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I　緒言
2012年 4月の診療報酬改定により，褥瘡ケア
や緩和ケアに関して専門性の高い看護師が行う訪
問看護師との同行訪問（以下，同行訪問とする）が
評価されることとなった 1）。院内業務に専従する
ことの多いこうした看護師の院外での看護活動に
対して評価がなされたことが特徴である。
その一方で 2012年 9月現在，この報酬の算定

が可能となる皮膚・排泄ケア認定看護師は 1,778

人，がん看護専門看護師 327人，緩和ケアに関わ
る 5領域の認定看護師は 3,231人にすぎない。今
回の同行訪問の算定は，こうした限られた人材を
医療機関が属する地域で有効活用し，ケアを要す
る人々が療養の場を問わず質の高いケアを受けら
れることに寄与するものと考えられる。
しかし実際に同行訪問を算定するためには，患
者のニーズを前提としつつ，専門性の高い看護師
と訪問看護師が活動可能な距離の中に一定数存在

■原著

緩和ケアに関して専門性の高い看護師が行う 
訪問看護師との同行訪問の実施可能性
─国内分布と地理的関連性の分析─

Feasibility of home visit by nurses with higher palliative care specialty with visiting nurses in Japan 
─ Analysis of nationwide distribution and geographical associations─
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要　旨：目的：2012年に診療報酬上評価された緩和ケアについて専門性の高い看護師
（NHPCS）が行う訪問看護師との療養者宅への同行訪問の実施可能性を地理情報システム
（GIS）により検討した。方法：都道府県別に NHPCSの分布や養成機関の位置との関連を
検討し，NHPCSが少ない都道府県について，所属医療機関と訪問看護ステーションの位
置等の関連をMANDARAにより分析した。結果：老年人口あたりの NHPCSの分布は都
道府県間で 2.6倍の差があり，近隣にがん関連認定看護師養成課程の定員が多い県で多く
なっていた。NHPCSが少ない県では，訪問看護ステーションの半径 10 km圏内に
NHPCSが所属する医療機関がない割合が高かった。考察：GISの利用により NHPCSと
養成機関の偏在や実施困難な地域の存在が明らかになり，国内及び都道府県内の人的資源
の均てん化のため同行訪問の取り組みの必要性が示唆された。
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することが必要と考えられる。そうした医療資源
の分布を地理的な条件を考慮して定量的に分析す
る方法として 2, 3），また分析結果の視認性の点か
らも 4, 5），地理情報システム（以下 GIS：Geo-
graphic Information System）の有用性が指摘され
ており，国内では特に救急医療機関への患者のア
クセシビリティの検証についての報告 6～8）があ
る。なお，GISとは地上にある物や事象が持つ緯
度・経度・標高といった位置情報とそれらの属性
情報を統合してデータベースを構築し，検索・分
析・表示（可視化）できるようにしたシステム 9）の
総称である。
そこで本研究では，GISを使用して専門性の高

い看護師やその養成課程，訪問看護ステーション
の分布の関連を明らかすることにより，特に緩和
ケアに関する同行訪問が現状としてどの程度実施
可能であるのかを検証することを目的とし，それ
らを踏まえ今後の体制づくりに向けた課題を考察
する。

II　方法
1．分析方法
全国レベルの分析として，都道府県別に老年人
口 10万人あたりの専門性の高い看護師数，常勤
換算訪問看護師数をそれぞれ算出し，GISソフト
ウェアMANDARA10）を用いて図示した。また前
者には認定看護師養成課程の位置と定員も合わせ
て図示するとともに，都道府県県庁所在地から半
径 100 km，150 km，200 km圏内に位置する養成
課程の定員数の合計をバッファ機能を用いて算出
させた。
次に各都道府県レベルの医療資源の分布の関連
性を明らかにするため，全国レベルの分析の中で，
専門性の高い看護師が相対的に少ないと考えられ
る地域を選択し，それらの看護師が所属する医療
機関の所在地と人数，訪問看護ステーションの所
在地，また地方都市での訪問看護の移動距離の標
準的上限と考えられる半径 10 km圏内に位置す
る医療機関に勤務する専門性の高い看護師の人数
を算出し，平成 22年の老年人口密度と共に図示
した。
なお専門性の高い看護師の所属が未公開の者，

また養成機関に所属していると考えられるものは
分析から除外した。
統計解析には IBM SPSS Statistics 20を用い，

順位相関係数には Spearmanの順位相関を使用し
た。なお本研究は国勢調査と同様，母集団を想定
していないため仮説検定は行っていない。

2．使用したデータ
全国レベルの分析では，日本看護協会が公表し
ている各県ごとの看護師数 11），2012年 9月現在
の専門看護師 12）及び認定看護師 13）の専門分野別
人数を使用し，がん看護専門看護師および緩和ケ
ア，がん化学療法看護，がん性疼痛看護，乳がん
看護，がん放射線看護の認定看護師（以下，合わ
せて「専門性の高い看護師」とする）の人数の合計
を算出した。同様に，この人数の大半を占める認
定看護師の養成機関の定員と所在地情報 14）を使
用した。常勤換算訪問看護師数については，平成
22年度介護サービス施設・事業所調査 15）より，
職員総数からその他の職員（事務職員など）を除い
た値を用いた。各県の老年人口については平成
22年度国勢調査 16）を使用した。
都道府県レベルでの分析では，専門性の高い看
護師の所属機関の所在地と所属機関ごとの合計人
数を算出して用いた。また各県の介護情報サービ
ス公表システムより「訪問看護」事業所の情報を抽
出し，その中から病院・診療所を除外した事業所
の所在地情報を使用した。市町村別の老年人口密
度は，平成 22年度国勢調査 16）及び，全国都道府
県市区町村別面積調 17）のデータを用い算出した。
専門性の高い看護師の所属機関及び認定看護師
養成課程，訪問看護ステーションの所在地の情報
から，MANDARAのアドレスマッチング機能を
用いて緯度経度を算出し，地図上に空間情報と属
性情報を表示可能とした。

III　結果
1．全国レベルの分布
老年人口あたりの専門性の高い看護師数の平均

（標準偏差）は 11.4（2.78）人であり，神奈川県（17.3
人），広島県（16.4人），東京都（16.2人）などで多く，
秋田県（6.55人），福島県（6.74人），新潟県（6.92人）
などで少なかった。概して東日本，特に東北地方
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に少ない県が多く見られた（図 1─1，図 1─2）。
また当該 5領域の認定看護師養成課程は，東北，
中国，四国地方には少なく，東京，名古屋，大阪
といった大都市周辺に集中していた。各都道府県
の県庁所在地から 100 km，150 km，200 km圏内
にある養成課程の定員の合計と専門性の高い看護

師数との相関係数は，それぞれ 0.37，0.27，0.20
と養成課程の定員が近隣に多い都道府県ほど，専
門性の高い看護師が多くなっていた。
一方，老年人口 10万人あたりの常勤換算訪問

看護師数の平均（標準偏差）は 94.2（23.9）人で，福
井県（143.3人），和歌山県（142.5人），徳島県（134.8
人）などで多く，佐賀県（34.1人），秋田県（55.2人），
香川県（56.9人）などで少なかった。このほか近年
高齢化が進んでいる関東近県に少ない県が見られ
た（図 2）。
なお都道府県別にみた専門性の高い看護師数
と，常勤換算訪問看護師数との順位相関は 0.32，
看護師数とは 0.34であった。

2．都道府県レベルの分布
全国レベルの分析の結果，専門性の高い看護師
が少なく，かつ一方が海，三方が山と他県とのサー
ビスの流出入の影響が少なく，可住地面積が
25％前後と比較的地理的条件が似ている秋田県
と宮崎県について，詳細な検討を加えることとし
た。
秋田県の専門性の高い看護師数は上述の通り

6.55人であり，県がん診療連携拠点病院 1か所，
地域がん診療連携拠点病院 7か所のすべてを含む
14か所の病院に実数で 21名が配置されていた。

図 1─1　 老年人口あたりの緩和ケアに関して専門性の
高い看護師の分布（東日本）

注：図の都合により，一部の離島は表示していない。

図 1─2　 老年人口あたりの緩和ケアに関して専門性の
高い看護師の分布（西日本）

注：図の都合により，沖縄県は数値での記載とし，一
部の離島は表示していない。

図 2　老年人口あたりの常勤換算訪問看護師の分布
注：図の都合により，沖縄県は数値での記載とし，一
部の離島は表示していない。
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また常勤換算訪問看護師数は 55.2人と全国平
均を下回っており，抽出された県内 38か所の訪
問看護ステーションにおいて，10 km圏内に専門
性の高い看護師が所属する医療機関が存在しな
かったステーション（注：図では円のみで表示）は
10か所，また専門性が高い看護師が 1名のみ所
属する医療機関が 10 km圏内にあったステー
ション（注：図ではドットの背景の円で表示）が 8
か所であり，2名以上の専門性の高い看護師がい
るステーションは 20か所（52.6％）であった（図
3）。
宮崎県の老年人口あたりの専門性の高い看護師
数は 7.21人であり，県がん診療連携拠点病院 1
か所，地域がん診療連携拠点病院 2か所のすべて
を含む 10か所の病院に専門性の高い看護師が実
数で 18名配置されていた（その他に所属非公表が
3名）。
また常勤換算訪問看護師数は 102.6人であり全
国平均を上回っていた。抽出された県内 50か所
の訪問看護ステーションにおいて，10 km圏内に
専門性の高い看護師が所属する医療機関が存在し
なかったステーションは 9か所であり，県西部や
山間部，延岡市から南下した海岸沿いの地域に多

く見られた。また専門性が高い看護師が 1名のみ
所属する医療機関が 10 km圏内にあったステー
ションは 7か所であり，2名以上の専門性の高い
看護師がいるステーションは 34か所（68.0％）で
あった（図 4）。

IV　考察
1．専門性の高い看護師の都道府県レベルの分
布状況

今回，緩和ケアに関して専門性の高い看護師数
は都道府県により最大 2.6倍の差が存在し，老年
人口あたり看護師数が少なく，認定看護師養成課
程の定員が 100～ 150 km圏内に少ない都道府県
に少ない傾向が見られた。
このことから，老年人口あたり看護師数が少な
い都道府県の医療機関では，遠くにある養成課程
に職員を派遣することが困難なため，緩和ケアに
関して専門性の高い看護師が少なくなり，格差が
拡大している可能性が考えられる。
その一方で，平成 24年度は職能団体や大学な

どが 18の関連する認定看護師養成課程を開講し
ているが，休止している課程も 6課程見られた。
休止理由は明確ではないが設置されている各都道

図 3　 秋田県における専門性の高い看護師と訪問看護
ステーションの分布

図 4　 宮崎県における専門性の高い看護師と訪問看護
ステーションの分布
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府県での人数の充足，課程の定員割れなどが考え
られる。しかしながら，これらの養成課程は開設
時には日本看護協会による審査により一定の質が
保障され，養成経験も蓄積していること，また少
し離れた都道府県では専門性の高い看護師が不足
している状況であることを考慮すると，個々の法
人やそれを補助する都道府県の休止理由は妥当で
あっても，より大きな視点からは検討の余地を残
しているといえる。
こうした現状を踏まえると，課程の開設時点で
日本の認定看護師養成に必要な資源をどの地域に
投入するのが望ましいのかの検討や，開設後の養
成方法の改善・変更や研修生を出す医療機関への
補助といった全国レベルでの均てん化の視点から
養成を計画，調整する場が存在しないか，十分に
機能していない状況が推察される。

2．秋田県，宮崎県における専門性の高い看護
師の分布状況

都道府県レベルでの検討例として秋田県，宮崎
県における医療資源の地理的条件を検討した結
果，両県とも老年人口が密集している都市部では
同行訪問が実施可能な状況と考えられた。しかし
宮崎県では訪問看護師数は全国平均を上回り，ス
テーション数も多いものの，専門性の高い看護師
が所属する医療機関が宮崎市などに集中している
こともあり，県中～北部の海沿いの地域では老年
人口密度が 40人/km2を超えるものの同行訪問
が実施しづらいものと推定される。一方，秋田県
では訪問看護師数やステーション数も少ないもの
の，2次医療圏ごとに地域がん診療連携拠点病院
が設置されていることもあり，県内に専門性の高
い看護師が分散して存在し，老年人口密度が 40
人/km2以上の市町村の中心部では概ね同行訪問
が実施可能と考えられた。
とはいえ専門性の高い看護師が 10 km圏内に 2
名以上いる訪問看護ステーションは秋田県
52.6％，宮崎県で 68.0％に過ぎず，専門性の高い
看護師が一人しかいない医療機関もある。こうし
た状況では院外での継続的な活動が困難となる可
能性も考えられる。今後，人員配置を増やすこと
や，近隣の医療機関に専門性の高い看護師が存在
する場合に役割分担をしていくことなども，こう

した地域で同行訪問を定着させていくために必要
と思われる。

3．本研究の意義と限界
本研究は職能団体や行政などの過去の公開デー
タに基づいた分析であり，現状の看護師の配置と
異なる可能性や地域や医療機関特有の事情，つま
り実際に専門性の高い看護師が同行訪問を行える
体制にあるかどうかや，訪問看護師に実施の意向
があるかなど，ミクロな側面は反映できておらず，
あくまでも実施の前提条件を示したに過ぎない。
また，500 m四方のメッシュを単位に交通渋滞等
の情報を考慮し，車での移動で 30分圏内などと
いった条件を付けた GISでの分析の実例 18）もあ
るが，分析コストを考慮し今回はそこまで精緻な
分析は行っていない。現状では日本の専門看護師
や認定看護師の偏在に関する研究や GISを用い
て在宅医療・福祉資源の偏在を検討した研究は蓄
積が少なく，今後も継続した検証が必要である。
しかしながら，今回の分析から，上述のように
専門性の高い看護師が行う訪問看護師との同行訪
問の体制の充実は地域の個々の医療機関や訪問看
護ステーションの努力だけでは困難なことは明白
である。特に認定看護師の養成機関が少ない東北
地方などでは，各県が専門性の高い看護師の養成
教育，職場への定着，地域での活用といった観点
から国や養成に関与する周囲の都道府県，養成課
程などと広域的かつ互恵的な戦略を立てていく必
要性が示唆された。

V　結論
緩和ケアに関して専門性の高い看護師が行う訪
問看護師との同行訪問の前提となる看護師の全国
分布や県内での勤務する医療機関と訪問看護ス
テーションとの地理的関係に関して地理情報シス
テム（GIS）により分析し，実施可能性を検討した
ところ，以下の内容が明らかになった。
1.老年人口あたりの緩和ケアに関する専門性の高
い看護師数は都道府県間で 2.6倍の差が見ら
れ，特に東日本に少ない。

2.老年人口あたりの緩和ケアに関する専門性の高
い看護師数は，老年人口あたり看護師数が少な
く，周囲 100 km圏内の認定看護師養成課程の
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定員が少ない都道府県で少ない。
3.老年人口あたりの緩和ケアに関する専門性の高
い看護師数が少ない県では，訪問看護ステー
ションの周囲半径 10 km圏内に，こうした看
護師が不在または少数であるため同行訪問が困
難な地域が多く存在することが示唆された。

謝辞：本論文の執筆にあたり有意義な助言をいた
だいた東京女子医科大学看護学部吉田澄恵先生に
心より御礼申し上げます。なお，本研究は JSPS
科研費（若手研究 B：23792720）の助成を受けて実
施した。
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Abstract : Background : The purpose of this study was to examine the feasibility of home 

visit by nurses with higher palliative care specialty (NHPCS) with visiting nurses, which 

became covered by Japanese national medical insurance system in 2012, using a geographical 

information system (GIS).

Methods : We examined the distribution of NHPCS among prefectures and the association 

between the number of NHPCS and the location of the training institutions. Furthermore, in 

the prefectures with a small number of NHPCS, the geographical associations between the 

hospitals to which the NHPCS belonged and the home visiting nursing centers are analyzed 

by MANDARA

Results : The distribution of NHPCS per aging population differed by 2.6-fold among the 

prefectures, and the number of NHPCS was higher in prefectures with a high admission 

capacity into certified nurse training courses relevant to cancer. In the prefectures with a 

small number of NHPCS, the percentage of cases in which the hospital to which the NHPCS 

belonged was not within a 10 km radius of the home visit nursing center was high.

Discussion : From this analysis performed using the GIS, the uneven distribution of 

NHPCS and home visit nursing stations, and their geographical association became clear. 

Elimination of disparities in both human resources and training institutions among and also 

within prefectures is recommended.

Key words : Home Visit Nursing, Palliative Care, Certified Nurse, Certified Nurse Specialist, 

Geographical Information System

（2012年 12月 14日　原稿受付）
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I　緒言
血友病とは，X連鎖劣性遺伝する血液凝固異常
症であり，関節内出血を好発する関節を標的関節
と呼ぶ 1）。部位別では肘関節と膝関節，足関節が
主な標的関節であり，重症と中等症患者に標的関
節を有する割合が多い 2）。標的関節は，血友病性
滑膜炎から血友病性関節症へ進行し 3），その罹患
は多関節に及ぶことも少なくない。臨床像として

は関節拘縮や関節周囲の筋萎縮，関節痛を併発し，
歩行や日常生活活動（Activities of Daily Living：以
下，ADL）を制限する。繰り返す関節内出血から
関節症への進行を予防するには適切な止血療法と
理学療法が効果的であり，血友病患者の理学療法
（Physiotherapy：以下，PT）介入において，病態
に即した適切な ADL評価が不可欠である。
われわれは，血友病患者の ADLについて多変

■原著

血友病患者における日常生活活動尺度の開発
Development of the activity scale for patients with hemophilia

後藤　美和 1, 2，竹谷　英之 3，川間健之介 4，新田　　收 5

Miwa Goto1, 2, Hideyuki Takedani3, Kennosuke Kawama4, Osamu Nitta5

要　旨：血友病患者における日常生活活動（ADL）尺度の開発を目的として，無記名の自
記式質問紙調査を行った。主な調査項目は，基本属性，ADL，生活の質（HRQOL）とした。
ADLは 21項目動作の困難度を聴取し，HRQOLは SF─36を用いた。有効回答率は 37.5％
（259名），平均 40.9歳であった。21項目動作より 12項目を抽出，主成分分析にて順位付
けした。12項目の ADLはしゃがみこみと階段昇降，坂道歩行，床からの立ち上がり，床
への着座，足のつめ切り，第一ボタンの着脱と杖なし歩行，両手での洗顔，洗体，椅子に
腰掛ける，靴下の着脱とした。主成分分析では，第 2成分まで抽出され，第 1成分の全分
散に対する比率が 49.0％のため，第 1成分で対象者の ADLが説明可能と判断し，合計点
が 0～ 100点に分布するように再構成し，ADL尺度とした。改めて対象者を得点化した
ところ，ADL尺度は，SF─36の全下位尺度と相関関係があり，重症度と出血頻度とも有
意な関連を認めた。患者の ADL困難度の得点化に ADL尺度は有効である。
キーワード：血友病，日常生活活動，主成分分析
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量解析を用いて分析し，最も困難な動作は和式動
作や走行などの下肢の荷重や深屈曲を伴う動作で
ある 4）ことを報告した。しかし，従来の ADL尺
度は順序尺度であり，動作項目は少なく，自立度
のみの評価となるため天井効果を示しやすく，
ADLの特性を十分に把握できない可能性があり，
疾患特異性を現しにくい現状がある。ADLの評
価は，患者や障害者の能力低下あるいは機能的状
態の指標として，広く利用されている 5）。また在
宅では，専門家ではない患者本人や家族による自
己評定尺度が必要であり，多数の項目や複雑な評
定基準は避け，簡便で信頼性・妥当性のある尺度
が要求される 6）。
本研究の目的は，血友病患者において，臨床応
用可能な ADL尺度を開発し，検討することであ
る。

II　方法
16歳以上の先天性血友病患者 691名に，郵送
による自己記入式質問紙調査法を行った。質問紙
は同意を得た血友病診療施設 10施設と患者団体
2団体に郵送し，医療者もしくは患者会の代表者
から配布した。回収は，対象者から直接主任研究
者への郵送とした。
調査項目は，基礎情報とADL困難度，健康関連

QOL（Health Related Quality of Life：以下，HRQOL）
とした。基礎情報については，年齢と重症度（凝固
因子活性），止血療法の方法，関節内出血の頻度，
出血の多かった関節，合併症（C型肝炎ウイルス，
ヒト免疫不全ウイルス，B型肝炎ウイルス，イン
ヒビター）の有無について回答を求めた。重症度
は凝固因子活性に基づき，重症（＜ 1％）か中等症
（1～ 5％），軽症（＞ 5％），わからない，から回
答を求めた。出血頻度は過去 1年間の出血頻度を
5件法で聴取した。ADLについては，蜂須賀ら 7）

による血友病患者の日常生活で“できない”あるい
は“しづらい”動作の 23項目から重複する動作を
削除し 21項目の動作を抜粋した。その 21項目の
動作について，選択肢を「問題なくできる」と「や
りにくい」，「できない」とし，困難度を聴取した。
HRQOLは，MOS 36-Item Short-Form Health Sur-
vey（SF─36）Version.2日本語版 8～10）を用いた。

ADLについては，著者および共著者で協議し，
21項目から主要 12項目を抽出し，ADLの回答を
「問題なくできる」と「やりにくい」「できない」の

2群にカテゴリー化した。各項目の回答を重みづ
けし間隔尺度化する目的で，12カテゴリー 259
名 2値において主成分分析を行った。各主成分得
点に対する変数の重みに相当する主成分負荷量の
総和が 100となるよう再構成し（以下，ADL尺
度），改めて各対象者に得点化した。ADL尺度と
年齢，ADL尺度と SF─36の下位尺度においてス
ピアマンの順位相関係数分析を行った。また，
ADL尺度と重症度，ADL尺度と出血頻度におい
て一元配置分散分析を行った。なお，有意水準は
5％未満とした。得られた結果は，SPSS. ver.19
を用いて解析した。
各施設／団体に代表者に依頼状を郵送し，承諾
書を得た。対象者には書面を用いて調査の目的・
方法の説明を行い，質問紙の返送をもって，本研
究への参加に承諾したものとした。質問紙は無記
名とし，個人情報の収集は行わなかった。なお，
本研究は，東京大学医科学研究所研究倫理審査委
員会と筑波大学研究倫理委員会の承認を得て実施
した。

III　結果
1．対象者の基本属性
回収率 41.1％，有効回答率 37.5％（259名），平
均年齢 40.9歳（16～ 77歳）であった。 凝固因子
重症度は，167名（64.5％）が重症で，中等症が 47
名（18.1％），軽症が 27名（10.4％），不明が 18名
（6.9％）であった。補充療法の方法は，定期補充
療法を行っていると 136名（52.5％）が，on-de-
mand療法には 125名（47.5％）が回答した。合併
症は，HCV感染 204名（78.8％），HIV感染 92名
（35.5％），HCV・HIV感染 73名（28.2％），イン
ヒビター保有 23名（8.9％）であった。過去 1年間
の出血回数は 5回未満が 68名（26.3％），5回以上
10回未満が 42名（16.2％），10回以上 20回未満
が 52名（20.1％），20回以上 50回未満が 61名
（23.6％），50回以上が 31名（12.0％）であった。

2．ADLの尺度化
ADL尺度における 12項目の動作はしゃがみこ
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みと階段昇降，坂道歩行，床からの立ち上がり，
床への着座，足指のつめ切り，第一ボタンの着脱
と杖なし歩行，両手での洗顔，洗体，椅子に腰掛
ける，靴下の着脱とした。対象者の各動作におけ
る困難度は表 1に示した。主成分分析の因子抽
出法では，全 12成分のうち第 2成分まで抽出さ
れ，その累積寄与率は 62.0％であった。第 1成
分の全分散に対する比率が 49.0％のため，対象
者の ADLは第 1成分でほぼ説明可能と判断し，
ADL能力と解釈した（表 2）。第 1成分の主成分

負荷量の総和が 100となるよう主成分負荷量を再
構成した（表 3）。本 ADL尺度は，各動作におい
て「問題なくできる」場合，動作毎に算出された得
点を加算し，12項目動作の合計点を対象者の
ADL能力と定義した。これに基づき，各対象者
に改めて得点化した。

ADL尺度を対象者に得点化したところ，平均
値 56.3，中央値 54.3，標準偏差 33.3であった。
本 ADL尺度は年齢と有意な負の相関関係（r＝
－ 0.511，p＜ 0.001）を認めた。重症度は重症者

表 1　ADL能力の集計結果
ADL状況

問題なくできる やりにくい できない
しゃがみこむ （n＝ 259） 74（28.6％） 65（25.1％） 120（46.3％）
階段の昇り降り （n＝ 259） 88（34.0％） 141（54.4％） 30（11.6％）
坂道の歩行 （n＝ 258） 99（38.4％） 140（54.3％） 19（ 7.4％）
床から立つ （n＝ 259） 115（44.4％） 115（44.4％） 29（11.2％）
床に座る （n＝ 259） 120（46.3％） 105（40.5％） 34（13.1％）
足指の爪切り （n＝ 257） 161（62.6％） 73（28.4％） 23（ 8.9％）
第一ボタンの着脱 （n＝ 258） 178（69.0％） 67（26.0％） 13（ 5.0％）
杖なしで歩く （n＝ 258） 179（69.4％） 60（23.3％） 19（ 7.4％）
両手での洗顔 （n＝ 259） 185（71.4％） 69（26.6％） 5（ 1.9％）
身体を洗う （n＝ 258） 195（75.6％） 57（22.1％） 6（ 2.3％）
いすに腰掛ける （n＝ 259） 200（77.2％） 58（22.4％） 1（ 0.4％）
靴下を着脱 （n＝ 257） 200（77.8％） 45（17.5％） 12（ 4.7％）

ADL尺度における 12項目の動作はしゃがみこみと階段昇降，坂道歩行，床からの立ち
上がり，床への着座，足のつめ切り，第一ボタンの着脱と杖なし歩行，両手での洗顔，
洗体，椅子に腰掛ける，靴下の着脱とした。対象者の各動作における困難度を示す。

表 2　主成分得点係数行列

ADL項目
成分

1 2

しゃがみこむ 0.125 － 0.201

階段の昇り降り 0.120 － 0.300

坂道の歩行 0.122 － 0.279

床から立つ 0.142 － 0.147

床に座る 0.141 － 0.143

足指の爪切り 0.121 0.176

第一ボタンの着脱 0.104 0.319

杖なしで歩く 0.114 － 0.079

両手での洗顔 0.113 0.302

身体を洗う 0.110 0.310

いすに腰掛ける 0.101 － 0.046

靴下を着脱 0.108 0.251

分散の寄与率（％） 49.0 13.0

累積寄与率（％） 49.0 62.0

主成分分析の結果，説明された第 1成分から第 12成分までの
うち，因子抽出法により第 2成分までが抽出された。抽出され
た成分の主成分得点係数行列を示す。

表 3　血友病患者における日常生活活動尺度
しゃがみこむ   8.80

階段の昇り降り   8.44

坂道の歩行   8.59

床から立つ   9.99

床に座る   9.92

足指の爪切り   8.52

第一ボタンの着脱   7.32

杖なしで歩く   7.02

両手での洗顔   7.95

身体を洗う   7.74

いすに腰掛ける   7.11

靴下を着脱   7.60

合計 100

12項目の ADLに対して，主成分得点係数行列の合計点が 100
点となるよう ADL尺度とした再構成した。各動作において「問
題なくできる」場合，動作毎に算出された得点を加算し，12項
目動作の合計点を対象者の ADL能力と定義した。
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ほど有意に低値を示し（F＝ 5.215，df＝ 3，p＜
0.01），出血頻度が多いほど有意に低値（F＝
4.905，df＝ 5，p＜ 0.001）を示した。

3．健康関連 QOL

SF─36の各下位尺度の平均値（標準偏差）は身体
機能－ 1.74（1.94），日常役割機能（身体）－ 1.08
（1.58），体の痛み－ 0.97（1.06），全体的健康感－ 0.94
（1.16），活力－ 0.59（1.08），社会生活機能－ 0.73
（1.44），日常役割機能（精神）－ 0.60（1.39），心の健
康－ 0.55（1.19）と，国民標準値よりも低値を示し
た。本尺度で得点化した対象者の ADL尺度と各
下位尺度においてスピアマン順位相関係数分析を
行った結果，すべての下位尺度で有意な相関関係
を得た。各下位尺度とのスピアマン順位相関係数
（p値）は，身体機能 r＝ 0.776（p＜ 0.001），日常
役割機能（身体）r＝ 0.525（p＜ 0.001），体の痛み
r＝ 0.491（p＜ 0.001），全体的健康感 r＝ 0.349（p
＜ 0.001），活力 r＝ 0.209（p＜ 0.01），社会生活
機能 r＝ 0.384（p＜ 0.001），日常役割機能（精神）
r＝ 0.327（p＜ 0.001），心の健康 r＝ 0.159（p＜
0.05）であった。

IV　考察
血友病患者に生じる関節内出血や筋肉内出血
は，骨や関節のみならず軟部組織の損傷も来す。
凝固因子製剤の進歩や定期補充療法の導入により
出血の制御が可能となり患者の QOLは改善し
た。しかし，欠乏した血液凝固因子に対する抗体
（インヒビター）の発生により通常の血液凝固因子
製剤の止血効果は著しく低くなるなどの問題もあ
る。血友病患者における筋骨格系障害の評価は通
常，臨床的および放射線学的評価を用いる 11）。
また，整形外科治療やリハビリテーション効果の
評価は筋骨格系障害を定量化することで行われて
いる 12）。しかし，本邦において血友病患者にお
ける臨床評価は確立されていない。また，放射線
学的評価は血友病患者における関節機能の変化を
早期に検出する感度が欠けており，臨床評価が重
要 12）とされている。患者らは 1回の関節内出血
や筋肉内出血などにより ADL能力が大きく変動
することがある。出血により入院の必要がなくと
も止血目的の安静を強いられるため，止血後も活

動範囲が縮小することや，労働／通学継続が困難
となり患者の QOLに影響を及ぼしている可能性
がある。
今回，われわれは血友病患者の ADLにおいて，
自立度だけでなく動作の自覚的困難度に着目した
尺度を開発した。本尺度は，各動作において「問
題なくできる」か「やりにくい」「できない」かの回
答によって，得点が変化するよう構成した。3群
で回答を求めたが，極端に回答数が少ない項目が
みられたため，2群に再カテゴリー化し解析を
行った。従来の尺度でみられる「できる」か「でき
ない」かの自立度だけの評価と比し，困難度が反
映しやすい尺度であったと考える。しかし，「や
りにくい」と「できない」の回答が変化した際に，
得点に反映されず，今後の課題といえる。血友病
性関節症は，関節症進行に伴い，関節面の不整や
骨嚢胞と骨棘の形成が生じ，関節裂隙の狭小化を
来たし 13），可動域では屈曲と伸展の両方が減少
し 14），前腕では特に回外が制限を来しやす
い 13）。それらの特性を勘案し動作項目の抽出を
行った。ADL能力は QOLの重要な決定因子であ
り，血友病の重症度と加齢の両方によって影響を
受ける 15）とされている。よって，本尺度は先行
研究と同様に年齢と重症度，出血頻度，HRQOL
の全てと有意な関連があり，さらに SF─36にお
ける身体機能の下位尺度と高い相関を得たことか
ら，患者の ADL能力を表していたと考える。また，
出血頻度と ADL，ADLと HRQOLに関連がある
ことより，PT介入により出血頻度の減少や身体
機能の向上，ADL向上が得られれば，健康関連
QOL改善に寄与できる可能性があるといえる。

V　本研究の限界と今後の展開
本調査は有効回答率が 37.5％と低く，国内の
患者全体の認識を表わしているとはいえない。全
国の血友病患者全体と比し，凝固因子活性の重症
者の占める割合が多く，非回答者には中等症や軽
症の患者が多いことを前提とする。今後，本尺度
を一般化し臨床応用するには，理学療法効果のア
ウトカムとして症例数を蓄積し運動療法に対する
反応性や有用性，信頼性と妥当性を検討する必要
がある。
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VI　結語
自己記入式質問紙調査を用いて，血友病患者の

ADL能力を調査し，主成分分析を用いて，ADL
尺度を作成した。本尺度を用いて血友病患者の
ADL困難度の点数化が可能である。
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Abstract : For the purpose of developing a new scale of activities of daily living (ADL) among 

the patients with hemophilia, an anonymous survey was conducted. Main items investigated 

were subjects’ biographical data, ADL and Health related Quality of Life (HRQOL). The 

difficulty degree of 21 items of ADL was investigated. HRQOL was measured by using SF─
36.

Valid responses were 259 (37.5%), average age was 40.9 years old. For the purpose of 

developing a new scale of ADL, 12 items were pick out of 21 items and a ranking analysis was 

performed by using principal component analysis. 12 items of ADL were squatting and up 

and down stairs, climbing a steep, standing up by the floors, sitting down on the floors, 

cutting toe nails, removing buttons, walking without any supports, washing one’s face on the 

both hands, washing oneself, sitting down on the chairs, removing one’s socks. According to 

the result of principal component analysis, 1st and 2nd component were extracted. The 1st. 

component was interpreted as ability for ADL. It was able to be said so because the ratio for 

all axial variance was 49.0％ , and ADL of the subjects could almost be interpreted on the 1st. 

component. A total score of this scale was found ranging from 0 to 100 points. ADL of 

subjects were scored using this scale. There were significant association between HRQOL / 

bleeding frequency / severity and this scale. By using this scale, it is possible to mark for the 

difficulty degree of ADL.

Key words : Hemophilia, Activities of Daily Living, Principal component analysis

（2013年 8月 30日　原稿受付）
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■原著

Recovery effects of exposure to normobaric hyperoxia on 
central and/or peripheral factors in muscle fatigue

Yuka Yokoi1, 2, Ryuya Yanagihashi1, Katsuyuki Morishita1, 2

Noboru Goto1, Takayuki Fujiwara1, 2, Koji Abe2

Abstract : Purpose of Study : Reported recovery effects of hyeroxia are conflicted. Increased 

oxygen concentration influences oxygen transport throughout the organism, therefore it 

would affect not only peripheral factors in fatigue such as metabolic acidosis in the muscle 

tissue but also central factors such as the activation levels of central neural drive. This study 

aimed to identify the effects and the mechanisms of normobaric hyperoxia on recovery of lo-

cal muscle fatigue.

Methods : 12 male subjects performed 3×3×greater than 30 seconds of isometric quadri-

ceps exercise at 70％ of maximum voluntary isometric contraction (MVIC) separated by two 

15-minutes recovery sessions under one of two different oxygen conditions, one in normoxia 

(NOX; 20.9％ O2) and one in hyperoxia (HOX; 30.0％ O2). To assess the degree of fatigue 

and recovery, five parameters were used; MVIC, integrated EMG (iEMG) activity, endurance 

time to exhaustion, blood lactate, and perceived exertion measured by a visual analog scale 

(VAS).

Results : MVIC improved an average by approximately 14% in HOX compared to NOX at 

the conclusion of the second recover y session. Further, iEMG changes were nearly 

proportional to MVIC and were significantly greater in HOX than in NOX. Reduction in 

endurance time, and increases in blood lactate and VAS were similar between HOX and NOX.

Conclusions and Practical Applications : Based on our findings, we hypothesized that 

hyperoxia mainly increases the central motor output to the activated muscle and therefore 

muscle force output by responding to the biological conditions in peripheral muscles. For 

quicker recovery, athletes are recommended to use two sets of 15-minutes recovery under 

30.0% hyperoxia.

Key words : Central and Peripheral Fatigue, Maximum Voluntary Isometric Contraction, In-

tegrated Electromyographic Activity, 30.0％ Oxygen

1　Koriyama Institute of Health Sciences

2　Interdisciplinary Graduate School of Science and Technology, Shinshu University
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I　Introduction
Recovery has recently been recognized to be as 

important to athletes as the physical training re-
gime itself. The degree of recovery directly affects 
the following performance and the likelihood and 
potential for injury. In particular, a critical issue for 
both athletes and their coaches is the ability to re-
cover from local muscle fatigue and the impact of 
that fatigue on subsequent performance. Local 
muscle fatigue is the most commonly encountered 
form of fatigue, both daily and in training and in 
competitions. Local muscle fatigue represents a 
complex phenomenon, and it is also referred to as 
neuromuscular fatigue1～3）. Neuromuscular fatigue 
is divided into two categories based upon the loca-
tion of where the fatigue is induced2, 4）:
i） Central fatigue, which encompasses all of the su-

praspinal and spinal physiological phenomena 
resulting in a decrease in motoneuron excitation.

ii）Peripheral fatigue, which indicates a decrease in 
the contractile strength via changes in the struc-
ture and the metabolism of muscle tissue and in-
cludes the fatigue at the neuromuscular junction.
When both forms of fatigue are fully treated and 

the fatigue eliminated then local muscle fatigue is 
theoretically fully healed. However, techniques fo-
cusing on local muscle tissue, i.e., peripheral fa-
tigue, are more common in practice and easier to 
use techniques; such as hydrotherapy and soft tis-
sue massage.

One of the major causes of peripheral fatigue has 
been widely reported to be the metabolic acidosis 
induced by intense exercise in the muscle tis-
sue2, 5～7）. Metabolic acidosis is caused by the in-
tracellular concentrations of proton（H＋）and inor-
ganic phosphate（Pi）, which are created by the 
activity of anaerobic metabolic pathways and result 
in a decline in blood pH2, 5, 6, 8）. During the process 
of cellular acidosis, increased lactate production 
coincides to prevent pyruvate accumulation8）, thus 
blood lactate concentration is a good indirect mark-
er of muscle metabolic acidosis levels. Since a suf-

ficient supply of oxygen is demanded to remove 
the acid metabolites accumulated in muscle tis-
sue2, 5, 7）, supplemental oxygen is easily imagined 
to enhance metabolic acidosis recovery, i.e., pe-
ripheral muscle fatigue recovery.

The use of exposure to hyperoxia is an ongoing 
researched modality in the field of sports sciences, 
and the reported effects are conflicting and compli-
cated. Hyperoxia applied during recovery sessions 
between intensive intermittent exercises（30％ O2 
gas breathing for 18 minutes in total）were report-
ed to be effective in removing the lactate accumu-
lation9）, however, another hyperoxia strategy
（100％ O2 gas breathing for 30 minutes in total）did 

not show to have such an influence on blood lac-
tate10）. Furthermore, similar recovery strategy us-
ing hyperoxic gas（99.5％ O2 for 20 minutes in to-
tal）in well trained populations showed that the 
participant’s perceptions of recovery were signifi-
cantly improved when compared to the control 
group11）; whereas other uses of oxygen gas（40％ 
O2 for 29 minutes in total, and 99.5％ O2 for 10 
minutes in total）concluded that there was no effect 
on the rate of perceived exertion（RPE）12, 13）. Giv-
en this, it remains unclear what effect supplemen-
tal oxygen would have on performance, fatigue and 
recovery conditions.

Increases in arterial oxygen content would affect 
not only peripheral fatigue but also central fa-
tigue14, 15）. This is because that the increased oxy-
gen in the artery influences on oxygen transport 
throughout the organism16, 17）. Therefore, changes 
in performance under the hyperoxic environment 
may occur due to the central fatigue mechanisms 
which dictate the increases and decreases of voli-
tional motor output into the muscle tissue. Tucker 
et al.15）found that the integrated electromyograph-
ic（iEMG）activity, an indirect measure of local 
muscle activation, was greater during 20 km cy-
cling time-trials in hyperoxia（40％ O2）than in nor-
moxia, concluding that improved performance in 
hyperoxia is partly due to a centrally mediated in-
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crease of the local muscle activation. Further, Pel-
tonen et al.18）and Amann et al.14） found that central 
motor output represented by iEMG was reduced in 
hypoxia（15.8％ O2 and 15％ O2, respectively）, and 
hypothesized that performance capacity was con-
trolled by central neural drive as a result of the 
brain responding to changes in peripheral muscle 
tissue conditions such as metabolite accumulation.

Accordingly, this study aimed to identify the re-
covery effects of exposure to normobaric hyperox-
ia on local muscle fatigue in quadriceps as induced 
by intermittent isometric exercises. We also aimed 
to clarify the mechanisms of recovery resulting 
from hyper-oxygenation of the muscle tissue, by 
focusing on the factors of central and peripheral fa-
tigue. It was hypothesized that the use of normo-
baric hyperoxia would enhance local muscle fa-
tigue recovery as a result of improvement in both 
central and peripheral factors.

II　Methods
1．Experimental Approach to the Problem

Local muscle fatigue is often defined as “any ex-
ercise-induced reduction in the maximum capacity 
to generate force or power output”19）, and this sim-
ply indicates the point at which an individual is un-
able to perform a certain task. To observe this 
state, pre- and post-task measurement of the maxi-
mum voluntary contraction（MVC）is a general pro-
cedure and recognized as ‘gold standard’19）. Addi-
tionally, the endurance time until the task fails is 
also a simple indicator of fatigue level. In order to 
reveal the mechanisms of central and peripheral fa-
tigue, iEMG, a measure of muscle activation con-
taining influences of central motor output, and 
blood lactate concentration, an indirect parameter 
of metabolism in muscle tissue, were observed. 
Moreover, the subject’s perceived exertion was 
measured for an understanding of subjective influ-
ences of hyperoxia, and for clarification of its rela-
tionship to central and peripheral mechanisms in 
muscle fatigue. The experimental design imple-

mented in this paper was a counterbalanced repeat-
ed-measures fashion involving two trials.

2．Subjects

12 healthy males having a mean age of 20 years
（range: 18-21 years）with no self-reported cardio-

vascular disease, respiratory disease, or musculo-
skeletal disorders, volunteered to participate in 
this study. Body height, mass and body mass index 
were 170.1±6.2 cm, 61.7±10.6 kg, and 21.3±
2.6 kg/m2, respectively. None of them were com-
petitive athletes, but all were physically active. In 
order to familiarize subjects with the protocol, all 
subjects participated in a rehearsal session before 
the actual study session. They were instructed to 
avoid alcohol consumption and vigorous exercise 
for at least 24 hours in advance of the experiment. 
Written informed consent was obtained from all 
participants before the initiation of the study, and 
the protocol was approved by the Koriyama Tohto 
Academy Educational Foundation Ethical Commit-
tee.

3．Procedures

1）Experimental Design

During the experimental sessions, all partici-
pants performed 3 sets of 3 repetitions, with each 
repetition to last for no less than 30 seconds（3×3
×best effort＞30 seconds）of isometric quadriceps 
contraction with two recovery sessions between
（Figure 1）. The recovery strategy was a 15-min-

utes seated rest in an oxygen controlled room20）in 
one of two different conditions: normobaric nor-
moxia（NOX; 20.9％ O2）, or normobaric hyperoxia
（HOX; 30.0％ O2）. Upon arrival to the experimen-

tal room, subjects were required to complete a 
5-minutes warm-up for the right quadriceps fol-
lowed by a 15-minutes rest set as a stabilization pe-
riod. The subsequent physical task was designed 
to fatigue the quadriceps of the right leg by sus-
taining an isometric load set at 70％ of an individu-
al’s MVIC as previously measured. Participants 
were asked to maintain this load for as long as they 
could, and it was envisioned that exhaustion would 
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be reached between 30 and 120 seconds. They re-
peated the physical task three times with two 
30-seconds short breaks separating them. All sub-
jects were able to maintain the required 70％ of 
MVIC in the first task of each set. However, ex-
cluding the first task, four of the twelve subjects 
were unable to maintain the required 70％ of 
MVIC for more than 20 seconds. Consequently, 
they were asked to maintain the contraction as a 
“best effort” for at least 30 seconds. The lowest re-
corded MVIC was 55％ at the end of the “best ef-
fort”. At the conclusion of the first set of three 
physical tasks, a 15-minutes recovery period was 
provided before the start of second identical set, 
and again prior to the third identical set. In order 
to avoid carryover effects from each session, sub-
jects performed these protocols on two separate 
occasions at least 5 days apart. The order of testing 
was randomized so that six participants performed 
NOX first and other six participants performed 
HOX first. They were blinded to the oxygen con-
centration levels and were not informed of the hy-
pothesis of the experiment. Subjects were instruct-
ed to maintain their daily activity levels for the 
duration of their involvement in the study.

2）Maximum Voluntary Isometric Contraction

During each protocol, the MVIC of the quadri-
ceps fomoris was measured six times:
T1 - Before the first set of physical tasks.
T2 - After the first set of physical tasks.
T3 - Before the second set of physical tasks, mea-

sured immediately after the first recovery peri-
od.

T4 - After the second set of physical tasks.
T5 - Before the third set of physical tasks, mea-

sured immediately after the second recovery pe-
riod, and

T6 - After the third set of physical tasks（Figure 
1）.
All subjects were seated on a device（T.K.K. 

5710m, TAKEI, JAPAN）accompanied with a digital 
dynamometer（F340, UNIPULS, JAPAN）set to 
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measure their MVIC and test their muscle re-
sponse to the fatiguing physical task. The subjects 
positioned their trunk and pelvis against the back-
rest and were secured up-right by a pelvic belt. 
Both hands gripped hand grips by their side. The 
starting position was set as the right knee main-
tained at a 45°angle from full knee extension 
against an immobile leg bar. In this position, the 
MVIC of their knee extensors was measured three 
times for a duration of four seconds each, and the 
highest of the three values was recorded as the 
subject’s MVIC. Subsequent MVIC values were 
then normalized based on the MVIC at T1 in order 
to see the rates of fatigue and recovery over T2 to 
T6.

3）Surface Electromyography Activity

The surface electromyography（sEMG）signals 
from the rectus femoris（RF）of the right quadri-
ceps were recorded using a surface electrode bipo-
lar configuration（special order product, Emu·ii 
Corporation, Matsumoto, Japan）during the mea-
surement of MVIC. The electrode was aligned par-
allel to the fibers on the middle portion of the mus-
cle with an inter-electrode distance of 30 mm, and 
an earth electrode was attached on the medial as-
pect of the right patella. To have inter-electrode 
skin impedance below 5 kΩ, the surface of the skin 
was wiped with alcohol swabs, and rubbed with an 
abrasive gel（SkinPure® Nihon Kohden, Tokyo, Ja-
pan）. The sEMG data were sampled at 1024 Hz, 
and digitally filtered by 15-500 Hz bandpass filter 
using BIMUTAS software（Nihon Kissei Comtech, 
Matsumoto, Japan）. For subsequent analysis of the 
raw sEMG signals, iEMG over the middle three 
seconds of four seconds obtained from the highest 
MVIC was calculated, and the values at T2-6 were 
normalized by the value at T1.

4）Endurance Time to Exhaustion

All subjects reached to exhaustion at between 30 
and 120 seconds during the first physical tasks, 
which were set at 70％ of the individual’s MVIC. 
The muscle contracting continuances during the 

first physical tasks of each set were recorded as 
E1, E2, and E3（Figure 1）, and used as one of the 
measurements criteria in assessing the local mus-
cle fatigue21）.

5）Blood Lactate Concentration

Blood samples were collected for lactate analysis 
from the subject’s finger tip and the lactate concen-
tration was determined by a portable lactate ana-
lyzer（Lactate Pro LT-1710® Arkray KDK, Kyoto, 
Japan）22）. Before blood collection, the tip of finger 
was cleaned with an alcohol swab and a small inci-
sion was made with a lancet. The initial drop of the 
blood was removed, and the second drop of the 
blood was collected for analysis. In order to see the 
changes in blood lactate, measurements were re-
peated over T1-6.

6）Perceived exertion

A visual analog scale（VAS）was used as a repre-
sentation of perceived exertion at T1-6. Subjects 
were asked to mark on a 10cm long line to express 
the locally perceived muscle fatigue in the right 
quadriceps. This scale was explained to the partici-
pants during the familiarization session and prior 
to each protocol. The marked point was then mea-
sured manually using a ruler and the value was re-
corded.

4．Statistical Analysis

Data are presented as mean±SEM. Two-way
（recovery environment, i.e., ［NOX］or［HOX］×
time, i.e., ［T1-6］for MVIC, iEMG, lactate concen-
tration and VAS, or［E1-3］for endurance time）anal-
ysis of variance（ANOVA）with repeated measures 
was used for all data gained in the present study. 
When significant differences were detected by two-
way ANOVA, one-way ANOVA with repeated mea-
sures and paired t-test were additionally performed 
to detect significant changes from the start, and 
any significant differences between NOX and HOX, 
respectively. Significant differences among mean 
values at p＜0.05 were then detected by Tukey’s 
post-hoc test following two-way ANOVA, and Dun-
nett’s post-hoc test following one-way ANOVA. 
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SPSS for Windows version 21.0 was used, and the 
statistical significance was accepted for values of p

＜0.05 in all analysis.

III　Results
1．Maximum Voluntary Isometric Contraction

The normalized MVIC at T1-6 was depicted in 
Figure 2. The recovery pattern differed signifi-
cantly between NOX and HOX（F（1, 5）＝3.194, p＜
0.05）. In NOX, values at T2-6 were significantly 
lower than the baseline MVIC at T1（p＜0.05）. In 
HOX, although the MVIC at T2, T4 and T6 showed 
significant decreases compared to the basal value 
at T1（p＜0.01）, the rates at T3 and T5 recovered to 
92.3±3.1％ and 96.6±5.2％, respectively. This re-
sulted in a significantly greater recovery rate in 
HOX（96.6±5.2％）than in NOX（82.5±3.5％）, es-
pecially at T5（p＜0.05）which was at the end of 
30-minutes seated recovery period. Further, the 
mean value in HOX at T6 continued to be higher 
than in NOX（80.2±4.4％ and 72.5±2.4％, respec-
tively）although there was no significant difference 

statistically（p＝0.066）.
2．Integrated EMG Activity

The changes in iEMG rate over time monitored 
during T1-6 were presented in Figure 3. A signifi-
cant condition（NOX vs. HOX）×time（T1 to T6）in-
teraction was found for iEMG（F（1, 5）＝2.985, p＜
0.05）. That is, between T1 and T4, iEMG was grad-
ually decreased in both NOX and HOX, while 
greatly increased in HOX and continuously de-
creased in NOX afterwards. The iEMG was signifi-
cantly higher in HOX compared to NOX at T6（86.6
±8.0％ and 80.0±6.4％, respectively, p＜0.05）, 
and the mean value at T5 was also higher in HOX 
than in NOX（93.0±8.0％ and 81.4±4.5％, respec-
tively, p＝0.164）. From the above, it could be seen 
that the iEMG in HOX was greater after the second 
recovery compared to that in NOX.

3．Endurance Time to Exhaustion

The sustained periods to the limit of muscle con-
traction at 70％ MVIC did not differ either between 
E1, E2 and E3 or NOX and HOX. However the time 
during E2 and E3 tended to be shorter in both 

Figure 2　 Normalized mean values（±SEM）of maximum voluntary isometric contraction（MVIC）in NOX（closed 
diamond）and HOX（opened square）between T1 and T6

†‡Significantly different from the start within the same condition（†p＜0.05, ‡p＜0.01）. ＊Significantly different between 
conditions（＊p＜0.05）.
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NOX and HOX. In NOX, the duration of MVIC 
changed marginally from 54.6±7.6 sec at E1 to 
46.1±5.2 sec at E2 and 47.1±5.8 sec at E3. As in 
NOX, similar small changes in the endurance time 
were observed in HOX; 55.0±7.2 sec at E1, 47.3±
4.6 sec at E2 and 43.2±3.5 sec at E3.

4．Blood Lactate Concentration

Table 1 shows the changes in blood lactate con-
centrations over T1-6. In both NOX and HOX con-
ditions, blood lactate levels significantly increased 
at T2（6.0±1.1 mmol/L and 6.1±0.9 mmol/L, re-

spectively）, T4（5.1±0.8 mmol/L and 7.0±1.4 
mmol/L）and T6（5.4±0.9 mmol/L and 6.6±1.2 
mmol/L）when compared to the baseline at T1（2.4
±0.3 mmol/L and 2.7±0.4 mmol/L, p＜0.05）. 
Throughout the protocols the patterns of change 
in lactate concentration did not show any signifi-
cant dif ference between the two oxygen condi-
tions.

5．Perceived exertion

Perceived exertion expressed by VAS across 
T1-6 is shown in Table 2. VAS increased signifi-

Figure 3　 Normalized average values（±SEM）of integrated EMG（iEMG）in NOX（closed diamond）and HOX
（opened square）between T1 and T6

‡ Significantly different from the start in NOX（‡p＜0.01）. ＊Significantly different between conditions（＊p＜0.05）.

Table 1　 Average values（mmol/L, ±SEM）of blood lactate concentration in 
NOX and HOX between T1 and T6

T1 T2 T3 T4 T5 T6

NOX 2.4（0.3） 6.0（1.1）† 3.6（0.5） 5.1（0.8）† 4.8（1.0） 5.4（0.9）†

HOX 2.7（0.4） 6.1（0.9）† 3.7（0.5） 7.0（1.4）† 5.4（1.5） 6.6（1.2）†

†Significantly different from the start within the same condition（†p＜0.05）.

Table 2　 Average values（cm, ±SEM）of perceived exertions expressed by vi-
sual analog scale（VAS）in NOX and HOX between T1 and T6

T1 T2 T3 T4 T5 T6

NOX 0.2（0.1） 4.5（0.5）‡ 2.4（0.6）‡ 5.5（0.5）‡ 3.5（0.7）‡ 6.8（0.7）‡

HOX 0.7（0.3） 4.3（0.6）‡ 2.2（0.5） 5.6（0.6）‡ 3.5（0.8）‡ 6.7（0.6）‡

‡Significantly different from the start within the same condition（‡p＜ 0.01）.
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cantly over the course of the protocols in both oxy-
gen conditions（p＜0.05）. There were no significant 
dif ferences in perceived exertion between NOX 
and HOX. The VAS rate at T3 showed a significant 
increase only in NOX compared to the beginning
（0.2±0.1 cm at T1 to 2.4±0.6 cm at T3, p＜0.05）

but it did not occur in HOX（0.7±0.3 cm at T1 to 
2.2±0.5 cm at T3）. The final（T6）VAS values in 
NOX and HOX were 6.8±0.7 cm and 6.7±0.6 cm, 
respectively.

IV　Discussion
There are two main findings revealed in this 

study:
i） Two 15-minutes seated recovery sessions in nor-

mobaric hyperoxia（HOX）significantly hastened 
the MVIC restoration in locally fatigued quadri-
ceps（see Figure 2）.

ii）The MVIC result mainly associated with the in-
fluence of the central motor output, since the 
iEMG increased after the completion of two re-
covery sessions in HOX but it continued to de-
crease in NOX（see Figure 3）.

The above results were not associated with chang-
es in other parameters, i.e., endurance time, blood 
lactate concentration or perceived exertion be-
tween the two oxygen conditions.

We interpret this to mean that hyperoxia influ-
ences the regulation of central motor output to the 
activated muscle and therefore of muscle force out-
put. Conversely, a peripheral parameter in muscle 
fatigue, represented by the blood lactate accumula-
tion, did not show a significant difference between 
NOX and HOX（see Table 1）, suggesting that the 
levels of peripheral fatigue were similar across the 
conditions. Although it has been understood that 
hyperoxia improves the peripheral factors in fa-
tigue, such as metabolite accumulation, our find-
ings cannot explain the peripheral factor as only a 
cause of MVIC restoration. The central factor, an 
increased capacity for the motor unit activation, 
would rather be responsible for the present result. 

While the causes of supraspinal and spinal fatigue 
are poorly known2）, central factors affecting mus-
cle fatigue have been recognized as a reduction or 
accumulation of certain brain neurotransmitters 
and substances such as serotonin23）and glyco-
gen24）, the limitation of cortical activity caused by 
muscle afferents relating to the muscle’s biochemi-
cal conditions and force generation capacity4, 25）, 
depletion in sensitivity of neuromuscular spin-
dles4）, and a decrease in motoneuron activity26）. 
Gandevia4）summarized evidence of suprasipnal 
factors in fatigue in a literature review, and con-
cluded that feedback from muscle afferents on the 
muscle’s biochemical conditions and force genera-
tion capacity is likely to diminish the activation of 
cortical sites. Especially, in the presence of oxygen 
debt and lactate accumulation, the group III and IV 
muscle afferents, which are metaboreceptors and 
are sensitive to metabolites generated during mus-
cle fatigue, continue to discharge and result in an 
inhibition of alpha motoneuron activity27, 28）. Con-
sidering the above, the brain would increase cen-
tral motor output in HOX than NOX in this study 
by responding to the status of peripheral fatigue, 
i.e., lesser metabolic acidosis level in HOX. The 
magnitude of peripheral muscle fatigue would be a 
considerable dependent variable in terms of de-
creases and increases of centrally-mediated neural 
stimulation into muscles thus of force output.

The findings in the present study seem to be in 
agreement with those of Amann et al.14）and Tuck-
er et al.15）, whose subjects performed cycling time-
trials under a hyperoxic environment（40％ O2 and 
100％ O2, respectively）. They found shortenings of 
time to completing the time-trials, and parallel in-
creases in power output and central motor output 
confirmed by the results of iEMG. These studies 
used aerobic endurance cycling exercise and the 
average force outputs were approximately 25 to 
35％ of MVC and 30 to 40％ of MVC, respectively. 
This type of exercise consumes energy from the 
aerobic metabolic pathways2）. In contrast, the ade-
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nosine triphosphate（ATP）supplied during the tri-
als of intermittent intense anaerobic exercise（70％ 
MVIC）in our study would be generated by nonmi-
tochondrial sources2, 5, 8）. This type of cellular res-
piration causes greater metabolic acidosis in mus-
cle tissues, i.e., oxygen debt, which is more 
sensitive to the oxygen supplementation.

As a result of consuming the nonmitochondria 
sources during anaerobic exercises, a significant 
amount of metabolic products such as proton（H＋）
and inorganic phosphate（Pi）are accumulated, and 
they induce a decrease in the pH of blood5, 8, 29）. 
This has been well documented as a major cause of 
peripheral fatigue, leading to a decrease in the con-
tractile strength of muscles. Similarly, fatigue at 
the neuromuscular junction such as insufficient 
propagation of the action potentials and neu-
rotransmitter depletion30）, reductions in the quan-
tity of calcium ion（Ca2＋）released by the sarcoplas-
mic reticulum31）, and decreases in blood flow32, 33）

are also reported as peripheral factors in muscle 
fatigue. Additionally, the concentration of lactate 
has been understood as a good marker for tissue 
metabolic conditions although it is not directly at-
tributed to metabolic acidosis in muscle tis-
sues8, 29）. The lactate accumulation levels, howev-
er, did not show a significant difference between 
NOX and HOX in our study, and the mean value 
even showed to be higher in HOX than in NOX be-
tween T4 and T6（see Table 1）. There are two rea-
sons that can explain this. Firstly, since lactate is 
not a dead-end waste product of glycolysis but is 
rather an important intermediate metabolite under 
the anaerobic metabolism pathway8, 29, 34）, the val-
ues of blood lactate concentrations might not ex-
press the exact instantaneous changes in metabo-
lism processes. Secondly, as the result of higher 
central neural drive and therefore of greater force 
output in HOX via feedback mechanism from the 
muscle afferents, it is not unexpected that more 
lactate was produced in HOX than in NOX. Hence, 
it seems reasonable to suggest that the threshold 

of maximum peripheral fatigue was increased in 
HOX and a greater force output, i.e., recovery in 
MVIC, could be achieved without harmful meta-
bolic acidosis occurring.

There are a number of investigations to date that 
have verified the effects of hyperoxia on blood lac-
tate accumulation as a recovery strategy, however, 
the previous reports have demonstrated conflicting 
results9, 10, 12, 35, 36）. One of the reasons for this con-
fliction might be due to the difference in the type of 
exercise used in the experiments. When the exer-
cise was performed at the fixed work load, lactate 
concentrations were reported to be lower in the hy-
peroxic environment9, 10）, whereas, when the exer-
cise was done maximally or self-paced, there were 
no differences in lactate levels between normoxia 
and hyperoxia35）. Although those authors did not 
discuss the central factors in fatigue, there might 
be some elements in central neural activation lead-
ing to those results as with the present study.

Perceived exertion represented by VAS in our 
study showed almost identical changes throughout 
the trials in both conditions（see Table 2）. Ratings 
of perceived exer tion have been shown to be 
strong indicators of physical fatigue and not to be 
influenced by central factors in fatigue37, 38）. There-
fore, it would be reasonable to recognize the scale 
as a reflection of peripheral fatigue rather than cen-
tral fatigue. Based on this, which is similar to the 
result of blood lactate concentrations, our findings 
on VAS would express that levels of peripheral fa-
tigue were similar in NOX and HOX, although the 
force output was significantly recovered mainly by 
increasing the central motor output in HOX.

V　Practical Applications
Hyperoxia therapy has been considered and ap-

plied in sports field for the purpose of healing mus-
culoskeletal injuries, increasing performance level, 
and accelerating recover y from daily training. 
While the evidence is mixed, the present study 
showed that two 15-minutes recovery sessions in 
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HOX enhanced the restoration of MVIC and the 
recovery rate would be approximately 14％ greater 
in HOX than in NOX. However, few considerations 
should be noted in applying the findings in our 
study to practical situations. Firstly, although each 
recovery session was set up for 15 minutes, the 
time for recovery would need to be longer since 
the MVIC in HOX did not show significant differ-
ences compared to that in NOX until the comple-
tion of the second recovery, i.e., at T5（see Figure 
2）. Given that the MVIC in HOX was significantly 
restored at T5, it might be more effective to rest 
for more than 30 minutes under HOX. Second, the 
muscle used in the present study was the quadri-
ceps whose muscle volume corresponds to approx-
imately 2.0 to 2.5 kg per lower extremity39）, thus 
there should be caution when migrating this result 
to whole body training and competitions. However, 
it is possible that a large muscle group exercise is 
affected in a similar way to a single muscle, and is 
improved by increased oxygen concentration in 
the air. Based on these considerations, it is recom-
mended to utilize repeated 15-minutes exposure to 
30.0％ normobaric hyperoxia as an effective recov-
ery strategy from local muscle fatigue. By doing 
this, athletes would be able to recover force output 
by approximately 14％ more than just staying un-
der normoxia for the same duration.
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I　緒言
神経幹細胞は，分裂・増殖する能力である「自

己複製能」と，神経細胞とグリアに分化する能力
である「多分化能」を併せもつ未分化な神経系細胞
である 1）。ほ乳類の中枢神経系の発達期において，
神経板および神経管の脳室帯に存在する神経幹細
胞（神経上皮細胞）は活発に細胞分裂を行って細胞
数を増やした後，神経細胞，アストロサイト，オ
リゴデンドロサイトへ分化して中枢神経系を作り

だす 2）。さらに，成体の脳内の限られた部位（側
脳室下帯，および，海馬の歯状回）においても，
神経幹細胞が数は少ないが存在しており，成体で
も神経細胞を新生し続けることが近年明らかに
なった 3, 4）。一方，神経変性疾患や脊髄損傷など
で失われた中枢神経系の機能回復を目的に，神経
幹細胞（あるいは，神経幹細胞から分化させた幼
若神経細胞）を移植して治療する再生医療が，近
年，注目されている。しかし，この細胞移植医療
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に必要な多数の純度の高いヒト神経幹細胞を，ヒ
ト胚，胎児，あるいは成体の脳から調製すること
は技術的にも倫理的にも困難であるため，より良
い神経幹細胞の調製法の開発が期待されている。
脳以外から神経幹細胞を大量に調製する方法とし
ては，胚性幹（embryonic stem：ES）細胞 5）や人
工 多 能 性 幹（induced pluripotent stem：iPS）細
胞 6, 7）などの多能性幹細胞から分化誘導をして得
る方法が，現在最も有望である 8～10）。すでに，パー
キンソン病モデルサル 11）や脊髄損傷モデルマウ
ス 12）に対して，iPS細胞の最も信頼できる基準
（gold standard）となる細胞である ES細胞，およ
び，iPS細胞から分化誘導・調製した神経幹細胞
の移植が行われ，細胞の生着や機能の回復が確認
されている。さらに，ヒト iPS細胞由来の神経幹
細胞（あるいは，神経細胞）を移植に用いる臨床研
究も予定されている。
移植に使用する細胞としては，その安全性と品
質が保証され，さらに，大量の細胞の安定的な供
給が求められることから，細胞の基本的な性質と
その培養条件を十分に検討する必要がある。神経
幹細胞の増殖因子としては，組織由来の不均質な
神経幹細胞を用いた研究ではあるが，これまでに
塩基性線維芽細胞増殖因子（fibroblast growth fac-
tor─2：FGF─2）と 上 皮 増 殖 因 子（epidermal 
growth factor：EGF）が有効であることが報告さ
れている 13～15）。しかし，ES細胞あるいは iPS
細胞由来の神経幹細胞への増殖因子の影響につい
ては十分に検討されていない。本研究では，マウ
ス ES細 胞 か ら Neural Stem Sphere（NSS）
法 8, 16～18）により分化誘導・調製した均質な神経
幹細胞を用いて，増殖と神経幹細胞としての基本
的な細胞学的特性に対する増殖因子の影響につい
て検討した。

II　方法
1．神経幹細胞の調製と培養
マウス ES細胞をNSS法によって神経系細胞へ
一方向的に分化誘導して，神経幹細胞を調製し
た 16, 17, 19）。すなわち，ES細胞のコロニーを ACM
（astrocyte-conditioned medium：アストロサイト
条件培地）（住友ベークライト）中で 4日間浮遊培

養して，神経系細胞へ分化誘導することにより，
神経幹細胞を含む球状細胞集合体である NSSを
形成させた 16, 17）。その後，形成した NSSを，
Matrigel TM matrix（BD Bioscience）（以下，マト
リゲル）でコーティングした培養皿に移し接着さ
せ，2％ B─27 TM Supplement（Invitrogen）を添加
した無血清培地である Neurobasal medium（Invit-
rogen）（以下，B─27/Neurobasal培地）に 20 ng/
ml FGF─2を加えた神経幹細胞用培地（以下，
NSC用培地）中で培養することによって，NSSの
周囲に神経幹細胞を遊走させた。その後，神経幹
細胞だけをトリプシン処理によって回収し，マト
リゲルでコーティングした新たな培養皿に移し培
養することによって，均質な神経幹細胞を増殖さ
せた 8）。この神経幹細胞を継代数（passage num-
ber, PN）0（以下，PN0）の神経幹細胞とした。神
経幹細胞の培養と継代は，マトリゲルでコーティ
ングした培養皿上で，NSC用培地中で行った。
培養 2日目に培養液を交換し，通常は 4日間培養
して，細胞がコンフルエントに近い状態まで増殖
させた後に，トリプシン処理により細胞を回収し
た。希釈後，新たな培養皿に播種して培養するこ
とにより，細胞を継代した。

2．神経幹細胞の増殖に対する増殖因子の影響
神経幹細胞（PN1あるいは PN2）を，B─27/

Neurobasal培地を用いて 2.0× 104個 /35 mm 
dish（1.7× 103個 /cm2）の密度で播種し，①増殖
因子の添加なしの条件，あるいは，② 1，5，ま
たは，20 ng/mlの FGF─2を添加した条件，ある
いは，③ 1，5，または，20 ng/mlの EGFを添加
した条件，さらに，④ 20 ng/mlの FGF─2と
20 ng/mlの EGFを添加した条件で，4日間培養
した。細胞の増殖を解析するために，24時間毎
に位相差顕微鏡像を撮影し，各条件下における単
位面積あたりの細胞数を計測した。

3．神経幹細胞の細胞学的特性に対する増殖因
子の影響

NSSから遊走してきた神経幹細胞を，①
20 ng/ml FGF─2を添加した B─27/Neurobasal
培地（NSC用培地），あるいは，② 20 ng/ml EGF
を添加した B─27/Neurobasal培地，③ 20 ng/ml 
FGF─2と 20 ng/ml EGFを添加した B─27/Neu-
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robasal培地を用いて，2.0× 103個 /cm2の密度
で播種し，4日間培養して PN0の細胞とした。
その後，各培養条件下で，PN4まで 4回継代培
養した。PN0および PN4の神経幹細胞は，培養
4日目の位相差顕微鏡像で細胞の形態を観察し
た。一方，PN0，PN2，PN4の神経幹細胞につい
て，培養 4日目の細胞の遺伝子発現解析を行った。

4．リアルタイム逆転写ポリメラーゼ連鎖反応
（Real Time Reverse Transcription Poly-

merase Chain Reaction, RT─PCR）法によ
るmRNA解析

上記の①，②，③のように，添加した増殖因子
が異なる 3通りの条件下で継代した PN0，PN2，
PN4の細胞を，4日間培養した後に回収した。
mRNAを定量するために，細胞からQuickPrep 
Micro mRNA Purification Kit（GE Healthcare）を用
いてmRNAを抽出した後，GeneAmp RNA PCR 
Kit（Life Technologies）で，逆転写（RT）反応を行っ
て cDNAを調製した。調製した各条件の cDNAを
7300 Real Time PCR system（Applied Biosystems）
用いて定量した。解析した遺伝子および連鎖反応
に用いたプライマーの塩基配列は，以下の通りで
ある。グリセルアルデヒド─3─リン酸デヒドロゲ
ナーゼ（glyceraldehyde─3─phosphate dehydroge-
nase: GAPDH）；5’ ─CTGCACCACCAACTGCT 
TAGC─3’，3’─CAGTCTTCTGGGTGGCAGTGA─
5’，神経幹細胞のマーカーであるNestin遺伝子；5’
─AGTGCCCAGTTCTACTGGTGTCC ─ 3’，3’ ─
CCTCTAAAATAGAGTGGTGAGGGTTGA─5’，と
Musashi─1；5’─CACGGTGGAAGATGTGAAACA
─3’，3’─TCGCTCTCAAACGTGACAAATC─5’，神
経細胞のマーカーである中分子量ニューロフィラ
メント（Middle molecular-mass neurofilament：NF
─M）遺 伝 子；5’─GCATCACCGGGCCTCTGTA─
3’，3’─GGGCCTCGACTTTGGTCTTC─5’，アスト
ロサイトのマーカーであるグリア細胞線維性酸性
タンパク質（Glial fibrillary acidic protein：GFAP）
遺 伝 子；5’─CGTTAAGCTAGCCCTGGACATC─
3’，3’ ─GGATCTGGAGGTTGGAGAAAGTC ─5’，
オリゴデンドロサイトのマーカーであるミエリン塩
基性タンパク質（Myelin basic protein：MBP）遺伝
子；5’─CCACAATAACGTGAGGGTAAGAGA─3’，

3’─CAAGGTCGTTCAGTCAGTCACACT─5’，FGF
レセプター遺伝子である Fibroblast growth factor 
receptor 2（FGFR2）；5’─CCTAGTTACCCCGACA 
CAAGGA─3’，3’─TGTGTGGATACTGAGGCAGA 
CAG─5’，および，Fibroblast growth factor recep-
tor 3（FGFR3）；5’─GTCCTGTTCTGGCCAATGTT 
TC─3’，3’─TCCAAAGCAGCCTTCTCCAA─5’，お
よび，Fibroblast growth factor receptor 4（FGFR4）； 
5’─GTGAATCTAGACCTGCCTCTCGAT ─3’，3’─
CACGAACCAATTGCCCAAA─5’，さら に，EGF
レセ プター遺伝子である Epidermal growth factor 
receptor（EGFR）；5’─CGTTCCCT CAAGGAGATC 
AGTG─3’，3’─GGTGTCCC GAAGAGTTTTTTCC
─5’である 20）。なお，GAPDH，Nestin，Musashi
─1，NF─M，GFAP，MBPのプライマーは既報 19）

の通りであり，FGFR2，FGFR3，FGFR4，EGFR
のプライマーは，本研究において，Primer Ex-
press TM Software（Applied Bio systems）を使用して
新たにデザインしたものである。各条件の遺伝子の
発現量を比較するために，各遺伝子の発現量は，
house keeping遺伝子であるGAPDHのmRNA発
現量を基準として，相対的発現量を算出して考察し
た。

III　結果
1．神経幹細胞の増殖に対する増殖因子の影響
神経幹細胞を培養する条件として，通常用いる

NSC用培地（20 ng/ml FGF─2を添加した培地：
コントロール）で培養すると，すでに報告したよ
うに，細胞が活発に増殖し，培養 3日目まで細胞
数が対数的に増加した（図 1 A）8）（ここには，デー
タを示さないがこの細胞のほとんどが，神経幹細
胞のマーカーである Nestinタンパク質を発現す
る細胞であった）。このとき，細胞の倍加時間は
15.1時間であった（図 1 C）。1 ng/mlおよび
5 ng/mlの FGF─2を添加した条件についても細
胞数は対数的に増加したが，コントロールと比較
して，増殖速度が濃度依存的に低下し（図 1 A），
細胞の倍加時間も有意に長くなった（図 1 C）。こ
れに対して，EGFを添加した条件で細胞を培養
したときは，1 ng/ml，5 ng/ml，20 ng/mlの添
加条件下で，増殖速度は 1 ng/ml添加で若干大き
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かったが，添加濃度にはほとんど依存せず，ほぼ
同じ速度で，4日間通して細胞数が対数的に増加
した（図 1 B）。その倍加時間は 18～ 22時間であ
り，コントロールの約 1.2～ 1.5倍であった（図 1 
C）。これらの結果から，FGF─2に対するより
EGFに対する方が神経幹細胞の親和性は高いが，
最大増殖能は FGF─2の方が大きいことが明らか
になった。さらに，FGF─2と EGFをどちらも
20 ng/ml添加した条件では，細胞数はコントロー
ルよりやや早い速度で対数的に増加し（図 1 A），
倍加時間＝ 13.9時間であった（図 1 C）。しかし，
この倍加時間とコントロールの倍加時間との差は
有意ではないことから，FGF─2の効果と，EGF
の効果は相加的ではないことが明らかになった。
一方，増殖因子を添加しない条件では，神経幹細
胞の細胞数は培養開始から 4日間を通して減少
し，4日目で培養開始時と比較して約 23％まで
減少した（図 1 A）。

2．神経幹細胞の細胞学的特性に対する増殖因
子の影響

NSSから周囲に遊走してきた生成直後の神経
幹細胞を，異なる増殖因子の存在下で増殖・継代
することにより，神経幹細胞の基本的な細胞学的
特性に対する増殖因子の影響を解析した。

1）神経幹細胞の形態への影響
通常の神経幹細胞の培養条件である，20 ng/ml
の FGF─2存在下で 4日間培養した PN0の細胞
の形態は，これまで報告した神経幹細胞の特徴と
同様に，輪郭がはっきりした多角形の細胞体で短
い突起を有していた（図 2 A）8）。一方，20 ng/ml
の EGF存在下で 4日間培養した PN0の細胞の形
態は，輪郭がはっきりしない大きな細胞体で太く
伸長した突起を有していた（図 2 C）。さらに，
FGF─2と EGFの両方が 20 ng/ml存在する条件
下で増殖した細胞は，FGF─2と EGFそれぞれの
存在下で増殖した細胞の中間的な形態を持った
（図 2 E）。これらの細胞の形態は，PN4まで継代
してもほとんど変化が認められなかったが，FGF
─2存在下の細胞（図 2 B）と比較して，EGF存在
下の細胞（図 2 D），および，FGF─2と EGFの両
方が存在する条件下で培養した細胞（図 2 F）は，
細胞間の接触性が強い傾向がみられた。

図 1　神経幹細胞の増殖に対する増殖因子濃度の影響
（A），（B）神経幹細胞は，1.7× 103個 /cm2で播種し，増
殖因子添加なし，（×），増殖因子として，FGF─2添加：
1 ng/ml（□），5 ng/ml（△），20 ng/ml（Control）（○），
EGF添加：1 ng/ml（■），5 ng/ml（▲），20 ng/ml（●），
FGF─2（20 ng/ml）＋EGF（20 ng/ml）添加（◆）の条件で 4
日間培養し，24時間毎に撮影した写真をもとに単位面積あ
たりの細胞数（個 /cm2）を計測した（平均値± SEM：n＝
6）。＊p＜ 0.05，＊＊p＜ 0.01。（C）神経幹細胞が対数増殖
している，0日目から 3日目までの細胞数を基に，FGF─2
を添加した条件（白），EGFを添加した条件（灰），FGF─2
とEGFの両方を添加した条件（黒）の倍加時間を算出した
（平均値± SEM：n＝ 6）。＊p＜ 0.05，＊＊p＜ 0.01。
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2）神経系細胞マーカー遺伝子のmRNA発現へ
の影響

3通りの条件下で 4日間培養した PN0の細胞
について，神経系細胞のマーカー遺伝子mRNA
の発現量を，リアルタイム RT─PCR法で定量し
た。その結果，存在する増殖因子によらず，すべ
ての細胞で，神経幹細胞のマーカー遺伝子である
NestinおよびMusashi─1の発現量が高いことか
ら培養細胞が神経幹細胞であることが確認できた
（図 3 A，B）。そして，NestinおよびMusashi─1
の発現量においては，各培養条件間に有意差は認
められなかった。さらに，継代後の PN2，PN4
の細胞の NestinおよびMusashi─1の発現量も，
PN0の細胞の発現量と有意の差はなく同等に高
かった。一方，神経細胞，アストロサイト，そし
て，オリゴデンドロサイトそれぞれのマーカー遺
伝子である NF─M，GFAP，そして，MBPの発
現量は，3通りの条件下で培養した PN0，さらに，
PN2，PN4の細胞において，すべて非常に低値で
あり，各条件間に有意差も認められなかった（図
3 C，D，E）。

3）増殖因子レセプター遺伝子のmRNA発現へ
の影響

FGFレセプターには，4種類のアイソフォーム
である FGFR1，FGFR2，FGFR3，そして，FGFR4
が存在するが，本研究では，アイソフォームに特
異的なプライマーがデザインできた FGFR2，
FGFR3，FGFR4遺伝子のmRNAを解析した。そ
の結果，FGFR2，FGFR3遺伝子のmRNAが，3
通りの培養条件下で 4日間培養した PN0の細胞す
べてに発現することを確認した（図 4 A，B，C）。
これに対して，FGFR4の発現量は FGFR2と
FGFR3の発現量の 10分の 1以下であった。この
PN0の細胞の発現量において，培養条件間におい
て有意差は認められず，また，それぞれの培養条
件の PN0の細胞と PN2，PN4の細胞との間にお
いても有意差はなかった。一方，EGFレセプター
（EGFR）遺伝子のmRNAについては，3通りの条
件下で培養した PN0，PN2，および，PN4の細胞
すべてに EGFRのmRNAが高発現していること，
それらの発現量において，各培養条件間，各継代
間に有意差がないことも明らかにした（図 4 D）。

IV　考察
本研究によって，神経幹細胞に対する増殖因子
の影響を明らかにすることができた。これは，本
研究に使用した ES細胞由来の神経幹細胞が均質
な細胞であり，さらに，既知の添加物だけを含む
無血清の培養液で増殖が可能であるためである。
そして，神経幹細胞の増殖因子として，FGF─2
と EGFの濃度依存性が異なるが，最大効果はほ
ぼ同程度であり，それらの効果は相加的でないこ
とも明らかにした。さらに，FGF─2で増殖させ
た細胞と EGFで増殖させた細胞とには，形態に
おいてわずかな相違はあるが，両者の間で神経幹
細胞マーカー遺伝子，FGFレセプターアイソ
フォーム遺伝子，そして，EGFレセプター遺伝
子のmRNA発現に見られる神経幹細胞としての
基本的な細胞学的特性において相違がないこと，
その細胞学的特性は少なくとも 5継代しても変化
しないことも確認した。
これまで，我々は ES細胞から神経幹細胞を一

方向的に分化させる培養法である NSS法を開発

図 2　神経幹細胞の形態への増殖因子の影響
神経幹細胞は，（A）,（B）FGF─2（20 ng/ml）添加条件，（C）,
（D）EGF（20 ng/ml）添加条件，（E）,（F）FGF─2（20 ng/

ml）＋ EGF（20 ng/ml）添加条件で，PN0から PN4まで
5継代培養した。PN0（A，C，E），PN4（B，D，F）の培
養 4日目の位相差顕微鏡像を示す（Scale bar：100 μm）。
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して 16, 17, 19），マウス ES細胞から FGF─2存在下
で均質な神経幹細胞として安定して増殖させるこ
とが可能であることを示した 8, 17, 18）。実際に，
本研究で使用した神経幹細胞は，4日間（＝ 96時
間）を 1継代とし，5継代（96× 5＝ 480時間）培
養を続けても，細胞の性質は変化しなかった。さ
らに，FGF─2存在下での細胞の倍加時間が 15.1
時間であるので，5継代の間に細胞は約 32回分
裂することになり，それにより細胞数は 232＝約
4.3× 109（倍）になると算出されることから，こ
の神経幹細胞が優れた増殖能をもつ均質な細胞で
あることが確認された。この神経幹細胞は，細胞
に対する外的な影響を解析するための非常に優れ
た細胞であり，実際にこれまで，放射線照射の影

響 19），ヒートショックの影響 20）について興味深
い結果を得た。一方，FGF─2と同等に，EGFも
この神経幹細胞を増殖させることを明らかにし，
EGFを用いて大量の神経幹細胞が調製できる可
能性を示した。この EGFで増殖した神経幹細胞
は，従来の FGF─2で増殖させた神経幹細胞から
分化させた細胞 8, 18）とは異なる特徴を持つ細胞
に分化する可能性もあるので，今後，その分化能
を詳細に解析したい。
神経幹細胞の増殖因子に対する依存性について
は，本研究では，FGF─2と EGFの効果が相加的
でないこと，FGF─2と EGFで増殖したそれぞれ
の細胞において，FGFR2，FGFR3，と EGFRの
mRNA発現に差がないことが示された。したがっ

図 3　神経系マーカー遺伝子のmRNA発現への増殖因子の影響
神経幹細胞は，FGF─2（20 ng/ml）添加，EGF（20 ng/ml）添加，FGF─2（20 ng/ml）＋ EGF（20 ng/ml）添加条件で PN4
まで培養した。PN0（白），PN2（灰），PN4（黒）の 4日目の細胞のmRNAを回収し，リアルタイム RT─PCRを用いて神
経系マーカー遺伝子のmRNA発現を解析した。（A）Nestin，（B）Musahshi─1，（C）NF─M，（D）GFAP，（E）MBPの
mRNA発現量を，ハウスキーピング遺伝子である GAPDHのmRNAで割り，縦軸の相対発現量を算出した（平均値±
SEM：n＝ 3）。
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て，本研究の神経幹細胞は EGFと FGF─2の両
方に反応する細胞であると考えられる。一方，組
織由来の神経幹細胞の増殖因子要求性に関して
は，FGF─2と EGFの関与が重要であることは多
くの研究から示唆された。しかし，中枢神経系か
ら安定した増殖能と持つ神経幹細胞を調製するこ
とは困難であるため，完全には解明されていない。
これまで，胚あるいは成体の中枢神経系の細胞を
増殖因子の存在下で浮遊培養することによって，
神経幹細胞などを含む球状の細胞集合体である
ニューロスフェア（neurosphere）を形成させる方
法，すなわち，ニューロスフェア法によって，神
経細胞を増殖させることで解析が行われた。その
結果，胎生期 14日（E14）のマウス脳の線条体に

EGF反応性神経幹細胞の存在が報告された 13）。
さらに，E8.5のマウスの前方神経板に FGF─2反
応性神経幹細胞が存在するが，発生過程の後期に
おいて神経系の限られた部位に，EGF反応性神
経幹細胞も出現することが示された 14）。一方，
E10.5のラットの尾側神経板の細胞をニワトリ胚
抽出液存在下で単層培養することにより，FGF─
2反応性神経幹細胞の存在が示された 15）。本研
究に用いた神経幹細胞は ES細胞から直接分化さ
せた細胞なので，発生において初期の神経幹細胞
の性質を反映すると考えられる。この点から，神
経板由来の発生初期の神経幹細胞が FGF─2に反
応性であることは共通する。しかし，組織由来の
神経幹細胞が一つの増殖因子だけに反応性である

図 4　増殖因子レセプター遺伝子のmRNA発現への増殖因子の影響
図 3と同様に，神経幹細胞を PN4まで培養した。PN0（白），PN2（灰），PN4（黒）の 4日目の細胞のmRNAを回収し，
リアルタイム RT─PCRを用いて，増殖因子レセプター遺伝子のmRNA発現を解析した。（A）FGFR2，（B）FGFR3，（C）
FGFR4，（D）EGFRのmRNA発現量を，ハウスキーピング遺伝子である GAPDHのmRNAで割り，縦軸の相対発現量
を算出した（平均値± SEM：n＝ 3）。
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のに対して，本研究の神経幹細胞は FGF─2と
EGFの両方に反応性である点はより未分化（or幼
若）な神経幹細胞である可能性を示唆している。
今後は，本研究では解析できなかった FGFレセ
プターである FGFR1のmRNA発現解析，および，
レセプターに対する特異的抗体を用いる免疫組織
化学的解析を行うことにより，神経幹細胞の増殖
因子要求性についてより詳細な解析を行いたい。
本研究はマウス ES細胞由来の神経幹細胞につ
いて解析したが，これまで，マウス ES細胞だけ
でなく，カニクイザル ES細胞 11, 16），そして，
ヒト ES細胞 10）から増殖能と分化能を兼ね備え
た均質な神経幹細胞を調製した。そして，カニク
イザル神経幹細胞を用いて，パーキンソン病モデ
ルサルへの移植にも成功した 11）。現在，細胞移
植による再生医療に用いる細胞としては，レシピ
エント自身の iPS細胞から分化させた細胞が，倫
理的な問題もなく，免疫反応を引き起こしにくい
と考えられることから，ES細胞から分化させた
細胞より適していると考えられている。しかし，
iPS細胞から分化させた細胞による再生医療の実
現のためには，その細胞の基本的な特性を明らか
にする必要がある。予備的な結果であるが，我々
はすでに，ヒト iPS細胞から NSS法で神経幹細
胞を調製することに成功しているので，今後は，
ヒト iPS細胞由来の神経幹細胞についても増殖因
子の影響を解析したい。

謝辞：本研究の一部は，首都大学東京傾斜研究費，
科学研究費補助金基盤研究（C），および日化協
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Abstract : Neural stem cells (NSCs) have the ability to self-renew, and are capable of 

differentiating into neurons, astrocytes and oligodendrocytes. Here, we examined the effects 

of mitogens, fibroblast growth factor ─ 2 (FGF ─ 2) and epidermal growth factor (EGF), on 

NSCs prepared from mouse ES cells by the neural stem sphere (NSS) method. Cultured with 

mitogens, the NSCs were promoted to proliferate by the mitogens in dose-dependent 

manners. Affinity of the NSCs for FGF─2 was lower than that for EGF, but promotion effects 

by FGF─2 was higher than that by EGF. The promotion effects by FGF─2 and EGF were not 

additive. Doubling time of the NSCs cultured with FGF─2 was 15.1 h. Subculture of the cells 

could be stably passaged at least 5 times. Irrespective of the mitogen added to the culture, 

the NSCs expressed high levels of mRNAs of the marker genes for NSCs, Nestin, Musashi─1, 

and mRNAs of two types of FGF receptors and EGF receptor, FGFR2, FGFR3, and EGFR, 

respectively. In contrast, the NSCs expressed low levels of mRNAs of the marker genes for 

neurons, astrocytes and oligodendrocytes, NF─M, GFAP and MBP, respectively, and mRNAs 

of FGF receptor─4, FGFR4. The gene expression levels of the NSCs were stably maintained 

during culture at least 5 passages. These results confirm that the NSCs prepared from ES 

cells maintain potential of active proliferation under culture conditions containing FGF─2 or 

EGF.

Key words : Neural stem cell, FGF ─ 2, EGF, Embryonic stem cell, Neural Stem Sphere 

method
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I　はじめに
大学基本調査 1）によると，少子化の時代であり

ながら，2008年には大学への進学率が 49％と増
加し，学習能力の低い学生やそもそも学習習慣が
ない学生の増加，学習目的や学習動機の低下，さ
らに価値観の多様化が報告されている。文部科学
省 2）は，早くにこの実情を捉え，大学の運営にお
いては，初年次教育を重要視すべきであることを
示している。同時に，初年次教育とは，「高等学
校や他大学からの円滑な移行をはかり，学習およ

び人格的な成長に向け，大学での学問的・社会的
な諸経験を成功させるべく新入生を対象に総合的
につくられた教育プログラム」と説明している。
また，2007年の国立教育政策研究所が初年次教
育を 8領域に区分（表 1）し行った調査 3）では，
97％の大学で分野に関係なく初年次教育を拡大・
普遍化していることが示された。また，その 8領
域を基に行われた，濱名ら 4）や河合塾 5）の調査か
ら，スタディスキルや情報リテラシーなどの学習
方法・技術の習得は，一時的に大学生活へ適応と

■原著

人間作業モデルを用いた初年次教育プログラムの 
開発に関する予備的研究

A pilot study of the Model of Human Occupation based education for first year university students

岩田　美幸，籔脇　健司，京極　　真
Miyuki Iwata, Kenji Yabuwaki, Makoto Kyougoku

要　旨：本研究の目的は，人間作業モデルを用いた初年次教育プログラムを試行し，学生
の学習時間と学習に対する認識，健康感，情動知能に対する効果について検討することで
ある。対象は，A大学でキャリア開発 Iを履修し，回答に不備のなかった作業療法学科 1

年生 41名（18.2± 0.5歳）であった。人間作業モデルを活用した講義の全 7回では，スチュー
デントスキル，キャリアデザインの構成要素を，意志，習慣化，遂行能力の概念を用いて
説明し，グループワークや個人課題を行い，学生の理解を促した。効果測定には，作業質
問紙，SF─36，EQSを用いた。その結果，前後比較では，作業質問紙の学習時間，学習に
対する認識の重要度，遂行度と EQSの全体得点が有意に増加した。したがって，人間作
業モデルを用いた初年次教育プログラムの試行は，スチューデントスキルについて，時間
管理の変化と学習に対する認識が向上することが確認され，社会生活で重要な情動知能の
効果が確認された。また，キャリアデザインでは，将来の動機付けとして OQを用いるこ
とで，教員との恊働を促し，大学生活の自己目標を考えることができた。
キーワード：初年次教育，人間作業モデル，作業療法

吉備国際大学保健医療福祉学部作業療法学科　Division of Occupational Therapy, School of Health Science and Social Welfare, KIBI 

International University
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なるが，自己探求・自己分析やキャリアプランの
内容が少なければ，2年次生の学業成績の落ち込
みなど大学生活へ不適応となることがわかってい
る。
初年次教育の先駆的な取り組みとしては，同志
社大学の学生支援センターの設置による課外活動
を通して行う大学コミュティーの創造 6），関西国
際大学の初年次教育開発センターの設置による組
織的な取り組み 4），金沢工業大学のキャリアポー
トフォリオを取り入れた学生が自ら学ぶ内容 4, 5）

や，玉川大学のスチューデントスキルを大人とし
ての自由と責任について学習する内容 7）が注目さ
れている。そして，他大学もこれらを手本に，各
大学の教育理念・目標を基に，初年次教育の 8領
域の要素を単独科目あるいは複数科目で総合的に
実施している 4～7）。その内容は，いかに専門教
育の水準まで学生を引き上げて行くかという視点
で構成され，スタディスキルや情報リテラシーな
ど学びへの導入が主となっている。しかしながら，
濱名ら 4）は，初年次教育が必要とされる理由とし
て，学生の学びへの動機付け，目的意識の明確化
が大きいとしている。そして，今後は，学生の多
様化傾向に拍車がかかると予測し，学習意欲，学
習態度，学習習慣など短期的プログラムだけでは，
育成しにくい側面に対して，どのように取り組む
かという大きな課題が残されていると述べてい
る。つまり，多様化する学生の新たなニーズを把
握し，スチューデントスキル，キャリアデザイン

の構成要素に対する自らの認識や自己コントロー
ルできるスキルを身につける指導・支援が必要に
なると考えられる。
作業療法の領域において，包括的に人間の作業
を理解するための有用なモデルとして，人間作業
モ デ ル（Model of Human Occupation： 以 下，
MOHO）がある。Kielhofner8）は，このモデルを「人
間の日常生活を構成する作業がどのように動機付
けられ，パターン化され，遂行されるのかを説明」
するものであると述べている。また，川又ら 9）の
健康高齢者に対する予防的・健康増進作業療法プ
ログラムの効果について報告がある。ここでは，
65歳以上の健康高齢者を対象に，MOHOの能力
の自己認識，価値，興味，役割，習慣などの 10
の概念の講義と演習を行なっている。そして，健
康に働きかけるMOHOプログラムは，高齢者自
身が老化の生理的変化によって抱く作業ニーズ
や，環境に関するニーズを学び実践することで，
QOLの身体の痛みに関する領域や環境領域に与
える効果が明らかにされている。加えて，作業と
健康に関するヘルスリテラシーの向上を図る有効
な介入方法と述べている。つまり，MOHOは，
クライエントの日常生活で変化する作業ニーズや
環境のニーズに着目し，健康増進，日常生活の改
善，社会生活への自立支援を行うことを可能とす
る。そのため，初年次教育にMOHOを用いるこ
とは，初年次学生の新しい大学生活に対する期待
と不安によって抱く作業ニーズや，新しい環境に
関するニーズを捉えることを可能にし，スチュー
デントスキル，キャリアデザインの構成要素に焦
点を当てた指導，支援が行えると考えられる。
そこで，本研究の目的は，作業療法学科の 1年
生を対象とした講義において，MOHOを用いた
初年次教育プログラムを試行し，学生の学習時間
と学習に対する認識，健康感，情動知能に対する
効果について検討することである。この成果が明
確になることで，初年次教育の担当者へスチュー
デントスキル，キャリアデザインの実践プログラ
ムとして提供できる。また，大学 1年生が多くの
悩みや不安を作業に置き換えることで，自己課題
を客観的に分析し，解決策を見いだすことが可能
になる有効な教育方法として期待できる。

表 1　初年次教育の 8領域
① スタディ・スキル系
レポートの書き方，図書館の利用法，プレゼンテーション等
② スチューデント・スキル系
学生生活における時間管理や学習習慣，健康，社会生活等
③ オリエンテーションやガイダンス
フレッシュマンセミナー，履修案内，大学での学びなど
④ 専門教育への導入
初歩の科学化，法学入門，物理学通論，専門の基礎演習等
⑤ 教養ゼミや総合演習など，学びへの導入を目的とするもの
⑥ 情報リテラシー
コンピュータリテラシー，情報管理
⑦ 自校教育
自大学の歴史や沿革，社会的役割，著名な卒業生の業績など
⑧ キャリアデザイン
将来の職業生活や進路選択への動機付け，自己分析など

出典：国立教育研究所「大学における初年次教育に関する調査 
基本集計」平成 19年 12月
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II　方法
1．研究デザイン
本研究は，対象者にMOHOを用いた初年次教
育プログラム実施した単群前後テストである。

2．対象
A大学でキャリア開発 I（全 15回）を履修してい
る作業療法学科 1年生 47名の内，調査結果に不
備があった 6名を除く 41名を対象とした。内訳
は，男性 21名，女性 20名，平均年齢 18.2± 0.5
歳であった。

3．MOHOを活用した講義スケジュール
キャリア開発 Iのスケジュールは，オリエン

テーション 1回，キャリアデザインの学外講師 5
回，本研究の初年次教育プログラム 7回，発表，
まとめ各 1回の計 15回である。初年次教育に
MOHOを用いた講義は，表 2に示す行動目標に
基づいて，毎週 1講義（90分）を 5回と教員を交
えたグループワークの内容を 2回実施する。各講
義では，適時グループワークや個人課題を行い，
必要に応じて口頭発表を行う。MOHOを活用し
た講義では，講義 1～ 7回目にスチューデントス
キル，キャリアデザインの構成要素に対して，意
志・習慣化・遂行能力の概念を用いて説明する。
具体的には，学生が講義内に作業質問紙（Occupa-
tional Questionnaire：以下，OQ）10）を使用し，表

3に示すように質問 1で対象者が典型的な 1日
（24時間）と思う終日について，起床から就寝を
含めた諸活動を 30分毎に記入する。その後，各
作業に対して遂行度，重要度，満足度を記入する。

4．アウトカム評価
MOHOを用いた初年次教育プログラムの効果
を検討するために，2012年 4月～ 7月の全 15回
の講義の内，初年次教育にMOHOを用いた講義
の初回 6月 11日と講義終了後の 7月 30日に以下
の調査を用いてアウトカム評価を実施する。
①基本属性や一般情報 7項目（年齢，性別，志

望順位，アルバイトの経験の有無，社会人経験の
有無，一人暮らしの経験，奨学金受給の有無）を
確認した。②時間管理と学習習慣では，OQを用
い，③健康については，健康関連 QOL尺度であ
る SF─36のスタンダード版自己記入式（the MOS 
36-Item Short-From Health Survey： 以 下，SF─
36）11），④社会生活では，情動知能の尺度である
EQS12），⑤キャリアデザインでは，OQの質問 2
から 4と EQSをそれぞれに対応したアウトカム
評価として実施した。

1）OQ

OQは，人間作業モデルを基盤として開発され
た評価法で，回答者に時間の使い方を振り返る機
会を提供し，青年期と成人期の人々に用いるのに

表 2　MOHOを用いた初年次教育プログラムの行動目標
回 テーマ 行動目標
1 初年次教育の重要性 1）現代の大学生の置かれている立場を認識する

2）4年後に社会人として振る舞うために，スチューデントスキル，キャリアデザインの重要性を理
解する

2 時間管理と意志 1）現在の時間の使い方を調べ分析する
2）1日の時間管理を作業バランスの視点で捉える
3）諸活動の優先順位を明確に設定する
4）1年間の目標設定と定期的な見直しの重要性を認識する

3 同上（グループワーク） 1）作業質問紙の自己分析を活用し，時間の使いかたについてディスカッションする
2）大学生活の個人目標を決定する

4 学習習慣と習慣化 1）学習習慣の重要性について理解する
2）日々の作業が習慣化する仕組みを知る
3）適切な学習習慣を身につけるための心構えとその方法について考える

5 健康と遂行 1）健康を維持するための条件を知る
2）健康維持の遂行能力の仕組みを理解する
3）健康維持するための自己効力感を意識する

6 社会生活とキャリアデザイン 1）社会生活の役割について知る
2）自己と社会生活のつながりを知る
3）社会生活の中で，自己の幸せを含めた人生設計をたてる

7 同上（グループワーク） 1）先輩の作業療法士に作業療法のキャリアについてインタビューする
2）インタビュー内容のまとめ，作業療法のキャリアデザインを考える
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適しているとされる。作業とは，人間の生活の多
くを特徴づけている時間的，物理的，社会文化的
文脈の中で，仕事，遊び，日常生活を行うことを
示している。表 3にあるように OQは，質問 1
では，仕事（学習）・遊び・日常生活活動・休憩の
時間的・物理的バランスを評価できる。また，質
問 2～ 4の各分類に対する評定を 5件法で行う。
そして，作業に対する興味，価値あるいは個人的
原因帰属の評価が可能である。方法は，自己式回
答であり，被験者が質問 2～ 4で自分にもっとも
よくあてはると思う内容を 1つ選んで○で囲む。

2）SF─36

SF─36は，健康関連 QOLを測定する包括的尺
度であり，8つの健康概念を測定するために 36
の質問項目から成り立っている。8つの構成概念
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，日常的役割
（精神），心の健康である。また，SF─36は，国
民標準値が公開され，それを基準にして対象者の
健康状態を比較することができる。加えて，日本
およびアジア人の文化により適した身体的健康
度，精神的健康度，役割／社会的健康度の 3サマ
リーを算出することができるようになっている。
回答方法は，健康を測定する 36項目の質問に対

して，被験者が自分にもっともよくあてはまると
思う番号を各項目番号の下にある数字から 1つ選
んで○で囲む。

3）EQS

EQSは，日本独自の情動知能尺度であり，情
動知能の構成概念として，自己対応，対人対応，
状況対応という 3つの領域を定義している。大学
生の集団調査 12）も行われているため，その数値
との比較から自己理解の目安として用いることが
できる。回答方法は，被験者が計 65項目の尺度
からなる質問項目を読み，自分にもっともよくあ
てはなると思う番号を各項目番号にある数字から
1つ選んで○で囲む。0から 4の 5件法である。
また，質問項目には構成概念に基づいて項目選出
を行い，回答信頼性傾向を評定する 2項目を含む。

5．データ分析
基本属性と一般情報について，記述統計を行っ
た。次に，OQは，時間管理と学習習慣の興味や
価値，個人的原因帰属について比較検討するため
に，質問 1において各作業の合計単位（1単位＝
30分）を算出し，仕事はさらに講義時間と自己学
習時間の合計単位も算出した。質問 2から 4は，
作業に対しての自己認識を検討するために，評定
値の合計点を該当時間に対する最高点で割算し，

表 3　作業質問紙（OQ）の概略
質問 1（作業）
私はこの活動は次の
どれだとおもいますか

質問 2（遂行度）
私はこの活動を次のように
考える

質問 3（重要度）
私はこの活動を次のように
考える

質問 4（楽しみ）
この活動をどのくらい楽し
んだか

代表的な活動名

この時間から
30分間
（例）

仕
事

日
常
生
活
活
動

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

休
憩

非
常
に
良
く
や
っ
た

良
く
や
っ
た

ほ
ぼ
普
通
に
や
っ
た

良
く
や
ら
な
か
っ
た

非
常
に
良
く
や
ら
な
か
っ
た

非
常
に
重
要
だ

重
要
だ

残
し
て
お
く
方
が
良
い

な
い
よ
り
は
ま
し
程
度
だ

時
間
の
浪
費
だ
と
思
う

非
常
に
楽
し
ん
だ

楽
し
ん
だ

楽
し
く
も
嫌
で
も
な
か
っ
た

嫌
い
だ
っ
た

非
常
に
嫌
い
だ
っ
た

6：00　睡眠 仕 日 レ 休 非良 良 普 不良 非不 非重 重 残 な 浪費 非楽 楽 ？ 嫌 非嫌
6：30　起床，身支度 仕 日 レ 休 非良 良 普 不良 非不 非重 重 残 な 浪費 非楽 楽 ？ 嫌 非嫌
7：00　朝食 仕 日 レ 休 非良 良 普 不良 非不 非重 重 残 な 浪費 非楽 楽 ？ 嫌 非嫌
7：30　予習 仕 日 レ 休 非良 良 普 不良 非不 非重 重 残 な 浪費 非楽 楽 ？ 嫌 非嫌
8：00　朝食 仕 日 レ 休 非良 良 普 不良 非不 非重 重 残 な 浪費 非楽 楽 ？ 嫌 非嫌

（省略）

22：30　復習 仕 日 レ 休 非良 良 普 不良 非不 非重 重 残 な 浪費 非楽 楽 ？ 嫌 非嫌
23：00　パソコン 仕 日 レ 休 非良 良 普 不良 非不 非重 重 残 な 浪費 非楽 楽 ？ 嫌 非嫌
23：30　就寝 仕 日 レ 休 非良 良 普 不良 非不 非重 重 残 な 浪費 非楽 楽 ？ 嫌 非嫌
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重要率，遂行率，楽しみ率をパーセントで算出し
た。SF─36は，スコアリングプログラムを使用
して，8項目の標準得点と 3コンポーネントの得
点を算出した。EQSは，3つの対応因子の得点を
算出した。これらを対象者全体で集計し，授業前
後の変化をWilcoxonの符号付順位和検定を用い
て検討した。全ての統計学的解析には SPSS 
ver.18 for Macを用い，有意水準を 5％とし両側
検定を行った。

6．倫理的配慮
調査時に，研究内容について口頭と書面で説明
し，対象者に文書にて同意を得た。なお，本研究
は吉備国際大学研究倫理委員会の承認（番号 09─
22）を得て実施した。

III　結果
1．一般情報
対象者の情報について，A大学が第一志望で

あった者 18名（43.9％），アルバイトの経験者 11
名（26.8％），社会人経験者 0名（0％），一人暮ら
しの者 26名（63.4％），奨学金を受けている者 24
名（58.5％）であった。

2．アウトカム評価
1）OQの結果
まず，作業時間の前後比較（表 4）では，仕事が

5.2単位＝ 156分増加し（p＜ .001），日常生活活
動が 4.4単位＝ 133.2分（p＜ .001），レクリエー
ションが 2.8単位＝ 84.5分減少した（p＜ .001）。

仕事の内訳では，講義が 2.1単位＝ 64.5分減少し
（p＜ .01），自己学習が 6.2単位＝ 186分増加し（p
＜ .001）有意な差が認められた。休憩は，1.41単
位＝ 42.3分減少したが差は認められなかった。
次に，学習時間に対する個人の認識の変化の前後
比較（表 4）では，講義の楽しみ率が 1.7％と有意
に減少し（p＜ .01），その他の項目が増加してい
たが有意な差は認められなかった。自己学習では，
遂行率が 5.7％（p＜ .001），重要率が 5.5％（p
＜ .01）増加し有意な差が認められた。楽しみ率は，
1.3％と増加し有意な差は認められなかった。

2）SF─36の結果
まず，8つの構成概念（表 5）では，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），心の健康が減少し，体
の痛み，活力がわずかに増加したが有意な差は認
められなかった。次に，3サマリースコアでは，
身体的健康度，役割・社会的健康度において減少
し，精神的健康度がわずかに増加したが有意な差
は認められなかった。次に，国民標準値を同世代
と比較した場合では，日常役割機能（身体）が調査
前の 4.5点と調査後の 7.6点と低下していた。ま
た，日常役割機能（精神）は，調査前 4.1点と調査
後 5.4点と低下していた。

3）EQSの結果
EQS（表 5）の合計得点は，20.2点（p＜ .001）と

増加し有意な差が認められた。次に，下位項目で
は，自己対応が 5.9点（p＜ .01），対人対応が 7.5

表 4　作業質問紙の前後比較（n＝ 41）
前 後 前後の差 p

作業時間
（30分／単位）

仕事 17.3±  4.2 22.5±  5.7 5.2±  1.5 .001＊＊＊

講義 14.2±  2.7 12.0±  3.0 － 2.2±  0.1 .002＊＊

自己学習 2.7±  2.2 8.9±  4.8 6.2±  2.4 .001＊＊＊

日常生活活動 14.5±  6.8 10.1±  4.5 － 4.4±  2.3 .001＊＊＊

レクリエーション 4.5±  4.4 1.7±  2.8 － 2.8±  1.5 .001＊＊＊

休憩 12.0±  7.5 13.4±  5.2 1.4±  2.3 .410

自己認識
（％）

仕事
講義 遂行率 20.1±  2.7 20.9±  4.0 0.7±  1.0 .434

重要率 23.1±  2.5 25.2± 18.6 2.2± 16.1 .545

楽しみ率 17.2±  4.2 15.1±  3.3 － 1.7±  1.0 .015＊＊

自己学習 遂行率 14.5±  9.9 20.1±  5.9 5.7±  4.1 .001＊＊＊

重要率 16.3± 10.6 21.8±  5.5 5.5±  5.1 .010＊＊

楽しみ率 12.5±  8.6 13.8±  4.8 1.3±  3.7 .426

Wilcoxon符号付順位和の検定　＊＊ p＜ .01，＊＊＊ p＜ .001
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点（p＜ .001），状況対応が 6.9点（p＜ .001）とす
べてが増加し有意な差がみとめられた。

3．講義スケジュールと内容
以下に，表 2のスケジュールに沿って行なっ
たMOHOを用いた初年次教育プログラムの内容
を講義順に説明する。
講義 2～ 3回目の「時間管理と意志」では，学生
が作業質問紙（Occupational Questionnaire：以下，
OQ）10）を用いて，表 3に示すように質問 1で対
象者が典型的な 1日（24時間）と思う終日につい
て，起床から就寝を含めた諸活動を 30分毎に記
入した。次いで，質問 1で記載した活動が仕事，
日常生活活動，レクリエーション，休憩のいずれ
に当てはまるかを分類し，質問 2で遂行度，質問
3で重要度，質問 4で楽しみについて集計し，分
析を行った。2回では，大学生活の 1日の作業活
動について興味，価値，作業バランスについて自
己認識することを支援した。3回目では，2回目
の分析結果を用いて，グループディスカッション
を行い，大学生活の個人目標を決めた。
講義 4回目の「学習習慣と習慣」では，まず，2

回目で行った OQの集計から，学生が自己の習慣
化した作業について理由を考え，学生から意見を

列挙した。次に，その内容をMOHOの概念を用
いて，人間の行為がパターン化され日課として自
らに取り込まれる仕組みを説明した。その仕組み
は，行為を行う動機付け，必要な行為を選択しよ
うとする考え・感情を持つ繰り返しのパターンと
人間関係の役割が関係し，それに意志が影響する
ということを教示した。
講義 5回目の「健康と遂行」では，学生が学生生
活で必ず直面する臨床実習での健康と遂行の問題
について分析した。その中で，学生が人間関係と
予習・復習の学習に追われ，自己の健康状態の異
変に気づかず，病気になることが大きな問題であ
ることを伝えた。同時に，社会人として健康維持
が基本的責任であることを伝えた。そして，学生
時代から学習習慣を身につけること，健康状態を
自覚するように日ごろから，自己の小さな変化を
意識することを加えた。
講義 6～ 7回目の「社会生活とキャリアデザイ

ン」では，まず 6回目では，学生が EQS（エク
ス）12）を用いて，自己の環境における自己対応，
対人対応，状況対応の 3領域の現状を分析した。
次に，学生が人生設計から大学時代の目標を考え
た。考える視点は，年齢とともに変化する自己の

表 5　SF─36得点・EQS得点の前後比較（n＝ 41）
参考値 前 後 前後の差 p

SF─36

身体機能 55.0±  5.6 55.6±  3.5 53.8±  7.7 － 1.85± 4.2 .087

日常役割機能（身体） 51.5± 69.6 47.0± 11.1 43.9± 13.5 － 3.08± 2.4 .145

体の痛み 52.0±  9.5 49.9±  9.4 50.7±  9.9 0.83± 0.5 .726

全体的健康感 52.3± 10.7 52.9±  9.6 51.6±  8.7 － 1.29± 1.0 .222

活力 48.5± 10.8 44.7± 10.5 44.9± 11.3 0.23± 0.8 .868

社会生活機能 49.5± 10.0 48.1±  9.7 47.1± 11.5 － 0.94± 1.8 .606

日常役割機能（精神） 49.3± 10.3 45.2± 12.8 43.9± 13.0 － 1.32± 0.2 .290

心の健康 48.7± 10.4 46.5±  9.8 45.6± 11.4 － 0.85± 1.6 .745

サマリースコア
身体的健康度 56.1±  7.8 57.1±  7.1 55.7±  8.2 － 1.37± 1.0 .496

精神的健康度 48.4± 11.0 47.2± 10.9 48.0±  9.7 0.77± 1.1 .456

役割・社会的健康度 48.0± 11.1 43.3± 14.0 41.3± 14.4 － 2.03± 0.3 .262

EQS

自己対応 43.4± 11.4 46.6± 13.9 52.5± 11.4 5.9± 2.6 .002＊＊

対人対応 40.8± 12.2 49.0± 14.7 56.5± 14.7 7.5± 0.1 .001＊＊

状況対応 35.9± 13.3 36.8± 13.8 43.7± 14.8 6.9± 1.0 .001＊＊＊

合計得点 120.3± 30.0 132.4± 38.6 152.6± 33.2 20.2± 5.4 .001＊＊＊

Wilcoxon符号付順位和の検定　＊＊ p＜ .01，＊＊＊ p＜ .001
＊ SF─36の参考値：国民標準値に基づいた得点の標準値 20から 29歳
＊ EQSの標準値：大学生の集団の平均値
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役割を認識することや社会貢献をするために，大
学生活で何を遂行するかである。7回では，作業
療法士の先輩である大学教員へ，作業療法士の
キャリアについてインタビューし，その内容をま
とめ発表した。そして，6～ 7回では，学生が健
康維持のために学習習慣の重要性と人間関係や自
己研鑽，そのために時間管理をすることなど講義
2～ 5回目の知識を用い，自己認識の変化を実感
できるように指導，支援した。

IV　考察
1．初期の学生の特性
実施前の結果より，学生の一日の生活時間の使
い方は，OQより日常生活 14.5単位（435分），仕
事 17.3単位（519分），レクリエーション 4.5単位
（135分），休憩 12.0単位（360分）であった。これ
は，仕事の多くにあたる講義が 1コマ＝ 90分の
1日 5コマ（450分）に値し，また，休憩の多くに
該当する睡眠時間が 6時間であった。また，自己
学習時間が 2.7単位（81分）と少なく，森下ら 13）

の作業療法・理学療法学生の自己学習時間の 1日
平均が 1時間と極端に少ないことと同じ状態であ
り平均的な姿であると考えられる。学生の仕事に
対する自己認識からは，講義の楽しみ率 17.2％
と他に比べ低く，講義に対する姿勢が受け身であ
ると考えられる。また，自己学習の遂行率，重要
率，楽しみ率も 20％を下回っており，自己学習
が意欲的に行えていない，自己学習が十分に満足
できていないことが伺える。SF─36の結果を国
民標準値が同世代と比較すると 11），日常役割機
能（身体）と日常役割機能（精神）が低い数値を示し
ていた。これは，対象の学生が同世代と比べ，普
段の活動について，時間や活動の遂行が満たされ
ていない，あるいは，しなければならないと思っ
ている活動を十分に行えていないなど，時間管理
が十分に行えず心理的負担を感じていたと考えら
れる。しかし，EQSの結果より，同世代の学生
と比較して，合計値と各領域得点ともに高いこと
が分かった。これは，EQSの集団調査 12）の専門・
研究職，技術職を希望する集団が，一般事務や公
務員を希望する者より高いことと同様の結果であ
り，今回の対象者が作業療法学科の学生であり，

作業療法士という専門職を希望する集団であるた
め，妥当な結果と考えられる。
上記より，学生は，自己の専門職に対する目標
により，自己の情動に対する評価が高いものの，
現実的には，時間管理が充分に行えず精神的，身
体的な負担を感じていると考える。また，一日の
多くの時間を占める講義や自己学習時間を積極的
に取り組むことができていない集団であると考え
られる。つまり，対象の学生は，濱名ら 4）が述べ
るように，初年次学生の意識調査を通して，入学
半年経ってもほとんど改善されないことに「キャ
ンパスでの時間の使い方」や「予習・復習の程度」
など「時間の使い方（タイム・マネジメント）」に関
するものを挙げていることからも，初年次の早い
時期に学習習慣が身に付いていない状態である。

2．スチューデントスキルに対する効果
まず，学生生活における時間管理では，OQの
前後比較より，今回の試行が自己学習時間の有意
な増加につながった。理由は，講義 2回目，3回
目に OQを用いた自己の振り返りにより，時間の
経過の中で学生の意志が少なからず変化したと考
えられる。MOHOにおいては，意志が活動選択
と作業選択を導く 14）としており，今回は次の 2
つのことが考えられる。一つは，2回目の講義内
に OQを用いて自己の時間の使い方について分
析し，グループワークに臨んだことが，作業に対
する質的側面について自己と他者を比較でき，人
間的な成長に繋がったと考える。Kielhofner10）は，
OQの使用により，クライアントの物事を行う自
分のパターンを検討することや，自分がしたい変
化を明らかにする新しいやり方を提供することが
可能になると述べていることから理解できる。二
つは，学生が定期試験に向けて，日常生活活動，
レクレーション時間を削減し，講義時間の合間を
利用し，自己学習時間に割り当てるなど作業を選
択する過程で時間管理の工夫が伺えたからであ
る。
次に，学習習慣では，学生の自己認識が，試験
勉強であるが自己学習の遂行率，重要率が有意に
増加したことから，学生が試験勉強に積極的に挑
み，自己学習に対するモチベーションが向上し，
なおかつ行為に満足していると考えられる。Kiel-
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hofner15）は，習慣化が私たちの習慣と役割によっ
て，導かれ，時間的，物理的社会的環境の日課と
いう行動パターンを示すために内在化された準備
と説明している。つまり，今回の学生の意識の変
化から，試験を合格することの目標のみでなく，
自己の知的好奇心の充足や，将来に繋がる意識の
芽生えがあり，適切な学習習慣を身につけるため
の心構えとその方法を実践していると示唆され
る。これは，表 2の行動目標を遂行できている
と考える。
このように，MOHOを用いた初年次教育プロ

グラムが，前述したように時間管理の工夫や学習
に対する自己認識の変化が期待できるのであれ
ば，今回の実施前（6月）より早い段階で実践する
ことにより，学生が自己の目標に沿った時間管理
を行い，学習習慣が身に付くようになる可能性が
考えられる。そして，初年次教育の時間管理と学
習習慣については，教員が講義のみでなく，3回
目や 4回目のグループワークにおいてより具体的
に改善点を明示するように指導することが必要で
あると考える。

3．キャリアデザインに対する効果
初年次教育に求められるキャリアデザインは，

アイデンティティの発達と探求，職業の決定であ
る 16）。今回の学生は，作業療法学科の所属であり，
入学時に作業療法士という将来の動機付けは持っ
ていたと考えられる。そのため，プログラム実施
後においても情動知能が大きく上昇し，専門職を
選択した誇りが高まったと考えられる。

EQSのすべての得点が向上したことは，自分
の感情やその感情に対する対処や適応などの情動
が，自己対応，対人間あるいは，さまざまな社会
状況において生じる複雑な問題に対処する能力が
変化したと考えられる。玉川大学 7）では，初年
次教育で行われる「一年次セミナー 101・102」の
講義中に，学生は自発的に予習し，開かれた討論
の中で自分の考えを発表し，友人の意見を聞き自
分の考えを比較する。そうした中で，自己と他者
の違いを認識し，アイデンティティが確立され，
人間的な成長が促されていると教示されている。
今回は，講義内のディスカッション，グループワー
クを通して，社会生活で必要な対人対応，他者理

解，状況対応について，自己の情動をコントロー
ルする機会が提供されたことが影響していると考
えられる。そして，社会生活とキャリアデザイン
の講義 6回，7回目の身近にいる作業療法士へイ
ンタビューすることで，作業療法士のキャリアデ
ザインを具体的に考え，将来につながる大学生活
の目標を持つことになり，教員や友人と協働しな
がら活動したことが将来に対するアイデンティ
ティの確立に繋がったと推察された。岩田ら 17）

は，入学初期の学生に対しては，具体的な作業療
法士との接触が自己の成長を促進し，社会に対す
る社会的貢献の志向も新たに芽生える結果と同様
であると考える。

4．MOHOを用いた新しい教育方法としての可
能性

今回は，MOHOの構成概念とスチューデント
スキル，キャリアデザインの構成概念には多くの
共通点がみられることに注目して，初年次教育プ
ログラムを立案し実施した。初年次教育の改善に
ついて，学士課程の改革の方策として，学びの動
機付けや習慣形成に向けて，初年次教育の導入・
充実を図り，学士課程の中で適切に位置づけると
示した 2）。また，初年次教育では，きめ細やかな
学習アセスメントを実施し，学生の現状や変化の
客観的な把握に努めることを報告している。実際
に，MOHOを用いた初年次教育プログラムの実
施により，時間の質的側面への気づき，作業が習
慣化すための条件，健康維持が遂行能力に影響す
る仕組みなどを知ることで，学生の学習に対する
自己認識が変化したと考える。
初年次教育においては，学生が自分自身の生き
方や人生の価値づけや意識づけといったことを自
問しはじめる教育内容が必要であると述べてい
る 4, 16）。作業療法の実践では，クライエントの
健康増進，社会生活の自立支援，その人らしい生
活の獲得を目的に，生活スタイルや生活習慣に着
目し実践している。今回は，OQを用いることで
自己を振り返り，大学生活の目標を明確にできた
と考えられる。つまり，初年次学生が自問しはじ
める教育とは，入学当初より抱える課題について，
MOHOを通して自己が抱える多くの課題を作業
に置き換え具体的に明示し，自分と課題または人
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間と作業について問い，解決策を見いだせるスキ
ルを身に付ける内容であると考える。加えて，グ
ループワークを通して，OQを用いることで，学
生と教員が恊働し大学生活の問題点を確認し，目
標を立てることが可能になると考えられた。今回
行ったMOHOを用いた初年次教育プログラム
は，教員に対しても，指導方法を明示できる可能
性が示唆される。

5．研究の限界と今後の課題
今回は，MOHOを用いた初年次教育プログラ

ムが新しい教育方法として提案できると考えられ
た。しかし，学生の課題を作業に置き換え具体的
な内容に提示することで留まっており，自己の課
題を通して，意志，習慣化，遂行能力について深
く知見を広め，人間の仕組みを理解することには
至っていないため，人間を包括的に理解する内容
をプログラムに組み込む改善が必要である。また，
定期的に OQを用いて学生の大学生活について
知り，変化する学生のニードを考え，きめ細やか
な指導，支援を行う必要があると考える。
研究の手法は，MOHOを用いた初年次教育プ

ログラムの単群の前後テストにおいて，プログラ
ムの効果が示唆されたが，比較対象群がないこと
や定期試験前のアウトカム調査など，本研究の研
究デザインには改善すべき点がある。そのため，
まず，初年次教育の未実施大学や異なる理論を用
いたプログラムを実施している大学と比較検討す
る研究を実施することが今後の課題である。また，
学生の長期的な変化の視点から，プログラムを受
けた後にどのように学生生活や自己認識が変化し
たのかを長期的に調査することで，プログラムの
効果がより明確になると考える。

V　結論
今回，大学の作業療法学科 1年生を対象に，

MOHOを用いた初年次教育プログラム試行し前
後比較の検討を行った。その結果，スチューデン
トスキルについて，時間管理の変化と学習に対す
る認識が向上することが確認され，社会生活で重
要な情動知能の効果が確認された。また，キャリ
アデザインでは，将来の動機付けとして OQを用
いることで，教員との恊働を促し，大学生活の自

己目標を考えることができた。これにより，
MOHOを用いた初年次教育プログラム試行は，
多様化する学生のニーズを迅速に捉え，教員と学
生が恊働することで，キャリアにつながる大学生
活の目標を明確にすることが示唆された。今後の
研究課題を含め，研究を発展させる必要がある。
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Abstract : The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the educational 

program for first year university students, specifically their recognition and understanding 

towards learning, health perception and emotional quotient. The first year curriculum was 

based on the Model of Human Occupation (MOHO).

The participants were 41 students who took the Career Development I course in the 

Department of Occupational Therapy at University A. Seven of the 15 sessions were based on 

MOHO and taught the connection between students skills and career design with a focus on 

volition, habituation and performance capacity. Students were taught through group work 

and individual assignments.

The program’s ef fectiveness was measured using the students' base attributes, an 

occupation questionnaire, the MOS 36-Item Health Survey and an Emotional Intelligence 

Scale (EQS) test.

At the conclusion of the program, self reported study time, performance and the EQS total 

score were significantly increased. Therefore, we could conclude that the first year education 

program based on MOHO improved students skills, specifically their recognition and 

understanding towards learning. The program also showed the effectiveness of Emotional 

Intelligence, which is important in daily life. OQ was used in career design to motivate 

students to think of their future and their individual educational goals were set with the help 

of their teachers.

Key words : First-year Education, On the Model Human Occupation, Occupational therapy

（2013年 1月 7日　原稿受付）
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日本保健科学学会会則

第 1章　総　則
第 1条　本会は，日本保健科学学会（Japan

 Academy of Health Sciences）と称する。
第 2章　目　的

第 2条　 本会は，わが国における保健科学の進歩
と啓発を図ることを目的とする

第 3章　事　業
第 3条　 本会は，前条の目的を達成するため次の

事業を行う。
 一． 学術交流を目的とする学術集会を開

催する
 二． 会誌等を発行する
 三． その他理事会が必要と認めた事業を

行う
第 4章　会　員

第 4条　本会の会員は，次のとおりとする。
 一．正会員
 二．学生会員
 三．賛助会員
第 5条　 正会員とは，本会の目的に賛同するもの

で保健科学に関心がある研究者もしくは
実践家であり，所定の会費を納入した個
人をいう。

　　2.  正会員は総会に出席し，議決権を行使する
ことができる。

　　3.  正会員は，会誌に投稿し，学術集会で発表
し，会誌等の配布を受けることができる。

第 6条　 学生会員とは大学学部に在学し，保健科
学に関連する分野に関心があるものであ
り，正会員 1名の推薦があった個人をい
う。学生会員は別途さだめる会費を納入
する義務を負う。

　　2.  学生会員は総会への出席および議決権の行
使はできない。

　　3.  学生会員は，会誌等の配布を受けることが
できる。

第 7条　 賛助会員とは，本会の目的に賛同する個

人または団体で，理事の承認を得た者を
いう。

第 8条　 本会に入会を認められた者は，所定の年
会費を納入しなければならない。

　　2.  既納の会費は，理由のいかんを問わずこれ
を返還しない。

第 9条　会員は，次の理由によりその資格を失う。
 一．退会
 二．会費の滞納
 三．死亡または失踪宣告
 四．除名
　　2.  退会を希望する会員は，退会届を理事会へ

提出しなければならない。
　　3.  本会の名誉を傷つけ，または本会の目的に

著しく反する行為のあった会員は，評議員
会の議をへて理事長がこれを除名すること
ができる。
第 5章　役員および学術集会会長

第 10条　本会に次の役員を置く。
 一．理事長 1名
 二．理事 15名程度
 三．監事 2名
 四．事務局長 1名
 五．評議員定数は別に定める
第 11条　役員の選出は次のとおりとする。
 一． 理事長は，理事会で理事のうちから

選出し総会の承認をうる。
 二． 理事および監事は，評議員のうちか

ら選出し総会の承認をうる。
 三． 事務局長は正会員のうちから理事長

が委嘱する。
 四． 評議員は正会員のなかから選出する。
 五． 役員の選出に関する細則は，別に定

める。
第 12条　役員の任期は 2年とし再選を妨げない。
第 13条　役員は，次の職務を行う。
 一． 理事長は本会を代表し会務を統括す

る。
 二． 理事は理事会を組織し会務を執行す

る。
 三． 監事は本会の会計および資産を監査

する。
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 四． 評議員は評議員会を組織し，理事会
の諮問に応じ本会の重要事項を審議
する。

第 14条　 学術集会長は，正会員のなかから選出
し総会の承認をうる。

第 15条　 学術集会長の任期は当該学術集会の前
の学術集会終了日の翌日から当該学術
集会終了日までとする。

第 6章　会　議
第 16条　本会に次の会議を置く。
 一．理事会
 二．評議員会
 三．総会
第 17条　 理事会は，理事長が招集しその議長と

なる。
　　2.  理事会は年 1回以上開催する。ただし理事

の 3分の 1以上からの請求および監事から
の請求があったときは，理事長は臨時にこ
れを開催しなければならない。

　　3.  理事会は理事の過半数の出席をもって成立
する。

第 18条　 評議員会は，理事長が召集する。評議
員会の議長はその都度，出席評議員の
うちから選出する。

　　2.  評議員会は，毎年 1回以上開催し，評議員
の過半数の出席をもって成立する。

第 19条　 総会は，理事長が召集する。総会の議
長はその都度，出席正会員のうちから
選出する。

　　2.  総会は，会員現在数の 10％以上の出席が
なければ議事を開き議決することができな
い。ただし，委任状をもって出席とみなす
ことができる。

　　3.  通常総会は，年 1回開催する。
　　4.  臨時総会は，理事会が必要と認めたとき，

理事長が召集して開催する。
第 20条　総会は，次の事項を議決する。
 一．事業計画及び収支予算に関する事項
 二．事業報告及び収支決算に関する事項

 三．会則変更に関する事項
 四． その他理事長または理事会が必要と

認める事項
第 7章　学術集会

第 21条　 学術集会は，学術集会長が主宰して開
催する。

　　2. 学術集会の運営は会長が裁量する。
　　3.  学術集会の講演抄録は会誌に掲載すること

ができる。
第 8章　会誌等

第 22条　 会誌等を発行するため本会に編集委員
会を置く。

　　2.  編集委員長は，正会員のうちから理事長が
委嘱する。任期は2年とし，再任を妨げない。

第 9章　会　計
第 23条　 本会の費用は，会費その他の収入をもっ

てこれに充てる。
　　2.  本会の予算および決算は，評議員会および

総会の承認を受け，会誌に掲載しなければ
ならない。

第 24条　 本会の会計年度は各年4月1日にはじま
り，3月末日をもって終わる。

第 25条　 学術集会の費用は大会参加費をもって
充てる。ただしその決算報告は理事会
において行う。

第 26条　 本会の事務局は，当分の間，首都大学
東京　健康福祉学部内におく。

　　2.  事務局の運営に関しては，事務局運用規定
に定める。

第 10章　会則変更
第 27条　 本会則の変更は，理事会および評議員

会の議を経たのち総会の承認をうるこ
とを必要とする。

第 11章　雑　則
第 28条　 この会則に定めるもののほか本会の運

営に必要な事項は別に定める。

付　則 本会則は，1998年9月30日から実施する。
（2005年 9月 10日改訂）

以上
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日本保健科学学会細則

［会費］
1．正会員の年度会費は，10,000円とする。賛助
会員は年額 30,000円以上とする。

2．会費は毎年 3月 31日までに，その年度の会費
を納付しなければならない。

［委員会］
1．本会の事業を遂行するため，必要に応じて委
員会を設置することができる。その設置は事
業計画に委員会活動の項目を設けることで行
う。

2．委員長は理事・評議員の中から選出し，理事
会で決定する。委員は正会員の中から委員長
が選任し，理事長が委嘱する。委員の氏名は，
会員に公表する。

3．必要に応じて，副委員長，会計棟の委員会役
員を置くことができる。委員会の運営規約は，
それぞれの委員会内規に定める。

4．委員会の活動費は，学会の経常経費から支出
できる。

5．委員会は総会において活動報告を行う。
（発効年月日　平成 11年 6月 26日）

［事務局運用規約］
1．本学会に事務局を置く。事務局の所在地は，
当分の間下記とする。  
116─8551　東京都荒川区東尾久 7─2─10 
首都大学東京健康福祉学部内

2．事務局に事務局長 1名，事務局員若干名，事
務局職員を置く。事務局員は，会員の中から
事務局長が推薦し理事長が委嘱する。事務局
長と事務局員は無給とする。事務局職員は有
給とする。

3．事務局においては事務局会議を開催し，学会
運営に関する事務を行う。事務局会議の結果
は，理事長に報告する。

（発効年月日　平成 13年 7月 28日）

［編集委員会規約］
1．日本保健科学学会誌（以下，会誌という）の
編集代表者は理事長とする。

2．編集委員会の委員は正会員のうちから理事長
が委嘱する。任期は 2年とし再任は妨げない。

3．編集委員会は，編集にかかわる業務を行い，
会誌を定期的に刊行する。

4．投稿論文は複数の審査者による査読の結果に
基づき，編集委員会において掲載を決める。

5．編集委員会には，編集協力委員をおくことが
できる。編集協力委員は，編集委員長が推薦
し理事長が委嘱する。

6．編集委員会の結果は，理事長に報告する。
（発効年月日　平成 13年 7月 28日）

［役員選出に関わる細則］
1．評議員は，職種別会員構成に準拠して，本人
の承諾を経て選出する。

2．評議員は，保健科学の学識を有し，本学会に
貢献する者とする。

3．新評議員は 2名以上の評議員の推薦を要する。
4．理事長により選出された役員選出委員会にて
推薦された新評議員について上記 1. 2.の条件
への適合について審議の上，新評議員候補者
名簿を理事会へ提案する。

（発効年月日　平成 15年 9月 13日）

［学会功労者に関する表彰規定］
1．理事より推薦があり，理事会において日本保
健科学学会の発展に著しい功績があると認め
られた場合，表彰状を授与することができる。

（発効年月日　平成 19年 9月 6日）

［大学院生の会費割引に関わる規程］
1．入会時および会費納入時に，所属する大学院
および研究科，および博士前期，後期を問わず，
学生証の提示により大学院生であることが確
認されれば，正会員資格のまま，会費の 50％
を軽減する。

（発効年月日　平成 20年 4月 1日）
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［会費未納に伴う退会規程］
1．2年間会費未納の場合学会誌送付を中止し，
さらに 2年間未納の場合は退会とする。

2．上記規程により退会となった者が会員資格の
回復を希望する場合は原則として未納分の会
費の納入を必要とする。

（発効年月日　平成 20年 4月 1日）

［学会賞に関わる細則］
1．日本保健科学学会誌に掲載された論文の中か
ら，特に優秀な論文に対し以下の手順に従っ

て，優秀賞および奨励賞を授与することが出
来る。
選出手順
①日本保健科学学会誌編集委員長が優秀賞・
奨励賞選考委員会を招集する。
②優秀賞・奨励賞選出委員会は当該年度日
本保健科学学会誌掲載論文の中から，優
秀賞 1編，奨励賞 1編を選出する．ただ
し奨励賞は筆頭著者が 40歳未満であるこ
とを条件とする。

（発効年月日　平成 20年 4月 1日）
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日本保健科学学会誌 
投稿要領

 1．本誌への投稿資格は日本保健科学学会会員と
する。ただし，依頼原稿についてはこの限り
ではない。投稿論文の共著者に学生会員を含
むことができる。研究や調査の際に倫理上人
権上の配慮がなされ，その旨が文中に明記さ
れていること。

 2．原稿は未発表のものに限る。
 3． 原稿は次のカテゴリーのいずれかに分類する。
 ・総説
 ・ 原著（短報，症例報告，調査報告などを含

む）
 ・ その他（資料など）
 4．投稿原稿の採否は，査読後，編集委員会にお

いて決定する。
 5．審査の結果は投稿者に通知する。
 6．原稿の分量および形式は，下記の通りとする。
（1）原稿はパソコンまたはワープロ（テキスト

ファイル形式）を用い，A4版横書き縦 40行・
横 40字の 1600字分を 1枚とし，文献，図表，
写真を含み，本文の合計が 10枚（16000字
相当）以内を原則とする。1600字用紙で 3
枚程度の短報も可能。

（2）図表，写真は，それぞれ 1枚につき原稿 400
字分と換算し，原則として合計 5枚以内とす
る。図は製版できるよう作成し，表はタイプ
又はワープロで作成する。写真は白黒を原則
とし，カラー写真の場合には実費負担とする。

（3） 刷り上がり 3ページ（4800字相当）までの
掲載は無料。4ページ以上の超過ページの印
刷に関する費用は有料とする（1ページ当た
り 6000円）。

 7．原稿の執筆は下記に従うものとする。
（1） 原稿の表紙に，題名（和文および英文），著

者氏名（和文および英文），所属（和文およ
び英文），連絡先，希望する原稿のカテゴリー，
別刷必要部数を明記する。なお，著者が大学

院学生の場合，所属として大学院および研究
科等を記す。ただし他の施設・機関等に所属
している場合，これを併記することができる
（例：首都大学東京大学院人間健康科学研究
科看護科学域，○○病院看護部）。連絡先には，
郵便番号，住所，氏名，電話，ファックス，
e-mailアドレスを含む。いずれの原稿カテゴ
リーにおいても上記の様式とする。

（2） 原稿本文には，和文の要旨（400字以内）とキー
ワード（5語以内），本文，文献，英語要旨（300
語以内の Abstract）と Keywords（5語以内）
の順に記載し，通し番号を付け，図表及び写
真を添付する。

（3） 図，表及び写真は 1枚ずつ別紙とし，それぞ
れの裏に通し番号と著者名を記入する。さら
に図及び写真の標題や説明は，別紙 1枚に番
号順に記入する。また，原稿中の図表，写真
の挿入箇所については，欄外に朱筆する。

（4） 年号は原則として西暦を使用し，外国語，外
国人名，地名は，原語もしくはカタカナ（最
初は原綴りを併記）で書く。略語は本文中の
最初に出たところでフルネームを入れる。

（5） 文献の記載方法
 a）  本文中の該当箇所の右肩に，順に 1），2）

…の通し番号を付し，文末に番号順に揚
げる。

 b） 雑誌の場合
   著者名：題名．雑誌名，巻（号）：引用ペー

ジ，発行年　の順に記載する。
  （例）
   井村恒郎 : 知覚抗争の現象について .  精

神経誌 ,  60 : 1239─1247, 1958.
   Baxter, L R, Scwartz, J M, et al. : Reduction 

of  prefrontal cortex metabolism common 
to three types of depression.  Arch Gen 
Psychiatry, 46 : 243─250, 1989.

 c） 単行本の場合
   著者名：題名．監修ないし編集者，書名，

版数：引用ページ，発行社名，発行地名，
西暦発行日の順に記載する。

  （例）
   八木剛平 , 伊藤　斉 : 躁鬱病 .  保崎秀夫
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編著 , 新精神医学 : 282─306, 文光堂 , 東
京 , 1990.

   Gardnar, M B : Oncogenes and acute 
leukemia.  Stass SA（ed）, The Acute 
Leukemias : 327 ─ 359, Marcel Dekker, 
New York, 1987.

 d）  著者名が 4名以上の場合，3名連記の上，
○○○，他，あるいは○○○, et al.とする。

 8．原稿はパソコン又はワープロ（テキストファ
イル形式）で作成し，正原稿 1部とそのコピー
1部，所属・著者名を削除した副原稿 2部，
合計 4部を提出する。また，電子媒体（DVD，
CD，USBメモリー等）（氏名，ファイル名
等を明記）と所定の投稿票と投稿承諾書（巻
末）を添付する。

 9．修正後の原稿提出の際には，修正原稿 1部と
そのコピー 1部，修正副原稿（所属，著者名

を削除）2部，修正後の電子媒体（氏名，ファ
イル名等を明記），査読済の元原稿（コピー）
2部を添えて提出する。

10．著者校正は 1回とする。校正の際の大幅な変
更は認めない。

11．採択した原稿及び電子媒体は，原則として返
却しない。

12．論文 1編につき別刷 30部を贈呈する。それ
以上の部数は著者の実費負担とする。

13．原稿は日本保健科学学会事務局  
〒116─8551   東京都荒川区東尾久 7─2─10 

首都大学東京　健康福祉学部内
 に提出する。
14．本誌に掲載された論文の著作権は日本保健科
学学会に帰属する。

（2010年 8月 5日改訂）

日本保健科学学会（（旧）東京保健科学学会）は平成10年9月30日に設立されました
が，現在会員数は 500余名を数えます。大東京を中心とする保健医療の向上と福
祉の増進および学問の交流・推進に寄与するためにはますます本学会の活動を充
実させる事が必要です。この骨組みに肉付け・味付けするのは会員の皆様です。

また，会誌の発行などは会員の年会費に大いに依存しています。この趣旨に賛同される皆様の入会
を切に希望します。備え付けの入会申込書に年会費1万円を添えてご入会下さい（下記郵便振替も可）。

日本保健科学学会雑誌は，皆様の投稿論文をよりスピーディに円滑に掲載できる
よう年 4回の発行を予定しています。また，論文の受付は常時行っており，審査
終了後，逐次掲載していきますので，会員多数のご投稿をお待ちしております。
投稿論文は本誌掲載の投稿要領をご熟読の上，学会事務局までお願いします。

入会や会誌に関しては，日本保健科学学会事務局までお問い合わせ下さい。
事務取り扱い時間は，
　月曜日と水曜日は午前10時～午後4時まで，金曜日は午後1時30分～午後5時となっております。

　　〒 116─8551　 東京都荒川区東尾久 7─2─10 
首都大学東京　健康福祉学部内  
　TEL.  03─3819─1211　内線 270　e-mail : gakkai@hs.tmu.ac.jp 
　ダイヤルイン　03─3819─7413（FAX共通） 
郵便振替　口座番号 00120─0─87137，加入者名　日本保健科学学会

入 会 の 
おすすめ

投稿論文
募 集



日保学誌　Vol.16　No.4　2014232

Submission Guide for 
the Journal of Japan Academy 

of Health Sciences

1. All authors wishing to submit papers to the 
journal must be members of the Japan Acade-
my of Health Sciences. Authors preparing 
manuscripts on request from the Editorial 
Board are exempt from this qualification. Co-
authors may include student members. All re-
search should fully protect the participants’ 
rights and conform to accepted ethical guide-
lines. This should be confirmed in the manu-
script.

2. Manuscripts published previously or that are 
currently being considered for publication 
elsewhere will not be accepted.

3. Manuscripts should be categorized as one of 
the following types of articles.

 ・Review article
 ・ Original article (including brief report, case 

study, field report, etc.)
 ・Other (data, information, materials)
4.  The Editorial Board decides on acceptance of 

the manuscript following review.
5. The author will be notified of the decision.
6. Article lengths and formats are as below.
(1) English manuscript should be double spaced, 

using PC or word processor (text file), 12 pt 
font in A4 size, no longer than 10 pages (7,000 
words) in principle including references, ta-
bles, figures and photographs. Short report 
(approximately 2,000 words) is also accept-
able.

(2) Each table, figure and photograph is counted 
as 200 words and maximum of 5 tables, fig-
ures and photographs is permitted in total. 
Figures should be of adequate quality for re-
production. Tables should be made using 

word processor. Photographs should be black 
and white in principle; expenses for color 
printing must be borne by the author.

(3) No charge will be imposed on the author for 
manuscripts up to 3 pages (printed pages in 
the journal, approximately 2,000 words) in 
length. Charges for printing manuscripts in 
excess of 4 pages will be levied on the author 
at a rate of JPY 6,000 per page.

7. Manuscripts should be prepared in the follow-
ing style.

(1) The title page includes: Title, name of each au-
thor with departmental and institutional affilia-
tion, address, postal code, telephone and fax 
numbers, e-mail address of the corresponding 
author, type of article and number of offprints 
you require. When the author is a graduate 
student, academic affiliation should be listed 
as an institutional affiliation, however, she/he 
may write workplace affiliation (ex. Depart-
ment of Nursing Sciences, Graduate School of 
Human Health Sciences, Tokyo Metropolitan 
University /Department of Nursing, XX Hos-
pital). All submissions should follow the above 
style.

(2) Manuscripts should include: abstract (300 
words or fewer), keywords (5 or few words). 
Text, references, abstract and keywords 
should be presented in the above order. Ta-
bles, figures and photographs must be en-
closed. Abstract in Japanese (400 characters 
or fewer) may be included optionally.

(3) Tables, figures and photographs should be 
numbered and have the name of the author on 
the back sides. Their locations in the text 
should be indicated in the margin with red 
ink. A list of titles of tables, figures and photo-
graphs and brief explanation (if necessary) 
should be presented in order on a separate 
sheet.

(4) Dates should be indicated using the Western 
calendar. Words, names and names of places 
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in non-English languages should be stated in 
original languages or katakana. when they ap-
pear first in the text. When using an abbrevia-
tion, use the full word the first time it appears 
in the manuscript.

(5) References
a) Consecutive superscript numbers are 

used in the text and listed at the end of 
the ar ticle. Each reference should be 
written in the following order.

b) Journal article
 Names of author (s), title, name of jour-

nal, volume/issue number, pages and 
year of publication.

(Example)
 Baxter, L R, Schwartz, J M, et al.: Reduc-

tion of prefrontal cortex metabolism com-
mon to three types of depression. Arch 
Gen Psychiatry, 46: 243-250, 1989.

c) Books
 Names of author (s), article or chapter ti-

tle, editor(s), book title, volume number 
in series, pages, publisher, place of publi-
cation and year of publication.

(Example)
 Gardner, M B: Oncogenes and acute leu-

kemia. Stass SA (ed). The Acute Leuke-
mias: 327-359, Marcel Dekker, New York, 
1987.

d) In case of more than four authors, use “et 
al” after the citation of three authors.

8. Manuscripts should be prepared using PC or 

word processor (text file) and submitted in 
duplicate as one original and one copy. In addi-
tion, two hard copies without the authors’ 
name(s) and affiliation(s) should be enclosed. 
Together with the manuscript, electronic files 
(DVD, USB, etc; labeled with the author and 
file names), submission form and Author Con-
sent Form should be enclosed.

9. After changes or corrections, the revised man-
uscript, a copy and two hard copies without 
authors’ name(s) and affiliation(s) should be 
submitted, along with electronic files on 3.5 
inch diskette (labeled with author and file 
names). The initial manuscript and the copy 
should be enclosed.

10. Page proofs will be made available once to the 
author. Further alterations other than essen-
tial correction of errors are not permitted.

11. In principle, accepted manuscripts and elec-
tronic files will not be returned.

12. The author will receive thirty free offprints 
from the journal. Additional offprints will be 
provided upon request at the author’s ex-
pense.

13. Manuscripts should be sent to:  
Japan Academy of Health Sciences  
C/O Faculty of Health Sciences, Tokyo Metro-
politan University  
Higashiogu, Arakawa-ku, Tokyo, Japan Postal 
Code 116-8551

14. Copyright of published articles belong to Ja-
pan Academy of Health Sciences.
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編集後記
今回初めて編集後記を担当させていただきましたが，発刊間もない頃から本誌を購読しておりました。
本誌掲載の論文を拝読すると，保健科学の守備範囲の広さ，深さにいつも感銘を受けます。巻を重ねる中
で，本誌は量的研究から質的研究に至るすべてを網羅する学術誌として保健科学分野に定着したのではな
いでしょうか。
また，近年は自然災害が増大しており，多分野にわたる知見と情報の収集および防災対策が急務ですが，
本誌はこれに保健科学分野の発展を通して寄与できるものと考えます。今号には 5編の論文が掲載されて
おり，いずれも保健科学の発展に資するすばらしい研究です。これからも多くの論文が掲載されることを
期待いたします。 （谷村厚子）

編集委員（※は編集協力委員）
 繁田　雅弘 （編集委員長） 小林　法一 （副編集委員長）
 網本　　和 石井　良和 石川　陽子 井上　　薫
 井上　順雄 笠井　久隆 加藤　　洋※ 河原加代子
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