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左大腿骨頭壊死や透析治療により身体機能の改善

が困難も歩行再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 高橋芹奈 

【初めに】 

今回、左大腿骨頭壊死や透析治療、５ヶ月間の入

院による廃用が重なり、筋力低下や関節拘縮、痛

みが見られる患者を担当した。限られた期間や身

体機能を使用して歩行を獲得するため物的代償の

インソールや歩行器を選択し歩行の再獲得や自宅

退院が可能となった患者様について報告する。 

【論理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき、症例に発表内容、個人

情報保護対策、同意と撤回を説明し、同意を得た。 

【症例紹介】 

60代女性、X日左化膿性股関節炎にてA病院入院。

感染症の影響あり X+5日より血液透析を行う。経

過中、左腎癌が見つかり X+78 日左腎摘出手術を

施行。X+90日左大腿外側のインプラントに腫瘍形

成を認め、インプラント抜去。長期入院になり日

常生活動作（以降 ADL）の低下が見られるため再

度透析しながらのリハビリ転院となる。 

【初期評価】（入院 1週目） 

画像診断：骨頭壊死の分類 TypeC－１。形態測定：

棘果長左 77.5cm 右 79.5cm。荷重検査＜通常＞左

15.0kg・右 25.0kg＜最大＞左 20.0kg・右 49.0kg。 

関節可動域（以降 ROM）：股関節屈曲左 80°/右

125°股関節伸展左-10°/右 0°股関節外転左-

10°/右 0°股関節外転左 0°/右 25°膝関節伸展

左-5°/右 0°足関節背屈左-5°/右 0°。筋力徒手

筋力テスト（以降 MMT）:股関節屈曲左 2/ 右 4股

関節外転左 2/  右 4Numeric Rating Scale（以降

NRS）： 歩行時 3（※膝窩部後面）。立位：骨盤の左

沈下・左回旋、左股関節・左膝関節屈曲位を呈し

足部は足趾接地。歩行（固定式歩行器）：左初期接

地（以降 IC）消失し左立脚中期（以降 MSt）に体

幹の前傾や骨盤の左沈下・左回旋、左股関節・左

膝関節屈曲し足趾接地が認められる。  

【理学療法経過】 

入院時から早期退院希望あり。1 週目から ROM・

MMT と同時期に歩行器歩行を練習する。2 週目に

インソールを貸し出し、4週目にインソール作成。

7 週目に住宅訪問実施。その後歩行器を購入して

退院される。 

【最終評価】（入院 12週目）インソール装着 

荷重検査：＜通常＞左 20.0kg/右 25.0kg＜最大＞

左 30.0kg/右 49.0kg。ROM：股関節屈曲左 5°/右

25°股関節伸展左-10°/右 0°股関節外転左-

10°/右 0°膝関節伸展 左-5°/右 0°足関節背

屈左-5°/右 0°。MMT:股関節屈曲左 2/右 4 股関

節外転左 2/右 4 NRS：歩行時 1-2（大腿外側）。 

 立位：骨盤の左沈下や左回旋に軽減あり。左股関

節・膝関節屈曲角度は減少し足底全面接地。歩行

（固定式歩行器）：左 ICを認め、左 MSt時に体幹

の前傾は認めず、骨盤の左沈下や左回旋に軽減あ

り。左股関節・左膝関節屈曲角度は減少 

【考察】 

本症例は左大腿骨頭壊死と診断された 60 代女

性である。元々の ADLは自立しており、息子様と

二人暮らしで家事全般は自身でされている。 

今回の受傷により 2.0㎝の脚長差や左下肢優位

の筋力低下、ハムストリングに荷重時・伸長時痛

があり荷重量は立位で左 15.0kg・右 25.0kg と

10.0kgの左右差を認めた。筋力の向上は腎不全に

よる代謝障害やホルモン異常、貧血や栄養状態の

悪化を考慮して、改善は困難であると考え、脚長

差や荷重量に着目して介入した。谷らは、歩行能

力と患側荷重率に強い相関を認めたうえで歩行補

助具は体重支持、立位姿勢の安定性の確保、移動

の推進力を補助する効果があると述べている。本

症例は、2.5 ㎝のインソール使用で接地面が増え

立位、歩行共に膝関節伸展し、荷重時痛軽減を認

め、10.0kgの荷重量の増加が得られた。インソー

ルを装着し、歩行器を使用することで左 IC を認

め、左 MSt時に体幹の前傾は認めず、骨盤の左沈

下や左回旋は軽減し、左股関節・左膝関節屈曲角

度は減少が認められた。歩行器使用して免荷した

状態では左 IC 出現により、大殿筋や中殿筋の収

縮が得られ、左膝関節の負担軽減に繋がったと考

える。このことから本症例は病棟内での歩行器歩

行が自立になり ADLの向上につながった。 



脊髄機能障害の増悪後,多職種連携により在宅復

帰に至った腰部脊柱管狭窄症の一症例 

ときわ病院  

リハビリテーション科 木村彩佳 

【はじめに】腰部脊柱管狭窄症の症例に対して,自

宅復帰を目標に運動療法や環境設定を行った.入

院中に脊髄機能が増悪し,目標を下方修正する形

となったが,多職種による連携により在宅復帰に

至ったためここに報告する. 

【症例紹介】80 歳代女性.自宅のベッドから滑落

し当院入院.翌日脊柱管狭窄症と診断.KP:長男.家

人の Need:ポータブルトイレ(以下;Pトイレ)自立.

病前 ADL: 自室 P トイレ自立,自宅内固定型歩行

器で移動,行動範囲は寝室と仏間の往復,入浴はデ

イサービス(4 回/週)利用,家事全般は長男が実施. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき,倫理的配

慮を行った.  

【初期評価】HDS-R:26/30 点.視診:左下殿部に打

撲痕+.表在感覚(足底):右８/10 左５/10(両大腿

部～足底に常時痺れあり).運動覚:母趾右 5/5 左

0/5,足関節右 5/5 左３/5,膝関節右 5/5 左 4/5,股

関節右 5/5左 5/5.位置覚(膝関節):右 4/5左 2/5,

膝蓋腱反射:右+左+.アキレス腱反射:右+左+.疼

痛:荷重時左下殿部にズキズキするような疼痛あ

り,常時左腰部に疼痛あり.徒手筋力テスト(以

下;MMT)(右/左)L2(4/3),L3(4/3),L4(4/3).移乗動

作:殿部離床時に骨盤中等度介助レベル.方向転換

時下肢のステップ消失.トイレ動作:片手手すり把

持にて着脱動作一部可能であるも自己では不十分

であり中等度介助レベル. 

【理学療法経過】介入当初,感覚障害は重度である

も,下肢筋出力はある程度保たれた状態であった.

それに加え,認知機能が良好であるということか

ら,動作学習・環境設定により P トイレ自立可能

になると予測しアプローチを実施した. 

リハビリにて各動作が軽介助レベルに改善した

タイミングで,病棟にも Pトイレ(L字柵使用)導入

し,実際の自宅環境に近い状態で動作練習継続し

た. 

3 週間介入し,移乗動作/トイレ動作が見守り～

自立レベルまで改善されたが,4 週目より徐々に

神経症状が増悪したことで下肢・体幹機能低下,排

尿障害が生じた.症状増悪後もカンファレンスを

重ね,家人とも相談した結果,終日オムツ対応での

在宅復帰という方向に至った.その後は,環境の再

設定と家人への動作指導に尽力した. 

【最終評価】(※変化点のみ記載)表在感覚(足底):

右 5/10左 2/10.運動覚:母趾右 1/5左 1/5,足関節

右 5/5,左 2/5,膝関節右 4/5,左 2/5,股関節右 5/5,

左 4/5,位置覚(膝関節):右 2/5,左 1/5.膝蓋腱反

射:右+左－.アキレス腱反射:右+左+.疼痛:常時左

腰 部 に 疼 痛 あ り . Ｍ Ｍ

Ｔ:L2(2/2),L3(3/2),L4(3/2)移乗動作:ベッド,車

椅子間を手すり把持にて最大介助レベル.トイレ

動作:終日オムツ内排泄. 

【考察】介入当初,Pトイレ自立を目標に理学療法

を行っていたが,入院中の脊髄機能の増悪により

最終的には実施困難となった.そのため,退院後

KP である長男の介護負担が増加することにより,

在宅復帰自体が困難であると考えられた.しかし,

長男,本人の強い希望もあり,介護サービスや環境

設定により出来る限り介護負担を軽減させた状態

での在宅復帰を目標として再設定した. 

平らは,退院支援が円滑に行われるには,情報共

有と多職種との関係性を構築し,多職種協働が重

要であると述べている.本ケースにおいても,早期

より長男の希望や自宅環境についての聞き取り,

カンファレンスによる情報共有を密に行うなど,

多職種で連携して退院支援を行ってきた.特に脊

髄機能増悪後は起居/移乗動作が最大介助レベル

であることや排泄物の処理,環境の再設定などが

主な懸念点となったが,多職種と協働して退院支

援を実施したことが最終的な自宅退院となる要因

になったと考えられる. 

また,早期より社会福祉士を通じて家人に現状

を伝えたり,カンファレンスにて情報共有を頻回

に行っていた.そのことについても,家人との信頼

関係を築く上での一助となり,円滑な退院支援に

繋がったと考えられる. 

【結語】入院中の神経症状増悪により目標を大き

く下方修正する形になったが,最終的には在宅復

帰に至った.医師,看護師,リハビリ,社会福祉士に

よるチームアプローチに加え,家人の積極的な協

力なしでは達成困難であったと考えられる.退院

支援においての多職種連携の重要性を深く学ぶこ

とが出来た. 

 

 



脳幹梗塞患者に対して骨盤動揺性に着目し,歩

行の安定性改善を目指した一症例 

兵庫県立丹波医療センター 入矢 愛海 

【はじめに】  

右橋梗塞後の歩行障害に対し,骨盤固定性に着

目し治療を行ったことを報告する.  

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき,本症例に説明を行い,

同意を得た. 

【症例紹介】 

80 代男性.現病歴:X 月 Y 日右橋梗塞で入院.病

前:ADL 自立,屋内 4 点杖歩行,屋内中心の生活.既

往歴:脊柱管狭窄症(L5/S1 後方固定術).Hope:歩

きたい Need:麻痺側下肢支持性と歩行安定性向上. 

【理学療法経過】 

［初期評価(Y＋14 日)］Brunnstrom recovery 

stage(以下,BRS):上肢手指Ⅳ下肢Ⅲ. MMT(R/L): 

腹直筋 3,腸腰筋(4/2),ハムストリングス(2/1),

大 殿 筋 (2/1), 中 殿 筋 (2/1), 大 腿 四 頭 筋

(4/2).Barthel index(以下 ,BI): 50 点 ,Berg 

balance scale(以下,BBS):19点.端坐位での立ち

直り反応は左側方移動に対し体幹消失,左下肢減

弱.右側方移動に対し体幹と下肢減弱.表在感覚・

深部感覚は正常. 

歩行観察(歩行器):左立脚相全体を通して,下方

注視かつ体幹屈曲位であった.左初期接地は,足関

節底屈位で足尖接地.左立脚中期にかけて左股関

節伸展運動は乏しく,体幹屈曲運動が増強.骨盤左

後方回旋かつ左股関節屈曲と内転角度増加.左立

脚後期にかけて骨盤左後方回旋の増加あり. 

立位下での重心移動練習や Step練習では,代償

動作を抑制しながら麻痺側の筋出力向上を図った. 

また,視覚・聴覚・触覚的に入力することで動作の

運動学習を促した. 

［最終評価 (Y＋ 46 日 )］ BRS:上肢手指下肢

Ⅳ.MMT(R/L):ハムストリングス(2/2)大腿四頭筋

(4/3)その他変化なし.BI:65点.BBS:28点.右への

体幹立ち直りが向上した. 

歩行観察(歩行器・オルトップ使用):左立脚相全

体を通して,前方注視が可能となる.左初期接地は

左足関節底屈位かつ外側から踵接地.立脚中期は

左足関節底屈位,左膝関節過伸展,左股関節伸展運

動と骨盤左回旋あり.立脚後期:骨盤左回旋の増加

あり. 

【考察】 

第 14病日の歩行は,左立脚期における骨盤動揺

性が顕著であり,介助が必要であった.歩行の安定

性向上には重心移動に対する左下肢の支持性の改

善が必要と考えた.丹羽らによると,脳卒中片麻痺

患者のバランスと歩行自立度の改善には支持基底

面での安定した重心移動が重要であると述べてい

る.本症例では,左片麻痺,左股関節周囲の筋力低

下,体幹機能低下が左立脚期での骨盤固定性低下

を招き,歩行での易動揺性を認めた. 

治療では,荷重による股関節周囲筋群の賦活と

体幹と股関節における分離運動の促通,麻痺側下

肢での重心かつ姿勢保持を目的に立位や Step 練

習を実施した.また,多覚的にフィードバックを入

力しながら運動学習を促した. 

最終評価では,BRS,BI,BBS の一部改善が見られ

た.筋力においては,量的改善が乏しいが,荷重下

での筋収縮増加は経時的に認めており,質的改善

が得られたと考える.麻痺側股関節の筋出力増加

によって麻痺側での重心保持が安定し,BBS での

静的バランス項目の向上と一部動的バランス項目

の遂行が可能となった.その結果,移乗やトイレ動

作の自立に繋がった.そして,歩行時の体幹前後傾

運動と麻痺側への骨盤易動揺性の軽減により,歩

行が見守りで可能となった.しかし,左立脚中期か

ら後期にかけての反張膝や骨盤左後方回旋は残存

し,BBS の下位項目における動的バランスの改善

に乏しかった.病前の活動性が屋内レベルであっ

たことを踏まえ,両下肢の筋力の改善が乏しかっ

たことが歩行自立に至らなかった要因と考える.

また,今回は股関節と体幹機能中心に介入を行っ

たが,麻痺側の膝関節や足関節から生じる骨盤動

揺性への影響も考慮されるため,多面的な歩行機

能評価や治療介入が必要であったと考える. 

 

 



認知症を伴う左片麻痺患者に対し、立位・歩行練

習と誤りなし学習による移乗練習を行った症例 

医療法人社団 栄宏会 土井病院 有馬 龍 

【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。 

【はじめに】今回、認知症を伴う左片麻痺により、

移乗動作が困難となった患者様を担当した。早期

から立位・歩行練習を行い、並行して、移乗の運

動学習を促し、移乗に改善が見られたのでここに

報告する。 

【症例紹介】年齢 80歳代 性別：女性 身長:145cm 

X 年 Y 月 Z 日に、左橈骨遠位端骨折にて A 病院外

来受診、ギプス固定となった。X年 Y月 Z＋2日に

左片麻痺が出現し、B 病院へ救急搬送となる。右

アテローム血栓性脳梗塞と診断され、Z＋71 日に

当院へ入院となる。Needs:移乗動作見守り。 

【初期理学療法評価】(入院 1週目) 

BRS(左)：上肢Ⅰ/下肢Ⅲ/手指Ⅰ。ROM(単位：°右

/左):膝関節伸展 0/-5足関節底屈 45/45足関節背

屈 5/0。MMT:(右/左):体幹屈曲 2/2股関節屈曲 3/1

股関節伸展 3/1膝関節伸展 4/1。立位荷重検査(単

位：kg右/左)：安静 35/5最大 45/15。MMSE：14/30。

BBS:3/56。FIM:30/126 移乗動作 2点。 

初期動作観察：左側への移乗(ベッド→車椅子:最

大介助)座位姿勢から、右上肢でベッド柵を把持し、

右上下肢優位で立ち上がる。その後方向転換をし

ようとするが、方向転換に介助を要する。 

【理学療法経過】1 週目から全介助で立位・歩行

練習を左下肢に soft knee braceと短下肢装具を

装着して行った。4 週目は、左下肢に随意的な運

動が見られたため、移乗の際に左下肢の振り出し

を促した。6 週目に転倒し、左大腿骨頚部骨折と

診断され、ベッド上安静となった。8 週目に、離

床可能となった。また、移乗での左下肢の振り出

し動作には変化は見られなかった。9 週目から、

リハビリと病棟で統一して、振り出しを促した立

位移乗を導入した。13週目は、移乗の際の振り出

しが安定して行えるようになった。しかし、着座

が性急であり、着座位置が浅かった。15 週目は、

着座位置に目印を付けて移乗練習を反復して行っ

た。その後、移乗動作が見守りとなった。しかし、

認知症があり、移乗の際に歩き出してしまうなど、

危険動作が見られたため、介助が必要となる場面

があった。 

【最終理学療法評価】(入院 15週目) 

BRS:上肢Ⅰ/下肢Ⅲ/手指Ⅰ。ROM:膝関節伸展 0/-5

足関節底屈 45/45 足関節背屈 5/0。MMT:体幹屈曲

2/2股関節屈曲 3/2股関節伸展 3/2膝関節伸展 4/2。

立位荷重検査：安静 35/10 最大 45/30。MMSE：14/30。

BBS：14/56。FIM：47/126移乗動作 4点。 

最終動作観察:左側への移乗(ベッド→車椅子:見

守り)座位姿勢から、右上肢でベッド柵を把持し、

右上下肢優位で立ち上がる。その後、体幹右側屈・

右回旋、左股関節屈曲・外転、右股関節伸展・外

旋で方向転換を行い、殿部を車椅子まで移動させ

る。その後、右上下肢の支持で着座する。 

【考察】移乗動作の問題点として、①運動麻痺に

よる左下肢荷重困難、振り出し困難、②認知機能

低下による移乗動作困難を挙げる。①に対しては、

1 週目から立位・歩行練習を取り入れた。鶴見ら

は脳血管患者に対し長下肢装具を使用した立位に

関して、膝屈曲位での立位が大殿筋、大腿四頭筋

の筋活動に大きく有意差を認めたと述べている。

その結果、左下肢の筋出力が向上し、荷重や振り

出しが可能となり、立位移乗が可能となったと考

える。②に対しては、着座位置に目印を付け、目

印に座る練習を反復した。本症例は認知機能の低

下により、口頭指示のみでは記憶に残りにくかっ

た。そのため、動作の学習が困難であると考えた。

それに対し、着座位置に目印を付けることで、目

標物が明確となった。それによって、安全な着座

位置の認識が可能となり、車椅子に深く安全に着

座が可能となったと考える。また、松下より、認

知症の人の日常生活上の課題に対する誤りなし学

習の介入も認知症の人の QOLや ADLの向上につな

がると報告されている。本症例では、移乗動作に

おいて、着座位置の確認や振り出しを促すことを

病棟と統一した。そして、動作を誤りなく反復し、

成功体験が増えた。そのため、見守りでの移乗動

作の獲得につながったと考える。 



脳幹梗塞後の運動失調に対し、フィードバックを

工夫して介入することで歩行自立に至った一症例 

栄宏会小野病院リハビリテーション科 髙木大地 

【はじめに】 

 今回、両側脳幹梗塞を発症し運動失調を呈した

症例に対して鏡や Action Observation Therapy

（以下 AOT）などを用いてフィードバックに工夫

しアプローチを行った。それにより hope である

歩行自立の獲得に至ったためここに報告する。 

【症例紹介】 

 60代男性、家族構成は妻、息子と三人暮らしで

日中は自宅で一人。Y 月 X 日よりめまい、呼吸の

しにくさ等が徐々に進行し A病院へ受診、左優位

の四肢筋力低下等認めた。MRI にて右椎骨－脳底

動脈の閉塞、両側脳幹梗塞と診断、血栓回収療法

を施行。X＋17 日人工呼吸器離脱、車椅子離床開

始。X＋29 日当院一般病棟入院、リハビリテーシ

ョン開始。X＋52 日回復期病棟に転棟、担当変更

にて介入開始。本人 hopeは一人で歩きたい。 

【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（回復期病棟転棟後 1週目）】 

 Brunnstrom recovery stage（以下 BRS）は左下

肢Ⅳ。体幹の低緊張認め、徒手筋力検査（以下 MMT）

では体幹３、左下肢２～４。座位では体幹動揺あ

り座位保持困難。躯幹協調機能ステージⅣ。左下

肢踵膝試験陽性。Berg Balance Scale（以下 BBS）

19/56。歩行は介助歩行で実施、両膝関節常時屈曲

位で左立脚相に膝折れ認め介助必要。ICで足部の

接地位置にバラツキあり、左 MStでは骨盤の下制、

左 TStで骨盤の左回旋を認める。 

【理学療法経過】 

 転棟初日より、長下肢装具装着下での立位・歩

行練習開始。鏡使用し歩容に対してのフィードバ

ック（以下 FB）、起立練習等の課題に特化した動

作練習開始。転棟３週目より歩行時の膝折れ軽減

し短下肢装具装着下での歩行練習開始。鏡を使用

した視覚的 FB があることで、踵接地を促せ殿筋

の収縮も認める。転棟 4週目より装具なしで歩行

器歩行練習開始。歩行開始時などは骨盤の左右動

揺認めるが歩容に関して口頭での FB を行うこと

で減少、見守りで動作可能。平行棒内での歩行練

習では鏡を使用し FB を行っていたが、歩行器歩

行では修正困難となり、FB に iPad を用いた AOT

を追加した。iPadにて動画を撮影し体幹、膝関節

の屈曲角度や骨盤の回旋動作などを FB して修正

を行った。転棟 12 週目より病棟内前腕支持型歩

行器歩行自立へＡＤＬ変更。転棟 15 週目には屋

内杖＋手すり自立、屋外は杖歩行見守りとなった。 

【最終評価（回復期病棟転棟後 15週目）】 

BRS左下肢Ⅴ。MMT体幹５、左下肢４～５。躯幹

協調機能ステージⅡで座位時の体幹動揺減少し座

位保持自立、踵膝試験陽性。BBS48/56。杖歩行で

は左 IC 時に左股関節内転位で、両立脚相で骨盤

の左右動揺認める。膝折れは認めず、歩行時の左

膝関節屈曲位も減少。歩行距離延長に伴い歩行速

度や歩隔、接地位置等のバラツキが増大する。 

【考察】 

本症例は延髄を中心とした脳幹梗塞により歩行

困難となり、hopeの歩行自立を目標に運動失調に

着目してアプローチを行った。Ryanは脳卒中患者

に AOT を行うと歩行能力とバランス能力、FIM の

運動項目が優位に改善すると述べている。また

Saleらによると AOTは客観的に自己の姿を観察す

ることで、観察された動作や想像された動作の運

動イメージが一致し、その後の動作の実行が容易

になると述べている。鏡を用いた FB では平行棒

内などでの歩行練習やステップ練習で修正が可能

であったが、歩行器歩行では修正困難であった。

矢状面での FB では動作修正困難であり、また動

作とその修正を同時に処理することが困難であっ

たためと考えられる。そのため iPad にて歩行動

画を撮影し動作と FB を分け客観的に運動イメー

ジを FB していくことで、歩容の修正に繋ったと

考えられた。本症例に対して、早期からの課題に

特化した動作練習に加え、AOTを使用した FBを行

い運動学習による効果によって、運動失調の軽減

が認められ、歩行自立が獲得できたと考えられる。 

 



実用的な歩行の自立に至った脊髄炎症例に対する

理学療法経験 

兵庫医科大学ささやま医療センター 

 金川英樹,上山航,村上茂史,青栁潤 

【はじめに】今回、歩行自立に至った脊髄炎によ

る不全対麻痺症例を経験した。その経過について

若干の考察を加え、報告する。 

【症例紹介】70代女性。診断名は脊髄炎。現病歴

は X年 Y月 Z日（第 1病日）に下肢違和感を認め、

歩行困難となった。第 5病日に A病院にて脊髄炎

（Th8-10)と診断され、ステロイドパルス療法が実

施された。第 33 病日に当院回復期病棟へ転院と

なった。併存疾患に関節リウマチ（RA）がある。 

【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、書面にて同意を得た。 

【初期評価：第 33〜38病日】基本動作は、起居は

中等度介助、座位は監視、起立は上肢支持で軽介

助であった。歩行は平行棒内で最大介助であり、

体幹伸展位の保持と両下肢の振り出しに介助を要

した。機能面では、徒手筋力検査（MMT）は、体幹

1〜2、股関節 2、膝関節 3〜4、足関節 2〜4で、膝

伸展筋力（kgf/kg）は右 0.17、左 0.12であった。

感覚は表在、深部共に Th12 以遠で重度鈍麻を認

めた。本症例は RA により多関節に変形や可動域

制限を認めたものの関節痛は少なく、練習への影

響は少なかった。一方で、皮膚の脆弱性により動

作介助だけでも剥離リスクがあり、臀部や大腿内

側にはスキンテアを認め、長下肢装具の装着は困

難 で あ っ た 。 American Spinal Injury 

Association機能尺度（ASIA)は、運動 64/100、痛

覚 83/112、触覚 84/112 であった。Functional 

Independence Measure（FIM）は 70/126点であっ

た。 

【理学療法プログラム及び経過】介入当初より、

不全麻痺による筋力低下が歩行障害の主要因と考

え、積極的な歩行練習の実施を試みたが、皮膚脆

弱性により介助方法に難渋し、上肢依存が著明な

平行棒内における短距離の練習に留まった。平行

棒内では十分な下肢への荷重が困難であったため、

スキンテアの改善を確認しながら、第 38 病日に

両側の長下肢装具を作成した。その際には皮膚脆

弱性を考慮し、大腿支柱の高さやカフの幅と素材

を工夫することで、皮膚状態を悪化させる事なく、

全荷重下での歩行練習が可能となった。その後は

皮膚脆弱性の改善とともに、介助下での歩行練習

を漸増した。第 65 病日には短下肢装具へのカッ

トダウンが可能となり、徐々に装具なしでの歩行

練習へと移行し、第 108病日には病棟安静度は手

支持型歩行器で歩行自立となった。しかし、両手

支持下での歩行は安定してきたものの、片手支持

や手支持なしでは体幹、股関節の動揺が著明で介

助を要した。その要因として筋力だけでなく、体

幹機能や感覚障害によるバランス障害にも着目し、

体幹の筋力トレーニングやバランスボールを抱え

て下肢接地位置の視覚と上肢の代償を取り除いた

状況での応用歩行などを追加し、更なる歩行能力

の改善を図った。その結果、ベッド周囲など短距

離の伝い歩きや物の運搬が可能となった。その後、

第 175病日に家屋訪問を実施し、手すりの設置や

自宅で用いる歩行器の選定を行ない、第 185病日

に自宅退院となった。また、経過中に RAに関する

症状の増悪は認めなかった。 

【最終評価：第 180病日】基本動作は起居から起

立は自立した。歩行は、独歩は監視だが伝い歩き

は自立となった。MMTは体幹 2〜3、股関節 2〜3＋、

膝関節 3〜4、足関節 2＋〜4 に、膝伸展筋力は右

0.26、左 0.24へ改善した。感覚は表在覚で軽度の

改善を認めたものの深部覚は重度鈍麻のままであ

った。ASIAは運動88/100、痛覚83/112、触覚89/112

に、FIMは 102/126点に改善を認めた。 

【考察】脊髄炎は患者の 1/3が重度の神経学的障

害を残し、車椅子生活となるという報告がある。

一方で早期より歩行用装具を用いる事で機能的な

予後改善が可能となった報告もある。本症例にお

いても皮膚脆弱性を考慮した装具を作成し積極的

に歩行練習を開始した。また改善に合わせて感覚

にも着目した応用歩行を追加した結果、筋力向上

と共に運動イメージが定着し、適切な運動学習が

なされたと考えられる。その結果、感覚障害が残

存するも実用的な歩行獲得に至ったと考える。 



立位アライメントに着目し歩行速度の向上を目指

した大腿骨転子部骨折の一症例 

 ときわ病院 理学療法士 吉良友里 

【はじめに】大腿骨転子部骨折により観血的骨接

合術を施行した症例に対し,立位アライメントに

着目し,理学療法を施行.結果,固定型歩行器での

歩行速度の改善が見られた為ここに報告する. 

【症例紹介】現病歴:令和３年５月 X日,自宅トイ

レへ行く際に転倒,右大腿骨転子部骨折受傷.令和

３年５月 X＋５日,観血的骨接合術施行(γnail).

既往歴:令和３年１月 Y 日,左大腿骨転子部骨折

(longγnail). 80歳代女性.夫と２人暮らし.要介

護４. 

【論理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき倫理的配

慮を行った. 

【初期評価】(術後３週目)形態測定(右㎝/左

㎝):SMD78.0/76.5,TMD72.0/72.0.疼痛:右大腿外

側:運動時,荷重時 NRS5/10.右膝関節内側:荷重時

NRS5/10.関節可動域測定(以下,ROM–T 右/左):股

関節屈曲 85°P/90°,股関節伸展 10°/−５°.徒

手筋力検査(以下,MMT 右/左):股関節屈曲 3/3,股

関節外転 2/2,膝関節伸展 2＋/３.Timed Up& Go 

Test(以下 ,TUG)1.58.44 秒 ,10m 歩行 :1.34.22

秒,126 歩.立位姿勢:体幹前傾,骨盤軽度左回旋.

右上前腸骨棘が２横指下制.両側股関節,両膝関節

屈曲位.歩行(固定型歩行器,揃え型,右下肢先行):

全歩行周期に体幹の前傾.左 MStに右骨盤下制,体

幹前傾･右側屈が生じ,左股関節･左膝関節は屈曲

位で TStへ移行.その際,右遊脚期に右爪先から摺

り足が時折みられる.右 IC~LR は右股関節･右膝関

節が過度に屈曲し,MSt ~TStに各関節は徐々に伸

展するが屈曲位の状態で左 IC を迎える.病棟内

ADL :自室内車椅子 

【理学療法経過】左下肢の短縮に対し補高を行な

った状態で歩行練習に加えハーフスクワット・ラ

ンジ･体幹伸展位での横歩き等を実施した.右膝関

節の屈曲軽減し,やや体幹の伸展が見られたが,左

MSt〜TSt に左股関節の伸展角度の減少を認めた

ため,股関節伸展可動域練習を重点的に実施した. 

【最終評価】(術後 14 週目)疼痛:両膝関節:荷重

時 NRS2/10.ROM–T:股関節屈曲 105°/110°股関節

伸展 15°/15°.MMT:股関節屈曲 3/3,股関節外転

3/2＋, 膝関節伸展 3/3.TUG:1.32.63 秒,10m 歩

行:1.24.74秒,103歩.立位姿勢：初期評価時と比

較し体幹は軽度前傾.骨盤軽度左回旋.股関節,膝

関節共に屈曲角度軽減.左右上前腸骨棘は水平に

位置していた.歩行(固定型歩行器,揃え型,右下肢

先行): 左 MSt に骨盤左側方偏移,体幹前傾･右側

屈は軽度残存するも,TSt での体幹･左股関節･左

膝関節は伸展傾向,歩幅の拡大を認める.右 IC~LR

では右股関節･右膝関節は軽度屈曲位で迎え,MSt 

~TSt に各関節は軽度屈曲位の状態で左 IC を迎え

る.病棟内 ADL :自室内固定型歩行器見守り 

【考察】本症例は１日のトイレ回数が頻回にあり

固定型歩行器での移動となるため,歩行速度の向

上が必要であった.岸本らは下肢関節が屈曲位の

状態で歩行することで,TSt における股関節伸展

が得られず,歩幅の減少や歩行速度の低下が起こ

ると述べている.本症例では静止立位時に股関節,

膝関節屈曲位となっており,さらに,下肢筋力の低

下や股関節伸展可動域の低下を認めていた.これ

らのことが,歩幅の狭小化を招き歩行速度の低下

の要因になったと考えた.そこで,左下肢への補高

によって脚長差の是正を行い,右膝関節屈曲角度

の軽減を図った.さらに,補高をした状態で立位で

の下肢筋力増強練習･体幹伸展位での横歩き･歩行

練習等を実施した.また,股関節の伸展制限に対し

関節可動域練習を重点的に実施した.その結果,安

静時立位,歩行時共に股関節,膝関節の伸展角度の

増加,更に体幹の伸展が起こり立位アライメント

の改善が見られた.また, ROM–T より股関節伸展

可動域の増加が認められた.これらの要因が歩行

時に左 MST〜TSt にかけて前方への重心移動が行

われ推進力の発揮が可能となり,歩幅の拡大に伴

う歩行速度の改善につながったと考えられる. 最

終的に,歩行速度の増加によって,自室内で固定型

歩行器を使用してトイレへの移動が可能となった. 

【まとめ】本症例を通して,歩行の開始肢位である

立位アライメントから問題点を抽出し,歩行に繋

げる事の重要性を学んだ. 



安全な移動形態の獲得に難渋した症例 

～超高齢者が運搬動作をするために～ 

           大山記念病院 婦木一星 

【はじめに】今回、超高齢者に対し、歩容の改善

と環境調整を行い、安定した移動形態を獲得出来

た為、ここに報告する。発表に伴いヘルシンキ宣

言に基づき、本症例より承諾を得た。 

【症例紹介】90歳代後半。女性。玄関先で転倒し、

左大腿骨頸部骨折と診断。X 日に左人工股関節全

置換術を後側方侵入にて施行。X+3週に当院転院。

Hope:朝食の準備がしたい。家族構成：4人暮らし。 

【初期評価：術後 3 週目(右/左)】HDS-R：17 点。

視診:胸腰椎後弯、右凸側弯。触診:左大殿筋、左

外旋筋群、左大腿直筋、左外側広筋、左内転筋群

筋スパズムあり。疼痛：左大腿前面～外側に荷重

時痛あり。関節可動域(以下 ROM単位：°):股関節

伸展-10/-10、内転 20/10。徒手筋力検査法(以下

MMT):体幹屈曲・回旋 2、股関節伸展 4/2、外転 2/2、

外旋 3/3。Timed Up&Go test(以下 TUG):前腕支持

型歩行器 59秒。修正 Borg scale:5(強い)。Berg 

Balance Scale(以下 BBS):3点。歩行観察(前腕支

持型歩行器):左立脚期では前腕支持が強くなり、

立脚期短縮。左荷重応答期(以下 LR)に骨盤右偏移。 

【理学療法経過】3 週目から外旋筋群の筋スパズ

ムに対しリラクセーション、殿筋群の筋力低下に

対して筋力増強運動を行い、ADL はシルバーカー

見守りまで向上した。しかし、術後 6週でも左 LR

でのふらつきは残存した。座位での左座骨への荷

重の促進と立位でのリーチ練習を追加した。 

【最終評価：術後 11 週目(右/左)】HDS-R:11 点。 

触診：左大腿直筋、左大腿筋膜張筋に筋スパズム 

あり。疼痛：荷重時痛なし。ROM:股関節伸展 5/5、 

内転 20/15。MMT:体幹屈曲・回旋 3、股関節伸展 

4/4、外転 4/3、外旋 4/3。TUG:シルバーカー44 

秒。修正 Borg Scale:3(中程度)。BBS:23点。歩行 

観察(シルバーカー):左 LRに骨盤は左偏位し、さ 

らに、左後方回旋する。 

【考察】Hopeを達成する為に、Needsは、自室か

ら台所への約 20mの移動と冷蔵庫から食べ物を取

り出し運搬する動作を挙げ、歩行に着目した。本

症例の初期評価時、左 LR で体幹の左前側方への

ふらつきを認め、骨盤・体幹の左右への動揺がみ

られた。歩行後に息切れを認め、評価から、最大

歩行距離が 10m、修正 Borg Scaleも 5であった。

易疲労性となっている原因は、骨盤・体幹の動揺

を制動する為に、過剰な筋収縮を生じさせている

という仮説を立てた。歩行の前後で筋緊張を比較

し、歩行後は筋緊張が増加していた。このことか

ら、歩行時に、過剰な筋収縮が生じていたと解釈

した。よって、初期評価時では易疲労性によって

安全性も低下していると考えた。Hopeを達成する

為には、ふらつきを軽減させ、安全性の向上が必

要だと考えた。ふらつきの原因として、筋スパズ

ムの中でも特に左外旋筋群と左殿筋群の筋力低下

だと考えた。それぞれにアプローチを行い、機能

的な改善はみられたが、ふらつきは軽度残存した。

三浦らは、「荷重による仙腸関節への剪断力に対し、

内腹斜筋の筋活動はそれを防ぐ効果がある。立脚

期における荷重の増大が内腹斜筋の筋活動を増大

させたと考える。」と述べている。この文献から、

左下肢への荷重が乏しい原因は内腹斜筋の筋力低

下である可能性を考えた。アプローチした結果、

最終評価では、腹筋群・左大殿筋・左中殿筋・左

外旋筋は向上した。その為、骨盤・体幹の安定性

が得られたと考え、荷重量も初期より増大した結

果、左 LRでの左側へのふらつきは改善した。さら

に最大歩行距離は 30mと増加し、修正 Borg scale

は 3と低下した。その結果、持久性・安全性は向

上し、約 20mの屋内シルバーカー歩行自立、台所

での運搬動作自立を達成できた。しかし、TUG・BBS

ともにカットオフ値を上回らなかった。これらか

ら、転倒リスクは残存した。その為、自宅内の動

線に椅子を設置することと運搬動作の際に、トレ

ー付き歩行器の使用の検討をした。トレー付き歩

行器にて冷蔵庫の開閉・運搬動作の評価・練習を

行った上で環境調整を行い、安定性が確保され、

本症例の Hope を達成し退院の運びとなった。ま

た、退院後に環境調整後の動作確認目的で訪問リ

ハビリーションの導入を行った。 

 



重度右片麻痺を呈した症例に対し,NMESと装具を

用いた介入で,移乗介助量軽減した症例. 

栄宏会小野病院リハビリテーション科 船曵亮介 

【はじめに】今回,脳梗塞発症後に右片麻痺を呈し

た症例に,神経筋電気刺激装置を用いた徒手的介

入と早期から長下肢装具（以下 KAFO）を用いた歩

行練習実施した結果,日常生活動作の介助量軽減

し,自宅退院された症例を報告する. 

【症例紹介】本症例は 80 歳代後半男性.妻,長男

家族 6人暮らし. 

X年 Y月 Z日胸部動脈瘤治療目的で A病院入院. 

Z+3 日動脈バイパス手術施行.その後覚醒悪く,脳

梗塞診断で保存的治療.翌月リハビリ継続希望で

当院入院. 

HOPE は,本人は家に帰りたい,家族は歩けるよ

うになって欲しいであった. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき,本症例保

護に十分留意し,発表趣旨と目的の同意を得た. 

【 理 学 療 法経 過 】 初期 評 価 時 ,Brunnstrom 

recovery stage test（以下 BRST）は,右上下肢と

もに StageⅡ.筋緊張は Modified Ashworth scale

（以下 MAS）で右股関節屈曲 2伸展 2,右膝関節屈

曲 2 伸展 2,右足関節屈曲 2 底屈 2 であった.関節

可動域（以下 ROM）は,股関節屈曲右 100°左 110°,

股関節内旋右5°左 15°,膝関節伸展右-5°左0°,

足関節背屈右 5°左 5°であった. 

高次脳機能障害は重度失語症を呈し,ゲルスト

マン症候群,観念運動失行,注意障害,感情失禁等

の情動障害,右半側空間無視による主観的身体垂

直（以下 SPV）の傾き認めた.感覚障害は,上記失

語の影響で精査困難であったが,右半身の触刺激

やタッピング,痛み刺激に反応なく表在感覚障害

の疑いあり. 

端坐位姿勢は,骨盤後傾し両股関節外転外旋位

で支持面拡大.端坐位保持は支持物把持必要で,姿

勢定位障害認め姿勢が崩れた際は,左上肢の支持

を得た状態でも転倒リスクあり.立ち上がりは上

記座位姿勢から,腋窩介助で前上方へ引く中等度

介助必要. 

治療プログラムは,右下肢に関節可動域訓練,鏡

用いた視覚的情報入力と KAFO 用いた端坐位姿勢

修正,歩行練習を実施. 

1 ヵ月介入後は MAS 右股関節屈曲 1+伸展 1+,右

膝関節屈曲 1+伸展 1+,右足関節底屈 1+と筋緊張改

善効果あったが,MAS 右足関節背屈 2 と改善せず.

臥床時より尖足傾向のため,神経筋電気刺激装置

ウォークエイド用いた関節可動域練習と短下肢装

具貸出,右足関節背屈角度を管理. 

3 ヵ月後最終評価時は,ROM 右足関節背屈

5°,MAS右足関節背屈 1+.端坐位姿勢は,右股関節

外転外旋が軽減し,骨盤前傾位保持可能.立ち上が

りは見守りレベルに改善.支持物無く端坐位保持

可能で,両足部離地させた姿勢も数分間見守りで

保持可能.随意性は著明な改善認めず BRST右上下

肢 StageⅡで実用的な歩行獲得には至らなかった. 

【考察】家族 HOPE の歩行獲得は麻痺側下肢筋出

力と筋緊張亢進を改善し右下肢支持性得る必要が

あると考えた. 

 Levin らは,神経筋電気刺激装置を用いて腓骨

頭部での総腓骨神経刺激を行うことで優位に痙縮

抑制したと述べている.吉尾らによると,KAFO は

治療用装具として脳卒中患者に使用することで,

覚醒向上や廃用症候群予防,姿勢定位障害改善,歩

行能力獲得などに効果があると述べており,ウォ

ークエイドを用いながらの関節可動域訓練と

KAFO用いた良肢位の立位・歩行を通した前庭・体

性感覚入力は SPV の再構築促し,姿勢定位障害改

善に繋がると考えた. 

 プログラムを実施し,端坐位は見守りで 20分以

上保持可能.移乗は軽介助となった.これは,前脛

骨筋に対してウォークエイド用いた事で拮抗筋で

ある下腿三頭筋に抗痙縮効果得られ筋緊張亢進が

軽減し,立ち上がり時の重心前方移動が円滑とな

り,KAFO 用いて早期から抗重力姿勢の麻痺側下肢

支持性を保障し立位・歩行練習行う事で立ち上が

りや移乗時の筋活動が促され介助量軽減に繋がっ

たと考えた. 

【結語】上記の介入結果,実用的な歩行獲得に至ら

なかったが,端坐位保持の安定や移乗介助量軽減

で自宅退院に向けた支援が出来た. 



特発性拡張型心筋症に対して、復職を目指し、外

来通院へと繋げた一例 

兵庫医科大学ささやま医療センター 

村尾颯一朗,上田恵子,浅野萌,岡田誠,金田好弘 

【はじめに】今回、拡張型心筋症の症例を経験し

た。有酸素運動や筋力増強練習に加え、復職に向

けた外来リハへ通院するための、評価や動作練習

を入院中に実施し、外来リハへ繋げる事ができた

症例について報告する。 

【症例紹介】50代男性、疾患名は特発性拡張型

心筋症。併存疾患は、慢性腎臓病、陳旧性脳梗

塞。X-4年に他院で左室拡大と軽度壁運動低下を

指摘されていたが、通院を自己中断される。X年

Y月 Z日仕事中に心肺停止となり、A病院へ緊急

搬送される。第 5病日に経皮的心肺補助装置管理

から離脱となり、人工呼吸器管理となる。その

後、人工呼吸器から離脱し、心不全の原因精査と

CRT-D植え込み目的に第 105病日に B病院へ転

院。第 132病日に CRT-D植込み術を施行され、第

162病日に自宅退院に向けてのリハビリを目的に

当院へ転院となる。主な服薬は降圧薬、β遮断

薬、抗血栓薬である。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、発表の

内容について説明し書面と口頭にて同意を得た。 

【初期評価(第 165～170病日)】基本動作は概ね

自立しており、FIMは 116点(運動 81点、認知 

35点)であった。New York Heart Association分

類はⅡで、歩行も自立していたが、離床時に自覚

症状の伴う血圧低下を認めていた。心機能は、左

室駆出率 27.8％、脳性ナトリウム利尿ペプチド

は 287.2pg/mlであった。Short Physical 

Performance Battery(SPPB)は 8点。膝伸展筋力

は 0.37kgf/㎏、握力は 0.34kgf/㎏と筋力低下を

生じていた。また、6分間歩行試験(6MWT)は 452

ｍ(基準値の 63％)であり、心肺運動負荷試験

(CPX)の結果は、最高酸素摂取量(Peak 

VO₂)18.5ml/㎏/min、無酸素性代謝閾値

(AT)8.6ml/㎏/min(2.45METs)と運動耐容能の低下

を認めた。呼吸機能検査は、%肺活量 62.1%、1秒

率 87.9%であり拘束性換気障害が生じていた。 

【理学療法経過】自宅退院と復職に向けた運動耐

容能向上を目的に、ガイドラインと CPXの結果に

基づき、有酸素運動と筋力増強練習を実施した。

介入初期は、デコンディショニングや下肢筋力低

下の影響で運動中の血圧低下が生じていたため、

頻回に休憩を挟みながら歩行練習や自転車エルゴ

メーター(AT-1minの負荷量 21W、20分間)を実施

した。また、下肢筋力増強練習(1RMの 40％)を

10回×2セットから開始した。有酸素運動、筋

力増強練習ともに心不全徴候の増悪がないことを

確認しながら徐々に負荷量を増加した。第 185病

日頃には、運動時の血圧低下や自覚症状の出現が

軽減し、本人の自宅退院や復職(事務)への希望が

強くなった。しかし、復職には AT3METs以上の運

動耐容能や 1時間弱の電車通勤等が必要であり、

退院後すぐの復職は運動耐容能低下により困難で

あった。そのため、外来リハに通院することを目

標に介入した。通院手段は、自宅からバス停まで

500mの歩行と 1時間のバス移動であり長時間の

座位、立位での耐久性が必要であった。リハビリ

では座位、立位での耐久練習を追加し、歩行練習

の距離を延長した。加えて、再発・増悪予防のた

めに自宅での自主練習や体重測定や血圧管理など

の自己管理を指導した。 

【最終評価(第 196～200病日)】SPPB12点、膝伸

展筋力は 0.64kgf/㎏、握力は 0.74kgf/㎏と筋力

の改善を認めた。また、6MWTは 512m(基準値の

72%)、Peak VO₂18.7ml/㎏/min、AT9.7ml/㎏

/min(2.78METs)と改善した。 

【まとめ】拡張型心筋症患者に対し、復職を目標

に介入を行った。入院中の介入により筋力、運動

耐容能は改善したが、復職するためには AT3METs

以上の運動耐容能が必要であった。更なる運動耐

容能の向上を目指し、退院後の外来リハに通院可

能な能力を獲得するための介入を追加し外来リハ

へと繋げた症例である。 

 

 

 

 



歩行の実用性向上を目的に 

デュシェンヌ様歩行の改善を図った症例 

          大山記念病院 芹生吉登 

【はじめに】今回、右大腿骨遠位端骨折と右脛骨

高原骨折を受傷した症例を担当する機会を得たの

で、ここに報告する。発表に伴いヘルシンキ宣言

に基づき、本症例より承諾を得た。 

【症例紹介】60歳代男性。原動機付自転車で走行

中に転倒。右大腿骨遠位端骨折と右脛骨高原骨折

(関節内骨折)と診断を受け、7 月 X 日に当院に入

院。7月 X+9日に骨接合術施行。Dr指示：自動運

動より開始。6週より他動運動、1/2荷重開始。8

週より全荷重開始。既往歴：両変形性膝関節症(以

下膝 OA)、右大腿骨骨幹部骨折。入院前日常生活

動作(以下 ADL)：独歩自立、元々デュシェンヌ様

歩行あり。ADL動作全自立。Hope：職場復帰。立位

で軽量物を梱包する仕事をされていた。 

【初期評価(術後 1週目)】(右/左)視診・触診：術

創部周辺に炎症所見(腫脹、熱感、発赤)著明(CRP

値：11.77mg/dl)。右大腿直筋、右大腿筋膜張筋、

右長内転筋に筋スパズム+。形態測定(単位：cm)(棘

果長)：80/83、(転子果長)：77.5/80.5。関節可動

域検査(以下 ROM-T)(単位：° 疼痛：P)：膝関節屈

曲 40P/130、伸展-40P/0。徒手筋力検査(以下 MMT)：

股関節屈曲 2P/5、伸展 2P/4、外転 2P/4、膝関節

屈曲 2P/5、伸展 2P/5。疼痛(Numerical rating 

scale 以下 NRS)：術創部周辺安静時痛 5/10点、

右膝関節屈曲時痛 8/10 点。ADL 評価(Barthel 

Index 以下 BI)：70/100点(減点項目：階段昇降、

入浴、整容、更衣) 

【治療経過(術後 2 週～7 週目)】介入当初は術創

部周辺の炎症著明で脱力困難だったため、クーリ

ングにて炎症緩和と脱力を図った。また右膝関節

可動域制限、膝関節周囲筋力低下に対して自動介

助運動と自動運動を実施し、機能回復を図った。

術後 6週より 1/2荷重、他動運動開始となり、松

葉杖歩行練習を実施。右立脚期で股関節外転位で

の歩行だった。術後 8週より全荷重開始。杖、独

歩共に右立脚中期でデュシェンヌ様歩行呈し、右

立脚期短縮や右側方へのふらつきが大きかった。 

【最終評価(術後 10週目)】(右/左)視診・触診：

400m 歩行練習後、右膝関節周囲に軽度熱感あり。

ROM-T：膝関節屈曲 110/130、伸展 0/0。MMT：股関

節屈曲 4/5、伸展 4/4、外転 4/4、膝関節屈曲 4/5、

伸展 5/5。疼痛：右膝内外側に荷重時痛(NRS：1～

2/10 点)。歩行観察：右立脚中期に軽度デュシェ

ンヌ様歩行残存。ADL評価(BI)：100/100点。 

【考察】本症例は元々ADL 自立し仕事をされてい

たが、受傷により在宅と職場復帰が困難となった。

在宅と職場復帰のためには歩行の再獲得が不可欠

と考える。デュシェンヌ様歩行を呈し、歩行の実

用性低下を認めたためこれについて考察する。 

 デュシェンヌ様歩行の原因として右股関節外転

筋力低下、右下肢への過荷重を避けた代償動作に

よる誤学習、右下肢の器質的短縮を考えた。右立

脚期で股関節外転筋の遠心性収縮が十分にできず

骨盤不安定となり、骨盤の側方移動ができなかっ

たと考えた。また松葉杖歩行では、右股関節外転

位で立脚していたことによる誤学習により右立脚

期に骨盤側方移動が十分にできなかったと考えた。

森山らは骨盤を側方へ移動させ、片脚への荷重量

を増加させるに伴い中殿筋の筋活動が増加すると

述べている。そのためリーチ動作練習にて右下肢

への骨盤の側方移動と右下肢への荷重を促して右

股関節外転筋の遠心性収縮を促しつつ、骨盤の側

方移動の再学習を図った。右下肢への骨盤の側方

移動が可能となった後、立脚期から遊脚初期のス

テップ練習を実施した。結果として右立脚期に骨

盤の側方移動が可能となり跛行は軽減したが、長

距離歩行で右膝痛が出現した。跛行の残存に関し

ては、既往の右大腿骨骨幹部骨折による脚長差の

影響で元々デュシェンヌ様歩行を呈していたため

それが残存したと考える。右膝痛については元々

インソールを使用していたが装着下だと歩行前か

ら右膝痛があるため、インソールを除去した。退

院時 ADLは、室内移動は独歩で可能となり、屋外

移動は右膝関節負荷軽減のため杖歩行を勧めた。

また右膝関節に対しては、自主トレーニングとし

て大腿四頭筋の筋力強化と立位運動、膝関節周囲

のストレッチを指導した。 



「歩行の安全性向上を目指し,在宅復帰に至った 

大腿骨頸部骨折の一症例」 

ときわ病院 リハビリテーション科 松野有悟 

【はじめに】大腿骨頸部骨折後,骨接合術を施行し

た症例を担当した.患側下肢のデュシャンヌ跛行,

フットクリアランスの低下に着目した結果,歩行

の安全性が向上したため報告する. 

【症例紹介】80 代男性.6 月 X 日に転倒し右大腿

骨頸部骨折と診断.X+3 日ハンソンピン手術施行.

既往歴に腰椎圧迫骨折.病前は独居自立． 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき説明し,同

意を得た. 

【初期評価】（術後 4週）疼痛:右大腿近位外側:荷

重時 NRS3/10．関節可動域（以下 ROM 右/左）:股

関節伸展-5°/-10°,膝関節伸展-5°/-5°,足関

節背屈 0°/-5°,徒手筋力検査（以下 MMT右/左）:

股関節伸展２/２,外転２/３,膝関節伸展４/3,足

関節背屈３２,荷重検査:最大荷重:右 20 ㎏左 35

㎏,10ｍ歩行:19,74 秒,TUG:21,27 秒 Functional 

Balance Scale（以下 FBS）:23点.立位姿勢:体幹

屈曲,軽度右側屈.両股関節,膝関節屈曲位.杖歩

行:軽介助レベル.右下肢 IC～LR 時に体幹右側屈

し,足底全体で接地する.MSt 時さらに体幹右側屈

増強しそれに伴い骨盤左挙上が生じる.その際に

左下肢は時折すり足が生じる.TSt～PSw にかけて

股関節,膝関節軽度屈曲位を保持したまま左下肢

支持期を迎える.左下肢 IC時足底接地となる. 

【経過】介入当初,デュシャンヌ跛行,フットクリ

アランスの低下がみられ,躓き等の転倒リスクが

高い状態であった.デュシャンヌ跛行に対しては

中殿筋筋力増強練習,足関節背屈 RОM練習を中心

に実施した.フットクリアランスの低下に対して

は大殿筋筋力増強練習,股関節伸展 RОM 練習,デ

ュシャンヌ跛行と同様の治療を行った結果,デュ

シャンヌ跛行はやや改善したが,すり足は残存し

た.股関節伸展の筋力,可動域が改善したがフット

クリアランスの低下は依然みられたため,プログ

ラムを再考した.股関節屈曲の立位姿勢に着目し

体幹,膝関節伸展 RОM 練習を行った結果,さらに

すり足減少した. 

【最終評価】（術後 16週）※変化点を記載 ROM（右

/左）:股関節伸展０°/５°,足関節背屈 10°

/10°MMT（右/左）:股関節伸展３/３,外転３/４,

膝関節伸展４/３,足関節背屈３/３.荷重検査:右

35 ㎏,10ｍ歩行 10,21 秒 TUG:14,77 秒 FBS:43 点.

立位姿勢:初期と比較すると伸展傾向だが体幹は

やや屈曲位.股関節,膝関節についても軽度屈曲位.

杖歩行:（院内自立）右下肢 IC時踵接地.LR～MSt

時体幹右側屈,骨盤左挙上依然みられるが軽減傾

向.TSt～PSｗに股関節軽度伸展位で左下肢支持期

を迎える.左下肢は IC時に踵接地が生じる. 

【考察】本症例は独居で生活されており,在宅復帰

後の転倒防止のため,歩行安全性の向上が必要で

あった.歩行安全性低下の要因としてデュシャン

ヌ跛行,フットクリアランスの低下に着目した.デ

ュシャンヌ歩行の原因として石井らは股関節外転

筋の機能不全に伴う代償運動を挙げている.本症

例においては中殿筋筋力低下と足関節背屈制限を

体幹右側屈させることで代償し,デュシャンヌ跛

行が生じたと考えた. 中殿筋力低下に対して側臥

位での股関節外転練習,立位下での骨盤挙上練習

を, 足関節背屈制限に対しては足関節背屈 RОM

練習を中心に行った.フットクリアランスの低下

の要因として渡邊らは中殿筋筋力低下,足関節背

屈可動域低下をあげており,石井らは MSt 以降の

股関節屈曲を挙げていた. MSt以降の股関節伸展

獲得のため,股関節伸展筋力,可動域,股関節屈曲

の立位姿勢に対し治療した. 股関節伸展筋力低下

に対し背臥位でのブリッジ動作を中心に実施し,

股関節伸展制限に対しては側臥位での股関節伸展

RОM 練習を行った.また,股関節屈曲の立位姿勢

に対して体幹伸展練習,膝関節伸展 ROM 練習を中

心に実施した.中殿筋筋力,足関節足関節背屈可動

域に対してはデュシャンヌ跛行と同様に治療した. 

上記の治療を継続した結果,最終的に着目した跛

行が軽減し,歩行の安全性向上に至ったと考える. 

【まとめ】本症例は歩行が安定し,在宅復帰となっ

たが着目した問題点は残存していた.これら対し,

住宅訪問を実施し,家屋環境の設定,退院時指導書

の作成を行い再転倒の防止を図った. 



「膝関節全人工関節置換術後、反対側下肢 IC~LR

に着目し歩行の実用性向上を図った症例」 

ときわ病院 理学療法士 杉百華 

【はじめに】今回,右膝関節全人工関節置換術（以

下 TKA）を施行した症例に対し,歩行の実用性向上

を目標に理学療法実施した.反対側下肢の IC~LR

に着目しアプローチを行った結果,歩行速度・持久

性向上したためここに報告する. 

【症例紹介】80 歳代女性.診断名:右膝 TKA.現病

歴:X 日に右変形性膝関節症に対し TKA 施行.X+11

日後に当院転院.既往歴:左 TKA 術後,腰部脊柱管

狭窄症,左足捻挫.病前 ADL:独居で生活自立して

おり,30 分程の屋外歩行も行っていた.趣味は旅

行.HOPE:元のように歩きたい. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき倫理的配

慮を行った. 

【初期評価】(術後 2週目)視診・触診:術創部周囲

の熱感・腫脹+.疼痛:術創部周囲（安静時:NRS4/10,

運動時:NRS8/10）,膝窩部（安静時 NRS2/10）.関節

可動域検査(右/左°)（以下 ROM）:股関節伸展 5/10.

膝関節屈曲 90P/120.膝関節伸展-20P/0.足関節背

屈 5/0.徒手筋力検査(右/左)（以下 MMT）:股関節

伸展 2/3.膝関節伸展 2P/3.足関節背屈 3/2.足関節

底屈 2/2.10ｍ歩行(歩行器):27.05秒/27歩.Timed 

up&go test（以下 TUG）:37.20 秒.歩行観察:右 IC

から膝屈曲位のまま Mst～Tstを迎え,股関節軽度

屈曲位で左 IC を迎える.左 IC は足底接地にて, 

膝過伸展で LR へ移行.Mst 時体幹軽度屈曲してお

り,Tst は股関節軽度屈曲位で,蹴り出しがないま

ま遊脚期へ移行. 

【理学療法経過】初期評価時から術部周囲に炎症

症状を認め,機能低下が著明であった.その為,ア

イシングを行いつつ関節可動域運動・大腿四頭筋

の筋力増強を行った.また,Tst 時の股関節伸展可

動域低下,ノーヒールオフに対し,腸腰筋・大腿直

筋のストレッチ,ROM 練習,歩行立脚期を想定した

前方ステップ練習,下腿三頭筋の筋力増強運動を

行った.本症例は独居で,日常生活の自立が必要で

あり,活動範囲が広いことから歩行の持久性・速度

の向上が必要だと考えた.その為,患側下肢に対し

てアプローチ後, 健側のヒールロッカー機能改善

を目的に介入した. 

【最終評価】(術後２ヶ月)視診・触診:腫脹－,熱

感軽減.疼痛:大腿前面（運動時:NRS7/10）.ROM(右

/左°):股関節伸展 15/15. 膝関節屈曲 135P/130.

膝関節伸展-5/0.足関節背屈 5/5.MMT(右/左):股

関節伸展 4/3.膝関節伸展 5/5.足関節背屈 4/３.足

関節底屈 2+/2+.10ｍ歩行(独歩):14.84 秒/27

歩.TUG:15.0 秒.BBS:54/56 点.6 分間歩行:255ｍ.

歩行観察:右 Mst にかけて膝関節伸展がみら

れ,Tstは股関節伸展位で迎える.左 ICは足関節中

間位で迎え,膝は軽度屈曲位であり Mst にかけて

膝の伸展がみられる.また,体幹は軽度屈曲位

で,Tstは股関節軽度伸展位で迎える. 

【考察】梅原らによると,TKA 後早期から膝関節

機能を改善させることは疼痛軽減や膝関節可動域

の改善，膝関節筋力の改善に有効であると述べて

いる.本症例は術前より活動範囲が広く,歩行の持

久性・速度の向上が必要であった.そのため,右膝

関節機能がある程度改善した後,歩行の持久性・速

度の低下を引き起こしていると考えた左下肢

IC~LR 時に着目しアプローチを行った．菅澤らに

よると,足関節運動制限が IC時の前進運動へのエ

ネルギー変換の低下を引き起こし,効率の良い歩

行が困難になると述べている.そのため,足関節背

屈 ROM 練習,前脛骨筋・大腿四頭筋の筋力増強運

動 ,立位での前方重心移動を行った.その結果, 

IC を踵接地で迎える事ができ LR にかけて前脛骨

筋が遠心性収縮を行えたことにより,下腿が前方

に回転することで,Mst～Tst にかけての推進力に

つながったと考える.ヒールロッカー機能改善に

より荷重の受け継ぎが行え,前方推進力が得られ

た.また患側股関節伸展 ROM 増大により,Tst 時に

下腿三頭筋の遠心性収縮が可能となり,蹴りだし

の遂行および前方への推進力を得ることで歩行の

持久性・速度向上につながったと考える. 

【まとめ】健側下肢に着目したことで歩行の実用

性獲得に至った.しかし,健側足部機能低下の原因

が不明であり機能面の追究が不十分であった為,

改善に難渋した.この経験を今後に生かしたい. 



脳画像所見から視覚フィードバックが有効と考え

Pusher現象と身体失認にアプローチした症例 

医療法人社団 栄宏会 土井病院  田中 彰馬 

【倫理的配慮】本症例報告はヘルシンキ宣言に基

づき発表の趣旨を説明し同意を得た。 

【はじめに】Pusher現象と身体失認により移乗

動作が全介助であった症例に対し、脳画像所見か

ら視覚フィードバックが有効と考え、姿勢の修正

と麻痺側の認識を改善させ、移乗動作の介助量軽

減を図った。 

【症例紹介】90歳代男性。身長 158㎝ 体重 63.8

㎏ 診断名:左心原性脳塞栓症。現病歴:X月 Y日

起床時に意識障害、右片麻痺を認め A病院へ搬

送、急性期脳梗塞と診断。t-PA投与は無し。  

既往歴:認知症、高血圧、慢性腎臓病、頭蓋骨骨

折。病前 ADL:屋内伝い歩き、屋外杖歩行、食事

や排泄は自立。 Needs:移乗動作の介助量軽減 

【初期評価】：入院１週目（発症 4週目) 

BRS:右手指Ⅰ/右上肢Ⅱ/右下肢Ⅳ 

動作時筋緊張:立位:両側体幹、麻痺側大臀筋、麻

痺側大腿四頭筋の筋緊張低下 

ScaleforContraversivePushing(以下 SCP):6/6点 

側方突進スケール（以下 BLS）:14/17点 

GMT:体幹 2、右下肢 3  FIM:19/126点 移乗 1点 

移乗動作観察（ベッドから車椅子方向） 

非麻痺側上肢でベッド柵を把持し、上肢の引き込

みにより体幹が麻痺側に傾斜したまま股関節は屈

曲し、体幹や骨盤は前傾するが自力での立位困難

な為、2人介助で行う。 

【理学療法経過】入院時の移乗動作は全介助。1週

目から視覚フィードバックにて、鏡を使用した座

位、立位練習。2週目にリフトを使用し免荷立位。

4 週目に座位での Pusher現象が軽減し、立位練習

中心に行う。5 週目に非免荷で縦手摺を視覚的手

がかりとして立位練習を実施。7 週目に立位時の

Pusher現象は軽減し、立位保持は見守り。麻痺側

への移乗は踏み換え開始時に Pusher現象が出現、

また麻痺側の認識が乏しく足の踏み換えが不十分

で移乗は中等度介助。8 週目に麻痺側の認識向上

を目的に、鏡を見ながら麻痺側でのステップ動作、

ピボットターン練習を実施。12週目に正中位を保

持したまま麻痺側への踏み換えが車椅子座面まで

可能となり、移乗が日中見守りとなる。 

【最終評価】：入院 20週目（発症 25週目) 

BRS:右手指Ⅲ/右上肢Ⅳ/右下肢Ⅴ 

動作時筋緊張 立位:麻痺側体幹、麻痺側大臀筋、

麻痺側大腿四頭筋の筋緊張軽度低下 

SCP:1/6点 BLS:3/17点 GMT:体幹 4、右下肢 4 

FIM:44/126点 移乗 4点 

移乗動作観察（ベッドから車椅子方向） 

非麻痺側上肢の前方リーチにより縦手摺を把持。

それに伴い体幹屈曲、更に上肢の引き込みで臀部

離床。股関節、膝関節は伸展し、軽度屈曲位姿勢

で下肢の踏み換えが起こり、方向転換し着座。 

【考察】本症例は移乗動作時に Pusher現象と身

体失認により姿勢を修正出来ず、踏み換えが困難

で 2人介助を要していた。本症例の梗塞部位は皮

質脊髄路、上縦束、中心後回、ブローカ野であ

り、皮質脊髄路と中心後回の障害により Pusher

現象を呈したと考える。さらに上縦束の障害から

身体失認も認められ、姿勢の非対称性が生じ姿勢

調整は障害されていたと考える。そこで本症例の

問題点として、①Pusher現象の出現、②身体失

認を挙げた。①に対して、Karnath らの報告で主

観的視覚垂直は障害されていないことから、視覚

フィードバックを用いた治療アプローチの有効性

を示している。また②に対して、濱崎の報告から

視覚情報・運動イメージを用いて自己身体を意識

させることにより、自己身体の位置関係の認識が

高まるとしている。本症例は緑上回に梗塞巣は確

認されない為、姿勢の身体的歪みを理解し、身体

の位置関係を認知させる事が可能と考え、視覚フ

ィードバックを用いた立位練習を行った。立位練

習にて前方に鏡を置き、縦手摺を垂直の指標とし

て正中位に姿勢を合わせるように誘導した。また

鏡を見ながら麻痺側での運動を行い、視覚・体性

感覚入力で頭頂連合野の賦活を図った。これらに

より Pusher現象は軽減し、立位後も姿勢修正が

出来、麻痺側への踏み換えが車椅子の座面まで可

能となった事で移乗動作は日中見守りとなった。 



頸髄損傷により四肢不全麻痺を呈した症例の退院

後の生活を通して学んだこと 

栄宏会小野病院リハビリテーション科 吉田剛 

【はじめに】 

今回、頸髄損傷により四肢不全麻痺を呈した症例

を担当した。退院 3か月後に住宅訪問をさせて頂

く機会を得たため、考察をふまえて報告する。 

【症例紹介】 

60歳代の男性。X月 Y日、畑作業中に高さ 2mのフ

ェンスを乗り越えようとして転落。頸髄損傷の診

断により椎弓形成術施行(C3-5レベル)。術後、四

肢不全麻痺により日常生活動作に全介助を要しブ

レスコールを使用。入院時の HOPE として自立し

た生活を送れるようになる、趣味活動(パチンコ

等)の再開であった。入院時の NEEDは起居と移乗

動作、車椅子駆動の自立とした。 

【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。 

【初期評価：退院時】 

徒手筋力検査(右/左)体幹屈曲 3、伸展 3、股関節

屈曲 5/5、伸展 3/3、外転 4/4、膝関節伸展 4/5、

足関節背屈 3/4、底屈 2/4。機能的自立度評価(以

下 FIM)運動項目 80 点(トイレ動作 6、移乗 6、移

動 6、階段 5)。Borg balance scale(BBS)39点 

【理学療法経過】 

入院時、四肢不全麻痺で寝たきり状態。起立性低

血圧を認めてベッドサイドからの介入開始。起居

と移乗動作は全介助、30分の車椅子座位保持可能。

(入院 1か月頃)起居全介助、移乗軽介助。上肢と

比較し下肢の機能は比較的良好であり平行棒内で

立位や歩行は軽介助で可能。NEEDを屋内外歩行車

歩行の自立へと変更。(入院 2か月頃)初期カンフ

ァレンスを実施して退院の方向性を決定。(入院 4

か月上旬)歩行車歩行が自立。トイレ動作や食事、

入浴、整容動作含めて病棟内生活は修正自立とな

る。（入院 4か月下旬）住宅訪問実施。手すりや介

護ベッド、歩行車の導入。訪問リハビリ（週 4回）

を提案。(入院 5か月)自宅退院。（退院 3か月後）

住宅訪問実施。IADLと QOLの向上を認めた。 

【最終評価：退院 3か月後】 

徒手筋力検査(右/左)体幹屈曲 4、伸展 4、股関節

伸展 4/4、足関節背屈 3/4、底屈 2/4。FIM運動項

目 85点(トイレ動作 7、移乗 7、移動 6、階段 6) 

【考察】 

退院時、本症例の移動は屋内伝い歩き自立、屋外

2 本杖使用して歩行が見守りであった。3 か月後

の移動は屋内伝い歩き自立、屋外 2本杖使用して

歩行が見守りで移動距離が拡大していると予測し

ていた。またバランス能力低下による転倒リスク

が高く屋内での転倒が予測されていた。しかし、

本症例の 3 か月後の移動は屋内独歩自立、屋外 2

本杖使用して歩行自立されていた。退院後、屋内

での転倒はなく自動車の運転やパチンコ店と釣具

屋に行き他者と交流されるなど屋外活動の増加や

IADLと QOLの向上が認められた。また、住宅環境

面では手すりや歩行車などの福祉用具は撤去され

ており自立した在宅生活を送られていた。    

本症例の退院時の予測と 3 か月後の生活を比べ

ると、3 か月後の生活では大幅な身体機能の向上

を認めた。岩崎らは、中心性の不全四肢麻痺の移

動能力の目標達成に約 1年は必要であるとし、歩

行の改善は長期にわたり期待できると述べている。

また Heardらは、慢性期不全損傷者の在宅現場に

おいて、一般的には身体機能、能力改善は乏しい

と言われている。しかし、実際の環境下での実動

作を通した経験は自己認識の向上や課題の明確化

がなされ、屋外活動の増加・IADL能力の向上に繋

がる大きな要因であると述べている。本症例は、

退院後の訪問リハビリによる歩行練習の継続や在

宅での実動作を通して、IADLと QOLの向上が認め

られたと考える。 

【まとめ】 

回復期病棟を退院後、リハビリの介入時間が少な

くなることや外出頻度が減少すると考えた。そし

て、身体機能の低下によって転倒リスクが高くな

ると考えていた。 

本症例を通して疾患の理解だけでなく在宅復帰

後の生活を踏まえた予後予測の文献を調べてプロ

グラムを実施することが重要であると学んだ。 



左大腿骨転子部骨折に対する骨接合術後、 

畑仕事の獲得を目指した一例 

大山記念病院 本庄幸奈 

【はじめに】左大腿骨転子部骨折を呈し、骨接合

術を施行した症例を担当する機会を得たのでここ

に報告する。発表に伴いヘルシンキ宣言に基づき、

本症例より承諾を得た。 

【症例紹介】80代男性。R3年 X月 Y日に庭の石の

上に座ろうとして転倒。左大腿骨転子部骨折と診

断され、Y+3 日に骨接合術を施行。既往歴：左変

形性膝関節症（以下 OA、人工膝関節全置換術）。

右膝 OA。病前日常生活動作（以下 ADL）：自立。屋

内独歩、屋外杖歩行。Hope：畑仕事。畑までは軽

トラックで移動。約 25cmの畝に座って作業。 

【初期評価：術後 1週目】(右/左)視診・触診：術

創部周囲に炎症所見あり。疼痛：左大腿外側部に

荷重時痛あり。Numerical Rating Scale 3。形態

測定（単位：cm）：棘果長 74.0/76.0、転子果長

69.0/73.0。関節可動域検査 (以下 ROM-T、単位：°、

疼痛：P) ：股関節屈曲 120/100P、伸展 不可/0P、

内旋 10/5、膝関節伸展-20/0。徒手筋力検査法(以

下 MMT)：股関節屈曲 4/2、伸展 2/2、外転 2以上

/2、膝関節伸展 3/2。平行棒内歩行観察：左荷重

応答期（以下 LR）～左立脚中期（以下 MSt）にか

けて骨盤左偏位と上肢支持の増大を認める。左

MSt～立脚終期（以下 TSt）にかけて骨盤前傾し、

股関節伸展が不足している。 

【理学療法経過】術後 1週目より関節可動域練習、

股関節周囲筋の筋力練習、平行棒内歩行練習開始。

2 週目に歩行器歩行・杖歩行練習を開始。病棟 ADL

は前腕支持型歩行器自立。3 週目に手掌支持型歩

行器、4週目に杖歩行自立。5週目以降、畑仕事に

必要な動作練習を実施。 

【最終評価：術後 8週目】(右/左)視診・触診：術

創部周囲の炎症所見消失。疼痛：なし。ROM-T：股

関節屈曲 120/120、伸展 5/10、内旋 10/5、膝関節

伸展-20/0。MMT：股関節屈曲 4/4、伸展 3/3、外転

4/4、膝関節伸展 4/4。杖歩行観察：左 LR～TStに

かけて体幹左側屈が生じる。 

【考察】本症例の Hopeは畑仕事であり、安全な屋

外歩行の獲得が必要であると考えた。そのため、

まずは歩行に着目した。 

初期評価時、左股関節外転筋が MMT2と筋力低下

を認めている。股関節の左右側方向の支持性の確

保に働く股関節外転筋に手術侵襲による筋損傷が

あり、筋力低下が生じた結果、左股関節の左右側

方向の安定性が低下し、左 LR～MStにかけて骨盤

左偏位が生じたと考えた。損傷骨格筋の再生には

荷重あるいは筋活動が必要であるとされているこ

とから、術後 1週目より荷重下での練習と股関節

周囲筋の筋力練習を開始した。 

中間評価時には、左股関節外転筋が MMT4へ向上

したことから、平行棒内歩行での左 LR～MStの骨

盤左偏位は軽減した。しかし、杖歩行へ移行後、

左 LR～MStにかけて骨盤左偏位に加え体幹左側屈

を認めた。その要因として、荷重下での骨盤の安

定性が不足し、代償として生じていたと考えた。

股関節周囲筋は荷重時に骨盤を安定させる筋とし

て重要であることから、閉鎖性運動連鎖（以下 CKC）

での訓練が有効であるとされている。そのため

CKCでの筋力練習を中心に実施した。 

最終評価時には、中間評価時の杖歩行での左 LR

～MSt にかけての骨盤左偏位は軽減し、安全な歩

行が可能となったが、左 LR～TStにかけての体幹

左側屈は残存した。その要因として、右膝 OAによ

る脚長差により左踵接地が不足しており、前方へ

の体重移動が不十分であるための代償と考えた。

また、屋外不整地を想定した不安定なマット上で

の杖歩行と独步が可能となった。しかし、独步で

は左 LR～TStにかけての体幹左側屈によりふらつ

きが大きく、転倒リスクが高いと考えた。そのた

め、屋外不整地では杖歩行を提案し、実際の屋外

不整地でも安定した杖歩行が可能となった。また、

動作の獲得について、市橋は「その動作を行うた

めの筋群を強化するよりも、動作そのものを繰り

返しトレーニングした方が効果的である」と述べ

ている。このことから、軽トラックを想定した

40cm 台への昇段動作と、畝を想定し 25cm 台を使

用した起立・着座練習を実施した。その結果、Hope

の実現が可能となったと考える。 


