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平成３０年度 北播磨・丹波支部 新人発表プログラム 

 

平成 31年 1月 27日（日）西脇市民会館（中ホール） 

 

8時 45分～9時 15分 

 受 付 ※会員証にて 

     ※新人はスライドデータをＰＣへ移行 

9時 15分～  

あいさつ・諸注意等 

※発表 5分 質疑 2分 

 

9時 30分～ 第 1セクション 

  座長 山端大樹 先生（北播磨総合医療センター） 

  セクションコメンテーター 嶋本遼 先生（市立西脇病院） 

１、福井康太（加東市民病院） 

２、吉元ほのか（みきやまリハビリテーション病院） 

３、水谷 莉子（ときわ病院） 

４、上村健作（緑駿病院） 

５、木村勇輝（復井診療所） 

 

 

 

10時 30分～ 第 2セクション 

  座長 坂田康裕 先生（放課後デイサービス りあんず） 

   セクションコメンテーター 安居憲彦 先生（緑駿病院） 

１、寺村有世（大山記念病院） 

２、和田健志（セントクリストファーズホーム） 

３、成田彩乃（三木山陽病院） 

４、西山莉加（みきやまリハビリテーション病院） 

５、海道亜美（ときわ病院） 

 

11時 45分～13時 昼休憩 

 

 

13時～13時 30分 協会理事 

 

 

 

 

 



13時 45分～ 第 3セクション 

   座長 菅野真澄 先生（オリーブ訪問看護ステーション） 

   セクションコメンテーター 廣田洋輔 先生（多可赤十字病院） 

１、瀬川祐輔（兵庫医科大学ささやま医療センター） 

２、三宅香菜子（大山記念病院） 

３、山端広大（みきやまリハビリテーション病院） 

４、桒名良侑（ときわ病院） 

５、神里嘉南（前田クリニック） 

 

 

 

15時～   第 4セクション  

 座長 小東亮介 先生（みきやまリハビリテーション病院） 

   セクションコメンテーター 吉見拓 先生（セントクリストファーズホーム）  

１、筒井苗（市立西脇病院） 

２、山本翔貴（服部病院） 

３、高垣舞（みきやまリハビリテーション病院） 

４、岡本奈緒美（薫楓苑） 

５、山田英路（矢持医院） 

 

 

 

16時～  第 5セクション   

 座長 松本匠平 先生（兵庫医科大学ささやま医療センター） 

   セクションコメンテーター 山本昴志 先生（栄宏会 小野病院） 

１、山田紗矢香（大山記念病院） 

２、栗野晴菜（みきやまリハビリテーション病院） 

３、藤原雄磨（ときわ病院） 

４、松井貴宏（緑駿病院） 

 

 

 

17時 15分 閉会 総評 懇親会説明 会場整理 

 

 

 

 

 

 

 



在宅復帰に向け移乗方法を多職種で検討した症例 

加東市民病院リハビリテーション科 福井康太 

（キーワード）脊髄損傷・移乗・カンファレンス 

【はじめに】大腿骨骨幹部骨折を呈した既往に脊

髄損傷のある症例を担当した.骨癒合の状況に応

じた移乗方法を検討するために,多職種カンファ

レンス（conference 以下 conf.）を実施し,早期

離床や在宅復帰のための動作練習を進めることが

できた.その詳細を報告する. 

【倫理的配慮・説明と同意】ヘルシンキ宣言に則

り,十分な説明を行い,本人の同意を得た. 

【症例紹介】70歳代女性（身長 150cm，体重 61kg）.

（現病歴）自宅にて下衣更衣時に受傷,A病院受診

したが骨折の診断はなく帰宅した．2週間後,左大

腿部に腫脹が出現したため,B 病院受診.左大腿骨

近位骨幹部骨折と診断された.手術希望されず,保

存的治療のため当院へ転院となった.ギプス固定

は皮膚障害の危険性があること,骨盤帯装具は人

工肛門・膀胱瘻のため装着不可であることから選

択されず,両大腿間に枕を挟みバンドによる固定

となった. 

（既往歴）21 年前に脊髄損傷（C6 不全麻痺,Th8

以下完全損傷）,人工肛門・膀胱瘻造設,右大腿骨

頚部骨折（保存的治療）であった. 

【受傷前生活状況】人工肛門・膀胱瘻の交換と入

浴介助にのみ訪問看護と訪問介護を利用していた.

在宅での車椅子生活自立.移乗動作は腋窩支持型

スリングと据置型リフトを使用していた. 

【Hope】自宅退院,受傷前の生活に戻りたい. 

【初期評価】MMT（右/左）：肩関節屈曲 4/4,伸展

4/4,肘関節屈曲 4/4,伸展 4/4,手関節背屈 4/4,掌

屈 4/4,手指屈曲第 4指 3/4,第 5指 3/3,伸展 2/3,

外転 2/3,内転 2/3,母指伸展 3/3,外転 3/3,内転

3/4であった. 

ROM-T：右肩関節屈曲 160°,外転 150°.右手関節

背屈 25°,掌屈 40°,右手指 PIP 関節伸展第 2 指

-10°,第 3 指-10°,第 4 指-60°,第 5 指-30°で

あった. 

【問題点】長期臥床による廃用症候群.骨癒合状況

により,移乗方法や生活様式の変更が生じる可能

性があると予測した. 

【プログラム】廃用症候群の予防として,筋力維持

増強運動,関節可動域練習を実施した.リクライニ

ング車椅子座位獲得後は,腋窩支持型スリングの

着脱など車椅子上での動作練習を追加した.本人

の車椅子座位獲得後は車椅子駆動練習を追加し

た. 

【経過】開始当初は,ベッド上で筋力維持増強運動,

関節可動域練習を実施した. 

入院 10日目,リクライニング車椅子への乗車が

許可された.主治医,理学療法士,看護師で conf.

を実施し,早期離床と安全に移乗する方法を検討

した.移乗方法はスライディングボードを使用し

介助者 3 名での平行移動とした.同時に病棟にて

車椅子座位の時間を確保してもらうことで,座位

時間を延長することができた. 

入院 82日目,本人の車椅子の乗車が許可された.

再度 conf.を実施し,移乗方法をバスタオルを使

用した平行移動を介助者 4名にて実施する方法と

した.しかし,臀部と座面の間にバスタオルが残る

ため,臀部が滑らず自身で座位姿勢の調整が出来

なかった.そこで,再度検討し,予めベッド上で臀

部とバスタオルの間にクッションを挟んでおいて

から移乗する方法とした.その結果,座位姿勢の調

整が可能となった.また,車椅子駆動練習も追加し

た.車椅子座位時間は 1日 6時間程度可能となり,

病棟内での車椅子自走は自立となった. 

【考察】本症例の在宅復帰には車椅子での活動が

必須と考え,早期離床による廃用予防,車椅子動作と

移乗動作の確立が課題となった.2 回の conf.では骨

癒合の状況に応じた,安全に移乗できる介助方法を

検討したことで,車椅子座位が可能となり一定時間の

離床に繋がった.また車椅子座位の獲得により,入院

前 ADL を模倣した練習が実施でき,院内において

も在宅に近い車椅子座位での活動が可能となっ

た. 

今後の在宅での移乗動作について,主治医の見解で

は受傷前と同じ方法で行うことが可能とのことであっ

た.そのため,それに向けた動作能力の再獲得を課題

とし,継続した練習が必要と考える. 



足部の反復練習と感覚入力により相反神経抑制機

能が向上し、動作改善へと至った一症例 

みきやまリハビリテーション病院 吉元 ほのか 

【はじめに】 

今回、頚椎脱臼骨折を呈し、階段昇降動作時の動

揺・片脚立位時間が短縮していた症例に対し足部

の反復練習や固有感覚入力を併用することで動作

改善した症例を経験したため、ここに報告する。 

【倫理的配慮】 

本研究はヘルシンキ宣言に基づき、対象者に研究

の目的と方法を十分に説明し、同意を得た。 

【症例紹介】  

60 代男性。診断名:第 6・7 頚椎脱臼骨折。 

術式:後方固定術施行。 HOPE:職場復帰。 

【初期評価 (術後 2～3 週)】 

異常感覚:+(右小趾のしびれ) 。 

徒手筋力検査(以下:MMT):左右共に股関節周囲筋

4、膝関節周囲筋 5、前脛骨筋 5、足趾伸筋 5、腓

骨筋 3、足趾屈筋 3。自動運動での足趾外転困難。 

片脚立位保持:右下肢 5 秒、左下肢 9 秒。足部動揺

し外側に倒れる。Romberg 徴候:陽性(1 秒)。 

階段昇降動作: 見守り。足部の回内制動困難、外

側へ動揺大きい。膝立ち動作:股関節の動揺認めず。 

【理学療法プログラム】 

足趾屈筋・内在筋ストレッチ。筋力増強練習。 

底背屈反復練習。歩行。応用歩行。 

【中間評価（術後 4～5 週）】 

MMT:左右共に股関節周囲筋 5、腓骨筋 4、足趾屈

筋 4、自動運動での足趾外転可能。 

片脚立位保持:右下肢 18 秒、左下肢 23 秒。足部

の動揺は右＞左で大きい。異常感覚:変化なし。 

階段昇降動作: 見守り 初期との変化なし、足部の

動揺残存。30 秒足部の回内外反復回数(回内外合

わせ 1回):右 6回、左 12回。徐々にスピード停滞。

また触診では主動作・拮抗筋の同時収縮を認める。 

【理学療法プログラム一部修正】 

初期プログラムは自主練習で継続。不安定板での

反復練習。感覚入力下で荷重位での足部の回内外

反復練習。応用歩行。段差昇降。 

【最終評価（受傷後 6～7 週）】 

MMT:中間評価と変化なし。  

片脚立位保持:両側 1 分以上保持可能、動揺軽減。 

Romberg 徴候:陽性(5～10 秒)。 

30 秒足部の回内外反復回数:右 14 左 16 回、主動

作・拮抗筋の切り替えがスムーズとなる。 

階段昇降動作: 自立。昇降段ともにふらつきは軽

減し、足部の動揺も軽減している。 

【考察】 

症例は職場復帰という目標があり階段昇降時の安

定性確保が必要であった。動作では初期評価より、

片脚立位や階段昇降動作時に外側にバランスを崩

していた。股関節や膝関節周囲の著明な筋力低下

は見られず、膝立ち動作では股関節部に動揺は認

めないため足部に着目した。 

症例の足部は足趾屈筋や内在筋の柔軟性・筋発揮

力が乏しくなっていた。このことは外側にバラン

スを崩す要因と考え個別筋へのストレッチや筋力

増強練習、底背屈反復練習を実施した。 

しかし中間評価では、機能向上を認めたが動作に

対し正の転移とならず、治療の再検討を行った。 

まず動作時に外側へバランスを崩すことについて、

足部の運動を詳しく評価した。症例は足部の回内

外の機能が拙劣であり、触診では主動作・拮抗筋

の同時収縮が行われていた。このことから足部の

回内外の切り替えが稚拙であることが考えられ、

修正プログラムでは足部の回内外の反復練習を実

施した。加えて、神経—筋促通と運動コントロール

の再学習時の代償手段として、芝生マットや重錘

を使い足底から固有感覚への感覚入力を、目的動

作に近い環境で段階的に実施した。鈴木らは反復

練習に伴う相反性抑制機能の向上を報告しており、

また Preszner らは足底感覚への介入刺激が体性

感覚情報の増加とバランス能力の向上に繋がると

報告している。 

これらのことから最終評価では足部の回内外反復

練習が相反神経抑制機能を向上させ、足底感覚入

力が運動学習と感覚フィードバック情報を賦活し

たことで、階段昇降動作時のふらつき軽減と動作

自立へと繋がったと考えられる。 

 



歩行手段変更後の動作定着に難渋した右大腿骨転

子部骨折の一症例 

医療法人社団 関田会 ときわ病院  水谷莉子 

【はじめに】今回,認知機能の低下により新たな移

動手段の定着に難渋した症例を担当した．認知症

状の特徴を踏まえ,動作学習の方法を再検討し介

入した結果,動作の定着を円滑に図る事が可能と

なったため,若干の考察を加えてここに報告する． 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に沿い個人が特定

されないよう匿名化し配慮を行った． 

【症例紹介】90歳代女性,平成 X年 Y月 Z日に転

倒,右大腿骨転子部骨折と診断,当院入院．Z+４日

後,骨接合術施行.生活歴は,一軒家に娘,孫と同居,

屋内外独歩,日常生活動作修正自立～監視レベル．

一年前より健忘症状増悪し,不潔行為,徘徊認めた.

要介護 3,デイサービス（5/ｗ）,ショートステイ

（毎週末）利用.自室からトイレまで約 3mで手摺

なし.Need：自宅内徘徊を想定し,屋内独歩自立. 

【初期評価 術後 1週間】脳画像所見：大脳皮質,

海馬周辺の萎縮,両側脳室の拡大,長谷川式簡易知

能評価(以下 HDS-R):11/30点（減点項目：見当識,

物品記銘,語想起）.疼痛評価 Numerical Rating 

Scale（以下 NRS）:荷重時 8．荷重検査(kg,右/左):

全体重 31,静止立位 11/20．最大荷重 15/25．関節

可動域検査(以下 ROM):右股関節伸展-15°,屈曲

80°．徒手筋力検査(以下 MMT): 右股関節屈曲,伸

展,外転 2．立位姿勢:胸椎円背,骨盤左下制,腰椎

右凸側彎,左右膝関節内反位．歩行：平行棒内軽介

助,右立脚中期は骨盤左下制,右膝関節内反位で体

幹右側屈を認め,右立脚相の短縮著明.    

【理学療法及び経過】介入当初より運動に対し消

極的であり,時折拒否を認めたため,本人の訴えに

配慮しつつ促しを行った.術後 6週では荷重時痛

の軽減に伴い,積極的な歩行練習が可能となった.

独歩では右立脚中期に体幹右側屈を認め,不安定

性を助長していた.上記に対し,アライメント修正

と筋力増強訓練を継続施行したが,中間評価の時

点では実用性の獲得が困難と推察された.そのた

め屋内移動手段の目標を,比較的安定性が高かっ

た伝い歩きへと変更した．新たな移動手段の獲得

に向け問題となった点は,指示に対し即時の従命

は可能だが,指示無しでは経験からの想起,判断が

不十分となった事である.上記に対し,本症例の認

知症状の特徴から運動学習方法を再検討し,実施

した.まず口頭指示にて提示,できなければ徒手的

に誘導を行い,定着すれば徐々に誘導を減らし,反

復して運動学習を行った.さらに賞賛といった快

刺激や成功体験を増やし,新たな記憶が定着する

よう介入した.また,病棟スタッフと目標の共有を

行い,病棟生活においても伝い歩きの選択が定着

するように多方面からの入力を行った.住宅改修,

試験外泊を経て,Z+95日後に自宅退院となった. 

【最終評価 術後 13週間後】HDS-R:10/30点（減

点項目：見当識,物品記銘,語想起）.疼痛検査:荷

重時 NRS3．荷重検査(kg,右/左):全体重 31,静止

立位 15/16,最大荷重 31/31.ROM:右股関節伸展

10°,屈曲 100°．MMT:右股関節屈曲,伸展 3,外転 4．

立位姿勢:著変なし．自宅と同様環境下での排泄時

移動:日中,夜間共にベッド柵と壁の伝い歩き監視

レベル.しかし時折独歩での移動が認められた. 

【考察】本症例は,脳画像において大脳皮質,長期

記憶の形成,想起に関係する大脳辺縁系の萎縮が

著明であった.実際の動作においても,新たな経験

から学んだ事を想起し,実行する事が困難であっ

た.藤原らは「認知症患者の動作練習では身体ガイ

ドを徐々に減らしていくことで動作が定着する」

と述べている.また,神谷は「強い感情が喚起され

る刺激では,その刺激の感情的質が影響し,快な刺

激ほど保持され易い」と述べている.本症例でも,

身体誘導の段階的介入と反復刺激,賞嘆や成功体

験による快刺激が動作定着に有効であると考えた.

上記を考慮し,大脳辺縁系,前頭葉への刺激入力を

繰り返し行い,移動手段の選択において伝い歩き

が長期記憶として想起されるようになったと推察

する.しかし,病棟生活においては未だ独歩を選択

する場面も認めており,完全なる動作定着には至

らなかった.その一つの要因として,本症例の認知

症状に応じた介入が早期から一貫して行えなかっ

たことを挙げ,今後の課題としたい. 

 



【多角的な視点で理学療法を行う重要性を学んだ

慢性期の一症例～移乗動作に着目して～】 

         緑駿病院 上村 健作 

【はじめに】 

今回、複数回の転倒から右人工骨頭置換術を施

工した症例を担当した。家族の「外出をしたい」

という Hopeを踏まえ、移乗動作の獲得を目標に理

学療法を実施したので、ここに報告する。 

【倫理的配慮】 

本症例報告はヘルシンキ宣言に従い、対象者に

発表目的と内容説明を行い同意を得た。 

【症例紹介・経過】 

80歳代、女性 

X-4年：大脳皮質基底核変性症と診断 

X年：転倒し右大腿骨頸部骨折を受傷 

A病院に入院し、観血的骨接合術施行 

X+10ヵ月：大腿骨頭壊死、人工骨頭置換術施行 

同月：再転倒により右股関節脱臼、再置換術施行 

X+1年 2ヵ月：当院へ入院 

【既往歴】 

大脳皮質基底核変性症、レビィ小体型認知症、 ラ

クナ梗塞、僧房弁閉鎖不全症 

【評価】 

初期（X+1年 2ヵ月）→最終（X+1年 4ヵ月） 

徒手筋力検査（右/左）体幹屈曲 1+→2、伸展 2→3、

右回旋 2→3、左回旋 2→2、股関節屈曲 2/2→2/3、

伸展 2/2→2/3、外転 2/2→2/3、 

外旋 1/1→1/2、膝関節伸展 3/3→3/4、 

Mini Mental State Examination 12→10、Hoehn・

Yahr stage 非該当、Trail Making Test 実施困難、

Berg Balance Scale 8/56→17/56、Functional 

Independence Measure 46/126→48/126（移乗 3→5） 

動作観察：ベッドから左側車椅子への移乗 

初期（中等度介助）：右側方物的支持物あり 

座位保持軽介助。体幹前傾相から臀部離床まで右

側の手すり使用し軽介助。方向転換中等度介助。 

最終（見守り）：前方物的支持物あり 

座位保持自立。体幹前傾相から臀部離床まで前方

の手すり使用し見守り。方向転換見守りで可能。 

 

【理学療法経過】 

介入当初、移乗動作の一番の問題点は右股関節

周囲筋力低下による右立脚困難と判断し、重点的

に筋力増強練習を実施した。しかし、当初の想定

よりも筋力の向上が乏しく、移乗動作の改善もみ

られなかった。そこで、目標を移乗動作の自立か

ら修正自立へと変更し、治療プログラムを再考し

た。廃用による全身筋力の低下にも着目し、体幹

機能や左下肢筋力の低下に対してのアプローチも

治療プログラムに多く取り入れた結果、移乗動作

の介助量が軽減した。さらに環境調整や家族指導

を行ったことで、家人介助下での移乗動作の獲得

が可能となった。 

【考察】 

濱西は「高齢者の大腿骨頸部骨折治療の基本は、

単なる骨折ではなく全身疾患としてとらえるべき

である」と述べている。本症例が最終評価時に移

乗動作の改善に至った理由として、現病歴である

右人工骨頭置換術後による筋力低下の改善に固執

せず、廃用症候群によって生じる全身筋力や耐久

性の低下にも着目して介入し、それらが改善した

事が考えられる。 

 また、黒川らは「高齢者の骨・関節疾患の理学

療法の目的は、その患者の生活上の機能を再獲得

するうえで、阻害となる因子は何なのかを考えな

がら、その患者がどのような最終像になるのかを

見極める事で決まる」と述べている。このことか

ら、本症例は身体機能面の向上だけでは、移乗動

作における転倒リスクの軽減には至らないと判断

した。そのため、認知症や大脳皮質基底核変性症

など既往歴から予後予測を行い、目標を移乗動作

の自立から、必要な代償動作を取り入れる修正自

立へと変更し、機能訓練に加えてベッド周囲の環

境調整や家族指導も行った。結果、家人介助下で

の移乗動作の獲得に繋がったと考える。 

今回のように、受傷後暫く経過し、高齢で複数

の既往歴を持つ症例の理学療法では、現病歴に固

執するのではなく、年齢などの個人因子や既往歴、

環境面等も考慮し多角的な視点から目標達成に向

けて理学療法を行っていく必要性を学んだ。 



膝関節屈曲角度による筋力発揮量の違いに着目し

動作の獲得に至った症例 

医療法人社団 青山会 復井診療所 木村勇輝 

【はじめに】 

 今回、交通外傷によりしゃがみ動作ができず、

職場復帰困難となった症例を担当した。膝関節屈

曲角度の変化に伴う筋力発揮量の違いに着目し、

しゃがみ動作の獲得に至った経緯を報告する。 

【倫理的配慮,説明と同意】  

 本症例報告はヘルシンキ宣言に沿って対象者に

説明し、同意を得て行った。 

【症例紹介】 

 30歳代男性。平成 29年 11月上旬に交通事故で

両股関節脱臼、右寛骨臼後壁骨折、左大腿骨骨頭

骨折を受傷した。同日に右股関節は徒手的に整復

し、左股関節は観血的に整復した。9 日後に右寛

骨臼後壁骨折に対し骨接合術を施行した。右下肢

は術後 6週で全荷重、左下肢は術後 3ヶ月で全荷

重となった。 

【初期評価】 

<機能的自立度評価法>120/126点 

<関節可動域検査（以下：ROM-t）> 

股関節屈曲：左右 90°膝関節屈曲：左右 145° 

足関節背屈：右 25°左 20° 

<筋力検査（OG技研製 ISOFORCE GT610を使用）> 

検査値として古川らによる体重補正（筋力実測値

÷体重）を引用。 

膝関節屈曲 90°:右 0.66kgf/kg 左 0.74kgf/kg。

膝関節屈曲 110°:右 0.14kgf/kg 左 0.16kgf/kg。

膝関節屈曲 145°:測定不可。 

<しゃがみ動作観察>立位から両膝関節屈曲約

110°となった際に右膝蓋骨上縁部に伸張痛が出

現し、それ以上の屈曲が困難で動作を終了する。 

【統合と解釈】 

 岩倉らはしゃがみ動作で、股関節屈曲 108°±

22°、膝関節屈曲 144°±10°、足関節背屈 22°

±9°の可動域が必要と述べており、筋力は主に

大腿四頭筋の遠心性収縮が重要とされている。 

検査結果より症例の関節可動域はしゃがみ動作

が可能な角度を有していたが、筋力に関しては膝

関節屈曲角度が 110°以上になると筋力発揮量の

著しい低下がみられた。そこで当施設の 30代男性

職員の膝関節屈曲 90°から 110°への伸展筋力の

減少率と症例の減少率を比較した。職員では平均

右 41.5%左 35.5%低下していたのに対し、症例は右

78.4％左 78.2%の著明な低下がみられていた。よ

って症例のしゃがみ動作の主な問題点として、膝

関節屈曲 110°以上での大腿四頭筋の筋力発揮量

の低下と考えた。 

【問題点の抽出】 

impairment#1膝関節屈曲 110°以上での両大腿四

頭筋の筋力低下 disability##1しゃがみ動作困難

handicap###1職場復帰困難 

【治療プログラム及び理学療法経過】 

大腿四頭筋の筋力強化として、膝関節屈曲

110°以上での遠心性収縮を促すことを目的とし

た。方法として、開始時は自動介助運動にて実施

し、改善に伴い徐々に介助量を減らしていき筋力

強化を図った。また重心位置が後方へ偏らないよ

う動作学習を促した。結果、治療開始 2週間後に、

立位からしゃがみ位への動作が可能となった。 

【最終評価】 

<機能的自立度評価法>121/126点 

<ROM-t>初期と変化なし。 

<筋力検査> 

膝関節屈曲 110°:右 0.23kgf/kg 左 0.27kgf/kg。

膝関節屈曲 145°:右 0.15kgf/kg左 0.21kgf/kg 

<しゃがみ動作観察>立位からしゃがみ位が可能と

なり、動作中の伸張痛の訴えはなくなった。 

【考察】 

 しゃがみ動作に対する評価として、大腿四頭筋

の筋力発揮量が膝関節屈曲角度の違いで変化する

事に着目し、症例では特に膝関節屈曲 110°以上

での筋力が著しく低下している事が分かった。そ

れに対して、膝関節屈曲 110°以上でのしゃがみ

動作を反復し筋力強化を図ったことで、動作の獲

得に至ったと考える。 

 今後は職場復帰に必要な応用動作の獲得のため

に、しゃがみ位から物を持ち上げ移動する動作の

獲得を検討し、介入を行っていく。 



歩行時の中殿筋の収縮様式に着目し、 

跛行の軽減を認めた症例 

           大山記念病院 寺村有世 

【はじめに】右大腿骨頸部骨折で人工股関節全置

換術（以下 THA）を施行後、歩行時の中殿筋の収

縮様式に着目し、デュシェンヌ跛行の改善を認め

た症例について報告する。発表に伴いヘルシンキ

宣言に基づき、本症例より承諾を得た。 

【症例紹介】90歳代女性。7月 X日に右 THA施行

し、X+8日目より回復期での理学療法を開始した。

病前の日常生活動作（以下 ADL）は自立し、移動

形態は独歩であった。Hope：身の回りは自分で出

来るようになりたい。 

【初期評価：術後 2週目】(右/左)視診・触診：術

創部周囲に炎症所見あり。CRP 値：11.87mg/dl。

疼痛検査：右殿部に荷重時痛。Numerical rating 

scale（以下 NRS）4/10。関節可動域検査：(以下

ROM-T、疼痛：P、単位：°)股関節伸展−5P/測定

不可、股関節外転 20/30。徒手筋力検査(以下 MMT)

股関節伸展 2/2、股関節外転 2/2 以上、膝関節伸

展 2/3。立位姿勢観察：矢状面は体幹屈曲位で脊

柱は胸腰椎移行部で後彎変形。骨盤後傾位、両股

関節は軽度屈曲位。前額面は脊柱左凸側弯し、骨

盤左変位。右股関節外転・外旋位。平行棒内歩行

観察：右荷重応答期(以下 LR)で体幹屈曲、右立脚

中期（以下 MSt）で右デュシェンヌ跛行を生じる。 

【理学療法経過】初期から開放性運動連鎖（以下

OKC）で求心性収縮での右中殿筋、大殿筋、大腿四

頭筋の筋力増強運動を行った。炎症に対して X+10

日までアイシングを実施。CRP値は 11.87mg/dlか

ら 1.39mg/dlとなる。4週目に上記の筋は MMT3に

向上したがデュシェンヌ跛行の軽減には至らなか

った。歩行時の収縮様式を学習する為に閉鎖性運

動連鎖（以下 CKC）でのステップ練習を重点に実

施した。4週目以降で徐々に跛行は軽減し、6週目

に屋内杖・伝い歩き自立となった。 

【最終評価：術後 6週目】(右/左)視診・触診：術

創部の熱感消失。CRP値：0.04mg/dl。疼痛検査：

荷重時痛は消失。ROM-T：股関節伸展 10/15、股関

節外転 40/40。MMT：股関節伸展 4/4、股関節外転

4/4、膝関節伸展 4/4。立位姿勢観察：初期より矢

状面では体幹屈曲が軽減した。前額面では骨盤左

変位が軽減した。平行棒内歩行観察：右 LRでの体

幹屈曲は軽減した。右デュシェンヌ跛行は軽減し

たが、体幹右側屈は残存した。 

【考察】初期評価時は右 MStで右デュシェンヌ跛

行を認めた。右立脚期で骨盤左下制が生じる為、

左足部のクリアランスが低下する事で転倒リスク

が高いと考えた。跛行の原因は右中殿筋・大殿筋・

大腿四頭筋が MMT2であった。疼痛による筋力低下

と廃用性筋力低下が原因であると考えた。筋力増

強を図るため上記の筋群の収縮を確認しながら、

OKCで個別の筋力増強運動を行った。 

 術後4週目には上記の筋はMMT3と向上を認めた。

石井らは「MMT3以上 4未満であれば基本動作に必

要な筋力は賄える」と述べているが本症例におい

て右デュシェンヌ跛行は残存した。 

 嶋田らによると「MSt では股関節外転筋は遠心

性で活動後に等尺性収縮で活動する」と述べてい

る。OKCでの求心性収縮を中心に実施していた為、

歩行時の収縮様式と異なる。市橋らによると「運

動動作の成績を向上させたい場合は、その動作を

行う為の筋群を強化するよりも、動作そのものを

繰り返しトレーニングした方が効果的である」と

述べている。特異性の原則から歩行時の収縮様式

に合わせた練習が重要であると考え、跛行の軽減

を図るため、CKC でのステップ練習を重点的に実

施した。ステップ練習時には骨盤左下制の代償動

作を認めた。正しい筋収縮を学習する必要がある

と考え、上肢支持での免荷を行いながら運動強度

の設定を行った。対象とする筋群の活動を確認す

る為の評価として殿筋群・大腿四頭筋の触診と口

頭にて筋群の疲労感が生じているかを確認しなが

ら運動を実施した。また、一側のみの部分的なス

テップ練習から代償動作の軽減に合わせて、連続

性のあるステップ・歩行練習に移行した。 

 それらの結果、ステップ練習により荷重下での

中殿筋の活動性が高まり、右下肢への骨盤移動が

増加した。そして右 MStで体幹右側屈、デュシェ

ンヌ跛行は軽減し杖歩行自立を獲得したと考える。 



円背で腰痛が主訴の利用者に背筋の筋力強化を試

みた事で活動性の向上が見られた症例 

介護老人保健施設 

セントクリストファーズホーム   和田 健志 

【はじめに】 

 一般的に円背者では非円背者と比較し、身体機

能や ADL に困難を感じていると言われており、

今回円背と腰痛が主訴の利用者に対して背筋の筋

力強化を試みた事で、活動性や日常生活の姿勢に

変化が見られたのでここに報告する。 

尚、ヘルシンキ宣言に則り本人の同意を得ている。 

【症例紹介】80 歳代 女性 

HOPE：腰の痛みなく歩けるようになりたい。 

身長 156cm・体重 43kg・BMI：17.7 

現病歴：関節リウマチ 既往歴：骨粗鬆症 

 平成 30 年春、四肢関節痛の主訴で A 病院受診

し、関節リウマチと診断後入院。入院前は家族の

協力を得ながらの独居生活。家事全般を一人で行

うが、通院と通所介護以外は家で寝ている事が多

く、ここ数年は一人で外出をしていない。自宅廊

下は歩行器を使うが、使わずに歩く事も多い。そ

の後、入院生活が 3 か月以上あり、身体機能の状

態から直ぐに独居生活に戻る事は困難と言う事で

身体機能の向上を目的に当施設に入所となる。 

【初期評価】上肢支持無しの自然立位では骨盤後

傾、股関節軽度屈曲位。体幹伸展を促すと腰痛と

大腿前面部に伸張痛を認め、姿勢保持は 10 秒程

度で疲労感の訴えあり。Numeric Rating Scale

（以下 NRS）で腰痛 7 点。大腿前面 5 点。それ

以外にも様々な不定愁訴が多い。歩行器は前腕支

持歩行。関節可動域検査（以下 ROM）：股関節伸

展：0 度。トーマステスト：両下肢共に陽性反応

有。徒手筋力検査（以下 MMT）：体幹伸展 2。座

位姿勢からの体幹伸展は可能。10m 歩行：歩行器

25 秒・上肢支持 30 秒。Functional Balance Scale

（以下 FBS）：自然姿勢での立位保持は監視下で

2 分間可能だが腰痛の訴えが見られる。タンデム

肢位と段差昇降が各 1 点で介助が必要。片脚立位

は実施困難で 0 点。（計 41／56 点） 

【理学療法経過】立位姿勢になると腰部と両大腿

前面の伸張痛の訴えが強くみられた為、理学療法

開始から約 7 日間はストレッチと関節可動域練習、

歩行練習を中心に実施。次第に疼痛の訴えは軽減

し、腰痛は NRS で 4 点、大腿前面は 2 点となっ

た。理学療法 7 日目以降から背筋の筋力強化運動

を開始。背臥位でのブリッジ動作は困難であった

為、座位で腰背部に抵抗を加えて体幹屈曲位から

伸展する動作で筋力強化を図った。だが体幹伸展

動作を促すだけでは背筋群の収縮を触知出来なか

った。そこで、伸展する際に胸を張る意識をさせ、

目線は天井に向けるように指示を出すと背筋群の

収縮が認められた。この方法で背筋の筋力強化を

約 30 日間実施。また自主トレーニングとして平

行棒でスクワット運動なども指導を行った。指導

した当初は腰痛や不定愁訴により実施されない事

もあったが、痛みが軽減するにつれ徐々に運動を

されている様子が見られるようになり、施設内廊

下を歩行器で歩行練習されるようにもなった。 

【最終評価】理学療法開始から約 40 日で最終評

価実施。腰痛と大腿前面伸張痛の訴えはほぼ消失。

歩行器歩行は手掌支持となり、歩行時の姿勢も体

幹は伸展し、股関節屈曲角度は軽減。自然立位姿

勢は初期評価時と比較すると大きな変化は無かっ

たが、NRS で腰痛 1 点。大腿前面は 0 点。姿勢

保持時の疲労感は消失。ROM：股関節伸展 10 度。

トーマステスト：初期評価時と比較すると対側下

肢の浮き上がりは軽減。MMT：体幹伸展 2。10m

歩行：歩行器 22 秒・上肢支持 25 秒。FBS：タン

デム肢位は時間は要するが介助無しで下肢を動か

す事が可能となり 2 点。（計 42／56 点） 

【考察】中川らは座位での体幹伸展運動は円背姿

勢の改善に有効な運動療法の一つと報告している。

本症例はブリッジでの背筋強化は困難だった為、

座位で背筋筋力強化を実施した。体幹を伸展させ

る為に目線に注目して実施する事で背筋群に収縮

を感じることが出来た。腰痛と大腿前面以外の不

定愁訴が頻繁にあったが、主訴である腰痛が軽減

した事で立位姿勢保持の疲労感も消失し、自主ト

レーニングなどの活動性の増加や 10m 歩行の結

果にも改善が見られたと考える。 



ポータブルトイレ自立に向け、下腿の疼痛と立ち

上がりに着目した症例 

医療法人社団朋優会 三木山陽病院 成田彩乃 

【はじめに】今回、左大腿骨転子部骨折術後の症

例に対し、立ち上がり時の下肢の疼痛と動作姿勢

に着目しアプローチする機会を得たのでここに報

告する。本症例はヘルシンキ宣言に従い、対象者

に発表目的と内容説明を行い同意を得た。 

【症例紹介】80歳女性。H30年 7月下旬に左大腿

骨転子部骨折と診断、同年 8 月に骨接合術(γ ネ

イル)施行。術後翌日より理学療法開始。術後 21

日目より左下肢荷重開始。術後 39日目に地域包括

ケア病棟へ転棟、担当開始。本人の HOPEは「立つ

のがしっかりしたらトイレに行けるのに」であり、

立ち上がり動作の安楽性向上を目標に理学療法を

実施。既往として、H30 年 1 月に左大腿骨頸部骨

折受傷し骨接合術施行。 

【初期評価(術後 45日後)】 

排泄：ポータブルトイレ軽介助～中等度介助。 

徒手筋力検査(以下 MMT 左/右)：体幹:伸展 3、 

膝関節:伸展 2/2、屈曲 3/3、足関節:背屈 3/2、底

屈 2/2 

立ち上がり動作：本症例は円背を呈しており、矢

状面では重心前方移動時に胸腰椎屈曲が先行、次

に体幹屈曲が見られた。離臀時には下腿前傾が減

少しており、両手で座面 pushするが、離臀出来ず

何度も繰り返していた。前額面では身体重心線が

右側へ偏位、離臀後の立位姿勢では膝関節屈曲位

であり右側重心となっていた。 

Numerical Rating Scale(以下 NRS 右下腿前面)：

前面安静時：0/10、立ち上がり時(離臀直前から離

臀の間)：6/10 

【理学療法と経過】 

介入 1週目は立ち上がり時の右下腿前面痛が強く、

臥位・座位での体幹、下肢筋力増強練習を自動(介

助)運動で実施するとともに、下腿前傾角度を増加

させ身体重心線を正中位に保持した状態での重心

前方移動、骨盤前傾の学習のために座位前方リー

チ練習を実施。介入 2週目から疼痛が徐々に軽減、

徒手抵抗での筋力増強練習を開始。右下腿への負

担も考慮し、動作学習のために座面を補高した立

ち上がり練習を実施。 

【最終評価(術後 77日後)】 

排泄：ポータブルトイレ日中自立。夜間ナースコ

ール対応。 

MMT：体幹:伸展 4、膝関節:伸展 4/4、屈曲 4/4、

足関節:背屈 3/3、底屈 2+/2+ 

立ち上がり動作：重心前方移動時、下腿前傾角度

の増加が見られ、離殿時の右側への重心偏位がや

や改善。立位姿勢は両膝関節屈曲位であるが正中

位保持可能となった。 

NRS(右下腿前面):安静時：0/10、立ち上がり時：

0-5/10 ※日差あり 

【考察】 

担当開始当初、本症例は右下腿痛のため立ち上が

り困難であった。原因として、H30 年 1 月に左大

腿骨接合術施行され、その後の自宅生活にて、右

下肢を中心に使用された生活であったことや今回

の手術による 3週間の左下肢非荷重期間があった

ことで、右下肢への負担が増加し疼痛が出現した

と考えた。また疼痛により筋出力が低下している

と考えた。阿南らは、離臀直後より足関節背屈運

動が生じることから前脛骨筋は、離殿に身体重心

を足部の支持基底面に入りやすくするように働く

と述べている。本症例は離臀時の下腿前傾が減少

していることより、離殿時の床反力が重力と同一

線上に配列されず通常よりも前方へ重心を移動さ

せる必要があり、前脛骨筋が過活動となり疼痛誘

発していると考えた。加えて離殿時に右重心とな

ることで、さらに右前脛骨筋の負担が増加してい

ると考えた。そこで離殿時の下腿前傾角度を改善

し、重心を体幹正中位に保持出来るようリーチ練

習を実施。その後疼痛軽減に伴い、下腿への負荷

調節のため、環境を調節した立ち上がり練習を実

施。結果、前方移動時の下腿前傾角度増加し足部

の支持基底面への重心移動が容易となり、前額面

での身体重心線が正中位で保持され、右下肢への

負担も軽減した。このため疼痛が軽減し、立ち上

がり動作の安楽性向上に繋がり、トイレ動作自立、

本人の QOL向上したと考える。 



疼痛が歩行の耐久性向上の阻害因子となった症例 

みきやまリハビリテーション病院 西山莉加 

【はじめに】頚部後面と肩甲骨周囲の疼痛の原因

追究と歩容・アライメントに着目したアプローチ

により、歩行の耐久性が向上した症例を担当した

為、ここに報告する。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に従い、口頭と同

意書にて目的と内容の説明を行い、同意を得た。 

【症例紹介】70 歳代、男性。異常感覚の出現、手

指の巧緻動作・歩行困難を認め頚椎症性脊髄症と

診断され、椎間孔拡大術・椎弓形成術（C4－C6）

施行。術後 2 週間後に当院へリハビリ目的で入院。

既往歴は頚椎後縦靭帯骨化症（以下 OPLL）。 

【初期評価：術後 2 週目】Numerical Rating Scale

（以下 NRS）：10 分座位姿勢保持、独歩 100ｍ程

で頚部後面・左肩甲骨周囲 9～10 鋭痛。触診：頚

部伸展筋群、肩甲骨挙上筋群筋緊張亢進。Range 

Of Motion test（以下 ROM-t）：頚部屈曲・伸展・

回旋 20°。 Manual Muscle Testing （以下

MMT）：腹筋群・大殿筋 3。Modified Ashworth 

Scale（以下 MAS）：下腿三頭筋 1+。協調性検査：

踵膝試験、foot-pat 試験ともに陽性。感覚検査：

左上下肢表在感覚軽度鈍麻、深部感覚中等度鈍麻。

異常感覚+。6 分間歩行：歩行器歩行連続 100ｍ程

から頚部後面・左肩甲骨周囲疼痛出現の為、途中

で終了。動作観察（独歩）：頭部前方突出、両肩甲

骨挙上位、胸椎後彎。歩幅縮小し歩隔拡大。足底

全面接地で Heel rocker 機能消失、立脚後期での

股関節伸展不足し、左立脚期時間短縮。 

【治療経過】入院当初は Heel rocker 機能が消失

し頚部への負担が増加していると考えた。Heel 

rocker 機能消失の原因として、左腹筋群-左大殿

筋の筋力低下、左下腿三頭筋筋緊張亢進、感覚障

害による左下肢協調性低下が考えられ、筋力・感

覚に対してアプローチを実施。その結果、Heel 

rocker 機能は改善した。しかし、アライメント不

良による頚部後面-左右肩甲骨周囲の筋スパズム

が続いた為、治療を一部見直し、アライメント不

良に対してアプローチを追加した。 

【最終評価：術後 8 週目】NRS：20 分座位保持                 

姿勢で頚部後面・左右肩甲骨周囲 8～9 鈍痛。独

歩 320ｍ程から徐々に頚部後面・左右肩甲骨周囲

5～6 鈍痛。触診：頚部伸展筋群、肩甲骨挙上筋群

筋緊張亢進。ROM-t：頚部屈曲・伸展 30°回旋

40°。MMT：腹筋群・大殿筋 5。MAS：下腿三

頭筋 1。協調性検査：踵膝試験、foot-pat 試験と

もに陽性（初期＞最終）。感覚検査：左上下肢表在

感覚改善、深部感覚軽度鈍麻。異常感覚+。6 分間

歩行：独歩連続 320ｍ歩行可能。動作観察（独歩）：

初期と比べ頭部前方突出、胸椎後彎、両股関節屈

曲が減少し、歩隔が改善。また踵接地を認め、立

脚後期の股関節伸展も改善し、左立脚時間が延長。 

【考察】本症例の疼痛の原因として、①原疾患か

らくる 1 次性疼痛、②Heel rocker 機能消失によ

る疼痛、③アライメント不良による 2 次性疼痛の

3 つを考えた。①について加藤は「罹病期間、術

前重症度は予後と相関する」と述べており、本症

例は 7年前にOPLLと診断され罹病期間が長いこ

とと、手術前の症状から 1 次性疼痛の影響は大き

いと考える。次に②について述べる。Heel rocker

の機能として主に大殿筋・前脛骨筋が遠心性収縮

をしながら体重の 1.2 倍を衝撃吸収する役割を担

っている。本症例は左足関節背屈機能があるのに

もかかわらず、Heel rocker 機能が消失していた

為、左下肢協調性向上への治療を進め疼痛軽減を

図った。その結果、Heel rocker 機能は促進され、

歩行時の疼痛が軽減し歩行距離も延長したが疼痛

は残存した。次に③について述べる。本症例は手

術侵襲による頚椎の運動制限と疼痛を認め、さら

に中～下位の頚椎伸展運動での術部の圧迫による

疼痛を避けるために中～下位の頚椎屈曲を認めた。

中～下位の頚椎が屈曲すると代償として上位頚椎

が伸展するため頭部前方突出が起き、頚部伸展筋

群・肩甲骨挙上筋群に筋スパズムを引き起こし疼

痛が出現したと考える。中～下位の頚椎が屈曲す

ると胸腰部も屈曲運動が引き起こされ、下肢アラ

イメントと歩容にも影響した。今回、②に対し歩

容へのアプローチは初期から行えていたが、③の

介入時期が遅れた。入院当初から視野を広げて介

入する必要があったと考える。 



歩行の再獲得と趣味活動に着目した一症例 

医療法人社団 関田会 ときわ病院 海道亜美 

【はじめに】今回，病前 ADLが高かったが，歩行

獲得に難渋した症例を担当した．歩行獲得を目標

に介入を行う中で退院後の生活の質を考え，Hope

の趣味活動に着目した介入も行い，病前と同等の

生活範囲の獲得に努めた症例のため，報告する． 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に沿い，個人が特

定されないよう匿名化し配慮を行った． 

【症例紹介】 

80歳代，女性．診断名：右大腿骨転子部骨折．現

病歴：平成 X年 Y月 Z日に自宅で転倒，上記と診

断され，受傷後 5日目にγ-nail骨接合術施行．

術後 3週間で当院へ転院．病前 ADL：自立，屋内

外独歩，外出は週 2回以上．家族構成：娘家族と

の 5人暮らし．Hope：趣味の畑仕事を続けたい． 

【初期評価】(術後 3週目) 

疼痛：立位時，右股関節前面に Numerical Rating 

Scale(以下 NRS)5/10．触診：右大腿直筋・大腿筋

膜張筋起始部に過緊張(+)．関節可動域(以下 ROM，

右)：股関節伸展-15°(p)・内転 0°．徒手筋力検

査(以下 MMT，右)：股関節伸展・外転 2+，膝関節

伸展 3．右最大荷重(体重)：12kg(45kg)，荷重時

に恐怖心(+)．機能的自立度評価表(以下、FIM)：

運動項目 46/91点．歩行：平行棒両手把持にて右

下肢先行の揃え型歩行監視，右立脚期が短縮． 

【理学療法経過】 

介入時は右下肢の ROM練習や筋力増強練習，荷重

練習を中心に実施．支持性向上に伴い，T字杖歩

行や段差昇降等の動作練習を中心とした介入に変

更し，受傷後 11週目に T字杖歩行自立となった．

安定性・耐久性向上のため歩行練習を継続しつつ，

趣味活動に向けた応用動作練習を実施した． 

【最終評価】(術後 14週目) 

疼痛：NRS0/10．触診：右大腿直筋・大腿筋膜張筋

起始部の過緊張残存．ROM(右)：股関節伸展-5°・

内転 5°．MMT(右)：股関節伸展・外転 3+,膝関節

伸展 4．右最大荷重(体重)：43kg(43kg)．10ｍ歩

行(T字杖)：15秒，24歩．Timed Up and Go Test(T

字杖)：22秒．6分間歩行(シルバーカー)：255ｍ．

FIM：運動項目 83/91点．歩行：右立脚期の延長を

認め，屋内 T字杖，屋外シルバーカー歩行自立． 

【考察】 

本症例は右大腿骨転子部骨折術後で術後 3週間で

も右下肢の支持性低下により立脚期が短縮し,歩

行困難であったため，入院当初は歩行獲得を目標

に介入した．右股関節前面の疼痛，股関節伸展制

限，殿筋群・大腿四頭筋の筋力低下，荷重時の恐

怖心により右立脚期の短縮が生じていると考えた．

疼痛・ROM制限に対しては過緊張を生じている筋

の緊張調整を実施．筋力低下に対しては殿筋群・

大腿四頭筋を中心に開運動連鎖での筋力増強練習

や閉運動連鎖でのステップ練習，段差昇降練習等

を実施し，右下肢の支持性向上を図った．筋力増

強により支持性が向上し，荷重時の恐怖心の消失,

荷重量が増大した．よって立脚期の延長に繋がり，

T字杖歩行が獲得できたと考える．歩行自立の目

途が立ったため，Hopeの畑仕事動作にも着目・介

入した．病前から畑仕事動作は膝立ち位で行うと

聴取しており，今後も同様に行うことを想定し，

特に転倒リスクが高かった膝立ち位からの立ち上

がり動作に着目した．膝立ち位から左下肢ステッ

プ時に右側方への体幹動揺を認めた．原因として，

右殿筋群・大腿四頭筋の筋力低下による支持性低

下が挙げられる．二ノ神らは「ステップ側の足部

離地する際，支持側の股関節伸展・外転，膝関節

伸展のモーメントが必要である」と述べている．T

字杖歩行可能な殿筋群・大腿四頭筋の筋力は獲得

したが，物的支持なしの動作のため,より筋力が必

要であると考えた．動作の安定化のため，さらな

る筋力増強練習と膝立ち位からのステップ動作の

反復練習を実施．動作の反復練習により適切な収

縮様式での筋収縮が可能となり, ステップ時の体

幹動揺が改善，動作の安定性が向上したと考える． 

【おわりに】 

病前と比べ歩行レベルは低下したが，退院後，患

者本人から Hopeの畑仕事は行えていると聴取で

きた．よって，病前と同等の生活範囲を獲得でき

たと考える．今後も，生活の質まで考慮した包括

的な介入を行えるよう努力したい． 



歩行の自立に至った頻脈性心房細動を有する脳梗

塞左片麻痺の一症例 

兵庫医科大学ささやま医療センター 

瀬川祐輔、村上茂史、岡前暁生、土田直樹（MD） 

【はじめに】今回、頻脈性心房細動を合併した左

片麻痺症例に対して、十分にリスク管理を行いつ

つ理学療法を継続した結果、心不全が増悪するこ

となく歩行自立に至った。その理学療法経過につ

いて、若干の考察を加え報告する。本発表はヘル

シンキ宣言に基づき、症例へ説明し、書面にて同

意を得ている。 

【症例紹介】80歳代後半の女性。診断名はアテロ

ーム血栓性脳梗塞（右 BAD）で合併症にうっ血性

心不全、頻脈性心房細動がある。現病歴は、X月 Y

日に息切れが増強したため A病院を受診し、うっ

血性心不全の診断で入院となった。心不全症状は

軽快したものの、頻脈性心房細動に対してアブレ

ーションが予定されていた。しかし、入院から 27

日後に脳梗塞を発症し（第 1病日）、保存的加療と

なった。脳梗塞治療が優先され、第 46病日に当院

回復期病棟に転院となった。入院前の歩行は独歩

自立で日常生活動作（ADL）も自立していた。内服

はβブロッカー、ジゴキシン、利尿薬が処方され

ている。 

【初期評価（第 51病日）】基本動作は、寝返りか

ら起立は自立していた。歩行は杖で中等度介助で

あった。歩行時は麻痺側下肢の遊脚と体幹の保持

に介助を要した。Functional movement scale(FMS)

は 25/48点であった。modified Rankin Scale(mRS)

は 3。Brunnstrom recovery stage(BRS)は右上下

肢ともにⅤだが、膝伸展筋力は右 16㎏、左 5㎏で

麻痺側での低下を認めた。ADL は Functional 

independence measure(FIM)で87/126点であった。

運動時における循環面の変化は、安静時の血圧は

90/60mmHg、心拍数は 120回/分であったが、連続

30ｍの歩行だけで心拍数は 160 回/分まで上昇し

てしまい、休憩を要した。運動時の血圧は維持さ

れていた。また、動悸などの自覚症状は認めなか

った。 

【理学療法経過】積極的に歩行練習を進めたかっ

たが、心拍数上昇により運動負荷の設定に難渋し

た。そこで医師と相談し、心拍数は上限 150 回/

分とした。運動時は心電図モニターを装着し、運

動前後でそれぞれ複数回の血圧測定を行うことで

リスク管理を徹底した。さらに、日々の疾患管理

として、心不全手帳を用いて体重や血圧、自覚症

状の変化を毎日記録した。医師による内服調整も

あり、心拍数の上限の範囲で連続 50ｍの歩行練習

が可能となり杖歩行も軽介助となった。第 83病日

に体重や安静時心拍数の増加を認めたが、すぐに

内服調整が行われ重症化することはなかった。そ

の際も理学療法は中止せずに、軽負荷で歩行能力

の維持に努めた。第 93病日には杖歩行は監視とな

った。また、左遊脚のトゥクリアランス低下に対

して、プラスチック短下肢装具（オルトップ LH）

を作成し、転倒リスクの軽減を図った。その後は

心不全症状を認めず経過した。症状安定期のリス

ク管理としては、運動負荷量の増加時以外は心電

図モニターを外し、血圧測定の頻度も減少させた。

また自主練習や ADLも Borg Scaleを用いて休憩を

行うように指導した。第 114病日に杖歩行は自立

となり、第 126病日に自宅退院となった。 

【最終評価（第 126病日）】歩行は杖で自立となり、

短距離の独歩や伝い歩きも可能となった。10m 歩

行は 13.3 秒、TUG も 14.8 秒で可能となり、心拍

数の上限の範囲での連続歩行距離は 70mに増加し

た。FMSは 40/48点に、mRSは 2へと改善した。右

上下肢の BRSは Vと変化なかったが、膝伸展筋力

は右 20 ㎏、左 12 ㎏に改善した。FIM は 116/126

となり、ADLは自立した。 

【考察】本症例は、歩行障害としては軽度であっ

たものの、阻害因子として頻脈性心房細動による

心不全増悪リスクが非常に高い症例であった。心

房細動を合併した脳血管障害患者は機能改善率が

低く、リハビリテーション効果が得られにくいと

されている。そのような症例に対しても、十分に

リスク管理を行いつつ介入した結果、心不全を増

悪することなく歩行の自立に至ったと考えられた。 

 



意欲低下によりアプローチに難渋した症例 

大山記念病院 三宅香菜子 

【はじめに】左大腿骨頸部骨折で左人工股関節全置

換術(以下 THA)を施行し、意欲低下により適切な

運動負荷での運動が困難であった症例を担当した。

意欲低下に対してアプローチすることで、意欲向

上に伴い筋力増強が図れ、杖歩行獲得に至ったた

め報告する。発表に伴いヘルシンキ宣言に基づき

本症例より承諾を得た。 

【症例紹介】70歳代男性。現病歴：犬の散歩中に

転倒し左大腿骨頸部骨折を受傷。左 THA前方進入

を施行され、術後 4週目に回復期病棟へ転棟。既

往歴：第 3/第 4頸髄・腰部脊柱管狭窄症、2型糖

尿病。病前の歩行形態：半年前より徐々に左下肢

の弱化と歩行困難感を自覚し、屋内は独歩・伝い

歩き、屋外は杖歩行であった。全体像：運動に対

し拒否的な発言が多く、介助に依存的。理学療法

の時間以外は臥床傾向であり、タブレットを使用

して時間を潰すことが多かった。 

【初期評価：術後 4週(右/左)】関節可動域測定(以

下 ROM-T、単位：°)股関節屈曲 105/90、股関節

外転 35/25。徒手筋力検査(以下 MMT)股関節屈曲

3/2、股関節伸展 3/2、股関節外転 3/1、股関節外

旋 4/3、膝関節伸展 4/2(左 extension lag25°)。

片脚立位保持時間：5秒/1秒。表在感覚検査：両

側 L2～S1領域に軽度～中等度鈍麻。位置覚検査：

左股関節・膝関節に軽度鈍麻。異常感覚(痺れ)：

安静時・動作時に両膝関節～足趾全面にあり。

Vitality Index:5/10点。歩行観察(前腕支持型歩

行器歩行、自立)：左荷重応答期(以下 LR)～立脚

中期(以下 MSt)に左トレンデレンブルグ徴候、両

側の遊脚期で足部クリアランス低下を認める。 

【理学療法経過】運動開始前から「できない」と

発言し、運動強度を上げると運動拒否される。そ

のため低負荷での筋力増強運動を実施したが、高

頻度での運動に拒否があった。練習で歩行器歩行

自立レベルであっても病棟内移動では拒否的であ

り歩行器への変更が困難であった。看護師が付き

添い自主練習を促すが、受け入れ不良であった。

そこで意欲向上を図るためのアプローチを行った。

方法①自身で中殿筋の作用やトレーニング方法に

ついて調べて頂く。方法②他患者の理学療法の進

捗状況を観察して頂く。方法③自主練習の運動内

容とタイムスケジュールを作成しベッドサイドに

貼り付け、実施結果をチェックして頂く。 

結果、徐々に運動拒否は減少し「今日は自転車

漕ぎを 6分してみるわ。」と意欲的な発言あり、自

主練習を行う機会は増加し、意欲向上を認めた。 

【最終評価：術後 10週(右/左)】ROM-T(単位：°)：

股関節屈曲 115/105、股関節外転 35/30。MMT：股

関節屈曲 4/3、股関節伸展 4/3、股関節外転 4/2、

股関節外旋 4/4、膝関節伸展 4/2 (左 extension 

lag10°)。片脚立位保持時間：8秒/3秒。感覚検

査：表在感覚・深部感覚ともに変化なし。Vitality 

Index:10/10点。歩行観察(杖歩行、自立)：左 LR

～MSt で左デュシェンヌ徴候、両側の遊脚期で足

部クリアランス低下を認める。 

【考察】本症例は運動に対する意欲が低下してお

り、運動の実施に対する阻害因子となっているた

め意欲向上を引き出す必要があると考えた。 

意欲向上を認めた主な要因は方法①と方法②が

効果的だったと考える。方法①では幸田によると

筋収縮の部位やタイミングに意識を集中すること

によりトレーニング効果が高まると述べている。

中殿筋の重要性を理解して頂きフィードバックを

行う。これにより自身の身体の問題点を実感する

ことで自発的な運動が促通できると考えた。方法

②では Banduraらによると他者の体験を見本にし

た代理体験が自己効力感を高めると述べている。

他者の理学療法場面を観察して頂くことで代理体

験を促した。またプライドが高い性格に対し対抗

意識を引き出す様な関わりをした。これらを行う

ことで自己効力感が増加した結果、自発的に自主

練習を行う様になり運動拒否の減少に繋がったと

考える。これにより適切な運動強度での運動が行

える様になったことで徐々に筋力増強が図れた。 

今回、意欲が低下した症例を担当し症例の意欲

を向上させることも重要なことと学べた。今後は

症例の意欲や意思などを理解し、臨機応変に対応

していきたい。 



大腿骨近位部骨折を受傷し、姿勢への介入により

バランスが向上した症例 

 

みきやまリハビリテーション病院 山端広大 

 

【はじめに】過去に転倒し、上記骨折を受傷。今

回、再転倒し同部位の骨折を認めた。腹部・殿筋

の筋力向上により姿勢が改善し歩行・バランスが

改善したためここに報告する。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に従い、対象者に

口頭・同意書にて内容を説明し同意を得た。 

【症例紹介】80 歳代女性、平成 X 年左大腿骨近

位部骨折。その後平成 X＋3 年 Y 月 Z 日に自宅で

転倒し、救急搬送後、骨傷明らかでないが、疼痛

の症状強く入院。第 13 病日骨接合術施行、第 23

病日当院入院となる。 

【理学療法評価】右/左、初期→最終 

Functional Balance Scale：45 点、減点項目：起

立・着座・上肢前方到達－1 点、継ぎ脚肢位－2

点、段差踏み換え・片脚立位－3 点→55 点、減点

項目：上肢前方到達－1 点。10m 歩行テスト（歩

行車）： 22.2 秒→15.5 秒、28 歩→25 歩。立位姿

勢：腰椎過伸展位、骨盤前傾位、両股関節軽度屈

曲外旋位→腰椎過伸展・骨盤前傾軽減、両股関節

屈曲外旋軽減。歩行：常時骨盤前傾位で両股関節

は屈曲位を呈し、伸展域に達しない。荷重応答期

（以下 LR）～立脚中期（以下 MSt）に支持側骨

盤の側方移動と反対側骨盤の下制。→骨盤軽度前

傾改善し、軽度股関節伸展域に達する。支持側骨

盤側方移動・反対側下制軽減。（左≦右）。関節可

動域測定：股関節伸展 10/5→15/10。徒手筋力検

査：大殿筋 4/3→5/4 中殿筋 4/3→5/4 大腿四頭筋

4/4→5/5 腹直筋 3→4 腹斜筋 4/4→5/5。大殿筋筋

力測定（kg）：反対側下肢挙上 15/11→20/18、頭

部・反対側下肢挙上位 14/8→17/15。躯幹協調機

能検査：StageⅢ→StageⅡ。触診：各肢位にて脊

柱起立筋過収縮。歩行時腹斜筋筋収縮低下。LR

～MSt 中殿筋、初期接地（以下 IC）大殿筋収縮

低下（左＞右）→各肢位にて軽度脊柱起立筋過収

縮改善、動作時腹斜筋収縮向上。LR～MSt 中殿

筋、IC 大殿筋収縮向上。 

【理学療法経過】問題点として、殿筋の筋力低下・

腹直筋と腹斜筋（以下腹部筋）の筋力低下を挙げ

た。これに対して大殿筋を中心に、大殿筋・腹部

筋の筋力増強を実施した。大殿筋の筋力増強を認

めたが、骨盤前傾、LR～MSt 中殿筋、大殿筋収

縮の改善を認めなかった。その後、腹部筋に焦点

を当て、骨盤前後傾運動、腹部筋収縮位での殿筋

の筋力増強など、腹部筋と殿筋の協調性を促す練

習を追加した。その結果、立位時の骨盤前傾は軽

減し動作時の腹部筋の筋収縮向上を認め、LR～

MSt にかけて大殿筋の筋力向上、骨盤・股関節周

囲の動揺の軽減を認めた。 

【考察】経過で述べたように、介入当初、殿筋や

腹部筋の筋力増強を実施したが、歩行時の殿筋の

筋活動向上は認めなかった。本症例は立位や歩行

時、常に過度な骨盤前傾を呈し、動作時にて腹部

筋の筋活動は低下していた。藤谷らによると「骨

盤前傾位では全歩行周期で深層および表層の背筋

群の筋活動増加と腹部深層筋（内腹斜筋）の筋活

動低下を認めた」とある。そのため問題点を再考

し、経過で述べた治療を追加した。腹部筋の筋力

向上と相反神経抑制により腰部脊柱起立筋の過収

縮、骨盤の前後傾運動により腰椎過伸展・骨盤前

傾が改善し、大殿筋の筋活動が向上したと考える。

また、本症例では、姿勢保持にハムストリングス

の過活動が生じており、単関節筋の活動が減少す

ることで選択的運動が困難となり、バランスが低

下すると考えた。そのため、腹部筋の筋活動向上

と腰椎過伸展・骨盤前傾の改善により単関節筋で

ある大殿筋の筋活動が向上したと考える。また、

初期評価時に比べ、最終評価時では歩行能力の改

善を認めた。腰椎過伸展・骨盤前傾の改善により

立脚終期における股関節伸展を獲得し歩幅が増加、

歩行速度が向上したと考える。鮫島らによると「移

動能力の低下している高齢者に対し、体幹筋力を

向上させた結果、移動能力やバランス能力が優位

に改善した」とあり、上記より本症例は腹部筋の

筋活動向上に伴い、歩行能力及びバランスが改善

したと考えた。 



トレンデレンブルグ歩行に対し,内腹斜筋の 

筋出力を向上させ,歩容改善に至った症例 

医療法人社団関田会 ときわ病院 桒名 良侑 

【はじめに】今回,右大腿骨頚部骨折の症例を担当

した.術後初期からプロトコールに沿ったプラン

にて介入し経過も良好であったが,右立脚中～後

期における骨盤の遊脚側下制動作が残存した.歩

容改善に至るまでの経過と考察を述べていく. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に沿い個人が特定

されないように匿名化し配慮を行った. 

【症例紹介】70 代男性. 現病歴：自宅で窓を掃除

中に脚立から転落し,右大腿部の痛みあり.右大腿

骨頚部骨折（Garden 分類 grade1）と診断され

る.7 月初旬に骨接合術（ハンソンピン）を施行. 筋

切開部位：腸脛靭帯,外側広筋筋膜 HOPE：独歩

の獲得.入院前 ADL 完全自立. 

【初期評価】（術後 1 週）疼痛（以下：NRS）：右

大腿外側面近位部に安静時 3/10 荷重時 10/10. 炎

症所見：発赤,熱感,腫脹,疼痛あり. 荷重検査：右

15kg.左 45kg. 右下肢最大荷重量 15kg. 関節可動

域検査（以下：ROM 右/左）：股関節伸展-5°Pain

（以下：P）/15°内転 5°P/10°徒手筋力検査（以

下：MMT 右/左）：中殿筋 2P/5 大腿筋膜張筋 2P/5 

歩行：平行棒内見守りレベル.2 動作前型歩行.右立

脚期に上肢への依存強く,立脚時間の短縮認める. 

【理学療法経過】術後 1 週目では病棟内車椅子移

動,トイレ動作自立.術後 3 週目で四輪型歩行器院

内自立,術後 6 週では T 字杖見守りから自立レベ

ルと経過も良好であり病棟での日常生活動作（以

下：ADL）も改善していった. しかし右立脚期の

骨盤の遊脚側への下制,右大腿外側部の軽微な疼

痛の残存を認めた. 

【中間評価】（術後 6 週）荷重量：右下肢最大荷

重量 60kg.NRS：右立脚中期に大腿外側面 7/10. 

炎症所見：発赤,熱感,腫脹,疼痛なし ROM（右/

左）：股関節伸展 10°/15°内転 15°/20°MMT：

右中殿筋・大腿筋膜張筋 4.体幹右回旋 5. 片脚立

位 姿勢鏡無し：脊柱右側屈に伴い骨盤水平位保持. 

姿勢鏡前：代償無しで骨盤水平位保持可能. 側方

リーチ距離：右 10.2cm 左 6.4cm 歩行観察：右立

脚中～後期にかけて骨盤遊脚側に下制. 10m 歩

行：19 歩 秒数 11.15 秒 歩行率 1.7 歩/秒 

【最終評価】（術後 10 週）NRS：右立脚期の疼痛

2/10. MMT：右中殿筋・大腿筋膜張筋 4 レベル.

体幹右回旋 5 片脚立位：姿勢鏡無しでの骨盤水平

保持可能. 側方リーチ距離：右 10.5cm 左 9.9cm 

歩行観察：右立脚中～後期にかけ骨盤下制の軽減. 

10m 歩行：17 歩 秒数 7.46 秒 歩行率 2.27 歩/秒 

【考察】本症例は,中殿筋の筋力は改善傾向にある

が,右立脚中～後期にかけて骨盤の遊脚側への下

制が消失せずにいた.また内腹斜筋は MMTにて 5

レベルであったが片脚立位での骨盤保持困難,側

方リーチでの左右差を認めたことから動作時の筋

出力低下と考えた.鈴木らによると「片脚立位で足

圧中心（以下：COP）は側方体重移動の開始に伴

い,移動側へ変位した.移動側の内腹斜筋はCOPの

移動側変位初期から活動し,その直後に移動側中

殿筋の活動がみられた」とされている.側方リーチ

では鈴木らによると「座位（足底非接地）での重

心側方移動時に反対側腹斜筋群は,体幹前面部と

側腹部全体で,COP がリーチ側へ変位している時

の骨盤挙上と体幹側屈作用を高めていく.なかで

も内腹斜筋単独部位とその直上部ではより持続的

活動が必要となる」と報告されている.よって片脚

立位と側方リーチでは骨盤を安定させるために内

腹斜筋の活動は必要であり,右立脚期の骨盤固定

が向上すると考えた.上記でも述べた通り,筋力に

は問題ないと考え,動作時の筋出力を向上させる

トレーニングをプランに追加した.プラン内容と

しては体幹右回旋方向に筋収縮を促した状態での

右片脚立位,左下肢 Step 動作のトレーニングを実

施した.右立脚期の再現性を高めたことにより,内

腹斜筋と殿筋群の共同した働きにより,右立脚時

の右大腿外側面の疼痛は軽減され,右立脚中～後

期にかけての骨盤下制も改善されたと考える. 歩

容の改善に至り,ADL 自立レベルまで回復した. 

痛みが残存したことに対しては大腿筋膜張筋のセ

ルフストレッチング,及び内腹斜筋の筋力増強ト

レーニングを指導した. 

【まとめ】今回この症例を担当して歩行立脚時の

反対側への骨盤下制動作に対し,局所的な介入だ

けでなく,その他部位にも原因があることを学ぶ

ことができ,包括的な評価・治療の重要性について

学ぶことが出来た.



膝回旋不安定性により疼痛を呈した症例 

 

神里 嘉南 

医療法人社団前田クリニック 

【はじめに】今回，右変形性膝関節症を呈した症

例に対し，評価・アプローチ・考察を重ね，疼痛

の消失が得られたため報告する．尚，本人に十分

な説明のうえ，発表の同意を得ている． 

【症例紹介】本症例は 10 年前より右膝関節内側

への疼痛を呈し，2018 年 4 月右膝関節外側への

疼痛が出現し，右変形性膝関節症と診断された 70

代女性である． 

【理学所見と経過】関節可動域(以下:ROM)は膝関

節屈曲 130°/140°，伸展-10°/-5°(-15°/-5°)，

筋力は大殿筋 4+/4+，中殿筋 4/4，大腿四頭筋4/4+，

McMurray test 右内側陽性，脛骨外旋テスト右膝

陽性，膝関節自動伸展不全(以下:extension lag)は

5°．右膝関節屈曲・伸展最終域で右膝関節内側

疼痛，荷重時に右膝関節内・外側疼痛，右脛骨外

側顆に圧痛を認めた．歩行動作は右踵接地が消失

した前足部外側からの接地であり，右初期接地~

立脚中期 (以下:IC~Mst)にて骨盤が右側へ偏位し，

Mst では膝関節内反の増悪を認めた． 

初期評価時，IC~Mst に出現する骨盤右偏位は，

筋力検査より右中殿筋筋力低下による現象と考え

た．片脚荷重時の右膝関節外側疼痛は，この骨盤

右偏位を腸脛靭帯によって代償し，脛骨外側顆へ

のストレスが増加したためと考えた．また，膝関

節伸展制限，extension lag により，右膝関節軽度

屈曲位での歩容となり靭帯・骨適合性が減少し，

不安定性が生じていると考えた．これらより，右

膝関節外側の疼痛は腸脛靭帯由来，内側の疼痛は

鵞足由来と考えアプローチを行った． 

 中殿筋筋力低下により骨盤右偏位する問題に対

しサイドウォーク，膝関節伸展制限に対し patella 

setting，鵞足への疼痛に対し腱・皮膚の滑走性向

上を目的に徒手的アプローチを施行した． 

 介入 4 週後，中殿筋出力向上に伴い，骨盤右偏

位・膝関節内反の軽減，右膝関節外側の荷重時痛

が消失した．しかし，右膝関節内側に荷重時痛の

増加を認めた． 

 再考察の結果，痛みの根本的原因は，10 年前か

らの右膝関節内側疼痛，右膝関節 ROM 制限，脛

骨外旋テスト陽性であることなどを考慮し，骨適

合性不良による後外側回旋不安定性(以下:PLRI)

が生じたため，右内側半月板の症状が出現したと

考えた．中道らによると腸脛靭帯の緊張は膝関節

の内反制動，膝関節伸展の補助としても作用する

とある．よって，介入初期に考察していた骨盤右

偏位は，extension lag により失われた膝伸展支持

機構を得るための腸脛靭帯の緊張を使用した代償

的戦略であったと考える．これに対して，サイド

ウォークを施行したことで，中殿筋出力が向上し

アライメントが改善，右膝関節外側へのストレス

が軽減し疼痛が消失した．しかし，これらは腸脛

靭帯の緊張を低下させ，大腿四頭筋出力不全によ

る extension lag，及び右膝関節伸展制限による膝

関節不安定性を誘発し，右内側半月板症状が増悪

したと考える．これらを踏まえて，膝関節の回旋

不安定性に対する治療を優先した．河村らによる

と PLRI の抑制には，CKC トレーニングによる大

腿四頭筋・ハムストリングの共同収縮の向上が効

果的とある．これらより，Mst での安定性向上を

図るため，座位での CKC トレーニング(sitting 

press)を施行した．また，膝関節伸展制限，

extension lag に対し，ROM 運動及び足部回外位

での patella setting を施行した． 

 その結果，介入 8 週後，ROM は膝関節屈曲

140°/140°，伸展-5°/-5°(-10°/-5°)，筋力は

中殿筋 5-/5-，大腿四頭筋 5/5 で伸展最終域での筋

出力の改善を認めた．そして，右膝関節内側の疼

痛の消失を認めた． 

これらは，大腿四頭筋・ハムストリングの共同

収縮により，右膝関節の回旋不安定性が抑制され

たため，半月板由来と考えられた歩行時の右膝関

節内側への疼痛が消失したと考える． 

【まとめ】アプローチを進める中で，他の症状が

誘発される結果となった．疼痛発生メカニズムを

考察し，根本的原因を評価・予測したうえでアプ

ローチを選択することが重要であると考える． 



右 THA 施行後、両側 THA となりグラウンドゴル

フのボールを拾う動作に着目した一症例 

西脇市立西脇病院 筒井 苗 

【はじめに】今回、右人工股関節全置換術（以下

THA）を施行し、定年後の趣味活動再開を希望さ

れた症例を担当した。本症例は、趣味活動の継続

に不安がありイメージされていた動作方法では既

往の左 THA にも脱臼リスクを伴うため、動作指

導を行いQOL拡大を図ったのでここに報告する。

【倫理的配慮】本発表に伴いヘルシンキ宣言に基

づき、本症例より承諾を得た。 

【症例紹介】60 歳代、女性。BMI は 27.9。現病

歴は、X 年に右股関節痛が増強し歩行困難が生じ

た。右変形性股関節症（以下股 OA）と診断され

右 THA を施行。既往歴は、X-10 年前に左股 OA

のため左 THA 施行。入院前 ADL は自立、右手

T-cane 歩行自立。趣味活動はグラウンドゴルフ。

Hope は趣味活動の再開である。 

【術前評価：7 月下旬】関節可動域測定（以下

ROM-T、単位：°、疼痛：P、右/左）：股関節屈

曲 90P/85P、伸展 5/5、外転 30/25、外旋 40/45。

徒手筋力検査（以下 MMT、右/左）：股関節屈曲

4/4、伸展 3/3、外転 4/5、膝関節伸展 4/5。疼痛：

右鼠径部周囲に荷重時 Numerical Rating Scale

（以下 NRS）5/10、右股関節外側部に運動時 NRS 

3/10。 

【理学療法経過】本症例は、グラウンドゴルフの

ボールを拾う動作に対して不安を感じ、左膝を立

てた肢位で右下肢を一歩後方に引きながら拾う方

法を考えられていた。この方法では左股関節過屈

曲を起こす恐れがあるため、術後 2 週目よりグラ

ウンドゴルフのボールを拾う動作に着目し介入を

行った。アプローチ内容は、関節可動域練習や筋

力増強練習に加えて、肋木を把持し開排位で床の

対象物に触れる練習を行った。術後 3 週目は、ク

ラブを右手で支持しボールを拾う動作を見守りで

行うことができた。また、右手杖歩行自立となり

実際に芝生の上でボールを打ち、拾う動作までの

練習を追加した。術後 4 週目には、支持物無しで

ボールを拾う動作を獲得できた。 

【最終評価：8 月中旬】ROM-T：股関節屈曲 95/90、

伸展 10/10、外転 35/30、外旋 45/45。MMT：股

関節屈曲 4/4、伸展 4/4、外転 4/5、膝関節伸展 4/5。

疼痛：右術創部に運動時 NRS 1/10。 

【考察】本症例は、自分の動作が THA の脱臼や

負担に繋がることをイメージできておらず、誤っ

た認識があったため、動作獲得のために身体的能

力の向上と心理的要因の解消や指導が必要だと考

えた。 

術後 3 日目から可動域練習を開始したが、疼痛

による防御性収縮がみられ積極的に実施出来なか

った。そのため自動運動を中心に行い、術後 ROM

は右股関節屈曲 85 度、外旋 30 度であった。二木

（2015）は、「床の物を拾う動作を開排位で獲得

するためには、股関節屈曲 85 度以上または股関

節屈曲と外旋角度の総和が 110度以上の可動域が

必要である」と述べている。術前は総和 130 度、

術後では総和 115 度獲得できており、開排位での

ボールを拾う動作を選択し、指導を行った。術後

2 週目より、肋木を把持し、開排位で床から 30cm、

15cm、0cm離れた対象物に触れる練習を行った。

練習開始時は、30cm と 15cm の対象物に触れる

事は出来たが、0cm の対象物には触れる事が出来

なかった。術後 3 週目は、過負荷とならないよう

に筋力増強練習を進め、また、軟部組織の回復に

伴い術創部の疼痛が軽減したこともあり、筋出力

が向上し股関節周囲筋の筋力増強と動作に必要な

可動域を獲得した。これにより、0cm の対象物に

触れる事が可能になったと考えた。 

本症例は、右 THA に対してボールを拾う動作

方法に不安を感じていた。そのため、心理面への

配慮も必要だと考えた。股関節への負荷軽減目的

に THA の耐久性を説明し運動習慣や間食制限を

取り入れ、歩行では杖を使用するように指導した。

さらに動作獲得に向けてボールを拾う動作方法を

病棟 Ns.に指導し、病棟でも繰り返し練習を行っ

た。その結果、脱臼肢位や動作に対しての理解が

更に深まったと考える。さらにボールを拾う動作

をグラウンドゴルフの一連の動作に適応させるた

めに屋外で実践した。クラブでボールを打ち、ボ

ールを拾うまでの動作を行えたことで、動作に対

して自信を得ることが出来た。一連の動作獲得と

動作方法の不安解消により、本症例にとって安全

にボールを拾う方法が獲得された。 



左大腿骨頸部骨折を呈した症例 

～歩行周期左 Mst着目して～ 

医療法人社団一陽会 服部病院 山本翔貴 

【はじめに】 

 今回、両側外反膝と両側外反偏平足のアライメ

ント不良があり再転倒によって左大腿骨頸部骨

折を受傷し人工骨頭置換術を施行した症例を担

当した。T 字杖歩行獲得に向けて膝と足部のアラ

イメント不良に対し装具療法にて改善し歩行獲

得した症例について報告する。なお、ヘルシンキ

宣言に基づき、本人に説明し同意を得た。 

【症例紹介】 

 年齢は 80 歳代女性。本人主訴は歩きたい、家

族主訴は杖で歩いてほしい。 

【初期評価：術後 3週目】右/左 

疼痛検査：左大腿筋膜張筋と腸徑靭帯に荷重時痛

Numerical Rating Scale（以下 NRS）：4/10 及び

圧痛 NRS：5/10。徒手筋力検査（以下 MMT）股関

節屈曲 4/3、股関節伸展 4/3、股関節外転 4/3、膝

関節伸展 4/3、足関節底屈 2/2。荷重検査：自然

立位 30kg/18kg。 femoro-tibial angle（以下

FTA）：165°/155°。BergBalanceScale（以下

BBS）：26 点。T 字杖歩行：4 週目より T 字杖歩行

開始。Icが足部内側からの接地となり、Mstでは

medial thrust 出現し、後足部の外反が生じ、骨

盤の傾斜と側方動揺あり。Tst ではフォアフット

ロッカーの減少見られる。 

【理学療法経過】 

術後 3週目に回復期リハビリテーション病棟入

棟。入棟時から歩行器歩行見守り可能であり、4

週目より T 字杖歩行練習開始。Mst に medial 

thrust出現し、後足部の外反が生じる。外反矯正

膝装具と足部インソールパッドを用いて、膝と足

部アライメントを修正し、外反偏平足の足部に対

して内側縦アーチの補高を行った。 

【最終評価】右/左 

疼痛検査：大腿外側荷重時痛 NRS：0/10及び圧痛：

1/10。MMT：股関節屈曲 5/5、股関節伸展 4/4、股

関節外転 4/4、膝関節伸展 5/4、足関節底屈 5/5。

荷重検査：25kg/25kg。FTA：165°/155°。BBS：

45点。T字杖歩行：外反矯正膝装具とインソール

パッド装着して歩行自立レベル。Mstでの medial 

thrust改善、骨盤の側方動揺減少。足部の外反減

少。 

【考察】 

本症例は Mst での medial thrust、骨盤の側方

動揺が出現していた。これらの現象は膝と足部の

アライメント不良が起因していると考えられる。

Nakamura らは後足部の外反運動はアーチの低下

に関与していると述べている。さらに、金子らは

アーチの低下量が大きいほど膝関節外反角度が

大きくなるとされると述べている。 

本症例の足部のアライメントとして、両側外反

偏平足であり、Icは足部内側からの接地、Mstで

は medial thrust出現と骨盤の側方動揺、後足部

外反が生じ、Tst での体幹前傾と同時に股関節伸

展低下が見られる。この症例の足部に対して、載

距突起と中間楔状骨の垂直真下に右足部に各 2mm、

左足部に各 4mmのインソールパッドを挿入し、歩

行練習を行った。その結果、歩行時の内側縦アー

チの崩れ、それによる後足部の外反を修正するこ

とが可能となり、フォアフットロッカーの機能改

善につながったのではないかと考える。また、足

部内側からの運動連鎖を用いて、膝関節を内反方

向へ誘導した。足部内側のインソールパッドは脛

骨の垂直化と足圧中心の外側偏移により、床反力

ベクトルと膝関節の距離を変化させ、膝関節の外

的外反モーメントを減少させる。姿勢を微調節す

る際に足関節戦略は重要になり、転倒を防ぐこと

も可能であるため、足部を中心にアプローチを行

った。同時に股関節外転筋群の筋力増強を行い、

内転位に位置している大腿骨を外側方向へと誘

導した。足部のアライメント修正による上行性の

運動連鎖と股関節外転筋群の筋力増強による下

行性の運動連鎖によって膝関節の安定性向上に

つながり、最終評価では Mst での medial thrust

減少が見られたのではないかと考える。さらに膝

実質のアライメント不良に対し、内反矯正膝装具

を装着することにより立脚期の安定性が向上し

たため、骨盤の側方動揺減少につながったのでは

ないかと考える。上記のアプローチにより、Mst

での medial thrust 減少、骨盤の側方動揺減少、

後足部の外反減少することで T字杖歩行実用性向

上に至ったと考えられる。



注意障害に対して夫の協力を得つつ、トイレでの

立ち上がり動作の学習に取り組んだ症例 

みきやまリハビリテーション病院 髙垣舞 

【はじめに】夫の介入と環境を設定し、立ち上が

り動作介助量軽減を認め、自宅退院が可能になっ

た症例を担当したためここに報告する。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に従い対象者には

口頭・同意書にて内容を説明し同意を得た。 

【症例紹介】70 歳代女性。右慢性硬膜下血腫にて

穿頭血腫ドレナージ術施行。既往歴:水頭症、くも

膜下出血。発症前より夫の介助下で Activities of 

Daily Living(以下 ADL)は全介助。 

【初期評価】(入院 2 週目) 改訂長谷川式簡易知能

評価スケール 9 点。Japan Coma Scale 覚醒良好

時Ⅰ-2、覚醒不良時Ⅱ-2。日中傾眠傾向。注意:

通りかかる人へ視線が逸れ、動作切り替え困難。

アプローチから脱線し指示入力が継続しない。

Trial Making Test は評価不可。左半側空間無視

あり。夫の声掛けに反応良好。Brunnstrom 

recovery stage(以下BRS):左上下肢Ⅱ。粗大筋力:

右上下肢 3、左下肢・体幹 1。トイレ動作:全介助

であり、協力動作なし。縦手すりを把持するも右

上肢の引き込み困難。殿部介助にて立ち上がるが、

両下肢の支持性乏しく、殿部下降、体幹前傾し、

介助量増大。そのため、立位保持と下衣操作・清

拭に 2 人介助を要す。端座位も姿勢保持のための

介助が常に必要。尿・便意:意志、信憑性ともにな

し。 

【治療経過】介入当初より注意の転導が強く生じ

ており、介入が困難であった。そのため、パーテ

ーションを用いて周囲の情報を遮り、夫の協力を

得つつ、筋力増強や立ち上がり練習、耐久性向上

に対して介入した。自宅退院を想定し、トイレ動

作に着目した際に、立ち上がり動作の一連の流れ

を意識した練習が困難であった。そのため、立ち

上がり動作を各段階に分けた練習を実施した。ま

た、ポータブルトイレを使用し、ADL 場面を想定

した動作練習を反復した。また、夫へ介助指導を

実施し、介助方法の統一に加え、リハビリの時間

以外でも立ち上がり練習を実施して頂いた。 

【最終評価】(入院 16 週目)覚醒、認知、BRS に

著変なし。注意:初期と比較し視線が逸れにくく、

指示入力向上。パーテーションの使用、夫の声掛

けや誘導により注意散漫は軽減し、動作への移行

の円滑性向上。粗大筋力:右下肢 4、左下肢・体幹

2。トイレ動作:ポータブルトイレ使用。全介助だ

が、立ち上がり動作時の協力動作が得られる。ベ

ッド上端座位より右上肢でのリーチ動作を認め、

ベッド L 字柵把持。初期と比較し、両下肢での支

持性向上を認め、腋窩介助にて立ち上がり可能。

端座位は見守りにて保持可能。下衣操作はベッド

上にて行う。尿・便意：訴えの頻度、信憑性は向

上し、トイレでの実施が可能になったが失敗は認

めた。 

【考察】注意障害に対して、和智らは「環境調整

を行い注意が転導しないように刺激量のコントロ

ールを行う。」と述べている。本症例も、アプロー

チ中にパーテーションを用いて環境調整を行い、

注意の転導が生じないよう工夫を行った。さらに、

夫にリハビリに対して注意が向くような声掛けや

誘導をして頂いた。これらの刺激量のコントロー

ルや夫の協力により、リハビリに対して注意が向

いた状態での介入が可能となり、動作学習に対し

てのアプローチを円滑に行える要因になったと考

える。また、注意障害を呈した症例に対しての動

作学習方法として、和智らは「段階付けをし、直

接的に ADL 場面で繰り返し指導を行う。動作パ

ターンを一定にする。」と述べている。本症例も、

立ち上がり動作を各段階に分け、個別に実施した。

また、退院後の ADL 場面を想定したポータブル

トイレでの動作練習を反復して行った。また、夫

へ介助指導を行い、介助方法の統一に加え、リハ

ビリの時間以外でも立ち上がり練習を実施して頂

くことで、動作方法の一定化を図った。これらの

介入により、注意障害を呈している本症例におい

ても、立ち上がり動作の動作学習が行えたと考え

る。また、トイレ動作の一連の流れを学習できた

ことで、本症例の協力動作が得られ、トイレ動作

の介助量軽減に繋がったと考える。結果、夫の 1

人介助にて実施可能となり、夫の介助負担の軽減

を図ることができたため、自宅退院が可能なった

と考える。



体幹コントロールに着目し、座位姿勢の改善を目

指した左片麻痺の一症例 

介護老人保健施設 薫楓苑    岡本 奈緒美 

【はじめに】今回、麻痺側に体幹屈曲・側屈した

座位姿勢を呈した症例に対し、体幹コントロール

に着目しアプローチした結果、座位姿勢に改善が

認められた為、以下に報告する。 

【倫理的配慮】本症例報告はヘルシンキ宣言に従

い対象者に発表目的と内容説明を行い同意を得た。 

【症例紹介】60 代男性。平成 X 年に右中大脳動

脈領域の心原性脳梗塞発症(左片麻痺あり,高次脳

機能障害あり)。既往歴に糖尿病(＋)。発症 5 か月

後、当苑入所。入所前 ADL は排泄以外、一部介

助。今後の方向性は特別養護老人ホーム入所。 

Needs:食事時座位の不良姿勢改善(誤嚥リスクの

軽減) 

【初期評価：発症 10 カ月後】FIM50/126 点。

Brunnstromstage:左上下肢Ⅱ。NTP-stage：stage

１。粗大筋力:右上肢 3～4、右下肢 4、体幹 3。表

在感覚：左半身中等度鈍麻。位置覚:左下肢中等度

鈍麻。運動覚:左膝関節、左足趾鈍麻。端座位保

持:(見守り～軽介助)左大殿筋及び腹部筋群筋緊張

低下。頸部屈曲・右側屈、骨盤後傾・右傾斜。右

上肢で右側後方に手掌面支持。体幹の立直り:(－)。

動的座位:左側リーチ 11.2㎝。前方リーチ 16.5㎝。

車椅子座位時は体幹正中位・骨盤軽度後傾位に修

正したシーティングを実施するも、体幹左側屈・

骨盤後傾、円背傾向で仙骨座り様を呈する。ST

情報：:窪田式水飲みテスト（環境調整下）2～

4/5(日差あり) 

【理学療法経過】介入当初、端座位姿勢では左殿

筋群及び両腹斜筋群の筋緊張低下が認められ、重

心移動は可能であるが、体幹の立直り反応が消失

していた。そこで、体幹筋賦活による座位保持能

力向上・骨盤前後傾運動改善目的として前上方へ

の上肢リーチ練習を行った。また、立位練習とし

て麻痺側下肢への荷重練習を行い、殿筋群・大腰

筋の賦活を図った。理学療法開始 4 週目頃から座

位での頸部・体幹の正中位保持および座位保持時

間の延長、姿勢の崩れを認識できるようになった

事、立直り反応の出現などの改善が見られた。 

【最終評価:発症 12 ヶ月後】端座位保持：(見守り)

両腹斜筋低緊張に軽度改善認めた。座位姿勢は頭

部軽度前屈位にて保持可能となった。体幹軽度屈

曲・右側屈位。手掌は右大腿前面にて支持。体幹

の立直り:(＋) 。動的座位:左側リーチ 19.5 ㎝。前

方リーチ 21.0 ㎝。その他の身体機能面の大きな変

化は認めず。ST 情報:窪田式水飲みテスト（環境

調整下）:2/5(日差なく) 

【考察】初期評価時、本症例の端座位姿勢は頸部

屈曲・骨盤後傾位の姿勢となっていた。脳血管障

害患者における上記のような特徴的な座位姿勢が

作られる原因として、冨田らによると、「腹部筋

の低緊張により後方に移動した腰・背部の重みと

前方に移動した頭部の重みでバランスを取り安定

させる」と述べられていた。その為、本症例の座

位姿勢における問題点を腹部筋群の筋緊張低下で

あると考えアプローチを行った。前上方への上肢

リーチ練習では、上肢を挙上することにより、骨

盤前傾位姿勢を促し、同時に腹斜筋群の筋収縮を

促した。また、初期評価時、座位での後方への不

安定性により右上肢で右側後方に手掌面支持して

いた。この原因として大腰筋の機能低下が問題で

あると考えた。吉尾らによると、「大腰筋が働き

やすい立位で活性化を図る」と述べており、続け

て「座位の安定のために必要な股関節周囲の抗重

力筋の活性化にはまず立位を選択する」と述べて

いた。上記文献より立位練習を選択しアプローチ

を行った。これらのアプローチより、腹部筋群、

大腰筋の機能改善ができ、端座位アライメント改

善、座位保持時間延長に繋がったと考える。 

 誤嚥リスクに関しても、窪田式水飲みテストが

日差なし 2 と改善が見られた。その理由として、

初期評価時のような仙骨座りの座位姿勢は咽頭期

嚥下障害を生じさせるリスクが高まると言われて

おり、座位姿勢の改善は誤嚥リスクの軽減に繋が

った可能性があると考える。 

 

 

 



脳梗塞後、歩行時の麻痺側体幹 Stabilityに着目した

症例 

山田 英路 

医療法人社団 矢持医院 通所リハビリテーション 

【はじめに】 今回、麻痺側遊脚期に麻痺側への体幹

側屈による動揺と、足部内反による躓きにより歩行不

安定な症例を担当した。体幹筋の強化、歩行時のハ

ンドリングと口頭指示による姿勢矯正を実施した。そ

の結果、歩行能力の向上がみられた為報告する。 

【症例紹介】 80歳代男性。心不全で A病院に入院

中に左中大脳動脈閉塞を発症し B病院に転院。経

皮的血栓回収術施術された後にリハビリ目的で C病

院に転院。発症 7 ヶ月後に自宅退院され、当院通所

リハビリテーションを週 2回利用開始となる。病前

ADLは自立。主訴は「歩きにくい」である。 

【倫理的配慮・説明と同意】 対象者及びご家族には、

発表の目的と個人情報取扱について十分な説明を

行い、同意を得た。 

【初期評価（1週～2週目）】 徒手筋力検査（以下

MMT）（R/L）腹直筋 3、外腹斜筋 2/3、内腹斜筋 2/3、

腰方形筋 2/3、前脛骨筋 2/5、長短腓骨筋1/5、下腿

三頭筋 2/2。関節可動域測定（以下 ROM）は右股関

節内旋 20°、右膝関節伸展-5°、足関節背屈 5°。

Brunnstrom stage test右下肢 StageⅤ。高次脳機

能障害検査は注意障害がみられた。改定・長谷川式

認知症スケールは 12点。感覚検査、バランス検査は

異常なし。歩行は 1本杖自立レベルで、胸椎後弯増

の円背姿勢である。右遊脚期に右体幹が崩れ体幹

動揺し、股関節外旋・外転位で振り出すが右足部内

反によりクリアランス不足して躓きがみられる。左遊脚

期には左上肢で把持する杖に重心偏位し十分な前

方振り出しが行えない、体幹の左右動揺が大きい歩

行である。 

【経過】 主に体幹筋を強化し体幹 Stability向上を目

的にトレーニングを実施。また、右下肢の荷重練習、

ステップ練習、歩行練習を実施した。体幹筋は介入 5

週目には腹直筋で肩甲骨下角が離床できるようにな

った。歩行練習では介入 6週目には口頭指示での姿

勢矯正で右体幹の崩れによる動揺は減少しクリアラ

ンスがとれた、躓きのない歩行が可能となった。 

【最終評価（12週目）】 MMTは腹直筋 4、外腹斜筋

3/4、内腹斜筋 3/4、腰方形筋 3/4、下腿三頭筋 3/3。

ROMは右膝関節伸展 0°、右股関節内旋 20°、足

関節背屈 5°。 

 歩行で右遊脚期にみられた体幹側屈は軽減し、躓

きもみられなくなった。左遊脚期でみられた杖への荷

重偏位も減少した。 

【考察】 本症例の主訴である「歩きにくい」から歩行

観察を行い、右遊脚期で顕著に出現している右体幹

の崩れによる体幹側屈から、左右動揺の大きい努力

性歩行となり、更に右足関節内反を伴い躓きが生じる

ことが主訴の要因になっていると考え、今回体幹筋の

弱化に注目しアプローチを行った。問題点として腹筋

群、腰方形筋の筋力低下、右足関節内反をあげた。

三浦によると、立位での体重移動による荷重増加に

よって腹斜筋等が筋活動を高めて骨盤安定化に作

用すると報告している。また、上條らによると、腰方形

筋や脊柱起立筋群の活動低下によりニュートラルな

位置に体幹を保持することが難しくなると報告してお

り、体幹筋力の低下により動作時の右下部体幹の崩

れが生じ、動作時左側への過剰な荷重による不効率

な歩行動作になっていると考え、腹筋群、腰方形筋

及び右下肢の筋力増強、右下肢荷重での動作獲得

を中心とした治療プログラムとした。その結果、腹筋

群、腰方形筋の筋力は増強した。また、歩行動作練

習でハンドリングによる体幹正中位を誘導していくこと

で、初期評価時と比較し最終評価時には口頭指示で

右体幹崩れと右足部の躓きは改善した。しかし、足関

節内反は解消とならなかった。古澤は、遊脚期の内

反出現は麻痺側下肢を空間で保ち続けられるだけの

骨盤や下部体幹の機能が低下していることにあると

報告している。このことから骨盤の空間保持へのアプ

ローチは今後の課題となったが、腹筋群と腰方形筋

の筋力にアプローチすることで体幹筋力が向上し、

姿勢制御の獲得につながり体幹動揺が軽減し、躓き

も解消された。それらから、体幹の Stability向上によ

り歩行動作の能力向上を認めたと考えた。 

【まとめ】 体幹の Stability低下に注目しアプローチし

たことで、四肢や麻痺等の問題点が明確化した。姿

勢制御、動作での体幹機能の重要性が確認できた。 



トレンデレンブルグ徴候が右足部の躓きを助長し

歩行に影響した一症例 

大山記念病院 山田紗矢香 

【はじめに】今回、左人工股関節全置換術（以下、

THA）を施行し、トレンデレンブルグ徴候と左脳出

血後遺症が歩行に影響した症例を担当し、治療す

る機会を得たのでここに報告する。発表に伴いヘ

ルシンキ宣言に基づき、本症例より承諾を得た。 

【症例紹介】70歳代女性。右足尖の引きずりあり、

右下肢長が長いと脚長差を自覚し歩行困難感を認

めたため受診。左変形性股関節症と診断され、手

術目的にて A 病院入院。X 日に左 THA 施行。理学

療法継続目的にて X+14日に当院転院。既往歴：左

脳出血(約 20年前）。術前は、屋内・外ともに右足

部にオルトップ(以下、AFO)使用、屋内独歩、屋外

杖にて自立。HOPE：杖使用し AFOなしで歩きたい。 

【初期評価：術後 2週目(右/左)】形態測定：棘果

長 75.0 ㎝/75.0 ㎝。関節可動域(以下 ROM 単

位：°)股関節外転 15/10、足関節背屈 5/10。左

股関節内転筋群の筋短縮、筋スパズムあり。徒手

筋力検査(以下 MMT)股関節外転 4/3、足関節背屈

3/4。表在感覚検査：右足背・足底部重度鈍麻。深

部感覚検査：正常。Brunnstrom Recovery stage(右)

下肢Ⅴ、上肢Ⅵ、手指Ⅴ。歩行観察(右 AFOなし)：

杖歩行にて、左立脚中期(以下 MSt)の右骨盤下制、

右遊脚中期(以下 MSw)の右足関節背屈不足による

右足尖の接地が見られ介助が必要であった。 

【理学療法経過】左中殿筋を重点的に筋力訓練を

行い、左股関節内転筋群に対してはホットパック

を使用した。右足関節背屈不足に対しては、本症

例の AFOを使用したくないという強い希望があり、

AFOは使用なしでの治療を実施した。右下肢は ROM

と筋力の維持を主に実施した。経過の中で徐々に

ROM と筋力は改善を認めた為、ステップ練習や歩

行時の右 MSwの際に右足関節背屈の意識づけを重

点的に行った。X+38日に杖自立となった。 

【最終評価：術後 7週目(右/左)】ROM：股関節外

転 30/30、足関節背屈 15/10。左股関節内転筋の筋

短縮、筋スパズムは軽度改善認めるが残存。MMT：

股関節外転 4/4、足関節背屈 4/4。歩行観察：左

MSt での右骨盤下制、右 MSw の右足関節背屈不足

による右足尖の接地は改善した。 

【考察】初期評価時、杖歩行にて左 MStでトレン

デレンブルグ徴候が見られ、右 MSwでの右足関節

背屈不足により右足尖の接地を助長し、転倒する

リスクがあった。 

左 MStのトレンデレンブルグ徴候は、左股関節

外転の筋力低下が原因と考え、左中殿筋の筋力訓

練を重点的に行った。一方で、左股関節内転筋群

に筋短縮と筋スパズムが見られていた。本症例は

術前は変形性股関節症の影響により、左股関節内

転筋群を優位に使用し、骨盤と下肢の安定化を得

ていたことが考えられ、術後も同様の歩行となっ

ている可能性が考えられた。その為、左股関節内

転筋群は高緊張となり、相反抑制により左股関節

内転筋群活動時は拮抗筋である左中殿筋の活動は

抑制され、筋力発揮の阻害因子になっていると考

え、左股関節内転筋群に対してホットパックとス

トレッチングを併用して行った。最終評価では、

左中殿筋の筋力、左股関節内転筋群の筋短縮、筋

スパズムは改善を認め、トレンデレンブルグ徴候

は消失したと考える。 

右足関節背屈不足に対しては、脳梗塞後遺症の

影響が強いと考え、機能維持を目的に ROM訓練と

筋力訓練を実施した。しかし、経過の中で ROMと

筋力は徐々に改善が認められた。このことから、

AFO を使用していたことで、動作時の右足関節背

屈の不使用による廃用が起こっていたのではない

かと考え、右足関節背屈の ROM訓練、筋力訓練に

加え、ステップ練習や歩行練習での右足関節背屈

の注意喚起を重点的に行った。亀谷らは、発症か

ら 20 年経過した脳梗塞後遺症の症例に対し体性

感覚情報に注意喚起し動作を行うことで改善がみ

られたと報告しており、本症例でも足関節背屈に

注意喚起し動作練習を行うことで歩行時の右足関

節背屈筋群の使用を認め、右 MSwでの右足関節背

屈不足も改善したと考えた。 

結果、左トレンデレンブルグ徴候、右足関節背

屈不足の両方は改善し、杖使用にて AFO使用なし

での安定した歩行が可能となった。 



立位アライメントの改善により体幹・骨盤の固定

性が向上し歩容の改善を認めた一症例 

みきやまリハビリテーション病院 栗野晴菜 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り、対象者に

十分な説明を行い同意を得た。 

【はじめに】今回、脳卒中片麻痺患者を担当し、

立位アライメントの改善により骨盤の固定性と体

幹筋筋力が向上し、歩容の改善が認められた症例

を担当した為ここに報告する。 

【症例紹介】70歳代女性。X年 Y月 Z日に A病院

受診。MRI にて左中心前回に高信号を認め、脳梗

塞と診断され入院。第 11病日リハビリ目的にて当

院に入院。既往歴に脳梗塞(左麻痺)、高血圧、糖

尿病がある。病前は屋内外ともに独歩自立し、日

常生活動作・手段的日常動作自立。 

【初期評価(右/左)】Boddy Mass Index(kg/m²):29、

Brunnstrom Recovery Stage:上肢(Ⅴ/Ⅵ)、手指(Ⅴ

/Ⅵ)、下肢(Ⅵ/Ⅵ)。筋緊張:触診にて右多裂筋筋

緊張亢進。Manual Muscle Test(以下:MMT):体幹屈

曲(4)、体幹回旋(3/3)、股関節屈曲(3/4)、股関節

伸展(3/3)、股関節外転(3/3)、膝関節伸展(4/4)。

Range Of Motion Test(以下 ROM-T(°)):股関節伸

展(10/10)、膝関節伸展(-15/-15)、足関節背屈

(5/10)。10m歩行:独歩 13.61秒,24歩。立位姿勢：

体幹左側屈。過度な骨盤前傾位で腰椎前彎・胸椎

後彎増大。股関節・膝関節ともに軽度屈曲位で、

やや後方重心。歩容：左右下肢立脚初期から立脚

中期にかけて同側へ体幹・骨盤動揺（+）。全歩行

周期において両側膝関節屈曲位、体幹・骨盤前傾

位(左>右)。 

【治療経過】歩容改善の為、体幹筋、中殿筋・大

殿筋(以下殿筋群)筋力向上を目標に理学療法を実

施。立位アライメントの修正では、骨盤と下肢の

各関節が正中位となるように腸腰筋・ハムストリ

ングス・下腿三頭筋等のストレッチを実施。また、

過度な骨盤前傾位に対して、多裂筋のダイレクト

ストレッチで筋緊張の軽減を図り骨盤の後傾運動

実施。第 65病日退院。 

【最終評価(右/左)】筋緊張：右多裂筋筋緊張軽減。

MMT:体幹屈曲(5)、体幹回旋(4/4)、股関節伸展

(4/4)、股関節外転(4/4)、膝関節伸展(5/5)。ROM-T:

股関節伸展(15/15)、膝関節伸展(-5/-5)、足関節

背屈(15/15)、10m歩行:独歩 8.40秒,18歩。立位

姿勢:体幹左側屈軽減。骨盤の過度な前傾・腰椎前

彎・胸椎後彎減少。歩容:左右立脚中期の骨盤・体

幹の動揺軽減。 

【考察】歩行時に動揺が出現している原因として、

下肢の可動域制限による骨盤前傾位姿勢での筋活

動の低下を考えた。 

藤谷の研究では、骨盤正中位での歩行に比べ、

骨盤前傾位での歩行時には全歩行周期において内

腹斜筋の筋活動が減少すると報告されている。ま

た、Snjidersは内腹斜筋の筋活動は、仙腸関節を

安定させるベルトのような効果があるとし、内腹

斜筋は立脚期の体幹の姿勢保持と骨盤の固定に作

用していると考えられる。このことから、本症例

も歩行時に骨盤の前傾位を呈しており内腹斜筋の

活動が減少し体幹の固定性が減少するため、動揺

の出現の原因となっていたと考える。骨盤前傾位

となっている原因として、下肢の可動域制限由来

の運動連鎖によるものや多裂筋の筋緊張亢進によ

る腰椎前彎の増大、腹部の重みによることを考え

た。下肢の可動域改善を図り、骨盤正中位に近づ

けた姿勢で殿筋群の収縮を促通したことにより殿

筋群の筋力が向上し、骨盤固定性の向上が認めら

れた。その結果、歩行時に骨盤正中位保持可能と

なり、骨盤正中位での歩行動作を繰り返すことに

より、2 次的に内腹斜筋の筋力向上・姿勢保持に

作用し、体幹の動揺が軽減したと考える。 

さらに、梅居らの研究では股関節伸展筋の活動

が起こる立脚前期に、体幹背側の筋群が同時に活

動することにより、体幹の動揺を防ぎ、直立位を

維持しているとされている。今回、多裂筋の筋緊

張を軽減したことにより、歩行時に正常な多裂筋

の筋収縮が行いやすくなり、体幹の動揺の軽減に

繋がったと考えられる。また、多裂筋の筋緊張の

軽減により、伸張されていた腹筋群の筋長が近づ

くことで腹筋群の筋活動が高まったと考える。以

上のことより、骨盤・体幹の固定性が高まり歩行

時の動揺が軽減し歩容の改善を認めたと考える。 



右膝関節伸展制限に対し右荷重応答期～立脚中期

に介入し独歩を獲得した症例 

医療法人社団関田会 ときわ病院  藤原雄磨 

【はじめに】 

今回,右変形性膝関節症により右人工膝関節置換

術を施行した症例を担当する機会を得た.膝関節

伸展制限を有する状態の歩行に着目し,独歩での,

自宅退院となった症例について報告する. 

【倫理的配慮】 

発表にあたり,ヘルシンキ宣言に沿い個人が特

定されないように同意を得た. 

【症例紹介】 

80 歳代男性.平成 X 年 Y 月 Z 日に右人工膝関節

置換術施行.術後 7 日後,リハビリ目的で当院転院.

既往歴:変形性膝関節症/頚椎除圧固定術術後/腰部

脊柱管狭窄症術後.術前:独歩自立.主訴:右膝関節

内側,下方が痛い.HOPE:在宅復帰,独歩獲得. 

【初期評価】(転院後 1 週) 

疼痛:(歩行時)右膝関節内側/膝蓋骨下端 Numeric 

Rating Scale(以下:NRS)8/10 .触診:術創部周囲熱

感(+).縫工筋/薄筋/内転筋群/大腿筋膜張筋圧痛(+).

膝蓋下脂肪体 /膝蓋上嚢可動性低下 .Range Of 

Motion-Test(以下:ROM-T):右股関節伸展-10°,右

膝関節屈曲 120°,右膝関節伸展-20°. 歩行動作:右

荷重応答期～立脚中期で骨盤前傾/体幹前傾位.常

時膝関節屈曲位であり立脚終期では膝関節屈曲/

伸展可動性低下. 

【最終評価】(転院後 6 週) 

疼痛 :( 歩行時 ) 右膝関節内側 / 膝蓋骨下端

NRS2/10 .触診:右膝関節内側部/膝蓋骨下端の熱

感(−).術創部伸張性増加.膝蓋腱/膝蓋上嚢/膝蓋下

脂肪体滑走性向上. 縫工筋/薄筋/内転筋群/大腿筋

膜張筋圧痛(-).膝蓋骨可動性増加.ROM-T:右股関

節伸展 5°,右膝関節屈曲 125°,右膝関節伸展-10°. 

歩行動作:右荷重応答期～立脚中期での体幹前傾

消失.膝関節軽度屈曲位であるが立脚終期の股関

節/足関節可動性増加. 

【理学療法経過】 

転院時,歩行器歩行自立.熱感/疼痛に対しアイシ

ング実施.膝蓋骨/膝蓋上嚢/膝蓋下脂肪体/膝蓋支

帯/内外側膝蓋支帯の伸張性低下に対して可動性

向上.膝関節には関節可動域練習/筋力増強練習を

実施.また,股関節/足関節に対して筋力増強/荷重

練習/ステップ練習を立位下で繰り返し運動学習

を実施.転院後 3週間,杖歩行獲得.その後,独歩獲得

の為,支持なしでの荷重練習,バランス練習,応用動

作練習を実施.転院後 6 週間,独歩獲得. 

【考察】 

本症例の HOPE である独歩での在宅復帰を目標

に介入を実施した.転院直後から歩行器歩行を獲

得していたが右膝関節伸展可動域-20°と制限が

著明であり,右荷重応答期～立脚中期にかけて膝

関節での衝撃吸収が行えず,体幹前傾を認めてい

た.体幹での代償が残存する事で骨盤回旋も増加

し膝関節への負担が増加する状態であり,この原

因として膝関節伸展制限と考え,考察を以下に述

べる.1 つの要因として,術後の X 線画像よりイン

プラント間の距離が狭く,術前アライメント異常

だけでなく大腿骨/脛骨間の距離が減少し関節面

での転がり/滑りの運動が低下した事による骨性

制限の可能性が高いと考えた. 

今回,介入した内容での問題点を以下に述べる.

①関節水腫/腫脹による大腿四頭筋の活動抑制②

大腿四頭筋(特に内側広筋)の機能低下③縫工筋/薄

筋/内転筋群/大腿筋膜張筋の過剰収縮による膝関

節内側部の疼痛と考えた.①②に対して,術創部周

囲のアイシング,先述の軟部組織に対して伸張性

の向上を図り,関節可動域練習/筋力増強練習を実

施.③に対しては,本症例は立位姿勢で股関節屈曲/

外転/外旋,膝関節屈曲/内反,下腿内旋,足部内反ア

ライメントで上記の筋に対して過剰収縮により,

荷重時に対して疼痛が生じていると考えた.阪本

らによると“運動学的作用として股関節だけでな

く二関節筋であり膝関節屈曲作用がある為膝関節

伸展を阻害する”と述べている.上記に対し股関節

/足関節の可動性の向上を図り,荷重練習,ステップ

練習,応用動作練習を繰り返し実施した.その結果,

右下肢の可動性向上により体幹での代償は消失し,

膝関節に対する疼痛は低下し独歩可能となり自宅

退院に至った. 

今回,右膝関節伸展制限を有する状態での症例に

対し退院まで介入を行い,単関節だけでなく“多/

他”関節に意識する事や運動連鎖を考えた動作練

習を行う必要性を感じた. 



介護認定調査をきっかけに意欲が向上した症例 

緑駿病院 松井貴宏 

【はじめに】今回、担当当初から意欲低下の原因

が不明な状態で介入していたが、介護認定調査を

きっかけにリハビリテーション（以下リハビリ）

意欲の向上を認めた症例を担当した為、以下に報

告する。また発表にあたりヘルシンキ宣言に則り

本人の同意を得た。 

【症例紹介】70歳代男性。妻・次女と三人暮らし。

X 日：屋外で転倒し右前頭葉脳挫傷・右急性硬膜

下血腫・左後頭骨骨折受傷。X+1 日：意識障害出

現。X+103 日：意識障害改善傾向にて当院転院。

X+198日：引継ぎ担当。入院時 Functional Index 

Measure（以下 FIM）：41点。トイレ動作自立とな

れば自宅復帰可能。 

【理学療法評価 初期：X+198～203日】全体像：

寡黙で自尊心が高くリハビリに非協力的であり意

欲低下を認める。発言：「家に帰りたい、出来るか

らええやろ、こんなんやっても一緒や」。Vitality 

Index（以下 VI）：6/10点。Brunnstrom recovery 

stage test：左上下肢Ⅴ。改訂長谷川式簡易認知

評価スケール ： 26 点。 Mini Mental State 

Examination：24 点。粗大筋力：上肢 3、体幹 2、

下肢 3。FIM：46点。起き上がり動作：中等度介助。

起立～移乗：近位監視。趣味：将棋。HOPE：家に

帰りたい。家族 HOPE：トイレ動作自立。Need：ト

イレ動作自立。 

【理学療法経過】X+198 日：理学療法評価、トイ

レ動作評価・誘導に拒否あり。X+203 日：初期評

価時の発言や易怒的となられたことで、リハビリ

の途中で帰室される場面を認めプログラム再考。

X+206 日：プログラムを短縮し趣味や外気浴を中

心とした介入方法へ変更。X+213 日：受け入れ良

好な環境設定下での起き上がり動作練習開始。

X+222 日頃：談笑可能。外気浴中に「家に帰りた

いが家族に迷惑がかかる」と発言あり。X+265日：

環境設定下での起き上がり動作の介助量軽減。

X+288 日：介護認定調査。家族と自宅での生活に

ついて話し合う。X+289 日：プログラムの負荷量

増加、トイレ誘導可能。能動的な発言増加。X+292

日：外出の訴えあり。X+302 日：外出についての

相談あり。 

【理学療法評価 最終：X+292～302日】全体像：

表情が明るくなり担当者と談笑される場面あり。

プログラムに協力的でありリハビリ意欲の向上を

認める。発言：「行こか、どうやったら出来るんや、

外出したい」。VI:9/10点。粗大筋力：体幹 3。FIM：

51点。起き上がり動作：環境設定下近位監視。起

立～移乗：近位監視。HOPE：家に帰りたい。家族

HOPE：トイレ動作自立。Need：トイレ動作自立。 

【考察】本症例は介護認定調査以降、能動的な発

言が増え VIが 9点へと改善し意欲向上を認めた。 

本症例は初期評価時にまとまりのない発言や、

X+222 日頃に「家に帰りたいが家族に迷惑がかか

る」という発言を認めていた。また、プログラム

に拒否を認め、途中で帰室される場面があった

事・易怒的となられていた事・VIが 6点というこ

とから、意欲低下が考えられた。 

川口らは「意欲は意志と欲動からなる。意志は、

欲動に方向を与え、他の欲動を抑制し、意識的な

行動に導く。また、意志と欲動が対立する事で葛

藤が生じる」と述べている。このことから本症例

は「家族に迷惑がかかる為帰れない」、即ち「リハ

ビリはやらなくてもいい」という欲動と、「家に帰

りたい」という意志が対立し、葛藤している状態

にあった事が考えられる。 

介護認定調査以降に意欲が向上した要因として、

①介護認定調査という自宅へ帰る準備が進んだ事、

②本症例が家族と自宅復帰に関して話せた事が挙

げられる。この 2点が意志に働きかけたことで複

数存在する欲動の中の「リハビリはやらなくても

いい」という欲動を抑制し「リハビリをやらない

といけない」という欲動を選択・決定できた事が

葛藤状態を軽減し意欲向上に繋がったと考える。

それらに加えて、起き上がり動作の成功体験も意

欲向上の助けになったと考える。これらから、本

症例は介護認定調査をきっかけに意欲が向上した

と考える。 

本症例を通して担当者中心の介入を進めるのでは

なく本人の気持ちや思いを汲み取ることの大切さ

を学んだ。 


