平成２９年度

新人発表会
＝

プログラム・抄録集
社）兵庫県理学療法士会
東播磨ブロック

日時 ： 平成２９年２月４日（日）
午前９:００～午後３:３０
会場 ： 加古川中央市民病院

＝

会場周辺図
会場までの交通はなるべく公共交通機関を
ご利用ください。
徒歩の場合は、加古川駅より 12 分です。
お車でお越しの場合は、県道 18 号線「小門
口交差点」より進入し、表示に従って駐車
場へお進みください。
新加古川左岸線（加古川堤防）側の出入口
は「左折進入のみ」となっていますのでご
注意ください。 （退出も左折のみです）
＊詳細は病院ホームページをご参照くださ
い。休日のシャトルバス運行はありません。
当日院内の駐車場代は 100 円/回かかります
のでご了承ください。

会場見取り図
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ホール内での飲食はご遠慮ください。
周辺施設での喫煙は指定の場所をご利用ください。
(院内及び駐車場内での喫煙も禁止です)
当日、院内施設(ローソン、TULLY’S COFFEE)の利用は可能です。
ゴミは各自でお持ち帰りください。

※昼休憩は１２:００～１２:３０の３０分間である為、計画立てて行動して下さい。

日程表

第１会場

第２会場

９:００

受付

９:３０

座長・コメンテーター
事前打ち合わせ
（午前の部セッション）

９:４０

開会の挨拶
オリエンテーション

９：５０～１１：２０

第１セッション

第４セッション

１１:３０～１２:００

協会からの説明

１２:００～１２：３０

昼休憩

１２：２０～１２：３０

座長・コメンテーター
事前打ち合わせ
（午後の部セッション）

１２：３０～１４：００

第２セッション

第５セッション

１４：１０～１５：２５

第３セッション

第６セッション

１５：３０～

閉会の挨拶
後片付け

第３会場

第７セッション

第８セッション

演

題

第１セッション

第

座長

吉田

１

会場

９：５０～１１：２０

健（明石リハビリテーション病院）

１．右片麻痺を有する右大腿骨頚部骨折術後の症例 歩行の再獲得を目標に下腿前傾に着目して
明石回生病院

久野

夏希

２．膝窩部痛及び外側スラストにより歩行改善に難渋した外側半月板損傷術後の一症例
中山クリニック

日髙 梨子

３．左大腿骨転子部骨折により観血的手術を施行し,急性期の疼痛に難渋した症例
高砂西部病院

本角

里奈

山崎

博生

原

昌平

古賀

大介

４．左大腿骨転子部骨折術後・左上腕骨近位端骨折保存療法により歩行に難渋した症例
高砂西部病院
５．骨接合術後の膝関節屈曲可動域制限に対する運動療法
神明病院
６．右前十字靭帯損傷術後において COMBIT を用いた定期的な筋力測定を実施した一症例
つくだ整形外科

コメンテーター

第２セッション

平瀬

第

座長

水野

１

智（加古川中央市民病院）

会場

１２：３０～１４：００

龍馬（高砂西部病院）

７．右足部内反変形を有し左人工膝関節全置換後を施行した患者に対して行った理学療法
甲南加古川病院

濱田 麻未

８．両変形性膝関節症の高齢患者で,認知症が移乗動作能力向上を阻害した一症例
野木病院

山﨑 琢麿

明石リハビリテーション病院

前田 美咲

９．麻痺側大殿筋の筋出力向上により跛行の改善を図った一症例
１０．体幹の低緊張が改善し,歩行時の前方突進現象が改善された症例
順心リハビリテーション病院

瀧本

陽介

１１．歩容の変化に着目したアテローム梗塞右片麻痺患者の一症例
順心リハビリテーション病院

正生龍太

１２．左片麻痺を呈し,膝痛に対して機能面以外にも着目することで安全な移動を獲得した症例
順心リハビリテーション病院

コメンテーター

堀井

吉幸（野木病院）

井元

龍太朗

第３セッション

第

座長

松本

１

会場

１４：１０～１５：２５

一輝（明石リハビリテーション病院）

１３．呼吸リハビリテーションを通して運動耐容能と呼吸困難感が改善した症例
野木病院

石塚

博也

１４．下腿義足歩行での局所的な圧迫から皮膚トラブルを生じ再考を重ね改善に至った一例
明石市立市民病院

吉田

康志

１５．長下肢装具による歩行練習において歩行の左右対称性が改善した症例
順心リハビリテーション病院

長谷川

諒

１６．長下肢装具を使用し早期より抗重力位をとり入れることで移乗動作の介助量軽減した症例
順心リハビリテーション病院

髙津

佑基

１７．体幹と下肢の協調運動を促し足部内反が改善した症例－油圧式足継手を用いた歩行練習－
順心リハビリテーション病院

コメンテーター

第４セッション

座長

三木

野澤

第

２

箱本

真優

幸司（甲南加古川病院）

会場

９：５０～１１：２０

修平（オリーブ大久保西江井島病院訪問看護ステーション）

１８．ギプス固定時からの介入により,早期に足関節可動域の獲得に至った症例
中谷整形外科病院

山中 結衣

１９．左下腿三頭筋の筋力増強に着目し，蹴り出しの改善により歩幅が拡大した一症例
明石リハビリテーション病院

橋本

和祐

２０．左足部内側縦アーチと下腿三頭筋に介入し,両立脚期が安定し歩容の改善が得られた症例
中谷整形外科病院

戸田

千聖

中谷整形外科病院

福栄

怜奈

２１．後足部アライメントに着目し,荷重時痛軽減に至った症例
２２．踵骨骨折の術後,歩容改善を図った症例
松本病院

玉岡

沙也佳

２３. 右脛骨近位骨折を呈し，右下肢荷重に対して難渋した症例
阪田整形外科

コメンテーター

森本

達次（順心リハビリテーション病院）

松山

皓樹

第５セッション

第

座長

山下

２

会場

１２：３０～１４：００

義人（順心リハビリテーション病院）

２４．骨盤前後傾運動が体幹及び肩甲上腕関節に影響を与えた一症例
つくだ整形外科

山本

幸人

平山

瑞姫

細川

裕介

２５．円背姿勢の是正により肩挙上 lag が改善した反転型人工肩関節置換術後の一症例
大久保病院
２６．腱板断裂に対する関節鏡視下腱板修復術後に下垂位外旋可動域改善に難渋した症例
大久保病院

２７．腹筋群と中殿筋へのアプローチと杖の使用方法を検討したことで杖歩行獲得に至った症例
順心リハビリテーション病院

金川

直斗

２８．体幹と骨盤の安定性に着目し，杖歩行自立に至った一症例
明石リハビリテーション病院

山田

亜佐美

２９. 胸椎圧迫骨折後,再発予防に着目し,自宅復帰を支援した症例
清華苑養力センター

コメンテーター

森岡

第６セッション

堂場

修

康（阪田整形外科リハビリクリニック）

第

座長

神木

２

会場

１４：１０～１５：２５

恵美（順心リハビリテーション病院）

３０．術創部の柔軟性向上により靴下の着脱動作が可能になった一症例
明石リハビリテーション病院

宮田

翔太郎

３１．競技特性を考慮した上で傷害予防を目的としパワーポジションに着目した一症例
つくだ整形外科

臼井

瀬奈

３２．人工股関節全置換術後より残存した機能障害が膝機能に影響した変形性膝関節症の一症例
甲南加古川病院

坂本寛和

３３．人工股関節全置換術後の Duchenne 様歩行に対し可動域改善が有効だった一症例
大久保病院

山﨑

優斗

野田

航暉

３４. 人工股関節全置換術後に膝の痛みが増悪してきた症例に対するアプローチの再考
明石市立市民病院

コメンテーター

稲葉

将史（大久保病院）

第７セッション

第

座長

門条

３

会場

９：５０～１１：２０

宏宣（フィジオデイサービス雅の里）

３５．予測的姿勢制御および動的バランスの低下に着目した一症例～卓球動作の獲得を目指して～
順心リハビリテーション病院

片岡

希予

伊藤

綾香

３６．立位バランスへの介入から歩行獲得を目指した症例
順心リハビリテーション病院
３７．体幹失調に対し重心移動練習を行いシルバーカー歩行の歩容が向上した症例
順心リハビリテーション病院

谷山博宣

３８．歩行困難な中心性頚髄損傷を担当し長期目標を変更した一症例
兵庫県立加古川医療センター

佐藤真理

３９．脊髄梗塞を呈し両下肢の異常感覚の改善に難渋した症例
明石仁十病院

熊谷

奨

４０．動作方法の定着により起き上がり動作が自立したパーキンソン病患者の症例
明石同仁病院

コメンテーター

第８セッション

座長

第

小林

西村

３

大下剛志

瞬（西江井島病院）

会場

１２：３０～１４：００

洋介（順心会訪問看護ステーション加古川）

４１．排泄自立を優先的に目指すことにより現実への対峙に成功した一症例
西江井島病院

吉川

貴裕

明石リハビリテーション病院

成田

和磨

４２．上肢代償へ着目し移乗介助量が軽減した橋出血の一症例
４３．引っ越し後に複数回の自宅内転倒により活動範囲が減少した事例
雅の里リハビリテーションセンター

千田

日向子

４４．身体機能面は向上したもののトイレ動作獲得に難渋した症例
西江井島病院

藤岡

美咲

４５．長期臥床と認知症による活動性の低下に対し,生活リズムを構築し活動性向上を得た症例
野木病院

小林嵩啓

４６. 症例の特徴や認識能力を考慮し他職種と連携が移乗動作の自立に繋がった症例
いなみ野病院

コメンテーター

椴谷

勇人（順心リハビリテーション病院）

石井裕也

1.右片麻痺を有する右大腿骨頚部骨折術後の症例

前傾が増加，内側ホイップ様の現象が改善．右単

歩行の再獲得を目標に下腿前傾に着目して

脚支持期の延長を認めた．
【考察】本症例が歩行動作を再獲得する為の問題

久野 夏希（くの なつき）

点として右下肢荷重困難を挙げ，原因を恐怖心と

明石回生病院

考えた．理由として，本症例は一度脳出血により

【はじめに】今回右大腿骨頚部骨折術後の症例を

歩行能力が低下しその後改善したが，今回麻痺側

担当させて頂く機会を得た．介入当初は歩行困難

の骨折ゆえ右下肢に荷重する事で再骨折の恐怖心

であったが各種治療と装具の見直しにより歩行時

があると考えた．その為，全荷重初日は介助下に

の安定性向上が認められた為，ここに報告する．

て平行棒内歩行距離 2m 程度だったが，
起立台を使

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，症例に

用した立位練習や，平行棒内での重心移動練習，

発表内容，
個人情報保護対策，
同意と撤回の説明，

ステップ練習を実施する事で，恐怖心が低下し平

同意を得，安全管理，個人情報保護に努めた．

行棒内歩行が看視下で 2 往復程度可能になった．

【症例紹介】50 歳代男性．5 年前の左脳出血によ

右下肢への荷重が容易となり，一定量の歩行練習

る後遺症として，右片麻痺・失語症あり．平成 28

が可能となったが，右単脚支持期は短いままであ

年 11 月に自宅のトイレにて転倒され，
当院に救急

った．そこで問題点の再考を行い，歩行時の右単

搬送される．精査にて右大腿骨頸部内側骨折を認

脚支持期短縮を問題点として挙げた．
この原因を，

め，大腿骨頭置換術を施行した症例である．

右下腿前傾が乏しい為に右立脚中期から後期にか

【初期評価】手術前日身長:167cm，体重:65kg，

けて内側ホイップ様の現象が出現していると考え

BMI:23.3，HOPE:歩きたい，受傷前 ADL:屋内 4 点

た．この原因として，SHB の可撓性が低く下腿前

杖歩行自立，右下肢介達牽引中．触診:熱感軽度あ

傾が抑制されていると考え，装具の見直しを行っ

り．関節可動域(以下 ROM):右足関節背屈-10°．

た．装具の支持性を減らす目的で，オルトップ短

Brunnstrom stage(以下 Brs):右上肢Ⅱ，
右手指Ⅱ．

下肢装具，装具非装着を試みた所，膝折れはなか

右下肢は介達牽引中の為評価非実施．粗大筋力検

ったが，痙性による右遊脚期の足関節底屈制動が

査(以下 GMT):左下肢 4 レベル．

行えなかった．結果的に，元々の SHB に落ち着い

全荷重初日荷重評価:右 19kg 左 46kg．短下肢装具

たが，
足関節ベルトは底屈を制動する為に外さず，

(以下 SHB)装着にて平行棒内歩行実施．左手摺り

SHB 最上部のベルトを外す事で下腿前傾を促す方

把持にて，右下肢を前方へ振り出そうとするが接

法を考えた．その結果，下腿前傾の角度が増加し

地に時間を要す．接地後の右単脚支持期は短い．

右単脚支持期の延長を認めた．また，内側ホイッ

【治療経過】術後 8 日目から全荷重開始．SHB 装

プ様の現象が改善，歩行安定性向上を認めた．

着にて平行棒内起立練習，足踏み，平行棒内歩行

【まとめ】左右立脚期の均一化を図る事で歩行安

実施．同時進行にて，全荷重 3 日目から起立台を

定性向上を考え，右単脚支持期を延長させる為に

使用し，右下肢への片脚荷重練習開始．6 日目よ

右下腿前傾に着目し治療を行った．練習としては

り平行棒内にて左右への重心移動練習と左下肢の

一定の成果を上げた為，総合的に判断すると装具

前後ステップ練習を実施．平行棒内歩行が可能と

の再考も検討の余地があるという結果となった．

なった為，さらに SHB 最上部のベルトを外す事で

しかし，諸般の事情により急遽退院となった．退

下腿前傾を促し，右短脚支持期の延長を試みた．

院後は在宅療養の予定であった為，退院時に訪問

【最終評価】(術後 31 日目改善点のみ記載)触診:

スタッフに情報提供として装具再考の提案を行っ

熱感無し．ROM:右足関節背屈 5°GMT:左下肢 5 レ

たが，カンファレンス等で密に連携が取れなかっ

ベル．Brs:右下肢Ⅳ．荷重評価:右 25kg 左 40kg．

た．今後は急な退院もあると想定し，早期より連

平行棒内歩行(SHB の下腿ベルト不使用)では下腿

携を図り情報共有が出来るよう努めたい．

2.膝窩部痛及び外側スラストにより歩行改善に難

伸展,右遊脚中期では膝関節屈曲が不十分であっ

渋した外側半月板損傷術後の一症例

た.理学療法は外側半月板の後方誘導を追加した.
【最終評価 (術後 11 週目)】

日髙 梨子（ひだか りこ）

膝窩筋の筋スパズム,大腿筋膜張筋の圧痛は軽

中山クリニック リハビリテーション科

減し,ROM は右膝関節屈曲 145°,伸展 0°,MMT は

【はじめに】

右股関節伸展 3・内転 4,右膝関節屈曲・伸展 4 と

今回,外側半月板損傷術後に膝窩部痛および外側

改善した.疼痛は NRS で右膝関節屈伸時に膝窩部

スラストが問題となった症例に対し,中心靭帯系

2,術創部 1 であった.歩行は独歩にて屋内外自立

安定化機構に着目した理学療法を行った.結果,歩

となり,右立脚期の外側スラストと体幹右側屈は

行に若干の変化が認められたので報告する.

軽減,右立脚後期の股・膝関節伸展及び右遊脚中期

【倫理的配慮】

の膝関節屈曲は増加した.

ヘルシンキ宣言に基づき,症例に発表内容,個人
情報保護対策,同意と撤回について説明し,同意を
得た.安全管理及び個人情報の保護に努めた.
【症例紹介】

【考察】
本症例の問題点は,膝窩部痛及び歩行時の外側ス
ラストである.
膝窩部痛は,筋スパズムの評価から膝窩筋に由

症例は 60 歳代女性である.平成 29 年 6 月上旬に

来すると考えた.膝窩筋は外側半月板に付着して

膝痛とロッキング現象により歩行困難となり,当

おり,半月板の前方移動は膝窩筋に伸張を与える.

院にて右膝外側半月板損傷と診断された.同月下

さらに脛骨の外旋が外側半月板を前方に移動させ

旬に関節鏡視下右半月板縫合術を施行し,翌日よ

ることが佐藤らより報告されている.本症例も,過

り院内パスに沿った理学療法開始となった.

度の脛骨外旋位は外側半月板を前方偏位させ,二

【初期評価 (術後 1 日目)】

次的に膝窩部痛を生じることが推測される.

荷重は完全免荷,膝関節屈曲は 90°まで許可さ

外側スラストは,股関節内転筋や大殿筋の筋力

れた. 評価では,右膝窩筋の筋スパズムと右大腿

低下と脛骨外旋位・膝関節伸展の可動域制限が原

筋膜張筋に圧痛があり,また右脛骨外旋位が確認

因と考えた.山田らによると変形性膝関節症患者

された.関節可動域(Range Of Motion：以下 ROM )

は脛骨外旋位や膝関節の伸展可動域制限が生じる

は右膝関節屈曲 90°,伸展－10°,徒手筋力検査

症例が多く,膝関節内反ストレスを増大すると報

(Manual Muscle Test:以下 MMT)は,右股関節伸

告している.

展・内転 3,右膝関節屈曲・伸展 3 であった.疼痛

上記 2 つの問題点に対して理学療法は,歩行にお

は Numerical Rating Scale(以下 NRS)で右膝関節

ける脛骨内旋位・膝関節伸展位での中心靭帯系安

屈伸時に膝窩部・術創部 8 あった.理学療法は ROM

定化機構の獲得を目標とした.具体的には一般的

運動,筋力増強運動,ストレッチを実施した.

な ROM 運動に加え,外側半月板の後方誘導と脛骨

【中間評価(術後 5 週目)】

内旋方向の促通,外反モーメントの向上を目的と

荷重は全荷重,膝関節屈曲は制限なしとなった.

した股関節内転筋群や膝関節伸展筋群の筋力増強

評価は,右膝窩筋の筋スパズム,右大腿筋膜張筋の

運動を実施した.結果,外側スラストなどの異常歩

圧痛が依然として確認された.ROM は右膝関節屈

行はわずかに改善し,原因とされる脛骨外旋位と

曲 130°,伸展－5°,MMT は右股関節伸展・内転 3,

膝関節伸展可動域,膝窩部痛の改善が認められた.

右膝関節屈曲・伸展 3 で.疼痛は NRS で右膝関節屈

【まとめ】

伸時に膝窩部・術創部 3 であった.歩行は独歩で院

脛骨のアライメントと膝関節可動域の改善は,

内自立も,右立脚初期から中期に外側スラスト及

膝窩部痛を軽減させ,歩行時の外側スラストを減

び体幹右側屈が出現し,右立脚後期には股・膝関節

少させる一要因となった.

3.左大腿骨転子部骨折により観血的手術を施行し,

腿筋膜張筋の緊張に対して実施,関節可動域訓練

急性期の疼痛に難渋した症例

で自動運動実施。
筋力増強訓練で抵抗運動,歩行訓
練,段差昇降・トイレ動作訓練を実施した。

本角 里奈（もとずみ りな）
高砂西部病院リハビリテーション科
【はじめに】

【最終評価】術後 43 日から 49 日（退院）
左股関節屈曲 ROM90°,左股関節屈曲 MMT3,左膝
関節伸展 MMT3 と向上。荷重訓練は安静時立位 15

今回,転倒により左大腿骨転子部骨折と診断さ

㎏,最大荷重 30 ㎏まで荷重可能となった。血液検

れ,観血的手術（γネイル）施行し,術後疼痛に難

査では,CRP 値 1.17mg/dl,アルブミン値 3.0g/dl

渋したため,報告する。

と術後より炎症は軽減したが,アルブミン値に変

【倫理的配慮】

化はなかった。歩行は 4 点杖歩行で,左立脚期が短

ヘルシンキ宣言に基づき,症例に発表内容,個人

く,重心が右優位の歩行。また,歩行中の左下肢の

情報保護対策,同意と撤回について説明し,同意を

違和感と術創部の疼痛の訴えは継続していた。

得た。安全管理及び個人情報の保護に努めた。

【考察】

【症例紹介】
90 代女性,体重 37.8 ㎏。息子家族と同居。入院

本症例は運動時・荷重時の疼痛の訴え強く,術
後炎症と筋緊張による疼痛であると考えた。

前の日常生活動作は,主な家事は家族が行い,入浴

沖田らは,「徒手療法による機械刺激は錘内筋

やトイレ動作は独歩で自立。主訴は術創部の疼痛

のⅠa 群・Ⅱ群線維やゴルジ腱器官のⅠb 群線維を

で,本人の hope は認知機能低下のため聴取困難。

刺激し,筋緊張を変化させる可能性があり,痛みの

家族 hope は歩行及びトイレ動作の獲得であった。

悪循環を断つ一手段になりうる。さらに運動は,

【初期評価】術後 1 週間

筋を収縮・弛緩させるため,痛みの悪循環を断つ一

関節可動域測定（range of motion 以下 ROM）左

手段となりうる。
」と言われており,ストレッチ・

股関節屈曲他動運動 55°で疼痛あり,徒手筋力検

関節可動域訓練,抵抗運動,動作練習を行った。結

査（manual muscle test 以下 MMT）左股関節屈曲,

果,10 ㎏では疼痛なく荷重可能となったが,最大

左膝関節伸展共に MMT2。荷重時に疼痛あり,安静

荷重の 30 ㎏では疼痛が出現していた。
要因として,

時立位で左 10 ㎏,左最大荷重 10 ㎏。
術後の血液検

布施谷らは,「低栄養や糖尿病などの易感染性が背

査で,CRP 値 19.78mg/dl と高く,アルブミン値

景にある患者や,メッシュなどの人工物を入れた

2.7g/dl と基準値の約半分で,食事摂取量は少量

患者では,炎症が遷延し,亜急性期まで痛みが持続

であった。
歩行は平行棒内歩行で左立脚期が短く,

する可能性がある。
」と言われており,本症例にお

両上肢優位の歩行。改訂長谷川認知機能簡易スケ

いても,低栄養で γ ネイルを施行しており,疼痛

ール(以下 HDS-R)では 10 点であった。

が持続していると考えられる。また,本症例は

【理学療法及び経過】

HDS-R で 10 点であり,認知機能の低下がみられた。

術後翌日より医師の指示で全荷重可能の許可あ

井本らによると,
「認知機能低下は術後疼痛に対し

り,理学療法介入。左下肢荷重行うが,術創部疼痛

ての認知と歩行能力低下に関連する。」
と言われて

訴 え 強 く , 荷 重 困 難 。 術 後 7 日 目 で CRP 値

おり,荷重時の疼痛の訴えと,独歩困難となったと

3.65mg/dl と炎症軽減し,平行棒内歩行実施,左股

考えられる。

関節屈曲他動運動で 90°まで可能となった。16

【まとめ】

日目より歩行器歩行。24 日目で 4 点杖歩行と手引

今回,術後疼痛の遷延には,栄養面と認知機能が

き歩行開始。炎症が軽減するに伴い疼痛軽減した

関わっていることが学ぶことができた。

が,疼痛は残存し,49 日目で 4 点杖歩行での自宅退

今後,栄養面や認知機能にも着目しながら,理学療

院となった。
治療内容として,ストレッチングを大

法を実施して行こうと思う。

4.左大腿骨転子部骨折術後・左上腕骨近位端骨折

関節周囲痛（荷重時，
訴えあるときとない時あり）
。

保存療法により歩行に難渋した症例

NRS3/10（疼痛訴え時）立位右上肢把持 1 分 14 秒
両上肢把持なし 5 秒可能もふらつきあり。
BI20 点。

山崎 博生（やまさき ひろたか）
高砂西部病院 リハビリテーション科
【はじめに】

【考察】
市橋は急性痛であれ慢性痛であれ，安静は回避
し，できるだけ早期から ADL や軽度の運動を再開

今回，左大腿骨転子部骨折術後・左上腕骨近位

することが推奨されていると述べている。また，

端骨折保存療法となった症例を担当し，歩行に難

川崎らは，後期高齢者は動作の応用・組み合わせ

渋した症例を経験したためここに報告する。

が困難であり，動作能力向上には個々の筋へのア

【倫理的配慮】

プローチではなく，実際の動作練習が必要だと述

ヘルシンキ宣言に基づき，症例に発表内容，個

べている。このことから疼痛の無い範囲で左下肢

人情報保護対策，同意と撤回について説明し，同

の運動を促し，車椅子移乗など全介助での実施を

意を得た。
安全管理及び個人情報の保護に努めた。

ベッドの高さを上げる，クッション使用し，車椅

【症例紹介】

子の座面の高さを上げ，移乗動作時の負荷量を下

80 歳代，身長 155cm 体重 46.7 ㎏の女性。自宅内

げ患者自身での動作を促した。結果として左下肢

伝い歩き，
屋外介助者がついた状態で T 字杖歩行。

筋力の向上，
動作能力の向上がみられた。しかし，

自宅にて転倒し左大腿骨転子部骨折，左上腕骨近

歩行の獲得に難渋した要因として，荷重検査から

位端骨折を呈し左大腿骨に観血的骨接合術施行，

左 下 肢 へ の 荷 重 不 足 が 挙 げ ら れ る 。 Kirsten

左上腕骨はバストバンドによる保存療法が適応と

Gotz-Neumann は荷重応答期において体重の 60％

なった。

がわずか 0.02 秒の間に観察肢に移行すると述べ

【初期評価】

ており，左最大荷重が 10 ㎏であり体重の 60％で

関節可動域測定（range of motion test 以下

ある 28 ㎏には不十分であった。荷重不足の要因と

ROM-T）左股関節屈曲 50°。徒手筋力検査（manual

して疼痛・荷重に対しての恐怖心による筋出力の

muscle test 以下 MMT）左下肢 2、右 4。術創部へ

低下、バストバンド固定により左上肢支持が行え

の鋭痛（体動時）Numeric Rating Scale（以下 NRS）

ないこと、立位能力の低下が挙げられる。歩行時

10/10。Barthel Index（以下 BI）0 点。

の疼痛に対しては疼痛部位を明確にできていない

【経過】

が，荷重応答期に疼痛出現しており，荷重応答期

術後翌日より介入開始。
全荷重可能の指示あり。

では衝撃吸収のために，歩行周期で筋の活動が一

介入時左股関節他動運動にて 50°屈曲可能も疼

番大きく要求されるため左股関節周囲に疼痛が出

痛の訴え強い。ROM 訓練を中心に実施し術後 2 日

現したと考える。

目で左股関節 80°屈曲可能， 3 日目で 100°屈曲

【まとめ】

が可能となる。疼痛に応じて立ち上がり訓練，立

本症例を通して早期離床，動作練習の重要性を

位訓練，荷重訓練を実施，10 日目で平行棒右上肢

再確認することができた。歩行に難渋した理由と

把持にて荷重検査実施。
最大荷重左 10 ㎏右 20 ㎏。

して疼痛や恐怖心により筋出力が低下することで，

平行棒内歩行訓練を開始した。左荷重時の疼痛の

左下肢への荷重不足を挙げた。環境設定により患

訴えは軽減するも恐怖心から荷重が乏しい。17 日

者の活動性を上げることで起居移乗動作の改善は

目に平行棒内中等度介助にて 6ｍ歩行可能，18 日

みられたが歩行獲得には至らなかった。今後の課

目に回復期病院に転院となる。

題として，
疼痛部位・種類を明確にしていくこと，

【最終評価】

患者に疼痛・恐怖心を感じさせないよう介助量を

ROM-T 左股関節屈曲 100°。左下肢 MMT3。左股

調節していくことが重要になると感じた。

5.骨接合術後の膝関節屈曲制限に対する運動療法

蓋上嚢の柔軟性低下による中間広筋との滑走性の
低下も大きいのではないかと考えた。膝関節包に

原 昌平（はら しょうへい）

ついては脛骨大腿関節の滑り運動と屈曲構成運動

神明病院リハビリテーション部

を行い，膝蓋上嚢の柔軟性低下については膝蓋大

【倫理的配慮】今回症例に発表内容，個人情報保

腿関節の滑り運動を行った。

護対策，
同意と撤回について説明し，
同意を得た。

術後 28 日目より 1/3 荷重，術後 35 日目からは

【症例紹介】現病歴；50 歳代の男性で歩行中の転

1/2 荷重，術後 42 日目からは全荷重開始となり，

倒により右大腿骨遠位端骨折受傷し,他院にて骨

それぞれの荷重練習も平行して実施した。

接合術（Cannulated Cancellous Screw:CCS）を行

【最終評価】理学療法評価（術後 45 日目～）

った。術後１週間で本院に転院となる。

①股関節屈曲可動域は左右差が無くなった。膝関

障害歴；受傷後 18 日間伸展位膝関節支持帯によ

節屈曲可動域では右側で自動他動共に 120°まで

って固定し,完全免荷となる。両松葉杖使用し平地

拡大した。②疼痛検査では，右鵞足部の鈍痛は消

歩行は自立，階段昇降は近位見守りレベルであっ

失し,右膝関節の痛みは NRS で 3 に軽減した③大

た。職業は事務職で職場復帰を希望している。

腿周径は非術側と比べて膝蓋骨上縁が+1.0cm，膝

【初期評価】理学療法評価（術後 7 日目～）

蓋骨上縁から 5cm 近位では-0.2cm，膝蓋骨上縁か

①関節可動域では，他動運動にて右股関節屈曲は

ら 10cm 近位では-1.3cm であった。
腫脹が軽減し，

90°，右膝関節屈曲は 70°であった。右膝関節は

大腿四頭筋の筋肥大が起こった。④膝関節屈曲伸

自動運動で 50°と著明な可動制限を有した。②疼

展の MMT は 5 に増大した。⑤TUG では，杖無

痛検査は Numerical Rating Scale（以下:NRS）で

しで右回り 9.97 秒，左回り 9.87 秒と改善した。

評価し，膝関節屈曲伸展運動時の鈍痛と膝関節屈

⑧歩行スピードでは 10m 歩行では杖無しで平均

曲最終可動域の伸張痛がともに NRS で 5 であっ

が 9.55 秒で 16 歩,歩行率は 100.52 歩/分であった。

た。③大腿周径では非術側と比べて膝蓋骨上縁で

【考察】本症例の希望である職場復帰には階段昇

+2.0cm，膝蓋骨上縁から 5cm 近位では+0.2cm，

降を獲得する必要があった。医師からの荷重許可

膝蓋骨上縁から 10cm 近位では-3.3cm であった。

が出るまでの間に階段昇段時に必要とされる膝関

④徒手筋力検査（以下：MMT）では膝関節屈曲

節屈曲可動域 120°の獲得を目指した。

伸展は 4 であった。⑤バランス検査として Timed

脛骨大腿関節，膝蓋大腿関節それぞれの運動を

Up & Go Test（以下：TUG）では，両松葉杖使

行ったことで，関節包の柔軟性が向上し，関節機

用し右下肢完全免荷で右回り 33.03 秒，左回り

能障害が改善することで関節可動域が拡大した。

32.25 秒であった。⑥歩行スピードは 10m 歩行で

それにより，荷重許可後円滑に荷重練習へと移行

両松葉杖使用し右下肢完全免荷で平均が 22.02 秒

し，早急な階段昇降動作の獲得ができた。

で 12 歩，歩行率は 32.7 歩/分であった。

退院後も外来通院にて継続し，趣味のゴルフが出

目標設定；短期目標では膝関節屈曲可動域獲得，

来るようになれば QOL の向上につながると考える。

膝関節周囲の疼痛軽減。長期目標では杖無しで屋

【まとめ】術後の固定による膝関節屈曲制限に対

外歩行自立，階段昇降自立，職場復帰および趣味

して早期から当該関節の関節包の柔軟性向上と，

活動の再開とした。

関節機能障害の改善を行うことで早い段階に関節

【理学療法経過】術後 7 日目から理学療法開始し

可動域が拡大した。

た。伸展位膝関節支持帯による固定解除し, 可動

また，理学療法開始早期に関節可動域を拡大さ

域の拡大を早期から実施したが，膝関節屈曲制限

せることで階段昇段時に必要とされる膝関節屈曲

が著明であった。原因として手術後の炎症による

可動域が獲得され、
円滑に動作練習へと移行でき，

ものが考えられたが，膝関節包の柔軟性低下，膝

速やかな職場復帰が可能となった。

6.右前十字靭帯損傷術後において COMBIT を用い

72.7%.WBI0.9/1.2.

た定期的な筋力測定を実施した一症例

【考察】
本症例の Demand はランニング実施であり, 右

古賀 大介（こが だいすけ）

前十字靭帯再建術におけるランニング可能な時期

つくだ整形外科 リハビリテーション課

は一般的なプロトコルで術後約 4 ヵ月である.ス

【はじめに】

ポーツ復帰の指数として長井らは「ランニング実

今回,右前十字靭帯損傷後再建術を施行した症

施には WBI0.6 が必要である」と述べており,術後

例を経験した.右大腿部の筋萎縮,筋力低下が著明

3 ヵ月の時点で WBI0.6 を目標としていた.この時

にみられた為,COMBIT CB-2(MINATO 社製)を用い

期までにランニング実施可能な筋力を獲得するこ

て定期的に膝伸展筋力を確認していたが,H/Q 比

とを目的に,定期的に COMBIT を用いて膝伸展筋力

を考慮した筋力増強運動の必要性を知ることがで

測定を行った.初期評価時の右膝伸展筋力は 24.9

きたためここに報告する.

kgf で WBI は 0.4 であった.黄川らは「正常歩行を

【倫理的配慮】

行うには WBI0.4 以上,ランニング等の運動には

ヘルシンキ宣言に基づき,同意を得た.
【症例紹介】

WBI0.6 以上が必要である」と述べている.初期評
価時の右膝筋力低下は約 2 ヵ月の免荷期間による

30 代男性.平成 14 年フットサル中に右前十字靭

筋萎縮に伴う筋力低下と,疼痛による筋出力低下

帯を損傷し,保存療法で経過していたが平成 29 年

が考えられた.一般的に筋力の増加には約 2 ヵ月

疼痛が再度出現.同年 6 月 14 日に骨付き膝蓋腱を

必要であるとされており,初期評価から 2 ヵ月後

用いた右前十字靭帯再建術を施行.7 月 4 日に当院

には右膝伸展筋力が約 10～20％増加していた.

受診し同日より理学療法開始.
【初期評価(術後 1 ヶ月)】
大腿周径:膝蓋骨上縁 5cm:38.5cm/44.0cm.

2 ヵ月が経過した際には右膝伸展筋力は 59．2k
gf で初期評価時より 240％の筋力の増加が確認で
きた.その際 WBI は 0.6 でありこの段階でランニン

10cm:42.5cm/45.5cm.15cm:47.0cm/49.5cm. 関節

グ可能な右膝伸展筋力の獲得は出来ていたと考え

可動域検査(以下 ROM-t):膝関節屈曲 130°/150°

られる.また最終評価(術後 4 ヵ月)の筋力は右

伸展-15°/0°.COMBIT を用いた右膝関節伸展筋

61.0kgf,左 83.9kgf であり,患健側比 72.7%,WBI

力 24.9kgf.weight bearing index(以下 WBI)

は右 0.9 まで膝伸展筋力が増加していた.以上の

右 0.4.

ことよりランニング許可が出る時期までに効果的

【理学療法および経過】

な右膝伸展筋力の増加を行うことが出来た.しか

7 月 5 日より 2/3 部分荷重を開始し,7 月 12 日に

し栗山らは「スポーツ復帰には体重比(%)で大腿四

全荷重となった.7 月 28 日より松葉杖を除去,8 月

頭筋 85%,ハムストリングス 55%,H/Q 比 65%」を基

19 日にサポーター装着を終了.伸展制限が解除さ

準としており,本症例において術後 4 ヶ月で大腿

れ次第,右膝関節伸展 0°を目標とした可動域運

四頭筋 96%,ハムストリングス 31%,H/Q 比 32%と,

動と大腿四頭筋の筋力増強運動を実施した.リハ

ハムストリングスの筋力不足が確認された.

ビリは週 3 回,COMBIT による測定は月 1 回.

【まとめ】

【最終評価(術後 4 ヵ月)】
大腿周径:膝蓋骨上縁 5cm:40.0cm/44.0cm.

本症例は大腿四頭筋の著明な筋力低下を認めた
為,COMBIT を用いて WBI 等で段階的評価を実施し

10cm:44.5cm/45.5cm.15cm:48.5cm/49.5cm.

た.その中でスポーツ復帰に必要な筋力値として,

ROM-t:膝関節屈曲 140°/150°伸展 0°/0°.

H/Q 比などを考慮した多角的視点が必要であるこ

COMBIT を用いた膝伸展筋力 61.0kgf/

とを知ることが出来た.

83.9kgf.膝屈曲筋力 21.4kgf/29.6kgf,患健側比

7.右足部内反変形を有し左人工膝関節全置換後を

向上により左立脚期が延長したことで歩行の安定

施行した患者に対して行った理学療法

性が向上し独歩が獲得された。10m 歩行スピード
は 15 秒 00 であった。

濱田 麻未（はまだ まみ）

【考察】初期歩行時, 左荷重応答期に荷重を保持

甲南加古川病院 リハビリテーションセンター

できずに立脚中期と後期が減少し立脚期の短縮が

【はじめに】今回，左変形性膝関節症(以下膝 OA)，

生じている。
歩行では大腿四頭筋の活動が重要で,

右足部内反変形により歩行困難であった関節リウ

特に膝関節周囲筋との同時収縮により股関節と膝

マチ（以下 RA）の症例を担当する機会を得た。左

関節の安定性を保つため立脚初期にその活動が高

人工膝関節全置換術（以下 TKA）を施行後，左大

くなる 1)といわれている。また,着床直後の膝関節

腿四頭筋に着目して歩行獲得を図った結果，右足

屈曲は着床のショックをやわらげるとともに,蹴

部内反変形に対して装具装着下にて独歩獲得に至

り出しに有利に働き,身体の前方移動をスムーズ

った症例を経験したため報告する。

にしている。
この時内側広筋が働き,膝関節を保持

【症例紹介】74 歳男性。平成 29 年 6 月 27 日に左

している 2)といわれている。また歩行中,大腿四頭

TKA を施行。同年 6 月 28 日より理学療法開始とな

筋は衝撃吸収のための膝関節屈曲が 15°を越え

る。既往歴として RA,右足部骨折による内反変形,

ないように,大腿直筋だけは活動せずに遠心性収

腹部大動脈瘤がある。

縮する 3)といわれている。よって左大腿四頭筋の

【倫理的配慮】本症例にはヘルシンキ宣言に基づ

筋力向上を目標に OKCex から CKCex によるアプロ

き十分な説明を行い,同意を得た。

ーチを行った。右足部内反変形により右下肢荷重

【術前評価】左 FTA183°。膝伸展 Range Of Motion

困難のため短下肢装具を作製し荷重を安定させた

（以下 ROM）0°，膝伸展 Manual Muscle Test（以

ことにより左下肢の荷重練習ができるようになっ

下 MMT）4，extension lag0°。膝 OA による左膝

たため CKCex が可能になった。し結果，最終評価

部の疼痛（NRS：10/10）による荷重困難と右足部

時には大腿四頭筋の筋力向上が図れたことにより

内反変形により右下肢支持性低下が認められ T 字

左立脚時における左下肢の支持性が向上し,独歩

杖屋内可能だが非実用的。

が獲得された。

【初期評価(術後 10 日目)】
膝伸展 ROM 自動-5°，

【まとめ】今回の症例を通して膝関節伸展域での

他動 0°，膝伸展 MMT3，extension lag5°。歩行

大腿四頭筋の筋収縮が歩行周期における立脚期の

器歩行軽介助。左立脚期中期と後期が減少し立脚

安定性に関与している。

期の短縮を生じている。右足部内反変形により右

【参考文献】1）山口良美，熊崎大介，他：人工膝

下肢支持性低下している。

関節全置換術後の理学療法の効果，関西理学．

【問題点】歩行困難の原因として左立脚期に着目

2006；6：131-136

し大腿四頭筋の筋力低下と考えた。

2）後藤幸弘，松下健二，他：歩行の筋電図的研究，

【治療プログラム】左下肢支持性低下の原因の一

大阪市大保健体育学研究紀要．1978；13：39-52

つに大腿四頭筋の筋力低下を考えた。大腿四頭筋

3）Kirsten Gotz – Neumann：観察による歩行分析．

の筋力低下に対して OKC では左パテラセッティン

医学書院，2013，pp.53-76

グ,ボールを使用した膝伸展 ex, CKC では術後 10
日目より右短下肢装具装着下にて歩行 ex を実施。
OKCex から CKCex を行い，左大腿四頭筋の筋力向
上に重点をおいた。
【最終評価(術後 34 日目)】膝伸展 ROM0°，膝伸
展 MMT4，extension lag0°。左大腿四頭筋の筋力

8.両変形性膝関節症の高齢患者で,認知症が移乗

殿部離床時の体幹前傾運動が可能となり,最終的

動作能力向上を阻害した一症例

には軽介助レベルとなった。両膝関節荷重時痛に
対しては,外側足底パッドを靴の内部への設置に

山﨑 琢麿（やまざき たくま）

より疼痛減少を図った。

医療法人佳生会 野木病院 リハビリテーション科

【最終評価】(10 月 30 日)ROM は変化無し。左膝

【はじめに】今回両変形性膝関節症の症例を担当

関節伸展時の軋轢音消失。MMT 両下肢筋 4 レベ

した。膝関節の疼痛,筋力低下が著明に見られてお

ル。VAS 左膝関節可動時痛 2・荷重時痛 6,右膝関

り介入したが,既往の認知症により移乗動作能力

節荷重時痛 2。起き上がり動作能力自立,立ち上が

向上に難渋した症例について報告する。

り・移乗動作能力軽度介助レベル。HDS-R 9 点。

【倫理的配慮】同意と撤回について説明し,安全管

TMT-A・B 共に 5 分以上で評価困難。

理、個人情報保護に十分留意した。

【考察】本症例は両変形性膝関節症による膝の疼

【症例紹介】80 代前半,女性、body mass index17,

痛,また穿孔性腹膜炎術後の長期臥床による筋力

診断名は両変形性膝関節症であり,既往に認知症

低下が生じており,介助量軽減を目的に移乗動作

がある。他病院で穿孔性腹膜炎の手術を行い,術前

能力の向上を目指した。しかし動作時に一度に複

は伝い歩きでトイレへ行くことが可能であったが,

数の口頭指示を出すことが,動作遂行を困難とさ

術後は安静臥床により機能・動作能力の低下が生

せる要因となった。移乗動作練習開始時,まず足底

じ困難となった。栄養源は胃瘻への注入食のみで

接地の位置を重心位置に近づけ,次に重心の前方

あり低栄養状態が続いている。Ｘ線画像では左膝

移動のために体幹を前傾するというように,動作

関節内側に裂隙狭小化がみられた。

を段階的に分節して口頭指示を出していたが,本

【初期評価】(7 月 21 日)関節可動域測定(以下

来の移乗という目的が途中で意識下から消失し実

ROM 測定)左膝関節伸展－30°Pain,右膝関節伸

行困難であった。HDS-R8 点,TMT-A・B が評価

展－10°左足関節背屈－10°。左膝関節伸展時に

不能な点から,記憶障害と注意障害がみられた。対

軋轢音あり。Manual Muscle Test(以下 MMT)左

策として 2 つの方法を取り入れた。1 つ目として

膝関節周囲筋 2,その他両下肢筋 3 レベル。Visual

車いすに移乗するという目的のみを伝える指示に

Analog Scale(以下 VAS)左膝関節可動時痛 6 荷重

変更した。2 つ目に他動で足底接地の位置等をセ

時痛 9,右膝関節荷重時痛 4。起き上がり・立ち上

ッティングし,動作完了する最小限の介入を行い,

がり・移乗動作能力重度介助レベル。改定長谷川

動作能力向上に合わせその量を減らした。藤原ら

式簡易知能評価スケール(以下 HDS-R)8 点。Trail

によると,口頭指示が有効に機能しない患者に対

-Making Test(以下 TMT)A13 分 B23 分評価困難。

して,プロンプト・フェイディング法を用いた移乗

【治療及び経過】初期理学療法では両膝関節の疼

動作練習が効果あるとされている。また Wilson

痛軽減,筋力向上,基本動作能力向上を目的に膝関

らは,記憶障害者に対してはじめから正しい方法

節モビライゼーション,関節可動域練習,ストレッ

を呈示する誤りなし学習が介入技法として有用で

チ,筋力増強練習,起居動作練習を実施した。左膝

あることを示している。2 つの方法を取り入れ動

関節可動時に軋轢音が生じており,疼痛改善のた

作の反復練習を行った結果,介助量軽減ができた。

め膝関節モビライゼーション,膝関節伸展筋力増

運動機能面だけでなく,認知機能に対しても適し

強練習を重点的に実施した。理学療法開始から 2

た介入を行ったことにより介助量軽減や動作能力

週後,左膝関節の軋轢音消失,可動時痛減少がみら

向上につながったと考える。

れたため,移乗動作練習を開始した。当初は殿部離

【まとめ】理学療法を行う上で運動機能へのアプ

床時に体幹後傾位となり重心が後方に残るため,

ローチに加え,認知症への理解,対応の工夫も必要

重度介助レベルであった。しかし反復練習により

であると症例を通して学んだ。

9.麻痺側大殿筋の筋出力向上により跛行の改善を

力も行いながら介入した．また，Close Kinetic

図った一症例

Chain(以下 CKC)での筋収縮向上を図る為，8 週目
より膝立ち位保持･前進練習を取り入れた．11 週

前田 美咲（まえだ みさき）

目より右 LR での大殿筋の筋収縮向上し，体幹前傾

明石リハビリテーション病院

が改善し，病棟内独歩自立となった．

【はじめに】

【最終評価(回復期入棟後 12 週目)】

今回，右 Loading Response(以下 LR)に過度な体幹

BRS 右下肢Ⅵ．右足底感覚は軽度鈍麻．筋緊張は

前傾を呈する症例を担当した．これに対し右大殿

腹筋群，脊柱起立筋共に改善．触診は右 LR の大殿

筋の筋出力低下に着目し，跛行が改善した為，こ

筋の筋収縮向上．MMT は右股関節屈曲･伸展 4，体

こに報告する．

幹屈曲･回旋 4．静的立位姿勢は体幹前傾・股関節

【倫理的配慮】

屈曲軽減．起立動作は自立．歩行は右 LR の大殿筋

症例に発表内容，個人情報保護対策，同意と撤回

の筋出力向上を認め，右股関節屈伸中間位にて右

について説明し，同意を得た．

MSt に移行．10m 歩行は 7’8 秒．TUG は 11’1 秒．

【症例紹介】

6 分間歩行は距離 375m．病棟 ADL 自立．移動は独

70 代男性．左放線冠ラクナ梗塞による右片麻痺を

歩自立．

認め，発症 1 ヶ月後に当院転院．正常圧水頭症，

【考察】

糖尿病の既往あり．病前の Activities of Daily

月城らは LR において股関節伸筋群が最大に活動

Living (以下 ADL)自立．

し衝撃吸収の役割を担うとし，MMT3 の筋力が必要

【初期評価(回復期入棟後 2 週目)】

であると述べている．本症例は MMT より右股関節

Brunnstrom’s Recovery Stage(以下 BRS)右下肢

伸展 3 だが，右 LR で大殿筋の筋出力が低下し，過

Ⅴ．足底感覚は右重度鈍麻．筋緊張は腹筋群が低

度な体幹前傾を生じていた．これにより衝撃吸収

下，脊柱起立筋が亢進．触診にて右 LR の大殿筋の

機能の低下をきたし跛行の原因となったと考える．

筋収縮低下．Manual Muscle Test (以下 MMT)は右

山科らは CKC での練習では協調した運動を行う為，

股関節屈曲･伸展 3，体幹屈曲･回旋 3．静的立位姿

歩行など実際の運動場面に即した練習が可能であ

勢は体幹前傾･股関節屈曲位，
重心線は足関節の後

ると述べている．その為，まずは筋力強化や CKC

方を通る．
起立動作は体幹･股関節の協調的な伸展

の練習として膝立ち位の保持を行った．また，裸

活動が乏しく前方への重心移動に介助が必要．歩

足でのステップ練習を行ったことで，感覚入力も

行は右 LR に体幹前傾・股関節屈曲が増大．10m 歩

得られやすくなり筋出力も向上したと考える．更

行は 24’7 秒．Timed Up and Go(以下 TUG)は 31’7

に，大殿筋の筋出力の向上に伴い膝立ち位での前

秒．6 分間歩行は距離 150m．病棟 ADL はトイレ･

進など運動課題の難易度も徐々に上げた．その結

入浴は中等度介助．移動は歩行車見守り．

果，大殿筋の筋出力と足底感覚が向上し，跛行が

【理学療法及び経過】

改善したと考える．これに伴い歩行の安定性が得

まず，起立動作自立に向け，ベッド柵の使用や高

られ，病棟内独歩自立となった．また 10m 歩行，

さ調節を行い，反復練習を行った．起立動作が自

TUG，6 分間歩行距離においてもカットオフ値より

立した為，治療 4 週目より独歩自立に向け右 LR

公共での自立可能な数値となり，効率性も向上し

の大殿筋に着目した．臥位での筋力強化やステッ

たと考える．

プ練習を行ったが右大殿筋の筋収縮は低下してい

【まとめ】

た．その為，体幹正中位でのタッピング刺激を加

今回，大殿筋への介入により立脚期の跛行改善が

えた右 Initial Contact から Mid Stance(以下 MSt)

得られた．今後は屋外歩行自立に向け更なる安定

のステップ練習を裸足で行い，足底からの感覚入

性向上，
耐久性向上を目指す必要があると考える．

10.体幹の低緊張が改善し,歩行時の前方突進現象

【最終評価】入院 7 週目の関節可動域テストは両

が改善された症例

股関節伸展 0°,外転 30°,外旋 30°,右膝関節伸
展-5°.MMT では両股関節,伸展,外転,体幹屈曲,

瀧本 陽介（たきもと ようすけ）

回旋は 3 となり,左内腹斜筋の低緊張は改善がみ

順心リハビリテーション病院

られた.立位姿勢では腰椎後弯,骨盤後傾,右股関

【はじめに】今回,左小脳出血を認め,長期臥床に

節内転・内旋が軽減した. 10m 歩行テスト 32.6 秒.

よって廃用を呈した症例を担当した.左内腹斜筋

T 字杖歩行では,約 50m の歩行でも前方突進現象は

の低緊張に着目してアプローチした結果,歩行時

出現しなかった.

の前方突進現象が改善されたので報告する.

【考察】本症例では,左内腹斜筋の低緊張,両大殿

【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に基づき,症例に発

筋・中殿筋の筋力低下と股関節伸展の関節可動域

表内容,個人情報保護対策,同意と撤回について説

制限が生じ,体幹屈曲位での歩行となり,前方突進

明し,同意を得た.安全管理および個人情報の保護

現象が出現していると考えた. 米田らは「歩行時

に努めた.

立脚相では,両側腹斜筋群の筋活動が増大するこ

【症例紹介】80 歳代女性,診断名は左小脳出血.現

とにより,歩行で生じる前方への慣性を抑制して

病歴は平成 29 年 7 月上旬,突然のめまいにて A 病

体幹の姿勢安定化を図る」と述べている.そこで,

院へ搬送.状態が落ち着いたため,平成 29 年 8 月下

端座位での立ち直り反応を利用した練習や背臥位

旬,当院入院. 3 年前に左大腿骨頸部骨折の既往が

でのリーチ練習などを行い,左内腹斜筋の筋活動

ある. 主訴は足腰に力が入りにくい. Need を屋内

を促したが,十分な筋緊張の向上や筋活動は得ら

T 字杖歩行自立とした.

れなかった.斎藤らは「腹横筋が胸腰筋膜を緊張さ

【初期評価】関節可動域テストでは両股関節伸展

せることによる安定化メカニズムは,下位腰椎レ

-5°,外転 20°,外旋 20°,右膝関節伸展-10°,両

ベルの内腹斜筋によって援助される可能性があ

足関節背屈 5°.両股関節伸展,外転,体幹屈曲・回

る」と述べている.また,腹横筋と内腹斜筋には，

旋は Manual Muscle Test(以下 MMT)にて 2.触診で

同じ働きをもつ部分があり,腹横筋の筋活動を促

は左内腹斜筋低緊張を認める.失調検査は陰性.立

すことで,内腹斜筋の筋緊張が向上し筋活動も生

位姿勢では,体幹は屈曲位で,両上肢は大腿部前面

じやすくなると考えた.それに基づき,ドローイン

で支持していた. 骨盤後傾・左下制・左回旋,両股

によって腹横筋,左内腹斜筋の筋活動を促した後

関節屈曲,右股関節内転・内旋,両膝関節は軽度屈

に,端座位での立ち直り反応を利用した練習や背

曲位であった. 10m 歩行テスト 38.5 秒.T 字杖歩行

臥位でのリーチ練習などを行った.その結果,左内

では,約 10m 歩行すると体幹屈曲姿勢となり前方

腹斜筋の筋活動が高まり,立位時の体幹の姿勢安

突進現象がみられた.

定化につながった.さらに,両腸腰筋短縮による両

【治療と経過】入院 1 週目より左内腹斜筋の低緊

股関節伸展制限もストレッチにより改善がみられ

張に対し, 端座位での立ち直り反応を利用した練

たため,体幹屈曲・腰椎後弯・骨盤後傾が軽減し,

習や背臥位でのリーチ練習などを行った.2 週目

立位時に股関節中間位までの伸展が可能になった.

より腹横筋に着目しドローインを行い,腰椎の安

それによって T 字杖歩行での前方突進現象が改善

定化を図りながら左内腹斜筋へのアプローチを開

され,結果として,病棟内見守りでの T 字杖歩行の

始したところ,4 週目より左内腹斜筋の筋緊張向

獲得に繋がった.

上がみられた.5 週目からは立位時の腰椎後弯, 骨

【まとめ】
今回の症例を通じ,体幹の低緊張がある

盤後傾の軽減がみられ,立位,歩行時の体幹伸展・

症例に対して,主動作筋だけでなく,まずは基盤と

股関節伸展がみられた.7 週目より病棟内 T 字杖歩

なる深層筋へのアプローチが重要になってくるこ

行見守りとなった.

とを学んだ.

11.歩容の変化に着目したアテローム梗塞右片麻
痺患者の一症例

【最終評価】平成29年10月中旬
ROM:両足関節5°.GMT:右足関節底背屈5.右片脚
立位:10秒.10m歩行:7.8秒.TUG:9.2秒.歩行は独歩

正生龍太（しょうぶりゅうた）

自立レベル.歩容はHCが出現し,Foot slap消

順心リハビリテーション病院

失.ISwでの下腿の外旋軽減.Clearance良好.

【はじめに】

【考察】

今回,左放線冠のアテローム梗塞により右片麻

本症例はIC-LRまでのFootslapとISwでの下腿の

痺を呈した症例を担当した.歩行の相に応じた筋

過度な外旋が安定した歩容を阻害する動作であっ

の収縮様式に着目し反復的なStep練習を行うこと

た為,これらの動作が生じた要因と介入によって

で,歩容の改善が認められた為ここに報告する.

改善した要因の考察を述べる.HCが行えなかった

【倫理的配慮】

要因は,下肢の分離困難と前脛骨筋(以下TA）の筋

ヘルシンキ宣言に基づき,本症例には発表の趣旨

力低下と考えた.アプローチとしてHCを意識した

を十分に説明し,了承を得た.

反復的なStep練習により足部の分離とTAの収縮を

【症例紹介】

促した.足部の分離によりTAの求心性収縮が生じ

70歳代男性.平成29年7月中旬左放線冠アテロー

HCが行えるようになり,遊脚期のClearanceが良好

ム梗塞発症.8月初旬当院転院.病前ADL自立.主訴

となった.Foot slapに対しIC-LR間の反復的な

は足が外に開く.ベタ足になる.Hopeは前の生活に

Step練習によりTAの遠心性収縮を促すことによっ

戻りたい.Needは独歩の獲得.

てFoot slapが消失した.次にISwでの下腿の過度

【初期評価】平成29年8月初旬

な外旋が生じた要因として,MSt-PSwにかけての下

Brunnstrom’sRecovery Stage(以下BRS):

腿三頭筋の筋力低下と足関節背屈制限により下腿

右下肢Ⅴ.Range of motion(以下ROM):両足関節背

を前傾させる推進力を上手くいかすことができな

屈0°.深部・表在感覚:右足部軽度鈍麻.粗大筋力

い為,代償で足関節回外位での蹴り出しにより下

(以下GMT):右足関節背屈2,底屈3.右片脚立位:1.0

腿の過度な外旋が生じていると考えた.本症例で

秒.10m歩行:19.4秒.Timed Up＆Go(以下TUG)23.0

はMSt-PSwにかけてのStep練習を反復して行い下

秒.歩行は歩行器自立レベル.歩容はICにてHCがな

腿三頭筋の伸張性を高め足関節の背屈角度を増大

く,足底全面接地.ISwは下腿が過度な外旋位で蹴

させ,遠心性収縮・求心性収縮を促した.その結果

り出しておりClearance不良.

歩行で必要な筋収縮を学習し,伸張と収縮を繰り

【理学療法および経過】

返して行ったことで背屈角度の改善と筋力強化が

初期にIC-LRまでのStep練習を行い,介入から1

生じた.これにより円滑な下腿の前傾が行えるよ

週で右足関節の背屈が生じHCが可能となったが

うになり,過度な外旋位での蹴り出しが生じない

Foot slapが生じた.2週後Step練習による特異的

ようになった.以上より本症例ではIC-LR,MSt-PSw

な運動によりFoot slapが消失した.次に下腿の過

の相における歩行時の筋の収縮様式に着目し,反

度な外旋に対し,足関節の十分な背屈と下腿三頭

復的な筋の収縮を促したことで,歩容の改善に繋

筋の円滑な収縮を促すべくMSt-PSwまでの一連の

がったと考える.

運動と安定した立脚相を作る為,麻痺側での片脚

【まとめ】

立位や麻痺側支持での昇降練習を行い麻痺側下肢

本症例では機能面に着目し,アプローチを進め

の強化を行った.対象者に筋の伸張と収縮を意識

歩行の相に応じた反復的な Step 練習を行うこと

してもらいトレーニングを実施した.4週後円滑な

で歩容の改善が図れ,独歩自立に至った.しかし今

下腿三頭筋の収縮が生じ,下腿の過度な外旋が軽

後の生活を考えると,活動・参加面へのアプローチ

減し屋内独歩自立となった.

も必要であると考える.

12.左片麻痺を呈し,膝痛に対して機能面以外にも

ROM:膝関節屈曲 125°/135°,伸展-15°/-5°. 歩

着目することで安全な移動を獲得した症例

行時膝関節痛 NRS：3/1．PUW での 10cm 段差昇降獲
得.

井元 龍太朗（いもと りゅうたろう）

【考察】
入院時訪問指導より HOPE を達成する為に

順心リハビリテーション病院

は 20cm の段差昇降が必要である.本症例は視床出

【はじめに】今回右視床出血により左片麻痺を呈

血であるが,BRS 左上下肢Ⅵ,MMT 下肢 4-5 と運動麻

し,変形性膝関節症を有した症例を担当した.機能

痺は軽度で感覚障害も軽度であった.

面への介入だけでなく,歩行補助具の選定・住宅改

10・20cm の前方段差昇降で疼痛出現.後方降段動

修を行うことで膝痛軽減し,自宅復帰につながっ

作では膝関節への負担が少ないと言われているが,

た一症例を報告する.

本症例では手すりでの後方降段動作でも,

【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に基づき,症例に発

10・20cm 共に疼痛が出現した.これは,変形性膝関

表内容について説明し,同意を得た.

節症による関節軟骨の変性・摩耗により生じてい

【症例紹介】80 歳代女性.平成 29 年 7 月初旬,右

ると考える. さらに本症例は右膝関節 ROM 初期

視床出血を認め入院.8 月初旬回復期リハビリテ

-30°の伸展制限,FTA195°の変形を呈している.

ーション目的で当院に入院.病前 ADL は屋内伝い

Perry らは,膝関節を 30°屈曲位にして荷重する

歩きで膝痛あり,痛みが強い際はトイレに這って

には大腿四頭筋が最大筋力の 50%を要すと報告し

移動していた.HOPE は一人でトイレに行ける.

ている.また Morrison らは,ハムストリングス・大

【検査所見】視床出血のＣＴ分類 typeⅡ-a：視床

腿四頭筋の活動により体重の 2 倍の圧力が膝関節

から内包に進展,脳室穿破なし.

面に生じると報告している.このことから,本症例

【初期評価】Brunnstrom Recovery Stage（以下

は段差昇降時のハムストリングス・大腿四頭筋の

BRS）:左上肢Ⅵ・下肢Ⅵ・手指Ⅵ.感覚検査:表在

過活動による関節間力が膝関節への負担となり疼

8/10,深部 10/10.Range Of Motion（以下 ROM:右/

痛を誘発していると考えた.

左）:膝関節屈曲 120°/125°,伸展-30°/-10°.

理学療法では膝関節屈曲拘縮により,半膜様

Femoro tibial angle(以下 FTA):195°/190°.歩

筋・腓腹筋内側頭が短縮位になり伸張性・滑走性

行時膝関節痛 Numerical Rating Scale（以下 NRS：

が低下していた.その為,筋伸張性・筋間の滑走性

右/左）:6/5.安静時痛 NRS:0/0.Manual Mascle

に対し介入し,最終では-15°と伸展制限が改善

Test（以下 MMT）:両下肢 4-5.入院時訪問指導の結

された.このことから関節間力が軽減し,膝関節へ

果,居室からトイレへの動線で手すりは無く,20cm

の負担が少なくなったと考えられる.

の段差昇降を獲得する必要性があった.

しかし,杉岡らは前方降段動作中の膝関節には

【理学療法および経過】入院 1 週目に歩行補助具

体重の 5-10 倍の負荷がかかると報告しており,

評価. 2・3 週目では Pickup walker（以下 PUW）

元々這って移動していたことや,20cm の段差では

での屋内歩行練習を行い,約 50m を疼痛なく自立

疼痛が残存していたことから,歩行補助具の選定,

レベルとなる.4 週目に段差昇降練習開始.10・

住宅改修をすることが望ましいと考えた.よって

20cm を PUW と手すり使用し行うが,手すりでは共

PUW の導入,退院前訪問指導により 20 ㎝の段差を

に疼痛出現し,PUW では 20cm のみ疼痛出現した.5

10cm2 段に提案し改修することで,膝への負担が

週目に PUW での 10cm 段差昇降が疼痛軽減下で自立

軽減し安全なトイレ移動が獲得したと考えた.

レベルとなった.6 週目で再度 20cm 段差昇降を行

【まとめ】
今回,機能面への介入を行ったがこれら

ったが疼痛残存していた.8 週目に退院前訪問指

の改善のみでは疼痛が残存した.改善困難な疼痛

導を行い, 10 週目に自宅退院となる.

に対し,機能面のみでなく症例に適した動作練

【最終評価】感覚検査:表在 9/10,深部 10/10.

習・環境設定も重要であると考える.

13.呼吸リハビリテーションを通して運動耐容能

られた。第 50 病日において酸素カニューラ 3ℓ 下

と呼吸困難感が改善した症例

で安静時 SpO295％，呼吸数 18 から 22 回，安静時
の呼吸困難感の訴えはなく，
MRC 息切れスケール 2

石塚 博也（いしづか ひろや）

まで改善が見られた。6 分間歩行（以下 6MD）を実

野木病院 リハビリテーション科

施した結果，歩行距離 360m，運動後 SpO2 は 85 か

【はじめに】肺炎は悪性新生物，心疾患につぎ死

ら 87％，
脈拍数 100 から 110 回，
修正 Borg Scale4，

亡原因の第三位である。
また肺炎患者の 95％は 65

Recovery に 1 分 30 秒を要した。
ADL 動作時の呼吸

歳以上が占めており，在宅復帰後の活動性の低下

困難感は軽減，歩行距離も改善しているが一人で

に大きく関与する疾患である。肺炎を発症し，運

の実施の際に呼吸困難感に対する不安感があるた

動耐容能や呼吸困難感に着目した症例に関わる機

め外出は制限されている。

会を得たのでここに報告する。

第 55 病日に在宅酸素療法(以下 HOT)の適応とな

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、本症例

り，自宅退院となる。第 60 病日より外来リハビリ

に発表の趣旨を説明し、同意を得た。

テーションにて継続中である。

【症例紹介】70 歳代男性，平成 29 年 7 月中旬頃

【考察】肺炎に対して運動療法を継続して実施し

より食欲低下が見られ，平成 29 年 7 月 26 日に全

た結果，SpO2，呼吸困難感，MRC 息切れスケール，

身倦怠感と呼吸困難感があり当院を受診し，CT 検

歩行距離，脈拍数，修正 Borg Scale に改善が得

査より両側性肺炎と診断され当院に入院となる。

られた。武市らの研究班によると持久力トレーニ

既往歴に腹部大動脈瘤・COPD を有し現在禁煙中，

ングは運動耐容能や呼吸困難感の改善につながる

主訴は楽に歩きたい。

と述べている。本症例においても持久力トレーニ

【評価及び経過】
第 2 病日に理学療法を開始する，

ングにより肺動的過膨張が軽減したこと。活動筋

酸素マスク 5ℓ 下で安静時の経皮的酸素飽和度

の酸素利用能が改善したことにより酸素摂取量が

（以下 SpO2）95％，呼吸数 25 から 28 回，安静時

増加し呼吸困難感の軽減，運動耐容能が改善した

より呼吸困難感の訴えがみられ，British medical

と考える。
しかし 6MD において 400m 以上で歩行自

research council（以下 MRC 息切れスケール）4

立，外出可という報告があるが，本症例の最終評

であった。評価として安全圏内での歩行で実施し

価時は 360m であった。今回，運動耐容能に対する

たが呼吸困難感が強く 2 分で中断した。歩行距離

知識不足などから運動強度設定等が不十分であっ

120m，運動後は SpO280％，脈拍数 120 回，肺動的

た事が歩行距離や ADL 動作時の呼吸困難感に影響

過膨張，修正 Borg Scale7，Recovery に 5 分を要

したと思われる。
対策として karvonen 法を用いた

した。歩行動作より呼吸困難感が強いため，病棟

運動強度の設定や修正 Borg Scale によるややき

外への移動は制限されており，日中は端座位また

つい程度の運動強度設定，RR threshold を用いて

は臥床していることが多い。

負荷量を上げながら実施していく。以上に加え，

呼吸困難感の軽減と運動耐容能の向上を目的に

階段昇降や長時間の外出，入浴動作時で呼吸困難

理学療法を実施した。四肢・胸郭のリラクゼーシ

感が出現するという訴えがあるため動作時の呼吸

ョン，呼吸介助，筋力トレーニング，持久力トレ

方法も指導していく必要があると考える。

ーニングとしてインターバルを設け，呼吸と運動

【まとめ】今回，持久力トレーニングによる運動

を同調させながら実施する歩行練習を行った。又

耐容能の改善には運動強度設定が重要であるとい

リハビリ時間以外の運動意欲が低く活動量が低下

うことを学んだ。今後は階段昇降などの指導，運

していたため能力の維持，改善を目的に自主トレ

動強度の設定を目標にアプローチしていきたい。

ーニングを提案し指導した。
第 10 病日に肺炎の増悪が見られ能力低下が見

14.下腿義足歩行での局所的な圧迫から皮膚トラ

歩行を疑った。そこで健側下肢に1㎝の補高を入れ

ブルを生じ再考を重ね改善に至った一例

数日観察したが異常歩行は修正されなかった。
次に着目した異常歩行は患側初期接地時の義足の

吉田 康志（よしだ やすし）

内倒れであった。初期接地の際に義足は内倒れし

地方独立行政法人明石市立市民病院

，立脚中期には義足が垂直に立ち直るため強制的

【はじめに】義足歩行練習で局所的な表皮剥離と

に外倒れがおこった。立脚終期には蹴りだしの際

水疱形成を認めたが，義足調整と断端袋により皮

に内側ホイップし内倒れした。動的アライメント

膚トラブルの改善に至ったので報告する。

を再評価し，初期接地時の内倒れが収束するまで

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，症例発

義足の内転角を緩めた。

表内容，個人情報保護対策，同意と撤回について

ソケット内の局所の過剰な圧迫を軽減するため断

説明し同意を得た。

端袋を使用し分圧に努めた。その結果，歩行練習

【症例紹介】60代前半男性。平成29年5月中旬に右

後，局所的な発赤は見られず，全体的に均一な発

第2，3趾を挫傷。自宅療養していたが改善見られ

赤が見られるようになった。皮膚トラブルも見ら

ず，6月初旬当院で皮膚科受診した。あわせて高血

れずT字杖歩行を自立とした。

糖のため糖尿病内科受診し，右下肢膝窩動脈の血

【考察】義足の内倒れによる局所の圧迫が皮膚ト

行不良のため，6月中旬に当院で右下肢経皮的血管

ラブルの一因と考え以下の通り考察した。

形成術を施行したが末梢の血行に改善が見られず

外転歩行による内倒れの可能性：静的立位に脚長

，7月中旬整形外科にて右下腿切断を施行した。

差は認められなかったが，心理的な脚長差を疑い

【理学療法評価及び経過】術後翌日より理学療法

，義足長の短縮の有効性を評価するため健側下肢

開始した。術後20日目，周径は膝裂隙から遠位5

に補高し歩行練習を行った。数日後も内倒れは改

㎝下32.5㎝，10㎝下34.5㎝であった。術後40日目

善せず，義足長の短縮での改善は困難と考えた。

，周径は膝裂隙から遠位5㎝下29.0㎝，10㎝下29.5

内転角が過度であった可能性：久保はソケットの

㎝であった。術後50日目，周径の著しい変化は見

初期内転角度が過大な時は、義足が内側に倒れる

られなかった。パッチテストの結果シリコンライ

感じがし足底外側が浮き上がり，下腿軸は床面に

ナーの適応が確認され，ライナー式下腿義足を選

直角が基本であると報告している。義足の内転角

定した。断端管理は同日より日中シリコンライナ

度を緩めることで初期接地時の内倒れが見られな

ーによる圧迫を実施し，夜間はsoft dressingにて

くなったこと，局所の発赤が見られなくなったこ

徐々に自己管理するよう指導した。術後60日目，

とから初期の内転角が過度であったため，内倒し

単軸足部では立位保持が可能であったがエネルギ

により局所の圧迫が強くなっていた可能性が示唆

ー蓄積型足部は静的立位が後方に破綻したため単

された。

軸足部を選定した。ベンチアライメントは屈曲角

断端周径の変化による局所圧迫の可能性：中村は

と内転角ともに5°とし，静的立位において修正

義足歩行が進行するに伴い，切断後の浮腫が軽減

点が認められなかったため，その設定で歩行練習

し断端が成熟に向かうと周径，容量，硬さが大き

を開始した。術後80日目，片松葉杖歩行練習を開

く変化すると報告しており，岩崎らは断端袋の調

始したが，歩行練習後，脛骨近位内側部と外側部

整により断端の不安定さは観察されなくなったと

ともに局所的な発赤が確認できた。一部に表皮剥

報告している。本症例でも断端袋を使用すること

離と水疱形成を認めたため歩行練習を中断した。

で局所の発赤から断端全体に均一な発赤が認めら

その後皮膚トラブルが改善し歩行練習を再開した

れた事から断端のトータルコンタクトが確保され

。その際確認できた異常歩行は以下の通りであっ

たと考察した。

た。歩隔が広くなることがあり最初に患側の外転

15.長下肢装具による歩行練習において歩行の左

肢筋力に著明な変化はなし.FBS は 38 点.SHB を着

右対称性が改善した症例

用した T 字杖歩行では 2 動作前型歩行で見守りに
て可能.右立脚期前半の両脚支持期の割合は

長谷川 諒（はせがわ りょう）

22.3%,右単脚支持期の割合は 15.8％であった.
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10m 歩行テストは 33.2 秒,ケイデンスは 54 歩/分

【はじめに】

であった.

長下肢装具（Long Leg Brace：以下 LLB）を使
用した歩行練習で,歩行の左右対称性が改善し歩

【考察】
大垣は,歩行は高度に自動化された運動であり,

行能力の向上がみられた症例を報告する.

その運動発現には Central Pattern Generator（以

【倫理的配慮】

下 CPG）が大きく関与し歩行の基本的リズムを生

ヘルシンキ宣言に基づき,症例に発表内容,個人

成すると述べている.また, Patterson らは,歩行

情報保護対策,同意と撤回について説明し,同意を

中の左右対称性は歩行速度や立位バランスとの関

得た.安全管理および個人情報の保護に努めた.

連があると述べている.以上のことから,本症例は

【症例紹介】

LLB を使用し CPG を活性化させることで歩行にお

本症例は 60 代男性で平成 29 年 5 月初旬に脳梗

ける左右対称性の改善を期待した.吉田らは,CPG

塞を発症.画像所見にて左放線冠に梗塞巣を認め,

の活性化は下肢への荷重負荷と股関節伸展が大き

右片麻痺を呈する.発症 6 日目に麻痺悪化.その後,

く影響していると述べている.そのため,LLB での

在宅復帰目的で 4 週目に当院転院となる.既往歴

歩行時は右股関節の伸展と右下肢への荷重を促し

として糖尿病があり,カロリー制限あり.在宅復帰

た.

にはトイレまでの安全な歩行動作の獲得が必要.
【初期評価】

理学療法介入後, 歩行周期の各相の割合から左
右対称性の改善が認められる.また,T 字杖での 2

Brunnstrom Recovery Stage（以下 BRS）は,右

動作前型歩行が見守りで可能となり歩行速度とバ

上肢Ⅱ手指Ⅱ下肢Ⅲ.関節可動域制限無し.表在・

ランス能力の向上も認めた.しかし, 10m 歩行テス

深 部 感 覚 は 軽 度 鈍 鈍 麻 . 右 下 肢 筋 力 は Gross

トにおいて本症例は 33.2 秒であり,屋内自立カッ

Muscle Testing で 2.Functional Balance Scale

トオフ値の 24.6 秒を下回った.また,FBS でも屋内

（以下 FBS）は 22 点.歩行に関しては杖歩行困難

転倒リスクありのカットオフ値である 46 点を下

のため,左側手すりを用いて Shoehorn brace（以

回った.以上のことから,現状では屋内歩行自立は

下 SHB）を着用し歩行を行った. 歩行様式は 3 動

困難であると判断した.大垣は,脳卒中患者におい

作揃え型歩行.歩行周期において右荷重応答期の

て歩行能力は麻痺側および非麻痺側の下肢筋力と

延長がみられており, 右立脚期前半の両脚支持期

関連があり,特に麻痺側の筋力との関連が強いと

の割合は 35.8%で延長しており,また右単脚支持

述べている.そのため,歩行能力が屋内自立に到達

期の割合は 5.3％で短縮している.10m 歩行テスト

しなかった要因として,介入前後で麻痺側下肢筋

は 105.4 秒,ケイデンスは 24 歩/分であった.

力に著明な変化が認められず,筋力改善が難渋し

【理学療法および経過】

たことが考えられる.

今回,歩行周期の乱れによる左右対称性に着目
し屋内杖歩行自立を目標として理学療法を行った.

【まとめ】
今回,歩行練習で LLB を使用することによって

当院転院翌日から LLB を用いた歩行練習を開始.

歩行の左右対称性が改善し歩行能力とバランス能

歩行練習にて右股関節の伸展と右下肢への荷重を

力の向上がみられたが,目標とする屋内歩行自立

促した.また 7 週目より,運動学習の転移目的で T

には到達できなかった.今後は麻痺側下肢筋力向

字杖歩行練習を併用し行った.10 週目,BRS と右下

上を目指していきたい.

16.長下肢装具を使用し早期より抗重力位をとり

立位・歩行練習を行った.6 週目には膝の安定性が

入れることで移乗動作の介助量軽減した症例

向上し,重心移動の介助で,振り出し可能となった.
そして,病棟での生活動作において AFO を使用す

髙津 佑基（こうつ ゆうき）

ることで,病棟内トイレ動作を含めた,移乗動作が

順心リハビリテーション病院

見守りにて可能となった.

【はじめに】本症例は心原性脳塞栓症により左散

【最終評価】関節可動域検査では足関節背屈 0°

在性急性期脳梗塞にて日常生活が困難となった症

となり粗大筋力は右下肢筋群 3.立位保持は支持

例である.本症例が自宅復帰するためには移乗動

物ありで 8 分,支持物なしでは 5 分可能.移乗動作

作の自立が必須である.そこで長下肢装具(以下

は屈曲相見守り,離臀相では股関節,膝関節伸展時

KAFO)を使用し,入院当初より積極的に抗重力位で

に軽度介助を要する.伸展相には股関節,膝関節伸

の運動を取り入れることで,移乗動作の介助量軽

展時に軽度介助を要する.

減がみられたため,ここに報告する.

【考察】本症例は重度右片麻痺を呈しており座位

【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に基づき,本症例に

姿勢も不安定であった.そのため,座位・立位時に

発表の趣旨を十分に説明し,署名にて了承を得た.

鏡を使用し,正中位へのフィードバックを行うこ

【症例紹介】70 代男性,平成 X 年 9 月中旬に心原

とで,姿勢制御の安定性の向上を図った. それに

性脳塞栓症により,椎骨動脈,中大脳動脈に,閉塞

より移乗動作の開始肢位である座位姿勢が改善し

を認め,右片麻痺を呈した.生活環境は妻と二人暮

たと考えられる.また,本症例の移乗動作を阻害し

らし.親族は遠方に在住しているため,自宅内での

ている原因である麻痺側下肢の支持性の低下に対

トイレ動作を含む移乗動自立が必要であった.

して,KAFO を用いた立位・歩行練習を行った.大畑

【初期評価】運動麻痺は,Brunnstrom Recovery

らは筋電図にて最大等尺性筋力発揮時の筋活動に

Stage 右上肢,手指,下肢Ⅲ.関節可動域検査では

比べ重度片麻痺を呈し,膝伸展筋力が弱い症例ほ

足関節背屈-5°.粗大筋力では右下肢筋群 2.感覚

ど,歩行の下肢筋活動が高いと報告している.また,

検査は表在・深部共に精査困難.また,立位保持は

阿部らは長下肢装具を使用し随意的・自動的歩行

支持物有りで 5 分,支持物なしでは困難であった.

制御機構を行うことで,足底への感覚刺激を加え

座位姿勢は腹筋群,左殿筋群,大腿四頭筋が,低緊

られると共に,下肢の筋活動が出現すると報告し

張で腰背部筋高緊張を呈していた.移乗動作は屈

ている.本症例においても,KAFO を用いた歩行練

曲相にて体幹,骨盤前傾に中等度介助を要し,離臀

習を行うことで,麻痺側遊脚期の下腿三頭筋の異

相では股関節伸展時に重度介助を要する.伸展相

常筋緊張を誘発することなく,麻痺側立脚相にお

には股関節,膝関節伸展時に重度介助を要し,立位

いて足底への荷重刺激を加えられたため麻痺側下

となる.その後,重心を右下肢へと偏移させること

肢の筋活動が向上したと考えられる.そして,下腿

で左下肢の踏み替えが可能となる.着座時には軽

三頭筋の異常筋緊張を抑制することで右足関節の

度の膝折れがある.

柔軟性が向上したと考えられる.さらに,経過中旬

【治療と経過】9 月中旬より理学療法開始.ベッド

より支持性,筋活動の向上に伴い麻痺側下肢に十

サイドにて関節可動域運動,麻痺側の随意性向上

分な荷重が加えられ,膝折れが消失したため,AFO

を目的に神経筋再教育.全身調整運動として端座

へカットダウンを行った.これらより,移乗動作の

位,立位練習を実施した.2 週目よりリハビリテー

介助量が軽減したと考えられる.

ション室にて鏡を使用し座位,立位獲得を目的に

【まとめ】今回,重度片麻痺患者に対し KAFO を用

体幹機能に着目しアプローチを行った.3 週目よ

いて抗重力位をとることで移乗動作の介助量軽減

り KAFO を用いて立位・歩行練習.5 週目より KAFO

に繋がった.早期より積極的に抗重力位でのリハ

から短下肢装具(以下 AFO)へカットダウンを行い

ビリテーションを行う重要性を再確認した.

17.体幹と下肢の協調運動を促し足部内反が改善

歩．歩行は左 IC から左 LR で foot slap が消失．

した症例－油圧式足継手を用いた歩行練習－

左 MSt の骨盤左回旋が改善し TSt で左股関節伸展
が得られ，左下肢の努力的な振り出しと左足部内

箱本 真優（はこもと まゆ）

反が改善．また wide base が改善．左右の重心動

順心リハビリテーション病院

揺の軽減，左 MSt 時の身体重心の上昇が観察され

【はじめに】運動失調により歩行時に足部内反が

た．最大歩行距離 1km 以上．屋外歩行自立．

生じる症例に対して体幹と下肢の協調運動を促す

【考察】本症例の退院後の活動量維持を考えると

ことで足部内反が改善したので報告する．

左足部内反が阻害因子と考えた．左足部内反は左

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき症例発表

立脚期に体幹が不安定な事により努力的な振り出

内容，個人情報保護対策について十分に説明し同

しが生じると考え，体幹と股関節へのアプローチ

意を得た．

を行った．結果，体幹回旋筋力が MMT3 から 4 とな

【症例紹介】70 歳代女性．平成 29 年 8 月右橋梗

り，FACT は 7/20 点から 17/20 点となった．しか

塞発症．発症より 6 週目に右中大脳動脈狭窄の為

し足部内反は残存．
そこで foot slap に着目した．

バイパス術施行．発症 14 週目に当院へ転院．病前

正常歩行では heel rocker により推進し，ankle

生活は全て自立．ウォーキングをする等活動性が

rocker による足部と股関節の協調運動を利用し

高かった．主訴は足が内を向いて歩きづらい．

左 MSt を作り，体幹と股関節の協調運動により姿

【初期評価】Brunnstrome Recovery Stage（以下

勢の安定が得られる．本症例は左 IC から左 LR で

BRS）
左上肢Ⅴ,手指Ⅴ,下肢Ⅴ．Manual Muscle Test

foot slap が生じ heel rocker が破綻．下肢，体

（以下 MMT）体幹回旋，左股関節伸展，外転，左

幹の協調運動が行えず立脚期での姿勢が不安定で

足関節背屈 3．触診は左腹部，左殿部の低緊張．

あり左足部内反が生じると考えた．大畑らは油圧

踵膝試験，床叩打試験左陽性．臨床的体幹機能検

式足継手は heel rocker を油圧式に補助し，ankle

査（以下 FACT）は 7/20 点．10m 歩行 9.6 秒 23 歩．

rocker の改善に寄与すると述べている．そこで

歩行は左初期接地（以下 IC）から左荷重応答期（以

GSD を用いて歩行練習を実施．heel rocker 時の足

下 LR）で foot slap が生じる．左立脚中期（以下

関節背屈筋群の遠心性収縮の動きを学習した事で

MSt）に骨盤左回旋，立脚後期（以下 TSt）で左股

foot slap が消失し，
足部の安定が得られた．
ankle

関節伸展不足．努力的な振り出しにより左足部内

rocker においても足部と股関節の協調運動が出

反が生じる．wide base により左右の重心動揺の

来，左 IC から左 MSt が安定した．さらにここで体

増大，左 MSt 時で身体重心の上昇が減少．また歩

幹も安定した事で左 MSt 時に骨盤左回旋が改善し，

行動作分析は三次元動作解析装置を利用した．最

左 TSt での股関節伸展が得られた．結果，努力的

大歩行距離 240m．屋内独歩自立．

な振り出しによる足部内反が改善したと考える．

【経過】入院時より理学療法を開始．8 週間体幹

上記のような歩容の改善がみられたことで，左

と股関節のアプローチ継続．歩行は内反抑制の為

右の重心動揺の軽減，左 MSt 時に重心の上昇が得

オルトップを 3 週間使用．歩容の改善見られず，4

られた事により効率的な歩行となり，持久力が向

週目から Gait Solution Design（以下 GSD）を 3

上し最大歩行距離が 1km 以上となった．

週間使用．7 週目から装具なしでの歩行が可能と

【まとめ】GSD を用いて足部の動きが学習でき歩

なった．

行時の下肢，体幹の協調運動が促され足部内反が

【最終評価】BRS 左上肢Ⅴ,手指Ⅴ,下肢Ⅴ.MMT 体

改善した．歩容の改善により効率的な歩行を獲得

幹回旋，左股関節伸展，外転，左足関節背屈 4．

することで持久力の向上が得られ趣味であるウォ

触診は左腹部，左殿部低緊張．踵膝試験，床叩打

ーキングが可能となった．

試験左陽性．FACT は 17/20 点．10m 歩行 8.2 秒 19

18.ギプス固定時からの介入により,早期に足関節

始,足関節背屈 25。

可動域の獲得に至った症例

【最終評価】(術後 10 週)
ROM-t 足関節背屈 30/25。足関節背屈位での母趾

山中 結衣（やまなか ゆい）

MP 関節伸展 90/80。足関節背屈時腓腹筋内側頭に

医療法人社団 仁正会 中谷整形外科病院

NRS0。母趾 MP 関節伸展時 NRS2。
KFP の柔軟性改善。

【はじめに】

【考察】

今回,左脛骨遠位粉砕骨折,腓骨遠位粉砕骨折を

本症例は左脛骨遠位粉砕骨折,腓骨遠位粉砕骨

受傷し,観血的骨接合術施行後,ギプス固定時から

折を受傷し,4 週間ギプス固定期間が設けられる

足関節後方組織に着目し理学療法を介入した。そ

ことが医師より指示されていた。佐藤らは「術後

の結果,早期に可動域の改善がみられた症例を経

2 週固定後の癒着は伸縮自在な滑走を障害しない

験したため報告する。

癒着であるが,3 週固定後の癒着はその量が多く,

【倫理的配慮】

成熟していた」と報告している。また,太田らは
「ギ

ヘルシンキ宣言に基づき,症例に発表内容,個人

プス非開窓例では Kager’s fat pad の後側部の可

情報保護対策,同意と撤回について説明し,同意を

動性が乏しく,アキレス腱と Kager’s fat pad の

得た。安全管理および個人情報の保護に努めた。

癒着・萎縮が強い」と報告している。KFP は関節

【症例紹介】

運動にともないその形状を変化させることで組織

60 歳代女性。夜間自転車を押していたところ,

間での滑走性の促進および摩擦の緩衝に作用して

誤って溝に転落し受傷。受傷前の日常生活動作は

いる。本症例のギプス固定期間は 4 週間であり皮

自立しており,活動的な生活を送られていた。
HOPE

下組織,KFP,長母趾屈筋などアキレス腱深部組織

は普通に歩きたいであった。

の癒着は可動域を制限する要因になると予測した。

【初期評価】(術後 5 週,ギプス除去時)

そのためギプス固定時から足関節後方部を開窓し,

Range of motion test（以下 ROM-t[単位：°]）

アキレス腱,KFP,長母趾屈筋の滑走性を維持する

（右/左）足関節背屈 30/-5。足関節背屈位での母

ため,KFP に対して組織間のリリースならびにモ

趾 MP 関節伸展 90/70。左足関節背屈時腓腹筋内側

ビライゼーションを実施した。ギプス固定時から

頭に Numeric Rating Scale（以下 NRS）5。母趾

早期介入を行ったことにより,ギプス除去後の超

MP 関節伸展時 MP 関節部に NRS5。
Kager’s fat pad

音波エコー検査にて KFP を観察すると,底屈時は

（以下 KFP）柔軟性低下。超音波エコー検査（術

後踵骨滑液包へ入り込み,背屈時はアキレス腱か

後 7 週実施）にて KFP の滑走性左右差は認めるも

らの圧迫と共に押し出される様子が確認された。

のの,底屈時 KFP の後踵骨滑液包への入り込み,背

本症例はギプスを開窓し早期からアプローチを実

屈時の上方への押し出しが確認出来た。

施したことで,アキレス腱深部組織の癒着を防ぐ

【理学療法および経過】

ことができたと考えた。杉本らは「KFP は一定の

術後ギプス固定し,翌日から理学療法開始。
タオ

法則を持って移動し,アキレス腱と長母趾屈筋の

ルギャザー,足趾ストレッチ,長母趾屈筋・長趾屈

滑動性に寄与している」と報告している。KFP の

筋・長母趾伸筋・長趾伸筋の筋収縮訓練開始。術

柔軟性を改善させたことが,可動域訓練開始後の

後 1 週ギプス後方を一部開窓し,KFP モビライゼー

アキレス腱,長母趾屈筋の滑走性向上に繋がり,早

ションを開始した。術後 5 週ギプス除去し足関節

期の可動域改善に至ったと考えた。

可動域訓練,筋力増強訓練,超音波療法開始。足関

【まとめ】

節背屈-5。
術後 6 週 1/3 荷重開始,足関節背屈 15。

ギプス固定中から足関節後方組織に早期に理学

術後 7 週 1/2 荷重開始,足関節背屈 20。術後 8 週

療法介入することで,癒着を防ぎ可動域の早期改

2/3 荷重開始,足関節背屈 20。術後 10 週全荷重開

善に繋がった。

19.左下腿三頭筋の筋力増強に着目し，
蹴り出しの

【考察】本症例は，速く歩きたいというホープが

改善により歩幅が拡大した一症例

あり，まず立位で左右荷重量の均等を目的とし介
入を行った．本症例では，長期間の免荷により，

橋本 和祐（はしもと かずひろ）

機械受容器の閾値が上昇したことが，立位の左右

明石リハビリテーション病院

荷重量の不均等に影響を及ぼしていると考えた．

【はじめに】今回，左脛骨高原骨折し，下腿三頭

介入後，左右均等の荷重量となった。次に，免荷

筋の筋力低下により歩幅が減少している症例を担

期間による下腿三頭筋の筋力低下が立脚後期の蹴

当した．左下腿三頭筋に着目し，アプローチを行

り出し低下に影響し，歩幅が減少していると考え，

った結果，蹴り出しにより歩幅が拡大した為，こ

下腿三頭筋に着目し介入を行った．Berg によると，

こに報告する．

足関節底屈筋群は 35 日間の免荷で 25％低下した

【症例紹介】70 歳代女性．平成 29 年 5 月に転倒

と報告している.本症例においても，約 40 日間の

し，左膝周囲の疼痛を訴え他院に搬送され，左脛

免荷により，左下腿三頭筋の筋力低下が生じたと

骨高原骨折を診断される．
平成 29 年 5 月に骨接合

考える．平行棒を把持し両脚での踵上げから，平

術を施行となる．1 ヶ月後，当院入院となる．術

行棒指 2 本支持，フリーハンドによる片脚立位で

後 4 週目から 1 週間ごとに 1/3，1/2，2/3，全荷

負荷量を漸増していくことが，過負荷の法則によ

重となる．ホープは速く歩きたいである．

り筋力増強に繋がったと考える．次に，立脚後期

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，症例に

を意識した蹴り出しに着目し介入を行った．中村

発表内容，個人情報保護対策，同意と撤回につい

らによると，学習は，一定場面における経験が，

て十分説明し，同意を得た．安全管理および個人

その後の同じ，あるいは似たような場面において，

情報の保護に努めた．

変容をもたらすとされる．
また，石井らによると，

【初期評価(術後 9 週)】Manual Muscle Test(以下

ステップ長のコントロールは立脚後期の

MMT)は左大殿筋 3，左中殿筋 3，左下腿三頭筋 3

Forefoot Rocker が行っているとある．また，回

であった．静止立位時の荷重量は左 10 ㎏，右 30

転軸の移動には下腿三頭筋の筋力が必要といわれ

㎏と右下肢優位での荷重支持であった．独歩は左

ている．下腿三頭筋の筋力低下によりステップ長

立脚後期の蹴り出しが低下しており，歩幅は左下

の調節が困難とされている．30 回の一定の反復練

肢前 45 ㎝，右下肢前 48.5 ㎝であった．

習を繰り返し行うことで，立脚後期の蹴り出しに

【治療及び経過】10 週から 12 週は，免荷期間に

影響を与えたと考えられる．本症例では，下腿三

よる右下肢優位での荷重が見られた.その為，
静止

頭筋の筋力の獲得と立脚中期から後期の蹴り出し

立位下で体重計を使用し，視覚認識による荷重練

フォームの学習により，下腿三頭筋の正の学習が

習，平行棒把持しての踵上げ 10 回を実施した．術

獲得されたと考えられる．その結果，左立脚中期

後 16 週までは，平行棒指 2 本支持での踵上げ 10

から後期の蹴り出しが改善したことで，Forefoot

回，左立脚後期を意識した蹴り出しの反復練習を

Rocker により立脚期の体重移動と前方への推進

30 回実施した．術後 22 週までは，独歩練習，フ

力が獲得でき，遊脚時間が延長し歩幅が拡大した

リーハンドによる片脚立位での踵上げ 10 回を実

と考えられる．

施した.

【まとめ】今回，蹴り出しの改善による歩幅の拡

【最終評価(術後 25 週)】MMT は左大殿筋 4，左中

大を目的に下腿三頭筋に着目した．蹴り出しの改

殿筋 4，左下腿三頭筋 4 となり，静止立位での荷

善には，下腿三頭筋の筋力増強と学習が重要であ

重量は左右共に 20 ㎏の荷重となった．
左立脚後期

ると考えられた．今後も他の要因を考え，臨床の

の蹴り出しが改善し，歩幅は左下肢前 66cm，右下

中でアプローチをしていくことで，検証していき

肢前 63 ㎝となった．

たい．

20.左足部内側縦アーチと下腿三頭筋に介入し,両

ら右 MSt での体幹右側屈,右足部外側荷重消失.ま

立脚期が安定し歩容の改善が得られた症例

た,左立脚期では左下腿前傾が出現し,左前足部へ
の重心移動が可能となった.

戸田 千聖（とだ ちさと）
医療法人社団 仁正会 中谷整形外科病院
【はじめに】

【考察】
本症例は両足関節外果骨折,両足根骨骨折を受
傷後,前述の歩容がみられた.初期評価時,NDT は

今回,両足関節外果,両足根骨骨折を受傷し,歩

左 10mm であったが,吉田らは「NDT10mm 以上で重

行動作において右立脚不安定性が生じた症例に対

心動揺が有意に大きくなった」と報告している.

し,左足部内側縦アーチ低下と左下腿三頭筋に介

この報告から本症例は歩行動作における足部の安

入し,歩容の安定性を獲得できたため報告する.

定性の低下が生じていると考えた.また左下腿三

【倫理的配慮】

頭筋の遠心性収縮力低下により左 MSt から左 TSt

ヘルシンキ宣言に基づき説明し,同意を得た.
【症例紹介】

での下腿前傾不足が生じていると考えた.これら
左足部安定性低下と左下腿前傾不足により左立脚

60 歳代男性,身長 168.0cm,体重 80kg.受傷前,日

期における後方重心が生じたと考えた.この左立

常生活動作はすべて自立.受傷 3 日目に両足関節

脚期の問題により右 LR から右 MSt で左下肢から右

外果骨折に対し骨接合術施行.Hope は歩容改善.

下肢への重心移動が行えず,体幹右側屈により重

【初期評価】
（術後 36 日目）
（以下,右/左）

心移動を代償したことが,右 LR から右 MSt での体

徒手筋力検査（以下 MMT）後脛骨筋 4/4.下腿三

幹右側屈および足部外側荷重の原因となったと推

頭筋 2+/2.Navicular Drop test（NDT）5/10mm. 片

測した.以上により,左足部の安定性の改善向上と

脚立位時間（右/左）2.09/2.28 秒.Numeric Rating

下腿前傾の改善が歩容全体の改善に繋がると予想

Scale（以下 NRS）は 4/3 の疼痛が底屈時と荷重時

し,左内側縦アーチの低下および左下腿三頭筋の

に外果周囲にあった.歩行観察では,右荷重応答期

筋力低下への介入を行った. 術後 57 日目から右立

（以下 LR）から右立脚中期（以下 MSt）にかけて

脚期の体幹側屈が減少し,右足部内側への荷重が

体幹右側屈,右足部外側荷重がみられた.また左

徐々に可能となってきた.さらなる歩容の改善を

MSt から左立脚終期（以下 TSt）にかけて後方重心

目指し,左後脛骨筋と下腿三頭筋のチューブトレ

がみられた.

ーニングをホームエクササイズとして指導した.

【理学療法および経過】

最終評価時では NDT 左 7mm となり左足部内側縦ア

術後より両足部ギブス固定となり,術後 5 日目か

ーチが挙上した.また左下腿三頭筋 MMT3 となり筋

ら理学療法開始.同日,タオルギャザー開始.術後

力の向上を確認した.歩行観察では,左立脚期にお

21 日目にギブス除去し,前足部シーネ固定となる.

ける左下腿前傾不足の改善と後方重心の改善がみ

術後 28 日目にシーネ除去.術後 36 日目から全荷重

られた.これにより左前足部へ重心移動が可能と

開始となりカーフレイズ,後脛骨筋の筋力増強訓

なり,左下肢から右下肢への重心移動が行えたこ

練,平行棒内歩行訓練開始.術後 39 日目に T 字杖歩

とで,右立脚期における体幹右側屈,右足部外側荷

行で退院.術後 50 日目に独歩可能.術後 57 日目に

重も改善がみられた.

後脛骨筋,下腿三頭筋のチューブトレーニングを

【まとめ】

指導.
【最終評価】
（術後 67 日目）
（以下,右/左）

左足部内側縦アーチ向上,左下腿三頭筋の筋力
向上により左前足部への重心移動が可能となり,

MMT 後脛骨筋 5/5.下腿三頭筋 3/3.NDT5/7mm.片脚

それに伴い右 LR で右下肢への重心移動が行えた.

立位時間 7.92/12.22 秒.NRS1/1 の疼痛がカーフレ

これにより体幹右側屈,右足部外側荷重が改善し

イズ時に外果周囲にあった.歩行観察では右 LR か

歩容の改善に繋がったと考えた.

21.後足部アライメントに着目し,荷重時痛軽減に

方部痛は NRS1。ROM-t は足関節背屈(20/15),内反

至った症例

(25/15),外反(20/15)。MMT は足関節背屈(5/4),底
屈(5/3),足趾屈曲(4/2)。LHA は(5/5)。

福栄 怜奈（ふくえ れな）
医療法人社団 仁正会 中谷整形外科病院
【はじめに】

【考察】
本症例の HOPE は早く歩けるようになりたいで
あり,その実現のため Mst から Tst に認められた内

左足関節三果骨折術後に,左足関節荷重時痛を

果後方部痛に着目し,介入した。内果後方部痛の原

呈した症例を経験した。後足部アライメントを修

因として,後脛骨筋・足趾屈筋群の短縮および滑走

正したことで改善に至ったため以下に報告する。

不全により距骨下関節運動軸の回外方向への偏位

【倫理的配慮】

が生じたことに伴い距腿関節内側への荷重応力増

ヘルシンキ宣言に基づき,本症例に発表の趣旨

加や,三果骨折に伴う後脛骨筋損傷が内果後方部

を説明し,同意を得た。

痛の原因であると考えた。大工谷は「関節運動軸

【症例紹介】

に異常がある場合,骨軟骨組織の衝突による圧迫

50 歳代男性。平成 29 年 7 月中旬,ジェットスキ

負荷や組織負荷により疼痛が生じることや,主動

ー中に転倒し,左足関節三果骨折を受傷。受傷 12

作筋の収縮効率や収縮頻度が変化し,筋疲労や筋

日後,観血的整復及び骨接合術,ギプス固定を施行。 短縮の原因となる」と報告している。そのため,
【初期評価(術後 6 週目 1/2 荷重)】(右/左)

後足部アライメントを回内方向へ修正し,母趾側

歩行動作において左荷重応答期に小趾側荷重,

への荷重を誘導する必要があると考え, 第 1 列底

立脚中期(以下 Mst)に後足部過回外,Mst から立脚

屈・回内,第 5 列外返しの誘導を行った。また,キ

後期(以下 Tst)の短縮が観察された。同周期にお

ネシオテーピングの効果として吉田は,「過剰に伸

い て 内 果後 方 部に 疼 痛が 生 じ ,Numeric Rating

張もしくは収縮した筋の緊張を正常化させること

Scale(以下 NRS)は 10。関節可動域測定(以下

が筋機能の改善に繋がる事や皮膚に点在する感覚

ROM-t[ 単 位 ° ]) は 足 関 節 背 屈 (20/5), 内 反

受容器の働きを変調させ,痛みを鎮静させる効果

(25/10),外反(20/5)。徒手筋力検査(以下 MMT)は

が期待される」と報告している。この報告を基に

足関節背屈(5/2),底屈(5/2),足趾屈曲(4/2)。
下腿

後脛骨筋へのアシストテープを貼付した。直後の

踵骨角(以下 LHA[単位°])は(5/-5)。エコー検査

歩行動作では,疼痛が抑制され,さらに左 Mst から

では,後脛骨筋遠位部に肥厚・炎症所見を認めた。

Tst の短縮が改善し,股関節・膝関節伸展が出現し

【理学療法経過及び治療プログラム】

た。
しかし,テーピング貼付に対して心理的要因な

術後 1 週に松葉杖歩行左非荷重で退院。翌日よ

どによる長期依存を防ぐため,歩容の改善,疼痛軽

り当院外来にて両下肢・左足趾筋力及び可動域の

減した段階でテーピングによる治療を終了とした。

維持目的で介入開始。
術後 4 週でギプス除去,水治

今回の治療の結果,後足部アライメントの改善,足

療法・左足関節の可動域訓練・筋力増強訓練,1/3

関節背屈・外反可動域の拡大,荷重時痛が軽減し左

荷重訓練開始となった。その後,1 週毎に荷重量は

母趾側への荷重が可能となったことが股関節周囲

1/2・2/3・全荷重となった。1/2 荷重開始時より,

筋や体幹筋の筋活動賦活に繋がり,歩容の改善に

キネシオテーピングで第 1 列底屈・回内,第 5 列外

至ったと考えた。

返しの誘導,後脛骨筋へのアシストテープ,後足部

【まとめ】

回内誘導位での荷重訓練を開始。
【最終評価(術後 8 週目全荷重)】(右/左)
歩行は初期評価に比し,Mst 以降の母趾側荷重
が生じ,Mst から Tst の延長が観察された。内果後

後足部アライメントの修正にテーピングの即時
効果を活用したことで荷重時痛軽減へと繋がった。
また,上行性運動連鎖における他関節への二次的
障害の抑制・姿勢制御をなすことが可能となった。

22.踵骨骨折の術後,歩容改善を図った症例

【考察】本症例の Hope は「姿勢よく歩きたい」で
あった.また活動性が高く,歩容不良は二次的な機

玉岡 沙也佳（たまおか さやか）

能障害の原因となると考え,歩容に着目し介入し

松本病院 リハビリテーション科

た.歩容の問題点は左立脚期の短縮,左 TSt の前足

【はじめに】
左踵骨骨折の術後,歩容不良を呈する

部への重心移動減少,左 TSt の蹴り出し不十分で

症例を担当し Hope は「姿勢よく歩きたい」であっ

あると考える.本症例は左外果下端部に荷重時痛

た.荷重時痛,足関節背屈制限,下腿三頭筋筋力低

NRS8/10 がある.これは左 MSt から TSt 中の腓骨筋

下に着目,介入し歩容改善に至ったため報告する.

群と外果の滑走性低下が原因であると考える.触

【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に基づき,説明し同

診より滑走性低下がみられたため下腿遠位部で腓

意を得た.

骨筋群のモビライゼーションを行い滑走性の改善

【症例紹介】60 歳代女性.脚立に乗る際に転倒し

を図った.また浮腫により,腓骨筋群と外果の滑走

左踵骨骨折を受傷.Westhues 法に準じて K ワイヤ

部が圧迫を受けていると考え,足趾把持運動を実

ー2 本,スタイマンピン 3 本で固定.受傷前は活動

施し循環改善を図った.その結果,滑走性が改善し

性が高く屋内,屋外ともに独歩であった.

荷重時痛 NRS2/10 となった.以上より,疼痛回避動

【初期評価(術後 8 週)】(以下右/左の順,単位°)

作が減少し左立脚期が延長したと考える.次に左

関節可動域測定(以下 ROM-t)は膝伸展位の足関節

MSt から TSt において下腿前方傾斜の不足により,

背屈 5/－5,足関節底屈 60/50,徒手筋力検査(以下

前足部への重心移動の減少がみられる.原因は足

MMT)はヒラメ筋 5/2⁺ ,腓腹筋 5/2⁺ ,最大下腿周

関節背屈制限であると考えた.これは背屈時の距

径は 34.0cm/32.0cm,左足部全体に浮腫著明にあ

骨後方への滑り込み減少によるものと推察する.

り,外果下端部に圧痛あり,触診より長母趾屈筋,

原因として①踵骨上後方の手術侵襲に伴う

腓骨筋群の滑走性低下あり,左立 脚中期(以下

Kager’s fat pad,踵骨腱の滑液包,アキレス腱付

MSt) か ら 立 脚 終 期 ( 以 下 TSt) の 荷 重 時 痛

着部の癒着②長期固定による下腿三頭筋の短縮③

Numerical Rating Scale(以下 NRS)8/10,歩行観察

長母指屈筋腱の滑走性低下によるものと推察する.

は左立脚期の短縮,左 MSt から TSt の下腿前方傾斜

①に対し Kager’s fat pad のモビライゼーション

が不足,前足部への重心移動減少,左 TSt の蹴り出

と超音波療法を用い癒着軽減を図った.また②,③

しが不十分.10m 歩行は 14.51 秒.

に対しスタティックストレッチングとモビライゼ

【理学療法及び経過】術翌日より患部外トレーニ

ーションを実施し下腿三頭筋,長母指屈筋の伸張

ング中心に介入.術後 3 週より部分荷重開始.術後

性向上を図った.距骨後方への滑り込み改善によ

6 週でギプス除去,アーチサポート装着,足関節可

り背屈角度が拡大し左 MSt から TSt の下腿前方傾

動域訓練開始.術後 7 週でピン抜去,術後 8 週で全

斜が得られるようになったことで,前足部への重

荷重となりアーチサポート装着下で独歩練習開始.

心移動が可能になったと考える.また本症例は蹴

術後 13 週でアーチサポート除去,独歩可能.

り出しが不十分である.これは下腿三頭筋の長期

【最終評価(術後 13 週)】ROM-t は膝伸展位の足関

固定による廃用性の筋萎縮・筋力低下が原因であ

節背屈 10/10,足関節底屈 60/45,MMT はヒラメ筋

ると推察する.そのため下腿三頭筋の筋力増強運

5/3,腓腹筋 5/3,最大下腿周径は 34.0cm/34.0cm,

動を実施し,筋力向上が得られたことにより左

外果周囲の浮腫軽度残存,外果下端部の圧痛軽減,

TSt の蹴り出しが改善したと考える.以上より,歩

左 MSt から左 TSt の荷重時痛 NRS2/10,歩行観察は

容改善に繋がったと考える.

左立脚期の延長,左 MSt から TSt の前足部への重心

【まとめ】長期固定による不動が足関節機能に及

移動増加,左 TSt の蹴り出しがみられる.10m 歩行

ぼす影響について考え,治療し歩容改善に繋がっ

は 11.50 秒.

たと考える.

23.右脛骨近位骨折を呈し，
右下肢荷重に対して難

曲 130°荷重も右 36kg 左 36g，右下肢荷重時痛

渋した症例

NRS5/10 となるも右下肢荷重に対しての恐怖心あ
り。11 月 5 日より仕事復帰。11 月 16 日右膝屈曲

松山 皓樹（まつやま ひろき）

140°膝伸筋 4 荷重時痛 2/10，片脚立位右 22 秒，

阪田整形外科リハビリクリニック

荷重時の恐怖心持続も初期より軽減。

【はじめに】

【中間評価】

今回右脛骨近位骨折により右膝関節屈曲制限，

同年 11 月 20 日から 11 月 21 日まで。ROM 右膝

立位時に右下肢への荷重に対して恐怖心が見られ

関節屈曲 150°伸展 0°，疼痛評価 NRS 右膝内側

た患者を担当した。理学療法として屈曲制限因子

荷重時痛 2/10，MMT 右膝関節伸展 4 屈曲 5，片脚

の膝蓋骨下軟部組織への介入，そして大腿四頭筋

立位 右 60 秒膝動揺あり，荷重量右 36kg，
左 36kg

やハムストリングスに対して筋力強化を実施した

右下肢への荷重時恐怖心は軽減。

結果，可動域改善，右下肢への荷重量が改善した

【考察】

為報告する。
【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に基づき，
発表の趣旨を説明し，

本症例は右脛骨近位骨折により右膝関節屈曲制
限や膝周囲筋同時収縮低下，右膝内側荷重時痛に
よって右下肢荷重時の恐怖心が生じたと考えた。

同意を得た。

膝関節屈曲制限に対して膝蓋骨下軟部組織にアプ

【症例紹介】

ローチを行った。膝蓋下脂肪体は滑膜に覆われた

61 歳男性，平成 29 年 9 月 25 日，自転車で移動

脂肪組織であり，膝蓋支帯は内外側広筋から膝蓋

の際にバランスを崩して右側に転倒し受傷。当日

骨と膝蓋靭帯の両側に存在する。板垣らは，膝蓋

当院受診し右脛骨近位骨折診断。仕事は製造業。

下脂肪体や膝蓋支帯の柔軟性や滑走性は膝関節最

主訴は右膝が曲がらない，Hope は仕事復帰，Need

大屈曲可能し，大腿四頭筋の収縮力の伝達に必要

は右下肢への荷重。

な要素とある。膝蓋骨下軟部組織の柔軟性が向上

【初期評価】

した事で膝関節屈曲 ROM も 150°と拡大し，右膝

平成 29 年 10 月 26 日から 27 日まで。関節可動

内側荷重時痛も NRS7 から 2 と軽減した。
また右下

域(以下 ROM)右膝関節屈曲 100°伸展－5°，疼痛

肢荷重量減少は，廃用萎縮による大腿四頭筋やハ

評価 Numeric Rating Scale(以下 NRS)右膝内側荷

ムストリングスの同時収縮低下が要因と考え荷重

重時痛 7/10，徒手筋力検査(以下 MMT)右膝関節伸

時の恐怖心に繋がったと考える。片脚立位や右膝

展 3 屈曲 4，片脚立位 右 5.22 秒，左 60 秒右下

荷重時に右膝動揺も確認出来た。大腿四頭筋収縮

肢への荷重で恐怖心があり，荷重量右 30kg，左

を促す為にセッティング，ハムストリングスの筋

42kg と左側偏位を認めた。体重 72kg

力強化，右下肢荷重訓練を実施した結果，膝関節

【理学療法と経過】

伸展 MMT も 3 から 4 と変化が見られた。膝周囲筋

平成 29 年 9 月 25 日ギプス固定，26 日松葉杖に

にアプローチした事で荷重量の増加，荷重時の恐

て全荷重(以下 FWB)歩行。10 月 10 日ギブス除去，

怖心が減少したと考えた。今後荷重時痛消失や膝

ニーブレース固定，10 月 26 日ニーブレース除去

周囲筋強化を引き続き実施する事で荷重時恐怖心

し理学療法開始。開始時，右膝関節屈曲制限や右

も消失出来ると考えた。

膝内側痛で右下肢荷重時の恐怖心で両松葉杖にて

【まとめ】

来院。理学療法として右膝関節屈曲 ROM 訓練，膝

今回膝周囲筋にアプローチした事で，荷重量の

蓋下マッサージ，大腿四頭筋セッティング，ハム

増加，恐怖心の減少に繋がったが，荷重時痛消失

ストリングス強化，右下肢への荷重訓練を実施。

や膝関節拘縮予防に対しても継続的なアプローチ

11 月 1 日松葉杖なしで，独歩で来院。右膝関節屈

が必要であると考えた。

24.骨盤前後傾運動が体幹及び肩甲上腕関節に影

った.そこで脊柱伸展の改善を目的に骨盤へのア

響を与えた一症例

プローチを追加した.上肢運動に伴う脊柱伸展が
出現し肩甲胸郭関節の可動性が改善した為,肩甲

山本 幸人（やまもと ゆきと）

上腕関節の運動時痛の軽減及び可動域拡大を認め

つくだ整形外科 リハビリテーション課

た.

【はじめに】

【最終評価】

今回,右肩関節周囲炎･肩腱板断裂を呈した症例

関節可動域検査(自動):右肩関節屈曲 80°,伸

を経験した.座位からの運動連鎖に着目し骨盤へ

展 30°,外転 80°,外旋 35°,内旋 35°.胸腰椎伸

のアプローチを実施した結果,肩甲上腕関節の疼

展 25°.NRS:右肩関節外転,外旋時に右上腕前面

痛及び可動域に変化を認めた為,ここに報告する.

近位部に伸張痛あり(NRS:3/10).SSD:右 9cm 左 9cm.

【倫理的配慮】

座位姿勢:前額面では,両肩峰の高さに左右差なく

ヘルシンキ宣言に基づき,同意を得た.
【症例紹介】
60 代女性.来院は週 3 回.平成 29 年 5 月 6 日,就
寝時に孫に布団をかけた際,右肩に疼痛が出現.5
月 8 日,当院へ受診し,右肩関節周囲炎･肩腱板断

肩甲骨外転・上方回旋位の軽減を認める.矢状面で
は,胸椎後彎･腰椎前彎を認め骨盤前後傾中間位で
ある.JOA:56/100 点.
【考察】
本症例は,疼痛が遷延した事で逃避姿勢となり

裂と診断.5 月 15 日より理学療法開始.

肩甲帯周囲筋群の過緊張を引き起こしていた.肩

【初期評価】

甲骨可動性低下の影響により,上肢運動に伴い

関節可動域検査(自動):右肩関節屈曲 65°,伸

AHD の狭小化が生じ肩峰前下縁において回旋筋腱

展 20°,外転 55°,外旋 20°,内旋 20°.胸腰椎伸

板が衝突する事で,肩甲上腕関節に疼痛が出現す

展 15°.Numerical Rating Scale(以下:NRS):安静

る事が予測された.その為,肩甲骨モビライゼーシ

時は右肩峰付近で鈍痛あり(NRS:4/10).夜間時は

ョンを実施し肩甲帯周囲筋群の緊張緩和を図った

右肩峰付近で鈍痛あり(NRS：4/10).右肩関節屈曲,

が,脊柱伸展制限により肩甲上腕関節の可動域拡

外転,外旋時に右上腕外側近位部に伸張痛あり

大には至らなかった.一般的に,上肢運動に際して

(NRS:8/10).肩峰骨頭間距離(以下:AHD):11.65mm.

腰椎伸展角度が増加するとされており,伊藤らも

肩甲骨棘突起間距離(以下:SSD):右 10cm 左 9cm.座

｢骨盤後傾位では胸腰椎は後彎し,肩甲骨運動が制

位姿勢:逃避姿勢を呈している.前額面では,右肩

限される｣と述べている.上肢運動時において骨盤

峰が下がり肩甲骨外転･上方回旋位,矢状面では,

前傾に伴う腰椎伸展角度が増加する事で,肩甲胸

胸腰椎後彎を認め骨盤後傾位である.日本整形外

郭関節の可動性拡大が図れ,肩甲上腕関節の運動

科学会肩関節疾患治療成績判断基準(以

時痛軽減及び可動域拡大に繋がった.

下:JOA):32/100 点.
【理学療法経過】
介入初期は,安静時痛･運動時痛共に著明であっ

この事は,上肢運動時の肩甲骨内下方運動が出
現し setting phase が行え,上腕骨頭と関節窩の求
心性が働き,肩峰の前下縁に対する衝突が軽減し

た為,肩甲骨モビライゼーションを中心に行い,肩

たと考えた.

甲上腕関節に対しては愛護的な関節可動域運動を

【まとめ】

実施した.安静時痛の軽減と伴に肩甲上腕関節に

本症例を担当する事によって,上肢運動は当該

対して積極的な関節可動域運動を開始した.しか

部位のみ着目するのではなく,運動に関与する部

し,本症例は上肢運動時に骨盤後傾位により脊柱

位・姿勢を考慮する事の重要性を知る事が出来た.

伸展が制限され,肩甲胸郭関節の可動性が乏しか
った為,肩甲上腕関節の可動域拡大には至らなか

25.円背姿勢の是正により肩挙上 lag が改善した

行った．

反転型人工肩関節置換術後の一症例

【術後 3 ヵ月理学療法評価】右肩 ROM は，自動屈
曲 125°，他動屈曲 145°と 20°の lag が認めら

平山 瑞姫（ひらやま そふぃ）

れた．右 GHjt は，他動屈曲 75°と改善した． 圧

大久保病院 リハビリテーション科

痛は，小円筋，大円筋に認めたが，疼痛の程度が

【はじめに】今回，右肩腱板断裂に対する反転型

軽減していた．筋力は，挙上 45°で 40.0N，挙上

人 工 肩 関 節 置 換 術 （ reverse total shoulder

90°で 40.9N と増加し，
MMT でも肩甲骨の挙上 5，

arthroplasty；以下，RSA）を施行した症例を担当

外転上方回旋 4，内転 4 と改善を認めた．術後 3

した．
術後 3 ヶ月時点で肩挙上の lag を認めたが，

ヵ月以降は姿勢アライメントに着目し，肩甲帯 ex

円背姿勢の改善を目的とした理学療法を実施した

も併用して胸椎伸展 ex を中心に理学療法を行っ

結果，lag が改善したのでここに報告する.

た．

【症例紹介】症例は 80 歳代の女性である．数年前

【術後 5 ヵ月理学療法評価】右肩 ROM は，自動屈

より右肩に痛みがあり，当院にて右肩腱板断裂と

曲 140°，他動屈曲 145°となり，lag は 5°まで

診断され加療していたが，疼痛の改善がえられな

改善した．右 GHjt は，他動屈曲 75°と術後 3 ヵ

かったため RSA が施行された．術前の右肩可動域

月時点と比べ変化がなかった． 筋力は挙上 45°

（range of motion；以下，ROM）は，他動屈曲 125°

で 52.0N，挙上 90°で 51.1N，MMT では肩甲骨の

であった．術後は，外転装具による固定を 3 週間

外転上方回旋 5，内転 5 と改善した．姿勢観察で

実施した．

は，円背が軽減しており，棘突起から下角間距離

【倫理的配慮】当該症例には本発表の意義を十分

が両側とも 8cm となり，左右差が消失した．

に説明し，同意を得た．

【考察】RSA 後の自動挙上獲得には，三角筋の機

【術後 4 週理学療法評価】右肩 ROM は，自動屈曲

能や肩甲骨の可動性が必要であると報告されてい

110°，他動屈曲 120°であり，右肩甲上腕関節

る．術後早期から肩甲帯の拘縮予防を実施し，術

（glenohumeral joint；以下，GHjt）では他動屈

後 4 週から肩甲帯 ex を実施したが，
術後 3 ヵ月の

曲 60°であった．左肩 ROM は，自動・他動ともに

時点で肩挙上において 20°の lag が認められた．

140°で，GHjt の屈曲は 75°であった．圧痛は，

本症例は，骨盤後傾と胸椎後弯が増大した円背姿

小円筋，大円筋，小胸筋，上腕三頭筋長頭に認め

勢にて，肩甲骨が外転・前傾位を呈していた．肩

た．筋力は，ハンドヘルドダイナモメーターで計

の挙上動作は，肩関節複合体だけではなく体幹の

測し，肩甲骨面挙上（以下，挙上）45°で 31.5N，

運動も関与している．篠田らは，骨盤後傾による

挙上 90°で 31.1N であった．肩甲骨周囲筋の筋力

運動連鎖として腰椎後弯，肩甲骨外転・前傾位と

は，徒手筋力検査（manual muscle testing；以下，

なった結果，肩甲骨の上方回旋角度が減少し，上

MMT）にて，肩甲骨の挙上 3，外転上方回旋 2，内

肢の挙上角度も減少すると述べている．本症例に

転 2 であった．座位姿勢は，骨盤が後傾し，胸椎

おいても体幹機能低下が肩甲帯の機能低下を招き，

の後弯増大・円背姿勢であり，棘突起から下角間

肩挙上の lag を引き起こしたと考えられた．その

距離は左肩甲帯が 8cm に比べ右肩甲帯は 10cm と，

ため肩甲帯 ex に加え，胸椎伸展 ex を行ったとこ

前傾・外転位であった．

ろ，姿勢および肩甲帯機能が改善し，肩挙上の lag

【経過】初期の理学療法は，肩 ROM 拡大のため小

の改善に繋がったと考えられる．

円筋，大円筋，小胸筋，上腕三頭筋長頭に対しリ
ラクセーションとストレッチングを行った.また，
術後 3 ヶ月までは肩甲骨内転方向への自動運動な
ど，肩甲帯運動（exercise：以下，ex）を中心に

26.腱板断裂に対する関節鏡視下腱板修復術後に

追加した．

下垂位外旋可動域改善に難渋した症例

【術後 10 週評価】
右肩関節可動域は，
屈曲 170°，
内転 0°，下垂位外旋 20°であった．右 GHjt は

細川 裕介（ほそかわ ゆうすけ）

屈曲 90°，内転 0°，外旋 30°での内転-5°，下

大久保病院 リハビリテーション科

垂位外旋 5°，棘上筋後部線維伸張テストが陰性，

【はじめに】今回，右肩腱板断裂により関節鏡視

棘上筋前部線維と肩甲下筋上部線維の伸張テスト

下腱板修復術が施行された症例を担当し，外旋可

は軽減した．一方で，烏口上腕靭帯，上関節上腕

動域改善に難渋した．本症例における外旋制限因

靱帯，前上方関節包伸張テストは陽性であった．

子と，外旋可動域改善に難渋した要因について検

【考察】諸家の報告にて，肩甲下筋の再建により

討したので報告する．

筋の滑走性が低下し外旋可動域制限が出現すると

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，症例に

言われている．本症例においても，初期の理学療

発表内容，個人情報保護対策，同意と撤回につい

法では，肩甲下筋のリラクセーションを中心に実

て説明し，同意を得た．安全管理および個人情報

施した．しかし，術後 7 週時点では，十分な改善

の保護に努めた．

は認められなかったため，内転制限に着目した．

【症例紹介】症例は 60 歳代女性である．右肩関節

渡邊らは，棘上筋の遠位滑走性機能が障害される

痛が出現したため当院を受診し，腱板断裂の診断

ことで肩関節内転制限が出現するとしている．ま

にて関節鏡視下腱板修復術が施行された．
手術は，

た，前田らは，棘上筋の強い腱性部は，上腕骨の

棘上筋と棘下筋，肩甲下筋の中断裂に対して，

回旋軸よりも前方となる大結節の最前部に停止し

Bridging suture 法にて修復し，烏口上腕靭帯を

ており，肩関節内旋作用を担っている事を報告し

切離した．術後は，4 週間の装具固定とし，術翌

ている．この事からも，内転制限の残る本症例に

日から理学療法を開始した．なお，術前の右肩関

おいて棘上筋は重要な外旋制限因子と考えられた．

節可動域は，屈曲 160°，内転 0°，下垂位外旋

よって，
棘上筋滑走性改善操作を追加したことが，

45°であった．

肩関節内転と下垂位外旋可動域拡大に繋がったも

【術後 4 週評価】右肩関節可動域は，屈曲 130°，

のと考えられる．
また，
筋性の制限因子以外にも，

内転 0°，下垂位外旋-10°であった．右肩甲上腕

深層に位置する靭帯性および関節包性の制限因子

関節（Gleno Humeral joint；以下 GHjt）可動域

が関与してくることも考えられる．これらを加味

は，屈曲 60°，外転 50°，内転-15°，肩関節外

した理学療法を実施考慮して行っていく予定であ

旋 30°での内転-25°，下垂位外旋-30°であった． る．
また，棘上筋と肩甲下筋上部線維の伸張テストは
陽性であった．以上を踏まえ，重度な肩関節下垂
位外旋制限を来していることに注視し，その主な
制限因子を肩甲下筋の滑走性低下と捉え，リラク
セーションを中心に行った．
【術後 7 週評価】右肩関節可動域は，屈曲 150°，
内転 0°，下垂位外旋-5°であった．右 GHjt 可動
域は，屈曲 80°，内転-10°，外旋 30°での内転
-20°，下垂位外旋-20°であった．棘上筋と肩甲
下筋の伸張テストは陽性のままであった．この評
価から，GHjt の下垂位外旋可動域における内転制
限の関与を再検討し，棘上筋の滑走性改善操作を

27.腹筋群と中殿筋へのアプローチと杖の使用方

となった．

法を検討したことで杖歩行獲得に至った症例

【最終評価】MMT(右/左)は,中殿筋 3/3 に改善．
FACT は 20/20 点．座位時・立位時筋緊張は, 右腹

金川 直斗（かながわ なおと）

筋群に軽度低下みられるが,腹筋群・脊柱起立筋に

順心リハビリテーション病院

改善がみられた．歩行は,左手で杖を把持し,3 動

【はじめに】今回,第 3 腰椎圧迫骨折を呈し,歩行

作揃え型歩行が定着した．LR から MSt にかけての

能力が低下した症例を担当した．体幹と骨盤の動

骨盤の立脚側への側方動揺が軽減した．右 MSt で

揺に対して,腹筋群と中殿筋へのアプローチに加

の骨盤の左下制は軽減し,自立レベルである．

え，
杖の使用方法を検討したことで,杖歩行の獲得

【考察】本症例の T 字杖歩行は,両側 LR から MSt

に至ったため,ここに報告する．

にかけて体幹の立脚側への側方動揺がみられ,ま

【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に基づき,当該患者

た,右 MSt に骨盤の左下制がみられ,杖歩行の自立

に発表内容を説明し同意を得た．
また,個人が特定

を妨げていた．三津橋らは,「立脚相において,体

できないように配慮した．

幹の安定性には腹横筋と腹斜筋が関与している．
」

【症例紹介】80 歳代女性．平成 29 年 8 月下旬,自

と述べている．本症例は姿勢が,胸腰部屈曲位であ

宅で転倒し受傷．保存療法開始．4 日後,リハ目的

り,腹筋群の筋緊張も低下している．さらに,FACT

で当院に入院．同日,理学療法介入となる．病前の

の結果より体幹機能が低下している．そのため,

日常生活は屋内独歩にて自立．Hope はトイレに行

歩行時の体幹動揺は腹筋群の活動低下が原因であ

けるように．Need は杖歩行自立を挙げた．

ると考える．
また,右 MSt での骨盤の左下制は中殿

【初期評価】関節可動域は胸腰部伸展 10°．

筋の筋力低下が原因と考えた．そこで,腹筋群に対

Manual Muscle Test(以下 MMT：右/左)は中殿筋・

して,ドローインや上肢の側方リーチ,中殿筋に対

腹筋群・背筋群 2/2．臨床的体幹機能評価(以下

して筋力増強訓練を行った．
その結果,腹筋群の緊

FACT)は 14/20 点．座位時筋緊張は腹筋群に低下．

張と中殿筋の筋力に改善が見られ,体幹の動揺と

立位では,上記に加えて腰部脊柱起立筋に亢進み

骨盤の下制が軽減し,杖歩行見守りとなった．

られる．座位・立位姿勢は胸腰部屈曲・骨盤後傾・

杖の使用方法について,本症例は,歩行時の杖を

体幹右側屈位である．歩行は右手で T 字杖を把持

出す幅が大きいため,胸腰部の屈曲角度が大きく,

し 2 動作と 3 動作が混在した前型歩行である．両

骨盤後傾も増大する．そのため腹筋群の筋長が短

側とも荷重応答期(以下 LR)から立脚中期(以下

縮し,活動低下を助長している．また,吉岡らは
「骨

MSt)にかけて骨盤が立脚側に側方動揺する．
また,

盤後傾位では中殿筋の中部線維が短縮位となるこ

右 MSt に骨盤が左下制するため,中等度介助レベ

とで中殿筋の筋出力が低下する．
」と述べている．

ルである．

そのため,杖を出す幅を小さくすることで,上記ア

【経過】8 月下旬より理学療法介入．腹筋群の低

ライメントの修正を図った．
その結果,腹筋群と中

緊張と中殿筋の筋力低下に対してアプローチを行

殿筋の活動が増加した．
これに加えて,杖の持ち手

った．4 週目に腹筋群の筋緊張が改善し,骨盤の動

を右から左へと変更し,さらに,3 動作揃え型歩行

揺が軽減したため,歩行器歩行が自立となった．5

へと変更したことで,体幹の動揺及び,骨盤の左下

週目に中殿筋の筋力が向上し,骨盤の下制が軽減

制が軽減したと考える．

したため,杖歩行が見守りとなった．
その後も上記

【まとめ】
本症例は,腹筋群と中殿筋に対してのア

アプローチを継続したが,骨盤の下制は残存した．

プローチだけでは杖歩行の自立には至らなかった

そのため,7 週目に杖の持ち手を変更し,3 動作揃

ため,杖の使用方法に着目した．
身体機能面以外の

え型の歩行と杖を出す幅を小さくする動作定着を

視点にも着目していくことの重要性を学んだ．

図った．8 週目に骨盤の下制が軽減し,杖歩行自立

28.体幹と骨盤の安定性に着目し，
杖歩行自立に至

【考察】本症例の問題点は，両下腿三頭筋の筋力

った一症例

低下により，両立脚後期が短縮し急速な反対側へ
の接地が時折生じ，その際に骨盤側方動揺による

山田 亜佐美（やまだ あさみ）

体幹のふらつきが生じていることであると考えた．

明石リハビリテーション病院

そこで，下腿三頭筋へのアプローチを実施した．

【はじめに】今回，第 12 胸椎破裂骨折後の腰髄損

また，急速な反対側への接地が時折生じた際に，

傷により運動麻痺を呈した患者の内腹斜筋，腰方

骨盤側方動揺を制御できるだけの股関節周囲の筋

形筋に着目し，立脚期の骨盤側方動揺による体幹

力が必要であると考え，殿筋群へのアプローチを

のふらつきが改善し，杖歩行自立に至ったためこ

実施した．殿筋群の筋力向上により，骨盤側方動

こに報告する．

揺は軽減した．しかし，下腿三頭筋の筋力向上は

【倫理的配慮】症例に発表内容，個人情報保護対

得られず，
時折認めていた急速な反対側への接地，

策，同意と撤回について説明し同意を得た．

その際の体幹のふらつきは残存し，転倒リスクが

【症例紹介】70 歳代女性．平成 29 年 3 月中旬，

高い状態であった．Perry は，歩行における体幹

第 12 胸椎破裂骨折を受傷され，
腰髄損傷により両

の主要な役割は，骨盤の上で自らの姿勢を保持す

下肢の運動麻痺を認めた．5 月上旬，当院入院し

ることであると述べている．三津橋らは，立脚期

理学療法開始．病前は，日常生活動作自立，移動

において内腹斜筋の筋活動量が増加し体幹の安定

は独歩．既往歴は第 4/5 腰椎すべり症．

性を高めていると述べている．腰方形筋は，中殿

【初期評価（発症より 9 週目・入院時）
】徒手筋力

筋とともに作用し，骨盤の安定性に関与する．ま

検査(以下ＭＭＴ右/左)は殿筋群 2/2，下腿三頭筋

た，内腹斜筋，腰方形筋は，体幹と骨盤を結ぶ筋

2-/2．両大殿筋の萎縮を認める．感覚は正常．杖

であり，
体幹と骨盤の安定性に関与すると考えた．

歩行軽介助．両立脚後期が短縮し，急速な反対側

これらより，本症例において，内腹斜筋，腰方形

への接地が時折生じていた．その際に骨盤側方動

筋の筋力低下，筋出力低下により，骨盤上で自ら

揺による体幹のふらつき出現．

の姿勢を保持できずに体幹のふらつきが生じてい

【理学療法および経過】発症より 9 週目から殿筋

ると考えた．そこで，内腹斜筋，腰方形筋に着目

群，下腿三頭筋へのアプローチを実施し，杖での

し，アプローチを実施した．宮城らは，歩行時の

歩行訓練を開始した．
中間評価
（発症より 17 週目）

立脚期に起こる現象が片脚立位時に起こる現象に

では，
ＭＭＴは殿筋群 4/4 と筋力向上を認めたが，

反映されると述べている．そのため，まず，臥位，

下腿三頭筋は 2-/2 と変化を認めなかった．
内腹斜

座位にて筋力増強運動を実施し，その後片脚立位

筋，
腰方形筋は 2/2 と筋力低下を認めた．
しかし，

にて姿勢鏡，ハンドリングを用いて骨盤を正しい

歩行時，時折認めていた急速な反対側への接地，

アライメントへ誘導し，筋出力向上を図った．こ

その際の体幹のふらつきは残存し，近位見守りを

れらの結果，正しいアライメント下での筋収縮を

要していた．そこで，内腹斜筋，腰方形筋に着目

学習でき，歩行時の内腹斜筋，腰方形筋の筋出力

し，アプローチを実施した．まず，臥位，座位に

が向上し，体幹と骨盤の安定性が得られたと考え

て筋力増強運動を実施し，その後片脚立位にて姿

る．それにより，急速な反対側への接地が時折生

勢鏡，
ハンドリングを用いて筋出力向上を図った．

じた際に体幹のふらつきを制御することが可能と

【最終評価（発症より 24 週目）】ＭＭＴは内腹斜

なり，終日病棟内杖歩行自立に至ったと考える．

筋 4/4，腰方形筋 3/3．歩行時，時折認めていた急

【まとめ】骨盤の安定性に対して，下肢筋だけで

速な反対側への接地は残存したが，その際の体幹

なく体幹筋にも着目することが大切であると学ん

のふらつきは軽減し，終日病棟内杖歩行自立とな

だ．

った．

29.「胸椎圧迫骨折後,再発予防に着目し,自宅復帰

員と自宅訪問,ベッドの導入や和室での椅子の使

を支援した症例」

用を勧め自宅内での導線を確認。目標を屋内伝い
歩き，片側手すり支持下での階段昇降自立とした。

神木 修（こうぎ おさむ）

自宅環境を想定した階段昇降や伝い歩き,床上動

清華苑養力センター

作練習を実施。階段昇降では後方重心と下肢筋力

【はじめに】胸椎圧迫骨折の保存療法中の男性

低下から上肢依存が強く,床上動作では勢いのよ

高齢者に対し,自宅復帰後の再発予防を目標に他

い着座が見られた。
入所 3 ヶ月後には,屋内歩行で

職種と連携し支援を行ったので報告する。

の方向転換時のふらつきが減少し,両側 T 字杖歩

【倫理的配慮】本症例に対し,発表内容,個人情

行遠位見守りとなった。
「支えがあると腰が痛ま

報保護対策，
同意と撤回について説明,同意を得た。 ない。」
と杖忘れは徐々に減少したが棟内で転倒あ
【症例紹介】90 歳代前半男性。2017 年 2 月に自

り,同日に転倒を再現しようとし再転倒した。
本人,

宅で腰痛出現。
布団から起き上がれず病院を受診。

家族,相談員との退所前カンファレンスにて環境

第 12 胸椎圧迫骨折,側弯症の診断で軟性コルセッ

整備や転倒リスクを説明し,情報を共有, 通所リ

トを処方され入院。発症後 1 ヶ月で当苑へ入所と

ハビリテーション（以下デイケア）利用の必要性

なる。既往歴は受傷機転不明の腰椎圧迫骨折と骨

を伝えた。

粗鬆症。病前は妻と長男夫婦と同居。寝室は 2 階

【最終評価：入所 3 ヶ月】FIM：118/126 点。

で和式生活。日常生活動作は自立。屋外は片側 T

HDS-R：24/30 点。FBS：45/56 点。TUG：14.8 秒。

字杖で歩行。趣味は散歩と園芸。家庭内の役割は

片脚立位保持：右 2.3 秒,左 5.4 秒。
徒手筋力検査：

ゴミ出しや掃除。介護度 1 で週 1 回の半日デイサ

体幹屈曲 3,足関節底屈右 3,左 2+。両側 T 字杖歩

ービスを利用。hope はご本人：家に早く帰りたい。

行：自立。階段昇降,床への着座：口頭指示必要。

以前のように過ごしたい。家族：自宅復帰に必要

入所 4 ヵ月で退所し,当苑デイケアを利用。

な階段昇降とトイレ動作の自立を希望。

【考察】入所時 FBS や TUG 等でカットオフ値を

【初期評価】Functional Independence Measure

超えており，転倒リスクが高かった。介入後より

（以下 FIM）106／126 点。長谷川式簡易知能評価

徐々に歩行や立位の安定性は向上したが杖忘れや

スケール（以下 HDS-R）20/30 点。Functional

転倒を再現し再転倒している。病前のように過ご

Balance Scale（以下 FBS）40/56 点。Timed Up & Go

したいという言動から本症例は身体能力を過大評

Test(以下 TUG) 16.3 秒。片脚立位保持：右 2.5

価していると考えた。鈴木は高齢者が自己の能力

秒,左 4.7 秒。徒手筋力検査：体幹屈曲 2,両足関

を過大評価していると,外的環境に応じた運動行

節底屈 2+。立位姿勢：骨盤後傾位で両股関節外旋

動を行うことができず,姿勢バランスを崩す原因

位,両膝関節内反膝となり後方重心。屋内歩行：方

や障害物との接触によるつまずきやよろめきを惹

向転換時にふらつきあり,両側 T 字杖で近位見守

起する,と述べている。
杖忘れへの声掛けや自宅環

り。階段昇降：片側手すり支持下軽介助。1 足 1

境を想定した動作練習によって身体機能や安全へ

段で昇段時のつま先の引っ掛かりや後方重心があ

の配慮が向上したが,転倒リスクが残存した。
退所

る。降段時はスピード制動に欠け,軽介助を要す。

後,自宅で転倒があったことから,デイケア相談員

立位動作時の安定性が低下し物的・人的介助を要

と自宅訪問を行い,環境を再確認した。2 足 1 段の

す。屋内近距離の移動は「わざわざ杖を持たなく

階段昇降に切り替え理学療法を継続した。

てもいい」と言い,杖忘れが多い。
【経過】入所日より下肢・体幹筋力，立位バラ

【まとめ】転倒リスクが残存した症例に対し,
環境調整する必要性を学んだ。また,本人と家族,

ンスの向上を目的に理学療法を開始。杖忘れには

他職種が障害像を共有し,支援した事で在宅生活

職員がその都度声掛けを実施。入所 1 ヶ月で相談

への復帰と継続に繋がった。

30.「術創部の柔軟性向上により靴下の着脱動作が
可能になった一症例」

皮膚のストレッチを実施。術後 3 週目からは術創
部痛は軽減し，直接皮膚への介入が可能となった。
また，動作訓練として端座位での靴下着脱動作の

宮田 翔太郎（みやた しょうたろう）

練習を実施した。

明石リハビリテーション病院

【経過（経時的変化）】術後 8 週目から評価。

【はじめに】右変形性股関節症により右人工股関

ROM は右股関節屈曲 95°,外転 35°，外旋 30°,

節全置換術を施行し，術後 6 日目に当院入院。術

内旋 20°。右股関節外転外旋位での屈曲角度は

創部の柔軟性の改善により靴下の着脱動作が可能

110°。右股関節屈曲時の術創部痛は，NRS0/10。

となった症例を担当したため以下に報告する。

靴下の着脱は自立レベル。股関節屈曲外転外旋位

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，症例に

での着脱動作は疼痛なく可能。

発表内容，個人情報保護対策，同意と撤回につい

【考察】本症例の靴下着脱動作を阻害している要

て説明し，同意を得た。安全管理および個人情報

因として，右股関節屈曲時の術創部痛による大腿

の保護に努めた。

四頭筋の防御性収縮であると考えた。本症例は術

【症例紹介】80 歳代女性。入院前は日常生活動作

創部がある外側広筋や大腿筋膜張筋に対して介入

（以下 ADL）全般自立レベルで独居。全体像とし

を行ったが，その際に術創部痛による防御性収縮

てリハビリに協力的ではあるが動作や疼痛に対し

が出現し，術創部痛軽減はわずかであった。浅野

て恐怖心が強い。術式は前側方アプローチ。

は，「皮膚に由来する疼痛として皮膚の伸長性の

【評価および経過】術後 6 日目から介入。触診に

低下があり，皮下での癒着が痛みとして可動域制

より術創部周囲の熱感，
腫脹，
柔軟性低下認める。

限となる」と述べている。そのため，皮膚への介

関節可動域検査（以下 ROM）は他動運動で右股関

入によって術創部痛軽減と可動域改善が図れると

節屈曲 85°P，外転 30°P，外旋 20°P，内旋 0°

考え，術創部周囲の皮膚に着目して介入を行った。

P。右股関節外転外旋位での屈曲は 90°。術創部

さらに福井は，「股関節屈曲において皮膚は膝関

の触知時や股関節屈曲，内旋，内転での自動運動

節方向に伸長する」と述べている。そのため，疼

時に「傷のところの表面がつっぱります」と伸長

痛の原因として術創部の柔軟性低下によって術創

痛の訴えあり。右股関節屈曲時に右大腿四頭筋の

部が膝関節方向へ伸長されるストレスが主な原因

防御性収縮出現。オーベルテスト陽性。右外側広

であると考えた。
福井は，
「皮膚は浅筋膜層で筋と

筋，右大腿筋膜張筋の硬さあり。股関節正中位で

の間に滑走がある。そのため，皮膚の緊張線を張

の靴下着脱動作の獲得図るも，股関節屈曲時に

力の強い方向へ誘導すると身体内部との中間位が

Numerical Rating Scale（以下 NRS）8/10 の術

変化し，運動に影響を及ぼす」と述べていること

創部痛出現。股関節屈曲外転外旋位での着脱動作

から治療として術創部の滑走性改善を目的に，術

でも同様に NRS8/10 の術創部痛出現。病棟内 ADL

創部端を挟む形で押圧固定し，皮膚誘導しながら

は入浴と靴下着脱動作以外はすべて自立。治療内

外側広筋，大腿筋膜張筋の収縮と伸長を反復して

容は炎症軽減目的にアイシングを実施。介入初期

行った。その結果，術創部と浅筋膜層との滑走性

時は，術創部のある右外側広筋，右大腿四頭筋に

が改善，術創部痛が消失したことで防御性収縮も

対して，パテラセッティングでの等尺性収縮と右

消失した。そのため，関節可動域が改善し靴下の

股関節屈曲外転での自動介助運動を実施し筋の柔

着脱動作が可能になったと考えた。

軟性向上によって可動域改善図るも，防御性収縮

【まとめ】皮膚と筋膜との滑走性に着目すること

の出現により難渋した。そのため，本症例の主観

で術創部の柔軟性や関節可動域の改善が図れた。

である術創部痛の改善に着目し，治療内容を変更

しかし，皮膚の柔軟性に対し，さらに明確な指標

した。術創部の柔軟性向上を目的に術創部周囲の

を用いることも必要ではないかと感じた

31.競技特性を考慮した上で傷害予防を目的とし

した.

パワーポジションに着目した一症例

【最終評価(術後 11 週目)】
ROM-t: 右 股 関 節 屈 曲 130 ° , 右 膝 関 節 屈 曲

臼井 瀬奈（うすい せな）

140°,伸展-5°,右足関節背屈 10°.MMT:右股関

つくだ整形外科 リハビリテーション課

節伸展 5,外転 4,外旋 5,右膝関節屈曲 4,伸展 5.パワ

【はじめに】

ーポジション:矢状面では,右股関節屈曲,足尖直上

今回,右前十字靭帯再建術及び右内側半月板縫

に膝蓋骨が位置し下腿前傾がみられ前方重心であ

合術後の症例を担当した.パワーポジションか

る.前額面では,右股関節,膝関節伴に内外反中間位

ら,Knee-in Toe-outや後方重心がみられ,再建靱帯

を呈し,初期に比べ右側荷重が可能となった.

へのストレスが予測された.そこで,再建靱帯への

【考察】

ストレス軽減を目的とし,理学療法を行い変化が

前十字靭帯損傷について,山本らは「着地動作や

みられた為ここに報告する.

カッティング動作など,足部が固定された状態で

【倫理的配慮】

急速な減速期に膝関節外反,下腿回旋,後方重心が

ヘルシンキ宣言に基づき,同意を得た.
【症例紹介】

多く,足底全面接地,足部外転位での受傷が多い」
と報告されている.また,片桐らによると「パワー

10代女性.平成29年4月中旬,バスケットボール

ポジションは,静止した状態から動き始める際に

試合中,右側を軸足として左側へ切り返しシュー

一番力が発揮できる姿勢であり,バスケットボー

トを打った際,右前十字靭帯損傷.8月中旬に右前

ルでは,守備に類似した姿勢とし,全ての動作に繋

十字靭帯再建術及び右内側半月板縫合術施行.9月

がる重要な姿勢」とされている.本症例のパワーポ

上旬より理学療法開始.

ジションにおいては,Knee-in Toe-outや後方重心

【初期評価(術後 7 週目)】

がみられ,母趾球での体重支持が困難であった.そ

関節可動域検査(以下 ROM-t):右股関節屈曲

の結果,下腿前傾が制限され大腿直筋に遠心性収

130°,右膝関節屈曲 125°,伸展-5°,右足関節背

縮が働き脛骨前方への牽引力が生じ,膝関節に前

屈 5°.徒手筋力検査（以下 MMT ）:右股関節伸

方剪断力が加わる為,再建靭帯へのストレスが予

展 4,外転 3+,外旋 4,右膝関節屈曲 3+, 伸展 4.パワ

測された.また,スポーツ場面において各動作への

ーポジション:矢状面では,右股関節屈曲が少なく

移行時に再受傷する危険性が考えられた為,パワ

足尖直上に膝蓋骨が位置せず,下腿前傾が減少し

ーポジションから動き始める際の再建靭帯ストレ

後方重心である.前額面では,右股関節内転内旋位,

ス軽減を目的とし理学療法を行った.結果として,

膝関節外反位を呈し,左側荷重である.

重心が前方へ移動する事により膝屈筋群の張力が

【理学療法経過】

増大し,大腿直筋の筋活動が減少する事で,脛骨後

術後7週目からパワーポジションを開始した.重
心感覚は「両側の踵にのっている」との事であっ

方移動が生じ再建靭帯へのストレス軽減に繋がる
と考えられた.

た為,後方重心を前方へ促すよう閉鎖性運動連鎖

加えて,スポーツ場面において各動作への移行

を中心に体幹,骨盤,股関節の筋力訓練及び骨盤前

時に再建靱帯へのストレス軽減が図れると伴に傷

後傾の反復運動を行った.前足部への荷重が不十

害予防に繋がると考えた.

分な為,術後8週目から母趾球を意識した荷重練習

【まとめ】

や動作指導を追加した.10週目におけるパワーポ

今回,再建靱帯へのストレスを考慮する上で,ア

ジションでは,初期に比べ右膝アライメントや腰

ライメントや重心位置が重要な要因であると伴に,

椎伸展,骨盤前傾の改善が図れ、重心感覚は「前に

パワーポジションの獲得が,傷害予防に繋がるこ

のっている」との事であり踵から前足部へと変化

とを学ぶことができた.

32.人工股関節全置換術後より残存した機能障害
が膝機能に影響した変形性膝関節症の一症例

術後 2 週にて膝屈曲 100°伸展 0°となり，疼痛
は NRS にて膝屈曲，立ち上がり，歩行時に大腿筋
膜張筋に 6/10，大腿二頭筋短頭に 5/10 と膝 ROM，

坂本 寛和（さかもと ひろかず）

疼痛ともに改善を認めたものの，大腿筋膜張筋と

甲南加古川病院 リハビリテーションセンター

大腿二頭筋短頭の同時収縮と圧痛は残存した。そ

【はじめに】今回，術前より膝外側部痛を有して

のため，理学療法として背臥位にて両筋を触知し

いた変形性膝関節症（以下膝 OA）に対し，人工膝

ながらの自動膝屈曲 ROM 訓練，下腿内旋を促しな

関節置換術（以下 TKA）を施行された症例の理学

がらの自動膝屈曲 ROM 訓練を追加した。

療法を経験した。
TKA 術後の関節可動域
（以下 ROM）

術後 4 週にて膝 ROM は屈曲 110°伸展 0°となり，

獲得を阻害した膝外側部痛の消失を目的として運

疼痛と同時収縮は消失し，杖歩行が自立して独歩

動療法を行い，その原因と運動療法について考察

も可能となった。

したため報告する。

【考察】本症例は術前から左 THA 術後由来のもの

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，当該患

と考えられる左大腿筋膜張筋痛が認められた。ま

者に発表内容を説明し同意を得た。

た，膝屈曲 90°以上で大腿筋膜張筋痛が強くなり，

【症例紹介】80 歳代女性。身長 152.3cm，体重

大腿筋膜張筋と大腿二頭筋短頭の過剰収縮が疑わ

50.7kg，BMI21.86，入院前 ADL は自立であった。2

れた。術後 1 週では膝外側部組織よりも炎症由来

年前に施行された左人工股関節全置換術（以下

の術創部周辺筋の防御性収縮による疼痛が強く，

THA）後の左膝外側部痛を有し，今回左膝 OA の増

筋緊張を軽減させる為の深部横断マッサージや防

悪とともに左膝外側部痛が増強したため左 TKA を

御性収縮なく膝屈曲 ROM を獲得する為の自動介助

施行された。

での膝 ROM 訓練を行った。結果，防御性収縮は軽

【検査所見】術前左 FTA は 174°。内顆の関節裂

減し，疼痛自制内での膝 ROM 訓練によって膝屈曲

隙狭小化，骨棘形成，骨硬化が認められた。

可動域（以下膝屈曲 ROM）も術前可動域まで獲得

【評価及び経過】左下肢の術前評価にて膝関節可

した。術後 2 週では防御性収縮由来の疼痛は軽減

動域（以下膝 ROM）は膝屈曲 95°伸展-5°であっ

したが，術前より残存していた大腿筋膜張筋痛，

た。疼痛は NRS にて膝屈曲時，立ち上がり，歩行

大腿筋膜張筋と大腿二頭筋短頭の過剰収縮の訴え

時に膝全体に 2/10，大腿筋膜張筋に 9/10，そして

が強くなった。そのため大腿筋膜張筋，大腿二頭

大腿筋膜張筋と大腿二頭筋短頭に圧痛を認めた。

筋を触知し，患者様に自動膝屈曲 ROM 訓練，膝屈

また，膝屈曲 90°以上で大腿筋膜張筋と大腿二頭

曲に伴う脛骨内旋を徒手にて促す自動膝屈曲 ROM

筋短頭に同時収縮が認められた。術翌日より全荷

訓練を追加した。結果，大腿筋膜張筋，大腿二頭

重，
可動域訓練が許可され，
理学療法を開始した。

筋短頭の膝屈曲に伴う過剰収縮は消失し，膝屈曲

術後 1 週にて膝屈曲 95°膝伸展 0°であり，疼

ROM は術前可動域を越えて膝屈曲 110°まで獲得

痛は NRS にて膝屈曲，立ち上がり，歩行時に大腿

した。術後 1 週，2 週の膝機能障害に合わせたア

四頭筋，薄筋に 7/10，大腿筋膜張筋に 8/10 とな

プローチにより疼痛と荷重収縮が軽減し，術後 4

り，圧痛も認められた。また，大腿筋膜張筋と大

週での膝屈曲 110°，疼痛消失，独歩や日常生活

腿二頭筋短頭の同時収縮も術前同様に認められた。 活動の獲得を可能としたものと考える。
理学療法としては疼痛軽減，膝 ROM 獲得を目的と

【まとめ】今回，術前より続く病態により，主疾

し，自動介助や端座位での膝屈曲関節可動域訓練

患の術後機能改善に難渋した一症例を経験した。

（以下膝屈曲 ROM 訓練）
，大腿四頭筋，薄筋,大腿

術前より続く機能障害に対し，理学療法を実施す

筋膜張筋，大腿二頭筋短頭のリラクゼーションを

ることによって術前を上回る機能改善が可能とな

行った。

ったと考える。

33.人工股関節全置換術後の Duchenne 様歩行に対

いた．熊谷らは，関節内転が5°以下では全例跛行

し可動域改善が有効だった一症例

が出現する．また，Perryらは，外転拘縮による開
脚歩行では，立脚期の重心移動は同側への体幹側

大久保病院 リハビリテーション科

屈にて体幹の質量を足部の中心線上に移動させる

山﨑 優斗 (やまざき ゆうと)

と報告している．本症例は同様に右股関節外転拘

【はじめに】右人工股関節全置換術（Total Hip

縮を認め，歩隔拡大に伴う右下肢荷重移動不足を

Arthroplasty；以下，THA）後に，Duchenne様歩行

体幹の右側屈で代償していたと考えられた．

を呈した症例を経験した．問題点を立脚初期と後

右立脚初期のDuchenne様歩行に続いて，立脚後

期に影響する関節可動域に着目して理学療法を行

期での同側への骨盤後方回旋が認められた．

い，歩容の改善が認められた．本症例の経過およ

Perryらは，立脚後期に股関節伸展の代償動作とし

び実施した理学療法について報告する．

て同側への骨盤後方回旋が出現するとし，Donald

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，当該患

らは，歩行時の立脚後期では最大10°の股関節伸

者に発表内容を説明し同意を得た．

展が生じると報告している．

【症例紹介】70歳代の女性で，右股関節痛のため

本症例は，タイトネスと共に右股関節伸展と内旋

当院を受診し，右変形性股関節症の診断にて

制限が認められ，右立脚後期に同側への骨盤後方

THA（前外側進入法）が施行された．

回旋が生じたと考えられた．これら，跛行を呈す

【術後3週】関節可動域(Range Of Motion；以下，

る関節可動域制限に対して，制限因子である大腿

ROM)は，右股関節伸展0°，内転0°，股関節伸展

筋膜張筋，中殿筋，腸腰筋の柔軟性改善を図り，

位内旋0°であった．徒手筋力検査は，右股関節外

改善を認めた．しかし，関節可動域が改善されて

転4，伸展4であった．圧痛は長内転筋，腸腰筋，

も歩行時に軽度のDuchenne様歩行が残存していた

恥骨筋，大腿筋膜張筋〜腸脛靭帯，梨状筋であっ

.このことから改善された内転可動域を促し，外転

た．タイトネスは，Ober test，Tho-mas test，E

筋力の筋出力強化の目的で継ぎ足歩行練習を追加

ly testが陽性(右>左)であった．歩行（T字杖使用

した．

）は，右立脚初期に体幹右側屈によるDuchenne様

Donaldらは，股関節外転筋力のトルクはおもに筋

歩行を呈し，右股関節の外転・外旋位での歩隔拡

の長さに依存している．また，Shiomiらは継ぎ足

大がみられた．更に，右立脚後期にて同側への骨

歩行では，通常の歩行より特に中殿筋の筋活動が

盤後方回旋がみられた．なお，右股関節荷重時痛

増大すると報告している．可動域改善後の股関節

は認められなかった．理学療法は，股関節内転・

内転・伸展位での筋活動を行う事で，中殿筋を中

伸展制限に対し大腿筋膜張筋と腸脛靭帯，中殿筋

心とした外転筋出力の増加により跛行が改善され

，腸腰筋のストレッチングを実施後，継ぎ足歩行

たと考えられた．

練習を行った．

【まとめ】Duchenne様歩行は筋力だけではなく関

【術後4週】ROMは，右股関節内転0°，伸展

節可動域も加えて評価していくことの重要性を再

5°，股関節伸展位内旋10°で，タイトネスと共に

確認した．また，可動域制限の要因を考える上で

改善がみられた．歩行は，右立脚初期の体幹右側

術侵襲を理解した評価，治療が大切と認識した．

屈と歩隔，右立脚後期の同側への骨盤後方回旋が
改善し，安定したT字杖歩行が可能となった．
【考察】本症例の歩容は，右立脚初期に体幹右側
屈，右股関節の外転・外旋位での歩隔拡大がみら
れた．徒手筋力検査で股関節外転４と抵抗運動が
可能であったが，顕著なDuchenne様歩行を呈して

34.人工股関節全置換術後に膝の痛みが増悪して
きた症例に対するアプローチの再考

プログラム変更後 2 週目で，MMT は腸腰筋 5/4，
中殿筋 5/4，大殿筋 5/5，股関節内転筋 4/4，歩行
時の膝関節痛は NRS で左右脛骨内側顆 2～3/10 と

野田 航暉（のだ こうき）

なった．術後 7 週目に T 字杖歩行自立で退院とな

地方独立行政法人 明石市立市民病院

った．

【はじめに】本症例は，左人工股関節全置換術（以

【考察】本症例の下肢アライメントは，膝関節が

下 THA）後，T 字杖歩行可能となったが歩行時に膝

内反し，脛骨が外旋している．そのため下記 2 つ

の痛みが増悪した．そこで静止立位時のアライメ

の理学療法プログラムで，上行性・下行性での運

ントに着目し，膝の痛みの軽減を目的としたアプ

動連鎖による膝関節外反，脛骨内旋パターンへの

ローチを再考したため，ここに報告する．

誘導を図った．

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，症例に

一つ目の股関節内転筋群トレーニングでは股関

発表内容，個人情報保護対策，同意と撤回につい

節内転の誘導を目的とし，下行性運動連鎖による

て説明し，同意を得た．安全管理，個人情報の保

膝関節外反パターンへの誘導を図った．鈴木・三

護に努めた．

浦らは「股関節内転筋群の筋活動パターンは立脚

【症例紹介】80 代女性．平成 29 年 8 月，誘因な

初期と立脚後期で優位に増大した」と報告してい

く左股関節痛を自覚．近医受診．同月中旬，疼痛

る．これらの時期は外転方向に崩れる股関節を内

増悪．歩行困難になり当院受診．MRI で左大腿骨

転筋による遠心性収縮にて制御していると考えら

頭壊死あり．腰椎 X-P で第 2，4，5 腰椎椎体に陳

れている．このことからも，内転筋群の収縮を誘

旧性の圧潰あり．第 4 腰椎前方辷りあり．同月下

導したことによって床反力ベクトルが膝関節中心

旬， 左 THA 施行．生活歴は杖歩行，独居．入院前

に近づき，膝関節内反モーメントが減少し，荷重

から左膝関節痛は自覚していた．認知機能の低下

時の膝の疼痛を軽減できたと考える．

なし．

二つ目の外側ウェッジソールの着用は足関節外

【理学療法及び経過】術後理学療法は股関節関節

がえし，特に後足部の回内を誘導する目的で上行

可動域練習，股関節周囲筋筋力増強練習，歩行練

性運動連鎖による膝関節外反パターンへの誘導を

習を中心に実施した．術後 3 週で杖歩行可能とな

図った．静止状態において踵骨の外反が増すこと

った．しかし杖歩行練習中に左膝関節痛が増悪．

で脛骨が直立化して膝関節内反モーメントが減少

術後 4 週目に右膝関節痛も出現．その時の関節可

することが報告されている．このことから，外側

動域
（以下 ROM）
は左股関節屈曲 105°，
伸展 30°，

ウェッジソールを着用したことで後足部が回内し，

外転 30°，膝関節（右/左）伸展－5°/－5°，

内側の荷重分布が増すことで床反力ベクトルが膝

Manual Muscle Test（以下 MMT，右/左）は腸腰筋

関節中心へと近づき，膝関節内反モーメントが減

5/3，中殿筋 5/3，大殿筋 5/3，股関節内転筋 3/2，

少したことによって荷重時の疼痛減少をもたらし

大腿直筋 5/5，ハムストリングス 5/5，歩行時の膝

たのではないかと考える．

関節痛は Numerical Rating Scale（以下 NRS）で

また股関節周囲筋群の強化によって骨盤の安定

左右脛骨内側顆 7～8/10 であった．立位アライメ

性が向上した．これらのことにより，荷重時の膝

ントは腰椎後彎，骨盤後傾，両股関節外旋位，両

関節痛を軽減できたと考える．

脛骨外旋位，両膝関節内反（右＜左）
，両足部内が

【まとめ】今回，立位アライメントに着目し，疼

えしであった．そこで理学療法プログラムに股関

痛コントロールを行ったことで術前，術後初期の

節内転筋群の促通を目的に股関節内転筋群トレー

アライメント評価の重要性を再認識できた．今後

ニングを追加し，両足部内がえしに対して外側ソ

は特定のことだけでなく，全体に目を向けていき

ールウェッジを着用した．

たい．

35.予測的姿勢制御および動的バランスの低下に

換え・タンデム肢位保持・片脚立位保持).外乱検

着目した一症例～卓球動作の獲得を目指して～

査:前後左右の外乱に対してのステッピング反応
向上.立位姿勢:股関節は軽度外旋位，重心の右側

片岡 希予（かたおか きよ）

偏位は軽減.

順心リハビリテーション病院

【考察】本症例は独歩自立,ADL 自立レベルであり,

【はじめに】今回,右放線冠～内包,被殻の梗塞に

趣味の卓球への参加を目標にアプローチした.卓

より,左片麻痺を呈した症例の予測的姿勢制御(以

球動作では,下肢のステップ動作に対応できる

下 APA)と動的バランスの低下に着目し,体幹機能

APA お よ び 動 的 バ ラ ン ス の 改 善 が 必 要 と 考 え

と下肢荷重量の不均衡に対してアプローチした結

た.APA は運動プログラミングの際に,随意運動に

果,卓球動作の獲得に至ったため,報告する.

先行して皮質網様体路を動員し,体幹や上下肢近

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき,症例に発

位筋の活動により姿勢制御を行う.本症例は左下

表内容について説明し,書面にて同意を得た.

肢への重心移動やステップ動作が行えず,問題点

【症例紹介】70 代男性.平成 29 年 8 月下旬にアテ

として①腹部の低緊張，②下肢荷重量の不均衡，

ローム梗塞発症し,3 週目にリハビリ目的で当院

③動的バランス低下を挙げた.①に対しては,臥位

入院.病前 ADL 自立.HOPE は趣味の卓球がしたい.

で Draw-in や体幹回旋運動を行い,腹横筋・腹斜筋

【初期評価（発症 3 週目）
】Brunnstrom Recovery

群の収縮を促し,腹腔内圧を高めることにより腹

Stage(以下 BRS):左上肢Ⅳ,手指Ⅲ,下肢Ⅴ.筋緊

部の安定性が向上し, 下肢の選択的運動が可能と

張検査:左腹部低緊張,左脊柱起立筋過緊張.下肢

なった.②に対しては,徒手的に左側への重心移動

荷重比:右 68％,左 32％.片脚立位:右 11.0 秒,左実

を誘導し,腹斜筋群と近位筋の促通を行った.その

施 困 難 .Functional Balance Scale( 以 下 FBS)

上で,ステップ練習により左下肢への荷重負荷を

41 点.外乱検査:立位で実施.左側,後方への外乱

行った.斎藤らによると,連続反復動作では APA の

に対するステッピング反応遅延.立位姿勢:wide

働きが増大するとある.APA の働きによって体幹

base で,重心は右側へ偏位.骨盤軽度左回旋,肩甲

や下肢近位筋の収縮が促され,左下肢への荷重量

帯左挙上位.移動は独歩自立レベル.

増加に繋がった.③に対しては,本症例の恐怖心が

【理学療法および経過】最終目標は趣味の卓球へ

減ったところで,徒手での誘導や Dyjoc ボードを

の参加とし,APA および動的バランスの低下に着

使用したステッピング反応を促す練習を行った.

目し，理学療法を実施した.介入初期は,腹部低緊

また，より卓球動作に近づけるために,セラピスト

張で安定性が低下していたため,腹部の促通を行

が投げたピンポン球に対して下肢をステップさせ

った.また,左下肢への荷重に対して恐怖感が強く,

てキャッチする練習を行い,動的な課題の中で姿

動作において右下肢優位に使用する傾向があった

勢制御が行えるように促した．その結果,運動中の

ため,左下肢への重心移動練習を実施.徐々に腹部

身体重心の変化に対しての応答が可能となった.

の安定性向上と左下肢への荷重量増加が認められ

さらに,FBS では動的バランスを必要とする項目

たため,4 週目から動的バランスの向上を目的に

の向上が認められた.以上のことから,本症例の左

Dyjoc ボードを使用したバランス練習,ピンポン

下肢への荷重に対する恐怖感は軽減し,重心移動

球を使用した前後左右へのステップ練習を実施.

やステップ動作が可能となり,卓球動作獲得に繋

介入 7 週目に,実際に卓球練習を実施した.

がったと考える.

【最終評価(発症 8 週目)】BRS:左上肢Ⅴ,手指Ⅴ,

【まとめ】体幹機能や下肢荷重量の不均衡に対し

下肢Ⅵ.筋緊張検査:左腹部の低緊張は改善. 荷重

て理学療法を介入することで,APA や動的バラン

比:右 56％，左 44％．片脚立位:右 36.2 秒,左 11.6

スの向上を認めた.その結果,本症例の HOPE であ

秒．FBS:53 点(加点項目:体幹回旋動作・段差踏み

る卓球動作を獲得し,QOL の向上に繋がった.

36.「立位バランスへの介入から歩行獲得を目指し

練習や歩行練習などを進めていくうちに骨盤の回

た症例」

旋は減少した．徐々に歩行時の介助量が減少し，
引っ掛かりがあっても自分でバランスを取ること

伊藤 綾香（いとう あやか）

ができるようになった．同時にドローインなど体

順心リハビリテーション病院

幹筋群に対して治療を行った．

【はじめに】ラクナ梗塞によって左片麻痺を呈し

【最終評価】BRS-t 上肢Ⅲ手指Ⅱ下肢Ⅳ．MAS 足関

た症例を担当した．本人・家族の希望であるトイ

節 1+．MMT 股関節屈曲 4/3，股関節伸展 4/3，股関

レ動作自立に必要な自立歩行の獲得を目指し，体

節外転 3/2+，股関節内転 3/2，膝関節伸展 4/3，

幹・股関節に着目して治療を行ったため，ここに

足関節背屈 3/2+，体幹屈曲 3．FBS34 点．静止立

報告する．

位は 2 分以上可能となり，トイレでの下衣操作は

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，症例に

支持物なしで自立レベル．歩行は SHB 着用と四点

発表内容，個人情報保護対策，同意と撤回につい

杖にて三動作揃え型で自立レベルとなった．

て説明し同意を得た．安全管理および個人情報の

【考察】本症例は 80 歳代女性で自宅復帰への要望

保護に努めた．

が強い．自宅復帰するには 1 人でトイレに行く必

【症例紹介】ラクナ梗塞にて左片麻痺を呈した 80

要があり，数ｍの自立歩行・安定した立位が必要

歳代女性である．発症から 4 周目に当院入院．病

になる．松信らは，立位のバランスと体幹機能は

前は ADL 自立，日中散歩をしていた．HOPE は「ト

密接な関係にあり，立位バランスが不良であると

イレに行けるように」であった．

歩行非自立となる症例が多いとしている．また，

【理学療法評価】Brunnstrome Recovery Stage

立位バランスが大殿筋や体幹筋群の遠心性収縮に

Test(以下 BRS-t)上肢Ⅱ手指Ⅱ下肢Ⅱ．Modified

よって制御され，これらの筋力が向上すると立位

Ashworth Scale（以下 MAS）
足関節 1．
Manual Muscle

バランスの向上に繋がるとしている．よって，殿

Test（以下 MMT）
（右/左）股関節屈曲 4/2，股関節

筋群・体幹筋群を増強させ立位バランスを向上さ

伸展 3/1，股関節外転 2/1，股関節内転 2/1，膝関

せることは，自立歩行にも繋がると考えた．今回

節伸展 4/2，足関節背屈 2/1，体幹屈曲 2．

理学療法では LLB を用いて立位練習やステップ練

Functional Balance Scale（以下 FBS）2 点．立位

習で股関節・体幹筋群を，臥位での促通訓練やド

姿勢は麻痺側に徐々に傾いていた．トイレの下衣

ローインなどで体幹筋のアプローチを中心に行っ

操作は自分で引き上げようとする際にバランスを

た．結果として麻痺側下肢の随意性，股関節・膝

崩すため全介助．歩行は平行棒内三動作揃え型で

関節周囲筋の筋力が向上し，FBS の点数も上がっ

中等度介助．左立脚初期（以下 IC）は股関節内転

た．立位バランスが向上しトイレでの下衣操作が

位，足部底屈内反位で内側に接地する．左立脚中

自立で行えるようになった．歩行では引っ掛かり

期（以下 MSt）では骨盤左回旋し肩甲帯の後退が

やバランスを崩すことがあるが，立ち直ることが

生じる．左遊脚初期（以下 ISW）で足関節底屈し

できるようになり，病棟内でのトイレ移動も四点

骨盤の挙上がみられ，股関節内転・内旋する．

杖を用いて自立となった．

【経過】5 周目には，Long Leg Brace（以下 LLB）

【まとめ】立位バランスと歩行の実用性は関連が

着用にてステップ練習などで股関節・体幹筋の収

あり，立位バランスの向上には殿筋群・体幹筋群

縮を促す訓練を中心に実施．14 周目に Shoe Horn

の機能的改善が必要であることが分かった．

Brace（以下 SHB）作成し，四点杖で歩行訓練開始．
歩行練習初期は左 MSt で骨盤左回旋し，殿筋群が
使えていなかった．またクリアランス低下により
骨盤挙上の代償が出現していた．しかしステップ

37.体幹失調に対し重心移動練習を行いシルバー

ところで自動運動に切り換えた．

カー歩行の歩容が向上した症例

【最終評価：148 病日目から 151 病日目】
SARA は合計 8.5／40 点（歩行：3 点，坐位：2

谷山博宣 たにやまひろのぶ

点，立位：3 点，踵‐脛試験：右 0/左 1）
．躯幹協

順心リハビリテーション病院

調検査 Stage2．立位姿勢は胸椎伸展，骨盤後傾位

【はじめに】

が改善．筋緊張は，両脊柱起立筋の筋緊張が軽減．

小脳出血により体幹失調を呈した患者を担当し

両腹筋群，左殿筋群，両多裂筋の筋緊張が触診可

た．今回，重心移動練習を行い体幹が安定する事

能となった．シルバーカーを使用した歩行では両

で歩行能力が向上したので報告する．

立脚期初期から中期の胸椎伸展，骨盤後傾が軽減

【症例紹介】

し，立脚終期においても改善がみられ，前方への

70 歳代前半の女性．平成 29 年 4 月下旬に小脳

崩れがなくなった．10m 歩行テストは 10.6 秒，15

出血を発症した運動失調性麻痺である．38 病日目

歩．

にリハビリテーション目的で当院に入院となる．

【考察】

【倫理的配慮】

本症例は小脳出血により体幹失調を呈した症例

ヘルシンキ宣言に基づき，症例に発表内容，個

である．両立脚期の問題点に対し，重心移動練習

人情報保護対策，
同意と撤回を説明し同意を得た．

を行った．野本らは，骨盤前傾位で重心移動を行

【初期評価：38 病日目から 41 病日目】

う事で，荷重側と反対の内腹斜筋（胸腰筋膜付着

Scale for the Assessment and Rating of

線維）の筋緊張が高まり，筋連結により外腹斜筋・

Ataxia（以下：SARA）は，合計 17／40 点（歩行：

腹横筋及び腹直筋の筋緊張も向上すると述べてい

6 点，坐位：4 点，立位：6 点，踵－脛試験：右 0/

る．また，弓永らは体幹失調患者に重心移動練習

左 2）
．
躯幹協調検査 Stage3．
立位姿勢は胸椎伸展，

を行う事で皮質脊髄路や皮質網様体脊髄路に刺激

骨盤後傾となり重心は後方にある．筋緊張は両脊

が入り腹部の筋緊張向上が得られ背部との協調的

柱起立筋，
左ハムストリングスは亢進．
両腹筋群，

な運動学習ができ体幹失調が軽減すると述べてい

左殿筋群,両多裂筋は低下．シルバーカーを使用し

る．本症例においても腹筋群の筋緊張改善と腹筋

た歩行では両立脚初期から中期で徐々に胸椎伸展， 群と脊柱起立筋の協調性が改善した事でシルバー
骨盤後傾が助長し立脚終期でより増強し，シルバ
ーカーが前へ押し出され体幹が前傾する．左遊脚

カー歩行の立脚期の安定性が増したと考える．
左遊脚初期から中期の過剰な振り出しの原因は，

期を通じて左股関節は過屈曲する．10m 歩行テス

右上小脳脚の病巣で左下肢の失調が生じ，左遊脚

トは 28.9 秒，25 歩．

期で左ハムストリングスの筋緊張が亢進し，主動

【治療と経過】

作筋と拮抗筋の切り替えが適切に行えないためと

筋力増強運動，
歩行練習，
ステップ練習を行い，

考えた．これに対し，ステップ練習と歩行練習を

ステップ練習は平行棒内にて両上肢支持で振り出

行う事で左遊脚期でのハムストリングスの筋緊張

す位置を決めて行い，117 病日目に左遊脚期の左

亢進が軽減し左遊脚期の振り出しにやや改善がみ

股関節の過屈曲がやや改善した．しかし，立脚期

られた．加えて，立脚期が安定した事でより左遊

の問題点が残存した．そのため，体幹失調の軽減

脚期の改善にも寄与したと考える．

目的で左右の重心移動練習を追加した．方法は，

【まとめ】

歩行に繋げるために下肢荷重下で行い，上前腸骨

体幹失調に対し，腹筋群の低緊張に着目しアプ

棘が上後腸骨棘より 2 横指下方に位置した状態で

ローチする事で体幹が安定し，下肢機能も向上し

行った．初めは立脚側の骨盤が後方回旋したため

た．そのため，体幹と下肢の協調性が重要である

他動で行い，立脚側の骨盤後方回旋がなくなった

ことを痛感した．

38.歩行困難な中心性頚髄損傷を担当し長期目標

筋力に大きな変化はなく，表在感覚はわずかな改

を変更した一症例

善を認めた。術前より四つ這いでの訓練を継続し，
徐々に左右への重心移動が可能となった。ADL 動

佐藤 真理（さとう まり）

作訓練では体幹・両上肢筋力回復と反復して動作

兵庫県立加古川医療センター

訓練の継続によりトイレ移乗動作見守りとなった。

【はじめに】今回中心性頚髄損傷により不全麻痺

【最終評価】第 41 病日に実施。Frankel 分類 C。

を呈した症例を経験した。今回，予後予測に難渋

両足底の表在感覚は軽度鈍麻。深部感覚は膝関

し目標設定を T 字杖歩行からトイレ移乗動作に変

節・股関節は軽度鈍麻であった。両手部の痺れは

更し，動作獲得に至った症例を報告する。

改善。MMT(右/左)は股関節屈曲 4/2，股関節外転

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき,症例に発

3/2，膝関節伸展 5/4，足関節背屈 5/3。起居動作，

表内容，個人情報保護対策，同意と撤回について

端座位は自立，移乗動作は上肢支持量多いが見守

説明し，同意を得た。安全管理および個人情報の

りで可能となった。

保護に努めた。

【考察】富永らは「中心性頚髄損傷は他の病型に

【症例紹介】70 歳代男性。受傷前は自転車運転可

比較して良好な神経学的改善を示すことが多いと

能で，職業は新聞配達。自宅階段より転倒し中心

されている。」「ADL は監視から自立レベル，歩行

性頚髄損傷を受傷，MRI にて C3 から C6 に狭窄を

は 70%が介助なしで歩行可能となり予後予測は決

認めた。その後保存加療，第 13 病日より理学・作

して悪くない」と報告している。初期評価時より

業療法開始。
第 38 病日に頸椎後方除圧固定術施行。 短期目標に端座位保持自立，長期目標に T 字杖歩
併存疾患に脊柱管狭窄症，聾唖者であった。

行自立として訓練開始したが術後の最終評価で下

【初期評価】第 13 病日に実施。Frankel 分類 C。

肢筋力に大きな変化が認められなかった。時岡は

両足底の表在感覚は重度鈍麻，深部感覚は膝関節

「自立歩行獲得した者の下肢 MMT3 レベル以上が

及び股関節は重度鈍麻であった。また上肢では両

出現した時期を 3 日から 20 日であった」としてい

手部に痺れ，右肩関節・頸部・腰部に疼痛の訴え

る。横山らは「65 歳以上歩行自立者は 70.9％」と

があった。Manual Muscle Test（以下 MMT）（右/

報告し，林らは「高齢（70 歳以上）および脊柱管

左）は股関節屈曲 3/2，股関節外転 2/2,膝関節伸

の狭窄は予後不良因子である」と述べた。本症例

展 4/2，足関節背屈 5/3。起居動作はヘッドアップ

においては少数である歩行不能に属する可能性と

使用と中等度介助，端座位は両上肢支持にて自立

MMT の回復程度を考え，長期目標をトイレ移乗自

するも支持物なければ体幹前後方向への制動困難， 立と変更し，治療プログラムも変更した。訓練継
移乗動作及び立位保持は全介助であった。

続する中で僅かに股関節外転筋力増強が得られた

【経過・理学療法プログラム】介入初期，端座位

こと，体幹及び上肢機能の向上によりトイレ移乗

保持は上肢支持なければ不可能であった。そこで

動作自立に至ったと考える。

端座位にて外乱刺激を加え，両下肢の支持性及び

【まとめ】介入当初，予後良好と考え訓練を進め

体幹の協調性と安定性を促す訓練を実施し体幹筋

たが大きな機能回復は得られなかったため再度予

力の賦活を狙った。また立位保持訓練では両膝関

後予測を検討, 予後 T 字杖歩行困難の可能性を念

節伸展ロックで，上肢支持量が多く支持物がなけ

頭に，治療プログラム及び長期目標を再考し，ト

れば立位保持困難であった。そのため，まずは床

イレ移乗動作へ修正したことで動作獲得に至った

上にて股関節・体幹筋力増強及び協調性の改善を

と考える。

目的にバランスボールを用いた四つ這いでのトレ
ーニングを開始。開始当初は左右への自動運動に
対する制御困難であった。術後の最終評価時では

39.脊髄梗塞を呈し両下肢の異常感覚の改善に難

のため，足底感覚を改善し，立位バランス，

渋した症例

歩行の安定性が必要と考え，安定した動作獲得を
目指した．TENS，徒手療法では即時効果は見られ

熊谷 奨（くまがい しょう）

たが持続効果は見られなかった．しかし，TENS と

明石仁十病院

認知運動療法を併用すると持続効果もあり改善が

【はじめに】
脊髄梗塞の頻度は脳卒中の 1/50 から

見られた．改善が見られなかった原因として 1 つ

1/100 と報告されており，比較的まれな疾患のた

目，感覚検査より横断性病変であると考え，固有

めその病態や予後については未だ不明な部分が多

感覚情報を小脳に入力する脊髄小脳路が障害を受

い．今回、両足底に経皮的末梢神経電気刺激(以下

け，異常感覚として入力されていたと考えた．森

TENS)と認知運動療法を併用し異常感覚の改善が

岡らは小脳には大脳で企画された運動プログラム

見られたので報告する．

の小脳での写し出しである遠心性コピーと末梢か

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき,研究の

らの運動という感覚・知覚の経験の求心性情報と

趣旨及びプライバシー保護に関して同意を得た．

を照合し，機能的な動作を達成するために両者間

【症例紹介】50 代女性．平成 X 年 Y 月，突然腰痛

の誤差を修正すると述べている．その誤差修正に

が強くなり下肢の痺れも出現．腰部脊柱管狭窄症

より身体図式を更新し脳に学習しているが誤差が

の疑いで急性期病院へ入院．その後，排便感覚喪

大きく異常感覚として学習されていたため持続効

失があり脊髄梗塞の疑い(Th12 より上位に病変)，

果が見られなかったと考えた．2 つ目，
TENS は gate

L3/4 L4/5 の椎間板ヘルニアと診断．Y+2 月当院

control theory に基づき電気刺激が脊髄レベルで

転院し，回復期病棟でリハビリ継続中である．病

の痛みの経路を抑制し求心性神経線維の刺激によ

前 ADL はすべて自立．復職希望．

り疼痛やしびれを緩和させるが横断性病変のため

【初期評価】
「靴下を何枚も履いたような感覚，

脊髄レベルでのアプローチになっていた．TENS に

足底全体が硬い，
痺れている」
表在感覚軽度鈍麻，

より疼痛やしびれを緩和し認知運動療法を行い多

二点識別覚(右/左)は母指球側 30ｍｍ/40ｍｍ，

重感覚を入力することで大脳皮質の頭頂連合野の

小指球側 30mm/60mm．位置覚は右 3/5，左 0/5．

活性化を図った．頭頂連合野は多く感覚情報の入

片脚立位検査(右/左)1.25 秒/2.15 秒，10ｍ歩行

力が集められ，統合的な知覚として処理される．

(独歩)14.59 秒 29 歩．FIM は 105/126 点．

丹治らは体性感覚野から頭頂連合野に統合される

【経過】3 週目まで両足底に対しては足底筋のア

までの過程に視覚情報が加わることで，身体と外

ライメント修正を重点的に実施．それと併用して

界の相互関係が把握されると述べている．正しい

両足底に TENS(100Hz 200μsec 10 分)実施．即

体性感覚の入力，視覚情報の入力，自らの足底を

時効果はあるが持続効果が見られず．6 週目から

イメージしたため，運動プログラムと末梢からの

TENS 直後に認知運動療法を実施．

求心性情報の誤差が少なくなり，身体図式のより

【最終評価】
「足底の硬い範囲が小さくなった，足

良い学習ができ，持続効果が見られ改善につなが

で床を捉えている感覚がわかってきた」表在感覚

ったと考えた．そのため，足底の感覚受容器が賦

著変なし，二点識別覚(右/左)は母指球側 10mm

活され，バランス，歩行の安定に繋がったと考え

/10mm，小指球側 10mm/30mm．位置覚は右 4/5，左

た．

3/5，片脚立位検査(右/左)は 6.56 秒/14.12 秒，

【まとめ】本症例は復職を希望されているが異常

10ｍ歩行(独歩)は 9.09 秒 19 歩，FIM は 115/126

感覚を消失させることは予後として難しく，運転

点と改善が見られた．

時のアクセルやブレーキの操作は難しいと感じた．

【考察】本症例は復職を希望されており，職場ま

退院後，まず日常生活に慣れ，職種の選択，職場

で車の運転をし立位での重労働を行っていた．そ

までの移動手段など考えていく必要がある．

40.動作方法の定着により起き上がり動作が自立

りが 20 秒程度で可能となる。端座位時に体幹の傾

したパーキンソン病患者の症例

斜は見られるが口頭指示にて修正可能。10 週目,
病室が変更,起き上がりの向きが反対となる。右方

大下 剛志（おおした つよし）

向と同様の方法で左方向への起き上がり動作練習

明石同仁病院 リハビリテーション部

を開始。12 週目,左方向への起き上がり動作が 20

【はじめに】

秒程度で可能となり,修正ボルグスケールにて 2

本症例は H26 年にパーキンソン病(以下 PD)を発

となる。ROM-T は胸腰部回旋左右共に 35°MMT に

症し，翌年当院へ入院となる。起居動作が日常生

て体幹回旋左右共に 3+。FIM58 点。

活動作や生活の質に大きな影響を与えていると考

【考察】

え,起居動作に着目して理学療法を行った。
【倫理的配慮】

本氏は日中入眠傾向で生活リズムが崩れていた。
主訴は起き上がりにくい，オムツ内での排泄が気

ヘルシンキ宣言に基づき,症例に発表内容,個人

持ち悪いである。起き上がり動作は胸腰部の回旋

情報保護対策,同意と撤回について説明し,同意を

を認めにくく, 疲労度が強い状態で 2 分程度要し

得た。安全管理および個人情報の保護に努めた。

ていた。起き上がり動作がオムツ内での排泄や日

【症例紹介】

常生活にも影響していると考え,起き上がり動作

70 代後半男性,Hoehn＆Yahr 分類Ⅳ。趣味は将棋。 に着目して介入した。介入時より胸腰部の回旋を
日中車椅子上にて入眠傾向であることが多く目的

意識した棒体操やリーチ動作練習を実施し胸腰部

無く過ごしている状態。主訴は起き上がりにくい，

回旋可動域が 35°と拡大した。起き上がり動作で

オムツ内での排泄が気持ち悪い。
既往歴,びまん性

は確立された動作方法がなく，動作の改善，定着

レビー小体型認知症,前立腺肥大症,慢性硬膜下血

を行う必要があった。細田らは,運動学習において

腫

フィードバック誤差学習法を繰り返し行い,フィ

【初期評価】

ードフォワードコントロールを再学習させる必要

起き上がり動作は軽介助で，胸腰部の回旋を認

があり,これは運動遂行に伴う感覚情報の照合と

めにくく上肢,骨盤,下肢の動きに連続性がみられ

修正を繰り返すことにより技術の向上がなされる

ない。確立された動作方法はなく動作に 2 分要し,

と述べている。起き上がり動作時に繰り返し回旋

修正ボルグスケール 7。機能的自立度評価法(以下

動作を意識するよう対側ベッド柵を把持する方法

FIM)58 点。関節可動域測定(以下 ROM-Ｔ)胸腰部左

で動作の照合と修正を継続して週 4 日実施した。

回旋 20°右回旋 15°,徒手筋力テスト(以下 MMT)

結果,動作が定着,自立し,起き上がり動作時間も

体幹右回旋 3+左回旋 3-

左右共に 20 秒程度と短縮,修正ボルグスケールに

【治療と経過】

て 2 と疲労度も大幅に軽減した。今回,起き上がり

1 週目より生活リズムの獲得を目的として週 4

動作は大きく改善したが,日常生活動作への介入

日，
午前中に理学療法介入,棒体操による胸腰部回

が少なく,FIM では初期,最終共に 58 点と変化がみ

旋運動, 胸腰部回旋筋に対する筋力強化練習,座

られず,日常生活に繋げることが出来なかった事

位,立位での胸腰部回旋を伴うリーチ動作,右側へ

が反省点である。

の寝返り,起き上がり動作練習を開始。2 週目,胸

【まとめ】

腰部の回旋を伴う起き上がり方が楽な事を共有。5

今回の症例を通して,日常生活動作の基盤とな

週目,左上肢にて右側のベッド柵を把持するよう

る基本動作の重要性を改めて感じた。一方,基本動

誘導し, 胸腰部の回旋を伴う寝返りが可能となる。 作をいかに日常生活に繋げていくことが大切か痛
6 週目,起き上がり動作が定着し，ベッド柵を把持

感した。今後は日常生活,さらに趣味など,その人

するよう口頭指示にて胸腰部回旋を伴う起き上が

らしさを意識して理学療法を実施したい。

41.排泄自立を優先的に目指すことにより現実へ

部辺りまでしか上げられない.

の対峙に成功した一症例

【最終評価】
ROM-T:肩伸展：30/45(P)15/25(P),外旋：

吉川 貴裕（よしかわ たかひろ）

40/65(P),30/55(P),肘伸展:0/5(P),0/0(P),

西江井島病院 リハビリテーション科

手掌屈：40/60,35/60,手背屈：55/70,40/60.

【はじめに】

MMT:Grade 上の変化には至らないが,ROM-T で

脊髄損傷により,日常生活活動全てに介助を要

passive に対して active での可動域が拡大.

する状態となったことで,精神的ストレスを蓄積

動作観察:背屈して下衣ゴム部をかけた片側の手

した症例に対し,トイレ動作の自立獲得を目的と

根部を便座に設置し,対側の骨盤を挙上する.挙上

した練習を優先的に実施した.

した骨盤と同側の肩甲帯を後方回旋,肩伸展・外旋,

【倫理的配慮】

肘屈曲・手背屈しながら,左右交互に下衣を挙げて

ヘルシンキ宣言に基づき症例より同意を得,安

いく.この動作を繰り返しながら腸骨稜と大転子

全管理及び個人情報保護に努めた.

の間まで下衣を引き上げ可能.

【症例紹介】

【考察】

40 歳代男性.交通事故による中心性頸髄損傷

本症例は,介助を依頼する度にストレスを抱え

（第 4･5 頸髄損傷:保存療法）
.受傷後 17 日目にリ

ており,一日のうちで頻度の高い排泄(尿)動作自

ハビリ目的にて当院転院.リハビリには協力的で

立を目標とした.

あるが,同室者や病棟職員に対する被害妄想様の

排泄(尿)動作自立を阻んでいた要因は,排泄後

発言が認められた.さらに,介助を要する度に人に

の下衣の引き上げであった．下衣操作が困難であ

依頼し,介助者を待たねばならないことに対し,強

った原因は,上肢による下衣の引き上げ困難,臀部

いストレスを感じている様子がうかがえた.Hope

挙上困難であり,肩伸展・手背屈の自動可動域の制

は,介助を依頼せずにトイレに行けるようになり

限，肩伸展・肘伸展・手背屈筋力,腰方形筋力の低

たい.

下を問題と考えた.これに対し,①上腕三頭筋の使

【初期評価】

用を意識したプッシュアップによる側方移動動作,

関節可動域検査(以下 ROM-T:右 active/passive,

②ゴムバンドを使用した下衣動作の反復練習を実

左 active/passive,単位=°,P=疼痛):肩伸展

施した.「頸髄損傷者の離床期には,患者自身の動

15/30(P),10/20(P),外旋：30/55(P),25/50(P),

作によって関節可動域は改善する」また,「動作に

肘伸展:-5/5(P),-5/0(P),手掌屈:30/60,25/55,

必要な筋の筋力はその動作を反復することで強化

手背屈:30/60,25/60.

することが望ましい」ともある．

徒手筋力検査(以下 MMT): 肩関節伸展,外旋,手関

実際の下衣よりも収縮幅が得られるゴムバンド

節掌背屈,骨盤挙上 1.

を用いた動作を反復することで必要な筋が賦活さ

トイレ動作:移動,移乗,下衣操作のうち,移動は電

れ,両上肢の筋力向上,自動可動域も拡大し,効率

動車椅子導入により自立,移乗自立していた.動作

のよい方法による動作の指導が,動作の定着を助

観察:下衣を上げる際には,便座上座位で,上体を

けたと考える.動作自立に従い,表情,言動ととも

前傾させながら大腿遠位部にある下衣に,手掌面

に病識にも変化を認め,自主練習等も積極的に取

を内側に向けた手を入れ,手の軽度背屈によりゴ

り組まれるようになった．

ム部を手首にかける.その状態で,前方を介して上

【まとめ】

体を左右各後方へ交互に傾けることで,臀部を片

今回の経験は,患者本人の心理状態やそれによ

方ずつわずかに挙上し,同時に肩甲帯を左右後方

り変化しうる意欲などについて改めて考えさせら

へ回旋させながら下衣を上げてくるが,大腿中央

れる機会となった．

42.上肢代償へ着目し移乗介助量が軽減した橋出

可能となり，見守りレベルとなった．

血の一症例

【考察】本症例は移乗介助量の軽減のために，左
下肢の連合反応抑制に着目した．連合反応は姿勢

成田 和磨（なりた かずま）

反射と関連しており，網様体脊髄路の影響を強く

伯鳳会明石リハビリテーション病院

受ける．網様体脊髄路は本来，髄節レベルで多シ

【はじめに】本症例は橋出血により，感覚性・小

ナプス反射を持つため，両側性支配や相反的抑制

脳性の失調や異常な連合反応を呈していた．失調

をもたらすことから，交叉性伸展反射の原理とも

症状や異常な連合反応の改善が得られにくい中，

考えられている．すなわち左下肢の浮き上がりは，

上肢代償に着目したことで移乗動作の改善が得ら

右下肢依存の荷重による伸筋群への過剰な興奮が，

れたため，その一例を報告する．

交叉性伸展反射に基づき左下肢を屈曲させ，浮き

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，症例に

上がりを引き起こしたと考えた．

発表内容，個人情報保護対策，同意と撤回につい

また，本症例では連合反応を助長させた原因と

て説明し，同意を得た．

して，筋連結の影響に着目した．引き込み動作に

【症例紹介】70 代女性，診断名は橋出血．左片麻

おいて上腕二頭筋は大胸筋と筋連結しており，大

痺を呈しており，発症 8 週目から当院にて理学療

胸筋は前方ファンクショナルラインを構成する一

法を開始した．

部である．前方ファンクショナルラインは大胸筋

【評価及び経過】発症 8 週目の初期評価は，

と腹直筋を介して対側の長内転筋へと繋がってい

Brunnstrom recovery stage 左下肢Ⅴ，左表在感

る．すなわち，引き込み動作は右上腕二頭筋の過

覚の軽度鈍麻，深部感覚の重度鈍麻，左半身の協

剰収縮に伴い，股関節屈曲内転作用のある左長内

調性低下を認めた．移乗動作は右上肢で支持物を

転筋の収縮を誘発させていたと考えた．そのため

引き込み立ち上がっていた．その際，左下肢は浮

引き込み動作からの脱却は，連合反応の抑制に繋

き上がり，右下肢のみで荷重をとるが．後方へ倒

がり，左下肢での荷重を可能にしたと考えた．

れそうになるため全介助を要していた．

また，右上肢の代償方法にも着目した．引き込

介入当初，左下肢の浮き上がりは感覚性・小脳

み動作は上腕二頭筋の収縮よって，重心を基底面

性失調によるものと考え，左下肢の機能に対して

内へ調整する役割があった．対して押し込み動作

介入を行った．主に姿勢鏡を用いて視覚的フィー

は，上腕三頭筋の収縮により，右上肢へ荷重をか

ドバックの学習や，長下肢装具を用いて正中位で

けることが出来ると考えた．先行研究においても

の姿勢保持の学習を行った．結果，左下肢の浮き

協調性低下が見られる対象の上肢代償は，荷重的

上がりは軽減したが，介助量に変化は無かった．

役割と姿勢調整的役割が共存していると言われて

次に右下肢荷重のみで動作獲得を目指したが左下

いる．本症例では右上肢に荷重的役割を持たせる

肢の連合反応が著明に見られ，後方への倒れ込み

ことで，右下肢依存の荷重を抑制させたと考えた．

が助長されていた．

上記より，右上肢の代償方法を変化させたこと

上記から，左下肢を浮き上がらせない右半身で

で，右上肢や左下肢での荷重が出来ると考えた．

の代償手段の模索が必要と考えた．連合反応の原

それは，右下肢依存の荷重を抑制することにも繋

因は右上肢の引き込み動作による右下肢依存の荷

がり，左下肢の連合反応を抑制させたと考えた．

重と考えた．
そのため右上肢を押し込み動作にし，

【まとめ】本症例は，上肢の代償手段へ着目する

引き込み動作からの脱却を目指した．

ことで過剰な連合反応を抑制し，移乗動作を見守

発症 24 週目，移乗動作は右上肢の押し込み動作

りレベルにすることが出来た．今後は上記のよう

にて代償するようになり，左下肢の浮き上がりも

な原因の他に，発生学的な運動パターンが連合反

抑制された．その際，右上肢と左下肢でも荷重が

応へどう影響するか，考察を深めたいと考える．

43.引っ越し後に複数回の自宅内転倒により活動

要因と考えた．本事例では内的要因に着目し下

範囲が減少した事例

肢・体幹筋力強化，バランス練習，屋外歩行練習
を行った．介入後に下肢の痛みから 1 ヶ月間デイ

千田 日向子（ちだ ひなこ）

サービスを休み，その後は易疲労感や精神的落ち

雅の里リハビリテーションセンター

込みが見られた．買い物は，以前は自宅から約 500

【はじめに】 今回，複数回の転倒歴がある独居

m のデパートまで歩行器を使用し 1 人で行ってい

の高齢女性の転倒要因を内的要因に着目し介入を

たが，娘様の同伴や娘様に代行を頼むなど外出頻

行った結果，参加に繋がったので報告する．

度が減少した．再開後の BBS は 47/56 点となった

【倫理的配慮】 人を対象とする臨床研究指針に

が，踏み台昇降，片足立位には低下が見られた．4

基づき，事例発表に際し個人情報保護対策，同意

か月後には TUG は 15.8 秒，5 CS が 17.8 秒と改善

と撤回について説明し，同意を得た．

を認めた．膝関節伸展筋力は右が 1.4 Nm/kg，左

【事例紹介】 事例は 80 歳代の女性で，既往歴は

が 1.9 Nm/kg と改善を認めた．外出頻度もほぼ以

圧迫骨折，両股関節頸部骨折である．現在独居で

前と同頻度に回復した．

マンションの 3 階に在住している．キーパーソン

【考察】 転倒は大きく内的要因と外的要因とに

は県内に住んでいる娘である．介護保険サービス

分けられる．内的要因には年齢・性別，既往歴，

は半日の機能訓練特化型デイサービスを週 2 回利

薬剤および身体機能面等が挙げられる．外的因子

用している．居宅環境は，廊下に手すりを設置し

には住宅環境などの環境因子が挙げられる．本事

ており，
廊下と部屋の間には約 5 cm の段差がある．

例の外的要因による転倒はマットの大きさや位置

【理学療法評価】 性格は心配性で努力家である．

などの調節で改善可能な事，住宅の段差は約 5 cm

日中は家の中で過ごしている時間が多い．転倒歴

で躓いたことがない事などから内的要因に着目し

は 2 回あり，浴槽のマット外で足を滑らせた転倒

た．内的要因においては，初期評価により下肢・

と，寝室でふらつきにて転倒された．Hope は腰の

体幹筋力低下，バランス能力低下を問題点として

痛みをとる事であり，Needs は下肢・体幹筋力と

挙げた．その為，介入初期では筋力増強運動，バ

バランス能力の向上とした．バランスは Berg

ランス練習，屋外歩行練習に重点を置いた．その

Balance Scale(以下 BBS)で 46/56 点，パフォーマ

結果膝関節伸展筋力及びバランス能力の向上，活

ンステストは Timed Up and Go テスト(以下 TUG)

動範囲の拡大に繋がった．介入後，転倒なく生活

は 16.5 秒，5 chair stand test(以下 5 CS)は 21.7

が出来ている．今後も，身体機能維持の為に活動

秒であった．筋力はハンドヘルドダイナモメータ

範囲を維持・拡大していく必要がある．その為，

ーを用いて膝関節伸展筋力を測定し，右が 0.6

デイサービスを継続して利用する事や，明石市の

Nm/kg，左が 0.6 Nm/kg であった．徒手筋力検査で

高齢者向けのサービスなどを提案していく事が必

は腹直筋が 3，股関節伸展筋が両側 3，中殿筋が両

要と考える．また，自宅内でもできる自主練習な

側 3 であった．立位アライメントは骨盤左偏位，

どを指導していき，デイサービスの利用日以外も

後方重心，右膝関節外反位．屋内歩行は独歩，屋

運動できるように指導していくことが必要と考え

外歩行は歩行器を使用している．機能的自立度評

る．

価表では 124/126 点．

【まとめ】 今回，介入初期から内的因子に着目

【介入と経過】 機能障害レベルでは下肢筋力低

して介入を行った結果，身体機能が向上し転倒の

下，動的バランス能力の低下が考えられた．活動・

ない生活が継続できている．今後は，地域資源を

参加レベルでは長時間立位困難，1 人での長時間

活用し，活動・参加に繋げていく必要性を感じた

屋外歩行困難が考えられた．転倒の内的要因であ

事例であった．

る筋力低下，バランス能力低下が自宅内の転倒の

44.身体機能面は向上したもののトイレ動作獲得

筋緊張:腹筋群，殿筋群低緊張改善．立位姿勢: 骨

に難渋した症例

盤後傾軽減，体幹左側屈軽減，右側への姿勢の崩
れ軽減．支持物なしで 60 秒間保持可能．下衣操作

藤岡 美咲（ふじおか みさき）

は片手手すり把持した状態で上肢を交互に使用し

西江井島病院 リハビリテーション科

可能．MMSE：23 点．

【はじめに】

【考察】

本症例は橋梗塞により立位保持困難となった．

トイレ動作獲得を難渋させる因子として立位不

身体機能向上により下衣操作見守りとなったが，

安定，注意力低下，排尿コントロール低下を考え

トイレ動作獲得に難渋した症例を報告する．

た．立位の問題点として，左殿筋群筋緊張低下に

【論理的配慮】

よる左下肢支持性低下，腹筋群低緊張により体幹

ヘルシンキ宣言に基づき，症例に発表内容，個

伸筋群が過剰に収縮することによる体幹の協調性

人情報保護対策，同意と撤回について説明し，同

低下が考えられた．金井らは立脚中期において内

意を得た．安全管理及び個人情報の保護に努めた．

腹斜筋が働き，連結する外腹斜筋や腹直筋の筋活

【症例紹介】

動も発揮しやすいとも述べている事からステップ

80 歳代男性．
平成 29 年 5 月初旬より歩行障害，

位での筋緊張促通を図った．結果，腹筋群，殿筋

構音障害あり橋梗塞と診断．6 月中旬当院入院．

群の筋緊張が改善し，体幹安定性向上，骨盤の安

既往歴は右脳梗塞，ラクナ梗塞，腰部脊柱管狭窄

定性向上，左下肢支持性向上し立位不安定が改善

症．病前は屋内伝い歩き，トイレ動作は自立．物

された．三浦は，体幹機能の向上は上肢の運動や

事に固執が強く易怒的で「家では出来るから病院

下肢支持性に関連するとしている事から，体幹の

でする必要はない」
との発言多い．
離床に消極的．

安定性向上し骨盤安定性向上した事で上肢の運動

【初期評価】
（発症から 4 週目）

が行い易くなり，上肢を交互に使用した下衣操作

Brunnstrom’s Recovery Stage（以下 BRS）:左

が可能になったと考える．また，右側への姿勢の

上下肢Ⅲ．関節可動域（以下 ROM，右/左）:足関

崩れに対し，身体への認識が不十分だと考え，フ

節背屈 5°/0°．Manual Muscle Test（以下 MMT，

ィードバックを与えたところ，姿勢の崩れが軽減

右/左）体幹屈曲 2，回旋 2，股関節屈曲 4/3，伸

された．これにより立位不安定が改善し，下衣操

展 4/2．筋緊張:脊柱起立筋亢進，腹筋群低緊張，

作に対し注意の分配が行い易くなったと考える．

左殿筋群低緊張．立位姿勢:骨盤後傾，左回旋し体

上記のように身体機能は向上し，下衣操作は見

幹前傾，左側屈している．縦手すり両手把持と一

守りで可能となったものの，現状ではトイレ動作

人介助で 10 秒立位保持可能．トイレ動作:下衣操

が行えていない状態であった．

作全介助．排泄:失敗多い．Mini-Mental State

しかしながら，自宅と類似環境での評価や成功

Examination（以下 MMSE）
：20 点

体験を増やし自信に繋げる事，離床やリハビリに

【理学療法治療】

対する意欲の引き出し方の工夫により，生活場面

腹筋群，殿筋群の筋活動を目的に座位で輪入れ

での活動性向上しトイレ動作や離床時間増大に繋

を実施．平行棒内でステップ訓練を実施し腹斜筋

げることが出来たのではないかと考える．

群の活動を向上させた．また，右側への姿勢の崩

【まとめ】

れに対してフィードバックを与え注意を促し，姿

身体機能面の向上が，病棟の ADL に反映する為

勢修正を行った．
立位安定後，
下衣操作練習実施．

には，身体機能面だけでなく高次脳機能面や環境，

【最終評価】
（発症から 11 週目）

意欲が関与していた．より深く評価し介入する事

BBS:左上下肢Ⅳ．ROM:足関節背屈 5°/5°．
MMT:体幹屈曲 3，
回旋 3，
股関節屈曲 4/3，
伸展 4/2.

で意欲面を賦活でき，トイレ動作獲得に繋げるこ
とが可能であったと考える．

45.長期臥床と認知症による活動性の低下に対し,

動は減少し,起居動作は見守り,移乗と立位動作で

生活リズムを構築し活動性向上を得た症例

は軽度介助となり,平行棒内立位は約 30 秒可能と
なった。HDS-R は 18/30。FIM は 63 点,初期評価時

小林 嵩啓（こばやし たかひろ）

より更衣下半身,トイレ動作,排尿,排便,ベッド,

野木病院 リハビリテーション科

車イス間の移乗,歩行,記憶の 7 項目で 1 点ずつ上

【はじめに】

昇した。

今回,左大腿骨頸部骨折による長期臥床と認知

【考察】

症による廃用症候群を呈した症例を担当する機会

本症例は長期臥床と認知症の影響により活動性

を得たのでここに報告する。
本症例には,ヘルシン

の低下が見られた症例である。この症例は朝食後

キ宣言に基づき発表の趣旨を説明し同意を得た。

から昼食前にかけて睡眠をとるため,特に午前中

【症例紹介】

の活動性が低下していた。そのため訓練を午前中

80 歳代女性,4 月上旬自宅での転倒により左大

に設定した。寺谷らは認知症を伴う高齢患者に対

腿骨頸部骨折受傷,当院へ入院となる。
翌日人工骨

し,運動療法により脳循環が賦活され精神機能が

頭置換術施行するも,術創部の痛みと変形性腰椎

活発化すると述べている。午前中の精神機能が活

症による痛みが強くアドヒアランスが低下,その

発化し睡眠リズムを改善させ,さらに看護師・介護

ためクリニカルパスにそえなかった。7 月上旬よ

士と連携し病室の前を通った際に声掛けなどを行

り療養病棟へ転室,理学療法訓練担当となる。そこ

った為,覚醒度が増加した。その結果趣味である読

で施設転院の可能性から移乗動作の介助量軽減を

書や新聞の閲覧に費やす時間が増加したと考えた。

目標とした。

一方,動作訓練ではより難易度・動作レベルが低い

【初期評価】
（7 月 10 日から 15 日）

ものから実施し,成功体験による達成感を得やす

関節可動域検査（以下 ROM-t,左/右）膝関節屈

くなるように実施した。山崎らは動作学習過程で

曲 90°/90°, 膝関節伸展-25°/-20°,疼痛検査

は反復練習が行われ,動機づけに有効な刺激は成

（以下 NRS）
腰背部の運動時痛 5/10,両膝の荷重時

功や上達のフィードバック・賞賛などがあると述

痛 7/10,動作観察では起居動作は軽度介助,移乗

べている。そのため反復練習での成功体験や成功

と立位動作は中等度介助で平行棒内立位は約 10

時に賞賛を行うことで動作学習を強化した。さら

秒。動作開始時に消極的な言動による動作拒否が

に膝関節の可動域制限は運動時痛と長期臥床によ

8 割を占め,動作初期から検者の介助を要した。

る大腿四頭筋の短縮が原因であったため,大腿四

HDS-R は 16/30。機能的自立度評価表（以下 FIM）

頭筋のストレッチと膝関節のモビライゼーション

は 56 点。

を実施し,可動域制限と疼痛が緩和された。反復練

【治療と経過】

習と疼痛緩和により起居動作,移乗などの動作に

介入初期より両下肢の ROM 訓練,筋力増強訓練,

対する不安感が減少し、介助量軽減につながった。

動作の反復練習,車椅子自走,平行棒内での立位訓

これらのことによりアドヒアランス向上にもつな

練を施行。8 月 1 日から午前中に介入。さらに病

がったと考えた。その結果最終評価時には各動作

棟の看護師・介護士と連携して時間帯ごとのポジ

の介助量減少と,動作開始時の消極性が減少し口

ショニングの徹底,日中の睡眠を避けるよう声掛

頭指示での動作開始が可能となった。

けを行うなどの意見を統一することに働きかけた。 【まとめ】
【最終評価】
（9 月 11 日から 16 日）
ROM-t は膝関節屈曲 110°/105°, 膝関節伸展
-15°/-10°, NRS は腰背部の運動時痛 2/10,両膝
関節の運動時痛 4/10 。動作開始時の消極的な言

長期臥床を伴う認知症の症例に対して理学療法
士個人の介入だけではなく他職種との連携により
ADL 向上につながった症例を経験できた。

46.性格や危険認識力を考慮,病棟職員との連携を

荷重が禁忌であったため健側の筋力強化に重点を

通して移乗動作の自立に至った症例

おき，開始直後から自主トレーニング（以下：自
主トレ）を指導．取り組み状況が不良であったた

石井 裕也（いしい ゆうや）

め訓練開始 4 週目にチェック機能を設け，病棟職

いなみ野病院

員からも促すように依頼した．訓練では健側の筋

【はじめに】

力強化及び運動学習に取り組み，7 週目に移乗動

今回右股関節化膿性関節炎を発症した症例に対

作が監視レベルとなる．しかし，自立に移行でき

して身体面のみならず，性格や危険認識力を考慮

ず，9 週目に環境面への介入に取り組んだ．13 週

し病棟職員との連携も含めた工夫を行ったことに

目に移乗動作が自立に至った．

より，ベッドと車いす間の移乗動作が自立し生活

【考察】

範囲の拡大に繋がったため報告する．
【倫理的配慮】

本症例は入院時，立ち上がりの際に，歩きたい
という意思が強く，両側に荷重するため転倒のリ

ヘルシンキ宣言に基づき，症例に説明し同意を

スクがあり，移乗動作にも介助が必要であった．

得た中で，安全管理及び個人情報の保護に努めた．

そのため，訓練では動作を反復することにより，

【症例紹介】

健側への運動方向の学習及び，立位バランスの向

80 歳代の男性．平成 29 年 3 月上旬に転倒し右

上に取り組み，自室では健側の筋力を強化するた

大腿骨頸部骨折を発症．人工骨頭置換術を施行す

め，自主トレの指導を行った．症例は他者からの

るも感染症により，右股関節化膿性関節炎を発症．

意見の聞き入れが難しく，自主トレの取り組みに

同年 4 月中旬に再手術を行い，右大腿骨骨頭を除

も消極的であったため，チェック機能を設け，セ

去．
荷重は接地のみ可．
同年 6 月上旬に当院転院．

ラピストからのみでなく，病棟職員にも依頼し，

既往歴は糖尿病と狭心症．

多方面から自主トレを促すよう対応を変更した．

【評価】

それらの結果，移乗動作が監視レベルで行えるま

性格は他者からの意見を取り入れようとせず，

でに至ったが，荷重方向の習得が不十分であり，

自己主張が強い．主訴は歩きたい．初期評価時，

加えて自己主張が強く安全に行う方法を実行でき

改訂長谷川式簡易知能スケールは 20 点．
転倒リス

ないことから転倒のリスクが解消できず，自立に

クや疾患に対して自覚が低かった．関節可動域検

は至らなかった．そのため，移乗開始時の臀部や

査（以下：ROM-T）は右股関節屈曲 30°で疼痛あ

患側の位置を繰り返し指導し，注意点を張り紙し，

り ． 右 膝 関 節 屈 曲 90 ° で 疼 痛 あ り ． Visual

車いす設置位置に目印を行い，可動式手すりの導

Analogue Scale では表現困難．徒手筋力検査（以

入など環境面にも工夫した．症例の性格を考慮し，

下：MMT）
〈右/左〉は股関節屈曲２/４レベル．膝

本人と細かく意見交換を行うと共に移乗時の注意

関節伸展２/４レベル．下肢長〈右/左〉は

点については病棟職員にも周知し声を掛けるよう

75.0cm/80.0cm．
移乗動作は立ち上がり時に上方へ

取り組んだ．その結果，移乗動作時の注意点への

の介助が必要であり，患側に荷重するため，健側

認識が高まり，自立に至った．

への荷重を促す必要があった．最終評価時，転倒

【まとめ】

リスク及び疾患に対しての自覚が高まった．ROM-T

今回症例を通じて，生活レベルで能力を変化さ

は右股関節屈曲 90°で疼痛あり．MMT は抵抗力が

せるためには，身体面のみならず，病棟職員と連

増大．移乗動作は健側優位で立ち上がり，健側を

携し，性格や危険認識力など幅広く考慮したうえ

軸に方向転換し自立に至った．

で関わる必要があると実感した．今後は移動手段

【経過】

について主訴である歩行も含め，医師，症例と相

平成 29 年 6 月上旬，転院後訓練開始．患側への

談しながら実用性を判断していく必要がある．

