
 

 

01 円背姿勢を呈した腰部変形性脊椎症に対し大腰筋の筋力増強訓練により身長が向上した一例 

 

○種継真輝 1）2)、寺山佳佑 1)、正意敦士 1)、小西喜子 1)、廣田哲也 1)、泊一輝 1)、田村滋規 3) 

1)医療法人 壮成会 田村クリニック リハビリテーション科 

2)京都橘大学大学院 健康科学研究科 

3)医療法人 壮成会 田村クリニック 整形外科 

キーワード：腰部変形性脊椎症、大腰筋、身長 

 

【はじめに】 

 腰部変形性脊椎症の円背姿勢は腰椎椎間板の狭小化と脊柱伸筋群の脂肪変性および弛緩に起因する。円背姿勢

を呈した症例に対し、脊柱のアライメントの改善を目的として傍脊柱起立筋群の筋力増強訓練が一般的に行われ

ている。しかし、傍脊柱起立筋群の筋力増強訓練のみでは脊柱のアライメントの改善が得られにくい。そのため

姿勢保持に関与する筋の筋機能が必要である。大腰筋の筋力増強訓練を行ったことで、身長の向上が得られた腰

部変形性脊椎症の一例を報告する。 

【症例紹介】 

 70 歳代、女性。診断名は腰部変形性脊椎症。骨密度測定は DEXA(dual energy X-ray absorptiometry)法で若年成

人平均値 74%。20 歳時の最高身長は 150cm であった。数年前から身長の低下を感じ、腹部の圧迫感が強くなり

理学療法を開始した。 

【初期評価】 

 身長 144.5cm。徒手筋力検査(右/左)は腸腰筋 4/4 であり筋力低下を認めた。立位姿勢は胸椎が屈曲、骨盤の後

傾と前方へ変位した円背姿勢を呈していた。立位では腹部の圧迫感が強い。wall-occiput distance test(以下、WOD)

は 5cm であった。 

【理学療法】 

 壁に背中をつけた立位で、骨盤を前傾位に保持したまま股関節を 45 度までくりかえし屈曲させる大腰筋の筋

力増強訓練を行った。理学療法は 1 回 20 分間、週 2 回を 8 週間で計 16 回行った。 

【結果】 

 身長は 148.0cm。徒手筋力検査(右/左)は腸腰筋 5/5。立位姿勢は骨盤の後傾が減少し、腹部の圧迫感は軽減した。

WOD は 3cm となった。 

【考察】 

 腰部変形性脊椎症の立位姿勢は、骨盤が後傾位をとることが多い。本症例は腸腰筋の筋力低下によって骨盤を

前傾位に保持できず姿勢が不良になり、身長が低下し腹部の圧迫感を認めたと考える。小澤らは立位で骨盤を固

定した場合、大腰筋は股関節屈曲 0～15 度においては腰部脊柱を直立させ大腿骨頭が圧迫・安定し、股関節屈曲

15～45 度で脊柱が直立化すると報告している。壁に背中をつけた立位で骨盤を前傾位に保持した状態で股関節

を 45 度までくりかえし屈曲させ、大腰筋の筋力増強訓練を行った。大腰筋の収縮により骨盤を前傾位に固定し、

腰椎が伸展位を保持できるようになったため、身長が向上し腹部の圧迫感が軽減した。骨盤を前傾させて大腰筋

の筋力増強訓練を実施することは、円背姿勢を呈した腰部変形性脊椎症の患者に対し有効である。 



 

 

02 股関節伸展の拡大により立位姿勢が改善し腹部の圧迫感が軽減した脊椎圧迫骨折の一例 
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[はじめに] 

 脊椎圧迫骨折は、強い外力、骨構造の脆弱化に起因する。脊椎圧迫骨折に対する理学療法は、疼痛の緩和、脊

柱起立筋の筋力維持・強化、姿勢アライメントの改善が重要である。しかし、脊柱起立筋の筋力増強運動だけで

は姿勢の改善は得られにくい。脊椎圧迫骨折後の姿勢アライメントの不良に対し、腸腰筋のストレッチが効果的

であった一例を報告する。 

[初期評価] 

症例は 70 歳代、男性、身長 161.5cm。診断名は第 1 腰椎と第 4 腰椎の脊椎圧迫骨折。主訴は腹部の圧迫感。関節

可動域測定[右/左]は体幹屈曲 20 度/伸展-5 度、股関節伸展-5 度/-10 度、膝関節伸展-5 度/-10 度、徒手筋力検査は

体幹伸展 2 であり筋力低下を認めた。整形外科的テストはトーマステスト両側陽性。立位姿勢は頭部前方位、胸

椎屈曲位、腰椎屈曲位、骨盤後傾位、股関節屈曲位、膝関節軽度屈曲位であり、Wall occiput distance（以下：WOD）

は 7cm であった。 

[理学療法] 

腸腰筋のストレッチを 30 秒 3 セット、脊柱起立筋のリラクゼーションを実施した。 

1 回 20 分間、週に 2 回を 5 週間、計 10 回行った。 

[結果] 

関節可動域測定[右/左]は体幹屈曲 25 度/伸展 0 度、股関節伸展 0 度/-5 度、膝関節伸展 0 度/-5 度であった。整形

外科的テストは軽減を認めたが両側陽性。立位姿勢は頭部前方位、胸椎屈曲、腰椎屈曲、股関節屈曲が軽減した。

WOD は 5.5cm であった。 

[考察] 

 胸椎の後彎変形は脊椎圧迫骨折後に椎体圧潰が進行することで生じる。本症例は股関節屈曲位の姿勢の影響に

より、胸椎伸展および股関節伸展が制限され胸椎の後彎変形が増大したことで腹部が圧迫されたと考える。White

らは、脊柱屈曲・伸展の可動性は下位胸椎から腰椎の可動性に大きく依存していると報告している。腸腰筋のス

トレッチにより、股関節屈曲位の姿勢が改善し、胸・腰椎伸展の可動性が増大し腹部の圧迫感が軽減した。胸椎

の後彎が増強した症例に対し、腸腰筋のストレッチが立位姿勢の改善に効果が期待できる。 

 

 



 

 

03 病前能力の高度低下を認めた高齢脊髄損傷患者の一症例  

―早期歩行練習による動作能力への効果― 
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[はじめに] 

近年、高齢脊髄損傷者は増加しており、病前の身体機能の低下より予後不良となる症例が多いとされている。

今回、胸腰椎後方固定術後脊髄損傷症例を経験した。体幹機能向上を目的に早期から長下肢装具(以下:LLB)によ

る歩行練習を取り入れた結果、移乗自立、監視下での歩行獲得に至ったため報告する。 

[症例紹介] 

80 歳代女性。数年前より上肢機能低下が出現し後縦靭帯骨化症、頸胸椎脊柱管狭窄症と診断され頸椎椎弓形成

術施行。その後、自宅内移動は歩行器自立で独居し生活するも、近年、胸椎脊柱管狭窄症により両下肢症状が増

悪、移動困難となり Th12-L2 後方固定術施行。 

[初期評価] 

MMT は肩関節(2/2)、肘関節(3/3)、股関節(2/2)、膝関節(2/2)、体幹(2)。体幹協調性ステージⅢ、座位での体幹立

ち直り反応不十分。L2 領域以下の表在・深部感覚ともに中等度鈍麻。基本動作軽介助、移乗動作全介助、平行棒

内で起立・立位重度介助、歩行困難。 

[経過および理学療法介入] 

術後約 1 ヵ月より介入開始。下肢不全麻痺に加え上肢機能低下により支持困難で平行棒内での起立に重度介助

を要した。介入初期は全介助で両側 LLB 着用し歩行練習、ティルトテーブル上立位で傾斜角度を調節し下肢筋

力増強練習を中心に実施。その後体幹・下肢筋力の向上を認め、歩行練習の負荷量増加とともに上肢機能練習と

移乗動作を中心とした練習・指導を実施した。 

[最終評価] 

MMT は肩関節(3/3)、肘関節(4/4)、股関節(3/3)、膝関節(3/3)。体幹協調性ステージⅡ、坐位での立ち直り反応出

現。動作能力は基本動作自立となり、移乗動作はいざり動作にて自立。起立動作は物的支持にて軽介助、歩行は

ピックアップ歩行器で装具着用せず 10m 程度監視で可能。 

[考察] 

本症例は既往の脊髄損傷による病前能力低下が著明であり、機能的に予後不良と推測し、移乗動作獲得を最大

の目標とした。立位困難な患者において LLB での歩行は体幹筋力増強に有効であると報告されている。本症例

にも早期より LLB 歩行練習を頻回に実施した。結果、移乗動作自立かつ当初予測していた以上の歩行レベルで

の生活獲得に至った。LLB を使用することによって、体幹・骨盤制御がより自身に要求され、体幹筋賦活に繋が

ったと考えられる。かつ本症例は回復期リハ病棟に入院中であったため、長時間の集中的なリハが実施されてい

たことが動作獲得に有効であったと考えられる。 

[結語] 

高齢脊髄損傷患者は機能的に予後不良とされている。今回、移乗動作獲得を目標とした早期からの LLB 歩行

練習を実施し、移乗動作自立、歩行獲得に至った。 

 

 



 

 

04 術前からの歩行時痛が残存していた腰部脊柱管狭窄症の一症例 
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【はじめに】 

閉鎖神経は外閉鎖筋を貫通している解剖学的構造をしている。外閉鎖筋の過緊張は絞扼性閉鎖神経障害を引き起

こすとされている。今回、術前からの閉鎖神経絞扼障害が残存し、歩行時に大腿内側部痛を認めた腰部脊柱管狭

窄症症例の理学療法を経験したのでここに報告する。 

【症例紹介】 

70 歳代の男性である。右大腿前面、内側面のしびれと疼痛による間欠性跛行が増強し、MRI 検査にて脊柱管狭窄

症の所見があり手術目的で入院となった。手術は第 2、3 腰椎に対して片側後方椎体間固定術と第 3、4 腰椎の椎

弓切除術が施行され術後 2 日目より理学療法開始となった。 

【理学療法評価】 

膝蓋腱反射は初期評価時、左正常に対して右は減弱していたが術後 1 週時点には正常となった。その時点で大腿

前面の疼痛としびれは消失していた。大腿内側部に術前と同様の NRS で 8/10 程度の歩行時痛が残存していた。

恥骨筋、長・短内転筋、薄筋、大内転筋に圧痛と伸張痛はなく、閉鎖孔部で外閉鎖筋に強い圧痛を認めた。股関

節の内旋可動域が右 10°、左 25°であった。歩行時の大腿内側部痛は立脚初期から中期に出現し股関節の屈曲と骨

盤の右回旋が生じていた。再現痛は他動的に股関節の屈曲・内旋にて確認できた。運動療法として外閉鎖筋のリ

ラクセーションと閉鎖神経滑走訓練を行った。結果、大腿内側部痛は軽減し術後 2 週で T 字杖歩行自立となっ

た。術後 5 週目には歩行時の大腿内側部痛は消失し、股関節の内旋可動域も 30°になった。 

【考察】 

本症例は術後 1 週時点で、術前と同様、歩行時に大腿内側部痛を認めていた。大腿前面の疼痛としびれは消失し、

膝蓋腱反射は改善していた。このことから手術により神経根部での症状の改善が得られていることが考えられた。

疼痛部位が第 2、3、4腰髄節のデルマトームと不一致であることから神経根由来の疼痛でないことが考えられた。

また内転筋群の圧痛と伸張痛もみられないことから筋性の疼痛も否定された。そこで疼痛部位に一致する閉鎖神

経の障害を疑った。閉鎖神経後枝は 68.5％で外閉鎖筋を貫通する構造をしているため、外閉鎖筋の緊張による絞

扼性神経障害を引き起こすと報告されている。股関節の屈曲・内旋時には梨状筋や内閉鎖筋に比べ、外閉鎖筋が

最も伸長されるという報告もある。本症例は外閉鎖筋に著明な圧痛を認めており、外閉鎖筋が伸張される股関節

の屈曲、内旋運動を行うと閉鎖神経後枝の知覚領域に疼痛が再現された。歩行時痛が出現する立脚初期から中期

では股関節屈曲、内旋位であり再現痛が得られた肢位と一致していた。これらの所見から閉鎖神経絞扼障害を疑

い外閉鎖筋の柔軟性と閉鎖神経の滑走性改善を目的とした運動療法と大殿筋の筋力増強運動を行ったことが歩

行時の大腿内側部痛の改善に繋がったと考える。腰部脊柱管狭窄症術後に疼痛が残存する症例に対し、手術によ

る影響と理学療法によって改善した点の鑑別が重要であると考えられた。 



 

 

05 右立脚期に右下腿外側傾斜と右下腿前傾が不十分で体幹右前方傾斜と歩行速度の低下を認めた右脛骨天蓋

骨折術後の一症例 
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キーワード：脛骨天蓋骨折、下腿外側傾斜、カーフレーズ 

 

【はじめに】今回、右立脚期に右下腿外側傾斜と右下腿前傾が不十分で、右足部のけり出しが乏しく、体幹の右

前方傾斜と歩行速度の低下を認めた右脛骨天蓋骨折術後の一症例を経験した。外来での理学療法により歩行の改

善に至ったため報告する。なお、症例に発表の主旨を説明し同意を得た。 

【症例紹介】症例は６０歳代の女性で職業は清掃員であった。椅子から足を踏み外して右脛骨天蓋骨折（Ｒｕｅ

ｄｉ分類ｔｙｐｅⅢ）を受傷し、６日後に観血的骨接合術が施行された。術後８週目に全荷重開始し、自宅退院

後より外来へ移行した。主訴は「上手く歩けない」であり、１０ｍ歩行は１６．５秒を要していた。症例は職場

復帰を希望され、ニードを「歩容改善による歩行速度の向上」とした。 

【理学療法評価】歩行は右荷重応答期から右前足部回内、右後足部回外に伴う右下腿外側傾斜が乏しく、胸腰椎

移行部右側屈を認めた。加えて右足関節背屈に伴う右下腿前傾は不十分で、右股関節屈曲に伴い体幹は右前方へ

傾斜した。右立脚後期に右足関節底屈と右前足部回内による右母趾側でのけり出しがみられず、歩幅が狭小化し

ていた。 

 関節可動域測定は右足関節背屈－５°・右足部外がえし５°、徒手筋力検査は右足関節底屈２＋・右足関節背屈

３・右足部外がえし３、右下腿踵骨角０°であった。 

 問題点は、右前足部回内制限により右荷重応答期から右下腿外側傾斜が乏しく、加えて右足関節背屈可動域制

限により右下腿前傾も不十分であることから、右下肢への荷重が困難となり、代償的に体幹の右前方傾斜が生じ

たと考えた。また、右立脚中期から右腓骨筋群と右下腿三頭筋筋力低下により、右母趾側のけり出しが困難とな

った結果、歩幅の狭小化が生じたと考えた。 

【治療・結果】治療は右足部外がえしと右足関節背屈可動域練習を実施後、右腓骨筋群と右下腿三頭筋の筋力強

化を目的に母趾側荷重位でのカーフレーズをおこなった。結果、右荷重応答期から右前足部回内、右後足部回外

に伴う右下腿外側傾斜と右足関節背屈に伴う右下腿前傾が生じ、体幹の右前方傾斜は軽減した。また、右立脚後

期に右母趾側のけり出しが生じ歩幅が増大した。関節可動域測定は右足関節背屈５°・右足部外がえし１０°、徒

手筋力検査は右足関節背屈４・右足部外がえし４、右下腿踵骨角５°となった。１０ｍ歩行は１０．８秒に改善し

た。 

【考察】諸家らは、距骨下関節は回外位で踵接地した後、立脚中期まで回内しこのとき前足部回内と後足部回外

に伴って下腿外側傾斜が生じる。また、立脚中期から距骨下関節回外が開始し、足部全体を接地したままにする

際に腓骨筋群の活動により前足部が回内すると報告している。今回、右足部外がえし可動域練習と右母趾側への

荷重を促したカーフレーズによる右腓骨筋群の筋力強化により、右前足部回内、右後足部回外に伴う右下腿外側

傾斜と右足部のけり出しが生じ、歩容と歩行速度の改善に至ったと考えた。 



 

 

06 ポジショニング方法および運動負荷量の工夫により NPPV から離脱し ADL の改善が得られた一症例 

 

○川口直輝、大場寿恵、佐藤文寛、松山桂大、片山祐樹、加藤大策、池田巧 

京都第一赤十字病院リハビリテーション科部 

キーワード：NPPV、高 CO2 血症、ポジショニング 

 

【目的】 

人工呼吸器離脱困難が懸念された呼吸予備能の低い超高齢患者に対し、ポジショニング方法や運動負荷量を工夫

することで呼吸状態が改善し、NPPV からの完全離脱、ADL の改善が得られたため報告する。 

【症例紹介】 

喘息既往のある 92 歳女性。2016 年 11 月上旬より感冒を呈し咳嗽が続いていた。経口摂取はなんとか可能であっ

たが、11/13 夕食は嘔気により摂取できなかった。入所中の施設職員が SPO2 を測定したところ 70%台であり救

急要請し、酸素 10L 投与しながら当院へ搬送された。高 CO2 血症を認めており、酸素減量されるも改善に乏し

く BiPAP が開始された。11/15 理学療法を開始した。 

【経過】 

理学療法評価では、開始時より呼吸補助筋、肩甲帯や背面筋の過緊張を認め、吸気時には頸部伸展を生じ、頸部

回旋に対し被動抵抗(右＞左)を認めた。呼吸回数は 10-20 回台。シーソー呼吸を呈しており、呼吸介助を行うも

胸郭の運動はほとんど生じず一回換気量は 30～400ml 台で安定した換気は行えていなかった。理学療法として、

開始当初から呼吸筋のリラクゼーション、ストレッチに加え、換気量の増加による高 CO2 血症の改善を目的と

し端座位を行うも改善には乏しかった。また、閉塞性障害に対し気管支拡張薬の投与、および high PEEP で管理

されるも著明な改善には至らなかった。FiO2 を徐々に減量するも PCO2 の著明な増加は認めず 11/18 より BiPAP

の日中離脱を開始した。理学療法では、ファーラー肢位、前傾腹臥位にてポジショニングを行うも、吸気時の頸

部伸展や背面筋過緊張は改善を認めなかったため、起座位でのポジショニングを中心に実施し、積極的な身体活

動は控えた。11/24 頃より高 CO2 血症の改善を認めた。依然呼吸補助筋の活動は認めていたが軽減傾向で、シー

ソー呼吸、吸気時の頸部伸展、頸部回旋抵抗性は徐々に改善し、それに伴い一回換気量 400～600ml 台で安定し

た換気が可能となった。端座位、起立、歩行 Ex も進めるが、PCO2 の増加を認めず、11/30BiPAP 完全離脱が可能

となり、ADL は改善した。 

【考察】 

超高齢で呼吸予備能の低い患者が、感冒を契機に呼吸状態の悪化を来し、換気障害に加え高濃度酸素投与により

高 CO２血症を呈した。NPPV 管理を行うも改善に乏しく、換気量増加による CO2 排出を図るべく端座位を進め

るも、呼吸状態の改善は認めなかった。そこで、安楽肢位によるポジショニングを中心に進めることで呼吸努力

の軽減が図れ、換気が安定し、NPPV からの完全離脱、ADL の改善に至ったと考えられた。呼吸不全患者におい

て早期離床の重要性が提唱されているが、廃用リスクが高い患者においてもコンディショニングからの段階的な

離床が必要であることが示唆された。 

 

 

 

 

 



 

 

07 回復期病棟における慢性心不全を合併した症例に対しての取り組み 

 

○古河琢也 1)、小谷将太 1,2)、関恵美 1) 

1）京都民医連第二中央病院リハビリテーション部 

2）京都橘大学大学院健康科学研究科 

キーワード：心不全、チームアプローチ、回復期リハビリテーション 

 

【はじめに】急性期病院の在院日数短縮に伴い、回復期リハビリテーション病棟（以下：回リハ病棟）での心機

能低下した患者を受けいれる機会が増加している。今回、回リハ病棟で心機能低下が著明な症例を担当し、疾患

管理をチームアプローチで行い、心不全増悪なく退院へ至った。 

【症例紹介】心原性脳塞栓症を発症し、慢性心不全を合併した 90 歳代女性。胸部画像（CTR：72％心臓超音波検

査（EF：52％、MR・AR：高度）、左室房室肥大、心嚢水貯留あり。動作時 Stridor 著明。 

【初期評価】安静時（運動時）BP：120/60（130/70）mmHg、HR：80（120）bpm、SpO2：98（98）%、軽度右片

麻痺、粗大筋力上下肢 2、基本動作軽介助。チアノーゼ・浮腫認めず。歩行器での連続歩行距離：5m 、FIM：60

点 BUN：21.7mg/dl NT-ProBNP：3050pg/ml 

【チームでの取り決め】◇医師、看護師と安静時からの運動時の HR：30～40bpm 上昇までと決定。◇看護師に

歩行時の心電図、HR 変動を評価してもらい、その都度、チームで情報共有。◇努力性動作の軽減を図るため、

起居動作時の動作指導を本人と病棟に指導。◇起立性低血圧または臥床傾向予防のためリハビリ介入前にベッド

Tilt-up40°を徹底。◇リハビリテーションは心負荷を考慮し、食前・食後 1 時間未満、入浴前後のリハビリ介入時

間を考慮。◇作業療法と連携し、両療法で 1 日に 4 回以上の介入を実施。低負荷高頻度の介入を取り決めた。 

【経過】発症 42 日目、当院入院。歩行器歩行での歩行練習を実施。5 m ほどで心室性期外収縮、心房細動が出

現。徐々に歩行距離延長を行い、最大 20m×2 セットまで実施可能。発症 78 日目、心不全増悪となり、一般病棟

へ転棟。104 日目、回リハ病棟再入棟。短距離歩行練習より再開したが、起居、移乗動作時の Stridor は消失、心

室性期外収縮は認めなかった。歩行練習は 10m×3 セットから開始し、BP、HR を確認しつつ休憩を入れた。歩行

距離を徐々に延長し、最大 30m×5 セットまで実施可能となった。171 日目、基本動作、移乗動作自立となり退院。 

【最終評価】安静時（運動時）BP：110/60（130/70）mmHg、HR：80（110）bpm、SpO2：98（98）%、粗大筋力

上下肢 3、基本動作自立。起居・移乗動作時の Stridor 認めず。チアノーゼ・浮腫認めず。歩行器での連続歩行距

離：40m  FIM：75 点 BUN：31.3mg/dl NT-ProBNP：2411 pg/ml 

【考察】心不全患者のリハビリは他職種連携によるチームアプローチが重要とされる。今回、入院時より医師を

はじめ他職種とより詳細な介入方法を決定した。運動療法時に看護師によるリアルタイムな心電図評価とその都

度、運動強度の確認やリハ進捗状況の共有などのカンファレンスを行った。また基本動作では過負荷を避けるた

め、本人および病棟スタッフに動作指導を行った。その結果、基本動作能力向上や歩行連続距離延長に至った。

他職種で同じ情報、目標を早期から共有し、心機能低下が著明な症例であっても二次的合併症なく、退院に繋げ

られた。 

 



 

 

08 自家造血幹細胞移植後の無菌室管理中の理学療法により移植前の身体機能が維持できた症例 

 

○米澤穂波１）、吉田路子１）、宮坂淳介１）、濱田涼太１）、村尾昌信１）、南角学１） 

１）京都大学医学部附属病院リハビリテーション部 

キーワード：自家造血幹細胞移植、多発性骨髄腫、無菌室管理 

 

【目的】 

造血幹細胞移植では、活動範囲の狭小化や移植関連合併症により身体活動が著しく制限される。井上らによると、

無菌室管理期間中においては長期間の安静により重度の廃用症候群を生じる危険性が特に高いとされている。今

回、自家造血幹細胞移植（PBSCT）後の無菌室管理期間中に理学療法（PT）を行った結果、移植後に身体機能を

維持できた症例を経験したので報告する。 

【方法】 

症例は多発性骨髄腫を呈した 48 歳の女性である。7 年前に診断を受け、化学療法を施行するも完解に至らなかっ

た。今回 PBSCT を目的に当院血液腫瘍内科へ入院し、PT の介入は移植 24 日前の再寛解導入療法開始時期より

実施した。PT 内容は、①筋力トレーニング、②バランス練習、③歩行練習、④自主トレーニング指導であり、1

日 20 分、週 5 日行った。評価時期は、移植前（移植 3 日前：pre）と、無菌室管理後（移植 21 日後：post）に実

施した。評価項目は、体組成、膝関節伸展筋力、30 秒椅子立ち上がりテスト（CS-30）、10ｍ歩行テスト（10MWT）、

6 分間歩行距離（6MWD）であった。体組成は InBody770（InBody 社製）を使用し、体重、体脂肪率、筋肉量を

測定した。膝関節伸展筋力は IsoforceGT330（オージー技研社製）を使用して測定し、トルク体重比（Nm/kg）に

て算出した。 

【結果】 

本症例の治療経過を示す。移植 2 日前に前処置を行い、PBSCT を施行した。移植 19 日後に生着と診断され、28

日後に自宅退院となった。移植後の有害事象としては、食欲低下、下痢、発熱性好中球減少症を認めた。無菌室

管理中の PT 実施回数は、合計 13 回（実施率 100%）であった。 

以下に、評価結果と各項目の変化率（⊿）を示す。体重は pre49.9kg-post50.6kg,⊿1.5％、体脂肪率は pre33.5％-

post31.1 ％ ,⊿-7.2 ％ 、 筋 肉 量 は pre31.1kg-post32.7kg,⊿5.1 ％ 、 膝 関 節 伸 展 筋 力 は Rt:pre2.32Nm/kg-

post2.52Nm/kg,⊿8.6％、Lt:pre2.12Nm/kg-post2.16Nm/kg,⊿1.9％、CS-30 は pre17 回-post23 回,⊿35.3％、10MWT は

pre4.68 秒-post4.05 秒,⊿-13.5％、6MWD は pre558m-post516m,⊿-7.5％であった。 

【考察】 

本症例は、移植後に顕著な身体機能の低下を認めず維持ができていた。PBSCT は他の移植方法と比べると有害事

象が少ない移植方法である。本症例は急性 GVHD や副作用の影響が少なく、無菌室管理中の血球減少期や副作

用が出現しやすい時期においても 100％という高い実施率にて PT が実施できたため、廃用症候群の進行を最小

限に留めることができたと考えられる。また、当院では病棟全体が無菌室管理のため、その環境を生かして自主

トレーニングとして歩行練習を指導することで日中活動量を維持させ PT 時間内では筋力トレーニングを中心に

実施することができた。その結果、筋肉量や膝関節伸展筋力を維持し CS-30 や 10MWT などの下肢を中心とした

運動機能を向上させることができたと考えられる。 

 

 

 



 

 

09 栄養状態と運動負荷を考慮して理学療法を実施し独歩で自宅退院に至った直腸癌の一症例 

 

○加藤 昌暉 1)、大場 寿恵 1)、佐藤 文寛 1)、松山 桂大 1)、片山 裕樹 1)、川口 直輝 1)、榎本 卓真 1)、 

加藤 大策 1)、野呂 絵美子 1)、黒木 槙子 2) 池田 巧 1) 

京都第一赤十字病院リハビリテーション科部、2)京都第一赤十字病院栄養課 

キーワード：低栄養、運動負荷、悪液質 

 

[はじめに]近年、リハビリテーションにおいても栄養が注目されるようになり、重要性について様々な研究報告

がされている。今回、直腸癌による腸閉塞、虚血性腸炎のためにストマ造設術を施行した症例に対し、術後から

栄養状態を考慮しながら理学療法を行い、独歩にて自宅退院された症例について報告する。 

[症例紹介]患者は 40 歳代女性。入院前は独歩、ADL 自立。腹痛を自覚し他院で S 状結腸穿孔を疑われ当院紹介

受診した。入院時の身長 161.2cm、体重 46.2kg、BMI17.78。血液生化学検査より Alb1.5g/dl、リンパ球数（以下

TLC）288µL、T-cho42mg/dl、CONUT 値 12 点（高度栄養障害）、CRP1.10mg/dl。直腸癌による穿孔、腸閉塞及び

虚血性腸炎に対して、横行結腸でストマ造設術を施行された。術後挿管により人工呼吸器管理であったが、術後

第 2 病日に抜管するも CO2 貯留著明により再挿管された。入院時から低栄養が著明であり ADL が低下していた

ため、術後第 4 病日から理学療法を開始した。 

[経過]術後より NST 介入し PPN から第 2 病日に TPN に変更。必要栄養量は 500～1200kcal に設定し緩徐に増量

していく方針であった。初回評価は JCSⅠ-3、挿管し人工呼吸器管理。ADL 全介助。術後 2 週目、抜管後に座位

～立位 ex 実施した。呼吸状態悪化し酸素化不良となり再挿管された。呼吸状態安定し 3 日後に抜管、T-ピースに

変更した。運動負荷 1.0～1.2METs（低負荷）の ADLex を実施し座位保持可能、立位は腋窩介助で可能となる。

必要栄養量 1700kcal に変更された。術後 3 週目、Alb2.4g/dl、TLC860µL、T-cho195mg/dl、COUNT 値 8 点（中等

度栄養障害）、CRP0.09mg/dl。TPN と嚥下食 1 度開始となる。運動負荷 2.0METs の歩行練習を開始した。術後 4

週目、監視下で歩行可能、起立や起き上がり動作は介助必要であった。術後 5 週目に嚥下食 3 度（主食全粥）に

変更し嚥下 Ns より直接訓練開始し投与栄養量は経口 1200kcal、TPN420kcal。必要栄養量 1711kcal に変更。運動

負荷 3.0METs に増加し筋力強化や段差昇降練習を実施。術後 7 週目、3 食ミキサー食、柔らか食へ食形態を変更。

ADL は修正自立に改善術後 8 週目に常食に変更した。最終評価では Alb2.9g/dl、TLC838µL、T-cho199mg/dl、

CONUT 値 6 点（中等度栄養障害）CRP0.04mg/dl。下肢筋力 MMT4、ADL 自立可能。歩行は独歩自立可能。自宅

退院に至った。 

[考察]本症例は腸閉塞、癌関連の体重減少である悪液質状態に加え、術後の絶食により低栄養状態を認めた。低

栄養状態では褥瘡形成や浮腫、胸水貯留のリスクが高まるため早期離床を進めなければならない。手術侵襲によ

る蛋白異化亢進状態、CRP3.0mg/dl 以上の高炎症状態では創傷治癒に優先的に栄養を消費するため蛋白質の同化

が進まないとされている。本症例は日常生活程度の活動を行いながら栄養療法を進め、運動負荷を設定する必要

があった。廃用リスクを考慮しながらも、血液データや栄養状態を評価し、運動負荷量を設定した理学療法を実

施したことで独歩での自宅退院に至ったと考える。本症例を通じて低栄養患者のリハビリでは NST と連携し栄

養状態を評価しながら運動負荷を調整し、リハビリを進めていく必要性が示された。 



 

 

10 定量負荷を用いた上肢・下肢エルゴ運動における呼吸循環応答の差異 

 

○1)和田寛生 2)堀江淳 2)白岩加代 1,3）窓場勝之  

1)京都博愛会病院、2)京都橘大学健康科学部、3)京都橘大学大学院健康科学研究科 

キーワード：呼気ガス分析装置，定量負荷，上肢エルゴメーター 

 

[目的] 

リハビリテーションの運動療法として自転車エルゴメーターを選択する機会が少なくない。しかし、下肢での

運動が制限される場合、代替運動を上肢に求められることもしばしば経験する。先行研究では上肢また下肢での

単一運動を同一条件で呼吸循環応答について比較したものはなかった。 

そこで、今回若年健常者を対象に定量負荷における上下肢運動の呼吸循環応答の差異につい検討することにした。 

[方法] 

対象者は、呼吸器疾患に既往のない若年健常男性 20 名とした。 

測定指標について、エネルギー代謝の指標は、酸素摂取量(以下:VO2)、二酸化炭素排出(以下:CO2)、呼吸能の指

標は、呼吸数(以下:RR)、分時換気量(以下:VE)、酸素換気当量(以下:VE/VO2)、二酸化炭素換気当量(以下:VE/VCO2)、

循環能の指標は、心拍数(以下:HR)、酸素脈(以下:VO2/HR)とした。自覚症状として、息切れ感、上下肢の疲労感

とした。 

測定使用機器は、上肢エルゴメーター(UPPER BODY CYCLE BIODEX 社製)、下肢運動は自転車エルゴメータ

ー(AEROBIKE 75XLⅢ COMBI 社製)を用いた。運動中は、呼気ガス分析装置 AE-310s(ミナト医科学社製)、モニ

ター心電図(DS-7520 フクダ電子社製)を用い、呼吸代謝の測定は、Breath by Breath 法にて行った。 

測定手順として運動のプロトコールは、上肢または下肢運動ともに坐位での３分間の安静、ウォーミングアップ

２分間、上肢または下肢運動を 10 分間、クールダウンを２分間とした。負荷設定は、定量負荷とし、上肢および

下肢運動とも 50 ワット、回転数 60 回/min を維持するように指示した。上肢・下肢運動は、それぞれ別日に実施

し、各測定の間は 1 週間以上のインターバルを設け、測定は安静３分後の測定値を安静時データ、運動直後を運

動終了時データとした。 

主観的運動強度の測定は、修正ボルグスケールを用い、息切れ感、上肢または下肢の疲労感を聴取した。 

 安静時・運動終了後データにおける上・下肢運動それぞれの測定指標の比較は、対応のあるｔ検定を用いて分

析した。なお、統計学的有意水準は 5％とし、統計解析ソフトには、SPSSver19.0(IBM 社製)を使用した。 

[結果] 

上肢および下肢運動前後の比較をした。一回当たりの換気における酸素摂取量、二酸化炭素排出量に有意な差

は認められなかった。また、酸素脈においては上肢運動が低値を示す結果となった（VO2/HR：上肢 7.9±1.6ml/beat

下肢 9.4±1.4ml/beat）。その他測定項目では、上肢エルゴ運動が有意に高い値となった。（HR：上肢 122.9±18.9beat/min

下肢 105.3±9.1beat/min VE：上肢 30.6±4.3l/min 下肢 26.8±4.6l/min RR：上肢 26.8±4.6n/min 下肢 23.6±4.9n/min 

VE/VO2：上肢 32.0±3.1l/min 下肢 27.3±2.5l/min VE/VCO2：上肢 32.6±2.5l/min 下肢 29.5±2.5l/min） 

[考察] 

測定結果から、上肢運動で心拍数、呼吸数が有意に高値を示し、下肢運動と比較しより循環能に大きな負荷を 

与えることが示唆された。これにより、選択的に循環能に負荷を与えることができるため心肺機能の向上を目 

的としたトレーニングを行う場合に上肢での運動を推奨する。加えて運動中の呼吸能、循環能、主観的運動強 

度が異なることが示されたため、目的に応じて運動課題の選択を行う必要性を認識できた。 

 



 

 

11 左内頚動脈閉塞に伴う重度脳卒中患者に対する急性期理学療法 

－急性期より長下肢装具を利用した訓練の経験から－ 

 

○岡本真衣 1)、髙橋慎太郎 1)、大倉一紀 1) 

1)京都岡本記念病院 

キーワード：急性期理学療法、姿勢定位障害、KAFO 

 

【はじめに】 

 急性期脳卒中患者に対する理学療法は早期から積極的な介入が求められる。重症脳卒中患者の急性期に関して

は意識障害に加え姿勢定位障害や半側空間無視等が顕著に出現していることが多い。能動的な理学療法が展開出

来ない中での工夫が求められると感じている。今回、左アテローム血栓性脳梗塞により右重度麻痺、姿勢定位障

害、右半側空間無視を呈した症例に対して急性期から比較的良好な結果が得られたために報告する。 

【症例紹介】 

 病前 ADL が自立した 70 歳代男性。本年 6 月某日起床時に右下肢脱力を自覚し当院へ搬送され、MRA にて左

内頚動脈閉塞を認めた。その後 t-PA 静注療法、血管内ステント留置術施行するも左内頚動脈の狭窄は残存した。

結果左半球に散在する脳梗塞を形成した。入院翌日より理学療法介入し初回評価は、GCS(E3V1M6)、感覚は精査

困難であるも痛覚刺激に対する反応は乏しかった。麻痺は BRS 上肢・手指・下肢共にⅠ、筋緊張は MAS0。座位

にて左上肢で強く座面を麻痺側へ押し付ける反応があり、SCP 座位 3 と重度の姿勢定位障害を認めた。眼球、頸

部共に左空間を注視している状態で右半側空間無視が疑われた。ADL は全介助の状態であり FIM は 18 点であっ

た。 

【介入及び経過】 

 2 病日目より介入したが、意識障害や全身管理のため 5 病日目までは廃用予防を主とした介入であった。徐々

に離床時間を延長すると共に KAFO を利用した立位・歩行訓練を実施した。その際に鏡での視覚フィードバック

の利用と家族からの誘導により正中を意識してもらうことを心がけた。動作時の非麻痺側上肢による押し付けに

関しては把持物の工夫や家族様の手を握るなどして、症状の抑制を図った。約 35 病日目の最終評価は

GCS(E4VAM6)で理解力の向上があった。BRS 上肢・手指Ⅰ下肢Ⅱと下肢麻痺改善。SCP 座位 0.75 立位 1.75 と姿

勢定位障害の改善をみとめ、麻痺側膝のロックなしにもコントロールが可能となり、タマラック継手付き SHB で

歩行が軽介助で可能となった。45 病日目に回復期リハビリテーション病院へ転院となった。 

【考察】 

急性期における脳の局所的な変化として脳浮腫やダイアスキシスの影響により、病巣から考えられる症状よりも

重度に出現することがある。本症例に生じている右半側空間無視や姿勢定位障害は急性期における全般的な症状

と捉え予後は良好と考えた。急性期では症状を助長しないような介入のもと廃用を最小限に抑えるアプローチが

必要である。吉尾によると、半球間抑制の是正や姿勢定位障害に対する介入として KAFO を利用した麻痺側下肢

の支持性管理と感覚入力のマッチングによって改善させることが出来ると述べている。受動的介入ではあったが

急性期から積極的に立位、歩行訓練を実施したことで廃用を抑え、姿勢定位障害の残存を防ぎ、円滑に回復期リ

ハへ移行することが出来たと考える。 

 

 

 



 

 

12 慢性期脳卒中患者に対する HONDA 歩行アシストの効果 

 

○髙橋慎太郎 1)、岡本真衣１)、大倉一紀１)、髙橋守正１) 

１)京都岡本記念病院 

キーワード：HONDA 歩行アシスト、リハビリテーションロボット、慢性期脳卒中 

 

[はじめに] 

今回、発症から 6 年経過した右被殻出血患者に対して本田技研工業製 HONDA 歩行アシスト(以下歩行アシスト)

を使用し歩行速度、歩容の改善を認めたため報告する。 

[症例紹介] 

2011 年に右被殻出血を発症した 60 歳代男性。当院急性期から回復期リハビリテーション(以下リハ)病棟を経て

約半年間入院した後に自宅退院される。その後外来にて 2 週に 1 回/2 単位の頻度にてリハを継続していた。屋内

ADL は独歩にて自立、屋外は杖と Gait Solution Design(以下 GSD)使用して自立、軽度分回しでの遊脚であり、そ

の際の体幹伸展代償を認める。立脚期は倒立振り子運動が減少し股関節の屈曲を認める。非麻痺側の初期接地は

足底接地である。理学療法評価は運動麻痺 Stroke Impairment Assessment Set 運動項目にて左上肢(1-0)左下肢(3-2-

2)、筋緊張は Modified Ashworth Scale 上肢 2 下肢 2 で著名な足部クローヌスを認めていた。2013 年よりボトック

ス治療を開始。左半身に異常知覚の自覚はあるも感覚鈍麻はなし。Functional Independence Measure(以下 FIM)123

点。リハ継続目的は筋緊張の緩和と歩行実用性の向上である。 

[方法] 

2 ヵ月間歩行アシストを用いた訓練を実施。週に 2 回/2 単位ずつに頻度を増加して実施。 

追従モード使用トルク(右/左[Nm])：屈曲 3/4 伸展 4/3、ステップモード使用トルク：右ステップ屈曲 4 伸展 4 を

利用した。追従モードでは連続歩行 10 分を 2 回、ステップモードは重複歩と単歩を反復して実施した。歩行ア

シスト導入前後での①麻痺機能②筋緊張③10ｍ歩行④最大股関節屈曲伸展角度、挟角⑤動画による歩行観察を評

価した。 

[結果] 

麻痺機能、筋緊張に変化なし。10ｍ歩行速度は導入前 22.46 秒、歩行率 1.2 歩/sec。導入後 15.9 秒、歩行率 1.4 歩

/sec。最大股関節屈曲伸展角度及び挟角(右/左[°])は屈曲導入前 35/12 導入後 32.7/12.6、伸展導入前 6.3/2.3 導入後

13.2/5.2、挟角導入前 37.8/18.3 導入後 37.8/25.8 であった。動画観察では麻痺側分回しの修正と非麻痺側踵接地の

安定が認められた。 

[考察] 

機能面の変化がないにも関わらず、歩行速度と歩容において著名な改善が得られた。歩行アシストについて大畑

は股関節運動の誘導により倒立振り子運動を改善させ歩行の左右対称性を改善する効果があると述べている。本

症例は股関節角度の変化から非麻痺側の後歩幅の増大、それに伴う麻痺側足部移動距離の増加により左挟角(歩

幅)が増大した。左右ともに倒立振り子運動が改善されたことにより速度や歩容の改善に繋がったと考える。今後

は歩行アシスト終了後も継続した効果が持続するかの長期的効果についても検討していきたいと考える。 

 

 

 

 

 



 

 

13 慢性期脳卒中患者に対する促通反復療法の効果  

－歩行解析装置・表面筋電図を用いての検討－ 

 

○葛形美紗智（PT）１）木谷圭佑（OT）1）益田賢太朗（PT）2）上田聖（MD）1） 

1）御所南リハビリテーションクリニック 2）京都大原記念病院 

キーワード：脳卒中 促通反復療法 表面筋電図 

 

【目的】 

促通反復療法は、脳卒中治療ガイドライン 2015 においてグレード B であり、その効果は慢性期の脳卒中におい

ても従来の神経筋促通法と比較し、優位な改善が見られている。今回、下肢に対しての促通反復療法を実施する

機会を得て、歩行解析・表面筋電図を用いての評価を実施し、変化がみられたため報告する。 

【症例】 

50 代女性、脳梗塞（罹患期間：6 年 3 ヶ月）右片麻痺。Brunnstrom stage 上肢-Ⅴ、手指-Ⅳ、下肢-Ⅳ。日常生活活

動は Functional Independence Measure（以下 FIM）にて運動項目 88 点（歩行 6 点・階段 6 点）、認知項目 35 点。

歩行は短下肢装具（ゲイトソリューションデザイン）にて屋外歩行自立も、立脚中期でのロッキングと分回し歩

行出現。リハビリテーションの機会は週 1 回の訪問リハビリテーションを実施。 

【経過】 

X 年 Y 月：脳梗塞発症 

X 年＋4 年 4 ヶ月後：促通反復療法パス実施。当院利用前後での FIM の変化なし。 

【方法】 

 Fugl-Meyer Assessment（以下 FMA）、10ｍ歩行。フォースプレート（ Win FDM zebris 社）を用いて歩行解析を

行い、同時に大殿筋・内側広筋・ハムストリングス・前脛骨筋・腓腹筋外側頭の表面筋電図（EMG-DAB-8 zebris

社）を用いて計測し初回日と最終日にて比較する。なお、対象に対して研究目的の説明・同意を得て実施した。 

【訓練内容】 

1 日 2 時間、週 5 日を 4 週間（初回・最終日は評価、計 38 時間のリハビリテーション）。体幹回旋、股関節屈伸、

股関節屈曲-内転-内旋⇔伸展-外転-外旋、膝関節屈伸、足関節背屈、歩行パターンの中殿筋・大殿筋・腸腰筋の促

通を実施。 

【結果】 

FMA：81/100 点→85 点（A：29→31 点、E：21→23 点）、10ｍ歩行 9.1 秒・19 歩→7.4 秒・17 歩。 

 歩行解析より、ステップ長 27±1cm/17±1cm→41±3cm/35±3cm、荷重応答期 22.1±1.4％/23.3±1.4％→25.6±1.4％

/22.9±1.4％、ケーデンス 69±2→40±2。歩行重心ライン 198±6mm/180±13mm→220±2mm/205±4mm。バタフライ軌

跡の交点位置の統一性が見られた。 

 表面筋電図より、左前脛骨筋・右下腿三頭筋の過剰収縮抑制、左前脛骨筋・下腿三頭筋の協調性の改善、右大

殿筋の出力向上が見られた。 

【考察】 

促通反復療法を実施したことで、目標の神経路に選択的興奮を起こせ運動性下行路の強化が行え、目標とする運

動のレベルを高めることが出来た。その為、協調性の改善、運動速度の向上、歩行効率の向上、筋出力の改善が

見られた。運動パターンの反復により、主動筋の賦活と拮抗筋の抑制、屈伸・外内転等の切り替えにおける協調

性について再学習を促すことができたと考える。 

 



 

 

14 視空間認知障害を呈し，歩行自立に難渋した症例 

 

○橘愛華１）、山崎寛１） 

１）京都民医連中央病院 

キーワード：左片麻痺・視空間認知障害・姿勢修正 

 

【はじめに】今回，右心原性脳梗塞により左片麻痺・視空間認知障害を呈した症例を担当した．体性感覚を利用

した姿勢修正を実施し，杖歩行自立レベルに至ったため報告する． 

【症例紹介】疾患名：右心原性脳梗塞（右中大脳動脈末梢の梗塞）．基本情報：70 歳代，女性，153cm，75kg．現

病歴：X 年 Y 月右心原性脳梗塞発症し急性期病院入院．Y＋4 週当院入院．既往歴：心房細動，心不全，両変形

性膝関節症（左優位）．生活状況：独居．買い物以外の日常生活は自立． 

【初期評価】麻痺：左 Brunnstrom recovery stage（以下，BRS）上肢Ⅳ－手指Ⅰ－下肢Ⅴ．筋緊張：両腹斜筋低下．

左脊柱起立筋亢進．動作時左下腿三頭筋亢進．筋出力：体幹 2，右上下肢 5，左上下肢 3～4．感覚：表在感覚左

上下肢軽度鈍麻，深部感覚左上下肢中等度鈍麻．立位姿勢：頸部軽度左側屈位，左肩甲帯下制．体幹軽度左側屈．

骨盤前傾・左後方回旋位．左股関節外旋，左膝関節屈曲・内反位．歩行動作：T 字杖軽介助．ワイドベース歩行．

左荷重応答期～立脚中期で lateral thrust 出現．左立脚中～後期で左骨盤挙上・後方回旋，左遊脚期で左すり足出

現． 

10m 歩行：27.4 秒．BBS：39 点．高次脳機能：視空間認知障害，注意障害を認め，時計描写では数字の間隔がば

らばらとなる． 

【理学療法アプローチ】神経筋促通運動，荷重練習，動的バランス練習実施．適宜体幹正中位へ修正．入院 8 週

目より体性感覚を利用した姿勢修正方法へ変更．今回は姿勢偏移を体性感覚から知覚するため，壁に身体側面を

向けた状態で座位・立位保持，起立動作練習を実施． 

【最終評価】変更点のみ記載．麻痺：左 BRS 手指Ⅳ．筋出力：体幹 3．感覚：表在感覚鈍麻なし，深部感覚左上

下肢軽度鈍麻．立位姿勢：頸部左側屈位，左肩甲帯下制，体幹左側屈は初期評価時より改善．歩行動作：T 字杖

自立．ワイドベース歩行・左遊脚期でのすり足消失．左荷重応答期～立脚中期での lateral thrust 軽減．左立脚中

～後期にかけての左挙上・骨盤後方回旋軽減．10m 歩行：11.3 秒．BBS：46 点 

【考察】本症例は麻痺側肩甲帯～体幹の低緊張・低出力，左優位の変形性膝関節症による内反変形から姿勢の崩

れを認め，さらに視空間認知障害により正中軸の偏位が生じていた．これらにより動的バランス能力が低下し，

歩行時に介助を要していた．當山らは視空間認知障害と自覚的視覚的垂直判断（以下，Subject Visual Verticality；

SVV）の偏位は密接な関連があると報告している．本症例では視空間認知障害の影響により SVV の偏位が生じ

ていることが推測される．よって視覚的な姿勢修正よりも体性感覚を利用することが有効と考えた．体性感覚を

利用した姿勢修正を実施したことで自己身体軸の偏位に対する認識が向上したと考えられる．これに加え，体幹・

肩甲帯周囲筋や膝関節中心とした神経筋促通運動や動的バランス練習を継続して実施したことで，歩行の安定性

が向上し，歩行自立レベルに至ったと考える． 

 

 

 

 

 



 

 

15 肩関節挙上時の肩甲骨の異常なアライメントにより 

 

○小西 喜子 1) 寺山 佳佑 1) 正意 敦士 1) 種継 真輝 1)2) 廣田 哲也 1) 泊 一輝 1） 田村 滋規 3) 

1)医療法人壮成会田村クリニック リハビリテーション科   2)京都橘大学院 健康科学研究科 

3)医療法人壮成会田村クリニック 整形外科 

キーワード：肩甲骨、ブロック動作、肩峰下滑液包炎 

 

【はじめに】 

肩関節挙上位での動作において肩甲骨の異常なアライメントや肩甲上腕リズムの破綻により肩峰下滑液包炎を

発症する。肩関節挙上は肩甲骨後傾・上方回旋・外旋が必要である。肩甲骨の運動障害に関与する筋を特定し、

選択的に筋力増強運動をすることが重要である。ブロック動作時の肩関節痛に対し僧帽筋の筋力増強運動を実施

したことで疼痛が軽減した肩峰下滑液包炎の一例を報告する。 

【初期評価】 

症例は 40 代、女性。診断名は右肩峰下滑液包炎。現病歴は去年 9 月下旬にバレーボール中に右肩の疼痛が生じ

当院へ受診し、理学療法を開始した。主訴は、バレーボールでブロックをした時に肩が痛い。ブロック動作時の

疼痛は Numerical Rating Scale（以下:NRS）で 7 であった。視診では挙上 120°位で肩甲骨アライメントは外転位で

あった。Kibler 肩甲骨外側スライドテスト（以下:LSST）は、Kibler ポジション 3 右側 14cm 左側 12cm であった。

徒手筋力テスト（以下:MMT）は、肩甲骨内転右 3 左 5、下制・内転右 3 左 5 であった。 

【理学療法】 

開始肢位は腹臥位、僧帽筋中部線維では右肩関節外転 90°位、肘関節屈曲位とし手先は床に垂らした状態で肩甲

骨を内転させる反復運動を行った。僧帽筋下部線維では右肩関節外転 120°とし、肩甲骨の内転・下制の方向へ反

復させた。筋力増強運動は自動介助運動と最終域での等尺性収縮を行った。肩甲骨周囲筋の協調性の向上を目的

に、立位右肩屈曲 90°・120°でボールを壁に押し付ける push 動作をそれぞれ行った。理学療法は 1 回 20 分、週 3

回を計 9 回実施した。 

【結果】 

ブロック動作時の NRS は 3 であった。視診では挙上 120°位で肩甲骨アライメントは外転が減少していた。LSST

は Kibler ポジション 3 右側 12cm 左側 12cm であった。MMT は肩甲骨内転右 5、内転・下制右 5 であった。 

【考察】 

 バレーボールにおける肩関節の障害には肩甲胸郭関節の機能障害が関与する。本症例のブロック動作時の疼痛

の原因は、肩関節挙上 120°位での異常な肩甲骨のアライメントが生じ、肩甲上腕関節が不安定な状態のままボー

ルを受けたため、肩峰下圧が上昇し疼痛が発生したと考える。福島らは、肩関節外転では僧帽筋中部線維と下部

線維が共同し肩甲骨内側縁を脊柱方向に傾斜させ肩甲骨を上方回旋させると報告している。僧帽筋中部線維と下

部線維の筋力増強運動を実施したことで、肩甲骨の異常なアライメントが改善し肩甲上腕関節が安定した状態で

ボールを受けることができ、疼痛が軽減した。ブロック動作時の肩関節痛が生じた肩包下滑液包炎の症例に対し、

僧帽筋の筋力増強運動が効果的である。 



 

 

16 肩峰下滑液包の癒着に対し超音波療法とストレッチングを併用したことで結帯動作の改善を認めた凍結肩

の一例 

 

○泊一輝 1)、寺山佳佑 1)、正意敦士 1)、小西喜子 1)、廣田哲也 1)、種継真輝 1) 2)、田村滋規 3) 

1)医療法人 壮成会 田村クリニック リハビリテーション科 

2)京都橘大学大学院 健康科学研究科 

3)医療法人 壮成会 田村クリニック 整形外科 

キーワード：凍結肩、肩峰下滑液包、超音波 

 

【はじめに】 

凍結肩の関節拘縮の主な原因は、腱板疎部、肩峰下滑液包（以下、subacromial bursa：SAB）、烏口上腕靭帯の癒

着が挙げられる。これらの原因によって長期にわたり日常生活動作が制限される。そのため、可動域制限の原因

を特定し、円滑に理学療法を実施することが重要である。SAB の癒着に対し超音波療法とストレッチングを併用

した結果、結帯動作の改善を認めた凍結肩の一例を報告する。 

【症例紹介】 

症例は 50 代後半、女性、診断名は右凍結肩。主訴は手を後ろに回すと肩の前が突っ張る。初診時、肩峰下滑液包

にステロイド注射を施行した。肩関節の可動域制限および疼痛が残存したため理学療法を開始した。 

【現症】 

関節可動域検査（以下、Range of motion test：ROM-T）〔右/左〕は肩関節伸展 40°/50°、伸展 40°位内転 5°/20°、結

帯動作は第 3 腰椎レベルであった。結帯動作時に肩関節の前方に伸張感を自覚した。 

【理学療法】 

超音波療法は肩関節の上方から SAB へ照射し、肩関節伸展位内転でのストレッチングを併用した。超音波療法

の設定は、3MHz、100%、0.5W/cm2、5 分間とした。理学療法は 14 日間で計 4 回実施した。 

【結果】 

ROM-T は右肩関節伸展 50°、伸展 40°位内転 20°、結帯動作は第 11 胸椎レベルであり、改善を認めた。結帯動作

時の肩関節の前方の伸張感は軽減した。 

【考察】 

結帯動作は肩関節伸展・内転・内旋の複合運動である。本症例は SAB の癒着により、肩関節伸展位内転が制限さ

れ、結帯動作が困難になっていたと考える。Ide らは石灰沈着性腱板炎および腱板完全断裂を除外した肩関節拘

縮に対し肩峰下滑液包鏡を実施し、SAB の瘢痕化組織を認めたと報告している。SAB の癒着を軟化させるため

超音波療法を実施しながら、肩関節伸展位内転でのストレッチングを行ったことで、SAB の癒着が改善し可動域

が拡大した。SAB の癒着に対し、超音波療法とストレッチングを併用することは肩関節伸展位内転の可動域の改

善が期待でき、結帯動作の制限に有効である。 

 

 



 

 

17 左人工股関節全置換術後患者のしゃがみ込み動作に着目して 

 

○新井航 1)、井上翔太 1)、辻智香子 1) 

1) 京都武田病院 

キーワード：しゃがみ込み、荷重偏位、THA 術後 

 

【はじめに】今回,左人工股関節全置換術(以下 THA)術後の症例を担当した.術後,プロトコール通り歩行や ADL 動

作は概ね獲得できた.しかし,しゃがみ込み動作においては非術側に荷重偏位しており,物的介助なしでは動作の遂

行が困難な状態であった.そこで術側下肢の参加率向上を目的にアプローチを行った結果,しゃがみ込み動作の改

善につながった症例の報告を行う. 

【症例紹介】50 代,女性.2 年前から左股関節痛を自覚するようになり左変形性股関節症(以下 股 OA)と診断され,

平成 X 年,当院にて左 THA を施行.職業は保育士であり,日常的にしゃがみ込み動作を行う必要があった. 

【理学療法経過】 

【初期評価(術後 1～2 病日)】 

疼痛(NRS)術創部に荷重時 5/10、MMT(右/左)大殿筋 5/3 中殿筋 5/3 大腿四頭筋 5/4、ROM-t(右/左)股関節屈曲

110°/90°、伸展 15°/5° 外転 30°/15°内転 15°/10°、外旋 40°/15° 内旋 40°/40°、荷重量(右/左)静止立位:30kg/15kg、ス

クワット:荷重時痛のため計測困難 

【経過】疼痛の軽減に伴い術側股関節の可動域・筋力向上を認めたが,しゃがみ込み動作の非術側への荷重偏位は

残存した.そこで,術後 7 病日より理学療法を再考し,術側下肢への参加を促す目的で鏡・体重計を使用した反復動

作練習を追加した.その結果,13 病日で支持物無しでのしゃがみ込み動作が可能となり,術後 18 病日で退院となっ

た. 

【最終評価(術後 17～18 病日)】疼痛(NRS)術創部に荷重時 0/10、MMT 大殿筋 5/5 中殿筋 5/5 大腿四頭筋 5/5、

ROM-t(右/左)股関節屈曲 110°/100°、伸展 15°/10° 外転 30°/25°内転 15°/15°、外旋 40°/35° 内旋 40°/40°、荷重量(右

/左)静止立位:23kg/22kg、スクワット:25～27kg/18～20kg 

【考察】本症例は,しゃがみ込み動作の獲得が命題であった.経過の中で術側股関節可動域の改善,術側下肢筋力の

向上を認めたが,しゃがみ込みにおいては非術側へ荷重偏位した動作を呈しており,その事に対する気づきにも乏

しい様子であった.そこで,術側下肢の参加を促し修正した姿勢で動作練習を実施できるようプログラムを再考し

た.その結果,しゃがみ込み時の荷重偏位に対して軽減が図られた.股 OA 患者は長期間の疼痛により患側股関節周

囲の固有感覚が低下し,身体図式の崩れが生じると報告されている.本症例も,長期間にわたる患側股関節痛により

同部の固有感覚が低下し,荷重偏位への気づきの欠如につながっていたと考える.これに対して鏡・体重計を用い

たことが偏位に対する気づきのきっかけとなり,動作時の姿勢の修正につながったと考える.また修正された姿勢

での反復動作練習により感覚入力が促進され,身体図式の再学習や動的場面での術側下肢筋力の向上が図られ,そ

れらが動作パターンの改善に繋がったと考える. 

【まとめ】非術側へ荷重偏位した動作を呈する患者に対して,荷重感覚へのアプローチも考慮に入れて理学療法

を行っていく必要性を学んだ. 



 

 

18 左大腿骨転子部骨折により患側荷重・立位バランス能力の低下をきたした症例 

 

○中嶋清人 梅津俊介 辰巳泰浩 

宇治徳洲会病院 

キーワード：転子部骨折 立位姿勢 荷重 

 

【はじめに】今回、自宅での転倒により左大腿骨転子部骨折、及び左橈骨遠位端骨折を受傷し歩行困難となった

症例を担当し、動的な歩行に対して静的な立位姿勢・患側荷重からバランス改善にアプローチした結果をここに

報告する。 

【症例紹介】80 代前半の女性、自宅内で転倒し左大腿骨転子部骨折、及び左橈骨遠位端骨折を受傷し当院入院。

受傷 2 週間後に当院の回復期病棟に転棟された。入院前は自宅内独歩・屋外シルバーカーで夫・娘・孫と 4 人暮

らし。ADL は full であった。受傷翌日 γnail 施行、Evans 分類 type1 group2 骨折時は髄内型で術後髄外型固定 

初期評価（受傷 14～16 日） 

1.HDS‐R 27／30 計算・日付で減点、2.疼痛検査 左上肢術創部 4/10、3.ROM（右/左）股関節伸展 10°/5° 膝

関節伸展 0°/0°、4.MMT（右/左）股関節屈曲 5/2、伸展 5/2、外転 3/2、膝関節伸展 2/2※両側 lag あり 5°/10°、足関

節底屈 2+/2、5．立位時荷重 26/16 kg 体重 43kg※最小介助あり、6．立位姿勢 肩甲帯左挙上、体幹軽度右側屈

位。骨盤右回旋・右下制し前傾位。右股関節屈曲内旋、膝関節軽度屈曲位。左股関節軽度屈曲位、膝関節完全伸

展位、足関節軽度底屈位。時折前方へバランスを崩す。恐怖感のため介助必要で自立保持不可。7.歩行 左立脚

期短くトレンデレンブルグ徴候著明、8. BBS 10/56 点 立位保持困難、9.FRT 6cm 恐怖感のため最小介助で実

施 

【経過】立位での恐怖感強く、歩行訓練時のトレンデレンブルグ徴候に転倒恐怖感あり。また術後の疼痛強い時

期から歩行訓練開始しており、患側の疼痛回避の歩容が定着していたため歩行・立位での患側荷重が行いにくい

状態。ベッド上での殿筋群の強化、腹筋群の強化、パテラセッティングから実施し座位でも立位と同様の姿勢を

呈していたため座位でのリーチングから患側使用を促す起立訓練、その後立位保持・立位リーチングなどを用い

患側への荷重を反復した。 

最終評価（受傷 46～48 日） 

1.NRS 左母指内転筋に 2/10、2.MMT 股関節屈曲 5/3、伸展 4/2。外転 3/3、膝関節伸展 5/4、足関節底屈 2+/2、3．

立位時荷重 24/20kg 体重 44kg、4．立位姿勢 初期評価時と比較し体幹軽度左側屈している。体幹・骨盤の回旋

は軽減しているが残存し、体幹の前傾緩和傾向。5.歩行 歩行開始時左立脚期の短縮ある。トレンデレンブルグ

徴候頻度大幅に減少、稀に見られるも緩徐。6.BBS 25/56 点 立位保持 89 秒可 タンデム立位困難、7.FRT 14cm 

【考察】今回安定型の整復をされた患者様で術後早期から歩行訓練を行っていたためか患側荷重を避ける歩容が

定着してしまったと考え歩行訓練はほぼ実施せず立位の安定性に重点を置いて実施した。骨盤前傾位で患側荷重

を避けるため無意識に骨盤右回旋を生じており、大殿筋・中殿筋・腹斜筋群を強化し骨盤の前傾・回旋を中心に

アプローチした結果、荷重比・立位保持に改善みられ、歩行時のトレンデレンブルグ徴候の軽減みられた。 

受傷 50 日の時点でシルバーカー自立となっている。 



 

 

19 歩行時の股関節の疼痛に対し股関節の牽引により除痛効果を得た変形性股関節症の一例 

 

○正意敦士 1)寺山佳佑 1)小西喜子 1)廣田哲也 1)泊一輝１）種継真輝 1,3）田村滋規 2) 

1)医療法人 壮成会 田村クリニックリハビリテーション室 

2)医療法人 壮成会 田村クリニック整形外科 

3)京都橘大学大学院 健康科学研究科 

キーワード：変形性股関節症、疼痛、牽引 

 

[目的] 

 変形性股関節症は関節軟骨の変性、磨耗により関節の破壊が生じる疾患であり、可動域制限、筋力低下、疼痛

により日常生活動作が障害される。変形性股関節症に対する運動療法は可動域の改善、筋力増強による関節の安

定性の向上、疼痛の緩和に有効である。しかし、股関節の疼痛が強い場合は運動療法だけでは効果が得られにく

い。歩行時の股関節の疼痛に対し、運動療法と股関節の牽引を併用したことで疼痛が軽減した変形性股関節症の

一例を報告する。 

[症例紹介] 

 60 歳代前半、男性。身長 157 ㎝、体重 58 ㎏、BMI23.5。診断名は左変形性股関節症。歩行時に左側の荷重応答

期で股関節の疼痛が強いため理学療法を開始した。理学療法開始から下肢の筋力は向上したが、歩行時に股関節

の疼痛が残存した。 

[現症] 

 歩行時の股関節の疼痛は Visual analogue Scale(以下 VAS)8.1/10 ㎝であった。大腿直筋、大腿筋膜張筋のスパズ

ムを認めた。X 線所見では骨棘、骨硬化像、関節裂隙の狭小化を認めた。 

[治療方法] 

 大腿直筋、大腿筋膜張筋のスパズムを改善させるため、背臥位で股関節の長軸への牽引を実施した。1 回 20 分、

週 2 回を 4 週間計 8 回実施した。 

[結果] 

 理学療法開始から 4 週間後、歩行時時の股関節の疼痛は VAS3.7/10 ㎝となり疼痛の軽減を認めた。大腿直筋、

大腿筋膜張筋のスパズムは改善した。 

[考察] 

 変形性股関節症に対する徒手療法のひとつとして股関節の牽引療法があり、疼痛が緩和する。本症例は大腿直

筋、大腿筋膜張筋のスパズムにより大腿骨骨頭が外上方へ偏位したことで関節面の不適合が生じ、関節内圧の上

昇が起こり歩行時に股関節の疼痛が出現したと考える。Hoeskma は股関節の牽引の効果として筋緊張の低下と関

節内圧の低下を挙げている。股関節の牽引を実施したことで大腿直筋、大腿筋膜張筋のスパズムが改善し大腿骨

頭が求心位に近づき関節面の適合性が向上し、関節内圧が低下したことで歩行時の股関節の疼痛が軽減したと考

える。歩行時の股関節の疼痛が強い変形性股関節症の症例に対し、運動療法と股関節の牽引を併用することは疼

痛の軽減に有効である。 



 

 

20 左中大脳動脈出血性脳梗塞により重度片麻痺を呈した症例 

 

○柴田紗希 1)上江洲なぎさ 1)斎藤七奈江 1) 

1)京都きづ川病院 

キーワード：脳卒中 重度片麻痺 姿勢制御障害 

 

【初めに】 

重度右片麻痺を呈した症例を担当し介入する機会を得た．麻痺側の運動機能向上と同時に非麻痺側にアプローチ

を進めた結果，坐位・立位の改善が見られた為報告する． 

【初期評価】 

頭部 MRI 画像で左 MCA 領域の広範囲な梗塞巣を認め運動・感覚共に障害が考えられた．また，運動性失語あ

り，簡単な指示従命は可能も誤りあり表出は困難．右上下肢 BRSⅠ，感覚低下疑いと高次脳機能障害を認め，頸

部は左回旋しており右上下肢の認識低下が疑われた．基本動作は全介助，非麻痺側軽度プッシングあり坐位・立

位は介助を要した．車椅子移乗は全介助，SIAS17/76 点． 

【治療アプローチ】 

長下肢装具を用い，歩行訓練を実施．坐位・立位でのプッシングは改善みられず，座位にて鏡を見ながら視覚的

感覚フィードバック機構を利用し非麻痺側への荷重感覚を入力した．高次脳機能障害の影響を考慮し，簡易的な

口頭指示で治療を進めた．運動機能の変化の合わせ短下肢装具での起立・着座練習を行った． 

【最終評価】 

簡単な指示従命の誤りは減少，一語文の表出出現．右上下肢 BRSⅡ，上下肢感覚低下疑い・高次脳機能障害疑い

は残存．基本動作は軽介助で可能，非麻痺側のプッシングは残存しているも改善認め坐位保持可能、立位は物的

介助で保持可能となった．車椅子移乗は軽介助，SIAS29/76 点． 

【考察】 

本症例の個人･社会因子を踏まえ機能回復による運動機能向上及び基本動作･移乗動作の獲得が望ましいも，初期

での SIAS は 17 点で二木による予後予測では退院時の歩行非自立レベルである事に加え感覚機能や高次脳機能

障害が動作自立を阻害する因子と考え，移乗動作介助量軽減を図り坐位・立位に着目した．麻痺側下肢へは長下

肢装具を用いて膝・足関節固定下での感覚入力を促し歩行訓練を早期より開始し正常肢位での殿筋収縮を実施し

たが非麻痺側下肢でのプッシングは改善せず坐位・立位での左右均等な荷重保持は困難であった．その為網様体

脊髄路の姿勢制御の障害による観点からのアプローチを追加した．視覚的感覚フィードバック機構を併用し，網

様体脊髄路の賦活化を目的に非麻痺側への荷重感覚を入力することで姿勢制御機構の促通を図った．結果、過剰

努力性収縮が軽減し麻痺側の殿筋の収縮を伴った運動経験を反復することが運動機能回復に寄与し、正中位保持

で坐位可能，物的介助下で立位保持可能となった．それに加え高次脳機能障害を考慮した訓練指示を行う事で運

動学習が円滑に進み状況判断理解を高めることができたと考える．今回の経験を通して麻痺側の運動機能向上の

みならず初期から非麻痺側上下肢の運動機能を評価し適切なアプローチする必要性があると再確認した． 

 



 

 

21 左放線冠梗塞による右片麻痺患者への実用性のある上肢運動獲得に向け中枢に対しｱﾌﾟﾛｰﾁした一症例 

 

○岩丸瑶１） 池田弘毅１） 向山将平１） 

1)宇治徳洲会病院 

キーワード：脳卒中、上肢運動獲得、体幹殿部アプローチ 

 

【はじめに】 

 今回,左放線冠梗塞を発症し右片麻痺を呈した症例を担当する機会を得た.初回評価より上肢優位の運動麻痺と

体幹や殿部などの筋出力低下を認めたが,タイピングや調理等のレベルの高い動作獲得を希望された.運動麻痺に

加え,体幹機能が上肢機能を阻害していたため,体幹と殿部に着目し介入したところ良好な結果を得たため報告す

る. 

【症例紹介】 

 70 代女性,第 1 病日に左放線冠梗塞と診断.第 2 病日の初回評価で Fugl-Meyer Assessment（以下 FMA）上肢 34/66,

下肢 27/28,Brunnstrom Recovery Stage（以下 BRS）上肢Ⅲ,手指Ⅱ,下肢Ⅵと上肢優位の運動麻痺を認めた.また,早く

身体を治したいという強い想いから過剰に自主練習を行い筋緊張の亢進を認めたため,定期的な声かけを必要と

した. 

【経過】 

 第 14 病日で BRS 上肢Ⅳ,手指Ⅲ,FMA 上肢 46/66.加えて Functional Balance Scale（以下 FBS）27 点で下位項目の

Functional Reach test（以下 FR）は 18.5cm. 側方リーチは右 12.0cm,左 18.0cm.Modified Ashworth Scale（以下 MAS）

肘関節伸展 1 であった.麻痺側手指でお手玉を握り,水平伸展位から水平屈曲方向へ移動する課題を実施し,集団伸

展が不十分で 43 秒を要した.第 28 病日は BRS 上肢Ⅴ,手指Ⅳ,FMA 上肢 59/66.FBS44 点,FR28.0cm. 側方リーチは

右 15.0cm 左 19.0cm.MAS 肘関節伸展 2,お手玉を用いた課題は 34 秒となった.また,安静座位時の肩甲骨のアライ

メントが外転且つ下制位で,肩関節屈曲運動時に過緊張となり肩甲骨挙上位を呈していた. 

【考察】 

上肢と手指機能の改善を中心に報告する.二木らの予後予測を参照すると,発症 6 カ月で上肢Ⅵ,手指Ⅴまで改善が

見込まれたが,評価結果より体幹と殿筋の筋出力低下,肩甲帯のアライメント不良を認め,これが上肢機能の回復を

阻害すると考えた.そこでこれらに対して膝立ち歩行やバランスボール用い上肢への荷重を行い中枢側の筋収縮

を促通,正常なアライメントに誘導しながらの手指運動を実施した.その結果初回から第 28 病日にかけて BRS 上

肢ⅢからⅤ,手指ⅡからⅣ,FMA 上肢+13 点,右側方リーチ+3 点と改善を認めた.以上より,体幹と殿部の筋出力が向

上し,中枢側の固定性が得られたことでバランス能力が改善したと考えた.また,お手玉を用いた課題が 9秒短縮し,

誘導による動作学習が過剰な筋収縮を減らし円滑な手指運動が可能となった. 

【意義】 

 脳卒中の治療は量や頻度が大切とされているが,本症例では課題の量や頻度が過剰であり,疲労などから筋緊張

調節が拙劣となり,不良な動作学習になっていると考えた.そこで,筋緊張をコントロールし適切な動作学習となる

ように促しつつ筋出力向上を目標に介入したところ,良好な結果を得た.セラピストが回復段階に合った方法,負荷

量を考え治療介入することが重要であると考えられる. 

 

 

 



 

 

22 連合反応により、起き上がり困難な脳卒中患者に対し非麻痺側上肢の環境設定により連合反応抑制と起き上

がり動作改善に至った一症例 

 

○谷村亮介 1)、喜多修 1) 

1)社会福祉法人あじろぎ会宇治病院 

キーワード：連合反応、起き上がり、環境設定 

 

【はじめに】過去に数回脳梗塞を発症されており、今回、両側の被殻出血の診断を受け、左股関節の連合反応に

より起き上がり困難となった患者に対し、環境を変更することで連合反応が抑制され、起き上がり動作の改善が

みられた症例を経験した為、これを報告する。 

【症例紹介】60 歳代男性。平成 24 年に右被殻出血、翌年にラクナ梗塞を罹患したが妻の介護により自宅での生

活を送っていた。しかし、平成 28 年に左下肢の疼痛増悪と起居動作困難となり、他院を受診され、両側の被殻

出血の診断を受け、入院となった。4 か月後に当院へ転院された。Needs は起居動作の獲得であった。 

【初期評価】Brunnstrom Recovery Stage は右側上肢Ⅵ・手指Ⅵ・下肢Ⅵ、左側上肢Ⅴ・手指Ⅴ・下肢Ⅳ、Modified 

Ashworth Scale は左股関節伸展・内転 2・左膝関節伸展 2、Manual Muscle Test(以下 MMT)は右肘関節伸展 3、体幹

屈曲・回旋 2、FIM は 31 点であった。右側への起き上がり動作は On elbow となるが、右肘関節伸展が行えず、

連合反応により左股関節の屈曲・外転・外旋が生じ、骨盤が左回旋し、動作困難となる。 

【治療プログラム(0 日～30 日間)】両側下肢筋のリラクゼーション、両側の上下肢・体幹の筋力強化訓練を中心

に行う。 

【治療プログラム(31 日以降)】筋力強化訓練による起き上がり動作能力の向上が見られなかった為、環境設定に

よる動作能力の向上を図る。変更点として、起き上がり動作の on elbow 時に肘頭部のマットレス部分が約 1 ㎝沈

み込んでいた為、ベッドからの反力増加を考え、肘頭部にバインダーを設置した。 

【最終評価】MMT 上では筋力に変化はないが、出力の向上はみられ、FIM は 34 点であった。右側への起き上が

り動作は On elbow 後も動作可能となり、連合反応による左股関節の屈曲・外転・外旋の減少がみられた。 

【考察】本症例では右上肢の過剰努力・等尺性収縮により連合反応が生じることで起き上がり動作が困難であっ

た為、連合反応の抑制に着目し、介入を行った。 

プログラムとして、筋力向上が異常運動の抑制に関係しているとの報告があり、四肢の筋力強化を図るが、動作

能力の向上はみられなかった。次に非麻痺側の随意的な過剰努力や鈴木らの非麻痺側肘関節屈筋群の等尺性収縮

度の増加が対側連合反応に影響を与えているとの報告があり、本症例においても右側の過剰努力や等尺性収縮に

より連合反応が大きく出現する現象がみられていた。また、マットレスの圧分散が動作を阻害するとの報告があ

った為、環境を変更し on elbow 時の反力を得ることで動作停止による右上肢筋群の等尺性収縮の減少と右側上肢

筋群への負荷を減少させ、連合反応の抑制を図った。結果として、左股関節の運動の減少と起き上がり動作の改

善がみられた。 

【まとめ】脳卒中患者には右上肢筋群の過剰努力による連合反応が出現し、起き上がり動作が困難となる例が

多々存在するが、右上肢筋群のみの環境を変更し、反力を得ることで連合反応を抑制し、起き上がり動作の獲得

が可能であると考える。 

 

 

 



 

 

23 股関節屈曲にともなう骨盤前傾が乏しく、立ち上がり動作において安全性・安定性低下を認めた右脳梗塞の

一症例 

 

○荒川朱夏 1)、前田梨奈 1)、内藤翠 1) 

1) 医療法人社団 石鎚会 田辺記念病院 

キーワード：立ち上がり、座位、股関節屈曲 

 

【はじめに】 

立ち上がり動作の屈曲相において、股関節屈曲が乏しく、立ち上がり動作の安全性・安定性低下を認めた症例を

経験した。本症例の座位は股関節屈曲が乏しいため骨盤後傾位であり、座位保持が困難であった。理学療法にて、

座位保持が可能となったことで、立ち上がり動作の改善を認めたため報告する。 

【症例紹介】 

 症例は 80 歳代の女性で、平成 X 年 4 月、意識レベル低下、左上下肢麻痺が出現し救急搬送され、右脳梗塞と

診断される。主訴は「トイレに行きたい」、ニーズは「立ち上がり動作の安全性・安定性向上」とした。 

【理学療法評価】 

 座位は、両股関節屈曲が乏しいため（右>左）骨盤後傾位、体幹屈曲・左側屈位で介助が必要であった。立ち上

がり動作の屈曲相開始時では、体幹左側屈位のまま屈曲し、両股関節屈曲にともない骨盤後傾位からわずかに前

傾し始めるが不十分であったため、身体の前方移動が困難であった。そのため、右上肢で支持物を把持するが左

股関節屈曲が乏しく、骨盤前傾は困難であり、同時に体幹屈曲・右回旋が生じた。また、左足関節背屈による下

腿は前傾が乏しく、殿部離床は困難であった。 

静止時筋緊張検査では、左腸腰筋・左大殿筋・左最長筋・左多裂筋の筋緊張低下を認めた。関節可動域測定では

左足関節背屈（膝関節屈曲位）0°、左股関節の位置覚は 3/5 であった。 

症例の問題点は、座位において左腸腰筋・左大殿筋の筋緊張低下により、股関節屈曲位での保持が困難であった。

加えて、左最長筋・左多裂筋の筋緊張低下により体幹屈曲・左側屈位を呈しており、後方への転倒傾向を助長さ

せていた。立ち上がり動作では上記の問題点により、屈曲相において左股関節屈曲が乏しかったため、右上肢で

支持物を把持し体幹屈曲・右回旋するとともに右股関節屈曲を増大させる。しかし、左股関節屈曲にともなう骨

盤前傾が困難であったため、身体の前方移動は困難であった。また、左足関節背屈による下腿前傾も乏しかった

ため、殿部離床が困難であった。 

【理学療法・結果】 

 理学療法では、座位にて左腸腰筋・左大殿筋・左最長筋・左多裂筋の促通を図った。また、坐骨への荷重を促

し、左股関節深部感覚の改善を図ったうえで立ち上がり練習を実施した。その結果、座位保持が可能となり、立

ち上がり動作の屈曲相において両股関節屈曲にともなう骨盤前傾が増大し、殿部離床が可能となった。 

【考察】 

 大沼らは、直立座位において腸腰筋・胸腰椎伸展筋・内腹斜筋横線維・外腹斜筋が、骨盤の中間位保持・胸腰

椎の生理的弯曲を保つ役割をしている。また、直立座位保持能力の獲得は、立ち上がり動作初期の前方への体重

移動を円滑におこなっていくうえで重要になると述べている。理学療法にて上記筋の筋緊張改善によって座位保

持が可能となり、立ち上がり動作の屈曲相において、股関節屈曲にともなう骨盤前傾が増大したことで、立ち上

がり動作の安全性・安定性向上につながった。 

 



 

 

24 ボツリヌス療法と集中的リハビリテーションの併用による歩行改善について 

 

○的場慎典 1)、益田賢太朗 1)、垣田清人 1) 

1)医療法人社団行陵会 京都大原記念病院 

キーワード：ボツリヌス療法、麻痺、歩行 

 

【目的】 

 慢性期脳卒中片麻痺患者に対するボツリヌス毒素 A(以下 BoNT-A)療法と集中的リハビリテーション(以下集中

リハビリ)の併用による歩行能力向上についての報告は多い。しかし、麻痺の程度や関節可動域制限の有無によ

り比較した報告は少なく、今回それら改善を明らかにすることを目的とした。 

【方法】 

 対象は CVA発症後 6ヶ月が経過し(重複入院患者も含み、性別、年齢は問わず)、BoNT-A療法と集中リハビリを

行った歩行可能な患者のうち、下肢 Brunnstrom stage(以下 Brs)Ⅲで足関節背屈の関節可動域(以下 ROM)0 度未

満の患者 7名(入院時 MAS2.6±0.6)、BrsⅣで ROM0度以上の患者 8名(入院時 MAS2.1±0.6)、計 15名。施注部位

は腓腹筋内外側頭、ヒラメ筋、後脛骨筋(合計 115±36 単位)である。 

 集中リハビリは 2時間/日、リハビリ時間合計 25±10 時間。ROM、足部底屈筋群の Modified Ashworth Scale(以

下 MAS)、Fugl-Meyer Assessment下肢総計点数(以下 FMA)、装具着用下での Timed Up and Go Test(以下 TUG)、

10m歩行時間と歩数を比較した。 

 分類は BrsⅢで ROM0度未満の群(以下 A群)、BrsⅣで ROM0度以上の群(以下 B 群)の 2群のみとした。群内比較

は wilcoxon符号付順位検定 (危険率 p＜0.05)にて分析した。 

【倫理的配慮】 

 本研究は、対象者に対して研究目的の説明と同意を行い、当院倫理委員会の承認を得て実施した。 

【結果】 

 評価項目の入退院時での平均値変化は、両群すべての項目で改善が認められた。群内比較では、両群で 10m歩

行時間の有意な改善が得られた。A群は ROM、FMAで有意な改善が、B群は MAS で有意な改善が得られた。 

【考察】 

 10m 歩行時間では両群とも有意な改善が得られ、麻痺の程度に関係なく歩行速度の改善が得られることが示唆

された。 

 10m 歩行時間の改善について、A 群では MAS 軽減による相対的な効果により ROM の有意な改善が得られたので

はないかと考えられる。それに伴い、歩行立脚時の足関節背屈が生じ易くなり前方への重心移動が行い易くなっ

たことが改善の一因と考えられる。B 群では、MAS の有意な改善に伴い、歩行時の足部底屈筋群の過剰収縮が減

少し立脚期から遊脚期にかけて筋収縮の切り替えが行い易くなったことが改善の一因と考えられる。 

 今回の結果から、BoNT-A療法適応の BrsⅢ～Ⅳの症例では、BoNT-A療法と集中リハビリの併用によって痙縮の

軽減に伴う ROMの改善や歩行周期中の筋収縮切り替えの変化により、歩行速度の改善に効果があることが示唆さ

れた。 



 

 

25 理学療法士免許取得後担当した TKA患者全症例の治療成績から感じたマニュアルの価値 

 

○山下 亮太郎  梅田 匡純 

1）京丹後市立弥栄病院 

キーワード：TKA 疼痛 ROM-ex 

 

【はじめに】人工膝関節全置換術（以下、TKA）は、安定した長期成績と除痛効果から膝関節疾患患者の生活の

質（以下、QOL）向上に貢献している。TKA 後の膝関節屈曲可動域制限は、QOL の低下に関係していると報告

されており、QOL 向上における膝関節屈曲可動域の獲得は重要な因子と言える。しかし、術後の可動域練習（以

下、ROM-ex）時疼痛は可動域獲得を阻害する要因であり、ROM-ex 時の疼痛管理は重要と考えられる。 

 当院では、TKA マニュアルに従い治療を進めており、膝関節屈曲 ROM-ex においては、閉鎖的運動連鎖を利用

した自動介助運動（以下、active CKC ex.）をとり入れている。 

 今回、理学療法士免許取得後担当した TKA 患者全症例に対して当院の TKA マニュアルに従って後療法を行っ

た。その結果をマニュアルの紹介とともに報告する。 

【対象】変形性膝関節症またはリウマチ性関節炎により TKA を施行された 9 症例（一期的両側 TKA の 1 症例を

含む 10 関節）である。 

平均年齢は 77±4.1 歳、女性 6 名・男性 3 名である。術前の膝関節屈曲角度は 117.0±11.6°、VAS は 59.5±32.19mm

であった。関節展開法は、Mid vastus approach であった。 

【治療および経過】当院 TKA マニュアルは、2011 年に作成され、改定を重ねた全 36 ページの介入方法を時系列

でまとめたものである。その主な内容は、身体メカニズムや用手接触法などを利用した active CKC ex.や術後の

不安を和らげる心理的側面に対しても配慮する内容となっている。 

 経過としては、術後２週で膝関節屈曲角度 108.3±8.2°、VAS38.5±22.0 ㎜、術後 4 週で膝関節屈曲角度 120±7.8°、

VAS28.8±27.4 ㎜となった。 

【考察】術後、QOL 向上には除痛と同時に ROM の改善が重要なポイントとなる。術後 ROM-ex に active CKC ex.

を用いた結果、ROM・VAS ともに術後順調な回復を認めた。岩崎らは、患者 QOL を基準とした術後 6 ヶ月時の

目標屈曲角度は 115°であり、それを満たす術後早期の可動域は術後 4 週で 108°であったと報告している。全 9 症

例の屈曲角度は、術後 4 週で 120±7.8°を獲得しており、この報告と比較しても良好な結果であったと言える。ま

た、術後 2 週における当院の平均屈曲角度は 101±7.0°に対し、担当した全 9 症例では 108±8.2°とほぼ同等の成績

であった。TKA 後の ROM-ex は自動運動が推奨されており、福島らは自動介助練習の方が他動練習よりも疼痛

管理が行いやすく、膝関節可動性の改善が得られると述べている。また、梅田らは、TKA 後の関節可動域制限因

子である筋性防御収縮に対して active CKC ex.における ROM-ex の有用性を示しており、この方法を用いること

で患者自身による疼痛管理や筋性防御収縮の抑制が図られ、可動域の改善に繋がったと考える。 

【おわりに】近年、理学療法士の増加に伴い、セラピスト間の臨床経験年数の違いによる治療成績の差が報告さ

れており、新人理学療法士の質の向上が求められる。当院のマニュアルは、術後の疼痛管理が難しい TKA 後療

法において、経験年数によらず可動域改善に一定の成績を残しており、理学療法の質の保証に有用といえる。 



 

 

26 関節鏡視下術後に生じた膝前面痛の解釈 

－外側半月板損傷に対して関節鏡視下縫合術が施行された一症例－ 

 

○小林 駿也１） 佐々木 拓馬１） 小野 志操１） 小林 雅彦 2） 

1)京都下鴨病院 理学療法部 

2)京都下鴨病院 整形外科 

キーワード：関節鏡視下術後 膝蓋下脂肪体 膝前面痛 

 

【はじめに】 

 臨床上において、関節鏡視下術後に膝蓋下脂肪体（infrapatellar fat pad:以下 IFP）の疼痛を訴える症例を多く経

験する。今回、右膝外側半月板縫合術後に術侵襲部の拘縮が原因で膝前面痛を呈した症例を経験した。疼痛は IFP

の内圧上昇に起因したと考えられた。IFP の内圧上昇に影響を及ぼす軟部組織を評価、同定し運動療法を行った

結果、疼痛が改善したため報告する。 

【症例紹介】 

 20 歳代男性である。サッカー中に右膝外側部痛が生じて当院受診となった。右膝外側半月板損傷と診断されて

外側半月板の前節を縫合、中節には部分切除が施行された。術前単純 X 線画像より膝蓋大腿関節の形態異常は認

められず、大腿脛骨角、膝蓋骨高低位の評価である insall-salvati 法に異常値は認められなかった。MRI では右外

側半月板前節に損傷が認められたが、靭帯・骨に異常は認められなかった。 

【経過と治療】 

 術前に生じた半月板の圧痛やロッキングは術後消失した。術後 5 週で膝伸展時に膝蓋骨遠位部のつまり感と疼

痛の訴えを認めた。関節可動域は屈曲 150°伸展 0°であった。HHD では 0.5 横指の健患差があり、extention lag が

5°認められた。膝後面軟部組織に筋攣縮や柔軟性低下はなく、膝前面軟部組織の影響が考えられた。触診より膝

蓋骨近位にある軟部組織の拘縮は認められず、遠位部にある IFP の柔軟性低下や内外側膝蓋支帯の滑走性低下を

認めた。自動伸展における膝蓋骨の近位への可動性は低下しており、膝蓋靭帯の浮き上がりにも健患差を認めた。

圧痛所見では IFP に膝伸展時に生じた痛みと同様の再現痛が得られた。これより疼痛の原因は IFP の内圧上昇に

よるものと考えられた。理学所見から IFP の内圧上昇の原因として IFP 自体の柔軟性低下に加えて IFP 周囲組織

の拘縮に伴った移動範囲の狭小化によるものと考えた。そこで徒手的に IFP や膝蓋靭帯、膝蓋支帯に対する柔軟

性や滑走性の改善操作を行った。また膝蓋大腿関節のモビライゼーション、パテラセッティングを行い、膝蓋骨

の可動性改善を図った。術後 8 週には膝伸展時のつまり感や疼痛は消失し、extention lag、HHD の改善が認めら

れた。 

【考察】 

 IFP は膝関節運動に同調して変形する柔軟な組織であり、疼痛を感知しやすい。膝伸展時には前方、近位方向

へと変形しながら移動し、膝蓋支帯の深層へと流入すると報告されている。膝蓋骨下端から横靭帯、脛骨前顆間

区、膝蓋靭帯に付着しており、IFP の移動範囲を確保するためには近接している軟部組織、IFP 自体の柔軟性や膝

蓋骨の可動性獲得が重要となる。本症例では術後 5 週の病態から IFP の拘縮、術侵襲部である膝蓋支帯、膝蓋靭

帯の癒着が考えられた。そのため IFP の移動範囲の狭小化、内圧上昇に至ったと考える。今回の症例を経験して、

関節鏡視下術後における IFP の拘縮には十分な注意が必要であり、疼痛の原因となった軟部組織を同定する過程

の難しさを感じた。運動療法を展開するためには IFP の内圧上昇に起因した軟部組織を的確に評価することが重

要である。 

 



 

 

27 靴脱ぎ動作時に鵞足部痛を認めた症例の理学療法経験 

 

○１）鷲見 有香 １）中井 亮佑 １）小野 志操 2）木崎 一葉 

1）京都下鴨病院 理学療法部 

2）京都下鴨病院 整形外科 

キーワード：靴脱ぎ動作、鵞足部痛、鵞足筋鑑別テスト 

 

【はじめに】臨床において鵞足部痛は疼痛の要因となる組織の鑑別が難しいとされる。鵞足は縫工筋、薄筋、半

腱様筋によって構成され、その周辺には内側側副靭帯、内側半月板などが存在する。そのため、疼痛部位の鑑別

には解剖学的背景を把握したうえで動作と疼痛の関連を評価することが必要となる。 

 今回、靴脱ぎ動作にて鵞足部に疼痛を訴える症例を経験した。鵞足部痛を詳細に評価する中で縫工筋の関与が

考えられた。治療対象を明確にして理学療法を展開することで良好な成績を得たので報告する。 

【症例紹介】症例は 50 歳代の女性である。8 ヶ月前より両膝痛を自覚した。3 ヶ月前に疼痛が増強し、歩行と階

段昇降が困難となったため当院を受診した。右膝内側半月板損傷と診断され理学療法開始となった。 

 当院初診時の単純 X 線画像より K-L 分類は grade2 であった。MRI 画像の T2 強調像では内側半月板前節部に

Mink 分類 3A、後節部には 3B の断裂を認めた。 

【経過】初診評価時の運動時痛は、歩行の立脚期や階段降段時、膝強制伸展時、右足の靴脱ぎ動作時に鵞足筋付

着部に認めた。膝関節可動域は屈曲 130°、伸展－20°であった。膝関節伸展制限が疼痛に関連していたため、膝

伸展制限の改善を目的に理学療法を行った。治療 2 回目にて、疼痛は靴脱ぎ動作時の鵞足部にのみ残存した。 

治療 3 回目にて再評価を行った。靴脱ぎ動作は右膝関節 90°屈曲位で右踵部を左足つま先にあて、右股関節屈曲・

外転・外旋、膝関節屈曲にて行っていた。この際に疼痛を認めた。膝関節可動域は屈曲 135°、伸展－5°であった。

膝関節の伸展は下腿外旋位にて制限が強く、内旋位にて減弱した。半月板、靭帯に対する整形外科テストは全て

陰性であった。鵞足筋鑑別テストにて縫工筋を伸張すると疼痛が生じ、圧痛も認めた。再現痛は、胡坐動作を徒

手抵抗下にて行った際に得られた。股関節外転位や股関節 90°屈曲位での膝関節自動屈曲動作では疼痛が軽減し

た。これらの所見より、縫工筋に筋攣縮が生じ付着部に牽引ストレスが加わることで、靴脱ぎ動作時に鵞足筋付

着部に疼痛が生じたと考えた。縫工筋に対して筋リラクセーションと腱の長軸及び短軸方向への滑走獲得を目的

に週 1 回の頻度で理学療法を行った。治療 4 回目に靴脱ぎ動作時の鵞足部痛が改善した。 

【考察】本症例は靴脱ぎ動作にて鵞足部に疼痛を認めていた。靴脱ぎ動作の鵞足部痛に関しては、胡坐位をとる

動作は縫工筋固有の作用とする報告がある。本症例も胡坐動作を徒手抵抗下にて行った際に強く疼痛が生じた。

さらに、縫工筋を股関節伸展・内転・内旋、膝関節伸展・外旋位にて伸張すると疼痛が誘発された。そのため、

縫工筋へと対象を絞り理学療法を行うことで、靴脱ぎ動作時の鵞足部痛は軽減したと考えた。 

 今回、靴脱ぎ動作における鵞足部痛に対して解剖学的背景に基づいて詳細な評価を実施したうえで運動療法を

展開することが重要であった。 

 

 



 

 

28 しゃがみ込み動作時に膝関節後内側部痛を呈した症例の評価と治療  

－半膜様筋の解剖学的特徴に着目して－ 

 

○高橋蔵ノ助１） 團野翼１） 小野志操１） 馬谷直樹２） 

１）京都下鴨病院 理学療法部 

２）京都下鴨病院 整形外科 

キーワード：半月板損傷、しゃがみ込み動作、半膜様筋 

 

【はじめに】内側半月板損傷と診断され、しゃがみ込み動作時に疼痛を認めた症例の理学療法を経験した。疼痛

発生機序に半膜様筋が関与していた。半膜様筋の解剖学的特徴を踏まえて評価方法と考察を含めて報告する。症

例には発表の目的と意義を説明し、同意を得た。 

【症例紹介】70 歳代女性で、しゃがみ込み動作時に右膝関節後内側に疼痛を認めていた。症状が改善せず当院外

来受診。単純 X 線所見より、大腿脛骨角は 182°であり Kellgren-Lawrence 分類 gladeⅡであった。脛骨は大腿骨に

対し 3.22mm 外側偏位しており、下腿外旋位していた。MRI 所見より、右膝関節内側半月板後節で水平断裂を認

め Mink 分類 gladeⅡであった。内側半月板損傷と診断され、当院にて理学療法開始となる。 

【理学療法評価】しゃがみ込み動作時に右膝関節後内側に疼痛が出現。膝関節屈曲は下腿外旋位でしており、20°

から 60°の範囲で最も疼痛は増強した。膝関節可動域は屈曲 135°、伸展－5°であり、10°から 40°の範囲で膝関節

後内側に再現痛が得られた。下腿内旋位でのしゃがみ込み動作や、屈伸時に大腿骨顆部を乗り越えるように半膜

様筋を誘導すると疼痛は軽減した。圧痛所見は半膜様筋停止部と半腱様筋腱、腸脛靭帯遠位部、大腿二頭筋長頭

停止部で認めた。Ober-test は両側陽性であり、健患差は 4cm であった。半月板に圧痛は認めず、Mcmarray-test、

Thessaly-test は陰性であった。外反動揺テストでは不安定性を認めなかった。 

【治療内容と経過】半膜様筋の大腿骨顆部での滑走性を改善する目的で、長軸方向へ筋の滑走を促した。また、

大腿骨顆部を乗り越えるよう短軸方向の滑走も促した。膝関節屈曲時の下腿外旋を是正するために、大腿二頭筋

長頭と大腿筋膜張筋のリラクセーションを行った。膝関節屈曲動作を行う際に脛骨内旋を誘導し、膝関節の動態

に合わせた運動を行った。治療開始 8 回目でしゃがみ込み動作時の疼痛は消失し、膝関節可動域は屈曲 145°、伸

展 0°と改善した。 

【考察】半膜様筋は解剖学的特徴より、膝関節屈曲 30°の範囲で大腿骨顆部を乗り越える。膝関節伸展位では腱

が屈折し、屈伸動作時に摩擦ストレスが生じやすい。また、腓腹筋内側頭と交差しており腓腹筋内側頭の過緊張

により摩擦ストレスが増大する。そのため、同部位での疼痛は初期屈曲や伸展時に生じやすい。本症例はしゃが

み込み動作時、20°から 60°の初期屈曲時に疼痛を呈していた。下腿外旋での膝関節屈曲にて疼痛は増強し、内旋

にて減弱した。加えて、半膜様筋を把持し大腿骨顆部を乗り越えるよう誘導することで疼痛は減弱した。以上の

理学所見から、半膜様筋の滑走性低下が生じ、大腿骨顆部での摩擦ストレスが原因で疼痛が生じたと考えた。本

症例は大腿二頭筋長頭や大腿筋膜張筋に過緊張が生じ、下腿外旋位での膝関節屈曲により摩擦ストレスが増大し

たと考えた。今回より、初期屈曲時の疼痛には半膜様筋が関与する可能性もあることから、軟部組織の評価や解

剖学的特徴が重要であると考えられた。 



 

 

29 地域在住高齢者を対象にした、膝痛に対する運動介入効果の予備的検討  

－遠隔での予防リハビリテーションを想定して－ 

 

○鈴木祐介 1)、西田裕一 1)、青山朋樹 1) 

1)京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 

キーワード：地域在住高齢者、膝痛、予防 

 

【背景】 

 近年、少子高齢化や医療費増大の観点から、予防的リハビリテーションの必要性が注目されている。また、最

近では ICT 技術を応用した遠隔医療に関しても国から提言され、今後はリハビリテーションの分野においても遠

隔介入が盛んになることが予想される。遠隔によるリハビリテーションでは対象者に触れることが出来ないため、

いかに対象者の主訴や症状を正確に捉え、適切な介入を行えるかが重要となる。本研究では、膝痛を有する対象

者に対する遠隔での予防的リハビリテーション場面を想定し、ホームエクササイズを中心とした運動介入効果を

検討することを目的とした。 

【方法】 

 要介護認定を受けておらず、膝の痛みを訴えている地域在住高齢者 8 名(平均年齢 66.7±2.1 歳、うち女性 7 名)

を対象とした。対象者には、我々が作成した膝痛の自記式質問紙を配布し、基本属性(年齢、性別、身長、体重)

を取得すると同時に、各対象者の膝痛に応じた運動介入プログラムを個別に作成した。理学療法士による運動介

入は週 1 回各 20 分を 1 か月行い(計 4 回)、ホームエクササイズとして毎日自宅での運動を指導した。運動介入の

際は擬似的な遠隔設定として、対象者に直接触れることなく口頭にて運動指導を実施した。介入前後の評価は、

身体機能として、膝の関節可動域、10m 歩行速度(通常歩行、最大歩行)、5 回立ち座りテストを実施し、各テスト

中の膝痛を Visual Analogue Scale(以下 VAS)にて聴取した。また、精神・心理的機能として Geriatric Depression Scale

を、破局的思考の評価として Pain Catastrophizing Scale を、QOL の評価として日本版膝関節症機能評価尺度(以下

JKOM)を計測した。統計解析は介入前後における測定結果の差の検定を行なった。差の検定には対応のある t 検

定を用い、統計学的有意水準は 5%とした。 

【結果】 

 対応のある t 検定の結果、10m 歩行速度(最大歩行)中の VAS、JKOM での VAS、JKOM の総合点において、有

意な差が認められた。さらに JKOM の大項目毎の得点差において、項目Ⅱ(膝の痛みやこわばり)と、項目Ⅲ(日常

生活の状態)に有意な差が認められた。 

【考察】 

 本研究結果より、遠隔を想定した口頭のみの運動介入であっても、対象者の膝痛の改善や、それに伴う日常生

活能力の改善が可能であることが示唆された。1 ヶ月という短い期間の介入で今回の結果を得られたのは、各対

象者の膝痛に応じた運動介入プログラムを自記式質問紙により抽出した効果だと考えられる。今後は対象者や測

定項目を増やし、本研究で得られた知見をより深く検討していく必要がある。 

 



 

 

30 コンピテンシーが発揮されたチームアプローチの報告 

 

○小幡義広 1）、窓場勝之 1,4）青山朋樹 2）、市川俊介 3） 

1)京都博愛会病院、2)京都大学大学院医学研究科、3)川村義肢株式会社、4)京都橘大学大学院健康科学研究科 

キーワード：変形性膝関節症、膝装具、チームアプローチ 

 

【目的】平成 28 年の厚生労働省より報告がなされた国民生活基礎調査より、要支援状態となった主な原因の第

１位は関節疾患(17.2％)である。 

外来リハビリテーション（外来リハ）において、変形性膝関節症（膝 OA）患者の保存的治療として理学療法が

実施されることも少なくなく、症状の進行予防として理学療法士が関わり、健康寿命の期間をより長くすること

に寄与することは重要であると考える。 

そこで今回、外来リハ膝 OA 患者に対して膝装具を活用し、下肢運動機能および歩行能力の改善を認めた症例を

経験したので報告する。 

【症例】70 歳代、女性。主に立位での作業である仕事に就く。日常の移動手段は独歩で交通機関を利用し、就労

時は約 15,000 歩歩行の高活動を営んでいた。約３年前より右膝関節痛が出現し、温熱療法などの治療を受け、関

節水腫が認められた際には近医で関節穿刺も施行されていた。 

【経過】週２回の外来リハを実施した。初期評価の結果、動的不安定性、下肢及び体幹のアライメント不良が問

題と考えられ、レントゲン評価の追加、および膝装具の必要性を検討し、義肢装具士に Unloader One®（パシフ

ィックサプライ株式会社）装具の適合を依頼した。 

【結果】レントゲンによる静的評価では Kellgren 分類で Grade-Ⅱの内側型膝 OA で、歩行では右立脚期に lateral 

thrust および疼痛性跛行を認めた。膝関節可動域(ROM)は屈曲左右 130°、伸展(Rt/Lt）－25°/－５°、筋力(MMT)股

関節屈曲左右４、伸展３/４、外転３/４、膝関節伸展３/４、屈曲３/４。最大等尺性膝伸展筋力体重比(kgf/kg;アニ

マ株式会社製、μTAS F-1）は 0.52/0.59、Short Physical Performance Battery（SPPB）は６点、変形性膝関節症患者

機能評価尺度（Japanese Knee Osteoarthritis Measure：JKOM）は 28 点、最速歩行評価（10m 歩行）は装具なしで

は 3.3km/h、歩行率 1.9step/s、装具ありでは 5.0km/h、歩行率 2.2step/s であった。 

外来リハ開始２ヵ月後、ROM は右膝関節伸展－15°、MMT の股関節伸展４/４、膝関節伸展４/５、屈曲４/５。最

大 kgf/kg は 0.58/0.61、SPPB は 10 点、JKOM は 19 点。最速歩行評価は装具なしでは 3.9km/h、歩行率 2.3 step/s、

装具ありでは 5.2km/h、歩行率は 2.28step/s であった。 

【考察】今回の治療においては理学療法評価で得た運動機能や膝関節機能に基づき、理学療法士から医師、義肢

装具士へ膝 OA 装具の適用性を検討した。Unloader One®は新しいコンセプトの膝装具であるが、そのメリット、

デメリット、リスク管理などを評価し、その説明や問題解決手段を医師、義肢装具士と協同して実施した。 

 特に使用前の検討に加えて使用中に生じた問題点や患者の疑問に医師、理学療法士、義肢装具士が検証し、患

者に再度説明する対応も、下肢運動機能や歩行能力の改善に繋がった一つの要因であると考える。 

今後、今回使用した膝装具が保存的治療の膝 OA 患者に対する理学療法戦略のツールになり得るか否かの検証を

行う予定であるが、多職種が協同して行う手法が有効であると考えられる。 


