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主な学位・資格
 

 

博士（医学）
 

 

担当経験のある科目
 

 

運動機能評価学実習（名古屋大学）
神経解剖学（名古屋大学）
生体情報分析学（名古屋大学）
老年期地域健康支援論（豊橋創造大学大学院）
神経科学健康論（豊橋創造大学大学院）
理学療法学概論（豊橋創造大学）
地域健康支援学（豊橋創造大学）
発達障害理学療法学実習（豊橋創造大学）
発達障害理学療法学（豊橋創造大学）
神経理学療法学実習（豊橋創造大学）
神経理学療法学（豊橋創造大学）
 

 

主な研究業績
 

 

「Age-Related Declines in the Ability to Modulate Common Input to Bilateral and Unilateral Plantar Flexors During
Forward Postural Lean.」 Watanabe T, Saito K, Ishida K, Tanabe S, Nojima I
Frontiers in human neuroscience (12) pp.254- 2018年0月

「Behavioral Effect of Short- and Long-Term Exercise on Motor Functional Recovery after Intracerebral Hemorrhage
in Rats.」 Tamakoshi K, Ishida K, Hayao K, Takahashi H, Tamaki H
Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association (27No.12)
pp.3630-3635 2018年12月

「Fatigue-induced decline in low-frequency common input to bilateral and unilateral plantar flexors during quiet
standing.」 Watanabe T, Saito K, Ishida K, Tanabe S, Nojima I
Neuroscience letters (686) pp.193-197 2018年11月

「Effect of auditory stimulus on executive function and execution time during cognitively demanding stepping task
in patients with Parkinson's disease.」 Watanabe T, Saito K, Ishida K, Tanabe S, Horiba M, Itamoto S, Ueki Y, Wada I,
Nojima I
Neuroscience letters (674) pp.101-105 2018年5月

「Coordination of plantar flexor muscles during bipedal and unipedal stances in young and elderly adults.」
Watanabe T, Saito K, Ishida K, Tanabe S, Nojima I
Experimental brain research (236No.5) pp.1229-1239 2018年5月

「Auditory stimulus has a larger effect on anticipatory postural adjustments in older than young adults during choice
step reaction.」 Watanabe T, Saito K, Ishida K, Tanabe S, Nojima I
European journal of applied physiology (117No.12) pp.2409-2423 2017年12月

「Performance monitoring and response conflict resolution associated with choice stepping reaction tasks.」
Watanabe T, Tsutou K, Saito K, Ishida K, Tanabe S, Nojima I
Experimental brain research (234No.11) pp.3355-3365 2016年11月

「Motor Skills Training Enhances α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid Receptor Subunit mRNA
Expression in the Ipsilateral Sensorimotor Cortex and Striatum of Rats Following Intracerebral Hemorrhage.」
Tamakoshi K, Ishida K, Kawanaka K, Takamatsu Y, Tamaki H
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Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association (26No.10)
pp.2232-2239 2017年10月

「Periodontitis induced by bacterial infection exacerbates features of Alzheimer's disease in transgenic mice.」
Ishida N, Ishihara Y, Ishida K, Tada H, Funaki-Kato Y, Hagiwara M, Ferdous T, Abdullah M, Mitani A, Michikawa M,
Matsushita K
NPJ aging and mechanisms of disease (3) pp.15- 2017年0月

「Preparatory state and postural adjustment strategies for choice reaction step initiation.」 Watanabe T, Ishida K,
Tanabe S, Nojima I
Neuroscience (332) pp.140-148 2016年9月

「Motor Skills Training Improves Sensorimotor Dysfunction and Increases Microtubule-Associated Protein 2 mRNA
Expression in Rats with Intracerebral Hemorrhage.」 Tamakoshi K, Kawanaka K, Onishi H, Takamatsu Y, Ishida K
Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association (25No.8)
pp.2071-2077 2016年8月

「Running exercise enhances motor functional recovery with inhibition of dendritic regression in the motor cortex
after collagenase-induced intracerebral hemorrhage in rats.」 Takamatsu Y, Tamakoshi K, Waseda Y, Ishida K
Behavioural brain research (300) pp.56-64 2016年3月

「Early constraint-induced movement therapy promotes functional recovery and neuronal plasticity in a subcortical
hemorrhage model rat.」 Ishida A, Misumi S, Ueda Y, Shimizu Y, Cha-Gyun J, Tamakoshi K, Ishida K, Hida H
Behavioural brain research (284) pp.158-166 2015年5月

「頸部固有感覚トレーニングが重心動揺に及ぼす影響についての研究」 小田 恭史, 浅井 友詞, 若林 諒三, 森本 浩之,
仁木 淳一, 石田 和人, 和田 育雄, 佐久間 英輔, 若林 健二郎, Lohman III Everett B., Johnson Eric G.
日本福祉大学健康科学論集 (17) pp.1-6 2014年3月

「Motor skills training promotes motor functional recovery and induces synaptogenesis in the motor cortex and
striatum after intracerebral hemorrhage in rats」 Keigo Tamakoshi, Akimasa Ishida, Yasuyuki Takamatsu, Michiru
Hamakawa, Hiroki Nakashima, Haruka Shimada, Kazuto Ishida
Behavioural Brain Research (260) pp.34-43 2014年0月

「Liquid diet induces memory impairment accompanied by a decreased number of hippocampal neurons in mice」
Hidemasa Okihara, Jinichi Ito, Satoshi Kokai, Takayoshi Ishida, Maya Hiranuma, Kato Chiho, Tadachika Yabushita,
Kazuto Ishida, Takashi Ono, Makoto Michikawa
Journal of Neuroscience Research pp.(impress)- 2014年0月

「Down-regulation of KCC2 expression and phosphorylation in motoneurons, and increases the number of in
primary afferent projections to motoneurons in mice with post-stroke spasticity.」 Toda T, Ishida K, Kiyama H,
Yamashita T, Lee S
PloS one (9No.12) pp.e114328- 2014年0月

「Repeated short-term daily exercise ameliorates oxidative cerebral damage and the resultant motor dysfunction
after transient ischemia in rats.」 Hamakawa M, Ishida A, Tamakoshi K, Shimada H, Nakashima H, Noguchi T,
Toyokuni S, Ishida K
Journal of clinical biochemistry and nutrition (53No.1) pp.8-14 2013年7月

「Low-speed treadmill running exercise improves memory function after transient middle cerebral artery occlusion
in rats.」 Haruka Shimada, Michiru Hamakawa, Akimasa Ishida, Keigo Tamakoshi, Hiroki Nakashima, Kazuto Ishida
Behavioural Brain Research (243) pp.21-27 2013年0月

「Early onset of forced impaired forelimb use causes recovery of forelimb skilled motor function but no effect on
gross sensory-motor function after capsular hemorrhage in rats.」 Ishida A, Tamakoshi K, Hamakawa M, Shimada H,
Nakashima H, Masuda T, Hida H, Ishida K
Behavioural brain research (225No.1) pp.126-134 2011年11月

「Minor neuronal damage and recovered cellular proliferation in the hippocampus after continuous unilateral
forelimb restraint in normal rats.」 Ishida A, Ueda Y, Ishida K, Misumi S, Masuda T, Fujita M, Hida H
Journal of neuroscience research (89No.3) pp.457-465 2011年3月

「Treadmill running improves motor function and alters dendritic morphology in the striatum after collagenase-
induced intracerebral hemorrhage in rats.」 Takamatsu Y, Ishida A, Hamakawa M, Tamakoshi K, Jung CG, Ishida K
Brain research (1355) pp.165-173 2010年10月

「大学院教育改革支援プログラム「専攻横断型の包括的保健医療職の育成」の取組み」 奈良間 美保, 榊原 久孝, 鈴木
重行, 鈴木 國文, 浅野 みどり, 玉腰 浩司, 山田 純生, 河村 守雄, 堀 容子, 會田 信子, 石田 和人, 清水 英樹, 林 久恵, 大西
丈二
日本看護医療学会雑誌 (11No.1) pp.1-5 2009年6月

「Modafinil normalized hyperreflexia after spinal transection in adult rats.」 Charlotte C. Yates, Amanda
Charlesworth, Nancy Reese, Kazuto Ishida, Robert Skinner and Edgar Garcia-Rill
Spinal Cord (47) pp.481-485 2009年4月
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「大学院教育改革支援プログラム「専攻横断型の包括的保健医療職の育成」の取り組み」 奈良間美保、榊原久孝、鈴
木重行、鈴木国文、浅野みどり、玉腰浩司、山田純生、河村守雄、堀容子、会田信子、石田和人、清水英樹、林久恵
、大西丈二
日本看護医療学会雑誌 ( 11No.1) pp.1-5 2009年1月

「Differential contribution of clinical amounts of acetaldehyde to skeletal and cardiac muscle dysfunction in alcoholic
myopathy.」 Oba T, Maeno Y, Ishida K
Current pharmaceutical design (11No.6) pp.791-780 2005年0月

「Neurodegeneration of substantia nigra accompanied with macrophage/microglia infiltration after intrastriatal
hemorrhage.」 Imamura N, Hida H, Aihara N, Ishida K, Kanda Y, Nishino H, Yamada K
Neuroscience research (46No.3) pp.289-298 2003年7月

「Argyrophilic dark neurons represent various states of neuronal damage in brain insults: some come to die and
others survive」 Kazuto Ishida, Hideo Shimizu, Hideki Hida, Susumu Urakawa, Kunio Ida and H. Nishino
NEUROSCIENCE (125) pp.633-644 2004年4月

「H2O2 activates ryanodine receptor but has little effect on recovery of releasable Ca2+ content after fatigue.」 Oba
T, Kurono C, Nakajima R, Takaishi T, Ishida K, Fuller GA, Klomkleaw W, Yamaguchi M
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985) (93No.6) pp.1999-2008 2002年12月

「Neurodegeneration of substantia nigra accompanied with macrophage/microglia infiltration after intrastriatal
hemorrhage」 Nobuki Imamura, Hideki Hida, Noritaka Aihara, Kazuto Ishida, Yoshie Kanda, Hitoo Nishino and Kazuo
Yamada
Neurosc Res (46) pp.289-298 2003年4月

「名古屋大学大学院修士過程設置へ向けての意識調査」 石田和人、松田 輝、鈴木重行
愛知県理学療法士会誌 (14No.1) pp.63-66 2002年4月

「Appearance of argyrophilic dark neurons in the hippocampus after microinjection of ibotenic acid」 Ishida K, Hida
H, Oiwa T, Aihara N, Ida K and Nishino H
Advances of Neurotrauma Research (11) pp.5-7 1999年4月

「Argyrophilic dark neurons distribute with a different pattern in the brain after over hours treadmill running and
swimming in the rat」 Ishida K, Ungusparkorn C, Hida H, Aihara N, Baba H, Ida K and Nishino H
Neuroscience Letters (277) pp.149-152 1999年4月

「変形性股関節症における股関節外転筋の筋電図周波数特性」 石田 和人, 野々垣 嘉男, 谷田 武喜, 小山 樹, 浅井 友詞,
水口 静子, 堀場 充哉, 杉村 育生, 和田 郁雄
理学療法学 (25No.7) pp.450-455 1998年11月

「変形性股関節症患者における中殿筋の有酸素的代謝機能の検討」
堀場充哉、谷田武喜、高柳和史、浅井友詞、水口静子、石田和人、野々垣嘉男、和田郁雄
理学療法学 (25No.3) pp.105-112 1998年4月

「変形性股関節症における股関節外転筋の筋電図周波数特性」 石田和人、野々垣嘉男、谷田武喜、小山
樹、浅井友詞、水口静子、堀場充哉、杉村育生、和田郁雄
理学療法学 (25No.7) pp.450-455 1998年4月

「Argyrophil III positive dark neurons in the brain after electrical stimulation with direct current.」 Ishida K,
Ungusparkorn C, Oiwa T, Shimano Y and Nishino H
Advances in Neurotrauma Research (9) pp.25-28 1997年4月

「肩関節周囲炎に対するインフリーの効果に関する検討」
和田郁雄、松井宣夫、小山樹、浅井友詞、水口静子、石田和人、堀場充哉、野々垣嘉男、杉本勝正、大薮直子
新薬と臨床 (45) pp.167-172 1996年4月

「変形性股関節症に対するインフリーの症状改善効果に関する検討」
和田郁雄、蟹江良一、松井宣夫、小山樹、浅井友詞、水口静子、石田和人、堀場充哉、野々垣嘉男
新薬と臨床 (45) pp.155-161 1996年4月

「膝傷害による大腿四頭筋萎縮の検討 -超音波断層法を用いて-」
浅井友詞、野々垣嘉男、谷田武喜、水口静子、石田和人、堀場充哉、和田郁雄
理学療法学 (23) pp.191-196 1996年4月

「脳卒中片麻痺患者に対する装具療法の定量的評価」
小山樹、浅井友詞、水口静子、石田和人、堀場充哉、野々垣嘉男、和田郁雄
日本義肢装具学会誌 (12) pp.58-59 1996年4月

「筋力増強訓練が筋電図周波数に及ぼす影響について」 石田 和人, 野々垣 嘉男, 谷田 武喜
理学療法学 (22No.4) pp.147-152 1995年7月

「筋力増強訓練が筋電図周波数に及ぼす影響について」
石田和人、野々垣嘉男、谷田武喜、高柳和史、浅井友詞、水口静子、堀場充哉
理学療法学 (22No.4) pp.147-152 1995年4月
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「人工股関節全置換術後長期経過例における日常生活の実態について」 石田 和人, 浅井 友詞, 水口 静子
理学療法学 (21No.5) pp.340-346 1994年9月

「人工股関節全置換術後長期経過例における日常生活の実態について」
石田和人、浅井友詞、水口静子、堀場充哉、野々垣嘉男、吉田行雄、大藪直子
理学療法学 (21No.5) pp.340-346 1994年4月

「変股症、人工股関節全置換術施行例のPT期間における股関節機能と股関節外転筋」
野々垣嘉男、浅井友詞、石田和人、小島泉
理学療法学 (14) pp.5-12 1987年4月

「「基礎研究の動向と臨床への応用」(第4回) 中枢神経障害に関する基礎的研究の動向と臨床への応用」 石田 和人
理学療法学 (46 No.1) pp.59-64 2019年2月

「抑うつ状態に対する理学療法効果の検証ならびに病態生理学に基づいた作用機序の基礎的検討」 石田 和人, 中島
宏樹, 玉越 敬悟, 高松 泰行
理学療法学 (43 No.2) pp.154-155 2016年4月

「脳梗塞モデルラットの記憶障害に対するトレッドミル運動の効果」 石田 和人, 山内 悠[嶋田], 濱川 みちる
理学療法学 (42 No.8) pp.667-668 2015年12月

「中枢神経障害に対する理学療法の効果 基礎研究からの検証」 石田 和人, 高松 泰行, 濱川 みちる, 山内 悠[嶋田], 玉越
敬悟
理学療法福岡 (No.28) pp.39-42 2015年3月

「【リラクセーションと理学療法】リラクセーションの評価」 石田 和人
理学療法 (28 No.8) pp.979-984 2011年8月

「病態モデルを用いた中枢神経障害に対する理学療法研究の動向」 石田 和人, 石田 章真, 玉越 敬悟, 濱川 みちる, 高松
泰行
理学療法学 (37 No.8) pp.650-653 2010年12月

「刺激入力の継続と脳機能再生に関する動物モデルによる研究」 石田 和人
理学療法の医学的基礎 (12 No.2) pp.15-19 2009年3月

「理学療法への挑戦、そして拡がる夢 神経系・基礎系」 石田 和人
理学療法福井 (12) pp.11-15 2008年9月

「脳の機能回復と神経可塑性」 石田和人、玉越敬悟、高松泰行
理学療法学 (40 No.8) pp.000-000-537 2013年12月

「【日常診療に求められるリハビリテーション】理学療法士が主治医に期待すること」 石田 和人
JIM: Journal of Integrated Medicine (15 No.12) pp.970-973 2005年12月

「脳科学の進歩と理学療法」 石田 和人
理療 (33 No.2) pp.37-47 2003年8月

「【古典的運動療法の再考】クラップ体操の再考」 石田 和人, 野々垣 嘉男
理学療法 (18 No.7) pp.675-679 2001年7月

「脳細胞のアポトーシス」 石田 和人
理学療法ジャーナル (35 No.2) pp.147-149 2001年2月

「病態モデルを用いた中枢神経障害に対する理学療法研究の動向」
石田和人、石田章真、玉越敬悟、濱川みちる、高松泰行
理学療法学 (37 No.8) pp.650-653 2010年4月

「【サーモグラフィは有効に使われているか】当院におけるサーモグラフィ検査の実状とリハビリテーション評価へ
の応用」 谷田 武喜, 石田 和人, 堀場 充哉
Biomedical Thermology (17 No.2) pp.153-156 1998年1月

「理学療法機器 骨塩定量器」 石田 和人
理学療法 (14 No.10) pp.817-823 1997年10月

「学習機能とリハビリテーション 学習とその障害に関する基礎 生理学の立場から」 石田 和人, 西野 仁雄
総合リハビリテーション (25 No.6) pp.503-508 1997年6月

「側彎症装具における皮膚圧の測定(第2報)名市大型装具(Boston brace type),OMC braceについて」 石井 要, 石田
和人, 松井 宣夫
日本義肢装具学会誌 (9 No.4) pp.436-440 1993年10月

「膝関節障害患者における術前呼吸循環機能の検討」
浅井友詞、野々垣嘉男、小山樹、水口静子、石田和人、堀場充哉、和田郁雄
東海スポーツ障害研究会記録集 (11) pp.16-18 1993年4月

                               4 / 6



「表面筋電図周波数分析による質的筋力評価の試み」
石田和人、小山樹、浅井友詞、水口静子、堀場充哉、野々垣嘉男、大藪直子、和田郁雄
東海スポーツ障害研究会記録集 (11) pp.12-15 1993年4月

「側彎症装具における皮膚圧の測定、第2報、―名市大型装具(Boston brace type), OMC typeについて―」
石井要、石田和人、松井宣夫、青木繁彦
日本義肢装具学会誌 (9) pp.436-440 1993年4月

「理学療法研究のための統計学講座」 石田和人
愛知県理学療法士会誌 (6) pp.48-51 1994年4月

「膝関節障害患者術前・術後の最大酸素摂取量を指標とした体力の検討」
浅井友詞、野々垣嘉男、小山樹、水口静子、石田和人、堀場充哉、和田郁雄
東海スポーツ障害研究会記録集 (12) pp.35-37 1994年4月

「理学療法研究のための統計学講座(part2) -分散分析法-」 石田和人
愛知県理学療法士会誌 (7) pp.37-41 1995年4月

「プロ投手の母趾種子骨障害に対し装具療法を試みた1症例」
浅井友詞、野々垣嘉男、谷田武喜、小山樹、水口静子、石田和人、他
東海スポーツ障害研究会記録集 (13) pp.4-6 1995年4月

「理学療法研究のための統計学講座 (part3) -ケースごとに見る統計処理の誤り集-」 石田和人
愛知県理学療法士会誌 (8) pp.28-35 1996年4月

「中間波微電流刺激」 浅井友詞、谷田武喜、小山樹、水口静子、石田和人、石井文康、堀場充哉、石川呉羽、野々垣
嘉男、和田郁雄、向井恵美子
日本物理療法学会誌 (3 No.1) pp.52-56 1996年4月

「学習とその障害に関する基礎 -生理学の立場から-」 石田和人、西野仁雄
総合リハ (25 No.6) pp.503-508 1997年4月

「リラクセーションの評価」 石田 和人
理学療法 (28 No.8) pp.979-984 2011年8月

「一次障害はどれくらい改善し、二次障害はどれくらい防いでいるのか？ 「外傷系障害領域」
～基礎研究の立場から～」 石田和人、石田章真、高松泰行
日本理学療法士協会 神経系理学療法学会誌 pp.32-38 2011年3月

「刺激入力の継続と脳機能再生に関する動物モデルによる研究.」 石田和人
理学療法の医学的基礎 (12 No.2) pp.15-19 2009年4月

「理学療法への挑戦，そして広がる夢 ―神経系・基礎系―」 石田和人
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