
「頸椎症性脊髄症術後 

―退院に向けてアプローチ方法を変更した症例―」 

栄宏会小野病院リハビリテーション科 坂井菜月 

【はじめに】頸椎症性脊髄症は上肢に症状が出現

しやすいとされている。本症例は下肢後面の過緊

張や疲労感が強く出現していた。また、早期退院

を希望されていた。しかし、2 週間程度介入を行

っていたが、下肢後面の過緊張や疲労感の訴えが

軽減しなかったため、退院に向けてアプローチ方

法を変更した症例について報告する。 

【症例紹介】70代男性。頸部のコリ・手指の痺れ・

下肢のふらつきが出現したため、歩行に介助が必

要となる。X 年 Y 月 Z 日に A 病院で頸椎症性脊髄

症と診断され入院。Z＋6日に頸椎椎弓形成術施行

し、Z＋44 日に当院へ転院。主訴は「足の後ろが

疲れる、痛い」HOPEは「1人で歩けるようになり

たい、早く帰りたい」であった。 

既往歴：高血圧症、慢性腎臓病、高尿酸血症、 

右総腸骨動脈狭窄、2型糖尿病、糖尿病性腎症 

【倫理的配慮】本症例報告はヘルシンキ宣言に従

い、発表目的と個人情報について説明し、同意を

得た。 

【理学療法経過】〔初期評価：入院時〕 

＜触診＞両側のハムストリングス・内転筋・下腿

三頭筋の過緊張。＜徒手筋力テスト（以下 MMT）

＞両股関節伸展・外転 3 体幹屈曲・回旋 2。＜感

覚検査＞足趾の触覚、下肢位置覚、荷重感覚に感

覚障害あり。＜踵膝試験＞測定障害はないが、ス

ムーズさ低下。＜腱反射＞膝蓋腱・アキレス腱左

右共に亢進。＜立位姿勢＞頸部前傾・肩甲帯外転・

胸椎後弯・腰椎前弯増強・骨盤前傾・股関節軽度

屈曲・膝関節過伸展で前方重心の姿勢。 

＜FIM＞54 / 91点 以下減点項目（一部抜粋）清

拭（1）、更衣（1）、浴槽移乗（1）、移動（車いす

見守り 5）、階段（1） 

【治療と経過】 

初期評価よりストレッチ、筋力増強運動、立位・

歩行練習など身体機能面中心に介入。介入 3週目

より病棟内の移動を歩行器へ変更、プログラム内

容を日常生活動作（以下：ADL）練習中心に変更。

介入 4週目に住宅訪問実施。住宅訪問後、自主ト

レーニングの指導を含めた身体機能面と ADL練習

を並行したプログラムに変更。入院日＋46日で退

院となる。 

〔最終評価：入院日＋40日〕 

＜触診＞両側ハムストリングス・内転筋・下腿三

頭筋の過緊張の緩和。＜MMT＞両股関節伸展・外転

4-、体幹屈曲・回旋 3。 

＜FIM＞83点 / 91点 以下減点項目（一部抜粋）

浴槽移乗（5）、移動（歩行器自立 6）、階段（5）＜

住宅訪問＞ 

屋内：杖自立（手すりも併用）屋外：杖見守り 

上がり框（15cm×2段）：支持物を使用して自立 

玄関外階段（10cm、周辺は不整地）：見守り 

入浴：自立（手すりと福祉用具で環境調整実施） 

【考察】 

本症例は早期退院を希望されており、介入当初か

ら現状の身体機能でも帰れると楽観的であった。

初期評価より、下肢後面の過緊張、下肢・体幹の

筋力低下が見られていたため、ストレッチや筋力

増強運動の介入を実施。経過に伴い、筋力は向上

し、病棟内の ADLを歩行器へ変更できたが、下肢

の筋緊張や疲労感の訴えは継続していた。また、

本人様からは「良くなっているか、家に帰って動

けるか」などの不安の訴えが出現していた。その

ため、自宅内に近い環境での ADL練習に変更した。

変更後のアプローチ内容として、住宅情報から

30mの歩行と 15cmの段差昇降の動作獲得は必要で

あった。そのため、筋緊張や疲労感の訴えを確認

しながら距離や回数で負荷量を調整し、動作練習

を反復して行った。その結果、住宅訪問を行った

際には、本人様の不安感は軽減しており、自宅内

ADL 自立まで動作レベルを獲得することができた。

最終評価では、下肢後面の筋緊張の緩和、筋力向

上、自宅内であれば疲労感なく動作可能となって

いた。今回、自宅内に近い環境で動作練習・指導

中心の介入に変更したことで、ご自身の身体能力

を理解してもらい、ADL を自立することができた

と考える。 

 



介入方法を見直すことで不穏や拒否が軽減し、移

乗動作の介助量軽減につながった症例 

みきやまリハビリテーション病院 成岡 香評 

【はじめに】今回、脳梗塞により重度の意識レベ

ルの低下を呈した症例を担当した。状態に改善を

認めたが、不穏や拒否が出現した為、介入方法を

見直した。結果、不穏や拒否が改善し、移乗動作

の介助量軽減に繋がった為、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。X年 Y月 Z日に眩暈が

出現し、A 病院に入院。右放線冠～右被殻に梗塞

を認め、左片麻痺を認める。また、前院にてせん

妄の診断あり。第 72病日より当院入院。病前 ADL

は自立レベルで移動形態は独歩であった。 

【理学療法評価・経過】(初期評価：第 72～75病

日)Glasgow Coma Scale(以下GCS)：良好時E2V3M5、

不良時 E1V1M2。Brunnstrom Recovery stage-

test(以下 BRS-t)：左上肢Ⅱ、左手指Ⅱ、左下肢

Ⅱ。Gross Muscle Test(以下 GMT)：右上肢２、体

幹１、右下肢２。改訂長谷川式簡易知能評価スケ

ール(以下 HDS-R)：測定困難。移乗動作：体幹や両

上下肢が脱力し全介助レベルであった。〈理学療法

経過：第 72～95病日〉早期離床を行い、端坐位や

立位など抗重力位での介入による意識レベルの改

善を試みた。結果、意識レベルが良好である場面

が増加した。しかし、第 112病日以降、不穏や拒

否が出現し、介入が困難となった。 

(最終評価：第 120～123病日)GCS：良好時 E4V5M6、

不良時 E3V3M5。BRS-t：著変なし。GMT：右下肢３、

体幹２、右下肢３。HDS-R：6/30 点(見当識の一部、

即時記憶で加点)。移乗動作：指示入力可能。右上

下肢の協力動作が得られ、最大介助レベルで可能。

〈理学療法経過：第 120～143病日〉第 120病日よ

り、不穏や拒否に着目した。本症例の発言を傾聴

し、意見の尊重・肯定を行い、嫌悪感を抱く介入

を避けるようにした。また、人が多く集まる環境

や物音で騒々しい環境での介入は不穏になりやす

かった為、これらの環境を避け、自室やリハ室の

隅で介入を行った。結果、第 135病日以降、不穏

や拒否の軽減を認めた。また、理解・表出が可能

なことが多く、意識レベルが良好である場面が増

加した。 

【考察】介入当初、意識レベルが向上した要因と

して、長田らは「意識障害に対する患者は端坐位

や立位などの抗重力位を取る事が意識レベル向上

に有効である」と述べている。この事から、早期

離床を行い、端坐位や立位などの抗重力位での介

入を行った事が意識レベルの向上に繋がったと考

える。しかし、第 112病日以降、不穏や拒否が出

現し、離床拒否を繰り返す様になった。その要因

として、森らは「精神不穏発症因子は心理・身体

問題を反映した状況の中にある」と述べている。

本症例においても、動作に対して受動的になる事

や立位練習といった運動負荷量の増加に対し、嫌

悪感を抱く場面が多く認められた。それにより、

不穏や拒否を引き起こした要因となったと考える。

また、意識レベルの向上が、現環境や状況理解に

繋がったことも要因の 1つではないかと考える。

そこで、第 135病日より、介入方法を見直し、本

症例の意見を傾聴し、意見の尊重・肯定を行った。

また、場所・雰囲気・外的刺激など不穏が出現し

ない環境設定を行い、不穏や拒否の軽減を図りな

がら介入を進めた。馬淵らは「傾聴や質問によっ

て相手を共感することが重要であり、説得などの

非受容的態度はさらに不穏になり混乱した行動を

取る事に繋がる」と述べており、上記介入のよう

に、本症例の意見を尊重・肯定し、適切な環境設

定を行うことで、不穏や拒否の軽減に繋がったと

考える。また、認知機能検査からも初期評価では

測定困難であったが、それらの軽減により、最終

評価では認知機能検査が測定可能となり、指示に

対する理解が向上したのではないかと考える。そ

の結果、不穏や拒否が出現しない状態で移乗動作

の練習を行うことができ、協力動作が得られ、介

助量の軽減に繋がったと考える。 

【結語】今回、本症例を通して、傾聴や適切な環

境設定が、不穏や拒否の軽減に繋がり、動作時の

協力動作が得られるように介入ができ、移乗動作

の介助量軽減に繋がったと考える。 



脳性麻痺の利用者に対し、車椅子座位姿勢に着目

し食事動作の改善に取り組んだ症例 

医療福祉センターのぎく 三原 舜平 

【はじめに】 

今回、車椅子座面から臀部が前方へずれやすく、

食事における捕食の際に、食物をスプーンですく

った状態から口へ運ぶ動作（以下取り込み動作）

が行いにくい脳性麻痺の利用者に対して、車椅子

のずれに着目し介入を行った。その結果、食事動

作の改善が得られたので以下に報告する。 

【倫理的配慮】 

家族の方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、書面にて同意を得た。 

【症例紹介】 

50 歳代女性。診断名は脳性麻痺（混合型）、知的

障害、両目白内障である。便秘気味なため、腹満

となりやすい。改正大島の分類：A3、GMFCS:レベ

ルⅣ。病棟からの Hopeは、「食事中の反り返りを

軽減し、食事しやすくなってほしい」であった。 

【理学療法評価】 

〈全体像〉白内障による視力低下のため外界の刺

激に対して能動的な動きは乏しい。また、急な姿

勢変換や大きな声、本人の不快感などにより全身

の筋緊張が亢進してしまい、車椅子上では緊張を

高め固定的なパターンをとることが多い。 

〈姿勢評価〉日常での車椅子座位姿勢は、反り返

りが強く背もたれには胸椎のみが接しており、臀

部奥行きには拳２つ分の隙間がある。骨盤は後傾

しており、両股関節は屈曲・外旋位である。両膝

関節は反張膝で両側足関節は底屈・回外している

ため足底部はフットプレートに接地していない。

この姿勢から、臀部奥行きの隙間がなくなるよう

修正を行うも、30秒ほどすると背もたれに体幹を

押し付け、再度拳２個分の隙間が生じ、大腿近位

部と胸椎での支持となってしまう。 

〈食事評価〉車椅子に机を設置し、本人用スプー

ンを用いている。すくう動作には介助を要するが、

取り込み動作は自身で行うことが出来る。上記の

姿勢で食事をとることが多く、反り返ることで食

器から口唇までの距離が遠くなることに加え、臀

部が前方へとずれる分、過度に肩関節を外転させ

取り込み動作を行う必要がある。そのため、肩の

過剰な努力が生じてしまい、効率的な食事動作が

阻害され、肘を支える介助が必要となっている。 

【理学療法および経過】〔R2/8/1～R2/10/1〕 

週に３回、１回 60分で、車椅子上でのずれ軽減を

目的に、下肢を中心とした緊張の緩和と体幹機能

に着目し理学療法を行った。その結果、下肢の緊

張は緩みやすくなったが、ずれの軽減には至らな

かったため、介入＋４週目より腹臥位保持練習を

導入した。導入後、車椅子上で骨盤前傾、抗重力

伸展活動が行いやすくなり、ずれる頻度は減少し

た。また、食事においても取り込み動作の介助を

必要とすることは無くなった。 

【考察】 

普段の車椅子座位姿勢では、骨盤が後傾し、体幹

が後方へと倒れ、反り返りが強くなることで食事

動作が阻害されている。 

本症例は普段から体幹前面で支持する経験をして

おらず、体幹前面からの感覚入力が乏しいことや

後天的な白内障による視覚の障害から身体図式に

偏りが生じ、座位姿勢において安定性を得ようと

背側の筋が優位に働いていると考える。田中らは、

私たちは通常、自己の身体図式を参照枠として身

体部位の空間的関係、必要な運動方向と量を認知

していると述べている。さらに小林らは空間識の

形成には視覚が 80％影響すると述べており、本症

例においても感覚情報が制限されているなかで、

胸椎部の接触面を頼りに、反り返りが助長され、

結果的に取り込み動作が阻害されていると考えた。

そこで今回、腹臥位を用いることで、体幹前面が

持続的に圧迫され、支持経験を通して参照枠が広

がることで、体幹前面の認知・活動を促すことが

でき、車椅子座位において骨盤前傾、抗重力伸展

活動が行いやすくなったのではないかと考える。

また、抗重力伸展活動が行いやすくなり、臀部の

ずれが軽減したことで、肩の外転が軽減し、口唇

まで食物を到達させやすくなったと考える。 

 

 



ペグボードを用いた立ち上がり動作への介入 

介護老人保健施設 サンスマイル北野 

竹川昂輝 

【はじめに】今回,脳卒中後遺症者を担当し,麻痺

手に対してペグボードを用いたことで,立ち上が

り動作の質的変化がみられたため報告する. 

【症例紹介】70歳代女性.利き手は右手.平成 X年,

脳卒中後遺症で左半身麻痺 20 年経過.当施設 

デイケア週 2回利用.現在,夫と二人暮らし.ADLは

自立.主訴は「左手はぶら下がっているだけ」「立

つ時に左足がピンっとなって立ちにくい」 

【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】Brunnstrom Recovery Stage（以下

BRS）は上肢Ⅱ手指Ⅲ下肢Ⅲ.座位姿勢は麻痺側肩

甲帯,骨盤帯は後方に引け,体幹は左側屈し非対称

性が強い.麻痺側下肢は伸筋共同運動が強く,床と

非接地である.立ち上がり動作は非麻痺側上肢で

ベッドを押し臀部を離床させ,体幹を右方向へ回

旋させる.さらに非麻痺側膝窩部でベッド端を押

し,素早く垂直方向へ立ち上がる.所要時間 4.1秒.

立位姿勢は非麻痺側上肢で 4 点杖を把持し,非麻

痺側膝窩部をベッド端に押しつけ,麻痺側下肢は

非接地である. 

【理学療法経過】課題として,ペグ操作を実施.リ

ーチ動作に伴う前方への重心移動の変化に着目し,

麻痺側下肢の踏み込みを期待した.正面の机上に

ペグボードを設置.前方のペグを掴み元に戻るよ

うに口頭指示を行った.課題場面では非麻痺手で

麻痺手を掴み,強引に前方へリーチした.その際,

麻痺側足底の接地はなく,踏み込めずにいた.その

状態でペグを持ち上げようとすると骨盤帯は左回

旋を強め,麻痺側下肢はより床面から離れた.同時

にペグからも麻痺手が離れ掴めずにいた.その後,

一度成功したが 37.9秒要した.口頭指示のみでは

非対称姿勢を強め,より代償動作を認めた為,徒手

誘導に切り替えた.徒手誘導では開始肢位から麻

痺側足底を床に接地させ,非対称性を抑制し,麻痺

側肩関節,肘関節から足底への圧を持続しながら,

前方リーチを促した.複数回実施した後に,再度口

頭指示で行ってもらうと,開始肢位から麻痺側下

肢の足底接地を認め,リーチ動作に伴う重心移動

では踏み込みがみられた.所要時間 17.6秒. 

【最終評価】BRSは上肢Ⅲ手指Ⅳ下肢Ⅲ.座位姿勢

と立ち上がり動作時の異常運動パターンは軽減さ

れ,座位・立ち上がり・立位姿勢ともに麻痺側足底

接地となり,ベッド端での押しつけや支持物を用

いない動作へ変化した.所要時間 9.4秒. 

【考察】脳卒中発症後,約 20 年経過し,麻痺手は

「廃用手」というボディイメージが存在していた.

本症例は座位姿勢より異常運動パターンを示し,

立ち上がりでも非麻痺側上下肢の代償的過活動に

より,左右の拮抗した関係の中で姿勢制御が失わ

れていた.そのため準備動作である麻痺側下肢の

踏み込みが不可能であった.佐藤は姿勢制御とは

随意運動に先行して起きるべき機構であると述べ

ている.そのためペグ操作による麻痺側下肢の踏

み込みにて前方重心移動のコントロールを促した.

しかし本症例にとって麻痺手は「廃用手」という

概念があるため,非麻痺手で強引に操作すること

で,さらに異常運動パターンを強めていた.前者は,

不全を来たした状態での課題遂行の積み重ねは非

効率で多様性に欠ける代償動作を助長するとも述

べている.その為,両下肢で踏み込めず,上肢体幹

は一塊で動くといった代償戦略をとっていた.そ

の結果,ペグ操作の失敗や立ち上がり時の主訴が

存在していたことに気づいた.その為,口頭指示か

ら徒手誘導の介入に切替え,座位姿勢より非対称

性を抑制することで麻痺側下肢の足底接地を認め,

動作に対する準備が可能となった.そして,足底へ

の圧を持続することで,ペグを持ち上げる際の踏

み込みにも繋がり,前方への重心移動のコントロ

ールが可能になったと考える.よって,立ち上がり

の準備相でも麻痺側下肢の踏み込みが可能となり,

非麻痺側上下肢の代償的過活動は軽減され,両側

の協調的な動作に近づいたのではないかと考える. 

【結語】ADL が自立している脳卒中後遺症者であ

ったが,本人の主訴や代償戦略から,非効率的で多

様性に欠ける動作介入への重要性を学んだ. 

 



小脳出血後、歩容は改善したが注意障害が出現し

て歩行自立が困難であった症例 

大山記念病院 高瀬良樹 

[はじめに]今回、小脳出血・脳室穿破による急性

水頭症の患者様を担当した。在宅復帰するために

歩行自立を目指したが、注意障害の出現により歩

行自立が困難であったため環境調整を行い在宅復

帰した症例を報告する。 

[症例紹介]70歳代男性。X月 Y日に嘔吐・意識障

害を認め A病院搬送、小脳出血・脳室穿破による

急性水頭症で同日緊急開頭血腫除去術と脳室ドレ

ナージ留置術施行。Y+17日に当院転院。家族の要

望としてトイレ・食事が一人で出来るようになっ

てほしい。家屋環境:母屋は居室からトイレまで遠

いがご家族様の看視可能。離れはトイレは近いが

看視が困難。母屋玄関に 39cm・19cm段差あり。母

屋離れ間に土間あり 30cm段差が 1段あり。 

[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。 

[初期評価:X 月 Y+17 日～Y+24 日]Japan Coma 

Scale(以下 JCS)Ⅱ-10。鼻指鼻試験:陽性、躯幹協

調性検査Ⅳ。長谷川式認知機能スケール(以下

HDS-R)6/30。右片脚立位不可。Timed Up And Go 

Test(以下 TUG)前腕支持型歩行器 1 分 33 秒。

Functional Balance Scale(以下 FBS):0点。動作

観察:右側前方への姿勢の崩れと右立脚中期から

後期の短縮がありふらつきが大きく、前腕支持型

歩行器を用いて臀部軽介助で歩行可能。 

[理学療法経過]介入当初は覚醒レベル低いが介助

下での歩行器歩行が可能であったため、トイレが

近い離れでの生活を想定していた。４週目より覚

醒が向上し、姿勢鏡を利用した練習や右下肢への

荷重促通を図るなど部分練習を行ったことで 8週

目で独歩見守りまで改善した。覚醒が向上したと

同時に注意障害(分配・持続)を認め、認知機能低

下もあり転倒リスクが高いため看視が出来る母屋

での生活を想定して介入した。 

[最終評価：X月 Y+64〜Y+71]左/右 

JCS:Ⅰ-1。ロンベルグ徴候・鼻指鼻試験・踵膝試

験:陽性。躯幹協調性検査Ⅱ。HDS-R13点/30点、

Trail Making Test(以下 TMT-A)途中中断。右片脚

立位 5秒。TUG:前腕支持型歩行器 35秒、手引き歩

行 29秒。FBS:27点。動作観察:右側前方への姿勢

の崩れと右立脚期の短縮はあるもののふらつき軽

度で手引き介助で歩行可能。 

[考察]本症例は、自宅の段差が多い環境で歩行器

の使用が難しいため歩行能力の改善が必須である。

歩行の問題点として、右側前方への姿勢の崩れ、

右立脚期の短縮に対して治療を行なった。右側前

方への姿勢の崩れの原因としては、body imageの

崩れと考えた。高橋らによると小脳出血後

lateropulsion（以下 LP）が生じると報告がある。

また、LPにより患側に自覚的身体垂直軸認知が崩

れると報告がある。本症例も自覚的身体垂直軸認

知の崩れがあるが、自覚的視覚垂直軸認知の崩れ

は比較的少ないため姿勢鏡を利用し視覚で代償し

て立位姿勢保持の再学習を行った。右立脚期の短

縮に対しては、座位、立位で右側へのリーチ動作

練習を行い体幹下肢の協調性及び筋力向上を図っ

た。結果最終評価では、歩行時の右側前方への崩

れは軽減し、右片脚立位時間が 5秒に改善したこ

とで右立脚時間が拡大し独歩では看視下で 20m程

歩行可能となった。FBS27 点でカットオフ値を下

回っていることから転倒リスクは高い状態のため

軽介助から看視での移動が必要と考える。また、

認知機能低下・注意障害が出現し人がいる場所で

も口頭指示や誘導をして介入したが十分に改善出

来ず注意散漫は残存した。上記のことから生活範

囲を看視が出来る母屋と設定し、母屋にポータブ

ルトイレの設置・介護用ベッドの導入・食卓テー

ブルの変更・段差解消及び手摺りの設置を行った。

また、ご家族様には屋内は手引き歩行の動作指導

を行い、屋外は抑制付き歩行器の使用、介護負担

軽減及び入浴目的でデイケアの利用を提案した。 

[結語]今回の反省点として、身体機能面に対する

治療を重点的に行い認知機能面・注意障害に対す

る治療開始が遅れてしまった。患者樣の身体機能

面と認知機能面を総合的に考えた理学療法プログ

ラムの立案や環境調整を行う重要性を学んだ。 

 



人工股関節全置換術を施行した症例 

～姿勢修正と誤差学習の観点から～ 

医療法人社団 ときわ病院 

リハビリテーション科 香田大輔 

【はじめに】今回,術前の日常生活動作(以下 ADL)

が自立していた右人工股関節全置換術(以下 THA)

を施行した症例を担当した.著明な筋力低下を認

めない跛行を呈する症例に対し姿勢修正から患者

教育を重視した内部モデルの再構築に努めた結果,

独歩自立に至った経緯と考察を下記に報告する. 

【症例紹介】70 歳代女性.両臼蓋形成不全股関節

症があり,第 5 腰椎分離すべり症罹患後股関節の

変形が進行し,A 病院にて右 THA（前方アプロー

チ,DAA）を施行.術後 7 日目より当院に転院され

理学療法介入開始となる.術前は屋内伝い歩き～

独歩,屋外 4 輪型カート歩行自立. 家事全般は本

氏が行っていた.  

【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,同意を得た. 

【初期評価(術後 1週)】疼痛(術部):安静時±,動

作時＋,関節可動域(以下 ROM)(右/左):股関節屈

曲 90°/120°,外転 30°/40°,内転 10°/10°,伸

展 5°/5°,徒手筋力検査(以下 MMT)(右/左):股関

節屈曲 2/3,外転 2/3,伸展 2/3,体幹屈曲 2,脚長差

なし,深部覚:異常所見なし,歩行:平行棒内軽介助. 

【中間評価(術後 4 週)】疼痛(右股関節前面):安

静時－,動作時±,ROM:右股関節屈曲 115°,伸展

10°,MMT(右/左):股関節屈曲 4/4,外転 4/4,伸展

3/4,体幹屈曲 3,立位姿勢:左凸の側彎,スウェイ

バック姿勢,筋緊張(立位):右大腿筋膜張筋(以下

TFL)・右大腿直筋(以下 RF)亢進.片脚立位:右 0秒,

左 5 秒未満,歩行:4 輪型カート歩行にてデュシャ

ンヌ様の墜落性歩行にて監視. Berg Balance 

Scale(以下 BBS):22点 

【治療と経過】下肢筋力改善後は姿勢修正に焦点

を当て,介入を行った.姿勢は左凸の側彎・スウェ

イバック姿勢が混在していたため,硬化筋の柔軟

性を高め,筋収縮効率化のために姿勢修正を行っ

た.今回,外的刺激を用いたキューイングを用いる

ことで,左右不均衡となった筋節長や筋活動の調

整に努め機能的な活用から汎化を目指し歩行への

還元を図った. 

【最終評価(術後 8週)】MMT:右股関節伸展 4,体幹

屈曲 4,立位姿勢:軽度右肩甲帯下制・右骨盤挙上

は残存したものの,骨盤前方シフトが改善,筋緊

張:異常所見なし,片脚立位:右 45 秒,左 52

秒,BBS:50 点,歩行:デュシャンヌ跛行消失にて独

歩自立. 

【考察】今回,歩行監視レベルを脱却できなかった

理由として立脚中期のデュシャンヌ跛行を挙げた.

筋力改善に伴った歩容の改善を認めない要因とし

て身体誤認の残存であると推測した. 跛行は多因

子決定の現象であるとされ,臨床でも疼痛や可動

域制限,筋力低下などの量的因子に関わらず,跛行

を呈することがあるとされており,本症例の跛行

の原因を前額面上の骨盤帯傾斜不良に起因する股

関節外転筋収縮効率の低下であると考えた.そこ

で,静的立位に着目し,中間位に近づける事で歩行

への還元が可能であると考えた.問題解決に向け

た介入として機能不全を呈していた腸腰筋の調整

から代償的に過活動を生じていた TFL・RFを抑制.

殿筋群や腹筋群の賦活化を図る事で姿勢修正を行

った. 報告において MRIにて大脳灰白質の量を測

定し,頭頂連合野,前頭前皮質,二次体性感覚野で

減少を認めたとあり,本症例も長年の慢性的な疼

痛や関節の不動により軟部組織のみならず中枢神

経系に可逆的な変化が生じていた可能性が高く,

術前の身体位置感覚が残存したことによるバラン

ス戦略に問題があったと推察した. そこで治療内

容を再考し,徒手的な治療に加え段階的な運動学

習の強化を図った.その結果,自然立位においても

良姿勢保持が可能となり,歩行周期における体幹

深層筋や殿筋群の筋活動は至適筋緊張の確保によ

る活動張力の最大化,関節モーメントの低下によ

る筋効率の改善により骨盤・腰椎が安定し,支持性

が向上したと考察した.バランス戦略においても

キューイングによる誤差学習と側弯など不良姿勢

により障害されていたフィードフォワード機能が

回復し,予測された筋活動の微調整が可能となり,

最終的に独歩自立に至ったと考えた. 



足底感覚入力に加え重心動揺に着目し独歩を獲得

した症例 

栄宏会小野病院リハビリテーション科 橋本球児 

【はじめに】今回、DYJOC 訓練での足底感覚入力

に加え、重心動揺計を使用した細かな重心コント

ロール課題を行った結果、独歩獲得に至ったため

ここに報告する。 

【症例紹介】70代女性、身長 152㎝、体重 48㎏、

BMI20.7。X日運転中に電柱に衝突し多発性外傷呈

する（左大腿骨遠位端骨折、右脛腓骨近位端骨折、

右上肢多発性骨折、胸骨骨折、肋骨骨折）。同日に

右下腿観血的骨接合術、X+9 日に左大腿骨遠位端

観血的骨接合術を施行。X+30日当院入院。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、患者よ

り発表の同意を得た。 

【初期評価】（入院 1週目） 

 術創部に軽度熱感は認めるが安静時痛・感覚障

害は認めない。関節可動域（以降 ROM）測定：股関

節伸展右 5°/左 5°膝関節屈曲右 135°/左 90°

膝関節伸展右-5°/左-15°足関節背屈右 0°/左-

5°。MMT:股関節伸展 右 4/左 4股関節外転 右 4/

左 3膝関節伸展 右 4/左 4。MMSE30/30。移乗は左

下肢非荷重のため、いざり移乗にて自立。移動は

車いす全介助。トイレは座位での下衣操作にて自

立。入浴はチェアー浴。 

【理学療法経過】入院時より両下肢の ROMex、両

下肢・体幹筋力強化練習を実施。自主練習として

DYJOC訓練を指導し足底への感覚入力を行った。4

週目より 1/3荷重、5週目より 2/3荷重許可あり。

歩行器歩行練習を開始し、左下肢の荷重時痛はな

く経過。6 週目より全荷重許可あり、左下肢での

片脚立位も疼痛なく独歩練習開始。左立脚中期（以

降 Mst）にて体幹左側屈、骨盤左回旋、骨盤後傾

を認めた。殿筋群の筋力低下を認め体幹・骨盤の

側方動揺著明。自主練習に荷重下での下肢筋力強

化練習を追加。左 Mstの安定性向上のため片脚立

位練習を行ったが、前額面での骨盤の重心移動が

不十分であったため、重心動揺計を使用し視覚的

フィードバック（以降 FB）を利用した介入を実施。

10週目より院内独歩にて自立。デュシェンヌ歩行

は軽度となった。 

【最終評価】（入院 12週目） 

 術創部の熱感は消失。ROM 測定:股関節伸展右

10°/左 10°膝関節屈曲右 135°/左 125°膝関節

伸展右 0°/左 0°足関節背屈右 5°/左 10°。MMT:

股関節伸展右 5/左 4 股関節外転右 5/左 4 膝関節

伸展右 5/左 5。左 Mstでの体幹前傾・骨盤左回旋・

骨盤後傾は軽減され、デュシェンヌ歩行も軽減。

左下肢への荷重時痛なく移乗は自立。移動は独歩

にて院内自立。トイレ・入浴は自立。 

【重心動揺評価】（軌跡長） 

入院 8週目:676.5㎜ 入院 12 週目:420.8㎜ 

【考察】本症例は独居であり、独歩等の高い動作

能力が必要だと考える。田中らは視覚情報と床面

に接地している足底からの体性感覚入力が安静時

の姿勢制御にとって重要と述べている。そのため、

左下肢非荷重時期より DYJOC訓練にて足底への感

覚入力を行った。全荷重開始時は前足部への荷重

が不十分であったが、前足部への感覚入力やバラ

ンスマット上で外乱刺激を与え足趾の筋収縮を促

すことで静的立位の安定性が向上したと考える。

また、介入初期より筋力強化を図り筋力の向上を

認めたが、片脚立位時に前額面での重心移動が不

十分であった。そのため、重心制御の段階的な練

習として、視覚的により詳細な重心の変化を FBが

できる重心動揺計を使用した介入を選択した。そ

の結果、最終評価時には、軌跡長は 676.5mmから

420.8mm へと減少し、静的バランス能力は向上し

たと考える。 

 独歩開始時には骨盤の側方動揺により、左 Mst

にて体幹左側屈し右下肢の振り出しを代償してい

たが、最終評価時にはデュシェンヌ歩行の軽減を

認めた。これは、重心動揺計上での視覚的 FBを利

用した重心制御練習を行うことで、骨盤帯で重心

コントロールが可能になり上半身での代償が軽減

したと考える。 

【まとめ】今回、重心動揺計を使用した介入を選

択したことで、立位時・独歩時における重心コン

トロールの重要性を学ぶことができた。 

 



運動学習を用いて腸腰筋トレーニングを行い分廻

し歩行が軽減した症例 

医療法人社団栄宏会 土井病院  玉村菜々香

【はじめに】今回左心原性脳梗塞を呈した症例を

担当した。運動麻痺による分廻し歩行へ着目しア

プローチした結果、分廻し歩行の軽減を得たため

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、発表目的と内容説明を行い、同意を得た。 

【症例紹介】70歳代男性。165cm/54kg。X年 Y月

Z 日、左前頭葉に広範囲の脳梗塞を認め左心原性

脳梗塞と診断。保存加療目的でＡ病院へ入院。入

院中発作性心房細動があり、抗凝固療法開始。Z+25

日、出血性脳梗塞を認める。Z+39日、リハビリ目

的で当院へ転院。 

既往歴：関節リウマチ、右前頭葉陳旧性脳梗塞 

【理学療法評価】(Z+7週～8週) 

〔Bruunstrom Recovery Stage：以下 BRS〕右下肢

Ⅲ〔徒手筋力測定：以下 MMT〕(右/左)股関節屈曲

2/4 伸展 2/3 外転 2/4 内転 2/4 膝関節屈曲 2/4 伸

展 2/4 足関節背屈 2/4 底屈 1/3〔荷重検査〕(右/

左)装具なし 15kg/39kg 最大 19kg/39kg 装具あり

21kg/33kg最大 28kg/43kg 

〔高次脳機能〕運動性失語・失行・注意障害 

〔歩行観察〕右短下肢装具（ダブルクレンザック）･

左 Q-cane で 3 動作揃え型歩行。右の遊脚相は体

幹伸展、左側屈を伴う分廻しが見られ、左への骨

盤ウエイトシフトが中等度介助。右 Msw～IC時に

過度の股関節内転が出現していた。 

【理学療法経過】入院初期は、長下肢装具での立

位練習・歩行練習を実施。7週目に右下肢 BRSⅢと

なり膝折れが消失した。しかし、短下肢装具での

歩行練習時に分廻しが出現した。そのため、足型

へ視覚的に合わせたステップ練習を行った。その

結果右 IC 時の股関節内転が減少した。10 週目に

side caneでは骨盤のウエイトシフトが中等度か

ら軽介助へと減少した。そこで、Q-caneでの立位

練習を開始したが、分廻し歩行が残存し、骨盤の

中等度介助を要した。14週目に立位での腸腰筋ト

レーニングを開始した。股関節外転・外旋で代償

していた。そのため、股関節中間位で屈曲運動を

介助にて行った。16週目に分廻しは軽減。19週目

に Q-caneでは軽介助になった。 

【最終評価】(Z+20週～21週) 

〔BRS〕右下肢Ⅳ〔MMT〕(右/左)股関節屈曲 3/4伸

展 2/3 外転 2/4 内転 2/4 膝関節屈曲 3/4 伸展 3/4

足関節背屈 3/4底屈 2/3〔荷重検査〕(右/左)装具

なし 20kg/33kg 最大 25kg/ 45kg 装具あり 

25kg/ 28kg 最大 35kg/ 49kg 

〔歩行観察〕右短下肢装具・左 Q-caneで 3動作揃

え型。体幹伸展・左側屈を伴う分廻しは軽減。左

の骨盤ウエイトシフトは軽介助。過度の股関節内

転は消失した。 

【考察】本症例は、分廻し歩行で努力性の強い歩

行であった。そのため、疲労感が強く実用性の低

い歩行であった。今回、歩行動作の分廻しに対し、

①股関節内転の伸展パターンの抑制、②腸腰筋筋

出力の向上が歩容の改善に繋がると考えた。①は、

足型を目標として視覚的にステップ練習を反復し、

股関節内転にならないように意識を向けた。足型

に到達させた随意的な運動は、外転筋の発揮が向

上し、伸展パターンが抑制され、股関節内転が消

失した。また、体幹伸展・左側屈によるウエイト

シフトで代償していたため、骨盤を介助にて誘導

することで、努力性の振り出しが低下し、伸展パ

ターンは抑制されたと考えた。抑制されたが、腸

腰筋の筋出力低下により、分廻しが残存したと考

えた。そこで、②課題特異性の運動学習を用いた

腸腰筋トレーニングを行った。長谷らは、「歩行で

の学習課題を反復させることで、その課題に特異

的な効果が得られると同時に、その運動に関連し

た動作の改善が期待できる。」と述べている。本症

例は、腸腰筋トレーニングを行い、腸腰筋への発

火頻度が増加・筋出力が向上した。そのため、骨

盤の引き上げの代償が軽減し、分廻し歩行が軽減

したと考えた。 

【まとめ】本症例では、歩行動作に着目し、腸腰

筋トレーニングを行ったため、起居・移乗などの

ADL の向上が見られ、ベッド周囲の活動量拡大を

図れた。 



左膝蓋骨骨折後の跛行改善により屋外フリーハン

ド歩行自立に至った一症例 

医療法人社団朋優会 三木山陽病院 

リハビリテーション科 鶴岡 刀真 

【はじめに】今回、自宅での転倒により左膝蓋骨

骨折を呈し、骨接合術を施行した症例の歩行動作

に着目して理学療法を実施した為ここに報告する。 

【倫理的配慮】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】70歳代女性。X-5日に自宅で扇風機

のコンセントに引っ掛かり、左膝を床に着くよう

に転倒。その後、疼痛が夜間まで継続したため当

院受診。検査の結果、左膝蓋骨骨折と診断された

ため入院となり、X 日に骨接合術を施行された。

術後は膝関節伸展位でニーブレース固定され、Ⅹ

+1日より理学療法開始。主訴は歩きたい、HOPEは

何も持たずに散歩に行けるようになること、NEED

は屋外フリーハンド歩行自立とした。 

【理学療法経過】 

[初期評価(X+8日)](右/左)関節可動域(Range of 

Motion以下：ROM、単位:°、疼痛：Pain 以下 P) 

股関節伸展(側臥位)15/15、膝関節屈曲 150/60P、

膝関節伸展 0/0、足関節背屈 20/非実施、足関節

底屈 45/45。徒手筋力検査(Manual Muscle Test以

下：MMT 左側非実施) 股関節屈曲 4、膝関節屈曲 

非実施、膝関節伸展 5、足関節底屈 4。疼痛評価

(Numerical Rating Scale 以下：NRS、10段階、

左膝関節周囲）安静時痛：0点、荷重時：5点。大

腿周径(cm) 膝蓋骨直上：36.0/39.5。感覚検査 表

在感覚：正常域、深部感覚：正常域。日常生活活

動 (Barthel Index 以下：BI) 65点。 

X+2 日よりニーブレース装着下での荷重練習を開

始し、X+5 日には平行棒内歩行練習を開始した。

また、X+8日より膝関節 ROM-exを開始し、X+12日

にはニーブレースを除去して荷重練習開始となっ

た。X+14日には伝い歩き練習を開始。この時の本

症例の歩行は、左立脚中期から終期にかけて左足

関節の背屈は乏しく、左膝関節は軽度屈曲が消失

していた。また、左立脚終期から左遊脚前期にか

けて足関節背屈位からの左足関節底屈運動が乏し

く、蹴り出しも不十分であった。その結果、左膝

関節の伸展位が生じたまま左下肢を振り出してい

た。これらに対して立脚終期から遊脚前期の筋活

動に合わせた左下腿三頭筋の筋力強化練習を行っ

た。X+28日からはフリーハンド歩行練習を開始し、

X+35日に屋内フリーハンド歩行自立となった。ま

た、同日より屋外歩行練習を開始。X+41日で屋外

フリーハンド歩行自立となり退院となった。 

[最終評価(X+40 日)](右/左) ROM：膝関節屈曲

150/150、足関節背屈 20/10。MMT：股関節屈曲 4/4、

膝関節屈曲 非実施、膝関節伸展 5/4、足関節底屈

4/4。NRS：荷重時 0 点。BI：100 点、バランステ

スト(Short Physical Performance Battery)10点。 

【考察】本症例は、左立脚中期から終期において

左足関節背屈が乏しくなっていた。川上は、歩行

の蹴り出しにおける下腿三頭筋は伸張時に弾性エ

ネルギーを蓄積し、短縮時にそれを放出すること

で歩行の推進パワーを与えていると報告している。

これらのことから、立脚終期の足関節底屈筋の遠

心性収縮は立脚中期から終期にかけての足関節背

屈が重要であり、そのためには下腿前傾を制動す

る下腿三頭筋の遠心性収縮がより必要であると考

えられた。このことから下腿三頭筋の筋力低下に

より遠心性収縮が乏しく、左立脚終期から左遊脚

前期にかけて十分な蹴り出しが行えないと考えた。

本症例の場合、X+20日に足関節底屈の MMTは 4で

あるが、健側は 22回、患側は 3回と回数には大き

な差を認めた。そこで左下腿三頭筋の遠心性収縮

による筋力強化練習を実施した。その結果、X+40

日に左足関節底屈の MMTは 4のままであったが回

数は 23 回に増加し、左下腿三頭筋の筋力は向上

した。また、左立脚中期における左足関節背屈、

下腿の前傾が出現するようになった。これにより

左膝関節の伸展位は消失し、振り出し時に左膝関

節は軽度屈曲するようになった。 

【結語】今回、歩行動作に着目して立脚終期から

遊脚前期の筋活動に合わせた下腿三頭筋の筋力強

化練習を行い、足関節底屈筋力の向上を図ること

が出来た。これにより跛行は改善し屋外フリーハ

ンド歩行自立に繋がったと考える。 



呼吸障害を呈した脳性麻痺の男児に呼吸安楽化に

よる筋緊張の低下を図った症例 

医療福祉センターきずな 中塚 隼青 

【はじめに】今回、極低出生体重出生による脳性

麻痺を呈した症例を担当し、評価・治療を行う機

会を得たので報告する。 

【症例紹介】10代前半の男児。診断名は脳性麻痺

(四肢麻痺)、知的障害、小顎症。在胎 28週、出生

体重 1,008gの双胎第 1子として出生。生後約 1年

後に本施設に入所。キーパーソンである療育担当

者のニーズは「装具の取り外しがしにくい」であ

った。現在、週に 2度訪問学級に通っている。 

【倫理的配慮】目的と個人情報の取り扱いについ

て保護者に説明を行い書面にて同意を得た。 

【初期評価】視覚、言語理解は困難であるが聴覚

刺激で表情や発声の表出可能。ADL は全介助。訪

問学級や食事時に座位保持装置及び shoe horn 

brace(以下：SHB)を使用。胸腰椎に cobb角 6.3°

の右凸側弯あり。粗大運動能力分類システムは

Level Ⅴ。伸展パターンを利用して右寝返りは自

立。胡座は数秒間保持可能。関節可動域(以下:ROM)

は膝関節伸展(右-60°/左-75°)、頸部回旋(右

85°/左 50°)背臥位で頸部右回旋時に上気道の

閉塞音あり、動脈血酸素飽和度(以下：SpO2)96～

100%。左回旋時には閉塞音は認めず、SpO2 98〜

100%。臥位及び座位保持装置上にて筋緊張が高ま

ると心拍数 78〜84bpm まで増加し、SpO2 が 80％

台まで低下。座位保持装置上では頸部が右回旋位

であることが多いが、呼吸時は左回旋することが

多く、上・下肢屈曲優位、特に膝関節の屈曲方向

への筋緊張が高い modified Ashworth scale (以

下:MAS)右上肢 1＋ 左上肢 2 両下肢 2。触診より

左胸鎖乳突筋の肥大あり。 

【理学療法経過】痙縮の抑制、膝関節伸展可動域

の拡大を目標としたハムストリングスのストレッ

チングを実施。頸部の安定性を高め、呼吸の安楽

化、筋緊張低下を目的とする追視を利用した頸部

左回旋運動、聴覚を利用した頸部左回旋位を保持

する運動の学習促通を実施。介入直後は膝関節伸

展 ROM右 15°左 10°の拡大があり、座位保持装置上

において頸部が正中位に向いていることが多い。

心拍数は 71〜73bpm。 

【最終評価】ROMは膝関節伸展(右-60°/左-70°)、

MAS右上肢 1＋ 左上肢 2 両下肢 2。 

【考察】本症例は訪問学級や食事時に、座位保持

装置上で SHB装着して足底接地を促している。本

症例の問題点として、膝関節の伸展制限及び屈曲

方向への引き込みによる座位保持装置上での SHB

着脱の困難を挙げた。初期評価で膝関節伸展右-

60°左-75°と制限が著しく、半腱様筋、半膜様筋、

大腿二頭筋(以下：ハムストリングス)の筋緊張亢

進及び短縮が原因と考えられた。さらに小顎症を

伴う舌根部の気道閉塞が筋緊張亢進及び短縮に影

響していると考えられた。MAS より左側に緊張が

高く、緊張が入ると左胸鎖乳突筋及び舌筋が過収

縮し、気道を閉塞させ換気障害に陥りやすい。花

井(1992)は未成熟等に伴う構造的狭窄の換気障害

が筋緊張の異常に繋がり、これが機能的狭窄にな

ることでさらなる筋緊張の異常を誘発する悪循環

となると述べている。呼吸障害が全身の筋緊張異

常を誘発し、ハムストリングスを短縮させている。

そのため呼吸の安楽化に着目したアプローチを実

施した。 

最終評価では膝関節伸展 ROMは改善が認められな

かった。しかし、治療後は一時的な ROM拡大があ

り、筋緊張低下による上肢の屈曲位が軽減し、心

拍数の低下も認めた。また、担任の教員から SHB

の着脱介助量が軽減したと主観的ではあるが評価

を得た。SHBの着脱介助量が軽減した要因として、

上気道の狭窄音が少ない頸部左回旋保持の獲得に

より上気道が確保され、呼吸が安定・安楽化した

ことで全身の筋緊張が低下し、SHB 着脱時の膝関

節伸展の抵抗、屈曲方向への引き込みが減少し、

介助量が軽減したと考えられた。 

 【結語】ROM 制限において、筋の伸長性を高め

るだけでは不十分で、呼吸や姿勢、緊張といった

より基本的かつ全身に関わる要素の改善が重要で

ある。また筋緊張は本人の精神状態や周囲の環境

によって大きく変化するため、呼吸の安楽化のた

めには継続的かつ持続的な実施が必要である。 



趣味の散歩獲得を目指した症例 

        大山記念病院 松木翔哉 

【はじめに】右アテローム血栓性脳梗塞を呈し、

最終目標を趣味である散歩とし、歩行能力の改善

に着目した為ここに報告する。 

【症例紹介】80歳代男性。X月 Y日より A病院を

受診し右視床と脳梁、後頭葉に梗塞巣を認めた。

保存的に加療し、Y＋60 日後に当院の回復期病棟

に転院。病前 ADL：一軒家で妻と同居され ADL は

完全自立。散歩に関する情報：往復 2kmを 1時間

かけて散歩。不整地と信号あり、交通量は少ない。

休憩出来る所は 3箇所。Demand：趣味である散歩

が出来るようになりたい。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、患者及

び御家族より同意を得て、その文言を記載する。 

【初期評価：X月 Y＋60日～Y＋63日】左同名性半

盲あり。関節可動域測定（以下：ROM-T、単位：°、

P：疼痛、右/左）は股関節伸展 0P/0P。感覚検査は

位置覚、左膝 2/5、左足 2/5。協調性検査は協調性

運動障害に異常。Brunnstrom Stage Test(以下：

BRS-T)は下肢Ⅴ。歩行は独歩で側方軽介助。歩容

は Stiff Knee Gait（以下：SKG）である。左 MSt

～PSw時の股関節伸展が消失した事で左 ISw～TSw

時の下肢の振り出し減少。左 MSw時はトゥクリア

ランスの低下から躓きが見られる。 

【理学療法経過】下肢の協調性運動障害、大腿直

筋の短縮による股関節伸展制限の改善に対して治

療を実施。結果、上記の問題が改善した事で左 ISw

～TSw 時の下肢の振り出しが改善。1 週目より独

歩側方軽介助、3週目より独歩指尖介助、4週目よ

りスライドウォーカー歩行見守り、6 週目より独

歩自立。 

【最終評価：X月 Y＋107日～Y＋111日】左同名性

半盲あり。ROM-Tは股関節伸展 10P/10P。感覚検査

は位置覚、左膝 4/5、左足 4/5。協調性検査は協調

性運動障害が正常。BRS-T は下肢Ⅴ。歩行は独歩

自立。SKGは改善した。左 ISw～TSw時の下肢の振

り出しも増大した。左 MSw時のトゥクリアランス

は拡大され躓きが無くなった。 

【考察】歩行の問題点として、左 ISw～TSw時の下

肢の振り出し減少に着目した。本症例は遊脚期の

膝関節屈曲活動が減少している事が挙げられる。

原因として協調性運動障害・股関節伸展制限を考

えた。初めに、協調性運動障害により下肢の股関

節・膝関節・足関節の協調的な屈曲動作が得られ

ない事で、遊脚期の屈曲活動が減少し下肢の振り

出しが困難となる。その為、協調性運動障害に対

して下肢でボール転がしを実施した。次に、股関

節伸展制限がある事で左 TSt～PSw時は短縮され、

左 ISwに移行される。樋口らは、「股関節伸展制限

により PSw～TSw 時にかけて大腿直筋の過剰な筋

張力の発揮が生じたり活動開始のタイミングが早

期化する。」と述べている。左 PSw～TSw時にかけ

てハムストリングスの収縮に大腿直筋が拮抗し膝

関節屈曲が減少すると考える。そこで、股関節伸

展制限に対し大腿直筋のストレッチを実施した。

最終評価では、協調性運動障害の改善と股関節伸

展可動域が向上した事で立脚期時に下肢を振り出

しやすくなった。それにより、左 ISw～TSw時の下

肢の振り出しが改善されトゥクリアランスの拡大

も図る事が出来た。 

 左同名性半盲に対しては、理学療法中に左側か

らの声かけや歩行練習で左側にコーンを設置し探

索しながら歩行する様に意識して頂いた。その結

果、左側への意識が僅かながら向くようになり左

側への危険を回避する事が出来る様になったが、

意識が薄れると左側への危険性は高くなり壁に衝

突しかけたり物に躓き転倒する可能性がある。 

【まとめ】左同名性半盲による注意不足は完全に

回復しなかったが屋外歩行では信号の判断や車へ

の注意、不整地に対してセラピストが介助する事

無く散歩が出来た。しかし、注意不足がある事で

リハビリでも机の角にぶつけたり、自分の部屋を

通り過ぎて違う部屋に入室したり、左へ曲がる所

を直進したりと左側への注意が向いていない状態

であった。このことから、散歩を 1人でされるの

は危険と考え御家族の付き添いや家から見える範

囲内での散歩、又は散歩コースを大通りに変更し

歩道のある広い場所や信号を渡らないでよい場所

を散歩して頂く様に提案・調整をした。 



MIS-TKA 術後に術前の歩容が定着した患者に対し

歩容の改善を目指した症例 

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 妹尾一輝 

【はじめに】今回、右変形性膝関節症(以下:膝 OA)

に対し最小侵襲人工膝関節置換術(以下:MIS-TKA)

を施行された症例を担当する機会を得た。術前の

歩容が定着していることから身体スキーマの関与

があると考え、早期退院を目標に歩行動作の右立

脚期に着目し理学療法を実施した。 

【症例紹介】80歳代 女性 156cm  51kg 約５年前

より右膝 OAで保存的療法、膝 OA進行し X月 Y日

A 病院にて右 MIS-TKA施行。+20(以下:Z)日に当院

転院。HOPE「安全に歩きたい」 

既往歴：高血圧症 慢性腎不全 

【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。 

【初期評価：Z+２週目】(右/左) 荷重検査(単

位:kg)：安静立位(20/31)最大荷重(30/43)。10m歩

行：29.6秒 34歩で歩行。・ケイデンス 68.71(歩/

分)・ストライド長 0.57(m)。歩行観察：右ローデ

ィングレスポンス(以下:LR)〜ミッドスタンス(以

下:MSt)にかけて股関節外転位、ターミナルスタン

ス(以下:TSt)の股関節伸展が乏しく歩幅は右と比

較し左の短縮が確認できた。 

【理学療法経過】介入開始時病棟内車椅子介助、

A 病院では歩行器歩行練習まで実施。転入時より

関節可動域運動、筋力増強運動、鏡・体重計を使

用し視覚的フィードバックを用いた荷重練習・ス

テップ練習、歩行器歩行練習実施。Z+2 週に右下

肢への荷重量が増大したことから杖歩行練習開始。

Z+4 週に歩行時の右立脚期が延長したことから独

歩練習開始。各歩行練習は動画を用いた。Z+5 週

より病棟内杖歩行自立。Z+6週に自宅退院。 

【最終評価：Z+６週目】(右/左) 荷重検査(単

位:kg)：安静立位(24/25)最大荷重(40/44)。10m歩

行：27.3秒 24歩で歩行。・ケイデンス 52.74（歩

/分）・ストライド長 0.81(m)。歩行観察：右 LR〜

MSt にかけて股関節外転位は改善。右立脚期が延

長し左歩幅の増大が確認できた。 

【考察】本症例は MIS-TKA術後であり歩行動作に

おいて右立脚期の短縮を認めた。術前歩容が定着

し、身体スキーマの歪みが生じていると考え、歩

容の改善を目指し身体スキーマの再構築を図った。

身体スキーマについて石井は「代償的な運動パタ

ーンは次第に習慣化していく。知らず知らずのう

ちに姿勢や運動パターンが変容しており、自己の

誤った運動パターンや姿勢変化に気づかないので

ある」と述べている。介入当初は右下肢荷重不足

により左下肢の振り出しが不十分な状態であった。

原因として、数年間の膝 OA による右下肢荷重時

痛への恐怖心が生じ、術後の荷重時痛が消失した

現在も以前の歩容が定着していると考えた。また

症例から「右歩幅が小さい」という発言が確認で

きたことから長期にわたるアライメント不良によ

り身体スキーマの歪みが生じていると考えた。本

症例は立位時、歩行時共に右下肢の荷重が乏しく、

その荷重差異を自己にて認識することが困難であ

り、歩行時は恐怖心から自己にて歩幅を確認する

ことが困難であった。しかし鏡を用いて立位姿勢

をとらせると「左に傾いてる」との返答が得られ、

歩行動作を撮影し歩幅の左右差を問うと「左の歩

幅が小さい」との返答が得られたことから視覚的

な差異認識は可能であると考えた。以上のことか

ら視覚的フィードバックを用いて荷重練習・ステ

ップ練習、歩行練習時に歩幅差異の認識課題を実

施し本人の「気づき」を促した。この際足部の位

置認識を重要視した。最終評価では視覚的な情報

を入力せずに歩幅の修正が可能となった。また、

症例から「右足に体重がかかっている。左の歩幅

が大きくなった。」との発言が確認できた。以上の

ことから身体スキーマが再構築され、歩行時の右

LR〜MSt にかけての股関節外転位が修正されたこ

とで右立脚期が延長し左歩幅の増大に繋がったと

考えられる。 

【結語】今回、視覚的フィードバックや認識課題

を用いて身体スキーマの再構築を図った。その結

果、歩容が改善し早期退院に繋がったと考える。

今後は指導した自主練習を自宅で実施して頂き、

歩行能力を維持する事が重要であると考える。 



【全荷重開始後に荷重時痛が出現した症例】 

三木山陽病院 山口真介 

【はじめに】今回,右脛骨高原骨折術後の症例に対

し,全荷重開始後に出現した荷重時痛に着目しア

プローチする機会を得たのでここに報告する. 

【症例紹介】70歳代女性.X日農作業中に転倒.右

膝関節に痛み出現.右脛骨高原骨折(外側関節面陥

没+)と診断され,X+3 日に骨接合術(外側プレー

ト)施行.術後翌日より理学療法介入.主訴は膝が

曲がらない,膝が痛い,HOPE は早く歩けるように

なりたい.NEEDは膝関節可動域(以下 ROM)拡大,歩

行能力獲得. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき説明を行

い,患者に同意を得た. 

【理学療法経過】術後２週間ニーブレス固定,術後

2週以降より右膝関節屈曲 ROM開始,術後６週以降

部分荷重(一週毎に 1/3 荷重,2/3 荷重),術後 8 週

より全荷重開始. 

【初期評価:術後3週】Numerical Rating Scale(以

下 NRS,10段階)安静時 0,右膝関節屈曲時痛 3〜4 

【中間評価:術後 8週】膝関節伸展 HHD(Hand Held 

Dynamometer)右:7.6kgf左:26.0kgf  

徒手筋力検査(以下 MMT)右中臀筋 3,右大臀筋 3,右

腸腰筋 4 左下肢 5 

NRS:右膝関節内側裂隙荷重時痛 7〜8  

【最終評価:術後 10週】膝関節伸展 HHD右:9.5kgf

左:26.9kgf(※疼痛による制限あり,右膝関節伸展

lag5°) 

MMT右中臀筋 4,右大臀筋 4,右腸腰筋 5 

NRS:右膝関節内側裂隙荷重時痛 3～5 

Short Physical Performance Battery(以下 SPPB)

バランス 4/4 点,歩行 1/4 点,立ち上がり 1/4 点,

計 6/12点 

杖歩行は右立脚期の短縮があり,右立脚中期には

右膝関節軽度屈曲位でデュシェンヌ兆候がみられ

る.右立脚終期では足関節背屈位で蹴り出し右遊

脚中期以降に右足関節中間位から底屈位となり,

外側方向に右足部接地.右膝関節内側裂隙の荷重

時痛は右立脚中期で最大で左上肢の過剰な杖支持

による左肩甲帯挙上もみられた. 

【考察】本症例は日常生活動作自立(独歩)で在宅

復帰を強く望んでいた.部分荷重（術後 7週）まで

は経過良好であった.しかし，全荷重開始後（術後

8 週）手すり歩行まで自主練習を許可していたが，

独歩練習を実施し,右膝関節内側裂隙荷重時痛が

強く出現した.その後のリハビリ時の独歩練習で

も痛みが強くなり独歩の自立が困難となった.疼

痛の主な誘発因子として①筋力低下,②動的アラ

イメント不良と考えた. ①,②により,本症例は右

下肢のつま先離地が不十分で,外側への振り出し

になり,右下肢筋力が十分に発揮できず,右膝関節

内側裂隙荷重時痛の主な誘発因子であったと考え

られる.①については術後 2 週より筋力増強練習

を実施したが,疼痛出現後は実施回数や負荷量を

増加させ,自主練習も実施し筋力増強を図っ

た.HHD や MMT から右下肢筋力増強を認めたが,左

右差が残存し,右立脚期の右膝関節内側裂隙に過

剰な負担がかかり,荷重時痛が出現したと考えら

れる.②については,石井らは高齢者における下肢

筋群の萎縮や伸張性低下は,運動量が低下するこ

とによる廃用性萎縮のみならず,姿勢変化に起因

する筋の不均衡な活動によると報告している.本

症例では杖歩行で右立脚期のデュシェンヌ兆候や

左上肢の過剰な杖支持による左肩甲帯挙上の代償

が生じていた.そのため各周期別に正常アライメ

ントでの動作練習を反復的に実施すると，立脚終

期から振り出しに改善を認め,右下肢の中臀筋や

大殿筋,腸腰筋の筋出力が向上し，右膝関節内側裂

隙荷重時痛減少された.最終評価の SPPB６点は独

歩で｢転倒リスクあり｣のレベルであることからも

独歩獲得はならず杖歩行で自宅復帰となった. 

次回からは安静度指導方法や部分荷重時期より歩

行周期別に歩行練習を実施していきたい. 

【結語】本症例は全荷重開始後に筋力低下や動的

アライメント不良により右膝関節内側裂隙に荷重

時痛が出現した.各周期別に歩行練習を実施した

ことにより，杖歩行で動的アライメントが改善し

荷重時痛が軽減した. 

 

 



退院後の活動量の向上の為に支援を継続したが、

社会的交流の獲得に至らなかった症例 

医療法人社団 栄宏会 土井病院  小西 皐大 

【はじめに】本症例は左アテローム血栓性脳梗塞

を受傷した 80 歳代の女性である。麻痺の影響は

ほとんどなく、入院時より動作能力は高かった。

しかし、関節リウマチや緑内障などの併存疾患の

影響が大きく、入院以前から一日の活動量が低下

していた。退院後も入院以前と同様の生活を続け

ると、ADLが低下していく可能性が高いと考えた。

そこで退院後に指定訪問リハビリテーション(以

下:みなし訪問)の導入により入院以前よりも活動

量を確保することができた為、ここに報告する。 

【症例紹介】身長:138cm 体重:31㎏ 介護度:要介

護 1 家族構成:夫と二人暮らし 家族の HOPE:トイ

レに行けるようになって欲しい。 

【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。 

【入院時評価】(受傷 4週目) 体重:31 ㎏  

Mini Nutritional Assessment(以下:MNA):6/14点 

Fall Efficacy Scale(以下:FES):14/40点  

リウマチの Class 分類:Ⅲ 下腿周径(右/左;単位

㎝ ):24.0/26.0 握 力 ( 右 / 左 ; 単 位 kg):0/0 

Functional Independence Measure( 以

下:FIM):62/126 点 最大歩行距離:30m 程度 10m

歩行:44.05 秒 歩行項目は全て前腕支持型歩行器。  

【入院中の経過】リハビリでは身体機能への介入

に加え、精神面への介入も実施した。介入方法と

しては、歩容の改善や全身持久力の向上に伴い動

作がスムーズになったことを実感させ、スタッフ

や他患者様と会話する機会を設けた。その結果、

自己効力感が増大し、笑顔や活動性が増加した。 

【退院時評価】(受傷 15週目) 体重:33㎏  

MNA:10 点 FES:21/40 点 リウマチの Class 分類:

Ⅱ 下腿周径:24.5/25.5 握力:0/6.4 FIM:88/126

点 最大歩行距離:100ｍ程度 10ｍ歩行:39.58 秒 

Self-Rating Questionnair For 

Depression:21/36点 

【退院後の経過】退院後は意欲が低下し、活動量

が低下していくと予想した。この為、みなし訪問

での介入を行い活動量の確保に努めた。最終的に

自宅内では簡単な IADL 動作の実施と自主練習の

継続が可能となった。しかし、デイサービスの利

用回数の増加や訪問リハビリの継続といった社会

面に関しての変化は認めなかった。 

【考察】入院中は身体機能及び精神面へアプロー

チを実施することで、日常生活を自立することが

できた。しかし、集団でのレクリエーションへの

参加は困難であった。これは身体機能の低下に伴

い持久力や意欲が低下していることに加え、緑内

障により他者との交流を妨げられる為と考えた。

したがって、みなし訪問にて ADL 動作や IADL 動

作の練習を継続し、社会サービスへ繋ぐことで活

動量を向上させる必要があると考えた。 

身体機能及び精神面に対して、入院中と同じスタ

ッフがみなし訪問を継続することでやらないとい

けないと意識変容が生じ、自宅での動作練習を継

続することで、介入してすぐに食器洗いを実施す

るに至った。また、退院時の目標を達成した後は

新たな目標として簡単な自宅内の清掃を設定した。

さらに自主トレーニング(以下:自主トレ)を促し

たが、介入初期は実施しなかった為、食事に行っ

た際に自主トレをする習慣を作り、正のフィード

バックを行うことで達成感を得ることができたと

考える。加えて、家族様に実施している姿を褒め

てもらうことで、自己効力感が増大し、自ら自主

トレを考え実施するまで行動変容が生じ、以前よ

りも家庭内での活動量が増えたと考える。 

社会面に関しては、デイサービスと連絡を取り合

い、本人様の性格を踏まえた上でのレクリエーシ

ョン活動や他者との交流の方法を伝達した。また、

普段のデイサービスでの生活については連絡ノー

トでのやり取りを行うことで活動量が向上するよ

うに努めた。さらに、みなし訪問中に屋外へ出て

地域住民との交流を図ったが、意欲の要因が大き

く社会面の変化は見られなかった。 

最後に入院中からサービス担当者との顔合わせな

どの連携をとり、スムーズに他のサービスへの移

行していくことで拒否なく社会活動に参加してい

く為の準備を進めておく必要があったと考える。 



恐怖心軽減により身体能力が向上し、屋内独歩自

立にて自宅退院となった一症例 

みきやまリハビリテーション病院 伊森 俊介 

【はじめに】今回、起立の際に転倒し骨盤骨折を

受傷した症例を担当した。院内生活、リハビリに

おいて恐怖心が強かったが、それを克服し、ADLが

向上した。その経緯についてここに報告する。 

【症例紹介】80歳代女性。起立の際に転倒し救急

搬送、骨盤骨折と診断。保存的加療となり、30病

日、リハビリ目的で当院回復期病棟入院。病前

ADL：自立。家族構成：夫と二人暮らし。HOPE：早

く帰って家事がしたい。既往歴：右大腿骨頸部骨

折(歩行時に転倒)。転倒歴：頻回にあり。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に従い、口答と同

意書にて、目的と内容の説明を行い、同意を得た。 

【理学療法評価(右/左)】初期(30〜40 病日)→最

終(90〜100病日)。<Manual Muscle Test>中殿筋

2/3→4/4。<Range Of Motion Test(単位°)>股関

節外転 40/50→45/50。<下腿周径(単位 cm)>最大

24.1/25.1→26.1/26.1。<大腿周径(単位 cm)>膝蓋

骨上縁 15cm 31.1/31.8→33.1/32.9。<Numerical 

Rating Scale(以下 NRS)>長内転筋の圧痛 8/10→

2/10、歩行時の疼痛 4/10→2/10。<Berg Balance 

Scale>15 点(恐怖心による実施不可項目あり)→

51 点 (全項目実施可能 )。 <Modified Falls 

Efficacy Scale(以下 MFES)>39 点→97点。<Timed 

Up And Go Test>28.23秒→16.56秒。<10m歩行

>16.50秒、25歩→11.93秒、21歩。<歩行観察>：

右荷重応答期～立脚中期の骨盤左下制。左遊脚初

期の左下肢のクリアランス低下→骨盤下制軽減、

クリアランス向上。<Functional Independence 

Measure>45点→112点。 

【治療経過】約 50病日までは恐怖心が強く、移動

形態が車椅子であった。そのため、まずは ADLで

の恐怖心の軽減を図った。機能・能力面では練習

難易度を調節しつつ筋力トレーニング、歩行練習

を中心に実施し、約 70病日には恐怖心が軽減、移

動形態を歩行器に変更した。約 80病日には T-cane

での院内歩行が自立となり、約 100病日、屋内独

歩自立にて自宅退院となった。 

【考察】本症例は起立、歩行での転倒歴があった。

本症例の HOPE より修正自立以上の歩行の獲得が

必須と考え、恐怖心、歩行に着目して介入した。

まずは恐怖心について述べる。初期評価にて筋力

低下や可動域制限などを認めたが、機能低下に対

して能力低下が非常に大きい印象を受けた。本症

例は入院以前から自宅内での転倒を繰り返してお

り、リハビリや院内生活では「もうこけたくない」

「1 人でするのは怖い」などの発言を認めた。こ

れらの要因から能力低下の原因が恐怖心の可能性

があると考えた。恐怖心は歩行に限らず、各 ADL

にて認めた。これに対して、日毎に段階的に目標

を定め、達成した時に正のフィードバックを与え

つつ、ADL 練習を実施した。その結果、介助量が

徐々に軽減した。また、ADL に対しての自信がつ

き、MFESは 39点→97点に向上したと考える。高

取らは「転倒恐怖感はその存在自体が転倒リスク

を高め、心身機能及び QOLを低下させる」と述べ

ている。本症例の場合、初期評価から最終評価に

て身体機能の向上も認めているが、恐怖心の克服、

ADL に対しての自信の向上による身体能力の向上

が大きかったのではないかと考える。 

次に歩行について述べる。本症例は頻回な転倒歴

があり、歩行練習の際にも左下肢の躓きを多く認

めた。原因は右中殿筋の筋出力低下による右立脚

期の不安定性であると考えた。本症例は初期評価

で右長内転筋に圧痛を認め、防御性収縮が生じて

いた。そのため、相反神経抑制により、右中殿筋

の筋出力低下を引き起こしていると考えた。これ

に対して、右長内転筋の防御性収縮の軽減を図る

ため関節可動域練習を行い、最終評価では右長内

転筋の NRSが 8→2まで軽減した。その結果、右中

殿筋の筋出力が向上し、右立脚期の安定性が向上

したと考える。これらによって歩行不安定性が軽

減し院内生活でも躓きが減少、屋内独歩自立とな

り、自宅退院に至ったと考える。 

【結語】本症例を通じて、身体機能面だけではな

く、気持ちに寄り添いリハビリを実施することが

結果的に身体機能・能力を向上することに繋がる

と実感した。 



洗濯動作の再獲得を目指した症例 

大山記念病院 藤原光啓 

【はじめに】左ラクナ梗塞を呈し、自宅復帰にお

いて洗濯動作の再獲得を目的に介入した症例をこ

こに報告する。 

【症例紹介】80歳代女性。右片麻痺が出現し A病

院を受診。左放線冠にラクナ梗塞を認める。発症

3 週後に当院へ転院。病前は屋内独歩。家事動作

全て自立。Hopeは「家のことがしたい、特に洗濯

がしたい」である。自宅の洗濯干し場は洗濯機か

ら約 30m先の車庫で、その動線上に飛び石がある。 

【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。 

【初期評価:発症後 3 週(右/左)】Brunnstrom 

recovery stage(以下 Brs):右上肢・手指Ⅲ、右下

肢Ⅴ。右踵膝試験:振戦著明、測定障害軽度、11.1

秒/5 往復速度。徒手筋力検査(以下 MMT):体幹屈

曲 2、体幹回旋 2/2、股関節外転 2/4。立位姿勢:

胸部左凸・腰部右凸側弯、骨盤右回旋位、胸腰椎

移行部より円背著明。Berg Balance Scale(以下

BBS):31点。Timed Up & Go Test(以下 TUG、快適

速度) :20.2秒。6分間歩行テスト(以下 6MWT):距

離 42m で中断。歩行観察(独歩右側方介助):右立

脚中期で骨盤右回旋著明。両側の立脚終期で股関

節伸展が不足(左＞右)。右足部クリアランス低下。 

【理学療法経過】右肩甲帯の固定性向上を目的と

してリーチ動作、上肢挙上練習を実施。右立脚期

の安定性の改善を目的として体幹・股関節の筋力

強化練習を実施。また歩行練習として老人車使用

での歩行や独歩も実施。発症後 7週で洗濯動作を

主とした家事動作練習を開始。発症後 8週で老人

車にて長距離歩行練習開始。 

【最終評価:発症後 14週(右/左)】Brs:右上肢・手

指Ⅳ、右下肢Ⅵ。右踵膝試験:振戦軽度、測定障害

軽度、8.1 秒/5 往復速度。MMT:体幹屈曲 3、体幹

回旋 2/2、股関節外転 2/4。BBS:43 点。TUG:16.2

秒。6MWT:距離 54mで中断。歩行観察(独歩・右手

洗濯籠把持):右立脚中期で骨盤右回旋軽減。両側

の立脚終期で股関節伸展が不足(左＞右)。右足部

クリアランス向上を認める。 

【考察】Hopeについて詳しく問診を行うと家事動

作の中で洗濯動作が最も優先度が高い。また、洗

濯竿が 170㎝と高く、洗濯動線上に飛び石があり、 

洗濯機から洗濯干し場まで約 30mであった。さら

に、普段の発言から退院後も洗濯動作は自身で行

うと推測できたため自宅を想定して一連の洗濯動

作の評価を行った。概ねの動作は可能であったが

洗濯物干し動作および洗濯籠を把持した状態での

歩行(以下、運搬動作)に実用性の低下を認めた。

洗濯物干し動作に関して、自宅の洗濯竿の高さは

調節可能であると問診で聴取していたため環境調

整で対応可能であると考えた。運搬動作では右足

部クリアランスが低下していたため転倒リスクが

高いと考えられた。また、最大歩行距離より耐久

性の低下が認められた。そのため、洗濯動作に着

目し、Hopeの実現に向け介入した。 

運搬動作における右足部クリアランス低下の要因

として、①右肩甲骨周囲筋の運動麻痺および腹筋

群、両股関節周囲筋の筋力低下による右立脚期の

体幹保持、慣性力および蹴り出し不足、②右下肢

の主動作筋、拮抗筋の協調性低下による右遊脚期

での右膝関節伸展の制動困難であると考え、これ

らに対して介入した。 

治療内容として右肩甲骨周囲筋に対してリーチ動

作を中心とした運動を実施。腹筋群に対しては不

安定面上座位を中心とした体幹筋群の促通および

筋力強化練習を実施。また股関節周囲筋に対する

筋力強化練習も実施した。協調性の運動療法につ

いては特異性の原則に基づいて足底ボール転がし

などを実施した。 

最終評価では右上肢随意性、体幹屈曲筋力、右下

肢協調性が改善し、右足部クリアランスの向上が

みられ、自宅の環境を想定した運搬動作の転倒リ

スクが軽減していた。これらのことから Hope で

ある洗濯動作が可能になった。 

【結語】右上肢の随意性向上、体幹屈曲筋力、右

下肢協調性の改善により洗濯動作は自立レベルに

至った。しかし、耐久性は病前レベルまで至らな

かったため、洗濯干し場を洗濯機から約 15m先に

変更する提案を行い退院となった。 



精神面不安定となりリハビリテーション意欲が低

下した事で目標設定に難航した症例 

医療法人社団薫楓会 緑駿病院  

リハビリテーション科 本田直慶 

【はじめに】今回,パーキンソン病（以下 PD）を

呈した症例を担当し,精神面不安定となりリハビ

リテーション（以下リハ）意欲低下に伴う活動量

低下を認める中,唯一本症例の受け入れが良かっ

た練習から目標を再考した経過について報告する. 

【症例紹介】70 歳代女性.X 年に A センターにて

PD と診断.X+2 年 Y 月に左尾状核出血性梗塞を認

めた.長期療養とリハ目的で X+2年 Y＋6月 Z日に

当院へ転院.物事に固執しやすく,日常生活では依

存傾向.Hopeは車椅子上で食事を摂りたい. 

服薬:カルコーパ L100,1日 6錠服用. 

【倫理的考慮】本症例報告はヘルシンキ宣言に基

づき,対象者と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. 

【理学療法評価】（初期: Z日～Z+7日→最終:Z+90

日～Z+97日）Hoehn＆Yahr重症度分類:Ⅳ.自己評

価式抑うつ性尺度（以下 SDS）56/80→60/80. 

座位 Functional Reach Test（以下 FRT）:6㎝→

14㎝.Functional Independence Measure:56/126

→56/126（移乗 2→2）.粗大筋力評価:両上肢 3→

3,両下肢 2→2,体幹 2→2．動作観察:Z+80日:座位

移乗動作（重介助）は体幹前傾が少なく,頭部が膝

関節を超えず,介助にて股関節屈曲を促した.体幹

の引き上げ,体幹側方移動を腋窩介助にて実

施.Z+90日:座位移乗動作（重介助）の臀部移動を

２回の動作に分けて実施.足部の位置をベッド側

に配置し,臀部側方移動を行う.移乗先側の下腿を 

内旋して離殿を行い,骨盤回旋は自己にて実施.体

幹回旋は腋窩介助にて実施. 

【経過】Z+8 日:理学療法目標を step 動作能力改

善に伴う移乗動作の介助量軽減（重介助→中介助）

とした.Z+38 日:リハに対して拒否的な発言がみ

られる様になる.Z+50日:膝折れを認め、運動療法 

一切拒否となる.Z+70 日:ゲーム性を取り入れた

輪入れ練習を提案.Z+75 日:骨盤前傾が自動で可

能となる.Z+80 日:座位移乗を提案し,動作評価を

実施.Z+90 日:臀部移動を２回の動作に分けた座

位移乗を提案すると「楽だ」「この方法がいい」と 

の発言を認める.Z+95 日:離殿動作能力の向上に

伴う座位移乗動作介助量軽減（重介助→中介助）

に目標を再設定する. 

【考察】本症例は入院当初から悲観的な発言があ

り,SDS の結果から鬱傾向を認めた.理学療法自体

は実施できていた為,症例の Hope を考慮し,Step

動作能力改善に伴う移乗動作の介助量軽減を目標

とした.しかし,環境の変化から徐々にリハ拒否が

出現し,更に介入中に膝折れを認めた事で,運動療

法実施困難となった.そこで,練習方法を変更・提

案し,①症例の趣味を活かし,離床や,その後のプ

ログラムの導入に繋げる.②ゲーム性を取り入れ

た内容を実施する事で,より症例主体の理学療法

へと変更していった.その結果,ゲーム性を取り入

れた座位での輪入れを用いたリーチ練習は唯一拒

否なく反復して行えた.また,継続した結果,自動

的な骨盤前傾運動に改善を認め,症例と出来るよ

うになってきた事を共有した.このことが,離殿時

の介助量軽減に繋がるのではないかと考え,症例

に膝折れに伴う転倒リスクを軽減できる臀部移動

を２回に分けた座位移乗動作を提案したところ,

「楽だ」「この方法がいい」との発言を認めた為,

症例と話し合い,離殿動作能力の向上に伴う座位

移乗動作介助量軽減（重介助→中介助）に目標を

再設定した.林らは,「PDを含むパーキンソニズム

を呈する患者の練習方法で最も大切なのはその方

法が継続する事が可能で効果を生み出すことにあ

る」また,「時間がかかり過ぎたり,辛かったりす

る方法は,モチベーションを保つことが困難とな

る」と述べている.この事から,①難易度を低く設

定した,ゲーム性を取り入れた座位での輪入れ練

習を選択した事,②座位 FRT 等の効果を数値化・

共有できた事が症例のモチベーションや継続した

実施に反映し,目標の再設定に繋がったと考える. 

【結語】進行性疾患を有する方の治療に当たって

は避けられない身体機能低下や疾患の特性を見据

えた上で精神面,QOL,病期等を総合的に考慮し,適

宜目標を更新していく必要があると感じた. 



TKA後患者の早期退院についての検討 

みきやまリハビリテーション病院  木梨 尚登 

【はじめに】今後の医療現場の課題の一つとして、

高齢化に伴う入院患者数の増加が挙げられている。

その対策として早期退院は重要なテーマである。

本症例を基に早期退院について検討したため、こ

こに報告する。 

【症例紹介】60歳代女性、右人工膝関節置換術(以

下 TKA）施行。術後 6 日で当院入院。既往歴に左

TKA。術前は屋内 T字杖歩行・伝い歩き、屋外両 T

字杖歩行で ADL 自立。HOPE は「杖なしで歩きた

い。」、「1ヶ月程度で帰りたい。」であった。 

【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し、同意を得た。 

【初期評価(術後 7日目)】右/左 

院内車椅子自立。血液検査(CRP)：3.3mg/dl。視診・

触診：術創部周囲に熱感・腫脹(+)。膝蓋上縁部周

径：45.0/40.0cm。Numerical rating scale(以下

NRS)：右膝屈曲時(膝蓋骨上縁部)5、歩行時(膝全

体)6。Range of motion test (以下 ROM－T)：膝

屈曲 90°/120°・伸展-10°/0°。Manual muscle 

test(以下 MMT)：大腿四頭筋 3/5。 

【経過】入院時よりアイシング、歩行練習、関節

可動域練習、筋力増強練習、自主練習を開始。術

後 17日目に院内 T字杖歩行自立。術後 44日目に

独歩自立レベルで自宅退院。 

【最終評価(術後 38日目)】右/左 

院内独歩自立。血液検査(CRP)：0.1mg/dl。視診・

触診：術創部周囲に熱感・腫脹(－)。膝蓋上縁部

周径：41.0/40.0cm。NRS：右膝屈曲時(右膝内側部)3。

ROM－T：膝屈曲 115°/120°・伸展-5°/0°。MMT：

大腿四頭筋 5/5。 

【考察】本症例の HOPE を考慮し、31 日程度を退

院目標とした。プロトコールも参考に介入し、術

後 44 日で退院となった。最初に本症例が早期退

院であったかについて検討する。早期退院の基準

を明確に示すものは見られなかった。飛山らは「我

が国の TKA 在院日数は 35～37 日、諸外国では平

均 6.2 日。」としている。そのため、今回は 35～

37日を基準とした。これを考慮すると、術後 44日

が早期退院とは言い難い。では、早期退院には何

が必要であったか、療法士として介入できる範囲

で検討したい。 

早期退院に必要な事として、「疼痛の自己管理」「自

己効力感」が重要と考える。まず疼痛の自己管理

について考える。疼痛は TKA術後患者の主訴であ

ることが多く、その管理方法を考える必要がある。

疼痛の自己管理を術後早期から行う事で関節可動

域改善に繋がり、日常生活で必要な可動域を獲得

することで早期退院に繋がると考える。では、疼

痛の自己管理をどのように行うかが重要になって

くる。岡らは「セルフチェックシートを用いた疼

痛管理が術後早期の疼痛・可動域増悪防止に有効

である。」としている。今回、測定はリハビリ時に

療法士が行っていた為、セルフチェックシートを

使用しての疼痛管理は実施していなかった。その

為、セルフチェックシートを用い、少なくとも最

も疼痛が強くなるとされている術後 2週程度まで

疼痛管理を行う事で長期的な疼痛を予防する必要

があったと考える。疼痛は生活する上で不安要素

となる。療法士による疼痛管理より疼痛を自己管

理する方がリハビリ時間以外でも管理が行える為、

不安要素がなくなると考える。次に自己効力感に

ついて考える。バンデューラは「自己効力感を得

ると努力を行うようになったり、不安や恐怖が減

少する。」とされている。様々な環境での歩行課題

が可能になることにより自己効力感が向上すると

考える。自宅環境を確認し、坂道や不整地等を行

う事で入院前、恐怖心から行っていなかった坂道

歩行も独歩で可能となった。自己効力感を得るこ

とで早期退院にも繋がり、退院後の活動性も維持

できると考える。早期退院するメリットは院内生

活と比較し、活動量が増加することである。その

反面、療法士による治療と自宅での自主練習によ

る治療とでは予後に差が生じる可能性がある。そ

の為、退院後も介護保険サービス等で療法士によ

る経過観察と、それに合わせた自主練習の再指導

等のフォローも大切であると考える。 

【結語】今後患者様にとってより良い状態で早期

退院が可能となるよう課題に取り組んでいきたい。 



ラテロパルジョンに対し、足底感覚を利用したバ

ランス練習を行い、独歩を獲得した一症例。 

栄宏会小野病院リハビリテーション科 村上哲之 

【はじめに】今回、左延髄・左小脳梗塞を発症し、

運動麻痺は軽度であったが、ラテロパルジョン、

失調症状、酩酊歩行を呈し独歩が困難となった症

例に対し、足底感覚を利用したバランス練習を行

い、独歩を獲得し復職に至ったので報告する。 

【症例紹介】60代女性。X月 Y日左眼奥の疼痛の

後、構音障害、左口角下垂と右半身の痺れ感を自

覚し、A病院へ緊急受診される。MRIにて左延髄か

ら小脳にかけての脳梗塞と診断され同日入院。ヘ

パリン、バイスピリン加療を行う。Y＋14 日に当

院一般病棟へ入院。翌日より回復期病棟でのリハ

ビリテーション開始。入院前は高校の非常勤講師

(週 3)をされ、車の運転、ADLはすべて自立。HOPE

は 3週間で退院し復職がしたい。主訴は眩暈がす

る、ふらつく。既往歴は、結核、うつ病、高血圧

症。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、本症例

には発表目的を説明し、同意を得た。 

【初期評価(発症後 3週目）】Brunnstrom recovery 

stage(以下 BRS)は左右共にⅥ。徒手筋力検査(以

下 MMT)では体幹屈曲 3、体幹回旋左右 3。下肢 4～

5。関節可動域検査(以下 ROM-T)右膝伸展-10°。

感覚検査では触圧覚 9/10、温痛覚 5/10、位置覚、

運動覚低下なし。踵膝試験にて下肢失調見られず。

躯幹失調検査ステージⅢ。Timed UP & GO Test(以

下 TUG) 12.0秒(歩行器)。Berg Balance Scale(以

下 BBS)41/56点。立位時より左側に体が傾き、傾

いていることに気付くも、自己修正困難な左への

側方突進(以下ラテロパルジョン)が生じ、閉脚立

位困難。ワイドベースにて立位保持可能。独歩で

は眼振に伴う眩暈、ラテロパルジョンを生じ、バ

ランス能力が低下したことに対し代償としてワイ

ドベースにて酩酊様の歩行を呈していた。 

【理学療法経過】足底感覚を利用したバランス練

習を実施。立位時、裸足にて人工芝を使用し、足

底感覚が左右において同様になるようにし、難易

度を段階的に上げ、ラテロパルジョンが生じにく

かったワイドベースから閉脚立位に移行した。歩

行時には裸足にて感覚入力を行った後、ADL に即

したものに移行していき、靴を着用しての歩行を

実施。発症後 4週目には閉脚立位が見守りにて数

秒保持可能となり、発症後 5週目には歩き始めは

ワイドベースにてふらつきがあるものの、見守り

にて歩隔を狭めての独歩が可能となった。 

【最終評価(発症後 6週目)】 

BRS は左右共にⅥ。触圧覚 10/10。温痛覚 5/10。

MMT左右共に 5、体幹屈曲 5、体幹回旋 5。躯幹失

調検査ステージⅡ。TUG 8.2秒(独歩)。BBS46/56。

閉脚立位保持可能。独歩自立。歩隔減少し歩幅向

上、左立脚時のラテロパルジョンの頻度が軽減し、

左へのふらつき軽減。退院 1週間後に復職となっ

た。 

【考察】本症例は左延髄・小脳の梗塞により、ワ

レンベルグ症候群を呈し、眩暈、左へのラテロパ

ルジョンがみられていた。独歩困難も復職のため

3 週間での退院を希望されており、独歩自立が必

要であった。これに対し、バランス能力の低下が

問題点として考えられる。バランス能力の低下に

おいて、阿部(2019)によると姿勢保持に重要な役

割を果たす 3入力系を利用したアプローチを考え

たとき、ワレンベルグ症候群では前庭機能障害が

容易に推察される。また、意識されない感覚は利

用し難く、意識される知覚である触覚や圧覚情報

を利用できるよう、理学療法士が導くことがよい

ように思われると述べている。そのうち、眼振や

眩暈を生じており、視覚からの介入は困難であっ

た。そのため体性感覚からの介入が有効と考えた。

今回の症例に対し、体性感覚からの介入として意

識下での足底への感覚入力を利用したバランス練

習を実施したことにより、ラテロパルジョンが軽

減しバランス能力の向上がみられた。この結果、

独歩自立し、自宅退院が可能となり退院後復職が

可能となったと考える。 

 

 

 

 



右遊脚期の骨盤後傾に着目し、課題指向型トレー

ニングを用いて歩容改善を目指した症例 

医療法人社団 栄宏会 土井病院 

デイケアセンター 福田圭吾 

【はじめに】今回、左視床出血により右片麻痺を

呈した症例を担当した。課題指向型トレーニング

を用いた運動学習により、歩容改善に至ったため、

ここに報告する。 

【症例紹介】70歳代の男性。X年 Y月に左視床出

血と診断。保存加療にて血腫増大なく経過。ADL向

上、在宅療養可能となったため退院、Y+7 か月よ

りデイケア利用開始。病前 ADL は自立。HOPE は、

もう少し力をつけて歩きたい、趣味活動再開。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、本症例

には、本発表の趣旨を説明し、同意を得た。 

【初期評価（Y+9か月）】全体像として、その日に

よって訴えが変化することがあり、時折、悲観的

な発言が認められた。筋緊張検査、右ハムストリ

ングス・下腿三頭筋筋緊張亢進。表在・深部感覚、

中等度鈍麻。関節可動域検査（以下 ROM-T、右/左、

単位：°）、股関節伸展 5/15、膝関節伸展-5/0、足

関節背屈 0/5。徒手筋力検査（以下 MMT、右/左）、

体幹屈曲 3、股関節屈曲 4/5、股関節伸展 2/4。

Brunnstrom recovery stage（以下 BRS）、右上下

肢Ⅵ。トーマステスト・エリーテスト陽性。歩行、

右立脚中期（以下 MSt）～立脚後期（以下 TSt）に

て股関節伸展乏しく、右遊脚初期（以下 ISw）に

てすり足となり、右 ISw～遊脚中期（以下 MSw）に

て骨盤後傾させ右下肢を振り出す。 

【理学療法経過】介入初期より、下肢・体幹のス

トレッチ・筋力トレーニング、立位での動作練習

として、足関節底背屈練習、股関節屈伸練習、歩

行練習を行った。その後、課題指向型トレーニン

グとしての段差昇降練習と股関節伸展ストレッチ

を行った。 

【最終評価（Y+14 か月）】筋緊張検査、右ハムス

トリングス・下腿三頭筋の筋緊張は初期より軽減。

表在・深部感覚、中等度～重度鈍麻。ROM-T、股関

節伸展 5/15、膝関節伸展-5/0、足関節背屈 5/10。

MMT、体幹屈曲 4、股関節屈曲 4/5、股関節伸展 3/4。

BRS、右上下肢Ⅵ。トーマステスト・エリーテスト

陽性。歩行、右 MSt～TStにかけて股関節伸展乏し

く、右 ISw～MSwの骨盤後傾は、初期より改善する

が、体幹を過度に右回旋させ、右下肢を振り出す。 

【考察】本症例は、左視床出血により、右片麻痺

を呈した症例である。本症例の訴えとして、歩行

に対する意欲が高く、自身の歩行を他者と比べら

れることがあった。そのため、歩行動作について

アプローチを行った。 

 右下肢を振り出す際の骨盤後傾について、すり

足に対する代償であると考えた。本症例の MMTで

は、大きな低下がみられなかったため、運動学習

による歩容改善が適していると考えた。奈良らは、

何らかの課題を学習する最良の方法は、その特定

の課題を練習することであり、脳の残存機能を用

いて運動機能を回復させるとしている。よって、

段差昇降練習を取り入れた。練習後は、歩容の変

化についてフィードバックを行った。また齋藤ら

は、正常歩行時の遊脚原動力は、股関節屈曲筋で

ある腸腰筋や大腿直筋の収縮力に加え、遊脚振り

子として、股関節の位置エネルギーが原動力とし

て貢献しているとしている。本症例は右腸腰筋、

大腿直筋の短縮がみられ、遊脚振り子としての位

置エネルギーが減少していると考えた。よって股

関節伸展ストレッチを行った。その結果、骨盤後

傾は改善がみられたが、右 ISw～MSw にて過度に

体幹を右回旋させ、振り出しを行うようになった。

原因として、右腸腰筋、大腿直筋の短縮が考えら

れる。整形外科的テストに変化はなく、また、右

MSt～TSt にかけての股関節伸展も乏しい状態で

あった。そのため、先に述べた、遊脚振り子とし

ての位置エネルギーが減少し、体幹を回旋させた

努力的な振り出しを行っていたと考えられる。今

後は、体幹・骨盤の安定性向上を目的とした運動

を取り入れ、本症例の希望に沿った歩容に近づけ

られるようアプローチしたい。 

 歩容は徐々に改善がみられ、会話の中でも悲観

的な発言は減少し、本症例の気持ちの変化もみら

れた。今後は、趣味活動再開に向けた動作練習な

どを中心に行い、アプローチを行っていきたい。 



諦めていた余暇活動の再獲得を目指した症例 

  大山記念病院 萩原瑠哉 

【はじめに】左全人工股関節置換術(以下 THA)施

行後、諦めていた余暇活動の再獲得を目指した症

例について報告する。 

【症例紹介】80歳代女性。X月 Y日自宅風呂場で

転倒し、翌朝も歩行困難のため当院受診した。左

大腿骨頸部骨折の診断にて Y+4日左 THA(前側方侵

入)施行した。病前生活：独歩自立。役割：洗濯、

調理。趣味：畑仕事（耕作、施肥、播種、収穫）、

散歩、旅行。Hope：自分のことは自分でしたい。 

【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。 

【初期評価】術後 12日目 前腕支持型歩行器自立 

関節可動域検査(以下 ROM-T、単位：°、左/右、疼

痛：P)股関節屈曲 70P/110、伸展 10/非実施、膝関

節伸展-10/-10。徒手筋力検査(以下 MMT、左/右)

股関節屈曲 2/4、外転 2/非実施、膝関節伸展 2/4。

歩行観察:左トレンデレンブルグ、左立脚中期～立

脚後期に左股関節伸展不足を認めた。左遊脚期は

骨盤後傾・右回旋にて左下肢を振り出していた。

問診：アンケートにて病前・退院後の生活につい

て確認した。 

【理学療法経過】初期は歩行に着目し、左股関節

周囲の筋力強化、可動域改善を中心に介入した。

術後１か月頃に独歩自立となり、余暇活動の再獲

得に向けて、畑仕事に必要な床上動作・低床椅子

への座り込み動作を評価した。しかし、脱臼に対

する恐怖心が強く物的支持や上肢での代償が必要

であったため、繰り返しの動作練習・脱臼指導を

実施した。また、畑・散歩・旅行を想定し屋外不

整地歩行練習を開始した。 

【最終評価】術後 53日目 独歩 

ROM-T：股関節屈曲 110P/120、伸展 20/20、外旋

40/45、膝関節屈曲 140/145。MMT：股関節屈曲 4/4、

外転 4/4、膝関節伸展 4/5。床上動作・低床椅子へ

の座り込みは努力様の動作が改善し、物的支持な

く円滑に実施可能となった。屋外歩行は休憩を挟

みながら 30分程度歩行可能となった。 

【考察】本症例の趣味は、散歩・畑仕事・旅行と

活動的であったが、受傷による不安から身辺動作

のみ希望され、余暇活動については「畑は息子に

してもらうし、旅行はいっぱい行ったからいいわ」

と諦める発言が多かった。そのため、病前・退院

後に行いたい余暇活動の確認を目的にアンケート

を実施し、動作の再獲得を目指した。 

初期は、移動手段の獲得と補助具の提案や動作指

導を行い、日常生活動作の早期自立を促し、自立

心を高める関わり方をした。 

 中間評価時は、「畑は指示だけして監督するわ」

と自分で作業することを諦めるような発言が聞か

れたが、初期よりも参加への意欲向上を認めた。

実際の畑仕事を想定し、収穫物や道具の運搬、低

床椅子への座り込みやその姿勢での作業、一輪車

の操作練習などを畑内で実施した。また、畑・旅

行・散歩を想定し、長距離の屋外不整地歩行練習

を実施するなど、動作に対する不安軽減や意欲向

上を目指す関わり方をした。 

 最終評価時は家屋訪問に行き、自宅内や余暇活

動に必要な動作を一緒に確認し、各動作が安全に

遂行可能であった。この成功体験が自信につなが

り、具体的な動作イメージが獲得できたことで「こ

れやったらできそうやね」と少し前向きな発言が

増えた。最終的に畑仕事は家族への指示や立位で

の収穫に対する参加意欲が獲得できた。また、よ

り安全に余暇活動を行うため、散歩に関しては交

通量や障害物の少ない道を勧め、旅行時の長距離・

人混み・不整地歩行は杖の使用を提案した。 

これらの成功体験や提案により、生活・活動範囲

の狭小化を防ぎ、役割の再獲得、生活の質向上に

繋げることができた。 

【結語】今回、症例が望んでいた余暇活動の再獲

得に取り組み、一定の効果を得た。しかし、練習

を繰り返す中で課題の成功体験や正のフィードバ

ックが不十分であり、受傷や脱臼による不安を最

後まで取り除くことができず、病前のような本人

主体の畑仕事の獲得には至らなかった。久住らは

「課題の成功体験や正のフィードバックを受ける

ことで自己効力感を有しやすい」と述べているが、

改めて患者様との関わり方の難しさを学んだ。 



重度右片麻痺患者の移乗の介助量軽減を目指した

が、断続的な介入拒否と発熱により難渋した症例 

          多可赤十字病院 内橋和也 

【はじめに】 

日常生活動作（以下 ADL）全介助の重度右片麻痺

患者が、車椅子駆動を一部可能となったため、こ

こに報告する。 

【症例紹介】 

80歳代女性。ｘ月ｙ日に右片麻痺を認め、A病院

に搬送される。左内包出血にて保存的治療となる。

退院先の検討及びリハビリテーション継続目的で

当院にｚ（ｙ+33）日転院となる。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき、発表の趣旨を説明し、

御家族より口頭にて同意を得た。 

【理学療法評価】 

初期評価（Z+14日）→最終評価（Z+77日） 

全体像：意思疎通は可能だが、時々不穏あり。→

日によって介入拒否が強い。意思疎通が可能な時

もあれば、辻褄の合わない発言や情動失禁あり。

Brunnstrom Stage：上肢Ⅰ手指Ⅱ下肢Ⅱ→上肢Ⅱ

手 指 Ⅱ 下 肢 Ⅱ 、 Scale for Contraversive 

Pushing：6点→0.5点、感覚：麻痺側上下肢重度

鈍麻、粗大筋力検査（以下 GMT）：下肢 2→2～3、

握力：5㎏、HDS-R：6点 基本的動作 端坐位：

Pusher（+）、軽介助必要→介助バー把持し、継続

的な声掛けがあれば最大 5～15分保持可能。移乗：

2 人介助→1人介助、車椅子座位：Pusher（-）、体

幹伸展位傾向、臀部前方移動（+）→臀部前方移動

減少。車椅子駆動：（補助具非装着時）非麻痺側下

肢が床に接地、体幹屈曲・左側屈位。非麻痺側上

肢で駆動は可能であるが、下肢駆動及び方向転換

困難。→（補助具装着時）非麻痺側下肢にて方向

転換可能で最大 40ｍ駆動可能となったが、日によ

り差が生じた。 

【理学療法経過】 

1～2ｗから促通運動・感覚入力・端坐位・立位練

習を実施。介入 1～2ｗから断続的な介入拒否と発

熱がみられた。3～4ｗから車椅子駆動練習を追加。 

 

【考察】 

本症例は元々夫の介助をされており、病前 ADL自

立レベルであった。介入当初は急激な ADL低下に

伴い、退院先を悩まれていた。そのため、どの方

向性になっても必要となる移乗の介助量軽減を初

期の目標とした。しかし、断続的な発熱による体

調管理の難しさや、生活全般に重介助が必要であ

ることからカンファレンスを重ねた結果、施設を

希望された。施設で過ごす際に僅かでも車椅子駆

動ができることは生活の質の向上に繋がると考え、

より耐久性のある車椅子座位と車椅子駆動の獲得

へと目標を変更した。 

当初の目標である移乗の介助量軽減は本人の意欲

が引き出せず介入拒否が目立っており、身体機能

からも改善は難しいと考えられたが、日によって

取り組めていたため引き続き継続した。同じく身

体機能や認知症があることから下肢の駆動や方向

転換が難しく、車椅子駆動練習は難渋した。しか

し、本人の受け入れが良かったため実施すること

ができた。調べていく中で車椅子に装着する補助

具があることを知り、本症例にも作成し練習に取

り入れた。その結果、口頭指示にて方向転換可能

となり、上肢駆動のみで最大 40ｍ可能であった。

方向転換が可能となった理由としては、補助具に

より安定した車椅子座位姿勢に繋がったことが一

因と考える。補助具非装着時での車椅子駆動では

非麻痺側下肢にて姿勢確保・駆動・方向転換が必

要であった。それに対して補助具装着時では方向

転換のみに限定できた。その結果、より少ない筋

発揮で方向転換可能となり、疲労感軽減による駆

動距離の延長にも繋がったと考えられる。 

 本症例を振り返ると、急速な認知症の進行と断

続的な介入拒否と発熱のため、実用的な車椅子駆

動の獲得には至らなかった。しかし、治療プログ

ラムを継続した事で Pusher の軽減や GMT などの

一部向上を図ることができた。その結果、初期の

目標であった移乗の介助量軽減や車椅子駆動を一

部達成することができた。 

 

 



歩行時の右立脚中～後期での不安定性を呈した右

TKA術後の一症例。 

松原メイフラワー病院 岡田直大 

【はじめに】今回右変形性膝関節症を発症し右人

工膝関節全置換術（以下右 TKA）を施行した症例

を担当し extension lag（以下 Lag）による歩行時

の右下肢支持性低下により不安定性を呈し、安定

性向上を目的に理学療法を実施し改善を認めたた

め以下に報告する。 

【症例紹介】本症例は 80歳代男性。X年 Y月 Z日

に右 TKA 施行。X−2 年に右膝痛を訴え定期的に関

節注射を行っていたが 

X 年 Y−３月に疼痛増強、X線画像にて 

変形が進行し手術目的で Z−2日に当院に入院。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ条約に基づき説明を行

った上で本人から承諾を得た。 

【初期評価（Z+13日）】 

歩行動作観察（歩行器）：右荷重応答期(以下右 LR)

に右膝関節軽度屈曲位で右足底接地するが(1)右

立脚中期(以下右 Mst)での右膝関節伸展が乏しく

軽度屈曲位のまま右立脚終期(以下右 Tst)を迎え

る。 

この時,(2)右 Mst～右 Tst にて体幹の左側方動揺

を呈した。 

検査・測定：関節可動域検査は右膝関節伸展可動

域−15°,徒手筋力検査は右膝関節伸展３,であっ

た。 

また右膝関節伸展時に 10°の Lagを呈し右下肢へ

の力の入りにくさの訴えがあった。NRS は動作時

５,安静時３である。また右大腿部腫脹,熱感を認

めた。その他の問題点は無い。 

【理学療法経過】 

(1)の機能障害として Lag,右膝関節伸展可動域制

限が考えられるため,①座位にて右踵部を把持し

右膝関節伸展最終域で完全伸展を促す右膝関節伸

展筋力強化練習patella setting,右膝関節伸展可

動域練習を実施した。また(2)の左側方動揺の改善

に対して右 LR～Mst時の右下肢支持性向上を目的

に②高さ 16㎝の台を用いた右下肢荷重練習,歩行

練習時に右 LR～Mstでの右下肢荷重の徒手誘導を

実施した。 

【最終評価（Z+28日）】 

歩行動作観察（杖）：右 Mstでの右膝関節伸展可動

域が増加し右 Mst～右 Tst での左側方動揺が消失

した。 

検査・測定：関節可動域検査は右膝関節伸展−5°,

徒手筋力検査は,右膝関節伸展５で Lag は消失し

た。NRSは運動時１,安静時０である。 

【考察】初期評価時, 右膝関節伸展時に Lagを呈

し右 Mstでの右膝関節伸展が乏しく右下肢支持性

が低下していると考えた。眞田らは「Lag を有す

る TKA後患者には膝伸展運動の主動作筋である大

腿四頭筋に,Lag が生じている膝最終伸展域に特

異的な筋力低下が生じていることが推察される」

と述べている。また眞田ら 

は「再獲得された膝最終伸展域における、大腿四

頭筋の筋再教育を始めとした膝伸展機構の機能改

善を図る必要性がある」と述べている。この事か

ら本症例では膝伸展機構の機能改善により Lagの

改善に効果があると考え,①を実施した。その結

果,Lagが消失し,右 LR～右 Mstでの右下肢支持性

が高まったと考えた。また,中山らは「Mst～Tstで

の膝関節伸展不足および屈曲モーメントの持続が

歩行時痛の一因となると考えられた」と述べてい

る。本症例においても右 Mst～右 Tst での右膝関

節伸展制限があり歩行時の右膝関節痛を認める事

から,伸展可動域制限の改善により Tst での伸展

モーメントが増大し右膝関節痛が軽減し立脚時の

右下肢支持性が高まると考え,②を実施した。その

結果,右 LR～右 Mst での右下肢の支持性が高まっ

たことで右 Mst～右 Tst での歩行動作の安定性が

向上したと考えた。 

【結語】本症例では歩行時の足関節運動について

は評価,治療介入ができなかったため今後の課題

にしていきたい。 

 

 

 

 

 



高次脳機能障害により介入に難渋した症例 

みきやまリハビリテーション病院  東垣 麻衣 

 

【はじめに】今回、高次脳機能障害により介入に

難渋し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、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、女性。令和 X 年 Y 月 Z 日、

自転車乗車中に車と衝突し、左脳挫傷、左硬膜下

血腫となり血腫除去術、外減圧術施行。Z＋8日後

気管切開術施行。Z＋9 日人工呼吸器離脱。Z＋30

日後、リハビリ目的で当院転院。キーパーソン:長

男。家族の希望:住み慣れた家で暮らしてほしい。 

【初期評価】画像所見(CT):左側頭葉･前頭葉挫傷、

正中線偏位あり。コミュニケーション:失語症、気

管支切開あり発声不可、聴覚理解不良、口型での

訴え多いが早く読み取れない。歩行:平行棒把持で

見守り。 

【理学療法経過】入院時より帰宅願望を認めてお

り身体に触れることにも拒否を認めていたが、U

字型歩行器歩行近位見守り、独歩軽介助での歩行

が可能であった。しかし、病棟では徘徊や危険行

動のリスクから車椅子を使用しており、徐々に不

穏増強を認めた。その為、Z+120 日経過した頃に

は拒否･抵抗強く、定期的な歩行練習の実施が困難

となった為に廃用による下肢筋力低下を認め歩行

のふらつきの増大を認めた。同時期にスピーチバ

ルブ装着開始。発話可能も会話は一方的なことが

多い。介入方法に関して症例検討を実施した上で

家族の希望を達成するため、複数人で歩行練習を

中心に運動量を確保する方針で介入を行った。

Z+150 日経過後、独歩中等度介助となる。数回院

内でショートカンファレンスを実施し、自宅退院

は難しいとの考えに至った。しかし、本人と家族

の強い希望もあり外出･外泊を試し行動を確認す

る必要があるとの結論に至った為、自宅退院を想

定し家族への介助指導を実施。新型コロナウイル

スによる面会制限や家族が多忙なこともあり、十

分な指導や家族の高次脳機能障害の理解が不十分

であった為、外出時に外傷は無かったが転倒して

帰院した。自宅では落ち着いていたが環境によっ

ては不穏となり、家族も自宅退院は困難と判断。

施設に入所し定期的な外出･外泊をする方向性に

決まる。Z+180 日経過後、拒否や暴言が再び過激

になる。継続的に歩行練習を行い屋内外独歩近位

見守りとなったが、再び介助量が増加し独歩軽介

助となる。退院先は新型コロナウイルスの影響で

外出･外泊を許可している施設が無く、ショートス

テイ週 5日利用し自宅退院となる。 

【最終評価】コミュニケーション:感覚性失語あり。

歩行:独歩軽介助、伝い歩き近位見守り。階段昇降:

近位見守りレベル。 

【考察】画像所見より脳挫傷由来の人格の荒廃、

脱抑制、易怒性、失語等が予想されたが筆談やジ

ェスチャー等を使用し、対話を行えていると考え

ていた。しかし、スピーチバルブを装着し発話が

可能となった時点で会話は一方的であり、暴言等

の頻度が増加した。同時に入浴や排泄ケアに対し

ても拒否を認めたがその場しのぎの説得と介助を

し、強制的に介入を進めた。その為、不信感が募

り、拒否や暴言が増悪したと考える。渡邉らは 「易

怒性に対して不適応行動時は無視程度にとどめ、

適応行動がみられた時には強化することが必要だ」

としている。しかし、本症例は失語症、認知機能

の低下、脱抑制があり強化が行えなかったと考え

る。今回、家族の高次脳機能障害の理解不足を配

慮した指導を出来なかった事や、十分な指導時間

を設けることが出来なかった事により、外出時に

転倒し帰院した。本症例は特に歩行練習に対して

拒否を認めていたが、家族は自宅退院を望んでお

り、自宅環境を考慮すると歩行動作の獲得は不可

欠であった。その為、身体機能向上を目的に歩行

練習を実施した。しかし、歩行練習は不穏を助長

しており、この介入方法が本症例にとって本当に

良かったのかという課題が残り、家族の理解や環

境調整にも時間をかける必要があったと考える。 

【結語】今回、高次脳機能障害による不穏、拒否

に対して、介入方法を相談し試行錯誤するも思う

ように進まず介入に難渋した。本症例で高次脳機

能障害の介入方法や理解を深めることが出来た。 



入院初期から退院後の生活を見据えて、他職種と

の連携を図って介入した症例 

ときわ病院リハビリテーション科 勝岡あゆみ 

【はじめに】今回、転倒により左大腿骨転子部骨

折を受傷しγネイル固定術を施行した症例を担当

した。入院初期から他職種と連携し、日中の活動

量の増大、家屋の環境設定や福祉サービスの調整

に取り組めたことで、介護者の負担軽減も考慮し

た生活様式を設定し、夫婦二人暮らしでの自宅退

院に至った。その経過や考察を踏まえ、ここに報

告する。 

【症例紹介】90歳代女性。自宅にて転倒し、左大

腿骨転子部骨折、γネイル固定術施行。術後 13日

でリハビリ目的にて当院転院。既往歴は骨盤骨折、

認知症。夫と二人暮らし、病前はセルフケア自立。

移動は屋内伝い歩き自立、屋外杖歩行軽介助。Hope

は家に帰りたい。Needはセルフケアの介助量軽減

と軽介助での移動能力獲得。介護度は要介護 1。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき本症例より承諾を得た。 

【初期評価：術後 2週】長谷川式簡易知能評価ス

ケール：8/30点、Berg Balance Scale：10点、機

能的自立度評価法（以下 FIM）：64/126点（食事 6

点、整容 4点、清拭 1点、更衣 1点、トイレ動作

4 点、移動 1点）、歩行：平行棒内歩行軽介助。日

中生活：基本はベッド上で過ごし、食事・排泄・

2 単位 3回の理学療法実施時は離床。 

【理学療法及び経過】入院時に家屋写真依頼。術

後 5 週で 4 輪型歩行器歩行監視。8 週で T 字杖歩

行軽介助、看護師と歩行練習開始。10週で 4点杖

歩行近位監視、同週に夫に動画で動作能力を共有。

11週にカンファレンス。13週に自宅で動作確認、

看護師と分担し夫へ介護指導。15 週に自宅退院。 

【最終評価：術後 14週】FIM：85/126点（食事 6

点、整容 5点、清拭 4点、更衣 4点、トイレ動作

5 点、移動 5点）歩行：4点杖歩行監視。Timed Up&Go 

Test：右 30秒左 29秒、Berg Balance Scale：29

点、6分間歩行 145ｍ。日中生活：基本は椅子座位

で過ごし、初期の活動に間食・趣味活動・看護師

との歩行練習等を追加。 

【考察】本症例は、左大腿骨転子部骨折を受傷し

γネイル固定術を施行した患者である。初期評価

時から、認知面の低下と FIMのセルフケアと移動

能力の項目に着目し、Hopeでもある夫婦 2人暮ら

しでの自宅退院を見据える上では、早期から他職

種で連携する必要があった。夫は介護に積極的で

あるが、高齢であるため限界があると考えられる。

夫に初期から、福祉サービスを利用し生活すると

いう概念を持ってもらうことを目的に入浴サービ

スの利用と杖・手すり・ベッドの福祉用具の利用

の検討を提案した。また、トイレ・整容・歩行に

ついては夫の介助が不可欠であることも伝えてい

た。以上の内容は医療ソーシャルワーカー、ケア

マネージャー、サービス事業者とも情報共有し連

携した。退院後の生活様式に沿った動作練習を実

施し、院内感染対策により面会禁止の中、夫には

動画で現状の動作能力を知らせることで情報共有

し病前との能力の変化を受け入れていけるように

配慮した。病棟看護師との連携では自宅での生活

様式を想定し、移動は伝い歩きや 4点杖歩行を取

り入れ、活動量増大のため間食・趣味活動・歩行

練習の時間を設けることができた。 

家屋調査兼、自宅での動作確認を実施し、環境設

定と福祉用具の選定をしたことは、転倒予防と夫

の介護負担の軽減に繋がると考えられる。生活ス

ペースを 1階に移し、ベッドの高さは病棟で練習

した高さと合わせ、トイレ・廊下・玄関上り框へ

の手すり設置実施。石田は自助を基本としながら

互助・共助・公助の順で取り組んでいくことが必

要であると述べており、本症例は初期から、共助

までの道筋を意識し介入した。デイサービスの利

用は介護を受けること以外に、参加の場ができる

事、介護者の負担軽減、異変時には医療に繋げら

れる事等にも期待できる。本症例は高齢、活動量

低下、認知症、高齢の夫と 2人暮らしという様々

な困難な点があったが、上記のような他職種との

連携により自宅退院に至ったと考えられる。 

【結語】本症例を通して、機能面のみでなく視野

を広げ、院内・地域の共同で連携し、退院後の生

活を見据えた介入が重要であることを経験した。 



重度脳性麻痺の利用者に対して筋緊張の軽減に取

り組んだ一症例    

医療福祉センターのぎく 藤田 幸那 

【はじめに】 

 日常生活において、ADL 全介助で介助時に筋緊

張の亢進のある利用者に対して支持基底面に着目

して理学療法を行い改善が見られたのでその結果

を報告する。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づきご家族に説明を行い、書

面にて同意を得た。 

【症例紹介】 

20代女性。GMFCS:レベルⅤ、改訂大島分類：A1を

示し、喉頭気管分離術、胃瘻造設術を受けている。

在胎日数 39週に 3324gで出生、生後 14日ヘルペ

ス性髄膜炎を罹患。既往に過敏性気道狭窄症があ

り、月に 1 回程度てんかん発作みられる。X 線所

見では Cobb 角が胸椎右凸部 66°、腰椎左凸部

88°で左股関節脱臼、右股関節亜脱臼がある。視

覚は光刺激の感知程度で追視はない。触覚と聴覚

に過敏性あり口唇への刺激、足音や声掛け、体位

変換時や更衣の際に筋緊張亢進あり。病棟職員か

ら移乗時・食事時の筋緊張亢進による車椅子座位

姿勢の崩れ緩和の hopeがある。 

【理学療法評価】 

筋緊張亢進時、動脈血酸素飽和度(以下 SpO2)は

80%台まで下がり、脈拍数(以下 PR)は 130回/分程

度まで上昇する。背臥位姿勢では、四肢・体幹に

非対称性を来し、肩甲帯は右後退、体幹右側屈し

骨盤は右挙上・左回旋している。右体幹が支持面

から離れており、緊張亢進すると体幹伸展・骨盤

左回旋し捻じれが助長され更に非対称な姿勢とな

る。車椅子への移乗行うと、筋緊張パターンから

右骨盤が浮き骨盤ベルトを止めることが難しくな

る。車椅子座位保持中も音、口唇への刺激により

筋緊張亢進し、ヘッドレストから頭がずれ、フッ

トレストに足をつくことが困難となることが多い。

MASは上腕二頭筋で右 2,左 3であった。 

【理学療法および経過】(令和 2年 11月実施） 

週に 2～3 回、1 回 60 分で食事前に実施。筋緊張

軽減を目的として各姿勢の非対称性の緩和・端座

位保持練習を行ったところ、介入初期で側臥位へ

の姿勢変換時の筋緊張亢進が軽減した。介入 2週

間ではリハビリ中の姿勢変換時 SpO2は 94～100%、

PRは 60～70回/分となった。筋緊張の亢進があっ

た場合でも PR は 100 回/分程度で、介入 10 分程

度で筋緊張落ち着き、股関節屈曲・膝関節屈曲可

能となった。結果、PR・緊張の幅が減少し、車椅

子移乗時の筋緊張亢進・食事時の姿勢の崩れが緩

和した。MASは上腕二頭筋で右 1,左 2となった。 

【考察】 

本症例は緊張の亢進により背臥位時、左右非対称

な支持面から不安定な姿勢となっている。また、 

感覚フィードバックの一つとしての視覚による身

体認知能力が乏しい。そのため安定した支持面を

求めた結果、更なる筋緊張亢進を助長し、SpO2の

低下、PRの上昇に繋がると予測した。そこで背臥

位では左右差をなくしたポジショニングを行い、

姿勢変換時には固有感覚の入力を行うことで視覚

情報の乏しさを補った。後藤らは支持基底面の安

定も、身体図式と自己を取り巻く環境の理解の上

に成り立つと述べている。このことから、姿勢変

換時の固有感覚の入力により自身の身体の位置を

知覚することができ、緊張の亢進が緩和されたと

考える。また、(姿勢保持の)調節は主に姿勢反射

と姿勢調節によって行われているのであるが両者

とも適切な感覚入力が必要であると後藤らは述べ

ている。そこでリハビリ実施中、常に支持基底面

となる部分に固有感覚を入力し、中枢部の安定を

重視した介助を行った。これにより感覚情報を受

け取りやすくなり、左右対称なポジショニングを

行うことで、感覚の偏りが軽減・支持面が安定し

筋緊張の緩和につながったのではないかと考える。

結果として、リハビリ終了後の車椅子移乗時に筋

緊張の亢進なく移乗でき、車椅子座位保持中も PR

の上昇なく食事時の姿勢の崩れも緩和した。 

【結語】 

支持基底面に着目した介入により自己の身体を理

解し、感覚情報を適切に受け取ることができ、筋

緊張の緩和につながることが出来た。 



歩行の介助量軽減を目標に四つ這い・起立動作練

習を応用した症例 

みきやまリハビリテーション病院 澤田真帆 

【はじめに】今回、多発性脳梗塞により理解･注意

力低下、歩行障害を呈した症例を担当した。床と

椅子からの起立動作練習から始め、屋内独歩自立

レベルまで歩行能力が向上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】50歳代男性、BMI25.95％。両側大脳

半球・脳梁に散在する多発性脳梗塞を発症。その

後、意識障害・呼吸不全の悪化を認め第 4病日に

気管内挿管、人工呼吸器管理、第 20病日に気管切

開を施行。第 109病日に気管カニューレ抜管。 

【初期評価(右/左）】（第 46～55病日） 

機能的自立度評価法(以下 FIM):37 点(理解項目 4

点)、Glasgow Coma Scale(以下 GCS):9点、Trail 

Making Test-A(以下 TMT-A)：5分 26秒、触診：背

臥位では左腹部・右下肢低緊張、立位では左大腿

四頭筋低緊張、起立動作では左大殿筋低緊張。徒

手筋力検査(以下 MMT)は指示理解困難なため第 73

病日に測定:股関節伸展 2/2、外転 2/2、膝関節伸

展 4/3、Trunk Control Test(以下 TCT):36点、片

麻痺機能検査 (以下 BRS)：下肢Ⅳ/Ⅳ、上肢Ⅳ/Ⅴ、

手指Ⅲ/Ⅳ、Berg Balance Scale(以下 BBS):7点

(片脚立位:0/0 秒)、10m 歩行テスト(歩行器):快

適速度 39 秒・27 歩、最大速度は指示理解困難で

あったため第 69 病日に測定:16 秒・24 歩、歩行

(独歩接触介助）：体幹はやや前傾位で両歩幅と歩

隔、右立脚時間が減少。前額面にて、左 Loading 

Response(以下 LR)から Mid Stance(以下 MSt)にか

けて体幹左側屈と骨盤右側が下制し、時折左側へ

のふらつきを認める。 

【治療経過】入院時の移動(車椅子)は全介助レベ

ルであった。自宅での家族の介護負担軽減のため、

物的介助での歩行遠位見守りレベルを目標に介入

した。初期は理解の低下や注意持続困難により筋

力増強練習や、複雑な動作の指示理解や反復練習

をすることが困難であった。また、歩行では体格

差により転倒リスクがあったため、比較的指示が

入りやすくリスク管理が行いやすい起立動作練習

から開始した。経過に伴い細かい指示の理解が可

能となり、応用的な動作練習も追加し、屋内独歩

自立、屋外独歩見守りレベルで自宅退院となった。 

【最終評価(右/左）】(第 120～126病日) 

FIM:79 点(理解項目:5 点)、GCS:13 点、TMT-A:拒

否により実施困難、触診: 背臥位での左腹部・右

下肢低緊張、立位での左大腿四頭筋低緊張は左右

差が改善され、起立動作では左大殿筋の収縮が容

易となる。TCT:100点、MMT：股関節伸展 3/3、外

転 3/3、膝関節伸展 5/5、BRS：下肢Ⅴ/Ⅴ、上肢Ⅴ

/Ⅴ、手指Ⅳ/Ⅴ、BBS：46 点(片脚立位 6/5 秒)、

10m歩行テスト(独歩)：快適速度 9秒・18歩、最

大速度 7秒・17歩。歩行(独歩自立)：体幹前傾と

立脚時間の左右差が改善され、両歩幅と歩隔が拡

大した。左 LR から MSt にかけての体幹左側屈と

骨盤右側の下制も改善した。 

【考察】高次脳・身体機能障害ともに歩行に影響

を与えていたと考えるが、ここでは身体機能面に

ついて着目する。初期の歩行では左 LRから MStに

かけて体幹左側屈と骨盤右側の下制を認めた。そ

の原因として、腹筋群と中・大殿筋の筋力・協調

性の低下を考えた。上記の問題点に対し、四つ這

い動作では姿勢保持→移動、床からの起立動作で

は台あり→台無し、椅子からの起立動作練習では

座面 50cm→40cm、両足揃え→片足を後方に引く、

支持基底面を狭くする設定へと難易度を上げた。

諸橋は「四つ這い移動では支持と運動の役割が連

続して入れ替わり、体幹の運動性、支持性をさら

に向上させる特徴がある」と述べている。また、

藤沢は「床からの立ち上がり動作は筋力、協調性、

バランスなどを高める」と述べ、阿南らは「立ち

上がり・着座動作は移乗あるいは歩行等の応用動

作に結びついている」と述べている。これらのこ

とから、四つ這い・起立動作練習により腹筋群、

中・大殿筋の筋力・協調性が向上したことで歩行

の安定につながったと考える。 

【結語】本症例を担当し、目標とする動作に繋げ

るためには、環境設定や指示、アプローチ方法等

多角的な視点で介入する重要性を学んだ。 



術前からの骨盤アライメント異常が術後の脚長差

に影響した症例      

兵庫県立丹波医療センター 

リハビリテーション部 奈良谷香苗 

【はじめに】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）施行後、骨盤アライメ

ント不良による脚長差改善に難渋した症例を経験

したので報告する。 

【症例紹介】60歳代女性、体格指数 34.2。2年前

より左股関節痛が生じ左変形性股関節症と診断。

左 THAを施行された。HOPE「預かり保育に復職し

たい。その際は独歩がいい。」、NEED「独歩獲得」。 

【倫理的配慮】本症例報告について、ヘルシンキ

宣言に基づき説明の上、同意を得た。 

【初期評価（術前、術後 5日目）】左股関節痛 NRS:10。

股関節可動域（以下 ROM）（R/L）：屈曲 115°/90°、

伸展０°/-15°、内転 10°/５°、外転 40°/10°。

徒手筋力検査（以下 MMT）:股関節屈曲伸展 3、内

転外転２。棘果長（R/L）:術前 75㎝/74㎝、術後

75 ㎝/77 ㎝、転子果長（R/L）:術前 71 ㎝/70 ㎝、

術後 71㎝/73㎝。10m杖歩行 11.5秒 23歩。歩行

は杖歩行にて自立しているが左股関節外転位のた

め患側立脚期に骨盤側方移動ができず、体幹左側

屈により重心移動を代償していた。 

【理学療法および経過】疼痛は早期に軽減した。

本症例は左内転可動域制限があったことから外転

筋に短縮が生じていると考え、外転筋群へのスト

レッチや内転外転筋力練習を実施し、ROM および

MMT の改善を認めた。平行棒内で立位を実施した

際、左膝関節屈曲位であり、患者からも脚長差の

訴えがあった。当初は左 THAにより自覚的脚長差

が生じていると考えたが、臍棘長と臍果長を計測

したところ健側に比べ患側が 2.5㎝長く、転子果

長は健側に比べ患側が 1.5㎝長い。術後脚長差と

骨盤左下制後方回旋により 4㎝の脚長差が生じて

いることがわかった。歩行では患側立脚期での伸

び上りが出現した。これらのことから脚長差改善

は必要であると考え、骨盤周囲筋のストレッチ、

骨盤挙上下制運動、座位での側方への荷重移動な

どを実施した。骨盤案アライメント修正中の脚長

差補正には補高を使用した。作成当初は 4㎝の補

高であったが 1.5㎝改善を認め最終的に 2.5㎝ま

で低下、独歩可能となり本症例の主訴は改善した。 

【最終評価】NRS:１。股関節 ROM（L）：屈曲 110°、

伸展 10°、内転 10°、外転 25°。股関節周囲 MMT

４。棘果長（R/L）：75㎝/77㎝、転子果長（R/L）：

71㎝/72㎝、臍棘長（R/L）：18㎝/17.5㎝、臍果

長（R/L）：82.5㎝/85㎝と脚長差は残存したため

2.5 ㎝の補高を右足底に入れての退院となった。

10m杖歩行 9秒 19歩、独歩 11秒 22歩。動作時の

疼痛は軽減し、独歩や階段昇降が可能となり ADL

自立レベルに到達。歩行は左股関節内転 ROM、外

転 MMTが改善したことにより、患側立脚での荷重

が可能になり体幹動揺も改善した。 

【考察】股関節内転 ROMと骨盤側方傾斜角には関

連性があり、また内転 ROMが少なければ下肢への

荷重促せないため患側内転 ROM拡大が必要である

との報告がある。また、立脚中期における骨盤水

平維持や体幹動揺制御には股関節外転筋力が必要

であるとの報告がある。股関節周囲筋ストレッチ

や筋力練習を自主練習にも取り入れた。その結果、

歩行時の体幹動揺が軽減したと考える。 

THA では脚長差補正および脱臼予防のために軟部

組織の緊張を保つといった観点から術側肢の脚延

長が行われることが多い。本症例も同様に脚延長

が行われていたため術後脚長差と自覚的脚長差の

差が大きいと術後介入当初は考えていた。しかし、

本症例は骨盤アライメント異常と下肢長によって

4 ㎝の脚長差が生じていた。脚長差が歩行に与え

る影響について一般に 3㎝以内であれば著明な跛

行は呈さないとされているが、本症例は 4㎝の脚

長差が生じているため改善が必要であると考え、

骨盤アライメント異常による脚長差修正を実施し

た。その結果、中殿筋や体幹筋群の伸張性が向上

し、骨盤左右高低差、回旋が改善したため、脚長

差が改善したと考える。 

【おわりに】術前からの骨盤アライメント異常や

術後脚長差により脚長差が生じる例は少なくない。

股関節のみならず多角的視点での介入、原因の精

査が重要であることを学んだ。 



左大腿骨転子部骨折を呈しガンマネイルを施行し

たー症例 

~炎症による疼痛管理を行い,早期離床を目指した

~ 

       医療法人社団一陽会 服部病院 

     リハビリテーション科 松本 拓朗 

【はじめに】 

今回,左大腿骨転子部骨折によりガンマネイルを

施行した症例を担当させていただく機会を得た.

早期離床に向けて治療介入を実施した症例につい

て報告する. 

【症例紹介】 

50 代男性.入院前の ADL は A 病院で生活しており

歩行器歩行,トイレ動作は自立.受傷機転は A病院

で歩行中に転倒し受傷.画像所見より AO 分類

TypeAの Group1.当院にて翌日,ガンマネイルを施

行.切開筋は,大腿筋膜張筋 ,外側広筋 ,中殿

筋.Hopeは,歩けるようになりたい. 

【倫理的配慮】 

今回,発表にあたりヘルシンキ宣言に基づき対象

者に十分な説明を行い,同意を得た. 

【理学療法経過】 

《初期》(右/左)(P：疼痛)血液データ：CRP値 14.5

視診・触診：左大腿部周囲の腫脹と熱感あ

り.Numerical Rating Scale(以下,NRS)(術部)：安

静時 NRS3,運動時 NRS7.周径(単位 cm)：パテラ上

縁+5cm(32.5/35.0).関節可動域検査(以下 ROM-T

単位°)：左股関節屈曲 55P.徒手筋力検査(以

下,MMT)：左腸腰筋 3P.姿勢観察(端座位)：胸腰椎

が軽度後弯し,両側の骨盤が後傾位,軽度の左後方

回旋である. 

《治療と経過》炎症緩和のため術後１日目から

RICE 処置,拘縮予防を目的に愛護的な ROM 練習を

実施.炎症の緩和に伴い筋力維持を目的とした左

股関節の自動介助運動を実施.その結果,早期離床

が可能となった. 

《最終》(右/左)(P：疼痛)血液データ：CRP値 1.84

視診・触診：左大腿周囲の腫脹と熱感が軽

減.NRS(術部)：安静時 NRS0,運動時 NRS1.周径：パ

テラ上縁+5cm(32.5/31.5).ROM：左股関節屈曲

85P.MMT：左腸腰筋 3.姿勢観察(端座位)：胸腰椎

は中間位,両側の骨盤が軽度後傾位である. 

【考察】 

本症例は,統合失調症により A 病院で生活してお

り歩行器歩行,トイレ動作は自立していた.そのた

め,ゴールを歩行器歩行の獲得とし,早期離床を行

った.本症例は画像所見より AO 分類 TypeA の

Group1 と小転子の転位を認めず,骨盤の前後傾に

おける転位のリスクは少ないため早期離床が可能

であると考える.早期離床を行うために端座位保

持の獲得が必要であると考えた.端座位(不良肢

位)の問題点として初期評価より,安静時 NRS3,運

動時 NRS7 と強い痛みを訴えており,CRP 値 14.5,

視診・触診で左大腿部の腫脹と熱感あり,形態測定

よりパテラ上縁+5cm(32.5/35.0),ROM-T で左股関

節屈曲 55P,MMT で左腸腰筋 3P であり炎症症状に

伴う疼痛,可動域制限,筋力低下が問題点であると

考えた.千住らは「RICE処置は,術後の出血を抑え,

手術侵襲による炎症症状を緩和する」と述べてい

る.そのため,治療として RICE 処置を実施.冷却を

術後 3日間術部に実施.さらに,圧迫はリハビリ中

に徒手にて実施.また,循環改善を目的に左股関節

の自動介助練習を実施.左股関節の屈曲制限のエ

ンドフィールが疼痛による左股関節伸展筋群の筋

スパズムであった.痛みによる筋スパズムが生じ

ると可動域制限の増悪,循環不全による疼痛を起

こす恐れがあるため愛護的に ROM練習を実施した.

最終評価では,安静時 NRS0,運動時 NRS1,CRP 値

1.84,視診・触診より左大腿部の腫脹と熱感が軽減,

形態測定よりパテラ上縁+5cm(32.5/31.5),ROM-T

で左股関節屈曲 85P,MMTで左腸腰筋 3と改善した

ため早期離床に繋がり,端座位(良肢位)保持の獲

得に至ったと考える. 

【結語】 

 今回,急性期のリハビリテーションとして炎症

症状に対して RICE処置による疼痛緩和,それに平

行した早期離床の重要性・難しさを学んだ.今後は,

術後早期から全身状態を管理,観察し炎症症状の

増悪に注意しながら活動量の向上を目指して QOL

と ADLの獲得に取り組んでいく. 



筋緊張調整・ポジショニング指導により、右肩関

節夜間痛の消失をみた一症例 

医療法人社団 敬命会 吉川病院  

 リハビリテーション科 長谷川昇平 

【はじめに】今回、夜間痛を主訴とする右変形性

肩関節症患者に対して、筋緊張調整、就寝時ポジ

ショニング指導を実施した。その結果夜間痛の消

失に至ったため報告する。 

【症例紹介】80歳代女性、X年 12月より内科的

疾患により入退院を繰り返す。X＋１年 5月他院

より在宅復帰困難であることから継続加療目的に

て当院入院となる。右腱板損傷、右肩関節脱臼の

既往があり同部位の夜間痛を主訴としていた。 

【倫理的配慮】発表に際したヘルシンキ宣言に基

づき、患者および御家族に説明の上、同意を得た。 

【初期評価】 

X 線所見：右肩峰下腔の狭小化、肩峰・上腕骨大

結節の骨棘形成、軟骨摩耗あり。炎症所見なし。

疼痛：右肩関節周囲に夜間痛あり(林らによる

TYPE 分類 3)。Barthel Index（以下 BI）：85/100

点(減点項目→階段昇降、整容、入浴)。右肩甲骨

は軽度外転・下方回旋・挙上し、肩峰床面距離も

左 6.0cmに対し右 7.5cmと優位に拡大。筋緊張：

右小胸筋、前鋸筋上部、棘上筋前・後部、肩甲挙

筋軽度亢進。圧痛：右小胸筋、前鋸筋上部、棘上

筋前・後部にあり(右小胸筋、前鋸筋上部、棘上筋

前・後部筋攣縮)。関節可動域検査(passive)：右

肩関節屈曲 90°pain、外転 90°、外旋(1st・2nd・

3rd)10°。筋力検査：肩関節周囲筋は疼痛やアラ

イメント不良により最大筋力発揮困難。 

【理学療法経過】筋攣縮に対してリラクセーショ

ン、筋緊張亢進に対してストレッチングを中心に

実施し、就寝時ポジショニング指導を行った。介

入 2 週目より夜間痛の軽減がみられ始め、介入 7

週目以降夜間痛の訴えは消失した。 

【最終評価(初期評価より 8週後)】筋緊張：右棘

上筋前部・後部、前鋸筋上部、肩甲挙筋筋緊張改

善。圧痛：右小胸筋圧痛減少。関節可動域検査

(passive)：右肩関節屈曲 110°pain、外転 100°、

外旋(2nd)20°。肩峰床面距離は右 7.0cmと減少、

右肩甲骨軽度外転・下方回旋・挙上も軽度改善。

疼痛：右肩関節周囲の夜間痛消失(林らによる

TYPE分類 1)。BI:90/100点(加点項目→整容動作) 

【考察】本症例は年齢などを考慮し右変形性肩関

節症の保存療法を選択している。そのことから著

しい機能回復は見込めないため、まずは主訴であ

る右肩関節夜間痛の軽減を理学療法目標とした。 

初期評価より、右小胸筋・前鋸筋上部筋攣縮、

肩甲挙筋筋緊張亢進による右肩甲骨軽度挙上・外

転・下方回旋のマルアライメントがみられた。こ

れにより、右肩関節上方支持組織に侵害刺激が加

わり、右棘上筋筋攣縮へ繋がることで骨頭が常に

関節窩に引き寄せられ、結果として肩峰下圧上昇

を引き起こしていることが考えられた。さらに、

就寝時のポジショニングとして右側臥位を取るこ

とが多く、床面からの抗力を受けることからも肩

峰下圧上昇を誘発していると考えた。また、上記

に述べた筋緊張異常によって周囲の血流循環障害

が起こり、発痛物質である代謝産物の蓄積が生じ

疼痛を引き起こしやすい状態であった。これらの

ことから、本症例の夜間痛が助長されているので

はないかと考えた。加えて、夜間痛による更なる

筋緊張異常が生じ、負のサイクルを起こしている

可能性があった。そのため、肩峰下圧上昇・血流

循環障害の原因となる筋緊張異常に対してアプロ

ーチすることで夜間痛が軽減されるのではないか

と考えた。これらに対して、赤羽根らが述べてい

るリラクセーション・ストレッチングを実施した。

また、就寝時ポジショニングとしてクッション等

を用いた左側臥位にて、関節包が均一に伸張され

疼痛が緩和される右肩関節外転 45°となるよう

指導を行った。その結果、夜間痛が消失した。 

以上のことから夜間痛消失に伴う睡眠時間延長、

そして日中の活動性向上がみられた。また、今回、

右肩関節周囲筋に対する筋力増強運動の実施はし

なかったが、整容動作が改善した。これについて

は、上述のアプローチにより筋緊張異常が改善し

たことで、右肩甲骨の可動性が向上したためと考

える。今後も予防的に現在のアプローチを継続し、

その他の ADL動作の改善に繋げていきたい。 



高次脳機能障害により 

畑での安全な移動の獲得に難渋した症例 

大山記念病院 本城 翔 

【はじめに】今回、左放線冠ラクナ梗塞により右

片麻痺を呈した症例を担当した。突進様歩行に加

え、高次脳機能障害が転倒リスクを助長したため、

畑仕事がしたいという Hope に対し、環境やサー

ビス調整を行ったことをここに報告する。 

【症例紹介】70歳代女性。X月 Y日に起立困難と

なり、Y+2 日に A 病院受診。左放線冠に梗塞を認

めた。Y+40 日当院に転院。主訴:右足に力が入ら

ない、Hope:畑仕事がしたい、Needs:屋内独歩自立、

屋外歩行器自立。既往歴:右放線冠ラクナ梗塞（5

年前）入院前 ADL:独歩、日中独居。 

【倫理的配慮】発表に伴いヘルシンキ宣言に基づ

き本症例より同意を得た。 

【初期評価】[触診]座位、立位:右内腹斜筋触知不

可能。 [粗大筋力検査(以下、GMT)]体幹 2、両下

肢 2。[深部感覚検査]右股関節:重度鈍麻。[片麻

痺機能検査(以下、BRS-t)]両上下肢 stageⅤ。[躯

幹協調検査]stageⅣ。[高次脳機能検査]Frontal 

Assessment Battery10/18点(脱抑制、感情失禁あ

り)、Trail Making Test(以下、TMT-A)3分 22秒

(分配性、転換性注意障害あり)。[長谷川式認知機

能スケール]29/30点。[動作観察]手掌支持型歩行

器歩行:歩行開始数歩より体幹前傾が増強し、突進

様歩行が出現する。 

【経過】初期では座位、立位ともに体幹の協調性

が低く、神経筋再教育を実施した。その結果、座

位保持は可能となったが、明らかな歩行の安定性

の向上は見られなかった。また、病識の低下、脱

抑制により病棟内での転倒が多く見られた。対策

として抑速付き手掌支持型歩行器(以下、抑速歩行

器)を選定したことで、病棟内での転倒が減少した。

さらに歩行の安定性の向上に対し、立ち直り反応

と注意障害に着目して介入を行った。 

【最終評価】[触診]座位、立位:内腹斜筋収縮触知

可能。 [GMT]体幹 3、両下肢 3。 [深部感覚検査]

右股関節:重度鈍麻。[BRS-t]両上下肢 stageⅤ。

[躯幹協調検査]stageⅡ。[高次脳機能検査]TMT-A 

2 分 56秒。[動作観察]抑速歩行器歩行 50m、独歩

10m 可能となったが、それ以上の距離では体幹の

前傾が増強し、突進様歩行が出現する。 

【考察】本症例は歩行時の転倒リスクが高かった

ため、Hopeに対する必要な動作として、安全な移

動手段の獲得を目指した。独歩の問題点として、

立ち直り反応の遅延に伴う突進様歩行であると考

えた。立ち直り反応遅延の原因は躯幹協調障害、

感覚鈍麻を考えた。山田らによると「躯幹機能と

は中枢部の固定、姿勢調整に関わる 2つが考えら

れる」と述べている。立ち直り反応を促通するた

めに感覚入力を行いながら、バランス練習を行っ

た。さらに鏡を用いて視覚的フィードバックを行

い、ボディイメージの向上を図った。その結果、

最終評価では立ち直り反応が見られるようになっ

たが、突進様歩行は継続した。さらに注意障害や

感情失禁により畑内の移動に転倒リスクが残存し

たため、安全に移動が可能な家の近くにプランタ

ーを設置することを提案した。しかし、病識が乏

しく、口頭での注意や指導だけでは理解が不十分

であるため、実際に畑内での動作を評価した。そ

の結果、移動に介助を要し畑作業は困難であった

が、脱抑制の影響から一人で畑へ行くことが予測

された。そのため、退院前には畑作業を想定した

四つ這い移動や床からの立ち上がり、伝い歩き練

習を行い、動作の獲得に至った。獲得した動作を

踏まえ、①畑の入口に支持物を設置し、畝の近く

までは伝い歩きで移動する。②草引きや収穫など、

畝の中での作業は四つ這いで行い、水やりは椅子

に座って行って頂くよう環境調整を提案した。ま

た、家族には動作能力だけでなく、高次脳機能障

害により危険予測が困難なため、家庭内での役割

の変更や、介助が必要になることを説明した。加

えて、日中独居を減らして転倒リスクを軽減する

ためにデイサービスの提案を行った。さらに退院

後は訪問リハビリにて畑作業の実行状況を確認し、

その上でより安全に畑作業を実施できるよう、環

境の再調整を行う。 

【結語】高次脳機能障害を呈した症例に対し、練

習方法や環境調整の難しさを学んだ。 


