平成 29 年度

中播磨ブロック
新人発表会
プログラム・抄録集

日時：平成 30 年 1 月 21 日(日)
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新人発表会開始

場所：姫路市勤労市民会館

展示室

姫路市勤労市民会館アクセス概要図

姫路市勤労市民会館
〒670-0976

姫路市中地 354 番地

TEL：079-298-3331
（神姫バスの方は）
●姫路駅北口のりばより 27・28・29 系統に乗車。
総合スポーツ会館前下車。
（お車の方は）
●姫路バイパス中地ランプ出口を北へ 300m（約 2 分）
＊会場の駐車場には台数に限りがあります。満車の場合は、
姫路球場西隣の駐車場をご利用下さい。（\200/日）
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ハーベスト医療福祉専門学校

慢性うっ血性心不全急性増悪により起き上がり時疲労感改善に向けてアプローチした症例
井野病院
青野 加依
パーキンソン病による座位バランス能力低下に対しアプローチし，姿勢が改善した症例
カノープス姫路
足立 真梨
半側空間無視と半側身体失認へのアプローチを主体に行った結果，共に改善を認めた症例
長久病院
小川 尚人
立脚期の形成が可能となり短下肢装具装着下でのtoe dragが改善した一症例
姫路中央病院
八十 大地
頭頚部及び上部脊柱と骨盤の相互性に着目し介入することで歩容改善に至った症例
國冨胃腸病院
増野 裕太
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6

貞丸 聖子

小林 優太

姫路聖マリア病院

人工骨頭置換術後患者の歩容改善に難渋した症例
酒井病院
膝蓋骨骨折後にしゃがみ動作獲得を目指した症例
酒井病院
体幹機能に着目し歩行能力が改善した症例
酒井病院
立ち上がり練習により早期から介入可能となり自宅復帰された一症例
姫路第一病院
自宅復帰に向けて姿勢に着目して理学療法を実施した症例
姫路第一病院
右大腿骨頚部骨折後BHAを施行した症例～疼痛と不安感に着目して～
高岡病院

有元 祐太郎
廣居 潤
古川 寛生
角井 壮史
長井 祥子
松下 亮

第3セッション

14:10～15:10
座長
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田中 慧

公立神崎総合病院

踵骨骨折術後，骨癒合の遷延化と骨萎縮を呈し，歩行時痛の消失に難渋した症例
姫路聖マリア病院
竹内 啓悟
走動作を獲得するために－足関節戦略に着目して－
姫路聖マリア病院
鍋島 奈緒
腰椎分離症の術後，歩容とバランス機能に着目しアプローチを行った一症例
姫路聖マリア病院
橋本 彩耶
脛骨高原骨折により活動性が低下した一症例～自己効力感向上を目指して～
介護老人保健施設マリア・ヴィラ
船田 弥咲
立位バランスの向上によりトイレ動作自立へと至った症例
広畑センチュリー病院
清水 健
中心性脊髄損傷を呈し，独歩獲得のため体幹機能に着目した症例
ミナミ整形外科内科
大久保 麻耶

第４セッション

15:20～16:20
座長

18
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相馬 遼輔

製鉄記念広畑病院

中年女性転移型大腿骨頸部骨折術後の免荷で生じる筋萎縮を予測しアプローチした一症例
姫路聖マリア病院
竹本 朋代
大腿骨内顆骨壊死に対しTKA施行した症例の歩行に着目してアプローチを行った一症例
姫路聖マリア病院
三宅 麻結
第１腰椎圧迫骨折により８１日間治療なく自宅生活を続け，歩行能力低下をきたした症例
広畑センチュリー病院
梶 祐真
足関節三果骨折を呈し，社会復帰のため早期足関節可動域獲得を目指した症例
八家病院
畑崎 大地
左人工膝関節全置換術直後に疼痛が強く，歩行獲得が遅れた症例
公立神崎総合病院
藤原 礼大
左膝内側側副靭帯損傷後，不安定歩行を呈した一症例～膝蓋下脂肪体に着目して～

ひまわり整形外科

坂本 翔生
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座長

24
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神名 克征

ツカザキ記念病院

右人工股関節全置換術後に右大転子骨折リスクを回避しながら動作獲得を目指した症例
大室整形外科脊椎・関節クリニック 市場 充
デゥシェンヌ歩行の改善に難渋した左大腿骨前方回転骨切り術後の症例
大室整形外科脊椎・関節クリニック 藤森 慎之輔
テニス競技国体候補選手の関節可動域の特徴
段医院
大西 真由
不安定なサイドジャンプに着目し，PTプログラムを再検討したACL再建術後の一症例
段医院
川口 結人
大腿骨顆部骨折術後の治療戦略に難渋した一症例
八家病院
飯島 志朋
右人工膝関節全置換術の術後，疼痛軽減により一本杖歩行を獲得した症例
八家病院
福田 蒼

第６セッション

13:00～14:00
座長

30
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梶原 あかね

石川病院

活動量及び歩行能力が低下した認知症の一症例
ハーティ訪問介護ステーションかつはら 上田 公将
在宅生活における転倒予防に着目した一症例
ハーティ訪問介護ステーション安富 石井 利依
前庭性運動失調により動作時にふらつきを呈した症例
姫路中央病院
中内 佑美
腰部脊柱管狭窄症を呈し連続歩行距離が改善した一症例
広畑センチュリー病院
松浦 武志
左上肢での洗濯物干しに難渋していた症例
広畑センチュリー病院
大城 あみ
経済状況により退院支援に難渋した大腿骨転子部骨折の症例～歩行に着目して～
広畑センチュリー病院
原 ななみ
右片麻痺を患われた利用者の非麻痺側ステップ長拡大により杖歩行自立を獲得された症例
広畑センチュリー病院
濱 宏晃

第７セッション
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座長

37

石本 英樹

酒井病院

生活期脳卒中片麻痺一症例に対する長下肢装具を用いた荷重・歩行練習の歩容改善効果
石川病院
谷口 公海
包括的な介入により転倒予防効果が得られた慢性期脳卒中片麻痺患者の一症例
石川病院
陰山 真由
歩行アシストにて運動学習を促し，歩行の対称性・速度の改善を認めた症例
石川病院
冨田 直樹
重量物運搬を伴う移動能力獲得に至った症例
石川病院
矢野 千遥
被殻出血により右片麻痺を呈した患者に対し右立脚期に着目して歩容改善を目指した症例
長久病院
吉田 有希
脳梗塞右片麻痺患者の立位および歩行時の荷重付均衡に対するアプローチを行った症例
長久病院
大西 智
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第８セッション

15:20～16:20
座長

43

田口 恵

入江病院

痛みに対する不安・抑うつが改善したことにより活動量が向上した一症例
石川病院
山根 朋晃
股関節に介入しStiff Knee Gaitが改善した慢性期脳卒中片麻痺患者の一症例
石川病院
餅田 莉奈
疼痛の遷延予防に着目した破局的思考および自己効力感が低い左TKA後患者を経験して
ツカザキ病院
三井 裕美子
視床出血を発症され重度片麻痺を呈した症例に対し，座位に着目して介入を行った一例
ツカザキ病院
中村 亜梨沙
大腿骨転子部骨折術後の歩行能力に着目し早期の職業復帰を目指した一症例
ツカザキ病院
石田 徳磨
Double knee actionを獲得し歩容改善に至った右大腿骨骨幹部骨折の症例
広畑センチュリー病院
村上 祐二
人工骨頭置換術を施行後，重度の起立性低血圧により理学療法に難渋した一症例
広畑センチュリー病院
高原 博啓
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閉会式
閉会の挨拶

後片付け

16:30～16:40
中播磨ブロック ブロック長

有吉 智一

16:40～

1.慢性うっ血性心不全急性増悪により起き上がり

認知項目 34 点の 75/119 点で，ベッド車いすへの

時疲労感改善に向けてアプローチした症例

移乗が 5 点である．
【経過】初期評価時よりベッド上で四肢のストレ

青野 加依

ッチを行い，車いす座位で筋力増強訓練，平行棒

汐咲会 井野病院

内歩行訓練を行った．後に，有酸素運動としてオ

【はじめに】今回，慢性うっ血性心不全急性増悪

パルでの歩行訓練も行った．オパル歩行は，15m

による呼吸不全を呈した症例に対し，起き上がり

をインターバル形式で行い Borg スケールが 15 と

動作時の疲労感に着目し，改善に向けたアプロー

なるところで中止した．

チをする機会を得たのでここに報告する．尚，発

【最終評価】筋力に著変はないが，大腿四頭筋は

表について本症例および家族の了承を得ている．

MMT4 に向上した．平行棒歩行（4m）も 17 秒 94 と

【症例紹介】90 歳代男性．現病歴は，自宅生活中

歩行スピードが向上し，歩行中の体幹前傾位が軽

倦怠感あり，翌日当院受診し両胸水と心房細動が

減した．起き上がり直後の座位の収縮時血圧は

あり入院となる．既往歴には，90 歳代に慢性うっ

18mmHg 低下するが，SPO2 は安静時と変わらず 98％，

血性心不全の診断を受けている．入院前は自立し

Borg スケールは 11～13 に減少した．FIM は運動項

ていた為介護認定をしておらず，入院中に申請し

目が 51 点・認知項目は変化なしの計 85/119 点で

要介護 3 となった．ホープは「最低限トイレまで

あった．しかし，起き上がり動作自体には変化は

は行きたい」
．
毎回起き上がり時の疲労感を訴えて

見られなかった．立位姿勢は支持なしで可能とな

おり，介入初期には起き上がってベッド上端座位

った．

から次の動作に移るまでに 3 分程休息を要した．

【考察】今回，本症例の主訴に起き上がり時の疲

【初期評価】全体像は，コミュニケーション良好

労感とホープから，まずは起き上がり動作時の疲

でリハビリには積極的である．食事以外は約 20°

労感軽減を目標に歩行動作を絡めた訓練を実施し

頭部挙上したベッド上で臥床している．関節可動

た．心血管疾患におけるリハビリテーションに関

域は，上下肢ともに著明な制限はない．筋力は両

するガイドライン（2012 年改訂版）によると，心

下肢ともに 3 レベル（大腿四頭筋は 2）,両上肢と

不全に対する理学療法は有酸素運動とレジスタン

もに 4 レベル,体幹は 3 レベルであった．
両手支持

ストレーニングが推奨されている．本症例におい

で平行棒歩行（4m）は 18 秒 55 で，基本動作は，

ても同様のトレーニングを行ったが，本症例患者

寝返り・起き上がり・座位保持・立ち上がり・立

は 90 歳代と高齢であるため，軽負荷・Borg スケ

位保持にはベッド柵などの物的支持物が必要であ

ール 11～13 で継続し，自覚症状や訴え・Borg ス

る．起き上がり動作は，頭部左回旋・右上肢を水

ケール最大 15（きつい）となったところを中止と

平内転し左上腕付近にあるベッド柵へリーチし体

した．結果として MMT での体幹筋力の向上は見ら

幹左回旋する．そして両上肢でベッド柵を把持し

れなかったものの，起き上がり時の疲労感は軽減

側臥位となる．両下腿をベッドから下ろしベッド

した．移乗やインターバル歩行の休憩時に起立・

柵を把持した両上肢を屈曲させ体幹をベッド柵側

着座動作を繰り返したことでコアスタビリティが

へ引き寄せる．左肘でベッドを押して on elbow

促通され腹圧が高めやすくなった為ではないかと

から on hand になり端座位となる．座位保持には

考える．このように，体幹部に着目した運動療法

ベッド柵とフットボードを把持し，胸腰椎後弯し

によって起き上がり時の疲労感が改善されたと考

た円背姿勢となる．起き上がり直後の座位は，疲

える．本症例は高齢により手術適応でない為，過

労感は Borg スケール 15，収縮時血圧が安静時か

度な運動負荷を避けて今後も運動していく必要が

ら 37mmHg 低下，SPO2 は安静時 98％であったのが

あると考える．

92～93％と低値となった．FIM は運動項目 41 点・

2.パーキンソン病による座位バランス能力低下に

直りが良好となり，
倒れることなく 20 分程度保持

対しアプローチし，姿勢が改善した症例

可能．日常での介助量も軽減した．HDS-R は 13/30
点．

足立 真梨

【考察】本症例は，パーキンソン病により座位バ

医療法人仁寿会 老人保健施設カノープス姫路

ランス能力が低下していた．本人の希望は「歩き

【はじめに】今回，パーキンソン病により座位バ

たい」であったが，起居動作，座位保持に介助を

ランス能力が低下した症例に対し，正中軸のずれ

要する状態であり，まずはできることを増やすた

に着目し理学療法を実施する機会を得たのでここ

めに座位バランス能力向上を目的にアプローチを

に報告する．尚，症例報告の主旨を説明し同意を

行った．

得ている．

本症例の座位姿勢は，支持物ありで体幹左側屈

【症例紹介】本症例は，尿道狭窄症術後・肺炎後

位・屈曲位で骨盤後傾位であり，支持物がないと

廃用症候群と診断され入院治療していた 92 歳男

左右へ倒れてしまう状態であった．そのため，端

性．症状が落ち着いたため，
当施設入所となった．

座位や移乗時の介助量が大きくなっていた．その

既往歴は，パーキンソン病，高血圧，前立腺肥大

原因は主に，正中軸がずれていることや左右へ重

がある．希望は「歩きたい」であった．

心移動した際に姿勢修正する筋力が低下している

【初期評価】徒手筋力検査（以下 MMT）は体幹屈

ことだと考えた．パーキンソン病の姿勢異常とし

曲 2，体幹回旋 3．筋固縮・無動・姿勢反射障害あ

て，体幹前屈姿勢がある．本症例も体幹前屈姿勢

り ． ま た ， 体 幹 軽 度 伸 展制 限 あ り ． Modified

であり，骨盤後傾位であった．中川らは，リーチ

Ashworth Scale（以下 MAS）は 1．Functional

での治療時に体幹筋の効果的な収縮を促通するに

Independence Measure（以下 FIM）は 72/126 点．

はアップライト姿勢の方が望ましい，と述べてい

起き上がりは上体を支える介助が必要．座位姿勢

る．本症例の姿勢では，左右への重心移動時に体

は支持物ありで体幹左側屈位・屈曲位で骨盤後傾

幹筋の効果的な収縮が得られにくい状態であった

位．支持物なしでは左側へ倒れてしまう状態．立

ため，まずは骨盤後傾位の姿勢を改善させるよう

ち直り反応は低下しており，左右側・後方から正

アプローチを行った．藤田らは，姿勢調節には視

中位へ戻すことが難しい状態．改訂長谷川式簡易

覚による外界との位置関係が重要な役割を果たす，

知能検査（以下 HDS-R）は 16/30 点．

と述べている．そこで，視覚から情報入力を行う

【経過】本症例は，病前より活動量の低下がみら

目的で姿勢鏡を用い，端座位での重心移動練習を

れていた．加えて入院中に廃用症候群となり，リ

行った．これらを行った結果，端座位で体幹が左

ハビリテーションは行っていたが,まだ下肢・体幹

右へ倒れず，重心が支持基底面内に収まり姿勢の

筋力が低下している状態であった．入所当日から

崩れが見られなくなった．その理由として，正中

下肢・体幹筋力増強練習，
体幹回旋運動を行った．

軸のずれが修正され，本人も意識するようになっ

入所 7 日目から座位で前方に姿勢鏡を設置し，側

たためだと考える．日常の姿勢では骨盤後傾位は

方のバランスボールに上肢を置き側方へのリーチ

改善されなかったものの，端座位での重心移動練

を促した後，正中位へと戻す重心移動練習を行っ

習時には意識して改善することが可能となった．

た．その結果，入所 20 日目で正中位を意識するよ

その姿勢で側方リーチ練習を行ったことで，体幹

うになり，座位が支持物なしで保持可能となった．

筋の効果的な筋活動を促すことができたと考える．

【最終評価】MMT は体幹屈曲 3，体幹回旋 3．筋固

そのようなリーチ動作を反復練習したことで，筋

縮・無動・姿勢反射障害あり．MAS は 1．FIM は 88/126

力強化や運動学習につながり座位姿勢や崩れた姿

点．起き上がりは自立．座位姿勢は支持物なしで

勢を修正できるようになったと考える．

体幹軽度右側屈位，骨盤後傾位．側方からの立ち

3.半側空間無視と半側身体失認へのアプローチを

善を目的にリハビリ内容を変更.変更後は徐々に

主体に行った結果,共に改善を認めた症例

左上下肢共の認識が向上し,各部位の認識が肘・膝
の認識のみ完全ではないものの可能になる.53 日

小川 尚人

目に転院となった.

医療法人社団 光風会 長久病院

【最終評価(入院後 52 日目】JCS:清明.コミュニケ

【はじめに】
今回,右中大脳動脈梗塞を発症し左片

ーション良好.GMT:左上肢 5,左下肢 5.BRS:左上肢

麻痺,半側空間無視,半側身体失認,Pusher 現象,

Ⅵ,左手指:Ⅵ,左下肢:Ⅵ.BI:75/100 点.BIT:134

注意障害,遂行機能障害を呈した症例を担当する

点.CBS:6/30 点.

機会を得た.半側空間無視や半側身体失認へのア

【考察】本症例は右中大脳動脈梗塞による右大脳

プローチを主体に行った結果,改善を認めた為報

半球の損傷によって左身体・空間への探索行動が

告する.尚,本症例と家族様には発表の趣旨を説明

障害され,均衡が崩れた事で半側空間無視と半側

の上了承を得た.

身体失認が生じたと推察される.その為,左身体・

【症例紹介】60 歳代女性.会話困難と左半身の動

空間への探索行動を賦活し均衡を取る事で改善が

作困難により緊急搬送され入院となる.血栓回収

見込めると考えた.アプローチとして

術と TPA 施行し開通.入院前の ADL は全て自立.

は,Robertson が開発した知覚的手がかり(視覚や

【初期評価(入院後 5 日目)】JCS:Ⅰ-1.コミュニケ

体性感覚)により無視側身体のボディスキーマを

ーション不十分.GMT:左上肢 4,左下肢 4. BRS:左

活性化させる四肢活性化と非無視側空間から無視

上肢Ⅲ,左手指Ⅴ,左下肢Ⅴ. BI:35/100 点.Right

側空間へ連続的視覚探索を行わせる視覚走査トレ

neck rotation で左側からの呼びかけに対する反

ーニングを実施.また, Schindler は頸部電気刺激

応乏しく,眼球の左側方への移動や振り向き動作

と視覚走査トレーニングを,Wiart は体幹回旋と

認めず. 線分二等分検査：中心から右に 5.2cm 偏

視覚走査トレーニングを組み合わせたトレーニン

移.pusher 評価チャート：座位 1、立位 1、歩行 1.

グが有効であると述べている.他にも,阿部は頸部

CBS:26/30 点.歩行：左立脚後期の短縮,左クリア

電気刺激と体幹回旋は無視側空間の視覚刺激の検

ランスの低下があるものの著明な動揺や躓きは認

出率を向上させ他の訓練と併用する事で効果の強

めず.左側への方向転換や注意の困難,左側の物へ

化を行えると述べている為にこれらを併用しつつ

のぶつかりがある為に軽介助レベル.

実施し,左半身・空間への探索を促した.これらに

【理学療法経過】入院後 4 日目より車椅子にて出

より,左空間への探索行動が優位に促され,左右空

室し起立練習開始.5 日目より歩行練習開始.この

間の均衡が取れた事で半側空間無視が改善したと

時点で本症例における問題点は,半側空間無視・半

考える.左半側身体失認の改善を主体としてアプ

側身体失認による ADL の低下と考え,これらの改

ローチを実施時は、四肢活性化と同様に知覚的手

善を主な目的として開始.8 日目に後頸部電気刺

がかりによって無視側身体のボディスキーマを活

激と体幹回旋を用いつつ四肢活性化を開始.9 日

性化させる身体表象トレーニングを四肢活性化と

目に左側への物にぶつかる様子も認めなくな

併せて実施し,左半身の身体表象を再構築させつ

る.10 日目より視覚走査トレーニングも併せて実

つ左半身の探索を促す量を増やした.これらによ

施.11 日目に right neck rotation は消失.14 日目

り,左半側身体の再構築と探索行動が賦活され,左

に頸部・体幹の左回旋と眼球の左側への移動が十

右身体の注意の均衡が取れてきた事で半側身体失

分可能に. 30 日目には, BIT は 136 点(カットオフ

認が軽減したと考える.

131 点),CBS は 10/30 点となり,半側空間無視は殆
ど認めなくなる.その為,四肢活性化トレーニング
と身体表象トレーニングによる半側身体失認の改

4.立脚期の形成が可能となり短下肢装具装着下で

【最終評価(115 病日目)】BRS は上肢Ⅲ，手指Ⅰ，

の toe drag が改善した一症例

下肢Ⅳ，BBS は 46/56 点，外乱刺激では右下肢の
ステップ反応が消失しているが，全方向からの小

八十 大地

さな外乱刺激に対し保持可能となった．歩行は T

姫路中央病院 リハビリテーション科

字杖と短下肢装具(背屈遊動、底屈制限)を使用，

【はじめに】今回脳梗塞により歩行障害を呈した

右 IC で HC が可能となった．右 LR から TSt では右

患者様に対し，立脚期の形成に着目し理学療法介

膝関節軽度屈曲位だが初期評価と比較すると軽減

入を行ったため報告する．尚，本症例には発表の

を認め，右 TSt の延長が得られた．右 PSw から ISw

趣旨を説明し同意を得た．

で toe drag が改善した．

【症例紹介】
アテローム血栓性脳梗塞(左放線冠か

【考察】初期評価では右 MSt から TSt の形成不全

ら内包後脚)を診断され右上下肢に運動麻痺を認

や立脚期での重心位置の低下により toe drag が出

めた 60 代男性，軽度構音障害があるが意思疎通は

現し HC が消失していた．
小宮山はリズミックな運

可能であり，認知，高次脳機能に著明な低下は認

動により central pattern generator (以下 CPG)

めなかった．

が賦活されると報告している．また宮内らは膝歩

【 初 期 評 価 (23 病 日 目 ) 】 Brunstrom Recovery

きは最大歩行時の中殿筋を除く股関節周囲筋と同

Stage(以下 BRS)は上肢Ⅱ，手指Ⅰ，下肢Ⅲであり，

等の筋活動を得られると報告している．toe drag

関節可動域の低下，表在，深部感覚鈍麻は認めな

を改善するために右 MSt から TSt の形成が必要で

かった．Berg Balance Scale(以下 BBS)は 40/56

あると考えた．長下肢装具での TSt を意識したリ

点，
外乱刺激では右下肢のステップ反応が消失し，

ズミックな介助歩行を行い CPG が賦活し，段差昇

左側からの外乱刺激に対し保持不可で介助を要し

段，膝立ち位でステップ練習を行ったことで股関

た．歩行は平行棒内で短下肢装具(底背屈固定)を

節周囲筋が賦活され，右 MSt から TSt の形成が可

使用，
右初期接地期(以下 IC)では Heal Contact(以

能となったと考える．
また右 LR から TSt での膝関

下 HC)の消失により足底接地を認めた．右荷重応

節屈曲位の軽減を目的に，遠心性収縮を意識した

答期(以下 LR)から立脚終期(以下 TSt)では右膝関

ハーフスクワット・起立訓練を行ったことで大腿

節軽度屈曲位で，右 TSt の短縮を認めた．右遊脚

四頭筋，ハムストリングスの筋出力及び協調性が

初期(以下 ISw)から遊脚終期(以下 TSw)で体幹軽

向上し立脚期での重心位置の低下が軽減したと考

度左側屈，toe drag を認めた．

える．これらにより右 MSw から TSw での toe drag

【経過】介入初期では長下肢装具と短下肢装具を

が改善し HC の出現が可能となったが，
右 PSw から

併用した歩行訓練，膝立ち，段差昇段を行い右立

ISw での toe drag が残存した．右 PSw から ISw で

脚中期(以下 MSt)から TSt の形成を図った．また

の toe drag に対し，足尖立ち，TSt から PSw を意

右 LR から TSt での膝関節屈曲位に対し，
大腿四頭

識した段差昇段を行ったことで，下腿三頭筋の遠

筋，ハムストリングの筋出力向上を図った．これ

心性及び求心性収縮が賦活され，足関節底屈モー

らを 3 週間行ったことで，右遊脚中期(以下 MSw)

メントが増大し右 PSw から ISw での toe drag が改

から TSw での toe drag の改善及び HC の出現を認

善したと考える．結果として toe drag の改善及び

めたが，右前遊脚期(以下 PSw)から ISw での toe

HC が可能となり，歩行の安定性が向上し T 字杖歩

drag が残存した．この時期より短下肢装具を底背

行自立が可能となった．

屈固定から背屈遊動，底屈制限へと変更し歩行訓
練を行い，加えて下腿三頭筋の筋出力向上を図っ
た．上記を実施する上で，遠心性収縮や協調性向
上を図るため様々な運動速度で行った．

5.頭頚部及び上部脊柱と骨盤の相互性に着目し介

小すると考えた.トレンデレンブルク徴候の原因

入することで歩容改善に至った症例

となる中殿筋の作用は骨盤後傾位で短縮位となり
張力が低下するため,姿勢改善による筋出力向上

増野 裕太

を図る必要があると考えた.本症例は前方視の際,

國冨胃腸病院 リハビリテーション科

頭頚部の分離した伸展活動が不十分である.更に

【はじめに】
今回,廃用症候群を呈した症例を担当

この頭頚部活動は肩前方突出,挙上を誘発し僧帽

した.本症例に対し頭頚部及び上部脊柱と骨盤の

筋上部の高緊張を誘発すると考える.また脊柱と

相互性改善を図ることによる体幹と下肢の筋出力

肩甲骨の位置関係から僧帽筋下部や菱形筋作用の

向上により歩幅狭小,トレンデレンブルク徴候改

弱化があり,肩甲骨制御困難になったと考える.そ

善による歩容改善がみられ退院に至ったため考察

のため,治療開始当初は肩甲骨制御と骨盤前後傾

を加え報告する.

制御による姿勢アライメント改善と体幹筋の賦活

【症例紹介】90 歳代男性.現病歴は高血圧,低 Na

と下肢筋の相互作用活性を図るため介入した.し

血症にて他院入院.誤嚥性肺炎,肺気腫あり O22ℓ装

かし顕著な歩容変化やアライメント変化が生じず,

着していたが状態安定し退院するも在宅療養は困

再評価した結果,頭部伸展及び頸部前弯に作用す

難で当院に療養目的で入院となる.既往歴は脳梗

る筋活動が僧帽筋上部の過活動を強調させると考

塞,肺気腫.

え,相互性を断ち切るため, 15 日目,頭部伸展筋活

【説明と同意】同意には発表以外の情報の不使用

動を抑制する目的で,頭部伸筋緊張緩和,頭頚部伸

を十分に説明したうえで署名頂いた.

展活動を分離目的で頸部伸展筋賦活,座位・立位で

【初期評価】関節可動域両股関節伸展 5°,MMT 両

頸部伸展筋の応用活用を加えた.効果は即時的に

股関節伸展 2＋,股関節外転右 4 左 3＋,両膝関節伸

座位単体で改善し立位で隠微だった.そのため,18

展 4,体幹屈曲回旋 2 伸展 3,立位姿勢評価は頭部伸

日目,歩容は前方重心となり足底圧は足部前部に

展～頸椎前弯～胸椎後弯～腰椎後弯～骨盤後傾,

位置し,代償のため膝関節屈曲による vertical

両肩甲骨外転位の前傾姿勢,脊柱～肩甲骨上角 2

strategy が要求され,また同時期に骨盤左回旋及

横指,脊柱～肩甲骨下角 4 横指,腰背部筋高緊張右

び左挙上位に伴う脊柱アライメントが歩容に影響

＞左,両股関節軽度屈曲,両膝関節軽度屈曲,両膝

すると考え,体幹～骨盤に対し伸張と ROM-ex 及び

内反,両足関節軽度背屈.歩行評価は立位姿勢から

改善したアライメントでの支持性を求めるため体

更にパッセンジャーの前傾姿勢が増強し,ロコモ

幹 MS-ex も並行して実施した.47 日目,頭部～頸部

ーターで常時両膝関節軽度屈曲.立脚中期にトレ

の分離した伸展活動による姿勢の変化は隠微であ

ンデレンブルク徴候確認,立脚後期は両側僅かに

ったが腰部伸展及び骨盤前傾による重心の後方化

みられる.突進様歩行.10m 歩行 11 秒,歩行率 2.45

で両膝関節屈曲歩行は改善され,骨盤肢位の改善

歩/sec.

と両股関節外転 MMT4 の改善によりトレンデレン

【理学療法経過と考察】本症例の歩行での問題点

ブルク徴候が改善したと考える.また,10m 歩行 9

は歩幅狭小,立脚中期のトレンデレンブルク徴候

秒 64,歩行率 2,38 歩/sec で歩数変化はほぼないが

であり,原因はそれぞれ頸部～骨盤姿勢アライメ

歩行速度の増加がみられることから股関節伸展に

ントによる前方重心,筋長による中殿筋活動の不

よる立脚後期の機能により歩幅拡大し速度が増加

利であると考えた.歩容はパッセンジャーで頭部

したと考える.

伸展～頸椎前弯～胸椎後弯～腰椎後弯～骨盤後傾,

【まとめ】身体上部及び下部の相互関係に対して

肩甲骨外転位の運動連鎖があり,そのため更にロ

介入したため,繰り返し評価を行う必要があっ

コモーターへは両股関節屈曲及び両膝関節屈曲を

た.trial＆error により結果に対し正確に思考展

連鎖し前方重心のため立脚後期が起こらず歩幅狭

開することで今後の治療に繋げたい.

6.人工骨頭置換術後患者の歩容改善に難渋した症

節屈曲 4/4，外転 3/3，体幹屈曲 2(頭部挙上可)

例

ROM-T〈右/左〉SLR55/50，伸展 15/10，外転 30/35，
内転 15/15，体幹屈曲 25，伸展－5，回旋 25/25，

有元 祐太郎

側屈 15/15 T 字杖歩行：右立脚時間の延長．左立

医療法人社団 みどりの会 酒井病院

脚中期の体幹動揺軽減．右立脚中期のトレンデレ

【はじめに】今回，右大腿骨頸部骨折により人工

ンブルグ徴候(－) 疼痛検査：50ｍ以上の T 字杖

骨頭置換術を施行した患者の歩行に着目した．歩

歩行時に左 L4－5 位脊柱起立筋に疼痛．NRS

容の変化に伴い，治療を変更しアプローチした結

3/10(シルバーカー歩行では NRS 0/10)．TUG：25.8

果について報告する．尚，対象者には症例報告の

秒 BBS：44/56 点

趣旨を十分に説明し同意を得た．

【考察】

【症例紹介】年齢：80 歳代 性別：女性 現病歴：

本症例の初期評価時の歩容の特徴として①左立

X 年 Y 月に田んぼで草抜き中に尻もちをつき転倒．

脚中期での左側方への体幹動揺と②右立脚時間の

3 日後，他院にて人工骨頭置換術施行．28 病日目

短縮が挙げられる．①によりふらつきもみられ転

に当院へ転院．既往歴：第 12 胸椎，第 1-4 腰椎圧

倒のリスクがあると考えられた．28 病日目からは

迫骨折

股関節周囲筋の MS-ex を中心に行い，②が改善し

【初期評価 28～35 病日目】徒手筋力検査(以下

たが①の改善はみられなかった．鈴木らによると

MMT)〈右/左〉
：股関節屈曲 3/4，伸展 2/2，外転

片脚立位時の立脚側体幹筋においては主に内腹斜

2/3，内転 2/2，体幹屈曲 2(頭部挙上不可)，回旋

筋，多裂筋の活動が増大するといわれている．本

2/2，伸展 1，関節可動域検査(以下 ROM-T，単位°)

症例は既往により胸椎後弯変形が生じ，体幹の可

〈右/左〉：股関節屈曲 130/135，伸展 10/10，SLR

動域制限が著明であり，体幹筋力の低下が生じて

50/50，外転 25/30，内転 10/10，体幹屈曲 20，伸

いると考えた．そして腹横筋による多裂筋の収縮

展－10，回旋 20/20，側屈 10/10 立位姿勢：胸椎

がもたらされず①が生じているのではないかと考

後弯位，骨盤後傾位，両股・膝関節軽度屈曲，両

え，体幹に着目し治療を行った．そして治療を行

足関節軽度背屈位．T 字杖歩行：右立脚時間の短

ったことにより①の改善がみられ，歩行速度の向

縮．左立脚中期に左側への体幹動揺，時折左側方

上，バランス能力向上に繋がったのではないかと

へふらつきあり．右立脚中期にトレンデレンブル

考えられる．

グ徴候(＋) 疼痛検査：シルバーカー歩行時

最終評価時では筋力は改善したが，新たに T 字

Numerical Rating Scale(以下 NRS)0/10．Timed Up

杖での歩行距離延長に伴い腰痛が生じた．腰痛出

and Go test(以下 TUG)：31.3 秒 Berg Balance

現時に治療を行った直後は消失するが，再度歩行

Scale(以下 BBS)：36/56 点

を行った際の距離延長に伴う腰痛は残存する結果

【理学療法及び経過】28 病日目に股関節に対する

となった．腰痛の原因は胸椎後弯変形により，重

関節可動域運動(以下 ROM-ex)，筋力増強運動(以

心線が膝関節の後方に位置し，背筋群が長時間収

下 MS-ex)，シルバーカー歩行練習実施．56 病日目

縮した状態となり，筋疲労や血行不良が起こり腰

に T 字杖歩行練習を開始．右立脚時間の延長，左

痛が生じていると考えられる．本症例は長年のア

立脚中期の体幹動揺残存．体幹 ROM-ex，MS-ex 追

ライメント不良による影響が大きいため，今後も

加．50m 以上の T 字杖歩行時に腰痛出現，腰痛に

体幹の筋力低下や腰痛が増悪する可能性が考えら

は疼痛出現部位に直接的なアプローチ実施．84 病

れる．そのため退院後の生活も見据えた自主トレ

日目に T 字杖での応用歩行練習を追加，左立脚中

ーニング指導や動作指導など長期的なアプローチ

期の体幹動揺軽減．

が重要になってくると考えられる．

【最終評価 98～105 病日目】MMT〈右/左〉股関

7.膝蓋骨骨折後にしゃがみ動作獲得を目指した症

関節屈曲角度 150゜．

例

【最終評価 術後 32～37 日】

廣居 潤

視診・触診：腫脹（+）． NRS：膝関節屈曲最終

医療法人社団 みどりの会 酒井病院

域で疼痛残存（膝蓋骨下縁）
，3/10．ROM-T：股関

【はじめに】

節屈曲 120/120，膝関節屈曲 150/145，伸展 0/0，

今回，希望である畑仕事を行うにあたり必要な

足関節背屈 20/15（膝屈曲位）．MMT：股関節屈曲

しゃがみ動作を獲得するため介入を行った．しゃ

5/5，膝関節屈曲 4/4，伸展 5/5，足関節底屈 5/5，

がみ動作獲得には至らなかったが，代償動作を用

GMT：右 5 左 3．しゃがみ動作（支持なし）
：殿部

いて畑仕事を獲得できた症例を経験したのでここ

から床までの距離 30cm での保持可能，
ゆっくりと

に報告する．尚，症例には発表の旨を十分に説明

した着座困難．Hoffa sign：陽性

し同意を得ている．

【考察】

【症例紹介】

今回，畑仕事獲得に向け，聴取した中で一番難

70 歳代女性．現病歴：溝に転落し左膝蓋骨関節

度の高いしゃがみ動作について膝関節屈曲可動域

内骨折と診断．その後，当院にてワイヤー締結法

に着目した．股関節・足関節に関して治療開始と

を施行．病前の日常生活活動：全自立，主訴：早

共に可動域拡大に至ったが，膝関節の屈曲可動域

く歩きたい，希望：畑仕事をしたい．

拡大に難渋した．

【初期評価 術後 11～12 日目】

本症例の膝関節屈曲制限の原因は大腿四頭筋の

視診・触診：腫脹・熱感（＋）
． Numerical Rating

筋出力低下と手術による皮膚肥厚と癒着による伸

Scale（以下 NRS）
：膝関節屈曲最終域で疼痛出現

張性低下が原因と考えた．疼痛著明のため，疼痛

（膝蓋骨下縁）6/10，大腿四頭筋の収縮時痛 6/10．

の出ない範囲にて可動域拡大・筋力強化を図った．

関節可動域検査（以下 ROM-T：自動：単位：゜右/

結果，他動 130゜獲得できた．しかし，しゃがみ

左）：股関節屈曲 115/80p，膝関節屈曲 150/90p，

動作に必要な可動域には至らなかった．

伸展 0/0，足関節背屈 15/15（膝屈曲位）
．徒手筋

林は膝関節完全屈曲位では，周辺組織の緊張の

力検査（以下 MMT：右/左）
：股関節屈曲 5/4，膝関

程度が膝蓋下脂肪体自体の硬さに影響すると述べ

節屈曲 4/3p，伸展 5/4p（Extension lag 有り），

ている．本症例は膝関節屈曲最終域で可動時痛膝

足関節底屈 5/3，粗大筋力測定（以下 GMT）
：右 4

蓋骨下縁に疼痛が残存し，Hoffa sign 陽性より，

左 2．しゃがみ動作（上肢支持あり）
：殿部から床

膝蓋下脂肪体の機能的な変化が起きず，膝関節包

までの距離 50cm 保持可能，
それ以降は後方重心と

内でインピンジメントによる疼痛が出現し，屈曲

なり姿勢の維持困難，Hoffa sign：未実施．

制限の原因ではないかと考えた．そこで膝蓋下脂

【理学療法及び経過】

肪体リリースを開始した．さらに，膝関節関節包

術後 11 日目：関節可動域訓練，開放性運動連鎖

内運動において，転がり滑りの他に下腿内旋運動

での筋力強化，皮膚モビライゼーション．膝関節

を促したところ，自動 145゜，他動 150゜まで膝屈

屈曲角度 95゜．
術後 14 日：膝関節屈曲角度 110゜，

曲可能となり，しゃがみ動作に必要な可動域に至

Extension lag 残存．大腿四頭筋の収縮時痛 NRS

った．

3/10．
術後 19 日：大腿四頭筋の収縮時痛 NRS 0/10．

ROM，筋力の改善を認めていたが，深屈曲時の筋

閉鎖性運動連鎖での筋力強化追加．膝関節屈曲角

出力低下により，姿勢が後方へ崩れてしまい，し

度 125゜．術後 21 日：膝関節屈曲角度 135゜，

ゃがみ込み動作の獲得には至らなかった．
しかし，

Extension lag 無し．膝関節関節包内運動追加．

左片膝立ち，右膝関節地面接地は可能となってい

術後 23 日：しゃがみ動作練習追加．術後 27 日：

た為，代償動作を指導することによって畑仕事に

膝蓋下脂肪体リリース追加．術後 37 日：退院．膝

必要な動作の獲得に至ったと考えられる．

8.体幹機能に着目し歩行能力が改善した症例

Q-cane 歩行練習開始．86 病日で Q-cane 歩行見守
りで移動可能

古川 寛生

【最終評価（113~118 病日目）】[Brs]上肢Ⅲ・下

医療法人社団 みどりの会 酒井病院

肢Ⅴ [深部感覚検査]運動覚：左足関節で

【はじめに】今回，アテローム血栓性脳梗塞を呈

4/5[MMT]左股関節屈曲 4・伸展 2・内外転 3・内外

し歩行困難となった症例を担当した．特に体幹屈

旋 3，左膝関節伸展 4，左足関節背屈 3，体幹屈曲

筋群筋力低下や下肢筋緊張低下に着目した結果，

4・左回旋 4・右回旋 4[筋緊張検査]左大殿筋・腹

見守りでの Q-cane 歩行を獲得したので報告する．

横筋・多裂筋で筋緊張改善[荷重量検査]右下肢

なお，症例には趣旨を十分に説明し同意を得た．

22kg・左下肢 19kg [BBS]34/56：立ち上がり・坐

【症例紹介】60 歳代男性[診断名]アテローム血栓

位保持・立位保持以外の項目で減点．

性脳梗塞[現病歴]左片麻痺出現し A 病院へ救急搬

[FACT]17/20：臀部でのベッド上移動項目で減点．

送．その後回復期リハビリが必要と判断され当院

[歩行観察] Q-cane 歩行：見守り．立脚中期で体

へ転院．[Hope]歩けるようになりたい[Need]

幹前傾が出現しているが改善傾向．体幹左側屈は

Q-cane での歩行獲得[方向性]自宅退院[家屋環

改善しており前額面上では体幹正中位で保持可能．

境]車椅子の使用困難

【考察】本症例は退院後独居となり歩行能力向上

【初期評価
（21~28 病日目）
】[Brunnstrom recovery

が必要なため，
転倒リスクを考慮し Q-cane 歩行獲

stage（以下 Brs）]上肢Ⅲ・下肢Ⅳ[表在感覚検査]

得を目的として介入した．初期評価時の歩行は左

左下腿前後面~足底・足背部で軽度鈍麻[深部感覚

立脚中期に体幹前傾と体幹左側屈が出現していた．

検査]運動覚：左足趾・足関節ともに 3/5 [徒手筋

この原因として下肢の表在・深部感覚鈍麻により

力検査（以下 MMT）]左股関節屈曲 2・伸展 1・内

左下肢への荷重不足となり支持性低下していると

外転 1・内外旋 1，左膝関節伸展 3，左足関節背屈

考えた．そこで左下肢へ感覚入力を行いながら治

2，体幹屈曲 3・左回旋 2・右回旋 3[筋緊張検査]

療を行ったが，結果歩行の著明な改善を認めなか

左大殿筋・内側ハムストリングス・腹横筋・多裂

った．そこで鈴木らの研究結果では歩行時の体幹

筋の筋緊張低下[荷重量検査]右下肢 28kg・左下肢

動揺の原因として体幹屈筋群筋力低下や下肢筋緊

13kg[Berg Balance Scale（以下 BBS）]5/56：全

張低下が関与していると述べており，体幹機能の

項目で減点．[臨床的体幹機能検査（以下

改善が必要と考えた．本症例は初期評価時に体幹

FACT）]3/20：動的坐位保持項目で減点．[歩行観

屈筋群筋力低下出現と，体幹・下肢筋緊張低下を

察]平行棒内歩行：軽介助．左下肢立脚中期に体幹

認めた．そのため筋収縮促通や筋力増強訓練を実

前屈と左側屈が出現しており前額面・矢状面上で

施し，
歩行時の体幹前屈と左側屈の改善を図った．

体幹を正中位で保持することが困難．

治療を行った結果として，体幹筋力向上や体幹・

【理学療法と経過】21 病日目より裸足やオルトッ

下肢筋緊張の改善を認めたことに加え， BBS や

プ使用で感覚入力を目的とした平行棒内歩行練習

FACT の動的バランス評価で改善が見られた．上記

を中心に実施．並行してベッド上での筋収縮促通

の機能レベル向上により歩行能力においても

や筋力強化を実施．50 病日目より感覚面で軽度な

Q-cane 歩行見守りまで改善が見られ，日常生活動

改善は見られたが歩容の著明な変化がなかった為，

作も介助量軽減に繋がったと考える．

体幹屈筋群や下肢筋緊張に着目し，主に腹式呼吸
を用いた体幹屈筋群の筋収縮促通運動や筋力増強
訓練，リーチ動作や体重移動練習を用いて左下肢
への荷重を促し筋緊張改善を図った．62 病日目に
平行棒内見守りで歩行が可能．63 病日目より

9.立ち上がり練習により早期から介入可能となり

秒間で起立し１秒間で着座するやや早めの設

自宅復帰された一症例

定で行った.理学療法開始 4 日目より下肢への

角井 壮史

負荷量を増加させるために，40㎝の椅子から起

医療法人松浦会 姫路第一病院

立と着座をそれぞれ 3 秒間かけたゆっくりとし

【はじめに】今回,転倒により第 2 腰椎圧迫骨折

た速度で 5回ずつ行った.徐々に疼痛が軽快し理

を受傷した症例を担当させていただく機会を得

学療法に対して積極性がみられるようになり,病

た.早期から自動運動として立ち上がり練習を

棟生活での離床も進んできた.理学療法開始 10

行なったことで,歩行能力が向上し,自宅復帰

日目は歩行器歩行が見守りレベルとなった.理

を果たすことができたため報告する.尚,症例

学療法開始27日目に30 秒立ち上がりテスト
（以

には本発表の趣旨を説明し同意を得た．

下 CS−30）を実施したところ 5 回で下肢筋力・パ

【症例紹介】80 歳代男性.妻と二人暮らし.自宅の

フォーマンスは劣っているという結果であった.

ベッドから立ち上がる際に転倒し受傷される.入

その後,理学療法開始 39 日目手ぶら歩行が見守

院前は外出の機会が少なく屋内の移動は伝い歩

りレベルとなり, 44 日目には運動時痛は NRS0

きであった.既往歴は骨粗鬆症,前立腺癌であ

となり,CS−30 も 14 回となったことから転倒リ

る.

スクのカットオフ値 14.5 に近づく結果が得ら

【初期評価】主訴は家に帰りたい.疼痛は腰部に

れ,屋内独歩獲得,FIM も 98 点と改善し,理学療

運動時痛 Numeric Rating Scale（以下 NRS）で

法開始 46 日目に自宅へ退院となった.

5,夜間,安静時痛 NRS2,徒手筋力検査（以下 MMT）

【考察】本症例は自宅復帰に際し,屋内歩行の獲

膝伸展 2.長谷川式簡易知能評価スケール 19 点.

得が必要であると考えた.しかし,腰部痛の訴

機能的自立度評価（以下 FIM）78 点で,移動は車

えにより臥床傾向が見受けられた.早期退院に

椅子を使用し，
排 泄はオムツで全介助.目標は屋

向け下肢筋力等の抗重力筋の低下の防止,改善

内歩行の獲得と自宅復帰とした.

が必要だと考えられたが,疼痛により運動療法に

【治療と経過】受傷から 13 日目で硬性コルセ

拒否的であった.CS-30 テストが示すように立ち

ットを着用し 理学療法開始となる .プログラ

上がり能力と下肢筋力やパフォーマンスには優

ムは下肢のレジスタ ンストレーニング,，
端座位

位な相関関係があるとされ,立ち上がりの回数と

練習を中心に起居動作練習より開始した.起居動

転倒リスクの相関も示されている.そこで,受け

作は疼痛が強く,緩慢であったが自立レベルで

入れの良かった立ち上がり動作を腰部痛の誘発

あった.理学療法開始翌日から平行棒内立位,歩

や運動方法やポジショニングに注意を払い筋力

行を試みたが，
腰部痛の訴えが強く,理学療法には

増強目的でレジスタンストレーニングと併用し

拒否的であった.院内生活もベッド上での臥床

て取り入れた.これにより,早期から介入が可能

が続き,廃用が進行することが考えられた.起居

となり廃用の防止へと繋がった.その後も回数

動作練習の中でも,立ち上がり動作については

や施行速度の変更を行うことにより下肢筋力

疼痛の訴えが少なく行えた為,廃用予防と大腿

が改善できた.開始後 44 日目には CS−30 テスト

四頭筋・抗重力筋群の筋力維持・増強を目的

の結果が 14 回となり,カットオフ値が 14.5 であ

とし,立ち上がり練習を中心に行った.方法は，

ることから下肢筋力の向上から転倒リスクが軽

前方に手すりを設置し硬性ルセットを装着し,椅

減され安定した屋内独歩が獲得できたと考えら

子に対して浅めのポジションをとり,足を手前に

れる. 今回,早期から介入が可能となったこと

引いた状態で開始し,重心前方移動に伴う体幹

や毎日反復して運動療法を行ったことで,入院前

の過度な屈曲位を防止するように行った.ま

よりも高い歩行能力を獲得することができたの

た,疼痛を自制出来る範囲で,手すりを把持し 1

ではないかと考える.

10.自宅復帰に向けて姿勢に着目して理学療法を

性が得られ,ポータブルトイレ見守りで可能とな

実施した症例

る.歩行では骨盤後傾位から前傾位への下肢・体幹
筋の筋活動を促し続けた事で,33病日目には開始

長井 祥子

当初の後方転倒傾向が改善し,歩行器にベルトを

医療法人松浦会 姫路第一病院

付けた状態では歩行器歩行の自立度が改善し,歩

【はじめに】
熱中症により救急搬送され,廃用症候

行動作獲得となり自宅退院となる.

群と診断された症例を担当した.目標は屋内歩行

【最終評価】MMT体幹屈曲・回旋3,伸展3,股関節屈

・トイレ動作獲得とし理学療法を実施した為報告

曲3,膝関節屈曲3・伸展3,足関節底屈2＋・背屈3.

する.尚,報告を作成するに当って同意を得た.

基本動作は起居動作・立位保持自立.歩行は歩行器

【症例紹介】90歳代男性,身長168cm,体重57kg,妻

にて自立.FIM83/126点.HDS-R16点.トイレ動作は

と二人暮らしで一戸建てに居住.入院前は基本動

ポータブルトイレ自立.

作・ADL動作共に自立.歩行はT字杖を使用し,転倒

【考察】
本症例は入院前より転倒歴が多く,開始後

を繰り返していた.早期自宅復帰を強く希望して

も動作全般において後方転倒傾向がみられたため

いる.

,トイレ動作時の立位保持や歩行時の転倒リスク

【初期評価】
意識レベルJCSⅡ-20.粗大筋力両下肢

が考えられた.目標は自宅退院だが,妻も高齢なこ

2～3.体幹2.関節可動域は著明な制限なし.起き上

とから,トイレ動作獲得と安定した歩行動作獲得

がり動作重度介助.立ち上がり動作中等度介助で

が必要だと考えた.後方転倒傾向の原因の一つに,

殿部離床に介助を要す.立位姿勢は体幹軽度前屈

体幹と下肢筋力・持久力の低下から,立位時の体幹

位,骨盤後傾位,両膝関節軽度屈曲位で立位保持に

前屈位,骨盤後傾位が生じ,身体重心が通常より後

腋 窩 介 助 を 要 す .Functional Independence

方に変位し,重心線が支持基底面の後端に落ちて

Measure(FIM)48/126点.HDS-R17点.

いる為だと考えた.これに対し,座位で徒手的に骨

【理学療法と経過】
発症から5病日目に理学療法開

盤前傾を促すと共に,体幹伸展運動を反復した.こ

始.平行棒内歩行は見守りにて可能であったが,杖

れにより脊柱起立筋群が活性化し腰椎の生理的前

歩行は後方への転倒リスクが高く,腋窩介助を要

弯が賦活され,重心を骨盤の直上に近づける事が

す.開始当初は下肢体幹の筋力増強運動,平行棒と

出来たと考える.その結果,体幹が直立すると共に

杖による歩行練習を2～3METsの負荷量で実施した

重心線が前足部に落ち,後方重心の改善に繋がっ

.12病日目,トイレ動作の獲得に向け下衣の着脱練

たと考える.また,歩行周期の股関節の運動は相反

習を追加.また,実際の生活での実用性を考えpick

性をとるとされ,伸展・屈曲筋の相反するモーメン

up式歩行器(以下歩行器)で歩行練習を開始.歩行

トは骨盤から上部の体節の位置を直立な状態に保

時の姿勢は体幹軽度前屈位,骨盤後傾位で後方重

つ事に重要な役割を持つとされている.

心となり転倒リスクが伺えた.また,左下肢から振

今回,姿勢の改善により股関節周囲筋の機能的

り出し,揃え型歩行で遊脚初期～遊脚終期にて歩

運動自由度が改善したため,歩行時の身体重心の

行器を把持する手部より前方へ下肢を踏み出す傾

調整が可能になったと考える.さらに,前足部と母

向にあった.その為,姿勢に対しては座位で骨盤前

趾には,身体運動遂行と状況変化に対応して足底

後傾運動の反復練習を施行.さらに,歩行器にベル

の感覚情報を集積するメカノレセプターが存在し

トを付け,歩幅の調整,前足部への荷重を促すと共

立位・歩行時の安定性に関与するとされている.

に,口頭と模倣にて歩行姿勢のフィードバックを

歩行練習時,意識的に歩幅の調整を行う事で,前足

行った.

部への荷重を促せた事もシナジーとなり,歩行の

23病日目,L字柵を片手で把持してトイレ動作を
開始.上肢による前方支持に加え,立位姿勢の安定

自立度の向上が得られ,目標達成に繋がったと考
える.

11.右大腿骨頚部骨折後 BHA を施行した症例

バックを行い，成功体験や正のフィ－ドバックを

～疼痛と不安感に着目して～

増やした．その結果，前向きな発言が増え，術後
70 日に歩行器歩行獲得．

松下 亮

【最終評価】立位姿勢：骨盤左回旋，右股関節屈

医療法人恵風会 高岡病院 理学療法科

曲・内転・内旋位が軽減し歩隔拡大．右下肢荷重

【はじめに】今回，右大腿骨頚部骨折を受傷した

量増加．
歩行器歩行：トレンデレンブルグ徴候
（－）
．

症例を担当した．疼痛と不安感の軽減に難渋した

右下肢へ重心移動可能．術創部痛：荷重応答期～

が，歩行能力向上に至った為ここに報告する．症

中期の荷重時痛
（NRS6/10）
．
術創部：炎症症状
（－）
，

例には発表に関する説明と同意を得た．

皮膚滑走性（＋）．精神面：
「やってみる」など前

【症例紹介】70 歳代女性．診断名は右大腿骨頚部

向きな訴え（＋）恐怖心（－）．ROM：右股関節屈

骨折．現病歴は X 年 Y 月に転倒し受傷．5 日後，

曲 110°外転 25°．MMT：右股関節屈曲，伸展，

他院にて人工骨頭置換術とリハビリ施行．術後 14

外転 3~3＋．筋短縮：大殿筋・中殿筋短縮軽減．

日目より当院でリハビリ開始．

荷重比：右下肢安静時 47％，最大時 82％．

【初期評価】立位姿勢：骨盤左回旋・右下制．右

【考察】本症例は介入当初，歩行に対する不安感・

股関節屈曲・内転・内旋位で歩隔が狭く右側方へ

自信のなさが強く見られた．これは，手術侵襲に

転倒リスク（＋）
．歩行器歩行：右荷重応答期～中

よる組織の炎症が長期化した事，軟部組織の修復

期で股関節伸展不十分で，トレンデレンブルグ徴

過程で生じた皮膚・筋の柔軟性低下により疼痛が

候（＋）
．右前方へ転倒リスク（＋）．術創部痛：

増大している事が原因と考えた．板倉らは「軟部

Numerical Rating Scale（以下 NRS）7/10．股関

組織モビライゼ－ションによる皮膚および皮下組

節屈曲，外転時に伸張痛，荷重時痛（29％以上）
，

織の可動性の改善は疼痛の軽減を得られる」と述

夜間時痛．創部：熱感・腫脹（＋）と皮膚滑走性

べている．そこで，
疼痛緩和を目的にアイシング，

（－）．精神面：
「歩けない」
「出来ない」と不安感

皮膚・筋のストレッチを実施．その結果，炎症症

（＋）
．
関節可動域
（以下 ROM）
：右股関節屈曲 95°，

状が改善し，皮膚・筋の柔軟性向上した事で，運

外転 10°．筋力検査（以下 MMT）
：右股関節屈曲，

動時痛軽減に至ったと考える．また，炎症症状の

外転 2．筋短縮：大殿筋・中殿筋の短縮．荷重比：

改善により積極的な筋力強化が可能となった事で，

右下肢静的立位時 29%，最大時 71％．

股関節周囲の筋出力向上し，右下肢荷重に対する

【治療および経過】
本症例は術後 14 日経過するも

不安感軽減に繋がったと考えた．精神面に対して

術創部の炎症症状は持続し，それにより運動時・

は，松原らは「疼痛は不安といった情動により装

荷重時に疼痛を強く認めた．また「出来ない」
「歩

飾される」と述べている．そこで，不安感が少な

けない」と訴え，歩行器歩行は実用性がない状態

くなるよう平行棒内歩行練習から開始し，視覚・

であった．その為，疼痛緩和を中心にアイシング

言語的にフィ－ドバックを行うと同時に，生活場

や皮膚ストレッチ，
筋短縮に対して治療を行った．

面でも歩行器歩行練習を取り入れた．これにより，

動作面は不安感の少ない平行棒内歩行練習から実

成功体験や正のフィ－ドバックを積む事ができ，

施．術後 28 日，炎症症状や疼痛が軽減し不安感の

歩行器歩行の獲得に至った．これは，疼痛緩和及

訴えが減少した為，歩行器歩行練習を開始．その

び低めの運動課題から開始したことが，歩行に対

後，両下肢の筋力向上が得られた為，活動量向上

する負のイメ－ジを軽減させ，身体機能向上も伴

を目的に術後 42 日より病棟内歩行器歩行練習を

って自信の向上に繋がったと考える．今回，本症

開始．この時，荷重応答期～中期の疼痛は軽減し

例を通して精神面へ配慮した治療計画および声掛

ているが，転倒に対する恐怖心があり実用化に至

けも重要であることを学んだ．

らなかった．術後 49 日，視覚・言語的にフィ－ド

12.踵骨骨折術後，
骨癒合の遷延化と骨萎縮を呈し，

独歩可能であった．

歩行時痛の消失に難渋した症例

【術後評価（12 週）
（右/左）】疼痛：片脚立位時
踵骨後方に NRS3/10．歩行時患側立脚後期でアキ

竹内 啓悟

レス腱内外側・踵骨後方に NRS3/10．浮腫：患側

姫路聖マリア病院 リハビリテーション技術課

足部あり．ROM：足関節背屈 20°/15°．足関節底

【はじめに】今回，左踵骨骨折（Tonge type・

屈 50 ° /50 ° ． 周 径 測 定 ： 下 腿 最 大 部

Sanders 分類 typeⅡA）を呈し，K-wire4 本にて骨

40.0cm/39.0cm．HHD：長母趾屈筋 0.93kg/0.97kg．

接合術を施行した症例を経験した．術後の疼痛に

内側縦アーチ（地面から舟状骨までの距離）：

着目してアプローチを実施したため報告する．本

5.5cm/5.5cm．

症例には発表の趣旨を説明し同意を得た．

【考察】踵骨骨折では術後荷重期間まで長期の免

【症例紹介】30 代男性．身長 178 ㎝，体重 98 ㎏．

荷期間を要する場合が多く，術後浮腫の出現や足

16 年以上前より 40～60 本/日程度の喫煙歴あり．

関節ギプス固定による筋萎縮，関節拘縮，骨量減

職業は配送業でトレーラー運転手．トラックの上

少のリスクが高いといわれている．本症例におい

2～3m の高さより転落し受傷．同日入院となり大

ても，長期間のギプス固定により足関節 ROM に制

本法にて徒手整復，短下肢シーネで固定し，6 日

限認めていたが，12 週には背屈 15°まで改善を

後に観血的骨接合術施行．

認めた．また，本症例は術前より長期間多量の喫

【術前評価（右/左）
】疼痛：安静時より Numerical

煙習慣があり，入院中も禁煙することができず，

rating scale（以下 NRS）8/10．腫脹・熱感：著

術後遷延治癒が生じたと考える．
遷延治癒に伴い，

明．ハンドヘルドダイナモメーター（以下 HHD）：

アキレス腱伸張時に骨折部への牽引ストレスが増

長母指屈筋 0.7kg/0.33kg．

大し，歩行動作での疼痛が出現していたと考えら

【中間評価（術後 6 週）（右/左）
】1/4 部分荷重，

れる．術後 12 週には疼痛の軽減，ステップ長の増

他動運動による訓練開始．疼痛：荷重時痛無し．

大，歩容の改善が図れた．これらは，下腿三頭筋

歩行時患側立脚後期でアキレス腱内外側・踵骨後

に対してストレッチを行い，伸張性増大を認めた

方に NRS6~7/10．浮腫：足部著明．Range of motion

ことにより，足関節背屈 ROM の増大を認め，ステ

（以下 ROM）
：足関節背屈 15°/5°．足関節底屈

ップ長の増大ができたと考える．さらに，下腿三

45°/35°．周径測定：下腿最大部 39.0cm/37.5cm．

頭筋の伸張性の増加により，踵骨骨折部への牽引

HHD：長母趾屈筋 0.88kg/0.64kg．内側縦アーチ（地

ストレスが軽減し，
疼痛の軽減が図れたと考える．

面から舟状骨までの距離）
：5.5cm/5.5cm．

また，早期から前足部のモビライゼーション，足

【理学療法経過】術後 3 日までベッド上での足趾

部周囲筋の筋トレを継続して実施したことで，踵

運動，ストレッチ，SLR 運動実施．4 日から患側非

離地から足尖離地までにウィンドラス機構が発揮

荷重で離床開始．術後 3 週から疼痛自制内での患

され，疼痛によるターミナルスタンスの減少など

側下肢下垂，
患側非荷重下で松葉杖歩行訓練開始．

の跛行を最小限に抑えたと考える．

術後 4 週までギプスにて足関節固定．術後 4 週で

【まとめ】早期からの物理療法の取り入れや禁煙，

抜釘，ギプス除去後からの足関節自動運動，タオ

生活習慣指導による骨癒合促進へのアプローチも

ルギャザー，抵抗運動，ROM 訓練，足趾運動，ス

必要であり，外来によるアプローチの継続を図っ

トレッチ，前足部のモビライゼーションを実施し

ていく必要もあると感じた．

た．術後 6 週から患側下肢 1/4 荷重開始し，術後
7 週から 1/3 荷重，術後 8 週から 1/2 荷重，術後 9
週から 2/3 荷重を開始．全荷重は遷延治癒に伴い
術後 12 週から開始した．術後 12 週の退院時には

13.走動作を獲得するために-足関節戦略に着目し

行観察：左接地初期(以下 foot-strike)では外側

て-

足底接地，立脚中期(以下 mid-support)では股関

鍋島 奈緒

節内転・外旋，膝関節屈曲位となり，離地期(以下

姫路聖マリア病院 リハビリテーション技術課

takeoff)では骨盤前傾，膝関節軽度屈曲，足関節

【はじめに】

底屈・内反位となる．左片脚立位：30 秒，SEBT：

今回，腓骨筋腱脱臼の分類で GradeⅠの左腓骨
筋腱脱臼を呈し，Das De 法を施行した症例を担当

63cm(8 方向の平均)
【考察】

した．術後，腓骨筋群の筋力低下が生じ，バラン

本症例は，術後 6 週で左下肢のバランス機能低

ス機能低下を認めたため，競技特性を考慮した筋

下を認めた．
股関節周囲の筋力は MMT5 であったた

力強化を行い，バランス機能の改善を得ることが

め，バランス機能低下は足関節戦略の低下である

出来たので報告する．対象者に発表の趣旨を説明

と考えた．そこで今回の術侵襲から腓骨筋の滑走

し,同意を得た．

不全と筋力低下によるバランス機能低下という仮

【症例紹介】

説を立て，足関節回内位の等尺性収縮や足関節回

10 歳代後半女性，学生，身長 163cm，体重 53

内位での母趾球荷重を促した．加えてラクロスで

㎏，ラクロス部所属．ランニング中切り返し動作

は，走動作の獲得が必要である．術後 9 週でジョ

にて受傷．左腓骨筋腱脱臼と診断された．既往歴

ギング開始となったが，左片脚立位で足関節のニ

に両側足関節内反捻挫，右腓骨筋腱脱臼があり，

ュートラルポジションを保持できず，mid-support

術後 2 年が経過している．

で足関節回外位となり，knee out-toe in を認め

【理学療法経過】

た．この原因は，腓骨筋群の筋力低下が残存して

禁忌動作：9 週まで足関節背屈・回内位

いるため足関節回外位となると考え，足関節を固

術後 3 週：アンクルファイター装着 非荷重

定した CKC での内乱刺激を実施した．その結果，

(中村ブレイス社製)

術後 12 週では，腓骨筋群の筋力が向上し,足関節

術後 4 週：1/3 荷重 腓骨筋の等尺性収縮開始

戦略が可能となったため，左片脚立位で 30 秒，

術後 6 週：全荷重開始

SEBT においても 63cm と向上を認めたと考えられ

術後 9 週：ジョギング開始

る．このことから，走動作の mid-support での

術後 12 週：部活動復帰 アンクルファイター除去

knee out-toe in は軽減し，運動軸に沿った足関

【理学療法評価術後(6 週)】

節回内が出現し，足関節をニュートラルポジショ

関節可動域検査(以下 ROM-t)：問題なし，Manual

ンでの保持が可能となり走動作を獲得した．

Muscle Test(以下 MMT)：左下腿三頭筋 2，腓骨

Baumhauer らは，腓骨筋筋力の向上が受傷予防と

筋群 3，歩行観察：左初期接地(以下

IC)では全

して足部の安定性を向上させる可能性があること

足底接地，立脚中期(以下 MSt)では膝関節過伸展

を指摘している．このことから腓骨筋筋力が向上

となり骨盤が左側へ動揺する．立脚終期(以下

したことにより再受傷予防につながると考えられ

TSt)では股関節伸展・toe off が消失．その後体

る．

幹左側屈，右骨盤挙上により遊脚前期(以下 PSw)

【おわりに】

へ移行．左片脚立位：2 秒，走行観察：困難，Star

足関節戦略の低下によりバランス機能低下が生

excursion balance test(以下 SEBT)：49cm(8 方向

じた本症例に対し，腓骨筋群にアプローチするこ

の平均)

とにより，筋力向上を認め，
術後 12 週で疼痛なく，

【理学療法評価術後(12 週)】

部活動に復帰した．今後はラクロス動作に必要な

ROM-t：問題なし，MMT：左下腿三頭筋 5，腓骨筋

切り返し動作やステップ動作などの動的なアプロ

群 4， 歩行観察：左 MSt で膝関節過伸展消失．走

ーチも必要であると考えられる．

14.腰椎分離症の術後,歩容とバランス機能に着目

【最終評価（術後 26 日）
（右/左）
】疼痛：なし．

しアプローチを行った一症例

痺れ：なし．感覚障害：なし．ROM：足関節背屈 5°
/10°．MMT：中殿筋 4/4,前脛骨筋 2/4,長母趾屈

橋本 彩耶

筋 2/3,大腿筋膜張筋 4/4．片脚立位：1 秒 /4 秒．

姫路聖マリア病院 リハビリテーション技術課

10m 歩行テスト（T 字杖）
：12 秒 21 歩．TUG（T 字

【はじめに】今回,第５腰椎分離症に対して L5-S1

杖）：14 秒．6 分間歩行テスト（T 字杖）
：198m,6

腰椎後方椎体間固定術（以下 PLIF）を施行した症

分．歩容：左立脚期にデュシェンヌ徴候（－）で

例を経験し,歩容とバランス機能に着目してアプ

体幹の左側屈は軽減．

ローチを行ったので報告する．

【考察】歩行周期における単脚支持期の割合は歩

【症例紹介】60 歳代後半男性．身長 176cm,体重

行速度が速くなるに従い増加し,健常高齢者の快

84 ㎏．職業：農家．半年前から誘因なく腰部～両

適歩行速度における単脚支持時間が 0.76 秒とさ

臀部痛が出現,症状軽快せず下肢の痺れと筋力低

れていることから,歩容の改善には片脚立位保持

下により連続歩行距離が減少し,歩行障害を呈し

が行える必要があると考えられた．そこで股関節

たため当院受診．第５腰椎分離症・腰部脊柱管狭

周囲筋と足部周囲筋における筋の賦活に加え,歩

窄症と診断され PLIF を施行することとなった．
本

行時における歩容とバランス機能に対してアプロ

症例に対して発表の趣旨を説明し,同意を得た．

ーチし,歩行中のエネルギー効率を改善すること

【理学療法経過】術翌日よりベッド上で下肢運動

で歩行距離を延長させる事を目標とした．筋や感

を開始し術後 2 日より硬性コルセット装着下で離

覚によるバランス制御を学習する手段として鏡に

床．術後 5 日よりリハビリ室で下肢と体幹の筋力

よる視覚的な情報を用いることで,動作中に体幹

トレーニングに加え,足部の感覚促通運動として

や下肢における各関節正中位の意識的なフィード

タオルギャザー等を中心に実施し,歩行器歩行練

バックが可能となり,足部や股関節の協調性のあ

習を開始した．術後 10 日より鏡にて体幹と股関

る運動を獲得出来たと考えられる．また術直後に

節・膝関節・足関節の中間位を確認しながら,端座

残存していた感覚障害が術後経過に伴い消失した

位と立位で不安定板を用いた足関節運動や膝立ち

事に加え,股関節周囲筋の筋力が向上した事で歩

での運動,ステップ練習を実施した．術後 16 日目

行の荷重応答期から立脚中期における左右への重

より T 字杖歩行練習を開始し,術後 23 日より T 字

心移動が行いやすくなり,動的な立位安定性が得

杖歩行自立．ホームエクササイズと ADL 指導を行

られるようになった．
その結果,術前に見られたデ

い術後 28 日目に退院となった．

ュシェンヌ徴候は軽減し,歩行速度の改善と最大

【初期評価（術前）
（右/左）】疼痛：歩行時に両臀

歩行距離の 100m 延長が確認されたと考える．今後

部~大腿 NRS 3/10．痺れ：右足背．感覚障害：触

も継続して運動を行い股関節周囲筋や足部周囲筋

覚鈍麻（足背：右 5 /10,左 10/10）,運動覚鈍麻（足

の賦活を図ることで,更なる連続歩行距離の延長

関節・股関節：右 5/5 回,左 0/5 回）．関節可動域

を獲得できると予想する．

（以下 ROM）
：足関節背屈 0°/5°．徒手筋力検査

【おわりに】本症例は股関節と足関節における運

（以下 MMT）
：中殿筋 2/2,前脛骨筋 2/3,長母趾屈

動戦略の再学習を促し,歩行能力が向上したこと

筋 2/2,大腿筋膜張筋 2/2．片脚立位：不可 /3 秒．

で今後の仕事復帰にもつながったと考える．また

10m 歩行テスト（T 字杖）
：16 秒 24 歩．Time up and

足部の筋力に対する十分な回復が得られなかった

go test（以下 TUG）
（T 字杖）：13 秒．6 分間歩行

が, 立位バランスの改善には下肢筋力に対するア

テスト（T 字杖）：87m,2 分 6 秒（疼痛にて中止）
．

プローチの継続が必要であると考える．

歩容：左立脚期にデュシェンヌ徴候（＋）で体幹
左側屈が出現．

15.脛骨高原骨折により活動性が低下した一症例

第 2 期：活動性の向上を目指す全荷重可能となっ

～自己効力感向上を目指して～

た為,座位での筋力強化は車椅子からベッド上端
座位に変更し,臥位での筋力強化を追加.また,平

船田 弥咲

行棒内立ち上がり及び立位保持練習を実施.殿部

介護老人保健施設 マリア・ヴィラ

離床が困難で介助が必要だが,上方重心移動は声

【はじめに】
今回,脛骨高原骨折により活動性低下

かけにて可能.当初は膝・股関節,体幹,肘関節伸展

また意欲低下を示した症例を担当した.この症例

が不完全だったが,開始後 37 日目に体幹,股関節,

の自己効力感向上に向けての取り組みについて報

肘関節伸展に改善がみられる.立位が実現した際

告する.発表するにあたり本症例とご家族には発

には「できた」
「前が見えた」等の発言とともに笑

表の趣旨を十分に説明したうえで了承を得た．

顔が溢れる.他に活動性向上の為,車椅子のフット

【症例紹介】90 歳代女性,X 月 Y 日に自宅にて転倒

サポートを取り除き下肢での自操開始.さらに,介

し A 病院に入院.継続したリハビリと療養を目的

護職員と協力しフロアでの運動内容の考案・実施.

に Y 日＋28 日目に当施設へ入所.本症例の主訴は

また,相手の顔の認知や記銘力の低下,自己嫌悪な

トイレで排泄をしたいである.日頃から自己否定

発言が増加した為,認知機能の維持や意欲の向上

的な発言が多く,意欲低下が著明に認められた.ま

を目的に学習療法を開始.

た,精神面や認知機能面で日差がみられ,運動時は

第 3 期：本症例の“できること”への支援身体機

易疲労性の訴えが多く聞かれた.趣味は絵画,編み

能ではベッドと車椅子間の移乗がプッシュアップ

物である.

にて水平移乗が見守りで可能となった為,介護職

【初期理学療法評価】HDS-R14/30 点

員と相談しポータブルトイレ(以下 P-トイレ)で

粗大筋力 GMT(下肢) R:2～3/L:3

の排泄を計画する.その際,通常の P-トイレでは

握力 R:16.4kg/L:10.2kg

肘掛が可動せず水平移乗が困難であった為,可動

ROM(膝関節伸展) R :-20°/L:-10°

式肘掛の P-トイレに変更.1 回目の実施後，
「もう

疼痛検査(NRS)6/10 ※膝関節伸展時・荷重時

パンツでええ」との発言もあったが,後日「もう一

【生活面の評価】Barthel Index 15/100 点

回やりたい」と自主的な発言がみられる.他に,自

起居動作自立.ベッドと車椅子間移乗はトランス

立可能な動作を獲得し自身へ繋げる為,就寝・起床

ファーボードを利用する.その際,患側下肢に荷重

時の上衣の更衣を声かけし実施.開始 1 週間後に

がかからないように膝関節伸展し前方に出すとと

は自身で更衣を行うようになる.その後,職員に

もに口頭指示が必要.移動は車椅子全介助.排泄は

「着替えれた」
と声をかけるようになり,笑顔も増

紙オムツ・パッド使用し,尿意便意が曖昧なためベ

加.さらに,リハビリ時にも「頑張らなあかん」と

ッド上で定時の交換が必要.更衣は全介助である

意欲が増加し,靴の脱ぎ履きが自身で行えるよう

が協力動作はあり.

になる.また,日中には編み物に取り組むようにな

【経過】第 1 期：荷重制限下での理学療法車椅子

る.

座位で体幹・下肢筋力強化,下肢リンパドレナージ

【考察】
今回,自己否定的な発言が多かった症例に

ュ,足関節他動運動を実施.移乗時は患側下肢での

対して,自身が可能なことを実施することで自己

荷重を避ける為,患側膝関節伸展位で前方に出し

効力感の向上に繋がるのではないかと考えた.入

た状態で動作練習を実施し,介護職員と移乗方法

所当初,自己嫌悪な発言が多くみられていたが,長

の統一を行う.この時期では,身体・認知機能の低

期的なアプローチの中で本症例が可能なことを引

下に対して「できひん」
「頭があほや」等の発言が

き出し,伸ばすことや他者に認められることで感

多く,希望に繋がる発言は少ないが,運動時には

じられる“できる”という意識が自己効力感や意

「頑張らなあかん」等,意欲的な発言もみられる.

欲の向上に繋がったのではないかと考える.

16.立位バランスの向上によりトイレ動作自立へ

練を行った.また臥床傾向であったため,離床課題

と至った症例

を提供し,抗重力姿勢での生活を促した.立位訓練

清水 健

では姿勢鏡を使用し,視覚的フィードバックにて

医療法人社団石橋内科広畑センチュリー病院

荷重訓練,前後左右への重心移動訓練を行い,下肢

【はじめに】
今回,右大腿骨大転子部骨折を呈した

筋力強化,立位バランスの向上を図った.立位での

症例を担当した.立位バランスに着目し在宅復帰

脊柱起立筋の筋活動が高まり,保持時間の延長,立

のためにトイレ動作自立を目指しアプローチを行

位動作での耐久性の向上がみられたころから,

ったのでここに報告する.尚,発表するにあたり本

日々の更衣での下衣操作を立位にて促しトイレ動

症例の同意を得た.

作へとつなげ,退院時には手すり把持での一連の

【症例紹介】90 歳代女性.娘様の家に宿泊中に転

トイレ動作自立へと至った.

倒. レントゲン,CT,MRI にて検査し,大腿骨頂部

【考察】本症例のトイレ動作自立へ向けて大きく

骨折転位がみられ,頸部,転子間には骨折所見は乏

改善された点は, FRT の拡大と筋力の向上を含ん

しく,保存的治療となり,受傷日から 16 日後にリ

だ立位バランスの向上である.平瀬らは「79 歳以

ハビリ目的で当院に入院となる. 利き足：右

上の高齢者の立位時重心動揺には主要姿勢筋が影

【初期評価】
（入院 2 週目） (R/L) MMT：股関節

響を及ぼす」
と述べている.主要姿勢筋である脊柱

屈曲 4/4 伸展 2/2 外転 3/4 膝関節伸展 3/4 屈曲 2/2

起立筋の筋活動が乏しいために立位で前方へのふ

足関節背屈 4/4 底屈 2/2 ROM：膝関節伸展

らつきがみられ,立位バランスの低下に影響して

-10/-5 荷重検査 (静止立位) ：23kg/13kg

いるのではないかと考えた.本症例は骨盤後傾位

FIM：53 点 トイレ動作 3 点 移乗 4 点 移動 1 点

であるため座位訓練でクッションを使用して骨盤

FRT：7cm/5cm 立位保持：5 秒

後傾を軽減させ棒体操,リーチ動作訓練を行った.

筋緊張：座位・立位どちらも脊柱起立筋（－）

骨盤のアライメントを整えたことで脊柱起立筋の

立位：体幹右側屈,前傾位.肩関節軽度屈曲位で両

収縮が促され立位でも筋活動がみられ,また下肢

手は大腿部前面に位置する,骨盤後傾位,膝関節軽

筋力増強訓練で大殿筋や骨盤周囲筋の筋力向上に

度屈曲位.

より,立位バランスの向上に繋がったと考える.津

【最終評価】
（入院 10 週目） (R/L) MMT：膝関節

吹らは「視覚的フィードバックは頭頂葉を中心と

伸 展 4/4

荷 重 検 査 ( 静 止 立 位 ) ： 19kg/16kg

する広い範囲での賦活を促し,運動学習において

FIM：74 点 トイレ動作 5 点 移乗 5 点 移動 5 点

新しい動作の獲得やパフォーマンスの向上につな

FRT：14cm/10cm 立位保持：2 分程度可

がる」
と述べている.姿勢鏡を使用しての荷重訓練,

筋緊張：座位、立位どちらも脊柱起立筋 (+) 立

重心移動訓練を繰り返し実施することで,左下肢

位：体幹前傾位.上肢は体側に沿って両手は大腿部

への重心移動,動的立位のコントロールが可能と

側面に位置する.骨盤後傾位,膝関節屈曲位.

なり,FRT の拡大,立位バランスの向上へと繋がっ

【理学療法経過】本症例は介入開始当初,立位での

た.主要姿勢筋の筋活動が高まり,立位姿勢の自己

前方へのふらつきが強いため両上肢支持が強く,

修正が可能になったことにより,下衣操作を安定

把持無しでの立位保持困難であった.また,筋力低

して行えるようになったと考える.

下,動作時の耐久性低下も著明であり長時間の立

本症例は年齢 90 歳台と高齢であり,認知機能低下

位訓練は困難であった.そのため,まずは座位訓練

もみられていた.退院後に臥床傾向とならないよ

から開始する.殿部にクッションを敷き,骨盤後傾

うに自宅の環境調整や通所リハビリの利用をすす

位を中間位へ近づけた状態で棒体操,輪入れを用

めることで,退院後の機能面,ADL の低下とならな

いたリーチ動作にて体幹筋力の促通,バックブリ

いように退院支援を行った.

ッジ運動や重錘を下肢につけての下肢筋力増強訓

17.中心性脊髄損傷を呈し,独歩獲得のため体幹機

あるが,反対側への骨盤の落ち込みがあり,左立脚

能に着目した症例

中期への軽度体幹側屈が出現していた.
【考察】骨盤の側方へのシフトを減少させるには

大久保 磨耶

立脚側の中殿筋の筋力が必要である.また,立脚相

ミナミ整形外科内科

を安定させるには初期接地時での骨盤帯の安定性

【はじめに】
今回,転倒により中心性脊髄損傷を受

が必要であった.そのため,四つ這い訓練,下前部

傷後 2 ヶ月経過した患者様の独歩獲得に向けて体

斜走系統である腹筋群,大腿の内転筋群,中殿筋の

幹機能に着目した結果,歩容改善に至った症例を

筋力強化を行なった.四つ這い訓練を行う際,重心

担当したため報告する. 尚,本人と御家族には発

を移動させたことで体幹下肢の協調性の向上を図

表に際し承諾を得た.

り,さらに四つ這いでの四肢挙上訓練により背筋

【症例紹介】80 代女性,美容室を営んでいる.現病

群,特に下後斜走系統である広背筋,大殿筋の筋出

歴は下山中に転倒,中心性脊髄損傷を受傷した.他

力の向上を目指した.立位保持での筋緊張を触診

院にて 2 ヶ月間理学療法を受け,リハビリ継続の

すると背筋群,腹筋群の筋緊張が亢進していた.腹

ため当院へ転院された.HOPE は仕事復帰である.

筋群に関し,初期評価では体幹屈曲,体幹回旋とも

【初期評価】
下肢全体に痺れがあるが,触覚痛覚と

に MMT2 であったが最終評価では両方ともに MMT3

もに 10/10 であった.MMT(右/左)股関節外転 3/3,

となった.これにより,仙腸関節周辺の靭帯の張力

体幹屈曲 2/2,回旋 2/2 であり,片脚立位は左右と

が増加し,仙腸関節を圧縮する力が作用し,仙腸関

もに 0 秒であった.平行棒内での両手支持歩行に

節の安定性が高められたと考えられる.その結果,

おいて,両側ともに立脚初期では重心を反対側に

初期接地時の骨盤の安定性が保たれ,骨盤を介し

変位させながら踵接地を行ない,反対側に体幹を

ての力伝達が良好になったと考えられる.さらに,

軽度側屈させながら足底接地へ移行した(右>左）.

初期接地時の直前に行われる骨盤の前傾の代償と

立脚中期では反対側の軽度骨盤の落ち込みがみら

して体幹の前後への動揺が出現していたが,上記

れた(右>左）.立脚後期では体幹を軽度前傾させ股

の作用により前後への動揺が減少したと考えられ

関節を伸展し,踵離地を行なった.その後遊脚初期

る.また,片脚立位の結果より初期評価では両側と

から遊脚中期では体幹を中間位に戻しながら遊脚

もに 0 秒であったが,最終評価では右側 5 秒,左側

中期へと移行した.

7 秒となった.しかし,股関節外転は初期最終とも

【治療アプローチと経過】体幹の前後左右への動

に MMT3,股関節内転も初期最終ともに MMT2 であり

揺を軽減するため入院時より下肢体幹筋力強化を

変化は見られなかった.また,最終評価時に荷重応

行なった.2 週目よりバランスボールトレーニン

答期から立脚中期にかけての反対側への骨盤の落

グを取り入れた.3 週目より四つ這い訓練を行な

ち込みが出現していた.しかし,骨盤の側方へのシ

い,重心を移動させ体幹下肢の協調性の向上を図

フトが減少していることから,四つ這い訓練によ

り,四つ這いでの上肢下肢挙上訓練により背筋群,

り下肢の支持性が向上し,体幹下肢の協調性が改

特に広背筋,大殿筋の筋出力の向上を目指した.4

善されたと考えられる。これにより,片脚立位が可

週目にはロフストランド杖歩行自立.6 週目には

能となり,骨盤の側方へのシフトが減少したと考

独歩自立.

えられる.しかし,高齢者の片脚立位のカットオフ

【最終評価】立位保持での筋緊張は初期評価より

値は 5 秒であることから転倒リスクが考えられる

背筋群,腹筋群の筋緊張が亢進していた.MMT(右/

ため,今後も中殿筋及び内転筋の筋力増強,下肢体

左)は,股関節外転 3/3,体幹屈曲 3/3 回旋 3/3 であ

幹の協調性をより向上させ,支持側下肢の筋力強

り,片脚立位は右 5 秒,左 7 秒であった.最終評価で

化のため,四つ這い訓練を継続する必要があると

は独歩であり,両側ともに立脚初期から軽度では

考えられる.

18.中年女性転移型大腿骨頸部骨折術後の免荷で

る大腿直筋の術後変化は,4 週で 60%程度であった

生じる筋萎縮を予測しアプローチした一症例

が 8 週で約 85%まで改善した.中間広筋は術直後か
ら徐々値を伸ばし,8 週で最大となり健側とほぼ

竹本 朋代

同値となった.Easy tech は歩行スピードに近い

姫路聖マリア病院 リハビリテーション技術課

90deg/s の筋出力を測定した結果,術直後は体重

【はじめに】今回 50 代女性,右大腿骨頸部骨折

比が患側膝伸展筋力 0.15N/kg,健側 0.85N/kg であ

(Garden stageⅣ, Pauwels Type3) により観血的

ったが,6 週で患側 0.81N/kg,健側 1.59N/kg となっ

骨接合術を施行された症例を経験した. 4 週間の

た.股関節 ROM は,疼痛軽減に伴い改善が見られ正

完全免荷期間 (以下, NWB) を経たことで右下肢

常可動域を獲得することが出来た.

の筋萎縮が生じ,全荷重（以下,FWB）時の異常歩行

【考察】先行研究では長期臥床に伴う筋萎縮が大

を予測し,筋肥大・筋力向上に着目し,歩行動作の

腿直筋で約 20%程度認められたと報告されている.

再学習を目指したアプローチを実施したのでここ

本症例では転移型骨折であり大腿骨頭壊死 (以

に報告する.対象者に歩研究の目的,方法を説明し,

下,LSC) のリスクが高く,4 週間の免荷期間を設

研究参加の同意を得た者を対象とした.

けたことで大腿直筋の筋萎縮が生じたと推察する.

【症例紹介】50 代女性,身長 162cm,体重 54kg

また,手術による大腿外側部の侵襲で疼痛が出現

(BMI21).2017 年 X 月 1.5m の高さから転落.右大腿

し,筋連結のある大腿直筋の筋出力も困難となる

骨頸部骨折と診断され, 観血的骨接合術 (CCS,

ことから運動単位が減少したと考えた.そこで

Hansson Twin hook)を施行.

NWB では股関節外転筋・膝伸展筋の神経筋促通を

【評価項目】
大腿四頭筋変化を大腿周径(膝蓋骨直

促し,PWB では筋肥大を目的にサイズの原理に従

上・5cm・10cm・15cm・20cm 上縁),超音波にて大

い訓練を実施した. 特に大腿四頭筋についてはス

腿直筋及び中間広筋の筋厚,筋出力を easy tech

ロートレーニングにて筋量と筋力の増加が認めら

plus (インターリハ)にて測定.歩行観察を行っ

れ,歩行時の膝折れ,立ち上がり動作に問題が起き

た.

なかったと推察する. FWB では有意な萎縮が予測

【理学療法】 術直後から 4 週間は NWB.4 週より

される TypeⅡ繊維を賦活させるために歩行スピ

1/3 荷重(以下,1/3PWB), 5 週より 2/3 荷重(以

ードを意識した訓練を実施した.また先行研究か

下,2/3PWB),8 週より FWB.術後翌日から離床し,疼

らスロートレーニングでは低負荷であっても

痛自制内で下肢運動を実施.荷重制限に加え骨頭

TypeⅡ繊維が優先的に活動することも報告されて

の転移防止のため股関節回旋動作及び深屈曲は制

おり,TypeⅡ繊維の萎縮も最小限に抑えることが

限され,5 週より日常生活レベルの股関節回旋動

出来たのではないかと考える.

作,8 週より股関節深屈曲が可能となった.NWB で

【おわりに】非荷重による筋力低下は多くの先行

は Red cord を使用し股関節周囲の神経筋促通及び

研究で明らかになっている.本症例は荷重開始に

位置覚維持のため SLR や側臥位での股関節外転運

伴い筋力の改善が認められているが,今後日常生

動を行った. 1/3PWB では大腿四頭筋・下腿三頭筋

活において筋の収縮速度の増加に応じた遠心性収

に対して等尺性及び求心性収縮,スロートレーニ

縮能力が必要になる.また LSC 発症時期が術後 1

ングを実施.FWB では機能的動作獲得のため遠心

から 2 年が最も多いことから,今後も慎重な経過

性収縮及び ADL 動作の再学習を行った.

観察が必要であると考えられる.

【評価および経過】大腿周径の術前後比較では,4
週で全体に約 1～2.5cm 低値を示した.しかし 5 週
で膝蓋骨上縁 10cm 以上,12 週で膝蓋骨上縁 5cm の
値が術直後と同値まで回復した.超音波測定によ

19.大腿骨内顆骨壊死に対し TKA 施行した症例の

FTA；右 180°，左 180°

歩行に着目してアプローチを行った一症例

周径；右膝蓋骨直上 39.0 ㎝，上 5 ㎝ 38.5 ㎝，上
10 ㎝ 40.0 ㎝，上 15 ㎝ 42.5 ㎝

三宅 麻結

歩容；double knee action 出現，歩幅の増加．

姫路聖マリア病院 リハビリテーション技術課

【理学療法】術翌日より全荷重，膝関節可動域訓

【はじめに】大腿骨内顆骨壊死に対し，人工膝関

練，筋力トレーニング開始，術後 3 日より歩行器

節全置換術（total knee arthroplasty：以下 TKA）

歩行，術後 7 日より杖歩行，8 日より跨ぎ動作，

施行後，術前の跛行が残存することが多い．そこ

13 日よりステップ練習，14 日より日常生活活動動

で歩容に着目しアプローチを実施したので，ここ

作（以下 ADL）練習実施．

に報告する．尚，本症例は発表の趣旨を説明し，

【考察】変形性膝関節症および大腿骨内顆骨壊死

同意を得た．

などの膝関節疾患に対する TKA 施行後，術前の跛

【症例紹介】70 歳代女性，伸長 153 ㎝，体重 54kg

行が残存することが多いと言われている．本症例

（BMI22.3）．元々独歩可能，長距離歩行後に右膝

も術前の跛行である double knee action の消失，

痛自覚し，歩行困難となり当院受診．右大腿骨内

歩幅の減少が TKA 施行後にも残存した．術後早期

顆骨壊死と診断され右側 TKA 施行．

の歩容は術前と同様であったため術前からの歩容

【初期評価】関節可動域（以下 ROM）
；膝関節屈曲

における膝関節のボディイメージの不良が原因と

130°,伸展—10°足関節背屈 15°，底屈 45°

考えた．術後早期は歩行時に必要な膝関節 ROM も

徒手筋力テスト（以下 MMT）
；膝関節屈曲 4，伸展

獲得できておらず，
膝関節の腫脹が原因と考えた．

4，足関節背屈 4，底屈 4，

澤田らは TKA 術後の腫脹は関節位置覚の低下を招

FTA；右 190°，左 180°

くと述べている．本症例も術後の腫脹による関節

歩容；初期接地での足底全面接地，立脚中期で膝

位置覚の低下があると考え，術後早期よりアイシ

関節外側動揺出現，立脚終期時間の減少，立脚終

ング，膝関節自動介助運動などの腫脹軽減を目的

期での蹴り出し低下，遊脚初期の膝関節屈曲角度

としたアプローチを実施した．さらにボディイメ

の不足，double knee action 消失，左歩幅の低下．

ージの改善を目的とし，鏡を使用して視覚的なフ

【術後 3 日】ROM；膝関節屈曲 85°伸展－15°，

ィードバックを用いたまたぎ動作とステップ練習

足関節背屈 0°，底屈 45°

で歩幅，double knee action に対してアプローチ

MMT：膝関節屈曲 4，伸展 4，股関節屈曲 4，

を実施した．その結果歩幅の改善により患側立脚

伸展 4，足関節底 4，背屈 4

終期時間が増加することで立脚終期での足関節背

FTA；右 180°，左 180°

屈角度が増加，患側下肢を遊脚させる推進力が生

周径（右/左）
；膝蓋骨直上（40.0 ㎝/37.5 ㎝），上

じ，さらにステップ練習による蹴り出しの再学習

5 ㎝（39.5 ㎝/37.0 ㎝），上 10 ㎝（41.0 ㎝/39.5

により double knee action が生じたと考える．術

㎝），上 15 ㎝（44.0 ㎝/43.0 ㎝）

後 3 週で歩容は double knee action の出現，歩幅

歩容；立脚中期での膝関節外側動揺消失，初期接

の増加が見られた．歩容の改善は，腫脹の軽減に

地に足底全面接地，立脚終期時間の減少，立脚終

よる関節位置覚の改善とともに，歩容におけるボ

期での蹴り出し低下，遊脚初期の膝関節屈曲角度

ディイメージの改善をみとめたためと考える．

の不足，double knee action 消失，左歩幅の低下．

【おわりに】本症例において，ボディイメージの

【術後 3 週】ROM；膝屈曲 120°伸展 0°，

低下は関節位置覚の低下が多く関係しており，関

足関節背屈 10°底屈 45°

節位置覚の詳細な評価が必要であると考える．

MMT；膝関節屈曲 4，伸展 4，足関節底屈 4，
背屈 4

20.第 1 腰椎圧迫骨折により 81 日間治療なく自宅

められた。そのため,右大殿筋,左中殿筋の筋力増

生活を続け,歩行能力低下をきたした症例

強を重点的に実施し,歩容改善を図った.また,こ

梶 祐真

れらの訓練を行うことで,退院前には上記で述べ

医療法人社団 石橋内科 広畑センチュリー病院

た異常歩行に改善が認められた.腰痛，
下肢痛に関

【はじめに】
今回第 1 腰椎圧迫骨折に加え,両変形

しては，トラムセットを朝，昼，夕方服薬するこ

性膝関節症,両変形性股関節症を呈し活動量が減

とで抑制された．

少したことにより,歩行能力低下をきたした症例

【考察】大殿筋筋力増強訓練として背臥位で股関

を担当した．
入院中の活動量,意欲低下に苦渋しな

節伸展 ex や右立脚期の部分練習を行い，
大殿筋筋

がらも歩容改善に至ることができたため,若干の

発揮のタイミングの指導を行った．最終評価時の

考察を加え,報告する.尚,発表するにあたり本症

股関節伸展 MMT は両側ともに 3 と向上した．歩行

例の同意を得た．

動作から右 MSt から左 LR の骨盤右回旋は減少し骨

【症例紹介】70 代女性.診断名は第 1 腰椎圧迫骨

盤左偏移も減少したことかけてで歩容の改善が認

折による運動器不安定症.既往歴にサルコイドー

められた．一橋らは,「最大筋力はトレーニング開

シス,両変形性膝関節症,両変形性股関節症,現病

始後増加し続けるが、筋断面積はトレーニング 40

歴として,転倒受傷したが病院へ行かず 81 日間自

日，60 日と続けると筋断面積は増加し始める。」

宅療養し，痛みに耐え切れず当院へ入院.理学療法

と述べている.本症例の場合,大殿筋筋力増強訓練

(以下 PT とする)開始となった.

は入院 3 週目で始めたため,神経因性により大殿

【初期評価】
（入院 1 週目）

筋筋出力向上し,前方推進力が得られたことで歩

腰痛,下肢痛の訴えが強かったが，
基本動作自立．

行時の骨盤右回旋・左偏移の改善が認められたの

歩行は 4 輪歩行車で自立.

だと考える．
左 LR から MSt にかけての骨盤左偏移

（R/L）MMT:体幹屈曲 2，回旋 2/2 股関節伸展 2/2

に対して,横歩き訓練や側臥位で股関節外転 ex を

外転 3/4 ．

実施した.平行棒内で片足立位を行い，
中殿筋の等

ROM（°）:膝関節伸展－15/－10．

尺性収縮を促した.最終評価時の股関節外転 MMT

荷重検査（kg）:静止立位 24/30 最大荷重 35/38．

の結果,左股関節外転 3 から 4 へと向上を認めた.

FTA（°）:190/185．

しかし歩行動作時の骨盤左偏移は著明な変化が見

BBS35 点．FIM102 点．

疼痛検査（NRS）:両鼠径部 7，起居動作時腰部 8 ，

られなかった.その理由として腰椎圧迫骨折から

大腿外側部 7，両膝関節内側部 6．

約 5 ヶ月経過しているが,動作時腰痛の訴えがあ

【最終評価】
（入院 8 週目）

り,体幹屈曲・回旋ともに体幹 MMT の結果は 2 であ

移動は 4 輪歩行車．初期評価時より疼痛軽減し

った.そのため，左 LR から MSt において骨盤左偏

たが，全身倦怠感が強くなり，PT に対する意欲の

移し,体幹左側屈しており体幹の安定性が低下し

低下，日中活動量の低下がみられた.

ていたことから,体幹筋の筋力・筋出力低下も骨盤

（R/L）MMT: 体幹屈曲 2，回旋 2/2，股関節伸展

の左偏移の原因であることが考えられるが今回,

3/3 外転 4/4．

体幹筋に関しては,腰痛の訴えが強く,低負荷での

荷重検査（kg）:静止立位 29/28．最大荷重 38/39．

筋力増強訓練しか行うことができなかったため,

FTA（°）:187/185．

十分な筋力増強が得られなかったと考える.

BBS39 点．FIM108 点．

疼痛検査（NRS):両鼠径部 0，起居動作時腰部 5，

入院 3 週目あたりから全身倦怠感の訴えがあり

歩行時両大腿外側部 2，両膝関節内側部 2．

PT を拒否することがあった．そのため，午前中は

【理学療法経過】本症例は歩行時に右 MSt から左

ベッド上にて低負荷での筋力増強と歩行訓練を実

LR においての骨盤右回旋と左偏移,左 LR から MSt

施し，
午後も PT を実施することで介入頻度を増や

にかけての骨盤左偏位がみられ,歩容の異常が認

し、活動量の増加を促した．

21.足関節三果骨折を呈し，
社会復帰のため早期足

【考察】本症例は復職を目指すため早期歩行の獲

関節可動域獲得を目指した症例

得を必要とし，それを実現するために足関節可動
域制限の改善が最優先であると考え介入を行った．

畑崎 大地

林らが足関節骨折後は浸出液の貯留や修復に伴う

医療法人ひまわり会八家病院

肉芽組織の増殖により筋腱の癒着が生じやすいと

【はじめに】今回右足関節三果骨折を呈し観血的

示唆しているように介入初期での浮腫管理は論を

骨接合術(以下 ORIF)を施工した症例を担当した

俟たず，本症例でも患部腫脹が著しかったため浮

のでここに報告する．症例には発表の趣旨を十分

腫管理に努めた．静脈還流改善から足部での周径

に説明し同意を得ている．

に改善を認め，術後 3 週目にて背屈可動域-5°に

【症例紹介】60 歳代女性．148 ㎝ 42kg．仕事中に

なったと考える．関節可動域訓練では，足関節回

転倒し受傷．当院にて右足関節三果骨折と診断さ

外位固定での受傷，また初期評価にて特に同関節

れ当院にて ORIF 施行．入院前の日常生活動作は自

回外にて疼痛を認めていたため外側側副靭帯損傷

立．Hope はできるだけ早く仕事復帰がしたい．

に配慮し，著名な疼痛を認めない範囲での底背屈

【初期評価(術後 1∼3 日)】Lauge-Hansen 分類:回

自動介助運動にて訓練を開始した．術後 3 週目以

外-外旋骨折 stageⅣ．触診:術創部，足背にかけ

降では特に足関節後方軟部組織の柔軟性，遠位脛

て腫脹・熱感あり．関節可動域テスト (右/左):

腓関節可動性の改善に着目し介入した．大工谷が

足関節底屈 35°/50°，足関節背屈－15°p/15°，

背屈運動軸変位の原因として脛骨内果後方部の短

足部回内 0°/15°，足部回外 10°p/30°，母趾

縮と長腓骨筋の短縮と挙げているように本症例で

MTP 伸展 25°/50°．周径(右/左):足部 23.0 ㎝

も３つの筋に伸張性の低下を認めていたためダイ

/20.2 ㎝，下腿最小 22.1 ㎝/18.5 ㎝.Numerical

レクトストレッチにて伸張性の改善を図ったが距

Rating Scale(以下 NRS)：足背部に安静時 6/10

骨の前方変位の十分な改善は認められず術後 7 週

【治療・経過】術後 1 日目よりギプスシーネ固定

目にて足関節背屈 0°に留まった．術後 7 週目よ

となり浮腫軽減，癒着予防図る．術後 2 週目より

り歩行時に右膝関節内側裂隙部に疼痛を認めた．

移動手段車椅子から両松葉杖に移行する．術後 3

足関節背屈時，腓骨の可動制限による回内制限に

週目では縫合部に伸張痛著明であったため皮膚リ

て荷重時同関節回外位，また上行性運動連鎖によ

リース実施．また静的荷重訓練開始し足底からの

り下腿の外旋が生じることでの疼痛であると考え，

感覚賦活図る．(右側)足関節背屈－5°,足関節底

背屈時の腓骨の挙上・外旋，関節モビライゼーシ

屈 45°,足趾 MTP 伸展 35°.(右側)周径足部 20.7

ョンにて副運動での遠位脛腓関節の離解を促した．

㎝，下腿最小 21.1 ㎝.術後 4 週目より支柱付き足

鶴田らは足関節背屈における関節性の制限因子と

関節固定装具使用にて動的荷重訓練(1/3 荷重)開

しては距腿関節よりも遠位脛腓関節の方がより大

始となる．足関節外果周囲に荷重時痛 NRS にて 5．

きな制限因子であると示唆したように，術後 9 週

術後 5 週目から 1/2 荷重開始し，術後 7 週目では

目にて距骨の前方変位の大幅な改善を認め背屈可

3/4 荷重となり両松葉杖から片松葉杖に移行する．

動域 10°，内側裂隙部の疼痛軽減に繋がったと考

右足関節背屈 0°，歩行時右膝関節内側裂隙部に

える．今後可動域に対するアプローチでは，関節

疼痛認める．
術後 9 週目で全荷重となり歩行自立．

性と筋性の制限因子に対し，経過を観察しながら

右膝関節内側裂隙部の疼痛軽減．

バランス良く介入を行っていく必要があると本症

【最終評価(術後 9 週目)】(右側)足関節背屈 10°,

例を通して学ぶことができた．

足関節底屈 45°，足部回内 10°，足部回外 25°，
母趾 MTP 伸展 50°．(右側)周径足部 20.6 ㎝，下
腿最小 19.2 ㎝．NRS：荷重時痛 2/10

22.左人工膝関節全置換術直後に疼痛が強く，歩行

点．周径膝蓋骨直上：左 41.0cm．ROM-T 膝関節屈

獲得が遅れた症例

曲：左 105°．伸展：左 0°MMT 股関節屈曲：両側
5.外転：左 3.膝関節屈曲・伸展：左 5．10m 歩行

藤原 礼大

杖歩行 12 秒 38．歩行杖歩行：自立．BI95 点．減

公立神崎総合病院 リハビリテーション技術科

点項目：階段．

【はじめに】今回，両変形性膝関節症（以下，膝

【目標設定】短期：疼痛の軽減・左 ROM 改善

OA）を呈し，左人工膝関節全置換術（以下，左 TKA）

長期：歩行改善・IADL 能力再獲得

を施行した症例に対して左膝疼痛軽減と ADL の改

【理学療法】①左膝アイシング②左膝 ROM 訓練④

善に着目して理学療法を行ったため，報告する．

左膝筋力増強訓練⑤歩行訓練

尚，本人に十分な説明のうえ，発表の同意を得て

【考察】当院のクリニカルパスでは，術後翌日よ

いる．

り全荷重開始を目標としているが，本症例は，術

【症例紹介】年齢 70 歳代女性．主疾患左 TKA 後．

直後は疼痛と腫脹が強く，歩行開始が遅れた．炎

既往歴両人工股関節全置換術後（以下，両 THA）．

症に対し，アイシングを実施したところ，
疼痛は，

現病歴約 2 ヶ月前に両膝痛増強し，両膝 OA と診

術後 2 日目 NRS5 点，9 日目 3 点，28 日目 1 点と減

断され，今回，左 TKA 目的に入院となった． Hope

少した．左膝関節可動域（以下，左膝 ROM）と周

車の運転や買い物がしたい．Need 歩行改善．

径は，
術後 2 日目：左膝 ROM 屈曲 60°，伸展-10°，

【術前評価】全体像手術や理学療法に対し，不安

+5.5cm（術前と比べ）．7 日目：左膝 ROM 屈曲 90°

は無く，協力的．疼痛左膝荷重時 NRS3 点．周径

伸展-5°，+4.5cm．28 日目：左膝 ROM 屈曲 105°，

膝蓋骨直上：左 40.5cm．ROM-T 股関節屈曲：右 70°

伸展 0°，+0.5cm であり，左膝 ROM，腫脹共に改

左 80°．SLR：右 65°左 70°．膝関節屈曲：右

善した．炎症に対しアイシングを実施した場合，

105°左 110°．伸展：両側 0°MMT 股関節屈曲：

毛細血管の透過性の減少や神経伝達の低下，痛覚

両側 5.外転：両側 3．膝関節屈曲・伸展：両側 5．

閾値の上昇が生じる．加えて，松原らは，約 3 日

10m 歩行杖歩行 11 秒 09．基本動作片脚立位：困

～2 週間に，組織の連続性が修復される．約 7 日

難．

～1 ヶ月に，筋線維は再生すると述べている．ア

【術後評価 術後 2-5 日目】疼痛左膝動作時 NRS5

イシングにより，本症例も術後 7 日から 28 日にか

点．周径膝蓋骨直上：左 45.5cm．ROM-T 膝関節屈

けて炎症が著明に軽減し，
前述の経過を辿り疼痛，

曲：左 60°．伸展：左-10°.MMT 膝関節屈曲・伸

腫脹が減少したと考える．左膝 ROM 訓練は自動介

展：左 2 基本動作起き上がり：中等度介助．座位：

助訓練を中心に行うことで，疼痛，腫脹を助長し

見守り．移乗：軽介助．立位：中等度介助．BI15

ないように注意した．離床時は，ベッドのヘッド

点．減点項目：食事以外．

アップ機能を使用し，疼痛が出現しないように左

【中間評価 術後 7-9 日目】疼痛左膝荷重時 NRS3

膝 ROM に配慮した．結果，疼痛と左膝 ROM の改善

点．周径膝蓋骨直上：左 44.0cm．ROM-T 膝関節屈

によって，術後 7 日から歩行獲得となった．術後

曲：左 90°．伸展：左-5°MMT 股関節屈曲：両側

28 日には，左骨盤挙上と体幹右方傾斜が減少し，

4．外転：左 2.膝関節屈曲・伸展：左 4．10m 歩行

また，逃避性歩行が軽減して，術前とほぼ同様の

11 秒 09．基本動作立位：支持物把持にて自立．

歩行となり，車の運転可能なレベルとなった．

歩行歩行器：自立．杖歩行：見守り．
（右立脚相）

【まとめ】本症例は，歩行獲得は遅れたが，疼痛，

体幹右方傾斜増加．
（左立脚相）逃避性歩行あり．

左膝 ROM は順調に改善し，歩行改善，IADL の再獲

（左遊脚相）
左膝関節屈曲減少．
左骨盤挙上増加．

得に至った症例であった．

BI75 点．減点項目：入浴・移動・階段・更衣．
【最終評価 術後 28 日目】疼痛左膝荷重時 NRS1

23.左膝内側側副靱帯損傷後,不安定歩行を呈した

【理学療法経過】IFP アプローチにて ROM 改善は

一症例

認められた.左膝伸展筋力は不十分であり,膝折れ

～膝蓋下脂肪体に着目して～

が生じる事で不安定な歩容が残存した.左膝伸展
坂本 翔生

筋力を賦活させる為に神経筋再教育を目的とした

医療法人社団太陽会 ひまわり整形外科

運動療法を追加した.

【はじめに】左膝内側側副靱帯（以下 MCL）損傷

【最終評価】(受傷後 66 日)

後に膝折れ・膝伸展時痛を発症し,不安定歩行によ

炎症所見:疼痛・熱感・腫脹・発赤(－)

り治療に難渋した症例を担当した. Hoffa 病の既

疼痛検査:NRS 0/0 荷重検査:50 ㎏/42 ㎏

往から,膝蓋下脂肪体(以下 IFP)に着目する事で

ROM 膝伸展 0:0/0:0 MMT 膝伸展 4/4

歩行の改善が認められたため報告する.尚,本症例

歩容:左立脚時膝折れ(－)左下肢中間位での接地.

には発表の趣旨を説明し,同意を得ている.

左膝伸展筋力も向上してきた為,安定性のある歩

【症例紹介】40 歳代女性.7 月中旬,床から立ち上

行が遂行可能になった.

がろうとした際に受傷し来院.左膝 MCL 損傷と診

【考察】本症例は Hoffa 病の既往に加えて靱帯損

断を受け装具固定後,理学療法開始.主訴は歩行時

傷後の炎症が IFP の柔軟性・滑走性低下を想起さ

膝折れ・膝伸展時痛であった.両膝には Hoffa 病を

せた.林によると IFP の大腿四頭筋収縮に伴う関

既往しており,20 代の頃に左右 3 回ずつ手術施行

節間での移動が確認されている.その為,IFP の柔

されている.

軟性低下が認められると,IFP の関節への入り込

【初期評価】(Rt/Lt)(受傷後 4 日)

みを阻害し,関節間での挟み込みが生じる事で膝

整形外科テスト 膝外反ストレス test(－)

伸展時痛を誘発すると考えられた.IFP の滑走性

McMurray Test(－)

Hoffa sign (＋)

低下は膝蓋腱を介しての大腿四頭筋収縮機能の伝

炎症所見:疼痛・熱感・腫脹(＋) 発赤(－)

達不良が生じ,十分な膝伸展筋力を発揮すること

疼痛検査:Numerical Rating Scale(以下 NRS)

が出来ず,結果膝折れによる不安定な歩容を起こ

(最大 10)0/9

すと考えられた.中間評価の段階では左膝伸展筋

荷重検査:50 ㎏/13 ㎏

関節可動域(以下 ROM,単位°,Active : Passive)

力が２であり,膝折れに対する膝伸展筋力が必要

膝屈曲 140:150/110P:120P 伸展 0:0/-10P:-5P

な為,疼痛消失時期より大腿四頭筋に対する神経

歩容:左立脚時膝折れ(＋)左立脚中期は短縮し,骨

筋再教育を開始した.羽崎らによると両足趾を床

盤右側方移動にて重心をコントロールしていた.

に設置した腹臥位での setting が背臥位や立位に

【理学療法経過】評価から靱帯損傷による膝関節

比べると内側広筋・外側広筋・大腿直筋の筋収縮

の炎症が認められた.炎症の助長を促す様な運動

が優位である事が確認されている.従って,筋収縮

は避け,炎症コントロールを行うと共に固定や腫

が優位な腹臥位での Patera setting を施行し,左

脹の影響による線維化が考えられた為,線維化予

膝伸展筋の賦活による筋力向上が歩行安定に繋が

防の為に IFP リリースなどの理学療法を行った.

ったと考えられた.

【中間評価】(受傷後 28 日) ※装具除去

【まとめ】今回,担当させて頂いた症例は靱帯損傷

整形外科テスト：Hoffa sign(－)

に加えて Hoffa 病を既往していた.問題点として

炎症所見:熱感(＋) 疼痛・腫脹・発赤(－)

挙げた IFP だけでなく,時期に応じて炎症コント

疼痛検査:NRS 0/4 荷重検査:50 ㎏/32 ㎏

ロールや二次性障害予防などに気を付けてアプロ

ROM 膝屈曲 140:150/140:145 伸展 0:0/-10:0

ーチを実施する事も重要だと経験する事が出来

徒手筋力検査(以下 MMT)膝伸展 4/2

た.

歩容:左立脚時膝折れ(＋)左下肢内旋位での接地,
左立脚中期延長が見られる

24.右人工股関節全置換術後に右大転子骨折リス

筋に筋スパズムがみられた．インソールを 15mm

クを回避しながら動作獲得を目指した症例

に調整し，右立脚期にデュシェンヌ徴候と逆トレ
ンデレンブルグ徴候がみられた．

市場 充

【最終評価(8 週目)】安静時，運動時ともに右股

大室整形外科 脊椎・関節クリニック

関節痛と右股関節前面痛は消失していた．運動時

【はじめに】右人工股関節全置換術(以下右 THA)

の右大腿前面の疼痛と張りは残存(VAS2)していた．

後に右大転子骨折リスクを回避しながら，動作獲

右立脚期のデュシェンヌ徴候は術前に比べ減少し

得を目指した症例を経験したので報告する．

ており逆トレンデレンブルグ徴候は残存していた．

【症例紹介】40 歳代男性で診断名は両変形性股関

股関節 ROM は屈曲 97P/95，伸展-10/-10，外転7/25，

節症．既往歴に右先天性股関節脱臼があり，その

外旋 20/50 であった．MMT は腸腰筋 5/5，中殿筋

後に右ペルテス様変形を呈している．術前 10 週前

5-/5，大殿筋 5/5，外旋筋 5-/5 であった．自転車

に右股関節痛が増悪し当院を受診した．主訴は術

乗降と漕ぎ動作は右股関節屈曲運動で右大腿前面

前が右股関節痛，術後は運動時の右大腿前面痛と

に疼痛と張り(VAS2)が出現したが，
右股関節屈曲-

張りで，
術後の Hope は自転車に乗りたいであった．

外転-外旋運動では大腿前面の疼痛と張りは出現

【倫理的配慮】本症例には症例報告の趣旨を十分

しなかった．

に説明し，口頭にて同意を得た．

【考察】
歩行と Hope である自転車の動作獲得とを

【初期評価(術前)】疼痛検査(以下 VAS)にて右股

リスクを考慮して着目した．術後にデュシェンヌ

関節痛は安静時/運動時＝2/5 であった．股関節可

徴候と逆トレンデレンブルグ徴候がみられた．こ

動域(以下股関節 ROM，右/左，単位=°)は屈曲

れを中殿筋の遠心性収縮による伸張刺激を抑制さ

95P/105，伸展-22/2，外転-5/30，外旋 10/30 であ

せる事で，代償動作であるがリスクが下がると判

った．筋力(以下 MMT，右/左)は腸腰筋 4+P/5，中

断して説明と意識づけをした．また股関節内転拘

殿筋 4+/5，大殿筋 4+/5，外旋筋 4+/5 であった．

縮を改善することによって中殿筋への負担が減少

脚長差は 30mm(右<左)あり，右靴インソール 20mm

するとも考えた．次に術前の自転車乗降動作は右

にて補高されていた．右立脚期にデュシェンヌ徴

股関節伸展-外転運動であった．
この動作は中殿筋

候がみられ，自転車乗降と漕ぎ動作時に疼痛は増

と梨状筋の急激な筋収縮により危険性があると考

悪(VAS5)し困難であった．自転車乗降動作は右股

えた．そのため股関節屈曲運動で乗るよう指導し

関節伸展-外転運動であった．

た．しかしこの動作により右大腿前面に疼痛と張

【経過】手術は前方アプローチにて施行し，15mm

りが出現した．これは腸腰筋と大腿直筋の術後早

の脚延長を行った．術中に右大転子上端内側が取

期の筋スパズムによるものと思われる．これを回

り除かれた．これにより大転子上端の厚さが薄く

避する為に，屈曲-外転-外旋させることで疼痛と

なった．この菲薄化で付着する中殿筋と梨状筋の

張りを抑制し，漕ぎ動作でも同様の効果が得られ

急速な伸張刺激によって剥離骨折が起きるリスク

ると考えた．そこで筋スパズム軽減と頸部軸を意

が示唆された．術直後から右下肢への荷重と歩行

識して屈曲-外転-外旋方向拡大を図った．その結

練習は許可されていた．術翌日は右下肢挙上困難

果，自転車乗降と漕ぎ動作時の疼痛と張りは消失

で右大腿全体に筋スパズムがあった．2 日目に歩

した．

行器歩行を獲得し，4 日目に T 字杖歩行を獲得し

【最後に】今後も骨折リスクはあると考える．本

た．6 日目に退院し，その後，外来フォローを週 2

症例の股関節を長持ちさせるために定期的に状態

回実施した．4 週目に独歩獲得し，安静時の右股

を確認し，さらなる機能向上に繋げていきたい．

関節痛は消失した．右股関節屈曲にて右股関節前
面と右大腿前面に疼痛が出現し，腸腰筋と大腿直

25.デュシェンヌ歩行の改善に難渋した左大腿骨

【最終評価(術後 18 週)】痛みは消失した.股関節

前方回転骨切り術後の症例

ROM(左側のみ測定)は伸展 0,外転 15,内転 15,立位
での内転 10/4 であった．MMT(左側のみ実施)は腸

藤森 慎之輔

腰筋 5,中殿筋 4-,大殿筋 3,内転筋 4-,外旋筋 3＋,

大室整形外科脊椎・関節クリニック

大腿筋膜張筋 3＋.片脚立位で患側への体幹側屈が

【はじめに】今回,左大腿骨頭壊死(以下 ION)を呈

軽度みられた.10m 歩行速度は 9.07 秒 17 歩.全歩

し,歩容改善に難渋した左大腿骨前方回転骨切り

行周期で骨盤後傾,股関節外旋位(右＞左)であり,

術(以下 ARO)後の理学療法(以下 PT)を経験したの

術前と比較して左立脚中期の体幹側屈が軽減し

で報告する.この報告を作成するにあたって同意

た.

を得,プライバシー保護に努めた.

【考察】
本症例は職業上,移動が多くデュシェンヌ

【症例紹介】30 歳代男性で職業は建設業であ

歩行が効率的な歩行を阻害しエネルギー消費量を

る.2016 年 12 月より左大腿前面に疼痛・痺れが出

増加させると考え,歩容改善に重点を置いて PT を

現した．2017 年 5 月に左大腿の疼痛増強の為当院

実施した.歩行時の骨盤後傾姿勢について,石田は

受診し,左 ION と診断され同年 5 月に左 ARO を施

股関節伸展位では大腿筋膜張筋などが有意に働く

行した．
本症例は早期の仕事復帰を希望し,主訴に

と述べている為,本症例においても骨盤後傾姿勢

長距離歩行時の疲労感があった.

により股関節伸展が強制され大腿筋膜張筋などが

【手術所見】左 ARO.前上方の関節包と梨状筋,短

有意に働くことで左立脚中期にて中殿筋後部線維

外旋筋,外閉鎖筋を切離した．大転子切離後,転子

の働きが減少したと考えた.そこで立位で壁に背

間稜を 1cm 程度遠位で骨切り．90°前方回転し固

を向け股関節屈曲させることで骨盤前傾方向の強

定した.

化を実施した.また歩行時には骨盤を把持し後傾

【術前評価】左臀部・左膝の疼痛のために左下肢

を徒手で止めることで中殿筋後部線維を働きやす

への荷重恐怖心が強い.VAS は安静時 0cm,動作時

くした.更に手術侵襲により股関節外転筋や内転

3cm.股関節可動域(以下 ROM,右/左,単位：°)は伸

筋,深層外旋筋などの筋力低下がみられた為 MMT

展 6/-12,外転 30/10,内転 8/10 であった.徒手筋力

に合わせた強化だけでなく,歩行時の収縮様式に

テスト(以下 MMT)は腸腰筋 5/4-P,中殿筋 5/3,大殿

あわせ CKC での強化も実施した.特に股関節外転

筋 5/3,内転筋 5/5,外旋筋 5/5．10m 歩行速度は

筋においては 20cm の台に患側で片脚立位保持さ

10.88 秒 19 歩.全歩行周期にて骨盤後傾位で左立

せ健側の骨盤を挙上させる方法などで遠心性収縮

脚中期に体幹が左側屈するデュシェンヌ歩行を呈

での強化を実施した.動的な強化として重錘を患

していた.左立脚後期に股関節伸展が見られず骨

側に把持させ患側肩関節 90°外転した状態で歩

盤左後方回旋の代償がみられた.

行させることで体幹側屈の代償を防ぎ,中殿筋の

【経過と治療】
術翌日 PT 開始し術後 9 日目に退院．

収縮タイミングを学習させた.結果,歩行時の体幹

退院後は週 2 回の PT 実施.術後 6 週は完全免荷,

側屈は軽減したがデュシェンヌ歩行は残存した.

徐々に荷重量を増やし術後 13 週より全荷重開始.

【最後に】今回は中殿筋を効率よく働かせるため

荷重開始までは股関節周囲筋,大腿外側部の緊張

に骨盤後傾の是正と表層筋の強化を中心に PT を

緩和,股関節頸部軸屈曲,外転 ROM 拡大,股関節屈

実施した.デュシェンヌ歩行が残存した原因とし

筋強化を実施．荷重開始時期から低負荷で殿筋・

て関節固定作用を担う深層筋の筋力低下が残存し

外旋筋の筋力強化を実施し徐々に負荷を上げ閉鎖

たことが考えられる.仕事復帰は可能になったが

性運動連鎖(以下 CKC)での筋力強化を行うことで

今後も外来で PT を継続し深層筋の強化により股

動作時での筋収縮を促した.

関節の安定性を高めると同時に深部感覚にもアプ
ローチする必要があると考える.

26.テニス競技国体候補選手の関節可動域の特徴
大西 真由

ているのではないかと考えられる.
前腕回外の可動域においても利き手側の有意な

段医院 リハビリテーション科

低下が認められた.これは,フォアストロークでの

【はじめに】兵庫県テニス協会（以下：HTA）では,

FT 期において肘関節を伸展,前腕を回内させるこ

国民体育大会（以下：国体）の代表候補選手を対

とや,サーブ動作で加速期に前腕を回内するよう

象に年間 4 回の強化合宿を行っており,HTA トレー

な急激な円回内筋・方形回内筋の収縮となること

ナー委員会では,これらの活動をサポートしてい

から tightness が生じ,利き手側における前腕回

る.今回,①選手の身体的状況の把握②選手に対す

外制限に繋がっているのではないかと考える.

るより良いサポートの提供③ジュニア育成への活

男女の股関節内旋可動域に関し,女性の方が拡

用を目的に選手の可動域評価を行った.以下に結

大していると報告されているが,今回の結果では

果と考察を交えて報告する.

男女間において有意差が認められなかった.テニ

【対象と方法】対象は国体代表候補選手 12 名（男

スでは,パワーポジションによる大殿筋の遠心性

子 6 名,女子 6 名）,年齢 17.5±2.6 歳である.問

収縮やストローク時の繰り返される内旋運動によ

診票から競技歴の把握を行うと共に,可動域評価

り外旋筋群の tightness が生じることから,可動

を行った.項目は両側の肩関節

2nd

内旋,3rd 内旋,前

域に男女差が認められなかったと考えられる.

腕回外,股関節内旋（股関節屈曲・伸展位）とし,

また,競技歴の比較では有意差がみられなかっ

測定条件統一のため検査者が練習前に 2 人で測定

た.これはテニスの競技特性上,競技歴に関わらず

した.統計学的分析には t 検定を用い,危険率 5％

早期からテニスに特化した身体状況になるためと

未満を統計学的有意とした.

考えられる.しかし,今回は対象者が少ないことや

【説明と同意】測定対象者には本研究の目的と方

カテゴリー別での検討ができていないことが問題

法を説明し,書面による研究参加の同意を得た.

点として挙げられ,今後は対象者を増やした検討

【結果】
利き手側と非利き手側の比較では,肩関節

や練習前後での比較を行う必要性が示唆された.

2nd

内旋と前腕回外に有意差が認められた（p＜

また,テニスは SLR の低下が起こりやすいという

0.05）.男女・競技歴の比較では全ての項目におい

報告があり,柔軟性テストも測定することでより

て有意差は認められなかった.

深く身体的特徴が理解できると考えられる.

【考察】テニスのサーブ動作は野球の投球動作と

Wilk らによると,肩関節内旋可動域の低下が肩

類似した分析がなされている.投球動作では,フォ

障害や手術の要因になるとの報告がされており,

ロースルー（以下：FT）期に棘下筋の筋活動が最

日本テニス協会医事委員会では,肩に痛みや障害

も高いとされている.同様にサーブ動作ではイン

のないテニス選手の可動域左右差は 10°までを

パクトから FT 期にかけて棘下筋が遠心性収縮と

生理的適応範囲と考え,これ以上の左右差は障害

なる.また,フォアストロークの FT 中は棘下筋・小

発生要因となる可能性があるとしている.以上か

円筋の遠心性収縮となり,上腕が減速される.遠心

ら,メディカルスタッフには選手やコーチに柔軟

性収縮は負荷の高い収縮様式といわれており,繰

性獲得の重要性を認識させ,指導することが求め

り返される棘下筋・小円筋の overuse により

られる.

tightness が生じ,利き手側の肩関節内旋制限が

今後の課題として柔軟性や可動域の低下と障害

出現すると考えられる.今回,2nd 内旋では有意差

発生がどのような関係にあるのか検討する必要が

が認められたが,3rd 内旋では認められなかった.

ある.さらに,定期的なメディカルチェックを実施

これについて,サーブのインパクトやフォアスト

し,各選手へのフィードバックから個々に応じた

ロークの加速期に収縮が認められる烏口腕筋の緊

介入を図っていきたい.

張が伸張性の低下を齎し,2nd 内旋の制限に影響し

27.不安定なサイドジャンプに着目し，PT プログ

slide test(LST)を実施.左右共に 3 回ずつ行い,

ラムを再検討した ACL 再建術後の一症例

平均は右：55.9cm 左：47.3ｃｍであった.
【考察】
本症例の受傷起点を考えると,再受傷の予

川口 結人

防には安定したジャンプ着地動作の獲得が必要不

段医院 理学療法科

可欠であるが,術後 6 か月の時点でサイドジャン

【はじめに】
今回,バスケットボール中ジャンプの

プ着地時に不安定感が生じている.そこで理学療

着地に失敗し,左前十字靭帯（以下 ACL）を断裂.

法アプローチを実施した.2 週間後,安定感は軽度

左 ACL 再建術後,サイドジャンプ動作時に不安定

向上したが,足底全面接地時の動的アライメント

感が生じる症例を担当したのでここに報告する.

に改善は見られなかった.その為,アプローチ方法

【説明と同意】本発表の趣旨を説明し,本症例,そ

を見直し,足底全面接地時の動的アライメント改

の保護者に同意を得た.

善に向けて再検討を行った．
まず,着地動作が不安

【症例紹介】17 歳男性.高校 2 年生でバスケット

定である原因の一つとして,着地時に骨盤を制御

ボール部に所属.X 日のバスケットボール試合中,

する為の股関節外転筋の筋力発揮の低下を考えた.

ジャンプ着地時に左膝を外反方向へ捻り,左 ACL

また片脚立位で対側下肢リーチテストをした際に,

断裂と診断された．発症後 X 日＋6 か月に A 病院

体幹の動揺が確認されたことからも,左股関節に

にて手術を施行し,術後 Y 日＋1 か月に当医院にて

よる姿勢制御能力が低下していると考えた.そこ

リハビリ開始となった. 術後 Y 日＋5 か月にはダ

で側臥位での股関節外転運動を行い,筋力発揮の

ッシュ,垂直ジャンプが安定して可能となった．
し

向上を目指した．しかし,この方法は体幹を軸に股

かし,サイドジャンプ時にはバランスを崩してし

関節外転を行うが,着地動作では下肢を軸に外転

まうことが頻回に見られた．

筋が働き,骨盤を安定させる必要がある．また,片

【理学療法評価と経過】術後 Y 日＋6 か月の時点

脚立位での対側下肢リーチ練習を行ったが,この

での評価は以下の通りであった．ROM‐T：左膝関

方法では過負荷となり,正しい動的アライメント

節屈曲 自動 135°他動 140°（P＋）MMT：左股

での練習が行えていなかったことが考えられる.

関節外転運動は徒手抵抗より強いが,健側と比べ

そこで筋力増強ではなく,動的アライメントの獲

抵抗感が弱かった.片脚立位保持：左右共に１分間

得を目標として，LST をヒントに立位で右下肢の

可能．
アライメントの崩れなし.片脚立位での対側

みタオルを踏んだ状態から,アライメントを崩さ

下肢リーチテスト：安定してリーチできた距離に

ないことを原則に,右下肢を外転方向へ可能な限

左右差があった.サイドジャンプ：3 台のホームビ

りリーチした後,元の立位姿勢に戻るアプローチ

デオで,前後,右方向から撮影を行い,Dartfish

を考えた.この方法は健側下肢が床面に接地して

Software にて観察を行った結果,左へのサイドジ

いることで負荷が弱くなり,正しい動的アライメ

ャンプ足底全面接地時に 1/2 回の確率で右骨盤が

ントでの練習が可能となることで,サイドジャン

下制,体幹は右に側屈するアライメントの崩れが

プ時の動的アライメント改善に繋がると考えた.

確認された.また本症例からの不安定感の主張も

【反省点】現在でのリハビリはスポーツ復帰を目

あった.そこで理学療法治療として,側臥位での股

的とした，安定したジャンプ動作の獲得である.

関節外転運動,片脚立位で対側下肢を前後,左右へ

そのため足底感覚や、足関節制御能力も大きく関

のリーチ練習,サイドジャンプの反復練習を実施

係する。
そのことを考慮し,股関節外転筋以外のプ

した.術後 Y 日＋6，5 か月の評価では,ROM‐T：左

ログラムも取り入れることで,患者の状態を更に

膝関節屈曲 自動 135°他動 145°（P－）MMT：

深く理解することが出来たのではないかと思う.

股関節外転時の左右差改善.サイドジャンプ：3/4
回の確率で安定して行えた.また,新たに Lateral

28.大腿骨顆部骨折術後の治療戦略に難渋した一

肢への荷重(立位)は約 20 ㎏と不十分だが荷重時

症例

痛は認めない．また，平行棒内にて左下肢 step
練習時に左膝関節の不安定性により「膝が折れそ

飯島 志朋

うで怖い」と発言，過剰な両上肢の依存と左荷重
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応答期～中期に殿部後方突出を認めた．そこで，

【はじめに】本症例は，左大腿骨顆部骨折術後の

大腿四頭筋，特に内側広筋(以下 VM)の筋力向上を

理学療法で機能面と精神面にアプローチを行い歩

図った．10 週目に 2/3 荷重．左膝関節伸展-15°，

行獲得に至った．尚，本症例には十分な説明を行

膝関節伸展筋力は向上したが，左下肢への荷重は

い同意は得た．

約 23 ㎏と不十分で恐怖感は残存した．また，右立

【症例紹介】80 歳代女性，慎重な性格．既往歴：

脚終期に右足部の過剰な蹴り出しが出現．
そこで，

両側変形性膝関節症(両側 OA)．受傷前は T 字杖に

平行棒内で前側方から抱える様に介助しつつ，下

て屋外歩行自立．転倒により左大腿骨顆部骨折を

腿三頭筋の抑制を行った．12 週目に全荷重，左下

受傷し，観血的骨接合術施行(髄内釘)．術後３週

肢への荷重は約 40 ㎏と向上した．15 週目より両 T

間完全免荷と医師より指示．

字杖歩行練習開始．
過剰に両上肢依存を認めた為，

【理学療法評価：術後１週】体重：56.1 ㎏，Body

難易度を調整して step 練習を行った．術後 18 週

Mass Index：24.2，大腿周径最大差６㎝，関節可

目に両 T 字杖歩行で自宅退院．

動域検査(以下 ROM-T)(右/左)(Pain 以下 P)は膝関

【最終評価：術後 15 週】ROM-T は左膝関節屈曲

節屈曲 120°/50°P，伸展-10°/-35°P，足関節

105°，伸展－15°，MMT は膝関節屈曲 4/3，伸展

背屈(膝伸展位)0°/-5°，背屈(膝屈曲位)5°

4/3，疼痛の出現なし．大腿周径最大差３㎝，FIM：

/0°，徒手筋力検査(以下 MMT)(右/左)は膝関節屈

運動項目 81/91 点

曲 4/2P，伸展 4/2P，疼痛は動作時に膝関節全体に

【考察】本症例は，以前から膝関節可動域制限を

認める Numerical Rating Scale(以下 NRS)：8．機

呈していたが、術後に膝関節伸展制限を顕著に認

能的自立度評価表(以下 FIM)：運動項目 21/91 点．

めた．そこで，股・膝関節周囲の筋・腱へのアプ

【理学療法経過】術後２週間 Knee brace 固定．運

ローチと腫脹の軽減に努め，可動域は徐々に向上

動時に表情は強張り膝全体に疼痛が出現(NRS：８)，

したが荷重量は不十分．その原因として，荷重時

左膝関節周囲の皮膚・皮下組織の柔軟性低下，膝

に左膝関節の不安定性が生じ恐怖感を抱いている

蓋骨の関節可動域制限，左下肢全体の筋緊張亢進

と考えた．一般に荷重応答期では大腿四頭筋，特

を認め，膝関節屈曲 60°，伸展-30°であった．

に VM の遠心性収縮で膝関節屈曲を制御している

そこで膝関節周囲の皮膚・皮下組織のリリースや，

と報告がある．さらに，深井らは膝 OA 群では筋の

腫脹の軽減，膝蓋骨の関節可動域運動を行い，運

量的及び質的変化が生じていると報告している．

動時の疼痛は NRS:５と軽減したが残存．そこで，

このため，膝関節可動域改善に加え，大腿四頭筋

端坐位で重力を利用し膝関節運動を意識させない

の筋力向上を積極的に行い筋力は向上したが，荷

様に声掛けを行いながら，精神面へのフィードバ

重量に大幅な変化は見られず下腿三頭筋による代

ックを行った結果，疼痛の訴えは消失し，左膝関

償動作が出現した．そこで，転倒への恐怖緩和に

節屈曲 80°，伸展-25°と可動域は向上した．し

努めると荷重量は増加した．
本症例の特徴として，

かし，内側ハムストリングスと下腿三頭筋の筋緊

機能的障害の改善に加え精神面を考慮し理学療法

張亢進，滑走性の低下を認めた為，これらにアプ

を行い，関節可動域の改善と荷重量の増加に繋が

ローチを行った．術後４週目から 1/4 荷重，術後

り歩行獲得に至ったと考える．

７週目で 1/2 荷重となり，左膝関節屈曲 95°，伸
展-20°，固定型歩行器で歩行練習を開始．左下

29.右人工膝関節全置換術の術後，
疼痛軽減により

4/4，膝関節屈曲 4/4，伸展 4/4. 右膝関節内反ス

一本杖歩行を獲得した症例

トレステスト：陽性．一本杖歩行自立．独歩は遠
位監視．右膝関節内側の疼痛(NRS1)，右立脚期の

福田 蒼

LT 軽減．

医療法人ひまわり会 八家病院

【考察】術後から右膝関節の炎症症状が強く，腫

【はじめに】今回，右変形性膝関節症により人工

脹と熱感が緩和せず，離床に時間を要した．山本

膝関節全置換術(以下 TKA)施行後の理学療法を経

らは非荷重，安静臥床などによって引き起こされ

験したので報告する．尚，本症例には十分な説明

る不活動は，痛みを生み，不活動により痛覚閾値

を行い，同意を得ている．

が低下したとある．離床前の疼痛はこれにより強

【症例紹介】70 歳代女性．平成 29 年 7 月中旬，

い疼痛が出現していたと考える．離床後も炎症が

手術目的にて当院に入院，右 TKA を施行．平成 26

強く，アイシングを実施した．又，村上らは，弾

年 9 月に左 TKA を施行している．

性包帯は姿勢の変化にて圧迫圧の上昇が大きく，

【初期評価(術後 1 週目)】Body Mass Index(以下

動作時の筋ポンプ作用の増強により膝周囲の腫脹

BMI)：32.9．視診触診：右膝関節熱感・腫脹(+)．

を抑制でき，圧迫が関節内圧や瘢痕組織の形成が

周径[右/左]：膝蓋骨上縁 46.0 ㎝/41.0cm，下縁

減少するとある．そのため，弾性包帯使用にて下

42.0 ㎝/35.5cm．Numerical Rating Scale(以下

肢の自動運動を行い腫脹の軽減を図った．又，和

NRS)：右膝関節安静時 5，右膝関節運動時 8．関節

田らは膝関節屈曲 30～120°で膝蓋靭帯部と膝蓋

可動域検査(以下 ROM-T)[右/左，Pain(以下 P)]：

上嚢部皮膚の伸張性が必要とある．そのため，膝

膝関節屈曲 30°P/90°，伸展-15°/-10°．徒手

蓋上嚢と脂肪体の癒着予防と術創部付近の皮膚の

筋力検査(以下 MMT)：股関節伸展・外転・内転 3/4，

滑走性向上を図った．
右立脚期の LT の出現に関し

膝関節屈曲 3P/4，伸展 2P/4．右膝関節内反ストレ

て，木藤は膝関節伸展筋力，股関節伸展･外転･内

ステスト：陽性．

転筋力を増加させることで歩行時の膝関節内反モ

【経過】術後翌日より理学療法開始．右下肢は触

ーメントの値を減少させ，それが疼痛軽減に繋が

れると強い疼痛が出現し，臥床での体動・離床困

るとある．又，森らは立脚初期から中期を想定し

難のため，炎症症状に対しアプローチを開始．1

た立位での荷重練習により，荷重位での膝関節伸

週目後半で体動が可能．術後 2 週目，運動時の右

筋，
特に内側広筋の活動性が向上し LT が軽減した

膝関節の疼痛軽減(NRS5)にて端座位まで可能．平

とある．そのため，パテラセッティングと端座位

行棒内歩行開始．右立脚期に右膝関節 lateral

での右膝関節伸展運動にて内側広筋，右股関節周

thrust(以下 LT)出現，伴って右膝関節内側に疼痛

囲筋の筋力増強を実施した後，右立脚期のステッ

(NRS5)の出現．大腿四頭筋，特に内側広筋の筋力

プ練習を実施し，歩行での内側広筋の筋活動の再

低下認める．術後 3 週目，右膝関節の腫脹継続．

学習を図った．結果，膝関節伸筋の活動性向上に

歩行器歩行開始．右立脚期の LT，右膝関節内側の

より，右立脚期の下肢の支持性が向上し，LT によ

疼痛(NRS3)は継続．術後 4 週目，歩行時の疼痛は

る膝関節内反や膝関節の不安定性が軽減し，一本

継続．術後 6 週目，一本杖歩行開始．歩行時の疼

杖歩行の獲得に繋がったと考える．今後の課題と

痛軽減(NRS2)．

して，様々なエビデンスを元に，術後の速やかな

【最終評価(9 週目)】BMI：30.6，視診触診：右膝

炎症症状の軽減により早期離床に努め，その後も

関節に熱感(-)，腫脹軽度(+)，周径：膝蓋骨上縁

疼痛の本質を精査し疼痛軽減を図り，治療を進め

45.0 ㎝，下縁 40.5 ㎝，NRS：右膝関節安静時 0，

たいと考える．

右膝関節運動時 0，ROM-T：膝関節屈曲 100°/90°，
伸展-10°/-10°．MMT：股関節伸展・外転・内転

30.活動量及び歩行能力が低下した認知症の一症

て歩行練習を実施.200ｍ,300ｍと脈拍,SpO2 を確

例

認しながら,歩行距離を延長した.シルバーカーは
使用方法を伝え,反復練習をしたが,ブレーキ操作

上田 公将

が理解できず,路面状況によってはリスクが高い

ハーティ訪問看護ステーションかつはら

ため,T 字杖に変更した.歩行時の掛け声や,休憩

【はじめに】今回,脳出血および脳梗塞,心不全の

を挟むことで,小刻み歩行の抑制を図った.下肢,

既往歴があり,レビー小体型認知症と診断された

体幹トレーニングを実施し,筋力強化,維持を図

症例を担当した.理学療法を実施し,歩行能力改善

り,2 階の浴室まで安全に移動するために階段昇

を示したため,ここに報告する.

降を実施した.また,居室での環境整備として訪問

【倫理的配慮】
本発表に際し,本人及びそのご家族

時に確認し,コード類の収納実施.認知面のアプロ

に発表の趣旨を説明し,同意を得た.

ーチとしては回想法を利用し,コミュニケーショ

【症例紹介】80 歳代女性.既往歴に,23 年前に脳出

ンを図った.

血(軽度右麻痺),6 年前に脳梗塞(軽度左手指麻

【最終評価】体温 34.4～36.1℃,脈拍 44～77 回/

痺),慢性心不全,高血圧症がある.現病歴はレビー

分.浮腫(-).体重 55.5kg.股関節外転筋力,体幹筋

小体型認知症である.活動量が低下し,歩行時のふ

力,HDS-R に変化なし.屋内歩行修正自立,屋外は

らつきや転倒も見られることから訪問での理学療

監視レベル.約 250ｍ歩行し,疲労感(-)もトレン

法開始となった.週 2 回 60 分のリハビリを行い,

デレンブルグ歩行,小刻み歩行を呈する.

他に週 2 回デイサービスを利用している.

【考察】訪問導入当初は,心不全による浮腫,倦怠

【家屋環境】一戸建て持家.居室は 1 階にあり,居

感が生じ活動性が低下していたと思われる.また,

室前の段差には手すりあり.手すり付きの階段を

レビー小体型認知症では,幻視やパーキンソニズ

利用し,2 階で毎日入浴されている.

ム,睡眠障害が生じる.本症例は屋内の廊下などで

【HOPE】近くの公園まで歩いて行きたい.

小刻み歩行が顕著になり,屋外では注意が他に移

【NEEDS】安全な在宅生活の継続.歩行の安全性,

ることや,疲労で小刻み歩行となることからパー

耐久性の獲得.

キンソニズムによる歩行能力低下が大きな要因で

【初期評価】体温 34.2～35.9℃,脈拍 43～62 回/

あると考える.そのため,掛け声により,リズムを

分,両足部に浮腫(+).体重 58.0 ㎏.訪問中,倦怠感

作ることで,小刻み歩行が軽減され,歩行効率も向

や眠気の訴え多く,傾眠傾向.また,リハビリ中で

上したことが,歩行距離の延長につながったと推

も,物音や人の声に反応し,注意散漫となりふらつ

察する.また,認知症では短期記憶は低下するが,

くことがある.HDS-R12/30 点.歩行状態は屋内監

長期記憶は保持されていることが多い.回想法で

視レベル,屋外シルバーカー歩行.体幹前傾,トレ

は,昔の経験を思い出し,話すことで,脳の活性化

ンデレンブルグ歩行を呈する.約 100ｍの歩行で

を促し,活動意欲の向上及び認知症の進行を遅ら

疲労感(+).疲労や歩行中に注意が逸れると小刻み

せる効果があるとされる.これにより認知機能の

歩行が見られる.股関節外転筋 MMT 右 3,左 4.体幹

維持,活動量向上にもつながったと考える.さらに,

筋 MMT2.居室では,家電のコードなどが無造作に

居室の環境整備により転倒要因を排除することで,

置かれており,転倒リスクが高い.

転倒なく在宅生活を継続できていると推測される.

【医師からの指示】急な体重増加に注意しつつ,

今後は本症例の望む公園に向けてさらなる距離延

下肢筋力維持目的の筋力トレーニング.

長,バイタル確認,リスク管理をしながら転倒予防

【経過】
服薬調整し,足部浮腫(-),倦怠感も軽減さ

を含めた,安全な在宅生活の継続,歩行時の安全性,

れ,活動性向上,傾眠傾向は減少した.約 1.2 ㎞あ

耐久性の獲得を目指し継続していきたい.

る公園まで行きたいとの希望があり,それに向け

31.在宅生活における転倒予防に着目した一症例

たプログラムを疲労度・バイタルサインを確認し

石井 利依

ながら実施.室内移動はスリッパからルームシュ

ハーティ訪問看護ステーション安富

ーズに変更した.

【はじめに】
この度,腰部脊柱管狭窄症術後で転倒

【最終評価】ROM は著変なし.MMT は股関節,膝関節

を繰り返す症例を担当した.転倒予防に着目し,評

の屈曲,伸展が 3 から 3+レベルへ向上.FIM 著変な

価・プログラム立案,アプローチを行ったので,以

し.BBS は 29/56 点から 30/56 点.FRT が 5cm から

下に報告する.

10cm に改善.CS-30 は,著変なし.自宅内での転倒

【症例紹介】80 歳代女性.要支援 2.息子家族と同

報告なし.

居.日常生活自立度 A2.認知症自立度Ⅰ.既往歴に

【考察】
本症例は自宅内で転倒を繰り返しており,

は腰椎化膿性椎間板炎,腰部脊柱管狭窄症,骨粗鬆

転倒への恐怖心,加齢,活動量の低下から,日常生

症,高血圧,変形性膝関節症.自室内で転倒を繰り

活動作や身体機能の低下の悪循環となっていた.

返し, 8 月より訪問リハビリの開始となった.今回

在宅生活を維持するには転倒予防が重要だと考え,

の症例報告における十分な説明を行い,同意を得

その為にバランス能力の改善と自室内の環境設定

た.

が必要であると考えた.バランス能力の内因性の

【家屋情報】2 階建ての持ち家.自室は 1 階.生活

問題点として①筋力低下,②筋持久力の低下,外因

様式は洋式.廊下,自室の床はフローリングで手す

性の問題点として③履物や住環境を挙げた.①②

り等の設置なし.

に対して前述の運動を行い,③に対してはスリッ

【初期評価】関節可動域（以下：ROM）は膝関節屈

パからルームシューズへ変更し,常に自宅内を移

曲 110°と制限あり.徒手筋力検査(以下：MMT)は

動する際は着用,転倒のあった冷蔵庫付近では扉

股関節,膝関節屈曲・伸展が 3 レベル.股関節外転,

を開ける際の立ち位置や杖のつく位置,縁側では

内転は 2 レベル.足関節背屈,底屈は 3 レベル.表

フリーハンドにならないように戸を把持しながら

在・深部感覚に異常なし.両下肢足底に痺れの訴え

移動するなどの指導した.最終評価の結果から下

あり.機能的自立度評価法（以下：FIM）は 116/126

肢筋力と FRT で改善が認められた.BBS と CS-30 に

点（運動項目 81 点、認知項目 35 点）Berg Balance

は変化はなかったが,転倒は認められなかった.そ

Scale(以下：BBS)は 29/56 点.ファンクショナルリ

の理由として自室内の移動をルームシューズに変

ーチテスト(以下：FRT)が 5cm.30 秒椅子立ち上が

更した事が効果的であったと考える.滑りやすい

りテスト(以下：CS-30)0 回.

床面という住環境の問題点にルームシューズで対

【理学療法プログラム】下肢関節 ROM 練習,下肢筋

応した.スリッパは靴と比較して,片脚支持の安定

力強化練習,立位でのバランス練習,歩行練習.自

性低下につながり,体幹の動揺性が増大しやすく,

主練習,動作指導.1 週間に 2 回,40 分の介入とな

不安定な歩容になると述べられている.また,転倒

る.

を予防することにより,転倒への恐怖心が軽減,活

【理学療法経過】初回評価時に転倒の回数や頻度,

動量の向上がみられ,更に,理学療法的アプローチ

生活環境や転倒しやすい場所,状況の確認を本人

と自主運動の継続的な運動により,下肢筋力やバ

と行った.転倒回数は月に 1 回～2 回の頻度,転倒

ランス能力といった内因性の問題点にも軽度改善

に対して恐怖心がある.環境面は自宅の床がフロ

がみられ,悪循環から好循環につながったと考え

ーリングでスリッパを履いて移動を行っている.

る.

また,転倒しやすい場所は自宅内の冷蔵庫付近や

【まとめ】今回,転倒予防に着目し,理学療法実施.

縁側で,手すりや家具など支持物がない.転倒した

実際の生活場面を見て確認を行い,動作指導や環

状況は,その場で足を滑らせ,ゆっくりと尻もちを

境設定の提案を行った結果,転倒予防に繋がり,在

つく様な転倒が多い.転倒を予防するため,前述し

宅生活の能力を維持する事が出来た.

32.前庭性運動失調により動作時にふらつきを呈

起立は自立レベルとなったが，各動作時に性急さ

した症例

がみられるため口頭指示を要した．
【最終評価：77 病日目】前庭機能検査にて頭部左

中内 佑美

回旋時の眩暈は軽減した．安静立位はやや後方重

姫路中央病院 リハビリテーション科

心であるが，体幹前後動揺は軽減した．立位の外

【はじめに】今回，外傷性くも膜下出血，左側頭

乱刺激に対しては，ステップ反応が早くなり，股

骨骨折の症例を担当した．各動作時のふらつきに

関節ストラテジーが軽度みられた．
基本動作では，

対し前庭機能に着目してアプローチを行い改善が

起居時は安定し，起立直後の前後動揺は減少し自

得られたため，考察し報告する．尚，本症例には

己制御可能となった．病棟では終日老人車歩行自

発表の旨を説明し同意を得た．

立，退院前には近位見守りで独歩可能となった．

【症例紹介】70 歳代女性．自転車で走行中，車と

直進歩行時の側方突進は減少，方向転換時の前方

接触し転倒，当院へ救急搬送．外傷性くも膜下出

突進は消失し自己制御可能となった．BI90 点．

血，左側頭骨骨折，第 12 胸椎圧迫骨折認め入院．

【考察】本症例は，動作時に頭部の位置変化によ

【初期評価：18 病日目】ギャッジアップ座位で眩

り眩暈やふらつきが出現していた．これらは側頭

暈，嘔気の訴えあり．粗大筋力検査は両下肢とも

骨骨折による前庭機能低下に起因していることが

4~5．前庭機能検査にて頭部位置変化時に眩暈がみ

推測された．特に動作時のふらつきは，体位変換

られた．Barthel Index(以下，BI)25 点．

時に起こる反射的運動障害が主な症状である前庭

【中間評価：36 病日目】前庭機能検査にて頭部左

性運動失調と考え，前庭機能に着目して動作への

回旋時に眩暈が多くみられた．安静立位はやや後

アプローチを行った．立位バランス練習では，不

方重心で，軽度体幹前後動揺がみられた．立位の

安定な足底接地面や素材を替えた接地面上で閉眼

外乱刺激に対しては，
ステップ反応がみられたが，

立位保持を課題とし，前庭機能に頼る練習を行っ

股関節ストラテジーは不十分であった．基本動作

た．また，外乱を加え前後左右へのステップ反応

では，起居直後に突如体幹が脱力するように後方

を誘発し自己制御練習を行った．歩行練習では，

へ倒れ易く，また起立直後には脱力するように前

頭位変化での体幹動揺を抑えるために，前方の目

後に体幹が動揺する反射的な運動失調症状がみら

標物を注視させて歩行を行った．杉原は，前庭リ

れ制御不能であった．
病棟では歩行器歩行見守り．

ハビリテーションでは，視覚や体性感覚を制限ま

直進歩行時は側方突進がみられ，方向転換時は前

たは混乱させて，前庭感覚に頼らざるを得ない環

方突進がみられた．BI70 点．

境を作り出す工夫が必要であると報告している．

【経過】点滴加療，床上安静を経て 18 病日目にリ

また西守は，股関節ストラテジーは前庭機能が主

ハビリ開始となったが，開始直後は眩暈の影響に

として空間位置の獲得に利用されている場合に効

よりギャッジアップ座位練習，端座位練習にとど

果的に利用されるとしている．本症例は前庭機能

まった．
その後 23 病日目からリハビリ室へ出室し

の低下から空間位置の獲得が困難となり，股関節

た．眩暈が頻発する左回旋動作を繰り返し練習し

ストラテジーがほぼみられず安静立位では体幹動

たことで，起居時の眩暈の訴えは減少した．起居・

揺がみられ，外乱時は制御不十分であったと考え

起立時は動作をゆっくり行うように声掛けしたこ

られる．上記のアプローチにより立位時の動揺，

とで，前後動揺は軽減した．26 病日目から平行棒

歩行時の側方突進が減少し自己制御可能となった

内での歩行練習を開始した．座位・立位バランス

と思われる．また，退院にあたり，ホームエクサ

練習，ステップ練習を実施し，51 病日目からは独

サイズ指導や危険動作に対する注意喚起，介護サ

歩練習を軽介助下で開始した．病棟での安静度は

ービス調整を実施したことで，独居での自宅退院

66 病日目に終日老人車歩行自立となった．起居・

が可能になったと考える．

33.腰部脊柱管狭窄症を呈し連続歩行距離が改善

(連続歩行距離 80ｍ 修正ボルグ：5/10) 立位姿

した一症例

勢：骨盤後傾腰椎後弯 歩行(歩行器)： TSt～PSw

松浦 武志

の体幹伸展は見られない．

医療法人社団 石橋内科 広畑センチュリー病院

【考察】本症例は体幹屈曲筋・伸展筋の筋力低下

【はじめに】腰部脊柱管狭窄症により間欠性跛行

により骨盤前傾・腰椎前弯での立位姿勢を呈して

を呈し連続歩行可能距離が低下した利用者様に対

いると考えた．西川らは MSt では股関節伸展制限

し，体幹機能に着目しリハビリを実施した結果，

により骨盤前傾・腰椎前弯の代償が出現すること

買い物に行けるまでに至った為報告する．尚，発

で脊柱起立筋の筋活動が強くなるとしている．し

表するにあたり本症例の同意を得た．

かし，本症例は股関節の伸展制限があるとともに

【症例紹介】80 代女性．H25 年 5 月に腰部脊柱管

体幹伸展筋筋力低下をきたしており骨盤前傾・腰

狭窄症加療の目的で入院，頚髄症（C2/3～C4/5）

椎前弯が増強されている．その為歩行時 TSt～PSw

も見つかり頸椎形成術施行．腰部脊柱管狭窄症に

で骨盤前傾・腰椎前弯から脊柱管の狭窄が強くな

対しては保存療法．屋内は杖歩行，屋外は歩行車

り疼痛が強くなっている．その為立位時の疼痛軽

歩行となっている．Demand：買い物に行く

減と連続歩行距離の延長を実現する為に脊柱管の

【初期評価】
（R/L） 全体像：歩行意欲はあるが

狭窄を軽減することを目標とした．骨盤前傾・腰

疼痛・痛みがあり動けていない． 疼痛検査：腰

椎前弯の原因として①体幹屈曲筋・体幹伸展筋の

背部 7/10 感覚検査：両上肢－C4～Th1 領域にて

筋力低下，②股関節伸展 ROM 制限を挙げた．

痺れ

両下肢－ L2～S2 領域にて痺れ (左>右)

ROM：股関節伸展 5°/5°

①の原因として，頚髄症による筋出力の低下，

MMT：体幹伸展 2 屈曲

コルセットの使用，自宅での生活のほとんどをベ

3 股関節伸展 2/2 10ｍ歩行：通常歩行 13.6 秒 最

ッド上で生活されている為と考えた．体幹伸展

速歩行 12.2 秒 6 分間歩行：140ｍ(連続歩行距離

筋・屈曲筋は姿勢保持筋であり筋持久力が必要で

60ｍ 修正ボルグ：8/10) 立位姿勢：骨盤前傾腰

ある．その為低負荷高頻度の筋力増強訓練が理想

椎前弯 歩行（歩行器）
：全歩行周期にて前傾姿勢

的と考えリハビリ時の体幹筋筋力強化訓練に加え

位，
左 TSt～PSw にかけ骨盤前傾腰椎前弯が見られ，

自主練習を日に 3～4 回実施されていた．
これによ

前後左右への動揺あり． FIM：119/126

り体幹伸展筋・屈曲筋の筋力が向上し，骨盤と体

【理学療法及び経過】介入初期では下肢の痺れ，

幹の安定性が改善したと考える．②の原因として

疼痛，倦怠感により歩行練習に非意欲的．骨盤周

腸腰筋の伸張性低下があると考え腸腰筋に対しⅠ

囲筋のリラクゼーション，ストレッチ，体幹筋筋

b 抑制を用いたストレッチを実施した．これによ

力強化訓練，
腰部の徒手牽引自主練習の指導実施．

り TSt～PSw の股関節伸展動作による骨盤の前傾

介入 4 週目ではバックブリッジで肩甲骨下角浮き

が軽減したと考える．

体幹伸展筋・殿筋の筋力強化が行えたと判断し姿

上記の結果，立位保持・歩行時の骨盤前傾・腰

勢・動作指導を追加．介入 6 週目では立位姿勢で

椎前弯が消失し脊柱管の狭窄が軽減した事により，

骨盤前傾・腰椎前弯が軽減した事により筋性の姿

立位保持や連続歩行距離の延長，疲労感の軽減，

勢保持が可能と判断し歩行車での歩行練習開始．

疼痛の軽減による歩行への意欲向上につながった

【最終評価】
（R/L） 全体像：歩行意欲が向上し

と考える．これらの事から買い物行為の実現につ

生活内でも積極的に動かれる．週 1 回片道 700ｍ

ながったと考える．

先の店まで 90 分かけ買い物にいかれる． 疼痛検

今後は福祉用具の利用により，
現在は 1 回/週と

査：3/10 ROM：股関節伸展 10°/10° MMT：体

なっている買い物の頻度を増やし便利性の向上を

幹伸展 3 屈曲 4 股関節伸展 3/3 10m 歩行：通常歩

図っていきたいと考える．

行 13.5 秒 最速歩行 13.1 秒

6 分間歩行：180ｍ

34.左上肢での洗濯物干しに難渋していた症例

洗濯環境・動作：天井から垂れ下がっている 2 本

大城 あみ

の紐の長さを延長し環境設定行う．

広畑センチュリー病院 理学療法科

【最終評価】理学療法開始から 8 週間

【はじめに】今回デイケア（週 3 回）にて，洗濯

ROM（自動）
：左肩関節屈曲 100°外転 115°外旋

物干しに難渋していた症例様を担当した．理学療

30°MMT：左肩甲骨挙上 4 外旋・上方回旋 4 屈

法実施中洗濯物を干すのに必要な角度までの改善

曲 4 外転 4 外旋 3 疼痛
（NRS）
：左肩関節屈曲，

は図れなかったが，環境設定を行うことによって

外転ともに消失 握力：左 16.2kg 洗濯環境・動

IADL の向上がみられたため考察に加え報告する．

作：環境設定を行ったことによって左上肢での洗

尚利用者様の了承を得たうえでここに報告する．

濯物干しが行えるようになった。左肩関節屈曲、

【基本情報】80 歳代女性．出先で会話しながら階

外転では疼痛はみられなかった．

段(蹴上：約 10cm)を昇っていたところつまずき左

【考察】左肩関節屈曲（自動）では軽度外転内旋

方向に転倒し左上腕骨近位端骨折，髄内釘固定を

位であり，左肩関節屈曲 80°付近にて腋窩外側部

施行．3 年後脳梗塞左片麻痺を起こし，その半年

に疼痛出現．左肩関節屈曲（自動）時に肩甲骨外

後椅子に座ろうとして転倒，左殿部を打撲し左大

転上方回旋は観察されなかった．中村らは肩関節

腿骨転子部骨折，観血的骨接合術を施行．

外転初期から肩甲骨の運動を伴っていることが明

Demand：洗濯物を干すとき左手も使いたい Need：

らかになっている．このことから肩甲下筋，菱形

左上肢屈曲可動域拡大 利き手：左

筋群，僧帽筋下部線維の短縮・伸張性の低下があ

【初期評価】理学療法開始から 1 週間

ると考えストレッチを実施．また福島らは僧帽筋

BRS：上肢Ⅴ 下肢Ⅳ 手指Ⅳ ROM（自動）
：左肩関

上部線維では屈曲 30°にて座位よりも背臥位に

節屈曲 80°外転 110°外旋 25°MMT：左肩甲骨挙

おいてモーメントアームは長い状態となる．屈曲

上 3 外転・上方回旋 3 左肩関節屈曲 3 外転 3

角度の増加に伴い三角筋前部繊維は屈曲 60°以

外旋 3 疼痛（NRS）
：左肩関節屈曲 7 外転 5 どち

上では座位において有意に増加した．このことか

らも運動時痛(＋) 握力：左 14.5kg 肩甲骨アラ

ら僧帽筋上部線維では背臥位にて，三角筋前部線

イメント：右肩甲骨に比べ左肩甲骨は脊柱から 2

維では座位での徒手抵抗運動実施．その後，自動

横指内転位に位置している．

肩関節屈曲 100°まで改善した．また同上で述べ

洗濯環境・動作：ベランダの天井から 2 本の紐が

たように肩関節屈曲時に軽度外転内旋位が観察さ

垂れ下がり、その紐に物干し竿を通し床から 155

れ，また MMT から外旋筋が 3 であることからゴム

㎝の高さに設置されている．最低肩関節屈曲

チューブ使用し外旋運動実施．左肩関節に挿入さ

120°が必要であるが，本症例様は左肩関節屈曲

れたプレート固定のボルトが肩峰にあたっている

80°で疼痛出現し屈曲位保持が困難であり左上

ことにより左肩関節第二肩関節を通ることが困難

肢での洗濯物干しに難渋していた．

であると考えた．本症例は 80 歳代の高齢者であり，

【理学療法経過】肩甲骨アライメントから菱形筋

それぞれの筋の筋力強化を行った後，それぞれ維

群，僧帽筋下部線維の短縮，伸張性の低下がある

持していく必要があると考え，自宅でも行える自

と考えストレッチ実施し，左肩関節屈曲（自動）

動肩関節屈曲運動，タオルで机を拭く肩関節外旋

では内旋位を伴って行っていたため左肩甲下筋へ

運動を自主訓練として提案．また自宅環境に似せ

も同様のアプローチ行う．背臥位で僧帽筋上部線

た動作訓練を行いながら筋力維持を行っていく．

維、座位で三角筋前部の抵抗運動を実施，抵抗運

本症例を担当させて頂き身体機能面でのプロー

動を実施することにより可動域拡大，筋力増加が

チのほかに環境設定を行うことにより，IADL が向

見られた．理学療法開始 4 週目に外旋筋の筋力強

上することを学んだ．

化が必要と考えゴムチューブでの外旋運動実施．

35.経済状況により退院支援に難渋した大腿骨転

FIM：117 点(歩行 6 点)

子部骨折の症例〜歩行に着目して〜

血液検査：総蛋白 6.9g/dl アルブミン 3.8g/dl

原 ななみ

【理学療法経過】本症例は,患側下肢の筋力低下,

医療法人社団 石橋内科広畑センチュリー病院

股関節 ROM 制限,栄養不良があり,歩行の安定性・

【はじめに】
今回,右大腿骨転子部骨折の術後の症

バランス機能・持久性の低下がみられていた.その

例を担当した.在宅復帰にあたり歩行安定性向上

為,下肢筋力強化,患側下肢への荷重訓練,歩行訓

に着目したので報告する.尚,本症例には発表の趣

練を実施した.術後 5 週頃より栄養状態が改善し,

旨を説明し,同意を得ている.

自主訓練として,パテラセッティングやスクワッ

【症例紹介】

トを指導し運動量の確保を図った.本症例は在宅

70 歳代男性.屋外歩行中に転倒し,右大腿骨転子

復帰の希望が強く,初期評価時の目標設定は屋外

部骨折と診断(Evans 分類 Type1 Group3).翌日,ロ

T 字杖歩行・階段昇降自立と設定.術後 80 日目に

ングガンマネイルによる骨接合術施行.術後 14 日

は目標達成する.その後, 床からの立ち上がり訓

目に当院転院.既往歴に糖尿病.

練,独歩での歩行訓練を実施し,より高い ADL 動作

経済状況：生活保護

獲得・独歩の獲得に目標を変更する.

家屋環境：風呂使用困難.

介護的理由以外での転居許可がおりず.

しかし,退院先が決まらない事による精神的スト

【初期評価：術後 17~27 日】

レスから一時的に ADL 低下が生じた.その後,入院

R/L MMT：股関節屈曲 2/4 伸展 3/4 外転 2/3 膝関

期間中に転居先が決まらず,一旦ショートステイ

節伸展 4/5 ROM：股関節屈曲 105p/115 p：大腿筋

への退院となった.現在は転居先で独居,通所サー

膜張筋起始部に疼痛（NRS：2）

ビスを利用している.

FRT：14cm BBS：41 点

【考察】本症例には,小転子の転位がみられた.そ

歩行器歩行：全歩行周期において体幹軽度左側屈、

の為,患側の腸腰筋の筋出力低下により,大腿骨頭

骨盤左傾斜,右回旋がみられる.右 MSt でトレンデ

の安定性が低下し,歩行時の殿部後退が著明であ

レンブルク徴候がみられる.右 MSt〜TSt にかけて

った.又,歩行時の大殿筋の収縮が乏しい事も殿部

右殿部の後退が生じる.また,右 TSt で体幹前傾が

後退の要因と考えられる.その為,腸腰筋の筋力強

生じる.右 ISw では、膝関節屈曲が減少し,Toe

化や大殿筋にタッピングを実施し収縮のタイミン

Clearance の低下がみられる.

グの意識付けを行った.その結果,歩行時の殿部後

FIM：98 点 (歩行 5 点)

退が減少したと考えられる.又,股関節外転筋の筋

血液検査：総蛋白 6.3g/dl アルブミン 3.5g/dl

力低下によるトレンデレンブルク徴候がみられた.

【最終評価：術後 93~97 日】

川崎らは,歩行における側方への姿勢制御に,股関

R/L MMT：股関節屈曲 4/5 伸展 4/4 外転 4/4 膝関

節外転筋機能の寄与が大きいと述べている.股関

節伸展 4/5 ROM：股関節屈曲 115/115 疼痛：消失

節外転筋筋力強化,患側への荷重訓練を行った事

FRT：24cm BBS：54 点

で,股関節外転筋機能が向上し,歩行時の骨盤外側

歩行(歩行器)：全歩行周期において体幹前傾が強

動揺が軽減したと考えられる.

い.右 Mst〜Tst にかけての右殿部後退は初期評

退院支援としては,当初の目標を達成し在宅復帰

価時より減少している.

が可能な状態であった.しかし,家屋老朽化が激し

歩行(T 字杖)：歩行周期全体を通して,骨盤左傾斜

く自宅退院が困難であった事や,転居許可がおり

である.前額面上では,右 MSt にてわずかにトレン

るまでに時間を要し転居先が決まらず,一旦ショ

デレンブルク徴候と右骨盤の外側動揺がみられ,

ートステイへの退院となった.その為,早期から家

右 MSt〜TSt にかけて体幹軽度前傾と右殿部後退

族や生活保護支援センターと連携を密に取り,家

が軽度みられる.

屋環境の設定が必要であったと考えられる.

36.右片麻痺を患われた利用者の非麻痺側ステッ

行動作に着目し述べていく.在宅生活での杖歩行

プ長拡大により杖歩行自立を獲得された症例

獲得に辺りまず問題点を述べる.介入当初から杖
での歩行は見守りレベルにて行えていたが③が原

濱 宏晃

因で躓き,転倒しかけ介助を要した.また KP が日

医療法人社団 石橋内科 広畑センチュリー病院

中自宅にいない,更に床からの立ち上がり動作が

【はじめに】左脳出血により右片麻痺を呈し車椅

行え無い事により車椅子自走と言う移動形態に至

子自走にて在宅復帰された利用者様のスモール型

った.今回は転倒予防を目標とし危険因子の軽減

四点杖歩行(以下:杖歩行)の獲得出来た為報告す

を目指した.問題点として挙げられる➀これは膝

る.本症例には発表の趣旨を説明した上了解を得

関節緩みの肢位であり膝折れを起こし転倒の危険

た.

性に繋がると考える②フォアフットロッカー機構

【症例紹介】69 歳男性,BMI20.1.利き手:右現病

も十分に機能せず TSt でのバランス能力低下③

歴:車を運転する際,右上下肢に脱力感を認めた.

ISw〜MSw での足関節背屈角度不十分によるつま

頭部 CT にて左前頭葉内側に皮質下出血を認めた.

先の引っかかりが度々確認される.これらが問題

【初期評価】Brunnstrom Recovery Stage(以下

点であると考えた. ①と③に対しては麻痺側下肢

BRS)上肢Ⅴ-1 下肢Ⅳ-2 手指Ⅳレベル.麻痺側

の支持性が低下しており②の作用も十分で無い為

筋力は右上下肢共に GMT3 レベル.関節可動域とし

非麻痺側下肢の遊脚時間を稼げずに足底接地から

ては活動の影響になる程の制限無し.表在感覚,深

始まる.遊脚時間が稼げない事により非麻痺側下

部感覚共に異常無し.MMSE30/30 点.

肢のステップ長不十分,その為まず平行棒内で②

FIM116/126.10m 歩行:27 秒 32 歩,6 分間歩行

に対してのアプローチ実施.麻痺側の立脚時間延

130m,Bolg スケール 5,Functional Balance

長を狙った.そして声掛けによる非麻痺側踵接地

Scale(以下 FBS)50/56

から始まるよう意識付けも行った.この事により

歩行:全周期において下方視線である.①麻痺側

非麻痺側のステップ長の確保に繋がり麻痺側股関

IC 膝関節屈曲角度増大②麻痺側フォアフットロ

節伸展による腸腰筋の遠心性収縮,足関節背屈に

ッカー不十分③麻痺側遊脚期足関節背屈角度不十

よる下腿三頭筋の遠心性収縮,これらの筋の遠心

分

性収縮による引き伸ばされた筋のエネルギーが反

(非麻痺側ステップ長:25cm)

対側の下肢へ重心が移動した時に一気に縮まるよ

【経過】治療期間は X 日＋134〜211 日.初期時杖

うに遊脚のエネルギーを供給する.この作用によ

歩行見守りレベルである.積極的に歩行訓練を行

り膝関節の振り子運動も働く.膝関節の振り子運

っていた結果,治療 2w より麻痺側足尖の引っかか

動の促通が可能になると IC での膝関節の屈曲角

り頻度が増加した印象を受けた.そこで歩行時の

度減少に繋がると考えた.③も同様に遊脚のため

動作指導を行い.また FES 使用.歩行時の足関節背

のエネルギーの蓄積が行え振り出しが促通された

屈筋の促通を図った.そして 7w 装具作成,移動形

為,受動的にクリアランス確保が行えた.そして歩

態を杖歩行へ変更した.

行訓練時に FES の使用も行い遊脚期での背屈を促

【最終評価】 10m 歩行,時間:22 秒歩数:28 歩 6 分

した.今回これら 3 つの危険因子軽減に成功し実

間歩行, 150mBolg スケール 5,FBS56/56

用性向上を図る事が出来,下方視線が改善,周囲へ

FIM118/126,歩行:下方視線は改善.①〜③改善躓

の注意が向くようになった.そして痙性抑制を目

き回数減少. (非麻痺側ステップ長:以下 31cm)

的にオルトップ装具作成も行い今後の歩行距離,

【考察】介入当初から Hope として右手で食事,書

時間増大よる筋緊張を亢進させる刺激を抑制しつ

字動作が行いたい,杖で歩きたいと言う事が挙げ

つ歩行の定着を図っていく.

られていた.その中から杖歩行獲得する為,今回歩

37.生活期脳卒中片麻痺一症例に対する長下肢装

上に伴いプラスチック製ダブルクレンザック継手

具を用いた荷重・歩行練習の歩容改善効果

付短下肢装具(以下 WK-AFO)の新規作成に至った.
【最終評価】ROM は足関節背屈右 5°,膝関節伸展

谷口 公海

右−5°.MMT は右大殿筋 5.その他は著変なし.歩行

医療法人仁寿会石川病院 リハビリテーション部

は杖と WK-AFO(底屈 0°,背屈フリー)を使用し三

【はじめに】左視床出血し右片麻痺を呈した症例

動作前型見守りレベルであるが右 St は延長し

に対し,装具の特性に着目して介入したことで歩

た.IC は踵接地が生じ LR は下腿前傾がみられるよ

容改善が図れたため報告する.

うになった.MSt〜TSt では膝関節屈曲位であるが

【倫理的配慮】症例報告の主旨を説明し患者の同

股関節伸展可動域は僅かながら拡大し,ステップ

意を得た.

幅の拡大を認めた.10m 至適歩行は 27.7 秒(37 歩)

【症例紹介】60 歳代男性.平成 28 年 X 月に右片麻

であった.

痺が出現し左視床出血と診断され,7 ヶ月半他院

【考察】SHB は St の安定性やフットクリアランス

に入院していた.退院 2 週間後より当院外来リハ

の改善が得られるが,足部が固定されていること

開始となった.

で rocker function が働かず,MSt〜TSt の股関節

【初期評価】Brunnstrom recovery stage は下肢

伸展可動域が制限され骨盤が後方回旋する.本症

Ⅳ.関節可動域(以下 ROM)は右足関節背屈 0°,右

例は約半年間 SHB を使用していたことで rocker

膝関節伸展−10°.徒手筋力検査(以下 MMT)は右大

function が働かず,MSt〜TSt で骨盤が後方回旋す

殿筋 4,右大腿四頭筋 2,右前脛骨筋 2.歩行は杖と

る 歩 容 が 定 着 し た と 考 え る . そ こ で rocker

プラスチック製短下肢装具(以下 SHB)を使用し三

function を働かせ LR での膝関節過伸展運動を抑

動作前型見守りレベルであり,右立脚期(以下 St)

制しながら股関節伸展運動をひきだし,重心移動

は短縮していた.歩容は麻痺側下肢の initial

や荷重時の下肢筋活動を促通する目的に KAFO を

contact(以下 IC)において膝関節軽度屈曲位で足

装用しながら荷重歩行練習等を行った.荻原らは,

底全面接地していた.loading response(以下 LR)

股関節伸展筋群が弱化している片麻痺患者に

〜mid stance(以下 MSt)にかけ膝関節の過伸展運

KAFO を利用すると,股関節伸展筋群の弱い活動と

動がみられ,MSt～terminal stance(以下 TSt)では

大腿カフが大腿後面を押す力との兼ね合いから適

膝関節伸展位のまま股関節伸展可動域が不十分で

切なアライメントが生まれ,弱い筋活動を伴いな

あり,骨盤後方回旋運動が生じた.10m 至適歩行は

がら股関節を MSt の直立したアライメントまで伸

38.6 秒(41 歩)であった.

展すると述べている.MSt 以降は倒立振子の働き

【治療と経過】初期評価時に底屈制動機構付金属

により TSt まで重心を下降させながら股関節伸展

支柱短下肢装具(以下 AFO)を用いて杖歩行を行っ

運動が生じる.本症例も KAFO を利用したことで股

たが,常時膝関節伸展位であり下肢振出し始めに

関節と足関節の協調した運動が引き出され,タイ

足尖の引っ掛かりが多かった.このため底屈制動

ミングよく股関節伸展筋群が働くようになり,MSt

機構付長下肢装具(以下 KAFO)を用いた荷重・歩行

〜TSt 時の骨盤後方回旋生じず股関節伸展可動域

練習と右 St を想定したステップ練習及び AFO を用

が拡大し右 St の延長が得られた.装具の特性を考

いた平行棒内歩行練習を主に実施した.介入 21 日

慮して荷重・歩行練習することは,生活期脳卒中片

目に KAFO を用いた上肢支持なしによる右下肢へ

麻痺患者においても歩容改善効果を得られること

の荷重とステップ練習での TSt における股関節

が示唆された.

伸展可動域が拡大した.平行棒内歩行で足尖の引
っ掛かりと姿勢の崩れが軽減したため,AFO での
杖歩行練習を実施した.介入 60 日目,歩行能力向

38.包括的な介入により転倒予防効果が得られた

躓きは消失した．

慢性期脳卒中片麻痺患者の一症例

【理学療法経過】23 病日目に入院時訪問を実施．
足部の躓きの認識が乏しかったため，視覚・聴覚

陰山 真由

的フィードバックを用いた歩行練習を開始した．

医療法人仁寿会石川病院 リハビリテーション部

45 病日目には躓きの認識が得られるようになり，

【はじめに】15 年前の脳梗塞により左片麻痺が残

自宅環境を想定した ADL 練習を開始した．51 病日

存し，頻回な転倒歴のある症例を担当した．躓き

目に屋外歩行と合わせ，二重課題下での応用歩行

の改善，環境に合わせた日常生活動作（以下 ADL）

練習も追加し 64 病日目に退院前訪問実施した.

を獲得し，転倒予防に繋げた症例を報告する．な

【退院前訪問評価】屋外歩行，段差昇降，各敷居

お，症例報告の主旨を説明し患者の同意を得てい

においての躓きは認めなかった．

る．

【退院後評価(114 病日目)】10ｍ歩行：快適歩行

【症例紹介】60 歳代女性．買い物先でカートに引

10.72 秒/19 歩．最大歩行 9.20 秒・18 歩．TUG：

っかかり転倒し，受傷後に左大腿骨頚部骨折の診

11.0 秒．退院後も転倒なく外出頻度も病前と同様

断で 2 病日目に人工骨頭置換術を施行．リハビリ

であった．

テーション継続目的で 20 病日目に当院転院とな

【考察】柳沼らは，障害物に触れる事で生じる転

った．病前の ADL は自立しており，買い物等も行

倒への影響は，想定した下肢の運動の挙動と実際

っていた. 夫より受傷前から足部が引っ掛かり，

の運動の不一致が及ぼすと述べている．
本症例も，

頻回に転倒していたと言われるが，本症例は転倒

頻回な転倒に対して本人と家族の認識の違いが生

に関する認識は乏しい．

じていた．すなわち，
「想定した下肢の運動」と「実

【初期評価(21 病日目)】Functional Balance

際の運動」のそれぞれに問題があり，その不一致

Scale(以下 FBS)：38/56 点.感覚：表在，深部とも

を修正するためには，運動学習理論に基づいた包

正常範囲内．脳卒中機能障害評価セット：56/76

括的な介入が有効であると判断した．

点（減点項目：hip flexion test 4，knee extension

介入初期に行った視覚・聴覚的フィードバック

test 4,foot pat test 3,上肢筋緊張 2,上肢腱反

を用いた歩行練習から，介入中期に行った実際の

射 2,下肢腱反射 2,健側大腿四頭筋力 2，
握力 2)．

生活環境での ADL 練習への転換は,運動学習理論

10m 歩行(独歩で後方腋窩介助)：快適歩行 24.19

における internal focus から external focus へ

秒/25 歩・最大歩行 17.16 秒/22 歩.Time Up and Go

の転換に有効に働いたと考えられる．退院前訪問

Test(以下 TUG)：17.00 秒．歩行：左立脚後期から

及び退院後 1 カ月の間に転倒が生じていない事か

遊脚初期にかけて振り出しが不足し，クリアラン

ら，効率的な運動学習が図れ，その効果の持続性

スが低下していた．左足部の躓きが 30m に１回程

も得られたことにより転倒の無い動作定着に至っ

度認めた．

たと考える．

【入院時訪問評価】階段以外に手摺は未設置であ

コクランレビューによると，転倒予防には運動

り，玄関アプローチは 3 段で 15 ㎝～20 ㎝，上が

介入のみならず包括的な介入による転倒予防効果

り框の高さは 30 ㎝，
動線の各敷居に 3 ㎝の段差が

が示されている．本症例を通して，身体機能面の

あった．屋外での長距離歩行，段差昇降，動線の

みならず，早期から生活環境を把握し，退院後の

各敷居において転倒リスクがあると予想された．

生活を見据えた介入の重要性を学んだ．

【最終評価(59 病日目)】FBS：53/56 点．10m 歩行
(独歩)：快適速度 9.63 秒/13 歩・最大速度：8.52
秒/15 歩．TUG：10.66 秒．歩行：左遊脚相で左足
関節背屈が出現．フットクリアランスが向上し，

39.歩行アシストにて運動学習を促し,歩行の対称

戻っており持続性が乏しかった. 67 病日には非装

性・速度の改善を認めた症例

着下にて 10m 快適歩行:11.17 秒,TUG-t:14.91 秒と
数値向上し,69 病日には左遊後脚期の股関節振り

冨田 直樹

出し速度に改善を認め,左 IC~MSt にかけて体幹前

医療法人仁寿会石川病院 リハビリテーション部

傾・股関節屈曲が軽減.70 病日に歩行アシストの
伸展トルク量の設定を軽減させた.71 病日に院内

【はじめに】右前大脳動脈領域のアテローム血栓

T 字杖歩行自立 .72 病日 10m 快適歩行:10.16

性脳梗塞を発症し,左片麻痺を呈した症例に対し

秒,TUG-t:14.69 秒.左 IC 時の体幹前傾・股関節屈

て介入した. T 字杖歩行を獲得するも,歩容の対称

曲が改善し,挟角の対称度 0.78.

性や十分な歩行速度が得られなかった.しかし,歩

【使用後評価：90 病日】
左下肢 BRS-t に著変無し.T

行アシストの使用にて歩容の対称性・歩行速度が

字杖と短下肢装具にて 2 動作前型で病棟内移動自

向上した為報告する.

立.歩容は左 MSt 以降に股関節伸展運動が生じ,左

【倫理的配慮】報告書作成はヘルシンキ宣言に基

下肢振り出しは非努力性.左 IC~MSt 時に体幹正中

づき,十分な配慮を行った.

位保持が可能となる.10m 快適歩行:10.13 秒,歩数

【症例紹介】50 代男性.左片麻痺が生じ,救急搬送

18 歩,TUG-t:13.10 秒,平均歩幅 62.0cm,左挟角

され 15 病日に回復期病棟へ転棟した. 発症時の

29°,右挟角 35°,挟角の対称度 0.83.

Brunnstrom recovery stage test(以下 BRS-t) 左

【考察】本症例は股関節伸展が乏しく腸腰筋の遠

下肢Ⅰ.16 病日からは左股関節周囲筋や殿筋群の

心性収縮が乏しくなり,麻痺側下肢振り出しが努

筋出力が乏しく,左下肢直上で体幹を支えること

力性だった.理由として KAFO 使用時,左 IC~MSt に

が困難な為,長下肢装具(以下 KAFO)を使用した.

かけて生じていた体幹前傾・股関節屈曲の歩行パ

39 病日に KAFO 使用し,膝ロック無しで近位監視に

ターンが,短下肢装具移行後も残存した為と考え

て平行棒内歩行が可能となり,45 病日に近位監視

た.その為,倒立振り子運動が破綻し,歩行の非対

で右 T 字杖歩行練習を開始した.歩容は左右非対

称性と速度低下が生じた.大畑は,歩行アシストは

称で歩行速度も緩慢だった.

股関節屈伸トルクを付加させて正常歩行の学習を

【使用前評価：65 病日】左下肢 BRS-tⅣ.表在・深

促し,対称性を改善させると述べている.本症例は

部感覚に低下認めず.歩行は近位監視で T 字杖と

表在・深部感覚共に正常だった為,正常運動の入力

短下肢装具にて 2 動作前型.左立脚後期(以下 TSt)

にてフィードバックを促す事が可能と考えた.そ

の股関節伸展が乏しく,振り出しが努力性で左遊

こで,歩行アシストにて課題を反復して運動学習

脚時間は延長していた. 左立脚初期~立脚中期(以

を促進させ,股関節伸展を生じさせる事で正常歩

下 IC,MSt)に体幹前傾・股関節屈曲傾向.

行を促そうと考えた.その結果,麻痺側 MSt~TSt に

10m 快適歩行:13.73 秒,歩数 21 歩,Timed Up & Go

かけて股関節正中~伸展位の運動が可能となり,倒

Test(以下 TUG-t):16.30 秒,平均歩幅 48.0cm.踵接

立振り子運動が再構築された事で麻痺側振り出し

地時の左右股関節の角度(以下挟角)は左 22°,右

が改善した.理由として,屈伸を補助した事

40°,挟角の対称度 0.54.

で,IC~MSt 時の左股関節伸展筋出力が向上し,位

【理学療法経過】65 病日から,通常の理学療法と

置エネルギーを最大値とする事が可能となった為

毎日 20 分の歩行アシストを使用した歩行練習を

と考える.また,歩幅が拡大した事で歩行速度が向

開始した.歩行アシストの設定は屈曲・伸展同量の

上したと考えた.

トルクを付加し,追従モードで行った.使用直後の
歩容は麻痺側 TSt の股関節伸展が拡大し,振り出
しもスムーズになるが, 翌日には使用前の歩容に

40.重量物運搬を伴う移動能力獲得に至った症例

ため終日独歩・階段昇降自立となった．それに伴
い，スクワットやヒールレイズは片脚とし運動負

矢野 千遥

荷を増加した．53 病日に 10kg の重錘の運搬動作

医療法人仁寿会石川病院 リハビリテーション部

が可能となった．55 病日に 13kg の重錘を支持し，

【はじめに】脳梗塞により左片麻痺を呈し，膝折

22 段の階段を 2 往復可能となった．

れを生じた症例を担当した．膝折れと運搬方法に

【最終評価（67 病日～68 病日）】MMT は左大腿四

着目し介入した結果，重量物運搬を伴う移動能力

頭筋 4（extension lag5°）
，左下腿三頭筋 3 と改

獲得に至ったため報告する．

善を認めた．
歩行は屋内外独歩自立．10m 歩行 6.29

【症例紹介】60 歳代男性．左片麻痺，呂律困難が

秒．6 分間歩行は 378m（独歩）で膝折れは認めな

出現し他院にてアテローム血栓性脳梗塞と診断さ

かった．左片脚立位は右上下肢での代償を認める

れた．34 病日にリハビリテーション目的にて当院

が 14.94 秒の保持が可能となった．また，数秒の

転院となった．

膝関節完全伸展位での保持が可能であった．階段

【倫理的配慮】症例報告について，ヘルシンキ宣

降段は左立脚での重心下降時のふらつきと膝折れ

言に基づき説明し同意を得た．

は軽減し，13kg の運搬動作が可能となった．

【初期評価（ 34 病日～36 病日）】Brunnstrom

【考察】本症例は，歩行時の左 Mst～Tst および階

recovery stage は左上肢手指Ⅳ，
下肢Ⅵであった．

段降段時の膝折れを認めた．Need の獲得に至るた

Manual muscle test(以下，MMT)は左大腿四頭筋

めには，まず膝折れの改善が必要であった．歩行

MMT4(extension lag15°)，左下腿三頭筋 2+であ

の Mst～Tst では大腿四頭筋と下腿三頭筋は遠心

った．歩行は屋内 T 字杖自立．10m 歩行 8.29 秒．

性収縮に働き，膝折れを予防する．階段降段でも

6 分間歩行は 325m（T 字杖）で左立脚中期～立脚

同様に働き，身体を前下方に移動する制御を担う

後期
（以下，Mst～Tst）
に膝折れを 2～3 回認めた．

とされている．また，笠原は段差昇降では身体の

左片脚立位は膝関節完全伸展位での保持困難で，

内外側方向の安定化に内側広筋の活動が寄与する

左片脚と同時に右側へふらつき，
時間は 2.62 秒で

と述べている．内側広筋と下腿三頭筋の CKC や遠

あった．Need は仕事で 10～15kg の重量物の運搬

心性収縮での筋力増強運動により，膝関節最終伸

動作の獲得が必要であった．階段降段は左立脚で

展域での伸展運動と下腿前傾速度の制御，片脚立

の重心下降時，膝折れが生じ，右側へふらつきが

位保持が可能となり，
歩行時の Mst～Tst と階段降

あった．重量物運搬は困難であった．

段時の膝折れとふらつき軽減に繋がったと考えた．

【治療と経過】37 病日，200m の連続歩行で膝折れ

運搬動作では前方に重量物を支持することで，身

は 2～3 回認めた．膝折れに対して，下腿三頭筋の

体重心はより前方へ推移し，膝関節の外部屈曲モ

筋力低下と extension lag の原因である内側広筋

ーメントと足関節の外部背屈モーメントが増加し，

収縮不全の改善目的にスクワットやヒールレイズ，

大腿四頭筋と下腿三頭筋の筋力が，より必要とな

片脚立位保持など閉鎖的運動連鎖（以下，CKC）で

る．左下肢の筋力向上したことで前方に推移した

の筋力増強運動や大腿四頭筋セッティングを行っ

重心の制御が可能になった．加えて，重量物の支

た．動作練習では独歩・階段昇降練習を行った．

持は手指を組むことで代償し，身体の近くで支持

46 病日に連続 300m 歩行で膝折れは 1～2 回と軽減

することで身体重心が支持基底面内に収まり，

した．5kg の重錘の運搬歩行も可能となった．重

Need である運搬動作の獲得に至ったと考えた．

量物は手掌で支持困難であったため，両手指を組
み支持するよう指導した．また，身体の近くで重
量物支持し，階段からの転落を防いだ．50 病日に
350m の歩行と階段降段で膝折れを認めなかった

41.被殻出血により右片麻痺を呈した患者に対し

軽度鈍麻 B.I100 点．

右立脚期に着目して歩容改善を目指した症例

【考察】本症例の初期評価時における歩行の問題
点は，膝関節の不安定性，立脚期の右股関節伸展

吉田 有希

不十分，体幹前傾位，骨盤帯後退，腕振り低下，

医療法人社団光風会 長久病院

右クリアランス低下，右立脚期短縮，骨盤帯動揺

【はじめに】今回，被殻出血により右片麻痺を呈

であると考える．これらの原因として膝関節の固

し，右立脚期に膝折れが認められた症例を担当す

定筋である大腿四頭筋の筋出力低下により膝折れ

る機会を得た．右立脚期に着目し，歩容改善を認

が生じたと考える．同時に股関節屈曲に対する拮

めたためここに報告する．尚，本症例には発表の

抗筋である股関節伸筋群の随意運動性低下，筋力

趣旨を説明し同意を得た．

低下により股関節屈曲制御困難になり体幹前傾を

【症例紹介】70 代女性．右片麻痺，呂律困難を呈

抑制できず，立脚中期以降の股関節伸展不十分，

したため当院搬送．左被殻出血と診断され，当院

代償として骨盤後退が出現したと考え，以下のア

入院となる．

プローチを行った．樋口らは歩行動作の安定性に

【初期評価：発症 7 日目】Brunnstrom Recovery

は視覚情報の役割が非常に大きいとしており，鏡

Stage（以下 BRS）右上肢Ⅳ，手指Ⅴ，下肢Ⅳ．MMT

を用いて視覚的フィードバックを行いながら，初

股関節屈曲左 4，
股関節伸展左 4，
股関節外転左 4，

期接地期から荷重応答期にかけて体幹垂直位，右

膝関節屈曲左 4，膝関節伸展左 4．表在・深部感覚：

下肢の膝関節軽度屈曲位を意識したステップ練習

右上下肢中等度鈍麻，B.I40 点，寝返り，起き上

を実施した．このような運動によって体幹前傾を

がり，立ち上がり動作自立．移乗動作見守りレベ

防止し，大腿四頭筋遠心性収縮を促がし大殿筋，

ル．歩容：右立脚期短縮，膝折れが出現，股関節

ハムストリングスの筋出力が向上したと考える．

伸展動作を体幹前傾，骨盤後退にて代償し，腕振

その結果，体幹前傾，骨盤帯後退，右股関節伸展

りの低下，右クリアランス低下，骨盤帯動揺が認

の軽度改善は認められたと考える．
発症 15 日目以

められる．

降も歩行時の腕振り低下，右クリアランス低下，

【理学療法経過】発症 2 日目から車いすにて出室，

右立脚期短縮，
骨盤帯動揺が継続して認められた．

発症 7 日目より大腿四頭筋遠心性収縮を意識した

Perry らは，歩行中の上肢の振りの果たす役割は

荷重練習，鏡を用いて姿勢改善，右下肢への重心

骨盤の回旋の反作用として働き，歩行中の体幹回

移動，初期接地期から荷重応答期の股関節伸展を

旋を最小限にするとされている．また Ortega は，

促したステップ練習開始．15 日目より近位監視に

歩行中の上肢の作用は，水平面だけでなく前額面

て歩行可能．10ｍ歩行：22.3 秒，31 歩．腕振りは

の安定性に寄与すると述べている．腕振り低下に

僅かで，右クリアランス低下，右立脚期短縮，骨

より，体幹，骨盤の回旋が増大し，骨盤帯の動揺

盤帯側方動揺が認められる．声掛けにて腕振りを

が出現，体幹，骨盤帯の不安定性により下肢の固

意識した歩行練習，骨盤周囲筋の筋力増強訓練実

定性・推進力が低下し，右クリアランス低下，右

施．31 日目にて 10ｍ歩行 11.0 秒 19 歩，初期評価

立脚期短縮が出現したと考える．このため，腕振

時と比較し腕振り増加，右立脚期延長，骨盤帯動

りを行いながらの足踏み，聴覚からのフィードバ

揺減少，歩幅増大，右クリアランスの改善が認め

ックを併用し声掛けにて上肢を振りながらの歩行

られ，院内移動自立．46 日目自宅へ退院．

練習実施．結果として，右クリアランス改善，右

【最終評価：発症 40 日目】BRS 上肢Ⅵ，手指Ⅵ，

立脚期延長，骨盤帯動揺減少が認められた．体幹

下肢Ⅵ．MMT 股関節屈曲左右 5，股関節伸展左 5

回旋が最小限になり，
骨盤帯回旋が効率よく行え，

右 4，股関節外転左 5 右 4，膝関節屈曲左 5 右 4，

腕振りを行うことで下肢の推進力が増加し歩幅増

膝関節伸展左 5 右 4．表在・深部感覚：右上下肢

大が認められたと考える．

42.脳梗塞右片麻痺患者の立位および歩行時の荷

右手指Ⅳ，右下肢Ⅴ．左上下肢・手指は全てⅥ．

重不均衡に対するアプローチを行った症例

立位荷重量右 18kg 左 18 ㎏．
片脚立位：左右不可．
10ｍ歩行（側方介助歩行）
：27 秒，32 歩． BI85

大西 智

点．BMI18.4．

医療法人社団 光風会 長久病院

【考察】本症例は立位時および歩行時に左側への

【はじめに】今回，心原性脳塞栓症により，高次

荷重不足がみられ，立位保持時の右側への傾きや

脳障害および運動麻痺を呈し，立位時及び歩行時

歩行障害が認められた．本症例では両側の中大脳

に左側への荷重量不足を認め，歩行困難となる患

動脈領域の梗塞を認めており，視覚情報や体性感

者に対し，アプローチを行った結果，歩容の改善

覚情報を統合する頭頂連合野や視床等の感覚刺激

がみられたため報告する．尚，本症例に発表の趣

の伝導路が障害されている可能性が高く，感覚情

旨を説明のうえ了承を得た．

報の統合が不十分にて両下肢の荷重の不均衡が生

【症例紹介】80 歳代女性．現病歴：自宅にて右上

じていると推測される．そのため，触圧覚刺激や

下肢の脱力感あり，様子をみていたが，症状改善

視覚によるフィードバックを利用し，左下肢への

せず，
当院受診．左中大脳動脈領域の散在性梗塞，

荷重量を増加させるアプローチを行うことによっ

右中大脳動脈領域にも梗塞認められ入院・治療と

て立位時の荷重の均衡および歩容の改善や歩行時

なる．既往歴：心房細動．

の安定性を図ることが可能であると考えた．

【初期評価（入院 5 日目）】JCSⅠ-2．Brunnstorom

Patricia M Davis らは非麻痺側に体重を移動で

recovery Stage（以下 BRS）右上肢Ⅳ，手指Ⅳ，

きない患者は，内的フィードバックが障害されて

下肢Ⅳ，左上下肢・手指は全てⅥ．粗大筋力：右

いるので，治療の間はできるだけ周囲からの触覚

上下肢 3，左上下肢 4．MMSE16 点．表在感覚・深

情報を与えるようにするべきであると述べている．

部感覚ともに指示理解不十分のため精査困難．

そのため壁を利用し，左上下肢体幹の触覚情報の

【中間評価（入院 15 日目）
】JCS0．BRS 右上肢Ⅴ，

増加及び，左足底面からの触圧覚情報の増加を行

右手指Ⅳ，右下肢Ⅴ．左上下肢・手指は全てⅥ．

った．歩行練習の際には，左側方介助にて，骨盤

立位荷重量右 19kg 左 13 ㎏．
片脚立位：左右不可．

の右側から左側への荷重移動を介助することによ

Barthel index（以下 BI ）55 点．BMI16.3．

り足底からの触圧覚情報を増加することや視覚情

【理学療法経過】入院 5 日目に初期評価実施．収

報によるフィードバックを利用することによって

縮期血圧の上昇を認めるためベッドアップ 45°

感覚情報の統合を行うことにより，左下肢の荷重

まで施行．入院 10 日目より端座位保持での血圧の

の再獲得を促した．また，Patricia M Davis らは

安定，息切れの消失を認めたため，車いすにて出

階段昇降練習後に正中軸の定位が改善され、歩容

室．平行棒把持にて立位保持練習，立位時および

の改善がみられることが多いとも述べており，左

歩行時に著しく右側への傾きを認めたため，後方

手すり把持にて昇降動作を実施することにより，

介助での歩行練習開始．入院 15 日目より立位保持

左側への荷重を促した．これらの訓練の中で一時

自立も下肢・体幹の右側への傾きは引き続きあり．

体性感覚野および頭頂連合野の賦活を行ったこと

入院 28 日目より側方介助歩行開始．10ｍ歩行（側

で，左側への荷重を再獲得し，立位時の荷重の均

方介助歩行）
：1 分 10 秒，40 歩．入院 29 日目より

衡および歩容の改善や歩行時の安定性の改善に繋

T-cane 歩行開始．入院 34 日目より荷重練習及び

がったものと考える．

階段昇降練習開始．
入院 35 日目より院内シルバー
カー歩行自立．
入院 44 日目よりフリー歩行練習開
始．入院から 71 日目に自宅退院．
【最終評価（入院 68 日目）
】JCS0．BRS 右上肢Ⅴ，

43.痛みに対する不安・抑うつが改善したことによ

外出頻度が向上した．リハビリは，運動時痛の訴

り活動量が向上した一症例

えが減少したため，ベッド上での運動を痛みが無
い範囲での徒手抵抗運動へと変更した．5 週目で

山根 朋晃

散歩が習慣化され，歩行頻度が向上したため，リ

医療法人仁寿会 石川病院 リハビリテーション部

ハビリ中の運動を平行棒内での運動に変更した．6

【はじめに】今回，痛みに対する不安・抑うつ，

週目で，HADS 評価に数値的改善を認め，同時期に

破局的思考が問題となり，活動量が著しく低下し

旅行へ行くなど活動量が向上した．

ている症例を担当した．これら情動的・認知的要

【最終評価（6 週目）】〈NRS〉安静時 5 運動時 6．

因に着目し介入した結果，情動的要因が改善し，

〈HADS〉9/42 点．〈RDQ〉19/24 点．〈PDAS〉47/60

活動量が向上したため報告する．

点．〈PCS〉50/52 点．〈痛み-行動日誌〉「痛い」，

【倫理的配慮】症例報告の主旨を説明し患者の同

「辛い」などネガティブな記載も認めたが，「買

意を得た．

い物や旅行に行った」，「30 分歩きました」など

【症例紹介】80 歳台女性．10 年以上前より腰痛が

の記載を認め，活動量が向上した．

酷く，当院の整形外来を受診され椎間板変性症の

【考察】先行研究では，痛みに対するネガティブ

診断で外来リハビリ開始となった．

な感情・認知とそれに基づく行動が，活動量を減

【初期評価】〈画像所見〉MRI 画像で，第 2-5 腰

少させ，慢性痛患者の症状を持続，増悪させると

椎椎間腔に狭小化あり．〈数値評価スケール（以

されている．本症例は，痛みに対する情動的・認

下 NRS）
〉安静時 5～6，
運動時 8．
〈Hospital Anxiety

知的要因の評価で高い数値を示し，活動量が著し

and Depression Scale（以下 HADS）31/42 点．〈ロ

く低下していた．そのため，情動的・認知的要因

ーランド・モリス機能障害質問票（以下 RDQ）〉

を改善させることが本症例の活動量向上に繋がる

22/24 点．〈疼痛生活障害評価尺度（以下 PDAS）〉

と考え，両者に対し認知行動療法・運動療法を実

49/60 点．〈Pain Catastrophizing Scale（以下

施した．結果，HADS に数値的改善を認め，同時期

PCS）〉51/52 点．〈痛み-行動日誌〉「痛みは最

に痛み-行動日誌の内容が変化し，
活動量が向上し

悪」，「家で寝ている」などネガティブな記載が

た．森岡らは，不安・抑うつといった情動的要因

多く，活動量が著しく低下していた．

に認知行動療法が効果的であると述べている．

【治療と経過】初回介入時より認知行動療法・運

HADS の数値的改善と同時期に痛み-行動日誌の内

動療法を実施した．認知行動療法は，自宅ででき

容が変化したことから，本症例に対する認知行動

るセルフトレーニングを指導した．また，活動量

療法・運動療法が，痛みに対する情動的要因とそ

と痛みが連動しているといった誤った認識を是正

れに基づく過剰な回避行動の抑制に有効であった

させることを目的に、1 日の痛みや活動・運動内

と考える．一方，PCS・PDAS・RDQ の数値に大きな

容を痛み-行動日誌に記載するよう伝え，
介入毎に

変化は認めなかった．先行研究より破局的思考の

記載された内容の確認およびフィードバックをし

傾向が強いと痛みが重篤化し，痛みの重篤度と生

た．運動療法は，認知行動療法の理論に基づき，

活障害の程度との間には正の相関が認められると

運動に対する認識を是正させることを目的に，疼

報告されている．また，認知的要因に関して 3～6

痛が無い範囲で段階的に負荷量を増加させた．介

ヶ月間の介入で改善したとの報告が多かった．本

入初期の段階では，運動時痛の訴えが多く聞かれ

症例は介入期間が 1 ヶ月半であったため PCS・

たため，ベッド上でストレッチと下肢の自動運動

PDAS・RDQ の数値が改善しなかったと考える．

を痛みが無い範囲で実施した．3 週目より自宅で
のセルフトレーニング回数が増加し，近隣へ買い
物に出かけたり，地域の健康教室に参加するなど

44.股関節に介入し Stiff Knee Gait が改善した慢

な左膝関節屈曲練習を実施．87 病日目：大腿直筋

性期脳卒中片麻痺患者の一症例

の過活動は軽減．10m 歩行は 13.6 秒．左膝屈曲角
度は Psw21 度，Isw25 度，Msw20 度であり，左遊脚

餅田 莉奈

期の膝屈曲角度は依然減少していた．この時期よ

医療法人仁寿会石川病院 リハビリテーション部

り，股関節屈曲運動を反復することで左遊脚期で

【はじめに】

の股関節屈曲速度の向上を図り，歩行時において

今回，
既往に左片麻痺がある Th8-10 の脊髄内出

も，
弾性バンドによる左股関節屈曲補助を行った．

血患者が呈する Stiff Knee Gait (以下，SKG)に

97 病日目：10m 歩行は 14.8 秒．左膝屈曲角度は

対し，股関節機能に着目した介入を行い，クリア

Psw34 度，Isw36 度，Msw32 度．

ランスの改善が得られたため報告する．

【最終評価（102 病日目）
】

【症例紹介】

10m 歩行：12.6 秒(21 歩)，TUG：16.3 秒，WGS：

約 10 年前に右脳梗塞を発症し左片麻痺が残存

20.3 点，FAC：4．歩行分析：左 Psw，Isw，Msw で

した 80 歳代男性．左下肢麻痺が出現し Th8-10 脊

の膝屈曲角度が増大し，クリアランスが改善．左

髄内出血と診断され，保存的加療となったが，歩

膝屈曲角度は Psw32 度，Isw37 度，Msw24 度．

行能力低下をきたし，リハビリテーション目的に

【考察】

て 43 病日目に当院へ転院．転院時の評価は，下肢

SKG は「遊脚期にみられる麻痺側下肢の膝屈曲

Brunnstrom Recovery Stage：Ⅳ，脳卒中機能評価

減少または遅延」と定義される．先行研究では，

法(SIAS)：54/76 点，Modified Ashworth Scale：

SKG の原因として大腿直筋の過活動が多く報告さ

左足関節底屈 2．本人の hope は屋内外の杖歩行の

れている．本症例においても，左遊脚期における

獲得であった．
主治医と相談し 62 病日目に短下肢

大腿直筋の過活動により，膝関節屈曲が制限され

装具を作製したが，SKG が残存し，左遊脚期のク

ていると考えられ，大腿直筋の過活動に対して介

リアランスは低下していた．

入した．その結果，歩行速度の向上と歩容の改善

【倫理的配慮】

は得られたが，Psw～Isw における膝屈曲角度の増

症例報告について，ヘルシンキ宣言に基づき説
明し，同意を得た．
【初期評価(77 病日目)】

大は得られず，クリアランスの改善には至らなか
った．
一方，遊脚期のメカニズムの一つとして二重振

10m 歩行：17.6 秒(26 歩)，Timed Up and Go

り子理論が提唱されている．その要件として，大

test( 以 下 ， TUG) ： 29.0 秒 ， Wisconsin Gait

腿部と下腿部に速度差を生じさせることが必要で

Scale( 以 下 ， WGS) ： 29.65 点 ， Functional

あり，その速度差によって受動的な膝関節屈曲が

Ambulation Categories(以下，FAC)：1．歩行分析：

形成される．本症例では，大腿部の屈曲速度の低

左前遊脚期(以下，Psw)，遊脚初期(以下，Isw)，

下により，Psw～Isw での膝屈曲角度が不足してい

遊脚中期(以下，Msw)での膝関節屈曲角度が不十分

ると考えられた．股関節の屈曲作用の強化を中心

であり，クリアランスは低下．左下肢の振り出し

に介入した結果，Psw，Isw，Msw の各時期におけ

時に体幹前傾を認めた．デジタルビデオカメラで

る膝屈曲角度は増大した．

撮影し，動作分析フリーソフト image J を用いて

【まとめ】

算出した左膝関節屈曲角度(以下，左膝屈曲角度)
は，Psw28 度，Isw22 度，Msw12 度．
【経過】
77 病日目：筋電図上，左遊脚期の大腿直筋の過
活動を認めたため，左立脚後期の肢位で，受動的

本症例の SKG の改善には，股関節屈曲作用の強
化が効果的であったと考えられる．

45.疼痛の遷延予防に着目した破局的思考および

膝屈曲 120°，伸展 0°．MMT 膝伸展：3(lag な

自己効力感が低い左 TKA 後患者を経験して

し)10mWT：0.71 m/秒．PCS：23/50 点．PSEQ：19/60

三井 裕美子

点．HOPE：旅行に行きたい．

ツカザキ病院

【考察】今回，透析により疲労感が強く，術前よ

【はじめに】術前より痛みへの破局的思考及び自

り痛みへの破局的思考及び自己効力感が低い TKA

己効力感が低い左 TKA 後患者に対し，理学療法及

後患者を担当し，理学療法及び患者教育を実施し

び患者教育を実施した結果，運動機能及び精神機

た．その結果，初期評価と比べ最終評価において

能の改善に繋がったため報告する．

歩行時痛，膝屈曲 ROM，膝伸展筋力，10mWT，PCS，

【症例紹介】60 歳代女性，BMI21.4 ㎏/㎡．現病歴

PSEQ の改善を認め前回の入院時より在院日数の

は 2 年前に両膝 OA と診断され 1 年前に右 TKA 施行，

短縮に繋がった．

今回反対側の手術希望にて入院となる．術前 ADL

平川らは，術後痛の残存は術後の機能回復の遅

は屋内独歩，屋外は杖を使用し自立していた．趣

延や入院期間の長期化に繋がり，その後の ADL や

味は週 4 回約 30 分間の散歩，家事は家族で分担し

QOL に影響を与えると述べているため，術後痛の

洗濯や洗い物を実施していた．既往歴は慢性腎不

遷延を予防する必要があると考えた．術後痛に影

全により週 3 回透析をしている．

響する要因として運動機能要因と精神的要因があ

【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき本症例に

る．運動機能要因としては，石橋らは手術侵襲に

は本発表の趣旨を説明し同意を得た．

よる軟部の痛みは通常 3 週間以内に徐々に軽減す

【前回入院時の経過】POD1 より介入し POD5 より

ると述べている．腫脹や浮腫，疼痛，筋スパズム

平行棒内歩行練習を開始． POD11 より歩行器自立，

を軽減させる目的で RICE 処置を行い，炎症症状，

POD23 より T 字杖歩行自立，POD26 に自宅退院．

創部，軟部組織の修復過程を考慮した ROM，筋力

【術前機能(R/L)】FTA186°(K-L 分類Ⅲ)．NRS：

増強運動を行った．精神的要因としては，平川ら

歩行時 0/10．ROM：膝屈曲 120°/135°，伸展

は破局的思考が術後痛に影響すると述べており，

-5°/0°．MMT：膝伸展 4/4(lag なし)．10mWT：

平賀らは TKA 後の 1 年後の疼痛に自己効力感が影

1.04m/秒．PCS：34/50 点．PSEQ：12/60 点．

響すると述べている．本症例に対し自己管理や自

【初期評価：POD5(術側のみ記載)】FTA178°．視

己評価を高めるために自己管理シートを用いて患

診・触診：発熱，発赤，腫脹．NRS：歩行時 7/10(創

者教育を行った．その結果，本症例の介入当初の

部)．ROM：膝屈曲 110°，伸展 0°．MMT 膝伸展：

発言は疼痛の訴えが多く，HOPE は漠然とした「歩

2(lag -25°)．10mWT：0.52m/秒．PCS：31/50 点．

けるようになりたい」であった．POD10 には「杖

PSEQ：16/60 点．HOPE：歩けるようになりたい．

で歩けた」，
「冷やしていなかったので痛い」など

【経過】POD1 より介入し平行棒内歩行練習を開始．

自己に対する達成感や身体状態を理解できリハビ

POD8 より歩行器自立，POD12 より T 字杖歩行自立，

リに対するモチベーションが向上した．POD11 に

POD18 に自宅退院．

は「旅行に行きたい」と具体的な目標を立てるこ

【理学療法】術後翌日より動作能力に合わせて段

とが可能となった．

階的に歩行練習を実施し，アイシング，自動介助

痛みへの破局的思考および自己効力感が低い患

での ROM，筋力増強運動を中心に運動療法を行っ

者に対し，身体機能だけでなく精神機能に対する

た．さらに，自己管理シートを用いて移動能力，

評価とアプローチが重要であると学んだ．

疼痛，腫脹，膝関節 ROM の自己管理と自己評価を
行った．
【最終評価：POD16(術側のみ記載)】視診・触診：
発熱，発赤，腫脹．NRS：歩行時 2/10(創部)．ROM：

46.視床出血を発症され重度片麻痺を呈した症例

ッションを挟んだ．標準型車椅子での姿勢保持改

に対し，座位に着目して介入を行った一例

善に伴い，病棟での離床はリクライニング車椅子
から標準型車椅子へ変更した．

中村 亜梨沙

【最終評価】
（Y＋26～27 日）

社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院

JCS：Ⅰ‐3．時折 order 入力・状況理解可能．

【はじめに】今回，左視床出血により意識障害，

BRS：上肢Ⅱ，手指Ⅱ，下肢Ⅱ．

重度右片麻痺を呈した症例を担当させていただい

NTP-stage:stage1．

た．
座位に着目して介入を行った経過を報告する．

座位姿勢：
（標準型車椅子座位） 頸部は声掛け

【症例紹介】40 歳代女性．診断名：左視床出血．

で正中位まで回旋可能．矢状面上では中間位．体

現病歴：X 月 Y 日ゴミ捨て場で痙攣していた状態

幹は右背面にも筋収縮が触知でき，正中位維持が

で発見され当院に救急搬送された．画像所見：左

可能．
骨盤はやや後傾位だが水平面上では中間位．

視床出血あり．脳室穿破・急性水頭症を認める．

【考察】

手術:左内視鏡下血腫除去術，両側脳室ドレナージ

本症例は初期評価時点で全ての動作で全介助を

術．既往歴：高血圧症．

要し，一日の中で臥床時間が長く，意識障害を呈

【倫理的配慮、説明と同意】ご家族に対して症例

した．安静臥床による肺炎や脱水，褥瘡などの合

報告に関する目的やデータを使用する旨を書面を

併症のリスクは多くの先行研究で述べられている．

使用して説明し同意を得た．

そこで，本症例は離床を進める必要があると考え

【初期評価】
（Y＋8～9 日）

た．本症例は失語症の影響によって聴覚による刺

JCS：Ⅱ‐20．失語症により Order 入力困難．

激は有効ではなかったが，抗重力肢位となるにつ

BRS：上肢Ⅱ，手指Ⅱ，下肢Ⅱ．

れて覚醒が促される傾向にあった．抗重力位をと

NTP-stage:stage1 未満．

ることが体性感覚刺激の増加となり，網様体賦活

臥位姿勢：背臥位で頭部・頸部は左回旋位．注

系の活性化につながるとされていることは広く知

意障害，半側空間無視が疑われる．声掛け，肩を

られており，本症例においてもそれが当てはまっ

叩く刺激を行うも閉眼傾向．

たと考え，段階的に抗重力肢位をとる練習を進め

座位姿勢：
（リクライニング車椅子座位）頸部左

た．しかし標準型車椅子での座位保持が困難であ

回旋位，骨盤は軽度左後方回旋位．頸部・体幹は

った．要因として，意識障害であり，かつ状況理

軽度後傾位．声掛けでは閉眼傾向．肩を叩くと一

解困難であったため，姿勢制御において左側頸

時開眼する．

部・体幹の過剰な筋収縮が引き起こされているこ

（標準型車椅子座位）
頸部は左回旋し，
伸展位．

とが挙げられた．そこで介入では，骨盤のアライ

左側僧帽筋上部線維の筋緊張が高い．体幹はわず

メント修正による座位姿勢の安定を図ることと，

かに左へ側屈し，腰椎は後弯，骨盤は徐々に左後

右体幹・骨盤周囲筋の筋発揮向上練習を行った．

方回旋する．左脊柱起立筋の筋緊張が高い．声掛

今回の介入で座位保持能力が向上したことで標

け，肩を叩く刺激なしでも開眼される．

準型車椅子への乗車が可能となった．そして離床

【主としたプログラム】

時間・覚醒時間が増加した．これらは指示理解や

（端座位練習）骨盤が中間位となるように介助

状況理解の向上にも繋がった．その後，理学療法

すると左側の過剰な筋緊張が軽減した．骨盤中間

では立位保持練習・歩行練習まで離床が進められ

位となるように介助しながら座位練習を実施した．

た．また，実動作練習が可能となり，一人介助で

端坐位の介助量軽減に伴いトイレ誘導を開始した．

のトイレ動作，軽介助での食事を実施するまでに

（車椅子座位練習）端坐位練習を参考に，骨盤
が中間位となるよう背部とバックレストの間にク

至り，日常生活動作能力向上にも繋がった．

47.大腿骨転子部骨折術後の歩行能力に着目し早

【最終評価】
術後 4 週目,自宅退院し外来にて理学

期の職業復帰を目指した一症例

療法継続.職業復帰し屋内歩行は独歩、
長距離歩行

石田 徳磨

は杖を使用.MMT 股関節外転筋力 4 に改善.触診に

社会医療法人三栄会ツカザキ病院

より殿筋群の萎縮,股関節内転筋群の過緊張と圧

【はじめに】
今回,バイク事故により右大腿骨転子

痛を認めた.T 徴候(＋).10ｍ歩行(独歩)10.41

部骨折を呈し骨接合術を施行した症例を担当した.

ｓ,18 歩,歩幅 56 ㎝.6 分間歩行(T 字杖)446ｍ

理学療法の介入により早期の職業復帰に至ること

【考察】本症例は年齢が若く出来るだけ早く職業

が出来たため,若干の考察を加え報告する．

復帰したいとの希望が強い.職業は建設業の現場

【症例紹介】60 歳代男性.診断名は右大腿骨転子

監督であり建築現場(平地)を歩き回ることが多い.

部骨折.建築業の現場監督で出来るだけ早い職場

職業復帰には歩行速度と持久性が必要となる.初

復帰を望んでいる.理学療法には協力的で自主練

期評価では,炎症症状,筋スパズムによる疼痛,股

習も積極的に行っている.

関節伸展制限,殿筋群の筋力低下による前方への

【初期評価】術後 1 週目,T 字杖歩行開始.BI：75

推進力低下がみられ,10ｍ歩行では歩行速度 0.38

点(減点項目：入浴,階段昇降).術創部の炎症所見

ｍ/s,歩幅は 36 ㎝となっていた. そこで疼痛管理

(＋).VAS：安静時 0,動作時 4.0.疼痛部位は右大腿

を徹底し歩幅を改善し歩行速度を増加させ効率的

外側,右膝関節上内側,膝窩部に圧痛を認めた.MMT

な歩行の獲得を目標とした.10ｍ歩行では 60 歳代

は右股関節と膝関節伸展に筋力低下を認めた.ROM

の平均の歩行速度は 1.41ｍ/s,歩幅は 71 ㎝とされ

は右股関節伸展－5°,内転 5°と制限がみられ

ており炎症症状と筋スパズムの軽減,歩容の改善

た.Ober‘ｓTest(＋).大腿周径(膝蓋骨 10 ㎝直

を中心に治療を実施した.炎症と筋スパズムの軽

上)：右/左 42.5/40.0(㎝).10ｍ歩行(T 字杖)は

減にはアイシングを指導した.中間評価では,炎症

26.03 秒,24 歩,歩幅 36 ㎝,歩行速度 0.38ｍ/s.歩

症状,疼痛共に軽減がみられた．
リラクゼーション

容は右の MSw での下肢の振出が乏しく体幹の伸展

により大腿筋膜腸筋,腸脛靭帯の柔軟性が改善し,

で代償.股関節軽度外転位となり右 MSt～TSt での

股関節伸展,内転の ROM が改善し歩幅と歩行速度

股関節の伸展が乏しく骨盤回旋で代償.

が増加した.しかし MSt において T 徴候がみられ

【問題点】術創部炎症,大腿筋膜腸筋の過緊張,殿

た.MMT では中殿筋の筋力低下を認めたため荷重

筋群の筋力低下

位での中殿筋の筋力増強を追加した.最終評価で

【目標設定】短期目標：杖歩行自立(約 10 分間)

は,股関節外転筋力は 4 に改善したが T 徴候は残存

長期目標：独歩での職場復帰

し大内転筋の過緊張を認めた.

【治療プログラム】
アイシング,リラクゼーション,

【まとめ】殿筋群の筋力増強と ROM の改善により

歩行,階段昇降,自主練習(大,中殿筋筋力増強)

歩行速度が改善した.早期からの殿筋群の筋力増

【中間評価】
術後 2 週目,院内 T 字杖歩行自立.BI：

強と荷重練習により股関節外転筋力は改善したが

100 点.炎症症状と疼痛は軽減し大腿周径(膝蓋骨

T 徴候は残存した.T 徴候の出現には中殿筋の筋力

10 ㎝直上)は 39.5 ㎝/40.0 ㎝,VAS は歩行時 2.4 ま

低下以外にも内転筋力の増加が関与するとされて

で軽減.ROM は右股関節において制限がみられた.

いる.今後の介入として殿筋群の瞬発力,内転筋群

歩行は MSｗでの股関節屈曲が改善.MSt～TSt での

の緊張を抑制した歩行動作への介入を行う.

骨盤後方回旋が改善.右トレンデレンブルグ徴候

【倫理的配慮】
症例報告を行うにあたって,本人に

(以下 T 徴候)(＋).10ｍ歩行(T 字杖)13.20 秒,18

目的を説明し同意を得た.

歩,歩幅 56 ㎝,歩行速度 0.76ｍ/s．6 分間歩行 328
ｍ.
【治療プログラム】横歩き、ステップ練習追加

48.Double knee action を獲得し歩容改善に至っ

3,8 秒.歩行観察：右 IC は膝関節伸展角度が増大

た右大腿骨骨幹部骨折の症例

し踵接地,右 LR は下腿前傾拡大.

村上 祐二

【考察】

医療法人社団広畑センチュリー病院 理学療法科
【はじめに】

本症例の歩容は, Double knee action の消失よ
り重心の上下の振幅および膝関節への力学的スト

今回,右大腿骨骨幹部骨折により ORIF を施行

レスが増大し,跛行が生じたと考えた.そのため,

後,Double knee action が破綻した患者に対し,膝

安定した歩容と実用的な歩行速度を実現するため

関節伸展機構に着目し治療を実施した結果,独歩

に Double knee action を再獲得することを目標と

自立に至った症例を経験したため報告する.本発

した.IC の消失,LR の短縮の要因として,①右膝関

表について,患者及びその家族に説明と同意を得

節伸展筋力・遠心性収縮低下②右膝関節伸展 ROM

た.

制限を挙げた.①について本症例は,１カ月間ニー

【症例紹介】

ブレースによる安静期間があり,膝関節周囲に炎

80 代女性.平成 29 年 3 月中旬に浴室にてスノコ

症所見も見られ萎縮は進みやすいと考えた.斎藤

を跨ごうとして転倒し,右大腿骨骨幹部骨折を受

らは,内側広筋が膝関節最終伸展域の運動に関与

傷.術後 1 カ月間ニーブレースによる完全免荷.術

していると述べている.そのため廃用・手術による

前の移動は屋内外共に独歩.本症例の hope は歩け

筋力低下に対し,内側広筋の筋力増強訓練を行っ

るようになりたいである.

た.青木らは,内側広筋斜走線維は,広筋内転筋腱

【初期評価】
（術後 3 週）

板を介して大内転筋腱より起始していると述べて

視診・触診により術創部周囲に炎症所見が見ら

いる.これを考慮して,両大腿部にボールを挟み膝

れた.NRS は屈曲・伸展時に術創部で 5/10,歩行時

関節伸展運動行うことで大内転筋腱が十分緊張し,

に術創部で 5/10.ROM[()内は左]は膝関節屈曲

内側広筋斜走線維の起始部が安定し収縮活動が向

40(130)伸展-10(-5)足関節背屈 0(5).MMT は膝関

上すると考えた.結果内側広筋の筋出力が向上し

節屈曲 3(4)伸展 3(4).形態測定は膝蓋骨 5cm 上で

たことにより膝関節最終伸展域まで可能になった

右＞左 1cm.歩行観察：全歩行周期を通して右膝関

と考える.次に,大腿四頭筋遠心性収縮向上に対し

節は屈曲位であり,右 IC は足底接地,右 LR は下腿

てランジ運動を実施した. 三秋らは,ランジ運動

前傾が乏しい.

での大腿四頭筋の最大筋活動量は 62～68％を示

【理学療法及び経過】

し,CKC 運動において大腿四頭筋の筋力増強運動

術後 3 週目より寒冷療法, 内側広筋筋力向上の

としてランジ運動が推奨されると述べている．

ためのパテラセッティング実施.術後 4 週目から

②の ROM 制限は, 下腿三頭筋,膝窩筋の伸張性低

膝関節伸展 ROM 向上のために下腿三頭筋,膝窩筋

下であると考えた.これらは固定期間による不動

のスタティックストレッチングやホールドリラッ

でコラーゲン線維の増加による拘縮が起きたと考

クス,座位で両大腿部にボールを挟み内側広筋を

えた. 市橋は,ストレッチングは不動により惹起

意識した膝関節伸展運動実施.術後 6 週目で独歩

される拘縮の回復を促進すると述べている.その

訓練,ステップ幅を調整したランジ運動実施.術後

ため伸張性低下している筋に対し,Ib 抑制を用い

9 週目で独歩自立となる.

たストレッチングを実施した.結果,膝関節伸展

【最終評価】
（術後 6 週）

ROM-10°から-5°まで改善した.よって IC が出現

NRS は屈曲・伸展時に術創部 2/10,歩行時に術創

したことにより衝撃吸収ができ,これにより推進

部で 1/10.ROM は膝関節屈曲 125（130）伸展-5
（-5）

力が向上し LR 拡大につながった.さらに,本症例

足関節背屈 5(10).MMT は膝関節屈曲 4(4)伸展 （
4 4）
.

の 10m 歩行,TUG の結果から実用歩行を獲得したと

下肢周径は左右差なし.10m 歩行は 7,7 秒.TUG は

考える.

49.人工骨頭置換術を施行後，重度の起立性低血圧

と考えた．そのため，STG を立ち上がり動作，立

により理学療法に難渋した一症例

位保持の安定性向上を挙げ，LTG を屋内伝い歩き
自立，屋外 T 字杖歩行自立とした．

高原 博啓

しかし，起立性低血圧の影響から目標達成が困難

医療法人社団石橋内科 広畑センチュリー病院

になる可能性があると考えた．起立性低血圧は臥

【はじめに】今回，左大腿骨頸部骨折により左人

位と比較して立位での SBP が 20mmHg，または DBP

工骨頭置換術を施行した症例を担当した．重度の

が 10mmHg 以上低下する場合とされている．
本症例

起立性低血圧の併存疾患に対するアプローチ法に

では，初期評価では臥位から立位で SBP が 50mmHg

難渋したため報告する．尚，本症例にはヘルシン

以上低下する場合もあり，めまいを引き起こすこ

キ宣言に基づき十分な説明を行い同意を得た．

ともあった．原因として，降圧剤の服用，断酒に

【症例紹介】80 歳代男性．現病歴:転倒受傷し左

よるアルコール離脱症状，術後の長期間臥床によ

大腿骨頸部骨折と診断され BHP (後方侵入) 施行．

る下肢筋力低下，DM による末梢循環血流量の低下

当院に転院後，理学療法開始．BMI:23.4．併存疾

が考えられた．そのため，理学療法では起立性低

患:AF，DM，HT，アルツハイマー型認知症．服薬状

血圧の症状が強い時期は臥位や座位で自動運動・

況:ミカルディス，ビソプロロール，プロセミド，

抵抗運動を OKC 中心に行い血圧低下を 70 台までに

グリセミリド．
社会的情報:日常的に焼酎を 3 合ほ

留め，症状の軽減に伴い CKC 中心で介入し負荷量

ど飲まれていた．趣味:囲碁，写経．介護度:要介

を漸増させた．これにより，筋ポンプを利用した

護3

静脈還流量の増大により血圧が改善し起立性低血

【初期評価】(術後 38～45 日) SBP:臥位 110 台，

圧の症状の軽減を狙った．さらに，病棟ではベッ

座位 80 台，立位 60 台でめまい (+)．MMSE:17 点．

ド上や端坐位での自主訓練を提供し，Ns や CW と

ROM (Rt/Lt) :股関節屈曲 110/80，股関節外転

連携して余暇活動を提供することで離床を促し日

25/20．MMT (Rt/Lt) :股関節伸展 4/3，股関節外

中リズムの確立を図り，Dr.と相談して薬剤を調整

転 4/3，膝関節伸展 4/3．FBS:17 点．FIM:63 点．

した．

立ち上がり動作:重心が足底部に乗り切らず上肢

最終評価では，臥位から立位の血圧低下が 20mmHg

支持優位．立位保持:48 秒で気分不良 (+)．移動

まで改善し自覚症状も出なくなった．さらに左股

形態:病棟内車椅子移動．

関節屈曲 ROM や左股関節外転筋・伸展筋，左大腿

【最終評価】(術後 95～103 日) SBP:臥位 100 台，

四頭筋の MMT が改善した．そのため立ち上がり動

座位 90 台，立位 80 台でめまい (－)．MMSE:29 点．

作の改善・立位保持の安定性が増大し，トイレ動

ROM (Rt/Lt) :股関節屈曲 110/95，股関節外転

作・下衣更衣動作で立位保持が自立レベルに改善

20/20，MMT (Rt/Lt) :股関節伸展 4/4，股関節外

し，歩行形態も向上した．しかし起立性低血圧に

転 4/4，膝関節伸展 5/5．FBS:47 点．FIM:101 点．

より理学療法介入初期に積極的なアプローチが行

立ち上がり動作:体幹前傾角度が増大し上肢を使

うことが出来ず，術後 51 日から歩行器歩行訓練を

用することなく足底面へ荷重を乗せることが可能．

開始したため LTG である屋内伝い歩き自立，屋外

立位保持:2 分以上可能で気分不良 (－)．移動形

T 字杖歩行自立まで向上出来なかった．そのため，

態:病棟内歩行器歩行自立．

環境設定として福祉用具の活用・デイケアの利用

【考察】本症例の主な問題点として，左股関節屈

を勧めた．デイケアの利用により移動形態のさら

曲 ROM 制限，左股関節外転筋・伸展筋筋力低下，

なる向上が見込め LTG の達成が可能になると考え

左大腿四頭筋筋力低下が挙げられる．それにより

る．

立ち上がり動作や立位保持が困難となるため，下
衣更衣動作，移動・移乗動作に制限を与えている
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