
 

「非麻痺側の姿勢制御障害の改善により歩行の介

助量が軽減した一症例」 

兵庫医科大学ささやま医療センター 

岸本真誉、森崎勝久、岡前暁生、土田直樹 

【はじめに】今回、左被殻出血により重度右片麻

痺を呈した症例を担当した。麻痺側だけでなく、

非麻痺側にも視点を向けて歩行練習を中心に介入

した結果、歩行能力が改善したので若干の考察を

加えて報告する。 

【症例紹介】50代男性。診断名は左被殻出血。現

病歴はⅩ年Ｙ月 Z日に A病院で左被殻出血、脳室

穿破が認められ、Z+14日後に血腫吸引術を施行さ

れ Z＋44日後（第 1病日）に当院回復期病棟へ転

院となった。病前 ADLは全自立。家族 Hopeは「ト

イレや食堂までは歩いて行って欲しい」であった。 

【倫理的配慮】目的と個人情報の取り扱いについ

て十分に説明を行い、書面にて同意を得た。 

【初期評価：第 2病日】全体像として重度運動性

失語に加え、言語理解も低下していた。また自発

性低下から日中臥床傾向であった。Brunnstrom 

recovery stage（BRS）は右下肢Ⅱ、表在・深部感

覚は右下肢重度鈍麻～脱失、徒手筋力検査（MMT）

は左上下肢 4、体幹 2、Fanctional Assessment for 

Control of Trunk（FACT）は 3/20 点、Stroke 

Impairment Assessment Set（SIAS）は 19/76点、

機能的動作尺度（FMS）は 6/48点。寝返り・起き

上がり・起立・立位は支持物があれば軽介助であ

ったが、移乗は方向転換時に右下肢の膝折れがみ

られたため中等度介助を要した。歩行は長下肢装

具（KAFO）装着下で全介助。両立脚中期で、体幹

左側屈が生じ、右下肢振り出しは全介助であった。

ADL は食事、整容を除いて全介助であり、

Functional independence measure（FIM）は 45/126

点であった。 

【理学療法プログラム及び経過】介入当初は右下

肢の筋出力向上を目的に臥位での筋力増強練習を

行ったが、効果は乏しかった。そこで KAFOを用い

た 2動作前型の歩行練習を中心に実施した。歩行

練習は左右への重心移動をより意識しやすいよう

鏡による視覚的なフィードバックを用いながら行

った。第 30病日には寝返り、起き上がりは修正自

立となった。移乗は左下肢優位の立位が可能とな

り、方向転換時の右側への崩れも軽減して軽介助

となった。また、歩行時の右下肢筋出力も向上し

たため手すりを把持し KAFO ロック解除下での歩

行練習を追加した。この時期より「歩きたい」と

いう気持ちが芽生え始めたことと、家族 Hope を

考慮し最終目標を車いすと杖歩行の併用で自宅復

帰を目指すことにした。KAFOロック解除下の歩行

練習にて、右荷重応答期～右立脚中期の膝折れが

軽減したため第 70病日に短下肢装具（AFO）へカ

ットダウンを行った。AFO 移行初期の 4 点杖歩行

では杖への依存が強まり、左立脚期の左殿筋群の

収縮は乏しく体幹左側屈が出現した。さらに右下

肢振り出しに介助を要していた。そのため杖を持

たず姿勢の崩れを修正した状態で AFOでの 2動作

前型の歩行練習を実施し左右への重心移動を介助

にて誘導した。第 93病日には 4点杖を用いて 3動

作での歩行練習も追加した。歩行練習中は徒手的

な左殿部への刺激により左下肢への荷重を意識し、

振り出しの介助量の軽減を図った。 

【最終評価：第 104病日】BRSは右下肢Ⅱであり、

右下肢の表在感覚は脱失、深部感覚は軽度鈍麻。

MMTは左上下肢 4、体幹 3、FACTは 14/20点、SIAS

は 24/76 点、FMS は 26/48 点。起立・立位・移乗

は AFO装着し支持物ありで監視、歩行は T字杖使

用と AFO 装着で近位監視。3 動作揃え型で右下肢

の振り出しが自己にて行えるようになった。ADL

は、トイレ動作や移乗時の立位安定性が向上した

ことにより FIMは 62/126点となった。 

【考察】本症例は右下肢 BRSⅡで随意運動が困難

であり、AFO 移行後も右下肢支持性低下に加え左

下肢支持の姿勢制御も行えておらず杖への依存が

強かった。そこで歩行練習では、鏡を用いた視覚

的なフィードバックの活用や徒手的に触覚刺激を

加えながら左下肢への荷重を意識して介入した。

その結果、運動麻痺の改善は得られなかったもの

の左立脚期の安定性が向上したため、右下肢の振

り出しの介助量が軽減したと考える。 



左立脚中期の側方重心移動に着目した症例 

大山記念病院 金井優太 

【はじめに】 今回、左人工骨頭置換術（以下 BHA）

後方侵入を施行し、右踵接地期（以下 IC）の右側

方へのふらつきが、左立脚中期（以下 MSt）の安

定化により改善した症例を担当させていただいた

のでここに報告する。 

【倫理的配慮】 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】 80歳代男性。昨年から内科疾患治

療による入院生活を繰り返す。自宅で数回転倒歴

あり。Ｘ月Ｙ日自宅で転倒し左大腿骨頸部骨折受

傷。Ｙ+10日 BHA施行。既往歴：2型糖尿病、胃全

摘出。入院前 ADL：入院生活により活動量が低下。

独歩可能。週 3回デイケアを利用。HOPE：歩いて

図書館に行きたい。 

【初期評価（術後 2週目）】右/左 関節可動域検

査（以下 ROM-t、単位°、疼痛 p）：股関節屈曲

85p/75p、股関節伸展 非実施/0、股関節内転 20/10、

足関節底屈 40/40。徒手筋力検査（以下 MMT）：大

殿筋 非実施/2、中殿筋 2/2、大腿四頭筋 3/2。 

【中間評価（術後 6週目）】右/左 ROM-t：股関節

屈曲 105/95p、股関節伸展15/10。MMT：大殿筋 2/2、

中殿筋 4/2、大腿四頭筋 4/4、下腿三頭筋 3/3。バ

ランス検査：片脚立位困難。杖歩行：左 MStで骨

盤左側方移動不足。左立脚後期（以下 TSt）で左

股関節伸展不足。右 ICで体幹・骨盤右側方動揺出

現。歩行時に疼痛は見られず。 

【理学療法経過】 左立脚期の支持性向上のため、

左中殿筋・大殿筋の筋力強化練習を重点的に実施。

右下肢ステップ練習による左 MStの左下肢への重

心移動、左 TStの股関節伸展・フォアフットロッ

カー出現を狙った。 

【最終評価（術後 10週目）】右/左 ROM-t：股関

節屈曲 110/105。MMT：大殿筋 3/3、中殿筋 4/4、

大腿四頭筋 5/5、下腿三頭筋 3/3。バランス検査：

片脚立位 9秒/6秒。杖歩行：左 MStの骨盤左側方

移動、左 TStの左股関節伸展出現。右 ICの体幹・

骨盤右側方動揺軽減。独歩：左 MStの骨盤左側方

移動、左 TStの股関節伸展が杖歩行と比べ不足。

右 ICでの体幹・骨盤軽度右側方動揺あり。 

6分間歩行テスト：約 230m、Borgスケール 13  

【考察】 本症例は受傷前より自宅で転倒歴があ

った。また HOEP 実現には安定した歩行の獲得が

必要であり、歩行時の転倒リスク軽減に着目した。 

本症例の杖歩行において、右 IC で体幹と骨盤

の右側へのふらつきを認めた為、右側方への転倒

リスクがあると考えた。これは左下肢の支持性低

下により左 MStで左側方への十分な重心移動が起

きず、続く左 TStの股関節伸展、フォアフットロ

ッカーが不足し右 IC が性急になるためであると

考えた。本症例の右 ICでの動揺は、左 MStの左側

方への重心移動不足が大きく影響していると考え、

まず左 MSt に着目した。MSt において中殿筋・大

殿筋は前額面上で骨盤の安定化を担っている為、

これらの筋の筋力強化を行い左 MStでの骨盤左側

方移動出現を図った。しかし、MMT で筋力は向上

したが骨盤左側方移動は依然不足していた。豊田

らは、立脚中期獲得に向け単関節筋の筋力練習に

加えステップ練習・歩行練習へと展開することが

効果的であると述べている。よって筋力強化に加

えステップ練習を行った。まず、左 MStにおける

左下肢への重心移動の運動学習を図り、左 MStの

安定化を図った。そこから左 TStの股関節伸展・

フォアフットロッカーの改善を目的としたステッ

プ練習へと展開した。その結果、最終評価では左

MSt の骨盤左側方移動、左 TSt の股関節伸展を認

めフォアフットロッカーが見られるようになった。

杖歩行において右 IC での体幹と骨盤の右側方動

揺が減少し歩行時の転倒リスクが軽減した。 

退院時の歩行形態は屋内独歩、屋外杖歩行まで

向上した。本症例の HOPE 実現には約 1 ㎞を歩け

る持久力が必要であった。そこで離床時間の拡大、

病棟リハビリテーションを実施し持久力向上を図

った。しかし元々の廃用が影響し十分な持久力向

上を図ることができなかった。その為、退院後は

HOPEの実現を主な目的とし、自主練習及びデイケ

アでのリハビリテーション継続の運びとなった。 

【結語】左 MSt 及び左 TSt の安定化が右 IC の体

幹と骨盤の右側方動揺改善に繋がったと考える。 



右半側空間無視と認知機能低下を伴った右片麻痺

患者に対し座位姿勢の改善を目標に介入した症例 

      医療法人敬愛会 大塚病院 

理学療法士 糸川 拓斗 

【はじめに】今回、左脳梗塞により右半側空間無

視(以下右 USN)と認知機能の低下が認められた右

片麻痺患者を担当し、座位姿勢の改善に向けて理

学療法を実施したため、その経過に若干の考察を

加え報告する。 

【症例紹介】90歳代女性。介護施設に入所中、右

上下肢の運動麻痺を認め左脳梗塞の診断で当院へ

入院となる。発症前は認知症があり物忘れ等が目

立っていたが、移動は車椅子自操、食事は自立さ

れていた。左大腿骨人工骨頭置換術の既往あり。 

【倫理的配慮】ご家族様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】(発症後 4日) Glasgow Coma Scale(以

下 GCS)は E4+V3+M4=11点、卓上検査が可能なほど

意思の疎通が出来ず、手を握る、左右を見る程度

の指示であれば理解は得られやすかった。N 式老

年者用精神状態尺度(以下 NM スケール)は 9 点、

Brunnstrom Recovery Stage(以下 BRS)は右上肢

Ⅰ、右下肢Ⅰ、右手指Ⅰであった。椅子座位にて

右を向くよう指示した頭部回旋角度は左回旋

40°で正面を向くことはなく、右からの聴覚刺激

に対して左を振り向く様子が見られたことなどか

ら右 USN が疑われた。関節可動域(以下 ROM)は左

股 関 節 外 転 — 20 ° Functional Independence 

Measure(以下 FIM)は 18 点。座位の筋緊張は右上

下肢と体幹に低緊張を示した。車椅子での座位姿

勢は右 USNにより頭部と体幹が左回旋し重心位置

は左側にやや偏移していた。左股関節が内転位で、

筋緊張の低下により右への体幹の傾きが生じ、ク

ッションを使用してアライメントの修正が必要で

あった。 

【理学療法経過】左股関節 ROMの改善と筋緊張の

向上による右 USNの改善、それに伴う座位姿勢の

安定化を目標とし理学療法を実施した。右 USNに

対しては追視が認められやすかった鏡を利用し、

椅子座位にて鏡の位置を左側から右側へと徐々に

移動させて右側への視覚認識を広げた後、卓上に

て左上肢を把持して右側へ誘導を実施。これは 10

個の投げ輪を使用し、5 セット実施した。また骨

盤の前傾を誘導した上で骨盤を把持して臀部間の

重心移動と他動的な体幹の右回旋を行い、右臀部

への荷重刺激による体幹機能の促通を促した。左

股関節のROM制限に対してはROM練習を実施した。 

【最終評価】(発症 34 日後) GCS は E4+V4+M4=12

点、NMスケールは 11点、BRSは右上肢Ⅱ、右下肢

Ⅱ、手指Ⅰ。椅子座位で右を向くよう指示した際

の頭部回旋角度は左回旋 10°。ROMは左股関節外

転—5°。FIMは 20点で、端坐位保持が左上肢で支

持物を把持してわずかに可能となる。座位の筋緊

張は右上下肢と体幹に改善を認めた。座位姿勢は

右 USNの改善により頭部と体幹の左回旋が軽減し、

重心位置は正中位となる。右側への体幹の傾きが

減少、クッションによるアライメントの修正が不

要となった。 

【考察】認知機能検査から重度の認知症状が認め

られ、最終評価時においても大きく変化はなく、

コミュニケーションとしては不十分であった。そ

のため自発的動作を用いた治療が困難であった。

さらに重度の右 USNと筋緊張の低下が座位姿勢に

大きな影響を与えていると考えた。半側空間無視

に対して、中倉は「頸部体幹機能の促通とその反

復練習によりより高い改善効果が期待できる」と

述べており、杉本は「視覚的認識は頭部と体幹の

位置関係にも影響されやすい」と述べている。こ

れらの考察から介助による誘導が優位である本症

例に対して、その効果をより高いものにするため

に、体幹機能の改善を同時に図る必要があると考

えた。そのため体幹の回旋を促すための誘導に加

えて、骨盤の前傾を促した上で臀部間の重心移動

を行い体幹機能へのアプローチを実施。その結果、

右上下肢と体幹の筋緊張改善と右 USNの改善がみ

られ座位姿勢の改善に繋がったと考えられる。 

【まとめ】認知機能の低下が重度である方に対し

て介助による誘導が優位であっても、反復的に練

習行うことで、USN の改善、座位姿勢の改善に効

果があることを学んだ。 



転倒恐怖感が身体機能の発揮を阻害し、能力低下

の要因となっていた一症例 

 医療法人社団青山会 復井診療所 小菅 新奈 

【はじめに】在宅復帰を想定した環境下では、転

倒恐怖感の増強がみられ、身体機能を十分に発揮

できない症例に対して、再評価しアプローチした

結果を報告する。 

【説明と同意】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歳代女性 BMI 21 kg/m2 

現病歴：平成 31年冬、自宅トイレで前方に転倒し

N 病院に救急搬送、左大腿骨転子部骨折で翌日骨

接合術を施行。術日+125日に当院へ入院する。 

受傷前生活：日中独居。ADLは自立。 

HOPE：歩けるようになり家に帰りたい。 

NEEDS：歩行と段差昇降の安定性向上。 

【入院時から中間評価までの経過】在宅復帰を妨

げる因子として下肢機能の低下を考えアプローチ

を行ったことで、立ち上がり、立位保持、歩行、

自宅内での段差昇降動作(5 ㎝)の改善がみられた。

しかし動作遂行の度に、訴える恐怖感の強さに変

動があり、それにより遂行能力にも差がみられた

ため、転倒恐怖感に着目し、再評価を行った。 

【理学療法評価（初期→中間評価）】 

FIM：75/126点→84/126点 移動 3→5 

段差昇降 4→4 移乗 5→6 トイレ動作 3→6 

立位時の膝関節伸展 (左/右)°：→(-40/-45)° 

立位時の足関節背屈 (左/右)°：→(10/5)° 

粗大筋力検査：下肢 4→4+  

・独歩（恐怖感 弱）：監視で 50ｍ程度歩行可能。

（恐怖感 強）：初動困難～最大 10ｍ程度で動作困

難となり、後方にふらつく。恐怖感が強い場合で

も歩行器や、手すりと壁（伝え）などの両側で支

持できる状況では恐怖感は減少し、動作可能。 

・段差昇降（恐怖感 弱）：支持物なく緩徐に可能。

（恐怖感 強）：初動困難で後方にバランスを崩す。 

・日本語版 Fall Efficacy Scale(以下 FES)16/40

点 

 ※点数が低い程、転倒恐怖感が強いことを示す 

  

【統合と解釈】中間評価時の恐怖感に対する内容

として、前方への転倒恐怖感を強く訴える傾向に

あった。そこで転倒恐怖感がある時に重心動揺計

（アニマ社製 G-620）を用いて測定したところ、

身体重心が後方にあることが分かった。この相違

について、高井は不安感がワーキングメモリの処

理効率を低下させ、姿勢制御に要求される注意能

力の低下を招くと述べている。しかし、在宅復帰

に向けての環境として、移動・段差昇降時には支

持物が望めない部分があり、症例にとって転倒恐

怖感が強くなる環境が残ることが考えられた。そ

こで、高井は口頭指示と内省報告による注意課題

を伴うバランス練習が転倒恐怖感を軽減させると

報告している。これに則りアプローチを開始した。 

【問題点の抽出】（ICFにて表記） 

環境因子：E1固定された支持物設置困難 

活動：A1独歩・段差昇降困難(B1-4、P1、E1) 

心身機能：B1作動記憶の処理効率低下(P1、E1) 

B2筋緊張亢進(P1、E1) 

B3姿勢制御能力の低下(P1、E1) 

B4重心後方偏位(P1、E1) 

個人因子：P1転倒恐怖感(E1) 

【治療プログラムと経過】 

運動学習：前足部への重心移動を促す練習。 

バランス練習：不安定板を使用し、重心移動練習。

注意課題は、上記２つの練習中、注意を足部に向

けるよう口頭指示し、前足部に荷重がかかってい

るかを内省報告してもらうこととした。開始 1週

間で前足部への荷重が可能となり治療場面での恐

怖感の訴えは軽減したが、実際場面では認められ

る。FES：23/40点 

【考察】活動制限の因子として身体機能の低下を

主として考えたが、身体機能だけでなく、環境が

制限されることによって、転倒恐怖感という新た

な制限因子が考えられ再考した。介入により改善

しつつあり、遂行能力改善に繋がると考える。今

回の経験を通し身体機能と並行して恐怖感などの

精神面に対しても評価していく必要性を学んだ。 

 

 



透析患者に対し、早期自宅退院を目指した症例 

～透析日に対する運動療法の重要性に着目して～ 

栄宏会小野病院 

リハビリテーション科 森本 早弥佳 

【はじめに】透析患者は一般的に 4～5 時間の透

析療法を週 3回実施しており、時間的制約がある。

腎機能障害に伴い、様々な二次障害や合併症が発

生しやすく、それにより活動量が低下し、日常生

活動作を妨げ、生活の質を低下させる可能性があ

ると言われている。今回、転倒により右大腿骨頸

部骨折、腰椎圧迫骨折を呈し入院となった透析患

者に対し、透析日は臥位や座位での運動、非透析

日には立位や長距離歩行練習に加えて自主トレー

ニングを指導しながら介入した症例を報告する。 

【症例紹介】X年 Y月 Z日受傷、Z+3日 OPE施行、

Z+39 日当院入院、翌日より運動療法開始する。 

診断名右大腿骨頸部骨折(人工骨頭置換術)、第 3

腰椎圧迫骨折、既往歴慢性腎不全、多発性嚢胞腎

(13 年前より透析療法実施中)年齢 80 代前半性別

男性身長 160㎝、体重 46.5㎏ BMI18.2㎏/㎤ 

家族構成奥様と2人暮らし主訴前と同じように杖

で歩ける様になりたい Need 安定した杖歩行獲得 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、本人の

同意を得て、記載する。 

【理学療法経過】初期:Z+40日 最終:Z日+90日 

≪徒手筋力検査(MMT) 以下：右/左≫ 

<初期>股屈曲:3/4、外転:2～3/4、膝伸展：3/4、

足底屈：2/2、体幹屈曲:3、回旋 2/2 

<最終>股屈曲:4/5、外転:4/4、膝伸展：5/5、 

足底屈:3/3、体幹屈曲:4、回旋 4/4 

≪歩行能力≫<初期>杖歩行 3～5ｍ程度 

<最終>最大 600ｍ程度連続杖歩行可能 

≪血液データ≫TP5.5 Alb2.3→TP6.2 Alb3.3 

≪食事形態≫透析食(1500kcal) 

≪水分量≫900ml以内/日 

≪理学療法プログラム≫1)下肢ストレッチ、関節

可動域運動 2)下肢、体幹筋力増強運動 3)座位、立

位 ex 4)歩行 ex 5)階段昇降練習 6)床上動作練習 

【考察】本症例は透析療法を実施しており、易疲

労性で血圧の変動も大きいため負荷量の調整を行

いながら治療プログラムを考える必要があった。

また早期退院の希望が強く、必要以上の運動を自

主的に行ってしまう傾向があり、注意をはらった。

自宅退院に向けては杖歩行の獲得が必要であった

が、活動量低下に伴い下肢、体幹筋力や持久力低

下による歩行能力の低下が認められた。本症例は

介入時間や水分量、栄養面において制限があり、

疲労度に日差があるため、透析日と非透析日に分

けて運動プログラムを立案する必要があると考え

た。透析患者の標準的な運動療法のメニューとし

て運動前後のストレッチや関節可動域練習、低強

度の筋力増強運動、Borg スケール 11～13 での有

酸素運動や 1 回 20～60 分程度の歩行、エルゴメ

ーターなどを週の大部分(週 5日程度)で行うこと

が望ましいと言われている。介入初期では右腸腰

筋 3、右中殿筋 2～3、右大腿四頭筋 3 と腹筋群 3

レベルと筋力低下がみられ、下肢運動時は易疲労

性であり連続運動困難であった。透析日にはマッ

ト上にて行なえる臥位や側臥位、座位などでの骨

盤周囲、体幹に対する筋力増強運動等を中心に各

10回ずつ行い、歩行練習では平行棒内や杖歩行で

短距離レベル(3～5ｍ程度)から実施した。そして

非透析日に立位 ex や段差 ex、歩行練習(10ｍ程

度)等から徐々に回数や歩行距離を増やしながら

実施した。その際、運動実施前後での血圧、脈拍

や本人への疲労度をこまめに確認し、Borgスケー

ル 13内で行えるように、またその都度休憩（5分

程度）を挟みながら行った。介入 7週目頃より運

動回数の増加(SLR運動やスクワット等連続 20回)、

歩行距離の延長(連続 30 分屋外連続歩行)が可能

となった。非透析日にはリハビリ以外の時間でも

自主トレーニングにて屋内歩行練習(最大 600ｍ

まで)や自室内での下肢筋力運動(10～20 回まで)

を実施することで活動量の増加を図った。疲労度

が強い透析日においても上記プログラムにて負荷

量を調整しながら週の大部分で運動療法を行えた

ことで最終評価では、上記筋群の筋力の向上、杖

での歩行距離の延長を認めた。これらは定期的な

運動機会が得られたことで活動量が増加し、筋力、

持久力が向上したためであると考えられる。 



延髄梗塞による Lateropulsionが改善した結果 

独歩獲得に至り復職につながった症例 

兵庫医科大学ささやま医療センター 

中尾汐美,大畑亮輔,松本匠平,金田好弘 

【はじめに】今回,延髄梗塞により Lateropulsion 

(LP)を呈した症例を担当した.感覚入力課題を反

復した結果,歩行能力が向上したため報告する. 

【症例紹介】40代男性.X年 Y月,体動困難と右顔

面のしびれを自覚し他院へ緊急搬送.MRI にて右

延髄外側と左前頭葉に高信号を認め,右延髄およ

び左運動野の脳梗塞と診断された.第 32病日には

右放線冠にも梗塞がみられたが,症状の増悪はな

く状態が安定した第 68病日に当院へ転院.併存疾

患に高血圧があった.病前は母と 2人暮らし.新聞

販売業を営み,日常生活活動は自立していた.最終

目標は復職であった. 

【倫理的配慮】目的と個人情報の取り扱いについ

て本人に十分な説明を行い,書面にて同意を得た. 

【初期評価(第 69 病日)】起居動作は自立してい

たが移乗が不安定であり,安静度は院内車椅子監

視であった.表在感覚と位置覚は右上下肢で軽度

鈍麻し,動作時には股関節周囲と体幹に筋緊張低

下を認めた.Brunnstrom Recovery Stage(BRS)は

左右上下肢でⅤ,Scale for the Assessment and 

Rating of Ataxia(SARA)は 14/40点,躯幹失調試

験はステージⅢ ,Romberg 試験は陽性 ,Berg 

Balance Scale(BBS)は 15/56点で物的支持なしで

は立位保持が困難であった.独歩は腋窩介助で可

能であったが, Wide Base で体幹の回旋がみられ

ず周囲に注意が逸れるため適宜声掛けを要した. 

【経過および中間評価(第 100病日)】短期目標を

前腕支持型歩行器自立,長期目標を独歩自立と設

定し,股関節と体幹を強調した肢位での筋力強化

練習,重錘や弾性包帯を用いたバランス練習・歩行

練習で協調性の向上を図った.また動作練習では

反復により運動学習を促した.その結果,中間評価

ではSARAは10点,躯幹失調試験はステージⅡ,BBS

は 36点まで改善した.これらにより第 108病日に

は院内歩行器自立に至った.一方,立位では直立位

を保持することができず徐々に右側へ倒れてしま

い,その際の主訴として「右耳の後ろから引っ張ら

れる感じがする」との訴えが聞かれた.また独歩で

は Wide Base が残存し軽介助を要していた.そこ

で姿勢制御の際に感覚情報を意識させるため,立

位バランス練習は裸足で行い下肢を強く踏ん張る

よう指導した.また垂直位を視認した後に閉眼し

て体性感覚での垂直位を学習する練習を実施した.

このとき身体の右側に壁を設置し,ふらついた際

に姿勢偏位を体性感覚で認識できるよう環境設定

も行った. 

【最終評価(第 126 病日)】BRS は左右上下肢で

Ⅵ,SARAは 8点となった.Romberg 試験ではわずか

に動揺を認めたが,BBSは 54点まで改善した.立位

では直立位を保持することができ,ふらつきなく

独歩が監視で可能となった.また「右から引っ張ら

れる感じはほとんどなくなった」と訴えにも変化

がみられた.注意や病識の低下にも改善がみられ

た第 148病日,院内独歩自立に至った. 

【考察】本症例は入院時,介助がなければ起立動作

や立位保持が困難であった.初期評価より近位部

の低緊張や運動失調が動作に影響していると考え

介入を行ったが, 中間評価でも立位や歩行での右

側へのふらつきは残存していた.そこで小田内ら

の報告における延髄外側症候群(Wallenberg 症候

群)により LPを呈した症例と本症例の訴えが類似

していることに着目した.本症例では LPの責任病

巣である脊髄小脳路,前庭脊髄路,下小脳脚が障害

されていたため,無意識下での姿勢制御による適

切な筋緊張の維持が困難な状態と考えた.LP に対

しては感覚情報を利用した意識下での姿勢制御が

有効とされている.このため感覚入力課題を反復

した.その結果,右側へのふらつきを制御できるよ

うになり,患者の訴えにも変化がみられた.このこ

とから姿勢制御において意識下での感覚入力によ

る代償手段の獲得が,LP を改善させ歩行能力の向

上につながったと考えられる. 

【結語】LPに対しては感覚情報を利用した姿勢制

御の反復学習が有効であると考えられる.本症例

は退院後,復職を達成することができた. 

 



左変形性膝関節症患者に対し正座姿勢の獲得を 

目指した症例 

栄宏会小野病院リハビリテーション科 国方駿介 

【はじめに】今回、左変形性膝関節症を呈し、正

座時に左膝窩部に痛みがある症例に対して、徒手

的介入と荷重アライメントの修正を実施した結果、

正座時の痛みが軽減され、日常生活にて正座が獲

得された症例を報告する。 

【症例紹介】本症例は 60 代後半の女性で身長は

159cm、体重 63kg。認知機能は MMSE30/30点で ADL

は自立している。X 年 Y 月 Z 日旅行後に左膝の腫

脹が出現し、Z+10日に当院で左変形性膝関節症の

診断。Z+16日より外来リハビリ開始し正座時左膝

窩部痛有り。レントゲン所見から Kellgren-

Lawrence 分類：gradeⅠで脛骨外旋変形、内側裂

隙の狭小化が有るが、骨棘、骨硬化像は無かった。

本人の Hope は正座で食事をとりたい、仏間で正

座したいであった。 

【倫理的配慮】本症例はヘルシンキ宣言に基づき、

本症例の保護に十分留意し、発表の趣旨と目的を

説明し同意を得た。 

【理学療法経過】初期評価時、左大腿脛骨角(以下

FTA 角)178°、疼痛評価(以下 NRS)は正座時で左

膝窩外側 4/10、関節可動域(以下 ROM)は左股関節

外旋 25°、左膝関節屈曲 130°、徒手筋力検査(以

下 MMT)は左膝関節屈曲 4、左大腿四頭筋・ハムス

トリングス・大腿筋膜張筋・膝窩筋に安静時過緊

張有り。正座姿勢は左肩甲帯下制位、骨盤右傾斜・

右回旋位、左股関節外転・内旋位で正座困難であ

った。治療プログラムとして外側ハムストリング

ス、TFL、脂肪体、膝窩筋、下腿三頭筋のストレッ

チ、リリース、膝関節モビライゼーション、下腿

内旋誘導を実施し、即時的に疼痛緩和効果を認め

たが、次回来院時に状態が戻っており、荷重アラ

イメント修正の自主練習を指導。その後１週間の

頻度で１ヵ月介入し最終で FTA角は 176°、NRSは

正座時の左膝窩外側が 2/10、ROMは左股関節外旋

30°で左膝関節屈曲 135°、MMTは左膝関節屈曲 4

で、過緊張があったハムストリングス・大腿筋膜

張筋・膝窩筋が緩和し、姿勢では肩甲帯・骨盤・

股関節が中間位に改善していた。しかし軽度の痛

みが残存したため、継続して自主練習指導を行っ

た。 

【考察】本症例は左膝の曲がりにくさと左膝窩部

外側に痛みが有り、生活内での食事動作や仏間で

の正座動作が出来るようになりたいとの訴えがあ

る当院外来を利用しておられる女性。レントゲン

所見から脛骨の外旋偏移、内側裂隙の狭小化はみ

られるが、骨棘、骨硬化像はなく徒手的介入で修

正可能なレベルと判断した。また安静時から大腿

四頭筋・外側ハムストリングス・大腿筋膜張筋・

膝窩筋に過緊張がみられた。本症例の Hope は痛

みなく正座をしたいであり、達成するには膝関節

周囲筋過緊張の軽減や、屈曲時の下腿内旋の動き

の改善が左膝関節の屈曲可動域を拡大させ正座時

の膝窩部痛の軽減になると考えた。 

 T．Saari らによると OA 膝の患者は静的アライ

メントにて下腿外旋位・外側偏移しており、膝関

節の屈曲時に正常では約 6°の内旋が起こるが、

OA 膝の患者は約１°程度しか内旋が起こらなか

ったと述べており、下腿の外側偏移に対しストレ

ッチ、組織間リリース、膝関節モビライゼーショ

ン、徒手的な下腿内旋方向への誘導を実施した。

また荷重下での下腿外旋位姿勢により上記の筋緊

張亢進を助長していると考え、立位時の下腿アラ

イメント修正にも介入した。 

 プログラムを実施し、膝関節伸展可動域は 5°

拡大、下肢長で約 1cm の改善が見られ、FTA 角度

も 2°改善を認めた。これらの結果は大腿四頭筋、

外側ハムストリングス、大腿筋膜張筋に対し徒手

的介入を実施し筋の柔軟性が向上したことが、膝

深屈曲運動の下腿内旋時に生じる外側ハムストリ

ングス、大腿筋膜張筋による伸張痛を解消させ、

正座時の左膝窩外側痛が軽減されたと考える。 

【結語】本症例は正座姿勢が出来る程度に痛みが

緩和し、日常生活にて食事時や仏間での正座姿勢

が獲得され、QOL が向上したと言える。今後伝達

した自主練習を自宅で実施して頂き、運動を継続

していき、正座時に疼痛が生じにくいアライメン

トを維持する事が重要と考える。 



左膝関節人工全置換術施行後のトイレへの移乗動

作に着目した一症例 

 

医療法人社団朋優会 三木山陽病院 筒井遥香 

【はじめに】関節リウマチ(以下 RA)により左変形

性膝関節症(以下 OA)を呈し左膝関節人工全置換

術(以下 TKA)を施行した症例を担当した。本症例

はトイレ動作獲得を強く希望されていたため動作

指導を中心とした介入を行ったところ移乗動作と

動作時痛に改善がみられたためここに報告する。 

【症例紹介】70歳代女性。40年前に RA発症。X年

5 月末より左膝関節痛が増強し手術目的で術前 12

日当院入院、同日より理学療法介入、x日に左 TKA

施行となった。主訴は全身痛い、HOPEは早くトイ

レに行きたい、痛みが少なくなってほしいであっ

た。NEED は関節痛軽減、トイレ動作獲得とした。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき説明を行

い、患者及び家族に同意を得た。 

【初期評価(術前 12日)】排泄：日中室内トイレ自

立、夜間ポータブルトイレ(以下 Pトイレ)自立。

疼痛(Numerical Rating Scale以下 NRS,10段階,

右/左)：移乗時：膝関節 10/10,足関節 10/10,肘関

節 10/10。Femoro-tibial angle(以下 FTA)左 195°。

関節可動域(以下 ROM-T,自動運動,単位：°,疼痛：

P,右/左)：膝関節屈曲100P/100P,伸展-20P /-30P,

足関節背屈-5/0。Manual Muscle Test(以下 MMT,

右/左)：膝関節 4/2,股関節伸展 3/3。肘関節は動

作時に脱臼するため精査困難。 

【理学療法経過】術後 4週の免荷期間があったが、

非術側片脚での移乗は非術側の膝関節痛が強かっ

たため困難であった。そのため、免荷期間は非術

側膝関節の疼痛軽減・両下肢の支持性維持・向上

を目的とした両下肢筋力強化を主体とした。術後

41 日に 2/3 荷重可能となり術後 42 日から P トイ

レ動作練習を開始した。開始時はベッド高 46cmか

ら L 字柵を両手で引っ張りながら立ち上がり、P

トイレへの着座は早急になっていた。そのため実

施後の四肢関節痛の訴えが強かった。術後 47 日

より全荷重開始した。また、関節への負担を考慮

した動作指導を開始した。その結果、術後 50日に

日中 P トイレコール対応、術後 56 日より日中自

立、術後 63日より終日自立となった。 

【最終評価(術後 66 日)】排泄：終日 P トイレ自

立。疼痛(NRS,右/左)：移乗時：膝関節 0-3/0,足関

節 0-3/0,肘関節 0/0-2（変動あり）。FTA:左 176°。

ROM-T:膝関節屈曲 100/120,伸展-20/0,足関節背

屈-5/0。MMT:膝関節伸展 5/5,股関節伸展 5/5。肘

関節は動作時に脱臼するため精査困難。 

【考察】本症例はトイレ動作獲得を強く望んでい

たが、特に非術側膝関節・足関節痛、両肘関節痛

が強く動作困難となっていた。疼痛の主な誘発因

子として①立ち上がり時の非術側膝関節への過荷

重、②着座時の非術側の膝関節と足関節の可動域

不足、③上肢支持をした際に生じる肘関節脱臼の

3 点が各関節へ過負荷になっているためと考えた。

①については膝関節への負担を軽減した立ち上が

り動作を指導した。小林らは体幹を大きく前傾す

る立ち上がり様式では膝関節の仕事量が減少する

こと、座面を高くすると股及び膝関節の仕事量が

減少すると報告している。本症例においても上記

の通り実施したところ、疼痛が軽減し動作が円滑

になった。②について島原らは着座の際、膝関節

115〜140°程度、足関節背屈 0°以上の能力を両

下肢が有していなければならないとしている。本

症例では非術側関節に制限があり上記の可動域を

満たしていなかった。そのため非術側下肢を前方

へ出した状態で座るように指導した。これにより

着座の際に必要となる非術側の膝関節と足関節の

角度が減少し疼痛が軽減したと考えられる。③に

ついては上肢の負担を軽減するためベッドからの

立ち上がりはベッドの高さを上げ、高座位になる

ように設定し、ベッドを手で押して立ち上がるよ

う指導した。また P トイレからの立ち上がりは P

トイレを最大高に設定し左下肢を主とした立ち上

がり動作を指導したところ両肘関節への負担が軽

減し肘関節痛が 10/10→0-2/10まで軽減した。以

上の 3点の改善により動作時痛が改善しトイレ動

作が獲得できたと考えられる。 

 

 



術後のアライメント不良に苦慮するも,独歩獲得

に至った右足関節脱臼骨折の一症例 

 医療法人社団関田会 ときわ病院 鈴木昇平 

【はじめに】今回,右足関節脱臼骨折を受傷し骨接

合術を施行した症例を担当した.術後のレントゲ

ンにて距腿関節の回外変位が認められ,隣接関節

への影響に注意しながら介入を行った.特に knee 

in の対応に苦慮するも,最終的に独歩獲得に至っ

たためここに報告する. 

【症例紹介】50 歳代女性.駐車場の石止めに躓き

右足関節脱臼骨折を受傷.20XX 年 Y 月 Z 日に内果

スクリュー固定/外果プレート固定術施行.術後

21日後に当院へ転院.Hope:前みたいに歩きたい. 

【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. 

【初期評価】（非荷重）レントゲン所見:右側の遠

位脛腓関節は狭小化し,距腿関節は回外変位.視診

/触診:右足関節周囲に腫脹,熱感あり.内果下方の

皮膚の伸張性低下(+).内反筋群(後脛骨筋/長趾屈

筋 /長母趾屈筋 )の筋緊張亢進 (+).下腿周径

(cm,R/L):最大 35.0/38.0,最小:25.0/23.0.関節

可動域検査(以下 ROM-T):足関節:背屈 5/15,底屈

40/45,外返し 5/15,内返し 15/30,徒手筋力検査

(以下 MMT,R/L):股関節:伸展 3/4,足関節:背屈 3/4,

底屈 2/4,内返し 3/4,外返し 3/4,足趾:屈曲 2/4. 

【理学療法経過】非荷重時は,右足関節の背屈/回

内可動域改善を目的に,内反筋群(後脛骨筋/長趾

屈筋/長母趾屈筋),アキレス腱周囲のダイレクト

ストレッチ/内反筋群の個別的な単独収縮 ex/外

反筋群(長短腓骨筋)の筋力増強訓練を中心に実施

した.術後 44日目より 1/2 荷重開始し,術後 50日

目より片松葉杖に移行するも,特に疼痛はなく経

過.その際の歩容としては,右立脚初期を足関節軽

度回外位で迎え,回内不十分のまま荷重応答期へ

移行.立脚中期(以下 Mst)後半~前遊脚期(以下

Psw)にかけて,過度に横足根関節の回内/足根中足

関節の内転が生じ,その際に knee in(+).術後 61

日目より独歩開始となり.knee inに関しては軽減

するも,荷重量増加に伴い右膝内側への疼痛が時

折出現.そのため,下腿三頭筋,足趾屈筋群(長趾屈

筋/長母趾屈筋),大殿筋の筋力増強訓練を重点的

に実施し knee inの抑制を図った. 

【最終評価】(全荷重)(R/変化点のみ記載)視診/触

診:足部周囲の腫脹と後脛骨筋の軽度筋緊張亢進

については軽度残存.下腿周径(cm,)最大 37.0/最

小 24.0.ROM-T(°):足関節:背屈 15,外返し 15,内

返し 25.MMT:股関節：伸展 4,足関節：背屈 5,底屈

2+,外返し 4,内返し 4,足趾：屈曲 3.歩容(独

歩):Mst後半~Pswにかけての過度の横足根関節回

内/足根中足関節内転については残存するも,knee 

inはほとんど消失した. 

【考察】距腿関節の回外変位については,レントゲ

ン所見にて経過を追うも大きな変化はなく,運動

療法での改善は困難と考えられた.そのため,距腿

関節のアライメント修正以外の方法で,knee inの

抑制を目指した.Knee inの原因として,足部アラ

イメント以外の要因は評価の結果,下腿三頭筋,足

趾屈筋群,大殿筋の筋力低下が考えられた為,各筋

群に対するアプローチを重点的に行った.堀江ら

によると「母趾屈筋群の筋力低下がある場合,Toe 

Out による代償的な蹴り出しを行う可能性がある」

と述べている.本症例は,足趾屈筋群の筋力低下に

加え,下腿三頭筋も弱化していたために,蹴り出し

が不十分となり Toe Out を引き起こしたこと

で,knee inの出現に影響したと考えられる.また,

宮原らによると「knee in することで股関節内転

/内旋し,大殿筋が過伸張位」になると述べている.

大殿筋は、股関節の内転/内旋を抑制し,下向性の

運動連鎖として knee inを抑制させる役割がある.

本症例は,ある程度の筋力を保っていたもの

の,knee inによる大殿筋の過伸張により動作時の

筋出力が低下していると考え,さらなる筋力増強

を行い動作安定を図った.上記のアプローチの結

果,足部アライメントについては大きな変化がみ

られなかったものの,knee inはほとんど消失し独

歩獲得に至った.本症例は若年であり,歩行以外の

応用的な動作についても獲得する必要があるため,

今後のトレーニングが重要であると考えられる. 

【結語】今回,画像所見から各関節への影響を予測

することの重要性を認識する良い経験となった. 



既往にパーキンソン病があり後方転倒を繰り返

し 腰椎圧迫骨折を受傷した症例について 

医療法人社団 一陽会 服部病院 大森万里江 

【はじめに】今回、80歳代女性で既往にパーキン

ソン病（以下：PD）があり、自宅で転倒した際に

第 2 腰椎圧迫骨折を呈した患者様の理学療法評

価・治療をさせて頂く機会を得たのでここに報告

する。 

【症例紹介】X日、自宅での転倒により受傷。第 2

腰椎圧迫骨折と診断され X＋1日 A病院へ入院。X

＋15日当院の回復期へ転棟。退院先は自宅希望で

戸建てに独居で生活しており、長男が同敷地内の

別宅に在住している。入院以前から度々自宅で後

方へ転倒していたとの発言があり、今回の受傷に

よってさらに転倒リスクが高くなったため、特に

問題があると考えた起立動作時のバランス能力を

中心に評価・介入を行った。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，患者お

よび御家族に説明し、同意を得た。 

【理学療法経過】[初期評価]関節可動域検査は著

明な制限なし、両側股関節屈曲・伸展・外転の徒

手筋力検査（以下 MMT） 2～3、30秒立ち上がりテ

スト（以下 CS-30）は 2 回であった。膝に手をつ

いて行った起立動作では、第 2相で足関節背屈角

度の増大がみられず、第 3 相へ移行し股関節及び

膝関節伸展が行われる。しかしこのとき、矢状面

からみて大転子は足部基底面より後方にあり、足

関節背屈による重心の前方移動を行うも前足部が

離床し踵荷重となるのみで、後方転倒する様子が

度々みられた。着座動作では第 1相で足関節背屈

がみられず、第 2相で僅かに背屈するも前足部が

離床するのみで骨盤の垂直下降がみられず、急な

臀部着床がみられた。 

 [問題点抽出]起立時の後方転倒の原因として、PD

によって筋緊張の制御が困難である事、両足部に

外反母趾及び内反小趾がみられ、第 2 趾が第 1,3

足趾に乗り上げている為自動屈曲運動が十分に行

えなかった事、両側下肢関節の協調的な運動能力

の低下により、前足部への荷重が困難であった事

が考えられる。今回は PD 症状や足趾変形への介

入は困難であるため、動作中心に介入を行った。 

[中間評価]腰背部の疼痛が緩和し杖歩行可能とな

った頃に実施した。Timed up and go Test（以下：

TUG）は 1分 21秒 18であった。 

[最終評価]両側股関節屈曲・伸展・外転 MMT 4～

5、CS-30が 3回、TUG 55秒 87となった。起立動

作では、第 2相始めに足関節背屈により膝が前方

へ移動し、足底は全面接地したまま立位をとる事

が可能となった。着座動作でも第 1相～第 2相に

かけて膝が前方移動し足底が全面接地したままゆ

っくりと殿部着床していた。 

【考察】初期評価時は無支持での起立動作におい

て股関節伸展や足関節背屈による前方への重心移

動が困難であったため、臀部離床で重心の前方移

動不足や立位で重心の後方偏移が顕著であり、転

倒リスクが高い状態であった。山口らの文献では

脳卒中患者の運動学習に対して、顕在学習と潜在

学習の比較を行い、潜在学習の方で僅かに良好な

効果が得られると結果が出ている。このことから、

理学療法介入として、関節可動域運動や筋力増強

運動により下肢の運動性を高めた後に、潜在学習

としてカーフレイズ・スクワットを行い、両側下

肢関節の協調性を向上させながら立位で重心の前

後・上下方向へ制御する練習を行った。そして、

実際の起立動作や立位時に足部前方への荷重を意

識しながら動作練習を反復して行った。これによ

り、最終評価時には CS- 30 の回数が上がり起立

動作でのバランス能力の向上がみられたと考える。 

 しかし、TUG については時間の短縮はみられた

が依然転倒リスクが高いままであった。これは、

PD の症状の一つである方向転換時や目的地での

すくみ足・小刻み歩行の出現が顕著であった事が

原因であると考える。 

【結語】今回、PDによって自宅で後方への転倒を

繰り返し、腰椎圧迫骨折を呈した症例に対して理

学療法介入し、起立動作の安定性向上をみとめた。

しかし、PD症状のため、常に安全性のある日常生

活動作を獲得できたとは言い難い結果となった。

PDは進行性であるため、今後の生活のなかでより

多く家族の協力や自宅改修が必要であると考える。 



平地歩行より介入し、坂道歩行を獲得した症例 

みきやまリハビリテーション病院 

療法部 松代 淳貴 

【はじめに】今回、外出の機会が多く、急勾配の

坂道歩行獲得が必要だった症例に対し、平地より

介入し、歩容改善を認めたため、ここに報告する。 

【症例紹介】80歳代女性、診断名：右大腿骨内顆

骨壊死。平成 X年より A病院にて保存的加療を受

けていたが、右膝の疼痛が増悪し、同年に右人工

膝単顆置換術を施行。その後、当院入院となる。 

【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。 

【理学療法経過】 

●初期評価（術後 2～3週） 

炎症四徴候：（＋）。術創部疼痛 numerical rating 

scale（以下 NRS）：平地 5・坂道 6。脚長差：棘果

長 1.5㎝左下肢短縮。徒手筋力テスト（以下 MMT）

[右/左]：股関節伸展 4/4、股関節外転・股関節内

転 3/3、膝関節伸展 3/4。10m歩行最速[坂道]：下

り 11.02秒、上り 8.20秒。坂道を含む連続歩行距

離：500m（疲労で終了）。平地歩行：右前遊脚期～

遊脚中期（以下 Psw～Msw）に右股関節外転し、右

膝屈曲不十分（以下努力性の振り出し）。左荷重応

答期～立脚中期（以下 LR～Mst）に体幹右側屈・

骨盤右下制・骨盤と左膝の左方動揺・左距骨下関

節の過回外を認める。坂道歩行：平地歩行の跛行

に加え、右遊脚初期に右足部の躓きを認める。 

●理学療法プログラム（初期） 

術創部周囲のモビライゼーション、開放運動連鎖

で右中殿筋・下腿三頭筋の筋力増強、右下肢の脱

力した振り出し練習、左側にインソール処方。 

●理学療法プログラム（修正） 

閉鎖運動連鎖（以下 CKC）で特に左大殿筋・中殿

筋・大腿四頭筋・大内転筋の筋力増強、坂道歩行。 

●最終評価（術後 6～7週） 

炎症四徴候：（－）。NRS：平地 0・坂道 0。MMT[右

/左]：股関節伸展・外転・内転・膝関節伸展 4/4。

10m歩行最速[坂道]：下り 9.89 秒、上り 7.85秒。

坂道を含む連続歩行距離：1㎞（疲労で終了）。 

平地歩行：努力性の振り出し改善。       

坂道歩行：躓きの改善。 

【考察】本症例は右膝の炎症症状鎮静後も、平地、

坂道共に跛行を認めた為、難易度の低い平地歩行

から治療介入を行った。平地歩行では左 LR～Mst

時に骨盤と左膝の左方動揺が起きていた。この跛

行の原因として、左距骨下関節の過回外によって

重心が左側偏位するのに対し、制動を行いうる筋

力の不足により、代償動作として、体幹右側屈と

骨盤右下制が起きたと考えた。加えて、脚長差の

影響で右 Psw～Msw 時に右下肢の努力性の振り出

しが起こると考えた。初期の治療では、左距骨下

関節の過回外に対し、外側ウェッジを処方した。

即時効果として、左 LR～Mst時の左距骨下関節の

過回外は抑制された。同じく左 LR～Mst時の骨盤

と左膝の左方動揺は軽減。代償動作の体幹右側屈

と骨盤右下制が軽減された。また、左側の踵に補

高を入れ、脚長差が解消された為、右 Psw～Msw時

の努力性の振り出しが軽減した。しかし、骨盤と

左膝の左方動揺と体幹の右側屈と骨盤右下制は残

存した。これに対し、治療を再検討し、修正プロ

グラムを立案した。修正プログラムでは左大殿筋、

中殿筋、大内転筋、内側広筋の筋力増強を立脚期

に近い CKCにて行った。石井によると歩行中に前

額面内で骨盤を水平に支持する筋として中殿筋、

大殿筋がある。とあり、また、佐藤は CKCトレー

ニングは固有感覚受容器を活性化して関節の安定

性を向上させると報告している。結果として本症

例も、関節の安定性が向上したことで、筋力が向

上し、裸足歩行時にも骨盤と左膝の左方動揺は軽

減した。これら平地歩行の介入により、坂道歩行

において、より高い筋活動が要求される大殿筋・

中殿筋・内側広筋・大内転筋の筋力が増強し、坂

道歩行が改善した。市橋によると歩行練習は、重

症度に応じた環境設定で行い、徐々に自立度を上

げて行うと報告がある。本症例も、難易度の低い

平地歩行から介入したことで、坂道での 10m歩行

と坂道を含む連続歩行距離が改善し、速度と耐久

性向上に繋がったと考えられる。 

【結語】平地と坂道といった異なる動作様式の違

いや繋がりを理解することの重要性を学んだ。 



歩行開始動作に着目した症例 

大山記念病院 三好菜摘 

【はじめに】左大腿骨頸部骨折により人工骨頭置

換術(後方侵入)を施行した症例の、歩行開始動作

に着目し理学療法を実施したので報告する。 

【倫理的配慮】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。Y月 X-2日に転倒。A病

院に救急搬送され左大腿骨頸部骨折の診断を受け、

X 日に左大腿骨人工骨頭置換術を施行。X+15日に

当院へ転院。病前は独居、屋内は伝い歩き、屋外

は老人車歩行。主訴は早く歩けるようになりたい。 

【初期評価：術後 3週目】(右/左) 疼痛検査：左

股関節屈曲時に術創部周辺、左鼠径部、左大腿後

面に Numerical Rating Scale：4～5。関節可動域

検査(以下 ROM-T 単位：°疼痛：P)股関節屈曲

110/90P、股関節伸展 非実施/0、股関節外転 20/20

徒手筋力検査(以下 MMT)腸腰筋 4/2、大殿筋 非実

施/2、中殿筋 非実施/2、大腿筋膜張筋 非実施/2、

大腿四頭筋 4/4。荷重検査(体重 45kg)：患側下肢

最大 25kg。Functional Reach Test(以下 FRT)：8

㎝。姿勢観察：円背で右凸側弯。骨盤軽度後傾、

左回旋位、両股関節は軽度屈曲位、膝関節屈曲・

内反位、足関節背屈位。動作観察：平行棒内歩行

は、左立脚時間が短縮している。 

【中間評価：術後 6週目】独歩での左立脚中期(以

下 MSt)時に Duchenne 歩行を認める。歩行開始動

作は左単脚支持期に体幹左側屈を認める。 

【理学療法経過】術後 4週目に独歩での歩行開始

時の左単脚支持期の体幹左側屈に対し、フーピン

グを用いて左殿筋群の筋力増強を実施。5 週目に

前腕支持型歩行器歩行自立、6 週目に老人車歩行

自立、7 週目に伝い歩き自立となる。 

【最終評価：術後 8週目】(右/左) 疼痛検査：術

創部の運動時痛消失。歩行時膝関節痛あり。ROM-

T：股関節屈曲 110/100、股関節外転 20/20、股関

節伸展 5/5。MMT：腸腰筋 4/3、大殿筋 2/2、中殿

筋 3/3、大腿筋膜張筋 3/3、大腿四頭筋 4/4。荷重

検査：患側下肢最大 45kg。FRT：12㎝。独歩での

左 MSt時の Duchenne歩行が軽減した。また、歩行

開始時の左単脚支持期の体幹左側屈は軽減し、ふ

らつきが減少した。 

【考察】本症例は独歩での歩行開始動作において

左単脚支持期に体幹左側屈を認めた。側方へのふ

らつきを認め安全性の低下を生じているため、歩

行開始動作に着目した。 

左単脚支持期の体幹左側屈の要因として左中殿

筋、大殿筋、大腿筋膜張筋の筋力低下を考えた。

また、左膝関節の内反変形を呈していることから、

側方への不安定性に対し体幹側屈を行うことでメ

カニカルストレスを軽減させていると考えた。筋

力低下に関しては、住吉らは、歩行開始動作にお

いてまず大腿筋膜張筋、中殿筋の筋活動が増大し

両筋の筋活動に遅れて大殿筋上部線維の筋活動が

増大すると報告している。よって左中殿筋・大腿

筋膜張筋・大殿筋の筋力増強を行った。岡西らは、

高齢者の筋力増強運動の効果を上げるには、筋力

自体の強化とともに、立位で行う筋力練習で鍛え

た筋力をいかに有効に課題の中で発揮するかとい

う運動学習の導入が重要となると述べている。 

治療プログラムに目標指向型練習としてフーピ

ングを用いて、静止立位からステップ位へと難易

度を徐々に高くした。目標指向型練習により、運

動結果が明確となり意欲の向上を認めた。静止立

位では殿筋群の収縮を触診し、筋収縮が得られや

すい位置へと誘導した。ステップ位では、単脚支

持期に体幹側屈を生じたため、口頭と徒手による

制動にて外在的フィードバックでの修正を行った。

よって、単脚支持期の体幹側屈を自己にて修正す

ることが可能となった。膝関節へのストレスに関

しては、大腿四頭筋の等尺性収縮による筋力トレ

ーニングを行った。 

その結果、最終評価時は歩行開始時の左単脚支

持期の体幹左側屈が軽減されふらつきが減少した。

よって伝い歩きで術後 9週目に自宅退院となった。 

【結語】今回、独歩での歩行開始動作時に、体幹

左側屈を認めた症例に対し目標指向型練習を取り

入れたことで、体幹側屈が減少し歩行開始時のふ

らつきが軽減された。 

 



栄養状態に着目した介入により動作能力が改善し

た一症例 

兵庫医科大学ささやま医療センター 

丸山綾,田淵嵩人,山口達也,岡前暁生,金田好弘 

【はじめに】 

 今回,C5・Th1・Th3圧迫骨折,Th3棘突起骨折を

受傷した症例を担当した.低栄養,炎症状態の遷延

化を認めたが,運動負荷量を調整した介入により

杖歩行獲得に至ったため報告する. 

【症例紹介】 

 80 歳代女性.X 月 Y 日に自宅敷地内で転落し当

院へ救急搬送され安静加療目的に入院.併存疾患

に肺炎・関節リウマチがある.入院前日常生活活動

は杖歩行自立,入浴は監視下でその他自立してい

た.Hopeは「一人で動きたい」であり,Needは歩行

の実用性向上として介入した. 

【倫理的配慮】 

 発表に際しヘルシンキ宣言に基づき説明の上,

同意を得た. 

【初期評価】（入院 2週目） 

身長 156㎝,体重 43.4kg, Body Mass Index（以

下 BMI）17.8.骨折部とその周囲筋に NRS8 の鋭痛

を認める.徒手筋力検査（以下 MMT）は下肢 2レベ

ル,膝伸展筋力は左右とも 0.18kgf/kg.歩行は馬

蹄型歩行器で軽介助を要し,連続歩行距離は 10m,

その際の修正 Borg スケール（以下 BS）は呼吸・

下肢とも 2（弱い)から 5（強い).Functional 

Movement Scale（以下 FMS）は 11点,機能的自立

度評価表（以下 FIM）は 55 点（運動 25点,認知 30

点）.簡易栄養状態評価表（以下 MNA）は 7.5 点, 

血液データよりアルブミン 2.7,ヘモグロビン 8.3

で低値を示し,C 反応性蛋白（以下 CRP）5.7 で高

値を示した. 

【理学療法経過】 

第 3病日から頸椎カラー完成までの 2週間は主

治医の指示に従いベッド上での介入を実施.頸部

痛はほとんど消失し離床開始となったが,入院 4

週目での体重は 41.4kgに減少を認め,エネルギー

摂取量が基礎代謝量分を下回っていた.そこで多

職種と連携し補助栄養剤の導入と食形態変更,環

境調整を実施し,エネルギー摂取量は徐々に増加.

しかし易疲労性,炎症状態が遷延化していたこと

から,3METs 以下の低負荷で最大負荷は立位とし

て理学療法を実施.その後 CRP は徐々に低値を示

し,それに伴いレジスタンストレーニング（以下

RT）や階段昇降,屋外歩行などの積極的な理学療法

を実施. 

【最終評価】（入院 14週目） 

 体重 41.5kg,BMI17.1に減少.疼痛は消失し,MMT

は下肢 3 レベル ,膝伸展筋力は左右とも

0.25kgf/kgに改善.歩行前後の BSに変化は認めな

いが独歩が可能となり,連続歩行距離は 60m,馬蹄

型歩行器歩行は 100m 可能となった.FMS は 39 点, 

FIM は 102 点（運動 73 点,認知 29 点）に改善し,

病棟内は杖歩行自立で移動可能となった.MNA は

11 点,CRP1.6 に改善したが,その他血液データに

大きな変化は認めなかった. 

【考察】 

 本症例は骨折による直接的な動作遂行の阻害は

大きく認めなかった.しかし飢餓,急性外傷による

侵襲,併存疾患による悪液質から代謝亢進状態で

低栄養を助長しており,安静臥床に伴う廃用に加

えて代謝面でも全身性に筋萎縮が生じやすい状況

にあり,歩行の実用性が低下していると考えた.さ

らに体重減少を認めたため,筋力増強にあたり炎

症反応,栄養状態,運動負荷について検討し介入し

た.若林は異化期には 2～3METｓ以下,RTなど 3MET

ｓ以上の運動は同化期に実施することを推奨して

いる.また寺島らは低栄養状態では CRP3以下が積

極的な理学療法の開始時期であると述べている.

本症例は入院 6 週目に CRP3 以下となり異化期を

離脱したと考えた.さらに体重維持が図れており

栄養状態は安定したと判断し,リハビリ時間の延

長を図りながら運動負荷量を漸増し理学療法を実

施した.その結果,栄養状態の悪化を呈さず筋力が

向上し,杖歩行自立が可能になったと考えた. 

【結語】 

低栄養状態の患者に対し,全身状態の変化に応

じて適切な運動負荷量で理学療法を実施すること

の重要性を学んだ. 



趣味活動再開を目指して歩行量の記録と患者教育

によって疼痛管理と活動量増大を図った症例 

栄宏会小野病院リハビリテーション科 

青嶋龍之介 

【はじめに】 

 今回、右脛骨高原骨折を受傷し、保存療法を施

行された症例を担当した。4 週間のニーブレイス

固定、6 週間の非荷重期間後、歩容不良と過活動

により脛骨粗面部の疼痛が出現した。歩容修正と

歩行量の記録を行った結果、自宅内の伝い歩き再

獲得に至ったため、以下に報告する。本発表はヘ

ルシンキ宣言に基づき、本症例の保護に留意し、

発表の趣旨と目的を説明し、同意を得た。 

【症例紹介】 

 80歳代女性。身長 151cm、体重 53kg、要支援 2。

真面目で心配性な性格。趣味は着付け、絵手紙教

室、百歳体操。受傷前の日常生活動作(以下 ADL）

は屋内独歩、伝い歩き自立。自宅内は改修済み。

深夜、手すりが無い廊下で転倒、右脛骨高原骨折

と診断されＡ病院へ入院。10 日後、当院へ転院。 

【初期評価(受傷後 55日)】 

関節可動域（以下:ROM 右/左 単位:°)は膝関節

屈曲 145/150、伸展-5/-5。Manual Muscle Testは,

股関節外転 4/4、膝関節伸展 4/4、屈曲 4/4。疼痛

検査は Numerical Rating Scale(以下,NRS)で歩

行時 3/10。10m歩行では 4 輪キャスター型歩行器

を使用し、歩行スピードは 0.45m/sであった。歩

容は常時体幹前傾位で、右 LR～MStに右股関節内

転位、右膝関節屈曲位を保持し、TSt では右股関

節伸展がみられない。歩行量は 1023歩/日。Hope

は「家に帰るために早く歩けるようにならないと

いけない」。Needsは屋内杖・伝い歩き自立と、趣

味活動の再開が可能な高い活動量の再獲得。 

【理学療法経過】 

初期評価翌日、脛骨粗面部に NRS5/10と疼痛増悪。

治療プログラムとして、自主トレを含む運動療法

に加え、①膝伸展 ROMex、②歩容の修正、③歩行量

の記録、④患者教育を行った。①により左右の膝

伸展 ROM は 0°に拡大し、②で右 MSt 時の膝関節

伸展、右 TSt時の股関節伸展を促した。③ではト

イレと病棟 1周を歩いた回数を記録して頂いた。

④では解剖学的な病態説明と急性痛の管理方法に

ついて説明を行い、疼痛が増悪しないよう歩行量

を管理した。受傷後 57 日では 80 歩/日で NRS3、

63 日では 840 歩/日で NRS2 と、疼痛が減少した。

受傷後 65 日より歩行器歩行を自立へ変更し、運

動量の漸増を図った。受傷後 78 日では 3800 歩/

日でNRS0と疼痛が消失した。10m歩行では0.67m/s

と歩行スピードが向上した。受傷後 89 日の住宅

訪問後、転倒に対する恐怖心が増し歩行量が減少。 

【最終評価】（受傷後 93日） 

歩行時の右膝関節痛は NRS で 0。10m 歩行では杖

使用し 0.68m/sであった。歩容は体幹伸展位を保

ち、右 LR～MStで右膝関節伸展相がみられる。右

TSt では股関節伸展がみられる。恐怖心により、

歩行量は 1022歩/日へ減少した。 

【考察】 

初期評価時の歩容は、荷重時に右膝関節が屈曲位

を保っており、重心線と膝関節中心の位置が遠位

となる。膝関節屈曲角度が大きいと膝折れを防ぐ

ために必要な右膝関節伸展モーメントは増大する。

大腿四頭筋の停止部に加わる張力が大きい歩容で、

急増した歩行量が過活動となり、荷重開始後の脛

骨粗面部に対する過負荷となったと考えた。下は、

「運動としての歩行の時間や距離を記録すること

で、身体活動量を客観的に把握でき、段階的に身

体活動量を漸増することや、自制内の痛みで活動

できる範囲を患者自身が認識して、極端な不活動

や過活動を是正することが可能となる」としてい

る。本症例においては、歩容修正と過活動の是正

により疼痛が軽減したのち、歩行量を漸増させる

ことで、身体活動量は増加し、杖・伝い歩き自立

獲得に至った。しかし住宅訪問後、「杖 1本で歩く

のが怖いです」と話されるようになり、退院まで

の歩行量が減少した。Hope は達成されたが、Needs

は未達成であった。 

【結語】 

今後は退院後、どう生活するかまで考えて目標設

定と計画の提案を行い、QOL 向上につながるリハ

ビリを提供することが重要と考える。 



「脳梗塞により左片麻痺・体幹筋緊張の低下を呈 

した症例」～姿勢筋緊張への介入による起き上が 

り動作に着目して～ 

   医療法人社団 一陽会     服部病院 

   回復期リハビリテーション室  久吉遥香 

【はじめに】今回、右大脳半球の広範な脳梗塞に

より左片麻痺及び体幹筋緊張の低下を呈する症例

を担当した。起き上がり動作の獲得には体幹筋緊

張の関与があると考え、起き上がり動作の獲得を

目標に姿勢筋緊張への介入を行った。その結果体

幹筋緊張の改善により起き上がり動作能力の向上

を認めた為ここに報告する。 

【症例紹介】90代女性。Ｘ日左半身麻痺を主訴に

Ａ病院受診。右 ICA閉塞による脳梗塞と診断され

T-PA療法・血栓回収療法を施行。今回リハビリ目

的で当院へ転院となった。Hope：自力で起きて、

座って話がしたい Need：起居動作の獲得 

【倫理的配慮】発表に当たり対象者及びご家族に

は本発表の趣旨を説明し同意を得た。 

【理学療法経過】 

◇初期（発症 4 週目）[Brunnstrom Recovery Stage(以

下 Brs)]上肢Ⅰ、下肢Ⅰ [触診]座位 右：内外腹斜

筋、腹直筋、脊柱起立筋弛緩 左：内外腹斜筋、腹

直筋、脊柱起立筋弛緩 [起き上がり動作]重度介助。

頭頸部屈曲見られない。背臥位からの頭部や下肢の

右回旋による体軸内回旋への連動なし。介助にて右

骨盤を固定し体幹を屈曲・右側屈させ on elbow 位と

なる。[端座位]10 秒程度で後方への動揺見られ座位

保持困難。 

◇経過 発症 4週目入棟、車いす座位時前方方向

への体幹の崩れ見られポジショニング・介助を要

し、起居動作・移乗には全介助要する状態であっ

た。発症 4週目にて背臥位から側臥位への移行が

困難であり、半側臥位から側臥位への運動学習行

う。また起居動作訓練に並行し、端座位にて介助

下での体幹筋への促通、長下肢装具装着による立

位にて股関節周囲筋・体幹筋への促通を行った。

発症 8週目あたりから車いす座位が安定しポジシ

ョニング・姿勢崩れへの介助要さなくなる。発症

11 週目にて起き上がり動作時の背臥位から側臥

位の移行が見守りレベルで可能になる。 

◇最終(発症 11 週目)[Brs]上肢Ⅰ、下肢Ⅰ[触診]座

位 右：内外腹斜筋、腹直筋、脊柱起立筋低緊張 

左：内外腹斜筋、腹直筋、脊柱起立筋低緊張[起き上

がり動作]軽介助。下肢・骨盤に連動して体幹も右回

旋し側臥位となる。[端座位]15 分以上座位保持可能。 

【考察】起き上がり動作に関し、富田らが「中枢が末

梢を空中で保持する為に運動に参加している為体幹

の固定が必要である」と述べている。起き上がり動作

には皮質脊髄路を介す四肢・頭頸部の運動と、それ

らの動作を行うために体幹を固定する網様体脊髄路

の関与があるとされているが、本症例では体幹固定

する内側運動制御系である網様体脊髄路との関与

に着目し介入を行った。起き上がり動作の問題点とし

て発症４週目時点で、第１相での背臥位から側臥位

への移行に頭頸部・下肢からの骨盤・上下部体幹へ

と体軸内回旋の連動が見られていないことを挙げた。 

体軸内回旋の連結が見られないことへの要因とし

て、内腹斜筋・外腹斜筋の低緊張による体軸内回旋

時の切り替えの困難と、体幹筋緊張の低下により骨

盤と下肢を連結する大腿直筋・長内転筋の張力の低

下によると考えられる。座位での内乱による制御や他

動的な垂直方向への抵抗により腹斜筋・腹直筋への

促通を行った。また頭頸部の屈曲により腹筋群・大腿

直筋・長内転筋など身体前面の筋の緊張を高める事

が報告されている為、頭頸部の屈曲の自動介助運

動・自動運動による介入を行った。更に抗重力下で

ある座位・立位保持にて姿勢の保持・自己制御によ

る体幹筋への促通を行った。 

その結果、端座位保持も 15分以上可能になるなど

姿勢筋緊張の改善が見られ、背臥位から下肢の回

旋・頭部回旋からの連動による骨盤・体幹の右回旋

により側臥位への移行が可能になったと考える。 

【おわりに】今回、姿勢筋緊張への介入により起居動

作の自立はならなかったが、末梢の運動に必要な体

幹の固定が得られ、起き上がり動作能力の向上へ繋

がった。今後退院までの介入で側臥位から片肘・片

手支持へと支持基底面を移行する際の姿勢制御へ

の介入を行なえればと考える。 

 



左足関節脱臼骨折後、三角靭帯に着し、 

左 Tstでの蹴り出し改善を図った一症例 

医療社会法人 一陽会 服部病院 

リハビリテーション科 石垣有野 

【はじめに】 

左足関節脱臼骨折後、三角靭帯における支持性

低下によるアライメント不良により、荷重時痛の

残存、左立脚後期（以下：Tst）での蹴り出しの改

善を図った一症例を経験したためここに報告する。 

【症例紹介】 

50 代女性。体重 80 ㎏。受傷機転は階段から滑

り落ち、左足関節脱臼骨折を受傷。観血的骨接合

術を施行し、底屈位でギプス固定。Hopeはヒール

を履いて出かけたい。Need は立位、歩行中の疼痛

緩和、長距離歩行の獲得とした。 

【倫理的配慮】 

発表に際しヘルシンキ宣言を遵守したうえで、

対象者に十分な説明を行い、同意を得た。 

【理学療法経過】 

[初期評価](術後 5W):(R/L)Leg Heel Angle(以

下:LHA）は、(7°/14°)。関節可動域 (以下:ROM

単位° )背屈 (25/-10)底屈 (45/30)外がえし

(20/0)内がえし(35/20)。徒手筋力テスト(以

下:MMT) 後脛骨筋(5/2)下腿三頭筋(5/2-)長母趾

屈筋・長趾屈筋(5/3)。荷重検査(単位 kg)静止立

位(70/10)片脚最大荷重(80/5)。NRS7～8。立位は、

左足関節底屈位、膝関節過伸展位。足部外がえし、

toe out。歩行は、Tstで下腿前傾は見られず、蹴

り出し消失。歩幅 26㎝。歩行速度 0.42m/s。 

[治療と経過] 術後 5 週目より荷重開始。並行し

て立位、歩行練習を実施。立位、歩行時の際に、

三角靭帯の支持性が低下しているため、足部外反

ストレスが加わることで荷重時痛を認める。また、

歩行では、Tst 時に左足関節の背屈制限、底屈筋

群の筋力低下により、下腿の前傾が行えず、蹴り

出しが消失していた。そのため、三角靭帯に対し、

疼痛緩和を目的にホットパックを実施。また、足

関節の関節運動において、距腿関節、距骨下関節

の副運動を認めないため、関節包内運動を促す目

的でモビライゼーションを実施。足関節フリーの

状態で、滑り、転がり運動を誘導し行った結果、

非荷重下での足部外反ストレスによる疼痛消失。

しかし、荷重時に足関節背屈、外反ストレスが生

じることによる、三角靭帯部(脛踵線維)の疼痛増

悪を確認。そこで、後脛骨筋に対する筋力増強練

習を実施。治療の経過と共に、アライメント修正

により三角靭帯の疼痛は消失した。 

[最終評価] (術後 12W)左のみ。LHA(10)。ROM背屈

(10)底屈(40)外がえし(10)内がえし(30)。MMT 後

脛骨筋(4)下腿三頭筋(4)長母趾屈筋・長趾屈筋(4)。

荷重検査:静止立位(41/39)片脚最大荷重(80)。

NRS0～1。立位姿勢:左足関節中間位、膝関節伸展

位、足部軽度外反、toe out。歩行:Tstで下腿前

傾、蹴り出し可能。歩幅(37)、歩行速度(0.65)。 

【考察】 

左 Tstの蹴り出し時の疼痛は、三角靭帯部に著

明であった。壇らは、三角靭帯（脛踵部）は踵骨

に付着しており、この靭帯が緊張すれば、踵骨は

距骨に、距骨は関節窩におしつけられ固定される

ことになる。つまり背屈に伴い靭帯の緊張が高く

なることと長短腓骨筋腱や後脛骨筋腱がこれらの

靭帯を内上方へ圧迫することで、関節の安定性を

得られると述べている。本症例は、外反ストレス

による疼痛増悪が著明である。そこで、距骨に対

し内側、後方なおかつ内果後方を走行している後

脛骨筋に着目した。荷重時の足部の背屈と外反方

向への距骨下関節の制御ができていないと考え、

三筋の筋力増強練習と遠心性の収縮様式の教育を

行ったことで、荷重時における疼痛が消失した。

その結果、疼痛緩和および後脛骨筋の筋力増強に

より距骨下関節のアライメントが修正されたため、

下腿三頭筋の筋出力増加を認め、左 Tstでの蹴り

出しが改善されたと考える。 

【おわりに】 

今回、徒手的なアライメント制御だけでは、足

部の背屈、外反ストレスを長時間の制御ができな

かったが、外来フォロー時に、インソールを作成

したことで疼痛はみられなくなった。 

今後、補装具の使用を視野に入れた治療を展開

できればと考える。 



微小血管減圧術により運動失調を呈し、体幹の 

固定性低下を認めた一症例 

 西脇市立西脇病院 吉田 魁 

【はじめに】今回、三叉神経痛に対する微小血管

減圧術施行後に小脳性運動失調及びめまいを発症

し、体性感覚からアプローチを行ったことで、体

幹の固定性向上を認め、独歩獲得に至った症例を

経験したため、ここに報告する。 

【症例紹介】60歳代女性。X－3年頃から顔面に疼

痛が出現、右三叉神経痛と診断。薬物療法を行っ

ていたが改善なく、X 年に当院に入院。微小血管

減圧術を施行したが、合併症として小脳性運動失

調を発症した。入院前の ADLは自立し、家事全般

を行い、食料品店でレジ打ち等の仕事をされてい

た。主訴は体がふらふらする、目が回る、気分が

悪い。HOPEは独歩獲得と職場復帰であった。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき本症例に

は症例報告の趣旨を説明し、同意を得た。 

【理学療法経過】［初期評価（術後 5日目）］粗大

筋力検査（以下 GMT）：両下肢 5、体幹 3。感覚検

査：表在・深部ともに異常なし。協調性検査：両

鼻指鼻試験陽性、両手回内外試験陰性、両膝踵試

験陰性。姿勢観察：端坐位時に体幹動揺あり。座

位保持はめまいのため 30 秒程度。Functional 

Independence Measure（以下 FIM）：54点。 

本症例は端坐位時等に体幹動揺が顕著であった。

また介入当初より体動時にめまいを生じ嘔気を誘

発していたため徐々にベッドギャッジアップから

進め、状態に合わせて座位バランス練習から実施

した。術後 10日目で座位での体幹動揺は軽減し、

端坐位保持が見守りで可能となったが、静止立位

は支持物なしでは保持困難であった。治療プログ

ラムは腹部に弾性包帯と四肢に重錘を用いた筋力

練習、バランス練習を実施した。術後 12日目で静

止立位が可能となり、Functional Reach Test（以

下 FRT）は 17㎝となった。歩行では体幹動揺や失

調性歩行を認めたため、体幹動揺を制御する方法

で歩行練習を実施した。術後 17日目より FreeHand

歩行が見守りで可能となり、Time Up ＆ Go Test

（以下 TUG）：11秒 53、動的歩行指数（以下 DGI）：

12点となり、この頃よりめまいの出現頻度は減少

した。術後 19 日目より歩行時の体幹動揺は軽減

したが、時間測定異常による転倒リスクが残存し

ていたため、バランスボード等で外乱刺激に対す

る反応の促通、体幹・下肢の協調性向上を図った。 

［最終評価（術後 25 日目）］GMT:体幹 3。協調性

検査：鼻指鼻試験陰性。片脚立位：左 20秒、右 23

秒。FRT:22㎝。TUG：9秒 90。DGI：21点。歩行：

FreeHand自立。FIM：126点。 

【考察】本症例は微小血管減圧術により小脳を圧

迫し、縮小させたことで合併症である小脳性運動

失調を呈し、四肢失調は軽度であったが体幹失調

が著明に出現していた。加えてめまいや時間測定

異常がみられ、動作自立が困難であった。 

本症例はめまいのため視覚代償によるアプロー

チが困難であった。國弘ら（2004）、小林ら（2005）

はヒトは空間識において視覚、体性感覚、前庭覚

の 3つの主要入力系により姿勢保持を行っている

と述べている。森ら（2007）は弾性包帯緊縛法や

重錘負荷により四肢・体幹の動揺抑制、立ち直り

反応の誘発、負荷量増加により末梢からの感覚入

力が増加し中枢への固有感覚入力が増加し運動コ

ントロールを促通すると述べており、弾性包帯や

重錘負荷で体性感覚からアプローチを行った。ま

た吉村ら（2013）は弾性包帯緊縛法は静的バラン

スの改善効果が高いと述べており、早期にプログ

ラムに取り入れたことで座位・立位バランスが改

善出来たと考える。歩行においては吉尾ら（2002）

は体幹失調に対し歩行器にベルトを巻き、体幹を

密着させるよう指示し歩行練習を行う方法を提案

しており、体幹の振り子様運動を助長させずに下

肢の振り出しを行ったことで体幹・下肢の両立し

た協調性を向上させたと考える。また西田ら（2015）

は外乱負荷に対して平衡を保持する練習を反復す

ることにより大脳皮質で姿勢制御プログラムの誤

差修正が行われ姿勢制御応答に適応変化が生じる

と述べており、バランスボード等の練習を取り入

れた結果、体幹筋力は変化がなかったが体幹の固

定性が改善し体幹動揺が減少、さらに姿勢制御反

応が向上したことで独歩獲得に至ったと考える。 



トイレへの移動手段を確立するにあたり 

痛みに対する意識の変化を促した一症例 

医療法人社団薫楓会 緑駿病院 

リハビリテーション科 清水愛莉 

【はじめに】慢性痛に対する否定的感情･認知とそ

れに基づく行動は,痛みを増悪させ日常生活動作

(Activity of Daily Living;以下 ADL)の低下へ至

るとされている.今回,頸髄損傷後遺症により四肢

に慢性痛を呈した症例に対し,痛みに対する意識

の変化からトイレへの移動手段確立を図った経過

についてここに報告する. 

【症例紹介】70 歳代女性.平成 X 年交通事故によ

り頚髄損傷受傷.不全四肢麻痺を呈し四肢疼痛・痺

れがあったが,サークル型歩行器歩行(以下歩行器

歩行)レベルまで回復後,平成 X+1年より在宅復帰.

その後転倒により左第 9肋骨骨折受傷し移動困難

となる.そして自殺企図より過量服薬し,平成 X+2

年当院へ転院.施設入所検討においての HOPE は

「なるべく自分でトイレが行けるようにしたい」.

リハビリの経過として移動動作は歩行器歩行見守

りレベルへ向上後,疼痛増悪に伴い歩行器歩行を

拒否し,介助下での車椅子移動となる.平成 X+3年,

前担当より引き継ぎ介入を開始する. 

【倫理的配慮】本症例報告はヘルシンキ宣言に基

づき,対象者と御家族に発表目的及び個人情報取

り扱いについて説明し同意を得た. 

【理学療法経過】初期評価→最終評価(介入期間 2

か月間)疼痛:C5-C7 領域,大腿中央部-末梢部著明

(上肢>下肢),持続的且つ強さ日差あり.天候不順

時や手指使用等の上肢運動後増悪.炎症所見な

し.Numerical Rating Scale(以下 NRS)安静時 2,

車椅子駆動後 9,歩行器歩行後 5-6.→安静時 3,車

椅子駆動後 8,歩行器歩行後 5.安静時下肢痛軽減,

上肢痛増悪(右>左).Functional Independence 

Measure:86→86/126 点(トイレ動作 5 点,歩行 1

点).歩行器歩行:(初期)近位監視レベル.左下肢躓

き認め,高負荷運動後や疼痛増悪時左膝折れを呈

する.(最終)近位監視レベル.躓き減少且つ自制範

囲内,膝折れなし.車椅子駆動:(初期)疼痛により

拒否,非実施.(最終)軽介助レベル,方向転換等上

肢駆動は調整困難.トイレ動作:(初期･最終)日中

病室トイレ使用.トイレまでの移動車椅子全介助

レベル.下衣操作は手すり使用し自立レベル.夜間

オムツ対応. 

【考察】本症例の施設入所検討においての希望は

「なるべく自分でトイレが行けるようにしたい」

であり,トイレまでの移動動作が介助に依存して

いる事が問題であった.トイレまでの移動手段と

しては,NRS の結果から車椅子駆動に比べ歩行器

歩行の方が上肢負担が軽いため実用的であると考

えた.リハビリ介入開始時では歩行器歩行は近位

監視で可能であったが,実際の ADL 場面では上肢

痛を理由に介助下での車椅子移動を選択していた.

このできる ADL としている ADL の差の要因は,痛

みの拡大視や無力感といった「破局的思考」によ

る,痛みの伴う動作への過剰な回避行動にあると

考えた.そこで「破局的思考」から「痛みがあって

もできる」という意識の変化が必要と考え介入し

た.トイレ誘導による動作練習では,動作指導や環

境設定を行った上で痛みが生じる状況で反復練習

を行い「痛みがあってもできる」という成功体験

を積み重ねた.この結果トイレ誘導による痛みの

愁訴は減少し肯定的反応を多く認めた.松原らに

よると,「痛みに対する歪んだ認知の修正により行

動の修正や再学習を行うことが,患者自身の痛み

への対処能力の向上,さらには自己効力感の強化

をもたらす」としている.本症例においても痛みに

対する認識が修正されたことにより,痛みの伴う

動作に向き合うことが可能となったと考える. 

今回,身体機能の介入により歩行器歩行自立を

目指したが問題点の根本的な改善には至らなかっ

た.これに加え,日差や気候変化による疼痛の変動

が大きく,さらに転倒に対する恐怖心が影響し目

標であったトイレ動作自立は達成困難であった.

これらの点から疼痛の変動を考慮し,身体機能に

応じた目標設定を適宜行う必要があったと考える. 

【結語】今回,慢性痛を抱える患者において,痛み

の軽減が困難な場合であっても「破局的思考」を

修正することによって,動作の受け入れを改善で

きた.この経験を今後の臨床に生かしていきたい. 



退院後の運動指導を工夫した高齢心不全の一例 

～「いきいきデカボー体操」の可能性～ 

兵庫医科大学ささやま医療センター 

松村友希,西郷聡,荻野智之,和田陽介 

【はじめに】再入院を繰り返す高齢心不全症例に

対して退院後の運動指導を工夫した。丹波篠山市

が介護予防事業として推進している独自の「いき

いきデカボー体操」を心肺運動負荷試験（CPX）の

結果に基づいて指導することで患者・家族ともに

安心して自宅で実施できる運動を提案することが

できた。その経緯について若干の考察を加えて報

告する。 

【症例紹介】80代女性。疾患名はうっ血性心不全、

併存疾患は高血圧症・発作性心房細動・左脚ブロ

ックがあった。現病歴は、X-7 月頃より呼吸困難

感のため入退院を繰り返しており発作性心房細動

と心臓の壁運動の協調性低下が生じていた。X 月

Y 日に A 病院でアブレーションを施行し、Y+7 日

に心臓再同期療法（CRT）を施行した。Y+25日にリ

ハビリテーション目的に当院に入院した。家族構

成は、息子と 2人暮らしで日中独居であったが、

介護保険サービスの利用はなかった（要支援 2）。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき発表の趣

旨を説明し、口頭にて同意を得た。 

【初期評価（Y+25～28 日）】基本動作は全て自立

しており Functional Independence Measure は

113 点（運動 78 点、認知 35 点）であった。歩行

も独歩自立レベルであったが、連続距離は 50m程

度で呼吸困難が生じていた。（New York Heart 

Association分類Ⅲ）。心機能は、左室駆出率 41％

と低下し、脳性ナトリウム利尿ペプチドは

59.1pg/mlであった。身体機能は、Short Physical 

Performance Batteryは合計 12点、等尺性膝伸展

筋力の左右平均値は体重比で 0.39kgf/kg であっ

た。 

【理学療法経過】理学療法開始当初は、労作時呼

吸困難が強く、また、CRT 後でもあり運動負荷設

定は主に自覚症状で調節しており、思うような負

荷をかけられなかった。そのため、Y+38日に明確

な運動処方を行うために CPXを実施した。その結

果、最高酸素摂取量（Peak VO2）は 14.9ml/㎏/min、

無酸素性代謝閾値（AT）は 8.8ml/㎏/min（2.5METs）

と著名な運動耐容能の低下を認めた。また、酸素

脈も Peak時で 5.1ml/beat と著明に低下していた

ことから運動制限因子として心機能低下の影響が

大きいと考えられたため、ATレベルでの自転車エ

ルゴメーターによる有酸素運動中心の運動処方を

行った。一方、この頃から運動時の自覚症状の改

善に伴い早期の退院希望がみられた。しかし、運

動耐容能低下は依然として認められており、運動

の継続は必要であると考えられたが、送迎や介護

度の問題から外来や通所リハビリの利用は困難で

あり、在宅での運動を実施していく必要があった。

そのため、運動指導としてゆっくりとした歩行速

度（ATレベル）でのウォーキングを提案するも急

変や転倒の不安から家族の受け入れが悪かった。

そこで、屋内で実施可能で、以前から症例の経験

もあった「いきいきデカボー体操」を提案すると

受け入れは良好であった。「いきいきデカボー体操」

とは座位で実施できる筋力運動であり、有酸素運

動の要素も含まれている。一方、本症例に適した

運動強度であるかを確認する必要があったために

呼気ガス分析装置を用いて体操中の運動強度を測

定した。結果、体操前後でバイタルサインや自覚

症状は問題なく、運動強度も 2METs程度であるこ

とを確認し、Y+46日に退院となった。 

【最終的な退院後の運動指導】①いきいきデカボ

ー体操による有酸素運動（約 12分間）、②スクワ

ット、カーフレーズによるレジスタンストレーニ

ング（20回、2セット）を週 3日間以上は実施す

るように指導した。また、毎週定期的に開催され

る地元地区の集団体操にも地域交流の場としてで

きる限り参加するように勧めた。 

【考察】慢性心不全患者の Peak VO2と生命予後は

関連することが報告されており、本症例も運動の

継続が必要と考えられた。今回は、症例や家族の

意向を考慮し、自宅で安全にできる運動を CPXの

結果に基づいて指導することができた。症例の身

体機能や環境に合わせたテーラーメイドの運動指

導の必要性が示唆された。 



早期退院に向けて独歩の獲得を目指した症例 

大山記念病院 内海浩希 

【はじめに】左一側性原発性股関節症により、人

工股関節全置換術(以下 THA)を施行し、早期退院

に向けて独歩の獲得を目標にした症例を担当した

ので報告する。 

【倫理的配慮】発表に伴いヘルシンキ宣言に基づ

き、本症例の承諾を得た。 

【症例紹介】50 歳代女性。身長 146.1cm、体重

55.0kg、BMI25.8。現病歴：股関節痛と歩行の不安

定性があり、左 THA 目的で入院し、Y 月 X 日に

THA(後方侵入)を施行。X+1 日より理学療法を開始

し、X+9 に回復期病棟へ転棟。既往歴：先天性右

股関節脱臼、両変形性股関節症(右 THA施行)。術

前：独歩自立。仕事：製造業(立ち仕事)。Hope：

早く仕事に復帰したい。 

【初期評価：術後 2週目】右/左  

関節可動域測定(以下 ROM-t、単位：°)：股関節

伸展非実施/-10、外転 10/5。徒手筋力検査(以下

MMT)：中殿筋 2/2、下腿三頭筋 3/3。視診・触診：

両膝関節外反変形(右>左)、左術創部周囲に腫脹、

左大腿部に浮腫、左長内転筋の高緊張あり。疼痛

検査：術創部に運動時 Numerical Rating Scale

（以下 NRS)2。トーマステスト陽性。ADL：車椅子

自走自立。 

平行棒内歩行では常時骨盤前傾位、左立脚終期

(以下 TSt)で膝関節屈曲し、左立脚期が短縮。 

【理学療法経過】 

ストレッチングを重点的に実施し、左股関節伸

展 ROMの拡大を図った。また、中殿筋の筋力向上

を図りながら歩行練習を実施した。前腕支持型歩

行器歩行では軽度デュシャンヌ徴候がみられ、杖

歩行になると著明となった。 

【最終評価：術後 4週目】右/左 

ROM-t：股関節伸展 10/5、外転 15/10。MMT：中

殿筋 3/3、下腿三頭筋 4/4。視診・触診：両膝関節

外反変形(右>左)、左術創部周囲に軽度腫脹、左大

腿部に軽度浮腫、左長内転筋の高緊張あり。疼痛

消失。トーマステスト陽性。ADL：杖歩行自立。 

 独歩では左 TStで股関節伸展し、膝関節屈曲が

軽減。左荷重応答期(以下 LR)～立脚中期(以下

MSt)にかけてデュシャンヌ徴候が残存している。 

【考察】 

本症例は 50 歳代と若く、早期の職場復帰を希

望されている。また、家事などの家庭内の役割を

担っているため、独歩での早期退院を目標とした。 

初期評価において左股関節伸展 ROM が-10°で

あり、左 TStの出現が阻害されているため股関節

伸展を膝関節屈曲により代償していると考えた。

これにより身体重心が落下し、左立脚期が短縮す

るため、歩行の安定性が低下していると考えた。

そのため股関節伸展 ROM制限に対してはストレッ

チングにより ROMの拡大を図った。 

最終評価では左股関節伸展 ROMが 5°と向上し、

左 TStでの膝関節屈曲は軽減した。その結果、杖

歩行の獲得は可能となったが、左 LR～MStにデュ

シャンヌ徴候が著明となった。本症例は既往に先

天性股関節脱臼があり、骨盤前傾、股関節屈曲位

の姿勢アライメントを呈しているため、介入時よ

り左中殿筋に筋力低下を認めていた。山田らによ

ると「骨盤中間位のとき外転トルクが最も高い値

を示し、前傾位でも後傾位でも角度依存性に低下

した」と述べている。そのため、デュシャンヌ徴

候の出現を予測し、閉鎖運動連鎖での中殿筋の筋

力増強練習を行った。その結果、MMT3と筋力の向

上はみられたがデュシャンヌ徴候を改善できる程

の筋力は得られなかった。世古らによると「股関

節屈曲位では実際の外転方向と筋走行が異なるこ

とで収縮効率を低下させた」と述べている。閉鎖

運動連鎖での運動では代償を抑制できず、中殿筋

の収縮効率が低下し筋力向上に十分な結果が得ら

れなかった。そのため、長距離の独歩獲得に至ら

なかったと考える。このことから退院時に姿勢ア

ライメントを考慮し代償動作を抑制した、開放運

動連鎖での股関節外転運動を指導した。退院後も

ホームエクササイズを行って頂くことで中殿筋の

筋力向上を図り、独歩の持久性向上を目指した。 

【結語】 

 変形性股関節症では術前の姿勢アライメントを

考慮し、アプローチを行う必要があると考える。 



「独歩自立に至った胸椎症性脊髄症術後の症例に

対する理学療法経験」 

兵庫医科大学ささやま医療センター 

栃下真宏，上田恵子，村上茂史，金田好弘 

【はじめに】今回、独歩自立に至った胸椎症性脊

髄症術後の症例を経験した。股関節を中心とした

下肢筋力と歩行能力の経過について、若干の考察

を加え報告する。 

【症例紹介】80歳代前半の男性で、診断名は胸椎

症性脊髄症。現病歴は、もともと独歩自立で農作

業などが可能であったが、手術の 1ヶ月前より下

肢の筋力低下と歩行障害が進行し、自宅の歩行は

四脚歩行器を用いて何とか自立となっていた。X

月 Y 日に他院にて第 8-12 胸椎の後方除圧固定術

を施行され、第 20 病日に当院回復期病棟へ転院

となった。既往に腰部脊柱管狭窄症があり、10年

前に他院にて椎弓切除術を施行されている。 

【倫理的配慮】本症例には、ヘルシンキ宣言に基

づき十分に説明し、書面にて同意を得ている。 

【初期評価（第 20病日）】歩行は馬蹄型歩行器を

用いて軽介助で 50mの連続歩行が可能であったが、

歩行器なしでは両立脚時の不安定性が強く歩行は

不 可 能 で あ っ た 。 Functional Ambulation 

Categories（以下：FAC）は 1点であった。下肢筋

力は股関節を中心に低下し、歩行障害の主な要因

となっていた。股関節筋力は、徒手筋力検査（以

下：MMT、右/左）で屈曲 2/1、伸展 3/2、外転 2/1

と左下肢優位に低下を認めた。膝伸展筋力は、体

重比（kgf/kg、右/左)で 0.55/0.43であった。ま

た、両下肢で感覚障害を認め、表在深部共に中等

度鈍麻しており、しびれを有していた。ADL は、

Functional Independence Measure（以下：FIM）

で 86/126点であった。 

【理学療法経過】本症例では、股関節を中心とし

た両下肢の筋力低下を、歩行障害に対する主な問

題点と捉え、介入初期より両下肢の筋力増強練習

や歩行練習を中心に実施した。また、感覚障害に

伴うバランス障害も考慮して、スクワットや介助

下でのモンキーウォークといった荷重位での練習

を追加した。その結果、速やかな改善が得られ、

第 48病日には、2本杖歩行が軽介助で可能となっ

た。その後も、改善に合わせて膝立ち位でのステ

ップ練習など荷重位においても股関節機能の改善

を意識した練習を実施した。第 62病日には、杖歩

行が軽介助で可能となり、安静度も 2本杖で院内

歩行自立となった（FAC：4 点）。股関節筋力は、

MMT で 2～4 となり、体重比（kgf/kg、右/左）で

は、屈曲は 0.17/0.14、伸展は 0.14/0.13、外転は

0.25/0.24 であった。その後も、股関節の安定性

向上を目的に横歩きや蹴り出しを意識した介助下

での速歩練習や段差昇降練習を追加し、歩行時の

安定性は継続的に改善を認めていた。第 76 病日

には独歩監視で安静度も院内杖歩行自立となった。

股関節筋力は屈曲 0.20/0.20、伸展は 0.22/0.19、

外転は 0.30/0.30となった。その後、手すり設置

などの簡単な家屋調整後、第 84 病日に自宅退院

となった。 

【最終評価（第 83病日）】歩行は屋内独歩、屋外

杖歩行自立となった。独歩では左立脚での不安定

性は少し残存するものの、安定性は大きく改善し、

FACは 5点に改善した。Timed Up and Go Test は、

12.3秒、6分間歩行距離は 315mであった。股関節

筋力は、MMTで 3～4に改善し、体重比では、屈曲

は 0.21/0.20、伸展は 0.23/0.20、外転 0.33/0.30

に改善した。膝伸展筋力も 0.61/0.60となり、下

肢筋力は継続的に改善を認めた。感覚は、しびれ

が残存するものの、表在深部共に軽度鈍麻に改善

した。ADLは全自立となり、FIMは 104/126点に改

善した。 

【考察】胸椎症性脊髄症は、頸部や腰部に比べ症

例数が少なく、術後の歩行や筋力の経過に関する

報告が少ない。本症例では、既往に腰部脊柱管狭

窄症を有しているものの、術後 3か月に渡り継続

して下肢筋力と歩行能力の改善を認め、症状増悪

前とほぼ同程度の ADLを獲得するに至った。この

ような症例に対する理学療法では、初期より積極

的に筋力増強練習や歩行練習を進めるだけでなく、

能力の改善に合わせた荷重位での練習を適切に追

加したことが、よりよい経過につながったものと

考えられた。 



左大腿骨頸部骨折を呈した一症例 

－独歩実用性向上を目指して－   

 医療法人社団一陽会 服部病院 

回復期リハビリテーション室 岩田 脩聡 

【はじめに】 

 今回、左大腿骨頸部骨折を受傷された症例を担

当した。本症例の歩行では、独歩実用性低下を認

め、安定性、安全性、耐久性向上を目的に治療介

入を実施し改善を認めたため報告する。 

【症例紹介】 

79歳女性。自宅内にて転倒。左大腿骨～膝関節に

かけての疼痛あるも自宅にて様子をみていたが、

疼痛が持続したため当院受診。左大腿骨頸部骨折

の診断を受け左人工骨頭置換術施行。術後 3週、

回復期病棟に転棟。Hope「しっかり歩けるように

なりたい」。既往歴：両側変形性膝関節症(以下膝

OA) 

【倫理的配慮】 

 今回、発表するにあたりヘルシンキ宣言に基づ

き本症例より承諾を得た。 

【理学療法経過】 

・初期評価(術後 4週) 

疼痛：左股関節痛＋(NRS安静時 1/10、運動時 3/10)

右膝関節痛＋(NRS安静時 3/10、運動時 8/10) 

MMT：両膝関節伸展 4－。FBS：31/56点。 

片脚立位保持：右 3秒 62、左 1秒 56。 

TUG：右回り 13秒 32、左回り 13秒。 

10m歩行：15秒 68、23歩。連続歩行：約 45m 

歩行：左立脚期短縮、歩行周期全体に渡り右膝関

節伸展位であり右下肢クリアランス低下。体幹の

左右動揺。 

・最終評価(術後 12週) 

疼痛：左股関節痛－、右膝関節痛＋(安静時 1/10、

運動時 3/10)、MMT：両膝関節 4＋。FBS：44点 

片脚立位保持：右 5秒 22、左 5秒 50 

TUG：右 11秒 66、左 10秒 65。 

10m歩行：11秒 41、20歩。連続歩行：約 170m 

歩行：左立脚期延長。右下肢振り出し時に右膝関

節屈曲出現によりクリアランス確保。 

 

【考察】 

 本症例の歩行の実用性として、安定性、安全性、

耐久性に低下を認め、歩行動作の問題点として左

立脚期の短縮、右下肢クリアランス低下が挙げら

れる。 

左立脚期短縮の原因として、歩行時に体幹の左

右動揺がみられ歩行時の重心移動が十分に行えて

いないと考えた。初期評価からも、左片脚立位時

間が短く、右側へ姿勢が崩れ、体幹を左側屈され

る代償動作がみられた。これに対し、両脚支持の

状態で体重計を用い視覚的フィードバックを利用

した荷重練習と骨盤誘導による重心移動練習を繰

り返し行い、重心移動能力向上に伴い片脚立位練

習やステップ練習へと課題を変更し実施。また、

千葉らは動作練習において代償動作を出さず、ゆ

っくり動作を行い筋の反応性と動作の認識が重要

であるといわれており、口頭によるフィードバッ

ク、徒手的な動作指導を行い動作練習を実施した。 

次に、右下肢クリアランス低下の原因として前

述した左立脚期短縮に加え、右膝 OA による疼痛

の影響であると考えた。初回評価時では、右立脚

期、遊脚期ともに疼痛の訴えあり、膝 OA による

骨・関節性の影響が強いと考える。膝 OAの疼痛に

対しては運動療法が有用であるといわれており、

種田らは膝関節への力学的負荷が関節の滑膜や軟

骨の代謝を改善し疼痛軽減につながるといわれて

いる。吉村らは、予後として筋力増強練習を行な

い関節の動的な安定性を得ることで滑膜炎を予防

ができるといわれている。これに対し、関節周囲

のストレッチ、CKCex、重錘を用いた筋力増強練習、

自室での自主練習を指導した。 

 以上の治療を行い、最終評価時では重心移動能

力の向上による左立脚期の延長と右膝関節痛軽減

による右遊脚期での右膝関節屈曲の出現によりク

リアランス上昇を認めた。これにより、安全性の

向上がみられ、歩行でのすり足、躓きなどの現象

も改善され安定性の向上も認めた。それに伴い長

距離歩行練習による連続歩行距離が延長し耐久性

向上も認め、以上のことより歩行実用性向上につ

ながったと考える。 



患者主体の生活を獲得する為に 

内発的動機付けによる自発性向上を目指した症例 

医療法人社団 薫楓会 緑駿病院 

リハビリテーション科 甲山 巧 

【はじめに】今回,左視床出血の既往がある廃用症

候群の症例を担当した.移乗動作の介助量軽減を

目的に治療プログラムを立案し,実施した.その中

で受動的な生活の改善にも着目し,自発性の向上

による Quality of life(以下:QOL)の向上が示唆

された為,以下に報告する. 

【症例紹介】50 歳代女性.平成 X 年に右尿管結石

除去術後の廃用症候群を発症.既往歴は平成 X−7

年に左視床出血(右片麻痺･全失語･注意障害･観念

失行).平成 X−4 年に水頭症.コミュニケーション

は従命や状況理解は可能.当院入院前の基本動作

は全介助.キーパーソンは夫で,面会は週 1 回程

度.Need は離床機会の増加,自発性の向上.目標は

移乗動作の介助量軽減,QOL の向上. 

【倫理的配慮】本症例報告はヘルシンキ宣言に従

い,対象者と御家族に発表目的と内容の説明を行

い,同意を得た. 

【理学療法経過】初期→最終(発症 2→4ヵ月)  

Brunnstrom stage:右上下肢共にⅠ.Functional 

Independence Measure:44→48/126点(運動項目:

移乗 2→6点).Vitality Index:4→8/10点.関節可

動域(右/左,単位:°):足関節背屈—20/20→—

20/25.粗大筋力(右/左):上肢 1/3→1/4,下肢 1/2+

→1/3,体幹 1→3,徒手筋力テスト:左側の腸腰筋･

大腿四頭筋･殿筋群･ハムストリングス 2+→4,腹

斜筋･腹横筋 1→3. 

動作観察:ベッド上端座位から左側車椅子へ移乗. 

初期(重度介助):座位姿勢は脊柱後彎･骨盤後傾位

で左後方へのふらつきあり,骨盤前傾･臀部離床を

介助にて行う.起立後は右膝折れを制御し,全介助

にて方向転換を行い,着座. 

最終(軽介助):脊柱･骨盤中間位で,端座位保持可.

左上肢を使用し,骨盤前傾位となる.自己にて僅か

に臀部離床し,介助にて臀部をスライドし着座. 

【考察】尿管結石の一因として不動がある.本症例

は日中臥床傾向であり,筋力や認知機能の低下だ

けでなく,尿管結石の再発予防の面でも生活の改

善が必要と考えた.離床機会を増加させる為,他職

種でも離床が出来る様に移乗動作の介助量軽減を

目指した.入院当初,右上下肢の重度麻痺に加え, 

体幹･左下肢の筋力低下により座位保持･臀部離床

が困難であり,移乗動作に重度介助を要した.本症

例の体幹･左下肢の筋力低下は,現病歴より長期臥

床に伴う廃用症候群が起因と考えた.この為,積極

的な離床や筋力増強練習を行い,抗重力筋の活動

量増加や,体幹･左下肢の筋力増強を図った.結果, 

筋力が向上し,見守りでの座位保持と臀部離床が

可能となった.さらに,介助方法の変更により他職

種でも移乗動作が軽介助で可能となった. 

しかし,実際の生活場面では促されない限り,自

ら起居･移乗動作を開始せず,受動的なままであっ

た.また,生活パターンが限定されやすい環境が長

期間継続しており,QOL 低下が示唆された.小沼ら

は「QOLに影響を与える要因として,能動的に活動

に参加すること」を挙げている.そこで,患者主体

の生活を獲得する為に,自発性の向上による QOL

の向上を目指した.自発性を向上させる為には動

機付けが必要と考えた.中でも,今後の長期療養を

見据え,その状態を持続しやすい内発的動機付け

に着目した.内発的動機付けに必要な要素として

古川は「達成出来る目標設定,集団,競争,楽しみ,

キーパーソンの利用」等を挙げている.本症例にお

いても上記要素を加えて身体機能面に対する治療

プログラムを継続した.結果,車椅子を見ると起居

動作を開始したり,家族と手を繋ごうとする等の

自発的な場面が見られるようになった.更に,笑顔

が増え,表情も豊かになった.本症例は全失語の為,

客観的な評価は行えないが,柏木は「患者の笑顔を

QOL の一つの指標」として挙げている.また,大岩

は「その時々の患者の満足度が患者の QOLの指標

になる」と述べており,本症例の生活場面において

も自発的な活動や笑顔が増加した為,QOL が向上

したのではないかと考えた. 

【結語】本症例を通して,QOLの向上の為には身体

機能面の改善だけでなく,生活場面にも目を向け,

個人を尊重して介入する必要性を学んだ. 



下肢虚血により左大腿切断を施行し幻肢痛・肩

関節痛のコントロールに難渋した症例   

栄宏会小野病院リハビリテーション科 坂本佑介 

【はじめに】 今回、急性心筋梗塞により左大腿

切断術（膝上 15㎝程度）を施行した症例を経験し

た。疼痛コントロールに難渋したが自宅退院に至

ったため報告する。 

【症例紹介】70 代女性、身長 155 ㎝、体重 43.6

㎏、BMI18.2。X日心室細動により心停止をしてい

たが、緊急で PCI施行し PCPS・IABP挿入。左下肢

コンパートメント症候群を合併し、減張切開を行

ったが感染徴候と筋肉壊死が進行し X+13 日に左

大腿切断。義足装着のため断端形成ストッキング

装着し、X+61日当院入院。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき、患者および御家族よ

り発表の同意を得た。 

【初期評価】（入院 1週目） 

左断端長(坐骨結節～断端遠位外側端)22㎝。断

端は軟部組織性の柔らかい感触で熱感・浮腫著明。

断端遠位は少し触れるだけでも痛みあり。断端周

径(坐骨結節から 15cm)40.5cm。Numerical Rating 

Scale（以下 NRS）幻肢痛 4、腰背部痛 2、右肩関

節痛 0。断端遠位は少し触れる下肢 GMT右 4/左 3。

BBS11/56点。MMSE6/30点（再生・見当識で減点）。

FIM64/126 点。移乗は軽介助。両手支持物ありで

臀部離床に介助要するが、足の踏みかえは見守り

で可能レベル。移動は車椅子全介助。短距離であ

れば自操も可能だが左側へ寄ってしまう。 

【理学療法経過】 

入院 2日目より両下肢の可動域練習（以降 ROM）、

左断端への感覚入力、起立練習、平行棒内歩行練

習実施。義足作成を薦めたが経済的負担が大きく

家族様と相談し作成しないことになる。入院 2週

目から松葉杖または平行棒内歩行練習実施し

NRS3 程度の右肩関節痛出現。3週目から固定式歩

行器歩行、車椅子自操練習、右肩関節周囲のリラ

クセーション実施。モチベーション低下による痛

みの増強もあり精神的な面にも介入し傾聴や家族

指導も実施。 右肩関節痛によりふらつき移乗の際

に何度か転倒する。5 週目から車椅子での不整地

移動練習開始、ミラーセラピーも受け入れ良好と

なりこの時期の幻肢痛は NRS6。運動としては、自

身の視線での①股関節屈曲、②膝関節伸展、③股

関節内外旋の 3 種類の運動をそれぞれ 10 回 3 セ

ットずつ施行。6週目から運動項目を増やし 10分

程度の内容になるよう調整。7 週目には痛み訴え

は軽減し NRS5。8週目からさらに運動項目を増や

し 15 分程度の内容で施行し、徐々に軽減を認め

た。 

【最終評価】（入院 12週目） 

断端では熱感は軽減するも浮腫は継続。断端に

触れても痛みなし。断端周径（15㎝)43.5㎝。NRS

幻肢痛 1、右肩関節痛 4。下肢 GMT 右 4/左 4。

BBS17/56点。FIM91/126点。移乗は自立。移動は

車椅子自操自立。坂道などの不整地でも操作可能。 

【考察】 

本症例は大腿切断後の幻肢痛、肩関節痛の疼痛

コントロールに難渋した。 

 本症例では、入院当初より幻肢痛は認めており、

介入初期から運動の意図と左断端部へ感覚入力を

行っていたが、幻肢痛は改善せず、ミラーセラピ

ーにて改善を図った。10-15 分のミラーセラピー

を続けることで幻肢痛が軽減したとする報告が多

数あり、本症例でも幻肢痛の強度や頻度の減少を

認めた。運動療法や感覚入力の効果は認めず、炎

症の自然治癒による痛みの軽減も否定は出来ない

が、ミラーセラピーによる幻肢の随意運動の介入

が幻肢痛の改善に有効であったと考える。 

本症例において、幻肢痛の改善は得られたが、

入院当初から行ってきた歩行練習や立位練習、応

用動作練習にて右肩関節痛が出現。特に入院 5－9

週目にかけて右肩関節痛は NRS5－7と非常に強い

痛みの状態であり、移乗時のひっぱり動作や退院

に対する精神的な不安・ストレスにより痛みが増

強したと考えられた。そこでリラクゼーションや

ROM を実施するとともに傾聴や家族指導も行い精

神的な面への介入も行なったが最終的には右肩関

節痛は残存した。 

 



脳卒中重症例の端座位保持獲得を目指して、多角

的視野が重要であった症例 

      みきやまリハビリテーション病院 

           療法部  村上 一星 

【はじめに】今回、脳卒中重症例を担当し、端座

位保持の獲得を目指して多角的視野での介入や姿

勢・動作分析の重要性を再認識した為、ここに報

告する。 

【症例紹介】70代男性、左片麻痺出現し、A病院

入院。頭部 CT にて右被殻出血と診断され緊急開

頭血腫除去術実施。さらなるリハビリ目的で第 20

病日に当院入院。HOPE:トイレは便座でしたい。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に従い、口答と同

意書にて、目的と内容を十分に説明し同意を得た。 

【理学療法評価】初期評価(第 30～35 病日)→最

終評価(第 75～80 病日)。頭部 CT 画像所見:右半

球の島・視床(外腹側核・後外側腹側核)・内包後

脚に高信号を認める｡脈拍:40～50 回/min→55～6

0 回/min。Stroke Impairment Assessment Set:2

2/66 点→17/66 点（運動機能・感覚共に 0点で変

化なし、筋緊張で減点）｡Mini-Mental State Ex-

amination:19/30→23/30。Japan Coma Scale:Ⅰ

‐2→正常｡Behavioural Inattention Test:34/14

6 点→56/146 点。Scale for Contraversive Pus-

hing:1/6点→0/6点。Trail Making Test A:方法

の理解ができず実施困難→時間内に終了困難。Tr

unk Control Test:12/100点→24/100 点｡Fanc-ti

onal Independence Measure:25/126 点→46/126

点｡ 

姿勢観察(端座位):右上肢で L 字柵を把持し、視

線は右下方､頸部右回旋位｡体幹が四方に不安定な

為、体幹を支える介助が必要｡→支持物無しで数分

間の端座位保持が可能であり、頸部は正中位だが

注意が逸れ、左側にバランスを崩すことがある為、

近位監視レベル。 

【理学療法経過】介入開始時は覚醒低下に着目し、

長下肢装具(以下 KAFO)を使用した立位・歩行練習

を試みたが、徐脈の影響により負荷量を調節する

必要があった。その際に、運動麻痺の改善を目的

に左半側空間無視（以下 USN）が身体機能に及ぼ

す影響を記載した文献を参考にし、USN に重点を

置いた座位でのアプローチを実施した。その後、

徐脈が改善したことにより、KAFOを用いた立位・

歩行練習を中心としたアプローチに変更し、端座

位保持の改善を認めたが、USN や注意障害が影響

したため近位監視は必要であった。 

【考察】初期評価時の端座位保持が困難であった

要因として①覚醒低下②運動麻痺③体幹機能低下

④感覚麻痺⑤USN⑥注意障害を考えた。介入初期は

徐脈の影響で低負荷にて介入する必要があった為、

USNの介入に着目した。Vallarらは「空間無視に

おける視知覚方向性を改善させる介入が脳卒中後

の麻痺を改善させ運動回復をもたらす。」と報告し

ており、他にも多数の USN と運動麻痺との関係性

の報告が存在することから、運動麻痺の回復を目

的に USNに対するアプローチを行った。しかし結

果として、最終評価時には USNの改善は認めたが、

運動麻痺には改善を認めず、端座位保持は近位監

視レベルとなった。運動麻痺に改善を認めなかっ

た原因としては、頭部 CT画像所見より、後外側腹

側核・内包後脚に高信号を認めていることから、

体性感覚や随意運動に対する経路が障害されてい

る影響が大きかったと考える。端座位保持が安定

した理由としては、USNの改善と KAFOを使用した

立位・歩行練習によって、覚醒状態と体幹機能の

改善が影響したと考える。吉尾は「立位保持によ

る足底への荷重刺激は覚醒を図る際に最も効果的

なものである」また、「網様体脊髄路は近位四肢筋

と体幹筋の制御を通して姿勢や歩行運動を調節し

ている」と述べている。今回、結果的には端座位

保持能力の改善を認めたが、目的としていた運動

麻痺の改善は認めず、その他の改善による影響が

大きかった。姿勢・動作観察からの分析や評価が

不十分であり、USN に対しての文献の情報を優先

的に参考にしていたことが反省点と考える。 

【結語】本症例を通して多角的視野で介入するこ

とやトップダウンでの介入の重要性に気づいた為、

今後に活かしたいと考える。 

 

 



左人工膝関節置換術施行後,反対側膝関節痛が出

現した症例 

医療法人社団 関田会 ときわ病院 松尾優花 

【はじめに】今回,両側変形性膝関節症を呈し,左

人工膝関節置換術を施行した症例を担当した.左

立脚中期～前遊脚期に着目し,反対側である右膝

関節負担軽減を目指した症例をここに報告する. 

【症例紹介】70 歳代女性.術後 7 日目,当院転院,

介入開始.術前:全て自立,屋外杖歩行.Need:介入

開始時,杖歩行獲得.術後 4 週以降,左立脚終期支

持性向上及び右膝関節負担軽減した歩行獲得. 

【倫理的配慮】発表にあたり,ヘルシンキ宣言に基

づき本症例,ご家族に同意を得た. 

【初期評価:術後 4週】疼痛:荷重時左膝関節前面

Numerical Rating Scale(以下 NRS)3/10,歩行時

(荷重応答期)右膝関節内側関節裂隙 NRS4/10.視

診/触診:術創部周囲発赤,熱感あり.大腿脛骨角:

左 175°右 185°.Range of Motion Test (以下

ROM-T):左股関節伸展 15°,膝関節伸展-10°,右

膝関節伸展-15°.Manual Muscle Test(以下 MMT):

左股関節伸展/外転/膝関節伸展 3,足関節底屈 2,

右股関節伸展 4,外転 3,足関節底屈 2.片脚立位:両

側 3秒未満.杖歩行:左立脚中期より過度な左骨盤

後方回旋出現,左立脚終期消失.右立脚終期～荷重

応答期,体幹左側屈.右遊脚終期,過剰に右骨盤沈

下し初期接地へ移行.右初期接地時,膝関節過度な

屈曲,内反位. 

【理学療法経過】介入開始時,歩行器歩行自立.術

創部周囲の炎症症状を認め,アイシング施行.関節

可動域練習実施.術後 2 週,炎症所見,疼痛軽減に

伴い筋力増強練習の負荷量漸増.術後 3週,荷重練

習,杖歩行練習開始.術後 4 週,杖歩行自立するも,

右荷重応答期,右膝関節内側関節裂隙部の疼痛が

出現したため,左立脚中期～右荷重応答期への移

行時の部分練習(左立脚終期獲得)実施.術後 7週,

疼痛軽減を認め,術後 8週,杖歩行にて自宅退院. 

【最終評価:術後 7週】疼痛:荷重時左膝関節前面

NRS2/10,歩行時(荷重応答期)右膝関節内側関節裂

隙 NRS1/10.ROM-T:左股関節伸展 15°,膝関節伸展

-10°,右膝関節伸展-15°.MMT:左股関節伸展/外

転/膝関節伸展 4,足関節底屈 2+,右股関節伸展/外

転 4,足関節底屈 3.片脚立位:右 25秒,左 36秒.杖

歩行:左立脚中期,左骨盤後方回旋減少.左立脚終

期,股関節伸展出現.右立脚終期～荷重応答期,体

幹左側屈消失.右遊脚終期,過剰な骨盤沈下減少. 

【考察】本症例は術後 4週で歩行の右荷重応答期

に右膝関節内側関節裂隙部に疼痛が出現した.し

かし片脚立位や足踏み動作では疼痛の再現性がな

く,明確な関節の炎症所見も認められなかった. 

Trepczynski らは,歩行時に膝関節にかかる関節

反力は体重の約 3 倍であると述べており,床反力

は荷重応答期に最大となる.本症例では,①左立脚

終期消失及び左立脚期短縮,②右荷重応答期の体

幹左側屈による右膝関節外的膝内転モーメントの

増大によって荷重応答期の衝撃を助長し,内反ス

トレスが増大する事で疼痛が出現したと考えた.

①について,左立脚中期では,大腿四頭筋筋力低下

と左膝関節荷重時痛の出現に伴う防御性収縮によ

り,膝関節伸展が不足し,その後の立脚終期の股関

節伸展を消失させる.加えて,下腿三頭筋筋力低下

により単脚支持期における支持性低下を引き起こ

し,過度な左骨盤後方回旋によって代償している

と考えた.②について, Takacs らは,反対側への

体幹側屈によって外的膝内転モーメントが増大す

ると述べている.本症例は左立脚中期に中殿筋弱

化から骨盤正中位保持困難のため体幹左側屈で代

償しており,その後の左前遊脚期,すなわち右荷重

応答期でも体幹左側屈を認めたため,右膝関節の

内反ストレスが増大している事が示唆できる.こ

れらの問題点に対して理学療法経過で記載したア

プローチを実施した.最終評価時では左膝関節荷

重時痛が軽減し,大腿四頭筋,中殿筋,下腿三頭筋

の筋力増強を認めた.また,片脚立位時間が延長し,

立脚中期の左骨盤後方回旋が減少,左立脚終期が

出現し,右遊脚終期における急激な骨盤沈下が減

少した.結果,右荷重応答期の衝撃が軽減し,右膝

関節内反ストレスが減少した事で右膝関節内側裂

隙の疼痛を抑制できたと考える. 

【結語】今回,局所的な問題のみならず,多角的ア

プローチの必要性を学ぶ事が出来た.  



広範な被殻出血に対して、動作指導と動作手順の

学習を中心に介入した一症例 

医療法人社団栄宏会 土井病院 

西角 太希 

【はじめに】今回、広範な右被殻出血により起居

動作の獲得が難渋した症例に対し、動作指導と動

作手順の学習に着目して介入し、運動学習を促し

た事で起居動作の介助量が軽減したため、ここに

報告する。 

【症例紹介】60歳代男性、X年 Y月に左片麻痺・

意識障害にて A病院へ救急搬送。右被殻出血を認

め開頭血腫除去術を施行。術後 8週目に当院入院。

病前は ADL 自立。Need は起居・移乗動作軽介助。 

【倫理的配慮】本症例報告はヘルシンキ宣言に従

い、発表目的と内容説明を行い、同意を得た。 

【初期評価：術後8週】Brunnstrom recovery stage

（以下：BRS）は左上肢Ⅱ、下肢Ⅱ。Japan Come 

Scale（以下：JCS）はⅡ-20。Mini Mental State   

Examination は 20 点。感覚検査では下肢は触覚

1/5、運動覚 5/5。徒手筋力検査（以下：MMT）では

体幹屈曲 2、右回旋 2、非麻痺側の股関節屈曲 3、

膝関節伸展 3、足関節背屈 3、麻痺側は全て 1。

FIM37点。線分抹消試験は 29点。起居動作は最大

介助から全介助、日によって覚醒状態に変化があ

る。左上下肢の忘れがあり、頭頸部の動きは見ら

れず、声掛けで促すも修正困難。また、動作手順

は実施する毎に異なっていた。以降の動作は全て

介助下で行う。 

【理学療法経過】術後 8週より覚醒レベルの向上、

下肢・体幹筋力向上を目的に立位・歩行練習、離

床時間の固定を実施した。術後 13 週より覚醒レ

ベルは向上し、開眼時間の増加、発話量の増加、

感情の表出がみられるようになったため、起居動

作獲得は動作指導と動作手順の学習を中心に行い

運動学習を促した。動作指導では目印を用いて動

作を促し、口頭指示を単語にしてスムーズに動作

が行えるように誘導した。動作手順の学習では誤

った動作を行う際はその都度、介助下で修正し、

学習するまで反復して実施した。術後 17 週には

各動作の介助量は減少し、寝返り動作を見守りで

行うことが可能となった。 

【最終評価：術後 25週】BRS は左上肢Ⅱ、下肢Ⅱ。

JCSはⅠ-1。感覚検査では下肢は触覚 5/5、運動覚

5/5。MMT では体幹屈曲 2、回旋右 2、非麻痺側は

股関節屈曲 3、膝関節伸展 4、足関節背屈 5、麻痺

側は全て１。FIM45点。線分抹消試験は 29点。起

居動作軽介助、動作開始の声かけ後、右上肢は右

側のベッド柵を把持し、右下肢は左下肢をすくい

上げる。両下腿をベッド端まで移動させ、頭頸部

屈曲・右回旋が生じる。下腿をベッドから降ろし

体幹右回旋が生じる。起き上がりは頸部・体幹の

屈曲が生じず、後方へ倒れる。 

【考察】本症例は被殻出血の影響により覚醒レベ

ルの低下・動作手順の学習の障害・左上下肢の運

動麻痺が生じており、起居動作全介助となってい

た。そのため、日中の活動量は著しく低い状態で

あった。自宅復帰に向けて起居動作練習を実施し

たが、覚醒レベルが低く、指示入力が困難な状態

であった。そのため、介入時は覚醒レベルの向上

に着目して実施した。立位・歩行練習によって、

網様体賦活系を刺激し覚醒を促した。また、離床

時間の固定により生活のリズムを整える事と離床

頻度の増加を促した。その結果、覚醒レベルは JCS

Ⅰ-1まで向上し、開眼時間の増加、発話量の増加、

感情の表出がみられるようになったと考える。次

に起居動作の運動学習は、動作手順の学習に着目

して実施した。中村によると、何を行うか理解す

るところから運動学習が始まると指摘している。

そのことから、指示入力を簡略化し動作手順の学

習を促すため、目印を設置し動作練習を行った。

また、情報量を少なくするため、口頭指示を単語

にした。高倉らによると、脳出血が内包近傍では、

望ましい運動を繰り返し行うことで運動学習を進

めると述べている。このことから、病院内で介助

方法、口頭指示の統一を図り、常に同様の条件で

実施可能な環境を整えた。その結果、統一した動

作練習を繰り返すことで運動学習は進んだと考え

る。入院時は起居移乗動作最大介助であったが、

退院時には動作手順が学習され、起居動作軽介助

まで改善したと考える。 



TKA 術後に外反膝が残存した患者に対し

下肢アライメント改善を目指した症例 

兵庫県立丹波医療センター 

リハビリテーション部  南場 貴文 

【はじめに】 

右変形性膝関節症に対して右全人工膝関節置換

術（TKA）後も、歩行時に著明な外反膝が残存した

患者に、下肢アライメント改善を目的に理学療法

を経験したので報告する。 

【症例紹介】 

 先天性股関節脱臼により、20年前に両側全人工

股関節置換術を施行された 70歳代女性。今回、右

膝関節に荷重時痛を自覚し当院を受診し、変形性

膝関節症と診断され TKA施行となった。術前評価

では股関節周囲筋力の低下、外反膝を伴う跛行が

著明であったが、移動は押し車歩行で自立してい

た。主訴は「歩くときに痛い」、Needs は疼痛緩

和、可動域・筋力の改善、歩容の向上とした。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき、患者およびご家族よ

り同意を得て、その文言を記載する 

【理学療法経過】 

術後、疼痛は自制内であったため病棟内 ADLも

拡大し、早期から押し車歩行が可能となった。 

術後 21日の関節可動域において膝屈曲は 120°、

膝伸展は術前-15°に対し術後-5°まで改善し、

同時期に膝屈曲・伸展筋力も徒手筋力検査で 4程

度まで改善した。また、立位バランス評価を術前

と術後 21日で実施した。Time Up & Go testは術

前から-3秒、Functional Reach testは+2cm、片

脚立位 testは+2秒改善した。 

一方で、歩行時の外反膝とそれによる歩容不良

が残存し、人工関節の損傷、足関節等の患部外疼

痛をきたすことが予想された。しかし本症例患者

は、歩容不良に対する意識が低く、加えて股関節

伸展・外転・外旋の筋力低下が著明であったこと

から、さらなる外反膝の増悪を予想した。以上の

ことからアライメント改善に着目し治療を継続し

た。治療内容のうち、特に膝立ちによる股関節周

囲筋の促通と、鏡を用いた歩行指導を併行して重

点的に行った。また装具療法として主治医より両

側支柱付き膝装具を処方され、荷重時には装着す

るように指導された。しかし、治療介入後も外反

膝は残存する結果となった。 

【考察】 

 外反膝は、主に股関節内転位を制御するための

股関節外転・外旋筋、大殿筋の筋力低下が原因と

報告がある。そして、股関節内転位での歩行は下

腿外旋、足部回内位を誘発し、さらなるアライメ

ント不良を引き起こす原因となっていると考える。 

膝立ちは、大殿筋、中殿筋、体幹筋の促通に有

利であるとされており、さらには膝屈曲位である

ため、足関節の影響を除外できることから外反モ

ーメントを軽減させた状態で股関節周囲筋の促通

が可能と考えた。 

 歩行指導については、外反膝を抑制するために

膝関節を外側方向に向けること、足部回内を抑制

するために、足底外側部での床接地を意識させた。

さらに鏡を用いて行うことで歩容に対する自己修

正が可能になると考えた。 

しかし押し車歩行では外反膝は残存しており、

アライメント改善とはならなかった。これは先天

性股関節脱臼により、長期にわたる著明な股関節

周囲筋筋力低下と股関節周囲のアライメント不良

のため、膝立ちや歩行練習では効果がみられなか

ったか、もしくは、長期間の介入が必要だと考え

る。一方で患者に対し、下肢アライメント改善の

重要性を繰り返し説明したことにより、本人に意

識付けさせることができ、自主練習として取り入

れることも可能となった。 

今後、外反膝の増悪を防ぐためには、装具療法

として内側ウェッジ型足底板や場合によっては股

関節外転装具等を考慮する必要があると考える。 

【結語】 

今回著明な外反膝を伴う跛行が残存した TKA症

例を経験し、膝関節だけでなく既往や経過から全

体を捉えることが重要であることを学んだ。 

 

 

 



移乗サポートロボットの導入により在宅復帰が 

可能となった一事例 

兵庫医科大学ささやま医療センター 

芦田悠里,西殿善由,松下和弘 

【はじめに】今回,老人保健施設入所となった四肢

麻痺を呈した事例に対して,移乗サポートロボッ

トの導入により在宅復帰が可能となったのでここ

に報告する. 

【事例紹介】60代後半の男性,要介護 4.認知機能

は良好.妻と二人暮らし.約 5年前より頸髄腫瘍に

よる四肢麻痺出現,徐々に症状の悪化を認め,X 年

Y 月に A 病院にて頸髄腫瘍摘出術を試みるも完全

摘出は困難であった.2 週間後,B 病院回復期リハ

病棟へ転院となるが,主介護者である妻の在宅で

の移乗介助の不安が大きく Y月+6か月に当施設入

所となった.妻は弱視,及び腰痛の既往あり.B 病

院担当療法士や担当ケアマネージャーから妻に関

して記憶力が乏しいとの情報提供があった.主訴

は「家に帰りたい」「トイレで排泄がしたい」であ

った. 

【倫理的配慮】目的と個人情報の取り扱いについ

て,本人・家族に説明し同意を得た. 

【初期評価,Y+6 か月】身体所見では,両下肢の筋

緊張が強くはさみ足傾向,左下肢は短下肢装具を

着用.上肢は両手指屈曲拘縮,左手関節は背屈位で

の拘縮で,右上肢は随意運動が可能であった.端座

位姿勢は骨盤後傾し後方重心も右上肢支持にて自

立.起立は体幹前傾や両下肢の伸展が不十分,膝折

れが生じやすく中等度介助を要した.移乗は前方

からの両腋窩介助にて行い,下肢の踏み替えが困

難なため,移乗を行う前に足部の位置を設定する

必要があった.施設内の移動は車椅子全介助で,排

泄は尿便意が曖昧なためオムツ対応であった. 

【経過およびアプローチ】入所利用開始後,妻に対

して前方両腋窩での移乗介助を指導したところ,

移乗前の足部の位置設定が覚えられず,妻の腰痛

悪化のリスクもあることからスライディングボー

ドを用いた移乗方法に変更した.しかしボードの

差し込み位置や,水平方向への介助方法の定着が

困難であった.次にリフトを用いた吊り上げ式を

検討したが,スリングシートの操作が煩雑であっ

た.そこでスリングシートが不要で,リモコン操作

のみで容易に移乗が可能となる移乗サポートロボ

ット(以下,ロボット)の導入を検討した.この移乗

方法は,座位から体幹を前傾させロボットに身体

を預けて立ち上がり,前傾立位となったまま移動・

着座となる.操作手順や方法が簡便なことから妻

による移乗介助が可能であることが考えられた.

施設内にてデモ機を利用して,約 1 週間妻との移

乗練習を行ったところ,操作手順を一部忘れるこ

とがあったが,本事例が介助されながら妻に助言

を行うことで,安全な移乗介助が可能となった.理

学療法では起立・立位保持練習を中心とした運動

療法を行っていたが,立位保持練習の際に腹圧が

かかり失便する機会が多々あった.本事例の主訴

としてトイレでの排泄希望があったことから,介

護スタッフと協力しトイレへの定時誘導を開始し

た.同時に,排便時に腹圧を高めやすい姿勢を指導

したところ,トイレでの排便が可能となり,約 1週

間で便意の訴えも出るようになった. 

【最終評価】Y 月+8 か月に家屋訪問を行い,在宅

においても妻によるロボットを用いた移乗介助は

安全に行えることが確認できた.家屋状況は玄関

の上がり框以外に段差はなくトイレ内や入り口は

ロボットが使用できるスペースがあった.そこで

自宅トイレでの排泄介助を確認した.寝室からト

イレ内までロボットを用いて安全な移動,トイレ

内での下衣操作や移乗が妻の不安なく介助が行え

たことから,Y+10か月で在宅復帰となった. 

【考察】今回使用したロボットは自然な立ち上が

りや着座を基本コンセプトとして介護負担軽減や

腰痛予防を目的として作成されている.そのため

妻の操作理解が得やすく腰痛悪化のリスクも軽減

できたことが考えられる.同時に妻だけでなく,本

事例においても不安なく介助されたことで,妻が

操作手順を忘れた際に適切な助言を行え,安全な

移乗動作が可能となった. 

【結語】移乗サポートロボットの導入により主介

護者の不安が軽減され,在宅復帰が可能となった. 

 



ヒールロッカー機能の向上により疼痛が軽減し、

T-cane歩行自立に至った症例 

医療法人社団栄宏会 土井病院 

玉野 祥伍 

【はじめに】今回、左ラクナ梗塞の発症に伴い、

歩行時の両膝関節痛増悪を認めた症例を担当した。

病前からの両膝関節の著明な内反変形による歩行

時の両膝関節痛に着目し、理学療法を実施したの

でここに報告する。 

【症例紹介】80歳代 女性 145cm 40kg 

X 年、左ラクナ梗塞、横紋筋融解症、腎盂腎炎と

診断され A病院へ入院。X年+5週目、当院へ転院。 

既往歴：両変形性膝関節症、高血圧症、不整脈 

発症前生活：独居にて ADL自立。屋内フリー歩行、

敷地内の不整地を含む屋外 T-cane歩行。 

【倫理的配慮】本症例報告はヘルシンキ宣言に従

い、発表目的と内容説明を行い、同意を得た。 

【初期評価】(発症 5週目) 

大腿脛骨角:右 185°左 190° 

Kellgren-Lawrence分類:右 GradeⅡ 左 GradeⅢ 

疼痛検査:静的立位時と歩行立脚相の両膝関節内

側に Numerical Rating Scale(以下:NRS)5 

関節可動域検査(以下:ROM-t):(右/左)股関節内転

15°/15° 股関節外転 45°/45° 膝関節伸展 

-10°/-10° 

徒手筋力検査(以下:MMT):(右/左)股関節内転 3/3

股関節外転 3/3 膝関節伸展 3/3 足関節背屈 3/3 

6 分間歩行:約 100m、歩行車、約 4分間歩行後、膝

関節痛を訴え着座休憩し、そのまま 6分間経過。 

歩行観察:両側のイニシャルコンタクト(以下:IC)

で踵接地みられるが足底接地までの時間短い。両

側のミッドスタンス(以下:MSt)で膝関節の外側動

揺。両側の IC からローディングレスポンス(以

下:LR)にかけての立脚側への骨盤動揺。 

【理学療法経過】入院時の移動形態は車椅子全介

助、両膝関節内側の疼痛は NRS5であった。治療で

は大腿広筋群を中心とした筋力増強練習や平行棒

内でのヒールロッカーを意識した歩行練習を実施

した。発症 10週目に歩行車歩行自立、発症 11週

目に疼痛 NRS3、発症 17 週目に T-cane 歩行自立、

発症 18週目に左膝関節のみ疼痛 NRS1となり、発

症 19週目に自宅退院となった。 

【最終評価】(発症 18週目) 

疼痛検査:左ターミナルスタンスの左膝関節内側

に NRS1 

ROM-t:(右/左)股関節内転 15°/15°股関節外転

45°/45° 膝関節伸展-10°/-10° 

MMT:(右/左)股関節内転 4/4 股関節外転 4/4 膝

関節伸展 4/4 足関節背屈 4/4 

6分間歩行:約 150m。T-cane。途中休憩なし。 

歩行観察:両側の歩幅の拡大。両側の踵接地から足

底接地までの時間の拡大。両側の ICから LRにか

けての立脚側への骨盤動揺の軽減。両側の MStで

の膝関節の外側動揺は変化なし。 

【考察】本症例は脳梗塞発症以前より重度の両変

形性膝関節症による歩行時の膝関節の外側動揺と

疼痛があった。また、ラクナ梗塞による運動麻痺

はみられなかったが、横紋筋融解症による筋萎縮

と療養による廃用のため筋力低下があり、発症以

前に比べ膝関節の疼痛は増悪していた。初期評価

時には IC で踵接地から足底接地までの時間が短

く、また、IC から LR にかけて骨盤の立脚側への

動揺もみられた。治療では大腿広筋群の筋力増強

により膝関節伸展位での固定力の強化を図った。

また step 練習では平行棒内でゆっくりと足底接

地するように歩行を促し、下腿前傾と膝関節屈曲

を促した。最終では歩幅の拡大と前脛骨筋の遠心

性収縮により足底接地するまでの時間が確保され、

下腿前傾と膝関節屈曲がみられ、衝撃吸収が可能

となり両膝関節の歩行時痛は軽減した。木藤らは

「変形性膝関節症患者は脱重しながらの膝関節屈

曲運動を避けるため、足部を固定点とし股関節外

転と外旋を大きくすることで骨盤の回転運動は減

少し、骨盤は立脚側へ並進運動する」と述べてい

る。今回、本症例は歩行中の骨盤動揺は減少した。

これは ICでのヒールロッカー機能の向上により、

衝撃吸収が可能となり、疼痛が軽減したために骨

盤動揺の代償動作が減少したと考えられる。最終

的に T-cane 歩行自立、不整地を含む屋外 T-cane

歩行を獲得し、自宅復帰が可能になったと考える。 



非術側下肢への負担軽減を目的とし、 

椅子からの立ち上がり動作に着目した症例 

西脇市立西脇病院 吉田 拓哉 

【はじめに】両側変形性膝関節症(以下:膝 OA)を

呈し、動作時の疼痛増強により右人工膝関節全置

換術(以下:右 TKA)を施行された症例を担当した。

左下肢の負担を軽減した立ち上がり動作を目指し、

理学療法を行ったので、ここに報告する。 

【症例紹介】60歳代後半、女性、BMI:22.88 

約 10年前より動作時に両膝関節痛が生じていた。

右膝関節痛が増強したため、右 TKA 施行。術後 1

日目からベッドサイドより理学療法開始。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に従い、対象者に

内容を説明し同意を得た。 

【理学療法経過】〔術前評価(手術前日)〕関節可動

域(以下：ROM検査結果：右/左):膝関節屈曲 90°

/85°、伸展-15°/-15°。徒手筋力検査(以下:MMT

検査結果：右/左):股関節伸展 3/3、膝関節屈曲 4-

/4、伸展 3+/3。疼痛評価 Numerical Rating 

Scale(以下:NRS):立ち上がり時(荷重時):両膝内

側 7 。 機 能 的 自 立 度 評 価 法 Functional 

Independence Measure(以下:FIM):123/126。理学

療法プログラムは術後 2日目より可動域練習、パ

テラセッティングを開始し、術後 3日目から物的

介助を使用した立ち上がり動作練習を実施した。

〔初期評価(術後 7 日目)〕ROM:膝関節屈曲 95°

/90°、伸展-5°/-15°。MMT:股関節伸展 2+/3、膝

関節屈曲 3/4、伸展 3+/5。NRS:立ち上がり時(荷重

時):右膝術創部 1、左膝内側 0、右膝内側 0。

FIM:91/126。立ち上がり動作：左膝関節約 90°、

右膝関節約 95°屈曲位の端坐位から開始し、第 1

相で勢いよく頭部・体幹を左側へ前傾させた後に

第 1～2相で両足尖が浮き、一度動作が遅延する。

左側へ偏移していた頭部・体幹は第 2～3 相で左

右に動揺を繰り返しながら立位姿勢に至る。術後

7 日目で物的介助無しでも立ち上がり動作は見守

りレベルで可能となった。術後 8日目から体重計

と鏡を用い患者自身にフィードバックを行い、立

ち上がり動作反復練習を行った。さらに筋力増強

練習は炎症数値と疼痛に応じて OKC、CKC トレー

ニングへと負荷を増加させた。〔最終評価(術後 20

日目)〕ROM:膝関節屈曲 115°/90°、伸展 0°/-

15°。MMT:股関節伸展 3+/4、膝関節屈曲 4/4、伸

展 5/5。NRS:立ち上がり時(荷重時):右膝術創部 0、

左膝内側 4、右膝内側 0。FIM:117/126。立ち上が

り動作：右膝関節は約 100°～105°である。第 1

相で頭部・体幹は術後 7日目より低速で前額面正

中位やや右側に前傾する。第 1～2 相からの右足

尖の浮き、動作遅延が改善されている。また頭部

は第 2～3 相で左右に動揺することなく立位姿勢

に至った。 

【考察】本症例は術後に右膝荷重時痛によって大

腿四頭筋の筋出力が低下し、加えて立ち上がり時

に左側へ運動イメージが変化していた。さらに右

膝関節屈曲可動域低下によって重心の前方移動が

円滑に行えないため、後方重心の離殿となり結果

的に左下肢に依存した動作となっていた。この動

作様式では左膝への負担が増し、早期に疼痛を発

する可能性があると考えた。①手術侵襲、炎症に

よる疼痛、②膝関節屈曲可動域低下と③大腿四頭

筋筋力低下によって上記動作様式に至っていると

考え、上記 3点の改善を Needとした。八木の報告

(2011)は立ち上がり動作の獲得には 93°～100°

の膝関節屈曲角度が必要であると述べており上記

角度を短期目標とし、可動域練習を実施した。術

後疼痛は皮膚・軟部組織を切開したことによる影

響が大きく、炎症期であるため過負荷の運動療法

を行うと筋スパズムが生じる可能性があるため低

負荷のパテラセッティングを選択し、その後負荷

量を増加させて行った。立ち上がり動作反復練習

は自宅で使用する椅子と同じ高さの 45cm に設定

し、姿勢鏡と体重計を使用し左側に偏移していた

運動イメージを正中位へ視覚的に修正すると共に

荷重時に右膝に疼痛が出現しないことを確認させ

るために実施した。その結果、術後 20日目には術

創部痛は改善し、立ち上がり動作に必要な角度、

筋力を獲得することができた。加えて運動イメー

ジを修正したことで左下肢に依存しない立ち上が

り動作を獲得した結果、QOL 向上と左膝関節の負

担軽減に繋がったと考察する。  



左大腿骨転子部骨折術後、骨癒合の過程と歩行動

作の関連性について学んだ症例 

岡本病院 リハビリテーション室  山口 奈央 

【はじめに】今回、左大腿骨転子部骨折受傷後に

観血的骨接合術を施術された症例を担当した。そ

の際、全荷重開始後に歩行動作に見られていた代

償動作が、2 週間後には消失した原因について考

察し報告する。 

【症例紹介】70歳代女性。7月中旬に自宅裏で転

倒し左大腿骨転子部骨折。入院 6日後に観血的骨

結合術実施。翌日からリハビリ開始。受傷前は ADL

すべて自立。全体像は穏やかな性格であり小柄で

痩せ型。リハに対しては協力的。 

【倫理的配慮】患者に発表に対しての説明を行い

了承得た。 

【理学療法経過】Dr指示により術後は免荷。術後

10日目に部分荷重（1/2）、17日後に全荷重許可。

免荷期には ROM 左股関節屈曲 75°P、外転 20°、

左膝関節屈曲 90°P（Pain：左大腿内側）。MMT左

腸腰筋２、左中殿筋２。免荷での移乗、トイレ動

作練習を行いバルーン抜去。部分荷重期は ROM左

股関節屈曲 100°。MMT左腸腰筋３、左中殿筋２で

あった。部分荷重時より平行棒内歩行練習開始。 

初期評価（術後 4週目）は ROM左股関節屈曲 105°、

MMT 左腸腰筋３、左中殿筋２。疼痛は安静時、運

動時共に訴えなし。歩行は平行棒内両手支持で左

立脚期短縮している。左立脚期初期は股関節内転

接地しており、中期～終期にかけて左骨盤が挙上

している。また、股関節伸展はわずかに出現して

いる。荷重量は 1/2～2/3。重心はわずかに右に位

置している。その後歩行器歩行も行い術後 5週目

には T字杖歩行練習開始。左立脚期初期は股関節

内転接地しているが改善傾向、中期～終期にかけ

て左骨盤が挙上している。 

最終評価（術後 6週目）は ROM左股関節屈曲 110°、

伸展 15°外転 20°、左膝関節屈曲 130°。MMT左

腸腰筋 4、左中殿筋 4。歩行は独歩で実施。100m以

上歩行しても代償の出現なし。左立脚期初期は内

転することなく踵接地可能。終期は股関節伸展が

出現している。重心は正中位。 

【考察】初期評価時（術後 4週目）の平行棒内両

手支持で左立脚期短縮しており左下肢の支持性の

低下がみられ代償動作として立脚期中期～終期に

かけて左骨盤が挙上している。また、左下肢の荷

重量も十分にかけることが出来ていない。これは

左中殿筋 MTTが 2であることと術後 3週目である

ことから仮骨の形成途中であるため骨癒合が不十

分である。そのため股関節周囲筋の筋張力発揮が

不十分であるため代償歩行が出現すると考えた。

最終評価時の歩行は独歩で左立脚期の短縮もなく

なり、中期～終期の代償動作もなく歩行可能であ

る。最終評価時では術後約 5週間たっており仮骨

の形成も完了している時期である。そのため骨折

部周辺が安定し股関節周囲筋の筋張力が発揮され

るようになったため代償歩行がなくなったと考え

られる。 

また、当初は原因の一つとして炎症症状も考えて

いたが症例患者は全荷重の評価時には術後 4週目

であったため、術部周辺の皮膚や筋膜などの炎症

が出現する期間は過ぎている炎症症状が原因とは

考えにくいという結果に至った。症例患者は息子

家族と暮らしており受傷以前も家事は行っていな

い。症例家族は介護に協力的である。しかし、患

者家族と話をしたときに「心配だからあまり一人

で出ないようにしてほしい」というような発言が

あり、症例患者の活動を大幅に制限する可能性が

あるので活動量が下がりすぎないように買い物や

軽い散歩などを進めるように指導を行った。 

【結語】今回、本症例を担当させて頂くことによ

り、左大腿骨転子部骨折術後、骨癒合の過程と歩

行動作の関連性について学んだ。骨癒合の経過を

考え、それによる機能障害の変化を予想しながら

アプローチを考えることの重要性を学んだ。 

 

 

 

 

 

 

 



トレンデレンブルグ徴候改善に着目し、運動学習

を行った左人工股関節全置換術の症例 

県立丹波医療センター 氏名：田中 海斗 

【はじめに】 

今回、左変形性股関節症に対して左人工股関節

全置換術(以下 THA)を施行され、運動学習を行っ

たことで、術前からあるトレンデレンブルグ徴候

が軽減し、安定した独歩を獲得した症例を報告す

る。 

また、ヘルシンキ宣言に基づきご本人様に説明し

了承を得た。 

【症例紹介】 

50代女性。20代に骨形成不全症を診断され、同

年に右 THAを施行。左側は数年前から疼痛が増悪

し、X 月 Y 日に左 THA を施行された。術前は独歩

で、家事全般を担っていた。主訴「左足が痛く力

が入らない」Hope「痛みがなくなりこれまでの生

活がしたい」、Needは「独歩獲得」とした。 

【術前評価】Y-1日 

Numerical Rating Scale (以下 NRS)は左股関節

動作時・荷重時 6(左股関節外側)安静時 0。関節可

動域(以下 ROM R/L°)は股関節伸展 10/5P 外転

30/10P 膝関節伸展-15/－5。徒手筋力検査(以下

MMT R/L)股関節伸展(3/2)外転(3+/3)。 片脚立位

両側不可。体重比（kg)R43/L26。歩行は、全周期

を通して体幹右側方前傾位、両側股関節屈曲内旋

位。1歩目から左 IC～LR期に体幹右側屈・股関節

屈曲を強める。左 Mst～Tst 期にかけてトレンデ

レンブルグ徴候あり。右 Tsw期に骨盤前傾位で骨

盤右前方回旋を認める。 

【理学療法および経過】 

 Y+1日目から ROM練習・筋力強化練習開始。NRS

荷重時 5 安静時 2 患側 ROM 股関節伸展－5 外転

10P MMT伸展・外転 2レベル。Y+5日歩行器歩行

練習、Y+12 日 T 字杖歩行開始。NRS 荷重時 1。患

側 ROM股関節伸展 10外転20 MMT伸展 3外転 3+。

トレンデレンブルグ徴候と骨盤右前方回旋認める。

鏡前での骨盤挙上運動、左 Mst～Tst 期の動作練

習や立脚期の中殿筋/大殿筋タッピングなど、荷重

時の運動学習と感覚フィードバック(以下 FB)を

行った。Y+25日独歩開始。Y+29日に退院。 

【最終評価】Y+27～28日 

NRS 運動・安静時共に 0 となった。患側 ROM 股

関節伸展 10 外転 20 MMT 伸展 3+外転 3+。左右片

脚立位 10 秒以上可能。体重比 R34/L33。「左に体

重が乗っている感じがする」という自覚あり。 

独歩での体幹右側屈位は軽減し、トレンデレンブ

ルグ徴候は軽減。やや骨盤右前方回旋を認める。 

【考察】 

 本症例は術前から患側疼痛が著明、健側に重心

が偏位しており、ROM 制限と筋力低下が著しい状

態であった。特に側方安定性に関わる中殿筋・大

殿筋が弱化している状態だった。藤本らによると

「大殿筋の活動性低下は骨盤の不安定性の一要因

になる」と述べられており、中殿筋だけでなく骨

盤安定性に大きく関わっている。 

 術後早期から ROM・筋力強化を行い、中間評価

では改善みられたが、歩行練習を開始すると、左

Mst～Tst 期にかけて骨盤右下制を認めるトレン

デレンブルグ徴候と右 Tsw 時の骨盤右前方回旋が

出現し不安定性は残存した。 

そこで左 Mst～Tst 期の筋力発揮の問題と考え

た。まず、静止立位にて骨盤中間位（股関節伸展

方向）へのアライメント修正を他動～自動運動順

に行った。次に中殿筋/大殿筋を収縮させ骨盤保持

の運動学習を行い、タッピングにより立脚期での

収縮を促した。それに並行し、鏡前で行いながら

声かけと視覚的な感覚 FB を取り入れた練習を開

始した。その後、同じ状況下で左 Mst～Tst期の動

作練習に移行した。 

その結果、両側片脚立位が可能となり、左 Mst

～Tst 期で骨盤の右下方への落ち込みが減少し、

独歩可能となった。アライメントに沿った正しい

運動学習と筋へのタッピングに加えて視覚と声か

けによる FB を行う事で、筋力発揮のイメージを

可能とした。芥川らによると最大筋力の発揮には，

視覚や聴覚などの感覚フィードバックが有効なこ

とが知られている。よって、運動学習を習得、加

えて FBを行った事で正常な筋力発揮を可能とし、

歩行改善へと導けることができたと考える。 


