
兵庫県理学療法士会

尼崎ブロック
新人発表会２０１９

開催日時：
令和２年１月２６日（日）１２：３０～

会場：
関西労災病院



阪神南尼崎支部の活動報告

◎1月27日（日） 新人発表会
全３４演題
新年会も開催！！

◎３月９日（土） 支部勉強会

◎８月22日（木） 新人発表説明会

◎11月19日（火） 支部勉強会

◎１０月６日（日） 市民公開講座

「脳卒中のリスク管理」
野添匡史先生(甲南女子大学)

「人工膝関節置換術の機器械の種類と特性について」
福井浩之先生(関西労災病院)

◎１２月１５日（日） 研修部合同研修会

場所：尼崎市役所 来場者500名

川端 重樹 先生(はくほう会セントラル病院)
[前年度発表者代表]
宇留野 雅貴 先生(はくほう会セントラル病院)



ご参加の皆様へ 

[1] 会場 

  関西労災病院 管理棟 4 階 大会議室（第 1会場） 

         管理棟 2 階 会議室 C/D（第 2 会場） 

  

[2] 受付 

新人スライド受付：11時 30 分～ 

聴講受付：12 時 00 分～ 

  場所：管理棟 4階 大会議室前 

  

開始は 12 時 30 分からとなります。 

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

   

[3] 新人教育プログラム・生涯学習プログラムポイントについて 

  ポイント認定 

   新人発表者：新人教育プログラム C-6「症例発表」 

   聴講のみ：１）新人教育プログラム未修了者 → 単位認定なし 

        ２）新人教育プログラム修了者 → 生涯学習 10 ポイント(教育管理専門領域以外を対象) 

        ３）座長 → 生涯学習 10ポイント(教育管理専門領域以外を対象) 

 

  ポイント認定受付時間 

  11時 30分～第 2セッション開始までの間に行います。 

会員証によるポイント管理を導入しております。 

発表者・新人プログラム修了者の方は当日忘れずにお持ちください。 

 

[4] その他 

  １．会場内での呼び出し 

    会場内の呼び出しは原則行えません。 

  ２．携帯電話の使用について 

    会場内では必ず電源を切るかマナーモードでご使用ください。 

プログラム中の通話は禁止させて頂きます。 

  ３．非常口の確認 

    緊急・非常時に備えて必ず各自で非常口の確認をお願いいたします。 

  ４．喫煙について 

    敷地内禁煙となります。 

  ５．駐車場について 

    お車でのご来場はご遠慮ください。 

６．撮影および録音について 

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

ために禁止させていただきます。 

 



演題発表要領 

 

演者へのお願い 

① 該当セッション開始前に、会場内の次演者席にお越しください。 

② 発表は 7 分、質疑応答は 3分以内です。 

スライド操作は各自にて行っていただきますのでよろしくお願い致します。 

③ 発表者ツールが使用できない可能性があります。 

読み原稿は念のためお手元にご準備いただきますようお願いいたします。 

 

座長へのお願い 

① 進行方法についての説明を 12 時 15 分より行いますので、それまでに受付していただくようお願いいたし

ます。受付にて座長である旨をお知らせください。 

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

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

 

参加者へのお願い 

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

質問の際には、質問者の所属と氏名を告げ簡潔に行って下さい。 
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座長  ：　野村医院　　太田　智裕　先生　

座長  ：　尼崎中央病院　　松川　大悟　先生　

尼崎中央病院

関西労災病院

会場：関西労災病院　　大会議室（管理棟4階）

リハビリテーション栄養に着目した結果,二次性サルコペニアの改善に至った一症例

第1セッション（13:00～13:40)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平山　知信

心不全治療後,地域包括ケア病棟にて退院支援を行い,継続的フォローアップをした症例

座長  ：　はくほう会セントラル病院　　山本　哲　先生　

綾川　耀介

【リハビリ進行基準を変更したが、心不全増悪なく自宅退院できたうっ血性心不全の症例】

偽腔開存型大動脈解離を発症し無気肺改善のため血圧上昇に注意し早期離床に努めた症例

兵庫県立尼崎総合医療センター

宮本　将一郎

大腿切断患者の歩容と歩行能力が改善した症例　〜股関節伸展運動と義足調整に着目して〜

尼崎だいもつ病院 小谷　秋桜

魚本　忍美

尼崎だいもつ病院 小山　壱也

尼崎だいもつ病院

武貞　ゆりか

第2セッション（13:50～14:40)　　　　　　　　　　　　　　

右中殿筋の筋力向上によりトレンデレンブルグ歩行が改善し,歩行動作の安全性を獲得した一症例

尼崎中央病院

術後の下肢痛に対しTENSを使用した介入により,歩行の介助量軽減を認めた一症例

楠原　悠生

日髙　浩佑

左人工股関節全置換術施行後、歩行時の左立脚後期時の左脛骨外側の疼痛に着目した症例

殿筋へのアプローチにより歩行能力が改善した小転子転位の大腿骨転子部骨折術後症例

はくほう会セントラル病院

第3セッション（14:50～15:40）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

左大腿骨転子下骨折を受傷した70代女性の自宅復帰を目標にT字杖歩行の再獲得を目指した症例

はくほう会セントラル病院

膝立位の閉鎖平運動連鎖を利用して、屋内独歩を獲得した左大腿骨転子部骨折の一例

左THAを施行し立脚期の骨盤・股関節の動きに着目し歩容改善に至った症例

加古　真一はくほう会セントラル病院

芳尾　拓樹

大原病院 神田　尚輝

田中病院

右大腿骨転子下骨折を受傷後、再転倒しない松葉杖歩行を目指したポリオの症例

西川整形外科リハビリクリニック 上田　佳奈

座長  ：　尼崎だいもつ病院　　枡田　隆利　先生　

「右膝前十字靭帯再建術、右内外側半月板縫合術後にスポーツ復帰を目指している一症例」

第4セッション（15:50～16:40）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

はくほう会セントラル病院 巽　仁平

関西労災病院 三谷　一真

免荷での歩行からフリーハンド歩行となった時点での歩容を予測して介入を行った症例

はくほう会セントラル病院 別所　慶宗

田中病院 吉仲　弘樹

大腿骨頚部骨折術後，荷重時痛が強い症例に体重免荷式歩行器を使用し歩行自立した一例

尼崎だいもつ病院 宮田　梨沙

大殿筋の筋力向上に伴い股関節屈曲の増大による前方への不安定性に改善を認めた一症例

亀井整形外科医院 出口　伸之介

右中足骨骨折後、歩行時痛が長期間残存したアメリカンフットボール選手の症例について

交通事故により、股関節脱臼骨折と膝関節複合靭帯損傷、内外側半月板損傷を呈した症例
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会場：関西労災病院　　会議室C/D（管理棟2階）

第1セッション（13:10～13:50)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

座長  ：　尼崎医療生協病院　　梶本　啓太　先生　

腰椎圧迫骨折を発症したパーキンソン病に加えて，るい痩患者の歩行介助量が軽減した症例

大原病院 舟橋　正宏

家族と散歩へ行くために腰痛の軽減を目指した症例

はくほう会セントラル病院 隂山　亜弥

治癒過程における疼痛の軽減を図り,早期回復に繋げた一症例

はくほう会セントラル病院 秋道　佑治

腰部脊柱起立筋のアプローチにより体幹前屈,骨盤後傾の改善を認め,歩行の改善に繋がった一症例

はくほう会セントラル病院 木田　佑哉

第2セッション（14:00～14:50)　　　　　　　　　　　　　　

座長  ：　市民健康開発センターハーティ21　　島田　考士　先生　

トイレ動作獲得に向けた座位保持能力向上を図った一症例

はくほう会セントラル病院 山口　慎司

左立脚中期で左側へのふらつきに対し、体幹機能に着目し歩容改善を獲得した一症例

はくほう会セントラル病院 奈須　弓英

T字杖歩行時の後方への不安定性に対し下腿三頭筋の筋力低下に着目した一症例

はくほう会セントラル病院 畑田　清志

入院中に非麻痺側肩関節脱臼を受傷した為治療プログラムを再考した脳梗塞片麻痺の症例

尼崎だいもつ病院 片岡　渉

胸髄髄膜腫(Th7)により腫瘍摘出術を施行し動作能力獲得を目標とした症例

関西労災病院 永井　健彬

第3セッション（15:00～15:50）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

座長  ：　近藤病院　　木村　雄平　先生　

介護不安がある家族に対して家族支援を重要視し,在宅復帰につなげた一症例

尼崎だいもつ病院 本多　里帆

脳梗塞を呈した患者に対し、麻痺側IC～MSt 中心に介入したことで独歩獲得に至った一症例

尼崎中央病院 西原　祐佳

頚髄損傷により四肢麻痺を呈した患者に対し起居動作獲得に向けて介入を行った症例

関西労災病院 行光　彩加

延髄外側梗塞により体幹失調を呈しフリーハンド歩行困難となった症例

はくほう会セントラル病院 中田　侑里

第4セッション（16:00～16:50）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大隈病院 藤島　由巳

座長  ：　田中病院　　春日　伸介　先生　

左膝蓋骨骨折により観血的整復固定術を施行した患者において歩容の改善を図った症例

はくほう会セントラル病院 小野　明子

右全人工膝関節置換術を施行した患者に対して歩行能力の改善を図った症例

はくほう会セントラル病院 井川　裕万

両側片麻痺を呈した症例の体幹機能障害に対するアプローチによる坐位姿勢改善の試み

はくほう会セントラル病院 髙岡　誠

Double　Level　Osteotomy術後の疼痛軽減、歩容改善がみられた1症例

武部整形外科リハビリテーション 山崎　梅子

TKA術後、自動介助運動を行ったことで防御性収縮を抑制し恐怖心が軽減した一症例

はくほう会セントラル病院 河岸　竜弥

動作方法の変更により移乗動作の安全性が向上した症例



リハビリテーション栄養に着目した結果, 

二次性サルコペニアの改善に至った一症例     

  尼崎だいもつ病院 小谷秋桜 

【はじめに】今回,細菌性髄膜脳炎を発症し,低栄

養と活動量低下により二次性サルコペニアを来し

た症例を担当した.リハビリテーション栄養(リハ

栄養)の視点を踏まえ介入した結果,サルコペニア

改善に至ったため報告する. 

【症例紹介】〈基本情報〉80 歳代 女性 身長:154

㎝ 体重:38.1 ㎏ BMI16.1kg/㎡〈現病歴〉X 年 Y

月 Z 日に意識障害を主訴に A 病院に搬送され細

菌性髄膜脳炎と診断. Z+31日に状態安定しリハビ

リテーション目的で当院入院〈併存疾患〉脂質異

常症〈病前の食生活〉1日２食（朝,夕） 

【倫理的配慮】本症例発表は当院の倫理委員会の

承認を得て,対象者及びその家族に対し,本症例発

表の施行ならびに目的を説明し同意を得た. 

【初期評価 Z+32日】 

運動麻痺なし ROM:制限無しMMT(右/左):大殿筋

2/2 中殿筋 3/3 腹直筋 2 HHD(kgf):大腿四頭筋

6.6/8.6握力(kg):5.7/7.6 SMI:4.05kg/㎡ CRP:0.52 

mg/dl Alb:2.8g/dl ConutScore:5 点(中等度栄養障

害)FIM: 56 点 ADL:歩行器歩行見守り歩行速

度:0.38ⅿ/sec 

【介入方法と経過】 

体幹,股関節周囲筋に対して筋力増強運動を実施.

負荷量の設定として,修正 BorgScale と翌日の筋

疲労の有無を指標とした.また,２週間ごとに体

重,SMI の経過観察を行い負荷量の調整を図った.

負荷量の増大に応じて,管理栄養士と１日必要エ

ネルギー摂取量を調整した.3 週目に院内歩行器

歩行自立となった段階で自主練習と補助栄養剤の

摂取を開始した. 

【最終評価 Z+89日】 

体重:40.0㎏MMT:大殿筋 3/3中殿筋 4/4腹直筋 3 

HHD(kgf):大腿四頭筋 12.1/12.5 

握力(kg): 11.5/12.3 SMI:4.68kg/㎡ Alb:3.3g/dl 

ConutScore:2点(軽度栄養障害)FIM:107点 

ADL:フリー歩行自立 歩行速度:1.42ⅿ/sec 

 

【考察】 

本症例は細菌性髄膜脳炎を発症し,長期臥床によ

る筋力低下と,ConutScore から中等度栄養障害を

認めていた.また,AWGS の診断基準から二次性サ

ルコペニアを来していたと考えられた.若林らは,

飢餓の時に筋力増強運動を行うと筋肉の蛋白質を

さらに分解するため,筋肉量はかえって減少しサ

ルコペニアは悪化すると述べている.本症例は入

院時より 3食共に 10 割摂取しており,栄養管理が

行いやすい状況であった.CRP0.52㎎/dlと同化期

である事から機能改善が見込まれると判断し,入

院時より筋力増強運動を開始した. 負荷量の設定

として,浅川らは,高齢者の負荷量の設定は若者に

比べ筋線維が損傷しやすい事に配慮し,自覚的疲

労強度の指標が主流となると述べている.このた

め,自覚的疲労強度と翌日の筋疲労有無の主観的

評価を負荷量設定の指標とした.また,若林らは同

化期に 1 日エネルギー摂取量+エネルギー蓄積量

(200kcal~)とする事で栄養改善と体重増加が見込

めると述べている.このため,運動負荷量と基本動

作能力の変化に応じて管理栄養士に都度,報告し

た.それに合わせ,管理栄養士は,活動係数の調整を

行い,リハビリテーションの進捗状況に合わせた

カロリー調整を行った.介入結果として,フリー歩

行自立となり,歩行速度が AWGS の基準値を上回

った事で,サルコペニアの改善に至った.この事か

ら,低栄養患者に対しての負荷量設定,栄養管理は

適切であったと考える.今回の入院期間では,握力,

筋肉量の値は AWGS の基準値には至らなかった.

要因として,山田らは一般高齢者のサルコペニア

有症率は85歳以上で60％であると述べている.本

症例は 80 歳代後半と高齢であり,発症前から食事

摂取量が少なかった事から,発症前よりサルコペ

ニアを来たしていたと考えられる.  

【結語】 

退院後,本症例が更にサルコペニアの改善を図る

には,継続した栄養管理と運動が必要と考える入

院中に体重管理や食事管理,自主練習を指導し,セ

ルフマネジメントの意識づけを行い退院に至った.  



心不全治療後,地域包括ケア病棟にて退院支援を

行い,継続的フォローアップをした症例 

尼崎だいもつ病院 魚本忍美 

【はじめに】 

急性期加療後の心不全患者に対して,心臓リハ

ビリテーション(以下心リハ)を行い,セルフケア指

導を含めた退院支援を行った.また,退院後も外来

心リハにて継続的なフォローアップを行ったため

報告する. 

【症例紹介】 

一般情報:70歳代女性.身長 145.0cm,体重 50.0kg，

BMI23.8kg/m2.診断名:急性心不全.現病歴:元々慢

性心不全,心房細動があったが,内服を自己中断.息

切れ・動悸等の自覚症状があり近医受診.心不全悪

化と診断され,他院へ搬送中に心肺停止．CPR1 ク

ールで心拍再開.心房細動による右冠動脈への血

栓塞栓と診断され,抗凝固療法を施行.EF50％ま

で心機能は改善したが,廃用による ADL 低下を認

め,14 病日後にリハビリテーション目的で当院入

院.併存疾患:慢性心不全,慢性心房細動,高血圧症,

甲状腺機能低下症.薬剤情報:降圧剤,甲状腺ホルモ

ン剤,利尿剤,抗凝固薬等.社会的情報:自宅はエレ

ベーターなしのマンション 3 階で独居.近くに娘

が住んでいるが多忙で介護力なし.要支援 2.方向

性は自宅. 

【倫理的配慮】 

本症例発表は当院の倫理委員会の承認を得て,

対象者及びその家族に対し,本症例発表の施行な

らびに目的を説明し同意を得た. 

【初期評価(22 病日)】 

視診・触診:下腿に圧痕性の浮腫軽度あり. 体成分

分析:SMI;5.44kg/m2.SPPB:9/12点(バランス3点,

歩行 3 点,起立 3 点).6MWD:278m Borg Scale(呼

吸困難感 /下肢疲労感 )12/12.血液データ :BNP 

179.3pg/ml.FIM:117 点(運動項目:87 点,認知項目

30 点).認知機能:HDS-R21 点,MMSE21 点. 

【経過と介入方法】 

レジスタンストレーニング・有酸素運動等の運

動療法に加えて,入院初期から自己管理として心

不全手帳の記載を指導.また,栄養指導や服薬指導

などのセルフケア指導を多職種で行った. 介入初

期は,リハビリテーション時間以外の活動量が乏

しかったため,動機付けのために活動量計を貸し

出し,毎日就寝前に心不全手帳に歩数の記録する

よう指導.初期には 1 日 1000 歩程度であったが, 

徐々に歩数の向上がみられた. 

【最終評価(61 病日)】変化点のみ記載. 

体成分分析:SMI;5.44kg/m2.SPPB:11/12 点(バラ

ンス 4 点,歩行 3 点,起立 4 点).6MWD:331m Borg 

Scale(呼吸困難感 /下肢疲労感 )13/12.血液デー

タ:BNP170.1pg/ml. FIM:119 点(運動項目:88 点,

認知項目 31 点)活動量:6000 歩/日. 

【考察】 

今回,内服自己中断により心不全が悪化した症

例を担当した.EF50％であり,心機能は保たれて

いた.しかし,SMI は 5.44kg/m²と筋肉量が低値で

あり,6MWD は 278m と運動耐容能の低下を認め

た.そのため,レジスタンストレーニングと有酸素

運動を中心とした運動療法を行った .その結

果,6MWDは 331m,SMIは 5.81kg/m²まで向上し

た.S O`keeffee は 6MWDの 45m 以上の改善を運

動耐容能の有意な改善であると報告しており,本

症例も運動耐容能の向上がみられたと言える.ま

た,内服自己中断歴があり,独居であることから,予

後改善のためには,セルフケア指導が重要である

と考えた.そこで,入院初期から自己管理指導や栄

養指導,服薬指導などのセルフケア指導を多職種

で行った.介入初期は,運動や心不全手帳への記載

も受動的なものであったが,次第に自主的に行う

ようになった.これは,万歩計の貸し出しを行った

り,毎日のフィードバックを行うことで自己効力

感が高まった結果ではないかと考える. 

現在は退院し,当院外来心リハでフォローアッ

プを続けている.外来心リハでは,運動療法に加え

て,患者がボディーアセスメントや内服が出来て

いるかの確認なども行っている.このように,急性

期加療後,地域包括ケア病棟での多職種によるセ

ルフケア指導を含めた退院支援によりシームレス

な外来移行が出来,現在もフォローアップを続け

ることができているのではないかと考える. 



偽腔開存型大動脈解離を発症し無気肺改善のため血

圧上昇に注意し早期離床に努めた症例 

関西労災病院 武貞ゆりか 本城翔太 

Ⅰ．はじめに 

偽腔開存型大動脈解離の患者に対し、著明な血圧上

昇を予防し早期離床に努める機会を得た為報告する。 

Ⅱ．症例紹介 

【年齢】30 代【性別】男性【身長】175cm【体重】

104.3kg【BMI】34.1【診断名】偽腔開存型大動脈解

離 Stanford B(遠位弓部～腎動脈直下) 

【現病歴】自宅で背部痛自覚し緊急搬送。保存的治

療を選択され降圧治療開始【既往歴】高血圧症(家庭

血圧 180mmHg 程度)【投薬内容】降圧剤、消化器用剤、

利尿薬 

【key person】母【家族構成】両親と 3 人暮らし 

【職業】飲食店のキッチンスタッフ 

【入院前 ADL】自立【移動手段】バイク 

【運動習慣】なし【喫煙歴】20 本/日(17 年間) 

≪Hope≫早く歩きたい、一か月後には職場に戻りた

い。≪Need≫安静度に従い、血圧上昇に注意し少し

ずつ職場復帰に向けて活動量を増やしていく。 

Ⅲ．倫理的配慮 発表に辺りヘルシンキ宣言に基づい

て対象者に発表の趣旨を説明し、同意を得た。 

Ⅳ．初期評価(場所:CCU) 

【全体像】コミュニケーション良好。安静度の制限

に少し苛立っており、病態理解が乏しい。【JCS】0

【血圧】収縮期血圧 (以下 SBP)110-120mmHg(指

示:SBP-120mmHg)【呼吸】ネーザルハイフロー(以下

NHF)50L/min45%、SpO2:92%程度、両下葉呼吸音減弱、

呼吸数 18～21 回/min、CT所見:両下葉に無気肺【疼

痛】腰痛【基本動作】起き上がり:両上肢依存し腹圧

高める動作あり 

Ⅴ．経過 

(発症後 1日)安静度他動 G-up30°指示のもと理学療

法開始。NHF(50L/min45%)で管理。(発症後 2 日)無気

肺により酸素化悪く、 NHF70L/min60%に変更、

SpO2:92%程度(発症後 3 日)腹式呼吸指導開始。端座

位 15 分実施、SBP110-120mmHg、SpO2:93%程度。(発

症後 7 日)カヌラ 4L に変更し、SpO2:99%程度。ベッ

ドサイドにて足踏み、起き上がり動作指導実施。(発

症後 8 日)歩行開始、病棟廊下歩行後 SBP130mmHg 程

度。自主ストレッチ指導開始。(発症後 15 日)院内歩

行開始。院内歩行 2 セット実施後 SBP110mmHg 程度。

(発症後 17 日)階段昇降、自転車エルゴメーター、自

主トレーニング指導開始。(発症後 19 日)退院 

Ⅵ．最終評価(場所:運動療法室) 

【全体像】病態理解深める様子あり【JCS】0【体重】

98.2kg【血圧】SBP115-130mmHg（指示:SBP-160mmHg）

【呼吸状態】r.a.99%-、呼吸音良好、CT 所見:無気

肺改善【疼痛】腰痛軽減【基本動作】起き上がり:

半腹臥位経由で自立【歩行】独歩自立 

Ⅶ．考察 

大動脈解離は病院着前死亡が 61.4％に及ぶ致死的

な疾患であり、急性期治療が予後を左右することは

少なくない。近年では食生活の欧米化や高齢化が進

んでいることもあり発症率は年々増加傾向である。 

本症例は、初期治療として数日間の安静・降圧治療

を選択されており、無気肺を有していた。木村らは

酸素化障害の原因として背側の圧排性無気肺が有意

に関連していると報告している。本症例においても

同様と考えたため早期離床に努めた。櫻田らは、呼

吸理学療法として座位以上の抗重力姿位を長時間保

持の重要性を報告している。本症例でも端座位時間

をできるだけ確保できるよう介入することにより無

気肺の改善が得られたと考える。また離床に伴い、

圧負荷による解離の拡大や破裂のリスクが高く、血

圧上昇への配慮が必要であった。血圧の上昇に関し

て、Yung らは、高血圧患者に対してストレッチは血

圧降下をもたらすことを報告しており、酒井らは静

的ストレッチングによって副交感神経活動を賦活で

きたと報告している。また、田中らによると、意識

的腹式呼吸による収縮期血圧の有意な低下が報告さ

れており、本症例でも静的ストレッチング、腹式呼

吸の指導を行ったことにより血圧上昇を抑制出来た

と考える。本症例は初期評価時、病態理解が乏しく

早く活動したい様子が窺えた。そのため、活動量の

増加による血圧上昇のリスクを伝え、退院後の血圧

管理やアメリカスポーツ医学会のガイドラインに基

づいた運動指導を行い、復職に向けて介入を行った。

既往に未治療の高血圧症を有していたが著明な血圧

上昇を招くことなく、呼吸器合併症の改善のため早

期離床を行い、退院に向けて運動指導、活動量の確

保ができた症例であった。 



【リハビリ進行基準を変更したが、心不全増悪な

く自宅退院できたうっ血性心不全の症例】 

兵庫県立尼崎総合医療センター リハビリテーシ

ョン部 理学療法士 綾川耀介、吉田貴信、中野

善之、下之園俊隆 

 

 [はじめに]発作性心房細動を伴ったうっ血性心不全患

者において、頻脈によりリハビリ進行基準を逸脱したが、

医師とリハビリ進行基準を変更して離床を進めた結果、

心不全増悪なく自宅退院できた症例を報告する。 

[患者情報]70歳代女性、身長:150cm、入院時体重:50.8kg。

診断名はうっ血性心不全、発作性心房細動。既往歴なし。

心エコー検査は LVEF:55％、三尖弁逆流が中等度～高度

（圧較差:29mmHg）あるが、その他著明な弁膜症はなし。

胸部 CT では胸水、うっ血、心嚢水貯留を認めた。血液

データでは BNP 166pg/ml。入院前 ADLは自立、趣味はウ

ォーキングであった。 

[説明と同意]ヘルシンキ宣言に則り、対象者に説明と同

意を得た。 

[初期評価]BP 98/71mmHg、HR 98回/min（心房細動）、

SpO2 96%（酸素 2L/min）、呼吸数 21 回/min、Nohria-

Stevenson 分類 warm、dry、浮腫を認めた。呼吸音は両

肺野で水泡音を認めた。膝伸展筋力 MMT 左 4/右 4 と軽

度筋力低下を認めた。また動作に影響を及ぼす骨関節疾

患、神経障害はなかった。基本動作では起き上がりはベ

ッド柵を把持して自己で可能。立位足踏みではふらつき

を認めたため腋窩介助が必要であり、その際 HR 130回

/minに上昇を認めた。 

[リハビリ治療方針]リハビリ実施前に毎回、血圧、心拍

数、SpO2、呼吸数、体重、浮腫の程度を確認し、体液量

が適切にコントロールされていることを確認した。治療

方針は次の 3 つとした。①心不全プログラムによる離

床：当院独自の心不全プログラム（次のステップの進行

基準は HR120回/min未満）で離床を進めたが、頻脈が持

続するため、医師と相談して HR 140回/min以下で自覚

症状がなければ進行可能と基準を変更した。②心不全再

発予防の指導：血圧、脈拍、体重、浮腫のセルフモニタ

リングと心不全増悪因子の指導。③心肺運動負荷試験の

実施(以下 CPX)：ウォーキングを継続する為に至適運動

強度・運動耐容能の評価とした。 

[理学療法経過]1病日:立位足踏み実施。2病日: 10m歩

行実施。5病日:200m歩行実施。7病日:6分間歩行実施。

以後心臓リハビリ室でもリハビリを開始。17 病日:CPX

を実施。18病日:自宅退院。リハビリ時に血圧、脈拍、

体重、浮腫、飲水量を心不全手帳の記載を指導した。 

[最終評価]BP 102/57mmHg、HR 101回/min（心房細動）、

SpO2 98%（室内空気下）、呼吸数 21 回/min、Nohria-

Stevenson 分類 warm、dry、浮腫なし。呼吸音は副雑音

なし。膝伸展筋力 MMT左 5/右 5に改善。独歩自立、階段

昇降も可能となり、6分間歩行 380m（3.8km/h）であっ

た（歩行時 HR120 回/min 台）。CPX において Peak 

VO2:3.9METs(13.9ml/kg/min)、AT VO2:2.6METs(9.1ml/ 

kg/min)であった。改訂版「身体活動の METs表」を用い

て、ATレベルであるややゆっくり（3.2km/h）したウォ

ーキングを指導した。心エコー検査では LVEF:58%、三尖

弁逆流は軽度(圧較差:14mmHg)に改善した。胸部 CTでは

胸水、うっ血、心嚢水消失し、体重は 44.5kg (入院時よ

り-6.3kg)。血液データでは BNP82.7pg/mlとなった。 

[考察]HRが進行基準を逸脱する為、基準を変更したが短

期的に心不全増悪に至らず自宅退院した。HR 130回/min

以上の持続は心不全増悪因子とされているが、入院期間

中に HRコントロールができ、歩行時 HR120回/min台と

なった為、短期的な心不全増悪には至らなかったと考え

る。退院前の CPXでは Peak VO2が 13.9ml/kg/minであっ

た。Peak VO2 14 ml/kg/min以下は生命予後不良とされ

ており、本症例は積極的な運動療法が重要である。その

為、ATレベルでのウォーキングを指導した。運動を継続

し、長期的に心不全増悪を回避するには HR の継続的な

セルフモニタリングも重要だと考えられた。安静時、歩

行時の自己検脈を指導し、心不全手帳に記載することに

加え、外来心臓リハビリを活用して、適切にできている

か、心不全兆候がないか医療者が評価する機会を作るこ

とで長期的な心不全増悪も回避できるのではないかと

考える。 

[結語]発作性心房細動による頻脈が持続したためリハ

ビリ進行基準を変更した。入院期間中に HR120/min台ま

でコントロールされたこともあり、短期的には心不全増

悪なく自宅退院に至った。長期的に心不全増悪に至らな

い為には、HRの継続的なセルフモニタリングや外来心臓

リハビリを活用することが望ましいと考える。 



大腿切断患者の歩容と歩行能力が改善した症例  

〜股関節伸展運動と義足調整に着目して〜 

社会医療法人 中央会 尼崎中央病院 

○宮本将一郎 横江新治 今村元紀 江口路 西里郁 

【はじめに】今回、閉塞性動脈硬化症（以下

ASO）により左大腿切断を施行した症例を担当す

る機会を得た。義足立脚期での股関節伸展運動と義

足調整に着目し、歩容と歩行能力を改善することが

できたため、ここに報告する。 

【症例紹介】60 歳代男性。X 月 Y 日-30 日に ASO

による左下肢重症虚血にて左下腿切断施行し、創部

離解・感染のため、X 月 Y 日に左大腿切断施行さ

れ、74 日後に当院回復期リハ病棟に転院。 

【倫理的配慮】対象者に目的と個人情報の取り扱い

についての十分な説明を行い、同意を得た。 

【初期評価】《断端長》29.5cm《ハンドヘルドダイ

ナモメーター（以下 HHD）》（股関節外転）

32.26Nm（股関節伸展）25.40Nm《ROM》左股関

節伸展-5°《10m 歩行検査》19.68 秒（歩数）25.1

歩《6 分間歩行検査》200m《FIM》108 点（5 点

以下の減点項目：歩行 5 点、階段 1 点、浴槽移乗 3

点）《病棟内 ADL》車椅子自立 

【理学療法と経過】本症例の歩行形態は松葉杖歩行

であり、最終ゴールは屋外 500m 連続歩行の獲得で

ある。その中での問題点として、義足 IC〜MSt に

て過度な股関節屈曲と骨盤帯の前進不足が生じるこ

とを挙げる。これに対して、①義足立脚期での股関

節伸展運動の指導と②義足調整による環境的なアプ

ローチを行った。①については、義足 IC〜MSt に

かけて股関節伸展運動を促し、骨盤帯を前進させる

ように介助した。また、股関節伸展筋力増強運動を

介入当初から行った。しかし、股関節伸展運動への

アプローチのみでは歩容の改善には至らなかったた

め、②の義足調整を行った。初期評価時から最終評

価時での主な変更点として、ソケットを NU−flex

ソケットから四辺形ソケットに変更、初期屈曲角度

を 0°から 10°に変更、足部をカーボン製の高活

動者向けの製品からクッション製の低活動者向けの

製品に変更した。膝継手については、初期と最終に

て変更していない。 

【最終評価】《HHD》（股関節外転）48.24Nm（股

関節伸展）49.71Nm《ROM》左股関節伸展−5°

《10m 歩行検査》15.27 秒（歩数）20.8 歩《6 分間

歩行検査》260m《FIM》115 点（改善項目：歩行

6 点、階段 4 点、浴槽移乗 6 点）《病棟内 ADL》松

葉杖歩行自立 

【考察】本症例では、義足立脚期での股関節伸展運

動に着目した。岩下らは、大腿義足歩行では、立脚

初期の床反力は股関節点の前方を通るため、股関節

伸展モーメントの発揮が必要と述べている。また、

栗山らは大腿切断者の立脚初期股関節伸展モーメン

トは発揮する時間が延長し、必要なモーメントは健

常者よりも大きいと報告している。よって本症例で

も床反力による外的股関節屈曲モーメントに対して

過度な股関節屈曲を防ぐために義足 IC〜MSt にか

けて股関節伸展運動を促した。しかし、骨盤帯を前

進させることは困難であり、問題点が残存した。そ

こで義足調整を行うことで、歩容の改善効果を得

た。足部については、通常後方バンパは硬いほど下

腿の前傾を促すことができるが、本症例は松葉杖歩

行であり、義足への荷重が少ないため、カーボン製

の製品では硬さに対して荷重量が不足し、足部の底

屈が生じず、下腿の前傾を妨げた。よってクッショ

ン性の高い素材に変更することで、松葉杖歩行にて

下腿の前傾を促すことができた。加えてソケットを

四辺形に変更することで、環境面から股関節安定性

を獲得でき、股関節の過度な屈曲を防ぐ効果があっ

たと考える。 

介入当初は股関節伸展運動を主としてプログラムを

組んだが、歩容を改善できず、問題点が残存した。

そこで義足調整を行うことで、ソケット変更による

股関節安定性の獲得、足部変更による下腿前傾、足

部底屈の効果を得た。それにより義足立脚期にて骨

盤帯を前進させ、歩容の改善効果を得られた。ま

た、歩行能力としても歩幅拡大、歩行率向上により

歩行速度の改善効果が得られた。これら義足調整に

よる効果と合わせて、介入当初から行なっていた股

関節機能へのアプローチにより、股関節伸展筋力を

向上することができ、双方の効果から本症例の最終

ゴールである屋外 500m 連続歩行を可能とした。 
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し歩容改善に至った症例 

社会医療法人 中央会 尼崎中央病院 

〇平山知信 岡本圭司 荒木芽衣 野間美紀 岩本太一 

【はじめに】本症例は左変形性股関節症により強直

股を呈し、非対称な歩行が確認された。THA 施行後も

残存がみられ骨盤・股関節の動きに着目し介入した

ことで歩容改善に至ったため報告する。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき説明し本人

に同意を得た。 

【症例紹介】70 代女性。10代で化膿性股関節炎と診

断、デブリドマン施行。10 年程前より歩きにくさを

自覚し昨年より徐々に腰痛みられ、連続歩行困難と

なり当院にて左 THA施行。術前 ADL屋内外独歩自立。 

【術前評価（以下 R/L 表記）】[SMD] 76/70 ㎝ [NRS]

長距離歩行時：腰部 3[ROM]股関節屈曲 110/30°、伸

展 10/0°[MMT]大殿筋 4/3、大腿四頭筋 4/4、中殿筋

4/3、前脛骨筋 4/4[立位姿勢]体幹右傾斜・軽度前傾・

腰椎前弯増強、骨盤前傾し右股関節・膝関節軽度屈

曲位[歩行観察：独歩] 左立脚期にて前額面はデュシ

ェンヌ歩行を呈し、矢状面では左 LR～MSt にかけて

体幹前傾、骨盤前傾運動開始し腰椎前弯にて前方へ

の推進力を得た。また股関節伸展運動乏しく膝関節

過伸展、右立脚期は全周期を通し膝関節屈曲位であ

り TSt での股関節伸展も不十分であった。[連続歩

行]600m、約 10 分 

【理学療法と経過】手術により脚長差が 2.5 ㎝まで

改善した。術後 1～5 週目では歩容は初期と変化なく

腰椎前弯・骨盤前傾著明であり股関節筋力・可動域

訓練及び歩行訓練実施。術後 4 週目にて手術侵襲に

よる疼痛軽減、歩行の安定性向上し T 字杖歩行自立。

術後 6 週目で MMT・ROM の改善みられたが歩容の変化

少なく歩行パターン学習のため HONDA 歩行アシスト

+GSD+T 字杖での歩行訓練開始。術後 9 週目：歩容改

善し独歩練習開始。術後 10 週目で独歩自立。 

【最終評価(術後 9 週目)】病棟 ADL：T 字杖自立

[SMD]76.0/73.5 ㎝[NRS] 長距離歩行時：0[ROM]股関

節屈曲 110/85°伸展 15/10°[MMT]大殿筋 4/4、大腿

四頭筋 4/4、中殿筋 4/4、前脛骨筋 4/4 [立位姿勢]

体幹中間位となり術前と比べ腰椎前弯、骨盤前傾、

右股関節・膝関節屈曲は減少した。[歩行観察(独歩)]

左立脚期にて前額面のデュシェンヌ歩行減少。矢状

面では左 LR～MSt にかけて体幹・骨盤の前傾・腰椎

前弯代償軽減し股関節伸展、膝関節屈曲運動がみら

れた。さらに右立脚期の膝関節屈曲の減少、TSt の股

関節伸展が得られた。[連続歩行]1200m 以上、25 分 

【考察】本症例は 10 代で化膿性股関節炎を呈し、強

直股を認めた。それに伴う脚長差の問題を有した上

に前額面では中殿筋筋力低下からデュシェンヌ歩行

を呈し、矢状面では大殿筋筋力低下から IC にて体

幹・骨盤が制動できず、LR～MSt にて重心線が膝関節

前方を通過することで膝関節過伸展位となり下腿前

傾がみられず、足部の機能不全となり前脛骨筋の筋

発揮は乏しかった。その後手術にて脚長差が減少す

るも約 60 年間その状態で生活されており左右非対

称な歩容は残存していたため歩容改善を目的に理学

療法介入した。上記問題点に対し術後 1～5 週目では

骨盤を徒手にて抑制し筋力増強・可動域訓練を実施

し、筋力・可動域に改善がみられデュシェンヌ歩行

は減少した。しかし THA 施行による脚延長で得た股

関節機能では歩行での筋発揮が不十分であり体幹・

骨盤の前傾運動は残存した。そのため 6 週目より前

額面に対して片脚立位・ステップ練習を行い筋発揮

を促し、矢状面では非対称性・歩行パターン改善の

ため HONDA 歩行アシスト、足部より膝関節のコント

ロールを行う目的で GSD を使用した。HONDA 歩行ア

シストでは塚越らの報告において立脚後期の股関節

最大伸展角度や LR の股関節伸展モーメント、股関節

伸展筋求心性パワーが使用後に増加していると報告

している。また GSD は吉田の報告において正常に近

い前脛骨筋遠心性収縮の促通によりヒールロッカー

が認められると述べており、これらを用いた歩行訓

練を約 4 週間実施した。この結果デュシェンヌ歩行

軽減、IC～MSt での体幹・骨盤前傾が軽減し下腿の前

傾もみられた。そのため歩行時の腰痛緩和、連続歩

行の距離も増加した。さらに左下肢に付随する形で

機能低下した右下肢にも機能改善を認め、右 TSt で

の股関節・膝関節伸展もみられ歩容が改善し、独歩

獲得に至ったと考えられる。 

 



左人工股関節全置換術施行後、歩行時の左立脚後

期時の左脛骨外側の疼痛に着目した症例 

        大原病院  神田尚輝 

【はじめに】 

今回、左変形性股関節症と診断され、左人工股関

節全置換術を施行された症例を担当した。歩行時

の主訴である左脛骨外側の疼痛に着目し評価、治

療を行い、自宅復帰、公共交通機関を用いての夫 

の見舞いに繋がったので、報告する。 

【症例紹介】 

80 歳代女性で 20 年前からの左変形性股関節症に

より、左人工股関節全置換術施行目的にて A病院

に入院。リハビリ継続の為に術後 24日に転院され

た。術前の ADLは全て自立しており、主訴は左脛

骨外側の疼痛で、デマンドは自宅復帰、公共交通

機関を使っての夫を見舞う事である。夫は当院に

入院中である。 

【倫理的配慮】 

対象者には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 24日】 

関節可動域(°)(右/左)(以下、ROM)：股関節屈曲

90P/90P、伸展 0/5、外転 25/20P 徒手筋力検査(右

/左)(以下、MMT)：股関節屈曲 4/3、伸展 3/3、外

転 3/2P、足関節底屈 5/4P 踵殿距離(㎝)(右/

左)：21/25 10ｍ歩行（杖歩行）：13.69秒 6分

間歩行：340ｍ 歩行観察(杖歩行)：左立脚中期は

体幹軽度右側方傾斜・骨盤右下制、左回旋位で左

股関節伸展不十分である。立脚後期はそれが助長

され距骨下関節外反、足部外転位となり、左脛骨

外側部に疼痛を訴える。 

【問題点】 

今回、左人工股関節全置換術を施行後、歩行時に

左脛骨外側に疼痛があり、歩行の安定性・持久性

の低下が起こり、自宅での生活に不安が生じてい

た。本症例の一番の問題点としては、歩行での左

立脚後期時の左脛骨外側の疼痛である。立脚中期、

後期で股関節伸展が不十分である為にフォアフッ

トロッカーの機能が低下し足部外転位にて蹴り出

しを代償していたと考えた。足部外転により足圧

中心の外側変位が生じ、足関節の内反モーメント

が高まる。その結果、足関節内反筋群の筋活動が

上昇し後脛骨筋、長趾屈筋、長母趾屈筋の過活動

が生じ足関節の背屈が制限される。その為に、振

り出し時にフットクリアランスを確保しようとす

る事で前脛骨筋が過活動し疼痛が生じていると考

えた。 

【アプローチ】 

腸腰筋、大腿直筋の短縮に対して、関節可動域練

習、ストレッチ、骨盤前後傾運動を行い、股関節

伸展可動域の向上を図った。また股関節伸展筋の

筋力増強練習も行った。それに伴い立脚後期での

股関節伸展が出るように、腸腰筋、下腿三頭筋の

伸張を目的として、左への荷重を促し、距骨を後

方への誘導しながらのステップ練習を行った。 

【最終評価：術後 47日】(改善点のみ記載) 

ROM(°)(右/左)：股関節伸展 5°/10°、外転 25°/25° 

MMT(右/左)：股関節伸展 4/4-、外転 4/4、足関節

底屈 5/4 踵殿距離(㎝)(右/左)：18/18 10ｍ歩

行（杖歩行）：10.97 秒 6 分間歩行は 430ｍ 歩

行観察(杖歩行)：左立脚中期・後期で股関節伸展

が改善し、距骨下関節・足部も中間位となり、左

脛骨外側部の疼痛も消失した。 

【考察】 

今回、歩行時の左立脚後期時の左脛骨外側の疼痛

に着目し介入を行った。左立脚中期、後期での腸

腰筋、大腿直筋に対してアプローチ行い、それに

伴って股関節伸展筋を賦活させる事で股関節伸展

可動域、筋力低下による不十分な股関節伸展が改

善された事で立脚後期を促す事が出来た。左立脚

中期、後期での股関節伸が改善された事により、

足部外転位の代償も減少した。それに伴い前脛骨

筋の過活動も減少し疼痛も消失した。川崎らも足

角の外側変位によって足関節内反モーメントが高

まり前脛骨筋・後脛骨筋の過活動がみられると報

告している。左立脚後期での股関節伸展を促す治

療アプローチを多く取り入れ腸腰筋、下腿三頭筋

の伸張を促した事で足部外転による前脛骨筋の疼

痛の改善に繋がったと考える。 



右大腿骨転子下骨折を受傷後、 

再転倒しない松葉杖歩行を目指したポリオの症例 
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【はじめに】今回、右大腿骨転子下骨折受傷後γ

-nail術を施行したポリオの症例を担当し、理学

療法を実施する機会を得たため、ここに報告する。 

【症例紹介】70歳代、女性、身長 150.2cm、体重

72.3kg、BMI32.0。X月 Y日自宅で松葉杖歩行中に、

右後方へ転倒。右大腿骨転子下骨折の診断を受け、

Y日+1日入院。Y日+8日後γ-nail術施行。主訴

は右大腿外側部痛。Hopeは職場復帰。Needは松葉

杖歩行の安定性獲得。既往歴に右大腿骨骨折（過

去 5年に 2度）、ポリオ（3才～）があり、右下肢

は弛緩性麻痺で感覚は正常である。小学校低学年

頃から松葉杖で移動。職業は障害者福祉施設で裁

縫関係。一軒家に息子と二人暮らしで、屋内松葉

杖、屋外電動車椅子で移動する。既往歴の右大腿

骨骨折でも観血的骨接合術を施行し、右大腿骨の

脆弱性が高く、再骨折の危険性が高い為、長期的

に完全免荷となる。しかし、術前から右足尖を擦

るように歩行していた為、足尖接地のみ許可を得

て、右下肢の荷重に注意して理学療法を実施した。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、本発表

の趣旨を十分に説明し、口答にて同意を得た。 

【初期評価：術後 1週(完全免荷)】関節可動域測

定(右/左)：股関節伸展-5°/5°足関節背屈-15°

/0°筋力測定(右/左)：腸腰筋 0/2 前脛骨筋 0/3 

形態測定(右/左)：棘果長 70.0cm/74.0cm 転子果

長 65.5cm/69.5cm 触診：右大腿外側部全体に腫

脹・熱感有。片脚立位テスト(左)：5.2秒。松葉

杖歩行観察：右股関節外旋位、右足部尖足位。二

動作前型歩行。左立脚中期～後期で左股関節を内

旋させ、右下肢を振り出す。その後、右下肢は荷

重せず、両上肢で体重を支える。左遊脚初期～中

期で左足部のつまずきが 20mで 2、3回生じる。 

【問題点】 #1.左足部クリアランス低下 #2.松葉

杖をつく位置の遠さ #3.左腸腰筋筋力低下 #4.左

前脛骨筋筋力低下 #5.左股関節伸展制限 #6.左足

関節背屈制限 #7.脚長差 

【治療アプローチ】左遊脚初期～中期での左足部

クリアランス向上を目的に左腸腰筋・前脛骨筋筋

力増強運動、左股関節伸展・左足関節背屈可動域

運動、左下肢ステップ練習を実施。松葉杖をつく

位置の修正を目的に松葉杖指導を実施。 

【最終評価：術後 6週(完全免荷)】関節可動域測

定(右/左)：股関節伸展 0°/10°足関節背屈-15°

/10°筋力測定(右/左)：腸腰筋 0/2+ 前脛骨筋 0/4 

片脚立位テスト(左)：15.3秒。松葉杖歩行観察：

左立脚中期～後期で、左股関節を軽度内旋させ右

下肢を振り出す。松葉杖をつく位置が一定。左遊

脚初期～中期で左足部のつまずきはみられない。 

【考察】本症例は、過去 5年間での転倒が今回を

含め 3度あり、全て右大腿骨骨折を受傷している。

転倒の状況は全て共通しており、松葉杖歩行の際

に右後方へとバランスを崩す。高齢・肥満・ポリ

オと、転倒を予測できる因子が多い。ポリオと転

倒の調査で Silverらは、233人中 183人が過去 5

年間に転倒したと報告しており、本症例は転倒リ

スクが高いといえる。右下肢は機能を果たせない

為、左下肢の健側としての機能を問題点とし、松

葉杖歩行の安定性について考察した。 

初期評価時の歩行観察において、左股関節を内

旋させ、重力を利用するように右下肢を振り出し、

右下肢の機能を代償する歩容であった。松葉杖を

遠くにつく際、右下肢の振り出しが大きくなり、

機能的な脚長差がより生まれる為、続く左遊脚初

期～中期で左足部のつまずきが生じ、右後方への

転倒リスクが高いと考えた。上記の治療を行い、

左腸腰筋(2→2+)、左前脛骨筋(3→4)、左股関節伸

展(5°→10°)、左足関節背屈(0°→10°)が改善

し、左足部クリアランス獲得に貢献したと考える。

松葉杖指導を実施し、右下肢振り出しの際の左股

関節内旋が減少することで振り出しは減少し、左

遊脚初期～中期での左足部のつまずきは減少した。 

本症例は松葉杖に慣れているが、再転倒のリス

クが高い為、移動手段を検討する必要がある。骨

盤挙上に作用する腰方形筋など、右下肢の助けと

なる機能への着目不足を反省点とし、今後に生か

していきたい。 



左大腿骨転子下骨折を受傷した 70 代女性の自宅

復帰を目標に T字杖歩行の再獲得を目指した症例 

医療法人純徳会 田中病院 

〇芳尾拓樹 酒井勝 稲葉玲佳 春日伸介 

はじめに 今回、左大腿骨転子下骨折を呈しγ

-nail 術を施行した症例に対して理学療法を実施

したが、最終的な杖の持ち手の選択に苦慮したこ

とについて、ここに報告する。 

症例紹介 70代女性。右大腿骨転子部骨折に対す

るγ-nail 術（10 年前）、両側 TKA（5 年前）、変

形性腰椎側弯症に対する後方固定術（4 年前）を

行っている。今回は誘因なく、左大腿骨転子下骨

折を受傷し、γ-nail 術を施行した症例である。

受傷前 ADL は、屋外・左片松葉杖を、屋内・左 T

字杖を使用していた。NEEDは屋外片松葉杖歩行自

立、屋内 T字杖歩行自立である。 

倫理的配慮 発表を行うにあたりヘルシンキ宣

言に基づき、主旨を口頭で説明し、同意を得た。 

初期評価（術後 2週目）【関節可動域測定（R/L）】

股関節屈曲 110°/100°、伸展 10°/10°、外転

20°/20°、内転 20°/15°、膝関節屈曲 115°

/90°、伸展 5°/5°、足関節背屈 5°/5°、底屈

50°/50°【徒手筋力検査（R/L）】股関節屈曲 3/2、

伸展（膝関節屈曲位）3/2、外転 2/2（R＞L）、内

転 2/2、外旋 4/2、膝関節屈曲 4/3、伸展 4/2【形

態測定（R/L）】棘果長 77.0cm/77.0cm、転子果長

67.0cm/67.0cm【内反ストレステスト（R/L）】陰

性/陽性【外反ストレステスト（R/L）】陰性/陽性

【片脚立位テスト（R/L）】4.0秒/1.0秒【歩行観

察（術後 2 週目）】両上肢で平行棒を把持。開始

肢位は、体幹前傾位、骨盤前傾位、左骨盤挙上位、

両股関節屈曲位、左股関節内転・内旋位を呈して

いる。左初期接地は low heel、左荷重応答期で

Duchenne歩行を呈し、左膝関節の屈曲は生じない。 

問題点 ①左荷重応答期で Duchenne 歩行を呈す

ること、②左荷重応答期で膝関節の屈曲が生じな

いこと、①の原因は左中殿筋の筋力低下、②の原

因は、左大腿四頭筋の筋力低下であると考えた。 

治療アプローチ 患側下肢を中心とし、特に中殿

筋・大腿四頭筋への筋力トレーニング、患側下肢

を中心とした関節可動域練習、起立練習、歩行練

習を中心に介入した。大腿四頭筋には、OKC での

練習、CKC での起立・着座練習を大腿四頭筋の遠

心性収縮を意識してもらいながら実施した。 

最終評価（術後 4週目）【関節可動域測定（R/L）】

股関節屈曲 125°/110°、伸展 15°/15°、外転

25°/25°、膝関節屈曲 125°/120°【徒手筋力検

査（R/L）】股関節屈曲 3/3、伸展（膝関節屈曲位）

3/3、外転 3/3、内転 3/3、外旋 4/3、膝関節屈曲

4/4、伸展 4/4【片脚立位テスト（R/L）】4.0秒/6.0

秒【歩行観察（術後 4 週目）】左上肢で T 字杖を

把持。矢状面において左初期接地は踵接地、左荷

重応答期での膝関節屈曲は生じるが、ほぼ伸展位

の状態で立脚期を終える。前額面では左荷重応答

期に、左股関節軽度内転位で進入し立脚中期に左

股関節を外転させる際、Duchenne様歩行を呈して

いる。 

考察 介入後、左荷重応答期での膝関節屈曲は生

じるが、伸展位で立脚期を終えている。石井らは、

荷重応答期における膝関節の安定性には、大殿筋

による働きが重要な役割を果たしていると報告

している。最終評価での大殿筋の MMTが左右とも

に 3 レベルであることから問題点として挙げる。

また、左荷重応答期に左股関節軽度内転位で進入

し、立脚中期に左股関節を外転させる際、

Duchenne様歩行を呈する歩容は、初期評価では中

殿筋が問題であると考えたが、股関節内転筋群が

問題である可能性が高く、これらの問題点は早期

からアプローチするべきであった。また、左手に

T字杖を把持させた理由は、本症例は 10年前の右

大腿骨転子部骨折術後から左片松葉杖を数年間

使用し続けた影響によって、MMT でも患側のほか

に健側の筋力低下も著明であった。柳澤らは、片

松葉杖歩行において対側下肢にかかる荷重比は

2/3 以上であると報告している。左大腿骨転子下

骨折受傷前は左下肢を中心に使用していたこと

が伺える。特に、初期評価時の股関節屈筋群・外

転筋群・伸筋群は 2～3 レベルであり、健側とし

ての機能も乏しいと考えられる。最終評価の時点

で、片脚立位テストは、左下肢優位な結果を示し

たため、右下肢の能力を補う目的で、現状、左手

で T字杖を把持している。今後、左右のどちらに

杖を把持するべきか再検討する必要がある。 



膝立位の閉鎖平運動連鎖を利用して、屋内独歩を獲

得した左大腿骨転子部骨折の一例 

はくほう会セントラル病院 リハビリテーション部 

○楠原悠生 永松和樹 中優希 小倉愛望 

【はじめに】今回,転倒により左大腿骨転子部骨折

の症例を担当した.左股関節周囲の筋力向上・股関

節戦略の改善を目的に膝立ち位での閉鎖性運動連鎖

（以下,CKC）を実施し,屋内独歩を獲得したため, 

ここに報告する. 

【症例紹介】90 代,女性.現病歴：自宅にて転倒し,

左殿部痛を認める.X 日後に左大腿骨転子部骨折を

診断,同日にγ-nail を施行される.Y 日後に当院へ

転院する.病前は息子夫婦と 3 人暮らしであり,移動

は屋内伝い歩きと独歩にて併用自立,屋外シルバー

カー歩行見守りであった. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき,本人と家

族に十分に説明し,同意を得た. 

【初期評価】 転院日～転院 6 日目（右/左） 

関節可動域（以下,ROM）：股関節伸展 20°/5°  

徒手筋力検査（以下,MMT）：体幹屈曲 4、体幹屈

曲・回旋 4/4,股関節伸展 4/3,外転 4/2,疼痛：歩行

時に左大腿筋膜張筋に NRS4～5（自制内）.Timed 

Up Go Test（以下,TUG）：右周り 18.8 秒,左周り

19.5 秒（独歩）Functional Balance Scale（以

下,FBS）：44/56 点. 外乱刺激（立位）：足関節戦略

の出現は十分であるが,左側方・及び前方への股関

節戦略は遅延し,ステップ反応が早期に出現する. 

動作観察：（独歩）全歩行周期にて腰椎前弯,骨盤前

傾位であり左脊柱起立筋の過活動を認める.また左

立脚中期にトレンデレンブルグ徴候が陽性.左股関

節内転位を呈する.ADL：病棟内終日独歩見守り 

【問題点抽出】MMT の結果より左大殿筋の筋力低下

を認めるため,左荷重応答期における大殿筋の求心

性収縮の機能不全を呈していると考える.加えて,常

時腰椎の前弯を呈していることから,腹直筋と大殿

筋の協調性低下が考えられる.この左荷重応答期の

現象により,左立脚中期において左中殿筋の発揮効

率が低下する.また左中殿筋は MMT で 2 と筋力低下

も認めるため,前額面上での重心の安定化には不十

分な筋力であると考える.そのため,左大腿筋膜張筋

が過活動となり,スパズム性の疼痛を引き起こして

いると考える.また本例では外乱刺激に対する姿勢

制御の反応にて股関節戦略が乏しいため,バランス

機能向上には股関節戦略の改善が必要と考える. 

【治療プログラム】左大腿筋膜張筋・脊柱起立筋の

モビライゼーション,股関節伸展可動域練習,股関節

外転 OKC トレーニングをベッド上で実施後,膝歩

き・膝立ち位でのステップ動作にて左股関節周囲の

CKC,屋内歩行練習を行った. 

【最終評価】転院 22 日目～転院 27 日目（右/左） 

ROM：股関節伸展 20°/10° MMT：股関節外転 4/4,

股関節伸展：4/4 疼痛：NRS1～2（歩行時） 

TUG：右周り 13.5 秒,左周り 12.2 秒 FBS：50/56

点. 外乱刺激：左側方及び,前方移動に対し股関節

戦略の出現は改善し,支持基底面内における重心の

安定性限界は増大している. 

動作観察：（独歩）腰椎前弯,骨盤前傾位,脊柱起立

筋の過活動は残存しているが,トレンデレンブルグ

徴候は減少し,側方への重心動揺は軽快してい

る.ADL：病棟内終日独歩自立 

【考察】本例では歩行時のトレンデレンブルグ徴候

による左側方への不安定性,左下肢における股関節

戦略の改善に焦点を当て介入した.相本らによると

「膝歩きは通常の歩行と比較し,腹直筋・大殿筋・

中殿筋の活動が有意に増加した.」と報告している.

そのため,腹直筋・大殿筋・中殿筋の CKC が必要で,

股関節戦略のバランス練習が必要な本例には膝立ち

位での CKC は適した練習であったと推察される.そ

の結果,大殿筋の筋力が改善し,立脚中期における中

殿筋の発揮効率が改善したと考える。また,継続的

な中殿筋の OKC・CKC により中殿筋の筋力も改善し

たことで,左立脚中期の大腿筋膜張筋の過活動は抑

制され,疼痛も軽減したと推測する.これら殿筋群の

筋力向上に伴う股関節戦略の改善が,FBS も改善し,

終日独歩自立に至ったと考える.しかし腰椎の前弯

は減少しなかった.大殿筋の筋力は改善したが,腹直

筋との協調性は改善しなかったためと考える.今後

は腰椎への力学的負荷軽快のため,腰背部の過活動

の抑制,大殿筋と腹直筋の協調性改善に焦点を当て

介入を行う必要があると考える. 



 

術後の下肢痛に対し TENSを使用した介入により,

歩行の介助量軽減を認めた一症例 

はくほう会セントラル病院   リハビリテーション部 

日髙浩佑 宇留野雅貴 小倉愛望 

【はじめに】 

今回,左大腿骨転子部骨折を呈しγネイル術を

施行された 80 歳代女性を担当する機会を得たた

めここに報告する. 

【症例紹介】 

X 年 Y 月 Z 日,ショートステイにて転倒し左大腿

骨転子部骨折を受傷された,80 歳代女性である.Z+4

日にγネイル術を施行し Z+51日後,当院回復期病棟

へ転院となる.〈主訴〉早く家に帰りたい〈既往歴〉

変形性膝関節症・腰椎圧迫骨折 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき,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】(術後 51日から 57日目) 

関節可動域(°)(右/左)(以下 ROM) 股関節屈曲：

120/70p 伸展：－/-30 膝関節伸展：-5/-15 足関節背

屈：5/10※右股関節伸展は術側に疼痛ある為非実施.

徒手筋力検査(右/左)(以下 MMT) 股関節屈曲：3/2p 

股関節外転：4/2p 膝関節伸展：4/3p 足関節背屈：

4/4.NRS 左大腿前面 (安静時 )6/10(動作時 )10/10. 

Functional Balance Scale(以下 FBS) 24/56.Mini-

Mental State Examination 21/30.10ⅿ歩行：馬蹄式

歩行器歩行接触介助 57.32 秒 47歩. 

動作観察：馬蹄式歩行器歩行 接触介助 

左初期接地は足関節背屈が乏しく,続く左立脚中期

では左股関節内転に伴う骨盤左偏位が生じ,左股関

節伸展は乏しく立脚中期から後期が短縮する.右遊

脚中期ではすり足となり,歩幅の狭小化を認める. 

【問題点】 

本症例は,病前から活動量が少なく再転倒の危険

性が高い事が考えられる.退院後に外出機会を得る

事で廃用・転倒予防に繋がると考え,歩行動作の介助

量軽減に着目した.本症例は歩行中,左立脚中期に左

股関節内転に伴う骨盤左偏位が生じ,右側方へ体幹

が傾斜しふらつきを認める為接触介助を要している.

本来,立脚中期では中殿筋の等尺性収縮により体幹

を鉛直に保つとされている.MMT の結果から左股関

節外転筋の筋力低下を認め,体幹を鉛直に保つ事が

困難と考えられる.それに対し術後51日目から65日

目に中殿筋筋力向上練習を行ったが,左大腿部痛が

強く効果が得られなかった.疼痛は大腿四頭筋群の

防御性収縮が原因であると考え,術後 66 日目から疼

痛軽減を目的に TENS を実施し,並行して筋力向上

運動と基本動作練習を行った. 

【治療アプローチ】 

①電気刺激療法(TENS)②股関節開排運動③立位

にて左右下肢荷重練習④立位バランス練習⑤伝い歩

き練習⑥馬蹄式歩行器歩行練習 

【最終評価】術後 95日から 99日※変化点のみ記載 

ROM(°)(右/左) 膝関節伸展：-5/-10 足関節背屈：

5/15.MMT(右/左)股関節屈曲：3/3p 股関節外転：

4/3p.NRS 左大腿前面 (安静時 )4/10(動作時 )5/10. 

FBS 30/56.10ⅿ歩行：馬蹄式歩行見守り 22.65 秒 

26歩. 

動作観察：馬蹄式歩行器歩行 見守りレベル 

上肢支持優位になるも,左立脚中期で左股関節内転

が減少し,左股関節伸展の増加,それに伴い左立脚中

期の延長による右下肢振り出し増加,歩幅の拡大と

すり足の消失を認めた. 

【考察】 

左大腿部痛に対して,疼痛体験による左大腿四頭

筋群の防御性収縮と考え,左大腿部痛を軽減する為

TENSと,並行して筋力向上練習・基本動作練習を実

施した.斎藤らによると,「ゲートコントロール理論は

主に即効性のある疼痛軽減効果,内因性疼痛抑制機

構は主にTENS終了後の持続性のある疼痛軽減効果

と関連が深い.低刺激強度を用いた場合ゲートコン

トロール理論が,高刺激強度を用いた場合内因性疼

痛抑制機構が活性化する」と述べている.本症例は認

知機能が低下しており,高刺激強度を用いると安全

管理が不十分になると考え,ゲートコントロール理

論を用いた低刺激強度で実施した.その結果,大腿部

痛が軽減した事で筋力向上練習・基本動作練習を効

率よく実施でき,歩容の改善に至ったと考える. 



右中殿筋の筋力向上によりトレンデレンブルグ歩行

が改善し,歩行動作の安全性を獲得した一症例 

はくほう会セントラル病院  

○加古真一 妹尾春香 阪本健太 

はじめに   

今回,右大腿骨頸部骨折を呈した症例を担当し

た.右側へのふらつきに対し,右中殿筋に着目する

ことで歩行の安全性を獲得した為,以下に報告す

る. 

症例紹介 

【年齢】80 歳代後半【性別】女性【主訴】足が痛

い【デマンド】歩きたい【診断名】右大腿骨頸部

骨折【現病歴】X 日自宅の窓から庭に出る際に転

落して受傷し,A 病院にて右大腿骨頸部骨折と診

断され,X+1 日 B 病院にて骨接合術を施行.X+19

日当院へ入院される.【既往歴】間質性肺炎,関節リ

ウマチ,両人工膝関節置換術. 

倫理的配慮  

発表を行うにあたりヘルシンキ宣言に基づき,

主旨を口頭で説明し,同意を得た. 

初期評価(X+20~21 日) (R/L）  

【関節可動域】(単位:°)股関節屈曲 115/120,伸展

15/15,外転 25/20,膝関節伸展−20/0【徒手筋力検査】

股関節伸展 2/3,外転 2/3,内転 3/3,膝関節伸展 4/4,

足関節底屈 2+/2+,体幹屈曲 3,回旋 2【触診】右荷

重応答期から右立脚中期にかけて右中殿筋筋収縮

低下【大腿脛骨角】臥位：170/185,立位：170/190

【疼痛】 (運動時痛 )右術創部 NRS3,両膝関節

NRS4【Functional Balance Scale】41/56 点（減

点:前方リーチ、タンデム、片脚立位）【立位姿勢】

胸腰椎屈曲,骨盤後傾位,両股関節屈曲位,両膝関節

軽度屈曲位（右＞左）,両足関節軽度背屈位【歩行

観察（杖なし歩行軽介助）】右荷重応答期から右立

脚中期にかけて骨盤が左傾斜し,右股関節内転位

が増大する.右立脚中期から右立脚後期にかけて

右股関節伸展と右膝関節伸展が不足し,骨盤が右

側方へ移動し,右立脚後期で右側へふらつきを認

める. 

統合と解釈  

歩行時の右荷重応答期から右立脚中期にかけて

骨盤の正中位での保持が困難であり骨盤の左傾斜

が性急となる.原因として右中殿筋の筋力が低下

していることを考える.その結果, 右股関節内転

位となり,右立脚中期から右立脚後期で右股関節

伸展と右膝関節伸展角度が減少することで,右立

脚後期でのふらつきを認め,歩行動作の安全性低

下に繋がると考えた. 

治療プログラム 

股関節外転筋の遠心性収縮向上目的に骨盤を前

後傾中間位に保持した状態で横歩き練習を実施す

る.また側方から段差ステップ練習を実施. 

最終評価（X+54~55 日）※改善点のみ記載 

【徒手筋力検査】右股関節伸展 3,右股関節外転 3,

両足節底屈 3,体幹屈曲 4,回旋 3【触診】右荷重応

答期から右立脚中期にかけて右中殿筋筋収縮向上

【疼痛】 (運動時痛 )右術創部 NRS2,両膝関節

NRS4【Functional Balance Scale】45/56 点（改

善点：タンデム,片脚立位）【歩行観察（杖なし歩行

見守り）】右荷重応答期から右立脚中期で骨盤の左

傾斜は僅かに認めるが,右股関節軽度内転位での

保持が可能となり,右立脚後期でのふらつきが軽

減している. 

考察 

歩行時の右立脚中期での骨盤の左傾斜に繋がる

原因として右中殿筋の筋力低下に着目し,歩行動

作の安全性向上を目的に右中殿筋に対しアプロー

チを行った.兵頭らは「骨盤を安定させるために外

転筋の活動が必要となる.」と報告している.また, 

鈴木らは「横歩きでは,中殿筋の求心性収縮・遠心性

収縮をより意識したトレーニングになる」と報告し

ている.そこで右中殿筋の筋力向上を意識して,骨盤

を中間位に保持した状態で横歩き練習を実施した.

その結果,症例の右中殿筋の筋力は徒手筋力検査

において段階 2 から段階 3 へと向上を認めた.杖

なし歩行は右立脚中期で骨盤の左傾斜は僅かに残

存していたが,右股関節軽度内転位での保持が可

能となり,右立脚後期でのふらつきが改善した.よ

って,歩行動作の安全性は向上し,自室内の移動は

杖なし歩行にて自立となった. 

 

                            



大腿骨頚部骨折術後，荷重時痛が強い症例に体重

免荷式歩行器を使用し歩行自立した一例 

尼崎だいもつ病院 宮田梨沙 

【はじめに】今回，右大腿骨頚部骨折後にTHAを

施行した症例を担当した．本症例は歩行時，右立

脚期の荷重時痛が強いため歩行に介助を要し，思

うように運動負荷をかける事ができず難渋して

いた．そこで体重免荷式歩行器  (以下Body 

Weight Support：BWS歩行器) を使用することで

荷重時痛の軽減を図り，より効率的に歩行練習が

行えた．その結果，歩行時の荷重時痛は消失し歩

行器歩行自立に至ったため，ここに報告する．  

【倫理的配慮】本症例発表は当院の倫理委員会の

承認を得て，対象者には本症例発表の施行ならび

に目的を説明し同意を得た． 

【症例紹介】70歳代，女性，BMI 18.4kg/ m2． 

X年Y月Z日に室外機から転落し右大腿骨頚部骨

折を受傷．Z+3日に右THA施行．Z+31日にリハビ

リ目的に当院入院．病前ADL：独居．全て自立． 

主訴：歩くのは不安． 

【初期評価Z+33日】触診：術創部に熱感あり．疼

痛 (NRS)：荷重時に術創部7/ 10，右ハムストリン

グス3/ 10．ROM：著明な制限なし．MMT (右/左)：

大殿筋2/ 4，中殿筋2p/ 4，外旋筋2/ 4．右股関節運

動は疼痛により自動介助．荷重検査(kg) (右/左)：

片脚立位時25p/ 40．歩行器歩行：歩行周期通して

歩行器に依存的．右MStで荷重時痛の訴えあり．

トレンデレンブルグ徴候を認め歩幅短縮．また歩

行器が蛇行し転倒リスクあり軽介助を要した． 

10m歩行 (前腕支持型歩行器)：24.8秒/ 28歩． 

連続歩行距離：30m (荷重時痛の増大，下肢疲労感

あり) 

【経過と介入方法】歩行中の荷重時痛は術創部・

右ハムストリングにNRS5/10と継続していた． 

また徒手だけでは骨盤側方移動を制御できず， 

十分な歩容修正が困難，非効率的な歩行練習とな

っていた．Z+46日よりBWS歩行器による歩行練

習を実施 (設定：免荷量15kg，20分，7日/週，3週

間)．BWS歩行器歩行では荷重時痛の訴えなく

150m以上連続歩行可能．右下肢の支持性が出現

し，MStでのトレンデレンブルグ徴候は軽減して

いた． 

【最終評価Z+86日 (改善点のみ記載) 】疼痛：術

創部，右ハムストリングの荷重時痛消失．MMT 

(右)：大殿筋3，中殿筋2，外旋筋3．股関節運動は

自動運動で可能．荷重検査(kg) (右/左)：片脚立位

32/ 37．歩行器歩行：歩行器への依存は軽減．MSt

のトレンデレンブルグ徴候は軽減，歩幅も延長し

歩行は自立．10m歩行 (前腕支持型歩行器)：12.4

秒/ 20歩．連続歩行距離：500m以上．(荷重時痛，

下肢疲労感なし) 

【考察】本症例は右大腿骨頚部骨折の術後，右下

肢の荷重時痛が強く認められた．歩行器歩行では

右MStで荷重時痛によるトレンデレンブルグ徴

候を認め，ふらつくため軽介助を要していた．歩

行距離延長に伴い荷重時痛は増大し，連続歩行は

30m程度であった．また，歩行時にふらつきを認

め，徒手での歩容修正は困難であり，効率的な歩

行練習が行えなかった．HesseらはTHA後の患者

の体重免荷歩行群では疼痛が軽減，中殿筋の筋活

動が増加し，歩容が改善したと報告している． 

そこで，問題点の原因である荷重時痛の軽減を図

るため，BWS歩行器を使用し歩行練習を行った．

その結果，荷重時痛は消失，歩行時の右MStのト

レンデレンブル徴候は軽減し，歩行距離が延長し

た．谷口らは，BWS歩行器は装着するベルトによ

り股関節周囲を覆う構造となっている．免荷によ

り上方へ牽引されることで歩行の下肢接地時の

衝撃が緩和され，股関節に加わる負担を軽減する

ことが可能であると述べている．このことから，

BWS歩行器を使用することで荷重時痛が生じな

い状態で歩行練習が可能となった．また荷重時痛

の増大を防ぐことで歩行距離の延長も可能とな

った．よって，本症例においてもBWS歩行器歩行

により荷重時痛の軽減を図り，正常に近い歩容で

歩行を反復することで効率的な歩行機会を担保

でき歩行器歩行自立に繋がったと考える． 

【結語】今回，歩行時の荷重時痛により効率的な

歩行練習に難渋した症例に対して，疼痛軽減を目

的にBWS歩行器を使用した．その結果，荷重時痛

は消失し，歩行器歩行自立に至った．BWS歩行器

の使用は，歩行を難渋させる一要因である疼痛の

軽減を図ることができる可能性が示唆された．  

 



殿筋へのアプローチにより歩行能力が改善した小転

子転位の大腿骨転子部骨折術後症例 

尼崎だいもつ病院 小山 壱也 

【はじめに】 

今回、小転子骨片が転位した大腿骨転子部骨折術後

患者に対し、骨転位の悪化を防ぐため、小転子に付

着しない殿筋群にアプローチを行った結果、歩行能

力の改善を認めた為、以下に報告する。 

【症例紹介】 

性別/年齢：男性/80 代  BMI：19.66kg/m² 

主訴：左大腿部外側が突っ張る 

診断名：左大腿骨転子部骨折（髄内釘固定術） 

現病歴：自転車走行中に転倒し受傷。受傷から 2 日

後に髄内釘固定術施行（PO０D）。術翌日から理学療

法開始。PO14D にリハビリ継続を希望され当院に入

院となる。 

安静度：小転子転位あり PO28D まで股関節屈曲・外

転方向への伸張、股関節屈曲自動運動は禁忌 

既往歴：心房細動、高血圧、糖尿病 

【倫理的配慮】 

本症例発表は当院の倫理委員会の承諾を得て、対象

者には本症例発表の施行ならびに目的を説明し、同

意を得た。 

【初期評価（PO17～20D）】 

疼痛：左大腿部外側に荷重時痛 NRS 5/10 

ROM（R/L°）：股関節伸展－/-10、 

MMT（R/L）：股関節屈曲 4/－、伸展 4/2、外転－/2、 

膝関節伸展 4/2 

TUG：53.0 秒 

10ⅿ歩行：（最大努力）50.69 秒 38 歩 

6 分間歩行：歩行距離 180m/BorgScale14 

動作観察：（歩行器歩行）左 LR～Mst にかけて体幹前

傾・骨盤左後方回旋。左 Tst の股関節伸展の減少。

左 Isw は努力性の振り出し。 

【経過と介入方法】 

本症例は入院から 2 週間は左股関節屈曲の自動運動

に制限があった。その期間の廃用予防と手術侵襲部

位に対してアプローチを行った。歩行の LR～Tst に

作用する殿筋群に対して、足部位置を低位にした状

態での筋力増強運動を実施。Isw での努力用の振り

出しに対しては他動運動での腸腰筋の筋出力向上を

図った。 

【最終評価（PO37～39D）】 

疼痛：左大腿部外側の荷重時痛消失 NRS 0 /10 

ROM（R/L°）：股関節伸展－/5 

MMT（R/L）：股関節屈曲 4/4、伸展 4/3、外転－/4、 

膝関節伸展 4/4 

TUG：22.18 秒 

10ⅿ歩行：（最大努力）12.72 秒 19 歩 

6 分間歩行：歩行距離 270m/BorgScale14 

動作観察：（歩行器歩行）左 LR～Mst にかけて体幹前

傾・骨盤左後方回旋の減少、左 Tst の股関節伸展の

拡大、左 Isw の努力性の振り出し軽減。 

【考察】 

本症例は小転子骨片が転位した大腿骨転子部骨折術

後患者である。川端らは、大腿骨小転子骨片転位の

有無が術後 4 週の短期的な運動機能の不良に関与す

ると報告されている。 

本症例は小転子転位による腸腰筋の機能不全と疼痛

により歩行能力の低下を認めた。それに加え術侵襲

による殿筋群の筋力低下が歩行の安定性を低下させ

ている。今回は小転子転位の助長を考慮した上で腸

腰筋・殿筋群に対してアプローチを行い、歩行能力

が改善するかに着目した。歩行の問題点としては左

LR～Mst にかけての体幹前傾、骨盤左後方回旋・

Trendelenburg 跛行・左 Tst の股関節伸展減少であ

った。これらは術侵襲による殿筋群の筋力低下と腸

腰筋の短縮・筋出力低下が問題点の要素として大き

いと思われる。津村らによると、殿筋群は下肢の支

持性作用、腸腰筋は大腿骨頭を臼蓋に押し込む作用

を有していると報告しているが、前後での股関節安

定化機構が本症例は破綻し歩行の安定性を低下させ

ている。 

アプローチとして、腸腰筋を筋力維持するためには

40％MVC の負荷が必要だが、それは困難を有する。そ

の中で村上らは他動運動での筋力維持は不可能だが

筋出力発揮を促すことは可能との報告がある。また

殿筋群に対して、井上らは足部位置を低位にした状

態で両大腿部にセラバンドを巻き付けヒップアップ

を行うことで、通常よりも筋活動量は増加しやすく、

中殿筋の等尺性収縮の賦活も同時に促進できると報

告している。これらのアプローチにより股関節の安

定性が得られ、歩行能力改善と疼痛の軽減に繋がっ

た。 

【結語】 

本症例は術侵襲による殿筋群の筋力低下と小転子骨

片の転位による腸腰筋の短縮・筋出力低下があり、

前後での股関節安定化機構が破綻していた。そのた

め荷重時痛の助長、それに伴う歩行能力低下を引き

起こしていたが、小転子骨片の転位を考慮した腸腰

筋・殿筋群へのアプローチにより安静期間が終了時

に股関節の安定化を図る事が可能となり、歩行の安

定性向上の獲得に至った。 



「右膝前十字靭帯再建術、右内外側半月板縫合術

後にスポーツ復帰を目指している一症例」 

亀井整形外科医院 出口 伸之介 

【はじめに】今回、スポーツ復帰のため、歩行動

作に着目した右膝前十字靭帯断裂術後、右内外側

半月板縫合術後の患者様を担当した。右膝関節に

治療を行った結果、歩行の安定性が向上したため

ここに報告する。 

【症例紹介】30代男性、平成 X年 Y月 Z日（以

下、手術日）に再建術 BTB法、右内外側半月板縫

合術を施行された。手術日－3年のフットサル中、

相手からボールを奪うため切り返しを行った際、

バランスを崩し受傷。その後、A病院受診にて右

前十字靭帯断裂、右内外側半月板損傷と診断され

た。保存療法を選択し、手術日－1 年にマラソン

を行った際に右膝関節の腫脹が出現した事で手

術療法を選択され、退院後に当院紹介となる。主

訴として元通りフットサルがしたい。である。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、本発表

の目的と内容を説明し同意を得た。 

【初期評価】（手術日＋63日目）歩行は、右MSt

～右 TStにかけて右股関節屈曲、右膝関節屈曲位

であった。大腿周径は膝蓋骨上縁 0㎝で右が１㎝

太く、5㎝で右が 1㎝細くみられた。HHDは 3.5

㎝。徒手筋力検査（右/左）は股関節屈曲 5/5、股

関節伸展 5/5、膝関節屈曲 5/5、膝関節伸展 4/5、

足関節背屈 5/5、足関節底屈 4/5 であった。整形

外科的テストは膝蓋跳動、膝蓋骨圧迫テストは右

が陽性であった。疼痛検査は内外側ハムストリン

グ圧痛（+）、右膝関節伸展時に膝蓋骨上方の可動

性低下がみられた。 

【統合と解釈】本症例の主訴はフットサルへの復

帰であり、ランニングなどの動作が必要となる。

浦辺らは、ランニングの前に歩行を獲得する事は

重要と述べている。本症例の歩行では右MSt～右

TStにかけて右股関節屈曲、右膝関節屈曲位であ

り、安定性が低下している。HHD では 3.5 ㎝で

あった。本症例は右MSt～右 TStの右膝関節伸展

制限による運動連鎖で右股関節が屈曲している

と考えた。片寄らは、走動作の前方推進力を得る

ための重要な関節運動は股関節伸展であり、その

代償動作として股関節内転・内旋、骨盤前傾があ

る。また、Knee-in が原因となる膝関節疾患には

ACL 損傷や外側半月板損傷などがあると述べて

いる。今後、右膝関節伸展制限を残し走動作に移

行する事で右股関節内旋を制動できず、Knee-in

が出現する可能性があるため、右膝関節伸展可動

域制限の改善が必要と考えた。右膝関節伸展制限

の原因は右内外側ハムストリングの圧痛がある

事から、右ハムストリング緊張亢進の問題と考え

た。赤坂は、疼痛、機能障害、変性などから抑制

あるいは筋力低下と緊張あるいは短縮による筋

機能不全が起こる。また、緊張しやすい筋にハム

ストリング、筋力低下しやすい筋に内側広筋など

があると述べている。大腿周径は膝蓋骨上縁 0㎝

で右が１㎝太く腫脹がみられ、5 ㎝で右が 1 ㎝細

く、内側広筋の萎縮がある。中山は、膝関節腫脹

との関係では大腿四頭筋反射抑制が見られ、大腿

四頭筋の中でも内側広筋が特異的に抑制を受け

たと述べている。そのため右膝関節の炎症症状も

内側広筋筋力低下をきたす原因と考えられた。 

【治療アプローチ】右膝関節伸展可動域改善のた

め、右内外側ハムストリング緊張亢進に対し、ダ

イレクトストレッチ、右膝蓋骨可動域低下に対し、

右膝蓋骨モビライゼーション、右内側広筋筋力低

下に対し、右大腿四頭筋セッティングにより右内

側広筋の収縮を促すよう行った。 

【最終評価】（手術日＋100日目）歩行は、右MSt

～右 TStにかけて、右股関節伸展、右膝関節伸展

可動域は増大した。大腿周径は膝蓋骨上縁 0㎝で

左右差は改善し、5 ㎝は変化が見られなかった。

HHD は 3.5 ㎝から 1.5 ㎝に改善した。整形外科

的テストは膝蓋跳動、膝蓋骨圧迫テスト陰性とな

った。疼痛検査は内側ハムストリング圧痛（－）、

外側ハムストリング圧痛（＋）、膝関節伸展時の膝

蓋骨上方への可動性は向上した。 

【考察】右膝関節に対し治療を行った結果、歩行

時の 右MSt~右 TStにかけて、右膝関節伸展、右

股関節伸展可動域が増大し、安定性が向上した。

そのため、今後走動作に移行した際の Knee-inの

リスク改善に繋がったと考える。 



右中足骨骨折後、歩行時痛が長期間残存したアメ

リカンフットボール選手の症例について 

西川整形外科リハビリクリニック 上田佳奈 

【はじめに】 右中足骨骨折後、歩行時痛が長期間

残存しスポーツ復帰に難渋した症例を経験した。 

【症例紹介】 大学 4 年生、アメリカンフットボ

ール部、ポジションはタイトエンド。試合中、右

足関節内反位で上から相手選手に乗られて受傷

し、当院を受診した。診断名は、右第 2•3 中足骨

近位骨挫傷、第 4 中足骨近位骨折、立方骨骨折、

リスフラン関節損傷。受傷日(以下 X 日)+2 日目

よりギプス固定、患部非荷重とし、その後ギプス

シーネ固定で徐々に荷重を開始した。X+6日目か

ら骨癒合を目的とした物理療法や患部外トレー

ニングを実施した。固定除去後（X+32 日目）よ

りスポーツ復帰に向けた患部トレーニングを開

始した。主訴は「歩行時や走る際に痛みが強い」、

要望は「痛みなくプレーがしたい」であった。 

【倫理的配慮】 本発表の趣旨を十分に説明し、同

意を得た。 

【初期評価(X+32 日目)】 骨折部の骨癒合は良好

であった。腫脹がみられ、第 2•3 中足骨頭・立方

骨外側・リスフラン関節第 1列に圧痛、リスフラ

ン関節第 1 列に不安定性が認められた。徒手筋力

検査(以下MMT右/左)は、足関節底屈 2/5、内返

し 4/5、外返し 4/5、足趾屈曲 4/4、足趾伸展 4/5、

股関節外転 3/4であった。足底腱膜、下腿三頭筋、

総指伸筋の柔軟性低下を認めた。片脚立位姿勢は、

患側で足趾屈曲による代償がみられ、ウィンドラ

ス機構の機能不全がみられた。スクワッティング

テスト(knee in test）では、内側縦アーチが低下し

リスフラン関節第 1 列に疼痛が出現した。片脚カ

ーフレイズはリスフラン関節第 1列の疼痛が強く

挙上できなかった。歩行は、右立脚中期(以下MSt)

で内側縦アーチ低下、踵骨回内の増大、トレンデ

レンブルグ徴候がみられた。右前遊脚期(以下

PSw)で母趾 MTP 関節の背屈角度が減少し、蹴り

出しが不十分であった。MSt～PSw でリスフラン

関節第 1 列に疼痛(NRS=7）を認めた。歩行時の

足圧分布は、右後足部の荷重量が多く、右前足部

の荷重量が少なかった。 

【統合と解釈】本症例はリスフラン関節の不安定

性、足関節・足部安定化筋群の筋力低下がみられ

た。スクワッティングテスト(knee in test）、片脚

カーフレイズおよび歩行動作では、リスフラン関

節の不安定性、アーチを保持するための長短腓骨

筋・後脛骨筋・足趾屈筋群の筋力低下、ウィンド

ラス機構の破綻により内側縦アーチが降下しリ

スフラン関節第 1列に剪断力が生じることで疼痛

が出現していると考えた。そして以下の治療プロ

グラムを実施した。 

【治療アプローチ】足趾・足関節周囲筋筋力トレ

ーニング、足関節・足底ストレッチ、臀筋・体幹

筋群筋力トレーニング 

【最終評価(X+143 日目)】 MMT は足関節底屈

4/5、内返し 5-/5、外返し 5-/5、足趾屈曲 5/5、

足趾伸展 5-/5、股関節外転 4/4 と改善が見られ、

足底腱膜の柔軟性も向上していた。片脚立位で母

趾伸展位を保持しウィンドラス機構による安定

性も得られた。スクワッティングテストでは、内

側縦アーチは保持され、疼痛は消失した。歩行時、

静止立位時の足圧分布では右前足部の荷重量が

増大した。歩行時のMSt では内側縦アーチ低下が

改善され、PSw では母趾での蹴り出しができるよ

うになり(NRS=0）、走行も可能となった。 

【考察】 本症例は、歩行時の疼痛が長期間残存し

ていた。歩行時に内側縦アーチが降下しているこ

とに着目し、内側縦アーチを保持し荷重すること

が最も重要と考え理学療法を行った。川野は長腓

骨筋と後脛骨筋が共同で働くことで踵骨の内外

反を制動すると報告しており、Olson らは長腓骨

筋が母趾球荷重をするために最も重要な役割を

果たすと報告している。本症例においても、長短

腓骨筋•後脛骨筋•足趾屈筋群筋力の改善が得られ

たことによって、内側縦アーチの保持、歩行の安

定性が獲得でき、歩行および走行時痛の消失に至

ったと考えられる。 

【結語】足部のアーチ機能に着目し、必要な筋力

の向上、動作修正を行うことで長期間残存してい

た歩行時痛の消失につながった。 



交通事故により、股関節脱臼骨折と膝関節複合靭

帯損傷、内外側半月板損傷を呈した症例 

関西労災病院 中央リハビリテーション部 

三谷 一真 

【はじめに】今回、交通事故により股関節脱臼骨

折と膝関節複合靭帯損傷（ACL・PCL・MCL）、内外

側半月板損傷を呈した患者様を担当する機会を得

た。膝蓋下脂肪体(Infrapatellar Fat Pad；以下

IFP)に着目し、膝関節の関節可動域獲得を目標に

理学療法を行ったので以下に報告する。なお、ヘ

ルシンキ宣言に基づき説明を行い、同意を得た。 

【症例紹介】性別：男性、年齢：10代後半、Y月

Z 日に交通事故により受傷。Y 月 Z+6 日に右股関

節整復固定術・右膝 MCL縫合術・内外側半月板縫

合術施行。右膝 ACL、PCL は二期的に再建予定。

Z+13日より右膝関節可動域訓練開始。 

【初期評価（Z+11～14日）】安静度：ROM右膝関節

0°～90°、患肢免荷。ROM-test(以下、ROM) (右

/左)：股関節屈曲(80°/115°)・伸展(5°/10°)・

外転(25°/35°)、膝関節屈曲(75°/150°)・伸展

(-10°/0°)、触診：膝蓋上嚢部・膝蓋骨可動性低

下、IFP柔軟性低下、Quad setting：大腿四頭筋

の収縮が健側と比較し全体的に弱い(特に内側広

筋)、MMT(右/左)：股関節屈曲(3/5)・伸展(2/5)・

外転(2/未実施)、膝関節屈曲(未実施/5)・伸展(未

実施/5)、感覚障害：なし 

【理学療法プログラム】膝蓋骨可動性低下と膝蓋

上嚢部の滑走性低下、IFP の柔軟性低下に対し

Quad settingを重点的に行い、他には膝蓋骨・IFP・

術創部の Mobilization、Quad settingを行いなが

ら膝蓋上嚢部の持ち上げ操作を実施した。また、

膝蓋骨の Mobilization は自室でも行うように指

導した。 

【最終評価（Z+28～32日）】安静度：ROM右膝関節

0°～135°、患肢 1/3荷重。ROM(右/左)：股関節

屈曲(80°/115°)・伸展(5°/10°)・外転(25°

/35°)、膝関節屈曲(135°/150°)・伸展(-5°

/0°)、触診：膝蓋上嚢部・膝蓋骨可動性改善(特

に左右方向)、IFP柔軟性低下、Quad setting：内

側広筋の筋ボリュームが軽度視診にて確認できる、

MMT(右/左)：股関節屈曲(5/5)・伸展(3/5)・外転

(2/5)、膝関節屈曲(3/5)・伸展(2/5)、extension 

lag5°、歩行：右下肢立脚期に右股関節軽度屈曲

位、右膝関節軽度屈曲位 

【考察】本症例は、外側半月板を 8針・内側半月

板を 2 針・MCL は浅層、深層ともに縫合術を施行

した為に主治医より可動域獲得が難渋する可能性

が高いと言われていたが、膝関節屈曲可動域が

135°まで獲得できた。その要因としては、膝蓋骨

の Mobilization・Quad setting を術後早期より行

った事で膝蓋骨の可動性や膝蓋上嚢部の滑走性が

改善したためだと考える。しかし、右膝関節伸展

角度は-5°となった。林らによると IFP は膝関節

伸展時に前方へ移動し、横靭帯を介して半月板を

前方へ誘導する働きを持つために、IFP の柔軟性

が低下していると半月板の前方移動が不十分とな

り膝関節の完全伸展を妨げると言われている。こ

の事より IFPの柔軟性が十分に改善出来ていなか

った為に伸展制限が出現したと考える。また本症

例は患側の膝蓋骨が低位であった。八木は、IFP

の柔軟性が不足すると膝関節最終伸展や膝蓋骨の

上方滑走が制限される事を報告している。これら

の事より、IFP の柔軟性が低下していることや最

終評価より extension lag が出現しており、大腿

四頭筋の筋力低下によって膝蓋骨の上方移動が不

十分である為に伸展制限が出現したと考える。そ

のため今後は IFP の柔軟性低下に対して、徒手に

加え EMS など電気治療を行いながら Quad 

settingやCKCでのハーフスクワットなど軽度屈

曲位からの伸展運動を実施することで内側広筋へ

の収縮を促し、最終域での膝関節自動伸展運動が

行えるようにする必要があると考える。 

今回の反省として、歩行時の右立脚期に右股関節

軽度屈曲位であった為に、運動連鎖により右膝関

節軽度屈曲位となったと考える。その原因として、

MMT で右股関節伸展 3、外転 2 であり歩行時の

右股関節伸展筋力低下が右膝関節の完全伸展を妨

げた一要因だと考える。この事より、今後は膝関

節だけでなく股関節や足関節など全体を捉え、評

価・治療を行っていきたいと考える。 



免荷での歩行からフリーハンド歩行となった時点

での歩容を予測して介入を行った症例 

はくほう会セントラル病院リハビリテーション部 

別所慶宗 前田梨奈 

【はじめに】 

 今回, 免荷での歩行からフリーハンド歩行とな

った時点での歩容を予測して介入する機会を得た

のでここに報告する. 

【症例紹介】 

 X 年 Y 月 Z 日にバイクで走行中にトラックと接

触し,転倒した後に救急搬送され左後十字靭帯損

傷の診断を受ける.退院後,膝関節の不安定性が続

き, Z+169 日後に関節鏡下十字靱帯再建術,半月

板切除術を施行された,50歳代の男性である. 

ADL：術後 11週まで DON JOY装着下で生活 

（プロトコール）Range Of Motion（以下 ROM） 

（伸展°- 屈曲°）  

  4週目：装具（-10-60）ROM（0-75）2/3荷重  

  5週目：装具（-10-90）ROM(0-90) 全荷重（片

松葉杖） 

  6週目（-10-90）ROM(0-110) 全荷重（杖なし） 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき,本発表の主旨を口頭

で本人様・家族様に説明し,了承を得た. 

【初期評価(術後 4週)】 

 Manual Muscle Test（以下 MMT）（右/左）:体

幹回旋 4/4股関節伸展右非実施/5股関節外転 5/4 

内転 5/4 膝関節屈曲 5/5 伸展 5/4 ROM（右°/

左°）：股関節外転 45/35 内転 20/20 膝関節屈曲

125/60膝関節伸展 0/-10 

 両松葉杖歩行：左立脚中期に左股関節内転が生

じることで骨盤左側方移動が出現する. 

【問題点】 

 本症例は 1/2 荷重での両松葉杖歩行の左立脚中

期に左股関節内転により,骨盤左側方移動が生じ

ている.理学療法評価から左股関節外転筋の筋力

低下により,歩行時に左股関節外転筋の遠心性収

縮が得られず,歩行時に骨盤を固定し身体を安定

させる作用が低下していると考える.加えて,DON 

JOY 装具により-10°の左膝関節伸展制限が生じ

ていることで歩行時に脚長差が生じ,左股関節内

転すると共に骨盤左側方移動が出現している.そ

のため今後,フリーハンド歩行となった際に, 左

立脚中期での左股関節内転が増大することで骨盤

左側方移動の増大が生じ,腰背部への疼痛が出現

する可能性があると考える. 

【治療アプローチ（2週）】 

 関節可動域練習.荷重量に合わせた筋力強化練

習,荷重練習,松葉杖歩行練習,フリーハンド歩行

練習,横歩き練習を実施. 

【理学療法経過（術後 6週）】改善点（左のみ） 

 MMT：股関節外転 5膝関節伸展 5  ROM：股

関節外転 45 膝関節屈曲 110 膝関節伸展 -5 

Numerical Rating Scale（以下 NRS）：歩行時左

腰背部に 3の疼痛 触診：左脊柱起立筋群に過緊

張を認める. 

 フリーハンド歩行：左立脚中期での左股関節内

転の軽減に伴い,骨盤左側方移動の減少を認める. 

【考察】 

 鈴木らによると横歩きでは,低負荷で中殿筋の

求心性収縮・遠心性収縮を意識するトレーニング

が可能と述べている.本症例でも,左股関節外転筋

の遠心性収縮を得るために荷重量増加に伴い CKC

で横歩き練習を行い,筋力強化を図った.そのため,

装具による脚長差は残存しているが左股関節外転

筋の筋力が向上したことで,フリーハンド歩行時

の左立脚中期での左股関節内転が軽減し,骨盤左

側方移動の増大を認めなかった.しかし,フリーハ

ンド歩行の際に左腰背部にNRS3の疼痛を認めた.

その原因として,腹筋群の筋力低下と左膝関節可

動域制限により松葉杖歩行では上肢で代償するこ

とで左下肢の振り出しが可能となっていた.しか

し,フリーハンド歩行では代償を行うことが出来

ない.したがって,左下肢を振り出す際に胸腰部が

前弯し,脊柱起立筋群の過活動が生じたと考える.

また,装具での左膝関節伸展制限により脚長差が

あり,歩行時に左股関節内転,骨盤左側方移動が残

存していることで腰背部の疼痛が出現したと考え

る. 



大殿筋の筋力向上に伴い股関節屈曲の増大による

前方への不安定性に改善を認めた一症例 

はくほう会セントラル病院リハビリテーション部 

巽仁平 武田康嗣 和田莉奈 

【はじめに】 

 今回,左変形性膝関節症により左人工膝関節全

置換術を施行した症例に対して理学療法を行い,

歩行の安定性向上を認めた為,ここに報告する.  

【症例紹介】 

［年齢・性別］80代女性.［現病歴］Y月 Z日,

左変形性膝関節症に対し,左人工膝関節全置換術

を施行.Z＋18 日にリハビリテーション目的で当

院へ転院.［入院前 ADL］屋内杖なし歩行自立.［既

往歴］高血圧,心不全,右人工膝関節全置換術後. 

【倫理的配慮】 

 ヘルシンキ宣言に基づき,本発表の主旨を口頭

で本人・家族に説明し了承を得た. 

【初期評価 Z＋50日】 

Manual Muscle Test(以下 MMT):股関節伸展

3/2(別法),外転 3/2,膝関節伸展 3/2,足関節底屈

2/2,Range Of Motion (以下 ROM):(右°/左°)股

関節伸展 5/5,膝関節伸展−10/−15,Functional 

Balance Scale(以下 FBS):38/56 点(減点項目:立

ち上がり,着座,閉眼・閉脚立位,上肢リーチ,一回

転,片脚・タンデム立位保持,床からの拾い上げ,段

差昇降,移乗),10m歩行:18.78秒・歩数:32歩. 

ADL:屋内杖なし歩行見守り. 

歩行観察(杖なし歩行見守り):全歩行周期にお

いて両股関節・膝関節屈曲位での歩行となる.左初

期接地は踵接地となるが,早期に足底接地を迎え

る.左荷重応答期から立脚中期にかけて左股関節

屈曲が増大し,前方への不安定性を認める. 

【問題点】 

当院転院時,左膝関節伸展可動域制限により初

期接地での大殿筋による衝撃吸収が困難であった

ため,前方への不安定性が出現していると考え,ア

プローチを実施した.しかし,左膝関節伸展可動域

に著明な改善は認めなかった.また,本症例では杖

なし歩行時に左荷重応答期から立脚中期にて股関

節屈曲を伴うこと,左股関節伸展の MMT が 2 であ

ることから,今回は前方への不安定性の原因を左

大殿筋の筋力低下であると考え治療プログラムを

立案した. 

【治療アプローチ】 

両膝関節伸展可動域練習に加え,ブリッジ動作

による両股関節伸展筋力強化,両足関節底屈筋力

強化,ステップ練習を実施した. 

【最終評価 Z＋85日】改善点のみ記載 

MMT:左股関伸展 3,左膝関節伸展 3,ROM:左膝関

節伸展−10°,FBS:41/56 点(立ち上がり,移乗の項

目が向上した.),10m 歩行:12.44 秒・歩数:28

歩.ADL:屋内杖なし歩行自立. 

歩行観察(杖なし歩行自立):左荷重応答期から

立脚中期にかけて生じていた股関節屈曲の増大は

軽減し,前方への不安定性は改善した.  

【考察】 

本症例は,歩行時に左荷重応答期から立脚中期

にかけて左股関節屈曲が増大し,前方への不安定

性を認めていた.その原因として初期評価より,左

大殿筋の筋力低下と考えた.治療アプローチとし

て,西田らは,ブリッジ動作は歩行のように支持基

底面が狭くより四肢や体幹にダイナミックさが要

求される動作の前段階として,四肢や体幹が安定

した状態で要求された筋活動を安全に再現するこ

とが可能であると述べている.そのため,ブリッジ

動作で大殿筋の筋収縮を促した.また,Carrs は,

ステップ運動のような下肢のコントロールを鍛え

るための機能的な体重支持エクササイズが,下肢

への荷重を強化し,筋力と協調性を改善するため

に重要であり,歩行トレーニングと並行して行わ

れると述べている．そのため,ステップ練習におい

て歩行動作における左荷重応答期から立脚中期で

の大殿筋の筋収縮を促した.最終評価では,左大殿

筋の筋力が MMT2から 3へと改善を認めた.その結

果,左荷重応答期から立脚中期にかけての股関節

屈曲の増大が軽減し, 前方への不安定性が改善し

たことで,屋内杖なし歩行自立へと繋がったと考

える. 



腰椎圧迫骨折を発症したパーキンソン病に加えて，

るい痩患者の歩行介助量が軽減した症例 

大原病院 理学療法士 舟橋正宏 

【はじめに】今回，腰椎圧迫骨折を発症したことで

下肢筋力が低下し，入院時の基本動作が後方重心で

介助なしでは動作困難な症例を担当し，重心位置の

認識と下肢筋力訓練を実施したことで，日常生活動

作（以下 ADL）の制限が軽減した．特に歩行動作の介

助量が軽減したため報告する． 

【症例報告】80 歳代女性．数年前にパーキンソン病

（以下 PD），レビー小体型認知症と診断され，転倒と

骨折を繰り返している．動作は緩慢で仮面様顔貌で

あり両肘関節と両膝関節に軽度固縮および左下腿三

頭筋に筋緊張亢進がみられ，標準体重の１/２程度で

ある．今回，左大腿部の帯状疱疹にて入院．リハを

進めていたが発症から 9 週目に腰痛増強し，腰椎圧

迫骨折と診断．発症から 15 週目に継続リハ目的にて

当院へ転院となる．既往歴に骨粗鬆症，左上腕骨骨

折，左大腿骨人工骨頭置換術，T12・L1 圧迫骨折，左

膝蓋骨骨折がある． 

【倫理的配慮】発表の趣旨を口頭で説明し本人様お

よび家族に同意を得た． 

【理学療法評価】 

＜初期評価（16 週）→最終評価（28 週），Rt/Lt＞ 

MMSE：11→11 点．MMT：股関節伸展 2/2→3/3，膝関

節伸展 4/3→4/4，足関節背屈 0/2→1/3，足趾 2/3→

3/3．ROM：股関節伸展，膝関節伸展，足関節背屈と

もに-5°/-5°→-5°/-5°．姿勢制御：（後方）頭頸

部わずかに屈曲→消失．（左側）左保護伸展反応は軽

度出現→軽度出現，初期および最終で前方へ右下肢

ステップ反応出現するが，左下肢は見られない．そ

して側方および後方のステップ反応は見られない．

平行棒内往復歩行：2 分 06 秒（介助）→1 分 16 秒

（監視）．位置覚：右足関節軽度鈍麻→軽度鈍麻．大

腿周径：膝蓋骨上縁 5 ㎝ 21.5→20.5 ㎝，膝蓋骨上縁

15 ㎝ 23.5/22.5 ㎝．入院時の歩行は中等度介助であ

ったが，最終で監視レベルに改善した．  

【問題点】ALB：3.6→3.0．下肢筋力低下と姿勢反射

障害の影響に加えて，右前脛骨筋の機能不全と左足

関節は筋緊張亢進が出現する．さらに両足関節-5°

の背屈制限があることで後方重心となり，ADL に介

助が必要である． 

【治療アプローチ】起立訓練および階段昇降で下肢

筋力，特に前脛骨筋の筋力向上に加えて，歩行訓練

と立位保持を実施し，重心移動および左下肢荷重訓

練を目的に行う． ステップ動作による TSt を意識す

る運動学習を実施した． 

【考察】本症例の基本動作は後方重心となるため，

介助を必要としていた．両膝関節には軽度の固縮が

あり，それに拮抗する抗重力筋の筋力低下と姿勢反

射障害が重心制御を困難にしていると考え，治療プ

ログラムを実施した．歩行動作に問題点と改善点が

残存したため以下に述べる． 

まず改善点であるが，歩行動作中の後方重心が修

正したことにより骨盤回旋運動も改善された．改善

の要因であるが，股関節伸展筋と膝関節伸展筋およ

び足関節底屈筋の運動単位の活動が増加したことに

加えて，重心を前方へ誘導し支持基底面内にとどめ

る運動学習を行ったことが要因であると考えた．ま

た，左下肢への荷重を促したことに加えて，左 TSt

が出現し左遊脚期へ移行する際に後方重心に起因し

た左骨盤回旋を制御したことで，骨盤回旋の左右差

を減少させたと考えた．したがって，重心移動およ

び下肢筋力訓練が歩行介助量を軽減させた要因であ

ると考えられる． 

次に問題点であるが，両遊脚期で両足関節底屈が

残存した．右遊脚期に右足関節背屈の補助筋群の働

きを利用しようと考えたが，変化はみられなかった．

また，ROMex を実施したが左遊脚期は時折，筋緊張亢

進による左足関節底屈が出現するため改善には至ら

なかった． 

【結語】PD の理学療法ガイドラインによると理学療

法全般における複合的運動は，推奨グレード A であ

り，今回実施したプログラムが PD に加えて，廃用状

態が進行した症例の歩行介助量を軽減させることに

有効であると示唆される． 



家族と散歩へ行くために腰痛の軽減を目指した症例 

はくほう会セントラル病院 リハビリテーション部 

○隂山亜弥 中優希 小倉愛望  

【はじめに】 

今回,自宅にて転倒され,第３腰椎圧迫骨折を受傷

し,保存療法を行った症例を担当した.腰部痛により

連続歩行距離の短縮を認めたため,腰部痛軽減に対

して介入を行った. 

【症例紹介】 

年齢･性別:80 代女性, 診断名:第 3 腰椎圧迫骨折 楔

状形圧潰型, 現病歴:X 月 Y 日自宅で転倒されている

ところを発見される.腰痛が続き翌日受診により第 3

腰椎圧迫骨折と診断される.Z 日後にリハビリ目的で

当院へ転院される.主訴:腰が痛い  

 need:腰部痛軽減  

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき,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(転院日～1 週間)】R/L 

関節可動域（以下 ROM）:股関節屈曲 90°/110°

伸展-10°/-10°膝関節伸展-15°/-5°足関節背屈-

10°/5°, 徒手筋力テスト(以下 MMT): 体幹屈曲２

回旋 2 股関節外転 2/3 伸展 2/3 屈曲 2/3, Functional 

Balance Scale(以下 FBS):43 点, 10m 歩行(杖なし歩

行）:28.56 秒 38 歩 , 6 分間歩行(杖なし歩行):100m 

(右立脚期に腰方形筋部:NRS7), FAC:3, 触診:右腰方

形筋の柔軟性低下,内腹斜筋は低緊張であるも収縮

触知可能, 座位での脊柱の可動性:胸椎以下の可動性

乏しく,骨盤の前傾困難. 歩行観察:全歩行周期を通し

て目線は下方を向け,胸腰椎を後弯させ歩行する.ま

た右立脚初期から立脚中期にかけ体幹右側屈,右股

関節外転し,右側への重心移動が乏しい.右立脚後期

に股関節伸展不足し,右立脚期の短縮を認める.   

他部門情報:OT MMSE16/30  

【問題点】 

本症例は歩行時に腰方形筋の疼痛が生じ,歩行距

離の低下を認めた.疼痛の原因として胸腰椎・骨盤

の可動性低下と体幹深層筋の筋発揮低下により,姿

勢保持機能である腰方形筋が過活動となり筋スパズ

ムが生じたと考える.また,本症例は MMT より右殿

筋群の筋力低下を認める.それにより,右立脚初期か

ら立脚中期にかけ体幹右側屈による代償動作が生

じ,右腰方形筋の疼痛を助長していると考えた. 

【治療アプローチ】 

股関節周囲筋･腰方形筋のリラクゼーション,股関

節伸展可動域練習,臥位での股関節周囲筋筋力強化,

脊柱の可動性練習,骨盤の前後傾練習,ステップ練習,

歩行練習 

【最終評価(転院日～3 週間)】R/L(改善点のみ記

載) 

ROM:股関節伸展－5°/－5°足関節背屈 0°/5° 

MMT: 体幹屈曲 3 回旋 3 股関節外転 3/4 屈曲 3/4  

伸展 3/4 , FBS:47 点, 10m 歩行(杖なし歩行):18.40 秒

30 歩, 6 分間歩行(杖なし歩行):115m(腰方形筋

部:NRS0), 触診:右腰方形筋の柔軟性向上,内腹斜筋

の収縮触知可能, 歩行観察: 全歩行周期を通して目線

は下方を向け,胸腰椎を後弯させ歩行する.初期と比

較し右立脚初期から立脚中期にかけ体幹の側屈,右

股関節外転の減少を認める.全歩行周期にかけ両股

関節伸展の減少を認めるも,その他著明な変化なし. 

【考察】 

本症例は第３腰椎圧迫骨折を呈され,歩行時に右

腰方形筋部の疼痛により,歩行距離の減少を認めた

ため疼痛の消失を目的に介入した.西村より「腹腔

内圧が上昇し腰椎安定化作用が得られる.体幹の中

間層にある腹横筋,腰方形筋,内腹斜筋が働くことで

腹圧が高まり内部から脊柱を支えている」とされ

る.本症例も内腹斜筋の筋発揮力の向上により腹腔

内圧の上昇から体幹の安定化が得られると考えた.

最終評価では MMT から体幹筋力発揮の向上を認め

たことで,体幹の安定化が得られた．また,右股関節

外転筋力の向上により,体幹の右側屈による代償動

作の減少を認め,右腰方形筋の疼痛が消失したと考

える．本症例は体幹・右股関節の筋力向上から歩行

時の右立脚期の股関節外転の軽減を認めた.しかし,

御家族様と散歩するために必要な歩行距離の拡大に

至らなかった.歩行距離の拡大を目指し,体幹・股関

節の機能改善だけでなく,他関節との協調的な運動

を含めた介入が必要であることを学んだ.  



治癒過程における疼痛の軽減を図り,早期回復に繋

げた一症例 

はくほう会セントラル病院 リハビリテーション部 

秋道佑治 城野圭亮 小倉愛望 

【はじめに】今回,起居動作や歩行時に右腸骨,右第

2.5.6 肋骨骨折部に疼痛を認める症例を担当した.

股関節外転筋に着目し,治癒過程における疼痛軽減

を図り,早期回復に繋げた一症例をここに報告する. 

【症例紹介】50 代男性．X年 Y 月 Z 日,交通外傷に右

腸骨骨折,右肋骨骨折を認め,緊急入院となる.9 日

後，電気工事士としての復職目的にて当院理学療法

開始となる.骨折部の転移は認めず,主治医から疼痛

に応じ,運動負荷量の調整をするように指示される. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき,本人に十分

な説明を行い,同意を得た. 

【初期評価】(入院日〜7 日)血液検査:CRP2.94mg/dL,

視診・触診:右胸郭から右下腹部・殿部へ広範囲の内

出血痕と熱感を認める.ROM(右/左):股関節内転

10°p/10°,MMT(右/左):体幹屈曲 3p,股関節伸展

3p/4，外転 3p/-,BBS:49/56 点(減点:タンデム肢位,

片脚立位), 10m 歩行:11.91 秒 20 歩,NRS:安静臥位

時,右肋骨骨折にて 2-3/10,動作時 3-4/10,観察:立

位姿勢は軽度左肩甲上腕関節挙上位.起居動作は左

側方から行い,右肋骨部の疼痛を認める. 杖なし歩

行(見守り)は右立脚中期にてデュシェンヌ徴候が陽

性である.右立脚期にて右腸骨外側部の疼痛を認め,

同疼痛部の軟部組織に圧痛を認める. 

【問題点抽出】本症例は受傷から約 2 週間が経過し

ていることから炎症期から修復期への移行期にある

と考えられる.右胸郭から下腹部・右殿部外側へ広範

囲の内出血痕と熱感が出現している.また起居動作

や歩行時の疼痛の訴えがあり,CRP が高値であるこ

とから,受傷部周辺の炎症反応を認める.MMT の結果

より収縮時痛を伴う体幹屈曲筋,右股関節伸展筋・外

転筋の筋力低下を認める.右腸骨外側部の圧痛か

ら,ROM テストにて生じた右股関節内転可動域測定

時の疼痛は右股関節外転筋の伸張痛であることが考

えられる.これらより右股関節外転筋の修復過程に

おける疼痛から,筋発揮力の低下が生じ,結果として

右股関節外転筋の筋力低下に繋がっていると考えた. 

Impairment:#1 右股関節外転筋の疼痛#2 右股関節外

転筋の筋発揮力低下#3 右股関節外転筋の筋力低

下 ,Disability:##1 杖なし歩行自立困難 (#1-3) 

##2 応用バランス能力(タンデム肢位・しゃがみ込

み)の低下(#1-3),Handicap:###1 復職困難(##1-2). 

【治療アプローチ】①内出血部の軟部組織モビライ

ゼーション②股関節外転筋力向上練習③ヒップアッ

プ④左片手支持にてステップ練習⑤杖なし歩行練習

⑥立位・応用バランス練習 

【最終評価】(入院 22 日〜27 日)視診・触診:内出血

痕・熱感は消失している.ROM(右/左):股関節内転

10°/10°,MMT(右/左):体幹屈曲 5p,股関節伸展

4p/5，外転 4/5 ,BBS は 56/56 点,10m 歩行:8.97 秒

17 歩 NRS:安静臥位時,右肋骨骨折部にて 1-2/10,動

作時は 2/10 で約 3 分の片脚立位やタンデム肢位の

保持にて,右腸骨外側部の疼痛を認める.観察:立位

姿勢:右肩甲上腕関節軽度下制位.起居動作時,疼痛

なく可能.歩行(独歩)では跛行は見られない.  

【考察】今回,治癒過程における疼痛の軽減として,

軟部組織モビライゼーションを行い,股関節外転筋

筋力向上を中心に早期から介入した.黒澤は軟部組

織モビライゼーションの治療目的を「軟部組織の運

動性の維持,癒着の防止,機械的受容器刺激による疼

痛の軽減」を挙げており,「早期から軽い横断刺激を

与えることで組織液の流動性を高め,食細胞活動の

割合を増大させる」としている.そのため内出血痕に

対し,軟部組織モビライゼーションを行うことは適

切だと考える.また野々垣らは「股関節外転筋は下肢

筋の中でも歩行や日常生活動作に相関がある」とし

ており,久保田らは骨接合術施行の同骨折患者に対

し,「早期からの骨折側の股関節外転筋力の強化によ

り股関節外転モーメントを高めることが出来た」と

している.本症例は復職を希望されており,狭い足場

での歩行やしゃがみ込み動作を必要とした.入院か

ら約 18 日後,疼痛が自制内に回復し,23 日後からマ

ット上でのタンデム肢位やしゃがみ込み動作が可能

となった.最終評価時では BBS が満点となり,自転車

走行等の応用バランス能力を獲得することが出来た。

これより治癒過程における疼痛の軽減により,復職

に向けた早期回復に繋げることができたと考える。 



腰部脊柱起立筋のアプローチにより体幹前屈,骨

盤後傾の改善を認め,歩行の改善に繋がった一症

例  

はくほう会セントラル病院リハビリテーション部 

木田佑哉 中島涼子 阪本健太 

Ⅰ．はじめに 

今回,仙骨骨折を呈した症例を担当した.腰部脊柱

起立筋のアプローチにより歩行動作時の後方への

不安定性軽減に繋がったため,以下に報告する. 

Ⅱ.症例紹介 

【年齢・性別】70 代女性【診断名】仙骨骨折

【現病歴】X 日にエスカレーター乗車時に後方へ

転倒し,後頭部・腰背部を打撲し,翌日,仙骨骨折

と診断を受ける.X+14 日後リハビリテーション目

的にて当院へ転院される.【既往歴】腰椎圧迫骨

折【Need】屋内杖なし歩行見守り,屋外シルバー

カー歩行見守り【受傷前の日常生活活動】屋内杖

なし歩行自立,屋外シルバーカー歩行見守り 

Ⅲ．倫理的配慮 

ヘルシンキ宣言に基づき,説明の上,御本人・御家

族様に同意を得た. 

Ⅳ．初期評価（X＋14日） 

【関節可動域（以下,ROM）（右°/左°）】 

股関節伸展-10/-5,体幹伸展-5【徒手筋力検査(右

/左)】股関節外転 2/2,体幹伸展 2【整形外科的テ

スト（右/左）】Thomasテスト-/+,【10m歩行テス

ト（杖なし歩行）】20’48 秒 34 歩【Functional 

Balance Scale】28/56点 著明な減点項目：片脚

立位（右 2秒・左 5秒）,上肢の前方リーチ,段差

踏み替え,継ぎ足での立位保持【安静立位姿勢】

頸部・体幹前屈位,骨盤後傾位,両股関節軽度屈曲

位,両膝関節軽度屈曲位（右＞左）であり,視線は

常時下方に向いている.【杖なし歩行観察】上記

の姿勢から右立脚中期に体幹前屈,骨盤後傾・右

回旋,右股関節・膝関節屈曲が増強し,後方への不

安定性を認める. 

Ⅴ．統合と解釈 

本症例では，腰部脊柱起立筋の筋力低下により,

立位姿勢で体幹前屈位,骨盤後傾位を呈している

と推測した.さらに,右腸腰筋の伸張性低下が右立

脚中期での体幹前屈,骨盤後傾を増大させている

要因の一つと考えた. 

Ⅵ．治療プログラム立案 

腰部脊柱起立筋の筋力向上練習と腸腰筋の柔軟性

向上を目的に,クッション上でのパピーポジショ

ン 5秒 5回,上体起こし 10回 3セットにて姿勢矯

正を行った.それに加え,体幹伸展運動を実施した. 

Ⅶ．最終評価（X＋44日） 

【ROM(右°/左°)】股関節伸展-5/0,体幹伸展-5

【徒手筋力検査（右/左）】股関節外転 3/3,体幹伸

展 3【整形外科的テスト（右/左）】Thomas テス

ト-/-【10m 歩行テスト（杖なし歩行）】16’66 秒 

34 歩【Functional Balance Scale】34/56 点 改

善項目：片脚立位（右 5 秒・左 7 秒）,上肢の前

方リーチ【安静立位姿勢】初期評価に比べ,安静

立位における頸部・体幹の前屈位は軽減し,骨盤

中間位となり,視線が下方から上方へ向くことが

可能となった.【杖なし歩行観察】初期評価に比

べ,右立脚中期の体幹前屈,骨盤後傾,右股関節・膝

関節屈曲が軽減した.それに伴い,後方への不安定

性は軽減した. 

Ⅷ．考察 

今回,安静立位姿勢での体幹前屈,骨盤後傾に加え,

右立脚中期の右股関節屈曲に着目した.本症例の

立位姿勢は,頸部・体幹前屈位,骨盤後傾位であり,

円背姿勢を呈している.井上（2012）によると,パ

ピーポジションでの運動により体幹伸展筋群の弛

緩,虚血の改善により筋収縮が滑らかとなり,さら

に,拮抗筋である体幹屈筋群が伸張されたことに

より,筋力の増大に繋がったと報告している.そこ

で本症例において,腰部脊柱起立筋の筋力強化練

習と腸腰筋の柔軟性向上を目的に,クッション上

でのパピーポジションと上体起こしに加え,体幹

伸展運動により,姿勢矯正を行った.その結果,椎

間関節の拘縮が除去され体幹の可動性が容易とな

ったと考える.また,腰部脊柱起立筋の筋力向上,

腸腰筋の柔軟性改善により抗重力位での姿勢保持

が可能となり,後方への不安定性は軽減し,屋内杖

なし歩行見守りで可能となったと考える. 



トイレ動作獲得に向けた座位保持能力向上を図った

一症例 

はくほう会セントラル病院 リハビリテーション部 

山口慎司 山中美幸 城野圭亮 小倉愛望 

Ⅰはじめに 本症例は心原性脳塞栓症により基本動

作が全介助となった症例である.今回,トイレ動作獲

得に向けた座位保持能力向上を目標として介入した

のでここに報告する. 

Ⅱ症例紹介 1.一般情報【性別】女性【年齢】70 代 

Demand（家族）:トイレにいけるようになってほしい. 

2.医学的情報【経過】Y 月 X 日,食事中に右へ傾き喋

りにくさあり,左内頚動脈閉塞・左大脳半球脳梗塞と

診断される.その際,心房細動も確認され,心原性脳

塞栓症と診断される.【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言

に基づき,本人と家族に十分に説明し,同意を得た. 

3.社会的情報【家族構成】本人と夫,Keyperson:長女

【病前 ADL】屋内,屋外は杖なし歩行自立. 

Ⅲ.初期評価 :転院日～転院 6 日目(右/左) 

【関節可動域(以下 ROM)】股関節屈曲 110°/110°,

外転 30°/20°,内転 10°/0°,膝関節屈曲 130°

/130°,伸展 0°/-10°,足関節背屈 10°/5°,底屈

30°/30°【徒手的筋力テスト(以下 MMT)】精査困難

【Modified Ashworth Scale（以下 MAS)】左股関節

屈曲(2),左膝関節屈曲(2),伸展(2),左足関節背屈

(2),右下肢(全て 0)【表在/深部感覚】精査困難

【Brunnstrom Recovery Stage(以下 BRS)】右上下肢

Ⅱ【Scale for Contraversive Pushing(以下 SCP)】

座位:1.75/6 点,立位：1.75/6 点【腱反射】上腕三頭

筋(⧻/⧻),膝蓋腱(-/+),アキレス腱(-/+)【意識レベル】

JCS:Ⅱ-10, GCS:(E3,V2,M4）声掛けを行うと開眼さ

れるが,持続性乏しく,短時間で閉眼してしまうこと

が多い.【基本動作】全て全介助【姿勢観察(端座位:

軽介助)】骨盤後傾位であり, 体幹の立ち直り反応が

乏しく,後方への不安定性を認める.頚部は軽度左回

旋し,視線は主に左側に向いている.さらに,左上下

肢のプッシングを認めるも,体幹,骨盤の前傾を促す

ことで約 10～20 秒間の座位保持が見守りで可能と

なる. 

Ⅳ.問題点抽出 Impairments:＃1 意識レベルの低下, 

#2 ボディイメージの変容,＃3 右半側空間無視, ＃4 

右内・外腹斜筋の筋緊張低下, Disabilities:##1 座 

位保持困難(#1～4), Handicap:###1トイレ動作困難

(##1),###2 自宅復帰困難(##1) 

Ⅴ.治療プログラム①姿勢修正②眼球追従運動③下

肢 ROM-ex(左股関節屈曲)④体幹・骨盤の前傾運動⑤

左側への荷重練習(足底全面離地)⑥座位保持(足底

全面接地)⑦起立練習⑧ティルト台での立位保持 

Ⅵ.最終評価:初期評価～3 週後(右/左)変化点のみ

記載【Brunnstrom Recovery Stage(以下 BRS)】右上

下肢Ⅱ(右膝関節屈曲,右足関節背屈の随意運動が時

折見られた)【意識レベル】JCS:Ⅱ-10, GCS:(E3,V2, 

M4）自発的に開眼される場面が増え,声掛けに対する

頷きや単語を発話される場面が見られた.【姿勢観察

(端座位:見守り～軽介助)】頸部を正中位に向けられ

るようになり,プッシャー症状が出現しない場面も

認める.また,体幹・骨盤の前傾,左側への荷重を促す

事で,約 2～3 分間の座位保持が見守りで可能となり,

体幹の立ち直り反応も得られるようになった. 

Ⅶ.考察今回,見守り下で端坐位がとれない原因とし

て,意識レベルの低下,ボディイメージの変容,右半

側空間無視,右内・外腹斜筋の筋緊張低下があると考

えた. Magoun らは「上行性網様体賦活系は，中脳か

ら延髄にわたる網様構造をした神経組織である脳幹

網様体の興奮を視床の非特殊核を中継し，大脳皮質

に広く投射することで意識の保持に関与する」とし

ている.その為,意識レベルの低下に対しては,端坐

位や起立動作,ティルト台での立位保持練習を通し,

足底からの感覚入力を促すことで,上行網様体賦活

系の経路から覚醒状態の向上を図った.その結果,声

掛けがない状態でも開眼が可能な場面が増加し,声

掛けに対して頷き動作や発語が見られるようになっ

た.また, ボディイメージの変容,右内・外腹斜筋の

筋緊張低下に対しては,介助下で体幹・骨盤の前傾運

動,端座位姿勢にて左殿部への荷重練習を行い,右半

側空間無視に対しては,ご本人様の関心があるご家

族の写真を使用した眼球追従運動を実施した.その

結果,支持物がない状態でも,見守り下で約 2～3 分

間端座位が可能になった.さらに,移乗動作時の右下

肢の踏みかえも出現するようになったため,今後も

トイレ動作獲得に向けて介入していく. 



 

左立脚中期で左側へのふらつきに対し、体幹機能に

着目し歩容改善を獲得した一症例 

はくほう会セントラル病院 リハビリテーション部 

〇奈須弓英 寺田和優 阪本健太 

Ⅰ.はじめに 

今回、右ラクナ梗塞を発症した症例を担当した.歩行

時の左立脚中期での左側へのふらつきに着目し、歩

容改善を目的に介入したため、ここに報告する. 

Ⅱ.症例紹介 

【年齢】70 歳代【性別】女性【現病歴】X 日に下肢

脱力を認め、X＋1 日後に症状悪化し右視床～放線冠

梗塞と診断される.X＋8 日に当院回復期病棟へ転院

となる.【既往歴】2 型糖尿病、高コレステロール血

症【主訴】左足が重たい.【Hope】前みたいに歩きた

い. 

Ⅲ.倫理的配慮 

ヘルシンキ宣言に基づき、説明の上、本人に同意を

得た. 

Ⅳ.初期評価 

【Brunnstrom recovery stage】（右/左）下肢：Ⅵ/

Ⅵ【感覚検査】位置覚・運動覚：左下肢軽度鈍麻【徒

手筋力検査】（右/左）体幹：回旋 3/2、股関節：伸展

4/3、外転 4/3【10ｍ歩行テスト】11.79 秒 20 歩

【Functional Balance Scale】42/56 点 減点項目：

一回転、段差踏み替え、タンデム位、片脚立位【座

位側方リーチテスト】15 ㎝/10 ㎝【体幹立ち直り反

応】－【姿勢アライメント】安静立位時：体幹伸展

位、骨盤前傾位、両股関節・膝関節軽度屈曲位、両

足関節軽度背屈位【筋緊張】安静立位 両腹斜筋低

下（右＜左）【歩行観察】（フリーハンドゲイト見守

り）左立脚中期で、体幹左側屈・骨盤の左回旋が生

じ、左側へのふらつきを認める. 

Ⅴ．統合と解釈 

今回、左立脚中期で、体幹左側屈・骨盤の左回旋

が生じ、左側へのふらつきに着目した。理学療法評

価の徒手筋力検査、座位側方リーチテスト、体幹立

ち直り反応より、第一に左腹斜筋群の筋出力低下が

原因で、体幹・骨盤の安定性は低下し左立脚中期で

の体幹左側屈が増強していると考える.さらに、歩行

における姿勢保持の中で、腹斜筋群に加え殿筋群の

筋出力低下により左下肢支持性が低下し、歩行の不

安定性に繋がっていると考える. 

Ⅵ.治療プログラム立案 

腹斜筋群に対し、臥位で筋力向上練習、座位での側

方リーチ練習を行った.それに加え、膝立ち位でのリ

ーチ練習を行った. 

Ⅶ.最終評価（X＋30 日）※変化点のみ記載 

【徒手筋力検査】（右/左）体幹：回旋 4/3、股関節伸

展 4/4、外転 4/4【10ｍ歩行テスト】7.15 秒 13 歩

【Functional Balance Scale】56/56 点【座位側方

リーチテスト】20 ㎝/17 ㎝【体幹立ち直り反応】＋

【姿勢アライメント】安静立位時：体幹屈曲伸展中

間位、骨盤前傾位、両股関節・膝関節屈曲位、両足

関節背屈位【筋緊張】安静立位 両腹斜筋軽度低下

（左右差なし）【歩行観察】（フリーハンドゲイト自

立）立脚中期での体幹左側屈・骨盤の過度な左回旋

は軽減し、左側へのふらつきは軽減した. 

Ⅷ.考察 

今回、左立脚中期での体幹左側屈、骨盤の左回旋

による左側へのふらつきに着目した.渡邊らは、一側

下肢への体重移動において、体重移動側における内

腹斜筋・外腹斜筋の働きは、骨盤の前後側方への安

定性に関与し、体幹を垂直に保持する作用があると

述べている.そのため、左腹斜筋群の筋出力低下が原

因であると考える.Moore らは、座位での上肢リーチ

距離増大に比例して同側腹斜筋の筋活動が増大する

と述べている. また、麻痺のステージが高いほど低

下している筋に対し、集中的にアプローチすること

で身体機能の改善は早いと報告されている.そのた

め、左立脚中期の左腹斜筋群の筋出力を高めるため

に、筋力向上練習と座位側方リーチ練習を行った.さ

らに、体幹・殿筋群の筋発揮を高めるために膝立ち

位でのリーチ練習を行った.その結果、腹斜筋群の筋

出力は向上し、左立脚中期での体幹左側屈、骨盤の

過度な左回旋は軽減したため歩行時の左側へのふら

つきは軽減し、歩行の安全性が得られたと考える.こ

れにより杖なし歩行の自立が可能となった. 



T 字杖歩行時の後方への不安定性に対し下腿三頭

筋の筋力低下に着目した一症例 

はくほう会セントラル病院リハビリテーション部 

畑田清志 佐井昭予 和田莉奈 

【はじめに】 

今回,左ラクナ梗塞を発症し,歩行困難となった

症例を担当した.T 字杖歩行時の後方への不安定

性改善を目標に介入する機会を得たため報告する. 

【症例紹介】 

［年齢］60 歳代［性別］男性［現病歴］X 年 Y

月 Z 日に左放線冠から被殻に低吸収域を認め,左

ラクナ梗塞と診断された［既往歴］右脳出血,腰部

脊柱管狭窄症［発症前 ADL］屋内 T 字杖歩行自立.

屋外車椅子移動［ニード］屋内移動動作の獲得 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき,本発表の主旨を口頭

で本人・家族に説明し,了承を得た. 

【初期評価（X 年 Y 月 Z 日+56 日）】 

Brunnstrom Recovery stage(右/左):上肢Ⅴ/Ⅴ,

手指Ⅴ/Ⅴ,下肢Ⅴ/Ⅳ.表在・深部感覚(右下肢/左

下肢):軽度鈍麻/重度鈍麻.関節可動域 (単位°右

/左):股関節伸展 5/0外転 10/0,足関節背屈 0/0(膝

関節伸展位). Manual Muscle Test(以下 MMT) 

(右/左):股関節屈曲 3/3 外転 2/2 伸展 2/2, 

足関節背屈 3/3 底屈 2/2,体幹屈曲 2 回旋 2/3. 

Modified Ashworth Scale (以下 MAS):股関節内転

筋左 2,ハムストリングス右 1＋/左 2,下腿三頭筋

右 1＋左 2.躯幹失調試験:Ⅲ.触診:背臥位から腹

筋群低緊張,左脊柱起立筋の過活動を認める. 

歩行観察(右 T 字杖支持での歩行:軽介助) 

左下肢先行の 2 動作揃え型の歩行で,全歩行周

期で頸部屈曲している.右立脚中期以降で,下腿前

傾に伴い膝関節屈曲角度が増大し,後方への不安

定性が出現する. 

【問題点】  

初期評価の結果,右下腿三頭筋の MMT が 2 であ

ることから,右立脚中期以降に下腿三頭筋の遠心

性収縮が不足していると推測した.その結果,下腿

前傾を制動できず膝関節の屈曲角度が増大し,後

方への不安定性が出現すると考えた.以上のこと

から,下腿三頭筋の筋力低下に着目し,治療プログ

ラムを立案した.  

【治療アプローチ】 

右下腿三頭筋の Closed Kinetic Chain(以下

CKC)での遠心性の筋力強化練習.T 字杖歩行練習. 

【最終評価 (X 年 Y 月 Z 日+84 日)】変化点を記載 

MMT(右):股関節屈曲 4,足関節底屈 3.躯幹失調 

試験:Ⅱ.触診:脊柱起立筋の過緊張は残存. 

歩行観察(右 T 字杖支持での歩行:見守り) 

左下肢先行の 2 動作前型の歩行となり,右立脚

中期以降で下腿前傾に伴う膝関節屈曲角度は軽減

し,後方への不安定性は軽減した.  

【考察】 

本症例は,T 字杖歩行時,右立脚中期以降で後方

への不安定性が出現し自立が困難となっていた. 

Perry は,ヒラメ筋は立脚中期以降での急速な

足関節背屈を制御するために遠心性に収縮すると

報告している.しかし,本症例は右下腿三頭筋の筋

力低下を認めていることから,下腿前傾を制御で

きず,膝関節の屈曲角度が増大し,右立脚中期以降

で後方への不安定性が出現していると考えた. 

治療プログラムとして,渡邉らは,上肢支持が荷

重負荷のパフォーマンスに安定性をもたらすと報

告している.本症例は下腿三頭筋の筋力低下に加

え,躯幹失調試験がⅢ,触診により脊柱起立筋の過

緊張を認めていたことから,下腿三頭筋の筋力強

化を図るうえで,体幹筋の協調性低下を考慮し,両

前腕支持のもと CKC で右下腿三頭筋の筋力強化を

図った.その結果,右下腿三頭筋の MMT は 3 に向上

し,T 字杖歩行時の右立脚中期以降における下腿

前傾に伴う膝関節屈曲角度は減少し,後方への不

安定性は軽減したが,自立には至らなかった. 

 今回,体幹機能を考慮した下腿三頭筋への治療

を行ったが,直接的な体幹筋へのアプローチを行

っていなかった.本症例は,MMT や躯幹失調試験,

触診の結果から,体幹の協調性の低下は残存して

いた.そのため,後方への不安定性も残存し,自立

には至らなかったと考える.今後は,体幹機能への

治療も積極的に行うことで歩行への汎化が可能に

なると考える. 



胸髄髄膜腫(Th7)により腫瘍摘出術を施行し動作

能力獲得を目標とした症例 

関西労災病院 永井 健彬 

 

【はじめに】今回、胸髄髄膜腫を呈し腫瘍摘出術

後の患者を担当した。下肢の筋力・感覚障害の改

善に伴い動作能力向上したことを報告する。 

【症例紹介】70 歳代女性、胸髄髄膜腫、151cm、

54kg 現病歴：2 年前より足部に痺れが出現し、整

形病院で受診するも問題なしと言われた。その後

下肢全体の痺れが出現し、歩行困難となった。 

【倫理的配慮説明・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(ope+4 日)】関節可動域：著明な制限

なし。徒手筋力検査（右/左）は体幹屈曲 2 股関

節屈曲 2/4 伸展 2/3外転 2/3膝関節屈曲 3/3 伸展

3/4。触覚は体幹(Th8 以下)軽度鈍麻、右下肢重

度鈍麻（大腿・下腿・足部 0/10）左下肢中等度鈍

麻(大腿 6/10・下腿 4/10・足部 0/10)。温冷覚脱

失。深部感覚は位置覚両下肢重度鈍麻（左右 0/5）。

基本動作は車いすへの移乗は軽介助、立ち上がり

物的支持にて中等度介助、立位姿勢は片手支持に

て軽介助～近位見守り（体幹側方への傾斜）。 

【問題点】本症例は、術後より表在・深部感覚異

常、筋力低下があり動作等に介助を要した。その

ため、本症例では表在・深部感覚、筋力増強に着

目し、動作能力改善を目的とした。 

【治療アプローチ】視覚を用いた股関節屈曲・外

転、膝関節屈曲練習、四つ這い練習、車いす移乗

練習、立位練習、ステップ練習、歩行練習 

【最終評価(ope+19 日)】関節可動域は著明な制限

なし。徒手筋力検査（右/左）は体幹屈曲 3 股関

節屈曲 4/4 伸展 3/3外転 3/3膝関節屈曲 3/4 伸展

4/4。表在感覚は体幹(Th8 以下)軽度鈍麻、右下

肢重度～中等度鈍麻（大腿 5/10・下腿 5/10・足

部 3/10）、左下肢中等度～軽度鈍麻(大腿 8/10・

下腿 6/10・足部 4/10)。温冷覚は右大腿部(1/5)

下腿(0/5)足部(0/5)、左大腿(2/5)下腿(2/5)足部

(0/5)。深部感覚は位置覚右下肢重度鈍麻（0/5）、

左下肢中等度鈍麻(2/5)(誤差は左右ともに減少)。

基本動作は車いすへの移乗見守り、立ち上がり物

的支持にて見守り、立位姿勢は物的支持にて見守

り。歩行動作は平行棒内にて両手支持見守り。 

【考察】本症例においては、基本動作に多くの介

助が必要であった。また、歩行において介入初期

にはステップ動作でさえ介助が必要であり歩行

困難であった。實光らは深部感覚障害の改善が歩

行の安定につながると報告している。そのため、

歩行不安定の原因は、右優位に重度の表在・深部

感覚障害・筋力低下であると考えた。 

大沼らは感覚障害に対しては視覚の代償を用い

ることが有効であると言っている。そのため、今

回治療手段として視覚の代償を用いての関節運動、

姿勢鏡を用いて歩行練習を実施した。介入当初は

臥位で自動介助運動にて正確な運動パターンを指

導し徐々に介助量を軽減した。また、正確な運動

パターンで関節運動を行うことで、より特定の筋

力強化も見込めるため股・膝関節の筋力増強練習

も同様に行い、その後、座位・立位の運動を開始

した。最終評価時深部感覚は重左下肢は重度鈍麻

から中等度鈍麻へと改善が見られており、右下肢

も重度鈍麻と変化はなかったが誤差は軽減、表在

感覚は左右ともに改善していた。立位姿勢におい

ても初期評価時患者自身が足底の感覚・荷重感覚

を感じていなかったが、最終評価時はそれらが改

善されていた。同様に筋力は MMT3～4 レベルへ

と改善した。その結果、歩行は最終評価時、初期

評価と比較し歩幅・歩隔の誤差は軽減、体幹の

前傾も軽減していた。歩幅・歩隔の減少は、歩

行練習としてステップ動作を反復し行うことで

歩行動作における各関節の筋力向上だけでなく、

動作における関節運動の協調性、また深部感覚

の改善が行われたことが影響したと考える。体

幹の前傾の軽減は、体幹・殿筋の筋力が向上し

たことにより上肢支持が減少したためだと考え

る。 

今回、感覚障害・筋力低下が改善されたことで

歩行・ADL 能力が大きく改善された。よって、感

覚障害に対しては視覚的代償が有用であると考え

られる。 



入院中に非麻痺側肩関節脱臼を受傷した為 

治療プログラムを再考した脳梗塞片麻痺の症例 

尼崎だいもつ病院 片岡 渉 

 

【はじめに】右片麻痺の症例に対し歩行獲得に向

けて介入していたが、入院中に非麻痺側肩関節脱

臼（以下：脱臼）受傷されたため、移乗動作が非

麻痺側上肢支持にて見守りから全介助となった。

移乗動作を再獲得する為に起立、立位・方向転換、

着座に分け、主に起立、立位に着目し、治療プロ

グラムを再考した事で、脱臼前の動作まで改善を

認めた症例をここに報告する。 

【症例紹介】80 代男性、右利き、診断名は左塞栓

性脳梗塞・硬膜外血腫・内頚動脈狭窄症。病前 ADL

は自立していたが、X 年 Y 月中旬頃から歩行障害

が出現し、妻(70 代)が介護をしていた。徐々に身

体状態が悪化し、Y+1 月 Z 日に受診。左硬膜外血

腫を認め A 院へ転院。同日に穿頭血腫除去術を施

行するが改善せず、Z+4 日に小開頭血腫除去術施

行。Z+14 日に意識レベル低下、右上下肢に麻痺出

現し、脳梗塞と判明。自宅復帰の希望があり、Z+28

日（N 日)に当院へ転院となった。N+57 日にベッ

ドから転落し脱臼され、バストバンド・三角巾に

て 2 週間の固定となった。N+71 日には固定が解

除され、N+95 日に立位・移乗時での支持が可能

となった。 

【倫理的配慮】本症例発表は当院の倫理委員会の

承認を得て、対象者及びその家族に対し、本症例

発表の施行ならびに目的を説明し同意を得た。 

【初期評価(N+57～64 日)】 

SIAS:46 点(運動機能・体幹機能・非麻痺側機能で

減点) BRS：右上下肢Ⅳ、筋力：右握力 6.8kg・大

腿四頭筋 右 0.07/左 0.05(kgf/kg)、FIM： 36 点 

〇起立：体幹の前傾に骨盤が伴わず、重心の前方

移動は乏しい。離殿では下腿前傾位での保持が困

難。重心の上方移動では下肢伸展乏しく介助必要。 

〇立位：膝関節・股関節屈曲位。徐々に麻痺側膝

関節屈曲増大。10 秒程度保持可能。 

【経過と介入方法】脱臼後は移乗動作を獲得する

為に起立、立位に着目し、治療プログラムを再考

した。支持物無の起立の問題点は体幹の前傾・離

殿で下腿や骨盤の前傾が生じず重心の移動が乏

しい事、体幹の前傾を制動する事ができない事が

挙げられた。その為、座位での重心移動を促す為

にリーチ動作練習、起立・立位練習を中心に介入

した。 

【最終評価(N+150～157 日)】 

SIAS:56 点(運動機能・体幹機能・非麻痺側機能で

改善)BRS：右上下肢Ⅴ、筋力：右握力 6.6kg・大

腿四頭筋 右 0.09/左 0.12(kgf/kg)、FIM: 43 点 

〇起立：自己にて下腿前傾位に修正可能。骨盤の

前傾が出現し重心の前方移動は可能。離殿では下

腿前傾位での保持が可能。重心の上方移動では口

頭指示にて下肢の伸展が可能となった。 

〇立位：口頭指示にて膝関節・股関節伸展位での

保持は可能となった。30 秒程度保持可能。 

【考察】本症例は入院中に脱臼し、廃用や運動麻

痺に伴う下肢・体幹筋力の低下に加え、上肢依存

での起立パターンを学習しており、起立時の筋発

揮のタイミングがずれている事が原因で、移乗動

作が全介助となった症例である。移乗動作を再獲

得する為に起立、立位に着目してアプローチを実

施した。遠藤らは、上肢補助なしでの起立には大

腿四頭筋筋力が 0.24～0.40kgf/㎏以上必要と報告

している。本症例では、大腿四頭筋筋力は 0.12kgf/

㎏と大きく下回っており、改善を認めなかった。

渡部らは、廃用高齢患者に対して動作の開始肢位

に介入することで身体機能の改善はないが ADLの

向上が見られたと報告している。また渡部らは、

起立の開始肢位が改善されると立位バランスが

安定すると報告している。藤田らは、リーチ動作

にて胸腰椎と股関節にアプローチする事で脊柱

起立筋の過剰収縮を抑制し、重心の前方移動を円

滑に行えると報告している。本症例ではリーチ動

作練習に加え、起立開始肢位の下腿前傾位を意識

した荷重支持を行う事で起立パターンが改善す

ると考え介入した。結果、起立の開始肢位を自身

で修正する事が可能となり、体幹前傾位での保持

が可能となった。そのため、起立・立位バランス

能力が向上し、移乗動作を再獲得できたと考えた。 

【結語】入院中に左肩関節脱臼受傷したため著明

に移乗動作が全介助となった。起立、立位に着目

して治療プログラムを再考した結果、脱臼前より

移乗動作の安定性が向上した。 



 

介護不安がある家族に対して家族支援を重要視し,

在宅復帰につなげた一症例 

          尼崎だいもつ病院 本多里帆 

【はじめに】今回,右不全片麻痺を呈し,基本的動作す

べてに介助を要した患者を担当した.介護不安があ

る家族に対して,不安感軽減に向けたアプローチや

介助指導を行った結果,在宅復帰が可能となったた

め報告する. 

【症例紹介】70歳代,女性,身長 150㎝,体重 58㎏. 

現病歴:X 月 Y 日意識消失出現.左 MCA 領域の脳梗

塞を認め,保存的加療を受け 20 病日目にリハビリテ

ーションを目的に当院へ転院. 既往歴: 高血圧症  

入院前情報:マンションで夫と長男と 3人暮らし. 

屋外フリー歩行自立,家事動作も行っていた. 

HOPE(家族):軽介助でトイレに行ける,経口摂取獲

得して自宅退院. 

【倫理的配慮】本症例発表は当院の倫理委員会の承

諾を得て,対象者及びその家族に対し,本症例発表の

施行ならびに目的を説明し同意を得た. 

【初期評価:20 病日目】全体像:開眼しているが反応

乏しく,理解・表出ともに困難.食事は経管栄養. 指示

が通らず評価は観察場面で行う. 

〈心身機能〉Stroke Impairment Assessment Set 

(SIAS):21/76点 BrunnstromRecoveryStage(BRS):

上肢・手指Ⅲ,下肢Ⅱ～Ⅲ.下肢筋力(GMT):右 2左 3.

高次脳機能:観察場面で,注意障害・全失語・失認・

半側空間無視の疑い. FIM:20/126点(運動項目:13

点,認知項目:7点) 

〈活動〉端座位保持は短時間であれば軽介助で可能

だが,その他の基本的動作は全介助.車いす座位は 20

分程度で姿勢崩れあり.排泄はおむつ内. 

【経過と介入方法】54病日目より 3食経口摂取開始.

セラピストによる移乗動作が軽介助で行えるように

なり,59 病日目に家族に移乗動作の介助指導を実施.

しかし,指導時間内だけでは介助方法の定着が乏し

く,家族の不安感も大きかった.夕方以降に見舞いに

来ることが多かったため, 介助機会を増やす目的で,

看護師に家族への介助方法の注意点を伝え,見舞い

に来た際は看護師見守りの元で移乗介助を実施して

いただいた.その後,歩行能力が向上し,91病日目に軽

介助で病棟内歩行器歩行導入.111 病日目に家族に

歩行・トイレ動作の介助指導を実施した. 

 

 

【最終評価:112病日目】全体像: 発話量が増え,簡単

な挨拶をすることや尿意を訴える場面あり. 

〈心身機能〉SIAS:47/76 点.BRS:上肢・手指Ⅳ, 

下肢Ⅴ.下肢筋力(GMT):左右共に 4.高次脳機能:残存

しているが軽減. FIM:55/126点(運動項目:43点, 

認知項目:12点) 

〈活動〉起居～移乗は見守り.病棟内移動は歩行器歩

行見守り.手引き歩行は,立位で休息を取りながら 15

分程度可能.トイレ動作は下衣操作に軽介助必要. 

【考察】本症例は高次脳機能障害により指示が入り

にくく,動作の定着に時間を要し難渋した.HOPE で

ある軽介助でトイレ誘導を行えることを目標として

介入を行った.家族は,入院時より自宅退院を希望し

ていたが,介助量が多いことにより介護への不安が

大きかった.また,退院後の生活をイメージできず困

惑されている様子であった.  

大島らは,在宅復帰に向けて,家族を取り込んだ退

院生活の立案や在宅支援が重要であると述べている.

本症例でも入院中から移乗や歩行・トイレ動作指導

を行い,111 病日目に家族による軽介助レベルでのト

イレ誘導が可能となった.また,積極的にリハビリ場

面を見学していただき,その都度現状や退院後予想

される動作レベルの説明を行った.家族とコミュニ

ケーションを密に取ることで,家族の心配している

点を把握し,アプローチを行ったことで不安感を軽

減できたと考える.その結果,少しずつ退院後の生活

に対して前向きとなり,家族の主体性を引き出すこ

とができた. 

【結語】本症例は入院時,基本的動作のすべてに介助

を要していた.自宅退院を目標としたが,高次脳機能

障害を呈し,動作の定着が困難であると考えられた

ため,介助下で屋内車いすレベルでの生活になると

想定された. 本症例は指示が通りにくく,介入方法に

難渋したが,チームでコミュニケーションの取り方

を相談し,介入方法を工夫することで少しずつ動作

の定着や歩行能力向上を図ることができた. また,家

族の不安に対して,介助指導やアプローチを行った

ことで在宅復帰が可能となった. 

今後,退院後の生活に向けて退院前訪問や,介護サ

ービスの調整を行い,さらにチームでアプローチし

ながら具体的に環境調整する必要がある. 

 



脳梗塞を呈した患者に対し、麻痺側 IC～MSt 中心

に介入したことで独歩獲得に至った一症例  

社会医療法人 中央会 尼崎中央病院 

〇西原祐佳 小野一樹 中島美里 岡田司 森永莉奈 

【はじめに】分枝粥腫型梗塞(放線冠)による右片麻

痺により右 IC～LR にて過度に下腿が前傾し、右 LR

～MSt で膝折れが出現したことで独歩獲得に難渋し

た症例を担当した。立脚期中心に介入したことで歩

行能力が改善したため報告する。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき本人に説明し同意を得た。 

【症例紹介】 

50 歳代男性。X 年 Y 月右上下肢麻痺出現。分枝粥腫

型梗塞と診断。Y 月+半月(発症 15 日目)で当院回復

期リハビリ病棟へ転院し介入開始。病前 ADL 自立。

職業は自営業の居酒屋経営。 

[HOPE]びっこを引いてでも何も無しで歩きたい。 

[NEED]歩行の安定性向上、下肢筋力向上 

【初期評価：介入 1 週目】[BRS]下肢Ⅴ/上肢Ⅳ

[MMT](右/左)ハムストリングス 2/4、大殿筋 2/4、

大腿四頭筋 3/5、前脛骨筋 2/5、下腿三頭筋 2/5 

[HHD(大腿四頭筋)]0.43kgf/kg/0.67kgf/kg [大腿周

径(15 ㎝)]42.5 ㎝/46.0 ㎝[ROM](右/左)股関節伸展

0°/0°[感覚]軽度鈍麻[FBS]39/56 点[10m 歩行(T-

cane)]16.22秒 21 歩 [6 分間歩行(T-cane+GSD)] 

280m (Borg Scale13) [歩行(平行棒内片手支持)]右

IC 消失し足底接地、LR にかけて過度な下腿前傾。

LR～MSt で膝折れ出現。MSt を膝関節屈曲位で迎

え、TSt 股関節伸展消失。[FIM]94 点/126 点  

※歩行検査は近位見守り～軽介助レベルにて実施。 

【理学療法と経過】 

介入 1 週(発症 15 日)目：右立脚相での右下肢支持

性低下が著明に観察されたため、右下肢筋力増強訓

練を中心に実施。さらに前脛骨筋への低周波を行

い、背屈 5°に設定した GSD(油圧 3.0)使用し歩行

練習開始。3 週目：T-cane+GSD 見守りレベル。裸足

では T-cane 軽介助レベル。4 週目：下腿の前傾角

度に合わせ油圧 2.5+背屈 0°に再設定。7 週目：

GSD 購入困難に伴い裸足での歩行練習実施。9 週

目：独歩自立レベル。 

【最終評価：介入 10 週目】※改善点のみ記載 

[MMT](右/左)ハムストリングス 4/5、大殿筋 3/4、

大腿四頭筋 4/5、前脛骨筋 3/5[HHD(大腿四頭筋)] 

0.55kgf/kg/0.74kgf/kg[大腿周径(15 ㎝)]45.0 ㎝

/45.5 ㎝[ROM](右/左)股関節伸展 5°/10°[FBS] 

53/56 点[10m 歩行(独歩)]8.34 秒 16 歩 [6 分間歩行

(T-cane)]360m(Borg Scale11～13)[歩行(独歩)] 足

底接地で右 IC は消失しているが LR にかけ下腿前傾

角度減少。LR~MSt で膝折れあるも角度減少。それ

に伴う MSt の膝関節屈曲角度も減少。TSt 股関節伸

展出現。[FIM]124 点/126点 

【考察】本症例の問題点として、①運動麻痺による

前脛骨筋機能不全、②廃用による大殿筋・大腿四頭

筋・下腿三頭筋の筋力低下があった。それに伴い右

IC～LR では過度な下腿前傾に伴う股関節屈曲位と

なり、右 LR～MSt にて膝折れが出現していた。上

記問題点に対し、①では低周波を用いた前脛骨筋の

賦活、②では起立訓練を中心とした筋力増強訓練を

実施した。脳卒中者における廃用について吉尾らは

「廃用は運動学習効果を遮るリスクが高いため、運

動量は多いほど効果を促進する」と述べている。そ

こで、自主トレーニングとして自転車エルゴメータ

ーやヒップアップなどの筋力増強訓練を実施し運動

量の獲得を図った。更に、歩容に対するアプローチ

として、足部に対しては IC での踵接地・倒立振子

の形成による適切なタイミングでの筋発揮の学習を

目的に GSD を使用し、股関節に対しては後方からの

徒手介助にて股関節伸展運動をアシストしながらの

歩行練習を実施した。これらの介入の結果、最終評

価時の歩容において、IC では①前脛骨筋の機能回

復は乏しく踵接地困難なままであったが、LR 以降

では②大腿四頭筋筋力向上による右 IC～LR での下

腿前傾への制動が可能となり、更に大殿筋筋力向上

により股関節屈曲角度が減少した。その結果、右

LR～MSt での膝折れが制動され麻痺側立脚期の安定

に至った。また、①前脛骨筋機能不全による遊脚期

でのフットクリアランス低下に対し、左足部にイン

ソールを挿入することで足趾の引っかかりによる転

倒リスクに対処した。以上より症例の HOPE である

装具非装着下での独歩獲得に繋がったと考えた。 



 

 

頚髄損傷により四肢麻痺を呈した患者に対し起居動

作獲得に向けて介入を行った症例 

関西労災病院 行光彩加 木村拓哉 

Ⅰ.はじめに 交通事故によって C3 棘突起骨折、

C3/4-C6/7 に頸椎症性変化を認める頸髄損傷を受傷

し四肢麻痺を呈した患者に対して、起居動作能力の

獲得を目的に介入を行ったため報告する。 

Ⅱ.症例紹介【年齢】40 代【性別】男性【主訴】両

側上肢の疼痛、四肢の動かしづらさ【診断名】C3 棘

突起骨折、頚髄損傷【Dr 所見】CT:C3 棘突起に骨折

線、MRI:C3/4-C6/7 に頸椎症性変化【既往歴】喘息、

脂質異常症【職業】重機操作【入院前 ADL】自立【HOPE】

職場復帰【NEED】自立レベルの ADL 能力獲得 

Ⅲ.倫理的配慮 発表にあたりヘルシンキ宣言に基づ

き対象者に発表の趣旨を説明し、同意を得た。 

Ⅳ.初期評価(右/左)【筋力】MMT 肩甲骨外転・上方

回旋 2/2、肩甲骨挙上 2/2、肩関節屈曲 1/1、肩関節

外転 1/1、肩関節水平内転 1/1、肘関節屈曲 2/1、肘

関節伸展 2/2、手関節掌屈 2/1、手関節背屈 3/1、股

関節屈曲 1 以上/1 以上※、膝関節伸展 1 以上/1 以上

※、体幹屈曲 1、体幹回旋 1/1※体位変換困難のため

2 以上は評価できず【表在感覚】※頬部感覚を 10 と

した場合 頸部前面(C2)6、肩(C4)4/5、上腕(C5)5/6、

第 1 指(C6)3/5、第 3 指(C7)3/5、第 5 指(C8)5/5、乳

頭部(T4)6、胸骨剣状突起部(T7)5、臍部(T10)3、大

腿前面(L2)2/2、膝前面(L4)4/4、足底面(S1)4/5【基

本動作】実施困難だが、寝返りでは右下肢の協力動

作あり。 

Ⅴ.目標【短期】起居動作能力の獲得【長期】日常生

活の自立 

Ⅵ.最終評価(右/左)【筋力】MMT 肩甲骨外転と上方

回旋 3/2、肩甲骨挙上 3/2、肩関節屈曲 3/2、肩関節

外転 4/2、肩関節水平内転 5/3、肘関節屈曲 4/4、肘

関節伸展 5/4、手関節掌屈 4/2、手関節背屈 4/2、股

関節屈曲 5/4、膝関節伸展 5/5、体幹屈曲 5、体幹回

旋 5/5【触覚】※頬部感覚を 10 とした場合 頸部前

面(C2)10、肩(C4)6/8、上腕(C5)5/8、第 1 指(C6)6/10、

第 3 指(C7)7/10、第 5 指(C8)7/10、乳頭部(T4)8、胸

骨剣状突起部(T7)8、臍部(T10)8、大腿前面(L2)8/8、

膝前面(L4)5/5、足底面(S1)5/5【基本動作】<寝返り

(右側への例)>背臥位で左側の肩関節を軽度屈曲、水

平内転し、下部体幹の上に左上肢を置く。両膝を立

て左側の足底でベッドを蹴ることで、両膝を右側へ

と倒し左側の殿部はベッドから離れる。体幹は軽度

屈曲しながら右側へと回旋させる。<起き上がり>右

側臥位経由時のみ実施可能。右側臥位から両側股関

節を屈曲しながら両側下腿をベッドの端から下垂さ

せる。右側の On elbow、On hand を経由し端座位と

なる。<起立・立位>見守りレベル<歩行>歩行器使用

し見守りレベルで 60m 

Ⅶ.考察 本症例は頸髄損傷を受傷し四肢麻痺を呈し

た患者である。介入初期より上肢と比較し下肢筋力

に早期から改善がみられ、上肢優位に麻痺が残存す

ることが考えられた。そのため ADL の早期改善に向

けて、起立・立位、歩行能力と比較し起居動作の獲

得に困難を要することが考えられたため、短期目標

を起居動作能力の獲得とし介入を行った。また長期

目標は日常生活の自立とした。 

理学療法介入として動作を相に分け反復して実施

した結果、動作方法を習得したことや、動作時に必

要な四肢、体幹筋力が向上したことが考えられる。

また端坐位で鏡を前方に設置し側方へのリーチ練習

を実施した。これは視覚の代償を用いた立ち直り反

応を誘発し、体幹筋群の協調運動を賦活すると考え

た。その結果、起き上がり動作にも応用でき、動作

獲得に関与したと考える。 

これらの理由から、本症例は最終評価時に起居動

作能力を獲得し短期目標達成に至った。また下肢筋

力は早期より改善し、比較的短期間で起立・立位動

作能力獲得や歩行能力改善に至ったため、ADL の早

期改善に繋がる介入であったと考える。本症例は転

帰として回復期病院への転院となったが、長期目標

の達成には至っていないため、今後は歩行能力や日

常生活動作能力の改善を目的とした介入が必要にな

ると考える。 



両側片麻痺を呈した症例の体幹機能障害に対する

アプローチによる坐位姿勢改善の試み 

はくほう会セントラル病院  

○髙岡 誠 井階 清矢 阪本 健太 

【はじめに】 

今回, 既往の右視床出血による左片麻痺に加え, 

左視床出血による重度の右片麻痺を呈した症例を

担当し, 体幹機能障害に着目し理学療法介入を行

ったためここに報告する.  

【症例紹介】60歳代 男性 <診断名>左視床出血 

<現病歴> X日に意識障害を認め, 救急搬送され, 

頭部 MRIにて視床出血と診断され脳室穿破を認め

る. 降圧加療, 脳出血急性期管理を行い全身状態

が落ち着いたが意識障害あり. 3週後, 当院回復

期病棟に転院となる.<既往歴>右視床出血(6 年

前) <発症前ADL>自宅内を杖歩行で自立していた.  

【倫理的配慮・説明と同意】 

報告に際しヘルシンキ宣言および個人情報保護規

程に即し対象者に十分な説明を行い, 同意を得た.  

【初期評価】X+4週 

<全体像>体動困難であり一日をベッド上で過ごす.

失語のため発話は見られないものの言語理解良好

で, 頷きによる yes/noの意思表示が可能. 

<身体機能 >(右 /左 ) [Brunnstrom Recovery 

Stage]下肢 Ⅱ/Ⅱ～Ⅲ [関節可動域テスト

(°)]足関節背屈 -10/-20 [Modified Ashworth 

Scale] 股関節 3/1, 膝関節 2/1, 足関節背屈 

4/4 [徒手筋力検査] 下肢 0/2レベル, 体幹屈曲

2, 体幹回旋 2/2 [表在感覚]右上下肢 脱失 [触

診]背臥位にて両側内転筋, ハムストリングス, 

および下腿三頭筋の筋緊張亢進を認める. 背臥位

では腹筋群低緊張であるが, 腰部脊柱起立筋群は

坐位においても収縮触知不可能であったが, 介助

立位では可能であった.  

<姿勢観察>ベッド端坐位：左右のふらつきがある

ため軽介助を要する. [前額面]体幹右側屈位, 右

股関節外旋位, 右足関節回内位にて接地. [矢状

面]頭部伸展位, 頚部屈曲位, 胸椎後弯増強, 体

幹前傾位となり左肘関節伸展位でベッド端把持. 

骨盤後傾位, 両膝関節屈曲位, 両足関節底屈位で

あり前足部のみの接地となる. 

 移乗動作：病棟では 2人介助を要する. 

【問題点抽出】腹筋群および腰部脊柱起立筋筋出

力低下による体幹安定性低下のため座位保持困難.  

【治療プログラム】 

両側に長下肢装具(以下 LLB)を装着し, 介助下で

立位保持を行う事により抗重力肢位での下肢・体

幹の協調した筋収縮を促通する事を目的とする. 

【最終評価】X+12週(初期評価との比較を記載) 

<全体像>左上肢にて 50 音ボードを指し, 意思表

出が可能. <触診>坐位において腹筋群および腰部

脊柱起立筋の収縮が触知可能であった.  

<姿勢観察>ベッド端坐位：軽介助～見守り(数十

秒). [前額面]右股関節内外旋中間位, 右足関節

回内外中間位にて接地. 左股関節外旋位, 足関節

回内位にて接地. [矢状面]頚部屈曲減少, 胸椎後

弯減少, 体幹前傾減少, 左股関節屈曲減少, 足底

接地面積拡大した.  

【考察】本症例はギャッジアップ 30°臥位にて

MMT2 レベルの腹筋群筋力が発揮されているにも

かかわらず坐位では筋収縮が乏しく, 姿勢保持困

難となっている. 村上は「中間位座位姿勢保持に

おいて, 内腹斜筋が腹腔内圧の上昇, 腰部脊柱起

立筋が生理的腰椎前弯保持に関与して姿勢保持を

行っている」としており, 腹筋群筋出力低下によ

る腹腔内圧低下に着目した. 立位困難な症例に対

する LLB を使用した立位練習について鶴見らは

｢必然的に姿勢反応を促通することになり, これ

に連動した頭部, 体幹, 下肢の各筋群の筋収縮を

誘発し合う肢位であり, 訓練肢位として望まし

い｣としている. 最終評価ではこの練習により腹

腔内圧が上昇し, 腰部脊柱起立筋の筋出力が向上

したため, 体幹前傾位での上肢支持ではなく, 骨

盤後傾位で胸椎後弯が減少した状態での姿勢保持

が可能となったと考える. また触診においても腹

部および腰部の筋収縮が向上している事が確認で

きた. これにより姿勢保持可能な時間が延長して

おり, その点から坐位姿勢は改善したと判断した. 

今後, 1人介助での移乗が可能となる事で離床機

会が増加出来るよう, 理学療法介入を継続する. 



延髄外側梗塞により体幹失調を呈しフリーハンド

歩行困難となった症例 

はくほう会セントラル病院 リハビリテーション

部  中田侑里 大平哲人 和田莉奈 

Ⅰ．はじめに 

 今回，歩行中の体幹機能に着目し，アプローチ

した結果，左側方への不安定性の軽減を認めた症

例を担当したため報告する． 

Ⅱ．症例紹介 

【年齢】70 代後半【性別】男性【診断名】右延

髄外側梗塞【現病歴】X 月 Y 日，歩行時に右への

傾きを主訴に受診され右延髄外側梗塞と診断され

る．Y＋16 日後，リハビリテーション継続目的で

当院に転院となる．【既往歴】腎不全，直腸癌【病

前 ADL】屋内，屋外フリーハンド歩行自立【主訴】

歩くとふらふらする【Need】フリーハンド歩行自

立【画像所見】MRA にて右後下小脳動脈の閉塞を

認める 

Ⅲ．倫理的配慮 

ヘルシンキ宣言に基づき口頭で説明の上，本人・

家族の同意を得た． 

Ⅳ．初期評価（発症後 7 週目） 

【徒手筋力検査（右/左）】股関節伸展 5/5 股関節外

転 5/5 体幹回旋 5/5 体幹屈曲 5【最大荷重量（右/

左）】45kg/50kg【Scale for the assessment and rating 

of ataxia(以下，SARA)】13/40 点（歩行，立位，言

語障害，指追い試験，指鼻試験，手回内外運動，

踵すね試験で異常を認める）【躯幹失調試験】stage

Ⅲ【歩行観察（フリーハンドにて腋窩介助）】開始

肢位は，頸部前屈右回旋位・体幹屈曲右側屈位・

骨盤後傾位・両股関節外旋位である．右立脚中期

における右股関節内転が乏しく，性急に左立脚期

に移行し，左側方への不安定性を認めた． 

Ⅴ．問題点 

本症例は，歩行中左側方への不安定性があり転

倒の危険性が高く介助を要した．MRAより右後下

小脳動脈が閉塞しているため,小脳脚や小脳下部

が損傷し，体幹および右上下肢に小脳失調が生じ

ていると考える．初期評価の SARA や躯幹失調試

験の結果から主に体幹筋群の失調が問題であると

考える．このことから,体幹失調のため，歩行中に

おける右腹斜筋群の活動が乏しいことにより，右

への荷重が困難となり，右立脚中期の右股関節内

転が不足し，左立脚期に性急に移行すると考える． 

Ⅵ．治療プログラム 

片脚ブリッジ，右側下肢への荷重練習，ステッ

プ練習を実施した．荷重練習，ステップ練習では

環境設定として右上肢で平行棒を把持し体幹右側

屈が生じないように実施した． 

Ⅵ．最終評価（発症後 10 週目．改善点のみ表記） 

 【最大荷重量（右/左）】50kg/50kg【SARA】9/40

点（立位，言語障害，踵すね試験で改善）【躯幹失

調試験】stageⅡ【歩行観察（フリーハンド見守り）】

開始肢位は，頸部前屈・体幹屈曲右側屈・骨盤後

傾位は軽減しており，両股関節外旋位は残存して

いる．右立脚中期における股関節内転は増大し，

左立脚期へ移行する際の性急さは軽減し，左側方

への不安定性は軽減する． 

Ⅶ．考察 

鈴木らは，正常歩行では立脚中期に立脚側内腹

斜筋の筋活動がピークを迎えており，仙腸関節へ

の剪断力に対し骨盤の安定化を図るために内腹斜

筋の活動が増大すると述べている．このことから，

内腹斜筋の活動が不十分であると一側下肢への荷

重は困難になると考えられる．本症例は体幹失調

が生じており，歩行中の右内腹斜筋の活動が正常

と比較すると乏しいことが推察される．そのため，

右下肢への荷重が困難となり，骨盤の側方移動に

伴う右股関節内転が減少したことにより，性急に

左立脚期に移行したと考える．また，三津橋らは，

歩行の立脚期における内腹斜筋と片脚ブリッジ運

動における内腹斜筋の収縮動態が類似していると

報告している．本症例においても，体幹失調が改

善したことにより，右内腹斜筋の活動が増大し，

仙腸関節の剪断力を防ぐ作用が改善したため，歩

行中の骨盤の安定性が向上したと考える．したが

って，右立脚中期での骨盤の右側方移動が得られ

たため，右股関節内転が増大した．その結果，左

立脚期への性急な移行も改善し，左立脚期の不安

定性が軽減したと考える． 



左膝蓋骨骨折により観血的整復固定術を施行し

た患者において歩容の改善を図った症例 

医療法人伯鳳会はくほう会セントラル病院 

リハビリテーション部 

小野明子 森脇佑美子 三原優太 山本哲 

【はじめに】 

左膝蓋骨骨折により観血的整復固定術（以下

ORIF術）を施行し、抜糸後に創部離開のため ROMex

開始が遅延した。更に疼痛・恐怖心が増し、抜糸

以前より歩容が悪化した症例に対し、歩容の改善

を目的に理学療法を実施した。 

【症例紹介】 

70歳代女性。術後ニーブレースを装着していた。

術後 1日目より理学療法を開始した。リハビリ時

のみニーブレース除去可、積極的な ROMexは禁止

であった。術後 6日目からニーブレース装着下で

病棟内での歩行は自立していた。術後 10 日目に

抜糸するが、翌日創部離開により再縫合を行った。

術後 26日目より左膝関節 ROMexを開始した。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、

本発表の趣旨を説明し、同意を頂いた。 

【理学療法学評価（再縫合後：術後 15～18日目）】 

ROM-T（右/左）股関節伸展 20°/20°、膝関節

屈曲 145°/60°(座位）、膝関節伸展 0°/0°。

徒手筋力テスト(以下 MMT)では体幹屈曲 4、股関

節伸展 5/5、股関節外転 5/5、膝関節屈曲 4/4、膝

関節伸展 4/4。左下肢への荷重は全荷重可能であ

った。疼痛(VAS)は荷重時と歩行後に左膝関節周

囲に 7㎜、恐怖心(VAS)は創部離開に対して 95㎜

であった。10m歩行テストは 11.47秒、20歩であ

った。歩行観察では左前遊脚期から左遊脚初期に

おいて左膝関節の屈曲運動が不十分であり、分回

し様に振り出し、遊脚時間が延長している。 

【統合と解釈】 

評価結果より歩行遊脚期に必要とされる関節

可動域、筋力は備わっているが、左前遊脚期から

左遊脚初期の左膝関節屈曲運動が不十分で、分回

し様に振り出している現象を問題点とした。アン

ダーソンらは「膝関節術後、遊脚期中の広筋群や

大腿直筋の活動が遊脚期中の膝関節屈曲角度を

阻害する」と報告している。ロナルドらは「疼痛

や恐怖感が歩行時の筋活動に影響する」と報告し

ている。本症例では術後 2週間ニーブレース装着

下での歩行を行ったため、分回し様の歩行を学習

したと考えられる。以上のことから、恐怖心より

異常筋活動が生じ、分回し様の歩行になっている

と考えた。 

【治療プログラム】 

リハビリテーションロボットを使用して歩行

練習を実施した。HONDA歩行アシスト®は大腿部に

力を与え、適切な歩行運動を体感させる特徴があ

り、本来の歩行パターンを学習させる目的がある。

本人の受け入れが良好であり、装着時には分回し

歩行の改善がみられた。遊脚期中の異常筋活動の

改善、歩行の再学習を目的に歩行練習に HONDA歩

行アシスト®を導入した。評価結果より、左前遊脚

期から左遊脚初期における左膝関節の屈曲運動

が不十分で、左遊脚時間が延長していた。以上の

ことより、設定は追従モードで右股関節屈曲

1.0Nm、右股関節伸展 1.0Nm、左股関節屈曲 1.8Nm、

左股関節伸展 1.0Nm、左股関節の振り出しのタイ

ミングを早くして行った。 

【最終評価（術後 30日目）】※変化点のみ 

ROM-Tは左膝関節屈曲 80°、疼痛は 0㎜、恐怖

心（VAS）は 0㎜。歩行観察では左前遊脚期から左

遊脚初期での膝関節屈曲運動の増大、左遊脚期時

間は短縮され、分回し様の振り出しは改善された。 

【考察】 

 HONDA歩行アシスト®を使用した結果、左下肢の

振り出しのタイミングと左股関節屈曲運動の誘

導により、左前遊脚期から遊脚初期における左膝

関節の屈曲運動が増加し、分回し様の歩行が改善

された。ロボットによる適切な歩行運動は、正常

運動出力に伴う正常感覚入力が反復されること

になる。これにより正常な感覚を基準とした運動

を学習することとなる。正常な振り出しのタイミ

ングと筋活動が再学習できたことで正常歩行を

獲得し、恐怖心がなくなったと考える。 

 



右全人工膝関節置換術を施行した患者に対して 

歩行能力の改善を図った症例 

はくほう会セントラル病院 

リハビリテーション部 

井川裕万 三原優太 角田千尋 山本哲 

【はじめに】 

両変形性膝関節症にて右全人工膝関節置換術

(以下 TKA)を施行した症例に対して理学療法を実

施した。 

【症例紹介】 

70歳代女性、両変形性膝関節症と診断され、左

TKA を施行した。その 1 ヶ月後、右 TKA を施行し

理学療法開始となった。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、

本発表の趣旨を説明し、同意を頂いた。 

【初期評価】 (術後 3日目～5日目) 

【視診】術創部から下腿遠位にかけ腫脹あり。

【触診】右術創部に熱感あり。【疼痛】なし【関

節可動域検査】Active (以下 ROM右°/左°)：

股関節屈曲 110/110伸展 20/20膝関節屈曲

120/120伸展-5/0足関節背屈 10/10底屈 40/40

【徒手筋力検査】 (以下 MMT、右/左)：股関節屈

曲 5/5伸展 3/3、膝関節屈曲 2/2伸展 3/5足関節

背屈 5/5底屈 2/3【荷重量】(右/左)体重 50kg。

静止立位 25㎏/25kg最大荷重 50㎏まで可能。

【10m歩行テスト】最大 12.77秒 25歩【歩行

観察】フリーハンド歩行にて自立。右 LR～MSt

で右膝関節伸展運動が最終伸展域まで見られ

ず、右 MSt以降の短縮が著明。そのため左下肢

の接地が早期に生じ、歩幅の減少がみられる。 

【統合と解釈】 

本症例は屋外歩行を希望されており、屋外歩行

自立を目標とした。10m 歩行テストの結果から屋

外歩行のカットオフ値(11.6 秒)に達していない

ため歩行速度向上を目標とする。 

歩行観察から右立脚期の短縮がみられる。右 LR

～MSt にかけ右膝関節伸展運動が乏しく、右 MSt

以降の短縮がみられ、左下肢の接地が早期に生じ、

歩幅が減少していると考えた。原因として右大腿

四頭筋の筋力が MMT3 であり LR～MSt での最終伸

展域までの伸展が生じていないと考えた。また大

殿筋、下腿三頭筋の筋力低下も立脚期の短縮に影

響していると考える。以上からプログラム立案す

る。 

【治療プログラム】 

大腿四頭筋、大殿筋、下腿三頭筋の筋力強化を

目的として CKCでのパテラセッティング、ハー

フスクワット、両足底接地で踵上げ、ステップ

練習を行った。 

【最終評価】 (術後 19～21日目) ※変化点のみ

記載【視診】術創部から下腿遠位にかけての腫

脹軽減。【触診】右術創部の熱感軽減。 

【ROM】(右°/左°)：膝関節伸展 0/0 

【MMT】(右/左)膝関節伸展 4/5足関節底屈 3/4 

【10m歩行テスト】最大 9.99秒 21歩 

【歩行観察】フリーハンド歩行にて自立。初期評

価に比べ、右 LR～Mstにかけ右膝関節伸展運動は

増大し、MSt以降の立脚期の延長がみられる。 

【考察】 

今回歩行速度低下の原因が右立脚期の短縮と

考えアプローチした。「歩行速度の低下はケイデ

ンスではなく歩幅の縮小の影響が大きい」と

Constantinonらは述べており、本症例でも右立脚

期の延長目的に大腿四頭筋、大殿筋、下腿三頭筋

の筋力強化練習を行った。右膝関節最終伸展域で

の筋力向上目的としてパテラセッティングを実

施。OKC では負荷が弱いため CKC でのパテラセッ

ティングを実施。山口らは「TKA 術後の方に対し

膝関節伸展位での大腿四頭筋の収縮が促された

ことで自動運動での可動域が拡大した」と報告し

ている。本症例においても右大腿四頭筋の筋力が

MMT4 へ向上したことで右 LR～MSt 伸展域も拡大

した。今回、大殿筋の筋力向上は見られなかった

が大腿四頭筋、下腿三頭筋の筋力が向上したこと

により右立脚期が延長し左下肢の歩幅の延長も

見られた。 

結果 10m 歩行(最大)では 9.99 秒となり、屋外

歩行自立に至った。 

 

 

 

 



TKA術後、自動介助運動を行ったことで防御性収

縮を抑制し恐怖心が軽減した一症例 

はくほう会セントラル病院 

河岸竜弥 前西勝成 山本哲 

【はじめに】左人工膝関節全置換術(以下 TKA)術

後の症例を担当した。疼痛により左膝関節可動域

練習(以下 ROMex)の方法に難渋し、介入方法を変

更したことで、可動域が改善し、円滑な起立動作

を獲得できたためここに報告する。 

【症例紹介】70歳代女性。両変形性膝関節症と診

断され右 TKA を施行した。8 か月後に左膝関節

痛が増悪し、左 TKA を施行した。術後 1 日目よ

り理学療法を開始した。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原

則に配慮し、本発表の趣旨を説明し、同意を得た。 

【初期評価(術後 2日目)】CRP値 4.52であった。

FTA(右/左)は術前 180°/185°術後 180°/180°

であった。周径では膝蓋骨直上 37.5cm/41.0cmで

あった。関節可動域測定（以下 ROM-t）は他動に

て膝関節屈曲 110°/65°、伸展-5°/-20°であっ

た。徒手筋力検査(以下MMT)では膝関節屈曲 5/3、

伸展 5/2 であった。左膝関節屈曲の他動運動時に

左薄筋、左内側ハムストリングスの防御性収縮が

生じておりNRS10/10の鈍痛が生じていた。座位

姿勢では左膝関節屈曲可動域制限により、左下肢

が右下肢に比べて前方に位置していた。起立動作

では重心前方移行期から十分な左膝関節屈曲可動

域が得られておらず、左下腿の前傾運動が不十分

で、足関節は底屈位であった。その際に両上肢の

反動を利用して殿部離床へ移行していた。その後

の立位姿勢は両下肢の位置が左右非対称であった。 

【問題点】左膝関節屈曲可動域の制限因子として、

左薄筋、左内側ハムストリングスの防御性収縮に

よる疼痛、左膝関節の ROMex に対する恐怖心が

問題点であると考えた。また、左膝関節伸展可動

域の制限因子は、左内側ハムストリングスの防御

性収縮が影響していると考えた。 

【治療アプローチ】術後、左膝関節の ROMex を

他動運動にて実施していた。しかし、他動運動で

の ROMex では防御性収縮による疼痛が生じてお

り、「人に曲げられると怖い」との訴えから、恐怖

心が増強し、可動域練習が遅延していた。そのた

め、長座位姿勢で患肢踵部に引っ掛けたタオルを

引っ張りながら膝関節屈筋の随意収縮を行う自動

介助運動での可動域練習に変更した。左膝関節伸

展 ROMex ではホールドリラックスでの練習を行

った。 

【最終評価(術後21日目)】CRP値0.29であった。

周径では膝蓋骨直上 37.5cm/39.0cm であった。

ROM-t は他動にて左膝関節屈曲 110°/95°、伸

展-5°/-5°であった。MMTでは膝関節屈曲 5/3、

伸展 5/4 であった。左膝関節屈曲の他動運動時に

生じていた左薄筋、左内側ハムストリングスの防

御性収縮は初期評価と比較し軽減傾向であり、疼

痛は NRS3/10 と軽減していた。座位姿勢では両

下肢の位置は揃っており、起立動作では重心前方

移行期にて左下腿の前傾運動と、足関節背屈運動

が得られ、両上肢の反動を利用せずに殿部離床へ

移行していた。その後の立位姿勢では両下肢の位

置が左右対称であった。 

【考察】今回、自動介助運動での左膝関節屈曲運

動を実施し可動域の拡大が図れた。福島らは「自

動介助運動は強度、関節運動範囲・速度・頻度を

被検者自身が調節できることに加えて、他動練習

と比較して練習時疼痛の軽減がより得られた」、

「疼痛自制内での実施は防御収縮を軽減させるた

めに練習効率が上昇し、練習強度も調節できるた

めに恐怖心が軽減される」と報告している。今回、

他動運動では疼痛に対する恐怖心が強く、膝関節

の ROMex が実施困難であった。自動介助運動に

変更し、関節角度を調節しながら収縮と弛緩を繰

り返すことで、防御性収縮による疼痛を自己にて

制御することができた。また、防御性収縮の軽減

により疼痛閾値が上昇し恐怖心が軽減し可動域の

改善に至ったと考えた。その結果、起立動作にお

ける重心前方移行期での左下腿前傾運動が増大し、

殿部離床へスムーズに移行することができたと考

えた。 



動作方法の変更により移乗動作の安全性が向上した症例 

医療法人朗源会 大隈病院 藤島由巳 

【はじめに】今回、両下肢不全麻痺を呈し、左腓骨

遠位端骨折を受傷した患者様を担当した。在宅生

活からの代償により動作能力が低下していたが、

治療の結果代償動作が軽減し、動作能力の向上が

みられたため報告する。 

【倫理的配慮】症例報告に際し、ヘルシンキ宣言

に則り本人に説明し、同意を得た。 

【症例紹介】80 歳代女性。診断名は左腓骨遠位端

骨折。自宅トイレ内で移乗中に左足部内反位とな

り受傷。その後自宅や施設で療養したが、在宅生

活困難であり、第 18 病日リハビリテーション目的

で当院に入院した。既往歴に第 3，4 腰椎変性すべ

り症、腰部脊柱管狭窄症、頚髄症。また、頚髄症診

断後に転倒し尾骨骨折を受傷。Demand は一人で

トイレに行きたい。受傷前の ADL は、屋内移動で

の車椅子自操、トイレ動作ともに自立。起居動作、

移乗動作は全て手すりを使用して自立。認知機能

面、コミュニケーションともに良好であった。 

【第 35 病日評価】当院入院時、受傷部はギプス固

定であったが、2 日後ギプス除去され、全荷重とな

った。MMT(右/左):股関節屈曲 3/3、伸展 2/2、内

転 2/2、外転 2/2、足関節背屈 0/3、底屈 1/2。全

項目において右側の筋力が低下していた。表在感

覚(右/左)：足底面-消失/重度鈍麻。筋緊張検査(右

/左):前脛骨筋:動作時-正常/中等度亢進。院内での

基本動作は、起居動作は支持物を使用し自立。移

乗動作は L 字柵を使用して行っていたが、一連の

動作のスピードが低下しており、方向転換時に左

足部の内反が増悪するため中等度介助が必要であ

った。今回、移乗動作中に左足部内反位となり受

傷したが、立ち上がり動作時から上肢の過剰努力、

左足部の内反が見られたため、まず立ち上がり動

作の考察を行った。 

立ち上がり動作(PUW 使用): 座位姿勢は、体幹が

左方に傾斜し、右骨盤挙上位。前傾相より臀部離

床にかけて上肢で手すりを引き込もうとし、右股

関節内転、左足部内反、左骨盤後方回旋していた。

病棟での移乗動作は、Ⅼ字柵を両上肢で引き、体

幹が左方へ傾斜、臀部離床時には左足部が内反し

ていた。以上の経過を追うために、臀部離床時の

指標を作った。前額面では体幹側方傾斜角度とし

て両 ASIS を結ぶ線の中点に立てた垂直線と両

ASIS を結ぶ線の中点から頭頂を結ぶ線のなす角、

矢状面では左膝関節屈曲角度を角度計測ソフトを

使用して計測した。初回評価時は、臀部離床時の

体幹側方傾斜角度は 9 度、左膝関節屈曲角度は 82

度であった。 

【問題点】右下肢の筋力低下、両側の足底面の表

在感覚障害により、両下肢、特に右下肢の支持性

が低下していた。代償として上肢の過度な引き込

み、左下肢優位の動作となり、左前脛骨筋の筋緊

張が亢進して臀部離床相での左足部内反を誘発し

たと考えた。また、上肢での代償動作によって、下

肢の屈曲運動が不十分な立ち上がり動作となって

いたと考えた。これらの要因で、移乗動作の実用

性が低下したと考えた。 

【治療プログラム】座位姿勢で鏡を使用し、視覚

入力で座位姿勢を正中位に誘導、代償動作を矯正

し、①前方への体重移動練習。②上肢での引き込

み動作を抑制し、両下肢に荷重しながら立ち上が

り練習を行った。その他、下肢筋力増強練習、起き

上がり、移乗動作、歩行練習を行った。 

【第 73 病日評価】MMT(右/左):股関節屈曲 3/4。

移乗動作はスピードが向上し、動作時の左足部内

反も減少したため、見守りとなった。 

立ち上がり動作(PUW 使用):座位姿勢では、体幹

の左方傾斜・右骨盤挙上が軽減。前傾相から右股

関節内転、左足部の内反が減少し、全足底での荷

重が可能となった。体幹側方傾斜角度は９°から

２°となった。動作時、上肢では手すりを引き込

む動作が減少、左骨盤後方回旋も軽減した。左膝

関節屈曲角度は 82°から 88°となった。 

【考察】筋力など、機能面での改善はほぼ認めな

かった。しかし、動作指導、運動学習により、上肢

の引き込みが軽減し、左前脛骨筋の臀部離床相で

の体幹左側方傾斜・左足関節内反が軽減したと考

える。また、下肢・体幹の屈曲筋を使用した立ち上

がり動作が可能となった。これらの要因で、移乗

動作の実用性が向上したと考える。 



Double Level Osteotomy術後の疼痛軽減、歩容改善がみられた 1 症例 

医療社団法人 武部整形外科リハビリテーション 山崎 梅子 

【はじめに】  

左変形性膝関節症(以下左膝 OA)に対し Double 

Level Osteotomy(以下 DLO)術が施行された症例

を担当し疼痛の軽減と歩容の改善が見られた 1 症

例について報告する。 

【症例紹介】  

50 歳代男性、診断名は左膝 OA、10 年程前より左

膝関節に違和感・疼痛があり、除痛目的にて DLO

術が他院にて施行され、3 週間の完全免荷後に部分

荷重が開始された。術後 9 週目より当院にて週 2

回通院開始。主訴は「膝が痛い」、NEED は疼痛緩和、

HOPE は歩容改善。仕事は運輸系の整備で歩くこと

が多い。Dｒ.からの情報は疼痛の原因は骨切り由来

とのことである。 

【倫理的配慮】 

 今回の報告はヘルシンキ宣言に則り症例に同意

を得た上で行っている｡ 

【初期評価】  

 左膝内側部に疼痛の訴えがあり、腫脹・熱感がみ

られた。鵞足、内側側副靭帯、内側半月板には圧痛

はみられなかった。関節可動域検査(以下 ROM)は膝

屈曲(右/左)135°/135°膝伸展-10°/-5°、徒手筋

力検査(以下 MMT)は右 5 であり、左は大腿四頭筋、

半腱様筋・半膜様筋、下腿三頭筋、大殿筋は 4 であ

った。外反ストレステスト(右/左)－/＋、マックマ

レーテスト(内旋/外旋)－/－であった。フォワード

ランジ(左前方)は 45/69 ㎏で疼痛が発生した。X-P

所見は骨切り部が明瞭で、Femoro-tibial angle は

170°であった。歩行は左荷重応答期(以下左 LR)に

左膝関節の外反と左側への骨盤傾斜がみられ、主訴

と同様に膝内側部に疼痛を訴え Numerical Rating 

Scale (以下 NRS)は 7/10 であった。 

【問題点】 

 左 LR に左膝内側部痛を訴え NRS7/10 であった。

また、左 LR に左膝関節外反と左側への骨盤傾斜が

みられた。この左 LR の骨盤傾斜は左膝内側部への

疼痛回避性歩行と考えた。左側へ骨盤を傾斜するこ

とは重心を外側へ移動させ左膝内側部へのストレ

スを軽減している。そして、手術侵襲により静的支

持機構による外反制動作用と免荷により動的支持

機構の外反制動作用が損なわれたことにより左膝

関節が外反し左側への骨盤傾斜を助長していると

考えた。膝内側部の疼痛は整形外科的テスト陰性で、

圧痛所見はみられなかった。荷重によって疼痛が増

加したため、手術による骨切り由来と免荷により大

殿筋などの下肢筋力低下が原因であると考えた。 

【理学療法プログラム】 

 内側支持機構と大殿筋の筋力強化、歩容指導、ア

イシング(疼痛増強時)を行った。 

【最終評価】 

 10 週後、腫脹は残存し熱感は消失した。ROM は左

膝伸展―5°、MMT は左の半腱様筋・半膜様筋、下

腿三頭筋、大殿筋は 5 に改善した。大腿四頭筋は 4

と変化はなかったが以前より内側広筋の収縮活動

がみられた。フォワードランジは疼痛発生までの荷

重量が 55 ㎏に増加した。X-P 所見は骨切り部が不

明瞭になった。左 LR の膝内側部痛は NRS5 に軽減し

膝関節外反軽減と左側への骨盤傾斜も軽減された。 

【考察】 

 左膝 OA に対する DLO 術後、左 LR に左膝内側部痛

と左膝関節外反・左側への骨盤傾斜を起こす症例を

経験した。介入後、疼痛の軽減と歩容の改善がみら

れ良好な結果が得られた。 

 本症例は手術侵襲によるものと考えられる歩行

時の左膝外反動揺性とそれに伴う左側への骨盤傾

斜がみられた。谷埜が内側広筋や半膜様筋は膝外反

や膝内側裂隙の開大に対し安定作用があると報告

していることより左膝安定性向上目的に内側支持

機構の筋力強化および、左 LR の荷重時痛に対し左

膝関節安定性向上を図った。また、石井らが股関節

伸展筋力が大腿骨遠位端と脛骨関節面上に押し付

ける作用を有し屈曲位における膝関節を安定させ

ると報告していることより大殿筋筋力強化を行っ

た。これらは荷重時痛の誘発を避けるために部分免

荷にて行った。以上のアプローチを行った結果、左

膝関節の安定性が向上し骨癒合の経過が良好であ

ったことより荷重時痛が軽減し左膝外反と左側へ

の骨盤傾斜の軽減が見られ歩容の改善に至ったと

考えた。 
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