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会 期 ： 令和 5年 2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 

       



 

日 程 表 

 

時 間 内容 

12：30 ～ 12：40 
開会の挨拶 

オリエンテーション 

12：45 ～ 14：00 

 

第 1セッション 5演題 

 

14：00 ～ 14：30 

 

兵庫県理学療法士会 理事講演会 

 

14：40 ～ 15：55 

 

第 2セッション 5演題 

 

15：55 ～ 16：00 閉会の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第 1セッション                                           12：45 ～ 14：00 

座長 ： 南淡路病院  山下 祥太 

 

P-１ 右大腿骨転子部骨折術後の右下肢荷重時痛軽減と右中殿筋筋収縮力向上を目指した症例 

東浦平成病院  堀江 健太郎 

 

P-2 右大腿骨転子部骨折を呈した症例に荷重率向上を目的とし、杖歩行早期自立に至った症例 

平成病院  柿本 絢哉 

 

P-3 膝蓋下脂肪体の柔軟性改善により歩行時痛が消失した全人工膝関節置換術後の一症例 

兵庫県立淡路医療センター  鍋倉 瑞季 

 

P-4 早期退院希望のある単顆型人工膝関節置換術後症例の荷重時痛改善に向けて 

洲本伊月病院  奥井 あかり 

 

P-5 右上腕骨頸部骨折を呈し右上肢挙上が困難となった症例 

順心淡路病院  高畑 龍輝 

 

コメンテーター ： 鈴木整形外科  桜木 航 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新人発表演題プログラム 



第 2セッション                                          14：40 ～ 15：55 

座長 ： 中林病院  東條 千穂 

 

P-6 荷重時に距骨前面のインピンジメントを呈した左両果骨折術後の一症例 

洲本伊月病院  山形 幸暉 

 

P-7 歩行距離延長を目標に介入した全人工膝関節置換術後の症例 

平成病院  橋本 魁 

 

P-8 左全人工膝関節置換術を呈した症例 ～左ミッドスタンスに着目～ 

東浦平成病院  森川 真司 

 

P-9 転倒による左大腿骨頸部骨折後に歩行の安全性が低下した左片麻痺を呈する症例 

順心淡路病院  篠原 祐生 

 

P-10 アテローム血栓性脳梗塞を呈した症例 ～分離運動促通に着目し独歩自立を目指して～ 

平成病院  粟井 温樹 

 

コメンテーター ： 東浦平成病院  國廣 澄仁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口述発表演題 
 

第 1セッション P-1 ～ P-5   12：45 ～ 14：00 

第 2セッション P-6 ～ P-10  14：40 ～ 15：55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



右大腿骨転子部骨折術後の右下肢荷重時痛軽減と

右中殿筋筋収縮力向上を目指した症例 

 

堀江 健太郎 

東浦平成病院 理学療法士 

【はじめに】  

今回、右大腿骨転子部骨折後、髄内釘固定術

(γ-nail)を施行した症例を担当した。右下肢荷重時

痛が軽減し右中殿筋収縮向上したことで右下肢支持

性改善に至ったため報告する。 

【症例紹介】 

90 歳代女性。身長 145.0 ㎝、体重 41.4 ㎏、

BMI19.7。 X年Y月 Z日買い物に行き自転車を跨ご

うとして転倒。右大腿骨転子部骨折の診断受け入院。

Z 日＋16 日γ-nail 施行。Z 日＋36 日当院転院。既

往歴なし。病前は長男夫婦と同居。屋内外独歩自立。

ADL 自立。自転車使用し外出していた。主訴「足が

痛い」、HOPE「歩きたい」、NEED「杖歩行獲得」。 

【初期評価】(Z＋36 日～Z＋46 日) 

改訂長谷川式簡易知能評価スケール (以下、

HDS-R)は 14 点。コミュニケーション良好。訓練内容

の理解良好。CRP は 0.53。ｍｇ/dl。術部疼痛は安静

時 NRS 5、荷重時 NRS 8。形態測定(右/左)は棘果

長 71.0 ㎝/71.0 ㎝、転子果長 66.5 ㎝/66.5㎝。関節

可動域(°) (右/左 ) (以下、ROM)は股関節屈曲

55/90、伸展-5p、/0、内転 5ｐ/左 15。外転拘縮テスト 

(右/左)は陽性/陰性。オーバーテスト(右/左)は陽性

/陰性。徒手筋力検査(右/左)(以下、ＭＭＴ)は股関

節屈曲 2/3、股関節伸展 2/2、股関節外転 2/2、膝関

節伸展 3/5。立位荷重量(右/左)は静的立位 16 ㎏

/22㎏、最大荷重26㎏/35㎏。10m歩行は14.23秒。

Berg Balance Schale(以下、BBS)は７/56 点。立位は

矢状面において体幹前屈・骨盤後傾・股関節屈曲。

前額面において重心が左側に偏移。歩行は矢状面

において右立脚中期から後期に体幹前屈・骨盤前

傾・股関節屈曲・膝関節屈曲し股関節伸展が不十分。

前額面において左下肢荷重優位で右下肢に重心移

動が不十分。 

【問題点】 

#1 右大腿筋膜張筋の伸張性疼痛 #2 右大腿筋膜張

筋短縮による右股関節内転制限 #3 股関節伸展制

限による中殿筋筋収縮低下 

【治療アプローチ】 

右大腿筋膜張筋の伸張性疼痛、右大腿筋膜張筋

短縮による右股関節内転制限の問題点に対して大

腿筋膜張筋のリラクゼーションを実施。右股関節伸展

制限による右中殿筋収縮力低下の問題点に対して

骨盤正中位での荷重訓練、中殿筋の筋力訓練実

施。 

【最終評価】(Z＋75～Z＋82) 

HDS-Rは 14 点。術部疼痛は安静時 NRS 0、荷重

時NRS 3。ROM(°)(右/左)は股関節屈曲100/120伸

展 0/5 内転 15/25。外転拘縮テスト(右/左)は陽性/

陰性。オーバーテスト(右/左)は陰性/陰性。MMT(右

/左)は股関節屈曲 4/3、伸展 3/3、外転 3/3、膝関節

伸展 3/5。立位荷重量（右/左）は静的立位 18 ㎏/20

㎏、最大荷重34ｋｇ/36ｋｇ。立位は矢状面において体

幹正中位・骨盤正中位・股関節軽度屈曲。前額面に

おいて重心が正中位保持。歩行は矢状面において

右立脚中期から後期に体幹前屈・骨盤前傾・股関節

屈曲・膝関節屈曲し股関節伸展が不十分。前額面に

おいて左下肢荷重優位で右下肢に重心移動が不十

分も立脚期は延長。 

【考察】 

中丸らの報告によると、股関節外側部の軟部組織

の柔軟性向上により、股関節内転、股関節伸展の可

動域の拡大を図ることが可能である。とあり、大腿筋

膜張筋のリラクゼーション、内転筋の自動運動による

防御性収縮を予防した ROM 訓練を実施。柔軟性が

改善した事により、荷重時の伸張痛の訴えが軽減し

たと考える。熊谷らの報告によると、アライメントを修

正し、荷重訓練を実施することにより、中殿筋の求心

性・遠心性の収縮を可能にするとある。また豊田らの

報告によると過度な骨盤前傾を制御することにより、

立脚初期での中殿筋の筋発揮がしやすくなる。とある

ことから平行棒内にて荷重訓練を実施。荷重訓練を

実施することにより、動作下での中殿筋の筋収縮が

向上し右側荷重が可能となり、右下肢への重心移動

が可能になったと考える。 
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右大腿骨転子部骨折を呈した症例に荷重率向上を

目的とし、杖歩行早期自立に至った症例 

 

理学療法士 柿本 絢哉 

医療法人社団 淡路平成会 平成病院 

Ⅰ.はじめに 

 今回、転倒により右大腿骨転子部骨折を呈し骨

接合術を施行した症例に対し、荷重率向上を目的

とした理学療法介入を実施したことを以下に報告

する。 

Ⅱ.症例紹介 

 70 代男性。身長 156cm 、体重 53.7 ㎏

BMI:22.07。X 年 Y 月 Z 日に転倒、右大腿骨頸

部骨折診断。Z+1 日に γ ネイル施行。Z+12 日に

当院入院。Hope は早く歩けるようになって帰り

たい。Need は荷重率向上による杖歩行動作獲得 

Ⅲ.初期評価(Z+13 日～Z+18 日) 

 Range of Motion test(以下 ROM-T 右/左)股関

節伸展 5°/_、股関節外転 30°/40°。Manual- 

Muscle test(以下 MMT 右/左)股関節外転 2/5、

股関節伸展 3/5、股関節屈曲 3/5。10ⅿ歩行(歩行

器使用)通常時 45.2 秒、最大時 28.4 秒。Timed- 

up go test(以下 TUG)28.3 秒。Berg Balance- 

Scale(以下BBS)41/56点。荷重検査 20kg/53kg、

最大荷重 42kg(76%)。Numerical Rating Scale(以

下 NRS 術創部)安静時 0、最大荷重時 4、歩行時

4(大腿内側部 6)。立ち上がりテスト 40cm。片脚

立位時間右不可、左 10 秒以上。歩行観察より、

右下肢荷重時の逃避性跛行が認められた。 

Ⅳ.治療経過 

 荷重練習では、疼痛が出現しない程度で荷重を

行い 1 日 2～3 回のリハビリで 1 回約 5～10 分行

った。歩行時の逃避性跛行は、術創部及び大腿内

側部の疼痛によるものと考え、大腿内側部に対し

て筋ストレッチングを実施。また、関節可動域運

動や下肢筋力増強運動、歩行訓練も並行して実施。

約 3 週目で荷重時と歩行時の疼痛消失、約 4 週目

で T 字杖歩行自立レベル獲得。 

Ⅴ.最終評価(Z+35 日～Z+40 日) 

 ROM-T 股関節伸展 15°/_、股関節外転 40°/40° 

MMT 股関節外転 4/5、股関節伸展 5/5 股関節屈

曲 5/5。T 字杖歩行での 10m 歩行は 14.3 秒 TUG

は 17.3 秒で NRS0。BBS は 55/56 点。荷重検査

は 53kg/53kg（100%）で NRS0。片脚立位時間は

10 秒以上/10 秒以上。歩行観察から疼痛消失によ

り逃避性跛行が消失した。 

Ⅵ.考察 

本症例は、リハビリ開始直後から患側下肢への

荷重練習を実施していき、荷重率向上に伴いなが

ら疼痛軽減、筋出力増加、逃避性跛行消失が認め

られた。谷らは、荷重率 84.71%以上で T 字杖歩

行獲得出来ると研究結果が出ていることから、荷

重率が向上することでT字杖歩行獲得に繋がるた

め荷重率向上を目的として行った。千住らは、荷

重負荷量は 1 回の負荷の「大きさ」よりも、負荷

を加える「頻度」が重要であると述べている。こ

れを基に、疼痛が出現しない程度で荷重を行い 1

日 2～3 回のリハビリで 1 回約 5～10 分荷重練習

を行った。さらに、石橋は、大腿骨近位部骨折術

後の疼痛は主に骨折部の疼痛と股関節周囲の軟部

組織の疼痛であり、骨折部の疼痛は 1 週から 2 週

で消失し軟部組織による疼痛は通常 3 週間以内に

軽減すると述べている。骨折部の疼痛の軽減及び

股関節周囲軟部組織の炎症症状が軽減したことに

より荷重率の向上、筋出力増加にも繋がったと考

えられる。また千住らは、筋力トレーニングは筋

萎縮、筋力低下の予防を目的のほか、筋収縮に伴

う機械的刺激、循環改善により、骨癒合の促進骨

萎縮の予防効果が期待されると述べており、荷重

練習及び股関節外転運動などの下肢筋力増強運動

を並行して行ったことで、より疼痛軽減に繋がっ

たのではないかと考えられた。これらのことから

本症例は荷重率 100%行えていたため T 字杖歩行

自立レベルを獲得出来たと考えられた。 

Ⅶ.まとめ 

 今回は、荷重率向上と杖歩行動作獲得に着目し

たアプローチの結果、疼痛軽減に伴い荷重率向上

していき、それにより筋出力向上、逃避性跛行消

失に繋がったことで T 字杖歩行獲得できた。今後

はADL動作により着目する必要があると考える。 
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膝蓋下脂肪体の柔軟性改善により歩行時痛が消

失した全人工膝関節置換術後の一症例 

 

鍋倉 瑞季 

兵庫県立淡路医療センター 

【はじめに】今回、右変形性膝関節症(以下膝 OA)

に対し全人工膝関節置換術(以下 TKA)を施行し

た症例を担当した。術後 2 週目、右前遊脚期(以

下 Psw)～遊脚初期(以下 Isw)に膝関節屈曲不足

を呈し、Psw で疼痛を認めた。疼痛の原因を膝蓋

下脂肪体(以下 IFP)と考え治療した結果、歩行時

痛の消失および歩容の改善に至ったため報告する。 

【症例紹介】70 代前半の女性。約 4 年前から膝関

節痛が出現し、両膝OAと診断。3ヵ月前に左TKA

を施行し、今回右膝 OA に対して TKA 施行。術

前の右大腿脛骨角は 185°、術後は 175°。術後

3 日目より介入開始。早期に杖歩行獲得し、術部

周辺の疼痛も軽減傾向であった。術後 10 日前後

より、疼痛は右膝蓋骨下内側部に限局し、改善が

停滞したため、術後 2 週目に再評価を実施した。

入院前 ADL は独歩で自立。HOPE は「痛みなく

歩きたい」。NEED は歩行時痛の改善とした。 

【倫理的配慮】本発表にあたり、趣旨および個人

情報の取り扱いについて説明し同意を得た。 

【初期評価(術後 2 週目)】歩行形態は T 字杖を使

用。歩行観察では右 Psw～Isw に膝関節屈曲不足

を呈し、Psw で疼痛を認めた。疼痛は膝蓋骨下内

側部に NRS5 程度の訴えあり。関節可動域(以下

ROM:右/左)は膝関節屈曲 110°/130°、伸展

-5°/0°。徒手筋力検査は両膝関節屈曲・伸展共

に 4 レベル。10m 歩行テストは 10.75 秒 20 歩。

IFP は徒手にて右側優位の柔軟性低下を認め、

Hoffa test は両側共に陽性であった。Patella は対

側と比較し 1 横指分低位に位置していた。 

【統合と解釈】本症例は Psw～Isw において膝関

節屈曲不足を呈し、Psw では膝蓋骨下内側部に疼

痛を認めた。正常歩行での膝関節屈曲角度は Psw

で最大 40°、Isw で最大 60°必要である。しか

し本症例の膝 ROM は-5～110°と Psw～Isw の

両時期における必要可動域は満たしている。一方、

IFP の評価では Hoffa test 陽性、柔軟性の低下を

認め、Patella は対側と比較して低位であった。

これより IFP の柔軟性低下によって、Patella が

低位に位置。この影響で歩行時に Patella 

tracking 不良となり、IFP の Mechanical stress

が増大した結果、疼痛が生じたと推察した。以上

から、本症例の歩行時痛および膝関節屈曲不足は

IFP の柔軟性低下が主要な問題点であると考えた。 

【治療介入】IFP モビライゼーション、Patella

モビライゼーション、歩行指導を実施。 

【最終評価(術後 6 週目)】歩行形態はフリーハン

ド。歩行観察では、初期評価と比較して右 Psw～

Isw における、膝関節屈曲の改善を認めた。さら

に、右 Psw で生じていた疼痛は消失に至った。

ROM は膝関節屈曲 130°/130°、伸展 0°/0°。

10m 歩行テストは 7.03 秒 20 歩。IFP は徒手にて

柔軟性の改善を認め、Patella の左右差は消失し

た。一方で、Hoffa test は疼痛の軽減を認めたが、

陰性化には至らなかった。 

【考察】先行研究で、齋木らは Psw の膝関節屈曲

角度の変化が遊脚期の膝関節屈曲角度に影響する

としている。また、Bohnsack らは IFP の内圧上

昇は屈曲 20°未満と屈曲 100°以上で認めると

している。以上から本症例では、Psw での膝関節

屈曲において IFPの内圧が過度に上昇したことで

疼痛が出現し、Isw で膝関節屈曲不足を呈してい

たと考える。IFP の過度な内圧上昇の要因として、

IFP の柔軟性低下が関与していたと考える。猪田

らは IFP の柔軟性低下が Patella の下方移動や接

触圧の上昇を招くとしている。これより、本症例

においては IFP の柔軟性低下により、歩行時に

Patella tracking 不 良 を 生 じ 、 IFP へ の

Mechanical stress が増大した結果、過度な内圧

上昇が生じたと考える。そして、IFP への重点的

な治療により、改善が得られたと考える。 

【まとめ】今回、本症例の歩行時痛に対して、IFP

への介入を実施した結果、Psw～Isw 時の歩行時

痛の消失および膝関節屈曲改善が可能となった。

以上より、今回 TKA 後の患者における IFP の重

要性について再認識した。
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早期退院希望のある単顆型人工膝関節置換術後症

例の荷重時痛改善に向けて 

 

理学療法士 奥井あかり 

医療法人社団いちえ会 洲本伊月病院 

【はじめに】 

今回、単顆型人工膝関節置換術（以下 UKA）を

施行した症例を担当させて頂く機会を得たのでこ

こに報告する。 

【症例紹介】 

 70 代女性。身長：150cm。体重：70kg。BMI:31.1。

診断名：左変形性膝関節症。5 年前から膝痛を認

め X 日に UKA 施行。X＋10 日目に当院回復期リ

ハビリテーション病棟にて介入開始。術前 ADL：

屋内伝い歩き、屋外杖歩行自立。既往歴：左 THA。

主訴：曲げた時、歩く時に痛い。Hope：早く家に

帰りたい。Needs：疼痛軽減、歩行自立。 

【初期評価：X＋10 日〜13 日】 

膝屈曲時に膝関節前面に Numerical Rating 

Scale（以下 NRS）2、立脚中期（以下 Mst）〜立

脚後期（以下 Tst）にかけて NRS7。術創部に腫

脹・熱感・発赤あり、大腿周径では膝蓋骨上縁は

左右とも 45.0cm。Thomas Test、Ober Test、Ely 

Test は左右陽性。Range Of Motion（以下 ROM 

右/左 単位°）：膝関節屈曲 130/90、伸展 0/-10。

Manual Muscle Test（以下 MMT）：膝関節屈曲

4/2、伸展 4/3。歩行は独歩可能も常時体幹・骨盤

前傾位姿勢であり左 Mst〜Tst にかけて股関節・

膝関節屈曲位で疼痛も認め、跛行を認めた。JOA

スコア 40/100。FIM：101/126 点。KSS：58/180

点であった。 

【治療及び経過】 

介入当初は炎症所見や ROM 制限、固定的パタ

ーンが目立っており、アイシング・歩行負荷量の

調整や術創部・膝蓋骨周辺組織のリラクゼーショ

ン、自動介助運動を中心とした ROM 訓練、パテ

ラセッティングを重点的に実施。介入１週目には

荷重時痛 NRS3 まで軽減認め、積極的な ROM 訓

練や荷重訓練、歩行訓練を追加し、荷重感覚の再

学習や下肢協調性促通を図った。 

【最終評価：X＋26 日】 

膝関節屈曲時 NRS0、Mst〜Tst 時 NRS1。熱感

軽度あり、大腿周径：膝蓋骨上縁 44.5/43.5、

ROM：膝関節屈曲 130/125、伸展 0/0。Thomas 

Test 左右陰性も Ober Test、Ely Test 左右陽性。

MMT：膝関節屈曲 4/4、伸展 4/4。Mst での膝伸

展、Tst での股関節伸展軽度出現。FIM：124 点、

JOAスコア70/100、KSSは101/180点であった。 

【考察】 

 本症例は早期退院を希望されているが、Mst〜

Tst 時に膝関節屈曲位での歩容となり NRS7 の膝

関節痛を認めていた。原らは、術後患者満足度は、

身体機能面に対する評価に比べ、疼痛や日常生活

動作の達成度等の主観的要素が強く影響している

と述べている。また荷重位での膝蓋大腿関節に加

わる圧縮力は膝関節屈曲角度に伴って増加すると

されている。本症例は術後 10 日目で、炎症所見

やそれに伴う術創部の滑走不良、周囲組織の柔軟

性低下や大腿直筋、ハムストリングスの筋緊張亢

進を認め、ROM 制限、内側広筋の筋出力低下を

生じていた。それにより歩行時では膝関節屈曲位

荷重となり、膝関節へのストレス増大が疼痛出現

の要因と考えた。そのため炎症管理としてアイシ

ング、歩行負荷量の調整をしつつ、愛護的な術創

部の徒手操作やリラクゼーション、パテラセッテ

ィング等を行い炎症に伴う攣縮の軽減、ROM 改

善を図った。また筋緊張緩和や疼痛軽減、伸展角

度・内側広筋の収縮改善に伴い荷重訓練、歩行訓

練を追加した。体重計を用いて視覚フィードバッ

クを利用した荷重感覚の促通やステップ訓練にて

下肢伸展位荷重の促通を疼痛に配慮しながら実施

した。その結果、伸展位荷重や歩行時痛改善を認

め自宅復帰に繋がったこと、それらによって満足

度などの主観的要素の改善にも繋がったと考える。 

【まとめ】 

 今回、荷重時痛の軽減や膝関節 ROM 改善が獲

得できたが、ROM 制限や歩行時の代償動作出現

は一部残存しており、術前の状態を考慮した上で

治療内容を再検討する必要があると考える。 
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右上腕骨頸部骨折を呈し右上肢挙上が困難となっ

た症例 

 

高畑 龍輝 

社会医療法人社団順心会 順心淡路病院  

【I.はじめに】今回、転倒で右上腕骨頸部骨折を

呈し、肩峰下インピンジメントと腱板筋の筋力低

下により右上肢挙上が困難となった症例を担当さ

せていただいたので以下に報告します。 

【Ⅱ.症例紹介】80 歳代女性、X 年 Y 月 Z 日自宅

で転倒、A 病院にて右上腕骨頸部骨折と診断され、

Z＋9 日骨接合術施行、術後 2 週間三角巾固定。Z

＋20 日に当院へ転院。受傷機転は洗濯物を干そう

として転倒して受傷。主訴は右手が挙がらない。

demand は両手で洗濯物を干したい。 

【Ⅲ.初期評価（術後 2 週〜3 週）】 

関節可動域測定(右)、他動屈曲:110°。自動屈曲:65°。

肩甲骨固定、他動屈曲:60°。自動屈曲:45°。１st

外旋:20°。２nd 外旋 30°。２nd 内旋 40°。右上肢

前方挙上時、早期に右肩甲骨は挙上。肩甲上腕リ

ズムは正常から逸脱していた。疼痛、肩関節屈曲

時術部 NRS4。徒手筋力測定(右)、肩関節屈曲 2。

肩関節外転 2。肩関節外旋 2。背臥位時肩関節屈

曲、肘関節伸展位で困難、屈曲位で可能。左側臥

位時肩関節外転、肘関節伸展位で困難、屈曲位で

可能。安静座位時肩甲骨アライメント、挙上、内

転。整形外科的検査、Hawkins test 陽性。 

【IV.治療および経過】本症例の demand は両手で

洗濯物を干したい。退院先は自宅ということから

今回は入院前の洗濯物を両手で干す動作を主な目

標とした。まず、本症例の右上肢前方挙上動作時

では早期に右肩甲骨は挙上し肩甲上腕リズムは正

常から逸脱していた。治療として骨癒合が得られ

る術後 6 週までは肩甲骨の下制、外転、肩関節前

上方組織、肩関節前下方組織、肩関節後下方組織

の軟部組織柔軟性改善のためストレッチを実施し

た。さらに Stooping ex を行い下垂位で烏口肩峰

アーチへ大結節の通過を促し、肩甲骨のマルアラ

イメント修正や肩甲上腕関節の可動域改善を行っ

た。本症例の右上肢前方挙上時、肩甲骨は早期に

挙上していることから肩甲骨の挙上を抑制できた

側臥位挙上練習を他動挙上運動から開始し自動介

助運動へ移り術後 6週目以降からは自動運動や軽

い抵抗運動を加えていき腱板筋の筋力練習を行っ

た。そして、挙上動作の改善に伴いＷiping ex を

実施して肩甲帯周囲筋群及び腱板筋の活動の再学

習を行った。さらに疼痛の状況に合わせ重錘を把

持し肩関節屈曲、外転、外旋の筋力練習を行った。 

【V.最終評価（術後 11 週）】 

関節可動域測定 (右 )、他動屈曲 :145°。自動屈

曲:130°肩甲骨固定、他動屈曲:70°。自動屈曲:70°。

１st 外旋:60°。２nd 外旋 50°。２nd 内旋 60°。右

上肢前方挙上時、早期に右肩甲骨挙上の改善。疼

痛、肩関節屈曲時術部 NRS0。徒手筋力測定(右)、

肩関節屈曲 4。肩関節外転 4。肩関節外旋 4。背臥

位時肩関節屈曲、肘関節伸展位で可能。左側臥位

時肩関節外転、肘関節伸展位で可能。安静座位時

肩甲骨アライメント、挙上、内転の軽減。整形外

科的検査、Hawkins test 陰性。 

【VI 考察】本症例の右上肢挙上を制限している原

因として①肩関節２nd 内旋 40°、Hawkins test

陽性より Mackenzie らによると肩関節後下方組

織の拘縮は rotational glide における肩峰下イン

ピンジメントの要因となると報告されていること。

②背臥位時肩関節屈曲、肘関節伸展位で困難、屈

曲位で可能。左側臥位時肩関節外転、肘関節伸展

位で困難、屈曲位で可能。肩関節外旋２より Calvo

らによると腱板筋の機能低下によって force 

couple の破綻が生じると、上腕骨頭が関節窩に対

して求心位を保つことができず、上腕骨頭の上方

への移動を増大させると報告されていることから、

これら 2 つが上肢挙上を制限している主な原因と

考えた。1st 外旋、2nd 外旋、２nd 内旋ストレッ

チ、Stooping ex により他動可動域の改善。腱板

筋機能練習、側臥位挙上運動により右上肢挙上時

の右肩甲骨挙上の改善。側臥位挙上運動、

Wiping-ex により肩甲上腕リズムの改善となり最

終評価時では右上肢挙上可動域が 130°となり洗

濯物動作の再獲得ができたと考えた。 
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荷重時に距骨前面のインピンジメントを呈した左

両果骨折術後の一症例 

 

山形 幸暉 

医療法人社団いちえ会 洲本伊月病院 

【はじめに】 

 今回、左両果骨折を呈した症例を担当させてい

ただく機会を得たので、ここに報告する。 

【症例紹介】 

60 代男性。X 年 Y 月 Z 日バイク事故で当院に

て上記診断。X+9 に観血的骨接合術を施行。術後

4週から荷重開始し、術後7週目から全荷重実施。

主訴：足首の前が痛い。Hope：仕事に復帰したい。 

【初期評価：術後 7 週目】 

安静時痛認めないが、立脚中期から立脚後期に

かけて足部の前面に疼痛を認め、Numerical 

Rating Scale（以下 NRS）7。左足部周囲の熱感・

腫脹あり、Figure-of-Eight 法は 51/52.5 ㎝。長母

趾・長趾屈筋、Kager`s fat pad（以下 KFP）、

下腿三頭筋、腓骨筋、大腿二頭筋の短縮。ダイヤ

ルテスト 10/25°で下腿外旋、足部外転位アライ

メント。Joint play は左距骨後方への可動性低下。

関節可動域（以下 ROM ）背屈 15/0 °。

Weight-Bearing-Lunge-Test（以下 WBLT）では

10/0 ㎝で左右差著明。母趾伸展角度は 30/20°。

徒手筋力テスト（以下 MMT）では足関節背屈、

内返し、外返しは 4、底屈 2。片脚立位 30/1 秒、

10m 歩行テストは 20 秒。足部 JOA スコアは 49

点。歩行動作では立脚中期以降に足部外転、距骨

下関節回内による代償を認めていた。 

【治療と経過】 

介入初期はアライメント修正を優先的に行った

後、下腿後面筋や足部周囲の軟部組織に対して、

徒手療法や収縮・伸張運動を実施。また徒手的に

距骨後方への可動性拡大を図ったことで術後 8週

目において歩行時の疼痛は NRS5、WBLT3 ㎝。

荷重位においても同様にでアライメント修正や距

骨後方への誘導を行うことで術後 11 週目には

WBLT10 ㎝、歩行時の足部前面の疼痛は NRS0

まで改善を認めた。 

【最終評価：術後 14 週目】 

左足部周囲の熱感・腫脹軽減。歩行時の距骨前

面痛は NRS0。Figure-of-Eight 法は 51/52 ㎝。

KFP、長母趾・長趾屈筋、大腿二頭筋の柔軟性改

善し、距骨の可動性も改善。ダイヤルテストでは

10/15°、背屈 ROM は 15/15°、母趾伸展角度は

30/30 ㎝。WBLT では 10/10 ㎝。MMT は背屈、

内返し、外返し、底屈共に 5。片脚立位 30/30 秒、

足部 JOA スコアは 89 点。歩行動作ではインピン

ジメント症状消失し、10m 歩行テストは 9 秒まで

改善した。 

【考察】 

本症例の Hope は早期職場復帰を希望している

が、立脚中期から距骨前面にインピンジメントが

生じていた。大工谷らは背屈可動域制限が生じる

原因として長母趾屈筋腱・長趾屈筋腱の柔軟性・

滑走性低下、下腿三頭筋の短縮と報告しているこ

とや、小林らはアライメントや可動性異常が足関

節背屈制限の原因になると述べている。本症例は

下腿後面筋の柔軟性が低下しており、距骨後方へ

の可動性低下や、術侵襲による腓骨筋の短縮によ

って足部外転などの不良アライメントになったこ

とが距骨の後方への可動性を阻害し足部前面のイ

ンピンジメントを生じさせていると考えた。また、

中間位での背屈可動域制限により代償的に足部外

転・距骨下関節回内位のアライメント不良が生じ、

二次的に大腿二頭筋、腓腹筋内側頭などの短縮を

認めたことも荷重位での背屈可動域制限や足部前

面痛をより強めていると考えた。 

治療においては非荷重位でまず、中間位での背

屈動作獲得するために、アライメント不良に繋が

る筋群に対して徒手的療法を実施。次に距骨後方

への可動性獲得のため、長母趾・長趾屈筋や下腿

三頭筋、腓骨筋、KFP の柔軟性改善により、距骨

前面のインピンジメントが軽減。続いて荷重位で

のアライメント修正や、徒手またはセラバンドで

距骨後方への動きの拡大促すことにより、荷重時

での背屈動作改善、歩行時の疼痛軽減を認め歩行

能力の改善に繋がったと考えた。 

 

P-6 



歩行距離延長を目標に介入した全人工膝関節置換

術後の症例 

 

理学療法士 橋本 魁 

医療法人社団 淡路平成会 平成病院 

Ⅰ.はじめに 

今回､右大腿骨内側顆骨壊死を呈し全人工膝関

節置換術（以下：TKA）を施行した症例を担当し

た。退院後､スーパー内での歩行を必要としている

ため､歩行動作に着目し､歩行距離延長を目標とし

た症例についてここに報告する。 

Ⅱ.症例紹介 

 本症例は､入院された 80 歳代前半の女性であ 

る｡Z 日､大腿骨内側顆骨壊死に対し､TKA 施行後 

当院に Z+39 日に入院された症例である｡ 

病前は家族の運転でスーパーに買い物に出かけ､

その際、杖を使用していた。Hope は歩けるよう

になり､スーパーで買い物をしたい｡Need として

杖歩行自立を挙げた｡松永らは､回復期における歩

行自立度のカットオフ値を、6 分間歩行 213m と

報告しているため､目標を 213m とした。 

Ⅲ.初期評価：Z+57 日～Z+63 日 

関節可動域測定（以下：ROM-T 右）：股関節伸

展 10°､膝関節屈曲 105°､伸展-20°､足関節背屈 15°､

底屈 40°｡Numerical Rating Scale（以下：NRS）：

右膝前面に起立時､歩行時 3。徒手筋力検査（以

下：MMT 右/左）：股関節伸展 3/3､膝関節伸展

4/4､足関節底屈 2+/2+｡Ober test：+/-｡Hoffa’s 

test:陽性｡10m 歩行テスト（以下：10MWT）：快

適速度で 0.62m/s､歩幅 0.33m､歩行率：1.86 歩/s｡

6 分間歩行（以下：6MD）：120m（Borg Scale 13）､

膝蓋骨可動性：上下、左右低下｡歩行より､立脚中

期（以下：MSt）～後期（以下：TSt）にかけて

股関節伸展可動域の不足｡右立脚期を通しての膝

関節屈曲位がみられた｡ 

Ⅳ.治療プログラム 

股関節伸展可動域制限に対し､大腿筋膜張筋、大

腿直筋のダイレクトストレッチを実施した｡ 

歩行時のTStの減少に対して､カーフレイズ､ステ

ップ練習､歩行練習にて下腿三頭筋の遠心性収縮

の促し､立脚後期の延長を図った｡また､右立脚期

を通しての膝屈曲位に対し膝伸展可動域獲得のた

め､パテラモビライゼーション､膝蓋下脂肪体のリ

リース実施｡自主訓練としてブリッジ運動､パテラ

セッティング､膝屈曲・伸展運動の提供｡ 

Ⅴ.最終評価 Z+96 日～Z+101 日 

ROM-T：股関節伸展 20°､膝関節屈曲 120°､伸

展-10°｡NRS：0。MMT：股関節伸展 3/3、膝関節

伸展 4/4、足関節底屈 4/4｡Ober test：-/-｡Hoffa’s- 

test:陰性。10MWT：0.68m/s､歩幅 0.40m、歩行

率 1.70 歩/s。6MD：160m（BorgScale13）膝蓋

骨可動性：上下、左右改善｡触診：膝前面熱感軽度｡

歩行より､初期評価と比べ､TSt の延長、右立脚期

での膝関節屈曲位軽度改善がみられた｡ 

Ⅵ.考察 

今回、股関節伸展制限に対して､大腿筋膜張筋の

ダイレクトストレッチを実施した｡ステップ位で

の重心移動により股関節伸展の反復練習を行った｡

TSt に重点をおいた治療として、旭らによると

TSt 時の下腿三頭筋の遠心性収縮が速度を上昇さ

せる要因であると述べている｡また､一橋らによる

とある種の能力は同じ類の運動を用いたトレーニ

ングにより効果を高めることができると述べてい

る｡そのため本症例でも､ステップ位での重心移動

による股関節伸展の反復練習､カーフレイズ､歩行

練習を中心的に実施｡その結果､TSt の延長を認め､

10MWT や 6MD の結果から、歩幅の向上､歩行距

離延長に繋がったと考えた｡ 

 さらに､通常歩行時､MTs にて重心位置が上昇

し､MSt～TSt にかけ重心位置が下降するが､本症

例の歩行動作では､重心位置が低く､位置エネルギ

ーを活用できず､TSt にかけての前方推進力が減

少し､歩行距離低下に繋がっていると考えた｡その

ため､上記アプローチと並行して､膝蓋下脂肪体リ

リース､パテラモビライゼーションを実施。その結

果､右膝関節伸展可動域向上に繋がり､歩行距離延

長に繋がったと考えた｡ 

Ⅶ.まとめ 

今回､退院時指導として､スーパー内はカートを

押しての歩行、休憩を挟むことを指導した｡ 
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左全人工膝関節置換術を呈した症例 

～左ミッドスタンスに着目～ 

 

森川 真司 

東浦平成病院 理学療法士 

【はじめに】今回、左人工膝関節置換術（以下 TKA）

を施行した症例を担当した。3 か月後に施行予定

の右 TKA も踏まえた評価・治療をさせていただく

機会を得たので以下に報告する。 

【症例紹介】70歳代男性 163cm 70.5kg BMI：21.6 

現病歴：X 年 Y 月 Z日 A 病院で左 TKA 施行。Z+10

日当院転院。術前：屋内伝い歩き 屋外両側 T字杖

自立。主訴「膝が伸びない」Hope「早く帰りたい」

Need：屋外両側 T字杖獲得。 

【初期評価】（X年Y月Z+10日～17日）CRP値2.96。

左術創部に発赤・熱感・腫脹あり。下肢長 cm（左

/右）棘果長：82/81 転子果長 79/79 周径 膝関節

上縁:42.5/38.5、5cm:43/40 10cm：44.5/43、15cm：

46/45。Range Of Motion（以下 ROM）(左/右）膝

関節屈曲90/120膝関節伸展-5/-10足関節背屈5/5。

Manual Muscle Testing（以下 MMT）:（左/右）膝

関節伸展 3/3。Numerical Rating Scale（以下

NRS）：左膝関節最終伸展時 5/10右膝関節の内側荷

重時 5/10。荷重検査 kg（左/右）安静時 40/30最

大荷重時 60/40。Timed-Up and Go Test：（U字型

歩行器）20.09秒。10ｍ歩行 9.16。Berg Balance 

Scale（以下 BBS）46点。エコー:膝蓋骨の可動性、

軟部組織柔軟性低下 歩行:U 字型歩行器を使用し

左右ミッドスタンス（以下 MSt）で筋短縮・膝蓋

下脂肪体の可動性低下により膝関節伸展制限あり 

右立脚期荷重時痛により短縮 右膝関節内反変形

により右股関節外転し MSｔで外側スラスト出現 

エコー:膝蓋骨可動性、軟部組織柔軟性低下 

【治療アプローチ】Z+15 日に右膝関節装具作成。

アイシング 筋・軟部組織にストレッチ・超音波・

電気療法・筋力訓練とイニシャルコンタクト（以

下 IC）から MStでの膝屈曲位から荷重促通しなが

らの伸展運動を実施。 

【最終評価】（X年Y月Z+26日～33日）CRP値2.76。

腫脹・熱感残存するも入院時と比較し軽減 下肢

長:棘果長:82.5/81.5転子果長:80/79周径：膝関

節上縁：41.5/38.5 5cm：42/40 10cm：44/43,15cm：

46/45。ROM：膝関節屈曲 120/120 伸展 0/-5 足関

節背屈 10/10。MMT：膝関節伸展 4/3 NRS：右膝関

節内側荷重時 5/10荷重検査:安静時 40/30最大荷

重時 70/40 TUG:(両側 T 字杖)16.1 秒 10ｍ歩行

13.3秒 BBS:47 点エコー:膝蓋骨可動性 軟部組織

柔軟性向上 歩行:両側 T字杖使用し左右 MStで膝

伸展不足だが初期より伸展角度向上 右 MSt で外

側スラスト残存。 

【統合と解釈】左 MSｔ時の膝関節伸展制限に対し

て①膝関節伸展制限と②膝関節伸展時の膝蓋骨上

方牽引低下による IC からの膝関節伸展機能の破

綻に着目した。原因として①は内側ハムストリン

グス・腓腹筋内側頭・膝窩筋短縮、膝蓋上嚢・膝

蓋下脂肪体の可動性低下②は軟部組織柔軟性低下、

内側広筋の切開、腫脹による筋出力低下を考えた。 

【考察】①に対して、可動域:各筋群のストレッチ、

膝蓋上嚢・膝蓋下脂肪体に超音波療法を実施。②

に対して内側広筋に電気療法と筋力訓練やアイシ

ングを実施。歩行訓練は ICから MStの部分的練習

を実施した。治療アプローチを実施した結果、左

膝関節伸展可動域 0°まで改善し、エコーでも分

かるように膝蓋下脂肪体の柔軟性向上及び筋出力

向上し荷重時痛なく最大荷重可能となった。しか

し、MSｔで膝関節わずかに屈曲位での歩行となっ

ている。南角らは、非術側の内反変形が大きい場

合、術側と比較し下肢長が短くなるため、術側膝

関節を屈曲位にして対応すると述べている。この

ことから非術側の伸展制限があるため術側膝関節

屈曲位で対応したと考える。3 か月後に予定され

ている右 TKA施行後、右膝関節伸展制限が改善さ

れれば左 MStで伸展制限の改善が期待できると考

える。 
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転倒による左大腿骨頸部骨折後に歩行の安全性が

低下した左片麻痺を呈する症例 

 

篠原 祐生 

社会医療法人社団 順心会 順心淡路病院 

【はじめに】今回、既往に左片麻痺があり、転倒

で左大腿骨頸部骨折を呈し、左大腿骨頭置換術を

施行された症例を担当する機会を得た。屋外での

一本杖歩行を想定した介入にて、安全性向上を認

めたためここに報告する。 

【Ⅰ.症例紹介】70 代男性。X 年 Y 月 Z 日自宅

で転倒、A 病院にて左大腿骨頸部骨折と診断され、

Z＋1 日人工骨頭置換施行。Z＋36 日当院へ転院。

受傷機転は屋内にてコップを把持した状態で後方

へ振り返る際に麻痺側へ転倒して受傷。自宅は 8

畳程のプレハブ小屋で独居。16 年前の脳出血によ

る左片麻痺があるが、装具は着けていなかった。

屋内は椅子や机等で伝い歩き、屋外は車いすや介

護タクシーを使用。車いすは屋外に停めており、

玄関から 15m 程を一本杖で行き来していた。リ

ハビリと入浴のため週 2回デイケアを利用してい

た。Hope は「歩けるようになりたい」。 

【Ⅱ.初期評価※右/左と表記 術後 5 週～6 週】関

節可動域(以下 ROM):股関節伸展 20°/5°、膝関節

屈曲位で足関節背屈 5°/-5°。徒手筋力測定(以下

MMT):股関節伸展 3/2、股関節外転 3/2 膝関節伸

展 5/2、足関節底屈 2/0。brunnstrom recovery 

stage(左):上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅲ。左股関節単独

での屈曲伸展可能。左膝関節単独伸展可能、屈曲

困難。左足関節単独底背屈困難。感覚(左):足底表

在感覚、足関節の深部覚重度鈍麻。膝関節深部覚

軽度鈍麻。歩行:全歩行周期において左足関節底屈

位であり、左足部が前方に位置する歩行。一本杖

歩行で左荷重応答期(以下 LR)～立脚中期(以下

Mst)にかけて左膝関節が急激に伸展し左膝過伸

展を呈した。続けて体幹前傾、骨盤左回旋が出現

し後方への動揺を認めた。 

【Ⅲ.治療および経過】本症例の自宅は屋内伝い歩

きが出来る環境で、屋外は車いすや介護タクシー

を使用されていた。再転倒の可能性が高いのは一

本杖歩行をする場面と考えた。一本杖歩行で左

Mst に出現した、体幹前傾、骨盤左回旋からの後

方動揺により転倒するリスクが最も高いと考えた。

直前の急激な左膝関節の伸展による影響受けてい

ると考え、これに注目した。左膝関節の急激な伸

展の原因として、足関節可動域制限、膝関節伸展

筋力の低下、股関節伸展筋力の低下、足部や膝関

節の感覚鈍麻等が関係すると考える。本症例は左

大腿骨頸部骨折による左大腿骨頭置換術を施行さ

れており、その影響を大きく受ける股関節へ主に

アプローチした。左股関節伸展筋力低下に対し、

スクワットとブリッジにより筋力トレーニング行

ったところ、後方動揺に改善を認めた。 

装具について。短下肢装具装着下では前足部が

浮き、左 Mst で股関節内外旋し安全性低下、強い

不安感を訴えた。短下肢装具装着下での歩行は転

倒リスクが高く、実用的ではないと考えた。 

コロナ陽性者多数により、リハビリ中止となっ

た期間 2 週間、ベッドサイドで介入した期間 2 週

間があり、その期間は自主練習を課して対応した。 

【Ⅳ.最終評価 術後13週】MMT:股関節伸展4/3、

膝関節伸展 5/3。歩行:一本杖歩行で左足部が前方

に位置する。後方への動揺なく、安定して 40m 連

続歩行可能。 

【Ⅴ.考察】動作分析臨床活用講座によると、LR

では急激な荷重負荷に対し、下肢の動的安定化を

図るため股関節伸展筋が大腿骨遠位を脛骨関節面

上に押し付ける。また、LR～Mst にかけて、足関

節と股関節の共同運動により重心前方移動、上方

移動を生じる、とある。本症例は左股関節伸展筋

力の低下により、左 LR～Mst に下肢の動的安定

化、重心の前方、上方移動が十分に行えず、体幹

前傾にて代償させていたと考える。それにより床

反力ベクトルが膝関節中心の前方を通り、左膝関

節の急激な伸展を生じ、骨盤の左回旋から後方動

揺につながったと考える。左股関節伸展筋力

MMT2 から 3 と向上したことで、体幹による代償

は軽減し左膝関節の急激な伸展が軽減、骨盤左回

旋が改善し後方動揺が改善したと考える。 
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アテローム血栓性脳梗塞を呈した症例 

分離運動促通に着目し独歩自立を目指して 

 

理学療法士 粟井 温樹 

医療法人社団 淡路平成会 平成病院 

Ⅰ.はじめに 

アテローム血栓性脳梗塞を呈し、右下肢分離運動

不十分により、歩行時足部クリアランス低下が生

じ独歩自立困難となった症例について報告する。 

Ⅱ.症例紹介 

50 代男性、身長 176.0 ㎝、体重 69.0 ㎏ 

HDS-R18 点、MMSE24 点 

Hope：一人で歩けるようになりたい 

Need：下肢随意性向上による独歩自立獲得 

病前 ADL：妻と二人暮らし。独歩自立で生活して

いた。 

現病歴：Z 日に職場で倒れている所を同僚に発見

され、救急搬送される。アテローム血栓性脳梗塞

を認め、Z＋35 日にリハビリテーション目的で当

院に入院される。 

既往歴：高血圧症 

Ⅲ.初期評価（歩行評価は独歩で実施） 

Manual-Muscle Test（以下 MMT）右股関節屈曲

3、伸展１、膝関節屈曲 2、伸展 1、足関節背屈 1、

底屈 2、Brunnstrom recovery stage（以下 BRS）

下肢Ⅲ、Timed Up and Go test（以下 TUG）右

回り 15.6 秒、左回り 15.9 秒、10ｍ歩行テスト（以

下 10MWT）15.2 秒、Berg Balance Scale(以下

BBS)45 点、Stroke‐ Impairment Assessment- 

Set （以下 SIAS ）下肢 7 点、 Fugl-Meyer 

Assessment（以下 FMA）下肢 14 点 

Ⅳ.最終評価（歩行評価は独歩で実施） 

MMT 右股関節屈曲 3、伸展 3、膝関節屈曲 3、伸

展 2、足関節背屈 4、底屈 3、BRS 下肢Ⅳ、TUG

右回り 10.9 秒左回り 11.6 秒、10MWT9.2 秒、

BBS53 点、SIAS11 点、FMA 下肢 21 点 

Ⅴ.理学療法プログラム 

① 分離運動促通（4 回/週）②筋力増強訓練（4

回/週）③歩行練習（3 回/週）④ステップ練

習（3 回/週） 

Ⅵ.考察 

本症例はアテローム血栓性脳梗塞を呈し、右片麻

痺となった症例である。病前独歩自立であったが、

右片麻痺の影響により下肢随意性低下を呈し、右

立脚後期に股関節伸展が生じず、右遊脚中期の足

部クリアランス低下が見られる。そのため、体幹

前傾による股関節伸展の代償動作が生じた。それ

により、振り出しの際につまずきが見られ、歩行

時に転倒リスクが高い状態となる。原因として、

①BRS、MMT の結果より麻痺による随意性低下

から下肢分離運動が不十分。②大殿筋、前脛骨筋

の筋力低下、筋出力低下の可能性があると示唆さ

れた。①に対し、川平らによると獲得したい随意

運動を頻回に繰り返すことが麻痺肢の随意運動コ

ントロールに必要な残存神経回路のシナプスの伝

導効率を上げ、新しい神経回路や運動プログラム

の形成に有利に作用するものと述べている。本症

例においても、早期から歩行練習前に下肢単関節

運動を反復して行った。その結果、BRS 下肢Ⅲか

らⅣ、MMT 股関節伸展 1 から 3、足関節背屈 1

から 4 となり、歩行観察においても遊脚中期の足

部クリアランス低下が改善され、歩行安定性が向

上した。②に対し、斎藤らによると正常歩行時の

遊脚動力源は股関節屈筋群の収縮力、遊脚振り子

として、股関節の位置エネルギーが動力源と述べ

ている。本症例においても、股関節屈筋群の収縮

が十分に発揮されず遊脚振り子としての位置エネ

ルギーの低下が生じていると考えた。それにより、

右遊脚中期の足部クリアランス低下も生じたと考

えた。MMT の結果より股関節屈曲筋力に変化は

見られなかったが、股関節伸展筋力は MMT1 か

ら 3 へ向上した。それにより、立脚期中期から後

期の股関節伸展角度が向上し立脚期が延長された

ことで歩幅の増大が見られ体幹前傾による股関節

伸展の代償が軽減されたと考える。その結果、

TUG では約 5 秒の改善、10MWT では 6 秒の改

善が見られ、独歩での退院が可能となった。 
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