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姫路市市民会館 

〒670-0015 姫路市総社本町 112 番地 

TEL：079-284-2800 

 

（電車の方は） 

●JR 姫路駅・山陽電車姫路駅から北東へ、徒歩 15 分 

（神姫バスの方は） 

●神姫バス待合所西のりばから 22 番[夕陽ヶ丘]行き、21 番[鹿島神  

社]行きで[市民会館前]下車。 

※車でご来館の方は最寄りの有料駐車場をご利用ください 

 



 

 

 

  

第1セッション 10:40 10:40 第5セッション

｜ ｜
（演題 1～5）60分 11:40 11:40 （演題 23～28）60分

第2セッション 13:00 13:00 第6セッション

｜ ｜
（演題 6～11）60分 14:00 14:00 （演題 29～35）60分

第3セッション 14:10 14:10 第7セッション

｜ ｜
（演題 12～17）60分 15:10 15:10 （演題 36～42）60分

第4セッション 15:20 15:20 第8セッション

｜ ｜
（演題 18～22）60分 16:20 16:20 （演題 43～48）60分

タイムテーブル

受付　　9:45

開会式　　10:30

口述発表 ポスター発表

兵庫県理学療法士連盟の活動説明　11:45～12:15

昼食　　12:15～13:00

休憩

休憩

閉会式　　16:30

後片付け　　16:40



 

  

開会の挨拶 岡田 祥弥

座 長 森本　真由美 姫路第一病院

1 転倒恐怖感を考慮してプログラムの再検討を行い歩行能力が改善した一症例

姫路第一病院 岡田　英樹

2 片脚立位能力に着目し効率的な歩行獲得を目指した症例

ツカザキ記念病院 古川　菜々美

3 脳梗塞後在宅復帰に向けて転倒予防に着目しバランスと歩行能力の改善を得た症例

井野病院 藤見　奈央

4 転倒によりADL低下した患者に対して起き上がり動作に着目した症例

井野病院 大河　昇平

5 脳梗塞を呈し,失語症,認知機能低下の影響により移乗動作獲得に難渋した症例

國富胃腸病院 吉田　朋生

兵庫県理学療法士連盟の活動説明

座 長 岩本　夏奈 広畑センチュリー病院

6 認知行動療法を取り入れることによって,早期に長距離歩行獲得に至った一症例

酒井病院 澤野　真悟

7 足部機能を見直すことで歩容改善に至った症例

酒井病院 藤浪　祐太

8 理学療法の見学を通して介護者が現状の能力を把握し，自宅復帰に至った一症例

石川病院 武田　梨央

9 臥床傾向の症例に対し,QOL向上を目指した症例

厚生病院 髙橋　亮太

10 協調性運動障害を呈した生活期症例に対してのQOL向上の為のマネジメント

酒井病院 佐伯　奏絵

11 排泄時の下衣操作獲得により意欲が向上した症例

老人保健施設　カノープス姫路 栗間　たかね

座長 赤松　洋 姫路聖マリア病院

12 疼痛と筋出力低下により歩行獲得が難渋した麻痺側大腿骨転子部骨折を呈した一症例

神野病院 石井　章貴

13 右大腿骨転子部骨折後,歩行能力向上に難渋した高齢女性の症例

広畑センチュリー病院 川端　涼香

14 左変形性膝関節症により荷重に難渋した,大腿骨転子部骨折術後の一症例

八家病院 梶　翔太

15 Pusher現象に着目し，トイレ動作の介助量軽減を目指した症例

姫路中央病院 吉田　圭佑

16 運動学習に着目したが高次脳機能障害の影響によりアプローチに難航した症例

酒井病院 萩原　綾乃

17 めまいにアプローチし自発的離床を図った症例

酒井病院 喜多　遥

プ　ロ　グ　ラ　ム

開会式 10:30～10:40

中播磨支部　　卒後教育班

第1セッション 10:40～11:40

11：45～12：15

第2セッション 13：00～14：00

第3セッション 14：10～15：10



 

  

座 長 船引　啓祐 ツカザキ病院

18 右被殻出血による高次脳機能障害，感覚障害に着目した介入により歩行獲得した一症例

入江病院 加藤　翔

19 左視床出血による感覚障害を呈し，自宅退院を目指した症例

入江病院 武中　佑莉

20 右視床梗塞,両側小脳梗塞を発症され重度体幹失調,左片麻痺を呈した症例

ツカザキ病院 長谷野　咲穂

21 TKA後患者の畑仕事及び移動手段獲得に向けて，段階的に負荷設定を実施した症例

ツカザキ病院 岡崎　也実

22 疼痛に着目した右人工膝関節全置換術後の一症例

姫路医療センター 前田　明香里

座 長 行山　頌人 姫路赤十字病院

23 立ち上がりに難渋し動作を細分化しアプローチした症例

姫路田中病院 井澤　理加

24 陥入爪が原因と考えられる歩容不良に対しセラバンドを用いて改善を目指した症例

木下病院 北浦　祥輝

25 自宅復帰に向け家族指導の重要性を学んだ症例

公立神崎総合病院 保西　孝信

26 パーキンソン病により活動量が低下し歩行動作の改善に難渋した一症例

姫路愛和病院 濵嵜　丈豪

27 歩行獲得に向けて姿勢制御に着目し理学療法を実施した症例

長久病院 三田　龍介

28 ポータブルトイレ動作獲得及び転帰に難渋した症例

書写病院 松本　彩

座 長 河井　陽介 姫路中央病院

29 左片麻痺を呈した症例に対し,立位保持に着目して介入した一例

ツカザキ病院 二木　彩菜

30 トイレ動作の獲得を目標に介入した右被殻出血による左片麻痺を呈した一症例

ツカザキ病院 山﨑　楓大

31 左片麻痺を呈した症例に対し,荷重訓練を行う事で排泄動作の介助量軽減に至った一症例

厚生病院 池田　晃希

32 代償動作の習熟によるトゥクリアランス向上によって歩行の安定性が向上した症例

広畑センチュリー病院 織田　貴大

33 異常姿勢修正と筋力向上で体幹動揺が減少しTcane見守りレベルを獲得した症例

広畑センチュリー病院 津和　恭平

34 調理動作の再獲得を目指して～自宅での活動に着目した取り組み～

広畑センチュリー病院 通所リハビリ杏の里 浪花　孝彰

35 脊椎多発圧迫骨折後のADLに着目した症例について

ハーティ訪問看護ステーションかつはら 萩原　芽生

第4セッション 15：20～16：20

第5セッション 10：40～11：40

第6セッション 13：00～14：00



 

  

座 長 上下　竜平 製鉄記念広畑病院

36 自覚的脚長差に着目し墜落性跛行の改善に至った一症例

石川病院 池村　明里

37 人工膝関節全置換術後,炎症症状の抑制に努め,早期ADL向上を目指した症例

ツカザキ病院 渡邉　ひかり

38 急性心筋梗塞(AMI)を呈し社会復帰後も運動継続を行った1症例報告

ツカザキ病院 渡辺　紗央

39 交通事故により多発外傷後，早期よりADLの向上を図った症例

ツカザキ病院 田所　心平

40 反張膝を呈する片麻痺患者に対し，歩幅に着目した介入を行い，歩容が改善した一症例

石川病院 細見　亮太

41 小脳出血により体幹,下肢の運動失調を呈し歩行獲得に難渋した症例

入江病院 水上　友海

42 足底への感覚アプローチにより歩行獲得に至った左被殻出血を呈した症例

入江病院 森　亮太

座 長 大谷　武史 石川病院

43 人工膝関節置換術患者の可動域制限に着目し歩行能力向上を認めた一症例

神野病院 佐藤　貴莉

44 患側下肢荷重量に着目し歩行能力向上を目指した症例

八家病院 森　雄人

45 右足関節底屈運動の運動学習により右MSt～TStが拡大した中心性脊髄損傷患者

姫路中央病院 内山　知咲

46 左肩関節脱臼骨折術後に挙上動作を獲得した症例～肩甲上腕リズムに着目して～

姫路中央病院 上崎　優衣

47 立脚期の骨盤帯後退・体幹前傾に着目し，長下肢装具を使用した症例

姫路中央病院 山下　美咲

48 転倒を繰り返す一症例に対し，自主練習を考案した維持期理学療法の経験

介護老人保健施設　ゆめさき 小河　翔

閉会の挨拶 有吉 智一

閉会式 16:30～16:40

中播磨支部　支部長

後片付け 16:40～

第７セッション 14：10～15：10

第８セッション 15：20～16：20



1．転倒恐怖感を考慮してプログラムの再検討を行

い歩行能力が改善した一症例 

 

岡田 英樹 

医療法人松浦会 姫路第一病院 

【はじめに】今回，左大腿骨転子部骨折により観

血的骨接合術（以下，ORIF）を施行した症例を担

当した．歩行時の転倒恐怖感を考慮してプログラ

ムの再検討を行い，歩行能力に改善が得られたた

め，考察し報告する．尚，本発表の趣旨を説明し，

本症例に同意を得た． 

【症例紹介】60歳代男性．自宅前で転倒し左大腿

骨転子部骨折を受傷，翌日 ORIFを施行．既往に先

天性小眼球があり全盲である．自宅は集合住宅の

1 階で，姉と 2 人暮らし．入院前の移動は屋内伝

い歩き自立，外出時は姉が手引き介助で歩行して

いた． 

【初期評価（術後 1 週目）】HOPE は以前と同じよ

うに歩けるようになりたい．視診・触診にて左股

関節術部に腫脹・熱感・疼痛の炎症所見を認めた．

疼痛は Numerical Rating Scale（以下，NRS）に

おいて術創部周囲に安静時 1，運動・荷重時 7 で

あった．  

【治療と経過】術後 1週目より早期の歩行獲得を

目的に立位保持練習，平行棒内歩行練習を開始し

たが，左荷重時の疼痛強く，上肢優位での歩行で

あった．術後 4週目では，徒手筋力検査（以下，

MMT，右/左）より，股関節屈曲 3⁺/3・伸展・外転

4/3．術創部周囲に荷重時 NRS4 と疼痛軽減を認め，

手引き歩行を開始した．歩行は全歩行周期を通し

て矢状面において頸部・体幹軽度屈曲位であり，

前額面において体幹右側屈，骨盤右傾斜がみられ

た．また，左 MSt〜TStにおいて体幹右側屈，骨盤

右傾斜の増強がみられ，右立脚期に介助量が増大

した．荷重量検査では，体重 50kgに対し，左下肢

最大荷重量 36kgであった．筋力低下に対しては，

歩行時の収縮様式に合わせて筋力増強運動を行っ

た．疼痛に対しては，アイシングを併用しながら，

左中殿筋の運動と柔軟性を向上させることで疼痛

軽減を図った．7 週目以降では，術創部周囲の荷

重時痛が NRS1 と軽減がみられ，左股関節周囲筋

力は MMT4 レベルと筋力向上がみられたが，左下

肢荷重量増加には至らなかった．また，再転倒へ

の恐怖感の訴えがみられた．そこで，平行棒内な

ど本症例が安心できる環境下で左下肢に荷重を促

す目的で，ステップ練習を追加し，反復して実施

した． 9週目には再転倒への恐怖感が軽減し，荷

重量検査では全荷重可能となった．左立脚期での

体幹右側屈，骨盤右傾斜が改善し，姉の手引き介

助での歩行が可能になり 10 週目には自宅退院と

なった． 

【考察】本症例は自宅復帰に際し，姉の手引き介

助による歩行能力獲得が必要であると考えた．し

かし，手引き歩行時，左立脚期において体幹右側

屈，骨盤右傾斜が強く介助量が増大し，姉の手引

き介助では歩行が困難であった．これは，左立脚

期の荷重量低下が問題点であり，この原因は左股

関節周囲の筋力低下と左股関節術創部周囲の荷重

時痛によるものと考えた．これに対しアプローチ

を行ったが，歩行能力の改善には至らなかった．

建内によると股関節術後には明らかな疼痛や筋力

低下がなくても患側に荷重が困難な場合があり，

その原因は恐怖感や術前からの健側優位での荷重

習慣のほか，股・膝関節周囲の荷重位での機能低

下および協調性低下などが多いと述べられている．

本症例においても，術部痛の軽減，股関節周囲筋

力向上はみられたが，左下肢の荷重量増加は認め

なかった．この原因として，再転倒への恐怖感が

強く，荷重位での協調性が低下していると考えた．

そこで，まず転倒恐怖感を考慮し，難易度の低い

ステップ練習を選択した．初期接地よりハンドリ

ングにより動作のタイミングを直接操作して左中

殿筋と左大殿筋の筋発揮を促し，機能的役割を意

識したステップ練習を繰り返し行って，運動学習

を促した．これにより，姿勢のアライメントや動

作のタイミングを永続性のある身体感覚として記

憶させた結果，自らの最大荷重量を認識できたた

めに左立脚期での体幹右側屈，骨盤右傾斜が改善

したことで，介助量の軽減に繋がり，姉の手引き

介助歩行が可能になったと考える． 



2．片脚立位能力に着目し効率的な歩行獲得を目指

した症例 

 

古川菜々美 

社会医療法人 三栄会 ツカザキ記念病院  

【はじめに】今回,多発性脳梗塞により歩行障害を

呈した症例を担当する機会を得た.片脚立位能力

に着目しアプローチした結果,歩行速度の改善を

認めたため報告する.尚，本症例には症例報告の趣

旨を説明し同意を得た. 

【症例紹介】60歳代男性.診断名：脳血栓症,陳旧

性多発脳梗塞.現病歴：急に力が入らなくなり数日

後当院を紹介され来院.左半卵円中心に急性期虚

血病変を認めたが,入院を拒否し他院で投薬治療

を開始.約１ヶ月後右半身の脱力を自覚し再来院.

検査にて橋梗塞と診断される.12 病日,当院回復

期病棟に入院.病前 ADL自立. 

既往歴：高度頚部脊柱管狭窄症,高血圧症 

【初期評価(13～19 病日】BRS:右上肢Ⅳ,手指Ⅳ,

下肢Ⅴ．MMT:右股関節伸展 3,外転 3,右足関節底

屈 3,体幹屈曲 4,回旋 4.感覚検査:正常.片脚立位:

右 4.2秒,左 15.8秒.10m歩行:16.6秒 28歩.歩行

速度:0.6m/s.立位荷重:右 25Kg,左 45Kg.立位姿

勢：右肩関節拳上,胸椎後弯,上部胸椎が右に凸の

側彎,右背面の胸郭突出,骨盤左側に偏位．歩行:股

関節･体幹は常に屈曲位．目線は下方を向き,右立

脚期が短く腕の振り消失. 

【理学療法及び経過】介入初期より主に殿筋群，

下腿三頭筋,体幹筋の筋力増強運動を実施.31 病

日より片膝立ち位・膝歩きを追加.53 病日よりハ

ーフストレッチポールを用いて左右への重心移

動・片脚支持・腹式呼吸を追加.61 病日より歩行

周期を意識した右下肢荷重練習,ステップ練習を

追加．39 病日より杖歩行自立,100 病日に屋内外

独歩自立にて自宅退院となった. 

【最終評価(97～98病日)】BRS:右上肢Ⅳ,手指Ⅳ,

下肢Ⅵ.MMT:右股関節外転 4,右足関節底屈 5,体幹

屈曲 5,回旋 5.片脚立位：右 37.7秒,左 48.3秒.10m

歩行：8.4秒 16歩.歩行速度：1.19m/s.立位荷重：

右 35Kg左 35Kg.歩行：歩幅拡大し体幹の前傾位改

善,目線は前方に向き,腕振り出現. 

【考察】本症例は病前の活動量が高く,元の生活に

戻るためにも効率的な歩行が必要であると考えた．

初期評価時の歩行速度は Perryらが述べている十

分な社会参加が可能な 0.8m/s を下回っていた.歩

容は,右立脚期が短縮し歩幅が狭く，体幹は常に前

傾位で腕の振りが消失していた.これらの原因と

して脊柱・胸郭のアライメント異常から体幹筋が

正常に機能せず,腹腔内圧を高めにくいことが予

測された.また,梗塞部位から,同側の体幹・骨盤・

四肢近位部の姿勢筋緊張異常を考えた.金子らは

歩行周期における 80％は片脚立位であり,片脚立

位保持のためには適切なフィードフォワード姿勢

制御や支持側の中・小殿筋，大腿筋膜張筋,大殿筋

上部線維と腸脛靭帯の受動的緊張が必要であると

述べている.したがってフィードフォワードシス

テムを賦活し片脚立位能力を高め,立脚終期を形

成することが必要であると考えた.そのために右

下肢荷重練習・ステップ練習,プラットホーム上で

の筋力増強運動を行った.鈴木らは体幹筋活動が

片脚立位時の重心動揺に関与していることを述べ,

畠山らは腹腔内圧が体幹伸展筋力を補助し,体幹

安定性を高めることを報告している.胸郭伸張・胸

椎伸展を促し,腹横筋・横隔膜などの体幹筋賦活を

図るために,ハーフストレッチポールを用いて左

右への重心移動・片脚支持・腹式呼吸を行った.荷

重練習では立脚終期を意識して右下肢を半歩後方

の位置で左下肢を挙上させた.徐々に上肢での支

持を減らし,まず静的に右下肢への荷重感覚を入

力し,その後振り出しを伴うステップ練習で動的

に右下肢への荷重感覚入力を行った.以上の治療

により,最終評価時では胸椎・胸郭が伸張されたこ

とで体幹筋が賦活され,腹腔内圧を高めることに

繋がり体幹安定性を得たことや,中殿筋・大腿筋膜

張筋などの股関節外転筋力が向上したことで,片

脚立位保持に必要な要素を獲得出来たと考える.

その結果,右立脚期が延長し歩幅増加に繋がり効

率的な歩行獲得に至った. 

  



3．脳梗塞後在宅復帰に向けて転倒予防に着目しバ

ランスと歩行能力の改善を得た症例 

 

藤見 奈央 

汐咲会 井野病院 

【はじめに】今回,アテローム血栓性脳梗塞を呈し,

立ち上がり動作と歩行時の転倒への不安を覚えて

いる症例に対し,足底感覚入力を行う事でバラン

スと歩行能力が改善し,不安感の軽減に繋げるこ

とができたので報告する.また,本症例には発表の

趣旨を説明し,同意を得ている. 

【症例紹介】60歳代女性.次女と二人暮らし.頭部

MRI にて左頭頂部に比較的新しい脳梗塞,脳腫瘍

の疑い,大脳基底核領域に古い梗塞巣あり入院.両

片麻痺.介入時,ポータブルトイレ使用許可,ベッ

ド周囲の ADLは自立.主訴は｢歩行で膝に違和感が

ある｣.不安症状の訴えは多い.入院前は日中 1 人

になる事が多く,買い物以外の家事は 1 人で行っ

ていた.日課は自宅周囲の散歩.希望は｢家事が出

来るようになりたい｣.数ヶ月前より活動量低下し

ていたと家族より情報あり. 

【初期評価】意識 :清明,Brunstrom Recovery 

Stage両上肢 V,両手指 V,両下肢 V.関節可動域,著

明な制限なし.徒手筋力検査(以下 MMT)体幹 3,下

肢(R/L)内･外腹斜筋,腰方形筋,大殿筋, 股関節内

転筋群,ハムストリングス,下腿三頭筋,前脛骨筋

3/3,小･中殿筋 3/4,高次機能障害は見受けられず.

表在･深部感覚は正常.立位荷重左側へ 3kg 偏位.

静止立位姿勢は Swayback姿勢著明.片脚立位不可.

歩行は歩幅狭小,常時軽度膝関節屈曲,前足部に重

心が乗り切らない,左立脚中期にトレンデレンブ

ルグ徴候確認 .10ｍ歩行 17 秒 26 歩 .TUG27

秒.BBS36/56点.FIM110/126点. 

【経過】初期評価時よりバイタル安定しており,新

たな神経症状も確認なく,発症 2 日目より離床し

訓練開始. 評価･訓練は問題なく,軽度ではあった

が,両片麻痺を呈し,神経筋再教育を積極的に進め,

麻痺の改善に努めた.活動量低下の情報もあり体

幹･下肢筋力運動を発症 3 日目より開始,また,荷

重･姿勢で軽度左側への偏位がみられたため右下

肢への荷重練習を開始.タオルギャザー,バランス

ディスクなどを利用した DYJOC 訓練,平行棒内で

の歩行練習.後に屋内独歩,屋外独歩練習を追加し

た. 

【最終評価】MMT 内･外腹斜筋,大殿筋,右小･中殿

筋,股関節内転筋群,ハムストリングスは 4/4.立

位荷重左右均等,10ｍ歩行 15 秒 25 歩．BBS47/56

点.TUG16秒.FIM121/126点. 

【考察】本症例は介入時,立ち上がり動作や歩行時

に転倒に対する不安が強く,独歩はできるがして

いなかった.歩行を自主的に行って行くには転倒

を予防し,安定した歩行の獲得が必要と考えた. 

生野らは歩行能力を高めるために①本人の理解を

促進する体性感覚へのアプローチ,②注意へのア

プローチ,③方向性を改善するための内的過程の

把握④課題の難易度の設定が必要であると述べて

いる.本症例は｢歩行で膝に違和感がある｣と言う

主訴があることから,歩行時に足底の触圧覚に注

意が向いておらず,膝周囲の筋収縮に注意が向い

ているのではないかと考えた.よって,足底の触圧

覚の変化へ注意を向けることができれば,荷重時

の支持性の向上が得られる可能性があると考え,

バランスディスクなどを利用し足底感覚入力を意

識したアプローチを行った．最終評価から筋力は

向上した.これは,運動単位が増加したこと,運動

プログラムの改善がみられ向上したと考えた.ま

た,荷重は左右均等を得ることができたことによ

り,バランスの安定性が向上し,動作がスムーズに

行える様になり機能的バランスが向上し歩行能力

の改善を得ることができたと考えた.今回,バラン

ス,歩行能力が改善したことで,自主的に動く機会

が増え,FIM の向上し,自宅生活への自信向上が見

られた.退院後も再び活動量が低下しないよう運

動は続ける必要がある 

  



4．転倒により ADL低下した患者に対して起き上

がり動作に着目した症例 

 

大河 昇平 

汐咲会 井野病院 

【はじめに】入院中の転倒により,ADL低下,せん

妄状態となった症例を担当した.その症例に対

し ,起き上がり動作に着目し,理学療法を行った

のでここに報告する.尚, 症例報告の主旨を説明

し同意を得ている. 

【症例紹介】90代女性.帯状疱疹の診断で入院と

なる.入院前は要介護１で長男と同居.入院中に病

室内で転倒後,絶対安静の中で誤嚥性肺炎を呈し

自宅復帰困難となった.既往歴には,左大腿骨頸部

骨折,慢性うっ血性心不全がある.本人希望が「足

をしっかりしたい」長男希望は「ポータブルトイ

レ(以下 PWC)の見守り自立」とのことであった. 

【初期評価(入院時)】認知症認め,ADL軽介助,上

肢体幹下肢筋力 MMT3～4(右＞左).FIM99/126. 

【転倒後の経過】初期評価時より,筋力増強運動,

歩行,バランス練習を行った.転倒後は心不全,誤

嚥性肺炎,せん妄症状により安静期間が 5日間あ

り, FIMの運動項目は ADL全介助まで低下した.

認知項目では問題解決、社会的交流項目にて著明

に減点となった。また JCSⅠ-2～Ⅱ-10,せん妄著

明(昼夜逆転,幻覚,人格変化),熱発,SpO2酸素吸

入 4ℓで 90%台を維持,倦怠感の持続,嘔気あ

り,MMTは筋力発揮できない状態であるため検者

主観で,体幹１(腹斜筋群),下肢 1(大臀筋,ヒラメ

筋),上肢 2(前鋸筋.僧帽筋中部・下部線維.広背

筋大胸筋.菱形筋),といった状況であった.以降

は,寝返り,起き上がり,座位保持,立ち上がり,立

位保持,移乗,トイレ動作の再獲得,せん妄改善,再

転倒予防を目標に,拘縮予防,筋力増強運動,バラ

ンス練習,前述した動作練習を実施した.転倒から

約 3週間で,意識は清明～JCSⅠ-1となる.また起

き上がり動作を除く目標動作の再獲得ができた.

起き上がり動作は on elbow以降の動作が困難と

なった.また動作時の SpO2の低下,倦怠感,嘔気は

残存している.せん妄症状はむらがある. 

【最終評価(退院前)転倒から約 1か月】 

意識清明.MMTは体幹 4(腹斜筋群 3～4),下肢 2～4

（大殿筋,ヒラメ筋 2～3）,上肢 3～4(前鋸筋.僧

帽筋中部・下部線維.広背筋大胸筋.菱形

筋).FBS29/56,FIM86/126,運動項目 61/91,認知項

目 25/35,PWC移乗 6点,トイレ動作 6点,起き上が

り動作自立.SpO2低下は改善,せん妄症状も改善

した. 

【考察】 

ご家族の介助量の軽減のために,本症例が困難で

あった起き上がり動作に着目した.せん妄や,心不

全,肺炎症状によって意識レベルの変動が著明で

介入は難渋した.本症例は転倒前後で ADL,活動量

の変化が著明であった.市橋らは「ベッド上安静状

態などがもたらす廃用症候群や加齢などによって

大脳興奮水準が低下すると、筋力低下が起こる.」

また宇高らは「せん妄は環境の関与が認知症と比

較して多い.」と述べており本症例にもこれが当て

はまると考えた.大脳興奮水準の賦活やせん妄改

善のために決まった時間に訪室し運動療法を実施

した.結果として,筋力発揮とせん妄ともに改善し

た.これは心不全症状と肺炎症状が軽減したこと

もシナジーとなったと考える.起き上がり時 on 

elbowから push upが困難な事に対しては,前鋸筋

と,それに筋連結している腹斜筋群,肩甲骨の安定

化を図る前鋸筋や僧帽筋中部・下部線維、広背筋

や大胸筋,菱形筋などの筋力増強運動を実施した.

動作練習は部分法で分散練習を行い,休息を取り

ながら練習回数を増やし,運動学習を促進した.結

果,倦怠感の訴えは少なく,起き上がり動作は自立

となり,ベッド上背臥位から PWC 動作まで見守り

で可能となった.また,転倒予防に関しては,方向

転換時の左膝折れに着目してバランス練習を実施

した.結果,退院時には病棟内のトイレを見守りで

利用することが可能となった.退院後は自宅内ト

イレや PWC の利用が考えられるが,転倒のリスク

は年齢や転倒歴から残存していると考えるため,

環境整備とサービスを用いた運動療法が必要だと

考え,考察とする. 

  



5．脳梗塞を呈し,失語症,認知機能低下の影響に

より移乗動作獲得に難渋した症例 

 

吉田 朋生 

國冨胃腸病院 リハビリテ―ション科 

【はじめに】今回,心原生脳塞栓症により右片麻

痺と失語症を呈した症例を担当した.移乗動作の

誘発が困難であったが,運動分解を図る事で移乗

動作獲得に至ったのでここに報告する. 

【症例紹介】70歳代男性.平成 30年 7月に左中

大脳動脈の起始部に心原生と思われる血栓の塞栓

を認め,t－PA静脈療法によって血栓が末梢へ移

動し,左中大脳動脈近位部の支配領域は梗塞化を

免れたが,右片麻痺と失語症の残存がみられた.療

養目的にて 8月初旬に当院を入院となる. 

【倫理的配慮・説明と同意】ヘルシンキ宣言に則

り,本人と家族の同意を得た. 

【初期評価】入院後 1週目から評価開始.全体

像：運動性の失語があり,動作指示による意思疎

通が取れない場面もあり言語理解の困難さを認め

た.Mini-Mental State Examination：7

点.Brunnstrom recovery stage：上肢,手指：Ⅳ,

下肢：Ⅲ.触診：背臥位：両手関節掌屈背屈筋亢

進.立位：両側大殿筋(右＞左),両側ハムストリン

グス亢進(右＞左).感覚：表在・深部：中等度鈍

麻.平行棒内立位：麻痺側に胸腹部が側屈,屈曲

位.骨盤後傾位.膝関節右>左で屈曲位.後方重心.

移乗動作：前傾相：アームレスト把持に介助必

要.起立相：臀部離床以降から過度な右骨盤の後

方回旋が生じ,引き込みながらの起立.回転相：方

向転換時に麻痺側右膝関節の動揺を認め,重心制

御が出来ず姿勢制御困難となり倒れるように車椅

子への着座となった. 

【理学療法経過】移乗動作獲得に向け,麻痺側機

能向上・動作理解向上を目指し訓練開始した.失

語症に対して,模倣と短文(一つの動作指示)にて

動作理解向上を図った.訓練内容としてアームレ

ストへのリーチと把持能力向上のため目標物に対

してのリーチ運動を両上肢にて実施.起立時麻痺

側下肢の引き込みによる大殿筋,ハムストリング

スの過緊張による後方重心.起立後の膝関節動揺

改善のため起立訓練による重心位置の補正.後面

筋の筋緊張抑制を目的として大腿四頭筋の筋機能

向上を考慮した体幹・下肢の協調性訓練. 

【最終評価】入院後 9週目より評価実施.全体

像：意思表示や意味ある言語の増加.動作指示へ

の軽度理解.触診：立位：両大殿筋,両ハムストリ

ングス緊張の低下.平行棒内立位：胸腹部の伸展,

左側屈し正中線に近づく.骨盤軽度前傾位.膝関節

軽度屈曲位により後方重心の軽減.移乗動作：起

立相：麻痺側下肢の引き込みの軽減.回転相：麻

痺側膝関節の動揺が減少.方向転換時,重心の前方

変位,姿勢の不安定性の軽減. 

【考察】今回,失語症,認知機能障害の影響により

移乗動作理解が,困難であったが獲得に至った.本

症例は動作時に各機能の協調性低下が著しく代償

動作による過緊張から動作遂行困難となってい

た.認知・失語の影響から機能訓練による介入は 

難しく,移乗動作に着目したリハビリテーション

を実施する事にした.複合動作でかつ流動的な移

乗動作では,動作の修正が行えず,誤動作が残存し

意図した動作を誘発できなかった.また,時間的な

協調性獲得が難しい症例であった為,移乗動作獲

得に向け動作を一つの流動的な動作ではなく分割

することで簡略化し,遂行させる必要があると考

えた.一連の動作を時系列により分解し,各工程を

正しい系列に配列できるように学習することで,

正しい動作を喚起する方法が報告されてきた.そ

こで,誤動作を防ぐため移乗動作を起立相と回転

相から着座相に分解し標的となる運動が出現しや

すい状況を設定した.更に,模倣と口頭指示を反復

強化し介入した結果,動作理解が深まり重心の補

正,前面筋の筋活動を促通,移乗動作獲得に至った

と考えた. 

【まとめ】今回,動作理解向上によって獲得に至

ることができた.しかし,高次脳機能障害に対して

知識,評価が不十分であった.その為,原因に対し

ての解釈に至らない点があった.今後は,今回の反

省を活かし,患者様の個別性に合わせ,多岐に渡り

評価・治療を行えるように取り組みたい. 



6．認知行動療法を取り入れることによって,早期

に長距離歩行獲得に至った一症例 

 

澤野真悟  

医療法人社団 みどりの会 酒井病院  

【はじめに】今回，術後痛が問題となり長距離杖

歩行困難となった左大腿骨転子部骨折を呈した症

例を担当した．運動療法に加え,認知行動療法を取

り入れ,早期に長距離杖歩行獲得に至ったため以

下に報告する.尚,本症例には発表の趣旨を説明し,

同意を得た. 

【症例紹介】80歳代女性 BMI 17.7kg/㎡ [診断

名]左大腿骨転子部骨折術後 OR-IF 施行[現病歴]

自宅和室にて転倒.当院にて左大腿骨転子部骨折

と診断.術前 ADLは自立レベル.歩行は屋外・屋内

共に独歩（極稀に杖歩行）自立. [Hope]痛みの緩

和・孫の結婚式への参加[Need]長距離杖歩行獲得  

【初期評価(術後 11〜13日目)】[疼痛検査（以下

NRS）]安静時 4〜5/10（術創部・術創部周囲）動作

時 7/10(上記同箇所)左下肢に体重を乗せてはい

けないものだとの発言あり. 左股関節内・外旋時

に収縮時痛(+)[触診]術創部・術創部周囲１cm 程

度に軽度熱感・腫脹(+) [破局的思考評価(以下

PCS)]18/52（反芻：12点 無力感：4点 拡大視：

2 点） [機能的自立度評価(以下 FIM)]78/126 

[Barthel Index(以下 BI)] 90/100 [長谷川式認知

症スケール]23/30 [徒手筋力検査(以下MMT)]左股

関節周囲筋 3〜4 膝関節周囲筋 4 足関節周囲筋

4 [6分間歩行] 190m [バランス能力評価 (以下

BBS)]36/56 [歩行観察] T字杖歩行は短距離であ

れば見守りで可能．常時体幹は軽度前傾位.両側立

脚期に股関節内転位（L＜R）．両下肢立脚終期にて

股関節伸展不足．  

【理学療法】転棟時より,自動介助での関節可動域

訓練,筋力増強運動, 軟部組織の mobilization,

動作能力に合わせた歩行練習を中心に運動療法を

実施. また認知行動療法としては,行動変容ステ

ージに応じた介入実施マニュアルの順を追って介

入.術後 18 日目より,疼痛状態・万歩計にて１日

の歩数の計測を患者自身で記録するように指導. 

【最終評価（術後 41〜43日目）】[NRS]安静・動作

時 0/10 収縮時痛(−)[触診]術創部周囲の炎症所

見(−)[PCS]2/52（反芻：2 無力感・拡大視：0点）  

[FIM]112/126 [BI]100/100 [MMT]左股関節周囲筋

4〜5 膝関節周囲筋 4〜5 足関節周囲筋 5 [6分

間歩行]270m [BBS]52/56 [歩行観察]T字杖歩行・

独歩：自立.常時体幹は前傾位.立脚期における股

関節内転位は軽減．左立脚終期にて股関節伸展の

向上. 

【考察】初期評価の時点から,歩行状態・BBSより

病棟内は歩行自体が見守り判定基準であった.し

かし,術創部痛に伴う精神的な不安感から病棟内

の移動形態は車椅子移動の状態で,身体機能レベ

ルにおける動作が汎化されていない状態であった.

平川らによると整形外科的手術後の術後痛に影響

する要因として,身体状態や運動機能要因に加え

て,不安感・恐怖感・痛みへの破局的思考といった

精神的要因も多く関与していると述べている. 本

症例は PCS にて反芻の項目が目立っていた.反芻

の項目は,術後痛との関連があるとの報告もあり,

痛みに対して過度な不安が形成されていると考え

た.そのため運動療法に加え,認知行動療法として

行動変容ステージに応じた介入実施マニュアル・

患者教育を取り入れた.  

 介入当初は、疼痛による不安感の発言が多々見

られていた.経過と共に患者自身の発言も変わり,

自己の身体状況の理解やそれによるポジティブな

発言が見られ移動形態の向上に繋がった. 行動変

容ステージに関しては,あくまで患者の意思と行

動の表現によるものであり,同時にセラピストの

主観的な評価になってしまう.そのため今回の症

例においては,患者の発言の変化に応じて移動形

態の変更を行うことで、患者自信が変化を感じ自

己効力感の向上にもつながったと考える. 

 最終評価では,歩容の大きな変動は見られなかっ

たが,PCSの軽減，精神機能面の向上により早期

に T字杖での長距離歩行獲得に繋がったと考え

る. 

  



7．足部機能を見直すことで歩容改善に至った症例 

 

藤浪 祐太 

医療法人社団みどりの会 酒井病院 

【はじめに】今回,骨盤骨折を呈した症例を担当す 

る機会を得た.再評価の結果から着目点を拡大し 

アプローチを追加したが,歩容改善に難渋したた 

め報告する.なお，症例には趣旨を十分に説明し同 

意を得た． 

【症例紹介】60歳代男性[診断名]骨盤骨折 

[現病歴]外出先で転倒し 2日後に経過観察目的で

当院へ入院.上記診断によりリハビリ開始.[既往

歴]糖尿病・糖尿病性腎症・狭心症・脊柱管狭窄症・

高血圧症[主訴]お尻が痛い[Hope]早く家に帰りた

い[Need]バランス能力向上 

【初期評価(X+11日～13日)】[Numerical rating 

scale(以下 NRS)]背臥位 NRS1・端坐位 NRS5(尾骨

付近)[運動覚]右 2/5・左 5/5[表在感覚]右足底

5/10・左 10/10[関節可動域検査(°)(以下 ROM)]股

関節伸展右 0・左 0,足関節背屈右 5・左 0[徒手筋

力検査(以下 MMT)]足関節底屈右 2+・左 2+,体幹屈

曲 3・伸展 3・右回旋 3・左 3[Berg balance scale(以

下BBS)]34/56[Functional Reach Test(以下FRT)] 

8cm[Timed Up & Go Test(以下 TUG)]17.8秒(T字

杖)[歩行観察]右立脚初期に体幹右側屈.右への方

向転換時にふらつき. 

【理学療法と経過】X+13 日より関節可動域訓練,

足底への感覚入力,膝立ちでのバランス訓練,筋力

増強訓練を行った.しかし歩容に変化認めず,X+28

日に再評価実施.両側凹足(ROM内返し右 15・左 10,

外返し右 5・左 10),両足趾筋力低下(MMT右 3・左

3),両足趾表在感覚鈍麻(右 1/10・左 4/10)を認め

た.X+29 日より足趾筋力、足趾への感覚入力,立位

バランス訓練を追加.右立脚初期の体幹右側屈は

軽減したが,右への方向転換時のふらつき,凹足は

残存.X+65 日からアンクルサポートを装着し歩行

練習実施. 

【最終評価(X+58 日～64 日)】[疼痛検査]背臥位

NRS 0・端坐位 NRS 0[運動覚]右 4/5・左 5/5[表在

感覚]右足底 10/10・左 10/10 右小趾 1/10・左

4/10[ROM]股関節伸展右 0・左 0,足関節背屈右 10・

左 5,内返し右 15・左 10,外返し右 5・左 10[MMT]

足関節底屈右 4・左 4,足趾屈曲右 4・左 4,体幹屈

曲 4・伸展 3・右回旋 4・左 4[BBS]42/56 

[FRT]20cm[TUG]16.25 秒(独歩)[歩行観察]右立脚

初期に体幹右側屈軽減.右への方向転換時にふら

つきは残存. 

【考察】本症例は初期評価から右立脚初期の体幹

右側屈,右への方向転換時のふらつきを認めた.こ

の現象に対して,両股関節伸展可動域制限と下肢

感覚機能低下に着目してアプローチを行った.し

かし歩容改善せず再評価を実施した.両側凹足,両

足趾筋力低下と両足趾表在感覚鈍麻を認めた.こ

れらは糖尿病の影響により,歩行能力低下に繋が

っていると考えた.そこで足部のアライメントへ

のアプローチを追加した.その結果,右立脚初期の

体幹右側屈は軽減した.要因としては①前足部へ

の荷重率増加②立脚後期の推進力増加③骨盤の安

定性向上が考えられる.しかし右への方向転換時

のふらつき,凹足に改善は認めなかった.長谷川ら

は凹足は保存療法が基本となるとしている.その

ため凹足改善には時間を要すると考えられる.退

院が間近であったためアンクルサポートを使用す

ることで,右への方向転換時のふらつきを軽減で

きないかと考えた.鈴木は凹足ではアーチは強固

となるため足部を矯正する必要があるとしてい

る.凹足に対してアンクルサポートを使用したこ

とで足趾屈筋群の緊張が緩和され,支持基底面を

確保することができた.また強い足趾屈筋群の筋

発揮を得られるようになり,前足部への荷重率が

増加したと考える.これらによりアンクルサポー

トを使用することで,右への方向転換時のふらつ

きは改善したと考える. 今後は患者様が装具を使

用される場合,適応した装具,装具使用のタイミン

グを判断できるようにしていきたいと思う. 

  



8．理学療法の見学を通して介護者が現状の能力を

把握し，自宅復帰に至った一症例 

 

武田梨央 

医療法人仁寿会石川病院 リハビリテーション部 

【はじめに】今回，右大腿骨遠位端骨折を呈した

症例を担当した．回復期転院当初は自宅復帰方向

であったが，偽痛風と敗血症を呈し，身体・認知

機能低下により自宅復帰は困難と予想された．し

かし，家族の協力を得ることができ，動作練習に

よる介助量軽減，自宅の環境調整により自宅退院

となったため，患者の同意を得てここに報告する． 

【症例紹介】80歳代女性．KPは遠方に住む娘．既

往歴は右人工関節単顆置換術を施行．自宅で転倒

し大腿骨遠位端骨折と診断され，10病日に他院で

観血的骨接合術を施行．29病日にリハビリ目的で

当院回復期病棟へ転院．転院前日トイレで転倒し

第 1腰椎破裂骨折を受傷． 56病日に右手関節，

左膝関節に偽痛風診断あり，同日より完全免荷．

57 病日に敗血症診断で他院へ転院．66 病日にリ

ハビリ目的で当院回復期病棟へ再転院． 69病日

より右手関節，左膝関節全荷重許可となる． 

【初期評価:67-69病日】ROM-T右膝関節屈曲 35°，

伸展 0°，右股関節屈曲 90°．MMT 股関節屈曲・

膝関節伸展 3，股関節外転 2．HDS-R15/30 点．運

動 FIM15/91点．動作全般的に腰背部痛の訴えを認

める．端座位は左上肢でベッド柵を把持し軽介助．

立ち上がりは両上肢で支持物を把持し腋窩中等度

介助．立位は両上肢で支持物を把持し腋窩軽介助．

移乗は両上肢の支持物を把持し下肢踏み替えの際

右膝折れを認め重度介助．  

【経過】66病日に再転院後，入院時のカンファレ

ンスで医師より自宅復帰は難しいとの見解であっ

た．娘は独居への復帰を望まれていたため，理学

療法介入時間を娘の来院可能な夕方にし，週 6回

程度現状を把握する機会を設けた．69病日に立ち

上がり・移乗を開始した．77病日のカンファレン

スで，移乗が中等度介助で動作全般の実用性が乏

しく，自宅復帰は困難であると判断し，82病日に

医師によるインフォームドコンセントで娘にその

旨を説明．しかし，娘が自身の同居・介助で自宅

復帰を希望した．84病日に移乗が軽介助となった．

105 病日に担当者会議で娘の自宅退院の意思は変

わらず，デイサービス，訪問リハビリテーション，

ショートステイを利用し自宅復帰することに決定．

115 病日に家屋訪問実施．ベッド周囲に L 字柵・

タッチアップを設置し，排泄はベッドサイドでポ

ータブルトイレを検討．家族の介助量軽減のため，

玄関に折り畳み式スロープの設置，敷居を解消．

病室で自宅と同条件に環境調整し，反復練習によ

る動作定着を図った．118 病日より介助指導を実

施．129病日に自宅へ退院． 

【最終評価:125 病日】ROM-T 右膝関節屈曲 75°，

伸展 0°，右股関節屈曲 95°．MMT 股関節屈曲・

膝関節伸展 4，股関節外転 3．HDS-R24/30 点．運

動 FIM54/91点．端座位は自立．立ち上がり・立位

は両上肢で支持物を把持し監視．移乗は両上肢支

持物のある環境下で監視． 

【考察】大島らによると，自宅復帰を妨げる因子

として，移動能力の確保，主介護者・認知症の有

無が重要であると述べている．本症例は入院前は

独居であり，再転院時の移動は車椅子他操，HDS-

R15点のため，自宅復帰困難と考えた．しかし，

娘は，症例は敗血症などにより，当初と比べ動作

能力低下を認めていたにも関わらず，当初からの

独居での自宅復帰の希望が強かった．そのため，

理学療法介入時間を娘の来院可能な夕方に設定

し，当初の能力と現状にギャップが生じているこ

とを把握できるように図った．その結果，娘は独

居での自宅復帰は困難であることを把握できたと

考える．また，身体機能の向上による介助量が軽

減したことに加え，娘がその経過を観察できたこ

とで，自身の介助があれば自宅復帰可能と判断で

きたと考えた．KPに対し，理学療法場面の見学

時間を継続的に設けたことにより，KPの考える

症例の機能と現状との差が是正され，介護に対す

る心理状態を前向きに促すことができた．結果，

希望であった住み慣れた自宅への復帰を達成する

ことができた． 

  



9．臥床傾向の症例に対し,QOL 向上を目指した症

例 

 

髙橋 亮太 

医療法人社団 綱島会 厚生病院 

【はじめに】今回,急性肺炎により入院され,腰痛

により ADL低下が著明な症例を担当した．興味の

ある事及び趣味を取り入れながら早期離床を促し,

歩行車を利用した歩行練習を行った．その結

果,QOL の向上が認められたためここに報告する．  

【症例紹介】80歳代小柄で円背の女性．受動的な

性格であり促すと協力的．要介護 2．2階建ての一

戸建てに独居である.近くに娘夫婦が住んでおり,

介助等には協力的である．入院前の行動範囲は自

宅１階や自宅周辺．家事は主に娘がしており,家庭

内の役割として調理補助である．Ａ病院にて急性

肺炎と診断．加療の為当院紹介入院．入院前より

腰痛が強く,わずかなギャッジアップや体動で疼

痛出現．既往歴・合併症として糖尿病,アルツハイ

マー型認知症,腰椎圧迫骨折,多発性筋炎がある．  

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い,同意を得た．  

【初期評価】HDS-R20/30．上下肢共に GMT3．

FIM41/126．腰部疼痛 NRS8/10．ベッド上動作困難.  

【経過とアプローチ】初期では腰痛が強く,ストレ

ッチなど疼痛軽減のアプローチをすると共に離床

や活動意欲向上を促した． 

【中間評価】介入より 2 週間.腰痛消失. ベッド

上動作軽介助. 移乗動作軽介助.左膝関節荷重時

痛 NRS5/10.歩行車歩行 2m可能． 

【経過とアプローチ】腰痛軽減後,平行棒内や歩行

車を利用し更なる離床や歩行能力向上を促した．

介入より約 1カ月にて歩行車を利用し 20m連続歩

行可能となった．その後,外泊を行った結果,家族

より介護老人保健施設(以下老健)入所の希望があ

った.また老健内移動手段の一つとして利用する

ため,リハビリ室まで車椅子自走を行う事で上肢

機能の向上を促した． 

【最終評価】介入より 2か月.HDS-R・ROM-ｔ・GMT

著変なし．FIM78/126．左膝関節荷重時痛 NRS3/10．

ベッド上動作や移乗動作見守り．歩行車歩行 100

ｍ以上可能．歩行中の膝関節疼痛の訴え頻度減少．

活動意欲向上．病棟でのギャッジアップ位や車椅

子座位の機会増加．車椅子自走は約 5m で疲労の

訴えがあり持続困難． 

【考察】本症例は初期評価時,自宅復帰及び自宅周

囲の活動である不整地歩行を最終目標に挙げた.

しかし，症例は入院直後腰痛のため離床できてい

ない。そのため，早期離床と並行し活動意欲向上

の為や離床時間の増加の為,病棟スタッフと連携

し,車椅子座位にて,興味を持った塗り絵や趣味で

ある詩吟(読書)をする時間を設け作業活動を促し

た。腰痛消失後，歩行車歩行を促した。歩行開始

時は，屋内の歩行であり，歩行距離も短い.介入よ

り 1か月にて 20m歩行可能と歩行距離の延長がみ

られたが，自宅復帰には実用的でハイ。そのため， 

本症例の興味のある観葉植物や花を目的地とした

歩行練習へと変更した。それにより，目標行動の

明確化，風景や音といった刺激の強化が取り入れ

られ更なる歩行距離の延長につながったと考える.

症例は介入より約 2 ヶ月後当院退院,老健へ入所

となった.老健内では午後から塗り絵や計算問題

等を行う等,活動性高く過ごされている.しかし，

移動手段は車椅子自走を選択している．当老健に

て主な移動手段を歩行として生活する場合,約 70

ｍ連続歩行する必要がある.最終評価時歩行車歩

行において,100m 連続歩行が可能ながらも見守り

や声掛けが必要といった介助者が必要であった。

また、当老健では,1日に 8回連続歩行の機会があ

り,歩行距離延長に意識を取られ実施回数等実用

性を考慮できていなかった。また,急な入所であり

情報収取や老健スタッフとの連携が不十分であっ

た為実用性の高い車椅子移動になったと考える. 

【まとめ】今回,臥床傾向にある症例に対し,離床

と活動意欲の向上を目指した．しかし,情報収集し

環境に合わせた治療を進めることで,より実用性

の高い治療が出来る症例を経験する事が出来た. 

  



10．協調性運動障害を呈した生活期症例に対して

の QOL向上の為のマネジメント 

 

佐伯 奏絵 

医療社団法人みどりの会 酒井病院 

リハビリ特化型デイサービス     

【はじめに】今回，脳幹出血により右片麻痺，協

調運動障害を呈し，発症から 3年以上経過した症

例をデイサービスで担当した．また本症例には発

表の趣旨を説明し同意を得た． 

【症例紹介】90 歳代男性．要介護１．平成 27 年

11月に脳幹（橋）出血発症し，回復期病院に 3か

月入院．4 か月目に当施設の利用を開始．環境因

子として自宅玄関に 3段の段差があり，自宅前に

は傾斜があり，交通量の多い道路がある．奥様と

2 人暮らしをしており，近隣に次男家族が住む．

個人因子として努力家で自信家なため運動量や運

動方法に専門的な指導が必要．主訴は「（歩行時に）

右膝に力が入れにくい．」HOPE は「春に山へ花見

（ハイキング）をしに行きたい．」 

【初期評価】歩行時麻痺側立脚初期から中期にか

け足底外側接地見られた．Timed Up and Go（以下

TUG）は 15.47秒．Brunnstrom stageは右上肢Ⅴ，

下肢Ⅴ，手指Ⅳ．表在感覚は軽度鈍麻（4/5），深

部感覚は重度鈍麻（1/5）．徒手筋力検査（以下 MMT）

右下肢 2+~3．足趾屈伸運動検査は右 8 回，左 11

回．ロンベルグ徴候は陽性．Foot-pat test３点．

片脚立位時間は開眼時には右3.25秒，左6.34秒，

閉眼時は左右ともに 0秒． 

【理学療法】個別機能訓練では深部感覚促通練習，

協調運動練習を実施．自主練習では足関節・足趾

屈伸運動・ストレッチを実施． 

【最終評価】歩行時麻痺側立脚初期から中期にか

け足底外側接地残存．TUGは 13.38秒．MMTは右下

肢 3．足趾屈伸運動検査は右 11 回，左 16 回．表

在感覚は軽度鈍麻（4/5），深部感覚は中等度鈍麻

（3/5）．片脚立位時間は開眼時には右 4.19秒，左

7.59 秒，閉眼時は右１.19秒，左 2.29秒． 

【考察】今回，脳出血から 3年が経過した症例に

対し，趣味であるハイキングの再獲得を目標とし

たが，本症例は歩行時に足趾機能低下，深部感覚

低下による協調運動障害が原因と考えられる麻痺

側立脚期での足底外側接地が見られ，不整地に適

応した歩行が困難であった．その為，不整地では

不安定な歩行となり，斜面などの不整地歩行が困

難な状態であると判断し，意欲低下を招かないよ

う，希望を踏まえた上でハイキングに必要な要素

を含んだ屋外歩行を目標に再設定した． 

目標である屋外歩行を阻害している心身機能レ

ベルの原因として，足趾機能低下や深部感覚低下

による協調運動障害が考えられ，環境因子では自

宅周辺に傾斜が多いことも影響していると考える． 

生活期では個別の機能訓練介入時間が十分に確

保することが難しい為，本症例の個人因子も踏ま

え，個別訓練以外での自主練習を有効に利用し，

個別訓練と自主訓練を組み合わせた関わりが必要

であると考えた．個別訓練では PT からのリアル

タイムでのフィードバック，指導が必要な協調運

動障害へのアプローチや，足趾運動を中心に実施

した．自宅では比較的リスクを伴わず，簡易的に

行う事の出来る足関節・足趾屈伸運動やストレッ

チ等を指導した．  

理学療法の結果，歩容には大きな変化は見られ

なかったが，初期評価時足趾屈伸運動検査は，右

8回，左 11回だったものが最終評価では右 11回，

左 16 回と改善が見られた．初期評価時深部感覚

は重度鈍麻（1/5）だったものが最終評価では中等

度鈍麻（3/5）と改善が見られた．長谷らは，足趾

屈伸運動を行うことでバランス保持能力の向上，

荷重の受け継ぎ，歩幅の調整や重心コントロール

が容易になる為，転倒予防に繋がるとしており，

足趾機能改善が歩行の安定に寄与すると考える．

また，深部感覚は発症後 6ヶ月を過ぎてからも自

然回復が見込め，リハビリ諸介入による効果も期

待できるとしており，今後も適切な感覚入力，フ

ィードバック等による成果は期待できると考える． 

本症例においては，希望と身体機能間での乖離が

見られた為，目標の再設定，個別訓練と自主訓練

の効果的な組み合わせに重点を置きマネジメント

を行った． 



11.排泄時の下衣操作獲得により意欲が向上した症

例 

 

栗間 たかね 

医療法人仁寿会 老人保健施設 カノープス姫路 

【はじめに】排泄時の下衣操作獲得により意欲向上

が図れ,趣味活動の再開や活動範囲が拡大し,新た

な目標を持てた症例を担当した.意欲の変化や施設

生活の工夫を踏まえ,利用者の同意を得て報告する. 

【症例紹介】70歳代男性,診断名は右脳梗塞,片麻

痺機能検査は上肢Ⅳ,手指Ⅳ,下肢Ⅴであった.認知

機能に問題はなく,軽度の注意障害はあるが施設生

活に支障はなかった.著明な関節可動域制限はなく,

起居動作は支持物があれば自立しており,移動は車

椅子を使用していた.病前は趣味活動としてカラオ

ケや習字をしていた. 

【初期評価】全体像としてネガティブな発言が多

く,趣味活動に対する意欲が希薄であり,居室にいる

ことが多かった.また,他者との交流が少なく,笑顔

が乏しかった.希望として,歩いてトイレに行きたい

という思いはあったがリハビリに対して消極的であ

った.排泄時,尿便意ははっきりしていたが,パット

修正と下衣の上げ下げに転倒リスクを認め,介助を

要していた.施設内移動は居室階のみ自立とした. 

【経過】入所 1週目,排泄時の安定した下衣操作を

獲得するために筋力賦活運動,立位保持練習,下衣操

作練習,ステップ練習,歩行練習を行ったが,受動的

であった.身体機能の賦活や活動範囲拡大を目的に

車椅子駆動練習を行い,施設内移動を全て自立とし

たことで新聞や雑誌読み,テレビ鑑賞ができて嬉し

いと発言を認めたが,積極的にテレビや雑誌を見る

ために施設内を移動することはなかった.また,介護

士から趣味活動への参加の促しがあっても参加する

ことはなかった.生活場面では,他者との交流が少な

く,表情の変化が乏しかった.2週目,立位が安定し,

下衣操作を見守りに変更したが,パット修正に対す

る認識が乏しく,失禁を認めたため,パット修正の声

掛けを介護士からも行った.楽しみや他者との交流

機会を作るために,居室にレクリエーションの予定

が記載されたカレンダーを貼ることで趣味活動への

認識を高めながら,介護士から声掛けを行うことで

趣味活動を開始した.3週目,自身で安全に下衣操作

が行えるようになったことで,下衣操作を自立に変

更したが,パット修正に対する認識は依然として乏

しく,失禁が続いていた.趣味活動はカレンダーを確

認することで,介護士からの声掛けがなくても参加

することができ,他者との交流機会が増えた.また,

生活場面においても笑顔が増えて表情が豊かになっ

た.自主トレーニングを開始したが,疲れる等の発言

やセラピストからの時間連絡が必要であった.4～5

週目,趣味活動の曜日を把握する等,参加意欲が向上

した.趣味活動時間以外も他者と積極的に交流する

ようになった.自主トレーニングも頑張りたいと意

欲的な発言が多くなった.パット修正に対する意識

付けを継続して行ったことでパット修正が自身でで

きるようになり失禁を認めなくなった. 

【最終評価】全体像として自発的であり,意欲的に

趣味活動に取り組む様になった.また,他者との交流

が増えたことで笑顔が多くなった.希望として,病前

よく行っていたお寿司屋に甥と一緒に食べに行きた

いという目標ができ,リハビリに積極的に取り組む

様になった.排泄時のパット修正と下衣操作は自立

となった.施設内移動は居室階以外を含めて全て自

立となった.  

【考察】本症例は右脳梗塞による影響で一時的に排

泄時の下衣操作に介助を要し,意欲低下を認めてい

た.排泄時の下衣操作獲得により意欲向上を促し,そ

の人らしい生活を取り戻す必要があると考えた.林

らは,慢性期では排泄動作が生活意欲の向上に関連

するとしている.本症例においても,介護士と連携

し,早期に排泄時の下衣操作獲得を図ったことが意

欲向上に繋がり,その意欲向上から趣味活動と活動

範囲拡大,交流機会の増加といった良い循環を作る

ことができ,その人らしい生活を取り戻すきっかけ

になったと考える.また,意欲向上を図れたことで自

発的な行動が増え,病前よく行っていたお寿司屋に

甥と一緒に食べに行きたいという目標を持つことが

できたと考える. 

 



12．疼痛と筋出力低下により歩行獲得が難渋した

麻痺側大腿骨転子部骨折を呈した一症例 

 

石井 章貴 

医療法人仁和会 神野病院 

【はじめに】今回,脳梗塞による片麻痺の後遺症 

があり右大腿骨転子部骨折を呈した症例を担当し

た.疼痛と筋緊張の亢進による筋出力の低下の為,

歩行獲得に難渋した.これに対して考察する機会

を得たので報告する.尚,本症例にはヘルシンキ宣

言に基づいて説明を行い,同意を得た. 

【症例紹介】60歳代男性.診断名:右大腿骨転子部

骨折.Evans 分類:TypeⅠGroupⅡ.既往歴に脳梗塞

(約 10 年前,右痙性麻痺).墓参り時に坂道で転倒

受傷し,当院で右γネイル施行.翌日より理学療法

開始.術後 1 週目は患側下肢免荷,2 週目より荷重

開始し,回復期病棟へ転棟.術前は独歩,ADL自立. 

【初期評価(術後 2 週目)】BRS:右上肢Ⅲ手指Ⅲ下

肢Ⅳ.疼痛:安静時右大腿四頭筋,大腿筋膜張筋,内

転筋群 NRS5,荷重時右大腿四頭筋,大腿筋膜張筋,

内転筋群,殿筋群 NRS8.関節可動域:他動にて右股

関節屈曲 95°外転 15°内転 10°内旋 20°.筋緊

張:右大腿四頭筋,内転筋群,大腿筋膜張筋,ハムス

トリングス MAS2.筋力(右/左) :MMT 股関節屈曲

3/5,伸展 2/4 外転 2/5,膝関節伸展 2/5,足関節背

屈 2/5,底屈 2/5.伸張反射:左右差なし.感覚:左右

正常.歩行:平行棒内歩行.最大介助.左上肢支持優

位で左前方重心.右遊脚期は Isw が行えず下肢振

り出しの介助を要する.右 IC は股関節内旋位,膝

関節軽度屈曲位,足関節底屈内反位で接地し Mst

～Tst は右大腿部の荷重時痛強く膝折れ出現する. 

【治療経過】安静時から右股関節周囲筋の筋緊張

が亢進し,下肢筋出力低下と荷重時痛の為,右

Mst~Tst で膝折れがみられた.筋出力低下の原因

と考えられる筋緊張の亢進に対して,筋緊張の低

下を目的にリラクゼーション,右立脚期の膝折れ

に対して大腿四頭筋中心に筋力強化を実施. NRS8

の時期では OKC,DYJOC,右下肢の疼痛に応じて荷

重練習を実施.3 週目で NRS5 と軽減し右下肢ステ

ップ練習を実施.術後 4 週目で疼痛なく右下肢全

体重の 5 分の 4 まで荷重可能となり,平行棒内歩

行軽介助となる.5週目で NRS1と軽減し,左下肢ス

テップ練習を実施.術後 6 週目で右下肢全荷重可

能,右膝関節安定性向上し T 杖歩行監視可能とな

る. 

【最終評価(術後 6週目)】疼痛:安静時 NRS0,動作

時右大腿四頭筋 NRS1.筋緊張:右大腿四頭筋,内転

筋群,MAS0～1.筋力(右のみ): MMT 股関節屈曲 5,

伸展 3,外転 4,内転 4,膝関節伸展 5. 10m 歩行 17

秒 61.TUG:26 秒 36.歩行:右 AFO 装着し T 杖歩行.

監視.右クリアランス安定し右 IC は膝関節伸展位

で踵接地.右 Mst～Tstは膝折れなく安定する.  

【考察】今回,右 Mst～Tstの膝折れの原因とし

て,疼痛と筋緊張の亢進による膝関節伸展筋出力

の低下を挙げた.池田らは,疼痛の強い時期では関

節や筋の動きといった体性感覚への注意を向ける

ことが困難であり,関節位置覚の誤差が大きいと

述べている.症例は疼痛への不安が強く,防御性収

縮出現により筋緊張が亢進し関節位置や筋出力を

認識出来ていないと考えた. 動作前のリラクゼー

ションを行い,筋緊張の低下を得てから疼痛に応

じてステップ練習を実施し動的な筋発揮の学習を

図った.市橋らは安静時から股関節屈筋や内転筋

の過緊張があるケースでは,可能な限り患肢のリ

ラクゼーションを図ると述べている.またステッ

プ練習等の CKCでは筋紡錘からの感覚入力を通し

て筋発揮の学習を促し,筋協調性の向上が期待出

来るとの報告がある.介入の結果,右膝関節伸展筋

出力が向上し,最終評価で右 Mst～Tstの膝折れが

減少した.骨折部の骨・軟部組織の形成により疼

痛が緩和し,筋紡錘を通しての体性感覚へ注意が

向き,関節位置の認識が可能となった.また筋緊張

が低下したことで右大腿四頭筋の筋発揮が可能と

なり,筋出力が向上.その結果,ステップ練習によ

り動作時の関節の動きに適切な右大腿四頭筋の筋

発揮の学習を促せたと考える. 

  



13．右大腿骨転子部骨折後,歩行能力向上に難渋し

た高齢女性の症例 

 

川端 涼香 

広畑センチュリー病院 回復期病棟 

【はじめに】 

右大腿骨転子部骨折後,歩行能力向上に難渋した

90 代女性の症例を担当した.尚発表にあたり本症

例の同意を得た. 

【症例紹介】 

90 代女性,独居,診断名:右大腿骨転子部骨折.既

往歴:両膝 OA.現病歴:転倒 5 日目に右 longγnail

施行,術後 4週目に当院転院. 

【初期評価(術後 4週)】 

Ely test:+/-,ROM:股関節伸展 5°/10°,膝関節伸

展-5°/-5°.MMT:股関節屈曲 3/4,伸展 2/3,屈曲

外転 3/3,外転 2/3,膝関節伸展 4/4,FTA:185°

/195°.FBS:28点,MMSE:25点.※pick up歩行器軽

介助.TUG:1 分 17 秒,10m 歩行:40 秒,歩容:腰椎前

弯増強,右骨盤前傾位.右立脚期 T-sign.右 MSt～

TSt股関節内旋. 

【目標】 

短期:近位見守り歩行車歩行,長期:屋内歩行車歩

行自立,最終:歩行車で喫茶店へ行く(1km) 

【経過】 

術後 4 週の問題点は,①右骨盤前傾位②右 T-

sign③右 MSt～TSt 股関節内旋である.①は右大腿

直筋の短縮と考え Static stretchを実施した.短

縮が軽度改善したことにより骨盤のアライメント

が改善した.そのため,歩行時に大殿筋が働きやす

くなり術後 13 週で右骨盤軽度前傾位となった.②

は,右中殿筋筋力低下と考える.中殿筋が急激な衝

撃を吸収し遠心性に反応することを目的に,術後

5 週から片脚立位保持を反復し,右単脚支持性拡

大を図った.術後 8 週から右 MSt～TStの部分練習

を開始した.しかし,術後 13週で右 T-signは残存

した.また,右立脚側に代償的な体幹の側屈が残存

する.この代償を補うため術後 6 週から歩行車歩

行練習を開始し,術後 13 週で屋内歩行自立に至っ

た.③は右大腿筋膜張筋の筋スパズムにより右股

関節内旋が生じると考える.そのため,術後 4 週か

ら Static stretch を行った.結果術後 13 週で右

股関節内旋は軽減した. 

【最終評価(術後 13週)】※変化,追加評価のみ 

ROM:股関節伸展 15°/15° ,膝関節伸展 0°

/0°.MMT:股関節屈曲 4/4,伸展 2/4,屈曲外転 4/5,

外転 3/4, FTA:(L)190°,FBS:42点,MMSE:23点.※

歩行車歩行(屋内自立),TUG(院内歩行車自立):23

秒,10m 歩行(歩行車):18 秒,6 分間歩行:120m,歩

容:腰椎前弯軽減,右骨盤軽度前傾位.右 T-sign.

右 MSt～TSt股関節軽度内旋. 

【考察】 

今回の症例は屋内歩行車歩行自立まで獲得した

が,屋外歩行車歩行自立には至らなかった.難渋し

た要因は,①を嶋田らは矢状面の骨盤傾斜は股関

節包,股関節屈筋,伸筋が生ずる他動的,自動的な

力の総和により起こると述べている.股関節伸筋

の筋力低下が残存により股関節屈筋が優位に働き

①となったと考える.②を井野らは内反アライメ

ントにより股関節は外転位になるため,中殿筋の

起始と停止の距離が短縮し張力発生の効率が低下

すると述べている.本症例は内反膝のため,中殿筋

が働きにくい状態であったと考える.③を松木ら

は,股関節回旋肢位別の股関節外転最大張力は,中

間位が最も大きな張力を示す.歩行時の股関節内

旋作用が軽減したが,中殿筋筋力低下により右大

腿筋膜張筋の作用を使うのはやむを得ない事とな

り,股関節内旋が残存した.今回の症例は,90 代と

高齢で入院時からの歩行能力を獲得するための能

力が低く,認知機能低下により術後の歩行能力獲

得が遅延し目標到達に至らなかったと考える. 

【まとめ】 

今回の症例の反省点として,治療法の着眼点が筋

力と歩容のみであった.屋内歩行車歩行自立にす

るには,長距離歩行をするための筋持久力や遊脚

期で股関節を伸展位から屈曲位に振り出す推進力,

歩行に影響を与える動的バランス能力などに着目

した治療を行う必要があったと考える.今後 1 つ

の疾患に留まらないよう視点を広げた治療法を行

っていきたい. 



14．左変形性膝関節症により荷重に難渋した,大腿

骨転子部骨折術後の一症例 

 

梶 翔太 

医療法人ひまわり会 八家病院 

【はじめに】今回,左大腿骨転子部骨折を受傷し,

既往の左変形性膝関節症(以下膝 OA)により,左下

肢荷重に難渋した症例を担当した.杖歩行獲得に

至った為,報告する.尚,本症例には発表の趣旨を

説明したうえ了承を得た. 

【症例紹介】80歳代女性.自転車で転倒し,左大腿

骨転子部骨折を受傷した.γ—nail 施行後,29 日目

に当院へ転院. 

【初期評価】関節可動域測定(以下 ROM-t:左/右):

股関節伸展 0°/0°,膝関節伸展-5°/-10°.徒手

筋力テスト(以下 MMT:左/右):股関節伸展 2+/3,外

転 3-/3,膝関節伸展 3+/4.疼痛検査：左術創部に圧

痛あり .Numeric Rating Scale(以下 NRS)2～

4.Berg Balance Scale（以下 BBS）41点.立位荷重

量：左 25 ㎏/右 35㎏.左下肢最大荷重量 40㎏.立

位姿勢:体幹左側屈,左股関節軽度外転位,両膝軽

度内反位.歩行器歩行:左立脚期で左股関節外転位

接地,体幹左側屈が増大する.左立脚期の短縮を認

める. 大腿脛骨角:左 185°/右 180°. 

【経過】介入当初から左下肢荷重量低下が著明で

あった.原因として今回受傷した左大腿骨転子部

骨折術後の侵襲による左股関節周囲の筋力低下を

考え,主に大殿筋・中殿筋・小殿筋の筋力増強運動,

左下肢荷重,ステップ練習を実施した.しかし歩行

時の左下肢荷重量増加は認めなかった.そこで改

めて体幹・股関節周囲筋の機能を再評価し,3週目

時点では ROM-t：股関節伸展 5°/5°,MMT：股関節

伸展 3+/3+,外転 4/4へと身体機能の向上を認めた. 

BBS では前方リーチ項目が 2 点から 4 点へと向上

を認めた.更に Kneeling での体幹動揺も減少した.

しかし疼痛検査では左術創部の疼痛は消失したが,

左下肢荷重時に NRS4 の左鵞足部痛の訴えが増加

し,鵞足疼痛誘発テストでは左半腱様筋が陽性,両

膝蓋骨の上下左右への可動性低下・左下腿の回旋

の可動性低下を認めた.以上の結果より,既往の膝

OA が荷重量低下に影響していると考え,左鵞足痛

を問題点として考えた.治療として,半腱様筋に対

して反回抑制を利用したストレッチング及び,滑

走運動,左膝蓋骨のモビライゼーション,脛骨大腿

関節の徒手的関節運動,体重計・鏡を用いた左足部

内側荷重を意識したステップ練習,左股関節内外

転・膝関節内外反正中位保持を意識したアライメ

ント修正を追加した.その後,左下肢荷重量は増加

し,杖歩行獲得に至った. 

【最終評価】変化項目のみ記載.疼痛検査:左下肢

荷重時左鵞足部痛 NRS2.鵞足疼痛誘発テスト:左

半腱様筋:陽性.BBS49 点.立位荷重量:左 28 ㎏/右

30 ㎏.左下肢最大荷重量 50 ㎏.立位姿勢：体幹左

側屈,左股関節外転位軽減を認める.杖歩行:左立

脚期で左股関節外転位,体幹側屈位は減少し,左立

脚期延長を認めた. 

【考察】本症例は左下肢荷重量低下を来してい

た.当初,股関節周囲筋の筋力低下に着目しアプロ

ーチを行った.結果,筋力向上を認めたが,左下肢

荷重量増加は認めなかった.その後,次第に左鵞足

部痛が増加した為,これを荷重量低下の原因と考

え,膝関節に着目し,再評価を行い,治療内容を修

正した.鵞足部痛の原因として,下腿の回旋・膝蓋

骨の可動性低下・荷重時に大腿骨が内側移動する

ことで,半腱様筋に伸張ストレスが生じた結果の

滑走不全と考え,膝関節への直接的なアプローチ

を行った.又飯田氏は膝関節よりも上位の体幹・

骨盤・足部の位置を動かすことで,膝関節内反を

軽減することを提示している.そこで膝関節に対

して体幹・骨盤・両下肢の関節運動連鎖を考慮し

たアライメント修正で,間接的に膝関節へアプロ

ーチした結果,荷重時の鵞足部痛の軽減を認め,左

下肢荷重量増加に繋がり,杖歩行獲得に至ったと

考える.当初の股関節へのアプローチでは問題点

に対して改善を認めず治療進行に難渋したが,3

週目時点から膝関節に視点を切り替えたことが,

今回の問題点改善の手がかりとなったと考える. 

  



15．Pusher現象に着目し，トイレ動作の介助量軽

減を目指した症例  

 

吉田圭佑 

姫路中央病院 リハビリテーション科 

【はじめに】Pusher現象に着目し介入したことで，

トイレ動作の介助量軽減に至ったため，ここに報

告する．尚，本症例及び家族には発表の趣旨を説

明し同意を得た． 

【症例紹介】心原性脳塞栓症(左放線冠・視床・頭

頂葉領域)を発症し，右片麻痺を呈した 80 歳代後

半の女性．不穏状態があり，指示理解困難な場合

がある． 

【初期評価（25 病日目）】Brunstrome recovery 

stage(以下：BRS)は右上下肢 StageⅡであり，粗大

筋力は麻痺側下肢 1 レベル。立位時の麻痺側殿筋

群・ハムストリングス・大腿四頭筋・股関節内転

筋群の筋緊張は消失．感覚検査では右下肢の表在・

深 部 感覚 の 重度 鈍 麻を 認 め， scale  for 

contraversive pushing(以下：SCP)の合計点は

3.25/6 点であった．Functional independence 

measure(以下：FIM)は 21/126点であった．認知機

能検査は指示理解が難しく検査困難で，失語の種

類はジャルゴンである．トイレ動作は車椅子から

非麻痺側方向の便座への移乗の際に，麻痺側への

押し返しにより，便座への方向転換が困難なため，

2 人介助．下衣着脱時の立位では麻痺側への傾斜

が強く，立位保持に 2人介助を要した． 

【理学療法経過】25病日目に回復期病棟へ転棟と

なる．座位保持は見守りで可能であるが，立位で

は恐怖心により，Pusher現象が増強するため，鏡

への注視が難しく，視覚的フィードバックが困難

であった．そのため，長下肢装具(以下：KAFO)を

使用し，非麻痺側のセラピストへもたれる様に促

し，正中位での立位保持を実施した．37病日目か

ら恐怖心が軽減され，鏡への注視が可能となった

為，視覚的フィードバックを用いた立位訓練を実

施した．59病日目には平行棒把持にて，装具なし

で立位保持が可能となったが，移乗時の Pusher現

象は残存していた為，60病日目から端座位での非

麻痺側へのいざり動作・KAFO使用下での歩行訓練

の中で非麻痺側下肢を軸に方向転換動作を実施し

た．また，平行棒内での立位は安定したが，トイ

レ動作の立位時に Pusher 現象が残存していた為，

平行棒内以外の環境下でも立位訓練を開始した． 

【最終評価（79病日目）】BRSは右上肢 StageⅡ・

右下肢 StageⅢであり，粗大筋力は麻痺側下肢 3

レベル。立位時の麻痺側殿筋群・ハムストリング

ス・大腿四頭筋・股関節内転筋群の筋緊張に改善

を認めた．感覚検査は右下肢の表在・深部感覚は

軽度鈍麻，SCP の合計点は 1/6 点と改善が見られ

た．FIMは 31/126点であった．トイレ動作は非麻

痺側方向の便座への移乗では麻痺側への押し返し

が減少し，便座への方向転換が 1 人介助で可能と

なった．立位保持も手すり把持にて見守りで可能

となった． 

【考察】初期評価時のトイレ動作は移乗・立位時

に Pusher現象が出現し，2人介助が必要であった．

Broetzは Pushingを伴う脳卒中例に対し，視覚的

フィードバックを用いた介入をしたところ，4 週

間後の SCP に改善が見られたと報告している．ま

た，東らは感覚入力を増やすことで体軸形成が促

され，それに伴い Pusher現象は消失していくもの

と述べている．この事から鏡を使用した視覚的フ

ィードバック・麻痺側下肢への感覚入力を促すこ

とで，垂直認識を促した．また，感覚障害の軽減

や麻痺側股関節・膝関節周囲筋の筋出力増加によ

り，麻痺側下肢の支持性が向上した事，実際にト

イレ内での立位訓練も取り入れた事で,下衣着脱

時の立位保持が手すり把持にて安定したと考える． 

加えて KAFO使用下での方向転換動作や端座位で

の非麻痺側へのいざり動作を実施することで,動

作の中での非麻痺側への重心移動を促した．これ

らにより，非麻痺側への移乗動作時の Pusher現

象が軽減し，便座への移乗動作時の方向転換に協

力が得られるようになった．以上の事から,トイ

レ動作が 1人介助で可能となり,介助量の軽減に

至ったと考える． 

  



16．運動学習に着目したが高次脳機能障害の影響

によりアプローチに難航した症例 

 

萩原 綾乃 

医療法人社団 みどりの会 酒井病院 

【はじめに】アテローム血栓症脳梗塞により高次

脳機能障害を呈した患者様を担当した．基本的動

作能力や日常生活動作能力は高いが，自宅を想定

した動作の評価を行ったところ，床上動作に動作

の統一性がなく動作時の転倒リスク・膝痛誘発を

認めたため，運動学習に着目してアプローチを行

ったが，高次脳機能障害により動作の改善に難航

した．発表の趣旨を説明し,了承を得た.【症例紹

介】70 歳代女性．会話が成立しないと緊急入院．

アテローム血栓症脳梗塞と診断． 

【他部門情報】言語聴覚士：理解は単語レベルで

も曖昧．表出は喚語困難，語性錯誤あり，保続出

現． 

作業療法士：観念運動失行あり，口頭指示での理

解，正確な模倣は困難で運動保続出現，注意の持

続・切替困難． 

【初期評価】全体像：失語の影響強く，コミュニ

ケーション不良．何に対しても恐怖心強く，運動

への意欲低下．理学療法での理解できない動作練

習に対する拒否あり．基本的動作能力：全て自立

Functional Independence Measure（以下：FIM）：

94点 

家屋評価：家族から自宅環境の写真提供あり，環

境の導線の確認．家族から普段居間にある座椅子

を長時間使用していると情報あり． 

動作観察：床上動作時に動作のパターンが統一し

ておらず，動作指導するも修正困難．疲労感・恐

怖心強く，左膝の疼痛を誘発している． 

【理学療法及び経過】プラットホーム上で床上動

作練習開始．運動学習として動作中・動作後に単

語レベルの言葉で模倣と共にフィードバックを実

施したが修正困難．家屋環境と類似した環境下で

の動作練習では，類似した環境である事の理解困

難，動作への恐怖心増強，動作練習への拒否出現，

動作改善へと至らなかった．そこで，自宅復帰に

あたり，自宅環境を見直し環境設定を行った． 

【最終評価】全体像：簡単な会話は，コミュニケ

ーション良好．動作の指示理解良好となり，恐怖

心軽減．運動への意欲低下残存．FIM：102点 

動作観察：床上動作は著変ないが自宅環境下であ

れば座椅子の着座，立ち上がり動作は自立レベル． 

【考察】本症例は，病前より日中は居室で過ごす

事が多く，自宅復帰にあたり床上動作が必要であ

った．動作の統一性を図る為，運動学習に着目し

てアプローチを行った．嘉戸らは，運動学習では，

連合段階で適切なフィードバックを選択してフォ

ームやタイミングの修正を行う事が重要であると

述べている．本症例に対して指示は入りやすいよ

うに単語レベルの言葉で行い，より理解しやすい

ように口頭指示と共に動作の模倣を実施したが，

指示理解困難の為，修正困難であった．また，正

の転移を促す為，家屋環境と類似した環境下での

動作練習を行ったが，家屋環境と類似した環境で

あることの理解ができず，さらに動作の難易度設

定を行わずに動作練習を行ったため，動作への恐

怖心が増強してしまい，動作練習への拒否が出現，

動作改善へと至らなかった． 

森岡らは理学療法において，対象者の快情動を

引き起こすために，報酬の設定および課題の難易

度に留意する必要がある，また目標が高過ぎれば

負が強化されると述べている．今回の運動学習を

利用したアプローチで動作改善に至らなかった原

因として，高次脳機能障害のレベルに合わせた課

題の難易度で，動作練習を行えなかったことが挙

げられる．その為，入院初期の言語障害重度の段

階では，早期から動作練習を積極的に行うのでは

なく，言語聴覚士の介入を増やし，症状改善とと

もに理学療法士の介入を増やしていき段階的に動

作練習の難易度を上げていくことが，本症例にあ

った介入であったのではないかと考える． 

今回動作のパターン化に至らなかった為，自宅環

境を見直し，環境設定を行い自宅退院となった． 

  



17．めまいにアプローチし自発的離床を図った症例 

 

喜多 遥 

医療法人社団みどりの会 酒井病院  

【はじめに】今回誤嚥性肺炎後の廃用症候群を呈し

た症例を担当した．離床することを目標にリハビリ

を行ったが継続するめまいに難渋したためアプロー

チし，めまいの出現を軽減させることができたため

報告する．今回の発表に関しては,患者様と家族様に

説明し同意を頂いています． 

【症例紹介】80歳代男性．[診断名]誤嚥性肺炎後の

廃用症候群．[現病歴]誤嚥性肺炎を発症し他院にて

治療，軽快後にリハビリ目的で X日に当院へ転院．

[既往歴]パーキンソン症候群，慢性心不全，慢性腎

不全，２型糖尿病，緑内障，認知症．[病前歩行]施

設で歩行器歩行．[家族 HOPE]自分でトイレに行って

欲しい． 

【入院中の経過(X+1日目～87日目)】入院当初は動

作時のめまいを訴え，積極的な離床は困難．医師か

らは体動時のめまいであることから末梢性めまいと

診断され，薬物療法と対症療法が開始．日中臥床傾

向で動作意欲も低下している為，リハビリでは起居

動作練習を中心に，めまいに注意しながら離床を促

した．その結果症状が残存しており自発的な動作は

認めないが，促しによりギャッジアップからの起居

動作は軽介助レベル，車椅子座位保持１時間を獲得

し他の患者様との会話や車椅子座位での食事を行え

るようになった．しかしトイレ動作もめまいの影響

で自発的な動作が得られにくく，トイレ動作等の日

常生活改善には至らなかった． 

【初期評価(X+87日目～91日目)】起居動作では介助

にてめまいが出現し上方への眼球運動あり，眼振な

し．ギャッジアップではめまいの出現なし．前庭機

能検査では前庭眼反射検査(ディックスホールバイ

ク法)で陽性，眼振なし．その他水平機能検査(ロー

ルテスト)や前庭脊髄反射検査(ロンベルグ検査，足

踏み検査)では陰性．示指追視検査では左右の眼球で

下方・右方への眼球運動困難．ROM‐Tでは頸部左右

回旋に制限あり．筋緊張検査では懸振性検査と頭部

落下試験で陽性．頸部筋の触診で右僧帽筋上部，左

右肩甲挙筋，右胸鎖乳突筋で筋緊張亢進著明．座位

姿勢は頭部屈曲位，上位頸椎前弯減少と下位頸椎前

方突出が見られた． 

【理学療法(X+92日目～99日目)】追視運動，頸部筋

リラクゼーション，頸部ポジショニング，頸椎アラ

イメント調整，寝返りや起き上がり時の眼球運動の

指導を行った． 

【最終評価(X+100，101日目)】起居動作の介助時に

出現していためまいは消失(＋眼球運動指導)．示指

追視検査では上下左右の眼球運動出現．前庭機能検

査は初期評価時と変化がなかった．ROM-T では頸部

の可動域改善．筋緊張検査では懸振性検査で上肢の

振りが見られ，わずかに肩の振りも見られた． 

【考察】今回動作時に発生するめまいを長期的に呈

した症例に対しめまいの原因及びそれに対するアプ

ローチを検討した．めまいが軽減することで自発的

な離床を行い活動レベルが向上していけるのではな

いかと考えた．初期評価の結果から本症例のめまい

の原因として考えられる３つを挙げる．頸部筋緊張

亢進が持続していることで①頸部交感神経が緊張し

自律神経失調としてめまいが発症していること．頸

椎のアライメント不良により②椎骨動脈・神経が頸

部の運動時に物理的に圧迫されることでめまいが発

症していること．③頸部可動域制限と眼球運動が低

下していることで視覚情報と前庭感覚の不一致によ

ってめまいが発症していること．眼球運動の低下や

起居動作時の眼球上転，頸部可動性低下から③が最

もめまいを誘発している要因ではないかと考え，頸

部リラクゼーションやポジショニング，示指追視運

動や眼球運動指導にアプローチを実施した．その結

果，介助での起居動作時の頸部可動性と眼球運動が

出現した．これは前庭感覚と視覚情報との不一致に

よって出現していたため，焦点を当てたことにより

短期間でのめまいが軽減したのではないかと考えた． 

より早期からの介入や視覚情報の評価を行っていく

ことでより症状の改善が得られ，自発的な離床を促

していくことができたのではないかと考える． 

  



18．右被殻出血による高次脳機能障害，感覚障害

に着目した介入により歩行獲得した一症例 

 

加藤 翔 

医療法人松藤会 入江病院 

【はじめに】今回，右被殻出血を発症した症例を

担当し，高次脳機能障害，感覚障害に対し着目・

介入し歩行獲得を認めたので報告する． 

【倫理的配慮】対象者には目的と個人情報の取り

扱いについて十分な説明を行い，同意を得た． 

【症例紹介】70 歳代男性．診断名は右被殻出血．

自宅にて倒れているところを発見され救急搬送．

保存的治療にて当院入院されリハビリ開始．病前

は日常生活動作全て自立しており，活動性が高か

った． 

【初期評価（発症 1週目）】全体像はせん妄が強い

状態であり病識・危険認知ともに低下していた．

そのため，指示入力が難しく，入院後 2回の転倒

歴があった．Brunnstrom Recovery Stage（以下

BRS）は左側上肢・手指・下肢Ⅴ．歩行は歩行器に

て指尖介助～軽介助で可能であり，左立脚期では

踵接地ではなく地面を擦るような足底接地，左遊

脚期では下肢の爆発的な振り出しが生じていた．

高次脳機能障害は病態失認，注意障害，記憶障害，

着衣失行が出現していた．感覚は左側表在・深部

ともに中等度低下していたが信憑性が低い状態で

あり，閉眼・片脚立位困難であった．鼻指鼻・踵

膝試験は陽性， Timed Up and Go Test（以下 TUG）

は 20.24 秒，10m 歩行は 14.78 秒，Functional 

Independence Measure（以下 FIM）は 54/126点で

あった． 

【治療内容・経過】発症 1週目ではせん妄，高次

脳機能障害が強く生じており，指示入力困難であ

った．発症 4週目以降ではせん妄消失，高次脳機

能障害軽減し，指示入力が円滑に可能となり，再

度感覚検査実施した結果，左側表在・深部ともに

中等度低下していた．そのため，注意障害，感覚

障害，それに伴う協調性低下により歩行自立困難

であると考え，リハビリ介入場所など環境設定し，

認知運動療法，視覚代償を用いた練習を行い感覚

障害中心に介入した．さらに，歩行改善に伴い二

重課題下での応用歩行を実施した． 

【最終評価（発症 12週目）】全体像は病識・現状

に理解がみられ指示入力も可能となった．BRS は

左側上肢・手指・下肢Ⅵ．歩行は独歩にて屋内自

立・屋外見守りで可能となり，左踵接地が出現し

地面を擦るような足底接地，左下肢の爆発的な振

り出しは消失した．高次脳機能障害は病態失認・

着衣失行は消失したが注意障害，記憶障害は残存

していた．感覚は左側表在・深部ともに軽度低下

となり，閉眼・片脚立位ともに 10秒以上可能とな

った．鼻指鼻・踵膝試験は陰性，TUG8.3秒，10m歩

行 6.45秒，FIMは 122/126点となった． 

【考察・まとめ】本症例は介入初期にせん妄，高

次脳機能障害が強い状態であったが発症 4週目で

消失・軽減し指示入力可能となった．長谷川らは

せん妄は通常数日～数週間で消失，時田らは 2～3

週以降で注意障害が軽減すると報告しており，本

症例においても発症 4週目でせん妄の消失，注意

障害の軽減が認められリハビリ介入が円滑になっ

たと考える．感覚に対し認知運動療法にて足底で

の識別課題，視覚代償を用いた下肢の協調的な練

習を実施したことにより表在・深部ともに向上し，

それに伴い協調性も改善され初期評価時に生じて

いた跛行が消失したと考える．川見らは足底識別

課題を用いた認知運動療法による表在感覚の向上，

栗本らは視覚代償を用いたフィードバックによる

深部感覚の向上を報告している．本症例において

も感覚再学習を実施した結果，感覚機能の向上に

伴い協調性低下も改善し歩行に繋がったと考える．

さらに，注意障害に対し環境を整えたうえでのリ

ハビリ介入や左側に障害物を設置した中での歩行

など二重課題下での応用歩行により，注意障害が

向上し屋内歩行自立に繋がったと考える．山田ら

は二重課題下での歩行能力は注意機能が関与して

いると報告している．今回，症状の経過に合わせ，

高次脳機能障害，感覚障害に対し介入したことに

より歩行獲得に至ったと考える． 

  



19．左視床出血による感覚障害を呈し，自宅退院

を目指した症例 

 

武中 佑莉 

医療法人松藤会 入江病院  

【はじめに】 今回左視床出血による右側感覚障害

を呈した症例を担当した．感覚障害に対し感覚再

教育，運動学習の反復による機能獲得，自宅退院

を目指した症例について報告する． 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて説明し，同意を得た． 

【症例紹介】80代男性．診断名は左視床出血（Ⅱ

a 型）．既往歴は糖尿病（合併症なし）．入院前の

日常生活動作（以下 ADL）は自立．現病歴はめま

いと吐き気，右手の不自由さを訴え当院へ救急搬

送され左視床出血の診断を受ける． 

【初期評価（X+2～9日）】全体像として動作性急，

危険認識の低下，注意散漫傾向であり入院後ベッ

ドサイドで 2 度転倒あり．ADL において介助を要

しており Functional Independence Measure（以

下 FIM）58/126点．高次脳検査（TMTA）1分 48秒，

3 回手放しあり．Mini Mental State Examination

（以下 MMSE）28/30点．右側の靴を脱ぎ忘れるこ

とあり，感覚検査では右足部・足趾の表在感覚は

部位の特定困難であり（ 0/5）， Brunnstrom 

Recovery Stage（以下 BRS）右上下肢Ⅴ．速度要

求にて拙劣さ認める．運動失調検査では鼻指鼻試

験，踵膝試験で陽性であり特に協働収縮不能，測

定異常が問題である．開眼閉脚立位では 1分以上

可能であるが閉眼閉脚立位にて 33 秒と低下．安

静立位での荷重感覚では左側優位であった．10ｍ

歩行テストでは 22歩，13秒である． 

【治療経過】本症例は MMSE28点と認知機能に問題

はなく指示入力，自己修正可能であったため感覚

障害に対してフィードバック機能を用いた．動作

で生じた誤差を本人に確認してもらう，口頭指示

による誤差修正，足底への感覚入力，荷重感覚の

促通を実施． 

普段無意識に行っている動作を視覚的に確認し

ながら内的フィードバックにて誤差修正し正しい

動作を反復し難易度，環境を変化させ繰り返して

いく．  

【最終評価（ｘ+50～55日）】全体像の変化は病識

理解が得られ能力以上の動きを行うことが減り

FIM113/126 点と病棟内 ADLも向上した．足趾の感

覚検査は初期と比較し著明な変化はなく 1/5と鈍

麻であった．BRS は若干の拙劣さ残存．運動失調

検査で初期に見られていた測定異常は改善され協

働収縮においては速度制御が困難であった．閉眼

閉脚立位 42秒，10m歩行テスト 18歩，9.6秒と改

善認めた． 

【考察】本症例は視床出血により感覚障害を生じ

た．自宅退院を目指し感覚再教育，運動の反復に

よる動作獲得を目指し介入を行った．感覚障害に

対して，足底・足趾に刺激物を変えながら感覚入

力を繰り返し行う．また視覚で確認しながら足趾

の触覚の認識を行った．動作獲得に対して同じ動

作の速度を変えたり環境を変えたりしながら反復

することで動作獲得を目指した．初期評価と最終

評価を比較すると足趾の感覚に著明な変化はみら

れず，機能レベルでは変化はなかったが FIMの点

数から ADLが向上し活動レベルが向上している．

その要因として視覚を用いて動作を確認したり動

作練習の反復により，動作からの感覚フィードバ

ックが得られたのではないかと考える．大沼らは

感覚障害に対して，視覚によるフィードバックを

用いることが有用であると述べている．徐々に視

覚情報なしで認識できるよう難易度の変更を行っ

ていくと効果的であるとしている．また，動作に

おいて誤っているところのフィードバックをセラ

ピストによる声かけで行ったり自身で確認するこ

とで動作の誤差を認識でき，修正が行いやすいと

も述べている．本症例は 10m歩行テストにて最終

評価では 9.6 秒と屋外歩行自立のカットオフ値

11.6 秒を下回り屋外歩行も可能となり最終目標

であった自宅退院が可能となった. 

【まとめ】今回の症例を通して機能改善だけに着

目しアプローチをするのではなく動作レベルから

アプローチを行い感覚入力を行っていくことも有

用であるということを学んだ. 



20．右視床梗塞,両側小脳梗塞を発症され重度体幹 

失調,左片麻痺を呈した症例 

 

長谷野 咲穂 

社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 

【はじめに】右視床梗塞,小脳梗塞により重度 

体幹失調,感覚障害を呈した症例に対し,体幹 

機能に着目し介入を行った結果,トイレ動作の 

介助量軽減に繋がったため報告する． 

【症例紹介】7 0 歳代男性．診断名:右視床梗 

塞，両側小脳半球(虫部)梗塞，両側後頭葉梗塞， 

現病歴:X月 Y日自宅の庭で倒れているところを 

発見され救急搬送．既往歴:右放線冠梗塞 

【倫理的配慮、説明と同意】ヘルシンキ宣言に 

基づき発表の趣旨を説明し同意を得た． 

【初期評価】（Y＋3～4日） 

1）身体機能 communication:注意機能の低下 

見られるも指示理解良好．協調検査:体幹失調 

試験 StageⅣ，上下肢陽性(指鼻指・踵膝試験) 

筋 tone:座位/立位:腹筋群・下部脊柱起立筋群・ 

臀筋群低緊張 BRS:上肢・手指Ⅳ 下肢Ⅲ  

GMT：左下肢 2 体幹 2−  sensory上下肢表在中等

度,深部 上肢中等度,下肢重度鈍麻 TCT：24/100 

SCP：5.25/6 BI:0 FIM:36 

2）基本動作 起居・移乗動作は中～重度介助， 

端座位・立位保持は中等度介助． 

トイレ動作 起立:右上下肢で左後方への pusher

みられ体幹・骨盤帯は左後方へ崩れ中等度介助．

左膝折れみられ rocking必要.方向転換:ステップ

動作見られず,全介助で着座．立位保持:左側後方

への pusher見られ下衣・清拭動作は 2人介助． 

【理学療法】 

・bridge,half squat:体幹と四肢の協調運動を目 

的とした Core stability training． 

・端座位 weight shift:体幹筋・臀筋群の筋活動

の向上，体幹の立ち直り反応の促通． 

・起立/着座，立位 weight shift,step:体幹の協

調運動，体幹・臀筋群・大腿四頭筋の筋収縮,麻痺

側下肢感覚入力．Y+3日～13日：KAFO装着，Y+14 

日より AFOへ変更． 

【最終評価】(Y＋18日) ※変更点のみ記載 

1)身体機能 協調検査：体幹失調 StageⅢ， 

筋 tone：腹筋群・下部脊柱起立筋群低緊張軽減．

BRS：手指Ⅴ 下肢Ⅳ GMT：下肢 3～4，体幹 2+～3  

sensory：下肢 深部中等度鈍麻 TCT：36/100  

SCP：2.5/6  BI:15 FIM：43 

2)基本動作 起居・移乗動作は軽介助，端座位・

立位保持は物的支持にて監視レベル． 

トイレ動作 起立：縦手すり把持にて監視レベル．

方向転換：右上下肢での左後方への pusherは軽減

し,誘導にてステップ動作見られ着座まで軽介助．

下衣・清拭動作は 1人介助で可能． 

【考察】 

今回，トイレ動作が重度介助な症例に対し,体幹

機能に着目し,理学療法を実施した． 

本症例は，視床と小脳に梗塞が見られている.中

野は視床障害により感覚性運動失調を呈すると示

唆しており,本症例において小脳性運動失調と感

覚性運動失調が混在していると考えられる． 

本症例の基本動作の介助量が多い要因として，

重度体幹失調による体幹の固定性の低下が考えら

れた.阪本らは，体幹の安定性向上を目標とした理

学療法プログラムが四肢の協調的な運動，バラン

ス能力を改善させると述べている．本症例におい

ても，体幹機能に着目し腹筋群・背筋群の協働収

縮を促し体幹の協調性を賦活させたのち，起立・

着座練習，step練習において股・膝関節周囲筋の

筋出力向上，左下肢の荷重感覚の向上を図った．

その結果，体幹筋の協調性が改善し,体幹が安定し

たことにより，体幹と下肢の協調的な運動が促さ

れ，起立・立位保持の介助量が軽減し,それにより,

トイレ動作の介助量の軽減にも繋がったと考える.

しかし病棟においてトイレ誘導を促進できず,ADL

の般化に難渋した.そのため病棟との連携を見直

し,介助位置や車いすの設置位置,指示の仕方を細

かに病棟に周知することでトイレ誘導の回数を増

やすことが可能となった.  

今後も身体機能面へのアプローチを継続する 

とともに,他職種間と連携して病棟 ADLの向上を 

図っていきたい． 



21．TKA 後患者の畑仕事及び移動手段獲得に向け

て，段階的に負荷設定を実施した症例 

 

岡﨑也実 

ツカザキ病院 

【はじめに】TKA 後に筋力低下，膝屈曲可動域制

限を生じた症例に対し，理学療法を実施した結果，

HOPE である畑仕事獲得に至ったため，報告する． 

【症例紹介】70歳代女性，左膝痛の訴えあり，手

術希望にて入院となる．術前 ADLは屋内外独歩，

家事全般を行っていた．HOPE は畑仕事（1 時間/

日）と押し花教室（月 2回）に通うことで，移動

手段は自転車であった． 

【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき本症例に

は本発表の趣旨を説明し同意を得た． 

【術前機能（R/L）】FTA：177°/183°（K-L 分類

Ⅲ）．NRS：歩行時 3（膝内側）.大腿周径：膝蓋骨

上縁から 5cm：38.0cm/37.0cm. ROM：膝屈曲 135°

/140 °，膝伸展 0° /0°．膝伸展筋力：

1.2/1.0Nm/kg（lag-）．10MWT：1.8m/s．TUG：7.5s．

6MWT：540m. WOMAC：29点（A疼痛 7，Bこわばり

2，C日常生活の困難度 20，以下 ABCのみ記載） 

【初期評価：POD5（術側のみ記載）】FTA175°．視

診・触診：腫脹+，熱感+，発赤+．NRS：歩行時 6

（膝前・内）.ROM：膝屈曲 95°，膝伸展 0°．膝

伸展筋力：0.1Nm/kg（lag+）．10MWT：0.6m/s. TUG：

18.6s．WOMAC：29点（A25，B10，C77）．  

【経過】POD6より T字杖歩行自立，POD8より SLR

可，POD22日に自宅退院．外来継続期間：POD92 

【理学療法】入院中：歩行器歩行・杖歩行自立日

の目標を提示し，段階的に歩行練習を実施し，ア

イシング，リラクゼーション，自動介助 ROM，NMES+

膝伸展運動を中心に行った．また，リハビリ時間

外で ROM運動，筋力増強運動，歩行練習の自主訓

練を行うよう指導した．外来：入院中と同様に自

主訓練を実施し，歩行量については畑仕事に必要

な運動量を METs から算出し，目標歩行時間を提

示した．また，実際の畑仕事動作指導や，自転車

獲得に向けエルゴメータを実施した． 

【最終評価：POD 61（術側のみ記載）】視診・触診：

腫脹+，熱感+．NRS：安静時 0・歩行時 0.ROM：膝

屈曲 135°，伸展 0°．膝伸展筋力：0.9Nm/kg（lag+）．

10MWT：１.8m/s．TUG：6.6s．6MWT：585m．WOMAC：

25点（A5，B3，C17）． 

【考察】TKA 後早期から歩行に必要な膝伸展筋力

は著明に低下することが報告されている．本症例

は術前より術側の大腿四頭筋に筋萎縮を生じてい

た．そして術後には著明な筋力低下を認めた．和

田らは術後早期から電気刺激下での大腿四頭筋ト

レーニングが膝伸展筋力を向上させ，早期の杖歩

行自立に繋がると報告している．和田らと同様の

条件で術後翌日から退院まで電気刺激を実施した．

また自主訓練指導を行い，早期杖歩行自立を目指

した．そして本症例では POD6 より杖歩行自立と

なった．外来リハビリでは HOPE である畑仕事獲

得に向け，運動機能面に加え，歩行耐久性向上を

目指した．1 時間の畑仕事に必要なカロリー消費

は 4.5METsであり，同程度の運動量を歩行時間に

換算した．本症例の歩行速度の場合，2 時間の歩

行が畑仕事獲得に必要な運動量である．そこで，

最終的に 2時間の歩行が可能となるために 1週間

ごとに目標歩行時間を提示した．また自宅で積極

的に自主訓練を実施したことで術後 40 日目に術

前と同様の 1時間程度の畑仕事が可能となった．

膝屈曲可動域制限により自転車走行が困難なため

再度自主訓練指導を実施し，その後，エルゴメー

タを用いて実際の動作を想定した練習を行った．

大野らは TKA後に自転車獲得に至った割合が術前

48％から術後 31％に減少し，原因として恐怖心を

挙げている．本症例は 2ヶ月のブランクにより恐

怖心を感じていたが外来リハビリ期間中に自転車

走行が可能となった． 

HOPE 実現のため，目標設定を再考し，段階的に

負荷設定及び自主訓練を指導する大切さを学んだ． 

  



22．疼痛に着目した右人工膝関節全置換術後の一

症例 

 

前田 明香里 

独立行政法人 国立病院機構 姫路医療センター 

【はじめに】今回，両側変形性膝関節症（以下膝

OA）に対して右人工膝関節全置換術（以下 TKA）

を施行された症例を担当する機会を得たため報告

する．本症例には十分な説明を行い同意を得た． 

【症例紹介】80 歳代女性．平成 30 年 8 月に手術

目的に当院入院され，右 TKA を施行．入院前 ADL

は自立，屋内伝い歩き，屋外杖歩行． 

【術前評価】関節可動域検査（以下 ROM-T）［右/

左，Pain（以下 P）］：膝関節屈曲 90°P/90°P，膝

関節伸展 0°/0°．徒手筋力検査（以下 MMT）［右

/左，P］：股関節外転 4/4，膝関節屈曲 4P/4P，膝

関節伸展 5/5．一本杖歩行（右杖）自立，歩行周期

全体を通して両側の膝関節屈曲が減少しており棒

脚歩行． 

【初期評価（術後 1週目）】Body Mass Index（以

下 BMI）：30.0．触診：右膝関節熱感・右膝関節～

足部腫脹（＋）．周径［右/左］：膝蓋骨上縁

46.0cm/42.0cm，下腿最小部 25.5cm/23.5cm．疼痛：

Numerical Rating Scale（以下 NRS）右膝関節安

静時 4，運動時 5． ROM-T［右］：膝関節屈曲 65°P，

膝関節伸展-20°P．MMT［右］：股関節外転 4，膝関

節屈曲 3P，膝関節伸展 3P． 

【経過】術後 3日目より理学療法開始．炎症，疼

痛が強いため疼痛悪化しない範囲での関節可動域

運動と動作訓練実施．術後 4日目より車椅子自立，

歩行器歩行開始．歩行は歩行周期全体を通して膝

関節屈曲角度が小さく、体幹を回旋させて両下肢

共にぶん回し歩行がみられた．術後 3週目より一

本杖歩行と階段昇降訓練開始．炎症所見軽減に伴

い疼痛は安静時，動作時ともに NRS2まで低下．歩

行は遊脚期の膝関節屈曲が見られ始める．術後 4

週目に退院． 

【最終評価（術後 4週目）】BMI：30.0．触診：右

膝関節熱感・右膝関節～足部腫脹（＋）．周径［右］：

膝蓋骨上縁 43.0cm，下腿最小部 24.0cm．疼痛：NRS

右膝関節安静時 0，運動時 1．ROM-T［右］：膝関節

屈曲 90°，膝関節伸展 0°．MMT［右］：股関節外

転 4，膝関節屈曲 4，膝関節伸展 5．一本杖歩行，

独歩（20m）自立し，両側ともに遊脚期の膝関節屈

曲出現．階段昇降は両上肢支持にて自立． 

【考察】術後より右膝関節周囲に腫脹と熱感が強

く，膝関節屈曲可動域制限があった．熱感と腫脹

は特に膝関節内側で強く，鵞足部に圧痛を認めた

ため，膝関節内側の疼痛軽減に着目して重点的に

介入した．TKA 術後，膝関節内側に疼痛を生じる

原因について，内反変形を矯正したことによる大

腿内側部の組織の伸張痛が挙げられる．今回は特

に炎症の強かった膝関節内側部のアイシングと，

圧痛を生じた半腱様筋，薄筋のストレッチングを

中心に理学療法実施し，疼痛と炎症の強かった 2

週目までは積極的な歩行訓練は控えた．結果，4週

目には腫脹が軽減し，動作時痛も NRS1 まで軽減

した． 

また，両側膝 OA であるという点を考慮して動作

訓練を実施した．畠中らによると，膝 OA患者の歩

行では，遊脚期の膝屈曲が減少しており，膝屈曲

のほとんどみられない棒脚歩行を呈す者も多い．

本症例も術前にはそのような歩容がみられ，歩行

中の衝撃吸収が低下していると考えられた．その

ため，右前方ステップ練習にて立脚期の膝関節屈

曲を促した．また，歩行中には最後に蹴り出すよ

うに声掛けし遊脚期の膝関節屈曲を促した．結果，

退院時には歩行時に遊脚期の膝関節屈曲が出現し，

歩行時の疼痛も軽減した． 

本症例の自宅は段差の多い環境であり，退院する

にあたり段差昇降獲得が必要であった．非術側の

疼痛が悪化しないように階段昇降は術側から上り，

非術側から下りる方法を指導した． 

【まとめ】 

退院時，術側の疼痛は軽減できた一方で，歩容改

善に伴い非術側の疼痛が出現した．今後は，病態

の理解をより深めて術部以外の影響も考慮するこ

と，疼痛ができるだけ少ない動作方法を検討する

ことを挙げ，日々の治療を実施していきたいと考

える． 



23．立ち上がりに難渋し動作を細分化しアプロー

チした症例 

 

井澤 理加 

姫路田中病院  リハビリテーション科 

【はじめに】今回,左大腿骨転子部粉砕骨折を受傷

し,γ-nail を施行された症例を担当した.術後,

立ち上がり動作が全介助であり介入するとともに

軽介助になったため報告する. 

【症例紹介】80 代男性.ベッドから車いすに移乗

する際ブレーキをかけ忘れ転倒.左大腿骨転子部

粉砕骨折に対してγ-nail 施行.術後１日目より

理学療法開始. 

【初期評価】(術後 1週) CRP：12.96.腫脹・熱感

あり.左股関節の運動時痛は屈曲最終域で術創部

周囲に NRS：5/10,荷重時痛は左股関節外側に NRS：

6/10.ROM：左股関節屈曲 70°,伸展 5°関節背屈-

5°,底屈 25°,体幹屈曲 30°,伸展 0°.MMT：左股

関節屈曲・伸展 2,膝関節伸展 3,足関節底屈・背屈

2,体幹屈曲・伸展 2. BI：20.起居・移乗動作：全

介助.座位姿勢：胸腰部屈曲位,体幹右偏移・骨盤

後傾位・右傾斜で自立.立位姿勢：軽介助.立ち上

がり動作：平行棒内で実施.体幹が右偏移のまま前

傾し,頭部が両足尖上に位置するが,両下腿の前傾

が乏しく両膝関節の前方移動を伴わないまま主に

両上肢で平行棒を引く.殿部離床に介助を要する. 

【治療・経過】術後 1週目から関節可動域・筋力

訓練にて左股関節可動域の獲得,筋力発揮の改善

を図った.運動機能面は改善がみられた.術後 4週

目では起居動作は軽介助,移乗動作は介助を要し,

方向転換は自立していた.立ち上がり動作は初期

評価時と変わらず.術後 5 週目から骨盤の後傾・

右傾斜に対し,端坐位で他動的に骨盤を正中位に

し,その姿勢を保持するプログラムを追加した.そ

の結果,骨盤の後傾・右傾斜は改善してきた.また,

下腿の前傾が乏しかったため足関節背屈に対し,

自動・他動運動や抗抵抗運動を行い改善を図った. 

【最終評価】(術後 9週) CRP：0.46.腫脹・熱感は

消失.疼痛はなし.ROM：左股関節屈曲 105°,伸展

10°,足関節背屈 0°,底屈 25°,体幹屈曲30°,伸

展 0°. MMT：左股関節屈曲・伸展 3,膝関節伸展 3,

足関節底屈・背屈 3,体幹屈曲・伸展 3.BI：40.起

居動作：軽介助,移乗動作：立ち上がりに軽介助,

方向転換は自力で可能.立位姿勢：自立.座位姿勢：

胸腰部軽度屈曲位,体幹右偏移・骨盤後傾位・骨盤

右傾斜は初期評価時より軽減して自立.立ち上が

り動作：平行棒内で実施.両手で平行棒を把持.体

幹を前傾し,骨盤軽度前傾位で頭部が両足尖より

前方に位置し,両下腿が初期評価時より前傾し両

膝関節が前方移動する.平行棒を引いて立ち上が

るが初期評価時より軽減.殿部離床時の介助量軽

減. 

【考察】初期評価時の立ち上がり動作は全介助で

あった.原因として, 股関節屈曲の ROM 制限・筋

力低下を考え,座位で大腿部を拳上する運動や

ROM-ex を行った.炎症や疼痛も軽減し,可動域や

筋力は改善したが,立ち上がり動作は困難であっ

た.そのため動作を細分化し改めて問題点を考え

た.第１相は重心を前方に移動する相である.本症

例は体幹右偏移・骨盤後傾・右傾斜しており,重心

移動が右偏移しやすく前方への移動が乏しいこと

が原因と考えた.第２相は重心を前下方に移動さ

せる相である.本症例は両下腿の前傾が乏しく足

関節背屈の ROM 制限が原因と考えた.第 3 相は重

心を上方へ移動させる相である.本症例は両上肢

優位で立ち上がりを行っており大殿筋・大腿四頭

筋・体幹伸展の筋力低下が原因と考えた.以上の事

から, 体幹と骨盤を正中位に保持することで重心

の前方移動が可能となり,立ち上がり動作の介助

量軽減に繋がると考え第 1 相に着目した.プログ

ラムとして座位で骨盤を他動的に正中位にしてそ

の姿勢を保持する訓練を行い座位姿勢の体幹右偏

移・骨盤後傾・右傾斜が軽減した.また足関節背屈

の自動・他動運動や抗抵抗運動,股関節・体幹伸展

にはブリッジ運動を行い,大腿四頭筋にはキッキ

ング運動を行った.その結果,重心移動ができるよ

うになったため,立ち上がり動作が全介助から軽

介助になり移乗動作の介助量が軽減したと考える. 

  



24．陥入爪が原因と考えられる歩容不良に対しセ

ラバンドを用いて改善を目指した症例 

 

北浦 祥輝 

医療法人社団三紀会 木下病院 

【はじめに】今井によると「爪疾患による疼痛は

運動バランスや歩容に変化をもたらし，転倒リス

クを高める．」と述べている．今回，陥入爪の影響

により転倒したと思われる右大腿骨頸部骨折の症

例を担当した．この症例に対し，セラバンドを用

いた歩行訓練を実施した結果，バランス能力の向

上とともに歩容の良化が図れたためここに報告す

る ． 

【症例紹介】80 歳代女性．平成 30 年 8 月，自宅

にて立ち上がった際に後方へ転倒．当院にて右大

腿骨頸部骨折と診断され，骨接合術を施行．術後

+5 日で理学療法開始．病前 ADL は自立．Hope は

「何も持たず以前の様に歩きたい」． 

【論理的配慮・説明と同意】対象者及びご家族に

は，発表の目的と個人情報の取り扱いについて十

分な説明を行い，同意を得ている． 

【初期評価(術後+5～7日)】疼痛検査(以下：NRS)

にて動作時に右腰背部 4/10，右の術創部に 1/10

の疼痛(+)．関節可動域 (以下 ROM)テスト(Rt°

/Lt°)は股関節伸展 5/5，足関節背屈 0/0．徒手筋

力検査(以下 MMT)は股関節伸展 2/2，股関節外転

3/3．触診より大腿筋膜張筋(以下 TFL)及び腸脛靭

帯部(以下 ITB)に過緊張を認めた． 

【中間評価(術後+21日)】BBS：32点，FRT：16.3

㎝．歩行観察において, 全周期に渡り股・膝関節

が軽度屈曲位で IC 時に膝の完全伸展が見られず

全足底接地となる．口頭指示にて踵接地を促すと

HC 時に Foot Slap が出現した．TSt 時には,前足

部への荷重がなく伸展相も出現しなかった．また，

5ｍ歩行検査では快適歩行 7.64 秒，歩数 18 歩で

あった． 

【経過】術後+5日より 1/2荷重の許可．術後+5～

20日は荷重練習及び OKCにて中殿筋や股関節周囲

の筋力増強訓練，TFLの stretchを実施．術後+21

日で全荷重の許可．以降，平行棒内での歩行練習

に加え，立ち上がりを用いた筋力強化を実施．術

後+23 日で歩行車歩行自立．術後+27 日に Foot 

Slap の原因として前脛骨筋（TA）の協調性低下を

考え、セラバンドを用いた歩行練習を追加．術後

+36日に屋内歩行自立． 

【最終評価(術後+56日)】NRSにて右腰背部 0/10，

術創部 0/10．ROM テスト(Rt°/Lt°)は股関節伸

展 10/10，足関節背屈 5/0．MMTは股関節伸展 3/3，

股関節外転 4/4．触診より TFL 及び ITB の過緊張

軽減．BBS：45点，FRT：18.6 ㎝，5ｍ歩行検査は

快適歩行 6.36秒，歩数 17歩．  

【考察】情報収集より約 2年前からの陥入爪が歩

行時の伸展相消失と Foot Slapの出現の要因と考

えた．伸展相を作るには前足部に荷重が必要とな

るが陥入爪の痛みにより困難であった．このため

逃避により側方に偏位する重心を制御するため

TFL に過緊張が起こったと考えた．その結果，股

関節屈曲方向への力が優位に働き，股関節伸展可

動域が減少することにより中殿筋・大殿筋が優位

に働くことが出来ず筋力低下が起こっていると考

えた．前足部への荷重アプローチとして TFL の

stretch 及びセラバンドで足関節底背屈 0°固定

した状態で歩行練習を実施した．この時Foot Slap

には意識せず膝関節伸展位での HC のみを意識す

ることを指導した．結果，BBS，FRTにて共に改善

を認めた．要因として荷重アプローチにより足趾・

前足部の固有感覚の賦活が図れ，足部全体でのバ

ランス機能が向上した事が考えられる． 

また歩行では伸展相が出現し腸腰筋の張力による

振り出しの改善，歩幅の拡大，歩行速度の向上に

繋がり歩容改善に至った．これは，セラバンドで

の固定による TA の補助で Foot Slap の制御，そ

れにより下腿の前傾が起こり，無意識下で前足部

への重心移動が起こることで伸展相の獲得に繋が

ったと思われる． 

今井は，転倒予防として医療的な面と予防的な面

でのフットケアを推奨しており，今後は他職種と

のさらなる連携と再考を繰り返し，アプローチを

進めていきたいと思う． 

  



25．自宅復帰に向け家族指導の重要性を学んだ症

例 

 

保西 孝信 

公立神崎総合病院 リハビリテーション技術科 

【はじめに】今回，受傷前より ADL低下していた

左大腿骨転子部骨折の症例を担当した．退院に向

けて妻への家族指導を多く設けた結果，妻一人の

介助下で自宅復帰可能となった症例を報告する．

症例報告に際し主旨の説明を行い患者，家族の了

承を得た． 

【症例紹介】80歳代男性で身長 167cm，体重 63kg．

自宅の土間で転倒し同日当院受診となる．骨折の

程度は Evans分類 type1，group3であり，γ-nail

法による骨接合術を施行．既往歴は腰部脊柱管狭

窄症．入院前の ADLは，自宅内は伝い歩き，屋外

は歩行器歩行自立．又，外来にて理学療法実施し

ており，担当者によると杖歩行は見守りで可能だ

ったが，歩容は小刻みで介助が必要となってきて

いた．家族からの情報では，自宅で転倒を繰り返

していたとのことである．入院前 BIは 85/100点

となっていた．介護認定は要支援 2であり，デイ

サービスを週 2回利用．家族構成は妻と二人暮ら

しで，妻は高齢で小柄な体格である． 

【初期評価】(術後 3日目)Hopeは，本症例・妻共

に自宅復帰であった．HDS-R は 20/30 点．術創部

の熱感，腫脹を認めた．左股関節は NRSで安静時

2/10 点，運動時 5/10 点．ROM-T は左股関節屈曲

80°，外転 15°，内転 5°．MMT は左股関節屈曲

2，外転 2，内転 2，左膝関節伸展 2，屈曲 3．SLR

は不可であった．起居・移乗動作は全介助．平行

棒内歩行は中等度介助で可能であり，BIは 20/100

点であった． 

【理学療法プログラム,治療経過】術後 3 日目よ

り腫脹を認めた術創部付近にアイシングを実施し，

両下肢筋力増強訓練，左股関節 ROM訓練，起居動

作訓練，歩行訓練を実施した．歩行訓練は経過に

伴い平行棒内から歩行器へと移行したところ，左

下肢への荷重時の不安感，疼痛の訴え強く左立脚

期間が著しく短い歩行であった．術後 13 日目で

支持物を用いて起居移乗動作，ポータブルトイレ

動作は見守り，歩行器歩行は中等度介助となった．

又，同日片脚立位を実施し，右 2秒，左実施不可

であった．そこでバランス訓練や荷重訓練，レッ

グプレスを用いた筋力訓練を実施した．術後 34日

目の時点で歩行器歩行は軽介助，杖歩行は中等度

介助と機能改善は乏しかった．その為，家族指導

を開始し，杖歩行を手引きで行うように指導を実

施したが，介助量が大きい状態であった．術後 42

日目に退院前訪問を実施し，以降は自宅復帰に向

けての家族指導，起居・トイレ動作，段差昇降等

の ADL訓練を中心に行った． 

【最終評価】(術後 68 日目)HDS-R21/30 点．左股

関節は NRSで安静時 0/10点，運動時 2/10点．ROM-

T は左股関節屈曲 110°，外転 30°，内転 15°．

MMTは左股関節屈曲 3，外転 2，内転 2，左膝関節

伸展 3，屈曲 3，SLR可能となった．支持物を用い

ての起居・移乗動作，トイレ動作は自立．歩行は

歩行器歩行を軽介助～見守り，杖歩行を軽介助と

なり，妻の介助のもと行えるようになった．片脚

立位は右 2秒，左実施不可であった．BIは 70/100

点であった．介護認定は要介護 2に変更となり，

退院後はデイサービスに加えデイケアを利用とな

った． 

【考察】久保らによると，大腿骨頸部内側・外側

骨折における歩行能力の獲得は受傷前の ADL自立

度と認知症の有無に影響されると言われている.

今回の症例は，入院前からの ADL 低下を認めてお

り，機能低下が予想された．本症例・妻共に自宅

復帰を望まれていた為，多様な場面での歩行訓練

を実施したが,能力改善が乏しかった．その為，自

宅復帰に向けて退院前訪問，家族指導実施した．

家族指導では，妻は高齢で本症例との体格差も大

きかった為，妻一人で介助できるように練習が必

要であった．そこで,妻へ写真付き指導方法の資料

を配布し，理学療法の見学，妻と介助練習する時

間を多く設けた．結果，退院時には妻一人の介助

下で自宅復帰可能となった．理学療法士の役割と

して，家族指導が自宅復帰に向けて重要な役割で

あることを実感した． 



26．パーキンソン病により活動量が低下し歩行動

作の改善に難渋した一症例 

 

濵嵜 丈豪 

医療法人芙翔会 姫路愛和病院 

【はじめに】今回,自宅復帰を希望されているパー

キンソン病の症例を担当した.歩行動作のふらつ

きに着目し,立位姿勢矯正と筋力強化によるバラ

ンス機能にアプローチ介入を行った.その結果,バ

ランス機能が改善し安全性が向上したため,経過

と考察をここに報告する.尚,本症例には発表の趣

旨を説明し同意を得た. 

【症例紹介】70 歳代男性.X 年 Y 月 Z 日肺炎によ

り当院へ入院となる.X-1 年頃パーキンソン病を

発症．入院前は独居であり,週 2 回のデイサービ

スと週 4回の訪問介護で入浴と家事の介護サービ

スを利用していた.家族も協力的で家事援助をし

ていた.日中は臥床傾向で転倒歴もあった. 

【初期評価】ROM-t:体幹伸展 10°,両股関節伸展

10°,内転 5°,両足関節背屈 5°.MMT:両股関伸展

2,外転 2,底屈外がえし 2.BBS:43/56点.10m歩行:

20秒 14(26歩).FIM:72/126点.改訂長谷川式簡易

知能評価スケール:7/30 点.立位姿勢:胸椎後弯に

伴う体幹屈曲位,腰椎後弯に伴う骨盤後傾位,両股

関節軽度屈曲位,両膝関節軽度屈曲位,両足関節背

屈位を呈する.右 T-cane での歩行動作:左立脚荷

重応答期以降,股関節内転に伴う骨盤側方移動が

乏しく立脚中期以降が短縮している.右遊脚中期

にて足関節背屈が乏しく下肢の躓きが生じる. 

【理学療法経過】1週目:下肢及び体幹のストレッ

チ,鏡を使用し口頭指示と徒手的誘導による姿勢

矯正,棒体操を利用した体幹伸展運動を促した.ま

た起立性低血圧が著明で,病棟内での転倒もあり

活動範囲が制限されていた.離床を促すため午前

と午後に分けて介入を行った.2-4 週目:筋力強化

によるバランス機能向上のため片脚立位練習,ラ

ンジ歩行,サイド step,後進歩行を実施した. 

【最終評価】ROM-t:胸腰部伸展 20°,足関節背屈

右 8°左 10°.MMT:両股関節伸展 3,底屈外がえし

3.BBS:47/56 点.10m 歩行:16 秒 54(24 歩).FIM:83

/126 点. 

【考察】本症例の問題点として,左立脚相の支持性

低下により右遊脚相での躓きが生じ,安全性が低

下していると考えた.その要因の一つとして体幹

屈曲位での姿勢保持と小刻み歩行が挙げられる. 

胸腰部伸展可動域制限と足関節背屈可動域制限

に対して,ストレッチと姿勢矯正,棒体操と後進歩

行による脊柱伸展運動を促した.また左股関節伸

展筋力低下と左足部底屈外がえし筋力低下に対し

て,片脚立位練習での支持性向上と,ランジ歩行,

サイド step で立脚側の股関節伸展,外転,内旋運

動を再現し遊脚側接地時の筋力強化を目的に実施

した.結果,胸腰部伸展可動域拡大により立位にて

体幹屈曲位が改善し骨盤中間位が獲得され,両膝

関節屈曲と両足関節背屈が軽減された.加えて,足

関節背屈可動域拡大により歩行における身体重心

の前方移動の円滑化につながり,歩幅拡大に伴う

歩行速度上昇につながったと推察する. 

次に,股関節伸展筋力改善により立脚相での股

関節伸展,内転方向への働きが賦活され,左立脚側

へ身体重心を誘導したと考える.また足部底屈外

がえし筋力改善により,左立脚相での足部回外に

よる足圧中心の外方への移動を制動していると考

えた.これらのことから,左立脚相での支持性の向

上が得られたことにより,右遊脚クリアランスが

向上したと考える. 

今回,歩行動作のふらつきが軽減し安全性の向

上が得られ,本症例が希望していた自宅復帰する

ことができた.しかし,無動による身体機能の廃用

が残存し,起立性低血圧も改善が乏しかった.理学

療法介入初期から離床を促せていなかったため,

理学療法介入時以外の時間帯も促すことで,起立

性低血圧の改善ができたのではないかと考える.

また認知機能低下により,退院後の活動範囲の狭

小化と転倒リスクが予測される.そのため家族や

介護サービススタッフの協力のもと,ホームエク

ササイズや日常生活動作を推進し活動量増加を図

ることで,身体機能の廃用を予防し転倒リスクの

軽減を図れるのではないかと考える. 

  



27．歩行獲得に向けて姿勢制御に着目し理学療法

を実施した症例 

 

三田龍介 

医療法人光風会 長久病院 リハビリテーション科 

【はじめに】 

今回,左放線冠領域の脳梗塞を発症し,立ち上が

り・歩行能力低下を呈した症例に対して介入した.

姿勢制御能力向上,重心移動に改善を認めピック

アップ歩行獲得に至った症例を報告する.尚,症例

には発表に関する説明と同意を得た. 

【症例紹介】 

80 歳代男性.妻と長男夫婦の 5 人暮らしで一戸建

てに居住.入院前は基本動作自立,歩行は家の壁を

伝い歩きで自立していた.demand:歩けるようにな

りたい,need:独歩による歩行獲得 

【初期評価(19病日)】 

右 Brunnstrom Recovery stage(以下 BRS):上肢Ⅴ下肢

Ⅴ手指Ⅴ.躯幹失調検査:ステージⅢ.Scale for Contr

aversive Pushing(以下 SCP):1.75/6点.Berg Balance S

cale（以下 BBS）:20/56 点.立位姿勢:頸部屈曲位,

体幹軽度前傾位,両側膝・股関節屈曲位,骨盤後傾

位で後方重心.歩行:介助歩行にて非麻痺側への重

心移動不十分であり,股関節外転位での歩行とな

る.平行棒内歩行では見守りレベル.Manual Muscle T

esting(以下 MMT):体幹屈曲 2,体幹伸展 2,股関節伸

展右 2左 3.Barthel Index(以下BI):60/100点.  

【理学療法経過】 

19 病日から反復した起立練習,立位保持練習,リ

ーチ動作による重心移動練習,ブリッジ動作,介助

歩行練習開始. 37病日で 4点杖軽介助にて歩行可

能となった.背臥位で可能なブリッジ動作に続き

立位にてハーフスクワット位の保持練習実施.42

病日で,立ち上がりにて非麻痺側への身体偏移な

く重心移動良好となり,歩行では 4 点杖歩行見守

りとなった. 47 病日で歩行時の非麻痺側への重

心移動に改善認め股関節外転せずに 4 点杖にて

40m程度歩行可能となった. 59病日で短距離であ

れば独歩見守りレベルとなった. 

 

【最終評価(52病日)】 

右 BRS:上肢Ⅴ下肢Ⅴ手指Ⅴ.躯幹失調検査:ステージ

Ⅰ.SCP:0.25/6 点.BBS:30/56 点.立位姿勢:頸部軽

度屈曲位,体幹軽度前傾位,膝・股関節軽度屈曲位,

骨盤軽度後傾位で後方重心の改善あり.歩行:短距

離独歩見守りレベル,4 点杖 40m 程度自立レベ

ル.MMT:体幹伸展 3,体幹屈曲 3,股関節伸展右 3左

3.BI:70/100点 

【考察】初期評価時の立ちあがりは動作が各相で

分離しており,前足部への重心移動不十分である

ためにベッド端に下腿固定することで立ちあがり

を行っていた.また立位において後方重心であっ

た.歩行は平行棒内歩行見守りレベルであった. 

この原因として右側随意性低下,下肢体幹協調性

低下,下肢筋力低下による姿勢制御困難を起こし

ていると考えた.また,立ちあがり動作時から非麻

痺側への重心移動不十分で SCPにおいても 1.75/6

点でプッシングも動作阻害因子として考えられる.

歩行時も同様に非麻痺側への重心移動不十分であ

り,股関節外転位で歩行していた.また,姿勢制御

困難による代償として上部体幹の過緊張を認

め,BBS では 20/56 点で,それにより立ち上がり動

作,歩行をさらに困難にしていると考えた.そこで

今回,姿勢制御に着目して治療プログラムを立案・

アプローチを行った.吉元らによると随意的等尺

性収縮と拮抗筋との同時収縮のトレーニングに基

づいて神経筋の再教育をすることは,不均衡な拮

抗筋の強化と耐久性を向上させると報告されてい

る. ChungEJらによるとブリッジ動作・ハーフス

クワット姿勢保持による Core stability traningは

体幹と四肢の協調的な運動を獲得することにより,

バランス能力を改善すると考えられており,すで

に脳血管障害による片麻痺患者における体幹機能

の改善,さらにバランスや下肢機能が改善したこ

とが報告されている. 

治療を行った結果として,姿勢制御能力向上を認

め適切な重心移動が可能となり,立ち上がり・歩行

の改善を認めた.退院時には転倒リスクや安全性

を考慮しピックアップ歩行器使用での歩行を選択

した. 



28．ポータブルトイレ動作獲得及び転帰に難渋し

た症例 

 

松本 彩  

書写病院 

【はじめに】今回,洞不全症候群後に廃用症候群を

発症した症例を担当した.既往歴・身体機能に留意

し評価・治療を行った結果,ポータブルトイレ(P

トイレ)動作介助量軽減に至ったため,ここに報告

する. 

【症例紹介】80 歳代女性.3 月に転倒し他院にて

入院加療,6 月に洞不全症候群と診断され転院加

療,7月,リハビリ目的で当院入院.既往歴：後天性

血友病,右膝人工関節置換術後(右 TKA 術後)左変

形性膝関節症(左膝 OA),腰椎すべり症.HOPE：Pト

イレ動作自立 

【論理的配慮、説明と同意】対象者には発表の目

的と個人情報の取り扱いについて説明し同意を得

た. 

【初期評価 7月上旬】全体像：リハビリに対して

の意欲はあるが,易疲労性.内反ストレステスト,

前方引き出しテスト共に陽性のため,右側を健側

とした.粗大筋力検査(GMT,右/左)下肢 2/2～3,体

幹 2,上肢 3-.腰痛は夜間と座位時に出現.立位：

左膝関節に内反変形あり.頚部・体幹屈曲位,骨盤

後傾位,両膝屈曲位で平行棒を把持.疲労の訴え強

く最大立位時間 10秒.Pトイレ動作：自宅と同様,P

トイレを左側に設置.病室のベッド柵を両手で把

持し体幹を前屈させ上肢の力で起立するが,離殿

時に中等度介助を要する.荷重時,左膝関節に外側

スラストがみられる.体幹前傾位,両股関節・両膝

関節屈曲位のまま足を踏み替え,殿部を便座に向

け方向転換する.手放し立位が困難なため,下衣の

上げ下げは全介助. 

【経過】介入当初より易疲労であった.全身持久力

向上を目指し,下肢・体幹筋力強化訓練は低負荷高

頻度で実施した.また,変形の強い左膝関節に対し

ては等尺性収縮での筋力強化を中心に実施した.

立位保持訓練は平行棒把持で行っていたが,左膝

関節の外側スラストが顕著にみられバランス不良

となるため,前方に昇降ベッドを設置し,ベッドに

もたれかかるような姿勢での保持訓練を実施し

た.P トイレ移乗訓練は,病室のベッド柵を L 字バ

ーに変更し,移乗側の下肢の位置を前方に配置す

るように指導し,動作の反復練習を行った. 

【最終評価 8月下旬～9月上旬】GMT：下肢 3/3,体

幹 2,上肢 3-.立位：疲労の訴えが軽減し,最大立

位時間が 50 秒と拡大した.P トイレ動作：手すり

の位置,移乗前の足の向きの介助を行えば動作可

能.両上肢での下衣の上げ下げが可能となった. 

【考察】本症例は,廃用症候群による筋力・筋持久

力低下, 左膝 OA による著しい内反変形のため下

肢の支持性が低く,立位バランス能力が低下して

いた.それにより,トイレ動作時の立位に影響を及

ぼしていた.さらに,骨盤後傾位からの立ち上がり

は,膝・足関節の負担が増大することが報告されて

いる.浅井らは,体幹を前傾しない立ち上がりでは,

身体重心の後方化が認められ,膝関節伸展筋の負

担が増加すると述べている.そこで,前方に手すり

を配置し骨盤前傾を促し,体幹軽度前屈位で立位

訓練を行った.これにより,左膝関節への外側スラ

ストが減少,手放し立位が可能になり,下衣の上げ

下げが可能となったと考えた. さらに,低負荷高

頻度での筋力強化訓練を行ったことで全身持久力,

下肢筋力が向上し,立位時間拡大に繋がったと考

えられた.また,移乗時の足の踏み替え動作,荷重

時間短縮により移乗の介助量軽減に繋がったと考

える.  

【まとめ】家族の介護力等の環境因子を踏まえた

上での目標設定・訓練の選択に難渋した.HOPE で

ある P トイレ動作は獲得したが,依然として左膝

関節に外側スラストがみられ,変形が強い.今回治

療にあたり,左膝関節への予後予測が不十分であ

った.身体状況と HOPE をすり合わせ,予後予測を

考慮し,適切な目標・訓練を提供していくことが今

後の課題である. 

  



29．左片麻痺を呈した症例に対し,立位保持に着目

して介入した一例 

 

二木 彩菜 

社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 

【はじめに】今回,心原性脳塞栓症により左片麻痺

を呈した症例に対し,立位保持に着目し介入した

結果,立位保持が可能となった症例について報告

する.尚,本症例には本発表の十分な説明を行い,

同意を得ている. 

【症例紹介】60歳代女性.左半身の脱力を自覚し,

倒れた後,当院へ救急搬送された.頭部 MRI にて,

右中大脳動脈の心原性脳塞栓症と診断され SCUに

入院した.同日に血栓回収術施行.その後,頭部 CT

にて右大脳基底核部に出血性梗塞を認めた. 

【初期評価：術後 6日】片麻痺機能検査(以下 BRS)：

上 肢 Ⅱ -1, 手 指 Ⅱ , 下 肢 Ⅴ -1.Scale for 

Contraversive Pushing(以下 SCP)：座位 2.75,立

位 3.徒手筋力検査(以下 MMT)：体幹屈曲 3,股関節

屈曲4/3,膝関節屈曲4/4,伸展4/4,足関節背屈4/4.

感覚：左下肢表在感覚正常,深部感覚中等度鈍

麻.Functional Balance Scale(以下FBS)：1/56点.

立位姿勢：右肩,股関節外転位で押し,左側へ傾斜

し中等度介助.左膝関節は屈曲位.歩行：後方両腋

窩介助.右 IC時,右股関節外転位で接地,右下肢で

押し,骨盤は左へ傾斜し中等度介助.左 LR～MSt時,

左膝関節過屈曲. 

【経過】一般病棟へ転棟した術後 6日目より担当

変更した.介入当初から,立位保持能力向上を目的

に,鏡,体重計を用いて視覚的情報を入力し,立位

での重心移動練習にて正中位姿勢を認識させた.

立位では,pusher 現象の出現を防ぐため,上肢は

前腕支持,下肢は右側へ外転防止用の台を設置し

右側への重心移動を促した.また,起立,歩行練習

にて体幹及び左下肢支持性向上を図った.歩行練

習では,右股関節外転位での接地を防いだ.2 週目

より pusher現象の消失を認め,支持物把持での立

位保持が可能となったが,支持物なしでは左側方

へ崩れ姿勢保持困難であった.この時点では,立位

姿勢での左下肢荷重率は 25％であった.そこで,

起立,step,歩行練習を実施し,体幹及び左下肢支

持性向上を図った.Step 練習では,左膝関節過屈

曲を徒手的に制動した,歩行練習では,後方両腋窩

介助にて左立脚期への重心移動を促した. 

【最終評価：術後 24日】BRS：上肢Ⅲ-1,手指Ⅱ,

下肢Ⅴ-2.SCP：座位,立位 0. MMT：体幹屈曲 4,股

関節屈曲 5/5,膝関節屈曲 5/4,伸展 5/5,足関節背

屈 5/4.感覚：左下肢表在感覚正常,深部感覚軽度

鈍麻.左下肢荷重率：50％.FBS：28/56 点.立位姿

勢：支持物なしで正中位保持可能.歩行：pusher現

象,左膝関節過屈曲消失.右 T 字杖使用.骨盤は左

へ傾斜し左側より軽介助. 

【考察】初期評価では pusher 現象を認め,立位保

持では中等度介助を要していた.原因として,身体

的垂直位の偏移による pusher 現象の出現,また,

麻痺側腹筋群,大腿四頭筋,ハムストリングスの筋

力低下,左下肢の深部感覚中等度鈍麻による体幹

及び左下肢支持性低下を考えた.網本は,pusher

例において静的姿勢保持が困難であっても,動的

課題が比較的容易であり,動的介入が重要である

と述べている.また,鈴木らは pusher の改善に視

覚的指標の呈示が有効であると述べている.そこ

で,鏡,体重計を使用した中で,立位での重心移動

練習を実施し,正中位姿勢を認識させるとともに,

その状態での起立,歩行練習を実施し体幹及び左

下肢の支持性向上を図った.2 週目より pusher 現

象が消失し,支持物把持での立位保持が可能とな

った.しかし,支持物なしでは骨盤は左へ傾斜,左

膝関節屈曲位であり,左側へ崩れ介助を要した.そ

こで,引き続き体幹及び左下肢の支持性向上を目

的に,起立,step,歩行練習を実施した.結果,左下

肢の筋力,深部感覚向上を認め,左下肢支持性が向

上したことにより,支持物なしでの立位保持が可

能となった.しかし,動的バランスでは改善を認め

ず,今後は方向転換や step 動作等で,動的介入を

継続していく必要があると考える. 

  



30．トイレ動作の獲得を目標に介入した右被殻出

血による左片麻痺を呈した一症例. 

 

山﨑 楓大 

社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 

【はじめに】 

右被殻出血により左片麻痺を呈した症例を担当

させて頂いた.介入当初は非麻痺側中心の動作の

学習を促し,その後アプローチ目的を麻痺側下肢

支持性の向上へ切り替えたことでトイレ動作の介

助量が軽減した症例について,同意を得たので報

告をさせて頂く. 

【症例紹介】50 歳代女性,歩行障害を呈し救急要

請.右被殻出血と診断,血腫除去術施行.術後臥床

傾向.Hope:トイレに一人で行きたい.既往:双極性

障害.母・弟と 3人暮らし,母の年金のみが収入源. 

【初期評価(6～10病日)】JCSⅠ‐2.BRS上肢Ⅱ・

手指Ⅰ・下肢Ⅱ(下肢 12グレードⅡ-2).表在・深

部感覚:重度鈍麻～脱失,MMT(非麻痺側下肢)4-～4,

体幹 2.起居:最大介助.坐位・車いす坐位:軽介助,

麻痺側へ体幹崩れ保持不可.起立:中～最大介助.

非麻痺側上肢手摺把持,麻痺側へ体幹崩れが著明.

立位保持:中等度介助,手摺把持でも麻痺側へ崩れ

る,膝折れあり.移乗:最大介助,臨床的体幹機能検

査（以下 FACT）:5/20点. 

【理学療法及び経過】6病日:起居・非麻痺側優位

での坐位バランス練習開始.17病日:FACT10/20点,

静的坐位の麻痺側への崩れ軽減.非麻痺側優位で

の立位バランス練習(LLB装着), 起立・移乗動作

練習開始.23病日:下肢 12グレードⅢ-3.非麻痺側

優位での立位保持可能.移乗の介助量軽減(非麻痺

側軽介助,麻痺側中等度介助).右下肢 step・歩行

練習(LLB装着)開始.29病日:移乗での麻痺側下肢

支持性・振り出し出現. 

【最終評価(34～36病日)】JCSⅠ-1,BRS下肢Ⅲ(下

肢 12 グレードⅢ-4).MMT 股・膝屈曲 5/2,膝伸展

5/3,足背屈 5/1,体幹 4.立位荷重量:39 ㎏/4 ㎏(5

㎏以上で膝折れ),起居:自立,ベッド柵把持し可能.

坐位:自立,麻痺側への崩れ消失.起立:見守り,支

持物把持.立位:見守り～軽介助,支持物あれば 30

秒以上保持可能.麻痺側への崩れ残存も明らかな

膝折れなし.移乗:非麻痺側方向は見守り,支持物

把持.麻痺側方向は軽介助.トイレ動作:下衣操作

軽介助.FACT:10/20点. 

【考察】 

本症例の Hope 及び自宅復帰に必要不可欠な動

作としてトイレ動作獲得を目標に介入. 

初期評価時の問題点として,①静的・動的坐位の非

麻痺側優位での重心コントロール低下,②体幹機

能低下,③静的・動的立位の非麻痺側優位での重心

コントロール低下,④麻痺側下肢支持性低下の 4

点を考えた.大塚らは運動学習を成立させる上で

重要な変数は量・難易度・フィードバック・課題

特異性であると述べている.運動学習における難

易度の設定から,立位よりもまず坐位レベルでの

動作獲得が必要である.また坐位保持が可能とな

れば病棟での離床時間の延長に繋がると考えた.

そこで初期評価時は①②が優先的に解決すべき問

題点として考え,起居・坐位バランス練習を実施.

課題難易度は、非麻痺側優位での静的坐位⇒リー

チ課題(右前方→左)による動的坐位と段階的に実

施. 

結果,17 病日では①②が改善.坐位保持の介助

量軽減,病棟での車いす坐位離床時間も延長した.

トイレ動作は中等度介助となり,病棟での介助量

が Ns2人介助→1人介助となった.しかし依然介助

量は大きいため,問題点の優先順位を切り替え,③

④に対し介入を図った.課題難易度は、非麻痺側優

位での静的立位（右上肢手摺把持→手摺支持→フ

リー）⇒リーチ課題（右前方→左）による動的立

位⇒実動作（起立・移乗）と段階的に実施.また才

藤らは,長下肢装具の装着によって麻痺側下肢の

関節自由度を制約することで効率の良い運動学習

が行えると述べている.そこで 23病日より、麻痺

側下肢の支持性向上を目的に右 step 練習・歩行

練習(LLB装着)も実施. 

最終評価では各姿勢動作で介助量が軽減した.

しかし,病棟でのトイレ動作は依然 1 人介助で動

作獲得には至らなかった.定時的な誘導を Nsに依

頼するなどの対応が必要であったと考える. 



31．左片麻痺を呈した症例に対し,荷重訓練を行う

事で排泄動作の介助量軽減に至った一症例 

 

池田 晃希 

医療法人社団綱島会 厚生病院 

【はじめに】左片麻痺を呈した症例に対し,視覚入

力刺激を行うと共に,麻痺側下肢荷重量の向上に

アプローチした.結果,立位保持時間が延長し,排

泄動作の介助量軽減に至った為,報告する. 

【症例紹介】70歳代男性.要介護 3.診断名は脳動

静脈奇形破裂による脳出血後遺症（12 年前）.強

皮症にてプレドニン内服,血糖コントロールを A

院に通院し在宅にて過ごされていたが,HbA1c 上

昇し血糖コントロール目的にて当院一般病棟に入

院.血糖コントロール良好となり,本人は在宅復帰

を希望されているが妻の介護負担が大きく在宅復

帰は困難となり,当院介護療養型医療施設に入所

となる.既往歴は強皮症,糖尿病,心不全である. 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い,同意を得た. 

【初期評価:9月下旬】全体像として軽度の難聴が

あり,理解力低下しているがコミュニケーション

は可能. Brunnstrom recovery stageは上肢Ⅰ,下

肢Ⅱ,手指Ⅰ.粗大筋力検査は右上下肢 4,体幹

4.Berg Balance Scale(BBS)は 15点/56点.座位は

自立.立位保持,起立動作は支持物把持で一部介助.

移乗は支持物把持で一部介助.車椅子操作は自立.

下衣着脱は全介助.排泄では尿便意はあるが,時折

失禁があった為,紙パンツ対応である. 

【中間評価：10月上旬】麻痺側下肢荷重率は 23％. 

【経過とアプローチ】本症例は脳出血後遺症発症

から 12年経過しており,Needは「1人で歩けるよ

うになりたい」という希望があった.しかし,評価

結果から移動手段として車椅子移動が実用的であ

った.家族様は,在宅復帰において排泄動作の介助

量軽減を望まれていた.その為,下衣操作に必要で

ある支持物把持なしでの立位バランス能力に着目

し,訓練を実施した.訓練は鏡を用いた視覚入力刺

激を取り入れ,立位保持訓練を行った.結果,支持

物把持なしで立位保持が可能となった.しかし,立

位保持時間は短く下衣操作が行えなかった為,再

考察し新たに麻痺側下肢荷重訓練を実施した.結

果,立位保持時間が延長し下衣操作が可能となっ

た.着衣を上げる動作に一部介助要するが,下げる

動作は自立となった為,排泄動作の介助量は軽減

した. 

【最終評価:11月上旬】1ヶ月後,変化を認めたの

は以下の通りとなった.麻痺側下肢荷重率は

42％.BBSは 19点/56点.立位保持は支持物把持な

しで見守り.起立動作は支持物把持で自立.移乗動

作は支持物把持で自立.下衣着脱は着衣を上げる

動作は一部介助,下げる動作は自立. 

【考察】今回,排泄動作の介助量軽減を目標に,視

覚入力刺激を用いて運動学習を行い,立位保持訓

練を中心に実施した.結果,支持物把持なしで立位

保持が可能となった.しかし,立位保持時間が短く

排泄動作の一連まで至らなかった.その為再考察

した.起立後,体幹左回旋,左下肢外旋位,右下肢荷

重の姿勢であった.その為,立位バランスが不安定

となり下衣操作に必要な立位保持が困難であると

考えた.朝山は,「患側下肢荷重率が 50％に近い者

ほど重心動揺距離,重心動揺面積は小さく,立位バ

ランスは安定していた.このことから麻痺側の体

重負荷能力が片麻痺者の立位バランスに重要な要

素となることが示唆された.」と報告している.そ

の為,再評価し麻痺側下肢荷重率を求めた.中間評

価として麻痺側下肢荷重率は 23％であり,鏡を用

いた視覚入力刺激と共に麻痺側下肢荷重訓練,下

衣操作訓練を実施した.結果,最終評価では麻痺側

下肢荷重率は 42％と増加を認めた.荷重率が増加

する事で立位バランスが向上し立位保持時間の延

長を図った. よって,下衣操作が可能となった.着

衣を上げる動作に一部介助要するが,下げる動作

は自立となった為,排泄動作の介助量が軽減した. 

【まとめ】発症から 12 年経過している片麻痺患

者に対し,麻痺側下肢荷重量向上にアプローチす

ることで,立位バランス能力が向上した.結果,排

泄動作の介助量軽減に繋がった. 

  



32．代償動作の習熟によるトゥクリアランス向上

によって歩行の安定性が向上した症例 

織田貴大 

広畑センチュリー病院 回復期病棟  

【はじめに】 

 今回,左頭頂側頭葉梗塞にて入院された.さらに

腰椎ヘルニアによる左足関節背屈筋力の著しい低

下があり,神経因性膀胱が原因でバルーン管理と

なっていることが背景にある.この方の報告する.

発表にあたり本症例の同意を得た. 

【症例紹介】 

80 代女性.診断名:左側頭頭頂葉梗塞.既往歴:

高血圧,腰椎ヘルニア（約 40年前）,神経因性膀胱

(約 10 年前,バルーン管理).病前 ADL:屋内伝い歩

き,独居,ヘルパー利用.転倒歴が多く,風呂場で気

を失ったこともある.50 病日目に当院回復期病棟

へ転院とされた. 

【初期評価】（入院 1週目） 

〈HOPE〉歩きたい〈NEED〉つまづきの軽減〈家族

HOPE〉こけないように.サービス付高齢者向け住宅

への退院してほしい.〈MMSE〉15点〈BRS〉右上肢

Ⅵ,下肢Ⅵ,手指Ⅵ〈触覚〉左下肢軽度鈍麻〈下腿

周径〉最大膨隆部右 31cm左 31cm〈ROM R/L〉膝関

節伸展-10/-5・足関節背屈 0/0.〈MMT R/L〉腸腰

筋 4/3・大殿筋 2/2・大腿筋膜張筋 4/4・中殿筋

2/2・前脛骨筋 3/1・短腓骨筋 4/1・長腓骨筋 4/1・

下腿三頭筋 2/2-・足指伸展 4/1.〈ADL〉FIM68点.

〈立位姿勢〉骨盤後傾位.腰椎右凸側弯.右下肢荷

重優位.左足関節外転位.〈バランス評価〉立位は

10 秒間保持可能.外乱刺激に対して抵抗できず介

助が必要.BBS27/56 点.〈歩行観察〉歩行器歩行.

左遊脚期に下垂足を認め,代償的に股関節と膝関

節の屈曲が大きく出現しているが,遊脚期でつま

先を引きずっている.20m 程度で疲労感の訴えが

出現する.右立脚期では右側方へ骨盤が動揺し,不

安定性が認められる.また,歩行器のブレーキ操作

やバルーンの操作を忘れることが多く,声掛けに

よる促しが必要である. 

【理学療法と経過】 

〈介入 1週目〉左足関節背屈 ROMex,電気刺激によ

る左足関節背屈筋力の向上,両側殿筋群の筋力増

強,立位バランス練習,平行棒内や歩行器による歩

行練習を実施した.〈2～4 週目〉電気刺激による

筋力増強は改善する傾向がみられなかったため中

止し,左骨盤の挙上と左股関節屈曲筋力向上を図

り,代償動作による歩行練習を実施した.短距離歩

行器歩行でのトゥクリアランスの向上は認められ

た.〈5週目～〉支柱付足関節サポーターを購入し

装着練習,歩行練習開始した.装着操作を理解され,

装具を着けることができる.また,左 IC がつま先

接地であるが,トゥクリアランスの向上が見ら

れ,30m 程度つま先の引きずりなく歩行可能とな

った. 

【最終評価】（変化した項目のみ記載）入院 8週 

〈ROM R/L〉足関節背屈 10/5〈MMT R/L〉腸腰

筋 4/4・中殿筋 3/2（左に関して,可動域の半分程

度だが重力に対して抗することができる）〈バラン

ス評価〉立位保持 1 分以上,外乱刺激に対して抵

抗でき ,左下肢でのステップ反応が出現し

た.BBS30/56 点（立位保持,移乗,閉脚立位の項目

でそれぞれ+1点）〈歩行観察〉歩行器歩行,股関節

屈曲と骨盤挙上による代償動作によって,左足部

の引きずりなく 50m以上の連続歩行が可能となっ

た.また,右立脚期での骨盤動揺が減少している. 

【考察】 

 症例は病前から転倒歴が多く,その主な原因は

左下垂足によるつまずきであると考えた.松田ら

は骨盤挙上をはじめとした代償動作がトゥクリア

ランスに大きく関与するとされ,村上らは装具療

法と代償動作により,つま先の引きずりの多くは

改善するとしている.また,立脚期における反対側

骨盤の落ち込みがトゥクリアランスの減少の原因

となるとされている.そのため,右中殿筋の筋力向

上,左側骨盤挙上と股関節屈曲による代償動作の

習熟によって,歩行器でのつま先の引きずりが改

善されたと考える.また,奥永らは BBS において,

立位保持,閉脚立位,左右への振り向きの項目の低

下と転倒の関連性を示唆している.症例において

は,立位保持と閉脚立位において改善が認められ

るため,転倒リスクの軽減が図れたと考える. 



33．異常姿勢修正と筋力向上で体幹動揺が減少し

Tcane歩行見守りレベルを獲得した症例 

 

津和 恭平 

広畑センチュリー病院 地域包括ケア病棟 

【はじめに】今回，第 4腰椎圧迫骨折後の廃用症

候群・麻痺性イレウスの症例を担当した.異常姿勢

と筋力低下によるバランス反応の減弱で体幹動揺

が生じ，Tcane歩行（以下，杖歩行）の安全性・持

久性が低下した患者に対し，姿勢と体幹に着目し

て治療を行い，杖歩行を獲得した症例を経験した

為報告する.尚，本発表について患者及び家族に説

明し同意を得た. 

【症例紹介】80歳代男性診断名第 4腰椎圧迫骨折

（X日），麻痺性イレウス（X+19 日）既往歴右視床

出血（2 年前），脳梗塞（4年前），脳血管性パーキ

ンソニズム（2 年前）病前移動杖歩行見守り現病

棟内移動車椅子自操主訴歩かれへん 

【初期評価】※ダーメンコルセット着用 Hope 杖

でデイサービスへ行きたい立位姿勢右肩峰が左

に比べ 1横指挙上し，脊柱は上部胸椎から左側屈，

左 ASIS と腸骨稜は右側に比べ 1 横指挙上位，前

後傾で ASISと PSISの高さは同じ.仙骨右傾斜.触

診にて左内腹斜筋の筋緊張低下，左腰腸肋筋・左

右前鋸筋の筋緊張亢進. 左右前鋸筋圧痛+（NRS5）

ROM-t[右/左]体幹 10°/10°MMT 体幹回旋 4/3，股

関節伸展3/3，外転2/3立位内乱バランス左側時，

頸・体の立ち直り・骨盤傾斜反応-，側方重心移動

は両側共に肩甲帯から傾斜する.FBS31 点杖歩行

左 LR～MSｔの前後への体幹動揺・骨盤側方移動減

少.連続歩行可能距離 12ｍ.可能回数 1回，疲労感

重度. 

【理学療法及び経過】介入 1週目～姿勢・筋緊張

調整後、筋力増強練習を実施した.骨盤アライメン

トをニュートラルポジションへ誘導後，上肢支持

下で前鋸筋での下部体幹の代償を抑制し，座位・

立位側方重心移動練習を実施した.実施時は左腰

腸肋筋を触診し活動抑制と左中殿筋の収縮を確認

した.4 週目～上肢支持を減少し立位重心移動練

習，内腹斜筋に感覚入力を入れ重心移動を意識し

たステップ練習，杖歩行練習を実施した.  

【最終評価】※6週目～ コルセット Off 

立位姿勢右肩峰が半横指挙上，脊柱は上部胸椎か

ら左側屈.骨盤の左右 ASISと腸骨稜の高さは同じ，

前後傾は左右 PSISが 1.5横指挙上位.仙骨は左右

PSIS の中間に位置.左右前鋸筋圧痛-.左腰腸肋筋

の過活動軽減 ROM-t 体幹側屈 10°/10°MMT 体幹

回旋 5/5，股関節伸展 4/5，外転 4/4 立位内乱バ

ランス左側時，頸・体の立ち直り反応・骨盤傾斜

反応+.右側時は骨盤から移動し，左側時は肩甲帯

に次いで骨盤側方移動を伴う FBS36 点杖歩行左

LR～MSｔの前後への体幹動揺減少・骨盤側方移動

増加.連続歩行可能距離 35ｍ.可能回数 3回，疲労

感軽度. 

【考察】左 LR～MSｔの前後への体幹動揺・骨盤側

方移動減少の要因として，①左腰腸肋筋・前鋸筋

の筋緊張亢進②左内腹斜筋の筋力低下③左右中殿

筋・大殿筋の筋力低下を挙げる.①について，白井

は麻痺側腹斜筋群，腰背筋の筋緊張亢進が歩行の

安定性を阻害していると述べ，浅岡は片足立ち開

始時に支持側脊柱起立筋が早期に活動すると述べ

ている. 本症例は骨盤後傾位での姿勢保持で多裂

筋・最長筋を代償した左腰腸肋筋の筋緊張亢進が

体幹と骨盤の分離運動を阻害したと考えた.②，③

について，左 LR～MSｔの骨盤側方移動減少から，

鈴木は立位での側方体重移動時には内腹斜筋横行

下部線維の筋活動が高まると述べている.故に，体

幹安定性低下が殿筋群の筋力低下を招き，体幹動

揺が生じたと考えた.治療の結果，脊柱・骨盤アラ

イメント修正と左腰腸肋筋の筋緊張が抑制され脊

柱と骨盤の分離運動が出現したと考えた.又，左内

腹斜筋の筋力向上により下部体幹の安定性が向上

し，前鋸筋の筋緊張亢進が軽減したと考えた.故に

上部体幹の代償が軽減し骨盤バランス反応が出現

したと考えた.そして，中殿筋の筋力向上と仙骨右

傾斜が改善された事で大殿筋が筋力向上したと考

えた.結果，杖歩行時の体幹動揺減少と骨盤側方移

動増加を認め，安全性・持久性が向上し杖歩行見

守りレベルを獲得できたと考えた. 

  



34．調理動作の再獲得を目指して 

～自宅での活動に着目した取り組み～ 

 

浪花 孝彰 

医療法人社団 石橋内科 広畑センチュリー病院  

通所リハビリ杏の里  

【はじめに】今回脳出血の発症により自宅での家

事動作が困難になった症例に対し自宅での活動に

着目した治療を提供する事で心身機能と調理動作

の向上を図った為ここに報告する.尚，本症例には

十分な説明を行い,同意を得ている. 

【症例紹介】70代女性.利き手:左 過去 3回の

脳梗塞,右皮質下出血による左片麻痺.急性期回復

期を経て発症 4か月後に自宅に退院し当院通所リ

ハビリを週 3回利用される.発症前は専業主婦と

して家事全般を担っていた.現在は夫と娘が家事

をサポートしている.症例の希望は「家事をした

い」である.調理に対しての希望が強く聞かれて

いた.  

【初期評価】Hope：料理がしたい. BRS：上肢 V

下肢 V手指Ｖ(対立つまみ動作拙劣). MMT：体幹

屈曲・回旋 3. 握力左 9.4kg右 11.3kg. 立位姿

勢：体幹左側屈・屈曲位,骨盤左後方回旋位を呈

す. 筋緊張：広背筋,多裂筋,腰方形筋の過緊張. 

腹斜筋,腹横筋の低緊張.(左のみ記載) NRS：立位

時間(10分)で左腰背部 5/10. 短期目標は「調理

を手伝うこと」. 長期目標は「一人で調理をする

こと」.調理動作：味噌汁を調理した.開始 15分

後腰痛で休息をとる.包丁動作は左手で行うが右

重心偏移で肩甲帯の内転,肩関節の外旋が乏しい

為包丁がうまく扱えず硬い物は切りにくかった. 

【理学療法プログラム】左上肢,手指の促通練習や

把持力向上のためセラパテや網ボール握り.左腰

背部はスタティックストレッチングを実施.ブリ

ッジやドローインによる腹圧上昇を図る.同時に

デイケアでは食器洗いや洗濯もの畳み.調理動作

を実施し動作指導と積極的に左上肢を使用するよ

うに促した.  

【治療後の結果と経過】背臥位にて両膝を立て骨

盤帯と下肢のコントロールを行い,臀部を挙上さ

せ骨盤の前後傾と大殿筋の筋力強化を図った.こ

のとき,背筋と腹筋の同時収縮が困難なため左臀

部の挙上困難であり,骨盤はやや左回旋しており,

痙性が高まる.さらに,左内腹斜筋,右外腹斜筋,大

殿筋の随意収縮の低下が認められたため介助とし

て,骨盤の右回旋を促すため,右外腹斜筋を圧迫に

より,筋収縮を操作すると骨盤が水平位に保たれ

臀部挙上がスムーズに行え背筋と腹筋の同時収縮

が可能となった. 

【調理動作へのアプローチ】調理動作では,左手

での道具操作性や食材等の固定能力低下から,材

料の下ごしらえが課題であった.特に,包丁の操作

に困難を生じ,自宅で調理に取り組むこともあっ

たが,上手く出来ないため消極的であった.腹圧の

向上による機能改善と並行して成功体験を重ねる

ことで意欲を再獲得できるのではないかと考え模

擬の食材・包丁を使用し動作練習を行った.その

後,実際の食材と包丁を使用した動作練習と,定期

的な調理練習を行った. 

【最終評価】(変化点のみ記載) BRS：手指Ｖ(対

立動作可能). 握力左 11.4kg右 12.8kg. 立位姿

勢：体幹左軽度側屈・屈曲位,骨盤左軽度後方回

旋位を呈す. 筋緊張：広背筋,多裂筋,腰方形筋軽

減. NRS：立位時間(20分)で左腰背部 3/10.調理

動作：肉じゃがを調理した.開始から 30分後腰痛

で休息をとる.包丁動作は左下肢にも重心移動を

促し骨盤回旋で代償し引く動作を実施.ジャガイ

モや玉ねぎ,人参を切る事ができた. 

【考察】症例は病前,専業主婦として家事全般を

担い役割を持って生活していた.しかし,3度の脳

梗塞と脳出血により意欲と動作能力に乖離が生じ

ることで自信を失っていた.目標を明確にし,機能

回復と調理動作への介入を同時に且つ段階的に行

うことで,徐々に可能な動作が増えていき症例の

活動や意欲の向上を獲得することができた.また,

宮口らは「認知過程を活性化させる環境における

適切な経験が脳の可塑性を高め,その結果として

機能回復が得られる」と述べており,活動の中で

左上肢を積極的に使用することで麻痺の回復にも

繋がったと考える. 



35．脊椎多発圧迫骨折後の ADLに着目した症例に

ついて 

 

萩原 芽生 

ハーティ訪問看護ステーションかつはら  

【はじめに】今回，脊椎多発圧迫骨折後の患者を

担当した．在宅生活の円滑な ADL動作を獲得でき

たのでここに報告する．尚，発表するにあたり本

症例に発表の趣旨を説明し，同意を得た． 

【症例紹介】80歳代女性．要介護度 1．診断名は

脊椎多発圧迫骨折．軟性コルセット（bonbone）を

着用し保存療法となった． 診断 1 週間後より訪

問リハビリ（週 2回 40分）食事の準備目的でヘル

パーを利用（週 3 回）．既往歴として，ｘ-1 年に

乳癌・ｘ年に肋間神経痛．ｘ年に心臓大動脈弁狭

窄症（同年，心不全弁置換術施行） 

【初期評価】主訴は，腰の痛みをどうにかしてほ

しい．下肢伸展位での寝返り時に訴えが強い（NRS：

8/10）．部位は，胸椎 3～6レベルで右凸側彎・腰

椎 1～3 レベルで左凸側彎を呈し，腰椎凸レベル

の短縮筋にあり．約 1.0㎞の散歩後に腰部の重だ

るさの訴えがあり，足部軽度浮腫あり．左右差な

し．痺れの訴えなし．足底表在感覚軽度鈍麻．

FIM115/126 点．減点項目は，入浴が疼痛の影響に

より清拭．基本動作は物的支持物を要する．立ち

上がり動作は，物的介助にて可能．臀部離床時に

腰部に不安定感の訴えあり．座位保持は長時間（約

30 分以上）困難で，右下部体幹の崩れを認める．

主観的に ADL動作状態に点数をつけてもらう（平

均 5/10）． 

【経過】訪問介入時に環境整備を行い，転倒予防

と，疼痛軽減を目的とした動作指導を実施．また，

体幹筋増強として介入 5回目までは，ドローイン

（腹直筋・腹横筋・内外腹斜筋・脊柱起立筋・腸

腰筋・多裂筋・骨盤底筋）を臥位・座位で行って

もらう．5 回目以降は，ドローインを行いながら

下肢の運動を取り入れる．インナーマッスルを反

復的に収縮させることで，筋活動の活性化を図る． 

【最終評価】約 2ヶ月後，評価は以下の通りであ

る．寝返り動作について，下肢屈曲位で体幹と下

肢を連結させた動作指導により疼痛減少（NRS：

3/10）．FIM120/126点．入浴は，物的支持使用にて

シャワー浴可能．立ち上がりは，臀部離床時の腰

部不安定感軽減．約 1.0㎞の散歩後，腰部の重だ

るさ消失．基本動作は比較的支持物への依存が軽

減された．座位保持可能時間（約 60分）．主観的

ADL（8/10）．犬の散歩や友人との交流が増え，活

動範囲拡大． 

【考察】今回着目したのは，円滑な ADL動作の遂

行困難である．まず寝返り動作時の疼痛につい

て，下肢伸展位でベッド柵につかまり体を引き寄

せ行うことで，脊柱への回旋ストレスが加わる．

股関節・膝関節を屈曲し体幹と下肢を連結させ，

左回旋を行うように指導．これにより脊柱への回

旋ストレスが軽減できたと考える．座位姿勢より

右多裂筋に伸張ストレスがかかり筋緊張亢進する

ことで，左への寝返り時に右多裂筋が収縮するた

め疼痛が誘発されたと考える．座位姿勢や上肢フ

リーでの動作が困難なことから体幹筋力低下が考

えられる．体幹回旋ストレスを加えないよう，体

幹インナーマッスルに対しドローインといった腹

圧コントロールの向上を図った．これらにより，

腰椎における動きが，均等に各分節で起こり，一

部の分節のみにストレスが集中するのを予防す

る．体幹の固定性を得るためには，あらゆる姿勢

や動作で持続的な腹腔内圧を維持できる筋持久力

が必要．また，体幹伸展筋力が必要な際に腹腔内

圧を高めるなど，コントロールする能力が重要に

なると考える．最終評価の結果，疼痛の減少・腰

背部不安定感消失・支持物依存の減少・活動範囲

拡大となった．動作の際に腰背部の不安定感があ

り，圧迫骨折後の体幹筋力低下が考えられること

から，今回インナーマッスルへのアプローチを実

施した．体幹筋群が増強することで，骨盤前傾が

促され，多裂筋への伸張ストレスが緩和できたと

考える．体幹の安定性が生まれ，活動量増加し体

幹筋力だけでなく下肢筋力増強にも繋がり，動作

時の不安定感も消失していくと考える．今後も，

状態変化に応じて福祉用具の選択を行い，継続し

た在宅生活が送れるようにアプローチしていく． 



36．自覚的脚長差に着目し墜落性跛行の改善に至

った一症例 

 

池村 明里 

医療法人仁寿会石川病院 リハビリテーション部 

【はじめに】左人工股関節全置換（以下.THA）術

後に自覚的脚長差に着目した結果，墜落性跛行の

改善を認めたため報告する． 

【倫理的配慮】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． 

【症例紹介】70歳代女性．2年前より左股関節痛

を認め，左変形性股関節症と診断され左 THAを施

行された．術後 12 日目に右初期接地期～荷重応

答期（以下.IC，LR）に墜落性跛行を認めていた．

歩容の改善を目的に患側への荷重率に着目したが

著明な変化を認めなかった．術後 17日目に“左脚

の方が長く感じる”との発言があったため脚長差

に着目して評価・介入を実施した． 

【初期評価（術後 19日目）】関節可動域測定（以

下.ROM-T）左股関節伸展 5°，左股関節内転 0°，

骨盤側方傾斜角は 4.6°，股関節外転筋力は

9.70kgf/w であった．触診にて左大腿筋膜張筋の

過緊張を認めた．術前の構造的脚長差は 20 ㎜で

術後は認められなかった．自覚的脚長差はブロッ

クテストにて 10㎜であった．立位姿勢では第 3腰

椎を頂点として左凸に側彎しており，骨盤左下制

位，左股関節軽度外転位であった．歩容は左 ICで

外転接地し，立脚中期～立脚後期（以下.MSt，TSt）

に骨盤の左後方回旋を伴い，左立脚期は短縮して

いた．また右の IC～LRに墜落性跛行を認めた．10

ｍ歩行は快適速度 10.9 秒，最大速度 8.9 秒であ

った． 

【治療と経過】術後 20 日目より骨盤左下制位に

対して大腿筋膜張筋，中殿筋の筋緊張調整を実施

した．腰椎・骨盤アライメントに対して座位で骨

盤挙上下制動作と殿部のいざり動作を，立位で側

方への重心移動を実施した．介入直後に自覚的脚

長差が 5mmに軽減した．術後 25日目に左 ICでの

外転接地は軽減したが MSt～TSt での骨盤の左後

方回旋は残存した． 

【最終評価（術後 27，28 日目）】ROM-T 左股関節

伸展 10°，左股関節内転 5°，股関節外転筋力は

12.6kgf/w であった．自覚的脚長差は 5 ㎜未満で

あった．立位姿勢は骨盤左下制位，左股関節外転

位が軽減した．歩容は左 IC の外転接地と右 IC～

LRの墜落性跛行が軽減した．10ⅿ歩行は快適速度

9.9秒，最大速度 7.6秒であった． 

【考察】本症例は左 IC で外転接地し，右 IC～LR

で墜落性跛行を認めており，本人の訴えから歩行

への影響として自覚的脚長差を考えた．川端らは

自覚的脚長差の原因は股関節内転可動域制限と骨

盤側方傾斜角の低下が影響しており，股関節内転

可動域 2.5°未満，骨盤側方傾斜角が 3°以上で

認めやすいと報告している．本症例においても股

関節内転可動域 0°，骨盤側方傾斜角が 4.6°で

あった．また中野渡らは機能的脚長差をもつ患者

のうち 71～81％が自覚的脚長差を認め，機能的脚

長差は自覚的脚長差に関連すると報告している．

本症例は術前より左骨頭が外側上方へ偏移してお

り被覆率を補うために骨盤左下制位となり，立ち

直り反応により腰椎左凸の側彎を認めたと考えら

れた．このような腰椎・骨盤アライメントの変化

により右腹斜筋，左外転筋群は短縮位に，左腹斜

筋，左内転筋群は伸張位で保持され，筋長の変化

が生じていたと考えられた．THA 後に構造的脚長

差は改善したが腰椎は左凸，骨盤は左下制位で保

持されるため，自覚的脚長差が生じていたと考え

られた．このため自覚的脚長差を改善するには脊

柱・骨盤アライメントの修正，短縮筋・伸張筋の

筋緊張調整が必要であると考えた．介入の結果，

骨盤左下制位，左股関節外転位が軽減し墜落性跛

行が改善した． 

自覚的脚長差は機能的脚長差と関連しており，

歩行にも影響を与える可能性がある．このため股

関節に加え腰椎，骨盤を含めた評価・介入を行う

ことで短期間でも自覚的脚長差が軽減し，墜落性

跛行の改善を見込める可能性が示唆された． 

  



37．人工膝関節全置換術後,炎症症状の抑制に努め,

早期 ADL向上を目指した症例 

 

渡邉 ひかり 

ツカザキ病院 リハビリテーション科 

【はじめに】今回,右変形性膝関節症（以下 右膝

OA）に対して人工膝関節全置換術(以下 TKA)を施

行した症例を担当したので,ここに報告する. 

【症例紹介】70歳代男性.BMI:23.9㎏/m2.右膝 OA

と診断され,TKA を施行.2 年前に左膝 OA に対し

TKAを施行した既往がある.術前 ADLは屋内外独歩

で,畑仕事や犬の散歩を行っていた.術前は自動車

の利用はなく,買い物に自転車を利用するなど活

動量が多かった. 

【経過】術後翌日より介入し、 基本的動作練習や

平行棒内歩行開始.術後 3 日目より歩行器歩行開

始,疼痛の軽減みられないため,術後 5日目より Dr.

に許可をとり,アイスマッサージ開始.術後 8日目

より T字杖歩行自立.術後 14 日で自宅退院され,1

～2回/週外来継続となった. 

【初期評価(術後 10日目）】視診・触診：膝関節周

囲に腫脹,熱感,発赤.周径：裂隙 37.5cm,膝蓋骨上

縁 41.0cm,膝蓋骨上縁(5cm)43.0cm.NRS安静時:5,

荷重時:5.FRS安静時:2,荷重時 3:.ROM(Rt/Lt):膝

屈曲 95°/105°,伸展 0°/0°足関節背屈 5°

/10°.MMT(Rt/Lt)：膝伸展 2(lag+)/4,足関節底屈

2/3.10m 歩行：12”69s(22 歩).TUG：15”60s.歩

容：右立脚期短縮,右 ICで膝伸展不足・股関節外

転位・足底接地 ,右 TStで股関節伸展不足. 

【理学療法】術後翌日よりベッド上にてアイシン

グ,リラクセーション,カフパンピング,自動介助

下での膝関節 ROM-ex.,負荷を調整しながら筋力

増強練習を実施.また炎症所見に応じて基本的動

作練習や荷重練習,歩行練習の介入を行った.また

パンフレットを配布し,自宅でできる自主練習指

導も併せて実施した. T 字杖歩行開始後は,自宅

退院に向けて段差昇降や浴槽跨ぎなどの ADL練習

を行った. 

【最終評価(術後 28日目)】視診・触診：膝関節

周囲に腫脹,熱感,発赤(初期評価時と比較し軽減

傾向). 周径：裂隙 37.0 cm,膝蓋骨上縁 40.0cm,

膝蓋骨上縁 (5cm)41.5cm,NRS 安静時 :5,荷重

時:5.FRS 安静時:1,荷重時:1.ROM(Rt/Lt):膝屈曲

115°/105°,伸展 0°/0°,足関節背屈 10°

/10°.MMT(Rt/Lt):膝伸展 4(lag-)/4,足関節底屈

3/3.10m 歩行：10”75s(21).TUG:14”88s.歩容：右

IC で膝伸展不足・股関節外転位改善傾向,足底接

地は初期と変わりなし. 

【考察】本症例は術後早期から RICE処置を行い,

合併症の予防を目的に離床を進めていたが,疼

痛の訴えが強かった.手術侵襲後のため,血管の

拡張や血管透過性が亢進にすることにより,腫

脹や疼痛を増大させている.そのため,腫脹の抑

制,代謝速度や神経伝達速度の低下,持続的な筋

収縮の抑制による疼痛の軽減を目的に,リハビ

リの前後で 15-20 分間のアイスマッサージを実

施した.また,筋力増強練習や歩行練習などの負

荷量の調整も行った.アイスマッサージ実施後

は疼痛の訴えも軽減し,最終評価時では NRSでの

変化はみられなかったが,FRS では疼痛の軽減が

みられた.腫脹の抑制や疼痛のコントロールを

行うことにより,炎症症状を助長させることな

く,ADL向上や膝関節 ROMの拡大,膝伸展筋力の増

大などの改善がみられたと考える.  

 また,自転車に乗りたいという希望が強かった

ため,膝関節屈曲 ROMは 120°以上を目標に設定し

た.戸田らは,術後の膝 ROMは術前の軟部組織の影

響を受けやすく,術前の ROM が良い例ほど術後も

良好であると述べている.また,術前の ROMが良好

であった群は術後 6 週で膝屈曲 120°を獲得でき

ていた.本症例は,術前膝屈曲 ROM が 140°と良好

であることから目標到達は可能であると考える.  

今後は本人の希望である自転車への乗車や犬

の散歩,畑仕事への復帰に向け不整地でのバラ

ンス練習や応用歩行練習なども行っていく必要

があると考える. 

  



38．急性心筋梗塞(AMI)を呈し社会復帰後も運動継

続を行った 1症例報告 

 

渡辺紗央 

社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 

【症例紹介】75 歳男性.身長 158cm,体重 58kg.既

往歴:高血圧症(以下 HT).喫茶店主兼歌の講師. 

喫煙歴:60 歳まで.飲酒歴:日本酒 1 合/日.性格:

明るくリハビリテーション(以下リハ)にも積極的, 

几帳面.X月 Y日 19時頃,胸痛及び冷汗を自覚し救

急要請.19 時半当院受診.左冠動脈前下行枝(以下

LAD)＃6 に 100%狭窄を認め,経皮的冠動脈形成術

(以下 PCI)を施行. 

【医学的情報】血液検査所見:peakCK2693U/L 

peakCK-MB243U/L.肝機能及び腎機能は正常範囲内.

心電図所見:V1-6,I,aVL の ST 上昇あり.胸部レン

トゲン:胸水貯留なし.CTR53％.心エコー検査所

見 : 中 隔 , 心 尖 部 で 壁 運 動 低 下 あ り . 

LvDd/LvDs:54.4/39.4mm.LVEF:55%. 

【理学療法評価】心肺運動負荷試験(以下 CPX) 

 初期 最終 

peakVO2(ml/㎏/min) 11.6 12.4 

ATVO2(ml/㎏/min) 9.2 9.2 

AT時心拍数(以下 HR)(/min) 91 89 

AT時 Watt数(W) 40 40 

AT1min前 HR(/min) 90 84 

AT1min前 Watt数 30 30 

【経過】入院後, AMIパスに沿って心リハ開始.第

2病日よりベッドサイド立位実施,第 3病日より歩

行訓練を開始.他職種から生活指導を行い,第 14

病日に退院.その後,当院で運動継続した. 

【ICF】<健康状態>AMI,LAD#6PCI施行<心身機能・

身体構造>心筋壁運動低下,左室拡大,運動耐容能

低下,肝・腎機能正常<活動>ADL 自立<参加>外来リ

ハ継続,喫茶店経営中<環境因子>妻と二人暮らし,

自宅近くに運動施設あり,妻は運動継続に協力的

<個人因子>HT,運動習慣なし,運動したいが仕事

で多忙なため時間を作ることが困難 

 

【理学療法プログラム】 

入院中:AMI急性期離床プログラム. 

退院後:有酸素運動(自転車エルゴメータ)30watt 

35min・1回/週,チューブトレーニング. 

【考察】AMI の急性期リハの目的は日常生活活動

を安全に行えるようにすることと,二次予防に向

けた教育を行うことでありパスに沿って早期離床

を行った.回復期では運動耐容能の増加や QOL 向

上,再発予防による予後の改善を目的とし外来で

有酸素運動とチューブトレーニングを行った.ま

た,HT の自己管理を行うため血圧のセルフチェッ

クを指導した.外来リハ開始時は理学療法士から

の外発的動機づけにより「とりあえず運動を始め

よう」という心理状態だった.外来リハを通して運

動の目的や重要性について理解が深まるにつれ

「運動は必要だ」という心理に変化していったが,

本症例はカラオケ喫茶を経営しており多忙である.

そのため,外来リハでの運動は週１回しか行えな

かった. 外来リハ継続後の CPX の結果,運動耐容

能に大きな変化はみられなかったが運動頻度が少

ないことを自覚し,運動頻度を増やそうとされて

おり内発的な動機づけへの移行段階の心理状態だ

ったため,外来リハと同時に民間の運動施設での

運動や,通勤方法を自転車に変更することを提案

した.その後,自宅近くの運動施設に見学へ行き,

運動への行動が自律的になった.血圧の自己管理

は毎朝測定,記録したものを外来リハ時に持参し

ていただきフィードバックを行うと測定は毎日で

きているが記録を忘れることがあったため,測定

したときに目に付くような記録用紙を配布し引き

続きフィードバックを行う.今後は外来リハと民

間の運動施設を併用し,自己での運動への移行期

を設け徐々に外来リハから離脱する.また,定期的

に CPXを行い運動継続に伴う心機能・運動耐容能

の改善を提示することで運動へのモチベーション

を高め,外来リハ終了後も運動継続をフォローし

ていく. 

  



39．交通事故により多発外傷後，早期より ADLの

向上を図った症例 

 

田所 心平 

社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 

【はじめに】 

今回，交通事故により腹腔内出血，骨盤骨折，肺

挫傷，腎不全を呈した症例に対し早期より ADLの

向上を目指して介入したので報告する．また，本

症例には発表の趣旨を説明し同意を得た． 

【症例紹介】 

60 歳代男性．BMI:22.2．受傷前は ADL 完全自立．

X 年 Y 月 Z 日にバイクで走行中に車に衝突され受

傷．当院で入院管理となる．HOPE:復職 

【初期評価（Z+1日）】 

JCS:1．呼吸様式:胸腹式呼吸．SPO2:95%(酸素 7L

使用)．呼吸数:16回/分．呼吸音:右下葉で低下し，

左右で水泡音を聴取(画像所見で胸水貯留あり)．

筋力検査:疼痛が強く精査困難であったが，四肢随

意運動可能．疼痛:体動時 NRS10．FIM :46/126点 

【理学療法経過】 

HCU での安静度はベッド上とされており，vital 

signや疼痛に合わせて ROM訓練や自動介助運動で

ICU-AWを，体位変換やポジショニングで肺炎，褥

瘡等の合併症予防に努めた．介入 4日目には一般

病棟に転棟し，安静度が疼痛に合わせてフリー，

SPO2が room airで 94%を保てていた．しかし，介

入した際に安静時 SPO2が 85〜89%であったため酸

素 1L 使用下で，歩行器歩行や ADL 訓練中心に介

入した．その後介入６日目に完全に酸素から離脱

した．しかし，夜間の不穏行動や日中に傾眠傾向

が出現した．CAM -ICU施行もせん妄ではなく，認

知面の低下を疑い HDS−Rを実施し 23点であった．  

介入 10 日目の荷重検査では，静止立位で

16/28(kg)，最大荷重は 26/40(kg)であった．疼痛

に応じて荷重訓練や ADL訓練を実施した．介入 14

日目で安静時の疼痛は消失したが，歩行時の疼痛

は持続しており歩行形態や距離の延長が困難であ

った．また日中は介入時以外臥床傾向で， ADLも

依存傾向であった．トイレ動作や更衣動作などの

ADL評価・訓練を実施した．  

【最終評価（Z+23〜26）】 

呼吸様式:胸腹式呼吸．SPO2:96%(room air)．疼痛:

安静時 NRS0，動作時最大 NRS3．荷重検査:静止立

位 25/25(kg)，最大荷重 45/46(kg)．生活動作:病

棟 ADL 修正自立，床からの立ち上がりは 40cm 台

を使用し修正自立，病棟歩行は歩行器自立，T-cane

歩行は最小介助で可能．10m 歩行(T-cane):12.25

秒（20歩）．HDS-R:25点．FIM:111/126点． 

【考察】 

介入初期の問題点は肺挫傷による呼吸状態の悪化

で，胸水の貯留や動作時の SPO2の低下があった．

また，不動，拘束，疼痛等のせん妄の誘発要因を

認めていた．早期離床は無気肺やその他呼吸器合

併症の予防や，せん妄の予防にも繋がるとされて

いる．本症例は HCU入棟翌日より介入できたこと

で呼吸状態は改善したが，軽度の意識混濁が出現

した．せん妄は長期的な予後や認知機能に対して

の悪影響があると報告されており，継続したこと

により短期間で改善に繋がったと考える． 

次の問題点として，疼痛により活動意欲が低下し，

リハビリ介入時の負荷量の増加や日中の離床時間

の延長が遷延した．その結果できる ADLと実際に

病棟でしている ADLに乖離が生じ始めていた．阻

害因子である疼痛に対しては，疼痛の少ない方法

での起居動作や立ち上がりの方法を指導し，疼痛

による離床機会の減少が生じないよう対応した．

また，行動変容のためには参加者自身が目標を立

て，かつ実行可能で評価しやすいことが重要であ

るとされている．そこで，目標設定を明確化して

共有し，病棟生活で実行してもらえるよう病棟ス

タッフと連携して症例に対する過介助を防ぎ ADL

の向上を図った．その結果 FIMの点数が改善した

と考える． 

【まとめ】 

症例本人と共有し設定した目標である生活動作を

実施していくことで FIMの改善を認めたが，実際

の活動量の増加には至らず，社会復帰に向けたよ

り段階的な目標設定，理学療法アプローチが必要

であったと考える． 



40．反張膝を呈する片麻痺患者に対し，歩幅に着

目した介入を行い，歩容が改善した一症例 

 

細見 亮太 

医療法人仁寿会石川病院 リハビリテーション部 

【はじめに】 

重度感覚障害を呈した，脳卒中右片麻痺患者にお

いて，歩行の時間的な非対称性が改善したにも関

わらず，歩行中に周期的な筋活動が得られなかっ

た症例を経験した．本症例に対し，歩幅に着目し

た介入を行い，反張膝（以下:ETP）が消失し、歩

容改善したため報告する． 

【症例紹介】 

左被殻出血を発症した 50 歳代男性．15 病日目に

当院転院．本人の hopeは歩行の獲得であった． 

【倫理的配慮】 

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（15病日目）】 

脳卒中機能評価法（以下:SIAS）:51/76点，主な減

点項目は感覚麻痺であり，右上下肢ともに重度鈍

麻． Wisconsin Gait Scale（以下:WGS）:24.75

点．歩行分析:symmetry index（以下:SI）が約 16

と非対称性が顕著であり，さらに右荷重応答期相

（以下:LR）から立脚中期相（以下:MSt）に ETPの

出現を認めた．また，歩行を iPadで撮影し，Gait 

Judge Systemを用いて表面筋電を記録した．その

結果，筋電図上で前脛骨筋（以下:TA）と腓腹筋（以

下:GA）の筋活動は乏しく，周期性が欠如していた．

なお，10m歩行は介助を要するため未計測． 

【経過】15病日目，右 LR～Mstに ETPを認めたた

め，視覚的・聴覚的フィードバック（以下：FB）

に加え，徒手的な介助で立位から右下肢を前方に

振り出し，右初期接地相（以下:IC）から右 Mstま

での部分練習（以下:部分練習）及び右下肢への荷

重練習を行った．30 病日目，感覚検査:圧迫等の

強い刺激なら認知可能．10m歩行:15.41秒（28歩）．

平均歩行率 1.82 歩/秒．平均歩幅 35.7 ㎝，

WGS:15.95点，歩行は SI約 0と時間的対称性の改

善を認めたが，右 LR～Mstに軽度の ETPを認め，

それは歩幅の増大に伴って，顕著となる傾向にあ

った．なお，筋電図上では TAが歩行の全相で活動

しており，周期性の欠如を認めた．この時期より，

徐々に部分練習の歩幅を拡大することによって，

歩行速度の向上，ETPの改善を図った．45病日目，

歩幅の拡大と周期的な筋活動を認めた．10m 歩

行:10.01秒（18歩），平均歩行率 1.80歩/秒，平

均歩幅 55.6㎝，WGS:13.35点． 

【最終評価（60病日目）】 

SIAS:66/76 点となり，主に運動・感覚機能で点数

の向上を認めた．10m歩行:8.67秒（16歩）．平均

歩行率 1.85歩/秒．平均歩幅 62.5㎝．WGS:13.35

点．SI:約 0．周期的な筋活動を認め，安定性の高

い歩行となった. 

【考察】 

田中は，LRでの ETPは TAの筋活動が小さいため，

背屈モーメントが発揮されず，ロッカー機構（以

下:RF）が機能しないことで出現する. さらに Mst

での ETPは LRにおいて GAの筋活動が大きいため，

背屈モーメントが十分に発揮されず，RFが低下し

ているため出現すると述べている．本症例の運動

麻痺は軽度であるが，感覚麻痺は重度である．そ

の影響により ICから LRに TA の筋活動が乏しい．

その結果，LRで RFが破綻し，ETPが起こっている

と示唆される．FBに加え，ICから LRに TAの筋活

動を促すことを目的に部分練習を実施した．その

結果，SIが約 0となるが，歩幅が 35.7cmと短く，

歩幅の増大に伴って ETPが出現する問題点を認め

た．これは歩幅の増大に伴って，右 IC時の底屈モ

ーメントが TA の産出する背屈モーメントよりも

相対的に大きくなるため，上述した Mst での ETP

が起こったものと示唆される．そのため，歩幅を

徐々に延長した際に ICから LR に十分な背屈モー

メントを発揮することを目的に部分練習を行った．

その結果，ETP の消失と歩幅の延長を認め，それ

に伴って歩行速度の増大と歩容改善を認めた． 

【まとめ】 

本症例の ETPが消失し，歩容改善したことは歩幅

を増大しながらの部分練習が効果的であると示唆

される． 



41．小脳出血により体幹,下肢の運動失調を呈し 

歩行獲得に難渋した症例 

 

水上 友海 

医療法人松藤会 入江病院 

【症例紹介】40歳代男性.診断名は小脳出血.自宅

にて意識消失,頭部 CTにて左小脳半球～虫部に出

血を認めた.2 病日目に意識レベル低下と水頭症

により脳室ドレナージと血腫除去術施行. 

【理論的配慮】対象者には目的と個人情報の取り

扱いについて十分な説明を行い,同意を得た. 

【初期評価：30病日目】全体像は自発性・病識が

乏しく ,注意機能・短期記憶が低下してい

る.Brunnstrom recovery stage（以下 BRS）は左

手指Ⅵ上肢Ⅴ・下肢Ⅴ.左上肢,腹筋群の筋緊張が

低下し,バランス検査では体幹・下肢の立ち直り反

応が乏しく座位での前方・側方リーチ,膝立ち位,

片脚立位保持はいずれも困難 .Berg Balance 

Scale（以下 BBS）は 3/56点.基本動作は寝返り～

坐位保持が要監視.起立・立位保持は中等度介助.

歩行は 4 点杖 2 動作前型.視線は下方を向き杖の

コントロール拙劣.左 ICでは歩隔にばらつきがあ

り,股関節外旋,膝関節軽度屈曲.左 LR～MSt では

体幹筋の筋緊張低下と筋収縮遅延により体幹左回

旋.左中殿筋の筋収縮遅延により骨盤左偏位.その

後,左 TSt にかけて骨盤左偏位が強まり重心が左

偏位するが,立ち直り反応が得られず介助が必要

となる.左 PSw～TSwでは右への重心移動を体幹右

側屈にて代償.膝関節の筋出力コントロール拙劣

により左膝関節が過伸展する. 

【治療と経過】下肢コントロール不良の改善を目

的に重錘を用いた固有受容器の賦活,プレーシン

グによる筋出力コントロール練習を行った.併せ

て体幹筋の筋緊張低下,筋収縮遅延改善による立

位アライメント修正を目的に姿鏡による視覚的フ

ィードバックを用いた練習を行った.50 病日目頃

に立位保持が自立,前方ステップや上肢支持あり

での膝歩きを開始.65 病日目頃には体幹筋緊張が

改善し立ち直り反応が出現.また股関節周囲筋の

筋出力コントロールが改善し,上肢支持なしで膝・ 

歩きが可能となった.次に,膝関節・足関節のコン

トロール不良改善を目的に不整地での立位保持,

片脚立位練習を開始.90 病日目頃には両側肩峰後

方介助にて独歩可能,110 病日目頃からふらつき

自制内となり屋内独歩見守りとなった. 

【最終評価：130 病日目】全体像として自発性・

病識が向上した.注意機能障害は残存したが日常

生活には支障ない程度となった.BRS は手指・上

肢・下肢全てⅥ.左腹筋群の筋緊張が改善し立ち直

り反応が得られた為,座位でのリーチ動作が可能

となった.また,片脚立位保持は右 20秒,左 5秒可

能となった. BBS は 53/56点.10ｍ歩行は 7秒,14

歩.日常生活動作・基本動作は自立し,屋内独歩,屋

外 T 字杖自立となった.体幹筋・股関節周囲筋の

筋収縮遅延軽減により TSt 時のアライメントが

改善, 歩隔が安定した.しかし膝関節・足関節の

運動失調が残存しワイドベースによる代償は生じ

たが左へのバランスの崩れは改善した.左 PSw～

MSw では,右への重心移動がみられたが体幹の右

側屈,後傾は軽度残存し, 歩行距離延長に伴い左

肩甲帯～上肢の筋緊張亢進がみられた.また左

MSw～TSw 時の左膝関節筋出力コントロール不良

は残存した. 

【考察】本症例は,小脳障害により運動野の活動が

遅れ活動強度を均一に保てないため筋収縮遅延や

協調性低下などの運動失調を呈していた.特に,体

幹・股関節の運動失調によりバランス能力が低下,

姿勢制御機能が破綻し,左立脚期での左への重心

移動を制御できず左後方へ崩れが発生していた.

それにより歩行獲得に難渋していると考え,体幹・

股関節に注目してアプローチを行った.それによ

り,体幹・股関節の運動失調が改善し立ち直り反応

が得られ,股関節の支持性が向上した.バランス能

力が向上したことで屋内独歩獲得に至ったと考え

る.しかし,膝関節・足関節の運動失調は軽度残存

し,ワイドベースなどの代償動作が出現した.膝関

節・足関節へ介入する時期を早期に検討すべきだ

ったと反省した． 

  



42．足底への感覚アプローチにより歩行獲得に至

った左被殻出血を呈した症例 

 

森 亮太 

医療法人松藤会 入江病院  

【はじめに】今回，左被殻出血による右片麻痺と

重度感覚障害を呈した症例を担当した．継続した

感覚アプローチを実施する事で 4点杖歩行獲得に

至ったため報告する． 

【症例紹介】50 歳代男性．左被殻出血を発症し，

Ａ病院で保存的加療後，リハビリ目的でＢ病院へ

転院．既往歴は 2型糖尿病，右アキレス腱断裂． 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い，同意を得た． 

【初期評価（右/左）】全体像は軽度の運動性失語

と構音障害はあるが会話可能． 

機能・構造面は表在感覚（右）：上下肢共に 2/10．

深部感覚（右）：運動覚 1/5位置覚 2/5． 

Brunnstrom Stage（BRS）：上肢Ⅱ，手指Ⅲ，下肢

Ⅲ．Range Of Motion-Test（ROM-T）：足関節背屈

（10/20）．Manual Muscle Test（MMT）：大腿四頭

筋 4，前脛骨筋 5．Gross Muscle Test（GMT）：3．

バビンスキー反射：陽性．膝蓋腱反射（⧻/+），ア

キレス腱反射（−/−）．Modified Ashworth Scale

（MAS）：上下肢共に 1+．片脚立位：（不可/3秒）． 

活動制限は Functional Independence Measure

（FIM）：47 点．歩行は短下肢装具背屈 10°底屈

0°固定し，4点杖揃え型 3動作歩行で右側方軽介

助．右初期接地は足底接地で右立脚短縮し杖へ依

存のため体幹左側屈．右立脚中期から終期に右膝

ロッキング，体幹屈曲，骨盤前傾，臀部後退あり．

右前遊脚期から遊脚初期に右足尖引っ掛かり多い．

揃え型のため歩幅狭い．連続歩行距離は最長 20m． 

【経過】重度の感覚障害に対し，表在が右母趾に

触覚，圧覚，痛覚刺激入力，深部が右下肢での関

節運動を実施した後，視覚的情報を利用しての動

作練習を行った．認知機能は保たれており，指差

しにて確認し運動学習は図れた．2ヶ月後，4点杖

歩行自立となった． 

 

【最終評価（右/左）】全体像は言葉の詰まりがあ

るも理解，表出向上． 

表在感覚（右）：上肢 7/10，下肢 9/10．深部感覚

（右）：運動覚 5/5位置覚 4/5．BRS：共にⅤ．ROM-

T：足関節背屈（15/20）．MMT：大腿四頭筋，前脛

骨筋共に 5．GMT：4．バビンスキー反射：陽性．膝

蓋腱反射：（⧺/+），アキレス腱反射：（−/−）．MAS：

上下肢共に 1．片脚立位：（2 秒/12 秒）．Berg 

Balance Scale（BBS）：47点． 

FIM：95 点．歩行は 4 点杖のみでの前型 3 動作歩

行自立．右踵接地可能で杖への依存は軽減し体幹

左側屈減少．右立脚中期から終期の右膝ロッキン

グ，体幹屈曲，骨盤前傾、臀部後退減少．右前遊

脚期から遊脚初期の右足尖引っ掛かりも減少した

が，距離増加や不整地で出現．歩幅は前型へ移行

し拡大．連続歩行距離は最長 480m可能となった． 

【考察】歩行安定性低下の原因である股関節の動

揺や膝ロッキングの誘因として感覚障害が大きい

と考え ROM-exや筋力強化，神経筋再教育に加え，

初期から感覚障害に対するアプローチを積極的に

実施した結果，歩行は足底の認識増加や右踵接地

から右荷重応答期の前脛骨筋の遠心性収縮が可能

になり前方推進力が拡大した．膝ロッキングも右

大腿四頭筋出力増加や深部感覚向上により軽減し

た．感覚低下は身体軸の歪みやバランス低下に繋

がると考える．それに伴い関節位置の認識困難や

動作時の転倒リスク増加に繋がる． 

乾らによると「外側タイプは比較的歩行自立に至

るケースが多いため，歩行予後は良好」とあり本

症例の出血部位は後外側であり内包後脚へ影響が

強く歩行障害が大きいと推測したが，4 点杖歩行

自立まで改善した． 

これは本症例が 50 歳代と若く，非麻痺側の筋力

保持，麻痺側の筋出力増加や異常筋緊張の改善と

共に固有感覚の認識増加による関節位置の理解か

ら身体像の確立が起きた事で歩容改善やバランス

能力向上に繋がった．  

【まとめ】本症例を通して感覚入力の重要性，そ

れに伴う歩行の安定性獲得に繋がることを学んだ． 

  



43．人工膝関節置換術患者の可動域制限に着目し

歩行能力向上を認めた一症例 

 

佐藤 貴莉 

医療法人社団仁和会 神野病院 

【はじめに】今回，左変形性膝関節症(以下膝 OA)

により歩行障害を呈し，左人工膝関節置換術(以下

TKA)術後の症例を担当した．関節可動域(以下

ROM)制限に対してアプローチを実施した結果，歩

行能力の改善が認められたため報告する．尚，本

症例には発表について説明し了承を得た． 

【症例紹介】60歳代女性．10年前より両膝関節痛

があり変形性膝関節症と診断．半年前より左膝の

疼痛が悪化し,手術希望のため入院となる．

Kellgren-Lawrence分類Ⅳ．手術は CR型で術中膝

伸展角度は-10°．症例の希望は，スムーズに歩け

た上で仕事復帰(接客業)がしたいとのこと． 

【初期評価：術後 17日目】触診・視診より膝周囲

の皮膚状態は創部周囲に光沢あり．膝周囲の筋緊

張亢進．ROM(Active/Passive°)左膝関節屈曲

80/85，伸展-25/-20，右膝関節屈曲 130/135，伸展

-20/-20．徒手筋力検査(以下 MMT)(右/左)ハムス

トリングス 5/4，大腿四頭筋 5/4．周径(右/左 cm)

膝蓋骨上縁 35/36.5，5cm上方 34/35.5．10m歩行

速度(T字杖使用）10.85秒，歩幅(右/左)41/39cm．

歩行では，T字杖自立．Double knee action消失．

左右ともに ICなし．左 MStで重心右方偏位． Time 

up and go(以下 TUG)右回り 10.66秒，左回り 12.31

秒．10分間歩行テスト 630m．片脚立位バランス右

63秒，左 14秒． 

【理学療法経過】介入 1日目より，独歩練習開始

し，見守りで可能．CPMは左膝関節伸展-20°，屈

曲 95°から開始し，疼痛に応じて徐々に可動域向

上を図った．介入 4日目より膝関節伸展可動域の

拡大，筋緊張低下させスムーズな歩行の獲得を目

的に腹臥位にて重錘 3㎏使用したハムストリング

スの伸張運動(以下レッグハンキング)，動的関節

制動練習(以下 DYJOC)(キャスター型不安定板，ボ

ール使用)を実施した．その後徐々に左膝蓋骨上下

の動きが出現し，ROM 左膝関節伸展-10～-15，屈

曲(Active)100，(Passive)110となった．介入 8日

目より歩行時は骨盤拳上での代償が軽減． 

【最終評価：術後 26日目】触診・視診より膝周囲

の光沢減少，筋緊張は膝周囲に残存．ROM 左膝関

節屈曲 105/115，伸展-15～-20/-10，右膝関節屈

曲 130/135，伸展-20/-20． MMTハムストリングス

5/5，大腿四頭筋 5/5．周径膝蓋骨上縁 35/36，5cm

上方 35/36．10m歩行速度 8.57 秒，歩幅 45/43㎝．

歩行では，独歩自立．Double knee action 消失．

TUG右回り 7.19秒，左回り 9.10秒．10分間歩行

テスト 720m．片脚立位バランス左右 88秒． 

【考察】本症例の歩行障害の原因として膝周囲の

筋緊張亢進，左膝関節の伸展可動域制限を問題点

として挙げた．その原因に対し，DYJOC とレッグ

ハンキングを実施した．DYJOC は効果として筋機

能促通，筋の協調性向上がある．実際に DYJOCを

使用し，ハムストリングスの筋緊張が軽減したこ

とで，伸展可動域の拡大が認められた．症例は 10

年前から膝 OAであり，ROMの結果からハムストリ

ングスの短縮が原因であると考える．原因に対し，

レッグハンキングではハムストリングスに Ib 抑

制を利用し，伸展可動域の改善を認めたとの報告

がある．ホールドリラックス後にレッグハンキン

グを行った．その結果，介入前より膝関節の可動

性向上と筋緊張の軽減を認めた．さらに可動性が

拡大したことで筋紡錘が促通され，大腿四頭筋や

ハムストリングスの出力が向上し筋発揮が行いや

すくなったと考える．歩行能力は歩幅が拡大し

10m歩行速度，TUG，10分間歩行テストの数値が改

善し，下肢支持性の向上により片脚立位バランス

では左右均等な数値となった．今後は ROMだけで

なく，自主トレーニング，外来にて筋力強化を継

続し歩行効率の向上を図る． 

  



44．患側下肢荷重量に着目し歩行能力向上を目指

した症例 

 

森 雄人 

医療法人ひまわり会 八家病院 

【はじめに】今回，左大腿骨転子部骨折術後の症

例を担当した．患側下肢荷重量に着目しアプロー

チを行い歩行能力に改善が得られた為，ここに報

告する．尚，本症例には十分な説明を行い，同意

を得ている． 

【症例紹介】90 歳代女性．平成 30 年 7 月下旬，

転倒し左大腿骨転子部骨折受傷．当院で観血的骨

接合術施行．既往歴にレビー小体型認知症（以下

DLB）がある． 

【初期評価：術後 1週】改訂長谷川式簡易知能評

価スケール（以下 HDS-R）：10/30 点．疼痛検査： 

運動時に左大腿外側で Numerical Rating Scale

（以下 NRS）5出現．体重：38kg．左下肢荷重

量：立位 10kg/最大荷重 14kg，最大荷重時に恐怖

心を認める．立位姿勢：重心線は右側偏倚．触

診：左大腿外側に熱感と腫脹を認める．関節可動

域検査（以下 ROM-T）（右°/左°）Pain（以下

P）：股関節屈曲 100/95P，伸展 10/5P．徒手筋力

検査（以下 MMT）（右/左）：股関節屈曲 4/2P，伸

展 3/2-P，外転 3/2P，膝関節伸展 4/3． 

【経過】術後翌日から理学療法開始したが，一時

的に認知機能が低下し，左下肢荷重時の疼痛によ

り不穏が増大し拒否傾向が出現した．術後 2週目

まで疼痛が出現しない範囲で筋収縮練習を含む股

関節可動域練習と平行棒内立位保持練習を実施し

た．術後 3週目に疼痛軽減し（NRS：2），不穏軽減

と理学療法意欲向上を認め，筋収縮練習から抵抗

をかけた筋力増強運動へ変更した．さらに平行棒

内歩行練習，鏡と体重計を使用し視覚刺激を用い

た左下肢荷重練習を実施したが，練習への集中が

困難で，聴覚刺激に変更し実施した．術後 5週目

で疼痛消失，静的立位時の左下肢荷重量が 4kg向

上し，四点杖歩行練習を開始した．術後 7週目に

安定した四点杖歩行を獲得し T字杖歩行練習を開

始した．術後 8週目で立位時左下肢荷重量が 17kg

に向上し軽介助での T字杖歩行を獲得した． 

【最終評価：術後 8週】HDS-R：20/30点．体重：

38kg．左下肢荷重量：立位 17kg/最大荷重 25kg，

最大荷重時の恐怖心消失．立位姿勢：重心線は正

中．ROM-T：P消失．MMT（右/左）：P消失，股関節

屈曲 4/3，伸展 3/2，外転 4/3，膝関節伸展 4/4．

T 字杖歩行：軽介助で 2 動作前型．見守りで 3 動

作揃え型，左立脚初期から中期に右骨盤下制，体

幹軽度右側屈． 

【考察】左下肢荷重量低下の原因を，直立時の重

心右側偏倚，術後の運動量低下による左股関節周

囲筋の筋力低下，疼痛と筋力低下による左下肢荷

重への過剰な恐怖心と考えた．直立時の重心右側

偏倚に対しては視覚刺激を用いた左下肢荷重練習

を実施したが，練習の記憶を保持する事が困難で

集中力が低下していた．その原因は DLBによる記

憶障害だと考え，与える刺激を聴覚に変更するこ

とで左下肢荷重量の向上を認めた．長谷川らは，

視覚，聴覚刺激を用いた荷重練習は共に有効だが，

聴覚刺激がより高い運動学習の効果を示すと述べ

ている．このことから重心を正中位に保持した立

位が可能になったと考える．疼痛，筋力低下に対

しては，自動介助運動での関節可動域練習を実施

し左股関節周囲筋の収縮を促す事で循環改善を図

った．疼痛軽減が認められた後，著明な筋力低下

を認めた左腸腰筋，殿筋群に対し抵抗をかけた状

態で関節運動を促し筋力増強を図った． 歩行練習

では，認知症により細かい指示理解が乏しく，効

率的なステップ練習が困難であった為，歩行周期

の中で徒手的に重心移動を促すことで運動学習を

図った．これらの結果，軽介助での T字杖歩行は

獲得した．しかし見守りでは，左立脚初期から中

期にかけて右骨盤が下制，体幹が軽度右側屈する

事で重心位置が右下方へ偏倚し安定性が低下する

為，自立レベルに至らなかった．その原因として

既往である DLBによる集中力低下を，術後 3週目

まで考慮できていなかった事が考えられる．介入

当初より問題点として考慮した上で理学療法を実

施する事で，より早期の改善が図れたのではない

かと考えた． 



45．右足関節底屈運動の運動学習により右 MSt～

TStが拡大した中心性脊髄損傷患者 

 

内山 知咲 

姫路中央病院 リハビリテーション科 

【はじめに】中心性脊髄損傷と診断され，右立脚

中期（以下 MSt）～右立脚終期（以下 TSt）の短縮

を認めた患者に対して介入し，歩容の改善が得ら

れた為報告する．尚，本症例には発表の趣旨を説

明し同意を得た． 

【症例紹介】50歳代の男性．仕事中に屋根から転

落．中心性頸髄損傷，腰背部挫滅傷と診断され椎

弓形成術（C3椎弓切除，C4～6椎弓形成）を施行． 

【既住歴】20歳代前半，交通事故により右大腿を

骨折，5cm程度短縮． 

【初期評価（25 病日目）】関節可動域は腹・側臥

位困難により股関節伸展は測定不可．体幹・両股

関節周囲筋力は徒手筋力検査（以下 MMT）にて 2～

3 であり，右足関節底屈筋力は 2+であった．片脚

立位時間は右 1.0秒，左 7.0秒，バランス戦略は

両側共に股関節が固定され，足関節を主に使用し

ていたが十分に発揮出来ていなかった．Timed Up

＆Go Test（以下 TUG）は独歩にて右回り 17.38秒，

左回り 18.30秒．歩幅は右 16.0cm，左 14.0cm．独

歩では左右動揺が大きく，右 MSt～TSt では右股

関節伸展と右下腿前傾が減少，左歩幅の短縮を認

めていた．また転倒への恐怖心が強く見られた. 

【理学療法経過】25病日目：当院回復期リハビリ

病棟へ転院し，T字杖歩行訓練を開始．26病日目：

独歩訓練を開始．28病日目：脚長差を有していた

為，足底板の使用を提案したが受け入れられず．

右 MSt～TSt の短縮が見られた為，右足関節底屈

筋力向上を目的に後方歩行訓練や段差昇降訓練を

開始．33病日目：歩行訓練を繰り返し行なう事に

より，転倒への恐怖心と歩行時の過度な左右動揺，

ステップ反応に改善が見られ始めた為，坂道歩行

訓練や最大歩幅での歩行訓練を開始．43病日目：

歩行時の歩幅拡大が見られた為，職場復帰に必要

である応用歩行訓練を行なった．また，股関節や

体幹の筋力訓練に加え，バランス訓練を並行して

行なった．  

【最終評価（43 病日目）】関節可動域は右股関節

伸展 5°．体幹・両股関節周囲筋力は MMT3～4 ま

で向上したが，右足関節底屈筋力の 2+は残存した．

片脚立位時間は右 23.3秒，左 23.9秒で過度な足

関節戦略は減少．TUG は右回り 13.10 秒，左回り

13.50秒に改善．歩幅は右 30.6cm，左 29.0cmまで

拡大．歩行は過度な左右動揺が軽減．右 MSt～TSt

において右股関節伸展と右下腿前傾，左歩幅が拡

大した．転倒への恐怖心は軽減を認めた． 

【考察】初期評価では右足関節底屈筋力の低下に

より右 MSt～TSt の短縮を認めた．その原因とし

て，右足関節底屈筋力の低下により右下腿の前傾

が減少していた事と，転倒への恐怖心にて右足関

節を固定した歩行となっていたと考えた． 

 Kirsten は「歩行に要する力は徒手筋力テスト

の 3+に相当する」と述べており，本症例において

も右足関節底屈筋力が 2+であった為，右 MSt～TSt

にて，十分な右足関節底屈筋の遠心性収縮が行え

ず，右下腿の前傾が減少し，歩行時に過度な左右

動揺を認めたと考えた． 

 治療では右 MSt〜TSt での下腿の前傾に必要と

される右足関節底屈筋の遠心性収縮を獲得する為，

難易度の低い課題から段階的に行なった．右足関

節底屈筋の求心性収縮を意識した筋力訓練を実施

した後，遠心性収縮を意識して行った．また応用

的な訓練として後方歩行訓練，坂道歩行訓練，段

差降段訓練などの難易度が高い動作を実施した． 

 最終評価では右足関節底屈筋力は向上しなか

ったが，歩行での右下腿前傾の拡大と，体幹，股

関節周囲筋力の向上によって過度な左右動揺が軽

減し，右 MSt～TStが拡大，転倒への恐怖心が軽減

したと考えた．塩田らは 「姿勢制御において，各

筋の筋力も重要な要素であるが，これら各筋が適

切なタイミングで，筋活動を行なうことも姿勢制

御の重要な要因の 1つである」と述べている．本

症例においても，適切なタイミングでの筋収縮を

運動学習した事により右下腿前傾が拡大し，歩行

の実用性が向上したと考えた． 

  



46．左肩関節脱臼骨折術後に挙上動作を獲得した

症例～肩甲上腕リズムに着目して～ 

 

上﨑 優衣 

姫路中央病院 リハビリテーション科 

【はじめに】左肩関節脱臼骨折により観血的整復

固定術(ワイヤー固定)を施行された症例を担当し，

挙上動作が改善したため報告する．尚，本症例に

は発表の旨を説明し同意を得た． 

【症例紹介】70 歳代女性．自転車で転倒し受傷．

左肩関節脱臼骨折(大結節剥離)を認め，手術施行．

術後 3週間は外転枕装着． 

【初期評価：術後 28病日目】疼痛評価(Numerical 

Rating Scale：以下，NRS)より自動介助運動での

左肩関節屈曲時に肩甲骨下角部，外転時に肩甲棘

上窩に 7/10．夜間時痛は肩全体に 9/10．左僧帽筋

上部線維・肩甲挙筋・菱形筋・大胸筋・小胸筋・

烏口腕筋の筋緊張亢進．胸椎・肩甲骨の可動性低

下．左肩関節可動域は自動介助運動で屈曲 60°，

外転 90°．他動運動にて屈曲 125°，外転 100°．

徒手筋力検査は左肩関節屈曲 2，外転 2，肩甲骨上

方回旋 2．棘上筋テスト陽性．アライメントは左

肩甲骨外転・前傾・下制位．左上腕骨は前方偏位，

肩関節内旋位．挙上動作は早期から頸部・体幹を

右側屈し，左肩甲骨の挙上・外転がみられた．挙

上時，左肩関節内旋位，肘関節軽度屈曲位，前腕

軽度回内位． 

【経過】術後翌日より，理学療法時のみ外転枕を

除去し，肩関節外転 45°位で関節可動域訓練，側

臥位で肩甲骨の運動学習，肩甲骨周囲筋のリラク

ゼーションを実施．術後 22 病日目より自動介助

運動開始し，コッドマン体操，プーリー運動，筋

力増強訓練，大円筋・広背筋にダイレクトストレ

ッチを実施した．術後 28病日目に自宅退院，週 1

回の外来理学療法となり自主訓練を指導．術後 46

病日目より自動運動開始，自動運動では左肩関節

屈曲 90°．術後 54 病日目より，アウターマッス

ルを抑制した状態で腱板の活動を促すように側臥

位での上肢挙上運動，徒手にて軽度の抵抗や輪ゴ

ム使用で筋力強化実施．術後 62 病日目に結帯動

作獲得．術後 71病日目に結髪動作，左上肢使用で

洗髪動作，洗濯物干し動作を獲得した． 

【最終評価：術後 80 病日目】疼痛評価(NRS)より

自動運動での左肩関節屈曲時に肩甲骨下角部

2/10，外転時に肩甲棘上窩 3/10．夜間時痛は肩全

体に 4/10．筋緊張亢進の軽減．左肩関節可動域は

自動運動で屈曲 140°，外転 110°．他動運動で屈

曲 155°，外転 110°．徒手筋力検査は左肩関節屈

曲 4，外転 4，肩甲骨上方回旋 4．棘上筋テスト陰

性．アライメントは左肩甲骨外転・軽度前傾位．

挙上動作時の代償は軽減したが，挙上時の左肩関

節内旋位，肘関節軽度屈曲位，前腕軽度回内位は

残存． 

【考察】本症例は自動運動での左肩関節屈曲時に

可動範囲が狭く，過度な肩甲骨挙上がみられた．

原因として，屈曲に関わるアウターマッスル(三角

筋・上腕二頭筋)を過剰に使用しており，過度に肩

甲骨を固定するため肩甲骨の動きに代償が生じて

いると考えた．この問題点に対して腱板強化，肩

甲骨の運動学習を中心にアプローチした．後藤ら

は，肩関節外転 0～30°の範囲であれば棘上筋の

筋厚を高めることなく収縮を促すことができると

していることから，狭い範囲での運動を反復した．

また，肩関節屈曲初期に肩甲骨の前傾・上方回旋

の動きを学習させるように側臥位で肩甲骨上角部

を支点として運動を実施した．その結果，自動運

動での左肩関節屈曲角度が 140°に改善した．腱

板機能は 3週間の外転枕装着による廃用や手術侵

襲により低下を認めたが，特に棘上筋・棘下筋の

筋力増強により上腕骨頭の求心力が十分に保たれ，

肩甲上腕関節の動的安定化機構が改善したと考え

た．これにより，アウターマッスルの過活動が抑

制され，肩甲骨の努力的な固定が軽減したと考え

る．さらに，肩甲胸郭関節運動時に肩甲骨を安定

させた状態で正しい動きを誘導したことで，前鋸

筋の筋活動が得られ，肩甲骨の前傾・上方回旋が

可能となったと考えた．以上のことから，肩甲上

腕リズムが是正され，挙上動作，結帯・結髪動作

が獲得されたことで日常生活動作の改善に繋がっ

た． 



47．立脚期の骨盤帯後退・体幹前傾に着目し，長

下肢装具を使用した症例 

 

山下 美咲 

姫路中央病院 リハビリテーション科 

【はじめに】脳梗塞を発症し右片麻痺を呈した患

者の歩行に対し，立脚期に着目して治療を行った

ため報告する．尚，本症例には発表の旨を説明し

同意を得た． 

【症例紹介】アテローム血栓性脳梗塞(左放線冠か

ら内包後脚)を診断され，右上下肢に運動麻痺を認

めた 60 代男性．構音障害があるが意思疎通は可

能．高次脳機能障害は認めず． 

【初期評価(16 病日目)】Brunstrom Recovery 

Stage(以下 BRS)は右上肢Ⅱ・下肢Ⅱであり，関節

可動域は右股関節伸展 10°・右足関節背屈 10°，

粗大筋力は麻痺側下肢１．筋緊張は右殿筋群・ハ

ムストリングス・大腿四頭筋・股関節内転筋群に

て低下を認めた． Functional Independence 

Measure(以下 FIM)は 49/126 点．歩行は長下肢装

具(以下 KAFO)を使用し，右下肢の振り出しを後方

介助にて実施．右荷重応答期(以下 LR)から立脚中

期(以下 MSt)では骨盤帯後退・体幹前傾を認め，

右 MStにて右側への重心移動が不十分であり揃え

型歩行となる．  

【治療と経過】16病日目より回復期病棟に転棟し，

介入を開始する．KAFOを使用した歩行訓練，荷重

訓練を行い右股関節周囲筋を選択的に賦活させ支

持性の向上を図った．44病日目からプラスチック

短下肢装具(以下 AFO)を使用した歩行訓練，支持

物使用下での膝立ち訓練を行った．また並行して

スクワットや片脚ブリッジ等も実施した．79病日

目で AFOを使用した T字杖前型歩行においても骨

盤帯後退・体幹前傾が軽減した．しかし右遊脚初

期(以下 ISw)での toe dragが認められた．そのた

め 81 病日目より背屈遊動・底屈固定の AFO(以下

ジレット継手付き AFO)へ変更．右立脚後期(以下

TSt)の形成を図り，加えて側臥位での股関節伸展

運動や立位でのステップ練習を実施した.  

 

【最終評価(114 病日目)】BRS は右上肢Ⅱ・下肢

Ⅲ，関節可動域は右股関節伸展 15°・右足関節背

屈 15°，粗大筋力は麻痺側下肢 3．筋緊張は右殿

筋群・大腿四頭筋・股関節内転筋群の改善を認め

たが，ハムストリングスは改善傾向．FIM は

110/126 点．Functional Reach Testは 31㎝．(81

病日目は 25㎝)．歩行はジレット継手付き AFOと

T 字杖を使用し見守り．右 MSt での骨盤帯後退・

体幹前傾は軽減し，右 PSwから ISwの toe dragの

頻度は減少した．  

【考察】初期評価時における歩行の問題点は骨盤

帯後退・体幹前傾により，右立脚期の形成が不十

分なことであった．そのため，殿筋群の収縮が乏

しい事や腸腰筋が短縮位となり，振り出しが不十

分で toe dragを認めたと考えた．これらの原因

として股関節伸展筋の筋出力低下，膝関節屈曲・

伸展筋の筋出力低下等が考えられ，右 ICから

MStの形成が必要であると考えた．歩行時片麻痺

患者は麻痺側の立脚期に骨盤帯が後退した股関節

屈曲位の支持となりやすいと言われている． そ

のため立脚期の骨盤帯後退・体幹前傾の軽減を目

的に，KAFOを用いて歩行訓練や荷重訓練，床上

にて膝立ち訓練を実施し，股関節周囲筋を選択的

に賦活させた．また AFOへ移行した時期からは

ICから MStにかけて体幹垂直位・右膝関節軽度

屈曲位を意識したステップ練習を行った．これに

より右 IC から MStでの骨盤帯後退・体幹前傾，

右立脚期の短縮が軽減したと考える．右 PSwから

ISwの toe drag残存に対して，TStでの股関節伸

展が必要と考え，腸腰筋の遠心性収縮を意識した

ステップ練習，側臥位での股関節伸展運動を実施

した．加えて，座位や立位での股・膝関節を協調

させた屈曲運動を実施し，クリアランス確保のた

め股関節屈曲にて代償することで右 PSwから ISw

の toe drag軽減に繋がると考えた.しかし遊脚期

への介入が遅れたこと，骨盤の引き上げ等の体幹

機能や股関節屈曲による代償が不十分であったこ

とより toe dragは軽減したものの残存し，T字

杖歩行見守りでの退院となった． 

  



48．転倒を繰り返す一症例に対し，自主練習を考

案した維持期理学療法の経験 

 

小河 翔 

医療法人松藤会 介護老人保健施設ゆめさき  

【はじめに】今回，デイケアを利用する症例を担

当した.自宅で花の水やりをしていたが，転倒の頻

度が増加しており実施が難しくなってきている現

状があった.趣味活動継続の為，まずはデイケアで

の自主練習を再検討する機会を得たのでここに報

告する. 

【症例紹介】80代後半の女性.右恥骨・座骨骨折，

仙骨骨折（2年前）.腰椎圧迫骨折（3年前），脳梗

塞（13 年前）の既往歴あり.併存疾患として認知

症がある.現在は 90 代の夫と 2 人暮らし.家事は

ほぼ夫が担い，デイケアは介護負担軽減と現状維

持目的で週 4回利用.要介護度 2.加算算定はなし. 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報取り

扱いについて十分に説明を行い，同意を得た. 

【初期評価】長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-

R）は 13点.徒手筋力検査（MMT，右/左）は股関節

伸展（3/3），股関節外転（2/2），足関節底屈（2/2），

体幹屈曲 2，伸展 2，回旋（2/2）.運動麻痺，感覚

検査は左右差なし.Berg Balance Scaleは 24点.

歩行観察では右下肢初期接地期（IC）～立脚中期

（MSt）に体重の前方移動困難，右荷重反応期（LR）

に対側骨盤下制による後方または左側方へのふら

つきを認める.また，左下肢遊脚期に躓きによる前

方へのふらつきを認め，これらのふらつきが不定

期で観察された.自宅では伝い歩きで移動.玄関か

ら植木鉢への動線は支持物がなく夫付き添いのも

と行っているが単独で行ってしまうケースがあり，

その際の転倒事例が多い.介入以前の自主練習は

介護職員付き添いのもと起立練習，平行棒内歩行

練習，介助下での歩行練習，段差昇降練習を実施

していたが，転倒回数が増加し機能維持が徐々に

難しくなってきている現状があった. 

【経過とアプローチ】①股関節外転筋②体幹筋の

筋力低下に着目し，今後，介護職員主体の自主練

習に移行した後も効果的な自主練習が実施できる

よう再立案することにした.まずは徒手的に介入

する機会を設けて上記の問題点に対し評価・検証

を行った.即時的な効果を認めたが持続性は乏し

かった.また，Borg スケールを用いて強度設定を

試みたが，指示理解，集中力に日間差があり精査

困難であった.上記の点を考慮して本人，介護職員

がより簡易的に取り組めるよう，片足ブリッジや

輪投げ移動，タンデム肢位保持練習等の自主練習

を追加した. 

【最終評価】介入開始 4～5週にかけて数日実施. 

MMT は変化なし.股関節外転は（2/2）だが 3 の検

査肢位で 1～2 回実施可能となった.歩行は LR で

の骨盤下制の改善，左下肢遊脚期の躓きの減少を

認め，介助なしで最大 5m 程連続歩行できる回数

が増加した.また，即時効果はおよそ 2 時間後ま

で持続する日が増加した. 

【考察】本症例を担当するにあたり徒手的な介入

が必要か否かを考えることから始めた.デイケア

でのアプローチ方法を検討するに際して，まずは

理学療法評価を実施して問題点を抽出することに

した.評価結果としては認知機能低下，バランス機

能低下等問題は多岐にわたった.その数ある問題

点の中でも①，②に関しては即時効果が得られ，

改善の可能性があると判断した.また，今後も効果

のある自主練習を立案，導入していくことが必要

と判断した為，徒手的介入を継続して実施するこ

とにした.市橋らは片足ブリッジは外転筋のトレ

ーニングとしても有効であると述べている.また，

Gine-Garriga らは歩行障害に対して筋力増強運

動，歩行練習，バランス練習等を組み合わせた介

入が有効であると報告している.本症例は片足ブ

リッジによる股関節外転筋の賦活化，タンデム肢

位保持等の複合的な介入が歩行能力改善に寄与し

たと考える.また，自主練習において片足ブリッジ

や輪投げ移動等本人に理解しやすい方法を導入し

たことが当該の弱化した筋に対して有効であった

と考える.今後は自主練習の立案継続，介護職員へ

の移行・検証を実施して転倒リスク軽減を図り，

在宅での花の水やりを継続できるよう支援してい

きたい. 



ご協力いただいた座長の先生方 

 

 

 

森本 真由美 先生    姫路第一病院 

 

 

岩本 夏奈 先生      広畑センチュリー病院 

 

 

赤松 洋 先生      姫路聖マリア病院 

 

 

船引 啓祐 先生     ツカザキ病院 

 

 

行山 頌人 先生     姫路赤十字病院 

 

 

河井 陽介 先生     姫路中央病院 

 

 

大谷 武史 先生     石川病院 

 

ご協力ありがとうございました。 
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