
会期：2019年2月3日（日）・10日（日）

会場：兵庫医科大学 医療人育成センター
（1号館4階）

参加受付 8:00 – 9:30

発表者受付 8:00 – 9:00◆

◆

ー プログラム・抄録集 ー

新人発表会
阪神南（西宮・芦屋）支部

【挑む】１こちらから戦いなどをしかける。挑戦する。「論争を―・む」「決闘を―・む」２ある対象
に立ち向かっていく。「峰に―・む」「新記録に―・む」３張り合う。競争する。こちらから戦いを
しかける。挑戦する。ある対象に立ち向かっていく。張り合う。競争する。

【挑戦】戦いや試合をいどむこと。「挑戦に応じる」「世界チャンピオンに挑戦する」「挑戦状」
困難な物事や新しい記録などに立ち向かうこと。「世界記録に挑戦する」
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参加者の皆様へ・・・ 

当日，必ず「総合受付」を済ませてから，会場にお入りください． 

受付の際には、会員カードを持参下さい． 

 

☆ 質疑の際は係の者がマイクを回しますので，マイクが届いた後に必ず所属と名前を言ってからご質問く

ださい． 

☆ 発表後，セッション毎にフリーディスカッションの時間を各セッション終了時間まで設けています． 

発表者に対して積極的な質問ならびにご指導をお願いいたします． 

 

 

座長の皆様へ・・・ 

当日，担当セッション開始10分前までに「座長受付」を済ませてください． 

☆ 各セッション開始5分前までに発表会場にお越しください． 

☆ 呼称は「先生」ではなく，「さん」に統一をお願いします． 

☆ 発表開始時には，一演題ごとに演題名と所属，名前を先に紹介してから進めてください． 

☆ 発表は5分間，質疑応答は3分間です． 

☆ 別紙「新人発表演題審査表」に，該当セッション全ての分を記入・採点いただき，当日中に運営委員に

手渡してください． 

☆ 審査表は当日に配布いたします． 

☆ 不測の事態により座長の進行が不可能になった場合は，運営委員に連絡をしてください． 

 

 

発表者の皆様へ・・・ 

当日の全ての発表者は，発表者受付（8：00～9：00）で受付を済ませてください． 

午前の部の発表者は8:00～8:30の間に該当するパネルにポスターを掲示してください． 

午後の部の発表者は12:30～13:00の間に該当するパネルにポスターを掲示してください． 

☆ セッション開始5分前には発表会場に待機しておいてください． 

☆ 発表は5分間，質疑応答3分間です． 

残り時間1分で1鈴，終了時に2鈴を鳴らします． 

時間内に発表を終了するようにしてください． 

☆ 質疑応答は発表者ごとに行います．簡潔な応答をお願いします． 

☆ セッションの進行は座長に一任していますので指示に従ってください． 

☆ 不測の事態により発表が不可能になった場合は，座長もしくは運営委員に連絡をしてください． 

☆ 各セッション内の発表後，各セッション終了時間までフリーディスカッションの時間を設けていますの

で、各自のポスターの前で待機して、質問への対応をお願いいたします． 

☆ 午前の部の発表者は12:10～12:30の間にポスターを撤収してください． 

午後の部の発表者は閉会式後にポスターを撤収してください． 

☆ 当日はすべてのセッション終了後に終了受付を受付で済ませてから、お帰り下さい． 

この受付をされない場合は単位認定がされませんので、ご注意ください． 

 

 

 

この一年培ってきた成果を堂々と発表してください！ 



2019年 2月 3日 

 

     新人発表会    9：00 ～ 16：40       

 

開会式         9：00 ～  9：10 

 

第 1セッション     9：10 ～ 10：40 

 

第 2セッション    10：40 ～ 12：10 

 

～ 昼 休 憩 ～ 

 

第 3セッション    13：30 ～ 15：00 

   

第 4セッション    15：00 ～ 16：30  

 

閉会式              16：30 ～ 16：40 

 

 

 



2019年 2月 10 日 

 

     新人発表会    9：00 ～ 17：00       

 

開会式         9：00 ～  9：10 

 

第 5セッション     9：10 ～ 10：40 

 

第 6セッション    10：40 ～ 12：10 

 

～ 昼 休 憩 ～ 

 

第 7セッション    13：30 ～ 15：00 

   

第 8セッション    15：00 ～ 16：30  

 

閉会式              16：30 ～ 17：00 

 

※ 閉会式にて兵庫県理学療法士会よりお知らせがあります 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

1．術前アライメントから股関節外転筋出力低下を生じ安定性,安全性が低下した症例 

 

 西宮渡辺病院 稲岡
いなおか

 孝
こう

紀
き

 

 

 

2．足底板での補高により，歩行時の右殿部・右大腿外側部痛が改善した症例 

 

 なじお山下整形 石倉
いしくら

 拓也
た く や

 

 

 

3．右人工膝関節全置換術後，院内で転落され胸腰椎圧迫骨折を呈した症例  

 

西宮回生病院 細目
ほ そ め

 菜摘
な つ み

 

 

 

4．歩行開始時のステップ不良に対し,大殿筋の運動単位動員率に着目した症例   

 

西宮渡辺病院 石
いし

﨑
ざき

 春樹
は る き

  

 

 

5．立位以降に疼痛を伴うため，課題を段階的に設定した結果、歩行改善に繋がった症例 

 

     西宮協立リハビリテーション病院 柴
しば

藤
とう

 沙
さ

弓
ゆみ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1セッション（2月 3 日）   9：10～10：40 

座 長   整形外科たかひろクリニック   山口
やまぐち

 美波
み な み

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．多発性硬化症の再発を呈した症例に対して在宅での再発・進行予防に対する運動習慣構築の試み 

 

協和マリナホスピタル 尾里
お ざ と

 美保
み ほ

 

 

 

7．自覚的身体的垂直判断と非麻痺側下肢へのアプローチにより歩行安全性が向上した症例 

 

西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリテーション病院 島崎
しまざき

 侑
ゆう

太
た

 

 

 

8．動作時に麻痺肢の参加がみられなかった右視床出血の一症例 

   

西宮協立脳神経外科病院 谷
たに

  百
もも

恵
え

 

 

 

9．高血圧性脳出血を呈した症例 ～歩行動作・バランス能力向上に着目して～ 

 

西宮回生病院 田靡
たなびき

まどか 

 

 

10．脚長差による立位アライメントの異常が見られた，脳梗塞・右片麻痺を呈した症例 

  

ハートケア西宮わたなべ 福祉の郷 水野
み ず の

 智樹
と も き

 

 

 

11．両ロフストランド杖を使用し歩行改善した一例 

  

西宮協立リハビリテーション病院 山田
や ま だ

 来春
こ は る

 

 

 

 

 

 

第 2セッション（2月 3 日）  10：40～12：10 

座 長   協和マリナホスピタル   岩松
いわまつ

 瑞
みず

季
き

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12．右肩腱板修復術後,抗重力位での関節可動域制限・筋力低下が生じた症例 

 

西宮回生病院 浜野
は ま の

未有
み ゆ

希
き

 

 

 

13．遊脚中期～遊脚後期にかけての右膝関節伸展角度に着目し屋外独歩自立に至った症例 

 

西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリテーション病院   上ノ山
う え のや ま

理
さと

志
し

 

 

 

14．右高位脛骨骨切り術後，右膝関節の状態悪化に対し可動域制限・疼痛に着目した症例 

 

   西宮回生病院 鄭
てい

 美里
み さ と

 

 

 

15．腫瘍型人工膝関節置換術後 6年が経過した症例の装具なし歩行の安定を目指して  

 

明和病院 西村
にしむら

 南海
み な み

 

 

 

16．THA施術後膝折れに着目し股関節周囲筋と下腿三頭筋へアプローチするも難渋した症例  

 

西宮渡辺病院 佐々木
さ さ き

 大
だい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3セッション（2月 3 日）  13：30～15：00 

座 長   南芦屋浜病院   宮原
みやはら

 隆
たか

登
と

 



 

 

 

 

 

 

 

 

17．左被殻出血により全般性注意障害を呈した患者の歩行改善に向けた理学療法介入 

 

西宮協立脳神経外科病院 古木
ふ る き

みちる 

 

 

18．重度の痙縮を呈し，ボツリヌス療法施行後荷重練習で効果の持続を図った一症例 

  

協和マリナホスピタル 清川
きよかわ

 智美
と も み

 

 

 

19．姿勢アライメントの改善により基本動作の介助量軽減を認めた一症例 

  

西宮渡辺心臓脳・血管センター 應地
お う ち

 海蔵
み く ら

 

 

 

20．薬剤性パーキンソン症候群に後進歩行を行い日常生活動作能力の改善を早期に認めた一例 

 

市立芦屋病院 石井
い し い

 幸
さち

世
よ

 

 

 

21．屋内歩行自立を目指し，治療肢位として両膝立ちを選択した症例 

 

西宮協立リハビリテーション病院 岡
おか

  咲
さく

良
ら

 

 

 

22．Gait Solution Design を使用したアプローチにより歩行距離が拡大し社会復帰に近づいた症例 

 

協和マリナホスピタル 水嶌未知佳
み ず し ま み ち か

 

 

 

 

 

 

 

第 4セッション（2月 3 日）  15：00～16：30 

座 長   西宮協立脳神経外科病院   後藤
ご と う

 立
たつ

美
み

 



 

 

 

    

 

 

 

 

23.残存機能を考慮した環境による立位姿勢の検討  

 

西宮渡辺病院 林
はやし

  凌
りょう

矢
や

 

 

 

24.右人工股関節置換術を施術した症例 ～屋内独歩を目指して～ 

 

整形外科たかひろクリニック 沖
おき

  遼
りょう

太
た

 

 

 

25．転倒による右大腿骨転子部骨折術後，歩行の安全性獲得を目標とした理学療法介入 

 

西宮回生病院 織田
お だ

 岬
みさ

希
き

 

 

 

26．フォワードランジ動作により膝折れが改善し昇段動作獲得に至った症例 

 

西宮渡辺病院 矢島
や じ ま

  波
なみ

 

 

 

27．立ち上がり動作時の大臀筋に着目し動作改善がみられた症例 

 

芦屋セントマリア病院 中出
な か で

 美咲
み さ き

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5セッション（2月 10日）  9：10～10：40 

座 長   兵庫医科大学病院   原田
は ら だ

 鉄也
て つ や

 



 

 

 

 

   

 

 

 

28．歩行に類似したステップ動作から歩行時の膝折れが改善した左被殻出血を呈した症例 

 

西宮協立リハビリテーション病院 大隅
おおすみ

 彰
あき

憲
のり

 

 

 

29.左心原性脳塞栓症より右片麻痺を呈した症例 －移乗自立獲得に向けて― 

 

西宮回生病院 笹尾
さ さ お

 芽生
め ば え

 

 

 

30．Honda歩行アシストの使用で歩容が改善し持久性の向上につながった脳梗塞片麻痺患者 

 

西宮渡辺脳卒中･心臓リハビリテーション病院 山内
やまうち

 大輔
だいすけ

 

 

 

31. 運動前野の賦活によりボディイメージが修正された症例―映像と運動イメージを用いて― 

 

協和マリナホスピタル 木本
き も と

 三
み

裕
ひろ

 

 

 

32. 姿勢障害に対し,上肢分離運動促通,視覚的アプローチを用い下衣操作見守りに至った症例 

 

西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリテーション病院 中山
なかやま

  葵
あおい

 

 

 

33. 左脳幹梗塞により体幹機能低下を呈した症例 

 

西宮協立リハビリテーション病院 林
はやし

 穂乃
ほ の

花
か

 

 

 

 

 

 

 

第 6セッション（2月 10日）   10：40～12：10 

座 長   兵庫医科大学病院   熊
くま

 萌
も

恵
え

 



 

 

 

    

 

 

 

 

34．左変形性膝関節症により Hybrid closed HTO を施行した一症例 ～膝関節伸展に着目して～  

 

西宮回生病院 安西
あんざい

 晃樹
こ う き

 

 

 

35．腓腹筋の筋力強化方法に工夫をし、歩容の改善を図った症例 

 

西宮協立リハビリテーション病院 田中
た な か

 佑
ゆう

季
き

 

 

 

36．高位脛骨骨切り術後に鵞足部痛と轢音が生じ前遊脚期の膝屈曲不足がみられた症例 

 

明和病院 田中
た な か

 宏
ひろ

弥
や

 

 

 

37．歩行開始時の体幹側屈に対しての治療により職場復帰に至った症例 

 

西宮渡辺病院 村司憲三
むらじけんざぶ

朗
ろう

 

 

 

38．左 HTO 術後、左膝の歩行時痛が増強した症例 ～歩行時痛の減少を目指して～ 

 

西宮回生病院 秋津
あ き つ

 英之
ひでゆき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7セッション（2月 10日）  13：30～15：00 

座 長   西宮市立中央病院   山下
やました

 和樹
か ず き

 



 

 

 

 

   

 

 

 

39．うっ血性心不全・重度 COPD患者の負荷調整に躊躇した症例 

 西宮渡辺心臓脳・血管センター 織田
お だ

 恵子
け い こ

 

 

 

40．動作時のSpO2低下に着目し,低リスクでの自宅復帰を目指した症例 

 

西宮渡辺病院 小河
お が わ

 啄也
た く や

 

 

 

41．生活行為向上マネジメントを使用し活動性が向上した 1 症例 

 

幸泉エルズ 川島
かわしま

 聡史
さ と し

 

 

 

42. 高齢心不全患者に対し患者指導を工夫した例 ～軽度認知機能低下に着目して～ 

 

西宮渡辺心臓脳・血管センター 林
はやし

 慶一郎
けいいちろう

 

 

 

43. 持続する息切れに着目しアプローチ再考することで階段昇降可能となった心不全の一症例 

 

西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリテーション病院 山田
や ま だ

 悠史
ゆ う し

 

                                                                                             

 

44. 再脱臼予防に着目し歩行獲得に至った EDSの症例 

 

兵庫医科大学病院 河野
か わ の

 彰斗
あ き と

 

 

 

 

 

第 8セッション（2月 10日）  15：00～16：30 

座 長   西宮渡辺心臓脳・血管センター   赤木
あ か ぎ

 伸
のぶ

成
しげ

 



 

 

 

 

 

 

～第１セッション～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]術前アライメントから股関節外転筋出力低下

を生じ安定性,安全性が低下した症例 

社会医療法人 渡邊高記念会 西宮渡辺病院 

稲岡 孝紀 

Key Word：TKA・中殿筋・体幹傾斜 

【はじめに】右変形性膝関節症に対し Total Knee  

Arthroplasty（以下 TKA）を施行された症例に対

し右股関節外転筋出力低下にアプローチを実施す

ることによって独歩獲得した症例を経験したため

ここに報告する. 

【症例紹介】70歳代女性.10年前から右膝の荷重

時痛が出現.右変形性膝関節症と診断され,Y 月 Z

日右 TKA を施行.HOPE は杖なしで歩きたい,NEED

は屋内外独歩とした.入院前 ADLは自立していた. 

【倫理的配慮】今回,症例報告を行うにあたり,本

人,ご家族様に目的を説明し同意を得た. 

【初期評価:Z日+3～5日目】徒手筋力検査（以下

MMT）は右股関節外転 3,術前 FTA は右 191°と内

反変形を認め,術後は 178°とアライメント修正

された.右片脚立位では骨盤左挙上,体幹右側屈し

保持困難.10m歩行テストでは 17.4秒.独歩では右

MSt～TSt で体幹右傾斜し右側へのふらつきが出

現し安定性,安全性が低下していた.福田らは「股

関節は体幹を立脚側に側屈することにより立脚側

に重心を保持する代償動作を行い,股関節内転モ

ーメントが減少することで股関節外転筋は不使用

による筋力低下を引き起こし二次障害が誘発され

る」と述べている.独歩の歩容から体幹右傾斜によ

りふらつきが生じていたことで,問題点は中殿筋

を主動作筋とする股関節外転筋筋力低下と考えた.

そこで,TKA 術後アプローチと併用し筋力増強を

目的に閉鎖性運動連鎖（以下,CKC）での股関節外

転運動,サイドステップ,前方ステップ練習を実施

した. 

【経過:Z日+14～17日目】アプローチの結果,右股

関節外転筋力は MMT４へ向上.独歩における右 MSt

～TStの体幹右傾斜は軽減したがふらつきは残存

した.そこでプログラムを再考しカッティング動

作を追加した.方法は,斜め前方へ振り出した先行

脚の右下肢が接地したタイミングで,後続脚の左

下肢を揃える動作である.粟谷らは「カッティング

動作は中殿筋の活動が通常の２倍の筋活動を得

る」と述べている.股関節,膝関節への負荷量を考

慮し,徐々に歩隔を拡大した. 

【最終評価:Z 日+28～30 日目】MMT 股関節外転

4,Berg Balance Scale では 55/56で片脚立位 4/4

点と 30秒保持可能,10m歩行テストは 9.5秒.歩行

観察では右 MSt～TSt での体幹右傾斜は改善しふ

らつきが消失した. 

【考察】初期評価時の独歩では右 MSt～TStにて体

幹右傾斜を認め,右側へのふらつきが出現してい

た.濱田らは「膝の内反角が大きい下肢では内反角

が小さい下肢よりも中殿筋の筋萎縮が進行してい

ることが明らかである」と述べている.本症例の術

前 FTA は右 191°と内反アライメントが増強し,

股関節外転筋の筋力低下によって,廃用性の筋萎

縮を生じていた.そこで右股関節外転筋に着目し,

治療プログラムを CKC での股関節外転運動,サイ

ドステップ,前方ステップ練習を実施した.経過で

は MMTでは筋力は改善したが体幹傾斜は残存した.

筋力が改善しても体幹右傾斜が残存した原因を

MSt において荷重量の増加に伴った中殿筋の収縮

が得られなかったためと捉えた.そこで歩行動作

での股関節外転筋の筋出力低下に対し,筋出力を

要求する動作でのアプローチが必要と考え,カッ

ティング動作を追加した.通常歩行よりも片脚支

持期の股関節に対して外的な内転モーメントを与

え,中殿筋の収縮により支持脚への重心移動を体

幹傾斜を必要とせず可能となった.また,負荷量を

増加させ意識的に中殿筋を収縮させ筋出力向上を

図った.結果,荷重に伴った中殿筋の収縮が行えた

ことで独歩での動作に汎化され右 MSt～TSt での

体幹右傾斜が改善,ふらつきが消失し屋内外独歩

自立を獲得した. 

【おわりに】本症例を通じて,術前の膝関節内反ア

ライメントが隣接関節へ影響を及ぼし歩行の阻害

因子となることを学んだ. 

今後は疾患のみならず全体像を把握し,患者様の 

個々の特性を評価し治療を行う. 



[2]足底板での補高により、歩行時の右殿部・右大

腿外側部痛が改善した症例 

なじお山下整形 

石倉 拓也 

キーワード：右殿部、右大腿外側部痛・脚長差・

足底板 

【はじめに】今回、右変形性股関節症のため、右

股関節人工関節置換術(以下 THA)を施行され、急性

期病院での理学療法が終了した症例を担当した。

理学療法介入により、歩行動作時の右殿部・右大

腿外側部痛に改善がみられたため、ここに報告す

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。 

【症例紹介】本症例は、A 病院にて右変形性股関

節症と診断され右人工股関節全置換術(前側方ア

プローチ)を施行した 70 歳代の女性である。術後

より右大腿部痛が継続していた。急性期病院での

理学療法終了後、自宅にて転倒した。医師の診断

の結果、打撲であったため当日より理学療法介入

した。既往歴では 2 年前に両人工膝関節全置換術

を施行した。家屋構造は 3 階建て。階段、廊下、

浴室に手すりが設置され、エレベーターがある。 

Hoop：痛みなく歩きたい。また旅行に行きたい。 

【初期評価】疼痛検査：他動での右股関節屈曲時

に右股関節前方、歩行動作時の右初期接地(IC)～右

立脚中期(Mst)に右殿部痛･右大腿外側部痛。形態測

定(右/左 単位 cm)：棘下長 28.5/27.0、転子下長

24.5/24.5。関節可動域測定(右/左 単位°)：股関節

屈曲 100/115・伸展-5/5、外転 20/30、内転 10/20、

外旋 30/45、内旋 25/40、膝関節屈曲 110/110、伸

展-15/-10。徒手筋力検査(右/左)：股関節屈曲 3/3、

伸展 2/3、外転 2/2、膝関節伸展 3/3、体幹屈曲 2。

下肢荷重量測定(右/左 単位 kg)：16.5/34.5。立位姿

勢：腰椎過前彎、骨盤前傾・左挙上、右股関節外

転、左股関節内転、右膝関節屈曲位。歩行動作：

左手杖把持。右 IC では過度な腰椎前彎の増強と体

幹前傾、右股関節屈曲がみられる。このとき、右

殿部痛が生じた。右 Mst ではデュシェンヌ歩行が

みられる。このとき、右大腿外側部痛が生じる。 

【経過】筋短縮または過緊張の筋に対してダイレ

クトストレッチ、筋力低下が生じている腹筋群・

右股関節伸展筋群・右股関節外転筋群を中心に筋

力強化、方向転換時のふらつきに対して DYJOC を

行った。また、ピラティス・リフォーマーを用い

て体幹と下肢の筋への筋収縮の再教育を行った。

約 4 週後、疼痛は低下した。しかし、長距離歩行

後は右大腿外側部痛が大きく増加した。脚長差に

対して足底板による補高を行った結果、歩行動作

時の疼痛が大きく改善し、20 分程度の連続歩行が

可能となった。 

【考察】右殿部・右大腿外側部痛の原因は歩行動

作での伸張ストレスによって生じたと考える。 

 まず、右殿部痛は右腸腰筋と右大腿直筋の短縮

に加え、右股関節伸筋群と体幹屈曲筋群の筋力低

下によって骨盤前傾を制動できず、右股関節が過

剰に屈曲する。これにより、右大殿筋が伸張され、

停止部に伸張ストレスが加わることで生じている

のではないかと考えた。次に右大腿外側部痛は右

股関節外転筋群の筋力低下によって骨盤の遊脚側

への下制が起こり、右大腿筋膜張筋を介して右腸

脛靭帯に伸張ストレスが加わることで生じている

のではないかと考えた。 

 約 4 週の理学療法介入により、右 IC の過度な腰

椎前彎の増強と体幹前傾、右股関節屈曲と両 Mst

のデュシェンヌ歩行が減少した。これは右腸腰筋

と右大腿直筋の柔軟性向上、右股関節伸筋群と体

幹屈曲筋群、両股関節外転筋群の筋力向上によっ

て改善したと考える。また、歩行動作時の右殿部・

右大腿外側部痛は筋の柔軟性と筋力が改善したこ

とで伸張ストレスが減少したため、疼痛が低下し

たと考える。しかし、長距離歩行後に右大腿外側

部痛が増加した。これは伸張ストレスが右腸脛靭

帯へ継続的に加わったため生じていると考える。 

 脚長差により骨盤が左挙上、右膝関節屈曲位に

より骨盤が前傾することで右股関節外転筋群の筋

活動が低下していると考えられた。そのため、足

底板を制作し、8mm の補高を行った。補高により

右膝関節屈曲位が改善し、骨盤前傾が減少した。

これにより、右 Mst における右中殿筋の活動量が

増加し、デュシェンヌ歩行が改善した。結果、右

腸脛靭帯への伸張ストレスが減少し、右 Mst にお

ける右大腿外側部痛が改善したと考える。 

【まとめ】今回、本症例を担当し、装具療法での介

入によって筋の緊張状態、姿勢、歩行動作に変化

が生じ、疼痛が改善した。脚長差が 3 ㎝以内であれ

ば著明な跛行は呈さないと考えられているが、3 ㎝以

内の脚長差であっても跛行により疼痛が生じ、助長

されると示唆された。現在は筋の柔軟性維持、筋力

強化に努めており、今後も長期にわたり治療、経過

観察を続けていきたいと思う。 



[3]右人工膝関節全置換術後、院内で転落され胸腰椎

圧迫骨折を呈した症例 

                                  西宮回生病院 

                          細目菜摘 

KeyWords:人工膝関節全置換術・筋力増強・自宅復帰 

【はじめに】 

今回、右変形性膝関節症に対し人工膝関節全置換

術（以下 TKA）を施行、その後院内でベッドからの

転落により、第 4 胸椎・第 1 腰椎圧迫骨折を呈され

た患者様を担当し、評価、治療をさせて頂く機会を

得たので報告する。 

【症例紹介】 

70 代前半女性。約 2 年前から右膝関節に疼痛が出

現し、2 ヶ月前から疼痛増悪。平成 X 年 Y 月 Z 日に

当院にて右 TKA 施行。Z+10 日にベッドから転落。翌

日、胸腰椎圧迫骨折と診断。 

【倫理的配慮】 

  対象者・家族様には、発表の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。 

【初期評価：Z＋16～18 日】 

  血液データ CRP：2.58mg/dl。NRS：安静時 0、運動

時膝 4、運動時腰部 4。HDS-R：23 点。ROM-t：右膝

関節屈曲 115°、伸展-10°。MMT：右膝関節伸展 2、

足趾屈筋群 3。10m 歩行テスト(歩行器)：快適速度

16.28 秒（歩幅：33cm）、最大速度 14.06 秒（歩幅：

35.7cm）。BBS：26 点。FRT：8cm。FIM：44 点。平行

棒内歩行：上肢依存強く、右立脚初期で膝関節外反

動揺、中期で膝伸展不全、後期での蹴りだし不全。 

【問題点と介入内容】    

歩行の問題点として、①上肢の依存性が強い、②

歩行速度低下を挙げた。 

①の原因として、疼痛、右膝関節伸展筋の筋力

低下を挙げた。疼痛は炎症症状が原因であると考

えられたため、理学療法後と起床後の右膝関節周

囲へのアイシングの指導を徹底した。右膝関節伸

展筋の筋力低下に関しては、パテラセッティング、

抗重力運動を行った。また、自動介助運動、自動

運動を中心に行うことにより、非監視型運動療法

に繋がるように指導した。さらに、筋肥大を目的

に重錘を使用した負荷トレーニングを実施した。 

②歩行速度低下の原因として歩幅の減少、立脚後

期の蹴りだし不全であると考えた。立脚後期での蹴

り出し不全の原因として疼痛、足趾把持筋力の低下

を挙げた。疼痛に関しては①と同様のアプローチ実

施。足趾把持筋力トレーニングはタオルギャザー、

スーパーボール掴みを選択し実施した。 

【最終評価：Z+41～43 日】 

血液データ CRP：0.54 mg/dl。NRS：安静時 0、運

動時膝 1～2、運動時腰部 0。HDS-R：18 点。ROM-t：

右膝関節屈曲 130°、伸展-5°。MMT：右膝関節伸展

4、足趾屈筋群 4。10m 歩行テスト(独歩)：快適速度

10.85 秒歩（歩幅：47.6cm）、最大速度 9.47 秒（歩

幅：47.6cm）。最大歩行距離(独歩):800m、BBS：52

点。FRT：28cm。FIM：101 点。独歩：右立脚期の膝

関節外反動揺、膝伸展不全、蹴りだし改善。 

【考察】 

  ①の原因であった疼痛、右膝関節伸展筋力が改善

された。右膝関節伸展筋力が増強したことにより、

立脚初期に出現していた右膝関節の外反動揺が消失

し、独歩での安定した歩行が可能となった。②歩行

速度が遅い原因の 1 つである歩幅の減少については、

疼痛が軽減したことにより右片脚立位時間が延長、

これにより歩幅拡大が得られた。足趾屈筋群の筋力

が増強したことにより、歩行の蹴りだし時に前進駆

動力となって作用し、立脚後期での蹴り出し不全の

改善に繋がったと考える。 

以上の問題点が改善された事で、独歩での長距離

歩行が可能となり、歩行速度も大きく改善した。最

終評価では BBS は 26 点から 52 点となり、FRT も 8cm

から 28cm に拡大した。転倒歴のある本症例のリスク

軽減に繋がったと考える。最終評価時の歩行は上肢

の振りがみられる様になり、立脚中期での右膝関節

伸展不全が改善し、右膝関節外反の出現も見られな

くなった。 

【まとめ】 

  本症例は除痛、筋力強化により、歩行の安定性・

安全性が得られ、歩行速度も向上した。これにより、

屋外歩行が可能となり、買い物などの IADL 動作を実

施出来るようになったことで、QOL の向上にも繋が

ったと考える。 



[4]歩行開始時のステップ不良に対し，大殿筋の運
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【はじめに】今回，左大腿骨転子部骨折により

Proximal femoral nail antirotation(以下 PFNA)

を施行した症例を担当した．左MStでの体幹・左

股関節屈曲により，歩行開始時に右下肢ステップ

不良を認めた．左大殿筋の運動単位動員率低下に

よる筋出力低下を考え，片膝立ち位でのアプロー

チを実施した．結果，独歩の安全性が向上したた

め，以下に報告する． 

【症例紹介】90歳代後半女性，独居．診断名は左

大腿骨転子部骨折，PFNAを施行．受傷前 ADL

は自宅内伝い歩き，独歩併用自立，入浴以外は自

立していた． 

【倫理的配慮】今回，症例報告を行うにあたり本

人・ご家族様に目的を説明し同意を得た． 

【初期評価：術後 17-19日】徒手筋力検査(以下

MMT)は左股関節伸展 2，左膝関節伸展 2．立位

姿勢は円背姿勢，骨盤後傾位であった．独歩の歩

行観察は左MStに体幹伸展，左股関節伸展による

左膝折れを認め，後方へ転倒するリスクがあり軽

介助を要した． 

【中間評価①：術後 32-35日】MMTは，左股関

節伸展 2，左膝関節伸展 3．初期評価の時に生じ

ていた左膝折れは消失した．しかし，左MStに体

幹・左股関節屈曲が生じ，左股関節伸展角度が不

足し揃え型歩行となり後方へのふらつき認め，近

位見守りを要した． 

【中間評価➁：術後 60-62日】MMTは左股関節

伸展 4，左膝関節伸展 4．歩行開始時のみ左MSt

に体幹・左股関節屈曲が生じ，左股関節伸展角度

が不足していた．そのため，揃え型歩行となり後

方へのふらつきを認め，近位見守りを要した． 

【問題点再考】中間評価➁において，MMTは左

股関節伸展 4，左膝関節伸展 4と筋力増強を認め

た．しかし，歩行開始時のステップ不良は残存し

た．原因として，手術による殿筋膜の切離により

筋線維配列に乱れが生じたこと．立位姿勢から骨

盤後傾位で長さ-張力曲線より筋発揮が十分に行

えないアライメントであること．この 2点から歩

行開始時に左大殿筋の運動単位の動員率が低下し，

筋出力が低下していると考えた．そのため，歩行

開始時より運動単位動員率増加による左大殿筋の

筋出力向上が必要であると考えた． 

【プログラム立案】サイズの原理に基づき，左大

殿筋の運動単位動員率の増加には高負荷の運動が

必要と考えた．中村らによると，片膝立ち位は立

位と比較し股関節戦略による大殿筋の%IEMGが

増加すると述べている．そのため，左大殿筋に対

し通常歩行よりも高負荷である片膝立ち位での運

動を選択した．また，特異性の原則に基づき，歩

行開始時の運動に近い運動範囲，収縮様式である

ステップ運動を実施した． 

【最終評価：術後 72-74日】MMTは，中間評価

➁と変化を認めなかった．独歩では，歩行開始時

よりMStにて左股関節伸展し前型歩行が可能と

なり，自宅内独歩自立となった． 

【考察】本症例が退院後，安全に生活を送るため

に自宅内短距離独歩自立を目標とした．問題点再

考より，歩行開始時の運動単位の動員率低下によ

る左大殿筋筋出力低下に着目しアプローチを実施

した．サイズの原理に基づき左大殿筋に対して負

荷量を増加したことにより，大脳基底核が興奮し

運動神経の発火頻度が増加し，より大きな運動単

位が動員される．その結果，運動単位の動員率が

増加し，左大殿筋の筋出力が増加したと考えた．

また，特異性の原則に基づき，歩行開始時の動作

に近いステップ運動を反復して実施することで歩

行開始時に必要な大殿筋の筋出力を特異的に獲得

できたと考える．歩行開始時から左大殿筋の運動

単位動員率が増加し筋出力が向上したことにより，

左MStに左股関節伸展し，前型歩行可能となり，

独歩自立に至ったと考えた． 

【おわりに】本症例を通じて，筋力のみに捉われ

ず，神経生理学など各方面から原因を考察するこ

とが重要と感じた．今後も意識して実践していく． 



[5]立位以降に疼痛を伴うため、課題を段階的に設

定した結果、歩行改善に繋がった症例 

西宮協立リハビリテーション病院 

柴藤 沙弓 

キーワード:大殿筋・左 IC・疼痛 

【はじめに】本症例は左 IC～LRにおいて転倒リ

スクを認めた。立位以降の疼痛により治療に難渋

したが、段階的に課題を設定した結果、安定した

歩行の改善に繋がったため、ここに報告する。 

【症例情報】80歳代女性。平成 X年 Y月に屋外

にて転倒され、左大腿骨頸部骨折を受傷。2日後

に人工骨頭置換術を施行。受傷後 14日で、リハ

ビリテーションを目的に当院入院。既往歴:脊椎圧

迫骨折(詳細不明）。HOPE:痛みなく歩きたい。

NEED:屋内伝い歩き自立、屋内段差昇降見守り。 

【初期評価:受傷後 4週目】疼痛:運動時に術創部 

(NRS;4/10)左大腿外側(NRS;5/10)。ROM(右/左):

股関節屈曲 105°/85°P伸展 10°/5°P。MMT(右/左):

股関節伸展 3/3外転 3/3。FIM:60/126点(運動

40/91点、認知 20/35点)。歩行(キャスター付き歩

行器歩行見守り):左 IC～LRに骨盤左後退・左側

方偏倚、左股関節屈曲・外旋、左膝関節軽度屈曲、

足関節背屈を認め、左Mst～Tstでは股関節屈曲

を呈する。10m歩行:27.30秒/35歩。TUG(右/

左):48.53秒/54.13秒。BBS:17/56点。 

【経過】本症例は自宅退院するにあたり、自宅内

の歩行及び ADLの自立が必要である。左 IC～LR

では骨盤左後退と左側方偏倚を認め、その際に左

側方にふらつきと左大腿に疼痛が出現し、転倒リ

スクがあると考えた。これまでにも転倒歴があり、

再転倒の予防として安定した歩行の獲得が必要で

あると考えた。左 IC～LRにかけての骨盤左回旋

と左側方偏倚を伴う要因として、左大殿筋の筋力

低下による左股関節伸展活動の低下が挙げられる。

また、それにより左股関節屈曲位を呈し、左大腿

筋膜張筋の過緊張が生じることで左大腿外側の疼

痛が出現していると考えた。ICの大殿筋の収縮は

体幹と股関節伸展作用に働くため、大殿筋の収縮

を求めることで、骨盤左後退と左側方偏倚は軽減

すると考えた。本症例の難渋点として、入院当初

は荷重下での左大腿の疼痛を認め、立位での治療

展開が困難であった。そのため、痛みの伴わない

臥位での hip upを選択し、大殿筋の賦活を図った。

結果、左 ICで股関節伸展活動が向上し、左側方

へのふらつきと左大腿外側の疼痛の軽減につなが

ったと考える。疼痛軽減後、荷重下での段差昇降

練習が可能となり、左 IC～LRの骨盤後退の軽減

を目的とした課題へ移行した。 

【最終評価:受傷後 14週目】(改善点のみ記載) 

疼痛:術創部、左大腿外側の疼痛は消失。 ROM(右

/左):股関節屈曲 110°/95°伸展 10°/10°。MMT(右/

左):股関節伸展 3/3（軽度の抵抗に耐える事が可

能）外転 3/3（軽度の抵抗に耐える事が可能）。FIM: 

99/126点(運動 81/91点、認知 18/35点)。歩行(T

字杖歩行自立):左 IC～LR における骨盤左回旋と

左側方偏倚は軽減し、左 Mst～Tst にて股関節伸

展位支持を認めた。10m 歩行:31.96 秒/41 歩。

TUG(右/左):47.66秒/46.13秒。BBS:32/56点。 

【考察】左 IC の左大殿筋の問題点に対して、ベ

ッド上で hip upを行った。本症例は、脊柱起立筋

の過活動による骨盤前傾位での動作となり、適切

な大殿筋の出力を求められなかった。そのため、

徒手的に腹圧を高めた状態で hip upを行い、相反

関係の脊柱起立筋の活動を抑制し、左大殿筋の出

力を求めた。左大殿筋の出力が得られたことで、

左 IC 時の左股関節伸展活動が向上し、大腿筋膜

張筋の過活動は抑制され、左大腿外側の疼痛は軽

減したと考える。入院時と比較し、左 IC での左

大殿筋の筋出力は向上したが、骨盤の代償は残存

した。そのため、荷重下で段差昇降練習を実施し

た。浅川らは、大殿筋の筋活動を増加させるため

には段差の高さを高くすることが有効であると述

べている。上記より、10㎝から 20㎝の段差へと

段階的に介入した。その結果、左 IC～LRにかけ

て、骨盤の代償は軽減し、股関節伸展活動が得ら

れたことで、左側方へのふらつきの軽減を認めた

と考える。結果、左立脚期の支持性が向上し、自

宅内の伝い歩行自立及び段差昇降が見守りで可能

となった。 
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[6]多発性硬化症の再発を呈した症例に対して在宅で

の再発・進行予防に対する運動習慣構築の試み 

医療法人協和会 協和マリナホスピタル 

尾里 美保 

Keywords:多発性硬化症・運動習慣・動機づけ 

【はじめに】今回,多発性硬化症（以下,MS）の再発後の

症例を担当し,疾患の再発・進行の予防として運動習慣

をつけることを目的に介入したため,ここに報告する。 

【症例紹介】50 歳代,男性。診断名：MS の再発。現病

歴：X-7 年診断。X 年 Y 月再発。既往歴：糖尿病,多発

性脳梗塞。再発前 ADL:身辺動作自立。屋内伝い歩き

自立。屋外杖歩行近位見守り～接触介助。HOPE：横

にぶれずに歩きたい。1 ヶ月で帰りたい。〈背景〉前回再

発時にも当院へ入院しており,退院時に自主トレーニン

グ（以下,自主トレ）を提供したが,継続できていなかっ

た。 

【倫理的配慮】対象には本報告の趣旨を十分に説明し

同意を得た。 

【初期評価 理学療法開始 2 週目】 

〈機能面〉Brunnstrom Stage（R/L）:下肢Ⅵ/Ⅵ。位置覚：

両下肢 2/5。GMT（R/L）：5/4。Expanded Disability 

Status Scale（EDSS)：6/10。Berg balance scale（BBS）：

37/56点。〈能力面〉基本動作：身辺動作自立。移動：屋

内車椅子自立,屋外車椅子他操。 

【入院中の経過】再発前 ADL を退院時の目標とし,達成。

退院後の能力維持を目的に自主トレ指導を行った。 

【方法】退院後に週１回の電話にて,体調と外出頻度,訪

問・機械リハビリ（以下,運動機会）の頻度,運動を継続し

ているかを確認し,運動に対する動機づけを図った。 

【退院後の経過】〈介入 1 週目（退院後 7 日目）〉体調は

動作時にふらつきを認め,外出はしていなかった。運動

機会は開始前で自主トレも実施していない。「運動する

ことは大事と分かっているけど運動する気にならない。」

との発言が聞かれ,再び家族と外出ができるよう自主トレ

の実施を促した。〈介入 2 週目（退院後 16 日目）〉体調

に変化はないが車椅子で週 1 回外出をしていた。再発

前まで週 3 回であった運動機会を自ら増やし,週 4 回に

なった。自主トレを週１回実施していたことに対しての称

賛と,運動の必要性の再確認を行った。〈介入 3週目（退

院後 21 日目）〉体調に変化はなく車椅子で週 2 回外出

をしていた。週 3 回の運動機会と自主トレを含む運動を

毎日実施していたため,引き続き運動の継続を促した。

〈介入 4週目（退院後 28日目）〉体調に変化はなく,車椅

子で週 3 回外出をしていた。介入 3 週目に引き続き,週

3 回の運動機会と自主トレを含む運動を毎日継続して

いた。「運動した後は動作時のふらつきが減る。」との発

言が聞かれた。 

【考察】今回運動習慣がなかった MS 患者に対して,動

機づけを用いて運動習慣構築を図った。入院生活より

も在宅生活の方が長い MS 患者にとって,在宅での疾患

の再発・進行の予防として運動習慣をつけることが大事

になると考えた。松本は「行動を維持させるためには,内

発的動機づけへと移行させる動機づけの内在化が重要

になる。」と述べている。動機づけは内発的動機づけと 4

つの調整スタイルからなる外発的動機づけに分類され

る。松本は「外発的動機づけは,下位概念である 4 つの

調整スタイル,すなわち,外的調整,取り入れ的調整,同一

視的調整,および統合的調整から成り,この順序で価値

の内在化の過程を自己決定の程度により 4 つの段階に

分けている。」と述べている。本症例においても前回の

退院時に自主トレを継続していなかったことから,運動の

動機づけが図れていなかったと考えた。松本は「動機づ

けの内在化の促進,および内発的動機づけを高める方

法としては,運動行動における有能感,自律性,および関

係性を高めることが重要になる。」と述べており,本症例

に運動の継続を図るためには運動に対する有能感,自

律性,関係性を高める外発的動機づけが必要と考えた。  

 介入 1 週目は,運動に対して義務的な感覚を伴ってい

る取り入れ的調整の段階に属していると考えた。そこで,

運動の継続が他者へも良い影響を及ぼすという関係性

を高め,自主トレの実施を促した。介入 2 週目には外出

頻度,運動機会の増加に加え、自主トレを実施しており,

運動を自分の価値として認識する同一視的調整の段階

に移行したと考えた。さらに運動の重要性を説明し,自

分の成果を実感できるよう自主トレの実施を称賛するこ

とで自律性と有能性を高め,動機づけを図った。介入 3

週目はさらに外出・運動頻度の増加を認め,本症例が望

んで行動している状態といえる統合的調整へとより近づ

いたのではないかと考えた。介入 4 週目では運動効果

を実感し運動を継続できていたことから,統合的調整の

段階に移行しているのではないかと考えた。 

今回,進行性疾患のリハビリテーションでは,退院後の

生活を見据えて,入院中から自発的な運動習慣をつけ

るための関わりが必要であると感じた。 



[7]自覚的身体的垂直判断と非麻痺側下肢へのア

プローチにより歩行安全性が向上した症例 

社会医療法人 渡邊高記念会 

西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリテーション病院 

島崎 侑太 

【キーワード】 

Pusher現象・筋緊張・自覚的身体的垂直判断 

【はじめに】 

 Pusher 現象による体軸のずれにより歩行安全

性が低下した症例を担当した。本症例に対し、自

覚的身体的垂直判断と非麻痺側下肢筋緊張へのア

プローチを行ったことで歩行安全性が向上した。

本症例の経過に若干の考察を加え報告する。 

【症例紹介】 

診断名：右側頭葉皮質下出血 年齢：70 歳代前半 

性別：女性 入院前 ADL：独居、独歩自立 

【倫理的配慮】 

 本症例の報告にあたり、本人に目的を説明し 

同意を得た。 

【理学療法初期評価】 

＜BRS（Lt.）＞上肢Ⅳ・手指Ⅴ・下肢Ⅳ＜粗大筋

力（Rt./Lt.）＞4 / 3 ＜感覚検査＞表在覚軽度鈍

麻・深部覚中等度鈍麻＜SCP＞座位 1.25点 立位

1.75点＜BIT＞95 / 145点 

＜歩行観察＞独歩軽介助。歩行周期を通して軽度

体幹左側屈。右立脚期では右下肢筋に過緊張が認

められ体幹左側屈が増強し、右立脚時間の減少が

認められる。 

【経過】 

 発症日（X 日）の朝より頭痛・嘔吐を認め、急

性期病院へ救急搬送。X＋48 日にリハビリ目的に

て当院へ転院。同日よりリハビリ開始 

【問題点・プログラム】 

 主な問題点を自覚的身体的垂直判断の右偏倚と

右下肢筋過緊張による歩行安全性の低下と考えた。 

 上記問題点へのアプローチとして姿勢鏡を用い

たプログラムを実施。まず、立位アライメント修

正を行い、次いで立位重心移動練習、さらに右立

脚期を想定したステップ練習、片脚立位練習、右

下肢段差昇降（左下肢は空中保持）を段階的に難

易度を上げて実施。 

【理学療法最終評価】 

＜BRS（Lt.）＞上肢Ⅵ・手指Ⅴ・下肢Ⅵ＜粗大筋

力（Rt./Lt.）＞4 – 5 / 3 – 4 ＜感覚検査＞表在

覚軽度鈍麻・深部覚軽度鈍麻＜SCP＞座位 0.25点 

立位 0.25点＜BIT＞101 / 145点 

＜歩行観察＞独歩見守りに改善。歩行周期を通し

て体幹の左側屈は軽減し、体幹正中位となる。右

立脚期での右下肢筋の過緊張および体幹左側屈は

軽減しており、右立脚時間の延長も認められる。 

【考察】 

 本症例は Pusher 現象による自覚的身体的垂直

判断の右偏倚と右下肢筋過緊張により、右立脚期

での歩行安全性が低下した症例である。 

 自覚的身体的垂直判断の右偏倚に対して、視覚

フィードバックによる是正を行った。姿勢鏡を用

いながら異常姿勢の把握と身体と周辺環境を認識

させる練習を反復して行うことにより垂直位到達

を図った。 

 右下肢筋の過緊張に対しては、体性感覚フィー

ドバックを用いながら是正を行った。重心移動練

習やステップ練習、片脚立位練習、右下肢段差昇

降練習により足底からの感覚入力を促し、下肢・

体幹の筋緊張調節を行う内側運動制御系を賦活を

行った。そのため、右下肢筋における筋緊張を調

節することで右下肢筋の過緊張の是正が図られ、

スムーズな重心移動が可能になったと考える。 

 今回、自覚的身体的垂直判断の右偏倚と右下肢

筋の過緊張に対しての理学療法を併用して実施し

た。双方のアプローチを併用することで、修正し

たアライメントを適切な筋緊張で発揮させること

ができたのではないかと考える。 

 フィードバックによる意識的なコントロールに

より、歩行安全性向上が認められたが、さらなる

歩行安全性を獲得するためには、無意識下でのコ

ントロールが必要になると考え、上記のトレーニ

ングを反復してを行った。結果、意識下でのコン

トロールから無意識下でのコントロールへの移行

ができ、歩行レベルの向上につながったと考える。 



[8]動作時に麻痺肢の参加がみられなかった右視床

出血の一症例 

医療法人社団甲友会 西宮協立脳神経外科病院  

 谷 百恵 

Key words 

感覚障害・麻痺肢の参加・協働 

【はじめに】本症例は動作時に麻痺肢の参加がみら

れなかった．安全な動作を獲得することを目的に，

麻痺肢の適切な管理・参加を促した．さらに病棟看

護師と協働した結果，病棟 ADL が向上した為，報告

する． 

【症例紹介】60歳代女性．左半身に痺れ・運動障害

を認め救急搬送された．頭部 CTにて右視床出血と診

断され当院 SCU に入院した． 

【初期評価（第 2，3 病日目）】全体像：JCS1，左側

の認識乏しく注意の持続困難．BRS：左上肢手指下肢

Ⅴ．感覚：[表在] 左上下肢脱失，[深部] 左上下肢

重度鈍麻～脱失．寝返り：軽介助（麻痺側上肢が体

幹より後方に残存）起き上がり：軽介助（麻痺側下

肢がベッド上に残存），立位保持：軽介助，起立・移

乗：軽介助（麻痺側足底部が内反し，麻痺側方向に

傾倒）．FIM：64/126 点（トイレ移乗：軽介助）．他

職種情報（Ns）：病棟での動作時に麻痺肢が参加せず

介助している． 

【治療プログラム】はじめに，動作前に麻痺肢へ注

意を向け，非麻痺側を利用した安全な動作方法の練

習を行った（麻痺肢の管理）．具体的には，寝返り・

起き上がり動作：麻痺肢の位置を確認して，非麻痺

側上肢で麻痺肢を誘導する方法，起立・移乗動作：

麻痺側足底部を接地させて，支持基底面を確保した

上で，非麻痺側に荷重して行う方法，である． 

次に，麻痺肢の参加を促した．①起立・移乗動作

時に麻痺側足底部へ荷重をする，②麻痺側上肢でア

ームレストを把持する，③麻痺側上肢で手すりを把

持した歩行練習，を行った．動作練習以外には，姿

勢鏡を用いた立位バランス練習などを声掛けしなが

ら行った． 

さらに，麻痺肢を適切に参加させた病棟 ADL の獲

得を目指し，理学療法介入時と病棟での実施状況を

病棟看護師と共有した．特に起立・移乗動作では①，

②を動作のポイントとした． 

そこで，動作のポイントが病棟でも実践できるよ

うに，看護師に適宜声掛けをしてもらうように伝達

した． 

【経過】第 4 病日目の寝返り・起き上がり動作は，

口頭指示や非麻痺側上肢の誘導が必要であった．第

5 病日目に寝返り・起き上がり動作が見守り，第 7

病日目に非麻痺側荷重での起立動作が見守りとなっ

た．第 10病日目，起立・移乗動作は徐々に麻痺側足

底部に荷重をかけられるようになった．第 12病日目

には，起居動作・端座位が自立し，15病日目にはト

イレ移乗が見守りとなった． 

【最終評価（第 16 病日目）】全体像：JCS0，左側の

認識・注意の持続改善．BRS：左上肢手指下肢Ⅴ．感

覚：[表在] 左上下肢重度鈍麻～脱失，[深部] 左上

下肢中等度鈍麻．寝返り・起き上がり：自立（麻痺

肢の残存なし），立位保持：自立，起立・移乗：見守

り（時折，口頭指示を要す）．FIM：92/126 点（トイ

レ移乗：見守り）．他職種情報（Ns）：積極的な麻痺

肢の参加があり，病棟 ADLが向上した． 

【考察】本症例は運動麻痺が軽度であったが，感覚

障害や注意障害が強く，動作時に介助が必要であっ

た．麻痺肢を適切に参加させることができれば，病

棟 ADLが実用的になると考えた． 

介入当初は，麻痺肢の管理が適切ではなく，麻痺

肢を損傷することが考えられた．非麻痺側を利用し

て麻痺側の管理を行い，動作手順の練習を繰り返す

ことで，麻痺側への意識付けができたと考える．ま

たその意識付けにより，麻痺肢を管理した動作が行

えるようになったと考える． 

次に麻痺肢の適切な参加を促すために，体性感覚

を視覚や聴覚で代償した動作練習を行った．代償し

た感覚によるフィードバックを頼りに，徐々に麻痺

肢を参加させた動作が可能になったものと考える． 

また，適切に麻痺肢を参加させた動作を病棟でも

行えるように，看護師と動作の実施状況を共有する

必要があった．動作のポイントを示すことで，看護

師と協働しやすくなり，病棟でも麻痺肢を参加させ

た動作が実施出来た．その結果，移乗動作を中心に

病棟 ADLが向上したと考えられる． 



[9]高血圧性脳出血を呈した症例 

～歩行動作・バランス能力向上に着目して～ 

西宮回生病院 理学療法士 田靡まどか 

Key Words：歩行・バランス能力・足部アーチ 

【はじめに】高血圧性脳出血にて左内包後脚が障

害され歩行の安全性低下やバランス能力の低下が

見られた症例の歩行動作に着目し評価・治療を行

った結果を以下に報告する。 

【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。 

【症例紹介】70歳代、女性。BMI20.1。病前は娘

と二人暮らしであり ADLは自立。要支援 1。主訴

は右膝の外側が痛い、本人 HOPE は自宅への早

期退院、家族HOPEは自己でしっかり歩くこと。

NEEDは安定した独歩獲得、バランス能力向上と

した。疾患名は高血圧性脳出血、アルツハイマー

型認知症。現病歴は平成 X年 Y月 Z日に頭部 CT

にて左内包後脚に出血がみられ A 病院へ入院。Z

＋19日に当院へリハビリ目的にて転院。 

【初期評価：Z＋28～41日】VS(安静時)：P64回

/分、Bp115/78mmHg。 (運動後 )P75 回 /分、

Bp128/96mmHg。MMT(右/左)：股関節伸展 3/3・

(大殿筋)2/3、外転 3/4、足関節背屈 4/4、内返し

4/5、外返し 3/3。触診：右内腹斜筋・左外腹斜筋・

右大殿筋・右中殿筋・右大腿四頭筋にて低緊張、

右外側ハムストリングス・右大腿筋膜張筋・右下

腿三頭筋に過緊張。BBS：48点、立位保持・前方

リーチ・踏台昇降・タンデム立位・片脚立位にて

減点。足部内側縦アーチ：立位にて両側共に 0㎝。

LHA(leg heel angle)：右は内方へ 5°、左は外方へ

5°。歩行動作：右Mst時にトレンデレンブルグ現

象や左足関節回内方向への動揺、右 Mst～Tst で

の体幹左側屈、股関節伸展不足がみられている。

また、Mst時に右外側ハムストリングスにNRS6

の疼痛が出現する。 

BRS：上肢Ⅴ、下肢Ⅴ、手指Ⅵ、病的反射、感覚

障害は認められず。腱反射：腕橈骨筋に軽度亢進

がみられる。 

【経過】治療期間は初期評価より 1ヶ月実施。プ

ラットホームにて臥位で過緊張部位のリラクゼー

ションを実施した後に体幹・下肢中心の筋力増強

訓練を実施。また、足部内在筋賦活やバランスク

ッションを使用してのバランス訓練、歩行訓練を

行った。 

【最終評価：Z＋78～88 日】VS の変化なし。

MMT(右/左)：股関節伸展 4/4・(大殿筋)3/3、外転

4/4、足関節背屈 5/5、内返し 5/5、外返し 4/4。低

緊張部位の変化はなし。過緊張であった右外側ハ

ムストリングス・右下腿三頭筋は低緊張となった。

BBS：51点、タンデム立位・片脚立位で減点。足

部内側縦アーチ(右/左)：立位で 0.8 ㎝/0.6 ㎝へ向

上。歩行動作：右Mstのトレンデレンブルグ現象、

足関節動揺、右 Mst～Tst の体幹左側屈改善、右

Mst 以降の右外側ハムストリングスの疼痛も

NRS2へ軽減。 

【問題点】 

①歩行安全性低下、②バランス能力低下 

【治療プログラム】(初期/最終)①リラクゼーショ

ン、②筋力増強訓練、③足部アプローチ、④バラ

ンス訓練(座位/立位)、⑤歩行訓練(屋内/屋外)、⑥

段差昇降訓練(リハ室/非常階段) 

【考察】①歩行の安全性低下についてはMMTや

筋緊張検査より中殿筋・大殿筋の筋力低下が見ら

れていた。右大腿筋膜張筋の過緊張より中殿筋・

大殿筋の代償を行っていたと考えた。中殿筋・大

殿筋の筋力改善がみられたことでトレンデレンブ

ルグ現象が軽減し、骨盤の安定性向上が見られた

と考える。②バランス能力低下については、足関

節周囲筋群がMMTで 3~4であったことや内側縦

アーチの低下から足部内在筋が上手く使用できて

いなかったことで足関節戦略が低下しバランス能

力が低下していたと考えた。また、荷重時で中殿

筋を効率よく機能させるには、足部・膝・股など

各関節の分離した運動性が必要となる。バランス

訓練にて各関節の分離を促したことで中殿筋の賦

活にも影響したと考える。 

【まとめ】脳血管疾患の症例を受け持ち、神経症

状のみでなく今回着目した殿筋群や足部アーチな

ど、多角的な視点で観察・アプローチを行ってい

く必要性を感じた。 



[10]脚長差による立位アライメントの異常が見ら

れた、脳梗塞・右片麻痺を呈した症例 

社会医療法人 渡邊高記念会 

ハートケア西宮わたなべ 福祉の郷 

水野 智樹 

Key word：右片麻痺・脚長差・立位アライメント 

【はじめに】既往に左大腿骨骨折による脚長差が

あり、ラクナ梗塞による重度右片麻痺を呈した症

例を担当した。脚長差に着目しつつ、移乗介助量

軽減を目的に介入を行ったためここに報告する。 

【症例紹介】80歳代、男性 診断名：ラクナ梗塞

（部位：左基底核～放線冠） 既往歴：てんかん・

多発性脳梗塞（2013年）・左大腿骨骨折(20年前、

詳細不明) 現病歴：X-1日夜より右上下肢の脱力

感と構音障害あり、X日朝になっても改善なく、

当院へ搬送され入院 入院前 ADL・家族構成：T字

杖歩行にて自立 三階建ての一軒家にて、妻・娘と

同居。 他部門からの情報：〔OT〕高次脳機能障害

（身体失認、失行、左右失認）あり 〔ST〕構音障

害・運動性失語あり 

Demand：階段を登れるようになってほしい(家族よ

り聴取)。 Need：移乗動作見守り 

【倫理的配慮】症例報告を行うにあたり本人・家

族に説明し同意を得た。 

【初期評価(X+6～9日)】全体像：少々ぼんやり感

あり、時折指示理解不良 構音障害・失語症により

表出不良。 BRS：右上肢・手指・下肢Ⅰ MMT：左

上下肢 4、体幹屈曲・伸展 2 感覚（右上下肢）：表

在…中等度鈍麻疑い 深部…重度鈍麻疑い 棘下長

(R/L)：85.0cm/81.0cm 転子果長(R/L)：

77.0cm/73.0cm FTA(R/L)：175°/165°  

〈基本動作〉端座位：軽介助。頸部屈曲位、体幹

屈曲・右側屈位で右前方への転倒傾向あり。 

立位：重介助。左上肢平行棒把持にて実施。体幹

屈曲・右側屈位、右股・膝関節屈曲位であり、右

前方への転倒傾向あり。 

【最終評価(X+15～17日)】全体像：指示理解は向

上 構音障害・失語症により表出不良。 BRS：右上

肢・手指・下肢Ⅱ MMT：左上下肢 4、体幹屈曲 2 伸

展 3 感覚（右上下肢）：表在…中等度鈍麻疑い 深

部…重度鈍麻疑い  

〈基本動作〉端座位：見守り。体幹の正中位保持

可能。立位：軽介助。左上肢平行棒把持にて実施。

体幹や右股・膝関節は自己にて軽度伸展可能。体

幹の正中位保持良好。 

【考察】本症例は、以前より脚長差による立位ア

ライメント異常があり、今回はラクナ梗塞により

右片麻痺を生じ、基本動作の多くが困難となって

いた。移乗介助量軽減を目的として端座位・立位

を中心に治療を行った。発症後 2週目に端座位保

持は見守りで、3週目に立位保持は軽介助で可能

となった。 

 初期評価時の問題点としては、①端座位での右

前方への転倒傾向②立位での右前方への転倒傾向

が挙げられた。①・②の原因は抗重力筋出力低下

や右下肢の表在・深部感覚鈍麻による身体認識の

低下と考えた。また、②に関しては、脚長差や左

膝関節外反変形による重心の偏位や、右下肢伸展

筋の随意性低下・感覚鈍麻により、右下肢への荷

重が困難となったからと考えた。 

 問題点の中で脚長差によるアライメントの異常

に着目した。寺本らは「平均 3.0cm以上の脚長差

になると平衡感覚は破綻をきたし、姿勢は乱れ直

立位を保つことは困難」と述べている。また、畠

中は「立位において正しいアライメントで麻痺側

下肢へ荷重を行うことは、体幹・下肢の伸筋の緊

張を促通するなど筋緊張の正常化を図ることがで

きる。」と述べている。そのため、治療プログラム

では、左足底下に約 4.0cmの踏み台を挟み、アラ

イメント修正下での立位保持練習を行い、体幹・

右下肢筋の促通を図った。 

 最終評価では、抗重力筋出力及び右下肢の随意

性向上が認められた。これによって、端座位・立

位において体幹の正中位保持が良好となった。以

上より、アライメントを修正して麻痺側下肢に荷

重を行うことによって、体幹・右下肢の促通がで

きたと考えた。しかし、未だ立位保持は安全性の

低下があり、Need獲得のためには問題点が多かっ

た。今後は、体幹・右下肢の更なる促通を行える

ようにアプローチを工夫する必要があると考えた。 



[11]両ロフストランド杖を使用し歩行改善した一例 

 

      西宮協立リハビリテーション病院                 

山田 来春 

キーワード:両ロフストランド杖・連合反応・空間認

知 

【はじめに】歩行時左上肢屈曲パターンが生じ後方

重心となり、バランス不良となるため重介助を要し

た。そこで両ロフストランド杖を使用し、左上肢伸

展筋・腹筋群の収縮を促したことや末梢からの固有

感覚情報の入力したことによって、右ロフストラン

ド杖歩行見守りに至ったため報告する。 

【症例紹介】70 歳代男性。X 年 Y 月 Z 日右視床出

血発症。既往歴：左延髄梗塞（同年） 

【初期評価（X日+18日～30日）】JCS:Ⅱ-20。BRS:

左上肢Ⅳ、手指Ⅴ、下肢Ⅴ。表在・深部感覚:軽度鈍

麻。運動失調検査:鼻指鼻試験・踵膝試験・体幹運動

失調検査陽性。筋緊張:左大胸筋・左上腕二頭筋・左

僧帽筋上部線維・脊柱起立筋亢進。腹筋群・腸腰筋・

大殿筋・中殿筋低下。Functional Reach Test（以下

FRT）（座位）:（R/L）9.0㎝/3.0㎝。Berg Balance 

Scale（以下 BBS）:2/56点。FIM:45/126点。歩行:

重介助。平行棒内装具無し歩行時、左肩甲帯後退・

左肩関節軽度屈曲・左肘関節屈曲・手関節掌屈・体

幹左回旋位となり、左立脚中期から後期にかけて、

前方への重心移動不十分であり、後方への傾倒認め

介助要す。 

【治療経過および治療内容】初期評価結果より歩行

時、左上肢屈曲パターンでの連合反応が生じること

によって、左立脚中期から立脚後期にかけ後方重心

となっていた。そこで問題点に左上肢屈筋群の筋緊

張亢進、左腹筋群の筋緊張低下を挙げた。それに対

し両ロフストランド杖を使用し、上肢・体幹の左右

対称的な姿勢での歩行を促した。また、上肢伸展位

で前下方への支持を作り、上腕三頭筋・前鋸筋・腹

筋群の収縮を促した。その結果、上肢屈曲パターン

での連合反応が抑制され、体幹左回旋が改善し、左

立脚中期から後期での前方への重心移動が可能とな

った。 

【最終評価（X日+60日～72日）】JCS:清明。BRS:

上肢Ⅵ、手指Ⅵ、下肢Ⅵ．表在深部感覚:正常。運動

失調検査:鼻指鼻試験・踵膝試験・体幹運動失調検査

陽性。筋緊張:左大胸筋・左上腕二頭筋・左僧帽筋上

部線維・脊柱起立筋亢進。腹筋群・腸腰筋・大殿筋・

中殿筋低下。FRT（座位）:（R/L）18.4㎝/11.5㎝。

BBS:27/56 点。FIM:88/126 点。歩行:見守り。右ロ

フストランド杖支持にて、左上肢軽度屈曲・体幹正

中位にて左立脚中期から立脚後期にかけて前方への

重心移動可。 

【考察】本症例の問題点として、左上肢の連合反応

の出現と空間認知能力の低下を挙げた。歩行時に左

上肢屈曲パターンが出現する要因として、右上肢の

引き込みによる代償動作に伴い、左上肢の連合反応

が生じることが影響しているのではないかと考えた。

加えて、表在・深部感覚の低下、空間認知能力の低

下が歩行時の左上肢屈曲パターンの出現に影響して

いると考えられた。これに対し治療として、両肘関

節伸展位にて、両ロフストランド杖を支持すること

で、両上腕三頭筋・前鋸筋の収縮を促し、左上肢屈

曲の連合反応の抑制を図った。また、前鋸筋の収縮

を促すことで腹筋群への波及を促し、体幹左回旋を

抑制した。中俣らによると、下方への上肢の押し動

作を行うことで腹直筋・外腹斜筋・内腹斜筋の筋活

動が増大すると述べている。これにより、ロフスト

ランド杖を用いることで腹筋群の収縮を促すことが

できたのではないかと考える。他にも、両上肢・体

幹の左右対称的な姿勢を作った中で、空間での正中

位姿勢保持を末梢からの固有感覚にて入力した。

Ayres は皮膚と関節からの感覚情報入力によって、

脳で運動の道具としての身体構造の内的図式が発達

すると報告している。このことから、末梢からの固

有感覚情報を、ロフストランド杖を支持することで

入力させたことにより、空間に対しての自己身体の

認知が可能となったのではないかと考える。 

以上より、両ロフストランド杖を用いることによ

って、左右対称的な姿勢を作り、両上肢伸展筋・体

幹の収縮を促したこと、末梢からの固有感覚情報を

入力したことが歩行の改善に効果的であったのでは

ないかと考える。これらの結果、見守りにて右ロフ

ストランド杖歩行が可能となった。 
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[12]右肩腱板修復術後,抗重力位での関節可動域制

限・筋力低下が生じた症例 

西宮回生病院 浜野未有希 

keyword:肩甲骨アライメント・インピンジメント・

腱板機能低下 

【はじめに】 

装具装着期間後,抗重力位での関節可動域制限･筋

力低下が生じた症例を担当する機会を得たので以下

に報告する。 

【症例紹介】 

80歳代女性,利き手右。マッサージ機の肘掛けに

引っ掛かり右上肢から転倒し右肩腱板損傷と診断さ

れる。右肩関節外転・外旋・伸展運動,自動運動禁忌。

治療以外は外転装具を 3週間装着が必要。術前は独

居で身の回りの事は全て一人で行っていた。 

【倫理的配慮】 

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 1週目)】 

関節可動域測定(右/左)Passive (以下 ROM-t)は肩

関節屈曲 110P(内旋位挙上)/170 で,右上腕骨近位外

側部に疼痛があり運動時 NRS3/10 であった。徒手筋

力検査(以下 MMT)左上肢は 4～5レベル。触診は右僧

帽筋に筋緊張亢進が確認できた。右肩甲骨アライメ

ントは左に比べ外転･上方回旋･前傾位であった。FIM

は 98/126点で特にセルフケアで減点があった。 

【経過】 

術後 3週間は外転装具装着。術後 1日目から背臥

位にて関節可動域訓練開始(以下 ROM訓練)。術後 3

週目から背臥位・座位での全運動方向 ROM訓練･自動

運動開始となる。 

【アプローチ】 

①アイシング②リラクゼーション③肩甲骨モビラ

イゼーション④ストレッチ⑤ROM訓練⑥等尺性収縮

による筋力増強訓練⑦階段昇降訓練 

【最終評価(術後 7週目)】 

ROM-t(右/左)Passive 座位では肩関節屈曲 70P(背

臥位 140)/170,伸展 35/55,外転 60P/180,1st 内旋

60/80,外旋 20P/60,2nd 内旋 55/45,外旋 40/75 であ

った。MMT では屈曲 2P/4,伸展 3/4,外転 2P/4,外旋

2P/4,内旋 3/4 であり,自他動での運動時痛は全て右

上腕骨近位外側部で NRS5/10 であった。触診は右僧

帽筋･三角筋･小胸筋･小円筋･大円筋に筋緊張亢進が

確認できた。右肩甲骨アライメントは初期評価に比

べ上方回旋が軽度軽減,外転･前傾位･内旋位であっ

た。FIM は 110/126 点で主に左上肢でセルフケアを

行っていた。動作観察では右の食事動作時に右肩関

節屈曲・外転運動が起こらず頚部屈曲することで可

能。右肩関節屈曲･外転運動を行うと疼痛が起こり空

間保持は困難であった。 

【考察】 

本症例は術後 3週間外転装具を装着する必要があ

る為,拘縮予防を目的に ROM訓練・等尺性収縮運動を

中心に行った。その結果,初期評価時の ROM-tは右肩

関節屈曲 110°から 140°まで改善がみられた。この

要因として,術後 2週以内による早期の運動を行う

事で線維性組織の潤滑性と組織間距離を維持し架橋

結合の予防が行えたと考える。しかし,座位では右肩

関節屈曲 70°･外転 60°で MMT2であり,両運動方向

時に右上腕骨近位外側に NRS5/10 の疼痛が起こった。

その為 FIMは 110/126点であり主に左上肢を使い食

事や清拭･更衣を行っていた。原因として,腱板機能

低下(特に挙上力が強い棘上筋)や肩甲骨アライメン

ト不良,肩関節後下方(小円筋)の筋緊張亢進により

烏口肩峰アーチが狭小化,肩峰下インピンジメント

が生じたと考える。高橋らによると肩甲骨上方回旋

位で内旋が増加するとインピンジメントが起こると

の報告がある。また,腱板筋が筋力低下すると骨頭が

求心位を保てず,さらに抗重力位になると三角筋の

収縮が強くなる事で剪断力が生じ挙上時に肩峰下イ

ンピンジメントが生じやすくなるとされている。本

症例も右肩甲骨上方回旋・内旋位であり小胸筋の筋

緊張亢進により肩甲骨前傾位であった。また,MMTの

結果からも棘上筋の筋力低下が確認でき,右肩関節

屈曲運動時に右肩甲骨挙上・上方回旋が起こる。こ

れらが起こる事で上腕骨頭前上方に偏位し求心位か

ら外れインピンジメントが生じたと考えた。 

【おわりに】 

肩関節は上腕骨と肩甲骨・体幹の可動性が影響す

る為,双方への治療が必要であると確認できた。 



[13]遊脚中期～遊脚後期にかけての右膝関節伸展

角度に着目し屋外独歩自立に至った症例 

          社会医療法人渡邊高記念会 

西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリテーション病院  

                上ノ山 理志

Keyword：ハムストリングス･遊脚後期･相反抑制 

【はじめに】今回，右変形性膝関節症に対して人

工膝関節単顆置換術（UKA）を施行した症例を担

当した．HOPE は買い物に行きたいであり，800m

以上の屋外独歩自立を目指した．右 MSw～TSw

の右膝関節伸展角度に着目し，右ハムストリング

スに対して相反抑制機構を利用した治療プログラ

ムを実施した．その結果，右 MSw～TSw のハム

ストリングスの筋緊張が緩和，過剰な遠心性収縮

が抑制され，右膝関節伸展角度が拡大，800m 以

上の屋外独歩自立に至ったため，以下に報告する． 

【症例紹介】50 歳代女性，診断名は右変形性膝関

節症，X 年 Y−3ヶ月，両膝関節痛により歩行困難

となり，X 年 Y 月，右 UKA を施行された．HOPE

は買い物にいきたい．買物へは 800m 以上の歩行

距離が必要であり，NEED として 800ｍ以上屋外

独歩自立を挙げた． 

【倫理的配慮】対象者には本報告の趣旨・個人情

報の取り扱いについて十分に説明し了承を得た． 

【初期評価：術後 2～5 日】Range of Motion Test

（以下 ROM-t）では右膝関節伸展角度が－25°，

触診では，右内外側ハムストリングスが高緊張で

あった．独歩では右 MSw～TSw の右膝関節伸展

角度が－25°と不十分であった．問題点として，

膝蓋骨の可動性の低下，右内外側ハムストリング

スの伸張痛・圧痛（NRS7/10）を考え，関節可動

域練習，ステップ練習，歩行練習を実施した． 

【経過：術後 11～14 日】膝蓋骨の可動性が向上，

ハムストリングスの伸張痛，圧痛（NRS4/10）が

軽減し，ROM-t では右膝関節伸展－10°と拡大が

みられた．しかし，触診では右内外側ハムストリ

ングスの高緊張が残存していた．また独歩では右

MSw～TSw の右膝関節伸展角度は－20°と不十

分であった．屋外歩行では右内外側ハムストリン

グスの遠位部に疼痛（NRS4/10）が生じ，約 250m

以上の歩行が困難であった． 

【治療プログラムの再考】約 250m 歩行後から生

じたハムストリングスの疼痛は，持続的な筋収縮

による血液循環不足が原因ではないかと考えた．

宮崎らは『遊脚期後半では，ハムストリングスの

遠心性収縮により脚の振り出しを制動している』

と報告している．本症例では，ハムストリングス

が高緊張であり，ハムストリングスの遠心性収縮

が遊脚期後半での膝関節伸展運動を過剰に抑制し

ているのではないかと考えた．糸谷らは『相反抑

制機能を利用することで主動作筋の働きによって

拮抗筋の相反抑制が促され，拮抗筋の筋緊張が低

下した』と報告している．そこで右ハムストリン

グスの筋緊張緩和を目的に相反抑制機構を利用し

た膝関節伸展運動を治療プログラムに追加した．

運動の際，股関節の屈曲角度を約 30°で固定し，

下腿遠位に 1.0kg の重錘を装着した． 

【最終評価：術後 18～20 日】触診では，右ハム

ストリングスの筋緊張緩和を認めた．独歩では右

MSw～TSw に右膝関節伸展角度が拡大した．屋

外歩行ではハムストリングスの疼痛（NRS0/10）

が改善し，800m 以上の屋外独歩自立に至った． 

【考察】本症例では，ハムストリングスが高緊張

であり，ハムストリングスの遠心性収縮が右 MSw

～TSw の右膝関節伸展運動を過剰に抑制してい

ると考えた．そこで，大腿四頭筋の収縮により筋

紡錘からの Ia 線維が抑制性介在ニューロンを興

奮させ，拮抗筋であるハムストリングスのα運動

ニューロンを抑制することで，ハムストリングス

の筋緊張緩和を図った．その結果，過剰な遠心性

収縮が抑制され，右 MSw～TSw の膝関節伸展角

度が拡大した．また，筋緊張緩和により血液循環

が改善され，ハムストリングスの疼痛が改善し，

買物へ行くために必要な歩行距離である 800m 以

上屋外独歩自立に至ったのではないかと考えた． 

【おわりに】今回，ハムストリングスの高緊張に

対して相反抑制を利用したアプローチを実施し動

作獲得に至った． HOPE を達成する上での問題

点を抽出し，個々に合わせた治療アプローチの必

要性を学んだ． 



[14]右高位脛骨骨切り術後、右膝関節の状態悪化に 

対し可動域制限・疼痛に着目した症例 

西宮回生病院 鄭 美里 

Keyword：高位脛骨骨切り術・関節可動域・疼痛 

【はじめに】今回右高位脛骨骨切り術(以下 HTO)を施行

し退院後右膝関節の状態が悪化した症例を担当する機会

を得たので以下に報告する。 

【症例紹介】70 歳代、女性。A 病院にて右 HTO を施行

し当院へ転院し 3 か月後退院したが熱中症による不動に

より筋力低下及び可動域制限をきたしたため平成 X 年 Y

月 Z 日に当院に再度入院。Z+23 日に滑膜切除術を施行。

Hope は「痛みなく歩きたい」、「日本舞踊を踊りたい」で

ある。 

【倫理的配慮】症例報告を行うにあたり、本症例に目的

を口頭で説明し同意を得た。 

【初期評価：Z+8～12 日】触診では右膝関節に感熱感・

腫脹があり、右膝蓋骨の上下方向の可動性はなく、膝蓋

下脂肪体の柔軟性低下。Numerical Rating Scale (以下

NRS)では歩行時、右膝関節内側・右膝蓋下脂肪体に疼痛

出現(NRS2∼3)。右膝関節屈曲時、右膝関節内側・右膝関

節前面・右ハムストリングス・右膝窩筋・右大腿直筋・

右腓腹筋深層に疼痛出現(NRS3∼4)。関節可動域測定(以

下 ROM-t)では右膝関節屈曲 80°伸展-20°、両股関節伸展

0°であった。徒手筋力検査(以下 MMT)では右膝関節屈曲

3、伸展 3、両股関節伸展 3、右足関節底屈 2+。10m 歩

行(T 字杖歩行)は快適速度 23 歩/12.37 秒、最大速度 19

歩/10.56 秒。6 分間歩行(以下 6MD)では約 15m で右膝関

節の疼痛により困難。動作観察(T 字杖歩行)は左 LR 時に

骨盤の左方への移動、右膝関節の外側へのスラストがみ

られ、両 TSt 時の股関節の伸展が消失していた。 

【問題点】右膝関節の可動域制限・疼痛、右膝蓋骨可動

性低下、右下腿三頭筋・右ハムストリングス・右大腿四

頭筋の筋力低下、左 LR 時骨盤の左方への移動、右膝関

節の外側スラスト、両 TSt 時股関節の伸展消失 

【治療プログラム】関節可動域訓練、モビライゼーショ

ン、ストレッチング、下肢筋力増強訓練、歩行訓練、階

段昇段動作訓練 

【最終評価 Z+39 日～43 日】触診では右膝関節に熱感・

腫脹はあるが、右膝蓋骨の可動性・右膝蓋下脂肪体の柔

軟性の向上、疼痛検査では歩行時の右膝関節の疼痛消失、

右膝関節屈曲時の疼痛軽減(NRS2～3)と改善がみられた。

ROM-t では右膝関節屈曲 90°伸展-15°、両股関節伸展

5°。MMT では右膝関節伸展 4、左足関節背屈 5 と筋力

増強がみられたがその他の筋の筋力は著変なし。10m 歩

行(T 字杖歩行)では快適速度 22 歩/11.82 秒、最大速度 18

歩/7.60秒。6MDでは疼痛なく350m可能(Borg Scale12)。

動作観察(T 字杖歩行)では初期と比較し骨盤の左方への

移動及び両 TSt 時の股関節伸展が軽度改善した。 

【考察】今回の治療において着目点である右膝関節の疼

痛・可動域制限について考察する。最終評価の結果より、

歩行中の疼痛は消失、安静時・夜間時・膝関節屈曲時の

疼痛も日差変動はあるが減少した。ハムストリングス・

膝窩筋は拘縮であるためダイレクトストレッチやⅠb 抑

制を利用し架橋結合を切断した後に自動運動を行い筋の

低酸素状態を改善することで疼痛の軽減に至ったと考え

る。今回滑膜切除術及びハイドロリリースにより膝蓋下

脂肪体の柔軟性が向上し同部位の疼痛消失・膝蓋骨の可

動域が軽度改善したが膝関節屈曲は 90°、伸展は-15°

と目標可動域まで改善しなかった。このことから膝関節

の可動域制限・疼痛の原因として筋の短縮や軟部組織の

柔軟性低下も挙げられるが最終評価でどちらも改善がみ

られること、HTO 後の画像と比較し滑膜切除術後の画像

には内側裂隙の狭小化や骨棘がみられることから関節内

の軟骨へ過剰に負担がかかり摩耗し、軟骨の分解物が滑

膜の炎症を起こしていることも原因の一つであると考え

る。最終評価日は術後 20 日経過しているが右膝関節の腫

脹や熱感があることからも炎症が持続していることがわ

かる。また担当 Dr.も滑膜切除術及びハイドロリリースを

実施したが可動域が改善しないため関節内に原因がある

のかもしれないと述べていた。今回 10ｍ歩行の結果より

歩行速度の向上、6MD の結果より歩行距離の延長がみら

れた。これは歩行時の疼痛の消失・両股関節伸展の可動

域が軽度改善され歩行が安定したことが要因である。ま

た疼痛軽減・可動域軽度改善したため階段昇段が可能と

なったが降段は可動域不足の為、斜めでの降段とした。

今回膝関節 140°以上の屈曲角度を獲得できず日本舞踊

の振り付けに必要なしゃがみ動作の獲得は困難であった。

本症例と相談し日本舞踊の振り付けを変更することで日

本舞踊を継続することとなった。 



[15]腫瘍型人工膝関節置換術後 6 年が経過した症

例の装具なし歩行の安定を目指して 

明和病院 リハビリテーション科 

西村 南海 

キーワード：骨肉腫・腫瘍型人工膝関節置換術・

代償運動学習 

【はじめに】 

 左大腿骨骨肉腫を発症し腫瘍型人工膝関節置換

術施行後 6年が経過した症例に対し、装具なし歩

行の能力改善を目標に代償運動学習に着目してア

プローチした。 

【症例紹介】 

 10 代男性。7 年前に左大腿骨骨肉腫発症。6 年

前、A病院にて広範囲腫瘍切除術、液体窒素処理、

骨接合術、腫瘍型人工膝関節置換術施行。退院後、

当院にて理学療法実施。左膝関節 ROM- T(°)伸展

0、屈曲 120、MMT屈曲 4、伸展 2、ロック付き膝伸

展装具装着下 T 字杖歩行自立を獲得。5 年前に受

験の為理学療法終了。その後 1年毎に骨延長術施

行。今回夏休みを利用して理学療法を再開した。 

【初期評価】(理学療法再開時) 

ROM-T(°)(右/左)は膝関節屈曲 155/20、伸展

0/-10。足関節背屈 15/0。MMT(右/左)は膝関節屈

曲 5/1、伸展 5/2、足関節背屈 5/4、底屈 4/3、股

関節周囲は屈曲伸展、内転外転ともに 5/4。抵抗

に抗して左股関節内外旋困難。片脚立位(秒)(右/

左)30.6/2.2。装具なし歩行では全歩行周期にて体

幹前傾位で健側の過剰努力がみられた。左遊脚期

に下肢の分回し、左立脚期に Duchenne徴候、内反

底屈位での足底接地位置にばらつきがみられた。

100m 以降より Duchenne 徴候増大し左足関節、殿

部痛が生じた。 

【経過】 

 介入初日より歩行練習、膝関節可動域練習と筋

力増強練習、大腿部リラクゼーション、超音波療

法を実施。１週目に膝関節屈曲 60°、伸展 0°を

獲得。その後は下肢筋力増強練習と運動学習に焦

点をあてた歩行動作練習を行った。2 週目に

Patella setting と抵抗に抗した股関節内外旋が

可能となった。3～4 週目にかけて Double knee 

actionを獲得し、健側の過剰努力と足部接地位置

のばらつきも改善した。また、学校に行くのが楽

になったとの発言も聞かれた。 

【最終評価】(理学療法再開後 5週目) 

 ROM-T(°)(右/左)は膝関節屈曲 155/60、伸展

0/0。足関節背屈 15/5。MMT(右/左)は股関節・足

関節と膝関節伸展は変化なし、膝関節屈曲 5/3。

片脚立位(秒)(右/左)30.6/6.2。装具なし歩行時の

健側の過剰努力、左下肢の分回しは消失、Duchenne

徴候、外側荷重、接地位置のばらつきは軽減した。 

【考察】 

 今回、理学療法再開となった症例に対して、短

期間での装具なし歩行の能力向上を目指した。 

まず、膝関節可動域制限の改善を試みたが、長

期にわたり膝伸展装具装着下で生活していた為、

膝関節を屈曲させる機会が少なく拘縮が生じてい

た。その為、即時に改善することは難しく、筋の

伸張性改善による 40°の改善が限度であった。 

また、膝伸展筋力の不足により膝屈伸運動が困

難であったが広範囲切除による筋力低下は免れな

い為、代償作用が必要であった。 

下肢の筋力強化を行った結果、股関節回旋筋及

び膝屈曲筋のみ筋力改善が認められた。同時に、

患肢荷重下での膝関節屈曲位保持、屈曲位からの

伸展運動、線上で遊脚期～初期接地までの動作の

反復練習、初期接地～立脚中期までの足部全体で

の荷重練習を鏡や動画を用いてフィードバックを

加えながら繰り返し行った。結果、股関節の安定

性向上と Double knee actionを獲得。下肢の直線

的な振り出し、足底全面での荷重が可能となった

ことで患側の支持性が軽度改善した。股関節回

旋・膝関節屈曲筋以外の変化はなかったことから

代償運動学習によって下肢後面の抗重力筋の使用

が可能になったと考える。 

 理学療法再開までに長時間が経過し、骨延長術

も施行した本症例では、一度獲得した機能の著明

な低下がみられた。機能や能力の維持・改善を図

る上で継続的かつ長期的なフォローアップの必要

性が示唆された。 



[16]THA施術後膝折れに着目し股関節周囲筋と下

腿三頭筋へアプローチするも難渋した症例 

社会医療法人 渡邊高記念会 西宮渡辺病院 

佐々木 大 

Keyword：膝折れ・股関節周囲筋・下腿三頭筋 

【はじめに】 

今回,右大腿骨頭壊死により Total Hip Arthr- 

oplasty（以下THA）を施行した症例を担当した.

屋内伝い歩き自立,屋外バギー歩行自立を目標に

右MSt～TStの膝折れに着目した.股関節周囲筋へ

アプローチした結果,膝折れが軽減するも跛行が

残存した症例を以下に報告する. 

【症例紹介】 

60代女性,診断名は右大腿骨頭壊死（THA施行）.

既往歴は脳梗塞（右麻痺H19）,高血圧である.入

院前ADLは屋内伝い歩き自立,屋外バギー歩行自

立である. 

【倫理的配慮】 

 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26日目】 

関節可動域は右股関節伸展0°,左右膝関節伸展

－10°.徒手筋力検査（以下,MMT）は右股関節伸

展2・外転2・屈曲位での外転2,膝関節伸展5.歩行

観察では右立脚期短縮,右Mst時の骨盤左下制,右

MSt～TSt時の膝折れを認めた.右膝折れを認める

ため転倒リスクがあり近位見守りが必要であった.

石井らは「骨盤を水平に支持する筋として,立脚初

期には大殿筋,中期には中殿筋,後期には大腿筋膜

張筋が活動する」と述べている.そのため,右股関

節周囲筋力低下に着目し,股関節周囲筋の筋力増

強運動・ステップ練習・歩行練習実施した. 

【中間評価：術後52日目】 

MMTは右股関節伸展3・外転3・屈曲位での外

転3,右足関節底屈2.歩行観察では骨盤左下制軽減

を認めた.しかし,右MSt～TSt時の膝折れ,右立脚

期短縮が残存した. 

【問題点再考】 

中間評価の結果より,骨盤左下制軽減を認めた

が右MSt～TSt時の膝折れ,右立脚期短縮が残存し

た.このことより本症例の膝折れは,股関節周囲筋

のみならず他の要因も関与していると推測した.

膝関節は,伸展MMT5と筋力低下を認めなかった

ものの,足関節底屈MMT2と筋力低下を認めたた

め,股関節の影響に加え,下腿三頭筋の問題もある

のではないかと考えた. 

【治療プログラム】 

斜面台を利用することで,下腿の前傾を防ぎ,右

膝関節伸展・右股関節伸展を促した.それにより,

歩行に近い状態での左ステップ練習を行った.ま

た,足関節底屈筋筋力増強運動として,カーフレイ

ズも実施した. 

【最終評価：術後66日目】 

MMTは右股関節伸展3・外転3・屈曲位での外

転3,足関節底屈2と中間評価から筋力向上は認め

なかった.歩行では,右MSt～TStにかけての膝折

れが軽減し,右立脚期延長を認めたが,膝折れは残

存した. 

【考察】 

歩行時の膝折れ改善を目的に介入を行った.初

期評価では,手術侵襲による股関節周囲筋の筋力

低下が原因と考えた.そのため股関節周囲筋への

筋力増強運動を実施した.中間評価では,中殿筋が

MMT3と筋力向上し,右Mst時の骨盤左下制が軽

減した.しかし,膝折れは残存した.そこで,足関節

底屈MMT2であったため,下腿三頭筋にも着目し

たが,膝折れの改善には至らなった..要因として,

既往歴の脳梗塞が挙げられる.本症例は介入時に

頻回に注意が逸れたり,膝折れの自覚が乏しかっ

た.これらより注意障害や身体失認の評価も必要

だったと考える. 既往歴の脳梗塞に着目が出来な

かったため,膝折れの改善に難渋した可能性があ

る.既往歴の脳梗塞を踏まえたアプローチを実施

すべきだったと考える. 

【おわりに】 

本症例を通じて,股関節疾患だけでなく隣接関

節にも着目する重要性を学んだ.反省点としては,

既往歴の脳梗塞への評価が不十分であったことが

挙げられる. 
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[17]左被殻出血により全般性注意障害を呈した患者

の歩行改善に向けた理学療法介入 

西宮協立脳神経外科病院 古木みちる 

Key words：被殻出血・歩行・注意障害 

＜はじめに＞急性期左被殻出血患者の歩行改善に向

けて介入した．全般性注意障害がみられたため難易

度設定を工夫し，動作練習を中心に介入した．その

結果，病棟歩行可能となったため報告する． 

＜症例紹介＞【年齢】50歳代【性別】男性 

【診断名】左被殻出血(血腫は内包外側に限局) 

【現病歴】早朝に呂律困難，右片麻痺を呈していた．

同日 12時に血腫除去術が施行され，第 3病日に理学

療法介入開始した． 

＜初期評価(第 9病日)＞【全体像】JCS3，疎通曖昧．

全般性注意障害，重度運動性失語，左方注視あり．

【BRS】右下肢Ⅳ【GMT】右下肢伸展 4-/5，足関節底

屈 2/5，足関節背屈 2/5【FIM】運動 34 点，認知 16

点，移動は車椅子【基本動作】軽度介助【歩行】 

独歩軽度介助．最大 10m．右への傾倒あり．右立脚

中期(以下，MSt)で軽度膝折れ，右遊脚初期～遊脚中

期(以下，ISw～MSw)で足部の clearance低下あり． 

＜治療方針＞独歩見守りでの病棟移動を目標とした．

全般性注意障害により複雑な指示入力や注意の持続

が困難であった．そのため，歩行の 2 つの問題点に

対し，それぞれ指示を簡潔にした動作練習を行った． 

MSt の練習として起立練習，ISw～MSw の練習として

麻痺側下肢を 10cm台に乗せる Step練習を行った． 

＜治療経過＞はじめは，起立練習では非麻痺側への

傾きや反動による体幹前傾と離殿を認め，Step練習

では 10cm台での躓きを頻回に認めた．そのため，単

一の指示を出し，疲労度や注意の持続可能な時間の

延長に合わせて難易度を調節しながら介入した． 

起立練習では，はじめは介助下で正中位での体幹

屈曲を誘導した．見守りとなった後，十分な前方へ

の重心移動を促した．動作の度に声かけが必要であ

ったが，課題遂行可能となった． 

Step 練習では，はじめは躓きなく 10cm 台に下肢

を乗せることのみを促した．徐々に躓きの頻度は低

下したが，足関節底屈位での接地であった．そのた

め，次の課題として踵からの接地を促した．注意が

逸れると躓きや足底接地を認めたが，踵からの接地

可能となった． 

訓練場面では膝折れ，足部の clearanceともに改

善した．しかし，トイレ誘導時には注意が逸れ，跛

行や動作性急さを認め，介助が必要であった． 

＜最終評価(第 15病日)＞【全体像】JCS3，疎通可能．

全般性注意障害，発語増加，正中視可能 

【BRS】右下肢Ⅴ【GMT】右下肢伸展 4-/5，足関節底

屈 2+/5，足関節背屈 3/5【FIM】運動 36点，認知 18

点，移動は歩行軽度介助【基本動作】見守り 

【歩行】独歩見守り．最大 30m．右 MSt で軽度膝折

れ，右 ISw～MSwで足部の clearance改善． 

＜考察＞本症例は全般性注意障害により，動作中の

指示入力や注意の持続が困難であった．初めは指示

を単一にし，疲労度や課題達成状況，注意持続時間

延長に合わせて指示を複数にした．それにより，MSt，

ISw～MSwそれぞれの課題に集中できたと考える． 

右 MStの軽度膝折れは下腿三頭筋による下腿前傾

の抑制が不十分で起こると考えた．起立練習では，

初めに非麻痺側への傾きを修正し，正中位での動作

を繰り返した．これにより麻痺側への荷重が促せた

と考える．その後，前方への重心移動を指示したこ

とで下腿三頭筋の遠心性収縮を促せたと考える． 

右 ISw～MSw の足部の clearance 低下は前脛骨筋

の収縮が不十分で起こると考えた．Step 練習では，

10cm 台に下肢を乗せるという動作により着地点が

設定され，動作を想像しやすくなったと考える．ま

た，視覚や下肢感覚による代償で躓きを認識できた

と考える．躓く度に回避を指示することで，動作修

正を促した．その後，踵からの接地を指示したこと

でさらに前脛骨筋が収縮することで， ISw～MSw で

の求心性収縮が得られたと考える． 

その結果，歩行中の軽度膝折れ，足部の clearance

が改善し，訓練歩行では 30m 独歩見守り，病棟では

独歩軽度介助となった． 

今回，課題の難易度設定に難渋した．患者の運動

機能以上の課題・複雑な指示で疲労を招いてしまっ

た．また，難易度の調整に指導者からの助言が必要

であった．今後は患者の状態に合わせて効率的な介

入ができるよう経験を積みたい． 



[18]重度の痙縮を呈し，ボツリヌス療法施行後 

荷重練習で効果の持続を図った一症例 

医療法人協和会 協和マリナホスピタル 

清川 智美 

Keywords：痙縮・ボツリヌス療法・荷重練習 

【はじめに】頭部外傷後，重度の痙縮を呈した患者

を担当した。ボツリヌス療法と矯正装具療法を経て

荷重練習を実施し痙縮改善に至ったため報告する。 

【症例紹介】30歳代女性。診断名:右急性硬膜下血

腫，左側頭葉・右前頭葉脳内血腫，左側頭骨骨折。

現病歴:X年 Y月受傷。緊急穿頭，右外減圧術，頭

蓋骨形成術，左開頭血腫除去術施行。Y+7日気管切

開。家族 HOPE:少しでも変化が見られれば嬉しい。 

【倫理的配慮】家族に書面にて研究の趣旨を十分に

説明し同意を得た。 

【評価】GCS:E3/V1/M3。MAS:右足関節背屈 4。ROM:右

足関節背屈-40°。腱反射(R/L):股関節内転筋(++/+)，

膝蓋腱(+++/++)，アキレス腱(++/+)。ADL:全介助。 

【目標】短期:車椅子座位自立。長期：端座位保持自

立，家族介助での移乗ができるようになる。 

【問題点】1 覚醒低下，2 右下腿三頭筋筋緊張亢進，

3右股関節内転筋筋緊張亢進 

【経過】理学療法開始当初，覚醒と右下腿三頭筋痙

縮の改善に向け tilt table での受動立位を中心に

介入した。右上下肢はウェルニッケ肢位で右足関節

の背屈可動域−40°，MAS4。足趾は claw toeを認め

た。端座位は全介助。頚部の固定に介助が必要で右

足底接地不可。左上下肢の協力得られず立ち直り反

射は消失していた。1 週目，覚醒が向上した。tilt 

up 位で右足関節背屈可動域-30°に拡大したが，体

動時の筋緊張亢進によりベッドサイドでは右足関節

背屈可動域-40°と痙縮の改善に難渋した。3 週目，

tilt up 時にホットパックの併用を開始するが著明

な変化は認めなかった。4週目，靴型装具に踵部が収

まり KAFO 使用し介助歩行練習やステップ練習を行

い，右下肢へ荷重刺激を入力した。荷重位で右足関

節背屈可動域-15°に至ることはあったが，持続しな

かった。ここで足継手を dynamic collective joint

の矯正装具を作成開始。6 週目，矯正装具完成。翌

日，右腓腹筋・ヒラメ筋にボツリヌス注射を施行し，

直後に理学療法介入を行った。7週目，徒手で右足関

節背屈可動域-20°，MAS3 と改善を認めた。8 週目，

標準型車椅子に変更。立ち直り反応がわずかに出現。 

【結果】10 週目，MAS:右足関節背屈 2，ROM:右足関

節背屈-10°。腱反射(R/L):膝蓋腱(++/+)，アキレス

腱(+/+)。右 claw toe(-)。端座位は見守りで可能。

内乱刺激に対する姿勢制御が行え，頚部・体幹正中

位で保持が可能。移乗動作は軽介助で可能。 

【考察】重度の痙縮に対し，ボツリヌス療法を施行

した症例報告はまだ数少ない。本症例は，脳浮腫に

より内包後脚が圧迫され右下肢に重度な痙縮が生じ

ていた。減圧術が施行されていることと，亜急性期

であることを考慮し脳浮腫の軽減が見込めると推測

した。そこで，痙縮に対しグレード A を推奨されて

いるボツリヌス療法を活用することで痙縮の改善が

図れると考えた。加えて，装具療法と荷重練習を行

うことで持続した効果が得られると考えた。ボツリ

ヌス療法後は「注射筋を動かし，目的筋から神経に

毒素が取り込まれるよう促すことが重要である」と

宮城は述べている。このため主治医と相談し，ボツ

リヌス療法直後にストレッチや荷重練習を実施し，

矯正装具を着用した。また，亜急性期脳卒中後の痙

縮の発生機序について柳澤らは「新しいシナプスネ

ットワークが形成される過程で，短潜時皮質内抑制

が減じる事により，誤ったネットワークの構築が成

される」と述べている。ボツリヌス療法の中枢神経

への影響として宮城は，「脊髄への求心性 Ia線維の

興奮を減少させ，これが間接的に大脳皮質に影響し

て感覚運動野を再構築させ，運動出力の正常化をも

たらす」と述べている。すなわちボツリヌス療法後

の Ia 線維の過剰な興奮が減少している時期に荷重

練習を実施することで，右下腿三頭筋の伸張と足底

から中枢への感覚入力によりネットワーク再構築を

図り，持続した効果が得られると考える。一般的に

ボツリヌス療法の効果は，ピークが 4 週目で MAS は

-1程度の改善と言われている。本症例はボツリヌス

療法後 1 週目で MAS-1 に到達し，4 週目には MAS-2

となった。この経過を踏まえ，今後更なる改善，効

果の持続が期待できると考える。治療を継続し理学

療法発展の一助となるよう取り組んでいく。 



[19]姿勢アライメントの改善により 

基本動作の介助量軽減を認めた一症例 

社会医療法人 渡邊高記念会 

西宮渡辺心臓脳・血管センター 

應地 海蔵 

キーワード：体幹後傾・身体イメージ・恐怖心 

【はじめに】アテローム血栓性脳梗塞(左放線冠)を

発症し，重度の右片麻痺を呈した症例を担当した． 

2 週間の介入で姿勢アライメントの改善がみられた

ため，ここに報告する． 

【症例紹介】80歳代，男性，同居(妻)，入院前 ADL：

T字杖で屋外歩行自立，Demands：早く家に帰りたい 

Needs：つたい歩きでの移動自立 

【倫理的配慮】症例報告を行うにあたり，ご本人・

ご家族様に説明し同意を得た． 

【初期評価(10～12病日)】BRS(R)：上肢Ⅱ・手指Ⅰ・

下肢Ⅱ．MMT(L)：体幹屈曲 1，股関節屈曲 4・伸展 4・

外転 4・内転 4，膝関節屈曲 4・伸展 5，足関節背屈

4・底屈 2+．感覚障害：右足底部に痺れあり．姿勢･

動作観察：端座位は中等度介助，非麻痺側上肢でプ

ラットフォーム端を把持．体幹後傾みられる．立ち

上がり動作(平行棒把持)は最大介助，体幹の前傾が

みられない．立位(平行棒把持)は最大介助，体幹後

傾と臀部の落下がみられ，前上方への引き上げが必

要．歩行(平行棒把持)は最大介助，麻痺側下肢の伸

展保持困難，振り出し不可であり，全歩行周期にお

いて体幹後傾みられる．※基本動作全般にみられた

体幹を前傾することへの恐怖心の訴え聴取した． 

【問題点】麻痺側随意性低下，姿勢アライメントの

不良，体幹の前傾に対する恐怖心 

【経過とアプローチ】本症例は初期評価時点で体幹

の後傾に伴う姿勢アライメントの不良により，基本

動作全般に介助が必要であった．これらは Needs の

つたい歩きでの移動自立の阻害因子となる．このア

ライメント不良に対して姿勢鏡を用いた視覚的なフ

ィードバック(以下 FB)による荷重練習を実施．麻痺

側随意性低下に対しては反復起立・着座練習，早期

からの歩行練習を恐怖心の有無を聴取しつつ実施し

た． 

【最終評価(24～26病日)】BRS(R)：上肢Ⅱ・手指Ⅰ・

下肢Ⅱ．MMT(L)：体幹屈曲 2．感覚障害：右足底部

の痺れ消失．姿勢･動作観察：座位は近位見守り，フ

リーハンドで体幹後傾の減少．立ち上がり動作(平行

棒把持)は中等度介助，上方への引き上げ要するが体

幹の後傾は減少．立位(平行棒把持)は中等度介助，

立ち上がり動作同様に体幹後傾の減少みられる．歩

行(平行棒把持)は中等度介助，麻痺側下肢の自己に

て振り出し可能であり，全歩行周期においてみられ

た体幹後傾減少．※基本動作全般にみられた体幹を

前傾することへの恐怖心の訴え消失を確認． 

【考察】本症例は発症 10 日目からの介入であった．

非麻痺側の上下肢 MMTが 4程度あるにもかかわらず，

体幹後傾に伴う姿勢アライメントの不良により，起

居動作･座位･立ち上がり･立位･歩行の姿勢･動作に

おいて介助なしでは実施困難であった．そこで，筋

の随意性の低下と身体イメージの混乱，体幹の前傾

に対する恐怖心に対しアプローチすることで，姿勢

アライメントの改善，介助量の軽減を図った．体幹

前傾に対する恐怖心について，阿部らは体幹傾斜に

対する怖さという心理的傾向は多くの片麻痺患者に

共通する一つの病態と述べている．麻痺側の随意性

低下により，傾斜した体幹を制動しにくいため，介

助者が居ない前方への体幹傾斜により転倒恐怖心抱

いたことが考えられる．そこで恐怖心の有無を聴取

しつつ反復した反復起立・着座練習を実施したとこ

ろ，動作に対する慣れにより恐怖心の改善みられた． 

身体イメージについて，木野田は，脳梗塞発症直後

は身体イメージの障害といった知覚の混乱を示す場

合が多いと述べている．本症例も身体イメージの混

乱をきたしたことで，重心の偏倚によるアライメン

ト不良が生じたと考え，姿勢鏡を使用した視覚的 FB

により症例自身に姿勢の歪みを認知してもらったと

ころ，矢状面での体幹後傾が改善された．身体イメ

ージの混乱，恐怖心に対してアプローチしたことで

体幹後傾の減少みられ，介入より約 2 週間で姿勢・

動作アライメントの改善に伴う介助量の軽減がみら

れたと考えられる． 

【まとめ】恐怖心，姿勢アライメントが改善し，介

助量軽減がみられた．しかし，麻痺や.介助量は残存

しているため，予後を考慮しアプローチを行いたい． 



[20]薬剤性パーキンソン症候群に後進歩行を行い日

常生活動作能力の改善を早期に認めた一例 

   市立芦屋病院  

石井幸世 

キーワード：薬剤性パーキンソン症候群・後進歩行・

ADL能力 

【はじめに】 

薬剤性パーキンソン症候群（以下 DIP）の治療は,

原因となった治療薬の中止であり,多くの場合中止

から 3 ヵ月が経過すると発症前 ADL と同等の水準に

達すると報告されている.今回,理学療法介入により

早期に ADL を獲得した症例を経験したため報告す

る. 

【症例紹介】 

 80 歳代女性.自宅での転倒を契機に ADL の低下を

きたし,リハビリ目的に入院.理学療法開始（以下

PT）＋18 日後に退院可能なレベルとなったが,PT＋

19日後より無動・姿勢反射障害などの症状が出現し

PT＋33日に抗精神病薬由来の DIP（Hoehn-Yahrの重

症度分類 StageⅣ）と診断された. 

【初期評価】 

主訴はトイレ動作の自立,FIM は 59 点（運動機能

29点,認知機能 30点）,UPDRSは 95/251点,歩行速度

は 0.25ｍ/sec,TUG は 29.1 秒,CS-30 は 6 回,FRT は

10.5ｃｍであった.歩行速度とＴＵＧはウォーカー

で測定した.膝伸展筋力(R/L)は 14.3kgf/14.7kgf で

あった.姿勢アライメントは眞野らの方法に準じて

測定し,前傾角度は 12.5°,側屈角度は 9.9°であっ

た.立ち上がり動作では第 1~2 相の殿部離床の際に

後方へのふらつきを認めた.歩行は,全周期を通じて

すくみ足・突進歩行・動作遅延を認め ICでは前足部

接地となっていた. 

【理学療法経過】 

DIP 診断日（第 1 病日）より原因薬物となる抗精

神病薬を中止した.患者と目標を共有し,短期目標は

一連のトイレ動作自立,長期目標は ADL の自立とし

た.同日より頚部・体幹のコンディショニング,第２

病日より骨盤のモビライゼーション,第３病日より

リーチ練習を開始した.一連のトイレ動作における

問題点として,介助が必要な立ち上がり動作とトイ

レまでの歩行を挙げ,それに対し先行研究より後進

歩行を立案・導入した.その結果,第 13病日に一連の

トイレ動作を獲得,第 17病日に ADL自立となった. 

【最終評価（第 14病日）】 

FIM は 59 点から 124 点(運動機能 89 点,認知機能

35点),UPDRSは 95/251点から 15/251点,歩行速度は

0.25ｍ/sec から 0.93ｍ/sec,TUG は 29.1 秒から

14.6 秒,CS-30 は 6 回から 13 回,FRT は 10.5 ㎝から

15.0 ㎝の改善がみられた .膝伸展筋力 (R/L)は

14.3kgf/14.7kgf から 15.9kgf/16.8kgf に,姿勢ア

ライメントは,前傾角度 12.5°から 5.3°,側屈角度

9.9°から 7.1°に改善した.立ち上がり動作は,殿

部から足部への重心移動が容易となり後方へのふら

つきは消失した.歩行はすくみ足・動作遅延は改善し

踵接地が可能となった. 

【考察】 

 本症例は診断直後より治療薬の中止と理学療法を

介入することで,早期に一連のトイレ動作を獲得で

きた.本症例における問題点として立ち上がり動作

と歩行時の不安定性が挙げられた.これらについて,

阪本らは屈曲筋優位の姿勢より COG は支持基底面の

後方に位置し代償として前屈姿勢が増強,二次的に

腰部脊柱筋への過負荷や腹筋群の筋力低下が起こり

動作の不安定性を増強させると報告している.本症

例も立ち上がり時に後方への不安定性,歩行時に歩

行速度の低下を認めた.この現象に対して伊藤らは

後進歩行が効果的と述べている.後進歩行は,股関節

の伸展動作や下肢伸展筋群の促通による前傾姿勢の

改善,また下肢の振り出し時の股関節伸展筋群と制

動における大腿四頭筋の求心性収縮による立ち上が

り動作の改善が得られるという特性を持つことから

本症例に適用されると判断した.最終評価を踏まえ

ると,後進歩行により大腿四頭筋,腰部脊柱筋,腹筋

群が共同的に作用することで姿勢アライメントの改

善が得られ,各動作の安定性が向上したのではない

かと考えられた. 

【まとめ】 

 本症例は,DIP 発症後の後進歩行を主とした理学

療法介入が早期の ADL 改善に有益であった可能性が

示唆された. 



[21]屋内歩行自立を目指し、治療肢位として両膝

立ちを選択した症例 

西宮協立リハビリテーション病院 

岡 咲良 

キーワード:立脚初期・股関節伸展・両膝立ち 

【はじめに】左遊脚初期(以下 ISw)に、左足尖の

引っかかりを認めた症例に対し、両膝立ちからの

介入で、歩行能力改善を認めた為、報告する。 

【症例紹介】70 歳代男性。現病歴:X 年 Y 月、両

側散在性脳梗塞(右頭頂葉、側頭葉、後頭葉)を発

症。発症から 15日後、リハビリ目的で当院入院。

既往歴:頸部腫瘍、腰椎圧迫骨折 

【初期評価:入院 1 週目】BRS(右/左):上下肢・手

指(Ⅵ/Ⅴ)。筋緊張:(過緊張);脊柱起立筋(右<左)、ハ

ムストリングス、腓腹筋。(低緊張);内外腹斜筋(右

<左)、大・中殿筋(右<左)、前脛骨筋。感覚(左):

表在(触覚);大腿・下腿・足背中等度鈍麻。足底重

度鈍麻。深部(運動覚、位置覚);股・膝・足関節重

度鈍麻。ROM-t(右/左):股関節伸展 10°/10°、膝

関節伸展 0° /0°、足関節背屈 15° /15°。

MMT(右/左):股関節伸展 3/3、足関節背屈 4/4。

FIM:60/126 点(運動:45 点/認知:15 点)。高次脳機

能障害:左半側空間無視、身体失認、遂行機能障害、

注意障害、失行。10m歩行:18秒 88/35歩。TUG(右

/左):14秒 62/17秒 60。Berg Balance scale(以下

BBS):26/56点。片脚立位:不可。 

歩行:補助具無し左側軽介助。左立脚初期(以下 IC) 

から立脚中期(以下 MSt)にかけ体幹屈曲・左側

屈・左回旋、骨盤後退・左下制、左股関節屈曲・

内転・外旋、膝関節屈曲、足関節背屈位となる。

左立脚後期(以下 TSt)にて体幹左側屈、骨盤後退

が増大し、左股関節伸展が乏しく、左 ISwに足尖

が床に引っかかる。 

【経過】本症例は、左 IC から MSt にかけ体幹、

股・膝関節屈曲支持の増大に伴い、左 TStに股関

節伸展が乏しく、身体重心の上昇がみられず左

ISwで足尖の引っかかりを認めたと考える。そこ

で、左 IC から MSt での骨盤の下制に着目した。

その原因として、左内腹斜筋・大殿筋の筋出力低

下を考えた。座位にて、左側方へのリーチ動作に

より左内腹斜筋・大殿筋の賦活を図った。その結

果、全周期に出現していた体幹屈曲・左側屈・左

回旋、骨盤後退・左下制が軽減した。しかし、左

IC から TSt での股・膝関節伸展活動は乏しく、

左 ISwでの足尖の引っかかりは残存した。その為、

左 ICからMStでの股関節伸展活動に着目し、両

膝立ちでの介入で大殿筋の筋出力向上を図った。

その結果、左 ISwでの足尖の引っかかりが消失し

た。 

【最終評価:入院 9週目(改善点のみ記載)】BRS(右

/左):上下肢・手指(Ⅵ/Ⅵ)。感覚(左):表在(触覚);足

底中等度鈍麻。深部(運動覚);股・膝・足関節軽度

鈍麻。(位置覚)；股・膝・足関節中等度鈍麻。

MMT(右/左):股関節伸展 4/4。FIM:87/126 点(運

動:66点、認知:21点)。10m歩行:8秒 48/21歩。

TUG(右/左):9秒 48/9秒 46。BBS:45/56点。片脚

立位(右/左):9秒/6秒。 

歩行:補助具無し自立。左 ICからMStで体幹、股・

膝関節伸展が出現し、左 TStで股関節伸展が得ら

れ、左 ISwでの足尖の引っかかりが消失した。 

【考察】本症例は、左内腹斜筋・大殿筋の筋出力

低下により、左 ICからMStにて左股・膝関節屈

曲支持となり、左 ISwでの左足尖の引っかかりを

認めた。木下らは大殿筋の筋活動を高めるには、

主に腹直筋を働かせた体幹筋の協調性を誘導する

ことが有用であると述べている。初期にて体幹筋

群に対し治療を実施した。最終では、両膝立ちに

て骨盤帯より介助し、骨盤前傾と体幹伸展を促し、

大殿筋の収縮を図ったことで、より、大殿筋の筋

活動が高まったと考えられる。その結果、左 IC

からMStにかけ体幹、股・膝関節伸展活動が得ら

れたと考える。諸橋らは、体幹の安定が四肢の運

動性を発達させ、四肢の運動性の向上が更なる体

幹の安定性を要すると述べている。よって、体幹

の抗重力活動が高まることで身体重心が上昇し、

左股関節伸展活動が得られることで、左 ISwでの

左足尖の引っかかりが消失し、屋内歩行自立に繋

がったと考える。また、歩行の安定性が得られる

ことで屋外での歩行練習が可能となった。 

 



[22]Gait Solution Design を使用したアプローチによ

り歩行距離が拡大し社会復帰に近づいた症例 

医療法人協和会 協和マリナホスピタル 

水嶌 未知佳 

Keywords：Gait Solution Design・前脛骨筋・Heel Rocker 

【はじめに】今回,右被殻出血を発症し,歩行距離の縮小

を認めた症例を担当した。左前脛骨筋の筋収縮を促通

したことで歩行距離拡大に至ったので報告する。 

【症例紹介】40 歳代,男性。診断名：右被殻出血。障害

名：左片麻痺。現病歴：X 月 Y 日発症。Y+18 日当院入

院。HOPE：走りたい。病前 ADL：自立。 

【倫理的配慮】対象には本報告の趣旨を十分に説明し

同意を得た。 

【初期評価 理学療法（以下 PT）開始１週目】<機能面> 

Brunnstrom Recovery Stage（L）:上肢・手指・下肢Ⅲ。表

在感覚（L）：足底 0/5。位置覚（L）：股関節 5/5,膝関節

0/5,足関節 0/5。MMT（R/L）：大殿筋 5/2,中殿筋 5/2,

ハムストリングス 5/3,大腿四頭筋 5/2,前脛骨筋 5/3。6

分間歩行（以下 6MD）:実施困難。<能力面>歩行：金属

支柱付き長下肢装具（以下 KAFO）を使用し,全介助。 

【目標】短期目標：屋外杖歩行自立。長期目標：独歩。 

【問題点】#1 左中殿筋筋緊張低下 #2 左大腿四頭筋筋

緊張低下 #3 左前脛骨筋筋緊張低下 

【経過】PT介入 1 週目,左立脚中期での左股関節屈曲・

内転・外旋方向への崩れと膝折れを認め,KAFO と鏡を

用いたステップ練習を実施した。PT 介入 5 週目,Gait 

Solution Design（以下 GSD）を作成した。GSD と膝装具

を使用し,ステップ練習や歩行練習を開始した。ステップ

練習では左前ステップ位で徒手と鏡を用いながら左股

関節・膝関節の崩れを修正し,左立脚中期での荷重練

習を実施した。GSD ありでの杖歩行では,左荷重応答期

～左立脚中期にかけて 1 週目と同様の崩れを認めた。

位置覚は左膝関節 3/5 となった。PT 介入 6 週目,左立

脚中期の膝折れは改善し,膝装具を外してステップ練習

を継続した。PT介入9週目,GSDありでの棟内杖歩行自

立となった。左足底の表在感覚は3/5となった。PT介入

12 週目,左荷重応答期での急激な下腿前傾とフットスラ

ップを認めたため,問題点を再考し左前脛骨筋に着目し

た。鏡を用いながら左荷重応答期での急激な下腿前傾

に対し,左膝関節軽度屈曲位保持を実施した。GSD あり

での歩行ではフットスラップを認めることなく歩行可能と

なったが,GSD なしでの歩行ではフットスラップが残存し

た。PT 介入 13 週目,GSD ありでの杖歩行院内自立とな

った。左膝関節の位置覚は 5/5 となった。GSDなしでの

歩行では左荷重応答期での急激な下腿前傾は改善し,

フットスラップは減少した。PT 介入 17 週目,GSD なしで

の棟内フリーハンド歩行自立となった。左前脛骨筋の筋

力はMMT4となり,GSDなしでの 6MDは 440ｍとなった。 

【考察】本症例は左被殻出血を呈し,姿勢制御や随意的

な運動，感覚が障害されたことで歩行障害を有した。し

かし 40 歳代男性で社会復帰を目指しており,歩行距離

拡大が必要であった。初期の左股関節・膝関節の崩れ

に対し表在感覚・位置覚が低下していたため視覚代償

を用いたアプローチを実施した。そのため,1 週目より鏡

での視覚代償を用いたことで膝折れは改善した。9 週目

に棟内杖歩行自立となったが,12 週目では左荷重応答

期でのフットスラップと急激な下腿前傾が残存していた

ため,歩行距離の縮小を認めたと考えた。GSD について

大畑は「装着直後には前脛骨筋の筋活動のパターンに

変化は見られないが,一か月後に初期接地直後の大き

な筋活動が認められており,歩行筋電図が健常者の歩

行に近づいている。」また,「麻痺側下肢が形成する倒立

振子を機能させることが,歩行速度,歩行効率の改善に

重要であると考えられる。」と述べている。本症例は感覚

障害が残存しており,無意識下での左前脛骨筋の遠心

性収縮は得られにくいと考えた。そのためGSDなしで視

覚代償を用いた意識下でのステップ練習や姿勢制御練

習を継続した。さらに GSD ありでの歩行を行うことで無

意識下での左前脛骨筋の筋収縮を促した。これらのア

プローチを併用することで GSD なしでも左前脛骨筋の

筋収縮のタイミングが促通され,Heel Rocker機能が改善

し歩行効率向上,歩行距離拡大に至ると考えた。その結

果,左前脛骨筋の筋力が MMT4 に向上したことで,左荷

重応答期でのフットスラップの減少と急激な下腿前傾は

改善し,倒立振り子が形成され GSD なしでの歩行距離

拡大に至ったと考えた。6MDについてMenard-Rotheら

は「332m 以上の距離を歩く能力があれば,公共（一般社

会）での歩行者として自立することができるとしている。」

と述べている。このことから本症例は,公共の場での歩行

が可能であり社会復帰へと近づいたと考える。 
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[23]残存機能を考慮した環境による立位姿勢の 

検討 

社会医療法人 渡邊高記念会 西宮渡辺病院 

林 凌矢 

キーワード：残存機能・重心位置・立位保持 

【はじめに】右大腿骨転子部骨折に対して

Proximal femoral nail antirotation（以下 PFNA）

を施行後,後方重心により立位保持に介助を要し

た症例を担当した.支持物の高さの検討により残

存機能を活用し,立位保持の安全性が向上した症

例を経験したため,ここに報告する. 

【症例紹介】70歳代男性,妻と同居.自宅内を独歩

され後方に転倒し,右大腿骨転子部骨折を受傷し

た.入院前の Activities of Daily Living(以下

ADL)は,立位保持自立,歩行自宅内のみ妻による後

方軽介助.既往に左大腿骨転子部骨折,パーキンソ

ニズム,第 4腰椎圧迫骨折,認知症あり.  

【倫理的配慮】対象者には,発表目的と個人情報取

り扱いについて十分な説明を行い,同意を得た. 

【初期評価：手術＋9～12 日】徒手筋力検査（以

下 MMT）（右/左）は,股関節屈曲 2/3,膝関節伸展

2/3,足関節底屈 2/2.術創部に荷重時痛が

numerical rating scale(以下 NRS )7/10で生じて

いた.重心動揺検査は左後方重心を確認.立位観察

では,福井らの身体重心観察点を参考とし,第 7胸

椎～第 9胸椎の間を上半身重心,大腿骨の近位 1/3

と 1/2 の間を下半身重心とした.また,2 点の中点

を身体重心とし,床への垂線を重心線とした.そこ

から,平行棒内での立位姿勢において重心線の後

方変位を確認した.立位姿勢では股・膝関節屈曲位,

体幹前傾位であり,後方への転倒リスクにより安

全性が低下して軽介助を要した. 

【問題点抽出】本症例は本人・妻ともに自宅退院

とトイレまでの歩行能力獲得を希望された.今回, 

歩行の介助量軽減と転倒防止へのアプローチとし

て,立位姿勢の安全性向上を目標とした. 

本症例の立位姿勢では,後方重心により重心線

と床反力線の不一致が生じ,後方への回転モーメ

ントが発生していた.また,それに対して股関節屈

曲・膝関節伸展や上肢の引き込みによる姿勢保持

を行うも筋力が不足していた. 

問題点である後方重心の原因は 3 つと考えた.

まず,円背姿勢を挙げる.円背姿勢で重心は後方変

位する.本症例の円背は加齢や圧迫骨折に起因す

る不可逆的な変化と考察した.次にパーキンソニ

ズムを挙げる.本症例では脳画像より器質的な萎

縮を認められており,改善は困難と考察した.最後

に受傷による筋力低下を挙げる.本症例では小転

子に転移があり,受傷による腸腰筋の筋力低下が

生じたと考えた.しかし,意欲低下や易疲労性によ

り,筋力増強には時間が必要と考察した. 

【アプローチ再考】後方重心の原因となる要因は

根本的・短期的な改善は困難と考えた.そのため,

身体機能よりも環境設定へフォーカスを当てるこ

とで立位の安全性向上に繋がると考え,支持物の

高さに着目した.高さの設定については,身体重心

観察点と運動学に基づいて考察した. 

【最終評価：手術＋24～26 日】MMT は変化なし.

右下肢荷重時痛は NRS 4/10.重心動揺検査では重

心が前方に変位し,立位観察からも重心線の前方

変位を確認した.その結果,股・膝関節屈位や体幹

前傾位の軽減,肘関節の伸展が見られた.それに伴

い,後方への転倒リスクが低下,立位の安全性が向

上し,近位見守りとなった. 

【考察】立位の安全性向上を目的とし,重心位置を

考察した.支持物を下げる事で上半身重心が前下

方に移動し,身体重心も相対的に前方へ移動した.

それにより,重心線と床反力作用線が一致したた

め,回転モーメントの減少に繋がった.下肢では重

心線から膝関節までのモーメントアーム短縮によ

り,膝関節にかかる外的屈曲モーメントが減少し,

残存筋力で支持が可能となった.足関節では前方

に重心線が移動し,足関節底屈による姿勢制御が

可能となった.上肢では引き込みが不要となり体

幹の支持が可能となった.それにより,下肢の残存

機能活用に繋がったと考察した. 

【おわりに】本症例を通じて,機能的予後を考慮し

た環境因子の調整が,動作レベルの向上に繋がる

ことを学んだ.今後は患者様ごとの個別性を意識

したアプローチを行う. 



[24]右人工股関節置換術を施術した症例 

～屋内独歩を目指して～ 

医療社団法人高遼会整形外科たかひろクリニック 

沖 遼太 

キーワード 右立脚中期・重心移動・股関節外旋筋

群 

【はじめに】 

右人工股関節置換術を施行し、屋内独歩獲得を目

指した症例を報告する。 

【症例紹介】 

主訴:右足に体重を乗せれず左にふらつく 

HOPE:家の中を何も持たずふらつかずに歩きたい 

NEED:屋内独歩 

移動は屋内杖と伝い歩きにて自立 

家族構成:長男と 2人暮らしキーパーソン:長男 

現病歴: 

X年－1年 9月特に誘因なく右股関節痛が出現し 

翌月当クリニックにて外来リハビリ開始。 

週 2～3回、バスを使用し通院。屋外杖歩行、屋内

伝い歩きにて自立。X年 3月要支援１取得し、A

病院にて、右 THA(後方アプローチ)施行。翌日よ

りリハビリ開始。X年 4月自宅退院。屋外杖歩行、

屋内右上肢で杖、左上肢で壁を伝い、歩行してい

た。X年 5月当事業所にて訪問リハビリを週 1回

利用開始し、翌月当事業所にてデイケアを週 1回

利用開始。 

【初期評価】 

[ROM]股関節伸展 ROM：5°/10° 

[MMT]中殿筋 3/4 外旋筋群 3/4 大殿筋 3/4 

[荷重検査]右側 30kg 左側 45kg  

[片脚立位]右側 2.5秒 左側 7.1秒  

[触診]右大腿筋膜張筋、右腸腰筋、右腓骨筋、 

右大腿四頭筋 tightnessあり 

[TUG]17.5秒 [10M歩行]:9.8 秒  

[FIM]121/126減点項目：入浴、歩行、階段、更衣

（下）、浴槽移乗  

[歩行観察] 

・全歩行周期 両肩関節外転（右＞左） 

重心移動量に左右差あり（左＞右） 

・右 LR～MSt 右膝関節の外側動揺あり 

・右 MSt 右股関節外転・屈曲、右膝関節内反 

・右 TSt～TSw 右肩関節伸展の増大 

【問題点】 

Impairment#1右中殿筋筋力低下#2右股関節外旋

筋群筋力低下#3右腸腰筋伸張性低下 

【経過】 

週 1 回、10分の理学療法を月 4回介入していた。

介入当初、右立脚中期（以下 MSt）の重心移動の

減少によるふらつきが問題であった。そのため右

立脚中期での重心移動に着目したトレーニングを

行った。右中殿筋、右股関節外旋筋群に対しては

側臥位で股関節、膝関節屈曲位にて開排動作を行

い（求心性収縮、遠心性収縮）、右中殿筋筋力トレ

ーニングでは立位にて右股関節外転運動により遠

心性収縮を行った。歩行エクササイズでは右 MSt

での重心移動を口頭指示、後方から骨盤を把持し

徒手誘導にて意識させた。これらのトレーニング

を週 1回行うことで、介入２ヵ月で右下肢の支持

性が向上したことにより、屋内独歩を獲得するこ

とができた。 

【最終評価】 

[MMT]中殿筋 4-/4 外旋筋群 4-/4 大殿筋 4/4 

[荷重検査]右 35kg 左側 40kg 

[片脚立位]右側 4.6秒 左側 12.2秒 

[触診]右腓骨筋、右大腿四頭筋 tightnessあり 

[TUG]15.3秒 [10M歩行]9.8秒 

歩行観察: 

・全歩行周期 両肩関節外転、重心移動量に左右差

の減少 

・右 TSt～TSw 右肩関節伸展の減少 

・右 MSt 右股関節外転・屈曲、右膝関節内反の減           

少。右側への重心移動の増大  

【考察】 

右股関節外旋筋トレーニングを行うことで股関節

の安定性が向上し効率的に中殿筋の筋出力が増大

した。また、実動作の中での筋肉の再学習を学習

させることで右への重心移動量が増大し左へのふ

らつきを軽減することができ、肩関節外転による

代償も減少した。これらの要因により屋内独歩を

獲得することができたと考える。 



[25]転倒による右大腿骨転子部骨折術後，歩行の

安全性獲得を目標とした理学療法介入 

西宮回生病院 織田岬希 

Key words：転倒，筋力増強運動，歩行 

【はじめに】転倒による大腿骨骨折を繰り返し，

今回 4 度目の観血的骨接合術を施行した患者を担

当した．再転倒防止のため歩行の安全性獲得に向

けて介入し自宅復帰となったためここに報告する． 

【症例紹介】＜年齢＞60 歳代＜性別＞女性＜診断

名＞右大腿骨転子部骨折＜現病歴＞平成 X 年 Y 月

Z 日自宅ベランダの敷居に躓き後方に転倒し受傷．

Z＋4 日他院にて観血的骨接合術(ロング γ-ネイ

ル)施行．Z＋34 日当院転院となり介入開始となる．

＜既往歴＞左大腿骨頸部骨折(X-5 年)，左大腿骨

転子下骨折(X-4 年)，右大腿骨頸部骨折(Y-2 月) 

【初期評価(Z＋34〜37 日)】＜Numerical Rating 

Scale(以下,NRS)＞3/10(右鼠径部,大腿前面) 

＜manual muscle testing(以下，MMT)(Rt/Lt)＞体

幹回旋 4/4，股関節伸展 2/3・外転 2/3-・外旋 2/3

＜Berg Balance Scale (以下，BBS)＞46/56 点＜

歩行＞形態：歩行器前腕支持，全体像：体幹前傾

位，右立脚期減少，右荷重応答期〜立脚中期(以

下，LR〜MSt)にて右股関節内転・内旋，右立脚中

期〜立脚後期(以下，MSt〜TSt)にて骨盤が左に下

制・右に偏位，右立脚後期〜前遊脚期(以下，TSt

〜PSw)にて左足部内転位接地(股関節中間位)＜

Timed Up and Go Test(以下，TUG)＞14’32 秒＜

外乱刺激に対する反応＞立ち直り反応(-) 

【初期評価時の問題点・治療プログラム】初期評

価時，歩行時の不安定性が顕著であり歩行形態は

歩行器歩行前腕支持であった．歩行時の不安定性

を引き起こしている要因として第一に支持基底面

が減少していることが考えられる．MMT において，

右股関節外転筋・外旋筋の筋力低下により LR〜

MSt にて右股関節内転・内旋，体幹回旋筋の筋力

低下による骨盤水平位制御困難が骨盤左下制しの

要因であると考えられる．骨盤が左に下制するこ

とで左足部内転位接地となり，歩隔が減少し支持

基底面が減少していると考えられる．初期評価時

点では著しい筋力低下が生じていたため，まずは

比較的低負荷である open kinetic chain(以下，

OKC)での筋力増強訓練を中心に実施した．  

【中間評価 (Z＋ 58～ 61 日 )】＜ NRS＞ 0/10＜

MMT(Rt/Lt)＞体幹回旋 5/5，股関節伸展・外転・

外旋 Rt3＜BBS＞54/56 点＜歩行＞形態：T 字杖，

全体像：歩行開始時側方に動揺，MSt にて杖への

上肢依存が増強，体幹右側屈＜TUG＞11’88 秒＜

外乱刺激に対する反応＞右でのステッピング(+)，

後方への刺激に対するステッピング(-) 

【中間評価時の問題点・治療プログラム】中間評

価時には殿筋群・体幹筋の筋力増強が認められた

ことにより異常歩行の改善が見られた．自宅退院

には T 字杖歩行が必須となるが，歩行開始時に不

安定性が見られ，安定した T 字杖歩行が困難とな

っている．その原因として上肢依存が強いことが

考えられる．MMT において体幹回旋筋力は向上し

たが MSt〜TSt における closed kinetic chain(以

下，CKC)での筋収縮は未だ低下していると考えら

れる．また殿筋群の筋力は増強したものの，未だ

MMT3 となっており右下肢の支持性は乏しいと考

えられる．中間評価以降 CKC での体幹・殿筋群筋

力増強訓練，バランス訓練を中心に実施した． 

【最終評価】＜NRS＞0/10＜MMT＞股関節伸展・外

転・外旋 Rt3+＜BBS＞56/56 点＜歩行＞①形態：T

字杖，全体像：体幹軽度前傾位，右遊脚期にて骨

盤右下制②形態：独歩，全体像：T 字杖歩行時よ

り歩隔拡大，MSt において体幹右側屈しデュシェ

ンヌ歩行著明＜TUG＞T 字杖：8’82 秒，独歩：8’85

秒＜外乱刺激に対する反応＞両側共ステッピング

出現．後方への刺激に対するステッピング(+) 

【考察】最終評価時，殿筋群の筋力がさらに増強

したことで歩容の改善，TUG での時間短縮により

安全性の向上がみられ，実用性のある T 字杖歩行

獲得となったと考えられる． 

【まとめ】本症例は数回の転倒歴があり，筋力増

強訓練の負荷量を増加させるタイミングと歩行形

態の選択に悩んだ．安全に行うことができ，かつ

適切な負荷量・歩行形態を選択できるようにして

いきたいと感じた症例であった． 



[26]フォワードランジ動作により膝折れが改善し昇

段動作獲得に至った症例 

社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺病院 

矢島 波 

Keyword：大臀筋・膝折れ・フォワードランジ 

【はじめに】今回，左大腿骨頸部骨折により左

Bipolar Hip Arthroplasty（以下BHA）を施行した

症例を担当した．本症例は自宅復帰のため最大15cm

の段差を壁伝いで昇降する必要があった．昇段時は

左膝折れが出現し安全性が低下したため，軽介助が

必要な状態であった．そこで大臀筋に着目しアプロ

ーチを行った結果，左膝折れが消失し壁伝いでの動

作獲得に至ったため，以下に報告する． 

【症例紹介】60代前半女性，夫と同居．外出先で転

倒し左大腿骨頸部骨折を受傷．他院にて左BHA後方

アプローチを施行後，当院の回復期病棟に転院．入

院前ADLは屋内・屋外において独歩自立していた． 

【倫理的配慮】症例報告を行うにあたり，本人・ご

家族に対して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32〜34日】徒手筋力検査(以下MMT)

は左股関節伸展・外旋3，左膝関節伸展4であった．

昇段動作観察では13.5cm段を使用し，フリーハンド

にて行った．右下肢挙上時に骨盤が左回旋し左股関

節軽度屈曲・内旋位となり左膝折れが出現したため

軽介助を要した． 

【問題点抽出】初期評価では，左膝折れの出現によ

り昇段動作が困難となっていた．本来，膝折れは膝

関節伸展可動域制限や膝関節伸展筋力低下により

出現するとされるが，本症例は問題を認めなかった．

昇段動作の観察において，本症例は左単脚支持期に

て左股関節が屈曲・内旋する．MMTの結果では左股

関節伸展・外旋筋力が3であり大臀筋筋力低下を認

めた．大臀筋へ筋力トレーニングを実施した直後に，

左単脚支持期に近い左片脚立位姿勢観察を行った．

その結果，実施前と比較し左股関節屈曲・内旋が軽

減したことから大臀筋が関与しているのではない

かと推測した．羽崎らは，荷重位にて大臀筋収縮時

に大腿骨が後方に引かれることで膝関節伸展にも

作用すると述べている．さらに根地嶋らは，膝関節

伸展筋群の活動は股関節内旋より外旋位で大きい

としていることから，本症例は大臀筋筋力低下によ

り左股関節のアライメントが屈曲・内旋し，膝関節

伸展トルクの低下によって膝折れが出現したと考

えた．今回，BHA後方アプローチを施行しており，

一般的な手術方法から大臀筋は侵襲を受けたこと

が推測され，これにより筋力低下を引き起こしたと

考えた．  

【治療プログラム】問題点として挙げた大臀筋筋力

低下に対してフォワードランジ動作を実施した．方

法は左下肢を大きく踏み出した後，キックバックし

立位に戻る．木村らはこのキックバック動作で足部

が床から離れる瞬間に大臀筋の活動が上昇すると

しているため，大臀筋筋力向上を目的に実施した．

また，運動パフォーマンスは動作速度の増加により

最大速度での筋出力が向上するとされる．そのため，

すばやくキックバックを行うことで右下肢挙上時

に膝折れを防ぐための筋出力発揮を促すことも目

的とした． 

【最終評価：術後75〜77日】MMTは左股関節伸展・

外旋4，左膝関節伸展5と改善を認めた．段差昇段動

作では右下肢挙上時の骨盤左後方回旋が改善し，左

膝折れが消失した．その結果，フリーハンド見守り，

壁伝い自立にて動作が可能となった． 

【考察】昇段にて膝折れが出現した原因として手術

侵襲による大臀筋筋力低下を考えた．それに対しフ

ォワードランジ動作を実施したことで大臀筋筋力

向上を認め膝折れが消失した．動作改善に至った要

因を2点挙げる．まず，大臀筋筋力向上により初期

に認めた左単脚支持期の左股関節屈曲・内旋が軽減

した．この股関節アライメントが改善したことによ

り，左膝関節伸展筋群の筋出力が向上したと考えた．

次に，CKCでの膝関節伸展動作では大臀筋の活動が

膝伸展力に貢献するとされている．そのため大臀筋

筋力向上により膝関節伸展補助作用が働いたと考

えた．上記のことから右下肢挙上時における膝関節

伸展トルクの増加を認め膝折れが消失したと考え

た．今回，膝折れに対して股関節機能の問題点を挙

げた．今後は単関節作用が隣接関節作用へ影響する

ことを念頭に置き，介入する必要性があると学んだ． 



[27]立ち上がり動作時の大臀筋に着目し動作改善が

みられた症例 

芦屋セントマリア病院 中出美咲 

【キーワード】立ち上がり,大臀筋,ブリッジ 

【はじめに】今回、右大腿骨頸部骨折を呈した 70

歳代後半女性の立ち上がり動作改善を目指した症例

について報告する。 

【症例紹介】自宅内で座面 40㎝の柵の無いベッド

から立ち上がる際にふらつき転倒し受傷。右人工骨

頭挿入術（Bipolar Hip Arthroplasty：BHA）を施

行された 70歳代後半女性である。 

【初期評価】（術後 1～5日） 

疼痛：立ち上がり時、術創部に NRS8 

ROM-t（左/右）：股関節屈曲 130°/95°  

伸展 5°/5° 

MMT（左/右）：股関節屈曲 4-/4- 伸展 3+/3+  

膝関節伸展 4/4 体幹屈曲 5 伸展 4 

立ち上がり動作観察：骨盤後傾位の端座位から始ま

り、第 1相では体幹屈曲優位に重心の前方移動を行

い、耳介よりおろした垂線が大腿中央を通るタイミ

ングに両手掌面でベッドをプッシュアップしながら

臀部離床となった。第 2相の臀部離床時から両下腿

後面をベッド端に押し付け、体幹、股関節、膝関節

伸展させ立ち上がりの動作は終了する。 

触診：立ち上がり第１相で多裂筋、脊柱起立筋の収

縮を触知可能 

【統合と解釈】第 1相から第 2相において、本来股

関節屈曲 100°以上を伴う体幹の前傾が起こるが、

股関節屈曲の可動域制限により股関節屈曲 90°未

満の段階での第 2相への移行がみられた。また早期

での臀部離床出現の理由として股関節伸展 MMTが

3+という結果より大殿筋筋力低下を考えた。体幹前

傾を制動する大殿筋、特に上部線維の筋力低下によ

り骨盤後傾位での臀部離床となった。また大殿筋下

部線維の筋力低下により立ち上がり動作の屈曲相か

ら臀部離床のスムーズな切り替えが困難になってい

ると考える。 

【目標設定】立ち上がり動作獲得 

【治療内容】大臀筋筋力トレーニング（ブリッ

ジ）、立ち上がり練習（第 1相では体幹前傾の促

し、第 2相では臀部離床の促しを行いながら反復練

習）、股関節可動域練習（股関節屈曲方向に誘導） 

【最終評価】（術後 19～20日） 

疼痛：立ち上がり時、NRS0 

ROM-t（左/右）：股関節屈曲 130°/120°  

伸展 5°/5° 

MMT（左/右）：股関節屈曲 4-/4- 伸展 4/4  

膝関節伸展 4/4 体幹屈曲 5 伸展 4 

立ち上がり動作観察：骨盤後傾位の端座位から始ま

り、第 1相では股関節屈曲 100°以上を伴い重心の

前方移動を行い、耳介よりおろした垂線は膝関節を

通り、臀部離床となった。第 2相の臀部離床時から

下腿の前傾がみられ、第 3相で体幹、股関節、膝関

節を伸展させ立ち上がりの動作は終了する。 

【考察】第 1相では股関節屈曲の可動域制限、大殿

筋上部線維の筋力低下による体幹前傾の制動が不十

分であった。第 2相では大臀筋下部線維の筋力低下

により屈曲相から臀部離床への切り替えが拙劣にな

っていると考えた。そこで大殿筋をトレーニングす

る方法としてブリッジ動作を選択した。西沢らによ

るとブリッジ動作の際骨盤自動後傾を促すと大殿筋

筋活動が脊柱起立筋筋活動に比べ相対的に増加する

と言われている。骨盤後傾主動作筋である腹直筋、

外腹斜筋の筋活動が優位に増加し、この腹筋群の相

反神経抑制により脊柱起立筋の過活動が抑制できブ

リッジ動作での大殿筋の選択的な運動が可能とな

る。 

上記の方法で大殿筋を選択的なトレーニングを図っ

たことで、効率的な筋力増強が得られ、最終評価時

には大臀筋の MMTが 4となり、初期評価時に比べ筋

出力向上が得られた。結果として、立ち上がり動作

時において、股関節屈曲可動域、大殿筋筋力の改善

がみられ、第 1 相から第 2相へのスムーズな切り替

えが可能となった。 

自宅での座面の高さは低くても約40㎝である。今回

の立ち上がり動作では約40㎝の椅子や、ベッドで練

習し、自宅環境に合わせて行った。その結果、支持

物無しで立ち上がることが可能となり、今後自宅に

おいても同様の立ち上がり動作が行えると考えた。 
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[28]歩行に類似したステップ動作から歩行時の膝折

れが改善した左被殻出血を呈した症例 

西宮協立リハビリテーション病院 

大隅 彰憲 

キーワード：大腿四頭筋・KAFO・運動学習 

【はじめに】 

本症例は左被殻出血を呈し、大腿四頭筋の筋出力

の低下により膝折れを招いていた。それに対し金属

支柱付き長下肢装具（以下 KAFO）を使用し、ステッ

プ動作から運動学習を図ることで棟内 Q-cane 歩行

自立に至ったためここに報告する。 

【症例紹介】 

40歳代女性。平成 X年 Y月中旬、左被殻出血を発

症し、定位的脳内血腫除去術を施行。病日 38日目に

当院へ転院。既往歴は急性胆嚢炎。家庭では主婦で

家事やパートをしていた。 

【初期評価 病日 38日目】 

ROM(R/L):足関節背屈-5°/10° 

SIAS:26/76 点 (motor:0-0-0-0-0) BBS:5/56 点 

FIM:63/126点(移乗 5点,歩行 1点)  

歩行観察：平行棒・金属支柱付き短下肢装具(以下

AFO)を使用し軽介助。右 ICに踵接地は無く、足底接

地である。右骨盤は後退し、右股関節屈曲・外旋・

外転。右膝関節屈曲する。続く、LRでは屈曲の動き

は増し膝折れとなる。右 Psw には右骨盤が後退、右

股関節屈曲・外旋・外転し足趾の引っ掛かりがみら

れる。 

【治療および経過】 

本症例は年齢も若く主婦業をしており、退院後の

生活において実用的な歩行が必要であった為、まず

は病棟内移動の自立を目指す事とした。 

症例の歩行動作における着目点として、右 IC～LR

において膝折れを認め、歩行の安全性の低下を挙げ

た。この原因を右大殿筋と大腿四頭筋の筋出力低下

として介入を始めた。 

 介入方法の決定にあたり、歩行動作に類似したス

テップ動作を通じて動作の中での筋活動を賦活する

事とした。その際に、右下肢の支持性を補償する

KAFO を併用し踵接地の獲得と該当筋の出力を高め

た。病日 67 日頃、右 IC における大殿筋の筋活動を

認めるようになり AFO での歩行練習も並行し実施し

た。しかし、LR以降での膝折れは残存しており治療

展開の見直しを行った。工夫点として、KAFOの膝継

ぎ手を SPEX 膝継ぎ手へ変更し膝関節の可動範囲を

段階的に調整することで大腿四頭筋による膝関節の

コントロールの向上を図った。その結果、病日 116

日頃には、歩行動作は T-cane+AFOで軽介助レベルと

なり、同時期に Q-caneでの棟内歩行自立を獲得した。 

【最終評価 病日 116日目】＊改善点のみ記載 

ROM(R/L):足関節背屈 0°/15° 

SIAS:33/76 点 (motor:0-1A-0-2-1) BBS:35/56 点 

FIM:103/126点(移乗・歩行 6点)  

10m歩行(T-cane+AFO):29.0秒 28歩 TUG（R/L）:38.4

秒/41.8秒  

歩行観察:T-cane+AFO(背屈 10°遊動)を使用し軽介

助。右 IC では踵接地がみられ、右骨盤軽度後退し、

右股関節屈曲・軽度外転・外旋。LRにかけて軽度膝

関節屈曲を伴うが、膝折れはみられず。右 Psw には

右骨盤軽度後退、右股関節屈曲・外旋・外転、膝関

節屈曲し、足趾の引っ掛かりはみられない。 

【考察】 

本症例は歩行に類似したステップ動作から大殿

筋・大腿四頭筋の筋活動を賦活するとともに、運動

学習を図った。才藤らは運動の類似性が高いほど転

移性は高いと述べている。また装具効果の主体は自

由度制約を通した運動の単純化にあると述べている。 

本症例は、右 IC～LRにおいて膝折れを認め、歩行

の安全性の低下を招いていた。本来 LRでは大腿四頭

筋の遠心性収縮が伴い、膝関節を安定させる。本症

例では歩行中に膝折れが出現し大腿四頭筋の十分な

筋収縮が困難であり、大腿四頭筋の筋出力向上が必

要であった。当初、KAFO をカットダウンし AFOでス

テップ動作を実施したが、大腿四頭筋の筋出力が乏

しく AFO では膝関節屈曲の制御が困難であった。そ

れに対して SPEX 膝継ぎ手を導入することで LR にお

ける膝関節屈曲を制動し周期にあった大腿四頭筋の

遠心性収縮を賦活する事が出来た。 

本症例は、膝関節制御において段階的な難易度調

整をした事が歩行時の膝折れに効果的であった。 



[29]左心原性脳塞栓症より右片麻痺を呈した 

症例 －移乗自立獲得に向けて― 

西宮回生病院 

理学療法士 笹尾芽生 

キーワード： 

脳血管障害・移乗動作・長下肢装具 

【はじめに】今回、左心原性脳塞栓症により右

片麻痺を呈した症例に治療する機会を得たの

でここに報告する。 

【症例紹介】本症例は、80歳代前半男性である。

X/Yに右片麻痺が出現し、他院へ救急搬送。JCS

Ⅰ-3で左心房に血栓を認め、抗凝固剤投与を開

始。状態安定し、リハビリの継続が必要なため、

X/Y+22日に当院へ転院となった。発症日の画像

所見より皮質～半卵円中心～放線冠レベルの

大脳縦列内側部に梗塞が認められる。既往歴に

高血圧・糖尿病・心房細動がある。本人の希望

は杖無しで歩きたいである。 

【説明と同意】症例報告を行うに当たって、本

人様に目的を説明し、同意を得た。 

【初期評価】JCSⅠ-1、MMSE28 点、BRS-t 上肢

Ⅳ・手指Ⅴ・下肢Ⅰ(上田式 12段階の下肢Ⅱ-1)、

SIAS 44 点、立位の触診より右下肢と腹筋群の

低緊張を認めた。バランス検査では BBS4 点、

ADLは FIM68点であった。 

車椅子への移乗動作は中等度介助で、離殿時

に左上肢で L字柵を引き込む。立位保持には殿

部介助を要し、方向転換ではステップみられず

右下肢で膝折れが出現し、性急な着座となった。

また、右側のブレーキやフットレスト忘れがみ

られた。 

【問題点】右股関節随意性低下、右股関節周囲

筋低緊張、座位・立位バランス機能低下 

【目標設定】短期(2w)：起立動作修正自立 

長期(4w)：移乗・トイレ動作修正自立 

【プログラム】起立動作訓練、移乗動作訓練、

長下肢装具(以下 KAFO)での立位・歩行訓練、筋

力増強、可動域訓練 

【中間評価】HDS-R29 点、BRS-t 上肢Ⅴ・手指

Ⅴ・下肢Ⅱ(上田式 12段階の下肢Ⅱ-2)、SIAS58

点、立位の触診より右下肢・腹筋群で軽度亢進

を認める。被動性の筋緊張はハムストリング

ス・下腿三頭筋 MAS１を認める。バランス検査

では BBS29点、ADLは FIM68点である。   

車椅子への移乗動作は修正自立で、離殿時に

初期と比べ、左上肢の引き込み軽減し、骨盤前

傾を促す。L 字柵把持して立位保持自立し、両

膝関節伸展みられる。方向転換では右下肢を軸

にした左下肢でのステップが出現し、右側へ方

向転換する。右下肢の膝折れを制御しながら着

座となる。また右側のブレーキやフットレスト

忘れはみられなくなる。 

【考察】発症から 2 ヵ月で、BRS-t 下肢Ⅱと変

化ないが、上田式 12 段階より随意収縮が認め

るようになった。また、SIAS の下肢検査(股関

節・膝関節)では、足が床から離れるようにな

った。そのため初期と比較し、股関節・膝関節

の随意性向上、右股関節周囲筋の筋緊張が軽度

亢進したと考える。改善した理由として、KAFO

を使用した立位保持や左ステップ訓練が考え

られる。吉尾らによると、足底から荷重刺激さ

れて、脊髄視床路から網様体・視床を介して大

脳皮質を覚醒させると報告されている。足部か

ら受けた刺激は股関節を通じて骨盤を固定す

ることで、大腰筋の遠心性収縮が賦活されると

報告されている。そのため、反作用の大殿筋や

ハムストリングスの収縮も同時にみられたと

考える。よって、移乗の方向転換では右下肢を

軸にして右膝折れを制御しながら着座が可能

になったと考えられる。しかし、立位保持・起

立・着座・移乗は物的支持を要した動作であり、

支持物の無い環境では立位バランス低下し、ス

テップ反応がみられず転倒リスクが高い。その

ため、現在も左上下肢での支持性優位であると

考える。 

今後も、右下肢・体幹の随意性向上と筋出力

向上に努め、支持物無しでの立位保持・起立・

着座・移乗の獲得を目指す。そして今後、退院

に必要な屋内歩行獲得・段差昇降の獲得に繋げ

て治療を継続していく。 



[30]Honda歩行アシストの使用で歩容が改善し持久

性の向上につながった脳梗塞片麻痺患者 

社会医療法人 渡邊高記念会 

西宮渡辺脳卒中･心臓リハビリテーション病院 

山内 大輔 

キーワード:Honda歩行アシスト･歩行エネルギー効

率･歩行持久性 

【はじめに】 

本症例は右中大脳動脈領域のアテローム血栓性脳

梗塞を呈した症例である.自力歩行は可能だが下肢

の疲労感の訴えため,歩行動作の持久性に着目して

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,独居 

診断名:アテローム血栓性脳梗塞（右 MCA 領域） 

現病歴:8月上旬に左片麻痺,構音障害を呈したため

救急搬送.アテローム血栓性脳梗塞と診断さ

れ,入院加療となる. 

主訴:歩くと足がしんどい HOPE:家に帰りたい 

NEED：屋外歩行自立 入院前 ADL：全自立 

【倫理的配慮】 

症例報告を行うにあたり,ご本人･ご家族様に説明

し同意を得た. 

【初期評価(入院 1〜3日目)】 

Brunnstrom recovery stage(以下；BRS):左上肢Ⅳ,

手指Ⅲ,下肢Ⅴ.ROM(R/L):股関節伸展 15°/10°,足

関節背屈 10°/ 10°(膝関節屈曲位）.MMT(R/L):股

関節伸展 3/3・外転 4/3,膝関節伸展 4/4,足関節底

屈 3/2+.10m歩行：快適速度 13.0秒（歩行率：

1.84steps/s）.基本動作：歩行動作では独歩見守り.

左 MSt〜TStで体幹前傾,股関節伸展角度の減少が観

察され,50m歩行後には左下肢後面に疲労感あり. 

【経過/アプローチ】 

理学療法介入は入院初日より開始.入院 3日目か

ら歩行練習を開始.入院 8日目より Honda歩行アシス

ト（以下；歩行アシスト）を使用した歩行練習を並

列して実施した.歩行アシストの設定は追従モード

でトルク値を屈曲 2.0・伸展 3.0N・mと設定.歩行パ

ターン(左右対称性)の改善､歩行効率の向上を目的

に歩行アシストを使用し歩行練習を実施した. 

【最終評価（入院 23〜26日目）】 

BRS:左上肢Ⅵ、手指Ⅴ、下肢Ⅵ。MMT（R/L）：股関節

伸展 4/4・外転 4/4、膝関節伸展 4/4、足関節底屈

3/2+。10m歩行:快適速度 12.5秒(歩行率：

1.76steps/s)｡基本動作:歩行動作では独歩自立｡左

MSt〜TStで体幹前傾の改善､股関節伸展角度の増加

が観察され､300mまで連続歩行可能となった｡ 

【考察】 

本症例の歩行動作から左 MSt〜TStで体幹前傾に

よる股関節伸展角度の減少が認められ,50m歩行後

に左下肢後面に疲労感が生じた. 

この原因として,左大殿筋や左中殿筋の筋出力低

下により MStで股関節伸展モーメントを制御するこ

とが困難となり体幹前傾が生じたと考えた.また,下

腿三頭筋の筋出力低下により TStで下腿前傾による

足関節背屈を遠心性コントロールできず,大腿の前

傾が先行して膝関節屈曲が増加したと考えた.これ

らの原因により左 MSt～TStでの股関節伸展角度の

減少が生じたと考えた. 

Awadらの報告よると,股関節伸展角度の増大させ

ることによって,歩行エネルギー効率を改善させ,歩

行持久性が向上すると報告されている.よって,これ

らの原因に対して大殿筋や中殿筋による体幹の垂直

位に保持し,さらに下腿三頭筋の筋活動による股関

節伸展角度の増大よる歩幅増加,歩行距離増加を目

的に歩行アシストを使用して実施した. 

最終評価の歩行動作から体幹前傾の軽減,股関節

伸展角度の増大を認め,300mまで歩行距離の増加を

認め.MMTの結果では,大殿筋・中殿筋の筋力は 3か

ら 4に向上を認めたが,下腿三頭筋の筋力は変化を

認めなかった.また、歩行アシストのデータよりアシ

ストなしの状態での股関節伸展角度は 7.3°から

10.5°へと増大を認めた. 

股関節伸展アシストによって大殿筋・中殿筋の筋

出力が向上し,体幹を垂直位に修正したことにより

左股関節伸展角度の増大が生じ,左股関節屈曲モー

メントが増加した.それにより位置エネルギーの増

加を促すことが可能になり,TStで運動エネルギー

が増加し,歩行エネルギー効率が向上したと考える.

その結果,歩行の持久性が向上したと考える. 



[31]運動前野の賦活によりボディイメージが修正さ

れた症例―映像と運動イメージを用いて― 

医療法人協和会 協和マリナホスピタル 

木本 三裕 

キーワード:運動前野,映像,運動イメージ 

【はじめに】今回,右運動前野を損傷した症例を担当

した.映像と運動イメージを用いたことでボディイ

メージが修正され,歩容が改善したため報告する. 

【症例紹介】80歳代.女性.診断名:右ラクナ梗塞(右

脳梁～右前頭葉皮質部).現病歴:Y 月 Z 日,右ラクナ

梗塞と診断.既往歴:高血圧.全大腸型潰瘍性大腸炎.

入院前 ADL:屋内歩行器歩行自立. 

【倫理的配慮】書面にてご家族様に本報告の趣旨･

個人情報に関する説明を行い,了承を得た. 

【初期評価】Brunnstrom recovery stage(L):上肢Ⅴ,

下肢Ⅴ,手指Ⅵ.MMT(R/L):中殿筋 2/2,大殿筋 2/2. 

MMSE:17/30 点.10ｍ歩行:1 分 29 秒,運動イメージ時

間(10ｍ歩行イメージ時間):10 秒.身体模写(立位):

歩隔狭小.立位姿勢:近位見守り.体幹,両股･膝関節

屈曲位,歩隔拡大.歩行器歩行:近位見守り,揃え型.

常時,体幹,両股･膝関節屈曲位であり,左立脚中期の

短縮を認め,歩幅は狭小化しワイドベース.歩行開始

時にすくみ足,歩行距離延長に伴う突進様歩行を認

め,方向転換時の足の踏みかえ動作が拙劣であった.

ふらついた際に立ち直り反応は認めなかった.トイ

レ動作：両上肢で手すり把持.下衣操作軽介助. 

【目標】短期:トイレ動作自立.長期:棟内歩行器自立.

【問題点】#1 両中殿筋の筋力低下,#2 両大殿筋の筋

力低下,#3ボディイメージの低下 

【経過】発症 Z＋64日後より理学療法介入開始.両下

肢の筋力強化を中心に 2週間介入を行ったが,MMTは

初期評価と変化しなかった.3 週目,座位･立位姿勢

時の「身体が左側に落ちそう」という発言からボデ

ィイメージが低下していると仮説を立て,ボディイ

メージに対して介入を開始した.前額面･矢状面に鏡

を設置し,立位保持練習を 2 週間行うも,立位姿勢･

歩容の改善は認めず,介入方法を再考した.5 週目よ

り理学療法士の歩行器歩行が映った映像(以下映

像){一人称イメージ(以下一人称):水平面}を用いて,

歩行動作を説明し,歩行器歩行練習を行った.一人称

では 1 回の映像観察で左立脚中期の延長による右歩

幅の拡大,歩隔の狭小を認めた.また,突進様歩行は

認めなかった.しかし,方向転換時の足の踏みかえ動

作の拙劣さは残存した.6 週目,3 週目の発言に対し

「少し減った」と発言に変化があった.運動イメージ

時間は 17 秒と初期評価よりも延長し,身体模写では

歩隔拡大を認めた.また,前日の映像観察後の歩容は

翌日に汎化した. 

【考察】今回,右運動前野を損傷した症例を担当した. 

介入当初の身体模写や 3 週目の発言,10ｍ歩行時間

と運動イメージ時間に乖離を認めたことからボディ

イメージが低下していると考えた.ボディイメージ

は頭頂葉で統合されており,頭頂葉から運動前野に

入力される.しかし,本症例は運動前野が損傷してい

るため頭頂葉からの入力が障害されていると考えた.

そこで,運動前野を賦活する事でボディイメージが

修正されると仮説を立て,鏡を用いて介入したが改

善を認めなかった.池田らは「運動イメージを行うこ

とで補足運動野や運動前野の活動が増加する」と報

告しており,また水口らは「運動イメージを行う際に

イメージする動作の映像を観察する事で効果をより

高める」と報告している.一人称について,西田らは

「自己の様々な感覚を総動員して動作を遂行してい

るイメージを意味する」と報告し,運動イメージが明

瞭化しやすいと考える.5 週目より映像観察し運動

イメージを行ったことで,6 週目に発言の変化を認

め,運動イメージ時間は 10 秒から 17 秒に延長し,身

体模写は歩隔拡大を認め,ボディイメージが修正さ

れたと考える.その結果,左立脚中期の延長による右

歩幅の拡大に至ったと考える.ボディイメージが修

正された要因として,渕上らは「より鮮明な自己の歩

行のイメージを促すためには,自己身体表象に関係

する右前頭-頭頂ネットワークを賦活させることが

重要である」と報告しており,映像を用いた運動イメ

ージを行ったことで運動前野が賦活したためと考え

る.今回,ボディイメージが低下している症例に対し,

映像と運動イメージを用いた.結果,立位姿勢の安定

性が向上し,トイレ動作時の下衣操作が軽介助から

近位見守りにて可能となった.今後も,短期目標獲得

に向けて継続した介入を行っていく. 



[32]姿勢障害に対し,上肢分離運動促通,視覚的ア

プローチを用い下衣操作見守りに至った症例 

社会医療法人渡邊高記念会 

西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリテーション病院 

中山 葵 

Keyword:上肢分離運動・サンディング・感覚入力 

【はじめに】今回,左視床出血を呈し右片麻痺,重

度の右上下肢感覚障害を呈した症例を担当した.

下衣操作自立を目標にサンディングを使用した上

肢分離運動促進,視覚 Feed back(以下 FB)を用い

ての感覚促通を実施した.その結果,下衣操作近位

見守りに至ったため以下に報告する. 

【症例紹介】･70代後半･男性･右利き･診断名:左

視床出血(classⅡb,内包後脚に及ぶ脳室穿破) 

･経過:X日に右手に痺れ自覚,救急搬送.X+25日 

回復期病院転院･入院前 ADL:全自立･NEED:セルフ

ケアの獲得･本人に趣旨を説明し同意を得た. 

【初期評価 X+30･31日】･FIM71点(トイレ動作 2)  

･Brunnstrom stage(以下 BRS):右上下肢,手指Ⅳ 

･感覚:表在,深部:右上下肢重度鈍麻,手指,足趾脱

失･Berg Balance Scale(以下 BBS)13点 

･荷重率(右/左):11%/89%･静的立位(軽介助):離殿

時から右上肢屈筋共同運動が見られ,このことで

体幹が右回旋し左後方へのふらつきが出現. 

･動的立位(軽介助):右膝関節屈曲タイミングの遅

延,左重心偏移であり,踵離地であるためフリーハ

ンド不可.下衣操作全介助. 

【第 1期:離殿から静的立位安全性･安定性獲得ま

で】下衣操作獲得に向け,第一段階として,静的立

位の安全性･安定性獲得に対して治療を実施した.

右上肢分離運動を促進するためにテーブル角度

30°でサンディングを実施した.その際,右上肢を

共同運動抑制肢位(肩甲帯前方突出,肩関節外転,

肘関節伸展,手関節背屈,手指伸展位)にセッティ

ングし,自動介助運動にて前方への誘導を行った. 

【第 2期:動的立位(スクワット)の安全性･安定性

獲得まで】スクワット動作の問題点として左重心

偏移であり,左後方へのふらつきを生じていた.治

療プログラムとして姿勢鏡を用いて重心を正中位 

へと促す練習を実施した. 

【第三期:下衣操作安全性･安定性向上まで】下衣

操作練習では,ゴムチューブを使用し,下方へのリ

ーチ動作練習を実施した. 

【最終評価 X+50･51】･FIM80点(トイレ動作 5) 

･BRS右上下肢Ⅳ-Ⅴ,手指Ⅳ･感覚:表在感覚,上下

肢軽度鈍麻,足趾重度鈍麻,手指脱失.深部感覚:上

下肢重度鈍麻,手指,足趾脱失･BBS20点･荷重率

(右/左):40%/60％･静的立位(近位見守り):正中位

での保持,フリーハンド可･動的立位(近位見守り) 

:膝関節屈曲遅延改善,右への荷重量増大し,全足

底接地でのフリーハンド可.下衣操作近位見守り. 

【考察】右上肢分離運動促進を目的に今回,サン

ディングを使用した.より円滑な運動を行う為,自

動介助運動で実施し,反復することでシナプス伝

達効率が向上し,その結合が強化した.そのことで,

筋緊張のコントロールが可能となり右上肢共同運

動軽減に繋がったと考える.その結果,静的立位の

安全性が向上し,動的立位練習へ移行した.動的立

位練習では姿勢鏡での視覚 FBを実施した.金子に

よると｢より適切な運動イメージの保有で現実の

運動を再現しパフォーマンス向上に繋がる｣と言

われている.視覚 FBを実施することで適切な運動

イメージが想起され,皮質運動野に対しての即時

効果と反復練習による小脳内部モデルの形成が生

じたと考える.その際,視覚的な経験が運動前野に,

体性感覚的な経験が補足運動野に伝達され,一時

運動野で統合された.運動伝達において小脳から

一時運動野への運動修正により,これらの運動イ

メージと小脳内部モデルが照合されたと考える.

その結果,下衣操作のスクワット動作において,両

膝関節屈曲のタイミングが同時になり,右への荷

重量が増加したと考える.そのことで,ふらつきが

軽減し下衣操作近位見守りに至った. 

【おわりに】今回,下衣操作獲得に向けて静的立

位から段階的に介入し,動的立位練習へ移行する

ことで,より円滑な動作獲得へと繋がった.今後も

実践し,より見識を深めていきたい. 

【倫理的配慮】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. 



[33]左脳幹梗塞により体幹機能低下を呈した症例 

西宮協立リハビリテーション病院 

林 穂乃花 

キーワード：体幹機能・低緊張・高齢 

【はじめに】今回、左脳幹梗塞により体幹機能低

下を呈した症例に対し、臥位から段階的に体幹機

能への介入を行った。結果、移乗動作の獲得と歩

行器歩行見守りに繋がったため報告する。 

【症例紹介】90歳代女性。平成 X年 Y月 Z日、

呂律障害、右下肢の脱力を認め O病院へ救急搬送。

頭部MRIにて左脳幹梗塞を認め同日入院。病日 4

週目にリハビリ目的で当院転院。入院前 ADLは

屋内伝い歩き、屋外車いすにて移動。 

【初期評価（病日 4週目）】HDS-R:26/30点。FIM:

運動項目 37点、認知項目 23点（移乗 3点）。BRS

（右）:上肢Ⅳ、手指Ⅳ、下肢Ⅳ。筋緊張:（低緊

張）右殿筋群、ハムストリングス、腹筋群。（過緊

張）両内転筋群、脊柱起立筋、右大胸筋。踵膝試

験:右陽性（振戦、測定障害）。MMT（右/左）:股

関節屈曲 3/4、伸展 2/2、外転 3/4、体幹 3。

BBS:17/56点。臨床的体幹機能検査（以下

FACT）:5/20点（減点項目:殿部移動等、他 5項

目）。フリーハンド立位:20秒。左下肢での押し付

けを認める。体幹の前後動揺著明。骨盤前傾位で

固定。起立:離殿に軽介助を要す。右骨盤が後退し、

後方へ傾倒。歩行（ピックアップ歩行器）:軽介助。

常時、体幹の前後動揺を認める。右 ICは、接地

場所が定まらず内転位で足底接地。右Mstには右

骨盤側方偏位、後退が著明。10m歩行:1分 45秒。 

【理学療法および経過】本症例は起立、歩行時に

体幹の動揺を認め基本動作に介助を要した。介入

当初は、腹筋群や中殿筋の低緊張により協調的な

筋収縮が得られず、起立や歩行において右後方へ

の傾倒を呈した。特に離殿後や右Mstにおいて右

骨盤側方の偏位を認めた。以上より、立位や歩行

時における骨盤の右側方偏位に対して介入した。

しかし、耐久性低下に加え、立位では左下肢での

外転方向への押し付けを認め低緊張の筋への介入

が困難であった。そのため、治療戦略として負荷

量と難易度を考慮し臥位中心に、寝返り動作や下

肢の空間保持を行い、腹筋群、中殿筋の賦活を図

った。経過の中で耐久性の向上、協調的な筋収縮

が獲得されたため座位、立位へと展開した。FACT

に含まれる動作を活用して、いざり動作や重心移

動、体幹回旋等の動的座位保持能力の練習を行っ

た。動的座位能力の向上に伴い、起立や歩行での

骨盤偏位は軽減し、右後方への傾倒の軽減を認め

た。 

【最終評価（病日 8週目）※変化点のみ記載】FIM:

運動項目 62点、認知項目 27点（移乗 6点）。筋

緊張:腹筋群、右中殿筋低緊張軽減。右内転筋群、

脊柱起立筋過緊張軽減。踵膝試験:右陰性。MMT

（右/左）:股関節屈曲 3+/4、伸展 3/3、外転 3/4、

体幹 3。BBS:24/56点。FACT:11/20点（減点項

目:骨盤の前後移動等、他 2項目）。フリーハンド

立位:2分。左下肢での押し付け、体幹の前後動揺、

骨盤前傾位での固定は軽減。起立:修正自立。離殿

後の骨盤偏位、体幹の前後動揺は認めるが軽減。

歩行（ピックアップ歩行器）:見守り。体幹の前後

動揺や右 ICでの内転接地、右Mstでの右骨盤側

方偏位、後退は軽減。10m歩行:1分 29秒。 

【考察】石井らは、「体幹は動的安定性を得ること

で末梢の動きと協調的に機能することができ、臨

床において身体運動の変容を目指す上で体幹機能

に着目することは重要である。」と述べている。本

症例は、起立、歩行時に体幹動揺、骨盤側方偏位

を認めた。原因として、腹筋群、中殿筋の低緊張

による筋収縮の協調性低下を考え、体幹機能の賦

活を中心に介入した。臥位から座位、立位と段階

的に体幹へ介入したことにより、脊柱起立筋、左

内転筋の過活動を伴わず、腹筋群、中殿筋の適切

な筋収縮が得られやすくなったと考える。そこか

ら、体幹と四肢を協調的に機能させるため、FACT

に含まれる動作を活用して、いざり動作や重心移

動練習へと展開したことで、離殿時や歩行時の動

的安定性向上に繋がったと考える。結果、離殿時

や右Mstの骨盤右側方偏位、体幹右後方への傾倒

の軽減を認め、39病日には日中移乗動作自立、48

病日にはトイレ動作にてピックアップ歩行器歩行

が見守りとなった。 
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[34]左変形性膝関節症により Hybrid closed HTO を

施行した一症例 ～膝関節伸展に着目して～  

西宮回生病院 安西 晃樹 

キーワード：関節可動域・筋力・内側広筋 

【はじめに】今回、左変形性膝関節症に対し Hybrid 

closed HTOを施行した症例を担当する機会を得た

ので報告する。 

【症例紹介】60歳代後半、女性。平成 X年 Y月よ

り左膝関節痛の増悪あり。Y+11ヶ月 Z日に左変形

性膝関節症に対し、Hybrid closed HTO を施行。同

月 Z+7日より回復期病棟にてリハビリ開始。 

【論理的配慮】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 1W3D 1/2PWB R/L 

視診・触診:左膝関節周囲・下腿部の発赤・熱感・腫

脹あり。大腿後面・内側部の内出血あり。外側広筋

柔軟性低下、両側ハムストリングスの短縮、内側広

筋の筋萎縮あり。パテラ上下可動性低下あり。疼痛:

安静時痛なし。動作時・荷重時ともに左膝関節内側

部に NRS1-2/10の疼痛あり。関節可動域(以下

ROM):膝関節伸展 0/-5、屈曲 160/135。大腿周径(cm):

上縁 5cm33.0/32.0、上縁 10cm37.0/33.5、

15cm40.5/38.0。徒手筋力検査(以下 MMT):膝関節伸

展 4/2、屈曲 4/3、Extension lag25°。hand held 

dynamometer:膝関節伸展(kg)15.9/9.4、体重比

（kgf/kg）0.36/0.21。Heel Height Difference:左踵

1.5横指差あり。 

【経過・アプローチ】左両側ハムストリングスへの

リラクセーション、ストレッチを行い筋伸張性向上

図り、パテラセッティングにて大腿四頭筋の筋力強

化行う。立位時の左膝関節屈曲位での保持、歩行時

I.C~L.R、M.stにおいて左膝関節屈曲での歩行であ

ったため立位での膝関節伸展収縮行い、立位での膝

関節伸展保持を促した。 

【最終評価】術後 1M1W FWB R/L 

視診・触診:左膝関節周囲・下腿部の発赤・熱感・腫

脹軽減。外側広筋・膝窩筋・膝関節後面軟部組織の

柔軟性低下あり。疼痛:安静時痛・動作時・荷重時と

もになし。関節可動域(以下 ROM):膝関節伸展 0/0、

屈曲 160/150。徒手筋力検査(以下 MMT):膝関節伸

展 4/2、屈曲 4/3、Extension lag10°。大腿周径(cm):

上縁 5cm33.5/33.0、上縁 10cm38.0/33.5、

15cm40.5/38.0。hand held dynamometer(kg):膝関

節伸展 24.1/15.3、体重比（kgf/kg）0.54/0.35。Heel 

Height Difference:左踵 0.5横指差あり。(下腿外旋

位での end feelに抵抗感あり) 

【考察】初期評価時の問題点として左膝関節伸展制

限が生じていた。原因として、①筋力低下②ハムス

トリングスの短縮・膝関節軟部組織の柔軟性低下が

考えられる。①に関して、MMTより膝関節伸展筋

力 2であり Extension lag 25°である。この原因と

して hand held dynamometer の結果より左膝関節

伸展筋力は 0.21kgf/kgであり右と比較すると

0.15kgf/kg の差がある。また大腿周径の結果から膝

蓋骨上縁 5cmの部位で 1cm の差が生じており、触

診より内側広筋部の筋萎縮がみられた。以上より内

側広筋の筋出力低下により膝関節伸展制限が生じて

いると考える。②に関して、左膝関節の伸展制限に

よりハムストリングスの短縮・過剰収縮や、視診か

ら大腿後面・内側部の内出血による循環障害で両側

ハムストリングスの筋硬結が生じたと考える。以上

からハムストリングスの過剰収縮によって大腿四頭

筋との協調性も阻害され膝関節伸展制限が生じてい

ると考える。最終評価時、Extension lag10°の制限

が残存した。ROMに関してはハムストリングスの

伸長性向上により、他動運動時の制限が改善したと

考える。しかし、Heel Height Difference は 0.5横

指分の上方偏位が残存しており、下腿外旋時の end 

feelに抵抗感が生じていた。これらは左膝窩筋・後

方関節包・半膜様筋・斜膝窩靭帯での柔軟性・滑走

性低下が残存したのではないかと考える。以上の原

因から下腿外旋方向への制限が生じ、膝関節のスク

リューホームムーブメントの運動が阻害され、内側

広筋の筋出力低下、最終伸展域での膝関節伸展に制

限が残存したと考える。 

【まとめ】今回の経験で介入方法を再検討していく

ことの重要性を学んだ。 



[35]腓腹筋の筋力強化方法に工夫をし、歩容の改

善を図った症例 

西宮協立リハビリテーション病院  

田中 佑季 

キーワード:腓腹筋・立脚期・環境設定 

【はじめに】既往に腰部脊柱管狭窄症を有し、今

回左大腿骨頸部骨折により人工骨頭置換術を施行

した症例を担当した。受傷機転であった後方への

転倒に着目し屋内歩行獲得に向けて介入したので

ここに報告する。 

【症例紹介】80歳代女性。平成 X年 Y月 Z日、夜

間居室内にて歩行中後方へ転倒。左大腿骨頸部骨

折と診断され左人工骨頭置換術施行。術後 2週目

にリハビリ目的で当院入院。受傷前 ADLは屋内・

屋外補助具なし歩行自立。夜間は転倒歴が多くキ

ャスター付き歩行器を使用。補助具なし歩行にて

トイレに行く際、後方に傾倒し殿部より転倒。 

【初期評価:術後 3週目（R/L）】HDS-R:20/30点(計

算・見当識・逆唱)。FIM:運動 59/91点、認知 20/35。

疼痛:荷重時 NRS5/10。左腰部より仙骨に出現。

ROM(°):股関節屈曲 110/85、伸展 0/-5、足関節

背屈(膝伸展位)15/10。MMT:股関節屈曲 3/3、伸展

2/2、外転 2/2、足関節背屈 3/3、底屈 2-/2-。触

覚:4/10。左 L4～S1領域に感覚鈍麻。関節覚:2/10。

左膝関節に感覚鈍麻。10m歩行:36秒/40歩。T字

杖使用、軽介助。歩容は左 LR～Tstにて骨盤後退

し股・膝関節伸展低下、足関節背屈が低下してい

た。左立脚期では左 MP関節の伸展が生じ左足尖が

離地し、後方重心となり後方への傾倒を認めた。

TUG:39.4秒/36.2秒。BBS:17/56点。 

【理学療法および経過】運動療法では、左 LR～Tst

を模した左下肢を前にしたステップ肢位での重心

移動練習にて前足部への荷重を促すも感覚鈍麻、

前方への重心移動にともなう恐怖心、筋力低下も

あり左股・膝関節が屈曲位となり困難であった。

前足部への荷重を強調すべく、肢位と方法は変更

せず前足部下に重錘を置き足底からの感覚入力を

利用し荷重を促していった。また恐怖心、筋力低

下に対して治療テーブルを前方に設置し両上肢で

軽く接触し安定性を提供した。段階的に、治療テ

ーブルの位置を前方より右側方へ設置しステップ

動作練習を行った。加えて左股・膝関節伸展位と

なるよう徒手介入し、左 Mst～Tstでの腓腹筋の収

縮が図れるよう重心移動練習を行った。 

【最終評価:術後 6週目（R/L）】HDS-R:26/30点（計

算・逆唱）。FIM:運動 78/91点、認知 25/35。疼痛:

荷重時 NRS2/10。左腰部より仙骨に出現。

ROM(°):股関節屈曲 120/95、伸展 5/5、足関節背

屈変化なし。MMT:股関節屈曲 4/3、伸展 2/2、外転

2/2、足関節背屈 4/4、底屈 3/3。触覚:7/10。左

L4～S1領域に感覚鈍麻。関節覚:6/10。左膝関節

に感覚鈍麻。10m歩行:24秒/33歩。T字杖使用、

自立。歩容は左 LR～Tstにて骨盤後退軽減し股・

膝関節伸展増加、足関節背屈も増加。左立脚期で

前足部への荷重が可能となり後方への傾倒軽減を

認めた。TUG:21.5秒/21.5秒。BBS:43/56点。 

【考察】本症例は既往である腰部脊柱管狭窄症に

て感覚鈍麻を有し、今回の骨折にて左股関節伸

展・外転筋力が低下していた。歩行中、左足趾は

伸展位となり前足部への荷重は不十分で後方への

転倒リスクを認め、前足部に荷重する事への恐怖

心の訴えがあった。Perryによると「立脚後期で

は強力な腓腹筋の筋力が必要となり、最大筋力の

60～80%もの筋力を使っている」と報告がある。運

動療法にて前足部下に重錘を置き、重心移動練習

を行う中で治療テーブルの設置位置、上肢支持を

変更していく事で左 LR～Tstにかけて必要な前足

部への荷重、左股・膝関節筋力増強練習を行うこ

とができた。また、感覚鈍麻に対しても、前足部

下に重錘を置いた事が足底からの知覚情報を与え、

左 Tstでの前方への荷重を促す事が出来たと考え

る。加えて、左股・膝関節伸展位となるよう徒手

にてアシストを加え、腓腹筋の収縮を促通させた。

これらの介入から、恐怖心を取り除いた中で歩行

練習のための部分的な運動療法を行うことが、本

症例においては重要であったと考える。また、前

足部への荷重が可能となったことと併せて、腓腹

筋の MMTが向上したと考える。その結果、後方へ

の傾倒場面も減少し屋内 T字杖歩行自立となった。 



[36]高位脛骨骨切り術後に鵞足部痛と轢音が生じ前

遊脚期の膝屈曲不足がみられた症例 

明和病院 リハビリテーション科 

田中宏弥 

キーワード：高位脛骨骨切り術・轢音・鵞足部痛 

【はじめに】 

今回、歩行の前遊脚期で膝屈曲不足が見られた左

高位脛骨骨切り術後の症例を担当し、膝の轢音、鵞

足部痛に着目し治療を行った結果、膝屈曲不足が改

善したので報告する。 

【症例紹介】 

60 歳代後半女性。4 か月前から左膝痛あり、保存

療法を行うも疼痛改善せず、当院にて左変形性膝関

節症、左膝内側半月板後角損傷、左大腿骨内顆骨壊

死と診断された。Open wedge法による高位脛骨骨切

り術＋内側半月板 centralization＋自家骨軟骨移植

法を施行された。術後 2週間 knee brace固定を行い、

3週目から膝関節屈曲 ROM-ex.開始（120°まで）し、

8週目から制限なしとなった。荷重は術後 4週目から

部分荷重開始で 6週目から全荷重となった。 

【初期評価（術後 7週目）】 

左大腿直筋・外側広筋・大腿筋膜張筋の筋緊張が

高く、膝蓋上嚢・膝蓋下脂肪体・術創部に硬さがみ

られた。膝蓋骨の可動性は内側方向に制限があった。

鵞足部に圧痛(＋)。大腿脛骨角は右 173.0°、左 168.2°。

MMT(右/左)は股関節伸展 4/4、外転 4/4、屈曲・外転・

外旋 4/3＋(P)、足関節底屈 5/2、膝関節屈曲 4/4、伸

展 5/4 で左膝伸展時に左内側広筋の収縮が弱かった。

また左縫工筋のMMTでは鵞足部に疼痛がみられた。

ROM-tは左膝屈曲 120°。左膝伸展時に屈曲 10°～55°

で轢音があり、左膝屈曲時に膝蓋骨の外側偏位がみ

られた。歩行は左立脚後期で体幹右側屈・前傾。左

前遊脚期では膝屈曲不足、蹴り出し不十分があり、

鵞足部痛（NRS5/10）がみられた。左遊脚中期～終

期では轢音が出現した。また左前遊脚期では、遊脚

中期にみられる轢音に対する不快感の訴えがあった。

10ｍ歩行は 11.23秒、6分間歩行は 385ｍ。 

【経過】 

膝の轢音と鵞足部痛が左前遊脚期に見られる左膝

屈曲不足の要因であると考え、治療方法を再検討し

た。膝の轢音は膝蓋骨の外側偏位が影響していると

考え、膝蓋骨のモビライゼーション、外側広筋のス

トレッチ、内側広筋を意識した膝伸展運動を行った。

鵞足部痛に対しては超音波療法を行った。また、以

前から実施していた下肢筋力増強運動に加えて、カ

ーフレイズやスクワットなど荷重下での筋力増強運

動を追加して行った。 

【最終評価（術後 12週目）】 

左大腿直筋・外側広筋・大腿筋膜張筋の筋緊張は

緩和し、膝蓋上嚢・膝蓋下脂肪体・術創部の硬さは

軽減した。鵞足部の圧痛(－)。MMTは股関節伸展 4/4、

外転 4/4、屈曲・外転・外旋 4/4、足関節底屈 5/4、膝

関節屈曲 4/4、伸展 5/4で左内側広筋の収縮が向上し、

左縫工筋の MMT にみられた収縮時痛は消失した。

ROM-tは左膝屈曲 140°。左膝伸展時の轢音は軽減し、

左膝屈曲時の膝蓋骨の外側偏位も軽減した。歩行は

左立脚後期での体幹右側屈・前傾が改善した。左前

遊脚期での膝屈曲不足・蹴り出し不十分はともに改

善し、鵞足部痛が消失した。遊脚中期～終期での轢

音は軽減した。また、左前遊脚期での轢音に対する

不快感は消失した。10ｍ歩行は 7.34 秒、6 分間歩行

は 427ｍに改善した。 

【考察】 

Powersらによると膝蓋骨の外側偏位、内側広筋の

萎縮や弱化、内側広筋・外側広筋の筋力の不均衡が

起きると膝蓋大腿関節に疼痛や轢音が生じると述べ

ている。本症例では内側広筋の弱化や外側広筋の筋

緊張が高かったため、筋力の不均衡が生じ、これに

より膝蓋骨の外側偏位がみられ、轢音が出現したと

考える。  

鵞足部は手術侵襲により、組織修復に伴う瘢痕形

成の影響で、柔軟性の低下が生じていた。本症例は

縫工筋の収縮時痛があり、歩行の前遊脚期では縫工

筋の筋活動が増大することから鵞足部痛が生じてい

たと考える。そのため超音波療法により侵襲部の柔

軟性が向上し、鵞足部痛が消失したと考える。また、

腓腹筋の筋力低下がみられると鵞足筋は過剰に収縮

し筋性疼痛の原因になることが言われているため、

腓腹筋の筋力向上により鵞足部の過剰収縮が軽減し、

疼痛が消失したと考える。 



[37]歩行開始時の体幹側屈に対しての治療により

職場復帰に至った症例 

社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺病院 

村司憲三朗 

Key words：TKA・中殿筋・内腹斜筋 

【はじめに】今回，右人工膝関節全置換術（以下，

TKA）術後，歩行開始時の右 LR-MStに右側方へ

のふらつきがあり，歩行の安全性が低下していた.

これに対し中殿筋・内腹斜筋に着目しアプローチ

を実施した結果,歩行の安全性が向上し，屋内外独

歩自立,職場復帰に至ったためここに報告する． 

【症例紹介】70歳代後半の男性，右変形性膝関節

症に対して右 TKAを X年 Y月 Z日に施行．主訴

は歩き出しにふらつく，Hopeは職場復帰したい．

Need として厨房内での連続した短距離歩行の安

全性向上をあげた． 

【倫理的配慮】対象者には，発表の目的と個人情

報の扱いについて説明を行い，同意を得た． 

【初期評価 Z＋14～16日】MMTは，右膝関節伸

展・屈曲 4，右股関節外転 3，体幹左右回旋 3．

Timed UP＆Go test（以下，TUG）は，11.62秒．

独歩開始時，右 LRに体幹が右側屈，右MStに体

幹右側屈が増強，右側方へのふらつきが生じ，接

触介助を要した．定常歩行では，右 LR-MStに体

幹の右側屈を認めるもふらつきには至らなかった． 

【問題点】本症例は，歩行開始時の右 LR-MStに

右側方へのふらつきによる転倒の危険性があった．

島田らは「8.5秒以上で転倒率が約 20％ある」と

述べており，本症例の TUG が 11.62 秒であるこ

とからも，安全性の低下が認められるのではない

かと考えた．立脚側への体幹側屈に関して Inge

らは「脊柱・上肢の重みを一方の股関節へ寄せ，

股関節外転筋を活用した身体支持を用いずに重心

位置を移動させることができる」と報告している．

本症例では，右中殿筋の筋活動による右 LR-MSt

の骨盤下制に対する制御が困難となっているので

はないかと考えた．そのため，体幹の右側屈によ

る骨盤水平保持・右下肢への重心移動が生じ，重

心が支持基底面より右外側へ移動したことで，右

側方へのふらつきが生じるのではないかと考えた． 

【治療プログラム】右 LR-MStの体幹右側屈によ

る右側方へのふらつきを改善するため，右中殿筋

の筋活動の向上を図る必要があると考えた．また，

井上らは「内腹斜筋が骨盤安定化に関与しており

片脚立位実施時，立脚側内腹斜筋の活動が生じた

直後に立脚側中殿筋の活動が生じた」と述べてお

り，本症例の右中殿筋による骨盤下制の制御を行

うにあたって右内腹斜筋にも着目した．そこで，

治療プログラムとして端座位での右側方リーチ・

立位での骨盤挙上運動を実施した．端座位での右

側方リーチでは，「動作直前に右内腹斜筋の筋活動，

リーチ距離延長により右中殿筋の筋活動が高ま

る」とあり，筋活動の向上を目的に実施した．次

に，立位での骨盤挙上運動を実施し，歩行開始時

の右LR-MStにおける右中殿筋の筋活動の向上を

図り右側方へのふらつき改善を目的に実施した． 

【最終評価 Z＋29～31日】MMTは，右股関節外

転 4．TUG は，8.30 秒．独歩では，右 LR-MSt

での体幹右側屈が改善し自立となった． 

【考察】本症例は，歩行開始時の右 LR-MStに体

幹右側屈が生じ歩行開始時の安全性の低下を認め

た．そこで，端座位での右側方リーチ，立位での

骨盤挙上運動を実施し右中殿筋・右内腹斜筋の筋

活動の向上を図った．片脚立位実施直前に生じる

立脚側内腹斜筋の筋活動向上による骨盤安定化が，

右LR-MStにおける右中殿筋の筋活動の向上につ

ながったと考えた．そのため，右中殿筋の筋活動

による骨盤水平位保持が可能となり，体幹右側屈

が改善した．これにより，右中殿筋の筋活動で右

下肢への重心移動が骨盤水平保持しつつ可能とな

り，歩行開始時の右側方へのふらつきが改善した

と考えた． TUGにおいても 8.60秒と計測結果の

向上を認め，歩行開始時の安全性が向上した．ま

た，問題点としていた歩行開始時の右側方へのふ

らつきによる転倒の危険性が改善し連続した短距

離歩行の安全性向上を認め，独歩自立に至った． 

【おわりに】今回の症例を通じて，筋活動の向上

を図るにあたって，動作開始前の姿勢やアライメ

ントの修正が必要であると理解した．今後も実践

し見識を深めていく． 



[38]左 HTO術後、左膝の歩行時痛が増強した 

症例 ～歩行時痛の減少を目指して～ 

西宮回生病院  

理学療法士 秋津英之 

Key words 膝関節・疼痛軽減・姿勢 

【はじめに】 

左高位脛骨骨切り術（以下 HTO）を施行し歩

行時痛が増悪した症例を担当した。膝関節周囲

に加えて他の部位の治療により疼痛が軽減し

たため、ここに報告する。 

【症例紹介】 

50 歳代、女性、BMI 30 (kg/m2)。10年前に左膝

痛発症。X 年 Y 月 Z 日に左 HTO 施行。入院前

ADLは屋外独歩。月 1回程度遠出をされる(約 1

万歩)。自宅は 2階建てで、階段昇降動作が必要。 

【倫理的配慮】 

 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：Z+7～14日】 

 血液データ：CRP：0.94 mg/dl CK：75 u/l。発

赤、腫脹、熱感あり。大腿周径健側+2cm。徒手

筋力検査(以下MMT)：左膝伸展 3p、屈曲 3。関

節可動域測定(以下 ROM-t)：左膝伸展-20°、屈

曲 80°。エリーテスト陽性。Numerical Rating 

Scale(以下 NRS)：安静時痛 5・膝屈曲時 8 いず

れも左膝関節周囲。移動形態：両松葉杖。1/2

荷重まで許可有。 

【問題点と介入内容】 

初期評価時点で膝周囲のMMT、ROM-tの結

果で著明な低下がみられた。術後 1週間で炎症

所見（血液データ、発赤、腫脹、熱感）を認め

ていた。強い安静時痛を認めるため、左膝関節

炎症管理と機能向上優先のアプローチを実施

した。RICE 処置、スタティックストレッチ、

モビライゼーション、筋力増強訓練、テーピン

グ、歩行訓練を中心に実施。 

【中間評価：Z+42～49日】 

血液データ：CRP：0.15mg/dl CK：57u/l。大

腿周径：左右差なし。ROM-t：左膝関節伸展 -10、

屈曲 125。MMT：左膝関節伸展 4、屈曲 4。左

足関節底屈 2+。6分間歩行テスト(以下 6MD)：

460m、左膝痛が持続。NRS： 安静時痛 0。静

止立位時、脛骨粗面 4。歩行時の左 ICで脛骨粗

面 5～8。アライメント：骨盤後傾、股関節屈曲、

膝関節屈曲、足関節背屈。移動形態：片松葉杖。

全荷重許可有。 

【問題点の再抽出と介入内容】 

①骨盤後傾位などのマルアライメント②足関

節底屈筋力低下の二つを挙げた。初期での治療

に加えて、骨盤運動、ストレッチポール運動を

追加。 

【最終評価：Z+63～70日】 

ROM-t：膝関節伸展 -10、屈曲 125。MMT：

左膝関節伸展 5、屈曲 4。左足関節底屈 2+、背

屈 3。6MD：500m、疼痛訴え無し。アライメン

ト：骨盤後傾減少。移動形態：独歩。 

【考察】 

 初期評価から中間評価にかけて、RICE処置、

スタティックストレッチ、等尺性収縮を中心と

した筋力訓練を行い、炎症症状の軽減、ROM-t、

MMT で改善が見られた。しかし、本症例では

患部機能の向上が見られたが歩行時痛が増強

した。再度問題点を抽出したところ、姿勢アラ

イメントで骨盤後傾位などマルアライメント

をとっていた。姿勢が変化しないまま、大腿直

筋を中心としたトレーニングを繰り返したこ

とで、脛骨粗面に伸張ストレスが生じ疼痛に繋

がったと考えた。骨盤前傾、足関節底屈運動を

行い、相対的に膝関節伸展方向にアライメント

を変化させるアプローチを行うことで、立位姿

勢では疼痛が消失し、歩行時痛も即時的に NRS 

8 から 1 へと減少した。最終評価では移動形態

が独歩、6MD も疼痛無く可能になり、階段昇

降は手すり無しで動作可能となった。 

【まとめ】 

①患部のアプローチのみでは歩行時痛が軽減

しなかった。 

②姿勢アライメントへの介入を追加した。 

③患部の機能向上に合わせて、他の関節のアラ

イメントを調整することで疼痛が軽減した症

例であった。 
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[39]うっ血性心不全・重度 COPD 患者の負荷調整に

躊躇した症例 

社会医療法人 渡邊高記念会 

 西宮渡辺心臓脳・血管センター 

織田 恵子 

キーワード：心不全増悪・負荷量・リスク管理 

【はじめに】今回, 重度慢性閉塞性肺疾患(以 COP 

D)を合併したうっ血性心不全(以下 CHF)患者が入

院中の肺炎発症により心不全増悪し, 負荷増量を

躊躇した症例を担当した為, ここに報告する.  

【症例紹介】80 歳代男性 BMI:18.4(X日) 疾患

名: CHF 現病歴: 12年前に Af 契機で心不全発症. 

その後肺炎, 心不全増悪を繰り返し, 8 年前に

CRT-P を埋め込む. 今回 X日にワーファリン評価

目的のため入院. X+6日(1病日目)に肺炎発症し

心不全増悪. 既往歴: 冠動脈硬化症, 慢性腎機能

障害(CKD),  

COPD (GOLD分類 III) Need: 運動耐容能維持及び

向上 Demand: 自宅内歩行自立 血液検査結果: 

BNP 132.9  肺機能(X+3日): %VC:54%, FEV1.0/ 

FVC: 55%, FEV1.0: 0.7L, %FEV1.0: 38% 介護保

険: 要支援 2 家族構成: 妻と二人暮らし  

【倫理的配慮】症例報告を行うにあたり, 本人・

ご家族様に説明し同意を得た.  

【理学療法評価】(初期評価 X〜X+2日)バイタル:  

安静時 BP115-134/49-69mmHg; 呼吸 28回/分  

運動後 BP110-125/51-68mmHg; 呼吸 32回/分  

SpO2 93-99%(room air); HR80bpm ペーシング 

握力(X+1 日): 右 15.85kg, 左 16.40kg  

粗大筋力(X日): 上肢 3  下肢 3   

(最終評価 45〜47病日目) バイタル: 

安静時 BP98-100/47-53mmHg;呼吸 19 回/分  

運動後 BP89-104/44-51mmHg;呼吸 22-28 回/分  

SpO2 93-100%(1L); 85-95%(room air)    

握力(45病日目): 右 12.00kg, 左 13.95kg  

粗大筋力(45 病日目): 上肢 3-4   下肢 4  

【問題点抽出(1 病日目)】  健康状態: CHF(Stage 

C-D), CKD, COPD, 肺炎 心身機能・身体構造: 運

動耐容能低下, 呼吸機能低下, 筋の持久性機能

下 活動: 移動・移乗困難 参加: 自宅退院困

難 環境因子:妻と二人暮らし 個人因子: 80歳代, 

リハビリに意 

欲的，無理をする性格 

【目標設定(1病日目) 】短期目標(2 週間): 15m

連 

続歩行(自宅内歩行自立レベル) 長期目標(期限未

設定): 自宅退院  

【理学療法プログラム】呼吸補助筋リラクゼーシ

ョン, 筋力増強運動, バランス練習, 歩行練習  

【考察】本症例は, 肺炎を契機に心不全が増悪し

入退院を繰り返していた. 入院 6日目の肺炎発症 

により ICUへ転棟. 医師から自宅退院が厳しいこ

とも説明を受けた. その後状態が安定し ICUを退

室するも, 再度感染により心不全増悪となった. 

運動療法を行うリスク管理として, 体重増加, 呼

吸状態, 運動後の収縮期血圧(SBP)変動に注意し

た. 

 理学療法介入前に当日の体重を確認. 入院中も

何度も体重増加を認めており, 安静時の自覚症状

と呼吸状態に注意し,前日と比べ軽負荷から開始

し心不全増悪徴候に注意した. しかし前日比で体

重増加, うっ血傾向による強心剤の増量等, 全身

状態は一進一退であった.  

 呼吸状態は安静時から頻呼吸傾向, SpO2は 90%

前半だが, 自覚症状は認めなかった. この要因と

して COPDが考えられ, 呼吸補助筋のリラクゼー

ションを実施. 動作時の呼吸法を指導した結果, 

徐々に安静時の呼吸状態が安定した. また自覚症

状が無いことに関して室内程度の活動量に制限す

るように指導した. 立位保持などの軽負荷におい

ても運動後の SBPは 10mmHg 程度低下した. 自覚

症状や呼吸回数等も踏まえ, SBP は低下しないよ

うに歩行距離を自宅内自立可能範囲に留め, 歩行

回数を重ねる負荷調整を行った. これらのリスク

管理と日々の負荷調整により徐々に全身状態が安

定し ADL は拡大. 自宅退院に至った.  

【まとめ】運動療法を行う上での基本のリスク管

理が負荷調整には重要であることを再認識した.  



[40]動作時のSpO2低下に着目し,低リスクでの自

宅復帰を目指した症例 

社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺病院 

小河啄也 

Key Word：SpO2・肋骨運動軸・呼吸指導 

【はじめに】左大腿骨転子部骨折を呈した症例に

おいて ,初期評価では歩行時の転倒に対する安全

性を検討し ,中間評価以降では既往の肺気腫によ

るSpO2低下に着目する問題点が変化した.これら

に対し呼吸指導,シルバーカー調整により,低リス

クでの自宅復帰に至ったため以下に報告する. 

【症例紹介】80代女性,診断名は左大腿骨転子部骨

折(Proximal femoral nail antirotation施行),既往

歴は肺気腫,気管支喘息である.入院前ADLは独居,

屋内移動は独歩と伝い歩き ,屋外移動は買い物の

みで送迎は友人が行っており ,店内はカートを使

用していた. 

【倫理的配慮】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：術後60～65日目】下肢筋力は徒手筋

力検査(以下MMT)で右下肢3～4,左下肢3,Ｔ字杖

歩行では左立脚期短縮 ,左IC後に骨盤左動揺が出

現し ,杖への過荷重により右側への転倒リスクが

あった.この原因として,大殿筋上部線維,大腿筋膜

張筋 ,中殿筋等の股関節外転筋の遠心性収縮が不

十分であることから過度の股関節内転 ,骨盤左動

揺が出現したと考える .そのためアプローチとし

て,セラバンドによる股関節外転,片脚立位,サイド

ステップを実施した. 

【中間評価：術後76～79日目】移動手段の変更に

より,シルバーカーでの早期退院が決定した.中間

評価時のシルバーカー歩行は安全に可能であった

が,歩行後のSpO2低下が著明であり問題点として

挙げられた.25m歩行後の呼吸数は26回/分,SpO2

：85％であった.そのため,呼吸指導とシルバーカ

ー調整を実施した.呼吸指導について,長谷川らは

「動作中の吸気：呼気の割合は1：2～3が適切で

ある」と述べている.そのため歩幅である40cm間

隔でコーンを置き,2歩は吸気,4歩は呼気のリズム

を視覚認識にて促した.またシルバーカー調整に

ついて海津らは「胸郭拡張を目的に四輪型歩行器

上に前腕を支持することで胸椎伸展を促し,肋骨

運動軸を上方に向かせることでSpO2数値に影響

を与える」と述べている.シルバーカーでも胸椎伸

展を促すため持ち手を高くし,体幹とシルバーカ

ーの距離が離れないよう指導を行い,アライメン

ト修正を図った. 

【最終評価：術後90～93日目】下肢筋力はMMT

で右下肢4～5,左下肢4であった.シルバーカー歩

行25m後の呼吸状態は13回/分,SpO2：91％,6分間

歩行においても150mを休憩なしで89～91％にて

可能となった.  

【考察】SpO2低下を軽減できた要因として大き

く3つを考える.1つ目はシルバーカーの持ち手を

高くし体幹との距離が離れないよう指導をしたこ

とで持ち手を把持した状態での体幹伸展,すなわ

ち前腕固定位での上腕後方移動が生じた.海津ら

によると「肘関節伸展筋の出力は上腕後方移動を

通じて肩甲帯内転,下制を引き起こし,肩甲帯下制

筋によって胸郭拡張を促す」と述べている.本症例

でもこの上腕後方移動により肋骨運動軸を上向き

にすることで,胸郭拡張を促しSpO2に影響を及ぼ

したと考える.2つ目は視覚的に呼吸のタイミング

を促したことにより呼気が延長され残気量減少,

呼吸補助筋の緊張軽減を図ることができたと考え

る.3つ目は,下肢筋力増強の影響を考える.細田ら

によると「COPD患者では筋力低下,筋肉量減少等

の骨格筋機能異常から,下肢疲労感,早期乳酸産生,

換気亢進する」と述べている.本症例においては手

術侵襲による筋力低下が生じていたが,筋力増強

によりSpO2に影響を及ぼしたと考える.上記によ

り退院後の歩行時も著明なSpO2低下を生じるこ

となく,低リスクでの活動範囲維持が可能となっ

た. 

【まとめ】歩行時のSpO2低下を軽減することで

低リスクでの自宅復帰を実現することができた.

しかし,反省点として早期に酸素療法を行い,より

高負荷でのリハビリ介入の検討の必要性があった

と考える. 



[41]生活行為向上マネジメントを使用し活動性が向

上した 1症例 

幸泉エルズ リハビリテーション科 川島聡史 

【キーワード】生活行為向上マネジメント・超高齢

者・活動性 

【はじめに】生活行為向上マネジメント(以下

MTDLP)とは、生活を再構築する手段として対象者

に意味のある生活行為を聞き出す事から介入後の振

り返りまでの過程を、対象者との協業を可能にする

マネジメントツールであり、興味・関心チェックシ

ートを併用し対象者が興味を抱いている ADLや余

暇活動を把握しリハビリテーションに取り入れるこ

とが可能である。今回、当施設に入所された超高齢

者に対し MTDLPに基づいた理学療法（以下 PT）

を行った結果、活動性の向上を認めた。その経過に

ついて、考察を加えて報告する。 

【症例紹介】99歳女性。診断名は左大腿骨転子部骨

折。既往歴は高血圧、頚部リンパ節結核、白内障、

急性失血性貧血、低アルブミン血症。X年 5月自宅

で転倒し A病院へ救急搬送。上記診断にて同院へ入

院され、観血的骨接合術が施行された。X年 8月、

当施設に入所し PTが開始。 

【理学療法評価】意識レベルは清明であり、意思疎

通良好である。改訂長谷川式簡易知能評価スケール

(以下 HDS-R)は 23点。老年期うつ病評価尺度(以下

GDS15)は 11点で重度のうつ傾向が認められた。

ADLは FIMで 86/126点であり、セルフケア、排泄

コントロール、移乗、移動項目に減点が見られた。

基本動作能力は、立位保持時間は 30秒であったが、

不安定性を強く認めた。Functional Balance Scale 

は 23/56点であり，転倒リスクや転倒恐怖感が認め

られた。問診より「もう高齢だしすることも無いの

で起きる気にならない。横になっているのが楽。」と、

活動意欲の低下が見られた。排泄では日中夜間共に

オムツが使用されていた。基本的動作能力は、車椅

子・ベッド間移乗は軽度介助が必要であった。合意

目標は、「明るいうちは自分で部屋の外にあるトイレ

を使いたい。」であり、生活行為向上プランの実行度

は 4/10点、満足度 2/10点であった。 

【経過】合意目標の達成に向け MTDLP を用いて、

生活行為向上プランを計画した。生活行為向上プラ

ンでは、目標達成に必要な PTプログラムを➀基本

的プログラム➁応用的プログラム➂社会適応的プロ

グラムとして設定し、これらを記載したものを対象

者の居室へ設置した。基本的プログラムは ROM-ex

・下肢筋力増強運動・歩行練習・居室での自主トレ

ーニングであり、応用的プログラムは車椅子操作練

習・立位保持・移乗練習・バランス訓練であった。

社会適応的プログラムは、家族や介護スタッフに居

室での自主練習や車椅子操作練習、離床の促しを依

頼した。また対象者より聴取した興味・関心チェッ

クシートから、折り紙を居室から食堂へ移動して実

施するよう指導した。 

PT開始から 14日では立ち上がり動作・立位保持

は物的介助で自立し、日中の排泄は居室内でのポー

タブルトイレを用いた動作が自立したため合意目標

の達成に向けて、車椅子駆動や居室外での排泄動作

練習を導入した。PT開始から 60日には合意目標で

あった居室外の排泄動作が自立した。認知機能面と

精神機能面は HDS-Rが 25点、GDS15が 9点に改

善し、FIMは 111/126点となった。また、作業活動

も継続して食堂で行うなど離床時間が増加し活動性

の向上が見られた。実行度、満足度は共に 8/10点で

あった。 

【考察】対象者は超高齢者であり ADL向上への意

欲は低下していた。そこでMTDLPを用いた介入を

行った結果、現在の能力でも行える余暇活動、練習

する事で上達する排泄動作や車椅子操作を自覚する

事が出来たため、能力の向上へ自信がつき活動性が

向上し、精神機能の改善に繋がったと考えられた。

身体活動量が多い者は認知機能の改善効果が高まる

とされており、認知機能と最も相関が高いとされる

巧緻動作をリハビリで行い、活動性が向上したこと

が認知機能改善の要因であると推察された。今回、

PTプログラムを立案する為に MTDLPを用いた評

価を導入する事で対象者の意欲や満足度に念頭を置

いたアプローチを経験する事が出来たため、今後も

対象者の生活行為に着目したアプローチが出来る様

に知識や技術を深めていきたい。 



[42]高齢心不全患者に対し患者指導を工夫した例 

～軽度認知機能低下に着目して～ 

社会医療法人渡邊高記念会 

西宮渡辺心臓脳・血管センター  

林慶一郎 

Key word:心不全・軽度認知機能低下・患者教育 

【はじめに】肺炎により心不全が急性増悪した高

齢患者に対し、軽度認知機能低下に着目した患者

教育を行う機会を得たため報告する。 

【倫理的配慮】今回の報告について患者本人に説

明し同意を得た。 

【症例紹介】年齢 /性別 :80 歳代 /男性。体

重:72.7kg。BMI:25.7。入院前 ADL: 妻と同居。屋

内杖歩行・屋外バギー歩行自立。診断名:急性心不

全、肺炎、大動脈弁閉鎖不全症。既往歴:高血圧。

医学的情報: EF:40%。血液検査:BNP:1386。画像所

見:左肺上葉透過性低下、両側胸水貯留、CTR:65.5%。

現病歴:X年 7月に自宅にて呼吸困難を呈し救急搬

送。肺炎契機の心不全急性増悪と診断。心不全加

療のため当院入院。Hope:再入院したくない。Need:

再入院リスク軽減。 

【初期評価:第 1 病日～第 3 病日】自覚症状:息切

れ、呼吸困難感。身体所見:浮腫:両下腿＋1。 

【中間評価①:第 10 病日～第 13 病日】HDS-R:23

点(減点項目:計算、逆唱、即時想起)。MMSE:25 点

(減点項目:計算)。MOCA-J:18 点(減点項目:遂行機

能、注意、言語、遅延再生)。SPPB:6 点。握力

（R/L）:26.2kg/22.8kg。歩行速度:0.8m/sec。6

分間歩行:総歩行距離 210m、連続歩行距離 180m、4

分 40 秒時点で休憩 40 秒。 

【中間評価②第 25病日～第 28病日】SPPB:10点。

握力(R/L):26.7kg/22.8kg。歩行速度:1.07m/sec。

6分間歩行:総歩行距離 420m、連続歩行距離 420m。   

【経過及びアプローチ】入院翌日から理学療法開

始。心不全症状著明で会話や起き上がりなどの軽

労作で息切れを認め、運動耐容能の評価困難であ

った。呼吸状態に注意しながら下肢筋力増強運動

を行いつつ、心不全についての患者教育を行うな

どの標準的な理学療法を実施した。状態が安定す

るに伴い運動耐容能は改善が認められた。しかし

リハビリ中に前日に指導した事が記憶できていな

いなどの場面があり MOCA-J を実施したところ軽

度認知機能低下を示唆する結果となる。そこで軽

度認知機能低下に着目した指導方法へ変更。OT、

ST、臨床心理士のアドバイスを参考に心不全のセ

ルフマネジメントについて情報量を少なくした資

料を作成。音読、暗唱するなどの認知トレーニン

グを繰り返し実施。また、資料を見返せるように

ベッド柵に添付しリハビリ中に内容が実行、記憶

できているかを確認。退院までに妻や家族に本症

例が軽度認知機能低下した状態であることを説明

し、資料について説明。退院後、資料内容が実施

できているかを確認するよう依頼。また同様の資

料を複数枚作成し、自室や居間、トイレなどの目

につく場所に貼るよう家族に依頼した。 

指導方法変更前は再入院したくないと言いつつ

も指導内容が記憶できずセルフマネジメントが実

施困難であった。資料を使用するようになり自身

で浮腫や血圧・体重を確認するようになりセルフ

マネジメントを実施できるようになった。 

【最終評価:外来リハビリ:第 123 病日】自覚症状:

息切れ(‐)、呼吸困難感(‐)。身体所見:浮腫(‐)。

HDS-R:24 点(減点項目:逆唱、即時想起)。MMSE:26

点(減点項目:計算)。MOCA-J:20 点(減点項目:注意、

言 語 、 遅 延 再 生 ) 。 SPPB:8 点 。 握 力

(R/L):24.4kg/21.4kg。歩行速度:0.73m/sec。 

【考察】本症例は 80 歳代と高齢男性である。再入

院したくないという強い Hope があるが、軽度認知

機能低下によりセルフマネジメントが適切に行え

ず再入院するリスクがあると考えられた。 

 最終評価より認知機能に著明な改善は認められ

なかったが退院後 3 か月経過しても再入院に至ら

ず心不全症状の増悪も認められなかった。その理

由として、資料を利用する事が患者教育の一助と

なり、退院後もセルフマネジメントを行うための

補助となったと考えられる。また本症例が軽度認

知機能低下していることを家族にも共有し状態管

理を本人だけに完結させないように環境を整えた

ことが再入院リスクの軽減となったと考えられる。 



[43]持続する息切れに着目しアプローチ再考するこ

とで階段昇降可能となった心不全の一症例 

社会医療法人 渡邊高記念会 

西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリテーション病院 

山田 悠史 

Key word：息切れ,階段昇降,フィードバック 

【はじめに】心不全症状呈し階段昇降困難となった

症例に対し患者の性格に合わせ追加アプローチを行

うことで自宅階段 1 階分の連続昇段可能となったた

め報告する． 

【倫理的配慮】今回の報告について，患者本人に対

し十分に説明し同意を得た． 

【症例紹介】70歳代女性．X-20年に初回心不全発症．

その後繰り返す心不全増悪にて X 年 5 月他院入院．

症状改善し退院となるが，自宅階段昇降による過負

荷により心不全増悪．同年 7月当院入院となる． 

家屋：3階建て一軒家(生活スペース 3階) 

主訴：自分の足で 3階まで上がりたい 

【初期評価(入院 1~3日目)】 

検査所見:EF15％,胸水(+),肺高血圧(+) 

全体像:自宅 3階での生活継続の希望強く，階段昇降

に対する意欲が高い．動作前後のバイタル変動に対

し 心 配 性 な 性 格 ． ADL: 独 歩 自 立 .SPPB:12/12

点 .SAS:2METs.MMT: 下 肢 4 レ ベ ル . 歩 行 速

度:0.99(m/s).連続歩行距離:15m 

【問題点①】検査所見と理学療法評価から心機能低

下優位の運動耐容能低下が考えられ，心不全症状の

改善に合わせ運動療法を実施． 

【中間評価(入院 20日目)】 

検査所見: EF18%,胸水(-),肺高血圧(-) 

SPPB:12/12点.SAS:3~4METs.MMT:下肢 4レベル.歩行

速度 :1.19(m/s).RR:24→ 30 回 /分 (階段昇降前

後).6MWT:総歩行距離 365m.Borg12→14.CDS:10→13

点(安静→運動) 

【経過及び問題点②】検査所見よりうっ血の改善認

め，自転車エルゴメーター，レジスタンストレーニ

ング開始．6MWT の結果も連続歩行距離は向上した．

また，歩行速度や 6MWT，SAS 評価の結果 1 階分昇降

可能な程度まで運動耐容能改善したと判断したが，

自転車エルゴ 0W 等の軽労作でも息切れにより継続

困難であるなど運動療法中の息切れが継続していた

ことから，CDSによる呼吸困難感の評価を開始． CDS

の結果から安静時より呼吸困難感の点数が高かった．

前医退院後 1 ヶ月以内に心不全増悪した経緯から，

労作対し不安が強いことが原因で誘発されているの

ではないかと考えた． 

【アプローチ再考】本症例の経過と性格に合わせ運

動療法に平行し，動作前後のバイタルと CDSの提示，

SAS を用いた運動指導といった数値化できる指標を

フィードバックすることにした．バイタルと CDS は

階段昇降前後で著変がないことを適宜フィードバッ

クした．運動指導では中間評価の SAS と歩行速度，

6MWTから安全に 1階分であれば昇段可能であること

を説明した． 

【最終評価(入院 38～39日目)】 

SPPB:12/12点.SAS:3~4METs.MMT:下肢 4レベル.歩行

速度 :1.37(m/s).RR:20→ 24 回 /分 (階段昇降前

後)6MD:総歩行距離 413m.Borg12→13.CDS:5→8 点

(安静→運動) 

【考察】6MWTの結果から，運動耐容能の著明な改善

は認めなかった．しかし 1 階分の階段昇降が可能と

なり CDS から労作時の呼吸困難感の改善を認めた．

これは継続した運動療法と追加アプローチとして行

った数値化を用いたフィードバック，SAS 等による

METsを用いた運動指導の効果であると考える．安達

は 2～3METsの運動耐容能で「2階までゆっくり上が

る」ことは可能であるとしている．また，連続の階

段昇降は 6～7METs であることから大きな差異があ

るため 1 階分であれば安全であることを説明し意識

づけ安心感を与えた．さらに運動療法中行った階段

昇降では 4 段の段差昇降から開始し，徐々に段数を

増加したことで成功体験の積み重ねとなり自信の獲

得にも繋がったと考える．これらにより前医退院後

増悪した心不全症状に対する不安が軽減され，交感

神経系の過剰な興奮が抑制されることで，呼吸数の

上昇を抑えるという好循環を生んだのではないかと

考える．  

【まとめ】専門家として動作の安全性を患者に説明

することで安心感を与えられ，運動療法のみ実施す

るのではなく精神面にも向き合う重要性を学んだ． 



[44]再脱臼予防に着目し 

歩行獲得に至った EDSの症例 

1) 兵庫医科大学病院 リハビリテーション部 

2) 兵庫医科大学 リハビリテーション科 

河野彰斗 1),梶原和久 1),上谷清隆 1),笹沼直樹 1) 

児玉典彦 2),道免和久 2) 

キーワード: EDS・脱臼予防・歩行獲得 

【はじめに】 

 今回，脛骨大腿関節脱臼を起こしたエーラスダンロ

ス症候群（以下 EDS）患者に対し,運動療法・装具療法

を実施することで再脱臼なく歩行獲得に至ったので報

告する. 

【症例紹介】 

42歳女性,身長 169.0㎝,体重 59.0㎏,BMI20.6. 

診断名: EDS,脛骨大腿関節前方脱臼． 

現病歴: X年4月12日に膝蓋骨脱臼. 翌日,社内歩行中

に脛骨大腿関節脱臼受傷. 歩行困難になり当院救急搬

送.整復困難な為,創外固定施行. 4月 18日より理学療

法開始.6月 18日までの創外固定期間中はベッド上で

の理学療法を中心に実施. 6月 19日に創外固定抜釘. 

荷重訓練を開始した.入院前 ADLは屋内車椅子,社内伝

い歩き・ロフストランド杖歩行. 

Hope: 社内を歩いて移動したい. 

Need: 連続 70ｍロフストランド杖歩行 

【初期評価（抜釘後）: 6月 20.21日】 

安静度: 膝関節屈曲 ROM90°まで可能.患側全荷重. 

膝関節 ROM(右/左): 屈曲 10°/150°,伸展-10° 

/10°. MMT(右/左): 膝伸展-/5. 右下肢 SLR自動 

運動可能. パテラ settingの収縮は軽度. 

下肢荷重量(右/左): 安静時 7㎏/50㎏. 

触診: 内側膝蓋靭帯・内側膝蓋大腿靭帯に圧痛+. 

NRS: 安静時 3/10 荷重時 7/10 FIM: 60/126点． 

【問題点・目標・プログラム】 

問題点は廃用による筋力低下・患側荷重への恐怖

心・膝関節疼痛による荷重不良があげられる. 本症例

は EDS特有の関節弛緩性による再脱臼リスクが考えら

れる. さらに既往歴に同じ脛骨大腿関節脱臼を受傷し

ているが,今回の受傷起点と同様に歩行立脚期に脛骨

大腿関節脱臼を呈している.そのため膝蓋骨脱臼予防

に着目した. 目標設定は患側荷重量の増大・靭帯損傷

の防止とし,目標到達に向けて①装具療法②下肢筋力

訓増強練③荷重訓練を実施した. 

その後膝関節 ROM訓練を開始することにより膝関節

屈曲時の再脱臼リスクがさらに高くなると考え,使用

装具変更と荷重量の増大に合わせて歩行訓練を開始し

た. 

【最終評価: 8月 15,16日】 

安静度: 膝関節屈曲 ROM90°まで可能.患側全荷重. 

膝関節 ROM(右/左): 屈曲 80°/150°,伸展-5°

/10°.MMT(右/左): 膝伸展 4/5.右下肢 SLR自動運動可

能. パテラ settingの収縮増大. 下肢荷重量(右/左)：

安静時 28㎏/32㎏,最大荷重 40㎏/60㎏.触診:内側膝

蓋靭帯・内側膝蓋大腿靭帯の圧痛消失.  

NRS: 安静時 1/10 荷重時 3/10. 10ｍ歩行: 53.4秒.

連続最大歩行距離: 70ｍ. 歩行形態: ロフストランド

杖歩行（2動作歩行）FIM: 71/126点． 

【考察】 

一般的に EDS患者の反復的な脱臼症例では靭帯再建

術が選択されることが多い. しかし本症例では EDS特

有の皮膚や靭帯の脆弱性や関節弛緩性がより著明なた

め,靭帯再建術が困難であり創外固定を施行した. ま

た創外固定抜釘後も内側膝蓋大腿靭帯等の靭帯形成が

不十分であり膝蓋骨内側支持機構としての機能は低下

していると考えた. 野村らは反復性膝蓋骨脱臼には内

側膝蓋大腿靭帯の損傷や機能不全が大きく影響してい

ると述べており,形成不十分な靭帯に屈曲ストレスを

与えることにより靭帯形成の遅延につながる為,膝装

具により伸展位を固定して屈曲ストレスの軽減を図っ

た. 

また野村らは膝蓋骨脱臼患者に対し内側広筋,特に

斜頭繊維の筋萎縮防止,筋力増強訓練は内側膝蓋大腿

靭帯の強化につながり,再脱臼予防になると述べてい

る. 装具療法に加え,座位や立位での内側広筋の選択

的収縮により膝蓋骨内側支持機構の要である内側膝蓋

大腿靭帯の強化・脱臼予防につながったと考える. 

現在 EDSに対する根本的治療は確立されていない. 

その為,ADL・QOLの維持向上にはリハビリテーションの

役割が非常に重要であると言われている. 今回,症例

の特徴に合わせて装具療法・運動療法を実施すること

により再脱臼なく,歩行獲得に至った. 
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