
兵庫県理学療法士会

尼崎ブロック
新人発表会２０１７

開催日時：
平成30年2月4日（日）１２：３０～

会場：
関西労災病院 管理棟2・4階



ご参加の皆様へ 

[1] 会場 

  関西労災病院 管理棟 4階 大会議室（第 1会場） 

         管理棟 2階 会議室 C/D（第 2会場） 

   ※ 昨年度と会場が変わっております。ご注意ください。 

    

[2] 受付 

新人スライド受付：11時 30分～ 

聴講受付：12時 00分～ 

  場所：管理棟 4階 大会議室前 

  

開始は 12時 30分からとなります。 

12時 25分よりブロック長挨拶がございますので、会場内へお集まりいただく様宜しくお願いいたします。 

   

[3] 新人教育プログラム・生涯学習プログラムポイントについて 

  ポイント認定 

   新人発表者：新人教育プログラム C-6「症例発表」 

   聴講のみ：１）新人教育プログラム未修了者 → 単位認定なし 

        ２）新人教育プログラム修了者 → 生涯学習 10ポイント 

 

  ポイント認定受付時間 

  12時 00分～第 2セッション開始（13時 40分ごろ）までの間に行います。 

会員証によるポイント管理を導入しております。発表者・新人プログラム修了者の方は当日忘れずにお持ち

ください。 

 

 

[4] その他 

  １．会場内での呼び出し 

    会場内の呼び出しは原則行えません。 

  ２．携帯電話の使用について 

    会場内では必ず電源を切るかマナーモードでご使用ください。 

プログラム中の通話は禁止させて頂きます。 

  ３．非常口の確認 

    緊急・非常時に備えて必ず各自で非常口の確認をお願いいたします。 

  ４．喫煙について 

    敷地内禁煙となります。 

  ５．駐車場について 

    お車でのご来場はご遠慮ください。 

６．撮影および録音について 

    会場内でのカメラ・ビデオ撮影・録音などは発表者の著作権保護や対象者のプライバシー保護の 

ために禁止させていただきます。 



演題発表要領 

 

演者へのお願い 

① 該当セッション開始前に、会場内の次演者席にお越しください。 

② 発表は 7分、質疑応答は 3分以内です。 

スライド操作は各自にて行っていただきますのでよろしくお願い致します。 

 

座長へのお願い 

① 進行方法についての説明を 12時 10分より行いますので、それまでに受付していただくようお願いいたし

ます。受付にて座長である旨をお知らせください。 

② 予定時間内にすべての演者が議論できるよう進行を宜しくお願いいたします。 

③ 各セッションの最後に次のセッションの開始時間のアナウンスをお願いいたします。 

 

参加者へのお願い 

質疑応答の時間を演題ごとに 3分間用意しております。座長の指示に従って活発に議論を行って下さい。 

質問の際には、質問者の所属と氏名を告げ簡潔に行って下さい。 
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20 左中殿筋の筋力向上により,歩行能力が向上した一症例

はくほう会セントラル病院 寺田　和優

青木外科整形外科 滝野　将大

「右足部痛の軽減により杖なし歩行が自立した症例について」

はくほう会セントラル病院 岡本　歩

西川整形外科リハビリクリニック 横峯　秀昭

左立脚後期でのふらつきに着目し課題指向型トレーニングを行った一症例

左上腕骨近位端粉砕骨折を受傷し治療に難渋した症例～左上肢挙上動作改善に向けて～

はくほう会セントラル病院 大平　括人

　座長  ：　亀井整形外科医院　　岡林良　先生

左肩バンカート損傷患者の背泳動作において肩甲上腕関節と肩甲骨のアライメントに着目した症例

木村　拓哉関西労災病院

坂元　勝彦

合志病院 井藤　優人

西川整形外科リハビリクリニック

段差昇段時に右下腿外旋が増強し、段差昇段の安定性が低下した右大腿骨骨折の一症例

成人ウインドサーフィン選手で分離症を発症し競技復帰を目標に理学療法を実施した症例

中村　円香

転倒により中心性脊髄損傷を受傷した一症例

関西労災病院

第3セッション（14:30～15:20）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

亀井整形外科医院

　座長  ：　けあリズム訪問看護ステーション　　中川陽介　先生

第4セッション（15:30～16:20）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

尼崎中央病院 岡田　司

足部の機能に着目したトレーニングにより立位保持能力が改善した胸腰椎破裂骨折の一症例

尼崎中央病院 森永　莉奈

上月　優志

転子下骨切り併用全人工股関節置換術後に生じた脚長差と歩容に対して治療した症例

左立脚期での右側へのふらつきに対し両腹斜筋群の協調性に着目した症例

はくほう会セントラル病院

第2セッション（13:30～14:20)　　　　　　　　　　　　　　

座長  ：　関西労災病院　　池田真治　先生　

脳梗塞と変形性膝関節症を呈し、長下肢装具を使用したことで歩行能力改善に至った一症例

荒木　芽衣

荷重位での活動量向上により、歩行再建に至った両下肢痙固縮を呈した一症例

山本　真義

廃用症候群を呈した利用者様に対し、座位時間の拡大を目指しリハビリ介入した一症例

大腿神経麻痺・高度肥満を呈し、ADL改善に難渋した症例

早期荷重に難渋した大腿骨骨幹部骨折の一症例～疼痛と恐怖心に着目して～

駒津　真帆

積極的な介入が困難であったが歩行能力が向上した症例

園田病院 小南　理紗

門屋　一成

合志病院

前田　梨穂

感覚アプローチに着目した結果,端座位見守りとなった橋・小脳出血の一症例

尼崎中央病院

座長  ：　　尼崎だいもつ病院　　東恭弘　先生

尼崎だいもつ病院

橋本　紗季

小脳梗塞により歩行障害を呈した症例に対して、運動学習に着目しアプローチを行った事例

大原病院

尼崎だいもつ病院

会場：関西労災病院　　大会議室（管理棟4階）

食事拒否の強かった認知症患者が自己摂取可能となった一症例

第1セッション（12:30～13:20)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

近藤病院

社浦　晃子
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会場：関西労災病院　　会議室C/D（管理棟2階）

第1セッション（12:40～13:30)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

座長  ：　尼崎中央病院　　三木辰訓　先生　

左大腿骨癒合不全がある下腿切断患者に対して坐骨支持型下腿義足を作成した一症例

関西労災病院 徳山　健

THA施行後、安楽立位姿勢に着目し立位保持時間延長に繋がった一症例

合志病院 小林　愛梨

足部クリアランス低下が歩行の安定性を低下させた右大腿骨人工骨頭置換術々後の一症例

亀井整形外科医院 石岡　賢

肩甲帯と体幹アライメントに着目しブロック動作時の肩関節痛と不安定性が改善した症例

西川整形外科リハビリクリニック 井川　真衣

左上肢に重錘負荷を用いたことでデュシェンヌ歩行改善に至った一症例

はくほう会セントラル病院 中本　有香

第2セッション（13:40～14:30)　　　　　　　　　　　　　　

座長  ：　訪問看護ステーションふれあい　　酒井直人　先生　

体幹失調に対して協調運動練習の介入により段差降段時の不安定性に軽減を認めた一症例

はくほう会セントラル病院 山中　美幸

端座位練習により重度意識障害の改善を認めた一症例

はくほう会セントラル病院 向井　崇敏

介護職による車椅子への移乗が可能となり車椅子上での食事頻度が増えた一症例

園田病院 谷岡　広志

右片麻痺と大脳性失調を呈し起立・歩行動作の運動学習に着目した症例

尼崎中央病院 西里　郁

膝関節制御の再学習を目的とした治療により歩行能力が向上した右片麻痺の一症例

尼崎中央病院 江口　路

第3セッション（14:40～15:30）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　座長  ：　西川整形外科リハビリクリニック　　山下雅俊　先生

大腿骨骨幹部骨折術後患者の荷重時痛に伴う破行に対し,歩行の誤学習防止に着目した一例

尼崎だいもつ病院 椎葉　勇生

第3腰椎圧迫骨折を呈された症例∼歩行能力安定性低下に着目を置いて∼

青木診療所 大下　裕暉

右腓骨果部骨折骨接合術術後の足関節及び足部機能に着目した一症例

武部整形外科リハビリテーション 高橋　健太

左上腕骨骨幹部粉砕骨折後、区画症候群に配慮したラグビー選手の症例

田中病院 井上　遼一

左下肢不全麻痺の既往のある患者が右腓骨遠位端骨折を呈し移乗動作に難渋した一症例

大隈病院 細谷　健史

杉本　美紀

第4セッション（15:40～16:20）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　座長  ：　はくほう会セントラル病院　　橋本和典　先生

解離性腹部大動脈瘤後呼吸器合併症を呈し、血圧コントロール不良により離床に難渋した症例

関西労災病院 本城　翔太

左片麻痺を呈した患者に対し早期より長下肢装具歩行を行い、杖歩行の獲得に至った症例

尼崎だいもつ病院 森本　千晶

パーキンソン病患者の在宅復帰に向け、起立に着目した症例

阪神医生協診療所 足立　萌

麻痺側下肢及び骨盤帯の連携に着目しアプローチを行ったことで歩容改善に至った一症例

尼崎中央病院



食事拒否の強かった認知症患者が自己摂取可能と

なった一症例 

医療法人 園田病院 小南里紗 

【はじめに】 

入院時ベッド離床及び,食事摂取に対しても拒否

があったが,多職種との連携によって自己摂取が

可能となった為認知症患者を経験したのでここに

報告する. 

【症例紹介】 

80歳代女性.身長 145cm.体重42.5kg.BMI 20.4診

断名:認知症,脳梗塞,急性心筋梗塞 既往歴:肺炎,外

陰部褥瘡 現病歴:X 年 Y 月急性心筋梗塞にて A

病院に入院.3枝に病変であり,右冠状動脈・左前下

行枝に対して薬物溶出性ステント留置.残枝は石

灰化により狭窄,不整脈あり. Y+1月右脳梗塞を診

断された.その後状態が安定した為当院入院.  

【倫理的配慮】 

症例報告に対して,ヘルシンキ宣言に則り本人・本

人のご家族に説明し同意を得た. 

【リハビリ介入時の評価】 

（Y+1月）B I5点.MMSE1点.BRS左上肢:Ⅴ,下

肢:Ⅴ,手指Ⅴ,入院当初は特に拒否が強く,起居動

作による離床がメインで行っていた.動作レベル

として寝返り自立・起き上がり中等度～全介助・

車椅子移乗全介助.難聴があり発語・表情は無く,

うなずく程度である.離床後はぬりえをしたり本

を読んだりしていた.本人の気分がいい時はシル

バーカーや平行棒内歩行していた.関節可動域制

限はないが,腰部・左肩関節などに痛みを主張して

いた.食事状態としては拒否,もしくは看護師・介

護士による促しによって 2.3 口食べる程度が続い

ていた. 

【入院前の生活】 

10 年前に認知症を診断される.介護サービスを利

用し,マンションの 2 階自宅に独居にて生活して

いた.それ以外で家から出られることはほとんど

なく,週に 2・3 度次女が来てパンなどを持ってき

たり服薬管理やデイサービスへの送迎に立ち会っ

ていた. 

 

【治療プログラム】関節可動域訓練（両上下肢）

基本動作訓練（寝返り,起き上がり,座位・立位,平

行棒内歩行訓練） 

【目標】 離床拒否の軽減 

【経過】入院当初は自宅願望が強く,離床拒否が強

い為リハビリ介入することに対して困難であった. 

多職種の連携により食事誘導を実施したが,大き

な変動がなく食事面を中心としたアプローチでは

なく,離床拒否の軽減を目的にリハビリ施行した. 

OT としては集団リハビリを施行することで離床

することへの活動時間を増やした. 

食事時はリハ職・看護師・介護士のそれぞれが自

己摂取するよう毎日促しをかけ,食事場所の変更

や食事内容の工夫を行ったが食事拒否が続き,点

滴も施行され Y+2月には PEGを施行され昼のみ

の食事となった. Y+3 月末には心機能が低下した

為積極的に離床を実施することができなかった.

その間ベッド上にて不動な時間が続いた為関節拘

縮も生じる.食事摂取拒否が続いていたが状態が

安定し,Y+4 月末からは徐々に摂取していき,半分

くらい自己摂取できるようになり,笑顔・発語が出

現する場面がやや増えつつあった. 

Y+9 月頃はまだベッド離床の拒否が強く,車椅子

移乗後声かけしても無表情で体に触れることに対

しての拒否が強かった.その為PTとして車椅子移

乗と車椅子座位に対する拒否の軽減を目指した.

拒否の軽減の為レクリエーションを取り入れ,屋

外散歩の機会を増やし,不機嫌なときは看護師た

ちとともに患者の好きなお菓子を食べながらテレ

ビを見る時間を作るなどといった対応した.その

結果日差はあるが笑顔が増え発語頻度も多くなり,

離床に対しても積極的に行うようになり,Y+13 月

末から全量自己摂取可能となった. 

【考察】当院の生活に慣れ,他職種による対応など

によって食事全量摂取可能になったのではないか

と考えられる. 

【まとめ】食事拒否のあった認知症患者に対し,

自己摂取が可能となった.多職種との連携によっ

ての重要性が分かった. 

  



小脳梗塞により歩行障害を呈した症例に対して、運動学習に着目しアプローチを行った事例 

社会医療法人愛仁会 尼崎だいもつ病院 前田梨穂

【はじめに】今回、小脳梗塞により、当院転院時よ

り歩行障害を呈した症例に対して、足関節戦略に

アプローチを行ったが歩行時の動揺が軽減せず、

フリー歩行の獲得に難渋した。再度評価を行い、

股関節戦略に着目して正常歩行の再学習を促し

たところ、屋内外フリー歩行自立となったため報

告する。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき説明し同意

を得た。 

【症例紹介】70 歳代、男性 

現病歴：X 年 Y 月心原性塞栓症により右小脳半球・

右中小脳脚に梗塞を認める。血栓回収術施行後、リ

ハビリテーションを目的に 20 病日目に当院へ転院。 

既往歴：心房細動、高血圧症 

経過：当院転院時より病棟内は歩行器歩行自立と歩

行能力は高く、理学療法ではフリー歩行練習を実施。

フリー歩行時に右立脚期に右足部が内反し、右側へ

の動揺がみられた。これに対して足関節戦略にアプ

ローチを行い、右立脚期の足部内反は軽減したが、

右側への動揺は軽減せず、フリー歩行の獲得に難渋

した。そのため、37 病日目に再評価を行い、この評

価を初期評価とした。 

【初期評価 37～38 病日】 

〈心身機能〉関節可動域：上下肢ともに制限なし。

MMT(R/L)：腸腰筋；4/4、大殿筋；4/4、中殿筋；

4/4。感覚：表在感覚・深部感覚ともに正常。

Brunnstrom Recovery Stage：上下肢ともにⅥ。下肢

協調性：膝踵試験；右股関節に動揺を認め、試験遂

行困難。バランス能力：左前タンデム肢位；５秒、

片脚立位(R/L);9 秒/12 秒。〈活動〉床上動作：両膝

立ち位から右膝立ち位へ移行する際に、体幹が右側

屈し右側への動揺を認めた。歩行：フリー歩行見守

り。ワイドベースを認め、右立脚中期に体幹右側屈

し右側への動揺を認めた。 

【介入方法と経過】姿勢鏡・動画と口頭指示を用い

て視覚と言語による同時・最終フィードバック

(Feed Back:FB)を行いながら歩行練習を行った。結

果、屋内外フリー歩行自立に至った。 

【最終評価 75～76 病日】 

〈心身機能〉下肢協調性：膝踵試験；右股関節に動

揺は認めるものの、左脛に右踵を添わせることは可

能。バランス能力：左前タンデム肢位；38 秒、片脚

立位(R/L)；16 秒/34 秒〈活動〉床上動作・歩行と

もに右下肢支持時の体幹右側屈は軽減がみられた。

また歩行時においては右側への動揺は軽減し、ワイ

ドベース歩行は改善した。 

【考察】本症例は、当院転院時より足関節戦略にア

プローチを行ったが、右立脚期の右側への動揺が軽

減せず、フリー歩行の獲得に難渋したため、再評価

を行った。協調性検査において特に右股関節の協調

性低下を認めた。また歩行でも右股関節の協調性が

低下しており、右立脚期に右側への動揺を著明に認

めた。本症例は小脳梗塞により、協調性が低下して

いるため、右立脚中期に右股関節外転筋群が適切な

タイミング・強さで遠心性収縮を行うことが困難な

ことに加えて、フィードフォワードにて自己での運

動修正が困難であると考えた。これらの問題によっ

て、歩行時に動揺が出現していると考え、股関節

戦略に着目して正常歩行の再学習を促した。伊藤ら

(2005)によると、運動学習は行った運動と予測した

運動の誤差を認識する過程にあると言われている。

石村ら(1983)によると、視覚・言語 FB を同時に与

えた方が運動学習に効果があると報告されている。

また、山本ら(2015)によると、視覚・言語を用いた

FB において、運動中の FB と運動後の FB は同等の

運動学習を促すことが可能と言われている。本症例

は、歩行を獲得するために必要な関節可動域と筋力、

バランス能力を有していると考えた。そこで今回は、

本症例に対して姿勢鏡と動画、口頭指示を用いて視

覚と言語による同時・最終 FB を併用し、反復して

歩行練習を行うことで、運動学習を促した。FB のタ

イミングの違いとして、同時 FB では即時的な運動

パフォーマンスを向上させ、右立脚中期に正しいタ

イミングで右股関節外転筋群の収縮を促すことが出

来たと考える。最終 FB では客観的に運動誤差を認

識することが出来、その際に視覚・言語 FB を同時

に与えたことで、右立脚中期に体幹が右側屈し動揺

していることをさらに認識しやすくなったと考える。

これらのアプローチの結果、歩行時の動揺が軽減し、

屋内外フリー歩行自立に至ったと考える。 



 

感覚アプローチに着目した結果,端座位見守りとなった橋・小脳出血の一症例 

社会医療法人愛仁会 尼崎だいもつ病院 理学療法士 社浦晃子 

【はじめに】今回,橋出血が右小脳まで進展し意識障

害・運動失調・片麻痺を呈した症例を担当した.感覚

に着目して治療を行い,端座位が見守りにて可能と

なったため報告する. 

【倫理的配慮】症例報告に対して,ヘルシンキ宣言に

則り説明し同意を得た. 

【症例紹介】70代,男性,身長 180cm,体重 71kg.平成

27 年 X 月 Y 日自宅で倒れている所を妻が発見.画像

所見では橋から右中小脳脚,右小脳半球へ至る出血

を認めた.点滴による保存的加療を受け,リハビリ目

的で 29病日目に当院転院. 

【初期評価:58~65 病日】<心身機能>意識:昼夜逆転

に対し,鎮静薬内服中で覚醒度に変動あり(JCSⅡ~

Ⅲ桁),Brunnstrorm Recovery Stage (以下 BRS)左:

上肢Ⅳ,手指Ⅳ,下肢Ⅲ,感覚(深部・表在):重度鈍麻,

下肢筋力:GMT(右/左)4~5/3<活動面>起居:最大介

助,自発的な動きが乏しい,端座位:最大介助,右上

下肢で座面や床を押しつけ左側後方への出力を高

めた姿勢筋緊張を呈している.体幹屈曲・左傾斜,

骨盤後傾位で体幹の立ち直りも無く左後方への転

倒リスクを認めた. 

【理学療法および経過】鎮静薬内服後,覚醒状態の低

下を認めたため内服開始から 5 日後に他の鎮静薬に

変更.初期では端座位や起立による抗重力刺激での

覚醒向上を図り,重錘や弾性包帯を使用し体性感覚

へのアプローチを行った.内服変更約 1 カ月頃から

徐々に覚醒状態が改善.次の段階として寝返り・起き

上がり練習,端座位でのリーチ動作練習実施.視覚情

報や前庭刺激入力によるアプローチを実施した. 

【最終評価:119~126 病日】<心身機能>意識:簡単な

運動指示は指示従命可能(JCSⅠ桁),BRS:上肢Ⅳ,

手指Ⅳ,下肢Ⅳ・下肢筋力:GMT (右/左)4~5/4 

<活動面>起居:軽介助～見守り,寝返りは左上肢の管

理に介助が必要,起き上がりは on elbow になる際左

股関節・膝関節が同時に屈曲する事で下肢の固定が

不十分となり起き上がる事が困難,端座位:見守り,右

上下肢での突っ張りは軽減.口頭指示にて姿勢修正

可能. 

【考察】本症例は,脳画像より橋から右中小脳脚,

右小脳中部～半球に及ぶ出血を認めた.端座位姿

勢は右上下肢で突っ張り体幹の立ち直りも無く,

左後方への転倒リスクを認め最大介助レベルであ

った.脳画像より小脳への出血進展は室頂核へ及

んでいると認められた.室頂核は網様体脊髄路や

前庭脊髄路をコントロールしており体幹や四肢の

抗重力活動,姿勢制御に大きく関与している.また,

ほぼ全ての感覚が入力し統合している.姿勢保持

には視覚・体性感覚・前庭覚の 3 つが重要である

と言われている.本症例では脊髄視床路や脊髄小

脳路といった体性感覚の障害,橋の前庭神経核損

傷による前庭感覚の障害が予測された.座位時の

右上下肢での突っ張りは入力系の障害により支持

面を上手く捉えられない事に加え,出力系の障害

による筋の過剰収縮と考えた .初期では弾性包

帯・重錘を使用し圧迫や重量刺激による感覚フィ

ードバック量の増加による効果を狙った.この結

果体幹の崩れ・右下肢の突っ張りは多少軽減して

いたが,介助量に変動があった.最終評価時には意

識状態は理解・表出ともに単文でなんとか可能な

レベルまで回復した.そこで次の段階として視

覚・前庭覚へ対するアプローチを行った.寝返り・

起き上がり練習,座位での輪投げやリーチ練習を

行った.寝返り・起き上がりでは頸の回旋運動によ

り前庭刺激を与え,座位での輪投げ・リーチ動作に

よって視覚情報を与えながら眼・頸―体幹の協調

的な動きを引き出す事を目的とした.また口頭指

示を与えながら右側殿部や下肢へ荷重を誘導する

事で右側の安定性限界を広げていく事を狙った.

これらの結果,端座位での右上下肢での突っ張り

は軽減し左へ偏奇した重心が正中位に近づき介助

量軽減につながった.このように本症例に対し,前

庭刺激の入力増強と視覚や体性感覚といった感覚

アプローチを用いて 3 つの感覚が相互に代償した

結果,身体の平衡機能が再学習されたと考える.そ

れに加えて覚醒状態が安定したため,端座位が見

守りとなったと考える. 



荷重位での活動量向上により、歩行再建に至った

両下肢痙固縮を呈した一症例 

 社会医療法人 中央会 尼崎中央病院 

 〇荒木 芽衣、濵岡 美加、小田 弘毅 

【はじめに】 

 第 12 胸椎圧迫骨折を呈し、椎弓切除術を施行

したが、下肢の痙固縮が残存した症例を担当した。

長下肢装具を用いた積極的な起立・歩行練習によ

り、歩行を獲得し自宅復帰に至ったため報告する。 

【症例紹介】 

 80 歳代、女性。平成 X 年 Y 月下旬に背部痛出

現。当院にて第 12 胸椎圧迫骨折と診断され保存

治療にて入院していたが、下肢痙固縮が悪化。 

そのため同年 Y+3 か月に A 病院にて除圧術を施

行した。しかし除圧不十分として、再度椎弓除去

術を施行したが、痙固縮が残存。術後、コルセッ

ト装着下での安静期間を経て、同年 Y+5か月にリ

ハビリ目的にて当院へ転院し理学療法開始。 

【倫理的配慮】 

本発表に関して、ヘルシンキ宣言に基づき説明の

上、本人に同意を得た。 

【初期評価:介入 1週目】(R/L)  

 Modified Ashworth Scare(以下 MAS):股関節

2/3、膝関節 2/3、足関節 2/4。徒手筋力検査(以下

MMT):体幹 2、股関節外転 2/2、膝関節伸展 3/2、

足関節底屈 3/3。関節可動域(以下 ROM):股関節伸

展 0/-10、外転 15/10、膝関節伸展-10/-10、足関節

背屈 5/0、底屈 30/30。荷重検査:35 ㎏/15 ㎏。腱

反射:亢進(右＜左)。FIM:70 点。感覚検査:表在下

肢 3/5(中等度鈍麻)、深部:3/5(中等度鈍麻)。ADL:

起立・移乗 中等度介助、立位保持 全介助。歩行(平

行棒 中等度介助):左 ISw～IC にかけ、股関節内

転であり、足底での荷重困難。足趾での支持で膝

折れを認める。 

【経過と介入方法】 

 まず左下肢の筋力向上と筋緊張緩和を目的に長

下肢装具を装着し立位保持練習を行った。また同

時に右 Step 動作を行うことで左下肢への荷重を

促し、支持性向上を図った。介入 3週目より、 

左下肢筋力向上を認め、荷重量も増加。その結果、

起立動作・立位保持見守りレベルとなった。介入

8 週目より前腕支持型歩行器を用い、左長下肢装

具を装着し後方介助下での歩行練習を開始。更に

下肢筋力向上が認められた。また筋力向上に伴い

左下肢の痙縮が軽減したことで、左 ISw～ICでの

股関節内転が軽減した。次に自宅復帰目的に、固

定式歩行器を使用した歩行練習を実施した。それ

により更に下肢筋力増強を認めた。その結果、 

実用的な固定式歩行器での歩行を獲得し、自宅復

帰に至った。 

【最終評価:介入 14週目】(R/L) 

MAS:股関節 1+/2、膝関節 1+/2、足関節 1+/3。

MMT:体幹 3、股関節外転 4/4、膝関節伸展 4/3、

足関節底屈4/4。ROM:股関節伸展0/0、外転25/20、

膝関節伸展-5/-5、足関節背屈 5/5、底屈 30/30。荷

重検査:31㎏/20㎏。腱反射:亢進(右＜左)。FIM:103

点。感覚検査 :表在下肢 3/5(中等度鈍麻 )、深

部:4/5(軽度鈍麻)。ADL:起立・移乗・立位保持 自

立。歩行(固定式歩行器 自立):左 ISw～IC での股

関節内転が軽減、足底での荷重可能。膝折れ消失。 

【考察】 

 本症例は介入当初、脊髄麻痺に長期の不動によ

る廃用が加わり、下肢の筋力低下・筋緊張亢進が

著明であった。上記問題により左股関節内転、 

内旋、膝関節屈曲、足関節底屈での接地となり歩

行が困難であると考えた。大畑らは、KAFOの使

用は殿筋群や大腿四頭筋や下腿三頭筋で随意筋力

より高い筋活動を促すことができると述べている。

そこで、長下肢装具装着下での立位保持・歩行練

習を開始し、アライメント修正下での荷重練習を

促した。その結果、中殿筋や大腿四頭筋、下腿三

頭筋の筋力向上が認められ、立脚期の安定・膝折

れの消失へ繋がった。また筋力向上に伴い左下肢

の痙縮が軽減した。Katzらによると痙縮は、臥位

よりも立位、立位よりも歩行で減少すると述べて

いる。この事から積極的な歩行練習を行うことで

痙縮が軽減し、遊脚相でのアライメントが改善さ

れ、それに続く立脚期の安定性に繋がったと考え

られる。その結果、最終評価では固定式歩行器歩

行を獲得し自宅復帰に至った。 



足部の機能に着目したトレーニングにより立位保

持能力が改善した胸腰椎破裂骨折の一症例 

社会医療法人 中央会 尼崎中央病院 

〇森永莉奈 坂本萌絵 若野靖人 森田航太郎 

【はじめに】 

胸腰椎破裂骨折により両下肢不全麻痺を呈した

症例に対し、移動手段・立位保持動作に着目し、能

力の改善により後自宅退院となった為報告する。 

【症例紹介】 

80 歳代女性。X 年 Y 月 2 度の転倒による胸腰椎

破裂骨折、腰部脊柱管狭窄症と診断。Y+8 ヵ月に

Th12/L1～L4/L5開窓+Th12/L1後方固定術施行。Y+9

ヵ月当院へ転院。終日コルセット着用。Hope は転

倒せずに歩き自宅で家事動作をしたい。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき、本症例には発表の趣

旨を十分に説明し了承を得た。 

【初期評価】 

関節可動域(以下 ROM 右/左)：股関節伸展 10°

/10°、膝関節伸展 0°/0°、足関節背屈 20°/10°。

徒手筋力検査(以下 MMT右/左)：腸腰筋 3+/3、大殿

筋 2/2、中殿筋 3/3、大腿四頭筋 3+/3、前脛骨筋

3+/3、下腿三頭筋2/2、長趾伸筋2/2、短趾屈筋2+/2+、

母趾外転筋 1/1。表在感覚：足関節 5/5、足趾 3/5。

深部感覚(運動覚)：足関節 5/5、足趾 3/5。起立・

移乗動作：軽介助。立位：骨盤後傾・股関節屈曲・

膝関節屈曲・足関節背屈位、槌指。立位保持最大 15

秒間、見守り。歩行：両側 T-cane見守り。全周期

において体幹前傾・膝関節屈曲位。両側立脚中期に

て骨盤側方動揺認め、立脚後期消失。機能的自立度

評価表(以下 FIM)91点。Berg Balance Scale17点。 

【経過と理学療法】 

介入 1 週目から股関節と足関節周囲の筋力増強訓

練を実施した。介入 3 週目から床上での膝歩きと

足趾伸展位・前足部へ荷重させるための立位保持

練習を実施した。介入 5 週目で傾斜台上にて立位

保持練習を行った。介入 8 週目では不安定板上で

の立位保持練習と足関節戦略・股関節戦略・ステッ

プ戦略を実施した。また、姿勢鏡を使用し視覚的フ

ィードバックを用いて体幹・股関節・膝関節の伸展

を促した。介入 11週目で屋内移動動作を獲得し自

宅退院へ至った。 

【最終評価】 

ROM：股関節伸展10°/10°、膝関節伸展0°/0°、

足関節背屈 20°/20°MMT：腸腰筋 4+/4+、大殿筋

4+/4、中殿筋 4/4、大腿四頭筋 5/4、前脛骨筋 4/4、

下腿三頭筋 2+/2+、長趾伸筋 4/4、短趾屈筋 3+/3+、

母趾外転筋2+/2+。表在感覚：足関節5/5、足趾5/5。

深部感覚：足関節 5/5、足趾 5/5 。起立・移乗：自

立。立位：骨盤後傾・槌指やや改善。立位保持 9分

15 秒。歩行：片ロフスト又は伝い歩き自立。全周

期において体幹屈曲位やや改善。両側の荷重応答

期～立脚中期に膝関節伸展出現、右立脚中期で骨

盤側方動揺残存しているが、立脚後期認める。FIM 

115点。Berg Balance Scale 36点。 

【考察】 

 本症例は股関節と足関節周囲の筋力低下による

アライメント不良が認められた。また、下腿三頭筋

の筋力低下により足関節中間位での固定性が乏し

く、後方重心となり立位保持困難であった。そのた

め、効果的な殿筋群の筋活動を促すために膝歩き

を実施した。その後、股関節周囲筋の安定性向上と

ともに足部からの介入を開始した。介入当初、足底

の表在及び深部感覚障害により足底の重心位置の

理解が不十分であった。沖田らによると視覚性外

部情報だけでなく内部の感覚情報(筋固有感覚や

表在・深部感覚)を認知することにより、効果的な

立位バランス制御の達成が可能と述べている。そ

こでタオルギャザー等による内在筋へのアプロー

チと槌指に対して足趾下へクッションを設置し前

足部を床へ接地させ足底からの感覚入力を行った。

さらに、下肢の筋活動向上に対してスクワットや

傾斜台上立位を行った。中山らによると傾斜台上

立位は下肢筋活動量を高め、立位下では足圧中心

が安定すると述べている。これに基づき、傾斜台上

にて重心の前方移動を誘導し、足圧中心の安定を

図った。その後、立位姿勢に対し姿勢鏡を使用し骨

盤の前傾と股関節・膝関節の伸展を意識しながら

視覚的フィードバックを用いてアライメントの修

正を行った。最終評価時の立位では前足部への荷

重が可能となり下腿三頭筋の筋活動量の増加よっ

て足関節固定性が得られた。それにより立位姿勢

が改善し、足圧中心位置の安定により重心動揺が

軽減した。また、歩行において大殿筋・中殿筋の筋

力向上が得られたため屋内伝い歩きの獲得に至っ

た。結果下肢の筋力増強、感覚向上により下肢支持

性が向上し本症例の Hopeである自宅での家事動作

を獲得した。 



廃用症候群を呈した利用者様に対し、座位時間の拡大を目指しリハビリ介入した一症例 

一誠会大原病院 リハビリテーション科 

○山本 真義、高橋 智也、樋笠 重和 

【はじめに】 

今回、寝たきり生活が続き廃用症候群を呈し

た訪問リハビリの利用者様に対し、週に 1 回 40

分のリハビリをさせて頂く機会を得たので、以

下に報告する。 

【症例紹介】 

90 歳代前半の女性。アルツハイマー型認知症、

大腿骨転子部骨折術後、神経因性膀胱、便秘症

の既往がある。大腿骨骨折後は徐々に活動量が

低下し、リハ介入 1 年前はほぼ屋内での生活と

なっていたが、キャスター付き歩行器にて移動

は自立していた。しかし、リハ介入 5 ヶ月前に

屋内移動中に転倒して、それ以降は寝たきり生

活が続き廃用性症候群を呈している。家族様

Demand は屋内を歩けるようになって欲しい。

ただし、家族様は介護サービスに消極的。 

【倫理的配慮】 

本症例は認知症のため家族様に本発表の趣

旨・目的を十分に説明し、口頭にて同意を得た。 

【初期評価(X 年 Y 月)】 

ベッド臥床状態。コミュニケーションは声か

けに対して反応あるも理解はあいまい。表出は

首振りのみ。Japan Coma Scale(以下、JCS)：

Ⅰ－2。FIM：22/126 点。MMSE：0/30 点。意

欲の指標 Vitality Index(以下 VI)：2/10 点(食事

項目のみ加点)。粗大筋力検査(以下、GMT)：体

幹 2、上肢右 3 左 3、下肢右 2、左 2(動作より判

断)。動作は起き上がり・移乗ともに中等度介助

レベル・座位保持は背もたれ椅子に円背・仙骨

座りで 5 分程度(腰部疼痛あり)。 

【問題点】 

本症例の障害の予後として、このまま寝たき

り生活が続くことにより更なる廃用が進み、自

発的な動作の減少や介護者の介護量の増加へ繋

がると考える。座位時間は 1 日 5 回(各 5 分程

度)である。そこで、Needs は座位時間の拡大と

した。この座位時間が短くなっている原因とし

て、腰痛、意欲低下、環境面の 3 つが考えられ

る。息子夫婦の介助下にて、日常生活での座位

時間の拡大をしていくことにより、本症例の離

床への意欲向上、介護者の介助量軽減に繋がる

と考える。そこで以下の治療を実施した。 

【治療と経過】 

 介入当初から 4 週目までは、ベッド上で他動

運動にて下肢の関節可動域練習、全介助にて端

座位をとり姿勢を整え足部に荷重を促した。介

入 8 週目では、僅かながら筋発揮もみられるよ

うになり、体幹・下肢の筋力増強練習を実施し

た。また指示入力もみられるようになり、座位

姿勢の矯正、端座位での抗重力筋賦活のために、

端座位にて頚部体幹伸展、骨盤前傾を促し、腹

部をへこませながら姿勢保持を実施し、30 秒程

度の監視レベルとなった。 

【最終評価(X 年 Y 月+3 ケ月)】 

 コミュニケーションの理解は単文レベルで可

能。表出は時折単語レベルの発言聞かれる。

JCS：Ⅰ－2(変化なし)。FIM：26/126 点。加点

項目は移乗動作及び認知項目。MMSE：8/30 点。

加点項目は見当識の一部・遅延再生・物品呼称。

VI：5/10 点。加点項目は意思疎通・排泄・リハ

ビリ。GMT：体幹 2、上肢右 4 左 4、下肢右 3、

左 3。動作は口頭指示にて、起き上がり・移乗と

もに監視レベル、端座位保持はベッド上にやや

円背・仙骨座りで 10 分程度(腰部疼痛なし)。 

【考察】 

 今回のリハビリ介入により、利用者様の腰痛

の改善や意欲の向上がみられた。これは、座位

姿勢が改善されたこと、すなわち端座位での抗

重力筋が賦活されたことで腰痛の消失と意欲が

向上したと考える。座位姿勢が改善され利用者

様自身でポータブルトイレ移乗が 1回増え、1日

6 回(各 5 分程度)になった。しかし、座位時間の

拡大はあまりみられなかった。これは、環境面

の問題で介助者である家族様に対して、セラピ

ストを含め他職種と連携して、離床の重要性を

説明し出来る限り離床を促したが効果は低かっ

た。今後は他の方法を用いて座位時間の拡大を

図るのが課題である。 



早期荷重に難渋した大腿骨骨幹部骨折の一症例 

～疼痛と恐怖心に着目して～ 

近藤病院 橋本紗季 

【はじめに】今回右大腿骨骨幹部骨折を呈し右下

肢の荷重に難渋した症例を担当する機会を得た

ので、報告する。 

【症例紹介】７０歳代の男性。平成 Y 年 X 日に自宅

の前で転倒し、当院に搬送され右大腿骨骨幹部骨折

と診断。ope 目的で入院となり翌日髄内固定術施行。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、発表を行

うにあたり本人に目的と内容を説明し同意を得た。 

【初期評価】（術後２週目）術創部に腫脹と熱感を認

め る 。 周 径 ( 右 / 左 ): 膝 蓋 骨 上 縁

(39,5/34,5cm)5cm(40,0/35,0cm)10cm(41,5/35,5cm)

15cm(42,0/36,0cm)20cm(42,5/36,5cm)。下肢長（右/

左）：棘果長（89,0/88,5cm）、転子果長（79,5/80,0cm）。

関節可動域（以下 ROM 右／左）：股関節屈曲 120°

/120°、伸展 15°/10°、外転 25°/20°、膝関節屈

曲 70°/130°、伸展 0°/0°、足関節背屈 15°/20°、

底屈 45°/45°。徒手筋力検査（以下 MMT 右／左）：

股関節屈曲 2/5、伸展 2/5、外転 3/4、内転 3/5、膝

関節屈曲 2/5、伸展 3/5。疼痛（NRS）：10（右膝関節

屈曲時の術創部周囲で突っ張る感じがある）、５（立

位荷重時）。病棟 ADL：車椅子移動で、移乗動作は軽

介助。BI：20/100 点。平行棒内立位：全体的に左に

偏位しており左膝関節屈曲位である。平行棒内立位

荷重：右 8 ㎏／左 48kg。平行棒内歩行：右立脚初期

に膝折れが出現しており上肢を過剰に使用。右立脚

期が短くなっており左下肢の歩幅が狭い。 

【理学療法と経過】初期評価では疼痛による右下肢

への荷重が不十分であったため、まずは疼痛の改善

を実施した。疼痛が出現しない範囲で自動運動での

関節可動域訓練を行った。立位練習では体重計を使

用し、両側の荷重を確認しながら少しずつ右下肢に

荷重を促し、膝折れを改善するために CKC での筋力

強化を実施した。しかし右下肢に荷重をかけるよう

促すと疼痛の訴えが強く、さらに左下肢に荷重をか

ける様子がみられた。そこでプログラムを再考し、

術後３週目より平行棒内での荷重練習を行う前に

tilt table と低周波を使用しての立位練習を開始し

た。初めは両下肢支持にて６０°の角度で２０分に

設定し、痛みの無い範囲で徐々に荷重を上げていっ

た。術後４週目より右片脚立位で荷重をかけていき、

それと同時に低周波により大腿四頭筋を収縮してい

る間に右膝関節伸展運動を意識付けさせた。 

【最終評価】(術後６週目)周径（右／左）：膝蓋骨上

縁 （ 36,5/34,0cm ） 5cm （ 36,5/35,0cm ） 10cm

（ 37,0/35,5cm ） 15cm （ 37,5/36,0cm ） 20cm

（38,0/36,5cm）。ROM(右)：股関節屈曲 115°、膝関

節屈曲 90°。疼痛（NRS）：７（右関節屈曲時の術創

部）、3（立位荷重時）。病棟 ADL：歩行器歩行で見守

り。BI：45／100 点。平行棒内立位：左偏位、左膝

関節屈曲位が改善。平行棒内立位荷重：右 28kg／左

32kg。平行棒内歩行：上肢の過剰な使用と右膝折れ

が減少した。 

【考察】本症例は右下肢の疼痛の訴えが強く、荷重

が不十分であったため、立位や歩行で疼痛を回避す

るような姿勢・歩行が見られた。そこで理学療法プ

ログラムでは疼痛を軽減し、疼痛の状態を確認しな

がら右下肢に荷重を得られるように実施した。初め

は疼痛軽減のために自動運動での関節可動域訓練を

行い、荷重を乗せるために体重計を使用し、CKC で

の膝関節屈曲・伸展運動を実施した。しかし、右下

肢に荷重をかけるよう促すとさらに左下肢に荷重を

かける様子が見られた。本症例の荷重を阻害する原

因として荷重時痛そのものだけでなく、荷重時痛が

生じたり膝折れが起きるという恐怖心も問題になっ

ていると考えた。そこで tilt table により荷重を漸

増させて立位練習を行うことで、荷重を阻害する原

因を軽減出来るのではないかと考えた。 

tilt table での荷重練習では、疼痛の訴えも少なく

上肢の過剰な使用もみられなかった。tilt table

での荷重練習で患側荷重への恐怖心を取り除くこと

ができ、平行棒内での荷重も積極的に行えるように

なった。これにより立位での左偏位が改善されスク

ワットやステップ動作が行えるようになった。これ

らの動作が行えるようになったことで、歩行では膝

関節の協調運動の改善により右膝折れが減少し、歩

行器歩行にまで至ったと考えられる。 



転子下骨切り併用全人工股関節置換術後に生じた脚

長差と歩容に対して治療した症例 

合志病院 リハビリテーション科 

〇井藤優人 日下部梨沙 浜守太 

【はじめに】先天性の両側股関節殿筋内脱臼により、

左転子下骨切り併用全人工股関節置換術（以下、転子

下骨切り併用 THA）を施行した症例に対し、脚長差

と歩容に対する治療を実施した為、報告する。 

【症例紹介】60歳代女性。4ヶ月前に右転子下骨切り

併用 THAを施行され、今回は、左転子下骨切り併用

THAを施行された。既往歴は両側先天性股関節脱臼、

糖尿病、高血圧。入院前 ADLは自立。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、対象者に

対して本発表の目的と内容を説明し同意を得た。 

【初期評価】術後 3-4日目。関節可動域測定（以

下、ROM-T）は、左股関節伸展-5°内転 0°。徒手

筋力検査（以下、MMT）は、左股関節周囲筋 2。棘

果長（右/左）：68cm/69cm、転子果長（右/左）

64cm/65cm。安静立位での荷重は右 30kg、左

11kg。最大荷重は右 36kg、左 23kg。立位姿勢は左

股関節屈曲 15°、膝関節屈曲 15°、足関節中間

位。左股関節外転位で骨盤は左下制。歩行は左股関

節外転位で接地。左立脚期は股関節内転が不足し、

立脚時間が短縮。左立脚後期の股関節伸展角度と左

遊脚後期の股関節屈曲角度は不足。歩幅は反対側と

比較し、短縮。歩行率は 1.16歩/秒。自覚的脚長差

は block testで左下肢が 1cm延長していた。 

【問題点】手術後、腸腰筋と中殿筋の過剰な伸張によ

る股関節伸展制限と内転制限により、立位アライメン

ト不良を生じた。さらに、左立脚時間の短縮と立脚後

期の股関節伸展に影響した為、股関節内転、伸展制限

の改善が必要と考えた。また、右下肢に比べて左下肢

が 1cm 延長した構造的脚長差に加え、股関節内転制

限、立位姿勢における左骨盤下制による機能的脚長差

が生じた。これらにより block testにおいて左下肢に、

1cm延長の自覚的脚長差を生じたと考え、脚長差を生

じている構造的・機能的脚長差の改善が必要と考えた。 

【治療アプローチ】股関節伸展制限に対しては、立位

で伸展の関節可動域訓練（以下、ROM訓練）を実施

した。股関節内転制限・立位姿勢の骨盤左下制に対し

ては中殿筋の伸張を促し、さらに股関節内転 ROM訓

練を実施。1cmの構造的脚長差に対して、術後 5日目

より右足底に補高を行い、歩行訓練を実施した。 

【最終評価】術後 40-42日目。ROM-T 左股関節伸

展 5°内転 15°MMT 左股関節周囲筋 3。安静立位

での荷重は右 19kg、左 18kg。最大荷重は右 36kg、

左 34kgと左下肢への荷重量が増大。立位姿勢は左

股関節屈曲 5°、膝関節屈曲 10°、足関節中間位。

歩行は左股関節外転位での接地は軽減。左立脚中期

の股関節内転角度が増大し、左立脚時間は延長。立

脚後期の股関節伸展角度、遊脚後期の股関節屈曲角

度は増大した。歩行率は 1.73歩/秒。block testによ

る自覚的脚長差は消失した。 

【考察】左股関節伸展制限に対し、立位で骨盤回旋

の代償を抑制しながら伸展 ROM訓練を実施したこ

とで腸腰筋の伸張性が向上し、左立脚後期の股関節

伸展角度が増大したと考える。さらに、遊脚期の振

り出しに必要な腸腰筋の張力が獲得できたことで、

骨盤回旋の代償が軽減し、遊脚後期の股関節屈曲角

度が増大したと考える。 

また、本症例は術後に左下肢 1cm延長の自覚的脚

長差を生じた。自覚的脚長差に影響を与える要因と

して構造的脚長差が考えられ、術後 5日目より右足

底に 1cmの補高を行った。狩又らは、補高の使用は

歩行時立脚期の股関節内転角度を増大させると述べ

ている。このため、左立脚中期の股関節内転角度も

増大し、左立脚時間が延長したと考える。さらに、

川端らは自覚的脚長差には、股関節内転可動域制限

と術後骨盤の患側への傾斜角による機能的脚長差が

関係すると述べている。機能的脚長差に対し、中殿

筋にアプローチしたことで、立位アライメントにお

ける股関節外転位と骨盤左下制が改善し、左下肢へ

の荷重量が増えた。一方、筋由来の感覚情報は運動

制御に影響を与えると言われている。本症例は術後

に股関節周囲筋が過剰に伸張されたことで、筋紡錘

からの固有感覚の求心性フィードバックが変化し、

身体図式の異常もあったと考える。 

今回、術後に構造的・機能的脚長差の双方から治

療を行ったことで、自覚的脚長差が改善した。さら

に、股関節伸展制限への治療により、歩容が改善し

たと考えられた。歩容の改善により、歩行率が改善

したと考え、身体への負担やエネルギー消費を抑え

ることに繋がったと考える。また、先行研究では脚

長差はQOLに影響する因子の一つであるとされて

いる。今回脚長差の改善により、本症例の QOLの

向上にも繋がったと考える。 



成人ウインドサーフィン選手で分離症を発症し競

技復帰を目標に理学療法を実施した症例 

西川整形外科リハビリクリニック  坂元 勝彦 

【はじめに】新鮮腰椎分離症は成長期に多く、成人

に発症することは稀であるとされている。この度、

ウインドサーフィンのパンピング動作が原因で新鮮

腰椎分離症を発症した成人女性選手を担当し、競技

動作を考慮した理学療法を行ったため報告する。 

【倫理的配慮】症例には本発表の趣旨を説明し同

意を得た。 

【症例紹介】20歳代女性。ウインドサーフィン歴

2 年。現病歴：某年某月、パンピング動作の練習

量を増加させた所、競技中に腰部に疼痛が出現し

た。3ヶ月後当院を受診し、第 3腰椎分離症(腰椎

分離のCT分類にて L3左 TypeⅠb右 TypeⅠa)と

診断された。硬性コルセット着用と超音波骨折治

療器による骨癒合を目的とした保存療法と競技復

帰を目的とした理学療法が開始となった。 

【初期評価（初診より 20日後）】 立位姿勢：骨

盤後傾、下部腰椎後弯、上部腰椎前弯を呈してい

た。ROM：制限はなかった。関節包内運動：各脊

柱の分節的な可動性は保たれていた。MMT：両腸

腰筋 4であった。体幹安定化筋群の評価：腹臥位

で腰椎を伸展させた状態で多裂筋を触診した所、

L4-S1部位に両側とも収縮不足を認めた。背臥位

でドローインをさせた状態で腹横筋を触診した所、

両側とも収縮不足を認めた。サイドブリッジテス

ト：左 10秒、右 12秒静止可能であった。骨盤前

傾運動：自動介助運動では骨盤前傾・腰椎前弯を

行うことができたが、自動運動では骨盤前傾・腰

椎前弯が不十分であった。パンピング動作：骨盤

が常時後傾しており、セイルと体幹を近づける際

に、L3-4が過伸展であった（NRS＝3）。 

【統合と解釈】パンピング動作はセイルを煽りボ

ードに推進力を与えるために、上下肢の屈伸を繰

り返す動作である。この動作では、下肢筋力を連

動させるために体幹の安定性が求められる。本症

例は、セイルに身体を近づける際に体幹を安定さ

せることができずL3-4に伸展ストレスが加わり、

第 3腰椎分離症を発症したと考えた。多裂筋と腸

腰筋の筋力低下によって下部腰椎後弯・骨盤後傾

位を呈し、立位姿勢やパンピング動作時において

代償的に L3-4 の過度な伸展が生じていると考え

た。また、腰椎に明らかな過可動性がないことか

ら、多裂筋・腹横筋・腹斜筋などの体幹安定化筋

群の筋力低下が問題であると考えた。そこで腰椎・

骨盤のアライメント改善と体幹安定化筋群の筋力

増強を図り、パンピング動作練習を行うことが必

要であると考えた。 

【治療プログラム】 ＃1 多裂筋筋力増強運動、

＃2ドローイン、＃3サイドブリッジ、＃4腸腰筋

筋力増強運動、＃5骨盤前傾運動 

＃1〜＃5が可能なことを確認し、体幹の安定化を

意識させながらパンピング動作練習を行った。 

【最終評価（初期評価より 50日後）】CT所見にて

骨癒合を認めた。立位姿勢：骨盤は中間位に改善

し下部腰椎後弯も改善した。MMT：両腸腰筋 5に

改善した。体幹安定筋の評価：初期評価と比較し

多裂筋、腹横筋ともに両側で収縮の増加を確認で

きた。サイドブリッジテスト：両側とも 1分可能

となった。骨盤前傾運動：自動運動で全可動域可

能となった。パンピング動作：腰椎骨盤を屈曲伸

展中間位で固定した状態で実施することができ、

L3-4の過伸展は消失した（NRS=0）。 

【考察】 本症例は、腰椎骨盤の不良アライメン

トと体幹安定化筋群の筋力低下が原因で L3-4 の

過伸展を伴ったパンピング動作を繰り返し、第 3

腰椎分離症を発症したと考え、理学療法を実施し

た。多裂筋と腸腰筋の筋力強化により、骨盤前傾

運動が可能となり腰椎・骨盤のアライメントが改

善され、また体幹安定化筋群の筋力強化によって

体幹の安定性が向上したと考えられる。腰椎・骨

盤のアライメントを整え、かつ体幹を安定させて

L3-4 の過伸展を伴わない正しいパンピング動作

を習得できたと考えられた。また骨癒合が得られ

たことにより練習を再開することができるように

なった。 

【まとめ】今回の経験を通じて、競技動作を再現

し、問題点を追及することが大切であることを学 

ぶことができた。 



段差昇段時に右下腿外旋が増強し、段差昇段の安定

性が低下した右大腿骨骨折の一症例 

亀井整形外科医院 中村円香 岡林良 

【はじめに】今回、段差昇段時に股関節外側に疼痛

が出現し、動作の安定性が低下した右大腿骨骨折観

血的整復固定術後の患者様を担当した。右膝関節外

反と右下腿外旋の増強に着目し、治療を行った結果、

疼痛の改善が認められたため、ここに報告する。 

【症例紹介】80歳代、女性、要介護Ⅰ。平成 X年 Y

月 Z 日に椅子の位置を誤り転倒された。その後、A

病院に救急搬送となり、右大腿骨骨折と診断された。

Z+3 日に A 病院で観血的整復固定術を施行された。

自宅復帰を目標にZ+49日にB病院に転院し、Z+133

日に退院された。退院後に歩行や段差昇降にて疼痛

が出現したため、Z+143日より当施設にて週 2回の

理学療法を開始した。既往歴として、平成 X年－21

年に両変形性股関節症、同年右人工股関節置換術、

平成 X 年－9 年に左人工股関節置換術を施行されて

いる。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、本発表の

目的と内容を説明し同意を得た。 

【初期評価】段差昇段の第 3相(左脚の足尖離地から

基本的立位姿勢まで)において、右股関節外側部に

VAS6.0cmの疼痛が確認された。段差昇段動作では、

まず第 2 相（右脚振り出し脚の足底接地から左脚の

尖足離地までの相）にて、右膝関節外反と右下腿外

旋位を呈した。次ぐ第 3 相において右膝関節外反と

右下腿外旋の増強により右股関節内転・内旋が増強

した後、右股関節伸展時には、右股関節外転による

骨盤左挙上と体幹の右傾斜が生じていた。疼痛検査

では、圧痛が大転子の前方に確認され、Ober test位

での股関節屈曲・伸展運動で再現された。膝関節は、

FTA170°であり、外反不安定性も認められた。徒手

筋力検査(以下 MMT、右/左)は、膝関節屈曲 3/4、伸

展 3/4であり、ハンドヘルドダイナモメーター(以下

HHD 右/左)においても、膝関節屈曲(84.66/87.66)、

伸展(131.33/168.33)と右側で低値を示した。 

【経過と介入方法】右膝関節外反と右下腿外旋の制

動を目的に膝関節伸展筋筋力増強練習を行ったが、

痛みの変化がなく経過した。そこで、大腿周囲の筋

収縮を向上させる目的で、大腿部に弾性包帯を巻き

動作を行うと VAS0.8cmまで減少した。このことか

ら、膝関節屈曲筋筋力増強運動とキッキング・ラン

ジ動作を追加し、治療を展開した。 

【最終評価：7 週目】段差昇段時の第 3 相にて、右

股関節外側部の疼痛が VAS4.3cm と軽減した。段差

昇段動作では、第 2 相では右膝関節外反と右下腿外

旋位を呈していた。第 3 相においては、右膝関節外

反と右下腿外旋の軽減により右股関節内転・内旋が

軽減していた。さらに右股関節伸展時の右股関節外

転による骨盤左挙上と体幹の右傾斜の軽減も認めら

れた。MMTは、膝関節屈曲(4/4)、伸展(4/4)であり、

HHD においても、膝関節屈曲(85.33・87.66)、伸展

(141.33・249.00)であった。 

【考察】本症例は、段差昇段時の第 3 相に股関節外

側に疼痛が生じていた。これは、大転子の圧痛や

Ober test位での股関節屈曲・伸展運動の結果から、

転子下滑液包への摩擦ストレスによるものと考えた。

これは、第 3 相において右膝関節外反と右下腿外旋

の増強により右股関節内転・内旋が増強した後、右

股関節伸展時に右股関節外転が生じることと考えた。

そのため、右膝関節外反と右下腿外旋を減少させる

必要があると考えた。本症例では、大腿部に弾性包

帯を巻いた評価を実施した際に、右膝関節外反と右

下腿外旋が軽減し、右股関節内転・内旋の軽減が認

められた。吉川らによると膝関節不安定性に対し、

内側広筋と半膜様筋が膝関節外反と下腿外旋を制動

していると報告している。このことから、大腿四頭

筋とハムストリングスの筋力低下が主要な問題点で

あると考えた。それに対して、筋力増強運動を実施

した。さらに、荷重位での右膝関節外反と右下腿外

旋の制動を目的に、キッキング・ランジ動作を内側

広筋・半膜様筋の筋活動を触診にて確認しながら反

復した。その結果、最終評価時には段差昇段時の右

膝関節外反と右下腿外旋の軽減により右股関節内

転・内旋を軽減させることが可能となった。本症例

の膝関節外反と下腿外旋の制動は大腿四頭筋の筋力

増強のみでなく、ハムストリングスの筋力増強運動

も必要であったと考えられた。 



転倒により中心性脊髄損傷を受傷した一症例 

関西労災病院 

〇門屋一成 塚むつみ 池田真治 

【初めに】 

今回中心性頸髄症を受傷し歩行に着目して理学療

法を実施した結果、歩容が改善し自宅復帰が可能

になった症例をここに報告する。 

【症例紹介】50 代前半の男性。X 年 Y 月 Z 日飲

酒後転倒しているところを発見され当院へ救急搬

送。翌日に中心性頚髄症と診断。Z+6 日から理学

療法介入開始。性格は落ち着いており理学療法に

積極的。術前 ADL 自立、職業はデスクワーク。 

【倫理的配慮】本発表の趣旨、目的を十分に説明

し、同意を得た上で実施した。 

【初期評価】理学療法介入日+1 日 

FIM93/126 MMT体幹筋 3レベル右股関節周囲

筋 2 レベル MAS 右下肢Ⅱ、左下肢Ⅰ 膝蓋腱反

射右/左++++/+++ アキレス腱反射右/左+++/++足ク

ローヌス左右ともに陽性 片脚立位右：測定不能 

左：5.57 秒 歩行動作：（歩行器使用）内転位の振

り出しが著明なパターンの痙性歩行 右荷重応答

期～立脚中期(以下 LR∼MSt)にかけての過剰な体

幹の右側屈、両下肢遊脚中期～遊脚終期(以下

MSw∼TSw)でのクリアランスの低下あり。 

【治療プログラム】・関節可動域練習・ストレッ

チ・膝立ち、膝歩き練習・基本動作練習・歩行練

習・応用歩行練習 

【最終評価】理学療法介入日+14 日 

FIM106/126 MMT 体幹筋 4 レベル 右股関節周

囲筋 3レベルMAS右下肢Ⅰ+/左下肢Ⅰ 膝蓋腱反

射右/左++/+アキレス腱反射右/左 ++/+足クローヌ

ス左右ともに陽性 片脚立位右：10.84 秒 左：60

秒以上可能 歩行動作：（独歩）遊脚期における下

肢内転パターンの歩行のやや軽減、右 LR∼MSt

にかけての体幹右側屈の軽減、MSw∼TSw でのク

リアランスの改善、200m 程度の歩行後にみられ

た遊脚期における痙性パターンの再出現 

【考察】本症例の Hope が職場復帰であり、その

ため needs を安定した独歩の獲得とし、歩行に着

目して理学療法を介入した。歩行の問題点として

右 LR∼MSt にかけての過剰な体幹の右側屈、両下

肢 MSw∼TSw でのクリアランスの低下、下肢伸展

パターンの出現に着目した。右 LR∼MSt にかけて

の体幹の右側屈は体幹屈曲、伸展筋の筋力低下と

股関節周囲筋の筋力低下が原因であると考えた。

相本らは「膝歩きは体幹・骨盤近位筋の筋活動量

が有意に大きい。」と述べている。そのため股関節

周囲筋、体幹筋の筋力増強を目的に膝立ち練習、

膝歩き練習を実施した。次に両下肢 MSw∼TSw で

のクリアランスの低下については、足クローヌス

の陽性、両側の下腿三頭筋の筋緊張の亢進が認め

られた。その為、下腿三頭筋の筋緊張の抑制を目

的にストレッチを実施した。また、odeen らは「立

位体重負荷と足関節の持続伸長の組み合わせが最 

も効果的であった。」と述べている。そのため、介

入日+5 日目からは、傾斜台を使用したストレッチ

を実施した。下肢の伸展パターンでの歩行につい

ては特に遊脚期全体にかけての両下肢の内転が顕

著にみられた。その為股関節内転筋にストレッチ

を実施した。以上三つの問題点にアプローチを継

続した結果、体幹の右側屈は軽度となった。また、

両足関節の筋緊張は抑制されクリアランスは上昇

したことが認められた。また、遊脚期における下

肢内転パターンの改善が見られた。しかし 200m

程度独歩で歩行した後、両遊脚期での下肢内転パ

ターンの再出現が見られた。武田らは「正常歩行

では立脚後期から遊脚終期にかけて内転筋群が働

き、前遊脚期から遊脚中期に大腿直筋、腸骨筋な

どが働く。」と述べているため、内転筋の筋緊張が

軽減された状態であっても遊脚期で大腿直筋、腸

骨筋が筋活動を行うことが難しければ、内転位で

の振り出しとなると考えた。そのため大腿直筋、

腸骨筋に対して筋の再教育などのプログラムを導

入すべきであった。反省点として、大きな問題点

に注目してアプローチを実施してしまい、残りの

問題点に対してはアプローチを実施することがで

きなかった点である。この経験を経て日常動作、

歩行動作の中から適切に問題点を抽出し、優先順

位を付けて治療を実施していかなければならない

ということを学んだ。 



積極的な介入が困難であったが歩行能力が向上した

症例 

合志病院 上月優志 森田晃爾 浜守太 

【はじめに】今回、右視床出血後に左小脳梗塞を発

症し、その後左腸腰筋血腫により離床困難であった

が、歩行能力が向上した症例を担当したためここに

報告する。 

【症例紹介】70代後半男性。右視床出血を認め入院。

既往歴は、心房細動、高血圧。入院前 ADLは自立。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、対象者に

対して本発表の目的と内容を説明し同意を得た。 

【初期評価】入院 3 日目の Brunnstrom Recovery 

Stage(以下 BRS)は左上下肢、手指共にⅤ。徒手筋力

検査(以下 MMT)は体幹屈曲 3、右回旋 3、左回旋 2、

左下肢は全て 4。左下肢の表在感覚は軽度鈍麻、深

部感覚は中等度鈍麻。入院 5 日目の協調性試験では

左上下肢・体幹で陽性。入院 14日目の Romberg試

験陽性。立位姿勢は左の膝折れがあり、それを左膝

関節伸展位でロックした状態で保持し近接監視レベ

ル。歩行は平行棒内両手支持で左立脚中期に膝関節

はロッキングし、また時折膝折れが見られ軽介助レ

ベル。 Functional Independence Measure(以下

FIM)は 67点。 

【問題点】右視床出血による運動麻痺、左下肢表在

感覚軽度鈍麻、深部感覚中等度鈍麻。さらに左小脳

梗塞による左下肢の運動失調がみられた。感覚性運

動失調と小脳性運動失調により筋発揮の持続や協調

した運動が困難であった。 

【経過】入院 2日目～13日目は血圧高値や嘔気によ

り積極的な介入は困難であった。また入院 5 日目に

左小脳梗塞発症。この間はベッド上で視覚によるフ

ィードバックを利用した、関節可動域運動や抵抗運

動を実施した。入院 14日目より弾性包帯を左下肢、

臀部に巻き、歩行訓練を実施した。入院 17日目より

39度を超える熱発があり、再びベッド上にて視覚に

よるフィードバックを利用し関節可動域運動や自動

介助運動、端座位や立位での動作訓練をバイタルサ

インや自覚症状に合わせて実施した。入院 27 日目

に左腸腰筋血腫と診断され、翌日左腸腰筋ドレナー

ジを施行。入院 29日目より「左腸腰筋の強い収縮は

避け、起立・立位・移乗まで可能」が医師の指示に

追加され、座位や立位での動作訓練を開始した。入

院 39 日目より歩行可能と指示があり平行棒歩行か

ら開始し、入院 40日目より杖歩行訓練を実施し、入

院 43日目に転院した。 

【最終評価】入院 36 日目。BRS は左上下肢、手指

共にⅥ。MMTは体幹左回旋 3、左下肢は股関節屈曲

2、その他は 4。表在感覚と深部感覚は共に正常まで

回復。左上下肢・体幹の協調性試験は陰性。Romberg

試験陰性。立位姿勢は左の膝折れや伸展位でのロッ

クは消失し遠位監視レベル。歩行も左立脚中期の膝

関節のロッキングや膝折れは消失し杖歩行が軽介助

となった。FIMは 80点。 

【考察】本症例は左立脚中期に膝関節のロッキング

や時折膝折れが出現し、平行棒歩行に介助を要して

いた。要因として、右視床出血による軽度左片麻痺、

左下肢の表在感覚軽度鈍麻、深部感覚中等度鈍麻が

あり、さらに左小脳梗塞による左下肢運動失調がみ

られた。感覚性運動失調と小脳性運動失調のため筋

出力の維持や協調した運動が困難であると考え、ま

た Romberg 試験陽性であることから、深部感覚障

害の影響が大きいと考えた。離床をしての積極的な

介入が困難であったことから、血腫の再吸収やペナ

ンブラの回復も大きく考えられるが、動作への影響

が大きい深部感覚について考察する。大沼らは「障

害された感覚からの情報とともに、視覚や聴覚など

他の感覚によるフィードバックを利用し動作の再学

習を図る必要がある。」と述べており、視覚によるフ

ィードバックを利用した運動で感覚と運動の誤差を

減らすことが、深部感覚障害に効果があったと考え

る。また、立位での麻痺側荷重による筋紡錘や腱器

官などに存在する固有感覚受容器への促通を行った

結果、荷重訓練後は左下肢の支持性は向上した。以

上の事が深部感覚の改善に効果があり、立位姿勢お

よび歩行時の左膝関節のロッキングや、左の膝折れ

が消失し介助量が軽減したと考える。さらに、弾性

包帯で触・圧覚刺激の求心性入力増加を図ったこと

によって、筋出力が増大し協調的な筋収縮を促すこ

とにも効果があったと考える。 



大腿神経麻痺・高度肥満を呈し、ADL 改善に難渋

した症例  

関西労災病院 木村拓哉 塩﨑佑介 

Ⅰ.はじめに 今回、既往歴に高度肥満・糖尿病を

有し、痙攣発作後の転倒にて当院へ救急搬送後、

大腿神経麻痺を発症し ADL低下を認めた症例を担

当する機会を得た為報告する。 

Ⅱ.症例 【年齢】40代後半【性別】男性【身長】

174.4cm【体重】151.0kg【BMI】49.8【主訴】左下

肢の脱力【診断名】痙攣発作、腸腰筋膿瘍、左下

腿蜂窩織炎【Dr.所見】左腸腰筋にびまん性に T2

強調画像でやや高信号【Ns情報】起居・移乗動作

困難であり、適用車椅子も無く離床できない【既

往歴】アルコール性肝硬変、胆嚢癌、２型糖尿病、

高度肥満、高血圧【入院前 ADL】全自立   

Ⅲ.倫理的配慮 発表にあたりヘルシンキ宣言に基

づき対象者に発表の趣旨を説明し、同意を得た。 

Ⅳ.初期評価【ROM】左股関節屈曲 90°伸展 10°【筋

力】MMT左股関節屈曲 2、左膝関節伸展 2、体幹屈

曲 2 伸展 3【表在感覚】左大腿前面（L２）8/10、

左下腿後面（L４）9/10【立位姿勢】体幹筋力低下、

腹部脂肪により骨盤前傾。これに伴い両膝関節は

過伸展し、体幹軽度右側屈、右下肢荷重優位（右

90kg左 55kg）の姿勢となる。【連続歩行距離】キ

ャスターウォーカー軽介助 10m【FIM】75点（更衣・

トイレ動作・移動項目の減点）【空腹時血糖】184 

Ⅴ.理学療法経過（入院日 X とする）X+4：理学療

法介入 X+14：大腿四頭筋に対し OKC アプローチに

加え電気刺激療法開始 X+26：ベッド移動でリハビ

リ出棟開始・大腿四頭筋に対し電気刺激療法終了

し CKC、起立・立位動作によるアプローチ開始 

X+28：PT 送迎により車椅子リハビリ出棟開始

X+35：車椅子移乗自立・看護師による送迎でリハ

ビリ出棟開始 X+51 転院 

Ⅵ.最終評価【ROM】左股関節屈曲 100°伸展 10°

【筋力】MMT 左股関節屈曲 2、左膝伸展 2、体幹屈

曲 3、伸展 3【立位姿勢】体幹筋力改善により骨盤

前後傾中間位となる。両膝関節過伸展・体幹右側

屈は残存するが初期と比較し減少している。 

【連続歩行距離】松葉杖見守り 30m【FIM】88点（ト

イレ動作・移動項目の改善）【空腹時血糖】130 

Ⅶ.考察 本症例は大腿神経麻痺・高度肥満により、

病棟での ADL 改善に難渋した症例である。ADL 低

下の要因として大腿神経麻痺、高度肥満・糖尿病、

病棟での離床困難の３つが挙げられる。①大腿神

経麻痺へのアプローチとして OKC での電気刺激療

法による筋力強化・神経筋再教育を行なった。し

かし、電気刺激療法は大腿部の脂肪が厚く、筋収

縮まで至らなかった為、起立・立位動作の特異性

を用いた筋力強化・神経筋再教育と立位 setting

でのアプローチに変更した。これにより最終評価

で MMT では改善は認められなかったが、触診にて

起立動作、patella setting による大腿四頭筋の

筋収縮が増大した。それに加え体幹筋力改善によ

り立位姿勢で骨盤前傾が改善されたことで膝関節

過伸展が改善された。また、繰り返しの動作練習

を行なったことにより介助量軽減し移乗動作自立

に繋がったと考えられる。②糖尿病・高度肥満に

対し血糖コントロールと体重減少を目的として車

椅子自走、有酸素運動・レジスタンス運動を併用

し活動量増加を促した。さらに急性効果による食

後血糖の上昇を抑える目的で、食後１時間で運動

を行うよう病室での自主練習を指導した。最終評

価時には体重は 9.8kg減少し、空腹時血糖 130 と

なった。③病棟での離床困難の原因としては、耐

荷重を満たす車椅子が無く、起居・移乗動作困難

なことが考えられた。これに対し、病棟と連絡を

とり耐荷重を満たす車椅子の検討と、病棟看護師

との車椅子移乗練習・動作指導を行った。最終評

価時には移乗動作は自立し、車椅子の自走も可能

となった。目標設定をトイレ歩行自立としたが、

経過中に原因不明の貧血進行により歩行時に顔面

蒼白などが見られ、治療介入に難渋し、松葉杖歩

行が実用的とならなかったため目標まで到達でき

なかった。また、金谷らは末梢神経の回復は約 12

週としており、早期離床が望まれた。これに対し

て環境整備や病棟看護師への移乗動作指導など、

病棟と連携をとることで早期離床が図れ、病棟

ADL改善に繋げることができた。 

 



左立脚期での右側へのふらつきに対し両腹斜筋群の協調性に着目した症例 

はくほう会セントラル病院 リハビリテーション部 〇駒津真帆 田原潤 藤野由花 鈴木香 佃哲夫

【はじめに】 

 今回，杖無し歩行にて左立脚期に右側へのふらつ

きを呈した小脳出血の症例を担当した．体幹失調に

よる両腹斜筋群の協調性低下に着目して介入し，ふ

らつきの軽減を認めた為，報告する． 

【症例紹介】 

右小脳出血と脳室内穿破の診断を受け，開頭血腫

除去術を施行した 60 歳代の男性である．リハビリ

テーション目的にて当院へ入院となる． 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき，本発表の趣旨・目的，

個人情報の取り扱いについて，本人および家族に説

明し，同意を得た． 

【初期評価（発症後 9週）】 

Brunnstrom Recovery Stage：両上肢・手指・下肢

Ⅵ．関節可動域検査：著明な制限なし．徒手筋力検

査：著明な低下なし．感覚検査：両大腿部の表在覚

軽度鈍麻．踵膝試験，向こう脛叩打試験：両側陽性

（右＞左）．Foot pat試験：両側陽性（右＜左）．躯

幹失調検査：ステージⅡ（左側と比較して右側へ体

幹が倒れやすい）．ロンベルグ徴候：陰性．Scale for 

the Assessment and Rating of Ataxia （ 以 下

SARA）：18/40点．10m歩行（杖無し歩行）：19.62

秒/27歩．Timed Up and Go test（以下 TUG）：右

回り 26.56秒，左回り 23.37秒． 

歩行観察（杖無し歩行）：中等度介助．左立脚中期か

ら後期にかけて，体幹右回旋，左股関節内転，骨盤

右下制が生じ，体幹が右傾斜することで右側へのふ

らつきが出現する．右立脚期にも同様の現象を認め

るが軽度であり，右と比較し左側へふらつく頻度お

よび程度は少ない． 

【問題点】 

 本症例の杖無し歩行は，左立脚期に体幹右回旋，

左股関節内転，骨盤右下制が生じ，体幹が右傾斜す

ることにより右側へふらつく頻度が高く，中等度介

助を要していた． 

 理学療法評価より，本症例は著明な運動麻痺，筋

力低下，関節可動域制限，感覚障害は認めず，両下

肢・体幹に失調症状を認めている．躯幹失調検査で

の骨盤操作時には，左側と比較すると右側へ体幹が

倒れやすく，右腹斜筋群の遠心性収縮・左腹斜筋群

の求心性収縮が協調的に行えていないと考えられた．

また，歩行時に体幹ベルトを使用することで，左立

脚期の体幹右回旋，左股関節内転，骨盤右下制は軽

減を認めた．米田らは，正常歩行時の立脚相では，

両側腹斜筋群および反対側腰背筋群の筋活動が増大

することにより体幹の安定化を図ると述べている．

しかし，本症例は体幹失調により，特に左立脚期に

両腹斜筋群が協調的に筋収縮できないことで，左立

脚期の体幹・骨盤の安定性が低下し，体幹右回旋，

左股関節内転，骨盤右下制が生じていると考えた． 

【治療アプローチ】 

座位および立位での重心移動練習，ステッピング

練習，膝立ち，四つ這い，歩行練習を実施した． 

【最終評価（発症後 12週）】※改善点のみ記載 

踵膝試験，向こう脛叩打試験，Foot pat試験：両側

陽性だが改善．躯幹失調検査：ステージⅠ（左右と

もに体幹の倒れやすさは軽減．左右差は残存）．

SARA：13.5/40点．10m歩行（杖無し歩行）：11.27

秒/21歩．TUG：右回り 20.19秒，左回り 18.59秒． 

歩行観察（杖無し歩行）：軽介助．左立脚中期から後

期に認めていた体幹右回旋，左股関節内転，骨盤右

下制は軽減し，体幹が右傾斜することによる右側へ

のふらつきが軽減した． 

【考察】 

今回，体幹失調による両腹斜筋群の協調性低下に

対してアプローチし，体幹失調の軽減および左立脚

期での右側へのふらつきの軽減を認めた．山田らは，

失調症における躯幹機能の低下に対し，躯幹の固定，

姿勢反応の促通により躯幹の安定性が得られること

で，下肢の協調・分離的な運動に繋がり安定した動

作が獲得できることを示唆している．本症例におい

ても，両腹斜筋群の協調性低下に対するアプローチ

後は，左立脚期での体幹右回旋，左股関節内転，骨

盤右下制は軽減した．これより，本症例では，左立

脚期に両腹斜筋群の協調的な筋活動が得られたこと

で，体幹・骨盤の安定性が向上し，それに伴い左股

関節の協調的な運動が得られやすくなり，歩行の安

定性向上に繋がったと考える． 



脳梗塞と変形性膝関節症を呈し、長下肢装具を使用

したことで歩行能力改善に至った一症例 

社会医療法人 中央会 尼崎中央病院  

○岡田司 森田航太郎 前田哲史 今村元紀 

【はじめに】 

アテローム血栓性脳梗塞(放線冠)による右片麻痺、

既往である右変形性膝関節症(以下膝 OA)による膝

関節痛により歩行能力が低下した症例を担当した。

装具療法により股・膝関節周囲の筋出力が増加した

ことで膝関節痛・歩行能力が改善したため報告する。 

【倫理的配慮】 

 ヘルシンキ宣言に基づき同意を得た。 

【症例紹介】 

80 歳代男性。X 年 Y 月右上肢麻痺の出現。アテロ

ーム血栓性脳梗塞と診断され Y月+1カ月で回復期リ

ハビリ病棟へ転棟し介入開始。病前 ADL自立。 

【初期評価：発症 15～24日】 

 Brunnstrom Recovery Stage(以下 BRS)下肢Ⅳ。疼痛

(以下 NRS)右膝関節内側部運動時 6/10。関節可動域(以

下 ROM)(右/左)膝関節伸展-5°/0°。粗大筋力検査(以

下 GMT)右下肢 2。10m歩行 39.44秒 41歩。Timed Up and 

GO Test(以下 TUG)44.34 秒。 Functional Balance 

Scale( 以 下 FBS)22/56 点 。 Stroke Impairment 

Assessment Set(以下 SIAS)54/76 点 項目：膝関節伸

展は足部の離床は可能、足関節背屈は前足部の離床は

可能。機能的自立度評価法(以下 FIM)90/126 点 減点

項目：移乗・移動。歩行(Q-cane 中等度介助)：右 IC

で踵接地なく、股関節外旋位で足底接地。LR～MSt で

体幹屈曲、右骨盤後方回旋する。膝関節の外側 Thrust

あり。MSt～TStで膝折れあり。 

【理学療法と経過】 

発症 25日目～：Gait solution designで歩行訓練。

右 IC で踵接地は得られず、右 MSt～TSt で膝折れ出

現。発症 42 日目～：KAFO で歩行訓練を開始。発症

56日目～：ICで踵接地みられたため AFOへ cut down。

しかし膝折れが残存。発症 63 日目～：semiKAFO で

歩行訓練再開。介入発症 70日目には膝関節痛・膝折

れ消失。病棟内 AFO装着下で T-cane歩行自立。 

【最終評価：発症 76～80日】 

 BRS 下肢Ⅴ。NRS 右膝関節内側部運動時 0/10。

ROM(右/左)膝関節伸展-5°/0°。MMT(右/左)股関節

伸展 2/5、膝関節伸展 4/5、足関節背屈 4/5、底屈 2+/4。

10m歩行 8.69秒 16歩。TUG 13.11 秒。FBS 40/56点。

SIAS 64/76点 項目：膝関節伸展は軽度のぎこちな

さを伴うが完全伸展可能、足関節背屈はぎこちなさ

を伴うが可能。FIM 119/126 点 減点項目：移動・

階段修正自立。歩行(AFO+T-cane)：右 ICで踵接地あ

り。股関節は軽度外旋位。LR～MSt 時の外側 Thrust

減少、膝折れなし。 

【考察】 

本症例の問題点として、皮質脊髄路の損傷による

随意性の低下と膝 OA による膝関節痛により、右下

肢の支持性の低下が挙げられる。発症 25 日目より

Gait solution design での歩行練習を行ったが、

ICで踵接地はなく、LR～Tstで外側 Thrustの出現、

MSt～TSt での膝折れを認め、右膝関節痛、右下肢

の支持性は改善されなかった。上記の現象に対し吉

尾は「股関節に主眼を置いた運動療法を目的に、膝

関節が動的なコントロールが出来ていなければ長

下肢装具による股関節と足関節の機能改善を徹底

する。」と述べている。また膝関節痛に対し木藤ら

は「OA に対する理学療法では、特に中殿筋や大殿

筋に注目することにより、外部膝関節内反モーメン

トが減少され疼痛軽減に繋がる」と述べている。こ

れらをふまえて今回倒立振り子の再建と右下肢へ

の荷重を促しながらの起立訓練を行った。倒立振り

子に必要な筋力は、大殿筋、前脛骨筋、下腿三頭筋

である。目的指向型、課題特異型に基づき神経再教

育を行うことで、動作時の筋出力を増加させること

が可能である。このことから、足部の rocker 

function を補助する GS 付き KAFO を用いて歩行訓

練を行った。MSt～TSt で股関節を伸展させること

で腸腰筋の伸張反射を誘発し、足関節が背屈するこ

とで下腿三頭筋の遠心性収縮を促した。このことか

ら筋出力が増加し MSt～TSt での膝折れが消失した

と考える。また GS付き KAFOを用いたことで足関節

底屈が制動され、IC～LR での前脛骨筋の遠心性収

縮を得ることが出来た。上記より倒立振り子が再建

され、股・膝関節周囲筋の筋出力増加により膝関節

痛が減少し、T-cane歩行自立に繋がったと考える。  



左肩バンカート損傷患者の背泳動作において肩甲上

腕関節と肩甲骨のアライメントに着目した症例 

西川整形外科リハビリクリニック 横峯秀昭 

【はじめに】左肩バンカート損傷後に背泳動作にて

疼痛を呈した症例に対して、肩甲上腕関節（以下 GH）

と肩甲骨のアライメントに着目して理学療法を行い、

疼痛改善がみられたので報告する。 

【倫理的配慮】本発表に際して趣旨を説明し、同意

を得た。 

【症例紹介】50歳代女性。飛び込み時、左肩関節に

外転・外旋ストレスが加わり受傷。その後、背泳時

に左肩関節に疼痛を訴え、背泳動作困難となり、受

傷６ヵ月後、当院を受診し、左肩バンカート損傷と

診断され、理学療法を開始した。 

【初期評価】（初診より 13 日後）MRI 所見は左肩バ

ンカート損傷と左肩甲下筋の上腕骨付着部周囲と結

節間溝部に水腫が見られた。ROM-T(右/左)は肩関節

屈曲 180°/160°、外転 180°/160°で左のみ shrug 

sign がみられた。2nd内旋 70°/70°で左 GH 前方に

最終域で疼痛が生じた。MMT(右/左)は菱形筋 4/4-、

僧帽筋中・下部 4/4-、肩甲下筋 4/3であった。整形

外科テストは Relocation test、Horizontal Flexion 

test、Speed testが左のみ陽性、Belly Press test

も左のみ陽性で疼痛が生じた。触診にて結節間溝に

圧痛がみられた。僧帽筋上部線維に筋スパズムが、

小胸筋・後方関節包にタイトネスがみられた。立位

姿勢では左肩甲骨外転・挙上、左上腕骨頭前方偏位

（Forward Humeral Head：以下 FHH）を呈していた。

陸上での背泳動作観察では、左上肢のエントリーか

らキャッチの局面（以下フェーズ①）で左肩関節は

屈曲 160°と不十分で側方・水平伸展方向への運動

となっていた。左肩甲骨は外転・挙上し、FHH を呈し、

左 GHの過角形成がみられた。左上肢のキャッチから

プルの局面（以下フェーズ②）においても左肩甲骨

は外転・挙上し、FHHを呈し、左 GHの過角形成がみ

られ、左 GH前方に疼痛が生じた。肩甲骨内転・後傾

を徒手誘導し上腕骨頭求心位を保たせながらフェー

ズ①から②の動作を行ったところ、疼痛なく動作す

ることができた。 

【統合と解釈】適切な背泳動作は、フェーズ①では

肩関節が 180°屈曲後、内転し、肩甲骨は内転・後傾

し、上腕骨頭は求心位を保つ。フェーズ②でも上腕

骨頭は求心位を保ちながら肩関節が内旋していく。 

本症例は、フェーズ①で、小胸筋のタイトネスや

僧帽筋上部線維の筋スパズム、僧帽筋中・下部、菱

形筋の筋力低下により肩甲骨の内転・後傾が制限さ

れたと考えた。また、後方関節包のタイトネスが上

腕骨頭の後方への軸回旋と下方滑りを制限し、FHH

を呈し過角形成となっていたと考えた。フェーズ②

では、肩甲骨の不良アライメントに加えて、GHの前

方不安定性と肩甲下筋の筋力低下により上腕骨頭は

求心位を保つことができず、左 GH前方の疼痛が出現

したと考えた。 

【治療アプローチ】後方関節包・小胸筋のストレッ

チ、僧帽筋上部線維のダイレクトマッサージ、腹臥

位での僧帽筋中・下部および菱形筋の筋力強化、チ

ューブを用いた肩甲下筋の筋力強化、立位で肩甲骨

内転・後傾を徒手誘導し上腕骨頭求心位を保ちなが

らフェーズ①から②の動作を反復練習した（自動介

助運動→自動運動）。 

【最終評価】（初期評価より 45 日後）ROM-T(右/左)

は肩関節屈曲 180°/180°、外転 180°/170°、2nd内

旋最終域での疼痛は消失した。 MMT(右/左)は菱形筋

4/4、僧帽筋中・下部 4/4、肩甲下筋 4/4、整形外科

テストは全て陰性となり、結節間溝の圧痛、僧帽筋

上部線維の筋スパズム、小胸筋・後方関節包のタイ

トネスは消失した。立位姿勢での左肩甲骨外転・挙

上、左 FHHは改善した。陸上での背泳動作観察では、

フェーズ①で肩甲骨内転・後傾がみられ、FHHは消失

し、フェーズ②での左 GH前方の疼痛は消失した。 

【考察】アプローチにより肩甲骨アライメントと

FHH が改善し、フェーズ①の過角形成が改善したと

考えられる。また肩甲骨のアライメントと FHH の改

善に加え肩甲下筋の筋力が改善したことによりフェ

ーズ②での GH 前方の疼痛は消失したと考えられる。 

今後は、水中での背泳動作の獲得を目指して理学

療法を継続する必要があると考えている。 

【まとめ】本症例を通じて、動作の特徴を理解して

必要な身体機能に着目し介入することが重要である

と感じた。 



 
 

左立脚後期でのふらつきに着目し課題指向型トレーニングを行った一症例 

はくほう会セントラル病院リハビリテーション部 〇大平括人 井階清矢 和田莉奈 村井田弓恵

はじめに 今回，左人工膝関節全置換術を施行し

た患者様を担当した．T 字杖歩行時における左立

脚後期の右側方へのふらつきに着目し理学療法を

行ったので報告する． 

症例提示【年齢】80 代後半【性別】女性【診断名】

左人工膝関節全置換術後【既往歴】左変形性膝関

節症，右人工骨頭置換術後【現病歴】両変形性膝

関節症にて X 年 Y 月 Z 日に A 病院で左人工膝関節

全置換術を施行し，Z 日+15 日に当院入院． 

【HOPE】杖で歩けるようになりたい【Need】杖歩

行の自立【術前 ADL】屋外シルバーカー歩行，屋

内 T 字杖歩行自立 

倫理的配慮 発表を行うにあたりヘルシンキ宣

言に基づき，主旨を口頭で説明し同意を得た． 

初期評価（入院 3 週目）  

【関節可動域（R/L）】股関節伸展-5°/-5°（他動），

膝関節伸展-10°/-10°（自動）， 0°/-5°P（他動）

【徒手筋力検査（R/L）】股関節伸展・外転 2/2，

膝関節伸展 4/3【Femoro Tibial Angle（R/L）】 

背臥位：165°/170°，安静立位：160°/170°

【Functional Balance Scale：FBS】：33/56 点 

【歩行観察（軽介助）】右上肢で T 字杖を把持し，

2 動作前型歩行である．開始肢位は体幹前傾・右

側屈，骨盤後傾・右下制，両股関節屈曲・内転（右

>左），右股関節内旋位，右膝関節屈曲位となる．

左初期接地は足底接地となり，左荷重応答期で下

腿が前傾せず，体幹が前傾・右側屈する．左立脚

中期では体幹前傾・右側屈，骨盤右下制，左股関

節内転が増大し，左立脚後期にて右側方へふらつ

き，右初期接地が性急になる．また，右荷重応答

期では下腿が前傾し右荷重応答期から右立脚中期

にかけて右膝関節伸展するとともに右股関節内旋

が軽減し右立脚期でのふらつきは自制内である． 

病態解釈 左立脚中期で体幹前傾・右側屈，骨盤

右下制，左股関節内転が増大し，左立脚後期にて

右側方へのふらつきを認める．原因として左中殿

筋，左大殿筋の筋力低下と考えた． 

 

治療プログラム Open Kinetic Chain での左中殿

筋の筋力向上練習に加え，Close Kinetic Chain(以

下 CKC)でのステップ練習を実施した．ステップ練

習の環境設定として右上肢で平行棒を把持し，体

幹側屈を制動した状態で骨盤を正中位に誘導しな

がら行った． 

最終評価（入院 5 週目）※改善点のみ記載 

【関節可動域（R/L）】膝関節伸展-10/-5（自動），  

0/0（他動）【徒手筋力検査（R/L）】股関節外転 3/3，

膝関節伸展 4/4【10m 歩行】T 字杖 20.03 秒，33

歩【歩行観察（見守り）】開始肢位での体幹前傾，

骨盤後傾・右下制，両股関節屈曲・内転（右>左），

右股関節内旋位，右膝関節屈曲位は軽減した．左

荷重応答期で下腿が軽度前傾し，体幹の前傾・右

側屈が軽減する．左立脚中期では体幹前傾・右側

屈，骨盤右下制，左股関節内転が軽減し，左立脚

後期での左股関節伸展が出現し，右側方へのふら

つきと右初期接地の性急さが消失した．  

考察 本症例は左中殿筋，左大殿筋の筋力低下に

より左立脚中期で体幹前傾，右側屈，骨盤右下制，

左股関節内転し，左立脚後期にて右側方へのふら

つきが生じていると考えた．岡西はステップ練習

などの課題指向型トレーニングが抵抗運動と比較

して筋力向上に有効性があると述べている．また，

市橋らは股関節外転筋が，実際に荷重した状態で

働くことが多いため CKC での運動は有効だと報告

している．今回，左中殿筋，左大殿筋の筋力向上

を目的に課題指向型トレーニングと CKC を組み合

わせたステップ練習を実施した．その結果，左中

殿筋の筋力向上に伴い，左立脚後期での右側方へ

のふらつきが消失し，T 字杖歩行が見守りになっ

たと考える． 

 

 

 

 

 

 



左上腕骨近位端粉砕骨折を受傷し治療に難渋した症例～左上肢挙上動作改善に向けて～ 

青木外科整形外科 滝野将大 平岡毅士 松岡秀和       

【はじめに】左上腕骨近位端粉砕骨折術後

症例を担当した。術後早期から安全面を考

慮し、作業動作能力向上に向け、肩関節挙上

動作改善を主な目的に治療を行った。しか

し、徐々に挙上動作は改善が見られるもの

の、左肩関節挙上、前方突出、体幹左回旋の

代償動作は残存していた。そのため、肩甲

骨・鎖骨・脊柱の動きにおいても着目し肩関

節屈曲初動動作における治療を行い、わず

かな改善が見られたことをここに報告する。

なお、ヘルシンキ宣言に則り、症例の同意を

得た上で治療を行った。 

【症例紹介】60歳代女性。疾患：左上腕骨

近位端粉砕骨折 術式：ORIF 髄内釘固定 

Ｘ-Pより Fx siteは 4parts 

職業:会社事務 

【現病歴】自転車にて走行中に人を避ける

ようにして転倒し、手術目的で入院となる。

翌日より理学療法開始、術後２週で退院と

なる。退院後は週 3 日当院外来にて継続的

に通院となる。 

【初期評価 術後 4ヶ月】ROM-T（Ltのみ

記載）:肩関節屈曲 90°肩関節外転 85°肩

関節内転 30°肩関節外旋 20°肩関節内旋

30°MMT:肩関節屈曲筋 2 肩関節外転筋 2

肩関節内転筋 2 肩関節内旋筋 2 肩関節外旋

筋 2。肩甲骨内転筋 2 肩甲骨外転筋 3 左肩

関節屈曲での動作時痛 NRS3/10 姿勢アラ

イメントは座位にて、頸部はやや右側屈、左

肩関節挙上・前方突出していた。左肩関節屈

曲動作は左肩関節の前方突出を伴い、左肩

関節挙上、肩甲骨内転、左肘関節軽度屈曲、

体幹左回旋にて行っていた。 

【問題点及び理学療法プログラム】 

左肩甲骨の内転筋筋力低下の問題を改善す

るため、パピー肢位での肩甲骨内外転運動、

セラバンドを用いての回旋筋腱板の筋力増

強運動を実施した。 

【最終評価 術後６ヵ月】ROM-T（Ltのみ

記載）:肩関節屈曲 115°肩関節外転 90°肩

関節内転 30°肩関節外旋 35°肩関節内旋

45°MMT:肩関節屈曲筋 4 肩関節外転筋 4

肩関節内転筋 4 肩関節内旋筋 3 肩関節外旋

筋 3。姿勢アライメントは座位にて頸部の

右側屈は消え、左肩関節挙上・前方突出は軽

減していた。左肩関節屈曲、外転運動時に左

上腕近位部にNRS3/10の痛みがあった。左

肩関節屈曲動作は左肩関節の前方突出、左

肩関節挙上は軽減、左肘関節軽度屈曲、体幹

左回旋は残存していた。 

【考察】初期評価にて左肩関節屈曲動作は

左肩関節前方突出、左肩甲骨挙上、左肩甲骨

内転、左肘関節軽度屈曲、体幹左回旋にて行

っていた。前方突出、挙上は正常の肩関節挙

上動作から肩甲骨内転筋筋力低下による肩

関節屈曲初動動作不全、左回旋筋腱板（特に

棘上筋）の筋力低下により肩甲上腕関節に

おける動的安定性は破綻していると考え、

パピー肢位を用いた肩甲骨内外転運動での

筋力増強運動による肩甲骨の可動域改善、

左回旋筋腱板の等尺性収縮による筋力増強

運動を実施した。最終評価時では左肘関節

軽度屈曲、体幹右回旋の代償は残存してい

たが、治療により左肩関節挙上動作での左

肩甲骨の筋力改善、固定性向上とともに前

方突出・挙上の代償は軽減、可動域の改善も

みられ、事務作業での左上肢拳上動作能力

が改善された。 



「右足部痛の軽減により杖なし歩行が自立した症例について」 

はくほう会セントラル病院 リハビリテーション部 岡本歩 森川裕喜 山本哲 

【はじめに】 

 右足関節骨折の症例に対し、杖なし歩行時におけ

る右足部痛の軽減を目的に理学療法を実施した。 

【症例紹介】 

 30代女性。自宅で転倒し、右内果および外果骨折

と診断され、観血的骨接合術を施行された。主訴は

「安全に歩けるようになって家に帰りたい」である。  

術後は、1-4週目ギプス固定、5-6週目オルソグラ

ス固定(足関節自動運動を開始)で 6 週間免荷。7 週

目より 1/4 荷重開始し、1 週毎に 1/3、1/2、2/3 荷

重、11週目より全荷重開始となった。 

【倫理的配慮】 

 ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、本

発表の趣旨を説明し、同意を頂いた。 

【初期評価（術後 11週目）】 

 [関節可動域検査]足関節背屈：右 15°、左 20° [徒

手筋力検査(以下 MMT)]足関節背屈：右 5、左 5 底

屈：右 2、左 5 足趾屈曲：右 5、左 5  伸展：右 5、

左 5 [Numerical Rating Scale(以下 NRS)]杖なし

歩行での右 Initial Contact(以下 IC)から Terminal 

Stance(以下 TSt)にかけて右下伸筋支帯中央部に 4

の疼痛を認めた。※しゃがみこみ時においても同様

の疼痛あり。 [10ｍ歩行(杖なし)]11.17秒(歩数：

15) [歩行観察：杖なし]右 Mid Stance(以下 MSt)か

ら TStにかけて股関節伸展が乏しい。 

【統合と解釈】 

 現在の ADL は T 字杖歩行自立である。杖なし歩行

では右足部に疼痛が出現するため自立困難である。        

右 ICから TStにかけて右下伸筋支帯中央部(NRS：

4)に疼痛を認めた。右下伸筋支帯中央部における疼

痛に関して、右下伸筋支帯と長趾伸筋腱や長母指伸

筋腱での滑走性へのアプローチにより、即時的では

あるが NRS：2に軽減したことから、組織間での滑走

性低下が疼痛に関与していると考えられた。また、

自動・他動での足関節背屈では距骨の後方への滑り

は乏しいが、疼痛は生じなかった。しかし、しゃが

み込み動作では右足関節背屈角度の増加に伴い右下

伸筋支帯中央部に疼痛が生じた。このことから、右

下伸筋支帯の柔軟性低下や距骨の可動性低下によっ

て右足関節前方インピンジメントによる疼痛が生じ

ていたと考える。 

よって右足関節前方インピンジメントの防止によ

り右足部痛を軽減することで、杖なし歩行の獲得を

図る。 

【問題点の抽出】 

右下伸筋支帯と足趾伸筋腱間の滑走性低下、距骨の

可動性低下 

【治療アプローチ】 

右足関節前方組織の滑走性へのアプローチや距骨

のモビライゼーション、ストレッチ、筋力トレーニ

ング、ステップ練習、歩行練習を行った。右足関節

前方組織の滑走性へのアプローチは、右下伸筋支帯

を圧迫し下腿長軸方向へのスライドを反復して行っ

た。その後、圧迫した状態で長趾伸筋や長母趾伸筋

の自動運動を繰り返し行った。また、右足関節背屈

時に距骨の後方への滑りこみを徒手的に誘導した。 

【最終評価（術後 12週目）】※変化点のみ 

[MMT]右足関節底屈：3  [NRS]杖なし歩行での右 IC

から TSt にかけての右下伸筋支帯中央部の疼痛は 0

になった。※しゃがみこみ時の疼痛も消失 [10m 歩

行(杖なし)]9.4秒(歩数：14) [歩行観察：杖なし]

右 MSt から TSt にかけての股関節伸展が増加し、歩

幅が拡大した。 

【考察】 

初期評価時は杖なし歩行にて疼痛が出現し自立困

難であったため、疼痛軽減を目的にリハビリ介入を

行った結果、杖なし歩行が自立した。右足関節前方

インピンジメントによる疼痛に対し、右足関節前面

組織間の滑走性へのアプローチや距骨のモビライゼ

ーションを実施したことで、最終評価では NRS：0に

軽減した。このことから、右下伸筋支帯と軟部組織

間での滑走性や距骨の可動性を確保したことで右足

関節前方インピンジメントが防止され、疼痛が軽減

したと考える。これらの疼痛へのアプローチにより、

右足部痛が消失したことで杖なし歩行が自立し、且

つ歩幅も拡大したと考える。 



左中殿筋の筋力向上により，歩行能力が向上した一症例 

はくほう会セントラル病院 リハビリテーション部 ○寺田和優 清水晃司 中束佳子 鈴木香 

 

【はじめに】 

今回，左大腿骨転子部骨折に対してγネイル法を施

行した患者様を担当し，杖無し歩行の獲得に向け介

入したため報告する． 

【症例紹介】 

施設内にて杖無し歩行時に敷居に引っ掛かり転倒

された 90歳代の女性である．他院にてγネイル法を

施行し，2 ヶ月後に当院へ入院された．術前は掃除

と洗濯以外は自立しており，本人の希望は「転けな

いように歩きたい」である． 

【倫理的配慮】 

本発表の趣旨・目的をヘルシンキ宣言に基づき，十

分に説明し，口頭にて同意を得た上で実施した． 

【初期評価：術後 8週目】 

関節可動域検査（右/左）：股関節伸展 5°/5°，外

転 40°/40°，内転 20°/15°．徒手筋力検査（右/

左）：股関節伸展 4/3，外転 4/2．Berg Balance Scale       

(以下 BBS)：38/56 点．10ｍ歩行(杖無し歩行)：34.3

秒/35 歩．Timed up and go test(以下 TUG)(歩行器

歩行)：右回り 47.1 秒/左回り 44.2秒． Functional 

Independent Measure(以下 FIM)：82/126 点．Mini 

Mental State Examination(以下 MMSE)：21/30 点．

病棟 ADL：起居・移乗は見守り，病棟内の移動は歩

行器歩行見守り，自室内は伝い歩き見守り． 

歩行観察（杖無し歩行）：全歩行周期を通して，円

背姿勢であるが，視線は前方を向いている．左立脚

初期～中期にかけて股関節軽度外転位のまま，体幹

左側屈・骨盤右挙上が生じデュシャンヌ様の歩行を

呈する．その際，左立脚側への骨盤側方移動は乏し

く左立脚後期は短縮し，右下肢が性急な接地となり，

右側にふらつくため軽介助が必要となる． 

【統合と解釈】 

術前は施設内を杖で歩行するように指導されてい

たが，杖を使用せずに歩行し転倒された．認知機能

の低下から今後も杖を使用せずに歩行する可能性が

あると考え，杖無し歩行の獲得を目指した．本症例

においては，左中殿筋の筋力低下により，デュシャ

ンヌ様の歩行となっていた．その際，骨盤の側方移

動が乏しく，右下肢の接地が性急となり，右側への

ふらつきを認めていた．その為，ふらつきの原因は

中殿筋の筋力低下であると考えた． 

【治療アプローチ】 

中殿筋の筋力低下に対して，ベッド上での筋力増強

練習を行った．また，ステップ練習や歩行練習では，

左立脚側への骨盤側方移動が行えるように徒手的に

誘導しながら行った． 

【最終評価：術後 13週目】※改善点のみ記載 

徒手筋力検査：左股関節伸展 4，外転 4．BBS：47/56

点．10ｍ歩行(杖無し歩行)：16.0 秒/31 歩．TUG(杖

無し歩行)：右回り 17.0 秒，左回り 17.6 秒． 

FIM:105/126 点．MMSE：25/30 点．病棟 ADL：起居・

移乗は自立，病棟内の移動は杖歩行自立，自室内は

伝い歩き自立． 

歩行観察（杖無し歩行）：左立脚初期～中期で左側

への骨盤側方移動は得られ，左股関節軽度内転位と

なり，デュシャンヌ様の歩行は消失した．左立脚後

期の延長を認めたことで，右下肢の性急な接地やふ

らつきは軽減した．  

【考察】 

今回，杖無し歩行の獲得を目指し，中殿筋に対す

るアプローチを行った．その結果，左中殿筋の筋力

が向上したことで，杖歩行は獲得できた．しかし，

目標としていた杖無し歩行の獲得に至らなかった．

その要因として，日常生活動作を想定した応用的な

バランスの要素を含んだトレーニングを十分に行う

事が出来ていなかったことが考えられる．この経験

を通して，理学療法評価からだけではなく病棟内の

動作を想定した練習を行う必要性を学ぶことが出来

た． 



左大腿骨癒合不全がある下腿切断患者に対して坐

骨支持型下腿義足を作成した一症例 

     関西労災病院  ○徳山健 泉谷知哉 

【はじめに】 

 今回、左大腿骨癒合不全がある下腿切断患者に対

して、義足作成まで行ったが、屋内松葉杖歩行の獲

得に難渋したためここに報告する。 

【症例紹介】 

 80 代女性。既往歴：左 TKA(14 年前)、左 BHA(10

年前)。平成 X 年 Y 月に自宅玄関で転倒し、左人工

骨頭ステム周囲骨折を受傷。Y+5 ヵ月に再度左人工

骨頭ステム周囲骨折を受傷し、Y+6 ヵ月に左大腿骨

観血的整復固定術に加えて短縮骨切、腓骨移植術を

施行。その後、中足骨以遠に黒色変化が出現し、急

性下肢虚血と診断され Y+8 ヵ月に下腿切断術施行。

術翌日より理学療法を開始し、Y+11 ヵ月に義足作成。

左大腿骨骨折部は癒合不全があり、部分免荷が必要。

また、本症例は次男と同居しているが、仕事のため

日中独居であり、一人でいる際には屋内歩行が必要。 

【倫理的配慮】症例には、ヘルシンキ宣言に基づき

本発表の旨を説明し同意を得た。 

【初期評価（Y+11ヵ月）】※義足作成後 

 MMT（右/左）：股屈曲 4/3、股伸展 4/3、股外転 3/2、

体幹屈曲 2、体幹回旋 2/2、歩行能力：TUG（松葉杖）:1

分 45 秒、10m 歩行（松葉杖）：43.9秒、荷重検査（右

/左）：（25kg/15kg）、歩行観察：松葉杖を使用し、

膝継手伸展ロック、揃え型の３動作・見守り歩行で

ある。義足側では立脚中期以降に前足部に荷重がで

きていなかった。また時折、義足側が前方へ位置す

る後ろ型歩行を呈していた。その際に、後方不安定

性が生じていた。 

【治療プログラム】 

 股関節周囲筋筋力低下に対して、骨折部に負担が

かからないように自動運動を実施。荷重練習では体

重計を使用し、また、義足足部の位置関係を視覚で

確認できるよう鏡を用いて行った。ステップ練習で

は、義足の前足部が接地するように重心移動を促し、

義足より健側が前方へ接地するように指示した。 

【最終評価（Y＋13 ヶ月）】※義足作成後 

 MMT（右/左）：股屈曲 4/3、股伸展 4/4、外転 4/3、

体幹屈曲 3、体幹回旋 3/3、歩行能力：TUG（松葉

杖）:47.6秒、10m歩行（松葉杖）：37.6秒、荷重検

査（右/左）：（20kg/20kg）、歩行観察：松葉杖を使

用し、膝継手伸展ロック、前型の３動作・見守り歩

行である。義足側の立脚中期から後期にかけては股

関節伸展も見られ、遊脚期に移行していた。初期評

価時にみられた後方不安定性は改善した。 

【考察】 

本症例の Hope は自宅退院のため、最低限屋内歩

行が必要だと考えた。また、下腿切断に対して、下

腿義足を作成するのが一般的であるが、本症例は大

腿骨癒合不全があり、骨折部の部分免荷が必要であ

った。そのため、坐骨で体重を支持し、骨折部を部

分免荷できる坐骨支持型下腿義足での屋内松葉杖

歩行の獲得を長期目標とした。坐骨支持型下腿義足

の体重支持機構は主に坐骨と大腿部であり、骨折部

への荷重は 1/2 程度を想定し作成した。義足歩行で

問題点となったのは、歩行時の後方不安定性である。

この現象は義足側の荷重不足、股伸展筋力低下が関

与していると考えた。そのため、荷重練習では視覚

フィードバックや運動学習を用いて行うことで、義

足側への荷重が可能となり円滑に前方への重心動

が行え、前型歩行が可能となったと考える。また、

股伸展筋の筋力強化を行うことで、坐骨部での支持

性が向上し、義足側の立脚期が延長したことも要因

の一つであると考える。村上らは下腿切断者の歩行

において立脚後期に義足側の大殿筋の最大ピー

クを認めたと報告している。本症例においても大

殿筋の筋力が増強したことで、義足側の立脚期が

延長され、歩容が改善し、TUGや 10m歩行速度に

おいて改善が見られたと考える。従って、本症例

は屋内松葉杖歩行の能力が向上したと考える。し

かし、退院時まで義足着脱には時間を要していた。

口頭指示だけでなく、義足装着のパンフレットを

用意したが、退院直前であったため、着脱時間に

改善は見られなかった。早期からパンフレットを

導入することで着脱時間が短縮され、自宅での実

用的な義足着脱が可能になったのではないかと

考える。 



THA 施行後、安楽立位姿勢に着目し立位保持時間

延長に繋がった一症例 

合志病院 リハビリテーション科 

小林愛梨 若宮早央志 浜守太 

【はじめに】リウマチ性変形性関節症に対して人

工股関節全置換術(以下 THA)を施行後、立位保

持時間に着目しアプローチを行った結果、改善が

みられたのでここに報告する。 

【症例紹介】20 年程前より関節リウマチの診断を

受けていた 50 歳代女性。右股関節･左足部変形あ

り、股関節痛が増強したため今回右 THA(DAA)を

施行された。既往歴は腰椎すべり症術後、右人工

膝関節全置換術後。入院前 ADL は屋内伝い歩き

または T 字杖歩行自立であった。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、対象者

に対して本発表の目的と内容を説明し同意を得た。 

【初期評価】術後 1～5 日目。臍窩長右 88.5cm左

87cm。関節可動域測定(以下 ROM)右股関節伸展 

-30°、足関節背屈右 0°左-5°、底屈右 25°左

5°。徒手筋力検査(以下 MMT)右股関節周囲筋 2。

Functional Reach Test(以下 FRT)右 16cm 左

19cm。立位荷重比右 25 ㎏左 40 ㎏。最大荷重量

右 35 ㎏左 50 ㎏。立位保持時間 22.8 秒。立位姿

勢は頭部前方突出、胸椎右側屈･後弯、骨盤右回旋･

左下制、右股関節屈曲･外旋、右膝関節軽度屈曲位

であり、踵接地困難であった。歩行は歩行器歩行

自立であった。 

【中間評価】術後 17 日目。ROM 右股関節内転

5°伸展-10°。MMT 右股関節周囲筋 3～4。FRT

右 18.5cm左 23cm。立位荷重比右 31㎏左 34㎏。

最大荷重量右 45 ㎏左 50 ㎏。立位保持時間 47.3

秒。歩行は屋外 T 字杖歩行自立となり自宅退院と

なった。しかし退院後、洗濯物干し等の家事動作

において、立位保持時間の短縮が問題となったた

め、問題点の再考を行い、治療アプローチを追加

した。立位姿勢は右股関節屈曲･外旋位は軽減し、

踵接地可能となったが体幹のアライメントに大き

な変化はみられなかった。立位保持時間延長を図

るためには、休足を随時左右に交代させる必要が

あると考えた。右重心での立位姿勢は、頭部･体幹

右回旋、骨盤右回旋・右下制、下肢の股関節外転･

外旋位で安楽立位姿勢をとることが困難であった。

原因として、脊柱可動性低下・腸脛靭帯の柔軟性

低下によるアライメント不良と身体図式の誤認識

を考えた。右重心での安楽立位姿勢獲得を図るた

め、徒手でのリラクゼーションにて過剰な筋緊張

を取り除き、バランスボールを使用して伸張性を

獲得した後、身体図式の再教育を目的に、10cm 台

を使用し模擬的に安楽立位姿勢をとり、姿勢鏡を

用いて視覚的にフィードバックを実施した。 

【最終評価】術後 43 日目。退院後は外来にて週 1

回理学療法を実施。ROM 右股関節内転 5°伸展 

-5°。MMT 右股関節周囲筋 4。FRT 右 22cm 左

27cm。立位荷重比右 32 ㎏左 33 ㎏。最大荷重量

右 50 ㎏左 55 ㎏。立位保持時間 102 秒。立位姿勢

に軽度改善がみられ、右重心での安楽立位姿勢も、

頭部･体幹右回旋、骨盤右回旋・右下制、右股関節

外転･外旋位が軽減し、立位保持時間が延長した。 

【考察】快適で長続きする自然な立位姿勢の保持

には、安定性･非対称性･交代性の 3 つの要素が関

与している。本症例では右重心での安楽立位姿勢

が困難であったため、交代性の要素が不足し、筋

疲労が増大していた。右重心での安楽立位姿勢獲

得のため、まず腰部筋の過剰な筋緊張を取り除き、

腸脛靭帯の柔軟性低下に対して大腿筋膜張筋の伸

張性を獲得することで、体幹･骨盤周囲の柔軟性を

獲得することができた。次に、腰椎すべり症や関

節リウマチによる長期のアライメント不良と術後

アライメント変化による身体図式の誤認識に対し

て再教育を図る必要があった。谷村らは台のせ立

位は台の高さが 10～20cm のとき軸足荷重量は

83～84％であり、台に乗せた下肢を免荷･休憩さ

せる立位を保持しているといえると述べている。

模擬的に安楽立位姿勢をとり姿勢鏡を用いること

で、固有感覚と視覚の双方からフィードバックを

行い、身体図式の再教育を図ることができたと考

えた。これらにより右重心での安楽立位姿勢保持

が可能となり立位保持時間が延長したことで、家

事の遂行能力が向上し、日常生活での活動範囲の

拡大に繋がった。 



足部クリアランス低下が歩行の安定性を低下させた右大腿骨人工骨頭置換術々後の一症例 

亀井整形外科 石岡賢 岡林良 

【はじめに】今回、脳梗塞の既往があり、右大腿骨

頸部骨折により人工骨頭置換術を施行された症例を

担当した。本症例は頻回に躓くことによる転倒を繰

り返していた。足部クリアランスの低下に着目し、

アプローチを行った結果、足部クリアランスの増大

を認めたため、ここに報告する。 

【症例紹介】70歳代女性。平成 X年 Y月 Z日、自

宅玄関にて転倒した。その後、A病院に緊急搬送さ

れ、右大腿骨頸部骨折の診断を受けた。受傷から7

日後に人工骨頭置換術を施行し、翌日よりリハビリ

開始となった。手術から22日後に、自宅復帰を目

標に B 病院の回復期病棟に転院した。転院3ヶ月後、

病棟内の ADL動作が自立し、歩行動作は、日中独

歩、夜間 T字杖歩行自立となり、自宅復帰となっ

た。退院後、股関節の疼痛が残存していたため、当

院にて外来リハビリを開始した。股関節に対しての

アプローチの結果、関節可動域や筋力の改善により

疼痛の消失が認められたが、屋外歩行にて頻回の躓

きがあったため、屋外歩行の安全性の向上に目標を

変更し、再評価を開始した。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、本発表の

目的と内容を説明し同意を得た。 

【初期評価：介入1週目（術後7カ月）】関節可動域

(以下 ROM右/左)は、足関節背屈5°/10°、足趾

PIP関節（以下 PIP関節）伸展-10°/-5°である。

Brunnstrom Stageは上肢Ⅵ、手指Ⅵ、下肢Ⅳであ

る。右足関節底屈筋群、右母趾および足趾屈曲筋群

に筋緊張亢進がみられる。歩容は、右立脚中期で膝

関節が完全伸展しないまま、右立脚後期へと移行す

る。右立脚後期では踵離地が生じるが、右 PIP関

節伸展は少なく、右遊脚期に移行する。右遊脚期で

は足部クリアランスが低下している。 

【理学療法および経過】介入初期は、右足関節背屈

筋群に対して筋出力の改善を図ったが、著明な変化

が無く問題点を再考した。テーピングにて右 PIP

関節伸展位、右足関節背屈位固定を行ったところ、

右立脚後期での右 PIP 関節伸展の増大がみられた。

その後、踵離地が早まり、右 PIP関節伸展の増大

に伴い、右立脚後期の延長がみられた。また、右立

脚後期から右遊脚初期にかけて右足関節背屈の増大

が認められた。結果、右足部クリアランスの増大が

認められた。このことから、右足関節底屈筋群、右

足趾屈筋群に対し徒手にて筋緊張の抑制及び随意運

動の促進を行い、歩行時の前足部機能に着目した治

療を展開した。 

【最終評価：介入4週目（術後8カ月）】ROM足関

節背屈10°/10°、PIP関節伸展-5°/0°と可動域

の改善が認められた。歩容は、右踵離地が早まり、

右立脚後期の延長がみられた。右立脚後期での右

PIP関節伸展、右足関節背屈の増大がみられ、続く

右立脚後期から右遊脚初期にかけて右足関節底屈と

右膝関節屈曲が同時に出現しており、右足部クリア

ランスの増大が認められた。 

【考察】本症例は、右足関節背屈可動域制限と右足

趾伸展可動域制限により、足部クリアランスが低下

していると考えた。先行文献等によると、足部クリ

アランスには、前遊脚期が重要な役割を果たすとさ

れ、フォアフットロッカーの作用により、脛骨が前

方に移動し、結果的に足関節底屈と膝関節屈曲が同

時に起こるとされている。そこで、テーピングによ

り右 PIP関節伸展位、右足関節背屈位を作ったと

ころ、右立脚後期での右 PIP関節伸展、右足関節

背屈の増大がみられた。続く右立脚後期から右遊脚

初期にて足関節底屈と膝関節屈曲が同時に出現して

おり、足部クリアランスの増大が認められた。これ

は、右 PIP関節伸展、右足関節背屈が作られたこ

とで立脚後期での前足部への荷重が促され、右立脚

後期が延長した結果、フォアフットロッカー機能で

の重心の前方移動が効率的になり、足部クリアラン

スが増大したと考えた。そこで、右足関節背屈可動

域制限、右足趾伸展可動域制限に対する徒手療法を

行った。その結果、テーピング固定時に認めた右立

脚後期の延長がみられ、足部クリアランスが改善し

た。これらのことから、本症例においては足関節背

屈及び足趾伸展制限が足部クリアランスの低下に影

響していたと考えた。 



肩甲帯と体幹アライメントに着目しブロック

動作時の肩関節痛と不安定性が改善した症例  

西川整形外科リハビリクリニック 井川真衣 

【はじめに】肩関節の不安定性を呈した症例の

肩甲帯と体幹アライメントに着目した理学療

法を行い、競技復帰に至った症例を経験したの

で報告する。 

【倫理的配慮】本発表の趣旨を十分に説明し、

同意を得た。 

【症例紹介】14歳女性、バレー部、スパイカー。

競技中に転倒し肩の痛みが生じたため来院。左

肩関節亜脱臼、SLAP 損傷、関節唇損傷と診断

された。安静の後、受傷後 14日リハビリ開始。 

【主訴・ゴール】主訴はブロック動作時の疼痛

と再脱臼への不安感であり、ゴールは再脱臼の

不安感なく競技復帰することである。 

【初期評価（受傷後 14 日）】肩関節可動域(以

下 ROM)は左肩屈曲 160°p、外転 160°p、2nd

内旋 60°p、肩 2nd 外旋 80°p であった。徒手

筋力検査（以下 MMT 右/左）で肩甲骨上方回

旋・外転 4/4-、肩外旋 4/4-・肩内旋 5/4 であっ

た。Special test は、Sulcus sign は左右ともに

陽性、肩関節不安定性テスト（Apprehension 

test, Load and shift test）は左のみ陽性、

Combined Abduction Test( 以 下 CAT) ・

Horizontal Flexion Test(以下 HFT)も左のみ陽

性であった。また、全身の弛緩性テスト（Carter

の 5徴）も陽性であった。触診では小円筋、棘

下筋に tightness がみられた。体幹機能の評価

であるサイドブリッジテストでは右陽性であ

った。姿勢評価では、前額面で左肩甲骨外転位・

胸椎左側弯、矢状面で胸椎の後弯の増大・骨盤

後傾・上腕骨頭前方偏位がみられた。ブロック

動作を再現すると、ボールを壁に押さえつけた

際に、左肩上方に疼痛が出現した。(NRS=4/10)。

その際、体幹の右側屈と左肩甲骨の上方回旋が

増大していた。 

【統合と解釈】本症例はもともと関節弛緩性を

有しており、更に外傷によって肩甲上腕関節の

不安定性が生じていた。また、腱板の筋力低下

と肩関節後方組織の tightness により上腕骨頭

前方偏位が生じ、その結果肩甲上腕関節の不安

定性が増強していると考えた。それらに加え、

体幹と肩甲帯の不良アライメントや右体幹筋

群の筋力低下により、ブロック動作時の体幹及

び肩甲帯の安定性低下が生じ、ブロック動作時

の不安感に繋がっていると考えた。これらの問

題点に対し以下の治療プログラムを実施した。 

【治療プログラム】肩関節後方組織へのストレ

ッチング、腱板筋力増強のためのチューブトレ

ーニング、肩甲骨周囲筋・体幹筋の筋力トレー

ニング、ブロックの動作指導を行った。 

【最終評価(受傷後 84日)】ROM は屈曲・外転

共に 180°、2nd 内旋 90°、2nd 外旋 90°に

改善した。MMT では肩外旋 5/5-、肩内旋 5/5

となった。CAT、HFT、サイドブリッジテスト

は陰性となった。姿勢評価は肩甲骨外転位が改

善した。ブロック動作は疼痛なく、体幹と肩甲

帯を安定させてボールを押さえることが可能

となり、実際のプレーも不安感なく可能となっ

た。 

【考察】バレーボールのブロック動作は、ジャ

ンプしてネット上で相手の攻撃を封じる技術

である。両上肢を挙上し、体幹・肩甲帯・肩関

節を安定化させ相手選手が打ったボールを両

手で受け止めるものであり、肩関節のみならず

体幹や肩甲帯の機能が重要である。本症例に対

して、腱板に対するチューブトレーニングや肩

関節後方組織へのストレッチングを実施した

ことで、骨頭を求心位に保持することが可能と

なり、屈曲角度の増大と肩甲上腕関節の安定性

が獲得されたと考えられる。また肩甲骨周囲

筋・体幹筋の筋力トレーニングを実施したこと

により、ブロック動作時の体幹右側屈と肩甲帯

の不安定性が改善され再脱臼への不安感が軽

減したと考えられる。 

【まとめ】肩関節亜脱臼の病態に対して、競技

復帰を果たすためには肩関節の構造のみなら

ず、肩甲帯、体幹アライメントにも着目して問

題点を捉え、介入する必要性を感じた。 



左上肢に重錘負荷を用いたことでデュシェンヌ歩行改善に至った一症例  

  はくほう会セントラル病院  ○中本有香  中島涼子  宮本亜紀  村井田弓恵  

 

はじめに  

今回、左人工股関節全置換術を施行した

症例を担当し、デュシェンヌ歩行の改善を

目的に介入を行ったため以下に報告する。  

症例提示  

【年齢】60 代【性別】女性【診断名】原発

性左変形性股関節症【現病歴】 X 年 Y 月 Z

日に左人工股関節全置換術を施行され、

Z+10 日後にリハビリ目的のため当院へ転

院される。【術前 ADL】杖なし歩行にて全て

自立【現 ADL】Ｔ字杖歩行にて自立【主訴】

今までと同じような日常生活に戻りたい。  

倫理的配慮  

発表を行うにあたりヘルシンキ宣言に

基づき、主旨を口頭で説明し、同意を得た。  

初期評価： Z+21 日  

【関節可動域】左股関節内転 5°【徒手筋

力検査】体幹屈曲 3，体幹回旋 3，左股関節

屈曲 3，伸展 2，外転 2，内転 2，外旋 2，

内旋 2【 Functional Balance Scale：以下

FBS】 52/56 点  

【 10m 歩行（杖なし歩行）】 9.78 秒， 22 歩  

【歩行観察（杖なし歩行）】左股関節は外

転・外旋位で左踵接地となる。左荷重応答

期から立脚中期で左股関節の内転は乏しく、

体幹の左側屈が生じデュシェンヌ歩行を呈

する。次いで右下肢は性急に接地する。  

統合と解釈  

本症例は左人工股関節全置換術にて左

股関節周囲の筋力低下が生じ、歩行動作で

左下肢への荷重が困難となり、代償運動と

しての体幹の左側屈が生じていると考えた。

また本人から「身体が斜めにならずに歩き

たい」との訴えもあり、左股関節外転筋群

の筋力低下によるデュシェンヌ歩行改善を

目的に治療を開始した。  

 

治療プログラム： Z+22 日～ 34 日  

左股関節外転筋群の筋力強化を目的に、

左上肢に重錘負荷を用いたトレッドミル歩

行練習を実施した。本症例が支持物なく歩

行可能である、速度 2km/h、重錘 1.5kg、肩

関節外転 45°に設定し、 100ｍの距離から

介入した。  

最終評価： Z+35 日※改善点のみ記載  

【関節可動域】左股関節内転 10°【徒手筋

力検査】体幹屈曲 4，体幹回旋 4，左股関節

外転 3，内旋 3，外旋 3【 FBS】 56/56 点  

【 10m 歩行（杖なし歩行）】 9.00 秒， 18 歩  

【歩行観察（杖なし歩行）】左踵接地時の左

股関節の外転・外旋は軽減し、左荷重応答

期から左立脚中期にかけて左股関節の内転

が可能となり、体幹の左側屈は軽減し、デ

ュシェンヌ歩行の改善を認めた。  

考察  

南角らは術側上肢に重錘を把持するこ

とで、股関節外転筋群の働きを補助し、立

脚期への円滑な重心移動を促すことができ

ると述べている。  

今回、デュシェンヌ歩行の改善を目的に、

左股関節外転筋群の筋力低下に着目し、左

上肢に重錘負荷を用いたトレッドミル歩行

練習を実施した。その結果、左股関節外転

筋群の筋力の向上を認めた。また、荷重応

答期から立脚中期にかけて左股関節外転筋

群の遠心性収縮が向上したと考える。これ

により代償運動として観察された体幹の左

側屈は軽減し、デュシェンヌ歩行の改善に

繋がったと考える。  

 



体幹失調に対して協調運動練習の介入により段差降段時の不安定性に軽減を認めた一症例 

はくほう会セントラル病院 理学療法士 〇山中美幸 大城真奈美 佐井昭代 小倉愛望 

【はじめに】 

 今回，右小脳出血により，体幹失調と複視を認め

た症例を担当した．体幹失調へのアプローチにより

段差降段動作での右後側方への不安定性に軽減を認

めたため報告する． 

【症例紹介】 

本症例は，自転車の接触事故にて外傷性くも膜下

出血・右小脳出血と診断された 80歳代女性であり，

既往に右人工骨頭置換術を施行されている． 

【倫理的配慮】 

 本発表を行うにあたり，ヘルシンキ宣言に基づき

趣旨を口頭で説明し，同意を得た． 

【初期評価 (発症 10週) 】 

Brunnstrom Recovery Stage:両上肢・下肢Ⅵ 

触診:肩甲挙筋・僧帽筋上部線維の過緊張を認める．

MMT(右/左):股関節伸展 3/4，外転 4/5，体幹屈曲・

回旋 5/5 

Berg Balance Scale(以下 BBS):53/56点(減点項目:

片脚立位，360°回転，上方前方到達) 

片脚立位:右 3秒/左 10秒．特に右片脚立位は体幹の

立ち直り反応が乏しい． 

失調検査: Scale for the Assessment and Rating of 

Ataxia(以下 SARA):3/40(減点項目:踵脛試験，手の

回内外，歩行)，躯幹協調機能検査:stageⅡ 

眼球運動:複視(+)．左右への追視運動(低速)の際に眼

振を認める(左>右)．  

動作観察:段差降段(支持物を持ち 2足 1段で見守り) 

両目を開眼していると恐怖感の訴えあり．片目を

閉眼し移動している．右下肢先行で降段し，右足底

が接地した際に体幹右側屈・伸展が生じた後，骨盤

右回旋を認め，右後側方への不安定性を認める． 

【統合と解釈】 

本症例は，段差降段時に右足底が接地した際に体

幹右側屈，伸展，骨盤右回旋にて右後側方への不安

定性を認めている．自宅退院に向けて段差昇降動作

の安全性・安定性を向上させる必要があると考え，

右後側方への不安定性の原因について着目した．理

学療法評価より，SARAや躯幹協調検査にて運動失

調を認めている．段差降段時の右足底接地後は初め

に体幹右側屈・伸展から生じている．動作練習では，

股関節の影響を除いた状態で実施したが，体幹の動

揺は軽減しなかった．その為，降段時の不安定性を

認めている一番の要因は体幹失調による協調性の低

下と考えた．さらに，本症例は右大殿筋の筋力低下

も認めている為，より右下肢の支持性は低下し，上

記の現象が出現したと考えた．また，降段時の不安

定性は複視による影響とも言えるのではないかと考

えた．上記の結果により降段時に右後側方への不安

定性が出現していると考えた． 

【治療アプローチ(発症 10～12週】 

体幹失調に対して協調運動練習を中心に実施した．

支持基底面の狭い状況下では，より体幹の動揺が出

現しやすい為，支持基底面の広い環境から練習を行

った．体幹の協調運動練習を先に行うと，段差昇降

時の腹斜筋の収縮が得られやすく不安定性が軽減し

た為，協調運動練習を行った後に段差昇降練習を行

った． 

【最終評価(発症 12週)】改善点のみ記載 

触診:肩甲挙筋・僧帽筋上部線維の過緊張軽減を認め

る．MMT(右/左):股関節伸展 4/4 

BBS:55/56点(減点項目:上方前方到達) 

片脚立位:右 36秒/左 60秒 

失調検査:SARA:1/40(減点項目:継ぎ足歩行)，躯幹協

調機能検査:stageⅠ 

動作観察:段差降段(支持物なしで 1足 1段にて自立) 

依然，片目は閉眼を要すが，右下肢降段時，右足

底接地後の体幹右側屈・伸展，骨盤右回旋は消失し，

1足 1段で昇降動作が可能となった． 

【考察】 

本症例は右小脳出血による体幹の協調性低下と右

大殿筋の筋力低下により，段差降段時に右後側方へ

の不安定性を認め，安全性・安定性が欠如している

と考えた．上記介入後は体幹失調の軽減により協調

性の向上を認めた．同時に右大殿筋の筋力向上を認

めたことで右股関節の支持性と立位バランスは向上

したと考える．そして，降段時の体幹右側屈・伸展，

骨盤の右回旋が消失したことで，段差降段動作は支

持物なしでも自立可能となったと考える．複視に関

しては軽減を認めなかった為，退院後も段差昇降時

は代償動作として片目を閉眼するよう指導を行った． 



端座位練習により重度意識障害の改善を認めた一症例 

はくほう会セントラル病院 リハビリテーション部 

〇向井崇敏 城野圭亮 中優希 徳山凌司 

【はじめに】 

 今回，くも膜下出血後に右中大脳動脈梗塞を合

併し，重度意識障害を呈した症例を担当した．端

座位練習を実施し，意識障害の改善が得られたた

め報告する． 

【症例紹介】 

 70歳代女性で，X日にくも膜下出血を発症す

る．X+6日後に右中大脳動脈梗塞を合併し，

X+39日に当院療養病棟へ転院する．X+54日に

水頭症に対して L－Pシャント術を施行し，

X+86日に回復期病棟へ転棟となる．退院後は，

家族希望により施設へ入所予定である． 

【倫理的配慮】 

 本人の家族に趣旨・目的を十分に説明し，口頭

にて同意を得た． 

【初期評価：発症 11週目】 

 全体像：病棟やリハ場面において常時閉眼して

いる．単語レベルの指示であれば，閉眼したまま

稀に遂行可能．開眼すると無目的に右側へリーチ

する． Japan coma scale（以下 JCS）：Ⅲ-100

～Ⅱ-20．東北療護センター遷延性意識障害度ス

コア表（以下広南スコア）：64/70点．半側空間

無視：（+）．Brunnstrom Recovery stage：左上

下肢Ⅰ．筋緊張：腹筋群に低緊張，頚部伸展筋

群，右上下肢に高緊張を認める端座位：体幹屈

曲・左側屈位，骨盤後傾位であり，特に左後方へ

倒れるため，全介助を要する． 

【統合と解釈】 

 本症例はくも膜下出血，右中大脳動脈梗塞によ

る大脳皮質の広範囲な障害によって意識障害が生

じていると考える．本症例は意識レベルが JCS2

桁であるため，感覚入力により開眼が可能であ

る．このことから，感覚刺激を継続して入力し，

脳幹網様体を刺激することで，意識レベルが向上

すると考える．長田らは，抗重力位でより積極的

な感覚刺激入力を行った結果，JCSがⅡ-20から

Ⅰ-3に向上し，意識障害の改善を認めたと述べ

ている．本症例においては，tilt tableを用いた

立位時と比較し，端座位時に覚醒が向上しやすい

傾向にあるため，端座位練習を実施した． 

【治療アプローチ】 

端座位にて，前庭脊髄路を刺激し体幹の立ち

直りを促すための左右ウエイトシフト練習，視蓋

脊髄路を刺激し頸部の立ち直りを促すための輪入

れを実施した．始めは後方から体幹全介助で行

い，徐々に介助量を軽減し，可能な範囲で自己に

て姿勢保持をするよう促しながら実施した． 

【最終評価：発症 13週目】※改善点のみ記載 

 全体像：リハ中は常時開眼している．単語での

会話が可能となり，時折笑顔を見せるようになっ

た．JCS：Ⅱ-10～Ⅰ-3．広南スコア：50/70点で

自力運動，意思疎通，表情変化の項目において著

明に改善．筋緊張：腹筋群の筋緊張が向上．端座

位姿勢：体幹屈曲・左側屈位，骨盤後傾位の軽

減，ベッド柵を把持する協力動作の獲得により，

5秒間保持可能となった． 

【考察】 

 今回，くも膜下出血，右中大脳動脈梗塞により

重度意識障害を呈した症例に対し，端座位練習を

実施した．その結果，意識レベルの向上を認め，

単語でのコミュニケーションが可能となり，笑顔

を見せるようになった．雨宮らは，背面開放端座

位をとることによって，立ち直り反射を働かせた

り，迷路系・視覚系から入った刺激が脳幹網様体

へ入ることによって同時に意識を目覚めさせると

述べている．本症例においては，端座位にて可能

な範囲で自己にて姿勢保持をするよう促し，左右

ウエイトシフト練習や輪入れを実施した．それに

より，前庭脊髄路，視蓋脊髄路を介した脳幹網様

体への刺激が向上したことで，端座位姿勢の改善

と同時に，意識レベルの向上を認めたと考える．

また，認知的活動の基盤となっている意識レベル

が向上したことにより，単語でのコミュニケーシ

ョンや表情変化が可能になったと考える． 



介護職による車椅子への移乗が可能となり車椅子上

での食事頻度が増えた一症例 

医療法人旭会 園田病院 谷岡広志 

【はじめに】 

介護職 1人による移乗が困難な為、昼食以外はベッ

ド上で自己摂取していたが、しかし食事時の姿勢異

常による褥瘡の増悪予防と食べこぼしの改善を目的

に取り組む中、介護職 1人により移乗が可能となり

車椅子上での食事頻度が増えた症例を経験したので

報告する。 

【倫理的配慮】 

発表を行うにあたり、対象となる本人、家族に目的

と内容を説明して理解を頂き同意を得た。 

【症例紹介】 

80歳代男性。 身長 152cm 体重 51.3kg  BMI22.2  

診断名:アテローム血栓性脳梗塞（左片麻痺） 既往

歴:糖尿病、脳梗塞。現病歴:X 年 Y 月に自宅にて食

事中に左上肢が動かなくなり他院に緊急搬送され、

脳梗塞の診断を受ける。状態が安定したため X 年 Y

日＋2か月後に当院にリハビリ目的で入院した。 

入院前生活状況：一軒家に妻、息子に 3人暮らし。

在宅生活は自立され、屋内 T字杖にて移動していた。

週に 6回デイサービス利用。またショートステイも

利用していた。発症数か月前より尿意・便意あいま

いとなりおむつを使用となった。 

HOPE：動けるようになりたい。家族 HOPE：自分でで

きることを増やしてほしい 

【初期評価】 

コミュニケーション：良好だが返事が曖昧なことあ

り MMSE：16 Barthel Index(以下 BI)：5 点食事動

作のみ加点 Brunnstrom stage（以下 BRS）：左上肢Ⅰ

/左下肢Ⅱ/．感覚は表在・深部ともに重度鈍麻、ROM：

股関節伸展右-20°内旋左 20°膝関節伸展左-20°

右-60°肩関節屈曲右 100°左 70°外転右 90°左

70°,MMT 体幹屈筋 2、右股関節屈筋 2、右膝関節伸

展 2、疼痛：左膝・肩関節に安静時・夜間時・動作

痛あり NRS7/10。高次脳機能障害は注意障害、左半

側空間無視を認めた。寝返り、起き上がり動作、座

位、移乗動作は全介助レベル。入院時より臀部に褥

瘡あり、両母趾に巻き爪あり。 

 

 

【目標】 

短期目標：介護職一人による移乗を獲得し、車椅子

上での食事摂取の頻度の増加。 

長期目標：車椅子自走 

【治療プログラム】 

①ROM 訓練②寝返り・起き上がり・立ち上がり・移

乗動作訓練③座位バランス訓練④下肢体幹力増強訓

練 

【経過】 

 入院時は介護職一人での移乗は困難だった為、昼

食時のみ車椅子で食事摂取されていた。  

入院 2週目、麻痺側への寝返りはベッド柵を把持し

可能となり、起き上がり動作は軽介助となった。座

位保持は右上肢でベッド柵を把持にて可能となった。

入院 3週目、座位での SRTが 24㎝可能となり、車椅

子からベッドへの移乗の際ベッド柵を把持が可能と

なった。また、非麻痺側の支持性が向上し、移乗時

の介助量が軽減した。この時期より、いざリ動作訓

練を開始した。入院 4週目、介護士へ移乗の介助方

法の指導を 1週間続けた。入院 5週目、介護職間で

の移乗方法が統一され介護士１人での移乗が可能と

なり、夕食時に車椅子での食事摂取が可能となった。 

 【考察】 

  麻痺側への寝返り、非麻痺側への起き上がり訓練

を反復し、体幹・麻痺側上下肢の体性感覚を促すこ

とで体幹筋の筋出力が向上し、ベッド上座位保持が

可能となった。また、右下肢への荷重訓練、膝伸展

ROM 訓練を行ったことで、右下肢の筋力・筋出力が

向上し、右下肢の支持性が向上したことで移乗時の

介助量が軽減した。また、介護職への移乗方法の指

導を行い、介助方法が統一できたことにより介護職

1人による移乗が可能になったと思われる。 

  【まとめ】 

 入院時は 1人での移乗は困難であった。しかし、

座位バランスが向上し自立したこと、介護士への動

作指導を繰り返し行ったことにより、介護士 1人に

よる移乗が可能となった。その結果、夕食時の車椅

子での食事が摂取可能となった。 



右片麻痺と大脳性失調を呈し起立・歩行動作の運

動学習に着目した症例 

社会医療法人 中央会 尼崎中央病院 

○西里 郁、小野 一樹、池崎 さよ子 

吉野 咲花、飯田 美優 

【はじめに】今回前大脳動脈・中大脳動脈梗塞に

より、右片麻痺および大脳性運動失調を呈した症

例を担当した。起立・歩行動作において運動学習

を行うことで動作能力改善に至ったため報告する。 

【症例紹介】70 歳代、男性。平成 X 年 Y 月下旬

に自宅より A病院に救急搬送され、前大脳動脈・

中大脳動脈梗塞と診断。2 ヶ月後にリハビリ目的

で当院回復期病棟に転院し、理学療法開始。発症

前日常生活動作（以下 ADL）は全て自立。 

【倫理的配慮】 ヘルシンキ宣言に基づき書面にて

説明し同意を得た。 

【初期評価：介入 1週目】 

BRS：上肢Ⅵ手指Ⅴ下肢Ⅲ  

GMT：右上肢 5右下肢 4体幹 3 感覚検査： 

表在・深部感覚 上肢重度鈍麻 下肢中等度鈍麻 

バランス検査：BBS6/56失調検査：ICARS43/100 

SARA18/40 FIM：84/126  

起立：中等度介助 重心前方移動が性急 

歩行：中等度介助、短下肢装具装着  

足部の接地位置不規則、股関節過剰屈曲、上肢の

不随意運動著明      

【経過と介入方法】介入 1週目より、ベッドから

の起立練習や麻痺側短下肢装具、後方介助で重心

移動を促しながらの歩行等の理学療法を実施。ま

た失調症状に対して重錘や弾性包帯を使用したが、

歩容に変化はなかった。そこで、介入 5週目より

緩徐な動作獲得のため、昇降ベッドを使用し、前

方支持下で重心前方移動を促した。歩行では足底

への感覚入力を促すため、素足で他動的に振り出

し練習を行うと共に、麻痺側前脛骨筋への低周波

刺激を使用し、股関節過剰屈曲の改善を目指した。

起立では重心前方移動に改善を認めた。さらに、

歩行時麻痺側立脚期に荷重・臀筋群収縮が不十分

であるため、介入7週目より非麻痺側下肢を10cm

台に乗せ、麻痺側荷重量を増加させた状態で起立

練習を開始。歩行でも臀筋群収縮のタイミングを

フィードバックしながら振り出し練習を実施した。 

【最終評価：介入 15週目】 

BRS：上肢Ⅵ手指Ⅵ下肢Ⅲ GMT：右上肢 5 

右下肢 5体幹 5 感覚検査：表在・深部感覚 

上肢中等度鈍麻 下肢軽度鈍麻 バランス検査：

BBS42/56失調検査：ICARS22/100 SARA10/40   

TUG 装具有 /無 21.40/20.20 FIM：113/126 

起立：自立 重心前方移動が緩徐に実施可能 

歩行：屋内伝い歩き自立、屋外短下肢装具装着、

T-cane歩行見守り  

足部の接地位置規則的、股関節過剰屈曲軽減 

上肢の不随意運動軽減 

【考察】 

本症例は全ての動作が性急であったため、ADL自

立が困難であった。その要因として、大脳性運動

失調、右片麻痺、感覚障害、注意障害が挙げられ

る。片麻痺と感覚障害が運動失調症状を助長し、

緩徐な動作獲得を阻害していたと考える。歩行時

麻痺側遊脚期は股関節過剰屈曲を認め、足部の接

地位置が不規則で、立脚期は荷重不十分であった。

大田は大脳病変による運動障害に対し、低周波刺

激にて随意性の改善を認めたと述べている。本症

例でも歩行時に低周波刺激を使用し、前脛骨筋の

収縮により、踵接地が可能となり、股関節過剰屈

曲が軽減した。さらに、臀筋収縮のタイミングを

フィードバックしながら、他動的に振り出し練習

を行った。運動学習により足部の接地位置が規則

的になり、遊脚期～立脚初期の歩容改善を認めた。

また、小柳らは非補高側への荷重により、筋力増

強や身体重量を支持する運動学習に応用できると

述べている。本症例でも前方支持下での起立練習

で重心前方移動を行った後に、補高での起立練習

を行った。その結果荷重方法を学習し、起立の安

定性向上と麻痺側下肢筋力増強に繋がったと考え

る。これらにより、麻痺側下肢筋力が増強し、荷

重方法と踵接地を運動学習できたため、緩徐な動

作を獲得し、起立自立レベル、屋内伝い歩き自立

レベル、屋外 T-cane 歩行見守りレベルまで改善

するに至った。 



膝関節制御の再学習を目的とした治療により 

歩行能力が向上した右片麻痺の一症例 

尼崎中央病院 リハビリテーション科 

○江口路 田中千波 野中裕子 堀江翔 大山泰世 

【はじめに】今回、左被殻出血により右片麻痺を呈

し歩行困難となった症例を担当した。右立脚期の膝

関節制御困難に着目し、右足関節への弾性包帯によ

るアプローチと課題指向型練習の併用治療により歩

行能力向上に至ったため報告する。 

【症例紹介】60代男性、左被殻出血により右片麻痺

を呈した。発症当日から他院にて理学療法開始。 

発症 3週目に当院へ転院。入院前は独歩自立。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき書面にて 

本人、家族に同意を得た。 

【初期評価（発症 3 週目）】Brunnstrom Recovery 

Stage（以下 BRS）上肢、手指、下肢共にⅣ。表在

深部感覚ともに右上下肢軽度鈍麻。関節可動域検査 

（以下 ROM）右足関節背屈 5°。徒手筋力検査（以

下 MMT）右膝関節伸展 3、右足関節背屈 2、左下肢

5。Modified Ashworth Scale（以下 MAS）右下腿

三頭筋 1+。Functional Reach Test（以下 FRT）8.5cm。

Functional Independence Measure（以下 FIM）71

点（減点項目:食事、清拭、更衣、移乗、移動）。 

車椅子移乗動作見守り。10ｍ歩行 46.37 秒 46 歩。

歩行は 4 点杖把持で中等度介助。右踵接地消失、右

荷重応答期（以下 LR）～立脚後期（以下 TSt）にお

いて体幹前屈、骨盤右後方回旋、膝関節伸展傾向、

後方重心。右遊脚期では、擦り足傾向。 

【理学療法と経過（発症 3週目～10週目】課題指向

型練習として、介入時よりステップ、スクワット練

習を行い、膝関節伸展筋群の遠心性収縮を促すと共

に歩行訓練では右足関節に弾性包帯を使用し背屈位

での運動を促した。また歩行練習時、LR～TStの骨

盤右後方回旋を徒手にて制御し、膝関節屈曲位での

制御を促した。発症約 5 週目、踵接地が可能となり

膝関節屈曲位での制御が可能となった。しかし、時

折躓きがみられるため、T 字杖と弾性包帯装着下に

て軽介助が必要であった。下腿三頭筋の伸張、バラ

ンスマットや片脚立位訓練など立位でのバランス練

習もその後追加した。発症 9 週目に 100m に 2～3

回の躓きがみられるが、自己修正可能であり、100m

見守り歩行を獲得した。 

【最終評価発症 10週目】（変更点のみ）BRSは右下

肢Ⅴ。感覚、表在深部ともに正常。MMT 右膝関節

伸展 4、右足関節背屈 2+。FRT14.2cm。FIM112点

（減点項目:食事、整容、清拭、移乗、移動）。10ｍ

歩行 11.06秒 11歩。移乗、歩行動作 T字杖見守り。 

【考察】歩行動作の問題点に LR～TStでの膝関節伸

展運動がある。この現象は、LR～立脚中期（以下

MSt）の骨盤後方回旋や体幹前傾、股関節伸展の消

失を誘発させており、下腿前傾運動を減少させ、重

心移動を困難にさせる。LR～TStでの膝関節制御を

再学習させることで歩行全体の自立性が高まると考

え、着目し治療を行った。課題指向型練習として膝

関節屈曲約 5°～20°での膝関節伸展筋の遠心性収

縮をステップ練習とスクワットにて促し、膝関節の

制御を図った。また、歩行訓練では徒手で骨盤後方

回旋を制御し、膝関節が LR～MSt で屈曲位から伸

展位になるよう運動学習を促した。Lamontagne ら

は片麻痺患者の足関節の不安定性が膝関節を伸展さ

せ制御が乏しくなると報告している。そのため、歩

行の際足関節に弾性包帯を使用し、足関節の安定性

を補助し、背屈位での運動学習を促した。本症例は

経済的側面から装具作成の拒否があったため、弾性

包帯を使用した。上記訓練により、LR~MStでの膝

関節伸筋群の遠心性収縮が促され、筋出力向上が認

められると共に弾性包帯による下腿の前傾が促され、

歩行時に必要な膝関節屈曲約 5～20°での制御が可

能となった。LR～TStでの膝関節伸展運動は消失し、

円滑な重心前方移動が可能となり、歩幅の拡大を実

現した。さらに弾性包帯による足関節背屈位での運

動学習により、摺り足軽減に繋がった。そして、弾

性包帯無しでの歩行で 100m に 2～3 度の躓きが残

存したが、自己修正可能であるため見守りでの歩行

動作を獲得した。今後、下腿三頭筋の緊張緩和、足

関節背屈運動を促し、躓きが消失することによって

更なる歩行動作の安定性向上に近づくのではないか

と考える。 



大腿骨骨幹部骨折術後患者の荷重時痛に伴う破行に対し,歩行の誤学習防止に着目した一例 

社会医療法人愛仁会 尼崎だいもつ病院 理学療法士 椎葉勇生 

【はじめに】今回,交通事故により左大腿骨骨幹部

骨折を含む多発骨折を受傷した症例を担当した.

歩行の持久性向上を目的に,早期から歩行の誤学

習防止に着目してアプローチした結果,持久性が

向上したためここに報告する. 

【症例紹介】20歳代男性.平成 X年 Y月 Z日に交

通事故により左大腿骨骨幹部骨折,左腓骨骨折,左

上前腸骨棘骨折,右有鈎骨骨折,右肋骨骨折の多発

骨折を受傷し,受傷+7日,左大腿骨骨幹部骨折に対

して髄内釘による観血的整復固定術を施行.34 病

日,当院入院.38病日よりファンクショナルブレー

ス装着にて全荷重開始.65 病日より装具なしにて

全荷重開始.受傷前ADL全自立.2階建て一軒家に

妻,娘と同居.職業は製造業者. 

【倫理的配慮】症例報告に対して,ヘルシンキ宣言

に則り本人に説明して同意を得た. 

【初期評価(34 病日～38 病日)】疼痛(Numerical 

Rating Scale:以下 ,NRS):左大腿近位部 :安静時

NRS:0,荷重時 NRS:7,左母趾 MP 関節部荷重時

NRS:2,ROM:著明な制限なし,MMT(右/左):股関

節:屈曲(4/3),伸展(4/4),外転(5/2),膝関節:屈曲(5/3),

伸展(5/2),足関節:背屈(5/5),底屈(5/2),最大荷重量:

左右ともに全荷重可能,歩行(フリー歩行):常時腰

椎前弯位.左 LR より Duchenne 徴候を呈する.左

TStに体幹前傾・左骨盤後退を認め,股関節伸展は

乏しい.また,TSt～PSw にかけて前足部荷重は乏

しく,左下肢は努力性の振り出しを認める.歩行後

(約 60m),腰背部・左大腿四頭筋に痛み・疲労感の

訴えあり. 

【理学療法プログラムと経過】左股関節周囲筋を

中心とした筋力・筋出力低下に対して免荷期間か

ら筋力増強運動を実施.全荷重許可後早期では破

行を認めていたため,歩行の誤学習防止,筋再学習

を目的に体重免荷式トレッドミルトレー二ング

(Body Weight Supported Treadmill Training:以

下,BWSTT)を実施.荷重時痛軽減後はフリー歩行

にて歩行練習を実施. 

【最終評価（65 病日～67 病日）】疼痛(左大腿近

位部・左母趾 MP 関節部 ):安静時・荷重時

NRS:0,ROM:著明な制限なし,MMT(右/左):股関

節:屈曲(5/3),伸展(4/4),外転(5/4),膝関節:屈曲(5/4),

伸展(5/2),足関節:背屈(5/5),底屈(5/4),歩行(フリー

歩行):腰椎前弯位は残存.左Duchenne徴候は軽減

した. TSt～PSw における前足部への荷重が可能

となり,股関節伸展が得られ,歩幅の増大を認めた.

努力性の左下肢振り出しも改善した.歩行後の腰

背部・左大腿四頭筋の痛み・疲労感も改善し,歩行

の持久性向上を認めた. 

【考察】本症例は復職を希望していたことから目

標を歩行の安全性・持久性向上とした.しかし,初

期評価時は持久性低下を認めていた .原因は左

Duchenne 徴候や努力性の左下肢振り出しにより,

歩行時に必要なエネルギー量が増大していたた

めであると考えた.左 Duchenne 徴候に対しては,

左中殿筋に対して筋力増強運動を実施した.また,

本症例におけるDuchenne徴候は疼痛逃避として

も生じていると考え,Duchenne 徴候の誤学習防

止を目的に BWSTT を実施した.整形外科疾患患

者を対象とした BWSTT の先行研究では,15％～

40%の免荷にて効果が得られたとの報告がある.

また,30%未満で正常な歩行パターンを再現でき

るとの報告もある.本症例において,20%免荷にて

BWSTT を実施した際,左腿部,左母趾 MP 関節部

の荷重時痛を軽減させ,左 Duchenne 徴候の軽減

や左 TStの体幹前傾・左骨盤の後退を軽減させた

歩行練習が可能であった.また,BWSTT 実施前と

実施後に平地歩行を行わせたところ,疼痛の軽減,

歩幅の拡大,歩行速度の増大といった即時効果も

得られた.荷重時痛の軽減に伴い,免荷率を軽減さ

せた歩行練習を実施した .最終評価時 ,左

Duchenne 徴候は軽減し,歩行の対称性向上を認

めた.Hesse らは人工股関節全置換術を施行した

患者に対して行った実験で,BWSTT を行った群

は通常の理学療法のみを実施した群より平地歩

行中の中殿筋の筋活動が有意に増加し,疼痛の軽

減・歩容の改善といった効果がみられたと報告し

ている.本症例においても同様の効果が得られた

と考えた.以上のことから,歩行のエネルギー効率

が改善し,歩行の持久性向上に繋がったと考えた. 



 第 3腰椎圧迫骨折を呈された症例∼歩行能力安定性低下に着目を置いて∼     

医療法人 郁芳会 青木診療所 大下裕暉 

【はじめに】第 3腰椎圧迫骨折を呈され歩行能力

安定性低下が認められる症例を担当させて頂き、

問題点の抽出・治療プログラムの立案・実施させ

て頂いた為報告する。 

【症例紹介】80歳代後半男性。H29年 8月中旬に

自宅にて転倒し腰部打撲。翌日当院受診し、第 3

腰椎圧迫骨折診断。安静目的にて入院となり半硬

性コルセット作成。理学療法開始となる。 

既往歴:脳梗塞(H26 年)白内障 難聴 介護度:要支

援 1 家族構成:独居 キーパーソン：息子の妻 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき患者様に

対して本発表の目的と内容を説明し同意を得た。 

【初期評価】Functional Reach Test(FRT):8.4cm、

Time Up＆Go Test(TUG):21.3秒、10m歩行:21.4

秒 歩幅 0.3m、片脚立位保持:R2.4秒 L3.6秒 

徒手筋力検査(MMT):R/L 中殿筋 3/3 体幹屈曲 3 

体幹回旋 3/3 関節可動域測定(ROM）:著明な制限

なし NRS:0∼１BRS:上下肢Ⅵ。感覚検査:問題なし。

立位姿勢: 円背で頭頸部屈曲、胸腰椎後弯、骨盤

後傾、両股関節屈曲・外旋、両膝屈曲、両足関節

中間位。歩行観察: 全体像として歩行周期全体に

おいて円背であり、T 字杖 2 点 1 点動作歩行で見

守りレベルである。歩行速度は遅く歩幅も少ない。

右 LR∼Mst に移るにあたって骨盤の下制に伴い体

幹右側傾斜が見られる。左 LR∼Mst に移るにあた

っても骨盤下制・体幹左側屈がみられる。 

【治療プログラム】中殿筋筋力低下に対して平行

棒内にて支持側上肢での軽度支持をとり、片脚立

位の際に遊脚側の骨盤を挙上させ、遊脚側の上肢

に重錘負荷を課す。また踵接地を意識させた歩行

訓練,体幹回旋筋・屈曲筋に対してダイアゴナル,

クランチを３週間の期間介入した。 

【最終評価】FRT:13.2cm、TUG:17.3 秒、10m 歩

行:13.9秒 歩幅0.8m、片脚立位保持:R4.5秒 L5.7

秒、MMT:R/L 中殿筋 4/4 体幹屈曲 4 体幹回旋 4/4 

歩行観察: 全体像として円背姿勢にて歩幅・歩行

速度の増加が見られる。LR∼Mst時の左右共に体幹

の傾斜の軽減が見られる。 

【考察】歩行レベルとして T字杖にて病棟内自立

であるが不安定であり時折ふらつきがみられ、評

価よりバランス能力低下による転倒のリスクが

ある状態と考えた。高橋らは片脚立位・歩行には

相関があり、片脚立位による姿勢制御が低下する

と歩行中の片脚支持期においてさらに姿勢制御

が困難になると述べており、本症例においても歩

行に加え片脚立位バランス低下も見られる為着

目を置いた。片脚立位の問題点として高橋らによ

ると片脚立位時の筋活動として殿筋群、特に中殿

筋で最も高い筋活動があると言われており本症

例も両側中殿筋の筋力低下が認められた。歩行の

問題点として立脚中期の際、左右共に体幹の支持

側への傾斜が見られ中殿筋筋力低下による代償

動作としてデュシャンヌ歩行が出現していると

考えた。また江口らによると高齢者の歩行立脚中

期においては脊柱起立筋群、外・内腹斜筋群の筋

活動低下みられこれらの筋群の筋力低下により

歩行の際の下肢支持性低下につながると述べて

いる為、体幹筋筋力低下も問題点と考えた。 

 ３週間におけるアプローチの結果中殿筋筋力

増強が認められ、片脚立位保持時間の延長・歩行

の立脚中期におけるデュシャンヌ歩行の軽減が

認められた。考察として中殿筋筋力増強により股

関節回転中心までの外側レバーアーム、外転筋張

力の作用ベクトルが延長し外転トルクが十分に

発揮されたと考える。さらに体幹筋筋力増強によ

り体幹固定作用が増強し片脚立位・歩行での下肢

支持性の増加が認められ、バランス評価において

も有意な変化が認められたと考えた。 

【おわりに】本症例は退院するにあたり、自宅和

式トイレを洋式へ変更し、元々2 階に自室があっ

たが 1階に移し、生活範囲を 1階に限定した事で

階段昇降が不必要になり自宅復帰可能となった。

今後杖歩行での外来通院を希望されている為、下

肢・体幹筋筋力維持・増強、自宅エクササイズ指

導も含めたリハビリの継続、また退院後の生活環

境などの再確認・再評価を行う。さらに今回着目

を置くことが出来なかった、他関節筋筋力や白内

障による視力低下などの他の問題点の追究を行

う事で、更なる歩行能力安定性向上に伴った転倒

リスク予防・フレイル等の予防も行えると考える。 



右腓骨果部骨折骨接合術術後の足関節及び足部機能に着目した一症例 

医療法人社団 武部整形外科リハビリテーション 高橋 健太

   

【はじめに】今回、右腓骨果部骨折を呈し骨接合術

を施行した 60 代女性に対して理学療法を実施する

機会を得たので報告する。 

【症例紹介】60 代女性。診断名は、右腓骨果部骨折。

階段から転落し、右足を受傷。受傷 1 週間後に腓骨

遠位外側部をプレート固定する観血的骨接合術が施

行された。非荷重によるギプス固定を 4 週間実施し

た。術後 4週に 1/4荷重許可。以降 1週間毎に荷重

量が増え、術後 6週で荷重量は 2/3 許可となり退院

となった。両足に日常生活では痛みを伴わない外反

母趾を有していた。 

【倫理的配慮】今回の報告はヘルシンキ宣言に則り、

症例に同意を得たうえで行っている。 

【初期評価】術後 4～6週。1/4荷重。両松葉杖歩行

自立。右足関節術創部に熱感・腫脹・発赤がみられ

る。下腿周径（右/左：cm）は、最大 31.5/33、最小

23/22.5 であった。10段階ペインスケール（NRS）は、

動作時・安静時痛は術創部で 8 であった。関節可動

域測定（ROM-t：°）は足関節背屈-5、底屈 30（Pain）

であった。徒手筋力検査（MMT）では、右下腿三頭筋

2+、前脛骨筋 4、足趾屈曲第 1、2 趾 4、第 5 趾 2 で

あった。 

【問題点】右足関節の腫脹・アキレス腱の短縮によ

る背屈可動域制限及び長期固定による廃用性底背屈

筋力、足趾屈曲筋力低下を挙げた。 

【理学療法経過および治療】術後 4 週から可動性改

善と筋力増強を目的に足関節・足趾屈曲・伸展運動、

術創部の皮膚のマニピュレーション、アキレス腱の

他動伸張運動、歩行練習を実施した。術後 5 週目か

ら腓骨の滑走性改善を目的とした腓骨遠位の他動的

後上方運動および、回旋運動を追加した。術後 7 週

目からは、カーフレイズを実施した。また、足関節

可動域運動、足趾の屈曲・外転筋力増強運動を自主

トレーニングとして指導した。 

【最終評価】術後 8～10週。全荷重許可。独歩自立。

発赤・熱感は軽度減少、腫脹は消失したが、浮腫が

みられた。下腿周径は、最大が 33/33、最小が 26/22.5

であった。NRS術創部動作時・安静時痛・圧痛 0、右

母趾他動屈曲時痛 5 であった。ROM-t は足関節背屈

15、底屈 45であった。MMTは、右下腿三頭筋 2+、前

脛骨筋は 5であった。外反母趾角は、右 25°左 20°

片脚立位テストは、右 25秒であった。通常速度での

10ｍ歩行は、時間 8.71秒、速度は 1.15ｍ/秒であっ

た。ステップの歩幅は左 47cm 右 40cmであった。ま

た、歩行時は、常に股関節が軽度屈曲位となってい

る。歩行 1 時間ほどで疲労がでるとのことだった。

バランスマット上での片脚立位時の足底圧を左右で

比較すると、左は母趾球部に、右は後外側に圧がか

かっていた。 

【考察】右足関節背屈可動域は 15°まで改善した。

筋力については、前脛骨筋は増加したが、下腿三頭

筋は増加がみられなかった。片脚立位テストにおい

て左は、母趾球部に圧がかかっていたが、右では、

外側と内側へ足底圧の偏移が大きかった。これは下

腿三頭筋の筋力低下により足関節部での姿勢制御が

困難であったため姿勢変化が大きくなったと考えら

れる。それに加えて外反母趾の影響により安定した

足底圧の位置が変化するものと考えられる。歩行に

おいては、右ステップの歩幅は左と比較し減少して

いる。これは右前遊脚期の母趾球部での荷重圧の減

少により蹴り出しが不十分となっていること、右母

趾の他動的屈曲時に痛みを誘発したことからも無意

識に足趾荷重の抑制が行われていることが考えられ

る。姿勢制御にはいくつかの戦略がある。通常、足

関節戦略は小さなゆっくりとした動揺を、股関節戦

略は大きく速い運動を制御するために用いられる。

そのため、歩行のような軽度の動揺制御には足関節

戦略が優位に働くと思われる。本症例は、足関節背

屈制限や右下腿三頭筋の筋力低下と足関節機能が十

分に発揮できない条件にあるため、本来足関節戦略

で制御できる動揺を股関節戦略も用いて制御を行っ

ており、下肢全体の筋疲労につながったと考えられ

る。今後は、右下腿三頭筋の筋力強化と足関節戦略

による姿勢制御能の強化を進め、足関節機能向上を

促す必要がある。今回、右腓骨果部骨折のみならず、

外反母趾が ADL に影響を及ぼしているように疾患に

とらわれず、患者の全体像を理解して評価・治療を

行うことが大切であると学んだ。 



左上腕骨骨幹部粉砕骨折後、区画症候群に配慮し 

たラグビー選手の症例 

医療法人純徳会 田中病院 

〇井上 遼一 酒井 勝 稲葉 玲佳 

【はじめに】今回、左上腕骨骨幹部粉砕骨折後、区

画症候群のリスクがある症例を担当し、理学療法

を実施する機会を得たため、ここに報告する。 

【症例紹介】20代男性、X月 X日ラグビーの試合

中に左上腕骨骨幹部粉砕骨折を受傷し、X日+2日

に入院。X日+4日に手術予定も腫脹が強いため延

期となり、術前より理学療法開始。X 日+11 日に

double plate 固定術施行し、術後よりシーネ固定

開始。X日+18日に CRP値の上昇認め、左肘関節

の可動域運動を中止し、X 日+25 日に再開する。

また同日にシーネ固定が肘スプリントへ変更。X

日+33 日より外来にて理学療法継続となる。主訴

はラグビー復帰(トップリーグ)である。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、本発表

の趣旨を説明し、口頭にて同意を得た。 

【初期評価：術後 1週目】関節可動域測定:左肩関

節屈曲 160゜外転 90゜左肘関節屈曲 25゜伸展-

20゜左手関節背屈 70゜掌屈 65゜筋力測定:左母指

内転筋 2 左背側骨間筋 2 左掌側骨間筋 2 握力右

45kg 左 3kg 感覚:過敏(左第 1～5 指)触診:左上腕

部前腕部に熱感 froment徴候:左陽性 

【理学療法プログラム】左肘関節屈曲の可動域運

動は上腕三頭筋の伸張を目的に主治医の指示であ

る自動介助運動にて実施。左肩関節の屈曲・外転、

左手関節の掌背屈の可動域運動は筋の伸張を目的

に実施。炎症にはアイシングを実施。尺骨神経麻

痺には MP 関節屈曲位・PIP 関節伸展位の把握動

作練習と手指の内外転運動を実施。この際、PIP関

節屈曲の代償動作が出現しないよう指導を行った。 

【最終評価：術後 6週目】関節可動域測定:左肩関

節屈曲 175゜外転 135゜左肘関節屈曲 75゜伸展-

15゜左前腕回内 80゜回外 90゜左手関節背屈 70゜

掌屈 80゜筋力測定:左母指内転筋 3 左背側骨間筋

3左掌側骨間筋 3握力:右 45kg左 7kg 

感覚:鈍麻(小指のみ)触診:術部のみに熱感あり 

froment徴候:左陽性(PIP関節の屈曲角度が減少) 

【考察】本症例の最終目標は来シーズンの職業復

帰である。術後早期では可動域制限と尺骨神経麻

痺に重点を置き、理学療法を実施した。本症例は、

一般人と比べ筋腫脹が大きい上に、受傷後・術後

の腫脹により区画症候群となるリスクが高かった。

そのため、手術延期や関節可動域運動の中止とな

ることがあり、理学療法以外では肘装具や肘スプ

リントによる安静保持を続けなければいけなかっ

た。その中で関節可動域運動は左肘関節屈曲の自

動介助運動を中心に実施し、25゜から 75゜へ改善

を認めている。福島らは、自動介助運動が運動時

に過剰な疼痛を発生せず、術後の可動域に良好な

改善成績を得ていると述べていることから、自動

介助運動により、区画症候群のリスクを高めずに

可動域を拡大できたと考える。 

尺骨神経麻痺は術中の確認で損傷を認めていな

いことから、腫脹による圧迫が原因の一過性神経

伝導障害が考えられる。神経筋再教育により、尺

骨神経支配の筋力が 2 から 3 へ向上し、痺れの範

囲や性質も改善している。Seddonの分類によると、

一過性神経伝導障害は 12 週以内で回復すると言

われており、今後も改善することが考えられる。 

ラグビーの捕球動作では、両肘関節を屈曲させ、

胸部で捕球する動作があり、本症例は左肘関節屈

曲角度が不足しているため、落球してしまうこと

が考えられる。また投球動作において、竹井らは、

右側へスピンパスをする際、右母指と左の示指か

ら小指が主に働き、特に小指側の働きが大きいと

報告しており、本症例は右側へ投球する際に左小

指側の筋力低下が問題となることが考えられる。

これらのことから肘関節屈曲制限と尺骨神経麻痺

をより改善する必要があると考える。 

【まとめ】今回、左上腕骨骨幹部粉砕骨折を受傷

したラグビー選手を担当した。腫脹による区画症

候群のリスクに配慮しながら理学療法を実施する

ことで、可動域制限と尺骨神経麻痺を改善できた。 



左下肢不全麻痺の既往のある患者が右腓骨遠位

端骨折を呈し移乗動作に難渋した一症例 

         大隈病院   細谷 健史 

 

【はじめに】左下肢不全麻痺の既往歴があった患

者で、右腓骨遠位端骨折を呈した事により、動作

時に転倒の危険性のある症例を担当した。動作の

安全性の観点から移乗動作に着目し、理学療法を

実施した。結果に考察を加えて報告する。 

【症例紹介】80歳代、女性。平成 X年 Y月、自宅

の階段を家族の介助にて降りている際、最後の階

段を踏みはずして転倒された。当院へ救急搬送さ

れ、右腓骨遠位端骨折と診断された。右下肢ギプ

ス固定を施行され、入院５日後よりリハビリテー

ション開始となった。約１年前の手術で左後縦靭

帯骨化症の既往歴があり、左下肢不全麻痺の後遺

症が見られた。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、患者に

発表に対する説明を行い、同意を頂いた。 

【初期評価】ROM は、右足関節背屈ギプス固定に

より計測不能、左足関節背屈－15°、MMT は、右

膝関節伸展２、背屈はギプス固定により測定不能、

左膝関節伸展、背屈は２であった。感覚検査は、

右下肢表在感覚、深部感覚ともギプス固定により

測定不能、左下肢表在感覚正常、深部感覚軽度鈍

麻であった。起居・移乗動作は全介助であった。 

【治療アプローチ】床上リハビリテーションを中

心に両下肢関節可動域運動、筋力増強練習、起居

動作練習を行った。 

【ギプス除去後評価】ROMは、右足関節背屈－10°、

MMT は、右膝関節伸展、右足関節背屈とも２、表

在感覚、深部感覚とも正常であった。左下肢の検

査、測定に変化はみられなかった。起居動作は、

起き上がり全介助、寝返り・移乗動作は中等度介

助。移乗動作は、介助者が側方から介助し、臀部

離床を促すが、両下肢への荷重が不十分で、骨盤

後傾位のまま体幹を過度に屈曲させ、上肢を過剰

使用して努力的に立ち上がろうとした。動作時に

下肢への荷重が困難である事から、立位時におけ

る両下肢の荷重を評価した。方法は、平行棒内で

体重計を使用し結果は、右 35kg、左 15kg と左右

差は 20kgで体重は 64㎏であった。 

【問題点】本症例は、受傷後のギプス固定による

患側の膝関節伸展筋群筋力低下、足関節背屈可動

域制限を呈した。また、左下肢不全麻痺と安静臥

床による廃用症候群により立位では、左下肢の支

持性低下を代償していた右下肢への荷重が困難

となった。その為、体幹が左に崩れ、上肢を過剰

使用した姿勢を保持していた。 

 

 

 

 

 

 

【治療アプローチの再検討】両下肢への荷重が困

難な事から、従来の治療アプローチに加え、昇降

ベッドを両手で支持し、座位から両足底を接地さ

せた状態で骨盤前傾位からの体幹前傾を行い、均

等荷重を促しながら、上肢の使用を抑制しての立

ち上がり動作練習を実施した。 

【最終評価】ROMは、右足関節背屈－15°から 0°

に改善し、MMT は、右膝関節伸展、右足関節背屈

が３に改善した。左下肢の MMT、ROM、深部感覚に

改善は見られなかった。荷重検査の結果は、右

37kg、左 21kg と左右差は 16 ㎏で体重は 64 ㎏で

あった。 

【結果】ギプス除去後の立ち上がり・移乗動作は、

下肢の荷重が不十分なまま動作を行なう事で体

幹が不安定となり上肢を過剰使用するに至った。

治療アプローチの変更により両下肢の支持性が

向上し、上肢の過剰使用を抑制する事で下肢の荷

重が行え、臀部離床がスムーズになり、介助量軽

減に繋がった。 

【考察】本症例は、受傷前は右下肢優位の介助に

て歩行動作が可能であった。入院後、右下肢のギ

プス固定と安静臥床により廃用症候群が進行し

た。その為、移乗動作の際、両下肢への荷重動作

が困難となり、上肢を努力様に過剰使用する事で

安定性が低下した。この事から治療アプローチで

は、従来のプログラムに加え、両側下肢の均等荷

重練習、対称位の立位動作練習を行ない、体幹の

正中位保持を促した。結果、立ち上がり・移乗動

作に下肢の荷重量が増加し、上肢の過剰使用の抑

制に繋がった。それにより、立ち上がり時の臀部

離床時に下肢筋力が発揮され、移乗動作が全介助

から軽介助で行える様になったと考えた。 

移乗動作の介助量の軽減が行えた事で離床が

可能となり、車椅子座位で日中過ごせる等、生活

空間の拡大が見込まれた。 



解離性腹部大動脈瘤後呼吸器合併症を呈し、血圧

コントロール不良により離床に難渋した症例  

関西労災病院 本城翔太 棏平裕樹 

Ⅰ．はじめに 

解離性腹部大動脈瘤を発症し無気肺や胸水貯留を

合併した症例を担当する機会を得た為報告する。  

Ⅱ．症例紹介 

【年齢】70 歳台【性別】男性【身長】170cm【体

重】65kg【BMI】22.4【診断名】解離性腹部大動

脈瘤 Stanford B(遠位弓部大動脈～大動脈末端) 

【現病歴】背部痛、嘔吐で近医受診。腹部大動脈

瘤を触知し、一致した痛みを認めたため救急搬送。

【喫煙歴】なし【投薬内容】ニカルジピン、フロ

セミド、フェンタニル、セレネース 

【key person】妻【家族構成】妻と二人暮らし 

【入院前 ADL】自立。【住宅環境】二階建て。 

Ⅲ．倫理的配慮 発表にあたり、ヘルシンキ宣言に

基づいて対象者に発表の趣旨を説明し、同意を得

た。 

Ⅳ．初期評価 

【全体像】理解良好。アラームに対し、過敏に反

応している様子あり。【JCS】Ⅱ－10【呼吸状態】

経口挿管人工呼吸器管理。吸引にて中等度の粘調

痰がコネクタ 3~4 杯回収。Xｐ:両下肺野透過性低

下【筋緊張】足関節 MAS グレード 2【基本動作】

立位:やや体幹前傾。外乱に対しては股関節戦略＞

足関節戦略。移乗:着座動作性急【歩行】未実施 

Ⅴ．経過 

(発症後 6 日)収縮期血圧 70~130mmHg 以下指示

のもと理学療法開始。経口挿管人工呼吸器管理。

(発症後 9 日)抜管されネーザルハイフロー(以下

NHF) (50L/min35%)に変更。車椅子移乗実施で

SBP138 まで上昇(発症後 11 日)胸水貯留、無気肺

認め NHF(60L/min35%)に変更。立位実施で

SBP139、SpO2 91%。(発症後 13 日)カヌラ４L

に変更し、歩行開始 (発症後 16 日)退院 

Ⅵ．最終評価 

【全体像】理解良好。バイタルサインについて理

解深める様子【JCS】0【呼吸状態】Room air95%~

自己喀痰可能。Xｐ:無気肺、うっ血改善【筋緊張】

足関節 MAS グレード 1【基本動作】立位:体幹前

傾改善。移乗:着座動作良好【歩行】独歩自立 

Ⅶ．考察 

本症例では、胸水貯留や無気肺を合併しており早

期離床に努めた。しかし降圧剤を使用されていた

が、起居動作や、運動時に血圧が指示外におよぶ

上昇が認められた為離床に難渋した。血圧の上昇

に関して、近位部の運動により SBP139 まで上昇

を認めた。雲在らは、足関節の機能改善により血

圧の上昇が穏徐になったと報告している。本症例

でも同様に足関節へのアプローチが一要因となり

血圧の上昇を抑制出来たと考える。ユニット管理

されている患者は、アラーム音や多数のルート類

などにより様々なストレスにさらされ、交感神経

が有意であることが報告されている。交感神経が

優位な状態では意図しない血圧の上昇や、重症不

整脈の誘因となる。本症例においても、アラーム

音を気にする様子やルートの配置を気にされてお

り同様であったと考える。田中らは他動運動を行

うことで自立神経活動を抑制することが出来ると

述べている。また橋らは関節可動域練習を行うこ

とで、副交感神経活動を有意にすることを示唆し

ている。本症例においても下腿三頭筋に対するリ

ラクセーション効果が得られたことや、上記のよ

うな効果が同様に得られたため血圧の上昇を抑制

できたと考える。早期より理学療法介入し、安静

度の拡大とともに、各歩行速度ごとや手荷物負荷

などの血圧評価を行い、患者に具体的な運動許容

範囲を提示した。本症例は、保存的治療を選択さ

れており、腹部大動脈瘤に対し手術予定である。

そのため患者本人に血圧管理の重要性、自己管理、

測定の指導を行った。足関節に着目したアプロー

チを行い、指示血圧内での離床、呼吸器合併症の

進行を防ぐことが出来た。血圧の上昇により離床

に難渋したが、早期介入や足関節アプローチによ

り改善が見られた症例であった。 



パーキンソン病患者の在宅復帰に向け、起立に着

目した症例 

阪神医生協診療所 ○足立萌 村上大輔 

Ⅰ初めに 

パーキンソン病患者の介護負担軽減に介入し、

在宅復帰を行う機会を得たので報告致します。 

Ⅱ症例紹介 

【年齢】80 歳代【性別】男性【身長】175cm【体

重】52.7kg【BMI】17.2【Hope】本人：家に帰り

たい 家族：介助を楽にしたい。施設に入って欲

しい【Need】介助量軽減【診断名】パーキンソン

病(平成 X 年 Y 月)【現病歴】診断後在宅療養して

いたが、早朝起床時に 2 時間以上嚥下が掛る様に

なり内服が困難になってきた。服薬管理目的にて

入院となり、入院時に介護保険を申請。【既往歴】

両変形性膝関節症【内服薬】ネオドパストン、ノ

ウリアスト、ニュープロパッチ【キーパーソン】

妻(一軒家に 2 人暮らし)【入院前 activities of daily 

living( 以下 ADL) 】 Functional Independence 

Measure(以下FIM)63点 起立が必要な動作に減

点。自宅内で転倒が増加し数年程前から外出減少。 

Ⅲ倫理的配慮 

 ヘルシンキ宣言に基づき、口頭にて説明し同意

を得た。 

Ⅳ初期評価(平成 X 年＋4 年 5 か月) 

【観察】座位：胸部後弯・骨盤後傾位の後方重心。

起立：第一相で体幹屈曲と骨盤前傾による重心の

前方移動が不十分で伸展活動に移る為、離殿にて

介助必要。【Manual Muscle Testing(以下 MMT)】

脊柱起立筋 2 腹直筋 2 腸腰筋右 4 左 3【Range 

of motion(以下 ROM)】股関節伸展右-10°左-

10°体幹屈曲 10°【Barthel Index(以下 BI)】60

点【FIM】75 点【Berg Balance Scale(以下 BBS)】

27 点 起立 0 点【Timed Up and Go(以下 TUG)】

右 25.6 秒左 21.8 秒 起立開始に時間が掛る 

Ⅴ問題点(ICIDH) 

【Inpairment】1.胸部後弯と骨盤後傾位によるア

ライメント不良 2.無動 3.脊柱起立筋・腹直筋・腸

腰筋筋力低下【Disability】起立困難【Handicap】

自宅復帰困難 

Ⅵ治療プログラム 

1.ROM-ex 2.バックブリッジ 3.バランスボール

を用いた体幹屈曲 4.上肢挙上運動 5.足踏み運動 6.

反復運動 7.階段昇降 

Ⅶ最終評価(平成 X 年＋4 年 6 か月) 

【観察】座位：胸部後弯・骨盤後傾と後方重心も

軽減した。起立：第一相で体幹屈曲改善し、上肢

支持なしで臀部離床が可能。【MMT】変化なし

【ROM】股関節伸展右 5°左 0°体幹屈曲 20°

【BI】65 点【FIM】92 点【BBS】42 点 起立自立

【TUG】右 20 秒左 19 秒 起立の時間が短縮 

Ⅷ考察 

今回パーキンソン病患者へ起立の離殿に介入を

した結果、介助量が軽減し在宅復帰が行えた。 

入院中に服薬管理を在宅で家族が行える様に多

職種で指導し、理学療法は介護負担の強かった起

立に着目した。 

 初期は骨盤後傾位の後方重心で第一相の体幹屈

曲低下による前上方への重心移動が拙劣と考え、

骨盤前傾を促すプログラムを行った。 

 本症例は奈良らと上田らが言われるパーキンソ

ン病や高齢者に特徴的な脊柱後弯変形と考えられ

る。更に症状進行、服薬管理不足により活動性低

下により ADL 低下して、その影響から ROM・筋

力低下によるアライメント不良の為、起立の骨盤

前傾が減少していると考えた。 

ROM-ex にて、骨盤前傾・股関節伸展の制限を

している筋の短縮が改善され、股関節伸展 ROM

拡大と前傾運動の改善が見られた。更に骨盤前傾

の分離運動と起立の運動学習にて、体幹と骨盤分

離が改善し起立の前上方への運動学習が行えた。

山岸らは骨盤前傾により坐骨の接地面が後方に移

動し、接地面と重心の位置が離れる事で重心は前

方に移動すると述べている。これから ROM-ex 拡

大によって起立第一相での骨盤前傾が出現し、前

上方への運動学習を行えた為動作が自立したと考

えられる。 

今回、起立の改善と住環境整備を行うことで介

護負担が軽減出来、施設入所の方向から本人の

Hope である在宅復帰が行えたと考えられる。 



麻痺側下肢及び骨盤帯の連携に着目しアプローチ

を行ったことで歩容改善に至った一症例 

社会医療法人中央会 尼崎中央病院 

〇杉本美紀 長谷川誠 野井美里 

【はじめに】 

今回、右視床出血にて左片麻痺を呈し麻痺側立脚

期で骨盤帯の不安定性がみられた症例を担当した。

麻痺側下肢及び体幹深層筋に対しアプローチし、 

歩容改善に至ったため報告する。 

【症例紹介】 

70 歳代、女性。突然左下肢が動かなくなり転倒。

右視床出血と診断され翌日よりリハビリ開始。 

入院前 ADL：屋内外独歩自立 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき書面で説明し同意を得た。 

【初期評価：発症後 2 週目】 

病棟内 ADL：車椅子見守り、機能的自立度評価表

(以下 FIM)： 102 点、 Brunnstrom Recovery 

Stage(以下 BRS)：上肢Ⅴ・手指Ⅵ・下肢Ⅴ、 

表在・深部感覚：麻痺側下肢軽度鈍麻、 

筋緊張：歩行時肩甲帯周囲筋・脊柱起立筋過緊張、

徒手筋力検査(以下 MMT)：体幹 3・麻痺側股関節

伸展 3・麻痺側足関節背屈 4、6 分間歩行：250m、

Timed Up and Go test(以下 TUG)：24.27 秒、 

10m 歩行：17.85 秒/24 歩、T-cane 歩行(軽介助)：

麻痺側 IC～LR にフットスラップ、LR～MSt に

体幹・骨盤前傾位で過度な骨盤後方回旋、膝関節

の動揺を認める。 

【治療と経過】 

初期評価時では麻痺側下肢の不安定性に対し

Gait Solution Design(以下 GSD)を使用し麻痺側

下肢の随意性向上を図った。さらに体幹深層筋 

筋力発揮促通を目的に臥位・座位・立位での訓練

を実施。立位では姿勢鏡を使用し視覚フィードバ

ックを利用しての麻痺側 LR～MSt を中心とした

ステップ練習を行った。その際、徒手にて骨盤 

アライメントを修正し深層筋及び大殿筋の筋収縮

を促通。発症後 4 週目で麻痺側下肢の随意性向上

に伴い GSD 非装着下での訓練へ移行。歩行時の 

下肢と体幹の連携を図った結果、発症後 9 週目で

T-cane 歩行自立レベルとなる。 

【最終評価：発症後 9 週目】 

病棟内 ADL：T-cane 歩行自立、FIM：121 点、

BRS：著変無し、表在・深部感覚：軽度改善、 

筋緊張：歩行時肩甲帯周囲筋・脊柱起立筋過緊張

軽減、MMT：体幹 4・麻痺側股関節伸展 4・麻痺

側足関節背屈 4、6 分間歩行：400m、 

TUG：11.07 秒、10m 歩行：11.72 秒/18 歩、 

T-cane 歩行：麻痺側 IC～MSt のフットスラップ

や体幹・骨盤前傾位及び過度な骨盤後方回旋、 

膝関節の動揺が軽減。 

【考察】 

本症例は麻痺側 IC～LR にフットスラップ、LR

～MSt に体幹・骨盤前傾位及び過度な骨盤後方 

回旋、膝関節の動揺が生じていた。原因として 

麻痺側下肢の不安定性と体幹深層筋筋力発揮低下

による骨盤帯の不安定性が考えられる。吉田は

GSD の足関節底屈制動及び背屈遊動の機能によ

り IC～LR で前脛骨筋の遠心性収縮、MSt～TSt 

で下腿三頭筋の遠心性収縮が促通され歩容改善に

至ったと述べている。そこで GSD を装着し麻痺

側下肢への重心移動を促すことで随意性向上を  

図った。また佐藤は片麻痺者は不安定な骨盤帯を 

安定させるために体幹浅層筋や上部体幹の代償的

な活動が誘発されるため、体幹深層筋の活性化が

重要と述べている。そこで歩行時の下肢と体幹の

連携を図るため体幹深層筋へのアプローチも実施。

治療では臥位にて基礎となる深層筋の賦活及び 

筋力強化を図った後、座位・立位へと段階的に進

めた。座位では徒手抵抗を加え深層筋による骨盤 

中間位保持を獲得させた。立位では姿勢鏡を使用

し徒手にて骨盤後傾させ回旋誘導をしながらステ

ップ練習を行い、動作時における深層筋筋力発揮

を促し骨盤帯安定性向上を図った。結果、最終 

評価ではフットスラップや膝関節の動揺は軽減。

さらに歩行時の深層筋筋力発揮促通により大殿筋

筋力発揮にも繋がり、体幹・骨盤前傾位及び過度

な骨盤後方回旋が軽減。歩幅拡大、歩行速度向上

により 10m 歩行・TUG・6 分間歩行が改善。 

発症後 9 週目で病棟内 T-cane 歩行自立に至った。 



左片麻痺を呈した患者に対し早期より長下肢装具歩行を行い、杖歩行の獲得に至った症例 

社会医療法人愛仁会 尼崎だいもつ病院 理学療法士 森本 千晶 

【はじめに】今回、右視床出血を発症し左片麻痺を

呈した症例を担当した。その際、早期より長下肢装

具を作製し立位・歩行練習を実施し、歩行全介助か

ら杖歩行自立まで改善が認められたため報告する。 

【倫理的配慮】症例報告に対して、ヘルシンキ宣言

に基づき本人に説明、同意を得た。 

【症例紹介】30代男性。X月 Y日に左片麻痺・嘔吐

症状が出現。右視床出血を発症し、脳室内出血・急

性水頭症を併発。同日、両側脳室ドレナージを施行

し、リハビリテーション(以下リハ)継続目的で 21

病日目に当院へ転院。既往歴は無し。入院前 ADLは

すべて自立。7階建てマンションの 4階居住であり

居室内に車いす利用スペースは無い。 

【初期評価:21～27病日】〈心身機能面〉全体像:表

情は乏しくやや受動的な印象。注意障害、左側空間

無視あり。Brunnstrom Recovery Stage(以下 BRS):

左上肢Ⅰ-Ⅱ、手指Ⅰ、下肢Ⅱ、MMT:非麻痺側膝伸

展筋 5、腹筋群 3、感覚:表在・深部感覚ともに重度

鈍麻。〈活動面〉FIM:42点(運動 26点/認知 16

点）、寝返り～座位:軽介助、移乗:麻痺側下肢の膝

折れあり、足の踏みかえ生じず中等度介助、歩行:

長下肢装具(以下 KAFO)装着し振り出し全介助。 

【経過】23病日目から麻痺側下肢の支持性・随意

性向上を目的に起立・立位保持、KAFO歩行を中心

に介入した。下肢の支持性・随意性の向上により、

80病日目には、短下肢装具（以下 AFO）歩行を実

施。153病日目に T字杖と AFOを使用し病棟内歩行

自立に至った。 

【最終評価:175-182病日】〈心身機能面〉全体像:

笑顔も多々見られ、病棟で自主的な行動も見られる

ようになった。注意障害、左側空間無視は残存する

ものの日常生活に支障のない程に改善。BRS:左上肢

Ⅲ-Ⅳ、手指Ⅲ、下肢Ⅲ-Ⅳ、MMT:非麻痺側膝伸展筋

5、腹筋群 4、感覚：表在・深部感覚ともに中等度

鈍麻。〈活動面〉FIM:111点（運動 81点/認知 30

点）、起居・移乗:修正自立、歩行:Ｔ字杖と AFOを

使用し屋内外ともに修正自立。10ｍ歩行は、Ｔ字杖

と AFOを使用し 11.57秒、20歩。 

【考察】本症例は、家屋環境により車いす利用が困

難であり、家族の協力が乏しいことから自立歩行の

獲得が必要だと考えた。平野ら(2015年)は、年

齢、体幹機能、非麻痺側膝伸展筋が歩行の予後予測

に影響を及ぼすと述べている。また吉田ら(2006

年)は、発症 1か月以内に回復期リハを開始した患

者は FIM改善率が高いと述べている。本症例は、転

院時 FIM42点であり体幹筋力の低下が見られた。し

かし、比較的若年層であること、21病日目に当院

へ転院に至っており、非麻痺側伸展筋 MMT5という

ことから、早期からの歩行練習が可能であり、歩行

の再建が期待できた。本症例は、立位にて麻痺側下

肢荷重を促すと膝折れが生じるため、装具無しでは

立位・歩行での麻痺側筋活動の促進が困難な状態で

あった。大畑ら(2013年)は、自立した歩行が困難

な脳卒中後片麻痺者において、KAFOの使用は下肢

の運動量を増加する重要な手段と述べている。その

ため、早期より KAFOを使用し立位・歩行練習を中

心に介入した。その結果、80病日目には AFO装着

下での歩行練習へと移行、153病日目には T字杖と

AFOを使用し歩行自立に至った。KAFOを使用したこ

とにより、麻痺側荷重時の膝折れを抑制し、股関節

周囲筋の活動を促したことで麻痺側下肢の支持性の

向上が図れたと考える。また、早期から KAFOを用

い、麻痺側下肢へ適切な感覚刺激を入れることで一

次運動野の活性化を図ることができたと考える。 

本症例は 30代後半ということもあり、今後は復職

に向けて社会に適応した歩行能力の獲得が必要であ

った。Perry ら(1995 年)は、社会参加に必要な歩行

速度は 0.8m/s以上と述べているが、本症例は歩行速

度 0.86m/s まで改善しており、社会に適応した歩行

速度が獲得できたと考えられる。今回の結果から、

予後予測や適応を選定する必要はあるが、脳卒中患

者に対して早期から KAFO 歩行を進めていくことが

歩行獲得を促進する根拠の一つとなり得ると考えら

れる。 


