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第 10回 国際医療福祉大学学会学術大会 

大会長 新井田 孝裕 （国際医療福祉大学 副学長） 

第 10回国際医療福祉大学学会学術大会を開催するにあたりご挨拶申し上げます。 

本学は今年で開学から四半世紀を迎え、10 月には創立 25 周年記念事業を、それに続く本学

術学会も第 10回という記念すべき節目の年にあたり、ともに大田原キャンパスで開催する予定でし

た。保健学部 5 学科でスタートした本学は、現在では全国に 6 キャンパスで 11 学部 26 学科を擁

し、学生数は一万人規模を誇る大学にまで飛躍的な発展を遂げてきました。そして建学の精神で

ある「共に生きる社会の実現」は創立以来変わらず今日まで受け継がれ、脈々と息づいていること

から、メインテーマは「未来につなぐ ～IUHW レガシーの継承～」にいたしました。ところが、中国

武漢で発生した新型コロナウイルス感染症は想像を絶するスピードで、またたく間にパンデミックと

なり、医療や教育のみならず、経済を含めた社会全体に多大な影響を及ぼし、私たちの生活を一

変させてしまいました。一人ひとりに行動変容が求められ、大規模なイベントは全て自粛となり、東

京オリンピック・パラリンピックも延期され、多くの国内外の学会は学会場での対面開催を見送り、オ

ンライン開催への変更を余儀なくされました。本学会事務局でも慎重に協議を重ねた結果、新型コ

ロナウイルス感染症の収束が未だ不透明なことを踏まえ、キャンパス間の人の移動をなるべく控え、

学会員の皆様を大田原キャンパスに集めることは避けることにいたしました。このため、Web 会議シ

ステムを活用したオンラインを中心に、一部対面での収録を行うハイブリッド方式を採用することに

し、サブテーマは「with コロナ時代の学会のあり方とは」といたしました。座長と講演者の討論や優

秀演題の表彰等では interactiveな演出を盛り込み、少しでも充実した温かみのある学術大会が実

現できるように鋭意準備を進めて参りました。 

時節柄、特別講演・シンポジウムとも今年最大の関心事である新型コロナ感染症に関連するテ

ーマにいたしました。特別講演では本学大学院 医学研究科 医学専攻主任の辻 省次先生と本

学医療福祉学部長の田中 秀一先生にご講演を賜ることになっております。また、シンポジウムで

は、「徹底討論！私たちは新型コロナウイルスとどう向き合えばよいのか」をテーマに、本学ならで

はの企画として感染症および公衆衛生の最前線で活躍されている本学の松本 哲哉先生、和田 

耕治先生、矢野 晴美先生、藤田 烈先生の専門家 4 名にご登壇いただき、それぞれの立場から

ご講演を賜り、その後に総合討論を繰り広げる予定になっております。登録演題数は昨年とほぼ同

じ 319 題の応募をいただきました。学会員の皆様には大会終了後も一定期間、オンライン上で特

別講演、シンポジウム、口述・ポスター発表を閲覧できるように準備を進めております。 

 本学術大会がご参加いただく学会員の皆様の臨床や教育研究の糧となり、学術交流を通じて新

たな学際研究等が進展することを期待しております。末筆ながら、本大会の開催に向けてご支援を

頂きました多くの方々にこの場をお借りして心より御礼申し上げます。
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　　　　　メインテーマ ： 『未来につなぐ～IUHWレガシーの継承～』

サブテーマ　with コロナ時代の学会のあり方

　　　　　大　会　長 　：新井田　孝裕 （国際医療福祉大学大学　副学長・保健医療学部長）

　　　　  会   　　場    ：  国際医療福祉大学　大田原キャンパス F101講堂＋Zoom

　　　　  会   　　期    ：  2020年11月8日（日）

＜午前の部＞

■開会式 ＜9：20～　F101講堂＋Zoom＞

学会長挨拶　国際医療福祉大学学会　会長　大友　邦

大会長挨拶　第10回国際医療福祉大学学会学術大会　大会長　新井田　孝裕

■優秀演題口述発表Ⅰ ＜9：30～10：40　Zoom＞

1 通所介護を利用する要介護者等の家族介護者における生活満足感について

-社会との関わりと介護負担感との関連-

　　荒川　博美　（国際医療福祉大学　保健医療学部　看護学科）

2 高齢者におけるフレイルの実態調査と関連要因の検討

　　石坂　正大　（国際医療福祉大学　保健医療学部　理学療法学科）

3 ICTを活用した発達障害児者支援の情報収集・蓄積と有効支援自動抽出システムの開発と検証に

関する研究

　　　関森　英伸　（国際医療福祉大学　保健医療学部　作業療法学科）

4 Sighting ocular dominanceが静的立位時の姿勢動揺に及ぼす影響度合いについて

　　内川　義和　（国際医療福祉大学　保健医療学部　視機能療法学科）　

5 レポーター遺伝子導入がん化細胞を用いた慢性骨髄性白血病モデルマウスの作出

　　平尾　卓也　（国際医療福祉大学　薬学部　薬学科）

座長：爲数　哲司（国際医療福祉大学　福岡保健医療学部　言語聴覚学科長）

■優秀演題口述発表Ⅱ ＜10：50～12：00　Zoom＞

6 教材用模擬診療記録の作成とその評価

　　坂本　千枝子　（国際医療福祉大学　赤坂心理・医療福祉マネジメント学部　医療マネジメント学科）

7 骨格筋線維膜修復に必要なDysferlinの局在と機能

　　三宅　克也　（国際医療福祉大学　成田キャンパス　基礎医学研究センター）

8 血管芽腫の発生における転写経路の解明

　　菅野　洋　（国際医療福祉大学熱海病院　脳神経外科）

 第10回　国際医療福祉大学学会学術大会プログラム 9 二次性白血病発症に関わる遺伝子変異の経時的なゲノム解析

　　野本　順子　（国際医療福祉大学　ゲノム医学研究所）

10 遺伝性早老症ウェルナー症候群の加齢性筋委縮（サルコペニア）の機序解明

　　竹本　稔　（国際医療福祉大学　医学部　糖尿病・代謝・内分泌内科学）

座長：吉田　素文　（国際医療福祉大学　医学部　副学部長）

■優秀発表者表彰式 ＜12：05～12：25　F101講堂＋Zoom＞

■学会総会 ＜13：30～13：40　F101講堂＋Zoom＞

■特別講演Ⅰ ＜13：40～14：10　Zoom＞

「新型コロナウイルス対策-PCR検査体制から見る日本の危機対応－」　

　　演者：　 辻　省次

　　座長：　 長沢　光章

■特別講演Ⅱ

（国際医療福祉大学　ゲノム医学研究所　所長）

（国際医療福祉大学　成田保健医療福祉学部長）

＜14：10～14：40　F101＋Zoom＞

「ポストコロナ社会～我々を待ち受ける変容～政策面から」　

　　演者：　 田中　秀一 （国際医療福祉大学　医療福祉学部長）

　　座長：　 百瀬　泰行 （国際医療福祉大学　薬学部長）

■シンポジウム ＜14：50～16：40　Zoom＞

「徹底討論！私たちは新型コロナウイルスとどう向き合えばよいのか」

演者： 「新型コロナウイルスの医療機関における感染対策」

　　松本　哲哉 （国際医療福祉大学　医学部　感染症学　主任教授）

「Sciety 5.0時代の医療者教育とワクチン予防」

　　矢野　晴美 （国際医療福祉大学　医学部　感染症学　教授）

「新型コロナウイルス～これまで特にとこれから～」

　　和田　耕治 （国際医療福祉大学　医学部　公衆衛生学　教授）

「クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号内における新型コロナウイルス感染対策支援活動」

　　藤田　烈 （国際医療福祉大学　未来研究支援センター　講師）

座長： 三浦　総一郎 （国際医療福祉大学大学院　大学院長）

■閉会式 ＜16：40～16：50　F101講堂＋Zoom＞

■ポスターセッション ＜9：30～学術大会特別サイトにて公開＞
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座長：吉田　素文　（国際医療福祉大学　医学部　副学部長）

■優秀発表者表彰式 ＜12：05～12：25　F101講堂＋Zoom＞

■学会総会 ＜13：30～13：40　F101講堂＋Zoom＞

■特別講演Ⅰ ＜13：40～14：10　Zoom＞

「新型コロナウイルス対策-PCR検査体制から見る日本の危機対応－」　

　　演者：　 辻　省次

　　座長：　 長沢　光章

■特別講演Ⅱ

（国際医療福祉大学　ゲノム医学研究所　所長）

（国際医療福祉大学　成田保健医療福祉学部長）

＜14：10～14：40　F101＋Zoom＞

「ポストコロナ社会～我々を待ち受ける変容～政策面から」　

　　演者：　 田中　秀一 （国際医療福祉大学　医療福祉学部長）

　　座長：　 百瀬　泰行 （国際医療福祉大学　薬学部長）

■シンポジウム ＜14：50～16：40　Zoom＞

「徹底討論！私たちは新型コロナウイルスとどう向き合えばよいのか」
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■ポスターセッション ＜9：30～学術大会特別サイトにて公開＞
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参加者の皆様へ

今年度の学術大会は、新型コロナウイルスの状況を鑑み、以下の通り、Web 会議システ

ム「Zoom」を中心に、一部対面で収録を行うハイブリッド方式とすることといたしまし

た。 
・大田原キャンパス F101 講堂において、開会式、優秀演題表彰式等を行い、同時に Zoom

で配信します。 
・本大会は、国際医療福祉大学大田原キャンパス 講堂において、開会式、優秀演題

表彰式を行い、 で配信します。

・口述発表、特別講演、シンポジウム、総会は で行います。また、 講堂におい

ては、 映像をスクリーンにて投影します。

・学会員には、あらかじめ に入室する ・ 等をお知らせいたしますので、ご自

宅、研究室等、ご都合の良い場所にてご参加ください。その際、ご自身で のご準備

等、お願いいたします。

・特別講演、シンポジウム、口述発表等の 映像は、大会後、 月 日（月）まで、

学術大会特別サイトにて配信いたします。特別サイトの は、別途ご連絡させてい

ただきます。

・ポスター発表は、特別サイトにて、大会当日 ： ～ 月 日（月）まで、特別サイ

トにて会員限定で公開いたします。会場に集まっていただく必要はございません。

質疑応答は、ポスターに記載のメールアドレスにて行ってください。

学術大会発表者の皆様へ

口述発表

）発表は、 月 日 日 ： ～ ： 、 にて行います。

部が ： ～ ： 、Ⅱ部が ： ～ ： です。

）発表時間 分、質疑応答 分の合計 分です。時間厳守でお願いいたします。

） にて、配信・収録を行い、Ⅰ部、Ⅱ部毎に発表用スライドを共有し、発表して

いただきます。

）ご自身の をご利用いただき、 にアクセスいただきます。 カメラやマイク

内臓含む をご準備ください。準備ができない場合は、事務局までご連絡くださ

い。

）発表用スライドを作成いただき、学会事務局 に、 月

日（金）までにお送りください。スライドデータは、座長に事前にお送りさせて

いただきますが、発表終了後にファイルを削除いたします。

） の 、 は、あらかじめメールにてご連絡させていただきます。

Ⅰ部の発表者、座長の皆様は、 ： までにはご入室いただけるようお願いいたしま

す。また、Ⅱ部の発表者、座長の皆様は、 ： までにご入ください。

） 入室の際のお名前は、漢字フルネーム（名字と名前の間にスペースなし）とし

てください。

） の収録は事務局にて行い、学会終了後 週間、学会員限定で学術大会特別サイ

トに掲載いたします。

ポスター発表

）ポスターセッションは、 月 日 日 ： ～ 月 日（月）まで、学術大会特別

サイトに掲載します。 は会員限定でお知らせします。

）ポスターを で作成し、 に出力の上、 月 日（月）まで

に学会事務局 までメール添付にてお送りください。

）ポスター1 枚目に、演題、筆頭演者、共同演者、所属、質疑のやり取りが可能なメー

ルアドレスの記載をお願いいたします。 
）ファイル名は、登録されたクラスタと筆頭演者のお名前を記載してください。 

例：医学（臨床研究）：学会太郎 
  ）質疑応答は、ポスターに記載のメールアドレスにご連絡いただき、お願いいたします。 
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）ポスターのデータは、11 月 2 日（月）までにお送りいただけない場合も、随時受付い

たしますが、公開日の 11 月 8 日（日）9：30 にアップデートできないことがございま

すので、あらかじめご了承ください。 
 
 

優秀発表者表彰式

）表彰式は大田原キャンパス 講堂および にて行います。

）大田原キャンパスでご参加いただける方は、 ： までに 講堂にお越しくださ

い。

） でのご参加の場合は、 ： までにご入室ください。また、入室の際のお名前

は、漢字フルネーム（名字と名前の間のスペースなし）としてください。

 
 

特別講演　演題・抄録一覧

Ⅰ 2020年11月8日（日）　13：40～14：10

　　　　　　　　　　　　　　　　≪Zoom≫

Ⅱ 2020年11月8日（日）　14：10～14：40

　　　　　　　　　　　　≪F101講堂＋Zoom≫
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特別講演Ⅰ 

 

新型コロナウイルス対策-PCR検査体制から見る日本の危機対応- 

 

国際医療福祉大学ゲノム医学研究所 所長 

辻 省次 

 

本年 2 月上旬に、クルーズ船が横浜港に入港し、船内で急速に新型コロナウイルスの感染拡大が生じ政府は

その対応に追われた。PCR 検査を乗客、乗員の全員に行うことになり、本学にも厚労省から協力要請が寄せられ

た。本学では、医学部感染症研究室に設置されていた全自動PCR検査装置を用いて、大学全体として全力で対

応する事となり、その実務をゲノム医学研究所で引き受けることとなった。われわれは、国難の時という認識で、研

究所の全ての研究業務をストップし、４ヶ月間、毎日PCR検査だけを集中して行った。学内の他の部局、遠くは九

州のキャンパスからも応援をいただき、連日 PCR 検査を行った。実施した解析総数は 1,672 件で、271 件が国か

らの依頼（クルーズ船、成田空港検疫所）、1 日あたりの最大実施件数は 99 件であった。成田病院を始め、学内

のグループ病院からの依頼はすべて依頼日に検査を実施し速やかに結果を返却した。 

9 月 9日現在、100万人あたりの PCR 検査件数は、日本は 12,833で、米国の 267,302、ドイツの 147,708、韓

国の 40,292 と比較して格段に少なく、改善の見通しがはっきりしない*。社会経済活動の再開と共に感染の再拡

大が生じ、感染経路不明者が約半数を占めると報道されており、クラスター追跡だけでは既に対応が不十分にな

っていて、感染拡大を防ぐには、新たな抜本的な対策が必要になっている。 

PCR 検査を、毎日夜遅くまで担当しながら、国の対策を眺めていて、歯がゆく思うところがたくさんあった。同じ

ような危機感は、東日本大震災のときにも感じた。いずれも、対応マニュアルなど全く準備できていないところで、

突然に生じる、国難とも言える事態に対して、どう対応するか？という課題を突きつけており、とりわけ、高度に専

門的な知識、経験、分析、対応策の立案が必要な事態に対して、どう対応するかという点が事態を遥かに困難に

している。すなわち、1. 事前に対応策が全く準備されていない、2. 対応には高度に専門的な知識、経験を要す

る、3. 社会経済活動との両立という次元の異なる課題を考慮する必要がある。この 3 つの課題に対して、機動的

に対応する事が必要であり、日本は、このような状況に直面した場合に、後手に回りやすいように思われ、国の対

応能力、さらには、日本の歴史、文化にまで遡って考慮する必要があるように思われる。 

 

* 出展 https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 

辻 省次（つじ しょうじ） 

① 学歴

昭和 51 年 3 月 東京大学医学部医学科卒業 医学博士（東京大学）

② 職歴

昭和 56 年 4 月 自治医科大学神経内科 助手

昭和 59 年 4 月 National Institutes of Health, Visiting Fellow

昭和 62 年 5 月 新潟大学医学部附属病院神経内科 助手

平成 3 年 11 月 新潟大学脳研究所神経内科 教授

平成 13 年 2 月 新潟大学脳研究所 所長

平成 14 年 7 月 東京大学・大学院医学系研究科脳神経医学専攻・神経内科 教授

平成 19 年 4 月 東京大学大学院医学研究科脳神経医学専攻長

平成 23 年 4 月 東京大学医学部附属病院ゲノム医学センター長

平成 27 年 4 月 東京大学ゲノム医科学研究機構長

平成 29 年 4 月 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科教授

平成 29 年 5 月 東京大学大学院医学系研究科分子神経学講座特任教授

平成 29 年 6 月 東京大学 名誉教授

平成 30 年 2 月 国際医療福祉大学医学部脳神経内科学教授

平成 30 年 4 月 国際医療福祉大学ゲノム医学研究所　所長

令和 2 年 3 月 国際医療福祉大学成田病院遺伝子診断センター長

③ 主な学会・社会活動等

所属学会：日本神経学会、日本医学会（医学用語管理委員会委員）、日本内科学会、日本神経科学学会、

日本人類遺伝学会（評議員、監事）、日本神経治療学会、日本神経感染症学会、日本神経化学

会、日本分子生物学会、日本生化学会、日本神経病理学会、遺伝子診療学会（理事）、American 

Academy of Neurology, American Neurological Association, American Society of Human Genetics，

Society for Neuroscience, President of East Asian Union of Human Genetics (EAUHGS), World 

Federation of Neurology (Specialty Group Committee)、日本学術会議 連携会員 

資格：   日本神経学会専門医、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医、日本内科学会認定内科医、日本認

知症学会専門医 

委員： 厚生労働省 先進医療会議技術専門委員、環境省 疫学研究に関する審査検討会委員 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 運営評議会委員 

和歌山県公立大学法人評価委員会委員長 

賞罰： 平成 8年 第 49回新潟日報文化賞受賞 

平成 9年 第 11回塚原仲晃賞受賞、 第 30回日本人類遺伝学会賞受賞 

平成 14年 第 39回ベルツ賞佳作賞 

平成 22年 日本医師会医学賞 

平成 23年 紫綬褒章 

平成 25年 和歌山県文化賞 

平成 26年 持田記念学術賞 

平成 27年 Medal for Scientific Achievement in Neurology (World Federation of Neurology)  
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その対応に追われた。PCR 検査を乗客、乗員の全員に行うことになり、本学にも厚労省から協力要請が寄せられ

た。本学では、医学部感染症研究室に設置されていた全自動PCR検査装置を用いて、大学全体として全力で対
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* 出展 https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 

辻 省次（つじ しょうじ） 

① 学歴

昭和 51 年 3 月 東京大学医学部医学科卒業 医学博士（東京大学）

② 職歴

昭和 56 年 4 月 自治医科大学神経内科 助手

昭和 59 年 4 月 National Institutes of Health, Visiting Fellow

昭和 62 年 5 月 新潟大学医学部附属病院神経内科 助手

平成 3 年 11 月 新潟大学脳研究所神経内科 教授

平成 13 年 2 月 新潟大学脳研究所 所長

平成 14 年 7 月 東京大学・大学院医学系研究科脳神経医学専攻・神経内科 教授

平成 19 年 4 月 東京大学大学院医学研究科脳神経医学専攻長

平成 23 年 4 月 東京大学医学部附属病院ゲノム医学センター長

平成 27 年 4 月 東京大学ゲノム医科学研究機構長

平成 29 年 4 月 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科教授

平成 29 年 5 月 東京大学大学院医学系研究科分子神経学講座特任教授

平成 29 年 6 月 東京大学 名誉教授

平成 30 年 2 月 国際医療福祉大学医学部脳神経内科学教授

平成 30 年 4 月 国際医療福祉大学ゲノム医学研究所　所長

令和 2 年 3 月 国際医療福祉大学成田病院遺伝子診断センター長

③ 主な学会・社会活動等

所属学会：日本神経学会、日本医学会（医学用語管理委員会委員）、日本内科学会、日本神経科学学会、

日本人類遺伝学会（評議員、監事）、日本神経治療学会、日本神経感染症学会、日本神経化学

会、日本分子生物学会、日本生化学会、日本神経病理学会、遺伝子診療学会（理事）、American 

Academy of Neurology, American Neurological Association, American Society of Human Genetics，

Society for Neuroscience, President of East Asian Union of Human Genetics (EAUHGS), World 

Federation of Neurology (Specialty Group Committee)、日本学術会議 連携会員 

資格：   日本神経学会専門医、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医、日本内科学会認定内科医、日本認

知症学会専門医 

委員： 厚生労働省 先進医療会議技術専門委員、環境省 疫学研究に関する審査検討会委員 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 運営評議会委員 

和歌山県公立大学法人評価委員会委員長 

賞罰： 平成 8年 第 49回新潟日報文化賞受賞 

平成 9年 第 11回塚原仲晃賞受賞、 第 30回日本人類遺伝学会賞受賞 

平成 14年 第 39回ベルツ賞佳作賞 

平成 22年 日本医師会医学賞 

平成 23年 紫綬褒章 

平成 25年 和歌山県文化賞 

平成 26年 持田記念学術賞 

平成 27年 Medal for Scientific Achievement in Neurology (World Federation of Neurology)  
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特別講演Ⅱ 

 

ポストコロナ社会 我々を待ち受ける変容 

 

国際医療福祉大学医療福祉学部長 

田中 秀一 

 新型コロナウイルスの感染拡大で、社会経済活動は大きく制限され、国民の日常は一変した。いずれ流行が終

息しても、その後も新型インフルエンザなど新たなパンデミックの恐れはなくならないだろう。我々の社会はどのよ

うな方向に向かうのか、「感染症にどう対処するか」「人と人のコミュニケーションと社会経済」の 2 つの視点から考

えてみたい。 

 中世ヨーロッパで人口の 3分の 1が失われたペストをはじめ、人類は様々な感染症パンデミックに見舞われてき

た。約 100年前にはスペイン風邪によって世界で約 5000万人、日本でも約 40万人が犠牲になった。 

新型コロナウイルスによる死者は、9月末までに日本で約 1500人であり、過去のパンデミックに比べると被害は

小さい。年間の死者 1 万～2 万人と推定される季節性インフルエンザに比べても少ない。それほど強力と言えな

いウイルスで社会経済活動は大打撃を受け、社会的コストが大きい。 

コロナ禍でマスク、防護服、人工呼吸器、病床などが不足し、政府、医療現場とも感染症への備えがおろそか

だったことが露呈した。被害が甚大にならずに済んでいるのは幸運と言えるが、「新しい生活様式」で今季は季節

性インフルエンザの発生も極めて少ない。史上まれな「感染症に強い社会」になっているとも言える。 

だが、流行が終息し、元の生活様式に戻れば、再び季節性インフルエンザで多数の人が命を落とす恐れが高

い。インフルエンザ脳症で死亡する小児、若者もいる。筆者は脳症で子供を亡くした親たちにインタビューしたこ

とがあるが、最愛の子を突然失う悲嘆は計り知れない。そのような社会に逆戻りするべきではない。 

次に、人と人のコミュニケーションや社会経済にどのような変化をもたらすだろうか。 

 新型コロナウイルスの世界的流行の背景に、人やモノが国境を越えて移動するグローバル化がある。コロナ禍

でグローバル化への疑問が強まり、「グローバリゼーションは終わった」という論調も広くみられる。 

 感染拡大は東京など大都市で顕著だったことから、東京一極集中に歯止めがかかり、地方への移住など地方

創生を期待する声もある。 

 「在宅勤務」「テレワーク」「オンライン授業」も広がった。こうした人と人が直接会わないコミュニケーションは定着

するだろうか。グローバル化、都市と地方、コミュニケーションのあり方を巡り、過去のパンデミックで社会がどう変

わったかも振り返りながら、今後の変容を考察する。 

田中 秀一（たなか ひでかず） 

① 学歴 

1982年 慶應義塾大学経済学部卒業 

② 職歴 

1982年 読売新聞社入社  

医療情報部長（現医療部）、社会保障部長、論説委員（社説）、編集局次長、調査研究本部主任

研究員を歴任。 

2019年 国際医療福祉大学医療福祉学部長 

 

③ 主な学会・社会活動等 

 厚生労働省医道審議会委員、厚生労働省がん対策推進協議会委員を歴任 
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シンポジウム 抄録

シンポジウム 「徹底討論！私たち新型コロナウイルスとどう向き合えばよいのか」

新型コロナウイルス感染症は、医療機関や教育機関に未曽有の影響を与えている。このような危機の

中で、我々には新型コロナ対策へのしっかりした舵取りが期待されている。それは単なる医療施設や大

学内での施策にとどまらず、自治体レベルやわが国全体さらには国際連携を含む今後の取り組みにも関

連するであろう。また取り組みの内容も、診断・治療・予防に関する医学的進展や医療連携施策、大学

教育の適切な提供、あるいはオリンピックを見据えた社会経済活動の在り方など多方面からのアプロー

チが望まれる。

我々のグループでは感染症発生直後から、クルーズ船での防疫活動や成田病院の前倒し開業による感

染者受け入れなど、積極的に政府の感染防御対策に協力してきた。その中心となり活躍し、社会的にも

発信力の高い４人の感染症専門家の先生方に、多方面にわたる話題についての徹底的な議論を通じて、

将来の展望を考える良い機会を与えていただいたものと大いに期待している。

座長 

      三浦 総一郎先生  国際医療福祉大学大学院 大学院長 

シンポジスト 

松本 哲哉先生    国際医療福祉大学医学部感染症学 主任教授 

矢野 晴美先生   国際医療福祉大学医学部感染症学 教授 

和田 耕治先生   国際医療福祉大学公衆衛生学 教授 

藤田 烈先生     国際医療福祉大学未来研究支援センター 講師 

 

シンポジウム　演題・抄録一覧

2020年11月8日（日）　14：50～16：40

　　　　　　　　　　　　≪Zoom≫
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新型コロナウイルスの医療機関における感染対策 

 

国際医療福祉大学医学部感染症学 主任教授 

松本 哲哉 

 

新型コロナウイルスは多くの医療機関に多大な影響を与え、日常の診療におけるどの場面でも感染対策を心

がける必要性が生じてきている。特に COVID-19の入院患者を受け入れた施設では、かなりの負担を強いられる

結果になってしまい、職員も含めて院内感染が発生すると大きな被害を被ることになる。そのため、入院時に

COVID-19の感染が見逃されて、入院後に発症して院内で感染が広がるパターンは要注意であり、入院時にどう

すれば検知できるかが課題となる。 

 COVID-19 の感染者を早期に発見するための対応策として、PCR 検査の対象拡大を考慮すべきである。例え

ば、手術や出産を予定されている患者は手術や出産前、救急での受け入れ患者などでは来院時に検査を行っ

て感染の有無を把握しておくことが必要になる。また、入院患者全体や内視鏡などの検査を実施する患者も対象

となる。 

 スクリーニング検査としては抗原検査が注目され、迅速性を重視する場合はその利用も考慮されるが、感度の

問題があり PCR検査など遺伝子検査を優先的に活用する方が妥当である。 

 さらに問題となりやすいのは、一般の外来を受診された患者さんに対して、どの程度の対策を取れば良いのか

という点である。もちろん、その時の流行の状況にもよるが、来院時の体温測定や感染に関連する症状のチェック

は行った上で、COVID-19 の感染の可能性が否定できない患者については、COVID-19 の可能性ありとして適

切な PPEの装着や診察室における換気等に配慮する必要がある。 

 

松本 哲哉（まつもと てつや） 

国際医療福祉大学医学部感染症学 主任教授 

国際医療福祉大学成田病院感染制御部 部長 

① 学歴 ②職歴

昭和62年 3月 長崎大学医学部卒業 

6月 同附属病院第２内科入局 

平成 5年 3月 同大学院修了（臨床検査医学） 

6月 東邦大学医学部微生物学講座助手 

平成12年 9月  ハーバード大学留学 

ブリガム＆ウィメンズホスピタル，チャニング研究所 

平成16年10月  東邦大学医学部微生物学講座講師 

平成17年 6月  東京医科大学微生物学分野主任教授 

平成19年 4月  東京医科大学病院感染制御部部長（兼任） 

平成28年 4月  東京医科大学茨城医療センター感染制御部部長（兼任） 

平成30年 4月  国際医療福祉大学医学部感染症学講座主任教授 

東京医科大学微生物学分野兼任教授 

令和 2年 4月  国際医療福祉大学成田病院感染制御部部長（兼任） 

③ 主な学会・社会活動等 

＜資格等＞ 

  日本内科学会認定医、日本感染症学会専門医・指導医、日本臨床検査医学会専門医、日本臨床微生物学

会認定医、ICD 

  

 ＜役員等＞ 

  日本化学療法学会 理事長 

  日本環境感染学会 副理事長 

  日本感染症学会 評議員 

  日本臨床微生物学会 幹事 

  厚生労働省 未承認薬・適応外薬検討会議 委員 

  独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）専門員 

  非常勤講師 東京大学医学部 

 

 ＜賞罰＞ 

  平成 11年 日本感染症学会 北里柴三郎記念学術奨励賞受賞 

  平成 15年 日本化学療法学会 上田泰記念感染症・化学療法研究奨励賞受賞 
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Society 5.0時代の医療者教育とワクチン予防 

 

国際医療福祉大学医学教育統括センター副センター長 教授 

国際医療福祉大学医学部感染症学 教授 

矢野 晴美

100年に一度と呼ばれる新型コロナウイルスの世界的流行は、人類史上に残る大きな出来事となっている。医療

現場や医療者教育において新型コロナウイルス感染症の影響ははかりしれない。このような大きな歴史の流れの

中で、本講演では、今後日本が目指す国家 Society 5.0に呼応した医療者教育と、医療の根幹であるワクチン予

防について、その概要をお話したい。新型コロナウイルス感染症への対応で明らかになった国家としての課題に

ついて、共有し、その中でも医療者教育や予防医療の面について議論する。 

矢野 晴美（やの はるみ）  

国際医療福祉大学医学教育統括センター副センター長 教授 

国際医療福祉大学医学部感染症学 教授 

 

①学歴 ②職歴

1993年岡山大医学部卒。博士（医学）。ジョンズ・ホプキンズ大公衆衛生学修士（MPH），マストリヒト大医療者

教育学修士（MHPE）, 

ロンドン大学熱帯医学大学院(DTM&H)。在沖米海軍病院などを経て，95年に渡米。マウントサイナイ・べス・

イスラエル内科レジデント，テキサス大ヒューストン校感染症科フェロー，南イリノイ大感染症科アシスタントプ

ロフェッサー。自治医大臨床感染症センター准教授，筑波大医学医療系教授／同大病院水戸地域医療教

育センター感染症科を経て，2018年より現職。（旧姓 五味） 

 

③ 主な学会・社会活動等 

   ＜学会等役職＞ 

米国内科学会日本支部理事、日本医学教育学会理事、日本感染症学会評議員 

日本内科学会総合内科専門医、米国内科専門医 

日本感染症学会専門医・指導医、米国感染症科専門医、英国熱帯医学専門医 

国際旅行医学学会認定 (ISTM) 

 

＜政府・行政役職等＞ 

内閣官房・文部科学省・厚生労働省・農林水産省 

薬剤耐性（AMR）対策普及啓発活動表彰 審査委員 

厚生労働省・麻しん風しん対策推進会議 構成員 

厚生労働省医師国家試験委員会委員 

日本政府観光局の MICE 国際学会招致担当アンバセダー 

茨城県感染対策委員会委員 

NHK ドクターG出演 2014-2016 

 

＜受賞歴＞ 

2013年 アジアパシフィック医学教育会 Best abstract for poste presentation 

2016年 米国内科学会日本支部 Volunteerism Award 受賞 

2018年 米国内科学会日本支部 Contribution Award受賞 

2019年 韓国医学教育学会 KSME Appriciation 

 

＜今回のコロナ禍における対応活動＞ 

中国武漢からの帰国者への対応 

ダイヤモンドプリンセス号に乗船し、感染対策を支援 

朝日デジタル等新聞取材記事、テレビ朝日系 スーパーJ出演・解説 

https://webronza.asahi.com/business/articles/2020020200001.html 
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新型コロナウイルス対策～これまでと特にこれからについて～ 

 

国際医療福祉大学医学部公衆衛生学 教授 

和田耕治 

 

経済活動の再開が続く中で、新型コロナの感染拡大防止の「戦略」や「目標」がやや曖昧になっている

と感じている。死亡者を最少限にすることは引き続きの大目標であるが、それを達成するために例えば次

のようなことを冬を迎えるにあたり、そして中長期を見据えて、具体化が必要と考えている。 

1． 感染者がいても地域内で感染が広がりにくい社会作りの推進 

例えば、具合の悪い人は外にでない、また、そうした際は会社や学校を休めるようにする。3 密に該

当するような場面をできるだけ日常においても少なくする。そして、感染が少し広がっても、早期に地

域で探知され、抑えられる体制である。さらに、感染拡大をしている際においても、市民や自治体の

首長などが冷静に対応できるようにする必要がある。こうした経験や教訓を特にこれまで感染者が少

なかった地方都市ほど共有してそれぞれが学んでおきたい。 

2． 高齢者や重症化リスクの高い人の感染予防策の徹底の継続 

   高齢者の方や家族の方などはすでにこの半年程度はかなり慎重にされていた方が多かったことが

死亡者数を減らすことができたことにつながった。米国においては高齢者施設での感染が未だに大

きな課題であり、医療費が高額であることもあり治療が十分にされないこともあり死亡者数も多くなっ

ている。日本でも高齢者施設での感染対策は引き続き必要であるが、家族への面会機会などが減

っていることは課題である。 

日本では、2回の波を経験するなかで、患者の増加にあたっては市民への行動自粛のお願いなどによ

り、感染の収束を迎えることができることが経験的にはわかってきた。しかし、すでに災害でいうと慢性期

に入っており、人々の意識も様々である。次も同じように押さえ込めるかは市民とのコミュニケーションや

政府や自治体との信頼感に大きく影響するだろう。 

この冬がどういう状況になるかはわからない。ただ、一冬を超えることで我々はさらに多くの経験を積み、

来年春には、今年より明るい将来見通しが持てるようになると信じている。そして、2021年 7月からの東京オリン

ピックに向けた対策についてもロードマップを示して対策の具体化が求められている。その半年後の 2022年 2

月に開催される予定の冬期北京オリンピックとも連携することも成功の鍵になると筆者は考えている。 

 

和田 耕治（わだ こうじ） 

 国際医療福祉大学医学部公衆衛生学 教授 

 国際医療福祉大学医学研究科 教授 

 国際医療福祉大学国際医療協力部長 

① 学歴 ② 職歴 

  2000年 産業医科大学医学部卒業、臨床研修医、企業での専属産業医を経て、 

 2006年 McGill（マギル）大学産業保健修士、ポストドクトラルフェロー、 

  2007年 北里大学大学院労働衛生学 医学博士 

北里大学医学部衛生学公衆衛生学助教 

 2009年 北里大学医学部衛生学公衆衛生学講師 WHO コンサルタント 

 2012年 北里大学医学部公衆衛生学准教授 

 2013年 独立行政法人国立国際医療研究センター国際医療協力局医師 

 2014年 JICA ミャンマー国主要感染症対策プロジェクト長期専門家（併任） 

 2015年 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国際医療協力局医師 

 2017年 JICAチョーライ病院向け管理運営協力強化プロジェクトチーフアドバイザー 

 2018年 国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授・医学系大学院教授 

 2020年 厚生労働省新型コロナ専門会議委員、アドバイサリーボードメンバー 

③ 主な学会・社会活動等 

医学博士・医師・労働衛生コンサルタント（保健衛生）・産業保健修士・日本産業衛生学会指導医・ 

  社会医学系専門医協会指導医・日本体育協会認定スポーツ医 

  専門：公衆衛生、産業保健、健康危機管理、感染症、疫学 

 

  ＜賞罰＞ 

 2012年 日本産業衛生学会奨励賞 

 2013年 日本公衆衛生学会奨励賞、森村豊明会奨励賞 

  2015年 日本医師会医学研究奨励賞 

 

＜主な書籍・論文＞ 

 1.相澤好治（監修）、和田耕治（編集）.医療機関における産業保健活動ハンドブック、産業医学振興財団、2018 

 2.宮村達男（監修）、和田耕治（編集）.新型インフルエンザ（A/H1N1）我が国における対応と今後の課題、中央

法規、2011 
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和田 耕治（わだ こうじ） 

 国際医療福祉大学医学部公衆衛生学 教授 

 国際医療福祉大学医学研究科 教授 
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 2013年 日本公衆衛生学会奨励賞、森村豊明会奨励賞 

  2015年 日本医師会医学研究奨励賞 

 

＜主な書籍・論文＞ 

 1.相澤好治（監修）、和田耕治（編集）.医療機関における産業保健活動ハンドブック、産業医学振興財団、2018 
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クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号における支援活動 

 

国際医療福祉大学未来研究支援センター 講師 

藤田 烈 

 

 

厚生労働省の要請により、2月 10日から 22日までの 13日間、クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号に乗船し、

感染対策支援活動を行いました。 

 ダイやモンドプリンセス号（以下クルーズ船）は、2020年 1月 20日に横浜港を出発し、鹿児島、香港、ベトナム、

台湾、および沖縄に立ち寄り、2月 3日に横浜港に帰港しました。1月 25日に香港で下船した乗客から新型コロ

ナウイルスが検出されたため、日本政府は 2月 3日からクルーズ船への立ち入り検疫を開始しました。2月 5日に

陽性者 10名が判明したため 14 日間の船室隔離を開始、その後 2 月 10日までに 70 名を超える陽性者が見つ

かり大規模な集団感染が生じていることが発覚し、厚生労働省から本学に支援要請が届きました。私は、本学の

支援チームの一員として、クルーズ船内の感染対策支援活動に参加しました。 

乗客の大多数は高齢者であり生活支援を必要とする方が少なくない、乗客の客室内での生活を維持するため

乗員の活動は止められない、狭い廊下や入り組んだ構造の中で人の動線を分けることが難しい、防護服の着脱

や回収した検体の整理に用いることができるスペースも限られている、高齢者や基礎疾患をもつ乗客を早急に下

船させるため大量の検体採取を迅速に実施しなければならないなど、船内での感染対策活動には特殊な環境に

依存する様々な問題がありました。このようななかで、IUHW チームは、乗客の検体採取、陽性者への告知、乗客

の薬の仕分け、環境中のウイルス調査、乗員の健康管理ならびに衛生習慣の指導、下船後の客室消毒方法の

検討、下船客移送に用いたバス消毒方法の指導など、多岐にわたる支援活動を展開しました。活動期間中の延

べ派遣人数は、医師 14.5人、看護師 25人、薬剤師 13名の合計 52.5人でした。リスクの高い難しいミッションで

したが、チームで結束し、支えあいながら、チーム内からひとりの感染者も出すことなく無事に役割を果たすことが

できました。素晴らしいチームの一員として活動できたことを誇りに思います。 

今回のシンポジウムでは、現場で生じた感染対策上のさまざまな問題や、実際に行われた対応等について、

写真等を用いながら具体的に紹介せていただきます。 

藤田 烈（ふじた れつ） 

 国際医療福祉大学未来研究支援センター講師 

① 学歴

2008年 3月  名古屋市立大学大学院 看護学研究科 博士前期過程修了（看護学修士） 

② 職歴 

1995年 4月 - 2006年 3月   国立病院機構 名古屋医療センター 

2009年 4月 - 2012年 7月   NPO法人日本臨床研究支援ユニット 

2012年 8月 - 2016年 3月   東京大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 

2016年 4月 - 2019年 3月   帝京大学医学部臨床研究医学講座／臨床研究センター  講師 

2019年 4月 - 現在       国際医療福祉大学 未来研究支援センター  講師 

③ 主な学会・社会活動等 

日本環境感染学会：理事、評議員、学会誌編集委員、教育委員会委員、ホームページ・SNS 等運営委員会

委員 

日本感染症学会 

日本疫学会 

日本臨床試験学会 

日本計量生物学会 

Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology  

日本医療研究開発機構（AMED） 課題評価委員 

神奈川県立保健福祉大学 実践教育センター 高度専門入試委員会 委員 

基礎研究データ品質管理研究会 世話人 / 事務局 

＜著書＞ 

『いまさら聞けない感染対策の常識：メディカ出版』 

『現場で即役立つ！ 感染対策パーフェクトガイド：学研メディカル秀潤社』 

『感染対策のためのサーベイランスまるごとサポートブック：メディカ出版』など 
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口述発表 抄録

口術発表 １

通所介護を利用する要介護者等の家族介護者における生活満足感について 

－社会との関わりと介護負担感との関連－ 

荒川博美 秋葉喜美子 野呂千鶴子

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】本研究は、通所介護を利用する要介護者・要支援者（以下要介護者等）の家族介護者を対

象に、生活満足感における社会との関わり状況と介護負担感との関連を明らかにすることを目的と

した。

【方法】

対象 年 月～ 月の間に、栃木県内 か所の通所介護事業所を利用した要介護者等の家族

介護者約 名を対象に、自記記式質問紙を配布した。回答の得られた 件（回収率 ）を分析

対象とした。

方法 調査項目は、基本属性、これまでの要介護者等との関係性、介護年数、主観的健康観、生

活満足感、要介護者の であった。主要なアウトカムは、①社会との関わり状況、②介護負担感

とし、それぞれ、社会関連性指標、 介護負担尺度日本語版の短縮版（ ）を使用した。

社会関連性指標は 領域 項目からなり 件法で回答を得た。 は 項目からなり、 件法

で回答を得た。いずれの尺度もその信頼性、妥当性が検証されている。

分析 要介護者家族の社会関連指標 項目、及び 介護負担尺度 項目と生活満足感に関

して χ２検定および の 検定を行った。その後、関連が見られた項目について、多重

ロジスティック回帰分析を行った。

倫理的配慮 本研究は国際医療福祉大学研究倫理審査委員会の承認 を受け実施した。

【結果】家族介護者の生活満足度と関連のみられた項目は、「要介護者との関係」・社会関連性指

標：「趣味を楽しむ」・ 介護負担尺度：「被介護者の行動に困る」、「被介護者のそばにいる

と腹が立つ」、「介護があるので、家族・友人と付き合いづらい」「介護を誰かに任せたい」（ ）、

「被介護者のそばにいると、気が休まらない」・「介護により社会参加の機会が減った」（ ）

であった。上記関連変数の中で、「趣味」「被介護者のそばにいると、気が休まらない」・「介護

により社会参加の機会が減った」「要介護者との関係」を調整変数とした多重ロジスティック回帰

分析を行い、生活満足感に対するオッズ比（ ）を算出した。

【考察】生活満足感における社会との関わり状況と介護負担感との関連が示された。家族介護者が

生活の中で趣味を楽しむことや介護による気が休まらないことを解消することで生活満足度を高め

ることが示されたと考える。

【結論】通所介護を利用する家族介護者の社会との関わり、介護負担感を把握することで、家族の

の向上に向けた支援の一助となることが期待される。

口述発表　演題・抄録一覧

2020年11月8日（日）　9：30～12：00

　　　　　　　　　　　　≪Zoom≫
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口術発表 ２

高齢者におけるフレイルの実態調査と関連要因の検討 

石坂正大 沢谷洋平 伊藤晃洋 屋嘉比章紘 小林薰 原毅 渡邉観世子

柴隆広 平田文 久保晃

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

にしなすの総合在宅ケアセンター

国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

【目的】大田原市の地域在住高齢者のフレイルの有症率を明らかにする。

【方法】対象者は大田原市の事業に参加した 名（男性 名、女性 名）、年齢 75.8 ±8.4

歳（平均値±標準偏差）とした。研究実施前に国際医療福祉大学施設倫理委員会の承認（ ）

を得た後、対象者には書面による研究の同意を得た。対象者の基本属性は身長 152.2±8.5cm、体重

54.8±10.1kg、BMI 23.6±3.5kg/m²であった。対象者には、基本チェックリストおよび によ

るフレイルのアンケートを実施した。なお、 の基準には、握力と歩行速度があり、基準に沿っ

てフレイルの判断を行った。握力は左右 回ずつ計測し最大値を採用、歩行速度は加速路と減速路

を用いた歩行路にて通常歩行速度を 回計測した。フレイルの基準は、基本チェックリストで全

項目のうち、 項目以上をフレイル、 ～ 項目以上をプレフレイル、 項目以下をロバストとした。

の基準は、全 項目のうち、 項目以上をフレイル、 ～ 項目以上をプレフレイル、 項目を

ロバストとした。なお、フレイルの有症率を、 歳、 歳、 歳以上にわけて算出した。

【結果】対象者の握力は、男性が 36.3±10.3kg、女性が 22.2±4.7kg、全体が 24.6±8.1kg であっ

た。歩行速度は、男性が 1.32±0.31m/s、女性が 1.31±0.25 m/s、全体が 1.31±0.26 m/s であった。

対象者のフレイルの有症率は、基本チェックリストによる基準でフレイルが 名（ ％）、プレフ

レイルが 名（ ％）、ロバストが 名（ ％）であった。 基準では、フレイル 名（ ％）、

プレフレイルが 名（ ％）、ロバストが 名（ ％）であった。年代別のフレイル有症率は、

歳が 名（ ％）、 歳が 名（ ％）、 歳以上が 名（ ％）であった。

【考察】日本人の地域在住高齢者 名（平均年齢 歳）を対象とした研究では、 基準

でフレイルが ％、年代別のフレイル有症率は 歳が ％、 歳が ％、 歳以上が ％

であり、本研究の対象者は先行研究と比較して低値であった。大田原市の事業では、比較的健康な

対象者が集まっている可能性が高いことが考えられ、今後関連要因を検討していく必要がある。

【結論】栃木県大田原市の地域在住者のフレイルの有症率は ％、プレフレイルは ％であり、全

国の平均値より低値であった。

口術発表 ３

を活用した発達障害児者支援の情報収集・蓄積と有効支援自動抽出システムの開発と

検証に関する研究

関森英伸

国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

【はじめに】筆者がこれまで外来作業療法（以下 ）で担当した発達障害者（多くは青年期、成人

期を迎えている）および家族を対象に、社会参加状況の追跡調整を行い、その結果および家族のニ

ーズから、発達障害者の社会不適応を未然に防ぐ仕組みを検討している。今回は、 を実施した発

達障害者家族の抱える“困りごと”について、過去 回の追跡調査データを整理し、 を実施した

発達障害者家族の“困りごと”のライフステージ毎の特性を把握するとともに、今後の相談支援シ

ステム開発に向けた考察を行った。

【方法】対象は 年までに医療機関 で筆者が を実施した知的障害を伴わない発達障害者お

よび家族 組。筆者が 年から行っている発達障害者の追跡調査で得た発達障害者家族の“困

りごと”に関する 回分のデータ（初診時主訴、 、 、 、 ）について、各回の“困

りごと”内容を抽出し、 を用いてライフステージ、カテゴリーに分けて整理し、その後、記述

統計を実施した。

【結果】医療機関 で を実施した発達障害者の属性は、性別、男性 名、女性 名であった。

診断名、自閉症スペクトラム障害 名、注意欠如・多動性障害 名、発達性協調運動障害 名、

その他 名であった。 回分のデータから抽出した家族の抱える“困りごと”内容は、合計 件

で、大カテゴリー計 、小カテゴリー計 に分類された。大カテゴリーに分類されたデータを分析

すると、ライフステージに応じて“困りごと”の割合に特徴がみられた。例えば、幼児期、児童期

と“困りごと”の多くを占めていた運動面、行動面がライフステージとともに減少していたり、生

活面ではライフステージとともに割合が増加したり、対人面では幼児期から成人期まで ％程度の

一定の割合で存在していたり、とライフステージ毎の“生活課題”、発達障害者の“障害特性”の

影響が示唆された。

【考察】 件の“困りごと”から、ライフステージに応じた“生活課題”に対して、我が子の社会

参加を継続するため、障害特性をある程度理解しながらも、「周りと同じように課題を何とか解決

したい」と願う家族の“思い”、“生活課題”が障害特性の影響を受けて周りと同じようにはなら

ず、「これから我が子はどうなるのか」という家族の“不安”が推察された。これらの情報をもと

に、子育て真最中の家族の安心に繋げる『発達障害者および家族を支える相談支援システム』の確

立を目指していく。
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口術発表 ２

高齢者におけるフレイルの実態調査と関連要因の検討 

石坂正大 沢谷洋平 伊藤晃洋 屋嘉比章紘 小林薰 原毅 渡邉観世子

柴隆広 平田文 久保晃

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科
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国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科
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口術発表 ３
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口術発表 ４

が静的立位時の姿勢動揺に及ぼす影響度合いについて

内川義和 安藤千尋 金澤伶南 中谷榛乃 細谷花琳 松本玲

宮田夏菜 岡野真弓 髙橋由嗣

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【目的】安定した姿勢制御には、視覚、前庭覚、体性感覚情報の統合あるいは相互作用が関与し、その

うち視覚の果たす役割は重要である。姿勢制御と視覚との関連を検討する際、さまざまな視覚課題の条

件設定において、眼優位性 （ 、 、 ）の影響が考慮されるが、こ

れらが姿勢制御に及ぼす影響については一定の見解が得られていない。本研究では、

が姿勢制御に及ぼす影響と程度を明らかにするために、屈折矯正下での遠方注視課題（単純課

題）に加え、凹レンズ装用による調節負荷課題（調節課題）における重心動揺の変化を、優位眼固視お

よび非優位眼固視とで比較検討した。

【方法】対象は健常成人 名（男性 名、女性 名、20.8±0.4 歳、 20.6±2.0）。姿勢制御に影響を

及ぼす可能性のある整形外科的、神経学的疾患を有する者、矯正視力 未満、 以上の乱視、調節

異常、眼位・眼球運動異常、眼科的疾患を有する者は対象から除外した。優位眼は 法によ

り決定した。屈折異常はレンズ交換法を用いた自覚的屈折検査の結果に基づき矯正（完全矯正）した。

重心動揺は、重心軌跡測定器（ 、竹井機器工業）を用い、 での足圧中心

（ ）の変位を 秒間測定した。閉瞼、両眼開瞼、および単純課題、調節課題時の優位眼あ

るいは非優位眼固視における 総軌跡長および外周面積を計測した。単純課題では、完全矯正下で

遠方に設置した視覚ターゲット（放射状チャート、視角 133′）を優位眼あるいは非優位眼で注視させた。

調節課題では、優位眼あるいは非優位眼に－ ～－ （ ）の凹レンズ度数をランダムに追加

して視角ターゲットを明視させることで ～ の調節を負荷した。解析は、 群の比較には

、多重比較には を用いた。

【結果】 総軌跡長および外周面積は、閉瞼時に比べ両眼開瞼時で減少した。単純課題での 外周面

積は、非優位眼に比べ優位眼固視で減少した。さらに、単純課題で認められた固視眼の違いによる

外周面積の差が、調節課題においても維持されるか検討した結果、固視眼による差は の調節負荷か

ら消失した。

【結論】 は単純な視覚課題での姿勢制御に影響を及ぼすが、その影響は視覚

刺激の要素の追加により影響は消失した。姿勢制御に関わる視覚入力において、

の影響は限定的であり、複雑な視覚刺激の負荷ではその寄与は少ない可能性がある。

口術発表 ５

レポーター遺伝子導入がん化細胞を用いた慢性骨髄性白血病モデルマウスの作出

平尾卓也 青木重樹 手塚千裕 加藤芳徳 山田治美

国際医療福祉大学薬学部薬学科

千葉大学薬学部生物薬剤研究室

【目的】がん細胞は正常細胞と異なり、ミトコンドリアによる酸化的リン酸化（ ）に 供

給を依存しない、解糖系優位のエネルギー代謝系を示す。我々は昨年、 チロシンキナーゼ阻

害薬であるイマチニブ（ ）を慢性骨髄性白血病（ ）細胞に曝露すると、主要な 獲得機構で

ある解糖系が抑制され、代償的に が駆動すること、さらに駆動した を阻害すること

で の抗腫瘍効果が増強することを発見した（ ）。そこで本研究では、 において

得られた知見を で立証することを目的として、がん遺伝子（ ）とレポーター遺伝子

（ 及び ）を導入することでがん化細胞を樹立し、がんの進行を可視化できる モ

デルマウスの作出に挑戦した。

【方法】本研究では、マウス由来前駆 細胞株である 細胞及び 系統雄性マウスを用いた。

まず、ヒト由来 細胞である 細胞から 遺伝子をクローニングし、 ペプチドで

遺伝子を紐づけた後、 ベクターへの組み込みを行った。次に、作成したベ

クターを 細胞にエレクトロポレーションにより導入した後、恒常発現株（

細胞）を樹立し、 の感受性を評価した。最後に、 細胞を 系統雄性マウス

に静脈内注射により担がんし、 による抗腫瘍効果を （ ）により評価

した。

【結果】エレクトロポレーション条件を 設定し、 細胞に対しベクター導入を行ったところ、

条件のうち つで 及び 陽性の細胞を獲得することができた。獲得した細胞の

恒常発現株（ 細胞）に対し を曝露すると、1 μM 付近から細胞死の誘導が認

められた。また、 細胞を 系統雄性マウスに静脈内注射することで、

細胞が生着し、 を用いた によってがんの進行度

が可視化できることが示された。さらに、本モデルマウスに を 日 回経口投与（ ）

すると、がん進行度の遅延及び生存期間が延長する傾向が認められた。

【考察】上記の結果から、我々は に対する感受性及びレポーター機能を有するがん化細胞

（ 細胞）を樹立できたと判断している。また、 細胞は 系

統マウスに担がん可能であることが証明され、本モデルマウスは を用いたがん化細胞の可視化

により、マウスの生存を維持した状態での の薬効評価が可能であることが示唆された。今後、本

研究で作出した マウスモデルを用い、 の阻害による の抗腫瘍効果が増強を

で立証する予定である。
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口術発表 ４

が静的立位時の姿勢動揺に及ぼす影響度合いについて

内川義和 安藤千尋 金澤伶南 中谷榛乃 細谷花琳 松本玲

宮田夏菜 岡野真弓 髙橋由嗣

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【目的】安定した姿勢制御には、視覚、前庭覚、体性感覚情報の統合あるいは相互作用が関与し、その

うち視覚の果たす役割は重要である。姿勢制御と視覚との関連を検討する際、さまざまな視覚課題の条

件設定において、眼優位性 （ 、 、 ）の影響が考慮されるが、こ

れらが姿勢制御に及ぼす影響については一定の見解が得られていない。本研究では、

が姿勢制御に及ぼす影響と程度を明らかにするために、屈折矯正下での遠方注視課題（単純課

題）に加え、凹レンズ装用による調節負荷課題（調節課題）における重心動揺の変化を、優位眼固視お

よび非優位眼固視とで比較検討した。

【方法】対象は健常成人 名（男性 名、女性 名、20.8±0.4 歳、 20.6±2.0）。姿勢制御に影響を

及ぼす可能性のある整形外科的、神経学的疾患を有する者、矯正視力 未満、 以上の乱視、調節

異常、眼位・眼球運動異常、眼科的疾患を有する者は対象から除外した。優位眼は 法によ

り決定した。屈折異常はレンズ交換法を用いた自覚的屈折検査の結果に基づき矯正（完全矯正）した。

重心動揺は、重心軌跡測定器（ 、竹井機器工業）を用い、 での足圧中心

（ ）の変位を 秒間測定した。閉瞼、両眼開瞼、および単純課題、調節課題時の優位眼あ

るいは非優位眼固視における 総軌跡長および外周面積を計測した。単純課題では、完全矯正下で

遠方に設置した視覚ターゲット（放射状チャート、視角 133′）を優位眼あるいは非優位眼で注視させた。

調節課題では、優位眼あるいは非優位眼に－ ～－ （ ）の凹レンズ度数をランダムに追加

して視角ターゲットを明視させることで ～ の調節を負荷した。解析は、 群の比較には

、多重比較には を用いた。

【結果】 総軌跡長および外周面積は、閉瞼時に比べ両眼開瞼時で減少した。単純課題での 外周面

積は、非優位眼に比べ優位眼固視で減少した。さらに、単純課題で認められた固視眼の違いによる

外周面積の差が、調節課題においても維持されるか検討した結果、固視眼による差は の調節負荷か

ら消失した。

【結論】 は単純な視覚課題での姿勢制御に影響を及ぼすが、その影響は視覚

刺激の要素の追加により影響は消失した。姿勢制御に関わる視覚入力において、

の影響は限定的であり、複雑な視覚刺激の負荷ではその寄与は少ない可能性がある。

口術発表 ５

レポーター遺伝子導入がん化細胞を用いた慢性骨髄性白血病モデルマウスの作出

平尾卓也 青木重樹 手塚千裕 加藤芳徳 山田治美

国際医療福祉大学薬学部薬学科

千葉大学薬学部生物薬剤研究室

【目的】がん細胞は正常細胞と異なり、ミトコンドリアによる酸化的リン酸化（ ）に 供

給を依存しない、解糖系優位のエネルギー代謝系を示す。我々は昨年、 チロシンキナーゼ阻

害薬であるイマチニブ（ ）を慢性骨髄性白血病（ ）細胞に曝露すると、主要な 獲得機構で

ある解糖系が抑制され、代償的に が駆動すること、さらに駆動した を阻害すること

で の抗腫瘍効果が増強することを発見した（ ）。そこで本研究では、 において

得られた知見を で立証することを目的として、がん遺伝子（ ）とレポーター遺伝子

（ 及び ）を導入することでがん化細胞を樹立し、がんの進行を可視化できる モ

デルマウスの作出に挑戦した。

【方法】本研究では、マウス由来前駆 細胞株である 細胞及び 系統雄性マウスを用いた。

まず、ヒト由来 細胞である 細胞から 遺伝子をクローニングし、 ペプチドで

遺伝子を紐づけた後、 ベクターへの組み込みを行った。次に、作成したベ

クターを 細胞にエレクトロポレーションにより導入した後、恒常発現株（

細胞）を樹立し、 の感受性を評価した。最後に、 細胞を 系統雄性マウス

に静脈内注射により担がんし、 による抗腫瘍効果を （ ）により評価

した。

【結果】エレクトロポレーション条件を 設定し、 細胞に対しベクター導入を行ったところ、

条件のうち つで 及び 陽性の細胞を獲得することができた。獲得した細胞の

恒常発現株（ 細胞）に対し を曝露すると、1 μM 付近から細胞死の誘導が認

められた。また、 細胞を 系統雄性マウスに静脈内注射することで、

細胞が生着し、 を用いた によってがんの進行度

が可視化できることが示された。さらに、本モデルマウスに を 日 回経口投与（ ）

すると、がん進行度の遅延及び生存期間が延長する傾向が認められた。

【考察】上記の結果から、我々は に対する感受性及びレポーター機能を有するがん化細胞

（ 細胞）を樹立できたと判断している。また、 細胞は 系

統マウスに担がん可能であることが証明され、本モデルマウスは を用いたがん化細胞の可視化

により、マウスの生存を維持した状態での の薬効評価が可能であることが示唆された。今後、本

研究で作出した マウスモデルを用い、 の阻害による の抗腫瘍効果が増強を

で立証する予定である。
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口術発表 ６

教材用模擬診療記録の作成とその評価

坂本千枝子

国際医療福祉大学赤坂心理・医療福祉マネジメント学部医療マネジメント学科

【背景と目的】電子カルテの普及で、データベースに集約された診療情報は「医療の質とその向上」、

「医療安全」の担保等への活用が期待されている。分野専門科目の「疾病コーディング」では、情

報共有ツールとしてのサマリに着目し、必要な情報を正確に読み取り、かつ適正なコードを付与し

て管理できる診療情報管理士（管理士）の育成を目的に教材を作成し、授業を行っている。

【方 法】管理士の資格を持つ大学院生 名を対象とした。協力病院の診療記録と退院時要約を元に

大学院開発の教材 に模擬サマリ（サマリ）を作成した。その他、臨床講義担当医（担当医）が作

成したサマリを、担当医と教員が教材用に検討後、教材 に登録した。臨床講義の後、サマリで各

自演習した後に教員が講義を行い、教材と授業の評価をした。

【結果】作成したサマリは、計 症例だった。担当医が作成したサマリは、①気管支喘息の増悪と

②COVID 肺炎だった。今回はこの 症例について報告する。演習前に担当医からそれぞれの症例

について動画を含めた臨床講義があった。①は、気管支喘息でステロイド長期治療中の他、好酸球

性副鼻腔炎併存、アスピリン喘息（ 喘息）、受動喫煙歴がポイントだった。 では、疾

患ではないが健康上問題になる既往歴等の情報に コードを付与できる。喘息の急性増悪ではアス

ピリン喘息がコード対象外になるが、 アレルギー既往歴として コードが付与できる。受動

喫煙も同様だが、これらを選択した学生はいなかった。②は、 の コードが から

と発表されて間もないため、 による肺炎をどのように解釈してコードするかにポイ

ントをおいて講義した。

【考察】電子カルテ導入病院では医師が病名やコードを登録し、管理士が改めて登録する例が少な

いため、診断名の選択に迷ったものと考える。 コードを付与しなかったのは、 で使用しないた

めと考える。 症例は、担当医から直接臨床講義を受け質問もできたのが、貴重で有意義だ

ったと学生の感想にあった。

【結語】サマリ情報を正確に読み取り、コード化し、診療情報をフィードバックできる人材育成を

目的とした教材開発を行い、その評価をした。疾病コーディングと では病名選択とコーディン

グルールが異なるため、この点に留意した教材と講義が必要である。

口術発表 ７

骨格筋線維膜修復に必要な の局在と機能

三宅克也 松田武士

）国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

）国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

【目的】運動によって５〜３０％の骨格筋線維が常に傷つき膜修復を行っている。我々は

を作れない肢体型筋ジストロフィーは細胞膜の修復ができないことを発見した。しかしながら、

の詳細な局在とその機能は未だ明らかにされていない。我々は、エレクトロポレーション

により をマウス短趾屈筋に発現させ、高感度レーザー顕微鏡 でライブイメー

ジングを行った。また、二光子レーザーと を用い、小さな孔を開けた際の細胞表面の小胞融

合と 細管の関係について詳しい観察を行った。これらの実験に平行し免疫蛍光染色を行い、準超

解像顕微鏡 および電子顕微鏡によって膜修復に関わる の局在の詳細な検討を

行った。

【結果・考察】 の動きを観察したところ、 が膜損傷部に多くの小胞として

集簇する様子が観察された。また、 を用いた多光子レーザー顕微鏡によりライブイメージン

グを行ったところ、細胞膜損傷とほぼ同時に、多くの小胞が瞬時に損傷部へ次々と融合する様子が

確認された。また、この動きと並行し、免疫染色を行った骨格筋線維を観察したところ、

が局在する細胞内器官を明瞭に同定することができなかった。そこで、 および電子顕微鏡

で局在を検討したところ、 細管、筋小胞体、それらをつなぐ細い細管構造が観察された。

【結論】 は骨格筋線維の膜修復において、損傷時に細胞内に流入するカルシウムと結合し、

細管、筋小胞体との連携を用い、細胞内に流れ込んだ の回収と膜修復のための小胞輸送を行

う可能性が考えられた。
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口術発表 ６

教材用模擬診療記録の作成とその評価

坂本千枝子

国際医療福祉大学赤坂心理・医療福祉マネジメント学部医療マネジメント学科

【背景と目的】電子カルテの普及で、データベースに集約された診療情報は「医療の質とその向上」、

「医療安全」の担保等への活用が期待されている。分野専門科目の「疾病コーディング」では、情

報共有ツールとしてのサマリに着目し、必要な情報を正確に読み取り、かつ適正なコードを付与し

て管理できる診療情報管理士（管理士）の育成を目的に教材を作成し、授業を行っている。

【方 法】管理士の資格を持つ大学院生 名を対象とした。協力病院の診療記録と退院時要約を元に

大学院開発の教材 に模擬サマリ（サマリ）を作成した。その他、臨床講義担当医（担当医）が作

成したサマリを、担当医と教員が教材用に検討後、教材 に登録した。臨床講義の後、サマリで各

自演習した後に教員が講義を行い、教材と授業の評価をした。

【結果】作成したサマリは、計 症例だった。担当医が作成したサマリは、①気管支喘息の増悪と

②COVID 肺炎だった。今回はこの 症例について報告する。演習前に担当医からそれぞれの症例

について動画を含めた臨床講義があった。①は、気管支喘息でステロイド長期治療中の他、好酸球

性副鼻腔炎併存、アスピリン喘息（ 喘息）、受動喫煙歴がポイントだった。 では、疾

患ではないが健康上問題になる既往歴等の情報に コードを付与できる。喘息の急性増悪ではアス

ピリン喘息がコード対象外になるが、 アレルギー既往歴として コードが付与できる。受動

喫煙も同様だが、これらを選択した学生はいなかった。②は、 の コードが から

と発表されて間もないため、 による肺炎をどのように解釈してコードするかにポイ

ントをおいて講義した。

【考察】電子カルテ導入病院では医師が病名やコードを登録し、管理士が改めて登録する例が少な

いため、診断名の選択に迷ったものと考える。 コードを付与しなかったのは、 で使用しないた

めと考える。 症例は、担当医から直接臨床講義を受け質問もできたのが、貴重で有意義だ

ったと学生の感想にあった。

【結語】サマリ情報を正確に読み取り、コード化し、診療情報をフィードバックできる人材育成を

目的とした教材開発を行い、その評価をした。疾病コーディングと では病名選択とコーディン

グルールが異なるため、この点に留意した教材と講義が必要である。

口術発表 ７

骨格筋線維膜修復に必要な の局在と機能

三宅克也 松田武士

）国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

）国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

【目的】運動によって５〜３０％の骨格筋線維が常に傷つき膜修復を行っている。我々は

を作れない肢体型筋ジストロフィーは細胞膜の修復ができないことを発見した。しかしながら、

の詳細な局在とその機能は未だ明らかにされていない。我々は、エレクトロポレーション

により をマウス短趾屈筋に発現させ、高感度レーザー顕微鏡 でライブイメー

ジングを行った。また、二光子レーザーと を用い、小さな孔を開けた際の細胞表面の小胞融

合と 細管の関係について詳しい観察を行った。これらの実験に平行し免疫蛍光染色を行い、準超

解像顕微鏡 および電子顕微鏡によって膜修復に関わる の局在の詳細な検討を

行った。

【結果・考察】 の動きを観察したところ、 が膜損傷部に多くの小胞として

集簇する様子が観察された。また、 を用いた多光子レーザー顕微鏡によりライブイメージン

グを行ったところ、細胞膜損傷とほぼ同時に、多くの小胞が瞬時に損傷部へ次々と融合する様子が

確認された。また、この動きと並行し、免疫染色を行った骨格筋線維を観察したところ、

が局在する細胞内器官を明瞭に同定することができなかった。そこで、 および電子顕微鏡

で局在を検討したところ、 細管、筋小胞体、それらをつなぐ細い細管構造が観察された。

【結論】 は骨格筋線維の膜修復において、損傷時に細胞内に流入するカルシウムと結合し、

細管、筋小胞体との連携を用い、細胞内に流れ込んだ の回収と膜修復のための小胞輸送を行

う可能性が考えられた。
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口術発表 ８

血管芽腫の発生における転写経路の解明

菅野洋 善積哲也 山本哲哉

国際医療福祉大学熱海病院脳神経外科

横浜市立大学医学部脳神経外科

【目的】血管芽腫は、 病患者の 以上に認める中枢神経系腫瘍であり、胚性血

管芽細胞 より発生するとされ、その主な転写因子

は、 であるとされている。我々は、血管芽腫において とい

う別の も存在することを発見し、そのメカニズムを解明したので報告する。

【方法】多分化能を示す 陽性のヒト上皮由来の幹細胞から 法にて 陽性の血管芽細

胞様の細胞を分離した。この 陽性細胞に 遺伝子を導入し、 と のユビキチン化な

らびに と の関係、さらに ３と の関係を免疫沈降法にて解析した。また、 遺伝

子を導入前後の と の発現を 法で解析した。更に、手術にて摘出した血管

芽腫組織における と の発現を 法と蛍光免疫染色により解析した。

【結果】血管芽細胞様の 陽性細胞に 遺伝子を導入すると および のユビキチン化

とプロテアソームによる分解が引き起こされることが判明し、 と が の である

ことが明らかとなった。また、 遺伝子変異の如何に関わらず血管芽腫の全例の組織において

と の発現が 法および蛍光免疫染色にて認められた。

【考察・結論】血管芽腫においては、 が存在し、 が発現して

正常に機能することにより と がユビキチン化され分解されることが明らかとなった。逆

に、 が正常に機能していない血管芽腫組織においては、 と が抑制されないため、

と が発現し、血管芽腫の増殖や幹細胞性状の維持に関与しているものと考えられ、

は血管芽腫の分子標的になりうることが示唆された。

文献：

口術発表 ９

二次性白血病発症に関わる遺伝子変異の経時的なゲノム解析 
 

野本順子 小林幸夫 田中真生 辻省次

国際医療福祉大学ゲノム医学研究所

国際医療福祉大学三田病院血液内科

【背景・目的】急性骨髄性白血病（ ）は加齢と共に発症率が高くなり、その発症には体細胞変異

を持つ同一クローン細胞が増殖するクローン性造血（ ）が深く関係している。最近の研究で、

一次がんの治療前から が認められる場合、がん治療の影響により に新たな変異が加わり

蓄積することで、二次性の の発症確率が 倍以上に増加することがわかってきた。

本研究では、一次がん治療前から二次性白血病発症までの経時的な検体の解析を行い、二次性白血

病の発症に至るまでの遺伝子変異の挙動を明らかにして、発症や予後との関連を解明することを目

的とし、二次性白血病の発症に関するモニタリング可能な新規バイオマーカーの同定を目指す。

【対象症例】 年 月から 年 月までに国立がん研究センター中央病院にて治療関連の骨

髄異形成症候群（ ）あるいは （ ）と診断され、一次がん治療前および 発症時（経

過中含む）の経時的な検体が得られた 症例を解析対象集団とした。

【方法】一次がん治療前の抹消血と 発症時の骨髄検体を対とし、 を抽出した。また、

として他がん腫の末梢血あるいは正常組織検体 サンプルの を用いた。

骨髄性白血病に関連する 遺伝子の全 について を作成し、ターゲットリシーケンスを

行った。データ解析では、①一次がん治療前検体を として、②他がん腫正常検体を

として、 発症時検体の遺伝子変異を検出した。

ターゲットリシーケンスで抽出された遺伝子変異について、デジタル によるバリデーションを

行い正確な変異頻度の変化を定量解析した。

【結果】解析対象集団の年齢中央値は 歳 、全症例男性、一次がんのがん腫は食

道がん 例、胃がん 例、肺がん 例、悪性リンパ腫 例であった。

ターゲットリシーケンス解析により、 症例中 症例において通常の でよくみられる

遺伝子や 遺伝子などに ～ ％の変異を確認した。このうち 症例についてデジタル 解析

を行い、 症例で一次がん治療前から低頻度（ ～ ）の変異の存在が確認できた。

【考察】 今回の解析で、二次性白血病において と考えられる遺伝子変異が存在し、それらが

発症時に増加していることが確認できた。

今後も継続して検体の集積を行い、解析症例数を増やして、遺伝子変異の挙動と二次性白血病発症

の関連を明らかにしていく。本研究が、国内での二次性白血病における早期発見、早期治療に大き

く貢献できると考える。
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口術発表 ８

血管芽腫の発生における転写経路の解明

菅野洋 善積哲也 山本哲哉

国際医療福祉大学熱海病院脳神経外科

横浜市立大学医学部脳神経外科

【目的】血管芽腫は、 病患者の 以上に認める中枢神経系腫瘍であり、胚性血

管芽細胞 より発生するとされ、その主な転写因子

は、 であるとされている。我々は、血管芽腫において とい

う別の も存在することを発見し、そのメカニズムを解明したので報告する。

【方法】多分化能を示す 陽性のヒト上皮由来の幹細胞から 法にて 陽性の血管芽細

胞様の細胞を分離した。この 陽性細胞に 遺伝子を導入し、 と のユビキチン化な

らびに と の関係、さらに ３と の関係を免疫沈降法にて解析した。また、 遺伝

子を導入前後の と の発現を 法で解析した。更に、手術にて摘出した血管

芽腫組織における と の発現を 法と蛍光免疫染色により解析した。

【結果】血管芽細胞様の 陽性細胞に 遺伝子を導入すると および のユビキチン化

とプロテアソームによる分解が引き起こされることが判明し、 と が の である

ことが明らかとなった。また、 遺伝子変異の如何に関わらず血管芽腫の全例の組織において

と の発現が 法および蛍光免疫染色にて認められた。

【考察・結論】血管芽腫においては、 が存在し、 が発現して

正常に機能することにより と がユビキチン化され分解されることが明らかとなった。逆

に、 が正常に機能していない血管芽腫組織においては、 と が抑制されないため、

と が発現し、血管芽腫の増殖や幹細胞性状の維持に関与しているものと考えられ、

は血管芽腫の分子標的になりうることが示唆された。

文献：

口術発表 ９

二次性白血病発症に関わる遺伝子変異の経時的なゲノム解析 
 

野本順子 小林幸夫 田中真生 辻省次

国際医療福祉大学ゲノム医学研究所

国際医療福祉大学三田病院血液内科

【背景・目的】急性骨髄性白血病（ ）は加齢と共に発症率が高くなり、その発症には体細胞変異

を持つ同一クローン細胞が増殖するクローン性造血（ ）が深く関係している。最近の研究で、

一次がんの治療前から が認められる場合、がん治療の影響により に新たな変異が加わり

蓄積することで、二次性の の発症確率が 倍以上に増加することがわかってきた。

本研究では、一次がん治療前から二次性白血病発症までの経時的な検体の解析を行い、二次性白血

病の発症に至るまでの遺伝子変異の挙動を明らかにして、発症や予後との関連を解明することを目

的とし、二次性白血病の発症に関するモニタリング可能な新規バイオマーカーの同定を目指す。

【対象症例】 年 月から 年 月までに国立がん研究センター中央病院にて治療関連の骨

髄異形成症候群（ ）あるいは （ ）と診断され、一次がん治療前および 発症時（経

過中含む）の経時的な検体が得られた 症例を解析対象集団とした。

【方法】一次がん治療前の抹消血と 発症時の骨髄検体を対とし、 を抽出した。また、

として他がん腫の末梢血あるいは正常組織検体 サンプルの を用いた。

骨髄性白血病に関連する 遺伝子の全 について を作成し、ターゲットリシーケンスを

行った。データ解析では、①一次がん治療前検体を として、②他がん腫正常検体を

として、 発症時検体の遺伝子変異を検出した。

ターゲットリシーケンスで抽出された遺伝子変異について、デジタル によるバリデーションを

行い正確な変異頻度の変化を定量解析した。

【結果】解析対象集団の年齢中央値は 歳 、全症例男性、一次がんのがん腫は食

道がん 例、胃がん 例、肺がん 例、悪性リンパ腫 例であった。

ターゲットリシーケンス解析により、 症例中 症例において通常の でよくみられる

遺伝子や 遺伝子などに ～ ％の変異を確認した。このうち 症例についてデジタル 解析

を行い、 症例で一次がん治療前から低頻度（ ～ ）の変異の存在が確認できた。

【考察】 今回の解析で、二次性白血病において と考えられる遺伝子変異が存在し、それらが

発症時に増加していることが確認できた。

今後も継続して検体の集積を行い、解析症例数を増やして、遺伝子変異の挙動と二次性白血病発症

の関連を明らかにしていく。本研究が、国内での二次性白血病における早期発見、早期治療に大き

く貢献できると考える。
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口術発表

遺伝性早老症ウェルナー症候群の加齢性筋委縮（サルコペニア）の機序解明 

 
竹本 稔 

 
国際医療福祉大学医学部糖尿病・代謝・内分泌内科学

【目的】遺伝性早老症ウェルナー症候群（ ）は我が国に多く、 歳以降に皮膚の萎縮、硬化、皮

下脂肪の喪失、白髪や禿頭などの毛髪の変化、白内障などの老化徴候が出現し、「ヒト老化のモデル

疾患： 」と例えられる。 では若年期よりほぼ の確率で骨格筋量の減少

と機能の低下「サルコペニア」を発症することを明らかにし報告したが（ ）、その発症

メカニズムは不明である。近年、細胞から分泌されるエクソソーム 、

特に に包まれ分泌される が臓器連関において重要な役割を果たすことが明らかになった。

そこで 患者血液由来の 中に含まれる既知のサルコペニアや細胞老化に関連する の発現

解析を通じで のサルコペニア発症機序を探ることを本研究の目的とした。

【方法】 らの方法 に基づき 患者 例と健常

者 例の末梢血から超遠心を用いて を採取した。 から を採取し の発現を定量

的 法にて比較検討した。

【結果】サルコペニアとの関連が報告されている と は で健常者に比し有意

に上昇し、 と は変化なかった。細胞老化との関連が示唆されている と

は で健常者に比し有意に上昇した一方、 の発現に差がなかった。

【考察】本研究における 中 発現パターンからは 患者では筋芽細胞の分化や筋管形成が

抑制されている可能性がある。また と の上昇は や

の抑制効果を介して細胞老化に関わるｐ 、ｐ 、ｐ の上昇をもたらしている可能性もある。

【結論】 末梢血の 中 発現パターンの解析は に観察されるサルコペニアの発症メカニ

ズムの理解に寄与する可能性がある。

A. 看護

B. 理学療法・リハビリテーション

C. 作業療法

D. 言語聴覚

E. 視機能療法

F. 放射線・情報科学

G. 医学検査

H. 薬学

I. 医療福祉・臨床心理 

J. 総合教育

K. 医学（基礎研究・社会医学）

L. 医学（臨床研究）

★ 学術大会優秀演題を星印で記載

◆ 筆頭演者のみ記載

　　 学術大会特別サイトにて公開

※分野別

2020年11月8日（日）　9：30～11月23日（月）まで

演題一覧

ポスター発表（一般および学内研究費研究報告）

― 32 ―



口術発表

遺伝性早老症ウェルナー症候群の加齢性筋委縮（サルコペニア）の機序解明 

 
竹本 稔 

 
国際医療福祉大学医学部糖尿病・代謝・内分泌内科学

【目的】遺伝性早老症ウェルナー症候群（ ）は我が国に多く、 歳以降に皮膚の萎縮、硬化、皮

下脂肪の喪失、白髪や禿頭などの毛髪の変化、白内障などの老化徴候が出現し、「ヒト老化のモデル

疾患： 」と例えられる。 では若年期よりほぼ の確率で骨格筋量の減少

と機能の低下「サルコペニア」を発症することを明らかにし報告したが（ ）、その発症

メカニズムは不明である。近年、細胞から分泌されるエクソソーム 、

特に に包まれ分泌される が臓器連関において重要な役割を果たすことが明らかになった。

そこで 患者血液由来の 中に含まれる既知のサルコペニアや細胞老化に関連する の発現

解析を通じで のサルコペニア発症機序を探ることを本研究の目的とした。

【方法】 らの方法 に基づき 患者 例と健常

者 例の末梢血から超遠心を用いて を採取した。 から を採取し の発現を定量

的 法にて比較検討した。

【結果】サルコペニアとの関連が報告されている と は で健常者に比し有意

に上昇し、 と は変化なかった。細胞老化との関連が示唆されている と

は で健常者に比し有意に上昇した一方、 の発現に差がなかった。

【考察】本研究における 中 発現パターンからは 患者では筋芽細胞の分化や筋管形成が

抑制されている可能性がある。また と の上昇は や

の抑制効果を介して細胞老化に関わるｐ 、ｐ 、ｐ の上昇をもたらしている可能性もある。

【結論】 末梢血の 中 発現パターンの解析は に観察されるサルコペニアの発症メカニ

ズムの理解に寄与する可能性がある。

A. 看護

B. 理学療法・リハビリテーション

C. 作業療法

D. 言語聴覚

E. 視機能療法

F. 放射線・情報科学

G. 医学検査

H. 薬学

I. 医療福祉・臨床心理 

J. 総合教育

K. 医学（基礎研究・社会医学）

L. 医学（臨床研究）

★ 学術大会優秀演題を星印で記載

◆ 筆頭演者のみ記載

　　 学術大会特別サイトにて公開

※分野別

2020年11月8日（日）　9：30～11月23日（月）まで

演題一覧

ポスター発表（一般および学内研究費研究報告）
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 看護

看護 佐藤聖一 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

ケアリングに対する批判的視座の検討～クーゼのケアリング論を中心に～ 

看護 入江浩子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

看護大学生の効果的な一次救命演習に向けて―性差による胸骨圧迫中の圧迫深度と解除深度の経時的変化の比較― 

看護 落合佳子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

訪問看護サービスを利用する軽度認知機能低下者の特徴～関東地区政令指定都市 A市の介護支援専門員の調査より～

看護 阿久津滝子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

臥位患者用スチーム式足浴器の開発における温熱効果測定方法の検討 

看護 林圭子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

看護系大学の卒後動向調査の分析～就職活動および卒後支援への示唆～ 

看護 横山直美 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小児看護学分野

多胎児を養育している父親の育児困難に関する文献検討 

看護 原田浩二 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

精神看護学実習における学生のコミュニケーション技術の向上の実態 

看護 金子順子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

国外文献にみる保存期慢性腎臓病患者の病気認知に関する研究動向と課題 

看護 毛塚良江 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

成人看護学領域実習における受け持ち患者状況の傾向 

看護 秋葉喜美子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

高齢腹膜透析患者のセルフケアマネジメントと支援者間の連携 

看護 八田典子 国際医療福祉大学大学院看護学分野公衆衛生看護学領域実践（保健師）コース修了生

台東区みのわ地区高齢者のフレイルに関する地域看護診断 

看護 桑野美夏子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

関東地区政令指定都市 A市の介護支援専門員が訪問看護師に期待すること 

―軽度認知症者を担当する介護支援専門員に焦点をあてて― 

看護 鬼塚美玲 国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻看護学分野博士課程

特別養護老人ホームにおける介護職のユニットリーダー研修の効果－リーダーシップ・スタイルに焦点を当てて－ 

看護 野呂千鶴子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

復興の担い手である壮年期住民の被災後の PTGからみた近未来の高齢者支援 

－被災時ボランティアセンター運営にかかわった住民の語りから－ 

看護 石澤正彦 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

特定健康診査への受診行動に関連する要因の文献的考察

看護 吉村惠美子 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看護分野

急性期病院における高齢者看護アセスメント教育プログラムの検討－薬剤に関する教材開発－

看護 臺有桂 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看護学分野

修士課程保健師養成における協調学習を基盤とした実践力向上を目指した教授方法の開発

看護 阿南沙織 国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

重症心身障害児の食事介助における看護学生の認識の変化 ―実習前後の認識比較からの検討― 

看護 沼澤広子 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助産学分野

大学院での継続事例実習の助産師学生における学びの体験～テキストマイニングによるフォーカスグループインタビューの分析～ 

 

看護 大池美也子 国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

COVID-19感染影響に伴う授業形態の変更による教育方法に関する一考察

看護 斎藤照代 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

東京都受動喫煙防止条例が職場の受動喫煙対策に与える影響 ～ 第 1報 条例施行前のアンケート調査を踏まえて ～

★ 看護 菱谷純子 国際医療福祉大学成田看護学部看護学科

病院に勤務する看護職女性の性成熟期のヘルスリテラシーとジェネラティヴィティの関連

看護 今村桃子 国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

A地区の介護予防事業参加者の首尾一貫感覚（SOC)の特性

看護 鈴木由美 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助産学分野

助産師教員の職業継続意欲に関する研究 ～テキストマイニングによるインタビューの分析～

看護 熊田奈津紀 国際医療福祉大学成田看護学部看護学科

災害時に通院治療を行っていたがん患者の療養生活の実態 〜災害時におけるがん患者の状況に関する文献レビュー〜

看護 世良喜子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

幼児の「健康をつくる力」の育成・推進にむけた研究

看護 北原玉依 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

子どもが主人公の思春期健康教育-大田原市「愛あいプラン」での取り組み-

看護 谷田部佳代弥 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

精神科病院在院患者の状況および退院支援に関する文献検討

★ 看護 古山陽一 国際医療福祉大学成田看護学部看護学科

成田看護学部における Computer Based Testing導入に向けた取組の現状と課題

看護 谷口典子 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

産褥早期の母親における授乳回数と母乳育児自己効力感、および自尊感情、レジリエンスとの関連

看護 佐藤香代 国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻助産学分野福岡

身体感覚活性化マザークラスに参加した母親の変容過程に関する研究―経産婦の上の子の受けとめ方の変化― 

看護 宮崎裕子 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

「ウィズコロナ」の時代に求められる看護系大学の教育技法の変革 第 1報 オンライン授業で生起した事象と教員の対応

看護 皆田良子 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

「ウィズコロナ」の時代に求められる看護系大学の教育技法の変革 第 2報  

オンライン授業の経験を通して、改めて対面授業の意義を考える

看護 仙波洋子 国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

慢性病患者への患者教育におけるロールプレイング技法を用いたオンライン演習の取り組み

看護 保母恵 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

ボランティアスタッフからみたスリーA式認知症プログラムの効果

看護 藤木久美子 国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

子連れで働くことを選択した母親の思い 

理学療法・リハビリテーション

理学療法・リハビリテーション 沢谷洋平 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

通所リハビリテーションの短時間利用が身体機能に及ぼす効果

理学療法・リハビリテーション 岡真一郎 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

健常若年成人男性における下肢機能検査と股関節筋力との関係

理学療法・リハビリテーション 原毅 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

消化器がん患者の手術後健康関連 QOL低下の早期回復に向けた年齢階層別解析
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 看護

看護 佐藤聖一 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

ケアリングに対する批判的視座の検討～クーゼのケアリング論を中心に～ 

看護 入江浩子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

看護大学生の効果的な一次救命演習に向けて―性差による胸骨圧迫中の圧迫深度と解除深度の経時的変化の比較― 

看護 落合佳子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

訪問看護サービスを利用する軽度認知機能低下者の特徴～関東地区政令指定都市 A市の介護支援専門員の調査より～

看護 阿久津滝子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

臥位患者用スチーム式足浴器の開発における温熱効果測定方法の検討 

看護 林圭子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

看護系大学の卒後動向調査の分析～就職活動および卒後支援への示唆～ 

看護 横山直美 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小児看護学分野

多胎児を養育している父親の育児困難に関する文献検討 

看護 原田浩二 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

精神看護学実習における学生のコミュニケーション技術の向上の実態 

看護 金子順子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

国外文献にみる保存期慢性腎臓病患者の病気認知に関する研究動向と課題 

看護 毛塚良江 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

成人看護学領域実習における受け持ち患者状況の傾向 

看護 秋葉喜美子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

高齢腹膜透析患者のセルフケアマネジメントと支援者間の連携 

看護 八田典子 国際医療福祉大学大学院看護学分野公衆衛生看護学領域実践（保健師）コース修了生

台東区みのわ地区高齢者のフレイルに関する地域看護診断 

看護 桑野美夏子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

関東地区政令指定都市 A市の介護支援専門員が訪問看護師に期待すること 

―軽度認知症者を担当する介護支援専門員に焦点をあてて― 

看護 鬼塚美玲 国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻看護学分野博士課程

特別養護老人ホームにおける介護職のユニットリーダー研修の効果－リーダーシップ・スタイルに焦点を当てて－ 

看護 野呂千鶴子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

復興の担い手である壮年期住民の被災後の PTGからみた近未来の高齢者支援 

－被災時ボランティアセンター運営にかかわった住民の語りから－ 

看護 石澤正彦 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

特定健康診査への受診行動に関連する要因の文献的考察

看護 吉村惠美子 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看護分野

急性期病院における高齢者看護アセスメント教育プログラムの検討－薬剤に関する教材開発－

看護 臺有桂 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看護学分野

修士課程保健師養成における協調学習を基盤とした実践力向上を目指した教授方法の開発

看護 阿南沙織 国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

重症心身障害児の食事介助における看護学生の認識の変化 ―実習前後の認識比較からの検討― 

看護 沼澤広子 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助産学分野

大学院での継続事例実習の助産師学生における学びの体験～テキストマイニングによるフォーカスグループインタビューの分析～ 

 

看護 大池美也子 国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

COVID-19感染影響に伴う授業形態の変更による教育方法に関する一考察

看護 斎藤照代 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

東京都受動喫煙防止条例が職場の受動喫煙対策に与える影響 ～ 第 1報 条例施行前のアンケート調査を踏まえて ～

★ 看護 菱谷純子 国際医療福祉大学成田看護学部看護学科

病院に勤務する看護職女性の性成熟期のヘルスリテラシーとジェネラティヴィティの関連

看護 今村桃子 国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

A地区の介護予防事業参加者の首尾一貫感覚（SOC)の特性

看護 鈴木由美 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助産学分野

助産師教員の職業継続意欲に関する研究 ～テキストマイニングによるインタビューの分析～

看護 熊田奈津紀 国際医療福祉大学成田看護学部看護学科

災害時に通院治療を行っていたがん患者の療養生活の実態 〜災害時におけるがん患者の状況に関する文献レビュー〜

看護 世良喜子 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

幼児の「健康をつくる力」の育成・推進にむけた研究

看護 北原玉依 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

子どもが主人公の思春期健康教育-大田原市「愛あいプラン」での取り組み-

看護 谷田部佳代弥 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

精神科病院在院患者の状況および退院支援に関する文献検討

★ 看護 古山陽一 国際医療福祉大学成田看護学部看護学科

成田看護学部における Computer Based Testing導入に向けた取組の現状と課題

看護 谷口典子 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

産褥早期の母親における授乳回数と母乳育児自己効力感、および自尊感情、レジリエンスとの関連

看護 佐藤香代 国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻助産学分野福岡

身体感覚活性化マザークラスに参加した母親の変容過程に関する研究―経産婦の上の子の受けとめ方の変化― 

看護 宮崎裕子 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

「ウィズコロナ」の時代に求められる看護系大学の教育技法の変革 第 1報 オンライン授業で生起した事象と教員の対応

看護 皆田良子 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

「ウィズコロナ」の時代に求められる看護系大学の教育技法の変革 第 2報  

オンライン授業の経験を通して、改めて対面授業の意義を考える

看護 仙波洋子 国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

慢性病患者への患者教育におけるロールプレイング技法を用いたオンライン演習の取り組み

看護 保母恵 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

ボランティアスタッフからみたスリーA式認知症プログラムの効果

看護 藤木久美子 国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

子連れで働くことを選択した母親の思い 

理学療法・リハビリテーション

理学療法・リハビリテーション 沢谷洋平 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

通所リハビリテーションの短時間利用が身体機能に及ぼす効果

理学療法・リハビリテーション 岡真一郎 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

健常若年成人男性における下肢機能検査と股関節筋力との関係

理学療法・リハビリテーション 原毅 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

消化器がん患者の手術後健康関連 QOL低下の早期回復に向けた年齢階層別解析
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理学療法・リハビリテーション 小林薰 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

高齢者の身体活動量を基盤としたフレイルおよび転倒予防に関する研究

理学療法・リハビリテーション 渡邉観世子 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

ウィメンズヘルス理学療法に関する学部教育の調査

理学療法・リハビリテーション 谷浩明 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

心肺蘇生スキル獲得における効果的なフィードバック付与方法の検討

理学療法・リハビリテーション 堀本ゆかり 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

新しい脳血管障害者疑似体験短下肢装具の開発 ＝シミュレーション教材の効果的活用に関する研究＝

理学療法・リハビリテーション 伊藤晃洋 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

心臓外科胸骨正中切開前後の脊柱可動域とバランス機能の関係性

理学療法・リハビリテーション 須田康文 国際医療福祉大学塩谷病院整形外科

外反母趾患者の歩行分析－術前と術後 1年の比較－

理学療法・リハビリテーション 柊幸伸 福岡国際医療福祉大学医療学部理学療法学科

膝関節伸展運動に随伴する回旋運動 －靱帯にかかるストレスの予測－

理学療法・リハビリテーション 久保晃 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

The Effects of Decreased Inspiratory Capacity on Postural Stability during Backward Reach.

理学療法・リハビリテーション 牧原由紀子 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

帝王切開術後女性の身体特性に関する質的研究

理学療法・リハビリテーション 柴隆広 にしなすの総合在宅ケアセンター

高齢者における活動性低下を予測するバイオマーカーの探索と同定

理学療法・リハビリテーション 田村暁大 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

インサイドキック動作における軸足の運動学的・運動力学的解析

理学療法・リハビリテーション 田村暁大 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

医療系大学生における健康・運動に関する意識調査および運動能力の現状

理学療法・リハビリテーション 鈴木啓介 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

疼痛を伴わない糖尿病性末梢神経障害合併 2型糖尿病患者の健康関連 QOLの特徴 

-糖尿病性末梢神経障害非合併 2型糖尿病患者との比較による検討-

理学療法・リハビリテーション 大古場良太 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

体幹加速度リサージュ波形からみる歩行時の足底部位への知覚と荷重指示の影響

理学療法・リハビリテーション 細川真登 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

変形性膝関節症患者における足趾把持筋力と静的・動的バランスとの関連性

理学療法・リハビリテーション 小野田公 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

足趾剪断力測定機器の開発と臨床応用 －母趾および小趾の足趾剪断力の検証－

理学療法・リハビリテーション 松田憲亮 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

地域高齢者における注意干渉と身体的反応に関する研究

理学療法・リハビリテーション 井川達也 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

腰部脊柱管狭窄症患者の歩行解析～体幹筋電図を含めた検討～ 

理学療法・リハビリテーション 黒澤和生 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

就職先アンケ－ト調査 -3学科卒業生からの意見-

理学療法・リハビリテーション 右田正澄 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

脳卒中患者の短下肢装具装着性の評価方法の開発 

理学療法・リハビリテーション 下田武良 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

頚髄損傷者における体温変化と運動能力の関係

理学療法・リハビリテーション 糸数昌史 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

赤外線センサを用いた上肢関節位置覚評価システムの開発 －読み書き障害児における検証－

理学療法・リハビリテーション 出口弦舞 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

動画提示型の新しい車いす操作ナビゲーションプログラムは脳卒中片麻痺者に効果的か？

理学療法・リハビリテーション 木村郁夫 国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション科

慢性心不全患者における安静時エネルギー消費量と心機能・身体機能・ADLの関係

理学療法・リハビリテーション 永井良治 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

DFA(Detrended Fluctuation Analysis)による歩行解析

理学療法・リハビリテーション 金子秀雄 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

地域在住高齢者における咳嗽力の経年的変化とその関連要因（第 2報）

理学療法・リハビリテーション 櫻井陽子 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

地域在住高齢者の健康寿命延伸を目的とした意識および行動変容に対する介入調査

理学療法・リハビリテーション 大武聖 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

オンライン授業の実施形式の工夫とその利点・欠点の検証

理学療法・リハビリテーション 和田三幸 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

総合臨床実習前後の理学療法士養成校大学生のバーンアウト尺度の比較

理学療法・リハビリテーション 金子純一朗 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

臨床実習実習指導者育成に特化した臨床技能教育プログラムの有用性  

—カンファレンスに必要な臨床技能に関するアンケート分析—

理学療法・リハビリテーション 中原雅美 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

総合事業における介入方法の検討‐総合事業における通所と訪問サービスの併用の効果‐

理学療法・リハビリテーション 広瀬環 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

新型コロナウイルス感染拡大時に通所サービス利用を中止した人の特徴

理学療法・リハビリテーション 池田拓郎 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

一側下肢の不活動条件によるヒト脊髄運動神経機構に関する研究

理学療法・リハビリテーション 河野健一 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

維持血液透析患者の医療入院と身体的フレイルならびに運動習慣の関連

理学療法・リハビリテーション 、

Research of the relationship of anti-aging hormone levels and muscle strength recovery in fracture patients 

作業療法

作業療法 平野大輔 国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

難易度の異なる二重課題における運動準備電位の様相

作業療法 藤川君江 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

都市近郊の 1人暮らし男性高齢者の生活支援の検討

作業療法 堀田英樹 国際医療福祉大学成田保健医療学部作業療法学科

ネット依存の未成年者を抱える保護者を対象とした遠隔認知行動療法の有効性の検証 

★P 作業療法 牛膓昌利 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

小学生児童の運筆における頭部・上肢運動の傾向

作業療法 陣内大輔 国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

運動準備電位と注意機能との関連 - PASAT を用いた検討 -
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理学療法・リハビリテーション 小林薰 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

高齢者の身体活動量を基盤としたフレイルおよび転倒予防に関する研究

理学療法・リハビリテーション 渡邉観世子 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

ウィメンズヘルス理学療法に関する学部教育の調査

理学療法・リハビリテーション 谷浩明 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

心肺蘇生スキル獲得における効果的なフィードバック付与方法の検討

理学療法・リハビリテーション 堀本ゆかり 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

新しい脳血管障害者疑似体験短下肢装具の開発 ＝シミュレーション教材の効果的活用に関する研究＝

理学療法・リハビリテーション 伊藤晃洋 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

心臓外科胸骨正中切開前後の脊柱可動域とバランス機能の関係性

理学療法・リハビリテーション 須田康文 国際医療福祉大学塩谷病院整形外科

外反母趾患者の歩行分析－術前と術後 1年の比較－

理学療法・リハビリテーション 柊幸伸 福岡国際医療福祉大学医療学部理学療法学科

膝関節伸展運動に随伴する回旋運動 －靱帯にかかるストレスの予測－

理学療法・リハビリテーション 久保晃 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

The Effects of Decreased Inspiratory Capacity on Postural Stability during Backward Reach.

理学療法・リハビリテーション 牧原由紀子 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

帝王切開術後女性の身体特性に関する質的研究

理学療法・リハビリテーション 柴隆広 にしなすの総合在宅ケアセンター

高齢者における活動性低下を予測するバイオマーカーの探索と同定

理学療法・リハビリテーション 田村暁大 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

インサイドキック動作における軸足の運動学的・運動力学的解析

理学療法・リハビリテーション 田村暁大 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

医療系大学生における健康・運動に関する意識調査および運動能力の現状

理学療法・リハビリテーション 鈴木啓介 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

疼痛を伴わない糖尿病性末梢神経障害合併 2型糖尿病患者の健康関連 QOLの特徴 

-糖尿病性末梢神経障害非合併 2型糖尿病患者との比較による検討-

理学療法・リハビリテーション 大古場良太 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

体幹加速度リサージュ波形からみる歩行時の足底部位への知覚と荷重指示の影響

理学療法・リハビリテーション 細川真登 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

変形性膝関節症患者における足趾把持筋力と静的・動的バランスとの関連性

理学療法・リハビリテーション 小野田公 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

足趾剪断力測定機器の開発と臨床応用 －母趾および小趾の足趾剪断力の検証－

理学療法・リハビリテーション 松田憲亮 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

地域高齢者における注意干渉と身体的反応に関する研究

理学療法・リハビリテーション 井川達也 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

腰部脊柱管狭窄症患者の歩行解析～体幹筋電図を含めた検討～ 

理学療法・リハビリテーション 黒澤和生 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

就職先アンケ－ト調査 -3学科卒業生からの意見-

理学療法・リハビリテーション 右田正澄 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

脳卒中患者の短下肢装具装着性の評価方法の開発 

理学療法・リハビリテーション 下田武良 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

頚髄損傷者における体温変化と運動能力の関係

理学療法・リハビリテーション 糸数昌史 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

赤外線センサを用いた上肢関節位置覚評価システムの開発 －読み書き障害児における検証－

理学療法・リハビリテーション 出口弦舞 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

動画提示型の新しい車いす操作ナビゲーションプログラムは脳卒中片麻痺者に効果的か？

理学療法・リハビリテーション 木村郁夫 国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション科

慢性心不全患者における安静時エネルギー消費量と心機能・身体機能・ADLの関係

理学療法・リハビリテーション 永井良治 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

DFA(Detrended Fluctuation Analysis)による歩行解析

理学療法・リハビリテーション 金子秀雄 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

地域在住高齢者における咳嗽力の経年的変化とその関連要因（第 2報）

理学療法・リハビリテーション 櫻井陽子 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

地域在住高齢者の健康寿命延伸を目的とした意識および行動変容に対する介入調査

理学療法・リハビリテーション 大武聖 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

オンライン授業の実施形式の工夫とその利点・欠点の検証

理学療法・リハビリテーション 和田三幸 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

総合臨床実習前後の理学療法士養成校大学生のバーンアウト尺度の比較

理学療法・リハビリテーション 金子純一朗 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

臨床実習実習指導者育成に特化した臨床技能教育プログラムの有用性  

—カンファレンスに必要な臨床技能に関するアンケート分析—

理学療法・リハビリテーション 中原雅美 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

総合事業における介入方法の検討‐総合事業における通所と訪問サービスの併用の効果‐

理学療法・リハビリテーション 広瀬環 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

新型コロナウイルス感染拡大時に通所サービス利用を中止した人の特徴

理学療法・リハビリテーション 池田拓郎 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

一側下肢の不活動条件によるヒト脊髄運動神経機構に関する研究

理学療法・リハビリテーション 河野健一 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

維持血液透析患者の医療入院と身体的フレイルならびに運動習慣の関連

理学療法・リハビリテーション 、

Research of the relationship of anti-aging hormone levels and muscle strength recovery in fracture patients 

作業療法

作業療法 平野大輔 国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

難易度の異なる二重課題における運動準備電位の様相

作業療法 藤川君江 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

都市近郊の 1人暮らし男性高齢者の生活支援の検討

作業療法 堀田英樹 国際医療福祉大学成田保健医療学部作業療法学科

ネット依存の未成年者を抱える保護者を対象とした遠隔認知行動療法の有効性の検証 

★P 作業療法 牛膓昌利 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

小学生児童の運筆における頭部・上肢運動の傾向

作業療法 陣内大輔 国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

運動準備電位と注意機能との関連 - PASAT を用いた検討 -
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作業療法 山本潤 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

右半球損傷で生じる眼鏡着用障害の要因－合併する神経心理学的症状からの検討－

作業療法 有久勝彦 国際医療福祉大学福岡保健医療学部作業療法学科

リスク予知能力評価である TP-KYT効果測定システムの妥当性および信頼性の検討

作業療法 多賀誠 福岡国際医療福祉大学医療学部作業療法学科

精神科病院における長期入院患者の退院に向けてのチェックシート作成

作業療法 白砂寛基 国際医療福祉大学成田病院リハビリテーション技術部

入院リハビリテーション患者の ADL・IADL実施順序

作業療法 牛木彩子 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

放課後等デイサービスの建物空間に関する実態調査－都内 T区のインタビューと観察調査から－

作業療法 松野豊 国際医療福祉大学福岡保健医療学部作業療法学科

片麻痺と仮定した健常成人の着衣動作分析－KINECT と EMGを用いた検討－

作業療法 野﨑智仁 国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

一般就労した精神障害者が就労定着に困難さを感じる要因に関する研究

作業療法 山口佳小里 国際医療福祉大学成田保健医療学部作業療法学科

タイの地域在住高齢者の地域活動への参加要因：アンケートならびにインタビュー調査

作業療法 冨永渉 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

Optical flow刺激観察時の健常若年者における姿勢制御特性～第 2報～ 

言語聴覚

言語聴覚 阿部晶子 国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

語彙化錯読の発現に関わる要因：抑制機能に焦点を当てた検討

言語聴覚 爲数哲司 国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科

言語聴覚士養成課程学生の卒前教育に求められる具体的コミュニケーション能力の選定

言語聴覚 石川幸伸 国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科

喉頭摘出者に対する Narsal airflow-inducing manoeuvre (NAIM)の効果―オープンエッセンスの誤反応分析からの検討

言語聴覚 前新直志 国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

発達障害およびその疑いと吃音・流暢性障害を併発する子どもへの効果的な介入方法の検討

言語聴覚 大金さや香 国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

人工内耳装用児の音楽知覚能力の発達的変化

言語聴覚 大内田博文 国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科

アルツハイマー病患者の意味記憶障害と脳機能について（第１報）

言語聴覚 岩崎淳也 国際医療福祉大学成田保健医療学部言語聴覚学科

大学生の mind-mindednessの特徴

言語聴覚 菅野倫子 国際医療福祉大学成田保健医療学部言語聴覚学科

失語症例の談話機能における形態統語面の障害特徴－文構造、文法形態素、結束辞の分析 

言語聴覚 櫻岡絵里香 国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

失語症者の文読解における眼球運動の特性－健常者を対象とした予備的検討－

言語聴覚 安田友香 国際医療福祉大学成田保健医療学部言語聴覚学科

学齢児の複合語の使用―合成課題、分解課題の誤りに焦点を当てて―

言語聴覚 池下博紀 福岡国際医療福祉大学言語聴覚専攻科

急性期失語症患者の実用的コミュニケーション能力の検討ー生活期失語症患者との比較ー 

言語聴覚 佐々木香緒里 国際医療福祉大学成田保健医療学部言語聴覚学科

自閉症スペクトラム障害児におけるオノマトペの理解と感覚処理傾向

言語聴覚 佐藤妙子 国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

発達的特性を有する大学生の支援

言語聴覚 小黒惠司 国際医療福祉大学塩谷病院脳神経外科

脳卒中患者における高次脳機能障害とドライブシミュレータによる運転能力の相関に関する研究 

視機能療法

視機能療法 佐々木信 福岡国際医療福祉大学医療学部視能訓練学科

弱視治療用眼鏡箔の開発

視機能療法 佐藤司 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

未就学児における眼球生体計測値の経年変化

視機能療法 原直人 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

スポーツ眼鏡のパフォーマンスおよび自律神経からみた光過敏に対する抑制効果の検討 

～ブルーライトが片頭痛患者の自律神経機能に及ぼす影響～

視機能療法 四之宮佑馬 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

視線解析装置を用いた視野検査中の固視のコンプライアンスに関する研究

視機能療法 野上豪志 愛知淑徳大学健康医療学部医療貢献学科視覚科学専攻

コンタクトレンズ装用が角膜形状に及ぼす影響

視機能療法 橋本勇希 福岡国際医療福祉大学医療学部視能訓練学科

妊娠性高血圧脈絡膜症および妊娠性中心性漿液性脈絡網膜症の脈絡膜形態と循環動態

視機能療法 岡野真弓 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

遠視が読み能力に及ぼす影響―小学 4・5年生における検討

視機能療法 鎌田泰彰 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

パーキンソン病患者における 3年経過後の脈絡膜の変化

視機能療法 新井田 孝裕 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

健常者および発達障害児（者）における視覚認知機能の検討～不等像視が両眼視機能に及ぼす影響と不快感の評価～

視機能療法 高橋由嗣 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

間欠性外斜視における自身と他者の校正を用いた視線解析装置による眼位測定誤差の検討

視機能療法 鈴木賢治 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

屈折度と眼軸長が形態覚に及ぼす影響

視機能療法 後関利明 国際医療福祉大学熱海病院眼科

Ahmeｄ Glaucoma Valve術後にチューブ位置の調整を要した 1例

視機能療法 瀬部愛美 国際医療福祉大学熱海病院眼科

長眼軸を伴わない内斜視に対して上外直筋結合術が有用であった 1症例

視機能療法 飯島由佳 国際医療福祉大学熱海病院眼科

小角度の上下斜視に対しての段階的垂直筋切腱術が有効だった 1例 

放射線・情報科学

放射線・情報科学 松山江里 福知山公立大学情報学部情報学科

Deep Learning と wavelet展開係数の融合による肺 CT画像の癌検出システムの開発

放射線・情報科学 丸山純人 国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

functional MRI を用いた利き手と非利き手の掌握運動時の脳賦活ダイナミクスの解析 
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作業療法 山本潤 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

右半球損傷で生じる眼鏡着用障害の要因－合併する神経心理学的症状からの検討－

作業療法 有久勝彦 国際医療福祉大学福岡保健医療学部作業療法学科

リスク予知能力評価である TP-KYT効果測定システムの妥当性および信頼性の検討

作業療法 多賀誠 福岡国際医療福祉大学医療学部作業療法学科

精神科病院における長期入院患者の退院に向けてのチェックシート作成

作業療法 白砂寛基 国際医療福祉大学成田病院リハビリテーション技術部

入院リハビリテーション患者の ADL・IADL実施順序

作業療法 牛木彩子 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

放課後等デイサービスの建物空間に関する実態調査－都内 T区のインタビューと観察調査から－

作業療法 松野豊 国際医療福祉大学福岡保健医療学部作業療法学科

片麻痺と仮定した健常成人の着衣動作分析－KINECT と EMGを用いた検討－

作業療法 野﨑智仁 国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

一般就労した精神障害者が就労定着に困難さを感じる要因に関する研究

作業療法 山口佳小里 国際医療福祉大学成田保健医療学部作業療法学科

タイの地域在住高齢者の地域活動への参加要因：アンケートならびにインタビュー調査

作業療法 冨永渉 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

Optical flow刺激観察時の健常若年者における姿勢制御特性～第 2報～ 

言語聴覚

言語聴覚 阿部晶子 国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

語彙化錯読の発現に関わる要因：抑制機能に焦点を当てた検討

言語聴覚 爲数哲司 国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科

言語聴覚士養成課程学生の卒前教育に求められる具体的コミュニケーション能力の選定

言語聴覚 石川幸伸 国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科

喉頭摘出者に対する Narsal airflow-inducing manoeuvre (NAIM)の効果―オープンエッセンスの誤反応分析からの検討

言語聴覚 前新直志 国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

発達障害およびその疑いと吃音・流暢性障害を併発する子どもへの効果的な介入方法の検討

言語聴覚 大金さや香 国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

人工内耳装用児の音楽知覚能力の発達的変化

言語聴覚 大内田博文 国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科

アルツハイマー病患者の意味記憶障害と脳機能について（第１報）

言語聴覚 岩崎淳也 国際医療福祉大学成田保健医療学部言語聴覚学科

大学生の mind-mindednessの特徴

言語聴覚 菅野倫子 国際医療福祉大学成田保健医療学部言語聴覚学科

失語症例の談話機能における形態統語面の障害特徴－文構造、文法形態素、結束辞の分析 

言語聴覚 櫻岡絵里香 国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

失語症者の文読解における眼球運動の特性－健常者を対象とした予備的検討－

言語聴覚 安田友香 国際医療福祉大学成田保健医療学部言語聴覚学科

学齢児の複合語の使用―合成課題、分解課題の誤りに焦点を当てて―

言語聴覚 池下博紀 福岡国際医療福祉大学言語聴覚専攻科

急性期失語症患者の実用的コミュニケーション能力の検討ー生活期失語症患者との比較ー 

言語聴覚 佐々木香緒里 国際医療福祉大学成田保健医療学部言語聴覚学科

自閉症スペクトラム障害児におけるオノマトペの理解と感覚処理傾向

言語聴覚 佐藤妙子 国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

発達的特性を有する大学生の支援

言語聴覚 小黒惠司 国際医療福祉大学塩谷病院脳神経外科

脳卒中患者における高次脳機能障害とドライブシミュレータによる運転能力の相関に関する研究 

視機能療法

視機能療法 佐々木信 福岡国際医療福祉大学医療学部視能訓練学科

弱視治療用眼鏡箔の開発

視機能療法 佐藤司 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

未就学児における眼球生体計測値の経年変化

視機能療法 原直人 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

スポーツ眼鏡のパフォーマンスおよび自律神経からみた光過敏に対する抑制効果の検討 

～ブルーライトが片頭痛患者の自律神経機能に及ぼす影響～

視機能療法 四之宮佑馬 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

視線解析装置を用いた視野検査中の固視のコンプライアンスに関する研究

視機能療法 野上豪志 愛知淑徳大学健康医療学部医療貢献学科視覚科学専攻

コンタクトレンズ装用が角膜形状に及ぼす影響

視機能療法 橋本勇希 福岡国際医療福祉大学医療学部視能訓練学科

妊娠性高血圧脈絡膜症および妊娠性中心性漿液性脈絡網膜症の脈絡膜形態と循環動態

視機能療法 岡野真弓 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

遠視が読み能力に及ぼす影響―小学 4・5年生における検討

視機能療法 鎌田泰彰 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

パーキンソン病患者における 3年経過後の脈絡膜の変化

視機能療法 新井田 孝裕 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

健常者および発達障害児（者）における視覚認知機能の検討～不等像視が両眼視機能に及ぼす影響と不快感の評価～

視機能療法 高橋由嗣 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

間欠性外斜視における自身と他者の校正を用いた視線解析装置による眼位測定誤差の検討

視機能療法 鈴木賢治 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

屈折度と眼軸長が形態覚に及ぼす影響

視機能療法 後関利明 国際医療福祉大学熱海病院眼科

Ahmeｄ Glaucoma Valve術後にチューブ位置の調整を要した 1例

視機能療法 瀬部愛美 国際医療福祉大学熱海病院眼科

長眼軸を伴わない内斜視に対して上外直筋結合術が有用であった 1症例

視機能療法 飯島由佳 国際医療福祉大学熱海病院眼科

小角度の上下斜視に対しての段階的垂直筋切腱術が有効だった 1例 

放射線・情報科学

放射線・情報科学 松山江里 福知山公立大学情報学部情報学科

Deep Learning と wavelet展開係数の融合による肺 CT画像の癌検出システムの開発

放射線・情報科学 丸山純人 国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

functional MRI を用いた利き手と非利き手の掌握運動時の脳賦活ダイナミクスの解析 
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放射線・情報科学 岡野員人 国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

画像診断装置の将来需要推計

放射線・情報科学 西川祝子 国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

Breast Densityの測定精度の向上に向けた検討―散乱 X線と測定位置依存性について―

放射線・情報科学 三輪建太 国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

Texture画像解析を用いた PET-Radiomicsによる「がん」と「炎症」鑑別診断法の開発研究

放射線・情報科学 座間佳男 国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

スマートフォン接続型放射線センサーによる個人被ばく線量測定 

医学検査

医学検査 山口良考 国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

胸腺ネガティブセレクションにおける Siglec遺伝子の機能解析

医学検査 富安聡 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

子宮内膜細胞診の精度向上に向けた癌幹細胞を指標とする新規鑑別診断法の開発

医学検査 船島由美子 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

LAMP法を用いたカルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌の網羅的検出法のシステム構築

医学検査 佐藤信也 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

術中迅速病理診断における固定液の標準化とエラスチカ‐HE染色の有用性～末梢小型肺腺癌の診断精度向上を目指して～

医学検査 田中真生 国際医療福祉大学ゲノム医学研究所

新型コロナウイルス感染拡大初期における PCR検査提供体制の迅速な構築を目指した取り組み

医学検査 大星航 国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

循環セルフリーRNAを用いた遺伝子検査法の開発

★ 医学検査 澁田樹 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

Direct RNA-seq を用いた腫瘍細胞中 RNA修飾の解明

★ 医学検査 宿谷賢一 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

高血圧症の腎障害マーカーとしての尿中 Pax2陽性細胞のスクリーニング検査法の確立

医学検査 文室知之 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

空間注意条件による運動時の脳活動変化：頭蓋内電極を用いた検討

医学検査 太田昭一郎 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

B細胞の接着を誘導する新規細胞表面分子の同定

医学検査 森山良太 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

異型適合血輸血後の血液型判定に関する検討

医学検査 佐藤謙一 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

簡便・迅速な核酸増幅法による抗酸菌群の検出

医学検査 安田聖子 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

脳・脊髄内 Ca結合蛋白 Secretagogin陽性ニューロンの解析

医学検査 梅村創 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

循環細胞外小胞のアレイ解析の疾患バイオマーカーへの応用

医学検査 橋本優佑 国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

ゲノム DNAにおける簡易抽出法の開発について

医学検査 竹内啓晃 国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

胃内感染ピロリ菌が創出する「フローラ・イシュー」に基づく病態解明と検査診断法の開発 

学検査 草野広行 国際医療福祉大学成田病院検査部

画像解析 AI ソフトウェアを用いた婦人科 LBC標本における自動評価の有用性 

薬学

薬学 永沢善三 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

質量分析計での特異波形検出による薬剤耐性腸内細菌科細菌（CPE)の迅速検出法

薬学 中村裕義 国際医療福祉大学三田病院薬剤部

医薬品副作用データベース（JADER）を用いた薬物間相互作用のシグナル検出の試み

薬学 藤井幹雄 国際医療福祉大学薬学部薬学科

スウェルチアマリンを利用した環境調和型の創薬研究

薬学 中谷善彦 国際医療福祉大学薬学部薬学科

シタロプラムのキラリティーに着目した有害作用発現因子の探索

薬学 天野託 国際医療福祉大学薬学部薬学科

そう痒を伴う皮膚科外来患者の DLQI と QIDS-SRの関連性について

薬学 髙石雅樹 国際医療福祉大学薬学部薬学科

マイトマイシン Cの血管外漏出による皮膚傷害に対するチオ硫酸ナトリウムの抑制効果

薬学 紺野奇重 国際医療福祉大学薬学部薬学科

アデノウイルス感染症治療薬を志向した 2’-デオキシ炭素環ヌクレオシドの合成

薬学 山中将敬 国際医療福祉大学薬学部薬学科

真菌 Aspergillus fumigatus 感染時における糖鎖末端シアル酸の関与

薬学 永倉透記 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

ラット苦痛表情を指標とした臨床効果予見性の高い侵害可塑性疼痛治療薬評価系の確立

薬学 西村信弘 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

癌細胞の耐性化に関与する細胞内シグナル調節機構の解明

薬学 八木秀樹 国際医療福祉大学薬学部薬学科

新規抗リゾリン脂質受容体抗体作製による免疫調節抗体医薬品シーズの探索

薬学 長谷川雄 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

アルツハイマー病の健康寿命を担保する脳血管活動への期待を探る

薬学 髙橋浩平 国際医療福祉大学薬学部薬学科

うつ病モデルにおける視床下部のドパミン神経機能解析

薬学 黒川和宏 国際医療福祉大学薬学部薬学科

ストレス誘発情動変化と脳内過分極活性化環状ヌクレオチド依存性チャネルの機能的解析

薬学 辻稔 国際医療福祉大学薬学部薬学科

新規鎮痛補助薬の開発を志向した既存鎮痛薬と IL-31の併用効果の検証

薬学 多田納豊 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

抗酸菌が産生する Dアミノ酸によるマクロファージ活性化のメカニズムについての基礎的検討 

薬学 加藤芳徳 国際医療福祉大学薬学部薬学科

抗体工学を活用するチェックポイント阻害薬創製に関する検討

薬学 浜田俊幸 国際医療福祉大学薬学部薬学科

毛 1本から糖尿病の危険性を推測するシステムの開発

薬学 山田治美 国際医療福祉大学薬学部薬学科

CYP3A5遺伝子多型が新規 C型肝炎治療薬の代謝に及ぼす影響 
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放射線・情報科学 岡野員人 国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

画像診断装置の将来需要推計

放射線・情報科学 西川祝子 国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

Breast Densityの測定精度の向上に向けた検討―散乱 X線と測定位置依存性について―

放射線・情報科学 三輪建太 国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

Texture画像解析を用いた PET-Radiomicsによる「がん」と「炎症」鑑別診断法の開発研究

放射線・情報科学 座間佳男 国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

スマートフォン接続型放射線センサーによる個人被ばく線量測定 

医学検査

医学検査 山口良考 国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

胸腺ネガティブセレクションにおける Siglec遺伝子の機能解析

医学検査 富安聡 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

子宮内膜細胞診の精度向上に向けた癌幹細胞を指標とする新規鑑別診断法の開発

医学検査 船島由美子 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

LAMP法を用いたカルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌の網羅的検出法のシステム構築

医学検査 佐藤信也 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

術中迅速病理診断における固定液の標準化とエラスチカ‐HE染色の有用性～末梢小型肺腺癌の診断精度向上を目指して～

医学検査 田中真生 国際医療福祉大学ゲノム医学研究所

新型コロナウイルス感染拡大初期における PCR検査提供体制の迅速な構築を目指した取り組み

医学検査 大星航 国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

循環セルフリーRNAを用いた遺伝子検査法の開発

★ 医学検査 澁田樹 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

Direct RNA-seq を用いた腫瘍細胞中 RNA修飾の解明

★ 医学検査 宿谷賢一 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

高血圧症の腎障害マーカーとしての尿中 Pax2陽性細胞のスクリーニング検査法の確立

医学検査 文室知之 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

空間注意条件による運動時の脳活動変化：頭蓋内電極を用いた検討

医学検査 太田昭一郎 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

B細胞の接着を誘導する新規細胞表面分子の同定

医学検査 森山良太 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

異型適合血輸血後の血液型判定に関する検討

医学検査 佐藤謙一 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

簡便・迅速な核酸増幅法による抗酸菌群の検出

医学検査 安田聖子 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

脳・脊髄内 Ca結合蛋白 Secretagogin陽性ニューロンの解析

医学検査 梅村創 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

循環細胞外小胞のアレイ解析の疾患バイオマーカーへの応用

医学検査 橋本優佑 国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

ゲノム DNAにおける簡易抽出法の開発について

医学検査 竹内啓晃 国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

胃内感染ピロリ菌が創出する「フローラ・イシュー」に基づく病態解明と検査診断法の開発 

学検査 草野広行 国際医療福祉大学成田病院検査部

画像解析 AI ソフトウェアを用いた婦人科 LBC標本における自動評価の有用性 

薬学

薬学 永沢善三 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

質量分析計での特異波形検出による薬剤耐性腸内細菌科細菌（CPE)の迅速検出法

薬学 中村裕義 国際医療福祉大学三田病院薬剤部

医薬品副作用データベース（JADER）を用いた薬物間相互作用のシグナル検出の試み

薬学 藤井幹雄 国際医療福祉大学薬学部薬学科

スウェルチアマリンを利用した環境調和型の創薬研究

薬学 中谷善彦 国際医療福祉大学薬学部薬学科

シタロプラムのキラリティーに着目した有害作用発現因子の探索

薬学 天野託 国際医療福祉大学薬学部薬学科

そう痒を伴う皮膚科外来患者の DLQI と QIDS-SRの関連性について

薬学 髙石雅樹 国際医療福祉大学薬学部薬学科

マイトマイシン Cの血管外漏出による皮膚傷害に対するチオ硫酸ナトリウムの抑制効果

薬学 紺野奇重 国際医療福祉大学薬学部薬学科

アデノウイルス感染症治療薬を志向した 2’-デオキシ炭素環ヌクレオシドの合成

薬学 山中将敬 国際医療福祉大学薬学部薬学科

真菌 Aspergillus fumigatus 感染時における糖鎖末端シアル酸の関与

薬学 永倉透記 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

ラット苦痛表情を指標とした臨床効果予見性の高い侵害可塑性疼痛治療薬評価系の確立

薬学 西村信弘 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

癌細胞の耐性化に関与する細胞内シグナル調節機構の解明

薬学 八木秀樹 国際医療福祉大学薬学部薬学科

新規抗リゾリン脂質受容体抗体作製による免疫調節抗体医薬品シーズの探索

薬学 長谷川雄 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

アルツハイマー病の健康寿命を担保する脳血管活動への期待を探る

薬学 髙橋浩平 国際医療福祉大学薬学部薬学科

うつ病モデルにおける視床下部のドパミン神経機能解析

薬学 黒川和宏 国際医療福祉大学薬学部薬学科

ストレス誘発情動変化と脳内過分極活性化環状ヌクレオチド依存性チャネルの機能的解析

薬学 辻稔 国際医療福祉大学薬学部薬学科

新規鎮痛補助薬の開発を志向した既存鎮痛薬と IL-31の併用効果の検証

薬学 多田納豊 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

抗酸菌が産生する Dアミノ酸によるマクロファージ活性化のメカニズムについての基礎的検討 

薬学 加藤芳徳 国際医療福祉大学薬学部薬学科

抗体工学を活用するチェックポイント阻害薬創製に関する検討

薬学 浜田俊幸 国際医療福祉大学薬学部薬学科

毛 1本から糖尿病の危険性を推測するシステムの開発

薬学 山田治美 国際医療福祉大学薬学部薬学科

CYP3A5遺伝子多型が新規 C型肝炎治療薬の代謝に及ぼす影響 
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薬学 宗像達夫 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

ミセル含有脂溶性抗酸化物質によるヒドロキシラジカル消去能評価系の研究

薬学 栗原正明 国際医療福祉大学薬学部薬学科

転移性腫瘍に見られる変異エストロゲン受容体に対する薬剤の開発

薬学 宮川和也 国際医療福祉大学薬学部薬学科

胎生期ストレスが惹起するストレス適応障害におけるセロトニン神経機能分子のエピジェネティック発現機構の関与

薬学 武田弘志 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

HDAC阻害薬のストレス適応形成促進作用の責任分子の探索

薬学 白石昌彦 国際医療福祉大学薬学部薬学科

微量 DNA メチル化解析技術の開発

薬学 角南明彦 国際医療福祉大学薬学部薬学科

Naチャネル遮断薬のアイソフォーム特異的でチャネルの状態依存的な結合部位の同定

薬学 浅野哲 国際医療福祉大学薬学部薬学科

最終糖化産物（AGEs）を指標とした生活習慣病治療薬の開発  

－高齢者を対象としたかんぴょうパウダー摂取による生活習慣病予防及び改善効果－

薬学 小川拓哉 国際医療福祉大学薬学部薬学科

ウイルス様小胞によるゲノム編集法の改良

薬学 百瀬泰行 国際医療福祉大学薬学部薬学科

オキサリプラチン起因性冷感過敏症状に対する新たな評価指標の作成と検証

薬学 相馬義郎 国際医療福祉大学薬学部分子病態治療学分野／基礎医学研究センター

日本人嚢胞線維症患者の分子病態治療学

薬学 杉山奈津子 国際医療福祉大学薬学部薬学科

乳がん術前化学療法における用量強度と予後の関係～各サブタイプにおける検討～

薬学 佐藤忠章 国際医療福祉大学薬学部薬学科

麻酔下においてゼラニウム精油が心拍数と血圧に与える影響 

医療福祉・臨床心理

医療福祉・臨床心理 高橋幸恵 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

DPCデータを利用した平均在院日数の長期化に関する研究－リハビリテーションの観点から－

医療福祉・臨床心理 山口佳子 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉･マネジメント学科

知的障害者に対する相談支援門専門員の意思決定支援に関する研究

医療福祉・臨床心理 輕部雄輝 国際医療福祉大学赤坂心理・医療福祉マネジメント学部心理学科

医療福祉系の大学生における「価値」に基づく進路選択支援プログラム開発の試み

医療福祉・臨床心理 渡辺修宏 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

SNS を活用した国家資格試験対策指導方略の検討 ローコスト・ハイエフェクトを企図した簡易学習プログラムの介入効果

医療福祉・臨床心理 戸澤有為子 国際医療福祉大学熱海病院小田原保健医療学部学生相談室

青年期の社会化をめぐる葛藤と自己受容―学生相談における連携と協働－

医療福祉・臨床心理 三森千種 国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

自閉症スペクトラム障害児における情動発達の特徴に関する研究

医療福祉・臨床心理 村上加代子 国際医療福祉大学大学院医療福祉経営専攻医療福祉学分野修士課程

福祉専門職のメンタルヘルスにおよぼすポジティブ心理教育の効果検討

医療福祉・臨床心理 滝澤雅美 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

病床機能報告制度から見た栃木県の医療圏における患者の退院先に関する研究 

総合教育

総合教育 表昭浩 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

英語教師の日本語使用，自己効力感，成長の関係

総合教育 吉塚久記 福岡国際医療福祉大学医療学部理学療法学科

多視点 3D解剖教育システムを用いた実習の有用性：Focus Group Interviewによる質的研究

総合教育 国際医療福祉大学医学部総合教育センター

Creation of peer profiles as a project 

-based learning activity promotes improvement in language, technology and interpersonal skills

総合教育 田中泰郎 国際医療福祉大学総合教育センター語学教育部

Analyzing Effectiveness and Achievability of a Method of Teaching Connected Speech in L2 English

総合教育 齋藤孝義 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

小田原キャンパス理学療法学科 1年生における遠隔授業実施状況把握のためのアンケート調査

総合教育 国際医療福祉大学医学部・総合教育センター

Do they know that they know? Confidence vs performance in preclinical Japanese medical students

総合教育 斎藤隆枝 国際医療福祉大学総合教育センター

本学新入生の「英語で話すことについての意識」の変容調査

総合教育 小川美香 国際医療福祉大学成田キャンパス総合教育センター

医療コミュニケーションを見据えた日本語教育実践 —アクティブラーニングによる「他者視点」の意識化—

総合教育 徳江武 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

論証文で連鎖節を書くことを促す方法

総合教育 薄井浩信 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

テキストマイニングによる高等学校学習指導要領の比較分析～高等学校学習指導要領解説 商業編  科目「管理会計」の可視化～

総合教育 竹中香名子 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケア学科

多職種連携促進にむけた保健医療学生の死生観の比較検討（第２報）

総合教育 古舘卓也 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

1年次臨床実習におけるジェネリックスキルの変容

総合教育 上里彰仁 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

FD委員会報告：コロナ禍におけるオンライン授業に対する教員と学生の意識および課題―テキストマイニングによる分析―

総合教育 三浦美恵子 国際医療福祉大学総合教育センター

医療福祉大学における英語教育プログラムの現在と未来－選ばれる＆生き残る大学を目指して

総合教育 石川徹 国際医療福祉大学情報教育室

ディープニューラルネットワークを用いた睡眠段階自動判定の試み 

医学（基礎研究・社会医学）

医学（基礎研究・社会医学） 宮﨑淳 国際医療福祉大学成田病院腎泌尿器外科

抗酸菌感染症の迅速鑑別診断薬の開発

医学（基礎研究・社会医学） 西村渉 国際医療福祉大学医学部医学科

膵β細胞障害を誘導する分子の同定

医学（基礎研究・社会医学） 山下勝幸 国際医療福祉大学基礎医学研究センター

電気的軸索誘導により培養網膜から視神経を形成させる

医学（基礎研究・社会医学） 潮見隆之 国際医療福祉大学医学部医学科

肺破壊性疾患（肺気腫）における新規バイオマーカーの同定 
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薬学 宗像達夫 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

ミセル含有脂溶性抗酸化物質によるヒドロキシラジカル消去能評価系の研究

薬学 栗原正明 国際医療福祉大学薬学部薬学科

転移性腫瘍に見られる変異エストロゲン受容体に対する薬剤の開発

薬学 宮川和也 国際医療福祉大学薬学部薬学科

胎生期ストレスが惹起するストレス適応障害におけるセロトニン神経機能分子のエピジェネティック発現機構の関与

薬学 武田弘志 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

HDAC阻害薬のストレス適応形成促進作用の責任分子の探索

薬学 白石昌彦 国際医療福祉大学薬学部薬学科

微量 DNA メチル化解析技術の開発

薬学 角南明彦 国際医療福祉大学薬学部薬学科

Naチャネル遮断薬のアイソフォーム特異的でチャネルの状態依存的な結合部位の同定

薬学 浅野哲 国際医療福祉大学薬学部薬学科

最終糖化産物（AGEs）を指標とした生活習慣病治療薬の開発  

－高齢者を対象としたかんぴょうパウダー摂取による生活習慣病予防及び改善効果－

薬学 小川拓哉 国際医療福祉大学薬学部薬学科

ウイルス様小胞によるゲノム編集法の改良

薬学 百瀬泰行 国際医療福祉大学薬学部薬学科

オキサリプラチン起因性冷感過敏症状に対する新たな評価指標の作成と検証

薬学 相馬義郎 国際医療福祉大学薬学部分子病態治療学分野／基礎医学研究センター

日本人嚢胞線維症患者の分子病態治療学

薬学 杉山奈津子 国際医療福祉大学薬学部薬学科

乳がん術前化学療法における用量強度と予後の関係～各サブタイプにおける検討～

薬学 佐藤忠章 国際医療福祉大学薬学部薬学科

麻酔下においてゼラニウム精油が心拍数と血圧に与える影響 

医療福祉・臨床心理

医療福祉・臨床心理 高橋幸恵 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

DPCデータを利用した平均在院日数の長期化に関する研究－リハビリテーションの観点から－

医療福祉・臨床心理 山口佳子 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉･マネジメント学科

知的障害者に対する相談支援門専門員の意思決定支援に関する研究

医療福祉・臨床心理 輕部雄輝 国際医療福祉大学赤坂心理・医療福祉マネジメント学部心理学科

医療福祉系の大学生における「価値」に基づく進路選択支援プログラム開発の試み

医療福祉・臨床心理 渡辺修宏 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

SNS を活用した国家資格試験対策指導方略の検討 ローコスト・ハイエフェクトを企図した簡易学習プログラムの介入効果

医療福祉・臨床心理 戸澤有為子 国際医療福祉大学熱海病院小田原保健医療学部学生相談室

青年期の社会化をめぐる葛藤と自己受容―学生相談における連携と協働－

医療福祉・臨床心理 三森千種 国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

自閉症スペクトラム障害児における情動発達の特徴に関する研究

医療福祉・臨床心理 村上加代子 国際医療福祉大学大学院医療福祉経営専攻医療福祉学分野修士課程

福祉専門職のメンタルヘルスにおよぼすポジティブ心理教育の効果検討

医療福祉・臨床心理 滝澤雅美 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

病床機能報告制度から見た栃木県の医療圏における患者の退院先に関する研究 

総合教育

総合教育 表昭浩 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

英語教師の日本語使用，自己効力感，成長の関係

総合教育 吉塚久記 福岡国際医療福祉大学医療学部理学療法学科

多視点 3D解剖教育システムを用いた実習の有用性：Focus Group Interviewによる質的研究

総合教育 国際医療福祉大学医学部総合教育センター

Creation of peer profiles as a project 

-based learning activity promotes improvement in language, technology and interpersonal skills

総合教育 田中泰郎 国際医療福祉大学総合教育センター語学教育部

Analyzing Effectiveness and Achievability of a Method of Teaching Connected Speech in L2 English

総合教育 齋藤孝義 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

小田原キャンパス理学療法学科 1年生における遠隔授業実施状況把握のためのアンケート調査

総合教育 国際医療福祉大学医学部・総合教育センター

Do they know that they know? Confidence vs performance in preclinical Japanese medical students

総合教育 斎藤隆枝 国際医療福祉大学総合教育センター

本学新入生の「英語で話すことについての意識」の変容調査

総合教育 小川美香 国際医療福祉大学成田キャンパス総合教育センター

医療コミュニケーションを見据えた日本語教育実践 —アクティブラーニングによる「他者視点」の意識化—

総合教育 徳江武 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

論証文で連鎖節を書くことを促す方法

総合教育 薄井浩信 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

テキストマイニングによる高等学校学習指導要領の比較分析～高等学校学習指導要領解説 商業編  科目「管理会計」の可視化～

総合教育 竹中香名子 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケア学科

多職種連携促進にむけた保健医療学生の死生観の比較検討（第２報）

総合教育 古舘卓也 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

1年次臨床実習におけるジェネリックスキルの変容

総合教育 上里彰仁 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

FD委員会報告：コロナ禍におけるオンライン授業に対する教員と学生の意識および課題―テキストマイニングによる分析―

総合教育 三浦美恵子 国際医療福祉大学総合教育センター

医療福祉大学における英語教育プログラムの現在と未来－選ばれる＆生き残る大学を目指して

総合教育 石川徹 国際医療福祉大学情報教育室

ディープニューラルネットワークを用いた睡眠段階自動判定の試み 

医学（基礎研究・社会医学）

医学（基礎研究・社会医学） 宮﨑淳 国際医療福祉大学成田病院腎泌尿器外科

抗酸菌感染症の迅速鑑別診断薬の開発

医学（基礎研究・社会医学） 西村渉 国際医療福祉大学医学部医学科

膵β細胞障害を誘導する分子の同定

医学（基礎研究・社会医学） 山下勝幸 国際医療福祉大学基礎医学研究センター

電気的軸索誘導により培養網膜から視神経を形成させる

医学（基礎研究・社会医学） 潮見隆之 国際医療福祉大学医学部医学科

肺破壊性疾患（肺気腫）における新規バイオマーカーの同定 
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医学（基礎研究・社会医学） 森村壮志 国際医療福祉大学成田病院皮膚科

皮膚免疫における細胞接着分子 EpCAMの役割

医学（基礎研究・社会医学） 岡本秀彦 国際医療福祉大学医学部医学科

補聴による認知症の予防と脳の可塑性変化

医学（基礎研究・社会医学） 和田耕治 国際医療福祉大学医学部公衆衛生学

ベトナム、モンゴル、ミャンマーにおける医療の質改善に関する現状の評価と今後の優先される課題の抽出

医学（基礎研究・社会医学） 下重里江 国際医療福祉大学基礎医学研究センター

体性感覚刺激時のラット快情動超音波発声における中脳辺縁系ドーパミン神経系の関与

医学（基礎研究・社会医学） 国際医療福祉大学医学部医学科

Anti-tumor effect of naphthoquinones with sugar acid on breast cancer through "authoschizis" cell death

医学（基礎研究・社会医学） 矢口貴博 国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻臨床検査学分野

GATA-2 accelerated the expression of p53 genes under adenosine treatment followed by inducing apoptosis in HepG2 cells

医学（基礎研究・社会医学） 井上博之 国際医療福祉大学医学部法医学

アルコールを含む揮発性毒物の迅速測定法の開発とその法医学的応用

医学（基礎研究・社会医学） 山本学 国際医療福祉大学福岡キャンパス

ゲノム安定性胃癌のおける E-cadherinおよび RhoA蛋白発現の意義

医学（基礎研究・社会医学） 野澤羽奈 国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

皮膚侵害刺激時のラット動脈圧反応における外側腕傍核の関与

医学（基礎研究・社会医学） 山口剛史 国際医療福祉大学基礎医学研究センター

ラット脳内の時計群に対する麻酔薬の影響に関する研究

医学（基礎研究・社会医学） 菅谷誠 国際医療福祉大学成田病院皮膚科

皮膚リンパ腫における JAG1、DLL4の役割の検討

医学（基礎研究・社会医学） 鈴木知子 国際医療福祉大学医学部公衆衛生学

医療系大学生の各発達障害傾向の違いによるうつ病との関連

医学（基礎研究・社会医学） 飯室聡 国際医療福祉大学未来研究支援センター

研究者向け研究公正ハンドブックの作成～メカニズムから理解する研究不正事例～

医学（基礎研究・社会医学） 飯島典生 国際医療福祉大学基礎医学研究センター

高速撮影した画像から自律神経活動の描出-ラットを対象とした非拘束・非接触での血流脈波検出・解析システムの開発

医学（基礎研究・社会医学） 緒方勝也 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

経頭蓋交流電流刺激と間欠的シータバースト刺激による周波数、位相依存的効果 

医学（基礎研究・社会医学） 冨田裕彦 国際医療福祉大学医学部医学科

炎症シグナルに関与する VCP、UBL4A制御によるがん抑制の試み

医学（基礎研究・社会医学） 河村和弘 国際医療福祉大学医学部産婦人科

Hippoシグナリング抑制を基盤とする新規卵巣刺激法の開発

医学（基礎研究・社会医学） 善積哲也 国際医療福祉大学熱海病院脳神経外科

BC-Box Motif in SOX-6 Induced Differentiation to GABAnergic Neuron of Somatic Stem cell

医学（基礎研究・社会医学） 下澤達雄 国際医療福祉大学成田病院臨床検査科

低酸素ストレスにおける食塩感受性高血圧発症メカニズムの解明

医学（基礎研究・社会医学） 中江淳 国際医療福祉大学医学部生理学

脂肪組織環境における Foxo ファミリーのエネルギー代謝調節メカニズムの解明 

医学（基礎研究・社会医学） 黒澤美枝子 国際医療福祉大学基礎医学研究センター

骨格筋刺激時の脊髄血流反応とそのメカニズム

医学（基礎研究・社会医学） ハサン アリフ ウル 国際医療福祉大学医学部薬理学

A histone deacetylase inhibitor, Sodium 4-Phenyl butyrate inhibits the growth of brain cancer cells  

by suppressing oncogenic MYC

医学（基礎研究・社会医学） 藤田烈 国際医療福祉大学未来研究支援センター

Long-term surveillance and feedback reports decrease CLABSIs, analysis of nationwide 10 year device 

-associated infections surveillance results in Japan.

医学（基礎研究・社会医学） 工藤芳子 国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

カンボジア土壌からのレプトスピラの培養と性状解析

医学（基礎研究・社会医学） 加藤英明 国際医療福祉大学薬学部薬学科

アルコール慢性投与マウスに抑肝散が及ぼす影響

医学（基礎研究・社会医学） 今村友裕 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

アルツハイマー病における新規血液バイオマーカーの同定

医学（基礎研究・社会医学） 窪田聡 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

高齢者における冷水飲水が即時的血圧上昇に及ぼす影響

医学（基礎研究・社会医学） 坂本幸平 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

DPC対象病院における財務状況を左右する要因分析

医学（基礎研究・社会医学） 宮嶋宏行 国際医療福祉大学総合教育センター

マルチエージェントシミュレーションによる新型コロナウィルス（COVID-19）の感染予防策の検討

医学（基礎研究・社会医学） 吉岡広陽 国際医療福祉大学医学部解剖学

骨芽細胞の分化方向性を決定する機能因子の探索

医学（基礎研究・社会医学） 林真理子 国際医療福祉大学医学部医学科

炎症にかかわる神経グリアによるヒアルロン酸合成制御を介した神経細胞保護

医学（基礎研究・社会医学） 小阪淳 国際医療福祉大学医学部解剖学

動物モデルを用いたリンパ浮腫発症-治癒過程のリンパ管動態の組織化学的解析

医学（基礎研究・社会医学） 森泰丈 国際医療福祉大学医学部医学科

脊髄損傷におけるアルギニンメチル化酵素の機能解明

医学（基礎研究・社会医学） 北川元生 国際医療福祉大学医学部医学科

Notchシグナルの調節因子 TM2D3の機能

医学（基礎研究・社会医学） 湯澤聡 国際医療福祉大学医学部医学科

酸化型 CoAによるα-チューブリンアセチル化酵素αTAT1 の阻害機構と新規阻害物質の探索 物質の探索

医学（基礎研究・社会医学） 山村晃生 国際医療福祉大学三田病院 室

Devising a one-roller pump heart-lung machine system at minimally invasive cardiac surgery ”MICS”

医学（基礎研究・社会医学）

Assessment of Folate and Vitamin B12 in Human Serum of Child-Bearing Aged Women in Mongolia

医学（基礎研究・社会医学） 森本幸生 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

拡張型心筋症の疾患表現型に対する脳セロトニン合成律速酵素 Tph2多型の影響

医学（基礎研究・社会医学） 松野義晴 国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

解剖実習室内に蒸散するホルムアルデヒド濃度推移（2019年度報告） 

医学（基礎研究・社会医学） 織谷健司 国際医療福祉大学成田病院血液内科

移植後 GVHDにおける STAP-2アダプター蛋白の役割 
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医学（基礎研究・社会医学） 森村壮志 国際医療福祉大学成田病院皮膚科

皮膚免疫における細胞接着分子 EpCAMの役割

医学（基礎研究・社会医学） 岡本秀彦 国際医療福祉大学医学部医学科

補聴による認知症の予防と脳の可塑性変化

医学（基礎研究・社会医学） 和田耕治 国際医療福祉大学医学部公衆衛生学

ベトナム、モンゴル、ミャンマーにおける医療の質改善に関する現状の評価と今後の優先される課題の抽出

医学（基礎研究・社会医学） 下重里江 国際医療福祉大学基礎医学研究センター

体性感覚刺激時のラット快情動超音波発声における中脳辺縁系ドーパミン神経系の関与

医学（基礎研究・社会医学） 国際医療福祉大学医学部医学科

Anti-tumor effect of naphthoquinones with sugar acid on breast cancer through "authoschizis" cell death

医学（基礎研究・社会医学） 矢口貴博 国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻臨床検査学分野

GATA-2 accelerated the expression of p53 genes under adenosine treatment followed by inducing apoptosis in HepG2 cells

医学（基礎研究・社会医学） 井上博之 国際医療福祉大学医学部法医学

アルコールを含む揮発性毒物の迅速測定法の開発とその法医学的応用

医学（基礎研究・社会医学） 山本学 国際医療福祉大学福岡キャンパス

ゲノム安定性胃癌のおける E-cadherinおよび RhoA蛋白発現の意義

医学（基礎研究・社会医学） 野澤羽奈 国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

皮膚侵害刺激時のラット動脈圧反応における外側腕傍核の関与

医学（基礎研究・社会医学） 山口剛史 国際医療福祉大学基礎医学研究センター

ラット脳内の時計群に対する麻酔薬の影響に関する研究

医学（基礎研究・社会医学） 菅谷誠 国際医療福祉大学成田病院皮膚科

皮膚リンパ腫における JAG1、DLL4の役割の検討

医学（基礎研究・社会医学） 鈴木知子 国際医療福祉大学医学部公衆衛生学

医療系大学生の各発達障害傾向の違いによるうつ病との関連

医学（基礎研究・社会医学） 飯室聡 国際医療福祉大学未来研究支援センター

研究者向け研究公正ハンドブックの作成～メカニズムから理解する研究不正事例～

医学（基礎研究・社会医学） 飯島典生 国際医療福祉大学基礎医学研究センター

高速撮影した画像から自律神経活動の描出-ラットを対象とした非拘束・非接触での血流脈波検出・解析システムの開発

医学（基礎研究・社会医学） 緒方勝也 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

経頭蓋交流電流刺激と間欠的シータバースト刺激による周波数、位相依存的効果 

医学（基礎研究・社会医学） 冨田裕彦 国際医療福祉大学医学部医学科

炎症シグナルに関与する VCP、UBL4A制御によるがん抑制の試み

医学（基礎研究・社会医学） 河村和弘 国際医療福祉大学医学部産婦人科

Hippoシグナリング抑制を基盤とする新規卵巣刺激法の開発

医学（基礎研究・社会医学） 善積哲也 国際医療福祉大学熱海病院脳神経外科

BC-Box Motif in SOX-6 Induced Differentiation to GABAnergic Neuron of Somatic Stem cell

医学（基礎研究・社会医学） 下澤達雄 国際医療福祉大学成田病院臨床検査科

低酸素ストレスにおける食塩感受性高血圧発症メカニズムの解明

医学（基礎研究・社会医学） 中江淳 国際医療福祉大学医学部生理学

脂肪組織環境における Foxo ファミリーのエネルギー代謝調節メカニズムの解明 

医学（基礎研究・社会医学） 黒澤美枝子 国際医療福祉大学基礎医学研究センター

骨格筋刺激時の脊髄血流反応とそのメカニズム

医学（基礎研究・社会医学） ハサン アリフ ウル 国際医療福祉大学医学部薬理学

A histone deacetylase inhibitor, Sodium 4-Phenyl butyrate inhibits the growth of brain cancer cells  

by suppressing oncogenic MYC

医学（基礎研究・社会医学） 藤田烈 国際医療福祉大学未来研究支援センター

Long-term surveillance and feedback reports decrease CLABSIs, analysis of nationwide 10 year device 

-associated infections surveillance results in Japan.

医学（基礎研究・社会医学） 工藤芳子 国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

カンボジア土壌からのレプトスピラの培養と性状解析

医学（基礎研究・社会医学） 加藤英明 国際医療福祉大学薬学部薬学科

アルコール慢性投与マウスに抑肝散が及ぼす影響

医学（基礎研究・社会医学） 今村友裕 国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

アルツハイマー病における新規血液バイオマーカーの同定

医学（基礎研究・社会医学） 窪田聡 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

高齢者における冷水飲水が即時的血圧上昇に及ぼす影響

医学（基礎研究・社会医学） 坂本幸平 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

DPC対象病院における財務状況を左右する要因分析

医学（基礎研究・社会医学） 宮嶋宏行 国際医療福祉大学総合教育センター

マルチエージェントシミュレーションによる新型コロナウィルス（COVID-19）の感染予防策の検討

医学（基礎研究・社会医学） 吉岡広陽 国際医療福祉大学医学部解剖学

骨芽細胞の分化方向性を決定する機能因子の探索

医学（基礎研究・社会医学） 林真理子 国際医療福祉大学医学部医学科

炎症にかかわる神経グリアによるヒアルロン酸合成制御を介した神経細胞保護

医学（基礎研究・社会医学） 小阪淳 国際医療福祉大学医学部解剖学

動物モデルを用いたリンパ浮腫発症-治癒過程のリンパ管動態の組織化学的解析

医学（基礎研究・社会医学） 森泰丈 国際医療福祉大学医学部医学科

脊髄損傷におけるアルギニンメチル化酵素の機能解明

医学（基礎研究・社会医学） 北川元生 国際医療福祉大学医学部医学科

Notchシグナルの調節因子 TM2D3の機能

医学（基礎研究・社会医学） 湯澤聡 国際医療福祉大学医学部医学科

酸化型 CoAによるα-チューブリンアセチル化酵素αTAT1 の阻害機構と新規阻害物質の探索 物質の探索

医学（基礎研究・社会医学） 山村晃生 国際医療福祉大学三田病院 室

Devising a one-roller pump heart-lung machine system at minimally invasive cardiac surgery ”MICS”

医学（基礎研究・社会医学）

Assessment of Folate and Vitamin B12 in Human Serum of Child-Bearing Aged Women in Mongolia

医学（基礎研究・社会医学） 森本幸生 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

拡張型心筋症の疾患表現型に対する脳セロトニン合成律速酵素 Tph2多型の影響

医学（基礎研究・社会医学） 松野義晴 国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

解剖実習室内に蒸散するホルムアルデヒド濃度推移（2019年度報告） 

医学（基礎研究・社会医学） 織谷健司 国際医療福祉大学成田病院血液内科

移植後 GVHDにおける STAP-2アダプター蛋白の役割 
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医学（基礎研究・社会医学） 福井慶介 国際医療福祉大学病院

小児肝硬変・肝不全に対するヒト胚性幹(ES)細胞由来肝細胞を利用した新規治療の開発

医学（基礎研究・社会医学） 竹中恒夫 山王病院腎臓内科

クロトが骨形成蛋白質７の発現に与える影響

医学（基礎研究・社会医学） 三宅克也 国際医療福祉大学成田キャンス基礎医学研究センター

細胞膜損傷法による A/Jマウスからの免疫系細胞株樹立とその超微形態学的特徴

医学（基礎研究・社会医学） 三宅克也 国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

細胞膜損傷修復における膜ダイナミクスの機能

医学（基礎研究・社会医学） 三宅克也 国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

透明化法(CUBIC法)と二光子レーザーを用いた骨格筋線維膜修復の観察

医学（基礎研究・社会医学） 三宅克也 国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

細胞膜修復に関わる小胞体由来の膜供給の可能性

医学（基礎研究・社会医学） 三宅克也 国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

細胞内管状構造を形成するソーティングネキシンの LIVE イメージングによる観察

医学（基礎研究・社会医学） 三宅克也 国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

多光子顕微鏡による筋ジストロフィーに関わる細胞膜修復タンパク質の動態

医学（基礎研究・社会医学） 三宅克也 国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

Apercytosis: 細胞膜損傷による細胞外シグナル伝達

医学（基礎研究・社会医学） 地引政利 国際医療福祉大学塩谷病院血管外科

交感神経ブロック効果に関する多角的光学計測による実験的解析

医学（基礎研究・社会医学） 渕本康史 国際医療福祉大学医学部小児外科

小児気道狭窄に対する胚性幹細胞由来軟骨を用いた新規治療法の開発

医学（基礎研究・社会医学） 松本哲哉 国際医療福祉大学医学部感染症学講座

麻酔下においてゼラニウム精油が心拍数と血圧に与える影響

医学（基礎研究・社会医学） 岸拓弥 国際医療福祉大学 福岡薬学部

糖尿病における循環動態制御システム破綻の数理解析 

医学（臨床研究）

医学（臨床研究） 後藤純信 国際医療福祉大学医学部生理学講座

電磁気生理学的手法による脳内立体運動視情報処理ネットワークの解析

医学（臨床研究） 別所雅彦 国際医療福祉大学市川病院整形外科

CT/有限要素法による椎体骨折患者の椎体強度と椎体の DXAによる骨密度との比較

医学（臨床研究） 中尾睦宏 国際医療福祉大学大学院医学系研究科公衆衛生学専攻医学部心療内科学

身体愁訴に焦点を当てたうつ病の評価

医学（臨床研究） 長島正樹 国際医療福祉大学三田病院整形外科

関節鏡視下膝前十字靭帯再建術後の静脈血栓塞栓症の発生率と危険因子の検討

医学（臨床研究） 相澤義泰 国際医療福祉大学成田病院

先天性 QT延長症候群患者における QT時間の日内・週内・季節変動の検討

医学（臨床研究） 柴信行 国際医療福祉大学病院循環器センター

ビッグデータを用いた、動脈硬化症の残余リスク抑制のための大規模コホート研究 

医学（臨床研究） 市来智子 国際医療福祉大学医学部循環器内科

環境ストレスによる内皮機能障害の検討 

医学（臨床研究） 井上寧 国際医療福祉大学三田病院呼吸器センター

特発性間質性肺炎における抗アミノアシル合成酵素抗体関連肺症候群の頻度に関するパイロット研究

医学（臨床研究） 関広幸 国際医療福祉大学三田病院整形外科

変形性足関節症の装具療法の治療成績―SAFE-Qによる手術療法との比較検討―

医学（臨床研究） 森圭介 国際医療福祉大学病院眼科

網膜硝子体界面病変の疾患感受性遺伝子の同定（継続）

医学（臨床研究） 望月太一 国際医療福祉大学医学部呼吸器内科

ICS, LABA, LAMAの 3剤を使用している, BA, COPD, ACO患者群の検討 （Fix triple(ICS/LABA/LAMA） 発売後）

医学（臨床研究） 倉橋清泰 国際医療福祉大学医学部麻酔集中治療医学

集中治療における呼吸ー循環連関予測プログラム開発と人工呼吸適正化に向けた基盤研究

医学（臨床研究） 村上厚文 国際医療福祉大学病院循環器センター血管外科

静脈血栓塞栓症に対する血栓溶解療法と DOAC単独療法の比較検討

医学（臨床研究） 小林幸夫 国際医療福祉大学三田病院

血液疾患バンキングシステムの構築

医学（臨床研究） 梅田啓 国際医療福祉大学塩谷病院呼吸器内科

呼吸器系生活習慣病およびそのストレスに関する包括的検討 2

医学（臨床研究） 谷口浩久 国際医療福祉大学三田病院心臓血管センター

説明可能性な心房細動自動診断 AIモデル

医学（臨床研究） 高岡栄一郎 国際医療福祉大学病院腎泌尿器外科

多職種連携による高齢者下部尿路症状の治療予後因子の解明と新規治療法の開発

医学（臨床研究） 廣岡良隆 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

高血圧患者における新規リスク層別化開発：内皮機能・自律神経評価・マイクロ RNA探索

医学（臨床研究） 吉田知彦 国際医療福祉大学医学部糖尿病・代謝・内分泌内科学

糖尿病性ケトアシドーシス治療後に軽度の低リン血症と意識障害・心筋障害をきたし、リン補充により著明な改善をみた症例

★ 医学（臨床研究） 伏見千宙 国際医療福祉大学三田病院頭頚部腫瘍センター

唾液腺導管癌におけるマイクロサテライト不安定性および癌微小環境の解析と免疫チェックポイント治療の研究

医学（臨床研究） 武田英孝 山王メディカルセンター

正常者の大脳白質変化における頸動脈プラークの影響について

医学（臨床研究） 志賀俊哉 国際医療福祉大学市川病院

食道がん手術における病院および執刀医の手術数と死亡率に関するメタアナリシス（プロトコール）

医学（臨床研究） 小野澤瑞樹 国際医療福祉大学成田病院腎泌尿器外科

日本の前立腺癌初期治療に関する現況と将来予測

医学（臨床研究） 石井直弘 国際医療福祉大学病院形成外科

静脈吻合でのシリコンステント一時挿入は安全か？～血管内膜の病理学的評価による検証

医学（臨床研究） 加藤宏之 国際医療福祉大学病院脳神経内科

栃⽊県北地区の神経難病医療のセンター化とチーム医療の構築の研究（その 3）

医学（臨床研究） 福田浩二 国際医療福祉大学病院不整脈センター

心房細動カテーテルアブレーションによる洞調律維持効果が認知機能へ与える影響に関する研究

医学（臨床研究） 植田由依 国際医療福祉大学成田病院小児科

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の外国人入院患者における課題の解消

医学（臨床研究） 目黒知己 国際医療福祉大学市川病院循環器内科

潜在的認知機能低下が慢性心不全患者の予後に与える影響
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医学（基礎研究・社会医学） 福井慶介 国際医療福祉大学病院

小児肝硬変・肝不全に対するヒト胚性幹(ES)細胞由来肝細胞を利用した新規治療の開発

医学（基礎研究・社会医学） 竹中恒夫 山王病院腎臓内科

クロトが骨形成蛋白質７の発現に与える影響

医学（基礎研究・社会医学） 三宅克也 国際医療福祉大学成田キャンス基礎医学研究センター

細胞膜損傷法による A/Jマウスからの免疫系細胞株樹立とその超微形態学的特徴

医学（基礎研究・社会医学） 三宅克也 国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

細胞膜損傷修復における膜ダイナミクスの機能

医学（基礎研究・社会医学） 三宅克也 国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

透明化法(CUBIC法)と二光子レーザーを用いた骨格筋線維膜修復の観察

医学（基礎研究・社会医学） 三宅克也 国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

細胞膜修復に関わる小胞体由来の膜供給の可能性

医学（基礎研究・社会医学） 三宅克也 国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

細胞内管状構造を形成するソーティングネキシンの LIVE イメージングによる観察

医学（基礎研究・社会医学） 三宅克也 国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

多光子顕微鏡による筋ジストロフィーに関わる細胞膜修復タンパク質の動態

医学（基礎研究・社会医学） 三宅克也 国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

Apercytosis: 細胞膜損傷による細胞外シグナル伝達

医学（基礎研究・社会医学） 地引政利 国際医療福祉大学塩谷病院血管外科

交感神経ブロック効果に関する多角的光学計測による実験的解析

医学（基礎研究・社会医学） 渕本康史 国際医療福祉大学医学部小児外科

小児気道狭窄に対する胚性幹細胞由来軟骨を用いた新規治療法の開発

医学（基礎研究・社会医学） 松本哲哉 国際医療福祉大学医学部感染症学講座

麻酔下においてゼラニウム精油が心拍数と血圧に与える影響

医学（基礎研究・社会医学） 岸拓弥 国際医療福祉大学 福岡薬学部

糖尿病における循環動態制御システム破綻の数理解析 

医学（臨床研究）

医学（臨床研究） 後藤純信 国際医療福祉大学医学部生理学講座

電磁気生理学的手法による脳内立体運動視情報処理ネットワークの解析

医学（臨床研究） 別所雅彦 国際医療福祉大学市川病院整形外科

CT/有限要素法による椎体骨折患者の椎体強度と椎体の DXAによる骨密度との比較

医学（臨床研究） 中尾睦宏 国際医療福祉大学大学院医学系研究科公衆衛生学専攻医学部心療内科学

身体愁訴に焦点を当てたうつ病の評価

医学（臨床研究） 長島正樹 国際医療福祉大学三田病院整形外科

関節鏡視下膝前十字靭帯再建術後の静脈血栓塞栓症の発生率と危険因子の検討

医学（臨床研究） 相澤義泰 国際医療福祉大学成田病院

先天性 QT延長症候群患者における QT時間の日内・週内・季節変動の検討

医学（臨床研究） 柴信行 国際医療福祉大学病院循環器センター

ビッグデータを用いた、動脈硬化症の残余リスク抑制のための大規模コホート研究 

医学（臨床研究） 市来智子 国際医療福祉大学医学部循環器内科

環境ストレスによる内皮機能障害の検討 

医学（臨床研究） 井上寧 国際医療福祉大学三田病院呼吸器センター

特発性間質性肺炎における抗アミノアシル合成酵素抗体関連肺症候群の頻度に関するパイロット研究

医学（臨床研究） 関広幸 国際医療福祉大学三田病院整形外科

変形性足関節症の装具療法の治療成績―SAFE-Qによる手術療法との比較検討―

医学（臨床研究） 森圭介 国際医療福祉大学病院眼科

網膜硝子体界面病変の疾患感受性遺伝子の同定（継続）

医学（臨床研究） 望月太一 国際医療福祉大学医学部呼吸器内科

ICS, LABA, LAMAの 3剤を使用している, BA, COPD, ACO患者群の検討 （Fix triple(ICS/LABA/LAMA） 発売後）

医学（臨床研究） 倉橋清泰 国際医療福祉大学医学部麻酔集中治療医学

集中治療における呼吸ー循環連関予測プログラム開発と人工呼吸適正化に向けた基盤研究

医学（臨床研究） 村上厚文 国際医療福祉大学病院循環器センター血管外科

静脈血栓塞栓症に対する血栓溶解療法と DOAC単独療法の比較検討

医学（臨床研究） 小林幸夫 国際医療福祉大学三田病院

血液疾患バンキングシステムの構築

医学（臨床研究） 梅田啓 国際医療福祉大学塩谷病院呼吸器内科

呼吸器系生活習慣病およびそのストレスに関する包括的検討 2

医学（臨床研究） 谷口浩久 国際医療福祉大学三田病院心臓血管センター

説明可能性な心房細動自動診断 AIモデル

医学（臨床研究） 高岡栄一郎 国際医療福祉大学病院腎泌尿器外科

多職種連携による高齢者下部尿路症状の治療予後因子の解明と新規治療法の開発

医学（臨床研究） 廣岡良隆 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

高血圧患者における新規リスク層別化開発：内皮機能・自律神経評価・マイクロ RNA探索

医学（臨床研究） 吉田知彦 国際医療福祉大学医学部糖尿病・代謝・内分泌内科学

糖尿病性ケトアシドーシス治療後に軽度の低リン血症と意識障害・心筋障害をきたし、リン補充により著明な改善をみた症例

★ 医学（臨床研究） 伏見千宙 国際医療福祉大学三田病院頭頚部腫瘍センター

唾液腺導管癌におけるマイクロサテライト不安定性および癌微小環境の解析と免疫チェックポイント治療の研究

医学（臨床研究） 武田英孝 山王メディカルセンター

正常者の大脳白質変化における頸動脈プラークの影響について

医学（臨床研究） 志賀俊哉 国際医療福祉大学市川病院

食道がん手術における病院および執刀医の手術数と死亡率に関するメタアナリシス（プロトコール）

医学（臨床研究） 小野澤瑞樹 国際医療福祉大学成田病院腎泌尿器外科

日本の前立腺癌初期治療に関する現況と将来予測

医学（臨床研究） 石井直弘 国際医療福祉大学病院形成外科

静脈吻合でのシリコンステント一時挿入は安全か？～血管内膜の病理学的評価による検証

医学（臨床研究） 加藤宏之 国際医療福祉大学病院脳神経内科

栃⽊県北地区の神経難病医療のセンター化とチーム医療の構築の研究（その 3）

医学（臨床研究） 福田浩二 国際医療福祉大学病院不整脈センター

心房細動カテーテルアブレーションによる洞調律維持効果が認知機能へ与える影響に関する研究

医学（臨床研究） 植田由依 国際医療福祉大学成田病院小児科

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の外国人入院患者における課題の解消

医学（臨床研究） 目黒知己 国際医療福祉大学市川病院循環器内科

潜在的認知機能低下が慢性心不全患者の予後に与える影響
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医学（臨床研究） 永山正雄 国際医療福祉大学大学院医学研究科脳神経内科学／国際医療福祉大学熱海病院

脳卒中・神経センター

新型コロナウイルス感染症 COVID-19の神経障害と神経学先進国における Neuro-ICUの役割

医学（臨床研究） 船尾陽生 国際医療福祉大学医学部整形外科

頚椎症性脊髄症と後縦靭帯骨化症患者における先行随伴性姿勢調節機能解析ならびに歩行動態解析

医学（臨床研究） 河原井麗正 国際医療福祉大学医学部医学科

妊娠糖尿病患者へのインスリン投与量の減少が母体異常を予知する可能性

医学（臨床研究） 鈴木裕 国際医療福祉大学病院外科

ビタミン Dの消化管癌に対するプラセボ対照ランダム化比較試験におけるメカニズム解析

医学（臨床研究） 成廣哲史 国際医療福祉大学病院外科

消化器癌における free 25OHDの役割

医学（臨床研究） 熊谷祐 国際医療福祉大学病院外科

消化管切除がビタミン Dの吸収に与える影響の検討

医学（臨床研究） 鈴木範彦 国際医療福祉大学病院外科

Ｓ状結腸捻転症に対する内視鏡補助下Ｓ状結腸固定術の効果と安全性

医学（臨床研究） 大平寛典 国際医療福祉大学病院外科

直腸癌に対する自動吻合器を用いた側側吻合の検討

医学（臨床研究） 赤松直樹 国際医療福祉大学医学部脳神経内科

高齢者てんかんの病態解明と治療戦略の確立

医学（臨床研究）

Analysis of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis patients in Mongolia

医学（臨床研究） 三浦弘規 国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター

舌切除後の構音機能に関する経時的検討-音節と会話の明瞭度に乖離を認めた舌癌術後患者 2例のプロソディーの比較-

医学（臨床研究） 進伸幸 国際医療福祉大学成田病院産婦人科

若年子宮体癌症例に対する高用量黄体ホルモン療法の治療効果 

医学（臨床研究） 吉岡直紀 国際医療福祉大学成田病院放射線科

ディープラーニングを用いた、頭部 MRI画像からの後頭蓋窩領域のセグメンテーション およびその 3次元表示

医学（臨床研究） 石田隆 国際医療福祉大学成田病院消化器外科

3次元 CT画像による脾弯曲部大腸の血管解剖の検討-安全・確実な手術を目指して-

医学（臨床研究） 葛西貴広 国際医療福祉大学成田病院腎臓内科

新規導入腹膜透析患者に対する運動療法が残腎機能に及ぼす効果の検証

医学（臨床研究） 岡愛子 国際医療福祉大学大学院医学研究科医学専攻臨床医学研究分野

舌下免疫療法の治療効果を予測する唾液マイクロバイオームの同定

医学（臨床研究） 高田剛史 国際医療福祉大学病院循環器内科

住民健診ビッグデータにおける心房細動の有病率 

医学（臨床研究） 柿沼敏行 国際医療福祉大学病院産婦人科

産婦人科領域におけるロボット支援下手術の導入経験 

医学（臨床研究） 池田尚平 国際医療福祉大学病院循環器内科

YAP-TEAD1-OSM経路に注目した無症候性心筋虚血のスクリーニング法の開発

医学（臨床研究） 多田雄一郎 国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター

唾液腺導管癌に対する新しい薬物治療 ―国際多施設共同研究による治療効果予測因子の遡及的解析研究―

医学（臨床研究） 多田雄一郎 国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター

唾液腺導管癌に対するアンドロゲン遮断療法、トラスツズマブ治療の治療効果予測因子の遡及的解析研究

医学（臨床研究） 和田啓伸 国際医療福祉大学成田病院呼吸器外科

MSSA敗血症による多発深部臓器膿瘍に対して集中治療を行い救命し得た１例

医学（臨床研究） 俣野美雪 国際医療福祉大学病院小児科

育児困難感を抱える養育者に対する Parent child interaction therapy(PCIT)の効果

医学（臨床研究） 内山智之 国際医療福祉大学医学部脳神経内科

認知症性疾患における下部尿路機能障害の実態と病態の解明

医学（臨床研究） 岩崎聡 国際医療福祉大学三田病院耳鼻咽喉科、聴覚・人工内耳センター

人工内耳装用者に対する音楽療法の効果評価

医学（臨床研究） 佐藤敦久 国際医療福祉大学成田病院診療看護師

高血圧症、慢性腎臓病の病態に応じた適切な減塩指導 

医学（臨床研究） 増淵達夫 国際医療福祉大学三田病院頭頚部腫瘍センター

上顎洞癌・上顎歯肉癌に対する新たな標準的治療の研究

医学（臨床研究） 野見山真理 高木病院産婦人科

反復着床不全症例における慢性子宮内膜炎の関与に関する病理学的検討

医学（臨床研究） 坂本康成 国際医療福祉大学熱海病院消化器内科

進行消化管・膵 NETに対する S-1+STZ併用（STS）療法の検討 

医学（臨床研究） 山村晃生 国際医療福祉大学三田病院 室

当院における Cardiac ECMOの管理について～LOS症状による多臓器不全を呈した患者に対し、 

GDP(Goal Director Perfusion:目標指向型体外循環)にて Cardiac ECMO管理をした 1症例～

医学（臨床研究） 角田亘 市川病院リハビリテーション科

経皮的迷走神経刺激療法の開発に関する研究
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医学（臨床研究） 永山正雄 国際医療福祉大学大学院医学研究科脳神経内科学／国際医療福祉大学熱海病院

脳卒中・神経センター

新型コロナウイルス感染症 COVID-19の神経障害と神経学先進国における Neuro-ICUの役割

医学（臨床研究） 船尾陽生 国際医療福祉大学医学部整形外科

頚椎症性脊髄症と後縦靭帯骨化症患者における先行随伴性姿勢調節機能解析ならびに歩行動態解析

医学（臨床研究） 河原井麗正 国際医療福祉大学医学部医学科

妊娠糖尿病患者へのインスリン投与量の減少が母体異常を予知する可能性

医学（臨床研究） 鈴木裕 国際医療福祉大学病院外科

ビタミン Dの消化管癌に対するプラセボ対照ランダム化比較試験におけるメカニズム解析

医学（臨床研究） 成廣哲史 国際医療福祉大学病院外科

消化器癌における free 25OHDの役割

医学（臨床研究） 熊谷祐 国際医療福祉大学病院外科

消化管切除がビタミン Dの吸収に与える影響の検討

医学（臨床研究） 鈴木範彦 国際医療福祉大学病院外科

Ｓ状結腸捻転症に対する内視鏡補助下Ｓ状結腸固定術の効果と安全性

医学（臨床研究） 大平寛典 国際医療福祉大学病院外科

直腸癌に対する自動吻合器を用いた側側吻合の検討

医学（臨床研究） 赤松直樹 国際医療福祉大学医学部脳神経内科

高齢者てんかんの病態解明と治療戦略の確立

医学（臨床研究）

Analysis of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis patients in Mongolia

医学（臨床研究） 三浦弘規 国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター

舌切除後の構音機能に関する経時的検討-音節と会話の明瞭度に乖離を認めた舌癌術後患者 2例のプロソディーの比較-

医学（臨床研究） 進伸幸 国際医療福祉大学成田病院産婦人科

若年子宮体癌症例に対する高用量黄体ホルモン療法の治療効果 

医学（臨床研究） 吉岡直紀 国際医療福祉大学成田病院放射線科

ディープラーニングを用いた、頭部 MRI画像からの後頭蓋窩領域のセグメンテーション およびその 3次元表示

医学（臨床研究） 石田隆 国際医療福祉大学成田病院消化器外科

3次元 CT画像による脾弯曲部大腸の血管解剖の検討-安全・確実な手術を目指して-

医学（臨床研究） 葛西貴広 国際医療福祉大学成田病院腎臓内科

新規導入腹膜透析患者に対する運動療法が残腎機能に及ぼす効果の検証

医学（臨床研究） 岡愛子 国際医療福祉大学大学院医学研究科医学専攻臨床医学研究分野

舌下免疫療法の治療効果を予測する唾液マイクロバイオームの同定

医学（臨床研究） 高田剛史 国際医療福祉大学病院循環器内科

住民健診ビッグデータにおける心房細動の有病率 

医学（臨床研究） 柿沼敏行 国際医療福祉大学病院産婦人科

産婦人科領域におけるロボット支援下手術の導入経験 

医学（臨床研究） 池田尚平 国際医療福祉大学病院循環器内科

YAP-TEAD1-OSM経路に注目した無症候性心筋虚血のスクリーニング法の開発

医学（臨床研究） 多田雄一郎 国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター

唾液腺導管癌に対する新しい薬物治療 ―国際多施設共同研究による治療効果予測因子の遡及的解析研究―

医学（臨床研究） 多田雄一郎 国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター

唾液腺導管癌に対するアンドロゲン遮断療法、トラスツズマブ治療の治療効果予測因子の遡及的解析研究

医学（臨床研究） 和田啓伸 国際医療福祉大学成田病院呼吸器外科

MSSA敗血症による多発深部臓器膿瘍に対して集中治療を行い救命し得た１例

医学（臨床研究） 俣野美雪 国際医療福祉大学病院小児科

育児困難感を抱える養育者に対する Parent child interaction therapy(PCIT)の効果

医学（臨床研究） 内山智之 国際医療福祉大学医学部脳神経内科

認知症性疾患における下部尿路機能障害の実態と病態の解明

医学（臨床研究） 岩崎聡 国際医療福祉大学三田病院耳鼻咽喉科、聴覚・人工内耳センター

人工内耳装用者に対する音楽療法の効果評価

医学（臨床研究） 佐藤敦久 国際医療福祉大学成田病院診療看護師

高血圧症、慢性腎臓病の病態に応じた適切な減塩指導 

医学（臨床研究） 増淵達夫 国際医療福祉大学三田病院頭頚部腫瘍センター

上顎洞癌・上顎歯肉癌に対する新たな標準的治療の研究

医学（臨床研究） 野見山真理 高木病院産婦人科

反復着床不全症例における慢性子宮内膜炎の関与に関する病理学的検討

医学（臨床研究） 坂本康成 国際医療福祉大学熱海病院消化器内科

進行消化管・膵 NETに対する S-1+STZ併用（STS）療法の検討 

医学（臨床研究） 山村晃生 国際医療福祉大学三田病院 室

当院における Cardiac ECMOの管理について～LOS症状による多臓器不全を呈した患者に対し、 

GDP(Goal Director Perfusion:目標指向型体外循環)にて Cardiac ECMO管理をした 1症例～

医学（臨床研究） 角田亘 市川病院リハビリテーション科

経皮的迷走神経刺激療法の開発に関する研究
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看護

ケアリングに対する批判的視座の検討

～クーゼのケアリング論を中心に～

佐藤聖一

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【はじめに】看護においてケアリングは重要な概念の一つであ

るが、批判的な意見もあり、その代表的な研究者がクーゼであ

る。

【研究目的】クーゼのケアリング論について考察することで看

護におけるケアリングに対する批判について検討する。

【研究方法】クーゼの『ケアリング 看護婦・女性・倫理』に

おけるケアリングに関する記述を精読し、看護におけるケアリ

ングに対する批判的検討を行う。

【結果】クーゼはケアリングが看護において重要な要素である

ことを認めながらも、ケアリングを看護の中心的概念におくこ

とには批判的であるが、看護師という専門職は「気質を備えた

ケア」としてケアリングを身に着けることの重要性は認めてい

る。しかし、患者をケアしなければならないという使命感のよ

うなものを持ち合わせており、その「道徳的な動機」だけにケ

アリングが依拠するのならば、ケアする人である看護師は疲弊

したり、場当たり的な対応に留まってしまうと述べる。

また、クーゼはメイヤロフやノディングスらの理想とするよう

な関係性について、あまりに個別的で密接な関係性においては

公平や正義といった倫理的問題が生じることを危険視してお

り、看護師‐患者関係において役割としての関係性を重要視し

ている。

【考察】クーゼは「気質をそなえたケア」（ケアリング）には、

「受容性と感受性（反応する能力）」が重要であり、「患者への

傾注しようとする意欲」と「個別的な特定の人や状況がもつ特

殊性が大事」であるとし、これらをそなえた看護師を「気質を

そなえたケアの提供者」として位置づけている。

すなわち、クーゼは、看護におけるケアリングに必要な要素と

して、患者を疾患からとらえるのではなく、特定のかけがいの

ない他者として、固有のニーズをもった個人として認識される

と考えている。しかしその一方でクーゼは、「ケアリングは、

自分の経験と感情を根拠にするため自分の主観にはまりこみ、

ケアによって言葉を失うことになる。」 と述べ、看護師が感情

的側面にのみ傾倒し、ケアする人の恣意性のみでケアされる人

をケアするならば、平等や公正な看護を提供することは困難と

なるとして、あまりに密接な関係性に陥ることの危険性につい

て述べているのである。

【結論】クーゼは看護＝ケアリングの関係性を批判しているが、

ケアリングの重要性は認識しており、クーゼの批判から、ケア

リングの概念と実践の関係性構築が課題である。

看護

看護大学生の効果的な一次救命演習に向けて―性差による胸

骨圧迫中の圧迫深度と解除深度の経時的変化の比較―

入江浩子 森川奈緒美 金子順子 松本政人 毛塚良江

蜂谷有加 佐藤純也 小野崎美幸

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】一次救命処置の効果は、その後の救命率・社会復帰率

に影響を与える。効果的な胸骨圧迫は圧迫深度・テンポ・適切

な圧迫解除である。圧迫深度と圧迫解除には性別・体系などに

より差があることは散見する。しかし、詳細な胸骨圧迫中の圧

迫深度と解除深度の経時的変化に対する性差を比較した文献

は見当たらない。そこで、本研究の目的は性差による胸骨圧迫

中の圧迫深度と解除深度の経時的変化を比較することにより、

看護学生の一次救命演習における教育的示唆を得ることであ

る。

【方法】看護大学生を対象に 分間の胸骨圧迫を実施し、圧迫

深度と解除深度の経時的変化を変動係数、多重比較により分析

した。統計解析には を用いた。

【結果】胸骨圧迫中の圧迫深度平均・解除深度平均の性別間に

有意な差が見られた（ ）。圧迫深度と解除深度にはほと

んど相関関係はみられなかった。男女ともに圧迫開始と時間秒

経に有意に圧迫深度が低下する。

【考察】女子の胸骨圧迫深度は、ガイドラインが示す ㎝以上

に満たない場合もある。また、変動係数は男子と比較し範囲が

大きいことから、時間の経過とともに身体の「ぶれ」が生じ、

安定した圧迫ができない可能性が推察された。男子は、圧迫深

度はおおよそ保たれているものの、解除深度は女子と比較し深

いことから胸壁に力が残っていることが推察される。圧迫深度

と解除深度にはほとんど相関関係はみられなかったこと等、胸

骨圧迫深度と圧迫解除を両立させることの難しさを認識でき

た。

【結語】看護大学生の胸骨圧迫演習では、圧迫深度と解除深度

を切り離して指導する必要性が示唆された。効果的な胸骨圧迫

を行うためには性別にこだわらない手技の工夫を検討するこ

とも必要であると考える。

看護

訪問看護サービスを利用する軽度認知機能低下者の特徴

～関東地区政令指定都市 市の介護支援専門員の調査より～

落合佳子 秋葉喜美子 桑野美夏子 荒川博美

田中照美 王麗華

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

栃木県済生会訪問看護ステーションほっと

大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科

【目的】高齢者数の増加が問題視されている大都市で生活する、

訪問看護サービスを利用する軽度認知機能低下者の特徴を明

らかにする。

【方法】研究対象者は、介護情報公表システムに登録されてい

る 市（関東地区の政令指定都市）の居宅介護支援事業所

ヶ所に所属する介護支援専門員とした。質問紙の配布は、要介

護 で認知症（軽度認知障害含む）または認知症高齢者自立度

判定基準Ⅰ・Ⅱの利用者を担当する者とした。初めに訪問看護

サービスの利用者の担当の有無を調査し、担当している介護支

援専門員に質問紙の回答を依頼した。調査は無記名自記式質問

紙とし個別に回収した。質問内容は介護支援専門員が担当する

利用者の概要、訪問看護サービス利用による利用者の変化、訪

問看護サービスを導入した理由、等とした。訪問看護サービス

利用による利用者の変化は、介護支援専門員の視点で病状、認

知機能、生活状況、家族の不安の変化を調査した。調査期間は

年 月～ 月。得られたデータは記述統計処理を行った。

【結果】質問紙の回収は、 ヶ所（回収率： ％）であっ

た。その内、訪問看護サービスを利用している利用者担当の介

護支援専門員 名を分析対象とした。訪問看護サービスの利

用者は、平均年齢（±SD）81.7±6.3歳。医療処置は 人（ ％）

が「ない」と回答していた。認知症と診断されているのは

人（ ％）であった。訪問看護を導入した理由（複数回答）

は「内服の飲み忘れ等のセルフケアができない」「主治医から

必要性を示された」「家族が困っていた」の順に多かった。そ

して訪問看護サービス利用後の変化は「家族の不安が改善した」

が 人（ ％）と最も多かった。

【考察】訪問看護サービスを利用する軽度認知機能低下者は、

認知症と確定診断がついているのは ％に留まるが、服薬管理

などのセルフケアが充分にできない状態であり、主治医の勧め

や家族が困っていたことにより、訪問看護が導入されている場

合が多いことが確認された。訪問看護サービス利用後の変化と

して介護支専門員は「家族の不安の改善」を最も認識しており、

導入理由の つである「家族の困りごと」への支援が実施され

ていることが推察された。軽度認知機能低下者は日々の日課の

遂行等に障害を有していることから、日常生活に重点を置いた

看護の提供が必要と考える。

【結論】訪問看護サービスを利用する大都市在住の軽度認知機

能低下者は、セルフケアが充分にできない等の家族の困りごと

があり、訪問看護を利用することで家族の不安が改善される特

徴があった。

看護

臥位患者用スチーム式足浴器の開発における温熱効果測定方

法の検討

阿久津滝子 松本政人 佐藤聖一 近藤邦

田代恵美 平間信 室井健三

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

（前）国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

【目的】臥位患者用スチーム式足浴器開発に向けて、温熱効果

の基礎データ収集方法について検討した。

【方法】温熱効果の相違を検討するために、市販のスチーム式

足浴器による足浴とバケツによる温湯足浴の 群で検討した。

足浴前、足浴直後、１ 分後の頸動脈の血流量（ ）を測定し

た。対象者は 名、 代 名、 代 名。プローブ・装置操

作は研究者が順番で行った。

【結果】〔 代 男性〕スチーム群：足浴前（ 、

足浴終了直後（測定できず 、１ 分後（ ）。温湯群：

足浴前（ 、足浴終了直後（ 、１ 分

後（ ）。〔 代 男性〕スチーム群：足浴前（

、足浴終了直後（ 、１ 分後（ ）。

温湯群：足浴前（ 、足浴終了直後（測が定できず 、

１ 分後（ ）。 代女性〕スチーム群：足浴前（

、足浴終了直後（測定できず 、１ 分後（測定できず）。

温湯群：足浴前（ 、足浴終了直後（ 、

１ 分後（ ）、以上の測定結果が得られた。血流量

が足浴前のほうが足浴直後の数値より高値を示したケース、ま

た足浴直後より足浴 分後のほうが高値を示したケース、血

管の画像が定まらず測定不可などの結果となり、足浴後は血流

量が高くなるという仮説の証には至らなかった。

【考察】今回の結果からは、想定した温熱方法の相違による効

果の検証には至らなかった。その要因としては、①エコーの操

作技術の未熟さ、②エコー画像の判別方法・測定方法の不足、

③実験条件と環境の統一不足、④対象者の性別・年代の不一致、

⑤測定方法の統一の つが考えられた。これらの要因を改善す

るためには、①測定者（研究者）のエコー操作・判別・測定技

術の向上、②室温・湿度などの実験環境の統一化、③対象者の

性別・年代の均一化、④測定可能な測定時間の検討などの課題

が明らかとなった。

【結論】エコー検査はＣＴ、ＭＲＩとは異なり家庭用電源にコ

ンセントを入れ、装置のスイッチを入れさえすれば、簡単に利

用することができる装置である。しかし，エコー検査を用いる

には、超音波の原則、写したい部位の解剖学的知識、病態的メ

カニズムを理解することが重要である。そこから、意図とする

画像を得るために事前に目的を明確にすること、目的に対して

適切な機器・プローブ・エコーゼリーの選択ができること、プ

ローブおよび装置操作技術に関しては、エコー検査に精通した

指導者のもとで十分なトレーニングが必要である。
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看護

ケアリングに対する批判的視座の検討

～クーゼのケアリング論を中心に～

佐藤聖一

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【はじめに】看護においてケアリングは重要な概念の一つであ

るが、批判的な意見もあり、その代表的な研究者がクーゼであ

る。

【研究目的】クーゼのケアリング論について考察することで看

護におけるケアリングに対する批判について検討する。

【研究方法】クーゼの『ケアリング 看護婦・女性・倫理』に

おけるケアリングに関する記述を精読し、看護におけるケアリ

ングに対する批判的検討を行う。

【結果】クーゼはケアリングが看護において重要な要素である

ことを認めながらも、ケアリングを看護の中心的概念におくこ

とには批判的であるが、看護師という専門職は「気質を備えた

ケア」としてケアリングを身に着けることの重要性は認めてい

る。しかし、患者をケアしなければならないという使命感のよ

うなものを持ち合わせており、その「道徳的な動機」だけにケ

アリングが依拠するのならば、ケアする人である看護師は疲弊

したり、場当たり的な対応に留まってしまうと述べる。

また、クーゼはメイヤロフやノディングスらの理想とするよう

な関係性について、あまりに個別的で密接な関係性においては

公平や正義といった倫理的問題が生じることを危険視してお

り、看護師‐患者関係において役割としての関係性を重要視し

ている。

【考察】クーゼは「気質をそなえたケア」（ケアリング）には、

「受容性と感受性（反応する能力）」が重要であり、「患者への

傾注しようとする意欲」と「個別的な特定の人や状況がもつ特

殊性が大事」であるとし、これらをそなえた看護師を「気質を

そなえたケアの提供者」として位置づけている。

すなわち、クーゼは、看護におけるケアリングに必要な要素と

して、患者を疾患からとらえるのではなく、特定のかけがいの

ない他者として、固有のニーズをもった個人として認識される

と考えている。しかしその一方でクーゼは、「ケアリングは、

自分の経験と感情を根拠にするため自分の主観にはまりこみ、

ケアによって言葉を失うことになる。」 と述べ、看護師が感情

的側面にのみ傾倒し、ケアする人の恣意性のみでケアされる人

をケアするならば、平等や公正な看護を提供することは困難と

なるとして、あまりに密接な関係性に陥ることの危険性につい

て述べているのである。

【結論】クーゼは看護＝ケアリングの関係性を批判しているが、

ケアリングの重要性は認識しており、クーゼの批判から、ケア

リングの概念と実践の関係性構築が課題である。

看護

看護大学生の効果的な一次救命演習に向けて―性差による胸

骨圧迫中の圧迫深度と解除深度の経時的変化の比較―

入江浩子 森川奈緒美 金子順子 松本政人 毛塚良江

蜂谷有加 佐藤純也 小野崎美幸

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】一次救命処置の効果は、その後の救命率・社会復帰率

に影響を与える。効果的な胸骨圧迫は圧迫深度・テンポ・適切

な圧迫解除である。圧迫深度と圧迫解除には性別・体系などに

より差があることは散見する。しかし、詳細な胸骨圧迫中の圧

迫深度と解除深度の経時的変化に対する性差を比較した文献

は見当たらない。そこで、本研究の目的は性差による胸骨圧迫

中の圧迫深度と解除深度の経時的変化を比較することにより、

看護学生の一次救命演習における教育的示唆を得ることであ

る。

【方法】看護大学生を対象に 分間の胸骨圧迫を実施し、圧迫

深度と解除深度の経時的変化を変動係数、多重比較により分析

した。統計解析には を用いた。

【結果】胸骨圧迫中の圧迫深度平均・解除深度平均の性別間に

有意な差が見られた（ ）。圧迫深度と解除深度にはほと

んど相関関係はみられなかった。男女ともに圧迫開始と時間秒

経に有意に圧迫深度が低下する。

【考察】女子の胸骨圧迫深度は、ガイドラインが示す ㎝以上

に満たない場合もある。また、変動係数は男子と比較し範囲が

大きいことから、時間の経過とともに身体の「ぶれ」が生じ、

安定した圧迫ができない可能性が推察された。男子は、圧迫深

度はおおよそ保たれているものの、解除深度は女子と比較し深

いことから胸壁に力が残っていることが推察される。圧迫深度

と解除深度にはほとんど相関関係はみられなかったこと等、胸

骨圧迫深度と圧迫解除を両立させることの難しさを認識でき

た。

【結語】看護大学生の胸骨圧迫演習では、圧迫深度と解除深度

を切り離して指導する必要性が示唆された。効果的な胸骨圧迫

を行うためには性別にこだわらない手技の工夫を検討するこ

とも必要であると考える。

看護

訪問看護サービスを利用する軽度認知機能低下者の特徴

～関東地区政令指定都市 市の介護支援専門員の調査より～

落合佳子 秋葉喜美子 桑野美夏子 荒川博美

田中照美 王麗華

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

栃木県済生会訪問看護ステーションほっと

大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科

【目的】高齢者数の増加が問題視されている大都市で生活する、

訪問看護サービスを利用する軽度認知機能低下者の特徴を明

らかにする。

【方法】研究対象者は、介護情報公表システムに登録されてい

る 市（関東地区の政令指定都市）の居宅介護支援事業所

ヶ所に所属する介護支援専門員とした。質問紙の配布は、要介

護 で認知症（軽度認知障害含む）または認知症高齢者自立度

判定基準Ⅰ・Ⅱの利用者を担当する者とした。初めに訪問看護

サービスの利用者の担当の有無を調査し、担当している介護支

援専門員に質問紙の回答を依頼した。調査は無記名自記式質問

紙とし個別に回収した。質問内容は介護支援専門員が担当する

利用者の概要、訪問看護サービス利用による利用者の変化、訪

問看護サービスを導入した理由、等とした。訪問看護サービス

利用による利用者の変化は、介護支援専門員の視点で病状、認

知機能、生活状況、家族の不安の変化を調査した。調査期間は

年 月～ 月。得られたデータは記述統計処理を行った。

【結果】質問紙の回収は、 ヶ所（回収率： ％）であっ

た。その内、訪問看護サービスを利用している利用者担当の介

護支援専門員 名を分析対象とした。訪問看護サービスの利

用者は、平均年齢（±SD）81.7±6.3歳。医療処置は 人（ ％）

が「ない」と回答していた。認知症と診断されているのは

人（ ％）であった。訪問看護を導入した理由（複数回答）

は「内服の飲み忘れ等のセルフケアができない」「主治医から

必要性を示された」「家族が困っていた」の順に多かった。そ

して訪問看護サービス利用後の変化は「家族の不安が改善した」

が 人（ ％）と最も多かった。

【考察】訪問看護サービスを利用する軽度認知機能低下者は、

認知症と確定診断がついているのは ％に留まるが、服薬管理

などのセルフケアが充分にできない状態であり、主治医の勧め

や家族が困っていたことにより、訪問看護が導入されている場

合が多いことが確認された。訪問看護サービス利用後の変化と

して介護支専門員は「家族の不安の改善」を最も認識しており、

導入理由の つである「家族の困りごと」への支援が実施され

ていることが推察された。軽度認知機能低下者は日々の日課の

遂行等に障害を有していることから、日常生活に重点を置いた

看護の提供が必要と考える。

【結論】訪問看護サービスを利用する大都市在住の軽度認知機

能低下者は、セルフケアが充分にできない等の家族の困りごと

があり、訪問看護を利用することで家族の不安が改善される特

徴があった。

看護

臥位患者用スチーム式足浴器の開発における温熱効果測定方

法の検討

阿久津滝子 松本政人 佐藤聖一 近藤邦

田代恵美 平間信 室井健三

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

（前）国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

【目的】臥位患者用スチーム式足浴器開発に向けて、温熱効果

の基礎データ収集方法について検討した。

【方法】温熱効果の相違を検討するために、市販のスチーム式

足浴器による足浴とバケツによる温湯足浴の 群で検討した。

足浴前、足浴直後、１ 分後の頸動脈の血流量（ ）を測定し

た。対象者は 名、 代 名、 代 名。プローブ・装置操

作は研究者が順番で行った。

【結果】〔 代 男性〕スチーム群：足浴前（ 、

足浴終了直後（測定できず 、１ 分後（ ）。温湯群：

足浴前（ 、足浴終了直後（ 、１ 分

後（ ）。〔 代 男性〕スチーム群：足浴前（

、足浴終了直後（ 、１ 分後（ ）。

温湯群：足浴前（ 、足浴終了直後（測が定できず 、

１ 分後（ ）。 代女性〕スチーム群：足浴前（

、足浴終了直後（測定できず 、１ 分後（測定できず）。

温湯群：足浴前（ 、足浴終了直後（ 、

１ 分後（ ）、以上の測定結果が得られた。血流量

が足浴前のほうが足浴直後の数値より高値を示したケース、ま

た足浴直後より足浴 分後のほうが高値を示したケース、血

管の画像が定まらず測定不可などの結果となり、足浴後は血流

量が高くなるという仮説の証には至らなかった。

【考察】今回の結果からは、想定した温熱方法の相違による効

果の検証には至らなかった。その要因としては、①エコーの操

作技術の未熟さ、②エコー画像の判別方法・測定方法の不足、

③実験条件と環境の統一不足、④対象者の性別・年代の不一致、

⑤測定方法の統一の つが考えられた。これらの要因を改善す

るためには、①測定者（研究者）のエコー操作・判別・測定技

術の向上、②室温・湿度などの実験環境の統一化、③対象者の

性別・年代の均一化、④測定可能な測定時間の検討などの課題

が明らかとなった。

【結論】エコー検査はＣＴ、ＭＲＩとは異なり家庭用電源にコ

ンセントを入れ、装置のスイッチを入れさえすれば、簡単に利

用することができる装置である。しかし，エコー検査を用いる

には、超音波の原則、写したい部位の解剖学的知識、病態的メ

カニズムを理解することが重要である。そこから、意図とする

画像を得るために事前に目的を明確にすること、目的に対して

適切な機器・プローブ・エコーゼリーの選択ができること、プ

ローブおよび装置操作技術に関しては、エコー検査に精通した

指導者のもとで十分なトレーニングが必要である。
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看護

看護系大学の卒後動向調査の分析

～就職活動および卒後支援への示唆～

林圭子 鈴木由美

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

国際医療福祉大学大学院

【目的】看護系大学卒業生の就職活動及び大学側へのニーズに

ついて動向調査の文献検討を行い、本学学生における就職への

指導及び職業継続支援への示唆を得ることを目的とした。

【方法】医学中央雑誌 版で、「看護文献」「原著論文」及び

「卒業」「動向」の 検索を行い、原著論文と看護系大学の

卒業生に特化した 件を分析の対象とした。各文献の調査項

目についてはコード化し、類似したものを集約し、同一カテゴ

リー名をつけた。

【結果】 対象文献は全てが卒業生対象であり、調査内容は「個

人属性」「就職活動」「就業継続状況」「転職・退職」「自己研鑚」

「キャリアデザイン」「進学意向」「大学側へのニーズ」「その

他」の 項目に分類された。そのうち「就職活動」での質問項

目は、就職先を選択した理由、インターンシップ参加の有無で

あった。藤井らの報告では、就職施設を決めた理由は「自分の

やりたい分野の看護実践が可能」、「福利厚生」、「実習病院」、「教

育体制の充実」、「実家に近い」、「病院や看護師の雰囲気」、「イ

ンターシップへの参加」の順であった。大学側へのニーズにつ

いて、竹本らは、「研修会や公開講座の開催」、「キャリアの転

機に対する支援」、「メンタルヘルス支援」、「看護職や看護学生

との交流支援」の つを報告している。

【考察】就職先を決定した理由として「教育体制の充実」「実

習病院」「福利厚生」など大規模病院への期待が窺えた。学生

が「教育体制の充実」を望むことについて、村松らは、学生が

自身の知識不足と看護技術の未熟さを痛感して不安を感じて

いると報告しており、一人前の看護師に成長したいと期待して

いることが推察される。「実習病院」は、自身の看護技術にお

ける未熟さを受容していることが安心感に繋がり、病院や看護

師の雰囲気を直接で感じられることも就職先決定要因である

と考える。また就業年数が経過すると、進学やキャリアアップ

への意欲もあり、再就職支援、進学、研究活動に関する支援も

含めた卒業生対応の窓口を設置する必要性が示唆された。

就職支援において教育体制、病院や看護師の雰囲気などの情報

を得ることが不可欠であり、教員が学生指導に際して重要な項

目であると伝える必要がある。

【結論】 。教育側は教育体制、病院や看護師の雰囲気などの

情報を得るよう学生指導が必要である。

。再就職や進学、研究活動支援も含めた卒業生対応の窓口設

置が必要である。

看護

多胎児を養育している父親の育児困難に関する文献検討

横山直美 藤田千春

国際医療福祉大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻小児

看護学分野

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

【目的】近年、我が国の出生数は年々減少しているが、多胎児

の出生数は年間約 万人と一定している。同年齢の複数の子ど

もを育てる多胎家庭は、身体的・精神的負担が生じやすいとい

われ、主育児者の一人でもある父親も育児困難感を抱いている

と思われる。育児困難が持続することで、父親役割獲得不全に

陥ることが推測される。そこで、多胎児を養育している父親が

どのような育児困難感を抱いているのかを文献から明らかに

し、多胎児をもつ父親の支援を検討する基礎資料を得ることを

目的とした。

【方法】文献検索は、医学中央雑誌 版を用い、「多胎児」

ないし「双生児」にそれぞれ「父親」のキーワードを掛け合わ

せ、研究論文で検索した。期間は、多胎児出生が増加した

年から 年 月とした。重複文献を除き検索された 件の

うち、症例報告、文献検討、妊娠中に関する文献、父親の育児

困難に関する記述が無い文献を除外した。結果 件を分析対象

とした。文献から多胎児を養育する父親が抱いた困難感や負担

感の記述をコード化し、類似性、相違性を検討しながらサブカ

テゴリー、カテゴリーを抽出した。

【倫理的配慮】

文献の著者権を遵守し、現論文に忠実であることに努め、その

引用に配慮した。

【結果】分析の結果、 【カテゴリー】と 〈サブカテゴリー〉

が抽出された。多胎児を養育する父親は、〈育児時間がかかる

ことへの負担感〉〈育児からの疲労感〉〈育児の人手不足〉〈同

時に対応できない困難感〉〈ゆとり時間の減少〉といった【同

時育児への困難感】があった。父親として〈育児と仕事の両立

困難〉〈養育する上での経済的負担感〉〈育児能力の不安〉とい

った【父親役割遂行の困難感】を抱いていた。早産・低出生体

重であるという子どもの特性から〈子どもの健康状態への不

安〉や〈発達遅延への焦燥感〉などの【子どもの発育への不安

感】を抱えていた。

【考察】多胎児を養育している父親は、母親と同様に育児量の

多さから疲労感やゆとり時間の減少、同時に対応できない困難

感を抱いていた。また育児と仕事との両立困難感を抱いていた。

多胎家庭は、両親ともに協力して子育てに取り組むことが求め

られる。このような困難感を抱いている多胎児をもつ父親にす

べてを求めることは、家族内の役割獲得不全に陥る可能性があ

る。両親の負担を軽減するには、妊娠期から、産後のサポート

環境を見越した親族とのサポート調整や社会資源を活用する

重要性が示唆された。

看護

精神看護学実習における学生のコミュニケーション技術の向

上の実態

原田浩二

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

【目的】精神看護学実習はこれまでの実習対象者とは異なるコ

ミュニケーション技術が必要で、沈黙の活用、頷く、相手の言

葉を繰り返す等の技術を活用が求められる。しかしコミュニケ

ーション技術は、他実習の積み重ね等の要因があり、精神実習

で向上しているのかが明確ではない。そこで実習開始前、精神

実習後、全ての実習を終えた 時点で、コミュニケーション技

術評価スケールを用いて測定した。

【方法】平成 年度精神実習履修者を対象に実習前は平成

年 月、精神実習直後は精神実習最終日、全ての実習終了後は

平成 年末に自己記述式で調査。所属施設倫理委員会承認後、

目的、方法、無記名、任意参加、辞退の自由、成績や学習に影

響がないこと説明し同意を得た。質問紙は コミュニケーショ

ン基本技術 項目 、 非言語的コミュニケーション技術 項

目 、 コミュニケーションによる自己成長についての理解

項目 、 対象者の感情の明確化 項目 、 コミュニケーショ

ンに関する人間観の理解 項目 、 その他 項目 。各項目は

非常にできる～全くできないの 段階調査。分析は実習前、精

神実習直後、全実習後を 時点に 検定。多重比較は

検定。

【結果】調査対象数 人、参加数 人、有効回答数 人。

基本技術の平均値は実習前 7±0.22、精神実習直後

4.04±0.15、全体実習後 4.04±0.19 で 項目中 項目に有

意差 があり、多重比較は実習前と精神実習直後が全項

目で有意差 、精神実習直後と全実習後では 項目で有

意差なし。同様順に 非言語的技術は3.65±0.02、4.00±0.06、

4.08±0.02 で全項目に有意差 、多重比較は実習前と精

神実習直後が全項目で有意差 、精神実習直後と全実習

後では有意差なし。自己成長の理解は3.77±0.21、4.13±0.13、

4.11±0.17 で全項目に有意差 、多重比較は実習前と精

神実習直後が全項目で有意差 、精神実習直後と全実習

後では有意差なし。感情の明確化は3.09±0.15、3.63±0.11、

3.62±0.15 で全項目に有意差 、多重比較は実習前と精

神実習直後が全項目で有意差 、精神実習直後と全実習

後では有意差なし。人間観の理解は3.90±0.08、4.20±0.06、

4.15±0.04 で全項目に有意差 、多重比較は実習前と精

神実習直後が全項目で有意差 、精神実習直後と全実習

後は有意差なし。

【考察】全カテゴリーで精神実習直後に有意な上昇を認め、精

神実習で技術が向上し、全実習後まで維持した。技術の中では

感情の明確化の評価が低く、その教育内容の強化を検討する。

【結論】コミュニケーション技術は精神実習直後に有意に向上

した。

看護

国外文献にみる保存期慢性腎臓病患者の病気認知に関する研

究動向と課題

金子順子 野呂千鶴子

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】 患者の病気認知に関する国外の研究動向を明らか

にし、そこから今後の研究・看護実践への課題を明確にするこ

とを目的に文献検討を行うこととした。

【方法】保存期 患者における病気認知に関する研究動向を

明らかにするために、包括的な文献検討を行った。国外文献の

検索に、 、 を用い、キーワードを「

」「

」とし検索を行った。文献検索

の結果、計 文献が抽出された（検索日： 年 月 日）。

このうち、重複する文献 件を除外し、論文題目と抄録を確

認した。そのなかでも、①血液透析または腹膜透析患者を対象

とした研究 件、②他疾患患者または小児患者を対象とした

研究 件、③文献レビュー文献 件、④本研究テーマと関連の

ない研究 件、⑤学術論文でない文献 件を除外とした。そ

の結果、分析対象となった文献は 件であった。対象となった

件の文献をマトリックス方式で整理し、「掲載年」「テーマ」

「研究の目的」「方法」「結果」「考察」を概観した。

【結果】 。文献の概要：掲載年は、 年・ 年・ 年・

年・ 年・ 年がそれぞれ 件、 年に 件報告

されていた。研究デザインは、質的研究が 件、量的研究が

件、トライアンギュレーションが 件であった。研究対象者は

すべて 患者（ ）であった。 。質的研究は、

台湾人を対象としたもの、アフリカ系アメリカ人を対象とした

ものが報告されていた。いずれも、研究対象者の に対する

病気の認識を明らかにすることを目的としていた。量的研究で

は、 件中 件が の病気認知尺度（ ）を用い、

うつや活動評価との比較を検討していた。 件は改訂版

を用い、身体的・精神的 との関係を検討する縦断研究を行

っていた。 件は、スウェーデン版 の開発を試みていた。

【考察】保存期 患者における病気認知に関する研究知見の

積み重ねは十分とは言えない状況にある。引き続き 患者に

おける病気認知に関する研究を重ね、患者の病気認知を高める

関りを検討していく必要がある。
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看護

看護系大学の卒後動向調査の分析

～就職活動および卒後支援への示唆～

林圭子 鈴木由美

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

国際医療福祉大学大学院

【目的】看護系大学卒業生の就職活動及び大学側へのニーズに

ついて動向調査の文献検討を行い、本学学生における就職への

指導及び職業継続支援への示唆を得ることを目的とした。

【方法】医学中央雑誌 版で、「看護文献」「原著論文」及び

「卒業」「動向」の 検索を行い、原著論文と看護系大学の

卒業生に特化した 件を分析の対象とした。各文献の調査項

目についてはコード化し、類似したものを集約し、同一カテゴ

リー名をつけた。

【結果】 対象文献は全てが卒業生対象であり、調査内容は「個

人属性」「就職活動」「就業継続状況」「転職・退職」「自己研鑚」

「キャリアデザイン」「進学意向」「大学側へのニーズ」「その

他」の 項目に分類された。そのうち「就職活動」での質問項

目は、就職先を選択した理由、インターンシップ参加の有無で

あった。藤井らの報告では、就職施設を決めた理由は「自分の

やりたい分野の看護実践が可能」、「福利厚生」、「実習病院」、「教

育体制の充実」、「実家に近い」、「病院や看護師の雰囲気」、「イ

ンターシップへの参加」の順であった。大学側へのニーズにつ

いて、竹本らは、「研修会や公開講座の開催」、「キャリアの転

機に対する支援」、「メンタルヘルス支援」、「看護職や看護学生

との交流支援」の つを報告している。

【考察】就職先を決定した理由として「教育体制の充実」「実

習病院」「福利厚生」など大規模病院への期待が窺えた。学生

が「教育体制の充実」を望むことについて、村松らは、学生が

自身の知識不足と看護技術の未熟さを痛感して不安を感じて

いると報告しており、一人前の看護師に成長したいと期待して

いることが推察される。「実習病院」は、自身の看護技術にお

ける未熟さを受容していることが安心感に繋がり、病院や看護

師の雰囲気を直接で感じられることも就職先決定要因である

と考える。また就業年数が経過すると、進学やキャリアアップ

への意欲もあり、再就職支援、進学、研究活動に関する支援も

含めた卒業生対応の窓口を設置する必要性が示唆された。

就職支援において教育体制、病院や看護師の雰囲気などの情報

を得ることが不可欠であり、教員が学生指導に際して重要な項

目であると伝える必要がある。

【結論】 。教育側は教育体制、病院や看護師の雰囲気などの

情報を得るよう学生指導が必要である。

。再就職や進学、研究活動支援も含めた卒業生対応の窓口設

置が必要である。

看護

多胎児を養育している父親の育児困難に関する文献検討

横山直美 藤田千春

国際医療福祉大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻小児

看護学分野

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

【目的】近年、我が国の出生数は年々減少しているが、多胎児

の出生数は年間約 万人と一定している。同年齢の複数の子ど

もを育てる多胎家庭は、身体的・精神的負担が生じやすいとい

われ、主育児者の一人でもある父親も育児困難感を抱いている

と思われる。育児困難が持続することで、父親役割獲得不全に

陥ることが推測される。そこで、多胎児を養育している父親が

どのような育児困難感を抱いているのかを文献から明らかに

し、多胎児をもつ父親の支援を検討する基礎資料を得ることを

目的とした。

【方法】文献検索は、医学中央雑誌 版を用い、「多胎児」

ないし「双生児」にそれぞれ「父親」のキーワードを掛け合わ

せ、研究論文で検索した。期間は、多胎児出生が増加した

年から 年 月とした。重複文献を除き検索された 件の

うち、症例報告、文献検討、妊娠中に関する文献、父親の育児

困難に関する記述が無い文献を除外した。結果 件を分析対象

とした。文献から多胎児を養育する父親が抱いた困難感や負担

感の記述をコード化し、類似性、相違性を検討しながらサブカ

テゴリー、カテゴリーを抽出した。

【倫理的配慮】

文献の著者権を遵守し、現論文に忠実であることに努め、その

引用に配慮した。

【結果】分析の結果、 【カテゴリー】と 〈サブカテゴリー〉

が抽出された。多胎児を養育する父親は、〈育児時間がかかる

ことへの負担感〉〈育児からの疲労感〉〈育児の人手不足〉〈同

時に対応できない困難感〉〈ゆとり時間の減少〉といった【同

時育児への困難感】があった。父親として〈育児と仕事の両立

困難〉〈養育する上での経済的負担感〉〈育児能力の不安〉とい

った【父親役割遂行の困難感】を抱いていた。早産・低出生体

重であるという子どもの特性から〈子どもの健康状態への不

安〉や〈発達遅延への焦燥感〉などの【子どもの発育への不安

感】を抱えていた。

【考察】多胎児を養育している父親は、母親と同様に育児量の

多さから疲労感やゆとり時間の減少、同時に対応できない困難

感を抱いていた。また育児と仕事との両立困難感を抱いていた。

多胎家庭は、両親ともに協力して子育てに取り組むことが求め

られる。このような困難感を抱いている多胎児をもつ父親にす

べてを求めることは、家族内の役割獲得不全に陥る可能性があ

る。両親の負担を軽減するには、妊娠期から、産後のサポート

環境を見越した親族とのサポート調整や社会資源を活用する

重要性が示唆された。

看護

精神看護学実習における学生のコミュニケーション技術の向

上の実態

原田浩二

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

【目的】精神看護学実習はこれまでの実習対象者とは異なるコ

ミュニケーション技術が必要で、沈黙の活用、頷く、相手の言

葉を繰り返す等の技術を活用が求められる。しかしコミュニケ

ーション技術は、他実習の積み重ね等の要因があり、精神実習

で向上しているのかが明確ではない。そこで実習開始前、精神

実習後、全ての実習を終えた 時点で、コミュニケーション技

術評価スケールを用いて測定した。

【方法】平成 年度精神実習履修者を対象に実習前は平成

年 月、精神実習直後は精神実習最終日、全ての実習終了後は

平成 年末に自己記述式で調査。所属施設倫理委員会承認後、

目的、方法、無記名、任意参加、辞退の自由、成績や学習に影

響がないこと説明し同意を得た。質問紙は コミュニケーショ

ン基本技術 項目 、 非言語的コミュニケーション技術 項

目 、 コミュニケーションによる自己成長についての理解

項目 、 対象者の感情の明確化 項目 、 コミュニケーショ

ンに関する人間観の理解 項目 、 その他 項目 。各項目は

非常にできる～全くできないの 段階調査。分析は実習前、精

神実習直後、全実習後を 時点に 検定。多重比較は

検定。

【結果】調査対象数 人、参加数 人、有効回答数 人。

基本技術の平均値は実習前 7±0.22、精神実習直後

4.04±0.15、全体実習後 4.04±0.19 で 項目中 項目に有

意差 があり、多重比較は実習前と精神実習直後が全項

目で有意差 、精神実習直後と全実習後では 項目で有

意差なし。同様順に 非言語的技術は3.65±0.02、4.00±0.06、

4.08±0.02 で全項目に有意差 、多重比較は実習前と精

神実習直後が全項目で有意差 、精神実習直後と全実習

後では有意差なし。自己成長の理解は3.77±0.21、4.13±0.13、

4.11±0.17 で全項目に有意差 、多重比較は実習前と精

神実習直後が全項目で有意差 、精神実習直後と全実習

後では有意差なし。感情の明確化は3.09±0.15、3.63±0.11、

3.62±0.15 で全項目に有意差 、多重比較は実習前と精

神実習直後が全項目で有意差 、精神実習直後と全実習

後では有意差なし。人間観の理解は3.90±0.08、4.20±0.06、

4.15±0.04 で全項目に有意差 、多重比較は実習前と精

神実習直後が全項目で有意差 、精神実習直後と全実習

後は有意差なし。

【考察】全カテゴリーで精神実習直後に有意な上昇を認め、精

神実習で技術が向上し、全実習後まで維持した。技術の中では

感情の明確化の評価が低く、その教育内容の強化を検討する。

【結論】コミュニケーション技術は精神実習直後に有意に向上

した。

看護

国外文献にみる保存期慢性腎臓病患者の病気認知に関する研

究動向と課題

金子順子 野呂千鶴子

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】 患者の病気認知に関する国外の研究動向を明らか

にし、そこから今後の研究・看護実践への課題を明確にするこ

とを目的に文献検討を行うこととした。

【方法】保存期 患者における病気認知に関する研究動向を

明らかにするために、包括的な文献検討を行った。国外文献の

検索に、 、 を用い、キーワードを「

」「

」とし検索を行った。文献検索

の結果、計 文献が抽出された（検索日： 年 月 日）。

このうち、重複する文献 件を除外し、論文題目と抄録を確

認した。そのなかでも、①血液透析または腹膜透析患者を対象

とした研究 件、②他疾患患者または小児患者を対象とした

研究 件、③文献レビュー文献 件、④本研究テーマと関連の

ない研究 件、⑤学術論文でない文献 件を除外とした。そ

の結果、分析対象となった文献は 件であった。対象となった

件の文献をマトリックス方式で整理し、「掲載年」「テーマ」

「研究の目的」「方法」「結果」「考察」を概観した。

【結果】 。文献の概要：掲載年は、 年・ 年・ 年・

年・ 年・ 年がそれぞれ 件、 年に 件報告

されていた。研究デザインは、質的研究が 件、量的研究が

件、トライアンギュレーションが 件であった。研究対象者は

すべて 患者（ ）であった。 。質的研究は、

台湾人を対象としたもの、アフリカ系アメリカ人を対象とした

ものが報告されていた。いずれも、研究対象者の に対する

病気の認識を明らかにすることを目的としていた。量的研究で

は、 件中 件が の病気認知尺度（ ）を用い、

うつや活動評価との比較を検討していた。 件は改訂版

を用い、身体的・精神的 との関係を検討する縦断研究を行

っていた。 件は、スウェーデン版 の開発を試みていた。

【考察】保存期 患者における病気認知に関する研究知見の

積み重ねは十分とは言えない状況にある。引き続き 患者に

おける病気認知に関する研究を重ね、患者の病気認知を高める

関りを検討していく必要がある。
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看護

成人看護学領域実習における受け持ち患者状況の傾向

毛塚良江 入江浩子 森川奈緒美 金子順子 松本政人

蜂谷有加 小野﨑美幸 佐藤純也

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】現在、在院日数の短縮により、領域実習における学生

が受け持つ期間は予定していた期間より短く、実習中、新たに

患者を選定し複数の受け持つことも少なくない。 年度には

看護大学系の教育カリキュラムが編成となり、臨地実習内容の

充実が求められている。今回、臨地実習における受け持ち患者

状況の傾向を明らかし、今後の実習の在り方についての示唆を

得ることを目的とする。

【研究方法】実習サイクルごとに教員が記入する「実習受け持

ち患者状況の把握表」 ～ 年度を分析対象とした。把握

表の内容は①性別②年齢③主疾患 カテゴリー別 項目)④受

け持ち期間である。急性期・慢性期実習ごとに過去 年間の単

純集計、分析を行った。

【結果】受け持ち患者状況 年間)①性別では、急性期、慢性

期ともに男性の割合が多かった。②年齢 平均 【急性期】

～ 歳【慢性期】 ～ 歳であった。急性期、慢性期

ともに前期高齢者の割合が多かった。③主疾患では、急性期、

慢性期ともに内分泌機能障害、脳・神経機能障害、消化・吸収

障害 ～ が多かった。④受け持ち患者期間 平均

【急性期】 ～ 日【慢性期】 ～ 日であった。

【考察】成人看護学領域においては、対象とする 歳未満の

患者ではなく、 歳以上の患者を受け持つことが多く、老年看

護学領域の対象と重複している。対象の年齢で実習領域の区別

をすることは、現状では困難であり、成人看護学領域として年

齢の定義を 歳以上も含むことなどを検討する必要がある。

また急性期で手術患者を受け持った場合、退院指導を実施して

いるが、退院後の生活の場を見据えた指導になっていないこと

もあり、不安を抱えて退院している患者も少なくない。 年

以降のカリキュラム編成に伴い、実習では成人看護学と老年看

護学を合わせた単位換算が予定されている。成人看護学領域で

は、年齢や社会背景、地域特性を踏まえ、急性期・慢性期の特

徴に応じた内容を展開していく必要があると考える。さらに成

人看護学領域の独自性を持ち、各領域と連携しながら実習を進

めて行くことが、今後の課題である。

【結論】今後の実習の在り方として、成人領域の年齢の定義の

見直しや急性期・慢性期の独自性を持ち、地域特性を踏まえた

実習を展開していく必要があることが示唆された。

看護

高齢腹膜透析患者のセルフケアマネジメントと支援者間の

連携

秋葉喜美子 落合佳子 荒川博美 小堀千絵

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

西那須野マロニエ訪問看護ステーション

【目的】在宅高齢腹膜透析患者と、腹膜透析看護に携わる看護

師へのインタビューを通して、高齢腹膜透析患者のセルフケア

マネジメント支援と看護職の連携を探索する。

【方法】研究対象者は 県において腹膜透析（以下 ）導入後

定期的に病院を受診し、かつ訪問看護を利用している高齢

患者 名と、高齢 患者に関わる病棟看護師 名、透析看護

認定看護師 名、訪問看護師 名とした。各対象者に 分程

度の半構造化面接を実施し、高齢 患者には疾患の理解や受

け止め、セルフケア状況、現状の困り事等を聴取した。看護師

には 患者の病状の理解、患者指導方針、支援者間の連携の

状況と効果等について聴取した。調査期間は 年 月～

年 月。得られたデータは質的に分析した。

【結果】高齢 患者は家族の協力が少ない中で、自分なりに

指導を意識したセルフケアを行っていた。看護職の介入を頼り

にし、支援の継続を望んでいた。病棟看護師は、高齢 患者

の支援には看護職以外にも多様な専門職が患者の自立を促す

関わりをしていると述べていた。透析看護認定看護師は、高齢

患者からの情報と訪問看護師からの情報を統合し、アセスメ

ント、評価していると述べていた。その上で 患者の生活支

援は安全安楽が基本であり、連携は効果的だと述べていた。訪

問看護師は患者や家族が持つ不安に対し、支援者の連携で迅速

に対応でき、セルフケアマネジメントが向上すること、連携す

る支援者同士が安心感を持ち、その関係性を見て患者家族もま

た安心感を持つと述べていた。

【考察】病棟看護師は高齢 患者の自立支援には病院以外の

専門職の関わりも認識し、在宅移行時のチーム医療の重要性を

理解していると言える。透析看護認定看護師は連携により得ら

れた情報を、患者の安全な生活支援に活用していた。より専門

性の高い看護実践のためには、状況把握と患者の能力に応じた

指導の必要がある。自己の指導の評価も含めて連携は効果的だ

と捉えていた。訪問看護師は高齢 患者との接点が多く、患

者との関係を構築しながら支援者同士連携し、患者のセルフケ

アマネジメント向上のために介入していた。支援者同士の良質

な連携は、高齢 患者のセルフケアマネジメントに良い影響

を及ぼすと考える。

【結論】高齢 患者のセルフケアマネジメント向上には、支

援者間の良質な連携が影響を及ぼし、また、支援者間の連携は、

患者、家族の安心感との連環性を持つことが示唆された。

看護

台東区みのわ地区高齢者のフレイルに関する地域看護診断

八田典子 臺有桂 山下留理子

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

看護学分野公衆衛生看護学領域実践（保健師）コース修了生

国際医療福祉大学大学院

徳島大学大学院

【目的】地域看護診断を通して、特定地区の高齢者のフレイル

につながる要因を抽出し、保健師としての対策を検討すること

を目的とした。

【方法】対象は公衆衛生看護学の実習地である台東区みのわ地

区を対象とした。フレイル対策として国が推進している「身体

活動」「社会参加」「栄養」の 本柱を中心に、地域看護診断の

手法を用い、地区の既存資料ならびに、地区踏査から情報を把

握し、健康課題を抽出した。データ収集期間は 年 月～

年 月であった。分析方法は、把握した情報をコミュニ

ティー・アズ・パートナーモデルを参考にした記録を用い、分

類・整理をした。本研究は国際医療福祉大学倫理委員会の承認

を得た（ ）。

【結果】台東区のフレイル認知度は ％、国民健康保険者の

特定健康診査の有所見率が高く、みのわ地区は糖尿病者が

％、「身体活動」は外出や運動機会が少ない、「社会参加」

は話し相手が少ない、「栄養」は口腔機能のトラブルが ％、

孤食傾向が ％であった。みのわ地区におけるフレイルに関

する健康課題は次の 点であった。 慢性疾患・運動器疾患の

発症や悪化に伴う身体活動や社会参加の低下によりフレイル

の状態になる可能性がある、 外出や地域交流の少ない社会的

孤立傾向にある高齢者は心身機能の低下によりフレイルにつ

ながる恐れがある。

【考察】結果で抽出した課題の支援策を、地区担当保健師とし

て検討した。 の主対象を前期高齢者とし、［目標］は①フレ

イル認知度が ％より増加する、②15 分以上の歩行・運動機

会がない高齢者が減少する。支援策は、フレイルの知識普及、

国民健康保険者の健康診査の実施率向上、既存事業を有効活用

した運動習慣の促進をすることである。 の対象者は社会的孤

立傾向にある高齢者とし、［目標］はフレイルのリスク高齢者

を早期発見し、適切な介入をする。支援策は、社会的孤立傾向

にあるフレイルのハイリスク高齢者には、地区特性を活かした

情報が入る仕組みづくり、多職種連携とアウトリーチ支援によ

る早期発見と適切な介入をすることがフレイル予防に重要で

ある。

看護

関東地区政令指定都市 市の介護支援専門員が訪問看護師に期

待すること

―軽度認知症者を担当する介護支援専門員に焦点をあてて―

桑野美夏子 落合佳子 荒川博美

秋葉喜美子 王麗華

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

大東文化大学スポーツ・健康科学部 看護学科

【目的】関東地区政令指定都市 市に住む、軽度認知症のある

在宅療養者を担当している介護支援専門員が、訪問看護師に期

待することを明らかにする。

【方法】関東地区の政令指定都市 市全ての居宅介護支援事業

所 ヶ所に自記式質問紙を郵送。要介護 で認知症、あるい

は認知症高齢者日常生活自立度 ・ で、現在訪問看護を利用

していない在宅療養者を担当している介護支援専門員から回

答を得た。調査内容は「軽度認知症者を担当する訪問看護師に

望むこと」を自由記載してもらい、「訪問看護師に期待するこ

と」と思われる文脈を抽出した。抽出した内容の意味を損なわ

ないように要約し、コード化した。コードの分類・統合を行い、

カテゴリー・サブカテゴリーを抽出した。

【倫理配慮】対象者に研究の主旨、自由意志の保障、匿名性を

明記した文章を質問紙と共に郵送し、質問紙の返送をもって同

意が得られたとした。国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認

（19‐Io ）を得て実施した。

【結果】質問紙の回収は ヶ所（回収率 ％）であり、介

護支援専門員が自由記載欄に回答した 人を分析対象とした。

分析の結果、カテゴリー 、サブカテゴリー を抽出し、以下

カテゴリーを≪≫で表す。

介護支援専門員が、軽度認知症を担当する訪問看護師に期待

することとは、≪看護師としてのスキル≫≪在宅生活を支える

看護≫≪介護支援専門員との協働≫≪他職種との連携≫であ

った。

【考察】関東地区政令指定都市 市の介護支援専門員が、軽度

認知症のある療養者を担当する訪問看護師に期待することと

は、≪看護師としてのスキル≫を基盤に≪介護支援専門員との

協働≫を図りながら≪在宅生活を支える看護≫を提供し、≪多

職種との連携≫を図りながら、大都市での生活を支えていくこ

とであると示唆された。

関東地区政令指定都市 市の介護支援専門員は、訪問看護利

用・未利用担当にかかわらず訪問看護師に期待していることが

分かった。しかし、軽度認知症のある療養者や家族は訪問看護

の必要性を認識することは難しく、他の居宅支援サービスより

費用が高いため敬遠する要因になっていると考える。以上のこ

とをふまえて、大都市で生活する軽度認知症のある療養者の支

援を検討する必要があると考えた。
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看護

成人看護学領域実習における受け持ち患者状況の傾向

毛塚良江 入江浩子 森川奈緒美 金子順子 松本政人

蜂谷有加 小野﨑美幸 佐藤純也

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】現在、在院日数の短縮により、領域実習における学生

が受け持つ期間は予定していた期間より短く、実習中、新たに

患者を選定し複数の受け持つことも少なくない。 年度には

看護大学系の教育カリキュラムが編成となり、臨地実習内容の

充実が求められている。今回、臨地実習における受け持ち患者

状況の傾向を明らかし、今後の実習の在り方についての示唆を

得ることを目的とする。

【研究方法】実習サイクルごとに教員が記入する「実習受け持

ち患者状況の把握表」 ～ 年度を分析対象とした。把握

表の内容は①性別②年齢③主疾患 カテゴリー別 項目)④受

け持ち期間である。急性期・慢性期実習ごとに過去 年間の単

純集計、分析を行った。

【結果】受け持ち患者状況 年間)①性別では、急性期、慢性

期ともに男性の割合が多かった。②年齢 平均 【急性期】

～ 歳【慢性期】 ～ 歳であった。急性期、慢性期

ともに前期高齢者の割合が多かった。③主疾患では、急性期、

慢性期ともに内分泌機能障害、脳・神経機能障害、消化・吸収

障害 ～ が多かった。④受け持ち患者期間 平均

【急性期】 ～ 日【慢性期】 ～ 日であった。

【考察】成人看護学領域においては、対象とする 歳未満の

患者ではなく、 歳以上の患者を受け持つことが多く、老年看

護学領域の対象と重複している。対象の年齢で実習領域の区別

をすることは、現状では困難であり、成人看護学領域として年

齢の定義を 歳以上も含むことなどを検討する必要がある。

また急性期で手術患者を受け持った場合、退院指導を実施して

いるが、退院後の生活の場を見据えた指導になっていないこと

もあり、不安を抱えて退院している患者も少なくない。 年

以降のカリキュラム編成に伴い、実習では成人看護学と老年看

護学を合わせた単位換算が予定されている。成人看護学領域で

は、年齢や社会背景、地域特性を踏まえ、急性期・慢性期の特

徴に応じた内容を展開していく必要があると考える。さらに成

人看護学領域の独自性を持ち、各領域と連携しながら実習を進

めて行くことが、今後の課題である。

【結論】今後の実習の在り方として、成人領域の年齢の定義の

見直しや急性期・慢性期の独自性を持ち、地域特性を踏まえた

実習を展開していく必要があることが示唆された。

看護

高齢腹膜透析患者のセルフケアマネジメントと支援者間の

連携

秋葉喜美子 落合佳子 荒川博美 小堀千絵

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

西那須野マロニエ訪問看護ステーション

【目的】在宅高齢腹膜透析患者と、腹膜透析看護に携わる看護

師へのインタビューを通して、高齢腹膜透析患者のセルフケア

マネジメント支援と看護職の連携を探索する。

【方法】研究対象者は 県において腹膜透析（以下 ）導入後

定期的に病院を受診し、かつ訪問看護を利用している高齢

患者 名と、高齢 患者に関わる病棟看護師 名、透析看護

認定看護師 名、訪問看護師 名とした。各対象者に 分程

度の半構造化面接を実施し、高齢 患者には疾患の理解や受

け止め、セルフケア状況、現状の困り事等を聴取した。看護師

には 患者の病状の理解、患者指導方針、支援者間の連携の

状況と効果等について聴取した。調査期間は 年 月～

年 月。得られたデータは質的に分析した。

【結果】高齢 患者は家族の協力が少ない中で、自分なりに

指導を意識したセルフケアを行っていた。看護職の介入を頼り

にし、支援の継続を望んでいた。病棟看護師は、高齢 患者

の支援には看護職以外にも多様な専門職が患者の自立を促す

関わりをしていると述べていた。透析看護認定看護師は、高齢

患者からの情報と訪問看護師からの情報を統合し、アセスメ

ント、評価していると述べていた。その上で 患者の生活支

援は安全安楽が基本であり、連携は効果的だと述べていた。訪

問看護師は患者や家族が持つ不安に対し、支援者の連携で迅速

に対応でき、セルフケアマネジメントが向上すること、連携す

る支援者同士が安心感を持ち、その関係性を見て患者家族もま

た安心感を持つと述べていた。

【考察】病棟看護師は高齢 患者の自立支援には病院以外の

専門職の関わりも認識し、在宅移行時のチーム医療の重要性を

理解していると言える。透析看護認定看護師は連携により得ら

れた情報を、患者の安全な生活支援に活用していた。より専門

性の高い看護実践のためには、状況把握と患者の能力に応じた

指導の必要がある。自己の指導の評価も含めて連携は効果的だ

と捉えていた。訪問看護師は高齢 患者との接点が多く、患

者との関係を構築しながら支援者同士連携し、患者のセルフケ

アマネジメント向上のために介入していた。支援者同士の良質

な連携は、高齢 患者のセルフケアマネジメントに良い影響

を及ぼすと考える。

【結論】高齢 患者のセルフケアマネジメント向上には、支

援者間の良質な連携が影響を及ぼし、また、支援者間の連携は、

患者、家族の安心感との連環性を持つことが示唆された。

看護

台東区みのわ地区高齢者のフレイルに関する地域看護診断

八田典子 臺有桂 山下留理子

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

看護学分野公衆衛生看護学領域実践（保健師）コース修了生

国際医療福祉大学大学院

徳島大学大学院

【目的】地域看護診断を通して、特定地区の高齢者のフレイル

につながる要因を抽出し、保健師としての対策を検討すること

を目的とした。

【方法】対象は公衆衛生看護学の実習地である台東区みのわ地

区を対象とした。フレイル対策として国が推進している「身体

活動」「社会参加」「栄養」の 本柱を中心に、地域看護診断の

手法を用い、地区の既存資料ならびに、地区踏査から情報を把

握し、健康課題を抽出した。データ収集期間は 年 月～

年 月であった。分析方法は、把握した情報をコミュニ

ティー・アズ・パートナーモデルを参考にした記録を用い、分

類・整理をした。本研究は国際医療福祉大学倫理委員会の承認

を得た（ ）。

【結果】台東区のフレイル認知度は ％、国民健康保険者の

特定健康診査の有所見率が高く、みのわ地区は糖尿病者が

％、「身体活動」は外出や運動機会が少ない、「社会参加」

は話し相手が少ない、「栄養」は口腔機能のトラブルが ％、

孤食傾向が ％であった。みのわ地区におけるフレイルに関

する健康課題は次の 点であった。 慢性疾患・運動器疾患の

発症や悪化に伴う身体活動や社会参加の低下によりフレイル

の状態になる可能性がある、 外出や地域交流の少ない社会的

孤立傾向にある高齢者は心身機能の低下によりフレイルにつ

ながる恐れがある。

【考察】結果で抽出した課題の支援策を、地区担当保健師とし

て検討した。 の主対象を前期高齢者とし、［目標］は①フレ

イル認知度が ％より増加する、②15 分以上の歩行・運動機

会がない高齢者が減少する。支援策は、フレイルの知識普及、

国民健康保険者の健康診査の実施率向上、既存事業を有効活用

した運動習慣の促進をすることである。 の対象者は社会的孤

立傾向にある高齢者とし、［目標］はフレイルのリスク高齢者

を早期発見し、適切な介入をする。支援策は、社会的孤立傾向

にあるフレイルのハイリスク高齢者には、地区特性を活かした

情報が入る仕組みづくり、多職種連携とアウトリーチ支援によ

る早期発見と適切な介入をすることがフレイル予防に重要で

ある。

看護

関東地区政令指定都市 市の介護支援専門員が訪問看護師に期

待すること

―軽度認知症者を担当する介護支援専門員に焦点をあてて―

桑野美夏子 落合佳子 荒川博美

秋葉喜美子 王麗華

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

大東文化大学スポーツ・健康科学部 看護学科

【目的】関東地区政令指定都市 市に住む、軽度認知症のある

在宅療養者を担当している介護支援専門員が、訪問看護師に期

待することを明らかにする。

【方法】関東地区の政令指定都市 市全ての居宅介護支援事業

所 ヶ所に自記式質問紙を郵送。要介護 で認知症、あるい

は認知症高齢者日常生活自立度 ・ で、現在訪問看護を利用

していない在宅療養者を担当している介護支援専門員から回

答を得た。調査内容は「軽度認知症者を担当する訪問看護師に

望むこと」を自由記載してもらい、「訪問看護師に期待するこ

と」と思われる文脈を抽出した。抽出した内容の意味を損なわ

ないように要約し、コード化した。コードの分類・統合を行い、

カテゴリー・サブカテゴリーを抽出した。

【倫理配慮】対象者に研究の主旨、自由意志の保障、匿名性を

明記した文章を質問紙と共に郵送し、質問紙の返送をもって同

意が得られたとした。国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認

（19‐Io ）を得て実施した。

【結果】質問紙の回収は ヶ所（回収率 ％）であり、介

護支援専門員が自由記載欄に回答した 人を分析対象とした。

分析の結果、カテゴリー 、サブカテゴリー を抽出し、以下

カテゴリーを≪≫で表す。

介護支援専門員が、軽度認知症を担当する訪問看護師に期待

することとは、≪看護師としてのスキル≫≪在宅生活を支える

看護≫≪介護支援専門員との協働≫≪他職種との連携≫であ

った。

【考察】関東地区政令指定都市 市の介護支援専門員が、軽度

認知症のある療養者を担当する訪問看護師に期待することと

は、≪看護師としてのスキル≫を基盤に≪介護支援専門員との

協働≫を図りながら≪在宅生活を支える看護≫を提供し、≪多

職種との連携≫を図りながら、大都市での生活を支えていくこ

とであると示唆された。

関東地区政令指定都市 市の介護支援専門員は、訪問看護利

用・未利用担当にかかわらず訪問看護師に期待していることが

分かった。しかし、軽度認知症のある療養者や家族は訪問看護

の必要性を認識することは難しく、他の居宅支援サービスより

費用が高いため敬遠する要因になっていると考える。以上のこ

とをふまえて、大都市で生活する軽度認知症のある療養者の支

援を検討する必要があると考えた。
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看護

特別養護老人ホームにおける介護職のユニットリーダー研修

の効果－リーダーシップ・スタイルに焦点を当てて－

鬼塚美玲

国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻看護学分野博士課程

【目的】ユニット型の介護施設ではユニットリーダーが各ユニ

ットをマネジメントする。そのため、ユニットリーダーのマネ

ジメント能力向上に向けた教育体制の構築が不可欠である。し

かし、ユニットリーダーのマネジメント能力や教育体制に焦点

を当てた研究は少ない。そこで、本研究では特別養護老人ホー

ム（ユニット型）で就業するユニットリーダーを対象にリーダ

ー研修（以下、研修）を行い、リーダーシップ・スタイルに焦

点を当てて研修効果を明らかにした。

【研究方法】調査期間は 年 月から 年 月。研究

対象者は 特別養護老人ホームの介護士でユニットリーダー

名。研修は全 回、各１時間とした。研修は講義形式、内容は

ユニットリーダーの役割、組織マネジメント、リーダーシップ、

コミュニケーション、コーチング、ストレスマネジメントとし

た。データ収集は研修 回目（研修前）と研修 回目（研修後）

に質問紙調査法を行い、研修内容の興味の程度、リーダーシッ

プ・スタイル 項目等を調査した。データ分析は記述統計量

を算出し、リーダーシップ・スタイルは得点に基づき「自信の

ある」「現状肯定」「ストレスフル」「自信喪失」に分類した。

【倫理的配慮】研究対象者に研究協力の自由意思等を文書と口

頭で説明し、質問紙の回収を持って同意を得た。札幌市立大学

倫理審査会の承認を得た（ 年度 No.1728₋1）。

【結果】回収数 名（回収率 ）であった。対象者の介護士

経験年数は 12.3±3.7 年、ユニットリーダー経験年数は

1.5±1.0 年であった。研修内容について「とても興味がある」

の回答が多かったのは『コミュニケーション』『コーチング』『ス

トレスマネジメント』で各 であった。リーダーシップ・

スタイルの区分割合は、研修前「現状肯定」 、「ストレス

フル」 、研修後「自信のある」 、「現状肯定」 、

「ストレスフル」 ％であった。

【考察】研修の介入により、肯定的な「自信のある」リーダー

シップ・スタイルの割合が増加し、研修の効果が見られた。本

研究対象者の興味が特に高かったコミュニケーションやコー

チング等はリーダーシップやマネジメントにおいて重要な要

素である。今後はこれらの内容を充実させた研修を検討してい

きたい。

【結論】リーダーシップ・スタイルの観点から本研修の有用性

が示された。

看護

復興の担い手である壮年期住民の被災後の からみた近未来

の高齢者支援－被災時ボランティアセンター運営にかかわっ

た住民の語りから－

野呂千鶴子 桑野美夏子 石澤正彦 降籏幹子 及川裕子

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】本研究は、自然災害を経験した壮年期層を対象に、被

災体験を踏まえた心的外傷後成長（ ）過程の明確化とそれ

に基づく近未来の高齢者生活支援のあり方を検討することを

目的とする。今回は、被災時ボランティアセンターの運営等を

行った壮年期住民への調査結果について報告する。

【方法】

１ 対象：被災体験を有する関東地方北部に居住する壮年期住

民 名

２ 調査期間： 年 月

３ 調査方法：以下について半構成面接を実施した。

①被災と生活環境の変化 ②それに対応してきた思い

③今後の人生につい ての思い ④今後迎える高齢期におけ

る健康面・生活面への思い

４ データ分析方法：逐語録を作成後、分析には質的データ分

析法を用いてカテ ゴリー分類を行った。

５ 倫理的配慮：本研究は、国際医療福祉大学研究倫理審査委

員会の承認（ ）を受けて十分に倫理的配慮を行

い実施した。

【結果】縮約した コードから、『３コアカテゴリー』《９カ

テゴリー》〈 サブカテゴリー〉が抽出された。

『壮年期の思う高齢期の暮らしのこと』では、《自らの被害

の程度と生活再建への思い》《被災が想起させたこれからの人

生》《住み慣れた地域に住むための高齢期に必要な生活環境》

が抽出された。

『過去の被災時から変化した地域特性』では、《生活の場を

移さなかった過去の被災時》《町の超高齢化と若者の共生》が

抽出された。

『ボランティア活動の厳しさと住民との協働』では、《町の

被災前に感じていたボランティアコーディネートの必要性》

《厳しくつらかった被災後のボランティアセンターの運営》

《乗り切るしかないと思った東日本大震災時のボランティア

センター運営》《ボランティアと住民の役割分担と協働》が抽

出された。

【考察】研究対象者は、壮年期に経験した被災時にボランティ

アセンターの設立・運営を行い、ボランティアと住民のニーズ

のマッチング等が厳しかったと語ったが、その体験から復旧と

復興に関するボランティアと住民との役割分担を明確にして

いた。さらに高齢期については、「買い物」「親しい人との交流」

「交通の便」を生活環境条件としてあげ、被災が高齢期に近い

ほど生活再建の場所の決定にはこの条件を意識することが示

唆された。

今回、 感染拡大により十分な調査が実施できず、

今後調査数を増やし、 について検証を深めていきたいと考

える。

看護

特定健康診査への受診行動に関連する要因の文献的考察

石澤正彦 野呂千鶴子

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】特定健康診査（以下、特定健診）対象者の受診行動に

関連する要因を先行文献から見いだす。

【方法】

医学中央雑誌 版を用いて「特定健診 特定健康診査 」

「受診」 「要因 理由」を検索語とし、「抄録あり」「原

著論文」を抽出したところ 件が抽出された。抽出された

件のうち、抄録から特定健診受診行動要因に関する内容でない

研究を除外した 件を分析対象とした。

【結果】 件中 件が量的研究であった。国保被保険者を対

象とした論文は 件であったが、国保被保険者と社保被保険

者を比較しているのは 件のみであり、その他の論文は、保険

者を絞っていなかった。対象年齢は、特定健診の対象年齢であ

る ～ 歳に絞ったものが 件と多いが、受診率の低さが著

名な ～ 歳代に絞ったものが 件みられた。対象を特定健

診未受診者に絞った論文は 件で、受診者に絞った論文は 件

であった。目的は、受診率向上のために未受診者、受診者のそ

れぞれに関連する要因について検討し、考察で要因ごとの対策

について述べられていた。

【考察】特定健診未受診者は「家事や仕事が忙しい」「病院に

かかっているから」「健康だから」という理由が大半を占めて

いた。受診者の特徴として、「健康意識が高い」「健診への関心

がある」「会社や家族、知人からの受診の勧めがある」「受診し

やすい環境である」が見られた。また、性別、年齢、家族構成、

就労形態が受診行動に影響する属性と考えられる。受診への動

機づけとして、健診に対する関心や健康への意識を高めていく

こと、受診行動への励ましとして本人だけでなく家族や友人等

の地域全体で健康を気づかう地域づくり、すべての発達段階、

健康レベルの対象者が受診しやすい環境を整えることの必要

性が示唆された。

【結論】ローレンスＷ．グリーンは、行動に影響を及ぼすには

「準備要因」「実現要因」「強化要因」の３つの要因があり、こ

の３つの要因をうまく組み合わせる必要があると言っている。

受診行動を引きだすためには、今回見いだされた要因について

それぞれを「準備要因」「実現要因」「強化要因」に振り分け、

各要因がどの程度受診行動に関連しているかを解明すること

で効率的な受診勧奨に繋げられると考えられる。また、国保被

保険者と社保被保険者を比較した文献は少ないが、それぞれ受

診できる環境が違うため比較検討が必要である。

看護

急性期病院における高齢者看護アセスメント教育プログラム

の検討－薬剤に関する教材開発－

吉村惠美子 山田智美 皆田良子 相内恵津子

蔵谷範子 森下裕子 照屋健作

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

看護学分野

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

湘南鎌倉医療大学看護学部看護学科

帝京平成大学現代ライフ学部経営マネジメント学科

【目的】看護師教育プログラムの薬剤に関する教材の改良を目

的に、急性期病院における看護師の高齢者に対する薬物療法の

認知や実践の実態を明らかにすることを目的とする．

【研究方法】 研究デザイン：自記式質問紙を用いた横断研究

調査期間：令和 年 月 日～ 月 日

研究対象者：急性期病院で高齢者が多く入院している病棟

に勤務する常勤看護師 名

調査内容： 高齢患者の薬剤に関する基本的な知識（高

齢者の薬剤動態、有害事象、など 項目） 高齢患者への

薬剤に関する看護実践（観察点、有害事象に関する予防、安全

な実施など 項目）

【倫理的配慮】本大学倫理審査委員会より承認（承認番号

）を受けて実施した。

【結果】急性期病院 施設の看護師 名のうち 名（回収

率 ）の回答を得、 名（有効回答率 ）を分析した。

対象者の概要 平均年齢 才、平均職務経験年数 年、

大学卒 名 、専門学校卒 名（ ）

薬剤に関する基本的な知識（ ＝知らなかった－ ＝よく知

っている） 平均値は （ ＝知っている）で、高得点（

以上）項目は、ワルファリンと納豆などの薬と食品の飲み合わ

せに対する 項目、加齢と代謝・腎血流量の変化と有害反応に

関する 項目であった。低得点は、ポリファーマシーの定義、

高齢者に有用な薬剤に関する 項目であった。

薬剤に関する看護実践（ ＝全く行っていない－ ＝大変良

く行っている）平均値は で、高得点（ 以上）項目は、

内服を投与する際には誤嚥に気を付けているなど、安全に関す

る 項目であった。低得点（ 以下）は、薬剤師と話し合っ

ている、尿失禁と薬剤の影響の 項目であり、慢性疼痛時、不

眠時、便秘時に薬物療法を第一選択肢考える割合が、薬物療法

以外の方法を考える割合より高かった。しかし、経験年数が高

い人ほど医師とよく話し合い（ ）、慢性疼痛時に

は薬物療法を第一選択肢とするは負の相関

を示していた。

【考察】看護師は「副作用や有害反応」に対する認識が高く、

安全に考慮し実践していた。研究対象者は 年未満が で

あり、臨床経験が反映されたと考えられた。臨床経験が増すと

他職種との協働、薬物以外の選択肢も含めたアセスメントを実

施していることが明らかになった。更に経験年数別の認識や実

践傾向を明確にし、教育内容、教育方法を考えていきたい。

【結論】高齢患者のポリファーマシーへの認識、有用な薬剤へ

の認識は低く、ポリファーマシー教育の必要性が示唆された。
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看護

特別養護老人ホームにおける介護職のユニットリーダー研修

の効果－リーダーシップ・スタイルに焦点を当てて－

鬼塚美玲

国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻看護学分野博士課程

【目的】ユニット型の介護施設ではユニットリーダーが各ユニ

ットをマネジメントする。そのため、ユニットリーダーのマネ

ジメント能力向上に向けた教育体制の構築が不可欠である。し

かし、ユニットリーダーのマネジメント能力や教育体制に焦点

を当てた研究は少ない。そこで、本研究では特別養護老人ホー

ム（ユニット型）で就業するユニットリーダーを対象にリーダ

ー研修（以下、研修）を行い、リーダーシップ・スタイルに焦

点を当てて研修効果を明らかにした。

【研究方法】調査期間は 年 月から 年 月。研究

対象者は 特別養護老人ホームの介護士でユニットリーダー

名。研修は全 回、各１時間とした。研修は講義形式、内容は

ユニットリーダーの役割、組織マネジメント、リーダーシップ、

コミュニケーション、コーチング、ストレスマネジメントとし

た。データ収集は研修 回目（研修前）と研修 回目（研修後）

に質問紙調査法を行い、研修内容の興味の程度、リーダーシッ

プ・スタイル 項目等を調査した。データ分析は記述統計量

を算出し、リーダーシップ・スタイルは得点に基づき「自信の

ある」「現状肯定」「ストレスフル」「自信喪失」に分類した。

【倫理的配慮】研究対象者に研究協力の自由意思等を文書と口

頭で説明し、質問紙の回収を持って同意を得た。札幌市立大学

倫理審査会の承認を得た（ 年度 No.1728₋1）。

【結果】回収数 名（回収率 ）であった。対象者の介護士

経験年数は 12.3±3.7 年、ユニットリーダー経験年数は

1.5±1.0 年であった。研修内容について「とても興味がある」

の回答が多かったのは『コミュニケーション』『コーチング』『ス

トレスマネジメント』で各 であった。リーダーシップ・

スタイルの区分割合は、研修前「現状肯定」 、「ストレス

フル」 、研修後「自信のある」 、「現状肯定」 、

「ストレスフル」 ％であった。

【考察】研修の介入により、肯定的な「自信のある」リーダー

シップ・スタイルの割合が増加し、研修の効果が見られた。本

研究対象者の興味が特に高かったコミュニケーションやコー

チング等はリーダーシップやマネジメントにおいて重要な要

素である。今後はこれらの内容を充実させた研修を検討してい

きたい。

【結論】リーダーシップ・スタイルの観点から本研修の有用性

が示された。

看護

復興の担い手である壮年期住民の被災後の からみた近未来

の高齢者支援－被災時ボランティアセンター運営にかかわっ

た住民の語りから－

野呂千鶴子 桑野美夏子 石澤正彦 降籏幹子 及川裕子

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】本研究は、自然災害を経験した壮年期層を対象に、被

災体験を踏まえた心的外傷後成長（ ）過程の明確化とそれ

に基づく近未来の高齢者生活支援のあり方を検討することを

目的とする。今回は、被災時ボランティアセンターの運営等を

行った壮年期住民への調査結果について報告する。

【方法】

１ 対象：被災体験を有する関東地方北部に居住する壮年期住

民 名

２ 調査期間： 年 月

３ 調査方法：以下について半構成面接を実施した。

①被災と生活環境の変化 ②それに対応してきた思い

③今後の人生につい ての思い ④今後迎える高齢期におけ

る健康面・生活面への思い

４ データ分析方法：逐語録を作成後、分析には質的データ分

析法を用いてカテ ゴリー分類を行った。

５ 倫理的配慮：本研究は、国際医療福祉大学研究倫理審査委

員会の承認（ ）を受けて十分に倫理的配慮を行

い実施した。

【結果】縮約した コードから、『３コアカテゴリー』《９カ

テゴリー》〈 サブカテゴリー〉が抽出された。

『壮年期の思う高齢期の暮らしのこと』では、《自らの被害

の程度と生活再建への思い》《被災が想起させたこれからの人

生》《住み慣れた地域に住むための高齢期に必要な生活環境》

が抽出された。

『過去の被災時から変化した地域特性』では、《生活の場を

移さなかった過去の被災時》《町の超高齢化と若者の共生》が

抽出された。

『ボランティア活動の厳しさと住民との協働』では、《町の

被災前に感じていたボランティアコーディネートの必要性》

《厳しくつらかった被災後のボランティアセンターの運営》

《乗り切るしかないと思った東日本大震災時のボランティア

センター運営》《ボランティアと住民の役割分担と協働》が抽

出された。

【考察】研究対象者は、壮年期に経験した被災時にボランティ

アセンターの設立・運営を行い、ボランティアと住民のニーズ

のマッチング等が厳しかったと語ったが、その体験から復旧と

復興に関するボランティアと住民との役割分担を明確にして

いた。さらに高齢期については、「買い物」「親しい人との交流」

「交通の便」を生活環境条件としてあげ、被災が高齢期に近い

ほど生活再建の場所の決定にはこの条件を意識することが示

唆された。

今回、 感染拡大により十分な調査が実施できず、

今後調査数を増やし、 について検証を深めていきたいと考

える。

看護

特定健康診査への受診行動に関連する要因の文献的考察

石澤正彦 野呂千鶴子

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】特定健康診査（以下、特定健診）対象者の受診行動に

関連する要因を先行文献から見いだす。

【方法】

医学中央雑誌 版を用いて「特定健診 特定健康診査 」

「受診」 「要因 理由」を検索語とし、「抄録あり」「原

著論文」を抽出したところ 件が抽出された。抽出された

件のうち、抄録から特定健診受診行動要因に関する内容でない

研究を除外した 件を分析対象とした。

【結果】 件中 件が量的研究であった。国保被保険者を対

象とした論文は 件であったが、国保被保険者と社保被保険

者を比較しているのは 件のみであり、その他の論文は、保険

者を絞っていなかった。対象年齢は、特定健診の対象年齢であ

る ～ 歳に絞ったものが 件と多いが、受診率の低さが著

名な ～ 歳代に絞ったものが 件みられた。対象を特定健

診未受診者に絞った論文は 件で、受診者に絞った論文は 件

であった。目的は、受診率向上のために未受診者、受診者のそ

れぞれに関連する要因について検討し、考察で要因ごとの対策

について述べられていた。

【考察】特定健診未受診者は「家事や仕事が忙しい」「病院に

かかっているから」「健康だから」という理由が大半を占めて

いた。受診者の特徴として、「健康意識が高い」「健診への関心

がある」「会社や家族、知人からの受診の勧めがある」「受診し

やすい環境である」が見られた。また、性別、年齢、家族構成、

就労形態が受診行動に影響する属性と考えられる。受診への動

機づけとして、健診に対する関心や健康への意識を高めていく

こと、受診行動への励ましとして本人だけでなく家族や友人等

の地域全体で健康を気づかう地域づくり、すべての発達段階、

健康レベルの対象者が受診しやすい環境を整えることの必要

性が示唆された。

【結論】ローレンスＷ．グリーンは、行動に影響を及ぼすには

「準備要因」「実現要因」「強化要因」の３つの要因があり、こ

の３つの要因をうまく組み合わせる必要があると言っている。

受診行動を引きだすためには、今回見いだされた要因について

それぞれを「準備要因」「実現要因」「強化要因」に振り分け、

各要因がどの程度受診行動に関連しているかを解明すること

で効率的な受診勧奨に繋げられると考えられる。また、国保被

保険者と社保被保険者を比較した文献は少ないが、それぞれ受

診できる環境が違うため比較検討が必要である。

看護

急性期病院における高齢者看護アセスメント教育プログラム

の検討－薬剤に関する教材開発－

吉村惠美子 山田智美 皆田良子 相内恵津子

蔵谷範子 森下裕子 照屋健作

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

看護学分野

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

湘南鎌倉医療大学看護学部看護学科

帝京平成大学現代ライフ学部経営マネジメント学科

【目的】看護師教育プログラムの薬剤に関する教材の改良を目

的に、急性期病院における看護師の高齢者に対する薬物療法の

認知や実践の実態を明らかにすることを目的とする．

【研究方法】 研究デザイン：自記式質問紙を用いた横断研究

調査期間：令和 年 月 日～ 月 日

研究対象者：急性期病院で高齢者が多く入院している病棟

に勤務する常勤看護師 名

調査内容： 高齢患者の薬剤に関する基本的な知識（高

齢者の薬剤動態、有害事象、など 項目） 高齢患者への

薬剤に関する看護実践（観察点、有害事象に関する予防、安全

な実施など 項目）

【倫理的配慮】本大学倫理審査委員会より承認（承認番号

）を受けて実施した。

【結果】急性期病院 施設の看護師 名のうち 名（回収

率 ）の回答を得、 名（有効回答率 ）を分析した。

対象者の概要 平均年齢 才、平均職務経験年数 年、

大学卒 名 、専門学校卒 名（ ）

薬剤に関する基本的な知識（ ＝知らなかった－ ＝よく知

っている） 平均値は （ ＝知っている）で、高得点（

以上）項目は、ワルファリンと納豆などの薬と食品の飲み合わ

せに対する 項目、加齢と代謝・腎血流量の変化と有害反応に

関する 項目であった。低得点は、ポリファーマシーの定義、

高齢者に有用な薬剤に関する 項目であった。

薬剤に関する看護実践（ ＝全く行っていない－ ＝大変良

く行っている）平均値は で、高得点（ 以上）項目は、

内服を投与する際には誤嚥に気を付けているなど、安全に関す

る 項目であった。低得点（ 以下）は、薬剤師と話し合っ

ている、尿失禁と薬剤の影響の 項目であり、慢性疼痛時、不

眠時、便秘時に薬物療法を第一選択肢考える割合が、薬物療法

以外の方法を考える割合より高かった。しかし、経験年数が高

い人ほど医師とよく話し合い（ ）、慢性疼痛時に

は薬物療法を第一選択肢とするは負の相関

を示していた。

【考察】看護師は「副作用や有害反応」に対する認識が高く、

安全に考慮し実践していた。研究対象者は 年未満が で

あり、臨床経験が反映されたと考えられた。臨床経験が増すと

他職種との協働、薬物以外の選択肢も含めたアセスメントを実

施していることが明らかになった。更に経験年数別の認識や実

践傾向を明確にし、教育内容、教育方法を考えていきたい。

【結論】高齢患者のポリファーマシーへの認識、有用な薬剤へ

の認識は低く、ポリファーマシー教育の必要性が示唆された。
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看護

修士課程保健師養成における協調学習を基盤とした実践力向

上を目指した教授方法の開発

臺有桂 山下留理子 鈴木茜

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

看護学分野

徳島大学大学院

国際医療福祉大学大学院

【はじめに】 年開設の本学公衆衛生看護学領域実践コース

は、全国 校目の修士・保健師養成課程である。保健師には、

感染症や災害のような国民の生命・安全を脅かす健康危機対応、

社会的かつ複雑な健康問題の解決、地域包括ケアシステムの構

築・強化など、個からコミュニティ全体への支援、健康政策形

成などの専門能力が求められる。この基本として、社会の変化

を捉え、想定外の事態に遭遇した時でも、そこに存在する問題

を発見し、それを解決するための道筋を見定める力量形成が欠

かせない。

そこで、本研究では、学生が主体的に問題を発見し、解を見

出していく協調学習を基盤とし、地域と共に展開する修士・保

健師養成について、これまでの取り組みと今後の方向性を報告

する。

【倫理的配慮】院生、関係機関に報告の承諾を得た。

【方法】

１．教育の基盤整備

協調学習を実現するためにの取り組みは次の通りであった。

①保健師養成指針である「国家試験出題基準」、「公衆衛生看護

学教育モデル・コア・カリキュラム」、「保健師に求められる実

践能力と卒業時の到達目標と到達度」と、当該コースの開設趣

旨を照合し、 年間で必須の体験と学習について焦点化した。

②地域の関係機関（区、保健所、社会福祉協議会、町会等）に

出向き、コースの周知ならびに関係構築に努めた。

２．カリキュラム運営の実際

【 年次前期】専門科目では、事例や社会でのトピックスを提

示し、課題分析とディスカッションの機会を多用する。【 年次

後期】専門科目演習（地域看護診断、健康教育、継続的家庭訪

問など）では、関係機関の協力を得て、地域住民の集まる場へ

の参加、その中で生活者の声を傾聴する機会を設定する。その

体験から、地域の健康課題を見立て、保健師としての支援策を

検討、地域への還元を図る。【 年次】実習や課題研究では、協

調学習で重視され、高度な実践力につながるアウトプットに力

点を置く。

年度では、「地域看護診断演習報告会」「防災展」を院生

が企画・運営し、区関係者、地域住民 名近くの来所を見た。

現在、各所からイベントへの院生やコースへの参加・協力依頼

につながるなど、地域と共に展開する協調学習の機会が構築さ

れつつある。

【考察】現在の保健師養成では、質の高い実践力を目指し、大

学院化が推進されている。本コースは、先駆的教育実践として

注目されており、引き続き、実践・評価を発信していきたい。

【利益相反】なし

看護

重症心身障害児の食事介助における看護学生の認識の変化

―実習前後の認識比較からの検討―

阿南沙織 葛山加也子

国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

【目的】本学部の小児看護学実習は、重症心身障害児施設での

実習を取り入れている。学生は、重症心身障害児・者 以下、

重心児とする。 を 名受け持ち、看護ケアに取り組む。重心

児への食事介助は、誤嚥リスクもあり、注意を要する技術であ

る。そこで本研究は、重心児への食事介助に対する看護学生の

認識を実習前後で明らかにすることを目的に調査をした。

【方法】調査期間は、平成 年 月 日～ 月 日。対象は、

重心児施設実習を行った学生 名。調査は、嚥下の臨床評価

の摂食場面の

観察のポイント 項目を参考に作成した質問紙を用いて、実

習前後に認識の調査を行った。解析は、単純集計および統計学

的評価を行った。本研究は、国際医療福祉大学倫理委員会の承

認を得た。

【結果】回収率 ％ 名 、有効回答率は ％ 名 であ

った。属性は、女性 名、男性 名。重心児へのケア経験の

あるものは 名、ないものは 名とほとんどの学生が重心児

へのケア経験を持っていなかった。単純集計からは、実習前時

点で「一口量を考える必要がある」「食欲の観察」などの介助

技術や観察に関する項目で、 ％以上の学生が必要性を認識し

ていたが、「咀嚼から嚥下の機能の評価」などの構造上のリス

ク評価の項目では ％と認識が低かった。実習後では「食

事の時間はゆっくり方がよい」「嚥下反射があるかまたは嚥下

が起こるまでの患者の機能を観察」「疲労の観察」において ％

以上の認識の変化があった。しかし、実習前後において各項目

における統計学的有意差はなった。

【考察・結論】学生は食事介助方法における、介助技術や観察

に関する項目については、実習前に一定の認識を持っていた。

また、 による経験学習は、①具体的経験②省察

的観察③抽象的概念化④実践的試行という能力が必要である

としていることから、学生は、食事介助を実際に経験し、既存

の知識を駆使し、複雑な重心児の状況を体系的に整理し、省察

することで、実践的な認識が出来ていたと推測される。その結

果、重心児に対する食事介助方法は、「ゆっくり食べる」こと

よりも「嚥下機能」「疲労度」などを考慮した、安全性の重視

へと認識が変化したと考えられる。以上のことから、看護実践

を伴う実習の学習効果促進のためには、既存の学習を意識させ、

経験学習から得た事象を体系的に整理し、考えることが必要で

あり、今後の課題とする。

看護

大学院での継続事例実習の助産師学生における学びの体験

～テキストマイニングによるフォーカスグループインタビュ

ーの分析～

沼澤広子 森越美香 鈴木由美

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助

産学分野

【目的】本研究 の目的は、大学院での継続事例実習における

継続事例実習の学びを定量的に分析し、助産師教育への一助と

することである。

【方法】本稿ではフォーカスグループインタビュー（以下

インタビュー）を 人ずつ 回に分けて行い、同じインタビュ

ーガイドであるため、終了後データを合わせた。逐語録を作成

し、 ファイルに記録し、樋口らによる フリー版を

用いて分析した。語の表記を統一させるための前処理を行い、

①上位頻出語②階層的クラスター分析③共起ネットワーク図

を作成した。

【結果】インタビューの合計時間は が 時間 分、 が

分であり、合計 時間 分であった。総抽出語数は （

使用）、異なり語数は （ 使用）であった。上位頻出語

は「自分」 、「聞く」 、「妊娠」 、「一緒」 、「子」 、

「来る」 、「話」 の順であった。

次にクラスター分析を行った結果、「学生」「受け持ち」「助

産」「サポート」等、「家」「気持ち」「経過」「退院」等、「乳児」

「介助」「例」「継続」等、 のクラスターに分類された。共起

ネットワーク図では「生まれる」「仕事」「母乳」等が大きく描

かれた。また「体重」「パンフレット」「喫煙」「貧血」「つくる」

等の関連性が学生の保健指導を表していた。

【考察】助産師学生の インタビューでは、「子」「自分」「妊

娠」「一緒」「話」「聞く」などの語が多く抽出されたのは、妊

娠期から一人の継続事例を巡って、これから生まれる「子」が

「話」の中心となり、対象の話を聞いたり、話したりというコ

ミュニケーションをとっていたことがよみとれる。

また妊娠経過が正常を逸脱しないために、家族も含めて「学生」

「受け持ち」「助産」「サポート」をするなど、保健指導の時間

が長かったことが反映されていることが窺える。継続事例との

関わりは妊娠期から始まるため、学生の学びにおいてはウェイ

トが大きい部分であろう。継続事例実習は、人間関係の構築が

基本にあり、講義や演習では体得できないため不可欠な実習で

あるといえる。

【結論】継続事例実習において、助産師学生は保健指導を通し

て重要な学びが体験できた。

なお、本研究 は 年度学内研究費の補助を受けて行った。

看護

感染影響に伴う授業形態の変更による教育方法に関

する一考察

大池美也子 宇治田さおり 吉村千草 川口賀津子

森山ますみ 中野真理子 石橋昭子 岩倉真由美

葛山加也子 前田和香子

国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

【目的】 感染により、看護教育では学外実習から学内

演習へと授業形態の変更があり、学外実習と同様の学習目的・

目標に即した学内演習を組み立てていく必要がある。本稿は、

年度看護管理論実習の授業形態の変更に伴う教育方法を

整理し、今後の示唆を得ることを目的とする。

【方法】教育方法を「教育（学習）の目的・目標の実現に向け

て選択された教育内容や進め方」と定義した。 年度４年次

を対象とした看護管理論実習（２週間）の指導計画や学内演習

の実施状況から、実習目的・目標に該当する教育方法を取り出

した。なお、看護管理論実習の学習目的は「医療機関において

チームを構成する各メンバーの組織的役割を理解し、看護の対

象者に対する実践的ケアの方向を導く基盤を探求する」であり、

主な学習目標は、１）各医療機関の目標の達成に向けた看護組

織の編成と構造、２）組織的役割を通したチームとしての役割

と機能、３）臨床状況に応じた確実な看護技術、４）多重課題

の選択と根拠、５）７つの視点による各病棟の状況と特徴、６）

専門職としての態度と姿勢、に関する６項目とした（以下の１）

などの表記は各学習目標を示す）。

【結果】１．学内演習の実際：３）４）を前半 週間に、１）

２）５）を後半 週間に目指す方向と捉え、６）は学内演習期

間の全体に関わる項目として実施した。２．教育方法：１）２）

は実習病院看護部の協力を得て、異なる職位の看護師らによる

インタビューを行い視聴し、５）は看護管理者による講義とし

た。看護管理者の立場に関する学習では、書籍から事例を取り

上げた。２）では組織への理解を深めるために合意形成ゲーム

を行った。３）４）は、安全管理と多重課題のビデオ教材を使

用した。多重課題のロールプレイや個人防具用具着脱・臥床患

者のシーツ交換を技術習得の課題とした。学内演習全体ではグ

ループワークやポスター発表などを繰り返した。

【考察】実習を前提に作成した学習目的・目標ではあったが、

それらは学習の方向性や判断基準であり、学内演習を設計して

いく上において重要であることが確認できた。学内演習では、

インタビュー視聴、ビデオ教材、ロールプレイなど多彩な方法

となった。学内演習は、学習目標と関連づけた教育方法を適切

に選択できるように準備し、臨床の場との協力体制によって成

立すると考える。
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看護

修士課程保健師養成における協調学習を基盤とした実践力向

上を目指した教授方法の開発

臺有桂 山下留理子 鈴木茜

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

看護学分野

徳島大学大学院

国際医療福祉大学大学院

【はじめに】 年開設の本学公衆衛生看護学領域実践コース

は、全国 校目の修士・保健師養成課程である。保健師には、

感染症や災害のような国民の生命・安全を脅かす健康危機対応、

社会的かつ複雑な健康問題の解決、地域包括ケアシステムの構

築・強化など、個からコミュニティ全体への支援、健康政策形

成などの専門能力が求められる。この基本として、社会の変化

を捉え、想定外の事態に遭遇した時でも、そこに存在する問題

を発見し、それを解決するための道筋を見定める力量形成が欠

かせない。

そこで、本研究では、学生が主体的に問題を発見し、解を見

出していく協調学習を基盤とし、地域と共に展開する修士・保

健師養成について、これまでの取り組みと今後の方向性を報告

する。

【倫理的配慮】院生、関係機関に報告の承諾を得た。

【方法】

１．教育の基盤整備

協調学習を実現するためにの取り組みは次の通りであった。

①保健師養成指針である「国家試験出題基準」、「公衆衛生看護

学教育モデル・コア・カリキュラム」、「保健師に求められる実

践能力と卒業時の到達目標と到達度」と、当該コースの開設趣

旨を照合し、 年間で必須の体験と学習について焦点化した。

②地域の関係機関（区、保健所、社会福祉協議会、町会等）に

出向き、コースの周知ならびに関係構築に努めた。

２．カリキュラム運営の実際

【 年次前期】専門科目では、事例や社会でのトピックスを提

示し、課題分析とディスカッションの機会を多用する。【 年次

後期】専門科目演習（地域看護診断、健康教育、継続的家庭訪

問など）では、関係機関の協力を得て、地域住民の集まる場へ

の参加、その中で生活者の声を傾聴する機会を設定する。その

体験から、地域の健康課題を見立て、保健師としての支援策を

検討、地域への還元を図る。【 年次】実習や課題研究では、協

調学習で重視され、高度な実践力につながるアウトプットに力

点を置く。

年度では、「地域看護診断演習報告会」「防災展」を院生

が企画・運営し、区関係者、地域住民 名近くの来所を見た。

現在、各所からイベントへの院生やコースへの参加・協力依頼

につながるなど、地域と共に展開する協調学習の機会が構築さ

れつつある。

【考察】現在の保健師養成では、質の高い実践力を目指し、大

学院化が推進されている。本コースは、先駆的教育実践として

注目されており、引き続き、実践・評価を発信していきたい。

【利益相反】なし
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重症心身障害児の食事介助における看護学生の認識の変化

―実習前後の認識比較からの検討―

阿南沙織 葛山加也子

国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

【目的】本学部の小児看護学実習は、重症心身障害児施設での

実習を取り入れている。学生は、重症心身障害児・者 以下、

重心児とする。 を 名受け持ち、看護ケアに取り組む。重心

児への食事介助は、誤嚥リスクもあり、注意を要する技術であ

る。そこで本研究は、重心児への食事介助に対する看護学生の

認識を実習前後で明らかにすることを目的に調査をした。

【方法】調査期間は、平成 年 月 日～ 月 日。対象は、

重心児施設実習を行った学生 名。調査は、嚥下の臨床評価

の摂食場面の

観察のポイント 項目を参考に作成した質問紙を用いて、実

習前後に認識の調査を行った。解析は、単純集計および統計学

的評価を行った。本研究は、国際医療福祉大学倫理委員会の承

認を得た。

【結果】回収率 ％ 名 、有効回答率は ％ 名 であ

った。属性は、女性 名、男性 名。重心児へのケア経験の

あるものは 名、ないものは 名とほとんどの学生が重心児

へのケア経験を持っていなかった。単純集計からは、実習前時

点で「一口量を考える必要がある」「食欲の観察」などの介助

技術や観察に関する項目で、 ％以上の学生が必要性を認識し

ていたが、「咀嚼から嚥下の機能の評価」などの構造上のリス

ク評価の項目では ％と認識が低かった。実習後では「食

事の時間はゆっくり方がよい」「嚥下反射があるかまたは嚥下

が起こるまでの患者の機能を観察」「疲労の観察」において ％

以上の認識の変化があった。しかし、実習前後において各項目

における統計学的有意差はなった。

【考察・結論】学生は食事介助方法における、介助技術や観察

に関する項目については、実習前に一定の認識を持っていた。

また、 による経験学習は、①具体的経験②省察

的観察③抽象的概念化④実践的試行という能力が必要である

としていることから、学生は、食事介助を実際に経験し、既存

の知識を駆使し、複雑な重心児の状況を体系的に整理し、省察

することで、実践的な認識が出来ていたと推測される。その結

果、重心児に対する食事介助方法は、「ゆっくり食べる」こと

よりも「嚥下機能」「疲労度」などを考慮した、安全性の重視

へと認識が変化したと考えられる。以上のことから、看護実践

を伴う実習の学習効果促進のためには、既存の学習を意識させ、

経験学習から得た事象を体系的に整理し、考えることが必要で

あり、今後の課題とする。

看護

大学院での継続事例実習の助産師学生における学びの体験
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ーの分析～
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【目的】本研究 の目的は、大学院での継続事例実習における

継続事例実習の学びを定量的に分析し、助産師教育への一助と

することである。

【方法】本稿ではフォーカスグループインタビュー（以下

インタビュー）を 人ずつ 回に分けて行い、同じインタビュ

ーガイドであるため、終了後データを合わせた。逐語録を作成

し、 ファイルに記録し、樋口らによる フリー版を

用いて分析した。語の表記を統一させるための前処理を行い、

①上位頻出語②階層的クラスター分析③共起ネットワーク図

を作成した。

【結果】インタビューの合計時間は が 時間 分、 が

分であり、合計 時間 分であった。総抽出語数は （

使用）、異なり語数は （ 使用）であった。上位頻出語

は「自分」 、「聞く」 、「妊娠」 、「一緒」 、「子」 、

「来る」 、「話」 の順であった。

次にクラスター分析を行った結果、「学生」「受け持ち」「助

産」「サポート」等、「家」「気持ち」「経過」「退院」等、「乳児」

「介助」「例」「継続」等、 のクラスターに分類された。共起

ネットワーク図では「生まれる」「仕事」「母乳」等が大きく描

かれた。また「体重」「パンフレット」「喫煙」「貧血」「つくる」

等の関連性が学生の保健指導を表していた。

【考察】助産師学生の インタビューでは、「子」「自分」「妊

娠」「一緒」「話」「聞く」などの語が多く抽出されたのは、妊

娠期から一人の継続事例を巡って、これから生まれる「子」が

「話」の中心となり、対象の話を聞いたり、話したりというコ

ミュニケーションをとっていたことがよみとれる。

また妊娠経過が正常を逸脱しないために、家族も含めて「学生」

「受け持ち」「助産」「サポート」をするなど、保健指導の時間

が長かったことが反映されていることが窺える。継続事例との

関わりは妊娠期から始まるため、学生の学びにおいてはウェイ

トが大きい部分であろう。継続事例実習は、人間関係の構築が

基本にあり、講義や演習では体得できないため不可欠な実習で

あるといえる。

【結論】継続事例実習において、助産師学生は保健指導を通し

て重要な学びが体験できた。

なお、本研究 は 年度学内研究費の補助を受けて行った。

看護

感染影響に伴う授業形態の変更による教育方法に関

する一考察

大池美也子 宇治田さおり 吉村千草 川口賀津子

森山ますみ 中野真理子 石橋昭子 岩倉真由美

葛山加也子 前田和香子

国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

【目的】 感染により、看護教育では学外実習から学内

演習へと授業形態の変更があり、学外実習と同様の学習目的・

目標に即した学内演習を組み立てていく必要がある。本稿は、

年度看護管理論実習の授業形態の変更に伴う教育方法を

整理し、今後の示唆を得ることを目的とする。

【方法】教育方法を「教育（学習）の目的・目標の実現に向け

て選択された教育内容や進め方」と定義した。 年度４年次

を対象とした看護管理論実習（２週間）の指導計画や学内演習

の実施状況から、実習目的・目標に該当する教育方法を取り出

した。なお、看護管理論実習の学習目的は「医療機関において

チームを構成する各メンバーの組織的役割を理解し、看護の対

象者に対する実践的ケアの方向を導く基盤を探求する」であり、

主な学習目標は、１）各医療機関の目標の達成に向けた看護組

織の編成と構造、２）組織的役割を通したチームとしての役割

と機能、３）臨床状況に応じた確実な看護技術、４）多重課題

の選択と根拠、５）７つの視点による各病棟の状況と特徴、６）

専門職としての態度と姿勢、に関する６項目とした（以下の１）

などの表記は各学習目標を示す）。

【結果】１．学内演習の実際：３）４）を前半 週間に、１）

２）５）を後半 週間に目指す方向と捉え、６）は学内演習期

間の全体に関わる項目として実施した。２．教育方法：１）２）

は実習病院看護部の協力を得て、異なる職位の看護師らによる

インタビューを行い視聴し、５）は看護管理者による講義とし

た。看護管理者の立場に関する学習では、書籍から事例を取り

上げた。２）では組織への理解を深めるために合意形成ゲーム

を行った。３）４）は、安全管理と多重課題のビデオ教材を使

用した。多重課題のロールプレイや個人防具用具着脱・臥床患

者のシーツ交換を技術習得の課題とした。学内演習全体ではグ

ループワークやポスター発表などを繰り返した。

【考察】実習を前提に作成した学習目的・目標ではあったが、

それらは学習の方向性や判断基準であり、学内演習を設計して

いく上において重要であることが確認できた。学内演習では、

インタビュー視聴、ビデオ教材、ロールプレイなど多彩な方法

となった。学内演習は、学習目標と関連づけた教育方法を適切

に選択できるように準備し、臨床の場との協力体制によって成

立すると考える。
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看護

東京都受動喫煙防止条例が職場の受動喫煙対策に与える影響

～第 報 条例施行前のアンケート調査を踏まえて～

斎藤照代

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

【目的】東京オリンピック開催に向け、東京都は、原則禁煙を

目指す罰則付きの受動喫煙防止条例を制定し 年 月全面

施行された。東京都受動喫煙防止条例では、「働く人や子供を

受動喫煙から守る」といった「人」に 着目した都独自のルー

ルを構築しており、様々な施設を利用する多数の者のみでなく、

そこで働く従業員も受動喫煙から守るよう配慮することを求

める内容となっている。これにより、職場の禁煙化を目指す政

策が全国に広がることが期待される。しかし、効果的な受動喫

煙対策の推進方法については、事例紹介や報告（水野 ・佐

藤 ）は、あるが、科学的検証がなされておらず、科学的根

拠に基づく受動喫煙対策の推進方法を示すことが職場の禁煙

化を推進するうえで重要である。本研究では、原則禁煙の本条

例が職場の受動喫煙対策に与える影響を調査し、職場の禁煙化

に繋がる施策の在り方について考察する

【方法】東京都受動喫煙防止条例施行前（ 年）の東京にお

ける事業所の受動喫煙対策の実態を自記式質問紙により郵送

調査。

【結果と考察】東京管内の 事業所から回答が寄せられた。

受動喫煙対策は、建物内全面禁煙が、 ％と最も多く、喫煙

室設置が、 ％、喫煙コーナー ％と続いた。禁煙化施設

（就業時間内禁煙、敷地内禁煙、建物内禁煙、自社専用部分禁

煙）は合わせて、 ％であり、禁煙以外の施設は、（喫煙室、

喫煙コーナー、受動喫煙対策なし）は合わせて ％であった。

受動喫煙対策を規模別で見ると、従業員 人未満の事業所は

建物内禁煙と回答する事業所が最も多く、 人規模以上では

喫煙室と回答する事業所が最も多く、従業員数が多くなるにつ

れて、喫煙室と回答する割合が高くなっていた。喫煙率は、 ％

未満が ５％と最も多く、次いで ％～ ％未満が ％、

％～ ％未満が、 と続いた。喫煙率と受動喫煙対策との

関係を見ると、喫煙率 ％未満の事業所の ％は、就業時

間内禁煙、敷地内禁煙、建物内禁煙、自社専用部分禁煙と禁煙

化されており、喫煙率 ％以上は、喫煙室、喫煙コーナーが最

も多い結果であり、禁煙化された施設は、分煙施設と比較し喫

煙率が低い結果が示された。禁煙へ取り組んだ動機は、責任者

の判断が、 ％と最も多く、次いで健康障害防止等のため健

康増進法、労働安全衛生法、喫煙室設置が困難と続いた。東京

都受動喫煙防止条例の施行により今後、受動喫煙対策を推進す

ると回答した事業所は ％であり条例施行により職場の受

動喫煙対策推の推進が期待される結果が示された。

★ 看護

病院に勤務する看護職女性の性成熟期のヘルスリテラシーと

ジェネラティヴィティの関連

菱谷純子

国際医療福祉大学成田看護学部看護学科

【目的】本研究は病院で勤務する女性看護職への新たな健康支

援方略を検討するために、性成熟期女性のヘルスリテラシーと

次世代育成への関心であるジェネラティヴィティとの関連を

明らかにする。

【方法】無記名自記式質問紙による横断的調査。調査内容は性

成熟期女性のヘルスリテラシー（河田他， ） 項目、多元

的ジェネラティヴィティ（串崎， ） 項目、 （福原他

） 項目の他、年齢や就労形態などの属性。分析は記述統

計、相関分析。便宜的サンプリングで研究協力者を募集。なお

本研究は倫理審査会の承認を得ている（ ）。

【結果】調査は 年 月に 病院女性看護職を対象に行っ

た。質問紙配布 部、回収 部（回収率 ）、すべて同

意が確認された（有効回答率 ）。平均年齢 （ ）

歳、夜勤有 名、無 名。 の身体的健康スコアは夜勤有

群 （ ）、無群 （ ）であり有意差が示され

た（ ， 検定）。夜勤有群の身体的健康はヘルスリテラシ

ーの「女性の健康情報の選択と実践」との間で有意な正の相関

が示され（ρ ， ），「パートナーとの性相談」はジェ

ネラティヴィティの「生み育てる関心」（ρ ， ）、「世

代継承的感覚」（ρ ， ）との間で正の相関が示された。

夜勤無群では有意な相関は示されなかった。

【考察】夜勤有群の身体的健康スコアは一般住民（福原他， ）

より低値であり、夜勤無群との比較においても有意に低く、夜

勤をする看護職への健康支援の必要性が確認された。夜勤有群

では女性の健康情報の選択と実践が高いほど身体的健康が高

く、女性特有のヘルスリテラシーを高める支援は健康向上に役

立つことが示唆された。加えて、ジェネラティヴィティの「生

み育てる関心」や子どもは社会からの授かりものであると思う

など「世代継承的感覚」が高いほど、パートナーと避妊や性感

染症予防について話し合うという関係性が示され、夜勤をする

看護職の次世代育成への関心を高めることは避妊や性感染症

予防行動に結びつく可能性が示唆された。

【結論】夜勤をする女性看護職への健康支援の必要性が確認さ

れ、一部の下位尺度に限定されたが性成熟期女性のヘルスリテ

ラシーとジェネラティヴィティとの関連が示された。

看護

地区の介護予防事業参加者の首尾一貫感覚（ の特性

今村桃子 宮崎みゆき 松尾里香

国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

西九州大学看護学部

福岡看護大学

【目的】高齢者の健康増進において介護予防は重要であり、高

齢者の健康維持力やストレス対処力を高め、生きる力の支援が

必要となる。そこで、 市の各公民館で自主活動の一環として、

介護予防事業に参加している高齢者の （首尾一貫感覚）の

特徴を明らかにする。

【方法】 市の介護予防事業参加の高齢者 名を対象に、自記

式質問紙調査を実施した。調査項目は、基本属性、 、 （う

つ尺度）地域活動の参加状況、本事業の満足感などであった。

分析対象 名の の得点分布を調べ、 、 の相関、

の下位概念（ つの要素）の平均得点から基本属性との関連に

ついてｔ検定を行い分析した。本研究は、国際医療福祉大学倫

理委員会の承認を得て実施した（承認番号： ）。調査

への参加は、主旨、調査内容、個人の特定がされないことなど

文書と口頭で説明し、任意に質問紙の回答をもって同意を得た

ものとした。

【結果】対象の 名に調査票を配布し 名の回収（回収率

％）、対象者の特性は、平均年齢 （±5.78）歳、男性

名、女性 名であった。 の得点平均値は （±10.5）、

男性 （±9.2）、女性 （±10.1）で男性に比べ女性は

高かった。 の 要素の平均は各「把握可能感」 （±5.0）

「処理可能感」 （±4.2）「有意味感」 （±3.6）点で

あった。 平均得点では家族構成「独居および夫婦 人暮ら

し」 （ ）に比べ「以外の家族」 （±6.9）方が高

かった（ ）。さらに下位概念である「処理可能感」にお

いて（ （±4.1） （±2.8）同様に差が認められた

（ ）。 得点は 名（ ％）がうつ傾向にあり差は認

められなかった。

【考察】地区の介護予防事業に参加している高齢者の は、

年調査（対象地区含む） 名の平均より高い傾向にあっ

た。 世帯家族の方が独居、夫婦 人暮らしに比べ は高く、

下位概念の「処理可能感」においては有意差が認められた。「処

理可能感」とは人に降り注ぐ刺激に見合う十分な資源を自分が

自由に使えると感じている程度」で、内外の刺激に対して対処

できるという自信とも言われている。また、自分に手を差しの

べてくれるであろう配偶者、同僚、集団などへの信頼も含まれ

る。このことから自己と家族員、介護予防事業参加者間との良

好な関係が関連し、 の向上に反映していると推察する。

【結論】本対象は が高い傾向にあったが、今後は対象数を

増やし、 に与える影響要因の分析、蓄積が重要である。

看護

助産師教員の職業継続意欲に関する研究

～テキストマイニングによるインタビューの分析～

鈴木由美 大村倫子 髙橋由美子

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

助産学分野

青森県立保健大学

【目的】本研究の目的は助産師教員の職業継続意欲を構造化す

る。助産師教員とは、助産師資格を有する教員で、助産師教育、

母性看護学（両方或いはいずれか）を担当している教員を指す。

【方法】 年 月現在、助産学、母性看護学 名のインタビ

ューが行えている。このため、十分な文脈単位が得られていな

いことから、語りを樋口らによる フリー版を用いて

分析した。インタビュー内容は逐語録を作成し、 ファイル

に記録し、語の表記を統一させるための前処理を行い、①上位

頻出語，②階層的クラスター分析③共起ネットワーク図を作成

した。

【結果】研究協力者 名はそれぞれ 代、 代で現在看護系

大学の講師である。一人は就業しながら博士課程に在籍してい

た。インタビューの合計時間はそれぞれ 時間 分 秒、

時間 分 秒であり、平均 時間 分 秒であった。 総

抽出語数は （ 使用）、異なり語数は （ 使用）

であった。上位頻出 語は、先生、臨床、自分、母性、大学、

非常勤、子供、スタッフ、病院、学部、大学院、赤ちゃん、介

助、学校、委員、育休、課程、修士、基本の順であった。次に

クラスター分析を行った結果、看護、学部、移る、非常勤、専

攻、短大など、修士、勉強、小さい、状況、時間など、病棟、

楽しい、働く、続けるなどのグループなど つのクラスターが

抽出された。共起ネットワーク図では先生、自分、仕事、非常

勤、人、臨床などが大きく描かれた。先生と関連するのは、母

性、スタッフ、手、お母さんであり、臨床では患者、ケア、知

る、感じると関連していた。大学、専攻、大学院、学部、看護、

授業などが関連づけられ、自分、仕事という頻出語と近い位置

関係にあった。

【考察】研究協力者らは助産師資格をもち、大学で母性看護学

と大学院助産学に配置されていた。フルに実習に行くため、臨

床との調整や人との交流が多く頻出語となったことが推察さ

れる。また職業継続において「楽しい」「続ける」などの語が

抽出されたことから、職業継続意思に影響していることが窺え

た。また自分と仕事が密接な距離にあり、大学、大学院、学部

などと近いのは、大学教員として常に大学院や看護、授業など

が日常的であることを表していると考える。

【結論】助産師資格のある教員は大学教員業務の多忙さの傍ら

で仕事に楽しいを見出し、就業継続できていた。

― 60 ―



看護

東京都受動喫煙防止条例が職場の受動喫煙対策に与える影響

～第 報 条例施行前のアンケート調査を踏まえて～

斎藤照代

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

【目的】東京オリンピック開催に向け、東京都は、原則禁煙を

目指す罰則付きの受動喫煙防止条例を制定し 年 月全面

施行された。東京都受動喫煙防止条例では、「働く人や子供を

受動喫煙から守る」といった「人」に 着目した都独自のルー

ルを構築しており、様々な施設を利用する多数の者のみでなく、

そこで働く従業員も受動喫煙から守るよう配慮することを求

める内容となっている。これにより、職場の禁煙化を目指す政

策が全国に広がることが期待される。しかし、効果的な受動喫

煙対策の推進方法については、事例紹介や報告（水野 ・佐

藤 ）は、あるが、科学的検証がなされておらず、科学的根

拠に基づく受動喫煙対策の推進方法を示すことが職場の禁煙

化を推進するうえで重要である。本研究では、原則禁煙の本条

例が職場の受動喫煙対策に与える影響を調査し、職場の禁煙化

に繋がる施策の在り方について考察する

【方法】東京都受動喫煙防止条例施行前（ 年）の東京にお

ける事業所の受動喫煙対策の実態を自記式質問紙により郵送

調査。

【結果と考察】東京管内の 事業所から回答が寄せられた。

受動喫煙対策は、建物内全面禁煙が、 ％と最も多く、喫煙

室設置が、 ％、喫煙コーナー ％と続いた。禁煙化施設

（就業時間内禁煙、敷地内禁煙、建物内禁煙、自社専用部分禁

煙）は合わせて、 ％であり、禁煙以外の施設は、（喫煙室、

喫煙コーナー、受動喫煙対策なし）は合わせて ％であった。

受動喫煙対策を規模別で見ると、従業員 人未満の事業所は

建物内禁煙と回答する事業所が最も多く、 人規模以上では

喫煙室と回答する事業所が最も多く、従業員数が多くなるにつ

れて、喫煙室と回答する割合が高くなっていた。喫煙率は、 ％

未満が ５％と最も多く、次いで ％～ ％未満が ％、

％～ ％未満が、 と続いた。喫煙率と受動喫煙対策との

関係を見ると、喫煙率 ％未満の事業所の ％は、就業時

間内禁煙、敷地内禁煙、建物内禁煙、自社専用部分禁煙と禁煙

化されており、喫煙率 ％以上は、喫煙室、喫煙コーナーが最

も多い結果であり、禁煙化された施設は、分煙施設と比較し喫

煙率が低い結果が示された。禁煙へ取り組んだ動機は、責任者

の判断が、 ％と最も多く、次いで健康障害防止等のため健

康増進法、労働安全衛生法、喫煙室設置が困難と続いた。東京

都受動喫煙防止条例の施行により今後、受動喫煙対策を推進す

ると回答した事業所は ％であり条例施行により職場の受

動喫煙対策推の推進が期待される結果が示された。

★ 看護

病院に勤務する看護職女性の性成熟期のヘルスリテラシーと

ジェネラティヴィティの関連

菱谷純子

国際医療福祉大学成田看護学部看護学科

【目的】本研究は病院で勤務する女性看護職への新たな健康支

援方略を検討するために、性成熟期女性のヘルスリテラシーと

次世代育成への関心であるジェネラティヴィティとの関連を

明らかにする。

【方法】無記名自記式質問紙による横断的調査。調査内容は性

成熟期女性のヘルスリテラシー（河田他， ） 項目、多元

的ジェネラティヴィティ（串崎， ） 項目、 （福原他

） 項目の他、年齢や就労形態などの属性。分析は記述統

計、相関分析。便宜的サンプリングで研究協力者を募集。なお

本研究は倫理審査会の承認を得ている（ ）。

【結果】調査は 年 月に 病院女性看護職を対象に行っ

た。質問紙配布 部、回収 部（回収率 ）、すべて同

意が確認された（有効回答率 ）。平均年齢 （ ）

歳、夜勤有 名、無 名。 の身体的健康スコアは夜勤有

群 （ ）、無群 （ ）であり有意差が示され

た（ ， 検定）。夜勤有群の身体的健康はヘルスリテラシ

ーの「女性の健康情報の選択と実践」との間で有意な正の相関

が示され（ρ ， ），「パートナーとの性相談」はジェ

ネラティヴィティの「生み育てる関心」（ρ ， ）、「世

代継承的感覚」（ρ ， ）との間で正の相関が示された。

夜勤無群では有意な相関は示されなかった。

【考察】夜勤有群の身体的健康スコアは一般住民（福原他， ）

より低値であり、夜勤無群との比較においても有意に低く、夜

勤をする看護職への健康支援の必要性が確認された。夜勤有群

では女性の健康情報の選択と実践が高いほど身体的健康が高

く、女性特有のヘルスリテラシーを高める支援は健康向上に役

立つことが示唆された。加えて、ジェネラティヴィティの「生

み育てる関心」や子どもは社会からの授かりものであると思う

など「世代継承的感覚」が高いほど、パートナーと避妊や性感

染症予防について話し合うという関係性が示され、夜勤をする

看護職の次世代育成への関心を高めることは避妊や性感染症

予防行動に結びつく可能性が示唆された。

【結論】夜勤をする女性看護職への健康支援の必要性が確認さ

れ、一部の下位尺度に限定されたが性成熟期女性のヘルスリテ

ラシーとジェネラティヴィティとの関連が示された。

看護

地区の介護予防事業参加者の首尾一貫感覚（ の特性

今村桃子 宮崎みゆき 松尾里香

国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

西九州大学看護学部

福岡看護大学

【目的】高齢者の健康増進において介護予防は重要であり、高

齢者の健康維持力やストレス対処力を高め、生きる力の支援が

必要となる。そこで、 市の各公民館で自主活動の一環として、

介護予防事業に参加している高齢者の （首尾一貫感覚）の

特徴を明らかにする。

【方法】 市の介護予防事業参加の高齢者 名を対象に、自記

式質問紙調査を実施した。調査項目は、基本属性、 、 （う

つ尺度）地域活動の参加状況、本事業の満足感などであった。

分析対象 名の の得点分布を調べ、 、 の相関、

の下位概念（ つの要素）の平均得点から基本属性との関連に

ついてｔ検定を行い分析した。本研究は、国際医療福祉大学倫

理委員会の承認を得て実施した（承認番号： ）。調査

への参加は、主旨、調査内容、個人の特定がされないことなど

文書と口頭で説明し、任意に質問紙の回答をもって同意を得た

ものとした。

【結果】対象の 名に調査票を配布し 名の回収（回収率

％）、対象者の特性は、平均年齢 （±5.78）歳、男性

名、女性 名であった。 の得点平均値は （±10.5）、

男性 （±9.2）、女性 （±10.1）で男性に比べ女性は

高かった。 の 要素の平均は各「把握可能感」 （±5.0）

「処理可能感」 （±4.2）「有意味感」 （±3.6）点で

あった。 平均得点では家族構成「独居および夫婦 人暮ら

し」 （ ）に比べ「以外の家族」 （±6.9）方が高

かった（ ）。さらに下位概念である「処理可能感」にお

いて（ （±4.1） （±2.8）同様に差が認められた

（ ）。 得点は 名（ ％）がうつ傾向にあり差は認

められなかった。

【考察】地区の介護予防事業に参加している高齢者の は、

年調査（対象地区含む） 名の平均より高い傾向にあっ

た。 世帯家族の方が独居、夫婦 人暮らしに比べ は高く、

下位概念の「処理可能感」においては有意差が認められた。「処

理可能感」とは人に降り注ぐ刺激に見合う十分な資源を自分が

自由に使えると感じている程度」で、内外の刺激に対して対処

できるという自信とも言われている。また、自分に手を差しの

べてくれるであろう配偶者、同僚、集団などへの信頼も含まれ

る。このことから自己と家族員、介護予防事業参加者間との良

好な関係が関連し、 の向上に反映していると推察する。

【結論】本対象は が高い傾向にあったが、今後は対象数を

増やし、 に与える影響要因の分析、蓄積が重要である。

看護

助産師教員の職業継続意欲に関する研究

～テキストマイニングによるインタビューの分析～

鈴木由美 大村倫子 髙橋由美子

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

助産学分野

青森県立保健大学

【目的】本研究の目的は助産師教員の職業継続意欲を構造化す

る。助産師教員とは、助産師資格を有する教員で、助産師教育、

母性看護学（両方或いはいずれか）を担当している教員を指す。

【方法】 年 月現在、助産学、母性看護学 名のインタビ

ューが行えている。このため、十分な文脈単位が得られていな

いことから、語りを樋口らによる フリー版を用いて

分析した。インタビュー内容は逐語録を作成し、 ファイル

に記録し、語の表記を統一させるための前処理を行い、①上位

頻出語，②階層的クラスター分析③共起ネットワーク図を作成

した。

【結果】研究協力者 名はそれぞれ 代、 代で現在看護系

大学の講師である。一人は就業しながら博士課程に在籍してい

た。インタビューの合計時間はそれぞれ 時間 分 秒、

時間 分 秒であり、平均 時間 分 秒であった。 総

抽出語数は （ 使用）、異なり語数は （ 使用）

であった。上位頻出 語は、先生、臨床、自分、母性、大学、

非常勤、子供、スタッフ、病院、学部、大学院、赤ちゃん、介

助、学校、委員、育休、課程、修士、基本の順であった。次に

クラスター分析を行った結果、看護、学部、移る、非常勤、専

攻、短大など、修士、勉強、小さい、状況、時間など、病棟、

楽しい、働く、続けるなどのグループなど つのクラスターが

抽出された。共起ネットワーク図では先生、自分、仕事、非常

勤、人、臨床などが大きく描かれた。先生と関連するのは、母

性、スタッフ、手、お母さんであり、臨床では患者、ケア、知

る、感じると関連していた。大学、専攻、大学院、学部、看護、

授業などが関連づけられ、自分、仕事という頻出語と近い位置

関係にあった。

【考察】研究協力者らは助産師資格をもち、大学で母性看護学

と大学院助産学に配置されていた。フルに実習に行くため、臨

床との調整や人との交流が多く頻出語となったことが推察さ

れる。また職業継続において「楽しい」「続ける」などの語が

抽出されたことから、職業継続意思に影響していることが窺え

た。また自分と仕事が密接な距離にあり、大学、大学院、学部

などと近いのは、大学教員として常に大学院や看護、授業など

が日常的であることを表していると考える。

【結論】助産師資格のある教員は大学教員業務の多忙さの傍ら

で仕事に楽しいを見出し、就業継続できていた。
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看護

災害時に通院治療を行っていたがん患者の療養生活の実態

―災害時におけるがん患者の状況に関する文献レビュー―

熊田奈津紀 吉岡留美 新藤悦子

石井美恵子 茶園美香

国際医療福祉大学成田看護学部看護学科

元国際医療福祉大学成田看護学部看護学科

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

災害医療分野

【目的】文献をレビューし、災害時におけるがん患者の状況に

関する今後の研究ニーズを明らかにする。

【方法】文献検討とした。国内文献は、キーワード「がん」「自

然災害」により医学中央雑誌データベース 〜 年 で検

索した、原著論文 件のうち、患者・家族、医療従事者を対

象とした調査研究 件を抽出した。海外文献は ・

年〜 年 を用いて、キーワード「 」

「 」で英語文献を検索し、患者または医療従事者

対象の 件を抽出した。災害後の患者・家族、医療従事者の実

態を分析した。

【結果】国内文献では、患者対象が 件で、震災発生による治

療への影響や被災後の心身の状態を明らかにし、 件が家族を

対象に調査していた。医療従事者対象に震災発生時の医療提供

体制を調査したものが 件あった。その他、災害発生に備えた

患者教育に関するものが 件、災害時のがん治療継続のシステ

ム整備に関するものが 件、看護師へ災害発生時のシミュレー

ション訓練の効果を調査したものが 件あった。震災後、患者・

家族は共に高いストレス下にあり、患者は不眠、倦怠感、感染、

有害事象の悪化、リンパ浮腫などの健康障害を生じていた。特

に通院治療を行っている患者が、生活の変化から体調を壊すケ

ースが多く、治療の中止や延期が生じていた。医療者対象では、

医療提供の障害が生じていること、医療者間の連携が取れてい

ないことが課題になっていた。災害時に患者自身が診療情報を

携帯することが、災害時の診療を円滑にすることが報告されて

いた。海外文献では災害によるがん治療への影響を調査したも

のが 件あった。その他、災害時の患者支援ネットワーク構築

に関するものがあった。災害による診断や治療の遅れが報告さ

れていた。がん患者の災害への備えは動機づけられていないこ

とが指摘されていた。

【考察】がん治療中の患者は、災害後ストレスを感じ、体調が

悪化したり、治療の延期を余儀なくされていたが患者を対象と

した研究は少なかった。今後、災害後のがん患者の心理的変化

や受療行動を含めた生活の仕方など生活実態を明らかにする

必要がある。さらに、災害時のスムーズな治療継続のために患

者自身が診療情報を携帯することや災害への準備など、セルフ

ケア能力を高める支援の構築が課題である。

看護

幼児の「健康をつくる力」の育成・推進にむけた研究

世良喜子 高瀬佳苗

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

福島医科大学看護学部看護学科

【研究背景】健康寿命を阻害する要因の多くは、ライフスタイ

ルに起因した疾患である。そのため健康的な生活行動を形成す

る幼児期から、健康の主体者として健康行動をとれる資質や能

力すなわち「健康をつくる力」を育成することが課題である。

【研究目的】幼児の「健康をつくる力」の育成・推進システム

の構築にむけて、保育所看護師と保育士の連携・協同によるか

らだを基軸とした幼児（ ～ 歳）の「健康をつくる力」の育成

モデルを提示することを目的とする。

【結果】 年度は、文献検討・先行事例を検討し、育成モデ

ルの方向性を明らかにした。

数見（ ）は、子どもが健康の主体者として「健康をつく

る力 能力 」を形成するうえで、からだの事実 構造と機能 を

学び、子どもなりに健康行動の根拠を理解することの重要性を

提言している。 歳児は、第 次認知革命、すなわち論理的思

考力が質的に高まり、子どもなりに原因と結果の因果関係や法

則性を理解できるようになる（内田， ）。

～ 歳児を対象に、からだのしくみを基軸にした健康教育で、

子どもはからだへの興味関心が深まり、心臓の働きの重要性が

わかった子どもが友達を叩くのをやめるなど、自分や友達のか

らだを大切にすること、からだのしくみを基に健康行動の意味

を納得することで主体的な健康行動への取り組みがみられた

（ ， ）

生涯にわたる「健康をつくる力」となるためには、この力を

子どもに定着・向上させることが課題である。鶴見（ ）は、

からだの知識から健康行動の意味を納得した後で、さらに日常

生活の中で、子どもがからだや健康を追究し自分の体験と結び

つけ、実感をともなった理解へと質を高めていく過程が必要で

あることを明らかにしている。また健康に関する行動形成や成

果において社会的・情動的能力が重要であること（ 、

）や、自己効力感を高めるエンパワメントの必

要性が提示されている（ ， ）。

保育所の生活において、幼児に身近にかかわるのは保育士で

ある。しかし保育士のかかわりが健康行動の形成に主眼が置か

れていることが報告されている（沼野， 。一方保育士は

保育士はからだについて教えることはハードルが高いと捉え、

医療の専門職の支援を求めていた（世良， ）。

幼児（ ～ 歳）を対象にし、「健康をつくる力」の継続的な

育成を看護師と保育士の連携・協同により探究することが今後

の課題である。

看護

子どもが主人公の思春期健康教育

大田原市「愛あいプラン」での取り組み

北原玉依 遠藤みどり 井野さおり

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】本研究は、大田原市「愛あいぷらん」において助産師

が小中学生を対象に実施している「思春期健康教育」の在り方

を検討する教育評価研究の一部である。性教育を受ける子ども

が「 歳のわたし」になるために大切なことを、性教育の授業

を通してどのように考えたかを明らかにすることを目的とし

た。

【方法】対象は大田原市内の 中学校 年生～ 年生の男女、

名である。事前に「 歳の理想の自分」について、どんな

仕事をしているかや誰と暮らしているかなどを自由に思い描

き、アンケート用紙に記載してもらった。その後「愛あいプラ

ン」に沿った、 分の思春期健康教育を学年ごとのテーマで実

施した。最後の 分程度で、「 歳の自分になるためにどんな

ことが大切か」を質問紙に記載してもらい、記述内容を質的記

述的に分析した。質問紙は無記名とし、記載や提出をもって同

意とみなす旨の説明を事前に行った。また国際医療福祉大学倫

理審査委員会の承認を得て実施した。

【結果】今回は、中学 年生男子 名についての分析結果を

示す。 年生のテーマは「思春期の体と心の変化」で、男女別

に授業を実施した。事前アンケートの結果、「具体的な何らか

の職業についている」のコードが最も多く、次に「一人暮らし

をしている」「普通の生活を送っている」「幸せな家庭を築いて

いる」という順であった。授業後アンケートの結果は、「異性

のことを理解し、思いやりのある行動をする」が最も多く、次

に「自分を認め大切にする」「困ったときは相談したりまた聞

いてあげたりしてお互いケアしあう」であった。

【考察】中学 年生にとって、具体的な職業に就き、幸せな家

庭を築いていることをイメージしている生徒が多いことは当

然だが、「普通の生活」と答えた生徒は、どのようなことを普

通と表現しているのかを具体的に問いかけることでイメージ

が膨らんでいくのではないかと考える。男女の体と心について

学ぶ中学 年生は、異性と自分をともに理解し大切にすること、

また困ったときにケアしあうことが幸せな将来につながると

考えたと推測する。

【結果】 中学 年生男子 名は、思春期の体と心の変化に関

する授業を受けて、「 歳のわたし」になるために大切なこと

を、異性と自分をともに理解し大切にしていくこと、困ったと

きには相談したり聞いてあげたりしてお互いケアしあうこと

と考えていた。

看護

精神科病院在院患者の状況および退院支援に関する文献検討

谷田部佳代弥 須藤弘子 田代千香

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】 年に「精神保健医療福祉の改革ビジョン」が示さ

れ、約 万人の社会的入院患者の地域生活移行を促進し 年

が経過した。 年の「長期入院精神障害者の地域移行に向け

た具体的方策に係る検討会」にて、精神科病院スタッフは長期

入院精神障害者に対する退院支援の強化を求められている。精

神病床における入院患者数は、 年約 万人が 年約

万人と 万人の減少となったが到達目標には届かず、 年以

上の入院患者の割合は約 割を占めている。そこで、長期入院

患者に関する退院支援の方策を見出すための基礎資料とする

ことを目的とし、精神科のおける退院支援に関する現状につい

て精神科病院在院患者の状況および研究報告を概観したので

ここに報告する。

【方法】１） 調査データーベースより、 年度の精神科

病院在院患者の状況のうち入院料等の届け出状況×在院期間

について 年以上の入院患者の状況を算出し、現状分析を行っ

た。２）医学中央雑誌 版にて「精神科」「看護」「退院支援

移行期ケア」をキーワード に会議録を除き、 年 月に

検索した。認知症事例および特集・解説を除外し ７件となっ

た。うち事例報告 件を除いた 件を分析対象とした。

【結果】 ）在院期間が 年以上の患者数は 名であっ

た。内訳は精神科救急 名、精神科急性期治療病棟 名、

精神科療養病棟 名、 対１入院基本料 名、 対１

入院基本料入院者は、 名、 対１入院基本料 名、

対１入院基本料 名であり、精神科療養病棟および 対

１入院基本料に入院中の患者割合が大きかった。

）研究論文 件の研究対象となった看護師の所属病棟の内

訳は、精神科救急病棟２件、精神科急性期病棟 件、精神科療

養病棟 件であり、その他の研究報告については所属病棟が明

確に記載されてはいなかった。

【考察】 年以上の長期入院患者は主に精神科療養病棟および

対１入院基本料の病棟に入院しており、施設基準および診療

報酬上看護職配置が乏しい状況であることが推察された。先行

研究によると入院時病棟が精神科療養病棟であることはケア

提供に影響を及ぼし患者の退院阻害要因の一つとされている。

長期入院を余儀なくされている患者の退院支援を促進するた

めには、精神科療養病棟をはじめとする看護配置が少ない状況

下での退院支援について焦点をあて検討していく必要がある

と考える。
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看護

災害時に通院治療を行っていたがん患者の療養生活の実態

―災害時におけるがん患者の状況に関する文献レビュー―

熊田奈津紀 吉岡留美 新藤悦子

石井美恵子 茶園美香

国際医療福祉大学成田看護学部看護学科

元国際医療福祉大学成田看護学部看護学科

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

災害医療分野

【目的】文献をレビューし、災害時におけるがん患者の状況に

関する今後の研究ニーズを明らかにする。

【方法】文献検討とした。国内文献は、キーワード「がん」「自

然災害」により医学中央雑誌データベース 〜 年 で検

索した、原著論文 件のうち、患者・家族、医療従事者を対

象とした調査研究 件を抽出した。海外文献は ・

年〜 年 を用いて、キーワード「 」

「 」で英語文献を検索し、患者または医療従事者

対象の 件を抽出した。災害後の患者・家族、医療従事者の実

態を分析した。

【結果】国内文献では、患者対象が 件で、震災発生による治

療への影響や被災後の心身の状態を明らかにし、 件が家族を

対象に調査していた。医療従事者対象に震災発生時の医療提供

体制を調査したものが 件あった。その他、災害発生に備えた

患者教育に関するものが 件、災害時のがん治療継続のシステ

ム整備に関するものが 件、看護師へ災害発生時のシミュレー

ション訓練の効果を調査したものが 件あった。震災後、患者・

家族は共に高いストレス下にあり、患者は不眠、倦怠感、感染、

有害事象の悪化、リンパ浮腫などの健康障害を生じていた。特

に通院治療を行っている患者が、生活の変化から体調を壊すケ

ースが多く、治療の中止や延期が生じていた。医療者対象では、

医療提供の障害が生じていること、医療者間の連携が取れてい

ないことが課題になっていた。災害時に患者自身が診療情報を

携帯することが、災害時の診療を円滑にすることが報告されて

いた。海外文献では災害によるがん治療への影響を調査したも

のが 件あった。その他、災害時の患者支援ネットワーク構築

に関するものがあった。災害による診断や治療の遅れが報告さ

れていた。がん患者の災害への備えは動機づけられていないこ

とが指摘されていた。

【考察】がん治療中の患者は、災害後ストレスを感じ、体調が

悪化したり、治療の延期を余儀なくされていたが患者を対象と

した研究は少なかった。今後、災害後のがん患者の心理的変化

や受療行動を含めた生活の仕方など生活実態を明らかにする

必要がある。さらに、災害時のスムーズな治療継続のために患

者自身が診療情報を携帯することや災害への準備など、セルフ

ケア能力を高める支援の構築が課題である。

看護

幼児の「健康をつくる力」の育成・推進にむけた研究

世良喜子 高瀬佳苗

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

福島医科大学看護学部看護学科

【研究背景】健康寿命を阻害する要因の多くは、ライフスタイ

ルに起因した疾患である。そのため健康的な生活行動を形成す

る幼児期から、健康の主体者として健康行動をとれる資質や能

力すなわち「健康をつくる力」を育成することが課題である。

【研究目的】幼児の「健康をつくる力」の育成・推進システム

の構築にむけて、保育所看護師と保育士の連携・協同によるか

らだを基軸とした幼児（ ～ 歳）の「健康をつくる力」の育成

モデルを提示することを目的とする。

【結果】 年度は、文献検討・先行事例を検討し、育成モデ

ルの方向性を明らかにした。

数見（ ）は、子どもが健康の主体者として「健康をつく

る力 能力 」を形成するうえで、からだの事実 構造と機能 を

学び、子どもなりに健康行動の根拠を理解することの重要性を

提言している。 歳児は、第 次認知革命、すなわち論理的思

考力が質的に高まり、子どもなりに原因と結果の因果関係や法

則性を理解できるようになる（内田， ）。

～ 歳児を対象に、からだのしくみを基軸にした健康教育で、

子どもはからだへの興味関心が深まり、心臓の働きの重要性が

わかった子どもが友達を叩くのをやめるなど、自分や友達のか

らだを大切にすること、からだのしくみを基に健康行動の意味

を納得することで主体的な健康行動への取り組みがみられた

（ ， ）

生涯にわたる「健康をつくる力」となるためには、この力を

子どもに定着・向上させることが課題である。鶴見（ ）は、

からだの知識から健康行動の意味を納得した後で、さらに日常

生活の中で、子どもがからだや健康を追究し自分の体験と結び

つけ、実感をともなった理解へと質を高めていく過程が必要で

あることを明らかにしている。また健康に関する行動形成や成

果において社会的・情動的能力が重要であること（ 、

）や、自己効力感を高めるエンパワメントの必

要性が提示されている（ ， ）。

保育所の生活において、幼児に身近にかかわるのは保育士で

ある。しかし保育士のかかわりが健康行動の形成に主眼が置か

れていることが報告されている（沼野， 。一方保育士は

保育士はからだについて教えることはハードルが高いと捉え、

医療の専門職の支援を求めていた（世良， ）。

幼児（ ～ 歳）を対象にし、「健康をつくる力」の継続的な

育成を看護師と保育士の連携・協同により探究することが今後

の課題である。

看護

子どもが主人公の思春期健康教育

大田原市「愛あいプラン」での取り組み

北原玉依 遠藤みどり 井野さおり

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】本研究は、大田原市「愛あいぷらん」において助産師

が小中学生を対象に実施している「思春期健康教育」の在り方

を検討する教育評価研究の一部である。性教育を受ける子ども

が「 歳のわたし」になるために大切なことを、性教育の授業

を通してどのように考えたかを明らかにすることを目的とし

た。

【方法】対象は大田原市内の 中学校 年生～ 年生の男女、

名である。事前に「 歳の理想の自分」について、どんな

仕事をしているかや誰と暮らしているかなどを自由に思い描

き、アンケート用紙に記載してもらった。その後「愛あいプラ

ン」に沿った、 分の思春期健康教育を学年ごとのテーマで実

施した。最後の 分程度で、「 歳の自分になるためにどんな

ことが大切か」を質問紙に記載してもらい、記述内容を質的記

述的に分析した。質問紙は無記名とし、記載や提出をもって同

意とみなす旨の説明を事前に行った。また国際医療福祉大学倫

理審査委員会の承認を得て実施した。

【結果】今回は、中学 年生男子 名についての分析結果を

示す。 年生のテーマは「思春期の体と心の変化」で、男女別

に授業を実施した。事前アンケートの結果、「具体的な何らか

の職業についている」のコードが最も多く、次に「一人暮らし

をしている」「普通の生活を送っている」「幸せな家庭を築いて

いる」という順であった。授業後アンケートの結果は、「異性

のことを理解し、思いやりのある行動をする」が最も多く、次

に「自分を認め大切にする」「困ったときは相談したりまた聞

いてあげたりしてお互いケアしあう」であった。

【考察】中学 年生にとって、具体的な職業に就き、幸せな家

庭を築いていることをイメージしている生徒が多いことは当

然だが、「普通の生活」と答えた生徒は、どのようなことを普

通と表現しているのかを具体的に問いかけることでイメージ

が膨らんでいくのではないかと考える。男女の体と心について

学ぶ中学 年生は、異性と自分をともに理解し大切にすること、

また困ったときにケアしあうことが幸せな将来につながると

考えたと推測する。

【結果】 中学 年生男子 名は、思春期の体と心の変化に関

する授業を受けて、「 歳のわたし」になるために大切なこと

を、異性と自分をともに理解し大切にしていくこと、困ったと

きには相談したり聞いてあげたりしてお互いケアしあうこと

と考えていた。

看護

精神科病院在院患者の状況および退院支援に関する文献検討

谷田部佳代弥 須藤弘子 田代千香

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】 年に「精神保健医療福祉の改革ビジョン」が示さ

れ、約 万人の社会的入院患者の地域生活移行を促進し 年

が経過した。 年の「長期入院精神障害者の地域移行に向け

た具体的方策に係る検討会」にて、精神科病院スタッフは長期

入院精神障害者に対する退院支援の強化を求められている。精

神病床における入院患者数は、 年約 万人が 年約

万人と 万人の減少となったが到達目標には届かず、 年以

上の入院患者の割合は約 割を占めている。そこで、長期入院

患者に関する退院支援の方策を見出すための基礎資料とする

ことを目的とし、精神科のおける退院支援に関する現状につい

て精神科病院在院患者の状況および研究報告を概観したので

ここに報告する。

【方法】１） 調査データーベースより、 年度の精神科

病院在院患者の状況のうち入院料等の届け出状況×在院期間

について 年以上の入院患者の状況を算出し、現状分析を行っ

た。２）医学中央雑誌 版にて「精神科」「看護」「退院支援

移行期ケア」をキーワード に会議録を除き、 年 月に

検索した。認知症事例および特集・解説を除外し ７件となっ

た。うち事例報告 件を除いた 件を分析対象とした。

【結果】 ）在院期間が 年以上の患者数は 名であっ

た。内訳は精神科救急 名、精神科急性期治療病棟 名、

精神科療養病棟 名、 対１入院基本料 名、 対１

入院基本料入院者は、 名、 対１入院基本料 名、

対１入院基本料 名であり、精神科療養病棟および 対

１入院基本料に入院中の患者割合が大きかった。

）研究論文 件の研究対象となった看護師の所属病棟の内

訳は、精神科救急病棟２件、精神科急性期病棟 件、精神科療

養病棟 件であり、その他の研究報告については所属病棟が明

確に記載されてはいなかった。

【考察】 年以上の長期入院患者は主に精神科療養病棟および

対１入院基本料の病棟に入院しており、施設基準および診療

報酬上看護職配置が乏しい状況であることが推察された。先行

研究によると入院時病棟が精神科療養病棟であることはケア

提供に影響を及ぼし患者の退院阻害要因の一つとされている。

長期入院を余儀なくされている患者の退院支援を促進するた

めには、精神科療養病棟をはじめとする看護配置が少ない状況

下での退院支援について焦点をあて検討していく必要がある

と考える。
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成田看護学部における 導入に向けた
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古山陽一 森山ますみ 二田水彩 稲岡希実子

武田彩子 菱谷純子 新藤悦子

国際医療福祉大学成田看護学部看護学科

国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

聖路加国際大学看護学研究科後期博士課程

【はじめに】国際医療福祉大学成田看護学部（以下、本学部）

では、学生の知識領域における臨地実習前の質保証を行うこと

を目的に、 （以下、 ）の導入を目

指し、 年度より取組を進めている。初年度の 年度は、

試験問題のプール制を構築し、翌年度の 年度には、 ・

年生を対象とした紙媒体での試行試験（以下、本試験）を実施

した。

【目的】本発表では、看護系大学における 導入に向けた検

討資料となることを目的に、本学部における取組の現状と本試

験および学生からのアンケート結果より示唆された課題につ

いて報告する。

【方法】本試験を受けたのは、本学部 年生 名中 名、

年生 名中 名であり、試験結果については全員から研究

協力の同意を得て分析対象とした。アンケート結果に関しては、

年生 名、 年生 名から回答を得て分析対象とした。試

験およびアンケート結果の内、選択式の回答は記述統計を用い、

自由記述については質的記述的に分析した。なお、本研究は国

際医療福祉大学倫理委員会の承認を得て行ったものである（承

認番号： ）。

【結果と考察】本試験の正答率は、 年生が 問題 ％、

問題 ％、 年生が 問題 ％、 問題 ％であり、難

易度としては普通である。また、科目毎の問題の難易度につい

て、全体の から 割程の学生が「ちょうどよい」と回答して

いることから、概ね適正な難易度であったと推察される。問題

量については、 割以上の学生が「ちょうどよい」と回答して

いるものの、試験時間に関しては、 年生の約半数、 年生の

割程が「長い」と回答しており、時間短縮について考慮する必

要がある。その他、アンケート結果からは、試験前の情報提供

ならびに試験後のフィードバックの工夫による教育効果の向

上などの課題が示唆された。

【おわりに】本研究では、本試験の妥当性に関して、正答率と

学生の主観的評価の面からのみ解釈したという限界がある。今

後の 導入に向けては、識別指数分析などによる解析が必要

である。 年度は、試験時間などの修正を進めると共に、テ

スト理論を用いた検討を行い、 のカリキュラム上の位置づ

けを明確にした上で、 年度の実現を目指したい。

看護

産褥早期の母親における授乳回数と母乳育児自己効力感、およ

び自尊感情、レジリエンスとの関連

谷口典子 斉藤ひさ子

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

元国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

【目的】母乳育児支援は、少子化対策が緊急の国民的課題とな

っている現在、母子の心身の健康を守る上で取り組むべき重要

な課題となっている。本研究の目的は母乳育児に取り組んでい

る産褥早期の母親を対象に、頻回授乳が母乳育児自己効力感に

及ぼす影響を明らかにするとともに、母乳育児自己効力感と母

親の自尊感情やレジリエンスとの関連を明らかにし、母乳育児

支援の方法を検討することである。

【方法】母児同室および母乳育児を行っている産褥 日目の母

親を対象に、無記名自記式質問紙を用いた横断的調査研究を行

った。統計解析は統計パッケージ を

用いスピアマンの相関係数で分析し、有意水準は５％未満とし

た。国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認（倫理審査番号

）を得て行った。

【結果】 名（回収率 ）から有効回答を得、授乳回数と

母乳育児自己効力感との関連、母乳育児自己効力感と自尊感情、

レジリエンスとの関連をスピアマンの相関係数で分析した結

果において、授乳回数と母乳育児自己効力感の関連ではかすか

な負の相関があった。母乳育児自己効力感と自尊感情の間には

有力な正の相関があり、母乳育児自己効力感とレジリエンスと

の間には弱い正の相関があった。

【考察】産褥早期から頻回授乳を行った母親は、授乳回数と母

乳育児自己効力感にはかすかな負の相関があり、頻回授乳であ

るほど、母親の母乳育児への自信が消失することが考えられ、

授乳中の母親の様子を注意深く観察し、個々に合わせた母乳育

児支援の必要性が示唆された。

【結論】本研究の結果、産褥早期から頻回授乳を行った母親は

母乳育児自己効力感が高まり、自尊感情やレジリエンスヘも良

い影響を与えていることが示唆された。助産師として母乳育児

を支援するためには、産褥早期の母親へ個々に合わせた母乳育

児自己効力感を高める支援をしていくことが大切である。

看護

身体感覚活性化マザークラスに参加した母親の変容過程に関

する研究―経産婦の上の子の受けとめ方の変化―

佐藤香代 藤木久美子 江島峰子

国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻助産学分野

【目的】妊婦教育は初産婦に焦点を当て行われることが多いが、

経産婦ならではの独特の悩みがある。そこで「身体感覚活性化

マザークラス」に参加した経産婦に焦点を当て、妊娠中の上の

子への思いを明らかにしたいと考えた。

【方法】

対象：過去 年間（ ～ 年）に「身体感覚活性化マザー

クラス」に参加し研究の同意が得られた経産婦 名

研究デザイン：質的記述的研究

研究方法：レッスン ～ までの逐語録から、上の子への発言

内容を抽出し分析した。

分析方法：語りを意味のある文脈に分けコード化した。さらに

抽象度を上げ、サブカテゴリ―、カテゴリーとした。

倫理的配慮：国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得て行

った（承認番号： － ）

【結果】参加者の内面的変容には つの局面が導き出され、そ

れぞれに以下の「カテゴリー」が抽出された。局面 ：現象の

出現「上の子の起こす現象に対する苛立ち」局面 ：混沌「上

の子と向き合えないことに対する葛藤」「胎児と向き合えない

ことに対する葛藤」「自分の存在価値の揺らぎと虚しさ」局面

：変換「気づかなかったことが見えてくる」「コントロールを

手放す」局面 ：始動「上の子との関わりの想起」「身体の声を

聴く」「上の子と向き合う」「新しい家族形態の想像」局面 ：

新たな価値の創造「いのちをつなぐ母親の役割を受け入れる」

である。

【考察】経産婦は、上の子の起こす現象に苛立ちや不安を知覚

してマザークラスに参加した。上の子中心の生活で、自分の時

間が持てないことや胎児と向き合えないことに混沌とした気

持ちを抱いていた。母親であることを受け入れなければならな

い一方で、その役割から逃れたいと思う自分に罪悪感を感じ、

葛藤している。しかし、気づきの過程を経て自己と向き合い、

現在の状態を認めるように変化していく。現状を受け入れるこ

とで「ねばならない」というコントロールを手放していった。

また過去の妊娠・分娩の想起により、初心の児への愛おしさの

感情が蘇ることが上の子の受け入れに繋がっていった。その結

果、母親は「快」の刺激に導かれ、心地良い方向へと行動が変

容していく。いのちを感じることで、上の子どもと胎児、さら

に自分のつながりを再認識し、新たな母親役割を創造していっ

た。

【結論】経産婦は、身体感覚活性化マザークラスの刺激により、

自らの力で複数の子どもの母親になる過程をたどっていった。

看護

「ウィズコロナ」の時代に求められる看護系大学の教育技法の

変革 第 報 オンライン授業で生起した事象と教員の対応

宮崎裕子 皆田良子 鬼塚美玲 山出誓子

五十嵐幸恵 尾立篤子

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

札幌市立大学看護学部

北海道文教大学人間科学部看護学科

国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻看護学分野修士課

程

【目的】 の影響により看護基礎教育においてもオンラ

イン授業の導入が余儀なくされた。オンライン授業は、修得主

義の学習に有効な教育方法の一つであるといわれている。一方、

多くの看護系大学教員はオンライン授業の経験が少なく、コロ

ナ禍では試行錯誤しながらカリキュラムを進行させ、教育の質

低下を最小限に留めることに努めてきた。本研究は、本年度カ

リキュラムにおいてオンライン授業を経験した看護系大学教

員の教育実践を共有することにより、オンライン授業で生起し

た事象とその事象への対処を可視化し、時代の潮流に伴って変

革が求められる看護系大学の教育技法の基礎資料とすること

を目的とした。

【方法】オンライン授業を経験した大学教員 名と大学院生１

名で、「オンライン授業で生起した事象」と「その対応」につ

いてブレーンストーミング法（以下、「 」法）に則り、発散

思考と収束思考を繰り返して一覧化を試みた。 法を進める上

で大学や教員、学生の匿名性確保に努める他は自由な意見提案

を認めた。

【結果】オンライン授業で生起した事象には【学習環境のコン

トロール困難】【学生の反応の把握のしづらさ】【教員のパフォ

ーマンスの伝わりにくさ】の３つが形成された。【学習環境の

コントロール困難】には 通信障害による受講の中断 周囲の

会話や物音による集中力の阻害 、【学生の反応の把握のしづら

さ】には 個別の理解度の捉えにくさ 表情やたたずまいのわ

かりにくさ 、【教員のパフォーマンスの伝わりにくさ】には

発声の強弱をつけにくい 身振りなどの動きが伝わりにくい

等があった。

その対応として、視聴覚教材の工夫や講義中の声掛け、講義前

後の提出資料へのフィードバック等があり、画面の向こう側に

存在する学生に関心を寄せ続けることが重要であることが見

出された。

【考察】オンライン授業で生起する事象は、画面上の物理的な

制約に起因したものである。その制約下で効果的な教授活動を

展開していくためには、教員自身が五感を研ぎ澄まし、些細な

学生の反応をキャッチできる鋭い観察力と、その場での学生と

の相互作用を省察しながら教授活動を行うことができる高い

教育実践能力が重要であることが示唆された。その教授活動を

可能にする核となるものは、「画面の向こう側に存在する学生

に関心を寄せ続け」、「学生の反応」を引き出すという相互作用

であった。
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【はじめに】国際医療福祉大学成田看護学部（以下、本学部）

では、学生の知識領域における臨地実習前の質保証を行うこと

を目的に、 （以下、 ）の導入を目

指し、 年度より取組を進めている。初年度の 年度は、

試験問題のプール制を構築し、翌年度の 年度には、 ・

年生を対象とした紙媒体での試行試験（以下、本試験）を実施

した。

【目的】本発表では、看護系大学における 導入に向けた検

討資料となることを目的に、本学部における取組の現状と本試

験および学生からのアンケート結果より示唆された課題につ

いて報告する。

【方法】本試験を受けたのは、本学部 年生 名中 名、

年生 名中 名であり、試験結果については全員から研究

協力の同意を得て分析対象とした。アンケート結果に関しては、

年生 名、 年生 名から回答を得て分析対象とした。試

験およびアンケート結果の内、選択式の回答は記述統計を用い、

自由記述については質的記述的に分析した。なお、本研究は国

際医療福祉大学倫理委員会の承認を得て行ったものである（承

認番号： ）。

【結果と考察】本試験の正答率は、 年生が 問題 ％、

問題 ％、 年生が 問題 ％、 問題 ％であり、難

易度としては普通である。また、科目毎の問題の難易度につい

て、全体の から 割程の学生が「ちょうどよい」と回答して

いることから、概ね適正な難易度であったと推察される。問題

量については、 割以上の学生が「ちょうどよい」と回答して

いるものの、試験時間に関しては、 年生の約半数、 年生の

割程が「長い」と回答しており、時間短縮について考慮する必

要がある。その他、アンケート結果からは、試験前の情報提供

ならびに試験後のフィードバックの工夫による教育効果の向

上などの課題が示唆された。

【おわりに】本研究では、本試験の妥当性に関して、正答率と

学生の主観的評価の面からのみ解釈したという限界がある。今

後の 導入に向けては、識別指数分析などによる解析が必要

である。 年度は、試験時間などの修正を進めると共に、テ

スト理論を用いた検討を行い、 のカリキュラム上の位置づ

けを明確にした上で、 年度の実現を目指したい。

看護

産褥早期の母親における授乳回数と母乳育児自己効力感、およ

び自尊感情、レジリエンスとの関連
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国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

元国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

【目的】母乳育児支援は、少子化対策が緊急の国民的課題とな

っている現在、母子の心身の健康を守る上で取り組むべき重要

な課題となっている。本研究の目的は母乳育児に取り組んでい

る産褥早期の母親を対象に、頻回授乳が母乳育児自己効力感に

及ぼす影響を明らかにするとともに、母乳育児自己効力感と母

親の自尊感情やレジリエンスとの関連を明らかにし、母乳育児

支援の方法を検討することである。

【方法】母児同室および母乳育児を行っている産褥 日目の母

親を対象に、無記名自記式質問紙を用いた横断的調査研究を行

った。統計解析は統計パッケージ を

用いスピアマンの相関係数で分析し、有意水準は５％未満とし

た。国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認（倫理審査番号

）を得て行った。

【結果】 名（回収率 ）から有効回答を得、授乳回数と

母乳育児自己効力感との関連、母乳育児自己効力感と自尊感情、

レジリエンスとの関連をスピアマンの相関係数で分析した結

果において、授乳回数と母乳育児自己効力感の関連ではかすか

な負の相関があった。母乳育児自己効力感と自尊感情の間には

有力な正の相関があり、母乳育児自己効力感とレジリエンスと

の間には弱い正の相関があった。

【考察】産褥早期から頻回授乳を行った母親は、授乳回数と母

乳育児自己効力感にはかすかな負の相関があり、頻回授乳であ

るほど、母親の母乳育児への自信が消失することが考えられ、

授乳中の母親の様子を注意深く観察し、個々に合わせた母乳育

児支援の必要性が示唆された。

【結論】本研究の結果、産褥早期から頻回授乳を行った母親は

母乳育児自己効力感が高まり、自尊感情やレジリエンスヘも良

い影響を与えていることが示唆された。助産師として母乳育児

を支援するためには、産褥早期の母親へ個々に合わせた母乳育

児自己効力感を高める支援をしていくことが大切である。

看護

身体感覚活性化マザークラスに参加した母親の変容過程に関

する研究―経産婦の上の子の受けとめ方の変化―

佐藤香代 藤木久美子 江島峰子

国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻助産学分野

【目的】妊婦教育は初産婦に焦点を当て行われることが多いが、

経産婦ならではの独特の悩みがある。そこで「身体感覚活性化

マザークラス」に参加した経産婦に焦点を当て、妊娠中の上の

子への思いを明らかにしたいと考えた。

【方法】

対象：過去 年間（ ～ 年）に「身体感覚活性化マザー

クラス」に参加し研究の同意が得られた経産婦 名

研究デザイン：質的記述的研究

研究方法：レッスン ～ までの逐語録から、上の子への発言

内容を抽出し分析した。

分析方法：語りを意味のある文脈に分けコード化した。さらに

抽象度を上げ、サブカテゴリ―、カテゴリーとした。

倫理的配慮：国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得て行

った（承認番号： － ）

【結果】参加者の内面的変容には つの局面が導き出され、そ

れぞれに以下の「カテゴリー」が抽出された。局面 ：現象の

出現「上の子の起こす現象に対する苛立ち」局面 ：混沌「上

の子と向き合えないことに対する葛藤」「胎児と向き合えない

ことに対する葛藤」「自分の存在価値の揺らぎと虚しさ」局面

：変換「気づかなかったことが見えてくる」「コントロールを

手放す」局面 ：始動「上の子との関わりの想起」「身体の声を

聴く」「上の子と向き合う」「新しい家族形態の想像」局面 ：

新たな価値の創造「いのちをつなぐ母親の役割を受け入れる」

である。

【考察】経産婦は、上の子の起こす現象に苛立ちや不安を知覚

してマザークラスに参加した。上の子中心の生活で、自分の時

間が持てないことや胎児と向き合えないことに混沌とした気

持ちを抱いていた。母親であることを受け入れなければならな

い一方で、その役割から逃れたいと思う自分に罪悪感を感じ、

葛藤している。しかし、気づきの過程を経て自己と向き合い、

現在の状態を認めるように変化していく。現状を受け入れるこ

とで「ねばならない」というコントロールを手放していった。

また過去の妊娠・分娩の想起により、初心の児への愛おしさの

感情が蘇ることが上の子の受け入れに繋がっていった。その結

果、母親は「快」の刺激に導かれ、心地良い方向へと行動が変

容していく。いのちを感じることで、上の子どもと胎児、さら

に自分のつながりを再認識し、新たな母親役割を創造していっ

た。

【結論】経産婦は、身体感覚活性化マザークラスの刺激により、

自らの力で複数の子どもの母親になる過程をたどっていった。

看護

「ウィズコロナ」の時代に求められる看護系大学の教育技法の

変革 第 報 オンライン授業で生起した事象と教員の対応

宮崎裕子 皆田良子 鬼塚美玲 山出誓子

五十嵐幸恵 尾立篤子

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

札幌市立大学看護学部

北海道文教大学人間科学部看護学科

国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻看護学分野修士課

程

【目的】 の影響により看護基礎教育においてもオンラ

イン授業の導入が余儀なくされた。オンライン授業は、修得主

義の学習に有効な教育方法の一つであるといわれている。一方、

多くの看護系大学教員はオンライン授業の経験が少なく、コロ

ナ禍では試行錯誤しながらカリキュラムを進行させ、教育の質

低下を最小限に留めることに努めてきた。本研究は、本年度カ

リキュラムにおいてオンライン授業を経験した看護系大学教

員の教育実践を共有することにより、オンライン授業で生起し

た事象とその事象への対処を可視化し、時代の潮流に伴って変

革が求められる看護系大学の教育技法の基礎資料とすること

を目的とした。

【方法】オンライン授業を経験した大学教員 名と大学院生１

名で、「オンライン授業で生起した事象」と「その対応」につ

いてブレーンストーミング法（以下、「 」法）に則り、発散

思考と収束思考を繰り返して一覧化を試みた。 法を進める上

で大学や教員、学生の匿名性確保に努める他は自由な意見提案

を認めた。

【結果】オンライン授業で生起した事象には【学習環境のコン

トロール困難】【学生の反応の把握のしづらさ】【教員のパフォ

ーマンスの伝わりにくさ】の３つが形成された。【学習環境の

コントロール困難】には 通信障害による受講の中断 周囲の

会話や物音による集中力の阻害 、【学生の反応の把握のしづら

さ】には 個別の理解度の捉えにくさ 表情やたたずまいのわ

かりにくさ 、【教員のパフォーマンスの伝わりにくさ】には

発声の強弱をつけにくい 身振りなどの動きが伝わりにくい

等があった。

その対応として、視聴覚教材の工夫や講義中の声掛け、講義前

後の提出資料へのフィードバック等があり、画面の向こう側に

存在する学生に関心を寄せ続けることが重要であることが見

出された。

【考察】オンライン授業で生起する事象は、画面上の物理的な

制約に起因したものである。その制約下で効果的な教授活動を

展開していくためには、教員自身が五感を研ぎ澄まし、些細な

学生の反応をキャッチできる鋭い観察力と、その場での学生と

の相互作用を省察しながら教授活動を行うことができる高い

教育実践能力が重要であることが示唆された。その教授活動を

可能にする核となるものは、「画面の向こう側に存在する学生

に関心を寄せ続け」、「学生の反応」を引き出すという相互作用

であった。
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看護

「ウィズコロナ」の時代に求められる看護系大学の教育技法の

変革 第 報 オンライン授業の経験を通して、改めて対面授

業の意義を考える

皆田良子 宮崎裕子 鬼塚美玲 山出誓子

尾立篤子

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

札幌市立大学看護学部

北海道文教大学人間科学部看護学科

【目的】 の感染拡大によりオンラインを活用した授業

が導入され、準備期間が少ない中でより良い授業になるよう工

夫し実践している。この経験を通して、改めて看護基礎教育の

授業のあり方について考える機会を得た。以前の生活形態に戻

すことは不可能と言われる「ウィズコロナ」の時代を迎え、今

後の大学教育はしばらくの間オンライン授業と対面授業の併

用が予想される。ここで改めて対面授業の意義を考察し、効果

的な教授方法を選択する資料の一つとすることを本報告の目

的とした。

【方法】オンライン授業を経験した看護系大学教員 名で、こ

れまでの対面授業の経験を踏まえその差異に着目して「対面授

業の意義」に関する意見をブレーンストーミング法（以下、「 」

法）に則り、発散思考と収束思考を繰り返して内容を整理・統

合した。 法を進める上で大学や教員、学生の匿名性確保に努

める他は自由な意見提案を認めた。

【結果】今までの対面授業の経験は、【学生の反応やその場の

空気感が瞬時に伝わる】ことで、学生の理解度や集中力を測り、

【学生の反応に合わせてタイムリーに声をかける】などの対応

をしていた。そして、【学生個々の様子が五感で感じられる】

ことで、教員は授業の内容や進め方を柔軟に変化させ、学生を

授業に引き込んでいた。また、学生の思いもかけない反応に、

教員もより詳しく説明したり、体験を追加して語るなど【学生

―教員間の相乗効果】が起きていた。さらに、授業内でのグル

ープワークなどを通して、グループ内の意見だけでなく、教室

内の至るところから聞こえてくる他のグループの学生の意見

や教員の発問など【教室内の背景音が授業に活かされる】こと

があり、【学生間の相乗効果】も期待できることがわかった。

【考察】対面授業においては、学生―教員間、あるいは学生―

学生間での、予想を超える相乗効果が起こり、教員のパフォー

マンスを向上させ、より深い学びにつながることがわかった。

これらはオンライン授業で実践するには限界があり、対面授業

ならではの醍醐味である。人間形成を目的とする大学教育にお

いて、対面授業によって創出される成果を意識しながらカリキ

ュラムや授業計画を行うことが求められている。

看護

慢性病患者への患者教育におけるロールプレイング技法を用

いたオンライン演習の取り組み

仙波洋子 石橋曜子 梅木彰子 中野真理子 楠葉洋子

国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

【目的】慢性病患者への患者教育として、学内演習でコミュニ

ケーション技法のロールプレイングを使った演習はよく行わ

れている。今回、 感染拡大の影響を受け、患者教育場

面におけるオンライン演習を余儀なくされた。対面ではできな

い部分をオンラインの特徴を利用し工夫しながら演習にとり

くんだ。本研究では、その取り組み状況と今後の課題について

検討することを目的とする。

【方法】 大学看護学科 年生 名の「成人慢性期・終末期

看護方法論」履修者を対象に「糖尿病患者に対する患者教育場

面」のロールプレイング演習を 会議ツールである「 」

のミーティング機能（以下「 会議」）利用でのオンライン

で 分行った。オンライン下でのロールプレイングの方法や

留意点、評価の視点については、演習前の講義で説明した。

グループ 名（患者役 名・看護師役 名・観察役 名）とし、

事前に 会議のブレイクアウトセッションを利用し、担当

や患者設定についてグループワークを行った。看護師役と患者

役はそれぞれシナリオを作成し、ロールプレイに臨んだ。 回

分のロールプレイングをブレイクアウトセッション利用で、

グループに分かれて実施した。 名の教員がシナリオを確認

しながら、顔出しなしでグループのロールプレイングを観察し

た。グループでの振り返り後に全体でのシェアリングを行い、

回目のロールプレイングを実施し、振り返りを行った。 回

目のロールプレイングでの看護師役についての評価票をグー

グルフォームから全学生に送付し、その場で入力してもらった。

【倫理的配慮】本演習を担当した教員には、個人名が特定され

ないこととプライバシーの保護があることについて承諾を得、

本論文の内容の確認を得た。

【結果】学生はブレイクアウトセッションで、看護師役と患者

役のみ顔出しし、ロールプレイングを実施していた。 回目の

振り返りでは、視線をどこに合わせたらいいのかわからないな

どの声があったが、 回目は振り返りの反省を活かしたロール

プレイングができていた。患者役や観察役からは、次回は看護

師役をしてみたいと前向きな発言が聞かれた。患者の自己効力

感に働きかけることの重要性を振り返りシートに書いている

学生も見られた。

【考察】オンライン下でのロールプレイングは、対面ではない

ため空気感が伝わりにくく、信頼関係をいかに築いていくかな

どが難しかった。試行錯誤であったが、慢性病患者へのセルフ

マネジメントを支援する患者教育の重要性について考える機

会になった。

看護

ボランティアスタッフからみたスリー 式認知症プログラムの

効果

保母恵 谷山牧

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

【目的】認知症になっても暮らし続けられる地域を目指し、住

民主体のサロン活動の推進が図られているが、活動の定着化が

課題となっている。活動を支えるボランティアスタッフの育成

と継続への支援が重要である。今回、スリー 式認知症予防プ

ログラムを取り入れた活動にかかわっている支援者が感じて

いるプログラムの効果を明らかにし、活動定着化支援の在り方

への示唆をえる。

【方法】 市で 年 月に行ったスリー 増田式認知症予

防支援者研修会の参加者に、研修会終了後に自記式質問紙調査

を実施した。調査項目は、基本属性、経験年数、現在の活動ス

リー の効果（ 項目）に関する認識を 段階（ かなりそう

思う～ そう思わない）で聞いた。さらに自分自身および他の

参加者の変化についてなど自由記載とし、質的記述的に分析し

た。

【結果】研修会の参加者 人に配布し、 人から回答を得た。

今回は、地域包括支援センター職員および行政職員を除いた地

域住民 名を分析対象とした。性別は、男性 名、女性 名

で、年齢は 歳代～ 歳代、スリー の実践経験は、 年未満

～ 年であった。「スリー は認知症予防に効果がある」に対し、

人全員が、「かなりそう思う」又は「そう思う」と回答して

いた。また、 ％以上が、「誰でも楽しめる」「自然と笑いがで

る」「声をだして歌う」「一つの輪になって行う」「自然と体を

動かす」「お金がかからない」「プログラムを変えない」「やさ

しさのシャワー」について「かなりそう思う」又は「そう思う」

と回答していた。自由記載では、スリー を始めてからの自分

自身の変化では、＜活気がでた＞＜他人にやさしくかかわれる

＞＜地域との交流が増えた＞＜よく笑うようになった＞が抽

出された。参加者にみられる変化では、＜笑顔が増えた＞、＜

発語の増加＞、＜積極的な参加＞、＜生活機能の向上＞が抽出

された。

【考察】地域住民が認知症予防活動を地域で主体的に取り組ん

でいくためには、プログラムの効果を実感することが重要であ

る。スリー 式認知症予防プログラムの提供は、その効果を認

識し、継続につながる方策の一つになりえると考える。

看護

子連れで働くことを選択した母親の思い

藤木久美子 佐藤香代

国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

【目的】子連れで働くことを選択した母親の思いを探究する。

【方法】 年 月から 月に研究協力の同意を得られた子連

れで働く母親 名にインタビューを実施した。面接内容は許

可を得て録音、逐語録を作成、意味ある文脈をコード化し、質

的記述的に分析した。本調査は国際医療福祉大学倫理審査委員

会の承認を得て実施した（承認番号 ｈ ）

【結果】 のコードから のサブカテゴリーと つのカテゴ

リーを抽出した。 ゆずれない育児観 母親達は、子どもが幼い

うちは育児を優先したいという思いのもと、日々成長する子ど

もの様子を見守っていた。その背景には自分自身が幼いころ母

親と密接に過ごした幸せな記憶があり、わが子も同様に育てた

いという思いがあった。 変えたかった現実 一方で、コミュニ

ケーションのとれない乳児との二人だけの昼間の生活から孤

独感やストレスを感じていた。 失ったものを取り戻す 妊娠・

出産を機に仕事を退職し、社会での居場所を失ったことから、

社会とつながりたい、誰かの役に立ちたいという思いを抱き、

子連れで働くことを選択していた。 子連れで働くことで得た

世界 育児と家事だけの生活に仕事が加わることにより、生活

にメリハリができ、仲間ができる楽しさや社会への帰属に嬉し

さを感じていた。また、子どもと対等に向き合い、子どもとの

遊びを楽しむようになり、次の子も子連れ出勤したいと望んで

いた。さらに、大人の社会と子どもの社会が分離されている現

状から、子どもがそこにいるのが当たり前になる社会を望んで

いた。

【考察】核家族化や女性の社会進出による晩産化に関連した女

性の孤独な育児や育児ストレスが社会問題となっている。子連

れで働く母親も同様の問題を抱えていたが、働き始めることで

これらを解決し、子育てと仕事の両立を可能にしていた。その

過程の根底には「子どもと一緒にいたい」「子どもの成長を見

守りたい」という＜ゆずれない育児観＞があった。さらにその

思いは子どもと大人が共生できる社会の創造に至っていた。

【結論】１．子連れで働き始める前は、他の母親同様に育児生

活の中で気持ちの沈みや辛さを感じ、社会とのつながり、自分

の居場所を求めていた。

２．子連れで働くことにより、日常生活にメリハリと楽しさを

得て、子どもとの関係性も変化していた。

３．「子どもと一緒にいたい」というゆずれない育児観から子

どもと大人が共生できる社会の創造に至っていた。
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看護

「ウィズコロナ」の時代に求められる看護系大学の教育技法の

変革 第 報 オンライン授業の経験を通して、改めて対面授

業の意義を考える

皆田良子 宮崎裕子 鬼塚美玲 山出誓子

尾立篤子

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

札幌市立大学看護学部

北海道文教大学人間科学部看護学科

【目的】 の感染拡大によりオンラインを活用した授業

が導入され、準備期間が少ない中でより良い授業になるよう工

夫し実践している。この経験を通して、改めて看護基礎教育の

授業のあり方について考える機会を得た。以前の生活形態に戻

すことは不可能と言われる「ウィズコロナ」の時代を迎え、今

後の大学教育はしばらくの間オンライン授業と対面授業の併

用が予想される。ここで改めて対面授業の意義を考察し、効果

的な教授方法を選択する資料の一つとすることを本報告の目

的とした。

【方法】オンライン授業を経験した看護系大学教員 名で、こ

れまでの対面授業の経験を踏まえその差異に着目して「対面授

業の意義」に関する意見をブレーンストーミング法（以下、「 」

法）に則り、発散思考と収束思考を繰り返して内容を整理・統

合した。 法を進める上で大学や教員、学生の匿名性確保に努

める他は自由な意見提案を認めた。

【結果】今までの対面授業の経験は、【学生の反応やその場の

空気感が瞬時に伝わる】ことで、学生の理解度や集中力を測り、

【学生の反応に合わせてタイムリーに声をかける】などの対応

をしていた。そして、【学生個々の様子が五感で感じられる】

ことで、教員は授業の内容や進め方を柔軟に変化させ、学生を

授業に引き込んでいた。また、学生の思いもかけない反応に、

教員もより詳しく説明したり、体験を追加して語るなど【学生

―教員間の相乗効果】が起きていた。さらに、授業内でのグル

ープワークなどを通して、グループ内の意見だけでなく、教室

内の至るところから聞こえてくる他のグループの学生の意見

や教員の発問など【教室内の背景音が授業に活かされる】こと

があり、【学生間の相乗効果】も期待できることがわかった。

【考察】対面授業においては、学生―教員間、あるいは学生―

学生間での、予想を超える相乗効果が起こり、教員のパフォー

マンスを向上させ、より深い学びにつながることがわかった。

これらはオンライン授業で実践するには限界があり、対面授業

ならではの醍醐味である。人間形成を目的とする大学教育にお

いて、対面授業によって創出される成果を意識しながらカリキ

ュラムや授業計画を行うことが求められている。

看護

慢性病患者への患者教育におけるロールプレイング技法を用

いたオンライン演習の取り組み

仙波洋子 石橋曜子 梅木彰子 中野真理子 楠葉洋子

国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

【目的】慢性病患者への患者教育として、学内演習でコミュニ

ケーション技法のロールプレイングを使った演習はよく行わ

れている。今回、 感染拡大の影響を受け、患者教育場

面におけるオンライン演習を余儀なくされた。対面ではできな

い部分をオンラインの特徴を利用し工夫しながら演習にとり

くんだ。本研究では、その取り組み状況と今後の課題について

検討することを目的とする。

【方法】 大学看護学科 年生 名の「成人慢性期・終末期

看護方法論」履修者を対象に「糖尿病患者に対する患者教育場

面」のロールプレイング演習を 会議ツールである「 」

のミーティング機能（以下「 会議」）利用でのオンライン

で 分行った。オンライン下でのロールプレイングの方法や

留意点、評価の視点については、演習前の講義で説明した。

グループ 名（患者役 名・看護師役 名・観察役 名）とし、

事前に 会議のブレイクアウトセッションを利用し、担当

や患者設定についてグループワークを行った。看護師役と患者

役はそれぞれシナリオを作成し、ロールプレイに臨んだ。 回

分のロールプレイングをブレイクアウトセッション利用で、

グループに分かれて実施した。 名の教員がシナリオを確認

しながら、顔出しなしでグループのロールプレイングを観察し

た。グループでの振り返り後に全体でのシェアリングを行い、

回目のロールプレイングを実施し、振り返りを行った。 回

目のロールプレイングでの看護師役についての評価票をグー

グルフォームから全学生に送付し、その場で入力してもらった。

【倫理的配慮】本演習を担当した教員には、個人名が特定され

ないこととプライバシーの保護があることについて承諾を得、

本論文の内容の確認を得た。

【結果】学生はブレイクアウトセッションで、看護師役と患者

役のみ顔出しし、ロールプレイングを実施していた。 回目の

振り返りでは、視線をどこに合わせたらいいのかわからないな

どの声があったが、 回目は振り返りの反省を活かしたロール

プレイングができていた。患者役や観察役からは、次回は看護

師役をしてみたいと前向きな発言が聞かれた。患者の自己効力

感に働きかけることの重要性を振り返りシートに書いている

学生も見られた。

【考察】オンライン下でのロールプレイングは、対面ではない

ため空気感が伝わりにくく、信頼関係をいかに築いていくかな

どが難しかった。試行錯誤であったが、慢性病患者へのセルフ

マネジメントを支援する患者教育の重要性について考える機

会になった。

看護

ボランティアスタッフからみたスリー 式認知症プログラムの

効果

保母恵 谷山牧

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

【目的】認知症になっても暮らし続けられる地域を目指し、住

民主体のサロン活動の推進が図られているが、活動の定着化が

課題となっている。活動を支えるボランティアスタッフの育成

と継続への支援が重要である。今回、スリー 式認知症予防プ

ログラムを取り入れた活動にかかわっている支援者が感じて

いるプログラムの効果を明らかにし、活動定着化支援の在り方

への示唆をえる。

【方法】 市で 年 月に行ったスリー 増田式認知症予

防支援者研修会の参加者に、研修会終了後に自記式質問紙調査

を実施した。調査項目は、基本属性、経験年数、現在の活動ス

リー の効果（ 項目）に関する認識を 段階（ かなりそう

思う～ そう思わない）で聞いた。さらに自分自身および他の

参加者の変化についてなど自由記載とし、質的記述的に分析し

た。

【結果】研修会の参加者 人に配布し、 人から回答を得た。

今回は、地域包括支援センター職員および行政職員を除いた地

域住民 名を分析対象とした。性別は、男性 名、女性 名

で、年齢は 歳代～ 歳代、スリー の実践経験は、 年未満

～ 年であった。「スリー は認知症予防に効果がある」に対し、

人全員が、「かなりそう思う」又は「そう思う」と回答して

いた。また、 ％以上が、「誰でも楽しめる」「自然と笑いがで

る」「声をだして歌う」「一つの輪になって行う」「自然と体を

動かす」「お金がかからない」「プログラムを変えない」「やさ

しさのシャワー」について「かなりそう思う」又は「そう思う」

と回答していた。自由記載では、スリー を始めてからの自分

自身の変化では、＜活気がでた＞＜他人にやさしくかかわれる

＞＜地域との交流が増えた＞＜よく笑うようになった＞が抽

出された。参加者にみられる変化では、＜笑顔が増えた＞、＜

発語の増加＞、＜積極的な参加＞、＜生活機能の向上＞が抽出

された。

【考察】地域住民が認知症予防活動を地域で主体的に取り組ん

でいくためには、プログラムの効果を実感することが重要であ

る。スリー 式認知症予防プログラムの提供は、その効果を認

識し、継続につながる方策の一つになりえると考える。

看護

子連れで働くことを選択した母親の思い

藤木久美子 佐藤香代

国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科

【目的】子連れで働くことを選択した母親の思いを探究する。

【方法】 年 月から 月に研究協力の同意を得られた子連

れで働く母親 名にインタビューを実施した。面接内容は許

可を得て録音、逐語録を作成、意味ある文脈をコード化し、質

的記述的に分析した。本調査は国際医療福祉大学倫理審査委員

会の承認を得て実施した（承認番号 ｈ ）

【結果】 のコードから のサブカテゴリーと つのカテゴ

リーを抽出した。 ゆずれない育児観 母親達は、子どもが幼い

うちは育児を優先したいという思いのもと、日々成長する子ど

もの様子を見守っていた。その背景には自分自身が幼いころ母

親と密接に過ごした幸せな記憶があり、わが子も同様に育てた

いという思いがあった。 変えたかった現実 一方で、コミュニ

ケーションのとれない乳児との二人だけの昼間の生活から孤

独感やストレスを感じていた。 失ったものを取り戻す 妊娠・

出産を機に仕事を退職し、社会での居場所を失ったことから、

社会とつながりたい、誰かの役に立ちたいという思いを抱き、

子連れで働くことを選択していた。 子連れで働くことで得た

世界 育児と家事だけの生活に仕事が加わることにより、生活

にメリハリができ、仲間ができる楽しさや社会への帰属に嬉し

さを感じていた。また、子どもと対等に向き合い、子どもとの

遊びを楽しむようになり、次の子も子連れ出勤したいと望んで

いた。さらに、大人の社会と子どもの社会が分離されている現

状から、子どもがそこにいるのが当たり前になる社会を望んで

いた。

【考察】核家族化や女性の社会進出による晩産化に関連した女

性の孤独な育児や育児ストレスが社会問題となっている。子連

れで働く母親も同様の問題を抱えていたが、働き始めることで

これらを解決し、子育てと仕事の両立を可能にしていた。その

過程の根底には「子どもと一緒にいたい」「子どもの成長を見

守りたい」という＜ゆずれない育児観＞があった。さらにその

思いは子どもと大人が共生できる社会の創造に至っていた。

【結論】１．子連れで働き始める前は、他の母親同様に育児生

活の中で気持ちの沈みや辛さを感じ、社会とのつながり、自分

の居場所を求めていた。

２．子連れで働くことにより、日常生活にメリハリと楽しさを

得て、子どもとの関係性も変化していた。

３．「子どもと一緒にいたい」というゆずれない育児観から子

どもと大人が共生できる社会の創造に至っていた。
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理学療法・リハビリテーション

通所リハビリテーションの短時間利用が身体機能に及ぼす

効果

沢谷洋平 柴隆広 広瀬環 石坂正大

浦野友彦

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

にしなすの総合在宅ケアセンター

国際医療福祉大学医学部老年病科

【目的】通所リハビリテーションの利用が身体機能に及ぼす効

果を検証する前段階として、握力と歩行速度の最小化検変化量

（ 、以下 ）を算出した。 は

測定誤差の限界域を示し、臨床的に意義のある最小変化量を示

す方法の一つである。

【方法】通所リハビリテーションを利用している要支援・要介

護高齢者 名（男性 名、女性 名）を対象とし（年齢

± 7.7 歳：平均値 ± 標準偏差）、握力と歩行速度を測定した。

握力は左右 回ずつ測定した最大値を代表値とした。歩行速度

は 歩行テストより算出し、通常速度、最大速度の順に 回

ずつ測定した。参加者は 週間以内に 日間の測定日が設けら

れ、 日目と 日目の代表値に対し 分析が行われ

た。 分析は、握力は性別毎、歩行速度は歩行補助

具毎（独歩群 名、杖群 名、歩行器群 名）に実施され、

系統誤差を認めない場合に を算出した。本研究は本学倫理

審査委員会の承認を得て実施された（承認番号 ）。

【結果】各測定の平均値は、握力で男性 25.7 ± 6 ・女性

17.1 ± 5.5 kg、通常歩行速度で独歩群 0.96 ± 0.21 m/sec・

杖群 0.55 ± 0.28 m/sec・歩行器群 0.55 ± 0.24 m/sec、最

大歩行速度で独歩群 1.25 ± 0.26 ・杖群 0.72 ± 0.38 

・歩行器群 0.68 ± 0.29 m/sec であった。

分析の結果、握力と歩行速度の代表値に系統誤差は認めず、

を算出した。 は握力で男性 ・女性 、通常歩行

速度で独歩群 ・杖群 ・歩行器群 、

最大歩行速度で独歩群 ・杖群 ・歩行器

群 であった。

【考察】本研究は十分な対象者数により、握力は性別毎、歩行

速度は歩行補助具毎と、性差や を考慮したより臨床に即し

た を算出した。歩行速度は、独歩群の最大速度の速い条件

に限局して測定誤差が大きくなる傾向にあり、測定誤差を減ら

す対策が必要である．

【結論】要支援・要介護高齢者に対して、本結果の を越え

る変化があった場合には、臨床的に意義のある変化量であり改

善・悪化の目安となりうる。

理学療法・リハビリテーション

健常若年成人男性における下肢機能検査と股関節筋力との

関係

岡真一郎 山口順也 原野真伍 入部朴生

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

小倉リハビリテーション病院

高良台リハビリテーション病院

甘木中央病院

【目的】股関節内旋筋および外旋筋は，股関節の安定性に関与

すると考えられている．慢性股関節痛者の股関節周囲筋の筋力

は、患側内旋、外旋および外転で低下することからが報告され

ている．荷重下での股関節内外旋筋の役割を明らかにすること

は，股関節痛患者に対する股関節機能評価および理学療法にお

いて意義があると考えられる。本研究の目的は．荷重下での骨

盤の姿勢制御と股関節筋力の関係を検討するため，片脚立位時

間（ ： ）と股関節周囲筋力の関係を

調査した。

【方法】対象は，健常成人男性 名（21.3±0.7 歳）とした。

股関節の筋力測定は，徒手筋力計を使用し，股関節屈曲，伸展，

内転，外転，内旋，外旋を測定し， 回測定した最大値を下肢

長および体重で正規化した。 の測定は，高さ 台の

上で非支持側の手を腰にあて，支持側の示指をデジタルスケー

ルに接手した．示指接手時の圧力は， に関する先

行研究を参考に 未満とした。中止基準は，①骨盤が水平

位から4°以上の下垂，支持側示指の 以上の荷重とした。

骨盤傾斜角は， の高さのベルトに装着したデジタル角度計

で計測した。統計学的分析は， （ ）

を使用し， と股関節筋機能の関係について 順位

相関係数を用い，有意水準 ％とした。

【倫理的配慮】国際医療福祉大学倫理委員会の承認

（ ）を得た後，対象者には事前に研究内容を説明し，

同意を得た後に実施した。

【結果】 と股関節筋力の関係は，屈曲 ＝－ ，伸展

＝－ ，外旋 ＝－ ，股関節内外旋筋力比では ＝－

と負の相関を認めた（それぞれ ＜ ）。

【考察】股関節屈曲伸展の最大筋力を発揮する腸腰筋および大

殿筋は，静的姿勢制御には貢献しないと考えられる。屈曲伸展

筋の姿勢制御に寄与する筋機能の評価については，筋持久力な

ど異なる指標を用いる必要がある。また，筋の生理学的筋単面

積（ ）の先行研究では，股関節外旋筋群は大殿筋よりも大

きな値を示したことから，股関節の安定性に寄与する可能性が

指摘されている。股関節内旋筋力に対して股関節外旋筋力が一

定以上の筋力を有することが片脚立位時の骨盤の安定性に寄

与する可能性が示唆された。

理学療法・リハビリテーション

消化器がん患者の手術後健康関連 低下の早期回復に向けた

年齢階層別解析

原毅

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

【目的】昨今、周術期がん医療では、医療水準の向上に伴い

歳以上の後期高齢者であっても手術治療が適応され、良好な成

績が報告されている。一方で日本老年医学会では、現在におけ

る高齢者の平均余命が 年に比べ、 歳近く延伸している

現状から高齢者の定義が見直され始めている。本研究では、日

本老年医学会から報告されている新しい高齢者定義に基づき、

周術期消化器がん患者を年齢階層別に分類し、身体機能や健康

関連 を縦断的に追跡調査した。この調査により本研究では、

周術期がん医療を受けた高齢がんサバイバーの身体機能や健

康関連 変化の特徴を明らかにし、がんリハビリテーション

発展の一助とすることが目的である。

【方法】対象は、周術期消化器がん患者 例（男性 例、女

性 例、平均年齢 62.0±12.1 歳）である。対象者は、手術前

の年齢より 歳未満を若年群、 から 歳を准高齢群、

歳以上を高齢群に分類した。身体機能および健康関連 評価

には、 、等尺性膝伸展筋力（ ）、 分間歩

行距離（ ）、

（ ）を採用し、手術前と術後 週を計測した。

【結果】高齢群では、他の群と比較して 、 が有意に

低値を示した。若年群は、手術前と比較して術後 週での

下位尺度 が有意に向上した。一方で高齢群ので

は、手術前と比較して術後 週での 下位尺度

が有意に低下した。

【結論】新しい高齢者の定義に基づき分類した高齢消化器がん

患者は、若年者や准高齢者と比較して身体機能や健康関連

が低下しやすいことがあきらかとなった。高齢がんサバイバー

に対するがんリハビリテーションでは、積極的な身体機能への

アプローチに加えて、治療前および治療後早期より精神的ケア

も含めた包括的なアプローチを展開する必要性が示唆された。

理学療法・リハビリテーション

高齢者の身体活動量を基盤としたフレイルおよび転倒予防に

関する研究

小林薰

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

【はじめに】歩行時に唯一地面に接地しているのは足部であり、

足部機能が身体活動量や歩行時の転倒と関連していることが

推察される。また、高齢者を対象とした研究においては全身の

筋力を反映するとされる握力が再注目されている。本研究では、

転倒経験による足趾把持力、握力、身体活動量を比較した。

【方法】対象は高齢者 名（平均年齢 歳）であり、事前

に同意を得た。握力はデジタル握力計（ ）を用い、

利き手 回の最大値を体重で除した筋力体重比（％）を採用し

た。足趾把持力は足指筋力測定器（ ）を用い、左右

回ずつの最大値の平均を体重で除した筋力体重比（％）を採用

した。身体活動量はオムロン活動量計（ ）を腰部に

日間装着し、 日の装着時間 分以上および平日 日、土日

日の計 日以上を満たすデータの平均値を採用した。活動量

計から抽出するパラメーターは、歩数、低強度活動（ ：

～ 以下）、中高強度活動（ ： 以上）の時間

（分）とした。足趾把持力は足指筋力測定器（ ）を

用い、左右 回ずつの最大値の平均を体重で除した筋力体重比

（％）を採用した。統計手法は、転倒群と非転倒群の比較に

の 検定（ ）を用い、有意

水準は ％とした。

【結果】非転倒群は 名、転倒群は 名であった。各パラメ

ーターの中央値は、それぞれ握力 ％、 ％、足趾把持力

％、 ％、歩数 歩、 歩、 分、 分、

分、 分であった。群間比較においては、足趾把持力

に有意差が認められたが（ ）、その他のパラメーターに

有意差は認められなかった。

【考察】転倒群と非転倒群では足趾把持力に差が認められた。

先行研究において、握力よりも足趾把持力は加齢の影響を早期

に受けやすいことや足趾把持力はバランス機能に影響してい

ると報告されている。そのため、種々の影響を受けやすい足部

機能の低下が転倒に関与したことが考えられる。転倒予防を講

じる上で膝伸展筋力が着目されているが、足部機能としての足

趾把持力を高める取り組みが必要である可能性が示唆された。
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理学療法・リハビリテーション

通所リハビリテーションの短時間利用が身体機能に及ぼす

効果

沢谷洋平 柴隆広 広瀬環 石坂正大

浦野友彦

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

にしなすの総合在宅ケアセンター

国際医療福祉大学医学部老年病科

【目的】通所リハビリテーションの利用が身体機能に及ぼす効

果を検証する前段階として、握力と歩行速度の最小化検変化量

（ 、以下 ）を算出した。 は

測定誤差の限界域を示し、臨床的に意義のある最小変化量を示

す方法の一つである。

【方法】通所リハビリテーションを利用している要支援・要介

護高齢者 名（男性 名、女性 名）を対象とし（年齢

± 7.7 歳：平均値 ± 標準偏差）、握力と歩行速度を測定した。

握力は左右 回ずつ測定した最大値を代表値とした。歩行速度

は 歩行テストより算出し、通常速度、最大速度の順に 回

ずつ測定した。参加者は 週間以内に 日間の測定日が設けら

れ、 日目と 日目の代表値に対し 分析が行われ

た。 分析は、握力は性別毎、歩行速度は歩行補助

具毎（独歩群 名、杖群 名、歩行器群 名）に実施され、

系統誤差を認めない場合に を算出した。本研究は本学倫理

審査委員会の承認を得て実施された（承認番号 ）。

【結果】各測定の平均値は、握力で男性 25.7 ± 6 ・女性

17.1 ± 5.5 kg、通常歩行速度で独歩群 0.96 ± 0.21 m/sec・

杖群 0.55 ± 0.28 m/sec・歩行器群 0.55 ± 0.24 m/sec、最

大歩行速度で独歩群 1.25 ± 0.26 ・杖群 0.72 ± 0.38 

・歩行器群 0.68 ± 0.29 m/sec であった。

分析の結果、握力と歩行速度の代表値に系統誤差は認めず、

を算出した。 は握力で男性 ・女性 、通常歩行

速度で独歩群 ・杖群 ・歩行器群 、

最大歩行速度で独歩群 ・杖群 ・歩行器

群 であった。

【考察】本研究は十分な対象者数により、握力は性別毎、歩行

速度は歩行補助具毎と、性差や を考慮したより臨床に即し

た を算出した。歩行速度は、独歩群の最大速度の速い条件

に限局して測定誤差が大きくなる傾向にあり、測定誤差を減ら

す対策が必要である．

【結論】要支援・要介護高齢者に対して、本結果の を越え

る変化があった場合には、臨床的に意義のある変化量であり改

善・悪化の目安となりうる。

理学療法・リハビリテーション

健常若年成人男性における下肢機能検査と股関節筋力との

関係

岡真一郎 山口順也 原野真伍 入部朴生

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

小倉リハビリテーション病院

高良台リハビリテーション病院

甘木中央病院

【目的】股関節内旋筋および外旋筋は，股関節の安定性に関与

すると考えられている．慢性股関節痛者の股関節周囲筋の筋力

は、患側内旋、外旋および外転で低下することからが報告され

ている．荷重下での股関節内外旋筋の役割を明らかにすること

は，股関節痛患者に対する股関節機能評価および理学療法にお

いて意義があると考えられる。本研究の目的は．荷重下での骨

盤の姿勢制御と股関節筋力の関係を検討するため，片脚立位時

間（ ： ）と股関節周囲筋力の関係を

調査した。

【方法】対象は，健常成人男性 名（21.3±0.7 歳）とした。

股関節の筋力測定は，徒手筋力計を使用し，股関節屈曲，伸展，

内転，外転，内旋，外旋を測定し， 回測定した最大値を下肢

長および体重で正規化した。 の測定は，高さ 台の

上で非支持側の手を腰にあて，支持側の示指をデジタルスケー

ルに接手した．示指接手時の圧力は， に関する先

行研究を参考に 未満とした。中止基準は，①骨盤が水平

位から4°以上の下垂，支持側示指の 以上の荷重とした。

骨盤傾斜角は， の高さのベルトに装着したデジタル角度計

で計測した。統計学的分析は， （ ）

を使用し， と股関節筋機能の関係について 順位

相関係数を用い，有意水準 ％とした。

【倫理的配慮】国際医療福祉大学倫理委員会の承認

（ ）を得た後，対象者には事前に研究内容を説明し，

同意を得た後に実施した。

【結果】 と股関節筋力の関係は，屈曲 ＝－ ，伸展

＝－ ，外旋 ＝－ ，股関節内外旋筋力比では ＝－

と負の相関を認めた（それぞれ ＜ ）。

【考察】股関節屈曲伸展の最大筋力を発揮する腸腰筋および大

殿筋は，静的姿勢制御には貢献しないと考えられる。屈曲伸展

筋の姿勢制御に寄与する筋機能の評価については，筋持久力な

ど異なる指標を用いる必要がある。また，筋の生理学的筋単面

積（ ）の先行研究では，股関節外旋筋群は大殿筋よりも大

きな値を示したことから，股関節の安定性に寄与する可能性が

指摘されている。股関節内旋筋力に対して股関節外旋筋力が一

定以上の筋力を有することが片脚立位時の骨盤の安定性に寄

与する可能性が示唆された。

理学療法・リハビリテーション

消化器がん患者の手術後健康関連 低下の早期回復に向けた

年齢階層別解析

原毅

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

【目的】昨今、周術期がん医療では、医療水準の向上に伴い

歳以上の後期高齢者であっても手術治療が適応され、良好な成

績が報告されている。一方で日本老年医学会では、現在におけ

る高齢者の平均余命が 年に比べ、 歳近く延伸している

現状から高齢者の定義が見直され始めている。本研究では、日

本老年医学会から報告されている新しい高齢者定義に基づき、

周術期消化器がん患者を年齢階層別に分類し、身体機能や健康

関連 を縦断的に追跡調査した。この調査により本研究では、

周術期がん医療を受けた高齢がんサバイバーの身体機能や健

康関連 変化の特徴を明らかにし、がんリハビリテーション

発展の一助とすることが目的である。

【方法】対象は、周術期消化器がん患者 例（男性 例、女

性 例、平均年齢 62.0±12.1 歳）である。対象者は、手術前

の年齢より 歳未満を若年群、 から 歳を准高齢群、

歳以上を高齢群に分類した。身体機能および健康関連 評価

には、 、等尺性膝伸展筋力（ ）、 分間歩

行距離（ ）、

（ ）を採用し、手術前と術後 週を計測した。

【結果】高齢群では、他の群と比較して 、 が有意に

低値を示した。若年群は、手術前と比較して術後 週での

下位尺度 が有意に向上した。一方で高齢群ので

は、手術前と比較して術後 週での 下位尺度

が有意に低下した。

【結論】新しい高齢者の定義に基づき分類した高齢消化器がん

患者は、若年者や准高齢者と比較して身体機能や健康関連

が低下しやすいことがあきらかとなった。高齢がんサバイバー

に対するがんリハビリテーションでは、積極的な身体機能への

アプローチに加えて、治療前および治療後早期より精神的ケア

も含めた包括的なアプローチを展開する必要性が示唆された。

理学療法・リハビリテーション

高齢者の身体活動量を基盤としたフレイルおよび転倒予防に

関する研究

小林薰

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

【はじめに】歩行時に唯一地面に接地しているのは足部であり、

足部機能が身体活動量や歩行時の転倒と関連していることが

推察される。また、高齢者を対象とした研究においては全身の

筋力を反映するとされる握力が再注目されている。本研究では、

転倒経験による足趾把持力、握力、身体活動量を比較した。

【方法】対象は高齢者 名（平均年齢 歳）であり、事前

に同意を得た。握力はデジタル握力計（ ）を用い、

利き手 回の最大値を体重で除した筋力体重比（％）を採用し

た。足趾把持力は足指筋力測定器（ ）を用い、左右

回ずつの最大値の平均を体重で除した筋力体重比（％）を採用

した。身体活動量はオムロン活動量計（ ）を腰部に

日間装着し、 日の装着時間 分以上および平日 日、土日

日の計 日以上を満たすデータの平均値を採用した。活動量

計から抽出するパラメーターは、歩数、低強度活動（ ：

～ 以下）、中高強度活動（ ： 以上）の時間

（分）とした。足趾把持力は足指筋力測定器（ ）を

用い、左右 回ずつの最大値の平均を体重で除した筋力体重比

（％）を採用した。統計手法は、転倒群と非転倒群の比較に

の 検定（ ）を用い、有意

水準は ％とした。

【結果】非転倒群は 名、転倒群は 名であった。各パラメ

ーターの中央値は、それぞれ握力 ％、 ％、足趾把持力

％、 ％、歩数 歩、 歩、 分、 分、

分、 分であった。群間比較においては、足趾把持力

に有意差が認められたが（ ）、その他のパラメーターに

有意差は認められなかった。

【考察】転倒群と非転倒群では足趾把持力に差が認められた。

先行研究において、握力よりも足趾把持力は加齢の影響を早期

に受けやすいことや足趾把持力はバランス機能に影響してい

ると報告されている。そのため、種々の影響を受けやすい足部

機能の低下が転倒に関与したことが考えられる。転倒予防を講

じる上で膝伸展筋力が着目されているが、足部機能としての足

趾把持力を高める取り組みが必要である可能性が示唆された。
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理学療法・リハビリテーション

ウィメンズヘルス理学療法に関する学部教育の調査

渡邉観世子 屋嘉比章紘 久保晃

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

【目的】我々はこれまで、臨床で展開されているウィメンズヘ

ルス理学療法（ ）の実態を調査し、臨床現場では「加齢に

伴う問題」や「女性特有の悪性腫瘍」に対する理学療法介入が

多いことを明らかにした。本調査では、臨床で求められている

知識と学部教育とのつながりを明らかにし、養成課程で必要な

教育内容を提案することを目的として、学部教育で実施してい

る の講義内容を調査した。

【方法】理学療法養成課程を持つ 大学を対象に、 に関

する妊娠期、出産後、女性特有の悪性腫瘍、加齢に伴う問題、

女性アスリート、基礎知識の つを大項目とした の症状・

知識に対して、講義の有無および講義がある場合には科目の情

報（選択／必修、開講学年）を調査した。分析は 項目の実

施割合を求め、加えて大項目ごとに実施の有無の差を χ2検定

にて比較した。また講義を実施している項目については、各大

項目で科目の選択／必修の差および開講学年の違いをχ2にて

比較し、さらに科目名の傾向を明らかにするために、テキスト

マイニング（ ）にて科目名に使われている頻度の高い

用語を抽出した（倫理承認番号： ）。

【結果】 大学から回答を得た（回収率 ）。半数以上の

大学で講義を実施している項目は、「加齢に伴う問題」の＜筋

骨格系の病態＞であり、実施している大学が有意に多かった

（ 大学、 ）。

実施している科目の情報については、「妊娠期」と「出産後」

を扱う科目は必修よりも選択が多く、さらに 年次の開講が多

かった（ ）。一方で「加齢に伴う問題」と「基礎知識」

は必修が多く、 、 年次の開講が多かった（ ）。また

科目名に使われている頻度の高い用語は「ウィメンズヘルス」、

「産科」、「演習」、「障害」、「スポーツ」であった。

【考察】加齢に伴う問題の講義は、多くの大学で 、 年次の

必修科目として位置付けており、臨床現場での必要性と一致し

たものであることが明らかとなった。一方で介入が比較的多い

「女性特有の悪性腫瘍」については半数に満たない大学でしか

実施されておらず、卒後教育に期待している現状があるため、

学部での教育として捉え、位置付けることが望ましいと提案す

る。 はここ数年で必要性が注目された分野であり、講義の

実施は多くないが、実施している大学では関連した科目の一部

としてではなく、この分野の特性を明確に表す科目として設置

していることも明らかとなった。

理学療法・リハビリテーション

心肺蘇生スキル獲得における効果的なフィードバック付与方

法の検討

谷浩明 白田瑞貴

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

おおたわら総合在宅ケアセンター

【はじめに】救急車が到着するまでの救急蘇生処置の重要性が

増す中、救命のための確かなスキルをいかに効率よく多くの市

民に獲得させられるかというのは、現在の社会に課せられた課

題である。本研究は、こうしたスキルの一つである胸骨圧迫の

シミュレータによる練習を取り上げ、より長く手続き記憶

として残るような練習の環境設定や効果的な練習中のフィー

ドバック付与の方法について検討することを目的とした。

【方法】課題は、 秒間の胸骨圧迫で、圧迫強度 以上、

圧迫テンポ 回 分を目標とした。対象者は、理学療法

学科所属の学生 名 男 名・女 名：年齢 歳 で、

機器として、レサシアン社の シミュレータと を用

いた。 には、シミュレータに加えられた圧とテンポが

随時記録され、画面にはその目標値と実測値が表示される。こ

の からの情報を課題遂行中にリアルタイムで提示する

同時フィードバック群（以下 群 と、遂行後に与える通常フ

ィードバック群 以下 群 の 群に対象者を配置した。 試

行は 秒間の胸骨圧迫と 秒間の休憩から成り、 試行の練

習相、 分後と 時間後に 試行ずつの想起相で全体を構成

した。圧迫に関するデータを に転送後、試行ごとに目標値

に対する恒常誤差（ ）と変動誤差（ ）を算出した。これら

の値を、練習相 試行 、想起テスト（ 試行）それぞれにつ

いて、群と試行を要因とする反復測定二元配置分散分析で解析

した。

本研究は国際医療福祉大学倫理委員会の承認を得て行ってい

る 承認番号： Ⅰo 。

【結果】 は、 群で練習相を通して徐々に低下する傾向が

見られ、分散分析の結果、試行による主効果が認められた

。 また、 群は練習早期に増加し、試行終了時には

低下する傾向が見られ、試行による主効果を認めた 。

想起相では両群ともに、時間経過においても低下する傾向は見

られ、 群は最終的に練習開始時よりも が低下した。しか

し、想起相では主効果、交互作用とも認められなかった。練習

相の は両群とも低下傾向を示し、試行による主効果を認め

た。 ・ が、想起相では有意な結果は得られなか

った。

【考察】今回、想起相での学習効果に有意差がなかった原因と

しては、いずれの群でも からのフィードバック量が過

剰であった可能性が考えられる。今後、付与する情報の総量を

操作して比較することで、より長期記憶に有効な練習方法を探

っていきたい。

理学療法・リハビリテーション

新しい脳血管障害者疑似体験短下肢装具の開発 ＝シミュレ

ーション教材の効果的活用に関する研究＝

堀本ゆかり 山田洋一 馬場幸治 望月数馬

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

了德寺大学健康科学部理学療法学科

東名ブレース静岡支店

【目的】石坂らの報告によると理学療法士養成校最終学年度の

臨床実習における担当症例のうち、脳血管障害は ％を超える。

脳血管障害は片麻痺などの運動麻痺のために重篤な活動制限

を強いられることが少なくない。中枢神経障害に関する授業は、

講義と演習で構成されているが、運動麻痺の特殊性から学生が

歩容に対してイメージを抱くことが難しい。本研究の目的は、

脳血管障害者の歩容イメージを体感するために作製した脳血

管障害者疑似体験装具の有用性を検証することである。

【方法】対象は、静岡県圏域地域リハビリテーション広域支援

センター主催多職種合同勉強会に参加し、本装具を体験した

名である。内訳は、理学療法士 名、介護支援専門員 名、

その他医師、看護師、保健師、義肢装具士などであった。疑似

体験装具は異常歩行が顕著な片麻痺随意性テストⅢレベルを

想定しており、装具装着後は膝の屈曲が困難となり、臀部が後

方に引かれる状態になる。口頭および書面で研究の説明を行い、

書面で同意を得た後、 分間の体験を行い、 フォーム

を用いた質問紙調査を実施した。装具の興味深さは 点法、

片麻痺者の気持ちの理解および歩行や立ちあがりの特徴の理

解は 段階のリッカート尺度と自由記載で聴取した。

なお、本研究は、国際医療福祉大学研究倫理審査会の承認を

得た（承認番号： 。

【結果】 名（ ％）より回答を得た。装具の興味深さでは、

8.7±1.5 点と強い関心を示した。片麻痺者の気持ちの理解では

3.6±0.7 点、歩きづらさでは 3.7±0.5 点、立ちづらさでは

3.8±0.4 点であった。自由回答では、足に力が入らない、重心

のかけ方がわからない、膝に負担がかかる、平常の歩行とイメ

ージの相違が大きく、適応するまで大変などの意見が得られた。

今後、同様な研修会などで使用してみたいかという問いでは、

すべての参加者がそうであると回答した。装具に関する知識や

患者・利用者からの相談に関して、 ％は知識がなく、応じ

る自信がないと回答していた。

【考察】脳血管障害者の支援のためには、その障害構造を理解

し、適切な方法を提案する必要がある。今回作成した疑似体験

装具は、それらの理解に助けとなる可能性が示唆された。シミ

ュレーション教材が乏しい理学療法領域において、このような

体験型教材は学習の支援の一助となると考える。

理学療法・リハビリテーション

心臓外科胸骨正中切開前後の脊柱可動域とバランス機能の関

係性

伊藤晃洋 入江容 伊藤将円 原田浩樹

加藤広崇 白田瑞貴 小林貴史 久保晃

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学病院診療技術部リハビリテーション室

おおたわら総合在宅ケアセンター

【目的】心臓外科領域の主要な手術方法である胸骨正中切開は、

胸骨を縦方向で切開し、開胸器にて左右へ広げる侵襲の大きな

手術操作である。胸骨は肋骨を介して脊柱と連携し、胸郭を形

成している。このことから胸骨正中切開が脊柱に影響を与える

と考えられ、我々が行った先行研究では、術後に胸椎を中心と

した脊柱可動域低下を呈することが明らかとなった。脊柱変化

はバランス機能と関連することが報告されている。そこで胸骨

正中切開術前後の脊柱可動域とバランス機能との関係性につ

いて調査した。

【方法】対象は、国際医療福祉大学病院心臓外科にて待機的に

胸骨正中切開にて手術を行った患者 名とした。術後合併症

を起こした者、既往に神経学的疾患や脊柱疾患を有する者は除

外とした。

計測時期は手術前（術前 週間以内）、術後（退院前）とした。

脊柱計測には、スパイナルマウス（ 社製）を使用し、正中位

から前屈位までの仙骨可動域、腰椎可動域、胸椎可動域、全体

可動域を測定した。バランス機能として

（ ）を 回測定し、最大値を採用した。統計は、術前と術

後を比較することを目的として対応のある 検定、脊柱可動域

と の関係性を調査することを目的として の積率相

関分析を実施した。有意水準は ％とした。

【結果】術前後を比較した結果、脊柱項目の胸椎可動域（術前

。9°、術後 。3°）と （術前 。5±7。 、 術後 。

7±6。 ）で有意差な低下がみられた。術前後の脊柱可動域

と との相関分析の結果、術前の脊柱可動域と の間には

有意な相関はみられず、術後の腰椎可動域と の間に有意な

正の相関（ 。 ）がみられた。

【考察】胸骨正中切開手術前後の脊柱可動域と の変化と関

係性を調査した。その結果、術後胸椎可動域と に有意な低

下がみられた。また術前の脊柱可動域と に相関はみられず、

術後腰椎可動域と のみに相関がみられた。胸骨正中切開術

後に を実施する際は、低下した胸椎可動域を代償するため

に腰椎可動域を変化させることで を行っている可能性が考

えられる。
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理学療法・リハビリテーション

ウィメンズヘルス理学療法に関する学部教育の調査

渡邉観世子 屋嘉比章紘 久保晃

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

【目的】我々はこれまで、臨床で展開されているウィメンズヘ

ルス理学療法（ ）の実態を調査し、臨床現場では「加齢に

伴う問題」や「女性特有の悪性腫瘍」に対する理学療法介入が

多いことを明らかにした。本調査では、臨床で求められている

知識と学部教育とのつながりを明らかにし、養成課程で必要な

教育内容を提案することを目的として、学部教育で実施してい

る の講義内容を調査した。

【方法】理学療法養成課程を持つ 大学を対象に、 に関

する妊娠期、出産後、女性特有の悪性腫瘍、加齢に伴う問題、

女性アスリート、基礎知識の つを大項目とした の症状・

知識に対して、講義の有無および講義がある場合には科目の情

報（選択／必修、開講学年）を調査した。分析は 項目の実

施割合を求め、加えて大項目ごとに実施の有無の差を χ2検定

にて比較した。また講義を実施している項目については、各大

項目で科目の選択／必修の差および開講学年の違いをχ2にて

比較し、さらに科目名の傾向を明らかにするために、テキスト

マイニング（ ）にて科目名に使われている頻度の高い

用語を抽出した（倫理承認番号： ）。

【結果】 大学から回答を得た（回収率 ）。半数以上の

大学で講義を実施している項目は、「加齢に伴う問題」の＜筋

骨格系の病態＞であり、実施している大学が有意に多かった

（ 大学、 ）。

実施している科目の情報については、「妊娠期」と「出産後」

を扱う科目は必修よりも選択が多く、さらに 年次の開講が多

かった（ ）。一方で「加齢に伴う問題」と「基礎知識」

は必修が多く、 、 年次の開講が多かった（ ）。また

科目名に使われている頻度の高い用語は「ウィメンズヘルス」、

「産科」、「演習」、「障害」、「スポーツ」であった。

【考察】加齢に伴う問題の講義は、多くの大学で 、 年次の

必修科目として位置付けており、臨床現場での必要性と一致し

たものであることが明らかとなった。一方で介入が比較的多い

「女性特有の悪性腫瘍」については半数に満たない大学でしか

実施されておらず、卒後教育に期待している現状があるため、

学部での教育として捉え、位置付けることが望ましいと提案す

る。 はここ数年で必要性が注目された分野であり、講義の

実施は多くないが、実施している大学では関連した科目の一部

としてではなく、この分野の特性を明確に表す科目として設置

していることも明らかとなった。
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国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

おおたわら総合在宅ケアセンター

【はじめに】救急車が到着するまでの救急蘇生処置の重要性が

増す中、救命のための確かなスキルをいかに効率よく多くの市

民に獲得させられるかというのは、現在の社会に課せられた課

題である。本研究は、こうしたスキルの一つである胸骨圧迫の

シミュレータによる練習を取り上げ、より長く手続き記憶
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圧迫テンポ 回 分を目標とした。対象者は、理学療法

学科所属の学生 名 男 名・女 名：年齢 歳 で、

機器として、レサシアン社の シミュレータと を用

いた。 には、シミュレータに加えられた圧とテンポが

随時記録され、画面にはその目標値と実測値が表示される。こ

の からの情報を課題遂行中にリアルタイムで提示する

同時フィードバック群（以下 群 と、遂行後に与える通常フ

ィードバック群 以下 群 の 群に対象者を配置した。 試

行は 秒間の胸骨圧迫と 秒間の休憩から成り、 試行の練

習相、 分後と 時間後に 試行ずつの想起相で全体を構成

した。圧迫に関するデータを に転送後、試行ごとに目標値

に対する恒常誤差（ ）と変動誤差（ ）を算出した。これら

の値を、練習相 試行 、想起テスト（ 試行）それぞれにつ

いて、群と試行を要因とする反復測定二元配置分散分析で解析

した。
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手術操作である。胸骨は肋骨を介して脊柱と連携し、胸郭を形

成している。このことから胸骨正中切開が脊柱に影響を与える

と考えられ、我々が行った先行研究では、術後に胸椎を中心と

した脊柱可動域低下を呈することが明らかとなった。脊柱変化

はバランス機能と関連することが報告されている。そこで胸骨

正中切開術前後の脊柱可動域とバランス機能との関係性につ

いて調査した。

【方法】対象は、国際医療福祉大学病院心臓外科にて待機的に

胸骨正中切開にて手術を行った患者 名とした。術後合併症

を起こした者、既往に神経学的疾患や脊柱疾患を有する者は除

外とした。

計測時期は手術前（術前 週間以内）、術後（退院前）とした。

脊柱計測には、スパイナルマウス（ 社製）を使用し、正中位

から前屈位までの仙骨可動域、腰椎可動域、胸椎可動域、全体

可動域を測定した。バランス機能として

（ ）を 回測定し、最大値を採用した。統計は、術前と術

後を比較することを目的として対応のある 検定、脊柱可動域

と の関係性を調査することを目的として の積率相

関分析を実施した。有意水準は ％とした。

【結果】術前後を比較した結果、脊柱項目の胸椎可動域（術前

。9°、術後 。3°）と （術前 。5±7。 、 術後 。

7±6。 ）で有意差な低下がみられた。術前後の脊柱可動域

と との相関分析の結果、術前の脊柱可動域と の間には

有意な相関はみられず、術後の腰椎可動域と の間に有意な

正の相関（ 。 ）がみられた。

【考察】胸骨正中切開手術前後の脊柱可動域と の変化と関

係性を調査した。その結果、術後胸椎可動域と に有意な低

下がみられた。また術前の脊柱可動域と に相関はみられず、

術後腰椎可動域と のみに相関がみられた。胸骨正中切開術

後に を実施する際は、低下した胸椎可動域を代償するため

に腰椎可動域を変化させることで を行っている可能性が考

えられる。
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外反母趾患者の歩行分析－術前と術後 年の比較－

須田康文 田辺理恵 関広幸

国際医療福祉大学塩谷病院整形外科

国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション室

国際医療福祉大学三田病院整形外科

【目的】本研究の目的は、外反母趾術前後の歩行動態の変化を、

特に立脚終期時の下肢関節運動に着目して、ポイントクラスタ

ー法で分析することである。

【方法】外反母趾手術 法 を施行し、術前と術後 年に歩

行解析が可能であった女性 名 足を対象とした。術前計測

時の年齢は平均 56.1±14.7 歳、立位単純 線足部底背像によ

る外反母趾角は術前 36.3±8.0°、術後 7.3±7.5°、

は術前 65.8±14.1、術後 95.9±5.7 であった。使用機器には、

三次元動作解析装置 、赤外線カメラ 台 、床反力計

枚 社製 を用い、自由速度での裸足歩行 歩行周期分の

測定値を三次元骨格解析ソフトVisual3D○Rを用いて解析した。

解析項目は、歩行速度、歩幅、歩隔に加え、立脚後期の床反力

鉛直方向成分の最大時における床反力、荷重中心、歩行角およ

び股関節、膝関節、足関節の関節角度と足関節のモーメントを

算出した。統計処理は対応のある 検定を用いて術前と術後

年時の値を比較し、有意水準は とした。

【結果】歩行速度、歩幅、歩隔、荷重中心、足関節底背屈角度、

足関節モーメントには術前後で有意差を認めなかった。一方、

術後床反力内側方向成分は増大 術前 0.05±0.01N、術後

0.06±0.01N 、 、歩行角外転角度は増大(5.8±4.3 度、

術後 8.5±4.7 度、 、足関節回外角度は増大 術前

3.7±3.5 度、術後 6.8±2.9 度、 、膝関節内旋角度は減

少 術前 3.1±5.1 度、術後 0.8±4.9 度、 していた．【考

察】我々は以前に、外反母趾患者と健常者の歩行を比較し、外

反母趾患者は立脚終期に足関節回外角度が小さく、背屈角度が

大きくなり、荷重中心が外側に変位すると報告した．今回の結

果から、術後 年において正常と同様に立脚終期に足関節が回

外するものの他のパラメーターは改善されておらず，術後 年

では正常な歩行動態は獲得できていない可能性が示唆された．

理学療法・リハビリテーション

膝関節伸展運動に随伴する回旋運動

－靱帯にかかるストレスの予測－

柊幸伸

福岡国際医療福祉大学医療学部理学療法学科

【目的】膝関節の運動学では、膝関節屈曲位からの伸展動作に

は外旋運動を伴い、完全伸展位に近づくとその外旋運動はより

大きくなる“終末強制回旋運動(Screw Home Movement)”があ

るとされている。前十字靱帯再建術後の臨床上では、膝関節を

完全伸展すると前十字靱帯へのストレスが大きくなることが

知られ、術直後は膝関節の完全伸展は制限される。これら運動

学上の伸展運動に伴う回旋運動と、臨床上での伸展運動に伴う

回旋運動には矛盾が存在する。そこで本研究では、膝関節の伸

展に伴う回旋運動をモーションセンサで計測し、その特徴を明

らかにすることを目的とした。

【方法】被験者は健常男性 名。 セットのモーションセンサ

を右下肢の下腿部と大腿部に装着した。計測動作は端座位での

膝関節伸展動作（ ）、端座位からの立ち上がり動作（ ）

の 種類の膝伸展動作とし、立ち上がり動作では足位を内外転

0°、15°外転位、30°外転位の 種類を計測した。加えて、

歩行時の膝関節の動作を計測した。計測した角速度データを積

分処理し、動作中の膝関節角度変化として分析した。

本研究は福岡国際医療福祉大学の倫理審査委員会の承認を受

けており 、被験者には書面と口頭による説明の

後、同意を得て計測を実施した。

【結果】動作中の各運動方向の最大角度を比較すると、 つの

足位の では に比較して内転および内旋角度が有意に大

きかった。 では つの足位の に比較して外旋角度が有

意に大きかった。動作の最終肢位の比較では、 は開始肢位

より相対的に外転･外旋位であったのに対し、 ではすべて内

転･内旋位であった。

踵接地時を基準とした相対的な膝関節の肢位は、 歩行周期

の ％、 ％、 ％時点のすべて屈曲･内転･内旋位であった。

【考察】膝関節伸展に伴う外旋運動である「終末強制回旋運動」

は の環境下でのみ認められる運動であり、 の環境下で

は反対に内旋運動を伴っていた。また、歩行の立脚期には

環境下での膝伸展時と同様に内旋動作を伴っていた。大腿に対

する相対的な下腿の内旋運動は膝周囲の靱帯、特に前十字靱帯

の緊張を招く結果となることより、臨床では注意を要する運動

である。本研究による知見は、前十字靱帯再建術後等の膝関節

術後の理学療法のリスク管理に応用できると考えた。

理学療法・リハビリテーション

久保晃 屋嘉比章紘 石坂正大 沢谷洋平

柴隆広 佐藤南 佐藤稜

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

にしなすの総合在宅ケアセンター

国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室

国際医療福祉大学病院リハビリテーション室

【 】

【 】

(age, 19.2 ± 0.4 years; height, 172.4 ±

64.6 ± 8.2 kg; mean ± standard deviation), participated 

hoc analysis was carried out using Bonferroni’s 

【 】

2/3 IC was 18.9±4.2 cm 16.4±4.4 

，and 14.8±4.8 cm, respectively. Significant effect 

【 】

理学療法・リハビリテーション

帝王切開術後女性の身体特性に関する質的研究

牧原由紀子

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

【目的】我が国では帝王切開での出産が年々増加している。安

全性が向上したとはいえ帝王切開は開腹手術であり、術後の母

体ケアが重要であることは容易に想像できる。しかし術後は待

ったなしの育児が始まるため、医療側も術後女性本人も、母体

の問題について十分に着目していたとは言い難い。本研究では

帝王切開術後の女性を含む産後女性の身体的変化および日常

生活における身体の問題点を調査し、産後の母体ケアという分

野で理学療法介入の可能性を探り、効果的な介入を行うための

基礎資料とする。

【方法】対象者は「帝王切開」あるいは「通常（経膣）分娩」

を経験した女性 名とした。双方のグループからアンケート

にてデータを収集した。アンケートは フォームを用い

て作成し、対象者はスマートフォンから回答を送信した。アン

ケートは両グループとも同じものを用い、自由回答（記述式）

を中心に内容を構成した。アンケートの内容は産後の身体に関

するものに特化し、産後における身体の諸問題、それが日常生

活にどのように影響したか、また産後時間を経るに従ってどの

ように変化したかなどを問うものとした。さらに産後における

リハビリ職（理学療法士）介入の有無、有った場合は介入内容

とその効果、無かった場合はどのような介入があればよかった

か、など理学療法に関連する質問項目も含めた。自由回答で得

られたテキストデータを用いて によるテキストマイ

ニングを実施し、キーワードの集計、頻出単語の抽出、キーワ

ード同士のつながりのビジュアル化（共起ネットワークの作成）

を行った。産後女性が経験した問題やどのような理学療法介入

が求められているかを検証した。

【結果】産後つらかったことについてという質問に対し、「寝

る」「辛い」「授乳」「痛い」といった語が頻出語として抽出さ

れた。「寝る」「辛い」「痛い」には共起性があり、「授乳」は「骨

盤」と共起していた。産後ほしかったサポートについて聞くと、

「指導」「方法」「相談」といった頻出語が抽出され、「指導」

と「方法」に共起性がみられた。出産方法による違いはみられ

なかった。

【結論】出産方法に関わらず産後女性は身体的問題点を抱えて

おり、それらは育児における睡眠不足や痛みに関連しているこ

とが示唆された。また産後のケアとして身体の使い方について

の指導が求められていることが示唆され、理学療法介入が効果

的である可能性が考えられた。
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須田康文 田辺理恵 関広幸

国際医療福祉大学塩谷病院整形外科

国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション室

国際医療福祉大学三田病院整形外科

【目的】本研究の目的は、外反母趾術前後の歩行動態の変化を、

特に立脚終期時の下肢関節運動に着目して、ポイントクラスタ

ー法で分析することである。

【方法】外反母趾手術 法 を施行し、術前と術後 年に歩

行解析が可能であった女性 名 足を対象とした。術前計測

時の年齢は平均 56.1±14.7 歳、立位単純 線足部底背像によ

る外反母趾角は術前 36.3±8.0°、術後 7.3±7.5°、

は術前 65.8±14.1、術後 95.9±5.7 であった。使用機器には、

三次元動作解析装置 、赤外線カメラ 台 、床反力計

枚 社製 を用い、自由速度での裸足歩行 歩行周期分の

測定値を三次元骨格解析ソフトVisual3D○Rを用いて解析した。

解析項目は、歩行速度、歩幅、歩隔に加え、立脚後期の床反力

鉛直方向成分の最大時における床反力、荷重中心、歩行角およ

び股関節、膝関節、足関節の関節角度と足関節のモーメントを

算出した。統計処理は対応のある 検定を用いて術前と術後

年時の値を比較し、有意水準は とした。

【結果】歩行速度、歩幅、歩隔、荷重中心、足関節底背屈角度、

足関節モーメントには術前後で有意差を認めなかった。一方、

術後床反力内側方向成分は増大 術前 0.05±0.01N、術後

0.06±0.01N 、 、歩行角外転角度は増大(5.8±4.3 度、

術後 8.5±4.7 度、 、足関節回外角度は増大 術前

3.7±3.5 度、術後 6.8±2.9 度、 、膝関節内旋角度は減

少 術前 3.1±5.1 度、術後 0.8±4.9 度、 していた．【考

察】我々は以前に、外反母趾患者と健常者の歩行を比較し、外

反母趾患者は立脚終期に足関節回外角度が小さく、背屈角度が

大きくなり、荷重中心が外側に変位すると報告した．今回の結

果から、術後 年において正常と同様に立脚終期に足関節が回

外するものの他のパラメーターは改善されておらず，術後 年

では正常な歩行動態は獲得できていない可能性が示唆された．

理学療法・リハビリテーション

膝関節伸展運動に随伴する回旋運動

－靱帯にかかるストレスの予測－

柊幸伸

福岡国際医療福祉大学医療学部理学療法学科

【目的】膝関節の運動学では、膝関節屈曲位からの伸展動作に

は外旋運動を伴い、完全伸展位に近づくとその外旋運動はより

大きくなる“終末強制回旋運動(Screw Home Movement)”があ

るとされている。前十字靱帯再建術後の臨床上では、膝関節を

完全伸展すると前十字靱帯へのストレスが大きくなることが

知られ、術直後は膝関節の完全伸展は制限される。これら運動

学上の伸展運動に伴う回旋運動と、臨床上での伸展運動に伴う

回旋運動には矛盾が存在する。そこで本研究では、膝関節の伸

展に伴う回旋運動をモーションセンサで計測し、その特徴を明

らかにすることを目的とした。

【方法】被験者は健常男性 名。 セットのモーションセンサ

を右下肢の下腿部と大腿部に装着した。計測動作は端座位での

膝関節伸展動作（ ）、端座位からの立ち上がり動作（ ）

の 種類の膝伸展動作とし、立ち上がり動作では足位を内外転

0°、15°外転位、30°外転位の 種類を計測した。加えて、

歩行時の膝関節の動作を計測した。計測した角速度データを積

分処理し、動作中の膝関節角度変化として分析した。

本研究は福岡国際医療福祉大学の倫理審査委員会の承認を受

けており 、被験者には書面と口頭による説明の

後、同意を得て計測を実施した。

【結果】動作中の各運動方向の最大角度を比較すると、 つの

足位の では に比較して内転および内旋角度が有意に大

きかった。 では つの足位の に比較して外旋角度が有

意に大きかった。動作の最終肢位の比較では、 は開始肢位

より相対的に外転･外旋位であったのに対し、 ではすべて内

転･内旋位であった。

踵接地時を基準とした相対的な膝関節の肢位は、 歩行周期

の ％、 ％、 ％時点のすべて屈曲･内転･内旋位であった。

【考察】膝関節伸展に伴う外旋運動である「終末強制回旋運動」

は の環境下でのみ認められる運動であり、 の環境下で

は反対に内旋運動を伴っていた。また、歩行の立脚期には

環境下での膝伸展時と同様に内旋動作を伴っていた。大腿に対

する相対的な下腿の内旋運動は膝周囲の靱帯、特に前十字靱帯

の緊張を招く結果となることより、臨床では注意を要する運動

である。本研究による知見は、前十字靱帯再建術後等の膝関節

術後の理学療法のリスク管理に応用できると考えた。

理学療法・リハビリテーション

久保晃 屋嘉比章紘 石坂正大 沢谷洋平

柴隆広 佐藤南 佐藤稜

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

にしなすの総合在宅ケアセンター

国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室

国際医療福祉大学病院リハビリテーション室

【 】

【 】

(age, 19.2 ± 0.4 years; height, 172.4 ±

64.6 ± 8.2 kg; mean ± standard deviation), participated 

hoc analysis was carried out using Bonferroni’s 

【 】

2/3 IC was 18.9±4.2 cm 16.4±4.4 

，and 14.8±4.8 cm, respectively. Significant effect 

【 】

理学療法・リハビリテーション

帝王切開術後女性の身体特性に関する質的研究

牧原由紀子

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

【目的】我が国では帝王切開での出産が年々増加している。安

全性が向上したとはいえ帝王切開は開腹手術であり、術後の母

体ケアが重要であることは容易に想像できる。しかし術後は待

ったなしの育児が始まるため、医療側も術後女性本人も、母体

の問題について十分に着目していたとは言い難い。本研究では

帝王切開術後の女性を含む産後女性の身体的変化および日常

生活における身体の問題点を調査し、産後の母体ケアという分

野で理学療法介入の可能性を探り、効果的な介入を行うための

基礎資料とする。

【方法】対象者は「帝王切開」あるいは「通常（経膣）分娩」

を経験した女性 名とした。双方のグループからアンケート

にてデータを収集した。アンケートは フォームを用い

て作成し、対象者はスマートフォンから回答を送信した。アン

ケートは両グループとも同じものを用い、自由回答（記述式）

を中心に内容を構成した。アンケートの内容は産後の身体に関

するものに特化し、産後における身体の諸問題、それが日常生

活にどのように影響したか、また産後時間を経るに従ってどの

ように変化したかなどを問うものとした。さらに産後における

リハビリ職（理学療法士）介入の有無、有った場合は介入内容

とその効果、無かった場合はどのような介入があればよかった

か、など理学療法に関連する質問項目も含めた。自由回答で得

られたテキストデータを用いて によるテキストマイ

ニングを実施し、キーワードの集計、頻出単語の抽出、キーワ

ード同士のつながりのビジュアル化（共起ネットワークの作成）

を行った。産後女性が経験した問題やどのような理学療法介入

が求められているかを検証した。

【結果】産後つらかったことについてという質問に対し、「寝

る」「辛い」「授乳」「痛い」といった語が頻出語として抽出さ

れた。「寝る」「辛い」「痛い」には共起性があり、「授乳」は「骨

盤」と共起していた。産後ほしかったサポートについて聞くと、

「指導」「方法」「相談」といった頻出語が抽出され、「指導」

と「方法」に共起性がみられた。出産方法による違いはみられ

なかった。

【結論】出産方法に関わらず産後女性は身体的問題点を抱えて

おり、それらは育児における睡眠不足や痛みに関連しているこ

とが示唆された。また産後のケアとして身体の使い方について

の指導が求められていることが示唆され、理学療法介入が効果

的である可能性が考えられた。
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理学療法・リハビリテーション

高齢者における活動性低下を予測するバイオマーカーの探索

と同定

柴隆広 沢谷洋平 広瀬環 石坂正大

久保晃 浦野友彦

にしなすの総合在宅ケアセンター

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学医学部老年病科

【目的】サルコペニアや栄養不良は高齢者の活動性低下を引き

起こすことが知られている。そこで本研究ではサルコペニアの

診断基準である握力・歩行速度・骨格筋指数（ ）ならびに

低栄養の関連因子を探索し、高齢者活動性低下の本態を明らか

にすることを目的とした。

【方法】本研究は通所リハビリテーション利用の要支援・要介

護高齢者を対象とした横断研究である。サルコペニアに関する

研究では 名（男性 名、女性 名）を対象に、従属変数

を握力・歩行速度・ とし、独立変数を身長・体重・握力・

歩行速度・ ・ブリンクマン指数・骨密度（ 偏差）とした強

制投入法による重回帰分析を性別毎に実施した。

低栄養に関する研究では 名（男性 名，女性 名）を

対象に、従属変数は簡易栄養状態評価表（ ）の栄養状態

良好に該当する ～ 点を （良好群）、低栄養と低栄養のお

それありに該当する ～ 点を （低栄養群）とし、独立変数

を基本属性、握力、歩行速度、疾患の有無（骨粗鬆症、脳血管

障害、認知症等）とした強制投入法による二項ロジスティック

回帰分析を実施した。 に体重増減に関する質問項目があ

るため体重は解析対象外とした。本研究は本学倫理審査委員会

の承認を得て実施された（番号 ）。

【結果】握力の関連因子では男性において年齢（β= ）・

身長（β=0.28）・ブリンクマン指数（β= ）、女性におい

て （β=0.51）・ 偏差（β=0.43）が抽出された。歩行速度

では女性のみ身長（β=0.35）・ （β=0.51）が抽出された。

では男性が体重（β=0.64）、女性が体重（β=0.65）・握力

（β=0.39）・歩行速度（β=0.26）が抽出された。

は良好群 名、低栄養群 名であった。低栄養の関

連因子として、歩行速度（β = 、 ）、認知症（β 

、 ）が抽出された。

【考察】握力に関して、男性のブリンクマン指数との関連は新

たな知見であり、女性の骨密度との関連は過去の報告を追従す

る結果であった。低栄養には、歩行速度と認知症が関連してい

た。過去の喫煙量、骨密度低下、歩行速度低下、認知機能低下

といった因子を高齢者の総合的な活動性低下の危険因子とし

てとらえ、今後、これら危険因子保有者の早期介入を行うこと

による効果の検討が期待される。

理学療法・リハビリテーション

インサイドキック動作における軸足の運動学的・運動力学的

解析

田村暁大 志村圭太 井上由里

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

【目的】サッカー競技では、高いパフォーマンス能力を発揮す

るためにキック動作時の軸足の安定性が重要視されている。一

方で、競技中には、足関節捻挫の受傷率が極めて高く、慢性的

な足関節不安定性が残存しやすい。さらに、足関節捻挫による

慢性的な足関節不安定性は、キック動作時の軸足の不安定性を

助長する要因になることが指摘されている。本研究は、慢性的

な足関節不安定性を有するサッカー競技者におけるキック動

作の運動学・運動力学的な特徴を明らかにすることを目的とし

た。

【方法】対象は、本研究への同意が得られた 名のサッカー

競技者（経験年数 9.6±2.0 年、年齢 20.5±0.9 歳）とした。

全ての対象者は、慢性足関節不安定症の主観的評価表

（以下、 ）に基づい

て回答を行い、軸足の足関節不安定性を有する群（ 群）と

健常群に分類された。その後、 次元動作解析装置システム

（ ）を用いてインサイドキック動作の計測を行い、下

肢・体幹の運動学・運動力学的変数を算出した。なお、動作解

析を行うにあたり、Vicon’ｓ

および に準じて、対象者に赤外線反射マー

カーを貼付した。なお、本研究は、国際医療福祉大学倫理審査

委員会の承認を得た上で実施した（承認番号： ）。

【結果】全対象者 名のうち 名が 群、 名が健常群に

分類された。 群では、健常群と比較して、インサイドキッ

ク動作の軸足の初期接地時に有意に膝関節内反角度が大きか

った（ 群; 25.9±26.5°, 健常群; 4.5±10.1°）。さらに、

群では、健常群と比較して、脛骨に対して後足部が有意に

回内し（ 群; 12.6±9.7mm, 健常群; 14.0±12.8mm）、前足

部足底面と第１中足骨底の間の距離で評価された足部アーチ

高 は 低 値 で あ っ た （ 群 ; 26.6±12.6°, 健 常 群

13.2±12.7°）。その他、膝関節・足関節・足部の角度および

運動力学的項目に有意差は認められなかった。

【考察】足関節捻挫の既往や慢性的な足関節不安定性は、足部

剛性を破綻させる要因になることが知られている。本研究の結

果から、軸足に足関節不安定性を有する者は、インサイドキッ

ク動作時に足部剛性を維持することができずに、足部のアライ

メント不良（軸足の足部回内および足部アーチ高の低下）を認

めていた。軸足の足部・足関節の安定化は、インサイドキック

動作におけるパフォーマンス能力の維持に影響を与えるため、

足関節捻挫後の慢性的な足関節不安定性を予防するための適

切な理学療法介入の検討が必要である。

理学療法・リハビリテーション

医療系大学生における健康・運動に関する意識調査および運動

能力の現状

田村暁大 志村圭太 井上由里

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

【目的】近年、若年者における生活習慣の乱れや運動習慣の不

足が、将来的な生活習慣病を発症させる要因になることが指摘

されている。そのため、大学生における身体活動への意識およ

び現在の運動習慣を調査することは、学生の健康度を維持・促

進するための教育的な支援を行うために有益な情報となる。本

研究は、リハビリテーション専攻に所属する大学生における現

在の身体活動への意識および運動習慣を調査し、大学生におけ

る健康意識および運動習慣に関する問題点を検討することを

目的とした。

【方法】対象は、本調査への同意が得られた 名の理学療法

専攻、作業療法専攻、言語聴覚療法専攻に所属する大学生とし

た。全ての対象者は、主観的な健康意識および運動習慣を調査

するための独自に作成した質問紙票に回答した。統計処理とし

て、各質問項目における関連を明らかにするためにカイ二乗検

定が用いられた。なお、本研究は、国際医療福祉大学倫理審査

委員会の承認を得た上で実施した（承認番号： ）。

【結果】本調査の結果、リハビリテーション専攻に所属する大

学生は、現在の主観的な健康状態について「とても健康である」

もしくは「まあまあ健康である」と回答した。また、多くの学

生は、スポーツ活動に多くの興味・関心を持っていた。しかし、

全学生の ％以上は、大学への入学前よりも身体活動を行う機

会が減少していると感じていた。さらに、身体活動やスポーツ

活動の習慣の無い大学生は、学業の多忙さによりその意欲を減

少させているものの、運動やスポーツ活動への好意度は高い状

況であった。

【考察】これらの結果から、リハビリテーション専攻に所属す

る大学生は、運動やスポーツ活動の必要性を多く感じているも

のの、学業の多忙さにより運動やスポーツ活動などを行う機会

を欠いていることが示唆された。大学生における健康状態の維

持および運動習慣を獲得するためには、運動やスポーツ活動に

対して明確な目的を持ちながら、身体活動を促進していくこと

が重要であると考えられる。

理学療法・リハビリテーション

疼痛を伴わない糖尿病性末梢神経障害合併 型糖尿病患者の健

康関連 の特徴 糖尿病性末梢神経障害非合併 型糖尿病患

者との比較による検討

鈴木啓介 加茂智彦 大武聖 齋藤孝義

細川真登

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

日本保健医療大学保健医療学部理学療法学科

【目的】糖尿病性末梢神経障害合併 型糖尿病（以下 ）患

者は糖尿病性末梢神経障害非合併 型糖尿病（ ）患者と比較

して健康関連 の低下が報告されている。また、健康関連

低下は身体活動量の低下と密接に関係しており、心理的な介入

の必要性が増している。 患者を対象とした健康関連 の

調査では“痛み”が大きく影響し、 が低下すると報告され

ているものの、積極的な運動療法の対象となる疼痛を伴わない

患者の健康関連 については不明確であり、課題となっ

ている。そこで本研究の目的は疼痛を伴わない 患者の健康

関連 の特徴について明らかにすることである。

【方法】対象は教育入院をした 型糖尿病患者 名とし、除

外基準（認知症、有痛性神経障害）に該当した 名を除いた

名とし、 群 名と 群 名に振り合分けた。評価項

目は とした。 は「身体機能」、「日常役割機能（身

体）」、「体の痛み」、「全体的健康感」、「活力」、「社会生活機能」、

「日常役割機能（精神）」、「心の健康」の つの下位項目から

構成される健康関連の の評価指標である。統計学的解析は

群 群共に の下位項目とサマリースコアについて

年国民標準値との比較を対応のある 検定にて実施した。

また 群と 群の比較としてマンホイットニーの 検定を

実施した。有意水準は危険率 とした。

【結果】 年国民標準値との比較の結果では、 群は「身

体機能」、「日常役割機能（身体）」、「全体的健康感」、「社会生

活機能」、「日常役割機能（精神）」で有意に低い値を示し

（ ）、 群は「日常役割機能（身体）」、「全体的健康感」、

「活力」、「日常役割機能（精神）」、「心の健康」で有意に低い

値を示した（ ）。また 群は 群と比較して「身体機

能」、「サマリースコア：身体的側面 」について有意に低値

を示した（ ）。

【考察】本研究の結果より 患者は 患者と比べて身体機

能に関する が低下していることが明らかとなった。 患

者は 患者と比較して、下肢筋力の低下、バランス機能の低

下、歩行機能の低下など、身体機能の低下を認めることが明ら

かとなっている。また、 患者の 低下について疼痛によ

る影響が大きいことが明らかにされているが、疼痛が伴わない

状況でも身体機能に関する が低下していることから、今後

患者の 向上に対して身体機能への介入が必要となる可

能性が考えられる。
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理学療法・リハビリテーション

高齢者における活動性低下を予測するバイオマーカーの探索

と同定

柴隆広 沢谷洋平 広瀬環 石坂正大

久保晃 浦野友彦

にしなすの総合在宅ケアセンター

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学医学部老年病科

【目的】サルコペニアや栄養不良は高齢者の活動性低下を引き

起こすことが知られている。そこで本研究ではサルコペニアの

診断基準である握力・歩行速度・骨格筋指数（ ）ならびに

低栄養の関連因子を探索し、高齢者活動性低下の本態を明らか

にすることを目的とした。

【方法】本研究は通所リハビリテーション利用の要支援・要介

護高齢者を対象とした横断研究である。サルコペニアに関する

研究では 名（男性 名、女性 名）を対象に、従属変数

を握力・歩行速度・ とし、独立変数を身長・体重・握力・

歩行速度・ ・ブリンクマン指数・骨密度（ 偏差）とした強

制投入法による重回帰分析を性別毎に実施した。

低栄養に関する研究では 名（男性 名，女性 名）を

対象に、従属変数は簡易栄養状態評価表（ ）の栄養状態

良好に該当する ～ 点を （良好群）、低栄養と低栄養のお

それありに該当する ～ 点を （低栄養群）とし、独立変数

を基本属性、握力、歩行速度、疾患の有無（骨粗鬆症、脳血管

障害、認知症等）とした強制投入法による二項ロジスティック

回帰分析を実施した。 に体重増減に関する質問項目があ

るため体重は解析対象外とした。本研究は本学倫理審査委員会

の承認を得て実施された（番号 ）。

【結果】握力の関連因子では男性において年齢（β= ）・

身長（β=0.28）・ブリンクマン指数（β= ）、女性におい

て （β=0.51）・ 偏差（β=0.43）が抽出された。歩行速度

では女性のみ身長（β=0.35）・ （β=0.51）が抽出された。

では男性が体重（β=0.64）、女性が体重（β=0.65）・握力

（β=0.39）・歩行速度（β=0.26）が抽出された。

は良好群 名、低栄養群 名であった。低栄養の関

連因子として、歩行速度（β = 、 ）、認知症（β 

、 ）が抽出された。

【考察】握力に関して、男性のブリンクマン指数との関連は新

たな知見であり、女性の骨密度との関連は過去の報告を追従す

る結果であった。低栄養には、歩行速度と認知症が関連してい

た。過去の喫煙量、骨密度低下、歩行速度低下、認知機能低下

といった因子を高齢者の総合的な活動性低下の危険因子とし

てとらえ、今後、これら危険因子保有者の早期介入を行うこと

による効果の検討が期待される。

理学療法・リハビリテーション

インサイドキック動作における軸足の運動学的・運動力学的

解析

田村暁大 志村圭太 井上由里

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

【目的】サッカー競技では、高いパフォーマンス能力を発揮す

るためにキック動作時の軸足の安定性が重要視されている。一

方で、競技中には、足関節捻挫の受傷率が極めて高く、慢性的

な足関節不安定性が残存しやすい。さらに、足関節捻挫による

慢性的な足関節不安定性は、キック動作時の軸足の不安定性を

助長する要因になることが指摘されている。本研究は、慢性的

な足関節不安定性を有するサッカー競技者におけるキック動

作の運動学・運動力学的な特徴を明らかにすることを目的とし

た。

【方法】対象は、本研究への同意が得られた 名のサッカー

競技者（経験年数 9.6±2.0 年、年齢 20.5±0.9 歳）とした。

全ての対象者は、慢性足関節不安定症の主観的評価表

（以下、 ）に基づい

て回答を行い、軸足の足関節不安定性を有する群（ 群）と

健常群に分類された。その後、 次元動作解析装置システム

（ ）を用いてインサイドキック動作の計測を行い、下

肢・体幹の運動学・運動力学的変数を算出した。なお、動作解

析を行うにあたり、Vicon’ｓ

および に準じて、対象者に赤外線反射マー

カーを貼付した。なお、本研究は、国際医療福祉大学倫理審査

委員会の承認を得た上で実施した（承認番号： ）。

【結果】全対象者 名のうち 名が 群、 名が健常群に

分類された。 群では、健常群と比較して、インサイドキッ

ク動作の軸足の初期接地時に有意に膝関節内反角度が大きか

った（ 群; 25.9±26.5°, 健常群; 4.5±10.1°）。さらに、

群では、健常群と比較して、脛骨に対して後足部が有意に

回内し（ 群; 12.6±9.7mm, 健常群; 14.0±12.8mm）、前足

部足底面と第１中足骨底の間の距離で評価された足部アーチ

高 は 低 値 で あ っ た （ 群 ; 26.6±12.6°, 健 常 群

13.2±12.7°）。その他、膝関節・足関節・足部の角度および

運動力学的項目に有意差は認められなかった。

【考察】足関節捻挫の既往や慢性的な足関節不安定性は、足部

剛性を破綻させる要因になることが知られている。本研究の結

果から、軸足に足関節不安定性を有する者は、インサイドキッ

ク動作時に足部剛性を維持することができずに、足部のアライ

メント不良（軸足の足部回内および足部アーチ高の低下）を認

めていた。軸足の足部・足関節の安定化は、インサイドキック

動作におけるパフォーマンス能力の維持に影響を与えるため、

足関節捻挫後の慢性的な足関節不安定性を予防するための適

切な理学療法介入の検討が必要である。

理学療法・リハビリテーション

医療系大学生における健康・運動に関する意識調査および運動

能力の現状

田村暁大 志村圭太 井上由里

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

【目的】近年、若年者における生活習慣の乱れや運動習慣の不

足が、将来的な生活習慣病を発症させる要因になることが指摘

されている。そのため、大学生における身体活動への意識およ

び現在の運動習慣を調査することは、学生の健康度を維持・促

進するための教育的な支援を行うために有益な情報となる。本

研究は、リハビリテーション専攻に所属する大学生における現

在の身体活動への意識および運動習慣を調査し、大学生におけ

る健康意識および運動習慣に関する問題点を検討することを

目的とした。

【方法】対象は、本調査への同意が得られた 名の理学療法

専攻、作業療法専攻、言語聴覚療法専攻に所属する大学生とし

た。全ての対象者は、主観的な健康意識および運動習慣を調査

するための独自に作成した質問紙票に回答した。統計処理とし

て、各質問項目における関連を明らかにするためにカイ二乗検

定が用いられた。なお、本研究は、国際医療福祉大学倫理審査

委員会の承認を得た上で実施した（承認番号： ）。

【結果】本調査の結果、リハビリテーション専攻に所属する大

学生は、現在の主観的な健康状態について「とても健康である」

もしくは「まあまあ健康である」と回答した。また、多くの学

生は、スポーツ活動に多くの興味・関心を持っていた。しかし、

全学生の ％以上は、大学への入学前よりも身体活動を行う機

会が減少していると感じていた。さらに、身体活動やスポーツ

活動の習慣の無い大学生は、学業の多忙さによりその意欲を減

少させているものの、運動やスポーツ活動への好意度は高い状

況であった。

【考察】これらの結果から、リハビリテーション専攻に所属す

る大学生は、運動やスポーツ活動の必要性を多く感じているも

のの、学業の多忙さにより運動やスポーツ活動などを行う機会

を欠いていることが示唆された。大学生における健康状態の維

持および運動習慣を獲得するためには、運動やスポーツ活動に

対して明確な目的を持ちながら、身体活動を促進していくこと

が重要であると考えられる。

理学療法・リハビリテーション

疼痛を伴わない糖尿病性末梢神経障害合併 型糖尿病患者の健

康関連 の特徴 糖尿病性末梢神経障害非合併 型糖尿病患

者との比較による検討

鈴木啓介 加茂智彦 大武聖 齋藤孝義

細川真登

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

日本保健医療大学保健医療学部理学療法学科

【目的】糖尿病性末梢神経障害合併 型糖尿病（以下 ）患

者は糖尿病性末梢神経障害非合併 型糖尿病（ ）患者と比較

して健康関連 の低下が報告されている。また、健康関連

低下は身体活動量の低下と密接に関係しており、心理的な介入

の必要性が増している。 患者を対象とした健康関連 の

調査では“痛み”が大きく影響し、 が低下すると報告され

ているものの、積極的な運動療法の対象となる疼痛を伴わない

患者の健康関連 については不明確であり、課題となっ

ている。そこで本研究の目的は疼痛を伴わない 患者の健康

関連 の特徴について明らかにすることである。

【方法】対象は教育入院をした 型糖尿病患者 名とし、除

外基準（認知症、有痛性神経障害）に該当した 名を除いた

名とし、 群 名と 群 名に振り合分けた。評価項

目は とした。 は「身体機能」、「日常役割機能（身

体）」、「体の痛み」、「全体的健康感」、「活力」、「社会生活機能」、

「日常役割機能（精神）」、「心の健康」の つの下位項目から

構成される健康関連の の評価指標である。統計学的解析は

群 群共に の下位項目とサマリースコアについて

年国民標準値との比較を対応のある 検定にて実施した。

また 群と 群の比較としてマンホイットニーの 検定を

実施した。有意水準は危険率 とした。

【結果】 年国民標準値との比較の結果では、 群は「身

体機能」、「日常役割機能（身体）」、「全体的健康感」、「社会生

活機能」、「日常役割機能（精神）」で有意に低い値を示し

（ ）、 群は「日常役割機能（身体）」、「全体的健康感」、

「活力」、「日常役割機能（精神）」、「心の健康」で有意に低い

値を示した（ ）。また 群は 群と比較して「身体機

能」、「サマリースコア：身体的側面 」について有意に低値

を示した（ ）。

【考察】本研究の結果より 患者は 患者と比べて身体機

能に関する が低下していることが明らかとなった。 患

者は 患者と比較して、下肢筋力の低下、バランス機能の低

下、歩行機能の低下など、身体機能の低下を認めることが明ら

かとなっている。また、 患者の 低下について疼痛によ

る影響が大きいことが明らかにされているが、疼痛が伴わない

状況でも身体機能に関する が低下していることから、今後

患者の 向上に対して身体機能への介入が必要となる可

能性が考えられる。

― 75 ―



理学療法・リハビリテーション

体幹加速度リサージュ波形からみる歩行時の足底部位への知

覚と荷重指示の影響

大古場良太 高野吉朗 松田憲亮 有家尚志

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

【はじめに】足底の特定部位への知覚を促すことによる歩行時

の運動学的変化に着目した検証をすすめている。これまで、足

底に突起を貼付し同部位に荷重しながら歩行を指示した場合、

通常歩行と比較して下肢筋活動や足部動態の変化が生じるこ

とを報告した。本研究ではさらなる効果検証として、足底の特

定部位への知覚による歩行への影響について、体幹加速度リサ

ージュ波形からみる前額面上の変化によって検証した。

【方法】対象は神経学的・整形外科的既往のない健常成人

名（男性 名、女性 名、年齢 21.3±0.9 歳）とした。条件

設定として、突起を貼付せず通常通り歩くコントロール条件と

右足底の踵部に突起を貼付する踵条件の 条件を設定した。体

幹加速度は、被験者の第 腰椎レベルに三軸加速度センサ

（ 社 サンプリング周波数 ）を専用

ベルトで固定し、前後の加減速路 と測定範囲 の歩行を

各１回計測した。得られた加速度データから、定常状態とみら

れる ストライドの左右方向（ 軸）と上下方向（ 軸）のデ

ータをプロットし、第 象限と第 象限における最大値で囲ん

だ矩形面積比を百分率によって算出することで前額面上の体

幹加速度変化を評価した。統計処理では対応のある 検定を用

い、有意水準を 未満として検討した。

【結果】第１象限と第 象限の矩形面積比は、コントロール条

件 102.9±11.5%、踵条件 148.3±15.4% で有意差を示し

（ ）、踵条件の全ての被験者で第 象限の矩形面積が第

象限よりも大きい値を示した。

【考察】条件の違いにより、歩行時の体幹加速度に変化が生じ

た。これは突起の存在が足底部の知覚を賦活し、歩行時の荷重

指示によって下肢の運動制御パターンに変化が生じたためと

考えられる。リサージュ図形による歩行評価に関する先行研究

では、第 象限に出現する波形は右下肢の初期接地から立脚初

期に示されると報告されており、本結果にて第 象限で増大し

た矩形面積は右初期接地時の体幹加速度が増大したことを示

している。踵条件では「踵の突起に荷重する」という課題指示

が右初期接地に意識を向けさせ、突起着用側への荷重が促され

た可能性が考えられる。この結果から、本手法は前額面上の重

心コントロールや下肢の運動制御から波及する体幹運動を促

すような荷重練習や歩行練習へ応用できる可能性が示唆され

た。

理学療法・リハビリテーション

変形性膝関節症患者における足趾把持筋力と静的・動的バラン

スとの関連性

細川真登 杉山秀平 大武聖 鈴木啓介

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

こぼり整形外科クリニックリハビリテーション科

【目的】変形性膝関節症（ ）は、病

期進行と共に膝変形や扁平足といった、マルアライメントによ

りバランス機能低下や歩行能力が低下する。先行研究では

患者に対し、足部形態と病態との関連を示した報告があり足部

形態を評価する有用性を示している。動作において姿勢重心を

制御する要因や足部形態を変化させる要因として足趾把持筋

力の影響を検討することは重要である。しかし に特化した

足趾把持筋力が「バランス機能に与える影響」は不明確である。

そこで、本研究の目的は 患者において足趾把持筋力がバラ

ンス機能に与える影響を明らかすることとした。

【方法】対象は 患者 名（男 名、女 名）とした。測

定項目は （ ）、

（ ）、 歩行テストで得られる歩数、歩幅、速度、歩行率

を至適歩行、速歩条件で評価した。さらに、機能評価は疼痛

（ ）、足趾把持筋力、足背屈・膝屈

曲可動域、膝伸展筋力、 （ ）を測定し、

患者属性（身長・体重、 、 分類）は電子カルテにて取得

した。統計学的解析は、各指標との関連に の相関分析

を実施し、相関係数を算出した。また、至適歩行・速歩で対応

のある 検定を実施した。有意水準は危険率 未満とした。

【結果】至適歩行の歩行パラメータならびに 、 に対し

て足趾把持筋力、 、足背屈可動域は有意な関連は無かった

が、膝屈曲可動域のみ と有意な負の相関があった。また、

関連のある機能評価として、膝伸展筋力は歩行速度、歩幅、

であった。速歩の歩行パラメータならびに 、 に対して

足趾把持筋力、足背屈可動域は有意な関連は無かったが足趾把

持筋力は に対して負の傾向が見られた。また、関連のある

機能評価として、膝伸展筋力は であり、 は歩数に有意

な負の相関、 と歩幅に有意な正の相関があった。全般的に

至適歩行、速歩での条件間の違いで歩数は有意に減少し、歩幅、

速度、歩行率では有意に増加した（ ＜ ）。

【考察】歩行速度を増加させる戦略は様々だが、本研究対象者

の歩行戦略は、歩幅、歩行率を共に増加させる戦略であった。

至適歩行、速歩で抽出された指標の中で が速歩のみで抽出

された。また、歩行速度増加の要因として足部形態が関連して

いることが明らかになったが足趾把持筋力はバランス指標と

関連が無かった。しかし、足趾把持筋力は姿勢制御に影響を与

えていることから、 と負の傾向が見られたと考えられる。

今後は被験者数を増やした測定をしていく必要がある。

理学療法・リハビリテーション

足趾剪断力測定機器の開発と臨床応用

－母趾および小趾の足趾剪断力の検証－

小野田公 横田翼 糸数昌史 丸山仁司

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻理学療法分野

福岡国際医療福祉大学

【目的】足趾把持の機能は、足底と地面との摩擦を高めて身体

の支持性を向上させ、姿勢制御や歩行などの安定に重要な影響

を及ぼす。今回、使用した新しいセンサは、シリコーンゴムに

埋め込んだ小型 軸力センサであり、剪断力を測定することが

できる。先行研究にてセンサを使用し、母趾の剪断力と剪断角

度を検討することができた。本研究では、母趾および小趾の剪

断力について明らかにすることを目的とした。

【方法】若年健常者 名（年齢 22.4±1.2、身長 166.6±8.2

㎝、体重 61.8±11.2kg）の左右 肢を対象とした。対象者は

下肢に病的機能障害が認められないものとした。なお、対象者

には研究の目的と方法および被験者にならなくても不利益に

ならないことを十分に説明し、同意を得た。

足趾剪断力の測定機器は、センサとしてショッカクチップ

（ 、 ）を用いた。データはアンプ基盤

および 評価ボードに接続されたパーソナルコンピュータに

記録・保存された。サンプリング周波数 ㎐とした。センサ

を対象者の母趾と小趾の指腹中心（床面に接触している部位）

にテープにて装着した。測定時の測定肢位は端坐位で膝関節

度屈曲とし、足趾を最大の力で屈曲させた。

測定は、両方の測定とも 回測定を行なった。分析には、測定

した最大値を使用し、剪断力を算出した。統計処理は、対応の

ない 検定にて左右の母趾および小趾の足趾剪断力を検討した。

【結果】母趾の足趾剪断力は、右側が 14.1±9.1N、左側が

11.6±7.6Nであった。小趾の足趾剪断力は、右側が6.4±2.8N、

左側が 3.8±3.6N であった。母趾の足趾剪断力には左右に有意

差はなかった。小趾の足趾剪断力には左右に有意差をみとめた。

両側ともに母趾よりも小趾の方が剪断力は有意に大きかった。

【考察】小型 軸力センサを使用して両側母趾および小趾の足

趾剪断力を算出した。両側ともに母趾は小趾の方が剪断力で有

意に大きいことが認められた。歩行時の立脚終期時に母趾の負

担が大きく、正常歩行時に母趾の中足趾節関節に生じる反力は

体重の約 ％になる。そのため母趾が小趾よりも筋力が必

要なことが示唆された。また、左右の母趾の剪断力には有意差

がなく、小趾に有意差がみられた。母趾は先行研究と同様であ

った。小趾は右側の剪断力が有意に大きく、動作や支持性が影

響していることが示唆された。今後、母趾や小趾の足趾剪断角

度との関係や支持脚と動作による足趾の影響を確認していき

たい。

理学療法・リハビリテーション

地域高齢者における注意干渉と身体的反応に関する研究

松田憲亮 大古場良太 有家尚志 池田拓郎 高野吉朗

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

【目的】我々はこれまでに注意分散課題による脳の体性感覚情

報処理の遅延を報告した。高齢者の転倒と注意分散との関連性

は認められるが、注意分散課題中の末梢反応について、詳細な

報告はない。本研究では研究課題の一部として、若年成人を対

象とし、注意分散課題の違いによる末梢反応への影響を検討す

ることを目的とした。

【方法】対象は理学療法学科から募集した 歳以上の学生

名 女性 名、男性 名 とした。基本情報として、性別、年齢、

等を計測した。反応時間測定装置は、全身反応時間計測装

置（竹井機器製）、フットスイッチ、筋電計（

社製）を組み合わせて作成した。測定肢位は端座位とし、前方

の視覚刺激から踵が離れるまでの時間を （ ）、

視覚刺激発光から筋活動開始までの潜時を （ ）

として測定した。筋活動電位の導出筋は大腿直筋と前脛骨筋と

した。反応課題は、視覚刺激だけの単純反応課題（ 課題）と

同時に仮名逆唱 秒間隔課題（仮名 課題）、仮名逆唱 秒

間隔課題（仮名 課題）、数字逆唱 秒間隔課題（数 課題）、

数字逆唱 秒間隔課題（数 課題）を組み合わせて注意分散課

題として使用した。注意分散課題の では 課題中の単純

な情報処理が包括されており、注意分散課題 から 課題

を減算することで、注意分散に関与する情報処理のみの

を抽出した。統計解析は、 課題、 仮名 課題、 仮名

課題、 数 課題、 数 課題における反応時間および

計測値について、反復測定分散分析後、多重比較検定を実

施した。統計学的解析には を使用し、有意水準は

％とした。

【結果】 課題の と比較し、各注意分散課題における は

有意に増加したが、注意分散課題間の有意差は認めなかった。

注意分散に関与する情報処理のみの は、大腿直筋では

仮名 課題と 数 課題間、前脛骨筋では 数 課題と

数 秒課題間で有意差を認めた。

【結論】 は情報の中枢処理過程を反映することが報告され

ている。対象が若年成人であっても、視覚課題に加え数字逆唱

や課題出題間隔の負荷により、注意分散に関与する情報処理は

有意に遅延し、末梢反応の遅れにつながることが理解された。
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理学療法・リハビリテーション

体幹加速度リサージュ波形からみる歩行時の足底部位への知

覚と荷重指示の影響

大古場良太 高野吉朗 松田憲亮 有家尚志

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

【はじめに】足底の特定部位への知覚を促すことによる歩行時

の運動学的変化に着目した検証をすすめている。これまで、足

底に突起を貼付し同部位に荷重しながら歩行を指示した場合、

通常歩行と比較して下肢筋活動や足部動態の変化が生じるこ

とを報告した。本研究ではさらなる効果検証として、足底の特

定部位への知覚による歩行への影響について、体幹加速度リサ

ージュ波形からみる前額面上の変化によって検証した。

【方法】対象は神経学的・整形外科的既往のない健常成人

名（男性 名、女性 名、年齢 21.3±0.9 歳）とした。条件

設定として、突起を貼付せず通常通り歩くコントロール条件と

右足底の踵部に突起を貼付する踵条件の 条件を設定した。体

幹加速度は、被験者の第 腰椎レベルに三軸加速度センサ

（ 社 サンプリング周波数 ）を専用

ベルトで固定し、前後の加減速路 と測定範囲 の歩行を

各１回計測した。得られた加速度データから、定常状態とみら

れる ストライドの左右方向（ 軸）と上下方向（ 軸）のデ

ータをプロットし、第 象限と第 象限における最大値で囲ん

だ矩形面積比を百分率によって算出することで前額面上の体

幹加速度変化を評価した。統計処理では対応のある 検定を用

い、有意水準を 未満として検討した。

【結果】第１象限と第 象限の矩形面積比は、コントロール条

件 102.9±11.5%、踵条件 148.3±15.4% で有意差を示し

（ ）、踵条件の全ての被験者で第 象限の矩形面積が第

象限よりも大きい値を示した。

【考察】条件の違いにより、歩行時の体幹加速度に変化が生じ

た。これは突起の存在が足底部の知覚を賦活し、歩行時の荷重

指示によって下肢の運動制御パターンに変化が生じたためと

考えられる。リサージュ図形による歩行評価に関する先行研究

では、第 象限に出現する波形は右下肢の初期接地から立脚初

期に示されると報告されており、本結果にて第 象限で増大し

た矩形面積は右初期接地時の体幹加速度が増大したことを示

している。踵条件では「踵の突起に荷重する」という課題指示

が右初期接地に意識を向けさせ、突起着用側への荷重が促され

た可能性が考えられる。この結果から、本手法は前額面上の重

心コントロールや下肢の運動制御から波及する体幹運動を促

すような荷重練習や歩行練習へ応用できる可能性が示唆され

た。

理学療法・リハビリテーション

変形性膝関節症患者における足趾把持筋力と静的・動的バラン

スとの関連性

細川真登 杉山秀平 大武聖 鈴木啓介

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

こぼり整形外科クリニックリハビリテーション科

【目的】変形性膝関節症（ ）は、病

期進行と共に膝変形や扁平足といった、マルアライメントによ

りバランス機能低下や歩行能力が低下する。先行研究では

患者に対し、足部形態と病態との関連を示した報告があり足部

形態を評価する有用性を示している。動作において姿勢重心を

制御する要因や足部形態を変化させる要因として足趾把持筋

力の影響を検討することは重要である。しかし に特化した

足趾把持筋力が「バランス機能に与える影響」は不明確である。

そこで、本研究の目的は 患者において足趾把持筋力がバラ

ンス機能に与える影響を明らかすることとした。

【方法】対象は 患者 名（男 名、女 名）とした。測

定項目は （ ）、

（ ）、 歩行テストで得られる歩数、歩幅、速度、歩行率

を至適歩行、速歩条件で評価した。さらに、機能評価は疼痛

（ ）、足趾把持筋力、足背屈・膝屈

曲可動域、膝伸展筋力、 （ ）を測定し、

患者属性（身長・体重、 、 分類）は電子カルテにて取得

した。統計学的解析は、各指標との関連に の相関分析

を実施し、相関係数を算出した。また、至適歩行・速歩で対応

のある 検定を実施した。有意水準は危険率 未満とした。

【結果】至適歩行の歩行パラメータならびに 、 に対し

て足趾把持筋力、 、足背屈可動域は有意な関連は無かった

が、膝屈曲可動域のみ と有意な負の相関があった。また、

関連のある機能評価として、膝伸展筋力は歩行速度、歩幅、

であった。速歩の歩行パラメータならびに 、 に対して

足趾把持筋力、足背屈可動域は有意な関連は無かったが足趾把

持筋力は に対して負の傾向が見られた。また、関連のある

機能評価として、膝伸展筋力は であり、 は歩数に有意

な負の相関、 と歩幅に有意な正の相関があった。全般的に

至適歩行、速歩での条件間の違いで歩数は有意に減少し、歩幅、

速度、歩行率では有意に増加した（ ＜ ）。

【考察】歩行速度を増加させる戦略は様々だが、本研究対象者

の歩行戦略は、歩幅、歩行率を共に増加させる戦略であった。

至適歩行、速歩で抽出された指標の中で が速歩のみで抽出

された。また、歩行速度増加の要因として足部形態が関連して

いることが明らかになったが足趾把持筋力はバランス指標と

関連が無かった。しかし、足趾把持筋力は姿勢制御に影響を与

えていることから、 と負の傾向が見られたと考えられる。

今後は被験者数を増やした測定をしていく必要がある。

理学療法・リハビリテーション

足趾剪断力測定機器の開発と臨床応用

－母趾および小趾の足趾剪断力の検証－

小野田公 横田翼 糸数昌史 丸山仁司

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻理学療法分野

福岡国際医療福祉大学

【目的】足趾把持の機能は、足底と地面との摩擦を高めて身体

の支持性を向上させ、姿勢制御や歩行などの安定に重要な影響

を及ぼす。今回、使用した新しいセンサは、シリコーンゴムに

埋め込んだ小型 軸力センサであり、剪断力を測定することが

できる。先行研究にてセンサを使用し、母趾の剪断力と剪断角

度を検討することができた。本研究では、母趾および小趾の剪

断力について明らかにすることを目的とした。

【方法】若年健常者 名（年齢 22.4±1.2、身長 166.6±8.2

㎝、体重 61.8±11.2kg）の左右 肢を対象とした。対象者は

下肢に病的機能障害が認められないものとした。なお、対象者

には研究の目的と方法および被験者にならなくても不利益に

ならないことを十分に説明し、同意を得た。

足趾剪断力の測定機器は、センサとしてショッカクチップ

（ 、 ）を用いた。データはアンプ基盤

および 評価ボードに接続されたパーソナルコンピュータに

記録・保存された。サンプリング周波数 ㎐とした。センサ

を対象者の母趾と小趾の指腹中心（床面に接触している部位）

にテープにて装着した。測定時の測定肢位は端坐位で膝関節

度屈曲とし、足趾を最大の力で屈曲させた。

測定は、両方の測定とも 回測定を行なった。分析には、測定

した最大値を使用し、剪断力を算出した。統計処理は、対応の

ない 検定にて左右の母趾および小趾の足趾剪断力を検討した。

【結果】母趾の足趾剪断力は、右側が 14.1±9.1N、左側が

11.6±7.6Nであった。小趾の足趾剪断力は、右側が6.4±2.8N、

左側が 3.8±3.6N であった。母趾の足趾剪断力には左右に有意

差はなかった。小趾の足趾剪断力には左右に有意差をみとめた。

両側ともに母趾よりも小趾の方が剪断力は有意に大きかった。

【考察】小型 軸力センサを使用して両側母趾および小趾の足

趾剪断力を算出した。両側ともに母趾は小趾の方が剪断力で有

意に大きいことが認められた。歩行時の立脚終期時に母趾の負

担が大きく、正常歩行時に母趾の中足趾節関節に生じる反力は

体重の約 ％になる。そのため母趾が小趾よりも筋力が必

要なことが示唆された。また、左右の母趾の剪断力には有意差

がなく、小趾に有意差がみられた。母趾は先行研究と同様であ

った。小趾は右側の剪断力が有意に大きく、動作や支持性が影

響していることが示唆された。今後、母趾や小趾の足趾剪断角

度との関係や支持脚と動作による足趾の影響を確認していき

たい。

理学療法・リハビリテーション

地域高齢者における注意干渉と身体的反応に関する研究

松田憲亮 大古場良太 有家尚志 池田拓郎 高野吉朗

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

【目的】我々はこれまでに注意分散課題による脳の体性感覚情

報処理の遅延を報告した。高齢者の転倒と注意分散との関連性

は認められるが、注意分散課題中の末梢反応について、詳細な

報告はない。本研究では研究課題の一部として、若年成人を対

象とし、注意分散課題の違いによる末梢反応への影響を検討す

ることを目的とした。

【方法】対象は理学療法学科から募集した 歳以上の学生

名 女性 名、男性 名 とした。基本情報として、性別、年齢、

等を計測した。反応時間測定装置は、全身反応時間計測装

置（竹井機器製）、フットスイッチ、筋電計（

社製）を組み合わせて作成した。測定肢位は端座位とし、前方

の視覚刺激から踵が離れるまでの時間を （ ）、

視覚刺激発光から筋活動開始までの潜時を （ ）

として測定した。筋活動電位の導出筋は大腿直筋と前脛骨筋と

した。反応課題は、視覚刺激だけの単純反応課題（ 課題）と

同時に仮名逆唱 秒間隔課題（仮名 課題）、仮名逆唱 秒

間隔課題（仮名 課題）、数字逆唱 秒間隔課題（数 課題）、

数字逆唱 秒間隔課題（数 課題）を組み合わせて注意分散課

題として使用した。注意分散課題の では 課題中の単純

な情報処理が包括されており、注意分散課題 から 課題

を減算することで、注意分散に関与する情報処理のみの

を抽出した。統計解析は、 課題、 仮名 課題、 仮名

課題、 数 課題、 数 課題における反応時間および

計測値について、反復測定分散分析後、多重比較検定を実

施した。統計学的解析には を使用し、有意水準は

％とした。

【結果】 課題の と比較し、各注意分散課題における は

有意に増加したが、注意分散課題間の有意差は認めなかった。

注意分散に関与する情報処理のみの は、大腿直筋では

仮名 課題と 数 課題間、前脛骨筋では 数 課題と

数 秒課題間で有意差を認めた。

【結論】 は情報の中枢処理過程を反映することが報告され

ている。対象が若年成人であっても、視覚課題に加え数字逆唱

や課題出題間隔の負荷により、注意分散に関与する情報処理は

有意に遅延し、末梢反応の遅れにつながることが理解された。
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理学療法・リハビリテーション

腰部脊柱管狭窄症患者の歩行解析

～体幹筋電図を含めた検討～

井川達也 保坂亮 打越健太 鈴木彬文

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

昭和大学横浜市北部病院

国立病院機構災害医療センター

株式会社豊通オールライフ

【背景】腰椎脊柱管狭窄症（ ）患者の姿勢は、狭窄された

脊柱管を拡大し、疼痛緩和をはかるために体幹を前傾させる。

この姿勢変化は腰痛発生リスクの増大につながり、腰痛併発例

も多く存在する。腰痛患者の様々な動作において体幹筋群の生

理学的変化や異常を認めることが報告されている。しかし、

患者ではこれらの体幹筋の生理学的変化や体幹筋動態は明ら

かにされていない。本研究の目的は、 患者における歩行動

態および歩行中の体幹筋活動を健常者と比較することとした。

【方法】連続症例 名の症候性 患者（平均年齢 4±6.0

歳、平均身長 1.57±0.10m、平均体重 61.0±11.6kg、男性 名、

女性 名、 ）と、比較対照群の 名の健常高齢者（平

均年齢 70.2±2.8 歳、平均身長 1.60±0.08m、平均体重

60.0±10.1kg、男性 名、女性 名、 ）が参加した。

歩行動態の計測には、三次元動作解析装置 社製：

と表面筋電計（ 社製： ）を用いて間欠跛行出現前の

自然歩行を計測した。筋電図は、 システム

を使用し、 個の事前増幅ディスク電極 ：

）と に設定したサンプリングレートを使

用してデータを収集した。筋電図信号の記録は右側の腹直筋

（ ）と脊柱起立筋（ ）とした。

【結果】疾患以外の属性情報に 群間に有意な差は認めなかっ

た。 は と比較し スコアが有意に不良であ

り、腰痛が強かった。 は に比べ歩幅は有意に

低値であったが、歩行速度は有意な差は認めなかった。

の体幹角度は に比べ有意に前傾していた。 の

活動量は と比較して高い傾向にあり、 活動量は

低い傾向にあった。 の 活動量は両脚支持期に比べ単

脚支持期には低下したが、 は低下しなかった。

【考察】 は前傾姿勢で背筋筋活動が高く、腹筋筋活動

が低下していることが明らかとなった。 患者は姿勢の変化

に伴う筋活動の柔軟な対応が困難になっていると推察される。

また持続的な筋の過活動は腰痛患者の動態と同様の傾向にあ

り、 患者の腰痛に関与する可能性が示唆された。

理学療法・リハビリテーション

就職先アンケ－ト調査 学科卒業生からの意見

黒澤和生 堀本ゆかり 横島啓子 藤本幹

松嶋弥生 蔵谷範子 内野恵子 松村香

鈴木啓介 齋藤孝義 冨永渉 出口弦舞

牛木彩子 植田優子 渡邉志 鶴田利郎
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元国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

【目的】小田原保健医療学部は開設から 年目を迎えた。内

部質保証の視点から卒業生 看護、理学、作業 に学生時代を振

り返り、臨床経験を積み重ねる現場から学生時代に学びたかっ

た項目（授業形態）を明らかにし、今後の専門職養成に役立て

ることを目的としてアンケ－ト調査を実施した。

【方法】 年度に調査実施した施設（全 施設）に勤務す

る卒業生（ 名）を対象に、調査用紙を作成してアンケート調

査を行った 令和 年 月～ 月 。調査内容は、 項目（年齢

や経験年数などの基本情報、大学時代に学びたかった項目、キ

ャリアの向上のためにこの大学に求めるもの等）の質問事項を

設定し、複数回答や自由記載で回答を得た。

【結果】 学科卒業生 名 経験 年目 年目： 名、 年以

上： 名 からの回答を得た。大学時代により学びたかった項

目では、「医療専門職としての的確な判断と適切な技術の提供

法」が最も多く ：ディスカッション・グル－プワ－ク・

症例検討 、「チーム医療の構成員としての役割・協働について」

（ ： 学科合同での模擬カンファレンス・地域連携）及び

「課題の解決に向けて必要な情報の収集法や解決に向けての

行動の取り方」（ ：課題解決のための演習等）の つが同

率で続いた。「今後大学に対し求めるものは何か」については、

同窓会組織のネットワ－ク化と卒後教育の支援（知識・技術を

高める研修）を求める声が多く聞かれた。

【考察】調査の結果から、現場では的確な判断と適切な技術の

提供を行う要求度が高く、情報の収集・問題解決のための行動

（臨床実践能力）向上のため、事例を交えて学部教育に落とし

込んでいく必要性が指摘された。また、専門職自身の臨床実践

能力を基本として、他職種との協働の基本を学ぶ学部教育の大

切さを改めて問い直した内容であった。授業形態では問題志向

型の模擬症例等を題材に、グル－プ討議を多用し課題解決能力

向上を図る授業展開を求める声が多く、理学ならびに作業療法

学科においては、指定規則改正後のより一層の内容充実に務め

る必要を感じた。また、卒後教育への学修支援の構築も課題である。

【結論】大学時代により学びたかった項目は、「医療専門職と

しての的確な判断と適切な技術の提供法」が最も多く、臨床実

践能力の向上・他職種連携が次に続き、臨床における問題解決

能力の育成に関するものが多く卒業生から望まれた。授業形態

では、症例検討・グル－プ討議の多様を要望する意見が聞かれ、

関連職種連携教育の更なるバ－ジョンアップが課題として指

摘された。
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脳卒中患者の短下肢装具装着性の評価方法の開発

右田正澄 丸山仁司

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

福岡国際医療福祉大学

【はじめに】脳卒中患者が短下肢装具（ ：

）を使用することは推奨されているが、日本支援工学

理学療法学会では、理学療法士が の装着方法に関する知識

について が大いに持つべきと回答しているのに対して、

大いに持っていると回答した者は であったと報告してい

る。多種多様の が開発されている近年において、処方する

理学療法士の に関する知識や技術の向上は脳卒中患者の歩

行障害を改善するためには必要不可欠である。そこで、本研究

では歩行時の踵部に掛かる圧力（足圧）が自分自身で装着した

場合（自己装着）と理学療法士が装着した場合（理学療法士装

着）との違いを明らかにし、 装着の新たな評価方法を提案

することを目的とする。

【対象と方法】装具学を履修した理学療法士養成校の健常者

名を対象に、簡易歩行分析システム （ ：

パシフィックサプライ社製：サンプリング周波数 ）と

に対応した足圧センサー（川村義肢社製）、研究用に作成し

たプラスチック を用いて、 歩行時の を装着した際

の足圧を評価した。足圧は最大値を体重で正規化した。脳卒中

患者を想定して片手で装着した場合（片手装着）と両手で装着

した場合（両手装着）、理学療法士装着の 群間の足圧を比較

した。国際医療福祉大学倫理委員会（承認番号 、

）で承認を得たうえで実施した。

【結果】片手装着での足圧は、5.6±1.8Pa/kg、両手装着

5.9±1.8Pa/kg、理学療法士装着 7.1±1.8Pa/kg で、片手装着

と理学療法士間、両手装着と理学療法士間に有意差を認め、理

学療法士装着時の足圧が高かった。

【考察】装具学を履修し装着方法を理解している健常者におい

ても、片手・両手装着ともに理学療法士装着と比較して装着率

は 程度であった。この結果は、 装着自体が高難度の課

題であることを示し、痙縮による内反尖足や足関節の可動域制

限を伴うことの多い脳卒中患者では、 装着はより難題であ

ると考えた。本研究の結果である自己装着の足圧の低値は、ベ

ルト固定の不十分により、踵の荷重不足を示している。そのた

め、歩行効率性に負担がかかる結果になることが推測される。

本研究で提案した および足圧センサーを用いた評価方法は

携帯性に優れており、高精度の計測機器を設置した計測室など

の制約がなく、在宅や屋外においても計測可能である。今後は

脳卒中患者を対象に計測し、 の装着性の評価を簡便に実現

できることを期待する。
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【目的】頚髄損傷者は体温調節機能不全のため、高温環境下の

運動では深部体温が著しく上昇する。しかし、深部体温の上昇

に伴う、運動能力の変化についての報告は少ない。そこで本研

究は、頚髄損傷者の高温環境下における深部体温の変化が運動

能力に与える影響を調査した。

【方法】対象は、車イスツインバスケケットボールチームに所

属する頚髄損傷者 名（ 代男性）とした。

測定は被験者の胸部にウェアラブル生体センサ（ ）

を装着し、高温環境下の体育館（気温 29.3±0.5、湿度

61.5±2.5%）における、車いすツインバスケットボールの練習

および運動能力テスト時の、深部温度（

）、皮膚温度（ ）、衣服内

温度（ ）を計測した。運動能力

テストは、練習後 分間の休憩を挟み、 直線折り返しコー

スを全力走行と自由走行を交互に 周走行し、全力走行時の

最大速度を車いすに設置したスピードセンサ（ 、

スピードセンサ）で計測した。

【結果】練習直前の は 37.9℃、 は 36.3℃、 は

35.0℃だった。練習直後の は 40.1℃、 は 36.2℃、

は 33.1℃だった。運動能力テスト直前の は 39.9℃、

は 35.7℃、 は ℃だった。運動能力テスト直後の

は 39.8℃、 は 34.6℃、 は 30.2℃だった。運動能力テ

スト 分後の は 39.8℃、 は 34.5℃、 は 30.5℃

だった。運動能力テストの車いす走行速度は、前半 9.58±0.18 

、中盤 10.15±0.21 km/h、後半 9.60±0.58km/h だった。

【考察】本研究の結果から、頸髄損傷者の高温環境下の運動で

は、運動開始時より が高く、運動の継続により の

上昇がみられた。しかし、運動能力テストでは、運動負荷が高

いにもかかわらず の上昇および走行速度の低下がみられ

なかった。車いす走行では、速度が増加することで、気流によ

る冷却作用が働く。今回の結果においても運動能力テスト時の

、 が低下し、 の上昇を抑制することで走行速度

が低下しなかったと考える。
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～体幹筋電図を含めた検討～
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について が大いに持つべきと回答しているのに対して、

大いに持っていると回答した者は であったと報告してい

る。多種多様の が開発されている近年において、処方する

理学療法士の に関する知識や技術の向上は脳卒中患者の歩

行障害を改善するためには必要不可欠である。そこで、本研究

では歩行時の踵部に掛かる圧力（足圧）が自分自身で装着した

場合（自己装着）と理学療法士が装着した場合（理学療法士装

着）との違いを明らかにし、 装着の新たな評価方法を提案

することを目的とする。

【対象と方法】装具学を履修した理学療法士養成校の健常者

名を対象に、簡易歩行分析システム （ ：

パシフィックサプライ社製：サンプリング周波数 ）と

に対応した足圧センサー（川村義肢社製）、研究用に作成し

たプラスチック を用いて、 歩行時の を装着した際

の足圧を評価した。足圧は最大値を体重で正規化した。脳卒中

患者を想定して片手で装着した場合（片手装着）と両手で装着

した場合（両手装着）、理学療法士装着の 群間の足圧を比較

した。国際医療福祉大学倫理委員会（承認番号 、

）で承認を得たうえで実施した。

【結果】片手装着での足圧は、5.6±1.8Pa/kg、両手装着

5.9±1.8Pa/kg、理学療法士装着 7.1±1.8Pa/kg で、片手装着

と理学療法士間、両手装着と理学療法士間に有意差を認め、理

学療法士装着時の足圧が高かった。

【考察】装具学を履修し装着方法を理解している健常者におい

ても、片手・両手装着ともに理学療法士装着と比較して装着率

は 程度であった。この結果は、 装着自体が高難度の課

題であることを示し、痙縮による内反尖足や足関節の可動域制

限を伴うことの多い脳卒中患者では、 装着はより難題であ

ると考えた。本研究の結果である自己装着の足圧の低値は、ベ

ルト固定の不十分により、踵の荷重不足を示している。そのた

め、歩行効率性に負担がかかる結果になることが推測される。

本研究で提案した および足圧センサーを用いた評価方法は

携帯性に優れており、高精度の計測機器を設置した計測室など

の制約がなく、在宅や屋外においても計測可能である。今後は

脳卒中患者を対象に計測し、 の装着性の評価を簡便に実現

できることを期待する。

理学療法・リハビリテーション

頚髄損傷者における体温変化と運動能力の関係
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国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

【目的】頚髄損傷者は体温調節機能不全のため、高温環境下の

運動では深部体温が著しく上昇する。しかし、深部体温の上昇

に伴う、運動能力の変化についての報告は少ない。そこで本研

究は、頚髄損傷者の高温環境下における深部体温の変化が運動

能力に与える影響を調査した。

【方法】対象は、車イスツインバスケケットボールチームに所

属する頚髄損傷者 名（ 代男性）とした。

測定は被験者の胸部にウェアラブル生体センサ（ ）

を装着し、高温環境下の体育館（気温 29.3±0.5、湿度

61.5±2.5%）における、車いすツインバスケットボールの練習

および運動能力テスト時の、深部温度（

）、皮膚温度（ ）、衣服内

温度（ ）を計測した。運動能力

テストは、練習後 分間の休憩を挟み、 直線折り返しコー

スを全力走行と自由走行を交互に 周走行し、全力走行時の

最大速度を車いすに設置したスピードセンサ（ 、

スピードセンサ）で計測した。

【結果】練習直前の は 37.9℃、 は 36.3℃、 は

35.0℃だった。練習直後の は 40.1℃、 は 36.2℃、

は 33.1℃だった。運動能力テスト直前の は 39.9℃、

は 35.7℃、 は ℃だった。運動能力テスト直後の

は 39.8℃、 は 34.6℃、 は 30.2℃だった。運動能力テ

スト 分後の は 39.8℃、 は 34.5℃、 は 30.5℃

だった。運動能力テストの車いす走行速度は、前半 9.58±0.18 

、中盤 10.15±0.21 km/h、後半 9.60±0.58km/h だった。

【考察】本研究の結果から、頸髄損傷者の高温環境下の運動で

は、運動開始時より が高く、運動の継続により の

上昇がみられた。しかし、運動能力テストでは、運動負荷が高

いにもかかわらず の上昇および走行速度の低下がみられ

なかった。車いす走行では、速度が増加することで、気流によ

る冷却作用が働く。今回の結果においても運動能力テスト時の

、 が低下し、 の上昇を抑制することで走行速度

が低下しなかったと考える。
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理学療法分野

国際医療福祉大学クリニック言語聴覚センター

【目的】上肢関節位置覚の評価を非接触環境下で実施するため

に赤外線センサを応用したシステムの開発に取り組んでいる。

昨年度は健常大学生および定型発達児を対象に同センサを用

いた計測を実施した。今回は、読み書き障害児を対象とした計

測を行い、定型発達児および若年成人と比較検討することを目

的とした。

【方法】若年成人 名（21.6±3.6 歳）、定型発達児 名

（9.9±2.0 歳）、読み書き障害児 名（8.4±2.2 歳）を対象と

した。本研究は国際医療福祉大学倫理委員会の承認を受け（承

認番号 、 ）、対象者およびその保護者には研究

の目的および方法を十分に説明し、同意を得た。上肢関節のセ

ンシングには赤外線センサ（ ）と計測ソフトウェア

（ソフトシーデーシー）を用いた。関節位置覚の評価方法は先

行研究を参考に再現法を採用し、対象者には閉眼位にて記憶し

た関節角度（∠A）を再現（∠B）させ、その角度の差分（∠A ∠B）

を再現誤差、その絶対値を絶対誤差と定義した。測定課題は前

腕の回内と回外、手関節掌屈と背屈の 課題とし、それぞれ

回試行した。対象群間の差の検定は 検定を行

った後、多重比較法は 検定を実施した。統計処理

は を使用し、有意水準は とした。

【結果】読み書き障害児の絶対誤差は手関節背屈課題を除いた

すべての課題で定型発達児よりも有意に大きかった。若年成人

に比べて児童の対象者では再現誤差は負の値を示し、読み書き

障害児ではその傾向が強かった。

【考察】赤外線センサを用いた計測方法においても、読み書き

障害児は定型発達児に比べて有意に絶対誤差が大きく、異なる

評価手法で実施した先行研究と同様の結果であった。また、再

現誤差の結果から、成人対象者と比較して児童では目標に対し

て過小評価しやすい傾向がみられているが、その理由は明らか

にはなっておらず、今後の検討課題である。今後は各年代の基

準となるデータをさらに収集し、それぞれの基準値を算出する

ことに加えて、縦断的な計測を実施して上肢関節位置覚の発達

に伴う変化について検討していく。

理学療法・リハビリテーション

動画提示型の新しい車いす操作ナビゲーションプログラムは

脳卒中片麻痺者に効果的か？
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【目的】開発中の手動車いすを駆動する脳卒中片麻痺者がベッ

ド移乗の際に適切な停車とブレーキ操作等について誘導し早

期獲得を目指すナビゲーション装置は、操作個所を で報知

する機能と次の操作を伝える音声、ベッドに取り付けられた停

車誘導および次の操作を伝える映像提示機能から成る。この映

像提示機能における動画提示型の新しいナビゲーションプロ

グラム（以下動画ナビ）の効果を明らかにした。

【方法】対象者：開発途中のため車いす未経験の健常高齢者に

左片麻痺を模擬してもらい計測実施。男性 名，女性 名、

平均年齢 歳±2.89 歳の 名。手順：対象者を動画ナビと

静止画提示型のナビ（以下静止画ナビ）利用の 群に分け、そ

れぞれ車いす移乗準備を行ってもらった。これを撮影記録しス

ムーズに操作できたか比較。同時に使用時の感想も得た。（国

際医療福祉大学倫理審査承認番号 ）

【結果】スムーズな停車が確認できたのは動画ナビ 名、

静止画ナビ 名であり、動画ナビの感想は停車の項目で全

員が「問題なかった」と回答していた。一方で動画・静止画ナ

ビ共通であるフットサポート裏面のシーケンス完了ボタンが

発見できなかった対象者は 名で、理解が難しいとの自由

回答も 件あった。

【考察】シーケンス完了のボタン設定には課題が残ったが、動

画ナビは主に停車において効果的と考えられた。しかし本装置

はブレーキ操作とフットサポート操作にナビゲーションが有

効でないと危険になることが有りうる。ブレーキについては自

動装置付き車いすをベースとして回避できるが、フットサポー

トは回避策が乏しい。国内の車いす部品で可能性を示すものに

車いす用前輪昇降ユニット「助立さん」（花岡産業 株式会社森

山鉄工 コード ）がある。これは薄いフッ

トサポートと昇降するキャスターフォークで足を載せたまま

フットサポートを着地し、フットサポート操作無しで移乗を可

能にする。この装置との連動が可能になれば訓練装置として実

用性向上が期待できる。

【結論】動画ナビは停車のスムーズさを高め訓練装置としての

効果を示した。しかしナビゲート効果は確実に ％と言えな

いことから、特にブレーキとフットサポートに安全対策の装置

を付属させることが必要である。

理学療法・リハビリテーション

慢性心不全患者における安静時エネルギー消費量と心機能・身

体機能・ の関係
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【目的】本研究は、当院慢性心不全患者の栄養状態から心臓リ

ハビリテーション実施の意義を検討するため、当院入院の慢性

心不全患者を対象に、栄養状態・心機能・身体機能および

の関係性について明らかにすることを目的とした。

【方法】本研究は診療録内容の後方視的観察研究とした。対象

は 年 月 日から 年 月 日までに慢性心不全の

診断で入院後、リハビリテーションが必要とされた 歳以上

の患者 名（男性 名女性 名、年齢 80.4±7.2 歳）とし

た。調査項目として、身体機能評価は入退院時の歩行様式、

評価は入退院時の生活状況について抽出して （以

下、 ）にて点数化した。また身長・入院 週間後の体重・入

院時血液生化学検査、心臓超音波検査より左室駆出率（以下、

）とした。抽出した身長・体重の数値から体格指数（以下、

）を算出し、さらに性別・年齢を用いて推定式より安静時

エネルギー消費量（以下、 ）を算出した。以上の調査内容

について統計学的検討を行った。有意水準は全て 未満とした。

倫理的配慮として、本研究はヘルシンキ宣言及び「人を対象と

する医学系研究に関する倫理指針」に則り、対象者の個人情報

保護に十分配慮した。

【結果】対象者 名のうち、入院前の歩行様式について介助

歩行（以下、介助群）が 名、自立歩行（以下、自立群）が

名だった。 群間において年齢・ に有意差はなかった。介

助群の は入退院時とも自立群より有意に低く、血液生化学

検査から は介助群が有意に低かった。また介助群 名は

が 以上だった。介助群において 日あたりに必要な摂取エ

ネルギー量は、算出した の数値より ～ 程度多

く設定されていたが、 名中 名は入院中を通じて食事摂取量

が 割に満たないことが多かった。

【考察】介助群は が保たれた心不全の増悪で入院しており、

非心血管系の要素も含めた様々な因子により入院前から が

低下していた可能性がある。結果より、介助群は が低く、

さらに食事摂取量が少ない傾向にあったことから、 を低下

させる非血管系の要素として低栄養が示されたと考える。以上

より、特に入院前から 上で介助を要する慢性心不全患者に

対しては、厳密な栄養管理のもとで心臓リハビリテーションを

行うことが重要であると考える。

理学療法・リハビリテーション

による歩行解析

永井良治 中原雅美

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

【目的】 以下、 はフラ

クタル次元を計算する解析方法であり、過去のデータが新たな

データとどれだけの強さの相関関係を有しているかを示す手

法である。ヒトの歩行では、数歩に要する時間はランダムに決

定されているのではなく、過去の数歩に要した時間と長期相関

を持っている。しかし転倒経験のある高齢者では長期相関を失

ってランダムノイズになることが報告されている。

本研究の目的は対象者を増やして作成した 計算ソフトの

データの妥当性について検討することである。

【方法】対象は健常男子大学生過去に腰部・股関節・膝関節に

負傷歴のない 名（年齢： 歳、身長：173±3.3 体重：

64.0±2.7kg）とした。対象者へは、研究内容を説明し、書面

による同意を得た。

歩行の計測は約 メートルのトラックを設けて快適な歩行速

度で４分間実施した。一側の踵接地から再び同側の踵接地にか

かるストライド時間の時系列データを取得した。ストライド時

間の測定は無線モーションレコーダ センサー（マイクロス

トーン社製）を用いた。サンプリング周波数は で記録し

た。加速度波形の垂直成分より踵接地期を基準として、同側の

踵接地までの時間を算出した。得られたストライド時間から

計算ソフトを使用してフラクタル指数を算出した。

【結果】フラクタル指数 α の平均は 0.87±0.2 であった。

【考察】フラクタル指数は 0.87±0.2 であった。 で計算さ

れるフラクタル指数 α は、 では自己相関がなく、α>1.0

では自己相関性はあるが、フラクタル性は消失する。一般に安

定した歩行における α は ～ と報告されている。今回の

結果より健常者については作成した 計算ソフトを用いて腰

部に装着した加速度計からストライド時間を計算することで

データの妥当性を確認できた。
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理学療法・リハビリテーション

赤外線センサを用いた上肢関節位置覚評価システムの開発

－読み書き障害児における検証－

糸数昌史 長坂嘉久 小田部夏子

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

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

理学療法分野

国際医療福祉大学クリニック言語聴覚センター

【目的】上肢関節位置覚の評価を非接触環境下で実施するため

に赤外線センサを応用したシステムの開発に取り組んでいる。

昨年度は健常大学生および定型発達児を対象に同センサを用

いた計測を実施した。今回は、読み書き障害児を対象とした計

測を行い、定型発達児および若年成人と比較検討することを目

的とした。

【方法】若年成人 名（21.6±3.6 歳）、定型発達児 名

（9.9±2.0 歳）、読み書き障害児 名（8.4±2.2 歳）を対象と

した。本研究は国際医療福祉大学倫理委員会の承認を受け（承

認番号 、 ）、対象者およびその保護者には研究

の目的および方法を十分に説明し、同意を得た。上肢関節のセ

ンシングには赤外線センサ（ ）と計測ソフトウェア

（ソフトシーデーシー）を用いた。関節位置覚の評価方法は先

行研究を参考に再現法を採用し、対象者には閉眼位にて記憶し

た関節角度（∠A）を再現（∠B）させ、その角度の差分（∠A ∠B）

を再現誤差、その絶対値を絶対誤差と定義した。測定課題は前

腕の回内と回外、手関節掌屈と背屈の 課題とし、それぞれ

回試行した。対象群間の差の検定は 検定を行

った後、多重比較法は 検定を実施した。統計処理

は を使用し、有意水準は とした。

【結果】読み書き障害児の絶対誤差は手関節背屈課題を除いた

すべての課題で定型発達児よりも有意に大きかった。若年成人

に比べて児童の対象者では再現誤差は負の値を示し、読み書き

障害児ではその傾向が強かった。

【考察】赤外線センサを用いた計測方法においても、読み書き

障害児は定型発達児に比べて有意に絶対誤差が大きく、異なる

評価手法で実施した先行研究と同様の結果であった。また、再

現誤差の結果から、成人対象者と比較して児童では目標に対し

て過小評価しやすい傾向がみられているが、その理由は明らか

にはなっておらず、今後の検討課題である。今後は各年代の基

準となるデータをさらに収集し、それぞれの基準値を算出する

ことに加えて、縦断的な計測を実施して上肢関節位置覚の発達

に伴う変化について検討していく。

理学療法・リハビリテーション

動画提示型の新しい車いす操作ナビゲーションプログラムは

脳卒中片麻痺者に効果的か？

出口弦舞

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

【目的】開発中の手動車いすを駆動する脳卒中片麻痺者がベッ

ド移乗の際に適切な停車とブレーキ操作等について誘導し早

期獲得を目指すナビゲーション装置は、操作個所を で報知

する機能と次の操作を伝える音声、ベッドに取り付けられた停

車誘導および次の操作を伝える映像提示機能から成る。この映

像提示機能における動画提示型の新しいナビゲーションプロ

グラム（以下動画ナビ）の効果を明らかにした。

【方法】対象者：開発途中のため車いす未経験の健常高齢者に

左片麻痺を模擬してもらい計測実施。男性 名，女性 名、

平均年齢 歳±2.89 歳の 名。手順：対象者を動画ナビと

静止画提示型のナビ（以下静止画ナビ）利用の 群に分け、そ

れぞれ車いす移乗準備を行ってもらった。これを撮影記録しス

ムーズに操作できたか比較。同時に使用時の感想も得た。（国

際医療福祉大学倫理審査承認番号 ）

【結果】スムーズな停車が確認できたのは動画ナビ 名、

静止画ナビ 名であり、動画ナビの感想は停車の項目で全

員が「問題なかった」と回答していた。一方で動画・静止画ナ

ビ共通であるフットサポート裏面のシーケンス完了ボタンが

発見できなかった対象者は 名で、理解が難しいとの自由

回答も 件あった。

【考察】シーケンス完了のボタン設定には課題が残ったが、動

画ナビは主に停車において効果的と考えられた。しかし本装置

はブレーキ操作とフットサポート操作にナビゲーションが有

効でないと危険になることが有りうる。ブレーキについては自

動装置付き車いすをベースとして回避できるが、フットサポー

トは回避策が乏しい。国内の車いす部品で可能性を示すものに

車いす用前輪昇降ユニット「助立さん」（花岡産業 株式会社森

山鉄工 コード ）がある。これは薄いフッ

トサポートと昇降するキャスターフォークで足を載せたまま

フットサポートを着地し、フットサポート操作無しで移乗を可

能にする。この装置との連動が可能になれば訓練装置として実

用性向上が期待できる。

【結論】動画ナビは停車のスムーズさを高め訓練装置としての

効果を示した。しかしナビゲート効果は確実に ％と言えな

いことから、特にブレーキとフットサポートに安全対策の装置

を付属させることが必要である。

理学療法・リハビリテーション

慢性心不全患者における安静時エネルギー消費量と心機能・身

体機能・ の関係

木村郁夫 今井正樹 増田司 工藤優

千葉一幸 岡部輝雄

国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション科

国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション室

国際医療福祉大学三田病院心臓血管センター

【目的】本研究は、当院慢性心不全患者の栄養状態から心臓リ

ハビリテーション実施の意義を検討するため、当院入院の慢性

心不全患者を対象に、栄養状態・心機能・身体機能および

の関係性について明らかにすることを目的とした。

【方法】本研究は診療録内容の後方視的観察研究とした。対象

は 年 月 日から 年 月 日までに慢性心不全の

診断で入院後、リハビリテーションが必要とされた 歳以上

の患者 名（男性 名女性 名、年齢 80.4±7.2 歳）とし

た。調査項目として、身体機能評価は入退院時の歩行様式、

評価は入退院時の生活状況について抽出して （以

下、 ）にて点数化した。また身長・入院 週間後の体重・入

院時血液生化学検査、心臓超音波検査より左室駆出率（以下、

）とした。抽出した身長・体重の数値から体格指数（以下、

）を算出し、さらに性別・年齢を用いて推定式より安静時

エネルギー消費量（以下、 ）を算出した。以上の調査内容

について統計学的検討を行った。有意水準は全て 未満とした。

倫理的配慮として、本研究はヘルシンキ宣言及び「人を対象と

する医学系研究に関する倫理指針」に則り、対象者の個人情報

保護に十分配慮した。

【結果】対象者 名のうち、入院前の歩行様式について介助

歩行（以下、介助群）が 名、自立歩行（以下、自立群）が

名だった。 群間において年齢・ に有意差はなかった。介

助群の は入退院時とも自立群より有意に低く、血液生化学

検査から は介助群が有意に低かった。また介助群 名は

が 以上だった。介助群において 日あたりに必要な摂取エ

ネルギー量は、算出した の数値より ～ 程度多

く設定されていたが、 名中 名は入院中を通じて食事摂取量

が 割に満たないことが多かった。

【考察】介助群は が保たれた心不全の増悪で入院しており、

非心血管系の要素も含めた様々な因子により入院前から が

低下していた可能性がある。結果より、介助群は が低く、

さらに食事摂取量が少ない傾向にあったことから、 を低下

させる非血管系の要素として低栄養が示されたと考える。以上

より、特に入院前から 上で介助を要する慢性心不全患者に

対しては、厳密な栄養管理のもとで心臓リハビリテーションを

行うことが重要であると考える。

理学療法・リハビリテーション

による歩行解析

永井良治 中原雅美

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

【目的】 以下、 はフラ

クタル次元を計算する解析方法であり、過去のデータが新たな

データとどれだけの強さの相関関係を有しているかを示す手

法である。ヒトの歩行では、数歩に要する時間はランダムに決

定されているのではなく、過去の数歩に要した時間と長期相関

を持っている。しかし転倒経験のある高齢者では長期相関を失

ってランダムノイズになることが報告されている。

本研究の目的は対象者を増やして作成した 計算ソフトの

データの妥当性について検討することである。

【方法】対象は健常男子大学生過去に腰部・股関節・膝関節に

負傷歴のない 名（年齢： 歳、身長：173±3.3 体重：

64.0±2.7kg）とした。対象者へは、研究内容を説明し、書面

による同意を得た。

歩行の計測は約 メートルのトラックを設けて快適な歩行速

度で４分間実施した。一側の踵接地から再び同側の踵接地にか

かるストライド時間の時系列データを取得した。ストライド時

間の測定は無線モーションレコーダ センサー（マイクロス

トーン社製）を用いた。サンプリング周波数は で記録し

た。加速度波形の垂直成分より踵接地期を基準として、同側の

踵接地までの時間を算出した。得られたストライド時間から

計算ソフトを使用してフラクタル指数を算出した。

【結果】フラクタル指数 α の平均は 0.87±0.2 であった。

【考察】フラクタル指数は 0.87±0.2 であった。 で計算さ

れるフラクタル指数 α は、 では自己相関がなく、α>1.0

では自己相関性はあるが、フラクタル性は消失する。一般に安

定した歩行における α は ～ と報告されている。今回の

結果より健常者については作成した 計算ソフトを用いて腰

部に装着した加速度計からストライド時間を計算することで

データの妥当性を確認できた。
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理学療法・リハビリテーション

地域在住高齢者における咳嗽力の経年的変化とその関連要因

（第 報）

金子秀雄 鈴木あかり

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

【目的】気道クリーニングに必要な咳嗽力の低下は、肺炎発症

のリスクとなる。咳嗽力は、咳嗽時の最大呼気流量（ ）と

して評価され、努力性肺活量（ ）と呼吸筋力に関連する。

加齢に伴う呼吸機能低下は 低下を招くと考えられるが、そ

の関連は不明である。そこで、本研究では地域在住高齢者を対

象とした 年間の呼吸機能測定会における参加頻度の違いから、

変化量と 、呼吸筋力の変化量の関連を検証した。

【方法】地域在住高齢者を対象に 年および 年から年

回の呼吸機能測定会に参加し、研究への同意が得られた

名のうち、 年後に測定した 名（平均年齢 77±5 歳、男性

名）を分析対象とした。神経疾患、気流制限、測定に支障の

あった対象者は除外した。本研究は倫理委員会の承認

（ ）を得て実施した。基礎情報として年齢、性別、

身体特性、 、 、最大吸気圧（ ）、最大呼気圧（ ）

を分析項目とした。 の測定ではフェイスマスクとピークフ

ローメータ（アセス）を用い最大吸気位から随意咳嗽を 回行

わせ最大値を採用した。 はスパイロメータを用いて、

と は口腔内圧計を用いて測定した。統計分析は、各測定値

における初回と 年後の比較に対応のある 検定または

の符号付順位検定を用いた。各測定値の変化量を算出

し、 変化量を従属変数、 、 、 の変化量を独立

変数とした重回帰分析（強制投入）を行った。また対象者は

年後まで毎年測定した対象者（高参加群）とそうでない対象者

（低参加群）を 群に分け、初回測定値と変化量の 群間の比

較に対応のない 検定または の 検定を用いた。

さらに群ごとに上記同様の重回帰分析を行った。有意水準は

％とした。

【結果】対象者の初回と 年後の比較した結果、 は有意な

増加（ ）を示した。 変化量の有意な予測因子は抽出され

なかった。初回測定値および各測定値の変化量は 群間に有意

差が認められなかったが、低参加群における 変化量の有意

な予測因子として 変化量（β＝ ）が抽出された。

【考察】地域在住高齢者の 年後の呼吸機能は明らかな低下を

示さず、 変化量の関連因子は認められなかった。 増加

を考慮すると測定会参加により呼吸機能の維持に寄与した可

能性がある。一方、低参加群においては 変化量との関連が

認められ、 には が関連することが確認された。しかし、

その背景にある機序は不明であり の関連因子についても検

討する必要がある。

理学療法・リハビリテーション

地域在住高齢者の健康寿命延伸を目的とした意識および行動

変容に対する介入調査

櫻井陽子 牧原由紀子 町田和 森井和枝

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

【目的】高齢者の健康寿命および の維持には自立した歩行

能力の維持が必要不可欠である。運動習慣や食生活に関する情

報は溢れており、必要性を認識しながらも実際に生活習慣を改

善し、継続していく難しさを高齢者から相談される機会が多い。

そこで、本研究では、 ヶ月間のポールウォークトレーニング

の実施と、日常活動量や運動習慣への意識調査を行い、対象者

の意識や行動変容を明らかにすることを目的とした。

【方法】大学近隣地域在住の 歳以上の高齢者 名を対象と

し、最大心拍数の ～ の運動強度で 分間のポールウォー

キングを週 回の頻度で ヶ月間実施した。介入前、介入 ヶ

月後、介入 ヶ月後、介入 ヶ月後にアンケート調査やウォー

キングフォームの確認及び指導を行った。アンケート調査は記

名自記式質問紙法を用い、国際標準化身体活動質問票日本語版

による身体活動量調査、転倒歴の聴取と、ポールウォークに関

する感想を記載する自由記述欄を設けた。分析は、各指標の群

間比較と自由記述文のテキストマイニングによる質的検討を

行った。

【結果】身体活動量は、介入前 1432.6±988.1MET･分 週、 ヶ

月後 1860.2±1385.3MET･分 週と増加したものの、両群間に有

意な差は認められなかった。自由記述のテキストマイニングで

は、言及頻度は『歩く』、『楽しい』、『運動』が、共起頻度は『歩

く 軽い』、『ポール 続ける』、『痛み 膝』が上位を占めた。介

入前と ヶ月後の自由記述の比較では、 ヶ月後のみに出現し

た単語は、『楽しい』、『ありがとう』、『自信』、『今後』であっ

た。 か月後の具体的な記述内容では、『歩く楽しみが感じられ

た』『膝の痛みが軽くなった気がする』『動くことが苦にならな

くなった』『これを契機にウォーキングを続ける』『歩く姿勢を

気にするようになった』という記述がみられた。

【考察】高齢者は活動量の個人差が大きく、今回の介入で身体

活動量の有意な変化は認められなかったが、アンケートの自由

記述を分析することで、日常生活に支障がなくても歩行に自信

がないことや、運動の習慣化の難しさが示唆された。虚弱高齢

者に限らず、生活が自立している高齢者であっても、運動習慣

化のきっかけづくりに寄与するシステムの構築が必要である

と考える。

理学療法・リハビリテーション

オンライン授業の実施形式の工夫とその利点・欠点の検証

大武聖 細川真登

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

【目的】今年度の前期授業は新型コロナウィルス感染拡大の影

響を受けてオンラインでの授業開催となった。自身の担当科目

は対象学生の授業が ～ 限まで連続している日の 限に配置

されていたことから、学生の疲労やストレスを考慮してオンラ

イン授業に複数の形式を取り入れて授業を展開した。

今回は授業後のアンケート結果・感想からそれぞれの授業形式

の利点と欠点について検証する。

【方法】担当科目において、時間割通りの時間に行うライブ形

式の授業に加え、事前に収録した動画を時間割の時間に配信し、

一定期間視聴できる動画配信形式の授業を取り入れた。

第 回授業を動画配信形式、第 回授業をライブ形式で行い、

その後は講義の内容に応じてそれぞれの形式で授業を行った。

第 ・ 回目の授業後に実施した受講しやすい形式についての

アンケート結果、および第 回目以降の授業の感想の内容から、

それぞれの授業形式の利点と欠点を検証した。

【結果】第 回授業後のアンケートでは の学生が動画配信

形式のほうが取り組みやすいと回答した。その後の第 ～ 回

授業（動画配信形式）では「集中しやすい時間に授業が受けら

れる」、「繰り返し見たり、一時停止できるのでやりやすい」な

どの肯定的な意見が多く聞かれた。第 ・ 回授業（ライブ形

式）では意見は少ないものの「聞き逃さないように集中できた」、

「動画配信形式よりも集中できた」といった意見が聞かれた。

全授業終了後の感想では、動画配信形式の授業に対して肯定的

な意見のほうが多かったが否定的な意見がみられるようにな

り、ライブ形式に対する肯定的意見がやや増加していた。

【考察】動画配信形式は期間内の視聴回数に制限がないため各

個人の理解度に応じて学習が進められたこと、また時間に拘束

されないで一日中パソコンの前に座り続ける苦痛から解放で

きたことが肯定的な意見の多さの要因と考えられた。しかし動

画配信は一方向性の講義であり、受講状況の確認が難しいこと

や緊張感をもって受講しにくい点については授業を行う上で

考慮する必要がある。

ライブ形式の授業は双方向性であり動画配信形式より授業に

集中しやすい可能性はあるが、今回のように授業が連続してい

る状況下では疲労からくる集中力の欠如が内容の理解に大き

く影響する可能性があると考えられた。

理学療法・リハビリテーション

総合臨床実習前後の理学療法士養成校大学生のバーンアウト

尺度の比較

和田三幸 前田佑輔 大武聖

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

【目的】堤らは、 年生大学に在籍する医療系学生は、実技授

業や臨床実習などのカリキュラムに起因するストレスを感じ

ていると報告している。ストレスを受けた時、それにうまく対

応できないために心身の疲労と感情の枯渇が生じる症状をバ

ーンアウトという。今年度より取り入れた 方式の総合臨床

実習の前後でバーンアウトの状況がどのように変化するのか

明らかにするためにアンケート調査を行った。

【方法】 年制医療系大学理学療法学科に在籍する 年生のう

ち、 に伴う実習中止に至らなかった 名（男性 名，

女性 名）を対象とした。実習 週間前と実習終了 日後の

計 回に渡り、 を用いて久保らの作成したバーン

アウト尺度および独自に作成した質問項目についてアンケー

ト調査を行った。質問項目の内容は、実習施設について、実習

中の過ごし方についてであり、多肢選択法と自由記載法を用い

て回答させた。本調査の概要と手順を口頭にて説明し、自由意

志による回答をもって同意と判断した。本研究は国際医療福祉

大学研究倫理審査委員会 承認番号： の承認を得て

実施した。

バーンアウト尺度の下位尺度である情緒的消耗感、脱人格化、

個人的達成感のうち、 つでも危険領域にある者をバーンアウ

ト有とした。バーンアウト尺度の総得点を算出し、中央値 最

小値 最大値 を求めた。さらに、実習前のバーンアウト有を有

群、バーンアウト無を無群として、実習前後のバーンアウト尺

度に対して の符号順位検定を

を用いて行った。有意水準は ％とした。

【結果】有群は 名、無群は 名であった。このうち、実習

前後ともにバーンアウト傾向であった者は 名、バーンアウト

傾向でない者は 名、有群から無群となった者は 名、無群か

ら有群となった者は 名であった。有群の総得点は実習前

点、実習後 点、無群は実習前 点、

実習後 点であり、実習前後で有意差は認めなかった。

【考察】実習前後においてバーンアウト傾向に陥っている者と

脱却している者を認めた。本多は、臨床実習中の学生は、実習

課題が滞りなく実施できないことや実習指導者との関係性に

対してストレスを抱えていると述べている。対象者の実習前お

よび実習中のバーンアウト要因は様々であることが、バーンア

ウト傾向に変化が生じた原因であると考えた。

【結論】実習前および実習中に個々の経過を追い、バーンアウ

トからの脱却に向けた方策を講じる必要があると考えた。
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理学療法・リハビリテーション

地域在住高齢者における咳嗽力の経年的変化とその関連要因

（第 報）

金子秀雄 鈴木あかり

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

【目的】気道クリーニングに必要な咳嗽力の低下は、肺炎発症

のリスクとなる。咳嗽力は、咳嗽時の最大呼気流量（ ）と

して評価され、努力性肺活量（ ）と呼吸筋力に関連する。

加齢に伴う呼吸機能低下は 低下を招くと考えられるが、そ

の関連は不明である。そこで、本研究では地域在住高齢者を対

象とした 年間の呼吸機能測定会における参加頻度の違いから、

変化量と 、呼吸筋力の変化量の関連を検証した。

【方法】地域在住高齢者を対象に 年および 年から年

回の呼吸機能測定会に参加し、研究への同意が得られた

名のうち、 年後に測定した 名（平均年齢 77±5 歳、男性

名）を分析対象とした。神経疾患、気流制限、測定に支障の

あった対象者は除外した。本研究は倫理委員会の承認

（ ）を得て実施した。基礎情報として年齢、性別、

身体特性、 、 、最大吸気圧（ ）、最大呼気圧（ ）

を分析項目とした。 の測定ではフェイスマスクとピークフ

ローメータ（アセス）を用い最大吸気位から随意咳嗽を 回行

わせ最大値を採用した。 はスパイロメータを用いて、

と は口腔内圧計を用いて測定した。統計分析は、各測定値

における初回と 年後の比較に対応のある 検定または

の符号付順位検定を用いた。各測定値の変化量を算出

し、 変化量を従属変数、 、 、 の変化量を独立

変数とした重回帰分析（強制投入）を行った。また対象者は

年後まで毎年測定した対象者（高参加群）とそうでない対象者

（低参加群）を 群に分け、初回測定値と変化量の 群間の比

較に対応のない 検定または の 検定を用いた。

さらに群ごとに上記同様の重回帰分析を行った。有意水準は

％とした。

【結果】対象者の初回と 年後の比較した結果、 は有意な

増加（ ）を示した。 変化量の有意な予測因子は抽出され

なかった。初回測定値および各測定値の変化量は 群間に有意

差が認められなかったが、低参加群における 変化量の有意

な予測因子として 変化量（β＝ ）が抽出された。

【考察】地域在住高齢者の 年後の呼吸機能は明らかな低下を

示さず、 変化量の関連因子は認められなかった。 増加

を考慮すると測定会参加により呼吸機能の維持に寄与した可

能性がある。一方、低参加群においては 変化量との関連が

認められ、 には が関連することが確認された。しかし、

その背景にある機序は不明であり の関連因子についても検

討する必要がある。

理学療法・リハビリテーション

地域在住高齢者の健康寿命延伸を目的とした意識および行動

変容に対する介入調査

櫻井陽子 牧原由紀子 町田和 森井和枝

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

【目的】高齢者の健康寿命および の維持には自立した歩行

能力の維持が必要不可欠である。運動習慣や食生活に関する情

報は溢れており、必要性を認識しながらも実際に生活習慣を改

善し、継続していく難しさを高齢者から相談される機会が多い。

そこで、本研究では、 ヶ月間のポールウォークトレーニング

の実施と、日常活動量や運動習慣への意識調査を行い、対象者

の意識や行動変容を明らかにすることを目的とした。

【方法】大学近隣地域在住の 歳以上の高齢者 名を対象と

し、最大心拍数の ～ の運動強度で 分間のポールウォー

キングを週 回の頻度で ヶ月間実施した。介入前、介入 ヶ

月後、介入 ヶ月後、介入 ヶ月後にアンケート調査やウォー

キングフォームの確認及び指導を行った。アンケート調査は記

名自記式質問紙法を用い、国際標準化身体活動質問票日本語版

による身体活動量調査、転倒歴の聴取と、ポールウォークに関

する感想を記載する自由記述欄を設けた。分析は、各指標の群

間比較と自由記述文のテキストマイニングによる質的検討を

行った。

【結果】身体活動量は、介入前 1432.6±988.1MET･分 週、 ヶ

月後 1860.2±1385.3MET･分 週と増加したものの、両群間に有

意な差は認められなかった。自由記述のテキストマイニングで

は、言及頻度は『歩く』、『楽しい』、『運動』が、共起頻度は『歩

く 軽い』、『ポール 続ける』、『痛み 膝』が上位を占めた。介

入前と ヶ月後の自由記述の比較では、 ヶ月後のみに出現し

た単語は、『楽しい』、『ありがとう』、『自信』、『今後』であっ

た。 か月後の具体的な記述内容では、『歩く楽しみが感じられ

た』『膝の痛みが軽くなった気がする』『動くことが苦にならな

くなった』『これを契機にウォーキングを続ける』『歩く姿勢を

気にするようになった』という記述がみられた。

【考察】高齢者は活動量の個人差が大きく、今回の介入で身体

活動量の有意な変化は認められなかったが、アンケートの自由

記述を分析することで、日常生活に支障がなくても歩行に自信

がないことや、運動の習慣化の難しさが示唆された。虚弱高齢

者に限らず、生活が自立している高齢者であっても、運動習慣

化のきっかけづくりに寄与するシステムの構築が必要である

と考える。

理学療法・リハビリテーション

オンライン授業の実施形式の工夫とその利点・欠点の検証

大武聖 細川真登

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

【目的】今年度の前期授業は新型コロナウィルス感染拡大の影

響を受けてオンラインでの授業開催となった。自身の担当科目

は対象学生の授業が ～ 限まで連続している日の 限に配置

されていたことから、学生の疲労やストレスを考慮してオンラ

イン授業に複数の形式を取り入れて授業を展開した。

今回は授業後のアンケート結果・感想からそれぞれの授業形式

の利点と欠点について検証する。

【方法】担当科目において、時間割通りの時間に行うライブ形

式の授業に加え、事前に収録した動画を時間割の時間に配信し、

一定期間視聴できる動画配信形式の授業を取り入れた。

第 回授業を動画配信形式、第 回授業をライブ形式で行い、

その後は講義の内容に応じてそれぞれの形式で授業を行った。

第 ・ 回目の授業後に実施した受講しやすい形式についての

アンケート結果、および第 回目以降の授業の感想の内容から、

それぞれの授業形式の利点と欠点を検証した。

【結果】第 回授業後のアンケートでは の学生が動画配信

形式のほうが取り組みやすいと回答した。その後の第 ～ 回

授業（動画配信形式）では「集中しやすい時間に授業が受けら

れる」、「繰り返し見たり、一時停止できるのでやりやすい」な

どの肯定的な意見が多く聞かれた。第 ・ 回授業（ライブ形

式）では意見は少ないものの「聞き逃さないように集中できた」、

「動画配信形式よりも集中できた」といった意見が聞かれた。

全授業終了後の感想では、動画配信形式の授業に対して肯定的

な意見のほうが多かったが否定的な意見がみられるようにな

り、ライブ形式に対する肯定的意見がやや増加していた。

【考察】動画配信形式は期間内の視聴回数に制限がないため各

個人の理解度に応じて学習が進められたこと、また時間に拘束

されないで一日中パソコンの前に座り続ける苦痛から解放で

きたことが肯定的な意見の多さの要因と考えられた。しかし動

画配信は一方向性の講義であり、受講状況の確認が難しいこと

や緊張感をもって受講しにくい点については授業を行う上で

考慮する必要がある。

ライブ形式の授業は双方向性であり動画配信形式より授業に

集中しやすい可能性はあるが、今回のように授業が連続してい

る状況下では疲労からくる集中力の欠如が内容の理解に大き

く影響する可能性があると考えられた。

理学療法・リハビリテーション

総合臨床実習前後の理学療法士養成校大学生のバーンアウト

尺度の比較

和田三幸 前田佑輔 大武聖

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

【目的】堤らは、 年生大学に在籍する医療系学生は、実技授

業や臨床実習などのカリキュラムに起因するストレスを感じ

ていると報告している。ストレスを受けた時、それにうまく対

応できないために心身の疲労と感情の枯渇が生じる症状をバ

ーンアウトという。今年度より取り入れた 方式の総合臨床

実習の前後でバーンアウトの状況がどのように変化するのか

明らかにするためにアンケート調査を行った。

【方法】 年制医療系大学理学療法学科に在籍する 年生のう

ち、 に伴う実習中止に至らなかった 名（男性 名，

女性 名）を対象とした。実習 週間前と実習終了 日後の

計 回に渡り、 を用いて久保らの作成したバーン

アウト尺度および独自に作成した質問項目についてアンケー

ト調査を行った。質問項目の内容は、実習施設について、実習

中の過ごし方についてであり、多肢選択法と自由記載法を用い

て回答させた。本調査の概要と手順を口頭にて説明し、自由意

志による回答をもって同意と判断した。本研究は国際医療福祉

大学研究倫理審査委員会 承認番号： の承認を得て

実施した。

バーンアウト尺度の下位尺度である情緒的消耗感、脱人格化、

個人的達成感のうち、 つでも危険領域にある者をバーンアウ

ト有とした。バーンアウト尺度の総得点を算出し、中央値 最

小値 最大値 を求めた。さらに、実習前のバーンアウト有を有

群、バーンアウト無を無群として、実習前後のバーンアウト尺

度に対して の符号順位検定を

を用いて行った。有意水準は ％とした。

【結果】有群は 名、無群は 名であった。このうち、実習

前後ともにバーンアウト傾向であった者は 名、バーンアウト

傾向でない者は 名、有群から無群となった者は 名、無群か

ら有群となった者は 名であった。有群の総得点は実習前

点、実習後 点、無群は実習前 点、

実習後 点であり、実習前後で有意差は認めなかった。

【考察】実習前後においてバーンアウト傾向に陥っている者と

脱却している者を認めた。本多は、臨床実習中の学生は、実習

課題が滞りなく実施できないことや実習指導者との関係性に

対してストレスを抱えていると述べている。対象者の実習前お

よび実習中のバーンアウト要因は様々であることが、バーンア

ウト傾向に変化が生じた原因であると考えた。

【結論】実習前および実習中に個々の経過を追い、バーンアウ

トからの脱却に向けた方策を講じる必要があると考えた。

― 83 ―



理学療法・リハビリテーション

臨床実習実習指導者育成に特化した臨床技能教育プログラム

の有用性

—カンファレンスに必要な臨床技能に関するアンケート分析—

金子純一朗 森田正治 石坂正大 上田清史

小野田公 河野健一 黒澤和生

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学病院リハビリテーション科

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

【目的】我々は今まで社会的スキルと演習成果を分析し，学生

自身が主体的に学内演習を実施することによって社会的スキ

ルが向上していることを明らかにした。

そこで今回、卒後の臨床技能、特にカンファレンスに必要な

病態理解やコミュニケーション能力をテーマに、主体的な参加

やリハビリテーションにおける障害像の理解度についてアン

ケート調査を実施することとしたのでここに報告する。

【方法】理学療法学科卒業し臨床に従事している理学療法士を

対象に社会的スキルとカンファレンスで必要とされる臨床技

能評価を分析する。対象は医療提供施設に従事している 名

（ 年目 名、2−3 年目 名、 年目以上 名）とし、アン

ケート調査を実施した。参加者はアンケート実施に関する説明

を確認し、同意のあった者のみ対象とした。調査期間は

年 月から 月までとし、 年度 月までの勤務年数で回答

を実施した。

アンケートの回答方法はｗｅ 上で実施し、回答内容を研究

の対象とした。アンケート内容の結果はカンファレンスに関す

る臨床技能についてカイ 乗検定並びに残差分析を実施した。

【結果】カンファレンスに関する臨床技能について、「参加の

主体性」と「障害像の理解」について分析をした。その結果、

カンファレンスにおける「参加の主体性」において経験年数に

よる違いは認められないものの（χ2=3. ）、「障害像の理

解」において有意差を認め、 年目において「かなりできた」

もしくは「できた」と振り返る人が少なく、「あまりできない」

もしくは「できなかった」と振り返る人が多いことが明らかと

なった。（χ2＝ ）

【考察および結論】臨床経験 年目における特徴として、カン

ファレンスへ主体的な参加において勤務経験年数による違い

は生じていないものの、障害像の理解は 極化する可能性が示

唆された。よって、今後は障害像の理解をテーマにした卒後教

育プログラムの必要性が考えられた。

理学療法・リハビリテーション

総合事業における介入方法の検討‐総合事業における通所と

訪問サービスの併用の効果‐

中原雅美 村上武士 芝原夏樹 古賀敬基

歌島遼太郎 池田拓郎 永井良治

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

柳川リハビリテーション病院リハビリテーション部

みずま通所リハビリテーションセンター

【はじめに】介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事

業）は、市町村が中心となって地域の実情に応じた多様なサー

ビスが展開されている。総合事業において「訪問型サービス 」

（以下、訪問）と「通所型サービス 」（以下、通所）を併用に

て実施する市町村はあるが、それに関する報告は少ない。本調

査は、総合事業の訪問と通所を併用実施する際の基礎資料とす

ることを目的に調査を行った。

【方法】対象は、総合事業の訪問と通所を利用している地域在

住高齢 名とした。対象者は介護保険の要介護認定は受けて

いないものとした。本研究は倫理審査委員会の承認後に、対象

者に説明と同意を得てから実施した。方法は総合事業の介入前

後に行う心身機能評価を効果判定として比較した。心身機能評

価は、握力、長座体前屈距離、開眼片脚立位時間、 、 、

、 、 とした。訪問は通所利用の開始前と終了後

に実施し、通所は 回（週 回 分）実施した。訪問では、

生活課題の把握と自宅の環境調整、生活動作指導を行った。通

所では、 回利用時に 種目をサーキットメニュー形式にて実

施した。 種目の内容は、 種類のパワーリハビリテーション

機器による筋力増強運動、自転車エルゴメーターによる有酸素

運動、リハビリマットによる二重課題トレーニング、計算課題

を用いた認知機能トレーニング、訪問時に問題となっていた生

活動作に対する 指導とした。通所を通して、

と生活動作の管理と定期的な見直しを行った。統計解析には、

対応のある 検定と の符号付き順位検定を用い、有

意水準は ％とした。

【結果】効果判定の結果、握力、長座体前屈距離、 得点、

得点、 得点、 得点が有意に改善した（ ＜ ）。

【考察】介入効果として、筋力、柔軟性とバランス能力および

認知機能が改善した。訪問時に指導した内容は、通所および

の指導内容にも反映させることで、身体機能の改善だ

けでなく、活動範囲の拡大につながったと予測される。また、

介入期間中は運動が習慣化し、他者交流も増え、活動も多くな

ったことから、認知機能にも良い影響をもたらしたと考える。

総合事業の訪問と通所を併用実施することにより、効果的な介

護予防が展開できると考える。

理学療法・リハビリテーション

新型コロナウイルス感染拡大時に通所サービス利用を中止し

た人の特徴

広瀬環 沢谷洋平 柴隆広 浦野友彦

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

にしなすの総合在宅ケアセンター

国際医療福祉大学医学部老年病科

【目的】高齢者は、新型コロナウイルス感染症（ ）防

止のための活動制限により、身体活動量が低下し、フレイル状

態が悪化する可能性が指摘されている。フレイル予防と感染予

防の両面を実現させるために、 の影響で身体活動量が

低下した高齢者の特徴を把握することが重要である。本研究で

は、通所リハビリテーション利用者である要支援・要介護高齢

者において、 予防を理由に通所リハビリテーションを

利用中止した人の特徴を明らかにすることを目的とした。

【方法】本研究は、 年 月に通所リハビリテーション利用

の要支援・要介護高齢者 名（男性 名、女性 名、年齢

77.3±8.3 歳：平均値±標準偏差）を対象とし、 によ

る通所リハビリテーション利用中止の有無を調査した。利用中

止の定義は、日本全国の緊急事態宣言の期間（ 年 月 日

月 日）に 予防を理由に 週間以上継続して通所

リハビリテーションを休んだ場合とした。統計解析は、利用中

止なしを （ 名）、 週間以上の利用中止ありを （ 名）と

し、独立変数を基本属性（性別、年齢、介護度、身長、体重）、

握力、歩行速度とした二項ロジスティック回帰分析を実施した。

性別に関しては男性を 、女性を とした。また、 予

防以外を理由に利用を中止した方 名、握力と歩行速度の測

定が困難な 名、データに欠損がある 名、 歳以上の 名

を除外した。本研究は、本学倫理審査委員会の承認を得て実施

された（承認番号 ）。

【結果】 による通所リハビリテーション利用中止の関

連因子として、女性（β= 、 ）、歩行速度（β=2.488、

）が抽出された。

【考察】 の緊急事態宣言によって通所リハビリテーシ

ョン利用を中止する要因として、要支援・要介護高齢者の中で

は活動量が多いと考えられる歩行速度の速い女性が抽出され

た。介護保険サービスの利用中止は、運動頻度の減少による身

体機能低下だけでなく、認知機能や心への影響も配慮すべきで

ある。今回抽出された危険因子を有する対象者に関して、孤立

や生活不活発などのフレイル状態悪化への対策を検討するた

め、今後、利用中止者に関する追跡調査を行ない、本学会で合

わせて報告する。

理学療法・リハビリテーション

一側下肢の不活動条件によるヒト脊髄運動神経機構に関する

研究

池田拓郎 岡真一郎 松田憲亮 鈴木あかり

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

【目的】大脳皮質運動野の神経活動は、健常肢を 時間前後

の不活動によって可逆性に変化するとされているが、脊髄運動

神経に影響を与えるのかどうかはわかっていない。本研究の目

的は、一側の下肢ギプスシーネ固定による不活動が脊髄運動神

経の興奮に及ぼす影響を明らかにすることである。

【方法】対象は、健常若年者成人男性 名。本研究は、国際

医療福祉大学の倫理審査委員会の承諾を得て行った（承認番

号； ）。固定時間は 時間とし、医療用ギプスシー

ネを用いて、軸足である左下肢の足部中足骨頭部より遠位から

大腿部遠位 分の までを固定した。被検者には固定側を免荷

とするように指示した。計測機器には、筋電図誘発電位検査装

置（ 、日本光電社）を用いた。測定肢位は、四肢を完

全にリラックスしたベッド上での背臥位とした。電極は皮膚表

面電極を使用し、陽電極を母趾基節骨底内側、陰電極を舟状骨

下部およびアース電極を内果に設置をした。記録条件として、

固定肢の脛骨神経を 回刺激し、 波の最大上刺激の ％を

刺激強度とし、持続時間 、刺激頻度 で記録した。

測定項目は、 波の振幅、出現頻度、 ／ 振幅比を導出した。

波の測定は、関節固定前と関節固定除去後に行った。統計学

的検討には、 を使用し、固定前後の比

較に対応のある 検定を行った。有意水準は とした。

【結果】ギブスシーネ除去後の固定肢の 波の振幅と出現頻度

は、固定前に比べて有意に低下し、 ／ 振幅比には変化を示さ

なかった（振幅； 、出現頻度； ）。

【結語】本結果より、 波の振幅と出現頻度が低下したことか

ら、 運動ニューロンの興奮は 時間のギプスシーネ固定によ

る関節不活動によって低下したことを示唆する。
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理学療法・リハビリテーション

臨床実習実習指導者育成に特化した臨床技能教育プログラム

の有用性

—カンファレンスに必要な臨床技能に関するアンケート分析—

金子純一朗 森田正治 石坂正大 上田清史

小野田公 河野健一 黒澤和生

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学病院リハビリテーション科

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

【目的】我々は今まで社会的スキルと演習成果を分析し，学生

自身が主体的に学内演習を実施することによって社会的スキ

ルが向上していることを明らかにした。

そこで今回、卒後の臨床技能、特にカンファレンスに必要な

病態理解やコミュニケーション能力をテーマに、主体的な参加

やリハビリテーションにおける障害像の理解度についてアン

ケート調査を実施することとしたのでここに報告する。

【方法】理学療法学科卒業し臨床に従事している理学療法士を

対象に社会的スキルとカンファレンスで必要とされる臨床技

能評価を分析する。対象は医療提供施設に従事している 名

（ 年目 名、2−3 年目 名、 年目以上 名）とし、アン

ケート調査を実施した。参加者はアンケート実施に関する説明

を確認し、同意のあった者のみ対象とした。調査期間は

年 月から 月までとし、 年度 月までの勤務年数で回答

を実施した。

アンケートの回答方法はｗｅ 上で実施し、回答内容を研究

の対象とした。アンケート内容の結果はカンファレンスに関す

る臨床技能についてカイ 乗検定並びに残差分析を実施した。

【結果】カンファレンスに関する臨床技能について、「参加の

主体性」と「障害像の理解」について分析をした。その結果、

カンファレンスにおける「参加の主体性」において経験年数に

よる違いは認められないものの（χ2=3. ）、「障害像の理

解」において有意差を認め、 年目において「かなりできた」

もしくは「できた」と振り返る人が少なく、「あまりできない」

もしくは「できなかった」と振り返る人が多いことが明らかと

なった。（χ2＝ ）

【考察および結論】臨床経験 年目における特徴として、カン

ファレンスへ主体的な参加において勤務経験年数による違い

は生じていないものの、障害像の理解は 極化する可能性が示

唆された。よって、今後は障害像の理解をテーマにした卒後教

育プログラムの必要性が考えられた。

理学療法・リハビリテーション

総合事業における介入方法の検討‐総合事業における通所と

訪問サービスの併用の効果‐

中原雅美 村上武士 芝原夏樹 古賀敬基

歌島遼太郎 池田拓郎 永井良治

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

柳川リハビリテーション病院リハビリテーション部

みずま通所リハビリテーションセンター

【はじめに】介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事

業）は、市町村が中心となって地域の実情に応じた多様なサー

ビスが展開されている。総合事業において「訪問型サービス 」

（以下、訪問）と「通所型サービス 」（以下、通所）を併用に

て実施する市町村はあるが、それに関する報告は少ない。本調

査は、総合事業の訪問と通所を併用実施する際の基礎資料とす

ることを目的に調査を行った。

【方法】対象は、総合事業の訪問と通所を利用している地域在

住高齢 名とした。対象者は介護保険の要介護認定は受けて

いないものとした。本研究は倫理審査委員会の承認後に、対象

者に説明と同意を得てから実施した。方法は総合事業の介入前

後に行う心身機能評価を効果判定として比較した。心身機能評

価は、握力、長座体前屈距離、開眼片脚立位時間、 、 、

、 、 とした。訪問は通所利用の開始前と終了後

に実施し、通所は 回（週 回 分）実施した。訪問では、

生活課題の把握と自宅の環境調整、生活動作指導を行った。通

所では、 回利用時に 種目をサーキットメニュー形式にて実

施した。 種目の内容は、 種類のパワーリハビリテーション

機器による筋力増強運動、自転車エルゴメーターによる有酸素

運動、リハビリマットによる二重課題トレーニング、計算課題

を用いた認知機能トレーニング、訪問時に問題となっていた生

活動作に対する 指導とした。通所を通して、

と生活動作の管理と定期的な見直しを行った。統計解析には、

対応のある 検定と の符号付き順位検定を用い、有

意水準は ％とした。

【結果】効果判定の結果、握力、長座体前屈距離、 得点、

得点、 得点、 得点が有意に改善した（ ＜ ）。

【考察】介入効果として、筋力、柔軟性とバランス能力および

認知機能が改善した。訪問時に指導した内容は、通所および

の指導内容にも反映させることで、身体機能の改善だ

けでなく、活動範囲の拡大につながったと予測される。また、

介入期間中は運動が習慣化し、他者交流も増え、活動も多くな

ったことから、認知機能にも良い影響をもたらしたと考える。

総合事業の訪問と通所を併用実施することにより、効果的な介

護予防が展開できると考える。

理学療法・リハビリテーション

新型コロナウイルス感染拡大時に通所サービス利用を中止し

た人の特徴

広瀬環 沢谷洋平 柴隆広 浦野友彦

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

にしなすの総合在宅ケアセンター

国際医療福祉大学医学部老年病科

【目的】高齢者は、新型コロナウイルス感染症（ ）防

止のための活動制限により、身体活動量が低下し、フレイル状

態が悪化する可能性が指摘されている。フレイル予防と感染予

防の両面を実現させるために、 の影響で身体活動量が

低下した高齢者の特徴を把握することが重要である。本研究で

は、通所リハビリテーション利用者である要支援・要介護高齢

者において、 予防を理由に通所リハビリテーションを

利用中止した人の特徴を明らかにすることを目的とした。

【方法】本研究は、 年 月に通所リハビリテーション利用

の要支援・要介護高齢者 名（男性 名、女性 名、年齢

77.3±8.3 歳：平均値±標準偏差）を対象とし、 によ

る通所リハビリテーション利用中止の有無を調査した。利用中

止の定義は、日本全国の緊急事態宣言の期間（ 年 月 日

月 日）に 予防を理由に 週間以上継続して通所

リハビリテーションを休んだ場合とした。統計解析は、利用中

止なしを （ 名）、 週間以上の利用中止ありを （ 名）と

し、独立変数を基本属性（性別、年齢、介護度、身長、体重）、

握力、歩行速度とした二項ロジスティック回帰分析を実施した。

性別に関しては男性を 、女性を とした。また、 予

防以外を理由に利用を中止した方 名、握力と歩行速度の測

定が困難な 名、データに欠損がある 名、 歳以上の 名

を除外した。本研究は、本学倫理審査委員会の承認を得て実施

された（承認番号 ）。

【結果】 による通所リハビリテーション利用中止の関

連因子として、女性（β= 、 ）、歩行速度（β=2.488、

）が抽出された。

【考察】 の緊急事態宣言によって通所リハビリテーシ

ョン利用を中止する要因として、要支援・要介護高齢者の中で

は活動量が多いと考えられる歩行速度の速い女性が抽出され

た。介護保険サービスの利用中止は、運動頻度の減少による身

体機能低下だけでなく、認知機能や心への影響も配慮すべきで

ある。今回抽出された危険因子を有する対象者に関して、孤立

や生活不活発などのフレイル状態悪化への対策を検討するた

め、今後、利用中止者に関する追跡調査を行ない、本学会で合

わせて報告する。

理学療法・リハビリテーション

一側下肢の不活動条件によるヒト脊髄運動神経機構に関する

研究

池田拓郎 岡真一郎 松田憲亮 鈴木あかり

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

【目的】大脳皮質運動野の神経活動は、健常肢を 時間前後

の不活動によって可逆性に変化するとされているが、脊髄運動

神経に影響を与えるのかどうかはわかっていない。本研究の目

的は、一側の下肢ギプスシーネ固定による不活動が脊髄運動神

経の興奮に及ぼす影響を明らかにすることである。

【方法】対象は、健常若年者成人男性 名。本研究は、国際

医療福祉大学の倫理審査委員会の承諾を得て行った（承認番

号； ）。固定時間は 時間とし、医療用ギプスシー

ネを用いて、軸足である左下肢の足部中足骨頭部より遠位から

大腿部遠位 分の までを固定した。被検者には固定側を免荷

とするように指示した。計測機器には、筋電図誘発電位検査装

置（ 、日本光電社）を用いた。測定肢位は、四肢を完

全にリラックスしたベッド上での背臥位とした。電極は皮膚表

面電極を使用し、陽電極を母趾基節骨底内側、陰電極を舟状骨

下部およびアース電極を内果に設置をした。記録条件として、

固定肢の脛骨神経を 回刺激し、 波の最大上刺激の ％を

刺激強度とし、持続時間 、刺激頻度 で記録した。

測定項目は、 波の振幅、出現頻度、 ／ 振幅比を導出した。

波の測定は、関節固定前と関節固定除去後に行った。統計学

的検討には、 を使用し、固定前後の比

較に対応のある 検定を行った。有意水準は とした。

【結果】ギブスシーネ除去後の固定肢の 波の振幅と出現頻度

は、固定前に比べて有意に低下し、 ／ 振幅比には変化を示さ

なかった（振幅； 、出現頻度； ）。

【結語】本結果より、 波の振幅と出現頻度が低下したことか

ら、 運動ニューロンの興奮は 時間のギプスシーネ固定によ

る関節不活動によって低下したことを示唆する。
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理学療法・リハビリテーション

維持血液透析患者の医療入院と身体的フレイルならびに運動

習慣の関連

河野健一 石田武希 原采花

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学市川病院リハビリテーション科

医療法人偕翔会静岡事業部

【目的】本研究の目的は、リハビリテーションの処方がなされ

た外来透析患者、入院透析患者の身体機能を比較し、リハビリ

テーションの必要性の観点から、入院患者の身体的フレイルの

実態を明らかにすることとした。

【方法】対象は、医師の処方により理学療法が実施された血液

透析もしくは血液濾過透析患者 例とした。患者背景情報と

して、年齢、性別、 、透析期間、入院

患者の主たる入院事由、合併症（高血圧症、脂質異常症、心血

管疾患、脳血管疾患、下肢末梢動脈疾患、糖尿病、糖尿病網膜

症、糖尿病神経障害）を調査した。また、血液生化学の検査所

見として、血清ヘモグロビン（ ）、血清アルブミン（ ）、

血清カルシウム（ ）、血清リン（ ）、 反応性蛋白（ ）標

準化透析量（ ）を調査した。そして、身体的フレイルは、

膝伸展筋力、握力、 （ ）

にて評価した身体機能低下から確認した。外来透析患者と入院

透析患者の比較を、χ2 検定、 検定にて実施した。

統計解析は にて実施し、有意

水準は とした。

【結果】対象者 例のうち、外来患者は 例、入院患者は

例だった。患者背景情報は外来患者と比較し入院患者は、心

血管疾患、下肢末梢動脈疾患、糖尿病性神経障害を合併した患

者の割合が有意に高かった。生化学検査初見は外来患者と比較

し入院患者は、 、 が有意に低かった。そして、身体機能

は、外来患者と比較し、入院患者は、膝伸展筋力、握力、

の値が有意に低く、基準値を下回る患者の割合が有意に高かっ

た。

【考察】握力、膝伸展筋力、 いずれも外来患者と比較し、

入院患者の身体機能は低く、フレイル、サルコペニアの状態に

あり、運動習慣の確保や日常生活を送る上で困難となる事例が

多いと推察された。医療入院した透析患者は、リハビリテーシ

ョンによって身体機能や移動能力の回復を図ることが重要と

示唆された。

理学療法・リハビリテーション

、

作業療法

難易度の異なる二重課題における運動準備電位の様相

平野大輔 後藤純信 陣内大輔 関優樹

野澤羽奈 谷口敬道

国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】運動準備電位は、随意運動に先行して発現する脳の活

動電位であり、課題の難易度、活動の意欲や動機づけなどの影

響を受ける。日常生活において二つの課題を同時に遂行する二

重課題の機会は多い。本研究では、難易度の異なる二重課題で

の運動準備電位の様相の相違を明らかにすることを目的とし

た。

【方法】右利き健常若年成人 名（男性 名、女性 名、平

均 。 歳、範囲 歳）を対象に、運動単一課題と簡単二

重課題、複雑二重課題時の運動準備電位を国際 法の

と の頭皮上から測定した。運動単一課題は 秒間隔となる

よう右手第 指伸展を行う課題、簡単二重課題は つの数字が

モニターにランダムに提示され、特定の つの数字の出現回数

を記憶し運動単一課題を行う課題、複雑二重課題は特定の つ

の数字の出現回数を記憶し運動単一課題を行う課題とした。各

課題は、右手第 指伸展 回を 施行とし、自己ペースで

秒間隔になるように指示し 施行繰り返した。手指伸展の間隔

時間は 回ずつ被検者にフィードバックした。総指伸筋の筋腹

からの右手第 指伸展時の筋電図の立ち上がりをトリガーとし、

各施行においてアーチファクトとノイズの除去等の波形処理

を行い、運動準備電位の振幅と潜時を算出し、課題間で比較し

た。本研究は所属機関の倫理審査委員会の承認を得て行われた。

【結果】運動手と対側の の振幅は、簡単二重課題時に運動

単一課題に比べ有意に大きくなった。複雑二重課題では運動単

一課題と類似した。 の潜時と の振幅・潜時では、課題間

に有意な差は見られなかった。特定の数字を記憶するといった

正答率では、複雑二重課題時の成績は簡単二重課題に比べ有意

に低く課題間の難易度が異なっていた。手指伸展の間隔時間の

変動係数では、複雑二重課題時の変動係数は運動単一課題に比

べ有意に大きく、ばらつきが大きかった。

【考察】二重課題の難易度が高まると、運動手と対側の運動準

備電位の振幅は大きくなっていくが、さらに難易度が高まると、

運動準備電位の振幅は運動単一課題に類似し小さくなること

が示された。本結果から、運動手と対側の運動準備電位の振幅

は、課題の難易度による注意配分量の違いを反映したと考えら

れる。

作業療法

都市近郊の 人暮らし男性高齢者の生活支援の検討

藤川君江 徳永千尋 風間みえ 加藤真由美

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

日本医療科学大学保健医療学部リバビリテーション学科

日本医療科学大学保健医療学部看護学科

【目的】本研究の目的は、都市近郊の高齢化率が高い地域で一

人暮らし男性高齢者の生活課題を明らかにすることである。

【方法】対象者：都市近郊の高齢化率が高い地域のうち、Ｈ町

は ～ 歳の 名、Ｋ町は ～ 歳の 名、計 名で平均

年齢 歳。一人暮らしの契機は配偶者の死別 名、未婚者

名であった。

調査方法：調査はインタビューガイドを用い、対象者の自宅で

半構成的面接を行った。質問項目は ）基本属性（年齢、配偶

者、子の状況、移動手段）、 ）日常生活で困難に感じること、

）日々の生活での楽しみである。

データの分析方法：インタビューデータ中の参加者の発言のみ

を取り出し、回答内容をコード化した後、データの客観性を保

つためテキストマイニングの手法を用いた。分析は、回答内容

の出現頻度を算出し、頻出語を用いて、語と語の結びつきを探

るために共起ネットワークおよび階層的クラスター分析を行

った。

【結果】クラスター分析の結果、【食事は野菜を食べるように

考えている】【家ではテレビ・ラジオを付けている】【車がない

と困る】【体を動かす】【おかずは買って食べる】【子や孫とは

連絡を取っている】【今はまだ１人暮らしができる】【楽しみが

ある】の クラスターに分類された。共起ネットワーク図では、

「食べる」の出現回数が多く、外食や弁当を買い食べていた。

体力の衰えは自覚し、今後齢を重ねることを心配していた。家

族との連絡方法は電話やライン、メールであった。

【考察】都市近郊の一人暮らし男性高齢者の生活では、スーパ

ーマーケットや居酒屋などの飲食店が身近にあるため、手軽に

おかずを入手できる。そのため、料理の負担感はなく、食事は

度摂っていた。また、ゴルフやグラウンドゴルフで体を動か

していた。消滅が危惧される中山間地や離島で暮らす一人暮ら

し男性高齢者は、畑仕事をすることが日課で楽しみであったが、

都市近郊地域では食べることに不自由がない反面、家にいてで

きることが少ないため、積極的に地域の支援者が関わらないと

孤立するリスクがあると考える。

【結論】都市近郊の 人暮らし男性高齢者は、身近にスーパー

マーケットや飲食店があるため、食事作りの負担感はなかった。

しかし、一人で継続できる楽しみをもたないと孤立するリスク

がある。そのため、積極的に地域の支援者が関わる必要性が示

唆された。

本研究は、日本医療科学大学学長特別研究費の助成を受けて実

施した。
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理学療法・リハビリテーション

維持血液透析患者の医療入院と身体的フレイルならびに運動

習慣の関連

河野健一 石田武希 原采花

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学市川病院リハビリテーション科

医療法人偕翔会静岡事業部

【目的】本研究の目的は、リハビリテーションの処方がなされ

た外来透析患者、入院透析患者の身体機能を比較し、リハビリ

テーションの必要性の観点から、入院患者の身体的フレイルの

実態を明らかにすることとした。

【方法】対象は、医師の処方により理学療法が実施された血液

透析もしくは血液濾過透析患者 例とした。患者背景情報と

して、年齢、性別、 、透析期間、入院

患者の主たる入院事由、合併症（高血圧症、脂質異常症、心血

管疾患、脳血管疾患、下肢末梢動脈疾患、糖尿病、糖尿病網膜

症、糖尿病神経障害）を調査した。また、血液生化学の検査所

見として、血清ヘモグロビン（ ）、血清アルブミン（ ）、

血清カルシウム（ ）、血清リン（ ）、 反応性蛋白（ ）標

準化透析量（ ）を調査した。そして、身体的フレイルは、

膝伸展筋力、握力、 （ ）

にて評価した身体機能低下から確認した。外来透析患者と入院

透析患者の比較を、χ2 検定、 検定にて実施した。

統計解析は にて実施し、有意

水準は とした。

【結果】対象者 例のうち、外来患者は 例、入院患者は

例だった。患者背景情報は外来患者と比較し入院患者は、心

血管疾患、下肢末梢動脈疾患、糖尿病性神経障害を合併した患

者の割合が有意に高かった。生化学検査初見は外来患者と比較

し入院患者は、 、 が有意に低かった。そして、身体機能

は、外来患者と比較し、入院患者は、膝伸展筋力、握力、

の値が有意に低く、基準値を下回る患者の割合が有意に高かっ

た。

【考察】握力、膝伸展筋力、 いずれも外来患者と比較し、

入院患者の身体機能は低く、フレイル、サルコペニアの状態に

あり、運動習慣の確保や日常生活を送る上で困難となる事例が

多いと推察された。医療入院した透析患者は、リハビリテーシ

ョンによって身体機能や移動能力の回復を図ることが重要と

示唆された。

理学療法・リハビリテーション

、

作業療法

難易度の異なる二重課題における運動準備電位の様相

平野大輔 後藤純信 陣内大輔 関優樹

野澤羽奈 谷口敬道

国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】運動準備電位は、随意運動に先行して発現する脳の活

動電位であり、課題の難易度、活動の意欲や動機づけなどの影

響を受ける。日常生活において二つの課題を同時に遂行する二

重課題の機会は多い。本研究では、難易度の異なる二重課題で

の運動準備電位の様相の相違を明らかにすることを目的とし

た。

【方法】右利き健常若年成人 名（男性 名、女性 名、平

均 。 歳、範囲 歳）を対象に、運動単一課題と簡単二

重課題、複雑二重課題時の運動準備電位を国際 法の

と の頭皮上から測定した。運動単一課題は 秒間隔となる

よう右手第 指伸展を行う課題、簡単二重課題は つの数字が

モニターにランダムに提示され、特定の つの数字の出現回数

を記憶し運動単一課題を行う課題、複雑二重課題は特定の つ

の数字の出現回数を記憶し運動単一課題を行う課題とした。各

課題は、右手第 指伸展 回を 施行とし、自己ペースで

秒間隔になるように指示し 施行繰り返した。手指伸展の間隔

時間は 回ずつ被検者にフィードバックした。総指伸筋の筋腹

からの右手第 指伸展時の筋電図の立ち上がりをトリガーとし、

各施行においてアーチファクトとノイズの除去等の波形処理

を行い、運動準備電位の振幅と潜時を算出し、課題間で比較し

た。本研究は所属機関の倫理審査委員会の承認を得て行われた。

【結果】運動手と対側の の振幅は、簡単二重課題時に運動

単一課題に比べ有意に大きくなった。複雑二重課題では運動単

一課題と類似した。 の潜時と の振幅・潜時では、課題間

に有意な差は見られなかった。特定の数字を記憶するといった

正答率では、複雑二重課題時の成績は簡単二重課題に比べ有意

に低く課題間の難易度が異なっていた。手指伸展の間隔時間の

変動係数では、複雑二重課題時の変動係数は運動単一課題に比

べ有意に大きく、ばらつきが大きかった。

【考察】二重課題の難易度が高まると、運動手と対側の運動準

備電位の振幅は大きくなっていくが、さらに難易度が高まると、

運動準備電位の振幅は運動単一課題に類似し小さくなること

が示された。本結果から、運動手と対側の運動準備電位の振幅

は、課題の難易度による注意配分量の違いを反映したと考えら

れる。

作業療法

都市近郊の 人暮らし男性高齢者の生活支援の検討

藤川君江 徳永千尋 風間みえ 加藤真由美

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

日本医療科学大学保健医療学部リバビリテーション学科

日本医療科学大学保健医療学部看護学科

【目的】本研究の目的は、都市近郊の高齢化率が高い地域で一

人暮らし男性高齢者の生活課題を明らかにすることである。

【方法】対象者：都市近郊の高齢化率が高い地域のうち、Ｈ町

は ～ 歳の 名、Ｋ町は ～ 歳の 名、計 名で平均

年齢 歳。一人暮らしの契機は配偶者の死別 名、未婚者

名であった。

調査方法：調査はインタビューガイドを用い、対象者の自宅で

半構成的面接を行った。質問項目は ）基本属性（年齢、配偶

者、子の状況、移動手段）、 ）日常生活で困難に感じること、

）日々の生活での楽しみである。

データの分析方法：インタビューデータ中の参加者の発言のみ

を取り出し、回答内容をコード化した後、データの客観性を保

つためテキストマイニングの手法を用いた。分析は、回答内容

の出現頻度を算出し、頻出語を用いて、語と語の結びつきを探

るために共起ネットワークおよび階層的クラスター分析を行

った。

【結果】クラスター分析の結果、【食事は野菜を食べるように

考えている】【家ではテレビ・ラジオを付けている】【車がない

と困る】【体を動かす】【おかずは買って食べる】【子や孫とは

連絡を取っている】【今はまだ１人暮らしができる】【楽しみが

ある】の クラスターに分類された。共起ネットワーク図では、

「食べる」の出現回数が多く、外食や弁当を買い食べていた。

体力の衰えは自覚し、今後齢を重ねることを心配していた。家

族との連絡方法は電話やライン、メールであった。

【考察】都市近郊の一人暮らし男性高齢者の生活では、スーパ

ーマーケットや居酒屋などの飲食店が身近にあるため、手軽に

おかずを入手できる。そのため、料理の負担感はなく、食事は

度摂っていた。また、ゴルフやグラウンドゴルフで体を動か

していた。消滅が危惧される中山間地や離島で暮らす一人暮ら

し男性高齢者は、畑仕事をすることが日課で楽しみであったが、

都市近郊地域では食べることに不自由がない反面、家にいてで

きることが少ないため、積極的に地域の支援者が関わらないと

孤立するリスクがあると考える。

【結論】都市近郊の 人暮らし男性高齢者は、身近にスーパー

マーケットや飲食店があるため、食事作りの負担感はなかった。

しかし、一人で継続できる楽しみをもたないと孤立するリスク

がある。そのため、積極的に地域の支援者が関わる必要性が示

唆された。

本研究は、日本医療科学大学学長特別研究費の助成を受けて実

施した。
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堀田英樹 清水栄司
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【目的】インターネット（以下、ネット）依存とは、「勉強や

仕事といった生活面や、体や心の健康面などよりもネットの使

用を優先してしまい、使う時間や方法を自分でコントロールで

きない状態」とされている。昼夜逆転の生活リズムや不登校、

引きこもり等の状態を呈するネット依存に関する標準治療に

ついては、現時点までのところ明らかにされていない。

本研究ではネットへの依存に悩む当事者や、その周辺の人がア

クセスしやすく、継続可能な支援システムを構築することを目

的として、ターゲットを依存状態にある未成年者（ 歳～

歳未満）にしぼり、まずはその「保護者」を対象として認知行

動療法による支援を行った。

【方法および結果】ネット依存の未成年者の保護者を対象とし、

全 回の および認知行動療法の技法を応用

した コミュニ

ティ強化と家族訓練： に基づいた相談支援を行った。な

お、未成年者に対しては質問紙などの調査は行うが、直接の介

入は行わなかった。保護者は対面による初回診察後、自宅にて

テレビ会議システムによる認知行動療法を開始した結果、プロ

グラム実施後、保護者自身の負担感軽減や未成年者とのコミュ

ニケーションの改善等に役立った。

なお、本研究は、千葉大学医学部附属病院臨床研究倫理審査委

員会にて承認済みである。

【考察】「ネット依存」の問題への取り組みが必要であること

は認識されながらも、介入支援実践例の蓄積と研究が進んでい

ない理由として、以下のことが考えられる。

①受け入れ支援可能機関の少なさ（アクセスの問題）

我が国の医療機関では、久里浜医療センターをはじめ、数十か

所の専門外来窓口が設けられている。受診したくても居住地が

施設から遠くてはアクセスすること自体が困難である。また、

医療以外の機関に相談したとしても、専門的な介入につながる

ルートが確立されていない。

②継続性の問題

ネット依存に限らず、「依存」が問題となっている当事者本人

が、直接医療機関等に相談するケースは非常に少ない。まずは

当事者の家族が悩んで相談に訪れることがほとんどである。し

かし、家族が医療機関、相談機関にアクセスできたとしても、

当事者が介入されることを拒否し、依存の状態が放置されるこ

とも少なくない。

そこで今後、ネット依存症者に介入するツールの１つとして、

本格的な導入が検討されている遠隔医療（テレビ会議システム）

を利用することができると考える。

★ 作業療法

小学生児童の運筆における頭部・上肢運動の傾向

牛膓昌利 笹田哲

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉学研究科

【はじめに】運筆は筆記具の操作など書字の基盤となる手の運

動であり、小学校低学年から学習の基礎として教育的指導が行

われる（文部科学省， ）。発達障害児等では上肢の運動制

御や座位姿勢の保持に問題、上肢操作時の頭部運動制御に困難

さが指摘されている（ ， ）。しかし、運筆に

おける頭部・上肢の運動を含めた分析は十分に行われていない。

したがって、本研究では運筆中の頭頚部・上肢の関節運動の傾

向を示し、運筆の評価及び支援の基礎的知見を得ることを目的

とした。

【方法】対象児は小学校通常学級に在籍する男児、 年生から

年生、右利き、 名とした。主要アウトカムは、運筆中の上

肢関節角度の時系列変化の傾向を記述統計的に示した。また頸

部・上肢関節の角度変化量を算出した。値は三回試行の平均と

した。計測は三次元動作解析装置（ ， ）を使

用し、データ解析は （ ）を用いた。尚、

研究実施にあたり児童が通う小学校の承認、保護者及び対象児

から研究参加の同意を得た。

【結果】各部位の角度変化量は、肘関節屈伸（75.18±5.75），

肩関節屈伸（33.91±4.43），頸部屈伸（20.38±2.42），手関節

屈伸（15.51±4.74）であった。関節角度の時系列変化は、全

例で手関節屈伸にらせん形の軌跡を表すリズミカルな波形変

化が認められた。

【考察】手関節屈伸角度の時系列変化には共通の傾向が認めら

れた。同様の傾向が運筆に困難を示す児童にもみられるか、運

筆の正確さとの関連等について分析することで、運筆の評価の

ポイントを示すことができると考える。また角度変化量は肘関

節及び肩関節屈伸で比較的大きかった。これは上肢近位関節が

運筆中の手の位置の調整を担うことを表しているといえる。そ

して頸部屈伸は手関節屈伸と同程度以上の角度変化量であっ

た。したがって運筆中は頭頚部の運動制御が必要であるといえ

る。運筆中の頭頚部の運動は、筆記点の移動に伴う注視点の移

行や座位姿勢の調整に関与すると考えられる。

【結語】本研究では小学生児童の運筆中の頭頚部、上肢の関節

運動の傾向を示した。運筆においては手の巧緻運動だけでなく、

上肢近位部や頭頚部の運動の特徴を明らかにすることが効果

的な運筆支援に寄与するといえる。

作業療法

運動準備電位と注意機能との関連 を用いた検討

陣内大輔 平野大輔 後藤純信 関優樹

谷口敬道

国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】本研究では、第一に運動準備電位から得られる振幅・

潜時が課題の難易度により異なることを明らかにすること、第

二に運動準備電位から得られる振幅・潜時と注意機能の関係を

明らかにすることを目的とした。

【方法】右利き健常若年成人 名を対象に、標準注意検査法

（日本高次脳機能障害学会）の中から、 の 秒課題と運

動単一課題（ ）と簡単二重課題（ ）、複雑二重課題（ ）

時の運動準備電位を国際 法の と の頭皮上から測定

した。 は 秒間隔となるよう右手第 指伸展を行う課題、

は つの数字がモニターにランダムに提示され、特定の つの

数字の出現回数を記憶し運動単一課題を行う課題、 は特定

の つの数字の出現回数を記憶し運動単一課題を行う課題とし

た。各課題は、右手第 指伸展 回を 施行とし、 施行繰り

返した。 の成績と各課題の運動準備電位の振幅と潜時の

関連について の相関分析を用いて検討した。

【結果】各課題と運動準備電位の振幅と潜時では、随意運動と

反対側の の振幅において は、 と比較して有意に増加

した（ ）。 と との間には有意差を認めなかった。

成績と運動準備電位の振幅と潜時の関連では、 成

績と二重課題（ ・ ）の 振幅（ 、 ）、

潜時（ 、 ）、 振幅（ 、 ）の間

に有意な相関を認めた。

【考察】本研究は、通常の運動準備電位測定に用いられる一つ

の関節運動を と定義し、画面に表示される特定の数字の出

現頻度を記憶する認知課題を同時に行うことで運動と認知の

二重課題（ 、 ）実施時の運動準備電位を測定した。そ

の結果、運動肢と対側の運動準備電位の振幅が増加する傾向を

認め、先行研究と同様の結果を得た。 と二重課題の比較では、

との間に有意差を認め、このことは新規的な知見と考えた。

また、 との有意差を認めず、運動準備電位の波形は に

類似した様相に近づく傾向を示した。これは、二重課題の複雑

性を増したことによる二重課題干渉の影響が考えられる。更に、

成績と の振幅、潜時に有意な相関を認めたことから、

運動準備電位測定は注意機能の生理学的指標となり得ること

が考えられる。

作業療法

右半球損傷で生じる眼鏡着用障害の要因

－合併する神経心理学的症状からの検討－

山本潤 前田眞治 菅原光晴 原麻理子

近藤智 津嶋かれん

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学大学院リハビリテーション学分野

ふじの温泉病院リハビリテーション科

厚木市立病院リハビリテーション技術科

【はじめに】日常生活活動では、衣服をはじめ自己身体に身に

付ける道具は多様に存在する。そのほとんどの報告は着衣に関

するもので、他の道具の報告は調べ得る限りほとんどない。日

常で何度も身に付ける道具の一つに眼鏡があり、再帰的動作に

位置付けられている。今回、眼鏡着用に難渋を示す 例の右半

球損傷者を対象に、合併する神経心理学的症状との関連につい

て検討した。

【対象】右半球損傷により眼鏡着用障害を認める 例で全例右

利きであった。症例 ： 歳の出血性脳梗塞で、病巣は右下頭

頂小葉から上側頭回

症例 ： 歳の心原性脳塞栓で、病巣は右側頭葉から後頭葉、

島回、上縦束、

症例 ： 歳の脳腫瘍で、病巣は右上前頭回、右脳室上部、右

中心後回、上頭頂小葉

症例 ： 歳の脳出血、脳梗塞で、病巣は右視床、右頭頂葉

【神経心理学的症状】症例 ：構成障害、メンタルローテーシ

ョンの障害（以下、 障害）、着衣障害

症例 ：構成障害、 障害、注意障害、着衣障害

症例 ：左 、構成障害、 障害、注意障害、半側身体無視、

着衣障害

症例 ：左 、構成障害、 障害、半側身体無視

以上より、左 例、構成障害 例、 障害 例、注意障害

例、半側身体無視 例、着衣障害 例であった。

【眼鏡着用障害】眼鏡の耳にかける部分をテンプルと呼ぶ。

症例 ：左耳にテンプルを合わせることができない

症例 ：左側テンプルを十分に開くことができない

症例 ：左側テンプルを十分に開くことができない

症例 ：左耳にテンプルを合わせることができない、という誤

りであった。

【考察】全例で共通して認めた神経心理学的症状は構成障害、

障害、着衣障害であった。構成障害や着衣障害は視空間認知

－行為の障害とされ、症候群としての解釈をもつ障害であるた

め、その同一の要因を言及するには至らない。一方、 障害は、

この構成障害や着衣障害の要因の一つと報告される障害であ

り、眼鏡着用障害の要因としても同様の影響が指摘される可能

性がある。眼鏡着用障害の誤りは、いずれも眼鏡と耳の組み合

わせや顔に合わせた眼鏡操作であり、 障害に起因することは

予想される。ただし、症例ごとに異なる症状を示す点について

は、各症例でのさらなる詳細な検討が必要であると考える。

【結語】右半球損傷による眼鏡着用障害は、構成障害や着衣障

害の合併することが多く、いずれも 障害が関連する可能性

が考えられた。
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【目的】インターネット（以下、ネット）依存とは、「勉強や
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ニケーションの改善等に役立った。

なお、本研究は、千葉大学医学部附属病院臨床研究倫理審査委

員会にて承認済みである。

【考察】「ネット依存」の問題への取り組みが必要であること

は認識されながらも、介入支援実践例の蓄積と研究が進んでい

ない理由として、以下のことが考えられる。

①受け入れ支援可能機関の少なさ（アクセスの問題）

我が国の医療機関では、久里浜医療センターをはじめ、数十か

所の専門外来窓口が設けられている。受診したくても居住地が

施設から遠くてはアクセスすること自体が困難である。また、

医療以外の機関に相談したとしても、専門的な介入につながる

ルートが確立されていない。

②継続性の問題

ネット依存に限らず、「依存」が問題となっている当事者本人

が、直接医療機関等に相談するケースは非常に少ない。まずは

当事者の家族が悩んで相談に訪れることがほとんどである。し

かし、家族が医療機関、相談機関にアクセスできたとしても、
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向を示し、運筆の評価及び支援の基礎的知見を得ることを目的

とした。

【方法】対象児は小学校通常学級に在籍する男児、 年生から

年生、右利き、 名とした。主要アウトカムは、運筆中の上

肢関節角度の時系列変化の傾向を記述統計的に示した。また頸

部・上肢関節の角度変化量を算出した。値は三回試行の平均と

した。計測は三次元動作解析装置（ ， ）を使

用し、データ解析は （ ）を用いた。尚、
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化が認められた。

【考察】手関節屈伸角度の時系列変化には共通の傾向が認めら

れた。同様の傾向が運筆に困難を示す児童にもみられるか、運

筆の正確さとの関連等について分析することで、運筆の評価の

ポイントを示すことができると考える。また角度変化量は肘関

節及び肩関節屈伸で比較的大きかった。これは上肢近位関節が

運筆中の手の位置の調整を担うことを表しているといえる。そ

して頸部屈伸は手関節屈伸と同程度以上の角度変化量であっ

た。したがって運筆中は頭頚部の運動制御が必要であるといえ

る。運筆中の頭頚部の運動は、筆記点の移動に伴う注視点の移

行や座位姿勢の調整に関与すると考えられる。

【結語】本研究では小学生児童の運筆中の頭頚部、上肢の関節

運動の傾向を示した。運筆においては手の巧緻運動だけでなく、

上肢近位部や頭頚部の運動の特徴を明らかにすることが効果

的な運筆支援に寄与するといえる。

作業療法

運動準備電位と注意機能との関連 を用いた検討

陣内大輔 平野大輔 後藤純信 関優樹

谷口敬道

国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】本研究では、第一に運動準備電位から得られる振幅・

潜時が課題の難易度により異なることを明らかにすること、第

二に運動準備電位から得られる振幅・潜時と注意機能の関係を

明らかにすることを目的とした。

【方法】右利き健常若年成人 名を対象に、標準注意検査法

（日本高次脳機能障害学会）の中から、 の 秒課題と運

動単一課題（ ）と簡単二重課題（ ）、複雑二重課題（ ）

時の運動準備電位を国際 法の と の頭皮上から測定

した。 は 秒間隔となるよう右手第 指伸展を行う課題、

は つの数字がモニターにランダムに提示され、特定の つの

数字の出現回数を記憶し運動単一課題を行う課題、 は特定

の つの数字の出現回数を記憶し運動単一課題を行う課題とし

た。各課題は、右手第 指伸展 回を 施行とし、 施行繰り

返した。 の成績と各課題の運動準備電位の振幅と潜時の

関連について の相関分析を用いて検討した。

【結果】各課題と運動準備電位の振幅と潜時では、随意運動と

反対側の の振幅において は、 と比較して有意に増加

した（ ）。 と との間には有意差を認めなかった。

成績と運動準備電位の振幅と潜時の関連では、 成

績と二重課題（ ・ ）の 振幅（ 、 ）、

潜時（ 、 ）、 振幅（ 、 ）の間

に有意な相関を認めた。

【考察】本研究は、通常の運動準備電位測定に用いられる一つ

の関節運動を と定義し、画面に表示される特定の数字の出

現頻度を記憶する認知課題を同時に行うことで運動と認知の

二重課題（ 、 ）実施時の運動準備電位を測定した。そ

の結果、運動肢と対側の運動準備電位の振幅が増加する傾向を

認め、先行研究と同様の結果を得た。 と二重課題の比較では、

との間に有意差を認め、このことは新規的な知見と考えた。

また、 との有意差を認めず、運動準備電位の波形は に

類似した様相に近づく傾向を示した。これは、二重課題の複雑

性を増したことによる二重課題干渉の影響が考えられる。更に、

成績と の振幅、潜時に有意な相関を認めたことから、

運動準備電位測定は注意機能の生理学的指標となり得ること

が考えられる。

作業療法

右半球損傷で生じる眼鏡着用障害の要因

－合併する神経心理学的症状からの検討－

山本潤 前田眞治 菅原光晴 原麻理子

近藤智 津嶋かれん

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学大学院リハビリテーション学分野

ふじの温泉病院リハビリテーション科

厚木市立病院リハビリテーション技術科

【はじめに】日常生活活動では、衣服をはじめ自己身体に身に

付ける道具は多様に存在する。そのほとんどの報告は着衣に関

するもので、他の道具の報告は調べ得る限りほとんどない。日

常で何度も身に付ける道具の一つに眼鏡があり、再帰的動作に

位置付けられている。今回、眼鏡着用に難渋を示す 例の右半

球損傷者を対象に、合併する神経心理学的症状との関連につい

て検討した。

【対象】右半球損傷により眼鏡着用障害を認める 例で全例右

利きであった。症例 ： 歳の出血性脳梗塞で、病巣は右下頭

頂小葉から上側頭回

症例 ： 歳の心原性脳塞栓で、病巣は右側頭葉から後頭葉、

島回、上縦束、

症例 ： 歳の脳腫瘍で、病巣は右上前頭回、右脳室上部、右

中心後回、上頭頂小葉

症例 ： 歳の脳出血、脳梗塞で、病巣は右視床、右頭頂葉

【神経心理学的症状】症例 ：構成障害、メンタルローテーシ

ョンの障害（以下、 障害）、着衣障害

症例 ：構成障害、 障害、注意障害、着衣障害

症例 ：左 、構成障害、 障害、注意障害、半側身体無視、

着衣障害

症例 ：左 、構成障害、 障害、半側身体無視

以上より、左 例、構成障害 例、 障害 例、注意障害

例、半側身体無視 例、着衣障害 例であった。

【眼鏡着用障害】眼鏡の耳にかける部分をテンプルと呼ぶ。

症例 ：左耳にテンプルを合わせることができない

症例 ：左側テンプルを十分に開くことができない

症例 ：左側テンプルを十分に開くことができない

症例 ：左耳にテンプルを合わせることができない、という誤

りであった。

【考察】全例で共通して認めた神経心理学的症状は構成障害、

障害、着衣障害であった。構成障害や着衣障害は視空間認知

－行為の障害とされ、症候群としての解釈をもつ障害であるた

め、その同一の要因を言及するには至らない。一方、 障害は、

この構成障害や着衣障害の要因の一つと報告される障害であ

り、眼鏡着用障害の要因としても同様の影響が指摘される可能

性がある。眼鏡着用障害の誤りは、いずれも眼鏡と耳の組み合

わせや顔に合わせた眼鏡操作であり、 障害に起因することは

予想される。ただし、症例ごとに異なる症状を示す点について

は、各症例でのさらなる詳細な検討が必要であると考える。

【結語】右半球損傷による眼鏡着用障害は、構成障害や着衣障

害の合併することが多く、いずれも 障害が関連する可能性

が考えられた。
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作業療法

リスク予知能力評価である 効果測定システムの妥当性

および信頼性の検討

有久勝彦 山元昭彦 林辰博 林亜遊

石附智奈美 宮口英樹

国際医療福祉大学福岡保健医療学部作業療法学科

大阪医療福祉専門学校作業療法士学科

広島大学大学院医系科学研究科総合健康科学専攻

【目的】医療事故は医療法の改正により平成 年より報告義

務が取り決められ、事故の実態調査から再発防止につなげるた

めの取り組みがなされてきた。その中でよく用いられているの

が （以下、 ）である。 は危険予

知能力を高める取り組みであり一定の効果を上げているが、そ

の効果判定を行う評価は存在していない。そこで我々は、医療

従事者が危険を予知したデータを基に危険予知能力を測定で

きる評価法 効果測定シ

ステム（以下、 ）を独自に作成した。医療事故への取り

組みへの一助とするべく、作成した評価の妥当性と信頼性を検

証することとした。

【方法】対象：対象は病院や施設で実務を行っている医療従事

者で のいう の条件に則り、 として経験

年数 年以上の保健医療職 名（経験年数 9.1±4.8 年）、

として経験年数 年未満の保健医療職 名（経験

年数 1.1±0.9 年）、 として 年次作業療法

学生 名（平均年齢 21.9±0.7 歳）、 として 年次作

業療法学生 名（平均年齢 18.8±2.0 歳）を対象とした。全

ての対象者には書面および口頭にて説明を行い、同意書の署名

を得た。方法： の妥当性を検討するため総得点の比較を

行い、総得点について基準点が存在するかを検討した。また、

において検者間信頼性を検討した。総得点の比較につい

ては を使用し、基準点を求めるために

（以下， 解

析）を用いた。検者間信頼性については

（以下， ）（ ）を算出した。統計処理には

（ ）を用い、全ての分析は危険率 ％

未満をもって有意とした。

【結果】各群の得点は ； .6±51.9 点、 ；

68.4±58.3 点、 ； 141.0±43.3 点、

；84.1±56.8 点であった。各群間の比較を行うため、

一元配置分散分析を行ったところ、得点の群間には有意差

（ 、 、 ）がみられた。そのため、

を行ったところ、 はすべての群に対し有意に高い

得点（ 、 ；

、 ； 、 ）を示し

た。また、 と の基準点を求める 解析の

結果、 の （ ）

は であり、感度と特異度はそれぞれ ％と ％で基

準点は に設定された。さらに、 における熟練者

の検者間信頼性について （ ）の平均測定値は

（ ）となった。

【考察】本研究では、 は総得点で有意な閾値を設定でき、

評価として経験年数を反映することが分かった。総得点におい

て の得点がどの群よりも高い結果となったのは、

はタイムプレッシャーのかかる状況では危険に対する予測を

予め働かせ、トップダウンによる効率化を図ることによって評

価に対応していたと考えられる。これらの結果より の

得点は臨床経験によって異なることが分かり、評価法としての

信頼性もあることが分かり、 の効果を確認するための補助

となることが示唆された。

作業療法

精神科病院における長期入院患者の退院に向けてのチェック

シート作成

多賀誠

福岡国際医療福祉大学医療学部作業療法学科

【はじめに】 年の精神保健福祉法の改正にて長期入院患者

の退院・地域移行について言及されている。具体的には保護者

制度の廃止、医療保護入院の同意要件の変更、退院後生活環境

相談員の選任の義務化、医療保護入院者退院支援委員会の設置

の義務化など精神障害者の医療・福祉に大きな影響を与えるも

のである。精神科 病院の入院患者においては 年以上の長期

入院患者が ％を占めている。このような長期入院患者に対し

退院・地域移行を円滑に行うことを目的に「長期入院患者の退

院に向けてのチェックシート」（以下チェックシートと略す）

の作成を行った。

【チェックシートの作成】チェックシートの作成に関しては、

病棟やデイケアにおいて地域移行支援に関わっている医師、看

護師、精神保健福祉士、臨床心理士、作業療法士 名にて行っ

た。作成に際し長期入院患者に対し多職種間、各病棟、退院後

のグループホームやデイケアにおいて対象者の情報を共有し

ながら退院できない要因を明確にし、個々に応じた関わり方を

検討していった。基本的なチェックシートの項目は国際生活機

能分類（ ；

）を参考とした。

【チェックシートの項目】大項目を「精神・身体症状（下位

項目）」、「 ・ （下位 項目）」、「公共機関の利用（下位

項目）」、「環境（下位 項目）」とした。また「患者・家族の

要望」、「コメント欄・特記事項」があり、現時点での多職種の

考える患者の「生活課題」、「治療・支援内容」を記載するよう

にしている。

【チェックシートの活用方法】このチェックシートの活用方法

は、日常的に患者に関わる機会が多く現状を把握している職種

が共同で実施することを想定している。まず、多職種が個別に

チェックシートを記載しカンファレンスを行い患者に対して

検討を行い統合したチェックシートを作成する。これにより患

者の要望や情報が網羅出来ており観察の視点が明確となり、患

者の課題を抽出し今後の治療や支援内容を検討していくこと

が出来るのではないかと考える。

【今後の検討課題】今後の検討課題として長期入院の要因とな

っている項目に関して精査を行う必要がある。また退院・地域

移行へとつながったケースの定着状況の把握も必要である。こ

れらを把握することによりチェックシートを改編し、その情報

から入院が長期化しないようなアプローチや支援を構築する

ことができるのではないかと考える。

作業療法

入院リハビリテーション患者の ・ 実施順序

白砂寛基

国際医療福祉大学成田病院リハビリテーション技術部

【はじめに】大腿骨近位部骨折の急性期作業療法は、せん妄の

予防や の早期獲得とされ、その内容がパスで示されている。

しかし、 はセラピストの経験によって実施される現状があ

る。そこで、本研究では大腿骨近位部骨折患者の作業療法で実

施された 、 練習の実施順序を調査した。本研究は、急

性期病院入院患者に対する 、 を中心とした早期リハビ

リテーション戦略の開発を目指した研究の一環である。

【目的】大腿骨近位部骨折患者の 、 練習の実施時期と

内容を明らかにする。

【方法】対象者：医療機関 に大腿骨近位部骨折で入院し、研

究協力の得られた作業療法実施患者 名。方法：手術日を

日とし、作業療法介入中に実施した 、 の日付を確認し

た。分析： ・ の実施時期の四分位範囲を求め、中央値

を比較した。また、活動を 、 、上肢機能に分類し、時

期による割合を検討した。

【結果】対象者は男性 名、女性 名、平均年齢 82±9 歳、

平均在院日数 41±12 日であった。術前 ～ 日（ 期）は、

ベッド上で行う活動が多かった（①B ％、②IADL 33％、

③上肢活動 ％）。術後 ～ 日（ 期）は、座位で行う活動が

多かった（①42％、② 26％、③32％）。術後 ～ 日（

期）は が多かった。（①72％、②22％、③4％）。術後

～ 日（ 期）は、移動を伴う が多かった（①43％、②52％、

③5％）。

【考察】術前はベッド上の活動に始まり、順次 、移動を伴

う へ活動が変化する傾向が得られた。これは、担当作業

療法士が実施状況から対象者の状態を把握し、より難易度の高

い活動を提供したためと考える。加えて、術前および術後早期

から が実施されていることが確認された。今後より多く

の症例から実施順序のデータを得ることで、 を含めた介入

の指標を得られる可能性があると考える。

作業療法

放課後等デイサービスの建物空間に関する実態調査

ー都内 区のインタビューと観察調査からー

牛木彩子 出口弦舞 大崎夏歩 太田侑雅

御守紗希 笠間有香 宮下咲雪 柳澤勇希

山口昌央 石川優風 石黒伴樹 伊藤詩音

片川智香子 徳丸瑠奈 星洸太

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科 期生

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科 年

【目的】 年児童福祉法により法制化された放課後等デイサ

ービス（以下 放課後デイ）に対する建物設計の施設基準につ

いての検証をする調査研究は数少ない。本研究者の先行調査で

は、既存の建物の転用をして放課後デイが開設されていること、

放課後デイの施設内では様々な活動が行われていること、古賀

らの研究では、活動によるゾーニングが有効であるとの報告が

あるが、放課後デイの施設内でのカームダウンの空間、災害対

策について焦点をあてた報告は少ない。本研究では、この課題

を明確化するために、放課後デイの施設内での利用児のカーム

ダウンの空間と災害対策の実地調査を行った。

【方法】都内 区にある放課後デイのうち 年 月 日か

ら 月 日に承諾を得た５施設に対し、災害対策についての

インタビュー調査とともに、放課後デイ利用中の子どもの活動

内容と室内での活動場所、カームダウンの有無、場所を記録し

た。

【結果・考察】５施設全てで、カームダウンが観察され、児童

の落ち着ける空間の必要性が明らかにとなった。さらに、カー

ムダウンのために子どもが滞在する場所は独立した部屋だけ

ではなく、机の下や、カーテンのかげなどちょっとした空間で、

かつそこから、ほかの子どもや職員の様子をうかがうことがで

きる場所であった。また職員のもとに行く児童もみられ、物的

環境とともに、人的環境も必要であることが示唆された。

災害対策についてのインタビューでは、災害時に児童が落ち

着かなくなる可能性、施設外へ子どもが安全に避難することへ

の職員の危惧から、建物の平面計画上の対策、地域住民の理解

を得る等人的側面の対策が今後必要であることが示唆された。

本研究は以下の倫理審査委員会の承認のもと実施された。（国

際医療福祉大学 承認番号 ，日本女子大学 ）
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作業療法

リスク予知能力評価である 効果測定システムの妥当性

および信頼性の検討

有久勝彦 山元昭彦 林辰博 林亜遊

石附智奈美 宮口英樹

国際医療福祉大学福岡保健医療学部作業療法学科

大阪医療福祉専門学校作業療法士学科

広島大学大学院医系科学研究科総合健康科学専攻

【目的】医療事故は医療法の改正により平成 年より報告義

務が取り決められ、事故の実態調査から再発防止につなげるた

めの取り組みがなされてきた。その中でよく用いられているの

が （以下、 ）である。 は危険予

知能力を高める取り組みであり一定の効果を上げているが、そ

の効果判定を行う評価は存在していない。そこで我々は、医療

従事者が危険を予知したデータを基に危険予知能力を測定で

きる評価法 効果測定シ

ステム（以下、 ）を独自に作成した。医療事故への取り

組みへの一助とするべく、作成した評価の妥当性と信頼性を検

証することとした。

【方法】対象：対象は病院や施設で実務を行っている医療従事

者で のいう の条件に則り、 として経験

年数 年以上の保健医療職 名（経験年数 9.1±4.8 年）、

として経験年数 年未満の保健医療職 名（経験

年数 1.1±0.9 年）、 として 年次作業療法

学生 名（平均年齢 21.9±0.7 歳）、 として 年次作

業療法学生 名（平均年齢 18.8±2.0 歳）を対象とした。全

ての対象者には書面および口頭にて説明を行い、同意書の署名

を得た。方法： の妥当性を検討するため総得点の比較を

行い、総得点について基準点が存在するかを検討した。また、

において検者間信頼性を検討した。総得点の比較につい

ては を使用し、基準点を求めるために

（以下， 解

析）を用いた。検者間信頼性については

（以下， ）（ ）を算出した。統計処理には

（ ）を用い、全ての分析は危険率 ％

未満をもって有意とした。

【結果】各群の得点は ； .6±51.9 点、 ；

68.4±58.3 点、 ； 141.0±43.3 点、

；84.1±56.8 点であった。各群間の比較を行うため、

一元配置分散分析を行ったところ、得点の群間には有意差

（ 、 、 ）がみられた。そのため、

を行ったところ、 はすべての群に対し有意に高い

得点（ 、 ；

、 ； 、 ）を示し

た。また、 と の基準点を求める 解析の

結果、 の （ ）

は であり、感度と特異度はそれぞれ ％と ％で基

準点は に設定された。さらに、 における熟練者

の検者間信頼性について （ ）の平均測定値は

（ ）となった。

【考察】本研究では、 は総得点で有意な閾値を設定でき、

評価として経験年数を反映することが分かった。総得点におい

て の得点がどの群よりも高い結果となったのは、

はタイムプレッシャーのかかる状況では危険に対する予測を

予め働かせ、トップダウンによる効率化を図ることによって評

価に対応していたと考えられる。これらの結果より の

得点は臨床経験によって異なることが分かり、評価法としての

信頼性もあることが分かり、 の効果を確認するための補助

となることが示唆された。

作業療法

精神科病院における長期入院患者の退院に向けてのチェック

シート作成

多賀誠

福岡国際医療福祉大学医療学部作業療法学科

【はじめに】 年の精神保健福祉法の改正にて長期入院患者

の退院・地域移行について言及されている。具体的には保護者

制度の廃止、医療保護入院の同意要件の変更、退院後生活環境

相談員の選任の義務化、医療保護入院者退院支援委員会の設置

の義務化など精神障害者の医療・福祉に大きな影響を与えるも

のである。精神科 病院の入院患者においては 年以上の長期

入院患者が ％を占めている。このような長期入院患者に対し

退院・地域移行を円滑に行うことを目的に「長期入院患者の退

院に向けてのチェックシート」（以下チェックシートと略す）

の作成を行った。

【チェックシートの作成】チェックシートの作成に関しては、

病棟やデイケアにおいて地域移行支援に関わっている医師、看

護師、精神保健福祉士、臨床心理士、作業療法士 名にて行っ

た。作成に際し長期入院患者に対し多職種間、各病棟、退院後

のグループホームやデイケアにおいて対象者の情報を共有し

ながら退院できない要因を明確にし、個々に応じた関わり方を

検討していった。基本的なチェックシートの項目は国際生活機

能分類（ ；

）を参考とした。

【チェックシートの項目】大項目を「精神・身体症状（下位

項目）」、「 ・ （下位 項目）」、「公共機関の利用（下位

項目）」、「環境（下位 項目）」とした。また「患者・家族の

要望」、「コメント欄・特記事項」があり、現時点での多職種の

考える患者の「生活課題」、「治療・支援内容」を記載するよう

にしている。

【チェックシートの活用方法】このチェックシートの活用方法

は、日常的に患者に関わる機会が多く現状を把握している職種

が共同で実施することを想定している。まず、多職種が個別に

チェックシートを記載しカンファレンスを行い患者に対して

検討を行い統合したチェックシートを作成する。これにより患

者の要望や情報が網羅出来ており観察の視点が明確となり、患

者の課題を抽出し今後の治療や支援内容を検討していくこと

が出来るのではないかと考える。

【今後の検討課題】今後の検討課題として長期入院の要因とな

っている項目に関して精査を行う必要がある。また退院・地域

移行へとつながったケースの定着状況の把握も必要である。こ

れらを把握することによりチェックシートを改編し、その情報

から入院が長期化しないようなアプローチや支援を構築する

ことができるのではないかと考える。

作業療法

入院リハビリテーション患者の ・ 実施順序

白砂寛基

国際医療福祉大学成田病院リハビリテーション技術部

【はじめに】大腿骨近位部骨折の急性期作業療法は、せん妄の

予防や の早期獲得とされ、その内容がパスで示されている。

しかし、 はセラピストの経験によって実施される現状があ

る。そこで、本研究では大腿骨近位部骨折患者の作業療法で実

施された 、 練習の実施順序を調査した。本研究は、急

性期病院入院患者に対する 、 を中心とした早期リハビ

リテーション戦略の開発を目指した研究の一環である。

【目的】大腿骨近位部骨折患者の 、 練習の実施時期と

内容を明らかにする。

【方法】対象者：医療機関 に大腿骨近位部骨折で入院し、研

究協力の得られた作業療法実施患者 名。方法：手術日を

日とし、作業療法介入中に実施した 、 の日付を確認し

た。分析： ・ の実施時期の四分位範囲を求め、中央値

を比較した。また、活動を 、 、上肢機能に分類し、時

期による割合を検討した。

【結果】対象者は男性 名、女性 名、平均年齢 82±9 歳、

平均在院日数 41±12 日であった。術前 ～ 日（ 期）は、

ベッド上で行う活動が多かった（①B ％、②IADL 33％、

③上肢活動 ％）。術後 ～ 日（ 期）は、座位で行う活動が

多かった（①42％、② 26％、③32％）。術後 ～ 日（

期）は が多かった。（①72％、②22％、③4％）。術後

～ 日（ 期）は、移動を伴う が多かった（①43％、②52％、

③5％）。

【考察】術前はベッド上の活動に始まり、順次 、移動を伴

う へ活動が変化する傾向が得られた。これは、担当作業

療法士が実施状況から対象者の状態を把握し、より難易度の高

い活動を提供したためと考える。加えて、術前および術後早期

から が実施されていることが確認された。今後より多く

の症例から実施順序のデータを得ることで、 を含めた介入

の指標を得られる可能性があると考える。

作業療法

放課後等デイサービスの建物空間に関する実態調査

ー都内 区のインタビューと観察調査からー

牛木彩子 出口弦舞 大崎夏歩 太田侑雅

御守紗希 笠間有香 宮下咲雪 柳澤勇希

山口昌央 石川優風 石黒伴樹 伊藤詩音

片川智香子 徳丸瑠奈 星洸太

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科 期生

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科 年

【目的】 年児童福祉法により法制化された放課後等デイサ

ービス（以下 放課後デイ）に対する建物設計の施設基準につ

いての検証をする調査研究は数少ない。本研究者の先行調査で

は、既存の建物の転用をして放課後デイが開設されていること、

放課後デイの施設内では様々な活動が行われていること、古賀

らの研究では、活動によるゾーニングが有効であるとの報告が

あるが、放課後デイの施設内でのカームダウンの空間、災害対

策について焦点をあてた報告は少ない。本研究では、この課題

を明確化するために、放課後デイの施設内での利用児のカーム

ダウンの空間と災害対策の実地調査を行った。

【方法】都内 区にある放課後デイのうち 年 月 日か

ら 月 日に承諾を得た５施設に対し、災害対策についての

インタビュー調査とともに、放課後デイ利用中の子どもの活動

内容と室内での活動場所、カームダウンの有無、場所を記録し

た。

【結果・考察】５施設全てで、カームダウンが観察され、児童

の落ち着ける空間の必要性が明らかにとなった。さらに、カー

ムダウンのために子どもが滞在する場所は独立した部屋だけ

ではなく、机の下や、カーテンのかげなどちょっとした空間で、

かつそこから、ほかの子どもや職員の様子をうかがうことがで

きる場所であった。また職員のもとに行く児童もみられ、物的

環境とともに、人的環境も必要であることが示唆された。

災害対策についてのインタビューでは、災害時に児童が落ち

着かなくなる可能性、施設外へ子どもが安全に避難することへ

の職員の危惧から、建物の平面計画上の対策、地域住民の理解

を得る等人的側面の対策が今後必要であることが示唆された。

本研究は以下の倫理審査委員会の承認のもと実施された。（国

際医療福祉大学 承認番号 ，日本女子大学 ）
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作業療法

片麻痺と仮定した健常成人の着衣動作分析

－ と を用いた検討－

松野豊 後藤和彦 緒方勝也 池田拓郎

岡真一郎 後藤純信

国際医療福祉大学福岡保健医療学部作業療法学科

佐賀大学理工学部

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】脳卒中患者のかぶりシャツ（シャツ）着衣動作では、

麻痺側上肢の袖通しが最も困難とされている。しかし、その動

作分析は 次元解析装置を用いても身体に付けたマーカーが布

で隠れるため困難である。そのため、本研究では利き手を運動

麻痺と仮定した健常成人のシャツ着衣動作を、モーションキャ

プチャー型動作分析システム（ ）と筋電図（ ）を用

いて動作分析を行う。特に麻痺と仮定した固定側上肢の袖通し

動作に着目し、体幹・肩甲帯・肩・肘の代償運動について検討

した。

【倫理】本研究については、当大学の倫理審査委員会の承認を

受けている（承認番号 ）。利益相反はない。

【対象と条件】健常成人男性： 名（平均年齢 ± 歳）、条件

は肩に整形外科的疾患を認めない者とした。

【方法】課題は端坐位にて利き手の運動麻痺を想定した片手操

作での半袖・長袖シャツの着衣を行う。シャツは同じ素材で

を準備した。動作時は にて肩峰点と体幹屈曲・

側屈の動き、 にて固定側の僧帽筋・前鋸筋・上腕二頭筋・

上腕三頭筋の筋活動を計測した。計測時の電極のズレや布の接

触によるバイアスを緩和するためにストレッチフィルムで固

定した。

【分析】 種の衣服の着衣方法について、動作を 項目（固定側

の袖通し、対側の袖通し、頭通し、前身ごろを整える）に分け、

今回は固定側の袖通し動作について次の内容を分析する。①肩

峰点の座標点 ：横・ ：縦・ ：奥行き ②体幹の屈曲・

側屈角度 度 の経時的変化から動作分析を行う。また、 よ

り、肩甲帯と肘の運動に関与する筋活動の特徴について分析し

た。

【結果】ケース 固定側の袖を通す動作は体幹屈曲 度・

右側屈 度の姿勢で、固定側の肩峰点は前方 ㎝、下

方 ㎝の位置で行っていた。 では全般に僧帽筋、序盤に

上腕二頭筋、終盤で前鋸筋と上腕三頭筋の筋活動を認めた。

種類の衣服のデータは同じ傾向を示した。

ケース 固定側の袖を通す動作は体幹屈曲 度・左側屈

度の姿勢で、固定側の肩峰点は前方 ㎝、下方

㎝の位置で行っていた。 では僧帽筋の活動が著名で、他の

筋は終盤で筋活動を認め、長袖着衣時の前鋸筋の活動は計測で

きなかった。半袖シャツの着衣で、より体幹屈曲が強い傾向に

あった。

【考察】片手操作でのシャツ着衣動作における体幹・肩甲帯・

肩・肘の運動を計測できる可能性が示唆された。今後は対象者

数を増やし、他の動作項目も検証していく。

作業療法

一般就労した精神障害者が就労定着に困難さを感じる要因に

関する研究

野﨑智仁 高村直裕 奥村隆彦 木村友一

木原藍子 増田美和子

国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

法人那須フロンティア就労支援事業所喫茶店ホリデー

【目的】一般就労する精神障害者数は、年々増加の一途を辿っ

ている 。新規就職件数は増加する半面、離職に関する課題の

報告 も見られる。一般就労した精神障害者が、就労面および

生活面において、どのような状況において就労定着に困難さを

感じるか、またどのような対応により対処してきたかを明らか

にすることを目的とする。

【方法】 ）研究デザイン：質的研究、 ）研究対象者： 福祉

法人において就労定着支援を受ける精神障害者（統合失調症）

名、 ）研究方法：就労面及び生活面の状況、研究対象者の思

いについてインタビューを実施。研究対象者の属性情報は、

福祉法人の支援記録を元に収集。具体的には、年齢、性別、家

族構成、職務内容、勤務期間、診断名、治療・支援体制など。

）実施場所： 福祉法人内面談室を使用。 ）分析方法： 、

によるクラスター分析を実施。 ）支援体制の効果・課

題の検討：得られた分析結果より、実際に支援体制を検討する

上での重要な結果について焦点化する。現状の支援体制におい

て解決可能なこと、解決できないことなどを整理し、今後の支

援体制を検討する。

【結果】インタビュー総時間は 時間 分。最終的に「業務

内容、疲労とやりがい」「幼少期から就職までの過去の経験」「や

り繰りをしている生活と大変さ」「自尊心や自己肯定感の低さ」

「身近に感じる支援者」のカテゴリーに分類。関係性として、

残遺する精神症状から影響する「自尊心や自己肯定感の低さ」

「業務内容、疲労とやりがい」「やり繰りをしている生活と大

変さ」が相互に影響し合い、負担増の際に自ら「身近に感じる

支援者」を活用して解決を図っている。「幼少期から就職まで

の過去の経験」の他者交流を欲しており、現生活を継続させる

意識となっていた。

【考察】精神障害者の就労定着においては、症状が残遺して、

適宜、身近な支援者を活用する能力が重要であること、就労を

継続する対象者自身の意義が見出せていることが明らかとな

った。就労支援の際に、症状改善のみならず、上記管理が重要

である。

【参考資料】 厚生労働省 令和元年障害者雇用状況の集計結

果

障害者職業総合センター 障害者の就業状況等に関する調査

研究 調査研究報告書
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タイの地域在住高齢者の地域活動への参加要因：アンケートな

らびにインタビュー調査

山口佳小里 河野眞

国際医療福祉大学成田保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学医学部

【背景】近年、アジアにおいても高齢化が社会的課題となりつ

つある。タイも高齢化が進む国の つであり、高齢化率は現在

、 年には を越えると予測されている。高齢者の健

康・介護予防に関しては、社会参加や交流の重要性について多

くの知見が得られているが、これらについて、文化的側面から

検討したものは非常に限られている。本研究は、社会参加の中

でも特に地域活動への参加に着目し、タイにおいて、高齢者の

社会参加の促進要因を明らかにすることを目的とし、実施した。

【方法】予備調査として、タイ・バンコク市内の 高齢者学校

におけるフィールドワークを行った。高齢者学校は、タイ社会

開発人間安全保障省・高齢者事業局が運営する高齢者の参加を

促進するための事業である。 高齢者学校を訪ね、キーパーソ

ンである地域高齢者と、運営に関わっているアナマイ（保健所）

の担当者にインタビューを実施した。

【結果】 高齢者学校の運営について、対象地域は 高齢者学

校のある 地区で、運営元は 地区保健局であった。実施日は

第 ・第 木曜で、運営はアマナイのスタッフ 名（有償）の

他、 期前の卒業生ほぼ全員（ 名）が、無償で運営に携わっ

ていた。背景には、先輩が後輩の面倒を見るという価値観があ

った。また、設定された 科目のうち、言語（中国語・英語）

などの講師を、地域の高齢者がボランティアとして担っていた。

参加者については、定員 名のところ、毎期概ね 名で、年

齢は ～ 歳、多いのは 歳～ 歳であった。性別はほぼ全

員女性で、自身で歩ける者であった。 か月で修了であるが、

無料であり、継続的に学びたいという理由で、あえて落第し、

繰り返し受講する者もいるとのことであった。「話し相手が欲

しい」、「勉強したい」というのが、主たる参加動機であった。

また、参加のきっかけは、同じ場所で別日に開催している高齢

者クラブでの声かけがほとんどであった。

【考察】特徴として、多くの地域高齢者が受講生としてだけで

なくボランティアとして参加している点、ほぼ全員女性である

点、主な参加動機が交流・学習である点が挙げられる。このう

ち、地域活動参加者に女性が多いという点については、日本の

特徴と一致するが、他の点については、日本にないタイの特徴

である可能性が高い。タイの地域在住高齢者の特徴を明らかに

するため、さらなる調査・分析が必要である。

作業療法

刺激観察時の健常若年者における姿勢制御特性～

第 報～

冨永渉 岩上さやか

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

【目的】本研究は昨年発表した実験方法を改変し、自分が動い

ているような錯覚を起こさせる （ ）刺激を見て

いるときの、健常若年者の静止立位における姿勢制御特性につ

いて、周辺視野と認知処理の負荷がどのように影響するか明ら

かにすることを目的とした。

【方法】若年健常者 名を被験者にし、床反力、筋電図、３

次元動作解析を計測した。筋電図は、上腕二頭筋、前脛骨筋、

腓腹筋、腰部脊柱起立筋、短母指外転筋で計測した。被験者は

ヘッドマウントディスプレイを頭部に装着し、床反力計の上で

静止立位をとった。被験者が観察する 刺激は、フリーソフ

トの unity®を用いて作成した。実験条件は、①中央から外側へ

ドットが拡散する映像を見る条件（ ノーマル）、②外側の周

辺視野に壁を映し出し、両サイドにドットを映さない映像を見

る条件（ シールド）、③①と同じ映像を見ながら、 の「

」課題を行う（ コグニション）の 種類とした。こ

の 条件をそれぞれ 秒間一回ずつ実施し、床反力、筋電図、

マーカー位置を計測した。 つの床反力計のデータから合成床

反力を求め、その軌跡と変動幅を求めた。筋電図は整流した後

に積分値を求めた。 次元動作解析では、肩峰、大転子、外果

間の前後方向の変動を求めた。

【結果】 名のデータをその後の解析に用いた。合成床反力は

OF‐コグニション、OF‐ノーマル、OF‐シールドの順で、変動

幅が大きくなり、筋電図は腓腹筋では ノーマル、脊柱起立

筋では コグニションで値が最も大きくなった。 次元動作

解析では コグニションで肩峰 外果間の変動距離が最も大

きくなった。

【考察】床反力が、認知負荷のかかっているときに最も大きく

なった原因は、認知課題処理も要求される多重課題になること

で姿勢制御に対する処理や注意が低下したことが考えられる。

周辺視野を制限した シールド条件では、誘発される「動い

ているような錯覚」が減少したため、重心動揺が最も小さくな

ったと考えられる。３次元動作解析で コグニションのとき

の肩峰 外果間の変動距離が最も大きくなった原因として、股

関節を固定し股関節での姿勢調節を減少させたと考えられる。

【結論】健常若年者においても、 刺激は安静姿勢の同様を誘

発し、認知負荷によって変動が大きくなることが分かった。
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片麻痺と仮定した健常成人の着衣動作分析

－ と を用いた検討－

松野豊 後藤和彦 緒方勝也 池田拓郎

岡真一郎 後藤純信

国際医療福祉大学福岡保健医療学部作業療法学科

佐賀大学理工学部

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】脳卒中患者のかぶりシャツ（シャツ）着衣動作では、

麻痺側上肢の袖通しが最も困難とされている。しかし、その動

作分析は 次元解析装置を用いても身体に付けたマーカーが布

で隠れるため困難である。そのため、本研究では利き手を運動

麻痺と仮定した健常成人のシャツ着衣動作を、モーションキャ

プチャー型動作分析システム（ ）と筋電図（ ）を用

いて動作分析を行う。特に麻痺と仮定した固定側上肢の袖通し

動作に着目し、体幹・肩甲帯・肩・肘の代償運動について検討

した。

【倫理】本研究については、当大学の倫理審査委員会の承認を

受けている（承認番号 ）。利益相反はない。

【対象と条件】健常成人男性： 名（平均年齢 ± 歳）、条件

は肩に整形外科的疾患を認めない者とした。
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上腕三頭筋の筋活動を計測した。計測時の電極のズレや布の接

触によるバイアスを緩和するためにストレッチフィルムで固

定した。

【分析】 種の衣服の着衣方法について、動作を 項目（固定側

の袖通し、対側の袖通し、頭通し、前身ごろを整える）に分け、

今回は固定側の袖通し動作について次の内容を分析する。①肩
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側屈角度 度 の経時的変化から動作分析を行う。また、 よ

り、肩甲帯と肘の運動に関与する筋活動の特徴について分析し

た。

【結果】ケース 固定側の袖を通す動作は体幹屈曲 度・

右側屈 度の姿勢で、固定側の肩峰点は前方 ㎝、下

方 ㎝の位置で行っていた。 では全般に僧帽筋、序盤に
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ケース 固定側の袖を通す動作は体幹屈曲 度・左側屈
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きなかった。半袖シャツの着衣で、より体幹屈曲が強い傾向に

あった。

【考察】片手操作でのシャツ着衣動作における体幹・肩甲帯・

肩・肘の運動を計測できる可能性が示唆された。今後は対象者

数を増やし、他の動作項目も検証していく。
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木原藍子 増田美和子

国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

法人那須フロンティア就労支援事業所喫茶店ホリデー

【目的】一般就労する精神障害者数は、年々増加の一途を辿っ
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意識となっていた。

【考察】精神障害者の就労定着においては、症状が残遺して、

適宜、身近な支援者を活用する能力が重要であること、就労を

継続する対象者自身の意義が見出せていることが明らかとな

った。就労支援の際に、症状改善のみならず、上記管理が重要

である。
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果
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齢は ～ 歳、多いのは 歳～ 歳であった。性別はほぼ全

員女性で、自身で歩ける者であった。 か月で修了であるが、

無料であり、継続的に学びたいという理由で、あえて落第し、

繰り返し受講する者もいるとのことであった。「話し相手が欲

しい」、「勉強したい」というのが、主たる参加動機であった。

また、参加のきっかけは、同じ場所で別日に開催している高齢

者クラブでの声かけがほとんどであった。

【考察】特徴として、多くの地域高齢者が受講生としてだけで

なくボランティアとして参加している点、ほぼ全員女性である

点、主な参加動機が交流・学習である点が挙げられる。このう

ち、地域活動参加者に女性が多いという点については、日本の

特徴と一致するが、他の点については、日本にないタイの特徴

である可能性が高い。タイの地域在住高齢者の特徴を明らかに

するため、さらなる調査・分析が必要である。
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【結果】 名のデータをその後の解析に用いた。合成床反力は

OF‐コグニション、OF‐ノーマル、OF‐シールドの順で、変動

幅が大きくなり、筋電図は腓腹筋では ノーマル、脊柱起立

筋では コグニションで値が最も大きくなった。 次元動作

解析では コグニションで肩峰 外果間の変動距離が最も大

きくなった。

【考察】床反力が、認知負荷のかかっているときに最も大きく

なった原因は、認知課題処理も要求される多重課題になること

で姿勢制御に対する処理や注意が低下したことが考えられる。

周辺視野を制限した シールド条件では、誘発される「動い

ているような錯覚」が減少したため、重心動揺が最も小さくな

ったと考えられる。３次元動作解析で コグニションのとき

の肩峰 外果間の変動距離が最も大きくなった原因として、股

関節を固定し股関節での姿勢調節を減少させたと考えられる。

【結論】健常若年者においても、 刺激は安静姿勢の同様を誘

発し、認知負荷によって変動が大きくなることが分かった。
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言語聴覚

語彙化錯読の発現に関わる要因：抑制機能に焦点を当てた検討

阿部晶子 小森規代 櫻岡絵里香 地主千尋

国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

【はじめに】語彙化錯読とは、意味をもたない綴りを、有意味

な語として音読する誤り 例：やわからい→やわらかい である。

本研究では、語彙化錯読の出現に関わる要因の一つとして、抑

制機能に焦点を当てて検討を行った。

【実験 】 目的：健常者における語彙化錯読の出現率と抑制

機能の高さ（干渉課題の成績）の関連性を検討する。 対象：

脳損傷の既往がない高齢者 名で、年齢は平均 歳（ ）。

音読課題：音読に用いた文字刺激は、仮名 文字の単語と

文字目と 文字目を入れ替えた非語である。文字刺激を 画

面に 提示し、音読を求めた。 干渉課題：色刺

激と色名の文字刺激のマッチング課題を干渉あり条件となし

条件で行った。色刺激はパソコン画面、色名の文字刺激は反応

ボックス上に提示し、できるだけ速く反応ボックスのキーを押

すよう求めた。干渉あり条件となし条件の反応時間の差を干渉

量とした。 結果・考察 音読課題における誤読に語彙化錯読

が占める割合（語彙化率）は平均 ％（ ）であった。

干渉課題の反応時間は、干渉なし条件が平均 （

）、干渉あり条件が平均 （ ）、干渉量は

平均 （ ）であった。語彙化率と干渉量には有

意な正の相関が認められた（ ）。語彙化錯読

の出現に干渉課題の成績を指標とする抑制機能の低下が関与

している可能性が示唆された。

【実験 】 目的：語彙化錯読を呈する失語症 例について、

背景要因を検討する。 症例： 歳代、男性。左被殻出血に

より中等度ブローカ失語を呈する。発語失行は軽度。軽度の全

般性注意障害あり。音読成績は、 文字の仮名単語が ％、

仮名非語（単語の 文字を入れ替えた文字刺激）が ％であ

り、非語の音読において語彙化錯読が著明であった。語彙判断

課題の成績は、 文字の仮名単語が ％、仮名非語が ％

であった。 干渉課題：実験 と同じ課題を実施した。

結果・考察： 干渉課題の干渉なし条件の反応時間は平

均 で健常者と差がなかった。一方、干渉なし条件の

反応時間は平均 と延長し、干渉量も平均 と

健常者に比べて大きかった。症例の語彙化錯読の背景に、語彙

判断能力の低下、全般性注意障害とともに、ステレオタイプの

抑制障害が関与している可能性が疑われた。

【考察】健常者、失語症 例を対象とした検討から、語彙化錯

読の出現に関わる要因の１つとしてステレオタイプの抑制機

能の低下が推察された。

言語聴覚

言語聴覚士養成課程学生の卒前教育に求められる具体的コミ

ュニケーション能力の選定

爲数哲司

国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科

【研究の目的】本研究の目的は、臨床実習で言語聴覚障害者と

接する言語聴覚士養成課程学生が、実習前までにコミュニケー

ション能力として何を修得しておくか、また卒前までにどこま

でを修得するのかを明らかにし、具体的行動目標を策定するた

めの基礎資料として臨床実習指導者が臨床実習中の学生のコ

ミュニケーション能力に関するアンケート調査を実施した。

【方法】小澤ら（ ）の報告を参考にアンケート用紙の作成

を行った。その後、予備調査として か所の臨床実習施設で試

作したアンケートについて検討を行ってもらい、改訂を行った。

改訂したアンケートを 年 ～ 月に臨床実習施設 施設

に郵送した。アンケートの回答は無記名で言語聴覚士と臨床実

習指導者の経験年数を記入してもらった。質問項目は 項目

で学生が最低限到達しなければならないレベルを「 ：できる」

「 ：おおむねできる」「 ：時々できる「 ：ほとんどできない」

「 ：できない」まで 件法で回答してもらった。また、集計

結果より質問項目の共通要因を抽出するため因子分析を行っ

た。本研究は国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得てい

る（ ）。

【結果】 施設中 施設から回答があり、回収率は ％であ

った。回答者は臨床経験平均 年、臨床実習指導者歴平均

年であった。回答の平均は①あいさつができる 4.8②適切

なことば遣い（敬語を含む）4.4③適切なパーソナルスペース

が守れる 4.1④実習指導者以外の職員とコミュニケーションが

行える 3.7⑤言語聴覚障害の方に自己紹介などの簡単な会話を

行うことができる 4.1⑥反応の緩慢な言語聴覚障害の方に何ら

かのコミュニケーション方法を用い介入時に適切な対応がで

きる 3.5⑦重度の言語聴覚障害の方に音声言語以外の何らかの

コミュニケーション方法をとることができる 3.0⑧患者・家族

に評価結果や障害の対処について説明できる 2.6⑨患者・家族

に言語治療結果を説明できる 2.5⑩実習指導者に報告・連絡・

相談を適切に行うことができる であった。因子分析の結果、

応用的なコミュニケーション能力と基本的なコミュニケーシ

ョン能力が抽出された。

【考察】研究の結果、臨床実習指導者が臨床実習において基本

的なコミュケーション能力（アンケート番号①②③④⑤⑥⑩該

当）と考えられる項目は実習前までに身につけておかなければ

ならない項目としてより具体的な指導方法を検討する必要が

あると考える。

言語聴覚

喉頭摘出者に対する

の効果―オープンエッセンスの誤反応分析からの検討

石川幸伸 鈴木倫 栗原みゆき 川村なごみ

国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科

国際医療福祉大学成田病院リハビリテーション科

山王病院リハビリテーション科

国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション科

【はじめに】喉頭摘出者は解剖的構造の変化から嗅覚の低下が

生じる。このために、嗅覚リハビリが必要となり、

が知られている。嗅覚リハ

ビリの効果については閾値検査と同定検査の正答数を用いる

ことが一般的であり、喉頭摘出者に対して誤り方の質を検討し

た研究は見当たらない。

【目的】本研究では、オープンエッセンスの誤り方の分析 正

解、正解と同一のクラスター、正解と近隣のクラスター、遠い

クラスター、わからない、無臭 から の効果について検討

する。

【方法】研究デザインは、後向きコホート研究とした。対象は、

の経験がある 名 経験有群 と 初回の 名 初回群

とした。経験有群に対しては、 が正しく出来ているか事前

に確認し、初回群に対しては の指導をした後に、オープ

ンエッセンスによる検査を実施した。

【結果】結果は正答数、近接クラスターへのエラー、わからな

い、無臭に関しては、両群で有意な差はなく、同一クラスター

によるエラー、遠いクラスターへのエラーは経験有群が初回群

に比べて有意にエラーが多かった。

【考察】結果より、単に正答数だけでなく誤り方の質的分析を

することで による変化を示すことができ、患者の状態を

より詳細に示すことができると考えられた。嗅覚が に関係

することは広く知れ渡っている。 、

、 。喉頭摘出者の

が向上するように患者に合ったオーダーメードトレーニング

を実施していく必要があると考えられた。

言語聴覚

発達障害およびその疑いと吃音・流暢性障害を併発する子ども

への効果的な介入方法の検討

前新直志 清水一真 高橋望

国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

国際医療福祉大学クリニック言語聴覚センター

【はじめに】吃音・流暢性障害に別の障害が併存する例は少な

くない（ ）。アメリカ国民健康調査（ ）

で、幼児（ ～ 歳） 万 千人中、吃音を有した 名のうち、

知的障害 ％、学習障害 ％、注意欠陥多動性障害 ％、

自閉症スペクトラム障害４％、他の発達障害 ％という併存

率が報告されている（ ）。介入に関

して、幼児期は発達途上に生じる一過性の症状の可能性を否定

できず、対応のばらつきが大きい（ ；

）；前新、 ）。本研究は、幼児期に自閉症スペクトラム

の疑い（ ；以下、 ）を併発する吃音症例に

対する流暢性形成法とリッカムプログラムの適用に一定の指

針を導き出すことである。

【方法】対象は初吃から ヶ月以上経過した 幼児吃音

名（平均 歳）。吃音症については耳鼻科医と吃音臨床経験

を有する言語聴覚士による診断を受けていること、 判定

については、 にて 点以上であることとし、併せて感覚系

に何等かの特異性をもつ観点として金原（ ）が 項目

から関連項目として選定した 項目のうち 項目、すなわち

％に該当することを条件とした。 と の導入順の組み合

わせ、DCM→LP（以下、 群）と LP→DCM（以下、 群）に

名ずつ振り分け、各 週（計 週）の介入を行った。

【結果】全員で概ね改善傾向が確認された。 群では、 名が

スイッチ後に吃音が消失し 名は残存した。 群では、ス

イッチ後に症状に改善（ 週で消失）した。改善しなかった症

例は両群で各 名であった。これらの悪化の内容について、

群は頻度の減少ではなく重症度の悪化であり、 群は、重症度

の改善は認めたが頻度に変化が示されなかった。

【考察】当初からリッカムプログラムを適用して吃音が消失し

た 幼児吃音の報告（前新、 ）はあるが、本報告での

吃音消失の 例はいずれも 後の 適用である。 の重症

度による影響など、結果に寄与した他の要因を含めた検証は今

後の課題である。それでも、自閉症スペクトラムの疑いがある

幼児吃音の吃音が消失した事実は重要であり、発達障害を有す

る幼児吃音への介入アプローチの臨床的示唆を得ることがで

きた。
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語彙化錯読の発現に関わる要因：抑制機能に焦点を当てた検討

阿部晶子 小森規代 櫻岡絵里香 地主千尋

国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

【はじめに】語彙化錯読とは、意味をもたない綴りを、有意味

な語として音読する誤り 例：やわからい→やわらかい である。

本研究では、語彙化錯読の出現に関わる要因の一つとして、抑

制機能に焦点を当てて検討を行った。

【実験 】 目的：健常者における語彙化錯読の出現率と抑制

機能の高さ（干渉課題の成績）の関連性を検討する。 対象：

脳損傷の既往がない高齢者 名で、年齢は平均 歳（ ）。

音読課題：音読に用いた文字刺激は、仮名 文字の単語と

文字目と 文字目を入れ替えた非語である。文字刺激を 画

面に 提示し、音読を求めた。 干渉課題：色刺

激と色名の文字刺激のマッチング課題を干渉あり条件となし

条件で行った。色刺激はパソコン画面、色名の文字刺激は反応

ボックス上に提示し、できるだけ速く反応ボックスのキーを押

すよう求めた。干渉あり条件となし条件の反応時間の差を干渉

量とした。 結果・考察 音読課題における誤読に語彙化錯読

が占める割合（語彙化率）は平均 ％（ ）であった。

干渉課題の反応時間は、干渉なし条件が平均 （

）、干渉あり条件が平均 （ ）、干渉量は

平均 （ ）であった。語彙化率と干渉量には有

意な正の相関が認められた（ ）。語彙化錯読

の出現に干渉課題の成績を指標とする抑制機能の低下が関与

している可能性が示唆された。

【実験 】 目的：語彙化錯読を呈する失語症 例について、

背景要因を検討する。 症例： 歳代、男性。左被殻出血に

より中等度ブローカ失語を呈する。発語失行は軽度。軽度の全

般性注意障害あり。音読成績は、 文字の仮名単語が ％、

仮名非語（単語の 文字を入れ替えた文字刺激）が ％であ

り、非語の音読において語彙化錯読が著明であった。語彙判断

課題の成績は、 文字の仮名単語が ％、仮名非語が ％

であった。 干渉課題：実験 と同じ課題を実施した。

結果・考察： 干渉課題の干渉なし条件の反応時間は平

均 で健常者と差がなかった。一方、干渉なし条件の

反応時間は平均 と延長し、干渉量も平均 と

健常者に比べて大きかった。症例の語彙化錯読の背景に、語彙

判断能力の低下、全般性注意障害とともに、ステレオタイプの

抑制障害が関与している可能性が疑われた。

【考察】健常者、失語症 例を対象とした検討から、語彙化錯

読の出現に関わる要因の１つとしてステレオタイプの抑制機

能の低下が推察された。

言語聴覚

言語聴覚士養成課程学生の卒前教育に求められる具体的コミ

ュニケーション能力の選定

爲数哲司

国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科

【研究の目的】本研究の目的は、臨床実習で言語聴覚障害者と

接する言語聴覚士養成課程学生が、実習前までにコミュニケー

ション能力として何を修得しておくか、また卒前までにどこま

でを修得するのかを明らかにし、具体的行動目標を策定するた

めの基礎資料として臨床実習指導者が臨床実習中の学生のコ

ミュニケーション能力に関するアンケート調査を実施した。

【方法】小澤ら（ ）の報告を参考にアンケート用紙の作成

を行った。その後、予備調査として か所の臨床実習施設で試

作したアンケートについて検討を行ってもらい、改訂を行った。

改訂したアンケートを 年 ～ 月に臨床実習施設 施設

に郵送した。アンケートの回答は無記名で言語聴覚士と臨床実

習指導者の経験年数を記入してもらった。質問項目は 項目

で学生が最低限到達しなければならないレベルを「 ：できる」

「 ：おおむねできる」「 ：時々できる「 ：ほとんどできない」

「 ：できない」まで 件法で回答してもらった。また、集計

結果より質問項目の共通要因を抽出するため因子分析を行っ

た。本研究は国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得てい

る（ ）。

【結果】 施設中 施設から回答があり、回収率は ％であ

った。回答者は臨床経験平均 年、臨床実習指導者歴平均

年であった。回答の平均は①あいさつができる 4.8②適切

なことば遣い（敬語を含む）4.4③適切なパーソナルスペース

が守れる 4.1④実習指導者以外の職員とコミュニケーションが

行える 3.7⑤言語聴覚障害の方に自己紹介などの簡単な会話を

行うことができる 4.1⑥反応の緩慢な言語聴覚障害の方に何ら

かのコミュニケーション方法を用い介入時に適切な対応がで

きる 3.5⑦重度の言語聴覚障害の方に音声言語以外の何らかの

コミュニケーション方法をとることができる 3.0⑧患者・家族

に評価結果や障害の対処について説明できる 2.6⑨患者・家族

に言語治療結果を説明できる 2.5⑩実習指導者に報告・連絡・

相談を適切に行うことができる であった。因子分析の結果、

応用的なコミュニケーション能力と基本的なコミュニケーシ

ョン能力が抽出された。

【考察】研究の結果、臨床実習指導者が臨床実習において基本

的なコミュケーション能力（アンケート番号①②③④⑤⑥⑩該

当）と考えられる項目は実習前までに身につけておかなければ

ならない項目としてより具体的な指導方法を検討する必要が

あると考える。

言語聴覚

喉頭摘出者に対する

の効果―オープンエッセンスの誤反応分析からの検討

石川幸伸 鈴木倫 栗原みゆき 川村なごみ

国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科

国際医療福祉大学成田病院リハビリテーション科

山王病院リハビリテーション科

国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション科

【はじめに】喉頭摘出者は解剖的構造の変化から嗅覚の低下が

生じる。このために、嗅覚リハビリが必要となり、

が知られている。嗅覚リハ

ビリの効果については閾値検査と同定検査の正答数を用いる

ことが一般的であり、喉頭摘出者に対して誤り方の質を検討し

た研究は見当たらない。

【目的】本研究では、オープンエッセンスの誤り方の分析 正

解、正解と同一のクラスター、正解と近隣のクラスター、遠い

クラスター、わからない、無臭 から の効果について検討

する。

【方法】研究デザインは、後向きコホート研究とした。対象は、

の経験がある 名 経験有群 と 初回の 名 初回群

とした。経験有群に対しては、 が正しく出来ているか事前

に確認し、初回群に対しては の指導をした後に、オープ

ンエッセンスによる検査を実施した。

【結果】結果は正答数、近接クラスターへのエラー、わからな

い、無臭に関しては、両群で有意な差はなく、同一クラスター

によるエラー、遠いクラスターへのエラーは経験有群が初回群

に比べて有意にエラーが多かった。

【考察】結果より、単に正答数だけでなく誤り方の質的分析を

することで による変化を示すことができ、患者の状態を

より詳細に示すことができると考えられた。嗅覚が に関係

することは広く知れ渡っている。 、

、 。喉頭摘出者の

が向上するように患者に合ったオーダーメードトレーニング

を実施していく必要があると考えられた。

言語聴覚

発達障害およびその疑いと吃音・流暢性障害を併発する子ども

への効果的な介入方法の検討

前新直志 清水一真 高橋望

国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

国際医療福祉大学クリニック言語聴覚センター

【はじめに】吃音・流暢性障害に別の障害が併存する例は少な

くない（ ）。アメリカ国民健康調査（ ）

で、幼児（ ～ 歳） 万 千人中、吃音を有した 名のうち、

知的障害 ％、学習障害 ％、注意欠陥多動性障害 ％、

自閉症スペクトラム障害４％、他の発達障害 ％という併存

率が報告されている（ ）。介入に関

して、幼児期は発達途上に生じる一過性の症状の可能性を否定

できず、対応のばらつきが大きい（ ；

）；前新、 ）。本研究は、幼児期に自閉症スペクトラム

の疑い（ ；以下、 ）を併発する吃音症例に

対する流暢性形成法とリッカムプログラムの適用に一定の指

針を導き出すことである。

【方法】対象は初吃から ヶ月以上経過した 幼児吃音

名（平均 歳）。吃音症については耳鼻科医と吃音臨床経験

を有する言語聴覚士による診断を受けていること、 判定

については、 にて 点以上であることとし、併せて感覚系

に何等かの特異性をもつ観点として金原（ ）が 項目

から関連項目として選定した 項目のうち 項目、すなわち

％に該当することを条件とした。 と の導入順の組み合

わせ、DCM→LP（以下、 群）と LP→DCM（以下、 群）に

名ずつ振り分け、各 週（計 週）の介入を行った。

【結果】全員で概ね改善傾向が確認された。 群では、 名が

スイッチ後に吃音が消失し 名は残存した。 群では、ス

イッチ後に症状に改善（ 週で消失）した。改善しなかった症

例は両群で各 名であった。これらの悪化の内容について、

群は頻度の減少ではなく重症度の悪化であり、 群は、重症度

の改善は認めたが頻度に変化が示されなかった。

【考察】当初からリッカムプログラムを適用して吃音が消失し

た 幼児吃音の報告（前新、 ）はあるが、本報告での

吃音消失の 例はいずれも 後の 適用である。 の重症

度による影響など、結果に寄与した他の要因を含めた検証は今

後の課題である。それでも、自閉症スペクトラムの疑いがある

幼児吃音の吃音が消失した事実は重要であり、発達障害を有す

る幼児吃音への介入アプローチの臨床的示唆を得ることがで

きた。
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言語聴覚

人工内耳装用児の音楽知覚能力の発達的変化

大金さや香

国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

【はじめに】人工内耳（以下 ）装用児者にとってピッチや旋

律識別は困難といわれているが、先天性 装用児では言語獲

得同様、音楽知覚も学習過程にあると考えられる。我々は、先

天性の 装用児 名の音楽基礎知覚、旋律識別能に関して後

天性 装用者と比較検討し、 装用児は旋律識別が不良であ

ったが、ピッチなどの高低識別は後天性 者と比較し良好で

あることを報告した（大金ら ）。また、健聴児と同程度

に旋律識別が可能と指摘する報告（ ら ）や、先天

性 装用児は限られた情報であっても旋律を識別する能力

を学習する可能性がある（ ら， ） との肯

定的な報告も見られ、 装用児の音楽知覚における発達的な特

徴については不明な点が多い。

そこで、本報告では、 装用児の音楽知覚、及び音楽嗜好に関

して経時的な変化を追跡し、旋律聴取の特徴を明らかにするこ

とを目的とした。

【方法】対象は、経時的な変化を追跡することが可能であった

先天性高度 重度感音性難聴児 名（ 歳―10 歳）。全員が幼児

期に 埋込術を施行しており、 装用時の語音明瞭度（単音

節）は良好であった。これらの対象児に音楽知覚課題と音楽ア

ンケートを実施し、翌年以降に再度課題を実施し経時的な変化

について分析した。

【課題①ピッチ高低識別課題】 （ Ｈｚ）を標準刺激とし、

の音高幅ステップで変化させた比較刺激の対のセッ

ト（2semitone―24semitone）を設定し、適応型 法に

て高低識別閾を求めた。【課題②ピッチパターン識別課題】 音

で構成された 種の音高パターン（上昇、下降、山、谷、水平）

を、音高幅を 段階変化させ、適応型 法にてピッチパ

ターンの識別閾を求めた【課題③旋律識別課題】各々の音楽嗜

好に影響を受けない文部省唱歌を用いた。応答方法は、曲名リ

ストから曲名を選択するよう求めた。【課題④アンケート】日

常的な音楽聴取の頻度と嗜好性に関するアンケートを行い、

段階評定尺度法により回答を求めた。

【結果・考察】ピッチ高低識別閾、ピッチパターン識別閾共に

良好になる 児が多く、発達的な学習が示唆された。一方で

旋律識別には変化は見られず、また音楽聴取に関しては音楽を

聴取し、楽しむ傾向が減少する傾向が見られた。これは、学年

が上がるにつれ、障害の自己認識が明確化され、音楽への苦手

意識の高まりが関与すると考えられた。

言語聴覚

アルツハイマー病患者の意味記憶障害と脳機能について

（第１報）

大内田博文

国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科

【目的】アルツハイマー病（以下 ）は語の想起障害を認め、

その障害の基底に意味記憶障害が存在すると考えられている。

ある一つの語は様々な概念素性が結合し意味を形成している

と考えられ、脳内の神経ネットワークが語の意味記憶形成に重

要であると思われる。 は側頭 頭頂領域の皮質の萎縮を来す

疾患であり、病態の進行とともに語の意味に関する素性やネッ

トワークが障害される可能性がある。本研究の目的は、 にお

ける語想起障害の特徴と脳損傷部位との関連を検討すること

である。

【対象】対象は医師により と診断を受けた 名（

点、 ～ ）であった。研究の協力に際し、本人とご家族

から承諾を得た．課題を実施する上で支障をきたすような視力、

聴力の低下は無かった。意識障害やせん妄がみられる方は対象

者から除外した。

対照群は脳の前方病変による失語症患者者 名であった．対照

群の 平均は 点（ ）であった。

【方法】課題は語流暢性課題を実施した。刺激は「スポーツ」

「果物」「乗物」「洋服」「文房具」「料理」とし、 刺激 分、

計 分である。刺激の カテゴリ―は健常者を対象に想起語数

に差がないものを選択した。意味記憶検査として意味類似性判

断課題 問を実施した。評価はカテゴリー別の想起語数、意

味類似性判断課題成績とした．分析は各群の想起語についてカ

テゴリー間の差を 検定で調べた。 群と失語

症群のカテゴリー別の想起語数の差を の 検定

で調べた。

【結果】想起語数は、 群はスポーツ （ ）、果物 （ ）、

乗物 （ ）、洋服 （ ）、文房具 （ ）、料理

（ ）であった。失語症群は、スポーツ （ ）、果物

（ ）、乗物 （ ）、洋服 （ ）、文房具 （ ）、

料理 （ ）であった。各群のカテゴリー間の想起語数の

差を検討した結果、 群と失語症群ともに有意差を認めなかっ

た。 群は失語症群より、果物、乗物、洋服、文房具の想起語

数が有意に少なかった（ ）。スポーツと料理には有意な

差は認めなかった。

【考察】今回の検討では 群はカテゴリーによる想起語数の

差は認められなかった。今後症例数を増やしていく。 群が失

語症群より果物や乗物、洋服、文房具の想起語数が少なかった

ことは損傷部位の違いが影響している可能性が考えられた．今

後 を用いて脳萎縮部位と程度を計測し、カテゴリーによ

る想起語数の差との関連について検討を行う予定である。

言語聴覚

大学生の の特徴

岩崎淳也

国際医療福祉大学成田保健医療学部言語聴覚学科

【はじめに】幼い子どもを既に心的世界を有した存在であると

み な し 、 心 に 焦 点 化 し て 関 わ ろ う と す る 傾 向 は

以下 と呼ばれる。高い を持つ養育者に

育てられた子どもは、感情理解に優れ、一般的語彙理解力も高

いという報告がある 篠原 。しかし大人の発話に含まれる

の特徴に関する研究は少なく、また の高さがどのように

子どもの感情理解や語彙獲得を促進するのかは明らかになっ

ていない。今回、大学生の を分析し、 の特徴及び が感

情理解や語彙獲得を促進するメカニズムについて考察したの

で報告する。

【対象】健常大学生 名 男 名、女 名 であった。

【方法】 ヶ月の乳幼児がおもちゃで遊んでいる様子を 場面

録画したものをパソコン画面上で提示し 秒×3 場面 、「映

像に合わせて子どもの気持ちについて話してください」と指示

した。発話に含まれる乳児の内的状態に言及したものをカウン

トし、 数とした。また の特徴を分析するため、内的状態

に関する発話を 感情状態 欲求状態 思考・認知状態

生理的状態に分けて集計した。

【結果】 数は平均 、範囲は と個人差が認め

られた。 数に男女差は認められなかった 。 上位

群と下位群に分けて発話内容を分析したところ、思考・認知状

態のみで有意差が認められた 。 高群では、思考・認

知状態に関する発話の中でも、子どもの視線の動きに合わせた

疑問詞 「これは何だろう」「どうすればいいのかな」等 が多

く認められた。

【考察】 数には個人差が認められ、子どもに心的状態を認め、

心に焦点化して関わろうとする傾向は人によって異なること

が明らかとなった。また 数に男女差は認められず、 数に

性差はないことが示唆された。 高群は、 低群に比し思考・

認知状態に関する発話が多く認められた。また「これは何だろ

う」→「車だ」、「どうすればいいのかな」→「食べてみよう」

など、幼児の心情を反映した疑問文と名詞・動詞の組み合わせ

というフォーマットが多く認められた。自らの心情を表す疑問

詞に触れることで心的理解能力の向上が、また注意を向けた先

の物や動作の名前を聞くことで一般語彙の増加が図られると

いうメカニズムの存在が示唆された。

言語聴覚

失語症例の談話機能における形態統語面の障害特徴－文構造、

文法形態素、結束辞の分析

菅野倫子

国際医療福祉大学成田保健医療学部言語聴覚学科

【はじめに】談話（ ）とは、文よりも大きな単位で

あり、複数の文から成り立つまとまった内容の発話である

（ 。談話における意図の伝達には形態統語的

要因と意味的要因の両方が関わるが、失語症の談話機能障害に

おいて重症度やタイプによる違い、経時的変化に関わる要因は

必ずしも明らかではない。

本研究においては、失語症の談話機能障害の特徴を明らかに

するための基礎的分析の試みとして、失語症例および健常者の

談話について、文構造の種類、文法形態素の種類、および談話

構造の形態的指標である結束辞に着目し、流暢型失語症例と非

流暢型失語症例の談話機能の障害特徴について検討した。

【対象】発症 か月以降経過した失語症例 例（非流暢型失語

症 例 、 ；流暢型失語症 例 、 ）。 ： 歳、右

利き、男性。失文法（＋）。脳梗塞。 ： 歳、右利き、男性。

失文法（＋）。 ： 歳、右利き、男性。脳腫瘍。 ： 歳、

右利き、男性。対照群：健常者 名（ 歳±0.3）。

【談話機能検査】 コマの状況画 種を 種ずつ提示し、発話

にて説明してもらった。

【分析方法】 に基づいてトランスクリプト

を作成した。平均発話長（ ）、正文数、文構造の種類（可逆

文 非可逆文、関係節文、受動文 使役文）を計上した。格助詞

（が、を、に）の出現数、脱落数、誤用数、後置詞（で、から）

の出現数、脱落数、誤用数、述部内の文法的形態素（①相：て

い、②態：られ、させ、③時制：た、る）の出現数、脱落数、

誤用数を計上した。結束辞：接続詞、指示代名詞の出現数、脱

落数、誤用数を計上した。

【結果】非流暢型失語症例では関係節文は出現せず、格助詞の

脱落・誤用を認めた。一方、後置詞の誤用は認めなかった。

述部の文法形態素について、非流暢型失語症例、流暢型失語症

例ともに相を示す「てい」は健常者と同程度に出現した。一方、

「られ」のような態を示す形態素の出現頻度は、非流暢型失語

症例において低下していた。 結束辞の出現率は、失語症例は

共に健常者に比して低下していた。

【考察および結論】失文法を伴う非流暢型失語症例の談話にお

いては、文法形態素の種類によって障害のされ方が異なる。失

語症例の談話においては、失文法の有無によらず、結束辞の利

用が困難となる可能性がある。
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言語聴覚

人工内耳装用児の音楽知覚能力の発達的変化

大金さや香

国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

【はじめに】人工内耳（以下 ）装用児者にとってピッチや旋

律識別は困難といわれているが、先天性 装用児では言語獲

得同様、音楽知覚も学習過程にあると考えられる。我々は、先

天性の 装用児 名の音楽基礎知覚、旋律識別能に関して後

天性 装用者と比較検討し、 装用児は旋律識別が不良であ

ったが、ピッチなどの高低識別は後天性 者と比較し良好で

あることを報告した（大金ら ）。また、健聴児と同程度

に旋律識別が可能と指摘する報告（ ら ）や、先天

性 装用児は限られた情報であっても旋律を識別する能力

を学習する可能性がある（ ら， ） との肯

定的な報告も見られ、 装用児の音楽知覚における発達的な特

徴については不明な点が多い。

そこで、本報告では、 装用児の音楽知覚、及び音楽嗜好に関

して経時的な変化を追跡し、旋律聴取の特徴を明らかにするこ

とを目的とした。

【方法】対象は、経時的な変化を追跡することが可能であった

先天性高度 重度感音性難聴児 名（ 歳―10 歳）。全員が幼児

期に 埋込術を施行しており、 装用時の語音明瞭度（単音

節）は良好であった。これらの対象児に音楽知覚課題と音楽ア

ンケートを実施し、翌年以降に再度課題を実施し経時的な変化

について分析した。

【課題①ピッチ高低識別課題】 （ Ｈｚ）を標準刺激とし、

の音高幅ステップで変化させた比較刺激の対のセッ

ト（2semitone―24semitone）を設定し、適応型 法に

て高低識別閾を求めた。【課題②ピッチパターン識別課題】 音

で構成された 種の音高パターン（上昇、下降、山、谷、水平）

を、音高幅を 段階変化させ、適応型 法にてピッチパ

ターンの識別閾を求めた【課題③旋律識別課題】各々の音楽嗜

好に影響を受けない文部省唱歌を用いた。応答方法は、曲名リ

ストから曲名を選択するよう求めた。【課題④アンケート】日

常的な音楽聴取の頻度と嗜好性に関するアンケートを行い、

段階評定尺度法により回答を求めた。

【結果・考察】ピッチ高低識別閾、ピッチパターン識別閾共に

良好になる 児が多く、発達的な学習が示唆された。一方で

旋律識別には変化は見られず、また音楽聴取に関しては音楽を

聴取し、楽しむ傾向が減少する傾向が見られた。これは、学年

が上がるにつれ、障害の自己認識が明確化され、音楽への苦手

意識の高まりが関与すると考えられた。

言語聴覚

アルツハイマー病患者の意味記憶障害と脳機能について

（第１報）

大内田博文

国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科

【目的】アルツハイマー病（以下 ）は語の想起障害を認め、

その障害の基底に意味記憶障害が存在すると考えられている。

ある一つの語は様々な概念素性が結合し意味を形成している

と考えられ、脳内の神経ネットワークが語の意味記憶形成に重

要であると思われる。 は側頭 頭頂領域の皮質の萎縮を来す

疾患であり、病態の進行とともに語の意味に関する素性やネッ

トワークが障害される可能性がある。本研究の目的は、 にお

ける語想起障害の特徴と脳損傷部位との関連を検討すること

である。

【対象】対象は医師により と診断を受けた 名（

点、 ～ ）であった。研究の協力に際し、本人とご家族

から承諾を得た．課題を実施する上で支障をきたすような視力、

聴力の低下は無かった。意識障害やせん妄がみられる方は対象

者から除外した。

対照群は脳の前方病変による失語症患者者 名であった．対照

群の 平均は 点（ ）であった。

【方法】課題は語流暢性課題を実施した。刺激は「スポーツ」

「果物」「乗物」「洋服」「文房具」「料理」とし、 刺激 分、

計 分である。刺激の カテゴリ―は健常者を対象に想起語数

に差がないものを選択した。意味記憶検査として意味類似性判

断課題 問を実施した。評価はカテゴリー別の想起語数、意

味類似性判断課題成績とした．分析は各群の想起語についてカ

テゴリー間の差を 検定で調べた。 群と失語

症群のカテゴリー別の想起語数の差を の 検定

で調べた。

【結果】想起語数は、 群はスポーツ （ ）、果物 （ ）、

乗物 （ ）、洋服 （ ）、文房具 （ ）、料理

（ ）であった。失語症群は、スポーツ （ ）、果物

（ ）、乗物 （ ）、洋服 （ ）、文房具 （ ）、

料理 （ ）であった。各群のカテゴリー間の想起語数の

差を検討した結果、 群と失語症群ともに有意差を認めなかっ

た。 群は失語症群より、果物、乗物、洋服、文房具の想起語

数が有意に少なかった（ ）。スポーツと料理には有意な

差は認めなかった。

【考察】今回の検討では 群はカテゴリーによる想起語数の

差は認められなかった。今後症例数を増やしていく。 群が失

語症群より果物や乗物、洋服、文房具の想起語数が少なかった

ことは損傷部位の違いが影響している可能性が考えられた．今

後 を用いて脳萎縮部位と程度を計測し、カテゴリーによ

る想起語数の差との関連について検討を行う予定である。

言語聴覚

大学生の の特徴

岩崎淳也

国際医療福祉大学成田保健医療学部言語聴覚学科

【はじめに】幼い子どもを既に心的世界を有した存在であると

み な し 、 心 に 焦 点 化 し て 関 わ ろ う と す る 傾 向 は

以下 と呼ばれる。高い を持つ養育者に

育てられた子どもは、感情理解に優れ、一般的語彙理解力も高

いという報告がある 篠原 。しかし大人の発話に含まれる

の特徴に関する研究は少なく、また の高さがどのように

子どもの感情理解や語彙獲得を促進するのかは明らかになっ

ていない。今回、大学生の を分析し、 の特徴及び が感

情理解や語彙獲得を促進するメカニズムについて考察したの

で報告する。

【対象】健常大学生 名 男 名、女 名 であった。

【方法】 ヶ月の乳幼児がおもちゃで遊んでいる様子を 場面

録画したものをパソコン画面上で提示し 秒×3 場面 、「映

像に合わせて子どもの気持ちについて話してください」と指示

した。発話に含まれる乳児の内的状態に言及したものをカウン

トし、 数とした。また の特徴を分析するため、内的状態

に関する発話を 感情状態 欲求状態 思考・認知状態

生理的状態に分けて集計した。

【結果】 数は平均 、範囲は と個人差が認め

られた。 数に男女差は認められなかった 。 上位

群と下位群に分けて発話内容を分析したところ、思考・認知状

態のみで有意差が認められた 。 高群では、思考・認

知状態に関する発話の中でも、子どもの視線の動きに合わせた

疑問詞 「これは何だろう」「どうすればいいのかな」等 が多

く認められた。

【考察】 数には個人差が認められ、子どもに心的状態を認め、

心に焦点化して関わろうとする傾向は人によって異なること

が明らかとなった。また 数に男女差は認められず、 数に

性差はないことが示唆された。 高群は、 低群に比し思考・

認知状態に関する発話が多く認められた。また「これは何だろ

う」→「車だ」、「どうすればいいのかな」→「食べてみよう」

など、幼児の心情を反映した疑問文と名詞・動詞の組み合わせ

というフォーマットが多く認められた。自らの心情を表す疑問

詞に触れることで心的理解能力の向上が、また注意を向けた先

の物や動作の名前を聞くことで一般語彙の増加が図られると

いうメカニズムの存在が示唆された。

言語聴覚

失語症例の談話機能における形態統語面の障害特徴－文構造、

文法形態素、結束辞の分析

菅野倫子

国際医療福祉大学成田保健医療学部言語聴覚学科

【はじめに】談話（ ）とは、文よりも大きな単位で

あり、複数の文から成り立つまとまった内容の発話である

（ 。談話における意図の伝達には形態統語的

要因と意味的要因の両方が関わるが、失語症の談話機能障害に

おいて重症度やタイプによる違い、経時的変化に関わる要因は

必ずしも明らかではない。

本研究においては、失語症の談話機能障害の特徴を明らかに

するための基礎的分析の試みとして、失語症例および健常者の

談話について、文構造の種類、文法形態素の種類、および談話

構造の形態的指標である結束辞に着目し、流暢型失語症例と非

流暢型失語症例の談話機能の障害特徴について検討した。

【対象】発症 か月以降経過した失語症例 例（非流暢型失語

症 例 、 ；流暢型失語症 例 、 ）。 ： 歳、右

利き、男性。失文法（＋）。脳梗塞。 ： 歳、右利き、男性。

失文法（＋）。 ： 歳、右利き、男性。脳腫瘍。 ： 歳、

右利き、男性。対照群：健常者 名（ 歳±0.3）。

【談話機能検査】 コマの状況画 種を 種ずつ提示し、発話

にて説明してもらった。

【分析方法】 に基づいてトランスクリプト

を作成した。平均発話長（ ）、正文数、文構造の種類（可逆

文 非可逆文、関係節文、受動文 使役文）を計上した。格助詞

（が、を、に）の出現数、脱落数、誤用数、後置詞（で、から）

の出現数、脱落数、誤用数、述部内の文法的形態素（①相：て

い、②態：られ、させ、③時制：た、る）の出現数、脱落数、

誤用数を計上した。結束辞：接続詞、指示代名詞の出現数、脱

落数、誤用数を計上した。

【結果】非流暢型失語症例では関係節文は出現せず、格助詞の

脱落・誤用を認めた。一方、後置詞の誤用は認めなかった。

述部の文法形態素について、非流暢型失語症例、流暢型失語症

例ともに相を示す「てい」は健常者と同程度に出現した。一方、

「られ」のような態を示す形態素の出現頻度は、非流暢型失語

症例において低下していた。 結束辞の出現率は、失語症例は

共に健常者に比して低下していた。

【考察および結論】失文法を伴う非流暢型失語症例の談話にお

いては、文法形態素の種類によって障害のされ方が異なる。失

語症例の談話においては、失文法の有無によらず、結束辞の利

用が困難となる可能性がある。

― 97 ―



言語聴覚

失語症者の文読解における眼球運動の特性 －健常者を対象と

した予備的検討－

櫻岡絵里香 阿部晶子

国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

失語症者が文を理解する際に、どのような方略を用いているか

を明らかにすることは、効果的な訓練方法を考案する上で重要

である。本研究は患者の構文読解時の視線を解析し、その処理

特徴の解明を目指す。今回は、健常者を対象として予備的な検

討を行ったので報告する。

【方法】対象：健常若年者 名（ 代 女性）課題：構文読解

課題を作成し実施した。 ．能動文課題：「男の子が女の子を追

いかけている」などの可逆文能動文の基本語順文 文、「女の

子を男の子が追いかけている」などの可逆文能動文の転換語順

文 文、「男の人が壁を塗っている」などの非可逆文 文の

計 文。２．受動文課題：「男の子が女の子に追いかけられて

いる」などの可逆文受動文の基本語順文 文、「女の子に男の

子が追いかけられている」などの可逆文受動文の転換語順文

文、課題１と同様の非可逆文 文の計 文。手続き：モニタ

ーに刺激文と選択肢の線画 つを同時に提示し、刺激文の意味

と合う絵がどちらかを口頭で選択させた。正答以外の選択肢は、

可逆文は逆転関係の絵、非可逆文は名詞句のいずれかが異なる

絵とした。対象者の眼球運動は視線計測機器（ ）

を用いて計測した。１）刺激文全体、２）第 文節、第 文節、

動詞の注視時間を計測し文の種類による差を比較した。

【結果】１．能動文課題：１）刺激文の注視時間は可逆・基本

語順文が非可逆文より長く、 可逆・転換語順文が非可逆文よ

り長かった。２）第 文節の注視時間は可逆・基本語順文が最

も長く、非可逆文より有意に長かった。第 文節は可逆・転換

語順文が最も長く、非可逆文より有意に長かった。動詞は文の

種類による有意差は認めなかった。

２．受動文課題：１）刺激文の注視時間は可逆・基本語順文と

可逆・転換語順文が、非可逆文より長かった。２）第 文節の

注視時間は可逆・基本語順が最も長く、非可逆文より有意に長

かった。第 文節と動詞は文の種類による有意差は認めなかっ

た。

【考察】語の意味から理解可能な非可逆文より、動詞（述語）

と名詞句（項）の関係性の解読が必要な可逆文は読解に時間を

要すると考えられた。能動文は、主語となる位置の名詞句の注

視時間が長く、文理解において、主語‐述語関係の解読に力点

が置かれていると考えられた。受動文は、転換語順文の主語の

位置で注視時間が延長せず、能動文と異なり主語と動作主が一

致しないことが関与している可能性が考えられた。

言語聴覚

学齢児の複合語の使用―合成課題、分解課題の誤りに焦点を当

てて―

安田友香

国際医療福祉大学成田保健医療学部言語聴覚学科

【目的】複合語は、二つ以上の単語を結びつけ、別の新しい一

語を形成したものである。複合語には、前部要素の活用変化

（例：のむ もの→のみもの）、後部要素の語頭音の連濁化（例：

ごみ はこ→ごみばこ）等、様々な言語学的要素が含まれるが、

発達的変化や獲得状況についての報告は少ない。本研究では、

複合語の合成と分解における誤りの種類と発達的変化を分析

し、学齢児の複合語獲得過程について明らかにする。

【方法】対象：通常学級に在籍する健聴児 名（ 年生～ 年

生）。課題：提示された２つの単語を合成する合成課題、複合

語を２つの単語に分ける分解課題。刺激語は、前部要素の品詞

毎に 群に分け、後部要素にはすべての語群で名詞を配置した

（例：非連濁語群（すなはま）、名詞連濁語群（ゆぶね）、形容

詞連濁語群（あつがみ）、動詞連濁語群（ねがお））。各群 語、

計 語とした。紙面上に両課題を記載して配布し、答えを記

載するよう求めた。分析方法：各対象児の問題数に占める誤答

数の割合、及び誤り方について分類した。

【結果】全学年において、合成課題に比して分解課題での誤答

率が高く、学年が進むにつれていずれの課題においても誤答率

が下がった。低学年では、非連濁語群、連濁語群、形容詞連濁

語群、動詞連濁語群の順に誤答率が上がったが、高学年になる

と構成品詞間による誤答率の差は小さくなった。低学年では、

誤りの種類が多様であったが、学年の進行に伴い、一定の傾向

が見られるようになった。また、特に 年生では、合成課題に

おいてつぶやきながら課題を行う様子が観察された。

【考察】分解課題では、構成要素が１文字で表現されている場

合（例：「ゆぶね」「ねがお」）、語彙の区切りがわかりにくいこ

と、動詞の意味を推測して補わなければならないことから、難

度が高くなったと思われる。また、高学年に至っても一部の動

詞連濁語で誤答がみられ、日常生活の中で動詞を名詞化して使

用していることが影響していると示唆されるが、この点につい

ては、さらなる検討が必要である。 年生が音声化を伴いなが

ら合成課題を遂行したことは、複合語における音韻処理操作が

高度であること、その処理に聴覚フィードバックを使用してい

る可能性が考えられる。

言語聴覚

急性期失語症患者の実用的コミュニケーション能力の検討

－生活期失語症患者との比較－

池下博紀

福岡国際医療福祉大学言語聴覚専攻科

【背景】失語症患者の実用的コミュニケーション能力の検討は、

回復期や生活期を対象とした報告が多く、急性期を対象とした

報告は少ない。言語機能と同様に実用的コミュニケーション能

力についても発症後の時間的経過とともに変化する可能性が

あり、急性期の失語症患者の実用的コミュニケーション能力の

特徴を明らかにすることは急性期の言語聴覚療法において重

要である。池下ら（ ）は、急性期失語症患者の実用的コミ

ュニケーション能力の特徴を報告したが、今回は、発症から長

期経過した生活期の失語症患者を対照群とした分析を行い、急

性期失語症患者の実用的コミュニケーション能力に関する特

徴について検討した。

【目的】急性期失語症患者と生活期失語症患者における非言語

的な手段を含む実用的コミュニケーション能力の特徴の差を

明らかにすることを目的とした。

【方法】対象は発症から 年以上経過した生活期失語症患者

名、失語症の重症度は 失語症鑑別診断テスト（ ）

で段階 が 名、段階 が 名であった。急性期群については

既存のデータ（池下ら 言語聴覚学会発表）を使用し、言

語機能を統制するため 段階１ の全 名を対象とした。

実用的コミュニケーション能力の評価には、コミュニケーショ

ン評価票を用い、約 分間の会話場面から採点した。

検定にて、急性期群と生活期群のコミュケーショ

ン評価票の得点の差について分析した。

【結果】急性期群と生活期群では、基礎、音声言語、文字言語・

数の 領域は、有意差は見られなかった。一方、非言語領域で

有意差を認めた（ 、 ）。

【考察】急性期群は生活期群に比べ、身振り、指さしなどの非

言語的コミュニケーションに関する非言語領域の得点が有意

に低かった。急性期群は、生活期群に比べ、会話場面において

非言語的コミュニケーションを十分に活用できていないこと

が明らかとなり、発症直後の失語症患者は、伝達困難な状況が

生じた場合に、自らに残存する非言語的機能を有効に活用でき

ていない可能性が考えられた。失語症発症後には、言語機能だ

けでなく、非言語機能も経過とともに変化することが示唆され、

失語症患者は発症後の経過とともに非言語的な手段の活用が

会話場面で有効であることを学習することが推察された。今回

の急性期群は、慢性期群に比し、意欲や知的機能が有意に低く、

非言語的な側面の活用にこれらの要因が関係している可能性

が考えられた。
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【目的】オノマトペは鈴の音を表す「リンリン」のように音と

意味の間に関係があり、音声に何らかのイメージが伴うことを

指す音象徴が関与する（田守・スコウラップ， ）。音象徴

は視覚や触覚情報等と言語音である聴覚情報の多感覚統合か

らなるため、オノマトペの理解に視覚や聴覚などの各感覚が関

与する可能性が考えられる。本研究では、感覚処理に特性のあ

る自閉症スペクトラム障害（ ）児において、聴覚や視覚な

どの感覚情報処理がオノマトペ理解に与える影響について検

討した。

【方法】知的に低下のない 児 ～ 歳 名に対して、主

に聴覚、視覚、触覚を表現する擬音語・擬態語 語からなる

オノマトペ理解課題を作成し、実施した。手続きは、パソコン

モニターにオノマトペを使用する状況を示した絵をその説明

文の音声と共に提示し、対応するオノマトペを選択してもらっ

た。また、感覚評価として感覚プロファイル を実施した。

感覚プロファイルにおいて、感覚処理の項目は特定の種類の感

覚処理を反映するものであり、 児における聴覚や視覚など

の各感覚特性とオノマトペ理解との関係を調べるために用い

た。

分析は、オノマトペ理解課題成績と感覚プロファイルの感覚処

理項目内の聴覚、視覚、前庭覚、触覚、複合感覚、口腔感覚と

の関連性を の順位相関係数によって調べた。

【結果】感覚処理項目中、聴覚（ ＝ ＝ ）、視覚

（ ＝ ＝ ）、複合感覚（ ＝ ＝ ）に負

の相関を示し、触覚（ ＝ ＝ ）は弱い負の相関が

あった。前庭覚（ ＝ ＝ ）、口腔感覚（ ＝

＝ ）には相関は認められなかった。

【考察】本研究では視覚・聴覚・触覚を表現するオノマトペと、

それに対応する 児の各感覚特性に関連性が認められた。ま

た、感覚に特性のある 児の場合は､感覚情報をオノマトペ

の理解に用いることが困難である可能性が示唆された。

【結論】オノマトペの理解には感覚情報が基礎となっており、

児のオノマトペ理解に聴覚や視覚などの感覚処理特性の関

与が推察された。今後は症例数を増やし検討する必要がある。
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失語症者が文を理解する際に、どのような方略を用いているか

を明らかにすることは、効果的な訓練方法を考案する上で重要

である。本研究は患者の構文読解時の視線を解析し、その処理

特徴の解明を目指す。今回は、健常者を対象として予備的な検

討を行ったので報告する。

【方法】対象：健常若年者 名（ 代 女性）課題：構文読解

課題を作成し実施した。 ．能動文課題：「男の子が女の子を追

いかけている」などの可逆文能動文の基本語順文 文、「女の

子を男の子が追いかけている」などの可逆文能動文の転換語順

文 文、「男の人が壁を塗っている」などの非可逆文 文の

計 文。２．受動文課題：「男の子が女の子に追いかけられて

いる」などの可逆文受動文の基本語順文 文、「女の子に男の

子が追いかけられている」などの可逆文受動文の転換語順文

文、課題１と同様の非可逆文 文の計 文。手続き：モニタ

ーに刺激文と選択肢の線画 つを同時に提示し、刺激文の意味

と合う絵がどちらかを口頭で選択させた。正答以外の選択肢は、

可逆文は逆転関係の絵、非可逆文は名詞句のいずれかが異なる

絵とした。対象者の眼球運動は視線計測機器（ ）

を用いて計測した。１）刺激文全体、２）第 文節、第 文節、

動詞の注視時間を計測し文の種類による差を比較した。

【結果】１．能動文課題：１）刺激文の注視時間は可逆・基本

語順文が非可逆文より長く、 可逆・転換語順文が非可逆文よ

り長かった。２）第 文節の注視時間は可逆・基本語順文が最

も長く、非可逆文より有意に長かった。第 文節は可逆・転換

語順文が最も長く、非可逆文より有意に長かった。動詞は文の

種類による有意差は認めなかった。

２．受動文課題：１）刺激文の注視時間は可逆・基本語順文と

可逆・転換語順文が、非可逆文より長かった。２）第 文節の

注視時間は可逆・基本語順が最も長く、非可逆文より有意に長

かった。第 文節と動詞は文の種類による有意差は認めなかっ

た。

【考察】語の意味から理解可能な非可逆文より、動詞（述語）

と名詞句（項）の関係性の解読が必要な可逆文は読解に時間を

要すると考えられた。能動文は、主語となる位置の名詞句の注

視時間が長く、文理解において、主語‐述語関係の解読に力点

が置かれていると考えられた。受動文は、転換語順文の主語の

位置で注視時間が延長せず、能動文と異なり主語と動作主が一

致しないことが関与している可能性が考えられた。
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【目的】複合語は、二つ以上の単語を結びつけ、別の新しい一

語を形成したものである。複合語には、前部要素の活用変化

（例：のむ もの→のみもの）、後部要素の語頭音の連濁化（例：

ごみ はこ→ごみばこ）等、様々な言語学的要素が含まれるが、

発達的変化や獲得状況についての報告は少ない。本研究では、

複合語の合成と分解における誤りの種類と発達的変化を分析

し、学齢児の複合語獲得過程について明らかにする。

【方法】対象：通常学級に在籍する健聴児 名（ 年生～ 年

生）。課題：提示された２つの単語を合成する合成課題、複合

語を２つの単語に分ける分解課題。刺激語は、前部要素の品詞

毎に 群に分け、後部要素にはすべての語群で名詞を配置した

（例：非連濁語群（すなはま）、名詞連濁語群（ゆぶね）、形容

詞連濁語群（あつがみ）、動詞連濁語群（ねがお））。各群 語、

計 語とした。紙面上に両課題を記載して配布し、答えを記

載するよう求めた。分析方法：各対象児の問題数に占める誤答

数の割合、及び誤り方について分類した。

【結果】全学年において、合成課題に比して分解課題での誤答

率が高く、学年が進むにつれていずれの課題においても誤答率

が下がった。低学年では、非連濁語群、連濁語群、形容詞連濁

語群、動詞連濁語群の順に誤答率が上がったが、高学年になる

と構成品詞間による誤答率の差は小さくなった。低学年では、

誤りの種類が多様であったが、学年の進行に伴い、一定の傾向

が見られるようになった。また、特に 年生では、合成課題に

おいてつぶやきながら課題を行う様子が観察された。

【考察】分解課題では、構成要素が１文字で表現されている場

合（例：「ゆぶね」「ねがお」）、語彙の区切りがわかりにくいこ

と、動詞の意味を推測して補わなければならないことから、難

度が高くなったと思われる。また、高学年に至っても一部の動

詞連濁語で誤答がみられ、日常生活の中で動詞を名詞化して使

用していることが影響していると示唆されるが、この点につい

ては、さらなる検討が必要である。 年生が音声化を伴いなが

ら合成課題を遂行したことは、複合語における音韻処理操作が

高度であること、その処理に聴覚フィードバックを使用してい

る可能性が考えられる。
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発達的特性を有する大学生の支援
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【はじめに】障害者差別解消法が制定され、合理的配慮は初等

教育のみならず、大学等の高等教育機関や社会においても必要

性の認識か高まっている。合理的配慮を受けるためには、本人

の意思の表明が前提となる。しかしながら、発達的特性を有す

る学生は自身で必要な配慮要請ができない場合がある。

【目的】言語聴覚士を目指す大学生の学生生活の困り感および

その特徴を明らかにする。発達的特性を有する学生の大学生活

への適応および言語聴覚士として必要な専門的コミュニケー

ションスキルの修得に向けた課題を推測し、予防的に支援ニー

ズを把握する。また、発達的障害のある学生は自尊感情や自己

肯定感の獲得に難しい場合がり、精神衛生や行動上の問題を抱

えやすいことから、精神的な健康度についても併せて評価する。

【方法】学生生活や学習における「困り感」に関するアンケー

トを作成し、実施した。

高橋（ ）の困り感質問紙および倉本ら（ ）の

（ ）の日本語版を参考に の質問項目を設定

した。学習面に関する項目として、注意・集中力、および読み

書きに関する質問を 項目設定した。生活面に関する質問は

項目、対人関係・コミュニケーションに関する質問を 項目設

けた。評定は、「困っていない」「少し困っている」「困ってい

る」「とても困っている」の４ 件法とした。アンケートは

を用いて実施した。

【対象】言語聴覚学科 ～ 年生

【結果】アンケートの回答率は ％（ ）だった。「困

っていない」を 、「少し困っている」を 、「困っている」を 、

「とても困っている」を とし集計を行ったところ、 年生は

平均 （ ）、 年生は平均 （ ）、 年生は平

均 （ ）であり、 年生の困り感が 年生、 年生よ

り高い傾向を認めた。全学年を通じ、困り感を認めたのは「授

業時間に集中を持続することが難しい」であり、 年生にのみ

困り感を認めたのは「新しい友達を作るのが苦手だ」であった。

読み書きに関する項目の困り感が最も低いが「困っている」を

回答した学生が各学年 ～ 名存在した。

【考察】オンライン授業に伴う集中性の問題や不安を反映して

いる可能性はあるが、学習・生活面における自身の「困り感」

を認識することで、相談や支援を要請する足がかりとなり得る。

言語聴覚

脳卒中患者における高次脳機能障害とドライブシミュレータ

による運転能力の相関に関する研究

小黒惠司 田代隆 広瀬方博 鈴木絵里加

細井志織 塙瑞穂 田口結唯 木村美月

国際医療福祉大学塩谷病院脳神経外科

国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室作業療法科

国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室言語療法科

【目的】脳卒中後に運転可否について、現状では病院や医師個

人の判断により軽重非統一的な判断がなされている。本研究は

机上の神経心理検査と運転シミュレータを使って客観的に運

転可否の判断基準を探る事を目的とする。本年度は運転シミュ

レータが導入されなかったため、脳卒中以外の疾患も含め、机

上検査により運転可患者と不可患者の特徴を比較した。

【対象】 年 月 日～ 月 日に当科に入院、リハビリ

テーションを実施した患者のうち、運転希望があった患者

名（男性 名、女性 名； 歳、平均年齢 歳）を対

象とした。疾患の内訳は脳梗塞 名、脳出血 名、くも膜下

出血 名、頭部外傷 名、慢性硬膜下血腫 名であった。

【方法】入院時所見として入院までの日数、意識レベル、麻痺

レベル、画像上の病変部位と大きさ、

、病前の活動状況を評価した。入院後、神経心理学的検

査（ 、 、 、 ）、 による麻痺評

価、 Ｍ による機能的自

立度評価を複数回実施し、運転可群と運転不可群とを後方視的

に比較した。神経心理学的検査にて原則全項目にて年齢平均

以上の成績を運転可とした。

【結果】最終的に運転可能と判断されたのはわずか 名であっ

た。内訳は脳梗塞 名（ 歳男性）、脳出血１ 名 歳男

性 、くも膜下出血１ 名（ 歳女性）、慢性硬膜下血腫１

名（ 歳男性）であった。運転可と判定されるまでの平均日数

は 日であった。運転可＆不可群、疾患別で年齢、性差に有

意差を認めなかった。疾患では脳出血と慢性硬膜下血腫が脳梗

塞に比し運転可となる割合が高かった。 、 、 では難

易度が高めの検査にて有意差の出る傾向にあった。

【考察】対象者全例で高次脳機能障害を認め、運転可能と判定

されたのは、比較的軽症な患者である運転希望者の僅か で

あった。疾病重症度、病変の大きさに関わらず、運転に影響を

及ぼす程度の高次脳機能障害が高頻度に合併する事が判明し

た。

【結論】脳疾患においては、軽症であっても高次脳機能障害を

合併している頻度が高く、客観的な評価を行った上で運転の可

否を判定すべきである。

視機能療法

弱視治療用眼鏡箔の開発

佐々木信

福岡国際医療福祉大学医療学部視能訓練学科

【目的】現在、弱視治療に用いられている不完全遮閉法の つ

である の眼鏡箔は遮閉効果が不正確であり表示され

ている視力値への低下が不安定である。その原因は箔の構造上

の問題であることが知られている。

そこで、 の眼鏡箔の欠点を補うために光が拡散する

量を段階的に増減できる拡散板の応用を考えた。この拡散板の

表面構造はフィルム上にマイクロレンズアレイを形成してお

りレンズの屈折作用で入射光を一定の角度で拡散させること

ができ入射する光量と射出してくる光量の総量を等しく保持

しながら射出してくる光の拡散量を変化させることができる。

これらの特徴を生かすことにより視力を定量的に安定して低

下させる可能性がある。

今回我々は、入射光を拡散させる角度が異なり射出してくる光

の拡散量が変化した 種類の拡散板を使用して視力が定量的に

安定して低下するか否かを検討した。

【対象および方法】対象は屈折異常以外の眼疾患がなく、矯正

した遠見視力が より良好である健常な成人 名（平均年

齢 19.55±0.93 歳）であった。実験では、拡散角度が 0.5°、

1°、2°、5°の拡散板 社製 を使用した。視力は

視力検査表を の距離で使用し、右眼と左眼の順番で測定し

た。まず、測定眼の遠見視力が 値で （小数視力で

に相当）になるように眼前に被験者毎に必要とする適切な

屈折矯正用のレンズを付加した。次に拡散板は屈折矯正した測

定眼の前にクリップで検眼枠に取付けた。他眼は遮閉板で遮閉

した。 種類の拡散板の測定順番は、各被験者で違えた。また、

種類の 視力検査表を用意し各拡散板の測定毎に異なる

視力検査表を用いた。

【結果】各拡散板を装用したときに得られた視力を 値

（平均値±標準偏差）で示す。拡散板 0.5°では 0.77±0.05、

拡散板 1.0°では 0.63±0.13、拡散板 2.0°では 1.58±0.03、

拡散板 5.0°では 1.80±0.0 であった。拡散板の角度が増大す

るにつれて視力は低下していった。さらに拡散板の角度と得ら

れた視力値との関係を近似した結果、一次関数 ＋

で近似でき、高い相関を得た（ ）。

【結論】今回使用した 種類の拡散板は拡散角度に応じて視力

を安定的に低下できる可能性がある。

視機能療法

未就学児における眼球生体計測値の経年変化

佐藤司 高橋由嗣 新井田孝裕

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【目的】われわれは、眼軸長や角膜屈折力などの生体計測値を

用いて、未就学児において弱視危険因子となる屈折異常を検出

する方法を報告した（ 、

、

）。しかしながら、本法では年齢による生体計測値の変化

は考慮されておらず、さらに正確な検出基準を構築するために

は年齢別に基準値を最適化する必要がある。今回、最適化のた

めの基礎データとして未就学児の眼球生体計測値の 年間の経

時変化について検討した。

【対象と方法】～ 歳の未就学児を対象とした。 （ ）

を用いて眼軸長（ ）、角膜曲率半径（ ）、前房深度（ ）、

（ ）を用いて非調節麻痺下

の屈折度数を測定し、 年後に同様の手順で再度測定した。 、

、 、 の左右差（ ）、角膜乱視（ ）、 、等価球

面度数は、初回測定時と 年後測定時で比較された。また、

以外の解析は右眼のデータを用いた。

【結果】 名 眼が本研究に登録された。初回測定時の年齢

は 4.8±0.3 歳、 年後測定時の年齢は 5.8±0.3 歳であった。

初回測定時および 年後測定時の はそれぞれ22.25±0.79mm、

22.47±0.84mm、 はそれぞれ 7.71±0.2 、7.71±0.25mm、

はそれぞれ 3.32±0.30mm、3.49±0.28mm、 はそれぞれ

0.10±0.10mm、0.10±0.09mm、 はそれぞれ 1.19±0.66D、

1.20±0.70D、 はそれぞれ 2.89±0.06、2.92±0.07、等

価球面度数はそれぞれ+0.16±0.40D、+0.14±0.62D となった。

初回測定時と 年後測定時で は有意に延長、 は有意に増

加、 は有意に増加したが（ ）、その他の項目に有

意差は認められなかった（ ）。

【考察】われわれが報告した生体計測値を用いた屈折異常の検

出方法において、その検出基準は①眼軸長の左右差、②角膜乱

視量、③眼軸長と角膜屈折力の回帰式を基に設定されている。

今回の検討において①、②に関しては 年経過で有意差は認め

られず、年齢別での最適化は不要であることが示唆された。③

は本検討における と同様の指標であるが、 年経過で有

意差が認められた。すなわち③の基準に関しては年齢別に最適

化することで、より精度の高い検出が可能となることが示唆さ

れた。

【結論】 ～ 歳児は、 年間で眼軸長が平均 伸展する

が、角膜曲率半径は変化しないため は 増加する。

しかし前房深度は 深くなり、結果として屈折に与える

影響は少ないことが示唆された。また、われわれが報告した生

体計測値を用いた屈折異常検出方法は、一部の基準を年齢別に

最適化することにより検出精度が高まる可能性がある。
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言語聴覚

発達的特性を有する大学生の支援

佐藤妙子

国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

【はじめに】障害者差別解消法が制定され、合理的配慮は初等

教育のみならず、大学等の高等教育機関や社会においても必要

性の認識か高まっている。合理的配慮を受けるためには、本人

の意思の表明が前提となる。しかしながら、発達的特性を有す

る学生は自身で必要な配慮要請ができない場合がある。

【目的】言語聴覚士を目指す大学生の学生生活の困り感および

その特徴を明らかにする。発達的特性を有する学生の大学生活

への適応および言語聴覚士として必要な専門的コミュニケー

ションスキルの修得に向けた課題を推測し、予防的に支援ニー

ズを把握する。また、発達的障害のある学生は自尊感情や自己

肯定感の獲得に難しい場合がり、精神衛生や行動上の問題を抱

えやすいことから、精神的な健康度についても併せて評価する。

【方法】学生生活や学習における「困り感」に関するアンケー

トを作成し、実施した。

高橋（ ）の困り感質問紙および倉本ら（ ）の

（ ）の日本語版を参考に の質問項目を設定

した。学習面に関する項目として、注意・集中力、および読み

書きに関する質問を 項目設定した。生活面に関する質問は

項目、対人関係・コミュニケーションに関する質問を 項目設

けた。評定は、「困っていない」「少し困っている」「困ってい

る」「とても困っている」の４ 件法とした。アンケートは

を用いて実施した。

【対象】言語聴覚学科 ～ 年生

【結果】アンケートの回答率は ％（ ）だった。「困

っていない」を 、「少し困っている」を 、「困っている」を 、

「とても困っている」を とし集計を行ったところ、 年生は

平均 （ ）、 年生は平均 （ ）、 年生は平

均 （ ）であり、 年生の困り感が 年生、 年生よ

り高い傾向を認めた。全学年を通じ、困り感を認めたのは「授

業時間に集中を持続することが難しい」であり、 年生にのみ

困り感を認めたのは「新しい友達を作るのが苦手だ」であった。

読み書きに関する項目の困り感が最も低いが「困っている」を

回答した学生が各学年 ～ 名存在した。

【考察】オンライン授業に伴う集中性の問題や不安を反映して

いる可能性はあるが、学習・生活面における自身の「困り感」

を認識することで、相談や支援を要請する足がかりとなり得る。

言語聴覚

脳卒中患者における高次脳機能障害とドライブシミュレータ

による運転能力の相関に関する研究

小黒惠司 田代隆 広瀬方博 鈴木絵里加

細井志織 塙瑞穂 田口結唯 木村美月

国際医療福祉大学塩谷病院脳神経外科

国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室作業療法科

国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室言語療法科

【目的】脳卒中後に運転可否について、現状では病院や医師個

人の判断により軽重非統一的な判断がなされている。本研究は

机上の神経心理検査と運転シミュレータを使って客観的に運

転可否の判断基準を探る事を目的とする。本年度は運転シミュ

レータが導入されなかったため、脳卒中以外の疾患も含め、机

上検査により運転可患者と不可患者の特徴を比較した。

【対象】 年 月 日～ 月 日に当科に入院、リハビリ

テーションを実施した患者のうち、運転希望があった患者

名（男性 名、女性 名； 歳、平均年齢 歳）を対

象とした。疾患の内訳は脳梗塞 名、脳出血 名、くも膜下

出血 名、頭部外傷 名、慢性硬膜下血腫 名であった。

【方法】入院時所見として入院までの日数、意識レベル、麻痺

レベル、画像上の病変部位と大きさ、

、病前の活動状況を評価した。入院後、神経心理学的検

査（ 、 、 、 ）、 による麻痺評

価、 Ｍ による機能的自

立度評価を複数回実施し、運転可群と運転不可群とを後方視的

に比較した。神経心理学的検査にて原則全項目にて年齢平均

以上の成績を運転可とした。

【結果】最終的に運転可能と判断されたのはわずか 名であっ

た。内訳は脳梗塞 名（ 歳男性）、脳出血１ 名 歳男

性 、くも膜下出血１ 名（ 歳女性）、慢性硬膜下血腫１

名（ 歳男性）であった。運転可と判定されるまでの平均日数

は 日であった。運転可＆不可群、疾患別で年齢、性差に有

意差を認めなかった。疾患では脳出血と慢性硬膜下血腫が脳梗

塞に比し運転可となる割合が高かった。 、 、 では難

易度が高めの検査にて有意差の出る傾向にあった。

【考察】対象者全例で高次脳機能障害を認め、運転可能と判定

されたのは、比較的軽症な患者である運転希望者の僅か で

あった。疾病重症度、病変の大きさに関わらず、運転に影響を

及ぼす程度の高次脳機能障害が高頻度に合併する事が判明し

た。

【結論】脳疾患においては、軽症であっても高次脳機能障害を

合併している頻度が高く、客観的な評価を行った上で運転の可

否を判定すべきである。

視機能療法

弱視治療用眼鏡箔の開発

佐々木信

福岡国際医療福祉大学医療学部視能訓練学科

【目的】現在、弱視治療に用いられている不完全遮閉法の つ

である の眼鏡箔は遮閉効果が不正確であり表示され

ている視力値への低下が不安定である。その原因は箔の構造上

の問題であることが知られている。

そこで、 の眼鏡箔の欠点を補うために光が拡散する

量を段階的に増減できる拡散板の応用を考えた。この拡散板の

表面構造はフィルム上にマイクロレンズアレイを形成してお

りレンズの屈折作用で入射光を一定の角度で拡散させること

ができ入射する光量と射出してくる光量の総量を等しく保持

しながら射出してくる光の拡散量を変化させることができる。

これらの特徴を生かすことにより視力を定量的に安定して低

下させる可能性がある。

今回我々は、入射光を拡散させる角度が異なり射出してくる光

の拡散量が変化した 種類の拡散板を使用して視力が定量的に

安定して低下するか否かを検討した。

【対象および方法】対象は屈折異常以外の眼疾患がなく、矯正

した遠見視力が より良好である健常な成人 名（平均年

齢 19.55±0.93 歳）であった。実験では、拡散角度が 0.5°、

1°、2°、5°の拡散板 社製 を使用した。視力は

視力検査表を の距離で使用し、右眼と左眼の順番で測定し

た。まず、測定眼の遠見視力が 値で （小数視力で

に相当）になるように眼前に被験者毎に必要とする適切な

屈折矯正用のレンズを付加した。次に拡散板は屈折矯正した測

定眼の前にクリップで検眼枠に取付けた。他眼は遮閉板で遮閉

した。 種類の拡散板の測定順番は、各被験者で違えた。また、

種類の 視力検査表を用意し各拡散板の測定毎に異なる

視力検査表を用いた。

【結果】各拡散板を装用したときに得られた視力を 値

（平均値±標準偏差）で示す。拡散板 0.5°では 0.77±0.05、

拡散板 1.0°では 0.63±0.13、拡散板 2.0°では 1.58±0.03、

拡散板 5.0°では 1.80±0.0 であった。拡散板の角度が増大す

るにつれて視力は低下していった。さらに拡散板の角度と得ら

れた視力値との関係を近似した結果、一次関数 ＋

で近似でき、高い相関を得た（ ）。

【結論】今回使用した 種類の拡散板は拡散角度に応じて視力

を安定的に低下できる可能性がある。

視機能療法

未就学児における眼球生体計測値の経年変化

佐藤司 高橋由嗣 新井田孝裕

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【目的】われわれは、眼軸長や角膜屈折力などの生体計測値を

用いて、未就学児において弱視危険因子となる屈折異常を検出

する方法を報告した（ 、

、

）。しかしながら、本法では年齢による生体計測値の変化

は考慮されておらず、さらに正確な検出基準を構築するために

は年齢別に基準値を最適化する必要がある。今回、最適化のた

めの基礎データとして未就学児の眼球生体計測値の 年間の経

時変化について検討した。

【対象と方法】～ 歳の未就学児を対象とした。 （ ）

を用いて眼軸長（ ）、角膜曲率半径（ ）、前房深度（ ）、

（ ）を用いて非調節麻痺下

の屈折度数を測定し、 年後に同様の手順で再度測定した。 、

、 、 の左右差（ ）、角膜乱視（ ）、 、等価球

面度数は、初回測定時と 年後測定時で比較された。また、

以外の解析は右眼のデータを用いた。

【結果】 名 眼が本研究に登録された。初回測定時の年齢

は 4.8±0.3 歳、 年後測定時の年齢は 5.8±0.3 歳であった。

初回測定時および 年後測定時の はそれぞれ22.25±0.79mm、

22.47±0.84mm、 はそれぞれ 7.71±0.2 、7.71±0.25mm、

はそれぞれ 3.32±0.30mm、3.49±0.28mm、 はそれぞれ

0.10±0.10mm、0.10±0.09mm、 はそれぞれ 1.19±0.66D、

1.20±0.70D、 はそれぞれ 2.89±0.06、2.92±0.07、等

価球面度数はそれぞれ+0.16±0.40D、+0.14±0.62D となった。

初回測定時と 年後測定時で は有意に延長、 は有意に増

加、 は有意に増加したが（ ）、その他の項目に有

意差は認められなかった（ ）。

【考察】われわれが報告した生体計測値を用いた屈折異常の検

出方法において、その検出基準は①眼軸長の左右差、②角膜乱

視量、③眼軸長と角膜屈折力の回帰式を基に設定されている。

今回の検討において①、②に関しては 年経過で有意差は認め

られず、年齢別での最適化は不要であることが示唆された。③

は本検討における と同様の指標であるが、 年経過で有

意差が認められた。すなわち③の基準に関しては年齢別に最適

化することで、より精度の高い検出が可能となることが示唆さ

れた。

【結論】 ～ 歳児は、 年間で眼軸長が平均 伸展する

が、角膜曲率半径は変化しないため は 増加する。

しかし前房深度は 深くなり、結果として屈折に与える

影響は少ないことが示唆された。また、われわれが報告した生

体計測値を用いた屈折異常検出方法は、一部の基準を年齢別に

最適化することにより検出精度が高まる可能性がある。
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視機能療法

スポーツ眼鏡のパフォーマンスおよび自律神経からみた光過

敏に対する抑制効果の検討

～ブルーライトが片頭痛患者の自律神経機能に及ぼす影響～

原直人 鎌田泰彰 秋元美優

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

国際医療福祉大学病院眼科

【目的】片頭痛患者はブルーライトにより頭痛が誘発される。

デジタル画面が引き起こす光過敏の病態解明を目的とする。デ

ジタル機器タブレットの光源を視覚刺激として、生物学的な指

標である心拍変動と瞳孔および調節の自律神経機能かを記録

した。片頭痛患者と健常成人との相違を比較検討した。

【対象・方法】国際頭痛分類第 版に基づいて診断された片頭

痛 名（女 名）（ ～ 歳）（前兆のある片頭痛 名、前兆

のない片頭痛 名）を対象とした。電子機器には、 Ⓡ（

インチ、輝度 ｍ２）、 Ⓡ（ インチ、輝度

ｍ２）を用いた。眼前 の距離に Ⓡ、 Ⓡを設置、

画面上の「 」視標を注視させた。暗順応 分間後、直ちに画

面画面を 分間注視させた（合計８分）。瞳孔反応（電子瞳孔

計 、 ）は、暗所での瞳孔径と画面注視時の瞳孔

径の差異から縮瞳率を算出し指標とした。心拍変動の周波数解

析は、高周波成分（ ： ）と低周波成分（ ：

）を算出し、 を心臓副交感神経活動の指標、

を心臓交感神経活動の指標とした（心電図解析装置 名

人Ⓡ、 クロスウェル）、そのトータルパワーの影響を除外した

と の で評価した。調節安静位は、

注視の前・後２回測定（他覚的調節測定装置 、 ）、

その変化量を検討した。また画面の羞明感を

で評価した。

【結果】（ ）縮瞳率：iPad®と Kindle®で健常群、片頭痛群とも

に iPad®で有意に縮瞳した。健常群と片頭痛群では差はなかっ

た。（ ）心拍変動解析：健常群では iPad®・Kinde®ともに有意

差はなかった。片頭痛群は iPad®で安静から 分後に有意に一

過性の上昇を示した。Kindle®では変化はなかった。（ ）調節

安静位：健常群・片頭痛群ともに iPad®と Kindle®での差はな

かった。（ ）羞明：健常群・片頭痛群ともに iPad®で羞明感が

強かった。

【結論】高輝度とブルーライトによる心交感神経活動の活発化

は、光過敏を引き起こす一因である。

視機能療法

視線解析装置を用いた視野検査中の固視のコンプライアンス

に関する研究

四之宮佑馬

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【目的】眼科臨床では視野検査の一つとしてアムスラーチャー

トが良く用いられる。本研究では、視線解析装置を用いて人工

的に視野異常を作成した状態でのアムスラーチャート検査中

の固視のコンプライアンスについて検討した。

【方法】対象は矯正視力 以上の 名 眼 平均年齢

歳 。 以上の近視、 以上の乱視、黄斑疾患を有する者は

除外した。視線位置は視線解析装置

で取得した。視線解析装置のフィード

バック機能を用いて視線に追随する人工的な直径 度の中心暗

点 以下 と、同サイズで左 度の位置に傍中心暗点 を作

成した。眼前 に設置した インチのモニタ上にアムスラ

ーチャート第一表・第二表と同等の図形を提示した。質問項目

は 四角の表の中心に白い点は見えるか、 中心の点を見て

大きい四角の中の全てのマスが完全に見えるか、 全てのマス

の中に穴や斑点のようなものは見えるか、 それはどこにある

か・縦横それぞれのマス数はどうかについての つとした。暗

点なし 以下 では 〜 、 と では 〜 での視線位置

データを取得し、各視野の状態で第一表を提示したときのサッ

ケードの回数、振幅、停留時間について

で比較した。さらに では第一表・第二表を提示し、 〜 と

の関連について二元配置分散分析および 法で比較

した。

【結果】第一表提示時の 〜 では有意差はなく、 では

のサッケード振幅が と比べて有意に大きく、停留時間が短

い傾向が認められた。また第二表では第一表と比較して、サッ

ケード回数は で有意に多く、サッケード振幅は

で有意に大きく、停留時間は で有意に長かった。

【考察】視野異常シミュレート下では の でサッケード振

幅が低下した。これは網膜色素変性患者を対象とした村田ら

の報告と一致しており、視線解析装置の視野異常シミュ

レートが機能していることを示唆している。また中心暗点用の

第二表では中心暗点シミュレート下で停留時間が長くなって

おり、第一表より安定して検査可能であると考えられた。

【結論】アムスラーチャートの固視のコンプライアンスは暗点

の位置に関する質問で最も低下すると考えられた。また中心暗

点では第二表で固視のコンプライアンスが向上することが示

唆された。

視機能療法

コンタクトレンズ装用が角膜形状に及ぼす影響

野上豪志 佐藤司 新井田孝裕

愛知淑徳大学健康医療学部医療貢献学科視覚科学専攻

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【目的】白内障手術を含めた屈折矯正手術前の正確な角膜形状

評価は重要である。そこでコンタクトレンズ 装用者では、

装用による角膜形状変化「 」が回復す

るまでの期間として術前検査の前に 装用中止期間を設けて

いる施設が多いが、その中止期間はさまざまである。われわれ

は過去に、若年眼における はソフト 装用中止後最低

時間後まで持続することを報告した。今回、より長期間の

装用者を含めた について検討したので報告する。

【対象と方法】 装用期間が 年以内 年以内群 の 眼

年齢21±2歳 と 装用期間 年以上 年以上群 の 眼

(42±7 歳 を対象とした。前眼部形状解析装置 5®(TOMEY)

を用いて角膜形状 前面・後面屈折力、乱視量、角膜厚、角膜

全高次収差量(φ3mm・ を 装用中止直後、 分、 分、

時間、 時間、 時間、 日、 日、 日、 日、 日、

日後に測定した。

【結果】 年以内群と 年以上群の 装用期間はそれぞれ

5 ± 3 年 ～ 年 、 ± 6 年 ～ 年 であった。装用期

間 年以内群では、調査期間中に角膜前面屈折力でのみ有意

な増加が認められ ＜ 、 の回復点は装用中止後 時間

後、最大変化量は 0.37 ± 0.16D(0.19~0.78D)であった。装用

期間 年以上群では、調査期間中に前面・後面屈折力は有意

に増加し、角膜厚は菲薄化が認められた ＜ 。角膜乱視

量と角膜全高次収差量(φ3mm・ は調査期間中に有意な変化

を認めなかった。 の回復点は前面屈折力、後面屈折力、角膜

厚でそれぞれ 時間後、 日後、 日後であり、最大変化量は

そ れ ぞ れ ± 0.29D(0.24 ～ 、 0.13 ± 

、17.9 ± 4.1μm(10.0~23.0μm)であった。

最大変化量はいずれも 年以内群に比べて 年以上群で有意

に大きかった ＜ 。

【考察】本研究では、調査期間中の最大変化量は前面屈折力、

後面屈折力、角膜厚のいずれも 年以内群と比較し 年以上

群で大きく、 装用期間が長期であるほど は大きくなるこ

とが示唆された。特に 年以上群では、角膜前面・後面屈折

力で最大 を超える変化を生じる可能性があり、その影響

は無視できないものと考えられた。近年、加齢により変化する

角膜生体力学特性が に影響を及ばすことが報告されており、

今後さらに多面的な視点での検討が必要であると考えられる。

【結論】白内障手術を含めた屈折矯正手術前の正確な角膜形状

評価には、 装用期間が 年以内の場合で最低 時間以上、

装用期間が 年以上の場合で最低 日間以上の 装用中止

期間が必要である。

視機能療法

妊娠性高血圧脈絡膜症および妊娠性中心性漿液性脈絡網膜症

の脈絡膜形態と循環動態

橋本勇希 石田晋

福岡国際医療福祉大学医療学部視能訓練学科

北海道大学大学院医学研究院眼科学教室

【目的】高血圧脈絡膜症（ ）は高血圧の急性期や増悪期に

発症し、急性期には後極部に漿液性網膜剥離（ ）を伴う疾

患である。また、妊娠は中心性漿液性脈絡膜網膜症（ ）の

発症因子の つである。本研究では、妊娠高血圧に伴う の

例および妊娠性 の 例に対し

（ ） と

（ ）を行い、脈絡膜循環動態と形態を評価

したので報告する。

【方法】症例 は 歳女性。第 子の妊娠 週に左眼の霧視

を自覚した。初診時視力は右（ ）、左（ ）。左黄斑部に

がみられた。血圧は と上昇していた。出産後に降

圧療法が開始され、血圧は に低下し、 が消失し

たことから妊娠性 と診断した。症例 は 歳女性。第

子の妊娠 週に右眼中心暗点を自覚した。初診時視力は右

（ ）、左（ ）。眼底黄斑部に がみられたが、出産後に

消失したことから妊娠性 と診断された。方法は、出産前後

に撮影した の画像から中心窩下脈絡膜厚（ ）をマ

ニュアルで計測し、 にて測定した結果から黄斑部の領域に

ラバーバンドにてサークル状の解析領域を設定し、その領域内

における脈絡膜血流速度を定量的に算出した。

【結果】 で計測した と の血流速度の指標であ

る （ ）は、出産前と比較し妊娠性 症例

では出産 か月後にそれぞれ 181μm、 ％減少し、妊娠性

症例では出産 か月後にそれぞれ 29μm、 ％減少した。

【考察】妊娠性 では血圧が上昇することで眼灌流圧が上昇

し脈絡膜動脈への血流が増加する。また、血圧が上昇すること

で動脈血管の攣縮により脈絡膜毛細血管板に流入すべき血液

が他の血管に流れ込むことで脈絡膜過灌流を生じる。一方、妊

娠性 では妊娠に伴う心身のストレスなどの誘因で交感神経

が亢進することで心拍出量が上昇することや動脈血管が収縮

することにより、脈絡膜毛細血管板に流入すべき血液が他の血

管に流れ込むことで脈絡膜過灌流を生じる。そしてこれらの結

果、静水圧が上昇し漿液が脈絡膜実質に漏出することで脈絡膜

厚が増加すると考えられる。

【結論】 と の変化は、蛍光眼底造影検査が施行できな

い症例の病態と臨床経過の評価に有用であることが示唆され

た。
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視機能療法

スポーツ眼鏡のパフォーマンスおよび自律神経からみた光過

敏に対する抑制効果の検討

～ブルーライトが片頭痛患者の自律神経機能に及ぼす影響～

原直人 鎌田泰彰 秋元美優

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

国際医療福祉大学病院眼科

【目的】片頭痛患者はブルーライトにより頭痛が誘発される。

デジタル画面が引き起こす光過敏の病態解明を目的とする。デ

ジタル機器タブレットの光源を視覚刺激として、生物学的な指

標である心拍変動と瞳孔および調節の自律神経機能かを記録

した。片頭痛患者と健常成人との相違を比較検討した。

【対象・方法】国際頭痛分類第 版に基づいて診断された片頭

痛 名（女 名）（ ～ 歳）（前兆のある片頭痛 名、前兆

のない片頭痛 名）を対象とした。電子機器には、 Ⓡ（

インチ、輝度 ｍ２）、 Ⓡ（ インチ、輝度

ｍ２）を用いた。眼前 の距離に Ⓡ、 Ⓡを設置、

画面上の「 」視標を注視させた。暗順応 分間後、直ちに画

面画面を 分間注視させた（合計８分）。瞳孔反応（電子瞳孔

計 、 ）は、暗所での瞳孔径と画面注視時の瞳孔

径の差異から縮瞳率を算出し指標とした。心拍変動の周波数解

析は、高周波成分（ ： ）と低周波成分（ ：

）を算出し、 を心臓副交感神経活動の指標、

を心臓交感神経活動の指標とした（心電図解析装置 名

人Ⓡ、 クロスウェル）、そのトータルパワーの影響を除外した

と の で評価した。調節安静位は、

注視の前・後２回測定（他覚的調節測定装置 、 ）、

その変化量を検討した。また画面の羞明感を

で評価した。

【結果】（ ）縮瞳率：iPad®と Kindle®で健常群、片頭痛群とも

に iPad®で有意に縮瞳した。健常群と片頭痛群では差はなかっ

た。（ ）心拍変動解析：健常群では iPad®・Kinde®ともに有意

差はなかった。片頭痛群は iPad®で安静から 分後に有意に一

過性の上昇を示した。Kindle®では変化はなかった。（ ）調節

安静位：健常群・片頭痛群ともに iPad®と Kindle®での差はな

かった。（ ）羞明：健常群・片頭痛群ともに iPad®で羞明感が

強かった。

【結論】高輝度とブルーライトによる心交感神経活動の活発化

は、光過敏を引き起こす一因である。

視機能療法

視線解析装置を用いた視野検査中の固視のコンプライアンス

に関する研究

四之宮佑馬

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【目的】眼科臨床では視野検査の一つとしてアムスラーチャー

トが良く用いられる。本研究では、視線解析装置を用いて人工

的に視野異常を作成した状態でのアムスラーチャート検査中

の固視のコンプライアンスについて検討した。

【方法】対象は矯正視力 以上の 名 眼 平均年齢

歳 。 以上の近視、 以上の乱視、黄斑疾患を有する者は

除外した。視線位置は視線解析装置

で取得した。視線解析装置のフィード

バック機能を用いて視線に追随する人工的な直径 度の中心暗

点 以下 と、同サイズで左 度の位置に傍中心暗点 を作

成した。眼前 に設置した インチのモニタ上にアムスラ

ーチャート第一表・第二表と同等の図形を提示した。質問項目

は 四角の表の中心に白い点は見えるか、 中心の点を見て

大きい四角の中の全てのマスが完全に見えるか、 全てのマス

の中に穴や斑点のようなものは見えるか、 それはどこにある

か・縦横それぞれのマス数はどうかについての つとした。暗

点なし 以下 では 〜 、 と では 〜 での視線位置

データを取得し、各視野の状態で第一表を提示したときのサッ

ケードの回数、振幅、停留時間について

で比較した。さらに では第一表・第二表を提示し、 〜 と

の関連について二元配置分散分析および 法で比較

した。

【結果】第一表提示時の 〜 では有意差はなく、 では

のサッケード振幅が と比べて有意に大きく、停留時間が短

い傾向が認められた。また第二表では第一表と比較して、サッ

ケード回数は で有意に多く、サッケード振幅は

で有意に大きく、停留時間は で有意に長かった。

【考察】視野異常シミュレート下では の でサッケード振

幅が低下した。これは網膜色素変性患者を対象とした村田ら

の報告と一致しており、視線解析装置の視野異常シミュ

レートが機能していることを示唆している。また中心暗点用の

第二表では中心暗点シミュレート下で停留時間が長くなって

おり、第一表より安定して検査可能であると考えられた。

【結論】アムスラーチャートの固視のコンプライアンスは暗点

の位置に関する質問で最も低下すると考えられた。また中心暗

点では第二表で固視のコンプライアンスが向上することが示

唆された。

視機能療法

コンタクトレンズ装用が角膜形状に及ぼす影響

野上豪志 佐藤司 新井田孝裕

愛知淑徳大学健康医療学部医療貢献学科視覚科学専攻

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【目的】白内障手術を含めた屈折矯正手術前の正確な角膜形状

評価は重要である。そこでコンタクトレンズ 装用者では、

装用による角膜形状変化「 」が回復す

るまでの期間として術前検査の前に 装用中止期間を設けて

いる施設が多いが、その中止期間はさまざまである。われわれ

は過去に、若年眼における はソフト 装用中止後最低

時間後まで持続することを報告した。今回、より長期間の

装用者を含めた について検討したので報告する。

【対象と方法】 装用期間が 年以内 年以内群 の 眼

年齢21±2歳 と 装用期間 年以上 年以上群 の 眼

(42±7 歳 を対象とした。前眼部形状解析装置 5®(TOMEY)

を用いて角膜形状 前面・後面屈折力、乱視量、角膜厚、角膜

全高次収差量(φ3mm・ を 装用中止直後、 分、 分、

時間、 時間、 時間、 日、 日、 日、 日、 日、

日後に測定した。

【結果】 年以内群と 年以上群の 装用期間はそれぞれ

5 ± 3 年 ～ 年 、 ± 6 年 ～ 年 であった。装用期

間 年以内群では、調査期間中に角膜前面屈折力でのみ有意

な増加が認められ ＜ 、 の回復点は装用中止後 時間

後、最大変化量は 0.37 ± 0.16D(0.19~0.78D)であった。装用

期間 年以上群では、調査期間中に前面・後面屈折力は有意

に増加し、角膜厚は菲薄化が認められた ＜ 。角膜乱視

量と角膜全高次収差量(φ3mm・ は調査期間中に有意な変化

を認めなかった。 の回復点は前面屈折力、後面屈折力、角膜

厚でそれぞれ 時間後、 日後、 日後であり、最大変化量は

そ れ ぞ れ ± 0.29D(0.24 ～ 、 0.13 ± 

、17.9 ± 4.1μm(10.0~23.0μm)であった。

最大変化量はいずれも 年以内群に比べて 年以上群で有意

に大きかった ＜ 。

【考察】本研究では、調査期間中の最大変化量は前面屈折力、

後面屈折力、角膜厚のいずれも 年以内群と比較し 年以上

群で大きく、 装用期間が長期であるほど は大きくなるこ

とが示唆された。特に 年以上群では、角膜前面・後面屈折

力で最大 を超える変化を生じる可能性があり、その影響

は無視できないものと考えられた。近年、加齢により変化する

角膜生体力学特性が に影響を及ばすことが報告されており、

今後さらに多面的な視点での検討が必要であると考えられる。

【結論】白内障手術を含めた屈折矯正手術前の正確な角膜形状

評価には、 装用期間が 年以内の場合で最低 時間以上、

装用期間が 年以上の場合で最低 日間以上の 装用中止

期間が必要である。

視機能療法

妊娠性高血圧脈絡膜症および妊娠性中心性漿液性脈絡網膜症

の脈絡膜形態と循環動態

橋本勇希 石田晋

福岡国際医療福祉大学医療学部視能訓練学科

北海道大学大学院医学研究院眼科学教室

【目的】高血圧脈絡膜症（ ）は高血圧の急性期や増悪期に

発症し、急性期には後極部に漿液性網膜剥離（ ）を伴う疾

患である。また、妊娠は中心性漿液性脈絡膜網膜症（ ）の

発症因子の つである。本研究では、妊娠高血圧に伴う の

例および妊娠性 の 例に対し

（ ） と

（ ）を行い、脈絡膜循環動態と形態を評価

したので報告する。

【方法】症例 は 歳女性。第 子の妊娠 週に左眼の霧視

を自覚した。初診時視力は右（ ）、左（ ）。左黄斑部に

がみられた。血圧は と上昇していた。出産後に降

圧療法が開始され、血圧は に低下し、 が消失し

たことから妊娠性 と診断した。症例 は 歳女性。第

子の妊娠 週に右眼中心暗点を自覚した。初診時視力は右

（ ）、左（ ）。眼底黄斑部に がみられたが、出産後に

消失したことから妊娠性 と診断された。方法は、出産前後

に撮影した の画像から中心窩下脈絡膜厚（ ）をマ

ニュアルで計測し、 にて測定した結果から黄斑部の領域に

ラバーバンドにてサークル状の解析領域を設定し、その領域内

における脈絡膜血流速度を定量的に算出した。

【結果】 で計測した と の血流速度の指標であ

る （ ）は、出産前と比較し妊娠性 症例

では出産 か月後にそれぞれ 181μm、 ％減少し、妊娠性

症例では出産 か月後にそれぞれ 29μm、 ％減少した。

【考察】妊娠性 では血圧が上昇することで眼灌流圧が上昇

し脈絡膜動脈への血流が増加する。また、血圧が上昇すること

で動脈血管の攣縮により脈絡膜毛細血管板に流入すべき血液

が他の血管に流れ込むことで脈絡膜過灌流を生じる。一方、妊

娠性 では妊娠に伴う心身のストレスなどの誘因で交感神経

が亢進することで心拍出量が上昇することや動脈血管が収縮

することにより、脈絡膜毛細血管板に流入すべき血液が他の血

管に流れ込むことで脈絡膜過灌流を生じる。そしてこれらの結

果、静水圧が上昇し漿液が脈絡膜実質に漏出することで脈絡膜

厚が増加すると考えられる。

【結論】 と の変化は、蛍光眼底造影検査が施行できな

い症例の病態と臨床経過の評価に有用であることが示唆され

た。
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遠視が読み能力に及ぼす影響―小学 ・ 年生における検討

岡野真弓 内川義和 新井田孝裕

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【目的】日本語話者における屈折異常が「読み」に及ぼす影響

について、未だ十分な検討が行われておらず、「読み」の観点

から対応すべき屈折異常の種類や程度については一定の見解

が得られていない。本研究は、日本語話者における「読み」へ

の影響を考慮した屈折異常の矯正基準を確立するための基礎

データを得ることを目的としている。今回は、屈折異常のうち

遠視に着目し、小学 ・ 年生における遠視が読み能力に及ぼ

す影響について検討した。

【方法】対象は通常学級に在籍する小学 ・ 年生で、斜視お

よび器質的疾患を有さない矯正視力 以上の 名である。

屈折度数は、レンズ交換法を用いた自覚的屈折検査で測定した。

解析には右眼のデータを使用し、等価球面度数が＋

（ 以上を遠視と判定した。乱視または不同視が

以上ある児は対象から除外した。読み能力は教研式

を用いて評価し、解析には読書力偏差値および

つの下位検査（読字力、語彙力、文法力、読解力）の正答率を

用いた。

【結果】遠視と判定された児は 名（ ％）であった。読

書力偏差値の中央値 第 四分位数－第 四分位数 は、遠視あ

り群 （ － ）、遠視なし群 （ － ）であ

り、両群の間で有意な差を認めなかった。読字力、語彙力、文

法力、読解力の正答率においても、両群の間で有意な差を認め

なかった。また、遠視度数と読書力偏差値および読字力、語彙

力、文法力、読解力の正答率との間に有意な相関を認めなかっ

た。しかし、読書力偏差値が 未満を示した児は 名おり、

そのうち 名は遠視であった。

【考察】小学 ・ 年生において、遠視と読み能力との間に一

定の関連を認めなかった。しかし、読み能力の低い児では遠視

を伴う児が多いことが確認されたことから、読み能力の低下を

きたす要因に何らかの形で遠視が関与している可能性が考え

られた。

視機能療法

パーキンソン病患者における 年経過後の脈絡膜の変化

鎌田泰彰 原直人 野上豪志 新井田孝裕

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

愛知淑徳大学健康医療科学部医療貢献学科視覚科学専攻

【目的】パーキンソン病 は、黒質・線条体の障害によるド

ーパミン作用の欠乏により安静時振戦、筋固縮、寡動、姿勢保

持障害の運動症状を呈する神経変性疾患である。 は発汗低下、

起立性低血圧などの自律神経症状がみられるため、

などの自律神経機能検査が行われる。眼科領域にお

いて 患者の自律神経機能評価には瞳孔が用いられているが、

最近では自律神経支配を持つ眼組織として脈絡膜が注目され

ている。我々は、 患者は を持たない同年代の対照群に比

べ脈絡膜厚 ： の菲薄化、脈絡膜血管

領域面積 ： ・脈絡膜間質領域面積

： の減少に伴う脈絡膜面積 ： の減少が

みられたことを報告した。今回、 年経過した 患者の脈絡膜

の変化を検討することを目的とする。

【方法】対象は 患者 名 眼 平均年齢 81.0±5.9 歳、男性

名、女性 名 。 患者の の重症度分類はベー

スラインでStageⅢが 名であったが、年後はStageⅢが 名、

Ⅳが 名となった。脈絡膜の撮影には光干渉断層計

社 を用い、 黄斑 にて黄斑部断層画像

を撮影した。黄斑部断層画像から に内蔵され

ている解析プログラムにて CT(μm)を求めた。また、フリーソ

フトウェア『 』を用いて黄斑部断層画像から を求

めた。を求める際は、黄斑部 の領域（中心窩から耳側 、

鼻側 ）を横径とし、ブルッフ膜～脈絡膜強膜境界までの

長さを縦径として解析した。さらに『 』にて黄斑部断層

画像に 階調化処理を行い、 の低輝度領域を 、 の高

輝度領域を 、 内に が占める割合を示す 比 を

算出した。脈絡膜の日内変動を考慮し、測定時間は午前 時か

ら 時の間とした。ベースラインと 年後の ・ ・ ・ ・

をそれぞれ比較検討した。

【結果】ベースラインの ・ ・ ・ ・ 比はそれぞれ、

162.3±62.8μm 、 276.6±80.4mm2 、 178.5±60.7 mm2 、

98.1±20.7mm2 、 63.9±3.7 ％ 、 年 後 は そ れ ぞ れ 、

163.9±61.0μm 、 46.4±89.2mm2 、 162.0±58.5 mm2 、

84.3±31.3mm2、66.0±2.0％であった。 はベースラインに比

べ 年後に減少を示した 。 ・ ・ ・ 比に有意差

は無かった。

【結論】パーキンソン病患者の脈絡膜間質領域面積は、 年間

で減少する。

視機能療法

健常者および発達障害児（者）における視覚認知機能の検討

～不等像視が両眼視機能に及ぼす影響と不快感の評価～

新井田孝裕 野上豪志 鎌田泰彰 佐藤司

高橋由嗣 江塚彩芽 小野弓絵

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

愛知淑徳大学健康医療科学部医療貢献学科視覚科学専攻

国際医療福祉大学病院眼科

明治大学理工学部

【緒言】左右眼で屈折度に差がある不同視には軸性と屈折性が

あり、軸性不同視をコンタクトレンズ（CL）で、屈折性不同

視を眼鏡で矯正すると、左右の網膜像の大きさに差が生じる不

等像視は増大することが知られている。過去の研究では、両眼

融像を維持できる不等像視の限界値は 1.5％～18％と報告され

ているが、人工的不等像視の作成には等像レンズを使用してい

るものが多く、実際の不等像視をどれだけ再現しているかは疑

問である。今回、CL 装用下での屈折性不同視を眼鏡矯正する

ことで不等像視を作成し、その際の不快感と立体視を定量評価

し、不等像視量との関連性を遠見（5m）で検討した。さらに、

左右眼で屈折度数を入れ替えて優位眼との関連性を検討した。

【対象および方法】対象は器質的眼疾患のない矯正視力 1.5 以

上で、CL 常用者の健常青年 34 名(平均年齢 21±1 歳)である。

包括基準は、①両眼 1.0D 以上の近視で不同視量が 0.5D 以下、

②New aniseikonia test で不等像視が 0％、③Titmus stereo 
test(TST)で 60sec 以下の正常立体視である。Hole in card test
で優位眼を決定し、優位眼（非優位眼）を soft CL で矯正して

近視性の屈折性不同視とし、非優位眼（優位眼）を検眼レンズ

で屈折矯正して不等像視を作成した。測定には 3Dビジュアルファ

ンクショントレーナーORTe を用いて、不等像視は半円による直接

比較法で、立体視は円視標（視差 30～800 sec）を用いてラン

ダムに提示した。不快感は Visual nalogue scale(VAS)を用いて

4 段階(0～3)で評価した。5 名の対象者では CL 度数を調整して

不同視量を１D step に最大 10D 変化させて、同一個体内での

立体視、不快感の評価を行った。

【結果】優位眼に CL 装用時の不同視量と不等像視量(r=-0.64, 
p<0.01)、不等像視量と VAS(r=-0.43, p<0.01)には相関を認めた

が、不等像視量と立体視には相関を認めなかった。非優位眼に

CL 装用時の結果は優位眼と同様で、両者に有意差は認めなか

った。同一個体内で不同視量を段階的に変化させた場合も同様

の結果が得られ、個人差があるが、最初に不快に感じた不等像

視量は 5%以下であった。一方、立体視はいずれの不等像視量(最
大 11％)でも 60sec 以下と良好であった。 【考

察】不同視量と不等像視量は相関しており、CL 装用下の屈折

性不同視を眼鏡矯正することで不等像視の誘発が確認された。

不快を感じない不等像視の許容限界は 5%以下であり、不同視

量と不等像視量の回帰式に当てはめると約 5.3D の拡大縮小効

果による不等像視までは不快感なしに許容できることが示唆

された。直接比較法の測定値は理論値より約 50％過小評価され

ると報告されており、等像レンズに換算すると約 2 倍の不等像

視量に相当するはずであるが、立体視は維持されていた点が興

味深い知見である。一方、不等像視が立体視に及ぼす影響は個

人差が大きいと報告されているが、優位眼の影響は認められな

かった。 【結論】

屈折性不同視の眼鏡矯正による不等像視において、不快感と立

体視の許容限界は明らかに乖離していることが判明した。 
 

視機能療法

間欠性外斜視における自身と他者の校正を用いた視線解析装

置による眼位測定誤差の検討

高橋由嗣 四之宮佑馬 鈴木賢治 新井田孝裕

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【背景・目的】融像除去眼位の測定は一般的に検者の主観的評

価に基づく交代プリズム遮閉試験 で決定される。しかし

ながら、 は検者の経験に左右されることが多く、結果が動

揺する場合も少なくない。近年市販された視線解析装置は、近

赤外線通過型遮閉板を用いることで遮閉下の正確な眼球運動

を測定できる。これまで我々は視線解析装置を用いた客観的な

眼位測定法について検討し、再現性の高い簡便な眼位検査とし

て応用可能であることを報告した。視線解析装置を用いて正確

な眼球運動を取得するには測定前に校正が必要である。固視の

誘導が困難な乳幼児などの測定は、成人の校正で用いているプ

ログラムでは注意を引くことが難しく、対象に合わせて視標を

変更する場合が多い。そのため、他者の校正を利用できればス

ムーズな測定が期待できる。そこで本研究では、眼位異常者 間

欠性外斜視 を対象に視線解析装置を用いた眼位測定法におけ

る自身と他者の校正データを使用した際の測定誤差について

比較することを目的とする。

【方法】対象は間欠性外斜視 名 平均年齢：24±4歳 である。

視線解析には 社製、サンプリングレート

を用いた。頭部は顎台と額当てに固定し、被験者の眼前

の位置に視線解析装置と インチのモニタを設置し、中

心および周辺 方向の 点にて両眼の校正を行った。その後モ

ニタを取り外し、眼前 の位置の視標を注視させ、近赤外線

通過型遮閉板にて非優位眼を遮閉し、視線位置データを 秒

間取得した。また、他者の校正データを用いて同様の計測を行

った。視線位置データは校正位置での 座標であるため、検

査距離、瞳孔間距離の値を用いて の各眼の 座標を算出し

プリズムジオプター単位に換算した。換算後、記録開始後

～ 秒の平均値を眼位と定義した。統計解析は自身の校正と他

者の校正の眼位について を用いて

比較した 有意水準 。

【結果】 名の自身の校正と他者の校正の眼位(Δ)の中央値

四分位範囲 はそれぞれ ～ 、 ～ であり、

有意差を認めた 。また 5Δ 以上の差が生じた割合は

％であり、差の最大値は 25Δ であった。

【結論】間欠性外斜視における自身と他者の校正を用いた視線

解析装置による眼位測定は、他者の校正データを使用すること

で測定誤差が大きくなることが示された。今後は同等の結果を

示した対象者が存在したことから、原因と対策について検討し

ていきたい。
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視機能療法

遠視が読み能力に及ぼす影響―小学 ・ 年生における検討

岡野真弓 内川義和 新井田孝裕

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【目的】日本語話者における屈折異常が「読み」に及ぼす影響

について、未だ十分な検討が行われておらず、「読み」の観点

から対応すべき屈折異常の種類や程度については一定の見解

が得られていない。本研究は、日本語話者における「読み」へ

の影響を考慮した屈折異常の矯正基準を確立するための基礎

データを得ることを目的としている。今回は、屈折異常のうち

遠視に着目し、小学 ・ 年生における遠視が読み能力に及ぼ

す影響について検討した。

【方法】対象は通常学級に在籍する小学 ・ 年生で、斜視お

よび器質的疾患を有さない矯正視力 以上の 名である。

屈折度数は、レンズ交換法を用いた自覚的屈折検査で測定した。

解析には右眼のデータを使用し、等価球面度数が＋

（ 以上を遠視と判定した。乱視または不同視が

以上ある児は対象から除外した。読み能力は教研式

を用いて評価し、解析には読書力偏差値および

つの下位検査（読字力、語彙力、文法力、読解力）の正答率を

用いた。

【結果】遠視と判定された児は 名（ ％）であった。読

書力偏差値の中央値 第 四分位数－第 四分位数 は、遠視あ

り群 （ － ）、遠視なし群 （ － ）であ

り、両群の間で有意な差を認めなかった。読字力、語彙力、文

法力、読解力の正答率においても、両群の間で有意な差を認め

なかった。また、遠視度数と読書力偏差値および読字力、語彙

力、文法力、読解力の正答率との間に有意な相関を認めなかっ

た。しかし、読書力偏差値が 未満を示した児は 名おり、

そのうち 名は遠視であった。

【考察】小学 ・ 年生において、遠視と読み能力との間に一

定の関連を認めなかった。しかし、読み能力の低い児では遠視

を伴う児が多いことが確認されたことから、読み能力の低下を

きたす要因に何らかの形で遠視が関与している可能性が考え

られた。

視機能療法

パーキンソン病患者における 年経過後の脈絡膜の変化

鎌田泰彰 原直人 野上豪志 新井田孝裕

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

愛知淑徳大学健康医療科学部医療貢献学科視覚科学専攻

【目的】パーキンソン病 は、黒質・線条体の障害によるド

ーパミン作用の欠乏により安静時振戦、筋固縮、寡動、姿勢保

持障害の運動症状を呈する神経変性疾患である。 は発汗低下、

起立性低血圧などの自律神経症状がみられるため、

などの自律神経機能検査が行われる。眼科領域にお

いて 患者の自律神経機能評価には瞳孔が用いられているが、

最近では自律神経支配を持つ眼組織として脈絡膜が注目され

ている。我々は、 患者は を持たない同年代の対照群に比

べ脈絡膜厚 ： の菲薄化、脈絡膜血管

領域面積 ： ・脈絡膜間質領域面積

： の減少に伴う脈絡膜面積 ： の減少が

みられたことを報告した。今回、 年経過した 患者の脈絡膜

の変化を検討することを目的とする。

【方法】対象は 患者 名 眼 平均年齢 81.0±5.9 歳、男性

名、女性 名 。 患者の の重症度分類はベー

スラインでStageⅢが 名であったが、年後はStageⅢが 名、

Ⅳが 名となった。脈絡膜の撮影には光干渉断層計

社 を用い、 黄斑 にて黄斑部断層画像

を撮影した。黄斑部断層画像から に内蔵され

ている解析プログラムにて CT(μm)を求めた。また、フリーソ

フトウェア『 』を用いて黄斑部断層画像から を求

めた。を求める際は、黄斑部 の領域（中心窩から耳側 、

鼻側 ）を横径とし、ブルッフ膜～脈絡膜強膜境界までの

長さを縦径として解析した。さらに『 』にて黄斑部断層

画像に 階調化処理を行い、 の低輝度領域を 、 の高

輝度領域を 、 内に が占める割合を示す 比 を

算出した。脈絡膜の日内変動を考慮し、測定時間は午前 時か

ら 時の間とした。ベースラインと 年後の ・ ・ ・ ・

をそれぞれ比較検討した。

【結果】ベースラインの ・ ・ ・ ・ 比はそれぞれ、

162.3±62.8μm 、 276.6±80.4mm2 、 178.5±60.7 mm2 、

98.1±20.7mm2 、 63.9±3.7 ％ 、 年 後 は そ れ ぞ れ 、

163.9±61.0μm 、 46.4±89.2mm2 、 162.0±58.5 mm2 、

84.3±31.3mm2、66.0±2.0％であった。 はベースラインに比

べ 年後に減少を示した 。 ・ ・ ・ 比に有意差

は無かった。

【結論】パーキンソン病患者の脈絡膜間質領域面積は、 年間

で減少する。

視機能療法

健常者および発達障害児（者）における視覚認知機能の検討

～不等像視が両眼視機能に及ぼす影響と不快感の評価～

新井田孝裕 野上豪志 鎌田泰彰 佐藤司

高橋由嗣 江塚彩芽 小野弓絵

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

愛知淑徳大学健康医療科学部医療貢献学科視覚科学専攻

国際医療福祉大学病院眼科

明治大学理工学部

【緒言】左右眼で屈折度に差がある不同視には軸性と屈折性が

あり、軸性不同視をコンタクトレンズ（CL）で、屈折性不同

視を眼鏡で矯正すると、左右の網膜像の大きさに差が生じる不

等像視は増大することが知られている。過去の研究では、両眼

融像を維持できる不等像視の限界値は 1.5％～18％と報告され

ているが、人工的不等像視の作成には等像レンズを使用してい

るものが多く、実際の不等像視をどれだけ再現しているかは疑

問である。今回、CL 装用下での屈折性不同視を眼鏡矯正する

ことで不等像視を作成し、その際の不快感と立体視を定量評価

し、不等像視量との関連性を遠見（5m）で検討した。さらに、

左右眼で屈折度数を入れ替えて優位眼との関連性を検討した。

【対象および方法】対象は器質的眼疾患のない矯正視力 1.5 以

上で、CL 常用者の健常青年 34 名(平均年齢 21±1 歳)である。

包括基準は、①両眼 1.0D 以上の近視で不同視量が 0.5D 以下、

②New aniseikonia test で不等像視が 0％、③Titmus stereo 
test(TST)で 60sec 以下の正常立体視である。Hole in card test
で優位眼を決定し、優位眼（非優位眼）を soft CL で矯正して

近視性の屈折性不同視とし、非優位眼（優位眼）を検眼レンズ

で屈折矯正して不等像視を作成した。測定には 3Dビジュアルファ

ンクショントレーナーORTe を用いて、不等像視は半円による直接

比較法で、立体視は円視標（視差 30～800 sec）を用いてラン

ダムに提示した。不快感は Visual nalogue scale(VAS)を用いて

4 段階(0～3)で評価した。5 名の対象者では CL 度数を調整して

不同視量を１D step に最大 10D 変化させて、同一個体内での

立体視、不快感の評価を行った。

【結果】優位眼に CL 装用時の不同視量と不等像視量(r=-0.64, 
p<0.01)、不等像視量と VAS(r=-0.43, p<0.01)には相関を認めた

が、不等像視量と立体視には相関を認めなかった。非優位眼に

CL 装用時の結果は優位眼と同様で、両者に有意差は認めなか

った。同一個体内で不同視量を段階的に変化させた場合も同様

の結果が得られ、個人差があるが、最初に不快に感じた不等像

視量は 5%以下であった。一方、立体視はいずれの不等像視量(最
大 11％)でも 60sec 以下と良好であった。 【考

察】不同視量と不等像視量は相関しており、CL 装用下の屈折

性不同視を眼鏡矯正することで不等像視の誘発が確認された。

不快を感じない不等像視の許容限界は 5%以下であり、不同視

量と不等像視量の回帰式に当てはめると約 5.3D の拡大縮小効

果による不等像視までは不快感なしに許容できることが示唆

された。直接比較法の測定値は理論値より約 50％過小評価され

ると報告されており、等像レンズに換算すると約 2 倍の不等像

視量に相当するはずであるが、立体視は維持されていた点が興

味深い知見である。一方、不等像視が立体視に及ぼす影響は個

人差が大きいと報告されているが、優位眼の影響は認められな

かった。 【結論】

屈折性不同視の眼鏡矯正による不等像視において、不快感と立

体視の許容限界は明らかに乖離していることが判明した。 
 

視機能療法

間欠性外斜視における自身と他者の校正を用いた視線解析装

置による眼位測定誤差の検討

高橋由嗣 四之宮佑馬 鈴木賢治 新井田孝裕

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【背景・目的】融像除去眼位の測定は一般的に検者の主観的評

価に基づく交代プリズム遮閉試験 で決定される。しかし

ながら、 は検者の経験に左右されることが多く、結果が動

揺する場合も少なくない。近年市販された視線解析装置は、近

赤外線通過型遮閉板を用いることで遮閉下の正確な眼球運動

を測定できる。これまで我々は視線解析装置を用いた客観的な

眼位測定法について検討し、再現性の高い簡便な眼位検査とし

て応用可能であることを報告した。視線解析装置を用いて正確

な眼球運動を取得するには測定前に校正が必要である。固視の

誘導が困難な乳幼児などの測定は、成人の校正で用いているプ

ログラムでは注意を引くことが難しく、対象に合わせて視標を

変更する場合が多い。そのため、他者の校正を利用できればス

ムーズな測定が期待できる。そこで本研究では、眼位異常者 間

欠性外斜視 を対象に視線解析装置を用いた眼位測定法におけ

る自身と他者の校正データを使用した際の測定誤差について

比較することを目的とする。

【方法】対象は間欠性外斜視 名 平均年齢：24±4歳 である。

視線解析には 社製、サンプリングレート

を用いた。頭部は顎台と額当てに固定し、被験者の眼前

の位置に視線解析装置と インチのモニタを設置し、中

心および周辺 方向の 点にて両眼の校正を行った。その後モ

ニタを取り外し、眼前 の位置の視標を注視させ、近赤外線

通過型遮閉板にて非優位眼を遮閉し、視線位置データを 秒

間取得した。また、他者の校正データを用いて同様の計測を行

った。視線位置データは校正位置での 座標であるため、検

査距離、瞳孔間距離の値を用いて の各眼の 座標を算出し

プリズムジオプター単位に換算した。換算後、記録開始後

～ 秒の平均値を眼位と定義した。統計解析は自身の校正と他

者の校正の眼位について を用いて

比較した 有意水準 。

【結果】 名の自身の校正と他者の校正の眼位(Δ)の中央値

四分位範囲 はそれぞれ ～ 、 ～ であり、

有意差を認めた 。また 5Δ 以上の差が生じた割合は

％であり、差の最大値は 25Δ であった。

【結論】間欠性外斜視における自身と他者の校正を用いた視線

解析装置による眼位測定は、他者の校正データを使用すること

で測定誤差が大きくなることが示された。今後は同等の結果を

示した対象者が存在したことから、原因と対策について検討し

ていきたい。
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視機能療法

屈折度と眼軸長が形態覚に及ぼす影響

鈴木賢治

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【目的】形態覚には最小視認閾（ ： ）、最小

分離閾（ ： ）、最小可読閾（

： ）、副尺視力（ ： ）の つ尺度が

あり、視力は を評価している。強度の屈折異常は矯正視力

の低下をきたし、小児では弱視の原因となる。しかし、屈折度

と視力を含めた形態覚の関係は明らかにはなっておらず、両者

の関係性について検討する必要がある。今回われわれは屈折度

および眼軸長が形態覚に及ぼす影響について検討した。

【方法】対象は屈折異常以外の器質疾患を有さない健常青年

名（年齢 ± 歳、男性 名、女性 名）。屈折度は他覚的

屈折度を基にレンズ交換法で測定された自覚的屈折度とし、眼

軸長の測定には光干渉式眼軸長測定装置（ 社製、 ）

を使用した。各尺度の閾値は遠見 に設置された高解像度モ

ニタ（ 、 × ）に視標を提示して測定さ

れた。 は円形、 は 環、 は 、 は縦線

の視標を使用した。モニタの画面を４分割し、 箇所に他の３

箇所とは異なる視標（ では視標の有無、 では方向の違い、

では文字の違い、 ではズレの有無）を提示し、異なる視

標の場所を強制選択させた。視標を 回提示し、 回以上正当

した最良の値を閾値とした。視標は 〜 まで 間

隔で作成し、検査距離と画素ピッチから閾値の を算出

した。視標輝度は 、背景輝度は 、室内照度は

であった。屈折度、眼軸長の正規性を確認したのち

（ 検定）、屈折度および眼軸長と各尺度の閾値の

相関分析を行った（ の順位相関係数）。

【結果】屈折度は非正規分布（ ）、眼軸長は正規分布

（ ）を示し、屈折度の中央値は− 、眼軸長の平均

値は であった。各尺度の閾値の の中央値（小

数視力換算値）は が− （ ）、 が− （ ）、

が− （ ）、 が− （ ）であった。屈折度と （

− 、 ）、 （ − 、 ）、 （ − 、

）の間に有意な負の相関、眼軸長と （ 、

）、 （ 、 ）、 （ 、 ）

の間に有意な正の相関を認めた。

【考察】近視の度数が強くなると 、 、 の閾値は低下し、

特に と でその関係は強く、眼軸長についても同様の傾向

が得られた。一方で、 は屈折度および眼軸長との相関が認め

られず、他の形態覚とは異なる性質をもつことが示唆された。

視機能療法

ｄ 術後にチューブ位置の調整を要した

例

後関利明 渡辺一郎

国際医療福祉大学熱海病院眼科

【目的】 は 年に に承認さ

れ、その後 年から日本でも保険収載されるようになった。

の適応は当初は難治性緑内障のみであったが、最近では緑

内障初回手術にまで適応されるに至り、その挿入数が増加して

いる。 の合併症の一つとして角膜内皮障害があげられる。

今回、左右眼で異なる経過で、角膜内皮細胞減少を起こし、チ

ューブ位置修正手術を要した 例を経験したので報告する。

【症例】 歳男性、点眼・内服加療にても、眼圧右 ，

左 とコントロール不良のため、両眼の 挿入術を施

行した。術後の眼圧は 台前半でコントロール良好であ

ったが、経過とともに角膜内皮細胞の減少をみとめた。角膜内

皮細胞数は、術直後 個 、術後 年 個

、術後 年 個 、術後 年 個 、

術後 年 個 であった。左眼は術後より急速な減

少を、右眼は術後 年を境に急速に減少を認めた。術後 年で

両眼のチューブ位置を前房から後房に移動する手術を施行し

た。

【考察】左眼 チューブの先端は、角膜後面に接着していた

ため、直接的な刺激によって角膜内皮細胞数の減少をきたした。

右眼 チューブの先端は角膜後面に直接は触れていなかった

が、チューブ刺入方向が角膜寄りであったため、チューブ根元

が角膜周辺部の内皮に触れ、周辺から角膜内皮細胞が緩徐に減

少したと推測した。

【結論】 術後の角膜内皮細胞の減少は、チューブの刺入方

向によっては、中央部角膜内皮細胞数の減少まで、数年単位で

の時間を要することもあるため、角膜内皮細胞のモニタリング

は長期的に行う必要があると示唆された。

視機能療法

長眼軸を伴わない内斜視に対して上外直筋結合術が有用であ

った 症例

瀬部愛美 塩谷直子 渡辺一郎 後関利明

国際医療福祉大学熱海病院眼科

【諸言】強度近視性内斜視は、眼軸の延長した眼球の後部が筋

円錐外に脱臼することで生じる機械的眼球運動障害で、眼球が

外直筋と内直筋の間に脱臼し内下転位に固定され、脱臼の程度

が大きいほど上転障害と外転障害が強くなる疾患である。強度

近視性内斜視は進行程度により、眼球運動制限の程度も異なる。

軽症例では、眼球を正中より外側まで動かすことが可能である

が、進行すると正中まで動かすことも難しくなり、最終的には

眼球が内下転位に固定され全方向への眼球運動が障害される

固定内斜視の状態になる。今回、長眼軸を伴わない内斜視に対

し上外直筋結合術が有用であった症例を経験したので報告す

る。

【症例】 歳女性。内斜視を主訴に当院受診。矯正視力は右眼

（1.2×S 2.00 D A175°）、左眼（0.8×S

1.50 D A180°）。眼位は遠見 （Δ）内斜視、

近見 45 Δ 内斜視であった。眼球運動制限は両眼軽度の上転障

害を認めた。眼窩 にて左眼の外直筋の下方偏位、上直筋の

鼻側偏位、筋円錐から眼球の脱臼を認め、右眼も軽度の同様な

変化を認めた。眼軸長は、右眼 、左眼 であ

り両眼とも長眼軸ではなかった。内斜視と筋円錐からの脱臼に

対し上外直筋結合術を施行した。術後眼位は遠見 4 Δ 内斜位、

近見 6 Δ 外斜位と改善した。

【考按】通常、眼球後部の脱臼は長眼軸眼で生じやすいと報告

されている。しかし、本症例では、長眼軸でないにも関わらず

脱臼を生じていた。本症例と同様に長眼軸を伴わなくとも眼窩

長が短いために脱臼を生じてしまうという文献が散見される。

このような症例では、正常と比較して眼窩長が短いために相対

的に眼軸が長くなり脱臼しやすいと推測されている。本症例も、

眼窩長と眼軸長の不均衡によって脱臼を生じた可能性がある。

【結語】長眼軸が伴わない場合でも、外眼筋の偏位や脱臼の有

無を確認するための眼窩 が疾患の診断に有用である。また、

眼球の筋円錐からの脱臼を認めた症例に対しては通常の内斜

視に対し行われる水平筋の移動ではなく、上外直筋結合術を施

行し、脱臼を整復することで眼球の位置を整えることが重要で

ある。

視機能療法

小角度の上下斜視に対しての段階的垂直筋切腱術が有効だっ

た 例

飯島由佳 塩谷直子 渡辺一郎 後関利明

国際医療福祉大学熱海病院眼科

【諸言】小角度の上下斜視の治療はプリズム眼鏡が第一選択と

なるが、プリズム眼鏡は通常の眼鏡と比較し重さや色収差、整

容面の問題がある。一方、斜視手術は小角度の治療では、眼位

の逆転が生じる危険性があるので敬遠されがちであった。今回

小角度の上下斜視に対して、段階的垂直筋切腱術

が有効であった一例を経験

したので報告する。

【症例】 歳男性。 年にキックボクシングの試合で左頭

部を負傷。 年 月から運転中に車線が二重に見えるように

なった。特に右方視で複視の悪化を認めた。前医での頭部

にて左眼上斜筋が右眼上斜筋に比較して小さいことが認めら

れた。外傷性左上斜筋麻痺と診断され、プリズム眼鏡にて経過

観察をされていたが、プリズム眼鏡を止め再度キックボクシン

グを行いたいという希望があり、当院紹介受診となった。当院

初診時の矯正視力は右眼 、左眼 。眼位は正面視に

て正位〜左上斜視、自然頭位にて正位となり、左眼の内下転時

の眼球運動制限と右への頭部傾斜を認めた。立体視は自然頭位

にて 秒であった。交代プリズム遮閉試

験 にて遠見の正面視は

3 prism diopter (Δ) 左間欠性上斜視、右方視にて 10Δ 左上

斜視、左方視にて 2Δ 左上斜位、右への頭位傾斜にて 2Δ左上

斜位、左への頭位傾斜にて 10Δ 左上斜視であった。手術は点

眼麻酔にて右眼下直筋耳側の を施行した。術中調整にて

右下直筋耳側 ％切筋にて手術を終了した。術後、眼位は正位

で、右方視での複視も消失。眼球運動の制限はなく頭位異常の

改善も認めた。

【考按】成人の斜視手術は、疼痛コントロールの観点からテノ

ン嚢下麻酔にて行うことが基本であるが、テノン嚢の剥離を最

小限にし、点眼麻酔のみで手術を行うことで、術中調整の精度

を高めることが可能となった。また、完全切腱をしないことで

大きな手術効果を起こさないことも可能とした。さらに、第二

眼位での複視の悪化を、テノトミーをする部位（耳側 鼻側）

を変えることでコントロール可能となった。

【結語】 は小角度の上下斜視を治療するのに有用であり、

第二眼位での複視の治療にも有効であった。今後は、 がプ

リズム眼鏡にとって変わる治療になる可能性が示唆された。
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視機能療法

屈折度と眼軸長が形態覚に及ぼす影響

鈴木賢治

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

【目的】形態覚には最小視認閾（ ： ）、最小

分離閾（ ： ）、最小可読閾（

： ）、副尺視力（ ： ）の つ尺度が

あり、視力は を評価している。強度の屈折異常は矯正視力

の低下をきたし、小児では弱視の原因となる。しかし、屈折度

と視力を含めた形態覚の関係は明らかにはなっておらず、両者

の関係性について検討する必要がある。今回われわれは屈折度

および眼軸長が形態覚に及ぼす影響について検討した。

【方法】対象は屈折異常以外の器質疾患を有さない健常青年

名（年齢 ± 歳、男性 名、女性 名）。屈折度は他覚的

屈折度を基にレンズ交換法で測定された自覚的屈折度とし、眼

軸長の測定には光干渉式眼軸長測定装置（ 社製、 ）

を使用した。各尺度の閾値は遠見 に設置された高解像度モ

ニタ（ 、 × ）に視標を提示して測定さ

れた。 は円形、 は 環、 は 、 は縦線

の視標を使用した。モニタの画面を４分割し、 箇所に他の３

箇所とは異なる視標（ では視標の有無、 では方向の違い、

では文字の違い、 ではズレの有無）を提示し、異なる視

標の場所を強制選択させた。視標を 回提示し、 回以上正当

した最良の値を閾値とした。視標は 〜 まで 間

隔で作成し、検査距離と画素ピッチから閾値の を算出

した。視標輝度は 、背景輝度は 、室内照度は

であった。屈折度、眼軸長の正規性を確認したのち

（ 検定）、屈折度および眼軸長と各尺度の閾値の

相関分析を行った（ の順位相関係数）。

【結果】屈折度は非正規分布（ ）、眼軸長は正規分布

（ ）を示し、屈折度の中央値は− 、眼軸長の平均

値は であった。各尺度の閾値の の中央値（小

数視力換算値）は が− （ ）、 が− （ ）、

が− （ ）、 が− （ ）であった。屈折度と （

− 、 ）、 （ − 、 ）、 （ − 、

）の間に有意な負の相関、眼軸長と （ 、

）、 （ 、 ）、 （ 、 ）

の間に有意な正の相関を認めた。

【考察】近視の度数が強くなると 、 、 の閾値は低下し、

特に と でその関係は強く、眼軸長についても同様の傾向

が得られた。一方で、 は屈折度および眼軸長との相関が認め

られず、他の形態覚とは異なる性質をもつことが示唆された。

視機能療法

ｄ 術後にチューブ位置の調整を要した

例

後関利明 渡辺一郎

国際医療福祉大学熱海病院眼科

【目的】 は 年に に承認さ

れ、その後 年から日本でも保険収載されるようになった。

の適応は当初は難治性緑内障のみであったが、最近では緑

内障初回手術にまで適応されるに至り、その挿入数が増加して

いる。 の合併症の一つとして角膜内皮障害があげられる。

今回、左右眼で異なる経過で、角膜内皮細胞減少を起こし、チ

ューブ位置修正手術を要した 例を経験したので報告する。

【症例】 歳男性、点眼・内服加療にても、眼圧右 ，

左 とコントロール不良のため、両眼の 挿入術を施

行した。術後の眼圧は 台前半でコントロール良好であ

ったが、経過とともに角膜内皮細胞の減少をみとめた。角膜内

皮細胞数は、術直後 個 、術後 年 個

、術後 年 個 、術後 年 個 、

術後 年 個 であった。左眼は術後より急速な減

少を、右眼は術後 年を境に急速に減少を認めた。術後 年で

両眼のチューブ位置を前房から後房に移動する手術を施行し

た。

【考察】左眼 チューブの先端は、角膜後面に接着していた

ため、直接的な刺激によって角膜内皮細胞数の減少をきたした。

右眼 チューブの先端は角膜後面に直接は触れていなかった

が、チューブ刺入方向が角膜寄りであったため、チューブ根元

が角膜周辺部の内皮に触れ、周辺から角膜内皮細胞が緩徐に減

少したと推測した。

【結論】 術後の角膜内皮細胞の減少は、チューブの刺入方

向によっては、中央部角膜内皮細胞数の減少まで、数年単位で

の時間を要することもあるため、角膜内皮細胞のモニタリング

は長期的に行う必要があると示唆された。

視機能療法

長眼軸を伴わない内斜視に対して上外直筋結合術が有用であ

った 症例

瀬部愛美 塩谷直子 渡辺一郎 後関利明

国際医療福祉大学熱海病院眼科

【諸言】強度近視性内斜視は、眼軸の延長した眼球の後部が筋

円錐外に脱臼することで生じる機械的眼球運動障害で、眼球が

外直筋と内直筋の間に脱臼し内下転位に固定され、脱臼の程度

が大きいほど上転障害と外転障害が強くなる疾患である。強度

近視性内斜視は進行程度により、眼球運動制限の程度も異なる。

軽症例では、眼球を正中より外側まで動かすことが可能である

が、進行すると正中まで動かすことも難しくなり、最終的には

眼球が内下転位に固定され全方向への眼球運動が障害される

固定内斜視の状態になる。今回、長眼軸を伴わない内斜視に対

し上外直筋結合術が有用であった症例を経験したので報告す

る。

【症例】 歳女性。内斜視を主訴に当院受診。矯正視力は右眼

（1.2×S 2.00 D A175°）、左眼（0.8×S

1.50 D A180°）。眼位は遠見 （Δ）内斜視、

近見 45 Δ 内斜視であった。眼球運動制限は両眼軽度の上転障

害を認めた。眼窩 にて左眼の外直筋の下方偏位、上直筋の

鼻側偏位、筋円錐から眼球の脱臼を認め、右眼も軽度の同様な

変化を認めた。眼軸長は、右眼 、左眼 であ

り両眼とも長眼軸ではなかった。内斜視と筋円錐からの脱臼に

対し上外直筋結合術を施行した。術後眼位は遠見 4 Δ 内斜位、

近見 6 Δ 外斜位と改善した。

【考按】通常、眼球後部の脱臼は長眼軸眼で生じやすいと報告

されている。しかし、本症例では、長眼軸でないにも関わらず

脱臼を生じていた。本症例と同様に長眼軸を伴わなくとも眼窩

長が短いために脱臼を生じてしまうという文献が散見される。

このような症例では、正常と比較して眼窩長が短いために相対

的に眼軸が長くなり脱臼しやすいと推測されている。本症例も、

眼窩長と眼軸長の不均衡によって脱臼を生じた可能性がある。

【結語】長眼軸が伴わない場合でも、外眼筋の偏位や脱臼の有

無を確認するための眼窩 が疾患の診断に有用である。また、

眼球の筋円錐からの脱臼を認めた症例に対しては通常の内斜

視に対し行われる水平筋の移動ではなく、上外直筋結合術を施

行し、脱臼を整復することで眼球の位置を整えることが重要で

ある。

視機能療法

小角度の上下斜視に対しての段階的垂直筋切腱術が有効だっ

た 例

飯島由佳 塩谷直子 渡辺一郎 後関利明

国際医療福祉大学熱海病院眼科

【諸言】小角度の上下斜視の治療はプリズム眼鏡が第一選択と

なるが、プリズム眼鏡は通常の眼鏡と比較し重さや色収差、整

容面の問題がある。一方、斜視手術は小角度の治療では、眼位

の逆転が生じる危険性があるので敬遠されがちであった。今回

小角度の上下斜視に対して、段階的垂直筋切腱術

が有効であった一例を経験

したので報告する。

【症例】 歳男性。 年にキックボクシングの試合で左頭

部を負傷。 年 月から運転中に車線が二重に見えるように

なった。特に右方視で複視の悪化を認めた。前医での頭部

にて左眼上斜筋が右眼上斜筋に比較して小さいことが認めら

れた。外傷性左上斜筋麻痺と診断され、プリズム眼鏡にて経過

観察をされていたが、プリズム眼鏡を止め再度キックボクシン

グを行いたいという希望があり、当院紹介受診となった。当院

初診時の矯正視力は右眼 、左眼 。眼位は正面視に

て正位〜左上斜視、自然頭位にて正位となり、左眼の内下転時

の眼球運動制限と右への頭部傾斜を認めた。立体視は自然頭位

にて 秒であった。交代プリズム遮閉試

験 にて遠見の正面視は

3 prism diopter (Δ) 左間欠性上斜視、右方視にて 10Δ 左上

斜視、左方視にて 2Δ 左上斜位、右への頭位傾斜にて 2Δ左上

斜位、左への頭位傾斜にて 10Δ 左上斜視であった。手術は点

眼麻酔にて右眼下直筋耳側の を施行した。術中調整にて

右下直筋耳側 ％切筋にて手術を終了した。術後、眼位は正位

で、右方視での複視も消失。眼球運動の制限はなく頭位異常の

改善も認めた。

【考按】成人の斜視手術は、疼痛コントロールの観点からテノ

ン嚢下麻酔にて行うことが基本であるが、テノン嚢の剥離を最

小限にし、点眼麻酔のみで手術を行うことで、術中調整の精度

を高めることが可能となった。また、完全切腱をしないことで

大きな手術効果を起こさないことも可能とした。さらに、第二

眼位での複視の悪化を、テノトミーをする部位（耳側 鼻側）

を変えることでコントロール可能となった。

【結語】 は小角度の上下斜視を治療するのに有用であり、

第二眼位での複視の治療にも有効であった。今後は、 がプ

リズム眼鏡にとって変わる治療になる可能性が示唆された。
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と 展開係数の融合による肺 画像の癌

検出システムの開発

松山江里 西木雅行 西川祝子

福知山公立大学情報学部情報学科

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

【目的】本研究は、前年度からの継続研究である。目的は、肺

疾患の正診率を向上させることである。これまでに

と 係数融合システムを提案し、以下に示す成

果をあげてきた。

，

，

ウェーブレット係数を用いた による 画像の肺がんの

組織型分類，医用画像情報学会雑誌

【 年 医用画像情報学会 内田論文賞受賞】

今年度は本提案法を応用展開させる。対象は、今猛威を振るう

肺炎である。 画像における 肺炎と非

肺炎の自動判別に加え、解釈可能性（最終判断を決定

付ける根拠を示す）モデルを構築し、判断根拠を可視化する。

本手法の優位性と有効性を実証し、 スクリーニング検

査への貢献を目指す。

【方法】本研究では ベースの を行う。

入力層として 変換層を構築し、 肺炎および非

肺炎の 画像全形の 係数を入力データとす

る。比較のため原画像（ピクセル値）も入力データとして用い、

検証する。両者ともに を実施する。

分類結果を得た後は、

により、最終分類を決定づけた肺 画像

の局所領域を特定する。さらに分類クラスの確率スコアを左右

する学習過程の重要特徴領域を に基づ

き可視化する。

【結果】本手法と比較法の正確率は、それぞれ と

である。その他の評価尺度として、感度、特異度、陽

性的中率、陰性的中率、 、マシューズ相関係数、

および を算出した。これら全ての指標で、本手法は高値を

得た。また、本研究では、ネットワークが最終判断（分類）時

に注目した領域を で特定した。一方で、判断の確率

スコアを左右する最も影響の強い特徴領域を

にて特定した。

【考察】本法は、いずれの評価尺度においても比較法に比べて

高値であり、精度の高さが明らかである。また

の結果は、本手法ではタスク固有の特徴を学習し、

比較法では学習が不安定であることを示唆している。

の結果からは本手法の判断（注目）領域が正確であること、ミ

ス分類しやすい画像のタイプを示すことができた。

【結論】本提案手法の優位性を明らかにできた。さらに、特徴

抽出におけるネットワークの着目領域を可視化することで、本

法では、ネットワークが正しい特徴を学習している事を示した。

加えて、最終分類時における注目領域を可視化する事で、判断

の根拠を明らかにした。

【謝辞】本研究内容の一部は、 科研費 の助成

を受けたものである。

放射線・情報科学

を用いた利き手と非利き手の掌握運動時の脳賦

活ダイナミクスの解析

丸山純人

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

【目的】 は非侵襲的な脳機能計測法とし

て様々な分野で利用されている。従来の ではある活動を

行った際に、その活動に関連して賦活する脳部位を描出するこ

とはできたが、賦活の時間的変化 ダイナミクス は得ることが

できなかった。筆者らは高い時間分解能をもつ データを

取得して複数時相の賦活マップを得て、賦活部位のダイナミク

スを解析する手法を考案した。本研究では健常者を対象に、利

き手と非利き手の掌握運動時の脳賦活ダイナミクスを解析し、

両者に違いがあるかを検証することを目的とする。

【方法】本研究は国際医療福祉大学病院の倫理審査委員会の承

認を受けて実施した（承認番号 ）。研究内容を説明し、

同意を得られた右手利き健常者 名を対象とした。 装置

（ 社製）を使用し、高時間分解能 撮像を行った。

課題は利き手と非利き手の掌握運動課題とし、安静約 秒、

課題約 秒を セット行った。 の解析には

（ ）を使用し、位置ずれ補正、標

準脳化処理、平滑化処理などの前処理を行った。賦活マップ作

成時に、実際に課題を行ったタイミングから前後に約 秒ずつ

ずらした複数時相の賦活マップを作成し、得られた賦活マップ

を時間軸に並べることで賦活部位のダイナミクスを描出した。

【結果・考察】 において、利き手および非利き手

とも対側一次運動野、補足運動野、同側小脳が描出された。非

利き手のほうが描出された領域の数は多かった。また、賦活ダ

イナミクスについては利き手、非利き手とも大きな違いは見ら

れず、一次運動野や補足運動野は小脳よりも先に描出される傾

向にあった。この結果は、小脳が大脳から発せられた指令と、

実際に行われた運動とを比較分析して、運動の調節を行うとい

うメカニズムと矛盾しないと考えられた。今回は健常者での検

討であったため、利き手と非利き手の賦活ダイナミクスに差は

見られなかったと考えられるが、脳に疾患をもつ患者に対し、

賦活ダイナミクスを解析することで、リハビリテーションの評

価や、脳機能回復の予後予測などに応用できるのではないかと

考えられた。

【結論】健常者においては利き手と非利き手の掌握運動時の脳

賦活ダイナミクスに大きな差は見られなかった。

放射線・情報科学

画像診断装置の将来需要推計

岡野員人

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

【目的】近年、我が国では医療需要の変化に対応した医療提供

体制の構築が課題となっている。現在は医療需要予測から医療

従事者の確保策や地域偏在対策について検討されている。本研

究は画像診断装置の中でも 装置および 装置に着目し、

現在の需要状況と将来の医療需要予測のデータから各装置の

将来需要推計を行った。

【方法】現在の 装置および 装置の需要状況は厚生労働

省が実施している医療施設静態調査の結果を基に各装置の台

数および患者数を 次医療圏ごとにまとめ、 年および

年のデータを平均して 年の基準データとした。医療需要

予測は日本医師会が提供している地域医療情報システムに掲

載されているデータを用いた。このデータは 年のデータ

を基準として、将来人口推計などを用いて 年ごとの予測が

次医療圏ごとにまとめられている。各装置の将来需要推計は患

者数に対して 年ごとの医療需要予測値を乗じて将来の患者数

を推計し、 年の基準データにおける装置 台当たりの患者

数から 年ごとに各装置の必要数を算出した。

【結果】基準とした 年は全国で 装置が 台、

装置が 台必要であったが、各装置の需要がピークとなる

年には 装置が 台、 装置が 台必要にな

ることが推計された。 年に比べて 年では全国で 装

置が 台、 装置が 台の増加となった。地域区分ご

とでは大都市型医療圏が 年、地方都市型医療圏が 年、

過疎地域型医療圏が 年にピークとなり、大都市ほどピー

クが遅くなる結果となった。過疎地域型医療圏においてはすで

にピークを向かえており、今後減少していくことが予想される。

【結論】医療施設静態調査結果と医療需要予測のデータから

装置および 装置の将来需要推計を行った結果、地域によっ

て需要のピークは異なるが全国的には 年に需要のピーク

を向かえることが確認できた。また、装置の必要数に応じて診

療放射線技師の需要も変化するため、本研究結果の推計値など

から画像診断の効率的な医療提供体制の構築が望まれる。

放射線・情報科学

の測定精度の向上に向けた検討

―散乱 線と測定位置依存性について―

西川祝子 松山江里 西木雅行

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

福知山公立大学情報学部

【目的】マンモグラフィにおいて乳腺含有量（

）は腫瘤の検出能や乳癌の発症リスクに大きく関係する。現

在の の評価は医師の主観的な判断に基づく場合が多いが、

評価者によってばらつきを伴うことが問題視される。これに対

し （ ）法は、乳腺組織と脂肪組

織を体積で評価する最も高精度な定量的手法である。この手法

は理論的に一次 線のみに依存するが、臨床画像の場合、画像

の （ ）を用いるため散乱 線を含んでいる。本

研究では、種々の に対する散乱 線量を測定することで

の測定値に与える影響を明らかにすることを目的とした。

本研究はファントムを使用した研究であり、ヒトを対象とす

る医学系研究に該当しないため、倫理審査は受けていない。本

研究に関する利益相反事項はない。

【方法】乳房撮影装置は

（ ）で 線量と は比例関係である。

乳房組織等価ファントム（ 、 社）は が 、

、 、厚さは 、 、 、 とした。撮影条件は 、

管電圧は厚さ毎に可変とし、圧迫板の高さおよび照射野サイズ

は一定とした。

初めに、 ～ の鉛ディスクを作成し、各 および厚さ

について散乱 線の直接 線に対する比（ ）を求めた。外

挿法により、鉛ディスク径が の算出結果に及ぼす誤差を求

めた。次に、 径の鉛ディスクを焦点直下から の間隔

で配置し、各 および厚さについて外挿法の結果に基づいた

を求めることで、測定された の散乱 線によって引き起

こされた誤差を算出した。

【結果】 は が増加するにつれてわずかに増加した。胸壁

側およびファントムの端部の位置で低い傾向を示し、位置依存

性が認められた。

の測定に散乱 線が与える影響は、 が で 厚

の場合に最大で の誤差を示す位置があったが、その他は

全て ％以内であった。誤差は測定位置によりわずかにばらつ

きを示した。

【結論】本研究により、散乱 線は の推定にわずかに影響

を与えることが示された。これらの結果は の精度を向上さ

せる取り組みに貢献することが期待される。
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松山江里 西木雅行 西川祝子

福知山公立大学情報学部情報学科

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

【目的】本研究は、前年度からの継続研究である。目的は、肺

疾患の正診率を向上させることである。これまでに

と 係数融合システムを提案し、以下に示す成

果をあげてきた。

，

，

ウェーブレット係数を用いた による 画像の肺がんの

組織型分類，医用画像情報学会雑誌

【 年 医用画像情報学会 内田論文賞受賞】

今年度は本提案法を応用展開させる。対象は、今猛威を振るう

肺炎である。 画像における 肺炎と非

肺炎の自動判別に加え、解釈可能性（最終判断を決定

付ける根拠を示す）モデルを構築し、判断根拠を可視化する。

本手法の優位性と有効性を実証し、 スクリーニング検

査への貢献を目指す。

【方法】本研究では ベースの を行う。

入力層として 変換層を構築し、 肺炎および非

肺炎の 画像全形の 係数を入力データとす

る。比較のため原画像（ピクセル値）も入力データとして用い、

検証する。両者ともに を実施する。

分類結果を得た後は、

により、最終分類を決定づけた肺 画像

の局所領域を特定する。さらに分類クラスの確率スコアを左右

する学習過程の重要特徴領域を に基づ

き可視化する。

【結果】本手法と比較法の正確率は、それぞれ と

である。その他の評価尺度として、感度、特異度、陽

性的中率、陰性的中率、 、マシューズ相関係数、

および を算出した。これら全ての指標で、本手法は高値を

得た。また、本研究では、ネットワークが最終判断（分類）時

に注目した領域を で特定した。一方で、判断の確率

スコアを左右する最も影響の強い特徴領域を

にて特定した。

【考察】本法は、いずれの評価尺度においても比較法に比べて

高値であり、精度の高さが明らかである。また

の結果は、本手法ではタスク固有の特徴を学習し、

比較法では学習が不安定であることを示唆している。

の結果からは本手法の判断（注目）領域が正確であること、ミ

ス分類しやすい画像のタイプを示すことができた。

【結論】本提案手法の優位性を明らかにできた。さらに、特徴

抽出におけるネットワークの着目領域を可視化することで、本

法では、ネットワークが正しい特徴を学習している事を示した。

加えて、最終分類時における注目領域を可視化する事で、判断

の根拠を明らかにした。

【謝辞】本研究内容の一部は、 科研費 の助成

を受けたものである。

放射線・情報科学

を用いた利き手と非利き手の掌握運動時の脳賦

活ダイナミクスの解析

丸山純人

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

【目的】 は非侵襲的な脳機能計測法とし

て様々な分野で利用されている。従来の ではある活動を

行った際に、その活動に関連して賦活する脳部位を描出するこ

とはできたが、賦活の時間的変化 ダイナミクス は得ることが

できなかった。筆者らは高い時間分解能をもつ データを

取得して複数時相の賦活マップを得て、賦活部位のダイナミク

スを解析する手法を考案した。本研究では健常者を対象に、利

き手と非利き手の掌握運動時の脳賦活ダイナミクスを解析し、

両者に違いがあるかを検証することを目的とする。

【方法】本研究は国際医療福祉大学病院の倫理審査委員会の承

認を受けて実施した（承認番号 ）。研究内容を説明し、

同意を得られた右手利き健常者 名を対象とした。 装置

（ 社製）を使用し、高時間分解能 撮像を行った。

課題は利き手と非利き手の掌握運動課題とし、安静約 秒、

課題約 秒を セット行った。 の解析には

（ ）を使用し、位置ずれ補正、標

準脳化処理、平滑化処理などの前処理を行った。賦活マップ作

成時に、実際に課題を行ったタイミングから前後に約 秒ずつ

ずらした複数時相の賦活マップを作成し、得られた賦活マップ

を時間軸に並べることで賦活部位のダイナミクスを描出した。

【結果・考察】 において、利き手および非利き手

とも対側一次運動野、補足運動野、同側小脳が描出された。非

利き手のほうが描出された領域の数は多かった。また、賦活ダ

イナミクスについては利き手、非利き手とも大きな違いは見ら

れず、一次運動野や補足運動野は小脳よりも先に描出される傾

向にあった。この結果は、小脳が大脳から発せられた指令と、

実際に行われた運動とを比較分析して、運動の調節を行うとい

うメカニズムと矛盾しないと考えられた。今回は健常者での検

討であったため、利き手と非利き手の賦活ダイナミクスに差は

見られなかったと考えられるが、脳に疾患をもつ患者に対し、

賦活ダイナミクスを解析することで、リハビリテーションの評

価や、脳機能回復の予後予測などに応用できるのではないかと

考えられた。

【結論】健常者においては利き手と非利き手の掌握運動時の脳

賦活ダイナミクスに大きな差は見られなかった。

放射線・情報科学

画像診断装置の将来需要推計

岡野員人

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

【目的】近年、我が国では医療需要の変化に対応した医療提供

体制の構築が課題となっている。現在は医療需要予測から医療

従事者の確保策や地域偏在対策について検討されている。本研

究は画像診断装置の中でも 装置および 装置に着目し、

現在の需要状況と将来の医療需要予測のデータから各装置の

将来需要推計を行った。

【方法】現在の 装置および 装置の需要状況は厚生労働

省が実施している医療施設静態調査の結果を基に各装置の台

数および患者数を 次医療圏ごとにまとめ、 年および

年のデータを平均して 年の基準データとした。医療需要

予測は日本医師会が提供している地域医療情報システムに掲

載されているデータを用いた。このデータは 年のデータ

を基準として、将来人口推計などを用いて 年ごとの予測が

次医療圏ごとにまとめられている。各装置の将来需要推計は患

者数に対して 年ごとの医療需要予測値を乗じて将来の患者数

を推計し、 年の基準データにおける装置 台当たりの患者

数から 年ごとに各装置の必要数を算出した。

【結果】基準とした 年は全国で 装置が 台、

装置が 台必要であったが、各装置の需要がピークとなる

年には 装置が 台、 装置が 台必要にな

ることが推計された。 年に比べて 年では全国で 装

置が 台、 装置が 台の増加となった。地域区分ご

とでは大都市型医療圏が 年、地方都市型医療圏が 年、

過疎地域型医療圏が 年にピークとなり、大都市ほどピー

クが遅くなる結果となった。過疎地域型医療圏においてはすで

にピークを向かえており、今後減少していくことが予想される。

【結論】医療施設静態調査結果と医療需要予測のデータから

装置および 装置の将来需要推計を行った結果、地域によっ

て需要のピークは異なるが全国的には 年に需要のピーク

を向かえることが確認できた。また、装置の必要数に応じて診

療放射線技師の需要も変化するため、本研究結果の推計値など

から画像診断の効率的な医療提供体制の構築が望まれる。

放射線・情報科学

の測定精度の向上に向けた検討

―散乱 線と測定位置依存性について―

西川祝子 松山江里 西木雅行

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

福知山公立大学情報学部

【目的】マンモグラフィにおいて乳腺含有量（

）は腫瘤の検出能や乳癌の発症リスクに大きく関係する。現

在の の評価は医師の主観的な判断に基づく場合が多いが、

評価者によってばらつきを伴うことが問題視される。これに対

し （ ）法は、乳腺組織と脂肪組

織を体積で評価する最も高精度な定量的手法である。この手法

は理論的に一次 線のみに依存するが、臨床画像の場合、画像

の （ ）を用いるため散乱 線を含んでいる。本

研究では、種々の に対する散乱 線量を測定することで

の測定値に与える影響を明らかにすることを目的とした。

本研究はファントムを使用した研究であり、ヒトを対象とす

る医学系研究に該当しないため、倫理審査は受けていない。本

研究に関する利益相反事項はない。

【方法】乳房撮影装置は

（ ）で 線量と は比例関係である。

乳房組織等価ファントム（ 、 社）は が 、

、 、厚さは 、 、 、 とした。撮影条件は 、

管電圧は厚さ毎に可変とし、圧迫板の高さおよび照射野サイズ

は一定とした。

初めに、 ～ の鉛ディスクを作成し、各 および厚さ

について散乱 線の直接 線に対する比（ ）を求めた。外

挿法により、鉛ディスク径が の算出結果に及ぼす誤差を求

めた。次に、 径の鉛ディスクを焦点直下から の間隔

で配置し、各 および厚さについて外挿法の結果に基づいた

を求めることで、測定された の散乱 線によって引き起

こされた誤差を算出した。

【結果】 は が増加するにつれてわずかに増加した。胸壁

側およびファントムの端部の位置で低い傾向を示し、位置依存

性が認められた。

の測定に散乱 線が与える影響は、 が で 厚

の場合に最大で の誤差を示す位置があったが、その他は

全て ％以内であった。誤差は測定位置によりわずかにばらつ

きを示した。

【結論】本研究により、散乱 線は の推定にわずかに影響

を与えることが示された。これらの結果は の精度を向上さ

せる取り組みに貢献することが期待される。
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放射線・情報科学

画像解析を用いた による「がん」と「炎

症」鑑別診断法の開発研究

三輪建太 菅満喜人 上髙祐人 西井龍一

細貝良行

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

放射線医学総合研究所分子イメージング診断治療研究部

【目的】Ⅰ期非小細胞肺癌（ ）に対する重粒子線治療（ ）

の治療成績は、第一選択の手術に匹敵する良好な成績が得られ

ている。治療後の再発および転移の際には早期診断により再照

射を開始すべきであるが、放射線高感受性の肺は治療後変化と

して放射線肺炎（ ）を発症する。 では再発と との鑑別

が困難であるため、生物学的情報を反映する核医学検査である

による鑑別の有用性が報告されている。しかし、

は炎症性組織にも集積する性質を持っているため両者

の鑑別にはまだまだ課題が多い。 の一つである

解析は複雑な不均一性を呈する病変から特徴量と呼ば

れる数値データを抽出する手法で、病変の性状を反映した

の集積不均一性を定量的に評価できるのではないかと

いう着想に至った。そこで本研究では と 後の と

の鑑別に有用な 特徴量を同定し、その特徴量の有用性

を評価した。

【方法】対象は（ ） を行ったⅠ期 症

例、および（ ）Ⅰ期 に対しての が施行され、その

再発診断目的の 施行後に と診断が確定された 症

例である。 画像の 高集積部位に （

）を設定し、

（ ）の ％に閾値を設けて病変部の体積を抽出した。抽

出された病変部において を含む つの定量指標

（ ）、および 解析で得られる つの画像特徴量

（ ）を算出した。算出された各指標に対して、（ ）（ ）

両群での 検定を行った。また、

（ ）解析により 曲線下面積

（ ）を算出し、各指標の診断能を評価した。

【結果】現在臨床的に広く使われている では統計的有

意差が認められなかった。 では

（ ）と （ ）において有意差が

認められ、 で高値を示した。 ではほぼ全ての特徴量

で有意差が認められた。 解析を用いた診断能の評価では、

で 、 で （ ）

と （ ）と呼

ばれる特徴量で高い診断能を示した。それらの指標の は、

と比較して有意な差が認められた（ ）。

【結語】 解析を用い、非小細胞肺癌および重粒子線治

療後の放射線肺炎の鑑別に有用な特徴量を明らかにした。

特徴量は病変の不均一性を反映した指標として良悪性

鑑別診断に利用できることが示唆された。

放射線・情報科学

スマートフォン接続型放射線センサーによる個人被ばく線量

測定

座間佳男

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

【目的】半導体検出器を用いたスマートフォン接続型放射線セ

ンサーとしてポケットガイガー がある。この検出器は

分あたりのカウント を 線源で校正し 線量当量

率(μSv/h)を算出している。本来、空間線量率を測定する検出

器であるがスマートフォンの画面に 線量当量率(μSv/h)の

測定結果をリアルタイムで表示することから、スマートフォン

の画面収録機能を用いることで個人被ばく線量測定に応用可

能であるか検討する。

【方法】線源として検定日と 数が既知である 線源を

用いる。空間線量率および個人被ばく線量 積算線量 が測定で

きる日立アロカメディカル社の 半導体式ポケット線

量計 により両測定を行う。同条件でポケットガイガーによる

測定と画面収録を行い動画の解析により個人被ばく線量の算

定をし異差を検討する。

【結果および考察】空間線量率については の結果とほ

ぼ一致することが確認できた。積算線量についても の

結果とほぼ一致することが確認できた。どちらの検出器も放射

線の検出に半導体を用いておりさらにどちらも で校正

されているためと考えられる。

【結論】空間線量率を測定するポケットガイガーにおいても画

面収録動画を解析することで個人被ばく線量 積算線量 が測

定できる半導体式ポケット線量計と同様の応答を示すことが

確認できた。ポケットガイガーは安価 円程度 でスマート

フォンの電源を用いることで別に電源を用意する必要がない

ため個人被ばく線量 積算線量 として有用なものになると考

えられる。

医学検査

胸腺ネガティブセレクションにおける 遺伝子の機能

解析

山口良考 清宮正徳 佐藤正一 大星航 橋本優佑

米根鉄矢

国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

【目的】自己免疫疾患 の原因遺伝子 を恒常的

に発現しているマウス胸腺髄質上皮細胞株（ 細胞株）を、

申請者は保有している。胸腺 発現細胞は、自己抗原に反

応する 細胞の除去を行っており（ネガティブセレクション）、

樹立化 細胞は、未熟な胸腺細胞をアポトーシスにより除

去する機能を保有している。また近年、糖鎖抗原の提示に関与

する （シグレック）遺伝子が同定されており、胸腺にお

ける自己抗原提示細胞が糖鎖抗原を提示している可能性を示

す研究がなされている。

これより、糖蛋白や糖脂質糖鎖末端から α グリコシド結合

シアル酸残基を脱離する糖分解酵素としてシアリダーゼが挙

げられるが、 細胞においてこれら 遺伝子が発現し

ているかを解析する。

【方法】１． 細胞を培養し増殖させ、遺伝子解析に必要

な細胞数を準備した。

２．目的細胞から を抽出し、逆転写反応にて

ライブラリーを合成した。

３． 、２、３、４、５、 、 、 、１５遺伝子等に特

異的なプライマーを用いて、 法にて発現解析を行った。

【結果】自己抗原提示能を有する 細胞株において、９つ

ある 遺伝子のうち、 １、２、３、 、１５遺伝

子の発現が確認された。他の ４、５、 、 遺伝子の発

現は確認されなかった（図）。

【考察】近年、胸腺における自己抗原提示細胞が糖鎖抗原を提

示している可能性を示す研究がなされている。糖蛋白や糖脂質

糖鎖末端から α グリコシド結合シアル酸残基を脱離する糖分

解酵素としてシアリダーゼが挙げられるが、 遺伝子が発

現していたことより、胸腺髄質上皮細胞由来の 細胞株の

有用性が示された。

【結論】 細胞株において 遺伝子が発現していたこ

とより、胸腺における糖鎖抗原の提示機構に向けた研究材料へ

の可能性が認められた。

医学検査

子宮内膜細胞診の精度向上に向けた癌幹細胞を指標とする新

規鑑別診断法の開発

富安聡

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【背景・目的】子宮体癌は年々増加傾向にあり、検診手段とし

て内膜細胞診が広く用いられている。しかし、細胞診の判定基

準は不明確であり、死亡率の減少効果について期待できないと

評されている。特に、子宮体癌の を占める高分化型類

内膜癌 は、子宮内膜異型増殖症 と形態学的に

類似しており、しばしば鑑別困難となる。また、子宮体癌の特

異的分子マーカーについても現在報告されておらず、細胞診で

は の高い疑陽性率を示すことが報告されている。したが

って、子宮体癌マーカーを同定することは細胞診における

および の鑑別正診率の向上に繋がることが期待さ

れる。そこで、本研究では少数の細胞集団で癌の発生・維持に

関与している癌幹細胞に着目し、子宮体癌幹細胞に特異的に発

現する分子の同定を目的とした。

【対象・方法】ヒト 細胞株を対象に、癌幹細胞マーカー

として報告されている 、 、 を指標にフローサ

イトメトリー 解析・細胞分取を行った。各分画の細胞

を分取後、癌幹細胞特性である足場非依存性増殖能を確認した。

また、足場非依存性増殖能を有した細胞分画と持たない細胞分

画を対象に幹細胞に高発現することが知られている

、 の発現解析を行った。

【結果】 解析では、 陽性分画において、 の少

数細胞集団が確認された。また、それらの細胞集団は足場非依

存性増殖能および 、 の高発現を認めた。その

他の細胞分画については、癌幹細胞特性は認められなかった。

【考察】 陽性分画の細胞集団は子宮体癌幹細胞であるこ

とが示唆された。 は、通常、造血幹細胞や好中球、リン

パ球などの血液細胞に幅広く発現している。一方で、様々な悪

性腫瘍において、 の活性化による腫瘍細胞の生存率や増

殖能の向上、薬剤耐性の獲得および浸潤への関与が報告されて

いる。 の発現が、癌組織の維持や転移に関わるこれらの

機能に関与することからも、 は癌幹細胞特性の維持に重

要な分子であることが示唆される。今後は を指標に

および の鑑別が可能か否か臨床検体を用いて検討

を行う必要がある。
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放射線・情報科学

画像解析を用いた による「がん」と「炎

症」鑑別診断法の開発研究

三輪建太 菅満喜人 上髙祐人 西井龍一

細貝良行

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

放射線医学総合研究所分子イメージング診断治療研究部

【目的】Ⅰ期非小細胞肺癌（ ）に対する重粒子線治療（ ）

の治療成績は、第一選択の手術に匹敵する良好な成績が得られ

ている。治療後の再発および転移の際には早期診断により再照

射を開始すべきであるが、放射線高感受性の肺は治療後変化と

して放射線肺炎（ ）を発症する。 では再発と との鑑別

が困難であるため、生物学的情報を反映する核医学検査である

による鑑別の有用性が報告されている。しかし、

は炎症性組織にも集積する性質を持っているため両者

の鑑別にはまだまだ課題が多い。 の一つである

解析は複雑な不均一性を呈する病変から特徴量と呼ば

れる数値データを抽出する手法で、病変の性状を反映した

の集積不均一性を定量的に評価できるのではないかと

いう着想に至った。そこで本研究では と 後の と

の鑑別に有用な 特徴量を同定し、その特徴量の有用性

を評価した。

【方法】対象は（ ） を行ったⅠ期 症

例、および（ ）Ⅰ期 に対しての が施行され、その

再発診断目的の 施行後に と診断が確定された 症

例である。 画像の 高集積部位に （

）を設定し、

（ ）の ％に閾値を設けて病変部の体積を抽出した。抽

出された病変部において を含む つの定量指標

（ ）、および 解析で得られる つの画像特徴量

（ ）を算出した。算出された各指標に対して、（ ）（ ）

両群での 検定を行った。また、

（ ）解析により 曲線下面積

（ ）を算出し、各指標の診断能を評価した。

【結果】現在臨床的に広く使われている では統計的有

意差が認められなかった。 では

（ ）と （ ）において有意差が

認められ、 で高値を示した。 ではほぼ全ての特徴量

で有意差が認められた。 解析を用いた診断能の評価では、

で 、 で （ ）

と （ ）と呼

ばれる特徴量で高い診断能を示した。それらの指標の は、

と比較して有意な差が認められた（ ）。

【結語】 解析を用い、非小細胞肺癌および重粒子線治

療後の放射線肺炎の鑑別に有用な特徴量を明らかにした。

特徴量は病変の不均一性を反映した指標として良悪性

鑑別診断に利用できることが示唆された。

放射線・情報科学

スマートフォン接続型放射線センサーによる個人被ばく線量

測定

座間佳男

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

【目的】半導体検出器を用いたスマートフォン接続型放射線セ

ンサーとしてポケットガイガー がある。この検出器は

分あたりのカウント を 線源で校正し 線量当量

率(μSv/h)を算出している。本来、空間線量率を測定する検出

器であるがスマートフォンの画面に 線量当量率(μSv/h)の

測定結果をリアルタイムで表示することから、スマートフォン

の画面収録機能を用いることで個人被ばく線量測定に応用可

能であるか検討する。

【方法】線源として検定日と 数が既知である 線源を

用いる。空間線量率および個人被ばく線量 積算線量 が測定で

きる日立アロカメディカル社の 半導体式ポケット線

量計 により両測定を行う。同条件でポケットガイガーによる

測定と画面収録を行い動画の解析により個人被ばく線量の算

定をし異差を検討する。

【結果および考察】空間線量率については の結果とほ

ぼ一致することが確認できた。積算線量についても の

結果とほぼ一致することが確認できた。どちらの検出器も放射

線の検出に半導体を用いておりさらにどちらも で校正

されているためと考えられる。

【結論】空間線量率を測定するポケットガイガーにおいても画

面収録動画を解析することで個人被ばく線量 積算線量 が測

定できる半導体式ポケット線量計と同様の応答を示すことが

確認できた。ポケットガイガーは安価 円程度 でスマート

フォンの電源を用いることで別に電源を用意する必要がない

ため個人被ばく線量 積算線量 として有用なものになると考

えられる。

医学検査

胸腺ネガティブセレクションにおける 遺伝子の機能

解析

山口良考 清宮正徳 佐藤正一 大星航 橋本優佑

米根鉄矢

国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

【目的】自己免疫疾患 の原因遺伝子 を恒常的

に発現しているマウス胸腺髄質上皮細胞株（ 細胞株）を、

申請者は保有している。胸腺 発現細胞は、自己抗原に反

応する 細胞の除去を行っており（ネガティブセレクション）、

樹立化 細胞は、未熟な胸腺細胞をアポトーシスにより除

去する機能を保有している。また近年、糖鎖抗原の提示に関与

する （シグレック）遺伝子が同定されており、胸腺にお

ける自己抗原提示細胞が糖鎖抗原を提示している可能性を示

す研究がなされている。

これより、糖蛋白や糖脂質糖鎖末端から α グリコシド結合

シアル酸残基を脱離する糖分解酵素としてシアリダーゼが挙

げられるが、 細胞においてこれら 遺伝子が発現し

ているかを解析する。

【方法】１． 細胞を培養し増殖させ、遺伝子解析に必要

な細胞数を準備した。

２．目的細胞から を抽出し、逆転写反応にて

ライブラリーを合成した。

３． 、２、３、４、５、 、 、 、１５遺伝子等に特

異的なプライマーを用いて、 法にて発現解析を行った。

【結果】自己抗原提示能を有する 細胞株において、９つ

ある 遺伝子のうち、 １、２、３、 、１５遺伝

子の発現が確認された。他の ４、５、 、 遺伝子の発

現は確認されなかった（図）。

【考察】近年、胸腺における自己抗原提示細胞が糖鎖抗原を提

示している可能性を示す研究がなされている。糖蛋白や糖脂質

糖鎖末端から α グリコシド結合シアル酸残基を脱離する糖分

解酵素としてシアリダーゼが挙げられるが、 遺伝子が発

現していたことより、胸腺髄質上皮細胞由来の 細胞株の

有用性が示された。

【結論】 細胞株において 遺伝子が発現していたこ

とより、胸腺における糖鎖抗原の提示機構に向けた研究材料へ

の可能性が認められた。

医学検査

子宮内膜細胞診の精度向上に向けた癌幹細胞を指標とする新

規鑑別診断法の開発

富安聡

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【背景・目的】子宮体癌は年々増加傾向にあり、検診手段とし

て内膜細胞診が広く用いられている。しかし、細胞診の判定基

準は不明確であり、死亡率の減少効果について期待できないと

評されている。特に、子宮体癌の を占める高分化型類

内膜癌 は、子宮内膜異型増殖症 と形態学的に

類似しており、しばしば鑑別困難となる。また、子宮体癌の特

異的分子マーカーについても現在報告されておらず、細胞診で

は の高い疑陽性率を示すことが報告されている。したが

って、子宮体癌マーカーを同定することは細胞診における

および の鑑別正診率の向上に繋がることが期待さ

れる。そこで、本研究では少数の細胞集団で癌の発生・維持に

関与している癌幹細胞に着目し、子宮体癌幹細胞に特異的に発

現する分子の同定を目的とした。

【対象・方法】ヒト 細胞株を対象に、癌幹細胞マーカー

として報告されている 、 、 を指標にフローサ

イトメトリー 解析・細胞分取を行った。各分画の細胞

を分取後、癌幹細胞特性である足場非依存性増殖能を確認した。

また、足場非依存性増殖能を有した細胞分画と持たない細胞分

画を対象に幹細胞に高発現することが知られている

、 の発現解析を行った。

【結果】 解析では、 陽性分画において、 の少

数細胞集団が確認された。また、それらの細胞集団は足場非依

存性増殖能および 、 の高発現を認めた。その

他の細胞分画については、癌幹細胞特性は認められなかった。

【考察】 陽性分画の細胞集団は子宮体癌幹細胞であるこ

とが示唆された。 は、通常、造血幹細胞や好中球、リン

パ球などの血液細胞に幅広く発現している。一方で、様々な悪

性腫瘍において、 の活性化による腫瘍細胞の生存率や増

殖能の向上、薬剤耐性の獲得および浸潤への関与が報告されて

いる。 の発現が、癌組織の維持や転移に関わるこれらの

機能に関与することからも、 は癌幹細胞特性の維持に重

要な分子であることが示唆される。今後は を指標に

および の鑑別が可能か否か臨床検体を用いて検討

を行う必要がある。
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医学検査

法を用いたカルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌の網羅

的検出法のシステム構築

船島由美子 永沢善三

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【目的】近年、多くの医療機関で多剤耐性菌感染症が問題とな

っている。厚生労働省 院内感染対策サーベイランス事業

（ ）の公開情報によると、腸内細菌科細菌では何らかの

薬剤耐性遺伝子を保有する細菌の割合が高いことがわかる。中

で も カ ル バ ペ ネ マ ー ゼ 産 生 腸 内 細 菌 科 細 菌

（ ： ）であ

る 保有は我国での検出数も多く、その鑑別は重要

である。 は現在、約 近くの が報告され、その

多様な遺伝子配列のため の塩基変異は遺伝子検出

法に大きく影響する。今回、 法（

） を独自に設計・確立し、既存法と比較

評価したので報告する。

【対象・方法】当大学関連施設および近隣施設よりカルバペネ

ム系抗菌薬耐性腸内細菌科細菌 （

： ）の分与株を用いた。 の

有無は

の

– 、シカジーニアス®カルバペネマーゼ遺伝子型

検出キットおよびクイック チェイサー® を用いた。 法

は、 により をデザインし、

を使用し測定を行った。

【結果】 法により と判定された菌株は

法においてもすべて と判定された。検出までの時間は、

法では、約 時間が必要であるのに対し 法

は ～ 分と短時間で検出が可能であった。

【結語】 法により を迅速に検出することは薬剤耐性菌

による感染症への早期の抗菌薬適正治療へつながると考えら

れる。また、 は、主に接触感染により院内感染がおこる。

が疑わる場合には、検査を実施し迅速に を検出するこ

とが院内感染対策において重要になる。今回の 法を用い

ることにより迅速かつ正確に の検出が可能になることで院

内感染対策に貢献できると思われる。

医学検査

術中迅速病理診断における固定液の標準化とエラスチカ‐HE

染色の有用性 ～末梢小型肺腺癌の診断精度向上を目指して～

佐藤信也 富安聡 森山良太

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【はじめに】術中迅速病理組織診断は、手術時に治療方針を決

定するうえで重要な役割を担い、迅速かつ正確な診断が要求さ

れる。但し、固定法は施設間で異なっているのが現状である。

また、癌浸潤の状態を把握するにはヘマトキシリン・エオジン

染色では判断が難しい場合もある。そこで今回、種々の

固定液による形態変化と共に弾性線維を同時に観察できるエ

ラスチカ 染色の有用性について検討したので

報告する。また末梢小型肺腺癌の術中診断に用いる場合の有用

性について文献的考察を加えて報告する。

【方法】新鮮ブタ肺組織を対象とし、 ホルマリン 液、

ホルマリン エタノール 液、 ホルマリン メ

タノール 液、 エタノール 液、アセトン液、

液 文献による迅速固定液 の 種類について、湿固定と

乾燥固定の違いや固定時間 秒 ～ 秒 による固定効果

を検討し、 染色の有用性を実証した。

【結果】すべての固定液において乾燥固定は、湿固定に比べ、

透明感が無く問題があった。アセトン液は形態把握が困難で、

液は組織萎縮が目立ち、迅速固定法として不向きであ

った。 液、 液、 液は概ね良好な結果が

得られた。また、固定時間が短くても核内所見など、染色性に

大きな変化はなかった。 染色では 染色同様核内構造が

観察でき、弾性線維の判断も容易であった。

【考察】 液と 液が最も優れていると考

えられた。また、固定時間は 秒でも十分と考えられた。

染色は短時間で弾性線維を判断するのは極めて有効で、臨床の

現場での診断に非常に有用であると考えられた。【文献的考察】

肺の腫瘤性病変における術中病理診断は、良悪の鑑別や組織型

の診断に用いられる。最近では術式を選択する目的で、末梢小

型肺腺癌では、凍結切片での精度の高い診断が求められている。

この判断には弾性繊維の状態を把握することが重要とされて

いる。 染色が極めて有用との報告があり、今回の実験結

果と文献的考察を合わせて検討し、今後の高木病院における精

度の高い術中迅速病理診断に生かしていきたい。

医学検査

新型コロナウイルス感染拡大初期における 検査提供体制の

迅速な構築を目指した取り組み

田中真生 藤井樹 野本順子 辻省次

国際医療福祉大学ゲノム医学研究所

【背景】本年 月上旬、横浜港に入港したクルーズ船内で急速

に新型コロナウイルスの感染が拡大。政府は対応に追われ、

検査を乗客、乗員の全員に行うことになり、厚生労働省から本

学へ協力要請があった。これを受け、医学部感染症研究室に設

置されていた全自動 検査装置を用いて、大学全体として全

力で対応する方針となり、実務をゲノム医学研究所で引き受け

た。

【活動内容】我々は国難の時という認識で、研究所の全ての研

究業務をストップし、使用経験のない検査装置を用いて、準備

期間が極めて短い中、作業手順書を準備し、クルーズ船の乗客、

乗員の 検査を行った。厚生労働省から当日中に結果を出し

て欲しいとの強い要請があり、完全徹夜での対応も行った。そ

の後、国内の感染拡大が強まり、予定を前倒しして成田病院が

開院され、同院からの検査依頼への対応を開始。他の関連病院

からの検査依頼も順次お引き受けした。検査結果を診療に提供

することから、改正医療法への対応として 月 日に臨時衛

生検査所の登録を完了。その後、各施設で検査体制が整うまで

の約 ヶ月間、 検査を継続した。この間、成田キャンパス

の他の部局のほか、大川キャンパスからも応援を頂き、医師

名、臨床検査技師 名の体制で実施した。期間中に実施した

解析総数は 件で、 件が国からの依頼（クルーズ船、

成田空港検疫所）、 日あたりの最大実施数は 件、陽性検体

数は 件であった。精度管理については、 国立感染症研

究所の解析プロトコルに加えて、米国疾病予防管理センター

（ ）のプロトコルの検討、 に

よる陽性コントロール の調製、 ウイルスコピー数の定

量法確立、 唾液検体を用いた検査の検討、 自動レポート

作成プログラムの開発などを行い、検体採取および輸送に関す

るマニュアルの作成、配布も行った。対外的な活動として、日

本臨床微生物学会主催の 会議への参加、日本臨床衛生検査

技師会による 検査のビデオ撮影への協力、日本医師会

有識者会議への寄稿（ 検査体制に関する提言）も

行った。

【結語】新型コロナウイルス感染拡大初期に、 検査体制を

整備し、社会のニーズに最大限応えるべく尽力した。われわれ

の経験が 検査の拡充、感染予防に役立つことを念じている。

医学検査

循環セルフリー を用いた遺伝子検査法の開発

大星航 竹内啓晃 下澤達雄 樋口肇

山口良考 佐藤正一

国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】循環血液中には傷害を受けた細胞などから放出された

セルフリー （ ）が含まれており、新たなバイオマーカ

ーとして注目されている。近年、 はいくつかの癌の鑑別

や早期発見、ならびに感染性病原体の検出などに有用であるこ

とが報告された。我々は大腸癌における を用いた遺伝子

検査法の開発のための基礎的な検討を行った。

【方法】本研究は国際医療福祉大学および三田病院の研究倫理

審査委員会の承認の上実施した（承認番号 ）。本研究

参加に同意の得られた医学検査学科の 歳以上の学生および

三田病院を受診した大腸癌患者から末梢血を採取して血清分

離後、

を用いて を抽出し、

を使用して を合成した。

また、陽性対照として大腸癌細胞株 細胞から同様に

を抽出して を合成した。次に、 データベー

スを検索して大腸癌組織において高発現する上位 種の遺伝

子（ 、 、 、 、 、 、 、

、 、 ）を対象とし、ハウスキーピング遺伝子（ 、

）を加えた 種の遺伝子について を実施し、増幅産

物を アガロース電気泳動で確認した。

【結果】陽性対照である 細胞から得られた を用いて

を実施した結果、ハウスキーピング遺伝子を含むすべての

遺伝子の増幅が確認できた。学生および大腸癌患者から得られ

た ではハウスキーピング遺伝子の増幅は確認できたが、

大腸癌組織で高発現する 種の対象遺伝子の増幅は見られな

かった。

【考察】今回対象としたすべての遺伝子について陽性対照の増

幅が確認できたことから、プライマーの配列や 条件に問題

はなかったと考えられる。また、血清中 を用いてハウス

キーピング遺伝子の増幅はできたが 種の標的遺伝子の増幅

は確認できなかったことから、 中の標的遺伝子の発現レ

ベルが定量できる検出限界を下回っていることが考えらる。
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医学検査

法を用いたカルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌の網羅

的検出法のシステム構築

船島由美子 永沢善三

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【目的】近年、多くの医療機関で多剤耐性菌感染症が問題とな

っている。厚生労働省 院内感染対策サーベイランス事業

（ ）の公開情報によると、腸内細菌科細菌では何らかの

薬剤耐性遺伝子を保有する細菌の割合が高いことがわかる。中

で も カ ル バ ペ ネ マ ー ゼ 産 生 腸 内 細 菌 科 細 菌

（ ： ）であ

る 保有は我国での検出数も多く、その鑑別は重要

である。 は現在、約 近くの が報告され、その

多様な遺伝子配列のため の塩基変異は遺伝子検出

法に大きく影響する。今回、 法（

） を独自に設計・確立し、既存法と比較

評価したので報告する。

【対象・方法】当大学関連施設および近隣施設よりカルバペネ

ム系抗菌薬耐性腸内細菌科細菌 （

： ）の分与株を用いた。 の

有無は

の

– 、シカジーニアス®カルバペネマーゼ遺伝子型

検出キットおよびクイック チェイサー® を用いた。 法

は、 により をデザインし、

を使用し測定を行った。

【結果】 法により と判定された菌株は

法においてもすべて と判定された。検出までの時間は、

法では、約 時間が必要であるのに対し 法

は ～ 分と短時間で検出が可能であった。

【結語】 法により を迅速に検出することは薬剤耐性菌

による感染症への早期の抗菌薬適正治療へつながると考えら

れる。また、 は、主に接触感染により院内感染がおこる。

が疑わる場合には、検査を実施し迅速に を検出するこ

とが院内感染対策において重要になる。今回の 法を用い

ることにより迅速かつ正確に の検出が可能になることで院

内感染対策に貢献できると思われる。

医学検査

術中迅速病理診断における固定液の標準化とエラスチカ‐HE

染色の有用性 ～末梢小型肺腺癌の診断精度向上を目指して～

佐藤信也 富安聡 森山良太

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【はじめに】術中迅速病理組織診断は、手術時に治療方針を決

定するうえで重要な役割を担い、迅速かつ正確な診断が要求さ

れる。但し、固定法は施設間で異なっているのが現状である。

また、癌浸潤の状態を把握するにはヘマトキシリン・エオジン

染色では判断が難しい場合もある。そこで今回、種々の

固定液による形態変化と共に弾性線維を同時に観察できるエ

ラスチカ 染色の有用性について検討したので

報告する。また末梢小型肺腺癌の術中診断に用いる場合の有用

性について文献的考察を加えて報告する。

【方法】新鮮ブタ肺組織を対象とし、 ホルマリン 液、

ホルマリン エタノール 液、 ホルマリン メ

タノール 液、 エタノール 液、アセトン液、

液 文献による迅速固定液 の 種類について、湿固定と

乾燥固定の違いや固定時間 秒 ～ 秒 による固定効果

を検討し、 染色の有用性を実証した。

【結果】すべての固定液において乾燥固定は、湿固定に比べ、

透明感が無く問題があった。アセトン液は形態把握が困難で、

液は組織萎縮が目立ち、迅速固定法として不向きであ

った。 液、 液、 液は概ね良好な結果が

得られた。また、固定時間が短くても核内所見など、染色性に

大きな変化はなかった。 染色では 染色同様核内構造が

観察でき、弾性線維の判断も容易であった。

【考察】 液と 液が最も優れていると考

えられた。また、固定時間は 秒でも十分と考えられた。

染色は短時間で弾性線維を判断するのは極めて有効で、臨床の

現場での診断に非常に有用であると考えられた。【文献的考察】

肺の腫瘤性病変における術中病理診断は、良悪の鑑別や組織型

の診断に用いられる。最近では術式を選択する目的で、末梢小

型肺腺癌では、凍結切片での精度の高い診断が求められている。

この判断には弾性繊維の状態を把握することが重要とされて

いる。 染色が極めて有用との報告があり、今回の実験結

果と文献的考察を合わせて検討し、今後の高木病院における精

度の高い術中迅速病理診断に生かしていきたい。

医学検査

新型コロナウイルス感染拡大初期における 検査提供体制の

迅速な構築を目指した取り組み

田中真生 藤井樹 野本順子 辻省次

国際医療福祉大学ゲノム医学研究所

【背景】本年 月上旬、横浜港に入港したクルーズ船内で急速

に新型コロナウイルスの感染が拡大。政府は対応に追われ、

検査を乗客、乗員の全員に行うことになり、厚生労働省から本

学へ協力要請があった。これを受け、医学部感染症研究室に設

置されていた全自動 検査装置を用いて、大学全体として全

力で対応する方針となり、実務をゲノム医学研究所で引き受け

た。

【活動内容】我々は国難の時という認識で、研究所の全ての研

究業務をストップし、使用経験のない検査装置を用いて、準備

期間が極めて短い中、作業手順書を準備し、クルーズ船の乗客、

乗員の 検査を行った。厚生労働省から当日中に結果を出し

て欲しいとの強い要請があり、完全徹夜での対応も行った。そ

の後、国内の感染拡大が強まり、予定を前倒しして成田病院が

開院され、同院からの検査依頼への対応を開始。他の関連病院

からの検査依頼も順次お引き受けした。検査結果を診療に提供

することから、改正医療法への対応として 月 日に臨時衛

生検査所の登録を完了。その後、各施設で検査体制が整うまで

の約 ヶ月間、 検査を継続した。この間、成田キャンパス

の他の部局のほか、大川キャンパスからも応援を頂き、医師

名、臨床検査技師 名の体制で実施した。期間中に実施した

解析総数は 件で、 件が国からの依頼（クルーズ船、

成田空港検疫所）、 日あたりの最大実施数は 件、陽性検体

数は 件であった。精度管理については、 国立感染症研

究所の解析プロトコルに加えて、米国疾病予防管理センター

（ ）のプロトコルの検討、 に

よる陽性コントロール の調製、 ウイルスコピー数の定

量法確立、 唾液検体を用いた検査の検討、 自動レポート

作成プログラムの開発などを行い、検体採取および輸送に関す

るマニュアルの作成、配布も行った。対外的な活動として、日

本臨床微生物学会主催の 会議への参加、日本臨床衛生検査

技師会による 検査のビデオ撮影への協力、日本医師会

有識者会議への寄稿（ 検査体制に関する提言）も

行った。

【結語】新型コロナウイルス感染拡大初期に、 検査体制を

整備し、社会のニーズに最大限応えるべく尽力した。われわれ

の経験が 検査の拡充、感染予防に役立つことを念じている。

医学検査

循環セルフリー を用いた遺伝子検査法の開発

大星航 竹内啓晃 下澤達雄 樋口肇

山口良考 佐藤正一

国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】循環血液中には傷害を受けた細胞などから放出された

セルフリー （ ）が含まれており、新たなバイオマーカ

ーとして注目されている。近年、 はいくつかの癌の鑑別

や早期発見、ならびに感染性病原体の検出などに有用であるこ

とが報告された。我々は大腸癌における を用いた遺伝子

検査法の開発のための基礎的な検討を行った。

【方法】本研究は国際医療福祉大学および三田病院の研究倫理

審査委員会の承認の上実施した（承認番号 ）。本研究

参加に同意の得られた医学検査学科の 歳以上の学生および

三田病院を受診した大腸癌患者から末梢血を採取して血清分

離後、

を用いて を抽出し、

を使用して を合成した。

また、陽性対照として大腸癌細胞株 細胞から同様に

を抽出して を合成した。次に、 データベー

スを検索して大腸癌組織において高発現する上位 種の遺伝

子（ 、 、 、 、 、 、 、

、 、 ）を対象とし、ハウスキーピング遺伝子（ 、

）を加えた 種の遺伝子について を実施し、増幅産

物を アガロース電気泳動で確認した。

【結果】陽性対照である 細胞から得られた を用いて

を実施した結果、ハウスキーピング遺伝子を含むすべての

遺伝子の増幅が確認できた。学生および大腸癌患者から得られ

た ではハウスキーピング遺伝子の増幅は確認できたが、

大腸癌組織で高発現する 種の対象遺伝子の増幅は見られな

かった。

【考察】今回対象としたすべての遺伝子について陽性対照の増

幅が確認できたことから、プライマーの配列や 条件に問題

はなかったと考えられる。また、血清中 を用いてハウス

キーピング遺伝子の増幅はできたが 種の標的遺伝子の増幅

は確認できなかったことから、 中の標的遺伝子の発現レ

ベルが定量できる検出限界を下回っていることが考えらる。
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★ 医学検査

を用いた腫瘍細胞中 修飾の解明

澁田樹

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【背景】骨髄異形成症候群 、 以

下 は様々な染色体異常、遺伝子発現異常を含む難治性造血

器疾患である。 では や といった 中の塩基修

飾に関わる遺伝子において変異が報告されており、実際にプロ

モーター領域等で 修飾異常が報告されている。近年、

中の塩基修飾もまた注目されており、 プロセッシングや腫

瘍化に関与しているとされる。 の塩基修飾では や

、 といったタンパクが関与しており、 で高

率に変異が認められる遺伝子が含まれている。今回、

社の と 由来株化細胞およびヒト臍帯血由

来 陽性細胞を使用して、 の メチル化シトシン

修飾の分布を解析したので報告する。

【方法】対象として 由来株化細胞 とヒト臍帯血由

来 陽性細胞 理化学研究所より分譲 を使用した。

タカラバイオ により 50µg の を得

た後、 を用いてライブラリを作製

し でシーケンス解析を実施した いずれも

。得られた および ファイ

ルおよび のヒト データ

を用い の検出、マッピングを行った。

【結果】平均リード長 、最長リード長は 、総リー

ド数約 万であった。一方、対照のヒト臍帯血由来 陽

性細胞では平均リード長 、最長リード長は 、総リー

ド数約 万であった。回収できた 陽性細胞数の差がリー

ド数に表れていると考えられた。両サンプルともハウスキーピ

ング遺伝子やミトコンドリア関連遺伝子等が高発現する中、

や 等未分化能や腫瘍化に関連する遺伝子も高発現

していた。 細胞では骨髄系細胞の産生する顆粒形成に関連

する遺伝子の高発現が確認されたほか、 や 等の腫

瘍関連遺伝子の発現が見られた。 の分布を解析したところ

サンプル間に差はなく、非翻訳領域において特定の塩基配列で

高率に が確認された。今回解析した遺伝子については

細胞と 陽性細胞で大きな差は見られなかったものの、

細胞では などに が多く見られスプライシン

グに利用されている可能性がある。

【結語】 中の塩基修飾はスプライシング位置の認識に利用

されている可能性があり、スプライシング異常が多発する造血

器腫瘍では正常と異なる修飾状態の遺伝子も存在しうる。今後

より網羅的に修飾状態を解析するとともに、修飾酵素遺伝子の

ノックダウンが細胞に与える影響を検討する。

★ 医学検査

高血圧症の腎障害マーカーとしての尿中 陽性細胞のスク

リーニング検査法の確立

宿谷賢一 髙楊ゆき 富安聡 下川洋輝

黒田優子 原田哲太 梅村創

廣岡良隆 下澤達雄

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

臨床検査学分野

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

高邦会高木病院検査技術部

高邦会高木病院臨床検査部

高邦会高木病院高血圧・心不全センター

国際医福祉大学医学部臨床検査医学

【目的】高血圧症の早期診断と予防医学における臨床検査の役

割として、尿中微量アルブミン検査に代わる保険適応内の検査

法を探ることを目的とし、特に，日常検査で簡便かつ、安価で

ある尿沈渣検査で確認可能な細胞に着目した。対象とした細胞

は、尿細管腔の再生に関与している可能性が示唆されている

陽性細胞（以下：丸細胞）である尿細管上皮細胞とした。

今回、高血圧患者尿における丸細胞の出現の有無を検討した。

【方法】高邦会高木病院高血圧・心不全センターで通院中の高

血圧患者の臨床検査後の残余尿検体を用い、尿定性検査で蛋白

が陰性を呈した 検体を使用した。また、対照として健常者

尿を用い、尿定性検査で蛋白と微量アルブミンが陰性を呈した

検体を使用した。尿定性検査は、尿化学分析装置クリニテッ

クノーバスを用いた。尿沈渣検査は「尿沈渣検査法 」に準

じた方法で標本を作製して全視野を算定した。丸細胞は、細胞

質構造より均質状型と混合型（顆粒・空胞・封入体含有）に大

別した。また、アメリカ国立衛生研究所 が開発した画像

処理ソフト を用いて、丸細胞の直径を測定した。本研

究は国際医療福祉大学研究倫理審査委員会の承認を得て実施

した。

【結果】①丸細胞の出現率：高血圧患者群 ％（ ）、健常

者群 ％（ ）であった。②丸細胞数：高血圧患者群

個、健常者群 個であり、 個以上の比較では高血圧患者群

％（ ）、健常者群 ％（ ）であった。③細胞質構造

の比較および を用いた画像解析（細胞の直径比較）：高

血圧患者群では均質状を呈する細胞が多く、健常者群では混合

型が主体であった。 による細胞の直径比較では高血圧患

者群 ±2.48 µm、健常者群 ±1.84 µm であった。④

尿中微量アルブミンとの関連性：高血圧患者群では尿中微量ア

ルブミンの有無に関係なく出現していた。

【考察】丸細胞の出現は末期腎不全患者から多く認めることは

報告されているが、尿中微量アルブミンが陰性である高血圧患

者から検出された既報はない。丸細胞数の検討において高血圧

患者群では健常者群より多く出現しており、丸細胞の出現は尿

中微量アルブミン陽性を呈する以前から軽度の尿細管障害が

発生し、その修復する細胞として出現した可能性も考えられる。

【結語】尿中微量アルブミンに代わる保険適応内の検査法とし

て、尿沈渣検査による丸細胞の検出は高血圧症による早期腎障

害のモニタリングに新たな検査の可能性が示唆された。

医学検査

空間注意条件による運動時の脳活動変化：頭蓋内電極を用いた

検討

文室知之 松橋眞生 赤松直樹

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

京都大学大学院医学研究科てんかん・運動異常生理学

国際医療福祉大学医学部脳神経内科

【目的】脳波計測中に随意運動を行うことにより、運動準備段

階の脳活動として運動野を中心に α〜β波帯域の事象関連脱

同期（ ）が記録される。過去に我々は頭皮上記録の脳波を

用いて、 の増減は運動開始時点の視覚情報に影響されるこ

とを報告した（文室ら、 ）。本研究では頭蓋内電極を慢性

留置されたてんかん患者から を計測し、運動と視覚情報処

理によって賦活する脳領域についてより詳細に分析すること

を目的とした。

【方法】対象は術前検査目的で中心溝近傍を含む領域に頭蓋内

電極を留置した難治てんかん患者計 人。被験者は脳波、筋

電図および眼電図用電極を装着し、ベッド上に座って前方に設

置されたディスプレイを眺めた。ディスプレイ上には 秒で

周するボールが映し出された。被験者はディスプレイ中央を見

ながら、ボールの位置を周辺視野で眺めた。被験者は自らのタ

イミングで随意的な右手関節の単純伸展運動を行った後、トラ

ックボールを使って運動開始時点のボール位置を答えた。上述

の課題を計 回以上繰り返し行った。計測後、運動開始時点

の指標位置によって試行を二群に分け、それぞれの群で運動前

の時間周波数解析を行った。

【結果】運動開始時点のディスプレイ上の指標位置と、α～β

帯域の脳波変化の関係について複数電極で視察的に判断した。

その結果、 人中 人で、運動開始時点の指標位置が左半視野

の試行では右半視野に比して中心溝付近でα〜β帯域の は

増大傾向を示した。 人はやや逆の傾向で、 人は指標位置に

よる試行群間に明瞭な差はなかった。残り 人は運動課題の遂

行不良、および 過多により解析対象から除外した。

【考察】ディスプレイ上を周回するボールが上方向に移動中

（左半視野）に運動を開始した場合、下方向に移動中（右半視

野）の場合と比較して α〜β帯域の がより時間的に先行・

増大して出現する傾向を示した。これらの 変化は主に中心

溝近傍に留置された電極から観察された。

【結論】運動準備段階に中心溝近傍で出現する脳電位活動は空

間注意条件の変化により増減した。今後は本結果の生理的意義

を明らかにしたい。

医学検査

細胞の接着を誘導する新規細胞表面分子の同定

太田昭一郎 森山良太

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【目的】本研究では、 細胞の接着に関わる新規分子を同定し、

その接着機構を解明することで、免疫応答における 細胞の動

態を解析するとともに、それらの分子を免疫異常病態の制御標

的として検査または治療に応用することを目的とする。

【方法】マウス 細胞株 を免疫原とし、 細胞の接着を

誘導する機能型モノクローナル抗体を取得した。それらが認識

する分子を同定するため、表面ビオチン化した の細胞膜

分画から免疫沈降を行い、酵素標識アビジンを用いたウェスタ

ンブロットで当該分子のバンドを検出した。

【結果】 の培養プレートへの接着を指標として目的抗体

をスクリーニングし、これまで得られていた 種のモノクロー

ナル抗体に加え、新たに つの抗体を得た。これらの抗体を用

いて免疫沈降―ウェスタンブロットを行うと、各抗体からそれ

らが認識する分子のバンドが観察された。

【考察】バンドのパターンより、これらの抗体はそれぞれ異な

るのではなく、 タイプの分子認識パターンを示し、 種類の

抗体に分類されると考えられる。

【結論】 細胞の接着を誘導する刺激型モノクローナル抗体を

取得し、それらが認識する分子を電気泳動でバンドとして分離

した。このバンドを構成する分子を同定し、対応する遺伝子を

クローニングして、他の浮遊細胞に発現させることでその機能

を確認する予定である。
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★ 医学検査

を用いた腫瘍細胞中 修飾の解明

澁田樹

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【背景】骨髄異形成症候群 、 以

下 は様々な染色体異常、遺伝子発現異常を含む難治性造血

器疾患である。 では や といった 中の塩基修

飾に関わる遺伝子において変異が報告されており、実際にプロ

モーター領域等で 修飾異常が報告されている。近年、

中の塩基修飾もまた注目されており、 プロセッシングや腫

瘍化に関与しているとされる。 の塩基修飾では や

、 といったタンパクが関与しており、 で高

率に変異が認められる遺伝子が含まれている。今回、

社の と 由来株化細胞およびヒト臍帯血由

来 陽性細胞を使用して、 の メチル化シトシン

修飾の分布を解析したので報告する。

【方法】対象として 由来株化細胞 とヒト臍帯血由

来 陽性細胞 理化学研究所より分譲 を使用した。

タカラバイオ により 50µg の を得

た後、 を用いてライブラリを作製

し でシーケンス解析を実施した いずれも

。得られた および ファイ

ルおよび のヒト データ

を用い の検出、マッピングを行った。

【結果】平均リード長 、最長リード長は 、総リー

ド数約 万であった。一方、対照のヒト臍帯血由来 陽

性細胞では平均リード長 、最長リード長は 、総リー

ド数約 万であった。回収できた 陽性細胞数の差がリー

ド数に表れていると考えられた。両サンプルともハウスキーピ

ング遺伝子やミトコンドリア関連遺伝子等が高発現する中、

や 等未分化能や腫瘍化に関連する遺伝子も高発現

していた。 細胞では骨髄系細胞の産生する顆粒形成に関連

する遺伝子の高発現が確認されたほか、 や 等の腫

瘍関連遺伝子の発現が見られた。 の分布を解析したところ

サンプル間に差はなく、非翻訳領域において特定の塩基配列で

高率に が確認された。今回解析した遺伝子については

細胞と 陽性細胞で大きな差は見られなかったものの、

細胞では などに が多く見られスプライシン

グに利用されている可能性がある。

【結語】 中の塩基修飾はスプライシング位置の認識に利用

されている可能性があり、スプライシング異常が多発する造血

器腫瘍では正常と異なる修飾状態の遺伝子も存在しうる。今後

より網羅的に修飾状態を解析するとともに、修飾酵素遺伝子の

ノックダウンが細胞に与える影響を検討する。

★ 医学検査

高血圧症の腎障害マーカーとしての尿中 陽性細胞のスク

リーニング検査法の確立

宿谷賢一 髙楊ゆき 富安聡 下川洋輝

黒田優子 原田哲太 梅村創

廣岡良隆 下澤達雄

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

臨床検査学分野

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

高邦会高木病院検査技術部

高邦会高木病院臨床検査部

高邦会高木病院高血圧・心不全センター

国際医福祉大学医学部臨床検査医学

【目的】高血圧症の早期診断と予防医学における臨床検査の役

割として、尿中微量アルブミン検査に代わる保険適応内の検査

法を探ることを目的とし、特に，日常検査で簡便かつ、安価で

ある尿沈渣検査で確認可能な細胞に着目した。対象とした細胞

は、尿細管腔の再生に関与している可能性が示唆されている

陽性細胞（以下：丸細胞）である尿細管上皮細胞とした。

今回、高血圧患者尿における丸細胞の出現の有無を検討した。

【方法】高邦会高木病院高血圧・心不全センターで通院中の高

血圧患者の臨床検査後の残余尿検体を用い、尿定性検査で蛋白

が陰性を呈した 検体を使用した。また、対照として健常者

尿を用い、尿定性検査で蛋白と微量アルブミンが陰性を呈した

検体を使用した。尿定性検査は、尿化学分析装置クリニテッ

クノーバスを用いた。尿沈渣検査は「尿沈渣検査法 」に準

じた方法で標本を作製して全視野を算定した。丸細胞は、細胞

質構造より均質状型と混合型（顆粒・空胞・封入体含有）に大

別した。また、アメリカ国立衛生研究所 が開発した画像

処理ソフト を用いて、丸細胞の直径を測定した。本研

究は国際医療福祉大学研究倫理審査委員会の承認を得て実施

した。

【結果】①丸細胞の出現率：高血圧患者群 ％（ ）、健常

者群 ％（ ）であった。②丸細胞数：高血圧患者群

個、健常者群 個であり、 個以上の比較では高血圧患者群

％（ ）、健常者群 ％（ ）であった。③細胞質構造

の比較および を用いた画像解析（細胞の直径比較）：高

血圧患者群では均質状を呈する細胞が多く、健常者群では混合

型が主体であった。 による細胞の直径比較では高血圧患

者群 ±2.48 µm、健常者群 ±1.84 µm であった。④

尿中微量アルブミンとの関連性：高血圧患者群では尿中微量ア

ルブミンの有無に関係なく出現していた。

【考察】丸細胞の出現は末期腎不全患者から多く認めることは

報告されているが、尿中微量アルブミンが陰性である高血圧患

者から検出された既報はない。丸細胞数の検討において高血圧

患者群では健常者群より多く出現しており、丸細胞の出現は尿

中微量アルブミン陽性を呈する以前から軽度の尿細管障害が

発生し、その修復する細胞として出現した可能性も考えられる。

【結語】尿中微量アルブミンに代わる保険適応内の検査法とし

て、尿沈渣検査による丸細胞の検出は高血圧症による早期腎障

害のモニタリングに新たな検査の可能性が示唆された。

医学検査

空間注意条件による運動時の脳活動変化：頭蓋内電極を用いた

検討

文室知之 松橋眞生 赤松直樹

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

京都大学大学院医学研究科てんかん・運動異常生理学

国際医療福祉大学医学部脳神経内科

【目的】脳波計測中に随意運動を行うことにより、運動準備段

階の脳活動として運動野を中心に α〜β波帯域の事象関連脱

同期（ ）が記録される。過去に我々は頭皮上記録の脳波を

用いて、 の増減は運動開始時点の視覚情報に影響されるこ

とを報告した（文室ら、 ）。本研究では頭蓋内電極を慢性

留置されたてんかん患者から を計測し、運動と視覚情報処

理によって賦活する脳領域についてより詳細に分析すること

を目的とした。

【方法】対象は術前検査目的で中心溝近傍を含む領域に頭蓋内

電極を留置した難治てんかん患者計 人。被験者は脳波、筋

電図および眼電図用電極を装着し、ベッド上に座って前方に設

置されたディスプレイを眺めた。ディスプレイ上には 秒で

周するボールが映し出された。被験者はディスプレイ中央を見

ながら、ボールの位置を周辺視野で眺めた。被験者は自らのタ

イミングで随意的な右手関節の単純伸展運動を行った後、トラ

ックボールを使って運動開始時点のボール位置を答えた。上述

の課題を計 回以上繰り返し行った。計測後、運動開始時点

の指標位置によって試行を二群に分け、それぞれの群で運動前

の時間周波数解析を行った。

【結果】運動開始時点のディスプレイ上の指標位置と、α～β

帯域の脳波変化の関係について複数電極で視察的に判断した。

その結果、 人中 人で、運動開始時点の指標位置が左半視野

の試行では右半視野に比して中心溝付近でα〜β帯域の は

増大傾向を示した。 人はやや逆の傾向で、 人は指標位置に

よる試行群間に明瞭な差はなかった。残り 人は運動課題の遂

行不良、および 過多により解析対象から除外した。

【考察】ディスプレイ上を周回するボールが上方向に移動中

（左半視野）に運動を開始した場合、下方向に移動中（右半視

野）の場合と比較して α〜β帯域の がより時間的に先行・

増大して出現する傾向を示した。これらの 変化は主に中心

溝近傍に留置された電極から観察された。

【結論】運動準備段階に中心溝近傍で出現する脳電位活動は空

間注意条件の変化により増減した。今後は本結果の生理的意義

を明らかにしたい。

医学検査

細胞の接着を誘導する新規細胞表面分子の同定

太田昭一郎 森山良太

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【目的】本研究では、 細胞の接着に関わる新規分子を同定し、

その接着機構を解明することで、免疫応答における 細胞の動

態を解析するとともに、それらの分子を免疫異常病態の制御標

的として検査または治療に応用することを目的とする。

【方法】マウス 細胞株 を免疫原とし、 細胞の接着を

誘導する機能型モノクローナル抗体を取得した。それらが認識

する分子を同定するため、表面ビオチン化した の細胞膜

分画から免疫沈降を行い、酵素標識アビジンを用いたウェスタ

ンブロットで当該分子のバンドを検出した。

【結果】 の培養プレートへの接着を指標として目的抗体

をスクリーニングし、これまで得られていた 種のモノクロー

ナル抗体に加え、新たに つの抗体を得た。これらの抗体を用

いて免疫沈降―ウェスタンブロットを行うと、各抗体からそれ

らが認識する分子のバンドが観察された。

【考察】バンドのパターンより、これらの抗体はそれぞれ異な

るのではなく、 タイプの分子認識パターンを示し、 種類の

抗体に分類されると考えられる。

【結論】 細胞の接着を誘導する刺激型モノクローナル抗体を

取得し、それらが認識する分子を電気泳動でバンドとして分離

した。このバンドを構成する分子を同定し、対応する遺伝子を

クローニングして、他の浮遊細胞に発現させることでその機能

を確認する予定である。
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医学検査

異型適合血輸血後の血液型判定に関する検討

森山良太 太田昭一郎

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【背景・目的】異型適合血輸血（マイナーミスマッチ輸血）が

施された患者において、 血液型検査オモテ試験で部分凝集

（ ）が起こることが知られて

いる。このような異常な凝集反応は患者の 血液型の同定を

遅らせる原因となり、緊急輸血処置等の対応に大きな支障をき

たすことがある。また、部分凝集が検出される意義の理解が曖

昧な、輸血検査に不慣れな技師もおり、輸血検査専門の技師以

外が輸血検査に携わる夜間帯等では見落とされていることも

多いと考えられる。

本研究では、マイナーミスマッチの組み合わせである 種の各

混和率の血球液について 血液型検査オモテ試験を実施して

部分凝集の検出の可否を確認し、異型適合血輸血量の推定値と

の相関を検討することを目的とした。

【方法】 型赤血球液に対して 型赤血球液が、 ％（ 型赤血

球液のみ）、 ％、 ％、 ％…9％、 ％、 ％、 ％…70％、

％、 ％、 ％、 ％、 ％…97％、 ％、 ％、 ％（

型赤血球液のみ）となるよう 種の赤血球液を混和し、それぞ

れ試験管法にて 血液型検査オモテ試験を実施し、凝集態度

を観察した。部分凝集の判定にあたっては、凝集塊の大きさに

よって、 、 、 、 、 、と分類した。

【結果】部分凝集が確認できる 型赤血球最低混和率は２％、

最大混和率は ％であった。目視判定において、部分凝集で見

られる凝集塊の大きさは 型赤血球混和率に反比例し、非凝集

部分（赤色の背景）の明瞭度は 型赤血球混和率に比例する結

果となった。

【考察】 血液型検査オモテ試験において、マイナーミスマ

ッチ輸血によって起こる部分凝集が検出可能な異型適合血の

割合は、 ％から ％と非常に幅広いことが確認された。 型

赤血球混和率 ％という数字は体内での含有量（血液量）に換

算すると、理論上では体重 の患者が赤血球液 の

輸血を受けたことに相当し、赤血球液 単位（内容量約 ）

未満の輸血量であっても部分凝集が検出されることが示唆さ

れた。また、大量の異型適合血製剤の輸血を受けた場合でも、

患者本来の赤血球が微小な凝集塊となって検出されることも

示唆された。

【結論】部分凝集と判定できる異型適合血の混和率と、受血者

体重と異型適合血輸血量の関係が明らかになった。患者の

血液型の判定ミスは致命的な医療事故になり得るため、より慎

重に行われるべきである。

医学検査

簡便・迅速な核酸増幅法による抗酸菌群の検出

佐藤謙一 永沢善三

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【背景･目的】近年、非結核性抗酸菌 症が臨床的に注目

され、その起炎菌の検出が重要視されているが、簡便で迅速な

の検出・同定法が存在しない。本研究では、 法により

属を網羅的に検出し、かつ

解析を応用して簡便に を同定するする測定

系を確立することを目的とした。

【対象･方法】対象・試料 の菌株 例を対象として、

簡便な核酸抽出法である 法（栄研化学）により抽出した

溶液を試料とした。 法では、抗酸菌属である菌株 例

を対象とした。 法 遺伝子および 遺伝

子の保存領域に対して を行った後、その増幅産物に対して

に特異的な塩基配列に相補

的な非標識プローブを用いて 解析を行った。

【結果】抗酸菌群を網羅的に増幅するプライマーをを用いた

により、抗酸菌群の検出が確認できた。さらに 解析に

より、 とその他の抗酸菌属において融解曲線の相違が認めら

れた。

【考察】 解析により、 と の融解曲線の相違によりそ

れぞれの区別が可能であることが示唆された。また、プローブ

領域の調整により の同定も可能である。本測定法は、抗酸

菌群を網羅的に増幅検出が可能であり、 後その増幅産物を

操作すること無く連続して 解析を行うことにより、簡便に

により抗酸菌軍の同定を行うことができる測定系ある。

医学検査

脳・脊髄内 結合蛋白 陽性ニューロンの解析

安田聖子

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【背景・目的】近年発見された （ ）は、

カルシウム結合蛋白で、今までに発見されている カル

シウム結合蛋白と異なったニューロン群に発現することが分

かっているが、報告は少数であり不明な点も多い。本研究では、

この 陽性ニューロンを詳細に検討し、新たな介在ニュー

ロンタイプを確立し、脳・脊髄におけるニューロン構成の新た

な視点を得ることを目的とした。

【方法】これまでのカルシウム結合蛋白の解析で種差がある可

能性が高いマウス、ラット、モルモットを用いて、深麻酔下に

にて経心的に潅流固定した後脳を取り出し、ビブラトー

ムにて 50μm 厚の連続切片を作製し、免疫細胞化学を行った。

切片の方向は冠状断（ ）、矢状断（ ）、水平断

（ ）の３方向を基本とした。カルシウム結合蛋白相

互の関係、及び神経伝達物質・活性物質との関係は異なる動物

種で作成した１次抗体（ （ ）、 、

（ ）、

）を用いて、多重蛍光免疫染色を

行い蛍光顕微鏡にて記録・解析した。

【結果】ラットでは、線条体全体に多数の 陽性ニューロ

ンが分布し、これらの細胞は大型細胞タイプと小型細胞タイプ

の 種類に分けられ、小型タイプは主に線条体辺縁に分布して

いた。二重染色では、 陽性ニューロンは、 、 もし

くは と共在発現するタイプがみられた。また介在ニューロ

ンの既知組成 タイプと明らかに異なり、 のみ陽性を示す

細胞が約 みとめられた。マウスでは、 陽性ニューロン

が少数のみ辺縁部にみられ、共在発現もラットとは異なってい

ることが明らかとなった。モルモットでは、線条体辺縁に

陽性ニューロンがみられ、 もしく との共存発現はみら

れたが、 との共在発現はみとめられなかった。中脳水道周囲

灰白質 では、ラットで多数の 陽性ニューロンが分布

し 、 と一部共在発現していた。マウス、モルモットで

の 発現は明らかでなかった。

【考察・結論】本研究結果より、ラット線条体および にお

いて 陽性ニューロンが非常に多く発現しており、他のマ

ーカーと重複しない陽性細胞が存在すること、またその細胞は

新たな介在ニューロン群である可能性を示唆した。また、動物

種における発現形態が異なる点も今後の神経研究において重

要な知見となる。今後、本研究で一部明らかとなった蛋白の共

在発現の違いを明確化し、より詳細なニューロンタイプ解析を

行っていく。

医学検査

循環細胞外小胞のアレイ解析の疾患バイオマーカーへの応用

梅村創 髙田勇吉 澁田樹 廣岡良隆

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

国際医療福祉大学大学院臨床検査学分野博士課程

【目的】細胞外小胞 は細胞が放

出する小胞体であり、 、 、蛋白、マイクロ などを含

み、細胞間相互作用の重要な担い手として注目される。近年の

基礎実験では、がん細胞の転移、血管内皮障害、生体防御など

の機序に関与することが明らかとなった。一方、病態における

意義は未だ不明である。本研究では、循環 の表面プラズモ

ンイメージング解析を解析するが現在知財申請準備中であり、

学会では同時に実施したマイクロ 解析の結果を報告する。

【対象】 患者血清 例（全例Ⅱ型 ）、健常人血清 例。

※国際医療福祉大学倫理委員会および高邦会倫理委員会の承

認を得て実施した。

【方法】血清を0.45μmのポアサイズを持つフィルターで濾過し

80℃で凍結保存した300μLの血清から （タ

カラバイオ株式会社）でマイクロ を抽出し、

（ 社）で を作製し

た後、 （ 社）を用いて によっ

て解析した。既知量の を外部コントロールとして添

加し、得られた結果は で解析した。統計

学的手法を用いて有意差の検定を行った。

【結果】健常人血清中マイクロ と 患者の血清中マイク

ロ を比較すると、健常人の 相対値は 6.61±2.88

（ ）であったが、 患者では外部コントロールに比べて

2.27±1.33（ 、 ＜ ）と有意に低下していた。また、

では健常人の相対値が 0.06±0.03（ ）であったが、

患者では 0.37±0.52（ 、 ＜ ）と、 とは逆

に有意に上昇していた。次に の合併症特異的なマイクロ

の変動を明らかにする目的で解析した。高血圧を有する群（相

対値 2.78±1.91）と比較して高血圧がない群（2.84±1.84）で

は高値になる傾向が見られた。腎症を有する群（0.48±0.6）

と比較して腎症がない群（0.16±0.16）では低値になる傾向が

見られた。網膜症、脂質異常についても同様に、病状有り群と

比較して病状無し群では相対値が低下していた。

【考察・まとめ】 は血管新生や血管内皮の再生に関与

すると言われているが、 患者においては網膜症や毛細血管壊

死などの血管障害を合併しやすく、血清中の が大量に

消費されるために低値になったと推測される。また、 は

癌や心血管障害を始めとした種々の病態で増加することが報

告されており、多様な病態を呈する 患者にて上昇したのは

妥当な結果と言える。

患者の病態との関連性が示唆された項目が複数存在した

ことは、 および が の病態把握に有用である

可能性を示している。今後はｎ数をさらに増やすと共に患者の

バックグラウンドやより詳しい検査データとの相関を検討し

ていきたい。また、測定マイクロ を増やすことにより、よ

り病態に特異的なマイクロ プロファイルの検索も行って報

告する予定である。
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医学検査

異型適合血輸血後の血液型判定に関する検討

森山良太 太田昭一郎

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【背景・目的】異型適合血輸血（マイナーミスマッチ輸血）が

施された患者において、 血液型検査オモテ試験で部分凝集

（ ）が起こることが知られて

いる。このような異常な凝集反応は患者の 血液型の同定を

遅らせる原因となり、緊急輸血処置等の対応に大きな支障をき

たすことがある。また、部分凝集が検出される意義の理解が曖

昧な、輸血検査に不慣れな技師もおり、輸血検査専門の技師以

外が輸血検査に携わる夜間帯等では見落とされていることも

多いと考えられる。

本研究では、マイナーミスマッチの組み合わせである 種の各

混和率の血球液について 血液型検査オモテ試験を実施して

部分凝集の検出の可否を確認し、異型適合血輸血量の推定値と

の相関を検討することを目的とした。

【方法】 型赤血球液に対して 型赤血球液が、 ％（ 型赤血

球液のみ）、 ％、 ％、 ％…9％、 ％、 ％、 ％…70％、

％、 ％、 ％、 ％、 ％…97％、 ％、 ％、 ％（

型赤血球液のみ）となるよう 種の赤血球液を混和し、それぞ

れ試験管法にて 血液型検査オモテ試験を実施し、凝集態度

を観察した。部分凝集の判定にあたっては、凝集塊の大きさに

よって、 、 、 、 、 、と分類した。

【結果】部分凝集が確認できる 型赤血球最低混和率は２％、

最大混和率は ％であった。目視判定において、部分凝集で見

られる凝集塊の大きさは 型赤血球混和率に反比例し、非凝集

部分（赤色の背景）の明瞭度は 型赤血球混和率に比例する結

果となった。

【考察】 血液型検査オモテ試験において、マイナーミスマ

ッチ輸血によって起こる部分凝集が検出可能な異型適合血の

割合は、 ％から ％と非常に幅広いことが確認された。 型

赤血球混和率 ％という数字は体内での含有量（血液量）に換

算すると、理論上では体重 の患者が赤血球液 の

輸血を受けたことに相当し、赤血球液 単位（内容量約 ）

未満の輸血量であっても部分凝集が検出されることが示唆さ

れた。また、大量の異型適合血製剤の輸血を受けた場合でも、

患者本来の赤血球が微小な凝集塊となって検出されることも

示唆された。

【結論】部分凝集と判定できる異型適合血の混和率と、受血者

体重と異型適合血輸血量の関係が明らかになった。患者の

血液型の判定ミスは致命的な医療事故になり得るため、より慎

重に行われるべきである。

医学検査

簡便・迅速な核酸増幅法による抗酸菌群の検出

佐藤謙一 永沢善三

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【背景･目的】近年、非結核性抗酸菌 症が臨床的に注目

され、その起炎菌の検出が重要視されているが、簡便で迅速な

の検出・同定法が存在しない。本研究では、 法により

属を網羅的に検出し、かつ

解析を応用して簡便に を同定するする測定

系を確立することを目的とした。

【対象･方法】対象・試料 の菌株 例を対象として、

簡便な核酸抽出法である 法（栄研化学）により抽出した

溶液を試料とした。 法では、抗酸菌属である菌株 例

を対象とした。 法 遺伝子および 遺伝

子の保存領域に対して を行った後、その増幅産物に対して

に特異的な塩基配列に相補

的な非標識プローブを用いて 解析を行った。

【結果】抗酸菌群を網羅的に増幅するプライマーをを用いた

により、抗酸菌群の検出が確認できた。さらに 解析に

より、 とその他の抗酸菌属において融解曲線の相違が認めら

れた。

【考察】 解析により、 と の融解曲線の相違によりそ

れぞれの区別が可能であることが示唆された。また、プローブ

領域の調整により の同定も可能である。本測定法は、抗酸

菌群を網羅的に増幅検出が可能であり、 後その増幅産物を

操作すること無く連続して 解析を行うことにより、簡便に

により抗酸菌軍の同定を行うことができる測定系ある。

医学検査

脳・脊髄内 結合蛋白 陽性ニューロンの解析

安田聖子

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【背景・目的】近年発見された （ ）は、

カルシウム結合蛋白で、今までに発見されている カル

シウム結合蛋白と異なったニューロン群に発現することが分

かっているが、報告は少数であり不明な点も多い。本研究では、

この 陽性ニューロンを詳細に検討し、新たな介在ニュー

ロンタイプを確立し、脳・脊髄におけるニューロン構成の新た

な視点を得ることを目的とした。

【方法】これまでのカルシウム結合蛋白の解析で種差がある可

能性が高いマウス、ラット、モルモットを用いて、深麻酔下に

にて経心的に潅流固定した後脳を取り出し、ビブラトー

ムにて 50μm 厚の連続切片を作製し、免疫細胞化学を行った。

切片の方向は冠状断（ ）、矢状断（ ）、水平断

（ ）の３方向を基本とした。カルシウム結合蛋白相

互の関係、及び神経伝達物質・活性物質との関係は異なる動物

種で作成した１次抗体（ （ ）、 、

（ ）、

）を用いて、多重蛍光免疫染色を

行い蛍光顕微鏡にて記録・解析した。

【結果】ラットでは、線条体全体に多数の 陽性ニューロ

ンが分布し、これらの細胞は大型細胞タイプと小型細胞タイプ

の 種類に分けられ、小型タイプは主に線条体辺縁に分布して

いた。二重染色では、 陽性ニューロンは、 、 もし

くは と共在発現するタイプがみられた。また介在ニューロ

ンの既知組成 タイプと明らかに異なり、 のみ陽性を示す

細胞が約 みとめられた。マウスでは、 陽性ニューロン

が少数のみ辺縁部にみられ、共在発現もラットとは異なってい

ることが明らかとなった。モルモットでは、線条体辺縁に

陽性ニューロンがみられ、 もしく との共存発現はみら

れたが、 との共在発現はみとめられなかった。中脳水道周囲

灰白質 では、ラットで多数の 陽性ニューロンが分布

し 、 と一部共在発現していた。マウス、モルモットで

の 発現は明らかでなかった。

【考察・結論】本研究結果より、ラット線条体および にお

いて 陽性ニューロンが非常に多く発現しており、他のマ

ーカーと重複しない陽性細胞が存在すること、またその細胞は

新たな介在ニューロン群である可能性を示唆した。また、動物

種における発現形態が異なる点も今後の神経研究において重

要な知見となる。今後、本研究で一部明らかとなった蛋白の共

在発現の違いを明確化し、より詳細なニューロンタイプ解析を

行っていく。

医学検査

循環細胞外小胞のアレイ解析の疾患バイオマーカーへの応用

梅村創 髙田勇吉 澁田樹 廣岡良隆

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

国際医療福祉大学大学院臨床検査学分野博士課程

【目的】細胞外小胞 は細胞が放

出する小胞体であり、 、 、蛋白、マイクロ などを含

み、細胞間相互作用の重要な担い手として注目される。近年の

基礎実験では、がん細胞の転移、血管内皮障害、生体防御など

の機序に関与することが明らかとなった。一方、病態における

意義は未だ不明である。本研究では、循環 の表面プラズモ

ンイメージング解析を解析するが現在知財申請準備中であり、

学会では同時に実施したマイクロ 解析の結果を報告する。

【対象】 患者血清 例（全例Ⅱ型 ）、健常人血清 例。

※国際医療福祉大学倫理委員会および高邦会倫理委員会の承

認を得て実施した。

【方法】血清を0.45μmのポアサイズを持つフィルターで濾過し

80℃で凍結保存した300μLの血清から （タ

カラバイオ株式会社）でマイクロ を抽出し、

（ 社）で を作製し

た後、 （ 社）を用いて によっ

て解析した。既知量の を外部コントロールとして添

加し、得られた結果は で解析した。統計

学的手法を用いて有意差の検定を行った。

【結果】健常人血清中マイクロ と 患者の血清中マイク

ロ を比較すると、健常人の 相対値は 6.61±2.88

（ ）であったが、 患者では外部コントロールに比べて

2.27±1.33（ 、 ＜ ）と有意に低下していた。また、

では健常人の相対値が 0.06±0.03（ ）であったが、

患者では 0.37±0.52（ 、 ＜ ）と、 とは逆

に有意に上昇していた。次に の合併症特異的なマイクロ

の変動を明らかにする目的で解析した。高血圧を有する群（相

対値 2.78±1.91）と比較して高血圧がない群（2.84±1.84）で

は高値になる傾向が見られた。腎症を有する群（0.48±0.6）

と比較して腎症がない群（0.16±0.16）では低値になる傾向が

見られた。網膜症、脂質異常についても同様に、病状有り群と

比較して病状無し群では相対値が低下していた。

【考察・まとめ】 は血管新生や血管内皮の再生に関与

すると言われているが、 患者においては網膜症や毛細血管壊

死などの血管障害を合併しやすく、血清中の が大量に

消費されるために低値になったと推測される。また、 は

癌や心血管障害を始めとした種々の病態で増加することが報

告されており、多様な病態を呈する 患者にて上昇したのは

妥当な結果と言える。

患者の病態との関連性が示唆された項目が複数存在した

ことは、 および が の病態把握に有用である

可能性を示している。今後はｎ数をさらに増やすと共に患者の

バックグラウンドやより詳しい検査データとの相関を検討し

ていきたい。また、測定マイクロ を増やすことにより、よ

り病態に特異的なマイクロ プロファイルの検索も行って報

告する予定である。
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【目的】がんゲノム医療や個人の遺伝子学的情報を検査するこ

とは、被験者の細胞からゲノム を抽出しなければならない。

従来は、メーカーが市販する 抽出・精製キットを用いるが、

多検体を測定する場合は抽出キット（以下、キット法）を多量

に使用するため、コストがかかってしまう。今回我々は、市販

のキット法を用いずに簡易操作かつ低コストで抽出したゲノ

ム が、遺伝子検査への利用が可能か、分子生物学的手法を

用いて評価した。

【対象および方法】測定サンプルは、市販されている （

）を用いた。簡易抽出法（以下、用手法）

は、 ％食塩水（公益財団法人 塩事業センター）、プロテオ

フ（メニコン）、ママレモン（ライオン）を用いてゲノム

を抽出した。また、対照として leaSpin® Tissue（タカラバ

イオ社）を用いて同サンプルのゲノム を抽出した。評価方

法は、アガロースゲル電気泳動および、蛍光色素を用いた

にて 濃度を測定した。

【結果】アガロースゲル電気泳動にて用手法およびキット法の

バンドを確認した結果、用手法のバンドサイズがキット法より

大きかった。また、 を用いた結果は、用手

法では 12.5μg 、キット法では 7.6μg/mL であった。キット

法より、用手法がゲノムのサイズも大きく、 の収量も高い

結果となった。

【考察】インタクトのゲノム を得るためには、キットより

も用手法が検査材料として適していることが考えられた。また、

用手法で抽出したゲノム のサイズが大きいことより、

法以外に、サザンブロット法による 解析の検査材料として

適していると考えられる。

【結論】今回の用手法は、市販キットよりも低コストでキット

法以上のゲノム を抽出することが可能であるため、抽出に

用いる試薬類にかかる費用の大幅な削減につながり、質の良い

ゲノム を得ることができる。
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胃内感染ピロリ菌が創出する「フローラ・イシュー」に基づく

病態解明と検査診断法の開発
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【目的】ピロリ菌は著しい を有し慢性持続

感染中に様々な変異株が創出される。しかし、実臨床では 株

を用いた検査診断（感受性試験や病原性解析）が実施されてい

る。そこで、本研究は胃内感染ピロリ菌の生物学的多様性（フ

ローラ・イシュー）を明らかにし関連疾患との病態解明を目的

とする。特に本期間内は薬剤感受性に及ぼす影響を解明する。

【方法】高知大学医学部附属病院の受診患者に内視鏡下生検

（バイオプシー）を実施し、 名の胃内数か所（前庭部、体部

および担癌患者からは癌部）から複数のピロリ菌臨床分離株

（合計 株）を収集し解析に供した（倫理委員会承認）。

全臨床分離株は 剤の薬剤感受性試験（ 、 、 、 ）

を実施し、今回は に注目し報告する。 感受性試験は

で実施し、同一胃内で耐性株（MIC≧1）と感受性株の混

在 例 を 、 全 株 耐 性 例 を

、 そ し て 全 株 感 受 性 例 を

と し た 。 耐 性 株 お よ び

患者の臨床分離株は を標的に遺

伝子変異解析（シーケンス）を実施した。また、必要に応じて

患者の臨床分離株も遺伝子変異解析に供し

た。

【結果】 名の感受性試験の結果、 名（ ％）、

名（ ％）、 名（ ％）、 名（ ％）に

を認めた。名の

（ 株）に 名（ 株、各 名の と

）を加え合計 株の遺伝子変異解析を行

った結果、耐性株有意に既知の 変異が認められ、さら

に 変異が新たな候補部位として見出された。 と変異

数に関連性は認められなかった。

【考察】 を中心に胃内感染ピロリ菌の生物学的多様性を報

告したが、 剤で考察すると、 （ ）

は約 ％にもなり、注意喚起が必要と考えられる。また、見出

した 変異は にリンクしている可能性も示唆され

た。今後はこのピロリ菌の胃内感染生態（生物学的多様性）を

理解・考慮した病原性解析および実施診療・病態解析への取り

組みが必要と考える。

【結論】胃内で創出されているピロリ菌生物学的多様性の存在

を薬剤感受性試験から証明した。

医学検査

画像解析 ソフトウェアを用いた婦人科 標本における自

動評価の有用性

草野広行 潮見隆之 冨田裕彦 佐藤正一

梅宮敏文

国際医療福祉大学成田病院検査部

国際医療福祉大学医学部医学科

国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

【目的】現在、子宮がん検診では、子宮頸部を擦過して集めら

れた細胞を、細胞検査士が顕微鏡を用いたスクリーニング観察

により、ベセスダ分類に分類し、最終的に病理医によって、同

様の顕微鏡観察で確定診断を行っている。婦人科検体は細胞診

検体の を占め、これら全てをマンパワーで行っているため、

細胞検査士の負担は大きく、個人間の技術差も懸念される。

よって、本研究では画像解析 ソフトウェアを用いて、婦人

科 標本をベセスダ分類に基づいて深層学習させることで、

婦人科細胞診の自動画像解析構築を目指し、細胞検査士の負担

軽減と診断精度向上を目的とする。

【方法】本学で液状化細胞診標本作製装置により作製された診

断済み婦人科標本を、バーチャルスライドスキャナーによりデ

ジタル化された画像を、画像解析 ソフトウェアを用いて、

出現する細胞をベセスダ分類に基づき分類認識させて教師デ

ータ作成・トレーニングを行い、細胞判定 を構築する。構

築した を評価するために、細胞検査士が判定した細胞を正

確に分類可能か検討を行った。

【結果】細胞数が少ない症例標本の陰性判定（ ）と疑陽性

以上（ 、 、 ）において分類可能であった。しかし、

細胞数が多い症例標本においては分類不可能であった。

【考察】 標本出現細胞は重積がなく均一に分布すると考え

られていたが、ほとんどの標本で細胞の重積が見られた。また、

境界不明瞭な細胞も見られ、これらの要因が分類精度を下げる

原因と考えられる。

【まとめ】細胞重積がなく、比較的細胞境界が明瞭な細胞は分

類可能であったが、細胞重積がある場合は分類精度が低値であ

った。解決策として、今後は重積細胞を対象とした部分のトレ

ーニング数を増加して分類精度を上げていきたい。

薬学

質量分析計での特異波形検出による薬剤耐性腸内細菌科細菌

（ の迅速検出法

永沢善三 船島由美子

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【目的】 カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌 は世界的

な広がりを見せ、日常検査においても迅速な検出法の開発が求

められている。今回、イミペネム（ ）の抗菌薬を使用し、

を用いて の検出法を検討した。

【方法】本学臨床微生物・遺伝子検査研究センターで各種臨床

材料から分離・保存されていた 株、 株を対

象とした。対象菌 1µL loop full を の超純水に混和し、

で 分間遠心した沈層を

と混和後、 で 分間遠心した。得られた沈

層を ディスク入りの HCl(pH 7.0) 100µL に再懸

濁した。35℃1 時間インキュベート後、 分間遠心、

その上清 1µL をターゲットプレートに塗布し、

を用いて質量分析装置 で測定し

た。測定用メ ソッドは 、測定範囲は

、解析は を用いた。検出ピークと

して と の化合物である 付近のピークの有無で

と を判断した。

【結果】 を用いて測定した 株の感度は

、特異度は ％であった。本邦で最も多い遺伝子型で

ある 型 は、 ％の感度で検出できたが、 型

の検出感度は ％と低かった。しかし、亜鉛添加による前培

養を実施した結果、 型の検出感度は ％に向上した。な

お、偽陽性を示した株のほとんどはカルバペネマーゼ非産生の

であり、カルバペネム系の抗菌薬（ 、 ）の が

2µg/mL 以上の株であった。

【考察】 検体の測定時間が 時間と非常に迅速に をスク

リーニングでき、本邦において最も多い遺伝子型である 型

を高感度に検出できる本検査法は スクリーニング検査

法として有用であったと考えられた。
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大きかった。また、 を用いた結果は、用手

法では 12.5μg 、キット法では 7.6μg/mL であった。キット

法より、用手法がゲノムのサイズも大きく、 の収量も高い

結果となった。
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伝子変異解析（シーケンス）を実施した。また、必要に応じて

患者の臨床分離株も遺伝子変異解析に供し

た。

【結果】 名の感受性試験の結果、 名（ ％）、

名（ ％）、 名（ ％）、 名（ ％）に

を認めた。名の
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った結果、耐性株有意に既知の 変異が認められ、さら

に 変異が新たな候補部位として見出された。 と変異

数に関連性は認められなかった。

【考察】 を中心に胃内感染ピロリ菌の生物学的多様性を報

告したが、 剤で考察すると、 （ ）

は約 ％にもなり、注意喚起が必要と考えられる。また、見出

した 変異は にリンクしている可能性も示唆され

た。今後はこのピロリ菌の胃内感染生態（生物学的多様性）を

理解・考慮した病原性解析および実施診療・病態解析への取り

組みが必要と考える。

【結論】胃内で創出されているピロリ菌生物学的多様性の存在

を薬剤感受性試験から証明した。

医学検査

画像解析 ソフトウェアを用いた婦人科 標本における自

動評価の有用性

草野広行 潮見隆之 冨田裕彦 佐藤正一

梅宮敏文

国際医療福祉大学成田病院検査部

国際医療福祉大学医学部医学科

国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

【目的】現在、子宮がん検診では、子宮頸部を擦過して集めら

れた細胞を、細胞検査士が顕微鏡を用いたスクリーニング観察

により、ベセスダ分類に分類し、最終的に病理医によって、同

様の顕微鏡観察で確定診断を行っている。婦人科検体は細胞診

検体の を占め、これら全てをマンパワーで行っているため、

細胞検査士の負担は大きく、個人間の技術差も懸念される。

よって、本研究では画像解析 ソフトウェアを用いて、婦人

科 標本をベセスダ分類に基づいて深層学習させることで、

婦人科細胞診の自動画像解析構築を目指し、細胞検査士の負担

軽減と診断精度向上を目的とする。

【方法】本学で液状化細胞診標本作製装置により作製された診

断済み婦人科標本を、バーチャルスライドスキャナーによりデ

ジタル化された画像を、画像解析 ソフトウェアを用いて、

出現する細胞をベセスダ分類に基づき分類認識させて教師デ

ータ作成・トレーニングを行い、細胞判定 を構築する。構

築した を評価するために、細胞検査士が判定した細胞を正

確に分類可能か検討を行った。

【結果】細胞数が少ない症例標本の陰性判定（ ）と疑陽性

以上（ 、 、 ）において分類可能であった。しかし、

細胞数が多い症例標本においては分類不可能であった。

【考察】 標本出現細胞は重積がなく均一に分布すると考え

られていたが、ほとんどの標本で細胞の重積が見られた。また、

境界不明瞭な細胞も見られ、これらの要因が分類精度を下げる

原因と考えられる。

【まとめ】細胞重積がなく、比較的細胞境界が明瞭な細胞は分

類可能であったが、細胞重積がある場合は分類精度が低値であ

った。解決策として、今後は重積細胞を対象とした部分のトレ

ーニング数を増加して分類精度を上げていきたい。

薬学

質量分析計での特異波形検出による薬剤耐性腸内細菌科細菌

（ の迅速検出法

永沢善三 船島由美子

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【目的】 カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌 は世界的

な広がりを見せ、日常検査においても迅速な検出法の開発が求

められている。今回、イミペネム（ ）の抗菌薬を使用し、

を用いて の検出法を検討した。

【方法】本学臨床微生物・遺伝子検査研究センターで各種臨床

材料から分離・保存されていた 株、 株を対

象とした。対象菌 1µL loop full を の超純水に混和し、

で 分間遠心した沈層を

と混和後、 で 分間遠心した。得られた沈

層を ディスク入りの HCl(pH 7.0) 100µL に再懸

濁した。35℃1 時間インキュベート後、 分間遠心、

その上清 1µL をターゲットプレートに塗布し、

を用いて質量分析装置 で測定し

た。測定用メ ソッドは 、測定範囲は

、解析は を用いた。検出ピークと

して と の化合物である 付近のピークの有無で

と を判断した。

【結果】 を用いて測定した 株の感度は

、特異度は ％であった。本邦で最も多い遺伝子型で

ある 型 は、 ％の感度で検出できたが、 型

の検出感度は ％と低かった。しかし、亜鉛添加による前培

養を実施した結果、 型の検出感度は ％に向上した。な

お、偽陽性を示した株のほとんどはカルバペネマーゼ非産生の

であり、カルバペネム系の抗菌薬（ 、 ）の が

2µg/mL 以上の株であった。

【考察】 検体の測定時間が 時間と非常に迅速に をスク

リーニングでき、本邦において最も多い遺伝子型である 型

を高感度に検出できる本検査法は スクリーニング検査

法として有用であったと考えられた。
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薬学

医薬品副作用データベース（ ）を用いた薬物間相互作用

のシグナル検出の試み

中村裕義 小林由貴 酒井久美子 題府由吏

国際医療福祉大学三田病院薬剤部

ファイザー株式会社

【目的】本研究の目的は、 から公表されている医薬品副作

用データベース のデータを利用したデータマイニング

手法により対象薬剤による特定の副作用発現に対する併用薬

の影響について検討を行うことである。

【方法】本研究では、アゾール系抗真菌薬（イトラコナゾール：

、フルコナゾール： 、ボリコナゾール： ）の薬物

相互作用発現リスクの推定を試みた。対象併用薬剤として、異

なる代謝・排泄経路の薬剤が存在する 阻害薬（シタグリ

プチン、ビルダグリプチン、リナグリプチン、テネリグリプチ

ン）とスタチン系薬（アトルバスタチン、シンバスタチン、プ

ラバスタチン、フルバスタチン）に焦点を当て、それぞれ、感

染性肺炎および横紋筋融解症の発症に及ぼす各アゾール系抗

真菌薬併用の影響について比較検討を行った。解析は相互作用

検討対象の 薬剤を つの薬剤とみなし統計的シグナル指標を

算出する手法を用いた。相互作用のシグナル検出判定基準は、

①両薬剤併用での （ ）が各薬剤

の の高い方の値の 倍以上、②χ2≧4、③両薬剤併用で対

象副作用が認められた例数が 以上であった場合を「相互作用

あり」と判定した。

【結果】各種 阻害薬の は 未満と低値であった。

相互作用シグナルは、 とビルダグリプチンおよび と

テネリグリプチンの組み合わせで検出された。 および

とリナグリプチンおよびテネリグリプチンの組み合わせにお

いては、いずれも併用で感染性肺炎が認められた例数が に満

たず評価することができなかった。また、各種スタチン系薬の

はいずれも 以上で、横紋筋融解症の副作用シグナルが検

出された。相互作用シグナルが検出されたのは とアトル

バスタチンの組み合わせのみで、他の組み合わせでは併用で横

紋筋融解症が認められた例数が に満たず評価することができ

なかった。

【考察】アゾール系抗真菌薬のなかでも や 糖蛋白質の阻

害作用が強い との併用において、 や 糖蛋白質の基質

となる薬剤であるビルダグリプチン、テネリグリプチン、アト

ルバスタチンにおいて相互作用シグナルが検出されことは薬

剤の体内動態特性から考えて矛盾のない結果と言える。

【結論】本研究で用いた手法は、薬物相互作用の探索において

有用な方法となり得ることが示唆された。

薬学

スウェルチアマリンを利用した環境調和型の創薬研究

藤井幹雄

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】生薬センブリに含まれるスウェルチアマリン（ ）の

アンモニア分解により生成するゲンチアニン（ ）は強い抗糖

尿病作用をもつ。 はセンブリに 近く含有され、天然資源

として魅力的な化合物である。ヒマラヤ地方の伝統医療で用い

られる 属の植物にも が含まれ、糖尿病の治療薬と

して用いられることが知られている。したがって、 は糖尿病

治療薬のシード化合物として期待でき、その誘導体の合成に興

味が持たれる。

我々は、グリーンケミストリーという環境に調和した物質生産

を目指しており、石油に代わる炭素資源の探索、化合物変換に

おける生体反応の利用などを念頭に置いた研究を進めている。

医薬品の製造原料は主に石油であるため、石油に頼らない糖尿

病治療薬の開発を目指すこととした。

【方法と結果】生薬センブリ（ ）から６ ％の収率で

を単離した。 を塩化アンモニウム緩衝溶液中で β グルコシ

ダーゼ アーモンド で加水分解すると、 が 程度の収率

で得られることが分かったが、収率が低く、また、様々な分解

物が生成した。そこで、高い求核能を持つヒドロキシルアミン

存在下で酵素加水分解したところ、高い収率でゲンチアニン

オキシド（ ）を得ることができた。 やヒドロキシルアミ

ンの当量を検討した結果、 で 当量のヒドロキシル

アミンを用いることで収率 で を得ることに成功した。

得られた をピリジン中、無水酢酸で処理すると、４ アセ

トキシゲンチアニン および デヒドロゲンチ

アニン の混合物が得られた。この反応は反応

点である酸素原子とは 原子離れた位置で反応するという興味

深い反応である。そこで、この反応をコントロールし、

を選択的に得ようとした。様々な条件を検討したところ、塩基

として酢酸カリウムを用いることで、 を の収率で得る

ことができた。

【結論】我々は、生薬センブリから容易にかつ、大量に得られ

るスウェルチアマリンを用い、抗糖尿病活性を有するゲンチア

ニンの誘導体の合成法を確立した。我々が開発した反応はグリ

ーンケミストリーの観点に即した環境調和型反応である。この

反応を拡張し、新規高糖尿病薬の創薬研究を進める予定である。

薬学

シタロプラムのキラリティーに着目した有害作用発現因子の

探索

中谷善彦 天野託

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】シタロプラムやエスシタロプラムは選択的セロトニン

再取り込み阻害作用を持つ抗うつ薬として知られており、その

選択性の高さから有害事象が少ないとされる一方、 延長を伴

った不整脈を誘発することが知られている。以前の研究で、

我々はシタロプラム、エスシタロプラムおよび シタロプラム

が心臓に発現する 電位依存性ナトリウムチャネル

（ チャネル）電流を阻害することを報告した。そこで、

本研究では心臓に発現する チャネル電流に対するシタ

ロプラム、エスシタロプラムおよび シタロプラムの影響をよ

り詳細に調査し、シタロプラムのキラリティーと電位依存性ナ

トリウムチャネル抑制作用との関連性を検討した。

【方法】 チャネル安定化発現 細胞を作製し、実

験を行った。細胞は、細胞外液 イオン組成 、

、 、 、 、 、

で灌流しながら小水槽内で保持した。パッチ

電極には細胞内液 イオン組成 、 、

、 、 を満たし、

顕微鏡直視下でホールセル記録を行った。

【結果】シタロプラム、エスシタロプラムおよび シタロプラ

ムの投与により、 チャネル電流の濃度依存的抑制作用が

認められ、それらの はそれぞれ、89.2μM、58.6μM、174μM

であった。また、それぞれの薬物によるチャネル活性化および

不活性化に対する影響を検討したところ、チャネルの活性化に

おいて、全ての薬物は活性化曲線を過分極側へ有意に移動させ

た。また、チャネルの不活性化においても、全ての薬物は不活

性化曲線を過分極側に移動させた。

【考察】本研究において、シタロプラム、エスシタロプラムお

よび シタロプラムに用量依存的な チャネル電流抑制

作用があること、チャネルの活性化および不活性化に影響する

ことを明らかにした。以上のことから、高用量のシタロプラム

およびエスシタロプラムの服用は、心臓に発現する チ

ャネルを介し、不整脈の誘発などに影響を及ぼす可能性が示唆

された。

薬学

そう痒を伴う皮膚科外来患者の と の関連性につ

いて

天野託 中谷善彦

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】皮膚は身体の最外層を覆う巨大な臓器であり、身体内

外から様々なストレス刺激を受けることにより、それらが皮膚

疾患として現れることも多い。そう痒を伴う皮膚疾患としてア

トピー性皮膚炎（ ）がある。 は増悪・寛解を繰り返す、瘙

痒のある湿疹を主病変とする疾患であり、容姿や痒み、症状が

いつまで続くのかなどの不安感から、うつ状態などにつながる

ケースがあるといわれている。また、 の瘙痒に対する抗ヒス

タミン薬の効果は症例によって異なることから，ヒスタミン以

外のメディエーターの存在が想起されており、その候補として

が瘙痒を誘導することが示唆されている。そこで、本研

究では、 の存在が の症状による とうつ状態にどの

ような影響を与えるかを調べるために 、 を用いて

検討した。

【方法】 患者と 以外の皮膚疾患患者の を

を用いて測定し、 陽性者出現率を比較した。

次に、 患者の 合計点と 合計点との相関性を調査し

た。続いて、 患者を 陽性群、陰性群に分け、 、

の各項目とその合計点の比較を行った。

【結果】 患者と 以外の皮膚疾患患者の 陽性者数の

割合を比較した所、 患者における 陽性者数は有意に多

かった。また、 患者において、 合計点と 合計

点との相関性を調査したところ、中程度の正相関が認められた。

更に、 患者を 陽性群、陰性群に分け、 、

の各項目とその合計点の比較を行ったところ、 陽性群で

は 陰性群に比べ、 における項目の症状・感情、仕事・

学校、および合計点が有意に高い結果となった。

【考察】本研究より、 患者では 以外の皮膚疾患と比較し

て 陽性者が有意に多いことや、 陽性 患者では、

陰性 患者に比べ症状の程度の悪さや疾患に対するより

ネガティブな感情、社会生活を送る上で支障を来たす度合いが

強く、全体的な の低下が示唆された。このことから、 患

者において の測定は病状の程度の目安となり得ることや、

を標的とした治療方法の確立は 症状の改善や の改

善に繋がることが示唆された。
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薬学

医薬品副作用データベース（ ）を用いた薬物間相互作用

のシグナル検出の試み

中村裕義 小林由貴 酒井久美子 題府由吏

国際医療福祉大学三田病院薬剤部

ファイザー株式会社

【目的】本研究の目的は、 から公表されている医薬品副作

用データベース のデータを利用したデータマイニング

手法により対象薬剤による特定の副作用発現に対する併用薬

の影響について検討を行うことである。

【方法】本研究では、アゾール系抗真菌薬（イトラコナゾール：

、フルコナゾール： 、ボリコナゾール： ）の薬物

相互作用発現リスクの推定を試みた。対象併用薬剤として、異

なる代謝・排泄経路の薬剤が存在する 阻害薬（シタグリ

プチン、ビルダグリプチン、リナグリプチン、テネリグリプチ

ン）とスタチン系薬（アトルバスタチン、シンバスタチン、プ

ラバスタチン、フルバスタチン）に焦点を当て、それぞれ、感

染性肺炎および横紋筋融解症の発症に及ぼす各アゾール系抗

真菌薬併用の影響について比較検討を行った。解析は相互作用

検討対象の 薬剤を つの薬剤とみなし統計的シグナル指標を

算出する手法を用いた。相互作用のシグナル検出判定基準は、

①両薬剤併用での （ ）が各薬剤

の の高い方の値の 倍以上、②χ2≧4、③両薬剤併用で対

象副作用が認められた例数が 以上であった場合を「相互作用

あり」と判定した。

【結果】各種 阻害薬の は 未満と低値であった。

相互作用シグナルは、 とビルダグリプチンおよび と

テネリグリプチンの組み合わせで検出された。 および

とリナグリプチンおよびテネリグリプチンの組み合わせにお

いては、いずれも併用で感染性肺炎が認められた例数が に満

たず評価することができなかった。また、各種スタチン系薬の

はいずれも 以上で、横紋筋融解症の副作用シグナルが検

出された。相互作用シグナルが検出されたのは とアトル

バスタチンの組み合わせのみで、他の組み合わせでは併用で横

紋筋融解症が認められた例数が に満たず評価することができ

なかった。

【考察】アゾール系抗真菌薬のなかでも や 糖蛋白質の阻

害作用が強い との併用において、 や 糖蛋白質の基質

となる薬剤であるビルダグリプチン、テネリグリプチン、アト

ルバスタチンにおいて相互作用シグナルが検出されことは薬

剤の体内動態特性から考えて矛盾のない結果と言える。

【結論】本研究で用いた手法は、薬物相互作用の探索において

有用な方法となり得ることが示唆された。

薬学

スウェルチアマリンを利用した環境調和型の創薬研究

藤井幹雄

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】生薬センブリに含まれるスウェルチアマリン（ ）の

アンモニア分解により生成するゲンチアニン（ ）は強い抗糖

尿病作用をもつ。 はセンブリに 近く含有され、天然資源

として魅力的な化合物である。ヒマラヤ地方の伝統医療で用い

られる 属の植物にも が含まれ、糖尿病の治療薬と

して用いられることが知られている。したがって、 は糖尿病

治療薬のシード化合物として期待でき、その誘導体の合成に興

味が持たれる。

我々は、グリーンケミストリーという環境に調和した物質生産

を目指しており、石油に代わる炭素資源の探索、化合物変換に

おける生体反応の利用などを念頭に置いた研究を進めている。

医薬品の製造原料は主に石油であるため、石油に頼らない糖尿

病治療薬の開発を目指すこととした。

【方法と結果】生薬センブリ（ ）から６ ％の収率で

を単離した。 を塩化アンモニウム緩衝溶液中で β グルコシ

ダーゼ アーモンド で加水分解すると、 が 程度の収率

で得られることが分かったが、収率が低く、また、様々な分解

物が生成した。そこで、高い求核能を持つヒドロキシルアミン

存在下で酵素加水分解したところ、高い収率でゲンチアニン

オキシド（ ）を得ることができた。 やヒドロキシルアミ

ンの当量を検討した結果、 で 当量のヒドロキシル

アミンを用いることで収率 で を得ることに成功した。

得られた をピリジン中、無水酢酸で処理すると、４ アセ

トキシゲンチアニン および デヒドロゲンチ

アニン の混合物が得られた。この反応は反応

点である酸素原子とは 原子離れた位置で反応するという興味

深い反応である。そこで、この反応をコントロールし、

を選択的に得ようとした。様々な条件を検討したところ、塩基

として酢酸カリウムを用いることで、 を の収率で得る

ことができた。

【結論】我々は、生薬センブリから容易にかつ、大量に得られ

るスウェルチアマリンを用い、抗糖尿病活性を有するゲンチア

ニンの誘導体の合成法を確立した。我々が開発した反応はグリ

ーンケミストリーの観点に即した環境調和型反応である。この

反応を拡張し、新規高糖尿病薬の創薬研究を進める予定である。

薬学

シタロプラムのキラリティーに着目した有害作用発現因子の

探索

中谷善彦 天野託

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】シタロプラムやエスシタロプラムは選択的セロトニン

再取り込み阻害作用を持つ抗うつ薬として知られており、その

選択性の高さから有害事象が少ないとされる一方、 延長を伴

った不整脈を誘発することが知られている。以前の研究で、

我々はシタロプラム、エスシタロプラムおよび シタロプラム

が心臓に発現する 電位依存性ナトリウムチャネル

（ チャネル）電流を阻害することを報告した。そこで、

本研究では心臓に発現する チャネル電流に対するシタ

ロプラム、エスシタロプラムおよび シタロプラムの影響をよ

り詳細に調査し、シタロプラムのキラリティーと電位依存性ナ

トリウムチャネル抑制作用との関連性を検討した。

【方法】 チャネル安定化発現 細胞を作製し、実

験を行った。細胞は、細胞外液 イオン組成 、

、 、 、 、 、

で灌流しながら小水槽内で保持した。パッチ

電極には細胞内液 イオン組成 、 、

、 、 を満たし、

顕微鏡直視下でホールセル記録を行った。

【結果】シタロプラム、エスシタロプラムおよび シタロプラ

ムの投与により、 チャネル電流の濃度依存的抑制作用が

認められ、それらの はそれぞれ、89.2μM、58.6μM、174μM

であった。また、それぞれの薬物によるチャネル活性化および

不活性化に対する影響を検討したところ、チャネルの活性化に

おいて、全ての薬物は活性化曲線を過分極側へ有意に移動させ

た。また、チャネルの不活性化においても、全ての薬物は不活

性化曲線を過分極側に移動させた。

【考察】本研究において、シタロプラム、エスシタロプラムお

よび シタロプラムに用量依存的な チャネル電流抑制

作用があること、チャネルの活性化および不活性化に影響する

ことを明らかにした。以上のことから、高用量のシタロプラム

およびエスシタロプラムの服用は、心臓に発現する チ

ャネルを介し、不整脈の誘発などに影響を及ぼす可能性が示唆

された。

薬学

そう痒を伴う皮膚科外来患者の と の関連性につ

いて

天野託 中谷善彦

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】皮膚は身体の最外層を覆う巨大な臓器であり、身体内

外から様々なストレス刺激を受けることにより、それらが皮膚

疾患として現れることも多い。そう痒を伴う皮膚疾患としてア

トピー性皮膚炎（ ）がある。 は増悪・寛解を繰り返す、瘙

痒のある湿疹を主病変とする疾患であり、容姿や痒み、症状が

いつまで続くのかなどの不安感から、うつ状態などにつながる

ケースがあるといわれている。また、 の瘙痒に対する抗ヒス

タミン薬の効果は症例によって異なることから，ヒスタミン以

外のメディエーターの存在が想起されており、その候補として

が瘙痒を誘導することが示唆されている。そこで、本研

究では、 の存在が の症状による とうつ状態にどの

ような影響を与えるかを調べるために 、 を用いて

検討した。

【方法】 患者と 以外の皮膚疾患患者の を

を用いて測定し、 陽性者出現率を比較した。

次に、 患者の 合計点と 合計点との相関性を調査し

た。続いて、 患者を 陽性群、陰性群に分け、 、

の各項目とその合計点の比較を行った。

【結果】 患者と 以外の皮膚疾患患者の 陽性者数の

割合を比較した所、 患者における 陽性者数は有意に多

かった。また、 患者において、 合計点と 合計

点との相関性を調査したところ、中程度の正相関が認められた。

更に、 患者を 陽性群、陰性群に分け、 、

の各項目とその合計点の比較を行ったところ、 陽性群で

は 陰性群に比べ、 における項目の症状・感情、仕事・

学校、および合計点が有意に高い結果となった。

【考察】本研究より、 患者では 以外の皮膚疾患と比較し

て 陽性者が有意に多いことや、 陽性 患者では、

陰性 患者に比べ症状の程度の悪さや疾患に対するより

ネガティブな感情、社会生活を送る上で支障を来たす度合いが

強く、全体的な の低下が示唆された。このことから、 患

者において の測定は病状の程度の目安となり得ることや、

を標的とした治療方法の確立は 症状の改善や の改

善に繋がることが示唆された。
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薬学

マイトマイシン の血管外漏出による皮膚傷害に対するチオ硫

酸ナトリウムの抑制効果

髙石雅樹 浅野哲

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】マイトマイシン （ ）は 架橋形成により抗がん

活性を示すと共に、フリーラジカルを産生することが知られて

いる抗がん剤である。 は起壊死性抗がん剤に分類され、血

管外漏出した際に重篤な皮膚傷害を引き起こすことがある。こ

の皮膚傷害に対して副腎皮質ホルモン剤を投与する際にチオ

硫酸ナトリウム水和物（ ）を同時に投与すると、治癒時間が

約半分に短縮されたことが報告されているが、実際に行われた

症例は僅かである。

そこで、 が血管外漏出した際に引き起こす皮膚傷害に対

する による抑制効果を検討した。

【方法】①正常ヒト皮膚線維芽細胞（ 細胞）に の臨

床用薬液と共に （ ）を同時に 時間曝露して細

胞生存率を測定した。②SF 細胞に の臨床用薬液と共に

および ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナト

リウム（ ）溶液を同時に 時間曝露して細胞生存率を測定

した。

【結果・考察】①MMC 曝露により細胞生存率は約 まで低下

したが、 を同時に添加した細胞では細胞生存率が約

と有意に高かった。一方で、 と同時に および を

添加した細胞では、 添加による細胞生存率の違いは認められ

なかった。②MMC 曝露により細胞生存率は約 まで低下した

が、これに対して のみを同時に添加した細胞では約 、

と を併用して同時に添加した細胞ではコントロールレベル

であり、いずれも細胞生存率が有意に高かった。一方で、

曝露の際に のみを同時に添加した細胞では、細胞生存率は

単独曝露の細胞と同程度であった。

による細胞傷害性に対して 単独では影響を与えない

ことが示された。一方で、 は による細胞傷害性に対して

抑制効果を示し、これに を併用することでこの抑制効果が

増強される可能性が示唆された。

薬学

アデノウイルス感染症治療薬を志向した 2’ デオキシ炭素環

ヌクレオシドの合成

紺野奇重 斎藤千亜季 水石彩菜 目黒公太郎 藤井幹雄

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】アデノウイルス（ ）は強力な感染力を有するウイ

ルスである。臓器移植等を行った免疫不全状態の患者に対する

感染は致死的なダメージを与えることが知られており、世界的

に対策が必要とされている。しかしながら、現在の治療法は対

処療法に留まり、 感染症に対する有効な治療薬はない。こ

のような背景より、国内外で抗 剤の開発が望まれている。

先行研究において、 ’ デオキシ炭素環グアノシンに抗 活

性があることを見出した。一般に、核酸アナログは核酸塩基部

の構造により、大きく生物活性が変化することが知られている。

本研究では、 ’ デオキシ炭素環ヌクレオシド核酸塩基部の構

造活性相関研究を行うこととした。

【 合 成 方 法 】 出 発 物 質 で あ る

から 工程にて核酸塩

基と縮合させるための炭素環ユニットであるエポキシドの合

成を行う。得られたエポキシドと塩基性条件下で核酸塩基と反

応させた後、水酸基の除去、脱保護を経て、目的化合物を得る

ことを計画した。

【結果・考察】出発原料から 工程で炭素糖部ユニットとなる

エポキシドを合成した。次に核酸塩基との縮合反応を検討した。

まず、水素化ナトリウムを用いた塩基性条件下、アデニン、ジ

アミノプリン、ウラシルと反応させたところ、それぞれ縮合体

が得られた。一方、チミンとの反応では、水素化ナトリウムで

は縮合体を得られなかったが、水素化リチウムを用いて反応さ

せたところ、チミン誘導体が得られた。引き続き、

脱酸素化反応、ベンジル系保護基の脱保護反

応を行い、目的物である ’ デオキシ炭素環ヌクレオシドを合

成した。また、本合成法を用いて、非天然塩基を有する核酸ア

ナログも合成することができた。

【まとめ】本研究では、抗 活性を目指して ’ デオキシ炭

素環ヌクレオシドの合成を検討した。その結果、核酸アナログ

を 種類合成することができた。

薬学

真菌 感染時における糖鎖末端シアル酸

の関与

山中将敬

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】深在性真菌症は日和見感染症として発症することが多

く、 属の感染による死亡者数は増加の一途をたど

っている。 属感染によって発症する疾患のなかに

はアレルギー性気管支肺アスペルギルス症 がある。

の原因となる菌種は が最も多く、吸入

した分生子 胞子 が気道内で発芽することでおこるアレルギ

ー性肺疾患である。 の病態は好酸球が異常な増殖をおこ

し、慢性的な増悪を繰り返しながら不可逆的な気道構造の破壊

や肺の繊維化が引きおこして気道感染や呼吸不全をもたらす。

本研究は 上に存在するシアル酸に注目

し、好酸球増殖機構を解析した。

【 方 法 】 好 酸 球 株 化 細 胞 を

adenosine3’:5’ で処理し、

活性化した好酸球として用いた。好酸球へ

抽出物、もしくはシアリダーゼ 脱シアル酸酵素 処

理した 抽出物を加え、 時間培養後に

を加え吸光度を測定し好酸球の増

殖能を評価した。

【結果・考察】好酸球と 抽出物を共培

養することにより増殖能に影響を与え好酸球数が減少した。ま

た、シアリダーゼ処理した 抽出物では

好酸球数の変化がなかったため、好酸球数の減少には

上のシアル酸が関与していることが明

らかになった。

さらに、熱変性させた 抽出物では増

殖能に影響がなかったため、タンパク質成分は関与していなこ

とが示唆された。しかし、今回の結果は予想に反し、

抽出物刺激により好酸球数が減少して

いる。今後は好酸球上に発現しているシアル酸を認識する受容

体に注目し、 抽出物刺激による好酸球

数減少機構の解析をおこなう予定である。

薬学

ラット苦痛表情を指標とした臨床効果予見性の高い侵害可塑

性疼痛治療薬評価系の確立

永倉透記 辻稔 武田弘志

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】侵害可塑性疼痛 は、世界疼痛学会

によって 年に定義された新疼痛概念であり、これまで「心

因性疼痛」や「非器質性疼痛」と呼ばれていた疼痛である。侵

害可塑性疼痛は線維筋痛症を含む多くの病態に伴い、有効性の

高い治療法がないことから、鎮痛効果の高い治療薬開発は喫緊

の課題である。新薬候補評価には、臨床病態を模した疼痛モデ

ル動物および適切な薬効検出方法の確立が必須である。本研究

は、これまでに著者らが独自に確立した「線維筋痛症様モデル

ラット」において苦痛表情をスコア化し、臨床効果予見性の高

い侵害可塑性疼痛治療薬候補評価系を確立することを目的と

した。

【方法】著者らが確立した既法に従ってラットに線維筋痛症様

病態を発症させた。ハイビジョンカメラによって動画を撮影後、

正面静止画像を取り出した。ラット苦痛表情指標

を用いて、眼、頬、耳、および髭に生じる変化

をスコア化した。盲検化した３人の評価者によるスコアの平均

値を算出した。

【結果】線維筋痛症様病態モデルラットの苦痛表情スコアは、

対照ラットと比較して統計学的に有意に上昇した。疼痛病態誘

発後、スコア上昇は少なくとも 日間持続した。苦痛表情ス

コアの経日推移は、旧来の疼痛評価法のラットの足裏刺激法

によって測定した反応閾値低下の推移と

概ね一致した。３人の評価者が求めた苦痛表情スコア間のバラ

ツキは小さかった。

【考察】線維筋痛症様モデルラットに持続的な苦痛表情スコア

上昇が生じることを明らかにした。炎症性疼痛モデル等で苦痛

表情変化が生じることは知られていたが、本研究は、侵害可塑

性疼痛モデルでの苦痛表情出現を初めて見出した。持続的スコ

ア上昇は、臨床の侵害可塑性疼痛が慢性痛であることと一致す

る。スコアの経日推移は、 法で求めた反応閾値

の推移と一致したことから、スコアは疼痛強度を表していると

考えらえる。線維筋痛症様モデルラットに生じる苦痛表情を指

標とする鎮痛薬評価系は、臨床の侵害可塑性疼痛を模したモデ

ルとして、侵害可塑性疼痛治療薬候補の評価に有用と考えられ

る。

【結論】臨床効果予見性の高い侵害可塑性疼痛治療薬候補評価

系として、線維筋痛症様モデルラットに生じる苦痛表情を指標

とする評価系を確立した。
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薬学

マイトマイシン の血管外漏出による皮膚傷害に対するチオ硫

酸ナトリウムの抑制効果

髙石雅樹 浅野哲

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】マイトマイシン （ ）は 架橋形成により抗がん

活性を示すと共に、フリーラジカルを産生することが知られて

いる抗がん剤である。 は起壊死性抗がん剤に分類され、血

管外漏出した際に重篤な皮膚傷害を引き起こすことがある。こ

の皮膚傷害に対して副腎皮質ホルモン剤を投与する際にチオ

硫酸ナトリウム水和物（ ）を同時に投与すると、治癒時間が

約半分に短縮されたことが報告されているが、実際に行われた

症例は僅かである。

そこで、 が血管外漏出した際に引き起こす皮膚傷害に対

する による抑制効果を検討した。

【方法】①正常ヒト皮膚線維芽細胞（ 細胞）に の臨

床用薬液と共に （ ）を同時に 時間曝露して細

胞生存率を測定した。②SF 細胞に の臨床用薬液と共に

および ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナト

リウム（ ）溶液を同時に 時間曝露して細胞生存率を測定

した。

【結果・考察】①MMC 曝露により細胞生存率は約 まで低下

したが、 を同時に添加した細胞では細胞生存率が約

と有意に高かった。一方で、 と同時に および を

添加した細胞では、 添加による細胞生存率の違いは認められ

なかった。②MMC 曝露により細胞生存率は約 まで低下した

が、これに対して のみを同時に添加した細胞では約 、

と を併用して同時に添加した細胞ではコントロールレベル

であり、いずれも細胞生存率が有意に高かった。一方で、

曝露の際に のみを同時に添加した細胞では、細胞生存率は

単独曝露の細胞と同程度であった。

による細胞傷害性に対して 単独では影響を与えない

ことが示された。一方で、 は による細胞傷害性に対して

抑制効果を示し、これに を併用することでこの抑制効果が

増強される可能性が示唆された。

薬学

アデノウイルス感染症治療薬を志向した 2’ デオキシ炭素環

ヌクレオシドの合成

紺野奇重 斎藤千亜季 水石彩菜 目黒公太郎 藤井幹雄

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】アデノウイルス（ ）は強力な感染力を有するウイ

ルスである。臓器移植等を行った免疫不全状態の患者に対する

感染は致死的なダメージを与えることが知られており、世界的

に対策が必要とされている。しかしながら、現在の治療法は対

処療法に留まり、 感染症に対する有効な治療薬はない。こ

のような背景より、国内外で抗 剤の開発が望まれている。

先行研究において、 ’ デオキシ炭素環グアノシンに抗 活

性があることを見出した。一般に、核酸アナログは核酸塩基部

の構造により、大きく生物活性が変化することが知られている。

本研究では、 ’ デオキシ炭素環ヌクレオシド核酸塩基部の構

造活性相関研究を行うこととした。

【 合 成 方 法 】 出 発 物 質 で あ る

から 工程にて核酸塩

基と縮合させるための炭素環ユニットであるエポキシドの合

成を行う。得られたエポキシドと塩基性条件下で核酸塩基と反

応させた後、水酸基の除去、脱保護を経て、目的化合物を得る

ことを計画した。

【結果・考察】出発原料から 工程で炭素糖部ユニットとなる

エポキシドを合成した。次に核酸塩基との縮合反応を検討した。

まず、水素化ナトリウムを用いた塩基性条件下、アデニン、ジ

アミノプリン、ウラシルと反応させたところ、それぞれ縮合体

が得られた。一方、チミンとの反応では、水素化ナトリウムで

は縮合体を得られなかったが、水素化リチウムを用いて反応さ

せたところ、チミン誘導体が得られた。引き続き、

脱酸素化反応、ベンジル系保護基の脱保護反

応を行い、目的物である ’ デオキシ炭素環ヌクレオシドを合

成した。また、本合成法を用いて、非天然塩基を有する核酸ア

ナログも合成することができた。

【まとめ】本研究では、抗 活性を目指して ’ デオキシ炭

素環ヌクレオシドの合成を検討した。その結果、核酸アナログ

を 種類合成することができた。

薬学

真菌 感染時における糖鎖末端シアル酸

の関与

山中将敬

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】深在性真菌症は日和見感染症として発症することが多

く、 属の感染による死亡者数は増加の一途をたど

っている。 属感染によって発症する疾患のなかに

はアレルギー性気管支肺アスペルギルス症 がある。

の原因となる菌種は が最も多く、吸入

した分生子 胞子 が気道内で発芽することでおこるアレルギ

ー性肺疾患である。 の病態は好酸球が異常な増殖をおこ

し、慢性的な増悪を繰り返しながら不可逆的な気道構造の破壊

や肺の繊維化が引きおこして気道感染や呼吸不全をもたらす。

本研究は 上に存在するシアル酸に注目

し、好酸球増殖機構を解析した。

【 方 法 】 好 酸 球 株 化 細 胞 を

adenosine3’:5’ で処理し、

活性化した好酸球として用いた。好酸球へ

抽出物、もしくはシアリダーゼ 脱シアル酸酵素 処

理した 抽出物を加え、 時間培養後に

を加え吸光度を測定し好酸球の増

殖能を評価した。

【結果・考察】好酸球と 抽出物を共培

養することにより増殖能に影響を与え好酸球数が減少した。ま

た、シアリダーゼ処理した 抽出物では

好酸球数の変化がなかったため、好酸球数の減少には

上のシアル酸が関与していることが明

らかになった。

さらに、熱変性させた 抽出物では増

殖能に影響がなかったため、タンパク質成分は関与していなこ

とが示唆された。しかし、今回の結果は予想に反し、

抽出物刺激により好酸球数が減少して

いる。今後は好酸球上に発現しているシアル酸を認識する受容

体に注目し、 抽出物刺激による好酸球

数減少機構の解析をおこなう予定である。

薬学

ラット苦痛表情を指標とした臨床効果予見性の高い侵害可塑

性疼痛治療薬評価系の確立

永倉透記 辻稔 武田弘志

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】侵害可塑性疼痛 は、世界疼痛学会

によって 年に定義された新疼痛概念であり、これまで「心

因性疼痛」や「非器質性疼痛」と呼ばれていた疼痛である。侵

害可塑性疼痛は線維筋痛症を含む多くの病態に伴い、有効性の

高い治療法がないことから、鎮痛効果の高い治療薬開発は喫緊

の課題である。新薬候補評価には、臨床病態を模した疼痛モデ

ル動物および適切な薬効検出方法の確立が必須である。本研究

は、これまでに著者らが独自に確立した「線維筋痛症様モデル

ラット」において苦痛表情をスコア化し、臨床効果予見性の高

い侵害可塑性疼痛治療薬候補評価系を確立することを目的と

した。

【方法】著者らが確立した既法に従ってラットに線維筋痛症様

病態を発症させた。ハイビジョンカメラによって動画を撮影後、

正面静止画像を取り出した。ラット苦痛表情指標

を用いて、眼、頬、耳、および髭に生じる変化

をスコア化した。盲検化した３人の評価者によるスコアの平均

値を算出した。

【結果】線維筋痛症様病態モデルラットの苦痛表情スコアは、

対照ラットと比較して統計学的に有意に上昇した。疼痛病態誘

発後、スコア上昇は少なくとも 日間持続した。苦痛表情ス

コアの経日推移は、旧来の疼痛評価法のラットの足裏刺激法

によって測定した反応閾値低下の推移と

概ね一致した。３人の評価者が求めた苦痛表情スコア間のバラ

ツキは小さかった。

【考察】線維筋痛症様モデルラットに持続的な苦痛表情スコア

上昇が生じることを明らかにした。炎症性疼痛モデル等で苦痛

表情変化が生じることは知られていたが、本研究は、侵害可塑

性疼痛モデルでの苦痛表情出現を初めて見出した。持続的スコ

ア上昇は、臨床の侵害可塑性疼痛が慢性痛であることと一致す

る。スコアの経日推移は、 法で求めた反応閾値

の推移と一致したことから、スコアは疼痛強度を表していると

考えらえる。線維筋痛症様モデルラットに生じる苦痛表情を指

標とする鎮痛薬評価系は、臨床の侵害可塑性疼痛を模したモデ

ルとして、侵害可塑性疼痛治療薬候補の評価に有用と考えられ

る。

【結論】臨床効果予見性の高い侵害可塑性疼痛治療薬候補評価

系として、線維筋痛症様モデルラットに生じる苦痛表情を指標

とする評価系を確立した。
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薬学

癌細胞の耐性化に関与する細胞内シグナル調節機構の解明

西村信弘 宗像千恵 直良浩司

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

島根大学大学院医学系研究科

島根大学医学部附属病院薬剤部

【目的】現在の癌化学療法において、癌細胞の多剤耐性化は薬

物治療の障害の大きな要因となっている。本研究では、

に由来する主要なアルカロイドである

を用いて、化学療法抵抗性の慢性骨髄性白血病細胞（ ）

に対する多剤耐性の軽減効果を評価し、癌細胞の耐性化に関与

する細胞内シグナル調節機構の解明を試みた。

【方法】研究全体において、細胞障害を発現しない濃度範囲の

を使用した。抗癌薬の は アッセイを使用し

て測定した。薬物の癌細胞からの排出動態とアポトーシス率は

フローサイトメトリーを用いて測定した。 機能タンパクの

およびタンパク発現量は、それぞれ定量的リアルタイム

法とウエスタンブロッティングによって定量評価を行った。

【結果・考察】我々のデータでは、 が に

よって誘発されるアポトーシスを促進させるだけでなく、

細胞に対する癌治療薬の細胞毒性を増強する強力な作用

を有していることが示された。さらに、 は薬物の

結合カセットサブファミリー メンバー （ ）の排出輸送

活性および発現を およびタンパク質レベルの両方で抑制

することが示された。この作用は、 κB の活性化が阻害され

たことが要因である可能性があり、内因性アポトーシスの回復

にもつながっていると推察された。すなわち、細胞障害を発現

しない濃度範囲の は 薬物輸送を抑制し、 κB

に対する阻害作用を介して内因性アポトーシス経路を促進し、

抗癌剤耐性の効率的な増感剤になる可能性があることが示唆

された。

【結論】以上の結果から、癌細胞の耐性化には、 κB が深く

関与しており、 薬物輸送活性および内因性アポトーシス

を同時に調節している可能性が示唆された。

薬学

新規抗リゾリン脂質受容体抗体作製による免疫調節抗体医薬

品シーズの探索

八木秀樹 多田納豊 小川拓哉

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

【目的】自己免疫疾患やアレルギー疾患に対する抗体医薬品開

発のシーズの探索研究の一環として本研究を行っている。多発

性硬化症の特効薬であるフィンゴリモドの開発過程で、スフィ

ンゴシン リン酸（ ）が新しい脂質メディエーターとして、

リンパ球動態に強くかかわることから、その受容体に着目し、

抗体作製による免疫調整役のシーズの探索を行っている。我々

はこれまでに の受容体（ ）に着目、 に対する

モノクローナル抗体（ ）の作製とリンパ球上のそれら受容

体発現とその機能解析を試みてきた。すでに

に対するモノクローナル抗体作製に成功してき

ている。これら に認識される サブタイプの病態発症

メカニズムへの関与についての検証を通じて、関与する

サブタイプに対する をシーズとした抗体医薬品の開発へと

発展させたい。本研究では に対するモノクローナル抗体

作製の試みの一部を報告する。

【方法】 融合マウス を組込んだベクターを用い、ト

ランスフェクタント（ ）を作製した。各

の安定膜発現株を樹立するために、薬剤耐性のみならず、

セルソーティング（ ）を行い、純度の高い細胞株の樹立

を行った。 融合マウス 発現 細胞を ラ

ットに免疫を行った。 回目はフロイントアジュバントととも

に皮下に投与し、 回目以降は腹腔内に投与した。 回免疫後

週目の血清を使い、血清抗体価を 融合マウス 発現

細胞にて検索した。抗体価の上昇したラットの脾臓やリ

ンパ節細胞を用いて細胞融合を行った。常法に従い、マウスミ

エローマと免疫リンパ球とを融合、 融合マウス 発現

細胞を用いたフローサイトメトリー法で、スクリーニン

グ（フローサイトメーター ）を行った。

【結果】 融合マウス 発現細胞株の作製に成功した。

セルソーターでソートすることで細胞膜安定発現細胞株を作

製することができた。作製した 発現 細胞を

個ずつ免疫し、 回免疫後の血清で十分な抗体価を確認した。

最終免疫後のラットの脾臓やリンパ節細胞を用いて細胞融合

を行った。あまり細胞融合効率がよろしくなく、 選択後の

コロニー生成が少なかった。

【考察】今回は細胞融合の効率が悪かったので、ミエローマを

変えるなどして再度チャレンジしたい。

【結論】 融合マウス 安定発現細胞株を 種樹立でき

た。細胞融合効率が悪く、抗 モノクローナル抗体作製に

は至らなかった。

薬学

アルツハイマー病の健康寿命を担保する脳血管活動への期待

を探る

長谷川雄 林建佑 岳元裕臣 亀野功揮

光山勝慶

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

熊本大学大学院生命科学研究部生体機能薬理学

【目的】神経血管連関は、神経活動に伴い脳の細動脈平滑筋が

弛緩し脳血流が増加するという、脳神経活動に重要な機構であ

る。しかしながら、アルツハイマー病ではその機構が障害され

ており、認知機能低下に関与することが近年注目されている。

炭酸脱水素酵素阻害薬であるアセタゾラミド は、脳血管

拡張作用を介し一過性に脳血流を上昇させることが知られて

おり、脳外科診療の中でも主に検査薬として使用されている。

今回我々は、「 の連日単回投与による脳血管拡張作用は脳神

経活動を賦活させ、アルツハイマー病に伴う認知機能低下を改

善する」という仮説を立て、同モデルマウスを用いて以下の実

験を行った。

【方法】 ヵ月齢のオス マウスを用い、

または生理食塩水を連日腹腔内投与した。投与開始 日後を

エンドポイントとし、体重、血圧、脳血流、 迷路試験や巣作

り試験による認知機能を計測した。次に摘出脳を用い、免疫組

織学的染色による反応性グリアの発現（ 、 ）、チオフ

ラビン染色によるアミロイドタンパクの沈着量、ニッスル染色

による神経細胞死を評価した。また、中年期以降の認知機能に

も同様の効果があるか、同年代の野生型マウス（ と同腹

仔マウス）に を投与し、認知機能への影響を検討した。

【結果】 の単回腹腔内投与にて、 マウス、野生型マ

ウスとも脳血流の上昇は 時間程度持続した。 マウスに

おいて、 は体重、血圧、 投与前の安静時脳血流には影

響しなかったが、生理食塩水投与群と比べ認知機能を改善した。

また組織学的検討において、神経細胞死やアミロイドタンパク

の沈着量に変化はなかったものの、反応性グリアの発現は

投与群にて有意に抑制された。野生型マウスにおいても、

投与群では有意な認知機能の改善を認めた。

【考察】本研究結果から、 の連日単回投与は、アルツハイ

マー病に伴う認知機能低下を改善する可能性が示唆された。そ

の効果は、 の神経細胞やアミロイドタンパクへの直接作用

では無く、一過性の脳血流上昇による神経血管連関の賦活化と

それに関連する反応性グリアの活性化抑制によるものと推察

された。また、野生型マウスの結果から、 は中年期以降の

認知機能維持や認知症予防薬としても有望であると考えられ

た。

薬学

うつ病モデルにおける視床下部のドパミン神経機能解析

髙橋浩平 黒川和宏 宮川和也

持田（齋藤）淳美 武田弘志 辻稔

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

【目的】うつ病患者で認められる内分泌、免疫、神経伝達物質

の変化が嗅球摘出（ ）動物でも観

察されることから、 マウスはうつ病モデルの つと考えら

れている。一方、うつ病における脳内 （ ）神経機能

の役割に関する報告はさほど多くないが、視床下部の 神経

機能はホルモン分泌や睡眠、摂食、体温調節において重要な役

割を担っており、その破綻がうつ病における不眠や摂食障害に

寄与していると考えられている。従って、視床下部の 受容

体に着目した研究が、新規抗うつ薬の開発の糸口になる可能性

がある。視床下部には体温調節中枢が存在しており、 刺激に

よって体温が変動することが報告されている。我々はこれまで

に、 （非選択的 受容体刺激薬）を投与すること

により、用量依存的にマウスの体温が低下すること

（ ）を見出している。そこで本研究では、 マウ

スにおける 誘発性 の健常マウスとの

違いを観察することにより、視床下部 神経機能の変化の有

無を評価した。

【方法】実験には体重 ～ ｇの 系雄性マウスを用いた。

マウスは 群と （コントロール）群に分け、飼育・行動

観察を行った。 群のマウスは麻酔下で固定し、歯科用ドリ

ルで頭蓋骨に穴を開け、 を含む嗅

球の 以上を吸引した。一方、 群のマウスは、嗅球の吸

引を除いて、同様の手術を行った。体温はサーミスター型直腸

体温計を用いて、薬物投与 分後

に測定した。

【結果及び考察】 誘発性 が、術後

日目の 群においてコントロール群と比較し有意に増強した。

この 誘発性 の増強は、 （選

択的 受容体拮抗薬）の前処置により有意に抑制された。一

方、 （選択的 受容体拮抗薬）及び （選択

的 受容体拮抗薬）の前処置では抑制されなかった。以上よ

り、 による 誘発性 の増強には、

視床下部 受容体が関与していることが示唆された。
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薬学

癌細胞の耐性化に関与する細胞内シグナル調節機構の解明

西村信弘 宗像千恵 直良浩司

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

島根大学大学院医学系研究科

島根大学医学部附属病院薬剤部

【目的】現在の癌化学療法において、癌細胞の多剤耐性化は薬

物治療の障害の大きな要因となっている。本研究では、

に由来する主要なアルカロイドである

を用いて、化学療法抵抗性の慢性骨髄性白血病細胞（ ）

に対する多剤耐性の軽減効果を評価し、癌細胞の耐性化に関与

する細胞内シグナル調節機構の解明を試みた。

【方法】研究全体において、細胞障害を発現しない濃度範囲の

を使用した。抗癌薬の は アッセイを使用し

て測定した。薬物の癌細胞からの排出動態とアポトーシス率は

フローサイトメトリーを用いて測定した。 機能タンパクの

およびタンパク発現量は、それぞれ定量的リアルタイム

法とウエスタンブロッティングによって定量評価を行った。

【結果・考察】我々のデータでは、 が に

よって誘発されるアポトーシスを促進させるだけでなく、

細胞に対する癌治療薬の細胞毒性を増強する強力な作用

を有していることが示された。さらに、 は薬物の

結合カセットサブファミリー メンバー （ ）の排出輸送

活性および発現を およびタンパク質レベルの両方で抑制

することが示された。この作用は、 κB の活性化が阻害され

たことが要因である可能性があり、内因性アポトーシスの回復

にもつながっていると推察された。すなわち、細胞障害を発現

しない濃度範囲の は 薬物輸送を抑制し、 κB

に対する阻害作用を介して内因性アポトーシス経路を促進し、

抗癌剤耐性の効率的な増感剤になる可能性があることが示唆

された。

【結論】以上の結果から、癌細胞の耐性化には、 κB が深く

関与しており、 薬物輸送活性および内因性アポトーシス

を同時に調節している可能性が示唆された。

薬学

新規抗リゾリン脂質受容体抗体作製による免疫調節抗体医薬

品シーズの探索

八木秀樹 多田納豊 小川拓哉

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

【目的】自己免疫疾患やアレルギー疾患に対する抗体医薬品開

発のシーズの探索研究の一環として本研究を行っている。多発

性硬化症の特効薬であるフィンゴリモドの開発過程で、スフィ

ンゴシン リン酸（ ）が新しい脂質メディエーターとして、

リンパ球動態に強くかかわることから、その受容体に着目し、

抗体作製による免疫調整役のシーズの探索を行っている。我々

はこれまでに の受容体（ ）に着目、 に対する

モノクローナル抗体（ ）の作製とリンパ球上のそれら受容

体発現とその機能解析を試みてきた。すでに

に対するモノクローナル抗体作製に成功してき

ている。これら に認識される サブタイプの病態発症

メカニズムへの関与についての検証を通じて、関与する

サブタイプに対する をシーズとした抗体医薬品の開発へと

発展させたい。本研究では に対するモノクローナル抗体

作製の試みの一部を報告する。

【方法】 融合マウス を組込んだベクターを用い、ト

ランスフェクタント（ ）を作製した。各

の安定膜発現株を樹立するために、薬剤耐性のみならず、

セルソーティング（ ）を行い、純度の高い細胞株の樹立

を行った。 融合マウス 発現 細胞を ラ

ットに免疫を行った。 回目はフロイントアジュバントととも

に皮下に投与し、 回目以降は腹腔内に投与した。 回免疫後

週目の血清を使い、血清抗体価を 融合マウス 発現

細胞にて検索した。抗体価の上昇したラットの脾臓やリ

ンパ節細胞を用いて細胞融合を行った。常法に従い、マウスミ

エローマと免疫リンパ球とを融合、 融合マウス 発現

細胞を用いたフローサイトメトリー法で、スクリーニン

グ（フローサイトメーター ）を行った。

【結果】 融合マウス 発現細胞株の作製に成功した。

セルソーターでソートすることで細胞膜安定発現細胞株を作

製することができた。作製した 発現 細胞を

個ずつ免疫し、 回免疫後の血清で十分な抗体価を確認した。

最終免疫後のラットの脾臓やリンパ節細胞を用いて細胞融合

を行った。あまり細胞融合効率がよろしくなく、 選択後の

コロニー生成が少なかった。

【考察】今回は細胞融合の効率が悪かったので、ミエローマを

変えるなどして再度チャレンジしたい。

【結論】 融合マウス 安定発現細胞株を 種樹立でき

た。細胞融合効率が悪く、抗 モノクローナル抗体作製に

は至らなかった。

薬学

アルツハイマー病の健康寿命を担保する脳血管活動への期待

を探る

長谷川雄 林建佑 岳元裕臣 亀野功揮

光山勝慶

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

熊本大学大学院生命科学研究部生体機能薬理学

【目的】神経血管連関は、神経活動に伴い脳の細動脈平滑筋が

弛緩し脳血流が増加するという、脳神経活動に重要な機構であ

る。しかしながら、アルツハイマー病ではその機構が障害され

ており、認知機能低下に関与することが近年注目されている。

炭酸脱水素酵素阻害薬であるアセタゾラミド は、脳血管

拡張作用を介し一過性に脳血流を上昇させることが知られて

おり、脳外科診療の中でも主に検査薬として使用されている。

今回我々は、「 の連日単回投与による脳血管拡張作用は脳神

経活動を賦活させ、アルツハイマー病に伴う認知機能低下を改

善する」という仮説を立て、同モデルマウスを用いて以下の実

験を行った。

【方法】 ヵ月齢のオス マウスを用い、

または生理食塩水を連日腹腔内投与した。投与開始 日後を

エンドポイントとし、体重、血圧、脳血流、 迷路試験や巣作

り試験による認知機能を計測した。次に摘出脳を用い、免疫組

織学的染色による反応性グリアの発現（ 、 ）、チオフ

ラビン染色によるアミロイドタンパクの沈着量、ニッスル染色

による神経細胞死を評価した。また、中年期以降の認知機能に

も同様の効果があるか、同年代の野生型マウス（ と同腹

仔マウス）に を投与し、認知機能への影響を検討した。

【結果】 の単回腹腔内投与にて、 マウス、野生型マ

ウスとも脳血流の上昇は 時間程度持続した。 マウスに

おいて、 は体重、血圧、 投与前の安静時脳血流には影

響しなかったが、生理食塩水投与群と比べ認知機能を改善した。

また組織学的検討において、神経細胞死やアミロイドタンパク

の沈着量に変化はなかったものの、反応性グリアの発現は

投与群にて有意に抑制された。野生型マウスにおいても、

投与群では有意な認知機能の改善を認めた。

【考察】本研究結果から、 の連日単回投与は、アルツハイ

マー病に伴う認知機能低下を改善する可能性が示唆された。そ

の効果は、 の神経細胞やアミロイドタンパクへの直接作用

では無く、一過性の脳血流上昇による神経血管連関の賦活化と

それに関連する反応性グリアの活性化抑制によるものと推察

された。また、野生型マウスの結果から、 は中年期以降の

認知機能維持や認知症予防薬としても有望であると考えられ

た。

薬学

うつ病モデルにおける視床下部のドパミン神経機能解析

髙橋浩平 黒川和宏 宮川和也

持田（齋藤）淳美 武田弘志 辻稔

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

【目的】うつ病患者で認められる内分泌、免疫、神経伝達物質

の変化が嗅球摘出（ ）動物でも観

察されることから、 マウスはうつ病モデルの つと考えら

れている。一方、うつ病における脳内 （ ）神経機能

の役割に関する報告はさほど多くないが、視床下部の 神経

機能はホルモン分泌や睡眠、摂食、体温調節において重要な役

割を担っており、その破綻がうつ病における不眠や摂食障害に

寄与していると考えられている。従って、視床下部の 受容

体に着目した研究が、新規抗うつ薬の開発の糸口になる可能性

がある。視床下部には体温調節中枢が存在しており、 刺激に

よって体温が変動することが報告されている。我々はこれまで

に、 （非選択的 受容体刺激薬）を投与すること

により、用量依存的にマウスの体温が低下すること

（ ）を見出している。そこで本研究では、 マウ

スにおける 誘発性 の健常マウスとの

違いを観察することにより、視床下部 神経機能の変化の有

無を評価した。

【方法】実験には体重 ～ ｇの 系雄性マウスを用いた。

マウスは 群と （コントロール）群に分け、飼育・行動

観察を行った。 群のマウスは麻酔下で固定し、歯科用ドリ

ルで頭蓋骨に穴を開け、 を含む嗅

球の 以上を吸引した。一方、 群のマウスは、嗅球の吸

引を除いて、同様の手術を行った。体温はサーミスター型直腸

体温計を用いて、薬物投与 分後

に測定した。

【結果及び考察】 誘発性 が、術後

日目の 群においてコントロール群と比較し有意に増強した。

この 誘発性 の増強は、 （選

択的 受容体拮抗薬）の前処置により有意に抑制された。一

方、 （選択的 受容体拮抗薬）及び （選択

的 受容体拮抗薬）の前処置では抑制されなかった。以上よ

り、 による 誘発性 の増強には、

視床下部 受容体が関与していることが示唆された。
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薬学

ストレス誘発情動変化と脳内過分極活性化環状ヌクレオチド

依存性チャネルの機能的解析

黒川和宏 宮川和也 黒川和弘

持田（齋藤）淳美 高橋浩平 辻稔

武田弘志

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

【目的】過分極活性化環状ヌクレオチド依存性チャネル

は、細胞内の陽イオン を調節する

ことで、神経細胞の興奮に重要な役割を果たしていることが知

られている。また、この は、細胞内の環状ヌクレオチド

で活性化されることが報告されている。一方、我々

は、拘束ストレスの強度を変えることにより、ストレスに対し

て適応し情動行動の低下を示さないストレス適応モデルマウ

スと、適応機構が破綻し、情動行動の低下を示すストレス非適

応モデルマウスを作製できることを明らかにしている。本研究

では、ストレス適応機構の解明に向けた基礎的研究の一環とし

て、急性拘束ストレスにより誘発される情動行動の変化におけ

る脳内 の役割について検討した。

【方法】 系雄性マウス 週齢 に 時間の急性拘束スト

レスを負荷し、直後にホールボード試験にて情動行動を評価し

た。 の阻害薬である は、拘束ストレス負荷の

分前に脳室内投与した。また、ホールボード試験後に前頭皮質

および海馬を採取し、 法によりリン酸化

ならびに タンパク質の発現量を定量した。

【結果および考察】 時間の急性拘束ストレスを負荷したマウ

スで認められる情動行動の低下は、 を脳室内に前投与

することにより抑制された。また、急性拘束ストレス負荷直後

のマウス前頭皮質において、有意な の活性化が認

められた。さらに、前頭皮質におけるリン酸化 タンパ

ク質の発現変化について検討したところ、溶媒を前処置した急

性拘束ストレス負荷群では有意な減少が認められた。一方、

を前処置した急性拘束ストレス負荷群においては、リ

ン酸化 タンパク質の発現減少が有意に抑制された。

以上の結果より、急性拘束ストレス負荷により誘発される情動

行動の低下には、前頭皮質における の生成亢進を

伴った チャネルの活性化と、それに続く の自己

リン酸化の抑制が関与することが示唆された。

薬学

新規鎮痛補助薬の開発を志向した既存鎮痛薬と の併用効

果の検証

辻稔 宮川和也 持田（齋藤）淳美 高橋浩平

武田弘志

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

【 目 的 】 知 覚 神 経 の 後 根 神 経 節 や 脊 髄 後 角 に は 、

（ ）の受容体（ （ ））

が高発現している。我々はこれまでに、モルヒネの鎮痛効果の

発現機序に が関与していること（

）や、 の併用によりモルヒネの鎮痛効果が増

強することを見出した。一方、臨床では、鎮痛薬の効果増強や

副作用軽減を目的とした、鎮痛補助薬の有用性が注目されてい

る。本研究では、鎮痛補助薬としての の有用性に関する

エビデンス構築のために、既存鎮痛薬と との併用効果に

ついて検討した。

【方法】実験には 系雄性マウスを用いた。起炎物質で

ある トリニトロクロロベンゼン（ ）をマウス四肢裏

に塗布し、疼痛閾値をホットプレート試験により評価した。ホ

ットプレート上でマウスが仮性疼痛反応（前後肢をばたつかせ

る、前後肢の裏を舐める等）を示すまでの時間を測定し、その

短縮を疼痛閾値低下の指標とした。また、 塗布により誘発

される疼痛閾値の低下に対する非ステロイド性抗炎症薬

（ ）および の効果、ならびに と の

併用効果について検討した。

【結果および考察】 （ ）を四肢裏に

塗布したマウスでは、濃度依存的な疼痛閾値の低下が認められ

た。そこで、アスピリン（ ）ならびにロキ

ソプロフェン（ ）の効果について検討した

ところ、両薬物ともに 誘発疼痛閾値の低下を用量依存的

かつ有意に回復させた。また、 （50 μg/kg, i.p.）を

時間毎に 日間反復前投与した場合でも、 誘発疼痛閾値の

低下は有意に回復した。さらに、 誘発疼痛閾値の低下に対

するロキソプロフェン（ ）の効果は、 （

μg/kg, i.p.）の反復前投与により有意に増強した。以上より、

が鎮痛効果を有すること、さらには、モルヒネに加えて

の鎮痛効果に対しても が増強作用を示すことが明

らかとなった。したがって、新規鎮痛補助薬としての の

可能性が示唆される。

薬学

抗酸菌が産生する アミノ酸によるマクロファージ活性化のメ

カニズムについての基礎的検討

多田納豊 北川朱里 丸橋真美 奈良美春

坂上弘明 宗像達夫 佐野千晶 冨岡治明

八木秀樹

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

国際医療福祉大学薬学部薬学科

東京薬科大学薬学部

島根大学医学部

安田女子大学教育学部

【目的】近年、日本において非結核性抗酸菌（ ）感染症の

感染者数と死亡者数がともに大幅に増加している。 感染症

の予防および治療効果を上げるためには、 と宿主との相互

作用についての更なる解明が必須である。

腸内常在細菌が産生する アミノ酸（ ）は宿主の活性酸素

分子の産生を促し、病原細菌に対する感染防御に関わっている

との報告がなされた。しかしながら、病原細菌が産生する

と宿主における感染防御機構との関連性については不明であ

る。

本研究では、抗酸菌の一種 （ ）

が産生する を明らかにし、その の抗酸菌と宿主のマ

クロファージ（MΦ）との相互作用における役割の解明を目的

として種々の検討を行った。

【方法】 の細胞内 量は、およそ 3×109CFU の菌体を

300μL の 1×PBS 中でビーズにより破砕したのち、可溶性画分

について資生堂の受託分析サービスにより測定した。 酸化

酵素 の遺伝子発現解析は および 法

により行った。サイトカインのタンパク質発現解析は 法

により行った。一酸化窒素（ ）濃度の測定はグリース法によ

り行った。

【結果・考察】非結核性抗酸菌である 株は 種類の

を産生することが明らかとなった。この 種の の MΦ

の 遺伝子発現への影響について、 アミノ酸（ ）と比

較検討したところ、有意な変動は認められなかった。他方、

感染 MΦ に対して 種類の を同時に添加し培養した際に

は、 種類の を同時添加した場合と比べて、MΦ の活性酸

化窒素分子種（ ）産生に対する増強作用が認められた。

これらの結果から、 による MΦ 感染防御機構において、

は部分的な関与にとどまる可能性が示唆された。

薬学

抗体工学を活用するチェックポイント阻害薬創製に関する

検討

加藤芳徳 平尾卓也 山田治美

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】近年、がんの治療法として、 細胞などの免疫機構を

利用してがんを治療する免疫療法が注目されている。なかでも、

がん細胞の と 細胞の を介した経路を阻害する抗

体医薬品において、多くのがん腫に対する有効性が確認されて

いる。しかし、 回の治療費が高額であり、より安価なバイオ

シミラーの開発が望まれている．そこで本研究では、医療費の

低減に向け、抗体工学を活用した新規抗 抗体の創製を目

的として、既に構築したラット一本鎖 フラグメント

ライブラリーより に親和性を示す分子種を探索した。

【方法】今回用いた ライブラリーは、 系非免疫雄

性ラット 週齢 の脾リンパ球の総 から により

増幅される 、 遺伝子断片群を用いて構築している 約 ×

種 。本転換菌に ヘルパーファージを感染させてフ

ァージ提示を行ったのち、 を固相化したチューブに反応

させ、洗浄後、トリエチルアミン溶液にて溶出した。このファ

ージ提示および による選別を、固相化量および洗浄強度

を変更して、 回繰り返し行い、 分子に対して親和性

に優れる 分子を濃縮した。濃縮された転換菌をクローン

分離した後、 存在下にて個々に培養し、得られる各

タンパク質の に対する反応性を により確認した。

予め を固相化した ウェルマイクロプレートに、スキ

ムミルク含有 によりブロッキング後、 タンパク質を添

加し、室温にて 時間反応させた。洗浄後、 標識抗 抗体

を添加し、室温にて 分反応させたのち、洗浄後、基質とし

て フェニレンジアミンを加え、酵素反応に基づくシグナルを

検出した。なお、陰性対照として、 非固相化ウェルでの

反応を確認した。

【結果】得られた クローンについて を行ったところ、

わずか クローンではあるが、抗 活性が認められた。

【考察】今回得られたクローンはチェックポイント阻害薬のシ

ーズとなる可能性がある。今後、これらクローンについて競合

試験や、 との結合阻害試験などを実施し、その特性を解析

するとともに、さらなるクローンの獲得を試みる予定である。
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薬学

ストレス誘発情動変化と脳内過分極活性化環状ヌクレオチド

依存性チャネルの機能的解析

黒川和宏 宮川和也 黒川和弘

持田（齋藤）淳美 高橋浩平 辻稔

武田弘志

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

【目的】過分極活性化環状ヌクレオチド依存性チャネル

は、細胞内の陽イオン を調節する

ことで、神経細胞の興奮に重要な役割を果たしていることが知

られている。また、この は、細胞内の環状ヌクレオチド

で活性化されることが報告されている。一方、我々

は、拘束ストレスの強度を変えることにより、ストレスに対し

て適応し情動行動の低下を示さないストレス適応モデルマウ

スと、適応機構が破綻し、情動行動の低下を示すストレス非適

応モデルマウスを作製できることを明らかにしている。本研究

では、ストレス適応機構の解明に向けた基礎的研究の一環とし

て、急性拘束ストレスにより誘発される情動行動の変化におけ

る脳内 の役割について検討した。

【方法】 系雄性マウス 週齢 に 時間の急性拘束スト

レスを負荷し、直後にホールボード試験にて情動行動を評価し

た。 の阻害薬である は、拘束ストレス負荷の

分前に脳室内投与した。また、ホールボード試験後に前頭皮質

および海馬を採取し、 法によりリン酸化

ならびに タンパク質の発現量を定量した。

【結果および考察】 時間の急性拘束ストレスを負荷したマウ

スで認められる情動行動の低下は、 を脳室内に前投与

することにより抑制された。また、急性拘束ストレス負荷直後

のマウス前頭皮質において、有意な の活性化が認

められた。さらに、前頭皮質におけるリン酸化 タンパ

ク質の発現変化について検討したところ、溶媒を前処置した急

性拘束ストレス負荷群では有意な減少が認められた。一方、

を前処置した急性拘束ストレス負荷群においては、リ

ン酸化 タンパク質の発現減少が有意に抑制された。

以上の結果より、急性拘束ストレス負荷により誘発される情動

行動の低下には、前頭皮質における の生成亢進を

伴った チャネルの活性化と、それに続く の自己

リン酸化の抑制が関与することが示唆された。

薬学

新規鎮痛補助薬の開発を志向した既存鎮痛薬と の併用効

果の検証

辻稔 宮川和也 持田（齋藤）淳美 高橋浩平

武田弘志

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

【 目 的 】 知 覚 神 経 の 後 根 神 経 節 や 脊 髄 後 角 に は 、

（ ）の受容体（ （ ））

が高発現している。我々はこれまでに、モルヒネの鎮痛効果の

発現機序に が関与していること（

）や、 の併用によりモルヒネの鎮痛効果が増

強することを見出した。一方、臨床では、鎮痛薬の効果増強や

副作用軽減を目的とした、鎮痛補助薬の有用性が注目されてい

る。本研究では、鎮痛補助薬としての の有用性に関する

エビデンス構築のために、既存鎮痛薬と との併用効果に

ついて検討した。

【方法】実験には 系雄性マウスを用いた。起炎物質で

ある トリニトロクロロベンゼン（ ）をマウス四肢裏

に塗布し、疼痛閾値をホットプレート試験により評価した。ホ

ットプレート上でマウスが仮性疼痛反応（前後肢をばたつかせ

る、前後肢の裏を舐める等）を示すまでの時間を測定し、その

短縮を疼痛閾値低下の指標とした。また、 塗布により誘発

される疼痛閾値の低下に対する非ステロイド性抗炎症薬

（ ）および の効果、ならびに と の

併用効果について検討した。

【結果および考察】 （ ）を四肢裏に

塗布したマウスでは、濃度依存的な疼痛閾値の低下が認められ

た。そこで、アスピリン（ ）ならびにロキ

ソプロフェン（ ）の効果について検討した

ところ、両薬物ともに 誘発疼痛閾値の低下を用量依存的

かつ有意に回復させた。また、 （50 μg/kg, i.p.）を

時間毎に 日間反復前投与した場合でも、 誘発疼痛閾値の

低下は有意に回復した。さらに、 誘発疼痛閾値の低下に対

するロキソプロフェン（ ）の効果は、 （

μg/kg, i.p.）の反復前投与により有意に増強した。以上より、

が鎮痛効果を有すること、さらには、モルヒネに加えて

の鎮痛効果に対しても が増強作用を示すことが明

らかとなった。したがって、新規鎮痛補助薬としての の

可能性が示唆される。

薬学

抗酸菌が産生する アミノ酸によるマクロファージ活性化のメ

カニズムについての基礎的検討

多田納豊 北川朱里 丸橋真美 奈良美春

坂上弘明 宗像達夫 佐野千晶 冨岡治明

八木秀樹

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

国際医療福祉大学薬学部薬学科

東京薬科大学薬学部

島根大学医学部

安田女子大学教育学部

【目的】近年、日本において非結核性抗酸菌（ ）感染症の

感染者数と死亡者数がともに大幅に増加している。 感染症

の予防および治療効果を上げるためには、 と宿主との相互

作用についての更なる解明が必須である。

腸内常在細菌が産生する アミノ酸（ ）は宿主の活性酸素

分子の産生を促し、病原細菌に対する感染防御に関わっている

との報告がなされた。しかしながら、病原細菌が産生する

と宿主における感染防御機構との関連性については不明であ

る。

本研究では、抗酸菌の一種 （ ）

が産生する を明らかにし、その の抗酸菌と宿主のマ

クロファージ（MΦ）との相互作用における役割の解明を目的

として種々の検討を行った。

【方法】 の細胞内 量は、およそ 3×109CFU の菌体を

300μL の 1×PBS 中でビーズにより破砕したのち、可溶性画分

について資生堂の受託分析サービスにより測定した。 酸化

酵素 の遺伝子発現解析は および 法

により行った。サイトカインのタンパク質発現解析は 法

により行った。一酸化窒素（ ）濃度の測定はグリース法によ

り行った。

【結果・考察】非結核性抗酸菌である 株は 種類の

を産生することが明らかとなった。この 種の の MΦ

の 遺伝子発現への影響について、 アミノ酸（ ）と比

較検討したところ、有意な変動は認められなかった。他方、

感染 MΦ に対して 種類の を同時に添加し培養した際に

は、 種類の を同時添加した場合と比べて、MΦ の活性酸

化窒素分子種（ ）産生に対する増強作用が認められた。

これらの結果から、 による MΦ 感染防御機構において、

は部分的な関与にとどまる可能性が示唆された。

薬学

抗体工学を活用するチェックポイント阻害薬創製に関する

検討

加藤芳徳 平尾卓也 山田治美

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】近年、がんの治療法として、 細胞などの免疫機構を

利用してがんを治療する免疫療法が注目されている。なかでも、

がん細胞の と 細胞の を介した経路を阻害する抗

体医薬品において、多くのがん腫に対する有効性が確認されて

いる。しかし、 回の治療費が高額であり、より安価なバイオ

シミラーの開発が望まれている．そこで本研究では、医療費の

低減に向け、抗体工学を活用した新規抗 抗体の創製を目

的として、既に構築したラット一本鎖 フラグメント

ライブラリーより に親和性を示す分子種を探索した。

【方法】今回用いた ライブラリーは、 系非免疫雄

性ラット 週齢 の脾リンパ球の総 から により

増幅される 、 遺伝子断片群を用いて構築している 約 ×

種 。本転換菌に ヘルパーファージを感染させてフ

ァージ提示を行ったのち、 を固相化したチューブに反応

させ、洗浄後、トリエチルアミン溶液にて溶出した。このファ

ージ提示および による選別を、固相化量および洗浄強度

を変更して、 回繰り返し行い、 分子に対して親和性

に優れる 分子を濃縮した。濃縮された転換菌をクローン

分離した後、 存在下にて個々に培養し、得られる各

タンパク質の に対する反応性を により確認した。

予め を固相化した ウェルマイクロプレートに、スキ

ムミルク含有 によりブロッキング後、 タンパク質を添

加し、室温にて 時間反応させた。洗浄後、 標識抗 抗体

を添加し、室温にて 分反応させたのち、洗浄後、基質とし

て フェニレンジアミンを加え、酵素反応に基づくシグナルを

検出した。なお、陰性対照として、 非固相化ウェルでの

反応を確認した。

【結果】得られた クローンについて を行ったところ、

わずか クローンではあるが、抗 活性が認められた。

【考察】今回得られたクローンはチェックポイント阻害薬のシ

ーズとなる可能性がある。今後、これらクローンについて競合

試験や、 との結合阻害試験などを実施し、その特性を解析

するとともに、さらなるクローンの獲得を試みる予定である。

― 127 ―



薬学

毛 本から糖尿病の危険性を推測するシステムの開発

浜田俊幸 林珠理 吉田幸那 石井悠暉 長沢光樹

佐藤良祐 中屋美月 浜田和子

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】糖尿病は疾患初期段階では体調異常が発見されず世界

中で患者数が多い原因になっている。我々は糖尿病モデルマウ

スを作製し、微量の血中グルコース変化に時計遺伝子 が

非常に敏感に迅速に反応することを発見した。糖尿病初期段階

では外見上正常だが血中グルコース量が微量に変化する。

遺伝子発現量変化で現在の体が糖尿病を発症するどの段階に

あるか推測できると考えられる。本研究では臨床応用を考量し、

極めて簡単に血中グルコース量の変化を感知し糖尿病の極め

て発症初期段階を同定することを、 遺伝子発現を利用し毛

一本から行うシステムを構築することを行った。

【方法】糖尿病を誘発する をマウス腹腔内に単回投与し、

糖尿病発症までの過程および発症後の血中グルコース変化の

変化率と 遺伝子発現の変化率を決定した。 遺伝子発

現は独自に開発した組織密着型センサー

をもちいて自

由行動マウスの脳内嗅球、大脳皮質、肝臓、皮膚から計測した。

さらにコサイナー法をもちいて 遺伝子発現ピーク時刻を

決定し、ピーク時刻付近でマウスの毛を採取し、 遺伝子発

現を糖尿病発症までの過程および発症後で計測するシステム

を構築し、糖尿病発症が 遺伝子発現変化で予測できるか

検討した。

【結果】自由行動条件下において 遺伝子発現は脳内嗅球、

大脳皮質、肝臓、皮膚全ての組織において夕方付近に発現ピー

クを示した。 投与の 日後、血糖値は正常範囲であったが、

全ての組織において 遺伝子が有意に上昇し一過性のピー

クを示した。３日後において糖尿病を示す血糖値の上昇を示し、

遺伝子発現リズムは消失した。マウス毛から糖尿病発症前

の 遺伝子の上昇および発症後の発現変化が検出できるか

調べ、マウスの行動、血糖値が正常である糖尿病発症前の時期

に 遺伝子の一過性の上昇を検出できる検出システムの構

築に成功した。

【考察・結論】自由行動条件下、独自に開発した組織密着型セ

ンサーにより生体各組織の 遺伝子発現リズムを可能にし

た。 遺伝子発現リズムの発現ピークが夕方に発現すること

を利用し、糖尿病発病前に急激に一過性の発現増大が糖尿病発

症の危険因子として作用することを毛から判断できることが

明らかになった。

薬学

遺伝子多型が新規 型肝炎治療薬の代謝に及ぼす影響

山田治美 加藤義徳 平尾卓 手塚千裕

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】 型肝炎は、 型肝炎ウイルス（ ）が感染すること

で発症するウイルス性肝炎である。近年、新規 型肝炎治療薬

（ ）の発展が目覚ましい。 の多くは、薬物代謝酵素

（ ） により代謝される。その中でも、

は非常に多くの薬物の代謝に関わることが知られているが、一

部の薬物においては、 がより代謝に重要であることが報

告されている。また、 遺伝子上には、そのタンパク質発

現の有無を決定する重要な遺伝子多型が存在する。そこで本研

究では、 遺伝子多型が の薬物動態、特に代謝に対

して及ぼす影響を検討した。

【方法】①： のうち、アスナプレビル（ ）及びダクラ

タスビル（ ）および各代謝物の による定量法を検

討した。②：①で確立した定量法を用い、 及び の薬物

代謝に関する基礎的検討を発現系ヒト 、 を用い

て行い、各分子種の寄与について検討した。

【結果】① 及び の未変化体の による定量に

おいて、内標準としてバニプレビル 0.01 µM を用いた。 は

– 、 では – の濃度範囲内で良好な

直線性が得られた。 （ ）

は、 未満、 は となり、良好な定量

性が得られ、次の代謝実験の定量法として用いることができた。

② ①で確立された定量法を用い、発現系ヒト 、

による 及び の代謝への寄与についての検討では、

代謝は、 と比較し、 による 代謝速度の方が

速かった。また、 においても と同様に の代謝には

より の関与が大きく、 の代謝における

の寄与率は低いことが考えられた。

【考察】 及び の代謝には、 が深く関与し、

の関与は低いことが示唆された。 遺伝子多型が関与する

薬剤において、本研究方法が有用である可能性がある。

薬学

ミセル含有脂溶性抗酸化物質によるヒドロキシラジカル消去

能評価系の研究

宗像達夫 長谷川友郁

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】酸化ストレスに関する活性酸素種のうち、脂溶性抗酸

化物質 と反応するものは一重項酸素とヒドロキシラジカ

ル である。中でも は反応性の高さから、生体内物質に

対する酸化力が問題となる。一方で、水溶性条件下、 の発生

方法としてはフェントン反応が知られており、発生した が

ルミノールと反応すると発光することから、その発光量で発生

量を検出可能である（ 法 。この場合、抗酸化活性物質

による 消去能は発光量の減少という形で評価可能である。

このように簡便な 法あるが、使用する試薬のいずれもが水

溶性であり、β カロテンに代表される については、水溶

性 での系の適用は難しく、電子スピン共鳴装置 を利用

した一重項酸素消去能での評価が主流であった、この問題点に

ついては、非イオン性界面活性剤 内に を可溶化する

ことで解決可能であると考え、水溶性条件下で によるラジ

カル消去能を評価する系の確立を目的とした。

【方法】 の種類と濃度、 存在下での 法の発光

条件の最適化、 ミセルへの 可溶化後、 法への適用の

点について着目し実験を行なった。

【結果】 種々の を用い比較検討を行なった。結果、

の取り扱いが非常に容易であり、β カロテン(β

の可溶化能も 8 μM までは良好であった。

様々な文献を参考に 非存在下での 法を行い、 と緩

衝液成分を検討し実験条件の最適化を行なった。結果、

の使用で、 を 付近で安定化させることが可能となった。

また、 を使った場合には 存在下でも良好な発光量を

得ることができた。

ミセルに 4μM β カプサンチン をそれぞれ可

溶化後、 法の適用を行なった。結果、 の方が、β よ

りも の消去能が大きい結果を得た。

【考察】 は取扱いが容易な反面、短鎖のため 濃度の上

昇に伴い の析出が見られた。低濃度のみでの測定に限定さ

れないよう今後の検討が必要である。また、 発光は高 で

良好であり、低 では発光量が低下する。また、 は があ

る値を下回ると急激に析出する。つまり、酢酸緩衝液中条件下

による 法を用いたラジカル消去能の論文のプロトコルでは、

その結果に信憑性はない。つまり、水溶性条件下での最適測定

条件があるように、 存在下によるそれは、当然同条件では

ないので、今後の検討が必要だと考える。

【結論】 存在下、 法を用いた の 消去能を評価す

ることが可能となった。今後、現在の条件をさらに最適化する

事で の 消去能の簡易手法となりうると考えている。

薬学

転移性腫瘍に見られる変異エストロゲン受容体に対する薬剤

の開発

栗原正明 湯山円晴

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】エストロゲン受容体（ ）陽性乳がんの転移性腫瘍で

は のリガンド結合ドメインのコドン に変異が見られ、

内分泌療法に抵抗性を示す。これらの転移性腫瘍変異受容体に

対する薬物の開発が本研究の目的である。具体的には、リガン

ドと受容体の親和性を強くすること（ と水素結合を

形成する）及びリガンドと との間に水素結合を作るよう

に設計したリガンドの創製を行う。

【方法】分子設計：チロシン がセリンに変異するとセリン

とアスパラギン酸 が水素結合を作りヘリックス（ ）

が固定される。それを解消するにはリガンドと受容体の親和性

を強くすること（ と水素結合を形成する）及びリガ

ンドと とに水素結合（何らかの相互作用）を形成するよ

うに設計した。基本骨格はジフェニルメタン骨格を選択した。

ジフェニルメタ骨格を選択したのは、 のリガンドを創

製した経験から、シンプルでバリエーションが作りやすいこと

で選択した。設計したリガンドについてはドッキングスタディ

により受容体との結合様式を予測した。

合成計画：従来、ジフェニルメタン骨格はケトンとフェノール

の酸触媒によるカップリングにより構築される。しかし、この

合成法は収率が低くジフェニルメタン骨格合成の大きな問題

となっていた。

今回、ビス ヒドロキシフェニル メタノンを出発物質とし、

ジオール化合物とのアセタール化反応によりジフェニルメタ

ン骨格を有するリガンドの合成を行った。

【結果】ビス ヒドロキシフェニル メタノンと種々のエタン

ジオールとのアセタール化反応により、アセタール体を得た。

現在、エストロゲン受容体（ α）に対するアンタゴニスト活

性を検討中である。
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薬学

毛 本から糖尿病の危険性を推測するシステムの開発

浜田俊幸 林珠理 吉田幸那 石井悠暉 長沢光樹

佐藤良祐 中屋美月 浜田和子

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】糖尿病は疾患初期段階では体調異常が発見されず世界

中で患者数が多い原因になっている。我々は糖尿病モデルマウ

スを作製し、微量の血中グルコース変化に時計遺伝子 が

非常に敏感に迅速に反応することを発見した。糖尿病初期段階

では外見上正常だが血中グルコース量が微量に変化する。

遺伝子発現量変化で現在の体が糖尿病を発症するどの段階に

あるか推測できると考えられる。本研究では臨床応用を考量し、

極めて簡単に血中グルコース量の変化を感知し糖尿病の極め

て発症初期段階を同定することを、 遺伝子発現を利用し毛

一本から行うシステムを構築することを行った。

【方法】糖尿病を誘発する をマウス腹腔内に単回投与し、

糖尿病発症までの過程および発症後の血中グルコース変化の

変化率と 遺伝子発現の変化率を決定した。 遺伝子発

現は独自に開発した組織密着型センサー

をもちいて自

由行動マウスの脳内嗅球、大脳皮質、肝臓、皮膚から計測した。

さらにコサイナー法をもちいて 遺伝子発現ピーク時刻を

決定し、ピーク時刻付近でマウスの毛を採取し、 遺伝子発

現を糖尿病発症までの過程および発症後で計測するシステム

を構築し、糖尿病発症が 遺伝子発現変化で予測できるか

検討した。

【結果】自由行動条件下において 遺伝子発現は脳内嗅球、

大脳皮質、肝臓、皮膚全ての組織において夕方付近に発現ピー

クを示した。 投与の 日後、血糖値は正常範囲であったが、

全ての組織において 遺伝子が有意に上昇し一過性のピー

クを示した。３日後において糖尿病を示す血糖値の上昇を示し、

遺伝子発現リズムは消失した。マウス毛から糖尿病発症前

の 遺伝子の上昇および発症後の発現変化が検出できるか

調べ、マウスの行動、血糖値が正常である糖尿病発症前の時期

に 遺伝子の一過性の上昇を検出できる検出システムの構

築に成功した。

【考察・結論】自由行動条件下、独自に開発した組織密着型セ

ンサーにより生体各組織の 遺伝子発現リズムを可能にし

た。 遺伝子発現リズムの発現ピークが夕方に発現すること

を利用し、糖尿病発病前に急激に一過性の発現増大が糖尿病発

症の危険因子として作用することを毛から判断できることが

明らかになった。

薬学

遺伝子多型が新規 型肝炎治療薬の代謝に及ぼす影響

山田治美 加藤義徳 平尾卓 手塚千裕

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】 型肝炎は、 型肝炎ウイルス（ ）が感染すること

で発症するウイルス性肝炎である。近年、新規 型肝炎治療薬

（ ）の発展が目覚ましい。 の多くは、薬物代謝酵素

（ ） により代謝される。その中でも、

は非常に多くの薬物の代謝に関わることが知られているが、一

部の薬物においては、 がより代謝に重要であることが報

告されている。また、 遺伝子上には、そのタンパク質発

現の有無を決定する重要な遺伝子多型が存在する。そこで本研

究では、 遺伝子多型が の薬物動態、特に代謝に対

して及ぼす影響を検討した。

【方法】①： のうち、アスナプレビル（ ）及びダクラ

タスビル（ ）および各代謝物の による定量法を検

討した。②：①で確立した定量法を用い、 及び の薬物

代謝に関する基礎的検討を発現系ヒト 、 を用い

て行い、各分子種の寄与について検討した。

【結果】① 及び の未変化体の による定量に

おいて、内標準としてバニプレビル 0.01 µM を用いた。 は

– 、 では – の濃度範囲内で良好な

直線性が得られた。 （ ）

は、 未満、 は となり、良好な定量

性が得られ、次の代謝実験の定量法として用いることができた。

② ①で確立された定量法を用い、発現系ヒト 、

による 及び の代謝への寄与についての検討では、

代謝は、 と比較し、 による 代謝速度の方が

速かった。また、 においても と同様に の代謝には

より の関与が大きく、 の代謝における

の寄与率は低いことが考えられた。

【考察】 及び の代謝には、 が深く関与し、

の関与は低いことが示唆された。 遺伝子多型が関与する

薬剤において、本研究方法が有用である可能性がある。

薬学

ミセル含有脂溶性抗酸化物質によるヒドロキシラジカル消去

能評価系の研究

宗像達夫 長谷川友郁

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】酸化ストレスに関する活性酸素種のうち、脂溶性抗酸

化物質 と反応するものは一重項酸素とヒドロキシラジカ

ル である。中でも は反応性の高さから、生体内物質に

対する酸化力が問題となる。一方で、水溶性条件下、 の発生

方法としてはフェントン反応が知られており、発生した が

ルミノールと反応すると発光することから、その発光量で発生

量を検出可能である（ 法 。この場合、抗酸化活性物質

による 消去能は発光量の減少という形で評価可能である。

このように簡便な 法あるが、使用する試薬のいずれもが水

溶性であり、β カロテンに代表される については、水溶

性 での系の適用は難しく、電子スピン共鳴装置 を利用

した一重項酸素消去能での評価が主流であった、この問題点に

ついては、非イオン性界面活性剤 内に を可溶化する

ことで解決可能であると考え、水溶性条件下で によるラジ

カル消去能を評価する系の確立を目的とした。

【方法】 の種類と濃度、 存在下での 法の発光

条件の最適化、 ミセルへの 可溶化後、 法への適用の

点について着目し実験を行なった。

【結果】 種々の を用い比較検討を行なった。結果、

の取り扱いが非常に容易であり、β カロテン(β

の可溶化能も 8 μM までは良好であった。

様々な文献を参考に 非存在下での 法を行い、 と緩

衝液成分を検討し実験条件の最適化を行なった。結果、

の使用で、 を 付近で安定化させることが可能となった。

また、 を使った場合には 存在下でも良好な発光量を

得ることができた。

ミセルに 4μM β カプサンチン をそれぞれ可

溶化後、 法の適用を行なった。結果、 の方が、β よ

りも の消去能が大きい結果を得た。

【考察】 は取扱いが容易な反面、短鎖のため 濃度の上

昇に伴い の析出が見られた。低濃度のみでの測定に限定さ

れないよう今後の検討が必要である。また、 発光は高 で

良好であり、低 では発光量が低下する。また、 は があ

る値を下回ると急激に析出する。つまり、酢酸緩衝液中条件下

による 法を用いたラジカル消去能の論文のプロトコルでは、

その結果に信憑性はない。つまり、水溶性条件下での最適測定

条件があるように、 存在下によるそれは、当然同条件では

ないので、今後の検討が必要だと考える。

【結論】 存在下、 法を用いた の 消去能を評価す

ることが可能となった。今後、現在の条件をさらに最適化する

事で の 消去能の簡易手法となりうると考えている。

薬学

転移性腫瘍に見られる変異エストロゲン受容体に対する薬剤

の開発

栗原正明 湯山円晴

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】エストロゲン受容体（ ）陽性乳がんの転移性腫瘍で

は のリガンド結合ドメインのコドン に変異が見られ、

内分泌療法に抵抗性を示す。これらの転移性腫瘍変異受容体に

対する薬物の開発が本研究の目的である。具体的には、リガン

ドと受容体の親和性を強くすること（ と水素結合を

形成する）及びリガンドと との間に水素結合を作るよう

に設計したリガンドの創製を行う。

【方法】分子設計：チロシン がセリンに変異するとセリン

とアスパラギン酸 が水素結合を作りヘリックス（ ）

が固定される。それを解消するにはリガンドと受容体の親和性

を強くすること（ と水素結合を形成する）及びリガ

ンドと とに水素結合（何らかの相互作用）を形成するよ

うに設計した。基本骨格はジフェニルメタン骨格を選択した。

ジフェニルメタ骨格を選択したのは、 のリガンドを創

製した経験から、シンプルでバリエーションが作りやすいこと

で選択した。設計したリガンドについてはドッキングスタディ

により受容体との結合様式を予測した。

合成計画：従来、ジフェニルメタン骨格はケトンとフェノール

の酸触媒によるカップリングにより構築される。しかし、この

合成法は収率が低くジフェニルメタン骨格合成の大きな問題

となっていた。

今回、ビス ヒドロキシフェニル メタノンを出発物質とし、

ジオール化合物とのアセタール化反応によりジフェニルメタ

ン骨格を有するリガンドの合成を行った。

【結果】ビス ヒドロキシフェニル メタノンと種々のエタン

ジオールとのアセタール化反応により、アセタール体を得た。

現在、エストロゲン受容体（ α）に対するアンタゴニスト活

性を検討中である。
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宮川和也 持田（齋藤）淳美 黒川和宏
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【目的】我々は、胎生期ストレスを負荷されたマウスでは、脳

内セロトニン神経の機能変化を伴うストレス適応障害が惹起

されることを明らかにしている 。また、ヒストン修飾を基

盤としたエピジェネティクス遺伝子発現機構が、ストレス応答

に重要な役割を担うことを見出している 。これらの知見を背

景に、本研究では、胎生期ストレスが海馬におけるエピジェネ

ティック制御因子の発現に及ぼす影響について検討した。

【方法】胎生 日目から 日目まで、妊娠マウスに 日

回 時間の拘束ストレスを負荷した。分娩後は通常飼育を行い、

週齢で海馬領域を分画し、ヒストン脱アセチル化酵素（ ）

～ および メチル基転移酵素（ ） の 発現量

を検討した。

【結果】胎生期ストレス負荷により、海馬における

発現量の有意な増加が認められた。一方、 以外の

～ の 発現量は変化しなかった。また、 は

増加傾向を示した。

【考察】胎生期ストレスを負荷したマウスの海馬領域における

の発現量について検討した結果、 の有意

な増加が認められた。 阻害薬がストレス抵抗性を高めるこ

とを示した以前の我々の報告を踏まえると、胎生期ストレスに

よる情動障害に の機能亢進によるヘテロクロマチン化が

一部関与している可能性が示唆される。さらに、 は の

メチル化を介したより安定的な遺伝子発現の抑制を誘導する。

そこで、 メチル化に関与する の遺伝子発現について

も検討した結果、胎生期ストレスにより増加傾向が認められた。

以上の知見から、胎生期ストレスにより成長後の海馬におい

て、エピジェネティック制御因子の発現変化が誘導されること

が明らかとなった。したがって、胎生期ストレスにより惹起さ

れる成長後の脳内セロトニン神経の機能変化を伴う情動障害

に、エピジェネティック制御機構の撹乱が一部関与している可

能性が考えられる。

、

、
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阻害薬のストレス適応形成促進作用の責任分子の探索

武田弘志 宮川和也 持田（齋藤）淳美

髙橋浩平 黒川和宏 辻稔

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】我々はこれまでに、強度なストレスを負荷することで、

ストレス適応が破綻するモデルマウスを確立している。また、

本モデルマウスの作成時において、ヒストン脱アセチル化酵素

阻害薬であるトリコスタチン （ ）を脳室内に投与すること

で、ストレス適応が形成されることを見出している。本研究で

は、 によりストレス適応形成が促進したマウスの海馬にお

けるシナプス機能分子の発現変化ついて解析した。

【方法】実験動物には 系雄性マウスを用い、 日 回 時

間の拘束ストレスを 日間負荷することにより、ストレス非

適応モデルマウスを作成した。この際、 （1650µM，4µL）を

～ 日目の拘束ストレス負荷 時間前に脳室内投与し、 日

目の最終ストレス負荷直後にホールボード試験により情動性

を評価した。その直後に海馬を採取し、得られた組織から

を用いてシナ

プトソームを抽出して、 法に従いシナプス機能タ

ンパクの発現量を解析した。また、常法に従い採取した

においても同様に検討を行った。

【結果】ホールボード試験の結果、慢性拘束ストレス負荷によ

り穴のぞき回数が有意に減少し、 処置により回復した。ま

た、シナプトソームにおける機能タンパク質の発現変化を検討

したところ、グルココルチコイド受容体（ ）の発現量の低下

が認められた。一方、 では変化は認められなかった。

【考察】強度な慢性拘束ストレス負荷による情動性の低下は、

ストレス負荷前に を処置することにより回復し、ストレス

適応が形成されることを見出した。この時の海馬において、組

織全体では変化は認められなかったものの、シナプトソームに

おける 発現量が低下していた。 は、リガンド依存的に核

内に移行して転写因子として機能し、 系を抑制的に制御す

る役割以外にも多彩な神経機能調節を担う。本研究の結果は、

の処置により、 の核内移行が亢進している可能性を示唆

するものである。プレリミナリーなデータではあるが、最近

我々は、 の核内移行を担う因子であるインポーチン が

処置により増加傾向を示す知見を得ており、このことは、本研

究における仮説を裏付けるものである。

薬学

微量 メチル化解析技術の開発

白石昌彦

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】重亜硫酸修飾反応は、ゲノム メチル化様式解析の

ための重要な化学反応である。一本鎖 の重亜硫酸処理によ

りシトシンはウラシルに変換されるが メチルシトシンは未

反応のまま残る。重亜硫酸処理した を鋳型として を行

い 産物の塩基配列を解析することにより任意のシトシン残

基のメチル化状態が決定される。しかし重亜硫酸修飾反応中に

が分解する。このため重亜硫酸修飾反応は少量の臨床検体

や個々の配偶子など少ない数の細胞から得られた に適用す

るのは困難な状態にある。重亜硫酸修飾反応中に が分解さ

れるのを抑制することを目的として研究を行った。

【方法】種々の条件で重亜硫酸処理した を鋳型として

を行い、アガロースゲル電気泳動により生成物の長さ・量を解

析した。シトシンからウラシルへの変換の有無は、認識部位に

シトシンを含む制限酵素で切断されるかどうかにより判断し

た。最終的には 産物をプラスミドベクターにクローン化し

塩基配列を決定することにより判断した。現在特許申請準備中

のため、化合物 、 の具体名の表記を控える。

【結果】反応液に化合物 を加えると の分解が抑制された。

化合物 が反応液中に存在しても、シトシンからウラシルへの

変換効率に影響はなかった。 分解は化合物 の濃度に依存

して抑制された。 分解の抑制効果は、化合物 の存在下、

クローン化された 、ヒト高分子 いずれを重亜硫酸で処

理した場合にも見出された。次にヒト乳がん細胞 の

を化合物 の存在下重亜硫酸処理し、メチル化状態が既知の遺

伝子のメチル化状態を解析した。 細胞において 遺伝

子のプロモーター領域はメチル化されておらず、 遺伝

子のプロモーター領域はメチル化されていることが知られて

いる。両遺伝子とも既に報告されているメチル化状態と同じメ

チル化状態が見出された。反応条件を更に検討した結果、化合

物 の存在下 個のヒト細胞由来の を用いた場合でも、

反応後の を鋳型に用いた で予想される長さの産物が検

出された。また分解抑制効果は化合物 と類似の構造をもつ化

合物 においても認められた。

【考察】化合物 は、シトシンからウラシルへの変換に影響を

与えずに重亜硫酸修飾反応中の 分解を顕著に抑制する。現

在分解抑制の至適条件を検討中である。

薬学

チャネル遮断薬のアイソフォーム特異的でチャネルの状態

依存的な結合部位の同定

角南明彦 宗像達夫

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

【目的】メキシレチンはクラス 群の抗不整脈薬であるが、

臨床的にはミオトニアの予防や治療にも使用されている。また、

メキシレチンは脳虚血モデルで脳神経保護作用も有すること

が知られている。そこで本研究では主に脳、骨格筋、心筋に存

在する電位依存性 チャネル（それぞれ 、 、 ）

に対するメキシレチンのチャネルの つの状態（静止、活性化、

不活性化）に対する親和性と の膜貫通領域 の変異体

の作用を調べた。

【方法】ラット 、ラット 、ヒト と

から作成した変異体（ 、 、 、 、 ）

を に一過性に発現させた。発現した チャネル電流の

記録は全細胞パッチクランプ法により行い、メキシレチンの作

用を検討した。また、細菌の チャネルをもとに 、 、

の静止状態と活性化状態のホモロジーモデリングを行

い、メキシレチンのドッキングを行った。

【結果】 、 、 はメキシレチンの静止状態に

対して同様の親和性を示した。活性化状態と不活性化状態に対

しては、 と は同様の親和性を示し、これは

より強い親和性であった。変異体の実験では、 で最も大

きな親和性の変化が観察され、活性化状態で 倍、不活性化状

態で 倍、親和性が減弱した。また、 でも活性化状態と

不活性化状態の親和性は減弱し、 では逆にそれらの親和

性は増大した。ホモロジーモデルでは、 、 、

のいずれのチャネルでも、メキシレチンはチャネルの状態によ

りポアでの位置と向きを変え、活性化状態では静止状態に比べ

てより高い位置に配位した。また、 と での活性

化状態におけるメキシレチンとの高親和性はメキシレチンと

フェニルアラニン（ 、 ）との π‐π

結合によりもたらされたが、 では活性化状態においても

メキシレチンはフェニルアラニン（ ）から距離を

維持した。

【考察】メキシレチンをはじめとする抗不整脈薬や局所麻酔薬

のアイソフォーム特異的で状態依存的な抑制作用メカニズム

の一端を可視化することができた。正電荷を有するメキシレチ

ンのいずれのアイソフォームでも見られた活性化状態でのポ

アでの高い配位は、 イオンとの効率的な静電気的な反発を可

能とし、メキシレチンによる重要なチャネル抑制作用メカニズ

ムを担うと考えられた。
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景に、本研究では、胎生期ストレスが海馬におけるエピジェネ

ティック制御因子の発現に及ぼす影響について検討した。

【方法】胎生 日目から 日目まで、妊娠マウスに 日

回 時間の拘束ストレスを負荷した。分娩後は通常飼育を行い、
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【結果】胎生期ストレス負荷により、海馬における

発現量の有意な増加が認められた。一方、 以外の

～ の 発現量は変化しなかった。また、 は

増加傾向を示した。

【考察】胎生期ストレスを負荷したマウスの海馬領域における

の発現量について検討した結果、 の有意

な増加が認められた。 阻害薬がストレス抵抗性を高めるこ

とを示した以前の我々の報告を踏まえると、胎生期ストレスに

よる情動障害に の機能亢進によるヘテロクロマチン化が

一部関与している可能性が示唆される。さらに、 は の

メチル化を介したより安定的な遺伝子発現の抑制を誘導する。

そこで、 メチル化に関与する の遺伝子発現について

も検討した結果、胎生期ストレスにより増加傾向が認められた。

以上の知見から、胎生期ストレスにより成長後の海馬におい

て、エピジェネティック制御因子の発現変化が誘導されること

が明らかとなった。したがって、胎生期ストレスにより惹起さ

れる成長後の脳内セロトニン神経の機能変化を伴う情動障害

に、エピジェネティック制御機構の撹乱が一部関与している可

能性が考えられる。
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【目的】我々はこれまでに、強度なストレスを負荷することで、

ストレス適応が破綻するモデルマウスを確立している。また、

本モデルマウスの作成時において、ヒストン脱アセチル化酵素

阻害薬であるトリコスタチン （ ）を脳室内に投与すること

で、ストレス適応が形成されることを見出している。本研究で

は、 によりストレス適応形成が促進したマウスの海馬にお

けるシナプス機能分子の発現変化ついて解析した。

【方法】実験動物には 系雄性マウスを用い、 日 回 時

間の拘束ストレスを 日間負荷することにより、ストレス非

適応モデルマウスを作成した。この際、 （1650µM，4µL）を

～ 日目の拘束ストレス負荷 時間前に脳室内投与し、 日

目の最終ストレス負荷直後にホールボード試験により情動性

を評価した。その直後に海馬を採取し、得られた組織から

を用いてシナ

プトソームを抽出して、 法に従いシナプス機能タ

ンパクの発現量を解析した。また、常法に従い採取した

においても同様に検討を行った。

【結果】ホールボード試験の結果、慢性拘束ストレス負荷によ

り穴のぞき回数が有意に減少し、 処置により回復した。ま

た、シナプトソームにおける機能タンパク質の発現変化を検討

したところ、グルココルチコイド受容体（ ）の発現量の低下

が認められた。一方、 では変化は認められなかった。

【考察】強度な慢性拘束ストレス負荷による情動性の低下は、

ストレス負荷前に を処置することにより回復し、ストレス

適応が形成されることを見出した。この時の海馬において、組

織全体では変化は認められなかったものの、シナプトソームに

おける 発現量が低下していた。 は、リガンド依存的に核

内に移行して転写因子として機能し、 系を抑制的に制御す

る役割以外にも多彩な神経機能調節を担う。本研究の結果は、

の処置により、 の核内移行が亢進している可能性を示唆

するものである。プレリミナリーなデータではあるが、最近

我々は、 の核内移行を担う因子であるインポーチン が

処置により増加傾向を示す知見を得ており、このことは、本研

究における仮説を裏付けるものである。
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白石昌彦
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【目的】重亜硫酸修飾反応は、ゲノム メチル化様式解析の

ための重要な化学反応である。一本鎖 の重亜硫酸処理によ

りシトシンはウラシルに変換されるが メチルシトシンは未

反応のまま残る。重亜硫酸処理した を鋳型として を行

い 産物の塩基配列を解析することにより任意のシトシン残

基のメチル化状態が決定される。しかし重亜硫酸修飾反応中に

が分解する。このため重亜硫酸修飾反応は少量の臨床検体

や個々の配偶子など少ない数の細胞から得られた に適用す

るのは困難な状態にある。重亜硫酸修飾反応中に が分解さ

れるのを抑制することを目的として研究を行った。

【方法】種々の条件で重亜硫酸処理した を鋳型として

を行い、アガロースゲル電気泳動により生成物の長さ・量を解

析した。シトシンからウラシルへの変換の有無は、認識部位に

シトシンを含む制限酵素で切断されるかどうかにより判断し

た。最終的には 産物をプラスミドベクターにクローン化し

塩基配列を決定することにより判断した。現在特許申請準備中

のため、化合物 、 の具体名の表記を控える。

【結果】反応液に化合物 を加えると の分解が抑制された。

化合物 が反応液中に存在しても、シトシンからウラシルへの

変換効率に影響はなかった。 分解は化合物 の濃度に依存

して抑制された。 分解の抑制効果は、化合物 の存在下、

クローン化された 、ヒト高分子 いずれを重亜硫酸で処

理した場合にも見出された。次にヒト乳がん細胞 の

を化合物 の存在下重亜硫酸処理し、メチル化状態が既知の遺

伝子のメチル化状態を解析した。 細胞において 遺伝

子のプロモーター領域はメチル化されておらず、 遺伝

子のプロモーター領域はメチル化されていることが知られて

いる。両遺伝子とも既に報告されているメチル化状態と同じメ

チル化状態が見出された。反応条件を更に検討した結果、化合

物 の存在下 個のヒト細胞由来の を用いた場合でも、

反応後の を鋳型に用いた で予想される長さの産物が検

出された。また分解抑制効果は化合物 と類似の構造をもつ化

合物 においても認められた。

【考察】化合物 は、シトシンからウラシルへの変換に影響を

与えずに重亜硫酸修飾反応中の 分解を顕著に抑制する。現

在分解抑制の至適条件を検討中である。

薬学

チャネル遮断薬のアイソフォーム特異的でチャネルの状態

依存的な結合部位の同定

角南明彦 宗像達夫

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

【目的】メキシレチンはクラス 群の抗不整脈薬であるが、

臨床的にはミオトニアの予防や治療にも使用されている。また、

メキシレチンは脳虚血モデルで脳神経保護作用も有すること

が知られている。そこで本研究では主に脳、骨格筋、心筋に存

在する電位依存性 チャネル（それぞれ 、 、 ）

に対するメキシレチンのチャネルの つの状態（静止、活性化、

不活性化）に対する親和性と の膜貫通領域 の変異体

の作用を調べた。

【方法】ラット 、ラット 、ヒト と

から作成した変異体（ 、 、 、 、 ）

を に一過性に発現させた。発現した チャネル電流の

記録は全細胞パッチクランプ法により行い、メキシレチンの作

用を検討した。また、細菌の チャネルをもとに 、 、

の静止状態と活性化状態のホモロジーモデリングを行

い、メキシレチンのドッキングを行った。

【結果】 、 、 はメキシレチンの静止状態に

対して同様の親和性を示した。活性化状態と不活性化状態に対

しては、 と は同様の親和性を示し、これは

より強い親和性であった。変異体の実験では、 で最も大

きな親和性の変化が観察され、活性化状態で 倍、不活性化状

態で 倍、親和性が減弱した。また、 でも活性化状態と

不活性化状態の親和性は減弱し、 では逆にそれらの親和

性は増大した。ホモロジーモデルでは、 、 、

のいずれのチャネルでも、メキシレチンはチャネルの状態によ

りポアでの位置と向きを変え、活性化状態では静止状態に比べ

てより高い位置に配位した。また、 と での活性

化状態におけるメキシレチンとの高親和性はメキシレチンと

フェニルアラニン（ 、 ）との π‐π

結合によりもたらされたが、 では活性化状態においても

メキシレチンはフェニルアラニン（ ）から距離を

維持した。

【考察】メキシレチンをはじめとする抗不整脈薬や局所麻酔薬

のアイソフォーム特異的で状態依存的な抑制作用メカニズム

の一端を可視化することができた。正電荷を有するメキシレチ

ンのいずれのアイソフォームでも見られた活性化状態でのポ

アでの高い配位は、 イオンとの効率的な静電気的な反発を可

能とし、メキシレチンによる重要なチャネル抑制作用メカニズ

ムを担うと考えられた。
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薬学

最終糖化産物（ ）を指標とした生活習慣病治療薬の開発

－高齢者を対象としたかんぴょうパウダー摂取による生活習

慣病予防及び改善効果－

浅野哲 高石雅樹

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】体内の終末糖化産物（ ）は強い毒性を持ち，加齢

や不健康な食生活によって増加し，老化や動脈硬化，メタボリ

ックシンドロームの進展，糖尿病性合併症，アルツハイマー病，

各種がんなどの発病に関連していることが示唆されている。

我々はこれまでに、健常な 代成人を対象にかんぴょうパウ

ダー摂取が体内 量を低下させることを見出している。そこ

で、かんぴょうパウダー摂取による生活習慣病の予防及び改善

効果を、平常時より体内 蓄積量が多く、生活習慣病をはじ

めとする様々な基礎疾患を持つ高齢者を対象に、体内 量や

血糖値などを指標に検討した。

【方法】介護施設居住者（ 名）を含む高齢者男女（ ～ 歳）

名に、かんぴょうパウダーを昼食時及び夕食時にそれぞれ

ずつ食事に添加し、 週間毎日摂取させた。 週間毎に

値、血糖値、血圧、脈拍、体温を測定した。

【結果・考察】血圧、脈拍、体温についてはかんぴょうパウダ

ー摂取による変化は認められなかった。血糖値は 名で摂取

週間後から全体的に低下傾向、 名は摂取 週間後までは低下

傾向であり、その後横ばいまたは上昇傾向となった。 値は

名で低下傾向がみられ、摂取 週間後より低下する者と、数

週間経過後より低下する者がいた。血糖値と 値ともに、食

事が管理されている施設居住者でより低下する傾向にあった。

さらに、経口糖尿病薬を常用していた糖尿病患者 例（ 歳女

性）では、 あたりで推移していた血糖値がかんぴょう

パウダー摂取開始から ～ 週目にかけて 近くまで大

きく低下し、その後も同レベルを維持し続け、かんぴょうパウ

ダー摂取による有意な負の相関が認められた。摂取期間中の最

低値は であり，低血糖の兆候は認められなかった。

一方、怪我や体調不良の直後に 値の急激な上昇がみられ、

ストレスや食事管理の不徹底が 値に影響を及ぼすことが示

唆された。

以上の結果から、かんぴょうは体内 量を安全に低下させる

効果があると考えられた。かんぴょうは食物繊維とカリウムを

多く含む食品であるが、通常では食事で摂取する量はわずかで

ある。一方、かんぴょうパウダーは手軽に一定量摂取すること

ができるため、生活習慣病予防に効果的に利用することができ

ると考えられた。

薬学

ウイルス様小胞によるゲノム編集法の改良

小川拓哉

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】 法は、 切断酵素 に切断 部位

を指示する を用いた遺伝子破壊法である。また、任意の

ドナー配列を用いて切断箇所に意図的な改変・挿入を加えるこ

とも可能なゲノム編集技術である。本研究では 法

による安全な遺伝子治療の実用化に向け、 、 ととも

にドナー を封入したレトロウイルス様小胞（ ）の作製を

目指し、まずは ウイルスであるレトロウイルス様粒子内に

を封入できるか、検討を行った。今回はモデルとして、大

腸菌 オペレーター（ ）を含むプラスミド を、

融合 リプレッサー（ ）を介して封入することを試みた。

【方法】ガンマレトロウイルス の 遺伝子に、 の

切断配列、および （ ）

を連結した融合タンパク質発現ベクターを構築した。また

を含有する に を挿入した 発現ベク

ターを作製し、フローサイトメトリーにより感染細胞における

の発現について検討した。、また のパッケージング細

胞には 細胞を、 感染細胞には を用いた。

【結果】 発現ベクターを導入した において、

の核局在を観察した。また、抗 抗体を用いたウ

エスタンブロッティングにより を調べた結果、 に

おいて 融合型およびプロテアーゼ切断後と考えられるバン

ドを検出した。 感染を行った を調べたところ、

の蛍光は検出されたものの、 の蛍光は の有

無に関わらず検出された。

【考察】検出された は、パッケージング細胞内で発現した

が一部受動的に 内に封入されたものであり、 を介

した 発現ベクターの封入によるものではないと考えられる。

通常、真核生物の細胞質には様々な センサー分子が存在し、

核外 の感知によりインターフェロンや炎症性サイトカイン

などのエフェクター分子の発動を介して自然免疫応答を引き

起こす。今後、こうした抗ウイルス応答の回避により、 へ

の 封入が促進されるかどうかについても検討して行きたい。

薬学

起因性末梢神経障害に関する研究－冷感過敏症状

に対する評価法の構築－

百瀬泰行 橋本竜 佐藤淳也 杉山奈津子

伊東岳 加藤芳徳 倉本敬二 前澤佳代子

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学病院薬剤部

【目的】オキサリプラチン における末梢神経障害

は、長期に持続し、転倒など生

活への影響や の低下が著しい。そのため、症状発現の早期

から休薬・減量が必要である。これまで、複数の 評価指標

があるが、 特有の冷感過敏症状をその他冷感によらない症

状と混在してとらえ、冷感過敏症状を正確に把握していない。

今後、 の特徴を捉えた評価指標による正確な評価が求められ

る。そこで、今回、我々は新規評価指標を作成し、有効性を検

証した。

【 方 法 】 新 規 評 価 指 標 （

）は、手掌と口

腔粘膜を対象部位として、症状の有無や冷蔵物を避けることな

どの生活動作を指標とした（計 点）。評価対象は、国際医療

福祉大学病院において 療法施行患者 年 月

年 月 とした。 と既存の神経障害評価指標

、 、 、 の比較を行った。

【結果】調査患者は、 名であった。冷感過敏症状は、

において経時的な悪化を示した 。 は、

との間に有意な相関を認めた 。

Grade≧2を示す カットオフ値は、 点であった。また、

カプランマイヤー曲線から は、Grade≧2 の や

Grade≧Dの 相当の症状をこれら指標より早期に感知できた

（ ％冷感発現期間中央値 コース

Grade≧2、 ％冷感発現期間中央値 コース

。

【考察】 は、既存の評価指標よりも治療早期に冷感過敏

症状を捉えることができ、患者の苦痛、生活への支障を客観的

に評価できるツールになると期待された。つまり、 による休

薬・減量のタイミングを適正化することで、 の重症化を予防

できる可能性がある。今後、 が客観的指標とどのように

相関するかを調査するとともに、より多くの症例における適用

性を調査したいと考えている。

薬学

日本人嚢胞線維症患者の分子病態治療学

相馬義郎 君島莉央 相馬光流 岩井翔吾

松澤由佳 金子すずな 深田侑希 大川詩織

清水正浩 小林奈央 直井佑太 成田和希

国際医療福祉大学薬学部分子病態治療学分野／基礎医学研

究センター

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】嚢胞線維症 は、白人種における

代表的な遺伝性疾患のひとつである。日本人を含む他人種にお

いては、 患者の数は少ないが、白人種とは異なるタイプの

変異がみられる。

日本人に最も高頻度にみられる病因性変異はエクソン ｂ

にわたる大規模欠損変異である

。 ｂ欠損変異では、 蛋白における 番目に位

置するグリシン から、 番目のトレオニン ま

での 個のアミノ酸の欠損がフレームシフトなしに起こるた

め（Δ(G970 変異）、 つの膜貫通ヘリックス お

よび 番目の細胞内ループ に相当する部分が失われる。

【結果・考察】上記の Δ(G970 変異体では、蛋白は合成

されるが、ゴルジ体での糖鎖修飾等の成熟過程が正常に行われ

ず、細胞膜での発現が阻害されている（classⅡ変異）ことが

明らかになった 。

日本で同定された 種類の病因性 変異のうち、蛋白が合

成されない 変異が１種類、Δ(G970 変異に加え、

番および 番目に多い と 変異を含む classⅡ変

異が 種類、そして細胞膜への発現は正常であるが、チャネ

ル機能が障害されている classⅢ/Ⅳ変異が 種類含まれてい

た。さらに、欧米で最も多くみられる classⅡ変異 ΔF508 の治

療薬として開発された の、日本人特有の

変異体への効果についても検討した。
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薬学

最終糖化産物（ ）を指標とした生活習慣病治療薬の開発

－高齢者を対象としたかんぴょうパウダー摂取による生活習

慣病予防及び改善効果－

浅野哲 高石雅樹

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】体内の終末糖化産物（ ）は強い毒性を持ち，加齢

や不健康な食生活によって増加し，老化や動脈硬化，メタボリ

ックシンドロームの進展，糖尿病性合併症，アルツハイマー病，

各種がんなどの発病に関連していることが示唆されている。

我々はこれまでに、健常な 代成人を対象にかんぴょうパウ

ダー摂取が体内 量を低下させることを見出している。そこ

で、かんぴょうパウダー摂取による生活習慣病の予防及び改善

効果を、平常時より体内 蓄積量が多く、生活習慣病をはじ

めとする様々な基礎疾患を持つ高齢者を対象に、体内 量や

血糖値などを指標に検討した。

【方法】介護施設居住者（ 名）を含む高齢者男女（ ～ 歳）

名に、かんぴょうパウダーを昼食時及び夕食時にそれぞれ

ずつ食事に添加し、 週間毎日摂取させた。 週間毎に

値、血糖値、血圧、脈拍、体温を測定した。

【結果・考察】血圧、脈拍、体温についてはかんぴょうパウダ

ー摂取による変化は認められなかった。血糖値は 名で摂取

週間後から全体的に低下傾向、 名は摂取 週間後までは低下

傾向であり、その後横ばいまたは上昇傾向となった。 値は

名で低下傾向がみられ、摂取 週間後より低下する者と、数

週間経過後より低下する者がいた。血糖値と 値ともに、食

事が管理されている施設居住者でより低下する傾向にあった。

さらに、経口糖尿病薬を常用していた糖尿病患者 例（ 歳女

性）では、 あたりで推移していた血糖値がかんぴょう

パウダー摂取開始から ～ 週目にかけて 近くまで大

きく低下し、その後も同レベルを維持し続け、かんぴょうパウ

ダー摂取による有意な負の相関が認められた。摂取期間中の最

低値は であり，低血糖の兆候は認められなかった。

一方、怪我や体調不良の直後に 値の急激な上昇がみられ、

ストレスや食事管理の不徹底が 値に影響を及ぼすことが示

唆された。

以上の結果から、かんぴょうは体内 量を安全に低下させる

効果があると考えられた。かんぴょうは食物繊維とカリウムを

多く含む食品であるが、通常では食事で摂取する量はわずかで

ある。一方、かんぴょうパウダーは手軽に一定量摂取すること

ができるため、生活習慣病予防に効果的に利用することができ

ると考えられた。

薬学

ウイルス様小胞によるゲノム編集法の改良

小川拓哉

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】 法は、 切断酵素 に切断 部位

を指示する を用いた遺伝子破壊法である。また、任意の

ドナー配列を用いて切断箇所に意図的な改変・挿入を加えるこ

とも可能なゲノム編集技術である。本研究では 法

による安全な遺伝子治療の実用化に向け、 、 ととも

にドナー を封入したレトロウイルス様小胞（ ）の作製を

目指し、まずは ウイルスであるレトロウイルス様粒子内に

を封入できるか、検討を行った。今回はモデルとして、大

腸菌 オペレーター（ ）を含むプラスミド を、

融合 リプレッサー（ ）を介して封入することを試みた。

【方法】ガンマレトロウイルス の 遺伝子に、 の

切断配列、および （ ）

を連結した融合タンパク質発現ベクターを構築した。また

を含有する に を挿入した 発現ベク

ターを作製し、フローサイトメトリーにより感染細胞における

の発現について検討した。、また のパッケージング細

胞には 細胞を、 感染細胞には を用いた。

【結果】 発現ベクターを導入した において、

の核局在を観察した。また、抗 抗体を用いたウ

エスタンブロッティングにより を調べた結果、 に

おいて 融合型およびプロテアーゼ切断後と考えられるバン

ドを検出した。 感染を行った を調べたところ、

の蛍光は検出されたものの、 の蛍光は の有

無に関わらず検出された。

【考察】検出された は、パッケージング細胞内で発現した

が一部受動的に 内に封入されたものであり、 を介

した 発現ベクターの封入によるものではないと考えられる。

通常、真核生物の細胞質には様々な センサー分子が存在し、

核外 の感知によりインターフェロンや炎症性サイトカイン

などのエフェクター分子の発動を介して自然免疫応答を引き

起こす。今後、こうした抗ウイルス応答の回避により、 へ

の 封入が促進されるかどうかについても検討して行きたい。

薬学

起因性末梢神経障害に関する研究－冷感過敏症状

に対する評価法の構築－

百瀬泰行 橋本竜 佐藤淳也 杉山奈津子

伊東岳 加藤芳徳 倉本敬二 前澤佳代子

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学病院薬剤部

【目的】オキサリプラチン における末梢神経障害

は、長期に持続し、転倒など生

活への影響や の低下が著しい。そのため、症状発現の早期

から休薬・減量が必要である。これまで、複数の 評価指標

があるが、 特有の冷感過敏症状をその他冷感によらない症

状と混在してとらえ、冷感過敏症状を正確に把握していない。

今後、 の特徴を捉えた評価指標による正確な評価が求められ

る。そこで、今回、我々は新規評価指標を作成し、有効性を検

証した。

【 方 法 】 新 規 評 価 指 標 （

）は、手掌と口

腔粘膜を対象部位として、症状の有無や冷蔵物を避けることな

どの生活動作を指標とした（計 点）。評価対象は、国際医療

福祉大学病院において 療法施行患者 年 月

年 月 とした。 と既存の神経障害評価指標

、 、 、 の比較を行った。

【結果】調査患者は、 名であった。冷感過敏症状は、

において経時的な悪化を示した 。 は、

との間に有意な相関を認めた 。

Grade≧2を示す カットオフ値は、 点であった。また、

カプランマイヤー曲線から は、Grade≧2 の や

Grade≧Dの 相当の症状をこれら指標より早期に感知できた

（ ％冷感発現期間中央値 コース

Grade≧2、 ％冷感発現期間中央値 コース

。

【考察】 は、既存の評価指標よりも治療早期に冷感過敏

症状を捉えることができ、患者の苦痛、生活への支障を客観的

に評価できるツールになると期待された。つまり、 による休

薬・減量のタイミングを適正化することで、 の重症化を予防

できる可能性がある。今後、 が客観的指標とどのように

相関するかを調査するとともに、より多くの症例における適用

性を調査したいと考えている。

薬学

日本人嚢胞線維症患者の分子病態治療学

相馬義郎 君島莉央 相馬光流 岩井翔吾

松澤由佳 金子すずな 深田侑希 大川詩織

清水正浩 小林奈央 直井佑太 成田和希

国際医療福祉大学薬学部分子病態治療学分野／基礎医学研

究センター

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】嚢胞線維症 は、白人種における

代表的な遺伝性疾患のひとつである。日本人を含む他人種にお

いては、 患者の数は少ないが、白人種とは異なるタイプの

変異がみられる。

日本人に最も高頻度にみられる病因性変異はエクソン ｂ

にわたる大規模欠損変異である

。 ｂ欠損変異では、 蛋白における 番目に位

置するグリシン から、 番目のトレオニン ま

での 個のアミノ酸の欠損がフレームシフトなしに起こるた

め（Δ(G970 変異）、 つの膜貫通ヘリックス お

よび 番目の細胞内ループ に相当する部分が失われる。

【結果・考察】上記の Δ(G970 変異体では、蛋白は合成

されるが、ゴルジ体での糖鎖修飾等の成熟過程が正常に行われ

ず、細胞膜での発現が阻害されている（classⅡ変異）ことが

明らかになった 。

日本で同定された 種類の病因性 変異のうち、蛋白が合

成されない 変異が１種類、Δ(G970 変異に加え、

番および 番目に多い と 変異を含む classⅡ変

異が 種類、そして細胞膜への発現は正常であるが、チャネ

ル機能が障害されている classⅢ/Ⅳ変異が 種類含まれてい

た。さらに、欧米で最も多くみられる classⅡ変異 ΔF508 の治

療薬として開発された の、日本人特有の

変異体への効果についても検討した。
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薬学

乳がん術前化学療法における用量強度と予後の関係

～各サブタイプにおける検討～

杉山奈津子 齊藤光江 山本紘司 豊田佳那

伊東岳 加藤芳徳 前澤佳代子 倉本敬二

百瀬泰行

国際医療福祉大学薬学部薬学科

順天堂大学医学部医学系研究科

【目的】乳がんにはサブタイプがあり、術後の治療法が異なる。

一方、術前薬物療法中の化学療法のレジメン

はサブタイプによる違いはない。また、近年、

初回用量を維持したまま全コースを完遂する 用量強度を維持

する 治療法が推奨されている。今回、 において、全てのサ

ブタイプにおいて用量強度を維持する治療法が有効であるか

どうかを検討するため、各サブタイプに の平均相対用量強

度〔 ％ 〕とその予

後について後方視的に調査した。

【方法】患者は順天堂大学医学部附属順天堂医院乳腺センター

外来にて、 年 月～ 年 月に、 後、手術を行っ

た 名の女性乳がん患者 ステージⅡb～Ⅲa)である。 は

、エピルビシン、シクロフォスファミド を コース、

タキサン系薬剤を コースの レジメンであり、患者群は、

の ％群と ％未満群の 群に分類し、各サブタイプで解

析を行った。主要評価項目を全生存期間

）、 副 次 評 価 項 目 を 無 再 発 生 存 期 間

）としログランク検定および 比

例ハザードモデルによる解析を行った。有意水準は ％とした。

【結果】調査対象患者は 名が除外となり、 名となった。

サブタイプの内訳は、 が 人、

が 人、 が 人、 が

人であった。 はいずれのサブタイプにおいても有意差は

認められなかった。 は において、ログランク

検定および 比例ハザードモデルによる解析で有意差を認め

た。それ以外のサブタイプでは有意差は認められなかった。

【考察】今回の解析では、 に限った特徴が捉えら

れたように見えるが、ホルモン療法による術後療法の影響や症

例の年齢、卵巣機能の有無などを考慮した詳細な検討は今後の

課題であると考えられた。

薬学

麻酔下においてゼラニウム精油が心拍数と血圧に与える影響

佐藤忠章

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】当研究グループは、アロマセラピーの科学的な解明を

目的として基礎研究を行っている。

今回その一環として、心身のバランスを整える植物精油として

利用されているゼラニウム精油（ ）の有効性を科学的に明

らかにする目的で研究を行った。アロマセラピーの研究におい

て最も困難な問題であるプラセボ効果の排除のために、プラセ

ボ効果の影響の無いと考えられる動物実験が採用された。そし

て心身のバランスの評価にはマウス尾動脈の血圧と心拍数の

測定を対応させた。

【方法】実験には、 系 週齢雄マウスを使用した。ゼラニ

ウム精油を 分間吸入投与後（5 μL/L air）、さらに 分後

にマウスの血圧と心拍数を測定した。血圧と心拍数の測定は、

非観血式血圧計（室町機械）を使用した。ゼラニウム精油成分

の脳内移行性は、 （島津製作所）により測定した。

【結果】ゼラニウム精油は、麻酔下において血圧と心拍数を有

意に低下させた。次に、これらの効果の要因を明らかにする目

的で、ゼラニウム精油吸入投与後の脳内に移行した成分量を

分析により測定した。その結果、5 μL/L air のゼラニウム精

油は検出限界以下のため検出されなかったが、10 μL/L air の

ゼラニウム精油において、脳内から 前後の濃

度で、 、 、 が検出された。

【考察】以上のことから、ゼラニウム精油は吸入投与により血

圧と心拍数の低下をもたらし、その作用は や他の成

分が脳内に移行することで発現すると考えられる。すなわち、

ゼラニウム精油の心身のバランスを整える効果は、吸入投与に

よって脳内に移行した などの成分によってもたらさ

れた血圧と心拍数の降下作用が関与していると考えられる。

医療福祉・臨床心理

データを利用した平均在院日数の長期化に関する研究

－リハビリテーションの観点から－

高橋幸恵 山本康弘

国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

【目的】研究対象施設の病院情報の公表では、外科の診断群分

類別患者数等について「 結腸の悪性腫瘍 結腸

切除術 処置 ・ なし 副傷病なし」が多い症例として公開さ

れた。公開されたデータのうち平均在院日数を比較すると、研

究対象施設が 日、全国の施設が 日であり研究対象施

設が長いことがわかった。このことから、リハビリテーション

を観点に平均在院日数が長期化する疾患の要因を明らかにす

ることが目的である。

【方法】研究対象施設は 床規模の地域がん診療連携拠点病

院である。平成 年 月 日から平成 年 月 日の期間

で、 桁「 結腸の悪性腫瘍」、 「 結腸の

悪性新生物」に該当する 症例を対象とした。手術は、

桁「 」に該当する 結腸切除術と

腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術を抽出した。入院期間Ⅰ・Ⅱを短

期群、入院期間Ⅲ・Ⅲ超えを長期群、 歳以上を高齢者群、

歳未満を非高齢者群とし、影響があると考えられるリハビリテ

ーションの有無（以下、リハ有・リハ無）について 群間の比

較を行った。データは、入院統合 ファイル、 ファイル、様

式 を使用し、国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認（承認

番号 ）及び、研究対象施設の倫理審査委員会の承認

（承認番号 ）を得て実施した。有意水準は 値が

未満を統計学的に有意とみなし、統計処理には

を使用した。

【結果】リハビリテーションを実施した患者について、入院期

間群、年齢群、開腹手術・腹腔鏡下手術の 項目と比較を行っ

た。第 に入院期間群はリハ有・長期群が 件（ ）、第

に年齢群はリハ有・高齢者群が 件（ ）、第 に開腹手

術・腹腔鏡下手術はリハ有・開腹手術が 件（ ）であり

有意差が認められた（ ）。

【考察】長期群に該当する患者、高齢者、開腹手術施行の患者

に対するリハビリテーション実施が長期化の要因のひとつで

あることがわかった。伊藤らの報告（ ）では、リハビリテ

ーションの目的は患者の機能回復を最大限にはかり、 の向

上、自宅復帰・社会復帰を目指すことであると述べている。こ

のことから、メディカルスタッフ、マネジメントスタッフ等、

多職種連携によるリハビリテーション実施時期の検討を図り、

術後の機能改善、廃用症候群予防の観点から、早期にリハビリ

テーションスタッフが介入することが重要である。さらに、診

療記録から離床の経過についてより詳細な情報を調査するこ

とが検討課題であると考えている。

医療福祉・臨床心理

知的障害者に対する相談支援門専門員の意思決定支援に関す

る研究

山口佳子 白澤政和

国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉･マネジメント学科

国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科

【目的】自らの意思を明確に示すことが困難な知的障害者のサ

ービス等利用計画作成の過程における相談支援専門員の意思

決定支援の現状と課題を明らかにすることである。本研究は国

際医療福祉大学倫理審査施設委員会の承認（承認番号：

）を得て実施した。

【方法】知的障害者への計画相談支援の経験が 年以上の社会

福祉士である相談支援専門員 名を対象に、インタビューガ

イドを用いた半構造化面接を行った。調査項目は、意思決定支

援の過程（環境整備、意思形成支援、意思表明支援、意思の推

定、意思実現支援）に沿っての本人への支援内容、および意思

決定支援を促進するために家族や施設・事業所への支援内容を

尋ねた。分析では佐藤（ 年）注）による定性的コーディン

グを用い、専門家のレビューを受けた。

【結果】Ⅰ．相談支援専門員の知的障害者への意思決定の支援

内容は、①環境設定では〈信頼関係の構築〉〈面接環境の配慮〉、

②意思形成支援では〈本人の十分な理解〉〈分かりやすい説明〉

〈選択肢の提示〉〈形成する機会の設定〉〈他者からの影響の理

解〉〈関係者との連携〉、③意思表明支援では〈表明する機会の

確保〉〈意思疎通手段の確保〉〈関係者との連携〉、④意思の推

定では〈行動や表情の観察〉〈複数人での検討〉〈推定と表明の

区別〉、⑤意思実現支援では〈見学や試行〉〈利用状況の把握〉

〈ニーズに合った資源との調整〉〈関係機関との連携〉の、

のカテゴリーを抽出した。Ⅱ．意思決定支援を促進するための

家族支援では、〈信頼関係の構築〉〈思いや考えの受容〉〈本人

主体であることの説明〉〈本人と家族の関係性の理解〉〈本人の

意思の代弁〉〈特性の理解の促し〉〈緊急時や将来の想定〉の

つのカテゴリー、施設・事業所支援では、〈施設・事業所との

連携〉の つのカテゴリーを抽出した。

【考察】知的障害者への意思決定支援について、意思決定の過

程に沿って、ケアマネジャーである相談支援専門員は、知的障

害者だけでなく、家族や施設・事業者に対して、いかに支援す

べきかの具体的な方法が抽出できた。知的障害者本人への支援

では、環境の設定から意思実現の全ての過程で、意思決定を促

進する方法が明らかになり、また、家族との協力関係の形成や

施設・事業所との連携の必要性が示された。

注）佐藤郁哉『質的データ分析法』新曜社、 年
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薬学

乳がん術前化学療法における用量強度と予後の関係

～各サブタイプにおける検討～

杉山奈津子 齊藤光江 山本紘司 豊田佳那

伊東岳 加藤芳徳 前澤佳代子 倉本敬二

百瀬泰行

国際医療福祉大学薬学部薬学科

順天堂大学医学部医学系研究科

【目的】乳がんにはサブタイプがあり、術後の治療法が異なる。

一方、術前薬物療法中の化学療法のレジメン

はサブタイプによる違いはない。また、近年、

初回用量を維持したまま全コースを完遂する 用量強度を維持

する 治療法が推奨されている。今回、 において、全てのサ

ブタイプにおいて用量強度を維持する治療法が有効であるか

どうかを検討するため、各サブタイプに の平均相対用量強

度〔 ％ 〕とその予

後について後方視的に調査した。

【方法】患者は順天堂大学医学部附属順天堂医院乳腺センター

外来にて、 年 月～ 年 月に、 後、手術を行っ

た 名の女性乳がん患者 ステージⅡb～Ⅲa)である。 は

、エピルビシン、シクロフォスファミド を コース、

タキサン系薬剤を コースの レジメンであり、患者群は、

の ％群と ％未満群の 群に分類し、各サブタイプで解

析を行った。主要評価項目を全生存期間

）、 副 次 評 価 項 目 を 無 再 発 生 存 期 間

）としログランク検定および 比

例ハザードモデルによる解析を行った。有意水準は ％とした。

【結果】調査対象患者は 名が除外となり、 名となった。

サブタイプの内訳は、 が 人、

が 人、 が 人、 が

人であった。 はいずれのサブタイプにおいても有意差は

認められなかった。 は において、ログランク

検定および 比例ハザードモデルによる解析で有意差を認め

た。それ以外のサブタイプでは有意差は認められなかった。

【考察】今回の解析では、 に限った特徴が捉えら

れたように見えるが、ホルモン療法による術後療法の影響や症

例の年齢、卵巣機能の有無などを考慮した詳細な検討は今後の

課題であると考えられた。

薬学

麻酔下においてゼラニウム精油が心拍数と血圧に与える影響

佐藤忠章

国際医療福祉大学薬学部薬学科

【目的】当研究グループは、アロマセラピーの科学的な解明を

目的として基礎研究を行っている。

今回その一環として、心身のバランスを整える植物精油として

利用されているゼラニウム精油（ ）の有効性を科学的に明

らかにする目的で研究を行った。アロマセラピーの研究におい

て最も困難な問題であるプラセボ効果の排除のために、プラセ

ボ効果の影響の無いと考えられる動物実験が採用された。そし

て心身のバランスの評価にはマウス尾動脈の血圧と心拍数の

測定を対応させた。

【方法】実験には、 系 週齢雄マウスを使用した。ゼラニ

ウム精油を 分間吸入投与後（5 μL/L air）、さらに 分後

にマウスの血圧と心拍数を測定した。血圧と心拍数の測定は、

非観血式血圧計（室町機械）を使用した。ゼラニウム精油成分

の脳内移行性は、 （島津製作所）により測定した。

【結果】ゼラニウム精油は、麻酔下において血圧と心拍数を有

意に低下させた。次に、これらの効果の要因を明らかにする目

的で、ゼラニウム精油吸入投与後の脳内に移行した成分量を

分析により測定した。その結果、5 μL/L air のゼラニウム精

油は検出限界以下のため検出されなかったが、10 μL/L air の

ゼラニウム精油において、脳内から 前後の濃

度で、 、 、 が検出された。

【考察】以上のことから、ゼラニウム精油は吸入投与により血

圧と心拍数の低下をもたらし、その作用は や他の成

分が脳内に移行することで発現すると考えられる。すなわち、

ゼラニウム精油の心身のバランスを整える効果は、吸入投与に

よって脳内に移行した などの成分によってもたらさ

れた血圧と心拍数の降下作用が関与していると考えられる。

医療福祉・臨床心理

データを利用した平均在院日数の長期化に関する研究

－リハビリテーションの観点から－

高橋幸恵 山本康弘

国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

【目的】研究対象施設の病院情報の公表では、外科の診断群分

類別患者数等について「 結腸の悪性腫瘍 結腸

切除術 処置 ・ なし 副傷病なし」が多い症例として公開さ

れた。公開されたデータのうち平均在院日数を比較すると、研

究対象施設が 日、全国の施設が 日であり研究対象施

設が長いことがわかった。このことから、リハビリテーション

を観点に平均在院日数が長期化する疾患の要因を明らかにす

ることが目的である。

【方法】研究対象施設は 床規模の地域がん診療連携拠点病

院である。平成 年 月 日から平成 年 月 日の期間

で、 桁「 結腸の悪性腫瘍」、 「 結腸の

悪性新生物」に該当する 症例を対象とした。手術は、

桁「 」に該当する 結腸切除術と

腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術を抽出した。入院期間Ⅰ・Ⅱを短

期群、入院期間Ⅲ・Ⅲ超えを長期群、 歳以上を高齢者群、

歳未満を非高齢者群とし、影響があると考えられるリハビリテ

ーションの有無（以下、リハ有・リハ無）について 群間の比

較を行った。データは、入院統合 ファイル、 ファイル、様

式 を使用し、国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認（承認

番号 ）及び、研究対象施設の倫理審査委員会の承認

（承認番号 ）を得て実施した。有意水準は 値が

未満を統計学的に有意とみなし、統計処理には

を使用した。

【結果】リハビリテーションを実施した患者について、入院期

間群、年齢群、開腹手術・腹腔鏡下手術の 項目と比較を行っ

た。第 に入院期間群はリハ有・長期群が 件（ ）、第

に年齢群はリハ有・高齢者群が 件（ ）、第 に開腹手

術・腹腔鏡下手術はリハ有・開腹手術が 件（ ）であり

有意差が認められた（ ）。

【考察】長期群に該当する患者、高齢者、開腹手術施行の患者

に対するリハビリテーション実施が長期化の要因のひとつで

あることがわかった。伊藤らの報告（ ）では、リハビリテ

ーションの目的は患者の機能回復を最大限にはかり、 の向

上、自宅復帰・社会復帰を目指すことであると述べている。こ

のことから、メディカルスタッフ、マネジメントスタッフ等、

多職種連携によるリハビリテーション実施時期の検討を図り、

術後の機能改善、廃用症候群予防の観点から、早期にリハビリ

テーションスタッフが介入することが重要である。さらに、診

療記録から離床の経過についてより詳細な情報を調査するこ

とが検討課題であると考えている。

医療福祉・臨床心理

知的障害者に対する相談支援門専門員の意思決定支援に関す

る研究

山口佳子 白澤政和

国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉･マネジメント学科

国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科

【目的】自らの意思を明確に示すことが困難な知的障害者のサ

ービス等利用計画作成の過程における相談支援専門員の意思

決定支援の現状と課題を明らかにすることである。本研究は国

際医療福祉大学倫理審査施設委員会の承認（承認番号：

）を得て実施した。

【方法】知的障害者への計画相談支援の経験が 年以上の社会

福祉士である相談支援専門員 名を対象に、インタビューガ

イドを用いた半構造化面接を行った。調査項目は、意思決定支

援の過程（環境整備、意思形成支援、意思表明支援、意思の推

定、意思実現支援）に沿っての本人への支援内容、および意思

決定支援を促進するために家族や施設・事業所への支援内容を

尋ねた。分析では佐藤（ 年）注）による定性的コーディン

グを用い、専門家のレビューを受けた。

【結果】Ⅰ．相談支援専門員の知的障害者への意思決定の支援

内容は、①環境設定では〈信頼関係の構築〉〈面接環境の配慮〉、

②意思形成支援では〈本人の十分な理解〉〈分かりやすい説明〉

〈選択肢の提示〉〈形成する機会の設定〉〈他者からの影響の理

解〉〈関係者との連携〉、③意思表明支援では〈表明する機会の

確保〉〈意思疎通手段の確保〉〈関係者との連携〉、④意思の推

定では〈行動や表情の観察〉〈複数人での検討〉〈推定と表明の

区別〉、⑤意思実現支援では〈見学や試行〉〈利用状況の把握〉

〈ニーズに合った資源との調整〉〈関係機関との連携〉の、

のカテゴリーを抽出した。Ⅱ．意思決定支援を促進するための

家族支援では、〈信頼関係の構築〉〈思いや考えの受容〉〈本人

主体であることの説明〉〈本人と家族の関係性の理解〉〈本人の

意思の代弁〉〈特性の理解の促し〉〈緊急時や将来の想定〉の

つのカテゴリー、施設・事業所支援では、〈施設・事業所との

連携〉の つのカテゴリーを抽出した。

【考察】知的障害者への意思決定支援について、意思決定の過

程に沿って、ケアマネジャーである相談支援専門員は、知的障

害者だけでなく、家族や施設・事業者に対して、いかに支援す

べきかの具体的な方法が抽出できた。知的障害者本人への支援

では、環境の設定から意思実現の全ての過程で、意思決定を促

進する方法が明らかになり、また、家族との協力関係の形成や

施設・事業所との連携の必要性が示された。

注）佐藤郁哉『質的データ分析法』新曜社、 年

― 135 ―



医療福祉・臨床心理

医療福祉系の大学生における「価値」に基づく進路選択支援プ

ログラム開発の試み

輕部雄輝

国際医療福祉大学赤坂心理・医療福祉マネジメント学部心理学

科

【目的】本研究では、医療福祉系大学に所属する大学生を対象

に、「価値」の選択・明確化に関する進路選択支援プログラム

開発のための予備的検討を行った。具体的には、本格的な進路

選択行動を行う前段階にある本学の大学 ・ 年生に対して進

路選択に対する意識を測定し、当該プログラムで用いるワーク

選定のための基礎資料とすることを目的とした。

【方法】

１．調査協力者

筆者が所属する医療福祉系大学の 年生 名（男性 名、女

性 名）、 年生 名（男性 名、女性 名）。

２．調査時期及び調査手続き

年 月に、筆者が担当するキャリアデザインにかかわる授

業の一環として、質問項目への回答を得た。

３．測度

進路選択に対する意識：輕部（ ）を参考に、進路選択に

対する意識に関する 項目を選定した（例：大学卒業後の進路

が決まっている）。「１：まったくあてはまらない」から「５：

よくあてはまる」の５件法で尋ね、各項目の点数の合計を尺度

得点とした。

【結果】進路選択に対する意識を比較・検討するため、学年（

年生、 年生）と性別（男性、女性）を独立変数、進路選択に

対する意識を従属変数とする２要因分散分析（被験者間計画）

を実施した。進路選択に対する意識得点は、 年生男性の平均

が （ ）、 年生女性の平均が （ ）、

年生男性の平均が （ ）、 年生女性の平均が

（ ）であった。学年と性別の交互作用は、有意でなか

った（ （ ）＝ ）。主効果は、学年では有意

でなく（ （ ）＝ ）、性別では有意であった（

（ ）＝ 、 ＜ ）。

【考察】学年と性別を要因とする２要因分散分析の結果、性別

の主効果が有意であった。このことから、本学の大学 ・ 年

生においては性別によって進路選択に対する意識が異なる傾

向にあり、男性よりも女性において高いことがうかがえた。一

方で、学年による主効果に有意差は見られず、これら大学生前

半期については学年によって進路選択に対する意識に大きな

違いは見られないと考えられた。

【結論】本学をはじめとした医療福祉系の大学 ・ 年生を対

象とした進路選択支援プログラムの開発ならびに実際の支援

場面にあたっては、性差を念頭に置いた対応について考慮しう

ると考えられた。引き続き、大学 年次以降や他大学の学生に

対しても調査を行い、プログラムの効果検証を行ううえでの対

象者のベースラインや状態像について把握していくことが求

められる。

医療福祉・臨床心理

を活用した国家資格試験対策指導方略の検討 ローコス

ト・ハイエフェクトを企図した簡易学習プログラムの介入効果

渡辺修宏

国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

【目的】本研究の目的は、国家資格試験対策指導における教員

の時間的労力的負担をおさえつつ、かつ、指導効果としての学

生のパフォーマンス向上を企図した簡易学習プログラムの効果

を検討することである。

【方法】

参加者 参加者は、精神保健福祉士（以下、 ）と社会福祉

士（以下、 ）の国家資格試験のダブル受験を控えた受験予

定者（大学 年生） 名のうち、簡易学習プログラム（以下、

プログラム）参加を希望した 名であった。

独立変数と従属変数 研究は、単一事例実験法における変形多

層ベースラインデザインを用いた。独立変数はプログラムの実

施であり、以下の手続きを行った。①過去問を 問解いたら（原

則 秒以内）、即時的（ 秒以内を推奨）に正答を確認する。

②①で正解したら、独自設定したリワードを行使する。リワー

ドは当初連続試行とし、やがてフェイディングする。③①で不

正解であれば、もう一度問題文を読み、正しい解答を選び、②

に至る。④①～③の手続き数（トライアル数）を日毎に集計し、

その数字をその日ないし翌日中に で教員に報告する。

なお、プラグラム開始に前に、教員と学生毎で話し合い、「最

終的にトライアル数をいくつまで伸ばすか」という目標値を設

定した（ ）。さらに、 で報告を受けた教員は、可

能な限り即時に、その報告に対するレスポンス（簡単な一言、

絵文字等）を行った。

従属変数は、トライアル数（領域別含）、正答率、プログラ

ムに対する参加者の評価（中途及び終了後）、トライアル数報

告率、その他（トライアル休止期における行動など）であった。

研究期間は、 年 月から翌年 月末までの約 か月間であ

った。

倫理的配慮 本研究は、研究参加者となりえる 名の受験生全

員に研究手続きおよび目的を説明し、その上で参加を希望する

者を対象とした。その希望者全員に対して、いつでも研究参加

を辞退することができることも伝えた上で同意を得た。

【結果と考察】結果、参加者 名中 名がトライアル数の目標値

をクリアし（ ± ）、最大トライアル数は であった。

さらに、介入前における彼らの模試結果における正答率 ± ％

が、約 ヶ月後に ± ％に上昇した。また、プログラムに対す

る彼らの評価は全員ポジティブで、全員がプログラムを国家資

格試験日当日まで継続した。

その後、参加者全員が 、 の国家資格試験において

点以上を獲得して合格し、全ての参加者がプログラムの有用性

と効果を支持した。

医療福祉・臨床心理

青年期の社会化をめぐる葛藤と自己受容

―学生相談における連携と協働－

戸澤有為子 窪田聡 松山高大

国際医療福祉大学熱海病院

小田原保健医療学部学生相談室

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

【背景・目的】学生相談は、大学コミュニティの中で展開され

る学生支援を目指した心理実践活動である。そのため、学生相

談室は、個別面接を中心とした心理的支援に留まるのではなく、

教育機能の一部を担う役割を果たすべく、多職種と連携・協働

して教育活動を行っていくことが求められる。医療福祉系大学

である本学の学生にとって、実習に適応できるか否かは卒業を

大きく左右するものとなり得る。近年、実習支援にまつわる相

談ニーズは増える傾向にあり、小田原保健医療学部学生相談室

でも個別のニーズに応じた学生相談活動を展開している。

本研究では、実習中断の危機を乗り越え、卒業・就職に至った

大学生 の面接経過を報告することで、改めて学生相談におけ

る連携と協働の重要性について検討することを目的とする。

【方法】小田原保健医療学部の学生相談室において、 と 回

分の個別面接を継続的に実施した（ 年 月末～ ＋ 年

月末、全 回）。相談経路は担任教員である。実習前後で担任

教員と情報共有を行った。

【経過】生真面目な は、考えすぎて初回の相談票をなかなか

書けなかった。目を合わす際に目元に力が入り、強張った表情

をしていたのが印象的だった。実習開始後、反応性の抑うつ状

態を呈し、中断の危機に陥った。援助職として社会に出ていく

ことに不安を示し、一旦休学するか葛藤するが、再挑戦するこ

とを自己決定した。教職員による環境調整とカウンセラーの心

理面接の協働作業の下、再実習を無事乗り切り、就職も決まっ

たが、卒業まで面接を継続した。社会人になる不安を残しつつ

も、当初実習の悩みで来室したが、友人や家族との対人関係の

あり方、自分の性格を振り返り、他者の想いに馳せるという心

情も表出されるようになった。最終回では、担任教員から「こ

んな回復をしたのは初めてと言われた」と嬉しそうに話すと同

時に「寂しい気もします」と悲哀を滲ませた。そして穏やかな

眼差しで相談室を巣立って行った。

【考察】実習中断という危機は、 にとって観察自我を育て、

青年期の社会化をめぐる葛藤を乗り越え、自己受容に至る契機

となった。このことより、連携と協働は危機に陥った時こそ必

要性が高まり、意味ある実践となることが改めて示唆された。

【結論】今後は、学生相談室と多職種との連携と協働によって

実現する学生相談活動のネットワーク構築の努力が求められ

る。

医療福祉・臨床心理

自閉症スペクトラム障害児における情動発達の特徴に関する

研究

三森千種

国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

【はじめに】自閉症スペクトラム障害（

，以下 ）児は、対人的相互反応の質的障害、コミ

ュニケーションの障害、想像力の障害および限定的な範囲での

反復的、常同的行動があるとされている。近年、低出生体重児

（ 、以下 ）の生存率が高くなってきてい

る。 と類似した特徴を有した 児を多数経験するが、共

通点と相違点があり、 児と 児の発達特徴は十分に明ら

かになっていない。 児の心情理解の発達を促す指導プログ

ラムを考案していくために、 特有の症状を明らかにするこ

とが重要であり、関連する他の障害との差異を明らかにするこ

とが必要だと考える。

【目的】 児の情動発達の特徴を検討することを目的とする。

【方法】対象は、 歳から 歳までの 児 名（平均年齢

歳 ヵ月、 ヵ月）であった。 児は、低出生体重児

名、超低出生体重児 名であった。新版 式発達検査 を

行い、明らかな認知発達の遅れのないことを確認した（認知適

応 発達指数、平均 、 ）。課題は、表情画課題を実施

した。嬉しい、悲しい、驚き、怒り、無表情、困っているの

種類のイラストで描かれた表情画を提示し、指さしにて回答さ

せた。

【結果】表情画課題の正答率は ％であった。嬉しい、悲しい

のようなはっきり感情が分かる表情は全例 ％であったが、

驚き、怒り、無表情、困ったといったあいまいな表情になると

失点が多くなった。新版 式発達検査 の言語社会領域の

発達指数が低い児は、高い児と比べて有意に表情画課題の成績

が低下していた（ ＜ ）。

【考察】 児は、視覚認知や短期記憶の弱さ、視覚構成の弱

さがあると言われている。今回の表情画課題では、イラストの

細部まで注意を向けることや視覚的弁別が難しかったのでは

ないかと考える。あいまいな表情が理解出来ないことから、他

者の感情を推測することが難しいため、実際の臨床場面で

のような特徴を持つように感じるのではないかと考えられる。

認知や言語の発達と同時に社会性の発達は促されず、社会性や

コミュニケーションの発達は の特徴と関連していることが

示唆される。感情を理解するためには、文脈の中で相手の行動

の意図を理解することが重要であるため、様々な場面を設定し、

より実体験に近い形で指導を行っていく必要があると考えら

れた。
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医療福祉・臨床心理

医療福祉系の大学生における「価値」に基づく進路選択支援プ

ログラム開発の試み

輕部雄輝

国際医療福祉大学赤坂心理・医療福祉マネジメント学部心理学

科

【目的】本研究では、医療福祉系大学に所属する大学生を対象

に、「価値」の選択・明確化に関する進路選択支援プログラム

開発のための予備的検討を行った。具体的には、本格的な進路

選択行動を行う前段階にある本学の大学 ・ 年生に対して進

路選択に対する意識を測定し、当該プログラムで用いるワーク

選定のための基礎資料とすることを目的とした。

【方法】

１．調査協力者

筆者が所属する医療福祉系大学の 年生 名（男性 名、女

性 名）、 年生 名（男性 名、女性 名）。

２．調査時期及び調査手続き

年 月に、筆者が担当するキャリアデザインにかかわる授

業の一環として、質問項目への回答を得た。

３．測度

進路選択に対する意識：輕部（ ）を参考に、進路選択に

対する意識に関する 項目を選定した（例：大学卒業後の進路

が決まっている）。「１：まったくあてはまらない」から「５：

よくあてはまる」の５件法で尋ね、各項目の点数の合計を尺度

得点とした。

【結果】進路選択に対する意識を比較・検討するため、学年（

年生、 年生）と性別（男性、女性）を独立変数、進路選択に

対する意識を従属変数とする２要因分散分析（被験者間計画）

を実施した。進路選択に対する意識得点は、 年生男性の平均

が （ ）、 年生女性の平均が （ ）、

年生男性の平均が （ ）、 年生女性の平均が

（ ）であった。学年と性別の交互作用は、有意でなか

った（ （ ）＝ ）。主効果は、学年では有意

でなく（ （ ）＝ ）、性別では有意であった（

（ ）＝ 、 ＜ ）。

【考察】学年と性別を要因とする２要因分散分析の結果、性別

の主効果が有意であった。このことから、本学の大学 ・ 年

生においては性別によって進路選択に対する意識が異なる傾

向にあり、男性よりも女性において高いことがうかがえた。一

方で、学年による主効果に有意差は見られず、これら大学生前

半期については学年によって進路選択に対する意識に大きな

違いは見られないと考えられた。

【結論】本学をはじめとした医療福祉系の大学 ・ 年生を対

象とした進路選択支援プログラムの開発ならびに実際の支援

場面にあたっては、性差を念頭に置いた対応について考慮しう

ると考えられた。引き続き、大学 年次以降や他大学の学生に

対しても調査を行い、プログラムの効果検証を行ううえでの対

象者のベースラインや状態像について把握していくことが求

められる。

医療福祉・臨床心理

を活用した国家資格試験対策指導方略の検討 ローコス

ト・ハイエフェクトを企図した簡易学習プログラムの介入効果

渡辺修宏

国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

【目的】本研究の目的は、国家資格試験対策指導における教員

の時間的労力的負担をおさえつつ、かつ、指導効果としての学

生のパフォーマンス向上を企図した簡易学習プログラムの効果

を検討することである。

【方法】

参加者 参加者は、精神保健福祉士（以下、 ）と社会福祉

士（以下、 ）の国家資格試験のダブル受験を控えた受験予

定者（大学 年生） 名のうち、簡易学習プログラム（以下、

プログラム）参加を希望した 名であった。

独立変数と従属変数 研究は、単一事例実験法における変形多

層ベースラインデザインを用いた。独立変数はプログラムの実

施であり、以下の手続きを行った。①過去問を 問解いたら（原

則 秒以内）、即時的（ 秒以内を推奨）に正答を確認する。

②①で正解したら、独自設定したリワードを行使する。リワー

ドは当初連続試行とし、やがてフェイディングする。③①で不

正解であれば、もう一度問題文を読み、正しい解答を選び、②

に至る。④①～③の手続き数（トライアル数）を日毎に集計し、

その数字をその日ないし翌日中に で教員に報告する。

なお、プラグラム開始に前に、教員と学生毎で話し合い、「最

終的にトライアル数をいくつまで伸ばすか」という目標値を設

定した（ ）。さらに、 で報告を受けた教員は、可

能な限り即時に、その報告に対するレスポンス（簡単な一言、

絵文字等）を行った。

従属変数は、トライアル数（領域別含）、正答率、プログラ

ムに対する参加者の評価（中途及び終了後）、トライアル数報

告率、その他（トライアル休止期における行動など）であった。

研究期間は、 年 月から翌年 月末までの約 か月間であ

った。

倫理的配慮 本研究は、研究参加者となりえる 名の受験生全

員に研究手続きおよび目的を説明し、その上で参加を希望する

者を対象とした。その希望者全員に対して、いつでも研究参加

を辞退することができることも伝えた上で同意を得た。

【結果と考察】結果、参加者 名中 名がトライアル数の目標値

をクリアし（ ± ）、最大トライアル数は であった。

さらに、介入前における彼らの模試結果における正答率 ± ％

が、約 ヶ月後に ± ％に上昇した。また、プログラムに対す

る彼らの評価は全員ポジティブで、全員がプログラムを国家資

格試験日当日まで継続した。

その後、参加者全員が 、 の国家資格試験において

点以上を獲得して合格し、全ての参加者がプログラムの有用性

と効果を支持した。

医療福祉・臨床心理

青年期の社会化をめぐる葛藤と自己受容

―学生相談における連携と協働－

戸澤有為子 窪田聡 松山高大

国際医療福祉大学熱海病院

小田原保健医療学部学生相談室

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

【背景・目的】学生相談は、大学コミュニティの中で展開され

る学生支援を目指した心理実践活動である。そのため、学生相

談室は、個別面接を中心とした心理的支援に留まるのではなく、

教育機能の一部を担う役割を果たすべく、多職種と連携・協働

して教育活動を行っていくことが求められる。医療福祉系大学

である本学の学生にとって、実習に適応できるか否かは卒業を

大きく左右するものとなり得る。近年、実習支援にまつわる相

談ニーズは増える傾向にあり、小田原保健医療学部学生相談室

でも個別のニーズに応じた学生相談活動を展開している。

本研究では、実習中断の危機を乗り越え、卒業・就職に至った

大学生 の面接経過を報告することで、改めて学生相談におけ

る連携と協働の重要性について検討することを目的とする。

【方法】小田原保健医療学部の学生相談室において、 と 回

分の個別面接を継続的に実施した（ 年 月末～ ＋ 年

月末、全 回）。相談経路は担任教員である。実習前後で担任

教員と情報共有を行った。

【経過】生真面目な は、考えすぎて初回の相談票をなかなか

書けなかった。目を合わす際に目元に力が入り、強張った表情

をしていたのが印象的だった。実習開始後、反応性の抑うつ状

態を呈し、中断の危機に陥った。援助職として社会に出ていく

ことに不安を示し、一旦休学するか葛藤するが、再挑戦するこ

とを自己決定した。教職員による環境調整とカウンセラーの心

理面接の協働作業の下、再実習を無事乗り切り、就職も決まっ

たが、卒業まで面接を継続した。社会人になる不安を残しつつ

も、当初実習の悩みで来室したが、友人や家族との対人関係の

あり方、自分の性格を振り返り、他者の想いに馳せるという心

情も表出されるようになった。最終回では、担任教員から「こ

んな回復をしたのは初めてと言われた」と嬉しそうに話すと同

時に「寂しい気もします」と悲哀を滲ませた。そして穏やかな

眼差しで相談室を巣立って行った。

【考察】実習中断という危機は、 にとって観察自我を育て、

青年期の社会化をめぐる葛藤を乗り越え、自己受容に至る契機

となった。このことより、連携と協働は危機に陥った時こそ必

要性が高まり、意味ある実践となることが改めて示唆された。

【結論】今後は、学生相談室と多職種との連携と協働によって

実現する学生相談活動のネットワーク構築の努力が求められ

る。

医療福祉・臨床心理

自閉症スペクトラム障害児における情動発達の特徴に関する

研究

三森千種

国際医療福祉大学保健医療学部言語聴覚学科

【はじめに】自閉症スペクトラム障害（

，以下 ）児は、対人的相互反応の質的障害、コミ

ュニケーションの障害、想像力の障害および限定的な範囲での

反復的、常同的行動があるとされている。近年、低出生体重児

（ 、以下 ）の生存率が高くなってきてい

る。 と類似した特徴を有した 児を多数経験するが、共

通点と相違点があり、 児と 児の発達特徴は十分に明ら

かになっていない。 児の心情理解の発達を促す指導プログ

ラムを考案していくために、 特有の症状を明らかにするこ

とが重要であり、関連する他の障害との差異を明らかにするこ

とが必要だと考える。

【目的】 児の情動発達の特徴を検討することを目的とする。

【方法】対象は、 歳から 歳までの 児 名（平均年齢

歳 ヵ月、 ヵ月）であった。 児は、低出生体重児

名、超低出生体重児 名であった。新版 式発達検査 を

行い、明らかな認知発達の遅れのないことを確認した（認知適

応 発達指数、平均 、 ）。課題は、表情画課題を実施

した。嬉しい、悲しい、驚き、怒り、無表情、困っているの

種類のイラストで描かれた表情画を提示し、指さしにて回答さ

せた。

【結果】表情画課題の正答率は ％であった。嬉しい、悲しい

のようなはっきり感情が分かる表情は全例 ％であったが、

驚き、怒り、無表情、困ったといったあいまいな表情になると

失点が多くなった。新版 式発達検査 の言語社会領域の

発達指数が低い児は、高い児と比べて有意に表情画課題の成績

が低下していた（ ＜ ）。

【考察】 児は、視覚認知や短期記憶の弱さ、視覚構成の弱

さがあると言われている。今回の表情画課題では、イラストの

細部まで注意を向けることや視覚的弁別が難しかったのでは

ないかと考える。あいまいな表情が理解出来ないことから、他

者の感情を推測することが難しいため、実際の臨床場面で

のような特徴を持つように感じるのではないかと考えられる。

認知や言語の発達と同時に社会性の発達は促されず、社会性や

コミュニケーションの発達は の特徴と関連していることが

示唆される。感情を理解するためには、文脈の中で相手の行動

の意図を理解することが重要であるため、様々な場面を設定し、

より実体験に近い形で指導を行っていく必要があると考えら

れた。
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医療福祉・臨床心理

福祉専門職のメンタルヘルスにおよぼすポジティブ心理教育

の効果検討

村上加代子

国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科医療福祉経営専攻

医療福祉学分野修士課程

【目的】本研究の目的は、ポジティブ心理学に基づいた心の健

康教育が福祉専門職のメンタルヘルスにおよぼす効果を明ら

かにすることである。

【研究の背景】介護職を始めとした福祉専門職は、離職者が多

いとされている。現状の入職・離職動向が続いた場合、 年

度の時点で 万 人の人材不足に陥るという報告もある

ことから、新たに人材を増やす方策と共に離職防止は重要な対

策項目であると考えられる。

介護事業所を離職した理由としては、①「職場の人間関係に不

満があった」 ％ ②「結婚・出産・妊娠・育児」20.5% ③

「理念や運営のあり方について不満があった」 となって

おり、職場のストレスに起因するところが大きいという結果も

報告されている ）。

そこで本研究では、職場定着を促し、生産性を高めるための心

理的支援を検討することを志向する。福祉専門職の

（満たされた状態）を実現する方法について検討するため、ポ

ジティブ心理学に着目した。

尚、医療福祉分野における職業が多様化しているため、本研究

では、「福祉専門職」として、介護職以外も含む医療福祉分野

の多様な対人援助職を対象とする。

【方法】栃木県内の福祉専門職にメンタルヘルスに関する

アンケート調査を行い、領域等によるこころの健康度の違いや、

メンタルヘルスに関する心理教育受講状況とこころの健康度

の相関関係を明らかにする。調査対象のうち同意を得られた方

に対し、ポジティブ心理教育を行い、教育前後のメンタルヘル

スの変化を測定し、どのような効果が得られるかを調査する。

１）アンケート実態調査および介入調査による

２）対象：実態調査：栃木県福祉系職能団体会員約 名

介入調査：福祉専門職 名程度（社会福祉士・介

護福祉士など）

３）研究期間： 年 月～ 年 月

「こころの健康度アンケート」CES₋D 抑うつ尺度を使用（締

切 ）

「ポジティブ心理教育」教育郡と待機群に分け で介

入（ 月実施）

フォームによるアンケート調査

４）データ分析方法：クロス集計ｔ検定

【結果・考察等】

「こころの健康度アンケート」：分析中である。

「ポジティブ心理教育」：介入研究準備中である。

医療福祉・臨床心理

病床機能報告制度から見た栃木県の医療圏における患者の退

院先に関する研究

滝澤雅美 山本康弘

国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科診療情報アナリ

スト養成分野

【目的】本研究は栃木県の医療圏における医療機能別の在宅医

療の必要状況及び退棟後の場所別状況を明らかにすることを

目的とする。

【方法】本研究は栃木県のホームページの栃木県における医療

機能ごとの病床の状況を把握し、さらに厚生労働省のホームペ

ージに掲載されている病床機能報告制度の結果のうち、 ヶ月

間における退院後に在宅医療を必要とする患者の状況（全 項

目）、退棟先の場所別の入院患者の状況（全 項目）を医療機

能別（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）、年度別（

年度、 年度）に集計した。各医療機能別について、年度別

に在宅医療及び退棟先の場所別の状況についてχ2検定を用い

て分析した。有意水準は 値が 未満を統計学的に有意と

みなした。

【結果】栃木県県北医療圏の 年 月 日時点の機能は回

復期 床、慢性期 床に対し、 年の予定は回復期

床、慢性期 床、介護移行 床であった。

回復期においては退院後に在宅医療を必要とする患者の状

況に変化は見られなかったが、退棟先の場所別の入院患者の状

況において家庭への退院が 年度 件（ ％）、 年

度 件（ ％）、同様に他の病院・診療所へ転院は 件

（ ％）、 件（ ％）、介護老人保健施設に入所は 件

（ ％）、 件（ ％）であった。慢性期では、退院後に在

宅医療を必要とする患者の状況における退院後１か月以内に

在宅医療を必要としない患者（死亡退院を含む）が 年度

件（ ％）、 年度 件（ ％）、同様に退院後１か

月以内に自院が在宅医療を提供する予定の患者は 件

（ ％）、 件（ ％）であり有意差は認められなかった。

さらに、退棟先の場所別の入院患者の状況では家庭への退院が

年度 件（ ％）、 年度 件（ ％）、同様に

他の病院・診療所へ転院は 件（ ％）、 件（ ％）、介

護老人保健施設に入所は 件（ ％）、 件（ ％）であっ

た。

【考察】回復期及び慢性期においては、家庭、他の病院・診療

所、介護老人保健施設への退院先の割合が対極を示していた。

栃木県の医療計画においても述べられているが、急性期から回

復期までの医療が受けられ、慢性期における療養ができるよう

な、地域の医療機関、福祉施設において連携した医療・介護の

提供体制の構築が重要であることが示唆された。

総合教育

英語教師の日本語使用，自己効力感，成長の関係

―教師 の２つの実践とインタビューを通じて―

表昭浩

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

１概要

文科省が中学高校教師の原則英語使用という方針を打ち出

して 年が経過した。教師の心理と教授言語の関係を調査し

た によれば、英語教師の日本語と英語の使用比率

は教師自己効力感を通じて変動し、効力感の４源泉（目標達成、

社会的説得、代理経験、体感と感情）の中では生徒の反応（社

会的説得）と学業（目標達成）の２つが最大となったという。

そこで本研究は、ある英語教師 の 単元授業を 年と

年で比較観察し、さらにインタビューを通じて自己効力感が日

英比の変化にどう関与しているのか探ることを目的とする。

２デザインと方法

本研究は、大阪府内の女性中学教師 を対象とする事例研究

である。分析は、量（日英比比較データ）と質（面積データ）

とを相補的に統合させた混合法で行われた。前者では 年

と 年の発話記録（いずれも１単元）における日英比のパ

ターンを比較し、後者では４源泉に基づく面接（ 年）によ

り自己効力感が教授言語に与える具体的影響を探った。２つの

結果は最終的に統合された。

３結果

日英比は、 年には平均で８割だった日本語が半減し、英

語が３倍以上増加した。また、比較した授業 回の内、６回の

授業で 年の日本語の方が下回っていた。教師と生徒の発

話比では教師と生徒間のインターアクションが増加した。一方、

面接からは、授業スタイルの変化から の日本語削減（文法説

明や意味確認の発話減少）が生じ、英語インプット増大と共に

自然な英語発話増加や生徒との英語インターアクションの増

加（英語慣れ）があったことが窺われた。

４考察

効力変動の中で各言語の役割パターンに変化が生じ、日英比

の変化に影響したと思われる。日本語には学習動機づけや翻訳

による内容理解促進・補完の役割があるが、生徒との社会的関

係やスキル達成という目標下では日本語によるこれらの機能

は補償的に働く。本事例は、英語が日本語に代わってこれらの

機能を本質的に担うようになった結果、日本語の役割縮小を招

き、総じて英語比が増大＋日本語比を下げたと思われる。

５結論と今後の課題

本研究を通じて、教師自己効力感が日本語減少に関与してい

る可能性が示された。 今後の課題は、日本語減少及び英語発

話増加がどのように教師の成長感に関係するのか、さらに多く

の事例により解明していくことにある。

総合教育

多視点 解剖教育システムを用いた実習の有用性：

による質的研究

吉塚久記 佐野伸之 光武翼 小坂克子

福岡国際医療福祉大学医療学部理学療法学科

福岡国際医療福祉大学医療学部作業療法学科

【目的】解剖学の理解は医療従事者に必須であるが、遺体を用

いた人体解剖学実習は死体解剖保存法により医・歯学部に限定

されている。これに対し、本学は解剖体の実写を用いた多視点

解剖教育システム（ 解剖体）を導入し、解剖学実習を開

講している。これまで 解剖体を用いた学生教育については、

興味喚起や苦手意識の軽減（糸数ら， ）、医療倫理の促進

（ ）といった影響が報告されているが、その

他の教育効果は不明に留まる。

本研究の目的は、理学療法・作業療法学科 年次生に 解剖

体を用いる有用性とその具体的な因子について、質的研究の手

法により解明することである。

【方法】データ収集は、対象者の集団内相互作用から深い意識

と幅広い情報を引き出すことが可能とされる

（ ）を用いた。 は「 解剖体の利点と欠点」

をテーマに掲げ、研究者 名をファシリテーターとして、開か

れた質問への回答で次の展開を決める半構造化面接を理論的

飽和まで行った。分析は、すべての発言を録音して匿名の逐語

記録を作成し、明示的かつ定式的な分析手法である

にて分析した。

対象は解剖学実習の全日程を終え、 当日に参加可

能かつ紙面による研究参加の同意を得られた本学 年次生 名

（18.8 ± 0.5 歳）とした。なお、本研究は本学倫理審査委員

会の承認（ ）を受けて実施された。

【結果】 分の にて認められた の発言から

の構成概念が抽出され、意味的類似性により のサブカテゴ

リーと つのカテゴリーに集約された。カテゴリー（代表的サ

ブカテゴリー）は各々、 解剖体の活用によって得られる学力

（高度な認知領域の学び・精神運動領域の基盤となる学び・情

意領域の学び）、 解剖体が有する課題（ 解剖体自体の課題・

他教材との比較からみえる課題）、 解剖体の効果的な活用法

（他教材との相補完的な活用、学習目的に適した教材の選択、

協同学習の活用法と留意点）であった。

【考察】 解剖体は高解像度の実写を用いている点や、学習者

の観察したい方向と深度を自由に選択できる点から、紙面教材

や模型とは異なる利点を有しており、その学びは認知領域に留

まらず、精神運動領域や情意領域にも影響していた。その一方、

簡素化されたイラストと異なる実写は器官同士の境界が不明

瞭であり、器官の形態に関する十分な基礎知識や他教材を併用

した学習が必要と指摘された。
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医療福祉・臨床心理

福祉専門職のメンタルヘルスにおよぼすポジティブ心理教育

の効果検討

村上加代子

国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科医療福祉経営専攻

医療福祉学分野修士課程

【目的】本研究の目的は、ポジティブ心理学に基づいた心の健

康教育が福祉専門職のメンタルヘルスにおよぼす効果を明ら

かにすることである。

【研究の背景】介護職を始めとした福祉専門職は、離職者が多

いとされている。現状の入職・離職動向が続いた場合、 年

度の時点で 万 人の人材不足に陥るという報告もある

ことから、新たに人材を増やす方策と共に離職防止は重要な対

策項目であると考えられる。

介護事業所を離職した理由としては、①「職場の人間関係に不

満があった」 ％ ②「結婚・出産・妊娠・育児」20.5% ③

「理念や運営のあり方について不満があった」 となって

おり、職場のストレスに起因するところが大きいという結果も

報告されている ）。

そこで本研究では、職場定着を促し、生産性を高めるための心

理的支援を検討することを志向する。福祉専門職の

（満たされた状態）を実現する方法について検討するため、ポ

ジティブ心理学に着目した。

尚、医療福祉分野における職業が多様化しているため、本研究

では、「福祉専門職」として、介護職以外も含む医療福祉分野

の多様な対人援助職を対象とする。

【方法】栃木県内の福祉専門職にメンタルヘルスに関する

アンケート調査を行い、領域等によるこころの健康度の違いや、

メンタルヘルスに関する心理教育受講状況とこころの健康度

の相関関係を明らかにする。調査対象のうち同意を得られた方

に対し、ポジティブ心理教育を行い、教育前後のメンタルヘル

スの変化を測定し、どのような効果が得られるかを調査する。

１）アンケート実態調査および介入調査による

２）対象：実態調査：栃木県福祉系職能団体会員約 名

介入調査：福祉専門職 名程度（社会福祉士・介

護福祉士など）

３）研究期間： 年 月～ 年 月

「こころの健康度アンケート」CES₋D 抑うつ尺度を使用（締

切 ）

「ポジティブ心理教育」教育郡と待機群に分け で介

入（ 月実施）

フォームによるアンケート調査

４）データ分析方法：クロス集計ｔ検定

【結果・考察等】

「こころの健康度アンケート」：分析中である。

「ポジティブ心理教育」：介入研究準備中である。

医療福祉・臨床心理

病床機能報告制度から見た栃木県の医療圏における患者の退

院先に関する研究

滝澤雅美 山本康弘

国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科診療情報アナリ

スト養成分野

【目的】本研究は栃木県の医療圏における医療機能別の在宅医

療の必要状況及び退棟後の場所別状況を明らかにすることを

目的とする。

【方法】本研究は栃木県のホームページの栃木県における医療

機能ごとの病床の状況を把握し、さらに厚生労働省のホームペ

ージに掲載されている病床機能報告制度の結果のうち、 ヶ月

間における退院後に在宅医療を必要とする患者の状況（全 項

目）、退棟先の場所別の入院患者の状況（全 項目）を医療機

能別（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）、年度別（

年度、 年度）に集計した。各医療機能別について、年度別

に在宅医療及び退棟先の場所別の状況についてχ2検定を用い

て分析した。有意水準は 値が 未満を統計学的に有意と

みなした。

【結果】栃木県県北医療圏の 年 月 日時点の機能は回

復期 床、慢性期 床に対し、 年の予定は回復期

床、慢性期 床、介護移行 床であった。

回復期においては退院後に在宅医療を必要とする患者の状

況に変化は見られなかったが、退棟先の場所別の入院患者の状

況において家庭への退院が 年度 件（ ％）、 年

度 件（ ％）、同様に他の病院・診療所へ転院は 件

（ ％）、 件（ ％）、介護老人保健施設に入所は 件

（ ％）、 件（ ％）であった。慢性期では、退院後に在

宅医療を必要とする患者の状況における退院後１か月以内に

在宅医療を必要としない患者（死亡退院を含む）が 年度

件（ ％）、 年度 件（ ％）、同様に退院後１か

月以内に自院が在宅医療を提供する予定の患者は 件

（ ％）、 件（ ％）であり有意差は認められなかった。

さらに、退棟先の場所別の入院患者の状況では家庭への退院が

年度 件（ ％）、 年度 件（ ％）、同様に

他の病院・診療所へ転院は 件（ ％）、 件（ ％）、介

護老人保健施設に入所は 件（ ％）、 件（ ％）であっ

た。

【考察】回復期及び慢性期においては、家庭、他の病院・診療

所、介護老人保健施設への退院先の割合が対極を示していた。

栃木県の医療計画においても述べられているが、急性期から回

復期までの医療が受けられ、慢性期における療養ができるよう

な、地域の医療機関、福祉施設において連携した医療・介護の

提供体制の構築が重要であることが示唆された。

総合教育

英語教師の日本語使用，自己効力感，成長の関係

―教師 の２つの実践とインタビューを通じて―

表昭浩

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

１概要

文科省が中学高校教師の原則英語使用という方針を打ち出

して 年が経過した。教師の心理と教授言語の関係を調査し

た によれば、英語教師の日本語と英語の使用比率

は教師自己効力感を通じて変動し、効力感の４源泉（目標達成、

社会的説得、代理経験、体感と感情）の中では生徒の反応（社

会的説得）と学業（目標達成）の２つが最大となったという。

そこで本研究は、ある英語教師 の 単元授業を 年と

年で比較観察し、さらにインタビューを通じて自己効力感が日

英比の変化にどう関与しているのか探ることを目的とする。

２デザインと方法

本研究は、大阪府内の女性中学教師 を対象とする事例研究

である。分析は、量（日英比比較データ）と質（面積データ）

とを相補的に統合させた混合法で行われた。前者では 年

と 年の発話記録（いずれも１単元）における日英比のパ

ターンを比較し、後者では４源泉に基づく面接（ 年）によ

り自己効力感が教授言語に与える具体的影響を探った。２つの

結果は最終的に統合された。

３結果

日英比は、 年には平均で８割だった日本語が半減し、英

語が３倍以上増加した。また、比較した授業 回の内、６回の

授業で 年の日本語の方が下回っていた。教師と生徒の発

話比では教師と生徒間のインターアクションが増加した。一方、

面接からは、授業スタイルの変化から の日本語削減（文法説

明や意味確認の発話減少）が生じ、英語インプット増大と共に

自然な英語発話増加や生徒との英語インターアクションの増

加（英語慣れ）があったことが窺われた。

４考察

効力変動の中で各言語の役割パターンに変化が生じ、日英比

の変化に影響したと思われる。日本語には学習動機づけや翻訳

による内容理解促進・補完の役割があるが、生徒との社会的関

係やスキル達成という目標下では日本語によるこれらの機能

は補償的に働く。本事例は、英語が日本語に代わってこれらの

機能を本質的に担うようになった結果、日本語の役割縮小を招

き、総じて英語比が増大＋日本語比を下げたと思われる。

５結論と今後の課題

本研究を通じて、教師自己効力感が日本語減少に関与してい

る可能性が示された。 今後の課題は、日本語減少及び英語発

話増加がどのように教師の成長感に関係するのか、さらに多く

の事例により解明していくことにある。

総合教育

多視点 解剖教育システムを用いた実習の有用性：

による質的研究

吉塚久記 佐野伸之 光武翼 小坂克子

福岡国際医療福祉大学医療学部理学療法学科

福岡国際医療福祉大学医療学部作業療法学科

【目的】解剖学の理解は医療従事者に必須であるが、遺体を用

いた人体解剖学実習は死体解剖保存法により医・歯学部に限定

されている。これに対し、本学は解剖体の実写を用いた多視点

解剖教育システム（ 解剖体）を導入し、解剖学実習を開

講している。これまで 解剖体を用いた学生教育については、

興味喚起や苦手意識の軽減（糸数ら， ）、医療倫理の促進

（ ）といった影響が報告されているが、その

他の教育効果は不明に留まる。

本研究の目的は、理学療法・作業療法学科 年次生に 解剖

体を用いる有用性とその具体的な因子について、質的研究の手

法により解明することである。

【方法】データ収集は、対象者の集団内相互作用から深い意識

と幅広い情報を引き出すことが可能とされる

（ ）を用いた。 は「 解剖体の利点と欠点」

をテーマに掲げ、研究者 名をファシリテーターとして、開か

れた質問への回答で次の展開を決める半構造化面接を理論的

飽和まで行った。分析は、すべての発言を録音して匿名の逐語

記録を作成し、明示的かつ定式的な分析手法である

にて分析した。

対象は解剖学実習の全日程を終え、 当日に参加可

能かつ紙面による研究参加の同意を得られた本学 年次生 名

（18.8 ± 0.5 歳）とした。なお、本研究は本学倫理審査委員

会の承認（ ）を受けて実施された。

【結果】 分の にて認められた の発言から

の構成概念が抽出され、意味的類似性により のサブカテゴ

リーと つのカテゴリーに集約された。カテゴリー（代表的サ

ブカテゴリー）は各々、 解剖体の活用によって得られる学力

（高度な認知領域の学び・精神運動領域の基盤となる学び・情

意領域の学び）、 解剖体が有する課題（ 解剖体自体の課題・

他教材との比較からみえる課題）、 解剖体の効果的な活用法

（他教材との相補完的な活用、学習目的に適した教材の選択、

協同学習の活用法と留意点）であった。

【考察】 解剖体は高解像度の実写を用いている点や、学習者

の観察したい方向と深度を自由に選択できる点から、紙面教材

や模型とは異なる利点を有しており、その学びは認知領域に留

まらず、精神運動領域や情意領域にも影響していた。その一方、

簡素化されたイラストと異なる実写は器官同士の境界が不明

瞭であり、器官の形態に関する十分な基礎知識や他教材を併用

した学習が必要と指摘された。
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総合教育

押味貴之

高須賀茂文 井之川睦美 早坂裕介

国際医療福祉大学医学部総合教育センター

国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター

[Method]The students were grouped by their “Student

groups.” They received a sample project as a mo

50.7% (n=69) responded “Strongly agree;” 39% (n=53) 

“Agree;” 5.9% (n=8) selected “Neither agree nor 

disagree;” and 4.4% (n=6) selected “Disagree.”

chose “Strongly agree,” 48.2% (n=66) chose “Agree” and 

総合教育

田中泰郎

国際医療福祉大学総合教育センター語学教育部

pronunciation, raising learners’ awareness and 

総合教育

小田原キャンパス理学療法学科 年生における遠隔授業実施状

況把握のためのアンケート調査

齋藤孝義 細川真登

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

【目的】本校では により、 年 月 日より

等を用いた遠隔授業を実施した。理学療法学科 年生の遠隔授

業実施後の状況把握を目的にアンケート調査を行ったので報

告する。

【方法】対象は、 年度入学の理学療法学科 年生 名と

した。授業開始前の 月 日に遠隔授業への対策として

で 、 の操作方法を動画で説明した。動

画は常に視聴できるようにし、 月 日授業初日終了後に遠隔

授業実施について で作成したアンケートを行った。

内容は ．授業時の通信状況 ．不足している物品の有無 ．

は使いこなせたか ． は使いこなせた

か ．遠隔授業を受けて困ったこと とした。 ～ の質問は問

題あり、問題なしの 択で回答し、問題ありと回答した問題と

．遠隔授業を受けて困ったこと については自由記載で回答し

た。

【結果】 名より回答を得た（回収率 ）。 ．授業時の通

信状況では、全員が問題なしと回答した。 ．不足している物

品の有無では 名が問題ありと回答し、マイクが無い 名（ ％）、

プリンターが無い 名（ ％）であった。 ． は使いこなせ

たかでは 名（ ％）問題ありと回答した。 ．

は使いこなせたかでは 名（ ％）問題ありと回答した。両方

とも問題ありと回答した学生はいなかった。 名の回答は操作

方法がわからないであった。 ．遠隔授業を受けて困ったこと

について問題ありと回答した学生は 名（ ％）であり 名

（ ％）が提出についての内容を回答した。

【考察】理学療法学科 年生の遠隔授業実施後の状況把握を目

的にアンケート調査を行った。 代はスマホ世代と呼ばれ、パ

ソコン操作に強い印象を持っていたが、あらかじめ操作方法に

ついて対策してもパソコン操作に不慣れな学生がいた。遠隔授

業ではパソコンが不慣れな場合授業自体に影響する。

の影響で、今後も遠隔授業が行われる可能性が高い。そのため

パソコン操作に不慣れな学生がいることを想定し、早めに準

備・対応し指導していくことが重要である。

【結論】遠隔授業では、パソコン操作を苦手とする学生を想定

し、学生に対して早めに準備・対応していくことが、遠隔授業

をスムーズに行うために必要である。

総合教育

国際医療福祉大学医学部総合教育センター

国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター
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等を用いた遠隔授業を実施した。理学療法学科 年生の遠隔授

業実施後の状況把握を目的にアンケート調査を行ったので報

告する。

【方法】対象は、 年度入学の理学療法学科 年生 名と

した。授業開始前の 月 日に遠隔授業への対策として

で 、 の操作方法を動画で説明した。動

画は常に視聴できるようにし、 月 日授業初日終了後に遠隔

授業実施について で作成したアンケートを行った。

内容は ．授業時の通信状況 ．不足している物品の有無 ．

は使いこなせたか ． は使いこなせた

か ．遠隔授業を受けて困ったこと とした。 ～ の質問は問

題あり、問題なしの 択で回答し、問題ありと回答した問題と

．遠隔授業を受けて困ったこと については自由記載で回答し

た。

【結果】 名より回答を得た（回収率 ）。 ．授業時の通

信状況では、全員が問題なしと回答した。 ．不足している物

品の有無では 名が問題ありと回答し、マイクが無い 名（ ％）、

プリンターが無い 名（ ％）であった。 ． は使いこなせ

たかでは 名（ ％）問題ありと回答した。 ．

は使いこなせたかでは 名（ ％）問題ありと回答した。両方

とも問題ありと回答した学生はいなかった。 名の回答は操作

方法がわからないであった。 ．遠隔授業を受けて困ったこと

について問題ありと回答した学生は 名（ ％）であり 名

（ ％）が提出についての内容を回答した。

【考察】理学療法学科 年生の遠隔授業実施後の状況把握を目

的にアンケート調査を行った。 代はスマホ世代と呼ばれ、パ

ソコン操作に強い印象を持っていたが、あらかじめ操作方法に

ついて対策してもパソコン操作に不慣れな学生がいた。遠隔授

業ではパソコンが不慣れな場合授業自体に影響する。

の影響で、今後も遠隔授業が行われる可能性が高い。そのため

パソコン操作に不慣れな学生がいることを想定し、早めに準

備・対応し指導していくことが重要である。

【結論】遠隔授業では、パソコン操作を苦手とする学生を想定

し、学生に対して早めに準備・対応していくことが、遠隔授業

をスムーズに行うために必要である。

総合教育

国際医療福祉大学医学部総合教育センター

国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター
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本学新入生の「英語で話すことについての意識」の変容調査

斎藤隆枝

国際医療福祉大学総合教育センター

【目的】在日・訪日外国人の増加に伴い、医療の現場でも日本

語を第一言語としない患者や医療従事者とのスムーズなコミ

ュニケーションを可能とする英語運用能力が求められている。

本研究では本学新入生の英語で話すことについての意識がど

のように変容するかを

の観点から調査する。また英語で話す能

力を伸ばすための学生のニーズを把握し、今後の学生サポート

体制構築の一助とする。

【方法】時期： 年 月にプレ調査を質問紙にて、 年

月にポスト調査をオンラインにて実施。調査対象：本学保健医

療学部１年生 人（うち、有効回答数 ）。分析：収集した

データを で集計、 で分析。希望する英語のサポート

体制については自由記述させ、 法で分析した。

【結果】入学時の は 点のうち平均値

（ ）。入学時と学年終了時で に有意差は認

められなかった（ ）。英語で

話すスキルを上達させるために必要なサポートについては、

「英語でしか話せない時間を作る」、「外国人教員と話せる機会

を増やす」、「留学生を増やす」などの意見が見られた。

【考察】国家資格取得を目指す医療福祉系大学に在籍する多く

の学生にとって、英語運用能力の維持向上は学習の優先事項に

はなりにくい。また、履修要件の違いから英語学習の継続や、

語学留学の機会が持ちにくく、英語学習の動機づけは徐々に低

くなると予想していたが、英語を必修科目として履修している

初年度が終わる時点では英語で話す意思に変化は見られなか

った。学生が大学に望むサポートについてはすでにその機会が

提供されているものも多く、今後学生向けに更なる情報発信が

必要であることが分かった。また、英語でコミュニケーション

を取る機会を増やしていく必要性も明らかになった。

【展望】今後も継続して英語で話すことについての意識の変容

を調査し、専門職養成課程で英語運用能力の維持向上を図るた

めに必要となるサポート体制の在り方を明らかにしていく必

要がある。

総合教育

医療コミュニケーションを見据えた日本語教育実践 —アクテ

ィブラーニングによる「他者視点」の意識化—

小川美香 永射紀子

国際医療福祉大学成田キャンパス総合教育センター

【目的】本学の留学生は第二言語である日本語を使用して、ア

カデミックなコミュニケーション力と将来医療者として現場

で求められるコミュニケーション力を備えていく必要があり、

どちらにも自らのコミュニケーションを他者の視点から客観

的にとらえる視点は必須である。本実践ではこの点を重要視し、

日本語科目において参加型のアクティブラーニングを重ねな

がら「他者視点」を意識化したプロセスを振り返り、成果と課

題をまとめる。

【方法】まず、 年度１学期開講の「日本語Ⅱ （中級

レベルの総合日本語）」において得られたタスクの成果物（主

に調査に基づく発表原稿と によるチェック表、 回分）

を「他者視点」の有無と内容面から分析する。次に、受講生の

振り返りレポートと照らし、認知面からの考察を加える。

【結果】分析の結果、「他者視点」の意識化のプロセスと受講

生による自己評価の変遷が明らかになった。初回は「聞き手が

理解するために必要な情報」が全体的に乏しく、「主語・目的

語が省略されすぎている」「具体例が示されていない」表現が

多く、発表者の意図が聞き手に伝わりにくい場面が散見された。

しかし、タスクを重ねる度に聞き手にとってわかりやすい情報

の提示や説明、主語・目的語の明確化、具体例による補塡が顕

著に増えていた。

【考察】加えて、タスク全体を振り返るレポートには、「イン

タビューの時自分が聞いた質問を答えられなくて困っている

時色々な例や質問の意味を詳しく説明したほうが相手に寄り

添うという事も学んだ」「他人の言葉を自分の言葉に繰り返し

て発表するだけではなく、感想を表すことも必要ではあること

かよくわかった。」「タスクを通して、お互いに話し合ったり、

協力しながら原稿を直したり、友達とともに日本語能力を上達

したりして、素晴らしい経験であった。相手に寄り添うことも

非常に大事だとわかるようになった」（原文ママ）などと受講

生たちの語りが記された。これらにも「他者視点」への意識化

のプロセスが窺え、コミュニケーション力の育成につながって

いる。

【結論】したがって、参加型のアクティブラーニングによって

「自らのコミュニケーションを他者の視点から客観的にとら

える視点」を意識させる働きかけには、有用性が認められた。

今後も医療従事者としてのコミュニケーション力育成を見据

えて適宜取り入れ、授業の改善を重ねていく。

総合教育

論証文で連鎖節を書くことを促す方法

徳江武

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

【目的】連鎖節とは、２つの「節に関連する意味」の連鎖を表

す節である。例えば、

という節は、次の２つ

の節関連意味の連鎖を表す。 、

連鎖節は、論証文 を構

築するために重要である（ ）。そこで、本研究

は、学生に論証文で連鎖節を書かせる方法を考察する。論証文

は、理由や証拠などによって主張を正当化する文章と定義され

る（ ）

本研究は、 を使った連鎖節に焦点を当てる。リサーチ

クエスチョンは次のとおりである。「連鎖節と論証文を教える

教材と、論証文だけを教える教材を比較すると、どちらが

を使った節パターンに従った連鎖節を書くのを促すか」

ここで、節パターンとは に列

挙された節構造パターンである。その１例は、「 節

名詞句 不定詞節」である。この節構造パターンは、

のような連鎖節を生み出

す。「 を使った節パターンに従った連鎖節」をターゲット

連鎖節と呼ぶ。

【方法】 人の学生に参加してもらい、ランダム化比較実験の

予備実験を行った。第一に、学生をランダムに二群に分けた。

一方の集団は、連鎖節と論証文を教える教材を使い、他方の集

団は、論証文だけを教える教材を使った。第三に、事後テスト

として、両方の集団に英作文を書いてもらった。第四に、私が

英作文を分析し、ターゲット連鎖節を書いたか確認した。第五

に、各集団で、ターゲット連鎖節を書いた学生の数を数え、フ

ィッシャー正確検定を行った。

【結果】ターゲット連鎖節を書いた学生は、連鎖節と論証文を

教える教材を使った集団では、 人であった。論証文だけを教

える教材を使った集団では、人であった。値は であり、

有意ではなかった。ファイ係数は であり、中から大の効果

量があった（ ）。な

お、参加者全員が論証文を書いていた。

【考察】 値が有意でなかったのは、参加者が少ないためと考

えられる。ファイ係数 を という統計ソフトに入力

し、サンプルサイズを求めると、 人であった。 人程度の

参加者数で有意差を検出し、仮説を支持できそうである。

総合教育

テキストマイニングによる高等学校学習指導要領の比較分析

～高等学校学習指導要領解説 商業編 科目「管理会計」の可

視化～

薄井浩信

国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

【目的】平成 年に告示された高等学校学習指導要領解説 商

業編および平成 年に告示された高等学校学習指導要領解説

商業編の科目「管理会計」（以下、「平成 年」、「平成 年」

と略す）の変遷の特徴を見出すことを目的とした。

【方法】分析方法は、平成 年および平成 年から高等学校

学習指導要領の本文を除いた解説部分のみをテキスト化し、テ

キストマイニングの手法を用いて分析を行った。分析ソフトは、

計量テキスト分析ソフト を用いた。

分析手順は、 を用いて文章全体の前処理を実行し、文

章の単純集計を行った。その後、頻出語をリストアップし、頻

出の程度を分析した結果を可視化し分かりやすくするために、

出現パターンの共起の程度が強い語を線で結んだ共起ネット

ワーク図を作成した。

【結果】平成 年は、 の文および の段落、平成 年は、

の文および の段落であった。総抽出語数および異なり語

数は、平成 年は、 語および 語、平成 年は、

語および 語であった。また、分析に使用する総抽出語数お

よび異なり語数は、平成 年は、 語および 語、平成

年は、 語および 語であった。また、頻出語をリス

トアップした結果、頻出語の出現回数の高い上位６語が、平成

年は、「計算」「原価」「理解」「予算」「管理」「習得」（ 、

位は、同出現回数）、平成 年は、「管理」「会計」「経営」「方

法」「原価」「予算」（ 、 位は、同出現回数）となった。そし

て、リストアップした頻出語により、平成 年および平成

年、それぞれの共起ネットワーク図を作成した。

【考察】語数（文、段落、総抽出語数、異なり語）が、平成

年と比較して平成 年は、大幅に増加していることが明らか

となった。また、頻出語の上位 、 位が、「計算」「原価」か

ら「管理」「会計」になったことは、教育内容の重点が、原価

計算から管理会計へと変化したことを示していると考えられ

る。また、「経営」が新しく上位に入ったことで、管理会計の

目的である「経営者のための会計」を意識した教育内容への変

化と考えられる。また、共起ネットワーク図には、このような

傾向が顕著に示されていると考える。

【結論】平成 年では、「原価計算」が重要な位置付けがされ

ていたが、平成 年では、「管理会計」の重要性が高まり、そ

の結果、教育内容が「原価計算から管理会計」、「経営者のため

の会計」へと変遷している傾向が明らかにされた。
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総合教育

本学新入生の「英語で話すことについての意識」の変容調査

斎藤隆枝

国際医療福祉大学総合教育センター

【目的】在日・訪日外国人の増加に伴い、医療の現場でも日本

語を第一言語としない患者や医療従事者とのスムーズなコミ

ュニケーションを可能とする英語運用能力が求められている。

本研究では本学新入生の英語で話すことについての意識がど

のように変容するかを

の観点から調査する。また英語で話す能

力を伸ばすための学生のニーズを把握し、今後の学生サポート

体制構築の一助とする。

【方法】時期： 年 月にプレ調査を質問紙にて、 年

月にポスト調査をオンラインにて実施。調査対象：本学保健医

療学部１年生 人（うち、有効回答数 ）。分析：収集した

データを で集計、 で分析。希望する英語のサポート

体制については自由記述させ、 法で分析した。

【結果】入学時の は 点のうち平均値

（ ）。入学時と学年終了時で に有意差は認

められなかった（ ）。英語で

話すスキルを上達させるために必要なサポートについては、

「英語でしか話せない時間を作る」、「外国人教員と話せる機会

を増やす」、「留学生を増やす」などの意見が見られた。

【考察】国家資格取得を目指す医療福祉系大学に在籍する多く

の学生にとって、英語運用能力の維持向上は学習の優先事項に

はなりにくい。また、履修要件の違いから英語学習の継続や、

語学留学の機会が持ちにくく、英語学習の動機づけは徐々に低

くなると予想していたが、英語を必修科目として履修している

初年度が終わる時点では英語で話す意思に変化は見られなか

った。学生が大学に望むサポートについてはすでにその機会が

提供されているものも多く、今後学生向けに更なる情報発信が

必要であることが分かった。また、英語でコミュニケーション

を取る機会を増やしていく必要性も明らかになった。

【展望】今後も継続して英語で話すことについての意識の変容

を調査し、専門職養成課程で英語運用能力の維持向上を図るた

めに必要となるサポート体制の在り方を明らかにしていく必

要がある。

総合教育

医療コミュニケーションを見据えた日本語教育実践 —アクテ

ィブラーニングによる「他者視点」の意識化—

小川美香 永射紀子

国際医療福祉大学成田キャンパス総合教育センター

【目的】本学の留学生は第二言語である日本語を使用して、ア

カデミックなコミュニケーション力と将来医療者として現場

で求められるコミュニケーション力を備えていく必要があり、

どちらにも自らのコミュニケーションを他者の視点から客観

的にとらえる視点は必須である。本実践ではこの点を重要視し、

日本語科目において参加型のアクティブラーニングを重ねな

がら「他者視点」を意識化したプロセスを振り返り、成果と課

題をまとめる。

【方法】まず、 年度１学期開講の「日本語Ⅱ （中級

レベルの総合日本語）」において得られたタスクの成果物（主

に調査に基づく発表原稿と によるチェック表、 回分）

を「他者視点」の有無と内容面から分析する。次に、受講生の

振り返りレポートと照らし、認知面からの考察を加える。

【結果】分析の結果、「他者視点」の意識化のプロセスと受講

生による自己評価の変遷が明らかになった。初回は「聞き手が

理解するために必要な情報」が全体的に乏しく、「主語・目的

語が省略されすぎている」「具体例が示されていない」表現が

多く、発表者の意図が聞き手に伝わりにくい場面が散見された。

しかし、タスクを重ねる度に聞き手にとってわかりやすい情報

の提示や説明、主語・目的語の明確化、具体例による補塡が顕

著に増えていた。

【考察】加えて、タスク全体を振り返るレポートには、「イン

タビューの時自分が聞いた質問を答えられなくて困っている

時色々な例や質問の意味を詳しく説明したほうが相手に寄り

添うという事も学んだ」「他人の言葉を自分の言葉に繰り返し

て発表するだけではなく、感想を表すことも必要ではあること

かよくわかった。」「タスクを通して、お互いに話し合ったり、

協力しながら原稿を直したり、友達とともに日本語能力を上達

したりして、素晴らしい経験であった。相手に寄り添うことも

非常に大事だとわかるようになった」（原文ママ）などと受講

生たちの語りが記された。これらにも「他者視点」への意識化

のプロセスが窺え、コミュニケーション力の育成につながって

いる。

【結論】したがって、参加型のアクティブラーニングによって

「自らのコミュニケーションを他者の視点から客観的にとら

える視点」を意識させる働きかけには、有用性が認められた。

今後も医療従事者としてのコミュニケーション力育成を見据

えて適宜取り入れ、授業の改善を重ねていく。

総合教育

論証文で連鎖節を書くことを促す方法

徳江武

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

【目的】連鎖節とは、２つの「節に関連する意味」の連鎖を表

す節である。例えば、

という節は、次の２つ

の節関連意味の連鎖を表す。 、

連鎖節は、論証文 を構

築するために重要である（ ）。そこで、本研究

は、学生に論証文で連鎖節を書かせる方法を考察する。論証文

は、理由や証拠などによって主張を正当化する文章と定義され

る（ ）

本研究は、 を使った連鎖節に焦点を当てる。リサーチ

クエスチョンは次のとおりである。「連鎖節と論証文を教える

教材と、論証文だけを教える教材を比較すると、どちらが

を使った節パターンに従った連鎖節を書くのを促すか」

ここで、節パターンとは に列

挙された節構造パターンである。その１例は、「 節

名詞句 不定詞節」である。この節構造パターンは、

のような連鎖節を生み出

す。「 を使った節パターンに従った連鎖節」をターゲット

連鎖節と呼ぶ。

【方法】 人の学生に参加してもらい、ランダム化比較実験の

予備実験を行った。第一に、学生をランダムに二群に分けた。

一方の集団は、連鎖節と論証文を教える教材を使い、他方の集

団は、論証文だけを教える教材を使った。第三に、事後テスト

として、両方の集団に英作文を書いてもらった。第四に、私が

英作文を分析し、ターゲット連鎖節を書いたか確認した。第五

に、各集団で、ターゲット連鎖節を書いた学生の数を数え、フ

ィッシャー正確検定を行った。

【結果】ターゲット連鎖節を書いた学生は、連鎖節と論証文を

教える教材を使った集団では、 人であった。論証文だけを教

える教材を使った集団では、人であった。値は であり、

有意ではなかった。ファイ係数は であり、中から大の効果

量があった（ ）。な

お、参加者全員が論証文を書いていた。

【考察】 値が有意でなかったのは、参加者が少ないためと考

えられる。ファイ係数 を という統計ソフトに入力

し、サンプルサイズを求めると、 人であった。 人程度の

参加者数で有意差を検出し、仮説を支持できそうである。

総合教育

テキストマイニングによる高等学校学習指導要領の比較分析

～高等学校学習指導要領解説 商業編 科目「管理会計」の可

視化～

薄井浩信

国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

【目的】平成 年に告示された高等学校学習指導要領解説 商

業編および平成 年に告示された高等学校学習指導要領解説

商業編の科目「管理会計」（以下、「平成 年」、「平成 年」

と略す）の変遷の特徴を見出すことを目的とした。

【方法】分析方法は、平成 年および平成 年から高等学校

学習指導要領の本文を除いた解説部分のみをテキスト化し、テ

キストマイニングの手法を用いて分析を行った。分析ソフトは、

計量テキスト分析ソフト を用いた。

分析手順は、 を用いて文章全体の前処理を実行し、文

章の単純集計を行った。その後、頻出語をリストアップし、頻

出の程度を分析した結果を可視化し分かりやすくするために、

出現パターンの共起の程度が強い語を線で結んだ共起ネット

ワーク図を作成した。

【結果】平成 年は、 の文および の段落、平成 年は、

の文および の段落であった。総抽出語数および異なり語

数は、平成 年は、 語および 語、平成 年は、

語および 語であった。また、分析に使用する総抽出語数お

よび異なり語数は、平成 年は、 語および 語、平成

年は、 語および 語であった。また、頻出語をリス

トアップした結果、頻出語の出現回数の高い上位６語が、平成

年は、「計算」「原価」「理解」「予算」「管理」「習得」（ 、

位は、同出現回数）、平成 年は、「管理」「会計」「経営」「方

法」「原価」「予算」（ 、 位は、同出現回数）となった。そし

て、リストアップした頻出語により、平成 年および平成

年、それぞれの共起ネットワーク図を作成した。

【考察】語数（文、段落、総抽出語数、異なり語）が、平成

年と比較して平成 年は、大幅に増加していることが明らか

となった。また、頻出語の上位 、 位が、「計算」「原価」か

ら「管理」「会計」になったことは、教育内容の重点が、原価

計算から管理会計へと変化したことを示していると考えられ

る。また、「経営」が新しく上位に入ったことで、管理会計の

目的である「経営者のための会計」を意識した教育内容への変

化と考えられる。また、共起ネットワーク図には、このような

傾向が顕著に示されていると考える。

【結論】平成 年では、「原価計算」が重要な位置付けがされ

ていたが、平成 年では、「管理会計」の重要性が高まり、そ

の結果、教育内容が「原価計算から管理会計」、「経営者のため

の会計」へと変遷している傾向が明らかにされた。
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総合教育

多職種連携促進にむけた保健医療学生の死生観の比較検討

（第２報）

竹中香名子 岩上さやか 右田正澄

名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケア学科

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

【目的】医療専門職には特有の死生観が形成されていると考え

られるが、医療専門職を目指す学生の死生観は明確になってい

ない。死生観を明確にすることは、多職種連携における職種理

解の促進に有効であると考え、 年に小田原保健医療学部の

看護学科（ ）、理学療法学科（ ）、作業療法学科（ ）の学

生に死生観の調査を実施した。その結果、死生観の特徴が学科

や大学の講義によるものとは言い切れなかった。そこで、再調

査を実施し、昨年の結果と比較することで各学科の学生の死生

観の特徴を明確にし、多職種連携への示唆を得ることを目的と

した。

【方法】小田原保健医療学部の ～ 年生の学生を対象に無記

名自記式質問紙調査を用いた横断的研究を 年 月～

年 月に実施した。質問項目は、性別・年齢・死別経験、大学

入学以降に死生観に影響を受けた科目、死生観尺度７因子

項目とした。結果は記述統計および推測統計を用いて分析した。

本研究は国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得て実施

した。

【結果】 （ 、 、 ）人の回答を分析した。女

子が多く（ｐ＜ ）、 に死の準備教育の経験が少なかった

（ｐ＜ ）。死生観尺度のうち「死への恐怖・不安」に当て

はまると回答している者は が と比較して少なかった（ｐ

＝ ）。また、 は他学科と比較して「解放としての死」（ｐ

＜ ）に、 は「人生の目的意識」（ｐ＝ ）に当てはま

ると回答している者がそれぞれ少なかった。大学での「命や死

に関する講義」で最も印象に残っている講義に「死生学」をあ

げた者が （ 、 、 ）人で最も多く、次いで各学

科の臨床実習が （ 、 、 ）人であった。学生集団

の 年後の死生観の変化および昨年の同学年の学生集団の死生

観と比較においては、有意差がなかった。

【考察】各学科の死生観は昨年と同様の特徴を示しており、各

学科の死生観の特徴に信頼性があると考えられる。一方、大学

での命や死に関して印象に残っている講義に一般教養科目が

上がっていること、学生集団の死生観に１年間で大きな変化が

なかったことから、特定の専門教育科目で死生観が形成されて

いるのではないことが明らかとなった。死生観の形成には影響

要因が多く、専門教育で系統的に死生観を養成することは容易

ではない。死生観形成に影響与えている授業内容を共有するな

ど、死生観の形成を多職種で連携することが、専門性を尊重す

ることにつながると考えられる。

総合教育

年次臨床実習におけるジェネリックスキルの変容

古舘卓也 窪田聡 鶴田利郎 藤本幹

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学小田原保健医療学部医学一般教育

【目的】経済産業省では、高等教育において、専門知識を社会

の中で活かすための社会人としての能力、いわゆる社会人基礎

力（経産省、 ）育成の必要性を提唱している。これは、社

会の中で生き抜くための汎用的な力であるジェネリックスキ

ル（以下 ）の育成を求めるものであり、 諸国の教育現

場に取り入れられつつある。本学科の 年次臨床実習は臨床家

として必要となる を学び、行動変容がみられることを目指

している。しかしその変容は定量的に示されていない。そこで

年次臨床実習の前後で に変容がみられたか検討した。

【方法】 年 月末から 月初めに実施された 年次臨床実

習の前後において、学生自己評価と教員評価を実施した。対象

は 年度本学作業療法学科 年次生で、同意の得られた

名であった。学生自己評価は社会人基礎力レベル評価基準表

経済産業省、 を元に本学科で作成したルーブリックを用

い、 フォーム（ 、 ）で解答を得た。自己評価

項目は全 項目で、各項目は「前に踏み出す力、考え抜く力、

チームで働く力」の つに区分されていた。また、各項目の評

価は 段階の回答となり、 が最低、 が最大であった。全て

の項目を点数化し、能力別合計点と全項目の合計点を算出した。

教員評価は担任 名で合議し、自己評価が妥当であるか否かを

能力別に判定した。自己評価と教員評価は実習前後に実施し、

実習後には実習前の自分の状態（以下、“振り返り”）も改め

て評価するよう依頼した。実施群間の比較には、ベイジアン一

般化線形（混合）モデルから生成された事後分布を周辺化し、

差のある確立を推定した。また、本研究は本学倫理委員会の承

認を得て実施した。

【結果】“実習前”と“実習後”、“振り返り”で学生自己評

価と教員評価には３つの能力全てで乖離がみられた。教員は多

くの学生に自己を過大評価していると判断するなか、 “振り

返り”では、自己評価が妥当と判断される学生が増加し、全て

の能力で学生教員間の乖離が少なくなる傾向にあった。

【考察】 年次学生は実習を通し、過去の自己については自身

の能力を妥当に評価できるようになる可能性が示唆された。実

習の展開によって不十分でありながらも自身の へ内省が促

される可能性が示唆された。 育成促進のために内省が繰り返

し促されるよう、さらなる工夫が必要と考える。

総合教育

委員会報告：コロナ禍におけるオンライン授業に対する教員

と学生の意識および課題―テキストマイニングによる分析―

上里彰仁 藤川君江 下重里江 岡野真弓

坂口美知子 丸山純人

大田原キャンパス 委員会

国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻理学療法学分野

国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻視機能療法学分野

国際医療福祉大学総合教育センター

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科

【目的】 感染拡大防止のため、本学の 年度前期

授業はオンライン主体となった。オンライン授業に対する本学

の教員と学生の意識および課題について報告する。

【方法】オンライン授業に関する教員アンケート（全キャンパ

ス対象、 年 月、教務企画部）と大田原キャンパス全学生

対象の授業アンケート（ 年 ～ 月、教務課）のデータを

利用した。自由記述の解析にはテキストマイニングソフト

（ ）を用いた。取り出した回答内容は、データのエ

ラーの有無を確認した後、形態素に分解し処理を行った。

【結果】（教員アンケート）総回答者数は だった。オンラ

イン授業に対する満足度は、非常に満足 ％、概ね満足 ％、

どちらでもない ％、あまり満足していない ％、非常に不

満 ％、わからない ％、であった。自由記載の頻出語の上位

は「学生」「授業」「思う」「オンライン」「対面」の順だった。

共起ネットワーク分析の結果は原文を確認しカテゴリーにネ

ーミングした。【オンライン授業は今後期待される】【ネット環

境を整える必要がある】【対面授業の方が学生の反応がわかる】

【グループワークには不向き】【パソコン操作に時間がかかる】

【動画を残すのは抵抗がある】であった。

（学生アンケート） 科目に対して総回答数は だった。

「総合的にこの授業に満足だった」に対する回答は、そう思う、

ややそう思う、を合わせて ％（ 年度前期は ）で

あった。

自由記載の頻出後の上位は「授業」「見る」「先生」「時間」「質

問」だった。共起ネットワーク分析では、【自宅のネット環境

が悪い】【映像や声が途切れる】【録画を見直すことで理解でき

た】【チャットで質問しやすい】【スライドが見やすい】【周り

に気を使わないで集中できた】であった。

【考察】教員、学生とも、オンライン授業は初めての経験であ

ったが、概ね満足だと考えているようである。教員は 操作

に苦労した様子が伺えるが、オンライン授業に新たな可能性を

見出している。学生はネット環境の問題を抱えるが、教員や授

業資料へのアクセスのしやすさを感じている。

以上より、本学での今後の教育においてオンライン授業を活用

する意義があると考えられる。なお、学会当日は、 ～ 月に

かけて行われる第 回アンケートの結果を含めて発表する予定

である。

総合教育

医療福祉大学における英語教育プログラムの現在と未来

－選ばれる＆生き残る大学を目指して

三浦美恵子

国際医療福祉大学総合教育センター

【目的】国際医療福祉大学における英語教育のさらなる発展を

目指し、医療福祉系の学部・学科で提供されている英語教育プ

ログラムの内容について大学・キャンパス間で比較し、英語教

育の充実化、他との差別化を図る方法を探る。

【方法】本学 キャンパスに加えて、大学名に「医療福祉」と

いうキーワードが含まれており、本学が設置している学部・学

科と共通点が見られる群馬医療福祉大学、川崎医療福祉大学、

新潟医療福祉大学、神戸医療福祉大学を調査対象とした。イン

ターネット上で公開されているシラバスから、主に①医療福祉

系のニーズに合わせて開講されている英語科目と、②一般教養

的な英語科目の実施状況について調査した。

【結果】①医療福祉系のニーズに合わせた科目：「医療英語」、

「医学英語」、「英語医療通訳入門」。特に、本学医学部（成田）

では入学時にどんな英語力であっても、全ての学生が「医学を

英語で学ぶ」ことが可能となるための英語教育とその学修環境

を提供している。

②一般教養的な英語科目：「基礎英語」、「英語表現法」、「英語

講読」、「英語 」、「英語リーディング」、「アカデミック英語

（ライティング）」、「英会話」、「資格英語」、「基礎英文法」、「聖

書英語」、「英語基礎強化（スピーチ理論の学習）」、「英語発展

（卒業研究で英語論文を読む・大学院に進学する学生向け）」

など。また、本学の「海外保健福祉事情」に相当するものとし

て、「海外医療福祉研修（フィリピン）」、「海外語学研修（カナ

ダ）」、「異文化理解（デンマーク医療福祉研修）」、「語学研修（カ

ナダ・オーストラリア）」、「 （イ

ギリス・アメリカ・セブ島）」など。

【考察】全学生が履修する必修科目で総合的な英語力を育成す

る工夫がさらに必要である。また、海外研修プログラムについ

て、本学では 年生以上が参加するが、他大学では 年生から

参加可能である。さらに、本学医学部で行われている英語教育

は革新的であり、英語教員として学ぶべきところが多い。今後

はキャンパスや学部の垣根を越えて、本学の英語教育について

教員間で交流、情報を交換するなど横の繋がりを強化すること

も、選ばれ生き残る大学になるために必要であると考える。

【結論】本研究では、医療福祉系の学部・学科で提供されてい

る英語教育プログラムの内容について大学・キャンパス間で比

較した。本学（大田原キャンパス）において、必修科目で総合

的な英語力の向上を目指すこと、海外研修プログラム発展の可

能性を探ること、教員同士の繋がりを強化することが今後の課

題である。
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多職種連携促進にむけた保健医療学生の死生観の比較検討

（第２報）

竹中香名子 岩上さやか 右田正澄

名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケア学科

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科

【目的】医療専門職には特有の死生観が形成されていると考え
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ることにつながると考えられる。
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年次臨床実習におけるジェネリックスキルの変容

古舘卓也 窪田聡 鶴田利郎 藤本幹

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学小田原保健医療学部医学一般教育
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【考察】 年次学生は実習を通し、過去の自己については自身
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かけて行われる第 回アンケートの結果を含めて発表する予定

である。

総合教育

医療福祉大学における英語教育プログラムの現在と未来

－選ばれる＆生き残る大学を目指して

三浦美恵子

国際医療福祉大学総合教育センター

【目的】国際医療福祉大学における英語教育のさらなる発展を

目指し、医療福祉系の学部・学科で提供されている英語教育プ

ログラムの内容について大学・キャンパス間で比較し、英語教

育の充実化、他との差別化を図る方法を探る。

【方法】本学 キャンパスに加えて、大学名に「医療福祉」と

いうキーワードが含まれており、本学が設置している学部・学

科と共通点が見られる群馬医療福祉大学、川崎医療福祉大学、

新潟医療福祉大学、神戸医療福祉大学を調査対象とした。イン

ターネット上で公開されているシラバスから、主に①医療福祉

系のニーズに合わせて開講されている英語科目と、②一般教養

的な英語科目の実施状況について調査した。

【結果】①医療福祉系のニーズに合わせた科目：「医療英語」、

「医学英語」、「英語医療通訳入門」。特に、本学医学部（成田）

では入学時にどんな英語力であっても、全ての学生が「医学を

英語で学ぶ」ことが可能となるための英語教育とその学修環境

を提供している。

②一般教養的な英語科目：「基礎英語」、「英語表現法」、「英語

講読」、「英語 」、「英語リーディング」、「アカデミック英語

（ライティング）」、「英会話」、「資格英語」、「基礎英文法」、「聖

書英語」、「英語基礎強化（スピーチ理論の学習）」、「英語発展

（卒業研究で英語論文を読む・大学院に進学する学生向け）」

など。また、本学の「海外保健福祉事情」に相当するものとし

て、「海外医療福祉研修（フィリピン）」、「海外語学研修（カナ

ダ）」、「異文化理解（デンマーク医療福祉研修）」、「語学研修（カ

ナダ・オーストラリア）」、「 （イ

ギリス・アメリカ・セブ島）」など。

【考察】全学生が履修する必修科目で総合的な英語力を育成す

る工夫がさらに必要である。また、海外研修プログラムについ

て、本学では 年生以上が参加するが、他大学では 年生から

参加可能である。さらに、本学医学部で行われている英語教育

は革新的であり、英語教員として学ぶべきところが多い。今後

はキャンパスや学部の垣根を越えて、本学の英語教育について

教員間で交流、情報を交換するなど横の繋がりを強化すること

も、選ばれ生き残る大学になるために必要であると考える。

【結論】本研究では、医療福祉系の学部・学科で提供されてい

る英語教育プログラムの内容について大学・キャンパス間で比

較した。本学（大田原キャンパス）において、必修科目で総合

的な英語力の向上を目指すこと、海外研修プログラム発展の可

能性を探ること、教員同士の繋がりを強化することが今後の課

題である。
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総合教育

ディープニューラルネットワークを用いた睡眠段階自動判定

の試み

石川徹 斉藤泰彦 萬代宰 斎藤恵一

国際医療福祉大学情報教育室

足利大学システム情報工学科

【目的】睡眠の状態を分類する睡眠段階は、睡眠の評価をする

うえで重要な指標となっている。この睡眠段階の自動判定に関

する方法は様々な手法が報告されているが、本報告ではその一

手法として、脳波の周波数成分を中心とした検出値を入力デー

タとしたディープニューラルネットワーク（ ）を用いて、

睡眠段階の自動判定を試みた。

【方法】男子大学生 名の夜間睡眠データ 夜分の睡眠記録

データを用いて、 によるディープラーニングを行った。

の層構造は、入力層－中間層－ドロップアウト層－中間層－ド

ロップアウト層－出力層の 層とした。入力層への入力データ

は、睡眠記録解析用プログラム（ ：株式会社

製）を用いて、測定区間（ 秒）毎に 帯域波（ － ）、

帯域波（ ）、 帯域波（ 200µV）、

帯域波（ － 500µV）、急速眼球運動（ ）、筋

電図（ ）、体動（ ）を検出し、その検出値の測定区間に占

める割合を求め、測定時間を加えた計 チャンネルを入力デー

タとした。中間層は、活性化関数として 関数を用いニュ

ーロン数は とし、ドロップアウト層は、ドロップアウトの

確率を とした。出力層の出力データは、覚醒（ ）、第

段階（ ）、第 段階（ ）、第 段階（ ）、第 段階（ ）、

段階 （ ）、体動（ ）の 項目とした。教師データは、

名の判定者が の国際判定マニュア

ルに従い視察判定した結果を用いた。データセットは、 日の

睡眠データのうちの ％を訓練データ、 ％を検証データ、

をテストデータとした。

【結果】ディープラーニングにより（ エポック）一致率は、

訓練データで ％、検証データで ％となった。テスト

データの各睡眠段階の一致率は、 （ ％）、 （ ％）、

（ ％）、 （ ％）、 （ ％）、 （ ％）、 （ ％）、全

体（ ％）だった。

【考察】一致率が低かった については、入力データに含ま

れるネットワークの学習に必要な情報が不足していると考え

られるので、入力データ項目やその抽出パラメータ等の再検討

が必要と考えられる。

【結論】今回の結果は、各段階での一致率にはばらつきはある

ものの全体としては ％の一致率となり、脳波の周波数成分を

中心とした 項目の検出値を入力データとした を用いた手

法は、睡眠段階の自動判定に応用できる可能性があるものと考

えられる。

医学（基礎研究・社会医学）

抗酸菌感染症の迅速鑑別診断薬の開発

宮﨑淳 志賀正宣 矢野郁也

国際医療福祉大学成田病院腎泌尿器外科

筑波大学

大阪市立大学

【はじめに】現在結核感染症（ ）と非定型抗酸菌症なかでも

（ と ）を鑑別する有効な診断ツ

ールはない。結核感染もしくは非定型抗酸菌症に罹患すると、

菌体の壁成分である。ミコール酸に特異的な抗体を有している

ことが知られている。ミコール酸は抗酸菌に最も特徴的な細胞

壁機能分子で、これらの菌の疎水性や抗酸性の維持に必須の細

胞表層脂質成分である。α 長鎖アルキル β ヒドロキシ大長鎖

脂肪酸であり、抗酸菌に広く分布し、その構造は菌種により著

しく変化に富む。結核菌のミコール酸は α、メトキシ、

の 種類からなるが、我々の研究室では、 種を別個に抽出す

ることができている。また、 や は、結核菌と

異なり、α、 、 の 種のミコール酸を産生する

が、そのうち ミコール酸についての報告は、抽出・

精製が困難なため過去にほとんどなく、その宿主に対する免疫

活性についてはいまだ研究されていない。そこで、これらの

種々の抗原を用いた血清診断法を確立することを目標とする。

【方法】現在非定型抗酸菌症の診断に使われている抗

抗体をコントロール反応として用い

つつ、種々の細胞壁成分と患者血清を用いた血清診断法を

法で確立する。しかしメトキシミコール酸や

ミコール酸は完全な脂質であり、 のアッセイ系は難しく

まだ確立できていない。そこでまず、 のアッセイ系の確

立をはかることを主目的とする。患者血清は、国立病院機構茨

城東病院胸部疾患・療育医療センターと、慶應義塾大学医学部

感染制御センターで集める。 アッセイ系の確立は共同研

究者である筑波大学での確立をはかる。

【結果】最初に 方の基準となる抗原量の決定を行った。

抗原は抽出量の関係から 2μg に固定し、血清の希釈系列を作

成し検量線を引いたところ、血清は 倍希釈が最も反応も良

くかつ 値の疑陽性率も低かった。 と から

（ ）を抽出し、 と比較し を施行したと

ころ、 および の は、 と比較して、結核患者と

患者を識別能力は低かった。共同研究先である 大学の

博士からいただいた、合成脂質 種類を用いて、同様の

検討を行うも、識別に有効な脂質は見つからなかった。 に

反応せず、 に反応した場合は結核と診断できた。

【考察】 関連では、 と の鑑別が困難であった。

の診断では既存の を凌駕できる結果を得られなかった。そ

こで、臨床的に需要のある と の鑑別方法を検

討していく。 はαα‘ を持っているため、

の とは異なり、新たな結果が得られる可能性がある。

医学（基礎研究・社会医学）

膵 β 細胞障害を誘導する分子の同定

西村渉

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】 膵 β 細胞からのインスリン分泌は、糖代謝制御に重

要である。本研究では、マウスの膵島や膵 β 細胞の網羅的遺

伝子発現解析により、 型糖尿病における膵 β 細胞機能障害の

分子メカニズムを解明することを目的とする。

【方法】 週齢の成熟マウス膵島（ ）と 週齢の未熟マウ

ス膵島（ ）、フローサイトメトリーにより分離された成熟膵

β 細胞細胞群（ ）とそれ以外の膵島細胞群（ ）、 型糖

尿病モデルマウス の膵島（ ）とその対照マウス

（ ）の膵島における遺伝子発現変動を ならびに

で解析し、それらについてさらに 解

析等を施行した。また、膵 β 細胞株 細胞の通常株、なら

びに高グルコース濃度で長期培養した糖尿病モデルの 細

胞株における遺伝子発現を、 により明らかにした。

【結果】 成熟膵 β 細胞・成熟膵島では対照群に比べ、ゲノ

ムワイドに遺伝子発現が抑制されていた。一方、糖尿病の膵島

では対照群に比べ、ゲノムワイドに遺伝子発現が増強されてい

た。成熟膵 β 細胞・成熟膵島で発現が抑制されている分子の

ほとんどで、糖尿病の膵島ではその発現が増強していた。これ

らの網羅的遺伝子発現解析結果を統合・スコア化し、特に成熟

膵 β 細胞において発現が抑制され、かつ糖尿病の膵 β 細胞障

害時において発現が増強する程度が強い分子群上位 個を同

定した。この 個のうち、

関連遺伝子は 、細胞外基質あるいは細胞外空間

に関連する遺伝子は を占めた。一方、同じくこれら分子群

の上位 個のうち、糖尿病モデルの 細胞株で発現が増強

している分子は であった。

【考察】 糖尿病における膵β 細胞機能低下の分子メカニズム

については、これまで主に、膵 β 細胞に発現する分子の機能

低下を中心に説明されてきた。今回の研究結果で同定された分

子群の解析により、糖尿病における新たなインスリン分泌低下

のメカニズムが解明される可能性がある。

【結論】 膵 β 細胞においては、通常では発現が抑制されてい

るが、糖尿病時に過剰発現し、分泌されることによって、膵 β

細胞障害に関連する分子群が存在する可能性がある。

医学（基礎研究・社会医学）

電気的軸索誘導により培養網膜から視神経を形成させる

山下勝幸

国際医療福祉大学基礎医学研究センター

【目的】網膜神経節細胞の軸索は電場に誘導されて伸長する

。平成 年度ではこの電気的軸索誘導にイ

ンテグリン受容体が関与する証拠を得た。令和元年度は、抗イ

ンテグリン抗体の効果を定量的に明らかにし、電場の収束によ

る視神経の形成を目的とした。

【方法】孵卵 日目の鶏胚網膜から視神経乳頭より背側の部分

を切り出し、定電場培養システムにおいて 時間培養した。

蛍光色素 で軸索を染色し共焦点蛍光顕微鏡を用

いて伸張量を定量的に解析した。電場を収束させるために天然

ゴムを漏斗状に成形して電流路を狭め、網膜切片を 時間培

養した。

【結果】腹側方向へ の電場を設定すると腹側へ伸張

する軸索が増加した。二種類のモノクローナル抗鶏インテグリ

ン β1 抗体 を添加すると電気的軸索誘導が促

進され、10 μg/mL から 200 μg/mL までの範囲で

関係を求めた。最も高い効果を示した濃度は両者とも

μg/mL であり、 は よりも低い濃度から促進効果が

みられた。網膜切片の腹側で電場を収束させると、軸索は幅

の電流路へ進入し神経束を形成した。

【考察】 と との 関係の差はエピト

ープの違いに起因すると思われた。現状では 細胞から網膜

を作製できるが視神経は形成されない。本研究の成果は 網

膜からの視神経形成を可能にし、網膜移植への基盤技術を築く。

【結語】電場の収束による神経束の形成は、培養網膜からの視

神経形成を可能にする。

【発表論文】
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総合教育

ディープニューラルネットワークを用いた睡眠段階自動判定

の試み

石川徹 斉藤泰彦 萬代宰 斎藤恵一

国際医療福祉大学情報教育室

足利大学システム情報工学科

【目的】睡眠の状態を分類する睡眠段階は、睡眠の評価をする

うえで重要な指標となっている。この睡眠段階の自動判定に関

する方法は様々な手法が報告されているが、本報告ではその一

手法として、脳波の周波数成分を中心とした検出値を入力デー

タとしたディープニューラルネットワーク（ ）を用いて、

睡眠段階の自動判定を試みた。

【方法】男子大学生 名の夜間睡眠データ 夜分の睡眠記録

データを用いて、 によるディープラーニングを行った。

の層構造は、入力層－中間層－ドロップアウト層－中間層－ド

ロップアウト層－出力層の 層とした。入力層への入力データ

は、睡眠記録解析用プログラム（ ：株式会社

製）を用いて、測定区間（ 秒）毎に 帯域波（ － ）、

帯域波（ ）、 帯域波（ 200µV）、

帯域波（ － 500µV）、急速眼球運動（ ）、筋

電図（ ）、体動（ ）を検出し、その検出値の測定区間に占

める割合を求め、測定時間を加えた計 チャンネルを入力デー

タとした。中間層は、活性化関数として 関数を用いニュ

ーロン数は とし、ドロップアウト層は、ドロップアウトの

確率を とした。出力層の出力データは、覚醒（ ）、第

段階（ ）、第 段階（ ）、第 段階（ ）、第 段階（ ）、

段階 （ ）、体動（ ）の 項目とした。教師データは、

名の判定者が の国際判定マニュア

ルに従い視察判定した結果を用いた。データセットは、 日の

睡眠データのうちの ％を訓練データ、 ％を検証データ、

をテストデータとした。

【結果】ディープラーニングにより（ エポック）一致率は、

訓練データで ％、検証データで ％となった。テスト

データの各睡眠段階の一致率は、 （ ％）、 （ ％）、

（ ％）、 （ ％）、 （ ％）、 （ ％）、 （ ％）、全

体（ ％）だった。

【考察】一致率が低かった については、入力データに含ま

れるネットワークの学習に必要な情報が不足していると考え

られるので、入力データ項目やその抽出パラメータ等の再検討

が必要と考えられる。

【結論】今回の結果は、各段階での一致率にはばらつきはある

ものの全体としては ％の一致率となり、脳波の周波数成分を

中心とした 項目の検出値を入力データとした を用いた手

法は、睡眠段階の自動判定に応用できる可能性があるものと考

えられる。

医学（基礎研究・社会医学）

抗酸菌感染症の迅速鑑別診断薬の開発

宮﨑淳 志賀正宣 矢野郁也

国際医療福祉大学成田病院腎泌尿器外科

筑波大学

大阪市立大学

【はじめに】現在結核感染症（ ）と非定型抗酸菌症なかでも

（ と ）を鑑別する有効な診断ツ

ールはない。結核感染もしくは非定型抗酸菌症に罹患すると、

菌体の壁成分である。ミコール酸に特異的な抗体を有している

ことが知られている。ミコール酸は抗酸菌に最も特徴的な細胞

壁機能分子で、これらの菌の疎水性や抗酸性の維持に必須の細

胞表層脂質成分である。α 長鎖アルキル β ヒドロキシ大長鎖

脂肪酸であり、抗酸菌に広く分布し、その構造は菌種により著

しく変化に富む。結核菌のミコール酸は α、メトキシ、

の 種類からなるが、我々の研究室では、 種を別個に抽出す

ることができている。また、 や は、結核菌と

異なり、α、 、 の 種のミコール酸を産生する

が、そのうち ミコール酸についての報告は、抽出・

精製が困難なため過去にほとんどなく、その宿主に対する免疫

活性についてはいまだ研究されていない。そこで、これらの

種々の抗原を用いた血清診断法を確立することを目標とする。

【方法】現在非定型抗酸菌症の診断に使われている抗

抗体をコントロール反応として用い

つつ、種々の細胞壁成分と患者血清を用いた血清診断法を

法で確立する。しかしメトキシミコール酸や

ミコール酸は完全な脂質であり、 のアッセイ系は難しく

まだ確立できていない。そこでまず、 のアッセイ系の確

立をはかることを主目的とする。患者血清は、国立病院機構茨

城東病院胸部疾患・療育医療センターと、慶應義塾大学医学部

感染制御センターで集める。 アッセイ系の確立は共同研

究者である筑波大学での確立をはかる。

【結果】最初に 方の基準となる抗原量の決定を行った。

抗原は抽出量の関係から 2μg に固定し、血清の希釈系列を作

成し検量線を引いたところ、血清は 倍希釈が最も反応も良

くかつ 値の疑陽性率も低かった。 と から

（ ）を抽出し、 と比較し を施行したと

ころ、 および の は、 と比較して、結核患者と

患者を識別能力は低かった。共同研究先である 大学の

博士からいただいた、合成脂質 種類を用いて、同様の

検討を行うも、識別に有効な脂質は見つからなかった。 に

反応せず、 に反応した場合は結核と診断できた。

【考察】 関連では、 と の鑑別が困難であった。

の診断では既存の を凌駕できる結果を得られなかった。そ

こで、臨床的に需要のある と の鑑別方法を検

討していく。 はαα‘ を持っているため、

の とは異なり、新たな結果が得られる可能性がある。

医学（基礎研究・社会医学）

膵 β 細胞障害を誘導する分子の同定

西村渉

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】 膵 β 細胞からのインスリン分泌は、糖代謝制御に重

要である。本研究では、マウスの膵島や膵 β 細胞の網羅的遺

伝子発現解析により、 型糖尿病における膵 β 細胞機能障害の

分子メカニズムを解明することを目的とする。

【方法】 週齢の成熟マウス膵島（ ）と 週齢の未熟マウ

ス膵島（ ）、フローサイトメトリーにより分離された成熟膵

β 細胞細胞群（ ）とそれ以外の膵島細胞群（ ）、 型糖

尿病モデルマウス の膵島（ ）とその対照マウス

（ ）の膵島における遺伝子発現変動を ならびに

で解析し、それらについてさらに 解

析等を施行した。また、膵 β 細胞株 細胞の通常株、なら

びに高グルコース濃度で長期培養した糖尿病モデルの 細

胞株における遺伝子発現を、 により明らかにした。

【結果】 成熟膵 β 細胞・成熟膵島では対照群に比べ、ゲノ

ムワイドに遺伝子発現が抑制されていた。一方、糖尿病の膵島

では対照群に比べ、ゲノムワイドに遺伝子発現が増強されてい

た。成熟膵 β 細胞・成熟膵島で発現が抑制されている分子の

ほとんどで、糖尿病の膵島ではその発現が増強していた。これ

らの網羅的遺伝子発現解析結果を統合・スコア化し、特に成熟

膵 β 細胞において発現が抑制され、かつ糖尿病の膵 β 細胞障

害時において発現が増強する程度が強い分子群上位 個を同

定した。この 個のうち、

関連遺伝子は 、細胞外基質あるいは細胞外空間

に関連する遺伝子は を占めた。一方、同じくこれら分子群

の上位 個のうち、糖尿病モデルの 細胞株で発現が増強

している分子は であった。

【考察】 糖尿病における膵β 細胞機能低下の分子メカニズム

については、これまで主に、膵 β 細胞に発現する分子の機能

低下を中心に説明されてきた。今回の研究結果で同定された分

子群の解析により、糖尿病における新たなインスリン分泌低下

のメカニズムが解明される可能性がある。

【結論】 膵 β 細胞においては、通常では発現が抑制されてい

るが、糖尿病時に過剰発現し、分泌されることによって、膵 β

細胞障害に関連する分子群が存在する可能性がある。

医学（基礎研究・社会医学）

電気的軸索誘導により培養網膜から視神経を形成させる

山下勝幸

国際医療福祉大学基礎医学研究センター

【目的】網膜神経節細胞の軸索は電場に誘導されて伸長する

。平成 年度ではこの電気的軸索誘導にイ

ンテグリン受容体が関与する証拠を得た。令和元年度は、抗イ

ンテグリン抗体の効果を定量的に明らかにし、電場の収束によ

る視神経の形成を目的とした。

【方法】孵卵 日目の鶏胚網膜から視神経乳頭より背側の部分

を切り出し、定電場培養システムにおいて 時間培養した。

蛍光色素 で軸索を染色し共焦点蛍光顕微鏡を用

いて伸張量を定量的に解析した。電場を収束させるために天然

ゴムを漏斗状に成形して電流路を狭め、網膜切片を 時間培

養した。

【結果】腹側方向へ の電場を設定すると腹側へ伸張

する軸索が増加した。二種類のモノクローナル抗鶏インテグリ

ン β1 抗体 を添加すると電気的軸索誘導が促

進され、10 μg/mL から 200 μg/mL までの範囲で

関係を求めた。最も高い効果を示した濃度は両者とも

μg/mL であり、 は よりも低い濃度から促進効果が

みられた。網膜切片の腹側で電場を収束させると、軸索は幅

の電流路へ進入し神経束を形成した。

【考察】 と との 関係の差はエピト

ープの違いに起因すると思われた。現状では 細胞から網膜

を作製できるが視神経は形成されない。本研究の成果は 網

膜からの視神経形成を可能にし、網膜移植への基盤技術を築く。

【結語】電場の収束による神経束の形成は、培養網膜からの視

神経形成を可能にする。

【発表論文】
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医学（基礎研究・社会医学）

肺破壊性疾患（肺気腫）における新規バイオマーカーの同定

潮見隆之

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】 肺気腫マウスモデルを用い、肺気腫特異的な生体

分子（バイオマーカー）のスクリーニングを行った。上記動物

モデルは他モデルと異なり炎症反応などに伴う非特異的な反

応を欠き、肺気腫に特異的な細胞外基質分解酵素によって引き

起こされる変化のみを測定できる。昨年度はこれらのマウスの

肺組織を解析し、候補分子を複数（約３０種）同定した。この

うち、約 は細胞外基質分子あるいは関連遺伝子であり、そ

の他に増殖因子などを見出した。本年度は、これらについて２

次および３次スクリーニングを行う事とした。

【方法】１）２次スクリーニング―ヒト トランスジェニ

ック 以下 マウスおよび野生型マウス 以下 マウ

スより、肺組織、気管支肺胞洗浄液（ ）および血清をサン

プリング・スクリーニングして同定した候補分子について、サ

ンプルの数を増やし、特に および血清サンプルの分析を行

い、特異的な分子を決定を試みた。

２）３次スクリーニング―選抜された候補分子について、その

特異性を検定した。 マウスに 特異的活性阻害剤で

ある を投与し、上記分子の量が特異的に変化する

ことを確認した。

【結果】１次スクリーニングで同定できた分子の検出の可能性

について検討した。結果、 で検出できた候補分子が８分子、

および血清の両方で検出できた分子が５分子であった。更

に、どちらのサンプルからも検出できなかった分子は４分子で

あった。同定不能分子はいずれも細胞外基質分子であり、これ

らの物質は 及び血清分画に出現していないことが示唆され

た。現在、３次スクリーニングを遂行中である。ここでは

活性阻害剤をモデルマウスに投与し、これらの候補分子の量に

変化があるかを検討する。これまで７分子の検討が終わり、３

分子が阻害剤依存的に検出量が減少した。

【考察】臨床応用を念頭に置いた場合には、肺組織よりも

ないし血清中で同定可能なバイオマーカーがより望ましいと

考えられ、そのような候補分子を見いだせたのは良い結果であ

った。しかしながら、その機序についてやや不明な点もあり、

更なる分子の絞り込みとその発現機序や病態生理学的意義の

解析に進む必要があると考えた。

【結論】 および血清サンプルから検出可能な肺気腫特異的

生体分子のスクリーニングに成功した。引き続いて更なる絞り

込みおよび詳細な分子メカニズムを解析とその意義を検証す

る予定である。

医学（基礎研究・社会医学）

皮膚免疫における細胞接着分子 の役割

森村壮志 菅谷誠

国際医療福祉大学成田病院皮膚科

【目的】 は 全て

の上皮細胞に発現する細胞接着分子である。 は樹状細胞

の一つである表皮ランゲルハンス細胞に高発現していること

が報告されている。また、 遺伝子の欠損は重度の腸管障

害を引き起こす致死性の の

原因となり、さらに は大腸癌、乳癌、前立腺癌等の転移

性悪性上皮腫瘍に強く発現しており、 臨床的に極めて重要で

ある。我々は の上皮組織における機能を解明するため、

をコンディショナルに欠損させるマウスを独自に作成し

た。本研究目的は コンディショナルノックアウトマウス

を用いて、 が皮膚免疫にどのような役割を果たすかを解

析し、皮膚疾患治療への応用について検討することである。

【方法】独自に作成した コンディショナルノックアウト

マウス（ マウス）にタモキシフェンを投

与し、 ノックアウトマウスを作成した。次にイミキモド

クリームをコントロールマウスと ノックアウトマウスに

連日 日間皮膚に外用して乾癬様皮膚炎を起こさせた。両者の

乾癬様皮膚炎と皮膚の厚さを 、 、 で評価した。 、

、 に耳と背部皮膚、リンパ節を採取して、病理組織学的解析

（ 、免疫染色）、 レベルで の発現やサイトカイン、

ケモカインの発現を評価した。

【結果】 ノックアウトマウスとコントロールマウスにイ

ミキモドクリームを外用すると、 ノックアウトマウスの

方が有意に乾癬様皮膚炎と耳の厚さが減弱していた。病理組織

では ノックアウトマウスの方が炎症細胞浸潤が少なかっ

た。また、 レベルでは α、 1β、 、 、

の産生は、 ノックアウトマウスの方が減少して

いた。

【考察】 ノックアウトマウスで乾癬様皮膚炎と耳の厚さ、

炎症性サイトカインが減弱減少していたことから、乾癬様皮膚

炎の機序に が関与すると考えた。浸潤する炎症細胞にも

違いが生じており、どの細胞が炎症に関与しているのかを調べ

ることが今後の課題である。

【結論】乾癬の病態に が関与していることが示唆され、

治療の応用に適応できる可能性がある。

医学（基礎研究・社会医学）

補聴による認知症の予防と脳の可塑性変化

岡本秀彦

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】本邦において認知症患者は増えているが、残念ながら

エビデンスに基づく治療法は限られている。近年、難聴が認知

症の危険因子であることが明らかになってきている。難聴はあ

る程度予防や治療が可能な疾患であるが、難聴を補聴器で補完

することで、認知症の進行を防ぐことができるか否かに関して

は明確ではない。そこで本研究では、難聴を有する高齢者が補

聴器を使って社会生活を円滑に営むことで、認知症を予防する

ことができるか否かを調べる。

【方法】難聴を有する高齢者を対象として、実験参加者を募り

ランダムに 群（補聴器使用群と非使用群）に分ける。実験開

始前に実験参加者の認知症検査、聴力検査、脳波検査、脳ＭＲ

Ｉの撮像を行う。補聴器使用群には補聴器を各個人の聴力に合

わせ調整してから両側耳装用して日常生活を過ごしてもらう。

非使用群では補聴器は装用せず、日常生活を営んでもらう。実

験開始 か月後、 か月後、 か月後、 か月後、 か月後

に認知症検査を行う。補聴器の調整は装用開始 週間後に行い、

その後の調整は実験参加者の聞こえに応じて行う。実験開始

か月後の段階で、脳波検査、脳ＭＲＩ撮像を行い、補聴器を長

期装用することにより、補聴器を装用していない群に比べて脳

に解剖学的・生理的な違いがあるか否かを調べる。

【結果と考察】現在の所、介護老人保健施設マロニエ苑・にし

なすの総合在宅ケアセンターの施設長である浦野友彦教授、国

際医療福祉大学病院耳鼻咽喉科の中川雅文教授、国際医療福祉

大学医学部百瀬敏光教授と相談しながら研究を進めたいと考

え、研究遂行に必要な大型予算の獲得を試みている。また同時

に、必要な機器等に関しては補聴器メーカーに相談している状

態である。さらに他大学や病院との連携も含め、研究の実現を

目指している。

医学（基礎研究・社会医学）

ベトナム、モンゴル、ミャンマーにおける医療の質改善に関す

る現状の評価と今後の優先される課題の抽出

和田耕治

国際医療福祉大学医学部公衆衛生学

【目的】本研究は、国際医療福祉大学が特に医療協力を重点的

に行っているベトナム、モンゴル、ミャンマーにおける医療の

質に関して、日本ならびに現地での情報収集を行うことで、現

状を把握し、今後の優先される課題を明らかにすることを目的

とした。

【方法】対象国において医療の質の改善をめざして活動を行っ

ている学内外の医療関係者にインタビューや執筆を依頼し、国

内で得られる情報をとりまとめた。また、現地の医療機関の視

察を行い、近年の課題と改善点を特定した。

【結果と考察】ベトナムについては、ホーチミン市のチョーラ

イ病院に開設された本学が共同で設置した人間ドックセンタ

ー（ ）にて医療の質の改善について検討を行った。ホーチ

ミン医科薬科大学からは医学教育に関わるバオ医師を に

招へいした。本学の留学生とも交流をいただき、今後の医学部

生の学生実習の打ち合わせも行った。 においても、基本的

な手技はできているが、医療安全の観点からの介入を行った。

年以上過ぎ、概ね自分達で運用ができるようになってきた。

モンゴルについては、現地で活躍している医師や青年海外協力

隊の医療従事者を対象に原稿依頼を行い、ブックレットを昨年

度作成したものを配布などして共有した。また、モンゴルから

本学を訪問した方に対しても対応を行い今後の学生実習の受

け入れの調整などを行った。

【結論】ベトナム、ミャンマー、モンゴルはそれぞれ異なる課

題があり、また改善のアプローチも異なる。本学では、これら

の国からの留学生の日本での資格取得ならびに現場での修練

の場が提供されている。今後は、これらの留学生が国に戻った

際にどのように現場の改善ができるかについても支援を行っ

ていく必要がある。
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医学（基礎研究・社会医学）

肺破壊性疾患（肺気腫）における新規バイオマーカーの同定

潮見隆之

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】 肺気腫マウスモデルを用い、肺気腫特異的な生体

分子（バイオマーカー）のスクリーニングを行った。上記動物

モデルは他モデルと異なり炎症反応などに伴う非特異的な反

応を欠き、肺気腫に特異的な細胞外基質分解酵素によって引き

起こされる変化のみを測定できる。昨年度はこれらのマウスの

肺組織を解析し、候補分子を複数（約３０種）同定した。この

うち、約 は細胞外基質分子あるいは関連遺伝子であり、そ

の他に増殖因子などを見出した。本年度は、これらについて２

次および３次スクリーニングを行う事とした。

【方法】１）２次スクリーニング―ヒト トランスジェニ

ック 以下 マウスおよび野生型マウス 以下 マウ

スより、肺組織、気管支肺胞洗浄液（ ）および血清をサン

プリング・スクリーニングして同定した候補分子について、サ

ンプルの数を増やし、特に および血清サンプルの分析を行

い、特異的な分子を決定を試みた。

２）３次スクリーニング―選抜された候補分子について、その

特異性を検定した。 マウスに 特異的活性阻害剤で

ある を投与し、上記分子の量が特異的に変化する

ことを確認した。

【結果】１次スクリーニングで同定できた分子の検出の可能性

について検討した。結果、 で検出できた候補分子が８分子、

および血清の両方で検出できた分子が５分子であった。更

に、どちらのサンプルからも検出できなかった分子は４分子で

あった。同定不能分子はいずれも細胞外基質分子であり、これ

らの物質は 及び血清分画に出現していないことが示唆され

た。現在、３次スクリーニングを遂行中である。ここでは

活性阻害剤をモデルマウスに投与し、これらの候補分子の量に

変化があるかを検討する。これまで７分子の検討が終わり、３

分子が阻害剤依存的に検出量が減少した。

【考察】臨床応用を念頭に置いた場合には、肺組織よりも

ないし血清中で同定可能なバイオマーカーがより望ましいと

考えられ、そのような候補分子を見いだせたのは良い結果であ

った。しかしながら、その機序についてやや不明な点もあり、

更なる分子の絞り込みとその発現機序や病態生理学的意義の

解析に進む必要があると考えた。

【結論】 および血清サンプルから検出可能な肺気腫特異的

生体分子のスクリーニングに成功した。引き続いて更なる絞り

込みおよび詳細な分子メカニズムを解析とその意義を検証す

る予定である。

医学（基礎研究・社会医学）

皮膚免疫における細胞接着分子 の役割

森村壮志 菅谷誠

国際医療福祉大学成田病院皮膚科

【目的】 は 全て

の上皮細胞に発現する細胞接着分子である。 は樹状細胞

の一つである表皮ランゲルハンス細胞に高発現していること

が報告されている。また、 遺伝子の欠損は重度の腸管障

害を引き起こす致死性の の

原因となり、さらに は大腸癌、乳癌、前立腺癌等の転移

性悪性上皮腫瘍に強く発現しており、 臨床的に極めて重要で

ある。我々は の上皮組織における機能を解明するため、

をコンディショナルに欠損させるマウスを独自に作成し

た。本研究目的は コンディショナルノックアウトマウス

を用いて、 が皮膚免疫にどのような役割を果たすかを解

析し、皮膚疾患治療への応用について検討することである。

【方法】独自に作成した コンディショナルノックアウト

マウス（ マウス）にタモキシフェンを投

与し、 ノックアウトマウスを作成した。次にイミキモド

クリームをコントロールマウスと ノックアウトマウスに

連日 日間皮膚に外用して乾癬様皮膚炎を起こさせた。両者の

乾癬様皮膚炎と皮膚の厚さを 、 、 で評価した。 、

、 に耳と背部皮膚、リンパ節を採取して、病理組織学的解析

（ 、免疫染色）、 レベルで の発現やサイトカイン、

ケモカインの発現を評価した。

【結果】 ノックアウトマウスとコントロールマウスにイ

ミキモドクリームを外用すると、 ノックアウトマウスの

方が有意に乾癬様皮膚炎と耳の厚さが減弱していた。病理組織

では ノックアウトマウスの方が炎症細胞浸潤が少なかっ

た。また、 レベルでは α、 1β、 、 、

の産生は、 ノックアウトマウスの方が減少して

いた。

【考察】 ノックアウトマウスで乾癬様皮膚炎と耳の厚さ、

炎症性サイトカインが減弱減少していたことから、乾癬様皮膚

炎の機序に が関与すると考えた。浸潤する炎症細胞にも

違いが生じており、どの細胞が炎症に関与しているのかを調べ

ることが今後の課題である。

【結論】乾癬の病態に が関与していることが示唆され、

治療の応用に適応できる可能性がある。

医学（基礎研究・社会医学）

補聴による認知症の予防と脳の可塑性変化

岡本秀彦

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】本邦において認知症患者は増えているが、残念ながら

エビデンスに基づく治療法は限られている。近年、難聴が認知

症の危険因子であることが明らかになってきている。難聴はあ

る程度予防や治療が可能な疾患であるが、難聴を補聴器で補完

することで、認知症の進行を防ぐことができるか否かに関して

は明確ではない。そこで本研究では、難聴を有する高齢者が補

聴器を使って社会生活を円滑に営むことで、認知症を予防する

ことができるか否かを調べる。

【方法】難聴を有する高齢者を対象として、実験参加者を募り

ランダムに 群（補聴器使用群と非使用群）に分ける。実験開

始前に実験参加者の認知症検査、聴力検査、脳波検査、脳ＭＲ

Ｉの撮像を行う。補聴器使用群には補聴器を各個人の聴力に合

わせ調整してから両側耳装用して日常生活を過ごしてもらう。

非使用群では補聴器は装用せず、日常生活を営んでもらう。実

験開始 か月後、 か月後、 か月後、 か月後、 か月後

に認知症検査を行う。補聴器の調整は装用開始 週間後に行い、

その後の調整は実験参加者の聞こえに応じて行う。実験開始

か月後の段階で、脳波検査、脳ＭＲＩ撮像を行い、補聴器を長

期装用することにより、補聴器を装用していない群に比べて脳

に解剖学的・生理的な違いがあるか否かを調べる。

【結果と考察】現在の所、介護老人保健施設マロニエ苑・にし

なすの総合在宅ケアセンターの施設長である浦野友彦教授、国

際医療福祉大学病院耳鼻咽喉科の中川雅文教授、国際医療福祉

大学医学部百瀬敏光教授と相談しながら研究を進めたいと考

え、研究遂行に必要な大型予算の獲得を試みている。また同時

に、必要な機器等に関しては補聴器メーカーに相談している状

態である。さらに他大学や病院との連携も含め、研究の実現を

目指している。

医学（基礎研究・社会医学）

ベトナム、モンゴル、ミャンマーにおける医療の質改善に関す

る現状の評価と今後の優先される課題の抽出

和田耕治

国際医療福祉大学医学部公衆衛生学

【目的】本研究は、国際医療福祉大学が特に医療協力を重点的

に行っているベトナム、モンゴル、ミャンマーにおける医療の

質に関して、日本ならびに現地での情報収集を行うことで、現

状を把握し、今後の優先される課題を明らかにすることを目的

とした。

【方法】対象国において医療の質の改善をめざして活動を行っ

ている学内外の医療関係者にインタビューや執筆を依頼し、国

内で得られる情報をとりまとめた。また、現地の医療機関の視

察を行い、近年の課題と改善点を特定した。

【結果と考察】ベトナムについては、ホーチミン市のチョーラ

イ病院に開設された本学が共同で設置した人間ドックセンタ

ー（ ）にて医療の質の改善について検討を行った。ホーチ

ミン医科薬科大学からは医学教育に関わるバオ医師を に

招へいした。本学の留学生とも交流をいただき、今後の医学部

生の学生実習の打ち合わせも行った。 においても、基本的

な手技はできているが、医療安全の観点からの介入を行った。

年以上過ぎ、概ね自分達で運用ができるようになってきた。

モンゴルについては、現地で活躍している医師や青年海外協力

隊の医療従事者を対象に原稿依頼を行い、ブックレットを昨年

度作成したものを配布などして共有した。また、モンゴルから

本学を訪問した方に対しても対応を行い今後の学生実習の受

け入れの調整などを行った。

【結論】ベトナム、ミャンマー、モンゴルはそれぞれ異なる課

題があり、また改善のアプローチも異なる。本学では、これら

の国からの留学生の日本での資格取得ならびに現場での修練

の場が提供されている。今後は、これらの留学生が国に戻った

際にどのように現場の改善ができるかについても支援を行っ

ていく必要がある。
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医学（基礎研究・社会医学）

体性感覚刺激時のラット快情動超音波発声における中脳辺縁

系ドーパミン神経系の関与

下重里江 柴田秀史 黒澤美枝子

国際医療福祉大学基礎医学研究センター

東京農工大学大学院農学研究科

【目的】リハビリでは、患者様のモチベーション（動機づけ）

が治療成績を左右することから、動機付けを高める方法とその

生理学的根拠を明らかにすることが重要となる。リハビリにお

ける徒手療法で用いられるマッサージなどの触刺激には、不安

軽減やリラックス効果などの精神機能に対する効果があるこ

とが知られている。我々は、触刺激が脳内機能に及ぼす影響を

調べ、動機付け（快情動）を制御する側坐核でのドーパミン放

出がマッサージ様の触刺激によって増えることを動物実験に

て明らかにした。ラットは快情動状態になると超音波を発声す

る。最近、我々は、触刺激によってラットが快情動超音波を発

声することを報告し、触刺激によってラットが快情動になって

いる可能性を示唆した。しかし、その脳内メカニズムは不明で

ある。そこで、本研究の目的は、快情動中枢の中脳辺縁系ドー

パミン神経系が触刺激時の超音波発声に関与するかを明らか

にすることとした。

【方法】超音波発声の記録には超音波記録用マイク（ 、

、 ）を付けた超音波記録装置

（ ）を用いた。超音波の解析には音響分析ソフトの

を使用した。触刺激を覚醒ラ

ットに行い、超音波発声の回数を調べた。側坐核にドーパミン

受容体遮断薬を微量投与し、超音波発声への影響を調べた。

【結果】側坐核内に溶媒を投与後、触刺激によってラット超音

波発声回数が有意に増加することを確認した。一方、側坐核内

へのドーパミン受容体遮断薬投与により、触刺激時の超音波発

声回数は有意に減少した。

【結論】本実験結果より、側坐核内へのドーパミン受容体遮断

薬の微量投与によって、触刺激時の超音波発声回数が減少した

ことから、側坐核内のドーパミンが触刺激時の快情動超音波発

声に関与することが示唆された。快情動に関わる脳内機構の詳

細についてさらに検討する必要がある。

医学（基礎研究・社会医学）

友枝美樹

高橋芳久 福沢龍二 森一郎

潮見隆之 冨田裕彦

国際医療福祉大学医学部医学科

2)Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, USA  

神戸国際大学リハビリテーション学部
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and electrolytes’ disturbance. YM155 showed efficacy on 

医学（基礎研究・社会医学）

矢口貴博

国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻臨床検査学分野

【 】

【 】

【 】

induced apoptosis.  Using the 5’ deletion 

医学（基礎研究・社会医学）

アルコールを含む揮発性毒物の迅速測定法の開発とその法医

学的応用

井上博之 岡馬恵介 石井名実子 本村あゆみ 矢島大介

国際医療福祉大学医学部法医学

【目的】法医解剖において中毒事例あるいはその可能性を疑

う事例は増えており、中毒原因物質を早期特定する重要性も

増大し、迅速判断するための手法開発は重要なテーマである。

本研究では、内径 のナローボアキャピラリーカラム

を装填したヘッドスペースガスクロマトグラフを利用し、ア

ルコール類を含む揮発性毒物を対象とした迅速、簡便な検査

システムの開発を行った。

【方法】測定対象物質としてメタノール、エタノール、 プロ

パノール、 プロパノール、 ブタノール、アセトン、酢酸エ

チル、ベンゼン、トルエン、キシレンを選定した。 容ヘ

ッドスペースバイアルに測定試料 及び内部標準溶液

（ ブタノール水溶液） を入れ、直ちにシリコン

セプタム付きアルミキャップで密封した。測定には、ヘ

ッドスペースサンプラ を接続した （

検出器付）を用い、ナローボアカラム（ 、内径

×長さ 、膜厚 μ 、 ）を装填した。

【結果】まず、試料中のアルコール類がヘッドスペースバイ

アル内で気液平衡状態に到達するまでの時間について検討し

た。約 のアルコール類を含有する血液 をバイ

アルに封入し、バイアル保温温度（ ℃～ ℃）と保温時間

（ ～ 分）を変化させ、各成分のピーク面積値を比較した。

メタノール及びエタノールの面積値は、いずれの温度におい

ても保温時間 分でプラトーに達し、その他の成分について

は 分でプラトーに達した。バイアル保温温度 ℃における

各成分の ブタノールに対する面積比は、保温時間 分以降

ほぼ一定であった。そこで、バイアル保温条件を ℃、 分

に設定した。

各ピークの保持時間及び面積値の繰り返し再現性（ ）は

それぞれ － 及び － 、エタノー

ル濃度 － の範囲で良好な直線性（ ）

を示した。トルエン及びキシレンの検出下限は μ

であり、実務上十分な感度を有した。

【考察】バイアル保温条件の精査とナローボアカラムの導入

により、 分析サイクルの所要時間が半減（ 分→ 分）し

た。今後、測定対象物質を追加し、揮発性毒物の一斉検査シ

ステムを構築したいと考えている。
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医学（基礎研究・社会医学）

体性感覚刺激時のラット快情動超音波発声における中脳辺縁

系ドーパミン神経系の関与

下重里江 柴田秀史 黒澤美枝子

国際医療福祉大学基礎医学研究センター

東京農工大学大学院農学研究科

【目的】リハビリでは、患者様のモチベーション（動機づけ）

が治療成績を左右することから、動機付けを高める方法とその

生理学的根拠を明らかにすることが重要となる。リハビリにお

ける徒手療法で用いられるマッサージなどの触刺激には、不安

軽減やリラックス効果などの精神機能に対する効果があるこ

とが知られている。我々は、触刺激が脳内機能に及ぼす影響を

調べ、動機付け（快情動）を制御する側坐核でのドーパミン放

出がマッサージ様の触刺激によって増えることを動物実験に

て明らかにした。ラットは快情動状態になると超音波を発声す

る。最近、我々は、触刺激によってラットが快情動超音波を発

声することを報告し、触刺激によってラットが快情動になって

いる可能性を示唆した。しかし、その脳内メカニズムは不明で

ある。そこで、本研究の目的は、快情動中枢の中脳辺縁系ドー

パミン神経系が触刺激時の超音波発声に関与するかを明らか

にすることとした。

【方法】超音波発声の記録には超音波記録用マイク（ 、

、 ）を付けた超音波記録装置

（ ）を用いた。超音波の解析には音響分析ソフトの

を使用した。触刺激を覚醒ラ

ットに行い、超音波発声の回数を調べた。側坐核にドーパミン

受容体遮断薬を微量投与し、超音波発声への影響を調べた。

【結果】側坐核内に溶媒を投与後、触刺激によってラット超音

波発声回数が有意に増加することを確認した。一方、側坐核内

へのドーパミン受容体遮断薬投与により、触刺激時の超音波発

声回数は有意に減少した。

【結論】本実験結果より、側坐核内へのドーパミン受容体遮断

薬の微量投与によって、触刺激時の超音波発声回数が減少した

ことから、側坐核内のドーパミンが触刺激時の快情動超音波発

声に関与することが示唆された。快情動に関わる脳内機構の詳

細についてさらに検討する必要がある。

医学（基礎研究・社会医学）

友枝美樹

高橋芳久 福沢龍二 森一郎

潮見隆之 冨田裕彦

国際医療福祉大学医学部医学科

2)Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, USA  

神戸国際大学リハビリテーション学部

【 】

【 】

【 】

【 】

【 】

and electrolytes’ disturbance. YM155 showed efficacy on 

医学（基礎研究・社会医学）

矢口貴博

国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻臨床検査学分野

【 】

【 】

【 】

induced apoptosis.  Using the 5’ deletion 

医学（基礎研究・社会医学）

アルコールを含む揮発性毒物の迅速測定法の開発とその法医

学的応用

井上博之 岡馬恵介 石井名実子 本村あゆみ 矢島大介

国際医療福祉大学医学部法医学

【目的】法医解剖において中毒事例あるいはその可能性を疑

う事例は増えており、中毒原因物質を早期特定する重要性も

増大し、迅速判断するための手法開発は重要なテーマである。

本研究では、内径 のナローボアキャピラリーカラム

を装填したヘッドスペースガスクロマトグラフを利用し、ア

ルコール類を含む揮発性毒物を対象とした迅速、簡便な検査

システムの開発を行った。

【方法】測定対象物質としてメタノール、エタノール、 プロ

パノール、 プロパノール、 ブタノール、アセトン、酢酸エ

チル、ベンゼン、トルエン、キシレンを選定した。 容ヘ

ッドスペースバイアルに測定試料 及び内部標準溶液

（ ブタノール水溶液） を入れ、直ちにシリコン

セプタム付きアルミキャップで密封した。測定には、ヘ

ッドスペースサンプラ を接続した （

検出器付）を用い、ナローボアカラム（ 、内径

×長さ 、膜厚 μ 、 ）を装填した。

【結果】まず、試料中のアルコール類がヘッドスペースバイ

アル内で気液平衡状態に到達するまでの時間について検討し

た。約 のアルコール類を含有する血液 をバイ

アルに封入し、バイアル保温温度（ ℃～ ℃）と保温時間

（ ～ 分）を変化させ、各成分のピーク面積値を比較した。

メタノール及びエタノールの面積値は、いずれの温度におい

ても保温時間 分でプラトーに達し、その他の成分について

は 分でプラトーに達した。バイアル保温温度 ℃における

各成分の ブタノールに対する面積比は、保温時間 分以降

ほぼ一定であった。そこで、バイアル保温条件を ℃、 分

に設定した。

各ピークの保持時間及び面積値の繰り返し再現性（ ）は

それぞれ － 及び － 、エタノー

ル濃度 － の範囲で良好な直線性（ ）

を示した。トルエン及びキシレンの検出下限は μ

であり、実務上十分な感度を有した。

【考察】バイアル保温条件の精査とナローボアカラムの導入

により、 分析サイクルの所要時間が半減（ 分→ 分）し

た。今後、測定対象物質を追加し、揮発性毒物の一斉検査シ

ステムを構築したいと考えている。
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医学（基礎研究・社会医学）

ゲノム安定性胃癌のおける および 蛋白発現の

意義

山本学 田口健一

国際医療福祉大学福岡キャンパス

国立病院機構九州がんセンター臨床研究部

【目的】分子学的発生機序に基づく胃癌のタイプは つに分類

される。本研究は、胃癌の発癌タイプ別、特にゲノム安定性胃

癌について検討を行った。

【方法】 例の胃癌の臨床組織を用いて、 陽性

胃癌、マイクロサテライト不安定性胃癌、ゲノム安定性胃癌、

染色体不安定性胃癌の タイプに分類した。そのうちゲノム安

定性胃癌 例（ ）に対して、 および 蛋

白発現を免疫組織学的手法を用いて検討した。 の抗

体はロッシュ社（ ）を用い、 の抗体は

を用いた。免疫染色は、各抗体とも 回ずつ行った。さらにそ

の評価は、 は陽性および陰性、 蛋白は、陰性、

、 にて別々評価者が評価した。 蛋白の陽性は、 症例

とした。

【結果】ゲノム安定性胃癌 例中、 陰性症例は

例（ ）であり、 蛋白陽性は 例（ ）であった。

そのうち、 陰性かつ 蛋白陽性症例は 例（ ）

であった。各因子での予後を比較すると 陰性症例

＞ 陽性症例かつ 蛋白陰性症例＞ 陽

性症例かつ 蛋白陽性症例の順であった。

【考察】ゲノム安定性胃癌に属する症例は、 つの胃癌タイプ

のうちもっとも予後不良のタイプ群と考えられるが、ゲノム安

定性胃癌の中では 陰性症例がやや予後良好である

ことが示唆された。また、 陰性および 蛋白陽

性症例以外の発癌メカニズムが約 存在した。

医学（基礎研究・社会医学）

皮膚侵害刺激時のラット動脈圧反応における外側腕傍核の

関与

野澤羽奈 下重里江 谷口敬道

柴田秀史 黒澤美枝子

国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学基礎医学研究センター

東京農工大学大学院農学研究院

【目的】ラットの後肢足蹠に侵害刺激を加えると反射性に動脈

圧が上昇する。この昇圧反応は脊髄より上位中枢を介すること

が明らかにされているが、その詳細は不明である（

）。ラットの侵害受容ニューロンの投射を調べた研究によ

ると、外側腕傍核には反対側脊髄後角第Ⅰ層ニューロンの約

％が直接投射することが明らかにされている（ ）。

一方、同側の脊髄後角第Ⅰ層ニューロンは約 ％の投射がある

のみである（ ）。そこで本研究では、侵害刺激時の

昇圧反応における外側腕傍核の関与と刺激の側性の影響につ

いて検討した。

【方法】実験には麻酔下ラットを用いた。動脈圧は頸動脈に挿

入したカテーテルから観血的に測定した。神経活動の抑制のた

めに、 受容体作動薬のムシモールを外側腕傍核に微量投

与した。刺激は外科用鉗子を用いて左右の後肢にそれぞれ

秒間ずつ加えた。

【結果】ムシモール投与により、安静時動脈圧は変化しなかっ

た。一方、薬物投与と反対側の後肢足蹠刺激時の昇圧反応は、

ムシモール投与後に有意に減弱した。薬物投与と同側の後肢足

蹠刺激時も昇圧反応は減弱したが、その減弱は有意ではなかっ

た。

【結論】侵害刺激時の反射性昇圧反応に外側腕傍核が関与する

ことが明らかとなった。また、それには刺激の側性の影響があ

ることが示された。

医学（基礎研究・社会医学）

ラット脳内の時計群に対する麻酔薬の影響に関する研究

山口剛史

国際医療福祉大学基礎医学研究センター

【目的】全身麻酔は睡眠をとった充足感がなく、手術後に時差

ぼけ・気分障害等が生じることが報告されている。これら症状

は概日時計への影響と考えられている。概日時計の中枢である

視交叉上核 の培養組織に吸

入麻酔薬セボフルランを投与することで、時計遺伝子 の

発現が可逆的に抑制され、概日時計に位相変化が生じる

。一方、動物個体への麻酔薬投与では 発現

に抑制は生じても、概日時計に位相変化は起きないことが示さ

れている 。これらを説明する一つの可能性

として、脳内には麻酔薬の影響を受けない時計が存在し、それ

らが とともに時計複合体を形成し、麻酔解除後の体内の概

日リズムを修正することが考えられる。

本研究では、内分泌系組織である脈絡叢

、松果体 に注目して、これら組織の

麻酔薬に対する影響について解析を行い、上記の可能性につい

て検討した。

【方法】セボフルランを 時間投与した 遺伝子組換

えラットから、 、側脳室脈絡叢

、第四脳室脈絡叢

、 を摘出し、培養を行い、概

日時計の指標として プロモーター活性をルシフェラーゼ

発光により計測した。

【結果】各組織の概日リズムの位相の変化は麻酔をかける時間

帯により異なっていた。特に暗期間中の投与において、顕著な

位相の変化が見られた。また、いずれの組織でも遺伝子発現量

は低下しており、麻酔薬の影響を受けていることを示した。

【考察】生体への麻酔投与が上記組織の時計遺伝子の発現のみ

ならず、麻酔後の各組織の時計の進行そのものに大きく影響す

ることを示唆している。今後、麻酔後の時間に沿った との

位相関係について調べていく予定である。

医学（基礎研究・社会医学）

皮膚リンパ腫における 、 の役割の検討

菅谷誠

国際医療福祉大学成田病院皮膚科

シグナルは様々な分化過程や細胞増殖に関与しており、

そのシグナル異常は悪性腫瘍において腫瘍細胞の増殖、転移、

薬剤耐性などに関与している。皮膚リンパ腫の代表である菌状

息肉症では、 が腫瘍細胞に高発現しており、細胞増殖

に寄与していることが報告されていた。また シグナルリ

ガンドである （ ）が病変部で強く発現しているこ

とが近年報告された。そこで、 および別の シグナル

リガンドである （ ）の 発現を菌

状息肉症病変部で確認したところ、 は上昇していなかった

が、 の発現は増加していた。 高発現群は、疾患特異

的生存率が低発現群と比べて有意に低かった。病変皮膚の免疫

染色では、 はリンパ腫腫瘍細胞と血管内皮細胞に発現して

いた。これは他の悪性腫瘍における免疫染色と同様の結果であ

った。血清中の 濃度を患者群と健常人で比較したところ、

統計学的に有意な変化はなかった。さらに腫瘍細胞への直接的

な影響を調べるため、 、 、 という 種類の皮膚

細胞リンパ腫細胞株を で刺激した。 は濃度依存性に、

これらの細胞株の増殖を促進した。以上より菌状息肉症病変部

において、 を腫瘍細胞および血管内皮細胞が発現し、腫瘍

細胞の増殖を促進することによって病態に関与することが考

えられた。 シグナルは様々な腫瘍への関与が指摘されて

おり、そのシグナルを阻害する分子や抗体の臨床応用が研究さ

れている。抗 抗体の開発も進んでおり、我々の結果は菌

状息肉症の治療にも有効である可能性を示しており、新しい治

療戦略として興味深いと考えた。
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医学（基礎研究・社会医学）

ゲノム安定性胃癌のおける および 蛋白発現の

意義

山本学 田口健一

国際医療福祉大学福岡キャンパス

国立病院機構九州がんセンター臨床研究部

【目的】分子学的発生機序に基づく胃癌のタイプは つに分類

される。本研究は、胃癌の発癌タイプ別、特にゲノム安定性胃

癌について検討を行った。

【方法】 例の胃癌の臨床組織を用いて、 陽性

胃癌、マイクロサテライト不安定性胃癌、ゲノム安定性胃癌、

染色体不安定性胃癌の タイプに分類した。そのうちゲノム安

定性胃癌 例（ ）に対して、 および 蛋

白発現を免疫組織学的手法を用いて検討した。 の抗

体はロッシュ社（ ）を用い、 の抗体は

を用いた。免疫染色は、各抗体とも 回ずつ行った。さらにそ

の評価は、 は陽性および陰性、 蛋白は、陰性、

、 にて別々評価者が評価した。 蛋白の陽性は、 症例

とした。

【結果】ゲノム安定性胃癌 例中、 陰性症例は

例（ ）であり、 蛋白陽性は 例（ ）であった。

そのうち、 陰性かつ 蛋白陽性症例は 例（ ）

であった。各因子での予後を比較すると 陰性症例

＞ 陽性症例かつ 蛋白陰性症例＞ 陽

性症例かつ 蛋白陽性症例の順であった。

【考察】ゲノム安定性胃癌に属する症例は、 つの胃癌タイプ

のうちもっとも予後不良のタイプ群と考えられるが、ゲノム安

定性胃癌の中では 陰性症例がやや予後良好である

ことが示唆された。また、 陰性および 蛋白陽

性症例以外の発癌メカニズムが約 存在した。

医学（基礎研究・社会医学）

皮膚侵害刺激時のラット動脈圧反応における外側腕傍核の

関与

野澤羽奈 下重里江 谷口敬道

柴田秀史 黒澤美枝子

国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学基礎医学研究センター

東京農工大学大学院農学研究院

【目的】ラットの後肢足蹠に侵害刺激を加えると反射性に動脈

圧が上昇する。この昇圧反応は脊髄より上位中枢を介すること

が明らかにされているが、その詳細は不明である（

）。ラットの侵害受容ニューロンの投射を調べた研究によ

ると、外側腕傍核には反対側脊髄後角第Ⅰ層ニューロンの約

％が直接投射することが明らかにされている（ ）。

一方、同側の脊髄後角第Ⅰ層ニューロンは約 ％の投射がある

のみである（ ）。そこで本研究では、侵害刺激時の

昇圧反応における外側腕傍核の関与と刺激の側性の影響につ

いて検討した。

【方法】実験には麻酔下ラットを用いた。動脈圧は頸動脈に挿

入したカテーテルから観血的に測定した。神経活動の抑制のた

めに、 受容体作動薬のムシモールを外側腕傍核に微量投

与した。刺激は外科用鉗子を用いて左右の後肢にそれぞれ

秒間ずつ加えた。

【結果】ムシモール投与により、安静時動脈圧は変化しなかっ

た。一方、薬物投与と反対側の後肢足蹠刺激時の昇圧反応は、

ムシモール投与後に有意に減弱した。薬物投与と同側の後肢足

蹠刺激時も昇圧反応は減弱したが、その減弱は有意ではなかっ

た。

【結論】侵害刺激時の反射性昇圧反応に外側腕傍核が関与する

ことが明らかとなった。また、それには刺激の側性の影響があ

ることが示された。

医学（基礎研究・社会医学）

ラット脳内の時計群に対する麻酔薬の影響に関する研究

山口剛史

国際医療福祉大学基礎医学研究センター

【目的】全身麻酔は睡眠をとった充足感がなく、手術後に時差

ぼけ・気分障害等が生じることが報告されている。これら症状

は概日時計への影響と考えられている。概日時計の中枢である

視交叉上核 の培養組織に吸

入麻酔薬セボフルランを投与することで、時計遺伝子 の

発現が可逆的に抑制され、概日時計に位相変化が生じる

。一方、動物個体への麻酔薬投与では 発現

に抑制は生じても、概日時計に位相変化は起きないことが示さ

れている 。これらを説明する一つの可能性

として、脳内には麻酔薬の影響を受けない時計が存在し、それ

らが とともに時計複合体を形成し、麻酔解除後の体内の概

日リズムを修正することが考えられる。

本研究では、内分泌系組織である脈絡叢

、松果体 に注目して、これら組織の

麻酔薬に対する影響について解析を行い、上記の可能性につい

て検討した。

【方法】セボフルランを 時間投与した 遺伝子組換

えラットから、 、側脳室脈絡叢

、第四脳室脈絡叢

、 を摘出し、培養を行い、概

日時計の指標として プロモーター活性をルシフェラーゼ

発光により計測した。

【結果】各組織の概日リズムの位相の変化は麻酔をかける時間

帯により異なっていた。特に暗期間中の投与において、顕著な

位相の変化が見られた。また、いずれの組織でも遺伝子発現量

は低下しており、麻酔薬の影響を受けていることを示した。

【考察】生体への麻酔投与が上記組織の時計遺伝子の発現のみ

ならず、麻酔後の各組織の時計の進行そのものに大きく影響す

ることを示唆している。今後、麻酔後の時間に沿った との

位相関係について調べていく予定である。

医学（基礎研究・社会医学）

皮膚リンパ腫における 、 の役割の検討

菅谷誠

国際医療福祉大学成田病院皮膚科

シグナルは様々な分化過程や細胞増殖に関与しており、

そのシグナル異常は悪性腫瘍において腫瘍細胞の増殖、転移、

薬剤耐性などに関与している。皮膚リンパ腫の代表である菌状

息肉症では、 が腫瘍細胞に高発現しており、細胞増殖

に寄与していることが報告されていた。また シグナルリ

ガンドである （ ）が病変部で強く発現しているこ

とが近年報告された。そこで、 および別の シグナル

リガンドである （ ）の 発現を菌

状息肉症病変部で確認したところ、 は上昇していなかった

が、 の発現は増加していた。 高発現群は、疾患特異

的生存率が低発現群と比べて有意に低かった。病変皮膚の免疫

染色では、 はリンパ腫腫瘍細胞と血管内皮細胞に発現して

いた。これは他の悪性腫瘍における免疫染色と同様の結果であ

った。血清中の 濃度を患者群と健常人で比較したところ、

統計学的に有意な変化はなかった。さらに腫瘍細胞への直接的

な影響を調べるため、 、 、 という 種類の皮膚

細胞リンパ腫細胞株を で刺激した。 は濃度依存性に、

これらの細胞株の増殖を促進した。以上より菌状息肉症病変部

において、 を腫瘍細胞および血管内皮細胞が発現し、腫瘍

細胞の増殖を促進することによって病態に関与することが考

えられた。 シグナルは様々な腫瘍への関与が指摘されて

おり、そのシグナルを阻害する分子や抗体の臨床応用が研究さ

れている。抗 抗体の開発も進んでおり、我々の結果は菌

状息肉症の治療にも有効である可能性を示しており、新しい治

療戦略として興味深いと考えた。
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医学（基礎研究・社会医学）

医療系大学生の各発達障害傾向の違いによるうつ病との関連

鈴木知子 和田耕治

中里道子 池田俊也

国際医療福祉大学医学部公衆衛生学

国際医療福祉大学医学部精神医学

【目的】近年、発達障害傾向が強い大学生の対応は問題となっ

ており早期のうつ病予防が重要となっている。また、種々の発

達障害傾向の違いも報告されている。その中で医療系大学生は

講義の多さとそれに伴う試験によりストレスの多い環境にあ

る。今回、医療系大学生を対象に発達障害（自閉スペクトラム

症 、注意欠如・多動症 ）傾向の各特性の違いによ

るうつとの関連を検討した。

【方法】 大学医療系大学生 人（医学科 人、それ以外

の学科 人）を対象に自記式調査票を用いて調査した（同意

率 ％）。 傾向は 調査票を用い、総合値と社会的スキ

ル不足、注意の切り替え 注意の集中力不足、細部への並外れ

た注意、コミュニケーションスキル不足、想像力不足の 特性

を、 傾向は 調査票（ 準拠）を用い、総合値と不

注意、多動性 衝動性の 特性を評価し、各特性の 分位最高

値群を高値群とした。うつ病相当は スケールを用い 以上

としアウトカムとした。単変量解析により有意であった対象者

背景及び年齢、性で調整したロジスティック回帰分析を行い、

と 傾向総合値の検討時は両方を、各発達障害傾向特性

の時は全ての特性をモデルに含めた。

【結果】多変量解析にて と 傾向総合値高値群はうつ

病と有意な関連があった（各々 、 、

、 。各発達障害傾向特性では、社

会的スキル不足の特性以外はうつ病と関連傾向があり、有意な

関連があったのは、注意の切り替え 注意の集中力不足、不注

意、多動性 衝動性の 特性であった（各々 、

、 、 、 、

）。

【考察】医療系大学生の発達障害傾向が高い場合、うつ病と有

意な関連がみられたが、各特性では、社会的交流に関係しない

注意の切り替え 注意の集中力不足、不注意、多動性 衝動性の

特性がうつ病と有意な関連を示した。講義の多い医療系大学

生活では社会人ほどの社会での適応性が必要でない事が理由

かもしれない。個々の発達障害傾向を把握して早期に周囲のサ

ポート体制を整えることによりうつ病の予防に繋がることが

期待される。

医学（基礎研究・社会医学）

研究者向け研究公正ハンドブックの作成

～メカニズムから理解する研究不正事例～

飯室聡 藤田烈

国際医療福祉大学未来研究支援センター

基礎研究領域におけるデータの改ざん等の不正が問題となっ

て久しい。研究不正はいわゆる （捏造（ 、改ざ

ん 、盗用（ ）として定義され、大学

から個人ラボまで様々なレベルで取り組まれている。しかし研

究への疑義は今なお寄せられ、それに適切に対応できる研究者

は多くない。その理由は大きく２つある。一つは、不正が発生

するその機序を理解できていないこと、もう一つは不正が疑わ

れたときに「なぜその事象が生じたのか」その過程を明らかに

するだけの根拠を研究者が提示できないことにある。

不正をそのメカニズムから検討すれば、取り組むべき対象は

だけでなく （好ましくない研究活動）であるというこ

とが分かる。そして、 に対しては、従来の研究倫理教育は

無力である。

このような状況にも関わらず、この十数年、主として研究倫理

教育の充実と不正に対する厳罰化が推進されてきた。しかし、

これらのアプローチが不正抑止に対して効果的であったとい

うエビデンスは残念ながら無い。

不正に対する研究者教育アプローチは、研究倫理教育と研究の

品質管理という つの観点が車の両輪として機能して初めて形

を成す。研究倫理教育についてはかなりの研究がすでに実施さ

れ具体的な教育プログラムとして提供されている。一方で、研

究の品質管理については、その教育は端緒についたばかりであ

る。未来研究支援センターの飯室と藤田は、 年度 年

度 『研究データの質向上の指導者育成プログラム開発事業』

において、基礎研究者に対する品質管理の考え方の基本的なプ

ログラムを開発した。 年度は全国で研究者を対象とした講

義を実施する予定となっている。 上記プログラムで強調した

ことは以下の 点に集約される。

１）不正は「無くすべき対象」ではなく「コントロールすべき

対象」と認識する

２）研究データ管理の三原則（追跡可能性 、再現

可能性 、プロセス管理 ）を

念頭に置く

３）追跡可能性（と再現可能性）を可能にするためにはデータ

だけではなくメタデータの同定が大切である

４）ラボにおける研究プロセスを明確化・標準化してシステム

化する

本発表では、これらの基本的な概念を分かりやすく説明する。

医学（基礎研究・社会医学）

高速撮影した画像から自律神経活動の描出 ラットを対象とし

た非拘束・非接触での血流脈波検出・解析システムの開発

飯島典生 高橋雅人 高橋凌 山口剛史

津村徳道

国際医療福祉大学基礎医学研究センター

千葉大学 大学院工学研究院

【目的】本研究は自律神経活動を非拘束・非接触でモニターす

るシステムの開発を目的としている。

【画像技術について】測定対象を工業用高速度 カメラで撮

影した後、取得画像の色成分を、光影（白黒）・メラニン（茶

色）・ヘモグロビン（赤）に分離して、赤のみの情報を抽出す

る。この赤色強度は撮影組織のヘモグロビン濃度を反映してお

り、その振動は血流脈波を表す。ヒトでは皮下の毛細血管が発

達している顔面・手掌・足底から脈波が検出できる。皮膚直下

に動脈が走行していても、頸部・前腕先端部（脈部）では脈波

は検出できない。

【自律神経解析について】心電図 間隔のパワースペクトル

から得られる 成分（ は副交感神経を、

成分 は交感神経の活性を反映する。この解析に

よりストレス リラックスの定量化が可能となり、患者の病態

を示す指標としての期待がもたれている。

【今回の実験デザイン】我々は興奮・鎮静が制御しやすいラッ

トを測定対象とした（ヒト平常時心拍数 約 回 分、ラット

平常時心拍数 約 回 分）。ラットに無線型心電計の埋め込

み手術を行い無麻酔・非拘束・非接触で心電図を得ると同時に、

足底を工業用高速 カメラで撮影した。画像から検出された

血流脈波のピークと心電計 波の一致の検証を本実験の第一目

標とした。

【方法】撮影・脈波検出

ガラス床のケージにラットを入れて、底面より足底を

秒で動画撮影した。

撮影画像より血色成分のみを抽出し、脈波から大きく外れた

低周波高周波振動はフィルタリングにより除外することで、血

流脈波を検出した。

測定（撮影）時に心電図と脈波に同時にトリガーマークを入

れて、一つ一つのピークが対応するかについて検討した。

撮影する動物の状態

ガラス床ケージ内で安静な状態

拘束によりストレスをかけた状態

ラットにとって恐怖となる匂い（キツネ臭： メチル チア

ゾリン）により、フリーズした状態（迷走神経反射）。

麻酔薬 プロポフォール等 による鎮静状態態。

【結果】心電図と脈波の一致が得られ、画像から心電図 ピー

ク情報が得られることが示せた。 、 については解析を

進めている。

【展望】本システムの完成により薬品開発に必要とされる動物

実験の効率化のみならず、ヒトの診療への展望も開かれると確

信している。

医学（基礎研究・社会医学）

経頭蓋交流電流刺激と間欠的シータバースト刺激による周波

数、位相依存的効果

緒方勝也 中薗寿人 池田拓郎 岡真一郎

後藤純信

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

福岡国際医療福祉大学作業療法学科

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学医学部医学科

【背景】経頭蓋交流電流刺激 は頭皮上より 程度の微

弱な電流を通電し、大脳皮質の機能を修飾する非侵襲的脳刺激

の一種である。我々はこれまで の刺激中に 、

の周波数を用いて、一次運動野 上で 度の位相で

の刺激時に興奮性が促通し、 刺激では抑制傾向が

生じる周波数位相依存的効果を報告した。しかしこの効果は刺

激終了後は残存せず、刺激後効果は得られなかった。 は大

脳皮質の周期活動を同期させて効果を発揮すると考えられて

おり、他の と相互作用する可能性がある。本研究では間

欠性シータバースト刺激 と同期的に刺激し、 の興奮性

を周波数位相依存的に修飾できるか検討する。

【方法】本研究は 条件 の周波数 の実験

を行った。対象は健常成人とした 条件 条

件 。 は刺激電極は と 上に置き刺激電流は

とした。 は の 発パルスを 毎に繰り

返す刺激を 秒間持続、 秒間休みで繰り返し行った。刺激は

発 秒 与えた。また と の同期刺激の条件と

して、最初の パルスを の 90°、270°に合わせる 条

件と を 秒だけ継続し、 の刺激中は通電しない

条件を設定した。評価は右第一背側骨間筋から記録を行い、左

より単発 を与えた際の 振幅とした。介入前から介入

後 分前まで 分毎に 回の記録を行った。解析では各試行

の 振幅を対数変換した後に平均し評価した。

【結果】 と の同期刺激では 条件 の

み で 振幅の促通が観察されたが、 との同期刺激では

90°、 70°条件ともに有意に振幅が上昇せず、 の促通効

果が抑制された。一方 と の同期刺激では 270°

条件では刺激後 の促通が観察されたのに対し、90°条件で

は 270°より有意に振幅が低下した。

【考察】 と の同期刺激では周波数、位相により複雑

な相互作用が観察された。 と の同期刺激では

位相に依らず の促通効果が消失した。過去の研究で

と の同時刺激では の効果に は影響しなか

ったが、その実験においては位相の同期がされていなかった。

したがって位相を同期させて刺激すると の効果を抑制す

ることが考えられる。一方 は の効果を位相依

存的に抑制した。我々の過去の報告で の刺激中に

90°の位相で単発 を行うと 振幅が低下した。今回も同

様に の 90°の位相は に抑制的に作用し の

促通効果を減弱した可能性が考えられる。
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医学（基礎研究・社会医学）

医療系大学生の各発達障害傾向の違いによるうつ病との関連

鈴木知子 和田耕治

中里道子 池田俊也

国際医療福祉大学医学部公衆衛生学

国際医療福祉大学医学部精神医学

【目的】近年、発達障害傾向が強い大学生の対応は問題となっ

ており早期のうつ病予防が重要となっている。また、種々の発

達障害傾向の違いも報告されている。その中で医療系大学生は

講義の多さとそれに伴う試験によりストレスの多い環境にあ

る。今回、医療系大学生を対象に発達障害（自閉スペクトラム

症 、注意欠如・多動症 ）傾向の各特性の違いによ

るうつとの関連を検討した。

【方法】 大学医療系大学生 人（医学科 人、それ以外

の学科 人）を対象に自記式調査票を用いて調査した（同意

率 ％）。 傾向は 調査票を用い、総合値と社会的スキ

ル不足、注意の切り替え 注意の集中力不足、細部への並外れ

た注意、コミュニケーションスキル不足、想像力不足の 特性

を、 傾向は 調査票（ 準拠）を用い、総合値と不

注意、多動性 衝動性の 特性を評価し、各特性の 分位最高

値群を高値群とした。うつ病相当は スケールを用い 以上

としアウトカムとした。単変量解析により有意であった対象者

背景及び年齢、性で調整したロジスティック回帰分析を行い、

と 傾向総合値の検討時は両方を、各発達障害傾向特性

の時は全ての特性をモデルに含めた。

【結果】多変量解析にて と 傾向総合値高値群はうつ

病と有意な関連があった（各々 、 、

、 。各発達障害傾向特性では、社

会的スキル不足の特性以外はうつ病と関連傾向があり、有意な

関連があったのは、注意の切り替え 注意の集中力不足、不注

意、多動性 衝動性の 特性であった（各々 、

、 、 、 、

）。

【考察】医療系大学生の発達障害傾向が高い場合、うつ病と有

意な関連がみられたが、各特性では、社会的交流に関係しない

注意の切り替え 注意の集中力不足、不注意、多動性 衝動性の

特性がうつ病と有意な関連を示した。講義の多い医療系大学

生活では社会人ほどの社会での適応性が必要でない事が理由

かもしれない。個々の発達障害傾向を把握して早期に周囲のサ

ポート体制を整えることによりうつ病の予防に繋がることが

期待される。

医学（基礎研究・社会医学）

研究者向け研究公正ハンドブックの作成

～メカニズムから理解する研究不正事例～

飯室聡 藤田烈

国際医療福祉大学未来研究支援センター

基礎研究領域におけるデータの改ざん等の不正が問題となっ

て久しい。研究不正はいわゆる （捏造（ 、改ざ

ん 、盗用（ ）として定義され、大学

から個人ラボまで様々なレベルで取り組まれている。しかし研

究への疑義は今なお寄せられ、それに適切に対応できる研究者

は多くない。その理由は大きく２つある。一つは、不正が発生

するその機序を理解できていないこと、もう一つは不正が疑わ

れたときに「なぜその事象が生じたのか」その過程を明らかに

するだけの根拠を研究者が提示できないことにある。

不正をそのメカニズムから検討すれば、取り組むべき対象は

だけでなく （好ましくない研究活動）であるというこ

とが分かる。そして、 に対しては、従来の研究倫理教育は

無力である。

このような状況にも関わらず、この十数年、主として研究倫理

教育の充実と不正に対する厳罰化が推進されてきた。しかし、

これらのアプローチが不正抑止に対して効果的であったとい

うエビデンスは残念ながら無い。

不正に対する研究者教育アプローチは、研究倫理教育と研究の

品質管理という つの観点が車の両輪として機能して初めて形

を成す。研究倫理教育についてはかなりの研究がすでに実施さ

れ具体的な教育プログラムとして提供されている。一方で、研

究の品質管理については、その教育は端緒についたばかりであ

る。未来研究支援センターの飯室と藤田は、 年度 年

度 『研究データの質向上の指導者育成プログラム開発事業』

において、基礎研究者に対する品質管理の考え方の基本的なプ

ログラムを開発した。 年度は全国で研究者を対象とした講

義を実施する予定となっている。 上記プログラムで強調した

ことは以下の 点に集約される。

１）不正は「無くすべき対象」ではなく「コントロールすべき

対象」と認識する

２）研究データ管理の三原則（追跡可能性 、再現

可能性 、プロセス管理 ）を

念頭に置く

３）追跡可能性（と再現可能性）を可能にするためにはデータ

だけではなくメタデータの同定が大切である

４）ラボにおける研究プロセスを明確化・標準化してシステム

化する

本発表では、これらの基本的な概念を分かりやすく説明する。

医学（基礎研究・社会医学）

高速撮影した画像から自律神経活動の描出 ラットを対象とし

た非拘束・非接触での血流脈波検出・解析システムの開発

飯島典生 高橋雅人 高橋凌 山口剛史

津村徳道

国際医療福祉大学基礎医学研究センター

千葉大学 大学院工学研究院

【目的】本研究は自律神経活動を非拘束・非接触でモニターす

るシステムの開発を目的としている。

【画像技術について】測定対象を工業用高速度 カメラで撮

影した後、取得画像の色成分を、光影（白黒）・メラニン（茶

色）・ヘモグロビン（赤）に分離して、赤のみの情報を抽出す

る。この赤色強度は撮影組織のヘモグロビン濃度を反映してお

り、その振動は血流脈波を表す。ヒトでは皮下の毛細血管が発

達している顔面・手掌・足底から脈波が検出できる。皮膚直下

に動脈が走行していても、頸部・前腕先端部（脈部）では脈波

は検出できない。

【自律神経解析について】心電図 間隔のパワースペクトル

から得られる 成分（ は副交感神経を、

成分 は交感神経の活性を反映する。この解析に

よりストレス リラックスの定量化が可能となり、患者の病態

を示す指標としての期待がもたれている。

【今回の実験デザイン】我々は興奮・鎮静が制御しやすいラッ

トを測定対象とした（ヒト平常時心拍数 約 回 分、ラット

平常時心拍数 約 回 分）。ラットに無線型心電計の埋め込

み手術を行い無麻酔・非拘束・非接触で心電図を得ると同時に、

足底を工業用高速 カメラで撮影した。画像から検出された

血流脈波のピークと心電計 波の一致の検証を本実験の第一目

標とした。

【方法】撮影・脈波検出

ガラス床のケージにラットを入れて、底面より足底を

秒で動画撮影した。

撮影画像より血色成分のみを抽出し、脈波から大きく外れた

低周波高周波振動はフィルタリングにより除外することで、血

流脈波を検出した。

測定（撮影）時に心電図と脈波に同時にトリガーマークを入

れて、一つ一つのピークが対応するかについて検討した。

撮影する動物の状態

ガラス床ケージ内で安静な状態

拘束によりストレスをかけた状態

ラットにとって恐怖となる匂い（キツネ臭： メチル チア

ゾリン）により、フリーズした状態（迷走神経反射）。

麻酔薬 プロポフォール等 による鎮静状態態。

【結果】心電図と脈波の一致が得られ、画像から心電図 ピー

ク情報が得られることが示せた。 、 については解析を

進めている。

【展望】本システムの完成により薬品開発に必要とされる動物

実験の効率化のみならず、ヒトの診療への展望も開かれると確

信している。

医学（基礎研究・社会医学）

経頭蓋交流電流刺激と間欠的シータバースト刺激による周波

数、位相依存的効果

緒方勝也 中薗寿人 池田拓郎 岡真一郎

後藤純信

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

福岡国際医療福祉大学作業療法学科

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

国際医療福祉大学医学部医学科

【背景】経頭蓋交流電流刺激 は頭皮上より 程度の微

弱な電流を通電し、大脳皮質の機能を修飾する非侵襲的脳刺激

の一種である。我々はこれまで の刺激中に 、

の周波数を用いて、一次運動野 上で 度の位相で

の刺激時に興奮性が促通し、 刺激では抑制傾向が

生じる周波数位相依存的効果を報告した。しかしこの効果は刺

激終了後は残存せず、刺激後効果は得られなかった。 は大

脳皮質の周期活動を同期させて効果を発揮すると考えられて

おり、他の と相互作用する可能性がある。本研究では間

欠性シータバースト刺激 と同期的に刺激し、 の興奮性

を周波数位相依存的に修飾できるか検討する。

【方法】本研究は 条件 の周波数 の実験

を行った。対象は健常成人とした 条件 条

件 。 は刺激電極は と 上に置き刺激電流は

とした。 は の 発パルスを 毎に繰り

返す刺激を 秒間持続、 秒間休みで繰り返し行った。刺激は

発 秒 与えた。また と の同期刺激の条件と

して、最初の パルスを の 90°、270°に合わせる 条

件と を 秒だけ継続し、 の刺激中は通電しない

条件を設定した。評価は右第一背側骨間筋から記録を行い、左

より単発 を与えた際の 振幅とした。介入前から介入

後 分前まで 分毎に 回の記録を行った。解析では各試行

の 振幅を対数変換した後に平均し評価した。

【結果】 と の同期刺激では 条件 の

み で 振幅の促通が観察されたが、 との同期刺激では

90°、 70°条件ともに有意に振幅が上昇せず、 の促通効

果が抑制された。一方 と の同期刺激では 270°

条件では刺激後 の促通が観察されたのに対し、90°条件で

は 270°より有意に振幅が低下した。

【考察】 と の同期刺激では周波数、位相により複雑

な相互作用が観察された。 と の同期刺激では

位相に依らず の促通効果が消失した。過去の研究で

と の同時刺激では の効果に は影響しなか

ったが、その実験においては位相の同期がされていなかった。

したがって位相を同期させて刺激すると の効果を抑制す

ることが考えられる。一方 は の効果を位相依

存的に抑制した。我々の過去の報告で の刺激中に

90°の位相で単発 を行うと 振幅が低下した。今回も同

様に の 90°の位相は に抑制的に作用し の

促通効果を減弱した可能性が考えられる。
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医学（基礎研究・社会医学）

炎症シグナルに関与する 、 制御によるがん抑制の試

み

冨田裕彦

国際医療福祉大学医学部医学科

我々はこれまで が、抗ア

ポトーシス性、転移に関連することを報告して来た。また

は 不活化に関与するが、 との関連も示唆

されている。 の細胞内動態には不明な点が多い。核内か

ら細胞質内へ、あるいは、細胞質から核内へと を移行さ

せるモデルを構築し、 と の関連、 との関係を

明らかにすることが研究開始当初の目的であった。しかしなが

ら、 の動態は通常の細胞株では再現性が乏しかった。よ

って、遺伝子改変マウスを用いた検討を計画し、今回

の作製を試みた。

マウス 上の へのノックインを目的

として、相同組換えベクターを構築した。5’相同領域は、

を含み、 下流の制限酵素 認識部位までの 、

3’相同領域は、 下流の制限酵素 認識部位から

とした。 リコンビナーゼの発現により導入遺伝子の発

現を誘導するため、 で挟まれた

遺 伝 子 と で 挟 ま れ た

耐性遺伝子を カセット として、

プロモーターと導入遺伝子である の間に挿入するデ

ザインとした。合成した をベクター を

制限酵素 及び により切り出し、 ノックイ

ン用ベクターに挿入した。エレクトロポレーションにより作製

したベクターを 細胞 系統由来 株 へ導

入し、薬剤選択培養により薬剤耐性 細胞クローンを取得し

た。アグリゲーション法でキメラ胚を作製した。 キメラマウ

スと野生型マウスとの自然交配で、第 世代 マウスを作製

した。

医学（基礎研究・社会医学）

シグナリング抑制を基盤とする新規卵巣刺激法の開発

河村和弘 佐藤可野 川越雄太 山海直

小林仁

国際医療福祉大学医学部産婦人科

国際医療福祉大学医学部高度生殖医療リサーチセンター

医薬基盤研究所霊長類医科学 研究センター

宮城大学ファームビジネス学科

【目的】細胞は生体内で様々な物理的刺激に晒されており、細

胞で感知された物理刺激は細胞内でシグナルに変換されて生

理的・病態的応答が生じる。我々はこれまで、卵巣を断片化し

物理的刺激を与えることで顆粒膜細胞内の シグナルが抑

制され、 成長因子などが産生されて細胞増殖がおこり、

次卵胞が発育することを明らかにしてきた。本研究では、卵巣

への物理的刺激による 次卵胞発育誘導を基盤に新たな不妊治

療法の開発を行った。

【方法】卵巣への低侵襲な物理刺激を可能とするデバイスを開

発するため、卵巣穿刺の際の出血を防ぐ目的で、穿刺針の卵巣

刺入部が限局的に加熱して止血可能なデバイスをユニタック

株 と共同で作製した。本デバイスを、異なった穿刺回数でウ

シ卵巣に刺入し、その止血効果を確認しつつ、穿刺により初期

卵胞発育が誘導できたかを検証した。

【結果】ウシ卵巣を本デバイスで穿刺中および穿刺後に卵巣か

らの出血を経膣超音波検査で確認したが 、十分な止血が

得られており出血を認めなかった。また、卵巣に対し 回の

穿刺刺激を行った群 において、 週間毎の経膣超音波検査

にて卵巣内の卵胞数を６ヶ月間計測したところ、穿刺刺激施行

前に比べ、穿刺刺激後 週間で小卵胞数が増加した。さらに、

卵胞刺激ホルモンの投与を行って、小卵胞から中卵胞、大卵胞

への発育過程でおこる主席卵胞選択による卵胞閉鎖から回避

しつつ、経膣超音波検査にて同様の測定を実施したところ

、中卵胞、大卵胞の増加も認めた。

【考察】卵巣への本デバイスを用いた物理的刺激により 次卵

胞発育誘導が可能であることが示された。さらなる卵胞数の増

加を目指して、デバイスの改良を行う予定である。

【結論】 本研究成果により、卵巣への物理的刺激による 次

卵胞発育誘導を基盤とする新たな不妊治療法の開発の

が得られた。今後は本デバイスを改良しつつ、社会実

装に向け更なる開発を行う。

医学（基礎研究・社会医学）

善積哲也 菅野洋 篠永正道

国際医療福祉大学熱海病院脳神経外科

医学（基礎研究・社会医学）

低酸素ストレスにおける食塩感受性高血圧発症メカニズムの

解明

下澤達雄

国際医療福祉大学成田病院臨床検査科

国際医療福祉大学大学院研究生

【目的】睡眠時無呼吸症候群は心血管イベントのリスク因子で

ある。特に食塩感受性高血圧症を発症させることが考えられて

いる。そこで、我々は食塩感受性に重要な役割を果たす腎臓遠

位尿細管のナトリウム共輸送体 活性に着目して低酸素刺

激によるチャネル活性化を検討することを目的に

の検討を行った。

【方法】マウス由来腎臓遠位尿細管細胞 細胞 ならびに野

生型、 欠損マウスを用いた。 細胞は低酸素化で 分

から 時間培養し、 の発発現、リン酸化を評価した。マウ

スは 秒サイクルで ％ から をサイクリックに一日

時間、負荷し、正常食塩食、高食塩食下で血圧の変動を確認

した。

【結果】 細胞は低酸素負荷 時間後にリン酸化が増加し、

時間で転写も増加した。 時間では の増大も認め

られたため、 阻害薬を投与したところ の転写は抑制さ

れた。一方、低酸素負荷 分で のリン酸化、 時間で

の増加が認められ、 阻害薬を投与することで のリン酸

化が抑制できた。マウスの検討では野生型では食塩負荷により

血圧が１０ｍｍ 程度の上昇を認めたが、 欠損マウスでは

血圧上昇を認めなかった。

【考察】 の検討から一過性の低酸素刺激は を介し

て をリン酸化させることが示された。また、長期にわたる

低酸素刺激は を介して の転写も増加させることが示さ

れた。遠位尿細管は生体内では低酸素状態にある部位であるが、

睡眠時無呼吸のような酸素飽和度が低下する病態においては

さらに低酸素にさらされ、 が活性化しやすくなることが考

えられる。 が活性化すると腎臓でのナトリウムの再吸収が

増大し、体液量が増大することから高血圧につながる。実際野

生型マウスを睡眠時無呼吸に近いモデルとしてサイクリック

に低酸素にさらすことで食塩感受性高血圧が発症した。 欠

損マウスでは血圧の上昇を認めなかった。本研究では と

のプロモータ領域の結合などが検討されていない、 と

との関係などの今後明らかにすべき点が残されている。

【結論】低酸素刺激は を介した の転写亢進、 を介

した のリン酸化を介して食塩感受性高血圧を発症させる可

能性が示唆された。
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医学（基礎研究・社会医学）

炎症シグナルに関与する 、 制御によるがん抑制の試

み

冨田裕彦

国際医療福祉大学医学部医学科

我々はこれまで が、抗ア

ポトーシス性、転移に関連することを報告して来た。また

は 不活化に関与するが、 との関連も示唆

されている。 の細胞内動態には不明な点が多い。核内か

ら細胞質内へ、あるいは、細胞質から核内へと を移行さ

せるモデルを構築し、 と の関連、 との関係を

明らかにすることが研究開始当初の目的であった。しかしなが

ら、 の動態は通常の細胞株では再現性が乏しかった。よ

って、遺伝子改変マウスを用いた検討を計画し、今回

の作製を試みた。

マウス 上の へのノックインを目的

として、相同組換えベクターを構築した。5’相同領域は、

を含み、 下流の制限酵素 認識部位までの 、

3’相同領域は、 下流の制限酵素 認識部位から

とした。 リコンビナーゼの発現により導入遺伝子の発

現を誘導するため、 で挟まれた

遺 伝 子 と で 挟 ま れ た

耐性遺伝子を カセット として、

プロモーターと導入遺伝子である の間に挿入するデ

ザインとした。合成した をベクター を

制限酵素 及び により切り出し、 ノックイ

ン用ベクターに挿入した。エレクトロポレーションにより作製

したベクターを 細胞 系統由来 株 へ導

入し、薬剤選択培養により薬剤耐性 細胞クローンを取得し

た。アグリゲーション法でキメラ胚を作製した。 キメラマウ

スと野生型マウスとの自然交配で、第 世代 マウスを作製

した。

医学（基礎研究・社会医学）

シグナリング抑制を基盤とする新規卵巣刺激法の開発

河村和弘 佐藤可野 川越雄太 山海直

小林仁

国際医療福祉大学医学部産婦人科

国際医療福祉大学医学部高度生殖医療リサーチセンター

医薬基盤研究所霊長類医科学 研究センター

宮城大学ファームビジネス学科

【目的】細胞は生体内で様々な物理的刺激に晒されており、細

胞で感知された物理刺激は細胞内でシグナルに変換されて生

理的・病態的応答が生じる。我々はこれまで、卵巣を断片化し

物理的刺激を与えることで顆粒膜細胞内の シグナルが抑

制され、 成長因子などが産生されて細胞増殖がおこり、

次卵胞が発育することを明らかにしてきた。本研究では、卵巣

への物理的刺激による 次卵胞発育誘導を基盤に新たな不妊治

療法の開発を行った。

【方法】卵巣への低侵襲な物理刺激を可能とするデバイスを開

発するため、卵巣穿刺の際の出血を防ぐ目的で、穿刺針の卵巣

刺入部が限局的に加熱して止血可能なデバイスをユニタック

株 と共同で作製した。本デバイスを、異なった穿刺回数でウ

シ卵巣に刺入し、その止血効果を確認しつつ、穿刺により初期

卵胞発育が誘導できたかを検証した。

【結果】ウシ卵巣を本デバイスで穿刺中および穿刺後に卵巣か

らの出血を経膣超音波検査で確認したが 、十分な止血が

得られており出血を認めなかった。また、卵巣に対し 回の

穿刺刺激を行った群 において、 週間毎の経膣超音波検査

にて卵巣内の卵胞数を６ヶ月間計測したところ、穿刺刺激施行

前に比べ、穿刺刺激後 週間で小卵胞数が増加した。さらに、

卵胞刺激ホルモンの投与を行って、小卵胞から中卵胞、大卵胞

への発育過程でおこる主席卵胞選択による卵胞閉鎖から回避

しつつ、経膣超音波検査にて同様の測定を実施したところ

、中卵胞、大卵胞の増加も認めた。

【考察】卵巣への本デバイスを用いた物理的刺激により 次卵

胞発育誘導が可能であることが示された。さらなる卵胞数の増

加を目指して、デバイスの改良を行う予定である。

【結論】 本研究成果により、卵巣への物理的刺激による 次

卵胞発育誘導を基盤とする新たな不妊治療法の開発の

が得られた。今後は本デバイスを改良しつつ、社会実

装に向け更なる開発を行う。

医学（基礎研究・社会医学）

善積哲也 菅野洋 篠永正道

国際医療福祉大学熱海病院脳神経外科

医学（基礎研究・社会医学）

低酸素ストレスにおける食塩感受性高血圧発症メカニズムの

解明

下澤達雄

国際医療福祉大学成田病院臨床検査科

国際医療福祉大学大学院研究生

【目的】睡眠時無呼吸症候群は心血管イベントのリスク因子で

ある。特に食塩感受性高血圧症を発症させることが考えられて

いる。そこで、我々は食塩感受性に重要な役割を果たす腎臓遠

位尿細管のナトリウム共輸送体 活性に着目して低酸素刺

激によるチャネル活性化を検討することを目的に

の検討を行った。

【方法】マウス由来腎臓遠位尿細管細胞 細胞 ならびに野

生型、 欠損マウスを用いた。 細胞は低酸素化で 分

から 時間培養し、 の発発現、リン酸化を評価した。マウ

スは 秒サイクルで ％ から をサイクリックに一日

時間、負荷し、正常食塩食、高食塩食下で血圧の変動を確認

した。

【結果】 細胞は低酸素負荷 時間後にリン酸化が増加し、

時間で転写も増加した。 時間では の増大も認め

られたため、 阻害薬を投与したところ の転写は抑制さ

れた。一方、低酸素負荷 分で のリン酸化、 時間で

の増加が認められ、 阻害薬を投与することで のリン酸

化が抑制できた。マウスの検討では野生型では食塩負荷により

血圧が１０ｍｍ 程度の上昇を認めたが、 欠損マウスでは

血圧上昇を認めなかった。

【考察】 の検討から一過性の低酸素刺激は を介し

て をリン酸化させることが示された。また、長期にわたる

低酸素刺激は を介して の転写も増加させることが示さ

れた。遠位尿細管は生体内では低酸素状態にある部位であるが、

睡眠時無呼吸のような酸素飽和度が低下する病態においては

さらに低酸素にさらされ、 が活性化しやすくなることが考

えられる。 が活性化すると腎臓でのナトリウムの再吸収が

増大し、体液量が増大することから高血圧につながる。実際野

生型マウスを睡眠時無呼吸に近いモデルとしてサイクリック

に低酸素にさらすことで食塩感受性高血圧が発症した。 欠

損マウスでは血圧の上昇を認めなかった。本研究では と

のプロモータ領域の結合などが検討されていない、 と

との関係などの今後明らかにすべき点が残されている。

【結論】低酸素刺激は を介した の転写亢進、 を介

した のリン酸化を介して食塩感受性高血圧を発症させる可

能性が示唆された。

― 157 ―



医学（基礎研究・社会医学）

脂肪組織環境における ファミリーのエネルギー代謝調節

メカニズムの解明

中江淳

国際医療福祉大学医学部生理学

【目的】肥満は、生活習慣病の原因となり、その病態生理を明

らかにしてくことは重要である。近年、肥満に対する予防策と

して、褐色脂肪細胞や白色脂肪細胞の褐色化細胞である

細胞が着目され、さらに免疫細胞がその調節に重要であること

が指摘されている。本研究の目的は、 リンパ球における

ファミリーの 化および褐色脂肪細胞の活性調節における

新たな制御メカニズムを明らかにすることである。

【方法】これまで ４ リンパ球特異的 ノックアウト

ヘテロノックアウトマウス（ ）が、

エネルギー消費量を増加させ、高脂肪食負荷に対し抗肥満を呈

することを明らかにしてきた。本研究では、 の脂肪組織

において リンパ球が増加する分子メカニズムを明らかにし、

脂肪組織 リンパ球における ファミリー転写因子の生理

的役割を明らかにする。

【結果】マウス高脂肪食負荷 マウスの 解析により、

褐色脂肪組織・白色脂肪組織のみで、 細胞の増加を認めた。

の脾臓から単離した リンパ球分画

では、 リンパ球特異的転写因子である 、 、 遺

伝子発現の有意の増加を認めた。 の脾臓より単離した

リンパ球において 発現の有意の増加が認められた。 リ

ンパ球のケモカイン受容体 のリガンドには、 および

がある。 の皮下脂肪組織では、 のみ、高脂肪

食負荷で有意にその発現が低下していた。さらに、寒冷刺激に

おいて の有意の発現増加が認められた。

【考察】 リンパ球における ファミリーは 遺伝

子発現を抑制することによりその下流の標的遺伝子である

、 、 遺伝子発現を抑制し、 細胞への分化を抑

制しうると考えられた。さらに、寒冷刺激は皮下脂肪特異的に

発現を誘導し、寒冷刺激時の ２細胞の皮下脂肪組織へ

のリクルートに重要であると考えられた。

【結論】 リンパ球における ファミリー転写因子は、

細胞への分化を制御することにより脂肪組織のエネルギー

調節に貢献していると考えられた 。

医学（基礎研究・社会医学）

骨格筋刺激時の脊髄血流反応とそのメカニズム

黒澤美枝子 下重里江

国際医療福祉大学基礎医学研究センター

【目的】脊髄血流の低下により、痛み、しびれ、反射の低下、

筋力低下、膀胱直腸障害などが起こることが知られている。

我々はラット皮膚への非侵害性機械的刺激（触刺激）により、

全身血圧の変化を伴わずに脊髄血流が増加することを明らか

にしてきた。この事実は皮膚への触刺激によって上述の障害が

回復・緩和される可能性を示唆する。しかし、同様な脊髄血流

の増加が運動によっても起こるかどうかについては不明であ

る。そこで本研究では骨格筋刺激時の脊髄血流反応を検討した。

【方法】実験には麻酔下のラットを用いた。動脈圧は頸動脈に

挿入したカテーテルを介して連続測定した。ラットは腹臥位に

し、 髄節（後肢からの情報が入力する分節）の左背側

表面を露出した。その露出面にレーザードップラー血流計のプ

ローブ（直径 を置いて、脊髄血流（ 髄節血流）

を連続記録した。左側後肢足蹠に 本の針電極（電極間距離：

）を刺入し、パルス幅（ ）を用いて、種々の周波数

（ ）と強度（ ）で 秒間通電した。

【結果】１．刺激強度の影響：刺激頻度を に固定し、刺

激強度の影響を検討した。脊髄血流は の刺激によって

は変化しなかったが、 の刺激により軽度増加を示し、そ

の後、強度依存性に増加した。一方、血圧は － の

刺激によっては有意な変化を示さず、 の刺激に対しての

み、軽度な上昇を示した。２．刺激頻度の影響：刺激強度を ｍ

に固定し、刺激頻度の影響を検討した。脊髄血流は 、

の刺激によっては変化しなかったが、 から

へと刺激頻度を上げていくに従い、頻度依存性に増加した。そ

の後、 、 と刺激頻度を増やしても、脊髄血流の増

加は 刺激時と変わらなかった。血圧はいずれの刺激頻度

においても有意な変化を示さなかった。

【考察と結論】本研究より、脊髄血流は骨格筋刺激によって増

加することが明らかになった。しかも、その増加は血圧の変化

を介さないものであることから、骨格筋刺激によって、脊髄の

血管が拡張すると考えられる。本研究結果より、運動時に骨格

筋が刺激されると、脊髄血流の増加が図られ、脊髄に起因する

障害（痛み、しびれなど）が緩和される可能性が示唆された。

医学（基礎研究・社会医学）

ハサン アリフ ウル

国際医療福祉⼤学医学部薬理学

医学（基礎研究・社会医学）

藤田烈

国際医療福祉大学未来研究支援センター

【 】

【 】

【 】

【 】
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医学（基礎研究・社会医学）

脂肪組織環境における ファミリーのエネルギー代謝調節

メカニズムの解明

中江淳

国際医療福祉大学医学部生理学

【目的】肥満は、生活習慣病の原因となり、その病態生理を明

らかにしてくことは重要である。近年、肥満に対する予防策と

して、褐色脂肪細胞や白色脂肪細胞の褐色化細胞である

細胞が着目され、さらに免疫細胞がその調節に重要であること

が指摘されている。本研究の目的は、 リンパ球における

ファミリーの 化および褐色脂肪細胞の活性調節における

新たな制御メカニズムを明らかにすることである。

【方法】これまで ４ リンパ球特異的 ノックアウト

ヘテロノックアウトマウス（ ）が、

エネルギー消費量を増加させ、高脂肪食負荷に対し抗肥満を呈

することを明らかにしてきた。本研究では、 の脂肪組織

において リンパ球が増加する分子メカニズムを明らかにし、

脂肪組織 リンパ球における ファミリー転写因子の生理

的役割を明らかにする。

【結果】マウス高脂肪食負荷 マウスの 解析により、

褐色脂肪組織・白色脂肪組織のみで、 細胞の増加を認めた。

の脾臓から単離した リンパ球分画

では、 リンパ球特異的転写因子である 、 、 遺

伝子発現の有意の増加を認めた。 の脾臓より単離した

リンパ球において 発現の有意の増加が認められた。 リ

ンパ球のケモカイン受容体 のリガンドには、 および

がある。 の皮下脂肪組織では、 のみ、高脂肪

食負荷で有意にその発現が低下していた。さらに、寒冷刺激に

おいて の有意の発現増加が認められた。

【考察】 リンパ球における ファミリーは 遺伝

子発現を抑制することによりその下流の標的遺伝子である

、 、 遺伝子発現を抑制し、 細胞への分化を抑

制しうると考えられた。さらに、寒冷刺激は皮下脂肪特異的に

発現を誘導し、寒冷刺激時の ２細胞の皮下脂肪組織へ

のリクルートに重要であると考えられた。

【結論】 リンパ球における ファミリー転写因子は、

細胞への分化を制御することにより脂肪組織のエネルギー

調節に貢献していると考えられた 。

医学（基礎研究・社会医学）

骨格筋刺激時の脊髄血流反応とそのメカニズム

黒澤美枝子 下重里江

国際医療福祉大学基礎医学研究センター

【目的】脊髄血流の低下により、痛み、しびれ、反射の低下、

筋力低下、膀胱直腸障害などが起こることが知られている。

我々はラット皮膚への非侵害性機械的刺激（触刺激）により、

全身血圧の変化を伴わずに脊髄血流が増加することを明らか

にしてきた。この事実は皮膚への触刺激によって上述の障害が

回復・緩和される可能性を示唆する。しかし、同様な脊髄血流

の増加が運動によっても起こるかどうかについては不明であ

る。そこで本研究では骨格筋刺激時の脊髄血流反応を検討した。

【方法】実験には麻酔下のラットを用いた。動脈圧は頸動脈に

挿入したカテーテルを介して連続測定した。ラットは腹臥位に

し、 髄節（後肢からの情報が入力する分節）の左背側

表面を露出した。その露出面にレーザードップラー血流計のプ

ローブ（直径 を置いて、脊髄血流（ 髄節血流）

を連続記録した。左側後肢足蹠に 本の針電極（電極間距離：

）を刺入し、パルス幅（ ）を用いて、種々の周波数

（ ）と強度（ ）で 秒間通電した。

【結果】１．刺激強度の影響：刺激頻度を に固定し、刺

激強度の影響を検討した。脊髄血流は の刺激によって

は変化しなかったが、 の刺激により軽度増加を示し、そ

の後、強度依存性に増加した。一方、血圧は － の

刺激によっては有意な変化を示さず、 の刺激に対しての

み、軽度な上昇を示した。２．刺激頻度の影響：刺激強度を ｍ

に固定し、刺激頻度の影響を検討した。脊髄血流は 、

の刺激によっては変化しなかったが、 から

へと刺激頻度を上げていくに従い、頻度依存性に増加した。そ

の後、 、 と刺激頻度を増やしても、脊髄血流の増

加は 刺激時と変わらなかった。血圧はいずれの刺激頻度

においても有意な変化を示さなかった。

【考察と結論】本研究より、脊髄血流は骨格筋刺激によって増

加することが明らかになった。しかも、その増加は血圧の変化

を介さないものであることから、骨格筋刺激によって、脊髄の

血管が拡張すると考えられる。本研究結果より、運動時に骨格

筋が刺激されると、脊髄血流の増加が図られ、脊髄に起因する

障害（痛み、しびれなど）が緩和される可能性が示唆された。

医学（基礎研究・社会医学）

ハサン アリフ ウル

国際医療福祉⼤学医学部薬理学

医学（基礎研究・社会医学）

藤田烈

国際医療福祉大学未来研究支援センター

【 】

【 】

【 】

【 】
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医学（基礎研究・社会医学）

カンボジア土壌からのレプトスピラの培養と性状解析

工藤芳子 木村明佐子 赤羽由香 伊沢雛子

国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

国際医療福祉大学成田病院臨床検査科

国際医療福祉大学塩谷病院臨床検査科

【背景・目的】新興再興感染症であるレプトスピラ症は、熱帯・

亜熱帯地域の開発途上国では疾病対策の必要な重要な感染症

と位置付けられている。レプトスピラの保菌動物を介した土壌、

水などの環境中からヒトへの感染経路を把握することは保健

対策の策定及び疾病予防対策の確立のために必須である。しか

しながら、これまでカンボジアにおけるレプトスピラ症に関す

る報告は少ない。本研究では保健対策策定に寄与することを目

的として、カンボジア首都および近郊地域の土壌におけるレプ

トスピラの存在を調査したので報告する。

【方法】 年 月 乾季 と 月 雨季 にカンボジア首都及び

その近郊 ヶ所から計 検体の土壌を採取した。検体は

添加コルトフ培地を用い分離培養後、 抽出を行い、

遺伝子及び 遺伝子を目的とした 法を実施した。増幅

された目的遺伝子の遺伝系統解析を行い、解析された塩基配列

から系統樹を作成した。

【結果】乾季土壌検体では、 遺伝子配列に基づく遺伝

系統解において 検体 ％ からレプトスピラが確認され、

その内訳は病原性レプトスピラ グレード ： 検体、非病原

性レプトスピラ グレード ： 検体、非病原性レプトスピラ グ

レード ： 検体に分類された。 遺伝子配列に基づく遺伝

系統解析では 検体 ％ から確認され、 ： 検体、 ：

検体に分類された。病原性レプトスピラ に分類された検体

はなかった。一方、雨季土壌検体では 遺伝子塩基配

列に基づく遺伝系統解において 検体 ％ から確認さ

れ、 ： 検体、 ： 検体、 ： 検体に分類された。

遺伝子塩基配列に基づく遺伝系統解では、 検体 ％ か

ら検出され、 ： 検体、 ： 検体、 ： 検体に分類され

た。

【考察】本研究では、カンボジアおいてレプトスピラは土壌に

広く分布していることが明らかになった。また乾季と雨季で比

較すると、雨季に採取した土壌中に病原性を有するレプトスピ

ラが検出されている。雨季は洪水が起きやすくヒトが汚染され

た水や土壌に接触する機会が高まり、経皮的もしくは経口的に

感染するリスクも高まるので、地域住民への衛生教育の必要性

が示された。今回の研究はカンボジア都市部での地域限定な調

査であること、また、これまでカンボジアではレプトスピラ症

に関する研究報告が少ないため、今後も更なる調査が必要であ

ると考える。

医学（基礎研究・社会医学）

アルコール慢性投与マウスに抑肝散が及ぼす影響

加藤英明 辻稔 武田弘志

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

【目的】本研究では、グルタミン酸放出抑制作用等を有する抑

肝散を慢性処置したアルコール依存モデル動物を用いて、主に

エタノール休薬後の退薬症候発現に対する抑肝散の効果を検

討した。

【方法】本研究は、国際医療福祉大学動物実験規程を遵守して

実施した。実験には 系雄性マウスを使用した。アルコー

ル依存症モデル動物は、 ％ エタノール混入液体飼料を 日

間摂取させることにより作製し、液体飼料摂取期間

に抑肝散 および を 日 回 日間慢

性的に経口投与した。エタノール休薬は、エタノール混入液体

試料をエタノール非含有液体試料に置換することで休薬

時間後まで行った。 日 回液体飼料摂取量を測定し、休薬

期間には退薬症候を観察した。

【結果】エタノール単独処置群において休薬 時間後をピー

クとする退薬症候の発現が認められたが、この退薬症候は、抑

肝散の併用処置によって有意に減少した。とくに、休薬 時

間後のエタノール単独処置群で観察された軽度および重度振

戦の発現割合は、抑肝散併用処置群において有意に減少した。

エタノール休薬後におけるエタノール単独処置群の総退薬ス

コアにおいても抑肝散併用処置群において有意な減少が認め

られた。また、休薬 時間後である における液体飼

料摂取量は、エタノール単独処置群に比べて抑肝散併用処置群

において有意に減少した。

【考察】アルコール依存形成および休薬後の液体飼料に対する

摂取欲求を抑肝散は低下させることが明らかとなった。したが

って、アルコール依存症患者に抑肝散が有用であると考えられ

る。今後は、アルコール依存症治療に抑肝散をはじめとする漢

方方剤を臨床適応するために必要な基礎データをさらに構築

したい。

医学（基礎研究・社会医学）

アルツハイマー病における新規血液バイオマーカーの同定

今村友裕 蒲原敦子

張旭 吉良潤一

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

国際医療福祉大学トランスレーショナルニューロサイエン

スセンター

【目的】認知症の主な原因であるアルツハイマー病（ ）の早

期診断のためには、信頼性の高い血中バイオマーカーが必要で

あるが、現時点では有用なものはない。そこで、本研究の目的

は、 モデルマウスの各病期の末梢血から精製したエ

キソソソームを用いて、 の診断・予後バイオマーカーとして

有用なエキソソソーム中のマイクロ （ ）を同定し、ヒ

トの 診断に応用することである。

【方法】 ヶ月齢の マウスおよび野生型の

対照マウス の血清から

を用いてエキソソソームを抽出した。エキ

ソソソーム中の を シークエンスシステ

ムを使用して次世代シークエンスを行った。また、その結果を

および

を用いて解析した。さらに、同定

した をマウスサンプルに加え、ヒトサンプルも用いて

を行った。

【結果】次世代シークエンス解析の結果、 マウスと野生

型マウスでは の発現プロファイルが異なることが明らか

になった。野生型マウスと比較して マウスでアップレ

ギュレーションされていた は、前頭側頭型認知症や

などの神経変性疾患と関連し、進化的に保存されていることが

報告されていた。この は、 マウスだけでなく、ヒ

トの末梢血でも で検出することに成功した。また、

マウスで最も有意にダウンレギュレーションされていた

は、細胞培養モデルと マウスモデルの両方において、Aβ

ペプチドに反応して減少することが報告されている の一

つであった。

【結論】私たちは、認知症発症前の モデルマウスの末梢血

中でアップレギュレーションまたはダウンレギュレーション

されているエキソソソーム を同定した。現在、 患者と

健常者において臨床研究を進めており、さらなる解析を行って

いる。これらのエキソソソーム中の は、ヒトにおける

の早期診断に役立つ可能性が高い。

医学（基礎研究・社会医学）

高齢者における冷水飲水が即時的血圧上昇に及ぼす影響

窪田聡 遠藤豊 宮崎裕子 窪田光枝

重政朝彦

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学小田原保健医療学部医学一般教育

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

日本赤十字大学大学院看護学研究科

国際医療福祉大学熱海病院循環器内科

【目的】起立性低血圧（以下ＯＨ）は高齢者の転倒や死亡リス

クの一因となる（ ）。 に対する対策とし

て、飲水を用いることが提案されているが、 回で 程度

であり、その量は過量であった（ ）。我々

は若年者を対象に、 の冷水を用いることで、効果的な昇

圧が得られることを示唆した。本研究では、 に対する飲水の

有効活用を目指し、高齢者の冷水飲水が血圧に及ぼす影響を検

討した。【方法】健常高齢者 名を対象に、常温水と約 4℃の冷

水を 飲水し、その時の血圧を測定し、若年者 名の結

果と比較した。 分の安静座位の後、 分で飲水し、 分間の

リカバリーを測定した。血圧はフィナプレス（ 社製）を用

い非観血的に導出した。同時に核心温として鼓膜温も導出した。

本研究は国際医療福祉大学倫理員会の承認を受けて行った。

【結果】飲水中に昇圧が観られ、昇圧は常温水（約 Δ20mmHg）

よりも冷水（約 Δ40mmHg）で大きく、さらに若年者よりも高齢

者大きかった。また、リカバリーでも冷水では昇圧が持続して

いた。鼓膜温は飲水後低下が観られ、特に冷水で大きかった。

【考察】冷水・常温水の飲水中の昇圧は、先行研究と同様の結

果であり、嚥下筋の収縮に伴って誘発（ ）さ

れたと考える。冷水の飲水中の昇圧が大きかったのは、冷却刺

激が侵害刺激となり交感神経活動を増加させたことが要因と

考えられる。

また、核心温の低下でノルアドレナリンの増加と昇圧が観ら

れることが示唆されており（ ）、本研究に

おいても同様の機序によりリカバリーでの昇圧が誘発された

ものと考える。

飲水中、リカバリー時も若年者より高齢者で昇圧が大きかっ

た。これは、加齢による血管コンプライアンスの低下と圧受容

器反射の感受性低下によるものと考えられる。

【結論】 の冷水飲水によって嚥下に伴う昇圧はより大き

くなり、飲水後も昇圧が持続することが示唆された。特に高齢

者では昇圧が大きく、血管コンプライアンスの低下、圧受容器

反射の感受性低下が要因と考えられた。以上より、冷水の飲水

はＯＨの対症療法として有用である可能性が示唆された。一方

で、高血圧患者にとっては心血管系のイベントリスクにつなが

る可能性もあり（ ）、今後この点について精

査が必要であると考える。
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医学（基礎研究・社会医学）

カンボジア土壌からのレプトスピラの培養と性状解析

工藤芳子 木村明佐子 赤羽由香 伊沢雛子

国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

国際医療福祉大学成田病院臨床検査科

国際医療福祉大学塩谷病院臨床検査科

【背景・目的】新興再興感染症であるレプトスピラ症は、熱帯・

亜熱帯地域の開発途上国では疾病対策の必要な重要な感染症

と位置付けられている。レプトスピラの保菌動物を介した土壌、

水などの環境中からヒトへの感染経路を把握することは保健

対策の策定及び疾病予防対策の確立のために必須である。しか

しながら、これまでカンボジアにおけるレプトスピラ症に関す

る報告は少ない。本研究では保健対策策定に寄与することを目

的として、カンボジア首都および近郊地域の土壌におけるレプ

トスピラの存在を調査したので報告する。

【方法】 年 月 乾季 と 月 雨季 にカンボジア首都及び

その近郊 ヶ所から計 検体の土壌を採取した。検体は

添加コルトフ培地を用い分離培養後、 抽出を行い、

遺伝子及び 遺伝子を目的とした 法を実施した。増幅

された目的遺伝子の遺伝系統解析を行い、解析された塩基配列

から系統樹を作成した。

【結果】乾季土壌検体では、 遺伝子配列に基づく遺伝

系統解において 検体 ％ からレプトスピラが確認され、

その内訳は病原性レプトスピラ グレード ： 検体、非病原

性レプトスピラ グレード ： 検体、非病原性レプトスピラ グ

レード ： 検体に分類された。 遺伝子配列に基づく遺伝

系統解析では 検体 ％ から確認され、 ： 検体、 ：

検体に分類された。病原性レプトスピラ に分類された検体

はなかった。一方、雨季土壌検体では 遺伝子塩基配

列に基づく遺伝系統解において 検体 ％ から確認さ

れ、 ： 検体、 ： 検体、 ： 検体に分類された。

遺伝子塩基配列に基づく遺伝系統解では、 検体 ％ か

ら検出され、 ： 検体、 ： 検体、 ： 検体に分類され

た。

【考察】本研究では、カンボジアおいてレプトスピラは土壌に

広く分布していることが明らかになった。また乾季と雨季で比

較すると、雨季に採取した土壌中に病原性を有するレプトスピ

ラが検出されている。雨季は洪水が起きやすくヒトが汚染され

た水や土壌に接触する機会が高まり、経皮的もしくは経口的に

感染するリスクも高まるので、地域住民への衛生教育の必要性

が示された。今回の研究はカンボジア都市部での地域限定な調

査であること、また、これまでカンボジアではレプトスピラ症

に関する研究報告が少ないため、今後も更なる調査が必要であ

ると考える。

医学（基礎研究・社会医学）

アルコール慢性投与マウスに抑肝散が及ぼす影響

加藤英明 辻稔 武田弘志

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

【目的】本研究では、グルタミン酸放出抑制作用等を有する抑

肝散を慢性処置したアルコール依存モデル動物を用いて、主に

エタノール休薬後の退薬症候発現に対する抑肝散の効果を検

討した。

【方法】本研究は、国際医療福祉大学動物実験規程を遵守して

実施した。実験には 系雄性マウスを使用した。アルコー

ル依存症モデル動物は、 ％ エタノール混入液体飼料を 日

間摂取させることにより作製し、液体飼料摂取期間

に抑肝散 および を 日 回 日間慢

性的に経口投与した。エタノール休薬は、エタノール混入液体

試料をエタノール非含有液体試料に置換することで休薬

時間後まで行った。 日 回液体飼料摂取量を測定し、休薬

期間には退薬症候を観察した。

【結果】エタノール単独処置群において休薬 時間後をピー

クとする退薬症候の発現が認められたが、この退薬症候は、抑

肝散の併用処置によって有意に減少した。とくに、休薬 時

間後のエタノール単独処置群で観察された軽度および重度振

戦の発現割合は、抑肝散併用処置群において有意に減少した。

エタノール休薬後におけるエタノール単独処置群の総退薬ス

コアにおいても抑肝散併用処置群において有意な減少が認め

られた。また、休薬 時間後である における液体飼

料摂取量は、エタノール単独処置群に比べて抑肝散併用処置群

において有意に減少した。

【考察】アルコール依存形成および休薬後の液体飼料に対する

摂取欲求を抑肝散は低下させることが明らかとなった。したが

って、アルコール依存症患者に抑肝散が有用であると考えられ

る。今後は、アルコール依存症治療に抑肝散をはじめとする漢

方方剤を臨床適応するために必要な基礎データをさらに構築

したい。

医学（基礎研究・社会医学）

アルツハイマー病における新規血液バイオマーカーの同定

今村友裕 蒲原敦子

張旭 吉良潤一

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

国際医療福祉大学トランスレーショナルニューロサイエン

スセンター

【目的】認知症の主な原因であるアルツハイマー病（ ）の早

期診断のためには、信頼性の高い血中バイオマーカーが必要で

あるが、現時点では有用なものはない。そこで、本研究の目的

は、 モデルマウスの各病期の末梢血から精製したエ

キソソソームを用いて、 の診断・予後バイオマーカーとして

有用なエキソソソーム中のマイクロ （ ）を同定し、ヒ

トの 診断に応用することである。

【方法】 ヶ月齢の マウスおよび野生型の

対照マウス の血清から

を用いてエキソソソームを抽出した。エキ

ソソソーム中の を シークエンスシステ

ムを使用して次世代シークエンスを行った。また、その結果を

および

を用いて解析した。さらに、同定

した をマウスサンプルに加え、ヒトサンプルも用いて

を行った。

【結果】次世代シークエンス解析の結果、 マウスと野生

型マウスでは の発現プロファイルが異なることが明らか

になった。野生型マウスと比較して マウスでアップレ

ギュレーションされていた は、前頭側頭型認知症や

などの神経変性疾患と関連し、進化的に保存されていることが

報告されていた。この は、 マウスだけでなく、ヒ

トの末梢血でも で検出することに成功した。また、

マウスで最も有意にダウンレギュレーションされていた

は、細胞培養モデルと マウスモデルの両方において、Aβ

ペプチドに反応して減少することが報告されている の一

つであった。

【結論】私たちは、認知症発症前の モデルマウスの末梢血

中でアップレギュレーションまたはダウンレギュレーション

されているエキソソソーム を同定した。現在、 患者と

健常者において臨床研究を進めており、さらなる解析を行って

いる。これらのエキソソソーム中の は、ヒトにおける

の早期診断に役立つ可能性が高い。

医学（基礎研究・社会医学）

高齢者における冷水飲水が即時的血圧上昇に及ぼす影響

窪田聡 遠藤豊 宮崎裕子 窪田光枝

重政朝彦

国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科

国際医療福祉大学小田原保健医療学部医学一般教育

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科

日本赤十字大学大学院看護学研究科

国際医療福祉大学熱海病院循環器内科

【目的】起立性低血圧（以下ＯＨ）は高齢者の転倒や死亡リス

クの一因となる（ ）。 に対する対策とし

て、飲水を用いることが提案されているが、 回で 程度

であり、その量は過量であった（ ）。我々

は若年者を対象に、 の冷水を用いることで、効果的な昇

圧が得られることを示唆した。本研究では、 に対する飲水の

有効活用を目指し、高齢者の冷水飲水が血圧に及ぼす影響を検

討した。【方法】健常高齢者 名を対象に、常温水と約 4℃の冷

水を 飲水し、その時の血圧を測定し、若年者 名の結

果と比較した。 分の安静座位の後、 分で飲水し、 分間の

リカバリーを測定した。血圧はフィナプレス（ 社製）を用

い非観血的に導出した。同時に核心温として鼓膜温も導出した。

本研究は国際医療福祉大学倫理員会の承認を受けて行った。

【結果】飲水中に昇圧が観られ、昇圧は常温水（約 Δ20mmHg）

よりも冷水（約 Δ40mmHg）で大きく、さらに若年者よりも高齢

者大きかった。また、リカバリーでも冷水では昇圧が持続して

いた。鼓膜温は飲水後低下が観られ、特に冷水で大きかった。

【考察】冷水・常温水の飲水中の昇圧は、先行研究と同様の結

果であり、嚥下筋の収縮に伴って誘発（ ）さ

れたと考える。冷水の飲水中の昇圧が大きかったのは、冷却刺

激が侵害刺激となり交感神経活動を増加させたことが要因と

考えられる。

また、核心温の低下でノルアドレナリンの増加と昇圧が観ら

れることが示唆されており（ ）、本研究に

おいても同様の機序によりリカバリーでの昇圧が誘発された

ものと考える。

飲水中、リカバリー時も若年者より高齢者で昇圧が大きかっ

た。これは、加齢による血管コンプライアンスの低下と圧受容

器反射の感受性低下によるものと考えられる。

【結論】 の冷水飲水によって嚥下に伴う昇圧はより大き

くなり、飲水後も昇圧が持続することが示唆された。特に高齢

者では昇圧が大きく、血管コンプライアンスの低下、圧受容器

反射の感受性低下が要因と考えられた。以上より、冷水の飲水

はＯＨの対症療法として有用である可能性が示唆された。一方

で、高血圧患者にとっては心血管系のイベントリスクにつなが

る可能性もあり（ ）、今後この点について精

査が必要であると考える。
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医学（基礎研究・社会医学）

対象病院における財務状況を左右する要因分析

坂本幸平 上里彰仁

国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

【目的】 対象病院の財政状況を左右する要因分析をする。

【方法】平成 年度の病院事業決算状況・病院経営比較表を

使用し、 床以上の 病院を対象とした。調査項目は、一般

病床数などの病院概要データ、総収益などの財務データ合計

項目を使用した。また、 導入の影響評価に関する調査デー

タよりＭＤＣ患者数や１カ月当たり救急搬送件数を抽出し、デ

ータセットを構築した。データ全体の基本統計量を確認し、医

業収支の数値を病院経営上の収支における黒字と設定し、識別

フラグを作成したのち、両群の各数値を比較した。比較検証に

は の 検定（以下；Ｕ検定）を使用した。また、

病院経営に影響を与えるファクターの抽出には、医業収支を目

的変数とした重回帰分析を行った。有意水準は 値が 未

満のものを統計的に有意とした。

【結果】データ全体の平均病床数は 床、平均病床利用率

、 日平均入院患者数 名、 日平均外来患者数

名、 日平均入院診療収入 円、一日平均外来

診療収入 、救急搬送１カ月当たり平均 件であっ

た。

患者数の多かった （ ）の年間平

均患者数は、呼吸器疾患（手術なし） 件、消化器疾患：

手術なし 件、手術あり 件であった。平均医業収

益 円 千円 、平均医業費用 円 千円 、

平均経常損益 円 千円 であった。

黒字群と赤字群を比較したＵ検定の結果では、一般病床数、

日平均入院患者数、一日入院・外来診療収入、耳鼻咽喉、呼吸

器、消化器、筋骨格、女性疾患に関する患者数の項目などで有

意差が認められた。

医業収支を目的変数にした重回帰分析では、看護配置、 日平

均外来患者数、外来入院比率、耳鼻咽喉疾患（手術あり）、乳

房の疾患（手術あり）、新生児疾患（手術あり）、小児疾患（手

術あり）、外傷・熱傷・中毒疾患（手術なし）の項目で有意差

が認められた。

【考察】病院の健全運営に影響を与える要因は、適切な看護配

置と入院患者比率、外来患者数の確保が重要であることが示唆

された。また、黒字群と赤字群の比較結果より、呼吸器や消化

器などの治療患者数が一定程度必要であることが重要である。

また、赤字群の特徴として医業収支がおおきなマイナス計上で

あり、収益とコストをバランスした運営が重要であることが考

えられた。病院は非営利機関であるが運営を維持するための適

切な利潤も大切である。コスト管理など時代変化に応じた医療

マネジメントが必要である。

医学（基礎研究・社会医学）

マルチエージェントシミュレーションによる新型コロナウィ

ルス（ ）の感染予防策の検討

宮嶋宏行

国際医療福祉大学総合教育センター

【目的】新型コロナウィルスの感染数理モデルを開発し、感染

予防策の検討とその効果の推定を行う。従来、感染症流行の数

理モデルとしては、マクロな感染のダイナミックスを微分方程

式で表した モデルや モデルが一般的に利用されてき

た。感受性保持者 、感染者 、免疫保持者（あるいは隔離

者） の３つの状態量、潜伏期間を考慮する場合には、感染

症が潜伏期間中の者 を追加した４つの状態量で表される。

パラメータとしては感染率、隔離率などがある。実際の感染症

の流行は、２次元空間での人々の行動や感染源の移動の結果と

して発生する。また新型コロナウィルス感染者の増加には、ク

ラスターの発生が大きくかかわっているという特徴から、微分

方程式によるモデルでは十分な感染症対策の効果の検証を行

うことは難しい。このような問題に対しては、微視的な相互作

用のルールのみを記述するマルチエージェントシミュレーシ

ョンが有効である。

【方法】首都圏を模擬した都市の人口（人口密度、家族構成、

年齢）、移動（通勤・通学・買い物）、医療サービス（診察、検

査、入院）をモデル化したマルチエージェントシミュレーショ

ンモデルを開発した。このモデルを用いて、感染症予防策の効

果について、①都市封鎖（接触制限）、②ニューノーマル（テ

レワーク、時差出勤、ソーシャルディスタンス、接触確認アプ

リ）、③医療体制（受診、検査、検査結果がわかるまでの日数、

入院・自宅待機）の３つの観点から検討した。

【結果・考察】厚生労働省クラスター対策班の数理モデル（微

分方程式）により導かれた「接触機会 割削減」という対策が、

感染者の抑制には有効であることは本モデルでも確認できた。

緊急事態宣言下における接触機会 割削減は、大きく社会経済

活動を制限するものであり、長期間にわたり実施できるもので

はない。本研究では、ニューノーマル、検査体制など複数の対

策の組み合わせにより、接触機会 割削減に相当する感染対策

について定量的に探っていく。

医学（基礎研究・社会医学）

骨芽細胞の分化方向性を決定する機能因子の探索

吉岡広陽 南崎朋子 吉子裕二

国際医療福祉大学医学部解剖学

広島大学大学院医系科学研究科硬組織代謝生物学

【目的】骨粗鬆症など加齢に伴う代謝性骨疾患では、骨量の減

少に伴い骨髄内の脂肪組織の増加を認めることが多い。これは、

骨髄間葉系幹細胞の分化方向性が、骨芽細胞より脂肪細胞へと

傾くためと考えられる。脂肪細胞分化のマスター転写因子

PPARγ は骨芽細胞分化に必須の転写因子 を負に制御し、

骨髄間葉系幹細胞の骨芽細胞分化を抑制する。我々は、培養下

でラット頭蓋冠由来の 発現細胞コロニーの一部が

を発現し、 の発現レベルと脂肪細胞への分化転換能が相

関することを報告した。骨芽細胞の分化転換が骨髄脂肪化の要

因の一つと示唆される。そこで、本研究では、骨芽細胞の脂肪

細胞への分化転換に働く機能因子の探索を試みるとともに、マ

ウス生体内での分化転換の可能性を検討した。

【方法】シングルセル により得られている骨芽細胞（計

個）の遺伝子発現プロファイルを対象に、複数の機械学習

アルゴリズムを用いて、脂肪細胞の分化・形成に関与する遺伝

子の発現挙動を解析した。また、型コラーゲン（ ）

プロモーター制御下で蛍光タンパク質 を発現する骨芽細

胞レポーターマウスにロシグリタゾン（PPARγ の合成リガンド）

と高脂肪食を 日間または 日間与え、骨髄脂肪化を誘導し、

免疫組織化学染色により分化転換の有無を検討した。

【結果】解析した骨芽細胞の一部は、脂肪細胞分化のマスター

転写因子 や など、脂肪細胞の分化・形成に関与す

る遺伝子を多数発現していた。これらの発現の多くは骨芽細胞

の分化段階とは相関を示さず、散在性に発現していた。ロシグ

リタゾンと高脂肪食を負荷したマウスでは、大腿骨骨髄に脂肪

細胞マーカー を共発現する少数の 陽性細胞が同定

された。

【考察】マウス生体内において、骨芽細胞の一部が脂肪細胞へ

と分化転換する能力を保持していることが強く示唆された。ま

た、骨芽細胞が多様性に富む細胞集団であり、分化の可塑性を

備えた細胞であると考えられた。

医学（基礎研究・社会医学）

炎症にかかわる神経グリアによるヒアルロン酸合成制御を介

した神経細胞保護

林真理子

国際医療福祉大学医学部医学科

性神経伝達物質グルタミン酸の回収を担当する。神経シナプス

近傍の細胞外マトリクス構造であるペリニューロナルネット

の骨格をなすヒアルロン酸の合成はグルタミン酸の回収を促

進することで興奮性神経伝達を制御し、過剰な興奮に伴う神経

毒性から神経細胞を保護する。この過程を促進する薬理学的方

法を探す。

【方法】ヒアルロン酸合成や神経損傷からの保護につながる化

合物や伝達物質を見出すことを目的に、神経細胞とグリア細胞

が共存する培養系を確立する。そして、炎症に関わる神経グリ

アであるマイクログリアの添加、その活性化、サイトカイン類

の添加、炎症反応制御に関わる化合物の添加を試み、神経細胞

やアストロサイトの形態、ヒアルロン酸の合成を免疫染色によ

ってモニタリングした。

【結果】神経細胞とアストロサイトの混合培養によって、アス

トロサイトの単独培養と異なり、高度に分岐したアストロサイ

トが神経細胞にアプローチする様子を平面培養で観察できる。

この系でヒアルロン酸を除去すると神経細胞の活動が認めら

れ、長期の処理は神経損傷につながった。この影響はヒアルロ

ン酸の添加で抑えることができた。代表的なサイトカインや炎

症制御に関わる化合物を添加し、神経細胞やアストロサイトの

形態、ヒアルロン酸の合成を定量評価したが、有意な保護作用

を持つものはなかった。

【考察】ヒアルロン酸は、神経細胞体やシナプス近傍に形成さ

れるペリニューロナルネットの骨格を形成する。神経細胞との

共培養により高度に分岐したアストロサイトを含む培養系に

おいて、ペリニューロナルネットの骨格をなすヒアルロン酸の

合成が継続することが、グルタミン酸トランスポーターによる

シナプスに放出されたグルタミン酸の回収を支えることで興

奮性神経伝達を時空間的にピンポイントに絞り、興奮毒性から

神経細胞を保護している。しかし、それを薬理学的に制御する

ことは容易ではない。今後は、ハイスループット解析に耐える

安定性を確保したうえで、より広範な化合物スクリーニングに

つなげていく。

【結論】ペリニューロナルネットの骨格を持つ直鎖状の多糖で

あるヒアルロン酸の合成は、神経細胞から放出されたグルタミ

ン酸の回収を支えるため、興奮毒性からの保護に関わる。この

過程を促進する薬理学的方法の開発には、より広範なスクリー

ニングが必要である。

【文献】

、 、 、 、

、 、 、 、 、

、 、 、 、 、

、
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医学（基礎研究・社会医学）

対象病院における財務状況を左右する要因分析

坂本幸平 上里彰仁

国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科

【目的】 対象病院の財政状況を左右する要因分析をする。

【方法】平成 年度の病院事業決算状況・病院経営比較表を

使用し、 床以上の 病院を対象とした。調査項目は、一般

病床数などの病院概要データ、総収益などの財務データ合計

項目を使用した。また、 導入の影響評価に関する調査デー

タよりＭＤＣ患者数や１カ月当たり救急搬送件数を抽出し、デ

ータセットを構築した。データ全体の基本統計量を確認し、医

業収支の数値を病院経営上の収支における黒字と設定し、識別

フラグを作成したのち、両群の各数値を比較した。比較検証に

は の 検定（以下；Ｕ検定）を使用した。また、

病院経営に影響を与えるファクターの抽出には、医業収支を目

的変数とした重回帰分析を行った。有意水準は 値が 未

満のものを統計的に有意とした。

【結果】データ全体の平均病床数は 床、平均病床利用率

、 日平均入院患者数 名、 日平均外来患者数

名、 日平均入院診療収入 円、一日平均外来

診療収入 、救急搬送１カ月当たり平均 件であっ

た。

患者数の多かった （ ）の年間平

均患者数は、呼吸器疾患（手術なし） 件、消化器疾患：

手術なし 件、手術あり 件であった。平均医業収

益 円 千円 、平均医業費用 円 千円 、

平均経常損益 円 千円 であった。

黒字群と赤字群を比較したＵ検定の結果では、一般病床数、

日平均入院患者数、一日入院・外来診療収入、耳鼻咽喉、呼吸

器、消化器、筋骨格、女性疾患に関する患者数の項目などで有

意差が認められた。

医業収支を目的変数にした重回帰分析では、看護配置、 日平

均外来患者数、外来入院比率、耳鼻咽喉疾患（手術あり）、乳

房の疾患（手術あり）、新生児疾患（手術あり）、小児疾患（手

術あり）、外傷・熱傷・中毒疾患（手術なし）の項目で有意差

が認められた。

【考察】病院の健全運営に影響を与える要因は、適切な看護配

置と入院患者比率、外来患者数の確保が重要であることが示唆

された。また、黒字群と赤字群の比較結果より、呼吸器や消化

器などの治療患者数が一定程度必要であることが重要である。

また、赤字群の特徴として医業収支がおおきなマイナス計上で

あり、収益とコストをバランスした運営が重要であることが考

えられた。病院は非営利機関であるが運営を維持するための適

切な利潤も大切である。コスト管理など時代変化に応じた医療

マネジメントが必要である。

医学（基礎研究・社会医学）

マルチエージェントシミュレーションによる新型コロナウィ

ルス（ ）の感染予防策の検討

宮嶋宏行

国際医療福祉大学総合教育センター

【目的】新型コロナウィルスの感染数理モデルを開発し、感染

予防策の検討とその効果の推定を行う。従来、感染症流行の数

理モデルとしては、マクロな感染のダイナミックスを微分方程

式で表した モデルや モデルが一般的に利用されてき

た。感受性保持者 、感染者 、免疫保持者（あるいは隔離

者） の３つの状態量、潜伏期間を考慮する場合には、感染

症が潜伏期間中の者 を追加した４つの状態量で表される。

パラメータとしては感染率、隔離率などがある。実際の感染症

の流行は、２次元空間での人々の行動や感染源の移動の結果と

して発生する。また新型コロナウィルス感染者の増加には、ク

ラスターの発生が大きくかかわっているという特徴から、微分

方程式によるモデルでは十分な感染症対策の効果の検証を行

うことは難しい。このような問題に対しては、微視的な相互作

用のルールのみを記述するマルチエージェントシミュレーシ

ョンが有効である。

【方法】首都圏を模擬した都市の人口（人口密度、家族構成、

年齢）、移動（通勤・通学・買い物）、医療サービス（診察、検

査、入院）をモデル化したマルチエージェントシミュレーショ

ンモデルを開発した。このモデルを用いて、感染症予防策の効

果について、①都市封鎖（接触制限）、②ニューノーマル（テ

レワーク、時差出勤、ソーシャルディスタンス、接触確認アプ

リ）、③医療体制（受診、検査、検査結果がわかるまでの日数、

入院・自宅待機）の３つの観点から検討した。

【結果・考察】厚生労働省クラスター対策班の数理モデル（微

分方程式）により導かれた「接触機会 割削減」という対策が、

感染者の抑制には有効であることは本モデルでも確認できた。

緊急事態宣言下における接触機会 割削減は、大きく社会経済

活動を制限するものであり、長期間にわたり実施できるもので

はない。本研究では、ニューノーマル、検査体制など複数の対

策の組み合わせにより、接触機会 割削減に相当する感染対策

について定量的に探っていく。

医学（基礎研究・社会医学）

骨芽細胞の分化方向性を決定する機能因子の探索

吉岡広陽 南崎朋子 吉子裕二

国際医療福祉大学医学部解剖学

広島大学大学院医系科学研究科硬組織代謝生物学

【目的】骨粗鬆症など加齢に伴う代謝性骨疾患では、骨量の減

少に伴い骨髄内の脂肪組織の増加を認めることが多い。これは、

骨髄間葉系幹細胞の分化方向性が、骨芽細胞より脂肪細胞へと

傾くためと考えられる。脂肪細胞分化のマスター転写因子

PPARγ は骨芽細胞分化に必須の転写因子 を負に制御し、

骨髄間葉系幹細胞の骨芽細胞分化を抑制する。我々は、培養下

でラット頭蓋冠由来の 発現細胞コロニーの一部が

を発現し、 の発現レベルと脂肪細胞への分化転換能が相

関することを報告した。骨芽細胞の分化転換が骨髄脂肪化の要

因の一つと示唆される。そこで、本研究では、骨芽細胞の脂肪

細胞への分化転換に働く機能因子の探索を試みるとともに、マ

ウス生体内での分化転換の可能性を検討した。

【方法】シングルセル により得られている骨芽細胞（計

個）の遺伝子発現プロファイルを対象に、複数の機械学習

アルゴリズムを用いて、脂肪細胞の分化・形成に関与する遺伝

子の発現挙動を解析した。また、型コラーゲン（ ）

プロモーター制御下で蛍光タンパク質 を発現する骨芽細

胞レポーターマウスにロシグリタゾン（PPARγ の合成リガンド）

と高脂肪食を 日間または 日間与え、骨髄脂肪化を誘導し、

免疫組織化学染色により分化転換の有無を検討した。

【結果】解析した骨芽細胞の一部は、脂肪細胞分化のマスター

転写因子 や など、脂肪細胞の分化・形成に関与す

る遺伝子を多数発現していた。これらの発現の多くは骨芽細胞

の分化段階とは相関を示さず、散在性に発現していた。ロシグ

リタゾンと高脂肪食を負荷したマウスでは、大腿骨骨髄に脂肪

細胞マーカー を共発現する少数の 陽性細胞が同定

された。

【考察】マウス生体内において、骨芽細胞の一部が脂肪細胞へ

と分化転換する能力を保持していることが強く示唆された。ま

た、骨芽細胞が多様性に富む細胞集団であり、分化の可塑性を

備えた細胞であると考えられた。

医学（基礎研究・社会医学）

炎症にかかわる神経グリアによるヒアルロン酸合成制御を介

した神経細胞保護

林真理子

国際医療福祉大学医学部医学科

性神経伝達物質グルタミン酸の回収を担当する。神経シナプス

近傍の細胞外マトリクス構造であるペリニューロナルネット

の骨格をなすヒアルロン酸の合成はグルタミン酸の回収を促

進することで興奮性神経伝達を制御し、過剰な興奮に伴う神経

毒性から神経細胞を保護する。この過程を促進する薬理学的方

法を探す。

【方法】ヒアルロン酸合成や神経損傷からの保護につながる化

合物や伝達物質を見出すことを目的に、神経細胞とグリア細胞

が共存する培養系を確立する。そして、炎症に関わる神経グリ

アであるマイクログリアの添加、その活性化、サイトカイン類

の添加、炎症反応制御に関わる化合物の添加を試み、神経細胞

やアストロサイトの形態、ヒアルロン酸の合成を免疫染色によ

ってモニタリングした。

【結果】神経細胞とアストロサイトの混合培養によって、アス

トロサイトの単独培養と異なり、高度に分岐したアストロサイ

トが神経細胞にアプローチする様子を平面培養で観察できる。

この系でヒアルロン酸を除去すると神経細胞の活動が認めら

れ、長期の処理は神経損傷につながった。この影響はヒアルロ

ン酸の添加で抑えることができた。代表的なサイトカインや炎

症制御に関わる化合物を添加し、神経細胞やアストロサイトの

形態、ヒアルロン酸の合成を定量評価したが、有意な保護作用

を持つものはなかった。

【考察】ヒアルロン酸は、神経細胞体やシナプス近傍に形成さ

れるペリニューロナルネットの骨格を形成する。神経細胞との

共培養により高度に分岐したアストロサイトを含む培養系に

おいて、ペリニューロナルネットの骨格をなすヒアルロン酸の

合成が継続することが、グルタミン酸トランスポーターによる

シナプスに放出されたグルタミン酸の回収を支えることで興

奮性神経伝達を時空間的にピンポイントに絞り、興奮毒性から

神経細胞を保護している。しかし、それを薬理学的に制御する

ことは容易ではない。今後は、ハイスループット解析に耐える

安定性を確保したうえで、より広範な化合物スクリーニングに

つなげていく。

【結論】ペリニューロナルネットの骨格を持つ直鎖状の多糖で

あるヒアルロン酸の合成は、神経細胞から放出されたグルタミ

ン酸の回収を支えるため、興奮毒性からの保護に関わる。この

過程を促進する薬理学的方法の開発には、より広範なスクリー

ニングが必要である。

【文献】

、 、 、 、

、 、 、 、 、

、 、 、 、 、

、
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医学（基礎研究・社会医学）

動物モデルを用いたリンパ浮腫発症 治癒過程のリンパ管動態

の組織化学的解析

小阪淳 洞口哲 石井貴弥

国際医療福祉大学医学部解剖学

国際医療福祉大学病院・血管外科

【背景】”続発性リンパ浮腫“の発症機序は、未だ明らかにな

っていない。そこで、ラットを用いて続発性リンパ浮腫を外科

手術により誘導し、リンパ浮腫病態の発症・軽減時におけるリ

ンパ管の形態変化、リンパ管数の計時変化について解析した。

【材料と方法】成獣ウイスター・ラットの下肢を離断し、動静

脈のみを吻合して再接着することで続発性のリンパ浮腫を誘

導した。過酸化水素法により、絵の具を足趾間に注入しリンパ

網に取り込ませ、リンパ管を同定した。下肢の全横断パラフィ

ン標本を作成し、リンパ管内皮マーカーである 抗

体を用いてリンパ管を免疫組織化学染色で同定した。

【結果】下肢直径の計測により、浮腫は手術後 日で最大とな

り、対照群と比較して下肢直径が ～ 有意に増大した

ことが判明した。下肢経は 日目以降小さくなり、 日目には

対象と有意差がなくなった。注入した絵の具インクは、

陽性のリンパ管の内容物として観察できた。正常対

象では、リンパ管中の絵の具インクは、太いリンパ管にのみ見

られた。一方で、手術後 日目のリンパ浮腫を誘導した患肢で

は、絵の具が含まれるリンパ管腔の拡大が見られた。リンパ管

からの絵の具インクの漏洩像も観察された。このような像は、

正常対照では見られなかった。

【考察と結論】実験動物では、リンパ浮腫は一過性であって、

浮腫が長期間持続し時に増悪していくヒトの病態とは発症の

機序が異なる可能性がある。しかしながらラットにおいても、

複数の組織化学的手法を組み合わせることで、続発性リンパ浮

腫の病態の一部を検出するできる可能性が示された。

医学（基礎研究・社会医学）

脊髄損傷におけるアルギニンメチル化酵素の機能解明

森泰丈

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】タンパク質メチル化酵素である

は少なくとも１０種類のサブ

タイプからなる酵素群を形成しているが、その中で は中

枢神経系に限局して発現する酵素として報告された

、 、 。我々はマウス脊髄損傷後、

急性期から亜急性期に が発現することに着目し、アルギ

ニンメチル化による新たな組織修復機構について研究を進め

てきた。今回、さらにミクログリアにおける の発現と機

能をより詳細に検討する目的で、ミクログリアの不死化細胞を

用いた解析を行った。

【方法】ミクログリア不死化細胞である 、 細胞を終濃

度 ～1µ で刺激し、 により 転写産物の定量

化を行った。また、炎症性サイトカイン（ 、 α、 ）、

炎症抑制性サイトカイン（ 、 ）についても同様に転

写産物の発現レベルを により解析した。

【結果】 のアンチセンスプローブ を用いた

でも陽性細胞は 発現細胞と重複すること

から、脊椎損傷により活性化されたマイクログリア マクロフ

ァージが を発現していることを確認した。また、ミクロ

グリア不死化細胞では炎症誘導物質 添加後 日目より

の発現が誘導されるが、 による

タンパク質は 日目以降にしか検出できないことが分かった。

また 、 などの抑制性サイトカインや の

ような 発生を抑制する酵素の誘導を確認することができた。

【結論】脊髄損傷により誘導される はミクログリアを炎

症抑制型に￥誘導していることを示唆する結果が得られた。近

年、脊髄損傷後に活性化されたミクログリアは瘢痕化を促進す

ることにより神経保護的に機能していることが示されている

が、我々のデータはそれらの結果を支持するものである。

医学（基礎研究・社会医学）

シグナルの調節因子 の機能

北川元生 板橋匠美 梅宮敏文 増田渉

安島理恵子 相賀裕美子

国際医療福祉大学医学部医学科

国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科

埼玉医科大学総合医療センター病理部

国立遺伝学研究所系統生物研究センター発生工学研究室

【目的】 シグナルは、細胞表面に発現する受容体タンパ

ク質 が、隣接する細胞表面に発現するリガンドと結合す

ることにより起動する細胞シグナルであり、様々な細胞の運命

決定に関与する。昨年の本大会で、

の過剰発現によって が活性化す

ること、このとき が細胞表面に増加すること、 ノ

ックアウト（ ）マウス胎仔から単離・培養した線維芽細胞に

おいて と の細胞表面の発現が野生型細胞に比べ

て低下していることを報告した。本研究は マウスの

表現型を解析し、その生体における役割を解明することを目的

とした。

【方法】 において、膜貫通ドメインが機能に必須である

ことを見出している。マウスゲノムにおいて の膜貫通ド

メインをコードする を 法によって欠失さ

せ、 マウス系統を作製した。マウスの遺伝子型は

法で検索した。血管は通常の形態学的方法と免疫染色法で解析

した。

【結果】 遺伝子の を欠失したアレルをヘテロ接合

体として持つマウスは大きな異常なく発生し、生殖機能を有す

る。ヘテロ接合体同士の交配によって産まれたマウスを生後

週間で検索したところ、ホモ接合体マウス（ マウス）は

存在せず、ヘテロ接合体と野生型が約 の割合で存在した。

同様の交配による胎仔を検索したところ、胎生 日までは

マウスが約 の割合で存在した。胎生 日以降の マ

ウス全例で胎仔本体に広範な皮下出血がみられ、また マウ

スの約 ％に神経管閉鎖不全がみられた。 マウスの血管を

検索したところ、大動脈中膜が低形成であり、内弾性板の形成

も不完全であった。

【考察・結論】 遺伝子の 欠失体は劣性致死遺伝子

であると考えられた。 マウスの血管の表現型は、 リガ

ンドのひとつ 等の シグナル系の他の マウス

のそれと類似している。神経管閉鎖不全もまた、核内因子

等の シグナル系の他の マウスで観察される。以上の

結果は、 は生体において シグナル系の一部として

機能するという仮説と矛盾しない。

医学（基礎研究・社会医学）

酸化型 によるα チューブリンアセチル化酵素αTAT1の阻

害機構と新規阻害物質の探索 物質の探索

湯澤聡

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】α アセチル化酵素α は、アセチル基の

供与体であるアセチル から微小管を構成するα の

番目のリジン残基へアセチル基を転移する。我々は、酸化さ

れ が二量体化した分子である酸化型 がα に結合す

ることを見いだし、αTAT1 酸化型 複合体の結晶構造を

Å 分解能で決定した。酸化型 による αTAT1 の阻害機構を明

らかにするため、 を用いて溶液中での酸化型 と αTAT1

との相互作用、およびα の主鎖レベルで溶液中での動的構

造を検討した。

【方法】 窒素源として 塩化アンモニウムを含み、必須

栄養素を含んだアミノ酸混合物である を添加した最

小培地中で αTAT1 を発現した。 で安定同位体標識されたα

を精製し、 試料 （ 結合型α ）を調製

した。 分光計を用いて 結合型α の

スペクトルを測定し、α の主鎖アミド水素とアミド

窒素由来のシグナルを観測した。次に、この試料に酸化型

を滴定しながら、 スペクトルを測定した。

【結果と考察】 最小培地を用いて αTAT1 を発現すると収量

が低下するという問題があったが、微量の

を添加し最小培地を補うことで、精製後の で安定同位

体標識したαTAT1の収量は大幅に改善した 収量 。

スペクトルを測定しα の主鎖アミド水素とア

ミド窒素由来の 信号を観測したところ、信号強度にばらつ

きが見られたものの信号の線型と分散性の良いスペクトルを

示し、溶液中で 結合型 αTAT1 の構造は大きく崩れていな

いことが示唆された。次に、 結合型 αTAT1 への酸化型

の滴定実験を行なった。酸化型 を滴定すると、

で変化する信号と、酸化型 の添加の影響を受けな

い信号が観察された。溶液中で と酸化型 の交換反応に

より影響を受ける残基があることが示唆された。今後、詳細な

構造情報を得るために、 で安定同位体標識した αTAT1

を調製し 信号の帰属を行い、酸化型 と αTAT1 の相互

作用と酸化型 による阻害機構を検討する。
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医学（基礎研究・社会医学）

動物モデルを用いたリンパ浮腫発症 治癒過程のリンパ管動態

の組織化学的解析

小阪淳 洞口哲 石井貴弥

国際医療福祉大学医学部解剖学

国際医療福祉大学病院・血管外科

【背景】”続発性リンパ浮腫“の発症機序は、未だ明らかにな

っていない。そこで、ラットを用いて続発性リンパ浮腫を外科

手術により誘導し、リンパ浮腫病態の発症・軽減時におけるリ

ンパ管の形態変化、リンパ管数の計時変化について解析した。

【材料と方法】成獣ウイスター・ラットの下肢を離断し、動静

脈のみを吻合して再接着することで続発性のリンパ浮腫を誘

導した。過酸化水素法により、絵の具を足趾間に注入しリンパ

網に取り込ませ、リンパ管を同定した。下肢の全横断パラフィ

ン標本を作成し、リンパ管内皮マーカーである 抗

体を用いてリンパ管を免疫組織化学染色で同定した。

【結果】下肢直径の計測により、浮腫は手術後 日で最大とな

り、対照群と比較して下肢直径が ～ 有意に増大した

ことが判明した。下肢経は 日目以降小さくなり、 日目には

対象と有意差がなくなった。注入した絵の具インクは、

陽性のリンパ管の内容物として観察できた。正常対

象では、リンパ管中の絵の具インクは、太いリンパ管にのみ見

られた。一方で、手術後 日目のリンパ浮腫を誘導した患肢で

は、絵の具が含まれるリンパ管腔の拡大が見られた。リンパ管

からの絵の具インクの漏洩像も観察された。このような像は、

正常対照では見られなかった。

【考察と結論】実験動物では、リンパ浮腫は一過性であって、

浮腫が長期間持続し時に増悪していくヒトの病態とは発症の

機序が異なる可能性がある。しかしながらラットにおいても、

複数の組織化学的手法を組み合わせることで、続発性リンパ浮

腫の病態の一部を検出するできる可能性が示された。

医学（基礎研究・社会医学）

脊髄損傷におけるアルギニンメチル化酵素の機能解明

森泰丈

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】タンパク質メチル化酵素である

は少なくとも１０種類のサブ

タイプからなる酵素群を形成しているが、その中で は中

枢神経系に限局して発現する酵素として報告された

、 、 。我々はマウス脊髄損傷後、

急性期から亜急性期に が発現することに着目し、アルギ

ニンメチル化による新たな組織修復機構について研究を進め

てきた。今回、さらにミクログリアにおける の発現と機

能をより詳細に検討する目的で、ミクログリアの不死化細胞を

用いた解析を行った。

【方法】ミクログリア不死化細胞である 、 細胞を終濃

度 ～1µ で刺激し、 により 転写産物の定量

化を行った。また、炎症性サイトカイン（ 、 α、 ）、

炎症抑制性サイトカイン（ 、 ）についても同様に転

写産物の発現レベルを により解析した。

【結果】 のアンチセンスプローブ を用いた

でも陽性細胞は 発現細胞と重複すること

から、脊椎損傷により活性化されたマイクログリア マクロフ

ァージが を発現していることを確認した。また、ミクロ

グリア不死化細胞では炎症誘導物質 添加後 日目より

の発現が誘導されるが、 による

タンパク質は 日目以降にしか検出できないことが分かった。

また 、 などの抑制性サイトカインや の

ような 発生を抑制する酵素の誘導を確認することができた。

【結論】脊髄損傷により誘導される はミクログリアを炎

症抑制型に￥誘導していることを示唆する結果が得られた。近

年、脊髄損傷後に活性化されたミクログリアは瘢痕化を促進す

ることにより神経保護的に機能していることが示されている

が、我々のデータはそれらの結果を支持するものである。

医学（基礎研究・社会医学）

シグナルの調節因子 の機能

北川元生 板橋匠美 梅宮敏文 増田渉

安島理恵子 相賀裕美子

国際医療福祉大学医学部医学科

国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科

埼玉医科大学総合医療センター病理部

国立遺伝学研究所系統生物研究センター発生工学研究室

【目的】 シグナルは、細胞表面に発現する受容体タンパ

ク質 が、隣接する細胞表面に発現するリガンドと結合す

ることにより起動する細胞シグナルであり、様々な細胞の運命

決定に関与する。昨年の本大会で、

の過剰発現によって が活性化す

ること、このとき が細胞表面に増加すること、 ノ

ックアウト（ ）マウス胎仔から単離・培養した線維芽細胞に

おいて と の細胞表面の発現が野生型細胞に比べ

て低下していることを報告した。本研究は マウスの

表現型を解析し、その生体における役割を解明することを目的

とした。

【方法】 において、膜貫通ドメインが機能に必須である

ことを見出している。マウスゲノムにおいて の膜貫通ド

メインをコードする を 法によって欠失さ

せ、 マウス系統を作製した。マウスの遺伝子型は

法で検索した。血管は通常の形態学的方法と免疫染色法で解析

した。

【結果】 遺伝子の を欠失したアレルをヘテロ接合

体として持つマウスは大きな異常なく発生し、生殖機能を有す

る。ヘテロ接合体同士の交配によって産まれたマウスを生後

週間で検索したところ、ホモ接合体マウス（ マウス）は

存在せず、ヘテロ接合体と野生型が約 の割合で存在した。

同様の交配による胎仔を検索したところ、胎生 日までは

マウスが約 の割合で存在した。胎生 日以降の マ

ウス全例で胎仔本体に広範な皮下出血がみられ、また マウ

スの約 ％に神経管閉鎖不全がみられた。 マウスの血管を

検索したところ、大動脈中膜が低形成であり、内弾性板の形成

も不完全であった。

【考察・結論】 遺伝子の 欠失体は劣性致死遺伝子

であると考えられた。 マウスの血管の表現型は、 リガ

ンドのひとつ 等の シグナル系の他の マウス

のそれと類似している。神経管閉鎖不全もまた、核内因子

等の シグナル系の他の マウスで観察される。以上の

結果は、 は生体において シグナル系の一部として

機能するという仮説と矛盾しない。

医学（基礎研究・社会医学）

酸化型 によるα チューブリンアセチル化酵素αTAT1の阻

害機構と新規阻害物質の探索 物質の探索

湯澤聡

国際医療福祉大学医学部医学科

【目的】α アセチル化酵素α は、アセチル基の

供与体であるアセチル から微小管を構成するα の

番目のリジン残基へアセチル基を転移する。我々は、酸化さ

れ が二量体化した分子である酸化型 がα に結合す

ることを見いだし、αTAT1 酸化型 複合体の結晶構造を

Å 分解能で決定した。酸化型 による αTAT1 の阻害機構を明

らかにするため、 を用いて溶液中での酸化型 と αTAT1

との相互作用、およびα の主鎖レベルで溶液中での動的構

造を検討した。

【方法】 窒素源として 塩化アンモニウムを含み、必須

栄養素を含んだアミノ酸混合物である を添加した最

小培地中で αTAT1 を発現した。 で安定同位体標識されたα

を精製し、 試料 （ 結合型α ）を調製

した。 分光計を用いて 結合型α の

スペクトルを測定し、α の主鎖アミド水素とアミド

窒素由来のシグナルを観測した。次に、この試料に酸化型

を滴定しながら、 スペクトルを測定した。

【結果と考察】 最小培地を用いて αTAT1 を発現すると収量

が低下するという問題があったが、微量の

を添加し最小培地を補うことで、精製後の で安定同位

体標識したαTAT1の収量は大幅に改善した 収量 。

スペクトルを測定しα の主鎖アミド水素とア

ミド窒素由来の 信号を観測したところ、信号強度にばらつ

きが見られたものの信号の線型と分散性の良いスペクトルを

示し、溶液中で 結合型 αTAT1 の構造は大きく崩れていな

いことが示唆された。次に、 結合型 αTAT1 への酸化型

の滴定実験を行なった。酸化型 を滴定すると、

で変化する信号と、酸化型 の添加の影響を受けな

い信号が観察された。溶液中で と酸化型 の交換反応に

より影響を受ける残基があることが示唆された。今後、詳細な

構造情報を得るために、 で安定同位体標識した αTAT1

を調製し 信号の帰属を行い、酸化型 と αTAT1 の相互

作用と酸化型 による阻害機構を検討する。
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拡張型心筋症の疾患表現型に対する脳セロトニン合成律速酵

素 多型の影響

森本幸生 早水憲吾 野中美希

国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科

九州大学大学院医学研究院麻酔・蘇生学分野

九州大学大学院医学研究院臨床薬理学分野

【背景】これまでにヒト拡張型心筋症（ を引き起こす心筋

トロポニン 遺伝子突然変異（ΔK210）を導入した 系統の遺

伝的背景 と ）のノックインマウスを作製し、

系統は心不全を発症せず不整脈により突然死するが、

系統は重篤なうっ血性心不全を発症し衰弱死すること

を明らかにした。心不全患者ではうつ病罹患率が高いことが知

られているが、興味深いことに心不全を発症する マウ

スは脳セロトニン合成律速酵素であるトリプトファン水酸化

酵素 遺伝子 の一塩基多型により脳セロトニンレベルが

低下していることが知られている。

【目的と方法】本研究では と の 系統の

ノックインマウス間で 多型のみを入れ替えたコンジェニ

ックマウスを作製し解析することによって 疾患表現型にお

ける脳セロトニン機能の役割を明らかにする。

【結果と考察】 遺伝的背景上に と 多

型をもつ マウスはそれぞれ 頭と 頭ずつ得られ、低活

性型 アレルは本来の高活性型 アレルをもつ群に比べて

肺うっ血レベルは変えることなく突然死生発生頻度を減少さ

せ生命予後を延長し心重量を増加させた。一方、 遺伝的

背景上に 高活性型 多型と低活性型 多型をもつ

マウスはそれぞれ９頭と１８頭ずつ得られ、高活性型 アレ

ルは本来の低活性型 アレルに比べて心重量と生命予後を変

えることなく肺うっ血レベルを有意に減少させた。以上の結果

は、 遺伝的背景上では低活性型 アレルは心臓突然

死を抑制することで生命予後を延長させ、その結果心臓リモデ

リングがより長く進行し心重量が増加することを示唆してい

る。一方、 遺伝的背景上では高活性型 アレルは心機

能を改善し肺うっ血レベルを減少させる効果を持つことが示

唆される。例数の増加にともない 疾患表現型における脳セ

ロトニン機能の役割が明らかになりつつある。しかし、特に

系統の例数が依然として少なく、コンジェニックマウス

の作製をさらに進めて解析を行う必要がある。

医学（基礎研究・社会医学）

解剖実習室内に蒸散するホルムアルデヒド濃度推移（ 年度

報告）

松野義晴

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

【背景および目的】解剖学は医療従事者にとって必要不可欠な

教育内容である。一方で、解剖する実習体には、腐敗を防止す

るホルマリン水溶液（防腐液）を注入しているため、化学物質

過敏症を誘発するとされるホルムアルデヒドが実習体から大

気中に蒸散することで、解剖を行う医学生および解剖学教職員

への健康影響が懸念される。特に、実習体から蒸散するホルム

アルデヒドの刺激臭により体調不良を訴える学生も見受けら

れ、適した“実習室内環境”の中で実習を行うことが望まれる。

本研究では、昨年度に引き続き、解剖実習に提供した実習体

から蒸散するホルムアルデヒド濃度について、実習進行の違い

による定量を試みた。

【方法】本学では、ホルマリンの最終濃度を とする防腐液

リットルを実習体内に注入している。実習体は、ホルムアル

デヒドの蒸散漏れを抑制する目的で、ビニール・パックに収め

保管される。測定は、先行研究によって濃度上昇が見込まれる

と推察され、全ての実習日（ 日間）の中盤以降となる 日

目（頚部・体幹表層・四肢）、 日目（胸腔内臓器）、 日目

（腹腔内臓器）、 日目（骨盤内臓器）の蒸散量を対象とした。

サンプリングには、ホルムアルデヒド吸着サンプラー

（ 、 サイエンス）を使用した。な

お、測定は実習台上に安置した実習体の直上 （床面から

高）でサンプリングし、分析業者へ高速クロマトグラフ

ィーによる精密分析を依頼した。

【結果】頚部・体幹表層・四肢までの解剖が進行した実習開始

日目の実習体上のホルムアルデヒド蒸散量は であ

った。胸腔内に収まる心臓、肺を解剖する 日目では

であった。腹部を開放し消化管を解剖する 日目では 、

骨盤内に収まる臓器を解剖する 日目では となった。

【考察】これまでの先行研究結果と同様に、解剖が進むにつれ

ホルムアルデヒド蒸散量は微増する結果となった。一方で、ホ

ルマリンを使用する作業環境下でのホルムアルデヒド蒸散の

許容量とされる を超える濃度は、今回の測定でも認め

られなかったことは特筆されよう。今後も、実習中の医学生等

への健康へのリスク管理に繋げるようホルムアルデヒド蒸散

量のモニタリングを継続することが肝要といえよう。
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酵素 遺伝子 の一塩基多型により脳セロトニンレベルが

低下していることが知られている。

【目的と方法】本研究では と の 系統の
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ックマウスを作製し解析することによって 疾患表現型にお
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気中に蒸散することで、解剖を行う医学生および解剖学教職員

への健康影響が懸念される。特に、実習体から蒸散するホルム

アルデヒドの刺激臭により体調不良を訴える学生も見受けら

れ、適した“実習室内環境”の中で実習を行うことが望まれる。

本研究では、昨年度に引き続き、解剖実習に提供した実習体

から蒸散するホルムアルデヒド濃度について、実習進行の違い

による定量を試みた。

【方法】本学では、ホルマリンの最終濃度を とする防腐液

リットルを実習体内に注入している。実習体は、ホルムアル

デヒドの蒸散漏れを抑制する目的で、ビニール・パックに収め

保管される。測定は、先行研究によって濃度上昇が見込まれる

と推察され、全ての実習日（ 日間）の中盤以降となる 日

目（頚部・体幹表層・四肢）、 日目（胸腔内臓器）、 日目

（腹腔内臓器）、 日目（骨盤内臓器）の蒸散量を対象とした。

サンプリングには、ホルムアルデヒド吸着サンプラー

（ 、 サイエンス）を使用した。な

お、測定は実習台上に安置した実習体の直上 （床面から

高）でサンプリングし、分析業者へ高速クロマトグラフ

ィーによる精密分析を依頼した。

【結果】頚部・体幹表層・四肢までの解剖が進行した実習開始

日目の実習体上のホルムアルデヒド蒸散量は であ

った。胸腔内に収まる心臓、肺を解剖する 日目では

であった。腹部を開放し消化管を解剖する 日目では 、

骨盤内に収まる臓器を解剖する 日目では となった。

【考察】これまでの先行研究結果と同様に、解剖が進むにつれ

ホルムアルデヒド蒸散量は微増する結果となった。一方で、ホ

ルマリンを使用する作業環境下でのホルムアルデヒド蒸散の

許容量とされる を超える濃度は、今回の測定でも認め

られなかったことは特筆されよう。今後も、実習中の医学生等

への健康へのリスク管理に繋げるようホルムアルデヒド蒸散

量のモニタリングを継続することが肝要といえよう。
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医学（基礎研究・社会医学）

移植後 における アダプター蛋白の役割

織谷健司

国際医療福祉大学成田病院血液内科

【目的】 は、

ドメイン・ 様ドメイン・ 領域を持つアダプ

ター蛋白である。我々は、 が 細胞の 細胞受容体シグ

ナルや細胞接着・遊走に関与することを報告してきた。本研究

は、 による生体内免疫システムにおける役割を明らかに

す る こ と を 目 的 と し て 、 造 血 幹 細 胞 移 植 後 の

モデルを用いて 発

現の意義を解析した。

【方法】 プロモーター依存性に をリンパ球が過剰発

現する マウスおよび 発現を欠損する

マウスを作製した。そのコントロールとして

マウスを、レシピエントとして マウスを用

いた。 ・ ・ マウス由来骨髄細胞から

リンパ球を除いたものをドナー細胞とし、放射線照射を行った

レシピエント マウスに造血幹細胞移植を行った。

は、体重減少・行動・毛羽立ち・障害範囲に関してそれぞれス

コア化して評価した。

【結果】 マウス由来骨髄細胞を移植した場合、野生

型マウスと比較して、 スコア上昇は軽微であった。一方、

マウス由来骨髄細部を移植した場合、 はより重

症化し、腸管へのリンパ球浸潤を伴う激しい下痢症状が認めら

れた。この移植マウスでは、移植後 日経過時点においても、

胸腺は委縮し組織学的にも が消

失するなどその構造は破壊されていた。

【考察】造血幹細胞移植は造血器疾患の治癒が望める治療法で

はあるが、ドナー細胞がレシピエントを攻撃する は患者

生活レベルを低下させるだけでなく移植関連死の大きな原因

となっている。我々は、リンパ球の 発現を欠損させる

と 症状が軽減されることを見出した。このことは、

阻害剤が開発された場合、 の予防・治療に使用できること

を示している。

【結論】 発現の人為的操作により造血幹細胞移植後

を制御できる可能性がある。

医学（基礎研究・社会医学）

小児肝硬変・肝不全に対するヒト胚性幹 細胞由来肝細胞を

利用した新規治療の開発

福井慶介 梅澤明弘 渕本康史 ）

国際医療福祉大学病院小児外科

国立成育医療研究センター再生医療センター

【はじめに】ヒト 細胞の樹立に関する指針の改定に伴い、

京都大学、国立成育医療研究センターの 施設においてのみ臨

床利用可能な 細胞が樹立された。分担研究者の国立成育医

療研究センター再生医療センター長である梅澤明弘は、小児先

天代謝異常症に対するヒト 細胞再生医療等製品の安全性・

有効性に関する検討を行い、医師主導治験を目指した研究を実

施している。

近年、諸外国において移植ドナーの不足が喫緊の課題となって

いる肝臓移植治療の代替法として肝細胞移植治療の報告が増

加している。 らは、脳死ドナー肝から

分離した肝細胞を代謝性肝疾患患者に移植した 例について

報告している。動物実験では、劇症肝炎モデル動物の救命・延

命が見られることから、肝臓移植の回避、あるいは自己肝回復

への橋渡し的治療としての効果が期待されている。

【目的】ヒト胚性幹 細胞は、①体を構成するすべての細胞

へと分化できる多能性を保持し、②増殖し続けることができる

極めてユニークな細胞である。本研究の目的は、この２つの特

性を利用して、小児肝疾患における（胆道閉鎖症や劇症肝炎な

ど）肝硬変や肝不全に対し、 細胞を用いた細胞療法を開発し、

病態改善、肝機能の維持回復、肝線維化の抑制・軽減を目指す。

【方法】 細胞から肝細胞への分化誘導ならびに肝細胞製品の

安全性・有効性に関する検討を行う

細胞の特性解析

ヒト 細胞の分化能検定システムについては、培養系なら

びに動物個体による解析を継続し、細胞・組織形態解析、機能

分子解析ならびに細胞外マトリックス形成能解析等を行い、適

切な分化制御法の確立、個体への投与ルートと移植細胞数等の

検討を行う。

動物を用いた効力または性能を裏付ける試験

実験動物中央研究所より供与を受ける肝不全モデルマウス

マウスを用いる。脾臓への移植を中心に検討し、個体寿

命の変化を観察する。生化学的には、血液中のマウスアルブミ

ン ・ヒトアルブミン 、 活性、 活性を測定し、

尿中のビリルビン量、ウロビリノーゲン量、尿素、アンモニア

量を想定する。免疫組織化学は、 染色、 染色、抗ヒト

染色について検討する。

【結果】 ヒト 細胞は免疫染色にて

の幹細胞マーカーの発現を明らかに有した。また培養によ

り奇形腫の形成がみられ多能性をもつ幹細胞であることが証

明された。

樹立されたヒト 細胞培養により構築された幹細胞を肝不

全モデルマウス マウスへ移植し、サンプリングを行う

と肝臓の免疫染色にてヒトアルブミンの産生がみられ、 由来

肝細胞が生着し機能していると思われた。

医学（基礎研究・社会医学）

クロトが骨形成蛋白質７の発現に与える影響

竹中恒夫 宮崎孝 石井直仁

丸茂丈史

山王病院腎臓内科

国際医療福祉大学医学部薬理学

埼玉医科大学

北里大学

【目的】我々は以前に腎亜全摘モデルにおいて外因性クロト蛋

白補充が腎における内因性クロトと骨形成蛋白質（ ）７発

現を増強し、リン排泄率を増し、高リン血症や腎線維化、糸球

体濾過率を改善するなどの腎保護効果を示すことを報告した

（

）。このモデルにおい

てクロトと ７は遠位ネフロンや間質細胞に共存在していた。

今回はクロトが 発現に与える影響を検討した。

【方法】ヒト胎生腎（ ） 細胞を （牛胎児血清）

とペニシリンとストレプトマイシンを添加した 培地で培

養した。定常状態に達したのち培養プレート上（ 、

）で 培地を使用して、クロト （実験群、

、 ）もしくは （対照群）を

細胞に （ ）を用いて

した。 の 時間後に を除いた 培地に換え、

その 時間後にクロト発現が抑制されたか否かを で確

認した。 の として

を使用した。その後、色々な濃度（ 、 ）の線

維芽細胞成長因子（ ） を 培地に添加し、 時間、

時間、 時間後の ７発現を で測定し、 の

発現に対する効果がクロトの有無で異なるか否かを評価した。

【結果】 細胞は恒常的に内因性 を発現しており、

によって十分に 発現が抑制された（ ±

（実験群） ± （対照群）、 ）。更に、

発現が阻害された細胞では 発現は低下していた（ ±

（実験群） ± （対照群）、 ）。また、

多因子分散分析によると（ ）、 は時間（ 、

）及び濃度依存的（ 、 ）に 発現を抑

制した。そして、クロトの存在は の 発現抑制作用

に促進的に働いていた（ 、 ）。

【考察】クロトには βのシグナル伝達を抑制する効果が証

明されている。更に ７発現が βで抑制されるという報

告もある。クロト発現抑制による 発現の低下に内因性

βが介在している可能性が示唆された。将来、十分な資金を獲

得し βについては再評価を行う予定である。

結論： 細胞において内因性クロト自身は ７発現を

正に調整していた。一方、クロトは の受容体の一部を構

成するので、 はクロトを介したシグナルで ７発現を

負に調節していると考えられた。

医学（基礎研究・社会医学）

細胞膜損傷法による マウスからの免疫系細胞株樹立とその

超微形態学的特徴

三宅克也 木下みのり

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

国際医療福祉大学成田保健医療学部作業療法学科

【目的】生体動態下にある筋線維は常に傷つき膜修復を行って

いる。我々は を作れない筋ジストロフィーモデルマ

ウスを用い、その骨格筋線維および心筋線維が修復できないこ

とを報告した。しかし、未だ がどの様に膜修復に働

くのか明瞭にされていない。今回、我々は膜損傷修復に必要な

の発現が低いとされるマウス 、及びその正常マ

ウスの 骨格筋研究によく用いられる 由来の免疫系

細胞株樹立を試みた。

【方法】マウス（ 、 、 、３週齢、♂）の脾

臓を無菌下で分離し、

にてハサミで１分間細断を行った。 秒静置後、上清を静かに

採取し、１２００ で５分間遠心した。採取した細胞を

に撒種し、蛍光顕微鏡 水銀ランプ により多

くの損傷修復細胞を確認後、３年間以上継代培養、凍結保存・

融解を繰り返し続けた。これらの細胞について４％パラホルム

で固定を用い免疫蛍光染色を行った。また、 グルタール

％パラホルム カコジレート緩衝液を用いて迅速に固定を

行い透過型電子顕微鏡により行った。

【結果と考察】 抗体で染色を行ったところ、 、

、ならびに を持たないと報告されている マ

ウスからの継代細胞、全てに 陽性顆粒が観察された。

これらの継代細胞を非接着培養皿で培養したところ、大きな細

胞塊を多く形成した。これらの細胞塊を固定し電子顕微鏡で観

察したところ、脾臓の様々な種類の細胞が混在していたが、ど

の種類のマウスにもライソゾームと思われる電子密度の高い

顆粒を多く持つマクロファージが数多く観察された。

【結論】細胞膜損傷法により マウス脾臓から免疫系細胞の

長期継代培養に成功した。
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医学（基礎研究・社会医学）

移植後 における アダプター蛋白の役割

織谷健司

国際医療福祉大学成田病院血液内科

【目的】 は、

ドメイン・ 様ドメイン・ 領域を持つアダプ

ター蛋白である。我々は、 が 細胞の 細胞受容体シグ

ナルや細胞接着・遊走に関与することを報告してきた。本研究

は、 による生体内免疫システムにおける役割を明らかに

す る こ と を 目 的 と し て 、 造 血 幹 細 胞 移 植 後 の

モデルを用いて 発

現の意義を解析した。

【方法】 プロモーター依存性に をリンパ球が過剰発

現する マウスおよび 発現を欠損する

マウスを作製した。そのコントロールとして

マウスを、レシピエントとして マウスを用

いた。 ・ ・ マウス由来骨髄細胞から

リンパ球を除いたものをドナー細胞とし、放射線照射を行った

レシピエント マウスに造血幹細胞移植を行った。

は、体重減少・行動・毛羽立ち・障害範囲に関してそれぞれス

コア化して評価した。

【結果】 マウス由来骨髄細胞を移植した場合、野生

型マウスと比較して、 スコア上昇は軽微であった。一方、

マウス由来骨髄細部を移植した場合、 はより重

症化し、腸管へのリンパ球浸潤を伴う激しい下痢症状が認めら

れた。この移植マウスでは、移植後 日経過時点においても、

胸腺は委縮し組織学的にも が消

失するなどその構造は破壊されていた。

【考察】造血幹細胞移植は造血器疾患の治癒が望める治療法で

はあるが、ドナー細胞がレシピエントを攻撃する は患者

生活レベルを低下させるだけでなく移植関連死の大きな原因

となっている。我々は、リンパ球の 発現を欠損させる

と 症状が軽減されることを見出した。このことは、

阻害剤が開発された場合、 の予防・治療に使用できること

を示している。

【結論】 発現の人為的操作により造血幹細胞移植後

を制御できる可能性がある。

医学（基礎研究・社会医学）

小児肝硬変・肝不全に対するヒト胚性幹 細胞由来肝細胞を

利用した新規治療の開発

福井慶介 梅澤明弘 渕本康史 ）

国際医療福祉大学病院小児外科

国立成育医療研究センター再生医療センター

【はじめに】ヒト 細胞の樹立に関する指針の改定に伴い、

京都大学、国立成育医療研究センターの 施設においてのみ臨

床利用可能な 細胞が樹立された。分担研究者の国立成育医

療研究センター再生医療センター長である梅澤明弘は、小児先

天代謝異常症に対するヒト 細胞再生医療等製品の安全性・

有効性に関する検討を行い、医師主導治験を目指した研究を実

施している。

近年、諸外国において移植ドナーの不足が喫緊の課題となって

いる肝臓移植治療の代替法として肝細胞移植治療の報告が増

加している。 らは、脳死ドナー肝から

分離した肝細胞を代謝性肝疾患患者に移植した 例について

報告している。動物実験では、劇症肝炎モデル動物の救命・延

命が見られることから、肝臓移植の回避、あるいは自己肝回復

への橋渡し的治療としての効果が期待されている。

【目的】ヒト胚性幹 細胞は、①体を構成するすべての細胞

へと分化できる多能性を保持し、②増殖し続けることができる

極めてユニークな細胞である。本研究の目的は、この２つの特

性を利用して、小児肝疾患における（胆道閉鎖症や劇症肝炎な

ど）肝硬変や肝不全に対し、 細胞を用いた細胞療法を開発し、

病態改善、肝機能の維持回復、肝線維化の抑制・軽減を目指す。

【方法】 細胞から肝細胞への分化誘導ならびに肝細胞製品の

安全性・有効性に関する検討を行う

細胞の特性解析

ヒト 細胞の分化能検定システムについては、培養系なら

びに動物個体による解析を継続し、細胞・組織形態解析、機能

分子解析ならびに細胞外マトリックス形成能解析等を行い、適

切な分化制御法の確立、個体への投与ルートと移植細胞数等の

検討を行う。

動物を用いた効力または性能を裏付ける試験

実験動物中央研究所より供与を受ける肝不全モデルマウス

マウスを用いる。脾臓への移植を中心に検討し、個体寿

命の変化を観察する。生化学的には、血液中のマウスアルブミ

ン ・ヒトアルブミン 、 活性、 活性を測定し、

尿中のビリルビン量、ウロビリノーゲン量、尿素、アンモニア

量を想定する。免疫組織化学は、 染色、 染色、抗ヒト

染色について検討する。

【結果】 ヒト 細胞は免疫染色にて

の幹細胞マーカーの発現を明らかに有した。また培養によ

り奇形腫の形成がみられ多能性をもつ幹細胞であることが証

明された。

樹立されたヒト 細胞培養により構築された幹細胞を肝不

全モデルマウス マウスへ移植し、サンプリングを行う

と肝臓の免疫染色にてヒトアルブミンの産生がみられ、 由来

肝細胞が生着し機能していると思われた。

医学（基礎研究・社会医学）

クロトが骨形成蛋白質７の発現に与える影響

竹中恒夫 宮崎孝 石井直仁

丸茂丈史

山王病院腎臓内科

国際医療福祉大学医学部薬理学

埼玉医科大学

北里大学

【目的】我々は以前に腎亜全摘モデルにおいて外因性クロト蛋

白補充が腎における内因性クロトと骨形成蛋白質（ ）７発

現を増強し、リン排泄率を増し、高リン血症や腎線維化、糸球

体濾過率を改善するなどの腎保護効果を示すことを報告した

（

）。このモデルにおい

てクロトと ７は遠位ネフロンや間質細胞に共存在していた。

今回はクロトが 発現に与える影響を検討した。

【方法】ヒト胎生腎（ ） 細胞を （牛胎児血清）

とペニシリンとストレプトマイシンを添加した 培地で培

養した。定常状態に達したのち培養プレート上（ 、

）で 培地を使用して、クロト （実験群、

、 ）もしくは （対照群）を

細胞に （ ）を用いて

した。 の 時間後に を除いた 培地に換え、

その 時間後にクロト発現が抑制されたか否かを で確

認した。 の として

を使用した。その後、色々な濃度（ 、 ）の線

維芽細胞成長因子（ ） を 培地に添加し、 時間、

時間、 時間後の ７発現を で測定し、 の

発現に対する効果がクロトの有無で異なるか否かを評価した。

【結果】 細胞は恒常的に内因性 を発現しており、

によって十分に 発現が抑制された（ ±

（実験群） ± （対照群）、 ）。更に、

発現が阻害された細胞では 発現は低下していた（ ±

（実験群） ± （対照群）、 ）。また、

多因子分散分析によると（ ）、 は時間（ 、

）及び濃度依存的（ 、 ）に 発現を抑

制した。そして、クロトの存在は の 発現抑制作用

に促進的に働いていた（ 、 ）。

【考察】クロトには βのシグナル伝達を抑制する効果が証

明されている。更に ７発現が βで抑制されるという報

告もある。クロト発現抑制による 発現の低下に内因性

βが介在している可能性が示唆された。将来、十分な資金を獲

得し βについては再評価を行う予定である。

結論： 細胞において内因性クロト自身は ７発現を

正に調整していた。一方、クロトは の受容体の一部を構

成するので、 はクロトを介したシグナルで ７発現を

負に調節していると考えられた。

医学（基礎研究・社会医学）

細胞膜損傷法による マウスからの免疫系細胞株樹立とその

超微形態学的特徴

三宅克也 木下みのり

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

国際医療福祉大学成田保健医療学部作業療法学科

【目的】生体動態下にある筋線維は常に傷つき膜修復を行って

いる。我々は を作れない筋ジストロフィーモデルマ

ウスを用い、その骨格筋線維および心筋線維が修復できないこ

とを報告した。しかし、未だ がどの様に膜修復に働

くのか明瞭にされていない。今回、我々は膜損傷修復に必要な

の発現が低いとされるマウス 、及びその正常マ

ウスの 骨格筋研究によく用いられる 由来の免疫系

細胞株樹立を試みた。

【方法】マウス（ 、 、 、３週齢、♂）の脾

臓を無菌下で分離し、

にてハサミで１分間細断を行った。 秒静置後、上清を静かに

採取し、１２００ で５分間遠心した。採取した細胞を

に撒種し、蛍光顕微鏡 水銀ランプ により多

くの損傷修復細胞を確認後、３年間以上継代培養、凍結保存・

融解を繰り返し続けた。これらの細胞について４％パラホルム

で固定を用い免疫蛍光染色を行った。また、 グルタール

％パラホルム カコジレート緩衝液を用いて迅速に固定を

行い透過型電子顕微鏡により行った。

【結果と考察】 抗体で染色を行ったところ、 、

、ならびに を持たないと報告されている マ

ウスからの継代細胞、全てに 陽性顆粒が観察された。

これらの継代細胞を非接着培養皿で培養したところ、大きな細

胞塊を多く形成した。これらの細胞塊を固定し電子顕微鏡で観

察したところ、脾臓の様々な種類の細胞が混在していたが、ど

の種類のマウスにもライソゾームと思われる電子密度の高い

顆粒を多く持つマクロファージが数多く観察された。

【結論】細胞膜損傷法により マウス脾臓から免疫系細胞の

長期継代培養に成功した。
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医学（基礎研究・社会医学）

細胞膜損傷修復における膜ダイナミクスの機能

三宅克也 袴田大輝

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

【目的】細胞膜のダイナミクスを担う分子として、 お

よび が知られている。とくに はエンドサイトー

シスの膜切断を担う分子として知られ、他の分子と協働し、小

胞輸送、アクチンの安定化、微小管などの細胞骨格制御にも機

能することが知られている。また骨格筋線維膜修復時に強く発

現するタンパク質として が知られている。本研究では、

細胞膜損傷時の 、 、ならびに の動態につい

て観察を行なった。

【方法】培養細胞（ 、 ）および骨格筋線維に免疫

蛍光染色を行い の局在を観察した。 および

に つ い て は 、 タ グ を つ け た ESCRTⅠ(TSG101) 、

ESCRTⅢ(CHMP4B)および を培養細胞またはマウス骨格筋線

維に発現させ、二光子レーザーで損傷後その動態を観察した。

【結果・考察】培養細胞内のダイナミンは主に小胞様構造を呈

した。損傷直後の細胞膜に の強い染色が見られた。こ

のことは細胞内にあった小胞状構造にあった が修復時

に細胞膜に融合したと考えられた。骨格筋のダイナミンの局在

は主に筋小胞体または 細管付近に局在し、 と極め

て近い局在を示した。 は骨格筋の膜修復に必要なタ

ンパクであり、 も骨格筋線維膜修復時に協働する可能

性が考えられた。 は損傷約 秒後に損傷部に集ま

り、損傷約 秒後に損傷部に最も多く凝集した。また、損傷

後長時間観察した結果、 は損傷後 分間以上損傷部位に集

積している様子が観察された。膜修復は３秒以内に行われると

考えられるため、 が膜修復後の細胞膜再構築に関与してい

る可能性が示唆された。一方、損傷部に集積すると報告されて

いる の活動は全く観察できなかった。

【結論】細胞膜修復における膜ダイナミクスを検討した。膜修

復後の細胞膜に の強い局在が見られた。また骨格筋線

維内において、 は膜修復タンパク質 様の局

在を呈し膜修復との関連性が強く示唆された。 は損傷修復

後の細胞膜再構築に関与していると思われた。 について

は、膜修復に関与するというこれまでの報告を支持する結果は

得られなかった。

医学（基礎研究・社会医学）

透明化法 法 と二光子レーザーを用いた骨格筋線維膜修

復の観察

三宅克也 仁平直人 清水宏樹 勝山ビタリー

野上健一郎 鈴木友子 武田伸一

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター

国立精神・神経医療研究センター神経研究所遺伝子疾患治療

研究部

【目的】筋ジストロフィーの原因タンパク質に様々ものが報告

されている。細胞膜修復と関連するタンパク質として、膜の脆

弱性に関与する がないと膜損傷が引き起こされや

すく、 を作れない肢体型筋ジストロフィーは細胞膜

の修復ができない。我々はこれらの骨格筋線維の膜損傷を 細

胞レベルの解像度で観察するため、組織透明化を行い二光子レ

ーザー顕微鏡により撮影し、画像解析を用いて筋束内の深部３

観察を行った。

【結果】ラット 、マウス（ 、 ）に、蛍光色素

（ 、 ）を腹腔投与１時間後、歩行運動（ダウンヒ

ル角度３０度、 、３０分）を与え、１時間後に固定した。

これらの試料を 試薬に浸漬後、二光子レーザー（ ）

によって上腕三頭筋深部の損傷筋線維の観察を行い、画像解析

により３ 解析を行った。その結果、 細胞レ

ベルでの骨格筋線維膜損傷修復を筋束内で包括的に観察する

ことができた。また、 透明化法と二光子レーザーを用い

た骨格筋線維損傷の解析により、歩行運動を与えた正常マウス

に比べ、 マウスの筋線維に の強い蛍光がみられ、

がないことにより有意に損傷したが、その膜修復は

行なわれていることが示された。

【結果】これまで見えなかったかなり深部に存在する軽度から

重度の膜損傷を被った骨格筋線維についても、高い解像度の立

体観察を行うことが可能であった。 を持たない

マウスの筋線維は損傷しやすいが修復していることが示され

た。

医学（基礎研究・社会医学）

細胞膜修復に関わる小胞体由来の膜供給の可能性

三宅克也 廣瀬由衣

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

国際医療福祉大学成田保健医療学部理が鵜療法学科

【目的】皮膚、筋、消化管、血管、ほとんどの生体内の細胞は、

能動的または受動的に常に機械的負荷を受ける環境下に存在

する。その生体動態下にある多くの細胞は、日常的に細胞膜損

傷と修復を繰り返している。骨格筋や心筋については膜修復と

筋ジストロフィーとの関わりが報告されている。 細胞膜修復

はカルシウム依存による小胞分泌機構によって修復されるが、

それらの小胞の由来や膜修復機構は明らかにされていない。

【方法】迅速な膜修復を観察するために、二光子レーザーによ

って培養細胞に膜損傷を行い、修復中の小胞体の動態を、 、

トラッカー、または 、Sec61β に を発現させ顕微鏡

下で動画撮影をした。また、小胞体と膜修復の詳細な動態を利

用した膜修復アッセイを行うため、セルソーターを用い

Sec61β を高発現する 細胞を作製した。さらに、損

傷時の膜の動態は により準超解像度レベルで観察を

行った。また、小胞体からゴルジ体シス嚢への順行輸送を阻害

する を用い、細胞膜修復が阻害されるか検討

した。

【結果と考察】その結果、細管状の小胞体は、細胞外カルシウ

ム有無にかかわらず、細胞膜損傷部のみにおいて瞬時に崩壊し

多くの小胞に変化した。その後、細胞外カルシウム存在下にお

いてのみ、膜修復後ゆっくりと互いに融合しながら元の細管状

の形態に戻った。一方、修復できなかった細胞は細管状の小胞

体に戻らず細胞内で泡沫状形態を呈した。この形態変化は

との組み合わせにより、細胞膜修復完了の確認に有効で

あった。しかしながら、数多くの細分された小胞体の小胞が、

損傷部に直接融合する明瞭な膜融合は観察できなかった。そこ

で、 により観察を行ったところ、膜修復時に小胞体か

ら細胞膜へ細く伸びた管や、それに続く小胞縦隊が観察された。

また修復膜にも多くの小さな Sec61β の蛍光顆粒が見られ、小

胞体由来の膜が膜修復に必要である可能性が示された。さらに、

処置した細胞の小胞体は、損傷時に小胞になり管状の小胞

体に戻らないなどの異常形態が多く観察された。

【結論】この結果から、小胞体の膜は細胞膜修復に必要である

可能性が示された。

医学（基礎研究・社会医学）

細胞内管状構造を形成するソーティングネキシンの イメ

ージングによる観察

三宅克也 佐藤優晃 川合克久

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

香川大学医学部組織細胞学講座

【目的】細胞内には小胞体の他、エンドソームが形成する様々

な管状構造があることがわかっている。しかし、それらの動態

や役割についてはよくわかっていない。ソーティングネキシン

は、特定の ホモロジー ドメインの存在により分

類される蛋白質ファミリーである。今回、管状サブドメインを

持つ （ 、 、 、 、 ）についてライブイメージングを

行い、細胞内の動態を観察した。

【結果・考察】アフリカミドリザル腎臓上皮細胞 、マ

ウス筋芽細胞または筋管細胞（ ）に を発現させ

高感度多光子レーザー顕微鏡を用いて イメージングを行

った。 、 、 、 、 は小胞と管状細管を

示した。 と ８はエンドソームからエンドソームをつな

ぐ小胞が一列縦隊または管状構造を呈した。特に はその

間を迅速に移動している様子が確認できた。 と は

多くの小胞と少数の短い管状構造を呈したが、激しい動きは見

られずゆっくりとした膜移動が観察された。 は細胞質内

に局在し、小胞および管状構造は観察されなかった。さらに、

これらの細胞膜に二光子レーザーで孔を開けて細胞内のカル

シウムを流入させたところ、 、 、 、 には大きな変化

は観察できなかったが、 は損傷修復部に 秒ほどで集積

する様子が確認された。

【結論】ソーテングネキシンの細胞内動態を イメージン

グで観察したところ、 、 、 、 、 でエ

ンドソームとエンドソームをつなぐ小胞の一列縦隊または管

状移動が確認された。特に はエンドソームソーティング

における素早い動きが観察され、膜変性過程や駆動力生成によ

る細管ソーティング結合過程に新規な視点を提供した。
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医学（基礎研究・社会医学）

細胞膜損傷修復における膜ダイナミクスの機能

三宅克也 袴田大輝

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

【目的】細胞膜のダイナミクスを担う分子として、 お

よび が知られている。とくに はエンドサイトー

シスの膜切断を担う分子として知られ、他の分子と協働し、小

胞輸送、アクチンの安定化、微小管などの細胞骨格制御にも機

能することが知られている。また骨格筋線維膜修復時に強く発

現するタンパク質として が知られている。本研究では、

細胞膜損傷時の 、 、ならびに の動態につい

て観察を行なった。

【方法】培養細胞（ 、 ）および骨格筋線維に免疫

蛍光染色を行い の局在を観察した。 および

に つ い て は 、 タ グ を つ け た ESCRTⅠ(TSG101) 、

ESCRTⅢ(CHMP4B)および を培養細胞またはマウス骨格筋線

維に発現させ、二光子レーザーで損傷後その動態を観察した。

【結果・考察】培養細胞内のダイナミンは主に小胞様構造を呈

した。損傷直後の細胞膜に の強い染色が見られた。こ

のことは細胞内にあった小胞状構造にあった が修復時

に細胞膜に融合したと考えられた。骨格筋のダイナミンの局在

は主に筋小胞体または 細管付近に局在し、 と極め

て近い局在を示した。 は骨格筋の膜修復に必要なタ

ンパクであり、 も骨格筋線維膜修復時に協働する可能

性が考えられた。 は損傷約 秒後に損傷部に集ま

り、損傷約 秒後に損傷部に最も多く凝集した。また、損傷

後長時間観察した結果、 は損傷後 分間以上損傷部位に集

積している様子が観察された。膜修復は３秒以内に行われると

考えられるため、 が膜修復後の細胞膜再構築に関与してい

る可能性が示唆された。一方、損傷部に集積すると報告されて

いる の活動は全く観察できなかった。

【結論】細胞膜修復における膜ダイナミクスを検討した。膜修

復後の細胞膜に の強い局在が見られた。また骨格筋線

維内において、 は膜修復タンパク質 様の局

在を呈し膜修復との関連性が強く示唆された。 は損傷修復

後の細胞膜再構築に関与していると思われた。 について

は、膜修復に関与するというこれまでの報告を支持する結果は

得られなかった。

医学（基礎研究・社会医学）

透明化法 法 と二光子レーザーを用いた骨格筋線維膜修

復の観察

三宅克也 仁平直人 清水宏樹 勝山ビタリー

野上健一郎 鈴木友子 武田伸一

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター

国立精神・神経医療研究センター神経研究所遺伝子疾患治療

研究部

【目的】筋ジストロフィーの原因タンパク質に様々ものが報告

されている。細胞膜修復と関連するタンパク質として、膜の脆

弱性に関与する がないと膜損傷が引き起こされや

すく、 を作れない肢体型筋ジストロフィーは細胞膜

の修復ができない。我々はこれらの骨格筋線維の膜損傷を 細

胞レベルの解像度で観察するため、組織透明化を行い二光子レ

ーザー顕微鏡により撮影し、画像解析を用いて筋束内の深部３

観察を行った。

【結果】ラット 、マウス（ 、 ）に、蛍光色素

（ 、 ）を腹腔投与１時間後、歩行運動（ダウンヒ

ル角度３０度、 、３０分）を与え、１時間後に固定した。

これらの試料を 試薬に浸漬後、二光子レーザー（ ）

によって上腕三頭筋深部の損傷筋線維の観察を行い、画像解析

により３ 解析を行った。その結果、 細胞レ

ベルでの骨格筋線維膜損傷修復を筋束内で包括的に観察する

ことができた。また、 透明化法と二光子レーザーを用い

た骨格筋線維損傷の解析により、歩行運動を与えた正常マウス

に比べ、 マウスの筋線維に の強い蛍光がみられ、

がないことにより有意に損傷したが、その膜修復は

行なわれていることが示された。

【結果】これまで見えなかったかなり深部に存在する軽度から

重度の膜損傷を被った骨格筋線維についても、高い解像度の立

体観察を行うことが可能であった。 を持たない

マウスの筋線維は損傷しやすいが修復していることが示され

た。

医学（基礎研究・社会医学）

細胞膜修復に関わる小胞体由来の膜供給の可能性

三宅克也 廣瀬由衣

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

国際医療福祉大学成田保健医療学部理が鵜療法学科

【目的】皮膚、筋、消化管、血管、ほとんどの生体内の細胞は、

能動的または受動的に常に機械的負荷を受ける環境下に存在

する。その生体動態下にある多くの細胞は、日常的に細胞膜損

傷と修復を繰り返している。骨格筋や心筋については膜修復と

筋ジストロフィーとの関わりが報告されている。 細胞膜修復

はカルシウム依存による小胞分泌機構によって修復されるが、

それらの小胞の由来や膜修復機構は明らかにされていない。

【方法】迅速な膜修復を観察するために、二光子レーザーによ

って培養細胞に膜損傷を行い、修復中の小胞体の動態を、 、

トラッカー、または 、Sec61β に を発現させ顕微鏡

下で動画撮影をした。また、小胞体と膜修復の詳細な動態を利

用した膜修復アッセイを行うため、セルソーターを用い

Sec61β を高発現する 細胞を作製した。さらに、損

傷時の膜の動態は により準超解像度レベルで観察を

行った。また、小胞体からゴルジ体シス嚢への順行輸送を阻害

する を用い、細胞膜修復が阻害されるか検討

した。

【結果と考察】その結果、細管状の小胞体は、細胞外カルシウ

ム有無にかかわらず、細胞膜損傷部のみにおいて瞬時に崩壊し

多くの小胞に変化した。その後、細胞外カルシウム存在下にお

いてのみ、膜修復後ゆっくりと互いに融合しながら元の細管状

の形態に戻った。一方、修復できなかった細胞は細管状の小胞

体に戻らず細胞内で泡沫状形態を呈した。この形態変化は

との組み合わせにより、細胞膜修復完了の確認に有効で

あった。しかしながら、数多くの細分された小胞体の小胞が、

損傷部に直接融合する明瞭な膜融合は観察できなかった。そこ

で、 により観察を行ったところ、膜修復時に小胞体か

ら細胞膜へ細く伸びた管や、それに続く小胞縦隊が観察された。

また修復膜にも多くの小さな Sec61β の蛍光顆粒が見られ、小

胞体由来の膜が膜修復に必要である可能性が示された。さらに、

処置した細胞の小胞体は、損傷時に小胞になり管状の小胞

体に戻らないなどの異常形態が多く観察された。

【結論】この結果から、小胞体の膜は細胞膜修復に必要である

可能性が示された。

医学（基礎研究・社会医学）

細胞内管状構造を形成するソーティングネキシンの イメ

ージングによる観察

三宅克也 佐藤優晃 川合克久

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科

香川大学医学部組織細胞学講座

【目的】細胞内には小胞体の他、エンドソームが形成する様々

な管状構造があることがわかっている。しかし、それらの動態

や役割についてはよくわかっていない。ソーティングネキシン

は、特定の ホモロジー ドメインの存在により分

類される蛋白質ファミリーである。今回、管状サブドメインを

持つ （ 、 、 、 、 ）についてライブイメージングを

行い、細胞内の動態を観察した。

【結果・考察】アフリカミドリザル腎臓上皮細胞 、マ

ウス筋芽細胞または筋管細胞（ ）に を発現させ

高感度多光子レーザー顕微鏡を用いて イメージングを行

った。 、 、 、 、 は小胞と管状細管を

示した。 と ８はエンドソームからエンドソームをつな

ぐ小胞が一列縦隊または管状構造を呈した。特に はその

間を迅速に移動している様子が確認できた。 と は

多くの小胞と少数の短い管状構造を呈したが、激しい動きは見

られずゆっくりとした膜移動が観察された。 は細胞質内

に局在し、小胞および管状構造は観察されなかった。さらに、

これらの細胞膜に二光子レーザーで孔を開けて細胞内のカル

シウムを流入させたところ、 、 、 、 には大きな変化

は観察できなかったが、 は損傷修復部に 秒ほどで集積

する様子が確認された。

【結論】ソーテングネキシンの細胞内動態を イメージン

グで観察したところ、 、 、 、 、 でエ

ンドソームとエンドソームをつなぐ小胞の一列縦隊または管

状移動が確認された。特に はエンドソームソーティング

における素早い動きが観察され、膜変性過程や駆動力生成によ

る細管ソーティング結合過程に新規な視点を提供した。
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医学（基礎研究・社会医学）

多光子顕微鏡による筋ジストロフィーに関わる細胞膜修復タ

ンパク質の動態

三宅克也 清水宏樹

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

【目的】我々は を作れない肢体型筋ジストロフィー

は細胞膜の修復ができないことを報告した。また、膜修復には

細胞外 が必要であり、膜損傷部から流入するこの の

濃度差が引き金となって起こるエキソサイトーシスが必要で

あることも報告した。さらに、我々は細胞膜損傷時、損傷部か

ら流入する細胞外カルシウムによって アクチンが脱重合し、

細胞内小胞の融合を助け、細胞膜が修復するメカニズムを報告

した。

【方法】本研究では、培養細胞 およびマウス骨格筋を

用い、膜標識試薬 、 および を用い

て、それらが標識する膜修復時の膜動態を多光子レーザー顕微

鏡で観察した。本研究における画像処理および画像分析では

（ 、米国 ）を、グラフには

をそれぞれ利用した。突起の長さは根本から頂点を、突起の運

動では頂点の移動距離をそれぞれ測定した。タンパク質輸送の

速度を測る基準として濃度を採用した。 の濃度を視覚化す

るため カラーに変換した。損傷部位の周辺における蛍光を

測定するため画像を二値化処理、それらに画像の位置合わせを

施した。また、その蛍光反応の重心をそれぞれ測定した。

【結果・考察】二光子レーザーで損傷された部位に、細胞質か

ら供給される の素早い蛍光波の集積が観察された。

このダイナミックな蛍光波の動態は のみについて観察

された。また 集積直後に によりアクチン

の脱重合が観察された。さらに ドミナントネガティブ

体（ΔCC）を導入したところ膜修復を行うことはできなかった。

マウス骨格筋を用い、エレクトロポレーションにより

および を発現させ、二光子レーザーに

よって膜損傷を起こし、共焦点レーザーによって膜修復動態を

観察した。その結果、 が膜損傷部およびその周辺に強く

集積し、同時にアクチンの脱重合と膜の集積が観察された。細

胞膜修復の速度と、これらの の輸送速度の画像解析を

行ったところ、 の移動に合わせて、膜を押し出すように

細胞が膨張し、細胞突起の伸長収縮が行われ、細胞膜の修復中

に起こるダイナミックな膜増加と膜回収が行われていること

がわかった。

【結論】これらの結果から、細胞膜修復メカニズムについて、

によるアクチンの素早い脱重合と膜の増加回収が行わ

れていることがわかった。

医学（基礎研究・社会医学）

細胞膜損傷による細胞外シグナル伝達

三宅克也 土谷香蓮

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

【目的】線維芽細胞増殖因子（ ）の細胞内局在は細胞質内

に一様に存在し、膜で閉じられた分泌顆粒内に存在しない。こ

れらの細胞質に存在する可溶性タンパク質がどのように細胞

外に分泌されるのか未だ不明である。 らは、運動などの

生理的な物理的負荷によって骨格筋線維は５〜３０％が常に

細胞膜損傷修復を繰り返していることを突き止め、この瞬時に

開く膜損傷部から が分泌される （損傷窓分泌）

を提唱した。また、近年、炎症時に分泌されるエクソソームの

研究が進み、細胞質が切り取られ分泌される細胞外小胞が報告

されている。本研究では細胞膜損傷時に細胞外小胞によって

が分泌されるのか、または によって直接細胞

外に分泌されるのか、カルシウムイメージングを用いて検討し

た。

【結果と考察】我々は培養細胞（ 、 、 、 、

）を用い、無傷細胞、損傷細胞および損傷細胞外液につ

いてウエスタンブロットを行い、細胞内可溶性タンパク質の検

出を行ったところ、細胞内および細胞外損傷液中に （

が検出され、ライブイメージングでは損傷部からナノレベルの

蛍光顆粒の放出が観察された。さらに、大量の培養細胞をシリ

ンジローディングで損傷し、全エクソソーム単離試薬により分

泌されたエクソソームを収集した。電子顕微鏡およびクライオ

電子顕微鏡を用いて収集されたエクソソームを形態学的解析

に行ったところ、膜を持つ細胞外小胞は多く検出できなかった。

さらに、損傷細胞からの細胞外シグナル伝達をライブイメージ

ングで観察するため、 または を用いて損傷時に

引き起こされるカルシウム波を観察した。その結果、損傷細胞

からそれに接触する細胞、損傷していない細胞、さらに遠くの

非接触細胞へとカルシウム波が広がった。また、損傷液、損傷

液から抽出したヘパリン結合タンパク質、リコンビナント 、

または を加えたところ、それぞれの時間 でカル

シウム波が広がる様子が確認できた。しかしながら、損傷液か

ら抽出した全エクソソーム、 、 には全く反応しなかっ

た。このことは、生体内でも、 （損傷窓分泌）に

よって 、 などが分泌され、それらが引き起こすカルシ

ウム波によって損傷状況を他の細胞に伝える細胞外シグナル

伝達機構が存在することが考えられた。

【結論】細胞膜損傷部より漏出分泌された 、 などの成

長因子が、周囲の無損傷の細胞へカルシウム波を伝達すること

が明らかにされた。

医学（基礎研究・社会医学）

交感神経ブロック効果に関する多角的光学計測による実験的

解析

地引政利 佐藤勝重 宮田哲郎

国際医療福祉大学塩谷病院血管外科

駒沢女子大学人間健康学部

山王メディカルセンター

【目的】バージャー病・閉塞性動脈硬化症における腰部交感神

経切除あるいは多汗症では、神経節ブロックを行うことで、末

梢循環血流は増加し、疼痛が軽減し、皮膚温も上昇する。しか

し、その側副血行路発達のメカニズムの正確な機序は不明であ

る。神経性因子の関与する側副血行路の発達のメカニズムに着

目し、その詳細を新しい生理学的測定法である「神経活動と末

梢血流の多角的光学計測法」を応用することによりこれらを解

明する。

【方法】①「神経活動と末梢血流の多角的光学計測法」と、解

剖学的手法である「トレーサーによる形態学的観察」を生後

週齢ラットから作成した交感神経節 標的器官標本、末梢神経—

標的器官標本に適用する。骨格筋組織内での血管網、側副血行

路の形成において、末梢神経活動がどのような影響を及ぼすか

を、個体発生過程にそって検討する。②末梢神経刺激により誘

発される興奮性シナプス後電位は、 システムを使用し

基本データを得る。③d （100μM）を含む人工脳

脊髄液（ ）での記録も行った。

【結果】実験対象を生後 週齢のラットにして、その交感神

経幹の摘出を試みたところ、十分な長さの交感神経幹を摘出す

ることができた。摘出されたラットの交感神経幹は、結合組織

にくるまれており、様々な濃度のコラゲナーゼを含む で

処理し、さらにその最適濃度を見いだした。これによって、吸

光膜電位感受性色素 で、ラットの交感神経幹を染色し

た。交感神経節では、 存在下でシナプス後ニュ

ーロンの活動電位と興奮性シナプス後電位がブロックする現

象を記録できた。

【考察】最適濃度コラゲナーゼを含む で処理し、吸光膜

電位感受性色素 で、ラットの交感神経幹を染色するこ

とが可能となった。

【結論】最適膜電位感受性色素のスクリーニングとしてラット

の交感神経幹を様々な吸光あるいは、蛍光膜電位感受性色素で

染色し、神経の電気刺激による活動電位の検出を今後行うこと

が望ましい。その際、どの膜電位感受性色素が最適であるかを、

シグナルの大きさや神経へのダメージを考慮しながらスクリ

ーニングする。

医学（基礎研究・社会医学）

小児気道狭窄に対する胚性幹細胞由来軟骨を用いた新規治療

法の開発

渕本康史 絵野澤伸 梅澤明弘

国際医療福祉大学医学部小児外科

国立成育医療研究センター再生医療センター

【はじめに】本研究の先行研究として、超高圧力処理を経てブ

タ脱細胞化気管を作製し、ブタの気管の約半周を切除し、脱細

胞化気管をパッチグラフトとして縫合した。 ヶ月間の観察で

脱細胞同種気管は気管支鏡ならびにマクロ所見にて内腔の狭

小化もほとんど認められず、病理組織においても自己再生軟骨

がパッチ移植軟骨の内腔を裏打ちするように再生していた。こ

れに対して非脱細胞化気管では、内腔の狭小化がみられ、一時

破壊されたパッチ移植軟骨の内腔に自己軟骨が少しずつ再生

するのが観測された。以上より脱細胞同種気管は移植グラフト

のソースになる可能性が期待された。しかし、本邦では（死体）

気管の入手は非常に困難で、海外から輸入する必要がある。本

研究ではヒト 細胞をソースとして気管の構造として最も重

要な気管軟骨を作成して臨床応用する。

【研究目的】先天性声門下狭窄症や先天性気管狭窄症、ならび

に長期気管内挿管や気管切開後に生じる小児気道狭窄の治療

は難渋することが多いが、同種脱細胞気管パッチ移植は、良好

な結果を得ている。当研究では、胚性幹 細胞をソースと

する軟骨パッチグラフトの開発を行い、気道狭窄部を切開して

移植することによって気道内腔を拡げ、狭窄部の解除、気管切

開管理から離脱することにより、患児の を向上させること

を目的とする。

【方法】

） 軟骨細胞誘導への確認、再生軟骨のサイズアップ

・ヒト 細胞を原料とするパッチグラフトの効力又は性能を

裏付ける試験

・ヒト 細胞を原料とする再生軟骨のサイズアップの開発

免疫不全マウスに 細胞から誘導された軟骨細胞を移植し

て軟骨再生を促進させる。

） 原料とする 細胞由来軟骨の腫瘍化、感染性の安全性評

価

・腫瘍化の否定試験

免疫不全動物（ 2Rγ 欠損マウス）を含めた動物モ

デルを利用し、腫瘍形成の可能性について検討する。

）ウサギへのヒト 細胞由来軟骨のパッチ移植研究を行う。

【結果】

１）２）免疫不全マウス（ 2Rγ 欠損マウス）にヒ

ト 細胞軟骨の移植により 大のヒト 細胞由来軟骨を

作成することに成功した。尚、悪性腫瘍の形成を認めなかった。
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医学（基礎研究・社会医学）

多光子顕微鏡による筋ジストロフィーに関わる細胞膜修復タ

ンパク質の動態

三宅克也 清水宏樹

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

【目的】我々は を作れない肢体型筋ジストロフィー

は細胞膜の修復ができないことを報告した。また、膜修復には

細胞外 が必要であり、膜損傷部から流入するこの の

濃度差が引き金となって起こるエキソサイトーシスが必要で

あることも報告した。さらに、我々は細胞膜損傷時、損傷部か

ら流入する細胞外カルシウムによって アクチンが脱重合し、

細胞内小胞の融合を助け、細胞膜が修復するメカニズムを報告

した。

【方法】本研究では、培養細胞 およびマウス骨格筋を

用い、膜標識試薬 、 および を用い

て、それらが標識する膜修復時の膜動態を多光子レーザー顕微

鏡で観察した。本研究における画像処理および画像分析では

（ 、米国 ）を、グラフには

をそれぞれ利用した。突起の長さは根本から頂点を、突起の運

動では頂点の移動距離をそれぞれ測定した。タンパク質輸送の

速度を測る基準として濃度を採用した。 の濃度を視覚化す

るため カラーに変換した。損傷部位の周辺における蛍光を

測定するため画像を二値化処理、それらに画像の位置合わせを

施した。また、その蛍光反応の重心をそれぞれ測定した。

【結果・考察】二光子レーザーで損傷された部位に、細胞質か

ら供給される の素早い蛍光波の集積が観察された。

このダイナミックな蛍光波の動態は のみについて観察

された。また 集積直後に によりアクチン

の脱重合が観察された。さらに ドミナントネガティブ

体（ΔCC）を導入したところ膜修復を行うことはできなかった。

マウス骨格筋を用い、エレクトロポレーションにより

および を発現させ、二光子レーザーに

よって膜損傷を起こし、共焦点レーザーによって膜修復動態を

観察した。その結果、 が膜損傷部およびその周辺に強く

集積し、同時にアクチンの脱重合と膜の集積が観察された。細

胞膜修復の速度と、これらの の輸送速度の画像解析を

行ったところ、 の移動に合わせて、膜を押し出すように

細胞が膨張し、細胞突起の伸長収縮が行われ、細胞膜の修復中

に起こるダイナミックな膜増加と膜回収が行われていること

がわかった。

【結論】これらの結果から、細胞膜修復メカニズムについて、

によるアクチンの素早い脱重合と膜の増加回収が行わ

れていることがわかった。

医学（基礎研究・社会医学）

細胞膜損傷による細胞外シグナル伝達

三宅克也 土谷香蓮

国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センター

国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科

【目的】線維芽細胞増殖因子（ ）の細胞内局在は細胞質内

に一様に存在し、膜で閉じられた分泌顆粒内に存在しない。こ

れらの細胞質に存在する可溶性タンパク質がどのように細胞

外に分泌されるのか未だ不明である。 らは、運動などの

生理的な物理的負荷によって骨格筋線維は５〜３０％が常に

細胞膜損傷修復を繰り返していることを突き止め、この瞬時に

開く膜損傷部から が分泌される （損傷窓分泌）

を提唱した。また、近年、炎症時に分泌されるエクソソームの

研究が進み、細胞質が切り取られ分泌される細胞外小胞が報告

されている。本研究では細胞膜損傷時に細胞外小胞によって

が分泌されるのか、または によって直接細胞

外に分泌されるのか、カルシウムイメージングを用いて検討し

た。

【結果と考察】我々は培養細胞（ 、 、 、 、

）を用い、無傷細胞、損傷細胞および損傷細胞外液につ

いてウエスタンブロットを行い、細胞内可溶性タンパク質の検

出を行ったところ、細胞内および細胞外損傷液中に （

が検出され、ライブイメージングでは損傷部からナノレベルの

蛍光顆粒の放出が観察された。さらに、大量の培養細胞をシリ

ンジローディングで損傷し、全エクソソーム単離試薬により分

泌されたエクソソームを収集した。電子顕微鏡およびクライオ

電子顕微鏡を用いて収集されたエクソソームを形態学的解析

に行ったところ、膜を持つ細胞外小胞は多く検出できなかった。

さらに、損傷細胞からの細胞外シグナル伝達をライブイメージ

ングで観察するため、 または を用いて損傷時に

引き起こされるカルシウム波を観察した。その結果、損傷細胞

からそれに接触する細胞、損傷していない細胞、さらに遠くの

非接触細胞へとカルシウム波が広がった。また、損傷液、損傷

液から抽出したヘパリン結合タンパク質、リコンビナント 、

または を加えたところ、それぞれの時間 でカル

シウム波が広がる様子が確認できた。しかしながら、損傷液か

ら抽出した全エクソソーム、 、 には全く反応しなかっ

た。このことは、生体内でも、 （損傷窓分泌）に

よって 、 などが分泌され、それらが引き起こすカルシ

ウム波によって損傷状況を他の細胞に伝える細胞外シグナル

伝達機構が存在することが考えられた。

【結論】細胞膜損傷部より漏出分泌された 、 などの成

長因子が、周囲の無損傷の細胞へカルシウム波を伝達すること

が明らかにされた。

医学（基礎研究・社会医学）

交感神経ブロック効果に関する多角的光学計測による実験的

解析

地引政利 佐藤勝重 宮田哲郎

国際医療福祉大学塩谷病院血管外科

駒沢女子大学人間健康学部

山王メディカルセンター

【目的】バージャー病・閉塞性動脈硬化症における腰部交感神

経切除あるいは多汗症では、神経節ブロックを行うことで、末

梢循環血流は増加し、疼痛が軽減し、皮膚温も上昇する。しか

し、その側副血行路発達のメカニズムの正確な機序は不明であ

る。神経性因子の関与する側副血行路の発達のメカニズムに着

目し、その詳細を新しい生理学的測定法である「神経活動と末

梢血流の多角的光学計測法」を応用することによりこれらを解

明する。

【方法】①「神経活動と末梢血流の多角的光学計測法」と、解

剖学的手法である「トレーサーによる形態学的観察」を生後

週齢ラットから作成した交感神経節 標的器官標本、末梢神経—

標的器官標本に適用する。骨格筋組織内での血管網、側副血行

路の形成において、末梢神経活動がどのような影響を及ぼすか

を、個体発生過程にそって検討する。②末梢神経刺激により誘

発される興奮性シナプス後電位は、 システムを使用し

基本データを得る。③d （100μM）を含む人工脳

脊髄液（ ）での記録も行った。

【結果】実験対象を生後 週齢のラットにして、その交感神

経幹の摘出を試みたところ、十分な長さの交感神経幹を摘出す

ることができた。摘出されたラットの交感神経幹は、結合組織

にくるまれており、様々な濃度のコラゲナーゼを含む で

処理し、さらにその最適濃度を見いだした。これによって、吸

光膜電位感受性色素 で、ラットの交感神経幹を染色し

た。交感神経節では、 存在下でシナプス後ニュ

ーロンの活動電位と興奮性シナプス後電位がブロックする現

象を記録できた。

【考察】最適濃度コラゲナーゼを含む で処理し、吸光膜

電位感受性色素 で、ラットの交感神経幹を染色するこ

とが可能となった。

【結論】最適膜電位感受性色素のスクリーニングとしてラット

の交感神経幹を様々な吸光あるいは、蛍光膜電位感受性色素で

染色し、神経の電気刺激による活動電位の検出を今後行うこと

が望ましい。その際、どの膜電位感受性色素が最適であるかを、

シグナルの大きさや神経へのダメージを考慮しながらスクリ

ーニングする。

医学（基礎研究・社会医学）

小児気道狭窄に対する胚性幹細胞由来軟骨を用いた新規治療

法の開発

渕本康史 絵野澤伸 梅澤明弘

国際医療福祉大学医学部小児外科

国立成育医療研究センター再生医療センター

【はじめに】本研究の先行研究として、超高圧力処理を経てブ

タ脱細胞化気管を作製し、ブタの気管の約半周を切除し、脱細

胞化気管をパッチグラフトとして縫合した。 ヶ月間の観察で

脱細胞同種気管は気管支鏡ならびにマクロ所見にて内腔の狭

小化もほとんど認められず、病理組織においても自己再生軟骨

がパッチ移植軟骨の内腔を裏打ちするように再生していた。こ

れに対して非脱細胞化気管では、内腔の狭小化がみられ、一時

破壊されたパッチ移植軟骨の内腔に自己軟骨が少しずつ再生

するのが観測された。以上より脱細胞同種気管は移植グラフト

のソースになる可能性が期待された。しかし、本邦では（死体）

気管の入手は非常に困難で、海外から輸入する必要がある。本

研究ではヒト 細胞をソースとして気管の構造として最も重

要な気管軟骨を作成して臨床応用する。

【研究目的】先天性声門下狭窄症や先天性気管狭窄症、ならび

に長期気管内挿管や気管切開後に生じる小児気道狭窄の治療

は難渋することが多いが、同種脱細胞気管パッチ移植は、良好

な結果を得ている。当研究では、胚性幹 細胞をソースと

する軟骨パッチグラフトの開発を行い、気道狭窄部を切開して

移植することによって気道内腔を拡げ、狭窄部の解除、気管切

開管理から離脱することにより、患児の を向上させること

を目的とする。

【方法】

） 軟骨細胞誘導への確認、再生軟骨のサイズアップ

・ヒト 細胞を原料とするパッチグラフトの効力又は性能を

裏付ける試験

・ヒト 細胞を原料とする再生軟骨のサイズアップの開発

免疫不全マウスに 細胞から誘導された軟骨細胞を移植し

て軟骨再生を促進させる。

） 原料とする 細胞由来軟骨の腫瘍化、感染性の安全性評

価

・腫瘍化の否定試験

免疫不全動物（ 2Rγ 欠損マウス）を含めた動物モ

デルを利用し、腫瘍形成の可能性について検討する。

）ウサギへのヒト 細胞由来軟骨のパッチ移植研究を行う。

【結果】

１）２）免疫不全マウス（ 2Rγ 欠損マウス）にヒ

ト 細胞軟骨の移植により 大のヒト 細胞由来軟骨を

作成することに成功した。尚、悪性腫瘍の形成を認めなかった。
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医学（基礎研究・社会医学）

バングラデシュにおける高度多剤耐性菌の分離状況

松本哲哉 加藤康幸

国際医療福祉大学医学部感染症学講座

【目的】耐性菌（ ）は近年、世界的に大きな問題となって

いる。国内でも 対策アクションプランが提唱されたが、海

外、特にアジアが深刻な状況に陥っている。そこで本研究では

アジア各国における耐性菌の現状を明らかにすることを目的

としている。今回、バングラデシュの連携医療施設でサーベイ

ランスを実施し、臨床分離菌を対象に遺伝子学的解析を含めて

詳細な解析を行い、耐性機序の解明と現状把握を行った。

【方法】首都ダッカで 床を超える大学病院のひとつであ

るに の

らとともに同院および地域の医療機関にお

ける耐性菌の分離状況や耐性菌感染症の発生状況を解析した。

また、各医療機関で分離された菌については、各検査室におけ

る通常の検査に加えて、特殊な耐性が疑われる菌については、

遺伝子学的解析等を含めた耐性機序の検討を行った。

【結果】 入院患者から 系統以上に耐性を示す多剤耐性の

肺炎桿菌が 株分離された。検体の内訳としては、血液： 検、

尿： 検、膿汁： 検、喀痰： 検、不明： 検であった。そ

の耐性機序を確認したところ、全株がカルバペネマーゼを産生

していることが判明した。さらに 株（ ％）が 系統

薬剤以上に耐性の 広範囲薬剤耐性 株であった。このうち、

株（ ％）は 系統 薬剤全てに感受性がなく、汎耐性（ ）

株である可能性が示唆された。汎耐性（ ）が疑われた株は

一部の薬剤に中等度耐性を示したが、他の薬剤は全て耐性であ

った。

【考察】今回検討対象とした多剤耐性菌はプラスミドによって

耐性が他の菌に伝播する可能性が高く、さらに他の菌種も含め

て検討を行うことを予定している。

【結論】日本において、上記のような高度耐性株が分離される

頻度はまだ稀と考えられているが、今後、海外からの耐性菌の

流入の可能性を踏まえて、それに備えた検査や治療の体制を築

いていく必要がある。

医学（基礎研究・社会医学）

糖尿病における循環動態制御システム破綻の数理解析

岸拓弥

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

【目的】循環制御システム破綻で 年生存率 ％の慢性心不全

の重篤なリスクである糖尿病における循環動態制御システム

破綻を数理解析することである。

【方法】

① 糖尿病モデルラットにおける心拍出量決定因子の変化

２型糖尿病モデルとして ラット（対照は

ラット）を用いる。体血圧・心拍数・右房圧・左

房圧・左室拡張末期圧・心拍出量を無麻酔覚醒下で 時間連

続測定する。前負荷は【心拍出量 有効血液量

右房圧 左房圧】の関係式から算定し、後負荷は平

均体血圧 心拍出量、左室収縮特性は左室内圧波形の 、

交感神経活動は体血圧変動周波数解析から算定する。

② 糖尿病モデルラットにおいて ならびに生理食

塩水の負荷を行った際の体血圧・心拍数・右房圧・左房圧・左

室拡張末期圧の変化と圧受容器反射機能を検討することによ

り、循環動態の恒常性を検討する。

③ 糖尿病モデルラットの循環数理モデル作成と実証

①ならびに②で求めた結果を、申請者らが作成・確立し論文発

表済みの循環動態数理モデルに外挿し、糖尿病モデルラットの

循環数理モデルを作成する。生理食塩水の点滴や脱血による心

拍出量・体血圧・左房圧・右房圧の変化を実測値と数理モデル

による予測値で比較し、数理モデルの実証を行う。

【結果】糖尿病モデルラットは非糖尿病ラットに比べ、心拍出

量は同等であったが、体血圧と心拍数・交感神経活動・左房圧・

左室拡張末期圧が有意に上昇し、前負荷・後負荷とも上昇を認

めた。また、生理食塩水負荷時の体血圧・左房圧・左室拡張末

期圧の上昇は非糖尿病ラットに比し顕著であった。

試験では糖尿病ラットで血圧低下の回復が非糖尿病ラッ

トに比し有意に遅く、糖尿病ラットで得られたデータで作成し

た循環動態シミュレーションで再現が可能であった。

【結論】糖尿病ラットでは、圧受容器反射の不全による容量不

耐性があることは以前に報告したものと同様の結果であった

が、循環動態シミュレーションで 試験での変化

は再現が可能であった。糖尿病モデルでの容量不耐性の循環生

理的研究において、この循環シミレーションは有用である可能

性がある。

医学（臨床研究）

電磁気生理学的手法による脳内立体運動視情報処理ネットワ

ークの解析

後藤純信

国際医療福祉大学医学部生理学講座

【目的】高次脳機能障害、特に半側空間無視を検討するうえで

必要不可欠な立体運動視の脳内情報処理メカニズムを、電気生

理学的手法を用いて健常脳 健常成人 で解析した。

【方法】対象は、健常成人群 男女各 名 ～ 歳 視力矯

正 以上 とした。刺激は、ターゲット画像として、 ドッ

ト放射状運動視画像 個の白色ドット 視角 度 と ド

ット放射状運動視画像 個の白色ドット 視角 度 で偏光

メガネ使用 を用いた。刺激呈示方法は、 動画対応型液晶

モニター画面に、 あるいは 刺激画像を呈示した。刺激画

像は、黒色背景画像 背景 上に 個の白色ドットが静止した

画像 静止 と のドッドが画面中央を起点として放射状運動

を行う画像 をランダムで呈示した。呈示時間は 秒と

し、刺激間隔は 秒～ 秒、注視点のみの黒色画面

にした。 試行 回とし、疲労を考慮して途中休憩 脳波でチ

ェック を入れて 種類の刺激が各 回の出現するように試

行した。データ解析は、得られた反応から眼球運動の混在する

反応は刺激を注視できていない記録として で削除し、

各刺激画像呈示中の電極毎の誘発電位の主成分潜時と振幅お

よび頭皮上分布を解析し、 刺激と 刺激で比較検討した。

【結果】 成分が両側頭頂後頭部 右側優位 から側頭部にか

けて および 画像で認め、 立体刺激に特徴的な 成

分右側頭頂部で確認でき、 と 運動視それぞれに特徴的な

誘発電位成分の分離を行うことができた。

【考察】立体視に特徴的な誘発電位反応は、運動視や奥行知覚

で生じる電位とも異なる潜時に出現し、頭皮上分布も異なるこ

とより、立体感覚が障害される疾患を呈する患者の非侵襲的バ

イオマーカーになる可能性が示唆された。

医学（臨床研究）

有限要素法による椎体骨折患者の椎体強度と椎体の に

よる骨密度との比較

別所雅彦 善田督史 小林晃 波平真人

山田正美 竹島憲一郎 藤田有澄 柳原泰

新井健

国際医療福祉大学市川病院整形外科

国際医療福祉大学川病院リハビリテーション科

国際医療福祉大学川病院放射線科

【目的】骨粗鬆症が原因による大腿骨近位部骨折が近年増加し、

社会的な問題となっている。骨粗鬆症患者の骨折リスクの正確

な把握や、それに対応した有効な予防策を確立することはいっ

そう重要な意義を持ってきている。現在、椎体骨折の危険予測

は画像診断や骨密度測定にて行われるが、これは骨粗鬆の程度

は評価するが、構造的強度を評価できないという限界がある。

一方、定量的 画像を用いた有限要素法 有限要素法 に

よる骨強度評価は、 画像から 次元骨形態情報、骨密度分布

を同時に加味して骨強度を評価する方法である。本研究の目的

は、椎体骨折患者の非骨折の大腿骨近位部に対して、 有限要

素解析による大腿骨近位部強度と二重エックス線吸収法（以下、

）による骨密度の比較を行った。

【方法】対象は、椎体骨折を受傷した、男性 名、女性 名

を対象とした（第 腰椎圧迫骨折は除外）。第 腰椎に対して

定量的 撮影を行った。 データから 次元有限要素モデル

を作成し、単軸圧縮条件を設定し有限要素法解析を行い、骨折

荷重の予測をした。また、 解析は、 （ ヘルスケ

ア・ジャパン株式会社）を使用し、第 から 腰椎の平均骨密

度と第 腰椎のみの骨密度を測定した。統計解析は

を用い、 相関係数、

を用い、有意水準 ％未満とした。

【結果】第 腰椎の単軸圧縮条件での予測骨折荷重平均は

（標準偏差（以下 ） ）、 による骨密度は、第

腰椎（以下 ）では、 第 腰

椎 以下 （ ） では、 であった。

予測骨折荷重と （ ）では、 、 では、

であった。

【考察、結語】 ら は、新鮮死体椎骨に対して

圧縮試験による骨強度と による骨密度との相関は、 で

あったと報告していた。本研究は、予測骨強度と による骨

密度との相関性はあったが、比較的相関性は低く、骨強度は骨

密度以外の要素も含んでいると考えられた。
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医学（基礎研究・社会医学）

バングラデシュにおける高度多剤耐性菌の分離状況

松本哲哉 加藤康幸

国際医療福祉大学医学部感染症学講座

【目的】耐性菌（ ）は近年、世界的に大きな問題となって

いる。国内でも 対策アクションプランが提唱されたが、海

外、特にアジアが深刻な状況に陥っている。そこで本研究では

アジア各国における耐性菌の現状を明らかにすることを目的

としている。今回、バングラデシュの連携医療施設でサーベイ

ランスを実施し、臨床分離菌を対象に遺伝子学的解析を含めて

詳細な解析を行い、耐性機序の解明と現状把握を行った。

【方法】首都ダッカで 床を超える大学病院のひとつであ

るに の

らとともに同院および地域の医療機関にお

ける耐性菌の分離状況や耐性菌感染症の発生状況を解析した。

また、各医療機関で分離された菌については、各検査室におけ

る通常の検査に加えて、特殊な耐性が疑われる菌については、

遺伝子学的解析等を含めた耐性機序の検討を行った。

【結果】 入院患者から 系統以上に耐性を示す多剤耐性の

肺炎桿菌が 株分離された。検体の内訳としては、血液： 検、

尿： 検、膿汁： 検、喀痰： 検、不明： 検であった。そ

の耐性機序を確認したところ、全株がカルバペネマーゼを産生

していることが判明した。さらに 株（ ％）が 系統

薬剤以上に耐性の 広範囲薬剤耐性 株であった。このうち、

株（ ％）は 系統 薬剤全てに感受性がなく、汎耐性（ ）

株である可能性が示唆された。汎耐性（ ）が疑われた株は

一部の薬剤に中等度耐性を示したが、他の薬剤は全て耐性であ

った。

【考察】今回検討対象とした多剤耐性菌はプラスミドによって

耐性が他の菌に伝播する可能性が高く、さらに他の菌種も含め

て検討を行うことを予定している。

【結論】日本において、上記のような高度耐性株が分離される

頻度はまだ稀と考えられているが、今後、海外からの耐性菌の

流入の可能性を踏まえて、それに備えた検査や治療の体制を築

いていく必要がある。

医学（基礎研究・社会医学）

糖尿病における循環動態制御システム破綻の数理解析

岸拓弥

国際医療福祉大学福岡薬学部薬学科

【目的】循環制御システム破綻で 年生存率 ％の慢性心不全

の重篤なリスクである糖尿病における循環動態制御システム

破綻を数理解析することである。

【方法】

① 糖尿病モデルラットにおける心拍出量決定因子の変化

２型糖尿病モデルとして ラット（対照は

ラット）を用いる。体血圧・心拍数・右房圧・左

房圧・左室拡張末期圧・心拍出量を無麻酔覚醒下で 時間連

続測定する。前負荷は【心拍出量 有効血液量

右房圧 左房圧】の関係式から算定し、後負荷は平

均体血圧 心拍出量、左室収縮特性は左室内圧波形の 、

交感神経活動は体血圧変動周波数解析から算定する。

② 糖尿病モデルラットにおいて ならびに生理食

塩水の負荷を行った際の体血圧・心拍数・右房圧・左房圧・左

室拡張末期圧の変化と圧受容器反射機能を検討することによ

り、循環動態の恒常性を検討する。

③ 糖尿病モデルラットの循環数理モデル作成と実証

①ならびに②で求めた結果を、申請者らが作成・確立し論文発

表済みの循環動態数理モデルに外挿し、糖尿病モデルラットの

循環数理モデルを作成する。生理食塩水の点滴や脱血による心

拍出量・体血圧・左房圧・右房圧の変化を実測値と数理モデル

による予測値で比較し、数理モデルの実証を行う。

【結果】糖尿病モデルラットは非糖尿病ラットに比べ、心拍出

量は同等であったが、体血圧と心拍数・交感神経活動・左房圧・

左室拡張末期圧が有意に上昇し、前負荷・後負荷とも上昇を認

めた。また、生理食塩水負荷時の体血圧・左房圧・左室拡張末

期圧の上昇は非糖尿病ラットに比し顕著であった。

試験では糖尿病ラットで血圧低下の回復が非糖尿病ラッ

トに比し有意に遅く、糖尿病ラットで得られたデータで作成し

た循環動態シミュレーションで再現が可能であった。

【結論】糖尿病ラットでは、圧受容器反射の不全による容量不

耐性があることは以前に報告したものと同様の結果であった

が、循環動態シミュレーションで 試験での変化

は再現が可能であった。糖尿病モデルでの容量不耐性の循環生

理的研究において、この循環シミレーションは有用である可能

性がある。

医学（臨床研究）

電磁気生理学的手法による脳内立体運動視情報処理ネットワ

ークの解析

後藤純信

国際医療福祉大学医学部生理学講座

【目的】高次脳機能障害、特に半側空間無視を検討するうえで

必要不可欠な立体運動視の脳内情報処理メカニズムを、電気生

理学的手法を用いて健常脳 健常成人 で解析した。

【方法】対象は、健常成人群 男女各 名 ～ 歳 視力矯

正 以上 とした。刺激は、ターゲット画像として、 ドッ

ト放射状運動視画像 個の白色ドット 視角 度 と ド

ット放射状運動視画像 個の白色ドット 視角 度 で偏光

メガネ使用 を用いた。刺激呈示方法は、 動画対応型液晶

モニター画面に、 あるいは 刺激画像を呈示した。刺激画

像は、黒色背景画像 背景 上に 個の白色ドットが静止した

画像 静止 と のドッドが画面中央を起点として放射状運動

を行う画像 をランダムで呈示した。呈示時間は 秒と

し、刺激間隔は 秒～ 秒、注視点のみの黒色画面

にした。 試行 回とし、疲労を考慮して途中休憩 脳波でチ

ェック を入れて 種類の刺激が各 回の出現するように試

行した。データ解析は、得られた反応から眼球運動の混在する

反応は刺激を注視できていない記録として で削除し、

各刺激画像呈示中の電極毎の誘発電位の主成分潜時と振幅お

よび頭皮上分布を解析し、 刺激と 刺激で比較検討した。

【結果】 成分が両側頭頂後頭部 右側優位 から側頭部にか

けて および 画像で認め、 立体刺激に特徴的な 成

分右側頭頂部で確認でき、 と 運動視それぞれに特徴的な

誘発電位成分の分離を行うことができた。

【考察】立体視に特徴的な誘発電位反応は、運動視や奥行知覚

で生じる電位とも異なる潜時に出現し、頭皮上分布も異なるこ

とより、立体感覚が障害される疾患を呈する患者の非侵襲的バ

イオマーカーになる可能性が示唆された。

医学（臨床研究）

有限要素法による椎体骨折患者の椎体強度と椎体の に

よる骨密度との比較

別所雅彦 善田督史 小林晃 波平真人

山田正美 竹島憲一郎 藤田有澄 柳原泰

新井健

国際医療福祉大学市川病院整形外科

国際医療福祉大学川病院リハビリテーション科

国際医療福祉大学川病院放射線科

【目的】骨粗鬆症が原因による大腿骨近位部骨折が近年増加し、

社会的な問題となっている。骨粗鬆症患者の骨折リスクの正確

な把握や、それに対応した有効な予防策を確立することはいっ

そう重要な意義を持ってきている。現在、椎体骨折の危険予測

は画像診断や骨密度測定にて行われるが、これは骨粗鬆の程度

は評価するが、構造的強度を評価できないという限界がある。

一方、定量的 画像を用いた有限要素法 有限要素法 に

よる骨強度評価は、 画像から 次元骨形態情報、骨密度分布

を同時に加味して骨強度を評価する方法である。本研究の目的

は、椎体骨折患者の非骨折の大腿骨近位部に対して、 有限要

素解析による大腿骨近位部強度と二重エックス線吸収法（以下、

）による骨密度の比較を行った。

【方法】対象は、椎体骨折を受傷した、男性 名、女性 名

を対象とした（第 腰椎圧迫骨折は除外）。第 腰椎に対して

定量的 撮影を行った。 データから 次元有限要素モデル

を作成し、単軸圧縮条件を設定し有限要素法解析を行い、骨折

荷重の予測をした。また、 解析は、 （ ヘルスケ

ア・ジャパン株式会社）を使用し、第 から 腰椎の平均骨密

度と第 腰椎のみの骨密度を測定した。統計解析は

を用い、 相関係数、

を用い、有意水準 ％未満とした。

【結果】第 腰椎の単軸圧縮条件での予測骨折荷重平均は

（標準偏差（以下 ） ）、 による骨密度は、第

腰椎（以下 ）では、 第 腰

椎 以下 （ ） では、 であった。

予測骨折荷重と （ ）では、 、 では、

であった。

【考察、結語】 ら は、新鮮死体椎骨に対して

圧縮試験による骨強度と による骨密度との相関は、 で

あったと報告していた。本研究は、予測骨強度と による骨

密度との相関性はあったが、比較的相関性は低く、骨強度は骨

密度以外の要素も含んでいると考えられた。
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医学（臨床研究）

身体愁訴に焦点を当てたうつ病の評価

中尾睦宏

国際医療福祉大学大学院医学系研究科公衆衛生学専攻医学部

心療内科学

【目的】うつ病患者は、しばしば身体症状を主訴とする。演者

らの過去の研究（

）では、大学病院の心療内科外来を受診するう

つ病患者は、疲労 ％、不眠 ％、頭痛 ％、腰痛 ％、動

悸 ％など様々な身体症状を有していた。この研究では、労働

者を対象に身体の自覚症状を調べることで大うつ病がスクリ

ーニングできるか検討し、心療内科での臨床研究の一助とする

ことを目的とした。

【方法】対象は某事業所の定期健康診断を受診した 人（男

性 人、女性 人；平均年齢 歳）であった。身体症状

は調査票を用いて、過去１週間ならびに１ヵ月の 個の身体

症状の有無を健診前または健診中に回答した。欧米のプライマ

リケア研究を参考にし、以下 個の身体症状を選んだ（疲労、

頭痛、不眠、腰痛、腹痛、関節痛、めまい、胸のしめつけ、便

秘、動悸、吐気、息切れ）。週１回以上の自覚症状を「症状あ

り」とし、症状ありの合計を身体症状数とした（ ）。大う

つ病の診断は

の診断基準に基づいて面接した。具

体的には、身体病変の有無を確認したあと、「抑うつ気分」か

「興味または楽しみの喪失」が過去２週間続いているか質問し

た。「いいえ」と答えた者は質問を打ち切り、「はい」と答えた

者は大うつ病エピソードの診断基準を満たしていないか更に

詳細な面接を続けた。 診断に習熟した心療内科医１人が

対象者全員の面接評価を行った。

【結果】対象者全体で訴えの多い身体症状は、疲労（ ％）、

頭痛（ ％）、不眠（ ％）、便秘（ ％）、腰痛（ ％）

であった。身体症状数の平均（標準偏差）は男性 、

女性 であった。 面接の結果、 人（ ％）が

大うつ病と診断された。男女とも身体症状数が増加するにつれ、

大うつ病の有病率も増加した。大うつ病と診断された者の身体

症状は、疲労（ ％）、不眠（ ％）、頭痛（ ％）、め

まい（ ％）、吐気（ ％）などであった。身体症状数に

対し３つの （１つ以上、２つ以上、４つ以上）

を設定し、大うつ病スクリーニングの感度、特異度を計算した

ところ、 曲線下面

積は男 、女 となった。

【考察】この研究で大うつ病と診断された労働者のほとんどが

疲労を自覚していたのは、興味深かった。過重労働健診で疲労

をチェックすることで、うつ病の早期発見・早期治療につなが

る可能性がある。

【結論】身体症状数は大うつ病をスクリーニングするための簡

便で有用な指標であることが示唆された。

学（臨床研究）

関節鏡視下膝前十字靭帯再建術後の静脈血栓塞栓症の発生率

と危険因子の検討

長島正樹 石井賢 折口信人

国際医療福祉大学三田病院整形外科

国際医療福祉大学医学部整形外科

国際医療福祉大学三田病院血管外科

【目的】前十字靭帯 再建術後の合併症の一つに深部静脈

血栓症 がある。長時間の空気止血帯 使用は 発生

の危険因子と報告され、 非使用により 発生を抑制できる

可能性があるが未だ不明な点も多い。本研究の目的は、 使用

の有無による 再建術後の の発生率を比較することであ

る。

【方法】 年 月以降、当院で 再建術を施行した 例

膝 再再建術 膝を含む を本研究の対象とした。女性

例、男性 例、平均年齢は 28.7±13.6 歳 歳 であった。

年 月までの 使用 膝（ ＋群）と 年 月以降

の 非使用 膝（ －群）の 群に分類した。術前に全例下

肢静脈エコーを施行し 陰性を確認した。 は、全身麻酔

と大腿神経・脛骨神経ブロック下に、ハムストリング腱を用い

て一重束で再建した。ドレーンは術後 時間留置した。 予

防として薬物による予防は行わず、術後より弾性包帯装着と間

欠的空気圧迫法を施行した。術後 週で下肢静脈エコーを実施

し、 群間における の発生率と関連する因子を比較検討し

た。

【結果】 の発生率は ＋群で 膝 、 －群で 膝

であり、有意に －群で低値であった 。平均手術時

間は ＋群 80.8±18.7 分、 －群 78.5±15.1 分で 群間に有

意差はなく 、平均総出血量は ＋群201.9±76.9ml、

－群 155.9±60.4ml と有意に －群で低値であった

。臨床経過と採血項目で２群間に有意差は無かった。

【考察】 非使用により 再建術後の 発生率は有意に低

く、手術時間に差は無いものの、総出血量が有意に減少してい

た。 使用は 再建術後 発生の危険因子であり、術野の

確保に問題が無ければ、 非使用下の 再建術が望ましいと

考えられた。

医学（臨床研究）

先天性 延長症候群患者における 時間の日内・週内・季節

変動の検討

相澤義泰

国際医療福祉大学成田病院

【目的】心臓突然死を来す循環器疾患のうち、器質的には異常

を認めないが致死的不整脈を来す疾患群が存在する。代表的な

ブルガダ症候群は若年性突然死の原因となり、特に働き盛りの

男性に発症する。約 ％にイオンチャネル蛋白の責任遺伝子異

常を認めるが未解明な点も多い。ブルガダ症候群の不整脈は夜

間睡眠中に起きることが知られているが、 延長症候群におけ

る不整脈の概日リズムのメカニズムの詳細は未解明である。遺

伝性不整脈患者における心イベントの日内・週内・季節変動を

明らかにする。

【方法】これまでに集積した遺伝性不整脈（ブルガダ症候群、

早期再分極症候群、 延長症候群）症例において、遺伝子型お

よび年齢・性別により心イベントの日内変動、週内変動および

季節変動パターンに差異がみられるかを調査する。

【結果】ブルガダ症候群患者において、単回の不整脈と複数回

の不整脈出現（電気的ストーム）の分布は異なっていた。電気

的ストームは夜間に多く、土曜日をピークとし、冬と春により

多く出現していた。一方、単回の心イベントは月曜日に多く、

季節変動が小さかった。

【考察】ブルガダ症候群における心イベントの日内・週内・季

節変動は交感神経・副交感神経、血中カテコラミンなどにより

影響を受けていると考えられている。またヒトの概日リズムは

視交叉上核が時計中枢となり、時計遺伝子（

）が調節に関わっていることが知られている。遺伝性不整

脈の不整脈出現の概日リズムに、何らかの心筋イオンチャネル

の遺伝子異常が関与し、発生機序に関与する可能性がある。

【結論】ブルガダ症候群で発生する電気的ストームは日内・週

内・季節変動することを初めて一連の患者で報告した。概日リ

ズムに関する遺伝子発現の研究により、遺伝性不整脈における

致死的不整脈の発生機序を明らかにすることを目的として本

研究を継続する。

医学（臨床研究）

ビッグデータを用いた、動脈硬化症の残余リスク抑制のための

大規模コホート研究

柴信行

国際医療福祉大学病院循環器センター

【背景と目的】心血管リスクや疾患構成は地域、人種などによ

って大きく異なる。このため、日本人の医学研究においては我

が国の国民を対象にした研究が必要である。超高齢社会を迎え

て動脈硬化性疾患の有病率が著明に増加している。従来の心血

管疾患リスクの診療では、動脈硬化性疾患死亡の 割しか抑制

出来ないことが明らかになり、残余リスク解明と治療が重要視

されている。残余リスクと考えられる種々の因子と動脈硬化性

疾患・加齢性疾患の関連に焦点をあてる。

【方法】５つの住民健診事業団と協力して 年から 年

までに受診した約 万人のデータを解析する。当院受診症例

の実地診療の結果と併せて、動脈硬化リスクと臨床の実態を考

察する。得られた知見をもとに行われた市民啓発活動の一部を

紹介する。

【結果】①従来の右室中隔ペーシング治療と比較した 束ペ

ーシング治療の現状 ②左房 術後に を生

じた一例 ③A case of DVT that use of the m

④Difference of

Types of Atrial Fibrillation ⑤Prophylactic Treatment with 

minal Aortic Aneurysm Surgery  ⑥片腎摘出後

の難治性高血圧および心不全に対し経皮的腎動脈形成術が有

効であった一例⑦Insufficient R

Coronary Revascularization ⑧市民公開講座： 疑似体験～

認知症の人の視点を体験～「認知症を自分ごととして考えるき

っかけに」⑨市民公開講座 突然死撲滅キャンペーン「心疾患

を予防して突然死を予防しよう」

【結論】心血管疾患撲滅のためには、リアルな住民データの解

析を十分に行い質の高い臨床を展開することに加えて、一般住

民に対する啓発活動が重要である。
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医学（臨床研究）

身体愁訴に焦点を当てたうつ病の評価

中尾睦宏

国際医療福祉大学大学院医学系研究科公衆衛生学専攻医学部

心療内科学

【目的】うつ病患者は、しばしば身体症状を主訴とする。演者

らの過去の研究（

）では、大学病院の心療内科外来を受診するう

つ病患者は、疲労 ％、不眠 ％、頭痛 ％、腰痛 ％、動

悸 ％など様々な身体症状を有していた。この研究では、労働

者を対象に身体の自覚症状を調べることで大うつ病がスクリ

ーニングできるか検討し、心療内科での臨床研究の一助とする

ことを目的とした。

【方法】対象は某事業所の定期健康診断を受診した 人（男

性 人、女性 人；平均年齢 歳）であった。身体症状

は調査票を用いて、過去１週間ならびに１ヵ月の 個の身体

症状の有無を健診前または健診中に回答した。欧米のプライマ

リケア研究を参考にし、以下 個の身体症状を選んだ（疲労、

頭痛、不眠、腰痛、腹痛、関節痛、めまい、胸のしめつけ、便

秘、動悸、吐気、息切れ）。週１回以上の自覚症状を「症状あ

り」とし、症状ありの合計を身体症状数とした（ ）。大う

つ病の診断は

の診断基準に基づいて面接した。具

体的には、身体病変の有無を確認したあと、「抑うつ気分」か

「興味または楽しみの喪失」が過去２週間続いているか質問し

た。「いいえ」と答えた者は質問を打ち切り、「はい」と答えた

者は大うつ病エピソードの診断基準を満たしていないか更に

詳細な面接を続けた。 診断に習熟した心療内科医１人が

対象者全員の面接評価を行った。

【結果】対象者全体で訴えの多い身体症状は、疲労（ ％）、

頭痛（ ％）、不眠（ ％）、便秘（ ％）、腰痛（ ％）

であった。身体症状数の平均（標準偏差）は男性 、

女性 であった。 面接の結果、 人（ ％）が

大うつ病と診断された。男女とも身体症状数が増加するにつれ、

大うつ病の有病率も増加した。大うつ病と診断された者の身体

症状は、疲労（ ％）、不眠（ ％）、頭痛（ ％）、め

まい（ ％）、吐気（ ％）などであった。身体症状数に

対し３つの （１つ以上、２つ以上、４つ以上）

を設定し、大うつ病スクリーニングの感度、特異度を計算した

ところ、 曲線下面

積は男 、女 となった。

【考察】この研究で大うつ病と診断された労働者のほとんどが

疲労を自覚していたのは、興味深かった。過重労働健診で疲労

をチェックすることで、うつ病の早期発見・早期治療につなが

る可能性がある。

【結論】身体症状数は大うつ病をスクリーニングするための簡

便で有用な指標であることが示唆された。

学（臨床研究）

関節鏡視下膝前十字靭帯再建術後の静脈血栓塞栓症の発生率

と危険因子の検討

長島正樹 石井賢 折口信人

国際医療福祉大学三田病院整形外科

国際医療福祉大学医学部整形外科

国際医療福祉大学三田病院血管外科

【目的】前十字靭帯 再建術後の合併症の一つに深部静脈

血栓症 がある。長時間の空気止血帯 使用は 発生

の危険因子と報告され、 非使用により 発生を抑制できる

可能性があるが未だ不明な点も多い。本研究の目的は、 使用

の有無による 再建術後の の発生率を比較することであ

る。

【方法】 年 月以降、当院で 再建術を施行した 例

膝 再再建術 膝を含む を本研究の対象とした。女性

例、男性 例、平均年齢は 28.7±13.6 歳 歳 であった。

年 月までの 使用 膝（ ＋群）と 年 月以降

の 非使用 膝（ －群）の 群に分類した。術前に全例下

肢静脈エコーを施行し 陰性を確認した。 は、全身麻酔

と大腿神経・脛骨神経ブロック下に、ハムストリング腱を用い

て一重束で再建した。ドレーンは術後 時間留置した。 予

防として薬物による予防は行わず、術後より弾性包帯装着と間

欠的空気圧迫法を施行した。術後 週で下肢静脈エコーを実施

し、 群間における の発生率と関連する因子を比較検討し

た。

【結果】 の発生率は ＋群で 膝 、 －群で 膝

であり、有意に －群で低値であった 。平均手術時

間は ＋群 80.8±18.7 分、 －群 78.5±15.1 分で 群間に有

意差はなく 、平均総出血量は ＋群201.9±76.9ml、

－群 155.9±60.4ml と有意に －群で低値であった

。臨床経過と採血項目で２群間に有意差は無かった。

【考察】 非使用により 再建術後の 発生率は有意に低

く、手術時間に差は無いものの、総出血量が有意に減少してい

た。 使用は 再建術後 発生の危険因子であり、術野の

確保に問題が無ければ、 非使用下の 再建術が望ましいと

考えられた。

医学（臨床研究）

先天性 延長症候群患者における 時間の日内・週内・季節

変動の検討

相澤義泰

国際医療福祉大学成田病院

【目的】心臓突然死を来す循環器疾患のうち、器質的には異常

を認めないが致死的不整脈を来す疾患群が存在する。代表的な

ブルガダ症候群は若年性突然死の原因となり、特に働き盛りの

男性に発症する。約 ％にイオンチャネル蛋白の責任遺伝子異

常を認めるが未解明な点も多い。ブルガダ症候群の不整脈は夜

間睡眠中に起きることが知られているが、 延長症候群におけ

る不整脈の概日リズムのメカニズムの詳細は未解明である。遺

伝性不整脈患者における心イベントの日内・週内・季節変動を

明らかにする。

【方法】これまでに集積した遺伝性不整脈（ブルガダ症候群、

早期再分極症候群、 延長症候群）症例において、遺伝子型お

よび年齢・性別により心イベントの日内変動、週内変動および

季節変動パターンに差異がみられるかを調査する。

【結果】ブルガダ症候群患者において、単回の不整脈と複数回

の不整脈出現（電気的ストーム）の分布は異なっていた。電気

的ストームは夜間に多く、土曜日をピークとし、冬と春により

多く出現していた。一方、単回の心イベントは月曜日に多く、

季節変動が小さかった。

【考察】ブルガダ症候群における心イベントの日内・週内・季

節変動は交感神経・副交感神経、血中カテコラミンなどにより

影響を受けていると考えられている。またヒトの概日リズムは

視交叉上核が時計中枢となり、時計遺伝子（

）が調節に関わっていることが知られている。遺伝性不整

脈の不整脈出現の概日リズムに、何らかの心筋イオンチャネル

の遺伝子異常が関与し、発生機序に関与する可能性がある。

【結論】ブルガダ症候群で発生する電気的ストームは日内・週

内・季節変動することを初めて一連の患者で報告した。概日リ

ズムに関する遺伝子発現の研究により、遺伝性不整脈における

致死的不整脈の発生機序を明らかにすることを目的として本

研究を継続する。

医学（臨床研究）

ビッグデータを用いた、動脈硬化症の残余リスク抑制のための

大規模コホート研究

柴信行

国際医療福祉大学病院循環器センター

【背景と目的】心血管リスクや疾患構成は地域、人種などによ

って大きく異なる。このため、日本人の医学研究においては我

が国の国民を対象にした研究が必要である。超高齢社会を迎え

て動脈硬化性疾患の有病率が著明に増加している。従来の心血

管疾患リスクの診療では、動脈硬化性疾患死亡の 割しか抑制

出来ないことが明らかになり、残余リスク解明と治療が重要視

されている。残余リスクと考えられる種々の因子と動脈硬化性

疾患・加齢性疾患の関連に焦点をあてる。

【方法】５つの住民健診事業団と協力して 年から 年

までに受診した約 万人のデータを解析する。当院受診症例

の実地診療の結果と併せて、動脈硬化リスクと臨床の実態を考

察する。得られた知見をもとに行われた市民啓発活動の一部を

紹介する。

【結果】①従来の右室中隔ペーシング治療と比較した 束ペ

ーシング治療の現状 ②左房 術後に を生

じた一例 ③A case of DVT that use of the m

④Difference of

Types of Atrial Fibrillation ⑤Prophylactic Treatment with 

minal Aortic Aneurysm Surgery  ⑥片腎摘出後

の難治性高血圧および心不全に対し経皮的腎動脈形成術が有

効であった一例⑦Insufficient R

Coronary Revascularization ⑧市民公開講座： 疑似体験～

認知症の人の視点を体験～「認知症を自分ごととして考えるき

っかけに」⑨市民公開講座 突然死撲滅キャンペーン「心疾患

を予防して突然死を予防しよう」

【結論】心血管疾患撲滅のためには、リアルな住民データの解

析を十分に行い質の高い臨床を展開することに加えて、一般住

民に対する啓発活動が重要である。
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医学（臨床研究）

環境ストレスによる内皮機能障害の検討

市来智子 稲見茂信 山田健太 河村朗夫

国際医療福祉大学医学部循環器内科

【背景及び目的】心疾患において血管内皮機能の障害は動脈硬

化の進展を起こし、将来の心血管イベントの発生と関係してい

るが、環境因子との関連を検討した研究は少ない。心疾患のな

かでも心不全患者はわが国の高齢化とともに増加の一途を辿

り、現在の医療技術をもってしても 年生存率 ％と予後不良

である。心臓由来ホルモンである利尿ペプチドは心不全の最も

有用なバイオマーカーであるだけでなく、血管への炎症やレニ

ン・アンジオテンシン系に拮抗する作用が期待でき、利尿効果

だけでなく臓器保護作用も期待されている。我々は心不全にお

いて気温などの外的要因と心腎・血管障害との関連が重要では

ないかと仮定し、外来通院中の慢性心不全患者と気温と腎機

能・血管内皮機能との比較検討を行った。

【方法】心不全の経過に関する前向き研究では、血管内皮機能

測定を含め症例の募集・データ収集を行っている。後ろ向き研

究として、 年 月から 年 月までの２年間に当科通

院し経過の安定している慢性心不全患者 名（男性 名、

年齢（中央値） 歳）を対象に通院時の外気温、心不全マーカ

としての と腎機能指標として から算出される を

収集した。外気温（最高気温、最低気温、平均気温）は気象庁

データベースより、塩谷病院と最も近い栃木県塩谷の観測地点

のものを使用した。気温差は観測日の最高気温と最低気温の差

を用いた。

【結果】対象は左室収縮能の保たれた、心房細動及び弁膜症を

有する患者が中心であった。 は気温差と弱い正の相関があ

り、 は気温・気温差と強い負の相関を認めた。 の中

央値にて 群に分けて検討を行ったところ、腎機能不良群にお

いては気温差での増悪と共に気温が下がるほど有意に は上

昇していた。追跡期間中（中央値 日）、患者死亡は認めな

かった。腎機能不良群において腎機能良好群と比べ心不全入院

は有意差が出なかったが、内服追加は行われる傾向にあった。

【結語】心不全において気温と腎機能は重要なファクターであ

り、気温差が大きくなる時期や、腎機能障害合併患者では冬季

にも心不全が増悪する可能性が示唆され、心不全の外来診療に

おいて注意を要すると考えられた。

医学（臨床研究）

特発性間質性肺炎における抗アミノアシル合成酵素抗体関連

肺症候群の頻度に関するパイロット研究

井上寧 上田竜大 望月太一

国際医療福祉大学三田病院呼吸器センター

【目的】特発性間質性肺炎（以下 ）は、原因不明かつ進行

性の極めて予後不良な疾患である。 年 月に「 診断と

治療の手引き」が改定され、治療方法のない時代から抗線維化

薬（ピルフェニドン、オフェブ）を一部症例に限っては推奨す

る時代へ診断・治療のパラダイムシフトが起ころうとしている。

ただしその一方で適応症例を臨床的に選別する過程は、画一化

されておらず、また保険医療で承認されている以外の検査が実

際には必要となる。それらのうち、我々は以前より抗アミノア

シル合成酵素抗体 以下抗 抗体 関連肺症候群に注目してお

り、 とは明らかに治療方法、治療反応性も異なることが知

られている。最近研究目的ではあるが、検査会社受託により抗

抗体のうち出現頻度の高い 種類 、 、 、

、 の測定が可能となった。そこで、今回パイロット研究

として 年間で 連続症例の抗 抗体陽性率を明らかにし

たい。

【方法】外来及び入院患者で、 が疑われる患者にで、明ら

か原因疾患がある二次性間質性肺炎を除き、除外診断を十分行

なったのちに、原因が不明であると診断された間質性肺炎症例

で、かつ書面による同意、納得が得られた連続２０症例に対し、

治療開始前の保存血清で、抗 抗体（ ）

を測定する。判明した５種類の抗 抗体陽性率および筋炎関

連抗体陽性率を明らかにする。

【結果】倫理委員会の承認を経て、今年度 年 月より

年 月までの期間に 症例の登録がなされ、そのうち 症例

（ ％）が自己抗体陽性であり、抗 抗体が 例、その他の

筋炎自己抗体が 例、強皮症関連抗体が 例（重複あり）で陽

性であった。

【考察】 における抗 抗体陽性率を調べた研究報告は現

在まで認められない。 年に我々が報告した９例の報告（日

呼吸会誌 ）以外はいずれも数例の症

例報告に留まっている。一方で、抗 抗体自体は筋炎の自己

抗体として発見され、測定方法が開発されたが、近年、抗体陽

性者では筋炎発症率よりも間質性肺疾患発症頻度が高いと言

われている。治療方法も異なり、早期に発見すれば抗 抗体

陽性間質性肺疾患は従来のステロイド＋免疫抑制剤による治

療反応性が比較的よく、予後も良好であることが経験されてお

り、抗線維化治療前にきちんと除外診断をすることが必須であ

ると考えられた。

【結論】 を疑った症例の多くに自己抗体が認められ、中で

も抗 抗体は ％に認められた。治療や経過が異なる可能性

があり 診断に抗 抗体を測定することは極めて重要であ

ると考えられた。

医学（臨床研究）

変形性足関節症の装具療法の治療成績

―SAFE による手術療法との比較検討―

関広幸 須田康文

国際医療福祉大学三田病院整形外科

国際医療福祉大学塩谷病院

【目的】変形性足関節症の保存療法では、装具療法が主に行わ

れるが、その効果について検討した報告は少ない。変形性足関

節症に対する装具療法の成績を、足部足関節評価質問票

を用いて、手術療法の成績と比較検討した。

【方法】本研究は後ろ向き観察研究である。対象は変形性足関

節症と診断され治療介入前と治療介入後６ヶ月以降に

による評価が可能であった 名（装具療法群（ 群）： 名、

手術療法群（ 群）： 名）である。 群では軟性足関節固定装

具もしくは外側 型の足底挿板による装具療法が行われた。

群では関節固定術・低位脛骨骨切り術・鏡視下滑膜切除術・

人工関節置換術のいずれかが行われた。 の各項目（スポ

ーツ関連を除く）について治療介入前後の比較を 検

定で行った。治療介入前後の各項目の２郡間比較を、

の 検定を行った。有意水準 未満を有意差

ありとした。

【結果】 郡では治療介入前後で有意な変化は見られなかった

（治療介入前 介入後（中央値）：痛み・痛み関連 、

身体機能・日常生活の状態 、社会生活機能 、

靴・靴関連 、全体的健康感 ）。 群では、全項

目において有意に改善した（痛み・痛み 、身

体機能・日常生活の状態 、社会生活機能

、靴・靴関連 、全体的健

康感 ）。治療介入前の２郡間比較では、靴・

靴関連を除く全ての項目で有意に 郡が高かった。治療介入後

の 郡間比較では、全ての項目で有意差を認めなかった。

【結論】変形性足関節症に対する軟性足関節装具や外側

型の足底挿板による装具療法で有効な治療効果は確認できな

かった。制動効果の高い装具や病態に応じた装具を今後検討す

るべきであると考える。

医学（臨床研究）

網膜硝子体界面病変の疾患感受性遺伝子の同定（継続）

森圭介

国際医療福祉大学病院眼科

特性黄斑円孔（ ）は、中心窩網膜が硝子体の牽引により破

壊・欠損してしまう疾患である。見ようとする中心が見えなく

なってしまうため、患者の を著しく低下させる。本邦で唯

一認められている治療法は硝子体手術で、それにより円孔を閉

鎖することはできるが、視力の改善は得られにくく、特に発症

後時間が経過したものの視力予後は不良である。 半世紀以上

もの間、この 発症機序は硝子体皮質の収縮による接線方向

の牽引で生じると考えられてきた。一方、研究代表者らは詳細

な臨床的観察によりこの定説を覆し、 の硝子体皮質は収縮し

ているのではなく、緩んで皺壁を形成し、眼球運動により変形

することを証明した（

）。これらのことから、 では今まで考えら

れてきたような硝子体側ではなく、網膜に病変の首座があるこ

とが強く疑われる。正常 の進行過程において、網膜側の病

因、例えば、①後部硝子体と網膜内層の強い接着力、②網膜の

脆弱性（特に 等のグリア支持組織の脆弱性）などが作

業仮説として成立する。臨床的には既に教科書を書き換える内

容の知見が得られているが、さらに の疾患感受性遺伝子や

分子生物学的機序が特定できれば、疾患概念が大きく変わるの

は言うまでもない。さらに、当該研究により に対する分子

創薬や個別化医療への新しい道が開かれる可能性がある。また、

後部硝子体剥離の初期段階に が欧米では使用され

ているが、原因遺伝子が特定できれば、この領域の個別化医療

が確立可能となる。

研究代表者は、約 年前に第一発起人として全国の 施設

とともに、黄斑疾患個別化医療研究会を立ち上げ、その研究成

果は に第一報が報告された。またこの研究

会から国際共同研究に発展し、その成果は や

などに多数採択された。これら一連の

研究のテーマは加齢黄斑変性であったが、 は加齢黄斑変性と

同じ黄斑疾患であり、黄斑疾患個別化医療研究会の目的に合致

する。現在、これらの施設とともに、当該研究のためのサンプ

ル収集と 抽出を行っている。
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医学（臨床研究）

環境ストレスによる内皮機能障害の検討

市来智子 稲見茂信 山田健太 河村朗夫

国際医療福祉大学医学部循環器内科

【背景及び目的】心疾患において血管内皮機能の障害は動脈硬

化の進展を起こし、将来の心血管イベントの発生と関係してい

るが、環境因子との関連を検討した研究は少ない。心疾患のな

かでも心不全患者はわが国の高齢化とともに増加の一途を辿

り、現在の医療技術をもってしても 年生存率 ％と予後不良

である。心臓由来ホルモンである利尿ペプチドは心不全の最も

有用なバイオマーカーであるだけでなく、血管への炎症やレニ

ン・アンジオテンシン系に拮抗する作用が期待でき、利尿効果

だけでなく臓器保護作用も期待されている。我々は心不全にお

いて気温などの外的要因と心腎・血管障害との関連が重要では

ないかと仮定し、外来通院中の慢性心不全患者と気温と腎機

能・血管内皮機能との比較検討を行った。

【方法】心不全の経過に関する前向き研究では、血管内皮機能

測定を含め症例の募集・データ収集を行っている。後ろ向き研

究として、 年 月から 年 月までの２年間に当科通

院し経過の安定している慢性心不全患者 名（男性 名、

年齢（中央値） 歳）を対象に通院時の外気温、心不全マーカ

としての と腎機能指標として から算出される を

収集した。外気温（最高気温、最低気温、平均気温）は気象庁

データベースより、塩谷病院と最も近い栃木県塩谷の観測地点

のものを使用した。気温差は観測日の最高気温と最低気温の差

を用いた。

【結果】対象は左室収縮能の保たれた、心房細動及び弁膜症を

有する患者が中心であった。 は気温差と弱い正の相関があ

り、 は気温・気温差と強い負の相関を認めた。 の中

央値にて 群に分けて検討を行ったところ、腎機能不良群にお

いては気温差での増悪と共に気温が下がるほど有意に は上

昇していた。追跡期間中（中央値 日）、患者死亡は認めな

かった。腎機能不良群において腎機能良好群と比べ心不全入院

は有意差が出なかったが、内服追加は行われる傾向にあった。

【結語】心不全において気温と腎機能は重要なファクターであ

り、気温差が大きくなる時期や、腎機能障害合併患者では冬季

にも心不全が増悪する可能性が示唆され、心不全の外来診療に

おいて注意を要すると考えられた。

医学（臨床研究）

特発性間質性肺炎における抗アミノアシル合成酵素抗体関連

肺症候群の頻度に関するパイロット研究

井上寧 上田竜大 望月太一

国際医療福祉大学三田病院呼吸器センター

【目的】特発性間質性肺炎（以下 ）は、原因不明かつ進行

性の極めて予後不良な疾患である。 年 月に「 診断と

治療の手引き」が改定され、治療方法のない時代から抗線維化

薬（ピルフェニドン、オフェブ）を一部症例に限っては推奨す

る時代へ診断・治療のパラダイムシフトが起ころうとしている。

ただしその一方で適応症例を臨床的に選別する過程は、画一化

されておらず、また保険医療で承認されている以外の検査が実

際には必要となる。それらのうち、我々は以前より抗アミノア

シル合成酵素抗体 以下抗 抗体 関連肺症候群に注目してお

り、 とは明らかに治療方法、治療反応性も異なることが知

られている。最近研究目的ではあるが、検査会社受託により抗

抗体のうち出現頻度の高い 種類 、 、 、

、 の測定が可能となった。そこで、今回パイロット研究

として 年間で 連続症例の抗 抗体陽性率を明らかにし

たい。

【方法】外来及び入院患者で、 が疑われる患者にで、明ら

か原因疾患がある二次性間質性肺炎を除き、除外診断を十分行

なったのちに、原因が不明であると診断された間質性肺炎症例

で、かつ書面による同意、納得が得られた連続２０症例に対し、

治療開始前の保存血清で、抗 抗体（ ）

を測定する。判明した５種類の抗 抗体陽性率および筋炎関

連抗体陽性率を明らかにする。

【結果】倫理委員会の承認を経て、今年度 年 月より

年 月までの期間に 症例の登録がなされ、そのうち 症例

（ ％）が自己抗体陽性であり、抗 抗体が 例、その他の

筋炎自己抗体が 例、強皮症関連抗体が 例（重複あり）で陽

性であった。

【考察】 における抗 抗体陽性率を調べた研究報告は現

在まで認められない。 年に我々が報告した９例の報告（日

呼吸会誌 ）以外はいずれも数例の症

例報告に留まっている。一方で、抗 抗体自体は筋炎の自己

抗体として発見され、測定方法が開発されたが、近年、抗体陽

性者では筋炎発症率よりも間質性肺疾患発症頻度が高いと言

われている。治療方法も異なり、早期に発見すれば抗 抗体

陽性間質性肺疾患は従来のステロイド＋免疫抑制剤による治

療反応性が比較的よく、予後も良好であることが経験されてお

り、抗線維化治療前にきちんと除外診断をすることが必須であ

ると考えられた。

【結論】 を疑った症例の多くに自己抗体が認められ、中で

も抗 抗体は ％に認められた。治療や経過が異なる可能性

があり 診断に抗 抗体を測定することは極めて重要であ

ると考えられた。

医学（臨床研究）

変形性足関節症の装具療法の治療成績

―SAFE による手術療法との比較検討―

関広幸 須田康文

国際医療福祉大学三田病院整形外科

国際医療福祉大学塩谷病院

【目的】変形性足関節症の保存療法では、装具療法が主に行わ

れるが、その効果について検討した報告は少ない。変形性足関

節症に対する装具療法の成績を、足部足関節評価質問票

を用いて、手術療法の成績と比較検討した。

【方法】本研究は後ろ向き観察研究である。対象は変形性足関

節症と診断され治療介入前と治療介入後６ヶ月以降に

による評価が可能であった 名（装具療法群（ 群）： 名、

手術療法群（ 群）： 名）である。 群では軟性足関節固定装

具もしくは外側 型の足底挿板による装具療法が行われた。

群では関節固定術・低位脛骨骨切り術・鏡視下滑膜切除術・

人工関節置換術のいずれかが行われた。 の各項目（スポ

ーツ関連を除く）について治療介入前後の比較を 検

定で行った。治療介入前後の各項目の２郡間比較を、

の 検定を行った。有意水準 未満を有意差

ありとした。

【結果】 郡では治療介入前後で有意な変化は見られなかった

（治療介入前 介入後（中央値）：痛み・痛み関連 、

身体機能・日常生活の状態 、社会生活機能 、

靴・靴関連 、全体的健康感 ）。 群では、全項

目において有意に改善した（痛み・痛み 、身

体機能・日常生活の状態 、社会生活機能

、靴・靴関連 、全体的健

康感 ）。治療介入前の２郡間比較では、靴・

靴関連を除く全ての項目で有意に 郡が高かった。治療介入後

の 郡間比較では、全ての項目で有意差を認めなかった。

【結論】変形性足関節症に対する軟性足関節装具や外側

型の足底挿板による装具療法で有効な治療効果は確認できな

かった。制動効果の高い装具や病態に応じた装具を今後検討す

るべきであると考える。

医学（臨床研究）

網膜硝子体界面病変の疾患感受性遺伝子の同定（継続）

森圭介

国際医療福祉大学病院眼科

特性黄斑円孔（ ）は、中心窩網膜が硝子体の牽引により破

壊・欠損してしまう疾患である。見ようとする中心が見えなく

なってしまうため、患者の を著しく低下させる。本邦で唯

一認められている治療法は硝子体手術で、それにより円孔を閉

鎖することはできるが、視力の改善は得られにくく、特に発症

後時間が経過したものの視力予後は不良である。 半世紀以上

もの間、この 発症機序は硝子体皮質の収縮による接線方向

の牽引で生じると考えられてきた。一方、研究代表者らは詳細

な臨床的観察によりこの定説を覆し、 の硝子体皮質は収縮し

ているのではなく、緩んで皺壁を形成し、眼球運動により変形

することを証明した（

）。これらのことから、 では今まで考えら

れてきたような硝子体側ではなく、網膜に病変の首座があるこ

とが強く疑われる。正常 の進行過程において、網膜側の病

因、例えば、①後部硝子体と網膜内層の強い接着力、②網膜の

脆弱性（特に 等のグリア支持組織の脆弱性）などが作

業仮説として成立する。臨床的には既に教科書を書き換える内

容の知見が得られているが、さらに の疾患感受性遺伝子や

分子生物学的機序が特定できれば、疾患概念が大きく変わるの

は言うまでもない。さらに、当該研究により に対する分子

創薬や個別化医療への新しい道が開かれる可能性がある。また、

後部硝子体剥離の初期段階に が欧米では使用され

ているが、原因遺伝子が特定できれば、この領域の個別化医療

が確立可能となる。

研究代表者は、約 年前に第一発起人として全国の 施設

とともに、黄斑疾患個別化医療研究会を立ち上げ、その研究成

果は に第一報が報告された。またこの研究

会から国際共同研究に発展し、その成果は や

などに多数採択された。これら一連の

研究のテーマは加齢黄斑変性であったが、 は加齢黄斑変性と

同じ黄斑疾患であり、黄斑疾患個別化医療研究会の目的に合致

する。現在、これらの施設とともに、当該研究のためのサンプ

ル収集と 抽出を行っている。
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医学（臨床研究）

の 剤を使用している 患者

群の検討 （ ） 発売後）

望月太一

国際医療福祉大学医学部呼吸器内科

【背景】日本では、 で現在注目されているトピックは、吸

入コルチコステロイド（ ）、長時間作用型 β2 アゴニスト

（ ）、長時間作用型ムスカリンアンタゴニスト（ ）の

つの「固定トリプル」の組み合わせの吸入器が の患者が

利用できるようになった。しかし、それらの効果を直接比較す

るレポートが不足している。

【目的】 患者、 患者、 患者に対し、 種類の固定ト

リプル 製剤（ブデソニド ホルモテロール

グリコピロレート）と（フルチカゾン ビランテロール ウメク

リジニウム）の吸入の有効性を比較した。

【方法】 の の 剤を使用してい

る安定期 患者群 患者群 患者群 例を対象とし

た。

年 月 日から 年 月 日の か月、後ろ向きに、

電子カルテにて調査した。

週間の治療後の変化を臨床転帰で比較した。呼吸機能（ 、

、 ）、呼吸困難スコア（ ）の変化、喘息コントロ

ールテスト の変化、増悪の回数の変化を評価した。

【結果】 製剤に変更後、 群で変更による増悪の

割合が高めであった。

群 群での の変化の改善はビレーズトリ®群、テ

リルジー®群いずれも統計学的有意差があった。

他検査データに統計学的な有意差はなかった。

【考察】今後 種類の 種類の移行に関して、症

例を蓄積し患者背景 デバイス嗜好性も考慮した選択を行う

必要性がある。

医学（臨床研究）

集中治療における呼吸ー循環連関予測プログラム開発と人工

呼吸適正化に向けた基盤研究

倉橋清泰

国際医療福祉大学医学部麻酔集中治療医学

【目的】集中治療を要する患者は酸素化を保つためあるいは必

要な換気がなされるために高率に人工換気を必要とする。適正

な人工呼吸設定を誤ると、肺は元より他の臓器障害も増幅され

る。この「適正な人工呼吸器設定」は集中治療専門医など経験

のある医師が様々なバイタルサインの変化を見ながら調節し

ているが、その「経験」に頼る部分を数値化／可視化し、修練

医や集中治療専門看護師なども同様に適正な人工呼吸設定を

行うことができる方法を検討した。人工呼吸中の患者では高率

に無気肺を生じ、これがさらなる肺障害の原因になる。最近出

された急性呼吸窮迫症候群（ ）に対するガイドラインでも、

呼気終末陽圧（ 及び肺胞リクルートメント手技（ ＝気

道内に高い圧をかけて虚脱している肺胞を拡張させる手技）の

必要性が明記されている。一方、これらにより胸腔内圧が上昇

し静脈還流が減少するため、循環が不安定になる 血圧の低下

や不整脈の発生など）懸念がある。そこで本研究では を

徐々に上げてゆき、その際の血圧の変化を元に、患者毎の呼吸

器設定の指標を示す。

【方法】循環のパラメターは、当院で用いられている生体モニ

ター（ 日本光電）から観血的動脈圧、中心静脈圧、脈

拍、経皮酸素飽和度（ ）などを取り出し、記録する。人工

呼吸器（ ）からは、設定の項目（換気モード、

換気量、呼吸数、呼気終末陽圧など）及び実測される値（呼吸

数、気道内圧、吸気 呼気流量など）を取り出し、記録する。

これらの変化を時系列で並べ、それぞれの手技や設定変更が、

循環のパラメターにどの様に影響するかを示し、それらのデー

タから初期変化の程度や変化率によるその後の変化の予測式

を構築する。

【結果】期間中当院 で人工呼吸を受ける患者が少なく、ま

た同意取得率が低かったことから十分な解析はできなかった。

さらに 月からは の蔓延に伴い研究協力者との往来

ができず、実質データを取得することができなかった。限られ

た数のデータであるが の設定値と実測値はよく一致して

いた。収縮期血圧が前値から 以上低下する の値は、患

者毎、血管作動薬の使用状況により異なる。

【考察】血圧の低下の度合いは一定ではないため、これらの限

られたデータでは と血圧の関係を結論づけることはでき

ない。今後症例を重ね、解析を加えたい。

医学（臨床研究）

静脈血栓塞栓症に対する血栓溶解療法と 単独療法の比較

検討

村上厚文 高澤一平 洞口哲 加藤盛人

国際医療福祉大学病院循環器センター血管外科

国際医療福祉大学病院血管外科

【はじめに】 の薬物療法として

治療が従来治療と同等であ

る こ と が 報 告 さ れ た 。 し か し

と 単独療法の直接比較報告はなく、検

討を行った。

【対象と方法】急性 症例で、 年の 症例 例

を 群 年齢 歳、男性 名 、 年 月までに

の単独療法のみ行った 例 年齢 歳、男性 名 を 群

とした。 群は な 例にカ

テーテル的血栓溶解、破砕、吸引を行った。

は先進部別に下大静脈 例、腸骨静脈

例、大腿静脈 例の 例で を施行した。 群は、 例と

は 例、腸骨静脈 例、大腿静脈 例、膝窩、腓腹部

静脈 例（ と合併あり）で、診断後ただちに全例リバーロキ

サバン 日間の強化療法と維持療法

を施行した。 ダイマー推移、 にて前（発症時）、 か月

の血栓の状態を評価した。

【結果】 群は術中 万単位のウロキナーゼ 、術後

万単位の 投与 日間 と持続ヘパリン 万単位

日、 （ワーファリン）程度にコントロールした。

例 破損例を認めたが、生命予後に影響した合併

症を認めなかった。 ダイマー(μg/ml)は、前、 か月で

16.44±9.5,0.98±0.81,0.33±0.33,0.27±0.32 であった。

上 か月ではあまり溶解されていなかったが、か月では激減、

か月ではほぼ消失となっていた。 群は大出血などの合併症

は な く 、 ダ イ マ ー (μg/ml) は 、 前 、 か 月 で

15.30±14.64,2.34±2.25,0.59±0.67,0.36±0.11 で、 群と

いずれの時期も有意差を認めなかった。 上の変化も 群と類

似し、 か月の間に血栓量は著減していた。

【まとめ】リバーロキサバンによる 週間強化療法および維持

療法は、 療法に匹敵する治療効果があると考えられた。

医学（臨床研究）

血液疾患バンキングシステムの構築

小林幸夫 畠清彦 中世古知昭 辻省次

野本順子

国際医療福祉大学三田病院

国際医療福祉大学成田病院

国際医療福祉大学ゲノム医学研究所

【目的】国際医療福祉大学でのゲノム医療の実装を計る。今後、

公的研究費獲得が行えるように実績を積み重ねる。造血組織で

ある末梢血では、正常コントロールとして不十分なことがわか

ってきているので、頬粘膜あるいは、唾液検体を新たに採りな

おし、腫瘍組織、造血組織、正常コントロール組織の 点セッ

トで集積し、高齢者で多いクローン性の造血を想定したゲノム

解析を行う。今年度は、成田病院からの検体も加える。

【方法】近年になり、加齢、高齢化とともに多くの骨髄性腫瘍

関連のゲノム異常が骨髄・末梢血に生じていることがわかって

き た 。 ク ロ ー ン 性 の 造 血

と呼ばれ、その遺伝子異常は

骨髄だけでなく末梢血に検出される。腫瘍組織はかならず浸潤

血管、血球、浸潤リンパ球を伴っているので、腫瘍細胞のゲノ

ムシーケンスでは、遺伝子異常として紛れ込んでしまう。今回

のバンキングシステムでは、より、変異が少なく、加齢の影響

を受けにくい頬粘膜細胞を真の正常コントロール組織として

合わせて 点セットとして保存する。

【結果】腫瘍のターゲットシーケンスの結果 で広く認め

られる遺伝子変異がコールされることがあることは、末梢血を

コントロールとすると見つからない。がん研究センター中央病

院と共同で行った脳原発で脳外浸潤を示した の症例６例

ターゲットシーケンスを行ったところ、 が

脳外浸潤に伴い付加的に加わった他、全例の腫瘍で

変異と 遺伝子変異と、一部の症例で 変異

を認め、さらに末梢血で のいわ

ゆる 変異を認めた。なお、これらの６例は脳原発

としては年齢が高いことが特徴であった。

【結論】 を有する腫瘍周辺環境浸潤細胞との関連で病態が

決定される可能性があり、 のあるなしは病態、治療方法を

決定することに重要な因子である。血液疾患では末梢血ではな

く、真のコントロール細胞を保管していく必要がある。
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医学（臨床研究）

の 剤を使用している 患者

群の検討 （ ） 発売後）

望月太一

国際医療福祉大学医学部呼吸器内科

【背景】日本では、 で現在注目されているトピックは、吸

入コルチコステロイド（ ）、長時間作用型 β2 アゴニスト

（ ）、長時間作用型ムスカリンアンタゴニスト（ ）の

つの「固定トリプル」の組み合わせの吸入器が の患者が

利用できるようになった。しかし、それらの効果を直接比較す

るレポートが不足している。

【目的】 患者、 患者、 患者に対し、 種類の固定ト

リプル 製剤（ブデソニド ホルモテロール

グリコピロレート）と（フルチカゾン ビランテロール ウメク

リジニウム）の吸入の有効性を比較した。

【方法】 の の 剤を使用してい

る安定期 患者群 患者群 患者群 例を対象とし

た。

年 月 日から 年 月 日の か月、後ろ向きに、

電子カルテにて調査した。

週間の治療後の変化を臨床転帰で比較した。呼吸機能（ 、

、 ）、呼吸困難スコア（ ）の変化、喘息コントロ

ールテスト の変化、増悪の回数の変化を評価した。

【結果】 製剤に変更後、 群で変更による増悪の

割合が高めであった。

群 群での の変化の改善はビレーズトリ®群、テ

リルジー®群いずれも統計学的有意差があった。

他検査データに統計学的な有意差はなかった。

【考察】今後 種類の 種類の移行に関して、症

例を蓄積し患者背景 デバイス嗜好性も考慮した選択を行う

必要性がある。

医学（臨床研究）

集中治療における呼吸ー循環連関予測プログラム開発と人工

呼吸適正化に向けた基盤研究

倉橋清泰

国際医療福祉大学医学部麻酔集中治療医学

【目的】集中治療を要する患者は酸素化を保つためあるいは必

要な換気がなされるために高率に人工換気を必要とする。適正

な人工呼吸設定を誤ると、肺は元より他の臓器障害も増幅され

る。この「適正な人工呼吸器設定」は集中治療専門医など経験

のある医師が様々なバイタルサインの変化を見ながら調節し

ているが、その「経験」に頼る部分を数値化／可視化し、修練

医や集中治療専門看護師なども同様に適正な人工呼吸設定を

行うことができる方法を検討した。人工呼吸中の患者では高率

に無気肺を生じ、これがさらなる肺障害の原因になる。最近出

された急性呼吸窮迫症候群（ ）に対するガイドラインでも、

呼気終末陽圧（ 及び肺胞リクルートメント手技（ ＝気

道内に高い圧をかけて虚脱している肺胞を拡張させる手技）の

必要性が明記されている。一方、これらにより胸腔内圧が上昇

し静脈還流が減少するため、循環が不安定になる 血圧の低下

や不整脈の発生など）懸念がある。そこで本研究では を

徐々に上げてゆき、その際の血圧の変化を元に、患者毎の呼吸

器設定の指標を示す。

【方法】循環のパラメターは、当院で用いられている生体モニ

ター（ 日本光電）から観血的動脈圧、中心静脈圧、脈

拍、経皮酸素飽和度（ ）などを取り出し、記録する。人工

呼吸器（ ）からは、設定の項目（換気モード、

換気量、呼吸数、呼気終末陽圧など）及び実測される値（呼吸

数、気道内圧、吸気 呼気流量など）を取り出し、記録する。

これらの変化を時系列で並べ、それぞれの手技や設定変更が、

循環のパラメターにどの様に影響するかを示し、それらのデー

タから初期変化の程度や変化率によるその後の変化の予測式

を構築する。

【結果】期間中当院 で人工呼吸を受ける患者が少なく、ま

た同意取得率が低かったことから十分な解析はできなかった。

さらに 月からは の蔓延に伴い研究協力者との往来

ができず、実質データを取得することができなかった。限られ

た数のデータであるが の設定値と実測値はよく一致して

いた。収縮期血圧が前値から 以上低下する の値は、患

者毎、血管作動薬の使用状況により異なる。

【考察】血圧の低下の度合いは一定ではないため、これらの限

られたデータでは と血圧の関係を結論づけることはでき

ない。今後症例を重ね、解析を加えたい。

医学（臨床研究）

静脈血栓塞栓症に対する血栓溶解療法と 単独療法の比較

検討

村上厚文 高澤一平 洞口哲 加藤盛人

国際医療福祉大学病院循環器センター血管外科

国際医療福祉大学病院血管外科

【はじめに】 の薬物療法として

治療が従来治療と同等であ

る こ と が 報 告 さ れ た 。 し か し

と 単独療法の直接比較報告はなく、検

討を行った。

【対象と方法】急性 症例で、 年の 症例 例

を 群 年齢 歳、男性 名 、 年 月までに

の単独療法のみ行った 例 年齢 歳、男性 名 を 群

とした。 群は な 例にカ

テーテル的血栓溶解、破砕、吸引を行った。

は先進部別に下大静脈 例、腸骨静脈

例、大腿静脈 例の 例で を施行した。 群は、 例と

は 例、腸骨静脈 例、大腿静脈 例、膝窩、腓腹部

静脈 例（ と合併あり）で、診断後ただちに全例リバーロキ

サバン 日間の強化療法と維持療法

を施行した。 ダイマー推移、 にて前（発症時）、 か月

の血栓の状態を評価した。

【結果】 群は術中 万単位のウロキナーゼ 、術後

万単位の 投与 日間 と持続ヘパリン 万単位

日、 （ワーファリン）程度にコントロールした。

例 破損例を認めたが、生命予後に影響した合併

症を認めなかった。 ダイマー(μg/ml)は、前、 か月で

16.44±9.5,0.98±0.81,0.33±0.33,0.27±0.32 であった。

上 か月ではあまり溶解されていなかったが、か月では激減、

か月ではほぼ消失となっていた。 群は大出血などの合併症

は な く 、 ダ イ マ ー (μg/ml) は 、 前 、 か 月 で

15.30±14.64,2.34±2.25,0.59±0.67,0.36±0.11 で、 群と

いずれの時期も有意差を認めなかった。 上の変化も 群と類

似し、 か月の間に血栓量は著減していた。

【まとめ】リバーロキサバンによる 週間強化療法および維持

療法は、 療法に匹敵する治療効果があると考えられた。

医学（臨床研究）

血液疾患バンキングシステムの構築

小林幸夫 畠清彦 中世古知昭 辻省次

野本順子

国際医療福祉大学三田病院

国際医療福祉大学成田病院

国際医療福祉大学ゲノム医学研究所

【目的】国際医療福祉大学でのゲノム医療の実装を計る。今後、

公的研究費獲得が行えるように実績を積み重ねる。造血組織で

ある末梢血では、正常コントロールとして不十分なことがわか

ってきているので、頬粘膜あるいは、唾液検体を新たに採りな

おし、腫瘍組織、造血組織、正常コントロール組織の 点セッ

トで集積し、高齢者で多いクローン性の造血を想定したゲノム

解析を行う。今年度は、成田病院からの検体も加える。

【方法】近年になり、加齢、高齢化とともに多くの骨髄性腫瘍

関連のゲノム異常が骨髄・末梢血に生じていることがわかって

き た 。 ク ロ ー ン 性 の 造 血

と呼ばれ、その遺伝子異常は

骨髄だけでなく末梢血に検出される。腫瘍組織はかならず浸潤

血管、血球、浸潤リンパ球を伴っているので、腫瘍細胞のゲノ

ムシーケンスでは、遺伝子異常として紛れ込んでしまう。今回

のバンキングシステムでは、より、変異が少なく、加齢の影響

を受けにくい頬粘膜細胞を真の正常コントロール組織として

合わせて 点セットとして保存する。

【結果】腫瘍のターゲットシーケンスの結果 で広く認め

られる遺伝子変異がコールされることがあることは、末梢血を

コントロールとすると見つからない。がん研究センター中央病

院と共同で行った脳原発で脳外浸潤を示した の症例６例

ターゲットシーケンスを行ったところ、 が

脳外浸潤に伴い付加的に加わった他、全例の腫瘍で

変異と 遺伝子変異と、一部の症例で 変異

を認め、さらに末梢血で のいわ

ゆる 変異を認めた。なお、これらの６例は脳原発

としては年齢が高いことが特徴であった。

【結論】 を有する腫瘍周辺環境浸潤細胞との関連で病態が

決定される可能性があり、 のあるなしは病態、治療方法を

決定することに重要な因子である。血液疾患では末梢血ではな

く、真のコントロール細胞を保管していく必要がある。
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医学（臨床研究）

呼吸器系生活習慣病およびそのストレスに関する包括的検討

梅田啓 宮川和也 持田淳美 岡田泰昌

窪田直人 門脇孝 石坂正大

国際医療福祉大学塩谷病院呼吸器内科

国際医療福祉大学薬学部薬学科

独立行政法人国立病院機構村山医療センター内科

東京大学内分泌代謝内科

5)MU Women’s and Children’s Hospital  

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

【目的】①我々は禁煙成功者の血管内皮機能改善のメディエー

ターとして酸化ストレスマーカー を報告した

。動脈硬化に関する新規メディエ

ーターとして酸化した 酸化

の関与につき検討することを目的とした。②閉塞型睡眠時無呼

吸症候群 に対する

治療

を行うと体重が増えるとされる。夜間の主病態である慢

性的な間欠的低酸素刺激 がストレ

ス源となる可能性あるいは酸素を不必要とする変化（エネルギ

ー保持機能）を起こす可能性につき動物実験で評価することを

目的とした。

【方法】①国際医療福祉大学塩谷病院禁煙外来を受診した成人

を対象とし 、バレニクリンによる禁煙治療

前と治療開始 ヶ月後に採血を行い、血清中酸化 濃度を

で測定し コレステロール 濃度と比較した。②

マウス（♂ 週齡）に 週間の （

と 交互、 秒サイクル、 時間 日）もしくは

と 交互、 秒サイクル、 時間 日 をかけ以後 週

間 とし自発運動量、高架式十字迷路

テスト、酸素・エネルギー消費量評価および脂肪細胞病理的評

価等を行った（各群 匹ずつ）。

【結果】①禁煙前後で血中酸化 濃度は有意差がないものの

減少傾向が認められた ± ±

。血中 濃度は有意に増加し ±

± 、 酸化 は有意に減少し

た ± ± 。② の

有無により自発運動量、高架式十字迷路テスト結果、酸素・エ

ネルギー消費量に有意差は認められなかった。しかし によ

って内蔵脂肪細胞が強度依存性に有意に増大する所見が認め

られた 。皮下脂肪の厚さや皮下脂肪細胞サイズ、内蔵

脂肪重量に有意差は認められなかった。

【考察】①有意差が認められなかったが、血中の酸化 濃度

変化からはバレニクリンを用いた禁煙により動脈硬化が改善

される（もしくは動脈硬化が予防される）方向性が示された。

② に で治療する時期におこる体重増加は、ス

トレス変化やエネルギー消費量低下を介さず、内蔵脂肪に直接

エネルギー保持がおこなわれるメカニズムが関与している可

能性があると考えられた。

【結論】①バレニクリンを用いた禁煙により、血中酸化 濃

度は統計学的に不変であった（第 回日本禁煙学会学術総会

に抄録投稿済）。② に伴うエネルギー保持機能として、エネ

ルギー消費量低下を介さない内蔵脂肪細胞への直接的メカニ

ズムがありうる（

でパブリッシュ済）。

医学（臨床研究）

説明可能性な心房細動自動診断 モデル

谷口浩久

国際医療福祉大学三田病院心臓血管センター

【背景】心房細動は臨床上重要な不整脈である。心房細動診断

の機械学習モデル関してこれまでにいくつか報告があるが、機

械学習モデルの結果を臨床医にとって容易に理解でき、診断で

きるような説明可能な機械学習モデルに関しての先行研究は

ない。

【方法】ホルター心電図の心電波形データを を用いて心房

細動の判定を行い、

を利用して心房細動の判断部位を可視化す

ることで説明可能な モデルを開発し、検討を行うこととし

た。

【結果】心電波形データは 年 月 日から 年 月

日までに記録され、 秒ごとに分割された合計 スロ

ットの診断情報が付与された波形データである。波形データは

循環器専門医により診断され、 モデルの学習データとして使

用された。心房細動の診断の性能としては、

– –

–

–

– であった。心房細動診断に関し

て の は – であった。

また、 を用いた説明可能 モデルで関心領域とし

て表示された部分の は循環器専門医によって、心房細

動診断の診断の根拠として妥当と判断された。

【結論】我々は を用いた説明可能な モデルを使って、

ホルター心電図の心電図波形から心房細動を高精度に診断し、

その診断過程につき を用いることで可視化すること

ができる機械学習モデルを開発することができた。

我々の次のステップは臨床医の心房細動診断の目的とした

説明可能な を用いた心房細動検出の可能性について検討し

ていくことである。

医学（臨床研究）

多職種連携による高齢者下部尿路症状の治療予後因子の解明

と新規治療法の開発

高岡栄一郎 百瀬泰行 神坐美弥子 上田清史

大藤範之

国際医療福祉大学病院腎泌尿器外科

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学病院リハビリテーション室

【目的】フレイル、サルコぺニア、併存疾患、ポリファーマシ

ーなどの高齢者特有の背景が下部尿路症状の重症度や内服治

療効果に与える影響を明らかにし、高齢者下部尿路症状に特異

的な予後予測因子の同定や新規治療法を開発することを目的

とする。

【方法】前向き観察研究として医師、薬剤師、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士と連携して行った。 歳以上の男女を対

象に、初診時における患者背景（以下①から③）、治療開始

か月後における治療効果を記録した。①医師：症状問診票

、血液・尿検査、尿流量検査、腹部超音波 ②薬

剤師：初診時内服薬、 スコア、コンプライアンス・アドヒ

アランス評価 ③理学療法士、作業療法士、言語聴覚士：フレ

イル、サルコペニア、認知機能。

【結果】初期評価可能な 症例についてまとめた。男性 例

（うち 重症 例、 中等症以上 例）女性 例（う

ち 重症 例、 中等症以上 例）、年齢 歳以上 例

（うち 重症 例、 中等症以上 例） 歳未満 例

（うち 重症 例、 中等症以上 例）、ポリファーマ

シーあり 例（うち 重症 例、 中等症以上 例）な

し 例（うち 重症 例、 中等症以上 例）、血

清アルブミン低下あり 例（うち 重症 例、 中等

症以上 例）なし 例（うち 重症 例、 中等症以

上 例）、骨塩量低下あり 例（うち 重症 例、 中

等症以上 例）なし 例（うち 重症 例、 中等症

以上 例）、全身筋肉量低下あり 例（うち 重症 例、

中等症以上 例）なし 例（うち 重症 例、

中等症以上 例）、歩行速度低下あり 例（うち 重症

例、 中等症以上 例）なし 例（うち 重症 例、

中等症以上 例）、認知機能低下あり 例（うち

重症 例、 中等症以上 例）なし 例（うち 重症

例、 中等症以上 例）であった。

【考察】統計学的有意差は明らかでないが、高齢者特有の背景

が下部尿路症状の重症度に関係する可能性が示唆された。

【結論】今後も研究を継続し、症例登録や予後解析をすすめて

いく。

医学（臨床研究）

高血圧患者における新規リスク層別化開発：内皮機能・自律神

経評価・マイクロ 探索

廣岡良隆 安田聖子 梅村創

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【背景・目的】高血圧は心不全の基礎疾患として大きな割合を

占めており、それ自体がステージ となるリスク因子である。

しかし、わが国の高血圧管理状況は不十分であり、心不全パン

デミックが危惧されていることから地域医療における状況把

握は極めて重要である。血管内皮機能は高血圧の初期から低下

し心不全ではさらに減弱することが知られている。特に、左室

駆出率で示される心収縮機能が保たれた心不全は心不全患者

の約半数を占めており、高齢者、女性、高血圧者に多いことが

知られている。超高齢化社会を迎えた現代において適切な血圧

管理により心不全発症を抑制し、再入院を防ぐことは健康長寿

を目指すうえで地域医療では特に重要な点である。さらに、若

年者高血圧者に対する早期からの生活習慣修正による血圧コ

ントロールは将来の心不全予防につながる。本研究では地域医

療における高血圧患者の特徴を特に血管内皮機能の観点から

とらえ、血管を守るためのリスク層別化の指標とできないかを

検討した。また、近年注目されているマイクロ の探索を行

っている。

【方法】本研究では地域機関病院である当院を受診した未治療

高血圧患者（ 名）において血管内皮機能を で調べ、心エ

コーによる測定値や血漿 値との相関を調べた。

【結果】高血圧患者における は加齢（ 、 ）、

男性（ 、 ）、収縮期血圧高値（ 、 ）

で低下する相関が認められた。心エコーでは との弱い相

関が認められた（ 、 ）。また、軽度心不全の可

能性を注意する血漿 が 以上の患者（ 名）では

値は ～ ％であった。

【考察・結論】以上の結果は、地域高血圧患者において内皮機

能異常と潜在的心不全の存在を考慮した適切な管理・治療の重

要性を示唆する。マイクロ 探索に関しては検討中であり、

知財の関係で現時点では発表できない。
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医学（臨床研究）

呼吸器系生活習慣病およびそのストレスに関する包括的検討

梅田啓 宮川和也 持田淳美 岡田泰昌

窪田直人 門脇孝 石坂正大

国際医療福祉大学塩谷病院呼吸器内科

国際医療福祉大学薬学部薬学科

独立行政法人国立病院機構村山医療センター内科

東京大学内分泌代謝内科

5)MU Women’s and Children’s Hospital  

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

【目的】①我々は禁煙成功者の血管内皮機能改善のメディエー

ターとして酸化ストレスマーカー を報告した

。動脈硬化に関する新規メディエ

ーターとして酸化した 酸化

の関与につき検討することを目的とした。②閉塞型睡眠時無呼

吸症候群 に対する

治療

を行うと体重が増えるとされる。夜間の主病態である慢

性的な間欠的低酸素刺激 がストレ

ス源となる可能性あるいは酸素を不必要とする変化（エネルギ

ー保持機能）を起こす可能性につき動物実験で評価することを

目的とした。

【方法】①国際医療福祉大学塩谷病院禁煙外来を受診した成人

を対象とし 、バレニクリンによる禁煙治療

前と治療開始 ヶ月後に採血を行い、血清中酸化 濃度を

で測定し コレステロール 濃度と比較した。②

マウス（♂ 週齡）に 週間の （

と 交互、 秒サイクル、 時間 日）もしくは

と 交互、 秒サイクル、 時間 日 をかけ以後 週

間 とし自発運動量、高架式十字迷路

テスト、酸素・エネルギー消費量評価および脂肪細胞病理的評

価等を行った（各群 匹ずつ）。

【結果】①禁煙前後で血中酸化 濃度は有意差がないものの

減少傾向が認められた ± ±

。血中 濃度は有意に増加し ±

± 、 酸化 は有意に減少し

た ± ± 。② の

有無により自発運動量、高架式十字迷路テスト結果、酸素・エ

ネルギー消費量に有意差は認められなかった。しかし によ

って内蔵脂肪細胞が強度依存性に有意に増大する所見が認め

られた 。皮下脂肪の厚さや皮下脂肪細胞サイズ、内蔵

脂肪重量に有意差は認められなかった。

【考察】①有意差が認められなかったが、血中の酸化 濃度

変化からはバレニクリンを用いた禁煙により動脈硬化が改善

される（もしくは動脈硬化が予防される）方向性が示された。

② に で治療する時期におこる体重増加は、ス

トレス変化やエネルギー消費量低下を介さず、内蔵脂肪に直接

エネルギー保持がおこなわれるメカニズムが関与している可

能性があると考えられた。

【結論】①バレニクリンを用いた禁煙により、血中酸化 濃

度は統計学的に不変であった（第 回日本禁煙学会学術総会

に抄録投稿済）。② に伴うエネルギー保持機能として、エネ

ルギー消費量低下を介さない内蔵脂肪細胞への直接的メカニ

ズムがありうる（

でパブリッシュ済）。

医学（臨床研究）

説明可能性な心房細動自動診断 モデル

谷口浩久

国際医療福祉大学三田病院心臓血管センター

【背景】心房細動は臨床上重要な不整脈である。心房細動診断

の機械学習モデル関してこれまでにいくつか報告があるが、機

械学習モデルの結果を臨床医にとって容易に理解でき、診断で

きるような説明可能な機械学習モデルに関しての先行研究は

ない。

【方法】ホルター心電図の心電波形データを を用いて心房

細動の判定を行い、

を利用して心房細動の判断部位を可視化す

ることで説明可能な モデルを開発し、検討を行うこととし

た。

【結果】心電波形データは 年 月 日から 年 月

日までに記録され、 秒ごとに分割された合計 スロ

ットの診断情報が付与された波形データである。波形データは

循環器専門医により診断され、 モデルの学習データとして使

用された。心房細動の診断の性能としては、

– –

–

–

– であった。心房細動診断に関し

て の は – であった。

また、 を用いた説明可能 モデルで関心領域とし

て表示された部分の は循環器専門医によって、心房細

動診断の診断の根拠として妥当と判断された。

【結論】我々は を用いた説明可能な モデルを使って、

ホルター心電図の心電図波形から心房細動を高精度に診断し、

その診断過程につき を用いることで可視化すること

ができる機械学習モデルを開発することができた。

我々の次のステップは臨床医の心房細動診断の目的とした

説明可能な を用いた心房細動検出の可能性について検討し

ていくことである。

医学（臨床研究）

多職種連携による高齢者下部尿路症状の治療予後因子の解明

と新規治療法の開発

高岡栄一郎 百瀬泰行 神坐美弥子 上田清史

大藤範之

国際医療福祉大学病院腎泌尿器外科

国際医療福祉大学薬学部薬学科

国際医療福祉大学病院リハビリテーション室

【目的】フレイル、サルコぺニア、併存疾患、ポリファーマシ

ーなどの高齢者特有の背景が下部尿路症状の重症度や内服治

療効果に与える影響を明らかにし、高齢者下部尿路症状に特異

的な予後予測因子の同定や新規治療法を開発することを目的

とする。

【方法】前向き観察研究として医師、薬剤師、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士と連携して行った。 歳以上の男女を対

象に、初診時における患者背景（以下①から③）、治療開始

か月後における治療効果を記録した。①医師：症状問診票

、血液・尿検査、尿流量検査、腹部超音波 ②薬

剤師：初診時内服薬、 スコア、コンプライアンス・アドヒ

アランス評価 ③理学療法士、作業療法士、言語聴覚士：フレ

イル、サルコペニア、認知機能。

【結果】初期評価可能な 症例についてまとめた。男性 例

（うち 重症 例、 中等症以上 例）女性 例（う

ち 重症 例、 中等症以上 例）、年齢 歳以上 例

（うち 重症 例、 中等症以上 例） 歳未満 例

（うち 重症 例、 中等症以上 例）、ポリファーマ

シーあり 例（うち 重症 例、 中等症以上 例）な

し 例（うち 重症 例、 中等症以上 例）、血

清アルブミン低下あり 例（うち 重症 例、 中等

症以上 例）なし 例（うち 重症 例、 中等症以

上 例）、骨塩量低下あり 例（うち 重症 例、 中

等症以上 例）なし 例（うち 重症 例、 中等症

以上 例）、全身筋肉量低下あり 例（うち 重症 例、

中等症以上 例）なし 例（うち 重症 例、

中等症以上 例）、歩行速度低下あり 例（うち 重症

例、 中等症以上 例）なし 例（うち 重症 例、

中等症以上 例）、認知機能低下あり 例（うち

重症 例、 中等症以上 例）なし 例（うち 重症

例、 中等症以上 例）であった。

【考察】統計学的有意差は明らかでないが、高齢者特有の背景

が下部尿路症状の重症度に関係する可能性が示唆された。

【結論】今後も研究を継続し、症例登録や予後解析をすすめて

いく。

医学（臨床研究）

高血圧患者における新規リスク層別化開発：内皮機能・自律神

経評価・マイクロ 探索

廣岡良隆 安田聖子 梅村創

国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科

【背景・目的】高血圧は心不全の基礎疾患として大きな割合を

占めており、それ自体がステージ となるリスク因子である。

しかし、わが国の高血圧管理状況は不十分であり、心不全パン

デミックが危惧されていることから地域医療における状況把

握は極めて重要である。血管内皮機能は高血圧の初期から低下

し心不全ではさらに減弱することが知られている。特に、左室

駆出率で示される心収縮機能が保たれた心不全は心不全患者

の約半数を占めており、高齢者、女性、高血圧者に多いことが

知られている。超高齢化社会を迎えた現代において適切な血圧

管理により心不全発症を抑制し、再入院を防ぐことは健康長寿

を目指すうえで地域医療では特に重要な点である。さらに、若

年者高血圧者に対する早期からの生活習慣修正による血圧コ

ントロールは将来の心不全予防につながる。本研究では地域医

療における高血圧患者の特徴を特に血管内皮機能の観点から

とらえ、血管を守るためのリスク層別化の指標とできないかを

検討した。また、近年注目されているマイクロ の探索を行

っている。

【方法】本研究では地域機関病院である当院を受診した未治療

高血圧患者（ 名）において血管内皮機能を で調べ、心エ

コーによる測定値や血漿 値との相関を調べた。

【結果】高血圧患者における は加齢（ 、 ）、

男性（ 、 ）、収縮期血圧高値（ 、 ）

で低下する相関が認められた。心エコーでは との弱い相

関が認められた（ 、 ）。また、軽度心不全の可

能性を注意する血漿 が 以上の患者（ 名）では

値は ～ ％であった。

【考察・結論】以上の結果は、地域高血圧患者において内皮機

能異常と潜在的心不全の存在を考慮した適切な管理・治療の重

要性を示唆する。マイクロ 探索に関しては検討中であり、

知財の関係で現時点では発表できない。
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医学（臨床研究）

糖尿病性ケトアシドーシス治療後に軽度の低リン血症と意識

障害・心筋障害をきたし、リン補充により著明な改善をみた症

例

吉田知彦 竹本稔

国際医療福祉大学医学部糖尿病・代謝・内分泌内科学

【背景】糖尿病性ケトアシドーシス（ ）のインスリン治療

後には、細胞内へのグルコースの移動で酸化的リン酸化が促進

され、血中から細胞内へと無機リンが移動することで低リン血

症が認められることが多い。この低リン血症は一般的には軽度

で特に治療を要しないとされている。しかし我々はインスリン

治療後に見られた低リン血症は軽度であったにも拘らず意識

障害・心筋障害が認められ、リン補充療法にて病態の著明な改

善が見られた 症例を経験したので報告する。

【症例】 歳、男性。近医で 年前より糖尿病にて（後に緩徐

進行１型糖尿病と判明）インスリン・メトホルミンを含めた薬

物療法を受けていたが、食事が取れないためインスリンを自己

中断。その後、嘔気・嘔吐・腹痛があり、見当識障害が見られ

当院へ紹介。来院時、血糖 ケトン体強陽性（血中

総ケトン体 16,970 μmol/L）、 にて の診断で補液

とインスリン投与開始。血糖は平均 の速度で低

下し入院翌日に となり、血中濃度を見つつ血中カリ

ウム値補正を行い血中浸透圧や 血中カリウム値も改善。し

かしその後に意識障害の悪化と心電図 上昇・心筋障害マー

カーの上昇を伴う心不全を合併。頭部 検査で特記事項なく、

血中リン と軽度の低リン血症を認めたためリン補充

（ ４日間）を行ったところ、いずれの症状も速や

かに回復した。

【考察】 に対するインスリン治療後の低リン血症について

は重篤な場合を除いてリン補充は不要との見解が一般的であ

る。本症例では に対するインスリン治療後の低リン血症は

軽度であったが、意識障害・心筋障害の悪化が見られ、リン補

充により臨床症状の著明な改善をみたことから低リン血症が

病態に関与していた可能性が考えられる。脱水・腎機能低下に

より血中リン濃度だけでは細胞内リン欠乏状態を必ずしも正

確に評価できない場合があり、軽度の低リン血症でも重篤な病

態を呈したと考えられる。

【結語】 に対するインスリン治療で生じる低リン血症につ

いては、軽度でも重篤な代謝障害を来す場合があり、 治療

において細胞内リン欠乏状態の評価と適切な補充療法を検討

する必要性が示唆された。

★ 医学（臨床研究）

唾液腺導管癌におけるマイクロサテライト不安定性および癌

微小環境の解析と免疫チェックポイント治療の研究

伏見千宙

国際医療福祉大学医学部糖尿病・代謝・内分泌内科学

【目的】唾液腺導管癌（ ）は唾液腺癌の中でも最も悪性度

の高い組織型とされ、組織学的に高悪性度乳管癌に類似した腺

癌と定義されている。乳癌では 腫瘍浸潤リンパ球（

）の形態学的評価 は予後や、

薬物治療におけるバイオマーカーとなる可能性が示唆されて

いる。また、種々の癌で、 腫瘍内免疫応答と免疫チェックポ

イント阻害剤との関連性が指摘されている。 に関して、 、

腫瘍内免疫応答の検討報告はない。

【方法】国内 施設の多施設共同研究において集積した。まず、

、 、 、 、 、 （ 、 、 、

）に対する免疫組織化学染色を施行した。 と

は腫瘍内の陽性細胞数を計測し、 群比較を行った。 に

関しては、全腫瘍細胞に対する陽性腫瘍細胞の割合と全腫瘍細

胞に対する陽性細胞（腫瘍細胞、リンパ球、マクロファージ）

の割合（ ）について検討した。 は と 陽性細

胞数により評価した。 に関しては腫瘍部の を用いて解

析した。

【結果】令和元年度中に、 、 、 、 は 症

例の評価が終了した。

、 、 、 、および の発現率は各々の間

で有意な正の相関が認められた。 は 症例（ ）で検

出されたが、高頻度 症例はなかった。 高発現

は核多形性有と 高標識率、 高値は脈管侵襲有と

高標識率、 高値は高 因子・ 高標識率・核多形

性有と有意な関連があった。また、 高値症例では同低値

症例に比べて 年全生存率・ 年無増悪期間共に低く、予後不

良であった。しかし、その他の癌微小環境因子と予後との有意

な関連性はなかった。

【結語】 における癌微小環境を検討した本研究成果は、本

腫瘍に対する免疫チェックポイント阻害薬による治療を行う

上で重要な基礎的データになり得ると考えられた。

医学（臨床研究）

正常者の大脳白質変化における頸動脈プラークの影響につい

て

武田英孝 天野隆弘 荒井孝子 松浦明美

鶴田陽子 深澤春奈 東野定律 池田俊也

医療法人財団順和会山王メディカルセンター

国際医療福祉大学医学部医学科

静岡県立大学看護学部

【目的】頸動脈硬化の程度が脳血管障害の発症に関わることは

よく知られている。一方、大脳白質変化（ ）の発生と頸

動脈硬化との関係は十分に検討されていない。本研究では多数

例で検討した。

【方法】平成 年 月 日以降、 健診施設で実施された脳

ドック受診者の連続 名を対象とした。 グレードは

らの分類を用いた。グレード の なし群（

名）、グレード の あり群（ 名）の 群間で検討し

た。年齢、糖尿病・慢性腎臓病・高血圧・脂質異常症・高尿酸

血症・腎泌尿器科疾患・腎炎の各種既往歴の有無、空腹時血糖、

、総コレステロール、中性脂肪、 、 、 、尿

酸、 、尿蛋白、 、メタボリックシンドローム判定、喫

煙歴の有無、喫煙指数、収縮期血圧、拡張期血圧に加え、頸動

脈のプラークの計測値（狭窄率、プラークスコア、プラークの

有無とプラーク数、動脈硬化の重症度）の各因子、 発生

との関連を検討した。統計学的分析には 検定、カイ 乗検定、

検定、二項ロジスティック回帰分析を用いた。

【結果・考察】 ） あり・なし 群間で、頸動脈病変を含

め有意差の得られた各因子を用い、二項ロジックスティック分

析を行った。この結果、年齢のみがオッズ比 で選択され

た（ 検定 ，判別的中率 ％）。 ）

次に、プラークの程度と 発生との関連について検討した。

有意差が得られた頸動脈のプラーク変化を用い、 あり・

なしの 群間で 項ロジスティック分析を行ったが、判別的中

率が低く、選択された頸動脈の因子はなかった。以上より、頸

動脈硬化は細動脈硬化を背景に出現する に関わる因子で

はなく、年齢のみが 出現に関わる因子であることが判明

した。

医学（臨床研究）

食道がん手術における病院および執刀医の手術数と死亡率に

関するメタアナリシス（プロトコール）

志賀俊哉

国際医療福祉大学市川病院

【背景】我々は前回の国際医療福祉大学学会学術集会にて、手

術件数が少ない病院で手術を受けた患者の死亡率は、件数が多

い病院で受けたケースに比べ、死亡率が高い傾向にあることを

発表し、最優秀演題賞を受賞した。執刀医の年間手術件数が少

ないと、患者の死亡率が高くなることも示唆した。一般的に、

難易度の高い手術で、手術件数と死亡率の逆相関は顕著だと言

われている。その代表である食道がん手術については、

らによって に発表されたメタアナリシス

と、同じく 年に らによって は発表された

メタアナリシスの２つが存在しているのみで、これ以降新たな

メタアナリシスは発表されていない。この２つの は、

同じような手法や解析にも関わらず、採用された論文が全く異

なるため、異なった結果が導かれている。また、これらは、発

表からすでに 年以上経過しているため、アップデートが必要

である。

我々の研究の目的は、食道がん手術において、過去に発表さ

れた手術件数と死亡率の観察研究の論文を系統的にレビュー

し、エビデンスのアップデートを行うことである。

【方法】

①過去に発表された食道がん手術における手術件数と死亡率

に関する論文をを

などの電子データベースで検索する。

②可能な論文をすべて入手する。文献管理ソフト を用

いて、研究者間で共有する。

③論文から必要な項目の抽出作業を行う。論文の中から、手術

件数と死亡率に関する統計量（オッズ比など）を抽出し、一覧

表を作る。

④系統的レビュー及びメタアナリシスの論文を質を評価する

ツール により行い、バイアスの可能性

を記載する。

⑤これらの統計量を統合するための統計モデルを検討する。メ

タアナリシスに広く用いられている変量効果モデル

および を

統計ソフト を用いて行う。メタアナリシスの質の評価法

で定評のある

を用いて、評価する。

⑧解析により得られた結果を、研究者全員で吟味、結論および

限界を導く。

以上のプロトコールにより、研究を進めている。

【参照文献】

― 184 ―



医学（臨床研究）

糖尿病性ケトアシドーシス治療後に軽度の低リン血症と意識

障害・心筋障害をきたし、リン補充により著明な改善をみた症

例

吉田知彦 竹本稔

国際医療福祉大学医学部糖尿病・代謝・内分泌内科学

【背景】糖尿病性ケトアシドーシス（ ）のインスリン治療

後には、細胞内へのグルコースの移動で酸化的リン酸化が促進

され、血中から細胞内へと無機リンが移動することで低リン血

症が認められることが多い。この低リン血症は一般的には軽度

で特に治療を要しないとされている。しかし我々はインスリン

治療後に見られた低リン血症は軽度であったにも拘らず意識

障害・心筋障害が認められ、リン補充療法にて病態の著明な改

善が見られた 症例を経験したので報告する。

【症例】 歳、男性。近医で 年前より糖尿病にて（後に緩徐

進行１型糖尿病と判明）インスリン・メトホルミンを含めた薬

物療法を受けていたが、食事が取れないためインスリンを自己

中断。その後、嘔気・嘔吐・腹痛があり、見当識障害が見られ

当院へ紹介。来院時、血糖 ケトン体強陽性（血中

総ケトン体 16,970 μmol/L）、 にて の診断で補液

とインスリン投与開始。血糖は平均 の速度で低

下し入院翌日に となり、血中濃度を見つつ血中カリ

ウム値補正を行い血中浸透圧や 血中カリウム値も改善。し

かしその後に意識障害の悪化と心電図 上昇・心筋障害マー

カーの上昇を伴う心不全を合併。頭部 検査で特記事項なく、

血中リン と軽度の低リン血症を認めたためリン補充

（ ４日間）を行ったところ、いずれの症状も速や

かに回復した。

【考察】 に対するインスリン治療後の低リン血症について

は重篤な場合を除いてリン補充は不要との見解が一般的であ

る。本症例では に対するインスリン治療後の低リン血症は

軽度であったが、意識障害・心筋障害の悪化が見られ、リン補

充により臨床症状の著明な改善をみたことから低リン血症が

病態に関与していた可能性が考えられる。脱水・腎機能低下に

より血中リン濃度だけでは細胞内リン欠乏状態を必ずしも正

確に評価できない場合があり、軽度の低リン血症でも重篤な病

態を呈したと考えられる。

【結語】 に対するインスリン治療で生じる低リン血症につ

いては、軽度でも重篤な代謝障害を来す場合があり、 治療

において細胞内リン欠乏状態の評価と適切な補充療法を検討

する必要性が示唆された。

★ 医学（臨床研究）

唾液腺導管癌におけるマイクロサテライト不安定性および癌

微小環境の解析と免疫チェックポイント治療の研究

伏見千宙

国際医療福祉大学医学部糖尿病・代謝・内分泌内科学

【目的】唾液腺導管癌（ ）は唾液腺癌の中でも最も悪性度

の高い組織型とされ、組織学的に高悪性度乳管癌に類似した腺

癌と定義されている。乳癌では 腫瘍浸潤リンパ球（

）の形態学的評価 は予後や、

薬物治療におけるバイオマーカーとなる可能性が示唆されて

いる。また、種々の癌で、 腫瘍内免疫応答と免疫チェックポ

イント阻害剤との関連性が指摘されている。 に関して、 、

腫瘍内免疫応答の検討報告はない。

【方法】国内 施設の多施設共同研究において集積した。まず、

、 、 、 、 、 （ 、 、 、

）に対する免疫組織化学染色を施行した。 と

は腫瘍内の陽性細胞数を計測し、 群比較を行った。 に

関しては、全腫瘍細胞に対する陽性腫瘍細胞の割合と全腫瘍細

胞に対する陽性細胞（腫瘍細胞、リンパ球、マクロファージ）

の割合（ ）について検討した。 は と 陽性細

胞数により評価した。 に関しては腫瘍部の を用いて解

析した。

【結果】令和元年度中に、 、 、 、 は 症

例の評価が終了した。

、 、 、 、および の発現率は各々の間

で有意な正の相関が認められた。 は 症例（ ）で検

出されたが、高頻度 症例はなかった。 高発現

は核多形性有と 高標識率、 高値は脈管侵襲有と

高標識率、 高値は高 因子・ 高標識率・核多形

性有と有意な関連があった。また、 高値症例では同低値

症例に比べて 年全生存率・ 年無増悪期間共に低く、予後不

良であった。しかし、その他の癌微小環境因子と予後との有意

な関連性はなかった。

【結語】 における癌微小環境を検討した本研究成果は、本

腫瘍に対する免疫チェックポイント阻害薬による治療を行う

上で重要な基礎的データになり得ると考えられた。

医学（臨床研究）

正常者の大脳白質変化における頸動脈プラークの影響につい

て

武田英孝 天野隆弘 荒井孝子 松浦明美

鶴田陽子 深澤春奈 東野定律 池田俊也

医療法人財団順和会山王メディカルセンター

国際医療福祉大学医学部医学科

静岡県立大学看護学部

【目的】頸動脈硬化の程度が脳血管障害の発症に関わることは

よく知られている。一方、大脳白質変化（ ）の発生と頸

動脈硬化との関係は十分に検討されていない。本研究では多数

例で検討した。

【方法】平成 年 月 日以降、 健診施設で実施された脳

ドック受診者の連続 名を対象とした。 グレードは

らの分類を用いた。グレード の なし群（

名）、グレード の あり群（ 名）の 群間で検討し

た。年齢、糖尿病・慢性腎臓病・高血圧・脂質異常症・高尿酸

血症・腎泌尿器科疾患・腎炎の各種既往歴の有無、空腹時血糖、

、総コレステロール、中性脂肪、 、 、 、尿

酸、 、尿蛋白、 、メタボリックシンドローム判定、喫

煙歴の有無、喫煙指数、収縮期血圧、拡張期血圧に加え、頸動

脈のプラークの計測値（狭窄率、プラークスコア、プラークの

有無とプラーク数、動脈硬化の重症度）の各因子、 発生

との関連を検討した。統計学的分析には 検定、カイ 乗検定、

検定、二項ロジスティック回帰分析を用いた。

【結果・考察】 ） あり・なし 群間で、頸動脈病変を含

め有意差の得られた各因子を用い、二項ロジックスティック分

析を行った。この結果、年齢のみがオッズ比 で選択され

た（ 検定 ，判別的中率 ％）。 ）

次に、プラークの程度と 発生との関連について検討した。

有意差が得られた頸動脈のプラーク変化を用い、 あり・

なしの 群間で 項ロジスティック分析を行ったが、判別的中

率が低く、選択された頸動脈の因子はなかった。以上より、頸

動脈硬化は細動脈硬化を背景に出現する に関わる因子で

はなく、年齢のみが 出現に関わる因子であることが判明

した。

医学（臨床研究）

食道がん手術における病院および執刀医の手術数と死亡率に

関するメタアナリシス（プロトコール）

志賀俊哉

国際医療福祉大学市川病院

【背景】我々は前回の国際医療福祉大学学会学術集会にて、手

術件数が少ない病院で手術を受けた患者の死亡率は、件数が多

い病院で受けたケースに比べ、死亡率が高い傾向にあることを

発表し、最優秀演題賞を受賞した。執刀医の年間手術件数が少

ないと、患者の死亡率が高くなることも示唆した。一般的に、

難易度の高い手術で、手術件数と死亡率の逆相関は顕著だと言

われている。その代表である食道がん手術については、

らによって に発表されたメタアナリシス

と、同じく 年に らによって は発表された

メタアナリシスの２つが存在しているのみで、これ以降新たな

メタアナリシスは発表されていない。この２つの は、

同じような手法や解析にも関わらず、採用された論文が全く異

なるため、異なった結果が導かれている。また、これらは、発

表からすでに 年以上経過しているため、アップデートが必要

である。

我々の研究の目的は、食道がん手術において、過去に発表さ

れた手術件数と死亡率の観察研究の論文を系統的にレビュー

し、エビデンスのアップデートを行うことである。

【方法】

①過去に発表された食道がん手術における手術件数と死亡率

に関する論文をを

などの電子データベースで検索する。

②可能な論文をすべて入手する。文献管理ソフト を用

いて、研究者間で共有する。

③論文から必要な項目の抽出作業を行う。論文の中から、手術

件数と死亡率に関する統計量（オッズ比など）を抽出し、一覧

表を作る。

④系統的レビュー及びメタアナリシスの論文を質を評価する

ツール により行い、バイアスの可能性

を記載する。

⑤これらの統計量を統合するための統計モデルを検討する。メ

タアナリシスに広く用いられている変量効果モデル

および を

統計ソフト を用いて行う。メタアナリシスの質の評価法

で定評のある

を用いて、評価する。

⑧解析により得られた結果を、研究者全員で吟味、結論および

限界を導く。

以上のプロトコールにより、研究を進めている。

【参照文献】
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医学（臨床研究）

日本の前立腺癌初期治療に関する現況と将来予測

小野澤瑞樹 宮﨑淳 高岡栄一郎

国際医療福祉大学成田病院腎泌尿器外科

国際医療福祉大学病院腎泌尿器外科

【目的】前立腺癌の初期治療は様々な方法選択が可能であり、

患者身体要因、腫瘍要因のみならず、医師患者の嗜好、医療機

関の治療設備など様々な要因により治療法が決定されている。

今後人口構成の高齢化を迎えることから、将来の治療選択を予

測し今後の課題を見出すことを目的とした。

【方法】 （ 研究

会）参加施設により登録された 年から 年の新規診断

前立腺癌のうち、病期が判明しており、かつ、初期治療が根治

手術、根治照射、内分泌療法、経過観察のいずれかであった

例（ 年 月時点、 施設）のデータを用いて、診

断時背景因子と初期治療との関連を探索的に解析した。さらに、

国立がんセンターがん情報サービス上の全国がん罹患数将来

推計値を用いて、前立腺癌初期治療の将来推計を行った。

【結果】 研究会の多施設集計の結果、診断時臨床病期は

限局期 、局所浸潤期 、遠隔転移期 であり、初期治療

は根治手術 、根治照射 、内分泌療法 、経過観察

であった。年齢は病期と関連しており、転移期の割合は 歳

以下、 歳、 歳以上でそれぞれ であった。

年齢は初期治療とも関連しており、内分泌療法の割合は 歳

以下、 歳、 歳以上でそれぞれ であった。

前立腺癌罹患数将来予測では、今後 年で現在の年間 万

人から 万人へ、 歳以上の割合は約 から約 へ増加

すると推算されている。今回の 集計結果が全国に適用可

能かつ将来にわたり不変と仮定すると、今後 年間で、遠隔

転移期の割合は から への軽度増加に留まるものの、内

分泌療法は から へと著増すると推定された。今後、医

療機器の進歩や技術向上、治療概念の変化等が生じ、根治治療

の適応が拡大し、内分泌療法の選択率が 割減少すると仮定し

ても、内分泌療法は 年後にも現状維持の となり、内分泌

療法の患者数は年間 万人から 万人に著増すると推定さ

れた。

【考察】患者構成の高齢化に伴う内分泌療法患者数の著増が予

想されことから、今後は、内分泌療法適応の再検討や、複数あ

る内分泌療法手法の最適化、至適治療期間、治療中の副作用マ

ネジメントなどの検討が必要である。

【結論】人口構成の高齢化により内分泌療法で治療される前立

腺癌患者が増加することが予想され、内分泌療法の総合戦略の

構築が必要であると考えられた。

医学（臨床研究）

静脈吻合でのシリコンステント一時挿入は安全か？～血管内

膜の病理学的評価による検証

石井直弘

国際医療福祉大学病院形成外科

【目的】静脈は、血管の前壁と後壁が密着して困難な吻合を強

いられる事も少なくない。本研究は、静脈内腔にシリコンステ

ントを一時挿入して吻合操作を行い、吻合終了後の血管内膜の

状態に関して病理学的評価を得ることを主目的とする。

本研究によりシリコンステントを血管内に挿入 抜去する操作

が安全であると検証されれば、多施設で施行されている血管吻

合をより安全に確実に行う事に大きな貢献ができると考えら

れる。

【方法】ヒト血管を扱うに先立って、容易に入手できる鶏モモ

肉の血管をまず対象とした。シリコンステントは血管口径の

分の 程度の太さで長さ ㎜のモヤステント（ベアーメディッ

ク（株））を使用し、対象とした血管の口径を記録した。シリ

コンステントの挿入操作を伴う血管吻合を行った群とシリコ

ンステントの挿入操作を伴わない血管吻合を行った群で各々

症例に対し、 染色・ホルマリン固定をして血管内膜（吻

合部から 以内）のミクロ観察を行った。

【結果】動脈は口径 、静脈は口径 が対

象となり、シリコンステント挿入操作と血管吻合は問題なく施

行できた。全症例において血管内膜に存在する血管内皮細胞の

損傷が確認された。血管を長軸に切開しても短軸に切開しても、

血管内膜の損傷状態に差はなかった。病理医との意見交換の結

果、染色固定を伴うプレパラート作成操作により血管内膜の剥

離や損傷が生じた可能性がかなり高く、シリコンステント挿入

操作による血管内膜に対する影響は評価困難との結論に至っ

た。

【考察】以前の研究で、シリコンステント挿入操作を伴う血管

吻合を行い、一旦冷凍保存した後に後日解凍・染色固定して血

管内膜の状態に関する病理学的な評価を行なった。この研究で

は、冷凍・解凍が主な原因で血管内膜剥離が大部分の症例で生

じ、内膜細胞の変性に対する評価が困難であるとの結果になっ

た。そこで本研究では、血管を冷凍・解凍をすることなく血管

内膜の観察を行ったが、染色固定操作によっても血管内膜損傷

が強く生じると判明した。今後は染色固定を伴うプレパラート

作成を必要としない、マクロ観察を様々な倍率で行うことによ

り、血管内膜の評価を行うという研究を計画している。

医学（臨床研究）

栃⽊県北地区の神経難病医療のセンター化とチーム医療の構

築の研究（その ）

加藤宏之 橋本律夫 小川朋子 大塚美恵子 手塚修一

鈴木智大

国際医療福祉大学病院脳神経内科

【⽬的】当院の神経難病センターは神経難病に特化した診療機

能を有し、栃⽊県北の神経難病患者の初期診断から終末期医療

まで、地域で⼀貫した専⾨的チーム医療を提供している。本研

究は、そのデータベースの構築とシステムの確⽴を⽬的とした。

【⽅法】当センターは、医師、看護師、リハビリ、 などの

病院スタッフ、ケアマネや訪看など在宅療養を⽀援するスタッ

フをグループ内で確保してチーム医療を提供している。

年の活動は本学会誌に報告した。今回 年の活動

を報告する。

【結果】 年の神経内科全退院患者 名のうち、神経難病

患者は 名（ ）で、筋萎縮性側索硬化症（ ）、多系統

萎 縮症（ ）、パーキンソン病（ ）関連疾患が多かった。

は ⼈がのべ 回⼊院した（ 名、 名、

名、定期レスパイト 名）。 名（ ）が 年を

通して⼊院した。 名が死亡した（呼吸不全、肺炎）。 年

の の気切・⼈⼯呼吸器装着率は 名中 名（ ）であ

る。 （ 名、 名）は ⼈がのべ 回⼊院し

た（ 名、気切 名、 名、定期レスパイト 名）。

名（ ）が 年を通して⼊院した。死亡なし。 関連

疾患は ⼈（ ⼈、 人、 ⼈、 ⼈）の患者

がのべ 回⼊院した（ 名、 名、定期レスパイト

名）。肺炎など合併症治療の⼊院が 回あった。 名が死亡し

た（肺炎、胆のう炎）。

【考察】当センターでは、⻑期療養は在宅＋定期レスパイト⼊
院を基本形式とし、⼀施設で初診から終末期まで⼀貫した医療

とケアをチーム医療により提供するユニークなシステムを提

供している。今後も現在の本システムと活動を維持、発展させ

るよう努める。

医学（臨床研究）

心房細動カテーテルアブレーションによる洞調律維持効果が

認知機能へ与える影響に関する研究

福田浩二 高田剛史 相澤健太郎 池田尚平

三木景太 佐藤公一 武田守彦 柴信行

国際医療福祉大学病院不整脈センター

国際医療福祉大学病院循環器内科

【目的】心房細動は加齢に伴う不整脈として知られている。近

年、心房細動患者と認知機能の低下の関連が報告されてきてい

る。一方、心房細動が認知機能低下に関与する機序および心房

細動患者における洞調律維持が認知機能に与える影響につい

ては明らかでない。今回、認知機能低下をともなう心房細動患

者に於いて、カテーテルアブレーションによる洞調律維持が認

知機能へ与える影響を検討する。

【方法】心房細動に対するカテーテルアブレーションによる洞

調律維持が認知機能に与える影響を検討するため、認知機能評

価法である 試験を

治療前後で行い、その改善の有無を検討した。国際医療福祉大

学病院にて 年 月から 年 月までに心房細動カテ

ーテルアブレーションを施行した 名のうち、術前に

試験で認知機能を評価しえた心房細動患者 名（平均年齢

2±5、男性 、女性 名；発作性 名、持続性 名および、

長期持続性 名）を対象とし、背景因子が認知機能に与える

影響を検討するとともに、治療半年以降に 試験を再検

した 名においてカテーテルアブレーションが認知機能に与

える効果を検討した。

【結果】 スコアは、治療前の背景因子のうち心房細動の

タイプ別および心負荷の指標である レベルでは差をみとめ

なかったが、年齢において 歳以上は 歳以下と比べて、ま

た スコアにおいて 点以上は０、１点と比べて

有意に低値であった。一方、カテーテルアブレーション術後に

再検した 名の スコアは、術前と比べて上昇した。

【考察】脳血流量の低下が心房細動患者で報告されており、洞

調律復帰による血流量増加が今回の研究で認められた心房細

動患者における認知機能障害の可逆性と関連する可能性があ

る。

【結論】心房細動に対するカテーテルアブレーションは、認知

機能を改善する可能性がある。
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医学（臨床研究）

日本の前立腺癌初期治療に関する現況と将来予測

小野澤瑞樹 宮﨑淳 高岡栄一郎

国際医療福祉大学成田病院腎泌尿器外科

国際医療福祉大学病院腎泌尿器外科

【目的】前立腺癌の初期治療は様々な方法選択が可能であり、

患者身体要因、腫瘍要因のみならず、医師患者の嗜好、医療機

関の治療設備など様々な要因により治療法が決定されている。

今後人口構成の高齢化を迎えることから、将来の治療選択を予

測し今後の課題を見出すことを目的とした。

【方法】 （ 研究

会）参加施設により登録された 年から 年の新規診断

前立腺癌のうち、病期が判明しており、かつ、初期治療が根治

手術、根治照射、内分泌療法、経過観察のいずれかであった

例（ 年 月時点、 施設）のデータを用いて、診

断時背景因子と初期治療との関連を探索的に解析した。さらに、

国立がんセンターがん情報サービス上の全国がん罹患数将来

推計値を用いて、前立腺癌初期治療の将来推計を行った。

【結果】 研究会の多施設集計の結果、診断時臨床病期は

限局期 、局所浸潤期 、遠隔転移期 であり、初期治療

は根治手術 、根治照射 、内分泌療法 、経過観察

であった。年齢は病期と関連しており、転移期の割合は 歳

以下、 歳、 歳以上でそれぞれ であった。

年齢は初期治療とも関連しており、内分泌療法の割合は 歳

以下、 歳、 歳以上でそれぞれ であった。

前立腺癌罹患数将来予測では、今後 年で現在の年間 万

人から 万人へ、 歳以上の割合は約 から約 へ増加

すると推算されている。今回の 集計結果が全国に適用可

能かつ将来にわたり不変と仮定すると、今後 年間で、遠隔

転移期の割合は から への軽度増加に留まるものの、内

分泌療法は から へと著増すると推定された。今後、医

療機器の進歩や技術向上、治療概念の変化等が生じ、根治治療

の適応が拡大し、内分泌療法の選択率が 割減少すると仮定し

ても、内分泌療法は 年後にも現状維持の となり、内分泌

療法の患者数は年間 万人から 万人に著増すると推定さ

れた。

【考察】患者構成の高齢化に伴う内分泌療法患者数の著増が予

想されことから、今後は、内分泌療法適応の再検討や、複数あ

る内分泌療法手法の最適化、至適治療期間、治療中の副作用マ

ネジメントなどの検討が必要である。

【結論】人口構成の高齢化により内分泌療法で治療される前立

腺癌患者が増加することが予想され、内分泌療法の総合戦略の

構築が必要であると考えられた。

医学（臨床研究）

静脈吻合でのシリコンステント一時挿入は安全か？～血管内

膜の病理学的評価による検証

石井直弘

国際医療福祉大学病院形成外科

【目的】静脈は、血管の前壁と後壁が密着して困難な吻合を強

いられる事も少なくない。本研究は、静脈内腔にシリコンステ

ントを一時挿入して吻合操作を行い、吻合終了後の血管内膜の

状態に関して病理学的評価を得ることを主目的とする。

本研究によりシリコンステントを血管内に挿入 抜去する操作

が安全であると検証されれば、多施設で施行されている血管吻

合をより安全に確実に行う事に大きな貢献ができると考えら

れる。

【方法】ヒト血管を扱うに先立って、容易に入手できる鶏モモ

肉の血管をまず対象とした。シリコンステントは血管口径の

分の 程度の太さで長さ ㎜のモヤステント（ベアーメディッ

ク（株））を使用し、対象とした血管の口径を記録した。シリ

コンステントの挿入操作を伴う血管吻合を行った群とシリコ

ンステントの挿入操作を伴わない血管吻合を行った群で各々

症例に対し、 染色・ホルマリン固定をして血管内膜（吻

合部から 以内）のミクロ観察を行った。

【結果】動脈は口径 、静脈は口径 が対

象となり、シリコンステント挿入操作と血管吻合は問題なく施

行できた。全症例において血管内膜に存在する血管内皮細胞の

損傷が確認された。血管を長軸に切開しても短軸に切開しても、

血管内膜の損傷状態に差はなかった。病理医との意見交換の結

果、染色固定を伴うプレパラート作成操作により血管内膜の剥

離や損傷が生じた可能性がかなり高く、シリコンステント挿入

操作による血管内膜に対する影響は評価困難との結論に至っ

た。

【考察】以前の研究で、シリコンステント挿入操作を伴う血管

吻合を行い、一旦冷凍保存した後に後日解凍・染色固定して血

管内膜の状態に関する病理学的な評価を行なった。この研究で

は、冷凍・解凍が主な原因で血管内膜剥離が大部分の症例で生

じ、内膜細胞の変性に対する評価が困難であるとの結果になっ

た。そこで本研究では、血管を冷凍・解凍をすることなく血管

内膜の観察を行ったが、染色固定操作によっても血管内膜損傷

が強く生じると判明した。今後は染色固定を伴うプレパラート

作成を必要としない、マクロ観察を様々な倍率で行うことによ

り、血管内膜の評価を行うという研究を計画している。

医学（臨床研究）

栃⽊県北地区の神経難病医療のセンター化とチーム医療の構

築の研究（その ）

加藤宏之 橋本律夫 小川朋子 大塚美恵子 手塚修一

鈴木智大

国際医療福祉大学病院脳神経内科

【⽬的】当院の神経難病センターは神経難病に特化した診療機

能を有し、栃⽊県北の神経難病患者の初期診断から終末期医療

まで、地域で⼀貫した専⾨的チーム医療を提供している。本研

究は、そのデータベースの構築とシステムの確⽴を⽬的とした。

【⽅法】当センターは、医師、看護師、リハビリ、 などの

病院スタッフ、ケアマネや訪看など在宅療養を⽀援するスタッ

フをグループ内で確保してチーム医療を提供している。

年の活動は本学会誌に報告した。今回 年の活動

を報告する。

【結果】 年の神経内科全退院患者 名のうち、神経難病

患者は 名（ ）で、筋萎縮性側索硬化症（ ）、多系統

萎 縮症（ ）、パーキンソン病（ ）関連疾患が多かった。

は ⼈がのべ 回⼊院した（ 名、 名、

名、定期レスパイト 名）。 名（ ）が 年を

通して⼊院した。 名が死亡した（呼吸不全、肺炎）。 年

の の気切・⼈⼯呼吸器装着率は 名中 名（ ）であ

る。 （ 名、 名）は ⼈がのべ 回⼊院し

た（ 名、気切 名、 名、定期レスパイト 名）。

名（ ）が 年を通して⼊院した。死亡なし。 関連

疾患は ⼈（ ⼈、 人、 ⼈、 ⼈）の患者

がのべ 回⼊院した（ 名、 名、定期レスパイト

名）。肺炎など合併症治療の⼊院が 回あった。 名が死亡し

た（肺炎、胆のう炎）。

【考察】当センターでは、⻑期療養は在宅＋定期レスパイト⼊
院を基本形式とし、⼀施設で初診から終末期まで⼀貫した医療

とケアをチーム医療により提供するユニークなシステムを提

供している。今後も現在の本システムと活動を維持、発展させ

るよう努める。

医学（臨床研究）

心房細動カテーテルアブレーションによる洞調律維持効果が

認知機能へ与える影響に関する研究

福田浩二 高田剛史 相澤健太郎 池田尚平

三木景太 佐藤公一 武田守彦 柴信行

国際医療福祉大学病院不整脈センター

国際医療福祉大学病院循環器内科

【目的】心房細動は加齢に伴う不整脈として知られている。近

年、心房細動患者と認知機能の低下の関連が報告されてきてい

る。一方、心房細動が認知機能低下に関与する機序および心房

細動患者における洞調律維持が認知機能に与える影響につい

ては明らかでない。今回、認知機能低下をともなう心房細動患

者に於いて、カテーテルアブレーションによる洞調律維持が認

知機能へ与える影響を検討する。

【方法】心房細動に対するカテーテルアブレーションによる洞

調律維持が認知機能に与える影響を検討するため、認知機能評

価法である 試験を

治療前後で行い、その改善の有無を検討した。国際医療福祉大

学病院にて 年 月から 年 月までに心房細動カテ

ーテルアブレーションを施行した 名のうち、術前に

試験で認知機能を評価しえた心房細動患者 名（平均年齢

2±5、男性 、女性 名；発作性 名、持続性 名および、

長期持続性 名）を対象とし、背景因子が認知機能に与える

影響を検討するとともに、治療半年以降に 試験を再検

した 名においてカテーテルアブレーションが認知機能に与

える効果を検討した。

【結果】 スコアは、治療前の背景因子のうち心房細動の

タイプ別および心負荷の指標である レベルでは差をみとめ

なかったが、年齢において 歳以上は 歳以下と比べて、ま

た スコアにおいて 点以上は０、１点と比べて

有意に低値であった。一方、カテーテルアブレーション術後に

再検した 名の スコアは、術前と比べて上昇した。

【考察】脳血流量の低下が心房細動患者で報告されており、洞

調律復帰による血流量増加が今回の研究で認められた心房細

動患者における認知機能障害の可逆性と関連する可能性があ

る。

【結論】心房細動に対するカテーテルアブレーションは、認知

機能を改善する可能性がある。
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医学（臨床研究）

新型コロナウイルス感染症 の外国人入院患者にお

ける課題の解消

植田由依 内藤千絵 竹蓋清高 塚田洋樹 金川奈央

中川良 梶村いちげ 伴由布子 籏仁義 先崎秀明

国際医療福祉大学成田病院小児科

【背景】当院は成田国際空港からのアクセスの良さから、検疫

で が判明した外国人患者を受け入れる機会が多い。

元来、外国人入院患者では、言語、宗教、文化の違いから特別

な対応を要することが少なくない。さらに感染対策の観点から、

翻訳機や翻訳ソフトの使用できるパソコンやスマートフォン

を病室に持ち込めないなどの課題も加わり、特に英語も日本語

も話せない外国人とのコミュニケーションについては工夫を

必要とした。

【目的】感染対策が必要な外国人入院患者における課題を見出

し、解消法を検討する。

【対象・方法】新型コロナウイルス 陽性の入院患者 名。

カルテからデータを抽出し、後方視的に検討を行った。抽出す

るデータは、出身国、年齢、宗教、食事、母国語、コミュニケ

ーション方法、礼拝の有無。

【結果】出身国・宗教・母国語はパキスタン４例（全例イスラ

ム教、全例ウルドゥ語）、インド 例（ヒンドゥー教、母国語

不明）。年齢は１～ 歳（平均 歳）。食事はアレルギー食（肉

禁 例、豚肉禁 例、牛肉禁 例）、ハラル食 例。コミュニ

ケーション方法は 例で を使用、英語あるいは日本語で

患者本人あるいは付き添い保護者と会話可能な症例は４例、残

り 例は症状の確認を母国語（ウルドゥ語）で書かれたカード

で行い、それ以外の説明は病院外の父に で英語で伝え父

から母に伝える方針とした。児は日本語が話せるが付き添いの

父が母国語のみ話しかつ字が読めない症例が 例あり、細かな

説明が必要な際は日本語対応可能な友人を交えて のグル

ープ通話機能でコミュニケーションを図った。イスラム教の患

者 例は礼拝があり、電子カルテと病室入り口ドアに礼拝時間

を記載することにより、礼拝中の来室・診察を控えた（礼拝室

の使用はなし）。

【考察】 はビデオ通話で直接接触せずに患者の観察がで

き、翻訳ツールを使いながら文字で会話ができる点で有用であ

った。日本語英語共に話せない母国語のみの症例、字が読めな

い症例に対しては、予め頻用する質問のカードや音声データを

準備するなど今後新たな対応が必要と考えられた。食事に関し

ては、ハラル食での対応を想定していたが、イスラム教の患者

例のうち 例はアレルギー食での対応が可能であり、患者の

経済的な負担や病院側の負担を鑑みてもアレルギー食での対

応が妥当と考えられた。

医学（臨床研究）

潜在的認知機能低下が慢性心不全患者の予後に与える影響

目黒知己

国際医療福祉大学市川病院循環器内科

【背景】認知症をもつ慢性心不全患者は脳の海馬傍回が萎縮し、

予後は不良です。我々は認知機能が正常であっても海馬傍回に

軽度の萎縮を認め、将来、認知症に移行するリスクを持つこと

を潜在的認知機能低下と定義しました。一方、栄養不良の慢性

心不全患者が潜在的認知機能低下を有するか否かは不明です。

もし認知症のない栄養不良の心不全患者に潜在的認知機能低

下を認めるのなら、治療効果が弱まり予後に影響する可能性が

あります。

【目的】本研究の目的は、認知機能が正常な慢性心不全患者に

おいて栄養不良の患者に潜在的認知機能低下が存在すること

を明らかにすることです。

【方法】慢性心不全患者 名（ 歳、 クラス 、

％）を対象としました。明らかな認知症患者、精

神疾患とパーキンソン病の患者は除外しました。全脳を 次元

を使用して撮影しました。認知症診断補助に用いられ

る 画像解析ソフトウエア と を用いて、灰白質

の局所萎縮の重症度を評価しました。脳の海馬傍回の委縮度を

スコアで定量化し認知症を発症していない患者の潜在的認知

機能低下のバイオマーカーとしました。また、白質病変の程度

を白質容積として定量ました。認知機能をスクリーニングテス

ト で 半 定 量 し ま し た 。 栄 養 状 態 は 、

（ ）を使用して層別化されまし

た。 は以下のように計算されました：GNRI = [14.89х 血

清アルブミン（ ）+ [41.7х（ ）

【結果】患者は、栄養不良の心不全グループ（ 、 ）

と正常栄養の心不全グループ（ ）に分けられました。 全

脳萎縮の重症度は、栄養不良の心不全グループ（ ％）

と正常栄養の心不全グループ（ ％）の間で類似し

ていました。 しかし海馬傍回の萎縮の重症度を反映する ス

コア値は、栄養不良の心不全グループ（ ）にお

いて正常栄養の心不全グループ（ ）よりも大で

した（ ）。 年齢、駆出率、 、左心室径および白質

病変の重症度は、グループ間で類似していました。

【結論】認知症のない栄養不良の慢性心不全患者は、認知症の

潜在的なリスクをもつ。

医学（臨床研究）

新型コロナウイルス感染症 の神経障害と神経学先進

国における の役割

永山正雄

国際医療福祉大学大学院医学研究科脳神経内科学 国際医療

福祉大学熱海病院脳卒中・神経センター

School/Brigham and Women’s 

【目的】 の神経障害はしばしば報告されており、重症

例ではより重症の神経障害が多く認められる。欧米、とくに米

独では大学病院、主要病院に重症神経疾患患者を診療する

が設置されている。本報告の目的は、 の神

経障害の頻度、臨床像、 の役割を明らかにすること

である。

【方法】 の神経障害について、自験例の提示、文献的

評価、米国 大学、米国 大学の神経学講

座共同研究者との協議。

【結果】 の神経障害は入院例の ～ で認めら

れた。 の神経障害には急性脳症、てんかん発作、脳血

管障害、骨格筋障害、大脳白質病変、嗅覚・味覚障害、頭痛、

ふらつき等が多いが、脳炎、急性散在性脳脊髄炎、中枢神経系

脱髄、急性壊死性出血性脳症、横断性脊髄炎、 Barré

症候群、 症候群等も報告されている。

パンデミックにあたっては、ほとんどの が

患者専用の と化し、 を担う医師（約

は脳神経内科医）が 患者の診療に献身的にあたった。

【考察】これらの神経障害例では の有無を評価する

必要があり、逆に 例、とくに重症例では神経障害に

ついて評価する必要がある。重症神経疾患の管理には人工呼吸

を含めた全身管理が元より重要であることが、 が

患者専用の と化し活用された背景にある。

【結論】 の神経障害は入院例の ～ で認めら

れ、神経障害は の合併症では無く、主要臨床像の一

つと言える。

医学（臨床研究）

頚椎症性脊髄症と後縦靭帯骨化症患者における先行随伴性姿

勢調節機能解析ならびに歩行動態解析

船尾陽生 井川達也 磯貝宜広

笹生豊 西山誠 石井賢

国際医療福祉大学医学部整形外科

国際医療福祉大学成田病院整形外科・脊椎脊髄センター

国際医療福祉大学三田病院整形外科・脊椎脊髄センター

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

【目的】高齢化社会を背景に、頚椎症性脊髄症ならびに指定難

病である後縦靭帯骨化症により脊髄麻痺を呈する患者が増加

している。ふらつきなどのバランス障害による転倒により、脊

髄損傷をきたすことも少なくなく、医療ならびに社会的な問題

となっている。本研究の目的は、頚椎症性脊髄症ならびに後縦

靭帯骨化症患者における先行随伴性姿勢調節機能を、 次元動

作解析装置システムによる歩行動態解析で行い、詳細を明らか

にすることである。

【方法】頚椎症性脊髄症ならびに後縦靭帯骨化症患者（ 群、

例、 歳）と年齢・性別をマッチさせた健常者（ 群、

例、 歳）において、複数の床反力計およびまた 次元動作

解析装置システムを用いて、振り返り動作（サイドステップ）

における先行随伴性姿勢調節機能（

）の定量化および歩行動態解析を行った。

は、主運動に先行する姿勢筋や四肢の活動で、 時間は足底

圧中心の動き始めからステップ脚の踵離地までの時間と定義

される。統計学的解析には、 検定と の相関分析を用

いた。

【結果】 時間は、 群で 秒、 群で 秒と 群で

は 時間が有意に遅れていた（ ＜ ）ターン時間は、

群で 秒、群では 秒と 群で長い傾向を認め（ ）。

歩幅および 歩幅は、 群で と 、 群では

と で、 群で歩幅と 歩幅は短い傾向を認めた（

）。 群の頚髄症 スコアの下肢運動スコアと 時

間、ターン時間、歩幅、 歩幅の相関は、 （ ）

（ ＜ ） （ ） （ ）と、下肢運動ス

コアが低いほど 時間やターン時間が長く、歩幅が短い傾向

を認めた。

【考察・結論】 患者と健常者における先行随伴性姿勢調節機

能（ ）を三次元動作解析装置と床半力計を用いて比較検討

した。 患者では、 時間やターン時間が長く姿勢制御や振

り返り動作に時間を要し、一方で歩幅は短く、これらは 下

肢運動スコアの重症化に伴い悪化する傾向を認めた。 患者に

おける の評価は、下肢運動機能ならびに 転倒リスクを評

価する一助となる可能性が示唆された。
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医学（臨床研究）

新型コロナウイルス感染症 の外国人入院患者にお

ける課題の解消

植田由依 内藤千絵 竹蓋清高 塚田洋樹 金川奈央

中川良 梶村いちげ 伴由布子 籏仁義 先崎秀明

国際医療福祉大学成田病院小児科

【背景】当院は成田国際空港からのアクセスの良さから、検疫

で が判明した外国人患者を受け入れる機会が多い。

元来、外国人入院患者では、言語、宗教、文化の違いから特別

な対応を要することが少なくない。さらに感染対策の観点から、

翻訳機や翻訳ソフトの使用できるパソコンやスマートフォン

を病室に持ち込めないなどの課題も加わり、特に英語も日本語

も話せない外国人とのコミュニケーションについては工夫を

必要とした。

【目的】感染対策が必要な外国人入院患者における課題を見出

し、解消法を検討する。

【対象・方法】新型コロナウイルス 陽性の入院患者 名。

カルテからデータを抽出し、後方視的に検討を行った。抽出す

るデータは、出身国、年齢、宗教、食事、母国語、コミュニケ

ーション方法、礼拝の有無。

【結果】出身国・宗教・母国語はパキスタン４例（全例イスラ

ム教、全例ウルドゥ語）、インド 例（ヒンドゥー教、母国語

不明）。年齢は１～ 歳（平均 歳）。食事はアレルギー食（肉

禁 例、豚肉禁 例、牛肉禁 例）、ハラル食 例。コミュニ

ケーション方法は 例で を使用、英語あるいは日本語で

患者本人あるいは付き添い保護者と会話可能な症例は４例、残

り 例は症状の確認を母国語（ウルドゥ語）で書かれたカード

で行い、それ以外の説明は病院外の父に で英語で伝え父

から母に伝える方針とした。児は日本語が話せるが付き添いの

父が母国語のみ話しかつ字が読めない症例が 例あり、細かな

説明が必要な際は日本語対応可能な友人を交えて のグル

ープ通話機能でコミュニケーションを図った。イスラム教の患

者 例は礼拝があり、電子カルテと病室入り口ドアに礼拝時間

を記載することにより、礼拝中の来室・診察を控えた（礼拝室

の使用はなし）。

【考察】 はビデオ通話で直接接触せずに患者の観察がで

き、翻訳ツールを使いながら文字で会話ができる点で有用であ

った。日本語英語共に話せない母国語のみの症例、字が読めな

い症例に対しては、予め頻用する質問のカードや音声データを

準備するなど今後新たな対応が必要と考えられた。食事に関し

ては、ハラル食での対応を想定していたが、イスラム教の患者

例のうち 例はアレルギー食での対応が可能であり、患者の

経済的な負担や病院側の負担を鑑みてもアレルギー食での対

応が妥当と考えられた。

医学（臨床研究）

潜在的認知機能低下が慢性心不全患者の予後に与える影響

目黒知己

国際医療福祉大学市川病院循環器内科

【背景】認知症をもつ慢性心不全患者は脳の海馬傍回が萎縮し、

予後は不良です。我々は認知機能が正常であっても海馬傍回に

軽度の萎縮を認め、将来、認知症に移行するリスクを持つこと

を潜在的認知機能低下と定義しました。一方、栄養不良の慢性

心不全患者が潜在的認知機能低下を有するか否かは不明です。

もし認知症のない栄養不良の心不全患者に潜在的認知機能低

下を認めるのなら、治療効果が弱まり予後に影響する可能性が

あります。

【目的】本研究の目的は、認知機能が正常な慢性心不全患者に

おいて栄養不良の患者に潜在的認知機能低下が存在すること

を明らかにすることです。

【方法】慢性心不全患者 名（ 歳、 クラス 、

％）を対象としました。明らかな認知症患者、精

神疾患とパーキンソン病の患者は除外しました。全脳を 次元

を使用して撮影しました。認知症診断補助に用いられ

る 画像解析ソフトウエア と を用いて、灰白質

の局所萎縮の重症度を評価しました。脳の海馬傍回の委縮度を

スコアで定量化し認知症を発症していない患者の潜在的認知

機能低下のバイオマーカーとしました。また、白質病変の程度

を白質容積として定量ました。認知機能をスクリーニングテス

ト で 半 定 量 し ま し た 。 栄 養 状 態 は 、

（ ）を使用して層別化されまし

た。 は以下のように計算されました：GNRI = [14.89х 血

清アルブミン（ ）+ [41.7х（ ）

【結果】患者は、栄養不良の心不全グループ（ 、 ）

と正常栄養の心不全グループ（ ）に分けられました。 全

脳萎縮の重症度は、栄養不良の心不全グループ（ ％）

と正常栄養の心不全グループ（ ％）の間で類似し

ていました。 しかし海馬傍回の萎縮の重症度を反映する ス

コア値は、栄養不良の心不全グループ（ ）にお

いて正常栄養の心不全グループ（ ）よりも大で

した（ ）。 年齢、駆出率、 、左心室径および白質

病変の重症度は、グループ間で類似していました。

【結論】認知症のない栄養不良の慢性心不全患者は、認知症の

潜在的なリスクをもつ。

医学（臨床研究）

新型コロナウイルス感染症 の神経障害と神経学先進

国における の役割

永山正雄

国際医療福祉大学大学院医学研究科脳神経内科学 国際医療

福祉大学熱海病院脳卒中・神経センター

School/Brigham and Women’s 

【目的】 の神経障害はしばしば報告されており、重症

例ではより重症の神経障害が多く認められる。欧米、とくに米

独では大学病院、主要病院に重症神経疾患患者を診療する

が設置されている。本報告の目的は、 の神

経障害の頻度、臨床像、 の役割を明らかにすること

である。

【方法】 の神経障害について、自験例の提示、文献的

評価、米国 大学、米国 大学の神経学講

座共同研究者との協議。

【結果】 の神経障害は入院例の ～ で認めら

れた。 の神経障害には急性脳症、てんかん発作、脳血

管障害、骨格筋障害、大脳白質病変、嗅覚・味覚障害、頭痛、

ふらつき等が多いが、脳炎、急性散在性脳脊髄炎、中枢神経系

脱髄、急性壊死性出血性脳症、横断性脊髄炎、 Barré

症候群、 症候群等も報告されている。

パンデミックにあたっては、ほとんどの が

患者専用の と化し、 を担う医師（約

は脳神経内科医）が 患者の診療に献身的にあたった。

【考察】これらの神経障害例では の有無を評価する

必要があり、逆に 例、とくに重症例では神経障害に

ついて評価する必要がある。重症神経疾患の管理には人工呼吸

を含めた全身管理が元より重要であることが、 が

患者専用の と化し活用された背景にある。

【結論】 の神経障害は入院例の ～ で認めら

れ、神経障害は の合併症では無く、主要臨床像の一

つと言える。

医学（臨床研究）

頚椎症性脊髄症と後縦靭帯骨化症患者における先行随伴性姿

勢調節機能解析ならびに歩行動態解析

船尾陽生 井川達也 磯貝宜広

笹生豊 西山誠 石井賢

国際医療福祉大学医学部整形外科

国際医療福祉大学成田病院整形外科・脊椎脊髄センター

国際医療福祉大学三田病院整形外科・脊椎脊髄センター

国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科

【目的】高齢化社会を背景に、頚椎症性脊髄症ならびに指定難

病である後縦靭帯骨化症により脊髄麻痺を呈する患者が増加

している。ふらつきなどのバランス障害による転倒により、脊

髄損傷をきたすことも少なくなく、医療ならびに社会的な問題

となっている。本研究の目的は、頚椎症性脊髄症ならびに後縦

靭帯骨化症患者における先行随伴性姿勢調節機能を、 次元動

作解析装置システムによる歩行動態解析で行い、詳細を明らか

にすることである。

【方法】頚椎症性脊髄症ならびに後縦靭帯骨化症患者（ 群、

例、 歳）と年齢・性別をマッチさせた健常者（ 群、

例、 歳）において、複数の床反力計およびまた 次元動作

解析装置システムを用いて、振り返り動作（サイドステップ）

における先行随伴性姿勢調節機能（

）の定量化および歩行動態解析を行った。

は、主運動に先行する姿勢筋や四肢の活動で、 時間は足底

圧中心の動き始めからステップ脚の踵離地までの時間と定義

される。統計学的解析には、 検定と の相関分析を用

いた。

【結果】 時間は、 群で 秒、 群で 秒と 群で

は 時間が有意に遅れていた（ ＜ ）ターン時間は、

群で 秒、群では 秒と 群で長い傾向を認め（ ）。

歩幅および 歩幅は、 群で と 、 群では

と で、 群で歩幅と 歩幅は短い傾向を認めた（

）。 群の頚髄症 スコアの下肢運動スコアと 時

間、ターン時間、歩幅、 歩幅の相関は、 （ ）

（ ＜ ） （ ） （ ）と、下肢運動ス

コアが低いほど 時間やターン時間が長く、歩幅が短い傾向

を認めた。

【考察・結論】 患者と健常者における先行随伴性姿勢調節機

能（ ）を三次元動作解析装置と床半力計を用いて比較検討

した。 患者では、 時間やターン時間が長く姿勢制御や振

り返り動作に時間を要し、一方で歩幅は短く、これらは 下

肢運動スコアの重症化に伴い悪化する傾向を認めた。 患者に

おける の評価は、下肢運動機能ならびに 転倒リスクを評

価する一助となる可能性が示唆された。

― 189 ―



医学（臨床研究）

妊娠糖尿病患者へのインスリン投与量の減少が母体異常を予

知する可能性

河原井麗正 金子松五 鍵本昌孝 兼子絢華

一井直樹 木村薫 齋藤こよみ 井原基公

柿沼敏行 大和田倫孝 田中宏一

国際医療福祉大学医学部医学科

国際医療福祉大学病院糖尿病・代謝・内分泌科

国際医療福祉大学病院産婦人科

【目的】妊娠中、胎盤より抗インスリン物質（ヒト胎盤ラクト

ゲン 、グルカゴン、成長ホルモン等） が産生され、母

体のインスリン抵抗性が高まる。母体の血中グルコース濃度を

上げて、胎児がグルコースを利用できるようするためである。

母体内で産生されるインスリン量も増えるが、増加したインス

リン抵抗性を補えなくなると妊娠糖尿病 を発症する。

血糖コントロールにはインスリン注射が必要であり、妊娠後期

までインスリン投与量は増加傾向にある。今回、妊娠糖尿病で

インスリン治療を行った症例を後方視的に検討し、インスリン

の使用量変化と周産期合併症に関し考察した。

【方法】 年 月から 年 月まで、インスリン治療を

導入された 症例（ 例）を対象とした。

【結果】対象となった 症例は、平均年齢が 33.1±5.1 歳、

平均妊娠前 は 24.4±5.6 kg/m2 であった。分

娩転帰は、早産が 例で、残り 例は正期産であった。早産

の 例は在胎 週 日で、出生時体重は であった。正

期産児の出生時体重の平均は 2841.1±322.6 g で、巨大児はい

なかった。分娩様式は、経腟分娩が 例、選択的帝王切開が

例 既往帝切 例、筋腫核出後妊娠 例、癲癇合併妊娠 例 、

緊急帝王切開が 例であった。緊急帝王切開の内訳は分娩停止

が 例、

症候群・臨床的急性妊娠脂肪肝 と推

定されるものが 例で、この 例の内 例が早産であった。分

娩 日前でのインスリン使用量と分娩時のインスリン使用量

の差を で除したのをインスリン使用量変化率と定義すると、

負のインスリン使用量変化率が大きかった２症例が、

と推定される 症例であった。

【考察】 の原因は、 症候群では血管内皮障害

と固有肝動脈の攣縮による肝虚血、 では妊娠中での脂肪酸

代謝の異常と言われている。 と思われる 症例では、

何らかの原因で胎盤機能が低下して 産生が減少し、母体の

インスリン抵抗性が低下してインスリン必要量が減少したと

考えられた。更に、 の減少で肝臓での脂質分解が停滞し、

脂質代謝異常を来して肝臓と血管内皮が障害され、肝逸脱酵素

の上昇と血小板数の低下に至ったと推定された。

【結論】 患者のインスリン必要量は妊娠後期に向けて増大

するのが一般的だが、インスリン必要量の急激な低下は、母体

異常の発症を予期する現象と捉ことができそうである。

医学（臨床研究）

ビタミン の消化管癌に対するプラセボ対照ランダム化比較試

験におけるメカニズム解析

鈴木裕

国際医療福祉大学病院

–

Results: The p53 status of 372 patients’ p

–

医学（臨床研究）

消化器癌における の役割

成廣哲史 鈴木裕

国際医療福祉大学病院外科

–

医学（臨床研究）

消化管切除がビタミン の吸収に与える影響の検討

熊谷祐 鈴木裕

国際医療福祉大学病院外科
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国際医療福祉大学病院産婦人科

【目的】妊娠中、胎盤より抗インスリン物質（ヒト胎盤ラクト

ゲン 、グルカゴン、成長ホルモン等） が産生され、母

体のインスリン抵抗性が高まる。母体の血中グルコース濃度を

上げて、胎児がグルコースを利用できるようするためである。

母体内で産生されるインスリン量も増えるが、増加したインス

リン抵抗性を補えなくなると妊娠糖尿病 を発症する。

血糖コントロールにはインスリン注射が必要であり、妊娠後期

までインスリン投与量は増加傾向にある。今回、妊娠糖尿病で

インスリン治療を行った症例を後方視的に検討し、インスリン

の使用量変化と周産期合併症に関し考察した。

【方法】 年 月から 年 月まで、インスリン治療を

導入された 症例（ 例）を対象とした。

【結果】対象となった 症例は、平均年齢が 33.1±5.1 歳、

平均妊娠前 は 24.4±5.6 kg/m2 であった。分

娩転帰は、早産が 例で、残り 例は正期産であった。早産

の 例は在胎 週 日で、出生時体重は であった。正

期産児の出生時体重の平均は 2841.1±322.6 g で、巨大児はい

なかった。分娩様式は、経腟分娩が 例、選択的帝王切開が

例 既往帝切 例、筋腫核出後妊娠 例、癲癇合併妊娠 例 、

緊急帝王切開が 例であった。緊急帝王切開の内訳は分娩停止

が 例、

症候群・臨床的急性妊娠脂肪肝 と推

定されるものが 例で、この 例の内 例が早産であった。分

娩 日前でのインスリン使用量と分娩時のインスリン使用量

の差を で除したのをインスリン使用量変化率と定義すると、

負のインスリン使用量変化率が大きかった２症例が、

と推定される 症例であった。

【考察】 の原因は、 症候群では血管内皮障害

と固有肝動脈の攣縮による肝虚血、 では妊娠中での脂肪酸

代謝の異常と言われている。 と思われる 症例では、

何らかの原因で胎盤機能が低下して 産生が減少し、母体の

インスリン抵抗性が低下してインスリン必要量が減少したと

考えられた。更に、 の減少で肝臓での脂質分解が停滞し、

脂質代謝異常を来して肝臓と血管内皮が障害され、肝逸脱酵素

の上昇と血小板数の低下に至ったと推定された。

【結論】 患者のインスリン必要量は妊娠後期に向けて増大

するのが一般的だが、インスリン必要量の急激な低下は、母体

異常の発症を予期する現象と捉ことができそうである。

医学（臨床研究）

ビタミン の消化管癌に対するプラセボ対照ランダム化比較試

験におけるメカニズム解析

鈴木裕

国際医療福祉大学病院

–

Results: The p53 status of 372 patients’ p

–
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医学（臨床研究）
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医学（臨床研究）

Ｓ状結腸捻転症に対する内視鏡補助下Ｓ状結腸固定術の効果

と安全性

鈴木範彦

国際医療福祉大学病院

医学（臨床研究）

直腸癌に対する自動吻合器を用いた側側吻合の検討

大平寛典

国際医療福祉大学病院

【背景】腹腔鏡下直腸癌手術の吻合再建法は①口則腸管にタバ

コ縫合をかけ自動吻合器のアンビルを挿入し結紮②肛門則断

端の縫合線を貫くように吻合器本体を装着③縫合線を１箇所

または２箇所またぐように 、がよく行われる手順である。

しかし、縫合不全は一定の確率で発症することから一時的な人

工肛門造設などが行なわれている。

【目的】結腸癌に対する腹腔鏡下手術での吻合再建は自動縫合

器による側側吻合（機能的端々吻合）が一般的であるが、直腸

癌に対しては自動吻合器を用いた が行われる。しかし、直

腸断端の閉鎖した を打ち抜くことにより縫合線が

重なる箇所が最低 箇所できる部位があり、ここが縫合不全の

好発部位と考えられる（特に後壁）。

【対象】腹腔鏡での根治切除予定の直腸癌の患者

【方法】 直腸間膜切除 または の操作が終了したら自

動縫合器（ または ）

で肛門側を切離。その後、口側断端に自

動吻合器（ ） のアンビルを挿入、

先端を断端ではなく１〜２ 口側の腸間膜対側から誘導し固

定、挿入した断端は縫合器で閉鎖する。

【結果】 例に施行し、現在縫合不全が 例、吻合部狭窄はな

し。

医学（臨床研究）

高齢者てんかんの病態解明と治療戦略の確立

赤松直樹

国際医療福祉大学医学部脳神経内科

【目的】高齢者てんかんの総合的臨床研究によりその病態を明

らかにし、診断、治療方法の根拠を示すことを本研究の主目的

とする。今後の高齢者てんかん診療ガイドライン策定の基礎的

データとする。

【方法】高齢初発てんかんの、危険因子、脳波所見、画像所見、

抗てんかん薬治療反応性、予後、を臨床情報からの解析を行う。

てんかん専門医による病歴聴取・診察、脳波、てんかんプロト

コール 、神経心理検査、血液生化学検査を行っている施設

でのてんかん症例を対象とする。てんかんの有病率については、

すでに行われた福岡県久山町のデータおよびレセプトデータ

を解析する。

【結果】①H26 年 月 日〜 年 月 日に福岡山王病院で

外来脳波検査を行い、側頭葉てんかんと診断された 歳以上

の 例を対象とした。発症年齢は 69.4±7.36 歳、複雑部分発

作は 人、二次性全般化は 人であった。生化学検査では、

血糖は異常 人、 は高値 人、中性脂肪は高値 人、

は軽度異常 ～ 人であった。既往歴の中で血圧は 名

の患者が高血圧の診断を受けていた。脳波検査によるてんかん

原性焦点は左側頭葉が最多で 人であった。画像では非病変

例が半数を占めた。服薬で有意に発作が減少したのは 人で

あった。②九州大学との共同研究により、福岡県久山町におい

て、一般人口におけるてんかん有病率調査・研究を行い、 歳

以上では有病率は人口 人当たり 人、 歳以上では

人であることを明らかにした。③2008 年 月 日から 年

月 日までの本邦入院患者 人 年の日本の

人口の ％に相当する の診療報酬レセプトを解析した。

人がてんかんの診断で抗てんかん薬治療を受けていた

（ ）。てんかんの有病率は ％である。てん

かんとして受診している患者の ％が 歳以上の高齢者であ

った。

【考察】高齢初発てんかんの特徴は、生活習慣病の合併、左側

頭葉てんかんが多い、焦点意識減損発作（複雑部分発作）が多

く、外来脳波でてんかん性放電の捕捉が ％以上で可能である。

治療においては抗てんかん薬による発作消失率が高いことが

示された。レセプト、地域住民の疫学調査からも高齢者てんか

んの有病率は一般人口の ％を超えており、医療政策上も重要

な疾患である。

【結論】高齢者てんかんの有病率は ％を超えており、臨床症

状・検査所見には特徴的な所見があり、抗てんかん薬治療効果

が高い。

医学（臨床研究）

tests. The mean age of the patients was 39.5±12.09 years. 

compared to males, 36.23±13.54 versus 41.07±12.54. BMI 

7.05±4.05 months. The most common findings on X

– –

–
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コ縫合をかけ自動吻合器のアンビルを挿入し結紮②肛門則断

端の縫合線を貫くように吻合器本体を装着③縫合線を１箇所

または２箇所またぐように 、がよく行われる手順である。
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工肛門造設などが行なわれている。
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器による側側吻合（機能的端々吻合）が一般的であるが、直腸

癌に対しては自動吻合器を用いた が行われる。しかし、直

腸断端の閉鎖した を打ち抜くことにより縫合線が

重なる箇所が最低 箇所できる部位があり、ここが縫合不全の

好発部位と考えられる（特に後壁）。

【対象】腹腔鏡での根治切除予定の直腸癌の患者

【方法】 直腸間膜切除 または の操作が終了したら自

動縫合器（ または ）

で肛門側を切離。その後、口側断端に自

動吻合器（ ） のアンビルを挿入、

先端を断端ではなく１〜２ 口側の腸間膜対側から誘導し固

定、挿入した断端は縫合器で閉鎖する。

【結果】 例に施行し、現在縫合不全が 例、吻合部狭窄はな

し。

医学（臨床研究）

高齢者てんかんの病態解明と治療戦略の確立

赤松直樹

国際医療福祉大学医学部脳神経内科

【目的】高齢者てんかんの総合的臨床研究によりその病態を明

らかにし、診断、治療方法の根拠を示すことを本研究の主目的

とする。今後の高齢者てんかん診療ガイドライン策定の基礎的

データとする。

【方法】高齢初発てんかんの、危険因子、脳波所見、画像所見、

抗てんかん薬治療反応性、予後、を臨床情報からの解析を行う。

てんかん専門医による病歴聴取・診察、脳波、てんかんプロト

コール 、神経心理検査、血液生化学検査を行っている施設

でのてんかん症例を対象とする。てんかんの有病率については、

すでに行われた福岡県久山町のデータおよびレセプトデータ

を解析する。

【結果】①H26 年 月 日〜 年 月 日に福岡山王病院で

外来脳波検査を行い、側頭葉てんかんと診断された 歳以上

の 例を対象とした。発症年齢は 69.4±7.36 歳、複雑部分発

作は 人、二次性全般化は 人であった。生化学検査では、

血糖は異常 人、 は高値 人、中性脂肪は高値 人、

は軽度異常 ～ 人であった。既往歴の中で血圧は 名

の患者が高血圧の診断を受けていた。脳波検査によるてんかん

原性焦点は左側頭葉が最多で 人であった。画像では非病変

例が半数を占めた。服薬で有意に発作が減少したのは 人で

あった。②九州大学との共同研究により、福岡県久山町におい

て、一般人口におけるてんかん有病率調査・研究を行い、 歳

以上では有病率は人口 人当たり 人、 歳以上では

人であることを明らかにした。③2008 年 月 日から 年

月 日までの本邦入院患者 人 年の日本の

人口の ％に相当する の診療報酬レセプトを解析した。

人がてんかんの診断で抗てんかん薬治療を受けていた

（ ）。てんかんの有病率は ％である。てん

かんとして受診している患者の ％が 歳以上の高齢者であ

った。

【考察】高齢初発てんかんの特徴は、生活習慣病の合併、左側

頭葉てんかんが多い、焦点意識減損発作（複雑部分発作）が多

く、外来脳波でてんかん性放電の捕捉が ％以上で可能である。

治療においては抗てんかん薬による発作消失率が高いことが

示された。レセプト、地域住民の疫学調査からも高齢者てんか

んの有病率は一般人口の ％を超えており、医療政策上も重要

な疾患である。

【結論】高齢者てんかんの有病率は ％を超えており、臨床症

状・検査所見には特徴的な所見があり、抗てんかん薬治療効果

が高い。

医学（臨床研究）

tests. The mean age of the patients was 39.5±12.09 years. 

compared to males, 36.23±13.54 versus 41.07±12.54. BMI 

7.05±4.05 months. The most common findings on X

– –

–
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医学（臨床研究）

舌切除後の構音機能に関する経時的検討

―単音節と会話の明瞭度に乖離を認めた舌癌術後患者 例のプ

ロソディーの比較―

三浦弘規 川村なごみ 貫井さと子 多田天子

畠山恵 石川志帆 木村郁夫

国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター

国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション室

国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション科

【背景】舌の可動部および口腔底の半側を超える切除では、多

くの場合明らかな構音障害が現れると報告されている（熊

倉 ）。しかし臨床場面において、単音節の明瞭度が高度に

障害されている一方で会話の明瞭度は保たれ、単音節と会話の

明瞭度が乖離している症例が存在する。会話の明瞭度に影響を

及ぼす要因には構音機能のみならず、アクセント、イントネー

ション、ポーズ等のプロソディーが挙げられ、舌癌術後患者の

場合、喉頭機能は温存されており、構音機能が高度に障害され

ていてもプロソディーを調節することで明瞭度を補っている

と考えられる。

本研究では、単音節と会話の明瞭度に乖離を認めた舌癌術後患

者 例のプロソディーを音響学的に分析し、会話明瞭度にプロ

ソディーが及ぼす影響について検討した。

【対象】当院頭頸部腫瘍センターで舌亜全摘出術・皮弁再建術

を施行し、単音節明瞭度が高度障害（発語明瞭度検査 以下）

を呈する 名とした。症例 は、 歳男性で単音節明瞭度は

であり、症例 は、 歳男性で単音節明瞭度は であ

った。

【方法】会話の明瞭度の評価には会話明瞭度検査 段階尺度（伊

藤 ）を使用した。聴取者は学生 名で、最高点・最低点

を除いた 名の平均値を算出した。

プロソディーの評価は、「単語」、「文章」、「会話」の発話音

声を使用した。アクセントとイントネーションについては周波

数の変化域を計測し、ポーズは無音時間と出現回数を計測した。

【結果】会話の明瞭度は、症例 が 、症例 が で、症

例 に比し症例 が明瞭であった。

プロソディーに関して、アクセントとイントネーションにおけ

る周波数変化域は、単語、文章、会話の全てにおいて、症例

が大きかった（症例 ：単語 半音，文章 半音，会話

半音／症例 ：単語 半音，文章 半音，会話 半音）。

ポーズは、 例とも文章に比し会話の無音時間が長く、会話で

の無音時間は症例 が長かった（症例 ：文章 ，会話

／症例 ：文章 ，会話 ）。出現回数は

例に差を認めなかった（症例 ：文章 回，会話 回／

症例 ：文章 回，会話 回）。

【考察および結語】単音節と会話の明瞭度に乖離を認めた舌癌

術後患者 例のプロソディーを音響学的に分析した。 例とも

単音節の明瞭度は高度に障害されているが、会話の明瞭度で双

方に差を認め、音響学的分析においてもプロソディーに差がみ

られた。

医学（臨床研究）

若年子宮体癌症例に対する高用量黄体ホルモン療法の治療

効果

進伸幸 齋藤英子 永吉陽子 上田和

岡田智志 片岡史夫 木原真紀 田中宏一

国際医療福祉大学成田病院産科・婦人科

国際医療福祉大学三田病院女性腫瘍センター・婦人科

【目的】若年子宮体癌症例は近年増加しており、発表者が所属

する施設でも年間 名以上の新規患者が受診し、妊孕性温存

目的の高用量黄体ホルモン療法（ 療法）を行っている。本

研究は若年子宮体癌患者における高用量黄体ホルモン療法の

治療成績から、治療効果を臨床病理学的因子から事前に予測す

る方法の開発を目的としている。今回は当施設（国際医療福祉

大学三田病院および同成田病院）にて 療法を施行した症例

の治療成績を報告する。

【対象と方法】 年 月以後に 療法を施行した、組織型

が類内膜癌 であり筋層浸潤を伴わないⅠA 期体癌（ ）が推

定される患者 名、また、組織型が子宮内膜異型増殖症（ ）

である患者 名を対象とした。子宮内膜細胞診 組織診で

または が確認され、内膜全面掻爬による組織診にて類内膜

癌 や漿液性腺癌が否定され、 、 にて子宮外進展や重

複癌を認めない症例に対して、インフォームドコンセントを得

た後、 （ ） 内服、

週ごとのエコー検査、内膜細胞診 組織診、血清 測定な

どにて外来でフォローし、 週目にて内膜全面掻爬術を施行し

た。病変消失であれば治療終了、病変残存であれば以後 週ご

とに内膜全面掻爬を病変消失まで反復した。治療終了時または

か月ごとに 検査、 検査を施行した。後方視的に診療

録記録を確認した。

【結果】 治療中の 名を除き、病変消失率は で

（ ）、 で （ ）であった。増悪例は の 例で、

増悪と筋層浸潤発現例（術後病理で類内膜癌と漿液性癌の混

合癌と判明、漿液性癌の腹腔内播種）であった。パートナーの

いる病変消失例での妊娠率は、 で （ ）、 で （ 、

名は 回妊娠）と比較的高率であった。 名の生児が得られ

名が妊娠継続中である。子宮内再発率は、 で （ ）

で、全例 での再発で 例は反復 療法にて病変は再び消

失している。 における子宮内再発率は （ ）であった。

治療後再発までの期間の中央値は で 日、 で 日で

あった。 再発例の 例は か月後に で筋層浸潤が推定さ

れ根治手術を施行し、骨盤リンパ節転移が確認された。子宮外

転移 例の 例は癌性腹膜炎にて死亡に至ったが、 例は無病

生存している。なお初回治療終了後の観察期間の中央値は

日である。

【結論】若年子宮体癌例の妊孕性温存療法は高率に病変消失が

得られ、挙児に至った成功例もあるが、子宮外転移や死亡例も

経験し、また子宮内再発率も高い。事前に治療効果を推定する

予測法の確立が急務である。

医学（臨床研究）

ディープラーニングを用いた、頭部 画像からの後頭蓋窩領

域のセグメンテーション およびその 次元表示

吉岡直紀 奥田逸子

国際医療福祉大学成田病院放射線科

国際医療福祉大学三田病院放射線診断センター

【目的】ディープラーニングを用いて、頭部の３ 強調画像

から後頭蓋窩領域を抽出し、３次元表示を行う。

【方法】後頭蓋窩の 強調画像 例（それぞれ スラ

イス）を対象とした。ワークステーション上で、画像ごと

に用手的に後頭蓋窩領域を決定し正解画像とした。１つの元画

像、正解画像の組に対して、回転、拡大・縮小、表示ウィ

ンドウ・レベルの変更による１０倍の水増しを行い、

組の画像を作成。 組をネットワー

クの学習用に、 組をネットワークのバリデーションに

用いた。ネットワークとして、 マトリクス、グレイ

スケール画像を入力とし、 の二値画像を出力する

を用いた。使用したハードウェアは ワ

ークステーション（ バイト、 ）で、ソ

フトウェアとして ライブラリを用いた。

出力された結果を用いて、後頭蓋窩構造のボリュームレンダ

リング表示 を行い、

小脳半球、橋～延髄、脳底動脈径、第７・第８脳神経の描

出について視覚的評価を行った。

【結果】バリデーションデータのダイス係数は と良好

な結果が得られた。３次元表示の視覚評価では、小脳半球、

橋～延髄、脳底動脈については良好であったが、第７・第

８脳神経については内耳道の周囲の壁のご抽出による描出

不良がやや目立った。

【考察】粗大な構造については、セグメンテーションに多

少の誤差が生じても、３次元表示において大きな影響はな

いが、小脳橋角部については、正確さが要求される。ネッ

トワークの学習においても、ウェイトをかけるなどをする

工夫が必要であると思われた。

【結論】３ 強調画像からの後頭蓋窩領域の抽出に、ディ

ープラーニングが有用である可能性が示唆された。

医学（臨床研究）

次元 画像による脾弯曲部大腸の血管解剖の検討

安全・確実な手術を目指して

石田隆 似鳥修弘

国際医療福祉大学成田病院消化器外科

【はじめに】近年、 画像解析技術は飛躍的な進歩を遂げてい

る。これにより、手術前に正確な解剖把握が可能となり、より

安全で確実な手術が可能となった。術前の 画像解析（画像

シミュレーション）を行うことは、いまや安全で確実な手術を

行う上では必須となっている。大腸癌領域において、術前に正

確な血管解剖を把握することは、精緻なリンパ節郭清を可能に

する。また骨盤内においては、大血管・膀胱・尿管・子宮・卵

巣・仙骨などが近接する解剖学的特性上、特に局所進行もしく

は再発直腸癌手術においては、術前に解剖を正確に把握するこ

とは、安全で正確に手術を行う上で、欠かすことができない。

術前 画像解析を行い、手術を施行した直腸癌の二例を提示

する。

【症例】① 歳代女性。 年 か月前に進行直腸癌に対して

手術を施行した。以後、経過観察中に、骨盤内リンパ節再発を

認めた。再発腫瘍は尿管とも近接しており、術前画像シミュレ

ーションを施行した後、泌尿器科と合同で、開腹側方リンパ節

郭清術＋内腸骨血管・卵巣・尿管合併切除術を施行した。②

歳代男性。肝転移を伴う進行直腸癌 。直腸間膜

内の所属リンパ節が仙骨前面に近接しており（浸潤の可能性も

あり）、原発巣切除には仙骨合併切除を要すると考えられた。

術前化学療法を施行し病巣の縮小が得られた後、腹腔鏡下低位

前方切除＋仙骨骨膜合併切除を施行した。手術は、術前画像シ

ミュレーションにより、仙骨との位置関係を詳細に検討した後

に施行した。

【結語】 画像解析技術の進歩により、より安全で確実な手術

が可能になりつつある。手術における画像シミュレーションの

重要性は今後もさらに増すものと考えられる。
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医学（臨床研究）

舌切除後の構音機能に関する経時的検討

―単音節と会話の明瞭度に乖離を認めた舌癌術後患者 例のプ

ロソディーの比較―

三浦弘規 川村なごみ 貫井さと子 多田天子

畠山恵 石川志帆 木村郁夫

国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター

国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション室

国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション科

【背景】舌の可動部および口腔底の半側を超える切除では、多

くの場合明らかな構音障害が現れると報告されている（熊

倉 ）。しかし臨床場面において、単音節の明瞭度が高度に

障害されている一方で会話の明瞭度は保たれ、単音節と会話の

明瞭度が乖離している症例が存在する。会話の明瞭度に影響を

及ぼす要因には構音機能のみならず、アクセント、イントネー

ション、ポーズ等のプロソディーが挙げられ、舌癌術後患者の

場合、喉頭機能は温存されており、構音機能が高度に障害され

ていてもプロソディーを調節することで明瞭度を補っている

と考えられる。

本研究では、単音節と会話の明瞭度に乖離を認めた舌癌術後患

者 例のプロソディーを音響学的に分析し、会話明瞭度にプロ

ソディーが及ぼす影響について検討した。

【対象】当院頭頸部腫瘍センターで舌亜全摘出術・皮弁再建術

を施行し、単音節明瞭度が高度障害（発語明瞭度検査 以下）

を呈する 名とした。症例 は、 歳男性で単音節明瞭度は

であり、症例 は、 歳男性で単音節明瞭度は であ

った。

【方法】会話の明瞭度の評価には会話明瞭度検査 段階尺度（伊

藤 ）を使用した。聴取者は学生 名で、最高点・最低点

を除いた 名の平均値を算出した。

プロソディーの評価は、「単語」、「文章」、「会話」の発話音

声を使用した。アクセントとイントネーションについては周波

数の変化域を計測し、ポーズは無音時間と出現回数を計測した。

【結果】会話の明瞭度は、症例 が 、症例 が で、症

例 に比し症例 が明瞭であった。

プロソディーに関して、アクセントとイントネーションにおけ

る周波数変化域は、単語、文章、会話の全てにおいて、症例

が大きかった（症例 ：単語 半音，文章 半音，会話

半音／症例 ：単語 半音，文章 半音，会話 半音）。

ポーズは、 例とも文章に比し会話の無音時間が長く、会話で

の無音時間は症例 が長かった（症例 ：文章 ，会話

／症例 ：文章 ，会話 ）。出現回数は

例に差を認めなかった（症例 ：文章 回，会話 回／

症例 ：文章 回，会話 回）。

【考察および結語】単音節と会話の明瞭度に乖離を認めた舌癌

術後患者 例のプロソディーを音響学的に分析した。 例とも

単音節の明瞭度は高度に障害されているが、会話の明瞭度で双

方に差を認め、音響学的分析においてもプロソディーに差がみ

られた。

医学（臨床研究）

若年子宮体癌症例に対する高用量黄体ホルモン療法の治療

効果

進伸幸 齋藤英子 永吉陽子 上田和

岡田智志 片岡史夫 木原真紀 田中宏一

国際医療福祉大学成田病院産科・婦人科

国際医療福祉大学三田病院女性腫瘍センター・婦人科

【目的】若年子宮体癌症例は近年増加しており、発表者が所属

する施設でも年間 名以上の新規患者が受診し、妊孕性温存

目的の高用量黄体ホルモン療法（ 療法）を行っている。本

研究は若年子宮体癌患者における高用量黄体ホルモン療法の

治療成績から、治療効果を臨床病理学的因子から事前に予測す

る方法の開発を目的としている。今回は当施設（国際医療福祉

大学三田病院および同成田病院）にて 療法を施行した症例

の治療成績を報告する。

【対象と方法】 年 月以後に 療法を施行した、組織型

が類内膜癌 であり筋層浸潤を伴わないⅠA 期体癌（ ）が推

定される患者 名、また、組織型が子宮内膜異型増殖症（ ）

である患者 名を対象とした。子宮内膜細胞診 組織診で

または が確認され、内膜全面掻爬による組織診にて類内膜

癌 や漿液性腺癌が否定され、 、 にて子宮外進展や重

複癌を認めない症例に対して、インフォームドコンセントを得

た後、 （ ） 内服、

週ごとのエコー検査、内膜細胞診 組織診、血清 測定な

どにて外来でフォローし、 週目にて内膜全面掻爬術を施行し

た。病変消失であれば治療終了、病変残存であれば以後 週ご

とに内膜全面掻爬を病変消失まで反復した。治療終了時または

か月ごとに 検査、 検査を施行した。後方視的に診療

録記録を確認した。

【結果】 治療中の 名を除き、病変消失率は で

（ ）、 で （ ）であった。増悪例は の 例で、

増悪と筋層浸潤発現例（術後病理で類内膜癌と漿液性癌の混

合癌と判明、漿液性癌の腹腔内播種）であった。パートナーの

いる病変消失例での妊娠率は、 で （ ）、 で （ 、

名は 回妊娠）と比較的高率であった。 名の生児が得られ

名が妊娠継続中である。子宮内再発率は、 で （ ）

で、全例 での再発で 例は反復 療法にて病変は再び消

失している。 における子宮内再発率は （ ）であった。

治療後再発までの期間の中央値は で 日、 で 日で

あった。 再発例の 例は か月後に で筋層浸潤が推定さ

れ根治手術を施行し、骨盤リンパ節転移が確認された。子宮外

転移 例の 例は癌性腹膜炎にて死亡に至ったが、 例は無病

生存している。なお初回治療終了後の観察期間の中央値は

日である。

【結論】若年子宮体癌例の妊孕性温存療法は高率に病変消失が

得られ、挙児に至った成功例もあるが、子宮外転移や死亡例も

経験し、また子宮内再発率も高い。事前に治療効果を推定する

予測法の確立が急務である。

医学（臨床研究）

ディープラーニングを用いた、頭部 画像からの後頭蓋窩領

域のセグメンテーション およびその 次元表示

吉岡直紀 奥田逸子

国際医療福祉大学成田病院放射線科

国際医療福祉大学三田病院放射線診断センター

【目的】ディープラーニングを用いて、頭部の３ 強調画像

から後頭蓋窩領域を抽出し、３次元表示を行う。

【方法】後頭蓋窩の 強調画像 例（それぞれ スラ

イス）を対象とした。ワークステーション上で、画像ごと

に用手的に後頭蓋窩領域を決定し正解画像とした。１つの元画

像、正解画像の組に対して、回転、拡大・縮小、表示ウィ

ンドウ・レベルの変更による１０倍の水増しを行い、

組の画像を作成。 組をネットワー

クの学習用に、 組をネットワークのバリデーションに

用いた。ネットワークとして、 マトリクス、グレイ

スケール画像を入力とし、 の二値画像を出力する

を用いた。使用したハードウェアは ワ

ークステーション（ バイト、 ）で、ソ

フトウェアとして ライブラリを用いた。

出力された結果を用いて、後頭蓋窩構造のボリュームレンダ

リング表示 を行い、

小脳半球、橋～延髄、脳底動脈径、第７・第８脳神経の描

出について視覚的評価を行った。

【結果】バリデーションデータのダイス係数は と良好

な結果が得られた。３次元表示の視覚評価では、小脳半球、

橋～延髄、脳底動脈については良好であったが、第７・第

８脳神経については内耳道の周囲の壁のご抽出による描出

不良がやや目立った。

【考察】粗大な構造については、セグメンテーションに多

少の誤差が生じても、３次元表示において大きな影響はな

いが、小脳橋角部については、正確さが要求される。ネッ

トワークの学習においても、ウェイトをかけるなどをする

工夫が必要であると思われた。

【結論】３ 強調画像からの後頭蓋窩領域の抽出に、ディ

ープラーニングが有用である可能性が示唆された。

医学（臨床研究）

次元 画像による脾弯曲部大腸の血管解剖の検討

安全・確実な手術を目指して

石田隆 似鳥修弘

国際医療福祉大学成田病院消化器外科

【はじめに】近年、 画像解析技術は飛躍的な進歩を遂げてい

る。これにより、手術前に正確な解剖把握が可能となり、より

安全で確実な手術が可能となった。術前の 画像解析（画像

シミュレーション）を行うことは、いまや安全で確実な手術を

行う上では必須となっている。大腸癌領域において、術前に正

確な血管解剖を把握することは、精緻なリンパ節郭清を可能に

する。また骨盤内においては、大血管・膀胱・尿管・子宮・卵

巣・仙骨などが近接する解剖学的特性上、特に局所進行もしく

は再発直腸癌手術においては、術前に解剖を正確に把握するこ

とは、安全で正確に手術を行う上で、欠かすことができない。

術前 画像解析を行い、手術を施行した直腸癌の二例を提示

する。

【症例】① 歳代女性。 年 か月前に進行直腸癌に対して

手術を施行した。以後、経過観察中に、骨盤内リンパ節再発を

認めた。再発腫瘍は尿管とも近接しており、術前画像シミュレ

ーションを施行した後、泌尿器科と合同で、開腹側方リンパ節

郭清術＋内腸骨血管・卵巣・尿管合併切除術を施行した。②

歳代男性。肝転移を伴う進行直腸癌 。直腸間膜

内の所属リンパ節が仙骨前面に近接しており（浸潤の可能性も

あり）、原発巣切除には仙骨合併切除を要すると考えられた。

術前化学療法を施行し病巣の縮小が得られた後、腹腔鏡下低位

前方切除＋仙骨骨膜合併切除を施行した。手術は、術前画像シ

ミュレーションにより、仙骨との位置関係を詳細に検討した後

に施行した。

【結語】 画像解析技術の進歩により、より安全で確実な手術

が可能になりつつある。手術における画像シミュレーションの

重要性は今後もさらに増すものと考えられる。
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医学（臨床研究）

新規導入腹膜透析患者に対する運動療法が残腎機能に及ぼす

効果の検証

葛西貴広 山田斎毅 冨永喜寛 鷲田直輝

国際医療福祉大学成田病院腎臓内科

【目的】 において運動療法が腎機能を温存するという報告

があるが、透析患者とりわけ腹膜透析患者において残腎機能を

温存すると言う報告はないが、残腎機能の低下を抑制する可能

性は十分考えられ、特に新規導入患者を対象とすることでより

正確な評価となりうる。そこで本研究では運動療法が導入期腹

膜透析患者の残腎機能に与える影響を検証する。

【方法】国際医療福祉大学成田病院、国際医療福祉大学病院、

国際医療福祉大学熱海病院、慶應義塾大学病院に通院中の新規

導入腹膜透析患者、 名を対象とする。

介入群と非介入群の２群に分け、介入群ではシャトルウォーキ

ングテストを行い個々人での運動耐用能を決定する。その運動

耐用能に沿って設定した在宅ベースの運動療法を、研究期間で

ある６ヶ月間継続した後に、２群の結果を比較し、運動療法の

効果を検証する。また、研究期間開始前にも３ヶ月間の観察期

間を設定する。本研究は多施設共同無治療対照無作為化 群平

行群間比較試験として行う。

また、評価項目は

残腎機能に対する主要評価項目：

副次的評価項目： 、 、 、シスタチン 、 、

β2 MG として行う。

統計解析は正規分布仮定の有無により またパラ

メータを で比較する場合は で

比較、分布に偏りがあるときは – を用いて

比較、カテゴリー変数については などを用

いる予定である。相関の評価については の順位相関

係数または の積率相関係数を用い、 多変量解析も行

う予定である。

【結果】現時点で国際医療福祉大学熱海病院で２名、国際医療

福祉大学病院で１名、国際医療福祉大学成田病院で１名の患者

の観察期間中である。

【考察】 に対する運動療法の残腎機能の温存についても現

時点でメカニズムは明らかでない。本研究により、腹膜透析患

者においても残腎機能の温存を認めた場合、腎血流、血圧、冠

動脈などの心血管への影響との連関に関して動物実験などを

通して明らかにする必要がある。

【結論】今後さらに研究参加患者を増やし、出来るだけ早く結

果を検証できるよう尽力する。

医学（臨床研究）

舌下免疫療法の治療効果を予測する唾液マイクロバイオーム

の同定

岡愛子 岡野光博

国際医療福祉大学大学院医学研究科医学専攻臨床医学研究分

野

【目的】舌下免疫療法（ ： ）は

アレルギー性鼻炎に対する根治的治療法である。我々は舌下免

疫療法において治療抗原が最初に反応する因子である唾液に

着目し、唾液の 産生誘導活性が治療の有効性に関わるこ

とを明らかにした（ ）。本研究では唾液の構

成成分である細菌叢（マイクロバイオーム）に焦点をあて、

の有効性に関与する唾液マイクロバイオームを同定すること

で新しい治療効果予測法および治療法の確立を目指した。

【方法】日本人のスギ花粉症患者 人の唾液沈渣を材料に、

次世代シーケンサー（ ）を用いたメタ 解析を行い、菌

種組成を解析した。また唾液沈査を加えて 細胞を培養し、

制御性サイトカインである 産生量とマイクロバイオーム

の組成率を検討した。さらに の著効例（

： ）で組成比が有意に高い細菌、すなわち治療効果

関連細菌を同定した。

【結果】唾液沈査の解析で、主要な細菌門は （中央

値 ）、 （ ）、 （ ）

であった。これらの つの細菌門の組成率と 細胞から産

生される 量を検討すると、 のみ有意な正

の相関を示した（ ）。さらに 門のうちで

組成率の高い 属で有意な正の相関を示した

（ ）。 の著効例（ ）では症状残存例（ ）

と比較して有意に 門、さらに 属の

組成率が高かった。

【考察、結論】唾液中の 門、特に

属により、制御性サイトカインである 産生が誘導される

ことが示唆された。さらに の著効例では

門、 属の組成率が高かった。これらの結果から、

門、特に 属が 産生を誘導して

の有効性を高めていることが示唆された。

医学（臨床研究）

住民健診ビッグデータにおける心房細動の有病率

高田剛史 三木景太 相澤健太郎 福田浩二 柴信行

国際医療福祉大学病院

【目的】近年高齢者の増加に伴い、心房細動を塞栓源とする心

原性脳塞栓症の増加が報告されている。約半数の人に自覚症状

がなく、脳梗塞を引き起こした時に初めて心房細動が見つかる

こともある。心房細動は健診においてもしばしば見られる不整

脈であることから、今回検診時の心電図検査において心房細動

の有病率を検討したので報告する。

【方法】岩手県、宮城県、福島県、栃木県において 年度

から 年度にかけて住民健診を受診し、その際に心電図検

査を実施した計 名（ 年度 名、 年

度 名、 年度 名、 年度 名、

年度 名、 年度 名）を対象とした。

【結果】年度ごとの性・年齢階層別有病率は、 年（男性：

歳 、 歳 、 歳 、 歳

、 歳以上 女性： 歳 、 歳 、

歳 、 歳 、 歳以上 ）、 年

（男性： 、 、 、 、 女性： 、 、

、 、 ）、 年（男性： 、 、 、

、 女性： 、 、 、 、 ）、

年（男性： 、 、 、 、 女性：

、 、 、 、 ）、 年（男性： 、

、 、 、 女性： 、 、 、 、

）、 年（男性： 、 、 、 、

女性： 、 、 、 、 ）であった。

【考察】加齢とともに心房細動の出現数、出現頻度が増加し、

かつ男性では 歳以上で女性よりも高い傾向を示した。さら

に 歳以上では経年的に有病率が高くなる傾向にあり、近年

の食生活の影響や、平均寿命の延長が関与していることが考え

られた。

医学（臨床研究）

産婦人科領域におけるロボット支援下手術の導入経験

柿沼敏行 河原井麗正 一井直樹 鍵本昌孝 兼子絢華

柿沼薫 齋藤こよみ 前山朝子 竹島信宏 大和田倫孝

国際医療福祉大学病院産婦人科

【背景・目的】手術支援ロボット（da Vinci® Surgical ）

の最大の利点は、 次元視野下に関節を有する自由度の高い鉗

子を用いて、巧みな手術操作ができるところであり、従来の内

視鏡手術の欠点を補う新たな低侵襲手術として発展が期待さ

れている。診療報酬改定により、産婦人科領域のロボット支援

下内視鏡手術として 年には、良性腫瘍、および早期子宮

体癌が、さらに今年の 月には骨盤臓器脱対して仙骨膣固定術

が保険収載された。

今回、当院での産婦人科領域において同手術を 年 月よ

り導入し、導入までの経緯と、手術成績、導入前後の問題点に

ついて検討した。

【方法】本術式導入に向けて、「婦人科疾患に対するロボット

支援下手術に関する指針」を参照に必要項目を整理し、院内に

おいてその要件を満たす基準等の作成、院内の臨床倫理委員会

に申請し、並行して産科婦人科学会にロボット支援下婦人科手

術実施施設登録申請を行った。また 社にて

取得に向けた研修を行った。さらに、麻酔科医師、

手術室看護師、臨床工学士、 社社員らと複数回、綿密

にシュミレーションシュを行った。 年 月から da Vinci® 

（ 、 ）を使用して 症例の手術を施行

した。

【成績】 当院では既に外科、腎泌尿器外科において

手術が導入されて おり、指針における施設基準は満たしてい

るものが多かったが、 本手術施行に関するガイドラインおよ

び術者認定は定められていなかったため、新たに制定を行った。

術者基準を満たすために 社が行っているトレーニン

グコースに参加し、 名および の

を 名獲得した。

対象期間に 症例（子宮筋腫 例、子宮体癌 例）に対して

ロボット支援下手術施行した。手術時間は平均 分（

分）、出血量は平均 （ ）であった。

【結論】新規術式の導入には、麻酔科医や手術部看護師、臨床

工学技士、医事課など、各診療科、部門と密に連携を図り、継

続的かつ包括的診療体制の構築を要した。今後、当科における

安全かつ定型化したロボット支援下手術の確立と、手術枠の拡

大から若手医師への教育を含め、さらなる進歩に向けた取り組

みが重要であると考えられた。
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医学（臨床研究）

新規導入腹膜透析患者に対する運動療法が残腎機能に及ぼす

効果の検証

葛西貴広 山田斎毅 冨永喜寛 鷲田直輝

国際医療福祉大学成田病院腎臓内科

【目的】 において運動療法が腎機能を温存するという報告

があるが、透析患者とりわけ腹膜透析患者において残腎機能を

温存すると言う報告はないが、残腎機能の低下を抑制する可能

性は十分考えられ、特に新規導入患者を対象とすることでより

正確な評価となりうる。そこで本研究では運動療法が導入期腹

膜透析患者の残腎機能に与える影響を検証する。

【方法】国際医療福祉大学成田病院、国際医療福祉大学病院、

国際医療福祉大学熱海病院、慶應義塾大学病院に通院中の新規

導入腹膜透析患者、 名を対象とする。

介入群と非介入群の２群に分け、介入群ではシャトルウォーキ

ングテストを行い個々人での運動耐用能を決定する。その運動

耐用能に沿って設定した在宅ベースの運動療法を、研究期間で

ある６ヶ月間継続した後に、２群の結果を比較し、運動療法の

効果を検証する。また、研究期間開始前にも３ヶ月間の観察期

間を設定する。本研究は多施設共同無治療対照無作為化 群平

行群間比較試験として行う。

また、評価項目は

残腎機能に対する主要評価項目：

副次的評価項目： 、 、 、シスタチン 、 、

β2 MG として行う。

統計解析は正規分布仮定の有無により またパラ

メータを で比較する場合は で

比較、分布に偏りがあるときは – を用いて

比較、カテゴリー変数については などを用

いる予定である。相関の評価については の順位相関

係数または の積率相関係数を用い、 多変量解析も行

う予定である。

【結果】現時点で国際医療福祉大学熱海病院で２名、国際医療

福祉大学病院で１名、国際医療福祉大学成田病院で１名の患者

の観察期間中である。

【考察】 に対する運動療法の残腎機能の温存についても現

時点でメカニズムは明らかでない。本研究により、腹膜透析患

者においても残腎機能の温存を認めた場合、腎血流、血圧、冠

動脈などの心血管への影響との連関に関して動物実験などを

通して明らかにする必要がある。

【結論】今後さらに研究参加患者を増やし、出来るだけ早く結

果を検証できるよう尽力する。

医学（臨床研究）

舌下免疫療法の治療効果を予測する唾液マイクロバイオーム

の同定

岡愛子 岡野光博

国際医療福祉大学大学院医学研究科医学専攻臨床医学研究分

野

【目的】舌下免疫療法（ ： ）は

アレルギー性鼻炎に対する根治的治療法である。我々は舌下免

疫療法において治療抗原が最初に反応する因子である唾液に

着目し、唾液の 産生誘導活性が治療の有効性に関わるこ

とを明らかにした（ ）。本研究では唾液の構

成成分である細菌叢（マイクロバイオーム）に焦点をあて、

の有効性に関与する唾液マイクロバイオームを同定すること

で新しい治療効果予測法および治療法の確立を目指した。

【方法】日本人のスギ花粉症患者 人の唾液沈渣を材料に、

次世代シーケンサー（ ）を用いたメタ 解析を行い、菌

種組成を解析した。また唾液沈査を加えて 細胞を培養し、

制御性サイトカインである 産生量とマイクロバイオーム

の組成率を検討した。さらに の著効例（

： ）で組成比が有意に高い細菌、すなわち治療効果

関連細菌を同定した。

【結果】唾液沈査の解析で、主要な細菌門は （中央

値 ）、 （ ）、 （ ）

であった。これらの つの細菌門の組成率と 細胞から産

生される 量を検討すると、 のみ有意な正

の相関を示した（ ）。さらに 門のうちで

組成率の高い 属で有意な正の相関を示した

（ ）。 の著効例（ ）では症状残存例（ ）

と比較して有意に 門、さらに 属の

組成率が高かった。

【考察、結論】唾液中の 門、特に

属により、制御性サイトカインである 産生が誘導される

ことが示唆された。さらに の著効例では

門、 属の組成率が高かった。これらの結果から、

門、特に 属が 産生を誘導して

の有効性を高めていることが示唆された。

医学（臨床研究）

住民健診ビッグデータにおける心房細動の有病率

高田剛史 三木景太 相澤健太郎 福田浩二 柴信行

国際医療福祉大学病院

【目的】近年高齢者の増加に伴い、心房細動を塞栓源とする心

原性脳塞栓症の増加が報告されている。約半数の人に自覚症状

がなく、脳梗塞を引き起こした時に初めて心房細動が見つかる

こともある。心房細動は健診においてもしばしば見られる不整

脈であることから、今回検診時の心電図検査において心房細動

の有病率を検討したので報告する。

【方法】岩手県、宮城県、福島県、栃木県において 年度

から 年度にかけて住民健診を受診し、その際に心電図検

査を実施した計 名（ 年度 名、 年

度 名、 年度 名、 年度 名、

年度 名、 年度 名）を対象とした。

【結果】年度ごとの性・年齢階層別有病率は、 年（男性：

歳 、 歳 、 歳 、 歳

、 歳以上 女性： 歳 、 歳 、

歳 、 歳 、 歳以上 ）、 年

（男性： 、 、 、 、 女性： 、 、

、 、 ）、 年（男性： 、 、 、

、 女性： 、 、 、 、 ）、

年（男性： 、 、 、 、 女性：

、 、 、 、 ）、 年（男性： 、

、 、 、 女性： 、 、 、 、

）、 年（男性： 、 、 、 、

女性： 、 、 、 、 ）であった。

【考察】加齢とともに心房細動の出現数、出現頻度が増加し、

かつ男性では 歳以上で女性よりも高い傾向を示した。さら

に 歳以上では経年的に有病率が高くなる傾向にあり、近年

の食生活の影響や、平均寿命の延長が関与していることが考え

られた。

医学（臨床研究）

産婦人科領域におけるロボット支援下手術の導入経験

柿沼敏行 河原井麗正 一井直樹 鍵本昌孝 兼子絢華

柿沼薫 齋藤こよみ 前山朝子 竹島信宏 大和田倫孝

国際医療福祉大学病院産婦人科

【背景・目的】手術支援ロボット（da Vinci® Surgical ）

の最大の利点は、 次元視野下に関節を有する自由度の高い鉗

子を用いて、巧みな手術操作ができるところであり、従来の内

視鏡手術の欠点を補う新たな低侵襲手術として発展が期待さ

れている。診療報酬改定により、産婦人科領域のロボット支援

下内視鏡手術として 年には、良性腫瘍、および早期子宮

体癌が、さらに今年の 月には骨盤臓器脱対して仙骨膣固定術

が保険収載された。

今回、当院での産婦人科領域において同手術を 年 月よ

り導入し、導入までの経緯と、手術成績、導入前後の問題点に

ついて検討した。

【方法】本術式導入に向けて、「婦人科疾患に対するロボット

支援下手術に関する指針」を参照に必要項目を整理し、院内に

おいてその要件を満たす基準等の作成、院内の臨床倫理委員会

に申請し、並行して産科婦人科学会にロボット支援下婦人科手

術実施施設登録申請を行った。また 社にて

取得に向けた研修を行った。さらに、麻酔科医師、

手術室看護師、臨床工学士、 社社員らと複数回、綿密

にシュミレーションシュを行った。 年 月から da Vinci® 

（ 、 ）を使用して 症例の手術を施行

した。

【成績】 当院では既に外科、腎泌尿器外科において

手術が導入されて おり、指針における施設基準は満たしてい

るものが多かったが、 本手術施行に関するガイドラインおよ

び術者認定は定められていなかったため、新たに制定を行った。

術者基準を満たすために 社が行っているトレーニン

グコースに参加し、 名および の

を 名獲得した。

対象期間に 症例（子宮筋腫 例、子宮体癌 例）に対して

ロボット支援下手術施行した。手術時間は平均 分（

分）、出血量は平均 （ ）であった。

【結論】新規術式の導入には、麻酔科医や手術部看護師、臨床

工学技士、医事課など、各診療科、部門と密に連携を図り、継

続的かつ包括的診療体制の構築を要した。今後、当科における

安全かつ定型化したロボット支援下手術の確立と、手術枠の拡

大から若手医師への教育を含め、さらなる進歩に向けた取り組

みが重要であると考えられた。
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医学（臨床研究）

経路に注目した無症候性心筋虚血のスクリーニ

ング法の開発

池田尚平 佐藤公一 三木景太 武田守彦 柴信行

国際医療福祉大学病院循環器内科

【目的】糖尿病は虚血性心疾患の重大な危険因子であり、糖尿

病に伴う虚血性心疾患は重症度が高い。また、糖尿病に伴う虚

血性心疾患は胸痛などの症状を伴わない無症候性心筋虚血が

多い。しかし、糖尿病に伴う無症候性心筋虚血のスクリーニン

グ検査法は確立されておらず、その開発が望まれている。私は

以前の研究で糖尿病に関連した心不全で （

） （ ）経路が重要な役割を果た

すことを報告した。本研究では、糖尿病に関連した無症候性心

筋虚血のスクリーニング法に 経路の活性測定が

有効であるかどうかを調査した。

【方法】 年 月から 年 月までの期間に、当院で施

行した心臓カテーテル検査の患者の血清サンプルを用いて、

経路のうち血清 測定を実施した。血清

レベルは、 キットで測定した。冠動脈造影検査で冠動脈

に 以上の狭窄を有する場合を虚血性心疾患と定義した。糖

尿病の診断を受けている、もしくは糖尿病治療を実施されてい

る患者を糖尿病と定義した。

【結果】本研究で 人の患者が登録された。冠動脈造影検査

の結果、 人が虚血性心疾患有り、 人が虚血性心疾患無

しと診断された。 人の患者が糖尿病を有しており、うち

人が虚血性心疾患有りと診断された。冠動脈疾患患者の血清

レベルは、冠動脈疾患の無い患者のものに比較して、高い

傾向にはあったが有意差はなかった（66.3±90.1pg/mL vs 

51.1±50.5pg/mL, p＝ ）。一方で、糖尿病を有する冠動脈

疾患患者の血清 レベルは、糖尿病のない冠動脈疾患患者に

比 較 し て 、 有 意 に 高 か っ た （ 91.6±112.5pg/mL 

39.5±44.7pg/mL, p<0.001）。そして糖尿病を有する冠動脈疾

患有りの患者のほとんど全員が無症候性心筋虚血であった。冠

動脈疾患のない患者の血清 レベルを糖尿病の有無で比較し

たところ有意 差は認め なかった（ 55.0±49.8pg/mL vs 

49.0±51.0pg/mL, p=0.489）。

【考察】糖尿病に関連する虚血性心疾患は通常の脂質プラーク

に伴う狭窄病変の他、石灰化を伴うびまん性の複雑非閉塞性病

変の両方が含まれ、特に複雑非閉塞性病変は無症候性心筋虚血

と関連することが報告される。糖尿病に関連する虚血性心疾患

の進行に慢性炎症が関与することが考えられているがその詳

細な機序は不明であった。 はインターロイキン ファミリ

ーに属する炎症性サイトカインであるが、今回の結果から

経路、特に はその病態に貢献している可能

性が示唆された。

【結論】血清 は、糖尿病に関連した無症候性心筋虚血のた

めの診断バイオマーカーとして有用である。

医学（臨床研究）

唾液腺導管癌に対する新しい薬物治療―国際多施設共同研究

による治療効果予測因子の遡及的解析研究―

多田雄一郎 三浦弘規 伏見千宙 長尾俊孝

川北大介 高橋秀聡 平井秀明 三枝奈津季

国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター

東京医科大学人体病理部

名古屋市立大学耳鼻咽喉科

横浜市立大学耳鼻咽喉科

【目的】唾液腺癌の中でも最も高悪性度癌である唾液腺導管癌

（ ）の一部の症例で やアンドロゲン受容体（ ）が陽

性であることに着目し、我々は つの新しい治療法である抗

療法とアンドロゲン遮断療法の臨床試験を施行した。良好

な治療効果が得られた症例が存在した一方で、薬剤に反応しな

い症例も認めた。本研究の目的は、リュープリン・ビカルタミ

ド併用療法の試験結果（ ）を踏

まえ、治療選択のための治療効果予測因子を国際多施設共同で

探索することである。（本研究の一部は にて発表した。）

【対象・方法】対象は当科にてリュープリン・ビカルタミド併

用療法を施行した 陽性、再発転移または切除不能局所進行

唾液腺癌 例である。年齢、性、 （ ）、

内臓転移有無、前治療有無、トラスツズマブ・ドセタキセル投

与歴、最良治療効果、 値、 、好中球リンパ球比（ ）、

血小板リンパ球比（ ）、テストステロン最低値、 、

、 、 、 、 各遺伝子変異の有無 各種免

疫組織化学染色（ 、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 ）と平均無増悪生存率、平均

全生存率との関連を、コックス比例ハザードモデルで各々検定

し、 値 未満を有意と判定した。このうち 例では、

を行い、オランダにてビカルタミド単独治療を行った 例の

結果と合わせて予後との関連を解析した。

【結果】女性、 （ ）、 （≥4.48）、 （≥234.27）、

（≥ 40%）は、短 （

各 ）、短 （ 各

）と有意な相関を認めた。 （ ） と

（≥5%）の は （ 各 、 ）

と （ 各 、 ）良好との有意な相関を認めた。年

齢、 、 、テストステロン値、 陽性率（≥70% or < 70%）、

、トラスツズマブ・ドセタキセル投与歴、 発

現、 各遺伝子変異の有無と生存時は

相関を認めなかった。 による各種遺伝子変異の結果は現在、

集積および解析中である。

【考察】性別と炎症性バイオマーカーに、唾液腺癌 療法の

予後との関連を認めた。 、 、 が予後推定

因子となる可能性が示された。今後のさらなる検討が必要であ

る。

医学（臨床研究）

唾液腺導管癌に対するアンドロゲン遮断療法、トラスツズマブ

治療の治療効果予測因子の遡及的解析研究

多田雄一郎 三浦弘規 伏見千宙 長尾俊孝

川北大介 高橋秀聡 平井秀明 三枝奈津季

国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター

東京医科大学人体病理部

名古屋市立大学耳鼻咽喉科

横浜市立大学耳鼻咽喉科

【目的】唾液腺癌の中でも最も高悪性度癌である唾液腺導管癌

（ ）の一部の症例で やアンドロゲン受容体（ ）が陽

性であることに着目し、我々は つの新しい治療法である抗

療法とアンドロゲン遮断療法の臨床試験を施行した。良好

な治療効果が得られた症例が存在した一方で、薬剤に反応しな

い症例も認めた。本研究の目的は、トラスツズマブ・ドセタキ

セル併用療法の試験結果（ ）

を踏まえ、治療選択のための治療効果予測因子を探索すること

である。（本研究結果は にて発表した。）

【対象・方法】対象はトラスツズマブ・ドセタキセル併用療法

を施行した再発転移または切除不能局所進行 例である。

年齢、性、 （ ）、内臓転移有無、

前治療有無、ドセタキセル投与歴、アンドロゲン遮断療法投与

歴、最良治療効果、治療前 、 、 （ 、

比、 、乳癌 ガイドライ

ンに基づく総合判定）、 、 、 各遺伝子変異の有

無 各種免疫組織化学染色（ 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 ）の結果と平均

無増悪生存（ ）率、平均全生存（ ）率との関連を、コッ

クス比例ハザードモデルで各々検定し、 値 未満を有意と

判定した。

【結果】最良治療効果（ ）、

（ – ）は有意に （ 各 、

）、 （ 各 、 ）良好であった。 （≥ 0.50 

） は、短 （ ）、短 （ ）と関連し

ていた。 （ – ） （ ）良好で

あったが、 とは相関しなかった。 （ ）、

内臓転移あり、 （ ） は短 と相関したが、

とは相関しなかった。ドセタキセル投与歴、アンドロゲン

遮断療法投与歴、 ・ ・ ・ は予後と

関連を認めなかった。

【考察】 陽性 に対するトラスツズマブ・ドセタキセル

療法施行例の全生存は、 とは有意な関連を認めな

かったが、その下流シグナルである と は治療効果予

測因子となりうる可能性がある。血清 値も本治療症例の予

後を推定できる可能性がある。今後さらに検討を継続する。

医学（臨床研究）

敗血症による多発深部臓器膿瘍に対して集中治療を行い

救命し得た１例

和田啓伸 椎名裕樹 鳥海正博 阿部絵里香

石田隆 大村和也 矢野晴美 松﨑恭一

倉橋清泰 吉田成利

国際医療福祉大学成田病院呼吸器外科

国際医療福祉大学成田病院形成外科

国際医療福祉大学成田病院消化器外科

国際医療福祉大学成田病院麻酔・集中治療科

国際医療福祉大学成田病院感染症科

【目的】黄色ブドウ球菌敗血症に伴う深部臓器膿瘍は 週致

命率が を超える疾患であり、迅速な対応が必要である。

敗血症に伴う多発深部臓器膿瘍の症例に対し、各科およびコメ

ディカルスタッフの協力のもと、 度の全身麻酔下手術および

日間にわたる集中治療管理を行い救命し得たので報告する。

【結果】症例は 歳の男性で、両側足背の痛み・腫脹を主訴

に前医皮膚科を受診した。両下肢蜂窩織炎と診断され切開排膿

を施行されたが、 μ 、 と異常高値であ

り、全身 にて左前胸部皮下から右前縦隔にかけて膿瘍を指

摘され、当科に紹介された。救急搬送時、補液および経鼻カヌ

ラ で循環呼吸動態は維持されていたが、

と腎不全を認め、 点で予測死亡率は

だった。縦隔内病変は前縦隔に限局しており、まずは経皮的ド

レナージ行う方針とした。救急外来にて、右第 肋間前方より

前縦隔に ブレイクドレーンを挿入し、左前胸部膿瘍の切

開排膿を行った。胸筋は広範に壊死しており、骨性胸郭は温存

し可及的にデブリードマンを行った。 にて集中治療を開始

し、第 病日に両下肢の切開排膿を追加した。右胸水が急激に

増加したため右胸腔ドレナージを施行し右膿胸と診断した。こ

れまでの外科的処置にて炎症反応の改善は乏しく、第 病日に

全身麻酔下に前胸壁膿瘍・両下肢デブリードマンおよび右膿胸

腔掻爬を施行した。膿瘍により胸骨は一部破壊されていたが、

胸骨切除は過大侵襲と判断しそのままとした。術後は人工呼吸

管理を行い第 病日に抜管し得た。入院時より を開始し、

培養検査で を検出した時点で に切り替えた。 にて

集中治療を継続しつつ、理学療法士、言語聴覚士よるリハビリ

テーションを続け、管理栄養士による栄養介入を行うも、胸骨

破壊を伴う前胸部膿瘍は制御できず、搬送時より認めていた左

坐骨直腸窩膿瘍も消退せずに残存したため、第 病日に、全

身麻酔下に前胸壁デブリードマン、胸骨腐骨除去、および坐骨

直腸窩膿瘍切開排膿ドレナージを施行した。胸骨は肋骨付着部

を残し胸骨体の尾側 を切除した。術後は人工呼吸管理とし

て第 病日に抜管し、その後は を継続することで感染は

制御され、第 病日に一般病棟へ転棟した。

【結論】国際医療福祉大学成田病院の総合力で救命し得た多発

深部臓器膿瘍の 例を経験した。
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医学（臨床研究）

経路に注目した無症候性心筋虚血のスクリーニ

ング法の開発

池田尚平 佐藤公一 三木景太 武田守彦 柴信行

国際医療福祉大学病院循環器内科

【目的】糖尿病は虚血性心疾患の重大な危険因子であり、糖尿

病に伴う虚血性心疾患は重症度が高い。また、糖尿病に伴う虚

血性心疾患は胸痛などの症状を伴わない無症候性心筋虚血が

多い。しかし、糖尿病に伴う無症候性心筋虚血のスクリーニン

グ検査法は確立されておらず、その開発が望まれている。私は

以前の研究で糖尿病に関連した心不全で （

） （ ）経路が重要な役割を果た

すことを報告した。本研究では、糖尿病に関連した無症候性心

筋虚血のスクリーニング法に 経路の活性測定が

有効であるかどうかを調査した。

【方法】 年 月から 年 月までの期間に、当院で施

行した心臓カテーテル検査の患者の血清サンプルを用いて、

経路のうち血清 測定を実施した。血清

レベルは、 キットで測定した。冠動脈造影検査で冠動脈

に 以上の狭窄を有する場合を虚血性心疾患と定義した。糖

尿病の診断を受けている、もしくは糖尿病治療を実施されてい

る患者を糖尿病と定義した。

【結果】本研究で 人の患者が登録された。冠動脈造影検査

の結果、 人が虚血性心疾患有り、 人が虚血性心疾患無

しと診断された。 人の患者が糖尿病を有しており、うち

人が虚血性心疾患有りと診断された。冠動脈疾患患者の血清

レベルは、冠動脈疾患の無い患者のものに比較して、高い

傾向にはあったが有意差はなかった（66.3±90.1pg/mL vs 

51.1±50.5pg/mL, p＝ ）。一方で、糖尿病を有する冠動脈

疾患患者の血清 レベルは、糖尿病のない冠動脈疾患患者に

比 較 し て 、 有 意 に 高 か っ た （ 91.6±112.5pg/mL 

39.5±44.7pg/mL, p<0.001）。そして糖尿病を有する冠動脈疾

患有りの患者のほとんど全員が無症候性心筋虚血であった。冠

動脈疾患のない患者の血清 レベルを糖尿病の有無で比較し

たところ有意 差は認め なかった（ 55.0±49.8pg/mL vs 

49.0±51.0pg/mL, p=0.489）。

【考察】糖尿病に関連する虚血性心疾患は通常の脂質プラーク

に伴う狭窄病変の他、石灰化を伴うびまん性の複雑非閉塞性病

変の両方が含まれ、特に複雑非閉塞性病変は無症候性心筋虚血

と関連することが報告される。糖尿病に関連する虚血性心疾患

の進行に慢性炎症が関与することが考えられているがその詳

細な機序は不明であった。 はインターロイキン ファミリ

ーに属する炎症性サイトカインであるが、今回の結果から

経路、特に はその病態に貢献している可能

性が示唆された。

【結論】血清 は、糖尿病に関連した無症候性心筋虚血のた

めの診断バイオマーカーとして有用である。

医学（臨床研究）

唾液腺導管癌に対する新しい薬物治療―国際多施設共同研究

による治療効果予測因子の遡及的解析研究―

多田雄一郎 三浦弘規 伏見千宙 長尾俊孝

川北大介 高橋秀聡 平井秀明 三枝奈津季

国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター

東京医科大学人体病理部

名古屋市立大学耳鼻咽喉科

横浜市立大学耳鼻咽喉科

【目的】唾液腺癌の中でも最も高悪性度癌である唾液腺導管癌

（ ）の一部の症例で やアンドロゲン受容体（ ）が陽

性であることに着目し、我々は つの新しい治療法である抗

療法とアンドロゲン遮断療法の臨床試験を施行した。良好

な治療効果が得られた症例が存在した一方で、薬剤に反応しな

い症例も認めた。本研究の目的は、リュープリン・ビカルタミ

ド併用療法の試験結果（ ）を踏

まえ、治療選択のための治療効果予測因子を国際多施設共同で

探索することである。（本研究の一部は にて発表した。）

【対象・方法】対象は当科にてリュープリン・ビカルタミド併

用療法を施行した 陽性、再発転移または切除不能局所進行

唾液腺癌 例である。年齢、性、 （ ）、

内臓転移有無、前治療有無、トラスツズマブ・ドセタキセル投

与歴、最良治療効果、 値、 、好中球リンパ球比（ ）、

血小板リンパ球比（ ）、テストステロン最低値、 、

、 、 、 、 各遺伝子変異の有無 各種免

疫組織化学染色（ 、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 ）と平均無増悪生存率、平均

全生存率との関連を、コックス比例ハザードモデルで各々検定

し、 値 未満を有意と判定した。このうち 例では、

を行い、オランダにてビカルタミド単独治療を行った 例の

結果と合わせて予後との関連を解析した。

【結果】女性、 （ ）、 （≥4.48）、 （≥234.27）、

（≥ 40%）は、短 （

各 ）、短 （ 各

）と有意な相関を認めた。 （ ） と

（≥5%）の は （ 各 、 ）

と （ 各 、 ）良好との有意な相関を認めた。年

齢、 、 、テストステロン値、 陽性率（≥70% or < 70%）、

、トラスツズマブ・ドセタキセル投与歴、 発

現、 各遺伝子変異の有無と生存時は

相関を認めなかった。 による各種遺伝子変異の結果は現在、

集積および解析中である。

【考察】性別と炎症性バイオマーカーに、唾液腺癌 療法の

予後との関連を認めた。 、 、 が予後推定

因子となる可能性が示された。今後のさらなる検討が必要であ

る。

医学（臨床研究）

唾液腺導管癌に対するアンドロゲン遮断療法、トラスツズマブ

治療の治療効果予測因子の遡及的解析研究

多田雄一郎 三浦弘規 伏見千宙 長尾俊孝

川北大介 高橋秀聡 平井秀明 三枝奈津季

国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター

東京医科大学人体病理部

名古屋市立大学耳鼻咽喉科

横浜市立大学耳鼻咽喉科

【目的】唾液腺癌の中でも最も高悪性度癌である唾液腺導管癌

（ ）の一部の症例で やアンドロゲン受容体（ ）が陽

性であることに着目し、我々は つの新しい治療法である抗

療法とアンドロゲン遮断療法の臨床試験を施行した。良好

な治療効果が得られた症例が存在した一方で、薬剤に反応しな

い症例も認めた。本研究の目的は、トラスツズマブ・ドセタキ

セル併用療法の試験結果（ ）

を踏まえ、治療選択のための治療効果予測因子を探索すること

である。（本研究結果は にて発表した。）

【対象・方法】対象はトラスツズマブ・ドセタキセル併用療法

を施行した再発転移または切除不能局所進行 例である。

年齢、性、 （ ）、内臓転移有無、

前治療有無、ドセタキセル投与歴、アンドロゲン遮断療法投与

歴、最良治療効果、治療前 、 、 （ 、

比、 、乳癌 ガイドライ

ンに基づく総合判定）、 、 、 各遺伝子変異の有

無 各種免疫組織化学染色（ 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 ）の結果と平均

無増悪生存（ ）率、平均全生存（ ）率との関連を、コッ

クス比例ハザードモデルで各々検定し、 値 未満を有意と

判定した。

【結果】最良治療効果（ ）、

（ – ）は有意に （ 各 、

）、 （ 各 、 ）良好であった。 （≥ 0.50 

） は、短 （ ）、短 （ ）と関連し

ていた。 （ – ） （ ）良好で

あったが、 とは相関しなかった。 （ ）、

内臓転移あり、 （ ） は短 と相関したが、

とは相関しなかった。ドセタキセル投与歴、アンドロゲン

遮断療法投与歴、 ・ ・ ・ は予後と

関連を認めなかった。

【考察】 陽性 に対するトラスツズマブ・ドセタキセル

療法施行例の全生存は、 とは有意な関連を認めな

かったが、その下流シグナルである と は治療効果予

測因子となりうる可能性がある。血清 値も本治療症例の予

後を推定できる可能性がある。今後さらに検討を継続する。

医学（臨床研究）

敗血症による多発深部臓器膿瘍に対して集中治療を行い

救命し得た１例

和田啓伸 椎名裕樹 鳥海正博 阿部絵里香

石田隆 大村和也 矢野晴美 松﨑恭一

倉橋清泰 吉田成利

国際医療福祉大学成田病院呼吸器外科

国際医療福祉大学成田病院形成外科

国際医療福祉大学成田病院消化器外科

国際医療福祉大学成田病院麻酔・集中治療科

国際医療福祉大学成田病院感染症科

【目的】黄色ブドウ球菌敗血症に伴う深部臓器膿瘍は 週致

命率が を超える疾患であり、迅速な対応が必要である。

敗血症に伴う多発深部臓器膿瘍の症例に対し、各科およびコメ

ディカルスタッフの協力のもと、 度の全身麻酔下手術および

日間にわたる集中治療管理を行い救命し得たので報告する。

【結果】症例は 歳の男性で、両側足背の痛み・腫脹を主訴

に前医皮膚科を受診した。両下肢蜂窩織炎と診断され切開排膿

を施行されたが、 μ 、 と異常高値であ

り、全身 にて左前胸部皮下から右前縦隔にかけて膿瘍を指

摘され、当科に紹介された。救急搬送時、補液および経鼻カヌ

ラ で循環呼吸動態は維持されていたが、

と腎不全を認め、 点で予測死亡率は

だった。縦隔内病変は前縦隔に限局しており、まずは経皮的ド

レナージ行う方針とした。救急外来にて、右第 肋間前方より

前縦隔に ブレイクドレーンを挿入し、左前胸部膿瘍の切

開排膿を行った。胸筋は広範に壊死しており、骨性胸郭は温存

し可及的にデブリードマンを行った。 にて集中治療を開始

し、第 病日に両下肢の切開排膿を追加した。右胸水が急激に

増加したため右胸腔ドレナージを施行し右膿胸と診断した。こ

れまでの外科的処置にて炎症反応の改善は乏しく、第 病日に

全身麻酔下に前胸壁膿瘍・両下肢デブリードマンおよび右膿胸

腔掻爬を施行した。膿瘍により胸骨は一部破壊されていたが、

胸骨切除は過大侵襲と判断しそのままとした。術後は人工呼吸

管理を行い第 病日に抜管し得た。入院時より を開始し、

培養検査で を検出した時点で に切り替えた。 にて

集中治療を継続しつつ、理学療法士、言語聴覚士よるリハビリ

テーションを続け、管理栄養士による栄養介入を行うも、胸骨

破壊を伴う前胸部膿瘍は制御できず、搬送時より認めていた左

坐骨直腸窩膿瘍も消退せずに残存したため、第 病日に、全

身麻酔下に前胸壁デブリードマン、胸骨腐骨除去、および坐骨

直腸窩膿瘍切開排膿ドレナージを施行した。胸骨は肋骨付着部

を残し胸骨体の尾側 を切除した。術後は人工呼吸管理とし

て第 病日に抜管し、その後は を継続することで感染は

制御され、第 病日に一般病棟へ転棟した。

【結論】国際医療福祉大学成田病院の総合力で救命し得た多発

深部臓器膿瘍の 例を経験した。
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医学（臨床研究）

育児困難感を抱える養育者に対する

の効果

俣野美雪 門田行史

国際医療福祉大学病院小児科

【緒言】 は親子の相

互作用を対象とした行動療法で、発達障害児や被虐待児に対し

てのエビデンスが確立されている治療法である。最大の特徴は

ライブコーチングを用いることである。具体的には、子どもに

対し養育者が遊戯療法を行い、治療者はマジックミラーを通し

てこれを観察し、親が獲得すべき相互交流のためのスキルをマ

スターできるようトランシーバーを用いてライブコーチを行

う。今回、こどもの問題行動は臨床的問題までには至らないが、

養育者が育児困難感を抱える事例に を施行した。いずれ

の症例も養育者の子どもへの対応の変化がみられ、良好な経過

をえたので報告する。

【事例 】 歳 か月、男児。 歳時の Ⅲは 、

で語彙年齢 と全体的に 歳程度の遅れがあり、同年

代の友達とのトラブルや、指示に従わないなどの問題行動を認

めた。養育者である母親の過剰な指示的関わりが、子どもの行

動を悪化させていた。 を施行し、母親の関わり方が変化す

るとともに、子どもの発語の増加やかんしゃくの頻度の減少を

認め、母親の育児困難感も改善された。

【事例 】 歳 か月、女児。発達の遅れはなし。かんしゃく

は時折みられるが、年齢相応のものだった。同胞の出生を契機

に、かんしゃくの頻度が増加し母親の育児困難感は増加した。

その対応に困り、「体罰をしてしまいそうで怖い。」と相談にや

ってきた。母親は子どもに対して非常に許容的な関わりで、子

どもの問題行動を助長させていた。 を施行し、効果的なし

つけの方法を学び、母親は育児に対して自信をもつことができ

るようになった。

【考察】

は”親の子どもへの関わり方”や”効果的なしつけのスキ

ル”をライブコーチングで具体的にコーチしていくため、リア

ルタイムに親子の相互交流を修正することができ、治療効果が

高い。

医学（臨床研究）

認知症性疾患における下部尿路機能障害の実態と病態の解明

内山智之

国際医療福祉大学医学部脳神経内科

【背景】現在、本邦は、高齢化が進み、世界でも類をみない超

高齢化社会に突入している。そのなか認知症および下部尿路機

能障害、特に頻尿、尿失禁は大きな問題であり、国内だけでな

く、国際的な課題となっている。従来、認知症と下部尿路障害

の間には強い関係が存在すると考えられている。しかし検討が

少なく、その詳細は不明である。そこで我々は認知症患者の下

部尿路機能障害の実態と病態を解明し、診療に役立つ情報を得

ることを研究の大テーマのひとつとして掲げた。

【目的】研究途中ではあるが、中間報告として、認知症性疾患

の症例における夜間頻尿における睡眠時無呼吸症候群の影響

と 療法の効果についてまとめたので報告する。

【対象】認知症性疾患患者で夜間頻尿に対する患者。

【方法】上記対象に対して簡易 を施行し、睡眠時無呼吸症

候群の有無について調査した。また睡眠時無呼吸症候群を有し

ていた症例に対して 療法を導入し、夜間頻尿に対する作

用について検討した。

【結果】夜間頻尿を有する認知症性疾患患者の一部に、睡眠時

無呼吸症候群を有する群が認められた。睡眠時無呼吸症候群を

有する群に対して、 療法を導入し、うまく導入できた症例

では、全例、夜間頻尿の改善が認められた。

【結論】認知症性疾患患者の夜間頻尿の病態機序の一因として

睡眠時無呼吸症候群の関与が考えられた。睡眠時無呼吸症候群

は、認知症性疾患の進行促進や認知症性疾患患者の認知機能障

害の悪化要因になる以外に、夜間頻尿の一因となっていると考

えられ、その治療法である 療法は、認知症性疾患の進行

促進の抑制や認知症性疾患患者の認知機能障害の改善のほか、

夜間頻尿を改善しうると考えられた。

医学（臨床研究）

人工内耳装用者に対する音楽療法の効果評価

岩崎聡

国際医療福祉大学三田病院耳鼻咽喉科、聴覚・人工内耳センタ

ー

【目的】海外においては、 成人人工内耳（以下 ）装用者に

対し、 音楽療法を実施し、 特に音調とメロディー記憶の改善

が見られたとの報告がみられている。 その他、 ～ 歳の

装用児を含む難聴児に対して、 歌唱訓練を行った結果、 歌唱

スキルやピッチ知覚が改善した例や、成人 装用者において、

雑音下での会話聴取や音質の改善を示した例も報告されてい

る。国内では、 具体的なトレーニングによる効果を述べた報

告は見られていない。 また、 海外においても、 音楽を聞く

ことによる音楽療法は多く実施されているが、 対象者が自ら

楽器を用いて行う音楽療法は少ない。 今回、 当院では 装

用者に対し楽器を使用した集団的音楽トレーニングを実施し

た。 本音楽トレーニングによる方向感および語音聴取への効

果について検討したので報告する。

【方法】 当院でフォローをしている 歳以上の 装用者で、

かつ装用下での － 語表での単音節の聴取成績が 以上で

あった 名に音楽トレーニングの案内を送付した。そのうち、

参加希望者は 名であった。 現在の年齢平均は 62.57±15.6

歳（ ～ 歳）、音入れ後から音楽トレーニングを開始するま

での期間は平均 15.8± か月（ ～ か月）であった。全

回（ 回 分×月 回）のグループレッスンで、 グルー

プあたり 名の グループで実施した。 トレーニングの内容

としては、 楽器音の聞き比べ、 歌唱、 楽器の演奏などを行

った。 トレーニング開始前および全 回が終了した後に方向

感検査、 語音聴取評価を実施し、 その結果を比較した。

【結果】方向感検査は 値の平均は、 トレーニング前が

39.32±22°、 トレーニング後は 37.35±18.3°であり、 有意

差は見られなかった（ ）。

語音聴取評価はトレーニング前は単音節 70.67±10.6%、 単

語 88±11.3%、 日常会話文 87.7±10.1%、 トレーニング後は

単音節69±13.6%、単語86.9±10.1%、日常会話文87.4±11.2%

であり、 単音節、単語、日常会話文のいずれにおいても有意

差は認められなかった。

【結論】本研究においては、 方向感検査、 語音聴取とも有意

差は認められなかった。 本トレーニングが有効な症例もあっ

たことから、 詳細な評価方法、 より効果的なトレーニング方

法の構築が必要と考えられた。

医学（臨床研究）

高血圧症、慢性腎臓病の病態に応じた適切な減塩指導

佐藤敦久 冨岡治美

国際医療福祉大学三田病院腎臓・高血圧内科

国際医療福祉大学成田病院診療看護師

【目的】減塩は高血圧治療で最も基本的な課題であり、われわ

れはこれまで各学会で入院による効果的な減塩指導について

報告してきた。普段の食塩摂取量をできるだけ把握し一律で急

速な６ｇ減塩指導をやめ、特にレニン・アンジオテンシン系阻

害薬で治療中の患者では薬剤との関連の中で安全な減塩指導

を試みてきた。普段の食塩摂取量が多い患者ほど入院中の減塩

指導との乖離が大きくなり、外来での継続減塩が困難になる可

能性も示してきた。今回、高血圧の病態や ステージごとに

データを解析し検討を行った。

【方法】当科に入院し減塩指導を行った 例（男性 例、

女性 例、68±14 歳）を対象とした。入院当日の随時尿から

推算した食塩摂取量と自己評価した塩分チェックシートから

普段の食塩量を推察した。入院後血圧、血液、検尿検査を定期

的に行った。過度の降圧や腎機能低下を認めた症例では治療を

見直した。入院日あるいはできるだけ早めに 時間自由行動

下血圧測定（ ）を行った。高血圧を合併する症例では原発

性アルドステロン症（ ）と本態性高血圧症（ ）に、 は

ステージ １－３群と４－５群に分けて検討した。

【結果】入院時塩分チェックシートで「多い」、「かなり多い」

を合わせた割合は で ％、 で ％、 － 群で ％、

－ 群では ％であった。「かなり多い」群は入院当日の随

時尿から推算した食塩摂取量も多かった。普段食塩摂取量の多

い症例では で や の割合が高く、夜間高

血圧は の ％、糖尿病合併の ％で認めた。「かなり多い」

群で入院後の減塩効果は顕著であり、降圧効果が大きかった。

これらの患者では ｇ 日の減塩から開始したが、それでも腎

機能低下、低ナトリウム血症などの有害事象を認めることがあ

り、特に 群、糖尿病合併例では頻度が高かった。

【結論】普段の食塩摂取量が多い患者ほど減塩効果は大きい。

その際基礎疾患や病態にも十分配慮すべきであり、本研究では

、糖尿病合併、 群では特に食塩摂取量が多い患者の

頻度が高かった。これらのデータは減塩指導の参考にすべきで

ある。 群で食塩摂取量が少なかったことはこれまでの

減塩指導の効果と、患者の生活管理へのモチベーションが強か

った可能性が考えられた。
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医学（臨床研究）

育児困難感を抱える養育者に対する

の効果

俣野美雪 門田行史

国際医療福祉大学病院小児科

【緒言】 は親子の相

互作用を対象とした行動療法で、発達障害児や被虐待児に対し

てのエビデンスが確立されている治療法である。最大の特徴は

ライブコーチングを用いることである。具体的には、子どもに

対し養育者が遊戯療法を行い、治療者はマジックミラーを通し

てこれを観察し、親が獲得すべき相互交流のためのスキルをマ

スターできるようトランシーバーを用いてライブコーチを行

う。今回、こどもの問題行動は臨床的問題までには至らないが、

養育者が育児困難感を抱える事例に を施行した。いずれ

の症例も養育者の子どもへの対応の変化がみられ、良好な経過

をえたので報告する。

【事例 】 歳 か月、男児。 歳時の Ⅲは 、

で語彙年齢 と全体的に 歳程度の遅れがあり、同年

代の友達とのトラブルや、指示に従わないなどの問題行動を認

めた。養育者である母親の過剰な指示的関わりが、子どもの行

動を悪化させていた。 を施行し、母親の関わり方が変化す

るとともに、子どもの発語の増加やかんしゃくの頻度の減少を

認め、母親の育児困難感も改善された。

【事例 】 歳 か月、女児。発達の遅れはなし。かんしゃく

は時折みられるが、年齢相応のものだった。同胞の出生を契機

に、かんしゃくの頻度が増加し母親の育児困難感は増加した。

その対応に困り、「体罰をしてしまいそうで怖い。」と相談にや

ってきた。母親は子どもに対して非常に許容的な関わりで、子

どもの問題行動を助長させていた。 を施行し、効果的なし

つけの方法を学び、母親は育児に対して自信をもつことができ

るようになった。

【考察】

は”親の子どもへの関わり方”や”効果的なしつけのスキ

ル”をライブコーチングで具体的にコーチしていくため、リア

ルタイムに親子の相互交流を修正することができ、治療効果が

高い。

医学（臨床研究）

認知症性疾患における下部尿路機能障害の実態と病態の解明

内山智之

国際医療福祉大学医学部脳神経内科

【背景】現在、本邦は、高齢化が進み、世界でも類をみない超

高齢化社会に突入している。そのなか認知症および下部尿路機

能障害、特に頻尿、尿失禁は大きな問題であり、国内だけでな

く、国際的な課題となっている。従来、認知症と下部尿路障害

の間には強い関係が存在すると考えられている。しかし検討が

少なく、その詳細は不明である。そこで我々は認知症患者の下

部尿路機能障害の実態と病態を解明し、診療に役立つ情報を得

ることを研究の大テーマのひとつとして掲げた。

【目的】研究途中ではあるが、中間報告として、認知症性疾患

の症例における夜間頻尿における睡眠時無呼吸症候群の影響

と 療法の効果についてまとめたので報告する。

【対象】認知症性疾患患者で夜間頻尿に対する患者。

【方法】上記対象に対して簡易 を施行し、睡眠時無呼吸症

候群の有無について調査した。また睡眠時無呼吸症候群を有し

ていた症例に対して 療法を導入し、夜間頻尿に対する作

用について検討した。

【結果】夜間頻尿を有する認知症性疾患患者の一部に、睡眠時

無呼吸症候群を有する群が認められた。睡眠時無呼吸症候群を

有する群に対して、 療法を導入し、うまく導入できた症例

では、全例、夜間頻尿の改善が認められた。

【結論】認知症性疾患患者の夜間頻尿の病態機序の一因として

睡眠時無呼吸症候群の関与が考えられた。睡眠時無呼吸症候群

は、認知症性疾患の進行促進や認知症性疾患患者の認知機能障

害の悪化要因になる以外に、夜間頻尿の一因となっていると考

えられ、その治療法である 療法は、認知症性疾患の進行

促進の抑制や認知症性疾患患者の認知機能障害の改善のほか、

夜間頻尿を改善しうると考えられた。

医学（臨床研究）

人工内耳装用者に対する音楽療法の効果評価

岩崎聡

国際医療福祉大学三田病院耳鼻咽喉科、聴覚・人工内耳センタ

ー

【目的】海外においては、 成人人工内耳（以下 ）装用者に

対し、 音楽療法を実施し、 特に音調とメロディー記憶の改善

が見られたとの報告がみられている。 その他、 ～ 歳の

装用児を含む難聴児に対して、 歌唱訓練を行った結果、 歌唱

スキルやピッチ知覚が改善した例や、成人 装用者において、

雑音下での会話聴取や音質の改善を示した例も報告されてい

る。国内では、 具体的なトレーニングによる効果を述べた報

告は見られていない。 また、 海外においても、 音楽を聞く

ことによる音楽療法は多く実施されているが、 対象者が自ら

楽器を用いて行う音楽療法は少ない。 今回、 当院では 装

用者に対し楽器を使用した集団的音楽トレーニングを実施し

た。 本音楽トレーニングによる方向感および語音聴取への効

果について検討したので報告する。

【方法】 当院でフォローをしている 歳以上の 装用者で、

かつ装用下での － 語表での単音節の聴取成績が 以上で

あった 名に音楽トレーニングの案内を送付した。そのうち、

参加希望者は 名であった。 現在の年齢平均は 62.57±15.6

歳（ ～ 歳）、音入れ後から音楽トレーニングを開始するま

での期間は平均 15.8± か月（ ～ か月）であった。全

回（ 回 分×月 回）のグループレッスンで、 グルー

プあたり 名の グループで実施した。 トレーニングの内容

としては、 楽器音の聞き比べ、 歌唱、 楽器の演奏などを行

った。 トレーニング開始前および全 回が終了した後に方向

感検査、 語音聴取評価を実施し、 その結果を比較した。

【結果】方向感検査は 値の平均は、 トレーニング前が

39.32±22°、 トレーニング後は 37.35±18.3°であり、 有意

差は見られなかった（ ）。

語音聴取評価はトレーニング前は単音節 70.67±10.6%、 単

語 88±11.3%、 日常会話文 87.7±10.1%、 トレーニング後は

単音節69±13.6%、単語86.9±10.1%、日常会話文87.4±11.2%

であり、 単音節、単語、日常会話文のいずれにおいても有意

差は認められなかった。

【結論】本研究においては、 方向感検査、 語音聴取とも有意

差は認められなかった。 本トレーニングが有効な症例もあっ

たことから、 詳細な評価方法、 より効果的なトレーニング方

法の構築が必要と考えられた。

医学（臨床研究）

高血圧症、慢性腎臓病の病態に応じた適切な減塩指導

佐藤敦久 冨岡治美

国際医療福祉大学三田病院腎臓・高血圧内科

国際医療福祉大学成田病院診療看護師

【目的】減塩は高血圧治療で最も基本的な課題であり、われわ

れはこれまで各学会で入院による効果的な減塩指導について

報告してきた。普段の食塩摂取量をできるだけ把握し一律で急

速な６ｇ減塩指導をやめ、特にレニン・アンジオテンシン系阻

害薬で治療中の患者では薬剤との関連の中で安全な減塩指導

を試みてきた。普段の食塩摂取量が多い患者ほど入院中の減塩

指導との乖離が大きくなり、外来での継続減塩が困難になる可

能性も示してきた。今回、高血圧の病態や ステージごとに

データを解析し検討を行った。

【方法】当科に入院し減塩指導を行った 例（男性 例、

女性 例、68±14 歳）を対象とした。入院当日の随時尿から

推算した食塩摂取量と自己評価した塩分チェックシートから

普段の食塩量を推察した。入院後血圧、血液、検尿検査を定期

的に行った。過度の降圧や腎機能低下を認めた症例では治療を

見直した。入院日あるいはできるだけ早めに 時間自由行動

下血圧測定（ ）を行った。高血圧を合併する症例では原発

性アルドステロン症（ ）と本態性高血圧症（ ）に、 は

ステージ １－３群と４－５群に分けて検討した。

【結果】入院時塩分チェックシートで「多い」、「かなり多い」

を合わせた割合は で ％、 で ％、 － 群で ％、

－ 群では ％であった。「かなり多い」群は入院当日の随

時尿から推算した食塩摂取量も多かった。普段食塩摂取量の多

い症例では で や の割合が高く、夜間高

血圧は の ％、糖尿病合併の ％で認めた。「かなり多い」

群で入院後の減塩効果は顕著であり、降圧効果が大きかった。

これらの患者では ｇ 日の減塩から開始したが、それでも腎

機能低下、低ナトリウム血症などの有害事象を認めることがあ

り、特に 群、糖尿病合併例では頻度が高かった。

【結論】普段の食塩摂取量が多い患者ほど減塩効果は大きい。

その際基礎疾患や病態にも十分配慮すべきであり、本研究では

、糖尿病合併、 群では特に食塩摂取量が多い患者の

頻度が高かった。これらのデータは減塩指導の参考にすべきで

ある。 群で食塩摂取量が少なかったことはこれまでの

減塩指導の効果と、患者の生活管理へのモチベーションが強か

った可能性が考えられた。
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医学（臨床研究）

上顎洞癌・上顎歯肉癌に対する新たな標準的治療の研究

増淵達夫 多田雄一郎 伏見千宙

国際医療福祉大学三田病院頭頚部腫瘍センター

【目的】局所進行上顎洞癌の標準治療は上顎全摘術であるが、

術後、咀嚼・構音・開口障害、鼻腔機能の喪失のほか、眼球摘

出に伴う視機能喪失や顔貌の変形など、多くの犠牲を余儀なく

される。また上顎歯肉癌は上顎の部分切除が行われるが、口腔

内欠損に伴う開口制限や咀嚼嚥下機能障害は特に高齢者にお

いて著しく を低下させる治療法といえる。癌の根治性を落

とさず、かつ、術後後遺症を回避できる標準治療として動注化

学療法を併用した根治的放射線治療の治療効果と安全性を検

討した。

【方法】全症例の画像データをもとに腫瘍の進展範囲を把握、

動注化学療法の適応を客観的データをもとに系統立てパター

ン化を試みる。動注の方法は浅側頭動脈よりカテーテルを刺入

し、外頸動脈の各分枝動脈の分枝を確認する選択的動注法を基

本とする。腫瘍の浸潤範囲により、顎・顔面横・顔面動脈の各

分枝の末梢側または中枢側の、いずれかへカテーテル先端部位

を留置するか決定する。腫瘍の全体が動注の還流域であるかど

うか、以下のすべての方法を用いて、慎重に確認する。①術中

血管造影 、②術中インジゴカルミン染色による硬口蓋の青染、

③術後血管造影 、④術中・術後 による蛍光発光

使用する抗癌剤はシスプラチン（ で、各分枝動脈の場

合は 回 週、外頚動脈の場合は 回 週と

し、 回 時間で注入し、週に 回、計 回投与を基本とする。

放射線療法は 日とし総線量は とする。

【結果】初回治療効果は、 例 ％であった。観察期間の

中央値は ヶ月であるが、動注化学放射線治療のみでの 年

原発巣制御率は ％、 年粗生存率は ％であった。これ

までの拡大手術を中心とした治療法の報告や、セルジンガー法

による大量シスプラチン動注化学放射線療法の報告に対し、ま

ったく劣らない結果であり、特に病期 の進行癌症例の検討

では手術療法を凌駕する可能性も出ている。

医学（臨床研究）

反復着床不全症例における慢性子宮内膜炎の関与に関する病

理学的検討

野見山真理

高木病院産婦人科

【目的】着床不全の一因として慢性子宮内膜炎（ ）が近年注

目されている。 は 免疫染色により子宮内膜間質への形

質細胞浸潤により診断される。子宮鏡上 を疑う所見は報告

されているが、局所での形質細胞浸潤は証明されていない。細

径硬性子宮鏡下切除（ ）に

よる形質細胞浸潤について検討した。

【方法】 年 月から 年 月までに当科外来にて無麻

酔で細径硬性子宮鏡、ストルツ社ベトキー ㎜を用いて不妊症

例、反復流産 例に対して月経終了後排卵までの増殖期に

を施行した。粘膜下筋腫、子宮腺筋症、子宮中隔、子宮腔

癒着、帝王切開瘢痕症候群、絨毛・栄養膜細胞遺残は除外した。

充血、間質浮腫、 ㎜以下のマイクロポリープ 、子宮内膜

ポリープのいずれかを認め を施行し、終了後にエンドサク

ション®を用いて子宮内膜を吸引採取（ ）した 例を 群

とした．分娩歴あり，不妊治療歴なし，子宮内異常所見を認め

ない子宮全摘または内膜組織診を施行した 例を 群とした。

免疫染色の計測は 倍視野下で から開始し、

重複のない 視野における形質細胞総数（ ）を測定した。

【成績】 群は 回以上不成功 例、 回以上流産 例、 ・

異常 例、不妊・不育症検査目的 例。 群 の

中央値 四分位 は （ ～ ）個、 の は 個、

群は 個であった。 群 の はＢ群より有意に

高く（ ）、 群 の も 群と比べ有意に高かった

（ ）。 群 と の 中央値に差はなく、正の相

関を認めた（ ，ｐ＜ ）。

【結論】子宮鏡にて充血、間質浮腫、 、子宮内膜ポリープに

対し を施行し、局所での形質細胞増多が認められた。

は と同等の診断率が得られ、 の局在病変を病理学的に証

明できた。

医学（臨床研究）

進行消化管・膵 に対する 併用（ ）療法の検討

坂本康成

国際医療福祉大学熱海病院消化器内科

【背景・目的】切除不能・進行消化管・膵内分泌腫瘍（ ）

に対する薬物療法は、治療選択肢が増えてはいるものの、その

治療成績は満足のいくものではない。本第Ⅰ相試験は 年

月より開始し、切除不能・進行 患者における 療法

（ 、ストレプトゾシン（ ）併用療法）の安全性を評価中

である。

【方法】：本試験の対象は、切除不能・進行 患者に対

する 次治療以降の全身化学療法の対象となる患者とし、主要

評価項目は投与量規制毒性（ ）の発現頻度、副次評価項目

は全生存期間、無増悪生存期間、奏効割合、有害事象発生割合

とした。主な の定義は （ ）における

の白血球減少、好中球減少、血小板減少あるいは の非

血液毒性である。用量はレベル （ ；

、 、 ）、レベル （試験開始用量：

； 、 、 ）、レベル

（ ； 、 、 ）とし、

例コホート法を用いて推奨用量（ ）を決定する。

【結果】：合計 名が登録され、原発巣の内訳は膵 名、直

腸 名であった。投与レベル に登録された 名では 発生

を認めず、投与レベル では、 名が登録され、 名に本試験

治療薬との因果関係を否定できる脳出血（ ）を認めたも

のの、 名で を認めず、 は投与レベル とした。有害事

象は、食欲不振、倦怠感、血糖値上昇などが認められた。

【結論】：本試験への患者登録は終了し、現在追跡中である。

試験経過を報告し、今後も順次評価を進めていく。

医学（臨床研究）

当院における の管理について ～ 症状による

多 臓 器 不 全 を 呈 し た 患 者 に 対 し 、

目標指向型体外循環 にて 管理をした

症例～

山村晃生 前田祐治郎 中島裕史 水沼隆典

国際医療福祉大学三田病院 室

【緒言】 症状による多臓器不全を呈した患者に対し、

目標指向型体外循環 にて

管理し、多臓器不全の改善および 装着への

ブリッジに成功した症例を経験したので報告する。

【症例および方法】 歳、男性。他院にて 年に大動脈弁

閉鎖不全症および重度左心不全 にて 施行。その後、

近医にて心不全コントロールされていたが、 年 月に不整

脈にて心不全誘因され当院へ入院加療目的にて入院。入院時の

所見は、 、 、 。入院

病日後、呼吸困難、心不全増悪、カテコラミン反応不良にて救

命および による多臓器不全の改善と 補助人工心臓

へのブリッジ目的にて 導入。導入 日目に補助

人工心臓装着目的にて、他院へ搬送した。

流量設定は、必要最小限の遠心ポンプ回転数と使用カニューレ

の特性を考慮しつつ、至適灌流量算出のため

目標指向型体外循環 を採用し、至適 酸素運搬

量 ：設定し、得られた目標至適灌流量および目標 ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞ

ﾝ値 と算出し流量管理。

【結果】 を に目標設定し、得られた目標至

適灌流量は ～ ～ および目標

ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ値 ～ と算出し流量管理した。当院で

の 日間での 中の肝・腎機能および乳酸値の推移は

AST:808→76、BUN:69→18.7、Cre:2.43→0.92 、Lac:31→8 へ

と大幅な改善傾向を示した。回路内の静脈血酸素飽和度

も ～ ％を維持することが出来た。

また管理中患者は、呼吸苦などの苦痛なく筆談出来るほどであ

った。

【考察】 では、循環不全に対する心ポ

ンプ機能の補助を目的に使用される。よって最適に調整される

ことが望ましいが臨床における灌流量の管理は、医師、技士な

ど個人の経験や実施施設の考え方に委ねられる側面がある。特

に重症心不全では、右心カテーテルで心拍出量が計測出来ない

場合、補助流量の判断が困難で、必要以上の高流量はかえって、

血圧上昇による心後負荷増大し、また少ない流量であると臓器

不全の防止や回復が得られない。今回、

目標指向型体外循環 を採用し灌流量管理すること

で、十分な酸素供給量にし好気性代謝を維持でき、多臓器不全

からの回復が出来たと考えられた。

【結語】① GDP(Goal Director Perfusion:目標指向型体外循

環 にて 管理し、多臓器不全の改善および

装着へのブリッジに成功した。

② ECMO回路内の静脈血酸素飽和度をモニタリングすることで、

患者側の酸素代謝量を判断し灌流量の必要量の確認が出来た。
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医学（臨床研究）

上顎洞癌・上顎歯肉癌に対する新たな標準的治療の研究

増淵達夫 多田雄一郎 伏見千宙

国際医療福祉大学三田病院頭頚部腫瘍センター

【目的】局所進行上顎洞癌の標準治療は上顎全摘術であるが、

術後、咀嚼・構音・開口障害、鼻腔機能の喪失のほか、眼球摘

出に伴う視機能喪失や顔貌の変形など、多くの犠牲を余儀なく

される。また上顎歯肉癌は上顎の部分切除が行われるが、口腔

内欠損に伴う開口制限や咀嚼嚥下機能障害は特に高齢者にお

いて著しく を低下させる治療法といえる。癌の根治性を落

とさず、かつ、術後後遺症を回避できる標準治療として動注化

学療法を併用した根治的放射線治療の治療効果と安全性を検

討した。

【方法】全症例の画像データをもとに腫瘍の進展範囲を把握、

動注化学療法の適応を客観的データをもとに系統立てパター

ン化を試みる。動注の方法は浅側頭動脈よりカテーテルを刺入

し、外頸動脈の各分枝動脈の分枝を確認する選択的動注法を基

本とする。腫瘍の浸潤範囲により、顎・顔面横・顔面動脈の各

分枝の末梢側または中枢側の、いずれかへカテーテル先端部位

を留置するか決定する。腫瘍の全体が動注の還流域であるかど

うか、以下のすべての方法を用いて、慎重に確認する。①術中

血管造影 、②術中インジゴカルミン染色による硬口蓋の青染、

③術後血管造影 、④術中・術後 による蛍光発光

使用する抗癌剤はシスプラチン（ で、各分枝動脈の場

合は 回 週、外頚動脈の場合は 回 週と

し、 回 時間で注入し、週に 回、計 回投与を基本とする。

放射線療法は 日とし総線量は とする。

【結果】初回治療効果は、 例 ％であった。観察期間の

中央値は ヶ月であるが、動注化学放射線治療のみでの 年

原発巣制御率は ％、 年粗生存率は ％であった。これ

までの拡大手術を中心とした治療法の報告や、セルジンガー法

による大量シスプラチン動注化学放射線療法の報告に対し、ま

ったく劣らない結果であり、特に病期 の進行癌症例の検討

では手術療法を凌駕する可能性も出ている。

医学（臨床研究）

反復着床不全症例における慢性子宮内膜炎の関与に関する病

理学的検討

野見山真理

高木病院産婦人科

【目的】着床不全の一因として慢性子宮内膜炎（ ）が近年注

目されている。 は 免疫染色により子宮内膜間質への形

質細胞浸潤により診断される。子宮鏡上 を疑う所見は報告

されているが、局所での形質細胞浸潤は証明されていない。細

径硬性子宮鏡下切除（ ）に

よる形質細胞浸潤について検討した。

【方法】 年 月から 年 月までに当科外来にて無麻

酔で細径硬性子宮鏡、ストルツ社ベトキー ㎜を用いて不妊症

例、反復流産 例に対して月経終了後排卵までの増殖期に

を施行した。粘膜下筋腫、子宮腺筋症、子宮中隔、子宮腔

癒着、帝王切開瘢痕症候群、絨毛・栄養膜細胞遺残は除外した。

充血、間質浮腫、 ㎜以下のマイクロポリープ 、子宮内膜

ポリープのいずれかを認め を施行し、終了後にエンドサク

ション®を用いて子宮内膜を吸引採取（ ）した 例を 群

とした．分娩歴あり，不妊治療歴なし，子宮内異常所見を認め

ない子宮全摘または内膜組織診を施行した 例を 群とした。

免疫染色の計測は 倍視野下で から開始し、

重複のない 視野における形質細胞総数（ ）を測定した。

【成績】 群は 回以上不成功 例、 回以上流産 例、 ・

異常 例、不妊・不育症検査目的 例。 群 の

中央値 四分位 は （ ～ ）個、 の は 個、

群は 個であった。 群 の はＢ群より有意に

高く（ ）、 群 の も 群と比べ有意に高かった

（ ）。 群 と の 中央値に差はなく、正の相

関を認めた（ ，ｐ＜ ）。

【結論】子宮鏡にて充血、間質浮腫、 、子宮内膜ポリープに

対し を施行し、局所での形質細胞増多が認められた。

は と同等の診断率が得られ、 の局在病変を病理学的に証

明できた。

医学（臨床研究）

進行消化管・膵 に対する 併用（ ）療法の検討

坂本康成

国際医療福祉大学熱海病院消化器内科

【背景・目的】切除不能・進行消化管・膵内分泌腫瘍（ ）

に対する薬物療法は、治療選択肢が増えてはいるものの、その

治療成績は満足のいくものではない。本第Ⅰ相試験は 年

月より開始し、切除不能・進行 患者における 療法

（ 、ストレプトゾシン（ ）併用療法）の安全性を評価中

である。

【方法】：本試験の対象は、切除不能・進行 患者に対

する 次治療以降の全身化学療法の対象となる患者とし、主要

評価項目は投与量規制毒性（ ）の発現頻度、副次評価項目

は全生存期間、無増悪生存期間、奏効割合、有害事象発生割合

とした。主な の定義は （ ）における

の白血球減少、好中球減少、血小板減少あるいは の非

血液毒性である。用量はレベル （ ；

、 、 ）、レベル （試験開始用量：

； 、 、 ）、レベル

（ ； 、 、 ）とし、

例コホート法を用いて推奨用量（ ）を決定する。

【結果】：合計 名が登録され、原発巣の内訳は膵 名、直

腸 名であった。投与レベル に登録された 名では 発生

を認めず、投与レベル では、 名が登録され、 名に本試験

治療薬との因果関係を否定できる脳出血（ ）を認めたも

のの、 名で を認めず、 は投与レベル とした。有害事

象は、食欲不振、倦怠感、血糖値上昇などが認められた。

【結論】：本試験への患者登録は終了し、現在追跡中である。

試験経過を報告し、今後も順次評価を進めていく。

医学（臨床研究）

当院における の管理について ～ 症状による

多 臓 器 不 全 を 呈 し た 患 者 に 対 し 、

目標指向型体外循環 にて 管理をした

症例～

山村晃生 前田祐治郎 中島裕史 水沼隆典

国際医療福祉大学三田病院 室

【緒言】 症状による多臓器不全を呈した患者に対し、

目標指向型体外循環 にて

管理し、多臓器不全の改善および 装着への

ブリッジに成功した症例を経験したので報告する。

【症例および方法】 歳、男性。他院にて 年に大動脈弁

閉鎖不全症および重度左心不全 にて 施行。その後、

近医にて心不全コントロールされていたが、 年 月に不整

脈にて心不全誘因され当院へ入院加療目的にて入院。入院時の

所見は、 、 、 。入院

病日後、呼吸困難、心不全増悪、カテコラミン反応不良にて救

命および による多臓器不全の改善と 補助人工心臓

へのブリッジ目的にて 導入。導入 日目に補助

人工心臓装着目的にて、他院へ搬送した。

流量設定は、必要最小限の遠心ポンプ回転数と使用カニューレ

の特性を考慮しつつ、至適灌流量算出のため

目標指向型体外循環 を採用し、至適 酸素運搬

量 ：設定し、得られた目標至適灌流量および目標 ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞ

ﾝ値 と算出し流量管理。

【結果】 を に目標設定し、得られた目標至

適灌流量は ～ ～ および目標

ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ値 ～ と算出し流量管理した。当院で

の 日間での 中の肝・腎機能および乳酸値の推移は

AST:808→76、BUN:69→18.7、Cre:2.43→0.92 、Lac:31→8 へ

と大幅な改善傾向を示した。回路内の静脈血酸素飽和度

も ～ ％を維持することが出来た。

また管理中患者は、呼吸苦などの苦痛なく筆談出来るほどであ

った。

【考察】 では、循環不全に対する心ポ

ンプ機能の補助を目的に使用される。よって最適に調整される

ことが望ましいが臨床における灌流量の管理は、医師、技士な

ど個人の経験や実施施設の考え方に委ねられる側面がある。特

に重症心不全では、右心カテーテルで心拍出量が計測出来ない

場合、補助流量の判断が困難で、必要以上の高流量はかえって、

血圧上昇による心後負荷増大し、また少ない流量であると臓器

不全の防止や回復が得られない。今回、

目標指向型体外循環 を採用し灌流量管理すること

で、十分な酸素供給量にし好気性代謝を維持でき、多臓器不全

からの回復が出来たと考えられた。

【結語】① GDP(Goal Director Perfusion:目標指向型体外循

環 にて 管理し、多臓器不全の改善および

装着へのブリッジに成功した。

② ECMO回路内の静脈血酸素飽和度をモニタリングすることで、

患者側の酸素代謝量を判断し灌流量の必要量の確認が出来た。
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医学（臨床研究）

経皮的迷走神経刺激療法の開発に関する研究

角田亘

国際医療福祉大学市川病院リハビリテーション科

【目的】脳卒中リハビリテーションにおいては、脳の可塑性（変

化する能力）が高まっているほどリハビリテーション訓練に対

する反応が良好となり、神経機能の回復も促されるとされる。

最近においては、迷走神経を刺激することによって、脳内のノ

ルアドレナリンやアセチルコリン濃度が高まり、結果的に脳の

可塑性が高まるとの報告が散見されるようになっている。そし

てまた、迷走神経の枝である耳介神経を刺激することでも、同

様の効果が得られる可能性が示唆されている。

【方法】今回我々は、デンケン株式会社の協力を得て、非侵襲

的に耳介神経を刺激する装置を開発した。そして、まずはこれ

の安全性を確認したうえで、可塑性に対する影響を検討するこ

ととした。

【結果】これの使用においては、有害事象は生じなかった。

【結論】我々が開発した耳介神経刺激装置は、今後に脳卒中患

者に対しても使用できる可能性が示唆された
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経皮的迷走神経刺激療法の開発に関する研究

角田亘

国際医療福祉大学市川病院リハビリテーション科

【目的】脳卒中リハビリテーションにおいては、脳の可塑性（変

化する能力）が高まっているほどリハビリテーション訓練に対

する反応が良好となり、神経機能の回復も促されるとされる。

最近においては、迷走神経を刺激することによって、脳内のノ

ルアドレナリンやアセチルコリン濃度が高まり、結果的に脳の

可塑性が高まるとの報告が散見されるようになっている。そし

てまた、迷走神経の枝である耳介神経を刺激することでも、同

様の効果が得られる可能性が示唆されている。

【方法】今回我々は、デンケン株式会社の協力を得て、非侵襲

的に耳介神経を刺激する装置を開発した。そして、まずはこれ

の安全性を確認したうえで、可塑性に対する影響を検討するこ

ととした。

【結果】これの使用においては、有害事象は生じなかった。

【結論】我々が開発した耳介神経刺激装置は、今後に脳卒中患

者に対しても使用できる可能性が示唆された
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