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日時 平成 30年 1月 27日（土） 13：00～ 

場所 公立八鹿病院 第 1講堂 

  兵庫県養父市八鹿町八鹿 1878-1 

  Tel 079-662-5555 

 

 

担当 （一社）兵庫県理学療法士会  但馬ブロック 



～プログラム～ 

 

受付開始      12:30～ 

 

開会式       13:00～13:10 

 

新人発表       13:10～13:40 

   座長：藤盛崇史 （介護老人保健施設 豊岡シルバーステイ） 

 

1. 民宿を営むパーキンソン病患者と関わった一症例 

一般社団法人ソーシャルデザインリガレッセ 日本財団在宅看護センター豊岡 中村 忍 

 

2. 第 2中足骨骨折後、RSDを呈した症例～歩容とメカニカルストレスの観点から～ 

公立豊岡病院 亀村 真也 

 

兵庫県理学療法士会より     13:40～14:10 

 

スポーツ活動支援部より     14:10～14:30 

全国高等学校野球選手権兵庫大会の但馬球場でのサポートスタッフについて案内 

スポーツ活動支援部 三星 健吾 先生 

   

 

 

 

【参加者へのお願い】 

 

・本会は兵庫県理学療法士会会員対象です。 

・新人発表会では、発表者には C-6「症例発表」の単位が、新人発表プログラム修了者には生涯学習制

度における履修ポイントが 10ポイント認定されます。必ず会員証をお持ちください。 

・携帯電話等について：会場内での携帯電話の使用はご遠慮ください。 

・喫煙について：会場は敷地内完全禁煙となっております。喫煙はご遠慮ください。 

 

・発表時間：7分、質疑応答は演題ごとに 8分となっております。 

・質問の際は、座長の指示に従って氏名・所属を告げた上で活発に行ってください。 



民宿を営むパーキンソン病患者と関わった一症例 

一般社団法人ソーシャルデザインリガレッセ 

日本財団在宅看護センター豊岡 

中村 忍 

 

【はじめに】 

今回、民宿を営んでいるパーキンソン病患者を経

験した。①出迎え動作②調理・食器洗い動作③料

理運搬動作に着目して訪問リハビリ介入したので

報告する。 

【倫理への配慮】 

対象者に対し症例発表の目的、個人情報の扱いに

対して説明し同意を得て、ヘルシンキ宣言に基づ

く倫理的配慮を行った。 

【症例紹介】 

冬季に民宿を営んでいる 60 代女性、H27 年から

仕事が思うようにできなくなり、H28 年パーキン

ソン病と診断。H29 年 6 月から週一回 60 分訪問

リハビリ介入。HOPE は民宿の仕事をしていき

たいである。 

【初期評価】(期間 8 月 21 日~9 月 25 日) 

Hoehn&Yahr ステージⅢ、生活機能障害度Ⅱ。

FIM124 点。民宿は義母、従業員と共に実施。建

物には最大 23 ㎝段差、約 12ⅿ廊下あり。常連客

多く、最大 30 人対応。①出迎え動作：床からの

立ち上がり動作・歩行動作遂行時間遅延。立位お

辞儀動作時腰痛。②調理・食器洗い動作：食材・

食器操作遂行時間遅延。立位保持持久力低下。③

料理運搬動作：歩行、段差昇降安全・安定性低

下、遂行時間遅延。床からの立ち上がり動作遂行

時間 16.0 秒。10ⅿ歩行 18.92 秒。動作時腰痛 10

点法 5/10。TUG17.43 秒。BBS43 点。 

【理学療法介入】 

出迎え動作に対して、玄関までの動線移動練習。

段差の安全な降り方、歩行時の手足の振りや体幹

回旋を指導。床からの立ち上がりは動作パターン

を決めて反復練習。立位お辞儀動作に対して腰痛

軽減させるため膝に手を置くよう指導。調理・食

器洗い動作に対して皮むき・食器洗い練習。左第

4、5 指の巧緻性が低下していた為、ゴムボール

での手指巧緻性練習。料理運搬に対して台所~食

堂までの動作練習。転倒リスクに対しバランス運

動実施。自主トレーニング指導。 

【最終評価】(期間 11 月 20 日~11 月 30 日) 

①出迎え動作：床からの立ち上がり動作遂行時間

短縮、歩行動作遂行時間著変なし、お辞儀動作時

腰痛軽減。②調理・食器洗い動作：食材・食器操

作遂行時間著変なし、立位保持持久力改善。③料

理運搬動作：歩行・段差昇降動作著変なし。床か

らの立ち上がり動作遂行時間 9.2 秒。10ⅿ歩行

18.02 秒。動作時腰痛 10 点法 0/10。TUG14.46

秒。BBS51 点。去年と比較し仕事量増加。民宿

作業満足度①②「やや満足」③「変わらない」。 

【考察】 

訪問リハビリ介入により、去年と比較して仕事量

は増加した。要因として、できる動作を確認する

ことで仕事に対して積極的になれた事が考えられ

る。出迎え動作では床からの立ち上がり動作遂行

時間短縮がみられた。これは一定パターンでの動

作練習により、運動学習が行われた為だと考えら

れる。調理・食器洗い動作では遂行時間改善はみ

られなかったが、長時間立位作業が可能となっ

た。これは活動増加に伴い筋持久力が向上したと

考えられる。現在、料理運搬の仕事は従業員に任

せている。反省点として料理運搬動作への工夫が

足りなかった。今後の課題として今回着目した以

外の民宿作業や、パーキンソン病進行に伴う身体

機能低下に対するアプローチを検討していく。 



第 2中足骨骨折後,RSDを呈した症例 

～歩容とメカニカルストレスの観点から～ 

         公立豊岡病院 亀村 真也 

 

【はじめに】 

右第 2 中足骨骨折後の不活動により RSD を呈し

た症例を経験.介入当初から右下肢の疼痛強く歩

行の実用性低下を認めた.課題設定により負荷量

を調整することで疼痛消失し,職業復帰に至った

ため報告する. 

【倫理的配慮】 

症例に対して本発表の主旨及び個人情報守秘を

口頭で説明し了承を得た. 

【症例紹介】 

50代後半,女性,152㎝,55㎏ 

診断名：第 2中足骨骨折 

現病歴：約 70cm の高さの台から転落し受傷.当院

にて第 2 中足骨骨接合術施行.松葉杖歩行自立し,

第 13 病日に自宅退院.自宅退院後は処方なくリハ

ビリ実施せず.第 57病日,RSDに対し週 1回の外来

リハビリ開始. 

介入前 ADL：自宅内は松葉杖使用して歩行可能.屋

外は車いすでの移動.その他 ADLは自立. 

職業：販売店.立ち仕事. 

【理学療法評価】 

初期評価（第 57 病日） 

視診・触診：右足部熱感(+),浮腫(+),発赤(+) 

ROM：右足関節背屈 10° 

疼痛：安静時痛(+).Mstにて創部付近に鋭痛(VAS9) 

歩行：踵接地後,LR～Mstにおいて右足底外側での

荷重となる.また,右足関節背屈・下腿の前傾は不

足している. 

10m 歩行：19.54 秒（松葉杖） 

Hope：職業復帰 

Need：歩行の安定性・速度向上 

【目標設定・治療プログラム】 

短期目標(2 週間)：疼痛軽減,独歩で自宅内移動自

立 

長期目標(5 週間)：職業復帰 

治療プログラム：交代浴,荷重練習(立ち上がり・

着座練習,スライド),歩行練習(平行棒,トレッド

ミル) 

【経過】 

第 57 病日より疼痛緩和目的で交代浴開始.運動

療法では,立ち上がり動作,平行棒内で疼痛自制内

の範囲での荷重練習を開始. 併せてミラーセラピ

ー(以下,MT)を実施.第 85 病日,トレッドミル歩行

練習開始.第 92病日より階段昇降練習開始. 

【結果】 

最終評価(第 101 病日) 

視診・触診：右足部熱感(-),浮腫(-),発赤(-) 

疼痛：第 85病日に消失 

歩行：右下肢への荷重が行え,Mst～Tst にかけて

右足関節背屈・下腿の前傾がみられる.(10m 歩行：

10.36秒) 

第 118 病日より職業復帰予定. 

【考察】 

RSDは,末梢組織に骨折や捻挫など何らかの損傷

が起こった後に生じ,その強い疼痛により更なる

不活動を招くことで知られる.Butler は 4 週間ギ

ブス固定した不活動モデルでは冷痛覚閾値の低下

を認めたと報告している.また, 不動性骨萎縮は

広く認められており,数か月で 15%の骨量減少が起

こると報告されている.本症例では,疼痛が強く右

足底内側への荷重が困難な状態であったために

RSD 様の骨萎縮を呈したと考える.そのため,負荷

量を調整することで,患部へのメカニカルストレ

スが欠如し RSD を形成するような状態からの脱却

を目指した. 

介入当初,右足背部の疼痛が強く歩行時での荷

重が困難であったため疼痛自制内の範囲で荷重練

習,MT を実施し疼痛の軽減を図った.第 85 病日に

は疼痛の消失を認めたが,恐怖心は残存しており

歩容の改善には時間を要した.トレッドミル歩行

により受動的に Mst～Tstでの右足関節背屈・下腿

の前傾を促すことで荷重ラインの再構築・歩容の

改善に至り,結果的に歩行速度を向上させること

ができたと考える. 


