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会 期 ： 令和 2年 1月 26日（日） 

会 場 ： 関西総合リハビリテーション専門学校 

主 催 ： 兵庫県理学療法士会 淡路支部 

      兵庫県言語聴覚士会 淡路ブロック 



 

日 程 表 

 

時 間 講 堂 

12：30 ～ 12：45 
受付 

座長・コメンテーター打ち合わせ  

12：45 ～ 13：00 
開会の挨拶 

オリエンテーション 

13：00 ～ 14：20 
理学療法士会  

第 1セッション 6演題 

14：20～ 14：50 兵庫県理学療法士会 理事講演会 

14：50 ～ 16：10 
理学療法士会  

第 2セッション 6演題 

16：15 ～ 17：35 
理学療法士会・言語聴覚士会 

第 3セッション 6演題 

17：35 ～   

閉会の挨拶 

手帳押印、後片付け 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第 1セッション                                               13：00 ～ 14：20 

座長 ： 聖隷淡路病院  小野 仁之 

 

P-1 左大腿骨転子部骨折を呈したが両膝関節の疼痛により屋外歩行車歩行の再獲得に難渋した症例 

東浦平成病院  西村 元志  

P-2 右大腿骨転子部骨折術後の歩容と転倒リスクに着目し日常生活動作の自立に向けて 

聖隷淡路病院  牛原 寛汰  

P-3 骨折により右足部内外反制限を及ぼした症例 ～バランス能力を改善し職場復帰を目指す～ 

順心淡路病院  来馬 洋佑  

P-4 右人工膝関節術後にステップ練習を行った結果、歩容が改善した症例 

翠鳳第一病院  乾 真心  

P-5 左大腿骨転子部骨折を呈した症例 ～簀子歩行獲得を目指して～ 

東浦平成病院  岡本 結花  

P-6 人工股関節全置換術施行後に坐骨神経領域の放散痛が出現した一例  

－梨状筋に着目し歩行能力が改善した症例－         兵庫県立淡路医療センター  河野 友保 

 

                        コメンテーター ： 順心淡路病院  若林 なつ美 

 

第 2セッション                                               14：50 ～ 16：10 

座長 ： 順心会訪問看護ステーション淡路  柿原 一登士 

 

P-7 右大腿骨転子下骨折術後、歩行能力向上を目指した症例～荷重応答期の体幹前傾運動の改善～ 

東浦平成病院  垣内 陸玖 

P-8 右膝蓋骨骨折を呈し保存療法が選択された症例 ～運動学習により歩容が改善した症例～ 

翠鳳第一病院  田中 淳一 

P-9 左大腿骨頸部骨折術後に歩行能力が向上した症例 ～低栄養に留意し、訓練を行った一例～ 

 東浦平成病院  北山 慎也 

P-10 肺気腫が背景にあり、細菌性肺炎を呈した症例 ～運動耐容能向上を目指して～ 

平成病院  寺内 健太 

P-11 口頭指示内容の選別により歩容が改善した片麻痺症例 －練習効果と保持効果の測定－ 

順心淡路病院  曽我部 理菜 

P-12 脳梗塞左片麻痺を呈した症例に対して ～HALによる活動量の向上を目指して～ 

平成病院  奥野 光太郎 

 

コメンテーター ： 株式会社あかね  島田 陸 

理学療法士会 演題プログラム 



 

 

第 3セッション                                               16：15 ～ 17：35 

理学療法士会 座長 ： 東浦平成病院 國廣 澄仁 

言語聴覚士会 座長 ： 聖隷淡路病院 濱口 仁美   

 

P-13 第 2腰椎圧迫骨折を呈し、早期退院を目指した症例 ～歩行動作に着目して～ 

翠鳳第一病院 宮田 理生 

P-14 左大腿骨転子部骨折術後、独歩に着目し安定性、安全性向上を認めた一症例   

八木病院 木下 優 

P-15 右脛骨高原骨折、右腓骨遠位端骨折を呈した症例 

翠鳳第一病院 川口 功祐 

S-１ 覚醒不良により摂食嚥下障害を呈した症例に対する多面的アプローチの重要性 

聖隷淡路病院 小島 由樹 

S-2 食思向上につながった食事環境へのアプローチ～経鼻経管栄養から胃瘻併用し 3食経口摂取へ～ 

東浦平成病院 布廣 文香 

S-3 左被殻出血により失語症を呈した一症例 ～喚語・聴理解改善を中心とした介入～ 

兵庫県立淡路医療センター 荒川 開 

 

理学療法士会 コメンテーター ： 順心会訪問看護ステーション淡路 中野 良馬 

言語聴覚士会 コメンテーター ： 聖隷淡路病院 濱口 仁美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士会・言語聴覚士会 演題プログラム 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口述発表演題 

 

理学療法士会 P-1 ～ P-15 

 

言語聴覚士会 S-1 ～ S-3 

 



左大腿骨転子部骨折を呈したが両膝関節の疼痛に

より屋外歩行車歩行の再獲得に難渋した症例 

 

西村元志 

東浦平成病院 

【はじめに】 

転倒により左大腿骨転子部骨折を呈し、骨接合術

を施行された症例に対し、病前からの両膝関節痛

により屋外歩行車歩行の再獲得に難渋した為、疼

痛軽減に対する介入を試みたので報告する。 

【症例紹介】 

80代男性。201X年 Y月 Z日、旅行先にて歩行車

歩行中に転倒。A病院受診し、左大腿骨転子部骨

折と診断。手術目的で B病院に入院。Z+3日に骨

接合術（γ-nail術）施行し、Z+13日当院に入院。

既往歴は両変形性膝関節症、右大腿骨転子部骨折

術後。発症前 ADL は自立。週 1 回の通所リハビ

リテーションを利用。妻と 2人暮らし。自宅近く

の坂道を毎日 10 分程散歩していた。散歩中の転

倒歴有り。HOPEは「家族と外出したい」。 

【初期評価】（201X年 Y月 Z+14日～27日） 

基本動作監視レベル。移動は車イス自操。機能的

自立度評価法（以下 FIM）は 82点（運動 47点、）。

関節可動域(以下 ROM )は膝関節屈曲左-15°右

-5°。徒手筋力テスト(以下MMT)は股関節外転左

2右 4、股関節伸展左 2右 2、膝関節伸展左 2右 2

であり、ROM 時に疼痛評価スケール（以下 NRS）

で両側の膝蓋骨下外側部に 4/10。立ち上がり、着

座動作時に NRS10/10。歩行車歩行時に両膝関節

に NRS3/10。膝蓋下脂肪体に硬さがあり膝蓋骨は

上方への可動性低下を認める。トーマステスト、

エリーテスト、オーベルテストは左右共に陽性。

両側大腿直筋、両側大腿筋膜張筋に短縮を認める。

歩行車歩行では左立脚中期に体幹左側屈する。

Functional Balance Scale（以下FBS）は43/56

点。10m 歩行は 14 秒（0.7m/ｓ）。6 分間の連続

歩行距離は 120ｍ。 

【経過】 

膝関節の疼痛を軽減することで歩行能力の改善に

繋がると考え、Z+25 日から膝蓋下脂肪体へのモ

ビライゼーションを実施し、疼痛の軽減を図るが、

1か月程で疼痛の程度に差が無くなり、Z+55日よ

り大腿筋膜張筋の短縮に対するストレッチ、リラ

クゼーションを行い、膝関節痛の軽減と屋外歩行

車歩行自立レベルの獲得に至った。 

【最終評価】（201X年 Y月 Z+83日～93日後） 

基本動作、屋内 T字杖歩行、屋外歩行車歩行が自

立となる。FIMは 116点（運動 47→81点）。ROM

は膝関節伸展左 0°右 0°。MMTは股関節外転、

股関節伸展、膝関節伸展共に左 4右 4で両膝蓋骨

下外側部の ROM時に左右 NRS0、立ち上がり・

着座動作時に左 NRS5、右 NRS2。歩行車歩行時

は左 NRS2右 NRS0。オーベルテストは左右共に

陰性。トーマステスト、エリーテストは左右共に

陽性。両側大腿直筋に短縮を認める。歩行車歩行

で左立脚期の体幹左側屈が軽減した。FBS54/56

点。10m歩行（歩行車使用）は 9秒(1.1m/s)、6

分間の連続歩行距離は歩行車歩行で 480m。 

【考察】 

本症例は両膝関節の疼痛により歩行の再獲得に難

渋したため、疼痛軽減を中心に介入を行った。 

膝関節疼痛の要因は膝蓋下脂肪体の硬化、膝関節

の骨棘、大腿筋膜張筋の短縮、腸脛靭帯の過緊張

を考えた。宮前らは膝蓋下脂肪体が外傷や機械的

刺激による微細な損傷を受けると柔軟性を失い、

大腿脛骨関節間に膝蓋下脂肪体が挟まれることで

疼痛を引き起こすとしており、膝蓋下脂肪体のモ

ビライゼーションによる柔軟性の改善が即時効果

として、1 か月程は見られたが、その後はプラト

ーの状態となった。本症例はオーベルテストが陽

性であり、筋膜張筋が短縮していると考えられた。

工藤らは腸脛靭帯の緊張が亢進すると膝蓋下脂肪

体の内圧が亢進し疼痛が生じると述べており、大

腿筋膜張筋への短縮、腸脛靭帯の過緊張の軽減を

目的に他動及び自動的ストレッチ・リラクゼーシ

ョンを実施したところ、大腿筋膜張筋の短縮が軽

減し、その結果、膝関節痛の軽減に繋がったと考

える。以上より、屋外歩行訓練の導入が可能とな

り、歩行能力の向上並びに、退院後の屋外歩行の

自立に繋がったと考える。 

P-1 



右大腿骨転子部骨折術後の歩容と転倒リスクに着

目し日常生活動作の自立に向けて 

 

牛原 寛汰 

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷淡路病院 

【はじめに】 

今回、転倒により右大腿骨転子部骨折と右橈骨

遠位端骨折を受傷した患者様を治療する機会を得

た。日常生活動作（以下 ADL）に向け歩容改善と

転倒予防に着目し治療を行ったので報告する。 

【基本情報】 

 80代女性で長男と 2人暮らし、コミュニケーシ

ョン良好で ADL は自立していた。水産関係の仕

事をしており、スリッパで動くことが多く、躓き

や転倒歴も数回あった。主訴は「できればまた仕

事がしたい」であった。 

【医学的情報】 

現病歴は X－5 日に仕事中に足を滑らせ転倒。

右大腿骨転子部骨折、右橈骨遠位端骨折の診断で

当院入院。X日まで右下肢牽引し、γネイルを施

行した。X＋7日まで右上肢牽引し骨接合術施行。

その後上肢は X＋28 日までシーネ固定となった。

画像所見で右小転子に転移のない骨折線があった。 

【初期評価】X～X＋11日 

視診、触診で術創部に熱感と腫脹があった。

Numeric Rating Scale（NRS）は安静時 0、運動

時の腸腰筋停止部に 5、他動時の術創部に 5で防

御性収縮もあった。また、右大腿直筋、大腿筋膜

張筋、内転筋、内側ハムストリングスに筋の過活

動があった。関節可動域テスト（以下 ROM-ｔ）

は右股関節屈曲 60°で術創部に痛みはなかった。

右股関節伸展は10°であり、両足関節背屈は10°

であった。徒手筋力テスト（以下MMT）（右/左）

は股関節屈曲 2P/4、伸展 3/3、外転 2/2以上であ

り、Pは腸腰筋停止部であった。X＋8日より離床

し、歩行観察では平行棒内歩行で右立脚初期から

中期に体幹前傾があり支持性が不十分であった。 

【理学療法経過】 

下肢手術後離床開始まで 2週間のベッド上安静が

続いた。疼痛による防御性収縮を起こさないよう

に ROM-exを行った。筋力増強-exでは下肢伸展

拳上運動など解放運動連鎖中心に実施した。歩行

-ex では平行棒内歩行から歩行器歩行、杖歩行を

実施した。右上肢は X＋28日より主治医の指示の

下、自動運動が可能となった。 

【最終評価】X＋34～38日 

 右股関節屈曲 ROM は 115°まで拡大した。

MMTで右股関節屈曲 3/4、伸展 3/3，外転 3/4で

痛みの訴えもなく下肢筋力は改善した。筋の過活

動は大腿筋膜張筋、大腿直筋、内転筋に残存した。

Timed- up & go test（以下 TUG）では杖歩行で

22.5秒であり、10ｍ歩行テストは 13.7秒、18歩

であった。杖歩行観察で、初期と比較して右立脚

初期から中期に体幹が後傾位であった。右立脚終

期に骨盤の右回旋により、右股関節伸展が小さく、

蹴り出しから振り出しの推進力が低下していた。 

【考察】 

本症例の ADL 自立に向け歩容と転倒予防に着

目し着目し理学療法を行った。 

 歩行観察より、右立脚初期の体幹前傾は殿筋群

の機能低下とし、ブリッジ運動などで殿筋に対し

賦活させてきたが最終評価のMMTで殿筋群 3で

あった。よって代償的に背筋群の活動で体幹後傾

位になっていたのではないかと考える。また、右

立脚中期からは股関節伸展が不十分、大腿筋膜張

筋や内転筋など股関節周囲筋の過活動により、骨

盤が右回旋となり推進力の低下に繋がっていると

考えた。また画像所見から小転子に骨折線も確認

できており、腸腰筋の筋出力低下と収縮時に疼痛

を誘発しており、腸腰筋の機能低下は歩行時の振

り出しに影響を及ぼすとも考えられる。上記の歩

容が TUG22.5 秒とカットオフ値を上回り転倒リ

スクに繋がっている。訓練中は靴を着用し躓く場

面はなかったが、提嶋ら（2014）はスリッパで動

作をとることは、歩行の安定性低下、足関節背屈

角度が減少し高齢者の転倒リスクに繋がる外的要

因とされている。 

退院に向けて、歩容に影響している筋群の機能

向上と外的要因など環境設定によって、歩容改善

と転倒リスク軽減を課題としていく。 

P-2 



折により右足部内外反制限を及ぼした症例 

~バランス能力を改善し職場復帰を目指す~ 

 

来馬 洋佑 

医療法人社団順心会 順心淡路病院 

【はじめに】 

今回、右足部内外反制限を及ぼした症例に対し

て、職場復帰を目指して治療を行ったので、ここ

に報告する。 

【症例紹介】 

症例は 70代、女性。診断名は右脛骨腓骨遠位

端骨折。現病歴は令和元年 5月上旬に仕事中に転

倒し、当院受診。合併症として糖尿病。感染を避

け保存療法を選択。既往歴は右下腿遠位開放骨折

（約 20年前）。職業は自営業(畜産業)。受傷後 4

週間ギプス固定。5週目より足関節底背屈関節可

動域練習(以下 ROM)開始。6週目より内外反およ

び部分荷重（1/3）開始。その後 1週経過ごとに

1/2、2/3、完全荷重。完全荷重可能となった受傷

後 9週目の 6月末に退院。 

【外来開始時評価】受傷 11週目 

退院 10日後より外来リハ開始。独歩、しゃがみ

こみにおいて右足部内反位で右膝内側裂隙に

NumericalRatingScale（以下 NRS）3/10の疼痛

を認める。ROMは足関節背屈 5/25、底屈 30/50、

外返し 5/20、内返し 10/25。段差降段（20㎝台）

は左下肢着底時、右足部内反、下腿外旋、骨盤後

傾、体幹右回旋し勢いよく着底。 

FunctionalBalanceScale（以下 FBS）は 360°回

転右周り不安定。継ぎ足立位保持（右足部前方）

不可。片脚立位は右 1秒、左 20秒。 

【治療及び経過】受傷 11週目～21週目 

右膝内側裂隙の疼痛に対して、右小趾球・踵部外

側に 4°の傾斜足底板を挿入し、母指球荷重が優位

となる姿勢を作り日常生活を送っていただいた。

治療介入約 3週後、独歩・しゃがみこみ時に、右

膝内側裂隙の疼痛が消失。右足関節背屈 ROMも

20°と改善。しかし、降段動作や片脚立位におけ

るバランス能力に対して改善は診られず、右足関

節外返し ROMは 10°と制限を認めた。また、下

腿後面に圧痛を認めた。この時期に主治医の許可

なく仕事を行い、右後側方へ転倒。そのため、職

場復帰にはバランス能力向上が必須であると考え

介入した。 

右足関節内返し・外返しの可動域制限より、バ

ランス能力が低下していると推測した。右足部内

反位となる組織を精査するため、超音波画像診断

装置を使用した。結果、右足関節外返し運動にて

後脛骨筋を中心とした組織が癒着し足部外反制限

を認めた。超音波画像診断装置の結果より、後脛

骨筋への徒手療法による筋膜リリース、ストレッ

チ、足関節内・外返し ROM練習実施。自主練習

として足関節内・外返し wiping 運動、正座動作

練習指導。腓骨筋に対して筋力練習実施。バラン

ス練習として片脚立位、継ぎ足歩行、段差昇降練

習を実施し、足部外反への動作向上を狙った。 

【最終評価】受傷 21週目 

ROMは足関節背屈 20/25、底屈 35/50、外返し

15/20、内返し 20/25。下腿後面（後脛骨筋）の圧

痛消失。段差降段（20㎝台）は左下肢着底時、右

立脚期に足部外反が可能となり、右側への動揺軽

減。着底時に勢いを制動することが可能となった。

FBSは 360°回転右周り安定。継ぎ足立位保持（右

足部前方）やや不安定も保持可能。片脚立位は右

15秒、左 25秒。超音波画像診断装置を使用した

結果、足関節外返し運動にて後脛骨筋を中心とし

た組織の癒着が改善。 

【考察】 

職場復帰できた理由として、後脛骨筋の滑走性が

改善し内返し・外返し可動域が増加したためであ

ると考える。後脛骨筋は距骨下関節の内側を通過

するため、下腿の筋の中でも距骨下関節に対して

最大の内返しモーメントが働く。そのため、後脛

骨筋の滑走性・伸張性改善は足部内反制限を改善

する大きな因子になると考える。内返し・外返し

可動域が増加したため、足関節戦略が使用しやす

くなり、降段動作の安定性向上。結果、バランス

能力が向上し、ぬかるみや不整地での作業が必要

となる畜産業に対応することができたと考える。 
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右人工膝関節術後にステップ練習を行った結果、

歩容が改善した症例 

 

乾 真心 

翠鳳第一病院 リハビリテーション科 

【はじめに】今回、右膝人工関節(以下 TKA)術後

を施行された症例を経験した。歩容として

LR~Mst時に「double knee action消失」や「伸

び上がり歩行」が観察された。そこで、ステップ

練習を行い、歩容の改善を認めることができたの

で以下に報告する。 

【症例紹介】80代女性。平成 23年 3月頃に両膝

痛出現し、徐々に疼痛増悪。令和元年 8 月 28 日

に右 TKA を A 病院にて施行。同年 9月 24日リ

ハビリ目的で当院に転院し、理学療法開始となる。    

【初期評価】関節可動域(以下 ROM)は、股関節屈

曲右 115°左 130°伸展左右 10°膝関節屈曲右

130°左 145°伸展左右-10°であった。筋力は、徒

手筋力テスト(以下 MMT)で、腸腰筋・大腿四頭

筋・ハムストリングス・下腿三頭筋:左右 3、前脛

骨筋:4であった。疼痛検査(numeric rating scale

以下 NRS)は、右膝関節屈曲時:5、安静時・歩行

時:3~4 であった。片脚立位保持は、右 1秒未満、

左 2秒であった。歩行観察は、IC時では、踵接地

から足底接地への移行が早く、右膝関節は常時軽

度屈曲位である。LR~MSt 時では double knee 

actionの消失や足関節底屈の早期移行により伸び

上がり歩行がみられた。PSw~TSw時では体幹伸

展とともに大腿部優位での下肢の振り出しを行う。

歩行速度は 28秒 22/10mであった。 

【経過】1 週目は、両下肢 ROM-ex、両下肢・体

幹の筋力増強訓練、ステップ練習、歩行器歩行練

習を開始した。3 週目からは、徒手誘導によるス

テップ練習、杖歩行練習を開始した。4 週目から

は不安定板やボールを用いての立脚初期・中期・

後期それぞれの相を意識させて反復練習を行った。 

【最終評価】ROM は、股関節屈曲右 125°左

140°伸展左右 15°膝関節屈曲左右 145°伸展右

-10°左-5°であった。MMT は、腸腰筋:左右 4、

大腿四頭筋・ハムストリングス:左右 4、下腿三頭

筋:左右 4、前脛骨筋:右 4左 5であった。NRSは、

右膝関節屈曲時 :8 長距離の歩行時に左膝内側

部:1~2であった。片脚立位保持は、右 22秒、左

16秒であった。歩行観察は ICでは、踵接地から

足底接地への早期移行が改善されている。

LR~MStではdouble knee actionの出現や伸び上

がり歩行が軽減した。PSw~TSwでは軽度体幹伸

展、右股・膝関節屈曲位での振り出しが可能とな

っている。歩行速度は 16秒 53/10mであった。 

【考察】本症例は歩行能力の向上は認められるも

「double knee actionの消失」や「立脚期の足関

節底屈の早期移行」さらにそれらに伴う立脚期の

伸び上がりが出現する跛行を認めた。今回は筋力

は改善を認めたが、跛行改善に至らないため協調

性の低下と考え、「ステップ運動を利用した運動の

再学習」を目的として介入を実施した。Carrs は

ステップ運動のような下肢のコントロールは筋力

と協調性を改善するために重要とされ、歩行中の

足関節の運動については藤原が「ステップ課題は

LR~MStにかけて足関節角度・モーメントの類似

性が高い」と述べているためこれらを参考とし、

ステップ運動にて膝関節機能・足関節機能の獲得

を図ることを試みた。浅川らは「踏み台昇降訓練

では位置高さ関係なく、大腿直筋の活動を得られ

る」と述べていることから下肢への負担率も考え、

踏み台を利用したステップ及び、通常のフォワー

ドランジを利用した。今回の跛行の原因としては

「足関節底屈の早期移行や伸び上がりなどの現象」

から「膝関節の運動を短縮させる戦略」の影響が

あると考え、足関節底屈のタイミング不良及び、

大腿四頭筋の遠心性収縮のタイミング不良により

発生したと考え、これらの改善を目的として介入

を実施した。結果、ステップ動作によって、下肢

の協調性が向上し、rocker function機能の再獲得

に繋がり、「double knee actionの出現」や「足関

節底屈の早期移行の改善」に至ったと考える。 

【まとめ】今回、意識すれば改善している状態が

続くも、無意識や歩行環境により出現することも

認められたために十分な学習には至らなかったと

考えられ、今後の課題とした。 
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左大腿骨転子部骨折を呈した症例 

～簀子歩行獲得を目指して～ 

 

岡本結花  

東浦平成病院 

【はじめに】転落により左大腿骨転子部骨折を呈

した症例に対し、簀子歩行獲得に向け評価・治療

を行う機会を得たため報告する。 

【症例紹介】80歳代男性。平成 31年 3月 Z日、

脚立から転落。B病院にて左大腿骨転子部骨折と

診断。同日γ-nail 施行。HOPE は歩けるように

なりたい。NEEDは簀子歩行獲得。 

【初期評価】（Z日+21～28病日） 

CRP値 1.12mg/dl。長谷川式簡易知能評価スケー

ル(以下 HDS-R)21/30点。関節可動域(以下 ROM

右/左)股関節屈曲 105°/95°(P)、股関節伸展 5°

/5°、膝関節伸展-5°/-10°、足関節背屈 15°

/15°、足関節底屈 20°/20°。徒手筋力テスト(以

下MMT右/左)股関節屈曲 4/3、股関節伸展 3/2、

股関節外転 3/2、足関節底屈 3/2。荷重検査(右/

左)30kg/25kg。術側最大荷重 35kg。疼痛は大腿

筋膜張筋から腸脛靭帯と股関節外旋筋に

Numerical Rating Scale(以下 NRS)7/10。左

initial swing(以下 ISw)時、大腿直筋起始部に7/10。

触診による筋緊張亢進部位は術側優位で、中殿筋、

大殿筋、大腿直筋、大腿筋膜張筋。10m 歩行 20

秒 34で 25歩。Time Up and Go(以下 TUG)27秒

41。Functional Balance Scale(以下 FBS)37/56

点。歩行器歩行では左mid stance(以下MSt)から

terminal stance(以下 TSt)の股関節伸展可動域減

少 。 左 MSt に 体 幹 右 側 方 へ の 移 動 と

Trendelenburg歩行出現。右立脚期に比べ左立脚

期の短縮が見られる。 

【治療プログラム】在宅復帰のため早期の歩行能

力向上により、簀子歩行獲得が必要と考えた。そ

のためバランス能力向上を目的に、バランスディ

スクを使用した立位やステップ動作訓練を実施し

た。また、伝い歩きを応用した歩行獲得を目指し、

簀子歩行や衣服など必要物品の運搬動作を二重課

題訓練で実施した。 

【最終評価】（Z日+49～56病日） 

CRP値 0.3 mg/dl。HDS-R26/30点。ROM(右/左)

股関節屈曲 105°/100°、股関節伸展 10°/10°、

膝関節伸展-5°/-5°、足関節背屈 20°/20°、足

関節底屈 20°/20°。MMT(右/左) 股関節屈曲 4/4、

股関節伸展 4/3、股関節外転 4/4、足関節底屈 3/3。

荷重検査(右/左)28kg/27kg。術側最大荷重 40kg。

疼痛は左 ISw 時、大腿直筋起始部で NRS1/10。

触診による筋緊張亢進部位は軽度左大腿直筋起始

部。10m歩行 12秒 89で 18歩。TUG19秒 88。

FBS54/56 点。T 字杖歩行では左 MSt から TSt

の股関節伸展可動域が増加し、歩幅が拡大。また、

左 MSt の体幹右側方への移動と Trendelenburg

歩行の改善。簀子歩行では、訓練開始時体幹の動

揺が大きく把持なしでは歩行困難であったが、退

院前は動揺軽減し手すり把持で自立レベル。 

【考察】本症例は左大腿直筋の短縮により左

loading response(以下 LR)から TSwの短縮を認

め、左股関節伸展可動域減少を大腿直筋の過剰収

縮で代償し、左 ISw時に遠心性収縮が増大し左大

腿直筋起始部に運動時痛が出現。また、関節可動

域拡大や筋力増強により、歩幅の拡大と歩行スピ

ードの改善は得られたが、骨盤後傾位のため通常

より重心位置が後方に変位しており、FBSの前方

リーチでは下腿三頭筋の筋力低下により足関節底

屈運動が十分に行えず股関節戦略優位となってい

ると考えた。落合らは重心の変位は足関節戦略を

効果的に使用できず股関節戦略を利用することや、

足関節戦略の方が重心移動に対する安定性が高い

と報告している。本症例は股関節戦略優位のため、

簀子歩行開始時体幹の動揺が大きく見られたので

はないかと考える。足場の不安定な渡り廊下の簀

子歩行獲得のため、バランスディスクを使用した

訓練や退院後の生活を想定しマットの上に簀子を

敷き渡り廊下の不安定さを再現した課題指向型ア

プローチの歩行訓練を実施。同様の環境下で反復

練習を行う事により歩行動作の再獲得に至った。

また、運搬動作を用いた二重課題の歩行訓練を実

施する事で、より実用的な簀子歩行獲得し在宅復

帰可能となった。 

P-5 



人工股関節全置換術施行後に坐骨神経領域の放散

痛が出現した一例 

-梨状筋に着目し歩行能力が改善した症例- 

 

河野 友保 

兵庫県立淡路医療センター 

【はじめに】 

今回、人工股関節全置換術（以下 THA）施行後

に坐骨神経領域の放散痛が出現した症例に対して

梨状筋に着目しアプローチした結果、杖歩行獲得

に繋がったため報告する。 

【症例紹介】 

 60 代女性、身長 150cm 台、体重 70kg 台、

BMI30.2。既往歴は腰部脊柱管狭窄症（以下 LCS）。

X日 THA（後側方侵入）施行。X＋1日理学療法

開始。X＋7 日放散痛出現。X＋19 日杖歩行で自

宅退院。Hopeは杖で歩けるようになりたい。Need

は杖歩行自立。評価は放散痛出現時点より記載。 

【評価（X＋7日）】中間評価 

 疼痛は、左立脚中期に左臀部～大腿外側に荷重

時痛あり、Numerical Rating Scale（以下 NRS）

は 8/10。左立脚後期で左大腿前面に伸長時痛あり、

NRS は 6/10。脚長差はなし。左関節可動域（以

下 ROM）は股関節屈曲 90°、伸展 5°、内転 5°、

外旋 10°。徒手筋力検査（以下 MMT）は体幹屈

曲3、回旋3、左股関節外転2、外旋2。Ely、Thomas、

Pace test、Straight Leg Raising test（以下 SLR 

test）陽性。Timed Up and Go test（以下 TUG）

は 15.33s。10m 歩行テスト（以下 10mWT）は

1.12m/s。6分間歩行テスト（以下 6MWT）は 45m。

姿勢観察より立位は腰椎前彎・骨盤前傾位。重心

は健側へ偏位し、静止立位時の荷重量は右 40kg、

左 32kg。患側下肢の片脚立位は疼痛により困難。

歩行は歩行器歩行監視にて、左立脚中期に体幹左

側屈を認めた。 

【統合と解釈】 

 THA 術後に放散痛が出現した要因として以下

のことが考えられる。①術侵襲による影響、②立

位での腰椎前彎・骨盤前傾位、③整形外科的テス

トの陽性が挙げられる。腰椎前彎・骨盤前傾位は

梨状筋の走行が中殿筋と類似する。そのため、本

症例は立脚中期で梨状筋の負荷が増大したと考え

た。また、術前からの中殿筋筋力低下と術侵襲に

より歩行時の筋発揮は得られにくい。これらの影

響から梨状筋の負荷が増大したと考えられる。ま

た整形外科的テストからも梨状筋の負荷が増大し

ていることが示唆された。以上より梨状筋スパス

ムが発生し、術後放散痛が生じたと考えられる。 

【治療プログラム】 

 スタティックストレッチング、梨状筋リラクセ

ーション、骨盤前・後傾練習、下肢荷重練習、体

幹筋筋力増強練習、ADL動作練習 

【評価（X＋19日）】最終評価 

 坐骨神経領域の放散痛、左大腿前面の伸長時痛

はNRS2/10に軽減。左ROMは股関節屈曲 110°、

伸展 10°、内転 10°、外旋 20°。MMTは体幹屈曲

3、回旋 3、左股関節外転 4、外旋 4。Ely、Thomas 

test陽性。Pace 、SLR test陰性。TUGは 12.98s。

10mWTは 1.28m/s。6MWTは 180m。立位姿勢

に変化なく、側方への重心偏位は軽減。静止立位

時の荷重量は両下肢 36kg。最大荷重量は右 72kg、

左 70kg。歩行は杖歩行自立で左立脚中期の体幹左

側屈は軽減。 

【考察】 

本症例は、既往に LCS があり術後坐骨神経領

域の放散痛が増強した症例である。黒澤は、筋ス

パスムは筋の overuse、直接的外傷により生じる

と報告している。また、腰椎前彎・骨盤前傾位は

立脚期の梨状筋の負荷を増大すると言われている。

これらより、本症例は立位姿勢と術侵襲が影響し

ていると考えた。山崎らは外旋筋群の筋弛緩に伴

う坐骨神経の除圧、滑走を目的に外旋の反復収縮

を行う。また、松本らは深層外旋六筋に対し、リ

ラクセーションを目的に筋収縮の反復を行ったと

報告されている。今回、術後に坐骨神経領域の放

散痛が出現した症例に対し、梨状筋に介入した結

果、梨状筋スパスムが改善された。また、中殿筋

の筋力増強を得られ、立脚中期での梨状筋の負荷

が軽減された。そして、放散痛も軽減され杖歩行

自立に繋がった。 
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「右大腿骨転子下骨折術後、歩行能力向上を目指

した症例～荷重応答期の体幹前傾運動の改善～」 

 

垣内陸玖 

医療法人社団淡路平成会東浦平成病院 

【はじめに】 

今回、右大腿骨転子下骨折により骨接合術を施

行し、著明な疼痛、右下肢筋力低下を認め歩行困

難となった症例に対し、歩行能力向上を目的とし

た理学療法介入を実施したため以下に報告する。 

【症例紹介】 

 X年 Y月 Z日、自転車で走行中後方から来た乗

用車と接触し救急搬送。右大腿骨転子下骨折によ

り、Z+4 日に骨接合術を施行。既往に頭部外傷、

第 1腰椎圧迫骨折がある。主訴は起きるときに痛

い、Hope は痛みがなくなってほしい、Needs は

疼痛軽減、歩行能力向上である。入院前は独居で

あり、移動は屋内独歩、屋外 T字杖歩行、遠距離

の移動は自転車を運転していた。 

【初期評価】(Z+13日～Z+21日) 

やや頑固な性格。生きていても仕方がないとい

った発言が多く、日中リハビリテーション以外の

時間は常時臥床している。また、認知機能の低下

に対して自覚あり。FIM45点。改訂長谷川式簡易

知能評価スケール (以下 HDS-R)16 点。Berg 

balance scale (以下 BBS)6点。Numerical Rating 

Scaleは安静時 2、起居動作時 8、荷重時 5、疼痛

部位は術創部、右鼠径部。関節可動域測定(右/左 

単位 ° 以下ROM-t)は胸腰部屈曲25、回旋25/35、

股関節屈曲 30(p)/125、伸展 0(p)/- 、外転 5(p)/35。

徒手筋力検査(右/左 以下 MMT)は腹直筋 3、腹

斜筋 3/3、腸腰筋 2/4、大殿筋 2/-、中殿筋 2/2 以

上、大腿四頭筋 3/5。立位姿勢は両股関節屈曲位、

両膝関節屈曲位、体幹前傾位。平行棒内歩行は左

歩幅減少あり。右荷重応答期(以下 LR)に体幹前傾

運動が増大、右立脚後期(以下 TSt)で右骨盤が後

方回旋し、右立脚相が短縮している。両遊脚期で

足部のクリアランス低下あり。 

【治療及び経過】 

Z+27日に術創部痛軽減。Z+40日に右鼠径部の

疼痛軽減。Z+41 日に歩行車での歩行訓練開始。

Z+67 日より Honda 歩行アシスト(以下アシスト)

を使用した歩行訓練を開始。Z+75 日に病棟内歩

行車歩行自立、T字杖歩行監視レベルとなる。 

【最終評価】(Z+86日～Z+90日) 

ポジティブな発言をするようになり、運動も意

欲的に取り組んでいる。また、日中は歩行車で病

棟内を散歩することが多く、居室の外に出て日向

ぼっこをする場面もみられた。FIM101 点、

HDS-R24 点。BBS37 点。疼痛は消失。ROM-t

は胸腰部屈曲 35、回旋 30/35股関節屈曲 115/120、

伸展 10/15、外転 30/35。MMT(右/左)は腹直筋 4、

腹斜筋 4/4、腸腰筋 4/4、大殿筋 3/4、中殿筋 4/4、

大腿四頭筋 5/5。立位姿勢は両股関節軽度屈曲位、

両膝関節軽度屈曲位、体幹正中位。平行棒内歩行

は、右 TStで体幹が前傾し、右股関節伸展運動が

不足している。右立脚相は軽度短縮しているが、

左の歩幅は初期評価時より増加。 

【考察】 

本症例の右 LR において体幹が前傾している原

因は疼痛、右大殿筋・腸腰筋筋力低下が考えられ

る。疼痛の原因である術創部の炎症は、アイシン

グにより軽減したが、小転子骨折による右股関節

屈曲運動時の疼痛は残存したため、骨片による血

管や神経損傷のリスクを考慮しながら愛護的なリ

ハビリテーションを行い、疼痛管理を行った。右

LR の体幹前傾運動に対してアシストを使用した

歩行訓練を実施した。アシスト使用後に股関節伸

展角度が増加したことから、大殿筋の筋活動が向

上したと考えられる。また、アシストの使用は高

齢者ではTStの股関節屈曲筋遠心性パワーが有意

に増加することから、腸腰筋の筋活動が向上し、

ステップ長の延長に繋がったと考えられる。さら

に、右 LR に体幹前傾運動が生じることで位置エ

ネルギーの低下を認めたが、股関節伸展アシスト

によって体幹を正中位に修正し、位置エネルギー

の増加を促すことが可能となった。アライメント

が修正されたことで筋活動が向上し、同時に筋力

訓練や荷重訓練を行った結果、屋内伝い歩き自立、

屋外 T字杖歩行監視レベルを獲得した。 
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右膝蓋骨骨折を呈し保存療法が選択された症例 

～運動学習により歩容が改善した症例～ 

 

田中淳一 

医療法人社団 翠鳳会 翠鳳第一病院 

【はじめに】 

今回、転倒により右膝蓋骨骨折を呈し、保存療

法が選択された症例を担当する機会を得たため、

以下に報告する。 

【症例紹介】 

80歳代女性、足を滑らせ転倒の際に溝蓋に膝を

強打した。痛みが引かず翌日当院を受診、右膝蓋

骨骨折と診断され入院、画像所見にて骨片は認め

られず、Knee braceが処方され、4週間荷重が

1/2までに制限された。 

【評価（初期→最終）】 

Numeric- Rating Scale（以下NRS）安静時 8→0

動作時 9→0関節可動域検査（以下 ROM）右膝関

節屈曲 20°→125°右膝関節伸展‐5°→‐5°右股関

節屈曲 50°→115°右股関節伸展未実施→15°徒手

筋力検査（以下MMT）右膝関節屈曲 2→4 膝関

節伸展 2→5股関節屈曲 3→5 他股関節筋群

2→4Berg Balance Scale(以下 BBS)※全荷重許

可後に評価 50点/56点→55点/56点 

【治療および経過】 

入院より 1週目から 4週目までは荷重許可が 1/2

までであった。全荷重が許可された 4週目より歩

行訓練開始、歩行器歩行、5週目より T-cane歩行

へと歩行形態を変更、この期間に歩行訓練中、右

Tsw～ICまでの間で体幹側屈や、右 IC～Tstまで

の double knee action破綻が見られた。6週目よ

り独歩訓練と段階を上げた。治療内容としては膝

屈曲の運動学習や下肢筋力向上を狙い、ステップ

練習や、下肢筋力訓練の反復を行った。 

【考察】 

本症例は全荷重開始直後から右 PSｗ～IC時に体

幹側屈と右立脚期において double knee actionの

破綻が認められ、疼痛や筋力・関節可動域の改善

によっても跛行が継続して認められたため、歩容

改善を改善する必要があると考え、介入した。 

疼痛発生の要因については、OKCでの運動では

疼痛は出現せず、CKCでの状態で特に歩行時の立

脚期に出現することが認められたため、立脚期で

の筋活動の影響で、大腿直筋と膝蓋腱の拮抗する

作用により膝蓋骨に剪断力が働いたことによる疼

痛誘発、長期間の膝伸展位での固定による膝関節

屈筋群と伸展筋群のコントロール不良により発生

していると考えた。また、体幹側屈については大

腿四頭筋の遠心性収縮のコントロール不良により

double knee actionが生じないために骨盤挙上の

代償により生じていたと考えられる。 

深谷の研究によると膝関節はランジ動作におい

てステップ幅を短くする（以下 short step）こと

で剪断力を抑えながら伸展トルクを発揮する大腿

部の強化を行うことができ、ステップ幅を長くす

る(以下 long step)ことで各関節にかかる前方へ

の剪断力は大きくなる報告している。 

 そこで、スクワット動作で下肢筋力を向上させ、

ランジ動作を取り入れることで double knee 

actionの学習へと繋げ、歩容の改善を図った。 

 まず、疼痛の残る期間では short stepの反復に

より大腿前面の強化を図り、疼痛の訴えがなくな

ってからは long stepにより接地時の膝関節屈

曲・伸展の遠心性収縮のコントロール行った。 

最終の T-cane歩行の観察では double knee- 

actionは出現しており、体幹側屈も改善されてい

た。MMTの最終評価では下肢筋力も改善され、

BBSも 50点→55点に改善されていることから

OKCにて単関節運動で抵抗運動や重錘を用いた

筋力訓練を行っていた効果も表れていること、ス

テップ動作の反復により右下肢への適切な荷重コ

ントロールが可能となったと考える。 

【まとめ】 

今回、ステップ練習により荷重のコントロール

を行うことが可能となり、歩容を改善することが

できたが、本来は座位から足底でボールを転がす

などして膝関節の遠心性収縮のコントロールを学

習してからステップ練習へと段階を上げるべきで

あったと思われ、患者様の状態などに合わせて段

階的にアプローチできるようにしたい。 
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左大腿骨頸部骨折術後に 

歩行能力が向上した症例 

低栄養に留意し、訓練を行った一例 

 

北山 慎也 

東浦平成病院 

【はじめに】 

今回、転倒により左大腿骨頸部骨折を受傷し、

人工骨頭置換術を施行後、内部疾患により臥床状

態になり歩行能力が低下した症例を評価、治療す

る機会を得た為、報告する。 

【症例紹介】 

80代男性、BMI16.7(17.8)、Alb2.8(3.7)。X年

Y月、自宅にて起居動作の際転倒し他院に入院。

腎盂腎炎、CD 腸炎など感染にあり。Z 日左人工

骨頭置換術施行し Z+14 日後イレウス発症。症状

緩和見られ Z+22日後、当院入院。既往歴 COPD、

左肺癌切除、冠状動脈バイバス術。病前 ADL 独

歩自立。Hope は歩けるようになりたい。Needs

は屋内伝い歩き・屋外杖歩行修正自立、ADL自立。 

【初期評価（Z+22日~Z+35日）】 

全体像、ベッド臥床傾向。左下肢運動時痛無し。

徒手筋力検査(以下MMT右/左）体幹屈曲 3、体

幹回旋 3/3、股関節屈曲 4/3、股関節外転 3/2、股

関節伸展 4/3。Functional Balance Scale（以下

FBS）30/56点。機能的自立度評価法（以下 FIM）

43/126点。独歩での Timed-Up and Go Test（以

下 TUG）28秒、歩行後 Borgスケール 9から 12。

歩行器での 10m歩行 22秒。歩行器での 6分間歩

行 150m、Borgスケール 9から 14、SPO2は 98%

から 96%、呼吸数 20から 27と上昇。下腿周径(右

/左)23.8cm/24.1cm。独歩では、左立脚中期～後

期にかけて体幹・骨盤の左側方動揺認める。両側

立脚後期に股関節伸展が不十分。左立脚期の短縮

を認める。 

【経過】 

 Z+24 日まで終日オムツ対応、リハビリでは平

行棒内起立・歩行訓練実施。Z+28日後、KT38.8°、

CRP3.77から 6.80と上昇。Dr.より尿路感染と診

断。食事欠食あり補食を提供。Z+32 日後、熱発

落ち着くがリハビリに対し拒否あり。バイタルも

安定し、傾聴を行い、リハビリでは、歩行器や杖

での歩行や ADL 動作訓練、自主訓練を行った。

Z+38日後、CRP0.69、Alb 3.3、食事全量摂取傾

向。Z+47 日後、居室内歩行器での終日トイレ自

立。屋内杖や伝い歩き、屋外杖歩行訓練実施。Z+70

日後、居室内伝い歩き、居室外杖歩行自立、Alb 3.7

となる。 

【最終評価（Z+85日~Z+94日）】 

MMT(右/左)体幹屈曲 4、体幹回旋 4/4、股関節

外転 4/3、股関節伸展 4/4。FBS47/56 点。

FIM102/126点。独歩での TUG20秒、歩行後Borg

スケール 8から 9、10m歩行 18秒。杖での 6分

間歩行 200m、Borg スケール 9 から 13、SPO2

は初期と著変無し、呼吸数 18から 21。下腿周径

(右/左)24.7cm/24.8cm。独歩では左立脚中期～後

期にかけ体幹・骨盤の左側方動揺軽減。両側立脚

後期に股関節伸展増加、左立脚期の延長を認める。 

【考察】 

 本症例の特徴として、臥床傾向であったことに

よる機能低下や食事摂取量の低下により、Alb2.8

と低い状態であった。若林は低栄養患者では現在

の筋力と持久力で実施可能な範囲内で行うべきと

述べてあり、石上らは低負荷での運動は高負荷の

運動に対し疲労感やリスクが少ない為、継続しや

すいと述べている。その為、歩行能力の獲得に必

要な体幹・殿筋群などの機能訓練では低負荷高頻

度で訓練を進めた。また、野村は運動習慣が獲得

されると食欲も向上し食事摂取量も増加すると述

べてある。本症例に対しても疲労感に留意し、

ADL 能力の獲得に伴い、食事摂取量も増加した。

その為、退院時 Albは 3.7と向上し、下腿周径に

おいても軽度の増加を認めた。 

栄養状態の改善に伴い TUG や訓練中の疲労度

の軽減や 6 分間歩行では歩行距離の延長を認め、

運動耐容能の向上を認めた。栄養面に着目し訓練

を実施したことにより、自宅生活内の寝室から浴

室までの移動能力や段差昇降能力を獲得し自宅退

院に至った。退院後、活動性や屋外の IADL能力

向上を目的に、訪問リハビリへと移行した。 
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肺気腫が背景にあり、細菌性肺炎を呈した症例 

～運動耐容能向上を目指して～ 

 

理学療法士 寺内健太 

医療法人社団 淡路平成会 平成病院 

Ⅰ.はじめに 

 今回、肺気腫が背景にあり、細菌性肺炎を呈し

その治療により廃用をきたした症例を担当した。  

趣味の散歩を再獲得するために、下肢筋力運動

と全身持久力運動を中心とした介入により、運動

耐容能向上を図ったため、ここに報告する。 

Ⅱ.症例紹介 

70歳代後半男性で身長 165㎝、体重 52㎏。Ｚ

日、細菌性肺炎の治療による臥床のため廃用を呈

し、リハビリテーション目的で回復期リハビリテ

ーション病棟に入院された患者である。 

既往歴は肺気腫・胸椎圧迫骨折であり、長谷川

式簡易知能評価スケール 30点である。病前 ADL

は全般的に自立レベルで独居、移動は独歩、また、

外出は自動車でされていた。散歩は徐々に距離が

短縮し、一度の休憩挟み 400mほど可能であった。 

Hopeは「散歩をしたい」であり、Needとして

運動耐容能向上を挙げた。小西らは、6 分間歩行

試験（以下 6MD）400m以上で外出可能と報告し

ているため、目標を 6MD400ⅿとした。 

Ⅲ.初期評価：Ｚ+26日～Ｚ+33日 

In Body による下肢筋量は 10.5 ㎏（標準 14.1

㎏）、立ち上がりテストは可能高さ 55㎝であった。

Manual Muscle Test（以下MMT、右/左）は大殿

筋 3/3、大腿四頭筋 4/4、下腿三頭筋 4/4 だった。

6MDは 350mで呼吸困難感は修正 Borg Scale8、

30 秒立ち上がり試験（以下 CS30）は修正 Borg 

Scale9の呼吸困難感あり 5回で継続不能だった。 

Ⅳ.評価及び治療経過 

 治療プログラムとして下肢筋力運動、歩行を主

とした全身持久力運動を中心に実施。訓練時、呼

吸困難感が強かったためコンディショニング中心

とした介入から漸増的に運動療法を進めた。 

また、認知面と意欲ともに良好のため自主訓練

指導と病棟内自由歩行やチェック表の記載促した。 

Ⅴ.最終評価：Ｚ+89～Ｚ+96日 

 下肢筋量は 12.4 ㎏と約 2 ㎏の増加あった。立

ち上がりテストは 32cm、MMT では大殿筋 4/4、

大腿四頭筋 5/5、下腿三頭筋 5/5 と筋力向上認め

た。6MD は修正 Borg Scale8 の呼吸困難感認め

るも 470mと向上した。CS30は 19回であり、呼

吸困難感は修正 Borg Scale3と改善認めた。 

Ⅵ.考察 

 今回、下肢筋力訓練と全身持久力訓練を中心に

介入。6MD、CS30より運動耐容能向上を認めた。 

 本症例は、筋力、筋量ともに低下していた。大

池らは、呼吸器疾患における筋力低下は換気制限、

ガス交換能低下などの呼吸器障害による活動制限

に伴う廃用により生じると述べている。本症例の

筋力低下もこのような機序で起こったと考える。

高橋らは、呼吸器疾患患者の運動耐容能低下の原

因は肺機能と下肢筋の機能不全が寄与しており運

動耐容能向上に大腿四頭筋の筋力が重要と述べて

いる。また、吉川らは下肢筋量と運動耐容能の相

関を報告している。そのため、下肢筋力訓練を実

施。立ち上がりテスト、In Body測定の結果から

確認できるように、筋力・筋量の改善により運動

耐容能向上につながったと考える。 

沓澤は、呼吸器疾患患者の筋線維はミトコンド

リア密度が減少し、ミトコンドリア内の好気性代

謝に関する酸化酵素活性が低下している。また、

解糖系の酵素活性が増加し、ATP産生が好気性代

謝から解糖系へシフトしている可能性を報告して

いる。解糖系による ATP 産生は、乳酸アシドー

シスによる換気需要の亢進が起きる。安藤らは、

全身持久力訓練は酸化酵素活性を改善させ、乳酸

アシドーシスを低減することで、換気需要が低下

することを報告している。本症例にも全身持久力

訓練を実施。換気需要低下により呼吸困難感軽減

し運動耐容能向上につながったと考える。 

Ⅷ.まとめ 

 今回、下肢筋力訓練、全身持久力訓練を中心に

介入。運動耐容能向上認め、目標の 6MD400m以

上を達成した。最終的には屋外歩行 500mを呼吸

困難感少なく可能となり、散歩の再獲得ができた。 
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口頭指示内容の選別により歩容が改善した片麻痺

症例 

－練習効果と保持効果の測定－ 

 

曽我部理菜 

医療法人社団 順心会 順心淡路病院 

【はじめに】 

今回、練習効果と保持効果を経時的に確認し、

歩行車歩行の歩容が改善した左片麻痺症例の治療

を行ったので、ここに報告する。 

【症例紹介】 

症例は 80 代、男性。診断名は右視床出血。現

病歴は 2019年 5月 X日、起立困難になり当院緊

急搬送され入院。保存療法を開始し、翌日よりリ

ハビリ開始となった。 

【初期評価（X+1日）】 

 Brunnstrom recovery stage(以下 BRS)は上下

肢Ⅱ、手指Ⅲ。麻痺側徒手筋力検査(以下 MMT)

は股関節 1、膝関節 2+、足関節 1。位置覚は股関

節・膝関節鈍麻、足関節脱失。 

非麻痺側MMTは股関節外転 3、足関節底屈 2。

非麻痺側下肢協調性は足趾手指試験正常。   

体幹機能は端座位で床面にリーチ可能。 

【治療と経過】 

 X+1日からベッド上で筋力練習開始し、X+8日

目から平行板内で歩行練習を開始した。T 字杖歩

行練習をX+15日から開始、短下肢装具（以下SHB）

を装着し X+30 日に T 字杖歩行は見守りで可能、

足尖が床を擦る(以下トゥドラッグ)は見られなか

った。X+35 日に BRS 上下肢、手指Ⅵ。麻痺側

MMT股関節屈曲 3、足関節底屈 2、背屈 3となっ

た。 

 自宅周りの不整地歩行の為、歩行車歩行(SHB

装着)を X+31日から開始した。歩行車歩行の歩容

は、麻痺側遊脚初期(以下 ISw)で股関節屈曲運動

が不足しトゥドラッグ出現したが、トゥドラッグ

に本人は気づかなかった。位置覚は複数関節を同

時に動かす他動運動感覚が鈍麻であった。平行板

内両手支持歩行ではトゥドラッグなし、歩行車把

持部を高くするとトゥドラッグの出現頻度が減少

した。治療として歩行車の高さ上昇、股関節伸展

筋力練習を行った。 

歩行中の麻痺側トゥドラッグの出現回数につい

て測定した。トゥドラッグ消失に有効な口頭指示

を見つけるため、トゥドラッグ出現回数を口頭指

示付与前後(その日のリハビリ開始時、口頭指示

後)で比較した。持久力の影響を避けるため歩行距

離は 40m とし、間に十分な休憩を取った。口頭

指示の内容とトゥドラッグ出現回数(リハビリ開

始時/口頭指示後)は、➀「足を擦らないように」

(22/5)、➁「踵から接地する」(26/10)、➂「非麻

痺側下肢でしっかりと立つ」(28/12)、➃「杖と同

じように歩く」(23/50)だった。➀の口頭指示を与

えることで、次回リハビリ開始時のトゥドラッグ

出現回数が徐々に減少した。 

歩行車歩行の歩容は、遊脚中期(以下MSw)で膝

関節伸展が不足していたが、徐々に股関節屈曲運

動とともに膝関節伸展運動が増大した。トゥドラ

ッグは X+90 日で消失したが、MSw で前足部接

地がみられるようになった。前足部接地の出現回

数も経時的に測定し、口頭指示は、➀「足を擦ら

ないように」を継続した。病棟や自宅周囲での歩

行車歩行の為、病棟・屋外でも同様に測定し、リ

ハビリ開始時の前足部接地回数は徐々に減少した。 

【最終評価（X+114日）】 

 歩行車歩行(SHB装着)は、麻痺側MSwにおけ

る膝関節伸展運動が出現し踵から接地する。X+ 

112日で前足部接地は 0回となり、安定して踵接

地が出現した。 

【考察】 

 ➀の指示が練習効果に有効だった要因として、

遊脚期中の下肢に注意が向けやすく、➁の指示に

おいては、初期接地の肢位にのみ注意が向けやす

く、遊脚期中の股関節屈曲運動を誘導できなかっ

たと考える。➂➃の指示は左手支持ができる環境

な為、非麻痺側への重心移動が少なく、杖歩行の

転移も困難であったと考える。また、➀が保持効

果に有効だったのは、自分で動作方法（二重振り

子による振り出し）を見つけたため、目的とする

関節運動が理解しやすかったと考える。 
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脳梗塞左片麻痺を呈した症例に対して 

HALによる活動量の向上を目指して 

 

理学療法士 奥野 光太郎 

医療法人社団 淡路平成会 平成病院 

【はじめに】 

当院では、早期より HAL を用いた神経可塑性

を促進する運動学習メカニズム作用機序と考えた

サイバニクス治療が積極的に実施されている。  

今回、右前大脳動脈領域の脳梗塞左片麻痺を呈

し、HALによる活動量の向上を目的に治療を行っ

たため、ここに報告する。 

【症例紹介】 

70歳代男性、身長 170cm、体重 57.5kgである。

現病歴はZ日に右前大脳動脈領域の脳梗塞を認め、

Z+24 日にリハビリテーション（以下リハ）目的

にて当院入院。既往歴は糖尿病（以下DM）、高血

圧症、心不全である。 

【X-P所見 CT所見 身体所見など】 

心エコーは、大動脈弁の逆流を認めた。 

心係数は 2.2 L/min/m²であった。 

血液データは赤血球（以下 RBC）344 *104
μl、

ヘモグロビン（以下 Hb）10.0g/dlであった。 

【初期評価】（z+31日～z+38日） 

離床回数はリハ（1～3 回/日）、食事（3 回/日）

のみ。Fugl-Meyer Assessment（以下 FMA）は

下肢 2/28 点。Borg スケールは長下肢装具時 16、

HAL時 13～14。Bruunstrom Recevery Stage（以

下 BRS）上肢Ⅰ、手指Ⅰ、下肢Ⅱ。体成分分析装

置 In Body（以下 In Body）は体幹 21.8、右下肢

6.86、左下肢 6.72、FIMは 33点であった。 

【治療プログラム】 

機能訓練（ROM-ex・筋力増強訓練）、Tilt- table、

長下肢装具（立位・歩行）、基本動作訓練、HAL

（週 1～3回）を実施した。 

【最終評価】（z+75日～z+77日） 

Borgスケールは長下肢装具時 14～15、HAL時

12。離床回数はリハ（1～3 回/日）、食事（3 回/

日）、トイレ（1～4回/日）、リハ終了後（1～3回

/日）。BRSは上肢Ⅱ、手指Ⅰ、下肢Ⅳ。In Body

は、体幹 21.0、右下肢 6.71、左下肢 6.78。FMA

は下肢 11/28点。FIMが 52点であった。 

【考察】 

右前大脳動脈領域の梗塞により左半身に弛緩性

麻痺を呈し、疲労感の訴えが強く活動量の低下を

認めた症例である。疲労感の原因として、心機能

低下、RBC、Hb の低下による末梢への酸素供給

不足、既往歴の DM の影響、筋肉量低下(InBody

結果)が関係していると考えた。 

中島らは HAL 医療用下肢タイプによるサイバ

ニクス治療は、正常歩行に基づく歩行運動療法を

行うため、異常運動を学習する危険性が少ない。

また、疲労感や局所の疲労減少が起きにくく、骨

格筋や運動ニューロンに対する負荷が軽減され、

正しい運動パターンを繰り返し学習することが可

能であると報告している。よって、サイバニクス

治療の神経可塑性の促進による左下肢弛緩性麻痺

の改善、疲労感の軽減が得られ、活動量の向上に

関与すると考え、免荷機能付き歩行器オールイン

ワンとHALの併用による歩行訓練を実施した。 

治療内容として、疲労感に考慮して 1週間に 1

～3 回、時間を 40～60 分間、訓練時の歩行を観

察し、設定を変更しながら実施した。本症例は疲

労感の訴えが強かったため、オールインワンの免

荷量の設定、訓練中の休憩時間や疲労感の確認を

行いながら、リズミカルな歩行を反復して行い、

正しい運動パターンの学習を意識して実施した。 

その結果、BRS の下肢が座位での足関節背屈、

座位での膝関節の屈曲が可能となり、ⅡからⅣへ、

FMA 下肢点数の股関節・膝関節に点数の向上が

あり、2点から 11点への改善が認められた。さら

に、FIMの移乗・トイレ動作で 1点から 3点への

改善を認め、全体では 35点から 52点に改善した。

上記の改善に伴い、Z+77 日の段階で、起居・移

乗動作の介助量軽減やトイレへの排泄誘導などの

活動量の向上を認めた。今回、HAL使用により、

疲労感の訴えが軽減し、活動量の向上に繋がった

と考えられる。 
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