ

と、本研究内容を報告および公表することを伝え同意を得

た。新潟医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得た。 
 
【結果】 以下、「」は語りを、［］はサブカテゴリーを、

｛｝はカテゴリーを表す。 
1) 研究協力者の属性 
 研究協力者は女性 5 名で年齢は 70 歳～80 歳、3 世代同

居は 3 名、同居家族は平均 4.4 人、本施設への参加日数は

5 か月から 4 年 8 か月であった。 
2) 参加者にとっての本“実家の茶の間・紫竹”の意味は、

［憩い・楽しみな場］［自由に居られる場］「ストレス解消

の場」［（ワンコインによる）助け合いの場］［若者世代と

同居することのむずかしさを語り合い心が晴れる場］［自

分のふるまい方を見つめ直す場］［バランスの良い食事が

ある場］［見習うべきスタッフの対応の良さがある場］［主

宰者の持つ理念が実る場］の 9 つのサブカテゴリーから、

｛憩い｝｛助け合い｝｛自己肯定｝｛成熟｝という４つのカ

テゴリーが抽出された。 
 
【考察】 社会福祉制度の高度な専門化により、業務の枠

に収まらない人 （々軽度認知症・ひきこもり・ワンコイン

でのちょっとした助け合いが必要な人・嫁姑問題等）を見

過ごす傾向に国は警鐘を鳴らしている。すでに本施設では、

参加者同士が 500 円で診療の送り迎え・簡単な家の修理

等について、双方向で気兼ねなくやり取りをする関係が出

来ていた。また、研究協力者は、2 名を除いて 3 世代同居

であったが、「若い人のリズムはすごい速く回っているも

の。」「私たちは邪魔ってことはないけど、歳とったら…」

など、若者世代の中に在る高齢者の思いに関する語りがあ

った。［若者世代と同居することのむずかしさを語り合い

心が晴れる場］として「実家の茶の間・紫竹」は、同居し

ている家族に気を遣わずにいられる｛憩い｝の場であり、

かつ話すことで｛自己肯定｝できる場所でもあった。 
ソーシャルインクルージョンを実現していくためには、

30 年度の研究結果のように、参加者自らが｛曖昧さに耐

え｝｛自己決定できる｝力を養うということが重要である。

今回、参加者の語りから抽出されたカテゴリー｛自己肯定｝

｛成熟｝は、それが実現されていることを表していた。  
 
【結論】 1.主宰者やお当番さんによる｛仕掛け｝は、参

加者に｛憩い｝・｛助け合い｝・｛自己肯定｝・｛成熟｝の意味

を付与していた。 
2．“実家の茶の間・紫竹”には、誰もが日常的な困りご

とを発信でき、困りごとに対処できる人が、その都度引き

受けていくという自由な役割意識が成立していた。 
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児童虐待と役割逆転 
～代理ミュンヒハウゼン症候群の母親達～ 
 
 
高野利美 1) 金谷光子 2) 大屋愛理 2) 

1) 新潟医療福祉大学 健康科学部 看護学科 4 年 
2) 新潟医療福祉大学 看護学部 看護学科 
 
【背景・目的】 日本において child abuse は、「児童虐待」

と訳されてきた。しかし、本来“適切に扱うということか

ら離れる”という意味を持つ abuse を「暴力」「濫用」と

訳したため、child abuse の本質が見失われてきた。本来、

子どもは親からの十分な甘えを通して成長していくもの

であるが、child abuse は親と子どもの「役割逆転」にそ

の本質がある。つまり、child abuse は、親が子どもを通

して自分の欲求を満たす行為である。中でも代理ミュンヒ

ハウゼン症候群（Munchausen syndrome by proxy：以下

MSBP）は、「他人に自分の価値を認めてほしい」という

親の欲求を“自分の子どもを病気に仕立て上げる”ことで

満たしていく病である。 
MSBP は 95.0％が実母である。厚生労働省よる調査で

は、平成 16 年以降に心中以外の虐待により死亡した小児

653 名のうち、4 名（0.6％）は MSBP によるとしている。

これは海外での報告よりきわめて低い値であり、見逃し症

例が多いのではないかという可能性も念頭に置く必要が

ある。 
わが国において、医師は MSBP を疑ってもなかなか診

断を下せないこと、また診断を下したとしても他機関への

相談が確実にできていないという現状が伺える（宮本・吉

原．2016）。また、一般科の医師は MSBP に対する知識

が十分とは言えず、MSBP という精神疾患そのものを認

知していない可能性もあるのではないかと考える。 
本研究の目的は、子どもを積極的に病気にしていく

MSBP の母親の心理的背景及び取り巻く環境について文

献から明らかにすることである。 
 
【方法】 
1) 研究デザイン  

文献検討 
2) 研究対象と分析方法 
 医学中央雑誌より、テーマ及び目的に沿って 11 の文献

を抽出、虐待者実母に限定した。母親の精神疾患の有無・

母親の被虐待経験・家族関係（主として児の父親との関

係）・子どもの年齢と既往が記載された文献から抽出・検

討していった。 
3) 倫理的配慮 
 既に公表された文献を研究に用いているため、倫理的課

題に抵触しない。  
  
【結果】子どもの年齢は生後 1 か月～11 歳と乳児期～学 

童期に集中していた。児の症状は、主として嘔吐・痙攣、

不明熱・怪我（骨折含）であり、母親が児に行った行為は、

暴力、多引水の強制、蓄尿袋に水を入れる、実際にはない

痙攣や出血をあると述べて受診していた。また、母親の精

神関連既往歴は 11 症例のうち 6 症例（54.5％）であり、

その内訳は、薬物依存 1 例、シンナー中毒 1 例、人格障

害 1 例、虚言 1 例、診断名は不明だが精神科既往歴のあ

る者が 2 例であった。 
 別居や未婚、家庭不和のため児の父親の育児協力が得ら

れない者が 3 例（27.2％）、共に住んでいても父親が虐待

に加担しているのが 1 例、さらに児が父親に助けを求めて

も児に「嘘をつくな」と母親が虐待をしているという事実

を信じないというものが 1 例であった。育児に協力してい

るという記述がある中で、協力する父親は 1 名、協力する

一方で、妻への MSBP の診断に対する異議を申し立てた

者が 1 名であった。他 4 名は記述されていなかった。さ

らに、母親に被虐待経験があると記述されていたのは 11
症例中 2 症例であり、あとの 9 症例に記載はなかった。 
 
【考察】 Fujiwara（2008)は、児の疾病の捏造を行う親

に精神医学的診断のついた者は 55.6％であると述べてい

る。本研究においても精神医学的診断及び既往のある母親

は 54.5％であり、Fujiwara の結果とほぼ類似していた。 
MSBP の夫婦関係においては、加害者の家族、特に父

親は子どもの病気に無関心であることが多く、事実が発覚

した後でも認める者は半数に過ぎない(Ayoub C，2002)と
言われる。Rosenberg(1987)や堀川（2005）たちも、父親

はある程度距離を置いており、母子関係に巻き込まれない

ことが多いことを指摘している。  
以上のことから、MSBP の母親たちの多くは、心の病

を持ちながら孤独な中で子育てをしていることが理解で

きた。父親、あるいは他者（医療者を含む）の関心を自分

に向けたいがために、子どもを病気に仕立て上げる可能性

も考えられる。しかしながら、一方で母子関係から距離を

置こうとする父親たちにはどのような心性があるのかを

知ることが重要である。  
被虐待経験者の 33％が自分の子どもを虐待してしまう

といわれている。しかし、MSBP という診断をしている

にも関わらず、11 の文献の中に母親の被虐待経験につい

て記載されているものはわずか 2 症例（18 .1％）であっ

た。今後は、児にとって受診の第一選択となる内科・外科

（整形）の場における MSBP の母親に対する理解と関心

深め、少しでも疑いが発生すれば速やかな精神科との連携

を積極的に行うことが望まれる。 
  

【結論】1. MSBP の背景には、母の精神疾患の有無、父

親の育児非協力。被虐待経験が複雑に絡み合っている。 
2. 児の様々な症状については、主として内科や外科が第

一選択となることが多いが、MSBP の疑いがある場合、

精神科との早急な連携が望まれる。 
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2019年度在宅看護学実習で学生がとらえた
倫理的課題 
  
 
稲垣千文 1)、宇田優子 1)、杉本洋 1)、岩野千尋 1)、

佐々木沙織１）小山歌子 1) 

1) 新潟医療福祉大学 看護学科 
 

【背景・目的】 看護倫理教育の目的は、倫理的能力の向

上にあり、学生が倫理的に「知ること」「見ること・知覚

すること」「振り返ること」「行うこと」「あること」であ

る。そして実習は、倫理的な課題について「見ること・知

覚すること」が実際の場面を通して体験することができる

場である。特にこの倫理的に知覚することは、学生の倫理

的能力によるものが多くあり、本学看護学科の学生がどの

ようであるのかは不明である。また、居宅での訪問看護と

いう特性から、学生の訪問先へ教員が同行することが難し

く、場面から学生の倫理的問題に対して知覚を促すことが

難しい現状である。2019 年度の在宅看護学実習において、

看護学科 4 年生の学生が倫理的課題をどのようにとらえ

たのか明らかにすることを目的とする。 
 

【方法】 2019 年度前期に在宅看護学実習を履修する学生

を対象とし、Google フォームを用いアンケートを実施し

た。アンケート内容は、臨地実習日数、訪問回数、受け持

ち療養者の疾患などと、倫理的問題と感じたことの有無と

内容についてとした。実習終了時、学生へアンケート入力

を依頼、その内容を集計した。学生が倫理的課題としてと

らえた内容は、そのままデータとし、類似するものに分類

した。なお、本調査は、研究の意図を文書で説明し、不参

加でも不利益は無いことを説明し同意を得た。 
 

【結果】 2019 年度の実習は、履修 92 名、担当教員 6 名、

実習先は新潟市及び近隣の市町村の 21 施設で、１グルー

プ 2 名から 4 名の全 42 グループであった。履修者 92 名

のうち研究承諾が得られた 90 名について報告する。 
1．実習の概要 

臨地実習日数は、平均 6.9 日（SD±0.5）、受け持ち療養

者訪問回数 2.7 回（±0.97）、同行訪問回数 11.7 回（±4.5）
であった。看護過程展開の為の受け持ち療養者の概要は、

平均年齢 70.9 歳（±23.8）、性別男性 56 人（62.2％）、女

性 34 人（37.8％）、利用制度別では、介護保険 47 名

（52.0％）、医療保険 42（47.0％）、その他 1 名（1％）で

あった。受け持ち療養者の主な疾患は、神経系 32 人

（35.6％）、精神および行動の疾患 15 名（16.7％）、循環

器系 13 人（14.4％）などであった。 
2．実習中の倫理的課題について 

実習中、倫理的課題と感じたことの有無については、有

り 11 名（12.2％）、無し 79 名（87.8％）であった。 
倫理的課題としてとらえた内容は、【療養者への支援の

在り方】、【本人と家族の療養上の意見の相違】、【家族の療

養者への無関心・無協力】3 つに分けられた（表 1）。 
 
    

訪問看護師の

支援の在り方 

・一人暮らしにおける認知症利用者の内服管理 
・多系統萎縮症の方で今はまだ瞬きやハンドサインでかろ

うじて反応できるが段々それらができなくなりつつあり、

本人の気持ちを確認する手段がなくなってしまうこと。 
・家族や本人にどこまで踏み込んでいいか分からなかった

時があった。

・対象者が必要ないと判断した援助に対して現状をのまま

にすると判断していたが、感染のリスクに関わる問題であ

り、生命にかかわる問題に繋がるため対象者に説明をし援

助すべきではないかと感じた。 
・療養環境に鳥の死骸が落ちており、片付ける時間はあっ

たが、訪問看護師は療養者が気にしていないためと、その

ままにしていた。

本人と家族の

療養上の意見

の相違 

・利用者と家族の意向が異なること 
・家族は処置を望むが、本人に苦痛が伴う場合 
・寝たきりの在宅療養者が腰部にあたるおむつが気になる

のか、おむつの位置を下げたいと訴えていたが、その後の

介護で排便があった場合、シーツが汚れてしまうことか

ら、下げられなかった。それに対して、療養者は自分で下

げようとして暴れてしまい、訪問看護師の対応が難しくな

ったため、介護者を呼んだ。その後、介護者が「下げる

な」と身体を叩き、「下げるなら手をベッド柵に結ぶぞ」

と話していた。

家族の療養者

への無関心・ 

無協力 

・尿意・便意はあるが、軽労作で呼吸苦が出てしまうためベッド

上でオムツでの排泄の利用者がいた。8 人で暮らしているが、

オムツ交換は誰もせず、尿器を当てることもしないため、10 時

間以上オムツを交換してもらえなかったり、ヘルパーや訪問看

護が入るまで便を我慢したりしていた。 
・同居家族が介護に無関心であり、食事の用意がなかった。自

分で食事を用意できない方だったが、同居家族がいるためヘ

ルパーが食事を用意することもできず、看護師も介入すること

ができないでいた。（週に 3 はデイケアを利用し、そこでは食事

をとることができていた。）

・糖尿病で血糖コントロールをしなくてはいけないのに家

族が本人が欲しがるまま食べ物を与えてしまう事

 
【考察】 この度の実習では、約 1 割の学生が倫理的課題

をとらえたと報告していた。問題を抱えているケースは、

学生の訪問の受け入れも厳しく、訪問が実現しないことが

多いため、倫理的課題に学生が遭遇しないことが考えられ

る。さらに実習目標に倫理的課題について学ぶことが設定

されていないため、学生は倫理的課題に対する意識が薄く、

見逃していることも考えられる。 
この度の調査では、学生の知覚についてのみの調査であ

った。倫理的課題に対してどのような学びであったかは不

明である。そのため倫理的な課題への対処についても調査

をするなど、学生の学びを調査する必要がある。 
そして看護者は常に倫理を求められており、実習でも学

生へ意識づけていく必要がある。 
 

【結論】 本学看護学科 4 年生の在宅看護学実習中での倫

理的課題について報告した学生は 1 割であった。倫理的能

力の向上のため、実習目標に追加するなど、学生への意識

づけが必要である。 

表１ 学生がとらえた倫理的課題について 
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子宮頸がん検診受診啓発を目指したピアエ
デュケーションによる介入研究－女子大学
生への介入の有無による比較及び受診者の
背景因子－ 
 
 
山口典子、志田佑佳子、佐藤郁美、下山博子、 
塚本康子 
新潟医療福祉大学 看護学部 看護学科 

 
【背景・目的】 本邦における子宮頸がん検診受診率は、

先進国の中で最も低いことが指摘されている 1）。厚生労働

省は、子宮頸がん検診の無料クーポンの配布を開始してい

るが、その 8 割以上が未使用であり、特に若年女性への啓

発が喫緊の課題であるとされる 2）。   

2011 年、研究代表者らは、看護学生を対象とした子宮

頸がん予防をテーマとしたピアエデュケーション（以下，

PE：peer education）を実施（2010 年度新潟医療福祉大

学学内奨励金発展研究採択研究）、その結果、PE の介入に

よって、子宮頸がん予防の意識が向上したことを明らかに

している 3）。本研究は、看護学生にとどまらず、対象を女

子大学生に拡大し、子宮頸がん検診受診啓発を目的とした

PE による介入研究を行った結果を報告する。 

本研究の目的は、女子大学生の希望者を対象に子宮頸が

ん検診受診啓発を目的とした PE を実施、2 年後に行った

アンケート調査から、PE 介入群と非 PE 介入群における

子宮頸がんやその原因となる性感染症に対する関心、受診

率、受診者の背景因子を明らかにすることとした。 
 
【方法】 A 大学在学中の女子大学生の希望者を対象とし、

子宮頸がん検診受診啓発を目的とした PE を実施。PE は、

研修を重ねた研究代表者らのもとで学習会を重ねた PE
サークルが実施した。PE 実施 2 年後に、A 大学女子大学

生を対象とし、学科、年齢、家族背景、相談者の有無とそ

の相手について、また子宮頸がんやその原因となる性感染

症に対する関心については、「とてもある」から「全くな

い」までの 5段階リッカートで質問し、また子宮頸がん検

診受診の有無とその時期について質問した。分析は、統計

ソフト SPSS statistics ver. 22.0 を使用した。 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

け、2012 年新潟医療福祉大学学内奨励金発展研究の採択

を受けて実施した。 
 
【結果】 PE 受講者は 18 名。非 PE 介入群は 1475 名。

有効回答率は、PE 群は 100%（17 名）、非 PE 介入群は

61.1%（740 名）だった。 
子宮頸がんに対する関心度について、PE介入群と非PE

介入群の 2 群の差の検定を行った結果、PE 群において有

意に高く、子宮頸がんに対する関心が高くなっていること

が明らかとなった（＜.05）。また、子宮頸がんの原因とな

る性感染症に対する関心度について 2 群の差の検定を行

った結果、PE 群において有意に高く、性感染症に対して

も関心が高くなっていることが明らかとなった（＜.05）。
しかし、子宮頸がん検診受診率の有無について 2 群の差の

検定を行った結果、有意差は認められなかった。そこで、

PE 介入群と非 PE 介入群の全対象者において、子宮頸が

ん検診受診群と未受診群に分け、その背景因子について検

討した。その結果、子宮頸がん検診受診群では、日ごろの

話し相手として母親を挙げ、未受診群との間に有意差が認

められた。よって、子宮頸がん検診受診には、母親がキー

パーソンであることが明らかになった（＜.05）。 
 

【考察】 PE 群の子宮頸がんや性感染症に対する関心の

高さから PE の効果が示され、また経年経過でもその効果

が得られることが本研究で明らかになった。しかし、受診

率の向上にまでは PE の効果として見出すことはできな

かったことから、今後 PE の内容の再検討の必要性が考え

られた。その一方で、研究代表者らが若年女性の子宮頸が

んに対する関心には、母親がキーパーソンであることをす

でに発表している 4)が、子宮頸がん受診率にも母親が関与

していることはこれまで一切明らかにはなっておらず、新

たな知見であるといえる。今後は、母親を巻き込んだ受診

率の向上を目指した取り組みを進めていく。 
 

【結論】 PE は、子宮頸がんや性感染症に対する関心の高

さと経年経過においてもその効果が維持できることが明

らかとなった。PE は、受診率の向上に明らかには関与し

ていなかったものの、子宮頸がん受診率には母親が大きく

寄与していることが新たな知見として得られ、母親を巻き

込んだ取り組みの重要性が見出された。 
 

【文献】 
1) OECD Health Working Papers : Health Care Quality 
Indicators Projects 2006 Data Collection Update Report , 
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/cancernavi/report
/201004/100467.html，2019年 8⽉ 29⽇．  
2) 厚生労働省 :がん検診の在り方に関する検討会， 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-
kenkou_128563.html , 2019年 8⽉ 29⽇． 
3) Yamaguchi N, Tsukamoto Y, Shimoyama H, 
Nakayama K, Misawa S : Effect of peer education 
interventions aimed at changing awareness of cervical 
cancer in nursing students , Niigata Journal of Health 
and Welfare, 11(3) : 32-42 , 2012. 
4)山口典子 , 塚本康子 , 中山和美,下山博子 : 子宮頸が 
ん予防に向けたピアエデュケーションの効果的な支援方 
法の検討～参加者の属性と日本語版健康増進ライフスタ 
イルプロフィールとの関連から～, 日本助産学会誌 ,  
26(3) ,231 , 2013 .  
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高度急性期看護学実習における救急外来・
集中治療室（ICU）実習を体験した学生の学
び 
 

 

小川真貴 1)、今井雄二 1) 、貝瀬友子 1)  
1) 新潟医療福祉大学 看護学部 看護学科 
 
【背景・目的】 本学では 4 年次に高度急性期実習におい

て、救急外来と ICU の見学実習を行っている。実習目的

は、クリティカルな状況にある患者の身体・心理的特徴お

よび家族の理解、患者・家族を支える看護および多職種連

携について理解を深めることである。 
救急外来・ICU は、救命と同時に生命喪失のリスクを

孕んだ現場でもある。生命維持活動が最優先される緊迫し

た現場において、学生は、どのような場面から何を学んで

いるのか。そこでの学びを明らかにすることは、救急看護

のみならず、急性期から慢性期、在宅療養、終末期へと続

く医療の始まりであり、卒業時の到達目標を踏まえた授業

構成や演習、実習など教育内容検討の一助となると考える。 
 
【方法】 対象者は、2019 年 6 月 17 日～8 月 2 日まで、

高度急性期看護学実習を受講した 4 年次生である。 
 研究協力の依頼は、各実習グループの実習初日に研究の

趣旨を説明し、研究者へ申し出、無記名自記式アンケート

への入力をもって同意が得られたものとした。 
 分析方法は、アンケート内容を精読し意味内容を損なわ

ない程度に要約しサブカテゴリ―、カテゴリーに集約した。 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

けて実施された。関連する利益相反はない。 
 
【結果】 76 名から回答を得た。（回収率 90％、有効回答

率 100％）分析した結果、6 カテゴリー、15 サブカテゴリ

―が抽出された。カテゴリーを『』、サブカテゴリ―を〈〉

で示す。 
『看護師の判断能力』では、〈予測判断〉、〈観察力〉、〈ア

セスメント〉、〈迅速な判断〉に分類された。看護師の観察

は、モニターによる継続観察と異常の早期発見の重要性に

加え、声かけや触るなど看護師の五感を用いた細部の変化

も見逃さない観察力とリスクを予測した迅速な判断力が、

緊急事態に対応する重要な要素として上げられていた。 
『人工呼吸器患者』では、〈観察〉、〈コミュニケーション〉

に分類された。人工呼吸器装着中の患者は機器装着中の安

全性の確保と同時に、話すことができない患者に対し、声

掛けやタッチングを行って意識レベルの確認を行うと同

時にコミュニケーションの重要性が上げられていた。 
『重症患者の対応』では、〈タッチング〉、〈傾聴〉、〈声掛

け〉、〈鎮静〉に分類された。意識のない患者や鎮静状態に

ある患者、不安や混乱状態にある患者に対しては、タッチ

ングや声掛け、患者の思いを傾聴するなどが上げられた。

そうした患者の家族に対しては、患者の傍に誘導し、声掛

けや手を握るなどを促したり、家族がいない間や現在の状

況、今後の治療の見通しを説明するなど、不安軽減に努め

ている状況が上げられていた。 
『重症患者の管理』では、〈医療機器〉、〈安全の確保〉に

分類された。多くの医療機器類を使用する患者の安全管理、

複数のルート類、薬剤の使用は医療事故を発生させる要因

ともなる。そのため、ルート類の整理や薬剤の正確な投与

とともに薬剤の効果を確認し、観察・報告するなど、疾患・

病状に合わせた個別的なケアの重要性が上げられていた。 
『受け入れ態勢』では、〈受け入れ〉、〈連携〉、〈ドクター

ヘリ〉に分類された。受け入れ体制では、救急隊員や医師

からの情報を基に、速やかに診察、検査ができるように準

備を行い、他部門との連絡や ICU 待機ベッドの確保など、

また、ドクターヘリでは他病院の医師や看護師からの申し

送りを受けるなどの連携により、地域の救命に果たす役割

の大きさを実感するなど、地域医療を守る最前線の意義を

上げ、また、地域のイベント情報など事前に救急搬入体制

を整え、災害に備えた準備体制などを学んでいた。 
『看護観』では、多くの知識が必要なやりがいのある仕事

であり、また、知識や技術だけでなく患者や家族の痛みや

不安をも理解しケアを行っていたことが上げられていた。 
 
【考察】 学生にとって救急外来、ICU での学びは、今後

の臨床での看護師活動にとって大きな意味を持つといえ

る。 
学びの特徴として、モニター管理による患者の異常の早

期発見や医療機器の管理など、現時点では十分な知識はな

く自分では不可能であるが、それらの重要性を認識すると

同時に、バイタルサインや看護師の知識や感性を駆使した

観察の重要性、意識が明瞭でない患者に対する説明や声掛

け、タッチングなど、患者を尊重した看護師の丁寧な態度

に対する記述が多くみられた。同様に、突発的で深刻な患

者に戸惑う家族に対しても、不慣れな環境の中で患者への

理解と安心を促す場面を見て、ケアの重要性を学んでいた。 
救急外来や ICU 患者の受け入れ体制では、広域な地域

を抱える新潟の地域医療を支えるドクターヘリや救急隊

との連携、情報交換により、早期に的確な診療体制を整え

て救命率を上げるなど、見学内容を実感を持って学んでい

た。 
 看護観については、救急状態の患者・家族の看護を通し

て、今までの実習経験を振り返るきっかけとなり、改めて

知識や技術を学ぶ動機付けとなっている。石渡（2018）
は、「ICU・HCU 実習を経て、自己の看護を振り返り、自

己の体験を肯定できたことが看護観の形成には重要であ

る」1)と述べているが、本研究でも同様の結果となってい

た。 
 
【結論】 高度急性期実習で学生は、生命に直結する観察

と迅速な判断力、患者や家族に寄り添う看護の役割の重要

性を学び、自分の実習経験を振り返り、学びの動機付けと

して学生個々の看護観に影響を与えている。そのため、タ

イムリーなフィードバック体制を整えていく必要がある。 
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認知症高齢者暴力リスクアセスメントシー
ト開発のための基礎研究－認知症高齢者の
暴力誘発因子の解明－ 
 
 
高橋智美、塚本康子 
新潟医療福祉大学 健康科学部 看護学科  
 
【背景・目的】 認知症に伴う心理・行動症状には興奮、

攻撃という行動症状がある。実際に認知症による暴力を理

由に入所や利用を断ったことがある介護老人保健施設は

17.9%であり、病院では 75.3%のスタッフが認知症入院患

者からの暴力を経験している。本邦には、医療の場で起こ

る暴力や攻撃性に対して適切に介入するために開発され

た包括的暴力防止プログラムとウエブスターらによって

開発された司法精神医療領域における暴力行為のリスク

アセスメントツール START がある。START は、その信

頼性と妥当性の評価から 15 カ国で使用され、本邦でも菊

地らにより START 日本語版の開発が進められている。し

かし、START には暴力のみならず、自傷、自己怠慢も包

含されており、暴力行為のみのリスクアセスメントツール

とはいえない。また CVPPP は研修を受けてもその概念が

理解されにくく、暴力が発生したときの介入方法として捉

えられている側面がある。そしてどちらも精神医療領域で

の使用に留まっているのが現状である。そこで本研究では

誰もが簡便に使用できる認知症高齢者暴力リスクアセス

メントシートの開発を目指し、その基礎研究として病院及

び介護老人保健施設における認知症高齢者の暴力誘発因

子の解明をする。 
 
【方法】 A 市在所の病院・介護老人保健施設に勤務する

看護師 200 名を対象に自記式質問紙（認知症高齢者から

受けた暴力の内容、暴力の程度、暴力時の状況・時間・場

所、加害者の背景、被害者の背景等の自由記載）による調

査を実施し、調査票に記述された回答の文脈を考慮して記

述内容を切片化、類型化した。またデータは整理番号制と

し番号個人が特定されないようにした。本学倫理審査を受

審し承認（17601-150708）を得た。尚、本研究は平成 30
年度新潟医療福祉大学学内研究奨励金を得て実施した。 
 
【結果】 調査票の回収率は 35%、有効回答率は 100%で

あった。暴力の内容は言語的暴力、身体的暴力、性的暴力

に大別された。暴力の程度は軽度の擦過傷や打撲から咬傷

や受診を要する外傷とさまざまであったが、看護師は暴力

行為を認知症高齢者の感情表出手段として捉えていた。そ

して暴力行為は認知症高齢者が抱く嫌悪感情に誘発され

て生じており、それは羞恥心を伴う、自尊心を傷つける、

もしくは双方が絡み合ったケアと、苦痛・不快を伴う治療

処置、環境刺激の 2 点に大別された（表 1）。また看護師

は暴力被害が及ぼす影響として、認知症高齢者のベッドサ

イドへ足が向かなくなる、仕事に対するモチベーションが

低下する、離職に繋がることをあげていた。更に認知症高

齢者はその暴力により向精神薬が処方され、状況によって

は転院を余儀なくされていた。 
 

表 1  認知症高齢者の嫌悪感誘発因子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】 暴力誘発因子は認知症高齢者が抱く嫌悪感情に

から生じており、それは 2 点に大別された。まず 1 点目は

羞恥心を伴う、自尊心を傷つける、もしくは双方が絡み合

ったケアであった。戦前の教育を受けた高齢者にとって人

前に肌をさらすことは強い羞恥心を伴う。そして下の世話

を受けることはそれ以上の羞恥心とともに自尊心を大き

く傷つける。そのため認知症を患っていても羞恥心や自尊

心に影響を及ぼす行為に対しては必然的に嫌悪感を抱く

といえる。2 点目の苦痛・不快を伴う治療処置、環境刺激

は認知症高齢者に限らず、誰もが多少なりの嫌悪感を抱く

行為といえ、防御的な反応が暴力に繋がっているといえる。

また先行研究と同様に病院・介護老人保健施設に勤務する

看護師は認知症患者の暴力行為を感情の表出と捉えてい

た。しかしベッドサイドへ足が向かなくなる、仕事に対す

るモチベーションが低下する、離職に繋がるが抽出され、

その行為の意味を理解していながらも感情的には受け止

めがたい状況が見られた。2006 年に日本看護協会は暴力

対策を本格化させたものの、看護職員の確保定着対策で全

く取り組まれていない第 3 位が暴力・セクハラ対策の整備

であった。看護師の離職防止ばかりでなく、認知症高齢者

の不要な転院を回避するためにも、認知症高齢者の暴力誘

発因子といえる嫌悪感情誘発因子を専門家グループの助

言を受けながら精選し、暴力防止対策に繋がる暴力リスク

アセスメントシートの開発を進めていく必要がある。 
 
【結論】 暴力行為は認知症高齢者が抱く嫌悪感情に誘発

されて生じていた。そしてそれは羞恥心を伴う、自尊心を

傷つける、もしくは双方が絡み合ったケアと、苦痛・不快

を伴う治療処置、環境刺激の 2 点に大別された。 
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地域共生社会実現のための「地域福祉推進
の基礎構造」に関する一考察 
 
 
青木茂 1) 
1) 新潟医療福祉大学 社会福祉学科 

 
【背景・目的】今、地域共生社会を実現するために福祉行

政計画の最上位に「地域福祉計画」が位置づけられ、大き

な期待が寄せられる一方、従来のように他福祉計画に代替

させるようなことが通用しなくなってきている事実があ

る。「地域福祉計画」の策定が努力義務化されたことによ

り、金太郎飴のように、どこの自治体も同じような計画が

立てられることが危惧される。この計画を効果的に推進す

るための原動力には地域住民のボランタリーな参画が重

要であることは言うまでもないが、筆者はある地域福祉推

進フォーラムで登壇者から「高齢者の見守り活動だ、居場

所づくりだと枝葉の話をする前に、活動の担い手不足や財

源確保など根元の議論をするべきである。」、「地域におけ

る福祉活動の担い手の中心は今や高齢者であり、このまま

だと 5～10 年後にはコミュニティが崩壊する。」という深

刻で切実な声を聴くことがあった。このことを議論するた

めの整理として、戦後の社会福祉の共通基盤制度をドラス

ティックに変えた、2000 年成立の社会福祉事業法等の一

部を改正する法律、いわゆる「社会福祉基礎構造改革」を

援用して、地域福祉を推進するための構成要素を「地域福

祉推進のための基礎構造」と捉え、この基礎構造を土台か

らぐらつかせる問題の所在について整理、考察する。 
 

【方法】 本研究はレビューを中心とした文献研究である。 
本研究は、日本地域政策学会第 18 回全国研究【群馬】

大会（2019.6.30）地域福祉計画分科会「地域福祉計画の

リアリティを求めて－まちづくりの視点から－の指定討

論者として報告した「地域福祉推進のための第２の基礎構

造改革を考える」を一部加筆、修正したものである。 
なお本研究は文献研究により倫理的、関連する利益相反

はない。 
 
【結果】1.地域共生社会の理念とは 1)、少子高齢・人口減

少社会という大きな課題は、国全体の経済・社会の存続の

危機に直結している。この危機を乗り越えるためには、一

つ一つの地域の力を強化し、その持続可能性を高めていく

ことが必要であり、地域力の強化は、福祉の領域を超えた

地域全体が直面する課題を改めて直視する必要がある。地

方創生や一億総活躍社会の実現に向けた取組が進められ

ており、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、誰も

が役割を持ち、活躍できる、地域共生社会の実現が求めら

れている。さまざまな課題に直面している地域そのものを

元気にしていこうとする地方創生の取組みと誰もが安心

して共生できる地域福祉の取組みは別なものではない。福

祉の領域だけでないものとしては、商業・サービス業、工

業、農林水産業、防犯・防災、環境、まちおこし、交通、

都市計画等を含めた、人・分野・世代を超えて、地域経済・

社会全体の中で「人」、「モノ」、「お金」そして「思い」が

循環し、相互に支える、支えられるという関係ができるこ

とが地域共生社会の実現には不可欠である。 
2.社会福祉の基礎構造とは何か 2)。社会福祉にはいろいろ

な制度がある。例えば老人福祉とか児童福祉、障害者福祉、

生活保護などがあるが、その基礎を支える制度が基礎構造

であり、例えば社会福祉事業の範囲・運営の方法・主体、

それらを支える福祉事務所、民生委員などである。 
3.地域福祉推進のための基礎構造とは。「ヒト」、「モノ」、

「カネ」、「想いと願い」これを地域福祉推進のための「基

礎構造」として捉える。これら地域福祉推進の基礎構造が

ぐらついている地域コミュニティに今、行政などから役割

が下ろされてきており、地域は疲弊しているのではないだ

ろうか。 
4.社会福祉協議会への問いかけ 3)。地域福祉を推進する団

体である社会福祉協議会は、「ヒト」、「モノ」、「カネ」、「想

いと願い」の不足や未整備に対して、推進方策をもって臨

んでいるんだろうか。地域性や住民意識を把握しないで、

一律事務的、機械的に進めてはいないだろうか。 
 
【考察】基礎構造①「ヒト」（民生委員・児童委員、主任

児童委員、自治・町内会長、支え合いの仕組みづくり会議

構成員、ボランティア活動者、一般住民など） 
基礎構造②「モノ」（活動拠点、備品、消耗品、つながり、

ネットワーク、知識、技術、ノウハウの情報など） 
基礎構造③「カネ」（会費、募金、寄附金、補助金、助成

金、受託金、販売・サービス提供などの売上金など） 
基礎構造④「想いと願い」（安心・安全な地域に住み続け

たい、他者のために汗を流すことをいとわない、地域の問

題は誰か任せにするのではなく地域住民で解決するなど） 
 
【結論】問題の所在については、基礎構造①として、担い

手不足は事実か。事実であればその原因は何か。また解決

策はあるか。基礎構造②として、個人情報の保護が地域福

祉活動の障壁となっているのではないか。基礎構造③とし

て、行政と地域コミュニティは、真の意味でパートナーシ

ップを図ることができるのだろうか。基礎構造④として、

地域福祉活動における住民の主体形成の本質は何か。 
 
【文献】 
1)厚生労働省通知：「地域共生社会の実現に向けた地域福

祉の推進について」，2017. 
2)炭谷茂編著：社会福祉基礎構造改革の視座，ぎょうせい，

2-3，2003. 
3)青木茂共著：地域福祉の視点-地域共生社会の実現に向

けて-，新潟医療福祉大学社会福祉学部ブックレット第 3 
号「マルチプルソーシャルワーク」，16-17，2017． 
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介護福祉士養成課程学生の介護イメージ変
化 
 
 
吉田輝美 1)、ウダ ゲダラ サンダニ プラティバー 

サマラシンハ 2) 
1) 新潟医療福祉大学 社会福祉学科 
2) 新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科社会福祉

学 
専攻保健医療福祉学マネジメント分野 1 年 

 
【背景・目的】 わが国の高齢者介護人材不足は 10 年以

上も前からの懸案事項である。介護人材不足の一端である

「介護業界のマイナスイメージ」は、2007 年頃にメディ

アで取上げられ「介護現場の深刻な実態」１）の影響もあ

ると言われている。介護人材不足が解消しない背景には、

介護現場は 3K（くさい、きたない、きつい）や 5K（く

さい、きたない、きつい＋危険、金にならない）労働と言

われたネガティブイメージがある。それらを払拭しようと、

介護業界各種団体等においては、ポジティブキャンペーン

を展開している。しかしながら、いずれの介護福祉士養成

学校の学生の介護イメージは、近年でも否定的であること

が言われている２）。 
そこで本研究では、本学介護福祉コース在籍学生は、ど

のような介護イメージを持って入学し、そのイメージが大

学での学びとともに、どのように変化していくのかを明ら

かにし、ポジティブイメージとなる要因について考察する

ことを目的とする。 
 

【方法】 調査対象者は、本学介護福祉士養成課程在籍の

１学年 27 名、2 年生 20 名、３学年 25 名である。調査は、

無記名自記式で 2019 年 7 月に実施した。調査に関する目

的等を口頭及び文書で説明し、質問紙記入後の提出をもっ

て、調査の協力が得られたとした。調査項目は、大学入学

前のイメージと入学から経過時間の基準点でのイメージ

を記入してもらった。分析は、入学前イメージをネガティ

ブ（－）とポジティブ（＋）、両方のイメージが記載され

ている（±）に分類した。その後の変化の傾向を類似する

内容ごとにまとめた。 
なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

け（承認番号 18197-190626）、関連する利益相反はない。 
 

【結果】 1 年生は、入学前に（－）イメージを持ってい

た者 13 人中 5 人（38.5％）は、入学後においても（－）

イメージのままであった。入学前（＋）や（±）イメージ

の者は、入学後もその状態であった。ただし、イメージす

る内容が変化し、よりポジティブなイメージとなっていた。 
 2 年生は、入学前に（－）イメージを持っていた者 12
人中 1 人（8.3％）は、1 年後と調査時点においても（－）

イメージのままであった。入学前（＋）や（±）イメージ

の者は、入学後もその状態で、1 年生同様によりポジティ

ブなイメージとなっていた。 

 3 年生は、入学前に（－）イメージを持っていた者 15
人中 2（13.3％）人は、1 年後と 2 年後と調査時点におい

ても（－）イメージのままであった。入学前（＋）イメー

ジの 10 人中 2 人は、1 年後に（－）へイメージが変化し、

その内 1 人は 2 年後に（＋）イメージに変化した。また、

入学時（＋）イメージであった者が、調査時点で（－）イ

メージとなった者は 2 人であった。 
 ※具体的なイメージ記述は、発表当日の資料で示す。 
 
【考察】  1年生は入学後の学習が3ヵ月程度であるため、

イメージが（－）から（＋）へ変化していても、介護実習

体験がないためか、その具体的イメージ内容は、介護福祉

士が対象とする知識学習レベルにとどまる漠然としたも

のである。しかし、学びによる知識の広がりによって、イ

メージ変化が起きていると言える。 
2 年生の場合には、入学 1 年後では在宅サービスの実習

を終了しており、多くが利用者の個別ケアに関する実体験

を学んでいたためか、イメージ（－）からイメージ（＋）

へ変化した者と、入学前イメージ（＋）からさらにイメー

ジが（＋）へ強められ変化した者が多く存在した。そのイ

メージ変化の内容についても、「アセスメント」「コミュニ

ケーション技術」等、介護の専門性に関する視点でとらえ

られるようになり、知識と技術を得た中で介護イメージを

語れるようになっている。 
3 年生の場合、現在から過去を想起し入学 1 年後のイメ

ージ変化内容を回答しているためか、上記 2 年生の入学 1
年後をイメージしているものと比較すると、表現する言語

の選定に差異は見られるが、イメージ内容においては大き

な違いはなかった。しかしながら、全介護実習終了後では、

現場職員をロールモデルとして自分を比較することによ

って、介護福祉士としてのより専門的技術や使命感をとら

え、介護の担い手となる前提に立ち、介護イメージを語っ

ているものと捉えられる。 
 介護の仕事が大変なのは当然のことと受け止め、その中

で自らが何を見出すかによって、介護イメージは変化しや

すくなるものと考える。「やりがい」「楽しさ」の（＋）の

イメージを入学前に持っている場合には、介護実習で介護

現場の大変さを現実認識する中に、「やりがい」「楽しさ」

の深意をみいだしている。一方、入学前に（－）のイメー

ジを持っていた場合は、介護実習体験によって、自己が持

っていたイメージは社会のイメージに影響されているこ

とを理解したと考えられる。その結果、体験をもとに新た

な介護イメージ（＋）へと変化したと考えられる。 
 
【結論】 本学科の学生の多くには、専門的な介護の学び

によるイメージの経時変化が見られた。介護のポジティブ

（＋）イメージに変化させ、中でも大きく変化する地点は、

入学 1 年後である。それらの変化の要因のひとつとして、体

験学習である介護実習があげられる。この実習体験によって、

介護に対するイメージが大きく変化していくのである。 
 
【文献】は紙面の都合上省略 
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地域課題に対する学生の学びとその学習効
果に関する基礎的研究―新潟水俣病患者の
聞き取り調査からー 
 
 
大坪美香 1)、渡邉敏文 2) 
1) 2)新潟医療福祉大学 社会福祉学科 
 
【背景・目的】 新潟医療福祉大学社会福祉学科では、新

潟水俣病関連情報発信事業として、多様な新潟水俣病患者

支援を行っている。新潟水俣病患者からの聞き取り調査は、

その一環として 2018年度に新たな取り組みとして始めた

もので、患者の主観的事実を聞き取り、「語り」の記録化

を行った。具体的には、①阿賀野川との関り、昔と今とで

の変化、②水俣病に罹患した原因をどのように考えている

か、③水俣病の症状とその中で一番辛い症状、④神様への

願いごと、⑤学生や将来を担う子どもたちに伝えておきた

いこと、を質問項目として、生の声を記録として残した。   

この調査は、「二度と同じ過ちを犯してはならない」と

いう水俣病患者から、後世へのメッセージを発信していく

ための重要な取り組みである。加えて、学生がこの実践活

動をとおして、感じたこと・考えたことをまとめていくこ

とは、現在そして未来へと、水俣病問題の情報を発信する

上で貴重であり、地域政策の普遍化にも繋がると考える 1)。 

これらの背景を踏まえ、地域課題に対する学生の学びと

その効果について検証する基盤としたい。 

 
【方法】 「新潟水俣病阿賀野患者会」に対して調査の目的

を事前に説明し承諾を得た上で、患者 5 人に聞き取り調査

を行った。聞き取った学生は、新潟医療福祉大学社会福祉

学科 3 年生 4 人、4 年生 2 人で、患者 1 人に対して学生 2
人が 60 分間の聞き取りをおこなった。2018 年 11 月 15
日に、「新潟県立環境と人間のふれあい館」で実施した。

そして、学生にこの調査から学生が感じたこと・思ったこ

とを記載してもらい、整理・考察を行った。 
 
【結果】 聞き取り調査の結果は表 1 に、学生が聞き取り

調査を行って感じたこと・思ったことは表 2 に示した。 
表 1 新潟水俣病患者からの聞き取り調査結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 2 学生が感じたこと・思ったこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】 学生は、聞き取り調査をとおして、新潟水俣病

患者という概念を問い直し、問題の表層だけでなく患者が

どのような思いで病気と向き合い、今後どのように生きて

いきたいのかという、患者の思いの背景を考えることがで

きている。また、興味を持たない・知らないことが危惧さ

れ、一人ひとりの声に耳を傾け、理解することの大切さを

学んでいる。さらに、環境に目を向け公害について問題を

提起し、自分たちにできることはなにか、水俣病をとおし

て、広い視点から課題を見つけることができている。 
今回の調査をとおして、患者からの声を聞き、学生自身

が自分たちにできることについて考え、真剣に向き合うこ

とができたと思われる。 
 

【結論】 今回、実施した聞き取り調査では、水俣病患者

の生の声を学生が聞き取ることで、講義では得られない体

験的な学びと主体的に考え行動に移すことができる学習

効果が期待できた。今後は、この結果をもとに、地域課題

に対する学生の学びとその学習効果に関して、研究のさら

なる基盤を構築していきたい。また、患者の主観的事実を

聞き取った「語り」の記録化をどのように残していくのか

を検討し、そのプロセスをとおして学生がどのように学び

を深めていくのかを探求していきたい。 
 
【文献】 
1) 渡邉敏文他：地域における学生の体験型学習とその効

果に関する研究，新潟医療福祉大学平成 22 年度学内奨励

金学長裁量研究費報告書，2011． 
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新たな子育て相談窓口開設による既存相談
窓口への影響と連携への課題－「子育てな
んでも相談センターきらきら」への影響と
課題－ 
 
 
山口智 1)、丸田秋男 1)、小池由佳 2)、伊藤真理子 3)、

川村雅子 4）、小柴真一 5)、佐藤勇 6） 
1) 新潟医療福祉大学 社会福祉学科 
2) 新潟県立大学 人間生活学部 子ども学科 
3) 新潟青陵大学 福祉心理学部 臨床心理学科 
4) 新潟市社会福祉協議会 福祉相談支援課  
5) 新潟市 こども未来部こども政策課 
6) よいこの小児科さとう 
 
【背景・目的】 2010 年 4 月に設置された「子育てなんで

も相談センターきらきら（以下「きらきら」）」は、新潟市

が目指す「日本一子育てにやさしいまち」の実現に向け、

全国に先駆けて、相談内容や年齢にかかわらず総合的かつ

包括的なワンストップサービスの電話相談の窓口として、

妊娠から出産、乳幼児期、学童期、青年前期及び青年中期

まで切れ目のない相談に応じてきた。「きらきら」は、そ

の先駆性や開拓性等を踏まえ、新潟市社会福祉協議会の自

主事業として創設され、新潟市からの補助金にて運営がさ

れてきた。この間、相談延件数は 11,736 件（2017 年度末）

に上り、その認知度は年々高まっている。一方、国は 2016
年に妊娠期からの切れ目ない支援体制の構築を目的とし

た「母子健康包括支援センター（子育て世代包括支援セン

ター）」の市町村設置を努力義務とする母子保健法改正を

行った。新潟市では該当する事業として「妊娠・子育てほ

っとステーション（以下、「ほっとステーション」）を 2016
年 5 月 23 日に各区に開設、新たな子育て包括相談窓口の

運営が始まることとなった。このことによる、重層的な相

談体制が期待される一方で、先駆的な取組としての「きら

きら」の役割の明確化が必要となった。 
 
【方法】 「ほっとステーション」が開設されたことで、

「きらきら」に寄せられる相談にどのような変化が生じる

のかを検証することとした。具体的には「ほっとステーシ

ョン」の開設の前年度（2015 年度）と次年度（2017 年度）

の比較検証を行った。分析対象は、該当年度の「きらきら」

が受けた電話相談全件数（メール相談等は除く）とし、「ほ

っとステーション」と支援対象が重なることが推察される

胎児～乳幼児を育てる母親からの相談に焦点を絞った。な

お、本研究は新潟県立大学倫理委員会の承認を受け、関連

する利益相反はない。 
 
【結果】 同一相談者による相談が単発（5 回未満／年度

内）ケースの活動実績について分析を行った結果、相談件

数は増加、胎児～乳幼児の子についての相談件数は減少、

母親からの相談は増加していることが明らかとなった（表

1）。次に相談内容別に年度による変化を確認すると、「育

児方法」「医療・保健・健康」「教育関係」の相談件数が増

加している一方、「発育・発達・性格・行動」「悩み・不安・

苛立ち」「子育て情報」等の相談は減少していることが明

らかになった（表 2）。 
 

表 1 相談件数及び子どもの年齢・相談者の変化 
 
 
 
 
 ※いずれも相談者の属性が特定されたもののみ 
 

表 2 相談内容の変化 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】 分析の結果、「ほっとステーション」設置後も、

「きらきら」での相談を必要とする母親たちの存在が明ら

かとなった。「きらきら」への各年の相談延件数は、減少

傾向にある。しかし、本研究の分析から、単発的な電話相

談は増加している。この背景には、窓口に赴く必要がない

電話相談が持ち合わせる相談へのアクセシビリティへの

改善等が、子育て期にある相談者にとって相談につながる

要因となっていることが推察される。また、開設から 8 年

が経過している「きらきら」に対する認知度の高まりも背

景にあるだろう。次に、電話相談のうち、胎児～乳幼児期

にある子どもの人数は減少していた。しかしながら、相談

者の多数を占めることが推察される新潟市での出生数の

減少を勘案すると、減少数が 5 件にとどまっていること自

体、子ども数に対して相談ニーズの高さはむしろ高まって

いると言えるだろう。最後に、相談内容の変化である。最

も大きな変化が見られたのは「子育て情報」である。「ほ

っとステーション」が開設されることによって、多様な子

育て支援情報が一体的に提供されるようになったことが

推察される。 
 
【結論】 「ほっとステーション」の設置により相談内容

への変化が見られたものの、「きらきら」の特性を活かし

た相談窓口の必要性を確認することができた。今後は、「ほ

っとステーション」と互いの特性を活かした連携を密にし、

協働実践していける環境整備が肝要である。 
 
【謝辞】 本研究は、2019 年度新潟市医師会地域医療研

究の助成を受けて実施した。 

相談件数
（電話・5回未満）

⼦どもの年齢
（胎児〜幼児）

妊婦・⺟親
からの相談件数

2015年度 845 604 550
2017年度 925 599 577

育児⽅法
発育・発
達・性
格・⾏動

医療・保
健・健康

教育関係
悩み・不
安・苛⽴

ち
虐待

⼦育て情
報

障がいの
あるお⼦
さんのた
めの情報

その他

2015年度 133 77 117 2 160 5 106 3 1
2017年度 159 72 123 6 146 0 49 2 0
⽐較 119.5% 93.5% 105.1% 300.0% 91.3% 0.0% 46.2% 66.7% 0.0%
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全国 47都道府県の一人平均後期高齢者医
療費の西高東低北高分布と医療・社会経済
環境指標との関連 
 
羽田涼奈 1)、渡辺茜花 1) 、鈴木晶絵 1) 、田尻正之 1) 、
山岸未奈 1)、菅野涼夏 1) 、板垣 匠 1) 、波塚飛鳥 2)、

淡島正浩 1)、木下直彦 1,2)、瀧口 徹 1,2) 
1) 新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
2) 新潟医療福祉大学 大学院医療情報・経営管理学専攻 
 
【背景・目的】 一人当たり後期高齢者医療費（mf75）の

県または二次医療圏単位等の分布が、いわゆる西高東低北

高の分布を示すことが知られている。しかし、その原因が

医療需給要因（疾患の多寡、病床数等）、社会経済的要因、

生活習慣要因のいずれが主因であるかは明らかになって

いない。そこでこれらの要因分析を目的とした。 
 
【方法】 47 都道府県単位の mf75 の地理学的分布および

その多寡に関連すると考えられる各種要因（候補）として、

医療需要要因：5 大死因疾患のうち老衰を除く 4 大死因疾

患（がん、心臓病、脳血管障害、肺炎）の人口率、医療供

給要因：人口当たり病床数（一般、精神、療養）、産業就

業査率（Fact1,2,3）および各種生活習慣指標（食塩、野

菜、酒、煙草）等との関連の地域差を下記の 2 手法で確認

した。 
手法 1：気象庁の地域区分（西日本、東日本等）を利用し

て西日本自治体＋北海道自治体と東日本の自治体との間

で、上述の各指標の上位と下位 50％の所属数を求め

Fisher の直接確率法（FET）で構成比率の検定実施。 
手法 2：地域集積性定量分析ソフト GeoDa を用いて各種

要因の二値地域集積性を定量的に表す Moran の I 指標

（MoI）と二値 LISA マップを求め、MoI の大きい要因を

同定。 
なお、本研究は個人情報ではなく全て公表された情報を

用いているため倫理審査対象外である。また関連する利益

相反はない。 
 

【結果】 図 1 に全国 47 都道府県の mf47 の四分位マップ

を示す。西高東低北高傾向は高度に有意（p<0.0001）で

あった。図2に人口当たり精神病床数とmf75の二値LISA
クラスターマップを示し MoI=0.63 と最も地域集積性が

高かった。注目されるのは①4 大死因の多寡の関連性は有

意でない、②病院の 3 種の病床のいずれも mf75 増加に高

度に有意に関連し地域集積性も高い、③Fact2 は負の効果

が、Fact3 は正の効果がる、④食塩と野菜は男女とも関東

東北で摂取量が多い傾向が高度有意でMoIも-0.55以上と

mf75 減少に有意の関連を示した。⑤喫煙は女性の喫煙傾

向が有意な西高東低北高を示したが飲酒は西高東低北高

傾向を示さなかった。                             
 

【考察】 医療の需要要因である 4 大死亡率疾患との関連

は有意で無く、供給要因である 3 種の病床人口比と mf75
の関係は精神病床との関係が最も強く、認知症を併発した

要介護高齢者の急性周辺症状（BPSD）患者の医療保険に

おける入院期間等の取扱いに西高東低北高の大きな違い

があることが示唆された。 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
図 1 後期高齢者一人平均医療費の都道府県分布（四分位） 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
図 2 人口当たり精神病床数と後期高齢者一人平均医療費

の地域集積性 
 

【結論】 一人当たり後期高齢者医療費の西高東低北高に

は精神病床、療養病床の人口比および野菜、食塩の摂取が

mf75 を下げる方向にが強く関連していた。背景に漬物を

多用する食文化に地域差があることが関連していると想

定されるが今後の調査が必要である。 
  
【文献】 
1) 武見ゆかり、村山伸子：地域・職域の食生活課題の把

握・分析をふまえた栄養教育・食環境整

https://www.pbhealth.med.tohoku.ac.jp/japan21/slide-p
df/27-slide-4.pdf. 
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アプリケーション開発学習時における統合
開発環境(IDE)の選択に関する検討 
 
 
井上弘樹 1) 
1) 新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 

 
【背景・目的】 本学科では卒業研究等でアプリケーショ

ン開発を行うことがある。本学科のような情報系学科にお

いて卒業研究等におけるアプリケーション開発は同学習

を選択する学生にとって、情報科学全般を理解することの

みならず、プログラミングスキル習得を通して卒業後の進

路についても選択の幅が広がることにつながり大変有益

であると言えよう。他方、統合開発環境(IDE)は有用であ

るが近年はボリュームが肥大化し、インストールした PC
によっては快適な操作感覚とは言えない状況も生じ得る。

学習においてはどうしても学習者のトライアンドエラー

を経験することになるため、選択する IDE と同操作感の

差異は学習の進行に大きく影響をきたすと考えられる。 
 

【方法】  評価対象として代表的な IDE である、

VisualStudio2017、Eclipse(jdk-12.0.2、Pleiades All in 
One(Eclipse 4.8 photon)、JavaFX Scene Builder 2.0)、
Android Studio(3.5 for Windows 64-bit)の 3 者を比較に

用いる。具体的な操作手順自体についてはフォーム・ダイ

アログを定義することや、画面へのコントロールの設置な

どには無限のパターンがありかつ、画面設計・サポートさ

れる開発言語の違いからソースコード書き込み、ボタンの

クリック回数とクリック箇所の数、において IDE 間に差

異が見られるのは当然であるため、あらかじめ機能・形態

とも可能な限り同等に近い開発状態において 3 つの IDE
における動作開始から動作完遂にまでいたる時間を同一

端末上で計測することにより、3 つの統合開発環境におけ

る学習者の操作の所要時間を比較評価することにする。す

なわち、3 つの IDE でそれぞれ一つのフォームを初期状

態で設置した上で初期状態のボタンコントロールを 10 個

定義した状態まで編集し(図 1)、Run 開始→終了までの時

間を計測した。時間計測にはフリーソフトの Free Time 
Tracker を用いた。使用端末は CPU:Intel Core i7-6700、
物理メモリ 8GB 、グラフィックボード :GeForce 
GTX950(GPU メモリ 2GB)、OS:Windows10 であった。 

なお、本研究はコンピュータとプログラミング言語、ア

プリケーションソフトのみについて行われたものである

ため倫理審査は不要と考えられ、関連する利益相反はない。 
 

【結果】 Run 開始→終了までの所要時間の計測結果は、

VisualStudio2017 では約 1 秒、Eclipse ではおよそ 2 秒

を要した。一方、Android Studio では 14 秒を要した

(Android Studio では Android Virtual Device Manager
をすでに起動させた状態で計測している )。Android 

Studio では他の 2 つの統合開発環境よりもアプリケーシ

ョンの動作確認に時間を要する傾向があることが明らか

であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】 アプリケーション開発のための操作においては

卒業研究等、限られた期間では一定の合理的効率的な学習

が行われることが望ましいが、特に初学者など学習者のレ

ベルによっては操作に多くの手数を要することが考えら

れるため、統合開発環境の動作時間が短くなればなるほど

学習効率が向上するのは明らかである。開発環境のインス

トール後の設定を適切に行う(不要なモジュールをインス

トールしないなど)ことや、他の不要なアプリケーション

を PC から削除するなどのチューニングも検討の余地は

あるが、対処法としてまず考えられることは、開発環境の

インストールされたマシンのパフォーマンスの向上であ

り、可能な限りハイエンドでスケールアップされた端末を

用いることが挙げられる。これには学習者全員に配備する

ことの可否やシステムのライフサイクルとコストや設置

場所を考慮した適切な導入・運用が求められると考えられ

る。ハイエンドでない通常の PC 端末でもいわゆる「軽く

動作」するよう、開発環境と習得される言語を用途と目標

に応じて選択することも考えなくてはならないが、開発目

標となるアプリケーションによっては用いられるプログ

ラミング言語の選択の幅が狭くなるのが現状である。 
 

【結論】 アプリケーション開発学習において重要である、

IDE の動作時間を 3 つの IDE について実際に測り、比較

を試みた。短時間で動作する IDE が望ましいが、実際は

Run に長い所要時間を有する IDE も見られた。開発目標

となるアプリケーションによっては、選択し得るプログラ

ミング言語が少なくなる場合があり、動作所要時間の長い

IDEを用いざるを得ない状況も有り得ることが示された。 

図 1 各統合開発環境上のフォーム設定とボタン

コントロールの設置。左上：VisualStudio2017、
右上:Eclipse、下：Android Studio 
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Colaboratoryの教育・研究に対する有効性 
 
 
近藤正紀 1)  
1) 新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
 
【背景・目的】 人工知能開発やデータサイエンスが流行

している現在、そのプログラミング言語として Python を

使用することが一般的になっている。 
 Python は習得しやすい言語であるとされるが開発環境

を整えることが難しいとされてきた。近年は環境構築ツー

ル Anaconda が整備され容易になってはきたが、自身が所

有するハードウェアにGPUを搭載して開発環境を構築す

るとなると、コストも労力も大きいのが現実である。 
 一方で、Google社の提供するColaboratoryという IaaS
では Python 環境を無料で使用することができる。 
 本稿は、Colaboratory を教育および研究で使用した場

合の有効性について検討する。 
 
【方法】 現在までに四つの講義と三つの研究プロジェク

トで Anaconda と Colaboratory を使用した経験を基に、

Colaboratory とスタンドアロン PC で同様の環境を構築

および維持する場合の困難度を比較検討する。本稿ではス

タンドアロンを「ネットワークに接続していない」ではな

く、「ネットワークに接続しなくても動作可能」という意

味で用いる。 
 なお、本研究は倫理審査の対象外のものであり、関連す

る利益相反はない。 
 
【結果】 Colaboratory は Jupyter Notebook をユーザー

サイドの Web ブラウザーから操作するため、コード欄で

各種の UNIX コマンド実行することによってハードウェ

ア/ソフトウェアの構成を得ることができる。 
 
表 1 Colaboratory の主な構成（2019 年 9 月 1 日時点） 
OS Ubuntu 18.04.3 LTS 
CPU Intel Xeon 2.20GHz 2 cores 
GPU NVIDIA Tesla K80 
主記憶 12.72 Gi バイト 
ディスク 327.69 Gi バイト 

（主記憶、ディスクは GPU 使用時） 
 
 Colaboratory はこの環境を Google ドライブでのわず

かな操作で構築できる。スタンドアロン PC においてプロ

グラムの開発環境を構築するには、インストールパッケー

ジの入手とその展開を経た上で、カスタマイズを行うのが

一般的である。 
 
【考察】 スタンドアロン PC における環境構築は、ある

程度の経験が無いと失敗することが多い。講義中に学生が

環境構築を行うと約半数の学生は 1 回以上構築をやり直

すということを見てきた。また、構築に要する時間は長い

場合 1 時間以上必要であるため、初回に失敗すると講義時

間内に環境構築が完了しないというケースも多い。特に、

GPU を使用する環境を構築する難度は高い。 
 これに対し Colaboratory は既に Jupyter Notebook が

動作する状態で提供され GPU も利用できるため、Python
を用いる場合は何もしなくても良い。稀に追加パッケージ

が必要となるが、追加に失敗しても Colaboratory の仮想

コンピューター環境は容易に環境を抹消できることから、

再構築は容易である。スタンドアロン PC では環境構築に

失敗すると再構築前に不要データ群の削除が必要であり、

削除漏れ等が起こると再び失敗する可能性が高くなる。環

境構築が容易である点は利用者が本来の仕事に専念でき

ることにつながり、教育・研究に対する有効性は高いと考

える。 
 Python 以外の言語、例えば C を使用する場合は、ソー

ス コ ー ド を ユ ー ザ ー サ イ ド で 作 成 し 、 そ れ を

Colaboratory に転送してコンパイルするというクロス開

発を行う必要があるが、Ubuntu (UNIX)の CLI 環境での

開発経験があれば困難ではないと考える。 
 アプリケーションで処理するデータは、IaaS による環

境ではクラウド側のファイルシステムに転送しなければ

ならない。Colaboratory は Google ドライブをファイルシ

ステムにマウントできることから、ユーザーサイドのデー

タをファイル転送を意識せずに扱うことができる。ただし、

2019 年 5 月 31 日に『Team Drives』のパス名が『Shared 
drives』に変更されたため、前日まで動作していたプログ

ラムが動作しなくなるというトラブルが発生した。このよ

うなトラブルに対処するためには OS 等についてある程

度のスキルが必要であり、さらに今後もこのような仕様変

更に注視していく必要があると考える。 
 欠点として、インターネットへの接続が必須であること、

90 分間操作が無いと接続が切れること、仮想コンピュー

ターの 1 回の保持時間が 12 時間であることが挙げられ

る。接続が切れると最悪の場合演算結果を失うことになる

ため、Web ブラウザー側での細工や中間結果を保存し、そ

れを読み込んで演算を継続するプログラミングテクニッ

クが必要である。これらの対処は若干難度が高いが、一度

設定してしまえばコードの再利用は容易であるため解決

可能であり、利用者が本来業務に専念可能という前述の有

効性を損なうものではないと考える。 
 
【結論】 Google Colaboratory は高価なハードウェアを

所有することなく、また環境構築の手間をかける必要なく、

Python による教育研究環境を整えることができる。その

ため本来業務に専念できる点で、非常に有効なツールであ

るといえる。 
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3D プリンタを使用した視覚障がい者向けの挟み将

棋用の用具の開発 
 
 
谷賢太朗 1)、田村剛一 2) 、前田義信 2) 
1) 新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
2) 新潟大学大学院 自然科学研究科 
 
【背景・目的】 現在、視覚障がい者の視力改善や治療に

関する研究は多くされているが、視覚障がい者の日常生活

の質(QOL)に関しての研究はあまりされていない。特に視

覚障がい者向けの娯楽に関する研究や試みは著しく少な

い。現在存在する視覚障がい者向けの娯楽を挙げるとする

と、歌舞伎などの音声ガイドなど音に頼る部分が多く、1
人で完結してしまうものになってしまう。そのため、視覚

障がい者の方々からの要望で多いのが、相手とコミュニケ

ーションが取れる娯楽、更にいうならば晴眼者の方達と遊

べる娯楽である。 
そこで我々は、晴眼者の方達とも遊べる視覚障がい者向

けの娯楽を作る研究を行っている 1)。特に本研究では挟み

将棋に着目する。視覚障がい者の中で将棋が好きな方は多

い。しかし実際の将棋は相手の陣地に侵入すると「成る」

こと、盤面が 9×9 と大きいことなどが視覚障がい者の盤

面把握の負担を大きくしている。そのため、今回は比較的

盤面把握のしやすい挟み将棋を用いることにした。本稿で

は視覚障がい者でも認識しやすい挟み将棋用の駒と盤を

3D プリンタで作成し、その使いやすさについて考察する。 
 
【方法】 本稿では駒と盤のデザインを考案し、3D モデル

作成ソフト「Tinkercad」で 3D モデルを作成した。また

3D プリンタ「ダヴィンチ nano」で立体化を行った。今

回使用した材料は「タフ PLA フィラメント」である。 
 視覚障がい者が用いる駒と盤のデザインを考えるにあ

たって、視覚障がい者の方へのヒアリングなどから 3 つの

課題が挙げられた。 
1 つ目は自分と相手の駒が判別しにくいという点であ

る。通常の将棋の駒は厚みが少ないため、立体というより

は平面に近い。自分の駒と相手の駒は傾きの方向が異なる

が、その判別は難しいと考えられる。今回は駒を通常より

も厚くして立体的なデザインとすることで判別を容易に

した。また前面と後面の形を変えることにより、触って自

分と相手の駒を判別しやすいようにした。 
 2 つ目は盤面把握をする際に駒が動いてしまう点であ

る。視覚障がい者の方が盤面把握をする時、必ず駒や盤面

に触れることになる。その際、置かれている駒の位置が大

きく動いてしまい、盤面が異なる状況になってしまう可能

性がある。今回は駒の底面と盤面の 1 マスが組み合わさる

ように設計した。さらにマスに枠を設けることにより、他

のマスへと駒が移動しないようにした。 
 3 つ目は持ちにくさである。通常の将棋の駒では平面に

近く、視覚障がい者にとっては持ちにくい形状と考えられ

る。そのため今回は駒に持ち手を取りつける。さらに持ち

手でも自分の駒と相手の駒を判別できるように、持ち手の

形を角柱と円柱の 2 種類にした。 
  
【結果】 作成した駒と盤面の 3D モデルを図 1 に示す。

なお今回、盤は 5×5 マスにし，盤面把握を容易にした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
【考察】 作成した盤面と駒を用いて晴眼者 2 名でアイマ

スクをつけた状態で実際にゲームを行ってもらい使用感

を確かめた。その結果、３つの新たな課題が挙げられた。 
1 つ目は駒の前方と後方の判別方法についてである。今

回のデザインでは、前後の形状の差で自駒か相手駒かを判

断させる想定だったが、持ち手で推測されることが多かっ

た。よって持ち手さえ付ければ形状は本来の駒の形でも問

題ないことが示唆された。 
2 つ目は底面と盤面の組み合わせについてである。盤面

把握をする際の駒の動きを抑制することはできたが、実際

に盤に駒がはまっているのかが分かりにいという意見が

得られた。ストッパーのようなもので強く押し込んだ時に

組み合うようにするなどの改善を行う。 
3 つ目はマスを仕切る枠が駒の移動の邪魔になるとい

う点である。視覚に頼らずに駒を移動させる場合、滑らせ

るようにして移動させることが多い。しかし枠があると駒

の動きの邪魔になってしまう。駒と盤の組み合わせのみで

駒が動かないように固定できるようにデザインを修正す

る。  
 

【結論】 本稿では視覚障がい者の方でも盤面把握がしや

すい挟み将棋用の駒と盤の開発を試みた。今後は視覚障が

い者の方に実際に遊んでもらい、その完成度を高めていく。 
なお、本研究は倫理審査の対象ではなく、関連する利益

相反はない。 
 

【文献】 
1) Tani K, Sato M, Murakami T, Kawachi R, Niikawa T 
and MaedaY: Construction of web-based speech game 
system “kikimimi”, Journal of Advanced Computational 
Intelligence and Intelligent Informatics, 21(2): 359-362, 
2016. 

図 1 作成した駒（左図）と 1 駒分の盤面（右

図）の 3D モデル 
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特定健康診査におけるメタボリック症候群
該当者率の上位と下位の特徴 
－燕市と妙高市の比較－ 
 
三井一希 1)、大野祐奈 1) 、小柴くらら 1)、長谷川有紀 1) 、
岡田真紀 1)、中林拓己 1)、太田早紀 1) 、眞田悠希 1)、     
石上和男 2)  
1) 新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 4 年生 
2) 新潟医療福祉大学 医療情報管理学科  

  
【背景・目的】 メタボ該当者における健診項目と生活習

慣の違いを明らかにするためにメタボ該当者率の上位の

燕市と下位の妙高市の両市に注目して特徴を分析し、比較

検討することにより生活習慣病の予防に役立てることを

目的とした。 
 

【方法】 平成 27 年度の特定健診の結果について新潟県

30 市町村のメタボ該当率を順位付けした。1 位の粟島浦

村と 2 位の刈羽村については比較対象にするには人口が

少ないと判断したため第 3 位の燕市を採用し、最も該当率

が低い妙高市とを比較した。 
 対象は両市の国民健康保険加入者で、平成 27 年度に特

定健診を受診した 40~74 歳の燕市は男性 2,578 人、女性

3,360 人、計 5,938 人、妙高市は男性 1,130 人、女性 1,351
人である。また、公表されている受診率は燕市が 52.8％、

妙高市が 57.5％である。 
（1）メタボ該当と非該当者の健診項目と生活習慣の違い 
 メタボ該当者における健診項目と生活習慣の違いを明

らかにするために二項ロジスティック回帰分析を行い、両

市の健診項目及び生活習慣に関する質問項目についてメ

タボとの関連をみた。メタボ判定は非該当を「0」に、該

当を「1」のダミー変数とし、メタボ判定を目的変数、健

診項目と、生活習慣に関する質問項目を説明変数とした。

（2）健診項目と生活習慣に関する質問項目の比較 
 男女別にカイ二乗検定を行い、両市間の健診項目と生活

習慣に関する質問項目の差をみた。なお、解析にかかる統

計的有意水準はすべて 5％とし、統計解析ソフトは

Bellcurve 社のエクセル統計 2015 を用いた。 
 本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会において平成 29
年 7 月 11 日に承認された（承認番号 17838－170711） 

 
【結果】 1. メタボ該当者と非該当者における健診項目と

生活習慣の違い 
 燕市では「BMI」が標準偏回帰係数 1.0978、オッズ比

13.0227、「中性脂肪」は標準偏回帰係数 0.8460、オッズ

比 6.0068 さらに「20 歳からの体重変化」が標準偏回帰係

数 0.8122、オッズ比 5.8381 と高い値を示していた。妙高

市では「BMI」が標準偏回帰係数1.1775、オッズ比18.2032、
「20 歳からの体重変化」は標準偏回帰係数 0.9177、オッ

ズ比8.1987さらに「中性脂肪」は標準偏回帰係数0.5459、

オッズ比 3.7444 と燕市と同様に高い値を示していた。以

上のように両市にみられた共通項目は「BMI」、「中性脂肪」

と「20 歳からの体重変化」であった。 
2. 健診項目と生活習慣に関する質問項目の比較 
「腹囲」が男性 85ｃｍ以上、女性 90 ㎝以上の人の割合は

燕市が男性 42.5％女性 21.5％で妙高市の男性 33.6％女性

7.3％と燕市に多く、有意差がみられた（P<0.001）。また、

「総コレステロール」が 220 より大きい人の割合は燕市

の男性 22.2％女性 41.6％で妙高市の男性 19.7％女性

27.5％と「総コレステロール」の高い人の割合は燕市に多

かった(P<0.001)。また、「中性脂肪」が 150 以上の人の割

合は燕市の男性 33.5％女性 27.9％で妙高市の男性 26.6％
女性 15.0％と燕市に多かった(P<0.001)。「HbA1c」が 6.0
以上の人の割合は燕市の男性 23.6％女性 25.4％で妙高市

の男性 12.9％女性 7.6％と燕市に多く、有意差がみられた

(P<0.001)。さらに、燕市の男性は「LDL コレステロール」、

「尿糖」また、女性でも「尿糖」に有意差がみられた。一

方、男女共に「HDL コレステロール」には有意差がみら

れなかった。「20 歳からの体重変化」の生活習慣に関する

質問項目で「はい」と答えた人の割合は燕市の男性 37.8％
女性 24.9％で妙高市の男性 32.0％女性 20.2％と燕市に多

く、有意差がみられた(P<0.001)。「食べ方 3（夜食/間食）」

の生活習慣に関する質問項目で「はい」と答えた人の割合

は燕市の男性 12.2％女性 16.0％で妙高市の男性 8.6％女

性 11.9％と燕市に多かった(P<0.001)。「歩行または身体活

動」の生活習慣に関する質問項目で「はい」と答えた人の

割合は燕市の男性 73.0％女性 80.4％で妙高市の男性

59.8％女性 53.8％と燕市に多かった(P<0.001)。「30 分以

上の運動習慣」の生活習慣に関する質問項目で「はい」と

答えた人の割合は燕市の男性 36.0％女性 30.3％で妙高市

の男性 42.1％女性 37.4％と妙高市に多かった(P<0.001)。 
 
【考察】 メタボ該当者割合の地域差がみられた。その要

因として両市の労働状況に違いがあるのではないかと考

えた。燕市は製造業の比率が県内で最も高く、金属加工な

どの重工業の割合が全体の 7 割であり食べる量が多く、ま

たは脂肪分の多い食事をしている可能性が高いのではな

いかと考えた。また、夜食をとる人の割合が燕市の方が高

いことから食生活が不規則なため健診項目である

「HbA1c」や「中性脂肪」などの数値が高くなるのではな

いかと考えられる。 
 

【結論】 二項ロジスティック回帰分析の結果より「BMI」、
「中性脂肪」、「20 歳からの体重変化」が最も重要な要因

であった。「BMI」、「中性脂肪」については、食生活の改

善と適度な運動をする必要がある。「20 歳からの体重変化」

については、若いうちから保健指導をしていくことが改善

につながるのではないかと考える。 
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海外留学生参加型の連携総合ゼミ事例の運
営について 
 
 
桑原桂 1)、松井由美子 1)、村田憲章 1)、山口智 1)、小川

真貴 2)、石上和男 3)、久保雅義 4)、真柄彰 1) 
1) 新潟医療福祉大学 新潟連携教育センター運営委員

会 
2) 新潟医療福祉大学 看護学科 
3) 新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
4) 新潟医療福祉大学 理学療法学科 

 
【背景・目的】 新潟医療福祉大学（以下本学と記す）は、

2001 年度の開学以来、その教育理念に多職種間連携教育

（Interprofessional Education: IPE）を掲げている。2019
年度現在、6 学部 13 学科とさらに学科が増え、大学構内

でも様々な多職種間連携が可能となった。2009 年度から

2011 年度には本学が主幹校となり戦略的大学連携支援事

業が行われた。その成果として専門職間連携教育用モジュ

ールが作成された。この仮想事例モジュール教材は、現在

も事例を少しずつ増やしながら、Web 上で無料公開を続

けている。また最近では、大学間学術交流の一環として、

フィリピン、台湾などの大学から短期留学生が本学の連携

総合ゼミに毎年参加している。2019 年度からは、海外か

らの短期留学生が増加したことを受け、今まで海外留学生

参加型ゼミは、2 つの事例のみと限っていたが、複数の事

例に広げることになった。それに伴って、今後増えていく

海外留学生参加型のゼミ運営を考えていく必要がある。そ

こで、本学の連携総合ゼミにおいて、海外留学生参加型ゼ

ミを 3 年間担当した経験をまとめ、今後のゼミの運営につ

いて考察を行う。 
 

【方法】 過去 3 回の連携総合ゼミのために作成した資料

と学生が成果物となるプレゼンテーションを作成する過

程を写真等で記録したものを整理し、ファシリテーター、

通訳者としてその場にいた自分自身の行動を振り返る。 
本研究に関連する利益相反はない。 

 
【結果】 連携総合ゼミは、本学および他の参加大学の教

員が作成した複数の事例（2019 年度は 18 事例）に対し

て、履修希望のあった学生より参加希望順位を問うアンケ

ートを行い、その結果から学生の希望を鑑みた事例に配分

していく。例年、他大学の学生も含めると参加学生は 120
名から 150 名程度となる。1 つのゼミに少なければ 5 名

程度、海外留学生参加型のゼミになると 8 名から 15 名程

度配分される。夏休みの初めに日本人学生と事例担当教員

へのオリエンテーションが開かれ、9 月の 5 日間のゼミに

向けて、チーム連携について、google スライド使用法、最

終日に行うプレゼンテーションについて、等の説明を行い、

その後各ゼミにて自己紹介やアイスブレーキングをして

5 日間のゼミ活動に向けて準備を行う。 
 桑原のゼミは、1 年目の 2016 年度は、日本人学生 3 名、

フィリピン人留学生 6 名、計 9 名であった。2 年目の 2017
年度は、日本人学生 5 名、フィリピン人留学生 6 名、計

11 名。3 年目の 2018 年度は、日本人学生 5 名、台湾人留

学生 4 名、フィリピン人留学生 6 名、計 15 名であった。

海外留学生参加型ゼミはどうしても人数が多くなる。また、

本学の理学療法学科と学術交流協定を結ぶ大学からは理

学療法学科からの留学生が大半となり、メンバーに偏りが

出る。問題点としては、2016 年度と 2018 年度は海外留

学生が日本人の倍の人数であったため、ディスカッション

に慣れている海外留学生が主導となり、日本人学生を萎縮

させてしまう場面が多くなることが挙げられる。また日本

人学生の通訳として教員が介在していたが、海外留学生は

日本人学生を飛び越えて、教員に直接質問をするなど、効

率優先で作業を進める傾向があった。1 年目は、事例を作

成したばかりであったこと、海外留学生の人数が多すぎた

ことで、日本人学生が積極性を失っていることに気が付か

ず、ファシリテーターとしての役割を忘れ、意見や情報を

一方的に提供してしまうという反省すべき行動をとって

しまった。しかし教員が介在できない時間もあったため、

次第にゼミ内で学生同士気軽に意見を言い合えるように、

google 翻訳を使う、国際生活機能分類を使って議論を進

めるなど学生同士で工夫する様子が見られた。2 年目から

はフィリピンに留学経験のある日本人学生の参加があり、

学生同士英語で自由に意見交換をするようになった。3 年

目は海外留学生の大半が理学療法学科の学生で、総数が

15 名と多く、意見交換が困難となる場面が多くみられた。 
  
【考察】 海外留学生参加型の連携総合ゼミは、英語で意

見をまとめなければならず、日本人学生にとって荷が重い

が、海外から刺激を受ける良い機会である。学科の増設に

伴い今後さらに海外の大学が学術交流の一環として本学

の連携総合ゼミに参加をする機会が増えるであろう。海外

留学生参加型ゼミ運営上重要なことは、留学生と日本人学

生との人数のバランス、専門分野のバランスを考えること、

また、ファシリテーターとしての教員の立ち位置を教員も

参加学生も充分に理解しておくことである。 
 

【結論】 今後増えるであろう、海外留学生参加型の連携

総合ゼミの円滑な運営のために、①海外留学生と日本人学

生の人数、専門分野のバランスを考えること、②ファシリ

テーターとしての教員の立ち位置を参加教員、参加学生全

員で理解することが必要となる。 
 

【文献】 
1) 真柄彰: 新潟医療福祉大学の保健医療福祉連携教育, 
保健医療福祉連携, 6: 31-32, 2013. 
2) 大嶋伸雄: 首都大学東京健康福祉学部における専門職

間連携教育, 保健医療福祉連携, 6: 41-45, 2013. 
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多職種間連携教育科目「連携基礎ゼミ」  
アンケート結果の報告 
 
 
山口智 1)、村田憲章 1)、松井由美子 1)、泉田俊幸 1)、

桒原桂 1)、真柄彰 1) 
1) 新潟医療福祉大学 新潟連携教育研究センター運営委

員会 
 
【背景・目的】 多職種間連携教育の発展は、数多く存在

する医療専門職が一丸となって臨床現場でチーム医療を

展開するために必要不可欠である。新潟医療福祉大学では、

「チームアプローチ入門」、「連携基礎ゼミ」、「保健医療福

祉連携学」、「連携総合ゼミ」が開講されている。 
「連携基礎ゼミ」は新潟医療福祉大学の全学科の 2 年次

生の必修科目として履修を課すものである。本ゼミの目的

は、「将来、保健医療福祉の専門職間において連携・協同

を実践できるようになるため、2 年前期までの履修内容を

踏まえて各学科の専門職としての特性や志向性をお互い

に理解すること」および「お互いに一つの課題を追求し発

表することで、協力・他者を理解する能力をつける」とさ

れている。つまり、互いの専門職の差異や特性の相互理解

という面に焦点があてられた科目となっている。ゼミ活動

の流れとしては、まず初めに学科別全体オリエンテーショ

ンを行い、「保健医療福祉領域における専門職種に対する

理解」の時間で自身の目指す専門職以外の職種について調

べ、ゼミ内発表およびプレゼンテーションを行う。その後

研究テーマを決定し、研究テーマに沿ったゼミ活動を行う。

本研究テーマは、保健・医療・福祉・スポーツ領域に関連

した内容に設定することを求めている。最終的に学科内発

表会にて研究成果を発表する。 
「連携基礎ゼミ」は比較的早期からチーム医療に必要な

専門職の相互理解を促す構成となっている。本科目に対す

る履修後の学生の意識を客観的数値として捉えるべく、ア

ンケート結果を分析したので報告する。 
 

【方法】 対象は 2018 年に「連携基礎ゼミ」を履修した 2
年次生 1024 名とした。2018 年 11 月 28 日～2018 年 12
月 12 日の期間に、「2018 年度 連携基礎ゼミ 授業に関

するアンケート」を実施した。質問項目は表中の 11 項目 
(所属学科および担当教員の学科選択項目は割愛) とした。

回答項目は、強くそう思う (強く賛成する)・そう思う (賛
成する)・どちらでもない・そう思わない (反対する)・全

くそう思わない (強く反対する) の 5 段階回答とした。強

くそう思う・そう思う、を「賛成回答」とし、そう思わな

い・強くそう思わない、を「反対回答」とまとめた。 
 
【結果】 回答が得られたのは 881 人で、回答率は 86.0％
であった。各設問への回答率は、次の通りであった。( ) 内
の数値はそれぞれ、「強くそう思う・そう思う」、「そう思

わない・全くそう思わない」の内訳を示す。 

表. 2018 年度 連携基礎ゼミ 授業に関するアンケート質問項目 
①保健・医療・福祉・スポーツに関連する様々な職種の名称と

役割をあげることができた。 

②自分が所属する学科の専門性や目標とする職種について他学

科の学生に説明できた。 

③将来、様々な職種の人たちと一緒に働くことの重要性が理解

できた。 

④他学科の学生と有意義なコミュニケーションがとれた。 

⑤他学科の学生とゼミのテーマについて一緒に取り組むことが

できた。 

⑥他学科の学生の意見を聞き、取り入れることができた。 

⑦自分が所属する学科の専門性だけでは思いつかない考え方を

生み出すことができた。 

⑧この連携基礎ゼミでは自分の発言を受けとめてもらえた。 

⑨担当教員は学生が発言しやすいよう適切に気を配った。 

⑩この連携基礎ゼミでの学習は、将来ほかの職種の人たちと一

緒に働くために役立つと感じた。 

⑪この連携基礎ゼミは総合的に満足であった。 

①賛成回答 87％ (24％、53％)、反対回答 5％ (3％、2％)
②賛成回答 77％ (22％、54％)、反対回答 5％ (4％、1％)
③賛成回答 86％ (35％、51％)、反対回答 3％ (2％、1％)
④賛成回答 90％ (43％、47％)、反対回答 4％ (2％、2％)
⑤賛成回答 92％ (45％、47％)、反対回答 2％ (1％、1％)
⑥賛成回答 93％ (43％、50％)、反対回答 2％ (1％、1％)
⑦賛成回答 81％ (34％、48％)、反対回答 3％ (2％、1％)
⑧賛成回答 92％ (40％、52％)、反対回答 2％ (1％、1％)
⑨賛成回答 88％ (48％、40％)、反対回答 4％ (2％、2％)
⑩賛成回答 85％ (39％、46％)、反対回答 5％ (2％、3％)
⑪賛成回答 84％ (42％、44％)、反対回答 4％ (2％、2％)
各設問の回答割合の平均は、賛成回答：86.8％、反対回答

3.5％であった。 
 
【考察】 アンケートの設問①～⑪のうち、全ての項目に

おいて賛成回答が 75％以上かつ、反対回答が 10％未満で

あった。最も賛成回答が低かった設問は②で、「強くそう

思う」を選択したのは 22％の学生に留まった。連携医療

においては専門性の相互理解が重要であるが、自身の専門

職の役割を十分に把握することも必要不可欠である。2 年

次生は長期にわたる実習を履修する機会を上級学年に控

えており、学生自身に自職種に対する具体的なビジョンを

描く機会が乏しいことが、賛成回答の割合が低い要因と推

察される。逆に賛成回答が高い割合であった設問は⑤と⑧

であった。この回答結果については、ゼミ内のディスカッ

ションが効果的であったか否かを示すものであると考え

られる。本科目の、「協力・理解する能力をつける」とい

う目的達成に繋がっているものと思われる 
 
【結論】 2018 年度の 1 か年分の連携基礎ゼミに対するア

ンケート結果をまとめた結果、概ね高い満足度が得られて

いる科目であることがわかった。今後は多年度にわたって、

あるいは学科別のアンケート結果を集計し、満足度を評価

していく必要がある。 
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2018 年度「連携総合ゼミ」学生アンケート
結果の国内と海外学生の比較による考察 
 
 
松井由美子 1)、村田憲章 1)、桑原桂 1)、山口智 1)、 

佐藤晶子 1)、淡島正浩 1)、真柄彰 1) 
1) 新潟医療福祉大学 連携教育研究センター運営委員会 
  
【背景・目的】 N 大学では開学当初から QOL サポータ

ーの育成を理念に掲げその一環としてチームアプローチ

ができる人材育成を目指している。連携科目のうち、4 年

次の「連携総合ゼミ」は集大成となる科目に位置付けられ、

毎年国内外からの学生が大勢参加し、近年特に海外からア

ジアの国々を中心に参加が増え続けている。国際交流委員

会との連携もあり、毎年フィリピンから 2 大学、台湾から

2 大学の学生の参加があり、2019 年度の連携総合ゼミに

はさらに台湾から 1 大学、マレーシアとスリランカからは

教員が見学目的で参加されさらに国際化が進んだ。 
 毎年実施している事前事後のアンケートの他に全教員

及び学生を対象として終了時アンケートを実施している。

本研究では 2018年度の終了時学生アンケ―トをもとに国

内と海外の学生について比較分析を行ったので報告する。 
 
【方法】 連携総合ゼミの最終日 2018 年 9 月 7 日（金）

に終了時アンケートを実施後、統計ソフト IBM SPSS 
Statistics Ver.25 により平均値の比較を実施し分析した。 
 
【結果】 学生用終了時アンケート配布 150 枚、回収 109
枚、回収率は 72.7%であった。システム欠損値 7 枚を除く

102 枚を分析対象とした。 
表 1 回答者の所属大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 に回答者の所属大学、図 1 に項目別得点の国内と

海外の学生比較の結果を示した。項目 2 と項目 9 のみ海

外学生の平均値が低かったが多はすべて高値であった。 

図 1 国内・海外学生の平均値の比較 （■海外学生） 
独立サンプルの検定を表 2 に示した。母平均の差が有意

に示されたのは表 2 の 4 項目で、1、3 の項目は海外学生

が 1％以下で有意に高値を示し、6，7 の項目も同様に 5％
以下の確率で有意に高い値であった。 

表 2 独立サンプルの検定 

 
【考察】 有意に海外学生が高値を示した「オリエンテー

ションは有意義であった」は 1 か月前の事前オリエンテー

ションに海外学生は参加できないため、不十分であると危

惧されたが、参加後事例担当教員から個別に丁寧な説明と

英語版のガイドが準備されているため支障はなかったと

思われる。 
「GW は楽しかった」と「お互いに助け合った」の 2 つ

の項目は海外学生が最も高得点を示し、特に国内と海外の

学生が共に GW を行う上で言葉の壁や文化の違いを乗り

越えながら理解し合うことに想像以上に国内の学生は苦

労するのに対し、海外学生はスムーズに対処できる能力が

高いことを示している。英語が不得手な国内学生が海外と

の混成チームに入るとストレスを感じ得点が低くなる場

合が多いが、海外の学生の負担は少なく、GW では常に積

極的に意見を述べ、リーダーとしての力を発揮することも

多く国内の学生にも良い刺激を与えていると思われる。 
「グループへの貢献度」は「自分に自信が持てた」の項

目と同様に毎年低値を示す項目であるが、海外学生は有意

に高得点を示し、短いゼミ期間にもかかわらずチームワー

クの楽しさや貢献できていると感じていた。 
国内学生と比較して海外学生の得点が低かったのは「事

例は興味深い」と「対象者中心の支援策」で、国内の事例

がほとんどであることから海外の学生になじみやすい事

例が少なく、今後検討するべき課題であると考えられる。 
 
【結論】 全体的に海外学生の得点は高く特に「オリエン

テーションが有意義」や「GW の楽しさ」、「お互いに助け

合った」、「グループに貢献できた」の４項目については海

外の学生が国内の学生に比べ有意に高かった。しかし「事

例の興味深さ」や「対象者中心の支援策」は課題となった。 
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項 目 F値 有 意 確 立 ｔ値 自 由 度 有 意 確 立 (両 側 ）

1 . 有 意 義 な O T 等 分 散 を仮 定 し な い 0 .0 04 -3 .1 5 6 2 9 . 6 4 5 0 .0 0 4

3 . GW は 楽 しか った 等 分 散 を仮 定 し な い 0 .0 00 -3 .5 3 4 4 1 . 4 1 6 0 .0 0 1

6 . お互 い助 け 合 った 等 分 散 を仮 定 し な い 0 .0 01 -2 .6 8 0 4 3 . 2 5 4 0 .0 1 0

7 . グル ープに 貢 献 等 分 散 を仮 定 す る 0 .1 33 -2 .2 3 0 10 0 0 .0 2 8

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

所属大学 度数 ％

新潟医療福祉大学 69 63.3

新潟薬科大学 3 2.7

日本歯科大学短期大学部 6 5.5

日本歯科大学 4 3.7

新潟リハビリテーション大学 6 5.5

国内大学計 88 80.7

アンヘレス大学 2 1.8

サントトマス大学 3 2.8

国立陽明大学 4 3.7

中山医学大学 5 4.6

海外大学計 14 12.9

合計 102 93.6

システム欠損値 7 6.4

　　　　　合計 109 100
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保育者を志望する学生の身体教育場面の状
況認知教育方法の検証 －Schönのフレーム
理論から－ 
 
 
佐近慎平 1)、鵜瀬亮一 1) 、内山渉 2) 、西原康行 1) 
1) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 
2) 新潟総合学園 e ラーニング推進室 
 
【背景・目的】 2018 年 4 月に幼稚園教育要領、保育所保

育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が改訂さ

れ、保育者の教育力、専門性に注目が集まっている。戸田

（2018）は、保育の質を問うており、保育者の力量形成

が喫緊の課題として、実践する保育者を中心とした研究 
一人ひとりのこどもに合わせた実践の研究、その実践の振

り返りの研究を挙げている。保育の“場”は、生き物のよ

うに刻々と変化する。保育者が「今ここ」において行動す

る時，対象となる幼児のヒストリー（過去）、ストーリー

（今とこれから）、保育理念（自身の持つ保育者経験・保

育感等）、教養や経験（今まで培ってきた全ての経験等）、

自身を構成する全てを導入して判断し、行動する。保育者

の力量には、明示化された知識や技能に加え、創造性や暗

黙知等で構成されている。本研究では、保育士を志望する

学生の初期教育に焦点を当てる。実習等の“場”での実践

による学びの前後・並行して、表層の学びから、深層を読

み解くための、“場”の見方を学び、学生の保育力量を形

成することを目的とする 
 

【方法】 Schön 理論の「反省（省察）的実践家」「フレー

ム」を援用し、保育者の実践を可視化/読解する。さらに

教育工学で用いられる VTR ストップモーション法を採用

し、身体教育の場の映像を視聴し、状況認知を書き出す。

省察の際は、吉崎（1987）の授業についての教師の教授

知識を参考に、幼児の様子、教授内容、教授技術の 3 つの

フレームを設定し半構造化した。省察に用いる熟達者の状

況認知は、主たる研究者が実施している幼児の体力向上事

業のA市の主任以上の保育士の状況認知を表にまとめた。

研究対象は、保育士養成課程の学生 25 名とし、データ収

取手順は、介入前・動画視聴し状況認知を書き出す、熟達

者の状況認知を学習し、1 週間後に 2 回目を実施し（介入

後）、学生の状況認知数と熟達者の認知との一致数を介入

前後で比較検証した（TTEST）。また、質的研究を実施し、

表層の認知が深層化する過程を抽出した。 
主たる研究者の特性と反映性は、B 県・C 市等の幼児の

体力向上事業のアドバイザー（2017～）を務め、保育者

向け研修会（身体教育）の講演実績も多数ある（新潟県幼

児期からの運動習慣アップ事業 6 会場：約 300 名：アン

ケート結果・大変満足 90％）。また、共同研究者と協議を

重ね質的研究の精度を高めている（スポーツ指導者、教師

教育の力量形成）。 

なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を受

け、関連する利益相反はない。 
 
【結果】 保育士志望学生の状況認知数（図 1）、保育士志

望学生の状況認知と熟達者の状況認知との一致数（図 2）
を示した。3 フレームは介入前後において、状況認知数、

熟達者との一致数において有意差を確認した（P＜．01）。 

 
 次に、表層の認知が深層化する過程についての質的研究

結果を述べる。本研究用身体教育場面の動画は、4 歳児

30 名を体育指導者がリードし、幼児が主体的に取り組ん

でいる。その際、導入時に幼児の創造性を引き出すために、

小さい声を用いて、注意を集め、活動に入っていく場面が

ある。介入前の気づきは、指導技術において「小さな声で

話すことでこども達が静かに忍び足をするようにしてい

る」であったが、介入後は指導技術「小さな声で指導内容

を言う」、指導内容「小さな声で話しかけることで、子ど

もの興味を示すようになる」、幼児の様子「小さな声に耳

を澄ませて、指導者の真似をしている」と、3 フレームが

連動している学生が現れ、省察による教育効果が確認され

た。一方、学生の状況認知が表層から深層化しない場面が

あった。幼児が静かに石を表現し保育者が確かめに来る場

面において、学生は「顔をあげてしまう」と表層を認知す

るが、熟達者は「早く確かめてほしくて、ワクワクして、

顔をあげてしまう」と行動の意味を読み解いている。同様

に教授内容を推察することが難しく全体的に認知数が少

なかった。学生は、第一に幼児の様子から場を見ようとす

るが、熟達者は、指導技術と幼児の様子をみつつ、指導の

ねらいを整理する。これは、畠山（2018）の教師が持つ

フレームを「無意識的，または，意識的に実践の中に起こ

る出来事を包括＝理解し，行為につなげる際の基盤・基準

である」 
と同じ現象であり、いくつかのフレームを連動して場を状

況認知していることを意味した。 
 
【結論】 教室での学習において、動画を視聴し、ストッ

プモーション法を用いて、身体教育場面を読み解くことは、 
保育現場実習において、幼児へ身体教育を行う際に必要な 
基本技術の習得に有効であった。 

図 1 保育士志望学生の 
  状況認知数 

図 2 保育士志望学生の 
  状況認知と熟達者の 
  状況認知との一致数 
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「シティズンシップ教育入門」受講学生の
市民性認識に関する一考察 
 
 
吉田重和 1)、佐藤裕紀 1)、武田丈太郎 1)、五十嵐紀子 2)、

原口彩子 2)、杉本洋 3)、西原康行 1) 
1) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 
2) 新潟医療福祉大学 社会福祉学科 
3) 新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】 新潟医療福祉大学では、シティズンシッ

プ教育実践研究センターにおける研究成果を基にして、

2018 年度より、保健医療福祉教養科目群にて「シティズ

ンシップ教育入門（1 年次後期）」（以下、同科目）を配当

している。 
同科目は、受講学生が、現代社会を生きる上で重要な市

民性（シティズンシップ）について認識を深め、適切に行

動するための資質・能力を身につけることを主たる目的と

している。主体的に学習することや他者と協力することに

より育まれるこれらの資質・能力は、社会生活の様々な場

に共通して応用可能なものであるとともに、看護・医療・

リハビリ・栄養・スポーツ・福祉に携わる専門職として活

躍するための素地となるものでもある。 
本研究では、市民性の涵養に関わる先行研究・実践に基

づき理念的背景を整えた後、同科目の授業評価アンケート

及び受講学生のレポートの内容を検討し、受講学生の市民

性認識の一端を明らかにする。 
 
【方法】 本研究では、まず、先行研究・実践の成果を活

かし、同科目を通して身につけるべき資質・能力について

確認する。その後、受講学生の市民性認識について、2018
年度に実施・作成された授業評価アンケート及びレポート

の内容を分析し、その内実を明らかにする。レポートの内

容検討にあたっては、KH Coder（ver.3）を用いた計量テ

キスト分析の手法を主に用いる。 
なお、本研究に関連する利益相反はない。 

 
【結果】 市民性に関わる先行研究・実践の検討により、

同科目を通して身につけるべき資質・能力として、「能動

性・主体性」「対話的な関係性」「他者への影響経験」が主

たる要素として挙げられた。 
同科目の 2018 年度の受講学生は 31 名であった。うち

21 名が回答した授業評価アンケートでは、「この授業に積

極的、主体的に取り組んだ（評定平均 4.52）」「この科目の

内容について関心が高まった（同 4.38）」「この科目の内容

について理解が深まった（同 4.33）」など複数の項目にお

いて高い評価が示されている。 
期日までに提出された 29 名の受講学生のレポート（テ

ーマ「この授業を通じて学んだ地域との関わり方」）の内

容を集計したところ、分析対象となる語として 11,481 語

（異なり語数 1,934）が抽出された。抽出語の上位は、「地

域（頻度 357）」「思う（同 190）」「人（同 175）」「松浜（同

147）」「朝市（同 138）」であった。また頻度は少ないもの

の、「主体（同 9）」や「行動（同 14）」など、先述した主

たる要素に直接的に繋がる語も複数抽出された。 
図 1 は、抽出語同士の繋がりを示す共起ネットワークで

ある。共起ネットワークは最小出現数を 15 と設定し、

Cosine 係数により上位 60 の関係性に基づき作成した。グ

ループワークのテーマに関する語の繋がりが見える一方

で、「グループ」と「話し合う」、「問題」と「解決」など、

主たる要素に対応した語も生成されている。このことから、

グループでの対話や交流が活発に行われたこと、またグル

ープワークを通じて、問題解決に取り組む経験を得た学生

が多いことが窺える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】 受講学生のレポートには「地域とのかかわりを

自分たちが主体的に作っていくこともでき、それは必要な

ことではないか」「知りたいという思いがあって行動して

初めて地域との関わりが持てる」など、「能動性・主体性」

の重要性に関する記述も複数確認された。また受講学生は、

積極的に同科目の活動に取り組み、テーマに関する話し合

いやグループワークを通じて「対話的な関係性」や「他者

への影響経験」にも触れていることがわかる。これらの結

果から、受講学生は、同科目を通じて市民性認識を新たに

していると考えられる。 
 
【結論】 「シティズンシップ教育入門」を受講した学生

は、授業を通じて「能動性・主体性」「対話的な関係性」

「他者への影響経験」の重要性に気付き、市民性に関する

新たな認識を得ている。 
 
【文献】 
1) 佐藤裕紀: 医療福祉系専門職養成における市民性育成

の必要性, QOL サポーター育成に資するシティズンシッ

プ教育プログラムの開発・実践に関する研究 最終報告書

兼シティズンシップ教育入門ワークシート，新潟医療福祉

大学シティズンシップ教育実践研究センター: 2-5, 2018. 

図 1 最終レポート抽出語の共起ネットワーク 
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台湾・輔英科技大學との国際交流協定(MOU)
締結に向けた教員訪問報告 
 
 
阿部薫 1)、柴山純一 2)、瀧口徹 2) 
1) 新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 
2) 新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
 
【背景・目的】 2019 年 5 月、演者の阿部は台湾・高雄市

で行われたセミナーに講師として出席した際、現在、修士

課程 1 年在学中の留学生である林維政氏の紹介により、同

氏の母校である輔英科技大學(Foo Yin University)を表敬

訪問した。同大学の顧志遠校長先生、国際長の黃登宬先生

はじめ、各先生方の歓迎を受け、大学の概要説明と学内施

設の見学をさせて頂いた。 
 輔英科技大學は 1958 年に創立された私立大学で、前身

は看護学校として出発し、その後大学へ移行して、2002
年に「輔英科技大學」と改称して現在に至る。4 学部 16
学科を擁し、在籍学生は約 9500 名、学部学科構成は次の

通りである。 
・看護学部(看護学科、助産学科、健康事業管理学科、老

年介護事業学科)、 
・医療健康科学部(医科学学科、理学療法学科、健康栄養

学科、健康美容学科) 
・環境生命科学部(環境工学科、応用化学材料学科、職業

安全衛生学科、バイオテクノロジー学科)、 
・人文経営学部(情報管理学科、観光産業管理学科、幼児

保育産業学科、応用外国語学科) 
 これらの学部学科は、本学と同一または共通する分野も

多く、先方から国際交流協定(MOU)締結の打診があり、

持ち帰って検討することとした。 
 
【方法】 帰国後、久保国際交流センター運営委員長へ相

談の上、国際交流協定締結計画書を同委員会へ提出し承認

を得た。続いて MOU 締結に向けた本学教員による訪問を

実施するため、国際交流事業計画書を提出し承認が得られ

たため、輔英科技大學を訪問することとした。 
 訪問した教員は柴山純一教授(医療情報管理学科長)、瀧

口徹教授(医療情報管理学科)、阿部薫教授(国際交流センタ

ー運営委員)の 3 名であった。 
 輔英科技大學は台湾第二の都市である高雄市(人口 227
万人)にあり、新潟からは新幹線→成田空港→高雄空港の

経路を使用した。 
なお、本報告に関連する利益相反はない。 
 

【結果】 2019 年 8 月 28 日、本学教員 3 名は林維政氏(本
学修士 1 年)と共に輔英科技大學を訪問した。日程は次の

通りであった。 
1. 歓迎会談 
 1) 歓迎の挨拶(顧志遠校長)、出席者紹介 

 2) 来賓挨拶(柴山純一教授) 
 3) 輔英科技大學紹介(黃傑康先生) 
 4) 新潟医療福祉大学紹介(瀧口徹教授) 
 5) MOU 締結に向けた会談 
 6) 記念品交換 
 7) 記念撮影 
2. 学内見学 
 1) 理学療法学科 
 2) 情報管理学科 
 3) 健康経営学科 
 4) 老年介護事業学科 
 

図 1 本学の柴山純一教授による挨拶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 両大学関係者による記念撮影 
 
【結論】 本学の学部学科と同一または共通する分野も多

いため、全学事業として協定の締結を行い、教員／学生の

交流を促進することで合意した。今後はどちらかの学長

(校長)が相手校を訪問し、締結式典挙行のための日程調整

を行うこととなった。 
 具体的にどのような交流を実施すれば双方にメリット

があるのかを検討し、今後の計画を立案して行く予定であ

る。 
 
謝辞 
 今回の訪問は国際交流センターの 2019年度国際交流事

業費の交付を得て行われた。ここに深甚なる謝意を表しま

す。 
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協賛一覧

御　　　　礼

本学会の開催に際して、多大なご支援を賜りました広告掲載企業、当日展示企業の皆様、なら
びにご協賛いただきました企業の皆様に対して、謹んで感謝の意を表します。

社会福祉法人 愛宕福祉会
株式会社 医学書院
インターリハ株式会社
有限会社 AMTI JAPAN
株式会社 エヌ・オー・ティー
株式会社 大井製作所
株式会社 大仁商店
有限会社 奥義肢製作所
オットーボック・ジャパン株式会社
加藤義肢製作所
カナイ医療器株式会社
キッセイコムテック株式会社
協和義肢工業株式会社
株式会社 近畿日本ツーリスト関東
株式会社 クレアクト
株式会社 クレイズプラン
ケアベアーズ
株式会社 考古堂書店
有限会社 佐賀有薗義肢製作所
株式会社 佐々木義肢製作所
医療法人社団白美会 白根大通病院
有限会社 伸正商会
株式会社 高幸
株式会社 田村義肢製作所
有限会社 中部義肢
テルモ株式会社
東名ブレース株式会社
株式会社 トーシス新潟

有限会社 永野義肢
中村ブレイス株式会社
ナツメ出版企画株式会社
ナブテスコ株式会社 
株式会社 南江堂
新潟医療福祉大学
新潟医療福祉大学大学院
株式会社 新潟印刷
株式会社 ニイガタスタイル
新潟WBC × PO-Links
医療法人泰庸会 新潟脳外科病院
新潟マイクロコンピューター株式会社
新潟リハビリテーション病院
日建リース工業株式会社
ニッタ株式会社 
有限会社 ハート義肢
株式会社 はあとふるあたご
橋本義肢製作株式会社
株式会社 P.O コンセプト
株式会社 双葉メディカル
株式会社 松本義肢製作所
源川医科器械株式会社
有限会社 森口義肢製作所
株式会社 山忠
株式会社 ユーキ・トレーディング
株式会社 よしや
株式会社 y-brace
有限会社 湧川義肢製作所

（敬称略、五十音順）

－ 117 －



第19回新潟医療福祉学会学術集会　実行委員会
実行委員会事務局 ： 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部

義肢装具自立支援学科

◎大会長　　

　東江由起夫

◎実行委員長

　勝平　純司

◎実行委員　

阿部　　薫　　真柄　　彰　　笹本　嘉朝

須田　裕紀　　前田　　雄　　髙橋　素彦

郷　　貴博　　佐藤　未希　　　　　　　

本書の内容を無断で複写・複製・転載すると、著作権・出版権の侵害となることがありますのでご注意下さい。

新潟医療福祉学会誌　　第19巻・第1号　学術集会特集号　� 　2019年10月26日発行

編集兼発行　新潟医療福祉学会　Niigata Society of Health and Welfare
　　　　　　〒950-3198　新潟市北区島見町1398番地
　　　　　　電話 （025）257-4455 （代）　　FAX （025）257-4456

印刷　　　　株式会社新潟印刷
　　　　　　〒950-0134　新潟市江南区曙町3丁目5-5
　　　　　　電話 （025）383-3900 （代）　　FAX （025）383-3909

－ 118 －




