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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「所属と氏名」を告げてから
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発表者の所属，氏名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，運営委員にご連絡をお願いします．

発表者の皆様へ・・・
当日の全ての発表者は，発表者受付（8：00～8：30）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 12:00～12:30 の間に該当するパネルにポスターを掲示してください．
☆

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お願いします．

☆

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 11:50～12:00 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！
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第 1 セッション（1 月 19 日）
座

長

協和マリナホスピタル

9：10～10：30
いとう

伊藤

ち

か

こ

千香子

1．歩行不能であった高齢女性が両側 TKA 後にシルバーカー歩行見守りまで至った一症例

兵庫医科大学病院

や まだ

こ うじ

は りま

ひろ あき

山田 康司

2．歩行時の筋収縮時間の遅延に着目した症例

社会医療法人渡邊高記念会

西宮渡辺病院

播磨 宏昭

3．デュシャンヌ跛行に着目し、改善が認められた人工股関節全置換術術後の一症例

西宮回生病院

く りす

栗栖ひかり

4．右上腕骨顆上骨折後の可動域制限に対し、肘関節の運動比率に着目した症例

芦屋セントマリア病院

いのうえ

井上

しゅうへい

修平

5．短期間で両人工膝関節置換術を施行した症例～歩行獲得に向けた介入～

西宮協立脳神経外科病院

きたがわ

こと み

北川 琴美

6．第 3 腰椎圧迫骨折後の安静臥床による筋萎縮を予防し早期離床を図った一症例

高田上谷病院

は せ が わ あ ゆな

長谷川歩菜

第 2 セッション（1 月 19 日）
座

長

西宮市立中央病院

10：30～11：50
か

き

た

嘉喜田

だいすけ

大輔

7．若年心臓外科術後患者に対し負荷量に注意し早期 ADL 改善を目指した例

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

う えだ

ゆう た

上田 悠太

8．妊娠中の視神経脊髄炎患者に対する理学療法経験

兵庫医科大学病院

せ

お

てつ

瀨尾

哲

9．日中の覚醒が低下した超高齢者に対し,タイムスケジュールを作成し,ADL 向上に至った症例

協和マリナホスピタル

し

が

だいすけ

志賀 大亮

10．術前呼吸器合併症予防により、早期抜管可能であった高齢心臓外科術後症例

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

いのうえ み

な

こ

井上三七子

11．仕事内容に即した階段昇降訓練を実施し職場復帰を目指した過敏性肺炎の一症例

兵庫医科大学病院

し ばた

けい

柴田

敬

12．強度の術後急性痛により，早期離床が遅延すると考えられた症例に対するマイクロカレント治療の
実施経験

高田上谷病院

た なか

あきひろ

田中 皓大

第 3 セッション（1 月 19 日）
座

長

12：50～14：00
ひでむら

西宮協立脳神経外科病院
か

西宮市立中央病院

き

秀村
た

嘉喜田

のぞ む

望至

だいすけ

大輔

13．左半側空間無視により歩行獲得に難渋した一症例

西宮協立リハビリテーション病院

なかがわ

ゆう か

中川 優香

14．右後足部回外変形を有す左橋梗塞後遺症者の歩行への介入

西宮協立リハビリテーション病院

ご とう

さ

ほ

後藤 沙朋

15．視覚的，固有感覚フィードバックを利用した事でフリーハンド歩行獲得に至った一症例

協和マリナホスピタル

たかはし

ゆう すけ

高橋 佑輔

16．急性脳梗塞による感覚障害に対し、段階的に固有感覚入力を行い杖歩行自立となった症例

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

こ ぶき

さや か

小吹 彩夏

17．難易度設定・環境調整を行う事により対称的な姿勢保持を獲得し歩行導入に至った症例

西宮協立リハビリテーション病院

かたおか

片岡

なぎさ

渚

第 4 セッション（1 月 19 日）
座

長

14：00～15：10

西宮渡辺心臓脳・血管センター

すぎの

杉野

ひろあき

弘明

18．歩行時の左側方への動揺に着目し昇段動作を実施した症例

社会医療法人渡邊高記念会

ま すだ

し

ほ

ゆ あさ

ま

や

西宮渡辺病院

益田 紫帆

西宮協立リハビリテーション病院

湯浅 真耶

19．右 TKA 術後、ヒールロッカーに着目し歩容の改善を認めた症例

20．人工膝関節置換術後,ノルディック歩行で跛行の改善を図った一症例

協和マリナホスピタル

ふじわら

ゆう た

藤原 裕太

21．左変形性膝関節症により OWDTO を施行された症例～膝関節自動運動時の疼痛に着目して～

西宮回生病院

わ

だ

まさ のぶ

和田 征暢

22．術後早期より 1 足 1 段降段動作獲得を目指した症例～内側広筋の遠心性収縮に着目～

社会医療法人渡邊高記念会

西宮渡辺病院

こんどう

れ

な

近藤 伶南

第 5 セッション（1 月 19 日）
座

長

15：10～16：30

兵庫医科大学病院

みしま

三島

じゅんいち

淳一

23. 股関節への体性感覚入力により意識レベルが向上し起立動作介助量軽減に至った症例

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

こ でら

ゆ

い

小寺 由依

24. 小脳虫部に梗塞を呈し認知ループ障害を認め、動作への不安が増大した一症例

協和マリナホスピタル

やまぐち

か ずま

ご とう

けいすけ

かたやま

こう し

山口 和真

25．治療肢位の工夫により、立位バランス向上・屋内歩行自立の獲得に至った症例

西宮協立リハビリテーション病院

後藤 圭介

26．トイレ動作介助量軽減のための立位保持へ介入した一症例

西宮協立リハビリテーション病院

片山 耕志

27．小脳性運動失調に対し,静的姿勢保持より動的な動作へ移行し移乗動作が自立した一症例

協和マリナホスピタル

こ すぎ

とも か

小杉 友香

28．離床機会の獲得を目指したが易怒性・拒否が著明でプログラムの遂行に難渋した一症例

西宮協立リハビリテーション病院

お かだ も

も

か

岡田萌々華

～第１セッション～

1. 歩行不能であった高齢女性が両側 TKA 後にシル

収縮様式を意識した重錘トレーニングを実施した. 痛

バーカー歩行見守りまで至った一症例

みに対しては, 服薬時間調整, アイシングを実施し

1) 兵庫医科大学病院 リハビリテーション部

た. その結果, 術後 4 週で立ち上がり自立, 移乗見

2) 兵庫医科大学 リハビリテーション科

守り, シルバーカー歩行軽介助となった.

3) 兵庫医科大学 リハビリテーション医学教室

【問題点と介入②：術後 4 週以降】

山田康司 1）, 水野貴文 1）, 笹沼直樹 1）

シルバーカー歩行軽介助となったが, 膝伸展筋力低

上谷清隆 1）, 内山侑紀 2）, 道免和久 3）

下は残存し, 転倒リスクが高いため, より安全性, 安

キーワード：両側 TKA・後期高齢者・筋力低下

定性を向上させる必要があり, スクワットや起立着座

【はじめに】後期高齢者に対する人工膝関節全置換

訓練を徐々に深い屈曲角度で実施し, 膝関節伸展

術(以下 TKA)は歩行障害を改善するために有効な

筋力トレーニングは重錘の負荷を増加した.

方法とされる. しかし, 後期高齢者は 75 歳以下に

【術後 6 週最終評価(右/左)】ROM：膝関節屈曲

比べ歩行能力回復が遅いとされている. また, 片側

110°/125°, MMT：膝関節屈曲 4/3+, 伸展 3/3,

TKA に比べ両側 TKA は術後入院期間が長くなり,

荷重時痛：NRS5/5, 10ｍ歩行：16.14 秒/20 歩, 3 分

筋力回復が遅延するとされている. 今回, 両側変形

間歩行：72ｍ, 歩行形態：シルバーカー, FIM：103(運

性膝関節症に対し, 両側 TKA を施行した後期高齢

動 71/認知 32), HDS-R：22, 歩行：上肢支持量減少,

女性を担当した. 認知機能低下, 術前歩行不能, 術

体幹前傾角度軽度改善, フットクリアランス改善, 左

後の痛み, 筋力低下の問題により介入に難渋したが,

荷重応答期での膝関節屈曲角度増強.

シルバーカー歩行見守りに至った経過を報告する.

【考察】4 週目において歩行形態が歩行器からシルバ

【倫理的配慮】本人, 家族に発表の趣旨を説明し,

ーカーに移行した理由として, 術創部の痛み軽減,

口頭にて同意を得た.

大腿四頭筋筋力増強を考えた.痛みの少ない角度で

【症例紹介】81 歳, 女性, 身長 146.7 ㎝, 体重 66.4

動作に近い運動療法を実施することで, 浅い角度の

㎏, BMI：30.9 ㎏/m２, 現病歴：10 数年前より両膝痛

筋出力は向上し, 歩行形態が改善したと考えた.

を認め X 年 4 月より屋内歩行困難となる. 保存的治

一方, 歩行能力の回復には時間がかかった. 白井

療で改善せず X 年 7 月に両側 TKA 施行.

は TKA 後の歩行能力に影響する予測因子は, 羅

【術前評価(右/左)】

患関節(片側・両側), 手術時年齢, 術前 JOA スコア,

ROM：膝関節屈曲 85°/75°, 伸展-15°/-15°,

手術アプローチが関係すると述べ, 針中は TKA 術

FTA：186°/199°,

後の歩行能力は, 前期高齢者に比べ, 後期高齢者

MMT：膝関節屈曲 2/2, 伸展

2+/3, 荷重時痛：NRS7/4, 歩行テスト：歩行不能, KL

は回復に時間を要すると述べている.

分類：Ⅳ/Ⅳ, JOA スコア：40/40, FIM：76(運動 50/

先行研究の歩行能力遅延要因が多くあてはまり, 術

認知 26), HDS-R：21, 移動手段：院内車椅子にて送

前歩行不能, 認知機能低下なども影響し, 歩行能力

迎

の改善が遅延したと考えられた.

【術後 1 週評価(右/左)】ROM：膝関節屈曲 95°
/110°, 伸展 0°/0°, FTA：175°/178°, MMT：
屈曲 2/2, 膝関節伸展 2+/2+, 荷重時痛：NRS6/6,
10ｍ歩行：36.0 秒/32 歩, 3 分間歩行距離：39ｍ, 歩
行形態：歩行器, FIM：79(運動 47/認知 32)
【問題点と介入①：術後 1 週から 3 週】
術創部の痛み, 膝伸展筋力低下により起立着座困
難, 歩行困難, 移乗困難となっていたため, 痛みの
少ない浅い屈曲角度での起立着座訓練, 歩行時の

本症例は,

2. 歩行時の筋収縮時間の遅延に着目した症例

分なため生じている可能性があると考えた. 冨岡ら

社会医療法人 渡邊高記念会 西宮渡辺病院

は「筋力トレーニングやジャンプトレーニングによる中

播磨 宏昭

枢系の改善,シナプスの可塑性が,しゃがみ込み動作

Keyword：筋収縮時間・しゃがみ込み・ステップ

にもあったと考える」と述べている.また猪飼らは「ステ

【はじめに】

ッピングと全身反応時間についてのトレーニング効

右大腿骨転子部骨折に対し髄内釘固定術を施行後,

果は反応開始時間と筋収縮時間に短縮が認められ

歩行開始時の膝折れによりキャスター付き歩行器歩

反応時間を構成する神経系,筋系の両要素にトレー

行に近位見守りを要した症例を担当した.筋収縮時

ニング効果が生じる」と述べている.そこで左中殿筋,

間に着目し,しゃがみ込み,ステップ練習を実施した.

大殿筋の筋収縮時間の改善を図るため,しゃがみ込

その結果,膝折れが消失し,歩行器歩行自立となり,

みと左側方ステップ,右下肢前方ステップを実施した.

自宅復帰に至った症例を経験したためここに報告す

【最終評価：手術＋103～105 日】

る.

MMT は股関節伸展 4/3,外転 3/3,膝関節伸展 4/4.

【症例紹介】

キャスター付き歩行器歩行では,歩行開始時の膝折

80 歳代女性,独居.自宅内にて歩行中転倒し,右大腿

れが改善し自立に至った.10ｍ歩行は 14.43 秒 31

骨転子部骨折に対し髄内釘固定術を施行した.入院

歩,TUG は 21.31 秒と向上した.

前の ADL は,キャスター付き歩行器歩行自宅内自立,

【考察】

その他 ADL 自立であった.

今回,右大腿骨転子部骨折を呈した患者に対して,

【倫理的配慮】

自宅内キャスター付き歩行器歩行自立を目標に介

対象者には,発表目的と個人情報の取り扱いについ

入した.本症例のキャスター付き歩行器歩行では,開

て十分な説明を行い,同意を得た.

始時のみ左 MSt~TSt にかけて左膝折れが生じてい

【初期評価：術後＋57～62 日】

た.そこでしゃがみ込み,左側方へのステップを行い,

徒手筋力検査（以下 MMT）（右/左）は股関節伸展

左中殿筋の筋収縮時間改善を図った.結果,筋収縮

4/3,外転 2/2,膝関節伸展 3/3.キャスター付き歩行

時間は短縮したと考え左下肢への重心移動が向上,

器歩行では左 LR～MSt にかけて骨盤右下制,体幹

左立脚期時間が延長した.次に右下肢前方ステップ

右傾斜し,TSt にかけて左股関節伸展不十分,後方重

を行い,左大殿筋の筋収縮時間改善を図った.結果,

心となり膝折れが生じ軽介助を要した.10m 歩行は

左 IC~LR における左大殿筋の遠心性収縮時の筋出

20.94 秒 39 歩,TUG は 27.29 秒であった.自宅内キャ

力は向上,左 LR～MSt で円滑な左股関節伸展運動

スター付き歩行器歩行自立を目標に左股関節周囲

が可能となった.円滑な左股関節伸展運動が可能と

筋筋力トレーニング,荷重練習,重心移動練習,歩行

なった事で, 前方への重心移動が向上,左 LR～MSt

練習を中心に実施した.

での左大腿四頭筋への負荷が軽減され,歩行開始

【中間評価：手術日+84～88 日目】

時の膝折れが消失したと考えた.結果,キャスター付

MMT は股関節伸展 4/3,外転 2/2,膝関節伸展 4/3.

き歩行器歩行自立となり,自宅内での移動手段が確

キャスター付き歩行器歩行では,歩行開始時のみ左

立された事で ADL,IADL の一部が拡大された.介助

MSt～TSt に膝折れが残存し近位見守りを要した.定

が必要な部分にはサービス,レンタル福祉用具を導

常歩行では左膝折れを認めなかった. さらに左大殿

入する事で自宅退院に至った.

筋,左中殿筋の収縮を徒手にて介助することで,歩行

【おわりに】

開始時の膝折れは軽減した.

本症例を担当し,荷重タイミングや筋収縮時間を用い

【アプローチ再考】

て,歩行開始時に対しアプローチする必要性を学ん

歩行開始時における左膝折れは,左中殿筋,大殿筋

だ.今後も実践し,見識を深めたいと考える.

の筋収縮時間が遅延し,前方への重心移動が不十

3. デュシャンヌ跛行に着目し、改善が認められた
人工股関節全置換術術後の一症例
西宮回生病院

【理学療法最終評価(術後 8 週目)】
視診：術創部の炎症所見消失。CRP 値：0.17mg/dl。

栗栖 ひかり

NRS：術創部の荷重時痛は消失。MMT：右股関節外

Keyword： 人工股関節・中殿筋・内腹斜筋

転 4、体幹屈曲 4、回旋 4。触診：右股関節内転筋に

【はじめに】

過緊張軽減、梨状筋、大腿直筋の圧痛消失、筋緊張

今回、両急速破壊型股関節症を呈し、両側同時に

の軽減と改善を認めた。T 字杖歩行：右 MSt におけ

人工股関節全置換術（Total Hip Arthroplasty 以下

る体幹右側屈、右骨盤下制は軽減。

THA）を施行された症例を担当した。歩行時、右立脚

【考察】

中期(以下 MSt)でデュシャンヌ跛行を著明に認めて

初期評価時は、右 MSt に体幹右側屈、右骨盤下

いた為、そこに着目し股関節外転筋、内転筋群、内

制を著明に認めたことから右デュシャンヌ跛行を認め

腹斜筋にアプローチを行った。結果、歩容に変化を

た。寺田らは、「THA 術後患者が正常歩行を獲得す

認めた症例を以下に報告する。

る要因として、中殿筋が重要である」と述べており、

【症例紹介】

DowningND らは「THA 後患者にみられる跛行の主な

60 歳代女性。両急速破壊型股関節症に対し、X 年

原因は股関節外転筋力の低下である」と述べている。

Y 月 Z 日に Mini-one Approach にて両側同時に THA

そのため、跛行の原因は初期評価で MMT 右股関節

を施行し、理学療法を開始した。既往歴として、両側

外転 2 であることから、中殿筋の筋力低下が原因であ

変形性膝関節症(TKA 術後)、腰椎すべり症(L4)、高

ると考え、中殿筋の筋力増強訓練を重点的に行った。

血圧症、慢性腰椎症がある。

また、右股関節内転筋に過緊張を認めたため、相反

【倫理的配慮・説明と同意】

抑制により右股関節内転筋群の活動時は、拮抗筋で

目的と個人情報の取り扱いにて十分な説明を行い、

ある右中殿筋の活動は抑制され筋力発揮の阻害因

同意を得た。

子になっていると考え、右内転筋群に対してダイレク

【理学療法初期評価(術後 3 週目)】

トストレッチを併用して行った。

視 診 ： 術 創 部 周 囲 に 炎 症 所 見 あ り 。 CRP 値 ：

さらに、羽崎らは「片脚立位時に骨盤を水平位に保

2.70mg/dl。疼痛検査(以下 NRS)：右術創部に荷重時

つために、股関節外転筋だけでなく内腹斜筋の活動

痛 2/10。徒手筋力検査(以下 MMT)：右股関節外転

も必要である」と述べている。そのため、跛行の原因

2、体幹屈曲 3、回旋 3。触診：右股関節内転筋に過

は初期評価で MMT 体幹回旋 3 であることから、外転

緊張を認め、梨状筋、大腿直筋には圧痛を伴う筋緊

筋力の低下に加えて、内腹斜筋の低下も跛行の原

張亢進を認めたため攣縮と判断。歩行器歩行：右

因であると考えた。佐藤らは「座位での側方リーチ時、

MSt に体幹右側屈、右骨盤下制を著明に認めた。

対側の体幹筋が体幹と骨盤の連結に関与。また内腹

【プログラムおよび経過】

斜筋は一側の骨盤を正中位で固定する作用がある」

初期から開放性運動連鎖で求心位収縮での右中
殿筋の筋力増強訓練を行った。炎症に対しては徹底

という報告から、内腹斜筋の筋力低下に対して座位
にて側方リーチを実施した。

的にアイシングを実施。術後 6 週目では、CRP 値

その結果、最終評価では右股関節外転筋力、右股

2.70mg/dl から 0.80mg/dl となった。右股関節内転筋

関節内転筋群過緊張、内腹斜筋筋力は改善を認め、

に対してダイレクトストレッチ、梨状筋、大腿直筋に対

歩行においても、右 MSt で体幹右側屈、右骨盤下制

してリラクセーション、ダイレクトストレッチを実施し、筋

は軽減しデュシャンヌ跛行の改善が認められた。この

緊張軽減、柔軟性向上を図った。内腹斜筋に対して、

ことより、T 字杖歩行自立レベル獲得に至ったと考え

座位での側方リーチを実施し、筋力増強訓練を行っ

た。

た。

4. 右上腕骨顆上骨折後の可動域制限に対し、肘関

【考察】

節の運動比率に着目した症例

本症例は肘関節伸展制限が残っており、本人が気に
芦屋セントマリア病院
井上 修平

して肘をできるだけ伸ばしたいと主訴がある。
肘関節伸展制限の原因として上腕二頭筋、腕橈骨筋

【キーワード】

の短縮に着目した。肩関節伸展位での肘関節伸展

短縮・肘関節外反・腕橈関節

で上腕二頭筋の伸長痛が生じたことから上腕二頭筋

【はじめに】

の短縮と考え、前腕中間位、手関節尺屈位での肘関

この度、上腕骨顆上骨折に対し、観血的手術を施行

節伸展で肘関節外側周囲の伸長痛が生じたことから

された患者様を担当した。ADL に支障をきたさないと

腕橈骨筋の短縮と考えた。また、肘関節伸展運動の

される可動域は獲得したが、肘関節伸展制限が残っ

際に-20°付近から外反方向に誘導される傾向があ

た。腕橈関節の運動比率に着目し、残りの可動域を

った。前腕回外位で肘関節伸展を行ったところ-20°

改善することを目的に治療介入した為、その結果をこ

で上腕二頭筋の短縮により橈骨の滑り運動が不足し

こに報告する。

ていると考えた。腕橈関節の適合性が低下していると

【症例紹介】

考え、腕尺関節の運動比率が上回り、腕橈関節が固

70 代前半の女性で退院後 ADL は自立している。退

定されることで、ここを軸とした円運動が生じると高崎

院後、生活する上で支障はないが肘関節伸展制限

ら¹⁾が報告している。結果、肘関節は外反方向への運

が気になっている。主訴はできるだけ肘を伸ばしたい。

動が促される。腕橈関節を取り巻く腕橈骨筋の短縮

【Dr.情報】

は、前部から外側に位置する線維の筋短縮により、

観血的骨接合術を施行。腕橈骨筋、上腕二頭筋を

外反方向へ牽引され、腕橈骨筋の前部線維は橈骨

切開、整復しボルトが上腕骨小頭、滑車部、上腕骨

上を走行しており、短縮していると橈骨の円滑なすべ

骨幹部に挿入。2 週間のギプス固定。上腕三頭筋部

り運動を阻害すると考える。肘関節伸展の可動域訓

分断裂を考慮して 1 週間のシーネ固定。

練では前腕回外位で可動域訓練を行うと肘関節外

【理学療法評価】手術日ｘ/ｙ 初期+6 週 最終+9 週

反方向への弛緩性を作るため、回内位から回外位で

・Range of Motion Test （Active/Passive）（単位：°）

の肘関節伸展可動域訓練を行った。肘関節伸展-

右肘関節伸展

20°まで改善したが、外反運動が伴った。これらを踏

前腕回外位 初期：（-20/-15）最終：（-10/-5）

まえて、外反運動が-20°で生じるため、外反運動が

※-20°以上の伸展で肘関節外反方向へ向かう。

生じる直前の角度での可動域訓練を行うことや、end

前腕回内位

初期：（-25/-20） 最終：（-15/-10）

feel で短縮筋にダイレクトストレッチを行い、橈骨頭の

肩関節屈曲位 初期：（-25/15） 最終：（-15/-10）

前方への滑り運動を誘導して腕橈関節の可動性改

肩関節伸展位 初期：（-35/25） 最終：（-25/-15）

善を図った。これらの治療を行ったことによって肘関

・肘角（肘関節伸展-20°位） 25/15

節伸展可動域が向上し、運動比率が改善され、外反

・疼痛

せずに肘関節伸展-5°を獲得できたと考える。

前腕回内位での肘関節伸展-30°付近と肩関節伸

最後に肘関節伸展 0°を獲得できず、本人の求める

展位の肘関節伸展で上腕二頭筋付着部の伸長痛。

角度を実現することはできなかった。しかし、短縮筋

前腕中間位、手関節尺屈位での肘関節伸展-20°

は改善して肘関節伸展-5°を獲得でき、本人から多

付近で肘関節外側周囲の伸長痛。

少満足できたと聴衆できた。さらに可動域を向上する

【問題点】上腕二頭筋、腕橈骨筋の短縮

には上腕三頭筋部分断裂での関節包の短縮や癒着

【目標設定】

を考慮してアプローチをしていきたいと考える。

肘関節伸展 0°を獲得し、左右差を軽減する。

1） 高崎 恭輔・他：上肢の可動域練習 2010.

5. 短期間で両人工膝関節置換術を施行した症例

能な歩行を行った．左 TKA 後は疼痛が少ない実用

～歩行獲得に向けた介入～

性のある 100m 以上の歩行を目標とした．

西宮協立脳神経外科病院 北川琴美

【最終評価:左 TKA 後 31 日】左膝荷重時痛 NRS0/10

キーワード:TKA・術前介入・歩行獲得

左足部荷重時痛 NRS8/10．CRP 値:0.15mg/dl．左大

【はじめに】今回,両変形性膝関節症(以下,膝 OA)を

腿周径:膝蓋骨直上 41.5 ㎝,10 ㎝上縁 44 ㎝．

呈し 3 か月の間に両側の人工膝関節置換術(以

ROM(左/右,単位:°):膝関節屈曲 125/130,膝関節

下,TKA)を施行された症例を担当した．元々,左足部

伸展 0/0,股関節屈曲 110/120,股関節伸展 10/15．

の OA があり荷重時痛を強く呈していた．主に左 TKA

MMT(左/右):膝関節伸展 4/4,股関節屈曲 4/4,股関

後の歩行獲得に向けた取り組みを報告する．

節伸展 4/4,股関節内転 4/4,股関節外転 4/4．動

【倫理的配慮,説明と同意】ヘルシンキ宣言に則り,本

作:T-cane2 本で 100m 歩行可能．TUG:43.42 秒,36

人へ本発表に対する承認を得た．

歩,10m 歩行:41.74 秒,37 歩(T-cane2 本使用)．

【症例紹介】60 歳代女性．身長:156 ㎝．体重:72.4 ㎏．

【考察】TKA 患者の術後成績に関して,多数の文献で

BMI:29.75 ㎏/m２．主訴:左足が痛い．Hope:マンショ

術前の ROM が良好であるほど術後の成績が良いと

ンの入り口まで(100m)歩きたい．診断名:両膝 OA,左

報告されている．また非術側の膝関節の ROM が術

足部 OA．現病歴:5-6 年前から左足部に疼痛を認め

後の運動機能に影響するとも報告されている．

受診．左足部の治療を行うことを前提に 3 か月の間に

右 TKA 時から左下肢の ROM 拡大のため筋の柔

両側 TKA を施行した．FTA:左 165°右 175°．

軟性向上を図りアライメントを整えた．その結果,左

Kellgren-Lawrence 分類:左 Grade4 右 Grade3

TKA の術後,膝関節伸展は 0°まで獲得できた.また,

【初期評価:左 TKA 後 4 日】左膝荷重時痛 NRS7/10,

術前の生活では膝・足部の疼痛を内側優位で代償し

左足部荷重時痛 NRS9/10．CRP 値:6.25mg/dl．左大

ていたため,股関節の運動方向の修正,外側筋力増

腿周径:膝蓋骨直上 45 ㎝,10 ㎝上縁 46 ㎝．ROM(左/

強により改善を図った．筋張力の改善もあり起立・着

右,単位:°):膝関節屈曲 55/130,膝関節伸展-10/0,

座,歩行の際に筋力が発揮できた．

股関節屈曲 80/100,股関節伸展 5/10．MMT(左/右):

歩行は左足部の手術を行わない限り疼痛の改善は

膝関節伸展 2/4,股関節屈曲 3/4,股関節伸展 3/4,

見込めない．その中で職場に向かうために 100m 歩

股関節内転‐/3,股関節外転 3/‐,動作:移乗軽介助,ト

行が必要であった．前述の通り ROM や筋力に対する

イレ動作軽介助,車いす介助．

介入に加え,疼痛の状態に合わせた歩行様式を考え

【治療・経過】TKA 後における一般的な理学療法を

た．術部の疼痛であれば炎症期や CRP 値を確認し,

施行．〈右 TKA 時〉左股・膝関節の柔軟性と筋力の向

術前関節の疼痛であれば増強しないように適宜問診

上にむけ介入．術後 18 日;車いす自立,術後 24 日;

を行った．本人と相談し実用性を疼痛の範囲内で

歩行器自立,術後 37(退院)日;T-cane2 本使用,20m

100m 歩行が可能なものと考えた．退院時,T-cane1

歩行可能．〈左 TKA 時〉右 TKA 後 106 日に施行．疼

本での歩行は左足部の疼痛により 100m の歩行は困

痛の少ない実用性のある歩行にむけ介入．術後 7

難であった．そのため,歩行様式は今まで通り

日;車いす自立,術後 24 日;歩行器自立．

T-cane2 本使用することで疼痛の少ない 100m 歩行

【着眼点・工夫点】両 TKA の介入を通し,筋・アライメ

の獲得に至った．

ントに着目した．TKA を施行され器質的変化が及び

【まとめ】一般的に TKA 後の歩行獲得は 2 週間との報

筋の走行や張力が変化した．そのため術後のアライ

告が多い．本症例は左足部の OA もあり,歩行獲得に

メントで筋力の発揮が行えるように筋の柔軟性向上と

は疼痛について考える必要があった．また,術前関節

隣接関節の可動性向上を図った．右 TKA 後は左

への介入を積極的に行うことで術部のみでなく全体

TKA に備えた介入も行った．

を捉える必要性に気が付けた．

右 TKA 後の歩行は歩行様式にこだわらずに実用可

6．第 3 腰椎圧迫骨折後の安静臥床による筋萎縮を

治療機器（Intelect Mobile Stim,Chattanooga 社製）を

予防し早期離床を図った一症例

使用した。パラメーターはロシアン電流，周波数 50Hz，

高田上谷病院 リハビリテーション科 長谷川 歩菜

オンオフ時間 1：2 に設定し最大耐性強度で 30 分間，

【Key word】安静臥床・筋萎縮・NMES

6 日/週×3 週間，大腿直筋・内側広筋へ Y+7 日より

【はじめに】今回，外来での理学療法（以下，PT）施

実施した。NMES 実施に際して，本症例の大腿部は

行中の超高齢者が第 3 腰椎圧迫骨折を受傷し安静

脂肪層が厚く NMES で筋収縮を誘発するにはより高

臥床を強いられた。外来 PT 時と比較し筋萎縮が著

い電流強度が必要で，疼痛や不快感が増大する恐

明に認められ，早期離床及び ADL 向上に難渋する

れがあった。そのため，初回から強度を上げて痛み

ことが予測されたことから，臥床期より運動療法に神

を誘発しないよう留意し，継続する事で恐怖感を減少

経筋電気刺激療法（以下，Neuromuscular Electrical

させ，馴化し，耐えられる強度を徐々に上げるよう工

Stimulation：NMES）を付加し，改善が認められたため

夫した。

報告する。

【経過】NMES 開始以降，筋萎縮・筋力低下の進行は

【症例紹介】87 歳，女性。認知機能及びコミュニケー

認められなかった。離床訓練開始日（Y+14 日）に，起

ション能力は良好であった。左大腿骨転子部骨折・

居・移乗動作，排泄動作が自立した。離床訓練開始

両変形性膝関節症（以下，OA）の診断で外来 PT を

日の大腿周径（右/左）は膝蓋骨上縁 41.0 ㎝/41.0 ㎝，

実施していたが X 月 Y 日，自宅で転倒し第 3 腰椎圧

5 ㎝上 40.5 ㎝/41.0 ㎝，10 ㎝上 42.5 ㎝/42.0 ㎝，15

迫骨折を受傷した。Y+3 日に入院し Y+6 日に PT が

㎝上 47.5 ㎝/45.5 ㎝であった。MMT（右/左）は 4/4

開始された。

であった。Y+17 日に歩行器歩行が自立したため

【倫理的配慮】症例報告にあたり，本人と家族に説明

NMES を終了した。

し同意を得た。

【考察】NMES 開始日と歩行器歩行自立日を比較し

【PT 評価（外来 PT 時）】移動能力：四点杖歩行（速

た結果，筋萎縮や筋力低下の進行は認められなかっ

度・耐久性低下）。大腿周径（左）：膝蓋骨上縁 42.5

た。NMES の効果を検証した Rosemffet らは，OA 患

㎝，5 ㎝上 42.5 ㎝，10 ㎝上 43.0 ㎝，15 ㎝上 46.0

者に対し，運動療法に NMES を付加すると，有意に

㎝。MMT（右/左）：膝関節伸展 4/3。

筋力が改善したことを報告している。NMES は，タイプ

【PT 評価（入院時）】移動能力：臥床レベル。大腿周

Ⅰ繊維より先にタイプⅡ繊維を収縮させるため，廃用

径（右/左）：膝蓋骨上縁 41.0 ㎝/41.0 ㎝，5 ㎝上 41.0

によるタイプⅡ繊維の萎縮に対して効果的である。廃

㎝/40.5 ㎝，10 ㎝上 42.5 ㎝/41.0 ㎝，15 ㎝上 46.0

用を伴う本症例においても運動療法に NMES を併用

㎝/44.5 ㎝。MMT（右/左）：膝関節伸展 3/3。

したことで，より効果的に筋萎縮や筋力低下の進行を

【治療方針】外来 PT 評価時と入院 PT 評価時の大腿

予防できたことが早期の離床及び ADL 獲得に至った

周径と筋力を比較すると筋萎縮・筋力低下が著明に

一因と推察された。

認められた。本症例は，第 3 腰椎圧迫骨折受傷後か

今回，急性期の筋萎縮や筋力低下に着目した予防

ら PT 開始まで 1 週間の臥床を強いられたことに加え，

的な介入により効果を実感した。しかし廃用症候群

体幹装具完成までさらに 1 週間の安静臥床を必要と

は筋のみに影響する訳ではない為，今後はより幅広

した。超高齢者を対象とした筋萎縮・筋力低下に関

い視野を身に着け症例の評価・治療に携わっていき

する先行研究では，安静１日後から筋萎縮が認めら

たい。

れ，1 日の臥床で 1.5～3.0％，3 週間の臥床で 50％
の筋力が低下することが報告されている。本症例は
超高齢者であることに加えて，受傷前の歩行能力は
低く，安静臥床により寝たきりになるリスクが高い症例
であることは明らかであった。そのため PT 介入は，体
幹装具装着後，早期の離床が可能となるよう通常の
運動療法に加え NMES を用いた。NMES は電気刺激

～第２セッション～

7. 若年心臓外科術後患者に対し負荷量に注意し
早期 ADL 改善を目指した例

タ開始した。
自転車エルゴメータ開始前の心拍数は 81bpm であ

社会医療法人渡邊高記念会

り Borg スケール 13 レベルまで負荷漸増するも心拍

西宮渡辺心臓脳・血管センター

数 84bpm と心拍応答能低下を認めていた。その為バ

上田 悠太

イタル変動、特に心拍数を参考としたカルボーネン法

Key word：心臓外科術後・負荷量・心拍応答能

による負荷設定から Borg スケール等の自覚症状を中

【はじめに】若年心臓外科術後患者に対し負荷量に

心とした負荷設定へ変更した。結果、術後 14 日目で

注意し早期 ADL 改善を目指し介入した。

40W まで負荷漸増することが可能となり 16 日目に

【症例紹介】年齢：50 歳代 性別：男性 BMI：20.3 疾

CPX 実施となった。

患名：重度僧帽弁閉鎖不全症 (僧帽弁形成術)現病

【目標設定】短期：自宅復帰 長期：職場復帰

歴：健診にて心雑音指摘。通勤時の階段昇降にて呼

【問題点】#運動耐容能低下 #職場復帰困難

吸困難感自覚し当院入院。

【術後評価 術後 15 日目】

TEE：EF56％ 腱索断裂有 入院前 ADL：自立 職

安静時：BP110/60mmHg HR73bpm SpO299% RR15

業：警備員/階段昇降必須 飲酒歴：有 喫煙歴：有

運動時：BP123/69mmHg HR85bpm SpO299% RR18

HOPE ： で き る 限 り 良 い 状 態 で 仕 事 に 戻 り た い

自覚症状：特になし 画像所見：うっ血 胸水貯留なし

NEED：入院前 ADL 獲得

SPPB：12/12 10ｍ歩行：1.34ｍ/sec

【倫理的配慮】今回の報告について患者・家族に説

Borg スケール：12(自転車エルゴメータ 40W)

明し同意を得た。

身体活動能力質問表：3～4METs

【術前評価 術前 13 日 】

【CPX】術後 16 日目 ΔVO2/ΔLOAD：6.20(60%)

安静時：BP127/65mmHg HR66bpm SpO298% RR15

ATMETs：2.84METs ATHR：86bpm

運動時：BP139/70mmHg HR78bpm SpO298% RR18

【考察】心臓外科術後は交感神経の活性化により安

自覚症状：軽度呼吸困難感 画像所見：うっ血なし

静時から心拍数上昇、運動時の心拍応答能低下を

SPPB：12/12 10ｍ歩行：1.36m/sec

認める。その為、急激な負荷量漸増は過負荷になり

Borg スケール：13（自転車エルゴメータ 35W）

得る 1)。CPX 結果からもΔVO2/ΔLOAD が 60%と低

身体活動能力質問表：4～5METs

下しており、本症例の心拍応答能は低下していたと

【術後評価 術後 6 日目】

考えられる。その為、カルボーネン法による負荷設定

安静時：BP107/63mmHg HR81bpm SpO298% RR16

では過負荷になり得たが、Borg スケール等の自覚症

運動時：BP121/67mmHg HR84bpm SpO298% RR20

状を中心とした負荷設定へと変更し介入した結果、

自覚症状：軽度呼吸困難感 軽度動悸

過負荷なく術後 17 日目での退院が可能となった。

画像所見：うっ血 胸水貯留なし

【おわりに】上記通り術後 17 日目に自宅退院は可能

Borg スケール：13（自転車エルゴメータ 15W）

となったが運動耐容能低下は残存している。職場復

身体活動能力質問表：3METs

帰に向け外来リハの継続、運動処方をすることにより

【経過及びアプローチ】術翌日より離床基準 1)満たし

運動耐容能が改善され術後 41 日目に職場復帰が可

ており、合併症予防、早期 ADL 回復のため立位まで

能となった。本症例は心臓外科術後であったが、病

実施。ステップアップ基準 1)も満たしていたため、2 日

態や治療内容に合わせバイタルだけでなく自覚症状

目より歩行開始し 5 日目に 200ｍ歩行まで実施。術翌

等を総合して負荷設定を考える必要があると学んだ。

日では画像所見より肺うっ血、胸水貯留しており呼吸

【参考文献】1)心血管疾患におけるリハビリテーション

困難感を認めていたが、3 日目より尿量増加、白血球

に関するガイドライン,2012 改訂,pp42-51

数基準値内となり肺うっ血改善も認めた。利尿期に入
ったと考え負荷漸増し、6 日目より自転車エルゴメー

8. 妊娠中の視神経脊髄炎患者に対する

での期間は疲労感に合わせ運動時間を減らし，愛

理学療法経験

護的に運動を実施した．

1)

兵庫医科大学病院 リハビリテーション部

【中間評価：X+29 日】視力(右/左)：0.04/0.3．膝伸

2)

兵庫医科大学 リハビリテーション科

展筋力体重比(右/左)：不能/0.07．MAS(右/左)：

3)

兵庫医科大学 リハビリテーション医学教室

股関節屈筋群 1/0，膝関節伸筋群 1+/1，足関節

瀨尾 哲 1)，山内真哉 1)，上谷清隆 1)，
笹沼直樹 1)，内山侑紀 2)，道免和久 3)

屈筋群 1+/1+．クローヌス(右/左)：膝+/+,足+/+．触
覚：L5-S1;7/10，S2；5/10．振動覚：中等度鈍麻．

キーワード：視神経脊髄炎・妊婦・理学療法

位置覚：軽度鈍麻．歩行：平行棒内歩行可．立脚

【はじめに】視神経脊髄炎(Neuromyelitis Optica 以

期の反張膝著明．10m 歩行テスト；25 秒．

下 NMO)は，視神経炎と横断性脊髄炎を特徴とす

【理学療法介入：中間】内科的治療が奏功し，歩行

る中枢性の炎症疾患である．今回，妊娠中に NMO

が可能となった後も痙性は著明であった．歩行に

を再 発 した 患 者 を担 当 した ．流 産 リ スク の 高 い

おける問題点の一つとして反張膝があり，それには

NMO 症例に対し，母児への影響を考慮した理学

足クローヌスが大きく影響していると考えた．足クロ

療法介入を行い，良好な妊娠経過のままを自宅退

ーヌス，反張膝の出現に対して，長下肢装具での

院に至ったため報告する．

荷重・歩行練習，低速度での歩行練習，ステップ・

【倫理的配慮】本人に発表の趣旨を説明し，口頭

段差昇降練習を実施した．

にて同意を得た．

【最終評価：X＋60 日】視力(右/左)：0.3/0.7(矯正)．

【症例紹介】30 歳代，女性，身長 150.0 ㎝，体重

膝 伸 展 筋 力 体 重 比 ( 右 / 左 ) ： 0.14kgf/0.13kgf ．

42.7 ㎏,BMI19.0．妊娠 12 週．診断名：抗アクアポ

MAS(右/左)：股関節屈筋群 0/0，膝関節屈筋群

リン 4 抗体陽性 NMO．現病歴：小児期に NMO 診

1/1，足関節屈筋群 1/1．クローヌス(右/左)：膝±/

断．X 年 8 月末，NMO が再燃し A 病院神経内科

±,足±/±．触覚：L5-S1；10/10，S2；7/10．振動

に入院．入院後，単純血漿交換療法計 15 回,ステ

覚：軽度鈍麻．位置覚：正常．歩行：トイレ移動 T-

ロイドパルス療法 2 クール,免疫グロブリン大量静注

cane 歩行自立．反張膝改善し二重膝運動認め

療法 1 クール実施．X＋4 日より理学療法開始．

る．：10m 歩行テスト；13.3 秒．TUG：17.4 秒，6 分

【初期評価：X+4 日】視力(右/左)：0.0/0.0．膝伸展

間歩行テスト；200m．X+76 日に自宅退院．

筋力体重比(右/左)：不能/不能．MAS(右/左)：股

【考察】トイレ移動が T-cane で自立可能となった理

関節屈筋群 2/1+，膝関節伸筋群 2/1+，足関節屈

由として，10m 歩行速度の結果から歩行能力の向

筋群 2/2．クローヌス(右/左)：膝+/+,足+/+．触覚：

上が挙げられる．これには内科的治療による視力，

L5-S1;6/10，S2；4/10．振動覚：中等度鈍麻．位置

筋力，感覚，痙性の改善に加え，歩行練習による

覚：中等度鈍麻．歩行：不能

歩行パフォーマンスの向上が寄与したと考えられる．

【理学療法介入：初期】ADL 困難の原因として，視

荒木らは，子宮収縮は切迫早産・流産リスクの因子

力低下，下肢の運動麻痺，感覚鈍麻，痙性が考え

であると述べている．今回，流産リスクの高い症例

られた．

に対し子宮収縮出現に留意しながら介入した．母

初期の理学療法介入は主に下肢のストレッチ，

児への負担を低減できるようプログラムを実施した

筋力トレーニング，起立・立位練習を内科的治療と

ことで、妊娠経過良好なまま退院に至ったと考えら

並行し実施した．また本症例は妊婦であるため，運

れる．

動方法，負荷量，運動時間の設定に留意した．母
児への負担を低減させるため，腹圧のかかりにくい
運動を選択し運動前後で子宮収縮の有無，下肢
の自覚的疲労感の確認を行った．また妊娠 15 週ま

9. 日中の覚醒が低下した超高齢者に対し,タイムス

し,覚醒の向上に向けて立位・歩行練習を中心に実施し

ケジュールを作成し,ADL 向上に至った症例

た.しかし,GCS:E2V3M4 と更に覚醒の低下を認め,病棟

医療法人協和会 協和マリナホスピタル

でも閉眼していることが増え,全ての動作において介助

志賀 大亮

量の増大を認めた.介入 10 週目,移乗・トイレ動作時の

Keywords:超高齢者・認知症・タイムスケジュール

介助量軽減に向けて覚醒の向上を図るため病棟と連携

【はじめに】今回,理学療法(以下 PT)介入 4 週目より,日

し,午前と午後に 30 分程度の睡眠時間を設けた.また,リ

中の覚醒の低下を生じた Alzheimer 型認知症の超高齢

ハビリを 1 日 3 回実施し,1 回は夕方に必ず行うようなタ

者を担当した.覚醒の向上を目標にタイムスケジュール

イムスケジュールを作成した.夕方のリハビリでは,姿勢保

の作成や集中して取り組める課題を実施し,ADL の向上

持練習の際にパズルや塗り絵など興味を示した課題を

に至ったので報告する.

取り入れ,夕方以外の時間帯では歩行やトイレ動作練習

【症例紹介】90 代後半,女性.診断名:左大腿骨転子部骨

を中心に実施した.次第に日中の覚醒の向上を認め,介

折.現病歴:X 月 Y 日受傷.同日に Ope 施行.Y+43 日に

入 12 週目,GCS:E4V5M6 と覚醒が向上し,リハビリ中に

当院入院.既往歴:胃癌,肺癌,Alzheimer 型認知症.

閉眼となることなく課題に集中して取り組め,移乗・トイレ

病前 ADL:トイレ自立,屋内伝い歩き・歩行器歩行自立.

動作ともに見守りとなり,FIM:運動計 48 点と向上した.

【倫理的配慮】

【考察】今回,介入4週目より次第に日中の覚醒の低下を

対象者に本報告の趣旨を説明し,同意を得た.

認め,ADＬの低下をきたした.堅木らは認知症患者につ

【初期評価】<機能面>GCS:E4V5M6.MMT(R/L):脊柱起

いて「体内時計の調節障害がより強く現れ,深部体温や

立筋群(3),腸腰筋･大殿筋･大腿四頭筋(3/2),前脛骨筋

メラトニン分泌リズムが平坦化・不規則化して昼夜の差

(3/3).FIM:（運動計）34 点,（認知計）18 点.HDS-R:9 点.

が不明瞭になるため,昼夜逆転による日中の過剰な眠

<能力面>(立位)胸腰椎後弯,骨盤後傾,両股・膝関節軽

気,夜間の不眠や中途覚醒などの睡眠障害が高い頻度

度屈曲位.(移乗動作)軽介助.(トイレ動作)下衣操作時に

で認められる」と述べている.また上記の特徴に加えて,

後方へのふらつきや膝折れ様の姿勢崩れを生じ,自身

超高齢者であることや入院時より治療プログラムの負荷

では修正困難なため介助を要した.

量の増加や日中の離床時間の延長による身体・精神的

【目標】短期:移乗動作見守り,立位保持安定性向上(支

負荷が増大し,日中の覚醒の低下が生じたと考えた.そこ

持物なし).長期:トイレ動作見守り,歩行器歩行見守り.

で再度,日中の覚醒の向上を目指し,タイムスケジュール

【問題点】#1 術創部周囲の軟部組織伸張性低下,#2 手

を作成した.高齢者の睡眠について,田中らは「睡眠健

術侵襲による炎症症状,#3 体幹筋の筋力低下,#4 左腸

康の維持や増進には昼寝(特に午後1～3時の間に30分

腰筋・大腿四頭筋の筋力低下.

間程度)や夕方の散歩,運動(深部体温の最高期近傍)の

【経過】PT 介入 1 週目,短期目標に向けて体幹・下肢筋

非都市型の生活習慣が重要な役割を果たしている」と

力増強練習,立ち上がり・立位・歩行練習を実施した.運

述べている.また,堅木らは「短時間の昼寝は脳の疲労の

動中,バイタルサインの変化は認めないが,疲労感の訴

軽減と機能の回復をもたらし,就寝時刻までの覚醒状態

えを頻回に認めた.介入 3 週目,体幹・両下肢の筋力向

を適正に維持する効果が期待できること,夕方に適度な

上を認めた.またトイレ時の下衣操作では後方へのふら

運動を行うことは睡眠周期の調節を正常にして,睡眠・

つきは残存していたが,手すりを把持し,見守りで可能と

覚醒パターンを規則化するのに有効であることが示唆さ

なった.そこで歩行獲得に向け,歩行練習を増加した.ま

れている」と述べている.今回,認知症の超高齢者に対し,

た離床機会は少なかったため,更なる耐久性向上に向

短時間の睡眠と夕方の時間に興味を示した課題を取り

け,8～19 時まで車椅子で過ごすよう促した.介入 4 週目,

入れてリハビリを行った.その結果,覚醒が持続し,集中し

リハビリ中に閉眼となることが増え,トイレ時の下衣操作

て課題に取り組むことができ,日中の覚醒の向上に至っ

では後方へのふらつきに対して,自身で修正が困難なた

たと考えた.また覚醒が向上したことで十分な筋力を発

め介助を要した.新たな問題点として覚醒の低下を追加

揮しやすくなり,ADLの向上に至ったと考える.

10. 術前呼吸器合併症予防により、早期抜管可能

かった。理学療法以外の時間にて積極的に座位時

であった高齢心臓外科術後症例

間を増やし、腹式呼吸を意識した深呼吸などを実施

社会医療法人渡邊高記念会

してもらい、リハビリ遅延なく術後 5 日 100m 歩行自

西宮渡辺心臓脳・血管センター

立、術後 8 日一般病棟転棟となる。一般病棟転棟後

井上 三七子

は修正 Borg スケールによる自覚症状や Karvonen 法

Key word:心臓外科術後・合併症予防・術前介入

による負荷設定による自転車エルゴメータ、下肢筋

【はじめに】心臓外科手術は対象患者の高齢化や術

力増強練習を実施。術後 19 日自宅退院に至る。

前合併症などの影響により術後リハビリの遅延が生じ

【術後評価 術後 15-16 日】

る場合がある

1)

。本症例は術前より拘束性換気障害

呼吸音:R=L 両肺 air 入り良好 副雑音聴取なし

を有する高齢の大動脈弁閉鎖不全症（以下 AR）患

胸郭:上部・下部の可動性問題なし

者であり、術後リハビリ遅延が予想されたため、早期

MMT(R/L):股屈曲 3/3 股外転 3/3 膝伸展 4/4

抜管に向け術前より呼吸器合併症予防に取り組んだ。

握力(R/L):17.3kg/15.7kg

【症例紹介】年齢：80 歳代 性別：女性 BMI：21.3

SPPB:8/12（バランス-1、椅子立ち上がり-3）

・医学的情報

ADL：FIM120/126

疾患名:重度 AR→X 月 Y 日大動脈弁置換術施行

【考察】心臓外科術後、呼吸器合併症の発症はリハ

合併症:洞不全症候群,高血圧,甲状腺機能低下症

ビリ遅延につながるとされており、中でも人工呼吸器

既往歴:腰椎圧迫骨折（X-1 年）

装着期間の延長により、様々な合併症を引き起こす

現病歴:X-7 年より AR の指摘あり X 年 Y-3 月頃症

可能性が考えられたため、術前より術後鎮静状態か

状増悪認め X 年 Y-1 月待機的 ope 入院となる

ら覚醒直後から患者自身で実施できる腹式呼吸の指

心エコー:Dd/Ds:56/36(mm),LAVI:55mm, EF:53%

導は早期抜管につながったと考えた。また、理学療

肺機能検査:％肺活量:68.8％ 1 秒率:78.05％

法以外の時間での腹式呼吸の意識、術創部保護で

・社会的情報

の咳嗽の実施や臥位時間を減らし、座位時間を増や

高齢の夫とマンション(EV あり)に二人暮らし、家事全

すなどの工夫は再挿管、その他の呼吸器合併症によ

般実施、要介護認定なし

るリハビリ遅延を防止することが可能であった。また、

HOPE:夫の世話ができる位に早く回復したい

術後リハビリ遅延を防止出来たことにより、早期 ADL

NEED:早期自宅退院、家事動作自立

改善及び早期自宅退院につながった。

【倫理的配慮】

【まとめ】術前より早期自宅退院を目標に、早期抜管

今回の報告について患者・家族に説明し同意を得た。

及び呼吸器合併症予防の取り組みを実施し、術後は

【術前評価 術前 10-11 日】

リハビリ遅延することなく術後 19 日で自宅退院に至っ

呼吸音:R=L 両肺 air 入り良好 副雑音聴取なし

た。術前介入は合併疾患を有する患者に対し個別的

胸郭:上部・下部の可動性問題なし

な理学療法プログラムを実施することにより、術後リハ

MMT(R/L):股屈曲 4/4 股外転 4/4 膝伸展 4/4

ビリ遅延を防止し早期 ADL 改善、早期自宅退院につ

握力(R/L):16.7kg/16.1kg

ながった。

SPPB:11/12 減点：バランステスト（-1）

【参考文献】

ADL:FIM120/126

1) 森沢知之ら「心臓外科手術後リハビリテーション

6MD:総歩行距離 345m

【理学療法介入および経過】術前より術後呼吸器管

遅延の特徴–多施設による検討」

理下での覚醒後から実施できる仰臥位での腹式呼

総合リハ 2015 43 巻 5 号 P459-464

吸を中心に咳嗽練習などの呼吸器合併症予防実施。
術後経過は良好で術後 16 時間後に抜管され、以後
再挿管が必要となるような呼吸器合併症の発症はな

11. 仕事内容に即した階段昇降訓練を実施し職

散障害から生じる低酸素血症による階段昇降時の

場復帰を目指した過敏性肺炎の一症例

持久性低下とした. 介入は, 拘束性換気障害に対

1) 兵庫医科大学病院 リハビリテーション部

しては, 胸郭ストレッチ・横隔膜負荷運動を実施し,

2) 兵庫医科大学

肺活量の改善を図った. 頻呼吸・低酸素血症に対

リハビリテーション科

3） 兵庫医科大学 リハビリテーション医学教室

しては, 動作スピードの調整と呼吸パターンの指導

柴田敬 ¹⁾ , 井谷祐介¹⁾, 笹沼直樹¹⁾

を行った.

また, 最大 25 ㎏の重りを持って仕事内

上谷清隆¹⁾, 内山侑紀²⁾, 道免和久³⁾

容に即した階段昇降訓練を実施した.

キーワード：過敏性肺炎・階段昇降訓練・仕事復帰

【最終評価】呼吸様式:胸腹式腹式優位,

【 は じ め に 】 過 敏 性 肺 炎 （ hypersensitivity

聴 診 : 捻 髪 音 消 失 . ％ VC:80%, FEV1.0%:82.5%,

pneumonia:以下，HP）は，免疫学的な機序で起こ

PImax:88cmH₂O （予測値 95.78）, PEmax:146.5 ㎝

る原因の明らかな間質性肺炎の代表的疾患である.

H₂O （予測値 118）,

HP の予後は抗原回避を行えば良好である. 間質

知 35 点）, 修正息切れ MRC スケール:1, 25kg の

性肺炎（以下，IP）に対する運動療法によって呼吸

重りを持って階段昇降 2F（40 段）:実施後 SpO₂ は

困難, 運動耐容能, QOL の改善などに一定の効

90％と維持されており, 呼吸数も 22 回と上昇はみ

果が期待できるという報告はあるが, 現在 HP に対

られなかった. 実施後修正 Borg スケールは呼吸 1

する理学療法についての報告は少ない. 今回, HP

下肢 0 となった.

患者に対し動作指導・呼吸法指導下での仕事に即

【考察】

した階段昇降訓練を行い, 職場復帰が可能となっ

FIM:114 点（運動 79 点/認

過敏性肺炎は原因の明らかな間質性肺炎の代表

たため報告する.

的疾患であり, 拘束性換気障害・拡散障害を生じ

【 症 例 紹 介 】 40 歳 代 男 性 . 身 長 160cm, 体 重

る. 本症例は, 拘束性換気障害によって頻呼吸,

63.2kg,

職業:エアコンの取り換え（2 人で約 50 ㎏

拡散障害によって低酸素血症を呈し階段昇降が困

の室外機を持ち階段 2F を昇降）. Hope:仕事復帰.

難となったため理学療法介入を実施した. 過敏性

診断名:過敏性肺炎の疑い. 現病歴:X 年 2 月初旬

肺炎に対する理学療法の報告は少ないため IP と

に他院で IP もしくは慢性 HP と診断. 環境調整を

同様に, 慢性閉塞性肺疾患に対する理学療法プ

行い咳嗽は治まる. 4 月咳嗽が再燃したため他院を

ログラムに準拠して介入を行った. 小池らによると

再診. 5 月胸部 CT で 1 か月前と比較し増悪. 6 月

胸郭の可動域改善が換気量の増大につながるとい

27 日 Xp にて両側にび漫性間質影. 肺生検目的

われており, また菅原らは慢性閉塞性患者に対し

で当院入院. 6 月 28 日肺生検施行. HP 疑い. 7 月

呼吸リハビリテーションを実施し%VC, PImax が改善

10 日よりステロイドパルス開始. 理学療法介入開始.

したと報告している. 北川らによると呼吸コントロー

検査 所見［%DLCO］49.4%（6/17）, 動脈 血液ガス

ルと動作指導で低酸素血症と呼吸困難感が軽減

［pH］7.424 ［PCO₂］41.2mmHg ［PO₂］67.4mmHg

するといわれている, また腹式呼吸は, 呼吸補助

（6/27）

筋の活動が抑制されることで酸素消費量の減少, 1

【初期評価】呼吸様式:胸腹式混合, 聴診:右後肺

回換気量の増大, 呼吸数・分時換気量の減少から

底区に捻髪音を聴取, %VC:64%, FEV₁%:83.8,

呼吸効率が改善されると報告されている. 今回の

PImax:62.5cmH₂O(予測値 95.78), PEmax:123 ㎝

HP 症例では IP と同様の慢性閉塞性肺疾患に対

H₂O（予測値 118）,

する理 学 療 法 プログラムに準 拠 した介 入 に加 え,

FIM:114 点（運動 79 点/認

知 35 点）, 修正息切れ MRC スケール:1, 階段昇

仕事内容に即した階段昇降訓練を行い, ゆっくりと

降１F（20 段）:実施後 SpO₂ 85％まで低下し呼吸数

した動作と深大性の呼吸を意識することで, 頻呼

が 30 回まで増加を認めた. 実施後修正 Borg スケ

吸・低酸素血症が改善され階段昇降が可能となっ

ールは呼吸 3 下肢 0 となった.

たと考える.

【問題点と介入】
問題点は拘束性換気障害から生じる頻呼吸と拡

12．強度の術後急性痛により，早期離床が遅延する

は，MMT で 2 レベルであった。荷重検査は左 35kg

と考えられた症例に対するマイクロカレント治療の実

右 17kg であった。歩行能力は，歩行器を用いた

施経験

Timed up and go test( 以 下 ： TUG) は 41.8 秒 ，
高田上谷病院 リハビリテーション科
田中皓大

Functional reach test(以下：FRT)が 18.5cm であった。
術後 2 週目で起居・起立動作は自立し，疼痛は改善

【キーワード】MENS・急性痛・早期離床

し(NRS：3)，患肢を含めた積極的な PT が実施可能と

【はじめに】今回，術後急性痛が強く，早期離床が困

なった。PT は，患肢の可動域練習，筋力増強練習，

難であると予測された症例に対し，通常の理学療法

また基本動作・ADL 練習を実施した。結果，早期の

(PT)にマイクロカレント治療(Microcurrent Electrical

ADL 動作獲得が可能となり，排泄動作自立，歩行器

Neuromuscular Stimulation 以下：MENS)を付加し，有

歩行見守りとなり，術後 3 週目では 1 本杖歩行見守り

効な結果を得た症例を経験したので報告する。

となった(NRS：2)。下肢筋力は MMT で 3 レベル，荷

【症例紹介】89 歳女性。診断名は右大腿骨転子部骨

重検査は左 30kg 右 22kg に改善した。また，杖を用

折。既往歴はアルツハイマー型認知症，末梢性神経

いた TUG は 21 秒に，FRT は 21cm に改善した。

障害性疼痛。服薬はトラマール。X 年 8 月に有料老

【考察】Morison らは，術後痛が強い症例は入院期間

人ホームで転倒し，A 病院に搬送され，上記診断に

が長く歩行開始も遅れ，6 ヶ月後でも運動機能低下

て観血的骨接合術が施行された。PT は翌日開始さ

が認められたと報告している。術後痛がうつ傾向やせ

れた。術前の ADL は自立していた。

ん妄発生に関連するという報告もある。Kristian らによ

【初期評価】意思疎通は可能であった。注意力低下，

ると，慢性痛のリスクは術後 1 週目における疼痛強度

見当識障害，記銘力低下，不穏，バルーンを自己抜

が中程度から強度の場合，軽度の場合と比べ 3 から

去しようとするなど，せん妄の所見が認められた。視

10 倍高くなるとされている。本症例は強度の疼痛を

診では右大腿部に腫脹が認められた。血液検査は，

訴え，早期離床の遅延が懸念されたが，術後 9 日目

CRP：5.51，NEUT％：88.6 で炎症反応があり，疼痛検

で疼痛が軽減し，早期離床可能となった。井上らの

査では術創部にズキズキする痛みを訴え，触れただ

研究においても，MENS 実施群は術後 1 週で疼痛は

けで叫ぶほど過剰な痛みを訴えた。初期評価の結果，

軽減し，術後 2 週で股関節外転筋力が改善したとさ

急性痛が強く，離床が遅延すると考えられ，今回通

れている。本症例が早期離床可能となった理由とし

常の PT に MENS を付加した。

て，自然回復に加えて，MENS により，損傷電流を保

【経過】離床までの PT は，臥位で足関節底屈運動，

管し，ATP の活性化，タンパク質合成の活性による組

患肢は自動介助での関節可動域練習，健肢は他動

織修復の促進効果，筋衛星細胞数の増加による損

運動での関節可動域練習，筋力増強練習を行った。

傷骨格筋の回復効果や血流促進による発痛物質の

MENS は，電気刺激治療器(Intelect Mobile Stim,

分解による鎮痛効果が得られたためと推察された。

Chattanooga 社製)を用い，実施プロトコルは長谷川ら

今回，強度の術後急性痛を訴えた症例に対して，痛

に準じて，電流強度は 500μA，刺激頻度は 0.3Hz，

みを遷延させず，疼痛軽減を図り，早期離床を可能

時間は 20 分に設定し，術後 1 日目から 3 週間，週 5

にし，MENS の有用性を感じられた。

日行った。電極は術創部を挟むように配置した。治療
効果は，疼痛の強度を Numerical Rating Scale：(以下
NRS)を用いて評価した。
術後 3 日目は，起居・起立動作が疼痛により困難
であった(NRS：7)。術後 1 週目で起居・起立動作が軽
介助で可能となった(NRS：7)。強度の疼痛は残存した
が，過剰な疼痛の訴えは見られなくなった。下肢筋力

～第３セッション～

13. 左 半 側 空 間 無 視 に よ り 歩 行 獲 得 に 難 渋 し た

皿の配置や皿の枚数を数えることを習慣化させ能動

一症例

的に左側を探索する機会を与えた。また、歩行介助
西宮協立リハビリテーション病院

では、右側から介助を行い支持物などをもたないよう

中川 優香

にすることを看護師・家族と共有・指導、歩行を病棟

キーワード:左半側空間無視・環境設定・介助方法

ADL の中に取り入れていった。その結果、徐々に左

【はじめに】今回、右中大脳動脈領域の広範脳梗塞

側へ注意を向けることが可能となり病日 55 日目より看

によって、左半側空間無視、注意分配低下、持続性

護師にて補助具なし歩行軽介助にて可能となり、病

の欠如といった高次脳機能障害により歩行困難な症

日 62 日目より家族軽介助にて補助具なし歩行で病

例を担当した。環境設定、病棟スタッフ間の介助方

棟のトイレ誘導を実施可能となった。

法の統一を行うことにより、歩行の介助量軽減を図る

【最終評価:入院 12 週目(R/L)】HDS-R:6/30 点(減点

ことができたのでここに報告する。

項目:日時の見当識、言葉の遅延再生など)。FIM:運

【症例紹介】80 歳代女性。X 年 Y 月、右中大脳動脈

動項目 50/91 点、認知項目 17/35 点。高次脳機能

脳梗塞を発症し、左片麻痺、高次脳機能障害、構音

障害は残存したが、慣れた場所での左空間の把握は

障害が出現。保存的加療後、病日 39 日目にリハビリ

可能となった。SIAS-m:4-1C、4-4-4。体幹 2/3、垂直

目的にて A 病院へ入院。

性 3/3。視空間認知 1/3(中間位より 10 ㎝)。10ｍ歩

【初期評価:入院 4 週目(R/L)】HDS-R:9/30 点(減点

行:23 秒/43 歩。TUG:50 秒/40 秒。歩行:FIM4/7。補

項目:日時の見当識、言葉の遅延再生など)。高次脳

助具なし歩行軽介助。右股関節・膝関節は常時屈曲

機能障害は、左半側空間無視、注意障害、遂行機能

位から伸展が出現。視線は右側を注視する頻度が減

障害を認めた。FIM:運動項目 43/91 点、認知項目

少し、左側の障害物を把握し避ける動作が現れ始め

17/35 点。SIAS-m:4-1C、4-4-4。体幹 1/3、垂直性

た。病日 163 日目、家族介助にて歩行可能となり、自

2/3。視空間認知 1/3(中間位より 15 ㎝)。10m 歩行:47

宅退院可能となった。

秒/63 歩。TUG:1 分 43 秒/1 分 37 秒。歩行:FIM3/7

【考察】本症例は、重度の左半側空間無視、注意障

点。補助具なし歩行中等度介助。常時頸部右回旋

害、持続性の低下を有し歩行に介助を要した。歩行

位となり視線は右側を注視。右立脚期にて右股関

時左側から介助を行い注意を促そうとしたが、右側の

節・膝関節は常時屈曲位となっていた。目に付いた

支持物ばかりに注意が向き、注意分配が困難であっ

右側の物へ手を伸ばし止まってしまったり、左側の障

た。杉本は、左側への不注意に対して左右空間から

害物に気づかずぶつかってしまい介助を要した。

の情報がどのように影響しているのか考え、一側また

【理学療法経過】初期評価では、左側への注意分配

は両側空間からアプローチすることが重要であると述

が困難であり、持続性も低下しているため歩行時に

べている。そのため、右側から介助を行い右側の支

立ち止まることを多く認め、病棟歩行は車椅子全介

持物を持たないようにする中で、左側への注意分配

助で誘導を行っていた。理学療法では左側への注意

を図った。また、安東らは、半側空間無視症状は心

分配を行うべく体幹正中位を保持した中で頸部・視

的状況や周囲の環境によって変化することが多いと

線を左側へ向けて、色別にお手玉を左から右への上

述べている。そのため、病棟での環境設定・介助方

肢にもちかえる課題を実施した。また、歩行練習では、

法の統一によって介助量軽減を図り、家族介助での

左側から介助を行い、声掛けをすることにより左側へ

補助具なし歩行が軽介助にて可能となったのではな

の注意分配を促していった。しかし、右側に支持物が

いかと考えた。

ないことに恐怖心があり、右側の支持物ばかりに注意
が向き、左側へ注意を促すことに難渋し、病棟 ADL
に歩行を導入するには至らなかった。そのため、環境
設定として本症例が比較的集中する食事の場面で、

14. 右後足部回外変形を有す左橋梗塞後遺症者の

段差を使用した練習を実施することで右股関節周囲

歩行への介入

筋の強化を図った。④病日 70 日より右足部アライメン
西宮協立リハビリテーション病院

トを考慮し舟状骨パッド、外側ウェッジを挿入し足部

後藤 沙朋

アライメントへの介入を図った。病日 95 日目に膝サポ

キーワード:装具・自由度制約・難易度設定

ーター（リガ）を作成となった。

【はじめに】右足部アライメント異常と右反張膝により

【最終評価:病日 101～104 日目(R/L)改善点のみ記

歩行時の介助を要した症例に対し段階的に装具を

載 】 SIAS-m:5-5 、 4-4-4 。 踵 膝 検 査 : 右 下 肢 陽 性

使用することで歩行能力改善を認めたのでここに報

（3/5）。躯幹失調検査:グレード 1。ROM:足関節背屈

告する。

0°/0°（膝関節伸展位）、足関節外返し 5°/5°、

【症例紹介】70 歳代女性。現病歴:X 年 Y 月、左橋梗

MMT:股関節屈曲 4/4、股関節伸展 4/4、膝関節屈

塞を発症。病日 35 日目、リハビリ目的で当院入院。

曲、4/4、膝関節伸展 4/4、足関節背屈 4/4。FIM:運

既往歴:脳梗塞（後遺症なし）、右足関節捻挫（病前

動 83/91 点 、 認 知 32/35 点 （ 歩 行 6/7 点 ） 。

から右足関節内反捻挫を繰り返していた。発症前

BBS:49/56 点。10m 歩行:9 秒 1/15 歩（T-cane、膝サ

ADL は屋外歩行自立であったが、右足関節の腫脹・

ポーター使用）。TUG:8 秒 5/8 秒 7。片脚立位:0 秒

熱感・疼痛にて歩行困難な時もあった。）

6/2 秒 5。

【初期評価:病日 35～39 日目(R/L）】SIAS-m:3-3、

歩行:終日敷地内平面 T-cane 歩行自立。右 LR に右

3-2-2。踵膝検査:右下肢陽性。Footpat:右下肢陽性。

下腿外側への後退、右反張膝、右骨盤右後方偏倚・

躯幹失調検査:グレード 2。ROM:足関節(膝関節伸展

前傾、体幹前傾が軽減した。病日 114 日目に自宅退

位)背屈-5°/0°、足関節外返し 0°/10°、MMT:

院となった。

股関節屈曲 3/4、股関節伸展 3/4、膝関節屈曲 2/4、

【考察】本症例は器質的な右足関節アライメント異常

膝関節伸展 2/3、足関節背屈 2/4。FIM:運動 48/91

と反張膝が出現することで歩行時に介助を有してい

点、認知 28/35 点(歩行：2/7 点)。BBS:5/56 点。10m

た。才藤らは「脳卒中患者では動作時に運動方向性

歩行:44 秒 7/55 歩（T-cane、RAPS 使用）。TUG:28

を制限することで運動を単純化し課題を容易にする

秒/29 秒 5。片脚立位:0 秒 6/0 秒 8。足部アライメント:

自由度制約が装具の主たる役割となる」と述べている。

後足部は回外し舟状骨と第一楔状骨が挙上してい

初期にて装具療法により足関節、膝関節の自由度制

た。

約を行った中で平地でのステップ練習を実施したが、

歩行:補助具無し後方軽介助。右 IC から LR にかけて

右下腿外側への後退と右反張膝を抑制出来ず、十

右足関節内反、右下腿外側への後退、右反張膝とな

分な右股関節周囲筋の強化を行えなかった。そのた

り右足関節背屈は減少。右 MSt から TSt にかけて骨

め、足関節に舟状骨パッドと外側ウェッジを挿入し自

盤右後方偏倚が増強し側方・後方へのふらつきを認

由度制約に加え足関節アライメントの修正を図った。

め介助を要した。

今回、自由度制約に加え足関節アライメントを改善さ

【治療経過】➀病日 37~44 日で右反張膝を制御する

せた上で、ステップ練習から段差を用いた昇降動作

目的で RAPS を選定し自由度制約した中で右股関節

練習に課題の難易度設定をしたことで、より効果的に

周囲筋の強化を図った。②病日 45~49 日で右反張膝

右股関節周囲筋の筋活動量が得られやすい状況に

を制限する目的で CB ブレースを使用し右股関節周

なったのではないかと考えられた。その結果、歩行時

囲筋の強化を図った。➀・②の時期ではステップ練

のふらつきが軽減し T-cane 歩行での屋内歩行自立、

習を実施し殿筋群の賦活を目的に介入。その結果、

屋外平面歩行自立に繋がったと考えた。

右下腿外側への後退が軽減したが足関節内反・反
張膝・骨盤右後方偏倚は残存していた。③病日 50 日
～69 日で CB ブレースとオルトップ AFO を選定し、

15. 視覚的，固有感覚フィードバックを利用した事で

のフリーハンド歩行自立となった。しかし,GS なしでは

フリーハンド歩行獲得に至った一症例

足尖の引っ掛かりは未だ残存していた。そこで Gait

医療法人 協和会 協和マリナホスピタル

Judge System(以下 GJ)を用いて,歩行中の筋収縮を

高橋 佑輔

確認した。結果，右前脛骨筋の LR での弛緩のタイミ

Key words:視覚的・固有感覚フィードバック・運動学

ングが遅延していた。このことから,拮抗筋である腓腹

習

筋の収縮や右 Tst での蹴り出しを阻害し,腓腹筋の補

【はじめに】今回，アテローム血栓性脳梗塞を発症し

助作用である膝関節屈曲が不十分となる事で,足尖

た患者の歩容改善目的に，視覚的，固有感覚フィー

の引っ掛りが出現していると考えた。そこで訓練方法

ドバックを利用した訓練を行った結果，フリーハンド

を再考した。まず，正常歩行と本人の歩行動画を提

歩行獲得に至った為，報告する。

示し，健常者と本人の歩容の違いを理解,認識させた。

【症例紹介】70 歳代，男性。診断名:アテローム血栓

その後，鏡を用いた視覚的フィードバックを利用して

性脳梗塞(左放線冠)。現病歴:発症日+18 日後に回

LR～Tst でのステップ練習を実施した。この時,腓腹

復期病院へ入院。HOPE:歩けるようになりたい。病前

筋の筋収縮を促す目的で「母趾の方へ踏み込んで

生活:ADL 自立。就労あり。

下さい」と口頭指示した。その後，鏡なしでのステップ

【倫理的配慮】対象者には本報告の趣旨を十分に説

練習に切り替えた。PT 介入 11 週目，GS なしの歩行

明し同意を得た。

では右 Tst での蹴り出しが可能となり，膝関節屈曲が

【初期評価】《機能面》Brunnstrom recovery stage（R）:

拡大し，右足尖の引っ掛かりは消失した。PT 介入 12

上肢,手指,下肢Ⅴ。低緊張(R):大殿筋,前脛骨筋。

週目, MMT(R)大殿筋,前脛骨筋，腓腹 4, FBS

MMT(R/L):大殿筋 3/4,大腿四頭筋 4/4 ,前脛骨筋

52/56 点, TUG(R/L)9/9 秒に改善した。また，再度

3/4,腓腹筋 3/4。Functional Balance Scale

GJ を測定した結果，LR～Tst での右前脛骨筋,右腓

(以下 FBS):42/56 点。Time up & go test(以下 TUG)

腹筋の弛緩,収縮のタイミングが合致しており，病院

(R/L):18/22 秒。感覚(R):触覚：足底軽度鈍麻。運動

内 GS なしのフリーハンド歩行自立となった。

覚：足関節 3/5。《能力面》歩行器歩行軽介助。

【考察】本症例は，IC～LR にかけて右前脛骨筋の遠

【目標】屋外装具なしフリーハンド歩行自立。

心性収縮を促す目的で踵接地を意識させたが，右前

【問題点】#1 右大殿筋筋緊張低下，#2 右大殿筋筋力

脛骨筋と右腓腹筋の弛緩・収縮のタイミングを誤って

低下, #3 右大腿四頭筋筋力低下，#4 右前脛骨筋筋

学習していたと考えられる。運動学習には，認知段

緊張低下

階，連合段階，自動化段階の 3 つの段階があるとさ

【経過】理学療法(以下 PT)開始当初，フリーハンド歩

れている。谷(2012)は，“フィードバックは段階が進む

行 で は 右 initial contact( 以 下 IC) ～ loading

につれ，頻度を減少させるとともに，内在的フィード

response(以下 LR)にかけて右バックニー,右フットスラ

バックの依存を視覚から固有感覚に切り替えていく

ップを認めた。それに伴い,pre swing(以下 Psw)～右

のがよい”と述べている。本症例の場合,鏡を用いた

initial swing(以下 Isw)に右足尖が引っ掛かり腋窩介

視覚的フィードバックの頻度を減らし，鏡なしの状態

助が必要であった。バックニー，フットスラップに対し

で母趾からの固有感覚フィードバックを利用したステ

て右大殿筋,右大腿四頭筋の筋力増強運動や IC～

ップ練習に切り替えた。その結果，学習の自動化段

LR のステップ練習を実施した。PT 介入 3 週目，バッ

階に進み，右前脛骨筋と右腓腹筋の弛緩・収縮のタ

クニー，フットスラップは軽減したが,足尖の引っ掛か

イミングが合致し，病院内 GS なしでのフリーハンド歩

りは残存していた。PT 介入 5 週目,これらの問題に対

行獲得に至ったと考える。

し右 Gaitsolution 短下肢装具(以下 GS)装着下での歩
行練習と踵接地を意識させた GS なしでのステップ練
習を実施した。PT 介入 9 週目,病院内 GS 装着下で

16. 急性脳梗塞による感覚障害に対し、段階的に固

ふらつきが残存した.

有感覚入力を行い杖歩行自立となった症例

【治療プログラムの再考】左下肢への重心移動が不十

社会医療法人渡邊高記念会

分となっている原因として,左下肢深部感覚障害を挙

西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリテーション病院

げた.末廣ら １） は『固有感覚入力を行った側への体重

小吹 彩夏

移動が容易になる』,高岡ら ２） は『感覚刺激を中心とし

Keyword：固有感覚入力・感覚障害・重心移動

た理学療法を行った結果,麻痺側足底面から感覚入

【はじめに】今回,急性脳梗塞（右内頚動脈閉塞）によ

力が増加したことで,荷重に伴う筋収縮が可能となる』

り感覚障害を認めた症例を担当した.Hope は 1 人でト

述べている.これらの文献をもとに,ボール転がし・視覚

イレに行きたい,Need は屋内杖歩行自立とした.歩行

フィードバックを用いて段階的な固有感覚入力を治療

時に,左下肢への荷重が乏しく立脚期が短縮すること

プログラムに追加した.座位にて姿勢鏡を使用し自動

で,右へのふらつきを認めた.問題点として,左下肢深

介助運動にて前後方向へのボール転がしを実施.そ

部感覚障害に着目し,治療プログラムとして,ボール転

の後,自動運動,姿勢鏡無し,閉眼でのボール転がしへ

がし・視覚フィードバックを用いて固有感覚入力を行

と徐々に視覚による代償を減らし,下肢の動きを認識

った.その結果,左下肢深部感覚障害が改善し,歩行

できるよう固有感覚入力を行った.更に難易度を上げ,

時の左下肢への荷重が増加し,さらに荷重に伴う筋収

立位にて前後方向へのボール転がしを実施した.座

縮が可能となった.これにより,歩行時の右へのふらつ

位と同様,姿勢鏡を使用した自動介助運動から徐々

きが軽減し,屋内杖歩行自立に至ったため,以下に報

に視覚による代償を減らした.

告する.

【最終評価：Y+107 日】深部感覚（左）は運動覚で膝

【症例紹介】70 歳代女性,診断名は急性脳梗塞（右内

関節（4/5）・足関節（3/5）・拇趾（4/5）.位置覚は下肢

頚動脈閉塞）,左片麻痺を呈した.X 月 Y 日,突然左へ

（4/5）.最大荷重は体重 49kg で右 41kg・左 40kg.歩

傾き倒れ,A 病院へ搬送.X 月 Y+18 日,リハビリテーシ

行では,左下肢への重心移動が向上したことにより,左

ョン目的で B 病院へ転院.既往歴に両側変形性膝関

立脚期が延長し,右へのふらつきが軽減した.

節症があり,右膝関節に疼痛があった.

【考察】本症例では,深部感覚障害により歩行時に左

【倫理的配慮】対象者には本報告の趣旨・個人情報

下肢への重心移動が不十分となり,右へのふらつきを

の取り扱いについて十分に説明し了承を得た.

認めた.そこで,視覚フィードバック・ボール転がしにより

【初期評価：Y+20 日】Brunnstrom stage は,左上肢Ⅱ・

段階的に固有感覚入力を行った.その結果,左下肢へ

左下肢Ⅴ.下肢深部感覚（左）は運動覚で膝関節

の重心移動が向上し,筋出力が向上したことで,左立

（ 2/5 ） ・ 足 関 節 （ 2/5 ） ・ 拇 趾 （ 1/5 ） . 位 置 覚 は 下 肢

脚期の延長を認め,右へのふらつきが軽減した.歩行

（3/5）.下肢表在感覚（右/左）は（10/1）.最大荷重は,

時のふらつきが軽減したことで,屋内杖歩行自立に至

体重 51kg で右 19kg・左 32kg.Time Up＆Go Test は

った.

1 分 19 秒.歩行時の NRS は右膝関節で 2～3.歩行で

【おわりに】今回の症例を通して,深部感覚障害は歩

は,左右両側へのふらつきを認めた.原因として,左下

行の安全性低下に関与しており,固有感覚入力は歩

肢随意性低下による体幹右側屈による代償と疼痛性

行の自立度向上に繋がることを学んだ.

跛行残存による右下肢への荷重不足を問題点として

【参考文献】1）末廣健児：感覚入力・感覚受容とそれ

挙げた.これらに対し,左下肢神経筋再教育・右下肢

に 伴 う 運 動 の 変 化 に つ い て , 関 西 理 学 (11:21-

へ荷重練習・右下肢筋力トレーニング・歩行練習を実

24,2011),2）高岡亜祐美：重度感覚障害を呈した左片

施した.

麻痺患者の歩行獲得へのアプローチ,理学療法いば

【経過：Y+55 日】歩行では右下肢への荷重が増加し,

らき(第 11 巻第 2 号 92～95 項 2007 年）

左へのふらつきが軽減した.しかし,左下肢への重心移
動が不十分であり,左立脚期が短縮することで,右への

17. 難易度設定・環境調整を行う事により対称的な

関して，右上肢で引き込みが目立ち，離殿直後も継

姿勢保持を獲得し歩行導入に至った症例

続し体幹の側屈を助長していた．台の位置を側方か

西宮協立リハビリテーション病院

ら前方へ変更し環境調整も行った．すると上肢の引き

片岡 渚

込みは軽減し，離殿における下肢荷重量も増加し体

【キーワード】起立・難易度設定・環境調整

幹筋群に加えて殿筋群の筋活動も増加していった．

【はじめに】

この後の立位では体幹の右側屈が軽減し，下肢荷重

坐位から立位へ移行するにあたり，難易度設定とし
て起立動作を選択し更に環境調整を行うことで，対称
的な姿勢を獲得し歩行導入に至った症例を経験した

量が対称的となったことで下肢も伸展位で保持出来
るようになった．
57 病日頃からは KAFO に併せて MAFO へカットダ

ので報告する．

ウンしたステップ練習と歩行練習を交互に展開し経過

【症例】

により使用頻度を MAFO 主体とした歩行練習へ移行

X 年 Y 月 Z 日に左片麻痺，構音障害により救急搬

した．80 病日頃に Q-cane と MAFO を用いた歩行が

送．CT で右被殻出血と診断．保存加療した後に継続

可能となり棟内トイレ歩行見守りの導入に至った．

したリハビリテーション目的に A 病院へ入院となる．

【最終評価】第 83 病日~第 87 病日

【初期評価】第 14 病日~第 24 病日

SIAS：下肢運動 12/15，下肢感覚 2/6，垂直性：2/3，

SIAS：下肢運動 7/15，下肢感覚 2/6， ROM：3/3 垂

腹筋：2/3，GMT：下肢伸展(5/5)，BBS：36/56 点，10

直性：2/3，腹筋:1/3，GMT：下肢伸展(4/4) ，BBS：

ｍ歩行：12 秒 5 (20 歩)，TUG：20 秒 3 / 17 秒 3，FAC：

1/56 点，FAC：1 点，FIM：52/126 点．

3 点，FIM：103/126 点．

起立：右上肢支持で体幹右側屈したまま離殿．離殿

立位：(支持なし)前方注視で，右膝関節は伸展し，体

後，体幹右側屈で下方注視．左殿部が後退し，伸展

幹は軽度右側屈．

後は体幹前傾・右側屈．左殿部後退し，左右の股関

【考察】

節・膝関節屈曲支持．立位：(右上肢平行棒支持・

歩行獲得に向けて，腹直筋・腹斜筋群の遠心性収

KAFO)下方注視で，体幹前傾・骨盤後傾し左殿部は

縮による体幹の抗重力伸展活動を坐位から賦活を図

後退．体幹右側屈させ，左右の下肢は屈曲保持．支

った．経過を通して立位へ移行するも再び，体幹は前

持なしでは体幹前傾，右膝関節屈曲，体幹右側屈が

傾及び側屈しておりアプローチの再考を行った．

増強．
【経過】
本症例は通勤にて歩行獲得が必須で短 期目標と
して，病棟内歩行の導入を目標に介入を始めた．

まずは難易度設定を見直し坐位から立位ではなく
起立動作に着目した．本症例は筋活動を持続的に保
つ事が困難だった．反復課題である起立動作は連続
的な筋活動を誘発しやすかった．更に環境調整も見

まず体幹機能を促通する為，支持基底面の広い坐

直した．右上肢を側方支持から前方支持に変更した

位を選択した．方法は，右側方に設置した台に上肢

ことは，体側の腹直筋・腹斜筋群の伸張位を保ちなが

を乗せ側方の荷重における腹直筋・腹斜筋群の遠心

ら動作遂行を可能にした．また前方支持により身体重

性収縮を促通した．経過の中で治療肢位を立位へ変

心が前方へ位置し起立における下肢荷重量を増加さ

更した．立位練習では KAFO を使用し左下肢の伸展

せ，大殿筋の筋活動もより効果的に高めることも可能

保持を装具で補い，下肢・足部を通した荷重に対す

にした．上記の効果により荷重に伴う体幹・下肢のコ

る抗重力反応を狙った．しかし立位では坐位で改善

ントロールを高め歩行の安全 性向上を図れたと考え

を認めた体幹の右側屈が再び出現し，下肢は屈曲支

る．

持となり右側屈を助長した．
これに対して難易度設定を再考し，坐位から立位
ではなく起立動作へ着目点を変更した．起立動作に

～第４セッション～

18. 歩行時の左側方への動揺に着目し昇段動作を実

作を実施した．昇段動作時の筋放電パターンは歩行と

施した症例

類似しており，また歩行時に比べ筋活動量が高いと述

社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺病院
益田 紫帆

べられている．方法として右下肢から昇段し右片脚立
位を3秒保持した．山元らは昇段動作では片脚支持で，

Keyword：大殿筋・中殿筋・昇段動作

かつ，挙上側の骨盤下制を制御しながら体重心を持ち

【はじめに】

上げることで筋活動が高くなると述べている．治療アプ

本症例は急性腰痛症，陳旧性第11胸椎圧迫骨折・第2

ローチを行うにあたって手すりの引き込み，過度な体幹

腰椎圧迫骨折で入院．独歩にて左LR～MStで左側方

前傾位で昇段した．また右片脚立位では骨盤後傾・右

への動揺を認めた．右LR～MStに着目することで左側

側方偏移・左下制が認められた．そのため手すりの形

方への動揺が軽減し屋内独歩自立が可能となるので

状，高さ，手の位置を調節し最も代償が出ない条件で

はないかと考えた．その原因である大殿筋，中殿筋へ

行った．台の高さは代償なく昇段可能ななかで最も高

アプローチを行った結果，左LR～MStでの左側方への

い台を利用した．

動揺が軽減したため，以下に報告する．

【最終評価：初期評価～31日目】

【症例紹介】

MMTは右股関節外転4・伸展3と改善を認めた．10m歩

80代前半女性，夫と同居．トイレから起立した際に腰痛

行では12.94秒（23歩）であり初期評価時と比べ改善が

が出現．急性腰痛症にて入院する．入院前ADLは屋

みられた．また右LR～MStで体幹左側屈，骨盤右側方

内・屋外ともに独歩自立していた．

偏位・左下制は軽減し，左LR～MStでは左側方への動

【倫理的配慮】

揺の軽減を認めた．

対象者には，発表目的と個人情報取り扱いについて十

【考察】

分な説明を行い，同意を得た．

今回，急性腰痛症で入院された症例に対して右LR～

【初期評価】

MStに着目し左LR～MStの左側方への動揺軽減を目

徒手筋力検査(以下MMT)は右股関節外転3，伸展2で

的に昇段動作・片脚立位を実施した．MMTでは右股関

あった．10m歩行で16.22秒（28歩）立位では頭頚部左

節外転4・伸展3となり右大殿筋，右中殿筋の筋力向上

側屈，体幹右側屈，骨盤左下制を認めた．独歩では右

がみられた．昇段動作を行うことにより歩行に類似した

LR～MStで体幹左側屈，骨盤右側方偏位・左下制とな

筋収縮様式で右大殿筋，右中殿筋の筋力向上が得ら

り左LR～MStの際に左側方への動揺を認め介助を要し

れた．また片脚立位により大殿筋，中殿筋の等尺性収

た．

縮を促すことで右LR～MStでの骨盤左下制の軽減に

【問題点抽出】

繋がったと考える．その結果，右LR～MStでの跛行が

評価結果からMMTで右股関節伸展2，右股関節外転3

軽減，右立脚期が延長し左側への重心移動が改善す

であった．その原因として左重心優位となるアライメント

ることで左立脚期での動揺が軽減した．

不良，入院中の安静期間による廃用の進行から右大

【おわりに】

殿筋，右中殿筋の筋力低下が起きていると考えた．右

本症例は，独歩時に左LR～MStで左側方への動揺を

大殿筋，右中殿筋の筋力低下により右LR～MStは短

認めたため，右LR～MStでの骨盤右側方偏移・左下制

縮し，左立脚期への移行が性急となり，結果として左

に着目した．結果として左側方への動揺を軽減すること

LR～MStでの左側方への動揺を認めた．左LR～MSt

ができた．今回の治療経験を通して筋の収縮様式を考

での左側方への動揺を軽減し歩行時の転倒リスクを防

慮したアプローチの必要性を学んだ．今後の課題とし

ぐために右大殿筋，右中殿筋の筋力向上を目的とした

ては，入院前ADLや活動量を考慮し目標設定を検討

治療プログラムを立案した．

する必要があると考えた．

【治療プログラム】
右大殿筋，右中殿筋の筋力向上を図るために昇段動

19. 右 TKA 術後、ヒールロッカーに着目し歩容の

た。

改善を認めた症例

【最終評価(術後+7 週)】疼痛:右膝関節屈曲時痛
西宮協立リハビリテーション病院

NRS3～4/10。Physicalassesment:術創部の熱感継続。

湯浅 真耶

周径(R/L):膝蓋骨上縁 39cm/39cm。ROM(°R/L):膝

キーワード：ヒールロッカー・関節モーメント・アライメン

関節屈曲 100(P)/120、伸展-20/-15、足関節背屈

ト

10(P)/10、底屈 25/25。MMT(R/L):股関節屈曲 4/4、

【はじめに】変形性両膝関節症で右人工膝関節全置

伸展 4/4、外転 4/4、膝関節伸展 4/4、足関節底屈

換術後(以下 TKA)の症例を担当した。アライメントの

4/4。BBS:54 点/56 点。FRT(立位):前方 28.5 ㎝。10m

影響により、歩行右立脚時に重心の上方移動が生じ

歩行:14 秒 6/24 歩。歩行:T 字杖歩行自立。IC では、

ず、非効率な歩行となっていた。それに対し、ヒール

体幹前傾、股・膝関節屈曲、足関節背屈位となって

ロッカーに着目し、踵接地での荷重練習を行ったこと

いる。LR～MSt の延長を認め、体幹前傾、股・膝関節

により、安定した T 字杖歩行の獲得に至ったため報

屈曲、足関節背屈が軽減し、伸展方向への活動得ら

告する。

れている。

【症例紹介】70 代女性。既往歴:関節リウマチ

【考察】本症例の問題点として、踵接地の消失を挙げ

【初期評価(術後＋3 週)】疼痛:右膝関節屈曲時痛

た。山本らは、床反力が膝関節の後方を通ると膝関

NRS3～4/10、荷重時痛 NRS3/10。左膝関節荷重時

節には伸展方向への関節モーメントが生じると述べ

痛 NRS3/10。Physicalassesment:術創部に熱感・腫

ている。本症例は IC～MSt にかけて体幹が前傾し、

脹・発赤あり。周径(R/L):膝蓋骨上縁 41cm/38cm。

床反力は膝関節の後方を通らず、伸展方向への関

ROM(°R/L):膝関節屈曲 100(P)/120、伸展-40/-20、

節モーメントが不十分であったと考えられる。また、ヒ

足関節背屈 5(P)/10、底屈 20/20。MMT(R/L):股関

ールロッカーの機能は、踵接地時の衝撃吸収と脚全

節屈曲 3/4、伸展 4/4、外転 3/4、膝関節伸展 3/4、

体が前方へ移動することを可能としている。IC で荷重

足関節底屈 4/4。BBS:46 点/56 点。FRT(立位):前方

された際に前脛骨筋群によってブレーキがかけられ

20 ㎝。10m 歩行:16 秒 5/24 歩。歩行:キャスター付き

前足部の床接地を遅らせ衝撃を吸収し、体幹が前方

歩行器歩行見守り。IC では、体幹前傾、股・膝関節

へ倒れこむ現象を抑制する。さらに大畑は、IC より

屈曲、足関節背屈位であり、踵接地が消失している。

徐々に荷重量が増加するにつれて遠位部が固定さ

LR～MSt は短縮し、体幹前傾、股・膝関節屈曲、足

れ、近位部の運動が生じると述べている。このことか

関節背屈が増強している。

ら、遠位部にあたる足部での荷重練習を重点的に行

【治療経過および治療内容】本症例は、マルアライメ

ったことで踵接地を獲得し、体幹の前傾が抑制され、

ントにより重心が前方へ偏位していた。また歩行観察

床反力が膝関節後方を通ることで各関節の伸展モー

より、踵接地は消失し、ヒールロッカーによる接地時

メントを活用することが可能となり大殿筋・大腿四頭

の衝撃吸収が生じず、LR～MSt は短縮していた。こ

筋・下腿三頭筋の筋出力が向上したと考える。加えて、

れらにより、体幹は前傾位となり IC～MSt にかけて重

ヒールロッカーからアンクルロッカーまで獲得されたこ

心の上方移動が生じていなかった。これらに対し、本

とで IC～MSt にかけての重心の上方移動が得られた

症例のマルアライメントに留意し、体幹前傾による重

と考える。以上より、マルアライメントに留意した踵接

心の前方偏位を修正した中で踵接地課題、踵部から

地課題、踵部から前足部への荷重練習を行ったこと

前足部への重心移動を反復して行い、伸展筋群の

でヒールロッカーを獲得し、重心の上方移動が得られ、

筋出力向上を図った。これによりヒールロッカーを獲

立脚期での安定性向上に繋がったと考える。これら

得し、体幹前傾の抑制が図れた。そして床反力は膝

の結果、安定した T 字杖歩行を獲得した。

関節の後方を通り、伸展関節モーメントが増加したこ
とで IC～MSt における重心の上方移動が可能となっ

20. 人工膝関節置換術後,ノルディック歩行で跛行の

ンシブ・スタイルでの NW を補助的に活用し,歩容の再

改善を図った一症例

学習を図った.NW 後の T 字杖歩行では歩幅が拡大し

医療法人協和会 協和マリナホスピタル

歩行速度が向上した.11 週目, 30 分間連続して跛行な

藤原 裕太

く NW 実施可能.ここで,口頭指示を『右足が床に着いた

Keywords:デュシャンヌ歩行・ノルディック歩行・運動学
習

ときにお尻を真っ直ぐに保ってください.』に変更した.
【結果】12 週目,右膝関節他動伸展可動域-3°.10m 歩

【はじめに】長年,両側変形性膝関節症(以下膝 OA)を罹

行(T 字杖):8.96 秒 16 歩.病棟での T 字杖歩行は時折

患し,右人工膝関節置換術(以下 TKA)を呈した患者を

跛行の出現が見受けられたが,リハ室での自由歩行で

担当した.ノルディック歩行(以下 NW)を活用した運動学

はデュシャンヌ歩行は消失した.また,動画確認後の違和

習でデュシャンヌ歩行が改善したため報告する.

感は聞かれず「大分良くなりました.満足です.」と発言が

【症例紹介】80 歳代女性.診断名:右変形性膝関節症の

あった.

術後.現病歴:X-10 年に両膝 OA と診断.X-1 年に左

【考察】本症例は右 TKA を施行後,筋力増強を認めたが,

TKA を,X 年に右 TKA を施行.本人 Hope:歩くときに横

右 MSt にデュシャンヌ歩行が出現していた.TKA 施行後

に揺れるのを直したい.

の歩容について前田は「術後に歩容が変化しておらず,

【倫理的配慮】書面にて本人に本報告の趣旨・個人情

術前との変化がさほどないように見受けられる」「TKA に

報に関する説明を行い了承を得た.

よって膝関節を改変するだけでは,下肢の情報器官とし

【評価】ROM(R/L):膝関節他動屈曲(100°/105°),他

ての役割が構築されていない」と述べている.本症例は

動伸展(-10°/0°).MMT(R/L):中殿筋(3/5) ,大腿四頭

長年,膝 OA の罹患によりデュシャンヌ歩行を呈していた

筋(4/5).片脚立位保持時間:両側 1 秒未満.FIM:運動項

ことで TKA 後も跛行が出現していたと考える.さらに歩行

目 63 点,認知項目 34 点.最大歩行能力:歩行器歩行見

中の体幹側屈角度が実際と自覚で解離を認めた.運動

守り.10m 歩行(歩行器):13.83 秒 18 歩.

学習の連合相について中村は「運動中の感覚情報フィ

【目標】短期:右膝関節伸展可動域改善,右中殿筋筋力

ードバックと結果の知識が重要である」と述べており,口

増強.長期:屋外 T 字杖歩行自立.

頭指示で感覚フィードバックを促した.しかし跛行の改善

【問題点】1 右膝関節術創部の伸張性低下,2 右膝関節

は困難であり,難易度の調整が必要だと考えた.NW につ

伸展可動域制限,3 右中殿筋の遠心性収縮困難

いて,本宮らは「身体重心左右移動振幅・体幹側屈角度

【経過】PT 介入当初,歩行器歩行で右 MSt にデュシャン

振幅・歩隔が有意に減少する」と述べている.ここで, 運

ヌ歩行を認める.「昔から横に揺れて歩いていた.」と発言

動学習の連合相における余剰運動である体幹側屈の

あり.右膝関節可動域練習と右中殿筋筋力増強練習を

軽減を図るために NW を活用した.ディフェンシブ・スタイ

中心に介入.3 週目,T 字杖歩行練習開始.6 週目,右膝

ルによる NW を 9 週目以降継続し,骨盤の制動を感覚フ

関節他動伸展可動域-6°,右中殿筋 MMT4 に改善した

ィードバックした.今回,運動学習に向け NW にて難易度

がデュシャンヌ歩行は残存していた.撮影した歩行中の

を調整したことで感覚フィードバックが行え,リハ室での

動画を本症例と確認すると「思った以上に揺れている

跛行が消失したと考える.一方,機能的課題難易度が高

わ.」と発言があり,歩行中の体幹側屈角度が実際と本症

いと,運動学習の効率は悪くなる.病棟のような狭い空間

例の自覚に解離があることが分かった.自己での修正を

で人の往来がある場合,運動学習の連合相における意

図るため T 字杖歩行練習前に,『右足が床についた時

識下が困難となり跛行が出現したと考える.今後,歩容の

に頭が上に引っ張られるように歩いて下さい.』と口頭指

自動相への汎化に向け更なる検討が重要であると考え

示を追加した.しかし歩行開始以降,体幹右側屈が出現

る.

した.7 週目,屋外 T 字杖歩行自立.10m 歩行(T 字
杖):11.02 秒 18 歩.9 週目,口頭指示では跛行の改善が
困難だった.体幹の右側屈角度を減らすためにディフェ

21. 左変形性膝関節症により OWDTO を施行され

られた。炎症に対しては RICE 処置の指導、癒着に

た症例～膝関節自動運動時の疼痛に着目して～

対し ては持続的圧 刺激を 加え 、術創部周囲の柔 軟

西宮回生病院

性の向上に努めた。②疼痛については、特に膝関節

和田 征暢

外側裂隙部の疼痛に対して屈曲時の Medial Pivot

Key words:OWDTO・疼痛・Medial Pivot Motion

Motion（以下 MPM）が制限されていると考え、膝窩

【はじめに】
左下腿骨切り術（OWDTO）を施行し、膝関節自動
運動時痛が出現した症例を担当した。術創部周囲の

部外側にボールを挟み MPM を促通するように介入
した。
【最終評価：Z+16～17 日】

持続的圧刺激や膝関節屈曲時の脛骨回旋副運動の

BMI：26.3。ROM-t：左膝関節屈曲 115°（p）、伸

促通により疼痛の軽減が認められたため、以下に報

展-5°。疼痛部位：下腿内側近位 1/3。NRS：安静

告する。

時 1、運動時 1～2。等尺性膝関節伸展筋力（右／

【症例紹介】

左）： 39.7 ／実施不可。等尺性膝関節屈曲筋力（ 右

50 歳代、男性。数ヶ月前から左膝関節の疼痛出現

／左）：26.7／実施不可。左下肢自動 SLR：最終域ま

し、外来でフォロー行うも疼痛緩和せず、X 年 Y 月 Z

で可。Thomas test：両側陽性。Ober test：両側陰性。

日に OWDTO 施行。入院前 ADL は独歩で自立。職

表在感覚：下腿外側に 2/10 の重度鈍麻。

業は営業職、職場まで自転車、階段が必要である。

【考察】

【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

NRS、ROM の改善がみられた。これらは、炎症の
減退、軟部組織癒着の改善、MPM の改善が寄与し

ついて十分な説明を行い、同意を得た。

ていると考えられる。特に左膝関節屈曲時の膝関節

【初期評価：Z+1～3 日】

外側裂隙部の疼痛は MPM の促通により疼痛が消失

BMI：26.1。関節可動域測定（以下 ROM-t）：左膝

し た。疼痛が軽減し たこと により 左下肢の 自動 SLR

関節屈曲 75°（p）、伸展-15°。疼痛部位：下腿内

が可能になるなど筋出力も改善したと考えられる。

側 近 位 1/3 、 膝 関 節 外 側 裂 隙 部 、 下 腿 外 側 部 。

【まとめ】

Numerical Rating Scale（以下 NRS）：安静時 2～3、

本症例は疼痛の軽減により ROM 制限が改善され

運動時 5～6。等尺性膝関節伸展筋力（右／左）：

た。膝関節屈曲時の副運動を促通することで除痛を

35.8 ／ 実 施 不 可 。 等 尺 性 膝 関 節 屈 曲 筋 力 （ 右 ／

図ることができたと考えられる。反省点としては、疼痛

左 ） ： 22.1 ／ 実 施 不 可 。 左 下 肢 自 動 SLR ： 不 可 。

に対する評価に身体機能だけでなく、自己効力感や

Thomas test：両側陽性。Ober test：両側陰性。表在

カタストロフィーなど多角的な評価を実施し、より本症

感覚：左膝関節外側及び下腿外側に 2/10 の重度

例の疼痛に対する理解を深めるべきであった点が挙

鈍麻。

げられる。

【問題点と介入内容】

【文献】

本症例は在宅生活に階段昇降と自転車動作が必
要な方であり、上記 ADL 遂行のためには膝関節屈
曲角度がそれぞれ 100°、120°必要である¹。初期
評価では屈曲 75°のため、膝関節屈曲 ROM の改
善が求められた。膝関節 ROM 制限をきたしている要
因として①術後侵襲・炎症②疼痛を挙げた。
①本症例が施行された OWDTO では鵞足切痕部
を中心に 4cm 皮膚切開し、鵞足や MCL、半腱様筋
を切開するため炎症や各創周囲組織の癒着が考え

1 島田洋一ら．運動器疾患の治療とリハビリテーショ
ン．2016，P181．メジカルビュー社：東京都

22. 術後早期より 1 足 1 段降段動作獲得を目指した

【中間評価時の問題点・アプローチ】

症例～内側広筋の遠心性収縮に着目～

歩行時の疼痛は軽減したが，降段時に著明であった．

社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺病院
近藤伶南

術前は片手すり 1 足 1 段での階段昇降が可能であり，
本人の性格も考慮し術前と同様の降段動作獲得が

Keyword：内側広筋・遠心性収縮・降段動作

実用的だと考えた．中間評価時は 11cm 段，片手すり

【はじめに】

把持での動作が困難なため両手すりで行った．正常

今 回 ， 右 変 形 性 膝 関 節 症 に 対 し Total Knee

の降段動作では体重受容相～前方移動相で下腿内

Arthroplasty（以下 TKA）を施行した症例を担当した．

旋 す る の に 対 し 本 症 例 は大 腿 内 旋 ・ 下 腿 外 旋 し

本症例は自宅復帰のため階段昇降が必要であり，

Knee-in となる．これらを制動する内側広筋の活動量

内側広筋の遠心性収縮に着目しアプローチを行っ

低下により外側広筋が過負荷になると考えた．野村ら

たので以下に報告する．

は Knee-in は外側広筋の活動が有意となると報告し

【症例紹介】80 歳代女性で気早な性格，2 階建の 1

ている．内側広筋の活動量低下により外側広筋が過

軒屋で息子と同居している．入院前 ADL は自宅内独

負荷となり疼痛が増強し，膝関節屈曲位での制動が

歩自立，屋外杖歩行自立であった．既往歴は左転子

困難となると考えた．実際に Knee-in を制動した降段

下骨折，左 TKA，右骨盤骨折である．

動作で疼痛が軽減した．内側広筋の遠心性収縮に

【倫理的配慮】対象者には，発表目的と個人情報取り

アプローチし外側広筋との同時収縮を可能にするこ

扱いについて十分な説明を行い，同意を得た．

とで疼痛が出現せず膝関節の制動が行えると考えた．

【初期評価：術後 1～3 日】

まず内側広筋の遠心性収縮のアプローチとして着座

Range of Motion Test（以下 ROM-T）右膝関節伸展

練習を実施した．Hanten らは股関節内転筋との同時

では他動 0°，自動 -5°で Extension Lag を認めた．

収縮によって内側広筋の活動が増加すると述べてお

動作時・荷重時には外側広筋に numerical rating

り，膝の間にボールを挟むことで内側広筋の収縮を

scale（以下 NRS）8/10 の疼痛があった．hand held

促した．ベッドの高さを調節し負荷量を設定した．さら

dynamometer（以下 HHD）で測定した等尺性膝伸展

に平行棒内で徒手にて Knee-in を制動し降段練習を

筋力は 2.4kgf で触診では内側広筋の収縮が左と比

行った．両手すりから開始し炎症所見や代償動作の

較し乏しかった．

有無で片手すりへと移行した．

【初期評価時の問題点・アプローチ】

【最終評価：術後 31～34 日】

初期評価では炎症徴候・動作時の疼痛が著明なた

Extension Lag は消失した．降段時 ，外側広筋に

め炎症を助長させないアプローチを実施した．大腿

NRS4/10 の 疼 痛 が あ っ た ． 等 尺 性 伸 展 筋 力 は

四頭筋，特に内側広筋の収縮が乏しかったこと，

12.4kgf であり，降段動作は 18cm 段，片手すり把持

Extension Lag が生じていることから膝蓋骨を徒手に

のみ Knee-in・疼痛が残存した．

て内側に誘導し，内側広筋の収縮を促したセッティン

【考察】今回内側広筋の遠心性収縮へアプローチし

グを実施した．

Knee-in が一部改善するも，動作未獲得であった．

【中間評価：術後 14～17 日】

18cm 段での動作が困難な原因として，11cm と比較し

Extension Lag は残存し，外側広筋の疼痛は動作時・

膝関節屈曲角度が増大するため更に遠心性収縮が

荷重時に NRS5/10，降段動作で 8/10 であった．等

必要になると考えた．

尺性膝伸展筋力は 10.5kgf で触診での内側広筋の

【まとめ】本症例は負荷量を漸増的に増加させること

収縮は僅かに向上した．降段動作は 11cm 段，両手

ができなかった．そのためセット数の増加や自主トレ

すり把持で実施し体重受容相～前方移動相で下腿

ーニングの指導でより効果が出たのではないかと考

外旋，制御降下相で性急な膝関節屈曲を認めた．

えた．

～第５セッション～

23. 股関節への体性感覚入力により意識レベルが向

加した.歩行練習追加当初は前腕支持量が強く体幹

上し起立動作介助量軽減に至った症例

前傾位で前方へのふらつきを認めていた. そのため,

社会医療法人渡邊高記念会

徒手的に立脚期で股関節伸展を誘導した.継続的に

西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリテーション病院

行い,67 日目より徐々に体幹前傾角度が改善を認め

小寺 由依

開眼持続時間の延長が得られた.意識レベル向上に

Keyword:体性感覚・上行性網様体賦活系・股関節

より座位姿勢では,体幹正中位での姿勢保持が自己

【はじめに】今回,中脳出血を発症し意識障害を呈し

にて可能となった.

た症例を担当した.意識レベル向上を目的とした背面

【最終評価 X+114～116 日】意識レベル：JCSⅠ-2.コミ

開放座位練習,起立練習を行ったが意識レベルの変

ュニケーションは,問い掛けに対し表情変化や言葉に

化は得られず改善に難渋した.そこで歩行練習にて

よる返答,談笑が増えた.広南スコア:25 点.FIM:40 点

股関節肢位や荷重に関連した感覚情報による体性

(食事動作 3,移乗動作 4).起立動作: 近位見守り.自発

感覚を積極的に入力した.結果,意識レベルが向上し

性向上より自己にて体幹前傾し,片手すり把持にて起

起立動作介助量軽減を得られたため報告する.

立可能.

【症例紹介】80 代後半.女性.診断名:中脳出血(中脳

【考察】本症例は中脳出血により意識の保持に関与

水道中心に血腫),合併:両側眼瞼下垂.経過:X 日に

する脳幹網様体の機能低下を生じ意識障害を呈した

意識レベル低下(JCSⅢ-100)し救急搬送,X+42 日回

と考える.高草木 1)は,「上行性網様体賦活系は,末梢

復期病院転院.入院前ADL:独居,歩行器にて移動,入

からの感覚刺激を受け脳幹網様体の興奮を大脳皮

浴と買い物はサービスを利用.NEED:起立動作介助

質に広く投射することで意識の保持に関与する」と述

量軽減.

べている.また上林 2)は,「歩行では骨格筋,関節,皮膚

【倫理的配慮】症例報告を行うにあたり,ご本人･ご家

などの感覚受容器から体性感覚情報が脊髄や上位

族様に説明し同意を得た.

中枢にフィードバックされている」,「体性感覚の中でも

【初期評価 X+47～49 日】意識レベル(Japan Coma

股関節肢位や荷重に関連した感覚情報が筋活動パ

Scale 以下 JCS):Ⅱ-20.コミュニケーションは問い掛け

ターンや歩行訓練に重要」と述べている.そこで歩行

に対し反応ない場面あり.理解表出不十分,常時傾眠

時に生じる股関節への体性感覚を入力し,抗重力伸

傾向より従命指示困難.東北療護センター遷延性意

展活動を高め上行性網様体賦活系の活動を促した.

識障害スコア表(以下広南スコア):44 点.Functional

また,歩行練習で開眼持続時間の延長と頸部・体幹

Independence Measure(以下 FIM):38 点(食事動作 2,移

が賦活され抗重力伸展活動が得られるようになった.

乗動作 2).起立動作:中等度介助.自発性低下より体

広南スコアでは中等症例から軽症例となり自力摂食・

幹前傾不十分で離殿困難.後方へふらつき認め転倒

眼球・発声・従命・表情が点数向上した.結果,自発性

リスクあり.

が高まり動作指示入力が可能になったことで起立動

【経過】介入当初は,関節可動域運動(以下 ROM),背

作近位見守りを獲得した.

面開放座位練習,起立練習を行い,意識レベルの改

【おわりに】今回,意識レベル向上に向けて段階的に

善を試みたが,血圧変動より積極的な介入が困難で

介入していき,歩行練習で股関節へ体性感覚の入力

あった.また座位姿勢では骨盤後傾位で座位時間の

を行う重要性を学んだ.

延長に伴い頸部･体幹が後方へ崩れるため保持不可

【参考文献】1)上林清孝:国リハ研期 30 号,2009,p17

であった.理学療法開始 16 日頃より全身状態が安定

2)高草木薫:脊髄外科 27 巻 3 号,2013p208～215

してきたため引き続き起立練習,リーチ動作練習を行
い段階的に抗重力刺激を入力したが,意識レベルに
変化は得られなかった.そこで,55 日目より意識レベル
向上を目指して馬蹄型歩行器を使用し歩行練習を追

24. 小脳虫部に梗塞を呈し認知ループ障害を認め、

した.その後,目的を持った動作への不安が徐々に軽減

動作への不安が増大した一症例

した.#1 に加え#2・3 への介入が可能となり,介入時の運

医療法人協和会 協和マリナホスピタル

動量の増加が図れた.8 週目,ポータブルトイレ自立,立

山口 和真

位リーチでお茶をとる動作が可能となった.本人からも短

Keywords:不安・認知ループ・認知情報

距離の片手引き歩行の希望あり,徐々に不安が減少し

【はじめに】小脳梗塞発症後,認知ループの障害を認め

た.ここで目標を長期:居室内自立に変更した.11 週目,

た患者を担当した.認知情報の増加で不安が減少し

約 20m の歩行を希望あり.12 週目,立位時のふらつきは

ADL が向上した為報告する.

自己制動が可能となり,13 週目,本人から独歩の希望あ

【症例紹介】80 代女性,診断名:小脳梗塞(左右半球,虫

り.床面へのリーチ動作も支持物把持し介助無しで可能,

部),現病歴:Y 月 Z 日,小脳梗塞と診断.既往歴:網脈絡膜

片手支持にて 5 分立位保持可能となった.最終 ADL は,

萎縮にて視野狭窄.病前 ADL:独居,屋内外独歩,家事

起居・移乗動作,ポータブルトイレ自立を獲得した.

自立.入院時 ADL:屋内外車椅子介助,起居・移乗動作

【考察】今回,小脳梗塞を発症した症例を担当した.介入

軽介助(不安出現の為).バルーン装着.

当初,問題点#1・2 に対し介入したが,5 週目より不安が増

【倫理的配慮】書面にてご家族様に本報告の趣旨,個人

大し,介入が不十分となった.ここで不安について再考し,

情報に関する説明を行い,了承を得た.

不安に対して成功体験を行ったが,不安の変化はなか

【初期評価】MMT(R/L):腸腰筋・大腿四頭筋 4/4,大殿

った.小脳病変について,Schmahmann らの報告により,大

筋 ・ 中 殿 筋 3/3. 立 位 バ ラ ン ス ( 秒 ): 上 肢 支 持 あ り

脳-小脳連関の運動・認知ループの障害が知られてい

(R/L);15/10・支持無し;7.感覚評価:異常なし.ロンベル

る.また,高草木らは『「外界環境や内部環境」がもたらす

グ試験:開眼でふらつきあり.歩行器歩行:約 35m を近位

認知情報をもとに大脳皮質・基底核・小脳が構成する認

見守りで可能.リーチ動作:重心移動範囲減少・体幹立

知ループの活動が,行動計画を立案し,「身体性」がもた

ち直り反応の遅延(右>左).リーチ位保持不可,立位では

らす運動感覚をもとに大脳皮質・基底核・小脳の運動ル

下肢ステップ反応が出現しない.

ープが運動プログラムを生成する.』と述べている.本症

【目標】短期:日中棟内歩行器歩行見守り,起居・移

例は既往の視野狭窄によって自己取得できる認知情報

乗動作自立,重心移動範囲拡大.長期:居室内歩行器

が不足した事や,入院による環境変化により不安が出現

自立,リーチ動作範囲拡大.

した.加えて,小脳梗塞により運動・認知ループの機能発

【問題点】#1 体幹の協調性低下,#2 体幹筋の筋緊張低

揮が困難になった事で,さらに不安が増強したと考えら

下,#3 不安による動作能力低下

れる.上記のループを構成している大脳基底核では報

【経過】発症 Z＋48 日後より理学療法介入開始.問題点

酬による学習が知られている.運動・認知ループの賦活

#1・2 に対し,歩行練習・下肢プレーシングを中心に 2 週

の為に,大脳基底核での報酬と強化学習が必要と考え

間介入したが,「身体がふらふらする」等の不安により介

た.その為,残存機能である聴覚・体性感覚からの外的

入不十分となった.5 週目,動作への不安増強により動作

環境情報量(動作しやすい環境調整・動作結果と修正

レベルが低下した.動作時に声掛けにて成功体験を行う

の認知の声掛け)を増加させた.7 週目,居室内の支持物

も,不安の改善を認めなかった.動作レベル低下,不安増

を増加させる等の環境調整,本人が認知できない情報を

強の為,目標を短期:不安軽減,立位安定性向上.長期:

補う声かけや介助を検討及び実施した結果,動作に対

居室内起居・移乗自立に変更した.7 週目,チームで関わ

する不安が減少し起居・移乗動作,ポータブルトイレ自

り方を検討し,リハビリと病棟にて 5 週目の介入に加え,

立を獲得したと考える.

本人が動作しやすい環境調整(手の届く範囲に物を置
く・支持物が多い等),動作時に周囲の状況を伝え,動作
の結果と修正の声かけ(動作により起きた現象とその修
正方法)や接触介助を行い,外部からの刺激入力を増加

25. 治療肢位の工夫により、立位バランス向上・屋内

【最終評価(113～118 病日目)変化点のみ記載】

歩行自立の獲得に至った症例

SIAS(右):5-5、5-5-5。GMT:股関節屈曲 4/4 股関節

西宮協立リハビリテーション病院

伸展 3+/3+股関節外転 3+/4 膝関節屈曲 3+/3 膝関

後藤 圭介

節伸展 4/4 体幹屈曲 3+。筋緊張:(過緊張)脊柱起立

【キーワード】突進様歩行・両膝立ち位・殿筋群

筋群(低緊張)左腹筋群、両殿筋群〈右>左〉。失調検

【はじめに】今回、くも膜下出血後に水頭症を発症し

査:踵打ち・踵膝;陽性反応(右<左)、後方傾斜:陽性

た症例を担当した。左殿筋群筋緊張・筋出力低下か

反応(軽減)。歩行評価:補助具なし見守り。10m 歩

ら突進様歩行を呈し介助を要した。両膝立ち位により

行:8 秒 8/17 歩。TUG:右 10 秒 8/左 11 秒 1。

立位バランス向上、屋内歩行自立、家族様見守りで

BBS:56/56 点。FIM:85 点(運動;64 点、認知;21 点)。

の外出獲得に至ったため報告する。

体幹立ち直り(座位):左右共に陽性反応。(立位):左右

【症例紹介】70 歳代男性、現病歴:X 年 Y 月 Z 日に脳

共に軽度陽性。歩行動作:左 IC～LR では、踵接地認

挫傷・外傷性くも膜下出血と診断、第 43 病日 A 病院

め、体幹軽度左前側方へ傾倒、骨盤前後傾中間位。

へ転院。第 58 病日水頭症と診断、シャント目的にて

左 MSt～TSt では左股関節伸展。右 IC は踵接地。

B 病院に転院。第 72 病日 A 病院に転院。病前 ADL

右 LR～MSt では、骨盤右側方偏倚。

補助具なし歩行自立。

【考察】本症例は右麻痺であるが、座位にて左側で体

【初期評価(80～87 病日目)記載は右/左】

幹の立ち直りが生じておらず、左側での筋緊張低下

SIAS(右):5-5、4-4-4。GMT:股関節屈曲 3/3 股関節

や失調症状を認めたため、非麻痺側である左側に着

伸展 3/3 股関節外転 2+/2+膝関節屈曲 2+/2+膝関節

目し介入した。立位姿勢では、骨盤前傾し両股関節

伸展 3/3 体幹屈曲 3。筋緊張:(過緊張)両脊柱起立筋

屈曲位での姿勢保持となる。歩行動作において、左

群、両下腿三頭筋(低緊張)両腹筋群〈右<左〉、両殿

IC にて体幹左前側方へ傾倒、骨盤前傾し左股関節

筋群〈右<左〉、両ハムストリングス。失調検査:踵打ち・

屈曲位となる。共通する問題点として、左殿筋群筋緊

踵膝;陽性反応(右<左)、後方傾斜:陽性反応。歩行

張・筋出力低下を考えた。相本らは、膝歩きは歩行と

評価:補助具なし後方腋窩中等度介助。10m 歩行:17

比較し、骨盤の可動性や近位筋の活動性を高める運

秒 1/27 歩。TUG:右 17 秒 5/左 15 秒 5。BBS:32/56

動として有用であるとしている。本症例は、両膝立ち

点。FIM:63 点(運動;50 点、認知;13 点)。体幹立ち直

位において体幹前傾し両股関節屈曲支持となり殿筋

り(座位):陽性反応/陰性反応。(立位):陰性反応/陰

群の収縮が乏しかった。左殿筋群の収縮を促すため、

性反応。歩行動作:左 IC～LR では、体幹左前側方へ

骨盤帯から介助し骨盤前傾を抑制した状態で、左下

傾倒、骨盤前傾・左後退し左股関節・膝関節軽度屈

肢支持でのステップ練習を実施した。治療肢位に着

曲。左 MSt～TSt において体幹左前側方へ傾倒が増

目し両膝立ちを選択したことで、左殿筋群筋緊張・筋

大、突進様歩行を呈し介助。右 IC～LR では右膝関

出力は改善を認め、左 IC では踵接地が得られた。左

節軽度屈曲、右足関節軽度背屈。右 LR～MSt では

殿筋群の収縮が得られ骨盤中間位での姿勢保持が

骨盤右側方偏倚、股関節・膝関節軽度屈曲位。

可能となり、体幹左前側方への傾倒の軽減を認め、

【理学療法プログラム及び経過】入院初期は、立位練

問題であった突進様歩行の改善を認めたと考える。

習において左膝折れや体幹左前側方へ傾倒を認め、

左 MSt～TSt では左股関節伸展位での支持が得られ

左殿筋群の筋収縮が得られにくかった。両膝立ち位

立位バランスの向上につながったと考える。上記より、

により、腹筋群・殿筋群筋緊張向上を認めた。左 IC

屋内補助具なし歩行自立、家族様見守りで外出の獲

～LR での体幹左前側方への傾倒が軽減し、突進様

得に至った。

歩行の改善を認め、自室内補助具なし歩行自立を獲
得した。これにより、段差でのステップやまたぎ動作
が可能となった。

26. トイレ動作介助量軽減のための立位保持へ介入

のアライメントを整えるべく右膝伸展方向へ介助し立

した一症例

位保持を促したが、常時体幹屈曲位となり、体幹への
西宮協立リハビリテーション病院

介助も要し介入に難渋した。そこで、右下肢の支持性

片山 耕志

を保障し、両側体幹筋群に介入する目的で KAFO を

キーワード:KAFO・トイレ動作・立位保持

使用した立位練習を実施した。KAFO を使用すること

【はじめに】今回、左視床出血により、両側体幹筋群

で体幹を正中位へ修正しやすく、両側体幹筋群の筋

の低緊張を呈した症例を担当した。長下肢装具(以下、 収縮が得られやすくなった。そのため、第 20 病日より
KAFO)を使用し立位、歩行練習から両側体幹筋群へ

KAFO を使用した立位・歩行練習を開始、第 32 病日

介入を行い、トイレ動作の介助量軽減を図ったのでこ

より治療用装具として KAFO 作成となった。

こに報告する。

【最終評価(第 52 病日~第 53 病日)※変化点のみ記

【症例紹介】80 歳代女性。令和 X 年 Y 月 Z 日、意識

載】FIM:運動 38/91 点。SIAS-m（0-0、1-2-0）、腹筋

障害、右上下肢麻痺、運動性失語認め、A 病院に搬

力 1/3、垂直性 2/3。触診:両脊柱起立筋群、両内外

送。第 14 病日リハビリ目的で当院へ転院。病前 ADL

腹斜筋、腹直筋、右殿筋群の筋緊張改善。BBS:6/56

は、屋内・屋外補助具なし歩行自立。発症前は独居

点。端座位:見守り。骨盤は中間位まで前傾し体幹正

であったが、退院後に娘氏と同居予定。自宅退院の

中位で保持が可能となった。立位:見守り。AFO 使用。

ために、トイレ動作自立の希望を娘氏より聴取したた

左上肢で支持物把持し右下肢で支持可能となった。

め、これを中心に介入した。

移乗:FIM3/7 点。中等度介助。座位、立位時の体幹

【初期評価(第 14 病日~第 16 病日)】FIM:運動 28/91

は正中位で保持可能。右股・膝関節屈曲位の支持と

点、認知 20/35 点。高次脳機能:注意障害、左右失認、 な る が 、 右 下 肢 の 介 助 量 軽 減 を 認 め た 。ト イ レ動
言語障害。SIAS-m(0-0、0-0-0)、腹筋力 0/3、垂直性

作:FIM2/7 点。重介助。左縦手すり使用し、立位保持

0/3、筋緊張下肢:1B/3。触診:両脊柱起立筋群、両

可能となり下衣操作は 1 人介助にて可能となった。

内外腹斜筋、腹直筋、右殿筋群、右大腿四頭筋の筋

【考察】立位保持が困難な理由として、座位より骨盤

緊張低下。BBS:1/56 点。端座位:軽介助。骨盤後傾

後傾し体幹は後方へ傾倒を認めたため、両側体幹筋

位、体幹後方へ傾倒を認めた。立位:重介助。金属支

群の低緊張を問題点と捉えた。高木は、「荷重連鎖に

柱付き短下肢装具(以下、AFO)使用。左上肢で支持

より体幹機能の改善が見られ、基本動作の安定性に

物引き込み、体幹屈曲・左側屈位、骨盤左回旋位、

つながる」と述べており、座位と比較し、立位では荷重

左股・膝関節屈曲位。体幹正中位の保持困難で、右

連鎖から、両側体幹筋群の収縮が得られやすいと考

膝伸展方向の介助を要した。移乗:FIM1/7 点。重介

えた。そのため、KAFO を使用した立位から、骨盤を

助。左上肢でセラピストを引き込み離殿。座位、立位

前傾位に介助し、体幹、股関節を伸展位に促し、立

時体幹が前方へ傾倒し、中間位で保持困難。体幹の

位から体幹正中位保持の改善を図った。その結果、

崩れに注意向かず、左下肢のみで移乗しようとするた

抗重力筋の両側の脊柱起立筋群、両側腹筋群、殿

め制止と右下肢の介助を要した。トイレ動作:FIM1/7

筋群の筋緊張改善を認めた。両側体幹筋群の筋緊

点。全介助。左縦手すり使用しても体幹屈曲位となり

張改善により、立位時体幹を正中位で保持可能となり、

立位保持困難。下衣操作に 2 人介助を要していた。

左縦手すりを使用し、非麻痺側下肢の支持で立位保

【理学療法および経過】トイレ動作を起立・着座、移乗、 持が可能となった。これより、トイレ動作での立位保持
立位保持の 3 動作に分け、特に介助量の多かった立
位保持に着目し介入した。座位より骨盤後傾位で体
幹後方へ傾倒し、両側体幹筋群の低緊張を認めた。
そのため、骨盤前傾を促し、両側体幹筋群の賦活を
目的に、AFO を使用し立位練習を実施した。右下肢

が 1 人介助にて可能となったのではないかと考えた。

27. 小脳性運動失調に対し,静的姿勢保持より動的

乗動作が可能となったが,時折,立ち上がり動作の離

な動作へ移行し移乗動作が自立した一症例

殿時に後方へのふらつきを認めた.そこで問題点を,

医療法人協和会 協和マリナホスピタル

体幹・下肢の協調的な運動が不十分であることとし,

小杉 友香

介入 7 週目より,体幹・下肢の筋緊張向上を目的に,

Keywords:移乗動作・小脳性運動失調・静的姿勢保持

立ち上がり動作の各相における静的な姿勢保持練

【はじめに】今回,右橋梗塞を発症した患者を担当し

習を実施した.また,立ち上がりの一連の動作を行うこ

た.小脳性運動失調に対し,静的姿勢保持を実施し,

とで,動的な動作に移行した.介入 10 週目,体幹・下肢

体幹・下肢の協調的な運動の促通を図り,動的な動

の筋緊張の向上を認め,FRT は 16.5 ㎝となり,第 1 相

作への移行が可能となることで,移乗動作の自立に至

での体幹前傾角度が増加し,前方重心移動範囲が拡

ったため報告する.

大したことで,第 2 相での後方へのふらつきは消失し,

【倫理的配慮】対象者には本報告の趣旨を十分に説

移乗動作自立に至った.

明し同意を得た.

【考察】

【症例紹介】80 歳代,男性.診断名:右橋梗塞(橋右腹・

今回,右橋梗塞を発症した患者を担当した.梗塞巣で

背側部).現病歴:X 月 Y 日,右橋梗塞と診断. HOPE:

ある橋は,皮質脊髄路が点在していることから,比較的,

歩きたい.入院前 ADL:身辺動作自立,独歩.

運動麻痺は軽度であり予後良好とされている.介入当

【初期評価】〈機能面〉Brunnstrom Recovery Stage

初,左下肢の随意性,体幹・下肢筋力及び筋緊張へ

(L):上肢Ⅲ,手指Ⅲ,下肢Ⅲ.MMT(R/L):腹直筋 2,腸

の介入を動的に行い,移乗動作が軽度介助で可能と

腰筋 3/2,大殿筋 2/2,大腿四頭筋 3/2,前脛骨筋 3/2,

なった.しかし,立ち上がり動作では離殿時の前方重

下腿三頭筋 2+/2.脛踵試験(R/L):陽性/陽性,ロンベ

心移動範囲が不十分であり,後方へのふらつきを認

ルグ試験:陰性.低緊張:腹直筋,腹斜筋群,

めていた.渡邊は「小脳における運動制御は,運動を

脊柱起立筋群,左腸腰筋,左大殿筋,左大腿四頭筋,

遂行するときにその大きさや方向,また速度や時間経

左前脛骨筋.Functional Reach Test(以下 FRT):

過を正しく調整することにあるといえる」と述べている.

5.5cm.〈能力面〉移乗動作 : 支持物使用し,中等度介

また,後藤らは「静的な座位・立位に比べ,立ち上がり

助.起立時の両股関節屈曲・体幹前傾・下腿前傾は

動作は,体の幾種類の筋をより協調的に活動させる必

乏しく,右前足部が浮上し後方へふらつき,方向転換

要がある動作である」と述べている.本症例は,橋背側

時には左膝折れを認めた.

部の梗塞による小脳性運動失調により体幹・下肢の

【目標】短期:移乗動作自立.長期:伝い歩き自立.

協調性の低下を認め,立ち上がり動作での一連の運

【問題点】#1 左大腿四頭筋の筋緊張低下 #2 左大殿

動が困難であったと考えた.これに対し,立ち上がり動

筋の筋緊張低下 #3 体幹筋の筋緊張低下

作の各相における静的な姿勢保持練習を実施した.

【経過】

結果,体幹・下肢の協調的な運動を促通できたことに

Y+22 日,理学療法開始.介入当初,移乗動作自立に

加え,運動の大きさや方向,速度や時間経過を正しく

向けて,左下肢の随意性の向上,体幹・下肢筋力及び

調整することができ,動的な動作へ汎化できたと考え

筋緊張の向上を目的に,下肢筋力増強運動,立ち上

る.これらのことから,前足部への荷重が可能となり,立

がり動作練習,重心移動練習,ステップ練習,金属支柱

ち上がり動作時の後方へのふらつきが消失し,移乗動

付き長下肢装具着用下での介助歩行練習を中心と

作自立の獲得に至ったと考える.

した,動的な介入を実施した.介入 5 週目,左大腿四頭
筋,左大殿筋の筋緊張の向上,左大腿四頭筋筋力は
MMT3 と向上を認め,移乗動作の方向転換時におけ
る左膝折れは軽減し,軽度介助で可能となった.介入
6 週目,方向転換時の左膝折れは消失し見守りで移

28. 離床機会の獲得を目指したが易怒性・拒否が

SIAS-ⅿ:0-0、0-0-0。ROM(°):膝関節伸展-45(p)/0。

著明でプログラムの遂行に難渋した一症例

筋緊張:右大殿筋・腹斜筋群低緊張(初期に比べ改

西宮協立リハビリテーション病院

善)。MAS:ハムストリングス 2/1。SCP:4.5 点。端座位:

岡田 萌々華

見守り。骨盤後傾し体幹屈曲・右側屈位。起立:重介

【キーワード】離床・拒否・共有

助(短下肢装具)。屈曲相での後方への突っ張りが軽

【はじめに】左前頭葉皮質下出血により右片麻痺を呈

減し、非麻痺側での協力動作も得られた。

した症例を担当した。易怒性・拒否に対しプログラム

【考察】今回の介入にて立位練習を開始してからの

の遂行に難渋し、工夫したので報告する。

拒否が著明となった。これは立位練習により覚醒が

【症例紹介】70 歳代男性。現病歴:自宅で倒れている

向上したことが影響していると考える。覚醒の向上に

所を発見され A 病院に搬送。左前頭葉皮質下出血

伴い、随意性の低下や失語によるコミュニケーション

にて開頭血腫除去術施行。発症 6 週目にリハビリ目

が困難なことへの苛立ちから易怒性と拒否に繋がっ

的で B 病院へ転院。14 週目に胃瘻造設術の為 C 病

たと考える。これに対しポジティブなフィードバックを

院へ転院。15 週目に再度 B 病院へ転院。

与えたが、拒否は認めており、疲労の影響もあると考

【理学療法初期評価(Rt/Lt):発症 6 週目】

えた。血圧変動により長時間の離床が困難であった

全体像:首振りで意思疎通可能も従命困難。JCS:Ⅱ

ことから、廃用での耐久性低下があり立位への疲労

-10 。 SIAS-m:0-0 、 0-0-0 。 ROM( ° ): 膝 関 節 伸 展

が著明となったと考える。胃瘻造設後は、コミュニケ

-20(p)/0 。 筋 緊 張 : 右 大 殿 筋 ・ 腹 斜 筋 群 低 緊 張 。

ーションを積極的に図ることができたが、時折易怒性

MAS:ハムストリングス 1+/1。SCP:6 点。端座位:全介

を認めた。本症例の出血巣は高次運動野、前頭連合

助。麻痺側後方への傾倒が著明。骨盤後傾し体幹

野など広範囲である。一般的に高次運動野では自発

屈曲・右側屈位。起立:全介助。屈曲相で後方への

性、前頭連合野では意欲や情動のコントロールなど

突っ張りが著明。非麻痺側上下肢での協力動作も乏

の高次脳機能を司ると言われている。これより、自発

しい。

性の低下から起立時の非麻痺側上下肢での協力動

【経過】入院初期は離床することで覚醒は一時的に

作が得られず、起立動作に繋がらなかったことが考え

向上するが持続性は乏しく、血圧の変動もあり離床

られる。また、立位練習中心の介入では易疲労性に

機会が得られなかった。約 3 週間にて血圧変動が落

加え、それに対する情動のコントロールができず易怒

ち着いた為、立位練習を開始した。その頃より易怒性

性に繋がったと考える。これらに対し、疲労具合を傾

と拒否が著明となり、特に立位練習時に認めた。これ

聴しながら起立回数を事前に決定し本人と共有する

に対し、その日の表情や調子によりプログラムの順番

ようにした。それにより、拒否なく能動的な立位練習

を変更した。また、午前のリハビリにて拒否を多く認め

が可能となった。これは失語による自らの訴えが困難

た為、午前と午後に分けるなど時間帯を変更した。胃

なことに対し、首振りではあるが意思疎通を図ったこ

瘻造設前では最大で車椅子座位時間が約 30 分間

とで、本人の体調・疲労具合を考慮できたことが能動

可能であった。胃瘻造設後は、易怒性と拒否が軽減

的な起立に繋がったと考える。能動的な起立が可能

し表情も穏やかであった。これに加え、事前に起立回

となったことで、短下肢装具を使用した起立練習を行

数を決めることで受け入れ良く、立位練習の回数を

うことができ、起立の介助量軽減にも繋がったと考え

増やすことが可能となり、さらに協力動作が得られた。

る。これらより、立位練習への拒否が軽減し、リハビリ

また、短下肢装具を使用した能動的な起立練習も可

時での離床機会が増え、耐久性の向上が得られた。

能となった。最終評価時は離床時間が延長し、車椅

そして退院時には車椅子座位が約 90 分間可能となり

子座位での奥様との屋外散歩が可能となった。

奥様との屋外散歩の機会も獲得できた。

【理学療法最終評価(Rt/Lt):発症 20 週目】
全体像:笑顔が増え、積極的な発声あり。JCS:Ⅰ-3。
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