第 11 回西播磨ブロック
新人発表会
プログラム・抄録集

日時

平 成 30 年 １ 月 ２ 1 日 （ 日 ）
9： 00～ 受 付 開 始

場所

兵 庫 県 立 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ西 播 磨 病 院
研修交流センター１Ｆ

交流ホール

【参加者へのお願い】
① 本会は兵庫県理学療法士会会員対象です。
② 新人発表会では、発表者には C-6「症例発表」の単位が、新人教育プログラム修了者
には生涯学習制度における履修ポイントが 10 ポイント認定されます。必ず会員証を
お持ちください。
③ 携帯電話等について：会場内での携帯電話の使用はご遠慮下さい。
④ 喫煙について：喫煙は所定の場所でお願いします。
⑤ 昼食について：施設内のレストランが利用できますが、昼食時は大変混み合います。
可能であれば昼食は持参されるようお願い致します。会場内での飲食は可能です。
⑥ 駐車場について：会場北側の職員用駐車場をご利用いただきますようお願いします。

口述発表について

【演者へのお願い】
①参加者受付の際に、演者である旨をお伝え下さい。
②演者は当該セッション開始 10 分前までに次演者席にお着き下さい。
③発表時間は 5 分、質疑応答は 10 分以内です。
④演者はセッション終了後、一定時間談話室で待機して下さい。

【座長へのお願い】
①参加者受付の際に、座長である旨をお伝え下さい。
②座長は当該セッション開始 10 分前までに次座長席にお着き下さい。
③すべての演題が議論できるように進行をよろしくお願い致します。
④必ず予定時間以内に終了させるよう進行をよろしくお願い致します。
⑤セッション終了後、一定時間談話室で待機をお願い致します。

【質疑応答について】
① 疑応答は各演題につき 10 分用意してありますので、座長の指示に従って、活発に行っ
て下さい。質問する際には、必ず自分の名前と所属を告げて下さい。
②さらに質問のある方は、談話室までお越し下さい。

タイムテーブル
受

9:00～

付

9:20～9:25

開 会 式
挨

拶

西播磨ブロック長

峯

貴文

9:25～9:30

表 彰 式
第 10 回ブロック学習交流会優秀賞

口 述 発 表
第 1 セッション
第 2 セッション
第 3 セッション
昼

休

9:30～10:30
10:35～11:35
11:40～12:40

憩

口 述 発 表
第 4 セッション
第 5 セッション

13:30～14:30
14:35～15:50
15:55～16:25

説 明 会
理学療法士の将来を考える
兵庫県理学療法士会

16:30～16:35

閉 会 式
挨

拶

西播磨ブロック長

峯

貴文

※説明会の内容と時間帯はまだ決まっておりませんので、午後のタイムテーブルがずれ
る可能性がございます。申し訳ありませんが御了承下さい。

プログラム
口述発表
第１セッション
座長

９：３０～１０：３０
釜田 貴裕

公立宍粟総合病院

１

受傷前の老人車歩行を目標にしたが、治療に難渋した左大腿骨頸部骨折の一症例
八重垣病院 長岡 健太郎

２

TBW 術後の低周波により除痛を来した一症例
赤穂中央病院

３

４

香奈恵

長期安静を強いられた患者の在宅復帰に向け、転倒予防を目指した症例
龍野中央病院 森元

座長

貴史

１０：３５～１１：３５
三木 祐典

IHI 播磨病院

通所リハビリが利用者に与える影響について
佐用中央病院

６

健太

ACL 断裂術後に早期ジョギング開始と再断裂予防を目指した一症例
赤穂中央病院 瀬尾

第２セッション

５

田部

歩行時の躓き改善を目指し、歩行の安全性向上を図った症例
老人保健施設ハイマート

福井 智也

宇久

大和

７

左視床出血に対し右 IC から LR に着目し,持続的な歩行スピード獲得を目指した
一症例
赤穂中央病院 小西 知佳

８

動作時息切れ、運動耐容能に着目した心筋梗塞後心破裂を来した左室修復術後の
一症例
龍野中央病院 井上 優希

口述発表
第３セッション
座長

９

１１：４０～１２：４０
乗船 雄太 佐用共立病院

難治性肩関節拘縮を呈し改善が見られた一症例
ノア整形外科クリニック

１０

右野球肘の右片脚立位に着目した症例
ささき整形外科クリニック

１１

１２

岩本 歩美

大腿四頭筋および下腿三頭筋の筋力増強により歩容改善が得られた
右脛骨高原骨折の症例
龍野中央病院

井戸

康公

森川

鈴香

渡辺

紘行

凍結肩に対し非観血的関節授動術を施行した症例
信原病院

昼休憩

口述発表
第４セッション
座長

１３：３０～１４：３０
今出 美穂

半田中央病院

１３

股関節周囲筋・体幹筋群の賦活により歩容が改善した人工股関節全置換術の一例
赤穂市民病院 大谷 舜

１４

足関節捻挫とアキレス腱炎による疼痛改善と足関節可動域拡大に向けて
ささき整形外科クリニック 永井

友梨果

１５

左下肢支持性向上により歩行能力改善を目指した左大腿骨転子部骨折の症例
公立宍粟総合病院 松井 貫之

１６

左大腿骨転子部骨折によりγ-nail 法骨接合術を施行した一症例
～在宅復帰をめざして～
龍野中央病院

第５セッション
座長

１７

橋本

つくし

１４：３５～１５：５０
内海 圭子

県立リハビリテーション西播磨病院

麻痺側立脚期の重心移動に着目し,屋内 T-cane 歩行自立に至った症例
赤穂中央病院

西田

美生

１８

多発する合併症のため理学療法遂行に難渋した右視床出血左片麻痺の一症例
八重垣病院 若本 泰彰

１９

下腿前傾の制動に対するアプローチにより,Snapping knee が改善した右片麻痺の
一症例
赤穂中央病院 岡上 美沙

２０

深部感覚が座位姿勢に影響を与えた左半身弛緩性麻痺を呈した症例
龍野中央病院

２１

稲積

重心移動に着目して移乗動作向上を図った一症例
千種川リハビリテーションセンター

洋希

井上 茜

受傷前の老人車歩行を目標にしたが、治療に難渋

用し外転筋の強化を実施。

した左大腿骨頸部骨折の一症例

【最終評価（術後 15 週目）】
MMT では、左下肢の股関節屈曲 4、外転 4-～4、内

長岡

健太郎

旋・外旋 4-。ROMt では、股関節屈曲 95°、伸展

八重垣病院

10°、外転 15°。座位姿勢骨盤後傾位、胸腰椎後

【はじめに】

彎位であるが食事を端座位で摂取可能。起き上が

今回、左大腿骨頸部骨折を呈した症例に対し、受

り動作は病棟では柵を使用し自立。立ち上がり動

傷前の老人車歩行自立を目標に治療を実施したが、

作は体幹の前傾を誘導にて可能。老人車歩行時の

治療に難渋した症例について、評価と考察を加え

Trendelenburg 徴候（+）や骨盤を左回旋させる代

以下に報告する。また、本症例には発表の趣旨を

償動作は減少したが、歩行距離が延びると著明に

説明し同意を得た。

見られた。荷重量は 35.0 ㎏で初期と変化なく疼

【症例紹介】

痛を生じた。長谷川式 5/30、FIM37/126 点。

80 歳代女性。身長 136.5 ㎝、体重 40.5 ㎏。受傷

【考察】

前はポータブルトイレを使用し老人車歩行自立。

本症例は、受傷前のレベルに近づけるように取り

表情の変化に乏しく自主的に活動しない。施設入

組んできたが達成まで至らなかった。要因として、

所中の平成 29 年 7 月中旬に自室のポータブルト

疼痛の残存と筋力低下、重度認知症が考えられる。

イレ横にて転倒。A 病院で左大腿骨全置換術を受

疼痛については、術創部の皮膚と筋肉との癒着を

け、リハビリ目的にて当院入院となる。

早期に取り除けなかったことが考えられる。荷重

【初期評価（術後 3 週目）】

時痛については、股関節周囲筋の筋力低下により

徒手筋力検査法（以下、MMT）では、左下肢の股関

股関節の安定性が低下し、大腿外側の筋に収縮時

節屈曲・外転・内旋・外旋の筋力が 3+～4-P。関節

痛を生じたと考えられる。また、高齢者では疼痛

可動域検査（以下、ROMt）では、股関節屈曲 90°

下行性抑制系の機能が減弱していることが示され

P、伸展 10P、外転 5°P。安静時痛（-）。患側下肢

ており、認知システムの機能変調によって痛みを

荷重量 35.0 ㎏で左大腿外側に疼痛を生じる。疼

より感じやすくなることが考えられる。痛み刺激

痛はフェイススケール 2。座位姿勢はギャッジア

が交感神経や運動神経を興奮させ局所の循環不全、

ップで行っていた。起き上がりは on elbow まで

筋緊張亢進が起こり疼痛を生じさせる。それが神

軽度介助。立ち上がり動作では座面を高くする環

経を興奮させる悪循環に繋がっていると考える。

境設定を必要とした。歩行は平行棒内で行い

筋力増強運動や動作練習は、意欲の低下や重度認

Trendelenburg 徴候（+）。左立脚後期～遊脚期に

知症により理解が得られにくい状態で、反復練習

かけて骨盤を左回旋させる代償動作が生じた。長

を日常生活で行うことが困難で能力向上に繋がら

谷川式では 4/30、機能的日常生活評価法（以下、

なかったと考える。リハビリ介入時は運動を行え

FIM）で 35/126 点。

るが、その他の時間に関しては意欲低下から活動

【理学療法経過】

に参加すること無く臥床している時間が長期化し

入院初期は関節可動域運動と下肢の運動療法を実

てしまった。今後の反省として、リハビリ室での

施。術後 5 週目から歩行器歩行を実施し疼痛も

滞在時間を延長させスタッフや他の患者様と交流

徐々に軽減傾向。術後 7 週目から、ADL 動作練習

を図ることにより、日中の活動時間の延長を図る。

を実施。また、リハ室での滞在時間を延長させ立

また、荷重時痛が残存している為、歩行器を使用

ち上がり運動を自主的に行った。術後 11 週目か

し股関節周囲の筋収縮を軽減した状態で歩行練習

らリハ室～病棟まで老人車歩行の距離を伸ばし活

を行い、老人車歩行を再獲得することが必要であ

動性の向上を図る。術後 13 週目からは重錘を使

ると考える。

TBW 術後の低周波により除痛を来した一症例

四頭筋に対する関節原性の筋抑制による筋出力低
下、②大腿四頭筋の筋出力低下による大腿筋膜張

田部

健太

筋(TFL)の過剰収縮③TFL の過剰収縮による腸脛

赤穂中央病院

靭帯の緊張亢進が考えられた。上記の①～③の内

【はじめに】今回右 TBW を呈し疼痛に対して低

容に関係しているのは疼痛であると考えた。初期

周波により除痛を来したため以下に報告する。ま

評価より右膝全体、右外側膝蓋大腿靭帯、右外側

た本症例には、発表の趣旨を説明し同意を得た。

膝蓋脛骨靭帯に疼痛が出現していた。疼痛により

【症例紹介】70 代男性

歩行時に TFL の緊張亢進が出現したと考えた。運

スーパーで滑り右膝を床

につくように強打。翌日 TBW 施行。

動期疾患に対しての筋緊張の亢進が起こる原因は

【初期評価】視診：右膝関節周囲に熱感、腫脹あ

疼痛に対する防御性収縮であると言われ持続的な

り

膝蓋骨可動性：上下左右不十分。回旋も困難

筋緊張の亢進は局所の循環不全を引き起こし発痛

ROM-ｔ：膝関節屈曲 45°伸展-10°MMT：左 5

物質や疼痛増強物質を誘導し侵害受容器の興奮を

右 SLR 困難

右膝関節屈曲 2 伸展 2 周径：右膝

惹起する。このことから疼痛を抑制することで腸

蓋骨直上 38,0 ㎝+5 ㎝ 38,0 ㎝＋10 ㎝ 38,5 ㎝ 荷

脛靭帯の緊張抑制、膝 ROM の改善、筋出力の向

重率：最大 50％

疼痛：右膝全体、右外側膝蓋大

上が図れるのではないかと考えた。大濱らによる

腿靭帯、右外側膝蓋脛骨靭帯 NRS７膝屈曲時

と電気刺激は拮抗筋抑制を通じて筋緊張低下をも

(PCS)15 点 片脚立位不可。

たらすと言われている。また疼痛抑制関連物質で

歩行：右立脚期が短縮。右立脚終期から遊脚中期

あるエンケファリンは 50～100Hz の刺激で活性

にかけてのクリアランス低下が見られた。

化されると言われている。よってスパズムを起こ

【経過】x＋1 日目よりリハビリテーション開始。

している膝関節伸展筋の拮抗筋であるハムストリ

1～2 日目までニーブレース装着し平行棒内歩行

ングスに対して EMS(80Hz、300μs)を実施し、

実施。3 日目よりニーブレース Off にて歩行練習

EMS の間は膝関節屈曲自動運動を実施した。最終

開始。ROM 時に疼痛が出現した。10 日目まで自

評価より NRS1 に改善し右膝関節屈曲 ROM は

動運動にて右膝関節屈曲運動、パテラセッティン

120°まで改善。膝関節伸展、屈曲筋力も MMT

グによる筋力強化を実施。しかし右膝関節 ROM

より 4 まで向上した。疼痛に対しては低周波によ

時の疼痛訴えが強かったため疼痛による ROM 制

る疼痛抑制物質の放出だけでなくゲートコントロ

限、歩行能力低下を改善する目的で 11 日目より

ールセオリーが関係したと考えられた。ゲートコ

低周波を開始。13 日目より歩行器歩行自立が可能

ントロールセオリーでは抑制介在ニューロンが T

となり 19 日目より T 杖歩行自立が可能になる。

細胞を抑制すると考えられている。抑制介在ニュ

【最終評価】視診：右膝関節周囲の熱感は軽度残

ーロンを促進するには抑制性入力を担う Aβ繊維

存

を刺激することで活性化する。EMS を行うことで

膝蓋骨可動性：上下左右良好

回旋も可能

ROM‐t：膝関節屈曲 120°伸展-5°MMT：膝関

Aβ繊維を活性化させたと考えられた。膝関節

節屈曲 4 伸展 4 周径：膝蓋骨直上 36,0 ㎝＋5 ㎝

ROM の改善は膝関節屈曲筋への電気刺激により

36,0 ㎝＋10 ㎝ 36,5 ㎝

疼痛：

スパズムを起こしている筋の拮抗筋の運動神経の

片脚立位：右 10

興奮が起こり拮抗筋からの求心性神経も興奮し特

T 杖歩行：歩行開始時の右足の 1

に筋紡錘からの知覚神経である Ia 繊維が興奮し

NRS1 膝蓋骨周辺
秒

左 12 秒

荷重率：100％

PCS：0 点

歩目に不安感あり。右立脚期はやや短縮。

緊張を抑制したと考えられた。疼痛が軽減された

[考察] 歩行より右立脚期の短縮が起こっており

ことにより筋緊張が緩和され膝関節屈曲、伸展筋

右立脚終期から遊脚中期にかけてのクリアランス

出力向上につながり歩行能力も T 杖歩行自立まで

低下が起こっていた。これらの原因として①大腿

向上したと考えられた。

ACL 断裂術後に早期ジョギング開始と再断裂予防を

関節筋力：患健比で Quad75%，Ham82%，最大等尺性股

目指した一症例

関節筋力：患健比で股関節外旋筋 102%，内旋筋 66% ，
内外旋比：患側 95%，健側 147%，MMT：右股関節外旋・

瀬尾

香奈恵

赤穂中央病院

内旋 5，片脚立ち上がりテスト:患側 30 ㎝（Knee-in
リハビリテーション部

軽減）
，健側 30 ㎝, 患側ランジ動作：膝関節内外反

【はじめに】今回，前十字靭帯断裂（以下 ACL 断裂）

動揺軽減，膝関節前面痛消失．

後，BTB 法を施行した症例に対しジョギングの早期

【考察】本症例は，早期スポーツ復帰を望んでいる

開始，再断裂予防を目指して介入し，良好な結果を

が，関節弛緩性を有していると再断裂リスクが高い

得たため報告する．本症例には発表の趣旨を説明し

ため，早期ジョギング開始と同時に再断裂予防が必

同意を得た．

要だと考えた．ジョギング開始には Quad の筋力が患

【症例紹介】10 代女性．柔道練習中に右膝関節痛が

健比 70%以上必要であり，BTB 法による靭帯再建後の

あり一時中止．その後，スポーツ復帰したが右膝関

Quad の筋力回復過程を検討した報告（永野ら，2016）

節痛が再発し当院受診．右 ACL 断裂・右内側半月板

では，
術後 12 週において患健比 Quad60%であるため，

後節水平断裂と診断．BTB 法にて靭帯再建，内側半月

当院クリニカルパスに準じてジョギングを開始する

板部分切除術施行．当院のクリニカルパスは DONJOY

ためには，より積極的な筋力強化が必要である．本

装着し 6 週まで伸展-20°，それ以降 0°，8 週まで

症例の術後 5 週時点の Quad の筋力は患健比 47%であ

は屋内外装着，8-12 週は屋外のみ，ジョギングは 12

り良好な経過を辿ったが，その後の筋力回復が停滞

週後に開始であった．翌日より理学療法開始．術後

し Knee-in が残存したため，運動プログラムを再考

3 週後に退院され，外来リハビリテーションを継続

した．支柱付きサポーターを 8 週間装着後に VM の萎

中．

縮を認めた報告（井原ら，1993）があるため，本症

【理学療法評価】初期評価（術後 5 週）

例は VM の筋力低下によって Knee-in が出現してお

大腿周径：膝蓋骨上縁で患側+3.5 ㎝，深部感覚：正

り，また Knee-in での動作が習慣化していることが

常，ROM：右膝関節屈曲/伸展：155/0°，最大等尺性

VM の活動減少に繋がっていると考えた．そのため，

膝関節筋力：患健比にて大腿四頭筋（以下 Quad）47%，

術後 8 週からは VM を意識した筋力強化として，立位

ハムストリングス（以下 Ham）72%，MMT：右股関節外

にて足部回外位での股関節内転筋等尺性収縮と同期

旋 4， 内旋 5，東大式全身弛緩性テスト：6.5 点，ア

させたセッティング運動を電気刺激療法と併用して

ーチ高率：8%，片脚立ち上がりテスト：患側 40 ㎝

行ったことで，Quad の筋力回復と動作時の Knee-in

（knee-in 出現）
，健側 30 ㎝，患側ランジ動作：膝

減少を認めた．また，関節弛緩性による扁平足があ

関節軽度内外反動揺・膝関節前面痛あり．

り Knee-in が生じやすいため，後脛骨筋の筋力強化

【目標】短期目標（術後 12 週）
：ジョギング開始，

により内側縦アーチの向上を試みたが，改善は困難

患健比にて Quad70%以上，Ham70%以上

であった．そのため，股関節外旋筋力向上による

【理学療法経過】術後早期から電気刺激療法を用い

Knee-in 予防を行ったところ改善を認めた．これら

た ROM 練習，Quad・Ham の CKC 中心とした筋力強化

の介入により，Quad 患健比 70%以上獲得と動作時の

実施．術後 5 週からは上記に加えて膝伸展 60°まで

Knee-in が減少し，術後 10 週でジョギングが許可さ

に制限した OKC 運動，後脛骨筋筋力強化実施．術後

れ，より早期に目標を達成した．しかし，高負荷の

6 週からは股関節外旋筋に対し CKC・OKC での筋力強

運動では Knee-in を認めるため，筋力強化の継続に

化実施．
術後 8 週からは立位での内側広筋（以下 VM）

加えて，将来的に足底板導入を検討する必要がある

を意識した筋力強化実施．

と考える．

【理学療法評価】最終評価（術後 12 週）
大腿周径：膝蓋骨上縁で患側+0.5 ㎝，最大等尺性膝

長期安静を強いられた患者の在宅復帰に向け、転

始となり軽度介助から近位監視でシルバーカー、

倒予防を目指した症例

固定式歩行器を用いて歩行練習開始。
【最終評価 X+95～97 日】右股関節屈曲伸展、膝

森元

貴史

関節屈曲・伸展、右足関節底屈 3 へ改善。ROM-T

龍野中央病院

は 右 股 関 節 屈 曲 90 ° 伸 展 15 ° 右 膝 関 節 屈 曲

【はじめに】今回、右大腿骨顆上骨折を呈した症

100°伸展-5°へ改善。右大腿周径は膝蓋骨直上

例を担当した。立脚期の短縮(MSt～TSt)に伴いト

37.0/34.5 ㎝、膝蓋骨直上 5 ㎝ 37.0/34.5 ㎝、膝蓋

ゥクリアランスの低下によって歩幅の減少、つま

骨直上 10 ㎝ 39.5/39.0 ㎝へ改善。感覚検査は右表

ずきによる転倒リスクがあり、歩容の改善を目的

在感覚(足趾)・右深部感覚(膝関節周囲)ともに軽度

に理学療法介入。結果、固定歩行器歩行の安定性

鈍麻へ改善。NRS はすべての疼痛が消失。歩行時

向上、歩容改善が見られた為以下に紹介する。ま

つまずき・すり足消失。FIM105/1126 点。

た本症例には発表の趣旨を説明し同意を得た。

【考察】長期安静を強いられた患者の在宅復帰に

【症例紹介】80 代後半女性。平成 29 年 7 月 X 日

向け転倒予防を目指した症例である。本症例は荷

より右大腿骨に疼痛が出現し X+2 日に歩行困難、

重開始が遅かったがスムースに歩行練習へ移行で

T 病院へ救急搬送となる。大腿骨顆上骨折と診断

きた 。 相 馬 によ ると 「 本 邦で の転 倒 発生 率は 約

されプレート固定術施工。その後術創部安定しリ

20%であり、転倒の発生状況が歩行中のつまずき

ハビリテーション目的で X+23 日に当院転院。前

によるものが多い。」と言われている。本症例も在

院からの引継ぎにて X+44 日まで右膝関節可動域

宅復帰にはつまずきが問題になった為歩行練習中

練習禁止、knee blace 着用、完全免荷の指示あり。

心に理学療法介入した。石井によると歩行時

【初期評価 X+31～33 日】長谷川式簡易評価スケ

「forefoot rocker で腓腹筋と下腿三頭筋が最大筋

ール 12/30 点と中等度認知症。MMT 右足関節背

力の約 80％を発揮する」とされている。本症例は

屈 3、底屈 2。ROM-T 左股関節屈曲 85°伸展 10°。

右足関節底屈 2 であった。創部周囲の疼痛や感覚

形 態 測 定 (Rt/Lt) 右 大 腿 周 径 は 膝 蓋 骨 直 上

低下により立脚期短縮を認め、荷重時痛なく荷重

37.0/33.0 ㎝、膝蓋骨直上 5 ㎝ 38.0/34.5 ㎝、膝蓋

過多傾向にあったことからも forefoot rocker 機能

骨直上 10 ㎝ 40.5/39.0 ㎝。感覚検査:右深部感覚(足

の低下が考えられる。これらにより歩幅の減少、

趾)・右表在感覚(膝関節周囲)中等度鈍麻。疼痛検

前方への推進力低下によってすり足歩行となって

査(Numerical Rating Scale:以下 NRS)安静時/運

いたと考えられる。立脚期の短縮改善の為に一側

動時に術創部に 2・3/10 の疼痛あり。FIM55/126

下肢を前方に出し、MSt～TSt までの動作反復練

点。関節可動域練習開始の許可が出た X+49 日目

習を行い股関節伸展運動を促し forefoot rocker 機

に膝関節屈曲 60°伸展-10°。MMT 右股関節屈

能の向上を図った。また、腓腹筋・下腿三頭筋が

曲・伸展、膝関節屈曲・伸展 2。

働くとされているため OKC・CKC を用いた筋力

【理学療法経過】介入初期は右膝関節可動域運動

増強運動、反復筋力増強運動による筋力向上を行

禁止の指示の為、左下肢と右膝関節以外の関節可

った。この結果、筋力向上、感覚受容器の機能回

動域運動と筋力増強運動を中心に平行棒内で右下

復がおこり forefoot rocker 機能改善し、立脚期が

肢非荷重での立位練習も実施。X+49 日より右膝

延長し前方への推進力も向上しトゥクリアランス

関節可動域運動開始。右下肢 1/3 荷重も開始とな

向上したと考えられる。今回足関節可動域、荷重

り体重計を用いて足底への感覚入力練習開始。荷

制限下での歩容に着目できていなかった事を反省

重時痛なし。X+63 日より 1/2 荷重開始し、平行

する。今後、現在の機能維持、更なる歩行の安全

棒内で介助下で歩行練習開始。歩行時つまずきあ

性、安定性向上を目指しデイサービスや訪問リハ

り、すり足歩行を認める。X+74 日より全荷重開

ビリテーションを利用される予定である。

通所リハビリが利用者に与える影響について

で生活に活気を与える。また当事業所での利用者は
自主的に体調管理をしていることがわかった。この

福井

智也

ことは、受け身ではなく、自主性をもち精神的自立

佐用中央病院

をしていることを意味する。

【はじめに】今回、通所リハビリでの経験を通じ、
通所リハビリで実践する内容が利用者の体の機能、

今後の目標は、
「現在の生活をこの先何年も維持
したい。
」という意見がほとんどだった。

生活場面への影響に留まらず、精神面への影響、健

自主性を持ったものに置き換われば、体力面や健

康への意識変化、自宅での自主運動練習メニューへ

康への意識が高まり自主的に運動練習を自宅でし

の影響、など様々な広範囲への影響力を持ち得てい

て頂いたり、食べ物に気をつけたりと患者自身の精

ると感じ、若干の考察を加えたので、報告する。ま

神的自立が患者自身の経過へと影響する。通所リハ

た、利用者には発表の趣旨を十分に説明し同意を得

ビリの意義としては、単に身体機能面を高め、生活

た。

面を改善するだけでなく、精神面を陽性に変容させ、

【事業所の紹介】○病院併設○定員：20 名○9：30

受け身から自主性へと変容していく過程を援助す

～13：00（①1～2 時間利用②2～3 時間利用③3～4

ることが大切であると考える。

時間利用）○併設病院の理学療法士が兼務○利用者

理学療法士の役目としては、どういった運動メニ

の基礎疾患：パーキンソン病、脳卒中、脊柱管狭窄

ューを組めば良いか適切にオーダーメイドのメニ

症、大腿骨骨折術後、圧迫骨折後、関節リウマチな

ューを考えられる知識や技術はもちろん大切であ

ど。

るが、単にメニューを組むだけでなく、健康に対す

【対象と方法】当事業所の利用者に対してアンケー

るアドバイスなどを行い、寄り添いながら、時には

トによる聴取ならびに過去 1 年間の転倒調査。

モチベーションを高める工夫をこらすことが必要

【結果】①アンケート結果

であると考える。そして、対象者自身でモチベーシ

1．「人と接することが楽しい」
「自分より状態が悪

ョンを何年も維持してもらうことが、「現在の生活

い人が頑張って自主練習しているのを見ると、自分

をこの先何年も維持したい」ということに繋がって

も頑張ろうと思う」
「ここに来るのが生きがい」
「力

くる。

が付いた」
「疼痛がなくなった」など。

【まとめ】通所リハビリには、機能面を改善する理

2．「歩ける距離がのびた」
「生活場面全体で体が動

学療法士としての知識、技術はもちろん大切である

かしやすくなった」「つまずかなくなった」など。

が、それだけでなく、患者の生活場面を把握し、そ

3.「散歩をしている」
「通所リハビリでしている体

の場面を目標としメニューを組んだり、他職種と連

操をしている」
「姿勢に気を付けている」など。

携し、また医療と介護、福祉が一本化した対象者へ

4.「食事のバランスに気をつけている」「量を控え

のアプローチが重要であることが、当事業所での経

ている」
「牛乳や青汁を飲んでいる」など。

験からわかったことである。さらに、今回のアンケ

5.「現在の生活をこの先何年も維持いていきたい」

ートを通じ、理学療法士としての役割は、対象者を

など。

受け身から自主性をもったものへと変容させる過

6.「現在の運営で満足している」など。

程を援助するところにもあると考え、またさらに、

〈その他〉
「家での自主練習だけだと甘えがでる。

そのモチベーションを持続してもらうことに携わ

ここへ来ると周りがみんなしているので、自分も頑

る役割も担っていると考える。

張らないと、と意識の継続に繋がる」
②転倒調査結果

利用者 31 名中 5 名が 1 年間で

転倒の既往がある。
【考察】今回のアンケートを通じ、通所リハビリに
通う事は身体機能面でなく精神的側面への影響も
非常に大きいということがわかった。人と接する事

歩行時の躓き改善を目指し、歩行の安全性向上を

ッド上で徒手筋力増強運動や体幹の筋力増強運動、

図った症例

またバランス能力低下防止のため、左右へのリー
チ動作も行った。８週目より水疱が落ち着いてき

宇久 大和

たため、立位練習や歩行練習を再開した。立ち上

老人保健施設ハイマート

がりの動作能力が低下していたが立位姿勢では骨

【はじめに】今回、過去に腰椎圧迫骨折を呈し、

盤中間位での保持が可能であった。しかし、支持

その後うつ病疑いにより廃用症候群を起こし身体

なしでの立ち上がりが不安定になっていたため、

能力低下を起こした症例に対して、
下肢筋力強化、

歩行練習を本格的に行って行く前に立位練習を中

アライメント修正を行った結果、歩行が安定し、

心に行った。立位練習を再開し１週目に支持なし

安全性の向上を認めたので以下に報告する。本症

での立ち上がりが安定したので、歩行練習を本格

例には、発表の趣旨を説明し同意を得た。

的に行った。

【症例紹介】80 歳代女性。平成 28 年 12 月下旬、

【最終評価】徒手筋力評価（MMT）で両股関節、

反応が乏しくなり、声が出ないと家人と相談し入

伸展、外転、内転、外旋、内旋４、左足関節背屈

院。平成 29 年 2 月上旬に退院、次女が介護され

４に増大した。立位姿勢は骨盤中間位・左に傾斜

ていたが食事量の減少、ADL の低下が見られ、2

しており、右上後腸骨棘が左上後腸骨棘より１横

月下旬再入院となる。その後、改善し平成 29 年 5

指上にあった。右多裂筋・腰方形筋の緊張は軽減

月下旬に当施設入所となる。

した。歩行は歩行器歩行にて見守りレベル。左遊

【初期評価】徒手筋力評価（MMT）で両股関節、

脚期のクリアランスは増加し、躓きは軽減した。

伸展、外転、内転、外旋、内旋３、左足関節背屈

【考察】本症例は歩行自立をゴールとし、歩行時

２であった。立位姿勢は骨盤後傾位・左に傾斜し

の躓きによる転倒のリスクを減らし、歩行能力の

ており、右上後腸骨棘が左上後腸骨棘より２横指

向上を図った症例である。本症例においての躓き

半上にある。右多裂筋・腰方形筋に緊張が見られ

の原因を①足関節背屈筋力低下②骨盤左傾斜によ

た。歩行は歩行器にて軽介助レベル。全歩行周期

る左遊脚期のクリアランスの低下を問題としてア

にて体幹屈曲位、骨盤後傾し左に傾斜、左遊脚期

プローチを行った。①に対しては徒手抵抗による

のクリアランスの低下により躓きあり。

筋力増強運動を行った。②に対しては骨盤左傾斜

【理学療法経過】入所当初は関節可動域運動、徒

の原因を右の多裂筋・腰方形筋の緊張により、右

手筋力増強運動、歩行練習を実施した。２週目で

に骨盤が上がっていることによる骨盤の左傾斜と

左足関節背屈の筋活動が増加したが、歩行時の躓

考え、右の多裂筋・腰方形筋へのリラクゼーショ

きは完全には改善されず、何度か躓くことが見ら

ンとストレッチを行ったところ、１横指半分の改

れた為、足関節の背屈のみによる歩行能力低下で

善が見られた。しかし、右上後腸骨棘が左上後腸

はないと考え、姿勢に着目し、姿勢の修正も行っ

骨棘より１横指上にあり、完全な改善は見られな

ていった。右多裂筋・腰方形筋のリラクゼーショ

かった。脊柱に変形があるため、それによる傾斜

ンとストレッチ、骨盤前傾運動を開始した。３週

ではないかと考えている。これらの問題点に対し

目に骨盤の左への傾斜が減少した。骨盤の後方へ

て理学療法を継続して行って行くことで歩行能力

の制動が十分であると判断したため、骨盤の中間

の改善、躓きの減少ができるのではないかと考え

位への修正を開始した。５週目に座位姿勢では骨

る。

盤中間位となったが、両足背・足底部に水疱がで

また、歩行能力の向上を図り、歩行自立を目指し

き、３週間ほど立位を取ることができなくなった

ていくだけでなく、自宅復帰に向けて活動や社会

ため、歩行練習や立位での姿勢修正が行えなくな

参加レベルで本人様のやりたいことが行えるよう

った。そのため、筋力低下を起こさないよう、ベ

リハビリテーションを実施していきたい。

左視床出血に対し右 IC から LR に着目し,持続的な

徴候:陰性.Foot-pat test:4 点.Hip-flexion test:4 点.

歩行スピード獲得を目指した一症例

歩行観察:右 IC での性急な足底接地改善.右 LR での
右股関節屈曲を伴う骨盤前傾は一時的に改善したが

小西

知佳

40m 程度で再び出現.

赤穂中央病院リハビリテーション部

【考察】本症例は左官業への復職希望がある.復職す

【はじめに】今回,左視床出血で右片麻痺を呈した症

るにあたり歩行スピードの向上が必要になると考え

例に対し右 IC から LR に着目し歩行スピード獲得

屋外歩行自立レベルである 1m/s を目標に介入した.

を図り屋外自立を目指したことを以下に報告する.

右 IC での性急な足底接地による heelrocker 破綻の

また本症例には発表の趣旨を説明し同意を得た.

原因として,ロンベルグ徴候陰性,感覚障害軽度であ

【症例紹介】60 歳代男性.X 日,突然の右不全麻痺を

ることから外側腹側核の障害による小脳性運動失調

発症し,他院へ緊急搬送.左視床出血(視床～内包後脚

と判断し,右足関節の grading 低下と内包後脚の障

～放線冠)と診断.入院前は左官業をしており復職希

害による右大腿四頭筋,前脛骨筋の筋出力低下を挙

望.X+30 日目に当院回復期リハビリテーション病棟

げた. heelrocker 破綻により右脛骨の前進が遅延し

に転院.X+52 日目より最終評価実施.

右下肢の前進を妨げる. ペリーは, heelrocker の不

【初期評価:X+31～33 日目】Brunnstrom recovery

足により,その後の LR での必要な筋群の活動が減少

stage(以下 Brs)[右]:上肢Ⅳ手指Ⅴ下肢Ⅴ.表在感覚:

すると述べている.治療初期では heelrocker に着目

軽度鈍麻,深部感覚:正常 Manual Muscle Testing(以

し脛骨の前進を促すことが出来れば,右 LR で右股関

下 MMT)[右]:大殿筋 3 中殿筋 3 大腿四頭筋 4 前脛骨

節が伸展し骨盤,体幹を前上 方に押し上げることが

筋 3.触診:歩行時,右大殿筋,中殿筋,大腿四頭筋,前脛

可能となり歩行推進力の向上を図れると考えた.中

骨筋の筋収縮不十分.10m 歩行(freehand)[快適/努

間評価では右 IC での性急な足底接地に改善が見ら

力]:15 秒/12 秒.6 分間歩行:243m.歩行速度:0.66m/s.

れた.これは右前脛骨筋,大腿四頭筋が促通されたた

ロンベルグ徴候:陰性.Foot-pat test:3 点.歩行観察:右

めと考える.しかし,右 LR での右股関節屈曲を伴う

IC で性急な足底接地,右 LR で右股関節屈曲を伴う

骨盤前傾に改善は見られなかった.原因として小脳

骨盤前傾あり.

性運動失調による右股関節の grading 低下,内包後

【理学療法経過】右 IC で円滑な踵接地を得るため

脚障害による右大殿筋,中殿筋の筋出力低下を挙げ

に右足関節の grading の低下に対して不安定板を用

た.ペリーは LR での骨盤前傾の原因として股関節伸

い前脛骨筋の収縮,拮抗筋間の同時収縮を促した.筋

筋の弱化を挙げている.検証を行い,右 LR において

出力低下に対して課題特異型トレーニングにより右

徒手的に右大殿筋,中殿筋の補助を行ったところ持

大腿四頭筋,前脛骨筋の遠心性収縮を促したところ

続性に乏しいが骨盤前傾に改善が見られた. 最終評

持続性に乏しいが改善が見られた.X+40 日目,持続的

価では,10m 歩行では屋外歩行自立レベルであった

な踵接地が見られるた.しかし右 LR での骨盤前傾に

が持続的な筋収縮が得られなかったため 6 分間歩行

改善が見られなかった.そこで右 LR において右大殿

ではカットオフ値に至らなかった.この原因を,小脳

筋,中殿筋の筋収縮を促しながらステップ練習を行

性運動失調により無意識下での筋出力の調節が不十

うと一時的に改善が見られた.しかし 40m 程度で再

分であると考えた. 本症例は,意識下では右大殿筋,

び骨盤前傾が出現.

中殿筋の筋収縮が得られたが無意識下で得られにく

【 最 終 評 価 :X+52 ～ 55 日 目 】 Brs[ 右 ]: 下 肢

いと考え, 屋外独歩自立の獲得,職業復帰を目指すた

Ⅵ.MMT[右]:大殿筋 4 前脛骨筋 4.触診:歩行時,右大

め,今後は二重課題下の歩行練習を行う.体幹前傾が

腿四頭筋,前脛骨筋の筋収縮あり.右大殿筋,中殿筋の

出現した際に口頭指示にてフィードバックを行い,

持続的な筋収縮不十分.10m 歩行[快適/努力]:10 秒/8

意識下から無意識下での歩行練習へと切り替えるこ

秒.6 分間歩行:318m.歩行速度:0.95m/s.ロンベルグ

とで持続的な歩行スピード獲得を図れると考える.

動作時息切れ,運動耐容能に着目した心筋梗塞後

息切れ 3,疲労感 4 となった.NYHA はⅢ度になる.

心破裂を来した左室修復術後の一症例

最 終 評 価 日 で は エ ル ゴ メ ー タ ー 30W で 20 分 可
能.BS 息切れ 3,疲労感 3,NYHA はⅡ度.

井上

優希

【最終評価(Ｘ+42 日目)】6MWT では試験前の BS が

龍野中央病院

息切れ 3,疲労感 3,SpO₂98％.試験後,BS 息切れ 3,

【はじめに】今回,左室修復術後の症例を担当した.

疲労感 3,SpO₂98％であった.試験中の SpO₂は 98％.

手術後,息切れ,運動耐容能の低下に対し理学療法

歩 行 距 離 357m, 歩 行 速 度 3.5km/h. 膝 伸 展 筋 力

実施.結果,歩行動作時の息切れの改善,運動耐容

R:17.5kg,L:17.6kg で運動耐容能の向上,息切れ

能の向上につながったので報告する.なお,本症例

の軽減が見られた.SLR は R:80°L：85°.大腿周径

には発表の主旨を説明し同意を得た.

R:37.5cm,39.3cm.L:36.5cm,38.3cm. 呼 吸 機 能 は

【症例紹介】50 歳代女性.BMI20.9 平成 29 年 6 月

FEV1.0％：103.6％.％VC：110.6％と換気機能が向

上旬にＡ病院にて手術を行う.手術日+32 日(以下

上.心機能検査では EF：29.3％,FS：5.4％.CTR：

Ｘ日とする)当院に転院する.

56.3％であり心肥大が軽減し EF の向上を認めた.

【初期評価(Ｘ+2～4 日目)】主訴,息切れ,動くと

血液検査 CRP：0.18mg/dl.BNP：280.3mg/dl.NYHA

しんどい.6 分間歩行(以下 6MWT)では,試験開始前

はⅡ度.

修正 Borg Scale(以下 BS):息切れ 3,疲労感 4, SpO

【考察】本症例は退院後,自宅にて娘夫婦と三人暮

₂95％であり,試験後,BS 息切れ 4,疲労感 6,SpO₂

らしとなる.娘夫婦は日中仕事で自宅に一人とな

94％である.また試験中の,SpO₂は 94～96％であ

るため日常生活の自立が求められる.そのため,

った.歩行距離 291m,歩行速度 2.9km/h.膝伸展筋

買い物や洗濯等の IADL 動作に着目し,特に重要と

筋力 R:10.0kg,L:8.0kg 握力 R:21.0kg,L:5.75kg.

なる歩行動作時の息切れ改善,運動耐容能の向上

SLR,R:60 ° L:65 ° 大 腿 周 径 ( 膝 蓋 骨 か ら 上 方 に

が必要と考えた.心疾患におけるガイドラインよ

5cm,10cm 記載)R と L 共に:35.5cm,37.0cm.L:呼吸

り AT 値に近いとされる最大心拍数の 50～70％の

機能 1 秒率(FEV1.0%)77.7％,肺活量(％VC)74.3％,

運動強度で運動療法を実施.結果 EF 値の向上を認

左 室 駆 出 分 画 (以 下 EF)20.9 ％ ,左 室 内 径 短 絡 率

めた.新野らによると静的ストレッチにより筋の

(以下 FS)13.1％,心胸郭比(以下 CTR)61.6％,血液

柔軟性と血管内皮機能は向上するとあり,SLR の

検査 CRP：5.29mg/dl,BNP：743.5pg/ml,New York

可動域の向上により下肢の血行動態の改善を認め

Heart Association(以下 NYHA)Ⅳ度である.

たと考える.また膝伸展筋力,大腿周径より大腿四

【理学療法経過】左室修復術が胸骨正中切開で行

頭筋の筋量増加も認めたと考える.これら上記よ

われたため,術創部に影響の少ない下肢に対する

り運動時に必要な ATP の供給量が増え,運動耐容

理学療法から開始した.病室からリハビリ室まで

能が向上したと考える.そのため,動作時の酸素消

独歩で来室(約 50m)するが,息切れ,下肢の疲労感,

費量が抑制でき,また有酸素運動によりガス交換

胸部不快感が見られた.下肢の柔軟性向上目的で

機能が向上したことで息切れが改善したと考える.

ID ストレッチング,ROMex を実施.その後心機能,

佐竹らによると 6MWT は身体活動と強い相関係数

下肢の耐久性向上のために下肢レジスタンストレ

があり,300m 未満では生命予後が悪いと言われて

ーニングとエルゴメーターを実施.カルボーネン

いる.291m から 357m と向上を認めた.本症例は息

法と BS より,運動強度 50～70％を目途に実施.Ｘ

切れと運動耐容能の改善より,自宅復帰が可能な

+7 日目では,息切れ下肢の疲労感が強くエルゴメ

身体機能に改善したと考える.自宅復帰後,指導し

ーター10W で５分限度で NYHA はⅣ度.Ｘ+19 日目,

た運 動を 継 続す るこ と で 身体 機能 の 維持 向上 と

上 肢 の 運 動 が 許 可 さ れ た . そ の 時 点 で SLR は

QOL の向上に繋がり,生命予後が良くなると考え

R:80°L:85°,エルゴメーター25W で 20 分可能.BS

る.

難治性肩関節拘縮を呈し改善が見られた一症例

した。本症例は肩甲帯の機能不全も確認できるが、
肩後方組織の伸張性低下による ROM 制限が著名であ

岩本

歩美

ったため、棘下筋・小円筋・肩甲下筋のリラクゼー

ノア整形外科クリニック

ション・ストレッチ、肩後方関節包・後下関節上腕

【はじめに】今回、右肩関節に著名な関節可動域（以

靭帯（以下 PIGHL）のストレッチ、菱形筋群・前鋸筋

下 ROM）制限を呈した症例に対し、上腕骨頭の動きと

の筋力強化を実施した。自宅での運動として、菱形

肩後方部に着目しアプローチした結果、疼痛の軽減、

筋群と前鋸筋の筋力強化、コッドマン体操を行って

ROM の改善を認めたので報告する。本症例には、発表

もらった。

の趣旨を説明し同意を得た。

【最終評価（X 日+14 週）
】右肩関節の ROM-t は他動

【症例紹介】50 歳代女性。平成 29 年 4 月頃より右

では屈曲 110°、外転 90°、外旋 20°、内旋 30°と

肩に疼痛出現し、他院にて治療するも改善なく、5 月

なり、自動では屈曲 105°、外転 85°、外旋 20°、

頃より右肩関節の ROM 制限が大きくなり、日常生活

内旋 30°と増大した。屈曲・外転・内旋時には骨頭

においても動作困難となった。8 月 X 日に当院を受

の偏位が軽減した。また、僧帽筋上部線維の過剰収

診し、同日よりリハビリテーション開始となった。

縮も軽減し、屈曲・外転時での体幹左側屈は生じな

【初期評価（8 月 X 日）
】右肩関節の関節可動域検査

かった。ベッドから肩峰までの距離は 6.5cm/6cm（右

（以下 ROM-t）は、他動では屈曲 80°、外転 65°、

/左）となった。NRS は全てにおいて 1 となった。

外旋 10°、内旋 20°であった。自動では屈曲 60°、

【考察】本症例は日常生活動作の改善を目標に、右

外転 50°、外旋 0°、内旋 10°であり、右上肢での

肩関節の ROM 改善を図った。まず、肩甲骨を正常な

結髪・結帯動作は困難であった。屈曲・外転・内旋

アライメントに近づけるために、胸部周囲筋のリラ

時には上腕骨頭が偏位し疼痛が出現した。屈曲時に

クゼーションを行ったことで筋緊張が低下し、骨頭

は、僧帽筋上部線維の過剰収縮が起き、肩甲骨外転・

の前方偏位や肩甲骨の前傾が軽減したため、ベッド

挙上・上方回旋を行い、同時に体幹の左側屈が生じ

から肩峰までの距離が減少したと考えられる。肩後

た。外転時には体幹左側屈が起き、同時に肩甲骨上

方組織による ROM 制限に対して、福吉らは肩後方の

方回旋・挙上しており、最終域では肩関節軽度屈曲

硬さが起因する骨頭の偏位に対して、肩後方部にア

が生じた。胸郭外側部や肩峰周囲に疼痛が出現し、

プローチすることで、ROM 制限が改善したと報告し

痛みの評価（以下 NRS）では安静時 3、夜間時 10、屈

ている。また、赤羽根らは後下方関節包や PIGHL が

曲・外転時には 10 であった。背臥位でのベッドから

原因となる拘縮では、棘下筋や小円筋の短縮や攣縮

肩峰までの距離は 7.5cm/6cm（右/左）であった。単

が制限因子となると報告している。本症例において、

純 X-P 所見では関節腔狭小化を認めた。

屈曲・外転・内旋制限があり、骨頭の偏位が生じた

【理学療法経過】初期評価から本症例は可動域制限、

ため、まず棘下筋や小円筋に対してアプローチし、

筋緊張亢進が著名にみられた。まず筋緊張の低下を

その後、後方関節包や PIGHL にアプローチした。そ

目標に、初回の介入では、頸部・胸部周囲筋のリラ

の結果、伸張性を獲得し ROM が増大、骨頭の偏位が

クゼーション、胸郭のストレッチ、関節可動域運動

軽減し、疼痛が軽減したのと考えられる。さらに、

（以下 ROMex）を中心に実施した。介入 3 週目で座

森原らは屈曲早期では前鋸筋主導による肩甲骨の外

位姿勢での筋緊張が軽度低下し、右肩峰・肩甲骨の

転と上方回旋が行われると報告している。以上より、

位置が軽度下制した。介入 5 週目で、右肩関節屈曲・

前鋸筋の筋力強化を施行したことにより、肩甲骨の

外転時に出現していた胸郭外側部の疼痛は消失し、

外転と上方回旋が初期より可能となり、ROM が増大

肩峰周囲の疼痛も軽減した。この週より疼痛が軽減

したと考えられる。

したことから、筋再教育を目的に、上腕骨頭の動き
を誘導しながら自動介助レベルでの ROM ex を実施

右野球肘の右片脚立位に着目した症例

下肢では膝蓋骨の矢状面上のラインが母趾を通る
ように、左下肢では第二趾を通るようにスクワッ

井戸 康公

ト動作などを行った。下肢・体幹筋力トレーニン

ささき整形外科クリニック

グとして、腹筋群、背筋群、股関節外転、外旋、

始めに― 今回、内側型の野球肘を呈した患者様

内転運動を行った。また内乱刺激動作でも骨盤前

を評価・理学療法介入をする機会を得ましたので

傾位による股関節運動で衝撃吸収、バランスを制

今後の治療の助言をいただきたく報告する。また

御するよう説明した。

本症例には、発表の趣旨を説明し同意を得た。

経過― 現在リハ開始 3 週間で、MMT での数値

症例紹介― 10 歳代男性。ポジション：ショート

では、大きな変化は見られなかったが、片脚立ち

遠投時に右肘内側に痛みを訴える。

上がりテストでは 30 ㎝の高さが可能になった。

評価― 肩関節 ROM に大きな左右差は無い。肘

また、スクワット動作や、内乱刺激動作では knee

外反ストレスでは陽性を示した。また、クレイグ

in 動作は軽減し、骨盤前傾位での股関節屈曲動作

テスト右/左 20°/25°であった。肘内側に圧痛所

が行えてきた。チーム練習でも徐々に疼痛が軽減

見なし。片脚立ち上がりテスト台の高さ 40 ㎝で

してきた。

は可能、35 ㎝以下の台からの立ち上がりでは困難

考察―

となった。MMT では、体幹、股関節を測定し左

作時の骨盤後傾位、下肢の動作時の不安定性であ

右に優位な差は見られなかった。スクワット動作

ると考える。先行研究において、片脚立位軽度屈

では両下肢の knee in がみられる片脚スクワット

曲で骨盤後傾する選手は、ワインドアップから投

では knee in が増加し足部が外転する。また、内

球方向に踏み出す際、後方重心になってしまい、

乱刺激動作として、ランジ動作、ジャンプ動作を

上半身、上肢、肩甲帯が動員されバランスを取ろ

行った結果、同様に knee in が起こった。特に再

うとし、上部体幹の回旋の不足が起こる可能性が

度ジャンプを行った結果、両足部接地時に下肢の

あり、
その補正のため肩が過度に水平外転をとる。

動揺、外側への重心動揺が出現する。片脚立位で

（大松）そのため、肘内側に過度な外反モーメン

は顕著な重心の制御が出現しなかった、骨盤後傾

トがストレスになり疼痛が出現したと考える。ま

し、
股関節軽度伸展、
膝関節軽度屈曲位となった。

た、内乱刺激動作を行った結果、knee in がみら

投球動作では右下肢に注目した。ワインドアップ

れ、
下肢不安定性が出現した原因として本症例は、

から重心移動する時に遠投と塁間投球を比較する

クレイグテストの結果より軽度大腿骨の前捻が強

と、遠投では右下肢屈曲運動が不十分であること

い事が分かる。結果、内乱刺激の下肢屈曲時に

が分かった。

knee in が増強したと考える。また、股関節外転、

理学療法介入―

本症例の問題点として片脚立位また動

まず、下肢体幹の協調運動、骨

外旋、内転の筋出力不十分、骨盤後傾による股関

盤前傾運動、下肢体幹筋力トレーニング、内乱刺

節屈曲角度の不十分、体幹筋力低下により、内乱

激バランス練習を実施した。まず、座位からの骨

刺激を制動できず knee in が出現し下肢の重心動

盤前傾運動を行った。また、座位で骨盤前傾を保

揺が出現したと考える。そのため、下肢の不安定

ったまま股関節屈曲運動を行い、骨盤前傾位での

性のために上肢での過剰なバランス制御によって

股関節運動の学習を行った。また、立位でも、ス

疼痛が出現したと考える。そして、本症例では特

クワットを行い、骨盤前傾で行うようフィードバ

に骨盤前傾運動、骨盤前傾位での股関節運動の学

ックし骨盤前傾を促した。Knee in を自覚させる

習、内乱刺激による下肢協調的な運動、下肢筋力

ために鏡を用いて視覚からの運動学習を行った。

トレーニングを行い疼痛は軽減したと考えた。

Knee in は股関節前捻角が強いために臥位時に質

最後に―

が骨を上に向けたときの足先が外を向くため、右

注目点の意見を聞きたく報告する。

他の有効なトレーニング方法、評価、

大腿四頭筋および下腿三頭筋の筋力増強により歩容

ROM は右膝屈曲 135°、伸展-5°、足背屈 20°、

改善が得られた右脛骨高原骨折の症例

底屈 55°。感覚検査は中等度鈍麻。全荷重開始後に
6 分間歩行検査を実施し X+66 日で 557 歩、429m、

森川

鈴香

X+78 日で 606 歩、467m。X+66 日の右下肢の歩幅

龍野中央病院

は 9.0 ㎝、X+78 日は 33.0cm。FTA は 175°。

【はじめに】今回、右脛骨高原骨折を呈した症例に

【考察】初期は患部の組織損傷や浮腫、腫脹による

対し大腿四頭筋および下腿三頭筋の筋力増強を重点

疼痛が著明であった。膝伸展時の膝関節裂隙の疼痛

的に実施。結果、右立脚期の膝関節不安定性改善と

発生部位を関節包と仮定。膝伸展動作により膝蓋骨

フォアフットロッカー(FR)向上により、右立脚期延

が上方へ引き上げられることによる滑膜への伸展ス

長がみられ歩容の改善を認めた為報告する。また、

トレスが原因と考える。また滑液の過剰分泌による

症例には発表の主旨を説明し同意を得た。

関節内圧亢進も原因の一つと考える。右下肢の浮腫

【症例紹介】50 歳代男性。平成 29 年 6 月 X 日、バ

と腫脹、感覚低下により動作時の感覚入力が不十分

イク運転中に転倒し受傷。4 日後に A 院にて ORIF

であり筋出力低下につながった。右足趾や足底の表

施行し翌日から理学療法開始、X+21 日に当院へ転

在感覚鈍麻により、右立脚期の安定性が低下し、結

院。X+18 日より PTB 装着、X+42 日より 1/3 荷重、

果、右立脚期短縮を招いた。月城らによると TSt 以

X+56 日より 2/3 荷重、X+63 日より全荷重開始。

降に起こる FR では下腿三頭筋の最大筋力の約 80％

【初期評価(X+29～33 日)】右大腿全体の筋萎縮著明、

の力で足関節背屈力を制御している。本症例は下腿

大腿周径膝蓋骨上 5 ㎝部(R/L)39.0/37.0 ㎝、15 ㎝部

三頭筋 MMT2 に加えて足背屈制限より、FR が低下

41.0/44.5 ㎝。MMT は、右股屈曲、外転、足背屈、

し前方推進力が低下した。最終評価で歩行時に膝関

足趾屈曲 4、右股伸展、内転、膝屈曲、伸展 3、足底

節裂隙内側に疼痛が生じた。原因としてミッドスタ

屈 2。Numerical Rating Scale(NRS)にて膝伸展時

ンス(MSt)の膝の動揺による膝内外反ストレスから

に膝関節裂隙部痛 2/10、足背屈時に 5/10 の下腿三

内外側側副靭帯への伸張ストレスが増加した。膝伸

頭筋伸張痛が生じた。ROM-T は右膝屈曲 95°、伸

展ラグより内側広筋の筋力が不足し、連結のある内

展-10°、足背屈 5°、底屈 50°。感覚検査は患側下

側側副靭帯にもストレスがかかる。結果、膝関節裂

肢が重度鈍麻から消失。大腿骨脛骨角(FTA)は 172°、

隙内側の疼痛につながったと考える。膝蓋大腿関節

Hohl 分類粉砕型。歩行は PTB 装具と松葉杖を用い、

に関して、ローディングレスポンス(LR)から MSt の

右立脚期短縮、重心の左側偏位を認めた。

大腿四頭筋遠心性収縮により、膝蓋骨にかかる圧が

【理学療法経過】初期は関節可動域練習、筋力増強

適切に分散されず一定の面に集中し疼痛が生じたと

運動、感覚促通練習にて健側下肢の機能維持と術創

考える。感覚機能に関して、歩行練習が開始され右

部癒着予防や関節可動域の獲得を実施。X+42 日よ

足底への感覚入力が促通され、感覚機能の回復が得

り、荷重練習、ステップ練習を開始、X+56 日より座

られた。歩容の改善について述べる。炎症期の脱出

位での高負荷膝伸展トレーニングを開始。X+63 日

に伴う疼痛軽減と感覚機能の回復により感覚入力が

より、独歩での歩行練習を開始、又高負荷低速度で

得られ筋出力が増加。大腿四頭筋筋力増強を積極的

の膝屈伸運動やスクワットを開始。X+70 日より、階

に実施し、初期時のローヒール改善、右立脚期の膝

段昇降や片脚立位での足関節底背屈運動を開始。

関節不安定性改善した。下腿三頭筋筋力向上により

【 最 終 評 価 （ X+81 ～ 85 日 ）】 大 腿 周 径 5 ㎝ 部

FR が向上。結果、右下肢の歩幅が増大し歩行能力が

36.0/35.5 ㎝、15 ㎝部 42.0/41.5 ㎝となり、MMT は

向上した。下腿三頭筋の強い遠心性収縮が可能とな

右股屈曲 5、右股伸展、内転、膝屈曲、伸展、足底屈

り足関節が動的に安定することで膝関節と股関節は

が 4。初期の疼痛は消失し、歩行時に膝関節裂隙内

受動的に安定し、MSt から TSt の膝関節不安定性が

側部、膝蓋大腿関節に NRS5/10 の疼痛が生じた。

改善した為、右立脚期が延長し歩容改善が得られた。

凍結肩に対し非観血的関節授動術を施行した症例

可動域までの動きを反復しながら他動運動を行った。
またその都度可動域改善の程度に合わせて、運動内

渡辺

紘行

信原病院
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容を調節し、自主運動の指導を行った。
【退院時評価（術後 4 週目）
】主訴は肩挙上制限であ

【はじめに】今回、左凍結肩に対し非観血的関節授

った。初診時の安静時痛や夜間時痛は消失した。問

動術を施行した症例を担当した。手術後肩関節可動

診では肩挙上動作時の NRS3 と肩峰下周囲の疼痛を

域向上を目的に理学療法介入を行ったので報告する。

認めた。他動肩関節可動域は屈曲 139°P、外転

【倫理的配慮】本症例には発表の趣旨を十分に説明

113°P、内転-8°、下垂位外旋 45°、90 度外転位

し、同意を得た。

外旋 85°、90 度外転位内旋 28°、90 度屈曲位外旋

【症例紹介】60 歳代男性。平成 29 年 2 月頃より徐々

77°P、90 度屈曲位内旋 3°、指椎間距離 42cm で

に夜間時痛及び動作時痛増悪のため、当院を外来受

あった。測定の際 90 度屈曲位内旋、90 度外転位内

診する。その後非観血的関節授動術の運びとなる。

旋で関節包性の制限を確認した。

【術前評価（手術 1 日前）
】主訴は左肩峰周囲の安静

【考察】術後の影響として靭帯・関節包の治癒過程

時痛と夜間時痛、動作時痛であった。理学療法評価

では損傷後から 2 週ごろまでは血餅形成に伴い血管

では問診にて肩挙上動作時の NRS10 と疼痛を認め

拡張、細胞壁の透過性の増加そして疼痛を誘発する。

た。触診で棘上筋、棘下筋、小円筋に圧痛を確認し

また疼痛のため肩甲骨周囲、肩関節の筋攣縮が著明

た。他動肩関節可動域（右/左、P-pain）は屈曲 150°

になりこれが収縮時痛と関節内圧を高め再癒着する

/82°P、外転 116°/68°P、下垂位外旋 40°/6°P

可能性がある。損傷後から 2 週間から数週はコラー

であった。測定の際下垂位内旋で筋による制限を確

ゲンの並列配列が開始され、この時期に適度なスト

認し、その他の方向では関節包性の制限を確認した。

レスを加えることで、コラーゲン線維はストレスに

【術中所見】全身麻酔下での他動肩関節可動域は屈

抗する向きに配列される。以上から治療では筋攣縮

曲 72°、外転 58°、下垂位外旋-5°であった。非観

に対しては屈曲、90 度屈曲位外旋方向では大円筋、

血的関節授動術後の他動関節可動域は屈曲 160°、

内転方向では棘上筋、90 度外転位内旋方向では棘下

外転 150°、下垂位外旋 90°であった。

筋、90 度屈曲位内旋では小円筋による制限を確認し

【初期評価（術後 3 日後）
】主訴は左肩挙上時の動作

たことから各筋に対して自動介助運動やストレッチ

時痛であった。理学療法評価の触診では棘上筋、棘

を行った。術後 2 週後からは各運動方向（特に術前

下筋、小円筋、大円筋に短縮位での緊張と圧痛を確

の制限が著明であった屈曲、外転、下垂位外旋方向）

認した。また筋の伸長方向に誘導すると緊張はさら

に対して反復的な伸張運動を行った。以上から肩関

に増強し疼痛が出現した。他動肩関節可動域は屈曲

節周囲筋の伸長性の改善が図れ、拘縮が減少し、収

127°P、外転 103°P、内転-35°P、90 度外転位外

縮時痛、関節内圧の上昇による侵害刺激が減少し可

旋 48°P、90 度外転位内旋 17°P、90 度屈曲位外

動域の向上、疼痛の軽減に繋がったと考えた。今回

旋 53°P、90 度屈曲位内旋-7°P 指椎間距離 52cm

反省として評価、治療するにあたって挙上方向の評

であった。可動域測定時、最終可動域に屈曲・90 度

価項目が少なく、制限因子の鑑別・治療効果をより

屈曲位外旋、内転、90 度外転位内旋、90 度屈曲位内

詳しく評価ができていなかった。また術後はアーム

旋方向で大円筋、棘上筋、棘下筋、小円筋による制

レストによる外転位固定だったが結帯動作に制限が

限を確認した。

残存した理由として最終評価時に 90 度屈曲位内旋、

【理学療法経過】術後はアームレストによる外転位

90 度外転位内旋方向の制限が関節包性の制限に変

固定で、翌日より理学療法介入を開始した。術直後

化していた。変化時に治療内容を早期に変更してお

より痛みの無い範囲での関節可動域練習やリラクゼ

らず、結果として内旋方向に制限が残存し結帯動作

ーションを行った。術後 2 週目から各肩関節の最終

にも制限が残存してしまったと考えた。

股関節周囲筋・体幹筋群の賦活により歩容が改善

関節屈曲 100°、伸展 10°。MMT：体幹屈曲 4、

した人工股関節全置換術の一例

回旋 4、股関節周囲筋 5。疼痛：NRS0/10。端座位
姿勢：骨盤後傾を促すと下位腰椎の後弯は変化を

大谷

舜

認めなかったが L5S1 間で可動性改善を認めた。

赤穂市民病院

骨盤前傾を促すと、腰椎前弯とともに L5S1 間の

【はじめに】右変形性股関節症を指摘され、右人

伸展が生じ骨盤は軽度前傾位となった。歩行観察：

工股関節全置換術 (以下 THA)が施行された症例

右初期接地時の骨盤左下制・後傾は減少し、股関

に対し、体幹・骨盤に着目し理学療法を行った結

節内転は軽度となった。右立脚中期以降、骨盤中

果、体幹の筋力増強と骨盤の安定により歩容の改

間位となり、股関節伸展角度に変化はないが骨盤

善を認めたので報告する。尚、本症例には発表の

右回旋は改善した。左初期接地時の踵接地が出現

旨を説明し、同意を得た。

した。FIM：124/126 点。ADL：屋内移動は独歩

【症例情報】60 歳代女性。平成 28 年 12 月に右

可能となった。立位作業での耐久性が改善し復職

変形性股関節症と診断され、平成 29 年 9 月に他

された。

院にて右 THA を施行され、10 月に当院で外来理

【考察】本症例は歩行時の体幹・骨盤の安定化を

学療法を開始した。

図ったことで歩容の改善を認めた一例である。ま

【 初 期 評 価 （ 右 の み 記 載 ）】 関 節 可 動 域 （ 以 下

ず、脚長差に対し介入したが歩容の改善を認めな

ROM）：股関節屈曲 95°、伸展 5°。徒手筋力検

かった。そのため、歩容異常の原因は体幹の筋力

査（以下 MMT）：体幹屈曲 3、回旋 3、股関節周

低下、下位腰椎の過剰な可動性と体幹骨盤間の不

囲筋 4。脚長差：右＋2.0cm。疼痛：荷重時に術創

安定性であると考えた。歩行時、股関節の可動域

部に NRS2/10。端座位姿勢：骨盤後傾を促すと下

低下により腰椎の代償運動として骨盤の後傾や右

位腰椎が後弯し L5S1 間の可動性低下を認めた。

回旋が生じ、立脚相の股関節運動を補足している

骨盤前傾を促すと腰椎の前弯は増強するが、骨盤

と思われた。平沼らは中枢神経系および緊張して

は中間位であった。静止立位：骨盤は左下制、右

いる筋自体に組織学的な異常がない場合、異常な

回旋しており前後傾中間位であった。歩行観察：

筋緊張は筋の異常アライメントに起因する場合が

右初期接地時、骨盤は左下制・後傾し、右股関節

多く、直接的に筋にアプローチして緊張の低減を

は軽度内転している。右立脚中期以降、骨盤は後

図るべきではなく、アライメント異常の改善を優

傾位であり右回旋が増大し股関節伸展角度は減少

先すべきであると報告している。そのため、歩容

している。左初期接地時には足尖接地がみられる。

の改善を図るためには股関節・骨盤・体幹が連結

FIM：123/126 点。ADL：屋内外ともに移動の際

し、歩行時の動的な安定性を獲得する必要がある

は T 字杖を使用される。立位作業での耐久性が低

と考えた。本症例は、端座位・立位姿勢が不良で

下し、復職困難となっていた。

あったため、まず静的なアライメントの修正が必

【理学療法プログラム】脚長差があったため補高

要と考え、座位・立位での骨盤中間位保持を図っ

したが、歩容の改善を認めなかったため、骨盤の

た。静的なアライメントが改善された後に、歩行

安定化に着目した。座位で骨盤の前後傾運動を行

における骨盤の安定化を図るため、骨盤中間位を

い、座位姿勢が改善された状態で、立位において

保持した状態でステップ・歩行練習を実施した。

も骨盤前後傾運動を実施した。その後、骨盤を前

これらのアプローチにより、歩行時の股関節周囲

後傾中間位に保持しステップ・歩行練習を実施し

筋・体幹筋群が賦活され歩容改善に至ったと考え

た。また筋力増強運動や動作指導を行い、歩行時

られる。またそれに伴い、体幹筋力の改善も認め

の股関節周囲筋・体幹筋群の賦活を図った。

られた。ADL においても移動能力の向上や職場に

【最終評価（右のみ記載）介入 8 回目】ROM：股

復帰され、活動時間の拡大に繋がったと考える。

足関節捻挫とアキレス腱炎による疼痛改善と足関

軽減し、後脛骨筋と長・短腓骨筋での収縮時痛や

節可動域拡大に向けて

足関節底背屈時痛も改善がみられた。ROM は膝
関節伸展位で足関節背屈は右 0°・左 0°、膝関節

永井

友梨果

屈曲位で足関節背屈は右 10°・左 5°、足関節底

ささき整形外科クリニック

屈は右 50°・左 45°に増大した。

【はじめに】今回、左足関節捻挫、左アキレス腱

【考察】本症例は学校行事を控えており、疼痛改

炎を呈した症例に対し、治療を実施した結果、疼

善を優先とし、足関節可動域拡大を目標にした。

痛軽減、足関節底背屈可動域拡大を認めたので報

渡邊らは、2 週間の関節固定で正常と比較すると

告する。また本症例には、発表する旨を説明し同

脂肪細胞の萎縮及び軽度の線維増生を認めたと述

意を得た。

べている。また、脂肪体の特徴に固有受容器や自

【症例紹介】10 歳代男児。平成 29 年 9 月初旬に

由神経終末が存在するため疼痛を感じやすいとあ

空手の練習中に左踵部を強く打ちつけ、練習後に

った。本症例は約 2 週間の固定期間があったこと

左足関節部痛が出現。X-P 所見にて左足関節脛腓

からケーラー脂肪体と距骨前脂肪体の萎縮やアキ

靭帯部および左踵骨アキレス腱部の部分損傷が判

レス腱、下伸筋支帯の肥厚が生じ、足関節底背屈

明し、アンクルファイターで固定となった。

運動で疼痛が出現した。結果、足関節底背屈可動

【初期評価（受傷 3～4 週目、リハ開始 1～2 週

域制限が生じたと考えた。そのため、治療で軟部

目）】歩行時痛はないが、ジャンプ動作、走行時

組織の柔軟性を得ることを目的にモビライゼーシ

に疼痛が出現する。下腿と前足部周径に左右差は

ョンを実施した。さらに、下腿三頭筋に対してホ

ない。疼痛は数値評価スケール（NRS）で、4～5/10。

ールドリラックスによる等尺性収縮後の弛緩を得

触診でアキレス腱と下伸筋支帯の肥厚があった。

ることが出来た。足関節可動域運動は距骨と踵骨

後脛骨筋と長・短腓骨筋で収縮時痛が生じた。関

を誘導しながら背屈し、底屈は足趾屈曲を active

節可動域（ROM）は、膝関節伸展位で足関節背屈

で動かしながら実施した。

は右 0°・左‐5°、膝関節屈曲位で足関節背屈は

しかし、初期評価 2 週目の疼痛増強は過度の

右 10°・左 0°、足関節底屈は右 50°・左 40°

home ex が原因で生じたと考えた。そのため、

であった。このとき、左足関節底背屈時にアキレ

home ex を治療で一緒に確認しながら行い指導し

ス腱部と足関節背側部に疼痛が生じた。リハ開始

直したが、疼痛軽減が図れなかった。学校行事を

2 週目で疼痛が増強し、NRS が 5~6/10 となった。

4 週目に控えていたため 3 週目に疼痛の抑制を図

【理学療法経過】リハ開始初期はモビライゼーシ

ることを目的としてテーピングを実施した。結果、

ョン、ストレッチ、足関節可動域運動を実施。home

疼痛は軽減した。学校行事終了後も疼痛の増強は

ex では疼痛が出現しない範囲でストレッチ、足

みられず、NRS5～6/10 から 3～4/10 と改善が図

趾運動、マッサージを指導した。しかし、リハ開

れた。また、治療では疼痛に応じて軟部組織モビ

始 2 週目で疼痛が増強し、わずかに触れるだけで

ライゼーションとホールドリラックスを継続し、

疼痛を感じたため、home ex は疼痛に応じて足趾

左足関節背屈可動域は膝関節伸展位-5°から 0°、

運動とマッサージを再指導した。しかし、疼痛軽

膝関節屈曲位 0°から 5°、左足関節底屈可動域

減が図れず、リハ開始 3 週目でキネシオテープに

は 40°から 45°とわずかに改善が図れた。

よるテーピングと非疼痛部位にアプローチを実施

【最後に】今回、足関節可動域拡大、疼痛軽減は

した。結果、疼痛軽減が図れた。

図れたが改善には至らなかった。本症例は、今後

【最終評価（受傷 7 週目、リハ開始 5 週目）】疼

空手の再開に向け、下肢筋力強化、全身のバラン

痛は NRS で 3~4/10 となり、走行時痛改善がみら

ス運動を取り入れ、再受傷の予防に努める必要が

れた。触診ではアキレス腱と下伸筋支帯の肥厚は

あると考えた。

左下肢支持性向上により歩行能力改善を目指した左

/125°、
股関節伸展 0°/0°、股関節外転 25°/15°。

大腿骨転子部骨折の症例

MMT(Rt./Lt.)：股関節屈曲 4/3＋、内転 4/4、外転 4/4
－。疼痛：荷重時(－)。荷重量：右 25.5 ㎏、左 24.5

貫之

㎏。10m 歩行：2 本杖 20.7 秒、25 歩。歩行：2 本杖

公立宍粟総合病院

を使用し自立。立脚期の比率は左右ほぼ均等である。

【はじめに】今回左大腿骨転子部骨折を呈しγ-nail

左立脚初期に内外転中間位に足底が接地する。タン

術を施行した症例の理学療法を経験した。歩行能力

デム立位：1 回目 21.8 秒、2 回目 15.3 秒。FRT：前

の改善に着目しアプローチしたのでここに報告する。

方 22cm、右方 14cm、左方 12cm。左片脚立位：3.5

本症例には、ヘルシンキ宣言に基づき、発表の趣旨

秒。Barthel Index：90/100 点。

を説明し同意を得た。

【考察】本症例の歩行の問題点として、左下肢への

【症例紹介】80 歳代女性。自宅トイレで着座する際、

荷重量減少に伴い、左立脚期の短縮がみられる。ま

手すりを握り損ね転倒。当院へ入院となり同日手術

た左立脚中期に体幹左側屈がみられ、側方への不安

施行。入院前は屋外 T 字杖歩行、屋内は伝い歩き。

定性が出現していることが挙げられる。左下肢への

また過去に何度か転倒歴あり。

荷重量が減少している原因として筋力低下、疼痛に

【初期評価】関節可動域検査(ROM-T)(Rt./Lt.)：股関

よる左下肢の支持性低下が考えられる。タンデム立

節屈曲 135°/90°、股関節伸展 0°/-10°股関節外

位にて、健常者では 30 秒以上の保持が可能となっ

転 25°/10°。徒手筋力検査(MMT)(Rt./Lt.)：股関節

ているが、本症例は平均 3.2 秒の保持であり、側方

屈曲 4－/2、内転 4/3、外転 4－/2。疼痛：荷重時左

への動揺がみられる。また FRT にて前方と比較する

大腿外側(＋)。荷重量：右 32.0 ㎏、左 18.0 ㎏。10m

と側方へのリーチで動揺が出現し、不安定性が認め

歩行：歩行器 23.3 秒、23 歩。歩行：歩行器を使用

られた。建内らによると、
「立位での側方への姿勢制

し軽度介助を要する。歩行器を前腕で支持し、体幹

御においては、股関節での制御が優位とされており、

屈曲位である。左立脚期が短縮している。左立脚中

特に両側の股関節外転筋と内転筋の働きが重要であ

期に体幹左側屈がみられる。左遊脚初期に体幹屈曲

る。
」
と述べている。
本症例は MMT にて左中殿筋 2、

位から伸展が起こり、左下肢は内転方向に振り出さ

左内転筋群 3 と筋力低下を認める。さらに荷重時痛

れる。タンデム立位：1 回目 2.8 秒、2 回目 3.5 秒。

により左下肢の支持性低下が生じていると考えられ

ファンクショナルリーチテスト(FRT)：前方 18.5cm、

る。左中殿筋、左内転筋群の筋力低下に対し、筋力

右方 6cm、左方 4.5cm。左片脚立位：0 秒。Barthel

練習に加え、荷重練習、横歩きを実施した。左下肢

Index：55/100 点。

へ荷重する際には、体幹左側屈、骨盤が右側へ変位

【経過】 手術翌日より荷重制限なく理学療法開始。

した姿勢であったため、骨盤を左側へ誘導し中殿筋

可動域練習、筋力練習、ADL 動作練習(立ち上がり、

による姿勢保持を行い、荷重量の増加を図った。左

平行棒内歩行)を開始。平行棒内歩行は荷重時痛強く

中殿筋、左内転筋群の筋力向上、荷重時の疼痛が軽

Numerical Rating Scale：8(NRS)、中等度介助が必

減した結果、左下肢の支持性向上により、左立脚期

要。術後 6 日目より疼痛軽減し(NRS：5,6)、歩行器

が増加し、両立脚期の比率が均等となった。また左

歩行練習開始(軽介助)。中殿筋筋力、左下肢支持性向

立脚中期での体幹左側屈はみられず歩容が改善され

上を目的に横歩き、荷重練習開始。術後約 3 週より

た。

T 字杖歩行練習開始。術後約 4 週より歩行不安定で

【まとめ】今回、転倒歴があり、歩行の不安定性を

あるため 2 本杖に変更。段差昇降練習、坂道歩行練

認める症例を経験した。2 本杖歩行自立までの動作

習開始。術後約 5 週より荷重時痛消失し、2 本杖歩

改善であったため、自宅退院後の運動指導や動作指

行自立。術後約 6 週で自宅退院。

導を行うことで自宅での活動範囲の維持、拡大を図

【最終評価】ROM-T(Rt./Lt.)：股関節屈曲 135°

っていくことが必要であったと考える。

松井

左大腿骨転子部骨折によりγ-nail 法骨接合術を

【最終評価：術後 10 週目】主訴：歩き出すと腰が

施行した一症例

痛くなる。MMT 右股関節伸展 4、左膝関節屈曲

～在宅復帰をめざして～

4+、足関節底屈右 3+、左 4+。FRT 右：19.5cm、
橋本

つくし

左：24.1cm、LRT 右：20.0cm、左：12.9cm。立

龍野中央病院

位保持は両脚立位 1 分 38 秒、右片脚立位(左上肢

【はじめに】今回、左大腿骨転子部骨折を呈した

平行棒把持)26 秒、左片脚立位(右上肢平行棒把

症例を担当した。歩行動作能力の向上を目的とし

持)1 分 20 秒。杖歩行は体幹軽度前傾位、疲労に

た理学療法介入を行い、T 字杖歩行による行動範

よる体幹前傾は軽減。患側立脚期延長・健側遊脚

囲の拡大が見られたため報告する。なお本症例に

期延長、健側の蹴り出しが出現し、歩幅の左右差

は発表の主旨を説明し同意を得た。

減少。間欠性跛行が出現するようになった。安静

【症例紹介】70 歳代女性。平成 29 年 6 月上旬自

時・荷重時ともに疼痛はない。FIM は 118/126 点。

宅にて転倒。A 病院に搬送され左大腿骨転子部骨

【考察】本症例は屋内では歩行器、屋外では歩行

折と診断。γ-nail 法骨接合術を受けリハ目的で術

器と T 字杖歩行を併用した生活を目標に、筋力増

後 3 週目に当院転院。脊柱管狭窄症の既往歴あり。

強、重心移動に着目し歩行動作獲得を図った。林

【初期評価：術後 3 週目】主訴：歩きづらい。関

は大殿筋は踵接地時に骨盤・体幹の前方への慣性

節可動域検査にて制限認めず。MMT は右股関節

力による作用に対抗することができると述べてい

伸展 3+、左膝関節屈曲 4、足関節底屈右 3+、左

る。本症例はブリッジ動作において膝関節屈曲角

4。ファンクショナルリーチテスト(以下 FRT)右：

度を 90°以上に設定したことで、大殿筋の筋活動

17.9cm 左：11.9cm、ラテラルリーチテスト(以下

が増大し歩行時の体幹前傾を軽減したと考える。

LRT)右：18.4cm 左：11.9cm。立位保持は両脚立

立脚期中期から後期においてアンクルロッカーか

位 7 秒、右片脚立位(左上肢平行棒把持)・左片脚

らフォアフットロッカーへの移行がスムーズに行

立位(右上肢平行棒把持)ともに 0 秒。右片脚立位

えないことが、遊脚期への蹴り出し不足の要因と

は左下肢拳上するのも困難。両手把持平行棒内歩

考え、下腿三頭筋への筋力増強運動を実施。立位

行は全歩行周期において体幹前傾位であり、疲労

での踵上げが困難なためセラバンドによる反復運

による体幹前傾(患側立脚中期)が著明。患側立脚

動、第 2・3 趾間に徒手抵抗を加え筋の再学習を試

期短縮・健側遊脚期短縮により、歩幅に左右差が

みたが、脊柱管狭窄症の神経症状に伴う脱力感に

あり、健側の歩幅が減少。健側では遊脚期にて下

より、筋力向上が得られにくかった。下腿三頭筋

肢の振り出しが不足し体幹軽度左側屈がみられる。

は単脚支持での立脚安定に欠かせないため、今後

安静時・荷重時ともに疼痛はない。ADL は機能的

も筋力向上に努めていく。Kirsten は片脚での安

日常生活評価法(以下 FIM)で 109/126 点。

定性を保証するためには、身体質量の横方向への

【理学療法経過】術後 3 週目より徒手筋力増強運

シフト、骨盤と体幹の姿勢を保持するための股関

動、平行棒内にて重心移動練習を実施。術後 4 週

節安定化が必要と述べている。本症例は、片脚立

目より両手把持平行棒内歩行実施。平行棒内歩行

位への重心移動練習の反復を実施し、支持基底面

距離拡大し、術後 5 週目に右手把持平行棒内歩行

内への重心移動が安定し、大殿筋を含めた股関節

へ変更、ブリッジ動作を 5 秒間保持に両骨盤から

周囲筋、下腿三頭筋の筋力増強運動により、下肢

徒手抵抗を加えた。術後 6～7 週目に歩行時の体

の支持性が向上したことで両脚・片脚立位保持の

幹動揺が減少し平行棒内歩行距離拡大し、左上肢

延長、FRT・LRT の改善がみられたと考える。ま

介助の杖歩行へ変更。下腿三頭筋への徒手筋力増

た、正常歩行に沿った重心移動を行い、蹴り出し

強運動に加えセラバンドによる筋力運動を追加。

から推進力を生み出し、患側立脚期延長・健側遊

術後 8 週目以降は杖歩行練習を中心に実施。

脚期延長し、歩幅の左右差減少となったと考える。

麻痺側立脚期の重心移動に着目し，屋内 T-cane 歩

節屈曲減少，MSt での体幹前傾・膝関節屈曲減少．

行自立に至った症例

ISw～MSw でのクリアランス向上がみられ，足尖部
の躓きは消失．屋内 T-cane 歩行自立．BBS：47/56．

西田

美生

TUG：13.06 秒．10m 歩行：14.06 秒．

赤穂中央病院リハビリテーション部

【考察】田中らは， 麻痺側 MSt にて重心位置をよ

【はじめに】今回，麻痺側足尖部の躓きを認め，

り高位に保つことで麻痺側 PSw 時に過度な重心上

屋内歩行自立困難であった症例に対して，麻痺側

方移動が要求されず，スムーズなエネルギー伝達

立脚期へのアプローチの結果，屋内 T-cane 歩行自

や重心移動が可能となり，クリアランスが確保さ

立に至ったので報告する．また本症例には，発表

れると報告している．本症例の歩行において，麻

の趣旨を説明し同意を得た．

痺側 LR～MSt での膝関節屈曲，MSt での体幹前傾，

【症例紹介】60 歳代男性．X 日，右内頚動脈閉塞

クリアランスの低下がみられた．初期評価におい

症と診断され，ステント留置施行．右中大脳動脈

て麻痺側膝関節にて Extension lag を認め，更に

領域に梗塞あり．同年 X＋45 日，回復期リハビリ

麻痺側 LR～MSt での膝関節屈曲を認めたことから，

テーション病棟転棟．病前 ADL は全自立．Hope は

大腿四頭筋の収縮のタイミング・遠心性収縮と求

屋外を一人で歩きたい．Need は屋外歩行自立．

心性収縮の切り替えが不十分であると考えた．ま

【初期評価(X＋45 日～X＋50 日目)】 Brunnstrom

た，麻痺側 MSt にて腹斜筋の筋収縮低下を認めた

recovery stage(以下 BRS)：下肢Ⅴ-1，上肢Ⅳ-1，

ことから，体幹前傾の原因は，腹斜筋の筋出力低

手指Ⅴ． Manual Muscle Test(以下 MMT)：麻痺側

下と考えた．上記より，麻痺側 MSt の重心位置低

股関節屈曲・伸展 3，膝関節屈曲・伸展 3，足関節

下がクリアランス低下に影響していると考え，麻

底屈 2・背屈 3，体幹屈曲・回旋 3．Extension lag：

痺側 LR～MSt の膝関節・体幹に着目し介入を行っ

麻痺側(＋)・非麻痺側(－)．最大荷重率：麻痺側

た．始めに，麻痺側から跨ぐステップ動作を IC～

81.8％・非麻痺側 100％．歩行：麻痺側 LR にて膝

MSt・MSt～PSw の 2 相に分け実施した．体幹伸展

関節屈曲増強，MSt にて膝関節屈曲・体幹前傾，

位を保持できるよう，目線は前上方を指示し，麻

ISw～MSw にてクリアランスが低下し，足尖部の躓

痺側 IC～MSt にて大腿四頭筋の収縮を確認しなが

き認める．屋内 T-cane 歩行軽介助．Berg balance

ら膝関節伸展位となるよう誘導した．次に，MSt～

scale(以下 BBS)：32/56．Time up and go(以下

PSw での腹斜筋の活動を促すため，体幹を伸展位

TUG)：17.75 秒．10m 歩行：20.84 秒．

に保持し，骨盤挙上，股関節伸展を誘導しながら

【理学療法経過】麻痺側荷重量の増加を認めるも，

実施した．2 相の動作を獲得後，麻痺側 IC～PSw の

歩行動作時，麻痺側 LR～MSt での膝関節屈曲・MSt

ステップ動作を実施した．その結果，麻痺側 LR～

での体幹前傾が出現．そこで X＋60 日目から麻痺

MSt での膝関節屈曲，MSt での体幹前傾は軽減し，

側への重心移動・麻痺側立脚期を想定し，2 相に

足尖部の躓きが消失した．この理由として，麻痺

分けたステップ動作を実施した．X＋80 日目から，

側 MSt にて膝関節・体幹が伸展位となることで，

T-cane 歩行時の麻痺側足尖部の躓きは減少し，X

重心上方移動が可能となり，重心位置を高位に保

＋124 日目で、麻痺側足尖部の躓き消失，屋内 T-

持できるようになったことが挙げられる．これに

cane 歩行自立に至った．

より，麻痺側 PSw の重心位置が過度に低下するこ

【最終評価(X＋135 日～X＋139 日目)】BRS：下肢

となく，クリアランスの確保が可能となったと考

Ⅴ-3，上肢Ⅳ-2，手指Ⅵ．MMT：麻痺側股関節屈曲・

える．躓きが消失したことで屋内 T-cane 歩行自立

伸展 4，膝関節屈曲・伸展 4，足関節底屈・背屈 4，

となったが，麻痺側 LR～MSt での膝関節屈曲，MSt

体幹屈曲・回旋 5．Extension lag：両側(－)．最

の体幹前傾は軽度残存した．今後，更なる歩容改

大荷重率：両側 100％．歩行：麻痺側 LR での膝関

善を図り，屋外歩行獲得を目指す．

多発する合併症のため理学療法遂行に難渋した右

め高浸透圧高血糖症候群発症。2 日後に IVH 挿入。

視床出血左片麻痺の一症例

22 週目:右上下肢不全麻痺発現し代謝性脳症と診
断。

若本

泰彰

【考察】二木らは麻痺の回復は発症後 2 か月で

八重垣病院

86％、3 か月で 94％に達すると報告している。本

【はじめに】今回、合併症の多発により理学療法

症例は当院転院時、すでに発症後 2 か月以上経過

に難渋した右視床出血左片麻痺の症例を経験した

していたことから起立練習を中心に非麻痺側上下

ので経過と考察を加え以下に報告する。また本症

肢の筋力強化を行い寝返り～車椅子移乗動作の介

例とその家族に発表の趣旨を説明し同意を得た。

助量軽減を目標とし理学療法開始した。しかし、

【症例紹介】70 歳代男性。平成 29 年 2 月上旬多

本症例は全ての動作において意識レベルの変動が

発性 脳梗 塞 （右 放線 冠 ・ 前頭 葉・ 側 頭葉 ・頭 頂

大きく関与し介助量軽減に難渋した。その要因と

葉・後頭葉）発症し A 病院搬送。同年 3 月中旬に

して視床出血後の遷延性意識障害、基礎体力低下

長女宅へ退院するも同年 6 月上旬右視床出血発症

による易疲労性、認知機能の低下、構音障害のた

し再度 A 病院搬送。同年 8 月上旬リハビリ及び療

め聞き手に思いが伝わらないストレス等があった

養型病棟目的に当院転院、同日理学療法開始。既

ものと考えられる。14 週目、意識レベル低下や

往歴は糖尿病・高血圧症・心房細動・胃癌術後。

構音障害の悪化を認め CT 検査の結果 TIA の診断

自宅は娘家族と同居。性格は元来温和で冗談好き

を受けたが 24 時間経過しても回復せず、再梗塞

の明るい性格であるが、感情失禁のため涙もろい。

が疑われたが、専門病院受診と積極的治療を家族

【評価;初期 8 月初～中旬/最終 11 月初～中旬】

が希望しなかった・MRI 検査は撮影中の静止が困

◎BRS 左上下肢共に stageⅡ/左上肢 stageⅢ

難との理由で脳梗塞再発の可能性を否定できずに

左下肢 stageⅡ 右上下肢 stageⅣ～Ⅴ◎左 ROM

理学療法継続せざるを得なかった。その後膀胱炎

肩関節屈曲 150°/100°、肘関節伸展-15°/

から脱水と高血糖状態が続き、高浸透圧高血糖症

-30°◎右 MMT 上肢 4-～4+、下肢 4+～5-/上肢

候群を発症。続いて非麻痺側にクローヌスの出現、

3+～4、下肢-3+～4- ◎膝蓋腱反射左(++)右(+)

深部腱反射亢進がみられたが左脳に異常は認めず

/左(+++)右(++) ◎足クローヌス左(+)/(++)、右

代謝性脳症と診断された。今後 IVH 開始によって

(-)/(+)◎バビンスキー反射左(+)/(+)、右(-)

代謝が改善されれば意識レベルが安定し再び車椅

/(-) ◎HDS‐R 6/30 点/4/30 点 ◎FIM0/126 点

子座位が獲得できる可能性はあると考える。徐々

/0/126 点 ◎JCSⅠ－2/Ⅱ－20 ◎GCS E4 V4 M6

に改善中ではあるがギャッジアップ 45 度 10 分で

/E3 V2 M5 ◎血圧 142/86mmHg / 146/88mmHg

意識レベル低下を認めるため、ギャッジアップ姿

◎血糖値 123～137mg/dl/110～217mg/dl ◎血液

勢での拘縮予防を継続し起坐角度と持続時間の延

データ HbA1c7.0%/7.2%、Na137mEq/l/169mEq/l

長を目標にしていきたい。また、臥床時間の増加

◎栄養 経鼻経管栄養/中心静脈栄養(以下 IVH)

に伴い褥瘡の予防や定期的なフットケアを病棟と

【理学療法経過】当院転院当初(右視床出血発症

連携して行うことが重要と考える。今回、糖尿病

後 8 週目:以下～週目と表記)は意欲もあり起居動

と心房細動を有し、多発脳梗塞と脳出血の既往が

作・移乗動作介助量軽減目的に起き上がり～座位

ある症例を担当させて頂き、意識レベルが低下す

及び起立練習を中心に午前午後の 2 回理学療法を

る度に脳梗塞の再発を危惧していたが、代謝異常

実施。12 週目:歩行練習中心のプログラムへ変更。

によっても様々な中枢神経症状が発現することを

14 週目:入浴後に一過性脳虚血発作(以下 TIA)発

目の当たりにし、偏った考え方をせず幅広い知識

症。その後起居移動動作すべて全介助。19 週目:

を得る努力が必要であると実感した。

膀胱炎発症。20 週目:持続する脱水と高血糖のた

下腿前傾の制動に対するアプローチによ

型,見守り.右初期接地は踵接地であり,膝折れは認

り,Snapping knee が改善した右片麻痺の一症例

めない.右立脚中期は過度な膝関節屈曲位で経過し,
右立脚終期に性急な膝関節伸展が出現した.その際,

岡上

美沙

赤穂中央病院

ハムストリングスの過剰な筋収縮を認めた.10m 歩
リハビリテーション部

行：13.5 秒.TUG：10.2 秒.BBS：49/56 点.

【はじめに】今回,弛緩性右片麻痺を呈した症例に

【考察】本症例は,右初期接地は全足底接地であり,

対し,Snapping knee に改善を認めたので報告する.

時折,膝折れを認めた.膝折れを認めない時は,右初

本症例には,発表の趣旨を説明し同意を得た.

期接地から立脚終期にかけて Snapping knee が出現

【症例紹介】70 歳代男性.X 日,右上肢脱力あり他院

していた.岡西らは,閉鎖的運動連鎖では,大腿四頭

入院.左放線冠梗塞と診断.X+28 日後,当院回復期リ

筋とヒラメ筋の代償として,膝を後方から引くハム

ハビリテーションへ転院.入院前は独歩自立.

ストリングスの作用で下腿前傾を制動することが

【 初 期 評 価 ： X+29 日 目 】 Brunnstrom Recovery

できると報告している.本症例においても,大腿四

Stage(以下 BRS)：上肢Ⅳ,手指Ⅴ,下肢Ⅳ.Manual

頭筋とヒラメ筋の筋力低下を認めており,下腿前傾

Muscle Testing(以下 MMT)：右膝関節伸展 3,屈曲 3,

を制動することが困難であった.そこで,膝折れを

右足関節底屈 2-.触診：(安静時)右大腿四頭筋,下腿

防ぐため,ハムストリングスが収縮し,膝関節が伸

三頭筋は筋緊張低下.深部腱反射：右膝蓋腱-,アキ

展したことで,Snapping knee が出現したのではな

レス腱-.表在感覚:正常,深部感覚:右足関節軽度鈍

いかと考えた.よって,下腿前傾を制動するために

麻.歩行：T 字杖 2 動作前型,軽介助.右初期接地は全

働く大腿四頭筋とヒラメ筋に着目して介入を行っ

足底接地であり,時折,膝折れを認める.膝折れを認

た.住田らは,膝関節屈曲位での Calf raises では大

めない時は,右初期接地から立脚終期にかけて

腿四頭筋とヒラメ筋の求心性と遠心性収縮を促す

Snapping knee が出現した.その際,ハムストリング

ことができ,下腿前傾を制動できる能力を獲得する

スの過剰な筋収縮を認めた.10m 歩行：17.5 秒.Time

ことができると報告している.本症例において

Up and Go Test(以下 TUG)：18.3 秒.Berg Balance

も,Calf raises により大腿四頭筋とヒラメ筋の筋

Scale(以下 BBS)：29/56 点.

力が向上した.結果,下腿前傾の制動が可能となり,

【理学療法経過】X+36 日目より,右初期接地におけ

右初期接地の膝折れは消失し,右初期接地から立脚

る下腿前傾の制動を目的に,右膝関節屈曲位の Calf

終期にかけての Snapping knee に改善を認めた.

raises による大腿四頭筋とヒラメ筋の筋力強化を

しかし,最終評価では右立脚終期に,性急な膝関

実施した.X+62 日目に右初期接地の膝折れは消失し,

節伸展を認めた.これは,右立脚中期から立脚終期

右初期接地から立脚終期にかけての Snapping knee

にかけて過度な膝関節屈曲位で経過したことによ

に改善がみられた.しかし,X+86 日目では,右立脚終

り,重心を前方へ移動することが困難であるため,

期に性急な膝関節伸展を認めた.X+88 日目より,筋

膝関節を後方に引く力が作用し,ハムストリングス

収縮のタイミングを賦活させるために,右立脚中期

の収縮を認めたと考えた.そこで,右立脚中期から

から立脚終期のステップ運動を実施した.結果,右

立脚終期にかけての膝関節伸展を促す目的でステ

立脚終期における性急な膝関節伸展は出現頻度が

ップ運動を行った.まず,右立脚中期における大腿

減少し,屋内 T 字杖見守りレベルに至った.

四頭筋の筋収縮を促した.次に,右立脚中期から立

【最終評価：X+86 日目】BRS：上肢Ⅳ,手指Ⅴ,下肢

脚終期にかけて前方への重心移動の際,適切なタイ

Ⅵ.MMT：右膝関節伸展 4,屈曲 3,右足関節底屈 3.触

ミングを獲得するため,スピードや歩幅,下肢荷重

診：(安静時)右大腿四頭筋,下腿三頭筋の筋緊張は

量で難易度を調整し,ステップ運動にて促した.結

改善傾向.深部腱反射：右膝蓋腱+,アキレス腱+.表

果,右立脚終期における性急な膝関節伸展は出現頻

在感覚:正常,深部感覚:正常.歩行：T 字杖 2 動作前

度が減少し,T 字杖歩行獲得に至った.

深部感覚が座位姿勢に影響を与えた左半身弛緩性

座位保持練習を再開。Ｘ＋131 日より介助下での

麻痺を呈した症例

前方・後方・側方リーチ動作 ex を再開。Ｘ＋139
日より 5 分程度の監視下での座位保持が可能。

稲積

洋希

【最終評価】JCSⅠ-3。BRS 左上肢Ⅲ、左手指Ⅱ、

龍野中央病院

左下肢Ⅲ。ROM は初期評価時同様、左上肢全方向

【はじめに】今回右被殻出血を呈した症例に対し

で疼痛による関節可動域制限（+）だが、手の腫れ・

て、深部感覚の再入力に着目し理学療法介入した。

圧痛が軽減。左下肢は股関節伸展、内転、外転時

結果、Pusher 現象が軽減し監視下での安静時座位

の疼痛が軽減したが、内旋・外旋時に疼痛による

保持時間が向上した為ここに報告する。なお本症

関節可動域制限が残存。MMT は体幹屈曲・回旋 2、

例には発表の主旨を説明し同意を得た。

左下肢 2、右上下肢は初期評価時同様 3。座位姿

【症例紹介】80 歳代男性。H29 年 2 月中旬に自宅

勢：体幹筋力の向上、感覚入力の改善により

にて鼾をかき寝ていたが反応が乏しいため救急要

Pusher 現象による体軸変位を自ら中心軸へ傾け

請しＡ病院搬送となり、脳出血と診断され急性期

られる様になり麻痺側への転倒を防止し、Pusher

治療を受け、同年 4 月に当院入院となる。

現象に対応可能。ADL は FIM で 36/126 点。

【初期評価】 JCSⅡ-30。Brunnstrom recovery

【考察】本症例は座位保持獲得を目標に体幹筋力・

stage:（以下 BRS）左上肢Ⅱ、左手指Ⅰ、左下肢

感覚入力の再獲得を行い Pusher 現象の軽減を促

Ⅱ。位置覚：左上下肢弛緩性麻痺により測定不可。

すことにより座位保持バランスの向上を図った。

ROM は肩手症候群により生じる鋭痛により左上肢

鈴木らは Pusher 現象に対する運動療法として、本

全方向で関節可動域制限（+）、左下肢においては

来の中心軸の位置に戻すことが基本であり、その

股関節伸展、内転、外転、内旋、外旋時に鋭痛に

ために身体の両端の感覚・認知を学習させる必要

よる関節可動域制限（+）。MMT は体幹屈曲・回旋

があると報告している。本症例は座位にて姿勢鏡

１、左上下肢弛緩性麻痺により測定不可。右上下

を用いて非麻痺側への体重移動練習を行い、体幹

肢は３である。高次脳検査においては、左半側空

が正中位に戻るよう視覚的フィードバック・非麻

間無視：陽性。注意障害：陽性。座位姿勢：骨盤

痺側腹筋群の遠心性活動を促した。また座位での

後傾位により右後方に重心がある為、右前方へ体

非麻痺側上肢を用いたリーチ動作にて前方・後方・

幹を 傾け 重 心を 移動 さ せ ると 同時 に 右上 下肢 の

側方への荷重による両足底・坐骨からの表在感覚

Pusher 現象が生じ麻痺側へ倒れる。また介助なし

入力、四肢や体幹からの深部感覚入力を目的に理

では脊柱起立筋での制動が強く、腹筋群・腸腰筋

学療法を促した。結果座位でリーチ動作の状態か

での後方制動が不十分である為、左後方へ倒れて

ら体幹を正中位まで戻す運動を行った過程で体幹

しまう。ADL は機能的日常生活評価法（以下 FIM）

筋群の筋力強化が促せたことにより支持基底面内

で 34/126 点。

での身体操作範囲が向上し、Pusher 現象が軽減し

【理学療法経過】Ｘ＋53 日より関節可動域 ex、筋

たと考えられる。また Taylor らは筋の同時収縮に

力増強運動、座位保持練習を中心に実施。Ｘ＋60

より位置覚・運動覚の精度が低下すると述べてい

日より介助下での前方・後方・側方リーチ動作 ex・

ることから、骨盤中間位による腹筋群・脊柱起立

姿勢鏡を用いた介助下での重心移動練習を実施。

筋群の同時収縮を避けリーチ動作 ex を行った事

Ｘ＋85 日より肺炎を発症し、ベッドサイド中心の

により表在・深部感覚の精度がさらに向上され座

理学療法がＸ＋116 日まで続き、体幹筋群の筋力

位姿勢での修正可能な範囲が向上し、身体の安定

低下・座位保持時間が短縮し、患者様の理学療法

性・支持性・対称性が向上したと考えられる。結

に対するモチベーションの低下も生じた。Ｘ＋117

果、Pusher 現象が軽減したことにより監視下で 5

日より関節可動域運動、体幹筋の筋力増強運動、

分程度の座位保持が可能となったと考えられる。

重心移動に着目して移乗動作向上を図った一症例

ーン優位のため、骨盤と胸腰部の左側方への徒手
的誘導、体幹下部周囲筋、大殿筋、中殿筋、大腿

井上

茜

四頭筋の収縮を促した。10 日目、踏みかえ動作を

千種川リハビリテーションセンター

自動介助。12 日目、立位姿勢は正中線よりやや右

【はじめに】

に位置。14 日目、踏みかえ動作介助無しで可能、

左片麻痺と高次脳機能障害を呈し膝折れが出現、

左荷重をさらに促すため、片脚立位練習とステッ

重心移動が可能になることで、トイレ時移乗動作

プ練習を開始。１ヶ月後胸腰部が正中線より左へ

の改善を認めた症例を報告する。ヘルシンキ宣言

移動でき、右下肢の十分な振り出しが可能。

に基づく倫理的原則に配慮し、対象者に同意を得、

【最終評価】

また施設の承認を得て行われた。

トイレ時移乗は修正自立。フットレスト操作を

【症例紹介と初期評価】

忘れることなく可能。車椅子を安全な位置に止め、

40 歳代女性。平成 28 年 9 月右視床出血発症。平

足部の位置も一定に接地、頭部・胸腰部が左側屈

成 28 年 10 月 T 病院転院。平成 29 年 3 月当施設

しながらの立ち上がりへ改善。立位姿勢は胸腰部

入所。プラスチック短下肢装具を日中常時装着。

が正中位保持、自己修正可。踏み替え動作可能。

移乗動作は一部介助、車椅子の左側ブレーキかけ

ROM-T：胸腰部屈曲 25°右側屈 30°左側屈 25°左

忘れ、左足を下ろし忘れ立ち上がろうとした。車

股関節屈曲 70°筋緊張：安静時体幹筋、左股・膝

椅子とベッド・手すりの位置が離れて設置。立ち

関節周囲筋軽度亢進、MAS：左膝関節伸展･足関節

上がり時、手すりが軋む程引っ張り、頭部、胸腰

背屈 1、片脚立位：右 17 秒、左 3 秒、立ち直り･

部が右側屈、足部の位置は不規則。立位姿勢前額

保護伸展･ステップ反応：反応速度向上、CBS 観

面は胸腰部右側屈、矢状面は頭頸部屈曲、骨盤前

察:8/30 点、自己:4/30 点

傾し両側股関節、膝関節屈曲を認める。踏み替え

【考察】

動作は無く、左足底が浮く事が有。

移乗動作場面で自己の動きを適応させるため、座

Brunnstrom Recovery Stage （以下 BRS）：左下肢

標となる自己身体の非対称性を修正、手すりなど

Ⅲ～Ⅳ、rang of motion test (以下 ROM-T)（自

で空間を限定し起立や方向転換を実施。タイルカ

動運動）
：胸腰部屈曲 20°伸展 15°右回旋 35°左

ーペットで足部の位置を一定、自身の重心位置や

回旋 25°右側屈 5°左側屈 25°左股関節屈曲 60°

下肢の角度・方向などの身体情報を正確に認識、

筋緊張：安静時体幹筋、左股・膝関節周囲筋低下、

下肢を空間的に制御する中で自立的な姿勢反応に

Modified Ashworth Scale（以下 MAS）：膝関節伸

よる効果が生じていたと考えられる。

展 1 足関節背屈+１、表在・深部感覚：左上下肢重

藤澤らは、左右への連続的側方重心移動で、その

度鈍麻、片脚立位：右６秒、左０秒、立ち直り･保

変化に比例して移動側の中殿筋の筋活動が増加し

護伸展･ステップ反応：減弱、Catherine Bergego

たと報告。大越らは、体幹前屈位、膝関節屈曲位

Scale（以下 CBS）観察:17/30 点、自己:3/30 点

における姿勢保持を行う場合、膝屈筋群の収縮は

【治療経過】

必要であり体幹前傾すると体幹重心のモーメント

車椅子設置位置を 3 枚のタイルカーペット中央の

アーム増大､膝屈筋群の張力が増大すると述べて

前方に両足底接地を促した。立ち上がり・踏みか

いる。そこで､筋群の活動を立位場面で重心移動を

え動作練習は、殿部離床時に骨盤右側方移動、膝

促し､下肢と骨盤の動的アライメントの再構築を

折れ出現。徒手的に骨盤を後方から右上肢全体で

図った。これにより､左側方移動時の左腹斜筋､大

把持し骨盤左前側方へ誘導、左膝前面に手を置き

殿筋､大内転筋､中殿筋・膝屈筋群の協調性が向上

膝関節伸展方向に動かす。動的立位練習は両手を

し膝折れが軽減､トイレ動作の改善に寄与したと

離した状態で左へ移動を促す。下肢伸展運動パタ

考える。
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