
（一社）兵庫県理学療法士会	 	 

	 	 	 	 阪神北支部	 

	 

	 

	 

	 

	 

平成 30 年度	 

新	 人	 発	 表	 会	 

	 

	 

	 

	 

会期：平成 31 年 2 月 3 日（日）13：10〜17：15	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （受付開始	 12：30）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

会場：アステホール（アステ川西 6 階）	 

	 

※会員証を必ずご持参下さい．	 

	 新人発表される先生は「新人教育プログラム」の単位認定に該当します．また発表者以外の先生は「新人教育プロ

グラム」「生涯学習における履修ポイント認定研修会」に該当します．	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



プログラム	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※1	 座長との顔合わせは各セッションともにセッション開始 10 分前に各セッションのポスター前で行います．	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※2	 セッション 8は演題数が少ないため，他のセッションよりも 10 分程度早く終了します．	 

	 

新人（演者）の先生へのお願い	 

・	 13:00 までに受付を済ませ，すみやかに各々のセッションの場所でポスター貼付作業を行って下さい．	 

・	 セッション開始 10 分前に座長との顔合わせを行います．各々のセッション場所に集合して下さい．	 

・	 発表時間は発表 5 分，質疑応答 3 分の計 8 分です．またセッションの演者発表がすべて終了したのち，	 

フリーディスカッションの時間（20 分）としますので，その間は自身のポスター前で待機して下さい．	 

座長の先生へのお願い	 

・	 セッション開始 10 分前に，ご担当のセッションの場所で演者の先生との顔合わせを行いますので，	 

演者氏名や所属の確認，発表内容の確認等をおこなって下さい．	 

・	 発表時間は各々の演者につき 8 分，フリーディスカッション 20 分となります．セッションの進行は	 

座長の先生に一任いたしますが，時間厳守でお願いします．	 

・	 フリーディスカッションでは開始，終了の指示をお願いします．フリーディスカッションの終了で	 

セッション終了となります．演者への簡単なフィードバックののち，解散させて下さい．	 

参加される先生へのお願い	 

質疑応答は各演題につき 3 分間設定してあります．座長の指示に従って活発に質疑を行って下さい．	 

	 また今回はフリーディスカッションの時間を多く設けています．演者の先生だけに限らず，たくさん	 

	 の先生方との意見交換や情報提供の場としていただき，支部内の理学療法の活性にご協力下さい．	 

12:30〜13:00	 

	 

会場受付（スライド受付）	 

※新人教育・生涯教育各々の単位認定受付は 13:00 にて終了します．	 

13:10〜	 開会のあいさつ（第一会場）	 

13:20〜	 ポスター閲覧，座長との顔合わせ※１（セッション 1〜4）	 

〈第一会場〉	 〈第二会場〉	 

13:30〜14:10	 セッション１	 	 	 	 セッション 2	 13:30〜14:10	 セッション 3	 	 	 	 セッション 4	 

	 	 	 〜14:30	 フリーディスカッション（各セッション）	 

休憩（5分）	 

14:35〜15:15	 セッション 5	 	 	 	 セッション 6 14:35〜15:15	 セッション 7	 	 	 	 セッション 8※２ 

	 	 	 〜15:35	 フリーディスカッション（各セッション）	 

休憩（5分）	 

（懇親会準備）	 

15:40〜16:30	 セッション 9	 	 	 	 セッション 10	 

	 	 	 〜16:50	 フリーディスカッション	 

休憩（5分）	 

16:55〜17:15	 閉会のあいさつ	 

兵庫県理学療法士会理事講話	 	 

17：20〜	 懇親会	 	 



セッション 1（第一会場）13:30−14:30	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 座長：三田市民病院	 	 成瀬	 由季子	 

	 

Ⅰ-1	 右人工膝関節置換術後、側方からの段差昇降を行った結果、歩行能力の向上がみられた一症例	 

宝塚第一病院	 礒谷	 郁也	 

Ⅰ-2	 歩行の改善と環境整備により在宅復帰した一症例	 	 

今井病院	 松山	 広季	 

Ⅰ-3	 左股関節全置換術後の歩容に着目し自助具無しでの靴下着脱動作自立を目指した症例	 

阪神リハビリテーション病院	 	 石尾	 敦貴	 

Ⅰ-4	 超音波治療器を併用し機能改善に努めた一症例	 

ベリタス病院	 黒江	 純平 

Ⅰ-5	 両側性膝 OA 患者の片側 TKA 施行後において術前の機能を考慮し、治療を行った一症例	 

	 第二協立病院	 川村	 竜聖	 

	 

セッション 2（第一会場）13:30−14:30	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 座長：さんだリハビリテーション病院	 	 宮崎	 元至	 

	 

Ⅰ-6	 歩行分析において、歩行周期の繋がりに着目する重要性を学んだ一症例	 	 

	 第二協立病院	 栂	 茉由子	 

Ⅰ−7 早期自宅退院に向けて転倒評価と環境整備を行った左大腿骨転子部骨折術後の症例	 

今井病院	 松尾	 涼	 

Ⅰ−8	 アプローチの再検討により、階段動作の実用性向上が生じた一症例	 

	 こだま病院	 正月	 知里	 

Ⅰ-9	 左大腿骨転子部骨折後の治療プログラムを再考することで歩行が自立に至った一症例	 

	 宝塚リハビリテーション病院	 藤高	 弘大	 

Ⅰ-10	 歩行周期の繋がりを考慮し治療を行った事でシルバーカー歩行が自立に至った一症例	 

第二協立病院	 石田	 凪沙	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

セッション 3（第二会場）13:30-14:30	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 座長：市立伊丹病院	 	 筒田	 由紀	 

	 

Ⅰ-11 右人工股関節全置換術後の歩行時の転倒リスク軽減を図った症例	 

阪神リハビリテーション病院	 西	 悠 

Ⅰ-12	 左大腿骨転子部骨折後の小転子転位予防に努め、歩容の改善に至った症例	 

宝塚第一病院	 村田	 遥	 

Ⅰ-13	 左人工膝関節置換術後の大腿骨内側上顆周囲の疼痛及び跛行に着目しアプローチした一症例	 	 

第二協立病院	 森	 祐貴 

Ⅰ-14	 術前の歩容が術後の歩容に影響し、長距離歩行獲得に時間を要した人工膝関節全置換術後の症例	 

伊丹せいふう病院	 釜付	 桃	 

Ⅰ-15	 上腕骨近位部骨折後洗髪動作の獲得に至った症例	 

協立病院	 上津	 周平	 



セッション 4（第二会場）13:30-14:30	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 座長：第二協立病院	 	 坂井	 隆太	 

	 

Ⅰ−16	 重度麻痺を呈した左被殻出血患者に対し,歩行自立に向けて運動療法と，足関節への段階的な電気刺激療法を	 

	 	 	 	 併用した症例	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 伊丹恒生脳神経外科病院	 古賀	 千尋	 

Ⅰ−17 重度脳卒中後症例に対し麻痺側立脚終期に着目し介助歩行方法を選択することで歩容や推進力の改善を認めた	 

	 	 	 	 症例	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 宝塚リハビリテーション病院	 塚元	 達也	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Ⅰ−18 右立脚中期から右立脚後期の右後方の不安定性に着目し、課題指向型トレーニングを実施した一症例	 

阪神リハビリテーション病院	 湯浅	 裕平 

Ⅰ−19 左上下肢に注意を促す課題により，バランスが顕著に向上した右視床出血の一例	 

伊丹恒生脳神経外科病院	 木村	 翔 

Ⅰ−20 脊髄梗塞による不全対麻痺症状に対し、歩行能力改善に向け介入し、歩行獲得に難渋した一症例	 

伊丹せいふう病院	 坂本	 雅弥	 

	 

セッション 5（第一会場）14:35-15:35	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 座長：せいふう若葉	 	 佃	 春華	 

	 

Ⅱ-1	 大腿骨頚部骨折後に人工骨頭置換術を行った後、外出機会が少なくなり、歩行能力向上を目指した症例	 

湯々館	 吉川	 隆史	 

Ⅱ-2	 歩行周期の連続性に着目し、立脚中期の高重心位を獲得したことで歩行速度が向上した一症例	 

第二協立病院	 岩田	 美都利	 

Ⅱ−3	 腰椎圧迫骨折術後患者に対して運動学習を促したことにより歩行獲得に至った症例	 

伊丹ゆうあい	 西本	 麻美	 

Ⅱ−4	 ストレッチ方法の工夫により歩行中の疼痛が軽減した大腿骨転子部骨折術後の一症例	 

宝塚リハビリテーション病院	 行藤	 殖浩	 

Ⅱ−5	 右大腿骨転子部骨折術後患者の独歩 1歩目のふらつきについて考察した一症例	 

第二協立病院	 柴田	 夏季	 

	 

セッション 6（第一会場）14:35-15:35	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 座長：	 ケアヴィラ宝塚	 	 伊藤	 広竜	 

	 

Ⅱ−6	 認知機能低下を呈した大腿骨転子部骨折患者に対し独歩の自立度判断に難渋した一症例	 

第二協立病院	 加藤	 友季	 

Ⅱ−7	 周辺環境の利用により、安定した着座動作を獲得した症例	 

協立温泉病院	 岩井	 悟	 

Ⅱ−8	 心臓バイパス術後合併症により長期臥床を強いられ ADL が著明に低下した一症例	 

伊丹せいふう病院	 稲澤	 卓也	 

Ⅱ−9	 認知症を有し、夜間のトイレ動作獲得を目的にベッド周囲の環境設定に難渋した一症例	 

さんだリハビリテーション病院	 藤本	 利紀	 

Ⅱ−10	 離床困難な症例に対する介入方法を工夫したことで、病棟への歩行導入が可能となった一症例	 

第二協立病院	 中村	 駿太	 



セッション 7（第二会場）14:35-15:35	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 座長：宝塚リハビリテーション病院	 	 蓮井	 成仁	 

	 

Ⅱ−11	 腹横筋に着目したことで胸腰椎アライメントが改善し立位、歩行安定性の向上に繋がった症例	 

さんだリハビリテーション病院	 三木	 誠矢	 

Ⅱ−12	 左大腿骨頸部骨折術後に対し両側変形性膝関節症の影響を考慮し治療を行った一症例	 

第二協立病院	 中村	 圭介	 

Ⅱ−13	 遊脚期のクリアランス低下を呈し短下肢装具の効果が見られない症例に対するアプローチの一考察	 

宝塚リハビリテーション病院	 山本	 翔	 

Ⅱ−14	 体幹・下肢に着目し、骨盤安定化によりトレンデレンブルグ徴候が改善した症例	 

伊丹せいふう病院	 新井	 安那	 

Ⅱ−15	 歩行時の体幹機能に着目し、アプローチを行った結果、T字杖歩行が自立した症例	 

第二協立病院	 髙橋	 将	 

	 

セッション 8（第二会場）14:35-15:30	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 座長：こだま病院	 	 吉田	 彩	 

	 

Ⅱ−16	 立ち上がりにて身体機能改善だけでなく、代償動作を残すことで自立を獲得した一症例	 

第二協立病院	 鹿倉	 由佳理	 

Ⅱ−17	 起立時に左下肢の接地が行えなかった左大腿骨頚部骨折の一症例	 

伊丹せいふう病院	 平松	 陸	 

Ⅱ−18	 左脛骨腓骨遠位端骨折後の足関節背屈運動に対し Kager’s	 fat	 pad に着目してアプローチした症例	 

宝塚第一病院	 西谷	 友美	 

Ⅱ−19	 両側アキレス腱断裂術後、装具を使用せずに早期から荷重が開始となった一症例	 

宝塚市立病院	 八橋	 跳馬	 

	 

セッション 9（第二会場）15:40-16:50	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 座長：ベリタス病院	 	 上中	 貴司	 

	 

Ⅱ−20	 意識障害が遷延化した脳室穿破を伴う右視床出血の一症例	 

伊丹恒生脳神経外科病院	 真島	 和希	 

Ⅱ-21	 立脚後期の前足部荷重量に着目し前型歩行を促す介助歩行を行い膝折れの改善に至った脳卒中患者	 

宝塚リハビリテーション病院	 菊地	 彩花	 

Ⅱ−22	 重度片麻痺患者に対する歩行練習において、環境設定を検討することで、歩容に改善を認めた症例	 

宝塚市立病院	 佐藤	 佳奈	 

Ⅱ−23	 退院後の屋外歩行自立が求められた右被殻出血の一例	 

伊丹恒生脳神経外科病院	 槇原	 史乃	 

Ⅱ−24	 積極的な抗重力位運動を行った結果、意識レベル・起立性低血圧が改善した症例	 

協立病院	 田矢	 愛加里	 

Ⅱ−25	 歩行時の右後方への不安定性に対して右下腿三頭筋、右中殿筋中心にアプローチし改善が見られた症例	 

阪神リハビリテーション病院	 稲里	 美世	 



セッション 10（第二会場）15:40-16:50	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 座長：さんだリハビリテーション病院	 藤原	 宣女	 

	 

Ⅱ-26	 関わり方に着目した事で、歩行能力に改善がみられた一症例	 

協立温泉病院	 大石	 拓真	 

Ⅱ−27	 低栄養患者に対する栄養管理と運動量の調整を行うことの重要性を学んだ一症例	 

宝塚リハビリテーション病院	 藤本	 裕介	 

Ⅱ−28	 本人の希望に沿い炊事動作の自立を目指した症例	 

協立温泉病院	 竹下	 瑞希	 

Ⅱ−29	 頚椎後縦靭帯骨化症の患者に対し、立脚後期の股関節伸展を促すことにより躓きが消失した一症例	 

宝塚リハビリテーション病院	 辻	 悠平	 

Ⅱ−30	 声かけの工夫により転倒リスクへの認識が高まり、杖歩行が自立した一症例	 

協立温泉病院	 吉良	 恭平	 

Ⅱ−31	 覚醒に合わせ少量頻回にリハビリを実施した事で認知機能が改善した一症例	 

第二協立病院	 清水	 翠	 

	 

	 

	 

	 



Ⅰ－1 

右人工膝関節置換術後、側方からの段差昇降を行っ

た結果、歩行能力の向上がみられた一症例 

                  礒谷 郁也 

                 宝塚第一病院 

【はじめに】今回、右変形性膝関節症（以下膝ＯＡ）

により右人工膝関節置換術（以下ＴＫＡ）を施行さ

れた症例を担当した。中殿筋に着目し側方からの段

差昇降を行った結果、歩行能力が向上し独歩の獲得

に至ったためここに報告する。 

【症例紹介】80 歳代女性、1 年前より右膝関節に疼

痛が出現し始め、徐々に疼痛が増悪したため、当院

を受診した。右膝ＯＡと診断され、右ＴＫＡを施行

された。術後翌日から理学療法を開始し、術後 3 週

目より外来へ移行した。術前の日常生活動作（以下

ＡＤＬ）は全て自立していた。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取り

扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価（術後 1 週目）】疼痛検査（以下ＮＲＳ）

は歩行時右内転筋結節部に 4/10であった。関節可動

域（以下ＲＯＭ）は股関節内転右 5°左 15°、膝関

節屈曲右 110°左 130°、伸展右－20°左－5°であ

った。徒手筋力検査（以下ＭＭＴ）は股関節外転右

3 左 5、膝関節屈曲右 3 左 5、伸展右 4 左 5 であっ

た。10ｍ歩行は独歩軽介助で快適歩行 24.46 秒、36

歩であった。歩行動作において右立脚中期（以下Ｍ

Ｓｔ）から立脚終期（以下ＴＳｔ）においてデュシ

ャンヌ歩行がみられた。病棟内ＡＤＬは車椅子自走

であった。 

【経過及び中間評価（術後 3週目）】術後 2週目より

右中殿筋の筋力増強を目的に側方からの段差昇降を

実施した。初期評価時にみられていた歩行時の疼痛

の訴えは認めなかった。ＲＯＭは股関節内転右 10°

左 15°、膝関節屈曲右 120°左 130°、伸展右－15°

左－5°であった。ＭＭＴは股関節外転右 4左 5、膝

関節屈曲右 4 左 5、伸展右 4 左 5 であった。10ｍ歩

行は独歩近位見守りで快適歩行 12.42秒、25歩であ

った。歩行動作において右ＭＳｔからＴＳｔにおい

てデュシャンヌ歩行は残存していた。病棟内ＡＤＬ

は杖歩行自立であった。 

【最終評価（術後 6週目）】歩行時における疼痛の訴 

 

えは認めなかった。ＲＯＭは股関節内転右 10°左

15°、膝関節屈曲右 125°左 130°、伸展右－10°左

0°であった。ＭＭＴは股関節外転右 5左 5、膝関節

屈曲右 5 左 5、伸展右 5 左 5 であった。10ｍ歩行は

独歩自立で快適歩行 9.08 秒、21 歩であった。歩行

動作において右ＭＳｔからＴＳｔにおいてデュシャ

ンヌ歩行は大幅に軽減した。 

【考察】本症例の術後の歩容は右ＭＳｔからＴＳｔ

においてデュシャンヌ歩行がみられた。この動作に

より、歩行時の体幹の動揺が大きく、介助を要して

おり転倒の危険性があった。そのため病棟内ＡＤＬ

は車椅子自走であった。その要因として、澳らによ

ると膝ＯＡ患者の歩行戦略において股関節外転筋の

不使用により筋力低下を引き起こすとされている。

本症例においても中殿筋の筋力低下を認めていたた

め、術後早期から中殿筋に対してアプローチを行っ

た。中殿筋に対するアプローチとして浅川らによる

と踏み台昇降動作における中殿筋の筋活動は段の高

さが高い程、高い筋活動を得るとされており、10ｃ

ｍに比べ 30ｃｍの踏み台からの昇降動作の方が高

い筋活動を得られるとされている。また平岡らによ

ると階段昇降時の中殿筋の筋活動は、前方移動に比

べ側方移動で有意に高値を示したとされている。こ

れらの先行研究をもとに側方からの段差昇降を行っ

た。本症例において 30ｃｍの段差昇降では両上肢の

過剰支持や体幹を支える介助を要した。そのため、

介入当初は 10ｃｍの段差にて側方からの段差昇降

を行い、術後 3週目から 20ｃｍの段差にて側方から

の段差昇降を実施した。自宅の階段の高さが 20ｃｍ

であることを確認し、自宅の階段にて側方からの段

差昇降を自主トレーニングとして行った。その結果、

最終評価時は右中殿筋の筋力向上がみられ、右ＭＳ

ｔからＴＳｔにおいてデュシャンヌ歩行は大幅に軽

減し、ＡＤＬは自宅内独歩、屋外Ｔ字杖歩行となっ

た。今後の課題として中殿筋だけでなく、股関節内

転可動域にも着目していくことでさらなる歩行能力

向上がみられるのではないかと考える。 

【まとめ】ＴＫＡ施行後の患者に対して中殿筋にア

プローチすることで歩行能力の向上がみられること

を学んだ。 
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歩行の改善と環境整備により在宅復帰した一症例 

松山 広季 

医療法人晴風園 今井病院 

【はじめに】今回、転倒により左恥骨坐骨骨折を受

傷した症例を担当し歩行時の toe clearance 低下に

着目し、歩容改善と環境整備により在宅復帰に至っ

たことを報告する。 

【患者紹介】90 歳代女性。平成 30 年 6月下旬に自

宅の廊下で滑り転倒し、A 病院を受診し、左恥骨坐

骨骨折の診断を受けて入院となった。処置は保存療

法であった。受傷後 4 週目に当院転院となり回復期

リハビリテーションを開始した。受傷前は入浴以外

の ADL は自立し自室からトイレまでの 20ⅿを独歩

で移動し 8cmの段差の跨ぎや、玄関 15cm階段を手

摺りなしで 5段昇降することが可能であった。また、

入浴は週 2回のデイサービスで行っていた。 

【説明と同意】本症例には、目的と個人情報の取り

扱いについては説明し同意を得た。 

【初期評価:受傷後 4週目】全体像は記銘力低下を認

めたが、その場でのやり取りは可能でコミュニケー

ション良好であり、運動に対する意欲は高かった。

徒手筋力検査(以下:MMT 右/左)は股関節伸展筋群

4/3、中殿筋 3/2大腿四頭筋 5/4であった。関節可動

域(以下:ROM右°/左°)は股関節伸展 10/0であった。

ADL は FIM:56 点(移動:歩行 1 点、階段昇降 1 点)

であった。片脚立位は困難であった。歩行は平行棒

内 3 動作揃い型であり、左立脚期の短縮と左 LR か

ら左 MTsで骨盤の左外側へのスウェイ、左膝関節の

lateral thrustを認めた。特に左 MTsから左 TStで

Trendelenburg徴候(以下:T徴候)が生じ左 TStから

左 PSwで股関節伸展が見られず右 toe clearanceの

低下が転倒リスクを高めると考え、病棟内移動は車

椅子とした。目標は屋内杖歩行獲得とした。  

【経過】介入当初は左中殿筋の筋力低下による T徴

候の出現と、左股関節伸展筋、左大腿四頭筋の筋力

低下による toe clearance の低下を歩行の問題点と

考えた。中殿筋の筋力増強運動や歩行練習を実施し、

受傷後 7週目では両手支持の歩行時に左 TStから左

PSw で股関節伸展が見られた。受傷後 9 週目では、

MMTは股関節伸展筋群 4/4、中殿筋 3/3、大腿四頭 

 

筋 5/5と向上した。Berg Balance Scale(以下:BBS)

は 33点(片脚立位 0点、段差ステップ 0点、方向転

換 0 点)であった。受傷後 10 週目にシルバーカー歩

行病棟内見守りとなった。受傷後 12 週目では、伝

い歩きで左 TSt から左 PSw で股関節伸展を認め前

型歩行が可能となったが、T徴候と toe clearanceの

低下を認めた。階段昇降は手摺りを用いて 2足 1段

で 10 段行えていた。また、家屋調査では歩行や階

段昇降に転倒リスクを認め、家屋改修による手摺り

設置の提案し、伝い歩きの修正自立に目標を再設定

した。受傷後 14 週目では MMT は股関節伸展筋群

4/4、中殿筋 4/3、大腿四頭筋 5/5であった。ROMは

股関節伸展 10/5 と改善を認め独歩 10m 可能となっ

た。歩容は前型歩行をとり、左 MTsから左 TStの T

徴候を認めるが toe clearanceは向上した。階段は手

摺りを用いて 2 足 1 段で可能となった。受傷後 15

週目に自宅退院した。退院時 FIM:87点(移動:歩行 5

点、階段昇降 5 点)、 BBS:43 点(片脚立位 1 点、段

差ステップ 1 点、方向転換 2 点)、片脚立位(右/左)3

秒/2秒であった。 

【考察】歩行が改善し、在宅復帰が可能となった理

由としては、MMT 上左股関節伸展筋 3 から 4、左

大腿四頭筋 4から 5と筋力向上による toe clearance

の低下が改善し左 MTs から左 TSt の股関節伸展を

認め、前型歩行が可能となったからである。しかし、

左中殿筋 2から 3と向上し片脚立位保持が 2秒可能

となったが、T徴候が軽度見られる。BBSでは段差

ステップ 1点、片脚立位 1点、方向転換 2点と低値

を示し、階段昇降や跨ぎ動作で転倒のリスクがある。

そのため、手摺りを使用することで床反力が生じ、

中殿筋の働きを補助し、T 徴候が改善され階段昇降

時の一側下肢の支持性が改善される。高井らは屋内

平地での歩行自立度が高い場合に手摺りや段差解消

などの家屋改修を実施することで在宅内での段差・

跨ぎを含めた移動動作の自立度が有意に向上する事

を報告している。本症例も屋内歩行では toe 

clearance が改善され前型歩行が可能となった為、

家屋改修をする事で在宅内での応用歩行である跨ぎ

動作や階段昇降が可能となった。そのため歩行を導

入し在宅復帰ができたのではないかと考える。 
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左股関節全置換術後の歩容に着目し自助具無しでの

靴下着脱動作自立を目指した症例 

石尾 敦貴 

阪神リハビリテーション病院 

【はじめに】今回、左股関節全置換術を施行した症

例を担当した。主訴である自助具無しでの靴下の着

脱獲得に向け股関節内転、内旋が著明な歩容に着目

し評価、治療を行った結果をここに報告する。 

【症例紹介】80歳代女性で数年前より左股関節痛が

出現し、左変形性股関節症に対して、左股関節全置

換術後方アプローチ（以下、THA）を施行した。術後

20日後に当院へ入院となる。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取り

扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価（術後 22日目）】関節可動域検査（以下、

ROM）は左股関節屈曲 80°外転 20°内転 10°外旋

５°。徒手筋力検査（以下、MMT右/左）股関節屈曲

4/3、外転 2/2、膝関節伸展 4/4。半腱様筋、半膜様

筋、内転筋、大腿筋膜張筋、大殿筋の筋緊張は中等

度亢進。FIM101/126点（歩行５点）靴下の着脱はソ

ックスエイドにて自立。自助具無しでは股関節屈曲、

外転、外旋の可動域制限により困難。 

【経過と治療】介入初期の T-cane歩行では左股関節

内転、内旋が遊脚初期から見られ、足部外反し内側

から接地している。左立脚初期から中期では骨盤側

方移動が起こり、股関節内転、内旋位が増強し knee 

in toe outとなる。大腿四頭筋、中殿筋、腸腰筋に

対して筋力強化練習、起立・歩行練習、左股関節屈

曲、内転、内旋に対して関節可動域練習・ストレッ

チを実施した。介入 4 週目では、歩行時の左股関節

内転、内旋、骨盤側方移動は改善が見られたが、knee 

in toe outが残存し、左半腱様筋、半膜様筋の緊張

高く、靴下着脱動作自立には至らなかった。問題点

を再考し、足部外反に着目した。徒手的アプローチ

や後脛骨筋、足趾屈筋群の筋力強化練習、運動学習

目的でステップ練習を行った。最終評価時では足部

外反が軽減し、軽度足底外側で接地している。 

【最終評価（術後 74日目）】ROMは左股関節屈曲 100°

外転 25°内転 10°外旋 30°。MMT 股関節屈曲 5/5、

外転 4/4、膝関節伸展 5/5。半腱様筋、半膜様筋、内 

 

転筋の筋緊張は軽度亢進。FIM122/126点（歩行 6点）

靴下の着脱は軽度股関節屈曲優位にて外転、外旋に

て可能。 

【考察】THA施行患者では、靴下着脱動作に難渋する

症例が多く、本症例も内転筋、半腱様筋、半膜様筋

の筋緊張亢進により可動域制限が生じ難渋していた。

歩行時にもこれらの筋の過剰収縮を認め、筋緊張亢

進の要因になっていると考え、歩行に着目した。振

り出し時に腸腰筋の筋力低下を内転筋により代償し

ているため股関節内転、内旋していた。左立脚初期

から中期では体幹の右側弯により重心が右偏移する

事により左股関節への内転モーメントが増強し、中

殿筋の筋力低下により骨盤側方移動が起こり、股関

節内転、内旋位が増強する。また大腿四頭筋の筋力

低下、機能不全により膝関節を正中位に保つことが

できず、大腿骨内旋、下腿外旋・外側傾斜し足部外

反となり knee in toe outとなる事で半腱様筋、半

膜様筋の遠心性収縮が起こり筋緊張亢進に繋がった

と考えた。これらの問題点に対して腸腰筋、中殿筋、

大腿四頭筋へのアプローチを行った。その結果、筋

力が向上し歩行時の内転筋の代償が減少、内転筋の

筋緊張が改善したことと骨盤側方移動が減少したこ

とにより、内転モーメントが減少し、歩容の改善が

見られたと考える。大腿四頭筋の筋力は向上してい

たが knee in toe outの改善は見られなかったため、

足部に着目しアプローチ行った。石井らは、後脛骨

筋の機能不全により踵骨回内に伴い、足部外反が起

こり下肢の外反方向への変位が見られると述べてお

り、これにより knee in toe out となっていると考

えた。最終評価時では足部外反が軽減し、軽度足底

外側で接地している。これは後脛骨筋や足趾屈筋群

の機能回復によるものと考える。また運動学習目的

で下肢を正中位で保持した状態で遊脚初期から立脚

中期でのステップ練習を行ったことで歩行周期を通

じて足部外反の軽減に繋がったと考える。これによ

り knee in toe outが改善する事で半腱様筋、半膜

様筋の筋緊張が軽減し、股関節外旋の ROM が拡大し

たことで靴下の着脱動作獲得に繋がったと考える。 

【まとめ】原疾患だけでなく、症例の特徴に合わせ

たアプローチを行うことの重要性を学んだ。 
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超音波治療器を併用し機能改善に努めた一症例 

黒江 純平 

ベリタス病院 

 

【はじめに】左大腿骨顆上骨折を呈し観血的整復固

定術（以下 ORIF）を施行された症例の膝関節可動

域改善を目的に徒手療法と超音波治療器を用いて治

療を行った。結果、膝関節可動域の改善がみられた

ためここに報告する。なお、本人には発表の目的と

個人情報の取り扱いについて十分な説明を行い、同

意を得た。 

【症例紹介】80 歳代男性。自宅の浴室にて転倒し、

左下肢痛の出現により体動困難となる。搬送後の精

査で左大腿骨顆上骨折を認め手術目的で入院となっ

た。主訴は左足が痛い。要望は早く歩きたい。 

【初期評価 術後 15日目】関節可動域（以下 ROM）

は左膝関節屈曲 40°、伸展 0°、左足関節背屈 0°、

底屈 50°。筋力は徒手筋力測定（以下 MMT）にて

左大腿四頭筋 2、左ハムストリングス 3、左大腿筋

膜張筋 2であった。疼痛は左大腿外側から膝関節に

生じており Numerical Rating Scale（以下 NRS）

にて、安静時 2/10、運動時 7/10 であった。左大腿

周径（左右差㎝）は膝蓋骨直上 34.0㎝（+2）、5 ㎝：

33.0 ㎝（+1）、10 ㎝：34.5 ㎝（+1）、15 ㎝：36.5

㎝（+2.5）。下肢長は棘果長にて左：80.0 ㎝、右：

80.5㎝。大腿長 35.0㎝、下腿長 38.0㎝で左右差は

認めなかった。Ober test は左陽性で左膝蓋骨は

Insall Salvati 法（以下 IS法）にて 1.2であった。 

【理学療法と経過】手術翌日より介入開始。術後安

静度は 2週間の Knee Brace 固定と免荷であり、期

間中は疼痛緩和と筋力強化練習、移乗動作練習を中

心に実施した。術後 15 日目より左膝関節自動運動

と 1/3部分荷重練習に加え、超音波治療を照射率（以

下 Duty）50％から開始した。術後 19日目より左膝

関節他動運動を開始し、22 日目からは超音波を

Duty100%での照射を行った。荷重開始後は段階的

に荷重量を増大し、術後 36 日目に全荷重開始し 46

日目に転院となった。 

【最終評価 術後 43 日目】ROM は左膝関節屈曲

100°、伸展 0°、左足関節背屈 5°、底屈 50°。 

 

MMTは左大腿四頭筋 4、左ハムストリングス 4、左 

大腿筋膜張筋 4 であった。NRS は、安静時 0/10、

運動時 2/10。大腿周径（左右差㎝）は膝蓋骨直上 33.5

㎝（+0.5）、5㎝：34.0㎝（-0.5）、10㎝：35.0㎝（±

0）、15㎝：37.0㎝（±0）。Ober testは陰性で左膝

蓋骨は IS法にて 1.0であった。下肢長は変化を認め

なかった。 

【考察】本症例は左大腿骨顆上骨折を呈し ORIFを

施行した症例である。大腿骨遠位部骨折は重篤な膝

関節屈曲制限を呈するとの報告が多く、本症例にお

いても初期評価での左膝関節屈曲は 40°と著明な

ROM制限を認めた。この ROM制限の原因として、

受傷時の外力と術侵襲を起因とする疼痛により、拮

抗筋のスパズムが亢進し運動時に防御的に収縮して

いると考えた。この防御性収縮の抑制と軟部組織の

伸張性改善を目的に超音波治療器を併用した徒手的

アプローチを行った。超音波治療は照射時の Duty

によって期待される効果は異なり、炎症期は 50％で

照射し、その機械的効果による疼痛軽減と炎症緩和

に努め、炎症緩和後は 100%の照射による温熱効果

で軟部組織の伸張性改善を図った。原田らによると

筋の伸張によってゴルジ腱器官が刺激され、Ib抑制

が発生することによるリラクゼーション効果が

ROM の拡大因子になると報告している。また、石

川らは物理療法と徒手療法の併用によって伸張効果

が増加したと述べていることから膝関節 ROM 練習

時には超音波照射後に徒手的に左大腿四頭筋への等

尺性収縮を促し、その弛緩後に屈曲方向への誘導を

行うことで筋の伸張性向上に努めた。また同時に膝

蓋骨に対しても徒手誘導を行い、可動性の向上を図

った。その他には下肢支持性向上を目的に筋力強化

練習を実施し、術後の機能改善に努めた。その結果、

最終評価で左膝関節屈曲角度は 100°となり、下肢

筋力も MMT4 まで向上、疼痛軽減と左膝蓋骨が IS

法にて 1.0まで減少がみられた。 

【おわりに】本症例は術後 46日目に転院となった。

左膝関節機能は改善傾向にあるが、依然として制限

は残存している状態にある。今後も下肢機能練習や

動作練習を継続することで、自宅復帰や本人の要望

である実用的な歩行の獲得が期待されると考える。 
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両側性膝 OA 患者の片側 TKA 施行後において術

前の機能を考慮し、治療を行った一症例 

川村 竜聖 

第二協立病院 

【はじめに】今回、両側変形性膝関節症（以下、

膝 OA）に対し、左人工関節全置換術（以下、左

TKA）を施行した症例を担当した。歩行時のふら

つきに対し非術側立脚期の支持能力にも着目し治

療を行った結果、歩行時のふらつきを軽減するこ

とが出来たので報告する。 

【症例紹介】症例は 70 代女性である。平成 30 年

3 月に転倒し、右膝蓋骨骨折、両膝 OA と診断さ

れる。右膝蓋骨骨折は保存療法を行い、7 月下旬

に左 TKA を施行される。8 月下旬にリハビリ目的

で当院へ入院される。既往に腰椎すべり症があっ

た。入院前 ADL は屋内伝い歩き、屋外杖歩行に

て ADL は全自立であった。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価】関節可動域検査（R/L）は、膝関節

屈曲 95°/110°、伸展-25°/-10°、足関節背屈 5°

/5°。徒手筋力検査（R/L）は、股関節伸展 2/2、

股関節外転 3/3、膝関節伸展 5/5、膝関節屈曲 3/3、

足関節背屈 2/2、足関節底屈 2/2。形態測定（R/L）

は、SMD74.0cm/75.5cm、TMD65.0cm/72.5cm で

あった。立位姿勢は、体幹後傾、骨盤後傾・左回

旋・右下制、両股関節屈曲、両膝関節屈曲、両脛

骨内旋を呈していた。左 T 字杖歩行では、左初期

接地（以下、IC）は足底接地であり、左立脚中期

（以下、MSt）から立脚後期（以下、TSt）に骨

盤・体幹は左側へ動揺し、左遊脚期では左足尖の

躓きを認めた。右 IC から右荷重応答期（以下、

LR）では、右膝関節の内反増強と右への側方動揺、

および骨盤の右側への動揺を認めた。歩行周期全

体を通して軽介助を要した。 

【経過】初期評価でみられた左 T 字杖歩行におけ

る、左右立脚期での骨盤動揺や左足尖の躓きの原

因を、左 TKA 後の延長足である左下肢と、膝 OA

である右下肢の支持性の双方から考えた。術側で

ある左下肢の安定性を図ることで、右立脚初期に 

 

かかる右膝関節への衝撃作用も緩和され、左立脚

期の安定性にも繋がると考え治療を行った。その

結果、左右の立脚期が安定したことで、左 T 字杖

歩行のふらつきが軽減し、屋内移動は左 T 字杖歩

行自立に至った。 

【考察】本症例では、術後、左膝関節の伸展制限

が改善され脚長差が生じた。Neumann によれば、

「短脚側への骨盤右下制により、短脚側立脚期で

は対側立脚期に比べ、より中殿筋の遠心性収縮が

要求される」としている。また、深井らによると

「LR では内側広筋の遠心性収縮により膝関節屈

曲を制御し、衝撃吸収を担っている」と報告して

いる。本症例では、左 TKA により左下肢が長脚

側となり、左立脚期では重心が高位となったが、

術前からの左膝 OA によって生じた左股関節周囲

筋の筋力低下により、左 MSt においては骨盤の固

定が十分に行えなかったと考えられる。その結果、

左 MSt では骨盤が左へ動揺することでさらに骨

盤右下制が助長され、右足底の急激な足底接地に

繋がったと考えられる。そのため、右 IC から右

LR ではその大きな衝撃を制御する機能が要求さ

れるが、右膝 OA による右股関節周囲および膝関

節における固定機能の低下により、骨盤の右側へ

の動揺と右膝関節内反動揺に伴う右立脚期の不安

定性が生じたと考えられる。これが、左遊脚期で

の左足尖の躓きの原因であったと考えられる。と

ころが、本症例においては、非術側である右下肢

は OA が進行しており、機能改善は術側である左

下肢に比べその期待は低いものと予測した。今回、

左 TKA 後、左立脚期での支持に必要な左膝関節

伸展可動域拡大を早期に図ることが出来たことか

ら、術前と比べ左下肢ではさらに支持性向上が期

待できるものと考えた。つまり、今回の症例では、

術側下肢立脚期においてより安定を図ることで非

術側下肢への負担を軽減させ、そのことが非術側

下肢の立脚期の安定にも繋がると考えた。これら

を踏まえた治療により、歩行時のふらつきが軽減

し、屋内移動は左 T 字杖歩行自立となった。 

【まとめ】本症例を通じて、術前の機能を予測し、

治療することの重要性を学んだ。 
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歩行分析において、歩行周期の繋がりに着目する

重要性を学んだ一症例 

                  栂 茉由子 

 第二協立病院         

【はじめに】左下肢を複数箇所骨折された方が、

T-cane 歩行で右立脚中期(MSt)の右後方へのふら

つきを認めた現象に対し、歩行周期の繋がりに着

目し、治療を行った。結果、ふらつきが軽減し T-

cane 歩行自立に至ったので報告する。 

【症例紹介】70 歳代女性、平成 30 年 7 月中旬に

左脛骨骨幹部骨折、脛骨後果骨折、腓骨近位骨折、

腓骨外果骨折を受傷し、観血的整復固定術を施行

され、同年 8 月上旬にリハビリ目的で当院に入院

された。入院前の日常生活動作は屋内独歩と伝い

歩き自立、屋外は T-cane 歩行自立、家事動作も自

立していた。 

【倫理的配慮と同意】目的と個人情報の取り扱い

について十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価】全荷重開始三日前の評価と全荷重後

の歩行を記載する。関節可動域検査(R/L、単位°)

は、膝関節伸展位での足関節背屈他動 5/5、足関

節外返し 15/10 であった。徒手筋力検査(R/L)は、

股関節伸展 2/2、足関節底屈並びに外返し 5/2、足

関節底屈 2＋/2＋、体幹屈曲 4 であった。立位姿

勢は、体幹右回旋、右側屈、骨盤左回旋、左股関

節外旋、左下腿外旋位で、右重心であった。更に、

骨盤左回旋を修正した時の左大殿筋筋出力は低下

していた。T-cane 歩行では、全歩行周期で左股関

節外旋位であり、左初期接地(IC)では、骨盤左回

旋、左股関節外旋位、左荷重応答期（LR）に骨盤

左回旋が増強した。左 MSt では左臀部後退が起こ

り、左立脚後期(TSt)では左股関節伸展不十分であ

った。左遊脚初期(ISw)には体幹の伸展運動と骨盤

右回旋が見られた。右 MSt では右股関節内旋が起

こり、小趾側への荷重となり、右後方へのふらつ

きを認め介助を要した。 

【経過】屋内独歩自立を目標に、まずは T-cane 歩

行自立を目指した。左下肢は左足部サポーター着

用に加え免荷の指示があり、術後 4 週まで全免荷、

4 週から 1/3 荷重、5 週から 1/2 荷重、6 週から 

 

2/3 荷重、8 週からサポーター除去での全荷重で

あった。免荷期間は関節可動域訓練や左下肢への

荷重練習を行い、全荷重後歩行練習を開始した。

T-cane歩行では右 MStに右後方へのふらつきが見

られ、左下肢に着目しアプローチを行った。その

結果、T-cane 歩行自立に至った。 

【考察】右 MSt の右後方へのふらつきについて左

下肢が原因であると考え、左 LR から左 MSt に着

目し考察を行った。本症例は、受傷前から床上で

長時間座位姿勢をとる事が多く、右股関節内旋、

左股関節外旋位での座位姿勢をとっていた。その

為、受傷前の立位姿勢時も左股関節外旋位、歩行

時も全歩行周期を通して左股関節外旋位であり、

左 LR から左 MSt の前方への荷重を左足関節外反

で行っていたと予測した。今回の骨折による左足

関節外反の可動域制限と、サポーター着用による

廃用の左足部の筋力低下が生じた為、重心の前方

移動が不十分となり前足部への荷重が不十分であ

った。その為、左 LR より骨盤左回旋が増強し、左

MSt では左臀部後退が生じた為に左小趾側への荷

重となり、廃用的に左大殿筋筋出力も低下してい

たと考えた。左 TSt では左股関節伸展が不十分と

なり、左腸腰筋の伸長が不十分であった為に左下

肢の振り出しが努力的になり、その結果体幹伸展

運動と骨盤右回旋がより努力性となり、右 MSt に

右股関節はより内旋位となった。更に左 MSt の重

心の上方移動が不十分となり位置エネルギーが十

分得られない事と左下肢が蹴り出しにくくなった

事から、前方への推進力も低下した。以上の事か

ら、右前足部への荷重が不十分となり、より右小

趾側への荷重となって右後方へのふらつきが生じ

るのではないかと考えた。そこで、左足関節外反

可動域訓練、前後ステップ位での左足関節外反に

よる母趾側への荷重を行い、その際に左大殿筋の

筋収縮を促通した。結果、左足関節外反の関節可

動域は 20°へと増大し、左下肢荷重時の左大殿筋

筋出力は増加し、T-cane 歩行自立に至った。 

【まとめ】左下肢の骨折が右側へのふらつきに影

響している原因を考察した事で、歩行周期の繋が

りを考える重要性を学んだ。 
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早期自宅退院に向けて転倒評価と環境整備を行っ

た左大腿骨転子部骨折術後の症例    

                  松尾 涼 

          医療法人晴風園 今井病院 

【はじめに】今回、左大腿骨転子部骨折術後の症

例を担当した。在宅復帰に向けて、左下肢の荷重

時痛軽減による歩容の改善を目指していたが、て

んかん疑いの診断をきっかけに早期退院の方向性

に変更となった。歩容の改善が不十分な状態で早

期に自宅退院するにあたり、安全面の配慮を中心

に環境整備を検討した症例について報告する。  

【症例紹介】90 歳代の女性。平成 30 年 9 月中旬

にリビングの椅子に引っかかり転倒し、左大腿骨

転子部骨折の診断で観血的骨接合術を施行された。

術後 3 週目に当院に入院し、理学療法(以下 PT)

開始となった。受傷前の移動は独歩であり、段差

昇降も自立していた。ADL は自立レベルで可能で

あったが疲労時は家族の介助を要していた。なお、

自宅には 3cm の段差が二段あり各動線は片道各

7m であった。 

【倫理的配慮・説明と同意】対象者には目的と個

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 3 週目】徒手筋力テスト（以下

MMT 右/左）は、股関節外転 3/3P、体幹屈曲 3、

体幹回旋 3/3。Berg Balance Scale（以下 BBS）

は、37/56 点。Modified Falls Efficacy Scale（以

下 MFES）は、食事、来客や電話の対応、買い物

以外のすべてにおいて 10 点の「完全にある」と

した。Numerical Rating Scale（以下 NRS）は、

左下肢安静時痛 NRS:0、夜間時痛 NRS:0であり、

荷重時痛 NRS：10、大腿部前面から大腿外側面に

かけ強く鋭い疼痛を認め、動作の継続が出来なく

なる程であった。静止立位は脊柱の側彎を認め、

頸椎から胸椎にかけて右凸に、胸椎から腰椎にか

けて左凸に変形していた。骨盤の後傾と右偏位を

認めた。また、左股関節は軽度外旋位で sway back

姿勢をとり、右後方重心であった。歩行は歩行器

にて、約 50m 程度可能であったが、歩容について

は主に左 MSt のトレンデレンブルグ徴候（以下 T

徴候）及び、中殿筋の疼痛と左 MSw から左 TSw 

 

にかけての体幹屈曲・右側屈及び骨盤の左傾斜が

問題となっていた。 

【治療経過】入院当初（術後 3 週）から歩行 MSt

に左中殿筋の疼痛を訴えたため、左中殿筋に対し

開放性運動連鎖（以下：OKC）の筋力増強を行い、

実施後は NRS2 程度に疼痛が軽減した。疼痛軽減

に伴い左側の T 徴候が軽減し、歩行距離、安定性

の増加を認めたため術後 8 週より病棟内歩行器歩

行を開始した。術後 10 週目から、度々意識消失

があり、精査の結果てんかんの疑いと診断され、

90 歳代という年齢と現状を考慮し、家族より早期

退院の希望があったため家屋調査を行った。 

【考察】入院時の立位姿勢は、側彎変形による

sway back 姿勢から後方重心であった。重心の偏

位に加え、側彎によるアライメント不良が体幹・

下肢の筋力低下に繋がり、立位バランス・歩行に

影響を与えていた。歩行の問題点として左荷重時

痛と左 MSt の T 徴候の出現を認め、その原因を

左 LR、左立脚期前半に中殿筋の有痛性の筋力低

下であると考えた。 

早期退院に向けての問題点は、中殿筋の有痛性

の筋力低下と左 MSt の T 徴候の出現による歩行

能力低下と左下肢片脚立位の短縮による段差昇降

能力の低下であると考えた。BBS の結果も段差踏

み換え 0 点、片脚立ち保持 1 点であり、低値を示

しているが、MFES の結果から多くの項目におい

て「完全にある」の 10 点を示しており、本人の

在宅での活動性は高いと考えられたため、環境整

備による安全面の配慮が重要であると考えた。自

宅内での動線は片道約 7mであり 3cmの段差が二

段あるため、往復 14m の伝い歩きと段差の跨ぎ動

作が必要と考えた。跨ぎ動作を安全に行うために

は左下肢の荷重を免荷する事を目的に、手すりを

設置する事で中殿筋の働きを代償し、片脚立位と

クリアランスを向上させる事が必要であると考え

る。また、伝い歩きに関しても下肢、体幹の筋力

低下及び姿勢アライメント不良から転倒リスクは

高いと考えられ、自宅廊下の段差部分に埋め込み

式の手すりを設置することが望ましいと考える。                                      
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アプローチの再検討により、階段動作の実用性向上

が生じた一症例 

正月	 知里 

医療法人それいゆ会	 こだま病院 

【はじめに】今回、転倒により右大腿骨頸部骨折を

受傷し人工骨頭置換術を施行した症例を担当した。

適切な運動学習を考慮した課題の選定により、階段

動作の改善がみられたためここに報告する。 

【症例紹介】70歳代女性で、術後 3ヶ月時点では独

歩自立となるが、右下肢からの階段昇段動作の実用

性が低下していた。自宅階段の高さは 20cmであり、

Hope としてスムーズに階段を昇れるようになりた

い、1足 1段での階段昇降獲得を望まれた。 

【倫理的配慮・説明と同意】発表の目的と個人情報

の取り扱いについて十分に説明し、同意を得た。 

【初期評価(術後 3 ヶ月)】術後の著明な関節可動域

制限、脚長差、疼痛は認めない。徒手筋力テスト

(MMT、右/左)は股関節伸展 2/<2、外転 3/<3、膝関

節屈曲 3/3、伸展 4/5であり右優位に筋力低下が生じ

ていた。20cm 台での右下肢からの昇段動作は両上

肢の支持が必要であり、左足で床を蹴り上方への重

心移動を補っていた。 

【中間評価(術後 5 ヶ月)】MMT は股関節伸展 3/3、

外転 3+/4、膝関節屈曲 4/4、伸展 5/<5であり筋力向

上がみられた。20cm 台での右下肢からの昇段動作

は右手すりのみで可能となり、左足で床を蹴る動作

も消失したが、右下肢側への重心移動が不十分であ

った。 

【経過】術後 3ヶ月から 5ヶ月にかけて昇段時に必

要な股関節外転、伸展、膝関節伸展筋力増強訓練を

中心に実施した。術後 5ヶ月目に股関節伸展、膝関

節伸展筋力の向上がみられ、上肢支持の軽減、左足

で床を蹴る動作が消失した。しかし、骨盤の右方向

へ移動が観られず、右下肢側への重心移動が不十分

な動作であった。そこで、股関節外転筋に着目した

が、MMTにおいて外転筋 3+/4で筋力は改善傾向に

あった。このことから筋力低下だけでなく運動学習

の問題も強いと考え、それまで行っていた 20cm 台

での昇段方法の再検討を行った。その結果、20cm台

での反復練習では骨盤の右方向への移動が生じず、 

 

右下肢荷重の運動学習が不十分であった。そこで、

右下肢側への重心移動が生じる最大の高さ(16cm)で

昇段動作を行うこととした。また、鏡を使用し骨盤

の右方向への移動を意識させるようにした。 

【最終評価(術後6ヶ月)】MMTは股関節伸展3+/3+、

外転 3+/4、膝関節屈曲 4/4、伸展 5/5であった。20cm

台での右下肢からの昇段動作は、両上肢支持なく可

能となり、重心移動も行えるようになった。 

【考察】階段昇段時には股関節外転、伸展、膝関節

伸展筋力が必要であり、黒後らは昇段では先に振り

出した下肢の股関節伸展と膝関節伸展力が駆動とし

て働くと述べ、井上らは昇段動作において出し脚の

中殿筋の活動が高くなる傾向にあったと述べている。

本症例は右下肢からの昇段時に両上肢の支持が必要

であり、左足で床を蹴り、重心の上方移動を補って

いた。右下肢からの階段昇段動作の実用性低下が生

じていた原因として、右下肢筋力の低下によるもの

であると考え、筋力増強訓練を実施した。術後 5ヶ

月で筋力の向上がみられ、重心の上方移動に関して

は改善が認められたが、重心の側方移動が不十分と

なった。岡西は鍛えられた筋力を患者自身が日常生

活活動の中でいかに有効に発揮するか、いわゆる運

動学習の導入が課題になると述べており、本症例に

おいても運動学習を促すための昇段動作の反復練習

を実施していたが、自宅を想定した 20cm の高い段

差で実施したため、適切な運動学習を促すことが出

来ていなかった。そのため、課題の再考を行い、右

下肢側への重心移動ができる高さ (16cm)に変更す

ることでより適切な運動学習を促した。また鏡を使

用し自己にて昇段動作の確認を行った。その結果、

術後 6ヶ月における右下肢からの 20cm台の昇段動

作では右下肢側への重心移動が可能となり、上肢の

支持なく動作が可能となった。 

【まとめ】本症例を通して、課題設定が適切でなけ

れば異常動作を助長してしまう恐れがあるため適切

な課題設定の選択が大切であることを学んだ。 
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左大腿骨転子部骨折後の治療プログラムを再考する

ことで歩行が自立に至った一症例 

藤高 弘大 

宝塚リハビリテーション病院 

【はじめに】今回、転倒により左大腿骨転子部骨折

を受傷し観血的骨接合術を施行した症例を担当した。

左股関節外転・膝関節伸展筋力低下に着目し治療を

行ったが歩行開始時・方向転換時にふらつきが残存

した。プログラムを再考し、バランス訓練を実施し

た結果歩行が自立したため報告する。 

【症例紹介】80代女性である。施設内を馬蹄型歩行

器(以下、歩行器)自立であったが、X 年 Y 月に転倒

し左大腿骨転子部骨折を受傷、観血的骨接合術を施

行となる。 

【説明と同意】症例には、発表の目的と個人情報の

取り扱いについて十分な説明を行い同意を得た。 

【初期評価（Y+2ヶ月）】徒手筋力テスト（MMT）は股

関節外転が右 4 左 2、膝関節伸展が右 4 左 3 であっ

た。10ｍ歩行は歩行器で 23.0 秒で 29 歩であった。

Berg Balance Scale(BBS)は 19点で、起立着座や方

向転換、拾い上げ、振り返り、段差踏み換えで減点

を認めた。全歩行周期で両側膝・股関節は屈曲位と

なっていた。左立脚中期(MSt)では骨盤動揺・左膝折

れがみられ、左立脚後期(TSt)の左股関節伸展は不十

分であり、右ステップ長の短縮がみられた。病棟内

の移動は車椅子介助であった。 

【経過】左股関節外転、左膝伸展筋力向上に向けて

open kinetic chain(OKC)での筋力強化を行った。左

下肢の支持性向上に合わせて closed kinetic 

chain(CKC)での筋力強化訓練を開始した。Y+3 ヶ月

に MMT は左股関節外転筋力が 3、左膝関節伸展筋力

が 4 と向上したため、CKC での筋力強化訓練量を増

加し、更なる支持性の向上を図った。しかし、それ

以降は左股関節外転・膝関節伸展筋力の向上を認め

なかった。左膝折れは消失したが歩行開始時や方向

転換時にふらつきがみられた。そのため、病棟内の

移動は歩行器で近位監視となった。BBSは 33点と向

上を認めたが方向転換や振り返り、拾い上げなど静

止立位から重心移動が必要な項目に減点を認めた。

ステップ訓練やスラローム歩行など動作練習中心の 

 

課題志向型トレーニングを行い動的バランスの向上

及び歩行の実用性向上を図った。 

【最終評価（Y+4ヶ月）】左股関節外転、左膝関節伸

展 MMT は中間評価から変化を認めなかった。初期評

価時に比べ、左 MSt での骨盤動揺は軽減し、左膝折

れ、歩行開始時や方向転換時のふらつきは消失した。

左 TSt の左股関節伸展角度は拡大し、右ステップ長

の拡大を認めた。10ｍ歩行は歩行器で 13.1 秒で 20

歩であった。BBSは方向転換、拾い上げ、振り返り、

段差踏み換えで向上を認め 38点となった。病棟内の

移動は歩行器にて終日自立となった。 

【考察】本症例の歩行は歩行周期全体で両側膝・股

関節屈曲位となっていた。左 MSt の骨盤動揺・左膝

折れによりふらつきが生じ、姿勢維持困難となり介

助を要していた。左股関節外転筋力は MMT2と低下を

認めていたため、左立脚期の短縮・骨盤動揺による

安定性の低下が出現したと考えた。市橋らは筋力低

下のある患者では、筋力強化を行う場合、初期に OKC

を行い、十分に筋の活動性が上がった後、CKCで運動

した方がいいとしている。本症例でも順次筋力強化

訓練を変更した。その結果、左股関節外転・左膝関

節伸展に向上を認め、左下肢の支持性も向上した。

しかし、方向転換時や歩行開始時のふらつきが残存

したため移動は歩行器で近位監視が必要であった。

そこで自立に至るためには動的バランス能力を向上

させる必要があると考え、ステップ訓練やスラロー

ム歩行、歩行訓練などの課題志向型トレーニングの

量を増やした。荻原らは歩行開始時の動作改善の前

段階でステップ訓練を行うことは有用としている。

島田らは、バランス訓練の効果の課題特異性を報告

している。結果、歩行開始時や方向転換時のふらつ

きは消失した。また、BBS の得点に向上を認めた。

BBS、10ｍ歩行はカットオフ値を下回っていたが数日

間病棟での日中・夜間の動作の評価期間を経た後、

歩行器で自立に至った。また、退院先の施設でも歩

行器自立となった。 

【まとめ】本症例を通して、再評価を行い問題点・

治療プログラムを再考することの重要性を学んだ。 
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歩行周期の繋がりを考慮し治療を行った事でシル

バーカー歩行が自立に至った一症例 

石田 凪沙 

第二協立病院 

【はじめに】今回、第 6 胸椎、第 1.4 腰椎圧迫骨

折を受傷した症例を担当した。右荷重応答期(以下

LR)～右立脚中期(以下 Mst)における骨盤の右側

方動揺に対して歩行周期の繋がりを考慮し治療を

行った。結果、シルバーカー歩行の自立に至った

為、以下に報告する。 

【症例紹介】平成 30 年 7 月中旬、夜間ポータブ

ルトイレを使用中に転倒し、第 6 胸椎、第 1.4 腰

椎圧迫骨折と診断された 70代後半の女性である。

8 月上旬、当院に転院しリハビリ開始となった。

既往として平成 25 年に左延髄梗塞を発症し、右

片麻痺が生じているが、自宅内の日常生活動作（以

下 ADL）と家事動作は全て短下肢装具装着下でシ

ルバーカーを使用し自立していた。ナイト型コル

セットは 9 月中旬に除去が可能となった。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価】徒手筋力検査 (R/L)は、体幹屈曲 3、

股関節屈曲 3/4、伸展 2/3、外転 2/4、膝関節屈曲

3/4、伸展 3/4、足関節背屈 2/4 であった。関節可

動域検査(R/L,単位:°)は、股関節伸展 0/5、膝関

節伸展-10/-5 であった。Brunnstroom Recovery 

Stage Test は右上肢Ⅳ、右手指Ⅴ、右下肢Ⅳであ

った。触診では右腸腰筋の過緊張、脊柱起立筋・

腹横筋・右内腹斜筋・右大殿筋・右中殿筋の低緊

張を認めた。座位姿勢は体幹屈曲・右側屈・右回

旋位、骨盤後傾位である。時間の経過と共に重心

が右殿部へ偏位し、右優位に股関節外旋位となっ

た。立位姿勢は座位アライメントに加えて、右股

関節屈曲・外旋位である。時間の経過と共に右殿

部が後退し、体幹が右前方へ崩れる。シルバーカ

ー歩行では、右 LR～右 Mst にかけて骨盤の右側

方動揺が生じ、接触介助を要した。 

【経過】歩行時における右 LR～右 Mst では骨盤

の右側方動揺が出現した。この現象に対して、体

幹～下肢の繋がり及び歩行周期の繋がりを考慮し 

 

治療を行った。結果、シルバーカー歩行の自立が

可能となり自宅復帰に至った。 

【考察】シルバーカー歩行時における右 LR～右

Mst の骨盤右側方動揺の出現に伴う、体幹の右前

方への崩れを以下に考察する。右股関節伸展可動

域が 0°により右 Tst が消失し、それにより右遊

脚初期において右腸腰筋の張力を得られない事に

加え、右大殿筋の筋力低下によ後方への蹴り出し

が不十分となっていた。それらにより右膝関節の

二重振り子運動が十分に働かない状態で右 IC を

迎える為、踵接地の消失に繋がったと考えた。踵

接地が出現しない事により、荷重応答期（以下LR）

で得られるはずの慣性力が十分に得られず、進行

方向に対する運動エネルギーが減少し、より能動

的に外側方向へ重さを移動させる必要が生じた。

しかし本症例は、右中殿筋の筋力低下に伴い外側

方向に対する骨盤制御が不十分なため骨盤を正中

位に保持する事が出来ず右側方への動揺に繋がっ

たと考えた。そして、これらは中枢部である腹横

筋・右内腹斜筋の筋力低下が要因となり脊柱・骨

盤の安定性が十分に得られない事から、更に右下

肢の筋発揮が低下した事によるものだと考えた。

そこで、治療として体幹から下肢の繋がりを考慮

し、下肢の筋力増強に加えて立位下で体幹から下

肢の抗重力活動を同時に促した。また、経過に伴

い体幹と下肢の固定性が向上し、その段階で徒手

的に腹圧を上げながらステップ練習を行なった。

そして、その状態で右殿筋群の収縮を促し、右下

肢の蹴り出しと右踵接地へ繋げた。 

結果、右前遊脚期での蹴り出しと右踵接地が

徐々に出現し、LR におけるロッカー機能が働き

易くなり、進行前方への推進力が得られやすくな

った。そして、右立脚期における骨盤外側方向へ

の制御がより行いやすくなった事で右 LR～右

Mst での骨盤の右側方動揺が軽減した。それに伴

い、屋内シルバーカー歩行の自立が可能となり自

宅復帰に至った。 

【まとめ】逸脱動作が出現している時期だけでは

なく、歩行周期全体の繋がりに着目し問題点を抽

出・治療していく事の重要性を学んだ。 
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右人工股関節全置換術後の歩行時の転倒リスク軽減

を図った症例 

西 悠 

阪神リハビリテーション病院 

【はじめに】今回急速破壊型股関節症と診断され，

右人工股関節全置換術(以下：THA)後の症例を担当し

たため報告する． 

【症例紹介】80歳代女性．8月中旬に X病院を受診，

急速破壊型股関節症と診断され 9 月上旬に右 THA 施

行(前方侵入，術中角度：屈曲 110°，伸展 20°)．

9月下旬に当院へ転院．既往歴は心房細動，腰部脊柱

管狭窄症,両変形性膝関節症． 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取り

扱いについて本人に十分な説明を行い，同意を得た． 

【初期評価:術後 3 週】関節可動域検査(以下:ROM-

t)(右/左，単位:°)では，股関節屈曲 90/100，伸展

5/0，膝関節屈曲 95/95，伸展-15/-15，足関節背屈

10/5(膝関節伸展時)だった．徒手筋力検査(以

下:MMT)(右/左)では，股関節屈曲 4/5，伸展 2/2，外

転 2/2，膝関節伸展 4/4，足関節底屈 3/3 だった．

Thomas Test は股関節屈曲 90°で，Ely testは膝関

節屈曲 85°で陽性(左>右)であった．病棟歩行は 1

本杖を使用，歩行練習は独歩，全歩行周期では，股・

膝関節は軽度屈曲位であった．また，右立脚中期短

縮が見られ，デュシャンヌ徴候もあり両立脚終期で

は前方推進力が低下していた．遊脚相ではつまずき

もあり，前方への転倒リスクもあった．歩幅は右下

肢先行時 42.5cm，左下肢先行時 38cm だった．Time 

Up and Go(以下:TUG)は 1本杖歩行 20.8秒，10m 歩

行は 17.2秒/24歩であった．6分間歩行は 200m，最

大歩行距離も 200m であった．Functional Balance 

Scale(以下:FBS)は 38 点であり，減点項目は 360°

回転 2点，物を拾う・段差踏み替え・タンデム立位・

片脚立位 0 点だった．機能的自立度評価法(以

下:FIM)は 118/126(歩行 5点)だった． 

【経過とアプローチ】術後 3 週目から独歩で屋内歩

行を実施．術後 5 週目で屋外歩行実施．全歩行周期

での股・膝関節軽度屈曲位や右立脚中期短縮，デュ

シャンヌ徴候，両立脚終期の前方推進力低下，遊脚

相のつまずきに着目し，両側の腸腰筋・大腿直筋・ 

 

下腿三頭筋の伸張，大殿筋・中殿筋・ハムストリン

グスなど，股関節周囲筋の筋力増強運動を実施した．  

【最終評価:術後 10週】ROM-tは，股関節屈曲 105/105，

伸展 15/10，膝関節屈曲 110/115，伸展-5/-10 とな

った．MMT は，股関節屈曲 5/5，伸展 3/3，外転 4/4

となった．Thomas Test は股関節 105°で陽性，Ely 

testは陰性であった．全歩行周期の股・膝関節軽度

屈曲位は軽減し，右立脚中期短縮とデュシャンヌ徴

候は改善された．また，両立脚終期の前方推進力向

上も見られた．遊脚相ではつまずきも改善された．

歩幅は右下肢先行時約 43cm，左下肢先行時約 42cmで

あった．TUGは独歩 9秒，10m歩行は 10秒/21歩，6

分間歩行は 450m，最大歩行距離は 1kmとなった．FBS

は 51 点であり，減点項目は上肢前方到達・360°回

転・タンデム立位 3点，片脚立位 2点だった．FIMは

124/126(歩行 7 点)だった． 

【考察】本症例は，下肢の筋短縮，筋力低下，前方

推進力低下を呈した症例である．池田らは，股関節

屈曲角度増加で外転筋力が低下するとしている．こ

のことから，外転筋の筋力強化と腸腰筋・大腿四頭

筋伸張を行ったことで，デュシャンヌ徴候の改善に

繋がったのではないかと考える．また，平野らは，

前方推進力は下腿三頭筋の他に大殿筋・ハムストリ

ングスの影響があるとしている．そのため，これら

の筋力強化は両立脚終期の前方推進力低下に対し有

効であったと考える．両側の腸腰筋・大腿直筋の伸

張は，筋の短縮により生じていた股関節屈曲位歩行

改善に有効であったと考えられる．また，佐久間ら

は，股関節伸筋群の強化により反対脚の遊脚相のつ

まずきが改善するとしている．これより，右股関節

伸展筋群を強化したことにより左遊脚相でのつまず

きにおける転倒リスク軽減に繋がったと考える．さ

らに，奥口らは，10m歩行時間が短ければ転倒リスク

が軽減されるとしている．前方推進力低下の改善と，

動的なバランス能力が上昇したことから，ワイドベ

ースも歩行速度改善に繋がったのだと考える． 

【まとめ】本症例を通して，問題点の抽出・治療・

再評価といった一連の PT プロセスの重要性を学ぶ

ことができた． 
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左大腿骨転子部骨折後の小転子転位予防に努め、

歩容の改善に至った症例 

村田 遥 

宝塚第一病院 

【はじめに】今回、左大腿骨転子部骨折を受傷し

た症例を担当した。小転子の転位予防に努め離床

を促した。結果、小転子に転位を認めず、歩容に

改善を認めた為ここに報告する。 

【症例紹介】80 代女性、体重 35.2kg、椅子に座る

際に転倒し、左大腿骨転子部骨折を受傷した。γ

-nail を施行し、翌日より理学療法を開始した。既

往歴に右大腿骨転子部骨折があり、術前は屋内伝

い歩き、屋外シルバーカー歩行が自立していた。 

【説明と同意】目的と個人情報の取り扱いについ

て十分な説明を行い、自由意志による同意を得た。 

【初期評価 (術後 1~4 日 )】Evans 分類 Type1 

Group2、小転子転位のリスクがあり、Tear drop 

line-小転子骨片間距離の左右差(以下小転子転位

量)は 1.5mm であった。徒手筋力検査(以下 MMT、

右/左)は股関節伸展 4/2、外転 4/2、膝関節伸展 4/2

であり、荷重率(右/左)は最大 82/28%であった。平

行棒内歩行は近位見守りで 4 動作歩行の前型、常

時 Sway Back 姿勢で後方重心、左下肢支持性の

低下、上肢の引き込みを認めた。平行棒内歩行速

度は 0.13m/s であった。 

【経過及び中間評価】小転子転位のリスクに考慮

し、腸腰筋の収縮を抑えた ADL動作指導を行い、

術後 3 日より体幹前傾、小股での歩行練習を開始

した。Sway Back 姿勢に対して、大腿四頭筋、中

殿筋、ハムストリングの筋力促通運動を実施した。

術後 9~11 日に中間評価を実施し、小転子転位量

は 1.9mm であった。左膝関節周囲筋の筋力向上

を認め、荷重率は最大 99/71%、歩行時 108/51%

であった。平行棒内歩行は 2 動作歩行の前型、後

方重心や上肢引き込みは改善されたが、左立脚時

間の短縮は残存した。平行棒内歩行速度は

0.23m/s であった。アプローチを再考し、術後 18

日より大殿筋の収縮運動を開始した。 

【最終評価 (術後 21~23 日 )】小転子転位量は

2.9mm であった。MMT は股関節伸展 4/3、外転 

 

4/4、膝関節伸展 5/4 と左下肢筋力は向上し、荷重

率は最大 91/82%、歩行時 108/71%と増加した。

平行棒内歩行は 2 動作歩行の前型、Sway Back 姿

勢は改善し、左立脚時間は延長した。平行棒内歩

行速度は 0.33m/s であった。 

【考察】本症例は、画像所見より小転子に骨片が

生じており、腸腰筋の収縮により転位の可能性を

認めた。また、歩行時に左下肢の支持性低下から

左立脚時間の短縮を認めた。その為、小転子の転

位予防、左立脚時間の短縮に着目し、腸腰筋を抑

制した動作指導や筋力トレーニングを実施した。

結果、小転子の転位なく Sway Back 姿勢の改善、

左立脚時間の延長により歩行能力の向上を認めた。

篠田は小転子骨片の転位は歩行能力を低下させる

と述べている。また、腸腰筋が姿勢アライメント

や股関節制動の主要筋である報告は多数あること

から、小転子の転位を予防する必要があると考え

た。小転子転位量の測定は林らの方法に基づき行

い、介入前後で転位量 5mm 以上認めた場合を転

位とした。Anderson は、腸腰筋は股関節伸展位か

らの屈曲や立位での股関節屈曲 60-90°で大きな

張力を発揮すると述べている。以上より、腸腰筋

が弛緩される体幹前傾、股関節軽度屈曲姿勢にて、

股関節屈曲 60°以内での小股歩行を実施した。こ

れにより、大腿四頭筋優位で重心を前方に移動さ

せた歩行が獲得可能であると考えた。次に、本症

例は中殿筋の筋力促通運動後に、左下肢荷重量の

変化を認めなかった。兵頭は、立脚下肢へ体重移

動する際、中殿筋は荷重率 60%、大殿筋は 80%で

有意な筋活動を示すと述べている。これより、左

立脚時間の短縮は大殿筋の筋力低下による支持性

低下が要因であると考えた。最終評価では、介入

後に歩行時荷重率は 51%から 71%へ増加した。そ

の結果、左下肢の支持性が向上し、Sway Back 姿

勢は改善された。今後、腸腰筋の収縮運動を実施

することで骨盤安定性は向上し、更に安定した歩

行の獲得が可能になると考える。 

【まとめ】本症例を通して、画像所見や全身状態

から複合的に考え、プログラムを再考していくこ

との重要性を学んだ。 
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左人工膝関節置換術後の大腿骨内側上顆周囲の疼

痛及び跛行に着目しアプローチした一症例  

森 祐貴 

第二協立病院 

【はじめに】左原発性膝関節症を発症し左人工膝

関節置換術(以下 TKA)を施行した症例を担当した。

左膝関節屈曲時に出現する左大腿骨内側上顆周囲

の疼痛と歩行時における左下肢立脚期のふらつき

に着目し介入した結果、靴・靴下の着脱及び屋内

独歩自立獲得に至ったためここに報告する。 

【症例紹介】本症例は年齢 80 歳代男性。H29.9

月頃より左膝疼痛増強あり。H30.7 月下旬に左原

発性膝関節症と診断、同月に左 TKA 施行。同年 8

月上旬より当院にて理学療法開始。既往歴は認知

症、左大腿骨頚部骨折(観血的整復固定術後)。入

院前の日常生活動作は屋内独歩にて全自立。 

【倫理的配慮･説明と同意】目的と個人情報の取り

扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。  

【初期評価】術後 5 週目より当院にて理学療法開

始。関節可動域テスト (R/L)は膝関節自動屈曲

140°/115°P、膝関節他動屈曲 140°/120°P。

徒手筋力検査(R/L)は膝関節伸展 5/3、膝関節屈曲

5/4、股関節外転 5/3。大腿周径膝蓋骨直上

(R/L)36cm/39cm。左膝関節屈曲最終域では左大腿

骨内側上顆周囲の疼痛(NRS：左膝関節自動屈曲

5・他動屈曲 2)と、左膝関節に軽度熱感を認めた。

独歩では左立脚期に体幹左側屈し、ふらつきを認

め介助を要した。また、左膝関節屈曲時の疼痛に

より、靴・靴下の着脱に介助を要した。 

【理学療法経過】靴・靴下の着脱動作及び歩行時

のふらつき改善を目的に左膝関節屈曲可動域の拡

大・疼痛の改善、左股関節外転筋と大腿四頭筋の

筋力強化訓練を中心に理学療法を実施した。術後

12 週目には、左膝関節自動屈曲運動 125°、他動

運動 130°まで可動域拡大・疼痛の消失、及び左

股関節外転筋・大腿四頭筋の筋力向上を認めた。

左下肢支持性向上により左立脚期でのふらつきが

軽減した。術後 15 週目には靴・靴下の着脱動作

自立、屋内独歩自立獲得に至り自宅退院となった。 

【考察】はじめに、左膝関節屈曲運動時に生じる 

 

左大腿骨内側上顆周囲の疼痛について考察する。

横地らは、「術後には内側広筋やその周囲へと炎症

が波及することで伏在神経の絞扼障害と滑走障害

が生じている」と述べている。伏在神経は大腿内

側を走行し、内転筋管を通過して下腿内側に走行

する。本症例に左股関節外転・膝関節屈曲位にて

伏在神経に対し伸長刺激を行ったところ、疼痛の

増強と左大腿内側から下腿内側かけて軽度の痺れ

を認めた。浮腫や腫脹による左膝関節の内圧上昇

に加え、内側広筋とその周囲へ炎症が波及するこ

とで伏在神経の絞扼障害と滑走障害が生じていた

と考えられる。それらに対して、内側広筋のダイ

レクトストレッチや、中間広筋と膝蓋上嚢の連結

を利用した膝関節伸展運動により中間広筋の筋収

縮を促し、膝蓋上嚢と内側広筋の滑走障害改善を

図った。結果、左膝関節屈曲時疼痛は消失し左膝

関節屈曲可動域の拡大が得られた。 

次に歩行時の左立脚期での体幹左側屈を伴う左

側へのふらつきについて考察する。Simic らによ

ると、「立脚肢方向への体幹傾斜(Duchenne 歩行)

は、膝関節内反モーメントを減少させるための有

効な歩行修正である。」と報告されている。本症例

は左原発性膝関節症により左膝関節内反変形が生

じ、内側コンパートメント負荷が上昇していたこ

とで、長年にわたり上記歩行戦略を行っていたと

考えられる。しかし、今回左 TKA 施行により左

膝関節のアライメントが修正されたため、上記の

歩行戦略は不要であると考えた。そこで、初期評

価時に筋力低下を呈していた左大腿四頭筋と共に、

左股関節外転筋群の強化を図り骨盤の水平位維持

獲得を目的に、OKC(開運動連鎖)から CKC(閉運

動連鎖)での筋力強化と、徐々に負荷量を上げなが

ら筋力増強トレーニングを実施した。 

以上の治療の結果、左膝関節屈曲時の疼痛消失、

靴・靴下の着脱が自立となった。さらに歩行時の

左側へのふらつきが軽減したことで、屋内独歩自

立獲得に至り日常生活動作は全自立となった。 

【まとめ】疼痛や跛行に対して解剖学的・運動学

的な見解をもって評価・アプローチすることの重

要性を学んだ。 
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術前の歩容が術後の歩容に影響し、長距離歩行獲

得に時間を要した人工膝関節全置換術後の症例  

釜付 桃 

伊丹せいふう病院 

【はじめに】今回、両側変形性膝関節症にて人工

膝関節全置換術を施行したが、術前からの歩容に

より術後疼痛が出現。長距離歩行獲得に時間を要

した症例に対し治療した結果を報告する。 

【症例紹介】70 代男性。術前から両膝関節の内反

変形・伸展制限が大きく(L/R)(-40/-25)、右立脚期

に体幹右後側屈する歩容であった。1 年程前から

両膝関節の疼痛増悪、歩行困難となり 9 月上旬に

両側人工膝関節全置換術を施工し、9 月下旬に当

院に入院となる。術後両下肢のアライメントは改

善したが歩容・両膝関節の伸展制限が残存した。 

【倫理的配慮説明と同意】発表にあたり、口頭に

て十分に説明を行い、自由意思にて同意を得た。  

【初期評価：9 月下旬】関節可動域検査 (以下

ROM-t)(L/R)は膝関節屈曲 110(P1)/120(P1)、伸展 

-20(P2)/-15(P2)、(P1 術創部、P2 膝関節後面)で

あった。徒手筋力検査(以下 MMT)(L/R)は股関節

伸展・内転 3、外転 4、膝関節屈曲・伸展ともに

4-/4 であった。安静時・運動時痛ともになく、独

歩にて timedup&gotest(以下 TUG)13.6 秒、10ｍ

歩行 10.5 秒であった。歩行器歩行約 100ｍ、T 字

杖歩行約 70ｍ、独歩約 20ｍ可能。常時骨盤後傾

位、両膝関節屈曲位、右下肢外旋位で踵接地し、

右荷重応答期~立脚後期に体幹右後側屈が約 2~3

ｍで著明に出現。両側下肢共に遊脚中期~初期接

地にかけて膝関節伸展が不十分で、特に左遊脚初

期~後期に膝関節の分離運動が行なえず左膝関節

屈伸の協調性が低下していた。 

【経過】入院 2 週目頃には歩行器歩行約 150ｍ、

T 字杖歩行約 100ｍ、独歩約 50ｍ可能となってい

たが、徐々に右大腿筋膜張筋・中殿筋に NRS8 の

運動時痛・圧痛が出現した。原因として、本症例

の歩容に加え、同時期より病棟での移動手段を歩

行器歩行から T 字杖歩行へ変更したことにより、

大腿外側支持機構への負担が増加したと考えた。 

【最終評価：11 月初旬】ROM-t(L/R)は膝関節屈 

 

曲 125(P1)、伸展-15(P2)/-10(P2)、(P1 術創部、

P2 膝関節後面)であった。MMT(L/R)は股関節伸

展 4、内転 4+/3(P)(P 右大腿外側部)、外転・膝関

節屈曲ともに 4+、膝関節伸展 5 であった。右大腿

筋膜張筋・中殿筋に NRS1~3 の運動時痛があり、

独歩にて TUG13.2秒、10ｍ歩行 9.8秒であった。

独歩で屋外歩行約 15 分(約 1 ㎞)可能。常時骨盤後

傾位、両膝関節屈曲位で、最初の数歩と距離の延

長に伴い右荷重応答期~立脚後期に体幹右後側屈

が出現。両側共に遊脚中期~初期接地に膝関節伸

展が不十分で、特に左遊脚初期~後期に膝関節の

分離運動が行なえず左膝関節屈伸の協調性が低下

しているが、初期評価時と比較し改善している。  

【考察】本症例は、右荷重応答期~立脚後期に体

幹右後側屈する歩容であった。原因として、左膝

関節伸展制限から左遊脚中期～初期接地の膝関節

伸展が乏しく分離運動が行えていないことや、両

膝関節の伸展制限による骨盤後傾位の歩容や右股

関節周囲筋の筋力低下が考えられた。歩行時の体

幹側屈について大友らは、支持側内転筋の活動の

重要性を報告しており、協調性について昇らは筋

力強化と協調性運動を同時に行う事を推奨してい

る。そのため、上記問題点に対し両股関節・膝関

節の関節可動域訓練、筋力強化訓練、協調性運動

を行った。しかし、入院 2 週目頃から右大腿筋膜

張筋・中殿筋に圧痛・歩行時痛が出現した。疼痛

出現時は、エルゴメーター駆動後に膝関節周囲の

柔軟性・協調性の向上、疼痛軽減が見られた。田

中らは歩行とエルゴメーターの類似点として、下

肢筋の経時的な活動順位をあげている。そのため、

上記治療に加え、大腿筋膜張筋・中殿筋のストレ

ッチング、反復した協調性運動を低負荷にて行っ

た。その結果、入院 5 週目頃には運動時痛が

NRS1~3 と軽減し、両膝関節周囲組織・右大腿外

側部の伸張性向上、左膝関節屈伸の協調性が向上

し、独歩で約 15 分の屋外歩行が可能になったと

考える。 

【まとめ】本症例を通し、術前の関節可動域制限・

歩容が術後の歩容・疼痛に大きく関与しているこ

とを学んだ。 
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上腕骨近位部骨折後洗髪動作の獲得に至った症例 

                 上津 周平 

          医療法人協和会 協立病院 

【はじめに】右上腕骨近位部骨折(3-part)に観血

的骨整復固定術を施行後、肩関節周囲筋の筋攣縮

改善により関節可動域(ROM)の改善を認め、洗髪

動作獲得に至った症例を担当したため報告する。 

【症例紹介】80 歳代女性、8 月上旬に転倒により

右上腕骨近位部骨折を受傷し入院。2日後に手術

を施行される。両手を使用しての洗髪動作獲得を

希望されており上記動作の獲得を目標とした。 

【倫理的配慮、説明と同意】症例には発表の趣旨

と個人情報の取り扱いについて十分な説明を行

い、同意を得た。 

【初期評価:術後 7 週目】右肩関節自動 ROMは屈

曲 50°、外転 60°、1st外旋 0°。徒手筋力検査

(MMT)は右肩関節屈曲、外転、外旋、肩甲骨内

転、下制 2。姿勢観察は右肩関節内旋、肩甲帯挙

上・屈曲位、上腕骨頭の前方偏位を認めていた。

疼痛は NRSで右大胸筋、菱形筋、上腕二頭筋が安

静時 8運動時 10。右肩関節屈曲初期より肩甲骨の

過剰な挙上・外転を生じ肩すくめ運動を認めてい

た。関節包内運動は後方への抵抗感を強く認めて

いた。 

【経過】術後 2 週目より振り子運動を開始した。

術後 3週目に他動運動を開始し、その後退院とな

った。以降、週 2-3回の外来リハビリを行い、術

後 7週目より自動運動開始となった。他動運動期

間中に患肢を頻回に使用していたことにより、右

大胸筋、菱形筋、上腕二頭筋に疼痛の増強を認め

ていた。また、右肩関節屈曲動作初期より肩すく

め運動が出現した。以上より問題点を①疼痛②肩

関節屈曲時の肩すくめ運動の出現の 2点とした。

①に対し筋収縮や弛緩を利用した運動や伸張運動

を実施し②に対しては肩甲骨内転、下制運動と側

臥位での正常な肩関節屈曲反復練習を行った。 

【最終評価:術後 12週目】右肩関節自動 ROMは屈

曲 95°、外転 90°、1st外旋 15°。MMTは右肩関

節屈曲外転 4、外旋、肩甲骨内転、下制 3。姿勢

観察では肩甲帯屈曲、肩関節内旋、上腕骨頭の前 

 

方偏位が改善した。疼痛は NRSで右大胸筋、菱形

筋で安静時 4運動時 5、上腕二頭筋と術創部周囲

の疼痛は消失した。肩すくめ運動は屈曲 60°付近

で生じたが、初期評価時より改善を認めた。これ

らの結果、洗髪動作の獲得に至った。 

【考察】洗髪動作に必要な ROMについて、鷲野ら

は制限がある場合でも屈曲 85°、1st外旋 20°が

必要であると報告しているが、本症例は初期評価

時点で動作時痛が強く必要な ROMを獲得していな

かった。疼痛の原因として大胸筋、菱形筋、上腕

二頭筋に短縮と伸張、筋収縮に伴う疼痛を認め筋

攣縮状態であると考えた。松尾は筋攣縮は筋出力

を低下させる原因となり、治療法として筋の相

反・反回抑制を利用する方法や筋ポンプ作用を促

し筋の血流改善を図る方法を報告しており、前記

治療を実施したところ疼痛が軽減し筋攣縮の改善

を認めた。屈曲 ROM制限の理由として、正常では

肩関節屈曲時の関節包内運動は、上腕骨頭が関節

窩に対し後下方へ動く必要があるが、本症例は上

腕骨頭の前方偏位によりこの動きが制限されてい

たことが考えられる。大胸筋の筋攣縮改善によっ

て筋の伸張性が改善し肩甲帯屈曲、肩関節内旋、

上腕骨頭の前方偏位の改善を認めた。これにより

制限されていた関節包内運動が改善し、屈曲 ROM

が拡大したと考えた。また外旋 ROM が改善した理

由は、前記治療により肩関節内旋位が改善し、外

旋時の伸張痛が軽減したためと考えた。動作時痛

が軽減した結果、肩すくめ運動に対する効果的な

治療が可能となった。これにより、僧帽筋中部・

下部線維の筋力増強が屈曲初期より生じていた肩

甲骨の過剰な挙上と外転の抑制を可能とした。ま

た、疼痛軽減による肩関節周囲筋の筋出力向上と

正常な肩関節屈曲動作の練習を行ったことで正常

動作が再獲得され、肩すくめ運動が改善したと考

える。 

【まとめ】筋攣縮は強い疼痛を呈し治療を阻害す

る因子となる。治療をスムーズに行っていくため

には筋攣縮の長期化を予防し、早期の改善が重要

となることを学んだ。 
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重度麻痺を呈した左被殻出血患者に対し,歩行自

立に向けて運動療法と，足関節への段階的な電気

刺激療法を併用した症例 

古賀 千尋 

伊丹恒生脳神経外科病院 

【はじめに】脳卒中患者において，足関節背屈の

分離運動の回復が遅延する例は少なくない．神経

筋 電 気 刺 激 （ NeuromuscularElectrical 

Stimulation :NMES）は，痙性を軽減させ，筋力増

強を促し，日常生活の活動改善に有効である．ま

た，機能的電気刺激（ Functional Electrical 

Stimulation :FES）は麻痺筋の筋収縮再建および

運動学習を促進するための感覚フィードバックと

して活用されており，これらの電気刺激療法は，

脳卒中患者に広く適応されてきた．今回左被殻出

血による重度片麻痺を呈した症例に対し，運動療

法と電気刺激療法を併用することで歩行自立に至

った症例を経験したため，考察を加えて報告する． 

【症例紹介】40 代女性．診断名は左被殻出血.既

往歴に高血圧症があったが，内服を自己中止して

いた．現病歴は車にて帰宅直後に右片麻痺，構音

障害が出現し当院へ救急搬送，上記診断となり入

院となった．理学療法は第 3 病日より開始し，長

下肢装具を使用した歩行練習を中心に行った．第

22 病日には短下肢装具（AFO）へカットダウンし，

歩行練習を継続しながら電気刺激療法を併用した．

本発表では，AFO へカットダウンした時点を初期

評価とした． 

【倫理的配慮】対象者およびそのご家族には，発

表に関する十分な説明を行い，同意を得た． 

【初期評価（第 26 病日）】 BRSⅢ，足関節背屈筋

力 MMT1 であった．歩行は,四点杖とシューホーン

ブレイスを用いて近位見守り，遊脚初期～遊脚中

期にかけて足関節背屈低下による足尖部の引っか

かりが認められ，初期接地は全足底接地であった．

快適 10m 歩行速度は 1 分 05 秒，6 分間歩行試験は

77m であった.  

【経過】第 26 病日より, 運動療法開始前に麻痺側

前脛骨筋に対し，NMES を 20～30 分実施した．第

34 病日には端座位での前脛骨筋の筋収縮が出現 

 

し，関節運動を認めたが，立位での足関節背屈は

困難であった．第 35 病日目より，前脛骨筋に対し

FES を歩行練習中に併用した．この時点の歩容は,

遊脚中期でのクリアランスの低下を認めたが，足

尖部の引っかかりの頻度・程度は改善を認め始め

た．また，立位における足関節背屈運動も微弱な

がら確認できた．第 63 病日より，T 字杖とオルト

ップ LH を使用し，病棟内歩行が日中のみ自立とな

った． 

【最終評価（第 65 病日）】BRSⅣ，足関節背屈筋力

MMT3，歩行は，T 字杖とオルトップ LH を用いて自

立，初期接地から荷重応答期にかけてのフットス

ラップは残存したが，遊脚期の引っかかりは減少

した．快適 10m 歩行速度 12.31 秒，6 分間歩行試

験は 288ｍであった． 

【考察】今回，足関節背屈の分離運動が困難な症

例に対し，足関節背屈の随意性・筋力向上を目的

とした NMES を実施し，随意性の改善を認めたタイ

ミングで運動療法と FES の併用を行った．近年,

中枢性運動麻痺に対する電気刺激療法の有効性に

ついては，多くの報告がなされており,脳卒中診療

ガイドラインでは，推奨グレード B，エビデンス

レベル 2 とされている. 前脛骨筋に対する高強度

の NMES は，拮抗筋の痙性を改善し，随意性を向上

させ（Yong-hui Wang.et.al 2015），FES は足関節

背屈の随意運動及び筋力の改善をもたらすとされ

ている（Sukanta.et.al 2011）．また，FES と運動

療法の併用によって歩行スピードの改善をもたら

すことが示されている（S. K. Sabut.et.al 2011）. 

これらのことから，本症例に対して実施した電気

刺激療法は，足関節背屈筋力の向上と歩行時のク

リアランスの改善に寄与し，歩行速度の向上をも

たらした可能性があると考える．また，Fulk G ら

は，屋外歩行が制限無く可能とされるカットオフ

値を 6 分間歩行試験が 288m，快適歩行速度は

0.93m/sとしている.本症例は最終評価時の 6分間

歩行試験は 288m とカットオフ値を上回ったが， 

快適歩行速度は 0.81m/s とカットオフ値を下回っ

ていた．従って，今後は歩行速度の更なる改善を

目的に，介入を継続する必要があると考える． 
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重度脳卒中後症例に対し麻痺側立脚終期に着目し

介助歩行方法を選択することで歩容や推進力の改

善を認めた症例 

                 塚元 達也 

宝塚リハビリテーション病院 

【はじめに】今回、右片麻痺を呈した重度脳卒中

後症例を担当した。「前型歩行の獲得」を目標に「麻

痺側立脚終期（TSt）」に着目し、長下肢装具

（KAFO）を用いた介助歩行方法を歩行観察・歩

行評価結果から選定した。その結果、側方介助歩

行時の歩容や推進力の改善を認めた為考察を交え

報告する。 

【症例紹介】80 歳代女性である。平成 30 年 7 月

下旬に左被殻出血を発症し、8 月上旬に当院へ入

院加療となった。症状として右片麻痺や高次脳機

能障害を認め、既往歴にアルツハイマー型認知症

を有していた。発症前日常生活動作（ADL）や屋

外移動は独歩自立であったが、今回の発症により

ADL 全介助となった。  

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い同意を得た。 

【初期評価（第 23 病日目）】麻痺側体幹・下肢

Brunnstrom Recovery Stage（BRS）Ⅱ、下肢

Fugl-Meyer motor assessment（FMA）4 点であ

った。歩行介助方法選定の為、歩行評価として

10m 所要時間/TSt 中の麻痺側腓腹筋筋活動（Gas-

EMG）/TSt 中の麻痺側股関節伸展角度（TLA）を

計測した。介助者 1 人が後方から介助する後方介

助歩行（後方）では、13.9 秒/45％/5.2°であり、

TSt 時に介助者が体幹正中位に保持させる必要が

あった。体幹の介助量軽減目的にて歩行補助具 T-

Support（TS）を装用した後方＋TS（後方 TS）

では 12.0 秒/53%/9.8°と TS の装用により評価結

果が高値を示し介助量の軽減を認めた。次に介助

方法の違いによる検討を行うために、介助者 2 人

が左右からそれぞれ介助を行う側方 TS では TSt

時に体幹前傾・麻痺側殿部後退が生じた。歩行評

価結果は 13.7 秒/30%/-10.0°と低認を認めた為、

後方 TS を選択し実施した。 

【経過（第 32 病日目）】側方 TS 時の体幹前傾・ 

 

麻痺側殿部後退は軽減した。歩行評価結果は後方

TS11.3 秒/58%/10.0°、側方 TS13.1 秒/51%/1.2°

と側方 TS 時の Gas-EMG・TLA は大きく改善し

た。 

【最終評価（第 40 病日目）】麻痺側体幹・下肢 BRS

Ⅱ、FMA5 点であった。側方 TS 時の体幹前傾・

麻痺側臀部後退は消失した。歩行評価結果は後方

TS10.4 秒/59%/13.6°、側方 TS12.7/50%/11.0°

となり、側方 TS 時の TLA に大きな改善を認め、

後方 TS と比較し著明な差を認めなくなった。 

【考察】今回左被殻出血発症後、ADL 全介助とな

った症例に対し「前型歩行の獲得」を目標に「麻

痺側 TSt」に着目し、KAFO を用いた介助歩行方 

法を検討した。本症例は麻痺側下肢機能低下から、

後方時の体幹正中位保持が困難であり、前型歩行

が促し難い状態であった。その為、体幹正中位保

持を補助しやすい後方 TS を行った。一般的に介

助歩行方法の特性として、後方介助では体幹保持

を行い易く安定性は高いが、重心が後方へ残存し

やすく前型歩行を促し難い。一方、側方介助では

体幹保持が行い難く安定性は低いが、前型歩行を

促し易いことが挙げられる。初期評価時、側方 TS

では TSt 時に体幹前傾・麻痺側臀部後退を抑制し

きれず、Gas-EMG・TLA が低値を示し、前型歩

行が促し難い状態であった。そのため、まずは体

幹正中位を保持し前型歩行を促す目的で後方 TS

を選択した。介助場面では体幹を後方へ引きつけ

すぎないよう注意し、TSt で股関節伸展を得るた

めに歩幅の拡大を図った。後方 TS の継続介入に 

より、経過では側方 TS 時の体幹前傾・麻痺側殿

部後退は軽減し、Gas-EMG・TLA の改善を認め

た。最終評価では側方 TS 時の体幹前傾・麻痺側

殿部後退は消失し、TLA の改善を認め、前型歩行

を促し易い状態となった。その為、今後の介助歩

行訓練では、後方 TS に加えて側方 TS も前型歩

行を促す機能的な歩行訓練として考慮すべきであ

ると考える。 

【まとめ】重度脳卒中後症例に対し、歩行観察・

歩行評価結果から介助歩行方法を選定することで、

歩容や推進力の改善を認めることを学んだ。  
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右立脚中期から右立脚後期の右後方の不安定性に着

目し、課題指向型トレーニングを実施した一症例 

湯浅 裕平  

阪神リハビリテーション病院  

【はじめに】今回両側小脳梗塞、視床梗塞の患者に

対して、固定式歩行器歩行 10ｍ見守りの獲得に向け

介入したためここに報告する。 

【症例紹介】本症例は 80代男性。既往歴は心筋梗塞

(14 年前)、横紋筋融解症・腎不全(今年)。現病歴は平

成 X 年 Y 月にショートステイにて、朝食中に意識低

下があり救急搬送される。MRI により右椎骨動脈の

閉塞により小脳梗塞と診断される。本人の Demands

は「歩けるようになりたい」である。 

【倫理的配慮】本症例及びご家族には、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+2 か月)】本症例の歩行動作は固定式

歩行器を使用し、3 動作揃え型歩行で中等度介助で

ある。右立脚中期から右立脚後期にかけて右股関節

屈曲・外転、右膝関節屈曲位である。同時期に体幹

は右回旋・右側屈が生じ、骨盤右回旋・右下制位に

なり右側後方に不安定性を認める。徒手筋力検査(以

下、MMT)は右股関節伸展 2、右股関節内転 2、右股

関節外転 2、右膝関節伸展 2、右足関節底屈 2 であ

る。関節可動域測定(以下、ROM)は右股関節伸展-

10°、右股関節内転 10°、右膝関節伸展-5°、右足

関節背屈(膝屈曲位)0°である。改訂長谷川式簡易知

能評価スケール(以下、HDS-R)は 4 点である。10ｍ

歩行時間は 45.4 秒 40 歩(介助下により実施)である。 

【経過とリハ内容】矢状面での不安定性を補うため

固定式歩行器を用いた。歩行様式は右下肢先行 3 動

作揃え型歩行で、課題指向型に則り歩行練習を反復

して行った。また左ステップ練習では右立脚中期か

ら右立脚後期を想定し、骨盤が回旋しないように実

施した。 

【最終評価(Y+3 か月)：変化したところのみ記載】 

固定式歩行器を使用し、3 動作揃え型歩行で 10ｍ見

守りである。ROM は足関節背屈(膝屈曲位)5°であ

る。10ｍ歩行時間は 38.5 秒 34 歩である。 

【考察】初期評価の結果から右立脚中期から右立脚

後期にかけて右側後方に不安定性を認めた。前額面 

 

の運動では右立脚中期から右立脚後期にかけて右股

関節外転、骨盤の右下制が生じ、右下肢荷重の代償

として体幹右側屈が生じ、右側への不安定性が認め

られると考えた。矢状面の運動では立脚後期におけ

る股関節伸展角度が乏しく、骨盤右回旋が生じ、加

えて体幹右回旋が生じていた。Perry は、股関節伸

展制限では歩行における身体の前進距離が短縮す

ると述べている。従って左立脚初期にかけて支持脚

となる左下肢へ体重移動を行なおうとするために、

後方に過度な重心が残存し、重心移動の際、後方に

不安定性を生じたと考えた。また Perry は不十分な

股関節の伸展により立脚中期から立脚後期に体幹

が前傾している場合、膝関節を屈曲させることで

骨盤と体幹を直立に保つことができるとされてい

る。本症例の場合、歩行補助具を使用することで立

脚中期から立脚後期に体幹の前傾がみられた。ま

た揃え型を実施することで歩幅が減少し、重心移

動も容易になり、歩行が安定すると考えた。そこで

治療では課題指向型に則り 3 動作揃え型を徹底さ

せた歩行練習の反復動作を行った。鵜飼らは、課題

指向型アプローチとは課題を段階的に設定し、反復

することにより脳の可塑性を促す方法で、運動に関

与する筋収縮の促通によりパフォーマンスは向上す

ると述べている。本症例は最終評価で機能面に変化

はなかったが、揃え型歩行の反復課題の実施により、

歩行時の筋収縮が促通され、歩行速度の向上も見ら

れ、10ｍ見守りに繋がったと考えた。 

【まとめ】本症例は認知機能の低下もあり、課題設

定を行うのが困難であった。その中で本人の

Demands でもある歩行練習を中心にアプローチを

行った。また動作分析をし、できるだけ見守りでで

きる難易度の動作課題を正しく反復することによっ

て、その動作のパフォーマンスが向上することを学

んだ。 
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左上下肢に注意を促す課題により，バランスが顕著

に向上した右視床出血の一例 

木村 翔   

伊丹恒生脳神経外科病院 

 

【はじめに】脳卒中後の半側空間無視は右半球損傷

例に多く，約 40%に出現し(杉原ら，2001)，視床出

血では約 60%に認められる(所ら，2003)．今回，脳

室穿破を伴った視床出血により左半側空間無視や注

意障害を生じ，バランスの低下を認めた症例に対し

て，左側へ注意を向けることを意識して介入を行い，

身体機能の改善を認めたので，報告する． 

【症例紹介】症例は 60代女性で，突然左不全麻痺，

構音障害が出現し，当院へ救急搬送され，頭部 CT

により脳室穿破を伴った視床出血を認めた．受診時

Japan Coma Scale は 2で，左上下肢の運動麻痺を

認めていた．病前の ADLは全般的に自立しており，

日中は主に主婦業，パートをされていた。 

第 3病日の NIH Stroke Scaleは 6点，左上下肢

の運動麻痺は Brunnstrom Recovery StageⅤ，左下

肢筋力は Manual Muscle Test 4 であり，軽度の深

部感覚障害を認めていた．また高次能機能障害とし

て，注意障害と左半側空間無視が疑われた．運動麻

痺や感覚障害は軽度であったが，重度の pushingに

より（Scale for Contraversive pushing：SCP 5点），

端座位は重度介助，立位は全介助を要していた． 

【倫理的配慮】対象者及びその家族に対して発表に

関する十分な説明を行い，同意を得た． 

【経過】経過と共に徐々に pushing は軽減し，第 9

病日には座位での SCPは 0点となり，端座位が見守

りで可能となった．この時点から徐々に覚醒も改善

し，コミュニケーションの質や反応速度が明瞭化し

たが，注意障害や左半側空間無視が顕在化してきた．

第 25 病日には，SCP は立位でも 0 点となり，この

時点での Functional Balance Scale（FBS）は 21

点であった．本症例の歩容は常時股・膝関節が軽度

屈曲位で，両下肢の歩幅が小さく，振り出し時に引

っかかりが生じていた．バランスの低下および左下

肢の支持性の低下や振り出し困難は，左半側空間無

視や注意障害が大きく関与していると考えられた． 

 

そのため，理学療法では左下肢に注意を促しながら

下肢の筋力増強練習と歩行練習を中心に行い，作業

療法では左半身と空間への注意課題を実施した．第

33 病日には FBS は 34 点に改善し，10m 歩行テス

トは 15.9秒であり，独歩が近位監視で可能となった．

その後，理学療法ではバランス練習に加えて，注意

障害の影響を配慮し，歩行練習に集中してもらうた

めに，免荷式歩行器を使用したトレッドミルトレー

ニングにより練習量を増加させた．作業療法でも注

意の分配，反応性向上の課題を伴った歩行練習を行

った．その結果，注意障害の改善に伴い身体機能も

改善を認め，第 73病日で FBSは 48点まで改善し， 

10m 歩行速度は 11.6 秒に向上し，院内歩行が自立

となった． 

【考察】脳卒中患者において，注意障害を有すると

ADLが低下し，バランスも低下することが報告され

ている（Hyndoman et al，2003）．本症例は，上下

肢の麻痺は軽度であったが，注意障害や左半側空間

無視の影響によりバランスの低下を生じていたと考

えられた．Robertson らは，左上下肢の反復運動に

より左半側空間無視が軽快すると報告している

（Robertson et al，1993）．今回，左半身と空間へ

注意を促す練習を行い，同時に下肢の筋力強化やバ

ランス練習を行うことで身体機能が向上し，バラン

スも向上したと考えられる． 

本症例の FBS は，急性期の 24 日間において 13

点，回復期の 40日間において 14点向上した．Saso

らは、発症 1ヶ月時点での脳卒中患者における FBS

の変化について， Minimal Detective Change は

9.15点， Minimal Important Changeは 6点であ

ったと報告している（Saso et al，2016）．しかし，

FBS に 関 す る Minimal Clinical Important 

Difference（MCID，臨床上意味のある最小変化量）

は，今回渉猟し得た範囲では見当たらなかった．そ

のため，神経症状の自然回復を加味した上でも，臨

床的に意味のある介入効果をもたらしたと断定する

ことは不可能であった．今後は，症例を集積した上

で，脳卒中患者の FBS における MCID の検討や，

バランス改善に着目したアプローチの方策を検討し

ていく必要があると考えられる． 
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脊髄梗塞による不全対麻痺症状に対し、歩行能力

改善に向け介入し、歩行獲得に難渋した一症例  

坂本 雅弥 

医療法人 晴風園 伊丹せいふう病院 

 

【はじめに】今回、脊髄梗塞により不全対麻痺を

呈した症例を担当した。在宅復帰に向け、立脚期

の改善に着目し歩行能力向上に取り組んだ結果、

屋外歩行の獲得に至ったので報告する。  

【症例紹介】症例は 70 代、男性。診断名、脊髄

梗塞。現病歴は腹部大動脈瘤に対し人工血管置換

術を施行。術後、脊髄梗塞が原因と思われる左下

肢優位な不全対麻痺（L3～S1）を認め、35 日後

にリハビリテーション目的で当院入院となる。病

前は ADL、IADL 共に自立し、外出の多い生活で

あった。何としても歩いて帰りたいという強い希

望があった。入院当初、移乗動作は監視、起立動

作では常に物的支持と左膝関節の膝折れに対する

介助が必要であった。理学療法評価として著明な

可動域制限は認めず、徒手筋力検査（MMT）で

は左下肢優位に筋出力低下が認められ、体幹屈曲

2、右股関節伸展 3、屈曲 2、膝関節伸展 3、足関

節背屈 2、底屈 3、左股関節伸展 2、屈曲 2、膝関

節伸展 2、足関節背屈 1、底屈 2 であり、L3～S1

領域で表在感覚軽度鈍麻～中等度鈍麻を認めた。 

【論理的配慮】目的と個人情報の取り扱いについ

て十分な説明を行い、同意を得た。 

【経過】1 ヶ月後には移乗動作自立。1 ヶ月半後

には左立脚中期での膝折れが減少した。2～3 ヶ月

後には病棟内歩行器歩行自立となり、その後歩行

車歩行獲得に至った。最終評価時 MMT は体幹屈

曲 4、右股関節伸展 4、屈曲 3+、膝関節伸展 4、

足関節背屈 4、底屈 3、左股関節伸展 3、屈曲 3、

膝関節伸展 4、足関節背屈 2、底屈 3-レベルに向

上した。しかし、左前脛骨筋に関しては十分な筋

出力が得られず、歩行時に短下肢装具が必要であ

った。屋内は足部サポーター+T 字杖と 4 点杖、

屋外は短下肢装具と歩行車にて歩行獲得に至った。 

【考察】本症例は脊髄梗塞による不全対麻痺のた

め、体幹から左下肢の筋出力低下が著明であった。 

 

脊髄梗塞では一般的に運動機能予後は不良とされ

ており、本症例においても発症から 1 ヶ月以上経

過していたが、平行棒内歩行にも介助を要すレベ

ルであった。歩行では立脚期のほうが筋活動の動

員が必要となり、遊脚期においては、踵接地直前

にしか筋活動は動員されない。しかし、本症例で

は遊脚初期に努力的な振り出しが出現し、歩行効

率が悪く実用性が低下していた。これについて、

立脚期における筋活動の低下により、遊脚期が努

力的になっていると考え、立脚期の改善に着目し

た。1 つ目に立脚初期～中期にかけて左膝関節の

膝折れと、体幹屈曲位+骨盤の側方動揺による前

方への推進力の低下。2 つ目に立脚後期に股関節

伸展が出現しないことを挙げた。1 つ目の原因と

して殿筋群、腹筋群の筋出力低下が考えられた。

踵接地を伴ったステップは立脚初期の大殿筋の活

動を賦活させると報告されているため、膝関節の

安定性を補償できる長下肢装具を導入し、踵接地

を誘導しながらステップ訓練を行い大殿筋の賦活

を促した。また膝立ち訓練を行い、殿筋群、腹筋

群の筋出力向上を図った。左膝関節の膝折れに対

しては、筋収縮を促しながら離殿動作を反復して

行い、左大腿四頭筋の筋出力向上を図った。2 つ

目の原因として、上記に加え、左腸腰筋、左下腿

三頭筋の遠心性収縮における筋出力低下が考えら

れたため、長下肢装具を使用し、大きく右下肢を

ステップさせ、反復して左の股関節伸展、足関節

背屈を促し筋活動の賦活を図った。結果、どの筋

においても筋出力の向上が認められ、立脚期にお

ける問題点が改善された。立脚後期に股関節伸展

が出現したことにより、左腸腰筋、左下腿三頭筋

の遠心性収縮が働き、努力的な振り出しは軽減し、

歩容の改善を認めた。 

【まとめ】長下肢装具でのステップ訓練と離殿動

作の反復により、立脚期での問題点が改善された。

それに伴い遊脚期が改善され、歩行効率が向上し、

30 分程度の屋外歩行獲得に至った。運動機能予後

が不良とされている脊髄梗塞で筋出力を向上させ

る 1 つの治療手段として、反復運動が有効である

と考えられた。 
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人工骨頭置換術を行った後、外出機会が少なくなっ

たため、歩行能力向上を目指した症例 

吉川 隆史 

湯々館 

【はじめに】今回、右大腿骨頚部骨折後に人工骨頭

置換術を行い、歩行能力が低下し外出機会が当デイ

サービスのみなった症例の理学療法の機会を得たた

めにここに報告する。 

【症例紹介】・年齢 80代、性別女性・疾患大腿骨頚

部骨折・合併症高血圧・現病歴自宅で転倒後病院を

受診し大腿骨頚部骨折と診断され、3 日後に手術さ

れる。28 日後、退院されて 30 日後よりデイサービ

スを再開される。・既往歴なし・術式人工骨頭置換術 

【倫理的配慮の説明と同意】発表について説明し自

由意志の元、同意を得た。 

【初期評価】○全体像デイサービスを週２回利用す

る。認知の低下はなし。リハビリテーションに（以

下リハ）対して意欲的である。 

○周径右膝蓋骨直上,＋5ｃｍ,＋10ｃｍ,＋15ｃｍ,下

腿最大,下腿最小：37.5ｃｍ,38.5ｃｍ,40ｃｍ,42.5ｃ

ｍ,33.5ｃｍ,22ｃｍ、左膝蓋骨直上,＋5ｃｍ,＋10ｃ

ｍ ,＋15ｃｍ ,下腿最大 ,下腿最小：37ｃｍ ,37.5ｃ

ｍ,38.5ｃｍ,40ｃｍ,33.5ｃｍ,22ｃｍ 

○ＲＯＭ上肢体幹問題なし、右股関節屈曲、伸展、

内転、外転、内旋、外旋、膝関節屈曲、伸展、足関節

底屈、背屈：100°、5°、10°、20°、5°、5°、

145°、0°、40°、10°、左股関節屈曲、伸展、内

転、外転、内旋、外旋、膝関節屈曲、伸展、足関節底

屈、背屈：125°、15°、15°、25°、15°、15°、

150°、0°、40°、10° 

○ＭＭＴ上肢問題なし,右股関節屈曲,伸展,内転,外

転,内旋,外旋,膝関節屈曲,伸展,足関節底屈,背屈：

3,4,2,2,4,2,3,4,2＋,5,左股関節屈曲,伸展,内転,外転,

内旋 ,外旋 ,膝関節屈曲 ,伸展 ,足関節底屈 ,背屈：

5,4,4,5,4,4,4,5,2＋,5 

○１０ｍ歩行：ピックアップ歩行 24.5秒,24歩 

【経過】当初は要支援１のために当デイサービスを

週一回しか使えておらず、筋力の維持しか行えてい

なかった。その後、区辺変更が行われて要支援２と

なり、週 2回のデイサービス利用に変わり介入機会 

 

が増加した。また、自宅で出来るトレーニング方法

を指導し最終評価時には歩行能力の改善を得た。 

【最終評価】○周径右膝蓋骨直上、＋5cm、＋10cm、

＋15cm、下腿最大、下腿最小：33cm、34cm、35cm、

37.5cm、28.5cm、21cm、左膝蓋骨直上、＋5cm、＋

10cm、＋15cm、下腿最大、下腿最小、32cm、32.5cm、

34.5cm、36.5cm、29.5cm、21cm 

○ＲＯＭ上肢体幹問題なし、右股関節屈曲、伸展、

内転、外転、内旋、外旋、膝関節屈曲、伸展、足関節

底屈、背屈：100°(Ｐ)、10°、15°、20°、10°、

5°、145°、0°、40°、10°、左股関節屈曲、伸

展、内転、外転、内旋、外旋、膝関節屈曲、伸展、足

関節底屈、背屈：125°、15°、15°、25°、15°、

15°、150°、0°、40°、10° 

○ＭＭＴ上肢問題なし右股関節屈曲,伸展,内転,外転,

内旋 ,外旋 ,膝関節屈曲 ,伸展 ,足関節底屈 ,背屈：

3,4,2,2,4,2,3,4,2＋,5,左股関節屈曲,伸展,内転,外転,

内旋 ,外旋 ,膝関節屈曲 ,伸展 ,足関節底屈 ,背屈：

5,4,4,5,4,4,4,5,2＋,5 

○１０ｍ歩行 杖歩行 18.4秒 19歩 

【考察】本症例はＲＯＭ、ＭＭＴ、１０ｍ歩行に改

善がみられた。ＲＯＭは術創部の治癒が進み炎症が

落ち着いた事により関節の可動性が改善したと考え

える。ＭＭＴは自宅でのトレーニングを毎日、行っ

て頂いた事と家ではできない運動をリハで行った事

により下肢筋力に改善がみられたと考えられる。１

０ｍ歩行はＭＭＴの下肢筋力改善と歩行に対する恐

怖心の緩和、ピックアップ歩行からＴ字杖歩行に変

わったために歩行速度の向上と安定性向上が見られ

たと考える。 

【まとめ】今回、骨折後に生活範囲の狭小化がみら

れ、生活範囲の拡大のために、屋外歩行の安定性向

上を目指した。屋外歩行の安定性向上のために屋内

歩行訓練や筋力増強訓練などを行ったが、歩行に対

する恐怖心や転倒に対する恐怖心があり、外出機会

の増加に至らなかった。そのため、筋力や歩行能力

が改善したとしても外出機会の増加にはつながらな

いと考えた。よって、今後は課題志向型トレーニン

グとして屋外歩行などを行う事で恐怖心などをなく

し生活範囲の拡大に努めたい。 
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歩行周期の連続性に着目し、立脚中期の高重心位

を獲得したことで歩行速度が向上した一症例 

岩田 美都利 

第二協立病院 

【はじめに】左大腿骨頸部骨折術後の症例を担当

した。独歩時に外転歩行を認め歩行速度が低下し

ていたが、歩行周期の連続性に着目し治療した結

果、横断歩道を安全に渡りきることのできる歩行

速度を獲得した為、ここに報告する。 

【症例紹介】80 歳代女性、平成 30 年 7 月中旬、

歩行時左足尖を右踵部に引っ掛け転倒し、左大腿

骨頸部骨折を受傷され、人工骨頭置換術を施行し

た。既往歴は卵巣･子宮摘出、めまい、骨粗鬆症、

高血圧である。入院前は屋内外独歩自立であり、

ボランティア活動や友人との旅行など、屋外活動

も多かった。 

【論理的配慮･説明と同意】目的と個人情報の取り

扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。  

【初期評価】関節可動域検査(R/L)は、股関節伸展

20°/10°、内旋 45°/25°、徒手筋力検査(R/L)

は股関節伸展 5/4、外転 5/3、外旋 4/3 であった。

歩行は、10m 独歩で 15 秒/24 歩、歩容は両下肢外

転位であり、体幹の左右の動揺を認めた。左初期

接地 (IC)で骨盤は前傾しながら左股関節軽度外

転･内旋位で踵接地をしており、左立脚中期(Mst)

から左立脚終期(Tst)では左股関節は外転し、左下

肢への十分な重心移動がみられず、右側に体幹の

傾きを認めた。左 Tst から前遊脚期(Psw)では左

骨盤の過度な前方回旋かつ左股関節外転運動によ

る振り出しがみられ、左立脚期は右立脚期に比べ

短縮していた。 

【経過】本症例は歩行速度の低下を認め、屋外に

おいては横断歩道に対し危険性が懸念された。今

回の受傷により、左 Mst で高重心位が得られない

ことが歩行速度の低下に繋がったと考え、歩行周

期の連続性と歩容に着目し治療を行った。結果、

両下肢外転位での歩容の改善と、歩行速度の向上

を認め、横断歩道を安全に渡りきることのできる

歩行速度を獲得することが出来た。 

【考察】本症例は、在宅復帰後は買い物への往復 

 

路にある横断歩道を一人で渡りきることのできる

能力が求められていたが、初期評価時の歩行速度

は 0.6ｍ/秒(24 歩/10ｍ)であることから、危険性が

懸念された。そこで、本症例の身体的特性を踏ま

え、歩容と歩行速度との関連について考察を述べ

る。 

初期評価では、歩行周期を通じて左股関節が内

旋位を呈していた。その原因は、術後の左外旋筋

の切離による収縮力の低下が考えられた。一方、

歩行では左 Tstから Pswで左骨盤の過度な前方回

旋かつ左股関節外転運動による振り出しを認め、

左遊脚期では股･膝関節を中心とした二軸性の回

転運動を伴う下肢の振り出しがみられなかった。

これに加え、歩行周期を通じて左股関節が内旋位

を呈していることで、左 IC では踵接地は見られ

るが左下肢内旋位となり、ヒールロッカーが十分

に機能出来ていなかった。これにより、左 Mst で

は高重心位が得られず、続く左 Tst では左股関節

伸展運動による前方への推進力が得られず、左股

関節の外転運動にて代償していたと考えられる。

その結果、歩行速度の低下に繋がったと考えた。 

そこで左外旋筋群の筋力強化練習と合わせて、

左 IC から Mst でのヒールロッカー機能の獲得に

着目し、左 IC における左股関節内旋位を徒手的

に外旋方向へと誘導を加えながら反復荷重訓練を

行った。その結果、左 IC では股関節内外旋中間

位で踵接地を認めるようになり、続く足底接地で

はヒールロッカー機能による前上方への重心移動

が可能となった。これにより左 Mst では高重心位

が得られ、結果、左 Tst では左股関節外転による

股関節伸展運動の代償運動が軽減したことで、左

Tst での前方への推進力が得られた。 

術後 11 週目には、歩行速度は 0.87ｍ/秒（21.5

歩/10ｍ）と向上を認め、横断歩道を安全に渡るこ

とのできる歩行速度を獲得した。 

【まとめ】歩行周期の連続性を考慮し、歩容全体

に繋がる治療をすることの重要性を学んだ。 
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腰椎圧迫骨折術後患者に対して運動学習を促したこ

とにより歩行獲得に至った症例              

西本 麻美  

介護老人保健施設 伊丹ゆうあい 

【はじめに】腰椎圧迫骨折術後、腰痛と左下肢の痺

れは軽減したが、歩行中に左重心移動が困難な為、

右下肢の引っ掛かりがみられた症例を担当した。本

症例に対し運動学習を促した結果、歩行獲得に至り、

在宅復帰となった為、ここに報告する。 

【症例紹介】70歳代、男性。平成X年Y月Z日転倒によ

り腰痛と左下肢痺れが生じ他院整形外科を受診、骨

に異常なしと診断を受ける。しかし、症状は緩解せ

ず悪化した為、５ヶ月後に再受診した際、腰椎圧迫

骨折と診断される。２日後、L5椎体形成とL4-S後方

固定術を施行、症状は軽減したが歩行能力低下を認

めた為、術後16日目から当施設へ入所し理学療法が

開始となった。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取り 

扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価（術後21日後）】全体像:リハビリに対 

し積極的で認知機能も良好。病前は、散歩やパソコ

ンでの写真編集、新聞を読んで過ごすことが多かっ

た。痺れ：左下肢に全荷重かけたときに痺れがわず

かに生じる。ROM-t(R/L)：股関節伸展-5°/-10°、

膝関節伸展0°/-5°。MMT(R/L)：体幹屈曲3、股関節

屈曲(4/4)外転(4/4)伸展(4/4)、膝関節伸展(4/4)、

足関節底屈(3/2＋)。座位：頭頸部は軽度伸展かつ右

回旋、体幹は円背姿勢かつ右側屈、左肩甲骨挙上、

骨盤は後傾し左骨盤は後退。立位：頭頸部は軽度伸

展、体幹は円背姿勢かつ右側屈、右肩甲骨挙上、骨

盤後傾位かつ左骨盤後退し、左膝関節軽度屈曲。立

位バランス：左片脚立位不可。歩行（シルバーカー：

一部介助）：左立脚時間の短縮を認め、右遊脚初期

から中期にかけて右足部の引っ掛かりがみられた。 

【経過】はじめに、右下肢の引っ掛かりの問題に対

して、右遊脚期に右下肢を前方へ振り出すよう口頭

にて指導したが、引っ掛かりを助長させてしまった。

そこで左立脚期に左重心移動が困難なことに着目し、

座位にて左坐骨結節、立位にて左踵部にかかる圧変

化を認識しながらの左重心移動練習を行った。更に、 

 

リハビリ時間外に食席で新聞のページをめくる際に

も左重心移動を意識してもらうことや立位時に左踵

部を意識した左下肢への荷重練習を自主練習として

行っていただいた。結果、座位・立位ともに左重心

移動幅の増大を認め、歩行中の右下肢の引っ掛かり

は消失し、屋内シルバーカー自立へとつながった。 

【最終評価（術後97日後）】痺れ：消失。座位：頭

頸部の伸展と右回旋、体幹の円背姿勢と右側屈、骨

盤の後傾と左骨盤後退に軽減を認める。立位：頭頸

部の伸展に軽減を認める。体幹の円背姿勢、骨盤の

後傾と左骨盤後退に軽減を認める。立位バランス：

左片脚立位約３秒可能。歩行（シルバーカー：屋内

自立）：左立脚時間の延長を認め、右遊脚期に生じ

ていた右下肢の引っ掛かりは消失。  

【考察】本症例は術後、腰痛と左下肢の痺れは軽減

したが、受傷から手術を受けるまでの疼痛回避行動

の定着により左重心移動が困難となり、右下肢の引

っ掛かりを誘発していた。細井らは足部には多数の

メカノレセプターが存在し、特に荷重部である踵部、

中足骨、母指には組織の粘弾性変化や圧、歪などを

感知する神経終末が豊富であると述べている。また、

石澤らは視覚や聴覚を含めたすべての情報が小脳内

に入り、現在進行中の運動が適切かどうか判断し、

誤差があればそれを是正する信号を送ると述べてい

る。立位にて左踵部にかかる圧変化を認識しながら

左重心移動練習を行い、繰り返したことで、左踵部

からの感覚入力より抗重力伸展筋が賦活し、円滑な

左重心移動ができる運動が学習されたと考えた。ま

た、細井らは座位で天井に向かって体幹を抗重力伸

展するためには骨盤を前傾し、腰椎前弯することが

必須と述べている。左坐骨結節にかかる圧変化を認

識しながら左重心移動を促したことで自動的に骨盤

前傾位となり、体幹抗重力伸展筋が賦活されたと考

える。これらの練習により、歩行中の左重心移動が

円滑にでき、右下肢の引っ掛かりが消失し屋内シル

バーカー自立に至ったと考えられる。 

【まとめ】本症例を通じ、運動学習の重要性を学ん

だ。また、リハビリ時間外に利用者様が自主練習と

して取り組める運動を指導することは、より効率よ

く運動学習を促すことができることも学んだ。 
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ストレッチ方法の工夫により歩行中の疼痛が軽減し

た大腿骨転子部骨折術後の一症例 

行藤 殖浩 

宝塚リハビリテーション病院 

【はじめに】今回、左大腿骨転子部骨折を受傷した

症例を担当した。左腸腰筋・恥骨筋の過緊張と伸張

時痛により、左立脚中期(MSt)～左立脚後期(TSt)に

て、骨盤の前傾・左後方回旋が出現していた。これ

に対し、スタティックストレッチ(SS)を行ったが、

著明な変化を認めなかったため、ダイナミックスト

レッチ(DS)を併用して行った。その結果、左腸腰筋・

恥骨筋の過緊張と伸張時痛の軽減がみられ、歩容の

改善を認めたため、ここに報告する。 

【症例紹介】本症例は 70歳代女性である。2018/X/Y

に左大腿骨転子部骨折を受傷し、Y+5日に骨接合術

を施行され、Y+31 日に当院へリハビリテーション

加療目的で入院された。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取り

扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価(Y+57~62 日)】関節可動域検査(ROM-t)

では、左股関節伸展 0°・外転 15°、徒手筋力検査

（MMT）では左股関節屈曲 4、伸展 3、外転 3であ

った。左股関節他動運動では、伸展最終域に左腸腰

筋、外転最終域に恥骨筋に疼痛がみられた。また、

左 MSt~TSt では左鼠径部痛があり、それぞれの疼

痛は Numerical Rating Scale (NRS)7/10 であった。

Thomas test は、左側陽性であった。独歩は、左側

方介助を要し、左 MSt~TSt に骨盤の前傾・左後方

回旋を認めた。10m 歩行は独歩軽介助にて、10.64

秒、24歩であった。 

【経過とアプローチ】独歩での、左 MSt~TSt の骨

盤の前傾・左後方回旋の原因を、左腸腰筋・恥骨筋

の過緊張と伸張時痛による左股関節伸展制限である

と考えた。左腸腰筋・恥骨筋に対し、SSを行ったが、

著明な変化は認めなかった。ブリッジ動作を利用し

た DS と SS を併用した。即時効果として、左

MSt~TSt での鼠径部の伸張時痛が NRS7 から 3 ま

で軽減した。左股関節伸展の関節可動域(ROM)は

0°から 5°へ改善を認めた。そのため、DSと SSを

併用した治療を継続して行った。 

 

【最終評価(Y＋99~102日)】ROM-tでは、左股関節

伸展 10°・外転 20°、MMT では左股関節屈曲 4、

伸展 4、外転 4 であった。左股関節他動運動では、

伸展最終域に左腸腰筋、外転最終域に恥骨筋に疼痛

がみられた。また、左 MSt~TSt では左鼠径部痛が

あり、それぞれの疼痛はNRS3/10であった。Thomas 

test は左側陽性であった。独歩は、左 MSt~TSt で

の骨盤の前傾・左後方回旋は軽減し、介助なしで可

能となった。10m歩行では、独歩介助なしで 9.12秒、

21歩であった。 

【考察】本症例は、独歩にて左 MSt~TSt で骨盤の

前傾・左後方回旋を認め、前方への転倒傾向があっ

た。TStでの股関節伸展は 20°必要であるとされて

いるが、本症例の左股関節伸展 ROM は 0°である

ため、左 MSt～TStに骨盤の前傾・左後方回旋が出

現していると考えた。左股関節伸展制限の原因とし

て、左腸腰筋・恥骨筋の過緊張・伸張時痛を考えた。

それらの筋に対して、SSを試みたが、最終可動域に

疼痛を認め、防御性収縮が生じ、ROM拡大を図るこ

とが困難であった。そこで、DSと SSを併用したア

プローチに移行した。DSを行うことにより、相反神

経抑制を利用して左腸腰筋と恥骨筋の過緊張の抑制

を図り、その後 SSを行うことで股関節伸展 ROM拡

大を図れないかと考えた。DSの方法として、ブリッ

ジ動作を行った。鶴見らによると、大殿筋は両脚ブ

リッジでは、17%RFEMG と低い活動量であったが、

片脚ブリッジは 61.3%RFEMGであると報告してい

る。これより、疼痛が出現しない範囲まで殿部を挙

上させる左片脚ブリッジを行った。結果として、左

腸腰筋・恥骨筋の過緊張と、伸張時痛が軽減し、左

股関節伸展ROMが向上した。独歩では、左MSt~TSt

の骨盤の前傾・左後方回旋の軽減し、前方への転倒

傾向は改善し、介助なしで歩行が可能となった。こ

のため、屋内独歩の獲得に至った。 

【まとめ】左腸腰筋・恥骨筋の過緊張・伸張時痛に

よって生じた股関節伸展制限に対し、DSと SSを併

用した。DSによって相反神経抑制を利用し、その後

SSを行うことで、過緊張・伸張時痛の軽減を図るこ

とができ、ROMが拡大することを学んだ。 
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右大腿骨転子部骨折術後患者の独歩 1 歩目のふら

つきについて考察した一症例 

柴田 夏季 

第二協立病院 

【はじめに】立位から右下肢を振り出し、1 歩目

の右立脚相でふらつきを呈する症例を担当した。

右下肢振り出し時の健側体幹機能と立位姿勢に着

目し治療を行った結果、屋内独歩自立に至った為

報告する。 

【症例紹介】80 歳代女性、右大腿骨転子部骨折を

受傷後 5 日で観血的整復固定術を施行され、術後

2 週間で当院にて理学療法開始となる。既往に右

膝関節痛・第 3 腰椎(L3)圧迫骨折を受傷されてい

る。入院前 ADL は屋内独歩自立であった。 

【理論的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価】関節可動域検査 (R/L)は膝関節伸展

0°/-5°、足関節背屈 10°/10°、徒手筋力検査

(R/L)は、体幹屈曲 2、伸展 2、回旋 2/2、股関節

屈曲 3/3、伸展 2/3、外転 3/4、足関節底屈 2/4 で

あった。立位姿勢は下位胸椎後湾、胸腰椎右凸側

弯、骨盤後傾、右傾斜、右回旋、両股関節軽度屈

曲、両膝関節軽度屈曲(右＞左)、内反(右＞左)、両

足関節背屈位、右足部が左足部より前方に接地し

ており、両足趾は浮趾傾向であった。静止立位で

の荷重量(R/L)は 19kg/25kg、右片脚立位は保持困

難、左片脚立位は骨盤後傾、体幹左傾斜するも保

持可能であった。独歩の 1 歩目は体幹屈曲、左傾

斜、骨盤後傾、右骨盤挙上、右股関節外旋位で右

下肢から振り出し、足底接地であった。体幹屈曲、

骨盤後傾位で右荷重応答期をむかえ、その後の荷

重に伴い、体幹屈曲の増大を認めた。右立脚中期

(MSt)で急激な骨盤左回旋・左下制が起こり、体

幹が左前方へ大きくふらつき、接触介助を要して

いた。2 歩目以降はふらつきは減少し、見守りで

可能であった。 

【経過】1 歩目の右立脚相での左前方へのふらつ

きに対して、健側体幹機能と立位姿勢に着目し治

療を行った結果、ふらつきが消失し、屋内独歩自

立の獲得に至った。 

 

【考察】1 歩目の右立脚相でのふらつきについて

考察する。本症例は受傷前から既往の L3 圧迫骨

折の影響と思われる右凸側弯を呈し、さらに今回

の受傷による体幹の廃用性筋力低下も加わること

で、体幹を左傾斜させて右下肢を振り出していた

のではないかと考えた。また、右膝関節優位に内

反変形、関節痛があったこと、L3 圧迫骨折の既往

から立位姿勢は受傷前より円背、右凸側弯、骨盤

後傾、両足指の浮指傾向があり、さらに右足部が

前方に接地し、足圧中心が左後方に位置していた

と推察された。加えて、今回の受傷により両腸腰

筋、右大殿筋、右下腿三頭筋の廃用性筋力低下、

右中殿筋の手術侵襲による筋力低下が生じたこと

で、右下肢への荷重量が減少し、立位時の足圧中

心がさらに左後方へ変位したと考えた。関屋らに

よると、「歩行開始の運動力学では静止立位時、足

圧中心と身体重心の位置はほぼ一致しており、右

下肢から振り出す際、足圧中心が右後方に移動す

ることで重力が身体重心に作用して、左前方への

円滑な身体重心の移動が起こり歩行開始となる」

と報告されている。しかし、本症例は立位より足

圧中心が左後方に位置していたことに加え、右下

肢を振り出す際に体幹を左傾斜させていたことか

ら、右下肢の接地時には重心が左後方に残存し、

右初期接地で右下肢への十分な荷重が行えていな

かったと考えた。さらに、右初期接地は足底接地

であることに加え、今回の受傷による右股関節伸

展筋の筋力低下によって十分な右前方への重心移

動が行えず、右 MSt での左前方へのふらつきに繋

がったと考えた。そこで、右下肢振り出し時の体

幹左傾斜を改善することで、右初期接地における

十分な右下肢への荷重を促し、さらに右股関節伸

展筋の筋力向上と踵接地を促すことで、右初期接

地から右 MSt での十分な右前方への重心移動が

獲得できると考え治療を行った。その結果、立位

時の右足部の位置の改善と、両下肢荷重量の左右

差も減少が得られ、右下肢振り出し時の体幹左傾

斜が減少し、右 MSt での左前方へのふらつきは消

失した。結果、屋内独歩自立の獲得に至った。 
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認知機能低下を呈した大腿骨転子部骨折患者に対し

独歩の自立度判断に難渋した一症例 

加藤 友季 

第二協立病院 

【はじめに】今回、施設再入所に向けて受傷前歩行

能力の再獲得を目指すが、認知面の影響で歩行自立

度の判断に難渋した症例を担当した。自立度の指標

を踏まえながらアプローチした内容を以下に報告す

る。 

【症例紹介】平成 30 年 8 月上旬に転倒し、右大腿

骨転子部骨折(Evans 分類Ⅲ)を受傷され、観血的骨

接合術を施行した。同年、8 月下旬にリハビリ目的

で当院に入院された 80 代の女性である。入院前は

施設生活での日常生活動作(以下 ADL)は全て独歩に

て自立であった。 

【論理的配慮説明と同意】目的と個人情報の取り扱

いについて、十分な説明を行い、同意を得た。 

【理学療法評価(術後 6 週)及び経過】長谷川式簡易

知能評価スケール 9 点、徒手筋力検査(R/L)は外転

3/4、バランス機能検査は TimedUpandGotest(以下

TUG)42.5秒、BergBalanceScale(以下 BBS)27点で

あった。右下肢最大荷重量は 20㎏(体重 33㎏、体重

の 61％)、立位姿勢は脊柱円背、左骨盤挙上・後傾

位、両股関節屈曲・左股関節内旋・両膝関節屈曲位(右

＞左)、両足部の外反を認めた。1/2 荷重期間は平行

棒内にて立位・歩行練習を施行し、術後 6 週から全

荷重歩行を開始した。独歩は右立脚期の短縮、左立

脚中期から後期に左側方への骨盤のスラスト及び体

幹の動揺がみられ、接触介助を要した。また、杖や

歩行器などの歩行補助具は自己管理が不十分で安全

配慮が乏しく、病棟での歩行自立度の判断に難渋し

た。そこで、歩行自立度の指標を踏まえ、身体機能

面に加え認知面を考慮した介入を行った結果、病棟

内歩行は独歩見守りの獲得に至った。 

【考察】施設再入所後は、個室内で人目の届きにく

い環境で生活することから、独歩の自立獲得が必要

であると考え、身体機能面・認知面の双方から問題

点を考察した。加嶋らによると「下肢荷重率が 90％

以上群では全例が独歩自立し、70％未満群では全例

が非自立であった」と報告している。また、高齢者 

 

に対する転倒のスクリーニングに有用な評価とされ

ている TUG は 13.5 秒がカットオフ値、BBS は 45

点以下では複数回の転倒発生率が高くなり、36点以

下ではさらに転倒の危険性が高くなると指標されて

いる。本症例の評価結果からは身体機能面からも病

棟での独歩導入は転倒の危険性が考えられた。そこ

で、身体機能面に対しては右下肢荷重量の増加とバ

ランス訓練を中心とした介入をした結果、右下肢荷

重率は 88％、TUGは 30.5秒、BBSは 34点に向上

した。 

 しかし、病棟生活では安全面を考慮した行動が不

十分であり、転倒に対する危険性を認識できていな

かった。また、自身で何でも行えるという自覚から

独歩でトイレに行こうとする場面がみられた。リハ

ビリにおいても訓練課題では疲労の訴えが多く、意

欲的に取り組む姿勢がみられなかった。その為、認

知面を考慮した介入方法を考察する必要があると考

えた。松下らによると、「認知症の人に対して ADL

訓練を行う上で重要なのは手続き記憶を利用し行為

そのものを意識させずに“できること”を引き出す

こと」としている。また、征矢野は「認知高齢者の

転倒予防には、より安全な望ましい行動へと誘導す

るような環境作りが重要」とある。 

 本症例は頻尿でありトイレ誘導に対しては抵抗が

無かったため、トイレ誘導を兼ねた同一設定におけ

る自室環境とトイレまでの動線にて歩行練習を行っ

た。また、病棟 ADL においても同一の環境設定で

歩行機会を設けたことで、動作練習の繰り返しによ

る手続き記憶が促せたと考える。その結果、病棟内

での移動は見守りレベルでの独歩を獲得した。退院

時には、転所先施設内での環境設定として、使用頻

度の多い動線の安全性を確保するため家具の位置設

定や排泄頻度・日中の病棟での過ごし方などの情報

を提供することで、退院後も同一の環境内にて動作

が定着できるよう、情報提供を行った。施設再入所

後は独歩自立に至ったとの報告を受けた。 

【まとめ】本症例を通して、1 つのことに対して複

数の現象が関与すること、生活機能の向上を目指す

には有する能力を見極め、最大限に活かせるように

工夫し関わることの重要性を学んだ。 
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周辺環境の利用により、安定した着座動作を獲得した

症例 

岩井 悟 

(医)協和会 協立温泉病院 

【はじめに】今回、性急な着座動作を行う症例を担当

した。身体機能面への介入のみではなく、日常生活に

おける周囲の環境を利用した。結果、着座動作は修正

自立で可能となったため、ここに報告する。 

【症例紹介】90 歳代女性。平成 X 年 Y 月下旬に左下

肢蜂窩織炎を発症。発症後 40 日、リハビリ目的で当

院へ入院。既往に腰椎すべり症がある。 

【倫理的配慮･説明と同意】対象者のご家族には、発

表の目的と個人情報の取り扱いについては十分な説

明を行い、同意を得た。 

【初期評価(発症後 90 日)】全体像:せっかちな性格。

動作方法にこだわりがみられる。HDS-R:17/30 点(減

点項目:見当識、即時記銘、計算、遅延再生、物品記

銘、流暢性)。視診･触診:円背(胸椎レベルに後弯、右

凸の側弯を伴う)。ROM(R/L、単位:°):股関節屈曲

105/90、膝関節屈曲 90/85、足関節背屈 5/5。MMT(R/L):

上下肢、体幹 3。座位保持:自立、骨盤後傾位。立位

保持:支持なしでは、後方へのふらつきがある。着座

動作(軽介助、要支持物):第１相は円背姿勢。膝後面

をベッド端に押し付けている。股･膝関節屈曲するが、

骨盤前傾･体幹屈曲はみられない。第 2相は骨盤･体幹

の動きに変化はみられない。ベッド面へ手が届かず、

殿部を勢いよくベッド面に接地する。第 3相は両手支

持し、座位を保持する。 

【経過】介入当初、下肢･体幹の関節可動域制限、筋

力低下に着目し、ゆっくりとした着座動作の獲得を目

標に訓練を行った。身体機能面は向上したが、性急な

着座動作の改善には至らなかった。着座動作を再検討

し、第 2相での骨盤前傾の不足に伴い、体幹屈曲が出

現していないことに着目した。体幹屈曲を促すために、

ベッド柵を利用した着座動作の反復練習を行った。そ

の際、ベッド柵の利用の有無で、動作の変化を体験し

てもらい、動作の受け入れを図った。結果、着座動作

の性急さは消失し、日常生活では、修正自立となった。 

【最終評価(発症後 140日)】HDS-R:17/30点。

ROM(R/L、単位:°):股関節屈曲 120/110、膝関節屈 

 

曲 110/110、足関節背屈 10/10。MMT(R/L):上下肢、

体幹 4。着座動作(修正自立):支持物としてベッド柵

と車椅子のアームレストを把持。第 1相は骨盤の僅

かな前傾運動に伴い、体幹屈曲がみられる。下腿は

前傾し、膝後面はベッドに接していない。第 2相は

骨盤・体幹の前傾位を保持した状態で、股・膝関節

屈曲、足関節背屈し、ゆっくりとベッド面に殿部を

接地する。第 3相はベッド柵を把持し、座位を保持

する。 

【考察】介入当初、せっかちな性格と動作方法への

こだわりが強く、動作指導の受け入れは不十分であ

った。加えて、動作指導の実施期間が短かったた

め、動作の定着に至らなかったと推測する。着座動

作に関しては、円背姿勢のため支持基底面に対し、

身体重心が後方に位置していたと考える。また、ベ

ッド端に膝後面を押し付けているが、ゆっくりとし

た着座動作には繋がらなかった。上記の条件で動作

を膝関節に着目した。膝関節と身体重心の距離が離

れているため、膝関節屈曲モーメントが増加してい

ると考えた。そのため、大腿四頭筋の筋力では、性

急な着座動作を制御出来なかったと推測する。そこ

で、周辺環境として、ベッド柵を利用した。支持物

を把持することにより、骨盤は前傾方向への動きが

みられた。骨盤前傾に伴い体幹屈曲が出現し、身体

重心の位置は前方へ移動した。結果、身体重心と膝

関節の距離は近づき、膝関節屈曲モーメントが減少

したと考える。加えて、上肢の支持により、下肢へ

の荷重量を軽減したことで、大腿四頭筋の筋力を補

えたと考える。環境設定に関しては、ベッド柵の利

用の有無で、着座動作の安定性や円滑さの違いにつ

いて、体験してもらった。体験したことで、支持物

を把持する利点に気付くことが出来たと推測する。

以上により、動作への受け入れは改善し、ゆっくり

とした着座動作が定着した。よって、病棟生活にお

ける着座動作の修正自立に繋がったと考える。 

【まとめ】性急な着座動作を行う症例に対し、周辺

環境の利用が、動作の改善に繋がった。円滑な動作

獲得を図るには、症例に合わせた動作指導･環境設定

について検討する必要があると学んだ。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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心臓バイパス術後合併症により長期臥床を強いら

れ ADL が著明に低下した一症例 

稲澤 卓也 

医療法人清風園伊丹せいふう病院 

 

【はじめに】心臓バイパス術により約 1 ヶ月の臥

床を強いられ、合併症により ADL が著明に低下

した症例を担当した。術前の ADL である車椅子

生活に戻る為、移乗動作の獲得に着目し運動量戦

略でのアプローチを行った結果、車椅子生活が修

正自立となった為、若干の考察を加えて報告する。 

【症例紹介】70 代女性、身長 151cm、体重 54.9kg、

認知面の低下なし。今回の術後より Brunnstrom 

Recovery Stage(以下 BRS)左上肢Ⅰの麻痺症状が

出現し、握力は右 4kg、左 0kg で各動作における

上肢の参加が困難となり、ADL 全般に介助が必要

となった。既往に、脳出血による BRS 右上下肢

Ⅳ、右手指Ⅲ∼Ⅳの右片麻痺、糖尿病性末梢神経障

害、慢性炎症性脱髄性多発神経根障害がある。こ

れらに術後の長期臥床が加わり、下肢筋力は徒手

筋力検査（以下 MMT）2~3、関節運動の協調性低

下、両下腿~足趾にかけて感覚障害が著明に出現

していた。移乗動作では、体幹筋 MMT2 により

立ち直り反応が出現せず、座位保持に介助を要し

た。起立時の抗重力伸展活動が不十分で膝折れが

出現する為、2 人での全介助を要した。家族と本

人は術前のような車椅子での在宅生活自立を望ん

でいた為、移乗動作の獲得を目標に介入した。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【理学療法経過】介入 1 週間後から左上肢でベッ

ド柵を把持し、下肢操作を介助することで寝返り

が軽介助で可能となった。起き上がり動作は上体

を介助することで肘支持と手支持を経由して端座

位まで軽介助で行えるようになった。起立時の前

方への重心移動と殿部離床後の抗重力伸展活動が

得られたことで、移乗時の介助量に軽減が認めら

れた。介入 4 週間後から殿部離床時に前方への重

心移動を促すことで起立動作が軽介助となった。

支持物を把持した状態での方向転換も可能となり、 

 

移乗動作が軽介助となった。介入 7 週間後から運

動量戦略の運動学習と下肢筋力の向上により、ベ

ッド柵を使用した起立動作が修正自立となった。

左上肢 BRS の軽度改善と、股関節屈筋群と膝関

節伸展筋群の MMT が 4 へと改善が見られたこと

で移乗動作が修正自立となった。介入 9 週目後か

らベッド周囲の環境設定を行い、車椅子への移乗

動作が病棟にて修正自立となった。 

【考察】本症例は術後合併症による長期臥床の影

響と既往の神経障害による協調性の低下が重なり、

ADL 低下が著明になったと考えられる。家族と本

人の希望である車椅子生活自立を目指すためには、

移乗動作の自立が必要となる。今回は入院時から

2 人介助が必要であった移乗動作の中の起立動作

に着目しアプローチを行っていくこととした。動

作練習において、一般的には安全性を確保するた

め動作をゆっくり行う傾向にあるが、大殿筋、内

側広筋、前脛骨筋に対して素早く起立動作を行う

ことで同一動作でも筋活動が有意に大きくなるこ

とが報告されている。この運動量戦略を使用し、

より強い抗重力伸展活動を促していくこととした。

しかし、本症例は立ち直り反応が不十分であり、

前方への重心移動に不安感があった為、運動量戦

略での体幹前傾角度を小さく設定することで前方

への重心移動に対する不安感の軽減を図った。ま

た、一時的な殿部離床により下肢の筋活動を賦活

しながら介入した。これにより前方に対する不安

感の軽減が図れ、運動量戦略での起立動作練習が

可能となり、下肢の抗重力伸展活動の増大につな

がったと考えられる。さらに、運動効率が改善し

起立動作の修正自立に至った。 

【まとめ】起立動作に着目してアプローチを行っ

た結果、本症例のように筋力が弱く持続的な筋収

縮が得られにくい場合でも運動量戦略により効率

的な起立動作練習が可能になると考えられた。車

椅子生活において実施頻度の高い移乗動作を改善

することで、在宅生活の自立度を高める要因とな

った。 



Ⅱ－9 

認知症を有し、夜間のトイレ動作獲得を目的にベ

ッド周囲の環境設定に難渋した一症例  

藤本 利紀 

さんだリハビリテーション病院 

【はじめに】今回認知症を有し、夜間のトイレ動

作の獲得を目的としてベッド周囲の環境設定に難

渋した症例を担当した。病棟と連携し退院後の生

活を見据えた環境設定の工夫により、転倒予防に

努めたのでここに報告する。 

【症例報告】90 歳代女性。平成 30 年 7 月上旬、

施設入所中に夜間トイレへ行こうとされ自室で転

倒。左大腿骨転子部骨折を受傷、骨接合術を施行。

術後 4 週目に当院に転院。受傷前は自動ブレーキ

付き車椅子で移動自立。退院後も施設入所予定。

既往歴に両側変形性膝関節症。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて本人・家族に説明し同意を得た。 

【初期評価(術後 4 週目)】移動形態：標準型車椅

子見守り。トイレ頻回。改訂長谷川式簡易知能評

価スケール(以下 HDS-R)：13/30 点。機能的自立

度評価表(以下FIM)：58/126点(トイレ移乗 3点)。

徒手筋力検査法(以下MMT)：左股関節伸展筋群 2、

左股関節外転筋群 2、左膝関節伸展筋群 2。Berg 

Balance Scale(以下 BBS)：7/56 点(移乗 1 点)。 

【経過】術後 4 週目、トイレ動作は足の踏みかえ

が不十分のため軽介助を要した。術後 7 週目、下

肢筋力向上に伴い、トイレ動作の介助量軽減を認

め、日中トイレ動作近位見守りとなった。夜間の

環境設定は病前の環境設定を考慮し、ポータブル

トイレ(以下：P—トイレ)を使用した。移乗時に支

持物を増やすため L字柵 2本を設置した。しかし、

起き上がりの際、足がベッド柵に接触し、ベッド

から下垂できない状態であった。術後 8 週目、L

字柵とタッチアップに変更すると支持物に接触す

ることなく、下肢をベッドから下垂することが可

能となった。しかし、足を出す位置が定まらない

結果となった。術後 9 週目、L 字柵と P—トイレに

変更した。トイレ動作は修正自立となったが夜間

靴を履かずに P—トイレへ移乗されることや、P—

トイレを動かして病室から歩いて出てこられるこ 

 

となどの危険行為があり、見守りを要した。術後

10 週目、自室内の環境設定を行い、危険な行動が

減少し、夜間トイレ動作修正自立となった。術後

14 週目、施設へ訪問し自室の環境設定を提案した。 

【最終評価(術後 9 週目)】移動形態：自動ブレー

キ付車椅子自立。HDS—R：12/30 点。FIM：78/128

点(トイレ移乗 6 点)。MMT：左股関節伸展筋群 3、

左股関節外転筋群 3、左膝関節伸展筋群 4。BBS：

28/56 点(移乗 3 点)。 

【考察】本症例は、認知機能面の低下を認め、夜

間ベッド周囲の環境設定に難渋した。昼夜で動作

方法の変動や夜間 1 人で自室から出歩くといった

危険行為が多々認められ、これらの危険行為によ

り夜間トイレ動作は見守りを要した。これらの動

作方法の変動や危険行為の要因として、認知機能

の低下を考えた。また、鈴木らは転倒を引き起こ

す行動は認知症高齢者が何かをしたいという意思

の表れであると述べている。本症例においても意

思の表れがあると考え、夜間動作の評価を行うこ

とを目的に危険行為時の意思の確認と行動観察を

病棟に依頼し、密に情報交換を行った。その結果、

L 字柵の使用方法や移乗方法に昼夜で変動がある

こと、お茶やトイレットペーパーが不足している

ため、自室からこれらを探しに行こうとする心理

状況であったことが分かった。そのため、これら

に対してベッド周囲の動作変動が少なくなるよう

L 字柵の変更や裸足での移乗に対して滑り止めマ

ットを設置する対応を行った。また、トイレット

ペーパーやお茶の必要な量を病棟と評価し就寝前

にベッド周囲に用意した。その結果、危険行為は

減少を認め、終日トイレ動作は修正自立となった

と考える。 

 退院後については本症例が生活場面で同じ動作

が行えるよう施設へ伺い、ベッド周囲の環境設定

を提案した。また、夜間の危険行為・注意事項な

どの対応策を資料に作成し転倒予防に努めた。  

【まとめ】本症例を通して生活期まで見据えて病

棟と連携し情報収集のもと環境設定を行い、転倒

予防に努めることが大切であると学んだ。  
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離床困難な症例に対する介入方法を工夫したこと

で、病棟への歩行導入が可能となった一症例  

中村 駿太 

第二協立病院 

【はじめに】本症例は右後頭葉梗塞・両白内障の

影響による視力低下を呈し、また腰痛により離床

が困難であった。そこで介入方法を工夫したこと

でサークル型歩行器歩行の獲得に至ったため以下

に報告する。 

【症例紹介】本症例は平成 30 年 10 月に右後頭葉

梗塞と診断された 80 歳代の女性である。既往歴

は第 3 腰椎圧迫骨折、両白内障である。キーパー

ソンは次女で、家族のニードは自宅で安全にサー

クル型歩行器で歩いてほしいであった。家族から

入院前の生活は排泄時と食事以外はほとんどベッ

ドで寝ているとの情報を得た。 

【倫理的配慮説明と同意】意思疎通困難な症例の

為、ご家族に目的と個人情報の取り扱いに十分な

説明を行い、同意を得た。 

【理学療法評価】既往歴の右後頭葉梗塞、両白内

障の影響で視力低下があり、2～3m 先程度しか見

えていなかったと本人の発言から推測される。視

野に関しては片目ずつサークル型歩行器を見て確

認した結果、左目の内側がぼんやりと見えており、

その他はほとんど見えていなかった。改訂長谷川

式簡易知能評価スケールは 5/30 点と認知機能も

低下していた事から定量的な評価は困難であった

為、動作から推測した。粗大筋力は右下肢 2、左

下肢 4 で、触診で脊柱起立筋の筋萎縮を認めた。

疼痛については動作時に両側の腸骨稜部、L3 周辺

に鈍痛の訴えを認め、整形 Dr.からの情報により

椎間関節性の腰痛も関係していることがわかった。

姿勢観察では背臥位、立位で左股関節屈曲、外転、

外旋、左膝関節内反を呈していた。サークル型歩

行器歩行では、右立脚中期（MSt）に骨盤・右膝

関節が右スラストし、右へのふらつきが多く常時

接触介助を要した。また、視力低下の影響もあり

進行方向が定まってなかった。 

【経過】本症例はサークル型歩行器歩行中に右へ

のふらつきが大きく常時接触介助を要した。それ 

 

に対してリハビリでは歩行機能の向上に関わろう

としたが、腰痛により離床が困難であった。その

ため、まずは腰痛の軽減を図り声掛けやリハビリ

時間を工夫することで離床機会を増やした。そこ

で、再度動作練習を通して身体機能の向上を図っ

た。その際、視力低下・視野欠損を考慮して介入

した結果、病棟でのサークル型歩行器歩行を近位

見守りから接触介助で導入が出来た。  

【考察】本症例はサークル型歩行器歩行時に右へ

のふらつきが見られた。原因として右中殿筋の筋

力低下による右 MSt 時の骨盤右スラストや右膝

関節の外側スラストを考えた。これに対し中殿筋

の筋力強化を目的に病棟で横歩きを考えたが腰痛

により離床が困難であった。腰痛に関して整形

Dr.からは椎間関節性の腰痛と言われており、それ

は触診の結果から脊柱起立筋の筋萎縮に伴う筋力

低下により生じていると考えた。そこでコルセッ

トを着用することで腹圧を高め、腰痛の軽減を図

った。また、便秘傾向で排便が無い日は「しんど

い」という訴えがあり、離床が困難であった。そ

こで「トイレに行く」という目的を提示すること

で離床を促すことに成功した。リハビリ時間に関

しては離床されている食後に実施した。結果、離

床機会が増え積極的なリハビリの介入が可能とな

った。ここで再度、動作練習を通して中殿筋の筋

力強化を行った。その際、本症例は視力低下・視

野欠損を認めていたため慣れた環境下でのリハビ

リが有効であると考え、病棟リハビリを中心に行

った。結果、中殿筋の筋力向上を認め、サークル

型歩行器歩行における右へのふらつきが軽減した。

また、菊谷らは「日常生活場面での個人にあった

病棟リハ目標を設定する事で、意欲を引き出し

ADL の維持、向上に繋がる」としている。そのた

め生活の場である病棟でリハビリを継続したこと

で歩行意欲の向上に繋がり、近位見守りから接触

介助での病棟内サークル型歩行器歩行の導入が可

能となったと考えた。 

【まとめ】本症例を通じ認知症、視力低下・視野

欠損の方に対して環境面の工夫や病棟での関わり

を考慮してアプローチすることの重要性を学んだ。 
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腹横筋に着目したことで胸腰椎アライメントが改善

し立位、歩行安定性の向上に繋がった症例 

三木 誠矢 

さんだリハビリテーション病院 

【始めに】今回アライメント不良による立位、歩行

安定性の低下を認めた症例に対し腹斜筋、腹横筋へ

のアプローチにて改善を認めた為、ここに報告する。 

【症例紹介】80 歳代男性。平成 30 年 4月自宅内で

転倒し第 4 腰椎圧迫骨折と診断。既往歴は糖尿病、

心不全、腎不全、心筋梗塞。入院以前は屋外 T-cane

歩行自立。4月下旬に当院入院し 24時間キャッシュ

ブレース装着。HOPEは散歩したい。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取り

扱いについて十分説明し同意を得た。 

【初期評価（１週目）】徒手筋力検査 (以下 MMT）

(R/L)：体幹屈曲 2、回旋 2/2。触診：立位：両腹斜筋

筋緊張低下、腰部多裂筋筋緊張亢進。Berg Balance 

Scale（以下 BBS）：22/56点（減点項目：立位項目)。

骨盤傾斜角度：-5゜（キャッシュブレース装着：座

位）。Functional Reach Test（以下 FRT）：実施困難。

座位姿勢：キャッシュブレース装着：頸部屈曲し前

方突出、胸椎後弯増大、腰椎前弯減少、骨盤後傾。

立位姿勢：キャッシュブレース装着：頸部屈曲し前

方突出、左肩甲帯挙上、胸椎後弯増大、腰椎前弯減

少、骨盤後傾、両股関節軽度外旋位、両膝関節屈曲

位、両足関節背屈位。移動：病棟内歩行器歩行自立。

Functional Independence Measure（以下 FIM）：

65点（減点項目：セルフケア、移乗、移動）。 

【経過】1週目から 4週目まで臥位や座位で腹直筋、

両腹斜筋への訓練を実施。4 週目でキャッシュブレ

ースの座位着脱が可能となったが、アライメント不

良は残存。骨盤傾斜角度はキャッシュブレース除去

し座位にて-15゜。4週目から腹斜筋のアプローチと

並行し、腹横筋のアプローチを座位、立位にて追加。

7 週目からは立位での動的訓練を実施。8 週目に T-

cane 歩行が病棟内自立。10 週目にキャッシュブレ

ースが除去。座位、立位アライメントが改善。7月中

旬に退院。退院時は屋内独歩自立。 

【最終評価（12週目）】MMT(R/L)：体幹屈曲 4、回

旋 3/3。触診：立位：両腹斜筋筋緊張改善、腹横筋筋 

 

収縮認める、腰部多裂筋筋緊張改善。BBS：50/56点

（動的立位項目向上）。骨盤傾斜角度：-5゜(キャッシ

ュブレース無し：座位)。FRT：25cm。座位姿勢：頸

部軽度屈曲し軽度前方突出、胸椎後弯軽度増大、腰

椎前弯軽度増大、骨盤軽度後傾。立位姿勢：頸部軽

度屈曲し軽度前方突出、胸椎後弯軽度増大、腰椎前

弯軽度増大、骨盤軽度後傾、右股関節軽度外旋位、

両膝関節軽度屈曲位、両足関節軽度背屈位。移動：

病棟内 T-cane歩行自立。FIM：109点（セルフケア、

移乗、移動項目の向上）。 

【考察】本症例は入院以前の活動性低下による廃用

症候群の要因と今回受傷の第 4 腰椎圧迫骨折により

胸腰椎のアライメント不良を認めた。アライメント

不良が立位、歩行安定性低下に影響すると考えた。

介入当初は腹筋群の筋力低下が問題点と考え介入し

た。1 週目から 4 週目までは臥位や座位で腹直筋、

両腹斜筋へアプローチを実施した。4 週目において

MMT では腹直筋、両腹斜筋の筋力は向上した。し

かし、座位、立位での両腹斜筋の姿勢筋緊張の低下

が残存した。両腹斜筋の筋緊張が上がらない原因と

して骨盤後傾位で腹圧がかからず、腰部の安定性が

乏しい状態で両腹斜筋に収縮を促していたことが考

えられる。宮下らは四肢の運動の前にまず腹横筋収

縮が生じ外腹斜筋及び内腹斜筋は四肢の動作を開始

するとほぼ同時に収縮していると述べている。本症

例においては腹横筋の筋収縮は認められなかった。

そこで腹横筋へのアプローチとしてドローイン、壁

にもたれて呼気の促し、呼気を促しながらスクワッ

トや棒を両手把持で挙上訓練を実施した。島田は腹

横筋の両側性収縮は腹腔を加圧することで腹腔内圧

を高めるのに効果的で腰椎に伸展トルクを生み出す

だけでなく腰椎の安定性をもたらすとしている。介

入の要点として腹斜筋のみならず腹横筋に対してア

プローチを実施したことで体幹の安定性を高めるこ

とが可能となった。そして中枢部の固定性が向上し

胸腰椎アライメントが改善したことで BBS50 点と

なり、立位安定性獲得と歩行安定性の向上に繋がっ

た。 

【まとめ】初期の問題点から各筋による作用と筋の

相互作用による効果を学習する大切さを学んだ。 
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左大腿骨頸部骨折術後に対し両側変形性膝関節症

の影響を考慮し治療を行った一症例 

中村 圭介 

第二協立病院 

【はじめに】左立脚期に骨盤左回旋および

Trendelenburg 徴候を呈する左大腿骨頸部骨折術

後の症例を担当した。既往の両側変形性膝関節症

（OA）を考慮し治療を行ったところ、屋外杖歩行

自立に至ったため、報告する。 

【症例紹介】自宅の庭で転倒し、左大腿骨頸部骨

折を受傷した 70 代後半の女性である。人工骨頭置

換術を施行され、術後 4 週で当院に転院となった。

既往歴に両側膝 OA があった。入院前は独居であり、

全日常生活動作（ADL）は自立していた。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価】関節可動域検査(R/L 単位°)股関節

伸展 5/5、膝関節伸展-10/-15。徒手筋力検査

MMT(R/L)は体幹屈曲 2・回旋 3/2、股関節伸展 3/3・

外転 4/3。左膝関節は extentionlag10°を認めた。

触診より左大内転筋・脊柱起立筋の過緊張を認め

た。立位は腰椎の過度な前弯と骨盤の前傾・軽度

左回旋を認め、接触介助を要した。T 字杖歩行は、

歩行全周期で体幹の右側屈を認めた。左初期接地

(IC)では左膝関節軽度屈曲位で足底接地し、左 IC

から荷重応答期（LR）では骨盤が左回旋し、左立

脚中期(MSt)では Trendelenburg 徴候と左膝関節

の外側スラストを認めた。左立脚終期（TSt）では

左股関節伸展運動を認めず、腰椎前弯が増強した。

つづく右 IC では急激な接地とともに右へのふら

つきを認めた。 

【経過】本症例は受傷前より ADL は自立していた。

退院後も独居のため買い物に行く必要があり、屋

外移動自立を目標とした。杖歩行における右への

ふらつきに対し、左 IC～LR での骨盤左回旋および

左 MSt での Trendelenburg 徴候に着目し、左大殿

筋・中殿筋に対して筋力強化を行った。しかし、

右へのふらつきは軽減したものの残存した。そこ

で、既往の両側膝 OA を考慮し体幹機能にも着目し

治療を再考した結果、屋外杖歩行自立に至った。 

 

【考察】杖歩行における右 IC での右へのふらつき

は、左 IC～LR での骨盤左回旋と左 MSt での

Trendelenburg 徴候から、骨盤の固定性が低下し、

急激な右 IC に繋がることで生じたと考えた。これ

に対して、手術侵襲によると思われる左中殿筋・

大殿筋の筋力低下に対して筋力強化を行ったが、

右へのふらつきは残存した。 

そこで、既往歴である両側膝 OA に着目した。石

井らは、「OA 患者の運動連鎖として胸椎後彎、腰

椎前彎、骨盤前傾位では重心が前方に変位する。

そこで膝関節を屈曲させ、過度に変位した重心を

戻そうとする」と報告している。本症例も受傷前

より、両側膝 OA による、腰椎前弯、骨盤前傾位、

股関節屈曲・外転・外旋、膝関節屈曲・内反の姿

勢を呈していたと予測した。これにより身体重心

が後方に位置していたことや、左 IC での足底接地

によるアンクルロッカーの機能が低下しているこ

とで、歩行時の前方への推進力低下があったと推

測される。受傷前は、この推進力低下を左 MSt～

TSt で大殿筋、大内転筋などの股関節伸展筋にて

代償していたと推測した。しかし、術後、左大殿

筋・中殿筋の筋力低下により左 IC～LR にて骨盤左

回旋が生じたことで、左 MSt～TSt での前方への推

進力が低下し、体幹が右側に傾斜し、急激な右 IC

にてふらつきが出現したと考えた。Burns は「腰

椎の過伸展や骨盤の過前傾を伴った不良な姿勢ア

ライメントは、中殿筋や体幹安定化筋群が機能不

全に陥る」と報告している。そこで体幹の固定性

を高めることで骨盤の安定性を向上させ、大殿

筋・中殿筋の筋力発揮向上を図ることを考えた。

これに対し、体幹筋、体幹アライメントに着目し

治療を行った。腹横筋や内腹斜筋の同時収縮を高

めることで体幹の固定性の向上を図るとともに、

両上肢前方支持にて腰椎前弯を抑制し、左下肢支

持での右ステップ練習を行うことで、運動学習を

図った。結果、右 IC 時の右へのふらつきが軽減し、

屋外杖歩行自立となった。 

【まとめ】本症例を通じ、原疾患だけでなく既往

歴にも目を向けた、治療を行うことの重要性を学

んだ。 
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遊脚期のクリアランス低下を呈し短下肢装具の効

果が見られない症例に対するアプローチの一考察  

                  山本 翔 

宝塚リハビリテーション病院 

【はじめに】今回、第 4・5 腰部脊柱管狭窄症を

呈した症例を担当した。本症例は左遊脚初期（ISw）

に足部の引っ掛かりを認めていた為、短下肢装具

を装用したがクリアランスの改善を認めなかった。

そのためクリアランス低下の原因を再考し、左立

脚後期（TSt）・左前遊脚期（PSw）に着目した介

入により ISw での膝関節屈曲角度の改善を図っ

た。結果、ISw でのクリアランスが改善し引っ掛

かり回数が減少したため報告する。 

【症例紹介】1 年前から下肢の異常感覚が出現し

第 4・5 腰椎脊柱管狭窄症と診断された 70 歳代女

性である。後日、腰椎椎弓切除術を施行され 24

日後に当院へ入院となる。既往歴として頸椎後縦

靭帯骨化症があり、転倒歴があった。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。  

【初期評価：X 日】関節可動域（ROM）は股関節

伸展 10°/5°、膝関節屈曲 130°/130°、足関節

背屈 0°/-5°、徒手筋力検査（MMT）は股関節屈

曲 4/2、膝関節伸展 5/3、足関節背屈 4/2、底屈 3/2+

であった。歩行は右手四点杖把持にて 10m 歩行が

31 秒/39 歩で、引っ掛かりが 18 回見られた。歩

容は左立脚初期では前足部接地で、TSt では体幹

前傾が見られており、股関節伸展-23°であった。

PSw では蹴り出しが消失し、ISw では膝関節屈曲

44°で足尖部の引っ掛かりを認めた。 

【経過】今回の発症により左足関節背屈筋力低下

を呈し、ISw での足関節背屈が不足し、引っ掛か

りが生じていると考えた。その為、短下肢装具を

装用し歩行練習を行ったが ISw での引っ掛かり

は残存した。これより引っ掛かりの原因を再考し

立脚後期・前遊脚期に着目した介入を行い、ISw

での膝関節屈曲角度の改善を図った。アプローチ

として関節可動域訓練（股関節伸展、足関節背屈）、

筋力増強訓練（腸腰筋、下腿三頭筋）、前足部への

荷重練習、蹴り出し動作の定着を図った。  

 

【最終評価：X 日＋38 日後】ROM は股関節伸展

15°/10°、膝関節屈曲 130°/130°、足関節背屈

5°/10°であった。MMT は股関節屈曲 5/3、膝関

節伸展 5/5、足関節背屈 5/3、底屈 3/2+であった。

10m 歩行は 20 秒/33 歩であり、引っ掛かりが 1

回まで減少した。TSt では股関節伸展-14°で体幹

前傾と左股関節屈曲が軽減し、ISw では膝関節屈

曲 60°まで改善が見られた。 

【考察】本症例は ISw に足部の引っ掛かりを認め

ていた。しかし短下肢装具の使用による歩容の改

善は認めなかった為、クリアランス低下の原因を

再考し膝関節角度改善に向け TSt と PSw に着目

した介入を行った。クリアランス低下の原因とし

て①TSt での股関節伸展・足関節背屈角度の不足、

②PSw での蹴り出しの低下が挙げられる。①に関

して、TSt での股関節伸展と足関節背屈により伸

張された腸腰筋による大腿部の振り出しが、受動

的な下肢の振り出しに重要である。このことから

本症例は受動的な下肢の振り出しが困難になって

いたことが考えられる。また②に関して、PSw で

の蹴り出しが消失していたことから、前方への推

進力が不足し、努力的に下肢を振り出す必要があ

ると考えられる。しかし腸腰筋の筋力低下から、

代償として股関節屈曲筋である大腿直筋にて下肢

の振り出しを行っていたと考えられる。以上より

ISw での膝関節屈曲角度が不足し、クリアランス

低下を招いたと考えた。最終評価時では腸腰筋と

下腿三頭筋の筋力向上と股関節伸展・足関節背屈

可動域向上を認めており、TSt での股関節伸展角

度が向上することで、受動的な下肢の振り出しに

貢献したことが考えられる。また意識した蹴り出

しを行うことで、前方への推進力が産生されたと

考えられる。これらにより大腿直筋の過剰収縮が

軽減し、ISwでの膝関節屈曲角度が向上した結果、

引っ掛かり回数の減少に至ったと考えた。 

【まとめ】足部の引っ掛かりに対し、ISw での膝

関節角度に着目した介入によってクリアランスが

改善し、引っ掛かり回数が軽減した。このことか

ら障害されている部分のみに着目するのではなく、

多角的な視点を持つことの重要性を学んだ。  



Ⅱ－14 

体幹・下肢に着目し、骨盤安定化によりトレンデ

レンブルグ徴候が改善した症例 

新井 安那 

医療法人晴風園 伊丹せいふう病院 

【はじめに】今回、左大腿骨頸部骨折を呈した症

例を担当した。左荷重応答期(LR)～左立脚中期

(MSt)に対して体幹・下肢の関連性に着目し、評

価・治療を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】本症例は平成 30 年 8 月頃、バイク

走行中に車と接触し転倒され左大腿骨頸部骨折を

受傷した。同日、左 CCHS 施行する。術後翌日か

ら 1/2 荷重開始し、術後 15 日目より全荷重とな

り歩行器歩行訓練開始となる。9 月初旬、リハビ

リテーション目的にて当院に転院となる。転院時、

病棟内歩行器歩行自立であった。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。  

【初期評価 (術後 3-4 週目 )】関節可動域検査

(ROM-t)(右/左)は、股関節屈曲(105°/95°)・外転

(35°/25°)。徒手筋力検査(MMT)(右/左)は、体幹

屈曲 2・回旋(2/2)、股関節外転(4/3)、内転(4/3)伸

展(4/3)。荷重検査では右 35 ㎏、左 25 ㎏。疼痛検

査(NRS)は。歩行開始時は NRS:5/10、片脚立位保

持時は NRS:4/10 で左鼠径部内側と左大腿部外側

に疼痛が見られた。バランス検査(片脚立位保持時

間)は右:6.76 秒、左:3.51 秒。片脚立位保持時、左

右支持側への体幹側屈と遊脚側の骨盤下制が出現

した。立位姿勢は腰椎前彎、骨盤前傾し左股関節

軽度屈曲内転位である。歩行において左 LR~MSt

に骨盤左前方回旋、右骨盤下制し骨盤側方移動の

著明(右＜左)、MSt の短縮が出現した。 

【経過・アプローチ】歩行時、骨盤左前方回旋、

右骨盤下制し骨盤側方移動が出現したことから、

骨盤の安定化の改善を目指し、立位訓練、関節可

動域訓練、ステップ訓練、バランス訓練、主に内

腹斜筋、中殿筋、股関節内転筋群、大殿筋の筋力

強化訓練を実施した。左鼠径部内側と左大腿部外

側の疼痛は NRS 5/10→3/10 へ軽減した。 

【最終評価(術後 8-9 週目)】ROM-t は左股関節屈 

 

曲 110°、外転 40°へ改善し、MMT は体幹屈曲

4、回旋(4/4)、股関節外転(5/4)、内転(5/4)、伸展

(4/4)へと向上した。荷重時の左鼠径部内側と左大

腿部外側の疼痛は NRS 0/10 へ軽減し、T 字杖に

て 20分間の屋外歩行でも疼痛は出現しなかった。

荷重検査では右 27 ㎏、左 27 ㎏。片脚立位保持時

間は右 19.17 秒、左 12.87 秒へ延長した。杖歩行・

独歩ともに左 LR~MSt での骨盤軽度左前方回旋

し、右骨盤下制、骨盤側方移動は減少した。  

【考察】本症例は左 LR~MSt で骨盤左前方回旋、

右骨盤下制、骨盤側方移動の著明、いわゆるトレ

ンデレンブルグ徴候が出現した。また MSt は短縮

していた。これらの改善には股関節外転筋だけで

なく股関節外転の内部モーメントを発揮するため

に、股関節内転筋が重要になってくる。歩行時に

股関節外転筋と内転筋の同時収縮によって、筋合

力は外転筋のみが収縮した場合と比べて内方化し

股関節の安定性に貢献するとされている。鈴木ら

は、術後の荷重制限によって術側体幹筋の活動が

全荷重期と比較して低下するとされている。内腹

斜筋は MSt をピークに筋活動が起き、一側下肢へ

の荷重時における内腹斜筋の活動は骨盤下制を制

動する重要な筋であることから体幹筋の中でも内

腹斜筋の筋力低下により骨盤不安定が生じたと考

えた。さらに Snijders らによると内腹斜筋だけで

なく大殿筋、股関節内転筋群が筋活動を高めて骨

盤前後左右方向への安定性に関与するとされてい

る。これらのことから、主に内腹斜筋、股関節周

囲筋の筋力強化を行った。その結果、筋力強化だ

けでなく股関節可動域の拡大、疼痛の軽減により

筋発揮が得られ骨盤の安定性が向上し骨盤下制お

よび骨盤側方動揺が減少、片脚立位保持時の支持

側への体幹側屈が軽減したと考えた。また体幹屈

筋群の強化により脊柱や骨盤に起始をもつ股関節

屈筋群に安定した固定点が作り出されたことによ

り股関節の安定性が向上したと考えた。その結果、

左下肢の支持性が向上し、疼痛の軽減により MSt

の短縮が改善されたと考えた。 

【まとめ】骨盤安定化を図るために、下肢筋のみ

でなく体幹筋筋活動の必要性を学んだ。 
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歩行時の体幹機能に着目し、アプローチを行った

結果、T 字杖歩行が自立した症例 

髙橋 将 

第二協立病院 

【はじめに】今回、左人工膝関節置換術後の症例

を担当した。歩行時、左立脚中期から終期にかけ

て体幹右傾斜が生じ、右立脚初期に右へのふらつ

きが出現した。これに対し体幹機能に着目しアプ

ローチを行った。結果、T 字杖歩行を獲得した為、

ここに報告する。 

【症例紹介】70 歳代の女性、平成 30 年 7 月頃、

左膝関節痛が増悪し、左人工膝関節置換術を施行

した。同年 8 月に当院へ入院となった。既往に 11

年前に右人工膝関節置換術を施行しており、手術

前の日常生活動作は屋内 T 字杖歩行自立であった。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価】入院当初、関節可動域(R/L)は膝関節

伸展(-5°/0°)であった。徒手筋力テスト (R/L)

は股関節外転、(3/2）、伸展(2/2）、膝関節屈曲(3/2）、

伸展(4/4)である。Time and Up GO Test(以下：TUG)

は 44 秒である。坐位での体幹の立ち直り反応はみ

られなかった。立位姿勢は頭部前方偏移、体幹円

背、軽度右凸の側弯、両股関節屈曲・外旋、両膝

関節屈曲、両足関節背屈位である。T 字杖歩行は、

左立脚初期から外転接地となっており、左立脚中

期から終期にかけて体幹右傾斜が生じ、右立脚初

期に右へのふらつきが出現し軽介助を要した。 

【経過】下肢に対して筋力増強訓練を施行するこ

とで、約 4 週間で筋力増強を認め、背臥位での関

節運動では抵抗運動を行えるようになった。しか

し、T 字杖歩行では右立脚初期の右へのふらつき

軽減には至らなかった。そこで、体幹機能に着目

しアプローチを行った。入院から 8 週間後の TUG

は 17.6 秒となり坐位での体幹の立ち直り反応が

みられるようになった。そして、屋内 T 杖歩行が

自立した。 

【考察】左立脚中期から終期にかけての体幹右傾

斜が、右立脚初期における右へのふらつきに繋が

っていると考え、その原因を以下に考察する。 

 

 南角らは変形性膝関節症患者の股関節周囲筋力

は、健常者と比較して筋力低下を認めている。ま

た、人工膝関節置換術後の動作能力と股関節外転

筋力の関連性は高いと報告されている。本症例も、

左股関節周囲の筋力低下を呈していた。そのため、

初期のアプローチでは両股関節・膝関節の筋力増

強訓練を行い、両股関節・膝関節周囲筋の筋力増

強を認めた。しかし、T 字杖歩行の右立脚初期に

おける右へのふらつきは軽減しなかった。 

そこで、歩行における体幹機能に着目した。木

下らは、下肢荷重動作は体幹における荷重支持機

能が重要な一要素であり、下肢での筋発揮は基盤

である体幹機能が重要だと報告している。本症例

は立位姿勢から、体幹軽度右凸の側弯となってお

り、特に左側体幹筋の機能が発揮し難い姿勢とな

っていた。このことから左立脚中期において、左

内腹斜筋の筋出力が低下し、骨盤帯の安定性が確

保できず、体幹右傾斜の原因となったと考える。 

加えて、鈴木らは立脚終期において股関節が外

転方向に崩れる力が働き、その崩れを股関節内転

筋のブリッジ活動にて防止している。ブリッジ活

動が生じない症例では股関節内転位で立脚期を終

えると述べている。本症例も左立脚中期に左股関

節が内転し、そのまま立脚終期を迎える。このこ

とから、左股関節内転筋のブリッジ活動が得られ

ず、左股関節内転方向へ移動し、右への重心移動

が性急となり、左立脚期を終了している。そのこ

とから、右立脚初期が早くなり、右へのふらつき

が出現していると推測した。 

 左立脚中期から終期の体幹右傾斜を軽減するた

めに、体幹・骨盤を水平位に保持する必要がある

と考えた。まず、臥位から左内斜筋の筋収縮を促

し座位・立位へと難易度を調整していった。立位

においても水平位保持が可能となるとステップや

リーチ動作にて動的バランス能力の向上を図った。 

 結果、左立脚中期から終期の体幹右傾斜が軽減

し、右立脚初期の右へのふらつきが改善したこと

で屋内 T 字杖歩行が自立となった。 

【まとめ】本症例を通して、歩行での体幹機能の

重要性や介入方法を検討する重要性を学んだ。 
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立ち上がりにて身体機能改善だけでなく、代償動

作を残すことで自立を獲得した一症例 

鹿倉 由佳理 

第二協立病院 

【初めに】左脛骨高原骨折後の症例に対し、不動

期間と既往歴を踏まえて代償動作を残すことで立

ち上がり動作自立に至ったので報告する。 

【症例紹介】70 歳代後半女性。BIM31.8。平成 30

年 6 月中旬、自宅玄関で転倒、左脛骨高原骨折と

診断、ニーブレース固定での保存療法を施行。7

月上旬、当院にて理学療法開始。6 月中旬から 7

月中旬まで左膝関節可動域運動禁止。7 月中旬か

ら 7 月下旬まで左膝関節屈曲 90°の自動運動可。

7 月下旬以降、左膝関節屈曲他動運動の制限解除。

8 月上旬、全荷重開始。病前 ADL は屋内伝い歩き

自立、屋外車椅子介助。既往歴は平成 20 年から糖

尿病にてインシュリン投与、平成 23 年から多発性

筋炎にてステロイド服薬。 

【倫理的配慮】目的と個人情報の取り扱いについ

て十分な説明を行い同意を得た。 

【理学療法初期評価】関節可動域（以下 ROM）他

動（R/L）は膝関節屈曲 105°/110°、足関節背屈

5°/0°。筋力検査（以下 MMT）は大腿四頭筋 2/2、

大殿筋 2/3、体幹筋 2。椅子からの立ち上がり動作

は、40ｃｍ中等度介助、50ｃｍ見守り。第一相で

は、骨盤後傾位、右膝関節屈曲 90 度以上、左膝関

節屈曲 90 度未満、左足関節底屈位で体幹を過剰に

屈曲させ、肩峰を通る床への垂直線が左足趾の前

方に位置しているが前足部への荷重が困難。第二

相では、両手でアームレストを過剰に下方へ押し、

骨盤後傾、左回旋にて臀部離床。第三相では、ア

ームレストを両手で下方へ押しながら体幹を伸展。 

【理学療法経過および最終評価】本症例は肥満体

型であり、主介護者である夫の介助負担が大きい。

その為 1日の中で頻度が多い 40ｃｍポータブルト

イレからの立ち上がり動作の介護量軽減を目標と

した。立ち上がり動作に介助を要する原因として、

左膝・足関節 ROM 制限および両下肢の筋力低下を

考えアプローチを行った。結果、ROM は膝関節屈

曲 110°/130°、足関節背屈 10°/5°、MMT は大 

 

腿四頭筋 3/3、大殿筋 3/3 に改善した。しかし、

左前足部への荷重が出来ず、アームレストを過剰

に押す動作は残存していた。そこで前足部への荷

重を促す為、骨盤の前傾運動に着目し、体幹筋の

筋力増強を行ったが著明な改善は認められなかっ

た。再考した結果、前方への支持基底面を確保し

た代償動作が必要であり、その代償によりポータ

ブルトイレからの立ち上がり動作が自立となった。 

【考察】本症例の立ち上がり動作において、過剰

にアームレストを押す原因は、第一相で左膝関節

屈曲と左足関節背屈の ROM 制限があり前足部への

荷重が困難であったことと考えた。石井らは「立

ち上がりの膝関節角度は 90-130°必要」と述べて

いる。森田らは「足関節背屈 0°にて遂行困難、

５°にて動作困難感が生じ、動作を容易に行う為

に必要な角度は 10°」と述べている。このことか

ら本症例は左膝・足関節の ROM 制限にて左前足部

への荷重が困難であったと考えた。第二相では、

両大腿四頭筋、両大殿筋の筋力低下により殿部離

床が困難であったと考えた。これらに対しアプロ

ーチした結果、左膝・足関節 ROM と両下肢筋力の

改善を認めた。しかし、前足部に荷重をした立ち

上がり動作が獲得出来なかった。そこで第二相に

おいて再考察を行い骨盤の前傾運動に着目し、体

幹の筋力増強を図ったが体幹筋は向上しなかった。

本症例は、第二相において、代償にて一足下肢を

前方に置き骨盤を反対側へ回旋させ床反力ベクト

ルが膝関節の前方を通る様に膝関節を伸展させて

いた。これは、殿部離床後に体幹の前方モーメン

トを体幹筋にて制御することが出来ない為の代償

動作と考えた。制御出来ない原因は、肥満体型に

よる体幹の前方モーメントの増大や、既往歴の多

発性筋炎による体幹筋力低下によるものと考えら

れた。そこで、一足下肢を前方に置き支持基底面

を広く作ることで体幹の前方モーメントを制御し

た立ち上がり動作を定着させ、ポータブルトイレ

動作が自立となり自宅復帰に至った。 

【まとめ】本症例を通じて、既往歴を含めた全体

像を踏まえ、正常動作だけでなく症例に必要な代

償動作を残す方法がある事を学んだ。 
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起立時に左下肢の接地が行えなかった左大腿骨頚

部骨折の一症例 

平松 陸 

医療法人 晴風園 伊丹せいふう病院 

 

【はじめに】左大腿骨頚部骨折により人工股関節

置換術(以下、BHA)を施行し、起立時に左下肢接地

が行えなかった症例の起立・移乗動作の安定性向

上を目的に介入し、改善が得られたので報告する。 

【症例紹介】50 歳代男性。左大腿骨頚部骨折、8

日後に BHA を施行した。術後 4 週目から当院入院

となりリハビリテーション開始。既往歴には左片

麻痺、適応障害がある。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価 (術後 5 週目 )】関節可動域検査

(ROM-t)(左)は股関節伸展-5°、膝関節伸展-10°、

足関節背屈-10°、股関節内外転は内転筋群の防御

性収縮のため測定不能。粗大筋力検査(右/左)は上

肢 (4/3) 、 下 肢 (4/3) 。 Brunnstrom Recovery 

Stage(左)は上肢Ⅲ、手指Ⅱ、下肢Ⅲ。表在感覚(左)

は下肢 8/10。位置覚(左)は股関節 0/5、膝関節 2/5。

背臥位での左股関節他動・自動運動を行うと内転

筋群の防御性収縮と疼痛がみられ、客観的 Face 

Scale にて 4/5 であった。起立は臀部離床以降に

左股関節・膝関節屈曲が増大し、床から浮き上が

っていた。徒手にて左下肢を接地させて行うと、

左内転筋群の過緊張が触診にて確認でき、客観的

Face Scale にて 4/5 の疼痛もみられた。起立・移

乗ともに中等度介助レベルで可能であった。 

【経過】初期評価時は疼痛により左下肢の接地が

行えなかったことが起立時の問題であった。その

ため立位にて左下肢への荷重訓練を長下肢装具、

短下肢装具、装具無しへと段階づけて行った。訓

練を行う前には左股関節内転筋群に対し Static 

stretch と下肢屈曲・伸展運動を行った。繰り返

し実施することで内転筋群の疼痛が減少し、起立

時に左下肢の接地がみられるようになった。 

【最終評価(術後 8 週目)】ROM-t(左)は股関節伸展

5°・内転 10°・外転 20°、膝関節伸展-5°、足 

 

関節背屈 5°。背臥位での左股関節内転筋群の防

御性収縮は消失。起立時に左下肢の接地が可能と

なり、疼痛は客観的 Face Scale1/5。また大殿筋・

大腿四頭筋・ハムストリングスの収縮がみられる

ようになり、起立は完全自立、移乗は修正自立で

可能となった。 

【考察】本症例は左大腿骨頚部骨折とそれに対す

る BHA を起因とする疼痛により、起立時に左下肢

接地が困難であった。骨折部位と術式より左殿筋

群の損傷が考えられ、拮抗筋である股関節内転筋

群に過緊張がみられるようになったと考えた。過

緊張が継続すると循環障害から発痛物質の生産が

促され、新たな疼痛を産む悪循環に陥ってしまう。

この悪循環を断ち切るには過緊張の抑制と、股関

節周囲筋の協調的な収縮による筋緊張のコントロ

ールが必要になると考えた。動的場面での筋緊張

のコントロールは随意的な動作の中で行うことが

必要であるため、まずは立位にて長下肢装具を装

着し、左下肢への体重移動を行った。これにより

左殿筋群の筋収縮がみられ、相反抑制による股関

節内転筋群の過緊張は抑制、スムーズな体重移動

が可能となった。次に鏡を置き視覚的フィードバ

ックを元に随意的な体重移動を行い、徐々に鏡を

外し体性感覚でのフィードバックに移行した。さ

らに長下肢装具、短下肢装具、装具無しへと段階

づけ自己コントロールを促した。このように装具

を使用し荷重条件を整え、適切なフィードバック

を与え続けた結果、筋緊張のコントロールは良好

となり、左股関節内転筋群の過緊張と疼痛は軽減

した。また経過を追うごとに歩行においても左下

肢の接地位置に統一性が認められ、位置覚にも改

善が得られたと考えられる。これらの事から起

立・移乗時に左下肢の接地が可能となり、起立は

完全自立、移乗は修正自立で行えるようになった。 

【まとめ】装具を使用し荷重条件や難易度を変え

ながら介入したことで、筋緊張のコントロールが

可能となり痛みの悪循環が改善された。疼痛が軽

減したことで左下肢の接地が可能となり起立・移

乗動作の安定性は向上し、病棟での活動性向上に

つながった。 
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左脛骨腓骨遠位端骨折後の足関節背屈運動に対し

Kager’s fat pad に着目してアプローチした症例 

西谷 友美 

    宝塚第一病院 

【はじめに】今回、左脛骨腓骨遠位端骨折を受傷し

観血的骨接合術を施行された症例を担当した。

Kager’s fat pad（以下 KFP）に対するアプローチを

重点的に実施したところ、足関節背屈可動域向上と

疼痛の軽減を認めたためここに報告する。 

【症例紹介】70歳代女性、身長 146cm、体重 55kg、

BMI25.8である。歩行中に段差に躓いて転倒し、当

院へ救急搬送された。左脛骨腓骨遠位端骨折の

Lauge-Hansen 分類 SER 型と診断され、受傷翌日

に観血的骨接合術を施行された。術翌日から理学療

法開始、術後 3 週目より関節可動域練習開始となっ

た。ギプス固定 2週間、シーネ固定 2週間で、その

間は完全免荷であった。その後の荷重量は 1/3荷重、

1/2荷重、2/3荷重、全荷重と 1週ずつ増加した。 

【倫理的配慮 説明と同意】目的と個人情報の取り

扱いについて十分な説明を行ない、同意を得た。 

【初期評価（術後 3週目）】左足関節の関節可動域は

自動背屈-20°、徒手筋力検査（以下 MMT）は左足

関節背屈 4、底屈 3 であった。疼痛は前脛骨筋の筋

腹に圧痛 Numerical Rating Scale7/10、腓腹筋の筋

腱移行部に圧痛 8/10、母趾最大伸展位で内果後方に

伸張痛 3/10、KFP に圧痛 5/10 を認めた。また、触

診にて KFPの柔軟性低下を認めた。 

【経過】左足関節背屈可動域の拡大を目的に、KFP

の柔軟性向上、腓腹筋の筋スパズム軽減、腓腹筋の

伸張性向上、前脛骨筋と腓腹筋の筋力増強、長母趾

屈筋の滑走性向上を図った。その結果、術後 4 週目

では左足関節背屈筋力の向上および KFP と腓腹筋

の圧痛軽減を認めた。また、長母趾屈筋の伸張痛が

消失した。左足関節自動背屈可動域は-5°と改善傾

向であるが依然制限を認めており、KFPの柔軟性低

下と、それに伴うアキレス腱の滑走性低下を認めた。

これらにより、左足関節背屈可動域が阻害されてい

ると考え、KFPのモビライゼーションを中心に筋力

増強練習、関節可動域練習、前脛骨筋・腓腹筋の横

断的マッサージを継続して実施した。 

 

【最終評価（術後 6週目）】左足関節可動域は自動背

屈 0°、MMTは左足関節背屈 5、底屈 4であり、初

期評価時での疼痛は消失した。触診にて、KFPの柔

軟性向上を認めた。 

【考察】本症例は受傷による手術侵襲と、それに伴

う固定期間により左足関節背屈可動域制限を認めた。

左足関節背屈可動域制限の原因として、KFPの柔軟

性低下と長母趾屈筋の滑走性低下を考えた。林らは、

「KFP や後面組織の柔軟性が低下すると距骨の後

方滑りを阻害する」と述べている。本症例において

も KFP の柔軟性低下と長母趾屈筋の滑走性低下か

ら、距骨の後方滑りが阻害されていると判断した。

そこでKFPの柔軟性低下に対してKFPのモビライ

ゼーションを実施した。また、長母趾屈筋の滑走性

低下に対しては、自動運動での筋収縮練習を実施し

た。その結果、術後 4 週目では KFP の柔軟性はや

や向上し、長母趾屈筋の滑走性向上を認めた。しか

しアキレス腱の滑走性低下を認め、依然として距骨

の後方滑りを阻害していると考えた。 

さらに、林らは「KFPはアキレス腱と長母趾屈筋

との間隙を埋めており、両者の滑走性を高めている」

と述べている。本症例に対しては、術後 4 週目まで

は長母趾屈筋の滑走性に対してアプローチを実施し

ていたが、アキレス腱の滑走性に対するアプローチ

は不十分であった。そこでアキレス腱の滑走性低下

に対して、背屈時に KFP がアキレス腱と同時に滑

走しないよう KFP を圧迫し徒手的に近位への滑走

を誘導するようアプローチを実施した。また、残存

していた KFP の柔軟性低下に対しては、モビライ

ゼーションを継続して実施した。その結果、KFPの

柔軟性向上とアキレス腱の滑走性向上を認めた。 

KFP の柔軟性向上とアキレス腱と長母趾屈筋の

滑走性向上により、足関節背屈時の距骨の後方滑り

が向上し、足関節背屈可動域の向上につながったと

判断した。 

【まとめ】本症例を通して、足関節背屈運動に対し

て KFP に着目することで疼痛が軽減し可動域の改

善が得られることを学んだ。 
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両側アキレス腱断裂術後、装具を使用せずに早期か

ら荷重が開始となった一症例 

八橋 跳馬 

宝塚市立病院 

【はじめに】日本整形外科学会が作成したアキレス

腱断裂診療ガイドラインでは、手術療法後は装具を

使用して運動療法を行うことを推奨している。今回、

装具療法を用いずに早期から荷重が開始となった症

例を担当したため、ここに報告する。 

【症例紹介】50歳代男性。身長 169cm、体重 81kg

で職業は塾講師。2018 年 X 月 Y 日、運動会で走っ

ている際にカーブで転倒し、以後立位不可となり当

院救急搬送。両側アキレス腱断裂と診断され、治療

目的で入院し、受傷 3 日後に両側アキレス腱縫合術

（double SLLS法、cross-stitch 法）を施行された。 

【倫理的配慮説明と同意】対象者に対し、発表の目

的と個人情報の取り扱いについて十分な説明を行い、

同意を得た。 

【初期評価（術前評価 手術前日）】関節可動域（以

下 ROM）は、両足関節以外の関節で特記すべき制限

なし。徒手筋力検査（以下MMT）は、両足関節以外

は 5。膝伸展筋力体重支持指数（以下 WBI 単位：

kgf/kg）は 0.2p/0.1p（p:pain）。下肢周径（単位：cm）

は、膝蓋骨上縁 39.1/39.9、上縁から 5cm上 42.0/43.6、

10cm上 48.7/49.0、15cm上 52.4/53.7、下腿最大周

径は 41.1/40.7 であった。安静度は両下肢免荷で、

Barthel Index（以下 BI）は 80/100点（車椅子移動、

階段不可のため）であった。 

【経過】本症例は両側の断裂であり、装具を使用し

ても歩行困難となることが予測されたため、より強

固に縫合できる術式により、ギプス固定も免荷装具

も使用せずに荷重量を増加させていく方針となった。

術後 1 日目から ADL 動作練習や疼痛の無い範囲で

の足関節他動関節可動域運動を開始。術後 5 日目に

は等尺性運動による両足関節の筋力増強運動を開始。

術後 12 日目からティルトテーブル挙上 45°までの

部分荷重が開始となり、術後 16 日目には挙上 60°

まで、術後 20 日目には挙上 75°まで漸増した。術

後 26日目から平行棒内での立位・歩行練習、その翌

日から歩行器歩行練習、術後 33日目に両松葉杖歩 

 

行練習開始となった。また、ティルトテーブルでの

立位練習は両アキレス腱に持続的な伸張刺激による

足関節背屈角度の改善を図るため継続した。 

【最終評価（術後 35 日目）】ROM は、足関節背屈

15°p/10°p で左右共にアキレス腱部に伸張痛出現

を認めた。MMT は左右共に足関節背屈 5、底屈 2+

以上。WBI は 0.74/0.83。下肢周径は、膝蓋骨上縁

39.5/39.3、上縁から 5cm 上 43.9/43.7、10cm 上

47.2/48.6、15cm 上 52.4/52.5、下腿最大周径は

39.8/39.1 であった。院内松葉杖歩行自立レベルで、

BIは 100/100点であった。今後、杖無し歩行へ移行

していく予定である。 

【考察】本症例が従来の経過と異なる点は、ギプス

固定や装具を使用しなかったことである。今回、こ

れらによる利点や欠点について考察する。 

利点としては、早期から足関節底背屈の可動域練

習や筋力増強運動が開始できたことが挙げられる。

ギプス固定や装具を使用すると足関節の可動域制限

が生じやすく、術後 6 週でも背屈角度が 5°程度と

の報告がある。本症例は、術後から足関節を固定す

る期間がなく、足関節の関節可動域運動やティルト

テーブルを用いたアキレス腱の持続伸張を実施でき

た。それにより、依然として背屈制限を認めるもの

のギプス固定や装具を使用した症例よりも背屈角度

を改善することができたのではないかと考えられる。

筋力に関して、早期から部分荷重が開始できたこと

や、足関節底背屈筋は等尺性運動による軽負荷での

筋力増強運動が開始できたこと、その他の関節筋も

筋力増強運動を実施したことにより、固定期間のあ

る場合と比較して下肢筋の筋萎縮を留めることがで

きたと推測される。 

一方で、装具を使用しなかったことで歩行練習の

開始時期に遅れが生じた。見井田らは、術後約 1 週

間で装具を使用して歩行や階段昇降が可能となり、

入院期間は術後約 10日間であったと報告している。

本症例の歩行開始時期は術後 26 日目であり、それ

に伴い入院期間が延長したと考えられる。 

【まとめ】本症例を通して、アキレス腱縫合術術後

にギプス固定や装具を使用せずに理学療法を施行す

る利点や欠点について学んだ。 
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意識障害が遷延化した脳室穿破を伴う右視床出血の

一症例 

真島 和希 

伊丹恒生脳神経外科病院 

【はじめに】脳室穿破を伴う脳内出血は視床で最も

多く，脳室穿破を伴う場合においては意識障害が生

じる可能性は高いことが明らかとなっている.  

今回，脳室穿破を伴う視床出血により，意識障害

が遷延化した症例の理学療法を経験したので，考察

を加えて報告する．  

【症例紹介】症例は 76 歳女性．診断名は右視床出

血．自宅で意識消失により倒れているところを発見

され，当院へ救急搬送，上記診断にて入院の運びと

なった．搬送時の覚醒水準は Japan Coma Scale

（JCS）Ⅱ‐10．頭部 CT 画像にて脳室内穿破は認

められたが，血腫量は手術適応量に達しておらず保

存的加療となった． 

【初期評価（第 2 病日）】覚醒水準は JCSⅡ‐10．

血圧 131/90mmHg，心拍数 75回/分であり，上室性

期外収縮が散発していた．神経症状は，National 

Institutes of Health Stroke Scale（NIHSS）18点，

左上下肢の Brunnstrome Recovery stage（BRS）

Ⅰと重度運動麻痺を呈していた．意識障害により感

覚障害の評価は精査困難であった． 

【経過】第 3病日より端座位を中心とした離床を開

始した．その際の起き上がり動作は全介助，端座位

保持は重度介助であった．覚醒水準は一時的な改善

は認められたが，持続的な覚醒状態の維持は困難で

あった．また，端座位にて発作性上室性頻拍が数回

にわたり出現したため，持続的な離床は困難であっ

た．第 4病日より心電図モニター管理の下，立位練

習を開始したが，同様の不整脈が出現したため，積

極的な離床は困難であった． 第 8病日より不整脈に

対してアーチスト錠の投薬が開始されたことにより

重篤な不整脈は認められなくなった．第 10 病日よ

りリハビリ室にて長下肢装具を用いて重度介助で歩

行練習を開始した．覚醒水準は，歩行時にようやく

持続的な開眼が認められるようになった．しかし，

それ以外では依然，JCSⅡ-10 で経過していた．第

11病日よりリハビリ終了後に看護師と相談し，お昼 

 

の経管栄養をリクライニング車椅子にて開始し，第

18病日より日中に加えて早朝に 20分間の離床時間

を追加することで離床時間の延長を図った． 

【最終評価（28病日）】覚醒水準は JCSⅠ‐1～Ⅱ‐

10と部分的な改善が得られたが，まだ変動がある状

態であった．神経症状は NIHSS15点，BRSⅢで運

動麻痺には少なからずの改善が認められた．しかし，

全ての基本動作には重度介助を要する状態であった．

また，頭部 CT 画像では，脳室内血腫が残像してお

り，発症時に比べると脳室拡大が生じていた． 

【考察】脳室穿破を伴い長期間意識障害が遷延化し

た症例に対する理学療法を実施した．脳の広範囲に

わたる多くの部位（視床，脳幹，視床下部）は睡眠

と覚醒の調整に関わっていることが明らかとなって

おり，脳卒中による脳の局所の損傷によって意識障

害がもたらされることは稀なことではない．また脳

室穿破を伴う症例では意識障害が生じるケースが多

いと報告されており，それに伴う水頭症は 18.7％で

生じ機能予後を悪化させることが示唆されている．

本症例においても覚醒水準の中核を担う視床が障害

されていたこと，さらに脳室穿破を伴っていたこと

から意識障害の遷延化が予測された．また第 28 病

日の頭部 CT 画像にて脳室内血腫の残存に加えて，

脳室の拡大が認められたため，このような水頭症の

兆候も加わり意識障害の改善を阻害していた可能性

が高いと考えられた．意識障害の改善には感覚刺激

による網様体の賦活が重要であり，立位保持による

足底への荷重刺激は最も効果的とされている．本症

例においても第 4病日より立位練習を開始したが，

循環動態が不安定であったため短時間の実施に留ま

り，その後も積極的な立位以上の練習を開始するま

でに時間を要したため十分な離床が実施できなかっ

た．意識障害を呈しやすい病態に加えて，離床時間

を十分に確保できない循環動態であったことも意識

障害の回復を遅延させる原因の一つであったと考え

られた．意識障害の遷延化が予測される患者におい

て病態理解・予後予測を十分に行いながら，多職種

連携を図ることで，可能な限り早期から継続的な離

床時間の確保に努めていくことが必要になると考え

られる． 
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立脚後期の前足部荷重量に着目し前型歩行を促す

介助歩行を行い膝折れの改善に至った脳卒中患者 

菊地 彩花 

宝塚リハビリテーション病院 

【はじめに】本症例は揃え型歩行となっており右

立脚期後半に膝折れを認め軽介助を要していた。

そこで右立脚後期(TSt)の前足部荷重量に着目し、

歩行補助具 T-Support(TS)と金属支柱付き短下肢

装具(AFO)を用いて介助者 2 名で左右から支える

介助歩行(側方介助)を行った結果、右 TSt の前足

部荷重量が増大し、膝折れと歩行速度が改善し病

棟内移動自立度が向上したため以下に報告する。 

【症例紹介】ラクナ梗塞で当院入院中に慢性硬膜

下血腫を併発し歩行困難となった 90 歳代男性で

ある。既往歴に脳梗塞があり発症前と比較し右片

麻痺の増悪と左下肢の支持性低下を認めていた。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価(発症後 5 週)】Brunnstrom Recover

y Stage(BRS)は右下肢Ⅲ-Ⅳの移行期、徒手筋力

検査(MMT)は右股関節屈曲 3、伸展 2、右膝関節

伸展 2、右足関節背屈 2、底屈 2＋であった。歩

行器歩行では右立脚中期(MSt)以降に体幹が後傾

位となり、骨盤の前方移動が乏しく右 TSt が短

縮していた。左遊脚終期(TSw)の振り出しも乏し

く揃え型であり、時折右 MSt～TSt に膝折れを

認め軽介助を要していた。10m 間の歩行速度は

0.35m/s、歩数 40 歩と歩行速度が低下してい

た。以上から病棟内移動は車椅子全介助であっ

た。前型歩行を促すため、体幹機能をサポートす

るベストと下肢の支持性を補助する弾性バンドか

ら成る TS と AFO を装着し側方介助を行った結

果、10m 間の歩行速度は 0.61m/s、歩数 28 歩と

即時的に歩行速度と歩幅が向上した。また、右 T

St の前足部での蹴り出し評価としてインソール

式足圧力モニター装置 PiT を用い、右 TSt の前

足部荷重量を測定した。装具なしの歩行器を基

に、側方介助は 19 倍、TS 装着下の歩行器は 13

倍となった。以上より、歩行速度と TSt で前足

部荷重量が良好であった側方介助を選択した。 

 

【経過(発症後 7 週)】歩行器の 10m 間の歩行速

度は 0.40m/s、歩数 33 歩と、歩行速度と歩幅の

向上を認めたが、踵優位の荷重位であり膝折れは

残存していた。側方介助の前足部荷重量は歩行器

の 12.8 倍であったため、側方介助を継続した。 

【最終評価(発症後 11 週)】BRS 右下肢Ⅳ、MMT

は右股関節屈曲 4、右膝関節伸展 3、右足関節背屈

3 となった。歩行器での 10m 間の歩行速度は 0.5

8m/s、歩数 25 歩と改善を認めた。側方介助の前

足部荷重量は歩行器の 0.9 倍と歩行器が側方介助

を上回る結果となり、非介助下でも麻痺側前足部

での蹴り出しが可能となった。その結果、右 TSt

の股関節伸展がみられるようになり膝折れが軽減

したため、病棟内移動は歩行器近位監視となった。 

【考察】本症例の歩行器歩行では、揃え型であり

時折右膝折れを認めていた。力学的視点より膝折

れは、床反力ベクトルが膝関節中心の後方を通る

ことで膝関節屈曲モーメントが増大し生じる。本

症例では、右 MSt 以降に体幹が後傾位となり体

幹の重心位置が後方に偏移し、足圧が踵に位置し

ていたため膝折れが生じたと考える。そこで体幹

の前方移動により前足部荷重量を促すことが重要

と推論した。TS 装着下での側方介助は体幹を左

右から支持しながら骨盤の前方移動を徒手的に誘

導でき、前足部への荷重を促せたため膝折れが軽

減したと考える。また前型歩行が困難であった要

因は、右 TSt での前足部荷重量が乏しく、蹴り

出しによる推進力が得られなかったことと考え

る。脳卒中患者の推進力増大は Trailing Limb 

Angle(TLA)の貢献が大きいと報告されており、

本症例において側方介助は、TLA を即時的に拡

大させる介助方法であり、歩行速度向上の一助と

なった可能性があると考える。以上より、歩容に

着目して足圧評価から介助方法を選択した結果、

非介助下でも右 TSt の前足部での蹴り出しと TL

A の拡大した歩行を獲得し、歩行速度と膝折れの

改善に繋がったと考える。 

【まとめ】脳卒中患者の歩容と足圧に着目し、前

型歩行を促す介助歩行を選択することで、膝折れ

の改善に繋がることを学んだ。 
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重度片麻痺患者に対する歩行練習において、環境

設定を検討することで、歩容に改善を認めた症例 

佐藤 佳奈 

宝塚市立病院 

【はじめに】今回、重度右片麻痺を呈した症例に

において、急性期より麻痺側下肢の随意性改善お

よび歩行の獲得を目指して、歩行練習を積極的に

行った。歩行練習時の環境設定について検討し、

昇降式ベッドを上昇させたもの（以下支持台）を

用いた歩行練習を通して麻痺側下肢の随意性の向

上を認めたため、ここに報告する。 

【症例紹介】症例は左アテローム血栓性脳梗塞（橋

腹側、BAD type）と診断された 80 歳代男性であ

る。右片麻痺、呂律困難が出現したため当院を受

診し、保存的加療のため入院となった。発症後 2

日より理学療法を開始した。発症前 ADL は全て

自立していた。DEMAND は「一人でトイレぐら

いは行きたい」であった。発症後 30 日にて回復期

リハビリテーション病院へ転院となった。  

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価（発症後 6 日）】麻痺側下肢の

Brunnstrom Recovery Stage(以下 BRS)はⅡであ

り、感覚障害は認めなかった。非麻痺側下肢筋力

は徒手筋力テストにて 5 であった。起居動作や移

乗動作では中等度～重度介助を要したが、端座位

保持は自立していた。立位は支持物があれば軽介

助にて可能であったが、麻痺側膝関節は屈曲位で

あった。プラスチック短下肢装具（以下 AFO）で

の平行棒内歩行では、麻痺側立脚初期にて膝折れ、

立脚中期では股関節の屈曲と膝関節のロッキング

を認めた。長下肢装具（以下 KAFO）での介助歩

行では、体幹が後方の介助者にもたれ後方重心と

なり、麻痺側股関節伸展が得られなかった。 

【経過】理学療法では、麻痺側下肢の抗重力伸展

活動を促すことを目的とし、立位での重心移動練

習や、KAFO での歩行練習を行った。平行棒内で

の歩行練習では麻痺側下肢の支持性低下のため、

非麻痺側上肢は平行棒を強く屈曲方向に引き込ん

だ結果、後方重心となり、麻痺側立脚初期～中期 

 

における股関節伸展活動を十分に誘導することが

できなかった。そのため上肢での引き込みを回避

するために、立位にて非麻痺側手掌面で支持可能

な高さまで上昇させた支持台歩行や、サイドケイ

ンを利用した歩行練習に変更した。 

【最終評価（発症後 29 日）】麻痺側下肢の BRS は

Ⅲと改善を認めた。起居動作や移乗動作は見守り

～軽介助にて可能となった。立ち上がりは支持物

があれば自己にて可能となり、立位では自己にて

随意的に麻痺側膝関節の伸展が可能であった。歩

行に関して、AFO での支持台歩行では、麻痺側立

脚期における膝折れは消失し、立脚中期における

股関節の屈曲は減少していたが、膝関節のロッキ

ングは残存していた。KAFO での支持台歩行およ

びサイドケインを使用した歩行では、麻痺側立脚

期における股関節伸展運動を認めた。 

【考察】歩行練習での環境設定について、本症例

では支持台を使用した。支持台歩行では、非麻痺

側上肢は手関節背屈位にて手掌面で支持し、平行

棒内歩行で認めた上肢の引き込みを回避すること

が可能であった。それによって歩行での後方重心

は改善し、麻痺側立脚初期～中期における股関節

伸展活動を誘導し、筋活動が賦活されたと考える。

よって本症例では、支持台という環境設定が歩行

時の抗重力伸展活動を得るのに適していたのでは

ないかと考える。塩見は理学療法における環境設

定は学習に適した環境にて行わなければならない

と述べており、また、冨田は環境や身体の変化が

ヒトに動きを発動させると述べている。このこと

から、運動学習やより能動的な運動を理学療法に

取り入れるためにも、練習場面における環境設定

は大変重要なものであると考える。本症例では支

持台を使用した歩行練習が、麻痺側股関節の抗重

力伸展活動の賦活に対して有効であったが、症例

によってその都度歩行分析を行い、最も有効で適

切な環境設定について考慮すべきであると考える。 

【まとめ】脳卒中急性期における歩行練習では、

麻痺の程度やその患者の残存機能に合わせ問題点

を考え、目標を明確にした上で、環境設定や装具

の選択を行うことが重要であると再認識した。 
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退院後の屋外歩行自立が求められた右被殻出血

の一例 

槇原 史乃 

伊丹恒生脳神経外科病院 

【はじめに】6 分間歩行距離は，脳卒中患者の歩行

の予後予測の指標となることが報告されている．今

回，右被殻出血により左上下肢に中等度の麻痺を

呈したが，退院の条件として屋外歩行自立が必要

であった症例を経験した．指標として 6 分間歩行距

離と一日当たりの平均歩数を用いることが有用であ

ったため，報告する．  

【症例紹介】60 代男性．トイレ後に左半身麻痺を自

覚し，他院に救急搬送された．頭部 CT で右被殻

出血が認められ，点滴による保存的加療を実施し

た．第 13病日にリハビリテーション目的で当院に転

院された．この時点での Brunnstrom Recovery 

Stage（以下 BRS）は上肢Ⅲ・下肢Ⅲであった．動作

能力としては，起居動作，端座位保持は自立レベ

ル，起立動作，立位保持は軽介助レベルであった．

移動は車椅子で行っていた．病前の ADL はすべ

て自立していた．筋ジストロフィーを患った妻と二人

で生活しており，買い物や家事も行っていた．  

【倫理的配慮】対象者およびそのご家族には，発表

に関する十分な説明を行い，同意を得た． 

【経過】第 106 病日より院内の移動は装具なしでの

杖歩行が自立となった．この時点で BRS は上肢

Ⅲ・下肢Ⅳであった．10m 歩行テストの快適速度は

0.67m/s，最大速度は 0.90m/s であった．Timed Up 

and Go test（以下 TUG）は 19秒 3であった．6分間

歩行距離は 240m であった．Functional Balance 

Scale（以下 FBS）は 38 点であった．1 日当たりの平

均歩数は 7464 歩であった．退院後，自宅から約

500m 離れたスーパーマーケットに買い物に行く必

要があるため，第 119 病日より屋外歩行練習を開

始した．第 143 病日には連続 1.5 ㎞の屋外歩行が

可能となった．この時点での 6 分間歩行距離は

271m であった．更に活動範囲を拡大するため，歩

行の安定性の向上を目的とし，第 165 病日にオル

トップ AFO を購入した．第 198 病日に自宅退院と

なった．退院時のBRSは上肢Ⅲ・下肢Ⅳであった． 

 

10m 歩行テストの快適速度は 0.83m/s，最大速度

は 1.05m/s であった． TUG は 13 秒 9 であった．6

分間歩行距離は 331mであった．FBSは 45点であ

った．1 日当たりの平均歩数は 13065 歩であった． 

【考察】本症例は退院後，自身で買い物に行く必

要があるため，スーパーマーケットまでの歩行自立

が求められた．そのため歩行の耐久性・速度を向

上し，屋外歩行範囲を維持することが必要であると

考えられた． Fulk らは，脳卒中患者の歩行を

1 日当たりの平均歩数により 2500～7499 歩

を limited community ambulator，7500歩

以上を unlimited community ambulator と

分類した．また，脳卒中患者における 6分間

歩行距離のカットオフ値を，205m で屋外歩

行が可能，288m で屋外歩行を範囲の制限な

く実施可能と報告した．本症例の第 106 病日

の 6 分間歩行距離は 240m であり，屋外歩行は可

能だが，範囲は制限されると考えられた．実

際に 1日あたりの平均歩数は 7464歩であり，

limited community ambulator に分類された．そこ

で歩行の耐久性・速度向上を目標として介入を継

続した．有酸素運動と下肢筋力増強を組み合わせ

たトレーニングは，発症後半年以内の脳卒中患者

において歩行速度・耐久性を改善することが報告さ

れている．また屋外歩行練習は脳卒中患者に対し

て広く用いられており，歩行速度や 6 分間歩行距

離を向上させることが報告されている．本症例に対

してもトレッドミル歩行などの有酸素運動と下肢の

筋力トレーニング，加えて第 119 病日より屋外歩行

練習を行った．その結果，退院時の 6 分間歩行距

離は 331m となり，屋外歩行を範囲の制限なく実施

可能なカットオフ値を上回った．実際に，1 日当たり

の平均歩数は 13065 歩であり，入院中という限られ

た環境ではあるが unlimited community ambulator

に分類され，向上が認められた．以上のことより，本

症例は屋外歩行を範囲の制限なく実施可能である

と予測された．今後，本症例の退院後の実際の歩

行範囲を聴取し，6 分間歩行距離が歩行活動の予

後予測の指標として適切だったかどうか検討する

必要があると考えられる． 
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積極的な抗重力位運動を行った結果、意識レベ

ル・起立性低血圧が改善した症例 

                田矢 愛加里 

          医療法人協和会 協立病院 

【はじめに】今回、多発性脳梗塞にて入院された

症例を担当した。意識レベル低下・起立性低血圧

に対し、治療プログラムを再考した結果、改善が

見られたため報告する。 

【症例紹介】80 代男性、7 月に 2 度転倒され頭部

を打撲。8 月に毎日けいれん発作が見られ精査目

的で当院受診。多発性脳梗塞(梗塞部位は両側前頭

葉白質・左側脳梁膝部・左側脳室)・左亜急性硬膜

下血腫・てんかん疑いにて入院。既往歴にはパー

キンソン病、高血圧。入院前 ADLは、5ｍ程度介助

にて歩行が可能であった。 

【倫理的配慮説明と同意】ご家族に目的と個人情

報の取り扱いについて説明を行い、同意を得た。 

【初期評価：9 月上旬】入院翌日から理学療法開

始。意識レベルは JCSⅡ20～30、基本動作は全介

助。収縮期血圧は臥床時 130-140mmHg 台だが、座

位では 60-80mmHg台と著明な低下が見られた。 

【経過】起立性低血圧に対しガイドラインに基づ

いて急激な姿勢変換の回避、腹帯・弾性包帯を着

用しての離床、介助にてリクライニング座位と端

座位の反復を実施した。下肢運動は従命が行えな

いため他動運動にて行った。2 週間程度介入した

が座位時の収縮期血圧に変化は見られなかった。

その後ティルトテーブル使用での立位練習を行っ

たが変化は見られなかった。そこで意識レベルの

向上を図るために立ち上がり・立位練習を行った。

これらを 2 週間程度実施したところ意識レベルが

向上し、自発的な動作が増え、体幹の筋発揮が向

上したことで起立性低血圧の改善も見られ、介助

歩行が可能となった。 

【最終評価:10月中旬】意識レベルは JCSⅠ-3、基

本動作は全介助であるが誘導により動作協力が見

られた。収縮期血圧は座位時 100-110mmHg 台、立

位後は 80-100mmHg 台、歩行後は 90-110mmHg 台と

改善が見られた。 

【考察】本症例は多発性脳梗塞で入院されており、 

 

意識レベル低下と起立性低血圧が見られた。多発

性脳梗塞や亜急性期硬膜下血腫では意識レベル低

下に関わる部位の障害は見られなかった。本症例

では既往歴のパーキンソン病から意識レベル低下

と起立性低血圧が見られたのではないかと考える。

まず起立性低血圧に対し端座位やティルトテーブ

ル使用での立位練習を行うも改善が見られなかっ

た。そこで自発的な動作を促すため、意識レベル

の向上が必要であると考えた。立位をとることで

体幹の筋発揮向上や足底・下肢からの持続的な体

性感覚入力を促すことができ、それにより放出さ

れる神経伝達物質が脳幹網様体を刺激し、意識レ

ベルの向上が図れると考えた。さらにパーキンソ

ン病では上行性脳幹網様体賦活系の一部である

PPN 領域の機能低下がみられる。高草木らは PPN

領域を標的とした脳深部刺激の研究から姿勢と歩

行における機能局在が存在すると報告している。

本症例においても立位による姿勢刺激が PPN 領域

に対して脳深部刺激のように働くことで意識レベ

ル向上に繋がると考えた。また声掛けによる聴覚

刺激や接触刺激も同時に行い刺激に変化をつける

ことでさらに改善が図れると考えた。これらのこ

とから立ち上がり・立位練習を行い意識レベルが

向上したことで自発的な動作や体幹の筋発揮が可

能となった。それにより起立性低血圧の改善が見

られ介助歩行が可能となった。鳥越らによると起

立性低血圧の改善には軽度な下肢の加圧と筋ポン

プ作用の促進が望ましいとされている。また

Folkowらによると、立位では下肢が静水力学的作

用を受け静脈血が多量に貯留するため、筋ポンプ

作用がより効果的に働くとされている。本症例で

は立ち上がりや立位での足踏みによる下肢の自動

運動で筋ポンプ作用が働き静脈還流量が増加した

ことで、起立性低血圧の改善が見られたと考える。

また起立・着座時の腹筋群の収縮により腹圧が高

まったことでも改善が見られたと考える。 

【まとめ】意識レベルの改善が起立性低血圧に及

ぼす影響を学んだ。今後同様の症例を担当する場

合は、より早期から意識レベルに着目していく。 
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歩行時の右後方への不安定性に対して右下腿三頭筋、

右中殿筋中心にアプローチし改善が見られた症例 

稲里 美世 

阪神リハビリテーション病院 

【はじめに】今回、多発性脳挫傷を発症した症例に

対して、歩行能力向上を目的として理学療法を実施

する機会を得たので以下に報告する。 

【症例紹介】本症例は 70歳代男性。自宅前で倒れて

いるところを発見され救急搬送。多発性挫傷と診断

され、リハビリテーション目的で当院に入院された。

長期目標は屋内独歩自立としている。 

【説明と同意】対象者には、発表の目的と個人情報

の取り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価 10 月中旬】関節可動域テスト(以下

ROM-t)は右足関節背屈 0°(膝伸展位)、15°(膝屈曲

位)。徒手筋力検査(以下 MMT)は右股関節屈曲 4、右

股関節伸展 4、右股関節外転 2、右膝関節伸展 4、右

足関節底屈 2、体幹屈曲 4。ファンクショナルリーチ

テスト(以下 FRT)は 25cm。10m 歩行は独歩最小介

助で 23.4秒（31歩）（介助下での実施のため参考）。

歩行では独歩の際、右立脚初期～右立脚中期に骨盤

後傾、それに伴い空間上体幹後傾、右股関節伸展、

右下腿前傾し右足関節背屈、右膝関節屈曲が増大し

後方への不安定性が生じる。さらに、右立脚中期に

なるにつれ骨盤右下制し、右股関節外転、体幹右側

屈の増大が見られるため右側へ不安定性が生じる。

これらにより、右後方へ不安定性が生じ安全性低下

しているため後方から最小介助となっている。機能

的自立度評価法(以下 FIM)の移動項目では独歩は 4

点となっている。 

【経過】評価結果より右下腿三頭筋筋力低下、右中

殿筋筋力低下が歩行時の不安定性の原因であると考

え、右下腿三頭筋、右中殿筋に注目しリハビリの介

入を行った。リハビリの内容として、歩行の安全性

向上に繋がるように CKC トレーニングと歩行練習

を行った。CKCトレーニングとしてカーフレイズと

ステップ動作を反復して行った。 

【最終評価 11 月中旬】MMT は右股関節外転 3、

右足関節底屈 3と向上した。FRTは 27㎝、10m歩

行は独歩見守りで 20.4秒（24歩）と向上した。歩 

 

行では右立脚初期～右立脚中期の過度な右下腿前傾、

右足関節背屈、右膝関節屈曲が減少し、その後の骨

盤右下制、右股関節外転、体幹右側屈も減少した。

これらより右後方への不安定性が減少し後方から見

守りで歩行可能となった。FIMの移動項目では独歩

は 5点と向上が見られた。 

【考察】本症例は独歩の際、右立脚初期～右立脚中

期に右後方への不安定性が生じ歩行の安全性が低下

していた。初期評価の結果、右下腿三頭筋筋力低下

により右立脚初期～立脚中期で右下腿前傾、右足関

節背屈、右膝関節屈曲が増大し、骨盤後傾、それに

伴い空間上体幹後傾しているため重心線が支持基底

面の後方となり後方への不安定性が生じると考えた。

また右中殿筋筋力低下により骨盤の過度な左下制を

制動するために体幹右側屈し、逆トレンデレンブル

ク徴候が見られており、それに伴い骨盤右下制、右

股関節外転しているため右側への不安定性が生じる

と考えた。Neumann は立脚中期では下腿三頭筋の

遠心性収縮が脚の安定性を制御すると述べているこ

とから、下腿三頭筋は立脚中期で下腿前傾を制動し

歩行を安定させるために重要であると考える。さら

に Neumannは立脚相のほとんどの時期において、

股関節外転筋は相対的に固定された大腿骨上で骨盤

を安定させると述べている。また中殿筋は外転筋中

最大で、外転筋総断面積の約 60％を占めるも述べて

いることから、歩行時の立脚初期～立脚中期に骨盤

の側方傾斜を制動するために中殿筋は重要だと考え

る。これらのことから、右下腿三頭筋筋力低下、右

中殿筋筋力低下を問題点としリハビリの介入を行っ

た。リハビリの内容としては OKCに比べて CKCで

の運動療法は日常生活活動へ直結しやすく、筋力強

化も効果的であると言われている。また、生理学的

にも効果的筋力強化のためにも荷重下での運動が大

事であると言われていることから歩行の安全性低下

に直接的に繋がるよう CKC トレーニングを中心に

行った。最終評価の結果より、右足関節底屈筋力、

右股関節外転筋力ともに向上見られた。それに伴い

歩行時の右後方への不安定性が軽減し歩行の安全性

が向上した。 
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関わり方に着目した事で、歩行能力に改善がみら

れた一症例 

大石 拓真 

(医)協和会 協立温泉病院 

【はじめに】今回、右大腿骨頚部骨折を受傷し、

右人工骨頭置換術を施行した症例を担当した。関

わり方に着目した事で、歩行能力に改善がみられ

た一症例を報告する。 

【症例紹介】80歳代女性。平成 X年 A月上旬に転

倒し、右大腿骨頚部骨折と診断。右人工骨頭置換

術(後方アプローチ)を施行。A月下旬にリハビリ

目的で当院へ入院。入院前は独居で ADL自立。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価(術後 30日)】言動：訓練時「分からん」

「恐い」「痛い」 病棟「リハビリ止めとく」「勝手

に失礼やで」HDS-R：24/30点(減点項目：見当識・

計算・想起・短期記憶)GMT(R/L)：下肢 3/3+右荷

重量(kg)(体重 45㎏)：安静時 15疼痛(NRS)：荷重

時 5(右大殿筋･中殿筋に出現)馬蹄式歩行器歩行

時 6(立脚初期～後期に右大殿筋･中殿筋に出現)

病棟内移動手段：スタンダード車椅子(自立)FIM：

82/126点 

【経過】介入初期に平行支持台で口頭指示・徒手

での荷重誘導、更に体重計を使用して、荷重量の

視覚的フィードバックを行った。しかし、受け入

れが悪く、荷重量増加に時間を要した。荷重量の

改善は図れたが、恐怖心・疼痛は完全に消失せず、

「家に帰れるかしら…」といった今後の生活への

不安も聞かれた。そこで、症例が成功体験を得ら

れる様な方法を再考した。訓練内で称賛し、娯楽

的要素を含んだ輪入れや風船バレーで、支持物を

段階的に離せる様な荷重訓練に変更した。その結

果、更に右下肢への荷重が増加し、恐怖心・疼痛

の訴えは減少した。それに伴い、支持物への依存

が軽減し、歩行訓練への意欲が向上した。その結

果、歩行の安定性が向上し、病棟では日中に馬蹄

式歩行器歩行(自立)・訓練時には 4点杖歩行(近位

見守り)が可能となった。 

 

 

【最終評価(術後 90日)】言動：訓練時「こうや

ね？」「痛くないよ」「頑張るわ」病棟：「リハビリ

行ってきます」「わざわざごめんね」HDS-R：19/30

点(減点項目：見当識・計算・想起・短期記憶) 

GMT(R/L)：下肢 3+/4右荷重量(体重：45㎏)：安

静時 22.5 NRS：4点杖歩行時痛 0～3(立脚初期～

後期に右大殿筋･中殿筋に出現)が聞かれるが、日

差あり。病棟内移動手段：馬蹄式歩行器歩行(自

立)FIM：106/126点 

【考察】本症例は身体機能の低下に加え、体験した

事のない入院生活から、セラピストが意図する荷重

訓練の目的が理解できていなかったと考える。そこ

で体重計を使用し、視覚的に数値を把握する事で、

荷重量のイメージ獲得や、荷重量増加に繋がった。

山本は、「対象者の意欲を高める為には分かりやすく、

見通しがもてる様な指示を出す事が重要」と述べて

いる。本症例も、荷重訓練への理解が得られ、円滑

に行える様になった。しかし、動作時の恐怖心が残

存したのは、荷重への自信が無かった為であると考

える。また、疼痛の残存については、在宅復帰への

不安から後ろ向きな発言に繋がり、心因性疼痛へと

変化したのではないかと考える。山本は、「意欲が向

上する上で最も必要な事は、対象者が行動した後す

ぐに行動を増やす働きのある後続刺激、すなわち強

化刺激を与える事」と述べている。本症例において

も訓練内で称賛する事を意識して関わった結果、有

効な強化刺激となり、快の感情・やる気をもたらし

た。称賛する事は、脳内におけるドーパミン分泌を

促進させる効果もあり、荷重の記憶・再現を促すこ

とが出来たと考える。結果、動作時に笑顔が多く見

られ、荷重に対する自信を獲得出来た。自信の獲得

は、心因性疼痛に関与する社会的要因、即ち在宅復

帰への不安を取り除くきっかけとなった。恐怖心・

疼痛の訴えが減少した事により、後ろ向きな発言が

前向きな発言へ変化し、訓練に意欲的に取り組めた

のではないかと考える。その為、病棟内での移動手

段が変更となり、積極的な杖歩行訓練に繋がった。 

【まとめ】称賛によって成功体験を促せる様、工

夫した事で、身体機能と精神面の繋がりに気付く

事が出来た。 
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低栄養患者に対する栄養管理と運動量の調整を行

うことの重要性を学んだ一症例        

藤本 裕介 

宝塚リハビリテーション病院 

【はじめに】今回、低栄養患者に栄養管理と運動

量の調整を行い、栄養状態の改善と日常生活動作

の向上がみられたためここに報告する。  

【症例紹介】70 歳代女性で、平成 X 年より手指

の痺れや歩きにくさを自覚し、X＋7 年 Y 月に頚

髄症性脊椎症と診断される。Y＋3 ヶ月に頸椎椎弓

形成術を施行し、Y＋5 ヶ月に当院へ入院となる。 

【倫理的配慮・説明と同意】対象者には、発表の

目的と個人情報の取り扱いについて十分な説明を

行い、自由意思による同意を得た。 

【初期評価：Y＋5 ヶ月】入院時の筋力は徒手筋力

検査(MMT)にて、中殿筋・大殿筋・腹直筋・腹斜

筋は左右とも 2 であり、歩行は病棟内馬蹄型歩行

器自立であった。独歩では体幹と骨盤の側方動揺

を認め見守りが必要であった。6 分間歩行試験は

360ｍであった。機能的自立度評価法の運動項目

(運動 FIM)は 64 点であり、アルブミン値 (Alb

値)3.5g/dL、総蛋白(TP)5.8g/dL であった。体組成

はWellup社製の Inbodyを用いて測定し体重 37.8

㎏、体幹筋量 12.7 ㎏、Body Mass Index(BMI)15.3、

体脂肪率 9.5％であり低栄養状態であった。基礎

代謝はハリス・ベネディクト方程式(日本人版)よ

り算出し約 760kcal であった。消費エネルギーは

METs を指標にし算出した。 

【経過】一日の摂取エネルギーは約 1380kcal(常

食 1600kcal を 8 割＋間食 100kcal)で、毎昼食時

に栄養補助食品トウフィール（100kcal)を摂取し

た合計 1480kcal であった。運動量は 1.5～

2.0METs を目安に調整し、一日の消費エネルギー

は約 920kcal であった。摂取エネルギーから消費

エネルギーを差し引いた数値（エネルギーバラン

ス）は約 560kcal であった。 

【中間評価：Y＋6 ヶ月】MMT は殿筋群は 4、体

幹筋群は 3 と向上を認めた。病棟内の移動は独歩

自立となったが体幹の動揺は残存していた。6 分

間歩行試験は 380m であった。体幹筋量は 12.7 

 

㎏と変化はなかったが、運動 FIM は 82 点と向上

した。Alb 値 4.0g/dL、TP6.6g/dL、BMI15.4、体

脂肪率 11.2％と増加に伴い栄養補助食品の摂取

を終了した。栄養状態改善に伴い運動量を 1.5～

4.0METs を目安に増加し介入した。 

【最終評価：Y＋7 ヶ月】MMT は殿筋・体幹筋群

共に 4 と向上を認めた。歩行は独歩自立であり、

中間評価と比べ体幹の動揺は軽減した。6 分間歩

行試験は 400m であった。運動 FIM は 89 点と向

上した。BMI15.3、体脂肪率 9.6％と減少したが、

Alb 値 4.5g/dL、TP7.0g/dL、体幹筋量 13.3 ㎏と

増加を認めた。消費エネルギーは約 1100kcal で

ありエネルギーバランスは約 280kcal であった。 

【考察】本症例は入院時より低栄養状態であり、

運動 FIM の点数が低値であった。西岡らによると

栄養障害を認める患者は栄養良好患者に比べ退院

時の FIM も低いと報告されており、栄養状態の改

善度が大きいほど FIM 改善は大きいと考えられ

ている。若林らによると栄養状態が悪化すると予

測される場合はレジスタンストレーニングや持久

力増強運動の適応はないと報告している。また運

動量の調整はエネルギーバランスを用いて、その

蓄積量が 200～750kcal が必要であると報告して

いる。そのためまずは栄養状態の改善を優先すべ

きと考え、栄養管理と運動量の調整を行った。そ

の結果 Alb 値や TP は正常値まで改善し、体脂肪

率や体重の増加を認めた。さらに体幹・殿筋群の

筋力は向上した。栄養状態が改善したことで筋量

の増加が図れると考え、運動量をレジスタンスト

レーニングを含む 1.5～4METsに調整し介入した。

最終評価時は栄養状態を保持したまま体幹・殿筋

群の筋力は向上し体幹筋量の増加も認めた。筋力

が向上したことにより歩行時の体幹・骨盤の側方

動揺が減少し、歩容が改善したため 6 分間歩行試

験の歩行距離の延長を認めた。以上の結果、栄養

状態の改善と身体機能の向上に伴い、運動 FIM を

中心に向上を認めた。 

【まとめ】低栄養患者に対し栄養状態の改善や

FIM の向上を図るには、栄養管理と運動量の調整

が重要であることを学んだ。 
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本人の希望に沿い炊事動作の自立を目指した症例 

竹下 瑞希 

(医)協和会 協立温泉病院 

【はじめに】右大腿骨転子部骨折を受傷した症例

を担当した。本人の希望に沿い、患者と目標を共

有することで意欲の向上を図り、炊事動作の自立

に繋がったのでここに報告する。 

【症例紹介】90 歳代女性。平成 X 年 Y 月、転倒に

より歩行困難となり右大腿骨転子部骨折と診断さ

れ、観血的骨接合術(γネイル)施行。既往に左大

腿骨遠位端骨折、うっ血性心不全、胃癌・大腸癌

Ope、高血圧あり。退院後は独居。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価(術後 25 日)】全体像：小柄で痩せ型。

易疲労性。帰宅願望強い。 姿勢観察：胸腰椎後彎、

右凸側弯、両膝内反変形 徒手筋力検査(以下

MMT)(R/L)：股関節外転 3/3 荷重量 32 ㎏(支持物

なし・R/L)：15kg/17kg 機能的自立度評価表(以

下 FIM)：89 点 伝い歩き(平行棒内両手支持)：右

立脚期で体幹右側屈し右側への骨盤動揺とふらつ

きあり、腋窩介助を要す。右中殿筋触診を行うと

収縮が十分に得られず。 

【経過】入院当初の MMT・歩行観察・視診・触診

より、右中殿筋筋力低下が著明であったため、初

期では背臥位にて股関節外転の筋力訓練を実施し

た。しかし、意欲が低く立位や歩行の動作練習も

十分に行えていなかった。そこで、アプローチ方

法の再検討を行い、本人の希望である炊事動作を

細分化し、その中で伝い歩きを中心に実施した。

その結果、意欲と伝い歩きの安全性が向上し、炊

事動作の自立に繋がり、在宅復帰が可能となった。 

【最終評価(術後 90 日)変化点のみ記載】荷重量

33 ㎏(支持物なし・R/L)：19kg/14kg FIM：98 点(病

棟での生活は車椅子からサークル型歩行器) 伝

い歩き(セザム高さ 80 ㎝に設定し片手支持)：自立

レベル。前・横歩きともに右立脚期でのふらつき

軽減。右中殿筋の収縮あり。シルバーカー・杖歩

行も自立。 

【考察】今回、在宅復帰に対する希望が強く、初 

 

期評価の段階で歩行の安全性が低下していたこと

から、在宅復帰に向け、シルバーカー・杖歩行の

自立が必要であった。そのため、長期目標をシル

バーカー・杖歩行自立としてアプローチを行った。

歩行の安全性低下の原因を右中殿筋筋力低下と考

え、短期目標を右中殿筋筋力向上とし、筋力訓練

を実施していたが、意欲が低く訓練を十分に行え

ていなかった。意欲が低下していた理由として、

セラピストの実施している訓練と、本人の希望に

ある在宅復帰後の動作が結びついておらず、訓練

の目的が理解できていなかったと考えた。そのた

め、再度、本人希望の聴取を行い、その中で、「自

分で食べるものは自分で作って食べたい」という

発言から、長期目標を炊事動作自立に変更し、ア

プローチ方法の再検討を行った。炊事動作を細分

化し、その中でも立位保持と応用立位は安定して

いたため、伝い歩きの安全性向上を短期目標とし、

アプローチを実施した。すると、伝い歩きを練習

していく中で、「まずは歩けるようにならないとね」

との発言が聞かれ、伝い歩きの必要性を理解した

と考える。炊事動作自立に向け必要な目標が、セ

ラピストと患者間で共有できたことが、意欲の向

上に繋がり、訓練の受け入れも良くなったと考え

る。また、伝い歩きの練習の中で、姿勢修正や徒

手的な右中殿筋の賦活を行った結果として、右中

殿筋の筋発揮向上が図れ、伝い歩きの安全性も向

上したと考える。 

しかし、体調の変化から動作練習での達成感が

得られず、訓練に対する意欲が低下する場面があ

った。そのため、訓練中に賞賛を積極的に行った

ことも訓練に対する意欲の向上に繋がったと考え

る。さらに、家の炊事場の環境に沿った伝い歩き

を実施したことも、訓練と炊事が結びつくきっか

けとなったと考える。その結果、最終評価では物

品を持った状態での伝い歩きが自立となった。訓

練に対する意欲の向上が図れたことから、炊事動

作が自立し、在宅復帰が可能となった。 

【まとめ】本症例を通して、本人の希望に沿い炊

事動作に着目してセラピストと患者で目標を共有

し、アプローチ方法を再検討する重要性を学んだ。 
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頚椎後縦靭帯骨化症の患者に対し、立脚後期の股

関節伸展を促すことにより躓きが消失した一症例 

                  辻 悠平 

         宝塚リハビリテーション病院 

【はじめに】頚椎後縦靭帯骨化症を呈し、右遊脚

初期（以下 ISw）に右足尖の躓きが生じている症

例を担当した。右立脚後期（以下 TSt）の股関節

伸展角度が拡大したことにより、右 ISw での右足

尖の躓きが消失したため報告する。 

【症例紹介】70 歳代の女性であり、診断名は頚椎

後縦靭帯骨化症であった。現病歴は平成 30 年 X

月頃から歩行困難となり、X+2 ヶ月に椎弓形成術

を施行し、X+3 ヶ月に当院入院となる。 

【倫理的配慮】目的と個人情報の取扱いについて

十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価：X+3 ヶ月】関節可動域検査（以下 ROM-T）

は、右股関節伸展 10°、右足関節背屈‐5°、徒

手筋力検査（以下 MMT）は右股関節屈曲筋・足関

節底屈筋 2 であった。深部感覚は右母趾 3/5 であ

った。歩行評価は杖歩行にて行い、裸足・Gait 

Solution Design（以下 GSD）・GSD+T-Support（以

下 T-S）の 3 条件で計測した。評価内容は、10ｍ

歩行テスト、Trailing Limb Angle（以下 TLA）・6

分間歩行テスト・TSt の右母趾荷重量を測定した。

10ｍ歩行テスト（快適歩行）は、裸足では 11.17

秒 20 歩、GSD では 11.96 秒 21 歩、GSD+T-S では

11.13 秒 20 歩であった。TLA は裸足では 2.3°、

GSD では 5.5°、GSD+T-S では 9.1°であった。6

分間歩行テストは見守りから一部介助にて実施し

た。裸足では 249m で右足尖の躓き 18 回、GSD で

は 256m で躓き 28 回、GSD+T-S では 270ｍで躓き

12 回であった。右母趾荷重量は裸足では 2.8 ㎏、

GSD では 2.5 ㎏、GSD+T-S では 3.0 ㎏であった。歩

行観察は、裸足での杖歩行にて、右 TSt の股関節

伸展が乏しく、右 ISw に足部軽度内反位となり、

右足尖の躓きがあった。 

【経過】1 ヶ月間、右足関節背屈可動域練習、臥

位・立位での右股関節屈曲筋・右足関節底屈筋の

筋力トレーニング、歩行練習は GSD+T-S を使用し

て、20 分間程度を 1 日 2 回行った。 

 

【最終評価：X+4 ヶ月】ROM-T は、右股関節伸展

10°、右足関節背屈 10°、MMT は右股関節屈曲筋

3、右足関節底屈筋 2+となった。深部感覚は右母

趾 5/5 となった。歩行評価は杖歩行にて行い、10m

歩行テスト（快適歩行）は裸足では 8.73 秒 16 歩、

GSD では 8.72 秒 16 歩、GSD+T-S では 8.66 秒 16

歩となった。TLA は裸足では 17.5°、GSD では

13.9°、GSD+T-S では 13.5°と拡大した。6 分間

歩行テストは見守りにて実施した。裸足では 329

ｍで躓き 0 回、GSD では 299ｍで躓き 2 回、GSD+T-S

では 282ｍで躓き 0 回となった。右母趾荷重量は

裸足では 3.4 ㎏、GSD では 3.2 ㎏、GSD+T-S では

3.2 ㎏となった。歩行観察は、裸足での杖歩行に

て、右 TSt の右股関節伸展は拡大、右 ISw の足部

内反位は軽減し、右足尖の躓きは消失した。 

【考察】本症例は、歩行時の右 ISw に右足尖の躓

きがみられた。右足部のクリアランスを保つため

GSD を使用したが、躓きの回数が増加した。

WhittingtonB より、立脚期後半には、股関節屈筋

や足関節底屈筋の筋収縮力だけではなく、これら

の筋が引き伸ばされることによる弾性力が下肢の

振り出しに利用されていると述べている。本症例

は、右股関節屈曲筋・足関節底屈筋の筋力低下が

あり、また右 TSt の右股関節伸展が乏しく弾性力

が低下していることにより、躓きがみられている

と考えた。そこで、筋力トレーニングに加え、T-S

を使用した歩行練習を行った。中谷らは、

T-Support を使用することで、健側のステップ長

が延長し、患側の股関節伸展角度が拡大すると述

べており、TSt での股関節伸展の拡大により、弾

性力が得られると考えた。また右母趾荷重量増加

に伴い母趾深部感覚が促通されると考えた。結果、

右 TLA の拡大、6 分間歩行での躓きが消失した。

股関節屈曲筋、足関節底屈筋の筋力向上に加え、

右母趾深部感覚の改善、足関節背屈可動域が拡大

したことによる右 TSt での右股関節伸展の拡大が

右足尖の躓きの消失に繋がったと考える。 

【まとめ】ISw の躓きに対し、TSt に着目した。TSt

の股関節伸展に伴う弾性力向上により、下肢の振

り出しが改善し、躓きが消失することを学んだ。 



Ⅱ－30 

声かけの工夫により転倒リスクへの認識が高まり、

杖歩行が自立した一症例 

吉良 恭平 

(医)協和会 協立温泉病院 

【はじめに】病棟生活において、歩行中の転倒リ

スクに対する認識が低い症例を担当した。声かけ

の工夫により転倒リスクが軽減し、杖歩行が自立

したので報告する。 

【症例紹介】80 歳代男性。平成 X 年 Y 月中旬、駐

車場で転倒。左鎖骨骨折にて A 病院入院。クラビ

クルバンドを装着し保存加療。リハビリ目的にて

当院へ入院。 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価(発症後 42 日)】全体像:転倒リスクに

対する認識が低い。看護師やセラピストの指示を

待たずに行動することや、歩行中に杖・手すりを

使用しないことがある。自身の行動や歩行中の姿

勢、速度に意識が向かず、安全配慮が不十分。リ

ハビリに対しての受け入れは良好。見守りに対し

て「もう大丈夫」という発言あり。入院前生活:

身の回りの動作はご自身で行っていた。車の運転

もしていた。屋内・外で複数回の転倒歴あり。

HDS-R:29/30 点。粗大筋力(GMT)(R/L):上肢 4/4、

下肢 4/4、体幹 3。ROM-t(°)(R/L):股関節伸展 0/0。

Timed Up and Go Test(TUG-t):右周 19.84 秒/左周

18.87 秒。杖歩行:(接触介助～近位見守り)注意が

左右に向いた時に前方へのふらつきを認める。突

進様歩行。FIM:113/126 点(減点項目:清拭、更衣、

トイレ動作、移乗、浴槽、移動、階段)。 

【経過】本症例は、病棟生活で杖歩行中でも接触

介助～近位見守りが必要だった。しかし、見守り

に対して「もう大丈夫」などの発言があった。そ

のため、転倒リスクに対する認識が低かった。そ

こで、歩行訓練中は「目線を上げると姿勢がよく

なりませんか？」「今、歩く速さはどうですか？」

といった歩行の変化に意識を向けていただき、転

倒リスクに対する認識を高められるような声かけ

を行った。結果、転倒リスクは軽減し、病棟での

杖歩行が自立した。 

 

【最終評価(発症後 97 日)変化点のみ記載】全体

像:転倒リスクに対する認識が高まった。病棟生活

での安全配慮が可能。「1 人では怖い」という発言

あり。ROM-t(°)(R/L):股関節伸展 15/10。TUG:右

周 15.38 秒/左周 16.00 秒。杖歩行(自立):注意散

漫軽減。突進様歩行軽減。FIM:120/126 点(減点項

目:清拭、浴槽、階段)。 

【考察】本症例は、見守りする人に対して「もう

大丈夫」という見守りの必要性を感じていない発

言や歩行中の安全配慮が不十分な行動がみられて

いた。このことから、転倒リスクに対する認識が

低かったと考える。その原因として、転倒恐怖感

の欠如が影響していたと考える。田中らは、身体

機能が低下した高齢者(TUG の結果がカットオフ

値 13.5 秒以上かかる)は、転倒恐怖感の欠如が転

倒リスクとなることを述べている。そこで、歩行

中の姿勢や速度に意識を向け、転倒の危険がある

歩行をしていたことを認識する必要があると考え

た。介入として、転倒リスクに対する認識を高め

られるような声かけを行った。生野らは、注意の

方向性を明らかにするためには「どのように感じ

ているのか？」といった内的過程に関する質問に

答えてもらうことが有効であると述べている。こ

れらの取り組みにより、歩行中の目線の変化やセ

ラピストの指示を待つ様子がみられるようになっ

た。これは歩行に対して意識を向けることで、転

倒の危険がある歩行をしていたことに気付けるよ

うになったと考える。さらに、歩行訓練時には「１

人では怖い」という発言が聞かれるようになった。

これは、転倒の危険がある歩行をしていたことに

気付けたことで、転倒恐怖感を覚えるようになっ

たからと考える。その結果、歩行中の姿勢修正や

歩行速度の調節を行うことができるようになり、

転倒リスクの軽減に繋がったと考える。以上のこ

とから病棟生活で、歩行中の安全配慮が可能とな

り、転倒リスクは軽減し、病棟での杖歩行が自立

したと考える。 

【まとめ】身体機能面のみならず、病棟生活の情

報収集を行い、関わり方を工夫することの重要さ

を学んだ。 
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覚醒に合わせ少量頻回にリハビリを実施した事で

認知機能が改善した一症例 

清水 翠 

第二協立病院 

【はじめに】今回、覚醒・認知機能の低下により

介入が困難であった右大腿骨頚部骨折の症例を担

当した。生活リズムに合わせて関わる事で、認知

機能と病棟生活の活気が向上した為、報告する。 

【症例紹介】80歳代の女性で平成 30年 5月上旬

に歩行中に失神発作を生じ、病院へ緊急搬送され

右大腿骨頚部骨折と診断される。翌日に人工骨頭

挿入術(前方進入)施行後、同年 6 月上旬に当院に

転院となった。受傷前は独居で日常生活活動(以下、

ADL)は掃除・買い物にヘルパーを利用していたが、

その他は自立しており認知機能は年相応であった。 

【倫理的配慮・説明と同意】対象者のご家族には

発表の目的と個人情報の取り扱いについて十分な

説明を行い、同意を得た。 

【初期評価】関節可動域(単位：°、R/L)は股関節

伸展 5/5、内転 10/10、外旋 35/35で、著明な制限

は認めなかった。徒手筋力検査、感覚検査は精査

困難、改訂長谷川式簡易知能評価スケール(以下、

HDS-R)は 4点、覚醒は Japan Coma Scale(以下、

JCS)で午前Ⅰ-2~Ⅱ-10、午後Ⅲ-200~300 であっ

た。病棟 ADL は、移乗・排泄が二人介助であっ

た。食事は準備すれば自己摂取可能も、食事拒否

や他患者に大声をあげる等の問題行動があった。 

【経過】入院当初は、ベッドサイドでのリハビリ

が中心であった。6 月下旬には午前は JCSⅠ-2、

午後は JCSⅡ-10 となり、平行棒歩行練習が可能

となった。移乗動作は軽介助、車いす下肢駆動は

方向修正と促しのみで 50m可能となり、7月上旬

には歩行器歩行練習を開始した。しかし、この頃

から夜間に大声を出す、衣服を破く等の行為がみ

られ、服薬での精神管理が行われると、7 月中旬

には JCSⅡ-20~Ⅲ-200に急激に低下し、車いす座

位保持が困難となった。8 月上旬には精神機能が

安定し、JCSⅠ-1~Ⅱ-10となり、8月中旬~下旬に

は他患者と交流を図る事、自発的に車いすを自走

しトイレへ行く事が可能な日もあった。 

 

【最終評価】HDS-R は 20 点、覚醒は JCSⅠ-1~

Ⅱ-10 であった。病棟 ADL は移乗・排泄が軽~中

等度介助であった。食事拒否は残存したが頻度は

減少し、他患者と穏やかに会話するようになった。 

【考察】受傷前の生活である押し車歩行自立での

在宅復帰を目指し介入を開始したが、覚醒・認知

機能の低下から積極的な機能訓練は難しかった。

山口らは「人は好きな事、楽しい事に自発的に取

り組む際や、役割を発揮する際に脳が活性化され、

最大限の能力が発揮される」と述べている。本症

例は、セラピストを馴染みのヘルパーだと思って

いた為、本人と話を合わせ安心できるような会話

をした。また、故郷の歌を歌い楽しく時間を過ご

せるように心掛けた。これらを覚醒が比較的高い

午前に集中して行う事で覚醒が向上し、歩行器歩

行練習が可能となった。しかし、7 月中旬の覚醒

低下により車いす座位保持が困難となった。そこ

で、まずは安全な車いすレベルでの病棟生活の再

開を目指す事とした。これまでのリハビリ頻度は

1 日 3 回(40~60 分/回)であったが、覚醒の推移が

不規則となった事や集中力が低下した事に配慮し、

1日 4~6回(20~40分/回)の少量頻回で関わる事と

した。また、仮眠により覚醒が向上すると分かっ

た為、午前１時間、午後 2 時間の仮眠を導入し、

その後にリハビリを実施するようにした。これら

により、覚醒が高いと予測される時間帯にリハビ

リの予定を組む等、より柔軟に本症例の生活リズ

ムに合わせた介入が可能となった。併せて、詰所

で簡単な役割を担ってもらった。これらにより日

中の大半を車いすで過ごせるようになり、他患者

とも楽しく交流し、自らの意思表示ができるよう

になった。パーソン・センタード・ケアでは、本

人目線で本人の気持ちを大切する、絶えず尊厳に

配慮する事で、脳の残存能力を引き出すと考えら

れており、本症例においても尊厳に配慮して関わ

った事で HDS-R20 点と認知機能が改善し、上記

のような活気ある生活の獲得に繋がったと考える。 

【まとめ】セラピスト目線に加え、本人目線でも

アプローチする事で、本人の尊厳に配慮でき、生

活の活性化や能力発揮に繋げられる事を学んだ。 
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