大腿骨頸部骨折術後一症例の膝痛と運動機能の経過
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【はじめに】

【結果】

大腿骨近位部骨折術後患者は膝痛を経験する

術後 3 週、8 週、12 週にかけて、歩行時の疼痛

ことが多いと報告されているが、膝痛が生じる原

は股関節外側 NRS6→2→2 であった。膝関節の夜

因は明らかになっていない。変形性膝関節症の患

間痛は、膝関節周囲 NRS3→3→2 であった。膝関

者は膝痛と下肢筋力と関連性があると報告され

節の夜間痛は、側臥位での外転枕の着用や、腹臥

ており、膝痛があると運動機能が低下することが

位で軽減した。膝関節伸展筋力は HHD で右

報告されている。大腿骨近位部骨折術後患者でも、

9.8kgf→13.4kgf→14.7kgf、左 5.2kgf→6.2kgf→

運動機能の低下が膝痛と関連している可能性が

7.8kgf、股関節外転は右 NA→5.1kgf→7.8kgf、左

ある。そこで、大腿骨頸部骨折術後に膝関節に夜

NA→3.4kgf→5.8kgf であった。運動機能は 10m

間痛が認められた一症例の運動機能と疼痛の経

歩行が NA→19.4 秒→11.1 秒、TUG は NA→18.1

過を報告する。

秒→10.2 秒であった。なお、術後 12 週時に自宅

【症例紹介】

退院した。

本症例は 70 歳代女性で転倒により受傷し、左

【考察】

大腿骨頸部骨折（garden stage Ⅳ）と診断され

本症例は杖歩行を獲得し退院に至った。これは

た。Doll 法での人工骨頭置換術を施行され、受傷

股関節外側の疼痛が減少し、運動機能が向上した

前は杖歩行であった。術後 3 週後に回復期リハビ

ことに起因したと考えられる。

リテーション病棟に転棟した。転棟時の棟内 ADL

運動機能は改善したが、膝関節周囲の夜間痛は、

は歩行器歩行自立で、FIM は 102 点であった。

NRS3 から 2 と夜間痛のわずかな減少のみ認めら

【理学療法評価】

れ、残存した。変形性膝関節症の荷重時痛や運動

術後 3 週、
8 週、12 週に Numerical Rating Scale

時痛は、運動機能が低下することが報告されてい

（以下 NRS）を用いて股関節と膝関節の疼痛強度、

るが、本症例の膝痛は夜間痛のみであり、運動時

ハンドヘルドダイナモメーター（以下 HHD）を

に膝痛が生じなかったために運動機能に影響し

用いて膝関節伸展筋力と股関節外転筋力、10m 歩

なかったと考えられる。夜間痛は、姿勢指導でわ

行テスト、Timed Up and Go Test（以下 TUG）

ずかに改善したことから、股関節のポジショニン

を測定した。

グが疼痛を引き起こしていた可能性が考えられ

【理学療法アプローチ】

た。

3～4 週では、下肢筋力増強練習と歩行器歩行を
中心に実施した。4～8 週は、杖歩行練習、ステッ
プ練習、バランス練習を追加した。8～12 週は、
段差昇降練習を追加した。夜間時の膝痛に対して
は姿勢指導を実施した。

立ち上がり動作において後方への安全性･安定性の低下を認めた
塞栓性脳梗塞の一症例
武田 晃一 村上 純基 奥田 陽美 岸下 岬
田辺記念病院
【はじめに】

認するため、屈曲相で骨盤前傾を徒手にて介助す

今回、塞栓性脳梗塞により、立ち上がり動作の

ると殿部離床後に生じていた後方への不安定性

屈曲相において右股関節屈曲に伴う骨盤前傾が

が減少し、立ち上がり動作が可能となった。この

乏しいまま殿部離床相へ移行し、殿部離床後に後

ことから屈曲相の問題点に焦点を当て、理学療法

方へ不安定性が生じていたため安全性・安定性の

評価をおこなった。本症例はブルンストロームス

低下を認めた症例の理学療法を経験した。

テージにおいて上肢-手指-下肢全てステージ VI

【症例紹介】

であったため、徒手筋力検査を用いて評価をおこ

症例は 80 歳代の男性である。本症例は、X 年 Y

なった。徒手筋力検査では右股関節屈曲段階 2 で

月 Z 日に右上下肢に脱力が出現し、自宅内で転倒

あった。

した。同日 A 病院へ救急搬送となり、Z+21 日に

【理学療法及び結果】

リハビリテーション目的で当院へ転院となった。

今回、理学療法として右股関節屈曲筋の筋力強

主訴は「上手く立ち上がることが出来ない」、Need

化練習をおこなった。理学療法後の動作観察では、

は「立ち上がり動作の安全性・安定性向上」とし

立ち上がり動作の屈曲相において右股関節屈曲

た。

に伴う骨盤前傾の増大、骨盤右回旋が軽減した。

【理学療法経過】

また、上肢の支持なく両膝関節伸展し、殿部離床

今回、症例が自宅内で使用している椅子・トイ

をおこなうことが可能となった。殿部離床後では

レの高さを想定し、立ち上がり動作の座面を高さ

後方への不安定性が改善され、両股関節と両膝関

43 ㎝に設定し動作観察をおこなった。立ち上がり

節伸展が生じ、立ち上がり動作の遂行が可能とな

動作の屈曲相では、右股関節屈曲に伴う骨盤前傾

った。徒手筋力検査では右股関節屈曲段階 3 に改

が乏しいまま殿部離床をおこない、殿部離床後に

善した。

後方へ不安定性が生じていたため、安全性・安定

【考察】

性の低下を認めた。立ち上がり動作の屈曲相では、

金井らは、股関節屈曲筋力増強が、立ち上がり

右股関節屈曲に伴う骨盤前傾が乏しく、骨盤右回

動作初期の体幹前傾のきっかけとなり重心の前

旋が生じる。その後、両足関節背屈に伴う両下腿

方移動を促し、立ち上がり能力が向上すると述べ

前傾が生じるが、骨盤前傾が不十分なまま両上肢

ている。このことから、本症例においても右股関

で座面を押すと同時に、両膝関節伸展により殿部

節屈曲筋力が改善したことで、立ち上がり動作の

離床をおこなう。殿部離床後、両股関節伸展は乏

屈曲相において体幹前傾が増加し、殿部離床後の

しく、軽度両膝関節伸展、両足関節背屈に伴う両

後方への不安定性が改善したことで安全性・安定

下腿前傾が生じ身体がわずかに前上方へ移動す

性向上に至ったと考える。

る。その後、両足関節底屈に伴う両下腿後傾が生
じ、直後に両膝関節屈曲し後方への不安定性が出
現するため動作遂行が困難であった。問題点を確

歩行時に非麻痺側への重心移動が困難であった一症例
～体幹機能と初動に着目して～
宮崎 達也 向山 将平
宇治徳州会病院

【背景】

質脊髄路が障害され,また橋網様体脊髄路も活動

今回,左視床出血により運動麻痺と感覚障害を

が低下し運動麻痺や体幹機能の低下を来たした.

呈した症例を担当した.麻痺側から非麻痺側への

そこで,座位・立位でのリーチ動作を行うことで両

重心移動が不十分で歩行時の麻痺側下肢の振り

側の腹直筋や腹斜筋群を賦活し改善を図った.第

出しが困難であった.体幹機能と動作の初動に着

19 病日,BRS 上肢Ⅱ下肢Ⅱ手指Ⅱ,表在・深部感覚

目し介入を行い,改善が得られたため報告する.

共に軽度～中等度鈍麻,TCT49/100,静止立位での

【症例紹介】

下肢荷重量右 20kg 左 45kg,座位での麻痺側から

生来健康の 60 代男性.20 年前に中国から来日.

非麻痺側への重心移動が可能となったが,立位は

主言語は中国語で日本語は簡単な疎通のみ可能.

変化がなかった.前者は,リーチ動作により上記筋

第 1 病日,自宅で発症し当院へ緊急搬送.翌日より

群が賦活され,また圧中心の移動により動作の初

理学療法開始.初回評価は BRS 上肢Ⅰ下肢Ⅱ手指

動を再学習し可能となったと考える.しかし,後者

Ⅱ,表在・深部感覚共に重度鈍麻であった.

では改善を認めなかった.先行研究で歩行の初動

【理学療法経過】

ではヒラメ筋の活動抑制と前脛骨筋の活動の増

原によると運動麻痺回復中枢神経再組織化の

加により足圧中心が後方へ移動,その後足圧中心

ステージ理論では急性期の回復メカニズムは残

は遊脚側の大腿筋膜張筋と股関節外転筋により

存している皮質脊髄路の興奮性を高めることで

遊脚側へ移動し,その後立脚側へ移動するとされ

運動麻痺の回復を促進する時期とされている.そ

ている.またその際,静止立位と比べ荷重量に比例

こで,第 2 病日より,長下肢装具を用い立位及び荷

して中殿筋や大殿筋上部繊維の筋活動が段階的

重訓練を実施.立位開始時の下肢荷重量は右 15 ㎏

に増加するとされている.しかし本症例では,弛緩

左 50kg であった.また感覚障害に対しては鏡を用

性麻痺により上記筋群の活動が不足し足圧中心

いた.第 8 病日から歩行訓練を開始したが麻痺側

移動が不十分となり,また一側下肢での荷重支持

下肢から非麻痺側下肢への重心移動が不十分で

が出来ず重心移動が困難であった為,歩行時に麻

麻痺側下肢の振り出しが困難であった.第 11 病日,

痺側下肢を振り出すことが困難であったと考え

BRS 上肢Ⅱ下肢Ⅱ手指Ⅱ,表在・深部感覚共に重

る. 第 21 病日に回復期病院へ転院.

度鈍麻,TCT49/100,立位アライメントは非麻痺側

【意義】

荷重優位で体幹前傾・臀部後退著明であった.
本症例は,後外側腹側核に血腫を認め,これが小
脳の歯状核と連絡している為に運動のプランニ
ングに必要な活動が低下し動作の初動が障害さ
れたと考えた.さらに血腫が内包後脚へ進展し皮

体幹機能のみに着目する際に股関節周囲筋の
筋活動や重心移動評価等も併せて理解する必要
があると思われた.

四肢の運動失調に対して運動学習を促し、独歩獲得に至った症例
往西 真子 岡本 真衣

白川 由人

京都岡本記念病院

【はじめに】

れているため、運動学習を行いやすいよう難易度

今回、中脳梗塞による運動失調を呈した症例を

調整をした以下の練習を反復して実施した。骨盤

回復期で担当した。中脳赤核は小脳系によるフィ

後退に対して、立脚期の大殿筋、中殿筋の筋出力

ードフォワード、フィードバック制御に関連して

コントロール学習を目的に膝立位ステップ練習。

おり運動学習に重要な役割を果たし、内部モデル

反張膝に対してハムストリングスと大腿四頭筋、

の獲得のための誤差学習が行われている。そのた

下腿三頭筋の協調運動学習としてスクワットや

め小脳性運動失調の理学療法は適切な動作の運

階段昇降、また前脛骨筋による下腿前方への引き

動学習を促すことが重要である。適切な動作を学

出しを再学習するために油圧式底屈制動付足継

習するために視覚的フィードバックの利用と、難

手を使用してステップ練習を実施。体幹動揺に対

易度調整をした練習を反復したことで歩行能力

しては、脊柱の安定性や腹圧を高めて、姿勢・動

の向上を認めたため、以下に報告する。

作時の体幹安定性に働いている多裂筋や腹横筋

【症例紹介】

などの深層筋賦活を目的に四つ這いでのトレー

70 歳代女性。左中脳梗塞。既往に右第 5 中足骨
骨折を呈し、右足部～下腿はギプス固定中で踵荷
重のみ可能であった。初期評価は右上下肢麻痺、

ニングやヒップリフト、ストレッチポールを使っ
た練習を行った。
70 病日目 SARA15 点と失調軽減を認め、独歩

複視認めず、軽度深部感覚障害あり。37 病日目の

見守り。10ｍ歩行テスト 13.1 秒。Time Up & Go

Scale for the Assessment and Rating of Ataxia

Test 14.7 秒。右踵接地位置や、骨盤後退、体幹動

（SARA）21 点と右側に強い四肢と体幹の運動失

揺は改善傾向。右立脚中期エクステンションスラ

調を認めた。歩行は平行棒内見守り。右踵接地位

ストは残存しているが、92 病日目病棟で一部独歩

置不定、右初期接地~荷重応答期に骨盤後退、右

自立、10ｍ歩行テスト 9.6 秒、TUG11.9 秒となっ

立脚期で反張膝。支持物がないと体幹動揺の増強

た。

を認めた。

【考察】

【理学療法経過】

失調症状に対して視覚的フィードバックを用

21 病日目ギプスカット、右下肢全荷重開始とな

いてフィードフォワード制御を調節したことに

る。全荷重開始後に物的、人的介助下での前型歩

加え、運動指令と実際の運動の誤差が少ない動作

行練習で歩行量を確保。脳画像より視覚、空間認

を反復したことで、歩行中の主動作筋・拮抗筋の

知は障害されていないことを確認し、失調症状に

収縮の切り換えや、正常なタイミングでの筋収縮

対して視覚的フィードバックを利用し、右下肢協

などの四肢協調運動の学習が可能となり、内部モ

調運動改善にむけて臥位、座位、立位で直線上で

デルを再構築することが出来たと考える。さらに

のボール転がしや目印に対してのステップ・歩行

多裂筋や腹横筋も賦活され、支持物なしでも体幹

練習を実施。さらにフィードバック制御も障害さ

動揺が減少し、歩行能力が向上したと考える。

多発性脳梗塞の再発による協調運動障害への理学療法経験
～レンズ核線条体動脈領域の再梗塞症例～
米原 卓哉 山口 祐太郎 鋸屋 大志
脳神経リハビリ北大路病院

【はじめに】
右レンズ核線条体動脈領域の梗塞により基底

同時に下腿三頭筋の筋力強化練習も並行して行
った.

核ネットワークが障害され,協調運動障害を認め

最終評価（発症後 68 日）では,FMA の変化は

た患者に対して,ステップ練習などの運動学習を

なかったが,SARA は 7/40 点と改善し,立位,歩行

行った結果,歩容の改善がみられたため以下に報

の項目に変化がみられた.被動性検査では膝関節

告する.

屈伸,足関節底背屈時,MAS1⁺と筋緊張亢進は残存

【症例紹介】

したが,抵抗感は軽減し,それに伴い可動域も拡大

70 代男性.既往歴に多発性脳梗塞あり.入院前

した.MMT では左足関節底屈 4 と改善がみられた.

ADL は自立.

歩行では,遊脚期の膝スイングがみられ,また,左立

【理学療法経過】

脚後期から遊脚期へ移行する際の蹴り出しもみ

初期評価（発症後 17 日）では,Fugl-Meyer

られるようになった.その結果,歩幅は拡大

Assessment（以下 FMA）は下肢 30/34 点であり,

し,TUG は 8.3 秒,10m 歩行は 8.5 秒 19 歩と向上

運動麻痺はなかったが,協調性項目で減点がみら

がみられた.

れた.Scale for the Assessment and Rating of

【考察】

Ataxia （以下 SARA）も 11/40 点であり協調運

多発性脳梗塞による損傷の影響は強く,協調運

動に問題を認めた.また被動性検査では膝関節屈

動障害,筋緊張亢進は残存した結果となったが,

伸,足関節底背屈時の Modified Ashworth Scale

歩容改善に繋がった.これは主動作筋,拮抗筋の収

（以下 MAS）は 2 であり,筋緊張亢進によって可

縮弛緩が円滑に行えるよう促すことで,筋緊張の

動域は狭かった.また,下腿周径に左右差はなかっ

調節が再学習できたからではないかと考える.ま

たが,Manual Muscle Testing（以下 MMT）では

た,多くの先行報告にあるように使用頻度を上げ

足関節底屈の MMT は右 4 左 2 と発揮筋力に差が

ることで損傷領域の周辺に可塑的な変化が生じ

あった.歩行では,左遊脚期において大腿四頭筋と

たとされており,本症例においても運動反復によ

ハムストリングスの同時収縮が生じ,膝スイング

り可塑的な変化が生じたのではないかと考える.

がみられず軽度屈曲位での振り出しとなり,歩幅
の狭小化が生じていた.Timed Up & Go Test（以
下 TUG）は 15.8 秒,10m 歩行は 10.2 秒 22 歩で
あった.これらの結果から,筋骨格系ループの損傷
により,筋緊張の調節が困難となり,円滑な動作が
できないと考えた.これに対し,反復運動を行い,運
動学習による損傷領域周辺の賦活を図った.また,

高齢下肢切断者に対し、自宅退院後の義足生活定着を目指した症例
川田 萌美 小原 聖子

益田 賢太郎 加納 美奈子

吉田 新平

京都大原記念病院

【Ⅰ.はじめに】
今回、大腿切断、高齢にも関わらず自宅での義

【Ⅴ.経過（入院期間 5 ヵ月）
】
13 日：義足検討会

1 ヶ月半：仮義足で訓練開始

足生活に繋げることが出来た症例を担当した為、

3 ヶ月：4 点杖歩行・トイレ動作が見守り

ここに報告する。本発表は、当院倫理委員会の規

4 ヶ月：本義足完成 → 外出訓練実施・病棟内の

定に基づき、本症例、家族から同意を得ている。

義足歩行導入と義足装着時間の自己管理開始

【Ⅱ.症例情報】

【Ⅵ.考察】

＜年齢＞80 歳代後半＜性別＞男性

本症例は、自宅での ADL・歩行での移動自立、

＜Demand＞義足を使って歩きたい

生活場面での身体的負担を考慮し義足作製を行

＜診断名＞右大腿切断

った。作製した義足を使用しリハビリでは、早期

＜現病歴＞X 年 Y 月 Z 日に交通事故により右脛骨

に見守り下での義足歩行やトイレ動作が獲得で

腓骨開放骨折を受傷。10 日後に右大腿切断術施行。

きていたが、退院 1 ヶ月半前に本人から退院後も

Z+78 日にリハビリ・義足作製目的で当院に入院。

車椅子中心で生活したいとの要望が聞かれた。原

＜合併症＞脳塞栓症（麻痺なし）

因として、病棟内 ADL が車椅子ベースで安定し

＜同居家族＞息子･息子嫁 ＜趣味＞腹話術

たことや、本義足完成までに時間を要したことが

＜病前生活＞ADL・家事動作は自立、移動は独歩。

考えられる。その為、本義足完成後すぐに病棟内

【Ⅲ.理学療法評価】

にて義足装着時間の自己管理や義足装着下での

＜HDS-R＞初期：14/30 点→最終：26/30 点

移動、トイレ動作の導入を行った。その結果、義

＜GMT＞（初期→最終）

足中心での生活が習慣化され、本人からも義足を

体幹 3→4、右下肢 2～3→3～4、左下肢 4→4～5

使用した生活が送れそうとの発言が聞かれた。ま

＜BBS＞義足初期：21/56 点→最終 31/56 点

た、山崎は①毎日義足を装着する状況、②断端の

＜10m 歩行＞（4 点杖使用）

自己管理が可能かの 2 点が高齢下肢切断者が退院

初期：68 秒/58 歩（中等度介助）→最終：46 秒

後の生活で義足歩行を継続するための必要なポ

/37 歩

イントだと述べている。今回、病棟協力のもと実

＜FIM＞初期：34/126 点（運動：20、認知：14）

生活に義足を取り入れたことで、退院後の義足生

最終：101/126 点（運動：74、 認知：27）

活を想定した生活リズムの形成が図れ、退院後の

【Ⅳ.目標設定】

義足中心とした生活が獲得できたと考える。

短期（1～2M）
：基本動作自立･移乗動作見守り

【Ⅶ.まとめ】

中期（3～4M）
：義足歩行見守り･トイレ動作見守

退院後に想定される義足中心での生活の獲得

り

には、リハビリでの練習だけでなく、病棟との連

最終（5M）
：義足歩行自立･トイレ動作自立

携を図り病棟生活に反映させるタイミングが重
要であると学んだ。

左大腿骨転子部骨折により観血的骨接合術を施行した症例
～安全な杖歩行の獲得を目指して～
上田 堅也 坂根 孝司

志賀 大記

丹後中央病院

【はじめに】

治療アプローチは左内側広筋を中心に大腿四

今回、左大腿骨転子部骨折術後の症例を担当し

頭筋の筋力強化、ステップ運動による左中殿筋の

た。本症例は、受傷前友人と散歩することを楽し

運動学習、左大殿筋の筋力強化、左股関節内旋の

みとしていた。初期より杖歩行が近位監視で可能

ROM 訓練を実施した。

であったが、左膝の荷重時痛もあり転倒リスクが

【経過・結果】

高い状態であった。そのため、安全な杖歩行の獲
得を目指し介入した。
【症例紹介】

X+34 日に室内杖歩行自立、X+37 日に棟内杖歩
行自立。
最終評価（X＋50～52 日）では、杖歩行は左立

80 代女性。X 日に転倒、左大腿骨転子部骨折の

脚初期~中期の骨盤左回旋は軽減し左股関節屈曲

診断を受け、同日に観血的骨接合術（γ‐nail）を

位は改善、左立脚中期の体幹左側屈・骨盤左側へ

施行。術後一週で歩行器歩行まで可能。主訴は、

の側方動揺及び左膝関節の内反ストレスの軽減

以前みたいに友人と散歩したいであった。

がみられた。屋外杖歩行も連続して 30 分可能と

【理学療法経過】

なった。

【理学療法評価・アプローチ】

ROM（右/左）は股内旋 35°/25°、膝伸展 0°/－5°。

初期評価（X＋11～15 日）では、ROM（右/左）

MMT（右/左）は股伸展 4/4、股外転 4/3、膝伸展

は股内旋 20°/15°、膝伸展 0°/-5°。MMT（右/左）

4/4。疼痛検査は荷重時に左膝関節内側部の違和感

は股伸展 4/3、股外転 4/3、膝伸展 4/4。疼痛検査

となった。片脚立位（右/左）は 28.96 秒/4.51 秒。

は荷重時に左膝関節内側部に NRS4。片脚立位（右

10ｍ歩行（T 字杖）は最大歩行速度 9.15 秒と、

/左）は 19.0 秒/2.0 秒。10m 歩行（Ｔ字杖）は最

転倒リスクは軽減した。

大歩行速度 12.47 秒で、転倒リスクがあり安全な

【考察】

歩行が困難であった。
杖歩行では、左立脚初期~中期は左大殿筋の筋

住吉らは中殿筋が骨盤の側方安定化に関与す
る、Smillie らは内側広筋が大腿四頭筋の中で膝

力低下により骨盤左回旋・左股関節屈曲位となっ

関節の安定性と保護に関与する最も重要な筋肉、

た。そのため、左骨盤後傾位・左大腿骨外旋傾向

石井らは骨盤が後傾すると大腿骨が外旋し、膝関

にて左膝の内反ストレスを受けやすい状態で左

節の内反が助長され外側スラストを誘発すると

立脚中期を迎える。更に左内側広筋の筋力低下と

している。本症例は、初期では左大殿筋・中殿筋・

左股関節内旋可動域の制限による左股関節外旋

内側広筋の筋力低下と左股関節内旋の可動域制

位により左膝関節内反変形が助長されていた。ま

限により左膝関節へのストレスが増大し荷重時

た、左中殿筋の筋力低下により骨盤が右下制し体

痛が出現していたため、安全な杖歩行の獲得が困

幹左側屈での代償が出現していることも、左膝の

難であった。それらの要素の改善に向け介入した

内反ストレスを増大させていた。これらの要素が

結果、左膝の荷重時痛が消失し安全な杖歩行の獲

左膝の荷重時痛を生み杖歩行の安定性をより低

得が可能となったと考える。

下させていると考えた。

降段動作の左制御降下期において右前方への不安定性を認めた
左大腿骨外顆骨折の一症例
安田 悠真 田中 将人

伊東 諒

藤原 優斗

大西 佑和

田辺記念病院

【はじめに】

降段動作練習を実施した。理学療法後の降段動作

右側手すり支持での降段動作において、左制御

では、左制御降下期において左膝関節屈曲が増大

降下期に右前方への安定性低下を認めた左大腿

したことで、左足趾伸展による左踵部離地が緩徐

骨外顆骨折術後の患者を経験した。外側広筋に着

となり、前方への安定性向上を認めた。またそれ

目した理学療法により降段動作の安定性の向上

に伴い、身体の右への傾斜も軽減した。左制御降

が得られたため、考察を交えて報告する。

下期での左膝関節屈曲の際に生じていた左大腿

【症例紹介】

遠位外側部痛は NRS1 に軽減した。左膝関節屈曲

本症例は、80 歳代の女性である。現病歴は、自

可動域は 105°に拡大した。徒手筋力検査は左膝

宅玄関前での転倒により左大腿骨外顆骨折を受

関節伸展 4 のままであったが、初期評価時と比較

傷し、同日に観血的整復固定術を施行され、受傷

すると徒手抵抗に抗する力が増した。

後 27 日目に当院に転院の運びとなった。自宅復

【考察】

帰には、片手手すり支持での階段昇降動作の獲得

中村らは、外側広筋の過緊張や短縮は膝蓋骨の

が必要であった。主訴は「階段を降りるときに左

運動を阻害し、膝関節痛の原因や関節可動域制限

膝を曲げると痛い」であり、ニードを「降段動作

の原因となることが多いと述べている。このこと

の安定性向上」と設定した。

から、外側広筋の伸張性・滑走性改善を図ったう

【理学療法評価】

えで関節可動域練習を行ったことが、左制御降下

動作観察は、自宅環境に即して右上肢にて手す

期における左膝関節屈曲時の疼痛軽減につなが

りを把持した降段動作とした。本症例の降段動作

ったと考える。疼痛の軽減と筋力の向上により、

の左制御降下期では、股関節軽度外旋位で接地し

左制御降下期における左膝関節屈曲が増大し、左

た左下肢を軸に、左足関節背屈にともなう下腿前

踵部離地が緩徐におこなえるようになった結果、

傾、左膝関節屈曲により身体は前下方へ移動する。

右前方への安定性低下が改善し、降段動作の安定

この時、左膝関節屈曲が乏しく、その後左足趾伸

性向上につながったと考える。

展に伴い、左踵部離地が性急に生じることで前方
への安定性低下を認めた。また同時期に右上肢へ
の依存を強めて、体幹を右に傾斜させていた。こ
れらの動作から右前方への安定性低下を認めて
いた。
左制御降下期には左大腿遠位外側部に
Numerical Rating Scale（以下 NRS） 5 の疼痛
が生じていた。関節可動域測定は左膝関節屈曲
95°で、左大腿外側に NRS 3 の疼痛を認めてい
た。徒手筋力検査は左膝関節伸展 4 であった。
【理学療法・結果】
理学療法は、左外側広筋に着目した左膝関節屈
曲可動域練習、左膝関節伸展筋の筋力強化練習、

Tcane 歩行にて屋内移動の獲得を目指した症例
～装具に着目して～
岡﨑 勇也 蔭西 聡志

益田 賢太郎 吉田 新平

京都大原記念病院

足は軽減したが、足関節が固定された。さらに股

【はじめに】
今回、左視床出血により右片麻痺を呈し、装具

関節屈曲筋力低下から体幹伸展し努力性の振り

装着にて歩行獲得を図った症例について報告す

出しによりクリアランスを獲得する歩容であっ

る。本発表は、当院倫理委員会の規定に基づき、

た。結果、右膝関節屈曲筋と足関節底屈筋の筋緊

本症例、家族から同意を得ている。

張亢進が見られた。この歩容に対して本症例は右

【一般情報】

下肢の麻痺がⅣである事から自動での足関節背

【氏名】A 氏【性別】女性【年齢】70 歳代後半【主

屈の獲得が可能と考え、タマラック装具を作成し、

訴】右側が動かしにくい。
【Demand】杖で歩ける

底屈 0°にて装着し足関節背屈獲得を行った。介入

ようになりたい。

中、バンパを取り外し膝関節屈曲の緩和、歩行中

【社会的情報】

の蹴り出しの獲得を図った。また、努力性の振り

【家族構成】長男夫婦（同居）、長女、次男【キ

出しに対しては右下肢を自動介助にて過緊張を

ーパーソン】長男

抑制した状態での振り出しの学習を行った。結果、

【医学的情報】

足関節背屈獲得、努力性の振り出しが軽減した。

【診断名】左視床出血

【考察】

【現病歴】X 年 Y 月 Z 日バス停で倒れて A 病院

タマラック装具は足関節背屈補助モーメント

へ搬送。頭部 CT にて左視床～内包後脚に 12mm

が Push OFF 時に生じる。これにより蹴りだし時

大の出血認める。構音障害、右片麻痺の増悪あり。

に前脛骨筋の活動を補助しクリアランスの獲得

X 年 Y 月 Z+20 日リハビリ目的により当院に転院

が図れたと考える。また、潮見は運動学習には不

となる。

必要な筋活動を取り除く、フィードバック、練習、

【合併症】糖尿病、高血圧【既往歴】脳梗塞（放

姿勢調節と運動の相互関係、の 4 つが必須項目と

線冠）

述べている。自動介助により筋の過緊張を抑え、

【理学療法経過・アプローチ

Z+20 日～Z+151

体幹中間位に保持し左下肢荷重優位の姿勢にて

日】

行ったことにより振り出しが改善したと考える。

1.MMT：右股関節屈曲 2、右足関節背屈 2→右股

ROM による可動域改善、振り出し動作の学習、

関節屈曲 4、右足関節背屈 3

装具による背屈補助により振り出し時に足関節

2.ROM-t：右足関節背屈 0°→10°

背屈が出現しクリアランスが獲得されたと考え

3.Brs（下肢）
：Ⅳ

る。

4.MAS：右下肢弛緩性麻痺。→右足関節背屈 1+、

【まとめ】

右股関節外転 1

今回、装具装着後の動作から装具を再検討し動

5.BBS：SHB、30/56 点→タマラック装具、50/56

作の獲得に至った。残存機能や装具装着前後の動

点

作評価かを今後も実施し適切な装具の選択・調節
本症例の歩行は右下肢振り出し時、内反尖足が

見られた。尖足軽減目的で SHB を装着し内反尖

をして動作獲得に活かしていきたい。

左上腕骨近位端骨折術後、関節可動域制限を呈した一症例
～上肢側方挙上、肩関節外旋、棘鎖角に着目して～
山下 潤矢 千 智貴
京都きづ川病院

【はじめに】
今回、上腕骨近位端骨折により骨接合術を施行

【考察】
本症例は術後 2 週間の固定期間を必要とされ、

した症例を担当した。肩関節可動域と棘鎖角に着

初期評価時には肩関節可動域制限を認めた。特に

目してアプローチした結果、関節可動域が改善し

外旋可動域制限が著明であり、大胸筋の筋緊張異

た為報告する。

常を認めたため、大胸筋のスタティックストレッ

【症例紹介】

チングを行った。その結果 1st 外旋角度が-10°か

80 歳代女性。Z 日、深夜 3 時に自宅で転倒し受

ら 15°へ改善した。上肢側方挙上させる際、大結

傷。一度診察受け、帰宅するも歩行困難となり再

節は上肢前方挙上や側方挙上において 80°～

度受診。OPE 目的にて入院。Z+7 日後 OPE 施行。

120°の時期に肩峰に最も近づく。このことから

術後翌日 PT/OT 開始。術後 7 日後関節可動域運

肩関節外旋可動域向上が上肢側方挙上角度の向

動開始。

上に関連があると考えた。

【初期評価】術後 7 日

棘鎖角とは肩甲棘と鎖骨のなす角である。正常

1.アライメントは左肩甲骨挙上、外転、上方回

は 60°であり、肩甲骨後傾と上方回旋により増加

旋、前傾、内旋位。棘鎖角左 35°右 50°、脊柱

すると言われている。また、信原らは上肢挙上に

と下角の距離左 9.5cm 右 8.0cm2.触診では三角

伴い角度が増加すると報告している。

筋、大胸筋に筋緊張異常認めた。3.関節可動域は

本症例の棘鎖角は左 35°右 50°であった。肩

左上肢前方挙上 60°側方挙上 50°内転 0°1st 外

甲骨アライメントが不良でありこれに対して肩

旋-10°内旋 60°4.疼痛 NRS8/10 左上肢前方挙

甲骨のモビライゼーションを実施した。また、上

上、側方挙上、外旋の最終域。安静時 NRS0※2nd

肢側方挙上時は早期に肩甲骨挙上による代償が

ポジションでは測定できず

観察された。そのため代償を抑制し、上腕骨頭の

【最終評価】術後 14 日

肩甲骨関節窩への滑り込みを誘導しながら関節

1.アライメントは左肩甲骨軽度挙上、軽度外転、

可動域運動を行った。上肢側方挙上は 50°から

上方回旋、軽度前傾、内旋位。棘鎖角左 45°右

85°へ改善され、棘鎖角も 35°から 45°へ改善

50°、脊柱と下角の距離左 8.5cm 右 8.0cm2.触

がみられた。

診では三角筋、大胸筋の筋緊張異常は改善 3.関

【まとめ】

節可動域は左上肢前方挙上 75°側方挙上 85°内

今回、肩関節外旋、棘鎖角に着目しアプローチ

転 0°1st 外旋 15°内旋 60°4.疼痛 NRS5/10 左

を行った結果、上肢側方挙上が改善した。しかし、

上肢前方挙上、側方挙上、外旋の最終域。安静時

上肢前方挙上においては改善が乏しかった。上肢

NRS0

前方挙上では内旋を伴う。上肢側方挙上の改善が

【理学療法アプローチ】
1.肩甲骨モビライゼーション 2.大胸筋のスタ
ティックストレッチング 3.肩甲骨関節窩への上
腕骨頭の滑り込みを誘導した関節可動域訓練

得られたことより今後は 2nd ポジションでの内
旋可動域に着目し、制限因子に対し治療していく
必要があると考えている。

足関節三果骨折により足部の回内制限を呈し歩容に影響した症例
中西 力也 池田 直人

福澤 理英 石田 和輝

洛西シミズ病院

【はじめに】

検査では、右足関節背屈（膝伸展位）15°、右母

今回、右足関節三果骨折受傷後、観血的整復内

趾 MTP 関節伸展 30°、右第 2~4MTP 関節伸展

固定術を施行した症例を経験したため報告する。

30°右足関節回内 10°と改善を認めた。また内

【症例紹介】

側縦アーチ高率（立位）右 16。1％、MMT 右足

対象は右足関節三果骨折を呈した 75 歳女性。
受傷後、腫脹が強く、1 週間のギプス固定後手術

関節底屈 2、6 分間歩行が 300m であった。
【考察】

施行した。術後 21 日間は完全免荷で 22 日目から

本症例は仕事内容から長時間の独歩獲得が必

荷重を開始した。受傷前は仕事をしており、長時

要であった。初期評価時の歩容は右 IC 足関節回

間の独歩を必要とした。

外・外転、股関節外転・外旋接地、右 TSt 下腿外

【理学療法経過】

旋を認め、この歩容は rocker function を破綻さ

初期評価は術後 36 日目の 2/3 荷重時、最終評

せ、前方への推進力の低下により歩行速度の減少、

価は術後 62 日目の独歩時に実施した。初期評価

筋疲労増大へと繋がると考えた。また、歩行時に

では、歩容は平行棒内で右 IC 足関節回外・外転、

足底面の内側が浮くといった訴えがあったこと

股関節外転・外旋接地、体幹左側屈、その後、骨

から、足部の回内可動性低下に対して、立脚期の

盤を右回旋させ、右 TSt 下腿外旋がみられた。ま

支持基底面を増やすために股関節を外転・外旋位

た、歩行時に足底面の内側が浮くといった訴えが

にしていると考えた。足部回内制限の原因は、内

あった。非荷重位での足部アライメントが回外

側縦アーチが高いこと、母趾、第 2~4MTP 関節

10°外転 5°と拘縮しており、立位での Leg Heel

の伸展制限から長母趾屈筋、長趾屈筋、後脛骨筋、

Angle（以下、LHA）-4°、ROM 検査では、右

足底腱膜の短縮が考えられた。機能障害の原因と

足関節背屈（膝伸展位）5°、右母趾 MTP 関節伸

して、受傷による軟部組織の損傷、術後の癒着、

展 10°、右第 2~4MTP 関節伸展 10°右足関節回

術前術後合わせて 3 週間ギプス固定をしていたこ

内-5°と制限を認めた。触診では、Kager's fad

とで、不動による拘縮が考えられた。今回、これ

pad（以下、KFP）、足底腱膜の柔軟性低下が確認

らの柔軟性を改善したことにより、回内可動域が

された。内側縦アーチ高率（立位）は、右 18。1％、

改善し、6 分間歩行が 300m となったと考える。

左 15。2％、MMT は右足関節底屈 2-であった。

しかし、退院後は歩容の TSt 延長が残存してお

治療プログラムとして、長母趾屈筋、長趾屈筋、

り、長時間の連続歩行が難しく仕事復帰に至って

後脛骨筋の柔軟性改善、足底腱膜の柔軟性改善、

いない。足関節底屈 MMT2 と筋力低下が原因と

KFP の柔軟性改善、ヒールレイズを実施した。最

考える。

終評価では、歩容は独歩で右 IC 足関節回外・外
転、股関節外転・外旋接地、体幹左側屈軽減、右
TSt 延長がみられた。非荷重位での足部アライメ
ントは回外 0°外転 0°、
立位での LHA2°、
ROM

右人工股関節全置換術後に見かけ上の脚長差が生じた
症例についての検討
大槻 悟司 重松 翔平
学研都市病院
【はじめに】

ッド上では右股関節内転筋に対してストレッチ

転倒により右人工股関節全置換術(以下 THA)

ング,右腸腰筋・右大腿筋膜張筋の柔軟性向上を図

を施行後,見かけ上の脚長差が生じ歩行の安定性

った.結果,最終評価時 ROM－t は右股関節外転

が低下した症例を担当した.侵襲による筋力低下

30°,右股関節内転 15°,MMT においては右股関節

とそれに伴う股関節周囲筋の筋緊張の不均衡に

外転筋 4,内転筋 4 であった.右下肢荷重時の疼痛

より骨盤のアライメント不良が生じ見かけ上の

は NRS で 3/10 と軽減した.立位アライメントは骨

脚長差がみられ異常歩行を呈していた.荷重下で

盤の左右が中間位に近付き,左踵部の浮き上がり

の訓練を中心に行い改善することができた.その

が軽減された.歩行は右遊脚初期で右股関節屈

内容を報告する.

曲・外転の代償が軽減し右遊脚中期から終期にか

【症例紹介】

けての右股関節内転の代償が減少した.

階段から転落,右大腿骨頚部骨折を受傷し,側方

【考察】

アプローチによる右 THA を施行した 50 代女性の

本症例は右 THA を施行し,右中殿筋を侵襲して

患者.主訴は右足が長く感じて歩きにくい.術前

おり筋力低下を呈している.そのため立位アライ

ADL は独歩自立していた.

メントの不良や歩行時において右歩行は右遊脚

【理学療法経過】

初期で右股関節屈曲・外転において大腿筋膜張筋

初期評価は関節可動域測定（以下 ROM－t）右

の代償がみられる.加藤によると踵接地を意識さ

股関節外転 20°・内転 10°,徒手筋力検査（以下

せた 1/2 以上の部分荷重を加えた歩行訓練を行う

MMT）は右股関節外転 2・内転 2 だった.疼痛検

と中殿筋の筋出力向上を図ることができると述

査（以下 NRS）は右下肢荷重時 6/10,形態測定は

べている.そのためステップ訓練を中心に荷重下

棘果長が右 82.0cm・左 81.0cm・転子果長が右

での理学療法を行った.その結果中殿筋の筋出力

74.0cm・左 73.5cm だった.触診より右腰方形筋,

向上がみられ,骨盤のアライメント不良や歩行時

右腸腰筋,右大腿筋膜張筋の筋緊張亢進を認めた.

における異常歩行が改善された.

立位アライメントは,右骨盤下制,右股関節内転.左

この結果から,踵接地を意識させたステップ訓練

踵部の浮き上がりが確認された.歩行は右遊脚初

や歩行訓練は股関節外転筋の質的なトレーニン

期では,右股関節屈曲・外転がみられ,右遊脚中期

グに有効な手段となりえる.

から終期にかけて右股関節内転がみられた.治療,
股関節伸展筋および外転筋の筋力増強と骨盤の
アライメント修正を目的に平行棒内でのフォワ
ードランジ,片脚立位訓練を中心に行った.また右
中殿筋の筋出力向上を目的とした立脚初期の踵
接地を意識させたステップ訓練を行った.一方ベ

大腿骨頚部骨折術後に増悪した腰痛とトレンデレンブルグ徴候への
治療により歩行能力が向上した 1 症例
西尾 大智 1） 蛭子 拓真 1） 中川 恵介 1） 山﨑 泰志 1） 久保 元則 1）2）
菱川 法和 1）2） 前田 博士 1）
1）がくさい病院
2）京都府立医科大学大学院
【はじめに】

位でのドローインにて筋力を強化した.体幹コル

腰痛を有する高齢者は,疼痛や不活動により歩

セットの装着および徒手で骨盤の下制を抑制し

行能力が低下する.左大腿骨頚部骨折術後に既往

歩行訓練を実施した.ステップ動作により左右の

の腰痛症が増悪した症例に対し治療を実施する

トレンデレンブルグ徴候を意識させた.実施後に

ことで,歩行能力が向上した 1 例を経験したため

は歩行時の疼痛,筋力,６分間歩行距離を評価した.

報告する.

【治療】

【症例紹介】

歩行時の疼痛は NRS で腰背部 右 2,左 5,筋力は

既往に腰痛症のある 80 歳代の女性が症例であ

MMT で体幹 4,左下肢 4,等尺性最大股関節外転筋

る.自宅での転倒により左大腿骨頚部骨折を受傷

力が左 0.17 であった.6 分間歩行距離は 270m で

した後,人工骨頭置換術を施行し,当院へは術後 20

トレンデレンブルグ徴候は残存したものの軽減

日目に入院した.

した.

【評価】

【考察】

X 線画像で,cobb 角 22°と左側弯症を認めた．

大腿骨頚部骨折術後は,中殿筋の筋力低下によ

歩行時に Numerical Rating Scale（NRS）で左

るトレンデレンブルグ徴候が頻発する.トレンデ

股関節 0,腰背部 右 5,左 7 の疼痛を認めた.筋力は

レンブルグ徴候が及ぼす影響は,立脚期に骨盤が

Manual Muscle Test（MMT）で体幹 3,右下肢 4,

前額面上で反対側に傾斜し,対側の腰背筋が過活

左下肢 3,Hand held dynamometer による等尺性

動になることが報告されている.本症例における

最大股関節外転筋力は体重比（単位: kgf/kg）で右

腰背筋の疼痛は,トレンデレンブルグ徴候と左側

0.21,左 0.12 であった.歩行能力は 6 分間歩行距離

弯症が歩行能力の低下に関与していたと考えた.

で評価し,歩行車を用いて 150m であった.左右立

そのため従来の腰痛に対する治療だけでなく,ト

脚期にトレンデレンブルグ徴候を認めた.認知機

レンデレンブルグ徴候への集学的治療を実施し

能は Mini Mental State Examination で 28 点で

た.その結果,対側の腰背筋における過活動を抑制

あった.

することで,腰痛が軽減でき,歩行能力が向上した

【治療】

と考えた.しかしトレンデレンブルグ徴候は残存

術後 20 日目から 73 日目の期間,6～9 単位/日で

したことから,歩行中の腰背筋への負担を軽減す

以下の内容を実施した.腰部へのリラクゼーショ

るための補助具の選定や,中殿筋と体幹筋の筋力

ン，大腿直筋・腸腰筋・ハムストリングスのスト

強化の継続を生活期リハビリテーションへ提案

レッチングにより腰背部症状の軽減を図った.臥

する必要がある.

位と立位での股関節外転運動や片脚立位訓練,臥

要介助者の在宅生活の継続を考える際に必要な視点への気付き
吉田 美月 松川 三咲

中川 智明

京都武田病院

【はじめに】

立位保持：支持物使用し監視,歩行：重度介助

今回,左橋梗塞のため右上下肢に重度片麻痺を呈

FIM63/126 点（運動 36/認知 27）

した 90 歳代の症例を経験した.入院時より介助量

トイレ：移乗監視,下衣操作介助

軽減を図れたが,在宅では想像以上のサービスが

【考察】

導入され,「している ADL」が汎化されず疑問を

一般的に在宅生活を継続するには日常生活活動

抱いた.そのため症例を振り返り,経過を踏まえ以

（以下,ADL）動作の介助量軽減が必要とされて

下に報告する.

いる.そこで本症例も ADL 動作介助量軽減に向け

【症例紹介】

て介入した.その結果,トイレ動作は二人介助から

90 歳台後半女性 診断名：左橋梗塞 現病歴：X

終日軽介助となり,介助量は大幅に軽減した.しか

月 Y 日構音障害とふらつきを自覚し A 病院に救急

し,退院後は小規模多機能型サービスを組み合わ

受診.橋左側にラクナ梗塞を指摘.X+2M（以降,Z

せたケアプランとなり,介助量軽減に比しサービ

日）リハビリ目的にて当院入院.Key person：長

ス量が多い.また,夜間オムツ対応となり,「してい

男,長女（共に就労）Hope：トイレに行けるよう

る ADL」が在宅では汎化されなかった点に疑問を

になりたい

抱いた.それらの理由を以下のように考察する.今

家族 Hope：在宅生活を継続させてあげたい

回のケアプランや夜間のオムツ使用に共通する

初期評価 Z～Z+1W

点は介助者が無理なく長期的にサポートが行な

疲労感から臥床傾向

えることである.トイレ動作は自立か否かで介助

BRS−t：（右）上肢Ⅱ手指Ⅱ下肢Ⅱ

者の時間的拘束が発生する.また,排泄のタイミン

GMT：
（右/左）上肢 2/3 下肢 2/3 体幹 3

グは時間的制約を設けることができず,ヘルパー

HDS−R：24 点 基本動作：起居動作:中等度介助,

などのサービス利用が不可能である.そのため,介

座位保持：軽介助,移乗：全介助,

助者は夜間を含めると介助頻度が増大し負担と

立位保持：重度介助,歩行：不可

なる.これらより,在宅生活継続のため患者だけで

FIM44/126 点（運動 20/認知 24）

なく介助者の負担も考慮したプランの作成等に

トイレ：移乗・下衣操作二人介助

至ったものと考える.疑問点の共通点に帰結し,要

ゴール設定：トイレ動作介助量軽減

介助者の在宅生活継続において必要な視点であ

【経過】

ったと考える.

《Z》トイレ動作二人介助（立位保持・下衣操作

【まとめ】

に介助）
《Z+5W》トイレ一人介助（支持物使用し

本症例を通じ,介助量の「量」だけに着目するので

立位保持可能）
《Z+17W》家族指導開始《Z+18W》

はなく,介助の「頻度」という視点を持つことも重

退院前訪問指導,終日 P-トイレ軽介助で導入

要であった.介助者の負担を多角的な視点でみる

最終評価 Z+20W：

ことが,要介助者の在宅生活継続の要となること

日中離床時間延長

を学んだ.

BRS−t：（右）上肢Ⅱ手指Ⅱ下肢Ⅱ
GMT：
（右/左）上肢 2/3 下肢 3/4 体幹 4
HDS−R：27 点
基本動作：起居動作:監視,座位保持:自立,移乗:監
視,

膝蓋骨骨折後、膝関節屈曲可動域獲得に難渋した一例
柴田 航輔 瀧口 述弘
学研都市病院

【緒言】
膝蓋骨粉砕骨折に対する観血的整復固定術後、

ゼーション②膝関節屈曲可動域練習③電気刺激
を併用した膝関節伸展筋力増強練習(SLR、大腿

理学療法を実施したが十分な効果が得られず、膝

四頭筋セッティング、重錘を用いた抗重力位膝関

関節屈曲可動域制限が残存した症例を担当する

節伸展運動を含む)④スクワット⑤歩行練習⑥エ

機会を得た。その経過と実施した理学療法につい

ルゴメーターを用いた自転車漕ぎ運動

て報告する。

【考察】

【基本情報及び現病歴】

本症例は膝蓋骨粉砕骨折であり、横骨折や縦骨

症例は転倒により膝蓋骨粉砕骨折を生じた 60

折と比べて、膝関節内及び関節周囲の組織損傷の

歳代の女性で、受傷 8 日後に当院にて観血的整復

程度が大きかったと推測される。動物実験の結果

固定術を施行された。受傷前の膝関節屈曲可動域

から、1 ヶ月以内のギプス固定であれば、関節拘

制限はなかった。ギプス固定下で歩行練習等のリ

縮の主要な因子は筋であると報告されている。し

ハビリテーションを実施後、術後 27 日に当院回

かし関節運動に伴い生じた伸張感の部位には、関

復期病棟に転棟、ギプス除去され、関節可動域練

節構成体と考えられるものも多く含まれていた。

習が開始となった。

このことからギプス固定による影響に加えて、受

術後 28 日で膝関節屈曲可動域は 5°、end feel

傷時に損傷した膝関節周囲組織が膝関節屈曲可

は無抵抗性で疼痛が制限因子であったと考えら

動域制限に影響している可能性が考えられる。こ

れた。膝伸展筋力は MMT1 であった。

れらの影響で関節可動域制限の改善に難渋した

膝関節屈曲可動域は、術後 30 日で 20°、術後

と考えた。

33 日で 40°、術後 49 日で 60°、術後 59 日で

これに加え、広範な組織損傷に伴い生じた筋力

80°、術後 79 日で 90°、術後 92 日で 100°と

低下と疼痛が、ギプス除去後も自動関節運動を妨

経過した。最終屈曲域において伸張感ないし違和

げ、関節可能域制限の改善を更に遅延させたと考

感の訴えを認めた部位は、術創部、膝蓋腱、半膜

えた。

様筋腱下組織、膝蓋支帯、大腿中央前部、大腿遠
位前部及び外側部などであり、日差変動があった。
術後 123 日で膝関節屈曲可動域は 100°であり、
end feel は軟部組織伸張性であった。膝伸展筋力
はハンドヘルドダイナモメーターで 0.08kgf/kg
であり、extension lag が 20°残存した。
【理学療法内容】
以下の内容を時期に応じて毎日 3 時間、可能な
プログラムを実施した。
①膝関節周囲軟部組織のストレッチング、リラク

変形性股関節症に対して人工股関節全置換術を施行した一症例
～股関節伸展制限に着目して～
西澤 健太 高橋 有志

坂田 芳明

山科病院

【はじめに】
今回、右変形性股関節症（以下右股 OA）に対
して右人工股関節全置換術（以下 THA）を施行

疼痛の訴えを確認しながら痛みが増強しない範
囲で関節可動域練習を実施した。
【理学療法最終評価】

した症例の理学療法を担当した。治療を行ってい

右股関節伸展他動 ROM10°、NRS0、Thomas

く中で右股関節伸展制限に着目しながら理学療

テスト陰性、歩行観察は初期評価と同環境にて実

法を行った経験について報告する。

施。右 Mst から右 Tst での骨盤右回旋が減少し、

【症例紹介】

股関節伸展の出現がみられ Psw への移行がスム

70 歳代女性。右股関節痛が出現し、右股 OA と
診断され疼痛緩和のため THA を施行した。侵襲

ーズとなった。
【考察】

は後外側アプローチであり、手術中に内転筋切離

本症例は術前股関節伸展他動 ROM が 10°であ

を加えている。入院前 ADL は自立しており、家

り、術後は 0°であったため右股関節伸展制限が

事動作全般を行っていた。主訴は股関節が痛い、

生じていた。最終域での股関節前面の伸張痛と内

HOPE は痛みを無くして家に帰りたいであった。

側近位部の疼痛の訴えや Thomas テストの結果

【理学療法初期評価】

などから THA 施行による股関節周囲筋のアライ

＜術前＞右股関節伸展他動 ROM10°＜初期＞

メント変化が生じ、腸腰筋の伸張性低下と、内転

右股関節伸展他動 ROM0°P（Pain:右股関節前面

筋切離による疼痛が発生していると考えた。①の

伸張痛、内側近位部痛）、NRS5、Thomas テスト

問題点に対して、市橋らは継続的なスタティック

陽性、歩行観察では歩行器歩行にて実施。右ミッ

ストレッチにより筋の柔軟性を増加させると報

ドスタンス（以下 Mst）から右ターミナルスタン

告しており、2 分以上のストレッチングで筋腱複

ス（以下 Tst）にかけて骨盤の右回旋増強がみら

合体の柔軟性が改善されるとしている。そのため

れ、股関節伸展が減少していた。

側臥位によるストレッチと背臥位による Thomas

【問題点】

テスト肢位でのストレッチを実施した。また②の

右股関節伸展制限の原因として①術前・術後で

問題点に対して市橋らは痛みを消極的・破局的に

の股関節周囲アライメント変化による腸腰筋伸

捉え思考する疼痛認知の極端な偏りであるカタ

張性低下と②手術中の内転筋切離による股関節

ストロファイジングが機能障害・予後に強く関係

内転筋群の疼痛を挙げた。

すると報告しており、本症例では内転筋切離によ

【アプローチ】

る疼痛の訴えが強くみられたため本人の痛みの

術後より①に対して腸腰筋に対するスタティ

程度を把握しながら関節可動域練習を実施した。

ックストレッチを実施した。側臥位と背臥位での

①②より、腸腰筋の伸張性改善と内転筋群の疼痛

反対側股関節屈曲での右腸腰筋の伸長を図った。

が緩和され、その結果股関節伸展 ROM は 10°ま

②に対しては疼痛緩和の為の服薬と痛みの増強

で向上し、右 Mst~Tst での右股関節伸展出現につ

によるカタストロファイジングに注意し、本人の

ながったと考える。

右アキレス腱部分断裂後に左脳梗塞を発症した症例
～前足部の位置覚に着目して～
杉江 史啓 松田 佳憲

堀田 博之

丹後中央病院

【はじめに】
右アキレス腱部分断裂後に左脳梗塞（右片麻
痺）を発症した症例を担当した。右前足部の位置

間に及ぶため、右 FR 機能の再建から歩行効率性
が向上し、安楽に仕事を行えることを目指した。
＜統合と解釈＞

覚に着目し、評価・治療を行った結果、右フォア

座位・立位で足関節・前足部の前後左右方向へ

フットロッカー（以下、FR）機能が改善し、歩行

の重心移動を行った。視覚情報無しでは重心移動

効率性向上がみられたため以下に報告する。

が困難であり足関節・前足部の位置覚の問題が大

【症例紹介】

きいと考えた。右前足部の位置覚の低下が右 TSt

60 歳代男性。病前の ADL は自立、仕事は警備

から PSw での適切な右下腿三頭筋の筋出力発揮

員（現在休職中）。右アキレス腱部分断裂保存療

を妨げ、TSt から PSw の右踵部の挙上を阻害し

法経過中、自宅で体動困難、会話困難となり他院

ていると考えた。上記から、右前足部の蹴り出し

へ緊急搬送。

不十分による右 FR 機能低下を考えた。

【理学療法経過】

＜理学療法介入＞

第 109 病日、独歩にて、右前足部の蹴り出し不

右足関節・前足部の位置覚低下に対して、座

十分による右 FR 機能低下、右立脚後期（以下、

位・立位で最初は視覚情報を用いて右足関節の底

TSt）から前遊脚期（以下、PSw）の短縮による

背屈自動運動と立位で前足部での重心移動練習

右踵部挙上の不十分がみられた。関節可動域制限

を実施し、視覚情報有りでの運動が出来次第、視

はなし。筋力は足関節底屈左右 MMT5 であるが、

覚情報無しに切り替え上記練習を実施した。

左に比べ右の筋力低下を認め、下腿最大周径は右

第 140 病日、独歩にて、両 TSt から PSw の両

31.5cm、左 35.5cm。運動機能は Br-stage 右上肢・

踵部の挙上に左右差はなく、右 FR 機能の再建が

下肢・手指Ⅵ。右足関節と足趾の位置覚共に 2/5。

みられた。右足関節・足趾位置覚共に 4/5。下腿

更に、座位で右足底を傾斜台に載せて足関節の位

周径右 32.5cm、左 35.5cm。10m 歩行試験（独歩）

置覚の評価と座位・立位で踵を挙上した姿勢で踵

は、11.29 秒、16 歩、立脚時間右 0.88 秒、左 0.90

を左右方向へ移動させて前足部内での重心移動

秒。本人の主観は「変わった感じがします」と訴

を行った。結果、視覚情報が無ければ座位での右

えがあった。

足関節の底背屈運動と右前足部内での座位・立位

【考察】

の右小趾側から母趾側へ重心移動が困難であっ

本症例では足関節・前足部の位置覚改善訓練を

た。10m 歩行試験（独歩）は、11.14 秒、18 歩、

反復し実施した。右 TSt から PSw で小趾球から

立脚時間右 0.77 秒、左 0.90 秒。本人の主観は「変

母趾球への重心移動の改善により右下腿三頭筋

な感じがします」と訴えがあった。

の筋出力改善に繋がり、右 TSt から PSw の踵部

＜目標設定＞

の挙上に繋がったと考える。結果、右 FR 機能が

目標は警備員として仕事復帰ができ、社会的な
役割の再獲得とした。車の誘導などで歩行が長時

再建され歩行効率性が向上し、仕事復帰の一助と
なったと考える。

腰椎圧迫骨折による疼痛で活動量低下を呈した症例
～活動量の向上を目指して～
梶谷 啓太 谷川 祐一郎 釜田 雅俊 久保田 一誠

山中 卓也

森 直子

大原記念病院

【倫理的配慮】

【治療経過】

本発表は、当院倫理委員会の規定に基づき、本

【初期】起居動作時痛あり、移動は車椅子介助。

症例、家族から書面にて同意を得ている。

馬蹄型歩行器にて歩行可能も、骨盤の側方動揺あ

【症例紹介】

り。腰背部、臀部ストレッチ、起居動作指導、座

1．一般情報

位運動、歩行車歩行練習を主として実施。

80 歳代前半女性【demand】家に帰りたい

【中期】起居動作時痛残存、移動は歩行車にて自

【need】歩行能力向上、疼痛緩和、体力向上

立で骨盤の側方動揺軽減。腰背部、臀部ストレッ

2．医学的情報

チ、起立、着座練習、杖歩行練習を主として実施。

【診断名】脱水症後廃用症候群

【最終】起居時に対側臀部痛出現。移動は杖歩行

【合併症】慢性心不全【既往歴】陳旧性圧迫骨折

が上肢依存でふらつきある為変更なし。

（Th11,12）、ペースメーカー植え込み術

【考察】

【現病歴】X 年 Y 月 Z 日に腰痛が増悪し A 病院

本症例は介助依存が強く臥床傾向であった為廃

に救急搬入。陳旧性圧迫骨折（Th11,12）、軽度脱

用を防止する必要があった。臥床傾向の原因とし

水症診断。Z 日+16 日より当院で理学療法開始。

て骨折による疼痛と病前から活動意欲が低かっ

3．社会的情報

た事が考えられた。痛みによる防御性収縮で腰背

【家族構成】独居【キーパーソン】長男

部、臀部の筋緊張亢進が生じ、さらに新たな痛み

【病前 ADL】日曜日以外はデイサービス、デイケ

が発生したと考える。

ア、ヘルパーを利用。元々活動意欲が低い。

骨折部位への負担軽減の為起居動作の指導を

【理学療法評価】

実施した。筋緊張亢進による痛みに対してはスト

（初期：Z 日+16～35→最終：Z 日+99～105）

レッチにより緩和を図った。また、余暇活動を提

1．疼痛検査（フェイススケール）

供し臥床時間の軽減も図った。

起居動作：腰背部、右臀部痛 5/6（介助要請）→
腰背部痛 4/6、左臀部痛 5/6

※安静時痛なし。

結果、腰部の疼痛は僅かに軽減し起居動作での
スタッフへの介助依頼はなくなった。しかし、活

2．ROM-t（股関節屈曲）

動意欲は向上しなかった。また余暇活動による離

右 85°、左 90°→右 80°、左 85°

床促しで廃用防止を図ったが定着できなかった。

3．BBS

原因として動作指導内容をチーム間で共有出

38/56 点→44/56 点

来ていなかったことがあると考える。また、本人

【問題点】

要因として骨折による疼痛は減少したが、食事、

腰背部痛、体幹筋力低下、活動量低下（介助依存）

車椅子移送などの介助のある環境に依存してし

【目標設定】

まうようになった事があると考える。

【SG：1 か月】疼痛自制内で基本動作自立

【まとめ】

【LG：2 か月】自室からトイレ間の歩行車歩行、
トイレ動作自立
【FG：3 か月】両 T 字杖歩行見守り

病棟生活での活動意欲が低い方に対してはチ
ームアプローチが重要であると考える。

変形性膝関節症により人工膝関節全置換術（TKA）を施術し
屋外歩行獲得を目指した症例
～外方スラストに注目して～
岩崎 航大 馬場 道孝

石橋 由貴 杉本 敬太

京都大原記念病院
膝蓋上 10 ㎝：45.0/40.5 → 45.0/44.0 ㎝

【1.はじめに】
今回、変形性ひざ関節症（以下 OA）により人

◆歩行観察

工膝関節残置換術（以下 TKA）を施術した症例を

馬蹄型歩行器歩行では前腕支持による体幹前傾

担当した。本症例は歩行時に外方へのスラスト

位で、左右の IC から Mst 時にスラスト出現。杖

（以下スラスト）が出現していた。そこで大腿四

歩行でも同時期に同様のスラストが出現。独歩で

頭筋、股関節内外転筋群の強化を行ったことでス

は体幹の左右側屈が出現。しかし右側スラストは

ラストが軽減し屋外歩行獲得へつながったため

なく、左側スラストが出現。

以下に報告する。本発表において入院時に説明を

【4.考察】
本症例は両側変形性膝関節症により右 TKA を施

行い書面にて同意を得ている。

術した症例である。
本症例は歩行時の IC から Mst

【2.症例紹介】
◆年齢

：80 代

にかけてスラストが見られた。関節内外転筋群、

性別：女性

◆診断名 ：右変形性膝関節症術後

大腿四頭筋の筋力低下がスラストの原因だと考

◆合併症 ：高血圧

え、股関節内外転筋群、大腿四頭筋の筋力強化を

◆既往歴 ：左膝変形性膝関節症

行い歩行改善を図った。介入初期は術創部に疼痛

◆主訴

があり、運動負荷量を調節しながら大腿四頭筋中

：膝が痛い

◆Demands：旅行に行きたい

心に筋力を強化した。その後、疼痛軽減に伴い運

◆Need

動負荷量を増大し、重錘を用いての筋力強化訓練

：屋外歩行（1600ｍ）獲得

【3.理学療法評価

術後+9 日 → 術後+54 日】

や立位でのステップ訓練、ボールを挟んで起立訓

◆右膝関節可動域（Passive）

練を実施。その後の歩行訓練は円滑に移行できた。

屈曲：100 → 133° 伸展：-15 → 0°

それにより股関節外転・内転筋群、大腿四頭筋の

◆BBS

筋力向上を認め、退院前の歩行では右側スラスト

55→ 56 点

が見られなくなった。また寺前らは膝関節伸展筋

◆10m 歩行

の強化に加え、股関節内転筋群を強化することで

14.9 （22 歩） → 10.4 秒（19 歩）

効果的にスラストを抑制すると言っており、本症

◆TUG

例のスラストの原因は股関節外転・内転筋群、大

右：25.5 → 12.1 秒 左：24.0 → 12.88 秒

腿四頭筋の筋力低下と考える。

◆MMT（右/左）

【5.まとめ】

股関節屈曲：4/4 → 5/5 伸展：3/3 → 5/4 外
転：2/2 → 3/3

内転：3/3 → 5/5

膝関節伸

スラストは大腿四頭筋・股関節内外転筋群の筋
力強化により改善し、歩行の安定に繋がることが

展：2/5 → 5/5

分かった。また本症例は左 OA もあり、今後の予

◆周径（右/左）

防として左股関節外転・内転筋の自主練習指導を

膝蓋上

行なうことで左 OA のケアも出来たと考える。

：47.0/46.0 → 43.0/40.0 ㎝

前足部への荷重に伴う体重移動を再学習し歩容が改善した症例
田村 和也 伏川 絵莉子 筒井 優太 中村 真人
学研都市病院

【はじめに】

4/10。T 字杖歩行で院内外自立。左 Lr～Tst のト

変形性側弯症に対し腰椎後方除圧固定術（以下

レンデレンブルグ、体幹前傾減少。左遊脚期全体

PLIF）を施行した 70 代女性。前足部に着目し歩

で左骨盤挙上、フットクリアランス低下はみられ

行時の体重移動に対応した運動パターンを再学

なくなった。

習させ歩容の改善を目的に治療を行った。

【考察】

【症例紹介】

福山らは踏み切り時に前足部まで体重が移動

6、7 ヶ月前から左下肢に神経症状が出現し、特

しない例では感覚入力を改善するアプローチが

に左足底にみられた。当院を受診し変形性側弯症

重要であると述べている。今回、術後神経症状が

と診断、PLIF（L4-S1）施行となる。

消失し、前足部への感覚入力を促し、足底内での

【理学療法評価】

体重移動に伴う運動パターンを再学習したこと

術前は下肢の関節可動域に制限はなく、徒手筋

で、トレンデレンブルグ、体幹前傾が減少したと

力検査（以下 MMT）
（右/左）股関節外転 2/3、足

考えられる。また、同様に踏み切り時に前足部へ

関節底屈 4/4。荷重量（右/左）28.0/20.0 ㎏。表在

の体重移動を行え、左遊脚期全体で左骨盤挙上、

感覚足底（右/左）10/10、2/10。T 字杖歩行にて、

フットクリアランス低下がなくなったと考えら

「蹴りだし違和感がある」と訴えている。左荷重

れる。

応答期（以下 Lr）～立脚後期（以下 Tst）にトレ

藤田によるとサイドステップは中殿筋の筋力

ンデレンブルグ、体幹前傾。左遊脚期全体で左骨

向上により体幹のブレを制御する機能を向上さ

盤挙上、フットクリアランスの低下がみられた。

せると述べている。よって、サイドステップを行

【経過と治療】

ったことでトレンデレンブルグが減少したと考

左前足部の神経症状により左立脚期で前足部

えられる。MMT に変化はなかったがトレンデレ

への荷重が乏しく、左下肢の支持性低下によりト

ンブルグの減少、抵抗力から向上していると判断

レンデレンブルグが出現し、体幹前傾で前方への

できた。市橋は筋肥大による筋力増強はトレーニ

推進力を得ていた。二次的に左遊脚期全体では左

ング開始から 4～6 週間で起こるとされているが、

骨盤挙上、フットクリアランスが低下し、この状

高齢者の筋肥大反応は若年者に比べると弱まる

態が半年続き、筋力が低下した。タオルギャザー、

と述べている。よって、MMT に反映されなかっ

起立動作で左前足部への感覚入力を促し、同時に

たが今後向上してくると考えられ、継続して筋力

サイドステップで左中殿筋の筋力向上を行った。

トレーニングをしていく必要がある。

立位で Lr～Tst の体重移動に伴う下肢・体幹の反

本症例は年齢を考慮し、変形性側弯症の手術では

応を再学習させ、運動パターンの習得を図った。

なく、神経症状の改善のため PLIF を施行してい

【結果】

る。よって、今後の予防として PLIF の禁忌姿勢

術後 14 日目、MMT に変化なく、荷重量（右
/左）25.0/23.0kg。表在感覚足底（右/左）10/10、

動作、側弯を増強させない姿勢動作指導、が必要
である。

降段の左片脚支持にて右前方への安定性低下を認めた
左大腿骨転子部骨折術後の一症例
野口 宙斗 三宅 ほのか 熊本 佳子 石原 弘隆 伊藤 秀平
田辺記念病院
【はじめに】
降段動作での左制御降下期にて、右前方への安
定性低下を認めた左大腿骨転子部骨折術後の患

では問題を認めず、徒手筋力検査では左股関節外
転が段階 3 であった。
【治療・結果】

者を経験した。左制御降下期の問題に加え、左前

左股関節外転筋の筋力強化練習に加え、降段動

方移動期より認めた代償動作に着目し治療をお

作のなかで左前方移動期における左股関節内転

こなった結果、降段動作の安定性向上を認めたた

による骨盤左側方移動を誘導し、左股関節外転筋

め報告する。

の活動を促した。

【症例紹介】

結果、左前方移動期では左股関節内転に伴う骨

本症例は、左大腿骨転子部骨折と診断された 90

盤左側方移動が増大し、胸腰椎移行部での左側

歳代前半の女性である。自宅玄関にて転倒し、左

屈・左回旋、左股関節外転に伴う体幹左傾斜の軽

殿部に疼痛を認め A 病院へ救急搬送となり、左大

減がみられた。続く左制御降下期において左股関

腿骨転子部骨折と診断された。翌日に観血的整復

節屈曲・内旋による骨盤前傾・左回旋、急速な左

固定術（γ-nail）を施行し、15 日後にリハビリ

股関節内転に伴う骨盤右下制が軽減したことで

テーションを継続するため当院へ転院となった。

降段動作の安定性が向上した。徒手筋力検査では、

主訴は「段差を降りるときが怖い」であり、また

左股関節外転が段階 4 と筋力向上を認めた。

左側へ傾くことを気にされていることから、ニー

【考察】

ドを「降段動作の安定性向上」とした。
【理学療法評価】

本症例は左前方移動期において左股関節内転
に伴う骨盤左側方移動が乏しく、代償動作として

降段動作にて、左前方移動期に骨盤左側方移動

左股関節外転に伴う体幹左傾斜によって左手す

が乏しく、続く左制御降下期にて急速な骨盤右下

りに寄りかかり降段動作をおこなっていた。立石

制を生じることで右前方への安定性低下を認め

らは階段降段動作において、支持脚への体重移動

ていた。

をおこない、対側下肢を前方へ振りだす際に支持

左前方移動期から左股関節内転に伴う骨盤左

側中殿筋の筋活動が生じると述べている。今回、

側方移動は乏しく、胸腰椎移行部での左側屈・左

左股関節外転筋の筋力向上により左前方移動期

回旋が生じる。その後、左股関節外転に伴う体幹

にて左股関節内転に伴う骨盤左側方移動が増大

左傾斜が生じることで左手すりに寄りかかる様

し、胸腰椎移行部での左側屈・左回旋、左股関節

子がみられた。続く左制御降下期では、左股関節

外転に伴う体幹左傾斜の軽減がみられた。また、

屈曲・内旋による骨盤前傾・左回旋を伴いながら

その後の左制御降下期において急速な左股関節

急速な左股関節内転に伴う骨盤右下制が生じ、右

内転に伴う骨盤右下制が生じることなく、右足底

足底接地をする際に右前方への安定性低下を認

接地が可能となった。

めた。
動作観察から予測された問題点に対して検査
測定を実施した結果、関節可動域測定と感覚検査

左 BHA 施行後,独歩を目指した一症例
～体重免荷歩行装置を用いて～
青垣 夏月 西澤 真那
洛西シミズ病院

【はじめに】

【考察】

今回,左大腿骨頸部骨折を受傷し,左人工骨頭挿

術後 5 日目,侵襲筋である大殿筋に NRS7 の収

入術（以下 BHA）を施行した患者を担当した.独

縮時痛が生じている.そのため IC 時に発生する体

歩獲得に向けて,体重免荷歩行装置（以下 BWS）

幹・股関節の屈曲モーメントの制動が困難となり,

を用いて介入した結果を報告する.

重心を股関節後方に落とすように骨盤後傾・体幹

【症例紹介】

伸展させ安定させていると考えた.加えて大腿筋

84 歳女性.自転車に乗る際にバランスを崩し転

膜張筋の伸張痛による左股関節伸展制限により,

倒し,左大腿骨頸部骨折を受傷したため,左 BHA

左 Mst から Tst 時,股・膝関節を屈曲させ,大腿筋

を施行.術前 ADL は屋内外独歩自立.HOPE は
「元

膜張筋優位な歩行をしていると考えた.

の生活に戻りたい」であった.
【理学療法評価】

治療としては,術後早期より歩容を改善した状
態で荷重・歩行練習を行うため BWS を用いて,

＜初期評価（術後 4～6 日）＞

正常歩行時の筋活動再現に努めた.免荷量は,先行

CRP 値は 10.34mg/dl であり,術創部周辺に熱感

研究より 15%～40%程度で効果がみられたとの

と腫脹を認めた.左大腿筋膜張筋と殿筋群に

報告を参考とし,また本症例の歩容改善の見られ

Numerical Rating Scale（以下 NRS）7 の収縮時

た 20%に設定した.BWS にて垂直方向へ牽引し下

痛,左大腿筋膜張筋に NRS7 の伸張時痛がみられ

肢への荷重量を制限する事で,左 IC 時の大殿筋の

た.関節可動域測定（以下 ROM）は左股関節屈曲

収縮時痛が消失し,骨盤前傾・体幹正中位へとアラ

80°,伸展-15°,外転 20°.徒手筋力検査（以下

イメントの修正が可能であった.その状態で荷重

MMT）は左股関節屈曲 2,伸展 2,外転 2.等尺性左

練習を実施し,股関節・体幹の協調性改善を図った.

股関節外転筋力は 1.5kgf.平行棒内歩行時は左 IC

また左 Mst から Tst 時は,股・膝関節伸展位へと

時に骨盤後傾・体幹伸展位,左 Mst～Tst 時に股・

アライメントの修正を行い,殿筋群の収縮を促進

膝関節屈曲位であった.

した.

＜最終評価（術後 44～46 日）＞

その結果,最終評価では左股関節伸展可動域は

術創部周辺の熱感と腫脹は消失.左大腿筋膜張

向上し,左 Mst から Tst 時は股・膝関節伸展位へ

筋と殿筋群の疼痛は消失.ROM は左股関節屈曲

と歩容は改善した.また殿筋群の強化より,左 IC

90°,伸展 0°,外転 45°.MMT は左股関節屈曲 4,伸展

時は骨盤前傾・体幹正中位となり,左荷重量は増加

4,外転 4.等尺性左股関節外転筋力は 5.7kgf.左 IC

を認め,独歩獲得に至った.

時は骨盤前傾・体幹正中位,左 Mst～Tst 時は股・
膝関節伸展位へと歩容は改善し,独歩を獲得した.

足部のロッカー機能に着目し、歩行能力が改善した一症例
西村 俊哉 豊田 ひかり
京都岡本記念病院

【はじめに】

を狙った立ち上がり練習を反復した。また、GJ

脳卒中片麻痺者の歩行において多くは踵接地

を参考に GS 継手付きプラスチック短下肢装具を

が見られず、倒立振子による歩行が困難とされて

作成することで病棟での活動量を確保した。最終

いる。今回、株式会社パシフィックサプライ社製

的に SIAS-M は（4-4、4-4-3）であった。左のヒ

のゲイトジャッジシステム（以下 GJ）を用いて、

ールロッカー機能、左遊脚期での足部クリアラン

適切な装具療法と運動療法により足部の機能改

スや努力性の振り出しが改善した。最終 GJ では

善を図り歩行能力が向上した症例を経験した為、

左 IC~LR、遊脚期での TA の活動性が増加し、筋

以下に報告する。

発揮のタイミングの改善を認めた。また、TSw か

【症例紹介】

ら活動していた GC 過活動の改善も認め、TA と

右被殻及び内包後脚～放線冠にかけてラクナ

GC の同時収縮が消失した。FAC では Class5、独

梗塞を発症し、左片麻痺を呈した 70 歳代女性。

歩自立にて自宅退院となった。

初期評価で Stroke Impairment Assessment Set

【考察】

の運動項目（以下 SIAS-M）は（4-4、3-3-1）、

山本らは、GS は片麻痺患者の歩行で不足して

Modified Ashworth Scale （以下 MAS）0 点、歩

いるヒールロッカーに対して、踵接地からの滑ら

行は Functional Ambulation Categories（以下

かなつま先接地と下腿の引き出しを可能にする

FAC）Class1 であり、右手すり軽介助で可能であ

と報告している。本症例も GSD を使用し、積極

った。歩行観察では左 IC にて股関節内転かつ足

的なステップ・歩行練習を実施したことによりロ

関節内反位を認め、外側足底接地となる。左 MSt

ッカー機能が向上したと考えられる。大畑らによ

では股関節屈曲位で下腿の前傾が起こらずロッ

ると従来の底屈を制限する装具と比較し、底屈制

カー機能が破綻。また、左骨盤は Sway を認めた。

動の GS ではヒラメ筋の過剰な筋活動が消失する

左 ISw では足関節は内反尖足、MSw～TSw では

と報告されている。本症例の GJ においても、底

努力性の振り出しが観察された。GJ を用いた歩

屈制限の装具では TSw における GC の過活動が

行中の筋活動の計測では、左 IC～LR、遊脚期で

観察されたため、GS を利用したことで歩行中の

の前脛骨筋（以下 TA）の活動性の低下、歩行周

GC の過活動を抑制した状態で、本来の適切なタ

期を通して腓腹筋（以下 GC）の持続収縮、特に

イミングでの筋発揮を学習できたと考える。加え

左 TSw での TA と GC の同時収縮が観察された。

て、立ち上がり練習による背屈筋の随意性向上に

【理学療法と経過】

より、遊脚期の足部クリアランス、ロッカー機能

GJ の結果を参考に、ゲイトソリューションデ
ザイン（以下 GSD）を使用し、ステップ・歩行
練習を行った。ロッカー機能に着目したステップ
練習では IC～LR、LR～TSt に分けて実施した。
クリアランス向上のため、足関節の背屈筋の促通

が向上し歩行能力が改善したと考える。

左膝関節全置換術を施行し屋内外歩行の安定性向上に着目した症例
中村 暢

松田 佳憲

福若 雄介

堀田 博之

丹後中央病院

【はじめに】
今回、左膝関節全置換術後患者の屋内外歩行の

れ、左膝関節の安定性が低下し疼痛が出現したと
考える。このことが歩行時の左下肢支持性低下に

安定性向上に向け介入を行った。左内側広筋の筋

繋がったと考える。

力増強によって左下肢支持性が向上し、屋内外 2

治療プログラム

本杖による歩行獲得に至ったためここに報告す

左膝伸展可動域訓練、左大腿四頭筋のストレッ

る。
【症例紹介】

チ、左大腿四頭筋の閉鎖性運動連鎖筋力強化訓練。
最終評価（術後 60 日）

女性 70 歳代後半。診断名は左変形性膝関節症

立位姿勢は体幹左側屈と左後方回旋、骨盤左後

の術後で併存疾患に右変形性膝関節症がある。主

方回旋、左肩甲帯下制が初期評価時より軽減。歩

訴は動いたときに左膝が痛い。

行観察は左立脚初期の左膝関節伸展角度が増加

【理学療法経過】

した。左立脚中期の外側スラストは軽減し、外側

初期評価（術後 18 日）

への骨盤動揺も軽減した。左立脚後期での左股関

立位姿勢は頸部屈曲・胸椎屈曲の円背姿勢。体

節伸展が出現した。10m 歩行は 20.8 秒 24 歩。

幹左側屈かつ左後方回旋、骨盤左後方回旋、左肩

ROM-T（右/左）
（°）は股関節伸展 5/5、膝関節

甲帯下制。両股・膝関節屈曲位。歩行観察は左立

屈曲 95/105、伸展-20/-15、足関節背屈 5/0。MMT

脚初期に左膝関節屈曲位で踵接地している。左立

（右/左）は股関節伸展 4/3、膝関節屈曲 4/4、伸

脚中期に左膝の外側スラストが生じ、外側への骨

展 5/5、足関節背屈 4/4。大腿周径（右/左）膝蓋

盤動揺がみられる。左股関節屈曲位で立脚後期を

上縁 0cm は 37/39。膝蓋上縁 15cm は 43.5/45。

迎える。10m 歩行は 23.7 秒 28 歩。ROM-T（右/

疼痛検査（2 本杖歩行・右膝サポーター装着）は

左）（°）は股関節伸展 5/5、膝関節屈曲 95/85、

右膝内側 NRS0/10、左膝周囲 NRS0/10。荷重検

伸展-20/-20、足関節背屈 5/0。MMT（右/左）は

査（右/左）
（kg）は 38/34。整形外科テスト（ober

股関節伸展 3/3、膝関節屈曲 4/3、伸展 4/3、足

テスト）（右/左）は陽性/陰性。

関節背屈 4/4。大腿周径（右/左）膝蓋上縁 0cm

【考察】

は 37/41.5。膝蓋上縁 15 cm は 43.5/43.5。疼痛

膝関節の不安定性について嶋田らは膝伸展ラ

検査（平行棒内歩行）は右膝内側 NRS5/10、左

グが歩行時の膝不安定性を招いているとしてい

膝周囲 NRS7/10。荷重検査（右/左）
（kg）は 45/28。

る。また矢形らは大腿四頭筋の内側広筋は膝関節

整形外科テスト（ober テスト）
（右/左）は陽性/

の安定性と保護に関与する最も重要な筋である

陽性。

と述べている。そのため大腿四頭筋の筋力強化訓

臨床推論

練として関節内負荷の軽減を図り重力位での動

左大腿四頭筋の筋力低下により左大腿筋膜張

作に繋げやすい閉鎖性運動連鎖プログラムを用

筋が代償的に高緊張となり左膝外側での支持に

いた。これにより筋力向上が図れ、左膝内側での

依存した。このことが左内側広筋、左半腱様筋、

支持性が向上し疼痛軽減に繋がったと考える。結

半膜様筋の筋力発揮の阻害に繋がった。また左膝

果歩行の安定性向上に至ったと考える。

周囲の浮腫により左内側広筋の筋抑制が助長さ

歩き出しの IC～MSt の安全性向上を目指した
左大腿骨転子部骨折の症例
宮本 柊

松田 佳憲

三宅 毅志

丹後中央病院
【はじめに】

MSt では体幹の左側屈が残存。IC～MSt にかけ

今回左大腿骨転子部骨折術後の症例を担当し

て出現した恐怖心は初期時と比較し軽減したと

た。歩き出しの左 IC～MSt の安全性向上を目指

発言あり。10m 歩行は独歩 8.9 秒、20 歩。TUG

し治療を行ったので報告する。

は 9.1 秒。NRS は 0。MMT は股関節伸展右 5、

【症例紹介】

左 4。屈曲左右ともに 5。内転左右ともに 5。外転

症例は 80 歳代後半の女性で主訴は歩き出しが

左右ともに 5。ROM は股関節伸展可動域が右

怖い。病前は独居。6 年前に左大腿骨転子部骨折

10°、左-10°となった。

を受傷し観血的骨接合術を施行。今回その部位が

【考察】

疼痛増強の為、受診し偽関節と診断。診断から 5

本症例では、歩行時の左骨盤の引き込みが軽減

日後に偽関節手術自家骨移植術が施行され 4 週間

し 10m 歩行、MMT・ROM ともに改善がみられ

の免荷期間が開始。術後 19 日目から担当開始。

た。岡田らによると歩行において大殿筋は、踵接

【理学療法経過・臨床推論・アプロ-チ】

地に最も強く働くと言われ、体幹・股関節の屈曲

初期評価時（術後 56～59 日）の歩行動作は左

方向へのモーメントを制動する。また嶋田らによ

IC 時に左股関節屈曲・内転・内旋、左骨盤の後方

ると十分な患側下肢への荷重が困難な場合に歩

への引き込みがみられ MSt では体幹の左側屈が

行周期における機能的役割を意識したステップ

出現。IC～MSt にかけて左立脚相の延長と恐怖心

運動が有効であると述べている。そのため、今回

が現れていた。歩行の不安定性は歩行開始時のみ

大殿筋の筋力向上と同時に大殿筋の収縮を意識

出現し転倒のリスク有り。歩行中は安定して歩行

したステップ運動を行った。それにより最終評価

可能。10m 歩行は独歩 9.8 秒、23 歩。TUG は 12.4

時には大殿筋の筋活動が向上し左 IC 時の左骨盤

秒。NRS は 0。MMT は股関節伸展右 4、左 3。

の後方への引き込みが軽減した。その結果として

屈曲右 5、左 4。内転右 5、左 4。外転右 5、左 4。

左 IC の安定性が得られたことにより歩行開始時

ROM は股関節伸展可動域が右 10°、左-15°。

の安全性向上に繋がったと考えた。

これらの評価から問題点として左股関節伸展可

【まとめ】

動域の低下、左股関節の伸展筋力の低下を挙げた。

今回症例では左股関節伸展に着目した。左 IC

それらを改善することで歩き出し時の安全性向

時の骨盤の引き込みは軽減したが、体幹の側方動

上に繋がると考えた。

揺は残存している。そのため今後は、股関節伸展

治療アプローチは股関節伸展可動域訓練、大殿
筋の筋力トレーニング、ステップ訓練を選択した。
最終評価時（術後 67 日）の歩行動作は左下肢
の IC 時に左骨盤の後方への引き込みが軽減した。

だけでなく内外転、体幹、など他の要素にも着目
しアプローチを行う必要があると感じた。

自宅退院に向けて,同居家族の協力が不可欠であった症例
～チームアプローチによる移乗動作介助指導～
岡部 皓輝 中川 智明
京都武田病院

【はじめに】

値：3.3g/dL

右多発性脳梗塞により左片麻痺を呈した症例を

GMT：左下肢 2,右下肢 3,体幹 2 基本動作：寝返

担当した.前院より食事拒否による栄養状態不良

りは軽介助,その他中等度介助.

や意欲低下を認め,大幅な身体機能の改善が難し

【考察】

いと予測した.症例は自宅退院を希望したが家族

本症例の栄養状態不良や意欲低下から理学療法

から退院後の生活に対し不安な発言が聞かれた.

による身体機能の著明な変化を認めなかった.自

今回理学療法の提供に難渋したが,試行錯誤の末

宅復帰には家族への移乗動作介助指導が重要と

家族が行える移乗動作を獲得し自宅退院に至っ

考えたが,家族が日中就労のため訓練内での直接

た.それらを以下に報告する.

指導ができず難渋したため,他のリハスタッフと

【症例紹介】

意見交換し指導方法を模索した.家族は夕方に来

60 代女性,62kg,要介護 4,発症前は全自立.同居家

院するため病棟スタッフと連携した介助指導を

族：長男（夕方のみ来院）次男（週 1 日来院） 診

検討したが,病棟では移乗を全介助で実施してお

断名：右多発性脳梗塞現病歴：8 病日に前院でス

り「できる ADL」と「している ADL」に乖離が

テント留置,31 病日に当院回リハ入棟しリハ開始.

生じていた.そのため乖離の是正を図る目的で,ま

既往歴：内頚動脈狭窄症,HT,DM,両膝 OA

ずは病棟スタッフへ移乗介助方法を指導し病棟

【初期評価】

ベッド周囲の環境を調整した.乖離が是正された

（入院時）

段階で指導内容を病棟スタッフへ指導し,夕方に

食事拒否や意欲低下あり.HDS-R：26 点 Alb 値：

家族への移乗動作介助指導を病棟スタッフに依

2.7g/dL 主訴：家に帰りたい.BRS-t（左）：上肢

頼した.その際生じた問題点は症例や病棟スタッ

Ⅲ・手指Ⅲ・下肢Ⅳ GMT：左下肢 3,右下肢 4,体

フと共有し介助方法の再検討を行った.以上から,

幹 1

ROM-t：左上肢,両股・膝関節,体幹で制限

病棟スタッフを含めたチームアプローチにより

有り筋緊張：左腹筋群で（-） 高次脳機能障害：

家族が移乗介助を実施する頻度が増え,家族が安

全般性注意障害,病識低下基本動作：寝返りは軽介

心して行える移乗介助方法が定着し自宅退院に

助,その他は重度介助.

繋がったと考える.

【経過】

【まとめ】

入院当初は体調に合わせて座位・立位訓練を中心

本症例を担当する中で,「している ADL」の向上

に実施.入棟 60 日も栄養状態や身体機能に著明な

を図るため積極的に病棟スタッフと情報共有し

変化を認めず.入棟 90 日に本人の強い希望から自

ていく必要があると感じた.またチームアプロー

宅退院方向へ.同時期から病棟スタッフに移乗動

チを行っていく中で理学療法士の専門性を活か

作介助を指導.入棟 110 日より病棟スタッフから

した介入を行うことの重要性を認識した.

家族へ車椅子移乗を指導.入棟 130 日に家族介助
での車椅子移乗を獲得.入棟 150 日で自宅退院.
【最終評価】
（退院時）
食事拒否,意欲共に著変無し.体重：43.8kg Alb

BRS-t：上肢Ⅳ・手指Ⅳ・下肢Ⅴ

既往歴に右片麻痺を有し、右大腿骨頸部骨折を受傷した症例
～屋内 4 点杖歩行自立を目指した症例～
玉城 尚人 石原 健太

石橋 由貴 杉本 敬太

京都大原記念病院

【はじめに】

【考察】

今回、既往歴に右片麻痺を有し、右大腿骨頸部

本症例が結果として屋内 4 点杖歩行自立獲得で

骨折を受傷した症例を担当した。バイオニックレ

きた理由は、麻痺側下肢の支持性向上と非麻痺側

ッグを使用したアプローチを行い、4 点杖歩行自

下肢を軸とした動作獲得によりバランス能力が

立を獲得した症例を下記に報告する。

改善した為と考える。本症例の初期状態として麻

【症例紹介】

痺側下肢への荷重が困難であり歩行や立ち座り

60 歳代男性。右大腿骨頚部骨折。受傷 X 月 Y

時も非麻痺側優位の姿勢であった。しかし、バイ

日＋5 日に手術(人工骨頭置換術)、Y+28 日に当院

オニックレッグ装着下での立ち座りで麻痺側下

に転院。既往歴：5 年前に右片麻痺(発症部位：不

肢の荷重筋の賦活を促す事で支持性が向上し支

明)。本人 Demand：元の生活に戻りたい。

持基底面内の安定性限界の拡大に繋がったと考

本発表において入院時に説明を行ない書面にて

える。バイオニックレッグの設定は僅かな足底へ

同意を得ている。

の荷重量で反応するよう設定して足底が浮きに

【理学療法経過】(初期→最終)

くい状態を誘導した。また、アシスト力も荷重筋

BRS：上肢Ⅱ・手指Ⅱ・下肢Ⅲ→Ⅱ・Ⅱ・Ⅲ

の筋出力が得られる範囲で設定して賦活を図っ

ROM：股屈曲:75P→110°外旋:測定不可→25°膝屈

た。

曲:85P→105°足背屈(膝屈曲位): -15→-10°(膝伸

初期の歩容は、非麻痺側立脚期においても動揺や

展 位 ):-20→-15° BBS ： 7/56→27/56 FACT ：

傾斜が大きく、それに伴い麻痺側下肢も努力的に

5/20→12/20 FMA 下肢：合計 10/34 E10/28

振り出しする歩容であった。本症例は両ハムスト

F0/6→合計 13/34 E13/28 F0/6 10m 歩行：1 分 53

リングスが過緊張な状態である事から骨盤が後

秒 42 歩→51 秒 43 歩

傾位になり立脚期において動揺や傾斜が大きく

【経過】

なったと考える。その為、ハムストリングスの緊

1W: 長下肢装着下で平行棒内歩行開始。

張緩和と非麻痺側を軸としたステップ練習や歩

2W:短下肢装具装着下でサイドケイン歩行開始。

行練習を実施した事で動的バランスの改善に繋

連続で 10m 可能、立ち上がり軽介助にて可能。

がったと考える。それに伴い非麻痺側下肢の重心

4W:オルトップ装着で４点杖歩行開始。連続 30m

コントロール改善が図れて歩行時における非麻

可能、立ち上がり最大見守りで可能。

痺側下肢の振り出しの努力性が軽減したと考え

5W:病棟内自室からトイレ間 4 点杖歩行見守り開

る。

始、バイオニックレッグ使用しての立ち座り練習

【まとめ】

開始。

今回、本症例に合ったバイオニックレッグの設定

6W:病棟内４点杖歩行自立開始。

で実施する事で正常な筋出力が得られバランス
能力が向上し杖歩行獲得へと繋がったと考える。

左官業の壁塗り動作において安全性・安定性の低下を認めた
くも膜下出血術後の一症例
柴田 敏宏 西村 公稀

前島 一樹 森下 実咲

田辺記念病院
【はじめに】
今回、下方への壁塗り動作において、片膝立ち

で殿部を引き上げられず介助を要した。徒手筋力
検査は右股関節伸展 3、右膝関節伸展 3、右足関

に なる 際と片 膝立 ちから 立ち 上がる 際に 安定

節底屈 2 で筋力低下を認めた。

性・安全性の低下を認めたくも膜下出血後の一症

【理学療法及び結果】

例を経験した。症例に対する理学療法によって、

右股関節伸展筋、右膝関節伸展筋、右足関節底

安定性・安全性の改善を認めたため報告する。

屈筋の筋力強化練習をおこなった。結果、壁塗り

【症例紹介】

の際に右股関節と膝関節屈曲が増加、右足関節背

症例は椎骨動脈瘤破裂によるくも膜下出血と

屈による下腿前傾が軽減し下方への移動が可能

診断され、同日コイル塞栓術を施行した 50 歳代

となった。また片膝立ちへの移行する際に、右下

の男性である。発症約 3 ヶ月後に当院へ入院とな

肢を後方へ引いた後もゆっくりと右足関節背屈

った。職業は左官業であり、職場復帰を希望して

による下腿前傾と膝関節屈曲が可能となり、安定

いる。主訴は「下がっていくときにふらつく、し

性と安全性が向上した。片膝立ちからの立ち上が

かも立てない」であり、need を「下方への壁塗

り動作は、右股関節と膝関節の伸展が可能となり、

り動作と片膝立ちからの立ち上がり動作の安定

続いて足関節底屈による下腿後傾により右膝が

性・安全性向上」とした。

離床し介助が無くても立位への移行が可能とな

【理学療法評価】

った。

動作課題は、コテを模した板を右上肢に持ち、

【考察】

壁に触れる程度に当てた立位姿勢から右下肢を

本動作に類似している立位から着座する動作

側方へ広げ両股関節と膝関節の屈曲により下方

について、山本らは抗重力の方向すなわち股関節

へ壁塗りをおこない、片膝立ちとなる動作及び床

屈曲、膝関節屈曲、足関節背屈を股関節伸展筋群、

からの立ち上がり動作とした。壁塗りの際に、右

膝関節伸展筋群、足関節底屈筋群の遠心性収縮に

股関節外転し下肢を側方に広げていくが右股関

よって制動する必要があると述べ、本症例もそれ

節と膝関節屈曲が乏しく、過度な右足関節背屈に

らの筋力の改善により立位から片膝立ちへの移

より下腿前傾している。さらに下方へ塗るために

行が可能になったと考える。片膝立ちからの立ち

片膝立ちに移行するが、コテを壁に強く押し当て、

上がり動作については、中村らはしゃがみ込み肢

右股関節内旋しながら右足関節背屈による下腿

位の立ち上がる相では十分な膝関節伸展筋活動

前傾により踵部が離床する。その後、右下肢を後

を発揮することが必要であると述べ、本症例にお

方へ引いた直後に右足関節背屈による下腿前傾

いても膝関節伸展筋の改善が動作獲得につなが

と右膝関節屈曲が急に生じ、勢いよく右膝を接地

ったと考えた。

させ殿部が下方に落ち込み安定性・安全性が低下
していた。また、片膝立ちからの立ち上がり動作
は右股関節と膝関節伸展、右足関節底屈が不十分

自宅復帰を目標に病棟で行った環境設定について
～左大腿骨転子部骨折を呈した症例～
信貴 颯人 1) 矢部 由貴 1) 鹿野 純平 2) 根本 玲奈 1) 高橋 聰志 1)
1）京都近衛リハビリテーション病院 2）京都大原記念病院

【はじめに】
今回,超高齢であり認知機能低下と難聴を持ち
指示理解が困難な人に対し自宅復帰を目標にア
プローチを行った結果を報告する.本発表は,当

・BBS（点）：5→30.両足揃え,前方リーチ,物拾
い,360°回転,片脚立位で改善.
・認知機能検査 MMSE（点）：14→18.口頭指示,
計算で改善がみられる.

院倫理委員の規定に基づき本症例,家族から同意

【目標設定・治療プログラム】

を得ている.

短期目標：安定した立位保持が可能.

【症例紹介】

長期目標：杖と手すりで室内での伝い歩きが可能.

年齢：90 代後半 性別：男性

治療プログラム：立位アライメント修正,重心移動

身長：150cm 体重：51.7kg BMI：22.9

訓練,伝い歩き・短距離杖歩行練習.

診断名：左大腿骨転子部骨折

【考察】

現病歴：X 年 Y 月 Z 日に自宅の段差で躓き転倒.Y

本症例は,トイレまでの移動・動作獲得が必要と

月 Z+1 日に体動困難で救急搬送となる.観血的骨

なった症例である.入院時の病棟生活ではトイレ

接合術実施.Y 月 Z+28 日に当院へリハビリ目的で

や帰室目的に急な立ち上がりや移動が多くみら

入院.

れており,転倒リスクは高いものの本人の転倒に

既往歴：両側慢性硬膜下血腫,発作性心房細動,

対する認識は得られなかった.本症例は指示理解

難聴.

が得られにくかったため,機能面中心のアプロー

家族ニーズ：トイレには一人でいけるようになっ

チから姿勢や動作を中心としたアプローチへ変

てから帰ってきてほしい.

更し立位・歩行安定を目標に介入した.また同時に

キーパーソン：長女夫

居室トイレまで安全に移動できるように病棟ス

自宅環境：持ち家二階建て一軒家.妻と二人暮らし.

タッフと居室環境について検討し,ベッド付近に

入院中に生活導線に手摺り設置済.

杖の設置,入り口付近に車椅子設置を試みた.その

病前生活：入浴以外 ADL 動作自立,移動は杖使用

際,車椅子や杖の設置場所は誰が見ても分かるよ

他部門情報：収縮期血圧 80～90mmHg 脈拍 100

うに床にマーキングを行った.退院時には支持物

回/分で休憩 （Dr）,夜間は熟睡し起きる様子はな

下での立位・歩行の安定が図れ,居室内は杖と伝い

い （Ns）.要介護 4,退院後は入浴目的でデイサー

歩き,居室外は車椅子での移動が定着した.また,居

ビスを利用予定（MSW）.

室トイレまでの導線が確保されたため自身で移

（初期→最終）
【理学療法評価】

動可能となった.

・立位姿勢：両手支持にて円背あり.骨盤が後傾し

今回のケースから,認知機能が低下した症例で

左回旋位.股・膝関節は屈曲し後方重心.上肢で

自宅復帰を想定する場合,病前生活や病棟生活,リ

引っ張りながら保持している.→片手支持での

ハビリ内でみられる行動を確認した上で環境を

立位が可能,股・膝関節の屈伸運動をしながらの

整えながら能力を引き出していくことが重要だ

立位保持となる.

と感じた.

腰椎後方固定術を施行された症例の起立動作に着目して
～活動範囲拡大のために～
吉田 有希 畑 佑宇希
八幡中央病院

【はじめに】

脊柱起立筋の柔軟性低下に対しリラクゼーシ

本症例は起立動作の殿部離床が困難なため、手

ョン・骨盤 ROM 練習を実施し、腹筋群、大殿筋、

すりを引き込んでの起立を行っており、転倒リス

股関節内転筋群筋力低下に対し、筋力トレーニン

クが高い状態であった。そこで、屋内での安全な

グを実施した。

生活を送るため、また Hope である買い物の再開

【最終評価】

を実現するために安定性の高い起立動作が必要

触診は大腿直筋・腸腰筋過緊張軽減、腹筋群低

であると考えた。

緊張改善、MMT は股関節伸展、内転、外転で 3

【症例紹介】

レベルに向上した。TUG、TST-5 はカットオフ値

80 代女性、腰部脊柱管狭窄症に対し腰椎後方固

を上回った。姿勢観察は、座位、立位ともに腰椎

定術施行（固定椎間 Th11～仙骨）既往歴に右人

過前弯、骨盤前傾が改善していた。起立動作は、

工股関節全置換術（THA）がある。術前 ADL は、

第 1 相は腰椎過前弯が改善され骨盤の可動性が向

屋内杖歩行自立。

上。
第 2 相は離殿時に重心の前上方への移動獲得。

【初期評価】

第 3 相は股関節伸展活動の向上がみられた。

触診は大腿直筋、腸腰筋筋緊張亢進、腹横筋、

【考察】

腹斜筋群低緊張。MMT は股関節伸展、内転、外

本症例は、独居かつ自宅での転倒歴があり、屋

転、体幹屈曲で 2 レベルであった。TUG はカッ

内での移動時に転倒リスクがあった。そこで、安

トオフ値を下回っていた。姿勢観察は、座位、立

全に自宅生活を送れるよう引き込みのない起立

位ともに腰椎過前弯、骨盤前傾である。起立動作

動作獲得を目標とした。Force couple を構成する

は、第 1 相は腰椎過前弯・骨盤前傾位となり、第

筋に着目し治療を行った結果、支持物なしでの起

2 相は離殿時の前上方への重心移動困難なため手

立動作を獲得し、TUG、TST-5 もカットオフ値を

すりを引き込み、第 3 相は股関節伸展活動不十分

上回った。篠田らは TUG が転倒との相関関係が

であった。

あると述べており、福田らは TST-5 と転倒・下肢

【統合と解釈】

筋力との相関関係があると述べている。その為、

初期評価時の姿勢は、1 右 THA 術後より骨盤
前傾を強めた姿勢での生活。2 手術侵襲による脊

今回の介入が妥当性のあるものだと考えた。
【まとめ】

柱起立筋柔軟性低下。3 術後の長期臥床による体

起立動作改善に向け、Force couple を構成する

幹・下肢筋力低下が原因と考えた。その為、骨盤

筋に対し考察・アプローチを行った結果、動作や

前傾の Force couple が過剰に働き、骨盤後傾の

評価結果から改善を認めた。しかし、本症例の

Force couple が働きにくいため、支持物なしでは

Hope に必要な往復 6 分の歩行は、いまだ獲得で

起立困難であった。さらに股関節内転筋群の筋力

きていない。また、買い物先に手すりのない低い

低下により、股関節伸展活動が不十分だと考えた。

椅子があり、今後は低位置からの起立訓練も必要

【治療】

だと考える。

浅層筋と深層筋の関係性に着目した右人工股関節全置換術の症例
服部 悠

西嶋 勇太

柴田 秀稔

籔内 潤一

市立福知山市民病院

【はじめに】
今回、右変形性股関節症（以下：OA）に対し

位・平行棒内立位にて運動学習を促した。
【最終評価：X＋6W】

右人工股関節全置換術（以下：THA）術後の症例

触診では両側 TFL の筋緊張は軽減し、股関節

を担当した。南角らによると「深層外旋筋は臼蓋

屈 曲 時 の 代 償 運 動 も 軽 減 し た 。 ROM-T （ 右 /

に対して大腿骨頭を求心位に保持する事から股

左°）
：股関節屈曲 90/100、伸展-5/0、外転 15/20、

関節の安定性を高める」とされている。本症例で

内転-5/0 と拡大した。

は術中にて深層筋を切離しており機能が低下し

【考察】

ている事が予測される。また動作的には、浅層筋

初期評価では、術中の切離により深層外旋筋が

である大腿筋膜張筋（以下：TFL）の緊張が高く、

機能しにくい状態であった。そこで、浅層筋であ

関節運動時に優位に活動していた。これらから浅

る TFL が「臼蓋に対し骨頭を求心位に保つ」と

層筋と深層筋の働きについて症例を通して学ん

いう機能を補うために、過剰に活動していたとい

だのでここに報告する。

う仮説を立てた。

【症例紹介】
70 代、男性、身長 160。0cm、体重 64。0kg、
BMI25。X 日に右 THA を施行。X＋8 日に回復期
に転棟した。主治医より、術中にて内閉鎖筋、上・

最終評価では、股関節屈筋・外転の筋力の改善
が認められた。この一助として TFL の緊張が軽
減したことが要因として考察される。
また筋力の回復のみならず、深層筋→浅層筋の

下双子筋は切離していると報告があった。

機序を運動再学習し、残存した深層筋が臼蓋と骨

【理学療法経過】

頭の安定性に寄与したと考える。最終評価時には、

【初期評価：X＋2W】

TFL の筋緊張が改善し、外閉鎖筋と大腿方形筋の

視診・触診（臥位・立位）
：両側ともに TFL の
過緊張が著明で、股関節屈曲時に外転・外旋運動
が複合する。ROM-T（右/左°）：股関節 active

スムーズな収縮が獲得できたからだと考察した。
【まとめ】
今回、THA 術後の症例を担当した。術後早期

屈曲 80/100、伸展-10/-5、外転 10/20、内転-5/0。

より術中侵襲における深層筋の不活動に着目し

【理学療法アプローチ】

てアプローチを構成した。結果として浅層筋との

当初から動作時に TFL が優位に活動しており、

関係性を再確認し、アプローチ時に深層筋から浅

術式より深部外旋筋が不活動である事が予測さ

層筋の連携を意識して取り組むことで、早期の機

れた。その為、背臥位でリラクセーションを行い

能回復を得ることができた。

TFL の緊張軽減を図った。次に、側臥位にて関節

今後、深層筋の筋活動についても詳しい評価が

トルクを最小限にした股関節外旋運動を実施し、

必要と考えられ、筋エコーなどによる評価が今後

TFL の代償を誘発させないように留意した。また、

の課題といえる。

術後に残存した外閉鎖筋・大腿方形筋の筋発揮を
促すため、股関節屈曲位で実施した。その後、深
層筋→浅層筋の順に筋発揮が行えるように、臥

左レンズ核線条体動脈梗塞により右片麻痺を示した一症例
～歩行動作に着目して～
鵜飼 良誠

山口 祐太郎

1 脳神経リハビリ北大路病院

【はじめに】

の増加がみられた.それにより,立脚後期での股関

左脳梗塞により歩行障害を示した症例を経験

節伸展,ダブルニーアクションも出現した.しかし,

し,理学療法介入により歩行能力が向上したため

症例は深部腱反射亢進もみられており,足関節運

以下に報告する.

動の阻害因子となっていた.そこで,腱反射閾値の

【症例紹介】

上昇,バイオフィードバックによる歩行動作時の

70 歳代男性.構音障害,顔面を含む右半身麻痺を
認め,頭部 MRI にて左 LSA 領域の脳梗塞を認めた.
発症 23 日後当院転院.

筋発揮の賦活を図り電気刺激療法を実施した.
【考察】
分離不全から股関節屈曲内転,足関節底屈内反

【理学療法経過】

接地であり膝関節内反モーメントが増加し

初期（発症 24 日後）

lateral thrust が生じたと考えられる.また,下腿前

・Fugl-Meyer assessment（FMA）
：上肢 51/66 下

傾が十分に生じず立脚初期から中期にかけて膝

肢 26/34

関節過伸展がみられた.そのため,ヒールロッカー

・反射：膝蓋腱+++ アキレス腱++

が生じず推進力を生み出しにくい状態であった.

・Modified Ashworth Scale（MAS）：腸腰筋 2

そのため,立脚終期から前遊脚期における股関節

内転筋 1+

伸展が不足し.クリアランスの低下におけるロッ

・歩行速度：0.2m/s

カーファンクションの破綻がみられたと考える.

最終（発症 90 日後）

そして,これらの要因がダブルニーアクションの

・FMA：上肢 51/66 下肢 32/34

消失に繋がったと考える.先行研究より,麻痺側の

・反射：膝蓋腱++ アキレス腱+

積極的な使用は運動麻痺の改善に効果的である

・MAS：腸腰筋 2 内転筋 2

とされている.また,回復期脳卒中患者におけるエ

・歩行速度：0.7m/s

ルゴメーター活用の有用性も示されている.これ

【介入と結果】

により,分離運動の改善が図れたと考えられる.ま

症例の歩行能力の向上に着目し介入した. 遊脚

た,電気刺激療法により腱反射閾値の上昇が図れ

期においては,麻痺側下肢クリアランスの低下が

たことで歩行能力の向上につながったと考える.

みられた.一方,立脚後期での股関節伸展角の不足,

【まとめ】

ダブルニーアクションの消失,lateral thrust がみ

ガイドラインに沿った治療により高い治療効

られた.理学療法では座位より各関節の反復運動

果を得ることができた.しかし,同時に個別性の高

を実施しその後荷重位でのステップ課題,自転車

い疾患であることを理解し個人にあった治療方

エルゴメーターでの交互運動により分離運動の

法の検討することも必要であるということを改

促通を図った.その結果,各関節における運動角度

めて学んだ.

長距離歩行時、左大腿外側に疼痛が生じることで耐久性の低下を
認めた左大腿骨頸部骨折患者に対する理学療法
北川 翔平 西谷 源基

貝尻 望

赤松 圭介

藤本 将志

渡邊 裕文

六地蔵総合病院
【はじめに】

緊張検査は左大腿筋膜張筋に筋緊張亢進を認め

今回、長距離屋外歩行時に左大腿外側に疼痛を

た。Visual Analog Scale（以下：VAS）を用い疼

認めた左大腿骨頸部骨折患者の理学療法を経験

痛を評価したところ左大腿外側で 5.2cm、ROM

した。併存疾患である関節リウマチによる足部の

測定では左第 2-5 指 MP 関節屈曲-5°であった。

変形を考慮し、理学療法を施行したところ疼痛に

【理学療法】

改善がみられ歩行の耐久性向上を認めたため報

まず側臥位で左股関節伸展、外転運動を行い筋

告する。報告に際し症例に説明し同意を得た。

力強化を図った。その後、立位にて左股関節外旋

【症例紹介】

位を中間位へと修正し足部の外がえし、左前足部

症例は 70 歳代女性で X 年 5 月に転倒し左大腿

への荷重を誘導することで、左股関節外転筋の収

骨頸部骨折を受傷後、他院で全人工股関節置換術

縮を促し左第 2-5 指 MP 関節伸展の軽減を図った。

を施行した。退院後、長距離屋外歩行時に左大腿

【結果】

外側に疼痛が生じたため当院を受診、X 年 7 月に

左立脚期中の左股関節外旋が減少し左立脚初

リハビリが開始となる。主訴は「長く歩くと太も

期から中期に生じる左股関節屈曲、内転による体

もの外側が痛くなる」であり、ニードは疼痛改善

幹右前方傾斜が減少した。そして、MMT では左

による歩行動作の耐久性向上とした。

股関節外転、伸展が 4 へ、筋緊張検査では左大腿

【理学療法評価】

筋膜張筋の筋緊張が正常域へ改善した。VAS は

ニードに基づき歩行動作観察を行い、主に左立

0cm、
ROM 測定は左第 2-5 指 MP 関節屈曲が 0°

脚初期から中期の動作によって疼痛が生じると

へ改善を認めた。

考えた。まず左立脚初期を左股関節外旋、外転、

【考察】

左足部回内位で迎え、左立脚初期から中期に左股

左大腿外側の疼痛は左股関節伸展、外転筋の筋

関節屈曲、内転による体幹右前方傾斜が生じ、左

力低下と左立脚期中の左股関節外旋位が原因と

足部では回内が増大し下腿の外側傾斜が生じて

考えた。松本らは股関節屈曲位での外転、股関節

いた。また常に左第 2-5 指中足指節関節（以下：

外旋位での外転では中殿筋の筋活動は低下し大

MP 関節）は伸展位のままであった。以上より左

腿筋膜張筋の筋活動に差がないと報告している。

股関節伸展、外転筋、左外がえし筋、左第 2-5 指

そのため左立脚期中に左股関節外旋位であるこ

屈曲筋の筋力低下、また左股関節伸展、左足部内

とと左立脚初期から中期に左股関節屈曲が生じ

がえし、左第 2-5 指 MP 関節屈曲の関節可動域
（以

るため左大腿筋膜張筋が優位に股関節内転を制

下：ROM）制限が考えられた。さらに左大腿外

動すると考えた。よって左股関節外転、伸展筋の

側の疼痛は左立脚初期から中期の股関節内転制

筋力が改善したことで左立脚初期から中期に生

動による左大腿筋膜張筋の筋緊張亢進が原因と

じる左股関節屈曲、内転が減少し、前足部への荷

考えた。予測した問題の検査結果は、徒手筋力検

重が増加したことで、疼痛が改善し歩行の耐久性

査法（以下：MMT）で左股関節外転、伸展 2、筋

が向上したと考えた。

右人工膝関節置換術後に疼痛が残存し、
独歩の安全性獲得に苦慮した症例
松本 奈々 坂根 孝司

福若 麻衣

丹後中央病院
【はじめに】
今回、右変形性膝関節症により人工膝関節置換

を促すことで、伸張性改善、可動域改善を図った。
同時に下肢の筋力増強運動を実施し、右下肢の筋

術（以下 TKA）を施行した症例を担当した。運動

出力向上を図った。

時の疼痛が残存していたため、疼痛のない独歩の

【結果】

獲得を目的に約 3 週間介入し、若干の改善がみら

最終評価（術後 44 日）時の歩行観察は、股関

れたためここに報告する。

節・膝関節軽度屈曲位のままだが、右立脚時間延

【症例紹介】

長、体幹の側方動揺は軽減した。歩幅が半足分拡

70 歳代女性。右 TKA 目的にて入院。8 ヶ月前

大し、わずかに踵接地可能となった。10m 歩行は

に右 THA 施行。病前は夫と二人暮らし、屋内外

22.5 秒、歩数 38 歩。疼痛は、運動時と歩行時は

独歩、ADL 自立。

同部位に残存も軽減し NRS4。
安静時荷重右 21kg、

【理学療法評価・アプローチ】

左 33kg。右下肢全荷重可能。恐怖感の訴え無く

初期評価（術後 27 日）時の歩行観察は、独歩

片脚立位は 0.5 秒可能。ROM-T 右股関節伸展

可能も常に両股関節・膝関節軽度屈曲位。歩幅は

-10°、
膝関節屈曲 100°。
MMT 右足関節底屈 2、

半足と狭く、足底全面接地。重心左変位で、右の

他 4。術創部周辺の腫脹、熱感軽減、皮膚の柔軟

立脚時間が短縮。左右荷重応答期から立脚中期に

性向上、膝蓋骨の可動性向上。各筋の過緊張は軽

かけて支持脚方向への体幹の側方動揺あり。右立

減。病棟内 ADL は全て自立し、独歩にて退院と

脚期に右膝に疼痛あり。10m 歩行は 30.7 秒、歩

なった。

数 48 歩。疼痛は、右立脚期に膝蓋靭帯に NRS8。

【考察】

膝関節運動時と立位での荷重時に、膝蓋靭帯に

本症例は、TKA 後も運動時痛が残存しており、

NRS7 の疼痛あり。
安静時荷重は右 12kg、左 42kg。

軟部組織の癒着、膝周囲筋の筋緊張亢進による疼

最大荷重は右 35kg、左 54kg（全荷重可）。右片

痛と考え治療を行った。しかし、17 日間の介入で

脚立位困難。触診にて術創部周辺に腫脹、熱感、

は若干の改善は得られたものの疼痛が残存する

皮膚の柔軟性低下、膝蓋骨の可動性低下、大腿直

という結果となった。

筋・大腿筋膜張筋・ハムストリングス筋緊張亢進。

市橋は、股関節・膝関節屈曲位の動作では、そ

関節可動域検査（以下 ROM-T）、右股関節伸展

れぞれ伸展モーメントを発揮しているとしてい

-15°、右膝関節伸展-15°・屈曲 90°。徒手筋力

る。

検査（以下 MMT）右股関節内転 2・外旋 3、右足
関節底屈 2、その他 4。
治療は、独歩の安全性向上を目指し介入。疼痛
軽減を目的にリラクゼーション、ストレッチング
を実施し、術創部周囲の皮膚と軟部組織の滑走性
向上を図った。また、大腿直筋のストレッチング
の実施と歩行の立脚中期から後期の股関節伸展

本症例は、THA の既往があり股関節伸展制限
が強くみられたため、立位・歩行時に膝関節に常
に伸展モーメントがかかり、伸筋が過緊張となり、
疼痛の改善が得られにくかったと考えた。
早期から多関節の影響を考慮し、評価・治療を
実施していくことが重要であると学んだ。

TKA 後に生じた歩行時の大腿後面痛の解釈
〜右膝関節内反変形に対して TKA が施行された一症例〜
酒井 菜月 山田 貴司
学研都市病院

【はじめに】
今回,右変形性膝関節症に対し人工膝関節全置
換術（以下 TKA）を施行された症例を担当した.

刺激が加わり大腿後面痛が生じた.これらからプ
ログラム立案し治療を進めた.
【治療と経過】

歩行開始後から術側の大腿後面痛を呈した.大腿

炎症に対しては,積極的な RICE 処置を行った.

後面痛に関して評価し運動療法を行った結果,疼

大腿二頭筋の過緊張に対しては,大腿二頭筋腱へ

痛は改善傾向を示したため考察を交えて以下に

圧迫刺激を行った.それに加え,パテラセッティ

報告する.

ングで相反抑制をかけ筋緊張低下を図った.さら

【症例紹介】

に膝関節自動運動を取り入れ自己抑制を用いた.

症例は 70 代後半の女性である.右膝関節に疼痛

結果,14 日目の最終評価では炎症の 4 兆候は軽減

を生じ歩行困難となり当院受診された.変形性膝

し,大腿二頭筋短頭の圧痛は消失した.右膝伸展

関節症と診断され TKA を施行された.歩行時の右

に関して ROM-T は-10°,MMT は 3 へと改善し

立脚中期（以下 Mst）に右大腿後面痛が強く,痛

た.歩行時の大腿後面痛は消失し,立脚中期の過

みなく歩けるようになりたいという訴えがあっ

度な膝屈曲も見られなかった.術後 15 日目で回復

た.術前の ROM-T は右膝屈曲 90°,伸展-15°で

期病棟へ転棟された.

MMT は右膝屈曲 4,伸展 2 である.

【考察】

【評価】

治療後,大腿後面痛は消失し,Mst 時の過度な膝

術後 7 日目の初期評価では,主訴は歩行時の右

屈曲は改善した.正常歩行では荷重応答期から立

大腿後面痛であった.炎症の 4 兆候が著明に見ら

脚中期にかけて 15°から 5°の膝伸展が生じると

れた.安静時と右膝関節の自動伸展時に右膝前

されている.大腿二頭筋の短縮が緩和され,右膝

面・内側痛が生じた.また他動伸展時には右膝・

関節の伸展は-10°と改善がみられた.大腿四頭

大腿後面痛を生じた.圧痛所見は大腿二頭筋短頭

筋の筋力は腫脹によって関節内圧が上昇すると

に著明であった.ROM-T は右膝屈曲 30°,伸展

筋出力に抑制がかかるといわれている.RICE 処

-15°.MMT は右膝屈曲 4,伸展 2 であった.歩行

置により炎症が抑制され膝関節の伸展は 2→3 へ

観察においては,Mst 時に過度な膝屈曲を認めた.

と改善された.パテラセッティングを行ったこと

荷重応答期から立脚中期にかけて膝の伸展が困

は大腿二頭筋に相反抑制が働き過緊張の軽減へ

難であった.手術侵襲による膝前面・内側痛の痛

とつながった.膝関節の伸展は現在も-10°と制

みにより防御性収縮が生じ,右膝屈曲筋群の過緊

限がみられるため今後もアプローチが必要であ

張が生じていた.また術前からハムストリングス

る.また股関節・足関節に関しては評価が不十分

の短縮を認めた.これらの原因より歩行時に大腿

であったため,今後は他関節についても見解する

二頭筋が遠心性収縮し,膝関節伸展に伴って伸張

必要がある.

右恥骨骨折で歩行困難を呈した症例
～杖歩行獲得に向けて、シルバーカー歩行の安定性向上を
目指して～
高橋 英嗣 齋藤 優樹

墨 真佑佳 久保田 一誠 山中 卓也

森 直子

大原記念病院
【はじめに】
運動への意欲が低く、難聴と認知機能低下によ

10m 歩行テスト（最終のみ）：シルバーカーにて
1 分 6 秒。

り指示理解が困難であり、歩行安定性の獲得に難

杖歩行：最大能力として T 字杖と手すりを用いて

渋した症例を担当したのでここに報告する。本症

3 動作歩行の獲得。動作手順のエラーが多くふら

例は当院倫理規定に基づいて本人と家族の同意

つきあり。

を得ている。

【問題点】

【症例紹介】

#1 意欲の低下#2 認知機能低下#3 立位不安定性

年齢：90 代 性別：女性

#4 耐久性の低下#5 筋力低下

診断名：右恥骨骨折 合併症：高血圧

【目標設定】

現病歴：ショートステイ入所中に、鼠径部に疼痛

短期：起居動作が見守りで行える。トイレ動作が

があり外来受診。転倒等は明らかではないが、レ

見守りで行える。

ントゲンにて骨折認め x 日入院。

長期：シルバーカー歩行で自室からトイレ、デイ

病前生活：トイレまでの歩行を除き活動性は低く

ルーム間が移動できる。

雑誌などを読みながら過ごす。

【考察】

他部門情報：ミドルステイ利用後に自宅転帰。病

初期にトイレ動作は環境設定し実際の動作にて

前は屋内杖+伝い歩行、屋外シルバーカー歩行。

介入を行った。下衣操作などで介助が必要であっ

【理学療法評価】

たが BBS での床からの物拾い項目の点数向上に

（初期 x+10 日→中期 x+44 日→最終 x+80 日）

伴い膝下からの引き上げ動作も安定して行う事

1．認知機能検査（HDS-R）

ができるようになる。歩行は横歩き、シルバーカ

11 点と変化なし。気分的な落ち込みが多く運動を

ー歩行時に、右骨盤帯と左腋窩から姿勢修正をし

促しすぎると不隠になることがある。

ながら介入した。その結果、右中殿筋の収縮が促

2．MMT（右）

され、右立脚期の延長とそれに伴いトレンデレン

中殿筋 2→2→3、その他下肢 3→4→4

ブルグ徴候の軽減を認めた。杖歩行は 3 動作歩行

3．BBS

の獲得、杖支持での段差昇降が可能となるが、動

15 点→21 点→21 点。振り向き時に重心移動が右

作手順のエラーが多く転倒リスクがあるため病

側は不十分であるが可能となる。前方リーチ、床

棟での反映が困難であった。

からの物拾いの項目で点数の向上を認める。

【まとめ】

4．FACT

トイレ動作は環境を設定することで見守り下

未実施→7 点→7 点。点数上の変化はないが、片

での能力獲得へと至った。歩行はシルバーカー歩

側臀部の挙上、両側臀部移動は困難であるが上肢

行は獲得できたが最終目標である杖歩行は動作

を使用すれば可能。

手順の定着が困難、下肢の支持性低下によるバラ

5．歩行観察（未実施→中等度介助→見守り）

ンス不良により不安定性がみられる。最終的な歩

シルバーカー歩行：右立脚中期～後期がトレンデ

行形態を早期に定め本人にとって行ないやすい

レンブルグ徴候あり短縮→トレンデレンブルグ

手順での定着が必要だと学んだ。

徴候軽減に伴い立脚後期のふらつき軽減。

BHA を施行し歩容改善と再転倒の予防に努めた症例
中嶋 智宏 重松 翔平
学研都市病院

【はじめに】

て、 BHA では中殿筋が侵襲されるため術後に筋

左大腿骨頸部骨折を受傷し左人工骨頭置換術

力低下が生じやすく骨盤を水平に保つ事が困難

（以下 BHA）を施行し術後創部痛と左下肢筋力

になるため、バランス能力の低下が起こると考え

低下により独歩困難となった患者。受傷前の趣味

る。これに対し、平行棒内での片脚立位保持や継

であった散歩をできるようになるために歩容の

ぎ足歩行などのバランス訓練と CKC での股関節

改善と再転倒の予防を目的に治療介入を行った。

外転運動を行い筋力強化とバランス向上を試み

【症例紹介】

た。

70 歳代男性。自宅前で転倒し大腿骨頸部骨折と
診断され BHA を施行となる。
【理学療法評価】

【結果】
最終評価（術後 3 週）10m 歩行は、独歩で 12
秒、TUG は 17。59 秒、6 分間歩行は 230m とな

初期評価（術後 1 週）関節可動域測定（以下

りすべての試験において歩行速度の改善がみら

ROM-t）
（右/左）では股関節伸展が 5°/-5°。股

れた。また、ROM（右/左）においても股関節伸

関節外転が 20°/5°。また徒手筋力検査（以下

展 10°/0°、股関節外転 20°/10°となり MMT

MMT）
（右/左）股関節伸展 3/2、股関節外転 4/2。

（右/左）においては股関節伸展 4/3、股関節外転

HDS-R は 12/30 点。10m 歩行は歩行器使用で 19

4/3 と改善がみられた。歩容においてはワイドベ

秒、TUG は 23。5 秒、6 分間歩行は 100m。脚長

ースで体幹はやや前傾位と大きく変わりなかっ

差は大きな差はみられない。歩行は歩行器にて自

たが、左立脚期に見られた墜落性跛行は減少傾向

立。歩容はワイドベースで体幹はやや前傾位、患

にあった。初期評価時に見られた荷重時痛は消失

側に荷重時痛と荷重時痛への恐怖心がある為、左

し左立脚期の短縮も改善された。歩行開始時に比

立脚期は右に比べると短縮しており、左立脚期に

べて蹴り出しが見られ歩幅が大きくなった。これ

墜落性跛行を認める。また、蹴り出しが左右とも

らより、歩行速度の上昇もみられた。

減弱している。

【考察】

【経過と治療】

本症例に対しての治療介入目的である歩容改

荷重時痛への恐怖心に対しては、静止立位時に

善と再転倒の予防に関して、金らによると、加齢

比べると疼痛回避姿勢が著明に見られたため、体

に伴う歩行パラメーターの典型的な変化は歩行

重計を用いた重心移動練習を行いバックを用い

速度の低下であり、バランスや筋力といった体力

て荷重感覚の入力視覚的フィードを図った。また、

要素の低下に伴う歩行速度低下や歩幅の短縮、歩

蹴り出しの減弱に対しては、大殿筋の筋力増強を

隔の増大、不安定な方向転換などは健康リスクと

図るため側臥位で重力除去位とし、自動介助で股

密接に関わっていることが指摘されると述べて

関節伸展運動をおこなった。また、フォワードラ

いる。よって、今後の再転倒を予防するために、

ンジや平行棒内立位で左下肢の歩行時の蹴り出

バランス訓練の自主トレを指導し運動習慣をつ

しを促す動作訓練を行った。再転倒の予防につい

けることが必要であると考える。

後方歩行時に右後外側への不安定性を認め安定性が低下した
左大腿骨転子部骨折術後の一症例
森下 徳孝 大畑 周平

北村 拳太 吉田 拓真

田辺記念病院
【はじめに】
後方歩行において、右下肢を後方へ振り出した

持時間は左 0 秒であった。
【理学療法及び結果】

後に右後外側への安定性低下を認めた左大腿骨

左股関節伸展・内転筋の筋力強化練習、座位で

転子部骨折術後の症例に対する理学療法を経験

の前方リーチ動作練習にて股関節伸展筋、側方ス

したので報告する。

テップ練習にて股関節内転筋の遠心性収縮を促

【症例紹介】

した後に、後方歩行練習を実施した。理学療法後、

症例は、左大腿骨転子部骨折を受傷し γ-nail を

右下肢を離地する際の左股関節屈曲に伴う骨盤

施行した 80 歳代女性である。主訴は「後ろに歩

前傾は増加、左中足趾節関節伸展は消失し、左前

くのが怖い」であり、在宅復帰には開き戸の開閉

足部への荷重が可能となり左足趾の床面接地が

やクローゼットから服をとり出す際に数歩の後

おこなえるようになった。その結果、左足趾を床

方歩行が必要であった。そのため、need を後方

面に接地した状態で右下肢を後方へ振り出せる

歩行の安定性向上とした。

ようになり、右後外側への不安定性は消失した。

【理学療法経過】

徒手筋力検査では、左股関節伸展が段階 4、左

今回、後方歩行の動作観察をおこなった。立位

股関節内転が段階 3 と筋力の向上を認めた。
また、

姿勢は、上部体幹屈曲位、左股関節内転位、骨盤

片脚立位保持時間は左 0 秒から 3 秒に改善した。

右下制位、両足関節背屈位に伴う下腿前傾により

【考察】

大腿が下腿に対して後傾し、骨盤は空間的な後傾

嘉戸らは、後方歩行の立脚相において大殿筋は

位を呈している。この立位姿勢から、左股関節の

骨盤前傾を制動し、骨盤を支持側へ回旋させると

わずかな外転と体幹右側屈に伴う骨盤右挙上、左

述べている。また、鈴木らは一側下肢を挙上した

足関節のわずかな底屈に伴う下腿後傾が生じ右

ときに支持側の股関節外転が増大するため、股関

下肢は離地する。しかし、同時期の左股関節屈曲

節内転筋は遠心性収縮の活動が生じると述べて

に伴う骨盤前傾が乏しいことに加え、左中足趾節

いる。本症例においても、左股関節伸展・内転筋

関節伸展が生じることで、左前足部への荷重が不

の筋力向上により、右下肢を離地する際の左股関

十分となり左足趾が離床する。その後、左足関節

節屈曲・外転の制動がおこなえるようになったこ

底屈に伴う左下腿後傾、左下腿外旋に伴う身体の

とで、足底圧重心の後方偏位が改善したと考える。

空間的な右回旋により右下肢を後方へ振り出す

その結果、左足趾が床面に接地した状態で右下肢

が、左股関節軽度外転位から左股関節内転に伴う

を後方へ振り出すことが可能となり、緩徐に右足

骨盤右下制が生じ、性急に右足底接地を迎えた際

底接地を迎えられるようになったため、右後外側

に右後外側への不安定性を認めた。

への不安定性が消失したと考える。

徒手筋力検査では、左股関節伸展が段階 3、左
股関節内転が段階 2 であった。また、片脚立位保

自我の強い左片麻痺を呈した症例
～自宅復帰後の T 字杖・独歩の獲得に向け～
高橋 龍之介 1）谷川 裕一郎 1）釜田 雅俊 1）久保田 一誠 1）森 直子 1）
山中 卓也 2）
1) 京都大原記念病院グループ 2) 京都近衛リハビリテーション病院

【はじめに】

では自動介助での関節運動、リーチ訓練、腹斜筋、

今回、自我の強い左片麻痺を呈した症例を担当

腹直筋の強化を行った。腹斜筋の筋力向上と上肢

しアプローチを行う機会を得たので以下に報告

の随意性が向上したことで麻痺側から非麻痺側

する。

への立ち直りが可能となり麻痺側後方での固定

【症例紹介】

性が軽減され、非麻痺側へのリーチ運動や正中位

90 歳代男性で Y 月 X-11 日に発症し Y 月 X 日

での保持が可能になったと考えられる。

に脳梗塞後遺症と診断され当院に入院。病前生活

次に日中の歩行獲得後の問題点は夜間の麻痺側

は独歩で ADL 自立。本発表において入院時に説

下肢の膝折れである。要因として覚醒状態が低く

明を行ない書面にて同意を得ている。

筋に対する伝達速度の低下や筋出力の低下、また

【理学療法経過】

膝関節が内反しており大腿筋膜張筋の張力によ

（初期：X+40～50 日→最終：X+160～170 日）

り支持をしている為、大腿四頭筋が働き難くなっ

①BRS(上肢・手指・下肢)：Ⅲ･Ⅲ･Ⅳ→Ⅴ･Ⅴ･Ⅴ

ているのではないかと考えた。

②FMA 上肢 26→43 点 下肢 16→29 点

介入は歩行前のスクワット運動の定着、大腿四頭

③MMT 腹直筋 3→4 腹斜筋 2→3 大腿四頭筋 3→4

筋の筋力強化を行った。スクワット運動では即時

④FRT：5.4→22.2cm

的な筋出力の向上が図れ、大腿四頭筋の筋力が向

⑤歩行･姿勢分析

上したことで LR での膝関節屈曲運動の制御が行

初期評価：麻痺側へ傾倒し肩甲骨は内転･下方回

え、膝折れが消失したと考えた。最終的な歩行能

旋しており立ち直りが乏しい。

力は屋内独歩(伝い歩き)が可能となり屋外は杖歩

最終評価：麻痺側重心は軽減し肩甲骨の内転･下

行の獲得が図れ、自宅へ復帰することが可能とな

方回旋は改善。立脚期に軽度麻痺側への骨盤側方

った。しかし、目標としていた移動形態は獲得し

動揺あり。

たものの退院日を見据えての介入が行えておら

【目標設定】

ず代償動作で補う形となってしまった。

長期目標：夜間を含む病棟内での T 字杖歩行自立

【まとめ】

最終目標：屋内独歩、伝い歩き･屋外杖歩行獲得

本症例の性格からすぐにでも実用的に行える動

【考察】

作の獲得が必要と考え、また訴えを鵜呑みにしす

本症例は入院当初より独歩の希望が強く、入院

ぎた為、退院までの適切なスケジューリングが行

中も安全性に欠ける状態でありながら歩行され

えずに代償的な動作での獲得を図る形となった。

ることがあった。退院後も独歩で歩行される事が

今後は患者様の訴えを聴取しつつ的確なスケジ

懸念された為、独歩の獲得が必要と考えた。

ューリングにより、安全に自宅で生活ができる様

初期評価時での問題点は麻痺側後方に重心があ

にアプローチ内容を考えていきたい。

り重心制御が行えていないことであった。FMA
上肢 26 点と上肢の随意性が低く、MMT2 である
腹斜筋の出力が乏しいことが原因と考えた。介入

C3~7 レベル頚髄損傷不全麻痺の症例の理学療法を経験して
～心理面に配慮した介入～
山本 充祥 長谷川 千尋
京都武田病院

【はじめに】

程の否認期～混乱期にあたると考えた.そこでこ

今回,C3~7 レベルの頸髄損傷による不全麻痺の症

の段階ではあえて身体機能面への介入は控え,代

例を担当した.障害受容過程に沿って心理面へ配

償動作や補助具を利用して本人が無理なくでき

慮を行い身体機能面への介入を工夫した結果,自

る基本動作を中心に練習を行い,意欲の向上を図

宅退院となった.その経過を踏まえ報告する.

った.成功体験を重ねていくなかで「歩けるように

【症例紹介・初期評価】

なって家に帰りたい」「杖で買い物に行きたい」

70 代男性

などの発言があり,努力期へ移行できたと考えた.

現病歴：屋外で転倒時に顔面打撲.嚥

下・呼吸機能障害なし.Frankel 分類 C5 レベル

そこで,心理面へ配慮して当初身体機能面への

A.42 病日で当院転院.入棟時,Frankel 分類：C5

介入を控えたが,リハビリへの意欲が高まった以

レベル C

排尿障害による尿路感染発症.

降は身体機能面の向上,動作面の改善を図る本来

GMT：体幹 2 FIM：54（運動 21/認知 33） 基

の方針に変更した.それ以降,耐久性や歩容の改善

本動作は起居～移乗軽介助

を認め,最終的に屋内伝い歩き,屋外歩行車歩行を

助

移動は車椅子全介

平行棒内歩行 2 人介助

獲得され自宅退院となった.
今回,障害受容過程に沿って変化していく心理

【問題点】
リハビリへの意欲低下 両上下肢・体幹筋力低下

面へ早い段階から配慮し介入したことで,リハビ

立位・歩行不安定性

リへの意欲が向上し,それ以降身体機能面へ重点

【経過】

的に介入できたことによって動作の改善に繋が

50 病日,歩行器歩行練習開始

106 病日,歩行器歩

行自立 149 病日,屋内 T 字杖歩行自立 173 病日,

ったと考える.
このように身体機能面のみでなく,心理面の変

屋内独歩自立 180 病日,自宅退院

化も考慮し治療プログラムを適宜行うことの重

【最終評価】

要性を学んだ.

Frankel 分類：C5 レベル D

GMT：体幹 4

FIM：119（84/35） 基本動作は起居～屋内独歩
自立

屋外歩行器歩行見守り

買い物への付き

【まとめ】
今回,頸髄損傷を受傷された重症例を担当した.
入棟時,廃用はあるが機能的に回復の段階にあっ

添いなど家族の協力を得て自宅退院.

た.しかし本人の意欲は低く,心理面に配慮した理

【考察】

学療法を展開するため身体機能面への直接的な

前院退院前より尿路感染を発症され,臥床期間

介入を避けた.心理面の改善によって身体機能面

が続いており,退院時の基本動作は全介助であっ

への介入ができ動作の改善が図れ,自宅退院へ繋

た.しかし,当院入棟時の評価では,基本動作は概ね

がった.

軽介助であった.このことから,本症例は機能的な
回復の段階にあると考え,臥床による廃用に対し
て身体機能面へ積極的な介入が必要と考えた.し
かし,本人はリハビリに対する意欲が低く,介助依
頼も多く,「家に帰りたいが先が見えない」などの
否定的な発言も認められたことから,障害受容過

身体機能面のみでなく,心理面の変化も考慮し
介入方法を工夫する重要性を学んだ.

歩行動作の左立脚後期に転倒の危険性を認めた
左大腿骨頸部骨折患者の理学療法
足立 元気 木田 知宏

小松 菜生子 赤松 圭介 藤本 将志

渡邊 裕文

六地蔵総合病院

【はじめに】

節屈曲、足関節背屈に伴う下腿前傾により前方へ

歩行の左立脚後期に右側への転倒の危険性を

の体重移動を代償していたと考えた。さらに左股

認めた左大腿骨頸部骨折後患者の理学療法を経

関節伸展、外転、外旋筋力低下により左立脚初期

験した。その経過について考察を加え報告する。

から中期での左股関節内転、内旋を伴う膝関節の

発表に際し症例に同意を得た。

内側変位を制動できない事で、下腿の外側傾斜を

【症例紹介】

伴う左側への体重移動が不十分になっていたと

症例は 80 歳代女性で、自宅で転倒し A 病院に

考える。加えて左立脚後期では左股関節内転を制

搬送され、上記診断にて 1 週間後に人工骨頭置換

動できない事で体幹右傾斜が生じ転倒の危険性

術（前方アプローチ）を施行した。術後 30 日目

に繋がったと考えた。そのためこれらの機能障害

に当院へ転院となった。歩行時のふらつきを認め

を主要問題と考え、理学療法では側臥位での左股

たため、ニードを歩行の安全性向上とした。

関節伸展可動域練習、左股関節伸展、外転、外旋

【評価・理学療法】

筋力強化と立位での左下肢への体重移動を練習

立位姿勢は、胸椎部軽度屈曲位、右股関節軽度
屈曲、内転位、左股関節軽度屈曲、外転位で、右

した。
【結果】

下肢優位に荷重していた。また両膝関節屈曲位、

3 週間後、左股関節伸展可動域 0°、左股関節

両足関節背屈位で、両下腿前傾位を呈していた。

伸展 3、外転 3、外旋 3 とそれぞれ改善した。歩

歩行では、左立脚初期から中期に左股関節伸展が

行では、左立脚初期から中期に左股関節伸展、膝

乏しく屈曲位にて膝関節屈曲と足関節背屈に伴

関節伸展及び下腿の外側傾斜を伴った左前側方

う下腿前傾が生じていた。この際、左股関節内転、

への体重移動を認めた。続く左立脚後期では、左

内旋に伴い膝関節が内側変位し、下腿の外側傾斜

股関節内転による体幹右傾斜が軽減し、右側への

が乏しくなる事で左側への体重移動は不十分で

転倒の危険性は改善した。また歩幅は 40cm と向

あった。続く左立脚後期に左股関節はさらに内転

上を認めた。

し体幹右傾斜が生じる事で右側への転倒の危険

【考察】

性を認めた。これらの異常動作を生じさせる機能

瀬形らは人工骨頭置換術の前方アプローチは

障害を明確にするため検査を実施した。結果、関

低侵襲のため、早期の理学療法が可能であると述

節可動域検査では左股関節伸展-10°と制限を認

べている。しかし症例は可動域制限や筋力低下が

め、徒手筋力検査は左股関節伸展 2、外転 2、外

著明であり、受傷から手術までの期間が長かった

旋 2 と筋力低下を認めた。また歩行時の歩幅は

事が可動域制限、筋力低下を増悪させたと考える。

30cm であった。

症例を通して、機能障害が生じた背景を考えたう

症例の歩行では、左股関節伸展制限により左立
脚初期から中期に股関節伸展運動が生じず、膝関

えで、動作観察に基づき機能障害を解釈していく
事の重要性を学んだ。

アテローム血栓性脳梗塞を発症した症例
～歩行に着目して～
安田 あずみ 池田 恵礼菜
京都きづ川病院

【はじめに】

部感覚は中等度鈍麻に改善した。杖歩行では右重

アテローム血栓性脳梗塞により右視床～中脳

心優位が改善し、左立脚期での左側への重心移動

被蓋が障害された症例を担当した。歩行時の非麻

も十分にみられるようになり、すり足や接地位置

痺側優位に着目し理学療法アプローチを行い、改

のばらつきも軽減した。

善が得られたので報告する。

【考察】

【症例紹介】
70 歳代後半男性。入院前 ADL は自立。X-1 日

画像所見より脊髄視床路、後索路が障害されて
おり感覚障害の改善は得られにくいと考えられ

ふらつきと左手のしびれが出現。X 日症状改善せ

る。しかし装具を使用せず歩行練習をしたことで、

ず受診し、アテローム血栓性脳梗塞と診断され入

深部感覚受容器である筋紡錘や腱器官への刺激

院。X+1 日理学療法開始。X+24 日回復期病棟へ

入力が起こり、代償的に脊髄小脳路が賦活された

転棟し、担当となる。

と考えられる。深部感覚検査での著明な改善は認

【理学療法評価とアプローチ】

めなかったが、無意識下の深部感覚が向上し、動

初期評価時 BRS 左下肢Ⅴ上肢Ⅳ手指Ⅴ。SIAS

作の安定につながったと考える。また深部感覚の

は 55/76 点。左上下肢表在感覚、深部感覚ともに

代償的改善が麻痺側機能や注意の改善に何らか

重度鈍麻、しびれあり。下肢筋力は右 MMT5、左

の影響を及ぼした可能性が示唆され、これらによ

MMT2～4、特に近位部で筋力低下。

り歩行能力が向上したと考える。

平行棒内歩行では左立脚期で体幹・骨盤の動揺、

最終評価時の目標は杖歩行自立だったが本症

左遊脚期にクリアランス低下、左上肢の操作不良

例は見守りにとどまった。下肢の感覚障害により

あり。以上のことから問題点を#1 左片麻痺、#2

歩行自立までの期間が優位に長くなるとされて

左上下肢への注意低下、#3 左上下肢感覚障害とし

いることや、BBS の上位項目（タンデム立位、片

た。

脚立位、360°方向転換）が最終評価時点で 0 点

左オルトップ LH を使用した歩行で左股関節周

または 1 点と低スコアであり、バランス能力が低

囲筋へのアプローチを行った結果、左下肢筋力は

下していたことから歩行自立に至らなかったと

向上し、左立脚期での体幹・骨盤動揺は減少した。

考える。

しかし、右重心優位は改善しておらず、左立脚期

【終わりに】

での左側への重心移動は不十分であった。そこで、

アテローム血栓性脳梗塞により左片麻痺と感

#3 感覚障害に重点を置いてアプローチを行った。

覚障害を呈した症例に対し、深部感覚障害に重点

鏡を用いて座位や立位にて左下肢への荷重を促

を置いてアプローチを行った結果、歩行能力が向

し、歩行時には装具を使用せず深部感覚受容器へ

上した。

の刺激入力を行った。その結果、最終評価時に深

右大腿骨転子部骨折を呈しγ‐nail を施行した症例
～独歩の安定性向上に向けて～
新井 貴大 坂根 孝司

佐藤 一喜

丹後中央病院

【はじめに】

さらに筋力が発揮しづらくなっていると考えた.

今回,右大腿骨転子部骨折を呈し観血的骨接合

そのため,治療アプローチとしては右股関節屈筋

術（γ-nail）を施行した症例を担当した.本症例に

群・内転筋群の筋柔軟性改善,右殿筋群・深層外旋

対し,安定した独歩の獲得を目指し介入を行った

六筋の筋力訓練を行った.ステップ訓練にて右 IC

ため報告する.

～MSt を反復し大殿筋・中殿筋の筋活動を促した

【症例紹介】

後,歩行訓練を行った.

70 代後半,男性.X-1 日に自宅トイレにて転倒,右
大腿骨転子部骨折の診断を受け X 日に間欠的骨

【経過・結果】
X＋51 日より T 字杖歩行にて室内トイレ自立，

接合術を施行.担当開始時,独歩可能であったが右

X＋67 日より病棟内杖歩行自立，X＋79 日より独

立脚期が不安定であり転倒リスクが認められた.

歩にて室内トイレ自立となった.

排尿が頻回にあったため,安定した独歩での室内

最終評価（X＋90 日）時は,歩行（独歩）は右 IC

トイレへの移動の獲得を目指して介入した.

時の骨盤右後方回旋は改善し右 TSt が出現した.

【理学療法評価・アプローチ】

しかし右 PSw への移行が不十分であった.右大腿

初期評価（x+38 日）時は,基本動作は自立.歩行

筋膜張筋・右内転筋群の過緊張は軽度残存.痛みは

（独歩）は右 IC 時に右股関節屈曲・内転・内旋

右 IC 時、右大腿外側・右膝外側に NRS2．ROM

により骨盤右後方回旋がみられた.右股関節屈

（右/左）は股伸展 15°/15°,股外旋 40°/40°,

曲・内転・内旋位のまま右 MSt に移行し,右股関

股内旋 15°/20°.MMT（右/左）は大殿筋 4/4，

節伸展方向への運動がみられず右 TSt がほとん

中殿筋 4/4，
深層外旋六筋 4/4. TUG は 14.21 秒,10

ど生じていなかった.術創部周囲の腫脹・熱感なし.

ｍ歩行は 11.61 秒（22 歩）.FBS は 51 点.

筋緊張は右腸腰筋・右大腿直筋・右大腿筋膜張

【考察】

筋・右内転筋群に過緊張あり.痛みは歩行の右 IC

藤原らは歩行練習や歩行の部分練習といった

時に右大腿外側に NRS3，
右膝外側に NRS5.ROM

動作練習によって動作が再獲得されるとしてい

（右/左）は股伸展 10°/10°,股外旋 20°/40°,

る.そのため,筋力訓練の他に立位でのステップ訓

股内旋 15°/20°.MMT（右/左）は大殿筋 3/4,中

練を重点的に行い動作の中での右殿筋群の筋活

殿筋 3/4,深層外旋六筋 3/4.TUG は 18.31 秒,10ｍ

動を求めたことで歩行時の痛みの軽減に伴い右

歩行は 16.52 秒（28 歩）,FBS は 35 点.

立脚期の安定性が向上し転倒リスクが改善した

手術侵襲により右殿筋群・深層外旋六筋の筋力

と考える.その結果,昼夜ともに独歩で室内トイレ

が低下したことで右股関節屈筋群・内転筋群の過

に行くことが可能となり,退院時は屋外歩行を T

緊張が生じ,それらの痛みにより骨盤右後方回旋

字杖を使用して可能となった.

がみられ右立脚期の不安定性が生じていると考
えた.また,右股関節屈曲・内転・内旋アライメン
トにより右殿筋群・深層外旋六筋が伸長位となり,

右橋梗塞を発症し,左片麻痺を呈した症例
～体幹・股関節周囲筋に着目して～
東谷 佐和 岩瀬 いづみ
京都きづ川病院

【はじめに】

【考察】

今回脳梗塞発症し,左片麻痺を呈した症例を担

本症例は,画像所見より内側運動制御系の橋網

当した.体幹・股関節周囲筋に着目してアプローチ

様体脊髄路が障害されていると考えた.橋網様体

を行った結果を報告する.

脊髄路は体幹・四肢の近位筋を支配し,姿勢制御に

【症例紹介】

関与すると言われている.本症例は歩行時に骨盤

症例は,脳幹梗塞による左片麻痺と診断された

回旋・後退し,常に体幹前傾位であり,体幹・股関

80 代 女 性 で あ る .X+2 日 か ら PT/OT/ST 開

節周囲筋の筋力低下・姿勢制御困難が生じている

始.X+16 日から歩行練習開始.X+47 日後,回復期リ

ことが原因と考えた.

ハビリテーション病棟転棟され，担当となった．

この原因に対して,膝立ち練習・座位での重心移

入院前の生活は ADL 全自立.娘夫婦と同居.

動練習にて体幹・股関節周囲筋へのアプローチを

【理学療法経過】

行った.これらの治療を 2 週間続けた結果，立位姿

【初期】

勢での体幹前傾が改善し,立脚中期における体幹

SIAS：43 点

前傾・骨盤回旋も軽減した.

運動機能：6/25 筋緊張：6/12 感覚：10/12

体幹・股関節周囲筋へのアプローチを継続して

関節可動域/疼痛：7/9 体幹：4/6 高次脳：6/6

行いながら,立脚初期～中期にかけての反張膝に

健側：4/6

対して,膝軽度屈曲位での重心移動･健側下肢挙上

可動域制限：左股関節伸展 5-10°

と踵補高での重心移動練習も追加した.膝関節へ

左足関節背屈 5°

のアプローチでの即時効果は得られにくかった

歩行：装具非装着→膝屈曲位で踵接地し,立脚中期

が,継続して行ううちに反張膝の性急さは改善し

は膝過屈曲・骨盤後退.

た.また,左下肢への信頼が低く,上肢への依存度が

【最終】

高いことが原因で,歩行時に体幹右側屈し左への

SIAS：60 点

荷重量が乏しくなっていると考えた.それに対し

運動機能：13/25 筋緊張：11/12 感覚：12/12

て,左殿筋・大腿四頭筋への促通と左下肢への荷重

関節可動域/疼痛：7/9 体幹：6/6 高次脳：6/6

感覚入力を目的に,支持物なしでの片脚立位・ステ

健側：5/6

ップ練習を行った.その結果，左下肢での支持の再

歩行：オルトップ LH 装着→反張膝の性急さは改

学習が可能となり,即時効果として右下肢優位で

善．骨盤回旋軽減．

の歩行や骨盤回旋が改善した.

【理学療法アプローチ】

【まとめ】

関節可動域運動,神経筋再教育,起居練習,

今回右橋梗塞を発症し,左片麻痺を呈した患者

膝立ち練習,座位バランス練習,ステップ練習,

を担当した.体幹・股関節周囲筋へのアプローチを

荷重練習,起立練習,歩行練習

行ったことで歩容の改善と動作安定性の向上に
繋がった.

大腿骨転子部骨折で長期免荷を余儀なくされた症例
～パーキンソン病罹患患者の起き上がり動作に着目して～
坪倉 成希 高岡 未沙子 奥井 潤 籔内 潤一 田中 智哉

片山 良介

市立福知山市民病院

【はじめに】
今回、右大腿骨転子部骨折術後から長期完全免

周囲筋へダイレクトストレッチ、筋力増強運動、
体幹の回旋運動、脊柱起立筋群のリラクセーショ

荷を要した症例を担当した。パーキンソン病やフ

ン。動作困難相の反復練習を行った。

レイルに伴う筋力低下により起き上がり動作獲

【考察】

得に難渋した。起き上がり動作獲得が遅延すると、

本症例はパーキンソン病の罹患歴長く、発症前

予後の日常生活動作 （以下、ADL）に与える影

から活動量が少なく、フレイルの状態であった。

響が大きいと考え取り組んだので報告する。

その為体幹の柔軟性が欠如しており、上部体幹と

【症例紹介】

下部体幹が同時に回旋する丸太様の寝返りとな

90 歳代女性。BMI：17.8。診断：右大腿骨転子

っていた。これにより体軸内回旋による回転力が

部骨折。ORIF を施行、術後 7 週間の完全免荷。

弱くエネルギー効率が低下していた。また起き上

既往歴：パーキンソン病 （H&Y 分類：StageⅢ）
。

がり時の屈曲相で体幹側屈の柔軟性が低下して

主訴：歩いて草むしりがしたい。受傷前 ADL：起

いることで第 1 のテコがうまく利用できず体幹が

居動作自立 （ベット柵）、室内歩行器歩行自立。

持ち上がりにくいことで、On elbow から On

【理学療法経過】

hand への伸展相への移行が最も困難であった。

ROM-t：右股関節屈曲 65°・伸展-5°・外転

本来であれば股関節を屈曲させ、下肢を下垂させ

10°。術創部に疼痛あり。体幹伸展・回旋・側屈

てカウンターウェイトの活性化を図りたかった

制限あり。MMT：右股関節屈曲 2・外転 2、体幹

が、股関節術後の制限もあり動作指導に難渋した。

屈曲 2・左/右回旋 2。

その中でも脊柱起立筋群等の体幹筋に対するリ

・起き上がり動作

ラクセーションを集中的に実施することは効果

動作緩慢。寝返りでは、始めに、頚部左回旋、

的であり柔軟性に改善が認められると、回転運動

股・膝関節屈曲位になり左方向へ回旋。次いで左

軸を肩関節から肘関節へ移行する際に作用する

上肢で柵を引っ張りながら、それに伴い右上肢が

三角筋後部線維や腹筋、腹斜筋群の筋活動が強ま

左方向へ動こうと動作は確認できるが、下部体幹

り。続けて行う肘の伸展に必要な上腕三頭筋との

の回旋が不十分であった。この時、触診にて内・

連結がスムーズとなり動作獲得に至った。

外腹斜筋の筋収縮が弱いことが確認できた。次に

【まとめ】

端座位までは、下肢をベッドから下垂させ、右上

パーキンソン病症例では体幹の柔軟性低下に

肢で柵を引っ張るように体幹動作の補助を行う

伴う起居動作能力の低下が問題となる。寝返り～

が、体幹回旋が不十分であり、On elbow から On

起き上がりにかけて体幹上部の回旋時に下肢の

hand への移行が困難であった。

固定性を高める必要性があるが、下肢術後におい

【治療】

てはこの機能低下を疾患別の動作分析を高める

術側下肢広範囲に対し、徒手的軽擦法、ベルト
電極式骨格筋電気刺激装置 （以下、EMS）にて
除痛・廃用予防を図った。疼痛軽減後は、股関節

ことで補う必要がある。

歩行持久性の低下した人工骨頭全置換術後症例の経過
筒井 琢也 小野 雄太朗
洛西シミズ病院

【目的】

SpO2 は 94%、6MWT は 60m で SpO2 は 90%と

運動負荷や運動強度において、高負荷の運動が

Borg スケール 5 となった。歩行可能距離の延長

運動耐用能の改善は大きいと報告されている。今

により、リハビリ時間外での病棟内歩行練習を開

回、術後臥床期間の延長により運動耐用能が低下

始し運動頻度増加。その結果、術後 70 日目には

した右人工股関節置換術（THA）を施術した症例

病棟内 T-Cane 歩行を獲得した。術後 78 日には

に、低負荷の運動療法を実施した経過を報告する。

10m 歩行は 22.4 秒で SpO2 は 94%、6MWT は

【症例紹介】

125m で SpO2 は 90%、Borg スケール 5 であっ

80 代前半女性、診断名は右変形性股関節症であ
り 3 年前に間質性肺炎となり呼吸機能低下の後遺

た。
【考察】

症が残存している。術前 90 日に心臓弁膜症が判

術後 45 日ま で大 腿筋 膜張筋 と外 側広筋 に

明、術前 60 日に三尖弁形成術を施術。Z 年 Y 月

NRS6 疼痛に対し THA 施術時の侵襲による筋ス

X 日に THA を施術し、術後 27 日にリハビリテー

パズムと推測。ホットパック使用した結果、運動

ション目的に当院へ転院。初期評価は術後 28 日

制限による循環障害が緩和され圧痛は NRS3 と

に実施し安静時脈拍 75 拍 SpO2 は 95%、10m 歩

なった。術後 50 日目の 10m 歩行では SpO2 は

行は 37.9 秒で SpO2 は 91%、6 分間歩行テスト

94%に改善し、筋スパズムによる異常筋収縮が解

（6MWT）は 20m で SpO2 は 90%と Borg スケ

消された為と考えた。その後 50 日目に病棟内歩

ール 5。圧迫テストでは右外側広筋と大腿筋膜張

行練習開始、70 日目に病棟内 T-Cane 歩行獲得し

筋に圧痛 Numerical Rating Scale（NRS）6。右

低負荷ながら運動頻度増加。最終評価の 78 日目

股関節伸展 Range Of Motion（ROM）は 0°P、

には 10m 歩行 22.4 秒、6MWT は 125m まで延長

右股関節前側方部に運動時痛 NRS6 の疼痛訴え

しており、運動耐用能が向上した。今回、低負荷

あり。

での運動療法を実施したが術後臥床期間の延長

【経過】

や呼吸器疾患後遺症により運動耐用能が低下し

治療期間は術後 38 日から 78 日までの 40 日間

た状態での高負荷運動療法は困難なことが多い。

である。カルボーネン法から脈拍 93 拍を目標心

日本呼吸器学会によると高負荷運動療法は最大

拍とし T-Cane 使用した歩行運動を 20 分間行い

運動量の改善などに大きな効果が認められる一

運動耐用能の変化を確認した。途中で休憩し様子

方、低負荷運動療法は効果の改善が少なく発現に

を見る基準を脈拍 100 拍以上、SpO2 は 90%以下

時間が必要であると述べている。しかし近年では

とし低負荷頻回での運動療法を実施した。術後 45

低負荷運動療法の有用性が報告されており、本症

日目まで右股関節前側方部に運動時痛残存した

例においても効果が得られたと推測する。

為、大腿筋膜張筋と外側広筋にホットパックによ

【おわりに】

るリラクゼーションとダイレクトストレッチを

呼吸器疾患の症例に対して処方するべき運動

実施。運動時痛と圧痛は共に NRS3 となり疼痛訴

量の検討や、現病歴と内部疾患を含めて優先順位

えが消失。術後 50 日目に 10m 歩行は 34.9 秒で

をつけ治療計画を立てる良い機会となった。

左大腿骨転子部骨折術後に既往の変形性膝関節症による
疼痛が増悪し歩行能力が低下した 1 症例
片山 佳栄 1) 宮田 梓 1) 山崎 泰志 1)

菱川 法和 1)2) 前田 博士 1)

1)がくさい病院 2)京都府立医科大学大学院
【はじめに】
変形性膝関節症（以下,膝 OA）による疼痛は,
歩行能力を著しく低下させる.左大腿骨転子部骨

主練習プログラムを提供した.実施後に疼痛,関節
可動域,筋力,最大荷重,6 分間歩行距離を評価した.
【結果】

折術後に既往の膝 OA による疼痛が増悪した患者

歩行時の疼痛は,NRS で左股関節が 0,膝関節が

に対し治療を実施することで,歩行能力が向上し

右 0,左 2 に減少した.左下肢の ROM は,股関節屈

た 1 例を経験したため報告する.

曲が 100°,MMT は,股関節屈曲が 5,伸展が 4,膝

【症例】

関節伸展が右 5,左 4,最大荷重が 74.6%に増加し

既往に両側の内側型膝 OA を罹患している 80
歳代の女性を症例とした.買い物中の転倒により

た.6 分間歩行距離は 77m に増加した.
【考察】

左大腿骨転子部骨折を受傷した後,観血的整復固

大腿骨転子部骨折術後には,しばしば非術側下

定術（γ-nail）を施行し,当院へは術後 17 病日に

肢での過剰な代償や,術側下肢の股関節痛,廃用性

転院した.

筋力低下などにより骨折部以外への負担が増加

【評価】

する.一方,膝 OA の合併により,大腿骨転子部骨折

膝 OA は Kellegren-Lawrence 分類で Grade は

術後の歩行能力が低下することが報告されてい

右Ⅳ,左Ⅳであった.歩行時の疼痛は Numerical

る.本症例では,大腿骨転子部骨折術後に骨折部以

Rating Scale（以下,NRS）で左股関節が 3,膝関節

外への負担が増加したことによる両側膝関節に

が右 3,左 8,関節可動域（以下,ROM）は股関節屈

おける疼痛の増悪が,歩行能力の低下に関与して

曲が右 110°,左 90°,膝関節伸展が右-5°,左-5°,

いたと考えた.そのため大腿骨転子部骨折術後に

筋力は Manual Muscle Testing（以下,MMT）で

対する治療だけでなく,両膝関節伸展筋力の強化

股関節屈曲が右 5,左 4,伸展が右 3,左 3,外転が右

や装具療法,患者教育を実施した.これらの治療プ

5,左 4,膝関節伸展が右 4,左 3,最大荷重は右 100 %,

ログラムは,股関節だけでなく両膝関節機能を改

左 53.7%であった.歩行能力は,歩行車を使用し 6

善し,歩行能力の向上に貢献したと考えた.しかし

分間歩行距離が 6m であった.

左膝関節の疼痛は残存していたことから,歩行中

【治療】

の膝関節への負担を軽減するための補助具の選

術後 17 病日から 52 病日の期間,6 単位/日で以

定や運動指導,左下肢に対する筋力強化の継続を

下の内容を実施した.運動療法：左股関節に対する

生活期リハビリテーションへ提案する必要があ

モビライゼーションと ROM,股関節と膝関節の筋

る.

力増強訓練,歩行訓練を実施した.装具療法：両側
の金属支柱付き膝装具と外側楔状足底板を歩行
訓練時に使用した.患者教育と生活指導：膝関節へ
の負担を軽減させるため,起立時の高さ設定や自

左急性硬膜外血腫を呈した症例について
～病棟生活を自宅生活に結び付けるために～
福尾 勇弥 1）

岸 佳緒梨 1）

杉原 祥平 2）

1）京都大原記念病院 2）御所南リハビリテーションクリニック

【報告目的】
今回,左急性硬膜外血腫により軽度右片麻痺と

20W：自宅内移動安定,家族の監視で屋外歩行可能
【考察】

高次脳機能障害を呈した症例について介入する

今回,DGI 時のふらつきに着目して介入を開始

機会を得た為ここに報告する. 本発表において入

した.本症例は動作時,体幹頚部を伸展させた状態

院時に説明を行ない書面にて同意を得ている.

で安定性を確保していた.それにより頚部の動き

【事例紹介】

を伴う歩行では頚部体幹の連動性が破綻し,ふら

70 代女性.診断名：左急性硬膜外血腫.現病歴：

つきに繋がったと考えた.そのため頚部体幹,骨盤

X 日に転倒にて受傷し開頭血腫除去術を施

の分離運動の学習を図り起立から歩行へと段階

行.X+40 日後に当院に入院.主訴：歩けない.デマ

的に反映させていった.これらの結果 DGI の点数

ンド：犬の散歩がしたい.家族構成：長男家族と同

が 24/24 点に向上し歩行が可能となった.高齢者

居.日中は独居.他部門情報：OT より知能低下

の転倒リスクに関して堀川らは DGI のカットオ

（IQ50）,注意障害（TMT 実施困難）,記憶障害

フ値は 16 点であると述べており,DGI の向上は地

（RBMT8 点） .

域生活における転倒リスクが軽減すると述べて

【理学療法評価評価（X 日+6W→X 日+16W）】

いる.しかし本症例は外泊時に転倒したり屋外歩

下肢 BRS：Ⅴ→Ⅵ.MMT：健側下肢 4→5,患側

行が出来なかったりと病棟生活との間に差が生

下 肢 3 → 4, 体 幹 4 → 4,FACT ： 20 → 20/20

じた.これに対して高次脳機能障害を有している

（点）.BBS：53→56/56（点）.10m 歩行テスト

患者には環境の変化に対応するために環境の調

（軽介助→独歩）：20.4 秒（27 歩）→9.9 秒（17

整や二重課題,実際の ADL と組み合わせた訓練が

歩）.DGI：14→24/24（点）.FIM：65→112/126

必要と考え,目標の再設定やプログラムの変更,家

（点）.

族との情報共有実施した.その結果自宅内動作が

【目標設定】

安全に行え,屋外歩行も家族と共に可能となった.

短期目標：手引き歩行獲得.中間目標：歩行自立,

そのため,退院後にも家族と共に買い物に出掛け

見守りでの屋外歩行獲得.最終目標：自宅内移動が

たり,食事に出かけたりする事が可能になると期

自立,犬の散歩が行える.→家族の見守りで屋外歩

待できる.

行が行える.

【まとめ】

【経過,アプローチ】

身体機能の向上は望めたが実生活に反映させ

1W：車椅子介助にて移動,骨盤の分離運動

るまで時間を要した.機能訓練のみでは無く,高次

2W：手引き歩行開始,起立練習,歩行練習

脳機能面も考慮した訓練を身体機能の向上と共

8W：終日病棟内独歩自立,屋外歩行実施

に行う事で自宅での転倒は未然に防げたのでは

16W：外泊時に転倒,屋外歩行時に家族の腕にしが

ないかと思う.

みつかないと歩けない

高齢の頚椎症性脊髄症術後に歩行獲得を目指した症例
～自宅復帰に向けて～
高橋 達也 釜田 亜梨紗 鹿野 純平 根本 玲奈 髙橋 聰志
京都近衛リハビリテーション病院

【はじめに】

股関節内旋可動域を向上させ、中殿筋での保持が

今回、頚椎症性脊髄症の術後に歩行困難となっ

出来るようにし、また、筋力は下腿三頭筋・前脛

た症例を担当した。バランスや筋力、高齢者の耐

骨筋を中心に強化。後期には全身の筋緊張亢進が

久性に着目した結果を報告する。本発表において

出現。リラクゼーションや負荷調整を行う事で独

入院時に説明を行ない書面にて同意を得ている。

歩が安定し、サービス・家屋環境調整後に退院と

【症例紹介】

なった。

1．年齢：80 歳後半男性（要介護 2）

【考察】

2．現病歴：自転車にて転倒後、頸椎症性脊髄症

本症例は介入当初より筋力・バランス低下が著

と診断され、頸部脊柱管拡大術施行

しく、歩行が困難であった。自宅生活では足が不

3．主訴：歩行時のふらつき、疲労感

自由である妻の手伝いを行う為に、独歩の獲得が

4．デマンド：歩けるようになりたい

必要であった。初期から下肢全体の筋力強化とバ

5．ニーズ：歩行の安定性、耐久性向上

ランス練習を行った結果、筋力は向上したが、動

6．キーパーソン：妻

的バランスの低下が残存した。その為、中期は重

7．家族の希望：身の周り動作自立

心制御を良好にし、動的バランスを向上する事を

8．病前生活：京屋敷でトイレは和式、活動は本

目指したが、下肢全体の安静時筋緊張が増加し、

屋への買い物、妻の買い物の手伝い

一時的な能力低下が生じた。要因としては脊髄症

【理学療法経過】

による上位ニューロン障害が下肢まで連動が生

初期→最終（4 か月後）

じた可能性がある。それが全身疲労から増悪し、

ROM（右/左）：股関節内旋 10/10°→20/30°

安静時筋緊張と運動時出力の差が減少し能力低

MMT（右/左）：股関節内転筋 3/3→4/4,

下につながったと考えている。それを踏まえ、後

中殿筋 3/3→4/4,大殿筋 3/3→3/3,

期にはリラクゼーションや介入内容の負荷量を

ハムストリングス 3/3→4/4,前脛骨筋 3/3→4/5,

調整し、安静時と運動時の出力の差を広げる為に

下腿三頭筋 2+相当→2+/4

プランを変更した。その後、BBS は転倒リスク基

下腿最大周径（cm）
：26.5/26.0→27.0/28.0

準を超え、独歩自立となった。また加嶋ら 1)の研

BBS：29→50 点 FACT：12→14 点

究で「最大歩行速度が 1.20m/sec 以上では独歩自

10m 歩行（速歩）：11.06 秒→7.91 秒

立可能」とあり、本症例はその基準を上回ること

MMSE：14→20 点 mFIM：47→85 点

が出来た。

【治療経過】

【まとめ】

初期は下肢全体の筋力低下やバランス能力の

今回は治療内容が過負荷になり、一時的な能力

低下に対して介入し、静的バランスの向上に繋が

低下が生じた。身体機能に対して漸増的な負荷設

った。しかし、大腿筋膜張筋での保持が著明であ

定の重要性を学んだ。

り、動的バランス向上に繋がらなかった。その為、

右膝関節人工置換術後、脊椎マルアライメントによって
歩行獲得に難渋した一症例
今井 嵩人 今西 雄大

竹岡 亨

稲岡 秀陽

渡邉 信佳

京都九条病院
【はじめに】

他動関節可動域は屈曲 115°伸展-5°まで改善し

今回、脊椎マルアライメントの影響と考えられ

たが、歩行距離が延長するにつれて体幹前屈や右

る腰背部や大腿外側部の疼痛が遷延し、歩行の獲

側屈回旋が大きくなり、右腰背部や右膝関節外側

得に時間を要した人工膝関節全置換術（TKA）症

に疼痛が出現、長時間の歩行が困難となった。

例を経験した。脊椎のアライメントに着目し介入

再評価の結果、股関節外転伸展筋力は MMT3

を行った結果、屋内外歩行自立して自宅復帰に至

レベルまでしか改善しておらず、歩行は右立脚初

ったため報告する。

期～中期にかけての体幹右側屈が出現し、股関節

【症例紹介】

体幹の伸展活動が乏しいまま、杖に依存した状態

80 代女性。X-7 年 左 TKA 施行。X-3 年 第 9

で立脚中期～後期へと移行していた。そのため、

胸椎圧迫骨折。X-2 年 右膝関節に疼痛出現。X-6

下肢体幹の伸展活動を促すために、体幹アライメ

ヵ月右膝関節疼痛増悪。X 年 右 TKA 施行。病前

ントに留意しながらの殿筋群の筋力強化やノル

ADL は自立。屋内移動は独歩、屋外移動は杖歩行

ディックポールを利用しての歩行練習などを行

自立であった。

い伸展活動が改善するように介入した。結果、術

【理学療法経過】

後 35 病日目、腰背部や膝関節外側の疼痛が軽減

Femoro-tibial Angle（FTA）は術前 184°から

し、屋内外杖なし歩行が安全に可能となって自宅

術後 178°に矯正され、Leg Heel Angle（LHA）

復帰となった。

は 10°であった。脊椎アライメントは、胸椎後彎

【考察】

角 29°、腰椎前彎角 9°、骨盤傾斜角 50°で骨

本症例は、歩行器歩行から杖歩行に移行した際

盤後傾位、Cobb 角は 15°で左凸側彎を認めてい

に、右腰背部や右膝関節外側に疼痛が出現してい

た。

た。Harato らは、TKA 後の下肢アライメントの

術後 2 病日目、理学療法開始。右膝関節周囲の

非対称により、手術側へ体幹が側屈すると報告し

炎症を認め、右膝関節内側や術創部に運動時痛を

ており、本症例が持つ左凸側弯は、歩行中の体幹

認めていた。筋力は、右膝関節 MMT 屈曲 2 伸展

右側屈をさらに助長し、腰背部や膝関節の外側支

3、Extension Lag は 10°程度認めており、右膝

持機構にストレスがかかったと考えられる。

関節の他動関節可動域は屈曲 85°伸展-10°であ

歩行器歩行では、両上肢のプッシュによって体

った。歩行は、膝伸展装具装着下で馬蹄型歩行器

幹の伸展活動が代償されていたことに気が付か

自立レベルであった。そのため、積極的に離床を

ず、安易に杖歩行に移行したことで疼痛が出現し

進めつつ、大腿四頭筋の筋スパズムや関節因性筋

た可能性もあり、術前からのアライメントが術後

抑制による筋力低下など術侵襲に考慮したアプ

にどのような影響が生じうるのかを十分に考慮

ローチを実施した。結果、右膝関節内側や術創部

してリハビリテーションを行う必要があると考

の疼痛は軽減し、術後 5 病日目には、病棟内杖歩

えられる。

行自立レベルとなった。
術後 14 病日目、
右膝関節 MMT 屈曲 3 伸展 4、

腰椎後方固定術後の腰痛へのアプローチ
～痛みの心理社会的側面に着目して～
渡邉 梨佳 谷川 佳祐
学研都市病院

【はじめに】

みや活動量を記録する「活動日記」を行い、目標

今回、腰椎後方固定術（L1-5）を施行後、痛み

達成を促すことで、活動量が増加する例が報告さ

の遷延化が生じた症例を担当する機会を得た。毎

れている（平賀,2019）。そこで、「活動日記」を

日の活動量を患者自身が記録する、「活動日記」

使用することで、自己効力感が高まり、活動量の

を用いることで、行動変容が生じ、痛みだけでな

増加が認められるのではないかと考え実施した。

く、心理面や運動機能の改善が認められた経験を

【治療】

報告する。
【症例紹介】

「活動日記」は、疼痛強度（NRS）・歩数・コ
メントを毎日記録してもらい、患者自身が痛みや

70 代後半の女性、術後 19 日に当院回復期リハ

活動量の自己管理を行えるように環境設定を行

ビリテーション病棟に転入となり、理学療法が開

った。また、セラピストは毎日患者と記録を確認

始となった。独歩可能だが「腰が痛くなる」と病

し、記録の内容に対してポジティブなフィードバ

棟では歩行器を使用している。日中の活動量は少

ックを行った。

なく、1 日の歩数は 1500 歩程度である。主訴は、

【考察】

「腰全体がずっと痛い。」
「腰が痛くなるからあま

介入後 1 週間で NRS5、2 週間で NRS3 まで減

り歩けない。」であり、疼痛部位の細かな特定は

少した。病棟内を自主的に歩いている姿が頻繁に

困難であった。また、疼痛強度評価として

みられるようになり、１日の歩数は 5000 歩程度

Numerical Rating Scale（NRS）を用いた。術後

まで増加した。コメント欄に、
「売店まで 1 人で

35 日目の疼痛強度は 7/10 であった。

行けた。」
「今日は 15 周歩けた。
」など、ポジティ

【理学療法経過】

ブな内容の記載が徐々に増え、「起きるときに左

腰痛により活動量が低下している症例に対し

腰が痛い。」など、腰痛が生じる動作や疼痛部位

て、一般的な運動療法と併用して、痛みを多面的

が具体的となった。また、STarT Back の合計得

に評価し、介入する必要性が考えられた。腰椎術

点は 4 点（内、心理社会的要因 3 点）となり、
「活

後の疼痛に対して、認知・心理的な、評価・アプ

動日記」を使用する以前と比べて減少した。つま

ローチは有効であるといわれている。そこで、腰

り、症例が自ら「活動日記」を記載し、日々の変

痛特有の身体的・心理社会的要因の評価が可能な

化とともにポジティブな記載内容を自己認識す

9 つの質問からなる STarT Back 腰痛スクリーニ

ることが報酬となり、行動変容が生じたことから、

ングツールを用いた。STarT Back の合計得点は

痛みの軽減が認められ、活動量の増加につながっ

6 点（内、心理社会的要因 4 点）で High risk と

たと考えられる。今回の経験から、早期に慢性腰

なり、痛みが慢性化しやすいとされている状態で

痛に移行するリスクを評価し、運動療法と併用し

あった。これより、心理社会的要因が、活動量低

て介入することは有効である可能性が示唆され

下につながり、痛みを遷延化させている一要因で

た。

あると考えた。この心理社会的側面に対して、痛

重度の膝関節伸展制限により後方重心となり歩行困難になった症例
～ピックアップ歩行器歩行自立を目指して～
永井 楓

飯尾 大樹

洛西シミズ病院

【はじめに】
両側変形性膝関節症（以下,膝 OA）で高齢の患

し免荷歩行練習も行った.
【経過】

者は,歩行自立が困難といわれることが多く,歩行

最終評価時（124～127 病日）,ROM は股関節

自立に至った文献は少ない.そこで今回,既往の膝

伸展 右-5°左 0° 膝関節伸展 右-30°左-35°

OA に加え右大腿骨転子部骨折術後,2 ケ月の廃用

で立位では-40°である.MMT では,両大腿四頭筋

期間により膝関節伸展制限が増悪,後方重心とな

4 腸腰筋は右 3 左 4 脊柱起立筋 3 である.立位荷

り歩行困難になった症例を担当した.ピックアッ

重量は右下肢 30kg 左下肢 35kg,FIM は 83 点で

プ歩行器（以下,PUW）歩行自立を目指し介入し

歩行は 6 点（PUW 使用）まで改善を認めた.

た結果を報告する.

【考察】

【症例・方法】

症例は,膝 OA が影響で生じた膝関節屈曲位の

症例は,低い椅子から滑り落ち右大腿骨転子部

アライメント不良に加え,2 ヶ月の廃用期間によ

骨折と診断され,4 病日に骨接合術を施行した 84

る両下肢筋力低下が生じている.加えて,膝関節屈

歳女性である.61 病日にリハビリテーション目的

曲位のアライメントから上行性運動連鎖により

で当院回復期病棟へ入院された.0 病日から前医

骨盤後傾位となり,後方重心が生じている.勝平ら

での 2 ヶ月の入院期間,臥床時間が長くなってい

は膝関節屈曲位の立位姿勢では膝関節伸展モー

た.症例は既往に膝 OA を有し,病前生活は屋内四

メントが増大すると述べている.また池添らは膝

点杖歩行自立,屋外シルバーカー歩行自立

関節屈曲 50°以上では PF 関節の負荷が増大する

で,HOPE は 1 人で歩きたいである.

と述べているが,本症例は膝関節伸展モーメント

初期評価時（61～64 病日）,関節可動域（以

増大・大腿四頭筋の筋力低下により,さらに膝関節

下,ROM）は両股関節伸展 -10°両膝関節伸展

屈曲位となり PF 関節の負荷が増大し,疼痛/轢音

-40°で立位では-60°であった.徒手筋力検査（以

を認め立位保持困難になっていると考える.

下,MMT）では,両大腿四頭筋 2 腸腰筋は右 2 左 3
脊柱起立筋 2 であった.

症例は,座位姿勢から骨盤前傾/体幹伸展を促
すことで下行性運動連鎖により膝関節伸展し PF

立位荷重量は右下肢 24kg 左下肢 20kg 上肢

関節の負荷が軽減した.加えて,立位保持/歩行練習

28kg,Functional Independence Measure （ 以

により大腿四頭筋の筋力が増強,膝関節伸展し重

下,FIM）は 53 点で歩行は 2 点（PUW 使用）で

心の前方移動を認めた.総じて立位姿勢の後方重

あった.

心が改善した.

治療は,座位にて骨盤前傾/体幹伸展を促し重

歩行では立位姿勢の改善に加え,上下肢・左右の

心前方移動を図った.次に立位にて PUW/下肢振

荷重移動の円滑化/腸腰筋の筋力増強により

り出し練習を行い,歩行への汎化を図った.さらに

PUW/下肢振り出し困難が改善したことで PUW

左右重心移動練習を行い,両下肢筋力増強/歩行時

歩行 FIM6 へ向上を認めた.

の重心移動の円滑化を図った.他に難易度を調整

立ち上がり動作において後方への不安定性を認めた
髄膜脳炎の一症例
室田 実夢

八木 彩雅

中川 裕香 山本 温子 前田 眞子
田辺記念病院

【はじめに】

股関節伸展筋、両足関節底屈筋の筋力強化練習後、

今回、髄膜脳炎により立ち上がり動作の屈曲相

座位にて前方リーチをおこない、股関節屈曲を促

にて身体の前方移動が不十分であり、殿部離床か

し骨盤後傾位から前傾をおこない腸腰筋と大殿

ら伸展相にかけて後方への不安定性を認め、動作

筋下部線維の筋活動を促した。結果、端座位は両

遂行が困難であった症例を経験したので報告す

股関節屈曲が増大し骨盤前後傾中間位となった。

る。

屈曲相は、両股関節屈曲による骨盤前傾、両足関

【症例紹介】

節背屈による下腿前傾が生じ身体の前方移動が

症例は、髄膜脳炎を発症した 60 歳代男性であ

増大した。そのため、殿部離床から伸展相にかけ

る。現病歴は頭痛・発熱があり、2 日後に歩行困

ての不安定性が消失し、立ち上がり動作の遂行が

難となって K 病院へ入院、60 日後にリハビリテ

可能となった。

ーション目的にて当院へ入院となった。主訴は

関節可動域測定は両足関節背屈 10°、徒手筋力

「立てるようになりたい」、ニードは「立ち上が

検査は両股関節伸展筋 3 と改善、両股関節屈曲筋

り動作の安定性向上」とした。

3、両足関節底屈筋 2+と変化を認めなかった。し

【理学療法評価】

かし、両股関節屈曲筋は軽い抵抗に抗せるように

症例の立ち上がり動作は殿部離床から伸展相

なり、両足関節底屈筋は片脚立位での踵離地が可

にかけて後方への不安定性を認めた。端座位は、

能となった。

両股関節屈曲が乏しく骨盤後傾位、胸腰椎移行部

【まとめ】

屈曲位を呈している。立ち上がり動作の屈曲相は、

大沼らは、端座位にて骨盤前後傾中間位に保持

両股関節屈曲による骨盤前傾が乏しく胸腰椎移

するには股関節屈曲運動が必要であり、主動作筋

行部屈曲が生じる。しかし、両足関節背屈による

は腸腰筋であると述べている。また、伊藤らは、

下腿前傾も乏しく、身体の前方移動が不十分であ

大殿筋は動作開始直後より下部線維が先行して

る。その後、両膝関節伸展による殿部離床を何度

活動し、殿部離床にかけて筋活動が増大し股関節

か試み殿部が離床する。殿部離床後、胸腰椎移行

伸展作用を有する大殿筋下部線維は、遠心性収縮

部伸展が生じ後方への不安定性が出現する。同時

にて屈曲相における股関節屈曲に伴う体幹前傾

に両膝関節屈曲が生じ、立ち上がり動作の遂行が

の制動に関与すると述べている。このことから、

困難であった。

両股関節屈曲筋力の向上により端座位にて骨盤

関節可動域測定は両足関節背屈 5°、徒手筋力検

前後傾中間位での保持が可能となった。また、前

査は両股関節屈曲筋 3、両股関節伸展筋 2、両足

方リーチ練習により大殿筋下部線維の筋活動を

関節底屈筋 2+であった。

促し屈曲相での両股関節屈曲による骨盤前傾が

【理学療法及び結果】

増大し、身体の前方移動が増加したことで立ち上

両足関節背屈可動域練習、両股関節屈曲筋、両

がり動作の安定性向上に繋がったと考える。

左片麻痺を呈した症例の歩容改善にむけたアプローチ
～体幹機能に着目して～
饗庭 一真 坂根 孝司

佐藤 一喜

丹後中央病院

【はじめに】

幹アライメント異常に加え、腰方形筋・脊柱起立

今回、右前頭葉皮質下出血により左片麻痺を呈

筋群および股関節屈筋群の硬さがあり、腹筋群の

した症例を担当した。屋外独歩自立を目標に歩容

筋緊張低下を認めた。また、左中殿筋筋力訓練時

改善にむけ介入を行った。

に左股関節の分離した運動が行えず左大腿筋膜

【症例紹介】

張筋が優位に働き、左中殿筋の筋力が向上しなか

60 歳代女性。病前 ADL は自立、家事全般を行

ったと考えた。そのため、腹筋群を中心に体幹安

っていた。X 日に発症、他院へ入院・加療後、リ

定性向上を図った結果、左中殿筋筋力・活動量と

ハビリ目的で当院入院。独歩可能も病棟内 T 字杖

もに向上を認めた。

使用。

【理学療法最終評価（X＋57～59 日）】

【理学療法初期評価（X＋30～32 日）】
歩行観察は左立脚初期から中期にかけてトレ

歩行観察は左立脚初期から中期にかけてのト
レンデレンブルグ徴候・デュシャンヌ徴候が軽減。

ンデンブルグ徴候・デュシャンヌ徴候がみられた。

立位姿勢では上部胸椎後彎・骨盤後傾の軽減を認

立位姿勢では上部胸椎後彎の増強・骨盤後傾を認

めた。BRS は上肢Ⅵ、下肢Ⅴ。触診では両腰方形

めた。BRS は上下肢ともにⅤ。触診は両腰方形

筋・脊柱起立筋群・腸腰筋・大腿筋膜張筋の柔軟

筋・脊柱起立筋群・腸腰筋・大腿筋膜張筋の硬さ、

性向上、腹筋群の筋緊張増加、左殿筋群の筋ボリ

腹筋群の筋緊張低下、左殿筋群筋萎縮を認めた。

ューム増加を認めた。MMT（右/左）は股関節伸

MMT（右/左）は股関節伸展 4/3、外転 4/3 も左大

展 4/4、外転 4/4。10m 歩行は 8.28 秒、18 歩。片

腿筋膜張筋の活動が優位。10ｍ歩行は 13.89 秒、

脚立位は右 26.34 秒、左 30 秒以上可。側方リー

23 歩。片脚立位は右 6.97 秒、左 10.07 秒。側方

チは体幹水平を保持でき、腰方形筋・脊柱起立筋

リーチは体幹を水平に保てず腰方形筋・脊柱起立

群の活動が軽減。屋外独歩が自立した。

筋群が過活動であった。

【考察】

【臨床推論・経過】
評価より、左単脚での支持性低下、左股関節屈

大関らは、体幹深層筋は下肢動作に伴う姿勢の
変化に、絶えず活動形態を変化させながら下肢動

筋群の硬さ、左中殿筋力低下が左立脚初期から中

作を行う際の土台として関与すると述べている。

期にかけてのトレンデンブルグ徴候・デュシャン

本症例においても、体幹機能が向上したことによ

ヌ徴候を惹起したと考え、左股関節屈筋群リラク

り、左中殿筋筋力訓練時に体幹が安定。それによ

ゼーション、ストレッチ、左中殿筋筋力訓練を実

り、左股関節外転の分離運動が可能となり左中殿

施。しかし症状の改善が認められず、推論の再考

筋を選択的に活動させることができるようにな

を行った。山崎らは、筋力が発揮できる条件とし

ったと考える。結果として独歩時の左単脚での支

ては動作筋が有効に働くための中枢部を安定さ

持性が向上し、屋外独歩自立に至ったと考えた。

せる力が必要となると述べている。本症例は、体

