
１．体幹筋に着目することで歩容の改善に繋がった一

例 

 

白金 葵（しろがね あおい） 

大西脳神経外科病院  

【はじめに】 

今回，右放線冠ラクナ梗塞を呈した症例を担当

させて頂く機会を得たのでここに報告する． 

【倫理的配慮】 

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た． 

【症例紹介】 

右放線冠ラクナ梗塞と診断された 60 代男性で

ある． 

【検査・測定】 

初期より Glassgow Coma scale(以下 GCS)は 15

点．Modified NIH stroke scale(以下 NIHSS)は顔

面神経麻痺，左上肢運動麻痺を認め 4点．触診に

て腰方形筋の過緊張を認めた .Manual Muscle 

Test(以下 MMT)では左股関節外転筋 4，体幹回旋筋

4．歩行は監視で左立脚中期から立脚後期で体幹左

傾斜を認めた． 

発症より 30日目では GCS，NIHSSの変化はなか

った.大腿筋膜張筋の過緊張は軽減し，腰方形筋の

過緊張は消失した．MMTでは左股関節外転筋 4，体

幹回旋筋 5．歩行は自立し，速度上昇または 400

ｍ以上の連続歩行により全歩行周期にて膝関節軽

度屈曲位を呈した．  

【経過】 

発症 16日目より中殿筋に対する OKC，CKCでの

神経筋再教育を実施した．10ｍ歩行では治療前 10

秒 19であり治療後は 10秒 66と歩行速度の低下を

認めた．また，CKC 治療後には左大腿外側近位部

痛を認めた．(表 1参照) 

発症 23 日目より腰方形筋に対する関節ファシ

リテーション，腹斜筋に対する神経筋再教育を実

施した．10ｍ歩行では治療前 10秒 50であり，治

療後は 9秒 85と歩行速度の上昇を認めた．また，

翌日に疼痛は認めず，左立脚での体幹左傾斜も認

めなかった．(表 2参照) 

【考察】 

 初期での歩行観察より左立脚での体幹左傾斜を

認めたため，左中殿筋の筋力低下を問題点と考え

た.中殿筋に対し，OKC，CKC での神経筋再教育を

実施した．しかし，10ｍ歩行の結果より 10 秒 19

から 10秒 66へと歩行速度が低下し，歩数の増加

も認め，歩幅の狭小化を認めた．また，翌日には

大腿外側近位部痛が出現した．股関節外転運動を

行う際は,寛骨の安定性が得られることによって

効率的に筋活動を行うことが可能とされている．

そのため，腰方形筋の過緊張に対して関節ファシ

リテーション，腹斜筋に対して神経筋再教育を実

施した．その結果，歩行速度は 10秒 50から 9秒

85へと上昇を認め，歩数の減少により歩幅の増加

につながった．また，大腿外側近位部の疼痛は認

めず，中殿筋の収縮が容易になり，立脚期の体幹

左傾斜は軽減したと考える． 

【まとめ】 

歩行観察より，中殿筋の筋力低下を問題点とし

て考え治療を実施した．しかし，中殿筋以外の寛

骨の安定性に関与する腹斜筋，腰方形筋の治療の

方が効果的であった．また，CKC では運動負荷の

設定が難しく，過負荷になりやすいため注意する

必要があった． 

 

表 1 中殿筋に対する治療 

 10ｍ歩行 

治療前 時間：10秒 19 歩数：19歩 

歩幅：0.53ｍ 跛行：有 

治療後 時間：10秒 66 歩数：22歩 

歩幅：0.45ｍ 跛行：有 

表 2 腰方形筋、腹斜筋に対する治療 

 10ｍ歩行 

治療前 時間：10秒 50 歩数：20歩 

歩幅：0.50ｍ 跛行：有 

治療後 時間：9秒 85 歩数：18歩 

歩幅：0.56ｍ 跛行：軽減 

 



２．投球動作加速期の肘下がりに対して後期コッキン 

グ期の肩甲帯に着目した一症例 

 

吉田 光一郎 (よしだ こういちろう) 

つくだ整形外科 リハビリテーション科 

【はじめに】 

今回,野球肘と診断された症例を担当した.投球

動作の加速期の肘下がりを認め,後期コッキング

期の肩甲帯に着目し,改善を認めたのでここに報

告する. 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき,同意を得た. 

【症例紹介】 

10代前半男性.右投げ.診断名:右野球肘.レント

ゲン所見:右上腕骨内側上顆の分節化.主訴:早く

野球をしたい. 

【初期評価】(6月中旬) 

[触診]右前腕内側近位部の緊張は高い.[疼痛検

査](圧痛):右肘関節内側上顆.Numerical Rating 

Scale(以下NRS).加速期右肘関節内側: NRS6. [関

節可動域](以下ROM)(単位:°,右/左).肘関節屈

曲130/140,伸展0/+10,肩関節外転180/180.[徒手

筋力検査](以下MMT).僧帽筋中部線維4/5,僧帽筋

下部線維4/5.[整形外科的テスト]肩甲骨固定肩外

転角度(以下CAT):陽性,肩甲骨固定肩水平内転(以

下 HFT): 陽 性 , 肩 峰 床 距 離 ( 以 下 AFD): 

7.5cm/6cm.[投球動作観察]早期コッキング期:右

肩関節水平外転が過度に出現.後期コッキング期:

肩甲骨内転･下方回旋出現.加速期:肘下がり出現. 

【理学療法経過】 

初回から1ヶ月間は右肩甲帯･上肢のストレッチ

や棒体操を中心に実施.右肘の疼痛消失後より投

球動作指導を実施. 

【最終評価】(8月中旬) 

[触診]:右肘関節内側部の緊張は低下.[疼痛検

査]:圧痛とNRSは認めない.[ROM]:肘関節伸展

+5/+10.[MMT]僧帽筋中部線維5/5,僧帽筋下部線維

5/5.[ 整 形外 科 的テ スト ]CAT: 陰性 ,HFT:陰

性,AFD:6.5cm/5.5cm.[投球動作観察]早期コッキ

ング期:右肩関節水平外転は軽減.後期コッキング

期:右肩甲骨上方回旋出現.加速期:肘下がり改善. 

【考察】 

 今回,本症例に対して加速期の肘下がりが右肘

外反ストレスを増大させたと考え,肩甲帯に着目

し理学療法介入を行った. 

 初期の投球動作では,後期コッキング期の右肩

甲骨内転･下方回旋が増大し,肩甲骨上方回旋が制

限され,加速期に肘下がりが認められた.そのため,

加速期の肘下がりの改善のために,棒を肩に乗せ

左手で固定し,右肘を棒に引っ掛ける形で後期コ

ッキング期から加速期MERまでの部分練習を行っ

た.また,早期コッキング期の肩甲骨の過度な内転

の改善のために,肩甲骨周囲筋群の柔軟性向上の

ためにストレッチを実施した. 

 機能面の改善として,CATとHFTの改善により肩

甲帯周囲の柔軟性向上し,AFDが改善したと考えた.

また,AFD改善から肩甲骨アライメントが向上し,

僧帽筋下部線維の筋出力が増大したと考えた.川

井らによると「僧帽筋下部線維は投球動作時に肩

甲骨の上方回旋を誘導し,さらに,ゼロポジション

位の維持に機能している.」と述べている.このこ

とから,後期コッキング期の肩甲骨上方回旋の改

善と加速期の肩関節ゼロポジションの維持に作用

したと考えられた. 

動作面の改善として,後期コッキング期から加

速期にかけての肩甲骨上方回旋が出現し,加速期

の肘下がりが改善した.要因として,棒体操の際に

非投球側引きつけが行われたためと考えた.浜田

らによると「左上体を先行回転させ,右上体の回転

に右肩甲骨の後退と前方突出を使うことで,関節

窩に骨頭を安定化させる.」と述べている.このこ

とから,加速期に上腕骨の引きつけが行えたこと

でゼロポジションを維持することができ,右肘の

位置が高くなり,加速期での肘下がりが改善した

と考えた. 

【まとめ】 

 今回,上肢と肩甲帯を中心に治療介入を行い,改

善を認めた.しかし,投球動作は下肢や体幹など全

身の運動連鎖である.そのため,今後は下肢と体幹

にも着目し,投球動作への理解を深める. 



３．右鎖骨遠位端骨折プレート固定術後,偽関節を 

呈し治癒が遷延した一症例 

 

前田島 正哉（まえたじま せいや） 

大西メディカルクリニック 

【はじめに】 

今回,右鎖骨遠位端骨折により観血的骨接合術

後に偽関節を呈し再手術を施行した症例を担当し,

理学療法を行い治癒が遷延した要因について考察

したので,以下に報告する. 

【倫理的配慮】 

個人情報保護に努め説明,同意を得た. 

【症例紹介】 

70歳代後半女性.平成 29年 11月下旬頃に自転

車走行中に車に衝突され,右側方に転倒した際右

肩を強打し受傷.受傷後1週2日後に近医にて観血

的骨接合術を施行したが術後偽関節となり,受傷

後 31週目に腸骨を移植する偽関節手術を施行し

た.術後経過,固定性共に良好のため,偽関節手術

後 1週 5日で退院し,2週目より当院での理学療法

を週 1回の頻度で開始となった. 

【理学療法初期評価(平成 30年 7月初旬)】 

他動での関節可動域検査(以下 ROM-T)は右肩関

節屈曲 85°,外転 85°,外旋 55°であった.右肩関

節屈曲時には上腕骨頭の上方偏移を認めた. 

【経過及び理学療法アプローチ】 

偽関節手術翌日より振り子運動を開始し,術後

1週目より他動で 90°までの挙上運動,術後 3週

目より三角巾除去ならびに他動で 90°以上の挙

上運動が許可され,術後 7週目より自動での 90°

以上の挙上運動が可能となった. 

治療では主治医の指示に基づき,疼痛自制内及

び代償動作に注意し可動範囲を拡大した挙上訓練

を実施した.腱板筋群及び肩関節周囲筋群の協調

的な収縮を学習させるよう意識し,関節可動域の

改善を図った. 

【最終評価(平成 30年 10月下旬)】   

他動 ROM-Tは右肩関節屈曲 140°,外転 90°,外

旋 60°と改善を認めた.MMTでは肩関節周囲筋群

は 3レベルであった.腱板機能検査では棘上筋,棘

下筋に筋力低下を認めた.日本整形外科学会肩関

節疾患治療成績判定基準は 76.5/110点.右肩関節

屈曲時の代償動作は軽減が確認された. 

【考察】 

村田らは,鎖骨遠位端骨折のプレート固定術後,

治癒に要する期間を平均 15.2週と述べている .

しかし本症例では偽関節により再手術を余儀なく

され,固定期間の延長ならびに理学療法の開始遅

延が,術後 16週経った現在も治癒に至っていない

要因の 1つであると考えた.関節可動域制限は,固

定後 1週間以内に軽度生じ,4週では関節周囲の癒

着が起こると言われている.本症例では固定期間

が 4週以上に及び関節周囲の癒着により関節可動

域制限が生じていると考える.また,関節固定は廃

用性筋萎縮が最も生じやすく一般的に筋力低下を

伴うと言われている.最終評価時の MMTでは,廃用

性筋萎縮に伴う筋力低下が生じていると考えた.

肩関節は安定性を犠牲にして可動性を優先する解

剖学的構造になっている.肩を交差するほとんど

の筋は動的安定性をなんらかの形で提供している.

その中でも腱板を構成する筋はこの機能で特に優

れている.肩関節挙上運動は棘上筋により,上腕骨

頭を上方に転がし関節窩に固定する.その他の腱

板筋群(肩甲下筋,棘下筋,小円筋)は上腕骨頭を下

方へ向け,三角筋による強力な回転モーメントが

加わることで円滑な肩関節の挙上運動が達成され

る.しかし本症例では,腱板筋群の筋力低下により,

三角筋が優位に作用し上腕骨頭の転がり,滑り運

動が不十分で動的安定性が得られていないことも

関節可動域の制限因子であると思われる. 

また神戸らは,リハビリテーションを週 3回以

上施行した群は,術後経過良好と報告している.本

症例では,通院手段の都合上週 1回の頻度で理学

療法を実施することができなかったことも治癒が

遷延した要因となっていると考えた. 

【まとめ】 

外来リハビリテーションでは時間の制約がある.

そのため,解剖学や運動学の基礎知識を深く学び,

セルフエクササイズの指導など多角的視点を持つ

ことが重要だと感じた. 



４．肩甲骨,体幹のアライメントにアプローチし,肩関

節の疼痛が消失した症例 

 

フェニックス加古川記念病院 

福井 輝明（ふくい てるあき） 

【はじめに】 

 今回,腱板断裂（棘上筋腱全層断裂）により

McLaughlin 法を施行された患者を担当した.右肩

関節挙上時に疼痛の訴えに対し,肩甲骨,体幹のア

ライメントにアプローチし,疼痛が消失したので

報告する. 

【倫理的配慮】 

発表に際しヘルシンキ宣言に基づき本症例に説明

し,同意を得た. 

【症例紹介】 

 60歳代男性.平成 30年 4月ごろに農作業で米を

運んだ時に右肩関節痛が出現した.その後他院に

て手術を施行し,術後はアームレスト固定 6 週目

にはアームレスト OFF とした.7 月に退院し,当院

にて外来リハビリ開始となった.開始時では右術

創部痛,関節可動域制限,筋力低下が残存していた.

主訴は右肩が痛い.Hope は疼痛軽減,関節可動域

の向上,Needは肩関節の関節可動域向上とした. 

【身体所見】術後 11週目 

 動作時右術創部に疼痛あり,疼痛検査（NRS）5/10.

関節可動域検査（以下 ROM,P:疼痛）では右肩関節

屈曲 80°P,右肩関節外転 85°P,右肩関節外旋

20°P.徒手筋力検査（以下 MMT）では右三角筋,

右前鋸筋,右棘下筋,右小円筋は 3 レベル.筋緊張

検査は触診にて右三角筋,右上腕二頭筋,右肩甲挙

筋,右大胸筋,右小胸筋,右菱形筋群の過緊張を認

めた.整形外科的テストでは painful arc sign, 

Neer手技,Hawkin kennedy手技が陽性.姿勢観察に

て頭部前方突出,肩甲帯前方突出,肩甲骨外転,下

方回旋,鎖骨後方回旋,脊柱後弯.JOA スコアは 50

点となった. 

【評価及び経過】 

介入当初,右術創部痛と右三角筋,右上腕二頭筋,

右肩甲挙筋,右大胸筋,右小胸筋,右菱形筋群の過

緊張があり,再断裂のリスクを踏まえ,まずは疼痛

軽減,筋緊張の改善を図るため,リラクセーション

を実施.次に関節可動域訓練と筋力増強訓練を行

った.関節可動域訓練では肩甲骨内転,上方回旋を

誘導し行った.筋力増強訓練では棘上筋の再断裂

のリスクを考え低負荷から行い回旋筋腱板,前鋸

筋,三角筋の筋力増強訓練を行った. 

【最終評価】（術後 19週目） 

 動作時右術創部の疼痛消失し,疼痛検査（NRS）

0/10. ROMでは右肩関節屈曲 165°,右肩関節外転

160°,右肩関節外旋 40°.MMT では右三角筋,右前

鋸筋,右棘下筋,右小円筋は MMT4レベル.筋緊張検

査は触診にて右三角筋,右上腕二頭筋,右肩甲挙筋,

右大胸筋,右小胸筋,右菱形筋群の過緊張軽減. 整

形外科的テストでは painful arc sign, Neer 手

技,Hawkin kennedy手技の 3つが陰性.JOAスコア

92点となった. 

【考察】 

 小野らは術直後から 12 週目までは再断裂のリ

スクがあると述べており慎重に評価,治療を行っ

た.初期評価時に筋緊張検査,整形外科的テストか

ら肩峰下インピンジメントによる棘上筋腱部の疼

痛を認めた.棘上筋の疼痛,姿勢不良から脊柱が後

弯し,回旋筋腱板の負荷が増大し上腕骨頭の求心

が不十分と考えた.Dnald は肩甲骨下方回旋,前傾,

内旋した肩甲胸郭関節は肩峰下インピンジメント

の発生に関与していると述べている.これらによ

り肩関節の疼痛,関節可動域制限を招くと考えた.

肩甲骨上方回旋筋である前鋸筋,僧帽筋上部繊維,

上腕骨頭を関節窩に引き付ける回旋筋腱板の筋力

増強訓練を行った.また島袋らは胸椎の関節可動

域制限があると回旋筋腱板の負荷が増大すると述

べており胸椎前弯方向への可動性,柔軟性の向上

を図った.その後,疼痛,関節可動域制限の改善が

見られた.その要因として胸椎の可動性が向上す

ることで回旋筋腱板の負荷が減少し,筋出力が改

善され,疼痛軽減したと考えた.また高橋らは肩関

節屈曲,外旋の筋力が改善し,棘上筋付着部の回復

を促し,二次的に疼痛が軽減すると述べており回

旋筋腱板,三角筋の筋力が向上し,疼痛軽減に繋が

ったとも考えられる. 



５．小脳脚梗塞による歩行時の骨盤右回旋が改善し歩

行安定性が向上した一症例 

 

今福 健太郎（いまふく けんたろう） 

順心リハビリテーション病院 

[はじめに] 

小脳脚梗塞により右腹斜筋群筋緊張低下と筋活

動遅延を呈した症例を担当した.今回,動的座位練

習とステップ練習を行い,歩行時の骨盤右回旋が

改善し,歩行安定性が向上したため報告する. 

[倫理的配慮] 

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,同意と撤回を説明し,同意を得た. 

[症例紹介] 

本症例は 60 代男性で平成 30 年 6 月ラクナ梗塞

を発症.画像所見にて右橋・小脳脚部に梗塞巣を認

めた. 発症３週目に当院転院. 

[初期評価] 

踵 膝 試 験 は右 下 肢 で陽 性 .Scale for the 

Assessment and Rating of Ataxia (以下 SARA)は

12.5点. Functional Assessment for Control of 

Trunk(以下 FACT)は 14/20 点(動的座位保持能力

12/18 点). 躯幹協調ステージは Stage2.Berg 

Balance Scale(以下 BBS)は 45点.静止時筋緊張は

右腹斜筋群に筋緊張低下認めた.座位内乱では右

体幹立ち直り低下.独歩は軽介助で可能であり,右

立脚中期(以下 MSt)から右立脚後期(以下 TSt)に

かけて骨盤右回旋が生じる.歩行器を使用した

10m歩行テストは 13,57秒.Timed Up &Go Test(以

下 TUG)は 22,29秒であった. 

[理学療法および経過] 

入院 1 週目より起居動作練習・動的座位練習・

歩行練習を実施.2 週目に 座位内乱での体幹立ち

直り反応が出現.FACT の動的座位保持能力が

15/18 点に改善.直線歩行時の骨盤右回旋はやや

改善.歩行時,左カーブの際の右へのふらつきは残

存.3 週目から立位での左ステップ練習追加.介入

時はステップ時に骨盤右回旋を認めたため徒手的

に制動.6 週目には独歩時の骨盤右回旋と,方向転

換時のふらつきが消失. 

[最終評価] 

踵膝試験は右下肢で陰性.SARA は 5 点に改善.躯

幹協調ステージに変化なし.FACT は 20/20.BBS は

50/50 点.静止時筋緊張は右腹斜筋群が改善.歩行

は屋内外独歩自立.独歩での 10m 歩行テストは

7,74秒.TUGは 7,49秒. 

[考察] 

本症例が歩行安定性低下を示す原因として,歩

行中に骨盤右回旋が生じ,重心が右へ残存するた

めと考えた.骨盤右回旋が生じる原因は小脳脚梗

塞による右腹斜筋群低緊張と腹斜筋群の筋活動遅

延によるためと考えた.また,筋活動遅延について

は腹斜筋群の低緊張と梗塞部位による影響の両者

が混在していると考えた. 

筋緊張低下に関しては起居動作練習および動的

座位練習を実施した.その結果,右腹斜筋群の筋緊

張改善と動的座位能力の向上に至り,直線歩行時

の骨盤右回旋は改善したと考える.このことは上

條が動的座位能力が良好であるほど歩行時の上

部・中部体幹の前方回旋と骨盤後方回旋角度は正

常歩行に類似すると報告している.本症例でも,動

的座位能力の向上により,骨盤回旋角度が正常歩

行と類似し歩行安定性が向上したと考える. 

筋活動遅延に関しては吉岡によると小脳が運動

野を制御し運動が発現するが,この制御が不十分

であると,運動野の活動は遅れ,活動の強さが均一

に保てないと述べている.本症例においても小脳

脚部の梗塞のため,右腹斜筋群の筋活動遅延が生

じ,骨盤回旋の制御が困難になったと考える.そこ

でステップ練習を行ったことにより,歩行時の骨

盤回旋を制御するための腹斜筋群の筋活動のタイ

ミングが歩行へ転移し,腹斜筋群の筋活動遅延の

改善に寄与したと考える. 

以上から,歩行中の骨盤右回旋は軽減し,重心の

右への残存が改善することで,方向転換を含め歩

行安定性の向上に至ったと考える. 

【まとめ】 

今回,歩行時の腹斜筋群の筋緊張低下と筋活動

遅延に着目し,アプローチすることで歩行時の骨

盤右回旋が改善し歩行安定性が向上した. 



６．非麻痺側の筋と関節の治療が歩容に影響した症例 

 

宮本 彩花（みやもと あやか） 

大西脳神経外科病院 リハビリテーション科 

【はじめに】 

 今回,麻痺側だけでなく,非麻痺側の下肢にも筋

力低下を呈した症例の歩行に着目した.筋機能改

善を目的とし,関節内に対してもアプローチした

ことで,歩容の変化を経験したので,報告する. 

【倫理的配慮】 

 症例の発表内容,個人情報保護対策について説

明し,同意を得た. 

【症例紹介】 

 80 代歳男性,BMI20.3.診断名は右橋梗塞.既往

は左前頭葉無症候性脳梗塞.入院前 ADL自立. 

【検査・測定:経過 5,6日】 

 Range Of Motion(以下 ROM,単位:°)は,（右/

左）股関節伸展-20/-25,膝関節伸展-15/-10,足関

節背屈-5/-10.Manual Muscle Testing(以下 MMT)

では,(右/左)股関節屈曲 3/2,伸展 4/3,外転 3/3,

膝関節屈曲 4/3,伸展 4/3,足関節背屈 4/3.立位姿

勢は胸腰椎後彎かつ骨盤後傾位であり,股関節屈

曲,膝関節屈曲位.歩行観察では,右立脚時,股関節

内転位かつ足部内反位.右側へ約 10cmの重心偏位

がみられ,軽介助を要した.左遊脚時,過度の股関

節内転,左足部クリアランス低下もみられた. 

【理学療法経過】 

 上記可動域制限に対し,可動域増大を目的とし

治療を実施したが,変化はみられなかった.このた

め,筋力増強運動に重点を置き,治療を進めた.ま

ず,右立脚（非麻痺側）の問題点に対して,右中殿

筋,大殿筋,前脛骨筋の抵抗運動を実施した.直後

の歩行では,右立脚での右側への重心偏移は軽減

した.10 日後の MMT では,大殿筋,中殿筋で筋力増

加がみられた.次に,左立脚,遊脚（麻痺側）に対し

て,左中殿筋,大殿筋,大腿四頭筋,ハムストリング

ス,前脛骨筋の神経筋再教育を実施した.しかし,

即時的に筋出力は増加するも、左側への重心偏移

は残存し,歩行の介助量軽減は図れなかった.経過

10 日目に,歩行観察の問題点から,左右前脛骨筋

に対して,筋の収縮活性化を目的とし,検査的に関

節ファシリテーション技術（Synovial Joints 

Facilitation：以下 SJF）の一つである,速い逆構

成滑り法（quick inverse sliding:以下 q.i.s）

を実施した.直後の歩容にて,右立脚での右側偏移

は約 5cmと著減した.介助量は軽介助であり,著変

ないも歩行の安定性が得られた. 

【考察】 

 通常,左右各足の支持脚にて,体重心は立脚側へ

寄るものの,左右の重心移動は 5cm程度である.し

かし,片麻痺者では,体重心が非麻痺側へ寄り,重

心移動は 10cm 以上とされている.また,片麻痺者

では,股関節・足関節の伸展モーメントの欠如が特

徴的である.それに加え,本症例は胸腰椎後彎かつ

骨盤後傾位であり,体重心が左右偏移しやすく,前

上方へ移動しにくい状態である.非麻痺側である

右下肢に対する筋力増強運動により,股関節伸展,

外転筋はMMT3から4となり,筋力増加がみられた.

これにより,股関節伸展モーメントが得られやす

くなったこと,中殿筋による右立脚相での安定性

向上が得られたと考える.非麻痺側に対する筋力

増強運動は,歩容改善の要素の一つであるといえ

る.SJF 技術である q.i.s は,関節内の摩擦抵抗が

軽減することで,筋が働きやすい状態となる.その

ため,筋力増強運動だけを行うのではなく,q.i.s

により,関節内運動を考慮したことで,前脛骨筋の

賦活が図れた.賦活されたことで,右遊脚相にて足

関節背屈位で保持可能となり,ヒールロッカー機

構が働きやすくなった.よって,前方への重心移動

が行いやすくなり,推進力が得られ,右立脚相が安

定したと考えられる.また,右立脚相の推進力が得

られたことで,左下肢の振り出しに要する時間が

短縮し,左遊脚相にも影響があったと考えた. 

【まとめ】 

 右下肢（非麻痺側）に対する治療を行ったこと

で,右立脚での重心偏移が軽減し,安定性が得られ

た.同時に,関節由来の筋機能低下を呈した前脛骨

筋の賦活により,右側への重心偏移が約 10cmから

5cm へ減少したことで,立脚相が安定したことも

歩容改善の要素といえる. 



７．上腕骨大結節骨折後の肩峰下インピンジメントに

着目した症例 

 

澁谷 魁人（しぶたに かいと） 

宮島整形外科クリニック 

【はじめに】 

今回,右上腕骨大結節骨折および右肩関節周囲

炎を呈した症例を担当した.受傷後 15週が経過し,

夜間痛や大結節の疼痛は消失したが,動作時痛の

改善が難渋していた.そのため,肩関節屈曲時の肩

峰下インピンジメントに着目し,治療を行った. 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき,当該患者に発表内容

を説明し同意を得た. 

【症例紹介】 

 症例は 60 代女性の主婦で,自宅にて転倒し,床

に右肩を強打した.受傷後 4 週は上腕骨体幹固定

を実施し,その後理学療法を開始した.介入初期は

夜間痛や受傷部の圧痛があり、医師からは受傷後

8 週まで肩関節屈曲 90°以内の指示があった.夜

間痛と受傷部の圧痛は,受傷後 15週で消失したた

め,再評価を行った. 

【再評価（受傷後 15週,右のみ記載）】 

画像所見は,骨頭の上方偏移がみられた.触診は

棘上筋,棘下筋,上腕二頭筋,大円筋,小円筋の硬度

が健側に比べ亢進し,上腕二頭筋,小円筋に圧痛が

みられた.関節可動域(以下 ROM)では肩関節屈曲

110°,2nd内旋 10°,3nd内旋 10°で,屈曲最終可

動域では肩関節前外側部の疼痛が生じた.徒手筋

力テストは,肩関節屈曲と外転ともに 5であった.

インピンジメントテストは Neer test と Hawkins 

testで陽性であった. 

【理学療法経過】 

本症例は,受傷後 15 週で再評価を行った.そし

て,屈曲最終可動域での肩関節前外側の疼痛に対

して肩関節後方組織へのアプローチを行い,肩峰

下インピンジメントによる疼痛の軽減を図った. 

【最終評価(受傷後 24週,右のみ記載)】 

触診は棘上筋,上腕二頭筋,小円筋の硬度が健側

に比べ亢進し,上腕二頭筋に圧痛がみられた. 

ROMでは肩関節屈曲 150°,2nd内旋 25°,3nd内旋

50°であり,屈曲の最終可動域では結節間溝で疼

痛が生じた.インピンジメントテストは,Neer 

test、Hawkins Testともに陰性であった. 

【考察】 

本症例は,直接外力により大結節が縦割れした

剥離骨折で,大結節周囲の腱板筋や肩峰下滑走組

織の損傷や,固定期間による上方組織の癒着が考

えられた.そのため,介入当初は棘上筋や棘下筋の

リラクゼーションや滑走性の改善を図った.受傷

後 15 週で棘上筋と棘下筋の筋出力の改善がみら

れたため,残存している動作時痛に対して再評価

を行った. 

再評価では,肩関節最終可動域で肩関節前外側

に疼痛が生じていた.その原因としては,後下方関

節包の拘縮や小円筋の攣縮によって,肩関節屈曲

時に骨頭の前上方偏移(Obligait translation)が

生じ,肩峰下インピンジメントにより疼痛を誘発

していると考えた.そのため治療としては,小円筋

の攣縮に対してリラクゼーションを行い,攣縮の

軽減後にストレッチを行った.次に後下方関節包

の拘縮に対して柔軟性の向上を図った.その結果,

最終評価では ROM の拡大や小円筋の圧痛の改善,

インピンジメントテストの陰性がみられた. 

これらのことから,後下方関節包や小円筋の柔

軟性が向上することで,骨頭の前方偏位が軽減し

たと考えられた.そのため,肩関節屈曲時の関節包

内運動が改善し,肩峰下インピンジメントによる

疼痛が軽減することで屈曲可動域の拡大につなが

ったと考えた.しかし,屈曲最終可動域で結節間溝

に疼痛が生じていることから、今後は上腕二頭筋

や屈曲動作時のアライメントの再評価を行い,ア

プローチする必要があると考えた. 

【まとめ】 

本症例は,後方組織の拘縮による肩峰下インピ

ンジメントの疼痛が軽減し,肩関節屈曲可動域の

向上がみられた.しかし,大結節骨折の治癒過程や

経過に沿ったアプローチが不足していた.今後は,

疾患の治癒過程と症例の経過を考慮した評価を行

い,治療を考えていくことが重要であると感じた. 



８．骨折後，潰瘍形成の悪化に留意しながら福祉用具

選定を行い歩行動作の獲得に至った症例 

 

福山 文太（ふくやま ぶんた） 

介護老人保健施設サンライズ 

【はじめに】右大腿骨転子部骨折後に左第 2趾潰

瘍形成を呈した症例に対し，自宅内の歩行獲得を

目指した．移動手段の検討，歩行補助具の選定を

行い，歩行動作獲得に至った為報告する． 

【倫理的配慮】本発表の趣旨を説明し同意を得た． 

【症例紹介】90歳台前半，女性．要介護 4．既往

歴は 2型糖尿病．平成 26年より脳梗塞，慢性貧血

にて 4年間入院し，車椅子生活だった．入院中に

転倒し，右大腿骨転子部骨折を受傷．手術後，左

第 2 趾潰瘍形成が見られた．平成 30 年 7 月当施

設に入所となる．Demand として家に帰りたい，

Needとして屋内歩行の獲得を考えた． 

【初期評価（７月初旬）】Range of Motion Test

（以下 ROM-右/左，単位：°）：股関節屈曲 100（P）

/100，伸展 0/0，膝関節伸展-10/-5，足関節背屈

0/15．Manual Muscle Testing（以下 MMT右/左）:

体幹屈曲 2，伸展 1，股関節屈曲 4/4，伸展 3/2，

膝関節伸展 4/5．Numerical Rating Scale(以下

NRS):術部疼痛（－），左第二趾潰瘍部：安静時 5，

運動時 5，荷重時 5．Berg Balance Scale（以下

BBS）：40/56点．Functional Independence Measure

（以下 FIM）：110点．立位：矢状面にて，円背，

両股関節屈曲位・外旋位，両膝関節屈曲位である．

歩行：全周期で円背が見られ，両大腿部に手を置

き歩行開始．左初期接地時，踵接地がなく足底接

地が見られる．左遊脚期において体幹伸展，右側

屈が見られる．前方への転倒リスクがある為，近

位見守りレベルである．  

【経過】まず，両股関節周囲筋リラクゼーション，

体幹周囲筋に対してクランチとブリッジ運動，立

位保持練習，独歩での歩行練習を行った．約 2週

間後，左第 2趾の潰瘍悪化と，疼痛の増悪 

が見られた為，歩行補助具の選定を行い，4 点杖

での歩行練習を実施した．その際，右上肢で杖を

把持し，3動作揃え型での指導を行った． 

【最終評価（９月初旬）】ROM(右/左)：股関節屈曲

110（P）/115，伸展 0/0，伸展-10/-5，足関節背屈

10/15．MMT（右/左）：体幹屈曲 4，伸展 1，股関節

屈曲 4/4，伸展 4/4，膝関節伸展 5/5．疼痛（NRS）

術部痛（－），左第 2 趾潰瘍部:安静時 3，運動時

3．BBS40/56点．FIM:110点．立位：矢状面にて，

円背姿勢は見られるが，初期評価と比較すると上

肢への依存が軽減している．歩行：4 点杖を使用

し，3 動作揃え型遠位見守りで杖，左足，右足の

順に歩行開始．全周期で円背姿勢であるが，初期

評価時と比較し，杖使用にて正中位に近づいた．

左初期接地時，踵接地が見られ荷重応答期への移

行が見られる．左遊脚期での体幹伸展・右側屈は

消失した． 前方への転倒リスクが軽減し，自立レ

ベルにて可能である． 

【考察】本症例は，自宅内の歩行動作獲得が必要

だが，初期評価時に， 左第 2趾潰瘍部の疼痛が

見られた．原因として，体幹・股関節伸展筋群の

筋力低下により円背姿勢が見られ，前方重心とな

っているからではないかと考えた．その為，筋力

低下に対してアプローチを行ったが，股関節伸展

筋群の向上はみられたものの，体幹伸展筋群の筋

力向上は見られなかった．独歩での歩行練習開始

後約 2週間で，潰瘍部の疼痛が増悪した事から，

アライメント修正のみならず，歩行補助具の選定

を行い，4点杖にて 3動作揃え型歩行を指導した．

これにより，左初期接地から左立脚中期で範囲を

制限したことで，左立脚後期時の関節にかかる荷

重が不必要になった為，疼痛の軽減に繋がるので

はないかと考えた． 介入当初は杖の操作や歩行手

順に難渋したが，口頭での指示や動作練習を反復

する事によって 3動作での歩行が可能となった．

また，4 点杖の高さを高めに設定した事により，

上肢支持にて体幹伸展が見られた．これらにより，

初期評価時の独歩での歩行に比べると体幹が正中

位に近づき，疼痛が軽減したことで前方への転倒

リスクが軽減し，自宅内の 4点杖歩行が自立レベ

ルとなった． 

 



９．既往歴により右股関節周囲筋の筋力低下がある右

人工膝関節全置換術を施行した一症例 

 

平畝 美奈（ひらうね みな） 

甲南加古川病院 リハビリテーションセンター 

【はじめに】今回，両側先天性股関節脱臼，右大

腿骨転子下骨折を既往に持つ右変形性膝関節症

(以下膝 OA)に対し右人工膝関節全置換術(以下

TKA)を施行された症例を経験した．右 TKA後，既

往歴による股関節周囲筋の筋力低下により歩行獲

得に難渋した理学療法を実施したため報告する． 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，症例に

発表内容，個人情報保護対策について説明し同意

を得た． 

【症例紹介】70 歳代女性．身長 146.3cm，体重

48.8kg．今回右膝 OAによる右膝関節痛が持続して

いたため右 TKA を施行された． HOPE は買い物に

行きたいであった． 

【術前評価】日常生活動作(以下 ADL)は自立して

おり，歩行は杖，サイドカーを使用していた．患

側の膝関節 Range Of Motion(以下 ROM)は屈曲

105°伸展 0°FTA 角 146°筋力は Manual Muscle 

Test(以下 MMT)で膝関節屈曲 3，伸展 3であった．

股関節 ROMは屈曲75°伸展-5°外転5°CE角 40°

Sharp 角 64°MMT は屈曲 3，外転 3 であった．杖

歩行は連続で 50m 可能で，10m 歩行は快適速度で

15秒，歩数は 23歩であった． 

【理学療法及び経過】術後 1日目から右膝関節可

動域練習を実施したが股関節内転･外転筋群，大腿

四頭筋，腓腹筋外側頭の筋緊張が高く膝関節屈曲

60°であった．また patella settingも実施した

が術前の外反・下腿外旋により内側広筋の筋出力

は低下していた．そのためリラクゼーションで筋

緊張を低下させ，その後に座位での膝関節伸展運

動等の開放運動連鎖(以下 OKC)を実施した．

patella setting や膝関節伸展運動では内側広筋

の筋出力を向上させるためにボールを使用し，膝

関節伸展運動では最終 2.5kgの重錘を用いて実施

した．SLR は股関節屈曲筋の筋力低下があり，腰

椎での代償，腰部痛が出現したため実施しなかっ

た．病棟では自主練習として OKC での運動を 20

回 3セット実施した．結果，術後 7週で膝関節屈

曲角度 105°膝関節伸展筋力 MMT5まで改善したが，

股関節周囲筋力は改善していなかった．歩行時に

は右 Duchenne徴候が出現しており，足部外転によ

り右遊脚期に踵部の衝突がみられた．脚長差が

1cm あったため，左足部に 1cm の補高を行ったが

歩容は変化しなかったため，股関節伸展運動やハ

ーフスクワット，片脚立位等の閉鎖運動連鎖(以下

CKC)の運動や座位での股関節屈曲運動を実施した．

股関節外転･伸展運動に対してはセラバンド使用

し，股関節屈曲運動に対しては 1.5kgの重錘を使

用して実施した．結果，股関節外転筋力 MMT4まで

改善し，右 Duchenne 徴候も消失した．また SLR

では腰椎での代償が消失，腰部痛も軽減した．踵

部の衝突に対しては直線を用いて足部内転での歩

行を意識付けし，病棟内等でも意識しながら歩行

することで消失した． 

【最終評価(退院時)】患側の膝関節 ROM は屈曲

105°伸展 0°FTA 角 170°筋力は MMT にて膝関節

屈曲 4，伸展 5 であった．股関節 ROMは外転 10°

MMTは屈曲 3，外転 4であった．杖歩行は連続 150m

まで可能となり，10m 歩行は快適速度で 8 秒，歩

数は 18歩であった． 

【考察】本症例は股関節疾患に伴い生じた 2次性

の膝 OAであった．膝 OAの股関節周囲筋力は健常

人と比較して 20~30%の筋力低下を認めるといわ

れている．そのため，股関節周囲筋の筋力強化を

CKC に加え OKC でも実施したところ股関節外転筋

力は MMT4に改善した．特に中殿筋は TKA後の歩行

能力改善に影響するとされており，筋力が改善し

たことで右 Duchenne徴候は消失したと考える．ま

た，足部のアライメントを修正し踵部の衝突を改

善したことで転倒のリスクは軽減し，実用的な杖

歩行の獲得につながったと考える． 

【まとめ】今回，既往歴に股関節疾患を持つ TKA

を施行した症例を経験した．膝関節の機能回復は

早期に獲得することができたが，股関節外転以外

の筋力改善は認められなかった．今後はより効果

的な運動療法を検討していく必要がある． 



１０．大腿切断術後患者に対し移乗動作能力の向上と家

族へのアプローチにより外出できた症例 

 

山下 陽太（やました ようた） 

社会医療法人愛仁会明石医療センタ— 

【はじめに】今回，感染コントロール目的で右大 

腿切断術を施行された症例を担当した．入院期間 

中に外出希望があり，移乗動作へのアプローチと 

家族へ介助方法を指導することで外出することで 

きたため，報告する． 

【倫理的配慮・説明と同意】目的と個人情報の取

り扱いについて十分な説明を行い，同意を得た．

【症例紹介】70 歳代女性．2018 年 7 月に約 50cm

の深さの溝にはまり右下腿受傷．壊死性筋膜炎に

よる敗血性ショックとなり減張切開術施行するも

感染コントロール不良のため入院 3日目に大腿切

断術を施行となる．術後は能力向上に伴い前向き

な発言が増えていたが，涙する日もあり感情の起

伏があった。既往歴に緑内障があり，右眼は光の

明暗がわかる程度．左眼は 0.06の視力であった．

入院前は独居で日常生活活動（以下ＡＤＬ）自立． 

【初期評価】（術後 3日）徒手筋力検査（以下 MMT）

は右下肢 3レベル，左下肢・左右上肢 4レベル．

安静時痛は Numerical Rating Scale（以下 NRS）0，

動作時痛は NRS8～9．移乗動作はリクライニング

車いすを使用し 4人介助で実施． 

【理学療法及び経過】術後翌日から ADL向上に向

けて理学療法開始．術後 10日にリハビリテーショ

ン室への出棟が可能となりベッド上での運動に加

え，Push-up 台を使用した上肢の筋力増強運動，

平行棒内での立位バランス練習や歩行練習を実施．

病棟内 ADLの向上により意欲的な発言も増え，患

者からお墓参りのための外出希望があった．外出

実現のため，術後 34日に家族に介助方法を指導．

術後 39日に外出を実施した．      

【最終評価】（術後 39日 外出時）MMTは右下肢 4

レベル，左股関節屈曲 4，左膝関節伸展 5，左足関

節 5，肩関節屈曲 5/5，肩関節外転 4/5，肘関節伸

展 5/5．安静時痛は NRS0，動作時痛は NRS0～1．

移乗動作は自立レベルであったが視力低下による

転倒リスクがあるため見守りで実施． 

【結果と考察】外出希望を実現するために車いす

からトイレや車への移乗動作能力が必要だと考え

た．元々独居であり自立心も高かったため，外出

時の介助量軽減を目的に運動を実施した．細田ら

は義足非装着時の移動動作は上肢に頼るところが

大きく，体幹を含め，いわゆる push-up筋群の強

化も忘れてはならないと述べている．移乗動作能

力向上のため健側下肢の運動と合わせて push-up

台を使用した上肢の運動を実施した．これらの運

動の継続や動作時の創部痛の軽減による筋出力の

向上により端座位での push-up から立位での

push-up も可能になり，移乗動作能力が向上した

と考える．トイレへの移乗には下衣の着脱も必要

になるため立位バランス練習も重要だと考えた．

石川らは切断高位が高いほど切断肢重量が軽くな

り持ち上げている切断肢をバランス援助に利用で

きないので，切断者の片脚立位は想像するより難

しい．状態の異なる各患者にもっとも有効と思わ

れる方法を指導選択し，指導していくことが重要

であると述べている．本症例では，視力低下があ

ったため，立位バランス練習には一番見えやすか

った赤色の輪投げを利用したリーチ動作を実施し

た．片手すり支持での動作が可能になったことで，

トイレへの移乗時に下衣の着脱が自己にて可能に

なったと考える．外出希望を実現するため，家族

から外出先の環境の確認，乗車する車の確認を行

った．また，外出への不安を軽減させるために家

族の介助下での移乗動作練習を実施した．車への

移乗に関しては直接家族への指導ができなかった

ため，患者との車への移乗動作練習時の様子をパ

ンフレットにし介助方法を記載しお渡しした．移

乗動作能力の向上に加え，家族への指導を行うこ

とで外出することができたと考える． 

【まとめ】患者だけでなく，家族へのアプローチ

を行うことで外出を実現することができた．また，

今後の義足作製，自宅退院に向けての意欲向上に

繋げることができた． 



１１．右股関節痛に対し腸腰筋にアプローチして疼痛が

軽減した症例 

 

横山 耕祐（よこやま こうすけ） 

松本病院リハビリテーション科 

【はじめに】 

 今回,両変形性股関節症(以下両股関節 OA)に対

し左人工関節置換術(以下 THA)を施行した症例を

担当した.主訴である右股関節痛に対し,立位姿勢

に着目し評価・治療を行う機会を得たのでここに

報告する. 

【倫理的配慮】 

 ヘルシンキ宣言に基づき,説明し同意を得た. 

【症例紹介】 

 60代女性,OAにより左THAを施行.荷重時に右股

関節痛あり.入院前の移動手段は屋内独歩・伝い歩

き,屋外は T字杖歩行にて自立していた. 

【初期評価（術後 7週）】 

徒手筋力検査(以下 MMT,右/左)股関節屈曲 3/3,

伸展 2/2,外転 2/2,外旋 2/2.関節可動域測定(以下

ROM-t,単位°,右/左)股関節屈曲 100/95,伸展

-10/0,外転 20/25.NumericalRating Scale(以下

NRS)7/10,右初期接地(以下 IC)から立脚中期(以

下 MSt)にかけて右股関節前面に荷重時痛あり.立

位姿勢は体幹前傾位,骨盤 3.5横指前傾・右回旋位,

右股関節軽度屈曲・外旋位,両膝関節軽度屈曲位.T

字杖歩行は右 ICから MStにかけて体幹前傾,右側

屈を認め,右股関節屈曲位であった.T 字杖 10m 歩

行 81.73秒,41歩. 

【最終評価（術後 13週）】 

MMT(右/左)股関節屈曲 4/4,伸展 3/3,外転 3/3,

外旋 3/3.ROM-t(単位° ,右 /左 )股関節屈曲

105/100,伸展-5/5,外転 25/30.NRS2/10,初期と同

時期に疼痛あり.立位姿勢は体幹前傾位,骨盤 2.5

横指前傾位,右股関節軽度屈曲・外旋位.T 字杖歩

行は右 ICから MStにかけて体幹前傾,右側屈軽度

減少,右股関節屈曲位が軽度改善した.T 字杖 10m

歩行 61.32秒,38歩. 

【理学療法及び経過】 

 術後4週目に当病院へ転院.術後7週より鎮痛剤

を中止し,右股関節痛が生じ,評価・治療を開始し

た.股関節外転筋群・外旋筋群に着目したトレーニ

ングを実施.10 週より腸腰筋の遠心性のトレーニ

ングを追加.術後 16週に自宅退院となった. 

【考察】 

 本症例は,自宅退院に向け,歩行時の右股関節痛

の軽減が必要であると考えた. 

荷重時に右股関節前面に疼痛の訴えがあった.

原因として右股関節 OAによる組織変性と考え,股

関節の安定性を向上させるため筋力増強トレーニ

ングが必要であると考えた.股関節外転筋群・外旋

筋群のトレーニングを実施後,MMT の結果より股

関節外転筋は2/2から3/3へ向上したが,右股関節

痛は NRS5/10にとどまった. 

方針を変えて,立位姿勢に着目し,股関節の安定

性を向上させるため,腸腰筋にアプローチした.森

らは,股関節 OA 患者の多くは,腰椎前弯の増強を

伴うことが多い.また南角らは,立位時の骨盤前傾

により大腿骨頭に対する寛骨臼蓋の相対的被覆が

増すことで股関節を安定させようとすると述べて

いる.本症例の立位姿勢は,体幹前傾位,骨盤前

傾・右回旋位,右股関節軽度屈曲・外旋位,両膝関

節軽度屈曲位であった.このため,骨盤前傾を改善

させることにより腸腰筋の遠心性収縮が効率的に

働くと考え,トレーニングを実施した.実施後,立

位姿勢は骨盤前傾が軽度改善し,MMT の結果より

股関節外旋筋 2/2 から 3/3 へ,股関節屈曲は 3/3

から 4/4へ向上した.ROMは股関節伸展が-10/0か

ら-5/5 へ改善した.立位姿勢の改善により,股関

節外旋筋群・腸腰筋は筋発揮が向上し,股関節の安

定性が向上し,右股関節痛は NRS2/10 まで軽減し

たと考えた.立位姿勢に着目し,腸腰筋にアプロー

チした結果,歩行時の体幹前傾が軽減し,右股関節

痛が軽減した.これらのことから,T 字杖歩行で歩

行速度と歩数が改善したと考える. 

【まとめ】 

主訴である右股関節痛に対し,立位姿勢に着目

し腸腰筋にアプローチした.立位姿勢が改善した

ことにより,筋発揮の向上と疼痛軽減を認め,その

結果,歩容も改善したと考える. 



１２．右股関節伸展制限に着目し,跛行の改善が認め 

られた右人工股関節全置換術術後の一症例 

 

田畑 篤人（たばた あつと） 

大久保病院 リハビリテーション科 

【はじめに】今回,右変形性股関節症に対し,人工

股関節全置換術(Total Hip Arthroplasty 以下

THA)を施行した症例を担当した.歩行時の右股関

節伸展制限を中心に考察し,理学療法を実施した. 

【症例紹介】70 歳代女性,右変形性股関節症に対

し,2018 年 8 月に前側方アプローチにて右 THA を

施行し,理学療法を開始した.術後 1ヶ月後より担

当した. 

【倫理的配慮】症例には発表内容,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. 

【理学療法初期評価(術後 1 ヶ月)】主訴は,綺麗

に歩きたい.圧痛は,大腿直筋起始部(Rectus 

Femoris以下 RF)と大腿筋膜張筋(Tensor Fasciae 

Latae以下 TFL)に認めた.関節可動域は,右股関節

伸展 10°,膝屈曲位伸展 5°,外転位伸展 15°,膝

屈曲位内転伸展 0°,膝伸展位内転伸展 5°であっ

た.徒手筋力検査は,右股関節外転 3+であった.整

形外科テストは, Ely test及び Ober testが陽性

(右＞左)であった.歩行は,右立脚中期から後期に

かけて股関節伸展 0°であり,過度な骨盤前傾と

後方回旋を認めた. 

【経過】初期は,股関節伸展可動域拡大のため,RF

と TFLに対しリラクセーションとストレッチを施

行した.その後,中殿筋の筋力増強運動を行い,段

階的に平行棒内でのステップ動作を行った.その

注意点として,歩行時における股関節伸展を骨盤

の代償なく行えるようにした. 

【理学療法最終評価(術後 3ヶ月)】関節可動域が

右股関節伸展 15°,膝屈曲位伸展 10°,外転位伸

展 15°,膝屈曲位内転伸展 5°,膝伸展位内転伸展

10°であった.筋力は,股関節外転 4 であった.歩

行は右立脚中期から後期にかけて,過度な骨盤前

傾と後方回旋は軽減していた. 

【考察】本症例の主訴は,綺麗に歩きたいである.

しかし,歩行において右立脚中期から後期にかけ

て,過度な骨盤前傾と後方回旋を認めた.Perry ら

は立脚中期から後期にかけて,股関節伸展 20°必

要と述べている.また,歩行における股関節伸展は

腸腰筋を伸張し,大腿前方移動に必要なエネルギ

ーを蓄積するために重要であると言われている.

本症例の右股関節伸展は 0°であり,この跛行は

右股関節伸展制限に対する代償動作と考えた. 

評価は,股関節伸展を膝伸展位と屈曲位,股関節

外転位と内転位に分けて測定した.さらに内転位

伸展を膝屈曲位と伸展位に分けて測定した.膝伸

展位は腸腰筋,膝屈曲位は RF が伸張される.外転

位では恥骨筋,長内転筋,短内転筋,大内転筋が伸

張される.内転位では中殿筋,小殿筋,TFL が伸張

される.林らは膝 90°屈曲位での股関節内転伸展

は TFL の伸張性が影響すると報告している.よっ

て,膝屈曲位での内転伸展は TFL,膝伸展位での内

転伸展は中殿筋,小殿筋が制限因子となると考え

る.本症例では膝屈曲位での右股関節伸展と膝屈

曲位での右股関節内転伸展可動域が著明に制限さ

れており,RFと TFLが制限因子であると考える.RF

は近位部では直頭と反回頭に分かれている.反回

頭は腸骨大腿靭帯を介して臼蓋上縁へ付着してお

り,大腿骨頭を前方から覆う走行をしているため

股関節伸展制限に影響すると考える.整形外科テ

ストでは Ely test 及び Ober test が陽性であ

り,RF と TFL に圧痛を認めたため制限因子として

着目した. 

理学療法では RFと TFLに対し,リラクセーショ

ンとストレッチを行った結果,各肢位での伸展可

動域が改善され,跛行も改善した.しかし,円滑な

歩行運動においては可動域だけでなく,筋力や運

動学習が改善に影響していると考える.今回,着目

した伸展可動域は筋力強化およびステップ動作を

円滑に行う上で重要であると考える. 

【まとめ】THA 後の跛行に対して股関節伸展制限

に着目した.関節可動域測定の際に肢位を変え,制

限因子を鑑別することの重要性を学んだ. 



１３．ハムストリングスの機能向上によって立ち上がり

動作に改善がみられた症例 

 

角屋 卓実（かどや たくみ） 

宮島整形外科クリニック 

【はじめに】立ち上がり動作時に両側膝窩部痛が

生じていた症例を担当した.ハムストリングスの

機能を向上し,立ち上がり動作時の疼痛軽減,動作

の改善がみられたためここに報告する. 

【倫理的配慮】 ヘルシンキ宣言に基づき,当該患

者に発表内容を説明し同意を得た. 

【症例紹介】 50代女性の主婦.Body Mass Index

は 30,内側型両変形性膝関節症と診断された.2年

前より両膝関節に疼痛の増悪寛解を繰り返してい

た.半年前に自転車から転倒し,両膝関節を打撲後

に疼痛はなかった.その後から膝関節後面に立ち

座りや自転車走行での疼痛が出現した. 

【初期評価(介入初日から 3週)】 画像所見：膝蓋

大腿関節の関節軟骨の減少,膝蓋骨の骨棘出現し

ている.femur-tibial angle:185°,関節可動域測

定(以下 ROM-t(単位°),右/左)股関節屈曲

80p/80p,膝関節屈曲 95p/80p,伸展–10/−5,足関節

背屈 5/5(膝伸展位),SLR(以下 straight leg 

raising)90/90.ROM-tでの股関節,膝関節屈曲時

の疼痛は両側膝窩部に生じていた.徒手筋力検査

(以下 MMT,右/左)膝関節屈曲 3＋/3＋,膝関節伸展

4/4,股関節屈曲 4/4,伸展 4/4. Ober testは両側

陽性. 圧痛所見:両側の鵞足部,腸脛靱帯,膝蓋大

腿靱帯.NRS(numerical rating scale)は,長時間の

歩行後,座位後の立ち上がり時 8/10.立ち上がり

動作の第 1相:骨盤前傾と股関節屈曲は減少,上肢

を前方へ軽度挙上する.第 2相:足関節底背屈 0°

から臀部挙上し立位へ.第 1相では半腱様筋,半膜

様筋下 1/3から膝窩に動作時痛あり. 

【理学療法及び経過(介入初日から 10週)】 立ち

上り動作時,骨盤前傾,股関節屈曲の増加に向けて

股関節の ROM-exと半腱様筋,半膜様筋のストレッ

チを行った.ハムストリングスの過緊張緩和を目

的に,伸張反射を用いて膝関節の屈曲運動を実施

した.ハムストリングスの筋緊張を調整した状態

で,立ち座り動作を反復して実施する事で,立ち上

がり動作第 1相の修正を行った. 

【最終評価】 ROM-T(単位°)股関節屈曲 100/115,

伸展 10/10,膝関節屈曲 115/100,伸展−15/-15.足

関節背屈5/10(膝伸展位).SLR90/90. MMT膝関節屈

曲 4/4,伸展 5/5.股関節屈曲 4/4,伸展 4/4. Ober 

testは両側とも陽性.NRS:長時間の歩行・座位後

の立ち上がり時 0/10.立ち上がり動作第 1相：体

幹骨盤は前傾,第 2相：下腿前傾が改善. 

【考察】 本症例は,立ち上がり動作時に上肢の挙

上がみられ,体幹前傾から離臀の間に両側膝窩内

側部に疼痛がみられていた.しかし,股関節,膝関

節屈曲制限,足関節背屈制限がある事で,立ち上が

り動作では足底接地面から重心位置までの距離が

過大となり,重心が後方に位置していた.正常と比

べ重心位置が後方にある事で足底接地面に対して,

重心位置を引き寄せる際にハムストリングスが収

縮し,過緊張が起こった事で疼痛が出現したと考

えた.初期評価では両側股関節,膝関節の最大屈曲

時に疼痛が生じていた.鵞足部には圧痛がみられ

る事から,立ち上がり動作時に膝窩内側部に疼痛

が出現したと考えた.そこで治療は,ハムストリン

グスの緊張を調整した状態で,立ち上がり動作の

反復を行い,疼痛の軽減を図った.最終評価では両

側股関節,膝関節の可動域は拡大し,最大屈曲時,

立ち上がり動作時に生じた疼痛は軽減していた.

上記の治療を実施した結果,膝関節屈曲可動域は

拡大し,足底接地面に対して,重心が乗せることが

可能となった.この結果ハムストリングスの過緊

張が緩和され,疼痛は軽減したと考える.しかし今

回は足関節の可動域が拡大していたことから,隣

接するハムストリングスと腓腹筋の影響もあった

のではないかと考えた. 

【まとめ】 今回,膝窩部痛に対してハムストリン

グスの過緊張緩和を目的に治療を行った.その結

果,動作時痛が軽減し,膝関節屈曲可動域の拡大に

より動作の改善がみられた.ハムストリングスに

対して治療を行ったが,隣接する筋や組織による

影響も考慮し,評価,治療を行いたいと感じた. 



１４．左膝蓋骨骨折による固定期間中に,運動イメージ 

学習の介入を行った一症例 

 

三原 風花（みはら ふうか） 

医療法人社団 仁正会 中谷整形外科病院 

【はじめに】 

今回,左膝蓋骨骨折と膝蓋腱断裂を受傷し, 観

血的骨接合術,膝蓋腱再建術を施行した症例に対

し,固定期間から運動イメージ学習による理学療

法介入を行った.その結果,関節可動域（以下 ROM）

訓練開始時に良好な経過がみられたため報告す

る. 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき,症例に説明し,同意を

得た.安全管理及び個人情報保護に努めた. 

【症例紹介】 

20 代男性.職業はトラック運転手で,主訴は職業

復帰であった. 

【初期評価（術後 1週）】(右/左) 

周径 大腿膝蓋骨直上 35.0cm /40.5cm.触診 左大

腿四頭筋の過緊張+,左膝蓋骨周囲熱感+,術創部周

囲圧痛+.VAS 左膝蓋骨下方,術創部 6.5㎝. 

【経過】 

平成 30 年 6 月中旬,交通事故により受傷した.

術前よりニーブレース固定,となった.術後 2週よ

り屈曲 45°まで許可,術後 3週より屈曲 90°まで

許可,術後 5週より屈曲制限なしとなった. 

【理学療法】 

固定期間から ROM制限予防を目的として運動イ

メージの介入を行った.今回本症例に対し健側,患

側にて膝関節屈曲 20°,40°,60°,80°,100°の

運動イメージの想起を行った.患側の想起時間か

ら健側の想起時間を減算しΔ値を求めた.VAS を

用いて客観的疼痛の評価も行った. 

【結果】 

膝関節屈曲各角度のΔ値の減少,VAS も介入日

数を重ねるごとに減少した.ROM訓練開始 2日目か

ら屈曲 45°,１週間で屈曲 90°獲得し,大腿四頭

筋の筋緊張緩和も認めた.また介入日数を重ねる

ごとに膝蓋骨の動きやワイヤーの伸張感のような

細部まで運動イメージが行えるようになった. 

【最終評価(術後 6週,固定除去 3週）】 (右/左) 

周径 大腿膝蓋骨直上 35.0cm /39.0cm.触診 左膝

蓋骨周囲熱感+,左ハムストリングスの過緊張+,左

大腿筋膜張筋の過緊張+. ROM-T膝関節屈曲 155°

/105°.VAS 左膝蓋骨下方,左膝蓋腱部 2.6㎝. 

【考察】 

本症例の主訴である職場復帰に膝関節 ROMの改

善が第一条件となると考え,固定期間から ROM に

着目し治療を行った.運動イメージは,中野らによ

り「膝関節周囲の疼痛緩和,大腿四頭筋の筋緊張緩

和をし,ROM 制限を予防する」また、「近年の脳イ

メージ研究により,運動イメージ想起時には,運動

前野,補足運動野,頭頂葉,小脳といった運動実行

時に賦活する運動関連領野とほぼ同部位が賦活す

ることが報告されており, 運動イメージによって

筋出力の増加,スキルの正確性の向上と運動タイ

ミングの改善といったパフォーマンスの向上に結

びつく」と示唆されている.これらのことから固定

中から運動イメージの介入を行うことで,除去後

の ROMに影響するのではないかと考えた. 

結果より, VAS数値が減少した理由として,ボデ

ィイメージの行動的側面に着目した.橋本らは「行

動的側面とは,ポジティブもしくはネガティブな

知覚,認知,感情に影響される行動のこと」である

と述べている.Δ値,VAS の減少,本人の発言より

運動イメージ内でポジティブな認知が生まれたこ

とで疼痛が減少したと考えた.また大腿四頭筋の

過緊張の消失もポジティブな認知が生まれ,情報

伝達においても正確性が向上し,防御性収縮が緩

和され筋の過緊張が軽減したと考えた. 

本症例は, 膝蓋腱断裂も受傷しているが,豊田

らの膝蓋骨骨折のみの研究結果と同時期に屈曲

90°までの獲得が得られた.固定期間中より運動

イメージの介入をすることにより ROM制限の予防

が可能になったと言える. 

【まとめ】 

固定期間中における運動イメージの介入は,ROM

制限を予防するための一助となることが示唆され

た. 



１５．脛腓関節・足趾筋群にアプローチを行い足関節 

背屈可動域制限の改善を図った一症例 

 

野瀬 祐基（のせ ゆうき） 

医療法人社団仁正会 中谷整形外科病院 

【はじめに】 

左腓骨骨折,左遠位脛腓靭帯損傷,左三角靭帯損

傷を受傷した症例に対し,脛腓関節・足趾筋群に着

目し治療を行った.その結果,足関節背屈可動域の

改善が見られたため報告する. 

【倫理的配慮・説明と同意】 

個人情報取り扱いについて説明し同意を得た. 

【症例紹介】 

20歳代男性．製造業勤務で通勤は MT車. 

【初期評価(術後 1週目）非荷重】(右/左) 

関節可動域検査（以下 ROM-T 単位°）母趾 MP

関節自動屈曲 35/15,IP関節自動屈曲 50/40. 

徒手筋力検査(以下 MMT）母趾 MP・IP 関節屈曲

5/4,伸展 5/5.  

【中間評価(術後 5週目)1/3荷重】(右/左) 

ROM-T 足関節自動背屈 10/-5,他動背屈 10/0,母

趾 MP関節自動屈曲 35/20,IP関節自動屈曲 50/40.  

MMT 左足関節背屈 4,左足趾屈曲 4. 

歩行では左下肢の荷重応答期(以下 LR)から立

脚中期(以下 MSt)にかけて左アキレス腱伸張痛,

左足関節前面痛があり, 他動背屈時も同部位に疼

痛があり Numerical Rating Scale(以下 NRS)6. 

【経過と理学療法】 

平成 30年 7月初旬,勤務中に 60cmの台から足を

踏み外し受傷.受傷 3日後, 脛腓間 screw・プレー

ト固定,三角靭帯断裂縫合術が施行されギプス固

定となった.術後翌日より足趾屈筋・伸筋群の収縮

訓練,タオルギャザー,足趾把持訓練を実施.術後

5週目で screwを抜釘しギプス除去となる.術後 6

週目より 1/3荷重開始とともに足関節可動域訓練

(以下 ROMex）開始.以後,1週毎に荷重量増加.距骨

後方滑り操作での ROMex,ワイピングを実施.術後

8週目で自動背屈 0°,他動 5°であり,背屈時・歩

行時痛が継続していた.術後 8 週目より脛腓関節

mobilization,足趾屈筋群の筋収縮訓練開始. 

【最終評価(術後 9週目)全荷重】（自動/他動） 

ROM-T 左足関節背屈 5/10,母趾 MP 関節屈曲

30/35,IP関節屈曲 50/50. 

MMT 左足関節背屈 5,左足趾屈曲 5. 

他動背屈時や独歩時の左下肢LRからMStの左ア

キレス腱伸張痛,左足関節前面痛軽減し NRS3. 

【考察】 

本症例は脛腓間 screw 固定が施行された.一般

的に脛腓間固定は足関節背屈可動域制限の原因と

なりうる.独歩獲得や職業復帰にあたり,背屈可動

域の改善が必要となるため可動域改善を目的に治

療を行った.ギプス固定期間では左足趾の筋力・筋

出力の低下があり,長母趾屈筋・長趾屈筋の滑走性

低下を考えた. 西田らは「固定期間からの長母趾

屈筋の滑走性維持・改善は可動域改善の要因とな

る」と述べている.長母趾屈筋は距骨の後方を走行

し,背屈時の距骨後方滑りに伴い伸張され背屈可

動域を改善するため長母趾屈筋を主とし足趾屈筋

群の伸張性・滑走性を促した.  

抜釘,ギプス除去後より足関節 ROMex を開始し

たが,他動背屈時や歩行時に足関節前面痛があっ

た.背屈時の距骨滑走性低下により距骨と天蓋が

衝突し疼痛が生じていると考えた. 鶴田らは「距

骨の後方滑りが不十分である場合,距腿関節に伴

う遠位脛腓関節の離開が生じず,遠位脛腓関節が

大きな制限因子となる」と述べている.そこで距骨

後方滑り操作 ROMex に加え,脛腓関節の離開を促

すため脛腓関節 mobilizationを実施した.それに

より離開が促通され,距骨が脛腓間の天蓋にはま

り込み,さらに下腿骨間膜が伸張し腓骨の運動が

生じたことで背屈可動域の向上に繋がったと考え

た.また左足趾の筋力・筋出力の向上に伴い背屈可

動域の改善がみられたため,長母趾屈筋の伸張

性・滑走性向上も可動域改善に等与したと考えた. 

最終評価時には,足関節前面痛の軽減,自動 5°,

他動 10°と足関節背屈可動域の改善が得られた. 

【まとめ】 

 関節可動域制限に対し,直接的介入だけでなく,

周囲関節や筋群に着目し間接的介入を行うことで

目的とする関節可動域の改善が実現した. 



１６．左アキレス腱断裂を呈し独歩獲得に遅延した症例 

 

圓尾 勇治（まるお ゆうじ） 

野木病院 リハビリテーション科 

【はじめに】 

今回,左アキレス腱断裂を呈し,独歩獲得に遅延

した症例を担当する機会を得たので報告する. 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき,本症例に発表の趣旨

を十分に説明し同意を得た. 

【症例紹介】 

70 歳代女性.外出先で段差を踏み外し転倒.左足

部に強い疼痛と腫脹出現.翌日,当院受診にて左ア

キレス腱断裂と診断.受傷 2 日後に Bunnell 法を

施行.術後翌日から理学療法介入. 

【初期評価】（術後 2週目から 3周目） 

炎症所見：腫脹 ++,熱感 +,疼痛 +.Numerical 

Rating Scale（以下 NRS）左足部安静時痛 4/10,動

作時痛 6/10,夜間時痛 3/10.触診：術創部周囲の皮

膚,皮下組織,ヒラメ筋,アキレス腱起始部滑走性

と柔軟性低下.Range Of Motion（以下 ROM）右/左:

足関節背屈 15°/-35°,底屈 40°/35°.Manual 

Muscle Test（以下 MMT）右/左：足関節底屈 4/1,

背屈 5/-.下腿周径（右/左：㎝）最大部 31.5/29.0,

最小部 17.5/21.5 

【治療と経過】 

術後翌日からギプス内で足趾,足関節自動運動

を実施.術後 1 週間後に訓練時のみギプスを外し

足関節自動底背屈運動,組織間の滑走を促す徒手

療法を実施.術後 2 週目時点では術創部周囲の腫

脹,組織間の癒着が強い状態であった.術後 3週目

から荷重下で継続的なアキレス腱の伸張を目的に

アキレス腱用 AFO 装具装着下で荷重開始.術後 4

週で足関節背屈-10°獲得.術後 5週目から自動介

助訓練を行い更なる足関節可動域獲得を図り,腫

脹の改善目的にタオルギャザーを実施.術後 6 週

で腫脹は軽減した.他動的可動域訓練を実施.術後

9週で背屈 5°獲得.装具を除去し独歩実施した. 

【最終評価】（術後 9週目から 10週目） 

炎症所見：腫脹と疼痛−,熱感＋.NRS：左足部運動

時痛残存 1/10.触診：術創部周囲の皮膚,皮下組織

ヒラメ筋,アキレス腱起始部滑走性と柔軟性改

善.ROM 足関節背屈 15°/5°,底屈 40°/40°.MMT

足関節底屈 4/2,背屈 5/4.下腿周径最大部

31.0/30.0,最小部 17.5/18.0  

【考察】 

本症例は,段差を踏み外し左足関節が背屈に強

制された状態で転倒した事により,左アキレス腱

断裂を受傷し,Bunnell 法を施行した症例である.

術後早期から自動 ROM訓練や徒手療法を実施した

が, 術後 5週時点で左足関節背屈−10°であった.

内山は,術後 4 週程度で膝関節伸展位での足関節

背屈 0°を目安とする.と述べており経過が遅延

した状態であった.その理由として,腫脹とギプス

固定により術創部周囲に癒着が起こっている為と

考えた．内山は,術後に癒着が生じやすい部分とし

て,真皮と皮下脂肪層,術部直上のヒラメ筋とその

腹側部,Keyger‘s fadpad とその周辺組織を挙げ

ている.本症例も術後早期の触診で術創部周囲の

皮膚,皮下組織,ヒラメ筋,アキレス腱起始部に滑

走性と柔軟性低下がみられた.更に内山は,アキレ

ス腱断裂術後に可動域を獲得する過程では短縮し

た腱の伸張ではなく,術部周辺の癒着した組織間

の滑走を促す事が重要と述べている為,癒着に対

し滑走性を促す徒手療法と腫脹に対するアプロー

チを中心に実施した.それにより,術後 6週で腫脹

は軽減し,下腿周径最小部分の左右差は初期から

最終で 3.5㎝改善した.術後 9週目では,足関節背

屈 5°まで可動域を獲得出来た為,独歩での歩行

訓練が行える状態となった.内山は術後 8 週で歩

行装具を除去し,徐々に歩幅を広げた歩行を実施

する.と述べている.この為,独歩開始は内山のプ

ログラムに比べ 1 週遅延したが,癒着にアプロー

チした為,初期の可動域制限による経過の遅延を

取り戻す事が出来たと考える. 

【まとめ】 

今回,アキレス腱断裂術後の癒着で経過が遅延

した症例を担当した.癒着に着目しアプローチし

た結果,背屈可動域の獲得を得ることが出来た.そ

のため,最終的には独歩可能となった. 



１７．足部術後の荷重制限と感覚,バランス障害により 

安定した動作獲得に難渋した一症例 

 

高橋 芽以（たかはし めい） 

中山クリニック リハビリテーション部 

【はじめに】 

右踵骨骨嚢腫に対し人工骨移植術を施行した症

例において,転倒予防を目的にバランス能力向上

に努めた結果,転倒リスクが低下した為報告する. 

【倫理的配慮】 

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】 

70歳代男性.2018年 6月初旬に転倒し,右踵部痛

が出現した.7 月中旬に右踵部痛増強の為,当院を

受診された.右踵骨骨嚢腫と診断され,8 月初旬に

手術目的で入院となった.14 年前に脳出血後の左

片麻痺があり,階段での転倒が多かった. 

【初期評価】受傷後 2週から 3週 

術前は右踵部痛 Numerical Rating Scale(以下

NRS)1,関節可動域(Range Of Motion:以下 ROM）足

関節背屈(右/左)膝屈曲位 15°/10°,膝伸展位

10°/10°,底屈 35°/40°,位置覚右 3/5,左 2/5,

片脚立位保持右 2.36秒/左 2.72秒,転倒リスク評

価 13/21点であった.術後は術創部痛 NRS2,ROM足

関節背屈膝屈曲位-5°/10°,伸展位-25°/10°,

底屈 25°/40°,位置覚右 2/5,左 1/5であった. 

【理学療法経過】 

手術翌日より介入し右足関節 ROM練習,基本動作

練習,左下肢のバランス練習を実施した.主治医よ

り術後 2 週間非荷重,足関節は疼痛自制内の運動

まで許可された.術後3週より1/3荷重での歩行練

習を開始したが,右手関節痛が出現し過荷重とな

る為,病棟内は車椅子自立とした.4 週で 1/2 荷

重,5 週で 2/3 荷重となったが,実用性に乏しかっ

た.6 週で全荷重が許可され独歩可能となるも,動

作時の動揺や立ち直り反応の遅延が残存した為,

右下肢のバランス練習を追加した.その後退院さ

れ,9月初旬より外来通院での治療継続となった. 

【最終評価】受傷後 15週 

疼痛消失,ROM 足関節背屈膝屈曲位 15°/15°，

伸展位 15°/10°,底屈 40°/40°,位置覚右 3/5,

左 4/5,片脚立位保持右 3.43秒/左 5.81秒,転倒リ

スク評価 10/21 点,Berg Balance Scale(以下

BBS)48/56 点,Functional Reach Test(以下 FRT)

前方右 35cm/左 33cm,側方右 26cm/左 26cm,Trail 

Making Test A-235.67秒, B-238.12秒であった. 

【考察】 

本症例は術後早期に術前と同等の ROM 獲得に至

り,機能面の向上が図れたが,術前より階段での転

倒が多く,位置覚障害によるバランス能力低下や

注意障害が問題点として残存した.その為,転倒リ

スクの低下を目的に意識下での治療を実施した. 

坂本によると視覚的手がかりが正中位志向を促

すには有効であるとされており,本症例は歩行や

片脚立位評価時に,体幹の動揺や立ち直り反応の

遅延が見られた事から身体正中位の認識低下があ

ると考え,治療時に視覚的フィードバックによる

固有感覚刺激の賦活を姿勢鏡を用いて実施した. 

また,大島らによると踏み台昇降運動は重心移

動に対する変化への対応を高める事に有効とされ

ており,バランスパッドを用いて踏み台に不安定

性を加え,昇降運動を実施した.結果 BBSで踏み台

昇降項目の向上,FRT では前方リーチが増加した.

更に,山田らによると運動機能よりも注意機能を

向上させる事で二重課題条件下での歩行能力が向

上し,転倒予防に有用とある.その為,ランジ動作

に加え,ミニハードルを使用した跨ぎ動作を実施

した.結果,意識下で実施する事で周囲環境への注

意散漫の減少や意識面の向上がみられ,自宅復帰

後の転倒や躓きの頻度が減少した.以上の事から,

視覚的フィードバックによる身体位置の再学習に

加え,二重課題下で運動を実施する事で注意力が

向上し,転倒リスクの低下に繋がったと考えた. 

【まとめ】 

今回意識下での運動を行う事で転倒リスクの低

下が図れた.今後は,意識下での反復練習,意識下

から無意識下へ運動を移行させ,転倒予防に努め

ていきたい. 



１８．リスフラン関節脱臼骨折を受傷し全荷重開始後に

荷重時痛を認めた症例 

 

金内 淳（かなうち あつし） 

社会医療法人愛仁会明石医療センター 

【はじめに】今回,右リスフラン関節脱臼骨折を受

傷した症例を担当した.完全免荷の時期から PTB

免荷装具を作製し,本装具を使用して歩行練習を

実施.術後 12 週目から全荷重開始となったが,歩

行時に受傷部位に疼痛が生じ跛行がみられていた.

これに対して足部外側縦アーチへアプローチした

結果,疼痛の軽減がみられたため,ここに報告する. 

【症例紹介】40 歳代男性.平成 30 年 X 月,ミニバ

イクで交差点を走行中に左折車に巻き込まれ右リ

スフラン関節脱臼骨折を受傷.観血的整復術を施

行後,右下肢完全免荷となった.術後 4週目で退院

され,その後は通院にて理学療法継続となった. 

【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. 

【X-P 所見】外側リスフラン関節において第 4,5

中足骨および立方骨が背側および外側に脱臼し,

骨折線も認められる.Kirschner 鋼線を用いて整

復固定されている. 

【評価および経過】術後 3週目で PTB免荷装具を

作製,装着して完全免荷での歩行練習を開始した.

術後 6 週目で Kirschner 鋼線を抜去し,損傷部へ

のストレスを考慮した関節可動域練習を開始.術

後 8週目から 1/3部分荷重開始となり,PTB免荷装

具を用いて部分荷重歩行練習を開始した.以降,術

後 10 週目から 1/2 部分荷重開始,術後 12 週目か

ら 2/3部分荷重開始,術後 14週目から全荷重開始

となり装具非装着で足底板を装着して全荷重での

歩行練習を開始した.全荷重開始時の関節可動域

検査(ROM-T)は右足関節背屈 15°,底屈 40°,内が

えし 20°,外がえし 30°.徒手筋力検査(MMT)は足

関節背屈 5,底屈 2,内がえし 3,外がえし 2 であっ

た.患部周囲の腫脹および熱感は認められなかっ

たが, Numerical Rating Scale(以下 NRS)5の圧痛

を認めた.2/3 部分荷重の時期には,装具装着下で

荷重時痛なく歩行可能であったが,装具非装着下

で全荷重での歩行となると,荷重時に右リスフラ

ン関節外側に NRS8∼9の疼痛を認めた.荷重時痛に

より右立脚期が短縮し,10m歩行評価は 15.1秒,22

歩であった.そこで,荷重時痛軽減を目的に足底板

にアーチパッドを貼付し歩行練習を実施した.そ

の結果,荷重時痛は NRS1∼2に減少し,10m歩行評価

は 8.3秒,15歩へと向上した. 

【考察】本症例は全荷重開始後の歩行時において,

右リスフラン関節外側に荷重時痛が生じ,右立脚

期の短縮が認められた.装具装着下では荷重時痛

の訴えは無かったが,全荷重開始後に荷重時痛を

認め,右立脚期が短縮していた.林らは,荷重に伴

いリスフラン関節の外側列は踵骨により立方骨が

前外方に押し出され,第 4・5中足骨は回内を伴い

ながら扇状に広がり,結果的にアーチが低下する

としている.装具非装着での歩行により,ヒールロ

ッカーからフォアフットロッカーへの移行期に,

前足部への荷重移動に伴い損傷部へのメカニカル

ストレスが加わり疼痛が生じていると考え,外側

縦アーチを保持して荷重時痛を軽減させる目的で,

アーチパッドを作製し足底板に貼付した状態で歩

行練習を実施した.この結果,リスフラン関節外側

の荷重時痛が軽減されて歩行速度の改善に至った

と考える.また,本症例に処方された装具は荷重量

が調節可能な免荷十分型で,パッテン底が装備さ

れていた.パッテン底はロッカー底型で,このパッ

テン底が接地することで立脚前期から立脚後期へ

の移行を促している.免荷十分型であったが故,足

部のロッカー機能が発揮されずともパッテン底に

より前方への荷重移動が可能であり,そのため,装

具装着下では荷重量が増加されても疼痛が生じる

ことなく歩行可能であったと考える. 

【まとめ】外傷後に部分荷重の指示のあった症例

で,全荷重開始となっても損傷部への負担が大き

く荷重時痛を生じる場合がある.本症例を通じ，そ

の疼痛の原因を評価していく重要性を学んだ. 



１９．左脛腓骨開放骨折・距骨骨折に対し観血的整復固定

術を施行した症例 

 

平林 龍 (ひらばやし りゅう) 

大久保病院 リハビリテーション科 

【はじめに】 

 左脛腓骨開放骨折・距骨骨折に対し観血的整復固

定術(以下 ORIF)施行後,足関節背屈制限を認める

症例を担当した.超音波画像診断装置(以下エコー)

所見より,長母趾屈筋(以下 FHL),アキレス腱下脂

肪体(以下 KFP)の柔軟性低下に対して治療を行い,

足関節背屈制限が改善した症例を報告する. 

【倫理的配慮】 

 ヘルシンキ宣言に基づき,症例に説明,同意を得

て,安全管理及び個人情報の保護に努めた. 

【症例紹介】 

 症例は 50歳代男性.平成 30年 9月に自宅の階段

で転倒し受傷.当院にて左脛腓骨開放骨折・距骨骨

折と診断され ORIFを施行.翌日より理学療法開始. 

【評価及び経過】 

 初期評価(術後 1 週)では,Numerical Rating 

Scale(以下NRS)が安静時5/10,運動時8/10.足部の

浮腫評価として内外果最突出部の周径が 28.5cm.

他動関節可動域(以下 ROM)は,足関節背屈-5°,底

屈 30°,母趾 MP屈曲 20°,伸展 0°.浮腫管理のた

め骨間筋,内外果,KFP にパッドを挿入し弾性包帯

を用いた.また足関節背屈制限予防のため,術後 12

日後よりナイトブレースを装着した. 

【経過(経時的変化)】 

 ROMに関して術後2週は著変を認めなかった. エ

コー検査におけるエラストグラフィを用いて術創

部周囲の組織弾性の柔軟性を評価した結果,KFP は

右 1.93m/sec,左 3.80m/sec,FHLは右 3.80m/sec,左

5.93m/sec と患側に柔軟性低下を認めた.上記評価

より足関節の浮腫,FHL,KFP の柔軟性低下による足

関節背屈制限に着目し理学療法を実施した. 

術後 2 か月後の評価では,NRS は安静時 2/10,運

動時 5/10.浮腫管理の結果,内外果最突出部の周径

が 26.5cm と減少し改善を認めた.FHL,KFP の

relaxation,lift off操作,足関節,足趾の自動運動

を行った結果 ,エコー検査では左の KFP が

1.89m/sec,FHL が 2.86m/sec となり,足関節 ROM は

背屈 15°,母趾 MP 伸展 15°に改善した.荷重時期

には ROM の左右差なく荷重及び歩行練習可能とな

った. 

【考察】 

本症例は左脛腓骨開放骨折・距骨骨折に対し

ORIF を施行した症例である.林は下腿骨折や足関

節果部骨折に対する早期の足趾自動運動は,深後側

コンパートメント内圧上昇の予防に加え足根管で

の腱の滑走を促し,拘縮や足根管症候群の予防にな

ると報告している.そのため,早期から足趾の自動

運動を促した結果,足関節,足趾可動域は拡大した. 

 足関節底背屈制限の要因として足部の浮腫を考

える.木勢らは浮腫の持続により各組織の圧迫によ

る運動制限,炎症物質貯留により痛みが継続すると

報告している.本症例に対してもパッドの挿入,足

関節,足趾の自動運動を行った結果,足部周径,NRS

及び足関節可動域の改善を認めた. 

次に FHLの柔軟性低下を考える.大工谷は FHLは

距骨の後方を通過しており,滑走性の低下により距

骨の滑りを制限し,足関節背屈制限になると報告し

ている.そのため,FHLの relaxation,足関節背屈位

での足趾自動運動を行い FHLの滑走性を促した. 

 最後に KFPと FHLの癒着を考える.エコー下での

足関節底背屈時, KFPと FHLの滑走性が健側に比べ

低下していた.林は足関節背屈時に踵骨-アキレス

腱間で KFPが移動すると報告している.本症例では

KFPとFHLの癒着により移動量が低下し可動域制限

が生じたと考える.癒着改善のため KFPの lift off

操作に加え,FHLの自動運動を促した結果,KFP，FHL

間の滑走性が改善し可動域が拡大したと考える. 

【まとめ】 

 左脛骨腓骨開放骨折・距骨骨折に対し ORIFを施

行した症例を担当し,FHL,KFP の柔軟性低下に対し

てアプローチすることで,足関節背屈可動域の改善

を認めた.歩行時に必要な背屈可動域 10°を獲得

できたため,今後荷重時期では歩行動作獲得に向け

て引き続きアプローチを行いたい. 



２０．階段降段時に左足関節前方に疼痛が認められた左

足関節脱臼骨折の一例 

 

赤坂 敬太（あかさか けいた） 

大久保病院 リハビリテーション科 

【はじめに】 

左足関節脱臼骨折で階段降段時に左足関節前方

部痛を訴える症例を術後 12 週から担当した．階

段降段時の母趾伸展位での背屈にて疼痛が確認さ

れ，母趾伸展を伴った背屈可動域に左右差を認め

たため，長母趾屈筋（以下，FHL）の滑走性低下に

着目し，アプローチを行った．その結果，階段降

段時の左足関節前方部痛の軽減を認めたので，経

過に考察を加えて報告する． 

【倫理的配慮】 

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．安全管理および個人情報の保護に努めた． 

【症例紹介】 

症例は 60 歳代の男性で，自宅の階段で転倒受

傷し，Lauge-Hansen分類の PER型 StageⅣの骨折

であった．受傷後 6日目に観血的骨接合術が施行

された．術後 4週の免荷期間のもと，術後翌日か

ら理学療法を開始し，段階的に荷重訓練を進め，

7 週より全荷重を開始し，問題なく独歩獲得に至

った．足関節の可動域と筋力の回復に合わせて術

後 10 週から階段昇降練習を開始したが，降段時

に左足関節前方部痛を訴えた． 

【初期評価】 

初期評価（術後 12週）では，階段降段時に左立

脚期の踵離地が早期に見られ，母趾伸展位での背

屈時に，左足関節前方に疼痛が Numerical Rating 

Scale（以下，NRS）にて 5/10であった．関節可動

域（以下，ROM）では，足関節背屈は右 15°，左

15°と左右差はなかったが，母趾伸展を伴った足

関節背屈は右 10°，左 0°と左右差がみられた．

触診では，FHL に圧痛を認めた．超音波画像診断

装置（以下，エコー）による所見では，FHLの深層

部分の滑走性低下が認められた．  

 

【最終評価】 

最終評価（術後 21週）では，階段降段時の左立

脚期の踵離地は右立脚期より早期に見られたが，

初期評価に比べ改善し，左足関節前方部痛も，NRS

にて 1/10と改善された．ROMでは，母趾伸展を伴

った足関節背屈が右 10°，左 10°と改善した．触

診では，FHL の圧痛は消失していた．エコー所見

において，FHL の深層部分の滑走性の改善が見ら

れた．  

【考察】 

 本症例は，術後 12週で，階段降段時に左足関節

前方部痛を訴えた症例である．足関節背屈可動域

に左右差は認めないが，母趾伸展を伴った背屈可

動域に左右差を認めた．また，本症例は Lauge-

Hansen分類の PER型 StageⅣの骨折であり，後果

の骨折が確認できた．浅野らは，長母趾屈筋は遠

位まで筋腹を持つ筋であるため，PER型 StageⅣの

骨折では筋実質が損傷している可能性があり，FHL

は瘢痕により癒着し，滑走性は大きく障害される

と述べている．エコー所見より，FHL の深層部分

の滑走性低下が確認された．このことから，FHLに

着目し治療を行った．工藤らは，FHL は下腿の後

面で，距腿関節の後方を通るため，FHL の滑走性

が低下している場合，背屈時の距骨の後方への滑

り運動が制限されやすいと述べている．本症例に

おける階段降段時の左足関節前方部痛は，FHL の

深層部分の滑走性低下による距骨の滑り運動低下

に伴う前方への圧縮ストレスによるものだと考え

た．FHL の滑走性改善を目的に，背屈位での母趾

伸展ストレッチングや，FHL 単独での反復収縮，

FHL 深層部分の剥離操作を行った．その結果，母

趾伸展を伴った背屈可動域，距骨の後方への滑り

運動が改善し，階段降段時の左足関節前方部痛が

軽減したと考える． 

【まとめ】 

FHL に対する治療を行ったことで，距骨の後方

への滑り運動が改善し，階段降段時の左足関節前

方部痛が軽減した．詳細な局所動態の把握と，正

確な疼痛発現動作の理解が必要と感じた． 



２１．右人工膝関節置換術後に術創部の柔軟性は改善し

たが独歩獲得に難渋した一症例 

 

岩田 葵（いわた あおい） 

フェニックス加古川記念病院 

【はじめに】 

 今回,両側臼蓋形成不全の既往を持つ右人工膝

関節置換術(以下:TKA)後の症例を担当した.右膝

関節に対し理学療法を行ったところ主訴である術

創部の柔軟性は改善したが歩容改善に至らなかっ

た.そこで右股関節に着目したアプローチを行う

ことで独歩獲得に至ったため報告する. 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき,同意を得た. 

【症例紹介】 

 症例は60代後半の女性.他院でTKA施行し,術後

8週目から当院外来にて理学療法開始となる.主

訴は「膝の周りが引っ張られて曲がりにくい」,

ニードは独歩での安定性の向上とした. 

【初期評価】 

 立位姿勢は右膝関節屈曲位,両股関節屈曲位(右

>左),腰椎前弯に伴い骨盤は前傾位,体幹上部は伸

展位である.歩行は近位監視であれば独歩で短距

離歩行可能.歩容は右立脚相は短縮しており左歩

幅が狭く,右立脚中期から終期にかけて腰椎の前

弯が増強し,Duchenne歩行であった.右初期接地

では足底接地となる.右立脚中期から終期にかけ

て右股関節の伸展はみられず腰椎の前弯は増強す

る.右股関節の外転に伴い体幹を軽度右傾斜し,右

股関節を過内旋させ左下肢を振り出す.このため

右下肢の体重移動が不十分であった.関節可動域

(以下:ROM)測定は,右股関節伸展-10°,右股関節

外転 5°,右膝関節伸展-15°.徒手筋力検査(以

下:MMT)は右股関節伸展 2,右膝関節伸展 3. 立位

でのウエイトシフト時,右中殿筋の収縮は僅かに

触知可能.静止時筋緊張検査では両脊柱起立筋は

過緊張(左>右).左下肢長が 1.5㎝短縮.立位荷重

量は右下肢 32㎏/左下肢 35㎏.  

【最終評価と経過】 

 右膝関節伸展 ROM練習,右膝関節伸展の筋力強

化練習,右立脚相を想定した体重移動練習を実施

し左足底に 7mm補高し脚長差を修正した.3週間後,

右膝関節伸展の ROMは 0°,MMTは 4と改善したが

歩容に大きな変動はみられなかった.そこで右股

関節に着目し右股関節伸展・外転の ROM練習,筋力

強化練習を加えて実施したところ ROM測定は右股

関節伸展 0°,右股関節外転 35°,MMTは右股関節

伸展 3,右股関節外転 3と改善していた.静止時筋

緊張検査では両脊柱起立筋の過緊張(左>右)は軽

減,立位荷重量は右 33㎏/左 34㎏と改善傾向であ

った.歩行は独歩自立.歩容は右立脚中期から終期

での右股関節の伸展が軽度改善し,左歩幅の改善

がみられたが,右股関節の外転に伴い体幹の傾

斜・右側屈は生じる. 

【考察】 

 黒澤らは 1.5㎝と少ない脚長差においても股関

節機能低下,体幹機能低下により長脚側膝関節の

屈曲による代償を呈したと述べている.本症例に

おいても脚長差に加えて右股関節の機能低下,体

幹機能低下により右膝関節屈曲の代償を用いたと

考えられる.よって,右膝関節の機能改善後の歩容

に変化はみられなかったと考えられ,右股関節に

着目した.本症例は右股関節外転筋の筋力低下に

より Duchenne歩行となっている.また藤谷らは腰

椎前弯による上下関節突起の接触は脊柱回旋が制

限され,骨盤-股関節部分での回旋が増加すると述

べている.さらに,本多らは骨盤回旋量の減少が歩

行時の重心側方移動を増大させていると述べてい

る.本症例の初期評価は腰椎前弯により脊柱回旋

が制限され右股関節の過内旋により大腿骨頭と重

心の前額面での位置関係が近づくことで右立脚相

での右側への重心移動が減少していると考えられ

る.しかし,右股関節外転 ROM制限により右立脚中

期から終期にかけて体幹が軽度右傾斜できなかっ

た為,右側への重心移動が乏しく,右立脚相の短縮

をきたしていたと考えられる.そして最終評価で

は右股関節外転の ROM改善により右立脚中期から

終期にかけて体幹の右側屈・右傾斜が増加したこ

とで右下肢荷重を可能にしているのではないかと

考えた. 



２２．左膝関節内側部の疼痛に対して左下腿外旋につい

て着目し,理学療法を実施した一症例 

 

伊藤 聡希（いとう さとき） 

つくだ整形外科 リハビリテーション科 

【はじめに】 

 本症例は,既往歴として左変形性膝関節症があ

り,左鵞足炎を呈している.立ち上がり第 2相で左

膝内反動揺が生じ,左膝関節内側部の疼痛が出現

していた.これに対して左下腿外旋に着目して理

学療法を行い,疼痛が軽減したため報告する. 

【倫理的配慮】 

 ヘルシンキ宣言に基づき,同意を得た. 

【症例紹介】 

 60 代後半男性 .主訴 :立つときに膝が痛

い.Hope:膝の痛みを無くしたい.仕事:塗装業. 

【初期評価(8月下旬)】 

Numerical Rating Scale(以下,NRS):5-6立ち上

がり第 2 相での左膝関節内側.Range of Motion 

test(以下,ROM-t):左膝関節屈曲 140°,伸展-

5°.Manual Muscle Testing(以下,MMT):左大腿四

頭筋 4.触診:座位で左膝関節伸展時での内側広筋

の抵抗感低下.大腿周径(右･左)膝蓋骨上縁:40cm･

39.5cm,膝蓋骨上縁 5cm:42cm･42.5cm.Ober test:

左陽性.左膝レントゲン所見 (立位):Femoro-

Tibial Angle(以下,FTA):185°,大腿骨に対して

脛骨外旋位.立位姿勢:右側と比較して左膝関節内

反,下腿外旋,足関節外反位.立ち上がり第 2相:体

幹の右側屈,左膝内反動揺,左足関節の回外が生じ

る. 

【理学療法経過】 

 介入 1 日目,下腿外旋制動を目的としたテーピ

ングを実施.7 日目,テーピングを実施した状態で

内側広筋の筋力訓練を開始.18 日目,テーピング

を実施した状態での内側広筋の筋力訓練により,

左膝関節内側部の疼痛軽減.25 日目,立ち上がり

第 2相で NRS5から 2まで疼痛軽減. 

【最終評価(9月下旬)】 

NRS:2 初期評価時と同部位.ROM-t:左膝関節屈

曲 140°,伸展-5°.MMT:左大腿四頭筋 5.触診:座

位で左膝関節伸展時での内側広筋の抵抗感向上. 

大腿周径(右･左)膝蓋骨上縁:40cm･39.5cm,膝蓋骨

上縁 5cm:42cm･43cm.Ober test:左陽性.左膝レン

トゲン所見(立位):FTA:185°,初期評価時と比較

し,大腿骨に対して脛骨外旋は軽減.立位姿勢:右

側と比較して左膝関節内反,下腿軽度外旋,足関節

正中位.立ち上がり第 2 相:体幹は正中位,左膝内

反動揺は軽減. 

【考察】 

 橋本らは｢膝内反モーメントは下腿回旋に影響

される｣,Jackson らは｢外部膝内反モーメントの

増加や膝内反動揺は,膝内側コンパートメントへ

の荷重ストレスを著しく増加させる｣と報告して

いる.本症例では,立ち上がり第 2相で左膝内反動

揺が生じ,疼痛が出現していた.この疼痛の原因は,

左下腿が外旋していることであると考えた.この

影響により膝内反モーメントが増加し,膝内側コ

ンパートメントへの荷重ストレスが増加する.よ

って,下腿外旋制動を行うことで膝内反モーメン

トが減少し,疼痛が軽減すると考えた. 

 鵜飼らは｢下腿外旋制動のテーピングは VMO の

筋活動量を有意に増加させる｣,Slocum は｢内側広

筋は下腿の外旋を防止する｣と報告している.これ

らの文献から下腿外旋制動と内側広筋の関係性を

考慮し,理学療法を実施した. 

 テーピングによる下腿内旋方向への誘導を行っ

たことで,内側広筋が求心的に活動しやすい肢位

となった.内側広筋が求心的に収縮し,筋出力が得

られやすくなった結果,下腿外旋制動を行うこと

ができ,膝関節アライメントに影響を及ぼした.こ

のことから内側広筋と下腿外旋制動が関与してい

ると示唆された. 

【まとめ】 

 今回,下腿外旋と変形性膝関節症の関係性につ

いて学んだ.特に内側広筋の筋出力が得られやす

くなったことで,下腿外旋制動を行うことができ,

膝関節アライメントに影響することを学んだ.今

後は,対象疾患部位だけでなく隣接関節にも目を

向け,疼痛軽減を図っていきたい. 



２３．右人工膝関節全置換術を施行し，自宅退院に向け

環境設定に考慮した症例 

 

今冨 聖加（いまとみ せいか） 

高砂西部病院 リハビリテーション科 

【はじめに】 

今回，3 ヶ月前より右膝関節痛の増強により，右

人工膝関節全置換術を施行し，自宅退院に向け環

境設定に考慮した症例について報告する． 

【倫理的配慮】 

 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】 

 80歳代女性，145㎝，体重 40㎏．息子と同居．

日中は自宅に 1人で日常生活動作(以下 ADL)自立．

自宅内手すり把持か，シルバーカー歩行．屋外は

杖歩行． 

【初期評価】術後 2日から 5日 

 関節可動域(Range of motion 以下 ROM)右膝関

節伸展-10°．右膝関節屈曲 30°で疼痛あり．徒

手筋力検査(Manual muscle test 以下 MMT)右膝関

節伸展 3-．右下肢支持性低下．Numerical Rating 

Scale(以下 NRS)4-5/10(安静時)．NRS7-8/10(運動

時 )． Barthel Index(以下 BI)10 点． CRP 値

8.57mg/dl 

【理学療法及び経過】 

 術後翌日より介入．医師より全荷重の許可あり．

Continuous Passive Motion(以下 CPM)は 60°か

ら開始．介入時，右膝関節屈曲 30°で疼痛・防御

性収縮あるが，CPM60°では疼痛自制内で可能.術

後 2日目より，平行棒内立ち上がり訓練開始．術

後 7日目より，歩行器歩行開始．歩行器誘導は必

要であったが膝折れなく 30ｍ歩行可能．歩行時の

疼痛は少ない．16日目より，手引き歩行，17日目

より，杖歩行を開始．36日目より床上動作練習開

始．35 ㎝台を支持物として動作実施．術後 39 日

目に自宅退院となる．床上動作では疼痛の訴えあ

り．治療内容として，自動介助による可動域訓練，

大腿四頭筋筋力強化，歩行訓練，トイレ動作訓練，

その他自宅内 ADL訓練を実施． 

【最終評価】術後 36日から 39 日 

 ROM 右膝関節屈曲自動 130°疼痛なし．右膝関

節伸展-5°．右膝関節伸展 MMT4．BI90点．NRS1-

2/10(安静時)．NRS6-7(床上動作時)．右片脚立位

可能．杖歩行自立． CRP値 0.5mg/dl 

【考察】 

本症例は入院前，入浴の際に脱衣所で床に座って

更衣を行ったり，居間でこたつに入ることがあっ

たため，床上動作の獲得が必要であった．  

本症例では疼痛の訴えが強く，防御性収縮が出現

していた．クーリングには疼痛緩和や筋緊張を和

らげ，リラクゼーションの効果があるとされてい

る．そのため，可動域訓練を行う際は，クーリン

グを行いながら実施した．本症例は術後 CRPの値

が下がってからも，痛みを訴えることが多かった．

一色らは「痛み知覚に影響を与える心理的要因と

して，痛みに対する恐怖心や不安感は痛み知覚を

増強し，リラクゼーションは痛み知覚を軽減する」

と述べている．本症例でも疼痛に対する不安感や

恐怖心があった為，クーリングやリラクゼーショ

ンを実施しながら ROM訓練を行うことで筋緊張が

緩和し，膝関節屈曲角度が増加したと考えられる．

また，自動介助運動による ROM訓練によって可動

域の拡大につながったと考えられる． 

廣川らは「床からの起立・着座動作には少なくと

も 130°の膝関節屈曲が必要」と述べている．本

症例も右膝関節 130°屈曲が可能となり，床から

の着座や起立方法を指導したが疼痛の訴えが強く，

床上動作を避ける傾向にあった．また，無理な姿

勢から着座を行おうとしていたため，骨折等につ

ながるリスクもあった．そのため退院後は脱衣所

や居間に椅子を設置して頂き，床上動作は控えて

頂くことで自宅退院可能となった． 

【まとめ】 

 本症例を通して，患者様に合わせた訓練や環境

因子を考慮した指導を行う必要があると学んだ．

また，疼痛の部位や種類を明確にする必要があっ

たと考える． 



２４．変形性膝関節症における膝アライメントが及ぼす

立ち上がり動作への影響 

 

吉岡 建人（よしおか けんと） 

つくだ整形外科 リハビリテーション科 

【はじめに】 

立ち上がり動作は日常生活で最も頻繁に行う動

作である.今回,臀部離床時に左膝関節内側部痛を

認める症例を担当したため報告する. 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき説明し,同意を得た. 

【症例紹介】 

両変形性膝関節症を呈した 70代女性.数年前か

ら膝関節痛を呈し,数ヶ月前より左膝関節痛の増

悪.平成 X年 Y月より当院受診し理学療法開始. 

【初期評価】 

Kellgren-Lawrence 分類:GradeⅣ.Femoro-Tibi

al Angle(左):185°.Numerical Rating Scale

(以下,NRS):8/10(臀部離床時の左膝関節内側).圧

痛:8/10(左膝関節内側裂隙),6/10(左鵞足部).触

診:左外側広筋・左腸脛靭帯・左大腿二頭筋は過緊

張.左膝蓋骨は内方・内下方への可動性低下.Rang

e of Motion(以下,ROM)(左):膝関節屈曲 120°.M

anual Muscle Test(以下,MMT)(左):膝関節伸展 3,

屈曲 4.大腿周径(膝蓋上縁 5cm,左):47.5cm.立ち

上がり動作:体幹前傾相は体幹前傾増大し左足関

節外反.臀部離床時は左膝関節外反,膝関節内側接

地し右荷重優位で立ち上がる. 

【理学療法経過】 

介入 3 週目より左内側広筋の筋力向上,左外側

広筋・左大腿二頭筋の過緊張の低下により左膝蓋

骨の内方・内下方への可動性拡大.臀部離床時には

両膝関節内側接地軽減し,NRS4/10 と軽減した.積

極的な膝関節周囲筋の筋力訓練,立ち上がり動作

指導追加.介入 5 週目は内側広筋の内側牽引力の

向上より左膝蓋骨の外側偏位軽減.左大腿二頭筋

の過緊張の低下.臀部離床時に左膝関節外反軽減,

両膝関節内側接地は消失し NRS2/10と軽減した. 

【最終評価】 

NRS:2/10(臀部離床時の左膝関節内側).圧痛:4/

10(左膝関節内側裂隙),3/10(左鵞足部).触診:左

外側広筋・左腸脛靭帯・左大腿二頭筋の過緊張低

下.左膝蓋骨の内方・内下方への可動性拡大.ROM

(左)膝関節屈曲 125°.MMT(左):膝関節伸展 4,屈

曲 4.大腿周径(膝蓋骨上縁 5cm,左):48.0cm.立ち

上がり動作:体幹前傾相は体幹前傾軽減,左足関節

外反軽減.臀部離床時は左膝関節外反軽減,膝関節

内側接地は消失.右荷重優位軽減し立ち上がる. 

【考察】 

 本症例は臀部離床時に左膝関節内側部痛を呈し

ていた.左膝蓋骨は外側偏位し,左内側広筋は筋力

低下,左外側広筋は過緊張であった.膝蓋骨アライ

メントは内側広筋・外側広筋の均衡により決定さ

れ,内側広筋が膝蓋骨を内側牽引し膝蓋骨を安定

させ,外側広筋の牽引力の効率を高める.また,菅

井らによる「膝蓋骨の偏位により臀部離床時の膝

関節伸展筋力が低下する」といった報告から左膝

関節伸展筋力の低下が考えられた.臀部離床時に

は大腿四頭筋と大腿二頭筋の協調運動により膝関

節伸展運動が行われるが,膝関節伸展筋の低下に

よって,大腿二頭筋の過剰収縮が予測された.大腿

二頭筋の過剰収縮によって脛骨外旋,内側広筋の

筋力低下による脛骨外旋制動力の低下により,臀

部離床時に脛骨が外旋し膝関節は外反する.その

ため鵞足を形成する縫工筋・薄筋・半腱様筋に対

して伸張ストレスが生じ,膝関節内側部痛が出現

していたと考えた.臀部離床以降は膝関節伸展に

伴い膝関節は内反するため,膝関節内側部の伸張

ストレスは軽減したと考えた.今回,内側広筋の向

上,外側広筋の過緊張低下から膝蓋骨外側偏位が

軽減したことで,大腿脛骨関節における膝関節伸

展筋力の向上,大腿二頭筋の過剰収縮の軽減,内側

広筋による外旋制動の向上を認めた.結果として

膝アライメントが変化したことで臀部離床時の膝

関節内側部痛の軽減が図れたため,膝蓋骨アライ

メントの重要性が分かった. 

【まとめ】 

 今回,膝蓋骨の位置が膝アライメントに対して

重要な役割を担っており,立ち上がり動作・痛みに

影響する事が分かった. 



２５．デュシャンヌ徴候に対し感覚フィードバックと閉

鎖性運動連鎖での訓練を行った一症例 

 

吉良 浩太（きら こうた） 

地方独立行政法人 明石市立市民病院 

【はじめに】今回，左大腿骨頭壊死に対し人工股

関節全置換術（Total Hip Arthroplasty 以下 THA)

が施行された症例を担当した．跛行の改善の為に

関節可動域訓練と筋力強化を行ったが，跛行は残

存した．そこで感覚フィードバックと閉鎖性運動

連鎖（closed kinetic chain以下 CKC）での訓練

を実施し，効果がみられたためここに報告する． 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，症例に

発表内容，個人情報保護対策について説明し，同

意を得た．安全管理，個人情報の保護に努めた． 

【症例紹介】70歳代男性．身長171.5㎝．体重67.9

㎏．12年前に左大腿骨頸部骨折を受傷し観血的骨

接合術が施行された．昨年より股関節に疼痛を自

覚し大腿骨頭壊死と診断され THAが施行された．

Demandは杖なしで歩けるようになりたいである． 

【経過及び理学療法】術翌日より介入し，初期評

価（術後1日目～4日目）では， Range of motion 

test（以下 ROM-T）で左股関節屈曲70°，伸展0°，

外転10°，内転0°であった．Manual muscle test

（以下 MMT）では左中殿筋2であった．体動時に術

創部の疼痛があり Numeric Rating Scale（以下 NRS）

8/10であった．整形外科的テストでは Ober test

及び Thomas testが陽性であった．術後4日目より

平行棒内歩行開始．この時，初期接地時に股関節

外転位を呈し，立脚中期にデュシャンヌ徴候がみ

られた．また立脚後期に股関節伸展がみられず骨

盤前傾での代償がみられた．そこで関節可動域訓

練と筋力訓練を実施した．中間評価では(15日

目)ROM-Tで股関節屈曲90°，伸展10°，外転20°，

内転15°となり，MMTで左中殿筋4であった．荷重

時痛は NRSで2/10であった．しかしデュシャンヌ

徴候が残存した．そこで鏡やカメラを使用し感覚

フィードバックを用いたアプローチと歩行中の収

縮様式に応じた片脚立位など CKCでの運動プログ

ラムを実施した．最終評価（術後30日目）では

ROM-T左股関節屈曲100°，伸展10°，外転35°，

内転15°と改善し，MMTは左中殿筋4であった．荷

重時痛は NRS2/10であり，Ober test及び Thomas 

test陰性となった．独歩可能となり跛行の改善が

みられた． 

【考察】歩行開始時の問題点は，初期接地時の股

関節外転位と立脚中期のデュシャンヌ徴候、さら

には立脚後期の骨盤前傾での代償と考えた．これ

らは股関節内転，伸展の ROM制限と，中殿筋の筋

力低下が原因であると考え，股関節内転，伸展の

ROM訓練と臥位での中殿筋の訓練を行った．その

結果，股関節内転，伸展の可動域と，中殿筋筋力

が改善された．しかし，デュシャンヌ徴候は残存

した．原因として，本症例は，１年間疼痛を抱え

て生活を送っており，疼痛の出ない歩行や筋力低

下を補う歩行など負の運動学習がされていると考

えた．またそれにより中殿筋の筋出力や筋活動が

起こるタイミングに問題が生じていると考えた．

そこで鏡やカメラを使用し，歩容を客観的に認識

する方法と，左手で臀部を押さえて歩行し骨盤の

動揺を主観的に認識する方法を試みた．その結果

歩容を意識することができ，歩容の指導も容易と

なった．更に，歩行中の中殿筋は CKCでの活動が

強いられるのに対し，臥位での開放性運動連鎖の

訓練では実際の動作と異なり，跛行の改善に非効

率であると考えた．市橋らは片脚立位時に股関節

外転筋力活動が増加すると述べている．そこで中

殿筋の筋出力改善を目的とした平行棒内での片脚

立位と立位での中殿筋の遠心性収縮を用いた患側

への骨盤傾斜運動といった CKCの訓練を実施した．

以上から，デュシャンヌ徴候の改善が見られ， 

Demandである独歩も獲得されたことから，これら

の運動は有効であったと考える． 

【まとめ】ROM制限や筋力低下に対して個々にア

プローチを行ったが効果がみられなかった．動作

の改善には筋出力の改善や運動学習へのアプロー

チも重要であり，実際の運動様式に応じた訓練の

必要性を認識した．今後は個々のアプローチを行

いながら，実際の動作を取り入れた訓練を実施し

ていきたい． 



２６．人工骨頭置換術後に退院前訪問指導を実施し, 

在宅復帰に至った症例 

 

下村 真依（しもむら まい） 

社会医療法人愛仁会明石医療センター 

【はじめに】退院前訪問指導を実施し,住宅環境の

調整や動作指導を行ったことで在宅復帰可能とな

った症例を経験したためここに報告する. 

【倫理的配慮】目的と個人情報の取扱いについて

十分な説明を行い,同意を得た. 

【症例紹介】80代女性. 要支援 2.平成 30年 3月

バス降車中に転倒.右大腿骨頸部骨折受傷しハン

ソンピンロック施行.同年 6月右大腿骨頭壊死の

診断を受け,当院で人工骨頭置換術施行.既往歴は

左全人工股関節置換術,大脳基底核変性症. 一軒

家に夫と同居.家事・炊事は主に夫が実施.外出機

会は週に数回程度.玄関の環境は 29cmの上がり框

があり段差解消のための台を設置済み.  

【所見】（術後 24日）関節可動域は股関節屈曲右

90°/左 95°,外転右 15°/左 30°.徒手筋力検査

は右股関節屈曲 3,右膝関節伸展 4,左下肢 5.片脚

立位は数秒可能.Mann肢位はふらつき強く困難.

筋緊張は Modified Ashworth Scaleで右上肢 3と

著明な亢進がみられ,肘関節伸展-40°.移動動作

は T字杖歩行見守りレベル.段差昇降時の動作観

察で,昇段時は玄関に入り右側の靴箱に左手を置

き,足踏みを行わず方向転換し段差に対して後ろ

向きとなる.その際に右下肢が残り右股関節が内

旋位となる.靴を揃えて脱いだ後,左手を置いたま

ま左下肢から2足1段で後方に昇段.降段時は靴箱

に左手を置き,右下肢から 2足 1段で前方に降段. 

【経過】術翌日より理学療法,術後 7日に作業療法

介入し,脱臼予防の指導,下肢筋力強化運動,基本

動作練習,歩行練習,日常生活動作練習を実施.術

後 16日に T字杖歩行見守りとなり,術後 24日に退

院前訪問指導実施.退院前訪問指導後は在宅環境

を想定し後方での降段動作練習を追加.術後 30日

に自宅退院となった. 

【退院前訪問指導の内容】玄関の台の位置の変更, 

廊下の手すり未設置部分への増設の提案,寝室で

のベッド位置の修正・手すり設置の提案,日常生活

での動作指導を実施した.玄関の段差昇降動作で

は,従来の方法であると右股関節が内旋位となり

脱臼の危険性が高かった.また靴箱に左手を添え

ているだけの昇降動作のため,転倒リスクが高か

った.それらに対し,台の位置を玄関に入り左側に

変更し,昇降動作の方法を指導した.昇段時は玄関

に入り左側に元々設置されていた手すりを利用し

て前方からの昇段.降段時は左手で手すりを把持

し,足踏みでの方向転換をして段差に対して後ろ

向きになり,後方へ行うよう指導した.また動作に

慣れるまではできるだけ右後方に夫が介助につく

よう指導した. 

【考察】本症例は後期高齢者であることや既往に

大脳基底核変性症があることから今後さらなる下

肢の筋力や支持性の低下,バランス能力の低下が

予想される.そのため,在宅復帰後も転倒・脱臼リ

スクが低く,できるだけ安全な状態での段差昇降

動作を実施するために環境調整が必要と考えた. 

Derscheidも退院前には段差や生活環境の改善が

なされるべきと述べている.また明崎らは段差昇

降動作は前方への推進力に加え垂直方向への重心

移動を伴うことから片脚立位による高い支持性と

バランス能力が必要とされる動作と述べている.

今回の玄関の環境調整・動作指導では,補助具とし

て靴箱の使用から手すりの把持に変更することに

よる補助量の増大,昇段後すぐに廊下に設置して

いる手すりを把持できることによる転倒リスクの

軽減,無意識的に右股関節が内旋位となることを

回避することによる脱臼リスクの軽減が可能にな

ったと考えられる.石川らは外出行動と段差昇降

は関連性が高く,高齢者の活動範囲と身体機能の

関連から外出行動を促進することが地域保健活動

において重要な意義を持つとされると述べている.

より安全な段差昇降動作が可能となることで,今

後外出行動が促されていくことが期待される. 

【まとめ】急性期においても入院前の生活を考慮

した理学療法が重要であると考える.身体機能だ

けでなく患者様の動作パターンに応じた環境調整

や動作指導が必要であると感じた. 



２７．独居高齢者の自宅復帰を目指してアプローチを行

い,介護サービスの重要性を感じた症例 

 

松井 敬佑（まつい けいすけ） 

特定医療法人社団 仙齢会 はりま病院  

【はじめに】今回,自宅で転倒して左大腿骨転子下

骨折を呈し,左腓骨神経麻痺を合併した症例を担

当した.独居生活の 80 歳台後半の症例に対し,自

宅復帰に向けて必要な ADLにアプローチしたため

報告する. 

【倫理的配慮】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】80歳代後半の女性.平成 30年 9月に

自宅のサンルームで転倒し左大腿骨転子下骨折と

診断.術前より理学療法を開始し,受傷 11 日後に

左人工骨頭置換術を施行.受傷前 ADL：屋内は伝い

歩きまたはシルバーカーを使用,外出時はシルバ

ーカーを使用.入浴・洗濯・掃除・料理・買い物以

外は自立.ヘルパーを週 1回利用（掃除・洗濯）,

デイサービスを週 2回利用（入浴）.買い物は親戚

と車で行き,食事は宅配を利用.HOPE：歩けるよう

になりたい.NEED：シルバーカー・歩行器歩行、ト

イレ動作獲得.介護度：要介護 1（再申請中）. 

【初期評価（術後１日〜10 日）】HDS-R：19点.術

創部周囲に腫脹・熱感あり.Numerical Rating 

Scale（以下 NRS）：8（左大腿筋膜張筋近位部に荷

重時痛）。徒手筋力検査（以下：MMT）：体幹屈曲・

回旋 3,左股関節伸展 2,左股関節外転 2,左足関節

背 屈 1. 関 節 可 動 域 測 定 （ 以 下 ： ROM ）：

（active/passive）左股関節屈曲 50°/60°,左股

関節内転 5°/5°,左股関節外転 10°/10°,左足

関節背屈 0°/5°.Barthel Index（以下：BI）：40

点.トイレ動作：フリーハンドで立位保持困難.右

手で手すりを把持し,左手で下衣の上げ下げを行

うが姿勢保持困難で介助を要す.歩行観察（平行棒

内歩行）：左立脚中期（以下左 MSt）にトレンデレ

ンブルグ徴候がみられ,両足部内側が接触する場

面あり.左遊脚期で鶏歩がみられる. 

【経過】術前から左前脛骨筋に低周波を実施し,

手術翌日から離床.術後 5 日目から車いすを使用

してトイレ誘導を行い,術後 6 日目から病棟トイ

レを使用（中等度介助）し,平行棒内歩行練習（オ

ルトップ装着）を開始した.術後 9日目から歩行器

歩行開始(軽介助)し,術後 16日目に歩行器歩行見

守りとなる.術後 17日目で左足関節背屈 MMT:2,術

後 27 日目に MMT:3 となり,鶏歩が改善した結果,

オルトップ無しでも歩行可能となり,トイレ動作

も見守りとなった。 

【最終評価（術後 26 日〜30 日）】HDS-R：12 点.

腫脹・熱感は減少.NRS：2（左大腿筋膜張筋近位部

の荷重時痛軽減）.MMT：体幹屈曲・回旋 4,左股関

節伸展 3,左股関節外転 2,左足関節背屈

3.ROM:(active/passive）左股関節屈曲 60°/90°,

左股関節内転 10°/10°,左股関節外転 10°/10°,

左足関節背屈 5°/5°.BI：65点.トイレ動作：フ

リーハンドで立位保持可能となり,両手で下衣の

上げ下げ可能だが,口頭で手順の促しが必要.歩行

観察（歩行器歩行,オルトップ無し）：左 MStでの

トレンデレンブルグ徴候は減少も,時折両足部内

側の接触あり.左遊脚期の鶏歩は改善. 

【考察】本症例は,入院前は介護サービスを利用し,

歩行・トイレ動作は自立していたため,退院後も歩

行・トイレ動作の獲得が必要と考えてアプローチ

を行った.歩行は,左前脛骨筋に低周波と筋力増強

運動を行ったことで鶏歩は改善,左 MSt でのトレ

ンデレンブルグ徴候も改善し,歩行器歩行見守り

となった.トイレ動作は,大殿筋の収縮を促したこ

とで両手での下衣の上げ下げが可能となった.歩

行・トイレ動作は見守りで可能となったが, 入院

前に比べて安定性が低下していたため,ヘルパー

やデイサービスの利用回数を増やし,一人で過ご

す時間を減らせるように,介護度の区分変更を促

した.しかし,独居生活で再転倒のリスクが考えら

れ,家族の不安もあったため,介護老人保健施設へ

退院予定となった. 

【まとめ】左腓骨神経麻痺や筋力低下が改善し,

歩行やトイレ動作は見守りとなったが,自宅復帰

は出来なかった.身体機能面・病棟内 ADLだけでな

く,介護サービスも考えながらアプローチしてい

く必要性を感じた. 



２８．後期高齢者の起立動作において,重心移動に着目 

して治療を行った症例 

 

斉藤 芙季（さいとう ふき） 

医療法人社団 仁正会 中谷整形外科病院 

【はじめに】 

左大腿骨転子部骨折を受傷された症例に対し介

助者の負担軽減を目的に,起立動作の骨盤や下腿

前傾の不足に着目し治療を行ったため報告する. 

【論理的配慮】 

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】 

90 歳代女性.高齢者住宅では伝い歩き,基本的

に車椅子上での生活であった.円背で要介護度 3. 

【検査所見】単純 X線画像より左 FTA170° 

【初期評価(術後 1週目)】 (右/左)  

関節可動域測定(以下 ROM-t)(単位：°)股関節

屈曲 85/80,膝関節屈曲 110/90,足関節背屈 5/5.徒

手筋力検査(以下 MMT)股関節屈曲 2/2,足関節背屈

4/4,底屈 2/2,体幹屈曲 2,伸展 2. 座位姿勢(平行

棒内で近位監視)頭頸部前方突出し,体幹は胸椎後

弯,骨盤後傾位,左膝関節外反位,左足関節内反位

であった. 起立動作(平行棒内で近位監視)重心

の前方移動期には上肢で平行棒を牽引しながら,

体幹を前屈させ骨盤後傾位となった.殿部離床期

には,頭頸部軽度屈曲し,骨盤は後傾位のままであ

り下腿は前傾運動なく上肢で平行棒を牽引し,上

方へ離殿した.重心の上方移動期には,上肢優位,

骨盤後傾のまま立位姿勢となった. 

【経過および理学療法プログラム】 

平成 30年 8月施設にて転倒,左大腿骨転子部骨

折を受傷.翌日,観血的骨接合術施行.術後翌日よ

り理学療法開始.術後 1週目は股関節・膝関節可動

域訓練及び筋力増強訓練,骨盤前傾訓練,足関節可

動域訓練・筋力増強訓練を実施.2 週目から 40 ㎝

台に手を置いて下腿前傾を促す部分練習を開始.2

週目半ばより平行棒内起立動作自立となった. 

【最終評価(術後 3週目)】 (右/左)  

ROM-t(単位：°)股関節屈曲 85/90,膝関節屈曲

110/115,足関節背屈 5/5.MMT股関節屈曲 2/2,足関

節背屈 4/4,底屈 2/2,体幹屈曲 2,伸展 2. 座位姿

勢(平行棒内自立)体幹は胸椎後弯で,骨盤が軽度

後傾位となっていた. 起立動作(平行棒内自立)

重心の前方移動期には上肢の牽引なく体幹軽度前

傾となった.殿部離床期には,上肢の牽引により骨

盤軽度前傾,下腿の前傾がみられた.重心の上方移

動期は,骨盤軽度後傾となった. 

【考察】 

本症例は 90歳代と高齢で,高齢者住宅では車椅

子中心の生活であるため,起立動作に着目し治療

を行った.起立動作の問題点について骨盤の前傾

不足,下腿の前傾不足があることを挙げた. 野澤

は,「前方への速度を利用することで殿部離床し,

体幹部分を骨盤の最大前傾と胸部の最大屈曲にて

身体上昇の時期まで身体を移動させることを可能

にしている.」と述べている.骨盤の前傾不足の原

因として股関節の屈曲制限,股関節屈筋群の筋力

低下を考えた.これに対し,股関節可動域訓練・筋

力増強訓練,座位にて骨盤前傾を促す訓練を実施

した.最終評価時には,左股関節屈曲可動域は改善

され可動範囲は増大,重心の前方移動期の骨盤の

前傾も軽度認められた.下腿の前傾不足の原因と

して,足関節の関節可動域訓練・筋力低下を考えた.

これに対し,足関節可動域訓練・筋力増強訓練を実

施.藤澤は,「殿部離床後にも続く足関節背屈運動

が体重心の前方移動をもたらしている」と述べて

いる.この二つの原因をふまえて,動作練習として

台に手を置き離殿運動で下腿前傾を促しての立ち

上がりを実施した.その結果,最終評価での起立動

作は,平行棒内自立となった.しかし,機能障害に

ばかり着目し,起居動作の自立まで至らなかった.

今後の課題として,機能障害だけでなく物的介助

や環境設定も考慮し,評価・治療を行っていく必要

があると考えた. 

【まとめ】 

本症例は不十分な重心移動での起立動作であっ

た.そのため,骨盤や下腿に着目し治療を行った.

最終評価では,平行棒内の起立動作は自立となっ

たが,上肢優位の動作は残存していた. 



２９．片脚立位時間と,右 Mid stanceにおける関係性に

着目した一症例 

 

加藤 聖也（かとう せいや） 

つくだ整形外科 リハビリテーション科 

【はじめに】 

本症例は人工股関節全置換術(以下 THA)を両側

に施行した患者である.右 Mid stance(以下 MSt)

時に Trendelenburg 徴候が出現し,左側への動揺

を認めている歩行に対して,安定性向上を目的に,

片脚立位を中心とした理学療法介入を行わせてい

ただく機会を得た為,報告する. 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき同意を得た. 

【症例紹介】 

70 代後半女性.主訴は常に杖なしで歩きた

い.Demandは歩行距離を伸ばしたい. 

【医学的情報】 

平成 Y年 2月に左 THA施行.平成 Z年 4月に階段

昇降時にて右股関節痛出現し,他院受診.同年 5月

下旬に右 THA施行され,6月中旬より当院にてリハ

ビリテーション開始. 

【初期評価:8月上旬】 

[1]Manual Muscle Test(以下 MMT)(右/左):内転

筋群 3/4,中殿筋 3/4.[2]片脚立位 :5.8/7.3

秒.[3]10m 歩行:時間 8.0 秒,歩数 16.7 歩,歩行率

2.1 歩/秒[4]動作観察(左片脚立位):軽度骨盤右

側挙上,(右片脚立位):動作時に体幹右側屈,骨盤

左側挙上,骨盤右水平移動量低下あり.(歩行):右

MSt 時に,Trendelenburg 徴候出現.骨盤右水平移

動量低下,右立脚期の減少,左側への動揺あり. 

【理学療法経過】 

週 5 回の理学療法介入を行い,片脚立位中心の

アプローチを行った.介入 1ヶ月の段階で,片脚立

位時間の向上,骨盤右水平移動量のわずかな増加

を認めた.歩行では右MSt時のTrendelenburg徴候

消失した為,歩行の安定性が向上した.その後,1

ヶ月は更なる片脚立位と歩行の安定性獲得を目的

に,引き続き片脚立位訓練と右 MSt から Terminal 

stanceの部分練習を行った. 

【最終評価:初期評価から 2ヶ月】 

[1]MMT:内転筋群 4/4,中殿筋 4/4.[2]片脚立

位:23.6/26.7 秒.[3]10m 歩行:時間 7.1 秒,歩数

13.6 歩,歩行率 1.8 歩/秒[4]動作観察(左片脚立

位):骨盤中間位(右片脚立位):骨盤右水平移動量

増加.(歩行):右MSt時のTrendelenburg徴候消失.

骨盤右水平移動量増加,右立脚期の増加,左側の動

揺改善. 

【考察】 

 片脚立位時間と歩行については,加嶋らによる

と,片脚立位時間と独歩自立との関係性の検討に

おいて,「片脚立位が 15秒以上の群で 100%の症例

が独歩自立した」と述べており,片脚立位時間と歩

行は関係性があると考えられている. 

 歩行では,右MSt時にTrendelenburg徴候が出現

することで,骨盤を中間位に保つことができない

為,骨盤右水平移動量が低下し,十分に右側への重

心移動ができず左側への動揺を認めている.その

為,右立脚期が減少し,左下肢の接地が早期に生じ

てしまうと考える.以上より,右片脚立位を安定さ

せることで,右立脚期が安定し,左側への動揺が改

善されるのではないかと考えた. 

 右片脚立位では,右内転筋群と右中殿筋の筋力

が低下しており,動作時に協調的に働くことがで

きず股関節の安定化が得ることができないと考え

る.理学療法介入にて,右内転筋群,右中殿筋の筋

力強化を行うことで,片脚立位時の協調性が改善

され,右片脚立位の安定性が向上したと考える. 

 最終評価では,右片脚立位の安定性が向上し,片

脚立位時間についても向上した.歩行においては,

右MSt時のTrendelenburg徴候が消失し,右立脚期

の安定性が確保された為,左側への動揺が改善さ

れた.以上のことから本症例においても片脚立位

時間と歩行には関係性があったと考える. 

【まとめ】 

片脚立位中心の介入を行った結果,片脚立位時

間向上と共に右 MSt含めた歩行の安定性において

も向上を認めた.今後の臨床では,より日常生活動

作に着目し,様々な環境や場面を考慮した評価,治

療を行うことが重要であると考えた. 



３０．早期退院に向けて,歩行立脚期の股関節伸展可動

域に着目し歩行速度向上を目指した症例 

 

上田 晃弘（うえだ あきひろ） 

松本病院 リハビリテーション科 

【はじめに】 

 左大腿骨頸部骨折により歩行障害を呈した症例

を担当した.早期退院に向け,屋外歩行に必要な歩

行速度の獲得を目指し,左股関節伸展制限に着目

し,評価と治療を行う機会を得たので報告する. 

【倫理的配慮】 

 ヘルシンキ宣言に基づき説明し,同意を得た. 

【症例紹介】 

 80歳代男性,体重60kg,外出先で転倒し,左大腿

骨頸部骨折と診断された.観血的固定術にてデュ

アルスクリューを施行.翌日より全荷重が許可さ

れ理学療法を開始した.受傷前は独居であった.主

訴は,「一日でも早く家に帰りたい」である. 

【初期評価(術後2週)】 

 長谷川式簡易知能評価スケール14/30点.関節可

動域測定(以下ROM,P Pain,右/左)股関節伸展15

°/-15°P.徒手筋力検査(以下MMT,右/左)股関節

屈 曲 4/3, 伸 展 4/3, 外 転 4/3.Numeric Rating 

Scale(以下NRS)大腿筋膜張筋5/10,腸脛靭帯遠位

部3/10.Over test左陽性.Thomas test左陽性.荷

重検査,左最大40kg.歩行能力,1本杖歩行で実施

.Timed up Go test(以下TUG,右/左)14.8秒/12.7

秒.10m歩行12.2秒,歩数21歩,歩行速度49.2m/分.

歩行観察,左立脚期中期から終期にかけて左股関

節伸展制限が観察された. 

【最終評価 術後5週】 

 ROM股関節伸展15°/5°P.MMT股関節屈曲4/3,

伸展4/3,外転4/3.NRS大腿筋膜張筋3/10,腸脛靭帯

遠位部0/10.Over test左陽性.Thomas test左陽性

.荷重検査,左最大60kg.片脚立位(以下,右/左)7秒

/2秒.歩行能力,1本杖歩行で実施.TUG11.3秒/10.5

秒.10m歩行10.0秒,歩数19歩,歩行速度60.0m/分.6

分間歩行260m.歩行観察,左立脚中期から終期に股

関節伸展が中間位までみられた. 

【経過および治療】 

 術後7日目,回復期病棟へ転棟,介入を開始.訓練

はストレッチと筋収縮練習,荷重訓練,歩行器歩行

を実施.術後14日目に病棟内歩行器自立.ステップ

エクササイズや杖歩行を開始.術後21日目に病棟

内1本杖自立.術後27日目に階段昇降訓練を開始.

術後31日目に自宅退院となった. 

【考察】 

 本症例の歩行速度低下は,疼痛,可動域,筋力,荷

重と原因が複数あるが,今回は左股関節伸展制限

について述べる.左股関節伸展制限の要因として,

腸腰筋短縮により歩行立脚期での,腸腰筋遠心性

収縮を効果的に使用できていないことや,股関節

伸展可動域制限により,中殿筋などの筋活動が低

下し,大腿筋膜張筋が過活動になっていると考え

た.また,大転子から遠位方向へ大腿筋膜が切開さ

れているため,大腿筋膜が物理的刺激を受け,筋膜

の連結がある大腿筋膜張筋に影響していると考え

た.初期評価では,Over testとThomas testともに

陽性で,大腿筋膜張筋や腸脛靭帯,腸腰筋の短縮が

確認された.また,触診からも圧痛や筋緊張が亢進

しており,筋攣縮が起きていると考えられた. 

 林らは筋攣縮に対して,筋収縮練習とストレッ

チングを組み合わせた方法が効果的で,伸張刺激

による筋弛緩作用と筋ポンプ作用による発痛物質

の除去に効果があると報告している.治療の結果,

股関節伸展可動域が-15°から5°に改善しOver 

testとThomas testは陽性だが軽減がみられた.こ

れは,血流の循環が改善し,疼痛や筋緊張の亢進が

軽減されたことにより,筋の柔軟性が増え,徐々に

可動域が改善したと考えた.また,荷重練習により

,左立脚期での股関節伸展に改善がみられた. 

 屋外歩行に必要な速度は60m/分と言われており

10m歩行では60.0m/分に達した.しかし6分間歩行

では,歩行距離260mで速度43.3m/分と歩行速度と

距離共に低下している.これは,筋力やバランスの

低下によるものと考えた.本症例は,長距離での歩

行速度と耐久性に課題が残った. 

【まとめ】 

 今後は,筋力やバランス能力また,耐久性の獲得

も同時に行えるように視野を広げて実施したい. 



３１．TKA術後の家事動作や生活動作での負担軽減を目

的とし介入した症例                    

 

村上 真弘（むらかみ まさひろ） 

大西メディカルクリニック通所リハビリテーショ

ンセンター 

【はじめに】 

今回,左変形性膝関節症にて左人工膝関節全置

換術（Total Knee Arthroplasty:以下 TKA）を施

行された症例を担当させていただく機会を得たの

でここに報告する. 

【倫理的配慮】 

 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.安全管理および個人情報の保護に努めた. 

【症例紹介】 

 80歳代女性, 夫,息子との 3人暮らしで主に料

理や 2階ベランダでの洗濯物干し等の家事動作を

家庭の役割として担っている。既往歴に関節リウ

マチ,正常圧緑内障がある.今年に入り左変形性膝

関節症による左膝の疼痛が強くなった為,平成 30

年 5月下旬に TKAを施行,6月中旬に退院された. 

【初期評価】 

視診･触診:創部に腫脹･熱感あり.疼痛検査:立

ち 上が り ･ 段差 降段時 左膝 関節荷 重時 痛

(Numerical Rating Scale:以下 NRS)5.徒手筋力検

査(Manual Muscle Test:以下MMT)左股関節屈曲4,

伸展 3,外転 4,内転 3,左膝関節屈曲 4,伸展 4.関節

可動域(Range Of Motion:以下 ROM):膝関節屈曲

110°(他動),105°(自動).Timed Up&Go Test:以

下 TUG 15.32秒.片脚立位 右:3.41秒 左:3.09秒 

変形性膝関節症患者機能評価尺度(Japanese Knee 

Osteoarthritis Measure:以下 JKOM)66/100点(膝

の痛みやこわばり:18 点,日常生活の状態:24 点,

ふだんの生活,16点,健康状態について:8点). 

【最終評価】 

 視診･触診:術創部の上部先端に炎症あり,腫脹

軽度残存.疼痛検査:立ち上がり･段差降段時左膝

関節荷重時痛(NRS3). MMT:左股関節屈曲 5,伸展 5,

外転 5,内転 4,左膝関節屈曲 5,伸展 5. ROM:膝関

節屈曲 115 ﾟ(他動),110 ﾟ(自動). TUG:11,81 秒.

片脚立位 右:9.62 秒 左:5.75 秒.JKOM:49/100 点

(膝の痛みやこわばり:16 点,日常生活の状態:18

点,ふだんの生活,9点,健康状態について:6点). 

【考察】 

 最終評価から初期に比べ筋力や ROM,片脚立

位,TUG,JKOM 等の結果に有意な改善がみられた.

今回,自主トレーニングとして, 膝関節周筋であ

る大腿四頭筋トレーニングの他にも大殿筋トレー

ニングを実施して頂いた.上井らは膝 OA患者に対

し大殿筋トレーニング実施前後で, VAS値が 2.36

±2.84から 1.64±2.23と減少を示し,短期でも疼

痛の軽減に有意な効果があるとしている.また,大

殿筋トレーニングは膝関節自体にストレスがない

利点があり意欲の向上に繋がる可能性があるとし

ている.このことからも運動を継続的に行って頂

き下肢筋力の向上に繋がったのではないかと考え

る.また,渡邊らは,下肢伸展筋力は JKOMの「日常

生活の状態」,「ふだんの活動」,「健康状態につ

いて」との関連が見られ,膝の痛みよりもむしろ

ADL 能力に対する影響が強いと考えられたとされ

ていることからも「日常生活の状態」,「ふだんの

活動」が有意に改善したと考えられる. 

また, 階段昇降時は体重の約７倍の負担が膝関

節へかかるとされており,2 階でされていた洗濯

物干しを 1 階で行って頂くよう提案を行った.そ

の結果,1 階での洗濯物干しを行って頂いた事で

膝関節の負担が軽減され JKOM の「日常生活の状

態」,「ふだんの活動」がより低下したと考えられ

る. 

今後は現在行われている自主トレーニングを続

けて頂くと共に適宜動作練習や指導を行い,各動

作の改善を図っていく必要があると考える. 

【まとめ】 

今回,自主トレーニングと生活指導を中心に介

入させて頂いた.その中で運動を継続して頂ける

ようなプログラムや運動の確認,声掛けの重要さ

を学んだ.また,身体機能面だけでなく,生活スタ

イルや環境を変えることで QOLを上げていくこと

が生活期ではより大切であると感じた. 



３２．膝蓋靭帯断裂及び膝蓋骨裂離骨折術後に対し,超 

音波画像評価を用いた一症例 

 

原 祥太朗 (はら しょうたろう) 

中山クリニック リハビリテーション部 

【はじめに】 

今回,膝蓋靭帯断裂及び膝蓋骨裂離骨折の症例

に対して,超音波画像評価を行い,理学療法を展開

したので報告する. 

【倫理的配慮】 

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.安全管理および個人情報の保護に努めた. 

【症例紹介】 

症例は 50 歳代男性である.2018 年 6 月下旬に陸

上の走り高跳びで踏み込み時に転倒し,歩行不能

となった.同日当院を受診し,左膝蓋靭帯断裂及び

左膝蓋骨裂離骨折と診断され,翌日手術となった. 

【初期評価】術後 13週目から 16週目 

術後 1 週目は Dr より左膝関節自動運動禁止,膝

関節屈曲角度は 30°まで,knee brace装着下で全

荷重の許可が出た.その後,徐々に膝関節屈曲角度

増大の許可があった.13 週目に左膝関節自動伸展

運動が許可され,関節可動域は左膝関節屈曲

135°伸展 0°で Extension Lag10°,左膝関節伸

展筋力は 49N であった.左膝関節自動伸展時には

膝蓋下脂肪体（以下 IFP）に引っかかりと

Numerical Rating Scale(以下 NRS)7の疼痛が生じ,

左 Hoffa sign陽性であった.また左膝蓋跳動は陽

性で 26ccの水腫が貯留しており,超音波画像評価

で左 IFP の輝度上昇,IFP と膝蓋靭帯の癒着,左膝

蓋上嚢の拡大,膝関節内低エコーがみられた. 

【理学療法】 

理学療法は術後 1 週目から左膝関節への寒冷療

法,超音波骨折治療法,関節可動域練習,膝蓋骨モ

ビライゼーション,パテラセッティングを実施し

た.13 週目より膝蓋上嚢モビライゼーションと

IFP モビライゼーションを追加し,理学療法は診

察にて関節水腫を穿刺した後に実施した. 

 

【最終評価】術後 20週目 

関節可動域は左膝関節屈曲 145°伸展 0°で

Extension Lag0°,左膝関節伸展筋力は 154Nであ

った.左膝関節自動伸展時の引っかかりは NRS2で,

左 Hoffa sign陰性であった.また左膝蓋跳動は陰

性で関節水腫は消失し,超音波画像評価は左 IFP

の輝度低下と遠位滑走の改善があった.左膝蓋上

嚢の狭小,膝関節内低エコーは消失した. 

【考 察】 

 本症例は術後 13週目から膝関節自動伸展時に引

っかかりによる疼痛と Extension Lagが生じ,IFP

の動態と関節水腫が問題点であると考えた. 

術後 13週目の超音波画像評価では IFPと膝蓋靭

帯の癒着が確認された.一般的に IFP は膝関節伸

展時に遠位滑走し,膝蓋靱帯と脛骨の間に流入す

るとされている.宮前らは IFP の柔軟性が低下す

ると IFP の前方移動が阻害され,膝関節前面痛が

生じると述べている.よって,本症例も靭帯損傷や

knee braceでの固定が膝蓋靱帯と IFPの癒着の原

因となり,引っかかりやExtension Lagが生じたと

考えた.また,超音波画像評価や膝蓋跳動検査によ

り,関節水腫の貯留を確認した.石川らは関節水腫

により ,大腿四頭筋の活動が抑制されると

Extension Lagが生じると述べている.本症例でも

大腿四頭筋の活動が抑制されることで,Extension 

Lagの要因になったと考察する. 

以上から理学療法では IFP の動態を改善するた

めに関節可動域練習に加え,膝蓋骨と IFP モビラ

イゼーションを行った.特に IFP モビライゼーシ

ョンでは他動で柔軟性を改善した後,膝関節自動

伸展にて遠位滑走を促すことで IFPの流入を改善

した.さらに膝蓋上嚢モビライゼーションとパテ

ラセッティングを行ったことにより,膝蓋上嚢内

の循環改善や膝蓋骨可動性が改善された結果,膝

関節自動伸展時の引っかかりと Extension Lagが

改善したと考察する. 

【まとめ】 

超音波画像評価は術後の癒着組織の同定や

Extension Lagの原因に対し,理学療法を展開する

ための一要因となった. 



３３．膝関節周囲筋に着目し,歩行の安定性を獲得した 

症例 

 

山下 恭佑（やました きょうすけ） 

松本病院 リハビリテーション科 

【はじめに】 

 一般的に大腿四頭筋やハムストリングスは,歩

行の安定性や前方への推進力に関わる.今回,第 3

腰椎圧迫骨折を呈した症例に対して Hope 達成の

ために歩行の安定性が必要と考え,これらの筋に

着目し介入したのでここに報告する. 

【倫理的配慮】 

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.和室で後方へ転倒し受傷.同日当

院入院.受傷 4週目に回復期病棟へ転棟.受傷前歩

行能力は,屋内伝い歩き,屋外歩行器歩行.Hope は

速く歩きたい,グランドゴルフへの参加である. 

【初期評価】受傷後 6週 

 関節可動域(以下 ROM,単位°,右/左)SLR50/50,

股関節伸展 5/5,膝関節屈曲 125/130.extension 

lag 左側のみ 5°.徒手筋力検査(以下 MMT,右/左)

大殿筋 3/3,半膜様筋,半腱様筋 3/3,大腿二頭筋

3/3,大腿四頭筋 4/3,腹直筋 2.歩容は全周期で腰

椎後弯,骨盤後傾,初期接地から立脚終期にかけて

過度な股関節膝関節屈曲位,立脚期で両膝の左右

動揺 .Berg balance scale(以下 BBS)27 点 . 

Functional reach test(以下 FRT)8.0cm. 10m歩

行 0.29m/s. 

【最終評価】受傷後 15週 

 ROM(右/左)SLR65/60,股関節伸展 5/10,膝関節

屈曲 130/130.extension lag 消失.MMT(右/左)大

殿筋 3/3,半膜様筋,半腱様筋 4/4,大腿二頭筋 4/4,

大腿四頭筋 5/5,腹直筋 2.歩容は全周期で腰椎後

弯,骨盤後傾,初期接地から立脚終期にかけて過度

な股関節膝関節屈曲位.BBS36点.FRT9.5cm.10m歩

行 0.35m/s. 

【理学療法および経過】 

 受傷 1週目から硬性コルセット着用.5週目から

歩行器練習開始,膝関節周囲筋に着目した運動療

法を開運動連鎖で実施.6 週目から膝関節周囲筋

の運動療法を閉運動連鎖で実施.10 週目に硬性コ

ルセット除去,歩行器歩行自立.11週目から T字杖

歩行練習開始.15 週目に自宅退院.退院時の歩行

能力は屋内 T字杖歩行で屋外は歩行器歩行となる. 

【考察】 

 本症例はグランドゴルフの参加希望が強い.参

加には屋外を転倒せず歩くことが必要と考えた.

そのために大腿四頭筋とハムストリングスに着目

し,歩行の安定性の獲得を図った. 

 初期評価より歩行時に過度な両膝の屈曲,左右

の動揺がみられた.さらに大腿四頭筋の筋力低下

による extension lag の出現,ハムストリングス

の筋力低下があった.荷重応答期から立脚中期に

かけて広筋群(特に内側広筋)とハムストリングス

の筋活動が高くなる.このことから筋の同時収縮

により膝関節を安定させているため,内側広筋の

筋力強化とハムストリングスの筋力強化が必要と

考えた.矢形は膝伸展等尺性収縮訓練では,股関節

内転等尺性収縮との共同運動を足部回外位の閉運

動連鎖で行うことにより,内側広筋の収縮が優位

になると述べている.さらに市橋らは,膝関節

30°屈曲位でのスクワットに股関節内転等尺性

収縮を加えることにより,ハムストリングスの筋

活動が増加すると述べている.これらの方法で筋

力強化を行った結果,extension lagの消失,ハム

ストリングスは MMT3/3から 4/4へ向上し,歩行の

安定性向上へつながったと考える. 

閉運動連鎖での膝関節周囲筋に対するアプロー

チにより筋力が増強し,膝の左右動揺は消失し

た.BBS も 27 点から 36 点へと改善し,歩行の安定

性へつながった.それにより転倒リスクの軽減に

至ったことで,屋内での安全な移動能力を獲得す

ることができた.しかし,歩行速度や歩行の耐久性

の改善には至らず本症例の Hope であるグランド

ゴルフへの参加を達成することはできなかった. 

【まとめ】 

 広筋群やハムストリングスと歩行の関係性に着

目し介入した結果,Hope 達成には至らなかったが,

歩行の安定性は獲得することができた. 



３４．後方への転倒歴がある症例に対し退院先の変化か

ら理学療法士ができること 

 

門積 真帆（かどづみ まほ） 

明石仁十病院 

【はじめに】今回,転倒より右大腿骨骨幹部骨折を

受傷し退院先の変化から杖歩行獲得を目指し,今

後の生活について着目した為報告する. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき,本報告の

趣旨,個人情報に関する説明し同意を得た. 

【症例紹介】80 代女性.社交的で大雑把な性格.x

年 y 月自宅玄関にて靴を脱ごうとし後方へ転倒.

同日,荷物整理中立ち上がろうとした時右下肢に

力が入らず再転倒.第 3病日骨接合術施行.受傷前

はマンション 7 階に三男と生活し料理や洗濯,買

い物にも行き ,三男の役割はほとんどなく

ADL,IADL 自立.本人の希望は三男宅で自由に過ご

したい.家族の希望は介助なく生活してほしい.後

方の転倒歴あり.要支援 2でサービスの利用無し. 

【初期評価】疼痛検査(以下 NRS) で右膝屈曲時大

腿前面遠位部に伸張痛 NRS4/10.CT 所見で大腿後

面筋の委縮有.立位姿勢で右踵骨離床し左右とも

に踵骨回外位,下腿外側傾斜有.1/3PWB 歩行では

体幹左側屈,骨盤の左側変位,左足部内転位にて足

底外側接地.左単脚支持期後外側のふらつき有. 

MMSE27点(減点：場所の見当識,計算) 

【治療および経過】杖歩行獲得に向け初期で後外

側のふらつき,荷重時痛が生じた.原因として足部

回外位からの運動連鎖,抗重力筋の活動性低下が

関与すると考えた.これらに対し治療した結果

FWB で後方のふらつきは消失し痛みは日差あるも

のの NRS3/10 と最小限にとどめることができた.

しかし歩隔の狭さ,骨盤左側偏位,膝関節外側スラ

ストが出現し,足部アライメント異常,荷重下での

抗重力筋,股関節周囲の協調的な筋活動低下から

側方のふらつきが残存.また退院先の変化により

活動量低下,認知機能低下が予測される.そのため

機能面のアプローチに加え今後の生活に関しても

提案,指導し入院から約 3か月半で退院となる. 

【最終評価】疼痛検査で歩行時右立脚期で

NRS2/10 であったが評価時は疼痛無く日差有.片

脚立位 R1s57/L0s55,立位姿勢は右足底全面接地

し右踵骨回外位,左足底全面接地し踵骨ほぼ中間

位.歩行では右立脚期で足部内転位接地がほとんどん

なく,左 LRから MSt側方へのふらつきも減少し歩隔も

改善.MMSE28点(減点：計算) 

【考察】本症例は受傷前,三男と二人暮らしで ADL

は全て自立レベルであった.今回の入院により歩

行能力低下が生じ家族の不安から次男宅に退院す

ることになった.退院するためには杖歩行獲得が

必要である.その上で問題点として後外側へのふ

らつき,アライメント異常,疼痛,歩隔の狭さが挙

げられる.これらに対し介入した結果後方へのふ

らつきは消失,痛みは最小限にとどめた.しかし側

方へのふらつきが残存し転倒リスクが高いことが

問題となった.その為退院後のアプローチが必要

と考える.三男宅に退院することを前提にプログ

ラムを実施してきたが次男宅に退院する方向とな

った.次男宅は住宅改修が困難で以前のような生

活は制限され活動量,認知機能低下も考えられる.

近いうちに三男宅へ戻ると仰っており役割の変化

に対し三男宅へいつ戻っても困らないよう買い物

や運動会,クリスマス会など行事が多彩でリハビ

リが継続できるデイサービスをケアマネージャー

と連携し理学療法士として本症例に必要な事の伝

達,提案をする必要があると考える.また認知機能

維持の為にも他者との交流が重要と考える.本症

例は要支援 2でデイサービスの利用に限度がある

為,自主トレーニングの提案をしたが性格上継続

できない.本人の性格,限られた環境の中で提案で

きることとして家族指導だと考えた.自宅内の延

長コードやカーペットなど転倒リスクのある物を

撤去して頂き,重心移動の大きい動作はリスクが

あると伝える.その上で料理の配膳下膳や洗い物,

洗濯物をたたむ事などリスクの低い動作を継続し

役割を見つけて提案することが可能と考える. 

【まとめ】機能面から生活に切り替え生活に直結

する動作の習得やリスクの確認,役割を作る工夫

など退院後の生活を考え再転倒のないよう環境設

定をすることもセラピストの役割だと学んだ. 



３５．入院中に多発転移が生じ緩和期に移行した症例 

-demandを重視し QOLの向上を目指して- 

 

井上 紘志（いのうえ ひろゆき） 

兵庫県立がんセンター リハビリテーション科 

【はじめに】 

骨転移（原発性肺癌）に対する入院治療中に新

たに多発転移が発見された患者への理学療法介入

を経験したので報告する. 

【倫理的配慮】 

本症例にはヘルシンキ宣言に基づき本発表の同 

意を得た. 

【症例紹介】 

60歳代男性（身長 161㎝,体重 65㎏,BMI25）. 

独居で入院前の日常生活動作（以下 ADL）は自立. 

【経過】 

平成30年8月末に左下肢に激痛走り近医へ緊急

搬送.原発性肺癌に伴う転移部の病的骨折により

当院入院.8 月 X 日に骨接合術(Gamma3 long 

nail,lag screw)施行.X+1 日より自宅退院に向け

て理学療法開始.X+13 日より,身体機能面の著変

なく経過.X+15 日,癌性疼痛に対する放射線治療

（以下 RT,30Gｒ/10Fr）開始.同時期,脳転移（右

被殻・右頭頂葉・左小脳半球）・腎転移がみつか

る.X+19日,予後 1-3ヵ月程度であると本人へ告知.

その後緩和期へ移行となり,転院へ方針転換とな

る.X+28日より,せん妄症状出現.X+33日に緩和ケ

ア病院に転院となる. 

【初期評価 X＋1日】 

貧血,起立性低血圧,疼痛出現により臥床傾向.

疼 痛 は 安 静 時 で 術 創 部 Numerical Rating 

Scale(以下 NRS)8,左大腿前面 NRS8,左下腿前面

NRS6.血液データは Hb10.2,ALB1.5,CRP21.73であ

った.Range of motion（以下 ROM）は左股関節屈

曲 85°,伸展 5°.Gross Muscle Test（以下 GMT 右

/左）は下肢 GMT4/2であった.起居・移乗動作は中

等度介助.平行棒内歩行は 1/3Partical Weight 

Bearing(以下 PWB)にて 1往復で疲労感強い状態で

あった.この時点では「歩いて帰りたい」との思い

が強かった. 

【最終評価 X+28日】 

一時的な喪失感も認めたが「歩いて次の病院に

行きたい」との思いが強かった.疼痛は安静時で術

創部 NRS0,左大腿下腿前面 NRS5.血液データは大

きな著変なし.ROM は左股関節屈曲 100°,伸展

10°,GMT は下肢 4/3 であった.起居動作は自立,

移乗動作は軽介助.歩行は Pick Up Walker（以下

PUW）を使用し 20ｍ程度可能だが依然疲労感が強

い状況であった.せん妄症状出現するが理学療法

継続可能であった. 

【考察】 

 本症例は,加療開始時は自宅退院を目標として

いたが,余命 1-3ヵ月と宣告され,全身状態も悪く,

機能改善を目指したリハビリを進めていく状況で

はなかった.しかし,術後より「歩きたい」との強

い思いがあり,本症例の生きる支えになっていた

と思われる.そこで,「歩きたい」という思いを実

現するため,歩行補助具の選定に配慮しながら,

「実用性」ではなく,「できた」という実感が得ら

れるアプローチを行った.一方で,歩けなくなると

いう現実も想定し,実用性のある移動方法を確保

しておく必要があると考える.恒藤は「理学療法士

は患者に残っている力を生かし,患者の状態に合

わせて日常生活動作も維持・改善させることがで

きる」と述べられており,車椅子生活を想定したア

プローチを行った. Tigges KN は「要望がある限

り,たとえ生命予後が日単位でも心理支持的な目

的で介入を継続することもある」と述べられてい

る.今回,本症例の思いや考えを実現してくれる存

在がいたこと,できる動作があるという安心感を

与えるような心理支持的な介入ができたことによ

り QOLが高まったと考える. 

【まとめ】 

 病状,全身状態の変化に対してゴール設定に難

渋した.理学療法士は信頼関係が構築しやすい立

ち位置であると考え,心理支持的な介入が可能で

あったと考えられる. 



３６．Guillain-Barré 症候群発症から 1 年経過した 

症例の立ち上がり動作に着目して 

 

大原 涼里（おおはら すずり） 

介護老人保健施設 白寿苑 

【はじめに】今回,Guillain-Barré 症候群(以下

GBS)発症から約 1 年経過し,四肢筋力低下によ

り立ち上がり（以下 STS）全介助の症例を担当

した. 理学療法の介入を行い, STS 自立に改善

がみられたため報告する. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき,書面

にて発表の趣旨を説明し同意を得た. 

【症例紹介】70 歳代男性.平成 29 年 7 月手の痺

れがあり受診し,GBS と診断.呼吸困難により人

工呼吸器装着.平成 30年 3月呼吸器離脱.4月気

切チューブ抜去し,四肢筋力低下残存したた

め,6 月 X 日に当苑に入所. 

【初期評価(X＋5 日) 】関節可動域テスト（以

下 ROM-T 右/左.単位:°）股関節伸展 0/0,屈曲

80/85,足関節背屈 5/10. 徒手筋力検査(以下

MMT右/左) 上肢は 1/1,大殿筋 2/2, ハムストリ

ングス 2/2,大腿四頭筋 2/2,前脛骨筋(以下

TA)2/2.座位姿勢は腰椎屈曲位,骨盤 2 横指後傾

位.座位保持自立.STS は全介助.骨盤後傾位で

体幹前傾を行い,離殿時に膝折れが生じる.そ

のため介助者が膝を当てて下腿を固定し,離殿

に引き上げの介助が必要である. 

【経過】STS 第 1 相に必要な骨盤前傾の不足に

対し,股関節屈曲可動域運動を実施.第 2 相での

下腿の支持性向上を目的に,TA の筋力増強運動

を実施.また,膝関節を固定した STS 練習を実施. 

入所 10 日目で高さ 55cm から両上肢で膝を支え

ることで STS が可能となる.大殿筋のストレッ

チ,ハーフスクワットやお辞儀動作による大殿

筋の筋力増強運動を実施 . 入所 30 日で

は,ROM-T は, 股関節屈曲 105/105, 股関節伸展

15/15,足関節背屈 15/20 に改善を認めた. MMT

は,TA2/4,大殿筋 4/4 に改善した.STS は離殿時

の引き上げの介助のみで可能.その後,座面を

上肢で push up することにより STS 可能.また,

フロアスタッフと自宅便座 42cm からの STS を

想定し,壁に印をつけ,徐々に高さを下げて練

習を行った.しかし, 42cm からの STS は最終的

に困難だったため,自宅には 3cm の補高便座を

取り付け,便座からの STS 自立となった. 

【考察】本症例は第 1 相での股関節屈曲可動域

制限による骨盤前傾の不足,第 2 相での足関節

背屈可動域制限,筋力低下により膝折れが生じ

ていた.また,膝折れ消失後も離殿困難なこと

から STS が困難であった.石井は,STS 第 1 相で

の身体重心の前方移動は,股関節屈曲による骨

盤前傾により生じる.また,第 2 相では膝関節伸

展時の下腿の後方への回転に拮抗して下腿の

前方傾斜を保持することで,大腿だけを回転さ

せることができると述べている.そこで,股関

節可動域運動,下肢筋力増強運動を行い,第 1 相

における身体重心の前方への移動, 第 2 相での

下腿の支持性向上を図った.段階的に立ち上が

る高さを下げ, 関節可動域,筋力向上に伴い重

心の前方移動,下腿の支持性に改善がみられ,

膝折れは消失した.しかし,殿部の引き上げに

は介助が必要であった.森實らは,高齢者は健

常者と比べ 45cm の椅子からの STS においてよ

り高い筋活動が必要であったと報告してい

る.TA の筋力は向上したが,離殿できるだけの

支持性は得られなかった.五十嵐らは,上肢を

使用した STS では TA の筋出力の低下,骨盤前傾

角度の低下を認めたと報告している.push up を

用いた動作指導によって,STS 時の TA の筋出力

を補った.また,離殿以降に対しては,ハーフス

クワット,お辞儀動作による下肢筋力増強運動,

重心移動のタイミング等協調性改善に対して

アプローチを行い,STS 獲得に至った. 

【まとめ】STS 困難な GBS を担当した.STS 第 1

相から段階的にアプローチを行ったが,TA の筋

力低下のため離殿困難であった . そのた

め,push up による動作指導を行い,自立まで改

善し自宅復帰に至った.動作の獲得には,環境

設定,代償動作が重要であることも考えられ

る. 



３７．第 7頸髄損傷不全麻痺により自宅復帰に難渋した 

症例 立ち上がり動作に着目して 

 

高見 信二郎（たかみ しんじろう） 

順心リハビリテーション病院  

【はじめに】 

今回,20 年前の脳梗塞により左片麻痺に加え,

第 7 頸髄損傷不全麻痺を呈した症例を担当した.

院内環境では立ち上がり動作可能となったが独居

生活に戻ることに難渋し,環境設定の工夫により

在宅復帰に至ったためここに報告する. 

【倫理的配慮】 

 ヘルシンキ宣言に基づき,発表内容,個人情報保

護対策,同意と撤回を説明し,同意を得た. 

【症例紹介】 

 70代男性で一人暮らし.20年前に脳梗塞により

左片麻痺を呈している.病前 ADL はヘルパー サ

ービスや妹の介助により生活し,屋内は杖･屋外は

電動カートにより移動していた.屋外にて顔面か

ら転倒し第 7頸椎骨折に伴い第 7頸髄損傷を受傷

しリハビリ目的で当院へ転院.  

【経過】 

病日 20日目より理学療法介入開始.介入初期は

基本動作全介助.病日 25 日目より寝返り可能.病

日 31 日目よりギャッジアップして起き上がり可

能.病日 38日目よりベッドから車椅子への移乗動

作可能.病日70日目より4点杖歩行見守りで可能.

残り 1ヶ月独居に戻るために環境設定を行った. 

【検査所見】(最終評価時病日 110日目） 

 ［Manual Muscle Test(以下 MMT）]多裂筋 2,右

腸腰筋･大腿直筋･ハムストリングス･前脛骨筋 4,

右中殿筋･大殿筋･下腿三頭筋 3,右三角筋･上腕二

頭筋 0,右上腕三頭筋 3.［粗大筋力検査］左下肢屈

筋群･伸筋群 2.［関節可動域検査］体幹伸展-5°. 

［Brunnstrom recovery stage］左下肢Ⅲ,上肢Ⅰ. 

【考察】 

本症例は全ての基本動作において限られた動作

パターンとなっている.病院内で可能な動作を自

宅でも可能にするために環境設定を行った.その

中でも立ち上がり動作に着目し考察する.本症例

の立ち上がりは,骨盤後傾位･右荷重優位の座位姿

勢から始まる.右上肢で手すり把持する際,右大腿

部に右上肢を乗せて股関節を屈曲させてリーチす

る.手すりを把持した後,右前下方へ体幹を大きく

屈曲させ反動を利用して臀部離床する.臀部離床

後は右上肢･下肢の伸展活動により立ち上がる.  

本症例は,左下肢の支持力が不足しているため

右下肢優位の立ち上がりとなる.そして,胸腰椎可

動性低下に加え,多裂筋筋力低下により胸腰椎伸

展位を保持して骨盤を前傾できないため,反動を

使った臀部離床の方法をとっている. 右下腿を前

傾位で固定し重心上昇を行いたいが,右下腿三頭

筋 MMT3であるため下腿の固定が弱く,さらには中

殿筋･大殿筋により臀部離床時の骨盤側方移動を

制御できず立ち上がりには右上肢のサポートが必

要となる.右上肢は右上腕二頭筋･三角筋 MMT0 で

あるため肩関節屈曲困難である.そのため右大腿

部に右上肢を乗せる方法をとる. 手すりが高すぎ

ると手が届かず,手すりが低すぎると体幹伸展相

での右上肢支持が得られない.そのため身体状態

に合わせ手すりの高さを設定した. 

自宅内で使用する車椅子の座面の高さは 52cm

で,そこから立ち上がるための手すりの高さを

72cm にした.72cm は車椅子から手が届く高さで,

肘関節を伸展位で固定し立ち上がりが可能な高さ

である.また安全にトイレ前廊下を伝い歩きでき

るよう 72cm で設定した. 便座から立ち上がる際

は,便座の高さが 37cmでタッチアップは立ち上が

り体幹伸展相で上肢支持が得られる 67㎝で設定.

しかし,この便座の高さでは右肘伸展力が使えず,

加えて右下肢支持不十分であるため臀部離床･重

心上昇が困難であった. そのため座面に 10cm 補

高し右肘伸展力を利用できる高さに設定し立ち上

がり可能となった.その後,退院までの期間にこの

環境に合わせた練習を行い,退院に至った. 

【まとめ】 

今回,限られたパターンでしか動作が行えない

症例に対して,身体状態に合わせて環境設定を行

った.それにより実用的な動作を獲得し,再び独居

が可能となった. 



３８．パーキンソニズム患者の分節的身体回旋に着目し，

方向転換時のすくみ足が軽減した一症例 

 

薄木 万裕子（すすき まゆこ） 

明石リハビリテーション病院 

【はじめに】 

今回，パーキンソニズム(以下，PS)患者の方向転

換時のすくみ足は，薬物療法では軽減しなかった．

そこで分節的身体回旋に着目し，軽減を認めた一

例について報告する． 

【倫理的配慮】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． 

【症例紹介】80代女性．頸椎症性脊髄症術後で平

成 30年 6月，当院にて理学療法開始．7月中旬に

PSと診断され，薬物療法メネシットを開始． 

【評価および経過】 

初期評価(入院 2日目)において，両手指，足底に

痺れ有り．粗大筋力は体幹 3，右下肢 3，左下肢 2

であった．歩行では，腹斜筋の収縮が触知できず，

右立脚の骨盤左下制(2 横指)や左すり足が生じて

いた．そこで，介入前後で最も歩容改善を認めた

腹斜筋を中心とした体幹筋の筋力強化を継続した．

入院 30 日頃，筋力に変化はないが歩行時の腹斜

筋の収縮が触知可能となり，骨盤左下制や左すり

足は軽減した．しかし，同時期に出現した方向転

換時のすくみ足は認めたままで，薬物療法でも改

善しなかったため，治療内容の再考を行った．追

加評価(入院 30 日頃)では，歩行時の上肢の振り

は欠如していた．Functional Reach Test(以下，

FRT)は，右 21cm，左 25cm(PSは 31.75cm未満で転

倒リスクが高い)であり，Timed Up&Go Test(以下，

TUG)はキャリーバック歩行にて右転回 22 秒，左

転回 21 秒であった．本症例は分節的身体回旋が

欠如しており，方向転換の類似練習として立位で

の頭頸部，体幹回旋を伴ったリーチ練習を開始し

た． 

最終評価(入院 100日目)において，痺れは残存し

ていたが，粗大筋力は全て 4 に向上．FRT では右

34cm，左 36cmとリーチ距離が延長した．TUGでは

キャリーバック歩行にて右 19秒，左 16秒と所要

時間短縮を認めた．歩行では，右立脚の骨盤左下

制(1 横指)，左すり足なし，上肢の振りが出現し

方向転換時のすくみ足が軽減した． 

【考察】 

本症例の入院当初の問題点として，腹斜筋の筋力

低下による歩行時右立脚での骨盤左下制，左すり

足を挙げた．そこで腹斜筋を中心とした体幹筋の

筋力強化を継続していたが，入院 30 日頃より生

じた方向転換時のすくみ足は軽減せず，筋力では

なく PSの影響によるものと考えた． 

本症例の方向転換時のすくみ足軽減のために，分

節的身体回旋に着目した．山永らは，PSで 1歩が

なかなか出ないのは，重心移動の予測的姿勢調節

(以下，APA)ができないためと述べている．また中

村らは，方向転換時の APAは身体分節が順序的に

動くことが最も効率が良いと述べているが，本症

例は PS により分節的身体回旋が欠如していた．

その結果，APA ができずにすくみ足が生じている

と考えたため，方向転換時の分節的身体回旋の獲

得を目指した．APA には大脳基底核系や小脳系が

関係しているが，PSでは一般的に基底核系が障害

されている可能性があるため，残存している小脳

系神経機構の賦活により分節的身体回旋を獲得す

る必要があると考えた．そこで，花川は指標に向

けたリーチ練習が小脳に重要であると述べている

ため，立位での頭頸部，体幹回旋を伴った対側へ

のリーチ練習を開始した． 

最終評価時，歩行時の上肢の振り出現を認め，方

向転換時のすくみ足は軽減した．これは，上述し

たリーチ練習によって小脳系神経機構が賦活され，

分節的身体回旋が獲得できたことで，重心移動の

APAが可能になったためと考える．また，FRTでの

距離延長から示唆された安定性限界拡大も，重心

移動が可能になった一要因と考える．その結果，

TUG においては，屋外外出可能のカットオフ値で

ある 20秒以内となったことが考えられる． 

【まとめ】 

PSにおける重心移動のAPAの重要性を学ぶことが

できたが，依然として転倒リスクを残しているた

め，今後も考察が必要である． 



３９．負荷量に配慮しながら筋力,持久力向上を目指し 

たギランバレー症候群の一症例 

 

池本 瑛(いけもと あきら) 

地方独立行政法人 明石市立市民病院 

【はじめに】ギランバレー症候群(Guillain-Barré 

syndrome,以下 GBS)は易疲労性を特徴とし,過用

性に注意しなければならない.今回過負荷による

筋力低下がおこらないよう筋力,持久力向上を目

指した GBS の症例を担当したため,以下に報告す

る. 

【倫理的配慮】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.安全管理および個人情報の保護

に努めた. 

【症例紹介】40代男性.眼瞼下垂,排尿障害があり,

両上肢の痺れ,四肢の脱力のため歩行困難となり

当院受診.GBSと診断され入院となる. 

【初期評価 (入院 9,10 日目 )】運動前血圧

142/102mmHg,脈拍 92bpm運動後血圧 146/108mmHg,

脈拍 118bpm,徒手筋力検査(Manual Muscle Test

以下 MMT,右/左)は上肢粗大筋力 3/3,体幹屈曲 2,

体幹伸展 3,股関節屈曲 3+/3+,股関節伸展(大殿筋

単独)2+/3,股関節外転 2/2+,膝関節屈曲,伸展

3+/3+,足関節背屈,底屈 2/2. 閉脚立位,片脚立

位,6 分間歩行は実施困難.最大連続歩行距離は約

15m,旧 Borg 指数(呼吸/上下肢)13/13. FIM104 点

(歩行 4 点). 歩行は独歩軽介助にて常時下方注視.

歩隔はワイドベース.両立脚期に体幹,骨盤帯の側

方への動揺あり.右立脚期に膝折れを認めた. 

【経過】入院 9日目から理学療法開始.介入時,運

動麻痺の進行は認められなかった.病棟での移動

は歩行器歩行見守りにてトイレのみ可能.入院 22

日目から病棟内独歩自立.入院 40日目で理学療法

継続中. 

【最終評価(入院 40日目)】運動前血圧 128/88mmHg,

脈 拍 74bpm 運 動 後 血 圧 140/95mmHg, 脈 拍

92bpm,MMT(右/左)は上肢粗大筋力 4+/4+,体幹屈

曲,伸展 5,股関節屈曲 5/5,股関節伸展(大殿筋単

独)4/4+,股関節外転 4/4+,膝関節屈曲,伸展 5/5,

足関節背屈4/5,足関節底屈3/3.閉脚立位は2分保

持可能. 片脚立位(右/左)は 20秒/45秒. 6分間歩

行は 300m,旧 Borg 指数(呼吸/上下肢)12/11. 

FIM125 点(歩行 7 点).歩行は独歩にて常時前方注

視.ワイドベース歩行軽減。両立脚期の体幹,骨盤

帯の側方への動揺,右立脚期の膝折れ消失. 

【考察】理学療法介入当初筋力低下,持久力低下が

著しく,起居動作は自立していたものの,歩行は歩

行器見守りで約 15m 以上困難であった.そのため

筋力,持久力向上を目指し理学療法を実施した. 

GBS の特徴として易疲労性があり,過負荷によ

る筋力低下に注意を払いつつ,病期に応じた負荷

量をかけていく必要がある.江藤らは神経症状が

進行停止する回復期以降に過用に注意しながら運

動を開始するべきであると述べている.本症例は

介入当初,運動麻痺の進行が認められなかったた

め,筋力増強運動から開始した. 

過用を避けるための運動負荷量の指標として,

間瀬らは自覚症状として運動後,翌日の疲労感,筋

痛,筋力低下を指標にすると述べている.また太田

は過用の評価に MMT を用い,運動前後で比較し筋

力が低下していれば過負荷であると判断できると

述べている.疲労感に関してはどの筋に疲労感が

残っているかを口頭で確認し,筋痛は触診にて圧

痛を確認するようにした.また筋力低下に関して

は毎回開始時,終了時に MMTを用い,筋力の弱化が

目立った筋に絞って確認するようにした. 

また持久力は,旧 Borg 指数を用いて呼吸,上下

肢の疲労を確認し歩行訓練等を実施した. 

上記の評価をしながら理学療法を実施した事で,

各筋の筋力や持久力に応じた負荷量を設定し,漸

増的に運動強度を高めていく事ができた.そのた

め筋力低下や軟部組織の損傷,翌日に疲労を残す

事なく筋力,持久力の向上がみられたと考えられ

る. 

【まとめ】GBS の理学療法は負荷量を評価しなが

ら進めていくことの重要性を学ぶことができた.

今後の課題として,更に客観的に評価していくた

めにどうするべきか考える必要があると感じた. 



４０．体性感覚を利用した内在的フィードバックに  

着目し立ち上がり動作獲得に繋がった症例 

 

茂木 楓香（もぎ ふうか） 

順心リハビリテーション病院 

【はじめに】 

今回,頸椎症性脊髄症を呈した症例を担当した.

内在的フィードバックによる運動学習を用い,介

入を行ったことで,立ち上がり動作の改善を認め

たためここに報告する. 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき,当該患者に発表内容

を説明し,同意を得た. 

【症例紹介】 

70 歳代男性.診断名は頚椎症性脊髄症.現病歴

は平成 30年 7月上旬に A病院に搬送.頸椎 MRIに

て頚髄圧迫,変性を認め,頸椎椎弓形成術施行.8

月上旬に当院へ入院.主訴は元の生活に戻りたい. 

【初期評価（入院 1週目）】 

Manual Muscle Test（以下 MMT）〈右/左〉は,大

殿筋 2/2,大腿四頭筋 4/3,前脛骨筋 5/4,下腿三頭

筋 2/2.感覚は表在・深部ともに正常.立ち上がり

は見守りから軽介助.離殿前は股関節屈曲角度が

不十分で,離殿後は後方重心のまま膝関節が伸展

し,立位時に前足部が浮き,後方への崩れが生じる. 

病棟 ADL は起き上がり動作自立,車椅子への移乗

動作は支持物把持にて見守り,移動は車椅子介助. 

【治療と経過】 

長期目標は自宅内歩行手段の獲得を挙げ,まず

は立ち上がり動作自立を目指した.そこで離殿前

の股関節屈曲角度が不十分な点に対し,大殿筋の

強化を図った.入院 4 週目には離殿前の股関節屈

曲角度が向上した.しかし離殿後,下腿が前傾位か

らの円滑な膝関節の伸展は認められなかった.こ

れに対し,問題点として下腿三頭筋の筋力低下を

挙げ,荷重位での筋力増強運動を追加した.しかし,

立ち上がり動作に変化は認められなかった.そこ

で問題点を再考し,下肢の円滑な調整が行えてい

ないこととした.これに対し,入院 5週目より声か

けによる外在的フィードバックを用い,膝関節が

伸展するタイミングを意識してもらうよう教示し

たが,効果は認められなかった.そこで,体性感覚

を利用した内在的フィードバックを用いて立ち上

がり動作の反復練習の中で運動学習を図った.方

法として,離殿後膝関節が伸展するタイミングを

荷重感覚に合わせて伸展していくよう教示した.

結果,入院 6週目には立ち上がり自立し,病棟での

歩行は固定型歩行器を使用し見守りとなった. 

【最終評価(入院 6週目)】 

MMTは,大殿筋3/3,大腿四頭筋5/4,前脛骨筋5/4,

下腿三頭筋 3/3.立ち上がりは自立.離殿後,膝

関節の伸展が円滑となり,後方重心が改善され

た.病棟 ADL は車椅子への移乗動作は支持物な

しにて自立. 

【考察】 

本症例は両下肢の筋力低下があり,その影響で

立ち上がりが困難だと考えた.まずは離殿前の股

関節屈曲角度が不十分であることに対し,大殿筋

の筋力低下を挙げ,筋力増強運動を行った.その結

果,離殿前における股関節屈曲角度の向上には繋

がったが,下腿前傾位からの膝関節の伸展が不十

分であった.そこで,下腿三頭筋に対して踵上げを

行った.しかし改善には繋がらず,下肢の円滑な調

整が行えていないことに着目した.これに対し,外

在的フィードバックを用いた運動学習を図った.

しかし効果は認められず,教示方法を再考した.内

在的フィードバックについて尾谷らは『感覚情報

としてフィードバックに利用できるものは,あく

までも「患者自身が運動を遂行することによって

生じる刺激」であり,患者の体性感覚が前提とな

る』と述べている.そこで本症例においても,下肢

への荷重感覚を内在的フィードバックとして利用

した.結果,運動学習により離殿後の膝関節の伸展

が円滑となり,立ち上がり自立となった. 

【まとめ】 

今回,筋力低下にアプローチしたことで筋力の

改善は認めたが,動作の改善には至らなかった.患

者に応じたフィードバックを利用し,運動学習を

促すことで動作獲得へと繋がった. 



４１．行動変容を用いた教示が介助量の軽減に至った高

次脳機能障害を持つ片麻痺患者の報告 

 

桑村 美里（くわむら みさと） 

いなみ野病院 

【はじめに】 本症例は左脳梗塞により,右片麻痺

を呈し起居動作能力が低下した.高次脳機能障害

の影響が強く運動の理解と実行に困難さがあった.

移乗・起き上がり動作において行動変容を用いた

教示により,介助量の軽減に至ったため報告する. 

【倫理的配慮】 ヘルシンキ宣言に基づき,症例に

発表内容,個人情報保護対策の同意と撤回につい

て同意を得た.安全管理,個人情報保護に努めた. 

【症例紹介】 80歳代の男性,平成 19年に硬膜下

血腫を発症.平成 29年 12月下旬,左硬膜下血腫を

再発,同日に左脳梗塞を発症し,平成30年5月に当

院に転院した. 

【初期評価】 性格は神経質でこだわりが強い.

失語症により思いが伝わらないことや運動の失敗

への苛立ちがあった.環境に慣れず訓練拒否がみ

られた.主訴は少しでも動けるようになり家に帰

りたい.初期評価時 ,Brunnstrome’s Recovery 

Stage Test は右上下肢Ⅰ.Manual Muscle Test

は左上下肢 4.右下肢に軽度表在・深部感覚障害,

麻痺側と前方への注意障害,麻痺側への立ち直り

反応の低下,観念運動失行を認めた.起き上がり動

作は中等度介助.移乗動作は軽介助だったが,意欲

や注意のムラがあり,介助量の変動がみられた.会

話の理解は比較的良好だが,運動の促しは短文で

の指示,模倣と運動方向の徒手誘導を要した. 

【経過】 訓練開始当初,訓練拒否が続いていた

が,4 週程で環境に慣れ始め,セラピストとの信頼

関係が向上し,精神的に安定してきた.移乗動作は

口頭指示や指差しをしても,手すりを健側上肢で

把持する位置や方向が一貫せず,前方への重心移

動が不足し離殿を失敗すると苛立つ様子があった.

その為,動作を 4項目にシェイビング(分解)し,下

位目標を立て反復練習を行った.5 週目には指示

理解が向上し,注意が向き易くなったと同時に把

持方法が定着した事で重心移動や離殿後の踏み替

えが学習できた.その結果,成功体験が増え意欲が

向上し,8 週目には麻痺側下肢をセッティングす

れば見守りで可能となった.移乗動作能力が向上

した為,起き上がり動作にもシェイビングを導入

した.起き上がり動作は動作方向の誘導,体幹の立

ち直り時の重心移動に中等度介助を要し,動作方

法や手順の理解と実行,及び手すり把持方法は移

乗動作と同様に指示理解が困難だった.その為,下

肢の交差や運動方向・手順の理解を促すために動

作を 5段階にシェイビングし下位目標を立て症例

の理解し易い文言で毎回指示した.更に,把持位置

への注意を促す目的で色付けした床置き式手すり

を用いた.動作の理解に至るまでは,消極的で苛立

つ様子があったが,シェイビングした動作を毎回

フィードバックし,改善点を伝え共有することで,

動作の理解と実行,意欲が向上した.結果,下肢の

交差や動作方向,健側把持方法が定着し,体幹の立

ち直り時の重心移動の軽介助と動作の手順の口頭

指示で下位目標は行えるようになった. 

【考察】 今回,高次脳機能障害を持つ症例に対し

て,起き上がり動作は手順が多く複雑な為,動作の

手順の理解を促すために教示内容を工夫した.行

動変容を用い動作をシェイビングして,下位目標

を立てたことで運動学習の難易度が下がり動作方

法の理解の向上に繋がったと考える.また,難易度

が下がり成功体験を積んだことで,苛立ちが減少

し意欲が向上したと思われる.更に,起き上がり動

作では手すりを色付けしたことで注意が向き易く

なり,把持位置を適切に設定することが出来た.そ

して,注意や動作の方向を繰り返し促したこと,毎

回同じ文言で説明したことで,指示内容の理解と

実行が改善した為,運動学習に適していたと考え

る.症例は脳梗塞発症から時間が経過しており,機

能的な回復は難しいと考える.しかし,症例の理解

し易い学習の方法を工夫することで自信と意欲の

向上に繋げ,動作能力の向上,自宅退院後の介助量

の軽減に繋がっていくと考える. 

【まとめ】 高次脳機能障害を持つ患者に対し,

症例が理解しやすい教示,訓練方法を選ぶことが

大切だと学んだ. 



４２．脳梗塞後の pusher 現象に対する深部感覚への介

入が端座位自立につながった症例 

 

宮地 沙和（みやち さわ） 

順心リハビリテーション病院 

【はじめに】 

 今回，右脳梗塞により左片麻痺を呈し，右上下

肢の pusher現象を認めた症例を担当した．端座位

全介助であり，pusher現象が原因と考えた．そこ

で深部感覚への介入を行った結果，身体軸認識が

改善し端座位自立に至ったので，ここに報告する． 

【倫理的配慮】 

 ヘルシンキ宣言に基づき，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． 

【症例紹介】 

80代男性．疾患名は右脳梗塞．平成 X年 5月上

旬に左上下肢脱力し，5 月下旬に当院入院．hope

は車椅子での食事摂取であり，目標を端座位自立

とした．病前生活は全て自立． 

【初期評価(平成 X年 5月下旬)】 

日中はベッド上での生活．Japan Coma Scale(以

下 JCS)はⅠ-3．Mini Mental State Examination(以

下 MMSE)は 8/30点．Brunnstrom recovery stage(以

下 BRS)は左上肢・手指Ⅰ，下肢Ⅱ．深部感覚は左

上下肢中等度鈍麻．clinical assessment scale 

for contraversive pushing(以下 SCP)は端座位 3

点．端座位は右上下肢の pusher現象が出現し体幹

左後方傾斜がみられ全介助．この体幹傾斜に対し

右に傾いていると返答があるも，点滴棒を前方に

設置したときは左に傾いていると返答あり． 

【経過・介入】 

介入初期は pusher 現象に対して大腿骨頭への

圧刺激，端座位で左右への重心移動を行った．そ

の際足底を浮かせ，姿勢の傾きに対して前方に点

滴棒を設置し視覚代償を行った．2 週目に後方へ

の pusher現象が軽減し端座位中等度介助となる．

介入を床に足底接地した状態での端座位練習に変

更．3週目に体幹傾斜を認知し左後方への pusher

現象が軽減したため端座位軽介助となる．徐々に

視覚による感覚フィードバックを減少させた結果，

4週目に pusher現象消失し軽度体幹左傾斜がみら

れるも端座位自立に至った．  

【最終評価（平成 X年 7月上旬）】 

誤嚥性肺炎により全身状態が悪化し初期評価時

に比べ声かけに対する反応が乏しくなった．JCS

はⅡ‐10．MMSE・深部感覚は精査困難．BRS は著

変なし．SCPは端座位 0.25点．端座位時，軽度体

幹左傾斜みられるも pusher 現象が消失し自立と

なった．この体幹傾斜に対し左に傾いていると返

答があり，身体軸認識の偏倚が改善した． 

【考察】 

本症例は右脳梗塞を呈し，pusher現象により端

座位全介助となった症例である．pusher現象が生

じる原因として，生野らは，身体的垂直認知の偏

倚がある，と述べている．本症例は，左上下肢深

部感覚鈍麻により身体軸認識が困難となり，身体

的垂直認知が偏倚し pusher 現象が出現したと考

えた．その為，深部感覚に対する介入を行った． 

深部感覚の入力に対して，大久保は，深部感覚

は骨膜・筋・腱・関節・靱帯に対する接触刺激，

または筋緊張を伴う運動から起こる感覚である，

と述べている．本症例では視覚代償が良好であっ

た為，端座位練習において点滴棒を設置し視覚に

よる感覚フィードバックを利用したことで，まず

身体軸の認識を意識下で行った．次に身体軸を認

識した状態で圧刺激や，左右への重心移動を行い

適切な筋収縮を促すことで，深部感覚の改善を期

待した．さらに感覚フィードバックの頻度を徐々

に減少させ無意識下で身体正中軸の認識を促した． 

これらの介入の結果，端座位時における身体軸

認識改善がみられ，これは深部感覚の改善が影響

した可能性があると考える．さらに身体軸認識の

改善により pusher 現象が消失し端座位自立に至

ったと考える． 

【まとめ】 

 本症例の pusher 現象は深部感覚鈍麻の影響と

考えた．姿勢改善の為に視覚での感覚フィードバ

ックを入力した後，筋収縮より深部感覚入力に努

めた．その結果，身体軸認識の改善により pusher

現象が消失し端座位自立に至ったと考える． 



４３．両片麻痺を呈した症例に対し，歩行練習による運 

動学習を行い，介助量が軽減した症例 

 

本田 俊平（ほんだ しゅんぺい） 

介護老人保健施設サンライズ  

【はじめに】今回，両片麻痺を呈し屋内歩行自立

困難となり，運動学習での歩行練習，ステップ練

習を行い，歩行の介助量軽減に至った為報告する． 

【倫理的配慮】本発表の趣旨を説明し同意を得た． 

【症例紹介】60 歳代前半の男性．平成 29 年 6 月

下旬、アテローム血栓性脳梗塞と診断され左片麻

痺を呈されて入院．同年 9月上旬に再梗塞し，右

片麻痺を呈されて再度入院となる．自宅に帰りた

いとの本人の HOPE があり，NEED として，安定し

た屋内歩行自立の獲得を考えた． 

【初期評価（7月中旬）】片麻痺テスト：左上肢Ⅲ

—3，下肢Ⅲ—3，右上肢Ⅵ，右下肢Ⅵ．Gross Muscle 

Testing(以下 GMT)：左下肢粗大屈曲 2，粗大伸展

3，Manual Muscle Testing(以下 MMT)：右ハムス

トリングス 3，右下腿三頭筋 3．Berg Balance 

Scale(以下 BBS)：37点．Time up and go test(以

下 TUG)：74.00秒，10m歩行 89.3秒．6分間歩行：

46.4m，修正ボルグスケール 6 

歩行観察：プラスチック短下肢装具を左下肢に装

着．右上肢で四点杖を使用し，右足部を前方に出

す三動作前型歩行を行う．左前遊脚期に，左足尖

の引っかかりがあり，前方へのふらつきが観察さ

れた．その為，左腋窩に手を入れての軽介助を行

う必要があった．また同時期に，骨盤の左挙上に

伴う体幹右側屈と右立脚中期に右膝関節の伸展を

行っていた． 

【経過】左前遊脚期の左足尖の引っかかりの軽減

を目的に，7 月は臥位での股関節屈曲運動，関節

可動域運動を中心に行っていたが，8 月中旬に歩

行練習として 3動作揃え型歩行に移行する為の運

動指導を行い，9 月中旬には揃え型歩行の定着が

行えた．  

【最終評価（9月中旬）】片麻痺テスト：左上肢Ⅲ

‐3，左下肢Ⅳ‐1，右上肢Ⅵ，右下肢Ⅵ．GMT：左

下肢粗大屈曲 3，粗大伸展 4，MMT：右下腿三頭筋

3，BBS：30点，TUG：72.20秒，10m歩行 72.0秒．

6分間歩行：41.8m，修正ボルグスケール 6． 

歩行観察：プラスチック短下肢装具を使用し，右

上肢で四点杖を用いて行っている．三動作揃え型

歩行，近位見守りで可能．左遊脚初期に観察され

た左足尖の引っかかりは認められなくなった． 

【考察】本症例は，現在サービス付き高齢者住宅

(以下サ高住)を利用しているが，歩ける様になり

自宅に帰りたい希望がある．自宅では車椅子の使

用は困難であり，移動手段として自立歩行獲得が

必要だと判断した．現在，左足尖の引っかかりに

よる前方へのふらつきがあり，その為，転倒を予

防する為の介助が必要であった．本症例の三動作

前型歩行では，左前遊脚期に装具による背屈制限

の為，左足尖の引っかかりがあり，クリアランス

を確保する為に，代償として左骨盤の挙上と右膝

関節の伸展を行っていた．初期評価時は，2 動作

歩行の獲得を試みたが，背屈角度を変更した状態

の装具では，著明な膝折れが観察された．また，

左麻痺の予後予測から，現時点での装具の変更は

困難であると考え，揃え型歩行に歩容を修正する

ための運動学習を行った．運動学習を行うにあた

り，小川らは「新規の」条件下で一定の歩容を実

現すべく中枢神経系が学習した運動パターンが，

その後の通常歩行では過度な運動出力として顕在

化したと述べている．その為，運動学習による揃

え型歩行の運動パターンを獲得する為に歩行練習

を行った．本症例は筋持久力の低下による歩容の

乱れがあり，連続した歩行が出来ず，休憩を挟み

ながら行った．歩行中に歩容の乱れがあれば口頭

でのフィードバックを行った．また，揃え型歩行

各相でのステップ練習の指導を行い，サ高住でも

自主トレーニングとして実施した．その結果，最

終評価時は，無意識下での揃え型歩行を獲得した．

歩容が修正されたため，左前遊脚期に観察された

左足尖の引っかかりは消失し，介助量の軽減が図

れた．運動学習が効果的に行えた要因として，年

齢が若く，認知良好でありフィードバックを適切

に行えた為ではないかと考える． 



４４．選択的注意に着目し，足底からの感覚入力を行い，

立ち上がり動作を獲得した症例 

 

則枝 優輔（のりえだ ゆうすけ） 

明石リハビリテーション病院 

【はじめに】 

 今回，足底への選択的注意に着目し，立ち上が

り動作を獲得したため，ここに報告する． 

【倫理的配慮】 

 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． 

【症例紹介】 

 80代女性．体重は 50kg．心原性脳梗塞(右頭頂

葉領域)による左片麻痺を認め，発症後約半月で当

院転院．病前は独居で家事動作自立. 

【初期評価(発症 3週目)】 

 表在，深部感覚は左上肢中等度鈍麻，左下肢重

度鈍麻．Brunnstrom Recovery Stage(以下 BRS)は

上肢Ⅲ，下肢ⅠまたはⅡ．Trail making test(以

下 TMT)は途中で説明あれば最後まで遂行可能．

TMT2 は理解不可能で精査困難．圧覚弁別課題(以

下弁別課題)は 3/15．荷重検査は 30kgで荷重感覚

出現．立位姿勢は右上肢の代償強く左へ傾斜し，

重度介助が必要．立ち上がりは体幹前傾後，臀部

離床認めず過度な体幹伸展が出現し重度介助が必

要．動作全般不安感の訴えあり． 

【理学療法及び経過】 

 1 週目は足底から入力を行うためティルトテー

ブルで立位練習を行ったが，他患者や周囲に対し

注意散漫となり，足底への選択的注意が困難な場

面を認めた．そこで，足底へ注意を向けるため 2

週目から座位で右左の順に弁別課題を行った．並

行し荷重練習を行った．弁別課題の正解数と荷重

練習は比例し改善を認めた．3 週目から立ち上が

り動作練習へ移行し同様に弁別課題を行った．ま

た，動作時には前足部への荷重を知覚した後に伸

展相へ移行するように指示した．  

【最終評価(発症 7週目)】 

 表在，深部感覚は変化なし．BRS は上肢Ⅲ，下

肢Ⅲ．弁別課題は 8/15．荷重検査は 10kg で荷重

感覚出現．立位姿勢は右上肢の代償が軽減し正中

位へ修正可能となり自立．立ち上がりは体幹屈曲

し臀部離床認め過度な体幹伸展軽減し自立．左下

肢伸展筋の収縮あり．動作全般不安感の訴え軽減． 

【考察】 

 今回，立ち上がり動作獲得を目的に介入した．

症例は足底感覚と随意性の著しい低下が動作に影

響していると考えた．まず，随意性の向上を図る

ため荷重による足底からの入力を行い，皮質脊髄

路の発火を促した．治療初期はティルトテーブル

で足底への荷重入力を実施したが，足底に対して

注意困難な場面を認めた．河石らは，知覚対象に

対する選択的注意が体性感覚情報処理を促進させ

る，と述べている．さらに森岡は，脳は過去の知

覚経験により生成されたイメージによって知覚を

生み出していると述べている．これらにより，弁

別課題を用いた治療を導入した．その際に，課題

による感覚入力を右足底から実施し，知覚経験を

汎化させることで体性感覚を認識することが容易

になったと考えられる．また，上林らは荷重が加

わることにより皮質脊髄路の興奮性が増加し中枢

レベルの促通になると述べており，荷重感覚を知

覚し随意性が改善したことで支持性が向上し，不

安感が軽減したと考えられる．さらに，足底への

選択的注意が可能となり損傷側半球の興奮を促進

したと考える．加えて，足底からの感覚入力の効

果も助長したと考える． 

 また，立ち上がり練習へ移行した際，木村らが

触圧覚閾値は踵で高く母趾で低いと述べているた

め弁別課題を前足部と後足部に分け行った．これ

により前足部と後足部で荷重を知覚することが可

能となったと考える．そのため，立ち上がりで過

度な体幹の伸展を制御し後方重心にならず，右上

下肢の代償を軽減できたため自立に至ったと考え

る． 

【まとめ】 

 今回，足底の選択的注意を用いることで足底か

らの感覚入力による随意性と筋出力の改善を助長

した．またその後の動作練習へ早期に移行できた

ことで治療効率の向上にも繋がったと考える． 



４５．神経筋再教育で足関節背屈筋群と膝関節伸展筋群

を促通し歩容に変化を得た一症例 

 

有本 晃平（ありもと こうへい） 

大西脳神経外科病院 

【はじめに】 

今回左放線冠梗塞を呈し,異常歩行を生じた症

例に対し神経筋再教育を実施した.段階を踏まえ

て神経筋再教育を実施したことで,歩容に変化が

得られたのでここに報告する. 

【倫理的配慮】 

目的と個人情報の取扱いについて本人に説明し

同意を得た. 

【症例紹介】 

60 代男性.右上肢に脱力が生じた翌日,右上下

肢運動麻痺の進行があり当院入院となった. 

【初期検査・測定】 

意識障害はなく Glasgow Coma Scale(以下 GCS)

は 15点,Brunnstrom Recovery Stage(以下 BRS)よ

り 上 肢 ・ 手 指 ・ 下 肢 と も に Ⅲ ,Manual 

MuscleTest(以下 MMT)は右膝関節屈曲 2 伸展３右

足関節背屈 1 であった.歩行観察にて右初期接地

（Initial Contact 以下 IC）は足底接地であり,

右荷重応答期（LordingResponse以下 LR）で右膝

関節は完全伸展位となった.右 LR から立脚中期

（MidStance以下 Mst）にかけて右膝関節は完全伸

展位を継続し,同時に骨盤右回旋が生じた. 

【理学療法経過】 

 歩行は血圧の変動に落ち着きが得られた 7病日

目より開始した.4ｍ歩行では右立脚期で膝折れが

生じたため,軽介助を要した.右 LR で右膝関節完

全伸展位,右 Mst にかけて骨盤右回旋が生じる原

因には,右足関節背屈 MMT1,右下肢 BRSⅢが挙げら

れる.よって右足関節背屈筋群に対し,共同運動,

皮膚刺激を用い,神経筋再教育として筋収縮の認

知,誘発を実施した.また ICで踵接地が起こらず,

右LRからMstにかけてヒールロッカーによる下腿

前傾が困難となった場合,下腿前傾不十分のまま

重心前方移動を行うことになる.下腿を追い越し

て大腿が前方移動することで,右 LRで右膝関節完

全伸展が出現し,骨盤右回旋が生じた.膝関節が約

15°屈曲するためには,足関節背屈筋群のみなら

ず,膝関節伸展筋群にも遠心性収縮が求められる.

しかし右膝関節伸展筋群は MMT3であった.よって

膝関節伸展筋群に対し,神経筋再教育として筋力

増強運動を実施した.結果11病日目にMMT4となり, 

神経筋再教育の手段を Closed Kinetic Chain(以

下 CKC)へと変更した. 治療直後,右足関節背屈筋

群の促通は得られず,右 ICでの足底接地は継続し

た.右膝関節伸展筋群は MMT 上数値の変化は見ら

れなかったが,促通を図ることができ,4ｍ歩行近

位監視で右LRからMstにかけて右膝関節完全伸展,

骨盤右回旋を認めなかった.12 病日目に近位監視

での 4m 歩行では異常歩行出現することなく可能

となった.15 病日目に 10m へ歩行距離を延長する

と,初期検査同様の異常歩行の出現を認めた.結果,

最終検査・測定では右足関節背屈 MMT2,右膝関節

伸展 MMT４となった. 

【考察】 

Open Kinetic Chain(以下 OKC)での膝関節伸展

筋力増強運動では単関節筋,2 関節筋ともに収縮

するのと比較して,CKC では膝関節伸展の単関節

筋である広筋群のみ筋出力増強運動が可能とされ

ている.CKC で単関節筋である広筋群のみの筋出

力増強運動を実施したことで,右 LRから Mstにか

けて右膝関節完全伸展位,骨盤右回旋出現するこ

となく歩行可能となった.しかし歩行距離の延長

を 25病日目に開始したところ,再度同様の異常歩

行が出現した.よって CKC での治療は引き続き継

続して行い,持久性の増大やスピード化へ繋げて

いく必要があると言える. 

【まとめ】 

今回段階を踏まえて,神経筋再教育を足関節背

屈筋群と膝関節伸展筋群に対して実施した.これ

により,歩容に変化が得られた.しかし今後は活動

範囲を拡大するために,歩行距離の延長を視野に

入れた筋持久性に対する治療を早い段階で取り入

れる必要が示唆された. 

 



４６．荷重量の分散に対するアプローチを行い、生活範

囲の拡大につながった一症例 

 

藤井 正朗（ふじい まさあき） 

株式会社スイッチオンサービス 

【はじめに】 

 脳卒中を罹患することで，疾患による機能障害

や活動能力の低下により，社会参加に制限を起こ

しやすくなる．この活動能力の低下や社会参加の

制限を予防する上で近年，生活空間についての関

わり方が重要視されている．また転倒を起点とし

て、心理的影響から徐々に生活範囲が狭小化され

ている事例の報告もあり、転倒後の生活空間に対

する関わり方が、その後の生活に大きく影響する

と考えられている．今回，転倒が原因で、生活空

間が減少した症例に対して，荷重量に対するアプ

ローチを重点的に行い，生活空間が改善した症例

を経験したので，ここに報告する． 

【倫理的配慮】 

 ヘルシンキ宣言に基づき、症例に説明し，同意

を得た中で安全管理及び個人情報の保護に努めた． 

【症例紹介】 

70歳代女性，平成 6年と平成 7年に脳梗塞を発

症し左片麻痺を呈する．Brunnstrom Stage（以下，

BRS）上肢Ⅳ，下肢Ⅳ，手指Ⅳ．要支援 2．通所介

護施設を週 2回の頻度で利用、屋内外とも T字杖

で歩行自立レベルであり、セルフケアに関しても

入浴時の洗体以外は自立している．機能的自立評

価度（以下、FIM）123点。現在、長女様宅で家族

4人暮らしをしている．体重 70.6㎏．8月中旬自

宅にて椅子座位から立ち上がろうとした際に，バ

ランスを崩し左後方へ転倒． 

【初期評価】（9月初旬） 

 屋内での 5m平地歩行（T字杖）16.4秒。Timed Up 

and Go Test（以下，TUG）27.9 秒．Life-space 

assessment（以下，LSA）32 点．静止立位荷重量

右 35.6㎏，左 28.5㎏，T字杖 6.5㎏． 

【方法】 

 自宅での転倒要因を解析し、再転倒の予防策を

検討することとした。要因としては，静止立位及

び歩行時に荷重量バランスの不均等により，初動

作時の立位バランスが不安定化したためと考えた．

そのため，それまで使用していた歩行補助具を T

字杖から 4点杖へ変更し，姿勢鏡を用いての視覚

フィードバックを利用した麻痺側下肢への荷重練

習を行なうこととした． 

【最終評価】（10月中旬） 

 屋内での 5m平地歩行（4点杖）13.1秒．TUG25.0

秒．LSA36点．静止立位荷重量右 32.3㎏，左 30.5

㎏，4点杖 7.8㎏． 

【考察】 

 このたび転倒による精神的落ち込みから，歩行

意欲が減退して生活空間の減少が生じ，閉じこも

り傾向になった症例を経験した．人間は、加齢に

よる身体活動量の低下の前段階として，生活活動

量が縮小すると報告されており，また生活活動量

は生活空間と密接な関係があると考えられている．

生活空間は、「日常の活動で一定期間に移動した範

囲」と定義されており、今回、地域生活での活動

という点を踏まえた LSAを生活空間の評価として

用いた． 

 歩行補助具を 4点杖に変更したことにより，荷

重量の分散が可能になり，また視覚フィードバッ

クを利用しての荷重練習を反復して実施したこと

により，静止立位及び歩行時の負荷量の分散を行

うことができた．荷重量の増加により，歩幅の拡

大や歩行速度の向上につながったと考えられる． 

 及川らによれば平地歩行（10m）と LSAには強い

関係性があるとされており，歩行パフォーマンス

の向上は LSAの点数増加につながったと考えられ

る．また内藤らは，通所系サービスや外来リハビ

リの利用が，対象者個人の能力や心理状況に関わ

らず，外出機会となり．生活空間の拡大に寄与す

る一つの手段であると述べており，今後も継続し

て通所系サービスを利用することが，生活空間の

拡大に大いに貢献できると考える． 

【まとめ】 

 今回、片麻痺患者に対して歩行補助具と麻痺側

への荷重練習を実施することが，生活空間の拡大

につながることを経験した． 



４７．ノルディックウォークを行うことで歩容が改善し， 

歩行距離が延長した症例 

 

大内 洸河（おおうち こうが） 

明石リハビリテーション病院 

【はじめに】本症例は左放線冠から内包後脚に発

症したアテローム血栓性脳梗塞を呈した症例であ

る．受傷前の日常生活レベルや歩行の再獲得を目

指した．ノルディックウォーク(以下 NW)により独

歩の歩行距離が延長したためここに報告する． 

【症例紹介】80 歳代男性．平成 30 年 4 月下旬囲

碁中に立ち上がり転倒．右半身脱力，しびれ症状

がみられ緊急搬送． 

【倫理的配慮】対象者およびその家族には目的と

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：6 月下旬】関節可動域検査(以下

ROM)(左/右)股関節伸展-30/-35，膝関節伸展

-25/-30，徒手筋力検査(以下 MMT)(左/右)体幹回

旋 3/3であった．Berg Balance Scale(以下 BBS)21

点，並進バランステスト：score 0(開始姿勢保持

困難)，Brunnstrom stage(以下 BRS)下肢Ⅳ，独歩

可能距離 42mであった．全歩行周期に上肢，体幹

の動きが少なく右立脚中期は体幹屈曲し，トレン

デレンブルグ徴候がみられる．さらに股関節伸展

が生じず，体幹屈曲位のまま右立脚期を終える．

右遊脚中期には体幹伸展，左膝関節屈曲を伴う代

償動作による右下肢の振り出しとなる． 

【経過】7 月下旬，独歩が安定してきたため，歩

行耐久性を向上させるために NW による介入を行

った．4週目には独歩可能距離増大がみられた． 

【最終評価：9 月下旬】ROM(左/右)は股関節伸展

-10/-15，MMT(左/右)は体幹回旋 5/5に改善が認め

られた．BBSは 41点まで改善した．並進バランス

テストは score3(10～15 ㎏の負荷保持可能)まで

改善した．独歩による歩行距離は 116ｍと大きく

改善した．初期評価時と比べて歩行時の体幹屈曲

位，右遊脚期の代償動作が改善した．また立脚後

期の出現がみられた． 

【考察】本症例は独歩での歩行可能距離が短く，

易疲労性がみられた．歩行において体幹筋の筋出

力低下により体幹屈曲位が生じ，歩行時の立脚後

期の消失や下肢の振り出し低下による代償動作の

出現がみられ，これが前方への推進力や歩幅を減

少させ，独歩の歩行距離を短縮させていると考え

た．上記の問題点に対しノルディックポール(以下

NP)を使用することで体幹を伸展方向に保ち，前方

への推進力や歩幅を増大させることができた．NP

を使用した歩行練習は独歩のアライメント改善に

よる体幹筋の筋出力向上や腹圧の上昇に関与して

いると考えた． 

 まず本症例において NPを使用し，体幹伸展位保

持での歩行が可能となったことで歩行時の腹斜筋

の収縮が得られた．また体幹安定性評価の並進バ

ランステストにおいて最終評価では著明な向上が

みられ，開始姿勢からの立ち直り反応も出現した

ことから腹横筋の収縮が向上したと考えた．これ

は体幹伸展位保持により腹斜筋や腹横筋の収縮が

得られ，それによって胸腰筋膜の緊張も得られた

ことで腹圧が上昇したためであると考えた．そし

て腹圧の上昇と胸腰筋膜の緊張により胸郭の重み

を支えることができ，歩行時の体幹屈曲位が改善

したと考えた．また腹圧の上昇には網様体脊髄路

の賦活も関与していると考えた．佐藤らは網様体

脊髄路は姿勢制御や身体の協調運動，腹圧の上昇

に関与し，視覚系，体性感覚系，前庭系により活

性化されると述べている．これは NWの効果により

持続した独歩時の上肢の振り，体幹の回旋出現に

よる可動性向上によって体性感覚情報が入力され，

網様体脊髄路が賦活されたと考えた．さらに良肢

位での歩行により体幹屈曲位や骨盤前傾位が減少

し，立脚後期が出現した．よって腸腰筋，大腿筋

膜張筋に動的なストレッチが加わり，股関節伸展

可動域が改善したと考え，そして下肢振り出し時

の代償軽減や歩幅の拡大を得られたと考えた．  

【まとめ】新人発表では適切な歩行補助具の選定

や体幹の重要さを学ぶことができた．しかし今回

は歩行距離の評価のみを行い，歩行耐久性や歩行

効率に関して評価を行っていなかった．今後は

様々な評価を指標にし，臨床に活かしていきたい． 



４８．「ハイアーチに着目し歩行の安定性向上と独歩の

獲得を目指した症例」 

 

播田 小春（はりた こはる） 

フェニックス加古川記念病院 

【はじめに】今回,右脳梗塞後の症例を担当させて

頂く機会を得た.介入当初は独歩困難であったが

足部へアプローチを行う事で安定した独歩が認め

られた為,ここに報告する. 

【倫理的配慮】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】 

70 歳代男性.身長 165cm 体重 65kg.既往歴として

脳梗塞（左内包）.入院前 ADLは自立しており歩行

形態は独歩であった.主訴,本人と家族 hope とも

独歩の獲得であった. 

【初期評価】（右/左）（発症２ｗ～） 

歩行器歩行 40m 実施時に疲労感が出現.筋緊張亢

進:左後脛骨筋,左長趾伸筋,左長母趾伸筋),徒手

筋力検査（manual muscle test 以下 MMT）足関節

背屈(3/3)足関節底屈・外反（2/5）体幹屈曲（2）

体幹回旋（2）BRS(下肢：Ⅵ/Ⅴ) ,左荷重率 0.7 ,

片脚立位時間(左)0 秒 ,６分間歩行 184m,内側縦

アーチ実測の高さ（左）3cm,アライメント立位：

左下腿外旋・足先外側向き左足趾が浮いている(以

下：浮指).歩行:リハ開始時の歩行距離は独歩 5m

可能.歩容として左 IC～Mst 時左踵から中足部に

かけ外側接地,左膝折れが見られる.左 Psw時に母

趾の蹴りだしを認めない.  

【理学療法経過】入所当初は左足部へのアプロー

チを中心に実施,２週目には左足内側縦アーチ部

にインソールを装着し左足部の荷重率の増加がみ

られた.左 Psw時の母趾の蹴りだしを認め,左立脚

期が増加し長距離の歩行器歩行を獲得した.４週

目には短距離での独歩,５週目には長距離での独

歩を獲得した. 

【最終評価】（右/左）（発症６ｗ～） 

MMT足関節背屈(5/4)足関節底屈・外反（4/5）体幹

屈曲（5）体幹回旋（5）BRS(下肢：Ⅵ/Ⅵ)  ,左荷

重率 0.95 ,片脚立位時間(左)3 秒 ,６分間歩行

230m,内側縦アーチ実測の高さ（左）2.5cmアライ

メント立位:下腿正常位置,浮指減少.歩行：独歩

230m可能.左IC～Mst時外側接地が改善,左膝折れ

消失.左 Psw時母趾の蹴りだしが可能. 

【考察】ハイアーチでは,距骨・踵骨が後方ヘ滑り

中足部の回外・前足部が内転する事で立方骨が低

下し外側荷重となりやすい.そのため母趾球は過

緊張となりウィンドラス機構が過剰に働くことで

浮指となった事が考えられる.本来,衝撃を吸収す

るためには足底腱膜が伸張し内側縦アーチを崩す

トラス機構が働くことでウィンドラス機構へ移行

できる.しかし,本症例ではウィンドラス機構が過

剰に働いている.また,距骨下関節が回外位である

と締まりの肢位となり,衝撃吸収を行う事が難し

くなる.そして距骨下関節が回外している事で下

腿の運動連鎖が生じやすくなる.そのため左足部

にて吸収できなかった衝撃が左膝関節に伝わり左

IC～Mst 時の左膝折れが起きたと考えられる.こ

れら機構の破綻となっている原因として,長・短腓

骨筋（以下：腓骨筋群）の筋力低下が考えられた.

腓骨筋群の作用として足関節底屈・外反があるが,

筋力低下が起こる事で補助筋である長趾伸筋が過

緊張となりウィンドラス機構が過剰に働く.さら

に、拮抗筋である前脛骨筋が筋力低下し長趾伸筋・

長母指伸筋が優位に働き浮指・ハイアーチを助長

する.すると,アーチを構成する後脛骨筋が過緊張

状態となる.川野は腓骨筋群,後脛骨筋が足関節底

屈時に両筋が作用する事で安定性が高まると述べ

ている.そのため,両筋の活動に不均衡が生じる事

で内反または外反が起こり足部の安定性が損なわ

れると推測している.そのため後脛骨筋が過緊張

である事から母趾球への荷重が困難になっている

要因の一つとして考えられた. 

【まとめ】本症例を通じて,歩行障害に対して足部

へのアプローチの重要性を理解する事が出来た.

今後は他の荷重関節である,膝関節や股関節,姿勢

からのアプローチも検討し多面的にアプローチし

たいと考える. 



４９．右片麻痺患者に対しウォークエイドを使用し,歩 

行自立に至った症例 

 

西脇 萌（にしわき もえ） 

明石リハビリテーション病院 

【はじめに】 

本症例は右足部のクリアランス低下を認めており，

転倒リスクが高かった.今回ウォークエイド(以下

WA)を使用し歩行自立に至ったため報告する. 

【倫理的配慮】 

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】 

2018年 5月に左被殻出血を発症し右片麻痺を呈し

た 70歳代男性である．7月に当院に転院となった．

入院前の日常生活動作は全て自立であった. 

【初期評価 7月上旬】 

Brunnstrom stage（以下 BRS）上肢・下肢Ⅴ.関

節可動域（以下 ROM）（R/L）は足関節背屈 10°

/10°.徒手筋力検査（以下 MMT）（R/L）前脛骨筋

2/4.病棟移動形態:側方腋窩介助歩行.歩行観察:

プレスイング(以下 PSw)からイニシャルスイング

（以下 ISw）での背屈方向への運動が不十分であ

り,足尖の引っかかりがみられていた. 

【治療及び経過】 

介入１週目から４週目まで足関節背屈自動運動・

ステップ練習を行った.わずかに筋力は向上した

が歩行時の足部のクリアランスに著明な変化を認

めず,転倒リスクが高い状態であった.そのため治

療を再考し,筋出力向上に加え,適切なタイミング

での筋発揮を目的に 5 週目から 8 週目まで連日,

フィードバックを行いながら WA を使用し歩行訓

練を行った. 

【最終評価 9月上旬】 

BRS上肢Ⅵ，下肢Ⅴ．ROM（R/L）は足関節背屈 10°

/15°.MMT（R/L）前脛骨筋 4/4．病棟移動形態:

終日独歩自立.歩行観察:ICを踵接地で向かえ，LR

で足底全面接地をする.TStから PSwにかけて足関

節底屈位からの背屈出現し,ISwから TSwで足関節

背屈がみられる. 

【考察】 

本症例は入院時,PSwから ISwでの足関節底屈位か

らの背屈運動が困難であり,右足部のクリアラン

ス低下を認めていた.そのため，転倒リスクが高い

状態であり,病棟内移動は腋窩介助レベルであっ

た.このため，転倒予防を目的に右足部のクリアラ

ンス改善を目指し介入した.原因としては右前脛

骨筋の筋出力低下・適切なタイミングでの筋発揮

困難が原因ではないかと考えた.そのため，右前脛

骨筋の筋出力の向上やタイミングの学習を目的に

WAを使用した．WAは下腿の傾きを検知し,検出し

た歩行パターンに合わせて深腓骨神経を電気刺激

し,前脛骨筋に電位を誘発させ，足関節の背屈を補

助する.それにより,麻痺側の随意性向上,神経経

路の再構築や運動学習に効果があると言われてい

る.本症例も WA使用した事で深腓骨神経の神経経

路が再構築され,右前脛骨筋の筋出力が向上した

と考えられる.また，PSwから ISwに電気刺激を繰

り返し加えた事で固有感覚や表在感覚からの情報

により，内在的フィードバックが生じたと考える. 

その後,セラピストによる外在的フィードバック

が行われ,内在的フィードバックと外在的フィー

ドバックを比較しエラーを修正した事で,PSw か

ら ISwでの適切なタイミングでの足関節背屈が可

能になったと考えられる.動作特異性の観点から

も獲得したい動作にトレーニングする動作をいか

に近づけるかが重要であると言われている.本症

例も特異性の原理に基づいて歩行時に WA を使用

した事で,類似の動きで学習が行われ,WA 未使用

時も右前脛骨筋の筋出力が向上したと考えられる.

さらに，連日学習では運動記憶が保持されやすく,

本症例も4週間WAを連日使用したことにより運動

学習の効果が得られたと考えられる.これらのこ

とより,本症例は右足部のクリアランスが向上し

転倒リスクが改善した. 

【まとめ】 

WA の使用による右前脛骨筋の筋出力向上に加え，

歩行時の適切なタイミングでの筋発揮が重要であ

ると考えられた. 



５０．SIASを用いた予後予測により,歩行と車椅子を併 

用し独居可能となった左視床出血の一症例 

 

山内 優駿（やまうち ゆうしゅん） 

順心リハビリテーション病院 

【はじめに】 

左視床出血により右片麻痺を呈した患者を担当

した.Stroke Impairment Assessment Set(以下

SIAS)を用いた予後予測では歩行自立困難となる

が,退院後独居となるため,少なくとも自宅内移動

自立が目標となった.その上で,本人の思いを酌ん

で歩行自立を目標とした.最終的に退院時杖歩行

見守りとなったため車椅子駆動の併用と自宅の環

境設定を工夫し,独居可能となったのでここに報

告する. 

【倫理的配慮】 

 ヘルシンキ宣言に基づき,個人情報保護対策等

について説明し,同意を得た. 

【症例紹介】 

60 歳代男性,平成 30 年 5 月中旬に左視床出血,

脳室穿破を発症し右片麻痺を生じ,平成 30年 6月

初旬に当院入院,リハビリテーション開始.病前

ADL自立.退院後自宅にて独居予定. 

【初期評価】 

 全体像として,動作性急で,転倒の危険認知も乏

しい.Brunnstrom’s Recovery Stage(以下 BRS)は

右下肢Ⅱ .SIAS は 34/76 点 (L/E 5/15,Trunk 

4/6,sense 2/12).感覚は右下肢表在,深部とも脱

失.粗大筋力は右下肢屈曲 2,伸展 2,外転 0.立位姿

勢は SLB装着で左下肢荷重優位で,体幹前傾位,右

膝関節屈曲位.SLB 歩行は平行棒内最大介助.右

Pswでの引っかかりに気づかない. 

【治療と経過】 

 筋力低下と感覚脱失に対し,長下肢装具歩行に

よる促通と鏡を用いた視覚フィードバックによる

感覚入力を行い,歩行能力の向上に努めた.6 週目

には SLBでの 4点杖歩行練習を開始し 8週目で中

等度介助レベルとなった.10 週目には本人同行で

の自宅訪問を行い,実際の環境下での評価を行っ

た.また,同時に独居生活獲得に必要な課題の確認

を行った.その際,SIAS での予後予測を元に,車椅

子での移動も必要になることを見越して環境設定

を行った. 

【最終評価】 

動作の性急さは軽減し,転倒リスクも軽減し

た .BRS は 右 下 肢 Ⅳ .SIAS は 44/76 点 (L/E 

9/15,Trunk 5/6,sense 4/12)まで改善.感覚は右

下肢表在,深部とも重度鈍麻.粗大筋力は右下肢屈

曲,伸展,外転 4 レベル.立位姿勢では初期評価時

の特徴的なアライメントは改善された.歩行は院

内 SLB 装着にて 4 点杖歩行は見守りとなった.た

だし,自宅を想定した閉鎖的な空間では環境設定

により歩行自立となった.運搬を伴う移動では車

椅子にて自立となった. 

【考察】 

本症例は麻痺側の筋力低下と感覚脱失が著明で

支持性の低下があり歩行困難な症例であった.早

期からの LLB 歩行練習で筋力向上,足底からの感

覚入力,CPG の賦活を目的にアプローチを行うこ

とで,麻痺側での支持性が向上し,杖歩行見守りレ

ベルとなった.初期評価時 SIAS34 点であった.岡

林らによると SIAS-L/Eが 9点以下,SIAS-Trunkが

3 点以下で歩行自立困難とされている.しかし本

症例は退院後自宅で独居となるため,移動の獲得

が必須である.そのため,車椅子自操が行えるよう

に段差改修を行った.車椅子での進入が困難な場

所には手すりの設置等の環境設定を行った.それ

により,調理動作,トイレ動作,入浴動作は杖歩行

で可能となった.また,洗濯動作,運搬動作は車椅

子駆動によって可能となった.杖歩行と車椅子駆

動の使い分けにより自宅にて独居可能となった. 

【まとめ】 

 本症例は,SIAS を用いた予後予測において歩行

自立困難とされた症例である.しかし歩くことへ

強い想いがあった.そのため,自宅内の環境調整は

車椅子を想定しつつ,歩行の可能性を探りながら

理学療法アプローチを継続した.歩行は院内では

見守りが必要であるが,自宅内の環境調整下では

自立となり,車椅子との併用によって自宅復帰が

可能となった. 



５１．視床出血患者に対し SJFを用いて治療した結果足 

部の運動効率の向上を得た一症例 

 

竹内 麻衣 （たけうち まい） 

大西脳神経外科病院 

【はじめに】 

脳出血患者に対して関節に対する治療として

Synovial Joints Facilitation（以下 SJF）を用

いた結果,関節運動の質的な動きの改善につなが

ったので報告する. 

【倫理的配慮】 

家人に症例報告の内容,個人情報管理について

十分に説明し,同意を得た. 

【症例紹介】 

67 歳男性.診断名は右視床出血であり,左上下

肢軽度不全麻痺と軽度深部感覚障害を呈してい

る.  

【測定検査 発症から 8病日】 

発症時 National Institute of Health Stroke 

Scaleは軽度感覚鈍麻を認め 1点であった.四肢関

節可動域に制限はない.左上下肢 Manual Muscle 

Test（以下 MMT）4,深部感覚軽度鈍麻が症状とし

て出現している. 

1 病日は指示血圧を逸脱し高値であったため床

上安静となり,2 病日目に監視下での歩行を開始

した.歩行動作時左側遊脚相にて足部クリアラン

ス低下による足底の引っ掛かりを認めた.検査と

して実施した foot pat test では 10 秒間で左が

25回,右は 36回であった.また,10m歩行の測定値

は 11.25秒であった. 

8 病日目にて左上下肢運動麻痺が改善し MMT5,

深部感覚鈍麻は改善し正常である.しかし,麻痺側

筋に収縮遅延が残存しており,歩容の改善は認め

られなかった.触診にて下腿三頭筋に疼痛が生じ

ており同部位に筋スパズムが確認された. 

【測定検査 経過 9から 18病日】 

麻痺側筋収縮遅延に改善が見られ,歩行時の遊

脚相での左足底部引っ掛かりは無い.foot pat 

testでは左側 32回に改善し,10ｍ歩行の測定値は

7.56 秒と約 3 秒程度歩行速度の向上が認められ

た. 

【アプローチと経過】 

下腿三頭筋の筋スパズムに対し,SJF 技術を用

いて関連症候の治療を実施し,関節の動きを軽量

化した.効果判定に用いた測定検査では foot pat

時の拙劣さは軽減するが前脛骨筋の収縮遅延は残

存していた.次に再教育を行う上で quick inverse 

sliding と counter sliding を用い,収縮活性,促

進を行うことで収縮遅延が改善され,各検査にお

ける左右差の改善が見られた. 

【考察】 

本症例は脳出血の発症により運動麻痺,感覚障

害を呈した.脳の回復に伴う麻痺側の機能回復は

得られたにも関わらず運動時における収縮遅延の

改善は得られなかったため,原因がその他にある

と考え治療を行った.その際に特に関節と筋収縮

の関係に留意し,運動を動かす側の筋に着目する

のではなく,動かされる関節に焦点を置き治療を

行った. 

収縮遅延の生じていた原因として前脛骨筋の拮

抗筋である下腿三頭筋に筋スパズムが原因で疼痛

による防御性収縮が生じ,弛緩しにくい状態であ

ったことで前脛骨筋の筋張力が低下していたと考

え,関節由来に原因があると考えた. SJFを用いて

治療することで関節内の治療により関連症候が取

り除かれ,関節内の動きが軽量化されたことで前

脛骨筋の筋張力が発揮しやすい状態となった.さ

らに前脛骨筋に対し収縮活性化と促進を目的に運

動療法技術として SJF を用いた.今回用いた技術

は土井らによる研究で筋線維組成に関係なく有用

である事が証明されている.またこの技術は単独

筋線維を優位に発火させることが出来るとされて

おり,効率的に運動の初動における収縮遅延の改

善を図ることが出来,運動効率の改善につながっ

たと考える. 

【まとめ】 

関節機能と筋収縮の相互関係から連続した協調

性のある運動の改善に結びつけることが出来たた

め運動効率の改善に繋がった. 



５２．身体意識の賦活を図ることで恐怖心なく右下肢へ

荷重が行え,杖歩行見守りとなった症例 

 

坂尾 純弥（さかお じゅんや） 

順心リハビリテーション病院 

【はじめに】 

 今回,左視床出血による右片麻痺を呈した症例を

担当した.右下肢の身体意識の賦活を目的に長下

肢装具（以下 KAFO）を使用した動作練習を行った.

結果,恐怖心なく右下肢への荷重が行え,右下肢の

支持性向上が図れたことにより,杖歩行見守りへ

と繋がったため報告する. 

【倫理的配慮】 

 ヘルシンキ宣言に基づき,症例に発表内容,個人

情報保護対策について説明し同意を得た. 

【症例紹介】 

 50歳代男性.現病歴は9月上旬に右半身に脱力感

あり,左視床出血と診断された.9 月下旬に当院転

院し,理学療法を開始となった.主訴は歩きたい. 

【初期評価】 

 Brunnstroms recovery stage（以下 BRS）は右上

肢Ⅳ,右手指Ⅳ,右下肢Ⅴ.感覚は右下肢は表在・深

部ともに重度鈍麻.粗大筋力は右下肢 4,左下肢 5.

立ち上がり・移乗動作は見守りで右下肢へは荷重

できず左下肢のみで支持する.立位は支持物なし

で自立だが,右下肢へは荷重できず左下肢優位の

荷重となる.右下肢へ荷重した際は膝折れを生じ

るが,先行して強い恐怖心が生じ荷重開始が困難

であった.またこの際,症例からは右下肢はないよ

うな感覚との訴えがあり,歩行も困難であった. 

【治療と経過】 

 長期目標は短下肢装具（以下 AFO）を使用した独

歩自立,短期目標は両下肢に荷重した状態での立

ち上がり・立位・移乗動作の獲得とした.入院 2

日目より,右下肢の支持性向上のため立位練習を

実施した.その際,感覚障害を考慮し視覚代償を図

るため鏡を使用するが,右下肢へ荷重した時の恐

怖心は変わらず十分な荷重が困難であった.そこ

で問題点を右下肢の身体意識の低下と右下肢の筋

出力低下と考えた.入院6日目よりKAFOを使用し,

右下肢への荷重・立脚後期での股関節伸展を促し

た後方介助歩行を実施した.入院 21日目より右下

肢へ荷重した際の訴えが床から突き上げられてい

る感覚へと変化を認め,恐怖心も軽減し短期目標

達成となった.右下肢へ荷重できるようになった

ため右下肢の筋出力低下に対して AFOを使用した

動作練習を追加した.入院 45日目,感覚は表在・深

部ともに中等度鈍麻. 立位で右下肢へと荷重を行

った際,訴えは足底が点で接地しているような感

覚へと変化を認めた.しかし,AFOと T字杖を使用

した 3動作前型歩行中,膝が抜ける感じがすると

いう恐怖心の訴えを認めた.右立脚期では,右下肢

の膝折れに伴い右側へふらつきを認めるため見守

りを要した.入院 55日目では AFOと T字杖での歩

行は 2動作前型で見守りとなった. 

【考察】 

 本症例は入院当初,右下肢へ荷重した際,膝折れ

よりも先行して強い恐怖心が生じ荷重開始が困難

であった.原因として右下肢に対する気付きが乏

しいことや,感覚障害に対し視覚代償を行ったが

恐怖心や荷重量に変化が無かったことから問題点

を身体意識の低下と考えた.樋口によると筋紡錘

や腱紡錘は身体意識,特に動きに関する感覚の生

起に重要な役割を果たしているとされている.そ

のため本症例においても KAFOを使用した立位練

習・後方介助歩行練習の中で,右下肢への荷重・立

脚後期での股関節伸展を促すことで筋紡錘や腱紡

錘に刺激を与え身体意識の賦活を図った.入院 45

日目には立位で右下肢へ荷重した際,訴えは足底

が点で接地しているような感覚へと変化を認め,

右下肢への荷重が可能となった.それにより,右下

肢の膝折れに対し支持性向上を図ることがで

き,AFOとT字杖を使用した2動作前型歩行が見守

りで可能となったと考える. 

【まとめ】 

 今回,恐怖心から右下肢へ荷重出来ないことに対

して,身体意識へ着目した.結果,歩行動作の獲得

に繋がった.今後も恐怖心のみならず 1つの現象

に対して多角的な仮説検証をしていきたい.  



５３．移乗動作の介助量軽減に向けて,立ち上がり,立位 

の安定性向上に着目した一症例 

 

長谷川  浩政（はせがわ ひろまさ） 

高砂白寿苑 

【はじめに】 

左荷重量不足と左下肢の感覚鈍麻により,移乗

動作能力が低下し,介助量軽減の為に立ち上がり,

立位の安定性向上に努めたので報告する. 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき,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 3.診断名は右視床出血,脳

梗塞,高血圧.平成 26 年 3 月に自宅の畑で倒れ,A

病院で脳出血と診断.リハビリ目的で転院後,車椅

子の移動,移乗は短下肢装具（以下 SHB）使用で中

等度介助. 主訴は身体の左側が思うように動けな

い.Hopeは家の中で歩きたい.Needは立ち上がり,

立位の安定性向上. 

【初期評価】 

感覚検査:表在覚 左上下肢 3-5/10 位置覚 0/5 

運動覚 0/5. 長谷川式簡易知能検査（以下

HDS-R）：18/30 点. Brunstrom Recover Stage:左

上肢Ⅲ左手指Ⅱ左下肢Ⅱ. 筋緊張検査：安静時左

下腿三頭筋,左大腿四頭筋低下,腹筋群低下.動作

時右下腿三頭筋,右大腿四頭筋,右腸腰筋中等度亢

進,左下腿三頭筋,左大腿四頭筋低下,腹筋群低下.

荷重量検査：体重は 56 ㎏で右 44 ㎏,左 12kg.   

両脚立位：右手で縦型手すりを把持し,30 秒保持

可.関節可動域検査（Rt/Lt）：股屈曲 100/90 足背

屈 10/0. 徒手筋力検査（以下 MMT）：健側 4（股外

転・足底屈 2）,麻痺側粗大筋力 1. Functional 

Independence Measure: 59/126点. 立ち上がりは

屈曲相から殿部離床時,左股関節屈曲外転,外旋位,

胸腰椎後弯,骨盤後傾位で体幹過屈曲,骨盤・体幹

の左回旋を呈し,重心が右後方偏移. 立位は左足

関節が軽度底屈位（SHB装着）.移乗は方向転換時,

体幹が過屈曲となり,腋窩や殿部の介助を要し,左

下肢の踏みかえ困難. 短期目標は左下肢の荷重量

増加,長期目標は立ち上がり,立位の安定性向上. 

【治療経過】 

荷重量の左右差が著明であり,立位で左踵部が

接地できる様 SHB を外し,左下肢の荷重訓練を実

施し,骨盤正中位へ徒手で誘導した.左下肢筋出力

向上による左下肢支持性向上に向けて立ち上がり,

立位訓練を反復した. 

【最終評価】（変更点のみ記載） 

HDS-R:20/30 点. 筋緊張検査：安静時,動作時

共に左大腿四頭筋,左下腿三頭筋軽度亢進. 荷重

量検査：体重は 55 ㎏で右 35 ㎏,左 20kg. MMT:麻

痺側粗大筋力 1（左足底屈 10 回可）.立ち上がり

は伸展相で骨盤・体幹の左回旋が軽減（SHB装着）. 

【考察】 

本症例は左下肢の感覚鈍麻と筋出力低下により

体幹・骨盤の左回旋と円背による体幹過屈曲を呈

した.左荷重量が低下し,支持物なしでの立ち上が

りや立位保持が困難となった. 立ち上がりは伸展

相で骨盤・体幹の左回旋が軽減した.骨盤・体幹の

左回旋が生じた理由として,左下肢支持性低下に

よる右荷重量増大の代償と考えられる.そこで, 

左下肢筋出力向上による支持性向上の為に立位訓

練を行った.荷重訓練による左下肢への荷重の促

通により筋出力が向上したことで,足部からの上

行性連鎖により骨盤・体幹の左回旋が軽減したこ

とが立位制御向上に繋がったと考えられる.立位

は左下腿三頭筋,左大腿四頭筋の筋緊張が軽度亢

進,左荷重量が 20 ㎏へ増加した.大杉らは足底部

への感覚入力の低下は立位姿勢制御を低下させ, 

足部への感覚刺激は立位バランス能力を向上させ

るとされている.左下肢の荷重訓練により足底刺

激が抗重力筋の緊張を誘発した為,左下腿三頭筋,

左大腿四頭筋の同時収縮を助長したと考えられ

る. 

【まとめ】 

立ち上がり,立位の安定性向上は図れたが,生活

面での移乗動作の介入に対する追及が希薄となっ

た.今後,動的立位バランスの向上を図り,移乗動

作の介助量軽減に繋げていきたい. 



５４．神経筋再教育、介助歩行により歩行の介助量軽減 

が図れた一症例 

 

尾西 竜輝（おにし りゅうき） 

大西脳神経外科病院 

【はじめに】 

今回左脳出血を呈した症例を担当させていただ

く機会を得て,神経筋再教育を行った結果,介助量

の軽減が図れたためここに報告する. 

【症例紹介】 

71歳女性,左脳出血を呈し保存的加療で入院. 

【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. 

【検査測定】 

徒手筋力検査（右/左）は股関節伸展 2/4,外転

2/4,体幹屈曲 2,回旋 2/2 であった.表在感覚は右

下肢中等度鈍麻であり,深部感覚は正常であっ

た.BIT 行動性無視検査では 112/146 点であり,視

空間失認が疑われる.歩行は軽介助であり,右 Isw

（Initial Swing 以下 Isw）から Tsw（Ternimal 

Swing以下 Tsw）にかけて右股関節内転方向へ右下

肢を振り出し,右 IC（Initial Contact 以下 IC）

から Mst（Mid stance以下 Mst）にて体幹右側屈,

前方傾斜が観察された.右 Mst 時に体幹右側動揺

が著明となり介助を要した. 

【経過とアプローチ】 

歩行観察にて,右IswからTswにかけて右股関節

内転方向の下肢振り出しがみられ、右 ICから Mst

で体幹の右側動揺,前方傾斜を認めた.この際に右

側方への動揺があり,軽介助を要した.殿筋群,体

幹筋群に対し神経筋再教育を行った.結果,右 IC

から Mst で体幹の右側動揺,前方傾斜の軽減がみ

られた.しかし,右 Iswから Tswにかけての右股関

節内転方向の下肢振り出しは継続した.右側の視

空間失認を認めており,介助と口頭指示を用いて

右側への注意を促し再度歩行を行った.結果,右

Isw から Tsw にかけて右股関節内転方向の下肢振

り出しが軽減した.しかし,直進方向への歩行を再

開すると依然内転方向の振り出しが残存した. 

 ここで右下肢への荷重量増大を目的に右 Mstか

ら Psw（Pre Swing以下 Psw）にかけて荷重介助を

行った.結果,右股関節内転方向の振り出しが著減

した. 

【考察】 

歩行の介助量が軽減した要因として,右 ICから

Mst で体幹の右側動揺,前方傾斜の軽減,右 Isw か

ら Tswにて右下肢の正中位方向への振り出し可能

となったことが考えられる. 

立脚相にて両側腹斜筋群,腰背筋群の筋活動が

増大することは体幹の姿勢安定化につながるとの

報告がある.歩行時に参加する運動単位数を増加

させる目的で右殿筋群,腹斜筋群,腰方形筋に対し

て神経筋再教育を実施した.結果,右 IC から Mst

で体幹の右側動揺,前方傾斜が軽減したと考えた.    

右側への注意を促した歩行では,右遊脚時正中

位方向への振り出しを促すことができた.しかし,

直進方向への歩行では,全歩行周期において重心

線が左側に偏位しており,内転方向への振り出し

が残存した.右立脚時,足底内側優位の荷重となり,

右遊脚期での内転方向への振り出しが観察された

と考えた.右側へ注意を促した歩行にて内転方向

の振り出しが減少したことから,右側下肢の筋力

低下による荷重不足ではなく,感覚障害,失認によ

り右側下肢への荷重量が不足し,身体重心が左側

へ偏位したと考え,荷重介助を行った.結果,踵部

から前足部への荷重が円滑に行え,重心線が正中

位となり,内転方向の振り出しが軽減したと考え

た. Mst から Psw にかけて床反力は踵部から前足

部へと移行し,背屈モーメントが最大となる. Mst

から Pswにて前足部への荷重が可能となったこと

で,forefoot rockerが機能し,下腿三頭筋,長母指

屈筋,長趾屈筋の筋活動が得られ,協調した歩行が

可能になったと考えた. 

【まとめ】 

今回歩行時の体幹動揺,右遊脚期にて内転方向

の振り出しに対して神経筋再教育,介助歩行を行

ったことで直後に介助量の軽減が図れた.今後は

対象器官を明確にし,治療を行う必要性があると

感じた. 



５５．歩行時の下肢重量感の改善を認めた一症例 

 

中川 静人（なかがわ しずと） 

大西脳神経外科病院 リハビリテーション科 

【はじめに】 

腰部脊柱管狭窄症(以下,LCS)術後患者の異常感

覚による跛行に対して,足部アライメント修正を

行った結果,即時に歩行時の下肢重量感の改善と

歩容改善を認めたため報告する. 

【倫理的配慮】 

症例報告の内容,個人情報対策について十分に

説明し,同意を得た. 

【症例紹介】 

70 歳代女性.5 年前より右下肢全体に異常感覚

が出現.画像上,腰部4/5のLCSを認め,後方固定術

を施行.術後より右膝から遠位のみ痺れや圧迫感

の異常感覚,歩行時には重量感を認めた. 

【検査・測定】 

安静時より右膝から遠位に異常感覚と軽度感覚

鈍麻あり.Manual Muscle Testing(以下,MMT)では,

右大腿四頭筋・下腿三頭筋 4—,後脛骨筋 3,前脛骨

筋 4,長・短腓骨筋 4,長母指屈筋・長趾屈筋 4—.右

下肢に著明な可動域制限なし.腱反射は右下肢で

減弱から正常.立位時の内側縦アーチ高率は右

14%,左 19%で右偏平足・後足部外反を認める.歩行

観察より,右立脚時の重心側方移動低下,右立脚時

間短縮(右0.59秒, 左0.64秒),左踵接地時に体幹

左傾斜を認めた.10m歩行は 7.8秒だった. 

【理学療法経過】 

本症例は右偏平足を認め,MMT より後脛骨筋機

能不全が一つの要因として考えられる.その為, 

内側縦アーチ形成を目的に intra-articular 

movement(以下,関節内運動)と筋力増強運動を実

施した.関節内運動として,右距踵舟関節・楔舟関

節は背外側方向,距腿関節は背屈方向,距骨下関節

は内側方向へ実施した. 筋力増強運動は右後脛骨

筋・前脛骨筋・足指屈筋群・母指内外転筋に実施

した.即時効果として,各筋 MMT 段階内で改善,右

後足部の外反軽減,右アーチ高率が 16.6%に増加

した.歩行観察では,右立脚時の側方移動の増加,

右立脚時間の延長(右 0.66秒)・左への体幹傾斜軽

減となり歩容の改善を認めた.10m歩行は 7.5秒と

歩行速度増加.また,歩行時の下肢重量感が

Numerical Rating Scale で 8 から５に改善した.

一週間後でも治療前で 6であった. 

【考察】 

足部アライメント修正を行うことで歩容の改

善・下肢重量感の改善を認めた.この要因として右

足圧中心位置が正常な小指球側へ移動可能になっ

たためと考えられる.一般的に偏平足では,内側縦

アーチの低下により内側部に荷重がかかり,歩行

時も足圧中心位置は内側偏位すると報告されてい

る.本症例の歩容でも同様に,偏平足により右踵接

地時に内側接地となっている.よって足角が外側

を向き,Ankle Rocker が外側方向に生じること

で,Forefoot Rocker も不十分となる.左踵接地が

不安定な状態で荷重応答を行った為,体幹左傾斜

を認めたと考えられる.アライメント修正によ

り,Ankle Rockerが前方回転可能となり,Forefoot 

Rocker によりステップ長が増加したこれにより.

右立脚時間延長が図れたことで左立脚時の体幹傾

斜軽減を認め,右遊脚期の下肢重量感軽減に影響

したと考えられる.また,満田らによると,下腿遠

位部の圧迫は,下肢挙上時の筋活動を増加させ,重

量感が生じると報告している.足部アライメント

改善によって,右立脚時の安定性や歩行効率の向

上により,圧迫感は改善されないが,下腿部の筋活

動は軽減し,重量感軽減に結びついたと考えられ

る. 

【まとめ】 

今回,LCS 術後の跛行に対して,足部に着目し, 

歩容改善目的に足部アライメント修正を実施した.

結果,治療直後より歩容改善を認め,さらに歩行時

の下肢重量感の改善も認めた. 本症例の跛行の要

因に,異常感覚・感覚鈍麻が強く影響していると考

えられるが,感覚障害に対して理学療法による改

善は困難である.しかし,今回の結果から,アライ

メント修正を行うことで異常感覚が改善する可能

性が示唆された. 

 



５６．第 12胸椎圧迫骨折を呈する患者の姿勢アライメ 

ントに着目した症例 

 

渡辺 多陽地（わたなべ たひち） 

野木病院 リハビリテーション科 

【症例紹介】 

 70歳代女性,自宅階段で転倒され第 12胸椎圧迫

骨折受傷,近隣の病院へ入院し保存療法施行.当院

へはコルセット完成後リハビリ目的で転院され理

学療法開始. 既往歴に左人工膝関節,右変形性膝

関節症があり,杖歩行自立であった. 

【倫理的配慮】 

今回の発表にあたり,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】 

 Range Of Motion Test（以下 ROM-t,右/左）体

幹伸展 5°,股関節伸展-5°/0°,Manual Muscle 

Test（以下 MMT右/左）体幹屈曲 2,体幹伸展 2,股

関節屈曲 3/3,股関節伸展 3/4,Numerical Rating 

Scale（以下 NRS）腰部の動作時痛 6/10,片脚立位

（右/左）2秒/1秒,円背姿勢を呈していた.立位で

骨盤のアライメントは,上前腸骨棘と上後腸骨棘

の高さが平衡で,歩行時にふらつきがみられた. 

【治療と経過】 

  介入翌日から立位姿勢で常に骨盤の前傾を強調

し,初期では後方の支持性の代償に壁を利用した

肢位の保持を促して,低負荷での腹圧強化を行っ

た.介入2週目では腰部の動作時痛はNRS4/10に改

善した.また,スクワットや立位での片脚挙上等,

負荷を伴う訓練を実施し,骨盤周囲筋の筋力強化

を行った.この際,後方の支持性の代償を用いて正

しい姿勢の確認を促した後,代償を除いた状態で

骨盤前傾位を保持して訓練を行った.また,姿勢が

逸脱した際は声かけを行い,注意を促した.介入 6

週目にこれまでの立位動作訓練にドローインを同

時に指導した.介入 9 週目でコルセットが外れた

為,骨盤と胸郭の柔軟運動を訓練開始前に行った. 

【最終評価】（介入 12週目） 

 ROM-t体幹屈曲 35°,体幹伸展 15°,股関節伸展

5°/5°,MMT 体幹屈曲 3,体幹伸展 3,股関節屈曲

4/4,股関節伸展 4/4,NRS 腰部の動作時痛 2/10,片

脚立位 9秒/12秒,立位で骨盤アライメントは上後

腸骨棘に対し上前腸骨棘は 2cm 下方に位置し,腰

椎の前弯が出現.また,歩行時のふらつきが消失. 

【考察】 

 本症例は自宅の階段で転倒し第 12胸椎圧迫骨折

受傷後,保存療法を施行した症例である.円背姿勢

で受傷部位に屈曲ストレスが加わっていたため.

服圧強化によって疼痛軽減と姿勢の改善を目標に

開始した. 伊藤によると腹腔内圧上昇のためには,

生理的な腰椎前弯が必要であると述べている為,

骨盤前傾とドローインを組み合わせた訓練を低負

荷から行った.この結果,腰部の NRS4/10へと動作

時痛が改善した.介入 2 週目には疼痛の訴えの減

少と骨癒合の進みから,スクワットや片脚挙上な

ど立位での負荷を伴う協調的な筋収縮の訓練を開

始した. しかし姿勢の改善には至らず, 介入 6週

目でこれまでのスクワットや片脚挙上にドローイ

ンを追加した訓練を実施することで,軽度のアラ

イメントの改善が得られた.市橋は骨盤のアライ

メント異常に対しては,股関節,骨盤,腰椎の協調

的な動きを伴う運動が有効であると述べている.

さらに伊藤は表層筋と深層筋の同時収縮を伴う体

幹筋収縮の協調性が重要であると述べていること

から,本症例のアライメントの改善が得られた要

因の一つであると考える. 

骨癒合がさらに進み,コルセットが外れた介入

9 週目に骨盤と胸郭の柔軟運動を追加実施した結

果,最終的に骨盤後傾と円背姿勢の改善が得られ,

動作時痛も NRS2/10 となった.市橋は姿勢の改善

において,柔軟性を改善した後に,持続的な筋収縮

による自動運動を行うことの重要性を述べている.

本症例も柔軟性が改善し,姿勢調節に関わる体幹

筋収縮の協調性がより円滑に行うことが可能にな

ったことで,アライメントの改善とそれに伴う腰

部の動作時痛の軽減が獲得できたと考える. 

【まとめ】 

腹圧と協調的な筋収縮にアプローチしたことで

疼痛の軽減とアライメントの改善を得た症例を経

験することができた. 



５７．離床時間を増やし、室外での趣味活動増加を目的 

に起居動作の改善を目指した症例 

 

中島 康貴（なかしま こうき） 

明石同仁病院 リハビリテーション科 

【はじめに】 

今回，心不全による長期臥床で廃用症候群を呈

した症例を担当する機会を得たので報告する． 

【論理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき，発表内容，個人情報

保護対策について説明し，同意を得た． 

【症例紹介】 

80歳代後半の女性，希望は元気になりたい．穏

やかな性格で，テレビや他者との交流を楽しみに

している．視力低下，難聴あるも理解力良好．既

往歴は不安定性狭心症，腰椎圧迫骨折． 

【初期評価】 

Range of motion（以下 ROM）は体幹回旋左右と

も 25°．Manual Muscle Test（以下 MMT）は体幹

回旋左右 2，体幹屈曲 2，肘関節伸展 4．MMSE23

点．右への寝返りは軽介助．背臥位から下肢，骨

盤，体幹，頭頚部の順で回旋運動を行う．骨盤・

体幹回旋時に右上肢内転位でベッド柵を引き込み

体幹・頭頚部の回旋運動行うが，不十分なため介

助にて右側臥位となる．起き上がりは，軽介助．

側臥位から両下肢を下垂するが臀部の前方移動と

下肢の下垂が不十分な状態で上半身を離床．途中

で on handになりプッシュアップにて端座位とな

るも，体幹右傾斜残存し，自己修正困難．  

【治療経過】 

1 週目，腹直筋，内外腹斜筋，上腕三頭筋の筋

力増強運動．寝返りは体幹回旋運動，上肢先行の

反復練習を実施．起き上がりは，on elbowからの

荷重移動運動，動作後のフィードバック実施． 3

週目，on elbow動作出現．4週目，柵に印をつけ

る事で外転位に誘導する．5 週目，寝返りの際，

上肢先行の寝返り増加．柵を L字柵に変更． 7週

目，寝返り動作確立．8 週目，部屋の変更により

反対の寝返となるが左右差はなし．11週目，臀部

の前方移動と柵の使用場所を指示する事で自立．

12週目，指示なしでの実施場面が増加． 

【最終評価】 

ROMは体幹回旋 30°．MMTは体幹回旋左右 3，体

幹屈曲 3，肘関節伸展 4．MMSE27 点．左への寝返

りは自立．背臥位から頭頚部，体幹，骨盤，下肢

の順で回旋運動を行い寝返る．頭頚部・体幹回旋

時に左肩関節外転位でベッド柵を引き込み骨盤・

下肢回旋運動行い完全側臥位となる． 

起き上がりは修正自立．側臥位から on elbowとな

る．口頭指示にて臀部の前方移動行い，両下肢を

下垂する．右上肢で柵を押し，on hand になり，

プッシュアップにて上体を起こし端座位まで可能．  

【考察】 

寝返りが自立した要因として，肩関節外転位で

の寝返りと上肢先行の運動パターンの定着を挙げ

る．本症例は，体幹屈曲・回旋筋力が低下してい

る事に加えて，下側上肢の肩関節が内転位になる

事で肩甲帯の前方突出が生じないため上部体幹の

回転運動を妨げていると考えた．上肢先行の運動

パターンでは，下肢の床押し力を活用できる．新

井らは床押し力を活用する事で速い骨盤の回旋運

動が生じ，腹直筋・外腹斜筋活動が減少すると述

べている．本症例は体幹の筋力低下がある事から

上肢からの運動パターンの定着が有効だと考えた．

しかし，声掛けによる運動学習では定着が困難で

あったため，視覚的な誘導として柵に印をつける

ことで動作の確立に繋がったと考える． 

起き上がりが修正自立になった要因として，臀部

の前方移動とベッド柵の把持する場所の指定をあ

げる．臀部の前方移動後に下肢を下垂するとてこ

の原理を利用でき，上体を起こす動作の補助とな

る．また，寝返る側と反対側の上肢でベッド柵を

把持する事で，on elbowから on handでの荷重移

動が円滑化する．上記の点が修正自立となった大

きな要因と考える． 

【まとめ】 

今回，動作パターンの確立と環境設定により残

存機能を生かすことで起居動作の介助量が軽減し

た．今後は改善した能力を生活の中で生かせるよ

うに取り組んでいきたい． 



５８．歩行動作獲得のため起立動作とバランス能力に着 

目しアプローチした一症例 

 

吉村 賢人（よしむら けんと） 

中山クリニック リハビリテーション部 

【はじめに】 

今回,歩行動作獲得のために関連性がある起立

動作に対してのアプローチを行うと共に,立位バ

ランス能力の向上からも歩行動作獲得を図った.

結果,歩行能力が改善したのでここに報告する. 

【倫理的配慮】 

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.安全管理および個人情報の保護に努めた. 

【症例紹介】 

80歳代女性,体重 47kg,受傷前は屋内つたい歩き,

屋外手引き歩行.要介護 1 であり,訪問ヘルパー,

通所介護を利用していた.2018 年 8 月上旬に自宅

庭で転倒し受傷.同日,当院受診し右骨盤骨折と診

断され入院.翌日より理学療法開始となった. 

【初期評価(受傷後 6週目)】 

医師より疼痛に配慮し,移乗,立位まで許可され

た.血圧は収縮期血圧 212mmHg拡張期血圧 108mmHg

であった.触診では両大腿四頭筋,ハムストリング

スに spasm があった.疼痛検査は右股関節屈曲時

に右上前腸骨棘,右膝関節屈曲時に右下前腸骨棘

下部に Numerical Rating Scale2であった.関節可

動域は右股関節屈曲 110°膝関節屈曲 60°両足関

節背屈-5°であった.徒手筋力検査(以下:MMT)で

は,股関節屈曲右 2 左 3,両外転 2,Hand Held 

Dynamometer(以下:HHD)使用し,膝関節伸展右 75N,

左 70Nであった.Timed stands test 5（以下:TST5)

は 65秒で,1相目に骨盤前傾不足,2相目に両膝関

節伸展の早期出現がみられた.理学療法は,座位で

骨盤前傾運動,リーチ動作,ハーフスクワット,レ

ッグエクステンションを開始した. 

【中間評価(受傷後 8週目)および治療経過】 

医師より血圧に配慮し歩行が許可された. HHDで

は膝関節伸展右 76N,左 74N,バランス評価で

は,Functional Reach Test(以下:FRT)で座位 16

㎝立位 5 ㎝であった.Timed Up and Go Test（以

下:TUG)は歩行器を使用し 87 秒で,トゥクリアラ

ンス低下,蹴り出し不足がみられた.理学療法はト

ゥーライズ,立位でのリーチ動作,重心移動練習,

歩行練習を開始した. 

【最終評価(受傷後 11週目)】 

疼痛と spasmは消失した.関節可動域は右股関節

屈曲 120°膝関節屈曲155°両足関節背屈 5°と改

善した.MMTは股関節屈曲右 3左 4両外転 2,HHDで

は膝関節伸展右 129N,左 114Nと向上した.TST5は

38 秒,FRT は座位 20 ㎝立位 7 ㎝,TUG は 48 秒であ

った.起立,歩行動作は軽度改善がみられ,手引き,

つたい歩行が可能となった. 

【考察】 

本症例は,血圧高値により早期の積極的な理学

療法ができなかったため,一般的に歩行動作と関

連がある起立動作に着目し理学療法を実施した. 

起立動作では 1 相目に骨盤前傾不足,2 相目に両

膝関節伸展の早期出現がみられた.原因として,筋

力低下に加え,骨盤前傾不足により後方重心とな

り,負荷軽減のため膝関節を早期に伸展させてい

ると考えた.金らは大腰筋が歩行時の股関節屈曲

の原動力となっている,大森らは歩行動作と起立

動作は膝伸展筋力の関連性が高いと報告している.

そのため腸腰筋,大腿四頭筋に理学療法を行った.

結果,起立動作の改善はみられたが,歩行動作はト

ゥクリアランス低下,蹴り出し不足が認められた.

丹羽らは,歩行自立度の改善は支持基底面での安

定した重心移動の獲得により得られると報告して

おり,立位バランス能力が向上し歩行動作が改善

すると考え,立位でのバランス訓練を追加した.股,

足関節戦略を活性化させるため,股,足関節周囲筋

の筋力増強と立位リーチ動作,重心移動練習を行

い,共同的な筋活動を促し,下肢支持性向上を図っ

た.結果,股,膝関節筋力向上と共に立位バランス

能力が向上し,起立,歩行動作の改善がみられた. 

【まとめ】 

今回,起立動作とバランス能力に対してアプロ

ーチを実施した.その結果,TUG,FRT などが向上し

歩行動作の改善がみられた. 



５９．1段の段差昇段時の代償動作が改善し階段動作獲 

得に向けた症例 

 

中村 啓太（なかむら けいた） 

大西メディカルクリニック 通所リハビリテーシ

ョンセンター 

【はじめに】 

今回第 2腰椎圧迫骨折を呈した症例を担当した.

本症例は大殿筋・腸腰筋筋力向上により段差昇段

時の股関節外転・内旋代償動作が改善し,今後「安

全な階段動作獲得」に向けた症例を報告する. 

【倫理的配慮】 

本発表の趣旨を説明し同意を得た. 

【症例紹介】 

70歳代女性,平成 30年 1月上旬自宅玄関先で目

眩により転倒され,第 2腰椎圧圧迫骨折を受傷.同

日に手術施行.硬性コルセットを装着し離床開始

される.同年 5月中旬基本動作自立,移動は屋内歩

行器歩行自立,屋外 T 字杖歩行見守りにて実施可

能となった為,退院の運びとなる.既往歴として第

9 胸椎圧迫骨折,第 1.4 腰椎陳旧性圧迫骨折あり.

「安全な階段動作獲得」が目標.週 3回通所リハビ

リテーションセンターに通われる. 

【初期評価 7月上旬より開始】 

徒手筋力検査（Manual Muscle Test以下 MMT）: 

大腿直筋4腸腰筋3大腿筋膜張筋3大殿筋3腹筋群2

感覚検査位置覚:右足関節中等度鈍麻5/10運動覚:

右足中等度鈍麻6/10機能的自立度評価

(FunctionalIndependenceMeasur以下

FIM):124/126(減点項目:平地歩行・階段昇段)整形

外科的検査(Elley test右陽性) 

【経過】 

平成 30 年 6 月上旬に硬性コルセットを外す.7

月中旬より理学療法開始.段差昇段時近位見守り.

最終評価時,段差昇降段動作自立レベルまで向上 

【最終評価:8月上旬】 

MMT:大腿直筋 5腸腰筋 4大腿筋膜張筋 4大殿筋

4腹筋群 3脊柱起立筋 3感覚検査位置覚:右足関節

中等度鈍麻 5/10 運動覚:右足中等度鈍麻 6/10 

FIM:125/126(減点項目:階段昇段)整形外科的検査

(Elley test右陽性) 

【考察】 

 初期評価時の段差昇段動作 3 相目,大殿筋筋力

低下の代償として大腿筋膜張筋が過活動になり股

関節外転・内旋の代償動作がみられる.また右足関

節深部感覚中等度鈍麻のため,右下肢への荷重不

足より脊柱起立筋に過活動が起こることで体幹が

伸展し後方への転倒リスクがある.問題点として

右足関節中等度鈍麻,右腸腰筋筋力低下,右大殿筋

筋力低下が要因であると考えた.勝平らは,高齢者

は階段昇段時に加齢に伴う膝関節伸展筋力の低下

を補償するために,上体を前傾させ股関節伸展ト

ルクを増大させた姿勢で階段昇段動作を行う特徴

があると述べている.以上より理学療法は右腸腰

筋筋力強化訓練,右股関節伸展筋筋力強化訓練,右

足趾への感覚入力を施行した.結果,最終評価時は

右腸腰筋筋力,右大殿筋筋力が向上したことで段

差昇段動作の全相で体幹の前傾姿勢が改善,3 相

目で右大腿筋膜張筋の過活動による股関節外転・

内旋の代償動作改善.しかし「以前のように自分で

服を選びたい,洗濯物を干したい」という目標に沿

って考えると,住宅環境から階段昇段動作が必要

となる.その為,最終評価時の問題点として右足指

深部感覚中等度鈍麻を挙げる.枡らは昇段時,身体

は前方へ連続的に移動するのに対して足圧中心は

前方から後方へ移動後,再び前方へ移動すると述

べている.また木藤らは,足底感覚が障害されると

姿勢応答戦略の足関節戦略の割合が減少し,股関

節戦略の割合が増加すると述べている.3 相目よ

り体幹左側屈・軽度伸展,骨盤前傾位・右骨盤後方

回旋がみられる.つまり腰部,股関節の伸展モーメ

ントが増大することで左腰部に疼痛が生じると考

える.よって自宅での階段動作では後方への転倒

の危険性が考えられる. 

【おわりに】 

今後「自分で衣服を選びたい」という目標に向

けて,右足指感覚鈍麻や筋持久力を考慮する必要

がある. 



６０．自宅退所を目標に歩行や段差昇降動作能力の向上

を目指した症例 

 

河野 悠（かわの はるか） 

介護老人保健施設，エスポアール遙 

【はじめに】今回,自宅退所を目標に歩行や段差昇

降動作能力向上を目指した症例について報告する. 

【倫理的配慮】本症例に発表目的を口頭で説明し,

自由意志で発表の承諾を得た. 

【症例紹介】独居生活をしていた 80 歳代後半の

女性.平成 30 年 2 月に第 1,5 腰椎圧迫骨折後,日

常生活動作能力が低下しリハビリ目的で同年 4月

より当施設へ入所.既往歴は両変形性膝関節症.家

屋環境は,廊下幅 850 ㎜.直角移動箇所あり.食事

室の有効幅 550 ㎜.上がり框の高さ 200 ㎜で片手

摺を設置している.Needs は歩行の自立,段差昇降

動作見守りレベルとした. 

【初期評価】全体像:自発的な離床は見られず,車

椅子自走可能だが介助される事が多い等,運動機

会が少なく易疲労性.主訴:このままじゃ歩けない.

疼痛評価:左膝関節内側部に安静時･運動時とも出

現.Numerical Rating Scale(以下 NRS)8/10.Manu

al Muscle Test(以下 MMT):膝関節伸展左 4.Renge

 Of Motion(以下 ROM):股関節伸展左 5°P.立位姿

勢観察:胸腰椎の後弯強く,骨盤後傾位,体幹軽度

左側屈位.両股関節屈曲外旋位,右に比べ左膝関節

屈曲内反位が強い.歩行分析:前腕支持型歩行車使

用(以下歩行車).見守りレベル.左立脚中期で左膝

関節外側スラストを認め,体幹左側屈する事で動

揺が生じ方向転換時に最小介助を要す.段差昇降:

両手摺使用.最小介助レベル.支持脚の動揺が出現

し,上肢の引き込み強く,昇段時に介助を要する. 

【理学療法経過】７月中旬から立位姿勢の改善を

目的に股関節屈筋群に対しストレッチング,加え

て歩行車歩行練習を実施.また運動機会増加の為,

プラスフィードバックを利用した.8 月上旬から,

上がり框を想定し,段差昇降練習を両手摺使用下

で実施.8 月中旬に段差昇降動作は,両手摺使用下

で修正自立レベルへ向上したが,片手摺では引き

込み動作を認め,最小介助が必要であった.8 月下

旬には狭小箇所にて方向転換練習を実施.外側ス

ラストと方向転換時の動揺が軽減し歩行は自立レ

ベルへ,段差昇降は片手摺使用下で見守りレベル

へと向上.また「リハビリ頑張ります」等の発言が

増え,車椅子自走機会が増加し集団自主トレーニ

ングへの参加も認めた. 

【最終評価】主訴:家に帰ってタコが食べたい.疼

痛評価:左膝関節内側部.NRS 3/10.MMT:膝関節伸

展左 4.ROM:股関節伸展左 10°.立位姿勢観察:両

膝関節屈曲角度が減少.歩行分析:歩行車使用.自

立レベル.左立脚期の左膝関節外側スラスト,方向

転換時の動揺が軽減.段差昇降:片手摺使用し支持

脚の動揺と上肢の引き込みが軽減. 

【考察】本症例の歩行や段差昇降動作能力低下の

要因として下肢アライメント異常が考えられる.

左膝関節伸展筋力は十分だが下肢アライメント異

常により左大腿四頭筋の長さ-張力関係が崩れ,左

立脚期の筋出力が不十分であったと考える.廣田

らは「圧迫骨折に対する治療はアライメント修正

が重要であり,腸腰筋のストレッチが立位姿勢の

改善に効果が期待できる」と述べている.そこで今

回,姿勢修正による筋出力増加を目的に,股関節屈

筋群に対しストレッチングを実施した.その結果,

下肢アライメントが改善し歩行や段差昇降動作能

力が向上したと考える.次に Needs に対し膝関節

への負担軽減を目的に,前腕支持型歩行車を選定

した.また運動機会の減少に対しては,プラスフィ

ードバックによる改善を認め,廃用による機能低

下を予防できたと考える.自宅退所後は通所リハ

ビリテーションを利用予定だが,送迎車のステッ

プ昇降は見守りで行えると退所前カンファレンス

にて伝達する予定である.併せて退所後訪問指導

にて実際に自宅内歩行や上がり框の昇降動作を評

価し退所後のフォローを行う予定である. 

【まとめ】自宅退所を目指し歩行,段差昇降動作能

力の向上,プラスフィードバックを行い運動機会

の増加が認められた.加えて,退所前カンファレン

スや退所後訪問指導にて他職種との連携や自宅を

訪問し生活場面で評価する事が自宅退所に向けて

重要だと学べた. 


