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【はじめに】 

今回 ,横断性脊髄炎を生じ ,L2 以下の感覚障

害,L4 以下の対麻痺を呈した症例のリハビリテー

ションを担当させて頂き,歩行訓練を中心とした

神経筋再教育を実施した結果,感覚障害の改善・下

肢筋出力向上を認めた為報告する. 

【症例紹介】 

60代女性,入院前ADLは自立.X－1日両足が痛

くなり,夜に歩行障害・排尿障害が出現し救急要請,

横断性脊髄炎の診断.X＋1 日理学療法開始.X＋2

日～5 日ステロイドパルス療法実施.X＋7 日より

歩行訓練開始.X＋16 日～18 日ステロイドパルス

療法実施.X＋35日左プラスチック短下肢装具（以

下左 SHB）完成し回復期病棟へ転棟. 

【経過】 

開始時 ASIA：motorは 73/100,LT・PP89/112.

大腿後面・殿部・足底部のしびれ,位置覚は足趾

1/5,腱反射（R/L）は膝蓋腱反射（++/++）アキレ

ス腱反射（-/-）.MMT（R/L）は腸腰筋（4/4）大

腿四頭筋（4/4） 前脛骨筋（3/1）長趾伸筋（3/1）

下腿三頭筋（2/1）中殿筋（3/2）大殿筋（1/1）.

歩行では初期接地（以下 IC）後にフットスラップ

現象・下腿前傾不足による膝ロッキング現象,立脚

中期（以下MSt）に骨盤動揺があった. 

【介入内容と結果】 

本症例に対し,左 SHB・骨盤帯を装着し介助下

にて歩行訓練を実施し,神経筋再教育を促した.そ

の結果,ASIA：motorは 82/100,LT・PP103/112, 

MMTでは左大殿筋・中殿筋は 3に向上した.足趾

の位置覚も改善を認めた.また,歩行では左 SHB・

T字杖で見守りレベルで可能となった. 

【考察・結論】 

 本症例は,横断性脊髄炎により感覚障害・対麻痺

を呈し,歩行障害を認めた.オルトップ AFO LH装

具では,IC 後に足部の固定性・プラスチックの撓

みが柔らかく,底屈制動が弱いため,フットスラッ

プ・膝ロッキング現象があった.SHB は IC 後に,

プラスチックの撓みによる底屈制動・下腿後面の

プラスチックの長さによる下腿前傾を促し,Heel 

Rocker を補助する機能がある.そのため,左 SHB

を用いて歩行訓練を実施し ,フットスラップ現

象・膝ロッキング現象の改善,殿筋群の神経筋再教

育・感覚入力を期待した.正常歩行では IC時,床反

力モーメントは股関節・膝関節の前方,足関節の後

方を通る.しかし,膝がロッキングしている場合,股

関節の床反力モーメントは後方を通り,殿筋群の

筋出力を生み出すことができない.左 SHB装着に

より膝ロッキング現象が軽減された結果,床反力

モーメントは股関節の前方を通り,殿筋群に筋出

力がみられるようになったと考えられる.上記よ

り SHBでの歩行訓練に伴い,殿筋群に神経筋再教

育がなされ,MSt での骨盤動揺は軽減し,左 SHB

装着下にてT字杖歩行は見守りレベルまで向上し

た. 

【おわりに】 

本疾患の予後は,1/3 の症例が良好な回復,1/3 の

症例が軽度の運動・感覚障害の残存,1/3の症例が

重篤な歩行・排尿障害が残存するとされている.

また,身体機能回復は発症後 2週間ないし 12週間

から始まるとされている.今回,早期より理学療法

を行った結果,殿筋群の麻痺改善に伴う筋出力向

上,感覚障害の改善を認め,歩行安定性向上に繋が

った.今後もリハビリテーションを継続する事で,

機能改善が見込めると考えられるため,装具の cut 

offも検討する必要があるだろう. 



THA施行後,運動学習を取り入れ,歩容が改善した症例 
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【はじめに】 

 今回,両変形性股関節症（以下股 OA）により,

歩行の全周期にて骨盤前傾位と習慣化した歩容

に着目し,運動学習を取り入れた治療した結果,歩

容が改善した症例を報告する. 

運動学習は認知相（言語・運動段階）,連合相（運

動段階）,自動相（連合相の延長）と 3段階に分け

られている.認知相は言語的に考え,様々な運動を

試み,連合相は個々の運動を協調運動パターンに

融合していき,自動相は運動遂行の際,言語が不要

となり,注意が減少し,運動がスムーズになること

である. 

【症例紹介】 

 本症例は 50歳代女性,約 5年前に両股 OAと診

断され,右人工股関節置換術（THA）を施行され

た.術前 ADL・IADLは自立,独歩であった. 

【理学療法経過】 

 初期評価（術後 3～4 日目）では術創部周囲の

熱感,腫脹があり,CRP 値は 6.97mg/dl であった.

腸腰筋・大腿直筋・大腿筋膜張筋・腸脛靭帯・恥

骨筋の柔軟性低下を認め,大腿筋膜張筋・恥骨筋に

圧痛があった.疼痛は荷重時にて術創部周囲に生

じ,Numerical Rating Scale（以下NRS）は 8で

あった.Range of Motion Test（以下 ROM）は右

股関節屈曲 85°伸展-15°,Manual Muscle Test

（以下 MMT）は体幹屈曲 3,股関節はスケジュー

ルにより,術後 3 週間股関節自動運動禁止の為,測

定不可能であった.平行棒内歩行は全周期におい

て骨盤前傾位,右立脚後期（以下 Tst）で右股関節

伸展運動が不足していた. 

最終評価（術後 25 日目）は炎症・荷重時痛が

消失し NRS は 0 となった.ROM は右股関節伸展

-5°,MMT は右股関節屈曲 4 伸展 3,体幹屈曲 4,T

字杖歩行自立となった.歩行の全周期において骨

盤軽度前傾位,右 Tst で右股関節伸展運動出現し,

歩容の改善を認めた. 

【考察】 

 股 OA の罹患期間の長期化に伴い,歩行時の習

慣化した代償運動が出現したと考えられる症例

に対して,術後に代償運動の改善が重要とされて

いる.本症例も同様であり,約 5 年間骨盤前傾位で

作用していた筋の働きが定着し,歩容が骨盤前傾

位と習慣化していた.今回,運動学習（認知相,連合

相,自動相）を取り入れた.認知相では,骨盤正中位

での筋力増強運動,鏡を使用した視覚的フィード

バック,連合相では骨盤正中位で固定した歩行練

習をすることで各筋肉が学習できた.また,歩容の

改善を図る為,早期に病棟内で馬蹄型歩行器歩行

にはせず,治療で認知相・連合相までの運動学習を

徹底し,連合相・自動相の移行期に車椅子から馬蹄

型歩行器歩行へと安静度を変更した.最終評価で

は骨盤軽度前傾位と残存したが,歩容の改善を認

めた. 

入院期間は約 4 週間であり,その後,外来リハビ

リを約 1 ヶ月半,週 1 回介入した.独歩・階段昇降

一足一段自立となった.歩容は運動学習の自動化

にて,外来リハビリ以外での歩行練習を積極的に

取り組むことで,最終的に骨盤正中位と改善した. 

【まとめ】 

今回の経験を活かし,運動学習を利用して,他疾

患でも習慣化した運動パターンの修正,新たな関

節運動パターンを獲得し,アライメントや歩容の

改善に繋げる. 



右変形性膝関節症の術後、歩行持久力の改善を目指し、 

右初期接地の膝関節伸展制限に着目した症例 

坂根 利明 坂根 孝司 平野 裕則 水野 祐輔 

丹後中央病院 

 

【はじめに】 

今回、右変形性膝関節症の診断を受け人工膝関

節全置換術を施行した症例を担当した。 

本症例は半年前に半月板切除（内視鏡）されて

おり関節運動を伴うと嫌悪感が生じ、また筋緊張

が亢進しやすいため超音波療法を用いて右膝関

節伸展制限に対して介入した結果、伸展可動域が

改善し歩行持久力・歩容が改善したため報告する。 

【症例紹介】 

50 歳代女性。既往歴は統合失調症、左 THA、

右半月板切除術。11ヶ月前より歩行時に右膝関節

痛あり、右変形性膝関節症の診断。 

術後 15 日目に回復期病棟へ転棟し、担当開始

となる。 

【初期評価】 

2 本杖歩行では、①右立脚期において膝関節が

常時屈曲位である②右立脚後期（以下 TSt）に股

関節伸展制限がある③右初期接地（以下 IC）・立

脚後期における右足関節背屈が不十分であった。 

関節可動域（以下 ROM）は、右膝関節伸展-15°

右足関節（膝関節伸展位）背屈-10°（膝関節屈

曲位）背屈 0° 

徒手筋力検査（以下 MMT）は、右大腿四頭筋

3、右下腿三頭筋 2 

筋緊張は右大腿直筋・右半膜様筋・右腓腹筋が

亢進（関節運動を伴うと早期に緊張亢進） 

6 分間歩行は 2 本杖にて 195m・500 歩、修正

ボルグスケール 8（かなりきつい）。 

【臨床推論】 

検査結果から本症例は腓腹筋・半膜様筋の短縮

による右膝関節伸展制限が生じており、2 次的に

右足関節背屈制限、右股関節伸展制限が生じてい

ると考えた。 

しかし、関節運動を伴うと早期に筋緊張が亢進、

可動域改善に難渋した。市橋らは精神疾患がある

患者は運動に対して過敏になりやすいと述べて

いる。 

本症例は、右半月板切除と TKA による右膝の

不安定性に加え、既往の統合失調症のため、より

術部の運動が過敏になっていると考えた。 

【アプローチ】 

患者の楽な姿勢で温熱作用と筋緊張抑制効果

がより期待できるスタティックストレッチや超

音波療法を併用し、右大腿直筋・右下腿三頭筋・

右半膜様筋の柔軟性改善を行った。 

【最終評価】 

歩行は独歩可能。ICにおける右膝関節伸展可動

域の改善、右足関節背屈可動域の改善、TStにお

ける右股関節伸展可動域の改善が認められた。 

ROM は、右膝関節伸展-5°右足関節背屈（膝

関節伸展位）0°（右膝関節屈曲位）5° 

MMTは、右大腿四頭筋 5、右下腿三頭筋 4 

6 分間歩行は独歩にて 360m・764 歩、修正ボ

ルグスケール 4（ややきつい）。 

【考察】 

平賀らはスタティックストレッチをより効果

的に行うためには対象部位の加温と同時に超音

波療法を行うことが重要と述べている。 

上記により膝関節の可動域が改善し、右ヒール

ロッカー機能獲得によって歩行持久力・歩容改善

に繋がったと考えた。 

【まとめ】 

今回の症例を通し、筋緊張が亢進しやすい患者

様のアプローチとして、運動療法と物理療法の併

用が有効である事を学んだ。 



間質性肺炎を発症した患者に対し， 

自宅復帰を目指し入院前 ADL再獲得を図った症例 
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【症例紹介】 

80歳代男性.身長 172cm,体重 54.0kg,BMI18.3.

妻と2人暮らし.病前ADLは独歩自立.細菌性肺炎

にて X日入院.X＋5日リハ介入開始.X＋7日ほど

で解熱,CRP 改善,感染軽快したが,CT 上陰影は悪

化,労作時の呼吸困難感も残存し,間質性肺炎（以

下 IP）の診断.ステロイド 20mg 内服開始.既往は

COPD.Hope は早く家に帰りたい.  

【評価】 

（X＋7 日）全身状態：体重；48.8kg.SpO2；酸素

1L/min で安静時 95％,労作時 87％まで低下.1 分

で 94％まで回復.Borg Scale；安静時 11,労作時

17.呼吸数;安静時 20 台前半,労作時 30 台後半.視

診:胸式呼吸,樽状胸郭,胸鎖乳突筋肥大.ROM：四

肢制限なし.胸郭可動性低下あり.MMT：四肢 4-5

レベル,体幹屈曲 2+.食事摂取量：0-1 割.精神状

態：疲労感などの訴えは多い.リハや治療に肯定的

な発言が見られたが,早期退院希望強い.ADL：ベ

ッド周囲見守り.倦怠感ありベッド臥床傾向. 

【問題点】 

労作時の呼吸困難感,耐久性低下,臥床傾向によ

る ADL の低下を問題点として挙げた. 

【目標】 

自宅復帰,入院前 ADL の再獲得. 

【経過】 

X＋5 日 リハ開始.呼吸筋トレーニング,基本動作

練習を中心に実施.  

X＋10 日 左自然気胸の診断.胸腔ドレーン挿入.

胸膜癒着術実施.酸素は 1L/min にて労作時 SpO2

は 90％に低下,Borg Scaleは著変なし.ベッド周囲

は自立,独歩見守りで 10m 可能.食事は 5-6 割. 

X＋17 日 帰宅願望の訴え続く、体重 46.6kg. 

X＋25 日 胸腔ドレーン抜去.酸素 off.IP はステロ

イド内服 5mm にて軽快. 

X＋29 日 家屋評価時には積極的に動き出し,独歩

自立,10m 程度で疲労感出現.SpO2 は 95%程度と

労作時も低下なし.呼吸数著変なし.Borg Scale は

安静時 11,労作時 15,呼吸苦が残存.自宅生活に肯

定的な発言あるも、食事摂取量は 0-3 割と低下.

体重は 42.4kg.院内では悲観的でうつ傾向な発言

あり.  

X＋34 日 カンファレンス実施.病状は安定し,自

宅生活では活動量,食事量など改善する見込みが

あるのではと意見あり, 

X＋35 日 ステロイド off, 

X＋37 日 屋内自立レベルで自宅復帰. 

【考察・結論】 

本症例では,リハ介入により ADL 低下せず,動

作能力改善が図れた.入院中は抑うつ状態が見ら

れた.また,労作時 SpO2の低下は消失したがBorg 

Scaleは高値であり,呼吸困難感の訴えや労作時の

呼吸困難感が残存した.家屋評価での様子や本人

の退院希望を考慮して,多職種で話し合い,自宅生

活ではよりQOLの向上が見込めると考え,自宅退

院を進めることとなった.  

 本人が早期退院を希望していたが,治療に長時

間を要し 1 ヶ月以上も入院することとなった.元

の ADL レベルまでの改善を目指すよりも,本症例

の QOL,Hope に沿い少しでも呼吸苦を軽減した

状態で,もう少し早期に退院調整し自宅生活を過

ごす選択肢もあったと考える. 



人工膝関節全置換術後の可動域改善に難渋した症例 

～セルフトレーニングを用いて～ 
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【はじめに】 

 人工膝関節全置換術（以下 TKA）後は膝関節可

動域を向上させることが重要であるが、今回、術

前から膝関節可動域制限が強く、術後も制限が強

い症例を担当した。武藤らは、TKA術後にセルフ

トレーニングを行うことで可動域制限の改善を

認めると報告されているため、本症例に対して標

準的な理学療法に加えて、セルフトレーニングを

加えて介入した。その経過を報告する。 

【症例紹介】 

 本症例は約30年前より両膝関節に疼痛があり、

右変形性膝関節症と診断された。その後、疼痛の

増悪を認め、TKA を施行した 80歳代の女性であ

る。術前の右膝関節可動域は屈曲 90°伸展-15°

であった。術中角度は屈曲 130°伸展 0°であっ

た。 

【理学療法介入・経過】 

 初期評価での右膝関節の可動域は屈曲 55°伸

展-5°であった。術後 21日目までは可動域運動、

歩行練習を中心に介入した。しかし、可動域は屈

曲 65°伸展-10°と改善は十分に得られなかった。

疼痛検査では他動での膝関節屈曲時に膝関節前

面に NRS7～8 の疼痛の訴えがあった。また、膝

蓋下脂肪体にも圧痛所見がみられた。 

本症例の膝関節可動域制限因子として大腿四

頭筋の伸張性低下、膝関節周囲軟部組織の柔軟性

低下が影響していると考えた。また、本症例は膝

関節他動運動時に疼痛が強く、セルフトレーニン

グでの自動運動で膝関節の運動機会を増やし、軟

部組織の癒着を改善することが必要と考えた。 

 最初に提示したセルフエクササイズは疼痛が

ない範囲で行えるよう、パテラセッティングと端

坐位でボールを踏んだ状態での屈伸運動を 1週間

実施した。 

 セルフエクササイズ指導後、膝関節屈曲時の疼

痛は NRS3～5 と減少が見られ、伸展可動域は－

5°と改善がみられた。しかし、屈曲角度に変化

を認めず、術後 28 目より端坐位で膝関節をでき

るだけ屈曲させた状態で過ごすよう指導した。術

後 35日目には膝関節屈曲 80°と改善がみられた。 

【考察】 

 本症例はセルフエクササイズ導入時点で疼痛

減少、膝関節伸展可動域が拡大した。疼痛が減少

した要因として術創部の炎症反応の軽減、膝蓋骨

周囲の軟部組織の癒着が改善したと考えられる。

また大腿四頭筋の筋収縮を促し、膝蓋腱の滑走性

が改善され、伸展可動域が改善したものと考える。 

術後 28 日目より、屈曲方向へのセルフエクササ

イズを行ったことにより、膝蓋骨の前傾及び、回

旋運動が行えたことで膝蓋骨周囲の癒着が改善

し、可動域が拡大できたと考える。 

 また、今回の課題点として、術前より疼痛が非

常に強い症例であり、術創部の炎症による疼痛か

ら不動となり、軟部組織が癒着したことで疼痛が

遷延したと考える。よって、術前よりセルフエク

ササイズを行い、術後疼痛のない範囲で軟部組織

の癒着を改善していく必要があると考える。 



脊髄梗塞を呈された不全対麻痺患者に対し、 

安全に在宅生活が送れるように退院支援を行った症例 

古本 剣 1) 浅井 雄士 1) 竹添 朋子 2) 益田 賢太朗 1) 中武 展子 1)  

1) 京都大原記念病院 2）京都近衛リハビリテーション病院 

 

【はじめに】 

 今回、急性大動脈閉塞術後に脊髄梗塞を呈した

方を担当させて頂いた。本人、ご家族様の希望に

沿い、安全に在宅生活が送れるように退院支援を

行った症例を下記に報告する。本発表は、倫理委

員会の規定に基づき、本症例、家族からの同意を

得ている。 

【症例紹介】 

＜年齢＞70代＜性別＞男性  

＜Hope＞自分の足で歩きたい。床上で寝たい。  

＜診断名＞脊髄梗塞  

＜合併症＞急性大動脈閉塞、急性心不全  

＜現病歴＞X年Y月Z日に心肺停止し前院へ救急

搬送。緊急ステントグラフト術を施行。Z＋3日後

下肢対麻痺が発覚し、ステントグラフト術の手技

に伴う合併症である脊髄梗塞の診断に至る。Z＋

36日にリハビリ目的で当院へ入院。  

＜同居家族＞妻＜趣味＞園芸、映画鑑賞、ゴルフ  

＜病前 ADL＞ADL自立、移動は独歩。  

【自宅環境】自宅内はバリアフリーで段差無く、

廊下は狭い。浴室手すり無し。 

【理学療法評価】 

X年 Y月 Z＋42～45日→X年 Y月 Z＋176日 

全体像：温厚な方、リハビリ意欲的、認知機能良

好。  

ROM：右 SLR35°→80°、左 SLR45°→75° 

MMT：左右大腿四頭筋 2→5、左右腸腰筋 2→3  

上肢筋 5→5、体幹筋 5→5   

BBS：4/56点→22/56点、  

10m歩行（歩行器）：実施不可→17.2秒  

FIM：67/126点→111/126点(運動項目：32/91点

→76/91点)   

ASIA 機能障害尺度：C→D  

【ゴール設定】 

Short（1.2M）：移乗自立  

Middle（3.4M）：清拭・トイレ動作見守り  

Long（5.6M）：病棟内歩行器歩行見守り   

【経過】 

1ヶ月：トレッドミル歩行練習、自主訓練開始  

2ヶ月：移乗動作自立  

3ヶ月：長座位保持可能、床上からの移乗可能  

4ヶ月：清拭動作見守り、トイレ動作自立  

5ヶ月：病棟内歩行器歩行自立、浴槽移乗自立  

【考察】 

 本症例の自宅は、浴室は未環境調整で、生活動

線となる廊下やトイレは狭い環境であった。安全

な在宅生活を獲得する為に立位や歩行での ADL

動作自立を目指しつつも、プッシュアップにて一

部動作が行えるように介入した。  

入院時は歩行困難であったが、退院時は歩行器

歩行が可能となった。先行研究の有用性から早期

から免荷式トレッドミルを使用してきた事は、下

肢不全麻痺患者に対し歩行獲得に大きく影響し

たと考える。入浴は、歩行獲得後も支持物が無い

浴室環境では立位経由での移乗が困難である為、

シャワーチェア、バスボードを使用した。また

SLR角度向上に向けた介入と、プッシュアップ練

習を早期から行ってきた事で、プッシュアップ動

作にて入浴が可能になったと考える。  

【まとめ】 

早期からのトレッドミル歩行練習は、歩行獲得

を目指す不全対麻痺患者において大きく影響す

る事が分かった。また歩行獲得後も自宅内では不

便を強いられる動作があり、プッシュアップ動作

の獲得、また必要に応じて環境調整が必要である。 



左大腿骨転子部骨折術後の一症例 

～疼痛の訴えと動作能力の乖離に着目して～ 

松田 一哉 水野 浩道 

京都武田病院 

 

【はじめに】 

 今回、左大腿骨転子部骨折術後で疼痛の訴えが

強い症例を経験した。介入初期よりリハビリに対

する恐怖心があり、身体機能面への介入に難渋し

たため、まずは恐怖心軽減へ比重を置き介入した。

結果、運動課題の意欲が向上し、問題点である身

体機能面への介入が可能となり、屋内独歩・伝い

歩きにて自宅退院の運びとなった。その経過と考

察を以下に報告する。 

【症例紹介】 

 症例は 80 代前半の女性。20XX 年 Y 月 Z 日に

勤務中に段差で転倒。A 病院に救急搬送、Z＋3

日にロング γ ネイル施行。Z＋28 日に当院転院。 

本症例は入棟時よりリハビリに対する恐怖心が

強く疼痛に過敏であった。 

【理学療法評価・問題点】 

入棟時、 Manual Muscle Test；MMT（R/L）

股関節屈曲4/2p伸展3/2p外転2/2p体幹屈曲2p、

Numerical Rating Scale；NRS にて夜間時痛：

術創部 8、荷重時痛：術創部 5、圧痛:腸腰筋・大

殿筋･中殿筋 4。基本動作は監視レベル。歩行はコ

マ付きピックアップ歩行器にて近位監視。歩容は

左立脚期に骨盤左 sway を認めた。問題点は左股

関節周囲筋の筋力低下・可動域制限、筋スパズム、

体幹筋筋力低下とした。 

【経過】 

24 病日：病棟内コマ付ピックアップ歩行器監視 

49 病日：病棟内シルバーカー歩行自立 

77 病日：自室内独歩・伝い歩き自立 

91 病日：自宅退院 

【考察】 

 本症例は左股関節周囲筋の弱化や筋スパズム

による股関節安定化機構の破綻が歩行時の側方

不安定性を助長していると考えて介入した。しか

し、接触刺激で疼痛を認め,運動課題は消極的で介

入に難渋した。一方で、トイレなど自発的な動作

では疼痛の訴え無く短距離を独歩で移動され、疼

痛の訴えと動作能力に乖離があった。本症例は以

前に疼痛がある中でリハビリをされた経験があ

り、介入初期よりリハビリに対する恐怖心が強か

った。このことから考えると、早期からの積極的

な運動課題の提供は疼痛増悪やリハビリ拒否に

繋がると懸念され、まずはリハビリに対する恐怖

心の軽減が必要だと考えた。 そのため、症例の

背景を考慮した介入を優先し、リハビリでは受け

入れの良い温熱療法の併用や運動課題を疼痛な

く遂行できるプログラムを模索し提供した。その

ような中で徐々に恐怖心が軽減し、徒手介入や運

動課題の積極的介入が可能となり、筋スパズムの

是正や股関節周囲筋の筋力向上を図ることがで

きた。特に、腸腰筋や股関節外旋筋によって股関

節の骨頭求心性が高まりアライメントが是正さ

れたことで、大殿筋や中殿筋の収縮効率が向上し、 

歩行時の側方不安定性の軽減につながった。結果、

屋内独歩・伝い歩きを獲得し自宅退院に至った。 

 

【まとめ】 

今回、左大腿骨転子部骨折術後の症例を担当し

た。リハビリに対する恐怖心により身体機能面へ

の介入に難渋した症例に対し、恐怖心軽減へ比重

を置いた介入を行った。結果、運動課題に意欲的

となり、問題点であった身体機能面の介入により

動作面の改善が図れた。本症例を通し、症例の背

景を把握した上で身体機能面へ介入することの

重要性を再認識した。 



低活動者に対し早期より KAFOを作製し ADL向上を認めた一例 

今井 ルミ 髙橋 慎太郎 

京都岡本記念病院 

 

【はじめに】 

 近年、脳卒中発症早期から長下肢装具（以下

KAFO）を作製し理学療法を行うことで FIM の

改善や階段昇降獲得までの到達期間が短いとい

う報告が散見される。今回、アテローム血栓性脳

梗塞による重度左片麻痺を呈した高齢、低活動の

患者に対して早期より KAFO を作製し課題の難

易度を調整した。その結果、ADL 向上を認めたた

め経過について報告する。 

【症例】 

 80 歳代の男性。大柄な体型であり、病前 ADL

は屋内杖歩行、屋外は歩行器を使用していたが転

倒を繰り返していた。脳画像所見は、MRIにて右

放線冠〜被殻・内包後脚で損傷を認め、随意運動

に関与する皮質脊髄路（以下 CST）、同側かつ両

側性の姿勢制御に関与する皮質橋網様体路(以下

CRT)の損傷が予測された。5病日目より理学療法

が開始されたが麻痺増悪を認め、歩行練習開始は

11病日目となった。 

【理学療法と経過】 

初期評価では GCS は 3-5-6、SIAS 下肢運動項

目 1-1-0 であった。感覚は左下肢優位に軽度の感

覚鈍麻を認めていた。TCTは 25点、SCPは座位

項目 0点、立位項目 2点であった。寝返り・起居

は中介助、移乗時の起立は右手すりを使用し自己

にて可能だが、方向転換時の足の踏み替えや立位

保持、着座時に介助を要していた。FIMは運動項

目では 13点、認知項目では 29点であった。 

【結果】 

 11 週目終了時の評価では SIAS 下肢運動項目

3-3-0 に改善した。TCT は 49 点、感覚は変化が

なかった。SCPは座位・立位項目ともに 0点であ

った。基本動作では寝返りはベッド柵を把持し自

己にて可能であり、起居は on elbowまで中介助、

on elbow以降は軽介助で可能となった。移乗動作

は右手すりを使用し起立は自立しており、方向転

換や着座も自己にて可能となった。立位は見守り

で可能となった。FIM は運動項目では 43 点、認

知項目では 34点であった。 

【考察】 

 本症例は後期高齢者であり大柄な体型である。

加えて、病前より低活動者のため入院生活により

廃用症候群が生じやすく、実用的な歩行の再獲得

は難渋することが予測された。そこでゴールは移

乗時などの介助量軽減とした。リハ戦略として

KAFOを使用した立位、歩行練習を中心に進める

こととした。CST とともに CRT の損傷を伴う本

症例は、自力での立位保持や歩行場面において円

滑な姿勢調整や重心移動が困難である。KAFOを

使用することで運動課題の難易度を低下させ、自

身で運動をコントロールすることを学習しやす

い環境を作れると考えた。また、残存した CST

の刺激においても KAFO を使用することで最大

限に活用できると想定した。大柄な体格も考慮し

装具はオーダーメイドのものを発症早期から準

備した。KAFOを使用し起立や歩行練習を行うこ

とで移乗時の足の踏み替えに重心移動が容易に

可能となり、移乗の介助量軽減の一助となったと

考える。 



左 THA術後の歩行に着目した症例 

中澤 昂大  堂本 滉平 

洛西シミズ病院 

 

【はじめに】 

 本症例は術前 ADL 自立であった。本症例の

HOPEは T字杖歩行であり、今回歩行に着目した

左 THA術後の症例についてここに報告する。 

【症例紹介】 

 本症例は 80 歳代後半の女性。X 年より、左股

関節痛により通院されていた。X＋18年、股関節

痛が増強し当院にて左 THA を施行された。自宅

内は伝い歩き、屋外歩行は疼痛により困難であっ

た。 

【評価】 

 術後 1週では左大腿部の腫脹が著明であり、大

腿周径は左右差 4.5cm であった。また臍果長は

2cm患側が長く、脊柱アライメント由来の脚長差

があった。術後の骨頭被覆率は 78％であった。大

腿筋膜張筋、腸脛靭帯、腸腰筋、大腿直筋に柔軟

性低下がみられた。股関節部の安静時痛はNRS0、

荷重時痛は NRS7であり、患側への最大荷重量は

25/41kg 程度であった。ROM は股関節屈曲 70°、

伸展-10°であった。歩行時、矢状面では左Mst時

の股関節伸展不足、体幹前傾位での上肢支持優位

の歩容を認めた。前額面では全歩行周期にて患側

骨盤の下制を認めた。 

 術後 5週では大腿周径の左右差は改善。股関節

部の荷重時痛はNRS2まで改善。ROMは股関節

屈曲 90°、伸展 0°であった。股関節屈曲MMT

は 3であった。歩行時、矢状面ではMst時の股関

節伸展不足、上肢支持優位の歩容は改善した。そ

の他歩容の改善は見られなかった。 

 また歩行距離としては術後 5週では病棟 2往復

程度であり、外来リハビリ初期時は 1日約 700歩、

外来リハビリ最終時では1日約3000歩であった。 

【考察】 

 術後早期の股関節部の荷重時痛は、手術侵襲や、

大腿部の腫脹による原因が大きいと考えた。股関

節の他動 ROM訓練やリラクゼーション、アイシ

ングの実施により疼痛の改善がみられた。 

 股関節部の荷重時痛が残存した原因として、脊

柱・骨盤後弯により、骨頭被覆度が減少し、股関

節前方不安定性が増加していると考えた。また腸

腰筋の筋力低下により、動的安定化機構が破綻し

大腿直筋の過剰収縮により、筋スパズムが生じ荷

重時痛残存の原因になったと考える。 

 股関節の荷重時痛の改善後、歩行距離の拡大が

みられた。しかし新たな問題点として長期間の罹

患期間による心肺機能面での持久力低下を認め、

更なる歩行距離の拡大を認めなかった。その際に

歩数の確認やご家族への指導など自主訓練を再

指導したことにより、歩行距離拡大に繋がったと

考える。 

【おわりに】 

 本症例は、股関節に加え腰椎・骨盤アライメン

トの崩れも歩行時の問題点となった。今後も股関

節と同時に体幹への着目の必要性が考えられる。

加えて適宜自主練習の確認やご家族への指導の

重要性を再確認できた。 



視野遮断下での歩行訓練により介助量軽減がみられた 

心原性脳塞栓症の一例 

高山 陸 大滝 真伊 

京都きづ川病院 

 

【はじめに】 

 今回,心原性脳塞栓症により左片麻痺,全失語,半

側空間無視を呈した症例を担当した.視野遮断下

での歩行訓練を実施した結果,介助量の軽減を図

れたためここに報告する. 

【症例紹介】 

 70 歳代後半,男性.入院前 Activities of Daily 

Living（ADL）自立.X 日心原性脳塞栓症発症.同

日,脳血栓・塞栓溶解術施行.X＋2日 PT,OT,ST開

始.X＋3 日 起立訓練開始.X＋4 日 反対側への梗

塞あり.X＋7 日 車椅子離床訓練開始.X＋8 日 歩

行訓練開始. 

【理学療法経過】 

 Japan Coma Scale（以下 JCS）Ⅱ-20, 

Brunnstorom recovery stage（以下 BRS-t）左上

下肢Ⅳ.全失語のため感覚検査,筋力検査等は精査

困難,麻痺側への追視困難,注意困難から左側半側

空間無視（以下 USN）,麻痺側からの感覚刺激に

対し反応なく麻痺側上下肢感覚障害の疑い.その

他遂行機能障害等の高次脳機能障害も予想され

るが精査不可.Stroke Impairment Assessment 

Set（以下 SIAS） 11/76点（全項目において減点

あ り ） ,Clinical assessment Scale for 

Contraversive Pushing（以下 SCP）5.5/6点（姿

勢1.5点,伸展と外転2点,抵抗2点）であった.ADL

全介助〜重介助 

【結果】 

 JCSⅠ-3,BRSt 左上下肢Ⅳ,全失語により精査

困難も麻痺側への追視等の出現を認めた .SIAS 

14/76 点（改善がみられた項目のみ記載．上下肢

筋緊張 1点から 2点へ，垂直性 0点から 1点へ）,

全失語により指示理解困難な場面あるも歩行後

等は座位保持可能となった.座位保持困難場面認

めるも右上下肢での Pushing減少.SCP 2/6点（改

善がみられた点のみ記載．姿勢 0．5 点，伸展と

外転 1点，抵抗 0点）ADL重介助〜中等度介助 

【考察・結論】 

本症例は,梗塞巣が両側にあり多数の高次脳機

能障害が予想された.中大脳動脈領域の広範囲な

梗塞巣が認め.角回,弓状束を中心とした言語連絡

野が障害され,全失語を要していたため精査困難

であった. 脳画像より島後部を始め広範囲に梗塞

を認め,姿勢調節系である島後部や視床後外側核,

帯状回後部の損傷により Pushing が出現したと

考えた.また,USN による麻痺側への注意機能低

下により Pushing を助長させた原因だと考えた. 

介入直後より起立,歩行訓練を開始した.非麻痺側

での Pushing，麻痺側 USN が出現し歩行訓練が

困難であった. 先行研究より半側空間無視症例に

対し視野遮断下での介入が有効とされている. 本

症例においては非麻痺側を壁沿いとした環境で

歩行訓練を実施した.麻痺側への追視,注意向上が

みられるとともに Pushing が軽減した.このこと

よりUSNにより Pushingが出現していると考え

た.右側空間の視覚からの情報を遮断することで,

麻痺側への注意向上へと繋がり Pushing,介助量

の軽減がみられたと考えた.また，視覚刺激により

注意偏位の助長，半球間抑制の不均衡を修正し,

前庭迷路系,体性感覚系が賦活されたことで姿勢

定位が行われたと考える.それにより身体正中軸

の認識を再獲得することによって USN の軽減に

伴い,Pushingが減少した．本症例は，上記にもあ

る通り全失語を要しているため口頭指示を要す

る SIAS では大きな点数の改善が認められなかっ

た．しかし，SCP では Pushing の軽減により点

数の大幅な改善がみられ，ADLの介助量軽減に繋

がったと考えた． 



長下肢装具を用いた歩行練習により歩容の改善を認めた 

脳卒中片麻痺症例 

吉田 萌  湊 長彬 

京都民医連中央病院  

 

【はじめに】 

 脳卒中ガイドライン 2015 では「歩行や歩行に

関連する下肢訓練の量を多くすることは,歩行能

力の改善のために強く勧められる（グレード A）」

とされている.今回,左被殻出血による右片麻痺を

呈し歩行時に麻痺側下肢の振り出しが困難とな

った症例を経験した.そこで長下肢装具による歩

行練習を中心に介入し歩容の改善を認めたため

報告する. 

【症例紹介】 

 80 代前半の男性.自宅で倒れ帰宅した息子が発

見.左被殻出血認め保存的加療となり,35 病日に当

院へ転院となる.画像所見では内包後脚の圧迫あ

り.既往歴は高血圧症,前立腺肥大症,脂質異常症.

発症前はADL自立,屋内外独歩.息子と2人暮らし.

運動性失語あり短文での会話は理解可能.右片麻

痺,BRS：上肢Ⅱ手指Ⅰ下肢Ⅲ.SIAS-下肢M：1-1-0.

非麻痺側筋力：体幹良好・下肢 MMT5.筋緊張：

右膝関節MAS1+.腱反射：右上下肢亢進・足クロ

ーヌス+.ROM：右足関節背屈（膝伸展位）-5°.表

在・深部感覚：鈍麻（精査困難）.高次脳機能：注

意障害あり.歩行（裸足）：前型歩行中等度介助.麻

痺側立脚期に体幹前傾し,右股関節内転および骨

盤の後方回旋あり.麻痺側下肢の振り出しは股関

節外旋位で足尖接地.数 m で麻痺側下肢の振り出

し困難となり足尖が引っ掛かり前方へ倒れこむ.

プラスチック短下肢装具装着下では装具の重量

により麻痺側下肢の振り出しがさらに困難とな

る. 

【理学療法経過】 

 歩行練習では長下肢装具を使用した.後方介助

で行い,徒手にて体幹を正中位に保ち骨盤を固定

し股関節内転を制御した.また麻痺側立脚後期の

股関節伸展と左右の重心移動を促し,麻痺側下肢

の振り出しを介助して 2 動作前型歩行で実施し

た.1週間に 1回シューホン型短下肢装具にて平行

棒内歩行練習を実施した.麻痺側への荷重,下肢の

振り出しが可能となった段階で138病日にカット

ダウンし ,短下肢装具での歩行練習を継続し

た.205病日にはBRS：上肢Ⅲ手指Ⅱ下肢Ⅲ.SIAS-

下肢M：4-2-1.その他は変化なし.歩行：タマラッ

ク継手付きプラスチック短下肢装具とサイドケ

インを使用し 2 動作前型歩行可能となった.麻痺

側立脚期の体幹前傾と股関節内転は減少,下肢の

振り出しが継続し足底接地可能.前方への倒れこ

みは消失した.注意障害が残存していたため退院

時は屋内歩行見守りとし,訪問リハビリへ繋いだ. 

【考察】 

 阿部らは「随意的な筋力発揮が困難な重度片麻

痺患者においても長下肢装具を用いた歩行練習

は歩行周期に同調した麻痺側下肢筋活動を惹起

させ得る」と報告している.長下肢装具の歩行練習

時,骨盤を固定し股関節内転運動を制御した.これ

により骨盤の側方安定化が図られ体幹正中位で

麻痺側下肢への荷重が可能となったと考える.歩

行の反復により重心移動や荷重感覚の入力,股関

節屈曲による下肢の振り出しが可能となり歩行

の獲得に繋がったと考えた. 

 



頚椎症性脊髄症により歩行障害を呈した症例 

～安定した歩行獲得に向けて～ 

林 遼太郎  山根 大和 山中 卓也 中井 希久子 根本 玲奈 

京都近衛リハビリテーション病院 

 

【はじめに】 

 今回、頸椎症性脊髄症を呈した症例を担当した。

バランス能力や筋力低下が生じ、歩行時にふらつ

きが認めたため歩行安定性向上を目指した結果

を報告する。本発表は当院の倫理規定に基づき、

本症例、家族から同意を得ている。 

【症例紹介】 

70歳代女性 診断名：頚椎症性脊髄症   

現病歴：右足が出にくくなり、転倒を繰り返して

いたため A病院にて診断後に Z日に頸椎 C3-6の

前方固定術を施行。リハビリ継続目的に Z＋32日

に当院へ入院。   

既往歴：右中足骨骨折、第 4.5趾骨折   

合併症：高血圧症   

主訴：右足が出しにくく不安定   

Needs：歩行安定性向上   

【理学療法評価】 

（初期→最終 Z＋92日） 

MMT（右/左）：大腿四頭筋 3/4→4/4 

大殿筋 2/3→3/3 中殿筋 2/3→3/3 腹筋群 3→4 

感覚：表在感覚異常なし。深部感覚異常なし。   

BBS：51点→56点    

10ｍ歩行：通常 11.3秒→9.7秒    

努力  8.7秒→7.8秒   

TUG（右/左）：11.1秒/10.9秒→8.0秒/7.2秒  

FIM：運動 67点→91点 認知 35点→35点   

     合計 102点→126点    

歩行分析   

初期：立脚中期～後期にかけて、体幹前傾の出現

に伴い、右反張膝が出現している。 

最終：立脚中期～後期にかけて、体幹の動揺減少

し右立脚期での右反張膝認めず。 

【目標設定】 

短期：終日独歩屋内自立   

最終：屋外長距離歩行独歩自立  

【治療経過】 

介入初期より歩行時にふらつきを認め、右立脚

中期～後期かけての右反張膝が出現していたた

め、右大腿四頭筋を中心とした筋力増強訓練を実

施した。その結果、筋力向上を認めたが、反張膝

は残存し右膝関節痛が生じた。そのため歩行の評

価を行い、右立脚中期～後期にかけての体幹前傾

を問題点とし、腹筋群と大殿筋の筋力増強訓練を

実施した。その結果、反張膝の改善を認め、独歩

歩行でのふらつきが減少した。病棟内での歩行安

定化に伴い、在宅に向けて屋外歩行訓練、必要な

各 ADL、IADLの動作確認及び訓練を実施した。 

【考察】 

 本症例は入院時より独歩可能な身体機能を有

していたが、反張膝を認めており、歩行時のふら

つきを呈していた。本人の主訴にも歩行の不安定

性を訴えていたため、在宅で安全に生活できるよ

うに独歩の安定性を目標に介入した。反張膝の要

因としては、初期は右大腿四頭筋の筋力低下によ

るものと考えていた。しかし反張膝は軽減せず、

右膝の疼痛が生じたため、再度歩行の評価を実施

し、右立脚中期～後期にかけての体幹前傾が反張

膝の原因であると考えた。そのため、体幹前傾が

軽減できるように腹筋群と殿筋群の筋力増強訓

練を行い、またステップ練習による歩行での運動

学習を行った。結果、腹筋群と大殿筋の筋力向上

により歩行時の体幹前傾が軽減し、右反張膝と右

膝の疼痛も改善した。疼痛と反張膝の軽減より歩

行でのバランス能力が改善し、不整地である屋外

歩行も長距離の移動が可能となったと考える。 

【まとめ】 

障害が発症している部位にとらわれず、多角的

な視点から観察し、客観的な評価と現象を照らし

合わせながらあらゆる可能性を模索していくこ

との大切さを学んだ。 



アテローム血栓性脳梗塞を発症し下肢脱力感と  

廃用性筋萎縮を呈した一例 

田中 千比呂 中村 彩友香  

京都きづ川病院 

 

【はじめに】 

 アテローム血栓性脳梗塞（以下：ATBI）で下

肢脱力感を呈した症例を担当した.廃用性筋萎縮

の改善を目標にアプローチしたため報告する. 

【症例紹介】 

 80 代女性.身長 155.0cm 体重 61.6kg BMI25.6 

左被殻出血の既往で上下肢に右麻痺.入院前はタ

マラック足継手付き AFO（背屈フリー）使用.10

ⅿ先のトイレまで伝い歩き自立.X－2 日：右上下

肢の脱力感を自覚.X 日：病院受診し ATBI の診断

で入院.X＋1 日：3 療法開始.X＋6 日：安静度制限

なし,離床開始.X＋24 日：回復期病棟へ. 

【初期評価（X＋6 日）】 

 JCS：Ⅰ－1 Brs：手指Ⅱ－Ⅲ 上肢Ⅲ 下肢Ⅳ 

SIAS：42 点.MMT（R/L）：股屈曲 3/4 股伸展

3/4 膝伸展 3/4 足背屈 2/5 歩行：平行棒把持し

SHB 使用.IC では足底全面接地,MSt で右反張膝

認め,遊脚期はぶん回し様であった.体幹左傾斜麻

痺側への荷重が不足し非麻痺側振出しが努力性

であり重心移動の介助を要した.1 回の歩行距離

は約 3m. 

【最終評価（X＋23 日)】 

JCS：0 SIAS：45 点.Brs,MMT は初期評価と

変化なし.歩行：IC にて踵接地出現,遊脚期でのぶ

ん回しは消失.MSt での反張膝は残存していた.介

助量軽減し side-cane 使用,SHB 着用下で歩行可

能. 歩行距離は 10m に延長. 

【治療】 

筋力訓練,起居・起立・歩行訓練,EMS,神経筋再

教育 

【考察】 

 本症例は右上下肢に運動麻痺があり入院前は

伝い歩きにてトイレ自立 .左前大脳動脈領域に

ATBI を発症し下肢脱力感が生じ 1 週間の安静臥

床となった. 

タマラック足継手付き AFO 使用時の歩行は麻

痺側 ICにて足底全面接地,MStでは反張膝を認め

た.また遊脚期は体幹左傾斜し,ぶん回し歩行であ

った.非麻痺側下肢はすり足を認めた.今回,主訴と

して麻痺側下肢の脱力感があり,歩容からも筋出

力低下が生じていると考えられる.また,園田は安

静臥床により 1 日当たり 1～2％の筋力低下を来

すとしている.さらに阿部らの研究にて急性期脳

卒中患者では廃用症候群が非常に早期から生じ

麻痺側,非麻痺側共に筋萎縮をもたらしている可

能性を示唆している.本症例は歩行距離が 3m 程

度で疲労感があり,廃用及び筋萎縮が生じている

と考えられた. 

 タマラック足継手付き AFO 使用下での歩行は

不安定で非効率的であったため装具は SHB を選

択した.足関節を固定し踵接地を促すことで大腿

四頭筋と大殿筋の収縮を得ることを目的とした.

また,heel rocker 機能が働くことにより円滑な重

心移動と衝撃吸収が可能となり膝関節への負担

軽減に繋がると考えた.さらに骨盤が直立位とな

るよう介助を行うことで大腰筋の収縮を促した. 

SHB を使用し足関節固定性を高め歩行訓練を

継続したことにより IC で踵接地出現し,ぶん回し

歩行消失,非麻痺側のすり足軽減を認めたことか

ら筋出力の向上に至ったと考える.歩行距離も 10

ⅿに延長し疲労感の訴えも減少していたことか

ら歩行の運動効率が高められ,活動量を増やすこ

とができたと考える.さらに基本動作においても

介助量軽減に至った. 



頚椎症性脊髄症を受傷後、歩行が困難となった症例 

小北 佳威 坂根 孝司 水野祐輔 

丹後中央病院 

 

【はじめに】 

 今回、頚椎症性脊髄症を受傷後、C3～C5 椎弓

形成術を行った女性を担当する機会を得た。評価、

治療を行い、U字歩行器歩行見守りから独歩自立

まで至った経過をここに示す。 

【症例紹介】 

 80歳代後半女性。受傷前は日常生活動作は自立。

自宅の座椅子の肘置きから肘を滑らせ、頚椎症性

脊髄症受傷。受傷後体動困難となり、当院に緊急

搬送。C3～C5 椎弓形成術施行。術後 ADL 運動

項目全てにおいて介助必要。認知項目は著明な低

下なし。 

【初期理学療法評価】 

主訴は「腕が痺れます、歩くと右脚が疲れま

す。」 

歩行観察は、膝に手をつき独歩を後方介助で実

施。常時骨盤後傾、体幹、股関節屈曲位となる。

また、両側立脚後期の短縮、右立脚期延長、右荷

重応答期（以降、右 LR）にて体幹右側屈運動が

みられた。 

U字歩行器歩行は見守りで 20m程度可能。 

関節可動域テスト（以降、ROM-t）は胸腰部回旋、

側屈と股関節伸展、膝関節伸展に可動域制限あり。 

徒手筋力テスト（以降、MMT）は全身に筋力

低下が見られた。特に頭頚部複合屈曲、体幹屈曲

と左右回旋は 2レベル。 

筋緊張は右脊柱起立筋、右僧帽筋、左長内転筋

が亢進。脊柱アライメントは腰椎左凸、左回旋位。

骨盤右回旋位であった。 

【統合と解釈】 

U字歩行器歩行は見守りで可能であったが、独

歩は膝に手をつく、且つ後方介助が必要であった。

体幹の抗重力下での活動は乏しい。そのため、体

幹の安定性向上を図ることで独歩が獲得できる

と考えた。 

【治療内容】 

 腰椎左凸、左回旋位及び骨盤右回旋であったた

め、腰椎凸側と骨盤左回旋を行う筋の筋力向上と

腰椎凹側、骨盤右回旋筋のストレッチを主に行っ

た。 

【最終評価】 

歩行観察は独歩が短距離自立。両側立脚後期短

縮と右 LR の体幹右側屈運動軽減。上肢支持なく

独歩が可能となり、両側肩関節を内転位に保持す

る歩行となった。 

MMT は頭頚部屈曲は 2 から 3、体幹屈曲と回

旋は 2から 4、肩甲骨下制は測定不能から 5と向

上した。 

筋緊張は右脊柱起立筋、右僧帽筋、左長内転筋

が軽度亢進。ROM-tと脊柱アライメントは著変な

し。 

【考察】 

小畠らは、腹筋群向上が前斜系制御による脊椎

安定化に貢献したと報告している。 

本症例は体幹筋力の低下、アライメント不良があ

り、U字歩行器歩行は可能だったが独歩は非介助

下では不可能であった。そこで、体幹筋力向上、

アライメント修正を行ったところ独歩を獲得で

きた。 

体幹安定性が向上したことにより右荷重応答

期の体幹右側屈が軽減し、上肢支持無しでの独歩

が可能となったと考えられる。加えて肩関節内転

位にすることで広背筋で更に体幹安定性を向上

していると考えられる。 

【最後に】 

今後、正常を意識することも必要だが、それぞ

れの患者さんにとってより良い歩行様式を検討

する事が必要と学んだ。 



左大腿骨転子部骨折術後の術側立脚中期に破行を認めた症例 

～症例との関わり方の再考～ 

辰野 創太 中川 智明 熊本 展也 

京都武田病院 

 

【はじめに】 

 今回，左大腿骨転子部骨折術後の理学療法を経

験した．受け身な症例に対して理学療法を提供し

た結果，身体機能面の改善は図れるも，跛行は残

存した．そのため，跛行の改善に試行錯誤し，特

に症例との関わり方を熟考した．結果，症例の行

動変容に繋がり，歩容の改善が図れ，最終的には

屋内 T-cane，屋外歩行器歩行自立で退院に至った．

それらの経過をふまえ以下に報告する． 

【症例紹介】 

 80 歳代女性．X 年 Y 月 Z 日に院外薬局で転倒

し受傷．受傷＋5 日，左大腿骨転子部骨折により

A 病院にて ORIF を施行．入院＋36 日，当院へ転

院．本症例はリハビリに対しては受け身であった． 

【理学療法評価（R/L）】 

 入棟時，疼痛検査（NRS）にて術創部 2，関節

可動域検査；股関節屈曲 120/100，外転 30/15，

内転 15/5，外旋 40/10，徒手筋力検査；腸腰筋

4/3，大殿筋 3/3，中殿筋 4/3．基本動作は監視．

移動面は歩行器にて監視． 

【経過】 

16 病日：病棟内歩行器歩行自立 

38 病日：病棟内 T-cane 歩行自立 

56 病日：施設退院 

【考察】 

 入院当初，左立脚中期に Duchenne 様跛行を認

めた．理学療法の場面ではセラピストとの日常会

話では談笑され，提供課題も問題なく実施できて

おり，特に歩容の崩れに対しては主に口頭指示で

の修正を図った．しかし，症例は結果の知識（KR）

などには無関心な様子が伺えていた．中間評価の

時点では，機能面の改善は図れるも，跛行は残存

し，現状での介入のみでは今以上に歩容の改善を

図ることは難しい事が示唆された．そのため，経

過の中から歩容の改善に関心の低い症例との関

わり方を再考する必要があると考えた．中間評価

までの問題点として，動作後のフィードバック

（FB）は適宜提供していたが，その内容は KR の

みに終始し，症例自身が自ら歩容の変化に取り組

めるものでは無かったと考えた．そのため症例自

身が主体的に取り組める方法を模索した．具体的

には，動作後の FB を直ぐには与えず，症例自身

がどのように感じたか説明を求め，その後，セラ

ピスト側の KR を提供するなど，両者で課題や目

標などを共有できるように努めた．それからは，

症例から歩容の変化に関心があるような発言が

聞かれ始め，さらに自ら歩容の崩れに気付き，修

正されるようになっていった．それ以降の歩行で

は比較的正常に近いアライメントでの練習が行

えるようになった．結果，左立脚中期で大殿筋・

中殿筋の運動学習が進み，立脚期が安定したと推

測する．このように症例との関わり方の再考が，

症例自身の行動変容に繋がり，歩容の修正の一助

になったと考える． 

【まとめ】 

今回，左大腿骨転子部骨折の症例を担当した．

機能面の改善が図れるも，跛行は残存した．リハ

ビリに対して受け身な症例に対して，FB 方法を

熟考し，変更した．結果，症例と同じ目標を共有

する事ができ，歩容の改善の一助となった．本症

例を通して機能・動作面だけに目を向けるのでは

なくセラピストと症例間で目標共有する重要性

を学んだ． 



脳画像解釈を踏まえ,歩行再建に取り組んだ一症例 

保田 卓也 志方 淳 

京都岡本記念病院 

 

【目的】 

昨今長下肢装具（以下,KAFO）にて積極的に麻

痺側を使用していくことは脳卒中患者における

歩行再建に貢献するとされている.そこで急性期

より KAFO での歩行再建に努めた左被殻出血患

者を担当させて頂いたためここに報告する.  

【症例紹介】 

左被殻出血を呈した 60 歳代女性.理学療法は発

症当日から開始.CTでは被殻出血により内包後脚

への血腫の圧排を認めた . 初回評価では

Fugl-Meyer Assessment（以下 FMA）右上肢

20/36右下肢 21/28計 147/226点,感覚は右上下肢

共に中等度〜重度鈍麻 ,右下肢運動失調を認

め,Scale for Contraversive Pushing（以下 SCP）

は座位 1.75 立位 3.筋緊張は右足関背屈 modified 

ashworth scale（以下MAS）2,平行棒裸足歩行で

は右下肢努力性の振り出しを認め ,足部内反と

Toe clearance低下を認め,Functional Ambulatio 

n Categories（以下 FAC）は 0であった.  

【経過】 

拡散テンソル画像では皮質脊髄路（以下 CST）

の残存が確認され,運動麻痺の予後は良好と考え

た.しかし,本症例は感覚鈍麻および筋緊張亢進を

既に認めており,運動麻痺改善に伴い,更なる筋緊

張亢進及び運動失調の増悪が懸念された.そこで,

裸足歩行練習では運動の誤学習を招くことが予

測されたため,早期からKAFOを装着し,右下肢へ

適切なアライメントでの荷重感覚入力及び足関

節を軸とした倒立振子運動の再学習を行なった.

第 28 病日には FMA 右上肢 33/36 右下肢 23/28

計 193/226 点,感覚は右下肢遠位部に中等度鈍麻,

運動失調は右下肢に顕在化した.SCP は座位 0 立

位 0.5,筋緊張は MAS 2.平行棒裸足歩行では右下

肢 IC 足底接地,LR 下腿前傾不十分,遊脚期は努力

性であり,Toe clearance は改善傾向であった. 短

下肢装具（以下 AFO）では大振り歩行となり,TSw

で膝関節伸展不十分,IC 足底接地であった.FAC

は 2まで改善した.  

【考察】 

脳画像より今回 CST の残存が予測されたが,血

腫は内包後脚後方部分に進展し,感覚上行線維の

損傷による感覚鈍麻は残存すると予測された.ま

た大脳小脳連関や被殻損傷による筋骨格運動ル

ープの破綻から運動制御の問題が生じ,随意性改

善に伴い,運動失調,筋緊張亢進が助長され,歩行予

後に影響が生じると考えた .そのため早期から

KAFO を用いて適切なアライメントでの荷重感

覚入力を反復した事で発症約 1ヶ月での歩行はま

だ課題が残るが,筋緊張増悪が予防できたと考え

る.また今回の報告は約 1 ヶ月までの経過となっ

ているが,回復期転床後 2 ヶ月で杖歩行自立獲得

されている.以上の事から,早期に運動麻痺の改善

が期待されても感覚鈍麻や運動失調,筋緊張亢進

が予測される場合,急性期から適切なアライメン

トで運動療法を行うことは歩行予後に影響をも

たらすと考える.そのツールの一つとして KAFO

は有用と考える.  

【倫理的配慮】 

本発表に関して,当該患者にはヘルシンキ宣言

に基づき書面にて説明し,了承を得た. 



左人工股関節全置換術後症例に対する歩容修正アプローチ 

～荷重アライメント・筋の協調性に着目して～ 

市山 佳奈愛 岡部 皓輝 井上 翔太 辻 智香子 中川 智明 

京都武田病院 

 

【はじめに】 

 今回,左変形性股関節症により左人工股関節全

置換術（以下,THA）を施行された症例を経験し

た.早期より左股関節の可動域改善,左下肢筋出力

の向上を図れたが,独歩で跛行が残存した.その為

荷重アライメントと筋の協調性に着目し治療プ

ログラムを再考した.結果,跛行が軽減し自宅退院

に繋がった.それらの経過を踏まえ以下に報告す

る. 

【症例紹介】 

 60代女性.30年前より左股関節痛が出現.2年前

より左側の進行期股関節症を認め,20xx 年 9 月左

THA を施行された.術前は屋内外独歩自立してい

たが,屋外歩行は積極的に行っていなかった. 

【初期評価】（11病日）※介入開始時 

ROM-t：単位（°）（右/左）股関節屈曲 120/110,

伸 展 10/10, 外 転 30/30, 内 転 15/15, 外 旋

25/25,,MMT（右/左）股関節屈曲 4/4,伸展 4/3,外

転 4/4,外旋 5/4, 歩行観察（左）立脚中期：股関節

内転・内旋,足関節回内,体幹左側屈,立脚中期～立

脚後期：股関節伸展運動が不足,骨盤の後方回旋が

過大. 

【理学療法経過】 

 当院 THA 後のプロトコールは術後 3 週間で退

院が目標.1週目は左股関節可動域訓練・左下肢筋

力増強訓練を中心に実施.11 病日から片脚立位訓

練,ステップ訓練を追加.14 病日以降は跛行が軽減

し,独歩自立.18病日目に自宅退院. 

【最終評価】（14～17病日） 

ROM-t：単位（°）（右/左）股関節屈曲 125/120,

伸 展 10/10, 外 転 30/30, 内 転 15/15, 外 旋

25/30,MMT（右/左）股関節屈曲 4/4,伸展 4/4,外

転 4/4,外旋 5/4, 歩行観察（左）立脚中期：股関節

内転・内旋,足関節回内が軽減,立脚中期～立脚後

期：股関節伸展運動出現. 

【考察】 

 当院のプロトコールでは術後 3週間で自宅退院

となっている.本症例は術後に理学療法を実施し

10 日程度で左股関節可動域改善,左下肢の筋出力

向上が図れた.しかし独歩で左立脚中期以降の股

関節伸展運動不足に伴う左骨盤後方回旋等の跛

行が残存した.その問題点として左股関節内転・内

旋,足関節回内位での荷重アライメント,筋の協調

性低下を挙げた.残された期間で跛行の改善をす

る為に,訓練内容は単純化かつ部分練習を中心に

実施した.まず左片脚立位訓練を用いて,静的アラ

イメントの修正を図った.その際,運動方向を単一

化するための指標として外側にベッドを設置し

た.次に修正された荷重アライメントを歩行へ汎

化させるため,体重移動の軌跡を踵から拇趾に抜

けるように意識させながら,左立脚期ステップ訓

練を行い筋の協調性改善を試みた.上記訓練は 1

日でも実施前後で跛行が軽減したことから,訓練

が有益であると考えた.その為,訓練を反復するこ

とで学習に至り跛行改善に繋がると期待し,継続

して理学療法を提供した.その結果,適切な運動課

題の提供・反復訓練が筋の協調性改善に至り,今回

の跛行軽減に繋がったと考える. 

 本症例を通じて,短期間でも問題点を絞り適切

な理学療法を提供すれば,動作の改善に繋がるこ

とを学んだ. 



左人工膝関節置換術（TKA）施行後,膝関節伸展獲得に難渋した症例 

和泉 治世  北村 周太郎 

洛西シミズ病院 

 

【はじめに】 

 今回,左変形性膝関節症（以下,膝 OA）に対して

左人工膝関節置換術を施行した症例を担当した. 

術後早期の歩行時に膝関節伸展運動制限があり,

膝関節前面に荷重時痛が認められたことから,左

膝関節伸展制限に着目し,評価・治療を行った経験

について報告する. 

【症例紹介】 

 80 歳代女性. 術前歩行は屋内伝い歩き,屋外 T

字杖歩行自立であったが,左膝関節痛の増悪によ

り屋外歩行自立困難となり,疼痛緩和のため TKA

を施行. HOPEは 1人で友人との待ち合わせ場所

に出かけたいであった. 

【初期評価（術後 6日）】 

 CRP 値 8.61mg/dl,左大腿から足部にかけて腫

脹,膝関節周囲に熱感,術創部に安静時痛 NRS3,歩

行時に左膝関節前面部に荷重時痛 NRS4 を認め

た. 左膝関節可動域（以下,ROM）は屈曲 70°,

伸展-10°,自動伸展は-25°と extension lagが認

められ,徒手筋力検査（以下,MMT）は左膝関節屈

曲 2,伸展 2であった. 片脚最大荷重量は右 45kg・

左 38kgを示した. 歩行観察では左 IC～MStで左

膝関節軽度屈曲位であり,上肢支持依存傾向であ

った. 

【理学療法アプローチ】 

 炎症徴候を緩和し,関節内圧と筋緊張の軽減目

的でアイシングを行った. また,筋の緊張軽減と

柔軟性改善による ROM 獲得のため,大腿四頭

筋・大腿筋膜張筋・ハムストリングス・下腿三頭

筋・膝窩筋へのリラクゼーションとストレッチを

実施. 加えて,筋出力向上のため大腿四頭筋・ハム

ストリングスの筋力トレーニング,荷重練習,荷重

下での膝関節伸展筋出力向上を目的に,伸展位で

の IC の踵接地と LR～Mst での左下肢荷重,Mst

～Tst にかけての膝関節伸展位での体重移動を意

識したステップ訓練を行った. 

【最終評価（術後 48日）】 

 CRP 値 0.20mg/dl,左膝関節前面に軽度の熱感

は残存も,安静時痛・荷重時痛は NRS0 となった. 

左膝関節 ROMは屈曲 115°,伸展は自動・他動共

に-5°となり extension lag は消失,MMT屈曲 4,

伸展 4,片脚最大荷重量は両側 50 kgとなった. ま

た左 IC,LR～MSt での左膝関節伸展運動がみら

れるようになった. 

【考察】 

 術後の炎症により,関節内圧上昇と膝関節屈曲

筋の筋緊張の亢進が起こり膝関節伸展 ROM制限

が生じた. それに加え,腫脹による大腿四頭筋の

反射抑制が筋出力低下を引き起こしたことで

extension lag が生じたと考える. また,膝 OA 患

者は術前より膝OA進行に伴い膝後方の軟部組織

の癒着や伸張性低下が生じやすいとされており,

術前の伸展制限が術後にも影響していたと考え

る.歩行では,左 IC での膝関節伸展運動が行えず,

次いで LR での衝撃吸収が困難となり,MSt での

広筋群の求心性収縮に過負荷が生じることで侵

襲筋である内側広筋に疼痛が生じたと考える. 

アプローチ後,膝関節伸展 ROM と広筋群の筋

力・筋出力が改善したことで,IC での膝関節伸展

運動がみられるようになり,内側広筋の収縮時痛

緩和となったと考える. また,膝関節周囲の筋力

向上により,左 St の動的安定性が向上したことで

T字杖歩行自立に至ったと考える. 

 



Pusher現象を呈し、トイレ移乗動作獲得を目指した症例 

～段階的難易度設定を用いたアプローチ～ 

尾崎 大地 中井 未佳 井上 智里 

京都博愛会病院 

 

【はじめに】 

今回、右足関節骨折術後に心原性脳梗塞を罹患

し、Pusher 現象（P 現象）が出現した症例に対

して、段階的難易度設定の技法を用いた移乗練習

を行った。結果、トイレ移乗介助量軽減が認めら

れたので報告する。  

【症例紹介】 

80 歳代、女性。令和 3 年 3 月中旬に施設で転

倒し右足関節骨折。3 月下旬に当院で右足関節手

術施行。翌日、脳梗塞を発症し他院へ転院。同年

4 月に当院に再入院、理学療法開始。開始時右下

肢全免荷、1 カ月の部分免荷の後、5 月末より全

荷重開始。 

【理学療法評価】 

初期評価（5 月末）： MMSE21 点。TMT-A547

秒。BRS 左上肢 2・手指 1・下肢 4。MMT 股関

節屈曲・膝関節伸展右 4・左 1。左下肢表在感覚

重度鈍麻・深部感覚中等度鈍麻。Pusher 重症度

分類 3 点（座位 1 点・立位 2 点・歩行 0 点）。静

止立位での左下肢最大荷重 12 ㎏（体重：52kg）。

SIAS29 点（下肢関節可動域 1 点・腹筋力 0 点・

垂直性 2 点・視空間認知 2 点）。立ち上がり・移

乗中等度介助。立ち上がり・立位保持時に P 現象

が見られた。FIM39 点（トイレ移乗 1 点）。 

最終評価（6 月末）変化点のみ記載：MMT 股

関節屈曲左 2。Pusher 重症度分類 1 点（座位 0

点・立位 1 点）。静止立位での左下肢最大荷重 32

㎏。SIAS32 点（下肢関節可動域 2 点・垂直性テ

スト 3 点・視空間認知 3 点）。立ち上がり・移乗

見守り。立ち上がり・立位保持時の P 現象軽減。

FIM49 点（トイレ移乗 4 点）。  

【考察】 

本症例の hope は「トイレに行けるようになり

たい。」であったが、立ち上がり動作・立位保持

時に P 現象が出現しており、病棟でのトイレ移乗

では 2 人介助を要していた。中山らは、P 現象と

重度認知症を有する左片麻痺患者に対して、段階

的難易度設定の技法を考案し、短期間のうちに移

乗動作能力を向上させることができたと述べて

いる。そのため本症例のトイレ移乗能力向上・P

現象軽減に対して有効であると考えた。また、松

井らは垂直棒にぶら下がるようにして把持する

ことで押すことを避けることができると述べて

いる。そこで移乗練習は、垂直棒を用い行った。 

 結果、初期評価時の移乗動作は、非麻痺側へは

45°（軽介助）・麻痺側へは不可能だったが、最

終評価時、両側とも 180°の移乗が口頭指示で可

能となった。病棟では、トイレ移乗介助量が 2 人

介助から 1 人介助へと軽減することができた。 

 垂直棒を用いた移乗練習は非麻痺側上肢の過

活動を低下させ、P 現象を抑制したことが考えら

れる。P 現象が軽減した姿勢で、段階的に反復し

て練習したことで麻痺側下肢への重心移動、足の

踏みかえ方をスムーズに学習することができた。

加えて、麻痺側へのアプローチとして、移乗練習

時に SLB を装着したこと・LLB 装着下での歩行

練習を行ったことで筋出力が向上し、振り出しが

可能となった。そのため、麻痺側への移乗能力が

大幅に向上したと考えられる。 



人工膝関節全置換術後の立ち上がり動作学徳について 

～腱板断裂、関節リウマチの併発例～ 

川井 泰輝 谷川 佳祐  

学研都市病院 

 

【はじめに】 

今回、両変形性膝関節症を呈し、右人工膝関節

全置換術（以下 TKA）を施行した症例のリハビリ

テーションを担当する機会を得た。両下肢の機能

低下に加え、腱板断裂、関節リウマチによる上肢

機能の低下のため、立ち上がり動作獲得に難渋し

た。上肢の過用により手関節痛が出現するため、

上肢に負荷をかけない起立動作、歩行手段の獲得

を目指し、自宅退院に至ったためその過程を報告

する。 

【症例紹介】 

80歳代の女性。過去に当院で胸腰椎後方除圧固

定術（Th12 -L4）を施行されている。今回、膝痛

のよる歩行困難改善目的に、右 TKA を施行され

た。FTA 角 154°と外反変形が強く、loosening

防止のため術後２週間は完全免荷となった。3 週

目より 1/3 荷重が開始、6 週目から全荷重となっ

た。過去の腱板断裂により両上肢挙上困難、手関

節痛の訴えがあった。 

【理学療法評価】 

＜理学療法評価・初期＞（術後 3週） 

1/3 荷重。平行棒内での立ち上がりは、体幹・

下腿の前傾が浅く、上肢で平行棒を引き込んで努

力性に立ち上がる。上肢を使用しない立ち上がり

は困難。膝関節伸展筋力は MMT 右：2、左：3、

ハンドヘルドダイナモメーター（以下 HHD）で

右：5.0kgf 左 9.4kgfであった。関節可動域（以

下 ROM）は、両股関節屈曲 90°、右膝関節屈曲

105°、伸展-15°であった。 

＜理学療法アプローチ＞ 

関節可動域制限により起立動作時の支持基底

面上への重心移動・離殿が困難であると考え、

膝・股関節の可動域改善を図った。また、下肢筋

力低下により第 3相の下肢伸展が困難であると考

え、下肢の筋力増強運動を行った。動作練習では、

足部を十分に引き込み、股関節から上体を屈曲さ

せるよう指導を行った。免荷期間中も骨格筋電気

刺激を併用した筋力増強運動を積極的に行い、荷

重開始から円滑に歩行獲得が可能になるよう進

めていった。 

＜理学療法評価・最終＞（術後 12週） 

 病棟内移動は歩行器歩行を自立可能。膝関節伸

展筋力は MMT 右：4 左 4、HHD で右 17.9kgf

左 16.6kgf と大腿四頭筋の筋力改善、ROM では

右膝関節屈曲 110°と患側の可動域拡大がみられ

た。立ち上がり動作では、膝関節屈曲による支持

基底面上への重心移動が容易となり、臀部離床ま

での後方重心の改善がみられた。大腿四頭筋の筋

力改善により第 3相での膝・股関節伸展が容易と

なり、上肢での物的介助を必要としないで立位へ

移行が可能になった。 

【考察】 

介入当初、第 3相での膝関節の安定した伸展運

動を行うことができずに介助を要していた。片山

らは、椅子からの立ち上がり動作に必要な膝関節

伸展筋力体重比の自立閾値は 0.35kgf/kg、下限閾

値は 0.2kgf/kg であると述べている。本症例の介

入時の膝関節伸展筋力体重比は 0.18kgf/kg で下

限閾値に達していない。最終評価では 0.34kgf/kg

と自立閾値と近似していることから、本症例は膝

関節伸展筋力増強により、立ち上がり動作第 3相

での膝関節伸展運動が容易となり動作の改善が

図れたと考える。 



足関節背屈筋力低下を呈した大腿骨頸部骨折術後症例に対して 

早期回復を目指して 

~オルトップ AFOを用いて~ 

甲藤 伶奈 喜多 桃花 

京都きづ川病院 

 

【はじめに】 

 今回右大腿骨頸部骨折を受傷し,人工骨頭置換

術（BHA）を施行,術前より足関節背屈筋力低下

を認めた症例に対し装具を用いたことで早期歩

行練習につながった症例を担当したので報告す

る. 

【症例紹介】 

 90 代女性,X 日に自宅トイレにて転倒し入院.X

＋2日術前理学療法開始.血糖コントロールにてX

＋15 日 BHA 施行=Y 日.Y＋1 日離床,起立練習開

始,Y＋2 日平行棒内歩行開始,Y＋3 日オルトップ

AFO装着開始.Y＋5日歩行器歩行開始,Y＋9日回

復期病棟へ転棟. 

【理学療法評価】 

 初期 Y＋1日→最終 Y＋9日 

1.ROM単位：（右/左） 

股関節屈曲 70P/120→95P/120 

股関節外転 15P/30→30P/30 

股関節伸展-5P/未測定→5P/未測定 

足関節背屈 8/10→8/10（自動）-5/10→0/10 

術前：5/10（自動）-5/10 

2.MMT（右/左） 

股関節屈曲 2/3→3/3 股関節伸展 2/3→2+/3 

股関節外転 2/2→2+/3 膝関節伸展 3/4→3/4 

足関節背屈 2-/4→2+/4 

3.疼痛 

NRS：運動時 10/10→6/10 荷重時 8/10→2/10 

4.HDS-R：13点 

5.歩行観察 

IC：外側足尖接地→外側踵接地 

IC〜LR：体幹前傾,股関節・膝関節屈曲増強,右骨

盤後方回旋→体幹軽度前傾,右骨盤軽度後方回旋 

Mst：右股関節内転位,遊脚側への骨盤の下制→右

股関節軽度内転位 

Tst：体幹前傾位,立脚期短縮→股関節軽度屈曲,立

脚期延長 

ISw～TSw：下垂足,足部クリアランス低下しすり

足→下垂足軽減,足部クリアランス改善 

 

【歩行時の問題点】 

#1右股関節可動域制限 

#2右下肢筋力低下（中殿筋,大臀筋,前脛骨筋） 

理学療法アプローチ 

1.股関節可動域練習 

2.OKC で股関節外転, 伸展筋力増強練習 

3.Weight shift練習 

4.足関節背屈筋力増強練習 

5.オルトップ AFO（以下 AFO）装着での歩行練

習 

【考察】 

 本症例は右大腿骨頸部骨折を受傷し,BHA を施

行した.術前理学療法開始時に足関節背屈筋力低

下を認め,術後歩行練習開始時に下垂足を認め

た.ISw〜TSw 時,下垂足により足部クリアランス

が低下し,小趾側のすり足がみられている.AFO装

着にて,足関節を固定することにより,すり足がみ

られず,踵接地が可能となった. IC〜LR時,外側足

尖からの足底全面接地,体幹前傾,股関節・膝関節

屈曲増強,右骨盤後方回旋がみられた.AFO装着に

て,足関節を固定することにより,踵接地がみられ,

体幹前傾軽減,股関節・膝関節屈曲増強みられず,

右骨盤後方回旋の軽減がみられた.結果大殿筋の

賦活につながったと考える.Mst 時,右股関節内転

位を呈し,遊脚側へ骨盤の下制がみられた.AFO装

着にて,足部を安定させることで,より抗重力肢位

に近づけることができた.結果中殿筋の賦活につ

ながったと考える. 

今回, AFO を選択した理由として,本症例は大腿

四頭筋がMMT3であり, LR時大腿四頭筋の収縮

がみられたため, AFOを選択.また,Mst～Tstにか

けて下腿の前傾にロックがかかるため,たわみ付

きAFOに変更した結果,下腿が前傾し,TStの延長

がみられた. 

【終わりに】 

大腿骨頸部骨折術後症例に対して,オルトップ

AFO などの装具を使用し足部を安定させること

で,早期に股関節周囲筋の賦活,歩容の改善につな

がると考える. 



認知機能低下を有する患者に対する運動療法の介入 

～転倒リスク軽減により施設転帰が可能となった症例～ 

池亀 優里 岩崎 航大 高橋 英一 岸 佳緒梨 

京都大原記念病院 

 

【報告目的】 

 今回急性期病院にて 5 回の転倒歴があり、入院

後も認知・身体機能低下により転倒リスクの高い

症例を担当する機会を得た。介入を通し、身体機

能の向上により転倒なく施設転帰が可能となっ

た為ここに報告する。なお、本発表は倫理委員会

の規定に基づき本人、家族から同意を得ている。 

【事例紹介】 

＜年齢＞80 歳代＜性別＞女性 

＜診断名＞左大腿ヘルニア嵌頓術後廃用症候群 

＜現病歴＞X―3 日に第一腰椎圧迫骨折の診断に

より入院。X―1 日腹痛・嘔吐あり X 日鼠径ヘル

ニア嵌頓疑いにて B 病院に転院。左大腿ヘルニア

嵌頓の診断で同日に緊急手術。X＋17 日に当院再

入院。 

＜合併症＞第一腰椎圧迫骨折 

＜病前生活＞屋内外独歩、ADL・IADL 自立。 

【理学療法評価（初期→最終）】 

＜MMT＞両下肢 2～3→両下肢 4 

＜BBS＞実施不可→35/56 点 

＜HDS-R＞9→22/30 点  

＜FIM＞運動項目：16→55/91 点 

（移乗動作：1→5 点 移動（車椅子）：1→5 点） 

認知項目：16→17/35 点 

【介入基本方針】 

 介入当初より環境の変化による見当識の低下

や居室での閉ざされた空間での不安感からリハ

ビリ拒否や注意機能の低下がみられ積極的な運

動療法が困難であった。そのため、まずは認知機

能改善を目的に介入することとした。病棟生活内

ではチームで連携し積極的な離床による他者と

のコミュニケーションによる不安の解消や見当

識の改善を図り、リハビリでは注意課題を実施す

ることとし、その後運動療法を実施した。 

【目標設定】 

短期（1 ヶ月）：拒否なく積極的な運動療法が可能 

長期（3 ヶ月）：遠位見守りで移乗動作が可能 

【経過】 

 入院時、認知・身体機能低下による転倒リスク

から常に監視が必要であった。2 週間後、離床時

は笑顔で他者と交流する様子や、落ち着いて過ご

す様子がみられ、それに伴い積極的な運動療法が

可能となった。2 ヶ月後立位バランス能力の向上

により遠位見守りにて移乗動作が可能となった。 

【考察】 

本症例は急性期病院にて 5 回の転倒歴があり、

入院時も認知・身体機能の低下から転倒リスクが

高かった。身体機能改善に向け運動療法を実施す

るも、認知機能の低下により積極的な運動療法が

困難であった。そこでまずは認知機能が問題点で

あると考え介入した。 

不安の解消や見当識の改善、注意機能向上を目

的に介入し、特に不安の解消については他者との

コミュニケーションが図れるよう病棟との連携

を行った。それにより、愛情の欲求が満たされ不

安の解消に至り、積極的な運動療法が可能となっ

たと考える。その後 BBSは 35 点と立位バランス

能力が向上し、転倒リスクが軽減し施設転帰が可

能となった。 

【まとめ】 

 本症例を担当し、身体機能面だけではなく認知

機能面にも着目し、状態に応じ優先順位を考慮し

て介入していく事が重要であると考えた。 



右大腿骨転子部骨折術後独歩獲得を目指し、 

小殿筋・深層外旋六筋の作用に着目してアプローチを行った症例 

袖長 拓馬 松田 佳憲 三宅 毅志 桐村 真由美 

丹後中央病院 

 

【はじめに】 

 今回、右大腿骨転子部骨折の術後、右大腿外側

に疼痛が出現し独歩困難となった症例を担当し

た。股関節深層筋の作用に着目しアプローチを行

った結果、疼痛軽減し屋内独歩自立したため報告

する。 

【症例紹介】 

 80代前半の女性。自宅で転倒し、右大腿骨転子

部骨折と診断。翌日に観血的骨接合術（γ-nail）

施行。術後 31 日目に回復期病棟へ入棟し、担当

開始となる。 

【初期評価】 

 独歩では、右荷重応答期（以下、LR）から立脚

中期（以下、MSt）にかけて、体幹・骨盤の左側

への傾斜あり。矢状面では右 LR が長く、右MSt

に体幹・股関節屈曲し、右立脚中期以降の消失。

また、右大腿外側に（NRS5～7）の疼痛出現し、

2m程度で歩行困難となった。関節可動域（以下、

ROM）は、右股関節伸展 10°、徒手筋力検査（以

下、MMT）は、右中殿筋 2、小殿筋・深層外旋六

筋・大殿筋 3。小殿筋・深層外旋六筋の収縮を促

した後、中殿筋を再評価すると、3 まで増加がみ

られた。 

【臨床推論】 

 本症例は、手術による侵襲・術後の免荷期間に

よる筋力低下に加え、立位では円背し骨盤後傾、

右股関節屈曲外旋位であった。これらにより、中

殿筋、さらに深層外旋・小殿筋の筋力低下もあっ

たのでより中殿筋の筋力が発揮されにくい状態

であった。工藤らは、小殿筋の筋力が低下すれば、

股関節外転運動時に大腿骨頭を寛骨臼に十分に

引き付けることができず、中殿筋の筋力も発揮で

きない。深層外旋六筋の筋力低下が生じ、支点形

成力が低下すると、股関節が不安定になると述べ

ている。よって、右 LRからMStにかけて、大腿

筋膜張筋の代償による過緊張があり疼痛が出現、

大殿筋の筋出力の低下がみられ、骨盤・体幹の傾

斜・股関節屈曲し早期の反対側の接地がみられた

と考えた。 

【アプローチ】 

 右股関節周囲筋のストレッチング、小殿筋・深

層外旋六筋、中殿筋の順に OKC（求心性収縮）

での筋力トレーニング。立位での昇段動作と片脚

立位から、右中殿筋・大殿筋の運動学習を実施。 

【最終評価】 

 歩行観察では、右 LRからMStにかけて、体幹・

骨盤の傾斜が軽減。矢状面では右立脚中期の体

幹・股関節の屈曲軽減し、MSt以降の股関節伸展

がみられ、歩幅の増加。ROMは右股関節伸展 15°

に改善。MMTでは、中殿筋が 4、深層外旋六筋・

小殿筋が 4 にそれぞれ改善。独歩での 10m 歩行

テストでは、右大腿外側の疼痛もNRS5以下に軽

減し、13.98秒 23歩に改善した。 

【考察】 

永井らは、骨頭を求心位に保持し股関節を安定

させるためには、股関節深層筋も重要な役割を担

っていると述べている。よって、深層筋にアプロ

ーチを行ったことで、大腿骨頭を求心位に保持す

ることが可能となり、より中殿筋の筋力向上が得

られたと考える。その結果、大腿筋膜張筋の筋緊

張改善がみられ疼痛軽減、大殿筋の筋出力が向上

したことで、右立脚期の延長につながり、独歩獲

得に至ったと考える。 

【さいごに】 

 今回の症例を通し、表層筋だけでなく、深層外

旋六筋や小殿筋といった深層筋の重要性を学ん

だ。 



左橋梗塞後、運動麻痺増悪や状態変動がみられた症例に対する 

理学療法の経験 

山上 晴暉 今中 辰茂 安田 夏盛 

京都医療センター 

 

【はじめに】 

 右片麻痺を呈した左橋梗塞の症例について、運

動麻痺の増悪や状態変動の中で早期より装具使

用下での立位・歩行訓練を試み、軽度の改善がみ

られた症例を経験したのでここに報告する。 

【症例紹介】 

 症例は 70 代男性。発症日（X 日）より呂律困

難・右片麻痺を自覚し X＋1 日に救急要請され当

院搬送、左橋梗塞と診断された。既往歴に糖尿

病・高血圧・喘息・右肘脱臼歴あり。病前 ADL

は独歩にて自立していた。 

【理学療法評価】 

初期評価では、意識レベル Glasgow Coma 

Scale（GCS）にて E4V5M6、構音障害あり。

Brunnstrom stage（BRS）上肢Ⅳ-手指Ⅲ-下肢Ⅳ。

Modified Ashworth Scale（MAS）右足関節背屈

1+。X＋3 日に神経症状悪化あり、BRS 上肢Ⅰ-

手指Ⅱ-下肢Ⅳ。MAS 右股・膝・足関節 1、右肘

1+。著明な感覚障害はみられなかった。起き上が

りは軽介助。端座位は監視～軽介助。起立・移乗

は中等度介助。立位姿勢は体幹前傾、右膝軽度屈

曲位にて左上肢支持で軽介助。歩行は平行棒にて

3 動作揃え型歩行で右立脚期に反張膝が見られ、

右遊脚期は骨盤挙上による代償があり、足尖から

接地していた。最終評価は状態悪化前に実施し、

GCSにて E4V5M6、構音障害あり。BRS上肢Ⅱ-

手指Ⅲ-下肢Ⅳ。MAS0。端座位・起立・立位の安

定性向上がみられ、立位では体幹前傾の改善、上

肢支持なしで見守りにて 30 秒姿勢保持可能とな

った。歩容は 3動作前型歩行に軽度改善し、長下

肢装具（KAFO）使用下で反張膝は減少した。 

 

【理学療法経過】 

 X＋2日より理学療法介入開始。X＋3日に神経

症状悪化あり。X＋9 日より KAFO を使用し立

位・歩行訓練を開始し、X＋13日より歩行訓練時

は短下装具 AFOに変更した。X＋18日に高血糖・

誤嚥性肺炎により状態悪化し、集中治療管理とな

り理学療法一時中断となった。X＋21日より理学

療法再開し、以降は状態に応じて離床を促した。 

【考察】 

 脳卒中治療ガイドラインによると、早期の座

位・立位訓練や、装具を用いた早期歩行訓練が推

奨されており、本症例も可能な限り早期から装具

装着下での立位・歩行訓練を導入した。先行研究

において、重度の下肢運動麻痺には、立位姿勢に

おいて股関節伸展筋の促通をはかる必要がある

と言われている。本症例も下肢の支持性が低下し

ており、KAFOを使用し殿筋群の収縮を促通した。

歩行訓練では先行研究において KAFO から AFO

の変更は膝の支持性回復により決定されるとあ

り、本症例でも歩行訓練において膝周囲の安定性

が確認できたため、KAFO から AFO への変更が

可能となり装具の使用は有用であると考えられ

た。 

【結論】 

本症例は介入後に運動麻痺の増悪や状態悪化

が見られ、歩行の改善には難渋した。しかし、可

能な限り早期から離床し装具を使用した基本的

動作訓練を取り入れたことで立位や起立動作能

力の向上は認められた。神経症状の増悪や状態変

動が起こりうる急性期においては日々の全身状

態の把握が必要であり、そういった中で理学療法

を進めていく事の困難さを本症例から経験した。 



右大腿骨転子下骨折を受傷し、杖歩行獲得を目指した症例 

～自宅復帰に向けて～ 

髙﨑 瞬 高松 比伊呂 

学研都市病院 

 

【はじめに】 

 今回、転倒により右大腿骨転子下骨折、その後

骨接合術（CHS）を施行された症例の理学療法を

担当した。自宅復帰を目標に理学療法を介入した

のでここに報告する。 

【症例紹介】 

 80歳代女性。自宅で転倒し右大腿骨転子下骨折

と診断され、骨接合術を施行し免荷期間を経て全

荷重開始。既往歴として骨粗鬆症、胸腰椎後方固

定術（H10 年代）、左人工股関節全置換術（H10

年代）を施行されている。家族構成は夫と 2人暮

らし。入院前 ADLは杖歩行で自立していた。 

【理学療法経過】 

 初期評価は術後 5週目（全荷重から 1週目）に

行った。安静時荷重量（右/左）は 12kg/21kg で

あった。FIM は 92 点だった。形態計測（右/左）

（cm）は、棘果長は 68.5/69.0、転子果長は

56.5/59.5であった。MMT（右/左）では股関節屈

曲 3/2、股関節外転 3/3、膝関節伸展 4/4、足関節

背屈 3/4 であった。ROM-t（右/左）については、

股関節屈曲 90°/75°、膝関節伸展-10°/0°、膝

関節屈曲 85°/135°であった。杖歩行での 10m 歩

行は 35”99、TUG は 50”94 であった。動作観察

では、右立脚期での左足部クリアランス低下によ

り安全性が低下している。クリアランスを確保す

るために骨盤の左挙上、右回旋を行い、体幹を右

へ傾斜させるため右方向に重心が過度に移動し

ている。 

最終評価は術後 8 週目に行った。FIM は 106

点だった。安静時荷重量は 16kg/17kg であった。   

MMTは股関節屈曲4/2、股関節外転4/4であった。

股関節屈曲 ROMは 90°/80°であった。10m歩

行は 30”77、TUG は 42”24 と歩行速度が向上し

た。杖歩行の動作観察では足部クリアランスが確

保され、それにより体幹の右傾斜も軽減した。 

【理学療法アプローチ】 

 歩行動作では左下肢遊脚期クリアランス低下

の改善に着目して介入した。左股関節屈曲の筋力

増強運動により右立脚中期での左下肢の振り出

しを促した。また藤原らは、歩行練習や歩行の部

分練習といった動作練習によって動作が再獲得

されるとしているため、右下肢の単脚支持でステ

ップ練習を行い右股関節外転筋群の筋力増強訓

練と左下肢の振り出しを練習した。 

【考察】 

初期評価と最終評価を比べると歩行速度、TUG

は上昇したものの、杖歩行自立のカットオフ値に

及んでいない。また藤田らによると、高齢者の在

宅退院には退院時 FIM のうち排泄、移乗、移動

が重要だとしている。今回の症例は排泄コントロ

ール 7点、移乗 6点、移動 6点となっている。ま

た移動については院内では歩行器を使用してお

り、杖歩行自立までは到達できなかった。TUG

の結果からも杖のみの使用ではまだ転倒リスク

があるため、自宅では杖に加え手すりもしくは壁

伝いで移動してもらうこととした。また、夫と同

居しており、術前からサポートがあったため、今

回も自宅復帰が可能と思われた。 

機能面などの内的要因の改善だけでなく、同居

人のサポートや手すり使用などの外的環境の調

整など多方面から自宅復帰について考える必要

があると考える。 



TKA 後,杖歩行を獲得し,歩行能力が向上した一症例 

～立位姿勢・足趾機能の改善に着目して～ 

中川 駿 蔭西 聡志 高橋 英一  吉田 新平  岸 佳緒梨 

京都大原記念病院 

 

【報告目的】 

 今回,両側人工膝関節全置換術（以下；TKA）

を施行した女性を担当した.本症例との関りの中

で,自宅内杖歩行獲得の demand を聴取し,屋内杖

歩行獲得を目指した.立位姿勢・足趾機能の改善に

より杖歩行獲得に至った為,ここに報告する.本発

表は,当院倫理委員会の規定に基づき,本症例,家族

から同意を得ている. 

【事例紹介】 

＜年齢＞80 歳代＜性別＞女性 

＜demand＞家の中は杖で歩きたい 

＜診断名＞左 TKA術後＜現病歴＞10年前から両

膝痛有.X－136 日両膝痛増強し,X－98 日に A 院

にて右 TKA 施行.X 日に左 TKA 施行.X＋20 日に

当院入院. 

＜入院前生活＞屋内歩行器歩行,ADL,家事動作自

立. 

＜術前 ROM＞（右/左） 

 膝屈曲：95/100,膝伸展：‐30/‐25 

【理学療法評価】（初期→最終） 

＜ROM＞（右/左）膝屈曲：105→110/105→115 

膝伸展：−10→−10/−10→−10 足背屈：0→5/0→5 

＜MMT＞（右/左） 

膝屈曲：3→4/3→4 膝伸展：3→4/3→4 

体幹屈曲：2→4 体幹伸展：2→3 

股外転：3→4/3→4 股伸展：2→3/2→3 

足底屈 3→4/3→4  足趾屈曲 2→4/2→4 

＜BBS＞29/56→48/56 点 

＜FRT＞2→25.5cm 

＜杖歩行速度＞0.23→0.92m/sec        

＜立位姿勢分析＞ 

初期：骨盤後傾位,股関節屈曲位,膝 20°屈曲位で胸

椎後弯,腰椎前弯を強くし,スウェイバック姿勢で

立位を保っている. 

最終：骨盤後傾位,膝屈曲位,スウェイバック姿勢

軽減. 

【経過】 

2w：屋内歩行器歩行自立 

全身的に再評価実施し,治療プログラムの再考. 

 4w：3 動作杖歩行自立 

 5w：2 動作杖歩行自立 

【考察】 

入院 2w で再評価を行ったところ,①立位姿勢,

②足趾機能が歩行能力に関与していると考えた.

まず,①立位姿勢について,中村らは矢状面におい

て耳垂・肩峰・大転子・膝関節前部・外果の前方

が垂直に並ぶ姿勢が力学的に安定していると述

べている.本症例の場合, このランドマークが前

後に逸脱している.これは本症例の両膝 OA によ

る膝伸展制限,それに伴う運動連鎖や筋力低下が

10 年の経過の中で徐々に構築していったものと

考えられる.これに対し,姿勢保持筋の筋力強化や

重心位置の修正,良姿勢での運動学習を行った.次

に,②足趾機能について,村田らは足趾把持力の低

下と転倒には相関があると述べている.本症例も

MMT,FRT の結果から,足趾把持力の低下が考え

られた.これに対し,タオルギャザーや足趾運動を

行い,足趾把持力の向上を図った.これらの結果,立

位姿勢,足趾機能が改善し,歩行能力の向上に繋が

ったと考える. 

 屋内杖歩行を獲得は,本症例の自宅内での活動

性を向上させ,廃用予防や QOL の向上に繋がる

と考える. 

【まとめ】 

TKA 術後の症例に対し,膝関節のみに着目する

のではなく,全身的な評価・治療を行っていくこ

とが大切であると学んだ. 



ラクナ梗塞を発症した症例 

～移乗動作の介助量軽減を目指して～ 

吉永 くるみ 竹井 秀輔 

京都きづ川病院 

 

【はじめに】 

 ラクナ梗塞により左内包後脚,右中脳が障害さ

れた症例を担当した.移乗時の麻痺側への注意力

低下に着目し,理学療法アプローチを行ったこと

を報告する. 

【症例紹介】 

 80 歳代男性.入院前 ADL は自立.X－1 日起床

時より右半身の麻痺を自覚し体動困難.X 日救急

搬送されラクナ梗塞と診断.X＋2日 PT・OT・ST 

開始.X＋3 日歩行訓練開始.X＋27 日回復期病棟

へ転棟し,担当した. 

【理学療法経過】 

 初期評価時SIAS は 63/76点, 運動機能の減点

項目は股屈曲・足パットテスト 2点,膝伸展テスト

4 点.FAB12/18 点.起立・立位は片手すり把持し

見守りで可能.移乗は両膝関節屈曲位で動揺し,ス

テップは見られず中等度介助を要した.歩行でも

同様に麻痺側立脚期で膝関節屈曲位となり,不安

定性が確認された.中間評価時では FAB9/18 点.

大腿四頭筋・前脛骨筋の麻痺レベルは改善したが,

移乗動作時の介助量に変化はなかった.初期～中

間評価間では下肢の麻痺の改善を目的にアプロ

ーチを行ったが,股屈曲テストのみ大きな改善は

見られなかった.麻痺の改善が定常状態となって

から最終評価時までは注意障害へアプローチを

行い,移乗動作を中心に行った.病識の欠如により

動作になると麻痺側への認識が低く,注意が向き

にくい状態であったため動作ごとに声掛けをし,

移乗動作を繰り返し行った.声掛けをすることで

両膝関節伸展位となり,わずかにステップも見ら

れ,移乗動作が見守りで可能となった. 

【考察】 

 本症例は内包後脚の障害により運動麻痺が出

現した.また画像所見より前頭葉の萎縮の進行が

見られた.最終評価時の FABでは 5点と初期評価

時に比べ著しい低下が見られた.10 点以下では前

頭側頭型認知症が疑われる.本症例は前頭側頭型

認知症により,早期から病識の欠如が生じ,麻痺側

への注意障害が出現したと考えた.最終評価時で

は支持物を把持した歩行では,前型では膝折れが

見られたが,揃え型では軽減していた.これは麻痺

側が視界から外れると,注意が向きにくくなるか

らではないかと考えた.移乗では移乗する場所へ

注意が向くため,麻痺側への注意は向きにくくな

る.移乗動作が見守りで可能となった要因として

は,動作時に声掛けを行い麻痺側への注意を促す

ことで,大腿四頭筋・前脛骨筋の筋活動が動作に結

び付き,移乗動作を反復して行ったことで,運動保

持能力が高まったと考えた.また麻痺側の支持性

が向上したことにより,離殿時の膝関節の動揺が

軽減したことで,介助量の軽減に繋がったのでは

ないかと考えた. 

【まとめ】 

右片麻痺に加え,前頭側頭型認知症により注意

障害を呈した症例に対し,麻痺側へ注意を促すア

プローチを行った結果,移乗動作が見守りで可能

となった. 



ANCA関連血管炎により多発性末梢神経障害を呈した一症例 

～筋力に着目して～ 

作田 佳乃子 坂本 絢美 

学研都市病院 

 

【はじめに】 

ANCA関連血管炎は、末梢神経の栄養動脈であ

る小動脈～細動脈を主に障害する血管炎であり、

これらの動脈が炎症により閉塞することで多発

性末梢神経障害を呈する。末梢神経障害では過負

荷により過用性筋力低下を起こす可能性がある。

また、血管炎は炎症を早急に鎮火するために多量

のステロイドを服用する。そのため、ステロイド

により蛋白異化が亢進し、ステロイドミオパチー

による近位筋の筋力低下を引き起こす可能性が

あり、また過負荷でも近位筋の筋力低下が起こる

可能性がある。今回、腓骨・脛骨神経が障害され

足関節底背屈筋が筋力低下しており、またステロ

イドを多量服用している症例を担当した。障害神

経支配の筋と近位筋の過用性筋力低下に着目し

て介入し、筋力向上または維持することが出来た

のでここに報告する。 

【症例紹介】 

80 歳代女性。1 年前から両下肢に痺れあり、X

－45日に痺れ増強し病院受診。X－39日に両側足

関節背屈困難となった。X－30日からプレドニゾ

ロン錠（以下 PSLとする）を開始。X日に当院に

入院された。 

【初期評価】 

神経伝導検査では腓骨神経は右側、脛骨神経は

左側優位に軸索障害がみられた。筋力は、MMT

（右/左）足関節背屈 1/3、底屈 2/2-。近位筋は股

関節屈曲 4/3、伸展 3/3、外転 3/3、体幹屈曲 3、

伸展 2であった。服薬は PSLを X－30日に 40mg

で開始し、ここから約 2 週ごとに 5mg 減量し、

退院時（X＋59日）は 20mg服用していた。 

【治療】 

足関節底背屈筋に関しては、神経機能が十分に

回復するまでは過用性筋力低下を防ぐために、個

別での筋力トレーニングは控え、両側 SLB 着用

し、負荷量を減少させた状態での短距離歩行のみ

を実施した。主としては、近位筋である股関節周

囲筋や体幹筋へアプローチした。トレーニングを

行うにあたって、PSL服用量が 40mg以上でステ

ロイドミオパチーのリスクが高まるという報告

があり、本症例は 35mgであるが多量なため、ス

テロイドミオパチーに注意して高頻度低負荷で

筋力トレーニングを行った。負荷設定は修正 Borg

スケール 3－4 の低負荷の運動とし、翌日に疲労

感や筋痛が生じないようにした。上記プログラム

を約 2か月間行った。 

【最終評価】 

MMT：左背屈 3→4、左底屈 2-→2、左股関節

屈曲 3→4。また他の近位筋は維持された。 

【考察】 

左底背屈筋力の向上から左浅腓骨神経と左脛

骨神経の回復が生じたと考えられる。このことか

ら、両側 SLB 着用した短距離歩行練習で負荷量

を減少させたアプローチを行うことで神経保護

により神経回復を促して筋力改善を図ることが

出来る可能性が考えられた。近位筋に関しては、

筋力低下は見られず維持することが出来た。これ

は、ステロイドの服用量が減量されたことにより

蛋白異化が抑制されたことや修正 Borg スケール

3-4 程度の低負荷で筋力トレーニングを行ったこ

とでステロイドによる筋萎縮を予防する可能性

が考えられた。 



立位バランスの向上により杖歩行自立となった症例 

～足関節に着目した動的立位バランス訓練を実施して～ 

野﨑 達也  岸佳 緒梨 

京都大原記念病院 

 

【はじめに】 

 今回、急性腎不全・尿路感染症後廃用症候群を

呈し、歩行能力が低下した症例を担当する機会を

得た。立位バランスの向上に伴い杖歩行自立とな

り自宅転帰できたため報告する。 

尚、本発表は当院倫理委員会の規定に基づき、

本症例・家族へ説明し同意を得ている。 

【症例紹介】 

基本情報： 

年齢：80歳代後半 

性別：女性 

医学的情報： 

診断名：急性腎不全・尿路感染症後廃用症候群 

現病歴：X－26日発熱し、X－24日に A病院入

院。その後、呼吸・腎機能悪化によるリハビリ目

的で X日当院へ転院。 

社会的情報： 

自宅状況：玄関上がり框に据え置き型手すり設

置済 

病前生活：日中独居 ADL、IADL動作自立、転

倒歴なし 

【理学療法評価（初期→最終 3M）】 

FIM：56→113 / 126点 

BBS：23→47 / 56点 

FACT：11→14 / 20点 

ROM：足関節背屈 15/15（右/左）→20/15（右/

左） 

TUG左回り：38.2 （U字歩行器）→15.4秒（杖） 

10ｍ歩行：25.7（U字歩行器）→13.2秒（杖） 

MMT：足関節底屈筋群：2/2→2+/2+（右/左） 

足趾屈筋群：2/2→4/4（右/左） 

MMSE：22/→29 / 30点 

【目標設定】 

短期目標（1M）：自室～トイレ間を歩行器歩行見

守り 

長期目標（3M）：屋外歩行器歩行見守り 

【経過・治療アプローチ】 

1W：終日病棟内車椅子離床。支持物がないと立

位保持困難。平行棒内歩行は 1往復で疲労感著明。 

軽負荷で筋力強化、起立訓練、 

平行棒内・U字歩行器歩行訓練開始。 

2W：自室からトイレ間をU字歩行器歩行見守り。 

3W：病棟内 U字型歩行器歩行自立。 

カーフレイズ、足趾屈筋群含めた筋力強化、 

バランス・T字杖歩行訓練開始。 

1.5M：自室からトイレ間 T字杖歩行自立。 

2M：独歩訓練開始。 

3M：運搬物を持って独歩。 

屋外歩行器歩行 800ｍ見守り。 

【考察】 

本症例は評価結果から動的立位バランス低下

が認められ、足関節戦略低下による安定性限界の

狭小に問題があると考えた。 

その為、まずはカーフレイズなどで下腿三頭筋

や足趾屈筋への筋力強化を実施。並行して徒手的

に骨盤を把持し能動的に骨盤前傾させる練習を

行い、重心移動時に足関節底屈筋群、足趾屈筋群

に対する収縮のタイミングを反復することで運

動の再学習が図れたと考える。 

この結果徐々に前方重心に対する恐怖心が改

善し、段階的に移動形態変更が可能になった。

BBSは 23点→47点と向上し、前方リーチ動作や

ステップ反応が獲得できたことから姿勢戦略の

改善、安定性限界が増大に繋がり、杖歩行自立と

考える。 

【最後に】 

本症例を通して、筋力以外に、筋収縮のタイミ

ングといった運動の再学習を行うことで立位バ

ランスの改善に繋がり、歩行の改善にも影響する

ことが分かった。今後は足関節周囲の筋力だけで

なく、姿勢や体幹機能などの運動方法を含め総合

的に評価して介入していく必要がある。 



多職種連携による服薬自己管理の獲得が在宅復帰に繋がった症例 

水田 千尋 宇宿 留里 井上 椋太 

京都博愛会病院 

 

【はじめに】 

 今回、Parkinson 病（以下 PD）を罹患し急性

増悪を認めるも、多職種連携による服薬自己管理

の獲得が在宅復帰に繋がった症例について報告

する。 

【症例紹介】 

70歳代女性。精神疾患を有する娘と 2人暮らし。

平成 17年、PDと診断され服薬開始。徐々に時間

や日時の確認不足から内服困難となり転倒を繰

り返していた。令和 2 年 11 月、自宅で転倒し体

動困難となり他院へ救急搬送。転院を繰り返した

のち、令和 3年 2月、当院へ入院。本症例のHope

は「家で転ぶのをなくしたい」であった。 

【理学療法経過】 

初期評価時、Hoehn&Yahr重症度分類 stage3。

UPDRS：Part3は 13点、Part4は 11点。MMSE：

29点。ROM：両膝関節伸展-10°、両足関節背屈

5°。MMT：両股関節伸展 3、体幹屈曲 3。FBS：

39 点。FIM：運動項目 63 点。動作能力：on/off

時ともに、移動は居室内伝い歩き自立。服薬：1

日 6回の服薬は全て病棟管理。 

 最終評価時、MMT：両股関節伸展 4、体幹屈曲

4。FBS：43点。その他、身体機能および動作能

力の変化は認めず。服薬：週 2～3 回は忘れがあ

るものの、声掛けにて自己管理可能。 

【考察】 

 本症例は、在宅で転倒を繰り返していたが、入

院中は転倒なく経過し、初期評価時より在宅生活

に必要な能力は既に獲得している状態であった。

その要因として、入院中の服薬管理は病棟が担っ

ており、適切な服薬が行えていたためと考えた。

また、大川らは、「PD 患者の ADL を向上させる

には、服薬コンプライアンスを保つことが第一で

ある」と述べており、在宅復帰のためには服薬自

己管理の獲得が重要になると考えた。 

 まず、入院前の服薬管理方法を評価した。入院

前は、1 週間分の薬が 1 つの袋に入っており、そ

の中から目的の薬を取り出す方法であったため、

本症例には難易度が高く服薬の間違いが生じて

いた。そこで、病棟看護師と相談し、時間ごとに

6 つに小分けされたボックスを使用する方法で服

薬管理を開始した。次に、服薬の評価方法として

1.病棟看護師がボックスに内服薬を準備し自己に

て服薬、2.自己にてボックスに準備、3.徐々に自

己管理の日数を延長する方法を試みた。さらに、

服薬チェック表を作成し、適切に服薬が行えてい

るか評価を続けた。その結果、最終評価時、週 2

～3 回は声掛けを要するも、自己管理可能となっ

た。また、OT や ST とは様々な時間に介入し、

動作能力の変動を評価したが、on/off 時の能力変

動は認めなかった。山路らは、在宅での服薬支援

の課題として「関係者間での情報共有や連携が不

足している」と述べている。そのため、これらの

情報をケアマネージャーに共有し、今までのサー

ビスを見直すことで、常に服薬確認を行うことが

出来る体制での在宅退院となった。 

【まとめ】 

本症例を通して、理学療法士として動作能力の

向上を図ることも重要であるが、多職種と情報共

有や連携を図り、本人を取り巻く環境因子を見直

しアプローチする重要性を再認識した。 



左視床出血による重度感覚障害に対し 

長下肢装具を用いて感覚入力を促した症例 

高田 芽依  今中 辰茂  増田 圭良  安田 夏盛 

京都医療センター 

 

【はじめに】 

 今回、左視床出血により右上下肢の重度感覚鈍

麻を認めた症例に対して早期から積極的に荷重

感覚の入力を促し、歩行獲得に至ったため報告す

る。 

【症例紹介】 

 本症例は 60 代男性。右半身の痺れと構音障害

を認め救急搬送となり、左視床出血と診断された。

本症例は交通事故による脳挫傷と骨盤および下

肢骨折の既往があり、発症前は歩行障害・視力障

害を呈するも屋内は独歩・屋外は杖歩行レベルで

あった。独居で家事やセルフケアは全て自身で行

えていた。 

【理学療法評価】 

 初期評価時のGCSはE4V5M6であり疎通も良

好であった。Brunnstrome stage（BRS）は上肢

Ⅳ手指Ⅳ下肢Ⅲ、麻痺側の上下肢・体幹において

表在感覚と温痛覚は 1/10、下肢にて深部感覚は

0/5であった。最終評価時の BRSは上肢Ⅴ手指Ⅴ

下肢Ⅳ、表在覚と温痛覚は 7/10、深部覚は 4/5で

あった。また、膝関節伸展可動域は右-15°、左−10°

であり、鼻指鼻試験と踵膝試験はともに陽性。初

期評価において歩行は 3動作揃え型であり、右下

肢は分回し様の振り出しで接地位置が不定であ

ったが、最終評価では 2動作前型での歩行が可能

となった。 

【理学療法とその経過】 

 発症当日から介入を開始し、重度の触覚・深部

覚の障害がみられた。発症翌日から離床を促し、

端座位は著明に右側へ傾き保持困難であったが

発症 3日目より姿勢鏡を用いて視覚的フィードバ

ックを利用した姿勢保持訓練を開始し、発症 4日

目に平行棒内歩行訓練を開始した。発症 5日目に

は起居および移乗動作が監視レベルで可能とな

った。発症 13 日目に長下肢装具を用いて歩行訓

練を開始し、積極的に荷重感覚の入力を促した。

発症 16 日目には監視下にて左上肢支持のみでの

平行棒内歩行が可能となり、発症 18 日目に転院

となった。 

【考察】 

 歩行動作では、遊脚期での股関節のコントロー

ルが困難であり失調様の歩容を呈した。歩行運動

の制御には感覚情報が重要な役割を果たすとさ

れており、股関節の動作とそれに伴う感覚情報は

CPGの活動に大きく影響すると報告されている。

また、律動的でパターン化された歩行運動を行う

ことで CPGの活動は維持され、CPGを賦活させ

るためには十分な荷重を保った左右交互の股関

節屈曲－伸展運動であること、一定の速度を保つ

ことが条件とされおり長下肢装具を使用した歩

行はその条件を満たすことが可能であるとの報

告がある。本症例においても長下肢装具を用いて

良肢位アライメントでの歩行訓練を実施し、体性

感覚の入力を促した。初期の歩容は 3動作揃え型

であったため、2 動作前型で速度を一定に保つよ

う歩行練習を反復したことで遊脚期における股

関節のコントロールが容易になり歩行獲得の一

助に繋がったと考える。 



転倒による受傷から BHA施行後, 

再転倒予防に向け介入を行った症例 

～歩行機能に着目して～ 

安井 実紅 永井 楓 

洛西シミズ病院 

 

【はじめに】 

 転倒の約 5割は歩行中に発生すると言われてお

り,本症例は今回の受傷を含めて歩行中に 2 度の

転倒をされている.そこで歩行に着目し,再転倒予

防に向けて介入を行った. 

【症例紹介】 

 本症例は,右大腿骨頸部骨折に対し人工骨頭置

換術を施行した 80 代女性である.病前の日常生活

動作は全て自立.屋内外共に独歩自立されており,

毎日夫と買い物に行っていた. 

【理学療法経過】 

 初期評価（X＋15～18日）にて Range of Motion

（以下 ROM）では右 Straight leg raising（以下

SLR）40°,左足関節背屈 5°と制限を認め,Ely 

test は左が陽性で殿踵間距離は 35cm であっ

た.Manual Muscle Testing（以下MMT）では右

中殿筋・大殿筋 3 と筋力低下を認めた.10m 歩行

テストでは快適歩行14.1秒,最速歩行12秒であっ

た.Timed Up & Go Test（以下 TUG）は 24.1秒,6

分間歩行テストは 253m,Berg Balance Scale（以

下 BBS）は 45 点と,全てカットオフ値を下回り,

転倒リスクを有していた.歩行では右荷重応答期

～立脚終期に骨盤の右 Sway や Duchenne 徴候,

右歩幅の減少がみられ,歩行中に躓きがあり独歩

は軽介助レベルであった. 

1 週間ごとの定期的な評価では,10m 歩行テス

ト,6 分間歩行テストにおいて著明な向上を認め

たが,バランス機能評価であるTUGの向上は緩や

かであった.TUG の構成要素と BBS の減点項目

の共通点から歩行機能低下に加えて上下左右の

重心移動に対する反応性の低下が考えられたた

め,バランス機能に着目し Y 日より追加アプロー

チを行った. 

最終評価（X＋44～45 日）では,ROM では右

SLR80°,左足関節背屈 10°に改善,Ely testは陰

性となった.MMT では右中殿筋・大殿筋 4,BBS 

は 53点と向上した.またTUGは 24.1秒から 10.2

秒へとY日を機に再度向上し,6分間歩行テストは

253m から 356m,10m 歩行テストでは快適歩行

14.1 秒から 8.9 秒,最速歩行は 12.0 秒から 8.5 秒

と更なる向上を認めた. 

【考察】 

 歩行において右中殿筋・大殿筋筋力向上により

骨盤右 Sway の抑制,Duchenne 徴候も消失した.

左下肢への重心移動の円滑化により右下肢遊脚

時の足部クリアランスが向上したことで躓きが

消失し,独歩自立レベルとなったと考える.また,股

関節の筋力の均衡化により動揺が減少すること

でバランス機能が向上し転倒リスクの軽減に繋

がったと考える.左大腿直筋の伸張性向上による

左股関節伸展の拡大,右ハムストリングスの伸張

性向上による膝伸展位での踵接地が可能になり,

右歩幅の拡大を認めた.上記により歩行リズムが

均等化し歩行速度が向上したと考える.定期的な

評価により治療方針の修正や退院指導に繋げる

ことが出来た. 



大胸筋のホールドリラックスにより結帯動作が改善した 

肩関節周囲炎の一症例 

橋本 健太郎  寺山 佳佑 正意 敦士 小湊 喜子 廣田 哲也  

林 拓克 田村 滋規 安井 憲二 

田村クリニック 

 

【はじめに】 

 肩関節周囲炎は、中高年を中心に罹患する。主

症状は肩関節の可動域制限、疼痛であり、結帯動

作などの日常生活動作が制限される。結帯動作は、

肩甲上腕関節だけでなく肩甲胸郭関節の運動が

関与する。 

今回、大胸筋のスパズムに対しホールドリラッ

クスを実施した事で、結帯動作の改善を得た一例

を報告する。 

【倫理的配慮】 

本症例に対し発表の目的と意義について十分

に説明し、本発表の同意を得てから行った。 

【症例紹介】 

 50 代女性 X 年 Y 月に誘因なく左肩が急に痛く

なり当院を受診した。診断名は、左肩関節周囲炎

である。主訴は、手が後ろに回せないであった。 

【初期評価】 

関節可動域検査（右/左）は、肩関節屈曲 180°

/120°、伸展 60°/30°、下垂位外旋（以下、1st

外旋）60°/40°、肩関節外転 90°位外旋（以下、

2nd 外旋）90°/10°であり、肩甲骨を固定した

時の肩甲上腕関節の可動域は、外転 120°/60°で

ある。肩甲帯は、下制 10°/0°、内転 15°/5°で

ある。触診は、大胸筋に圧痛を認め、伸張位、短

縮位ともに筋緊張が亢進していた。 

結帯動作は、第 7頸椎棘突起から母指先端の距

離で計測し 20cm/49cm であった。結帯動作の最

終域で疼痛が上腕骨近位部前面に発生した。結帯

動作時の痛みの Visual analogue scaleは、7.9/10

であった。 

 

【理学療法】 

大胸筋のスパズムの緩和を目的にホールドリ

ラックスを実施した。治療の方法は、仰臥位で肩

関節外転 30°、肘関節屈曲 90°位で肩関節内外

旋中間位と外旋 30°位でそれぞれ内旋の抵抗運

動行った。抵抗運動は 10秒間 10回 2セットで行

い、週 3回を 3週間、計 9回実施した。 

【最終評価】 

関節可動域検査は、左肩関節屈曲 150°、伸展

45°、1st 外旋 60°、2nd 外旋 60°、肩甲骨を

固定した時の肩甲上腕関節の可動域は、外転 85°

であり、肩甲帯は、下制 10°、内転 15°であり

可動域の改善を認めた。結帯動作は、第 7頸椎棘

突起から母指先端で計測し 30cmであり、結帯動

作は改善した。結帯動作時の痛みの Visual 

analogue scaleでは、2.8/10であり結帯動作の痛

みは軽減した。 

【考察】 

 大胸筋は、鎖骨に付着するため、肩甲胸郭関節

の可動域の制限因子である。本症例は、大胸筋の

スパズムにより肩甲帯の内転、下制が制限され、

結帯動作が制限されたと考える。本田らは、結帯

動作において肩甲骨の運動は主に前傾と下方回

旋が重要であると報告している。 

大胸筋のスパズムに対しホールドリラックス

を実施した事で大胸筋のスパズムが緩和し、肩甲

帯の内転、下制が向上し結帯動作に必要な肩甲骨

の下方回旋の可動域が得られ結帯動作が改善し

たと考える。結帯動作を制限されている肩関節周

囲炎の症例に対し、大胸筋のホールドリラックス

は結帯動作の改善が期待できる。 



左片麻痺を呈した症例が, 

実用的な歩行自立を獲得した理学療法アプローチ 

酒井 衿子  橋本 悠 

京都きづ川病院 

 

【症例紹介】 

70 歳後半の男性. 

X 年 Y 月 Z 日左上下肢の動作困難感悪化,嘔気・

嘔吐あり体動不能となり本院へ救急搬送.アテロ

ーム血栓性脳梗塞（右被殻～放線冠に梗塞）と診

断される. 

【理学療法経過】 

Y 月 Z 日 理学療法開始. 離床訓練開始. 

Z＋ 3 日 歩行訓練開始. 

Z＋20 日 回復期病棟へ転棟.担当となる. 

Z＋68 日 T 字杖歩行自立. 

【理学療法評価】 

〔初期評価：Z＋20 日,最終評価：Z＋78 日〕 

初期評価では麻痺側下肢運動機能として SIAS

より股関節4,膝関節4,足関節4.運動失調の評価ス

ケールとして SARA より 32 点（歩行：7,立位：6

座位：4）.左下肢深部感覚中等度鈍麻.下肢筋力

（MMT に準ずる右/左）股関節屈曲 4/4,外転 3/2,

膝関節伸展 4/3,足関節背屈 4/4,体幹屈曲 2. 

歩行では,左膝関節過伸展位著明.左右への重心

移動困難.開脚立位より歩行開始.不安定性あり,転

倒リスクのための介助必要. 

最終評価では SIAS 変化なし.SARA10 点（歩

行：2,立位：0,座位：0）. 左下肢深部感覚軽度鈍

麻.下肢筋力は股関節外転4/4,膝関節伸展4/4,体幹

屈曲 4. 

歩行では,左膝関節過伸展位が軽減し,屈曲位で

の保持可能.左右への重心移動がスムースに可能

でありふらつき軽減.自立歩行可能. 

【考察】 

本症例はアテローム血栓性脳梗塞と診断され,

左片麻痺を呈した症例である.病変部位は被殻～

放線冠の梗塞であり運動麻痺が予測され,軽度運

動麻痺・深部感覚障害を呈していた.運動麻痺は股

関節周囲中心に筋力低下を認めた.さらに,股関節

と膝関節では主動作筋・拮抗筋の同時収縮を伴う

協調的な運動が低下していた. 

 歩行の問題点として,左立脚期におけるふらつ

きが出現していたこと,さらに左立脚時間が短縮

していたことが挙げられた.左立脚中期における

股関節周囲筋・膝関節周囲の筋力低下による骨盤

周囲の固定力が低下し,右下肢振り出し時に支持

性が不足していた.これらのことから,ふらつきが

生じていると考えられる. 

 以上の理由より,股関節・膝関節周囲の協調性低

下に対してベッド上訓練,立位訓練・座位訓練,歩

行訓練の中で股関節周囲筋群と膝関節周囲筋群

に対して神経筋再教育を実施.特に歩行訓練では

骨盤介助にて左立脚中期～後期にかけて骨盤を

保持し行った. 

その結果,最終評価より左股関節周囲筋群･膝関

節周囲筋の筋力向上が認められた.また,歩行能力

向上に影響している因子として,大河原らは立位

での非対称性の改善は,日常生活活動や歩行能力

にも影響していると述べている.最終評価 SARA

の結果より立位・歩行能力の向上が認められた. 

つまり,本症例に対する以上の理学療法プログ

ラムにて立位では安定した保持が可能となり, 

歩行では左立脚中期でのふらつきが軽減し実用

的な安定した歩行自立が可能となった. 



脳梗塞発症約 5ヶ月の患者に対して、 

体幹にアプローチし歩行能力が向上した一例 

澤田 晴香 植田 祐輔 

亀岡シミズ病院 

 

【はじめに】 

 脳梗塞発症から約 5ヶ月経過した回復期リハビ

リ病院退院後の症例に対して、外来リハビリを担

当する機会を得た。体幹機能に着目し介入を行い、

歩行能力の改善を認めた症例について報告する。 

【症例紹介】 

 年齢：40代 性別：男性 

疾患名：脳梗塞（左 ACA、左MCA） 

現病歴：めまい、右片麻痺が出現し当院へと運ば

れ、脳梗塞と診断。その後 A 病院へ転院。25 病

日目にB病院回復期病棟へ転院し4ヶ月後自宅退

院。退院後、当院での外来リハビリ開始。 

【理学療法評価】 

 初期（発症後約 5ヶ月） 

Brs：下肢Ⅳ（足関節背屈は不十分） 

筋力（MMT）： 体幹屈曲  5 

        体幹右回旋 5 代償+ 

        体幹左回旋 5 

FBS：49/56点 

（減点項目：上肢前方リーチ、段差踏み替え、片

脚立位保持） 

10ｍ歩行（独歩）：10秒 59 18歩 

TUG：12秒 7 

歩行：シューホン型装具使用。右立脚期の短縮、

右下肢のぶん回し、右立脚後期の骨盤右回旋 

最終（発症後約 7ヶ月） 

Brs：下肢Ⅳ 

筋力（MMT）： 体幹屈曲   5 

        体幹右回旋 5 代償軽減 

        体幹左回旋 5 

FBS：52/56点 

 （減点項目：上肢前方リーチ、片脚立位保持） 

10ｍ歩行（独歩）：9秒 01 18歩 

TUG：9秒 9 

【考察】 

 症例は現在、最低限の日常生活を送ることはで

きているが、復職や趣味活動を行うことを望んで

おり、そのためには歩行の安定性、安全性の向上

が必要であると考えた。 

歩行において右立脚後期に骨盤が右回旋して

いること、ぶん回し歩行となっていること、右立

脚期が短縮していることなどが問題点として挙

げられる。これらの原因として右腹斜筋の筋出力

低下や右下肢筋の筋出力低下が挙げられる。 

症例は寝返り・起居動作においても拙さを認め

ており、FBSでは片脚立位保持と上肢前方リーチ

で減点を認めている。これらは右腹斜筋の遠心性

収縮における出力の低下の影響が大きいと考え

られる。加えて、江連らは BRS 上肢、手指、下

肢よりも、体幹機能と FIM の移乗動作、歩行、

階段昇降の相関が高かったと述べている。 

これらのことから症例の動作の問題点の原因

として腹斜筋の筋出力低下、体幹機能の低下の影

響が大きいと考え、体幹に対してアプローチする

ことで歩行の質の向上を図ることとした。 

結果、右腹斜筋の筋出力が向上し、右立脚後期

での骨盤右回旋が見られなくなり、立脚後期の改

善を認めた。また、右への重心移動も行えるよう

になったことで右立脚期が延長し立脚時間の左

右差が減少した。更に、歩行時の体幹の回旋も認

められるようになり、上肢の振りも行える様にな

っている。加えて、症例は元々外出の際にはシュ

ーホン型装具の装着が必要であったが、装具なし

でも外出可能となった。 

【まとめ】 

麻痺のレベルは変化しなかったが、体幹に対し

てアプローチしたことで、歩容の改善を認め、歩

行の安全性と安定性が向上した。 



徐々に症状悪化し、歩行が不安定になった 

腰部脊柱管狭窄症術後の症例 

～日課のポールを使用して散歩が再開できるように～ 

白岩 義貴 福若 雄介 平野 裕則 三宅 毅志 

丹後中央病院 

 

【はじめに】 

今回、右下肢を引きずって歩行していた腰部脊

柱管狭窄症術後の 70 歳代男性を担当した。右立

脚期の跛行、右腰背部痛の軽減・改善に向けて介

入した。 

【症例紹介】 

約 10 年前から両下肢の痺れが出現し、徐々に

増強していた。症状悪化に伴い、日課のポールウ

ォークが困難となった。今回、腰部脊柱管狭窄症

と診断され、第 1腰椎～第 3腰椎椎弓形成術・第

3 腰椎～仙椎後方固定術を施行した。その後当院

へ転院し、術後 38 日回復期リハビリテーション

病棟へ転棟し、担当開始した。 

【初期評価】 

U字歩行器を使用した歩行では、右立脚中期～

後期（以下 Mst～Tst）に骨盤帯の動揺と反跳膝

が出現した。10m歩行は 10.8秒、歩数 19歩であ

った。ファンクショナルバランススケール（以下

FBS）は 37 点であった。両下腿に痺れがあり、

歩行時 NRS3～4 の腰背部痛が出現した。関節可

動域（以下 ROM ）は膝関節伸展位での足関節背

屈右/左：0°/5°と制限を認めた。徒手筋力検査

（以下 MMT）では股関節周囲の筋力低下を著明

に認め、伸展右/左：2/2、外転右/左：2/3、内転右

/左：3/3、外旋・内旋右/左：3/4であった。 

【統合と解釈】 

右足関節背屈制限と右股関節周囲筋の筋力低

下により、右Mst～Tstへ安定した移行が行えず、

反跳膝が出現したと考えた。また、右多裂筋・右

腸肋筋の過活動によって右 Mst～Tst の股関節伸

展運動を代償し、右腰背部痛が生じていると考え

た。 

【アプローチ】 

歩行能力向上に向け、足関節背屈可動域改善と

右股関節周囲筋を中心に両下肢の筋力強化・協調

性改善を図った。 

【最終評価】 

U 字歩行器を使用した歩行では、右 Mst～Tst

の骨盤帯の動揺と反跳膝は消失した。10m歩行は

10.7 秒、歩数 18 歩と著明な改善は認められなか

った。FBS は 43 点に改善した。両下肢の痺れは

残存、歩行器歩行時の疼痛はNRS 1と軽減した。

ROMは膝関節伸展位での足関節背屈右/左：10°

/10°に改善した。MMTは股関節伸展右/左：3/3、

外転右/左：3/4、内転・外旋・内旋右/左：4/4 と

筋力向上を認めた。ポールウォークは連続で約

70m、休憩を入れると屋外約 400mが可能となっ

た。 

【考察】 

石井らは立脚後期に足関節が背屈し、股関節伸

展する。立脚後期の足関節と股関節の運動は完全

に協調し、もし足関節が背屈できなければ、股関

節も伸展できないと報告している。また、池添ら

は筋力トレーニングを処方する際には、「特異性

の原則」を考慮し、獲得したい機能に対応した運

動プログラムを処方することが重要であると報

告している。その為、右足関節背屈可動域改善と

特異性を考慮した右股関節周囲筋の筋力トレー

ニングを行った事で Mst～Tst への安定した移行

が可能になり、反跳膝が消失したと考える。これ

により、右多裂筋・右腸肋筋の過活動が軽減した

事で右腰背部痛の軽減に繋がった。よってU字歩

行器歩行での歩容の改善とポールウォークの獲

得に至ったと考える。 

【おわりに】 

特異性の原理に基づいた筋力トレーニングと

歩行における足関節背屈可動域改善の重要性を

学んだ。 

かな、漢字 

カナ 
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踏み台を使用したステップ練習が歩容改善に繋がった 

左人工股関節置換術後の症例 

小酒井 詩帆  有本 拓生 

京都武田病院 

 

【はじめに】 

 今回、左人工股関節置換術後の症例を担当した。

入棟時は左臀部・大腿前面・外側部の疼痛、筋力

低下が著明であった。中間評価時には身体機能の

向上を認めたが、歩行時に左股関節外旋位での振

り出しと接地位置の不安定さが残存した。そこで

踏み台を使用したステップ練習を中心に介入し

た結果、歩容改善に繋がった。そのため経過を振

り返り報告する。 

【症例紹介】 

 80 代前半男性。20XX－7 年甲状腺癌のため甲

状腺全摘出。翌年左大腿骨近位部に腫瘍骨転移を

認め 20XX年Y月Z日病変拡大に伴う疼痛出現し

他院にて切迫骨折と診断。Z＋120 日左人工股関

節置換術を施行。Z＋150 日リハビリ目的で当院

転院。 

【理学療法評価と経過】 

 前院より強い疼痛のため臥床期間が長く当院

転院後も臥床傾向であった。初期評価時も左股関

節屈曲時と歩行時に左臀部・大腿前面・外側部に

NRS7 の疼痛があり、MMT は左股関節屈曲･伸

展･外転･外旋 2 であった。歩行器歩行では左股関

節外旋位での振り出しとなり左下肢接地位置の

不安定さがみられた。まずは疼痛軽減を目的に介

入し、疼痛軽減に伴い荷重位での筋力発揮を目的

とした片脚立位や歩行練習量を増加させた。その

結果、中間評価時（入棟日＋60 日）には NRS1

〜2、MMT3となりT字杖歩行見守りとなったが、

左股関節外旋位での振り出しと接地位置の不安

定さが残存した。プログラムを再考し、踏み台を

使用したステップ練習を中心に実施した結果、最

終評価時（入棟日＋80 日）は中間評価時と比較し

身体機能面に大きな変化はないが、左下肢の振り

出しと接地位置が安定し自室内独歩・伝い歩き自

立となった。 

【考察】 

 左股関節外旋位での振り出しとなり接地位置

が不安定となる問題点は疼痛や左股関節周囲筋

の筋出力低下と考えていたが、疼痛軽減し筋力が

向上しても歩容に大きな変化はみられなかった。

そのため、中間評価では歩行時に協調的な筋活動

が得られないことが問題点と考え、左下肢を振り

出すステップ練習を実施した。その際縦 26cm×

横 18cm の踏み台を使用すると症例自ら股関節中

間位に修正し振り出すことが可能であったため

反復練習を行なった。この踏み台は片側の足底面

のみが乗せられる小さい面積であり、足底がはみ

出さないように接地するには股関節を中間位に

修正し、同じ位置に安定して接地する必要がある。

そのため踏み台が目印となりアライメントを修

正した状態での振り出しが可能となったと考え

る。長谷は運動課題の反復によって運動制御系が

変化して運動出力の変動性が改善し、熟練度が高

まると述べている。本症例では股関節外旋位を中

間位に修正しステップ練習を反復した。その結果、

歩行時に下肢の協調的な筋活動が可能になり、左

下肢の振り出しと接地位置の安定に繋がったと

考える。 

【まとめ】 

身体機能が向上したが歩容改善に繋がらなか

った症例を経験した。動作練習を行う際の環境設

定によって症例が発揮できる動作能力が変化す

ることがあると学んだ。 



視覚的フィードバックを用いて立位姿勢制御に取り組んだ 

動静脈奇形術後の症例 

東 達朗 和田 野百合  

京都協立病院 

 

【はじめに】 

 今回、頭蓋頚髄移行部硬膜動静脈奇形術後の症

例の立位姿勢制御に対して視覚的フィードバッ

ク（以下 FB）を用い、基本動作の介助量軽減が

確認されたため報告する。 

【論理的配慮・説明と同意】 

本報告において症例に十分な説明を行い同意

を得た。 

【症例紹介】 

 70歳代女性。夫と二人暮らし。 

X月 Y日発症。A病院に搬送。四肢麻痺、球麻痺

のため胃瘻造設。意識清明で気管切開後スピーチ

カヌラ装着により会話可能。Y＋67日に当院転院。

起立性低血圧あり。 

【理学療法評価】 

（初期 Y＋67～74日→最終 Y＋161～168日） 

1．認知機能検査：HDS-R 24点→23点 

2．BRS：（左）Ⅴ-Ⅳ-Ⅳ→変化なし 

    （右）Ⅴ-Ⅳ-Ⅳ→変化なし 

3．感覚検査：触覚（両側下肢）10/10→10/10 

運動覚（左母趾）3/5→3/5 

異常感覚：左上下肢末梢にしびれ 

4．協調性検査（左）：膝踵試験（陽性）→（陽性） 

※最終時は脛からの逸脱頻度軽減 

5．MMT（右/左）：大腿四頭筋 4/3→4/4 腹筋群

2→3 

6．姿勢・動作観察 

立位：両手支持にて保持可能、体幹右側屈、左・

後方重心、体幹動揺 

→支持物なしで 30～60 秒立位保持可能、身体平

衡の乱れ自己修正可能 

移乗：立ち上がりに協力動作あるが膝折れ、踏み

かえ不可のため全介助→いざり動作で自立 

7．FIM：34/126点→58/126点 

【ゴール設定】 

立位姿勢安定化、移乗動作・トイレ動作介助量軽

減 

 

 

【経過】 

転院～1ヶ月 筋力増強 ex、協調性 ex、座位保持

ex 

起立性低血圧のため、弾性包帯の使用により離床

を促す。 

2～3 ヶ月 立位保持 ex、視覚的 FB を用いた立

位 ex 

3～4ヶ月 立位での協調性 ex、バランス ex 

座位耐久性向上により座位姿勢にて昼食事開始 

5～6ヶ月 歩行 ex、移乗動作 ex 

移乗動作監視、トイレ動作監視 

【考察】 

 在宅復帰に向け移乗やトイレ動作の介助量軽

減が必要であった。しかし、立位不安定性が動作

獲得を阻害していたため立位姿勢制御に対して

介入を行った。 

立位姿勢制御は体性感覚、視覚、前庭系からの

感覚入力にて形成され、外乱や姿勢の傾きに反応

し修正する。板谷は「視覚入力に基づく感覚基準

は姿勢の定位において最も重要である」と述べて

いる。そこで、本症例の体性感覚低下による姿勢

不良に対して、鏡による視覚的 FB を用いて立位

exを実施した。鏡を通して自身の立位姿勢を視覚

で確認することで、重心偏位の認識を促そうと考

えた。運動学習においてこの段階を認知段階と言

い、課題に取り組む際、どのような運動を用いる

のかなど、運動が巧みになるように試みる段階で

ある。今回は修正前の不良姿勢と修正後の正中位

姿勢を照合し、体幹、骨盤などの身体状況、重心

や左右への荷重量など誤差を検出した。繰り返し

行うことで誤差を減少した運動の記憶を形成し、

視覚的 FB がなくても正中位姿勢との誤差を認識

することが可能となった。それとともに、体幹・

下肢筋力、協調性機能の向上が確認され、自身で

姿勢を正中位へ修正可能となった。また、立位保

持機能の向上が見られ、移乗時膝折れの軽減や踏

みかえ動作が可能となり、移乗動作、トイレ動作

介助量軽減に繋がったと考える。 



大腿骨頸部骨折術後に膝痛が増悪し、 

人工膝関節全置換術を施行した高齢女性の杖歩行獲得に至る過程 

坂部 順哉 藤島 弘樹 

学研都市病院 

 

【はじめに】 

 今回、大腿骨頸部骨折後に CHS による観血的

骨接合術を施行された後、膝痛のため歩行困難と

なり左人工膝関節全置換術を施行された高齢女

性患者を担当した。杖歩行獲得し自宅退院に至っ

た過程を考察を交えて報告する。 

【症例紹介】 

80歳代後半の女性。両変形性膝関節症と診断さ

れていたが、疼痛自制内で生活されていた。今回、

自宅で転倒し大腿骨頸部骨折を受傷後、CHS に

よる観血的骨接合術を施行される。その後、歩行

練習を行うと膝痛が増悪し離床が進まなかった

ことから、約 1か月後に変形性膝関節症に対して

人工膝関節全置換術を施行するに至った。術後 2

週目に回復期病棟へ転倒後に介入開始した。当初

は歩行器で移動可能なレベルであったが、術側膝

痛の訴えが強い状態であった。 

【T字杖歩行 術後 3週目→8週目】 

右手に T 字杖を把持して数 m 歩行可能だった

が、常時上体は左に傾斜、左立脚相で更に傾斜は

増大し、トレンデレンブルグ歩行を呈していた。

左遊脚相では膝関節が伸展位のままで分回しで

の歩行を行っていた。荷重時に NRS6レベルの膝

関節痛が生じていた。→上体の左傾斜は軽度残存

しているものの改善傾向。分回しでの振り出しは

改善し、T字杖自立に至る。連続 300mほど歩行

可能。 

【理学療法評価 術後 3週→8週】 

創部状態：熱感有り→熱感改善 

触診：大腿直筋、大腿筋膜張筋、ハムストリング

ス筋緊張亢進→大腿筋膜張筋の緊張改善。大腿直

筋、ハムストリングス筋緊張軽減。 

MMT：左膝関節屈曲・伸展 2、左股関節外転 2 

→左膝関節屈曲・伸展 3、左股関節外転 2 

ROM：左膝関節屈曲 95°→110°、左膝関節伸展

-10°→0° 

疼痛評価：NRS（歩行時左膝内）6→1 

左膝関節伸展筋力（kgf/体重比）8.6kgf/0.18→

12.4kgf/0.27 

Oberテスト：（左側）陽性→陰性 

10m歩行：14.90秒（歩行器）→14.07秒（杖） 

【治療アプローチ】 

術後 3 週目の歩様から、左中殿筋の筋力低下、

骨盤左側移動の減少による左膝関節内反モーメ

ント増大が考えられた。それに伴い、大腿筋膜張

筋の過剰活動、腸脛靭帯の伸張性低下がみられた。 

そこで大腿筋膜張筋に対してスタティックス

ストレッチングを行い伸張性向上、筋緊張改善を

図った。また、端座位にて左右の荷重練習を行い、

荷重時に必要な骨盤傾斜と体幹の立ち直り反応

を促した。 

【考察】 

下肢筋力の増加、術創部の疼痛軽減、重心移動

練習により、当初の問題点であった上体の左傾斜

とトレンデレンブルグ歩行は改善した。また、進

藤らによると障害高齢者の杖歩行能力維持のた

めの膝伸展筋力の目標は、体重比 0.25 以上と述

べている。本症例は 0.27まで回復したことから、

連続歩行距離が向上する要因となったと考える。 



期間ごとにアプローチ内容変化したことで,破行消失に至った症例 

～股関節伸展制限に着目して～ 

亀安 一成 飯尾 大樹 

洛西シミズ病院 

 

【はじめに】 

 歩行中における股関節伸展角度の減少は,歩行

速度の低下や重複歩距離の短縮と関連しており,

歩行能力低下の原因の 1 つとされている.本症例

は患側への荷重量低下に加え術創部痛,股関節屈

筋群の柔軟性低下・短縮により股関節伸展制限が

出現し ,T 字杖歩行 Functional Independence 

Measure（以下：FIM）5点となっていた.そこで

今回 ,右人工股関節全置換術（ Total Hip 

Arthroplasty：以下 THA）を施行し,股関節伸展

制限による立脚後期（Terminal Stance：以下

TSt）が不足した症例に対し,再構築を目的に介入

した. 

【症例紹介】 

 症例は右大腿骨頭壊死症を呈し,右 THA（X日）

を施行された 60歳代女性.X＋19病日目に初期評

価,X＋36 病日目に中間評価,X＋42 病日目に最終

評価を行った.初期評価にて,疼痛は運動時に術創

部に伸長痛が出現していた.触診より,腸腰筋・大

腿直筋・大腿筋膜張筋の柔軟性低下を認めてい

た.Range of motion（以下 ROM）は,右股関節伸

展 3°であった .整形外科テストでは ,Ober・

Thomas test 陽性であった.荷重検査では,起立時

に右 15kg,左 35kg と荷重量に左右差が生じてい

た.歩行は TSt で股関節屈曲位となり,T 字杖歩行

FIM5点となっていた.10m歩行は 19.2秒であり,

屋外転倒リスクの指標であるカットオフ値を上

回っていた.以上の結果から柔軟性低下・短縮筋に

対してリラクゼーション・ストレッチを行い,股関

節伸展可動域拡大を図った.荷重差に対しては荷

重練習を行い,患側への荷重量増加を図った. 

【理学療法経過】 

 中間評価では,触診結果から大腿筋膜張筋の柔

軟性向上認める.運動時痛は消失し,Ober test は

陰性であった.ROM は右股関節伸展 13°へ拡

大,10m歩行は 9.6秒であった.歩行FIMはT字杖

歩行6点となったが,TStでの股関節屈曲位の跛行

は残存していた.芥川らによるとトレッドミル歩

行は歩行時の股関節伸展角度増大に寄与すると

述べており,更なる右股関節伸展可動域拡大・歩行

中の跛行消失を図るため,トレッドミルを追加ア

プローチとして選択した. 

最終評価にて ROM は右股関節伸展 18°,10m

歩行は8.7秒となった.また歩行中の跛行は消失し

た. 

【考察】 

 初期から中間評価間で股関節伸展 ROM拡大・

患側荷重量増加認めるも歩行時の右立脚期での

股関節屈曲位の跛行は残存していたが,最終評価

時には消失していた.これはトレッドミル歩行に

より,荷重下での股関節伸展が促されたことが要

因であると考える.また歩行時の跛行が消失した

ことで歩行速度向上し,結果として横断歩行を安

全に渡るカットオフ値を下回り,屋外歩行の安定

性向上に繋がったと考える. 



右脛骨腓骨粉砕骨折を呈し、 

固定・運動制限による関節不動が足関節背屈制限をもたらした症例 

中西 大樹  吉田 彩夏 山田 貴司 

学研都市病院 

 

【はじめに】 

 骨折受傷後の固定・運動制限は関節可動域制限

の原因となりやすい。今回、右脛骨腓骨粉砕骨折

を呈し、受傷 3 週間のシーネ固定、4週間の足関

節他動運動・荷重が禁止された症例を担当した。

著しい足関節背屈制限により免荷期間後の歩行

動作への影響と社会参加の制限が示唆された。今

回、背屈制限に着目し治療を行った。 

【症例紹介】 

 30 歳代女性。雨の日に玄関前の 2 段の段差を降

りようとした際に足を滑らせ転倒、その際に段差

の角で右下腿を打ち付ける。歩行困難となり当院

へ救急搬送され、右脛骨腓骨粉砕骨折と診断され

る。当日にシーネで固定され、安静・手術目的で

入院となる。受傷後 7 日目の X 月 Y 日に整復固

定術（腓骨にワイヤー固定、脛骨にプレート固定）

を施行される。Y＋1 日目から完全免荷の指示の

もと理学療法が開始。Y＋5 日目から足関節自動

運動を開始する。Y＋14 日目にシーネ固定を除去。

Y＋15 日に一般病棟から地域包括ケア病棟へ転

棟され担当となり、Y＋20 日目から初期評価・治

療を開始する。 

【経過・結果】 

 初期評価時では足関節自動運動で実施した。最

大背屈角度は膝伸展位では-25°、膝屈曲位では

-15°であった。最大背屈位で第 1～5 趾の伸展を

行うよう指示するが行えなかった。他動的に足趾

伸展を行うと軟部組織性の制限を感じた。安静臥

位での足部は健側よりも内反位であった。足関節

底屈は 45°と制限を認めなかった。腓腹筋、ヒラ

メ筋、後脛骨筋、長母趾屈筋、長趾屈筋に対して

主にストレッチをY＋20～Y＋52日にかけて継続

的に実施した。Y＋20～Y＋28 日までは他動運動

禁止時期のため各筋へのダイレクトストレッチ

と自動背屈運動によるダイナミックストレッチ

を実施した。Y＋28 日目から他動運動が許可され、

Y＋28 日以降は各筋に対して 30 秒×4 回、合計

２分間のスタティックストレッチを実施した。こ

の時期より 1/3 荷重を開始した。 

 Y＋50 日目に最終評価を実施した。膝伸展位で

は 5°膝屈曲位では 10°であった。また自動背屈

運動時に足趾伸展が可能となった。足部アライメ

ントは踵骨・前足部の位置は健側と同様であった。 

【考察】 

 下腿骨折術後の足関節他動運動に関しては明

確なプロトコールは定められていないが、プレー

ト固定後では術後 2日目以降から足関節他動運動

が開始される場合もある。不動 4 週間までの可動

域制限の責任病巣は骨格筋にあるとの報告から、

固定期間と運動制限が長期間続いた本症例にお

いて足関節底屈筋群と足趾屈筋群の短縮は背屈

制限の最大の原因であると考えた。骨格筋の短縮

に対してY＋20～Y＋52日にかけて継続的なスト

レッチを行った結果、有意に足関節自動背屈可動

域の改善が認められた。以上より不動・不活動が

4 週間までの可動域制限に対して、骨格筋へのア

プローチが可動域改善に有用であること、骨格筋

の短縮改善には不動・不活動期間に相当するスト

レッチ期間が必要であることが示唆された。 

 



自覚的脚長差のある患者に対し, 

インソールを挿入し歩容改善を目指した症例 

一居 美紗稀 湊 長彬 

京都民医連中央病院 

 

【はじめに】 

 今回左変形性股関節症に対し左人工股関節全

置換術を施行した症例を担当した.自覚的脚長差

のある患者に対しインソールを使用し,段階的に

高さを減少させていき歩容改善を目指した症例

を報告する.なお,本報告において症例に十分な説

明を行い同意を得た. 

【症例紹介】 

 80代女性.身長 150.3cm,体重 53.6kg,BMI23.7.

数年前より左変形性股関節症の指摘あり.100m

の歩行が限度となり左 THA目的にて入院.X月 Y

日に左 THA施行.Y＋1日よりリハビリ開始. 

【理学療法評価】  

 ＜初期評価＞疼痛（術創部）：運動時 VAS36mm,

歩行時 18mm.ROM：股関節屈曲 75°外転 15°

内転 5°.MMT：左股関節屈曲 3P,外転 2P,左膝関

節伸展 4,体幹屈曲 3.下肢長（棘果長）：右 78cm・

左 78.5cm,（臍果長）：右 83cm・左 84cm,自覚的

脚長差：左下肢に延長感があり block test：1cm.

立位姿勢：左股・膝関節屈曲位,骨盤前傾・右回旋

位,骨盤左下制し体幹右側屈位.歩行：平行棒内で

揃え型歩行であり,左下肢は股関節外転位で接地.

右立脚期に墜落性跛行がみられた. 

＜最終評価＞疼痛：消失,ROM：左股関節屈曲

90°外転 30°内転 15°.MMT：左股関節屈曲 4,

外転 4,左膝関節伸展 5,体幹屈曲 4で block test：

0.5cm.立位姿勢：左膝関節伸展位であり,骨盤前

傾・右回旋位は軽減した.歩行：T字杖で前型歩行

で 500m 自立となり,左下肢は股関節外転位での

接地はみられず,右立脚期の墜落性跛行は消失し

た.   

 

【治療と経過】  

 右下肢にインソールを挿入することで,自覚的

脚長差は軽減し左股・膝関節は自然と伸展位で立

位保持が可能となった.また,歩行時の右立脚期の

墜落性跛行が軽減した.Rom-exや筋力増強練習に

加え,荷重・歩行練習ではインソールを挿入し介入

を行った.術後 1 週目で右下肢に 1cm のインソー

ルを挿入した.術後 3 週目で再度自覚的脚長差を

計測し,1cmから 0.5cmに減少した.インソールを

0.5cmに変更し歩行練習を継続した.術後4週目で

は自覚的脚長差は 0.5cm と変化はみられなかっ

たものの,最終的にはインソールを挿入せずに左

膝関節伸展位で自然と立位保持が可能となっ

た.Y＋29日に自宅退院となった. 

【考察】 

 一般的に 3cm 以下の脚長差は著明な跛行は呈

しないとされているが,本症例は跛行がみられ自

覚的な左下肢の延長感があった.世古らは股関節

屈曲位では中殿筋・大腿筋膜張筋を中心とした外

転筋の筋活動は股関節中間位・伸展時と比べ減少

すると報告している.膝関節屈曲位での歩行は左

股関節周囲の筋活動低下に繋がると考え,荷重・歩

行練習でインソールを挿入し外転筋の筋活動賦

活を促した.また,左股関節 Rom-ex,ストレッチを

行った.その結果,左股関節周囲の筋出力向上に加

え,股関節外転軟部組織の伸張性向上,左股関節内

転の可動域拡大により左立脚期の股関節内転位

での保持が安定し骨盤左回旋・前傾が軽減したと

考える.左股関節周囲の機能的改善により左膝関

節伸展位で自然と立位保持が可能となり,自覚的

脚長差の軽減に繋がったと考える. 



入院後の骨折受傷による安静にて歩行獲得に難渋した事例 

仁科 郁実 芦田 直 

吉祥院病院 

 

【はじめに】 

 今回、入院後の安静にて歩行獲得に難渋するも、

自宅退院に繋げる事ができた事例を報告する。 

【症例紹介】 

90歳代前半の女性 BMI：27.6  

診断名：第 3腰椎圧迫骨折 

現病歴：X 年 Y 月 Z－5 日、自宅で転倒し腰痛自

覚。翌日他院へ救急搬送。リハビリ目的で Z日転

院、Z＋6日にコルセット完成し離床開始。 

既往歴：両膝 OA 投薬：リリカ・トアラセット

（鎮痛） 

他部門情報 Dr：コルセット装着し離床許可。両

膝 OA は多数の骨棘あり。CM：伝い歩き自立を

希望。 

社会的情報 

入院前生活：独居、伝い歩き自立、歩行器で 100m

先のコンビニ利用。 

HOPE：歩行器でコンビニまで歩きたい。 

【理学療法評価 Z～Z＋6日】 

1．ROM-T(R°/L°)：膝屈曲 100/120、伸展-25/-10 

2．FTA（R°/L°）：190/185 

3．MMT-T（R/L）:股屈曲 2/3、伸展 2-/2- 

膝伸展 3+/4、足底屈 2-/2+ 

4．疼痛：腰痛は起居・端坐位に自制内。右膝内

側関節裂隙に顕著な荷重時痛 

5．FIM 69点（運動 44/認知 25） 

6．基本動作：起居・端坐位（見守り）  

立ち上がり（中等度介助）：物的支持にて殿部介

助要す。上肢優位で、離殿時右膝痛あり。 

移乗（中等度介助）：両膝屈曲位にて方向転換要

介助。歩行：実施困難。 

【問題点】 

本症例は、既往の両膝 OAが骨棘を認める状態

であったが、屋外歩行も可能であった。今回の受

傷にて、安静臥床が必要となり、筋力低下を来し

た事で、制限・変形の強い右膝で疼痛悪化に繋が

ったと考える。また、2 次的に膝周囲筋の柔軟性

低下に影響している。 

【理学療法目標】 

短期目標：疼痛軽減し、室内移動の自立 

長期目標：サービス利用下での在宅復帰 

【理学療法経過及び訓練 Z＋6日～Z＋56日】 

 右膝痛には疼痛コントロールに加えマッサー

ジ・ストレッチを実施。筋力訓練や疼痛に応じて

移乗・立位訓練も実施した。さらに、廃用予防で

P トイレ利用、車椅子での食事、趣味活動の促し

を実施した。しかし Z＋15 日に 1 人で P トイレ

移乗時に転倒し、左坐骨骨折受傷。床上安静とな

りベッド上で筋力訓練等実施した。 

Z＋24 日より車椅子移乗、Z＋30 日疼痛に応じ、

歩行訓練開始となった。右膝痛軽減しており、危

惧していた左坐骨部の疼痛は認めなかった。歩行

は、右立脚期短縮、左遊脚期はすり足様で、右下

肢支持性低下し、右膝痛を認めるが中等度介助で

平行棒内 1m可能だった。右下肢の負担軽減目的

に、交互歩行から、右下肢揃え型に変更し反復指

導を行った。家屋評価実施後 Z＋57日に自宅退院

となった。 

【最終評価 Z＋54日】 

 MMT で右股屈曲 4、両股伸展 2+、右膝伸展 4

と筋力向上を認めた。右膝痛は軽減、立ち上が

り・移乗・歩行は手摺下で可能となった。 

【考察】 

 疼痛コントロールと合わせ、早期からのマッサ

ージ・ストレッチにて柔軟性を改善させ、筋力訓

練や離床・動作訓練を適宜増やす事で筋力向上し

たが、2 度目の安静臥床で更なる廃用を来した事

で、入院前生活までの復帰とは至らなかった。し

かし、現状の能力に応じて歩行手順を変更した事

で、屋内移動手段としての歩行獲得に繋がったと

考える。 



腰椎椎間板ヘルニアによる不良姿勢に対して、変化が見られた症例 

～体幹筋に注目して～ 

岡田 真朋 山下 潤矢 

京都きづ川病院 

 

【はじめに】 

 今回,腰椎椎間板ヘルニアにより椎弓形成術を

施行した症例を担当した.治療介入した後,不良姿

勢に変化が見られた.体幹筋に対して,変化を認め

たため報告する. 

【症例紹介】 

 30 歳代男性.3 年前に,腰痛を自覚し腰椎すべり

症と診断.X－1 日,腰椎椎間板ヘルニアと診断.X

日,椎弓形成術施行.X＋1 日,PT 介入離床開始.X＋

2 日,歩行開始.X＋14 日,自宅退院.X＋35 日,外来

PT 開始. 

【初期評価】（R/L,X＋35 日〜42 日） 

①立位：肩峰を軸とし,耳垂前方突出,肘頭は後方

位で前腕回内位.両肩峰は一直線上にあり,体幹左

側屈右回旋,骨盤前傾,左挙上位.②ROM：体幹側屈

20°/20°回旋 35°/25°④SLR：65°/65°⑤

MMT：体幹屈曲 3 回旋筋群 3/3⑥サイドブリッジ

5秒/3秒⑦胸骨下角 79°⑧立位荷重比40kg/25kg 

【問題点】 

＃1：外腹斜筋短縮 ＃2：胸椎関節可動域制限 

＃3：腹筋群筋力低下 ＃4：起立体重比の差異 

【治療】 

外腹斜筋ストレッチ,胸椎関節可動域練習, 

体幹屈曲,回旋筋群筋力増強練習, 

自主トレ指導,起立,立位の神経筋再教育 

【最終評価】（R/L,X＋63 日〜70 日） 

①立位：肩峰を軸とし,耳垂軽度前方突出,前腕回

内位.両肩峰は一直線上にあり,体幹軽度左側屈,骨

盤前傾,軽度左挙上位.②ROM体幹側屈 35°/35°

回旋 40°/40°③SLR85°/75°④MMT体幹屈曲

4 回旋筋群 4/3+ ⑤サイドブリッジ 25 秒/20 秒⑥

胸骨下角 83°⑦立位荷重比 35kg/30kg 

【考察】 

 本症例は,腰痛を自覚した時から体重を右側へ

逃避する様な姿勢をとり,日常生活を送られてい

た.術後,腰痛が軽減したが不良姿勢は残存した.胸

椎可動域制限因子に,外腹斜筋短縮•胸椎関節可動

域制限が原因と考えた.Zorller らは,平均的には胸

骨下角の角度は 85 度であると報告している.両上

肢挙上位で吸気の運動を促し外腹斜筋のストレ

ッチを実施した.結果,胸骨下角は,79 度から 83 度

と改善を認めた.胸椎回旋は,四つ這いとなり股関

節屈曲 90 度以上曲げ,骨盤•腰椎の代償を考慮し

実施した.胸椎回旋可動域右 35度•左 25度から左

右40度と可動域向上を認めた.筋力は,初期評価時

にサイドブリッジを実施した.しかし,左側を行う

と腰痛が出現した.要因として,腹斜筋の筋力低下

が生じていたため筋で体幹保持ができず骨に刺

激が加わり疼痛が生じたと考えた.腹筋群の個別

筋に対して,外来PTと併用し自主トレを指導した.

最終では,体幹回旋筋力向上,サイドブリッジ時に

腰痛を認めず体幹腹筋群の持久力向上を認めた.

回旋筋群が向上した要因として,筋短縮軽減•胸椎

関節可動域の改善により外腹斜筋の筋発揮行い

やすくなったと考える. 

【まとめ】 

外腹斜筋短縮の指標に,胸骨下角を評価するこ

とで外腹斜筋に対して適切なアプローチが行え

た. 



転倒を繰り返し自宅生活の継続が困難となった症例について 

～足関節の可動域と安定性限界に着目し、 

段階的にバランス訓練を介入して～ 

村上 真弓 1) 森木 良平 1) 小田 恭輔 2) 益田 賢太朗 1) 

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 

 

【はじめに】 

 今回、薬剤性パーキンソンニズムを呈し、自宅

にて 1 日 20 回以上転倒があり、自宅生活が困難

となった症例を担当する機会を得た。バランス能

力の低下が原因と考え介入し、訓練の難易度を細

かく調整することで能力向上を認め転倒頻度の

軽減に繋がり自宅転帰することが出来た為報告

する。本人と家族へ症例発表について説明し同意

を得た。当院の倫理委員会の承認を得た。 

【症例情報】 

基本情報：［年齢］60 代後半［性別］男性

［Demand］家に帰りたい。 

医学的情報：［診断名］薬剤性パーキンソンニ

ズム［現病歴］X－2 年歩行障害出現し外出頻度

減少。X 年 Y 月 Z－19 日 A 病院入院。リハビリ

継続目的にて X 年 Y 月 Z 日当院へ転院。［合併症］

うつ病・レビー小体型認知症 

社会的情報：［自宅環境］屋内外に階段あり。3

階建て。（居住スペース 2 階、寝室 3 階）トイレ

敷居あり。［病前生活］自宅内にて転倒が 20 回/

日。トイレ入口での転倒が最も多く、トイレは失

敗や転倒にて要介助。外出機会なし。入浴週 2 回

娘の介助で実施。 

【理学療法評価（初期→最終）】 

［TUG（右回り/左回り）］実施困難→45.18 秒

/40.89 秒 

［10m 歩行］実施困難→36.14 秒/34 歩 

［BBS］28/56 点→42/56 点 

［ROM］足関節背屈（R/L）-5°/-10°→15°/5° 

［姿勢観察］立位：体幹前傾位、股関節屈曲位、

膝関節伸展位、足関節底屈位→体幹軽度前傾位、

股関節軽度屈曲位、膝関節軽度屈曲位、足関節背

屈位 

【目標設定】 

STG：日中病棟内歩行器歩行見守り、トイレ動

作見守り 

LTG：転倒なく過ごせる 

【経過】 

1 ヶ月：病棟内車椅子介助、2 ヶ月：病棟内歩

行器歩行見守り、3 ヶ月：訓練中独歩 60m 見守り 

【考察】 

 本症例は自宅にて 1 日 20 回以上と頻回な転倒

があり、評価結果からもバランス機能の低下が伺

えた。山田らは、バランス機能には COP 保持能

力と COP 偏移能力があり、転倒を繰り返す高齢

者はこれらが低下しているといわれる。本症例は

どちらの能力も低下しており、安定性限界の狭小

もあったと考える。問題点を足関節背屈可動域制

限と安定性限界狭小化と考え介入した。 

まず、介入初期には足関節背屈可動域拡大と内

乱刺激を加えた立位保持訓練を行い、立位保持が

容易に可能となった。次に、動的バランス訓練を

繰り返し行い、本人がどこまで COP の移動を制

御できるか学習させ、更に安定性限界の拡大が図

れた。その結果、BBS は 28 点から 42 点に上が

っている。特に静的バランスの項目で点数が上が

っており、COP 保持能力と COP 偏移能力の向上

が伺え、転倒頻度が軽減したと考える。 

今回、立位姿勢の改善を図りバランス訓練の難

易度を細かく調整しつつ行うことで、転倒頻度を

軽減することができた。 

【まとめ】 

今回、段階的にバランス訓練を行ったことで転

倒頻度が軽減し自宅へ退院することができた。 



非対称的な立ち上がり動作に対し着目した一症例 

小巻 恵美  岡田 知里 坂根 孝司 

丹後中央病院 

 

【はじめに】 

 今回、左視床出血により右片麻痺を呈した症例

を担当した。後藤らは立ち上がり動作は、安定し

た立位・歩行を行う前段階の準備動作として重要

な動作であると述べている。本症例の立ち上がり

の特徴は、屈曲相～臀部離床初期での非麻痺側優

位の非対称的な立ち上がり動作であった。麻痺側

下肢の参加・体幹の抗重力活動を得るために、対

称的な立ち上がり動作の獲得を目指し介入した。 

【症例紹介】 

 60歳代男性。病前 ADL 自立。Z日に発症し、

他院へ入院・加療後、Z日＋44日にリハビリ目的

で当院入院。 

【理学療法経過】 

 立ち上がり動作の屈曲相～臀部離床初期にか

けて、骨盤前傾が不足し、前上方への重心移動の

乏しさを認めた。また、非麻痺側下肢優位な荷重

であった。BRSは手指Ⅵ・上肢Ⅴ・下肢Ⅳ。筋緊

張は座位での触診により麻痺側の内腹斜筋・下肢

の筋緊張低下。MMT（右）は、体幹右回旋 3、股

関節屈曲 2+、足関節背屈 2。ROM（右）は、足

関節背屈 10°、FACT：9 点であった。これらの

評価から問題点として、内腹斜筋・股関節屈筋の

筋出力の低下による骨盤前傾の不足と、麻痺側足

関節背屈筋の筋出力と可動性の低下による下腿

前傾の不足を挙げた。上記の 2点により前上方へ

の重心移動が乏しく、非麻痺側優位の非対称な立

ち上がり動作になっていると考えた。 

【考察】 

 立ち上がり動作の屈曲相～臀部離床初期時の

骨盤前傾が増加し、前上方への重心移動の改善を

認めた。 

また、麻痺側下肢の荷重量の増加を認めた。

BRSは右手指Ⅵ・上肢Ⅴ・下肢Ⅴ。筋緊張は座位

での触診により麻痺側の内腹斜筋・下肢の筋緊張

の改善を認めた。MMT（右）は、体幹右回旋４、

股関節屈曲、4足関節背屈 4。ROM（右）は、足

関節背屈 15°、FACT：13点となった。 

【考察】 

 本症例は、立ち上がり動作の屈曲相～臀部離床

初期にかけて骨盤前傾の不足により前上方への

重心移動が乏しく、非麻痺側下肢優位の動作であ

った。島村らによると、骨盤中間位・前傾位で内

腹斜筋の筋活動が有意に増加した。これは内腹斜

筋が骨盤に広範囲に起始していることから骨盤

の安定性に関与していたためと考える。阿南らに

よると股関節屈筋群の活動による COP の後方移

動が前上方への重心移動を可能にしている。腹部

筋と股関節屈筋の筋活動が向上により、骨盤前傾

が増加し、前上方への重心移動が改善した。加え

て、麻痺側下肢の筋出力と可動性の改善により、

麻痺側下肢の参加が増えたことで、対称的な立ち

上がり動作が可能になったと考える。 

【まとめ】 

 本症例を担当し、逸脱した箇所や問題点を挙げ

る際に動作を相に分けて詳細に分析すること事

や、歩行などの他の動作へ繋げていく事の重要さ

を学んだ。 



両側下垂足、感覚障害を呈し転倒リスクのある症例 

～在宅復帰に向けたアプローチ～ 

三宅 一輝 廣津 昂 齊藤 正一 

河端病院 

 

【はじめに】 

 脊柱管狭窄症の既往から両側下垂足・下肢の感

覚障害を呈し、転倒により右寛骨臼骨折を呈した

症例である。 

【症例紹介】（80代女性） 

＜既往歴＞脊柱管狭窄症（L3/4/5） 

＜key person＞長男＜HOPE＞家に帰りたい 

＜病前 ADL＞独居。自宅内では、手押し車歩行で

移動され、転倒歴多数あり。 

＜家屋＞畳が腐敗し、不衛生な環境。約 2～3cm

の段差あり 

【理学療法経過】 

 初期（入院＋1日）→最終（入院＋45日） 

＜認知機能＞HDS-R 28/30→未評価 

＜表在感覚＞ 

大腿 右/左 正常 

下腿 右/左 中等度鈍麻→軽度鈍麻 

足背 右/左 重度鈍麻→著変なし 

足底 右/左 脱失→著変なし 

＜深部感覚＞ 

位置覚 右/左 重度鈍麻→著変なし 

運動覚 右/左 重度鈍麻→著変なし 

＜ROMテスト＞ 

股関節屈曲 右/左 30/120→110/120 

股関節外旋 右/左 10/30→30/40 

＜MMT＞ 

股関節屈曲 右/左 3/4→4/4 

膝関節伸展 右/左 3/4→4/4 

足関節背屈 右/左 1/1→著変なし 

＜FIM＞ 74点→100点 

（減点：清拭、更衣、移動）→（減点：移動：歩

行、階段） 

【動作分析】 

＜移乗動作＞ 

中等度介助レベル。足部内反となり、不安定。 

→装具固定にて足部内反改善し、安定して可能。 

＜装具装着＞ 

両上肢が足部に届かず、装着困難。 

→股関節可動域改善し、介助無で装着可能。 

＜キャスター歩行器歩行＞ 

足関節内反し、クリアランス消失。 

支持脚を踏むこと、交差することがあり、歩行は

不安定であり、中等度介助レベル 

→著変なし 

【理学療法アプローチ】 

①下肢筋力増強・可動域訓練・感覚アプローチ 

②弾性包帯・装具装着下での立ち上がり・立位保

持・移乗練習 

③ステップ練習 ④歩行練習 ⑤装具装着練習 

【考察】 

 本症例の主な問題点として、両下垂足・両足部

の感覚障害を挙げた。移乗動作は、オルトップ装

具にて安定性を確保できたが、歩行は転倒リスク

があり、環境からのアプローチを検討するため、

家屋評価をおこなった。 

 住環境の問題点は、自宅内の段差や畳の劣化が

あり、移動は車いすを使用し、ベッド周囲で生活

ができるようにポータブルトイレ・家具の配置を

変更した。退院後約 4か月後に訪問し、身体機能

は大きく変化はなかったが、移乗時に装具をつけ

ており、転倒なく生活できていた。退院後も継続

して装具を装着できていた理由として、山崎らは

動作学習過程では反復練習が必須であり、練習に

対する動機付けが重要であるとしている。今回、

コメディカル、看護師で協力し、リハの際や移動

時には装具装着を促し、反復練習や動機付け、認

知機の能維持を図ったことで退院後も継続して

装具装着できたと考えた。 

 今回、本症例を通して、動機付けやチームアプ

ローチの重要性を学んだ。既往に認知症のある方

に対してのアプローチなど臨床に活かしていく

とともに他視点からの意見を参考にし、その患者

様に必要な動作や福祉用具を考えていくよう努

めていく。 



股関節機能に着目して Knee Braceを使用し 

歩行の安定化を認めた症例 

神内 花甫 桑山 誉広 

洛西シミズ病院 

 

【はじめに】 

今回、予後予測にて歩行自立が困難と思われた

超高齢の片麻痺患者に対し、股関節機能に着目し

Knee Brace を使用した理学療法を実施したため

ここに報告する。 

【症例紹介】 

 症例は 90 歳代男性。右放線冠のアテローム血

栓性脳梗塞により左片麻痺を呈し、急性加療後 X

＋22病日、当院回復期リハビリテーション病棟に

転棟。初期評価は、左下肢 Stroke Impairment 

Assessment Set（以下： SIAS）は 2-3-2、 

Brunstrome Recovery Stage（以下：BRS）はⅣ、

起居動作は接触介助レベル。FIM は 48点、歩行

は四点杖歩行にて FIM4点、左遊脚期（以下：Sw）

にて上肢の共同運動と体幹伸展・左回旋の代償が

出現。左 Loading Response（以下：LR）にて股

関節屈曲が増大、後方への転倒リスクが高い。病

前は屋内外独歩で移動、日常生活動作は概ね自立、

息子の職場事務所の横にて独居。家族のNeedは、

自室からトイレまで 5mの歩行獲得。二木らの予

後予測より、80歳以上で入院時にベッド上起座・

座位が自立していない患者の歩行自立度は 11％

である。入棟時のレントゲン画像所見より錐体路

障害が考えられる。運動麻痺に伴い共同運動が残

存しているが、股関節の支持性の向上により安定

した歩行獲得を目指し、理学療法を実施した。 

【経過・結果】 

 治療は、股関節の支持性向上を目的に起立訓練

を実施。大竹らは、麻痺が BRS Ⅳ以下で痙縮が

ない場合はプラスチック製の短下肢装具（以下：

AFO）の使用を推奨している。そのため、オルト

ップ AFO に Knee Brace を併用して歩行練習を

実施した。 

X＋60病日後、最終評価にて、左下肢 SIASは

3-3-3 に向上。BRS Ⅳで変化がなく、FIM は 62

点、歩行は 5点、左 Sw時の上肢の共同運動、体

幹伸展・左回旋の代償が残存、左 LR での股関節

屈曲、ふらつきが軽減した。 

【考察】 

左 LRにて股関節屈曲が軽減した。 本症例は、長

下肢装具の適応ではないが、今回着目した股関節

だけでなく、膝関節・足関節の機能も低下してい

た。膝関節・足関節を固定するためにオルトップ

AFOにKnee Braceを併用したことで難易度調整

が可能となったと考えられる。そのため、安定し

た歩行練習に繋がり、歩行 FIM の向上に関与し

たと考えられる。また、歩行の安定性に関連する

歩行変動性は SIAS の股関節屈曲テストや麻痺側

下肢伸展トルクと強く関連する。本症例は、SIAS

股関節屈曲テストが向上、左 LR の歩容改善より

麻痺側股関節の伸展トルクが増大したと考えら

れる。 

しかし、年齢や転院時の動作能力から歩行自立

は困難と思われた。予後予測を考慮した上で、自

宅内の環境やサービス調整などを行い、症例に合

わせて今後の介入を検討していきたいと思う。 



梨状筋のスパズムの治療後に靴下の着脱動作時の鼠径部痛が 

改善した全人工股関節置換術術後の一例 

林 拓克 寺山 佳佑 正意 敦士 小湊 喜子 廣田 哲也 橋本 健太郎 

田村 滋規 安井 憲二 

田村クリニック 

 

【はじめに】 

 全人工股関節置換術（以下、THA）術後で靴下

の着脱動作を困難と訴える例があり、術後の靴下

の着脱動作の獲得は重要である。THA 術後 1 か

月で股関節屈曲・外旋、膝関節屈曲位の座位での

靴下の着脱動作（以下、開排動作）時に鼠径部痛

を呈した症例である。鼠径部痛により開排動作が

困難であった症例に対し、梨状筋のリラクゼーシ

ョンが有効であった一例を報告する。 

【症例紹介】 

 60 歳代後半、女性。身長 153cm、体重 82kg、

BMI35.0。左変形性股関節症の加療中であったが、

左股関節痛が増強し後外側アプローチによる

THA を施行した。術後に座位での靴下の着脱動

作において制限が残存したため、１か月後に当院

へ受診し理学療法を開始した。 

触診では梨状筋に圧痛を認めた。股関節の関節可

動域（以下、ROM）（右/左）は屈曲 120°/105°

P、外旋 45°/35°。開排動作でのベッドの床面か

ら膝蓋骨中心までの距離（右/左）は 10cm/20cm

であった。開排動作時に発生した鼠径部痛は

Visual Analog Scale（以下、VAS）で 3.5cmであ

った。 

【説明と同意】 

患者様に今回の発表に対し、充分な説明を行い同

意を頂いた。 

【理学療法】 

 梨状筋に対し、側臥位と腹臥位で股関節の内外

旋の反復収縮による筋スパズムの改善を図った。

側臥位は股関節 90°屈曲位、膝関節 90°屈曲位、

腹臥位は股関節中間位、膝関節 90°屈曲位で股関

節内外旋の反復運動を実施した。1回 20分、週 3

回を約 2週間実施した。 

 

【結果】 

 理学療法の介入より 2週間後、触診から梨状筋

の圧痛は消失した。左股関節 ROM は屈曲 105°

Pから 110°、外旋 35°から 45°まで増大した。

左の開排動作でのベッドの床面から膝蓋骨中心

までの距離は 20cmから 15cmとなり、開排動作

時の鼠径部痛はVAS で 3.5cmから 0cmまで改善

した。 

【考察】 

 開排動作に必要な股関節の可動域は股関節屈

曲・外旋の合計の可動域が 110°以上である。開

排動作に必要な可動域は獲得しているが、股関節

屈曲の可動域に制限があり鼠径部痛が発生し、動

作が困難となる場合がある。 

梨状筋は主に股関節外旋に作用する一方、伸展

にも作用し股関節屈曲を制限する。後外側アプロ

ーチによる THA は梨状筋の上端で関節包を切開

するため、術後に梨状筋に筋スパズムを生じるこ

とが多い。本症例は触診から梨状筋に筋スパズム

を認め、ROM からは左股関節屈曲の可動域が低

下しており、開排動作が制限され鼠径部痛が発生

した。西角らは梨状筋には大腿骨頭の後方偏位を

防止する役割があると述べている。その反面、梨

状筋が筋スパズムを起こすことで開排動作時の

大腿骨頭の後方偏位を過剰に制限する。大腿骨頭

が前方に押し出されることで関節内運動が阻害

され、股関節屈曲が制限される。そこから屈曲運

動を行うことで股関節前方組織にストレスが加

わり鼠径部痛が生じたと考えられる。梨状筋の筋

スパズムを緩和させ、関節内運動を円滑にするこ

とで鼠径部痛が改善された。 

後外側アプローチによる THA 術後に発生した

開排動作時の鼠径部痛の改善方法として梨状筋

の筋スパズムの緩和は治療に有効である。 



距骨下関節に介入し歩容が改善した腰椎椎間板ヘルニア術後症例 

砂山 泉 筒井 優太 

学研都市病院 

 

【はじめに】 

 今回 ,腰椎椎間板ヘルニア（以下 ,LDH）

（ L4/L5 ） を 発 症 し ,Micro Endoscopic 

Discectomy（以下,MED）を施行された症例を担

当した.本症例は下肢の関節可動域制限が生じて

おり,MED で腰部症状が改善しても,それらの影

響により歩行障害が残存すると予想されたため,

距骨下関節の上行性運動連鎖に着目した下肢へ

の理学療法を実施した.その結果,歩行機能が改

善したため,報告する. 

【症例紹介】 

 本症例は 40 歳代の男性で,2.3 年前から腰痛が

あり,8 ヶ月ほど前から左殿部〜大腿後面〜下腿

外側にかけて痛みや痺れが増加し,L4/L5 の

LDH と診断され,MED を施行された.術前は疼

痛や痺れ等の神経症状により,荷重量の左右差が

生じていた. 

【初期評価（術前）】 

 関節可動域（Rt/Lt）は,足関節背屈0°/0°, 回

外 15°/10°,回内 0°/0°.股関節外転筋力

(Rt/Lt)は,5/5.10m 歩行テストは,13 秒（21 歩）

となり,下肢荷重検査（Rt/Lt）は 45kg/29.8kg

で右への荷重量が多かった. 

立位姿勢アライメント評価は,両足関節外転・

回外位,左足関節軽度底屈位,下腿外旋位（膝蓋骨

尖に対し脛骨粗面は 2 横指外旋）,骨盤後傾位（腰

椎前弯角 8°,腰仙角 16°）であった. 

歩行評価は,全周期で距骨下関節は回外してい

た.さらに,初期接地時の両足関節背屈が減少し,

立脚中期から終期にかけて下腿前傾は減少,遊脚

初期から中期にかけては膝関節屈曲角度・速度の

増加がみられた.また,左立脚中期に,トレンデレ

ンブルグ徴候が見られた. 

【問題点・介入内容・最終評価（術後 5 日目）】 

 距骨下関節の可動域制限により,上行性連鎖が

生じたと考え,距骨下関節に着目し,アプローチ

した.距骨下関節のアライメント修正のため,関

節モビライゼーションを中心に行った.結果,足

関節背屈可動域 10°/5°,回内 5°/0°,回外

20°/20°まで改善し,歩行時の背屈制限が軽減

した.さらに,足関節回外の動きが出たため,上行

性の運動連鎖によりアライメントの修正ができ

た.また,10m 歩行テストは 9.175 秒（19 歩）に

改善し,下肢荷重検査（Rt/Lt）は 39kg/35kg と

なった.またトレンデレンブルグ徴候の減少も見

られた. 

【考察】 

本症例は,長年腰痛を避けて動作してきたこと

で,距骨下関節の上行性運動連鎖により,上記の

下肢アライメントになっていたと考えられた.そ

して,この運動連鎖により,骨盤は前額面上で下

制位,水平面上で後方回旋している.そのため, 

骨盤を挙上させ,相対的に股関節は内転・外旋運

動を行なっている.松木らは,股関節外転筋群の

筋活動量は回旋肢位の違いにより変化し,股関節

最大外旋位で活動量は有意に低下すると報告し

ている. 

以上のことから,股関節外転 MMT は 5 であっ

たが,股関節外転筋群の活動量低下により,左立

脚中期で左トレンデレンブルグ徴候が生じたと

考えられた.そこで,距骨下関節に介入した結果, 

足関節可動域が改善し,下肢アライメントも修正

され,立脚期における股関節外転筋群の筋活動が

増加し歩行が改善したと考える. 



心原性脳塞栓症により左片麻痺を呈した症例について 

～自宅生活での裸足歩行自立を目指して～ 

森永 優樹 林 優花 野宮 千香 中村 宗雅 杉本 敬太 根耒 亨次 

京都近衛リハビリテーション病院 

 

【はじめに】 

 今回、心原性脳塞栓症により左片麻痺を呈した

症例について自宅内裸足歩行の獲得に向けて介

入する機会を得た為ここに報告する。 

【症例紹介】 

年・性別：70代男性 

診断名：心原性脳塞栓症 

現病歴：X日に左上下肢の脱力、呂律が回らない

ことに気づき A病院に搬入された。A病院で保存

的治療を施行。X＋16日後に当院に入院。 

合併症：左片麻痺、半側空間無視、構音障害 

既往歴：心房細動、心不全、関節リウマチなど 

主訴：立てない デマンド：歩いて家帰りたい。 

ニーズ：杖歩行自立、ADL修正自立 

家族ニーズ：自分のことは自分でできるようにな

ってほしい。 

家族情報：妻と 2人暮らし 

家屋環境：2階建て、ベッドは 1階 

【理学療法評価（初期→最終）】 

左 BRS：上肢Ⅱ→Ⅲ、手指Ⅰ→Ⅱ、下肢Ⅲ→Ⅴ 

右上下肢MMT5→5 

FMA（下肢）：12点→24点 BBS：6点→47点 

10m歩行：実施不可→14.67秒（短下肢装具、四

点杖使用） 

FIM：62点→111点  

FIM（運動）：35点→79点 

【治療経過】 

1W～2W：左下肢促通（低周波併用）、立位保持

左荷重練習、長下肢装具平行棒内歩行練習 

3W～6W：長下肢装具作製（3way膝継手）、 

免荷装置併用し歩行練習 

 

7W～10W：短下肢装具（金属）四点杖歩行練習 

11W～18W：短下肢装具（プラスチック）四点杖

歩行練習、装具なし伝い歩き練習、家屋評価実施 

19W～22W：屋外四点杖歩行開始、独歩練習 

【結果】 

 本症例は左片麻痺による大腿四頭筋の出力低

下により立位姿勢での左膝折れが強くみられて

いた。その為早期から長下肢装具を使用し立位で

の左荷重応答を図った。装具作製するにあたり膝

継手に 3way式を選定し、半遊動設定にて立脚期

の大腿四頭筋収縮を低周波併用しつつ介入した。

結果、立脚期での膝折れは軽減し、短下肢へカッ

トダウンし歩行訓練を継続し四点杖歩行まで獲

得できた。裸足歩行では足関節単独での随意運動

に乏しく左遊脚期ですり足を呈し転倒リスクが

増大していた為、自宅内も装具装着で生活してい

ただく方針で考えていた。しかし、本人より脱着

の煩わしさから自宅内を装具なしで歩きたいと

要望があった為、家屋評価を実施し裸足歩行の獲

得に向けた方針転換をはかった。足関節の機能低

下を補う方法として、遊脚期の足底離地を意識し

てもらい裸足で手摺・壁伝い歩きの動作練習を重

点的に行った。結果、10m程度の区間で伝い歩き

を獲得され自宅退院するに至った。 

【まとめ】 

 装具非装着時の歩行で転倒リスクが高く、安全

な生活の為に装具着用を薦めていたが、本人の意

見を尊重して裸足歩行練習を増やすことで結果

的に自宅内裸足歩行が獲得できた。自宅環境の確

認や家族との協力を踏まえ、本人の QOL を高め

られる介入をすることが大切である。 


