
 

 

令 和 3 年 度  

神 戸 （ 東 ） 支 部  新 人 発 表 会  
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日 時 ： 令 和  4 年  2 月 2  6 日 ( 土 ) 1 3 ： 0 0 〜  

 

 

 

担 当  （ 一 社 ） 兵 庫 県 理 学 療 法 士 会  神 戸 （ 東 ） 支 部  

 

 

 

 

 

 



Z O O M 入 室 開 始      1 2 : 3 0 ～  

 

開 会 式   ル ー ム ① に て 1 2 : 5 0 ～  

 

ルーム①             ルーム③ 
第 1セッション 13：00～14：00 第 9セッション  13：00～14：00 

第 2セッション 14：10～15：10 第 10 セッション 14：10～15：10 

第 3セッション 15：20～16：20   第 11セッション 15：20～16：20 

第 4セッション 16：30～17：20     第 12セッション 16：30～17：20 

 

ルーム②            

第 5セッション 13：00～14：00  

第 6セッション 14：10～15：10  

第 7セッション 15：20～16：20 

第 8セッション 16：30～17：20 

 

閉会式  ルーム①にて士会挨拶 17:30～18:00 

閉会の挨拶 18:00～ 

 
演者へのお知らせ 

  演者は該当セッション 10 分前までに該当するルームへ入室して下さい。 

 

 

コメンテーター・採点者へのお願い 

県学会推薦演題の選定にあたっての採点をよろしくお願いします。 

  担当セッション全ての演題において採点をお願いします。 

 

採点者へのお願い 

県学会推薦演題の選定にあたっての採点をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和３年度 新人発表プログラム 

 

13：00～14：00 第１セッション 

1. 左人工骨頭挿入術後、TFL の過緊張による疼痛が生じ歩行安定性が低下した一症例 

松本 崚佑（JCHO 神戸中央病院） 

2. 右人工股関節全置換術後,大殿筋,中殿筋出力向上により歩容と歩行時痛が改善した症例 

髙井 双葉（あんしん病院） 

3. 慢性化した足底部痛に対し歩容改善から除痛を図った一症例 

廣瀬 晴大（あんしんクリニック） 

4. 左膝関節と左股関節・骨盤に着目し歩行獲得に至った左人工膝関節全置換術後の一症例 

川東 理奈（荻原みさき病院） 

5. 中殿筋，体幹筋に着目したことで歩行の安定性向上に繋がった多発外傷術後の一症例 

水谷 綾花（荻原みさき病院） 

6. 前十字靭帯再建術後、膝蓋下脂肪体へ超音波療法を行い、膝関節可動域が改善した症例 

田畑 利樹（顕修会すずらん病院） 

 

14：10～15：10 第 2セッション  

7. 高位頸髄損傷を受傷し，著名な起立性低血圧のため離床に難渋した症例 

生田 智也（神戸市立医療センター中央市民病院） 



8. 自覚的脚長差と体幹機能の改善が独歩の歩容に影響した人工股関節全置換術後の一症例 

伊原 佑馬（神戸海星病院） 

9. 人工膝関節全置換術後，左膝関節外側部痛が改善し長距離歩行が可能となった一症例 

岸 友菜（神戸海星病院） 

10. 歩容・歩行効率の改善に至った膝蓋骨骨折術後の一症例 -ボディイメージに着目して- 

小倉 加奈（神戸百年記念病院） 

11. 左人工股関節全置換術後、仕事復帰に伴い左下肢の疲労感が増加した症例 

武田 知弥（神戸百年記念病院） 

12. 歩行時の腰部痛に対して立位アライメントに着目した介入が有効であった右 TKAの 1例 

高原 里紗（神戸百年記念病院） 

 

15：20～16：20 第 3セッション 

13. 右人工股関節全置換術を施行し歩行の右立脚期に右前側方への安定性低下を認めた一症例 

中野 文香（神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院） 

14. 降段動作時に身体の前下方への体重移動が困難であった右膝蓋骨骨折術後の一症例 

田中 彩加（神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院） 

15. 右立脚初期から中期に右側方への安定性低下を認めた右大腿骨転子部骨折術後の一症例 

森山 紗帆（神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院） 

16. 阻害因子を考慮し治療した結果,歩行速度が向上した左脛腓骨遠位端開放骨折術後の症例 



藤岡 小鈴（神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院） 

17. 右立脚初期に右側方へのふらつきが生じ,T字杖歩行の安定性が低下した一症例 

森 俊輔（神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院） 

18. 左下肢筋力低下により歩行の安全性低下を認めた腰椎椎間板ヘルニアの一症例 

東 広将（ポートアイランド病院） 

 

16：30～17：20 第 4セッション 

19. 歩行の右立脚期において安定性・スピードの低下を認めた右大腿骨頸部骨折の一症例 

田畑 公大（神戸マリナーズ厚生会病院） 

20. 左 T字杖歩行での右立脚中期において安全性低下を認めた右大腿骨頸部骨折術後の一症例 

石濱 啓（神戸マリナーズ厚生会病院） 

21. 杖歩行時に左側方への不安定性を認めた感覚障害を合併する右仙骨骨折後の一症例 

幡中 祐菜（神戸マリナーズ厚生会病院） 

22. 歩行時に、右側方への安定性・スピードの低下を認めた左大腿骨転子部骨折術後の症例 

  中尾 千優（神戸マリナーズ厚生会病院） 

23. 下腿三頭筋の筋力強化により立脚後期の膝折れが改善した右人工膝関節全置換術後の症例 

恒松 真菜（西記念ポートアイランドリハビリテーション病院） 

 

13：00～14：00 第 5セッション 



24. 左大腿骨頸部骨折術後、歩行が改善した症例 

川野 真由香（西病院） 

25. 歩行耐久性向上を目指し左足部にアプローチした右変形性膝関節症に１症例 

山本 雅哉（神戸リハビリテーション病院） 

26. パーキンソン病を合併した変形性膝関節症患者の立ち上がり動作に着目した１例  

尾崎 理穂（神戸リハビリテーション病院） 

27. セルフエクササイズの再考により治療効果が持続するようになった肩関節周囲炎の一症例  

上田 裕太（御影ごきげんクリニック） 

28. 足根骨癒合症の術前後に介入した一症例 〜歩容に着目して〜 

山中 一紗（高倉整形外科クリニック） 

29. 動作時の筋発揮増大により歩行能力向上を認めた人工膝関節全置換術を施行した症例 

堂北 絢郁（武富整形外科） 

 

14：10～15：10 第 6セッション 

30. 左人工股関節全置換術後、 隣接関節の機能に着目し、坂道歩行の獲得に至った症例 

酒井 徹也（ひろクリニック） 

31. 立ち上がり動作の第 1相に着目し、動作能力が向上した左大腿骨転子部骨折術後の症例 

平岡 優衣（宮地病院） 

32. 左膝蓋骨骨折術後に対しアイシングと自動介助運動にて疼痛増強を防止できた症例 



辻 史織（宮地病院） 

33. 自宅退院支援に難渋した認知機能低下のある左大腿骨大転子骨折の症例 

木村 健太郎（六甲アイランド甲南病院） 

34. 両側人工関節全置換術後患者に対し環境整備を行い，在宅復帰を目指した症例 

灰田 里奈（六甲アイランド甲南病院） 

35. 著明な筋力低下があり歩行時の右側方動揺を呈し筋力増強により歩行自立を目指した症例 

大田 悠（六甲アイランド甲南病院） 

 

15：20～16：20 第 7セッション 

36. 右肘関節自家骨軟骨移植術後,競技復帰に向け投球動作改善を図った症例 

永井 貴大（あんしんクリニック） 

37. 右膝関節内側半月板切除後,バスケットボール復帰に向け,スクワット動作に着目した症例 

石山 和代（あんしんクリニック三宮） 

38. 長期のステロイド内服にて右大腿骨骨幹部骨折術後、中殿筋の筋力向上に難渋した症例 

足立 結衣（本山リハビリテーション病院） 

39. 左大腿骨頭置換術後に跛行を呈した症例  

来田 沙恵佳（甲南医療センター） 

40. 徐脈性心房細動に対し恒久的ペースメーカー留置し、運動療法、退院時指導を行った症例 

奥田 和希（甲南医療センター） 



41. 廃用症候群による左 LR∼MSt の骨盤左側方移動に伴うふらつき減少し歩行効率向上した症例 

川村 百恵（荻原みさき病院） 

 

16：30～17：20 第 8セッション 

42. 装具療法と継手の設定により屋内歩行自立に繋がった右被殻出血の症例 

前田 英輝（吉田病院附属脳血管研究所） 

43. 右被殻出血を発症し金属支柱付き長下肢装具を用いたことで歩行能力が向上した症例 

入舟 展司（吉田病院附属脳血管研究所） 

44. 足底感覚入力により,端座位保持能力が向上した右中大脳動脈閉塞症の症例 

岡村 泰佑（吉田病院附属脳血管研究所） 

45. 左中殿筋・左右内外腹斜筋筋出力向上により歩行の安定性が向上した右視床梗塞の一症例 

泉里 好樹（吉田病院附属脳血管研究所） 

46. 脳梗塞患者に対し麻痺側腹斜筋群、殿筋群への介入で歩行が改善した症例 

靜間 翔己（吉田病院附属脳血管研究所） 

 

13：00～14：00 第 9セッション 

47. 転倒により左大腿骨頚部骨折を受傷し BHA施行, 歩行立脚期の膝折れに着目した 1例 

藤井 璃久（有馬温泉病院） 

48. 長年の膝関節慢性時疼痛を考慮した腰椎圧迫骨折患者の歩行実用性向上に取り組んだ一例 



進藤 寛也（有馬温泉病院） 

49. 膝関節慢性時疼痛を考慮した心原性脳塞栓症術後患者の歩行実用性向上に取り組んだ一例 

吉野 圭太郎（有馬温泉病院） 

50. 自宅周辺で転倒した足関節脱臼骨折患者の再転倒予防に取り組んだ一例 

福田 佳奈（有馬温泉病院） 

51. 転落を起点に歩行意欲が低下したパーキンソン病患者の歩行実用性向上に取り組んだ一例 

宮脇 悠菜（有馬温泉病院） 

52. COVID-19罹患後, 在宅での歩行能力向上に向け両足関節背屈制限に着目した経過評価報告 

瀬戸 拓海（有馬温泉病院） 

 

14：10～15：10 第 10セッション 

53. 右視床梗塞により、左立脚期の支持性向上にむけて遊脚期に着目した１例 

中井 稜（神戸リハビリテーション病院） 

54. スクワット動作により食事における車いす座位の安定性が向上した脳出血の 1症例 

徳原 美乃里（神戸リハビリテーション病院） 

55. 左大殿筋上部線維の筋出力向上を図り棟内フリーハンド歩行自立となった脳梗塞の１症例 

谷口 菜々子（神戸リハビリテーション病院） 

56. 脳出血により、左立脚中期の下肢支持性低下に着目し、歩行の介助量軽減を目指した症例 

河石 桃花（神戸リハビリテーション病院） 



57. 脳腫瘍摘出術後の左片麻痺患者が復職を目指し、屋外独歩を獲得した一症例 

鷲澤 玲央（神戸市立医療センター中央市民病院） 

58. Lateropulsion を呈し姿勢筋緊張異常への介入を行い独歩自立に至った症例 

堀口 凌（神戸市立医療センター中央市民病院） 

 

15：20～16：20 第 11セッション 

59. 足底しびれ軽減後、重心移動へのアプローチを行い歩行の安全性が向上した症例 

吉見 茅咲（恒生かのこ病院） 

60. 寝返り動作を用いて麻痺側・非麻痺側に介入し歩行の安定性が向上した症例 

越智 友哉（荻原みさき病院） 

61. 視神経脊髄炎の再発後，端座位姿勢の改善から移乗の自立に繋がった一症例 

藤本 雷太（荻原みさき病院） 

62. 左延髄外側梗塞により歩行器歩行の安定性が低下した症例 

奥田 真衣（神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院） 

63. 起立動作の臀部離床にて後方への不安定性を認めた進行性核上性麻痺の一症例 

樽井 海星（神戸マリナーズ厚生会病院） 

64. 在宅復帰に向け歩行と階段昇降の転倒リスク軽減を図った症例 

川藤 萌乃（シルバーステイあじさい） 

 



16：30～17：20 第 12セッション 

65. 後活動範囲拡大に向けて端座位保持を目標とした症例 

山形 大樹（西記念ポートアイランドリハビリテーション病院） 

66. 左下肢の協調運動障害に着目し、歩行動作が改善した症例 

松岡 大輝（東神戸病院） 

67. 立ち上がり動作に着目し治療を行った結果、四点杖歩行見守り獲得に至った一症例 

二宮 春香（本山リハビリテーション病院） 

68. 硬膜動静脈瘻の患者に低栄養に着目した理学療法を実施し良好な経過を得た症例 

村川 友哉（甲南医療センター） 

69. 療養期患者に対する関わり方の工夫により生活に前向きな変化を認めた症例 

加茂 春香（宮地病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



左人工骨頭挿入術後、TFL の過緊張による疼痛が

生じ歩行安定性が低下した一症例 

JCHO神戸中央病院 

松本 崚佑 

【はじめに】 

左人工骨頭挿入術後の症例を担当し、大腿筋膜

張筋(以下 TFL)の過緊張による疼痛に対して、股

関節伸展可動域と中殿筋活動に着目し介入した結

果、歩行の安定性改善を認めたので報告する。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき、目的・方法及び個人

情報保護について説明し同意を得た。 

【症例紹介】 

認知機能低下がある 90歳代男性。施設で転倒

し当院へ搬送された。左大腿骨頸部骨折と診断

され、人工骨頭挿入術(後方アプローチ)を施行

された。入院前の移動動作は伝い歩きであっ

た。HOPEは「歩きたい」であった。NEEDは軽

介助下での歩行器歩行獲得とした。 

【初期評価 第 12～15病日 (表記：右/左)】 

 ROM-T は股関節伸展(膝関節伸展位)5°/−10°P、

伸展(膝関節屈曲位)0°/−15°P。Thomas test、Ely 

test ともに陽性であった。MMT は股関節外転―/2。

歩行時に NRS8 の疼痛を TFL に訴え、触診では過

緊張が確認された。歩行器での 10ｍ歩行時間は快

適速度 45.3 秒(38 歩)であった。歩行全周期にお

いて股関節、膝関節屈曲位であり、左 LR～MStで

骨盤の外側への偏位を認めた。 

【理学療法プログラム】 

股関節伸展制限に対し、側臥位で徒手による股

関節伸展ストレッチを行い、同時に腸腰筋と大腿

直筋にダイレクトストレッチを加えた。中殿筋の

筋力増強運動として、臥位で股関節外転の抵抗運

動を行った。また、立位にて平行棒と患側の骨盤

外側でボールを潰す運動と、その姿勢でのステッ

プ動作を中殿筋の活動を確認しながら行った。 

【最終評価 第 37～40病日】 

ROM⁻Tは股関節伸展(膝関節伸展位)5°/0°P、

伸展(膝関節屈曲位)0°/−5°P。Thomas testは

陰性となり、Ely testは陽性であるが改善し

た。MMTは股関節外転 4/3+。歩行時の NRSは 2に

軽減し、触診でも TFL過緊張の軽減を確認した。

歩行器での 10ｍ歩行時間は快適速度 28.0秒(30

歩)となった。歩行全周期での股関節、膝関節屈

曲位と左 LR～MStでの骨盤の外側への偏位は軽減

した。 

【考察】 

上野らは、歩行時の股関節伸展制限により、股

関節伸展モーメントの低下が生じることで膝関節

屈曲モーメントの増加に繋がるとしている。それ

により、内部モーメントとして膝関節伸展モーメ

ントを生成するための過剰な筋収縮が代償的に生

じ、TFLの過緊張による筋痛を発生させると報告

している。本症例も左股関節伸展制限があったた

め、TFL過緊張による疼痛が生じていたと考え

る。 

今回の介入により、股関節伸展制限が軽減したこ

とで膝関節屈曲モーメントが減少し、それに伴い

膝関節伸展モーメントを発生させる過剰な筋収縮

も軽減したと考える。 

また、kirstenは歩行時の LR～MStでは中殿筋

と TFLが協調的に働き前額面での骨盤制御に関わ

ると報告している。本症例は左 LR～MStで股関節

伸展制限の影響により中殿筋活動が低下していた

ため、骨盤の外側への偏位という代償動作を認め

た。そのため、前額面で TFL優位の骨盤制御とな

り、過緊張による疼痛が生じていたと考える。相

澤らは、平行棒内でボールを骨盤帯で潰す課題を

行うことで、MStにおける代償動作を伴う荷重パ

ターンを修正し、股関節外転モーメントが発揮し

やすくなると報告している。本症例も代償動作を

抑制させるために中殿筋の筋力増強運動に加え、

この運動を行った。さらに、実際の歩行でも中殿

筋と TFLを協調的に働かせるためにステップ動作

を加えて行った。その結果、左 LR～MStでの中殿

筋の活動が改善し、骨盤の外側への偏位が軽減し

たと考える。 

これらの介入により、TFL の過緊張軽減に伴う

歩行時の疼痛が軽減し、歩行器歩行の安定性が得

られたのではないかと考える。 



右人工股関節全置換術後,大殿筋,中殿筋出力向上

により歩容と歩行時痛が改善した症例 

あんしん病院 髙井双葉 

【はじめに】今回,右人工股関節全置換術(以

下,THA)後の歩行時の大腿外側遠位部痛に対し,歩

容の問題点から大殿筋,中殿筋に着目し,歩行時痛

が消失した症例を担当したためここに報告する. 

【症例紹介】60 代女性.X 年 Y 月に右変形性股関

節症と診断,Y+1月に右 THA(Anterolateral-spine 

approach)を施行.既往歴:左 THA(X-4年).HOPE:夫

と散歩に行きたい.NEED:疼痛軽減,歩容改善. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り,目的,方法,

データ管理,公表方法を説明し同意を得た. 

【初期評価】(術後 3日目) 

・関節可動域(以下,ROM)(°)(右/左):股関節屈曲

80/80,伸展 0/0,外転 5/10,内転 10/15 

・徒手筋力検査(以下,MMT)(右/左):股関節屈曲

2/3,伸展 2/4,外転 2/3,内転 2/4 

・疼痛(NRS):安静時 0/10,歩行時 4/10 

・疼痛部位/時期:大腿外側遠位部/初期接地(以

下,IC)〜荷重応答期(以下,LR) 

・圧痛:腸腰筋,大腿直筋,大腿筋膜張筋＋ 

・整形外科テスト(右/左):Thomas test＋/−, 

Ely test＋/−,Ober test＋/− 

・画像所見 (Xp)(術前 /術後 ):中殿筋の筋長

73.5mm/78.5mm,腸腰筋の筋長 177.3mm/191.8mm  

・歩行観察(T 字杖):右 IC〜LR 骨盤右側方移動量

低下 

・自覚的脚長差(ブロックテスト):0mm 

・構造的脚長差(Xp):12mm(右＞左） 

【初期考察】 

本症例の HOPE は夫と散歩に行くことである.歩

行時痛軽減に向けて,THA 術後の歩容に着目して

介入を行った. 

本症例の歩行の問題点として,右 IC〜LRでの骨

盤右側方移動量の低下が挙げられる.この要因と

して,右 IC〜LRで重心制御に働く大殿筋,中殿筋

の筋出力低下,大腿外側遠位部の疼痛を考えた. 

大殿筋の筋出力低下は,手術の脚延長により腸

腰筋,大腿直筋の筋スパズムが生じ,相反抑制が起

こることが原因と考えた.また,中殿筋の筋出力低

下は,手術でのオフセット増大により筋が伸張さ

れ筋スパズムが生じたことが原因と考えた. 

建内によると大殿筋,中殿筋の筋出力低下は内

的股関節外転モーメントの低下につながり,腸脛

靭帯の伸張による張力がそれらを代償すると述べ

ている.そのため,本症例も同様に大殿筋,中殿筋

の筋出力低下により,腸脛靭帯への伸張ストレス

が増加することで右 IC～LR の大腿外側遠位部痛

が生じたと考えた.これらの問題点改善のため,以

下の治療を実施した. 

【治療プログラム】 

アイシング,腸腰筋・大腿直筋・大腿筋膜張筋リラ

クゼーション,ヒップリフト,股関節屈曲・外転運

動(自動介助,等尺性),股関節外転運動(腹臥位) 

【最終評価】(術後 9日目)※改善項目のみ記載 

・ROM(°):股関節外転 10/10,内転 15/15 

・MMT:股関節屈曲 3/4,伸展 3/4,外転 3/4 

・疼痛(NRS):歩行時 0/10 ・圧痛:消失 

・整形外科テスト:Ely test−/−,Ober test−/− 

・歩行観察(T 字杖):右 IC〜LR 骨盤右側方移動量

増加 

【最終考察】 

先行研究では,筋スパズムに対して軽負荷の筋

収縮や等尺性運動が有効であると述べられている.

これらの運動に加え,炎症や疼痛の鎮静効果があ

るアイシングを併用することで,各筋に生じてい

た筋スパズムが改善したと考えた. 

また,大殿筋の筋出力低下にはヒップリフト,中

殿筋の筋出力低下には股関節外転運動を実施した

結果,股関節伸展,外転 MMTの改善を認めた. 

大殿筋と中殿筋の筋出力向上により,右 IC〜LR

での骨盤右側方移動量が増加したとともに,内的

股関節外転モーメントが増加したことで腸脛靭帯

への伸張ストレスが軽減し,歩行時痛が消失した

と考えた. 

【まとめ】 

今回,THA 術後の歩容改善,疼痛改善を図った.問

題点となる原因を詳細に評価し,介入する重要性

を学んだ. 



慢性化した足底部痛に対し歩容改善から除痛を図

った一症例 

あんしんクリニック 廣瀬晴大 

【はじめに】足底筋膜炎と診断され,足底内側に

疼痛が生じた症例に対し理学療法を行ったためこ

こに報告する. 

【症例紹介】70代男性 X-1日に当院を受診.足底

筋膜炎と診断され,X日より理学療法開始.歩行開

始時と長時間歩行後に疼痛を確認.HOPEは歩行時

の痛みをとりたい.NEEDは歩容の改善とした. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究目的,

方法,データ管理,公表方法を説明,同意を得た. 

【評価】＜初期評価 X+110日＞（R/L） 

疼痛評価 疼痛部位:右足底内側 舟状骨下部  

運動時痛:歩行開始時(+)長時間歩行後(+) 

Numeric Rating Scale(以下 NRS): 

歩行時開始時 3/10 長時間歩行後 3/10 

圧痛:足底(-)梨状筋(+)NRS4/10 

関節可動域測定(以下 ROM)(°) 

股関節内旋 0/15 足関節背屈 5/5 

舟状骨高(㎝):非荷重 4.5/5.0 荷重 4.5/4.5 

アライメント:外反母趾(右＞左) 右足部外転 

後足部回内(右＞左)  

歩行観察: 右イニシャルコンタクト(以下 IC)～

ローディングレスポンス(以下 LR）間で右股関節

は外旋し右足関節は外転し後足部回内していた. 

右ミッドスタンス(以下 Mst)～ターミナルスタン

ス(以下 Tst)でも右股関節外旋し右足部外転し背

屈が減少していた.プレスウィング(以下 Psw)に

かけて後足部回内していた. 

＜中間 X+146日＞ 

疼痛評価 疼痛部位:右足底内側 舟状骨下部 

運動時痛:歩行開始時痛(-) 

長時間歩行後の疼痛(+)NRS2/10 

圧痛:梨状筋(+)NRS1/10 

ROM: 股関節内旋 10/20 足関節背屈 5/10 

母趾中足趾節(MP)関節伸展 5/10 

歩行観察:立脚相の右股関節外旋改善した.右足部

外転は軽減した.後足部回内は残存していた. 

＜最終 X+175日＞ 

疼痛評価:長時間歩行後の疼痛(+)NRS1/10 

ROM:足関節背屈 10/10 母趾伸展 10/10  

歩行観察:Mst～Tstの後足部過回内は改善した. 

【考察】本症例は歩行開始時の右 Mstと長時間歩

行後に疼痛を認めた.右股関節外旋歩行を認めた.

歩容改善と除痛を目指し理学療法を行った.初期

評価時,右 Mstに舟状骨下部の歩行時痛を認めた.

歩容としては右股関節外旋歩行で toe- 

outになっていたが,その際の過度な下腿外旋は

認められなかった.ROMでは右股関節内旋制限を

認めた.股関節外旋位から toe‐outとなり Mst～

Tstの足底内側への荷重が増加したことで内側縦

アーチは低下していた.それにより踵骨内側や足

底筋膜(以下 PA)から起始する母趾外転筋は伸長

ストレス及び荷重ストレスが持続的に加わり長時

間歩行後の疼痛が生じたと考えた.歩行開始時痛

は股関節外旋歩行から足底,PA内側への荷重スト

レスが増加し疼痛が生じたと考えた.上記に対し

て深層外旋筋・大殿筋ストレッチを実施した. 

中間評価時,右股関節内旋制限が拡大し右股関節

外旋歩行,ICの toe-outが改善した.これにより,

足底内側にかかる荷重ストレスが軽減し歩行開始

時の疼痛が消失したと考えた.しかし長時間歩行

後の疼痛は残存していた. Mst～Tstにかけて,背

屈は減少し後足部過回内していた.ROMから右母

趾 MPに伸展制限を認めた.長母趾屈筋の短縮によ

り,距骨の後方滑りが減少し,足関節背屈を距骨下

関節過回内によって代償したと考えた.以上によ

り Mst～Tstの母趾外転筋の荷重ストレスが生じ

疼痛が残存したと考える.これに対し治療プログ

ラムに長母趾屈筋・後足部ストレッチを追加し

た.最終評価時,右足関節背屈と母趾伸展の可動域

拡大を認めた.Mst～Tstの後足部過回内は軽減

し,長時間歩行時後の疼痛も軽減した.右長母趾屈

筋の柔軟性拡大から距骨の後方滑りが出現し,Mst

～Tstの距骨下関節の過回内が減少し,母趾外転

筋の伸長ストレスが軽減したため,疼痛が軽減し

たと考えた. 

【まとめ】歩容改善から除痛を図った.今回,具体

的な評価が不足していた.今後の課題としたい. 



左膝関節と左股関節・骨盤に着目し歩行獲得に至

った左人工膝関節全置換術後の一症例 

特定医療法人一輝会 荻原みさき病院 

川東 理奈 

【初めに】今回，左人工膝関節全置換術（以下左

TKA）を施行し，左膝関節以外に左股関節・骨盤に

も着目し歩行安定性が向上した症例を報告する． 

【症例紹介】80歳代女性．左膝関節痛が増大し X

日に左 TKA施行．X＋7日に当院入院．既往歴に両

側変形性膝関節症あり．病前 ADL：屋内伝い歩き・

屋外短距離杖・長距離サイドカー歩行．目標は屋

内伝い歩き・屋外 30分以上の杖歩行自立．独居．

HOPE：前みたいに歩きたい．主訴：左膝が痛い． 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り目的方法，

データ管理，公表方法を本人に説明し同意を得た． 

【初期評価：X+7～12日→最終評価：X+59～63日】

（右/左）で記載.  〇視診：腫脹・熱感・発赤

(＋→－)〇触診(筋硬度)：左ハムストリングスの

低緊張→正常 ，左大殿筋上部・中殿筋の過緊張→

正常〇数値的評価尺度：（以下 NRS）術創部 安静

時(5→1)，歩行時(7→2)〇整形外科的テスト：左

ハムストリングス短縮→軽減〇大腿周径［㎝］パ

テラ直上：（38／43.5→38/40.5)〇関節可動域検査

［°］：股関節伸展(10/5→10/10)，膝関節伸展

（0/-5→0/0）〇徒手筋力検査(P疼痛)：股関節伸

展(3/3→3/4)，外転（4/3→4/4），膝関節屈曲（4/3P

→5/4），伸展(4/2P→4/3）〇荷重検査：最大荷重

(40 ㎏/30 ㎏→55 ㎏/55 ㎏)〇Timed up and go 

test（以下 TUG）：60秒→24秒〇10m歩行テスト：

48秒→25.5秒〇6分間歩行試験：距離(90m→110m)

血圧(開始時 139/84mmHg→97/56mmHg，終了時

162/85mmHg→117/79mmHg)〇歩行観察：(歩行器)全

周期で体幹前傾，左 IC～LRに左膝関節伸展不足，

左 MSt～TSt で左股関節伸展不足と骨盤左回旋・

後退増大．→(独歩)全周期で体幹前傾の軽減，左

IC～LR に左膝関節伸展増大，左 MSt～TSt で左股

関節伸展増大と骨盤左回旋・後退が軽減．〇機能

的自立度評価法：移動(1→6) 

【理学療法】モビライゼーション，ROM-ex，MSE，

ステップ訓練，歩行訓練 

【考察】本症例は両変形性膝関節症を呈し，左 TKA

を施行した．独居の在宅復帰に向けて長距離歩行

獲得が必要なため歩行に着目した．初期評価時は

左 ICに左膝関節伸展不十分に伴う左 LRでの衝撃

吸収不足を認めた．その為,左膝関節周囲の問題点

に着目し介入した．結果，上記歩容は改善したが

病棟内の杖歩行自立には至らなかった．また，左

MSt～TSt の左股関節伸展不十分による代償動作

の体幹前傾と骨盤左回旋・後退が残存した．その

為，左股関節と骨盤にも着目し理学療法を展開し

た．石井は「中殿筋・大殿筋の上部線維が，荷重

の受け継ぎに備え，骨盤を安定させる働きの準備

をする」と述べており，また「ハムストリングス

が適切に働くためにその近位付着部を有する骨盤

前後傾アライメントを整える必要がある」と述べ

ている．本症例も歩行中に左ハムストリングスを

介助すると骨盤左回旋と後退が軽減したが,持続

的効果は左中殿筋を介助した方が大きく見られた．

以上から，左中殿筋・大殿筋・ハムストリングス

の短縮に伴う筋出力低下への介入が必要と考えた．

治療は，骨盤後傾を誘導した hip up，左中殿筋・

大殿筋上部のモビライゼーションと筋力増強訓練，

ステップ訓練を実施した．その中で，左 MSt～TSt

のステップ訓練では，代償動作の骨盤左回旋・後

退を抑制し，左中殿筋を求心位に徒手誘導したこ

とで左ハムストリングスが収縮した.それに伴い,

左股関節伸展を促すことが可能となり，歩容改善

に関与した．最終評価時，左中殿筋・大殿筋上部

の過緊張軽減，左中殿筋・大殿筋・ハムストリン

グスの筋力向上，左股関節伸展の可動域が拡大し，

左 MSt～TStの歩容改善を認めた．これより，歩行

時の左中殿筋・大殿筋の収縮量が増大したことで

骨盤が安定に働き，左下肢の支持性向上し，全周

期での体幹前傾の軽減も認めた．結果，左荷重量

が増大し，TUG・10m歩行はカットオフ値を上回り，

歩行の安定性・歩行速度が向上し，病棟内での活

動度は杖歩行自立に至った．屋内伝い歩き・屋外

30分程度の T字杖歩行が連続で行えることが可能

となり在宅復帰に繋がった． 

 



中殿筋，体幹筋に着目したことで歩行の安定性向

上に繋がった多発外傷術後の一症例 

特定医療法人一輝会 荻原みさき病院 

水谷 綾花 

【はじめに】今回，多発外傷術後に歩行困難とな

り，左 Mst時の骨盤水平保持に着目したことで歩

行の安定性が向上した症例を報告する．なお，ヘ

ルシンキ宣言に則り本人に同意を得た． 

【症例紹介】60代男性．X日，業務中に受傷．同

日に右副腎・内腸骨動脈出血に対し血管塞栓術，

左大腿骨転子下骨折に対し骨接合術（以下 ORIF）

施行．X＋5日に骨盤骨折に対し観血的整復内固定

術施行．その後，左大腿骨に回旋異常を認め X＋

14日に再度 ORIF施行．X＋28 日に当院入院．HOPE：

復職．主訴：脚が疲れる．職業：青果店勤務． 

【初期評価：X＋46～52日⇒最終評価：X＋74～79

日】（右/左）関節可動域検査［°］：股関節内転

（10/10⇒10/10）．徒手筋力検査（以下 MMT）：股関

節外転（3/2⇒4/4）．体幹回旋（3/3⇒4/4）．

Numerical Rating Scale（以下 NRS）：術創部 8/10

⇒4/10．触診：（筋緊張亢進）左中殿筋，腹筋群⇒

（軽減）左中殿筋，腹筋群．Berg Balance Scale：

33/56点⇒48/56点．Trunk Righting Test（以下

TRT）[㎝]：側方移動距離（5/3⇒13/9），加圧支持

（－/－⇒＋/－）．10ⅿ歩行：（両松葉杖歩行）16.09

秒/23歩，0.6ⅿ/秒⇒（独歩）10.74秒/19歩，0.9

ⅿ/秒．座位姿勢：上肢で座面のプッシュ認め，体

幹前傾位．⇒上肢支持なし，体幹前傾位．歩行観

察：両松葉杖歩行．全周期で体幹・骨盤前傾位．

左 Mst時に骨盤左挙上・後退，右足部の躓きを認

める．⇒独歩．全周期で体幹・骨盤前傾位の軽減．

左 Mst時に体幹左側屈，骨盤左挙上・後退軽減し

右足部の躓きは消失した． 

【理学療法及び経過】X＋45日は完全免荷．X＋46

日に 1/3荷重開始．活動度は車椅子自走．X＋53日

に 1/2 荷重開始．X＋60 日に 2/3 荷重開始．活動

度は歩行器歩行自立．X＋67 日に全荷重開始．活

動度は T字杖歩行自立． 

【考察】本症例は復職希望があり，長時間の立位

や歩行が必要であった為，独歩獲得を目標とし介

入した．両松葉杖歩行で左 Mst時に右足部クリア

ランス低下による躓きや疼痛による逃避性跛行が

出現しており転倒リスクがあった為，骨盤水平保

持を担う左中殿筋に着目した．また，動脈損傷か

ら，中殿筋の栄養血管の血流量が低下することで

左中殿筋の不活性に繋がり，骨盤水平保持が困難

になると考えた．以上から，左術創部の柔軟性向

上，mobilizationで左中殿筋の循環・粘弾性改善

を促し，筋の賦活を図った．結果，左術創部の柔

軟性向上，左中殿筋の循環改善に繋がり，X＋60日，

左中殿筋 MMT3，触診で粘弾性は軽度改善し，

NRS5/10 と疼痛も軽減した．しかし，片松葉杖歩

行で左 Mst時の体幹左側屈の出現，骨盤左挙上・

後退増大を認めた．井上らは「移動側の内腹斜筋

は，足底圧中心の移動側変位初期から活動し，そ

の直後に移動側中殿筋の活動がみられた」と述べ

ており，内腹斜筋と中殿筋の相関性が高いことか

ら，左内腹斜筋への介入も行った．座位で左坐骨

に荷重を促しながら左上方リーチ動作，立位で左

上肢挙上により左側腹部を伸張させ左内腹斜筋が

遠心的に活動しやすい環境でのステップ練習で，

左中殿筋と左内腹斜筋の賦活を図った．結果，股

関節外転・体幹回旋 MMT4と向上した．また，体幹

左回旋筋力が向上し，TRT にて左側方移動距離が

延長した為，左内腹斜筋の活動量は増大したと考

える．その為，左 Mst時での左内腹斜筋と左中殿

筋が働くことで，骨盤水平保持能力が向上し，右

足部の躓きは消失したと考える．本症例は独歩獲

得を目標としたが，左 Mst時の体幹左側屈，骨盤

左後退，片脚支持での不安定性が残存した．これ

らは，職業の影響で運搬動作により体幹左側屈を

強いられていたことも関与すると考えられる．結

果，10ⅿ歩行は 0.9ⅿ/秒と速度の向上を認めたが

カットオフ値を下回る結果となり，代償動作や転

倒リスクが残存していることから，T 字杖歩行で

の退院となり，退院時は独歩の獲得ができず復職

まで至らなかった．また，Mst 以前の相に着目し

関節や筋の運動連鎖を考え介入する必要があった．

以上の残存課題は，外来フォローで治療を継続し

ていく． 



前十字靭帯再建術後、膝蓋下脂肪体へ超音波療法

を行い、膝関節可動域が改善した症例 

顕修会すずらん病院 田畑 利樹 

【はじめに】今回前十字靭帯(以下、ＡＣＬ)再建

術後、膝蓋下脂肪体(以下、ＩＦＰ)の柔軟性・滑

走性低下から、膝関節屈曲可動域制限が見られた

方を担当した。先行研究より、ＩＦＰの柔軟性・

滑走性低下が膝関節の可動域に大きく影響するこ

とは知られている。ＩＦＰに対して超音波画像診

断装置(以下、エコー画像)にて評価、超音波治療

(以下ＵＳ)を行い、可動域改善に繋がった症例を

ここに報告する。 

【症例紹介】４０歳代男性、家族と同居し、仕事

は港湾で海運の運送業に従事している。５年程前、

ふと飛んだ際右膝に違和感を覚える。受診せず数

年間放置しており、膝の疼痛、可動域制限が増悪。

他院受診し、陳旧性のＡＣＬ断裂と診断。Ｘ年Ｙ

月Ｚ日(以下、Ｚ)他院にて再建術を施行。Ｚ＋１

７日退院。Ｚ＋１８日より、当院にて週２回の通

院リハビリテ―ションを開始。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的、

方法、協力者が不利益を受けないこと、データ管

理、公表方法を本人に説明し同意を得た。 

【理学療法評価及び経過】膝関節可動域は、屈曲

１１５°であった。膝関節の疼痛検査(以下、ＮＲ

Ｓ)では、安静時はＮＲＳ０／１０。屈曲最終域で

ＮＲＳ７／１０。徒手的筋力検査では、膝関節伸

展右４左５、屈曲右４左５。歩行動作時は、膝硬

性装具(ドンジョイ社製)にて伸展制限を受けなが

らの歩行であったが、特に荷重時疼痛は聞かれな

かった。大腿周径では、膝蓋骨上縁では右４６，

５ｃｍ、左４４，５ｃｍ。膝蓋骨５ｃｍ上では右

４９ｃｍ、左４７ｃｍ。膝蓋跳動テスト陽性であ

った。触診ではＩＦＰを徒手的に圧迫、またモビ

ライゼーションを行うことで評価し、柔軟性・滑

走性低下を確認した。今回エコー画像にて評価を

行い、静止画・動画を確認すると、ＩＦＰの柔軟

性・滑走性低下が確認できた。Ｚ＋２１日より、

ＵＳを用いて治療開始。背臥位にて膝関節屈曲４

５°より、ＩＦＰに対して局所的に照射を行った。

機器は超音波治療器ＵＳＴ－７７０を使用。周波

数３ＭＨＺ、出力１．５ｗ／ｃｍ²、で設定、１０

分間照射した。またＵＳ前後で可動域測定を行い

評価した。ＵＳ後は、柔軟性・滑走性が向上、直

後の可動域測定にて１２０°まで可動域の向上

が見られた。またＺ＋３０日では１３５°、Ｚ＋

３８日(最終評価)では１４２°と、治療回数を重

ねるごとに可動域の改善が見られた。また屈曲最

終域でＮＲＳ７／１０であったが、最終評価では

ＮＲＳ０／１０と疼痛改善にも繋がった。触診、

エコーにおいても、ＩＦＰの柔軟性・滑走性の向

上、改善が見られた。 

【考察】本症例はＩＦＰの可動性低下が起因し、

膝関節屈曲可動域制限を呈し、運動時痛も見られ

た。介入時よりＩＦＰに着目し、ＵＳを継続的に

実施したことで、即時的経時的に膝関節可動域が

改善した。その理由として、ＵＳによる温熱作用、

音圧作用が考えられる。温熱作用には、細胞組織

温度を上昇させ組織の伸張性増加の効果があると

言われており、線維化したＩＦＰ組織の組織温度

を上昇させることで伸張性が増加し、結果的に膝

関節屈曲可動域改善に繋がったと考えられる。ま

たＩＦＰには多くの自由神経終末が存在しており、

柔軟性低下による周辺組織との滑走性低下から、

動作時に疼痛が出現したことが考えられる。しか

し音圧作用による、炎症物質の抑制、細胞治療の

促進効果から、疼痛の軽減、緩和に繋がったと考

えられる。温熱作用のある他の物理療法では、ホ

ットパックや遠赤外線等もあるが、それらは伝導

加温としてほとんどが皮膚表層にて吸収される。

今回使用したＵＳは、熱転換作用による温熱効果

であり、組織深部までの温熱が行えたと考えられ

る。今回症例を通じて、ＩＦＰの可動性が膝関節

可動域に影響することが確認できた。しかしその

評価を行う上で、徒手的な触診技術を用いている

こと、画像での評価は残念ながら主観的評価の域

を超えていないと言える。今後はＩＦＰにおける

定量化した評価方法の獲得を追及し、より効果的

な治療に繋げていきたいと考えている。 

 



高位頸髄損傷を受傷し，著名な起立性低血圧のた

め離床に難渋した症例 

神戸市立医療センター中央市民病院 

リハビリテーション技術部      

生田 智也 

【はじめに】 今回，頸髄損傷（C4-C6）に伴う起

立性低血圧（orthostatic hypotention：以下 OH）

により離床時間や頻度の確保に難渋した症例に対

し，評価・治療介入を行ったため報告する． 

【症例紹介】本症例は 80歳台男性．病前 ADLは自

立していた． X日に交通外傷により当院に搬送さ

れ頚髄損傷（C4-C6）の診断で入院加療となった．

同日に人工呼吸器管理が開始され，翌日より PT開

始した．X＋5 日に人工呼吸器関連肺炎を発症し，

頚椎後方固定術は X＋17 日に延期となった．X＋

77 病日：回復期リハビリテーション（以下リハ）

病院へ転院となった．  

【倫理的配慮】本症例検討の目的，趣旨を本人に

説明し, 同意を得た．また，ヘルシンキ宣言に基

づく倫理的配慮を十分行った． 

【初期評価：X＋18 日-X＋35 日】背臥位 BP：

148/78mmHg，HR：64bpm，SpO2：94%．徒手筋力テ

スト(以下 MMT)(右/左)：上腕二頭筋 5/5，上腕三

頭筋 0/0，橈側手根伸筋 3/-．ASIA Impairment 

Scale：Aであった．筋緊張：両下肢共に弛緩して

いた．触診にて腹直筋，腹斜筋，脊柱起立筋は低

緊張であった．腱反射(右/左)：上腕二頭筋：+/±，

腕橈骨筋：±/-，上腕三頭筋：±/-．表在感覚・

深部感覚：上肢は C5以遠鈍麻，両下肢共に脱失し

ていた．FIM(運動/認知):13点/25点であった．X

＋18日：離床開始の指示に従い，頭部挙上 50°ま

で実施するも BP：81/58mmHgまで低下したため端

座位まで実施できなかった．X＋19 日：頭部挙上

し BP：108/61mmHg であったため端座位を 8 分実

施した．座位時 BP：104/74mmHg．X＋25日：リク

ライニング型車椅子への移乗練習を実施した．座

位時 BP80/44 mmHg．X＋35日：普通型車椅子へ移

乗練習開始した．座位時 BP122/74mmHg．OHの影響

を受けず離床できた頻度は 3 回/週であった．  

【経過及び治療プログラム】合併症予防のために

離床時間を延ばすことを短期目標とした．また，

主治医と協議し SBP：80mmHg までを OH の許容範

囲とした．OHに対して腹帯を使用，介入時間を昇

圧剤投与 30分後に調整した．  

【最終評価：X＋77日】 

背臥位 BP：175/70mmHg，HR：74bpm，SpO2：9

8%．MMT,筋緊張，腱反射は変化なし．表在感覚・

深部感覚：上肢は C7以遠鈍麻，両下肢共に脱失

していた．車椅子移乗介助量：全介助．最大車椅

子座位時間 24分．座位終了時 BP94/48mmHg OHの

影響を受けず離床できた頻度は回 7/週であっ

た．FIM(運動/認知):13点/25点であった． 

【考察】C5レベルの機能が残存していれば，食事

が修正自立レベルに達する可能性があることが報

告されている．本症例も残存レベルは C5 レベル

であり，将来的に ADL低下が予測されたため，ADL

を最大限維持するために離床時間を延ばすことを

短期目標とした．離床時間延長に対しては OH が

問題であった．高位頚髄損傷に伴う OH の原因と

して交感神経遮断による血管抵抗の低下，体幹と

下肢筋の低緊張による筋ポンプ作用の低下による

影響が報告されている．反復的な離床を行うこと

で反射性血管収縮への脊髄反射機構の再適応によ

り徐々に OHは改善すると報告されている．また，

腹帯を使用すること，昇圧剤の投与も OH に対し

て有効とされている．本症例も同様に反復的に離

床をしたこと，腹帯を使用し，離床のタイミング

を昇圧剤の投与時間に合わせることで OH が最小

限に抑えられたと考える．そのため離床時間が延

長し，OH の影響を受けず離床できた頻度が 7 回/

週へと改善したと考える．また，本症例は最終評

価において ADL全介助レベルであった．しかし，

離床時間が延長したことは食事動作獲得に向けて

有用であると考える．今後は整容動作の練習も行

える可能性があるため，ADL 拡大の一助になるの

ではないかと考える． 

 

 

 

 



自覚的脚長差と体幹機能の改善が独歩の歩容に影

響した人工股関節全置換術後の一症例 

神戸海星病院リハビリテーションセンター 

伊原 佑馬 

【はじめに】今回，左人工股関節全置換術(以

下，THA)を施行した症例を担当し，自覚的脚長差

と体幹機能の改善が独歩の歩容に影響したため，

報告する． 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り，研究の目

的，方法，協力者が不利益を受けないこと，デー

タ管理，公表方法を本人に説明し，同意を得た． 

【症例紹介】60歳代女性，診断名は左変形性股関

節症．現病歴は X-3年に転倒し左股関節に疼痛を

自覚．Y-2 か月より疼痛が増悪し，X 年 Y 月に左

THA施行となる．既往歴は L3/4 腰椎後方進入椎体

間固定術，L4/5除圧術．術前 ADLは屋内伝い歩き，

屋外杖歩行．Hopeは杖無しで歩きたい．術前棘果

長（右/左）は 72.0cm/71.0cm．自覚的脚長差なし． 

【経過】術後 1日目から理学療法開始．術後 19日

目に杖歩行で自宅退院．退院後外来リハビリを週

1 回で継続となる． 

【初期評価】[術後 2週：退院時]（左側のみ記載）  

棘果長（右/左）は 72.0cm/72.0cm．自覚的脚長差

は左下肢に＋3 ㎜．疼痛は歩行時，術創部に

Numerical Rating Scale(以下,NRS)3．ROM(°)は

股関節屈曲 90，伸展 5，外転 20，内転 0．MMT は

股関節伸展 4，外転 3，内転 3，外旋 3．屋内は伝

い歩き，屋外は杖歩行であった．杖歩行の歩容は

全歩行周期で左骨盤が下制しており，左 MSt～TSt

に伸び上がり歩行を認めた．Timed Up ＆ Go 

Test(以下, TUG)は杖歩行で 11.4秒．  

【治療】左股関節周囲筋筋力増強運動，左股関節 

外側のストレッチ 

【中間評価】[術後 5～6週]（左側のみ記載） 

自覚的脚長差はなし．疼痛は歩行時，左股関節外

側に NRS1．ROM(°)は股関節伸展 10，外転 20，内

転 10．MMTは股関節伸展 4，外転 4，内転 4，外旋

4．屋内独歩は可能であるが，屋外では左股関節外

側の疲労感（5/10）があったため，杖歩行であっ

た．独歩の歩容は左 MStに体幹左側屈を認めた．

追加評価として，座位での体幹立ち直り運動は左

側抗重力伸展運動が低下し，左サイドプランクは

保持困難であった． 

【追加治療】ドローイン，座位での体幹立ち直り

運動 

【最終評価】[術後 8週]（左側のみ記載） 

疼痛は NRS0．ROM・MMTは中間評価時と著変なし．

屋外独歩時に生じていた左股関節外側の疲労感は

消失し，屋外独歩が可能となった．独歩の歩容は

左 MSt での体幹左側屈が改善した．TUG は独歩で

8.8 秒．座位での立ち直り運動は左側抗重力伸展

運動が増加し，左サイドプランクは保持可能とな

った． 

【考察】本症例の Hope は杖無しで歩きたいであ

る．しかし，左下肢の自覚的脚長差により伸び上

がり歩行が生じていたため，杖歩行での退院とな

った．川端らは自覚的脚長差の改善及び円滑な歩

行獲得のために股関節内転 ROM5°が必要と述べ

ている．本症例は左股関節内転 ROM0°により自覚

的脚長差が残存していた．ROM 改善を目的に，左

股関節外側のストレッチを継続した結果，左股関

節内転 ROMは 10°まで改善し，自覚的脚長差が消

失したと考える．しかし，独歩では左股関節外側

の疲労感が残存しており，屋外は独歩が困難であ

った．本症例の歩容は左 MStに体幹左側屈が出現

し，身体重心線と骨頭の距離が増大していたため，

中殿筋への過負荷が予測された．さらに，座位で

の体幹立ち直り運動で左側抗重力伸展運動が低下

しており，体幹機能の低下を認めた．大月らは内

外腹斜筋の筋活動賦活は歩行時において同側の中

殿筋の筋活動を減少させると述べている．本症例

でも体幹機能の低下により，中殿筋の筋活動が過

活動となり，左股関節外側の疲労感が出現したと

考えた．歩行時の体幹機能改善を目的とし，ドロ

ーインと座位での体幹立ち直り運動を実施した．

その結果，体幹機能が改善し，左 MStでの体幹左

側屈が改善した．歩容の改善により，中殿筋への

過負荷が軽減し，左股関節外側の疲労感消失に繋

がり，屋外独歩が可能になったと考える． 

 



人工膝関節全置換術後，左膝関節外側部痛が改善

し長距離歩行が可能となった一症例 

神戸海星病院リハビリテーションセンター 

岸 友菜 

【はじめに】今回，左人工膝関節全置換術(以

下，TKA)を施行した症例を担当した．杖歩行自立

後，左膝関節外側部に歩行時痛が生じた．そこで

股関節と体幹機能に着目し，歩行時痛が消失する

ことで長距離歩行が可能となったため報告する． 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り，研究の目

的，方法，協力者が不利益を受けないこと，デー

タの管理，公表方法を本人に説明し，同意を得

た． 

【症例紹介】70歳代女性，診断名は左変形性膝関

節症．femoro-tibial angle(°)は 185/188．現病

歴は X-6 年に左膝関節痛が出現．X 年 Y-1 月に疼

痛が増強し，X 年 Y 月に左 TKA を施行．術前 ADL

は家事を夫と分担，移動は杖歩行．Hopeは疼痛が

生じることなく杖歩行で買い物に行きたい． 

【術前評価】(右/左） 

歩行時痛は左膝関節内側部と膝窩部に Numerical 

Rating Scale(以下，NRS)9．ROM(°)は膝関節屈曲

145/135，伸展 0/-5．MMTは股関節伸展 3/3，外転

2/2，外旋 4/3，膝関節屈曲 4/2，伸展 4/4．Timed 

Up ＆ Go Test(以下，TUG)は 11.4秒．10m歩行は

11.3 秒．歩行は左 IC に股関節内旋位での接地，

左 MStに Lateral Thrustが生じた． 

【経過】術後 1日目から理学療法開始．術後早期

は疼痛が強く，股関節周囲・体幹の筋力強化は術

後 12日目から開始．術後 15日目に杖歩行自立と

したが左腸脛靭帯付着部に歩行時痛が出現． 

【中間評価】［術後 2週目］（左側のみ記載） 

歩行時痛は IC～MSt で腸脛靭帯付着部に NRS6．

ROM(°)は膝関節屈曲 125，伸展 0．MMT は股関節

伸展 2，外転 2，外旋 3，膝関節伸展 3．端坐位で

の立ち直り(以下，立ち直り)で左側は抵抗に対し

抗重力伸展運動が困難．TUGは 13.7秒．左片脚立

位時は疼痛と膝関節の前額面上の動揺が生じ，体

幹左側屈・骨盤左傾斜．歩行は左 ICに股関節内旋

位での接地，左 MStに膝関節の前額面上の動揺と

体幹左側屈・骨盤右傾斜が生じた．  

【治療】股関節外転・外旋筋力強化，体幹機能の

向上のため立ち直り練習，股関節中間位でのステ

ップ練習を実施． 

【最終評価】［術後 4週目］（左側のみ記載） 

歩行時痛は消失．MMTは股関節伸展 3，外転 3，膝

関節伸展 4と向上，股関節外旋は 3と変化なし．

立ち直りは左右差の消失．TUGは 11.5秒，10ｍ歩

行は 11.1 秒と改善．左片脚立位時の疼痛は消失

し体幹左側屈・骨盤左傾斜の軽減．歩行は左 ICの

股関節内旋位での接地と左 MStの体幹左側屈・骨

盤右傾斜が軽減．屋外歩行は杖歩行で疼痛が生じ

ることなく 20分間可能． 

【考察】本症例の Hope は疼痛が生じることなく

杖歩行で買い物に行きたいである．杖歩行自立後

から左腸脛靭帯付着部に歩行時痛が出現した．市

橋らは片脚立位時に膝関節の左右方向の動揺を補

正するために大腿筋膜張筋の活動が重要であると

報告している．また福井らは遊脚側の骨盤下制に

より腸脛靭帯の負荷が増大すると報告している．

本症例は左片脚立位時に膝関節の前額面上の動揺

が生じており，左 MStでは骨盤右傾斜が生じてい

た．そのため腸脛靭帯が過緊張となり，腸脛靭帯

付着部に疼痛が生じたと考える．膝関節の前額面

上の動揺が生じていた原因としては、左 IC の股

関節内旋位での接地が考えられる．Neumann らは

股関節外旋筋が立脚初期に最も活動し大腿の内旋

を制御すると報告している．本症例は股関節外旋

の筋力が低下しており IC に股関節内旋位となっ

たと考える．また本症例は歩行中に体幹の動揺が

みられ，歩行中に重要な内腹斜筋による体幹の安

定性が低下していると考えられる．よって股関節

周囲の筋力強化に加えて体幹の筋力強化を実施し

た．その結果，左片脚立位で体幹左側屈・骨盤左

傾斜が軽減，歩行で膝関節の前額面上の動揺と骨

盤右傾斜が軽減し，疼痛が生じることなく長距離

歩行が可能となったと考える． 

 

 

 



歩容・歩行効率の改善に至った膝蓋骨骨折術後の

一症例 －ボディイメージに着目して－ 

神戸百年記念病院 小倉加奈 

 

【症例紹介】50代女性、外国国籍、BMI21.5、診断

名は左膝蓋骨骨折術後。受傷前 ADLは独歩自立で

左膝内側部痛があった。X 月 Y 日に引き寄せ鋼線

締結法を施行、手術前後 2週間にニーブレス固定

を行った。Y＋17 日で自宅退院後、外来リハビリ

へ移行した。主訴は歩くのに時間がかかる。HOPE

は早期職場復帰。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的、

方法、協力者が不利益を受けないこと、データ管

理、公表方法を本人に説明し、同意を得た。 

【経過】〈初期評価(術後 7日）〉触診では大腿筋膜

張筋・外側ハムストリングス柔軟性、膝蓋骨可動

性低下。視診では左右ともに股関節内旋･下腿外旋

位で、Q 角は右 16°、左 17°。左膝蓋骨は外側偏

位。ROMは左膝屈曲自動 45°・他動 65°、MMTは

左膝伸展 1+・屈曲 3+、内側広筋（以下 VM）の収

縮が乏しい。膝屈曲運動は knee inで screw home 

movementの破綻。10m歩行（杖）は 27秒 28歩で、

MStに膝ロッキングと knee in、TSt～PSwで膝屈

曲が乏しく、振り出しに骨盤代償運動を認めた。 

〈中間評価(術後 41 日)〉触診では初期評価で認

めた二関節筋柔軟性、膝蓋骨可動性低下増大。視

診では膝蓋骨は外側偏位、Q 角は左 19°と増加。

ROM は膝屈曲自動 60°・他動 75°、股関節外旋

20°。MMT は左膝伸展 2・屈曲 3+と改善傾向であ

るが、依然 VMの収縮は乏しい。10ｍ歩行（杖）は

17.2 秒 19 歩と改善したが、初期と比べ MSt での

ロッキングと knee in増大。追加評価を実施し、

脛骨内側後方･外側前方への可動性低下。膝内反ス

トレステスト陽性、ランジ動作では knee inを認

めた。6分間歩行は 168ｍ。主訴は職場復帰。歩行

に対する自覚的評価は他覚的評価と乖離があった。 

〈最終評価(術後 55日〉独歩獲得し、Q angle左

16°と不良アライメントも改善。触診では二関節

筋柔軟性、膝蓋骨可動性向上。ROM は左膝屈曲自

動 85°・他動 95°、股関節外旋 40°、MMTは左膝

伸展 3+・屈曲 4と改善、VMの収縮も向上。10m歩

行（独歩）は 10.31秒 15歩、6分間歩行は 375ｍ

で歩容が改善し歩行効率が向上。歩行への意識の

乖離は消失。 

【考察】中間評価にて歩行速度改善により患者満

足度は高く、早期職場復帰の要望があった。しか

し Q角は増悪し、不良アライメントが増悪した状

態での歩行が続いていた。この状態での活動量増

加は二関節筋優位の支持となり、十分な膝機能獲

得困難と考え、歩容改善に着目した。 

本症例は受傷前より股関節内旋･下腿外旋位で

あり、膝蓋骨の外側偏位を認めていた。また、受

傷による膝蓋骨機能障害が膝伸展機構の破綻と、

不良アライメントの増悪による膝機能不全を招い

たと考えた。      

そこで新たに歩行への意識の乖離と膝屈曲 ROM

制限、VM筋力低下に着目した。まず膝機能に対し、

二関節筋に超音波療法を行い、下腿内旋・股関節

外旋 ROMexを追加した。その結果、不良アライメ

ントが改善し膝屈曲 ROMが向上したと考える。三

秋らは toe inを促したランジ運動で効果的に VM

が活動すると述べており、本症例でも同様に実施

し、VMが筋力向上したと考える。また、歩行に対

する意識の乖離や恐怖心、ロッキング歩行の反復

がボディイメージ（以下 BI）の破綻を引き起こし

たと考え、歩容への意識を促し BI の修正を図っ

た。肥田らは視覚的フィードバック（以下 FB）が

運動スキルの獲得に有用としている。大橋らや

Salmoniは、運動学習での結果の知識（以下 KR）

付与の遅延、かつ KR 付与後の運動までの時間短

縮はパフォーマンス低下を招くと述べている。そ

こで、膝屈曲自動運動、動作練習、歩行練習時に

ビデオ･姿勢鏡を使用し、言語で伝わりにくい FB

を視覚的 FBで補い、FBのタイミングを工夫した。

その結果、歩行への意識の乖離が消失し、BIが修

正され、歩容が改善した。それに伴い、歩幅・速

度も改善したことで、歩行効率の改善を認めたと

考える。 

 

 



左人工股関節全置換術後、仕事復帰に伴い左下肢

の疲労感が増加した症例 

神戸百年記念病院 武田知弥 

【症例紹介】 

50歳代女性。左変形性股関節症に対して人工股関

節全置換術（以下 THA）を後側方アプローチにて

施行した。術後 19 日目に退院後、歩行時の左

Duchenne徴候（以下 D徴候）に対して左股関節外

転・外旋筋力低下に着目し、介入していたが、仕

事（飲食店）復帰に伴い左下肢の疲労感が増加し

た為、初期評価を行った。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に則り目的、方法、データ管理、

公表方法を本人に説明し同意を得た。 

【初期評価（術後 78〜80日）】 

主訴は左下肢の疲労感であり、疼痛はなかった。

定量化のために、出勤日の左下肢の疲労感を 0〜

10の 11段階で記録した。また勤務時間も聴取し、

１週間の平均値は疲労感 3.6、勤務時間 7.75時間

であった。触診にて左深層外旋筋・腰方形筋の筋

硬度の増加を認め、Thomas test は両側陽性であ

った。ROM–t（右/左、単位°）は股関節屈曲 110/75、

伸展 10/5、外転 35/10、内転 10/10、胸腰部側屈

25/40。MMT（右/左）は股関節屈曲 4/3、伸展 4/3、

外転 4/3、内転 5/5、外旋 4/3。立位姿勢では体幹

左側屈、骨盤前傾・左挙上位を認めた。10m 歩行

（独歩）は 8.49秒（17歩）。歩容は左立脚初期〜

立脚中期に D徴候を認めた。方向転換動作（クロ

スオーバーステップ）では、左立脚時に歩行時よ

り著明な D徴候を呈した。追加評価としてブロッ

クテストを実施し、左下肢を 1㎝補高した時に脚

長差なしと自覚した。 

【最終評価（術後 123日）】 

左下肢の疲労感は 1.75、勤務時間は 9時間であっ

た。触診では左深層外旋筋・腰方形筋の筋硬度が

軽減し、Thomas testは両側陰性となった。ROM–t

は股関節屈曲 115/90、伸展 15/10、外転 35/10、

内転 10/10、胸腰部側屈 30/40。MMTは左股関節屈

曲・外転のみ 4へ改善した。立位姿勢の体幹左側

屈、骨盤左挙上、前傾位は軽減した。10m 歩行は

7.38 秒（16歩）。歩行・方向転換動作時の左 D徴

候は軽減した。ブロックテストは変化しなかった。 

【考察】 

本症例は仕事中に多用する歩行・方向転換動作に

おいて左 D徴候を認めた。Nankakuらによると、D

徴候は歩行効率を低下させると述べており、左下

肢の疲労の出現に関与すると考えた。左 D徴候の

主な原因としては左中殿筋の筋力低下が挙げられ、

本症例は同筋の筋力低下を認めている。Nankaku

ら、Hiraseらの報告から、股関節の安定化に作用

する腸腰筋や股関節外旋筋力が股関節外転筋の筋

力発揮に重要であると推察され、本症例は左腸腰

筋・股関節外旋筋力低下を認めており、中殿筋の

筋力発揮が困難となっていると考えた。加えて山

田ら、西らは、矢状面・前額面それぞれで骨盤が

中間位の時に最も股関節外転筋力発揮が大きいと

述べている。本症例は左腰方形筋の筋硬度増加と

左腸腰筋の短縮を認め、立位において骨盤左側挙

上位・前傾位といったマルアライメントを呈して

いた。よってこのアライメント異常も左中殿筋の

筋力発揮を困難な状態にしていると考えた。更に

Per Wretenbergらは、脚長差により歩行中の短脚

側の股関節外転モーメントが増大すると述べてい

る。本症例はブロックテストにて左下肢の機能的

短縮を認めており、より大きな中殿筋の筋力発揮

を求められる。したがって、要求される左股関節

外転モーメントの増大と左中殿筋の筋力発揮の低

下が合わさることで左 D徴候を惹起し、この繰り

返しが疲労を生じさせる原因となっていると推察

した。以上を踏まえ、左股関節外転・外旋・屈曲

筋力トレーニングの追加、骨盤アライメントの修

正（左腰方形筋・腸腰筋ストレッチ）、左足底への

補高といったアプローチを実施した。結果、動作

時の左 D徴候の軽減、左下肢の疲労感軽減に繋が

った。 

【まとめ】 

左下肢の疲労感に対して、左股関節外転筋力、そ

の他関連因子に着目した介入を行い、改善を認め

た。原因を評価から適切に導き、介入することが

重要であると感じた。 



歩行時の腰部痛に対して立位アライメントに着目

した介入が有効であった右 TKAの 1例 

神戸百年記念病院 髙原 里紗 

【はじめに】右人工膝関節置換術（以下 TKA）施

行し退院後、活動量向上に伴い右腰部痛が出現し

た症例を担当した。立位アライメントに着目し、

腰部以外への介入を考慮しプログラムを実施した

結果、腰部痛消失に至ったため報告する。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、症例の

倫理・人権・個人情報保護へ配慮し本人の承諾の

上実施した。 

【症例紹介】70歳代女性。診断名は両変形性膝

関節症。現病歴は X年 Y月左 TKA、Y+8ヶ月後に

右 TKA施行された。 

【理学療法評価及び経過】 

＜初期評価（術前）＞疼痛は歩行時の右膝内側部

痛(NRS8)。右下肢に関して、ROMは股関節屈曲

95°伸展 10°内旋 20°外旋 25°、膝関節屈曲

100°伸展-10°、足関節背屈 0°であり、MMTは

股関節伸展 3外転 4、膝関節屈曲 4伸展 3であっ

た。6MDは 150m(バギー歩行)で、右 MSt時に D徴

候と lateral thrustが見られた。 

＜中間評価および追加評価（術後 33日目）＞ 

術前の右膝内側部痛は消失したが右腰部痛

（NRS2）が新たに出現した。右下肢の ROMは股関

節屈曲 110°伸展 5°内旋 30°外旋 25°内転

5°、膝関節屈曲 110°伸展 0°、足関節背屈

5°。また MMTは股関節伸展 4外転 4、膝関節屈

曲 4伸展 4、体幹屈曲 2+であった。そして、右腰

方形筋・多裂筋・内外腹斜筋の過緊張を認め、

Ely test・Thomas test・Ober test にて両側

（＋）(右＞左）であった。6MDは 135ｍ(杖歩

行)、歩容は右 MSt時の D徴候は残存しワイドベ

ースであった。追加評価として体幹側屈の指床間

距離(以下 FFD)(右/左）は 41/44cm、前胸部柔軟

性テスト(以下 Tr-AFDテスト)(右/左）は

18/14cm、立位アライメントは体幹右側屈・右骨

盤前傾・右胸郭後方回旋を呈していた。 

＜最終評価（術後 99日目）＞歩行時の右腰部痛

は消失した。右下肢 ROMは股関節伸展 10°外旋

30°内転 10°、足関節背屈 5°、右 MMTは股関

節伸展 4内転 4外転 4、体幹屈曲 3であった。右

体幹部～大腿外側部の過緊張は軽減した。体幹側

屈 FFD（右/左）は 40/42cm、Tr-AFDテスト（右/

左）14/13cm。立位アライメントは体幹右側屈・

右胸郭後方回旋が軽減した。歩容では右 MStの D

徴候ならびにワイドベースが軽減し、腕振りが出

現した。6MDは 175m(杖歩行)に拡大した。 

【考察】右 TKA術直後からは手術侵襲のある膝関

節伸展筋や股関節外転筋を中心に介入した結果、

右膝内側部痛は消失し歩行練習(杖・独歩)を経て

自宅退院となった。しかし、退院後に歩行時に右

腰部痛が新たに出現した。 

右腰部痛の原因として、元々の立位マルアライメ

ントに着目した。大川らは「体幹アライメントの

改善では体幹の安定性獲得ならびに抗重力姿勢の

体幹の立ち直りが認められる。」と述べている。

本症例は右 MSt時に D徴候および骨盤前傾が強く

出現していた。熊谷らは「D徴候は股関節内転制

限により骨盤が外方移動できない状態を体幹側屈

で相殺する反応である。」と述べているため、本

症例においても右股関節内転制限が起因していた

と考えられた。また、本症例は足関節背屈制限を

認め、これは歩行時の重心の前方移動を制限する

要因となる。そのため、股関節屈筋群や内外腹斜

筋を慢性的に緊張させ前方への推進力を代償して

いたことで、立位での骨盤前傾・体幹右側屈位に

呈してしまうと考えた。右胸郭はこの骨盤アライ

メントの相対的な代償肢位と考えられる。以上の

状況下で本症例は退院後の活動量向上に伴うスト

レスの蓄積が右腰部に集中し筋性の疼痛が出現し

たと考えられた。よって、歩行時の体幹アライメ

ントの修正を目的にした左側屈方向への体幹

ROMexと股関節内転ならびに足関節背屈の

ROMex、体幹と股関節の協調的な介入を並行して

実施した結果、歩容は改善し腰部痛消失、歩行距

離の拡大に至った。 

 

 

 



右人工股関節全置換術を施行し歩行の右立脚期に 

右前側方への安定性低下を認めた一症例 

ポートアイランド病院 中野文香 

 

【はじめに】 今回、右人工股関節全置換術を施

行し、右荷重応答期から右立脚中期に右前側方へ

のふらつきを認めた症例を担当した。右股関節外

転筋力・右股関節伸展可動域に着目し理学療法を

行った結果、歩行の安定性が改善したので報告す

る。 

【倫理的配慮】 ヘルシンキ宣言に則り目的、方

法、データ管理、公表方法を説明し、同意を得た。 

【症例紹介】 70歳代前半の女性で、X年 Y－2月

に右股関節痛が増強し、X 年 Y 月 Z 日右人工股関

節全置換術を施行後、Z＋9日に当院へ入院しリハ

ビリテーションを開始した。術前生活は屋内独歩、

屋外は杖を使用し歩行自立していた。HOPEは「何

も持たずに安定して歩けるようになりたい」であ

り、退院後の買い物や通院などを想定し、目標は

不整地を含めた屋外独歩自立とした。 

【初期評価（Z+10 日）】 独歩の右荷重応答期か

ら右立脚中期において、右股関節外転に伴う体幹

右側屈が生じていた。さらに、右立脚中期から右

立脚後期にかけて、右股関節・右膝関節の伸展が

不十分となり、左足部の性急な接地が生じた。こ

れらのことから右股関節外転筋筋力低下、右股関

節伸展可動域制限を問題点と予測し評価を行った。

関節可動域検査では、右股関節伸展 5°、徒手筋

力検査では右股関節外転 2、右股関節伸展 3、Ely

テストでは両側陽性で右側にて大腿前面に NRS8

の伸張痛が生じ大腿直筋の筋短縮を認めた。右下

肢支持での片脚立位は duchenne徴候を認めた。 

【統合と解釈】 右股関節外転筋力低下により右

立脚中期で過度の右股関節内転による骨盤左下制

が生じる事が考えられる。この現象が生じるのを

防ぐため、右立脚中期で体幹右側屈、右股関節外

転による骨盤左挙上で代償することにより右側方

へのふらつきが生じたと考えた。また、右股関節

伸展可動域制限により右立脚後期で右股関節・右

膝関節が伸展不十分となり右大腿前傾が不十分と

なる。結果、右単脚支持期が短縮し左下肢の前方

への振り出しが困難になっていると考えた。症例

は、右立脚後期での右股関節伸展不十分により右

単脚支持期が短縮し、左足部の性急な接地が生じ

ることで前方へのふらつきが生じたと考えた。 

【理学療法】 まず、右股関節外転筋力低下に対

して側臥位での筋力トレーニングと片脚立位にて

筋力向上を図った。片脚立位では、鏡の使用にて

体幹の傾斜を視覚的に認識させ代償動作の制動を

促した。次に、右股関節伸展可動域制限に対し、

右大腿直筋の伸張性向上を促した上で段差を使用

した左下肢のステップ動作を行い、右立脚中期か

ら右立脚後期での右股関節伸展運動を促した。 

【最終評価（Z+22日）】 徒手筋力検査では右股関

節外転 3、関節可動域検査では右股関節伸展可動

域 15°に改善した。Elyテストは陽性であったが、

右側にて右大腿前面部への伸張痛が NRS3 まで軽

減した。歩行動作では、右荷重応答期から右立脚

中期で右股関節内転位での骨盤の水平保持が可能

となり、体幹右側屈が消失した。また、右立脚中

期から右立脚後期で右股関節伸展が増大し左下肢

の前方への振り出しが可能となり、右前側方への

ふらつきが改善した。 

【考察】 歩行中に股関節外転筋は、特に立脚中

期における骨盤の水平維持のために作用し体幹の

平衡維持を行うと報告されている。理学療法によ

り右股関節外転筋力が向上したことで、右荷重応

答期から右立脚中期で右股関節外転筋の遠心性収

縮が増大し、骨盤の水平維持が可能となったと考

える。その結果、右股関節内転に伴う骨盤の右側

方移動が可能となり、体幹右側屈が消失したこと

で右側方へのふらつきが改善したと考えた。また、

右股関節伸展可動域が改善したことで右立脚後期

での右股関節伸展が増大した。これにより右単脚

支持期の延長を認め、左下肢の前方への振り出し

が可能になり、左足部の性急な接地なく前方への

ふらつきが改善したと考えた。 

 

 

 



降段動作時に身体の前下方への体重移動が困難で

あった右膝蓋骨骨折術後の一症例 

ポートアイランド病院  田中 彩加 

【はじめに】階段降段動作（以下,降段動作）で円

滑な右膝関節屈曲が困難となり,安定性低下を認

めた右膝蓋骨骨折術後の症例を担当した.右内側

広筋の筋緊張低下が降段動作に及ぼす影響につい

て着目し,理学療法を行った結果,安定性が向上し

たため報告する. 

【症例紹介】症例は 50歳代女性で,現病歴は X年

Y 月 Z 日に転倒により右膝蓋骨骨折を受傷し,Z＋

1 日に前医にて引き寄せ締結法を施行した.その

後,回復期リハビリテーション病棟を経て,Z＋48

日に当院で外来リハビリテーションを開始した.

主訴は「階段を降りる時に右膝ががくがくする」

であった.職業は看護師で,更衣室の使用に階段昇

降が必須であり,NEEDを「降段動作の安定性向上」

とした. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目

的,方法,協力者が不利益を受けないこと,データ

管理,公表方法を本人に説明し,同意を得た. 

【理学療法評価（初期評価：Z+77～85日）】降段

動作では,右制御降下期において右膝内反位での

右膝関節屈曲が生じ,右足部回外に伴う右下腿外

側傾斜を認めた.また,右足関節背屈に伴う右下腿

前傾が不十分であり,円滑な右膝関節屈曲が困難

であった.右膝関節伸展筋力は,徒手筋力検査(以

下,MMT)で 2,ハンドヘルドダイナモメーター(以

下,HHD)で 18.4kgfであった.大腿周径は膝蓋骨上

縁 5㎝で左が 38.5㎝,右が 37.0 ㎝であった.触診

では,座位にて右膝関節屈曲位からの伸展自動運

動を実施した際の,右内側広筋の筋収縮を確認し

た.その結果,右内側広筋の筋収縮は減弱してい

た.さらに,右膝外反位・右足部外転位でのフォワ

ードランジ(以下,フォワードランジ動作)では,右

膝関節屈曲位保持が困難であった.触診とフォワ

ードランジ動作の結果を受け,右内側広筋は筋緊

張低下していると判断した.以上から,右内側広筋

の筋緊張低下により右制御降下期において右膝内

反位での屈曲が生じていると考えた.これにより,

右足部回外に伴う右下腿外側傾斜が増大し,右足

関節背屈に伴う右下腿前傾が減少するため,円滑

な右膝関節屈曲が制限されていると考えた.その

ため,右膝関節伸展の筋力低下だけでなく,右内側

広筋の筋緊張低下に対する治療が必要と考えた. 

【理学療法と結果】座位でのレッグエクステンシ

ョンでは川野の提唱する方法を参考に,右膝関節

屈曲位で右下腿内旋をとらせ牽引力を加えながら

右内側広筋の筋収縮を促した.次に,右内側広筋の

筋収縮を確認しながら右片脚立位でのスクワット

を実施した.また,自主トレーニングとして,パテ

ラセッティングを指導した.以上のような治療を

1回 40分間・週 4回介入した.その結果,最終評

価（Z+104～111日）において,右膝関節伸展筋力

は MMTで 4,HHDで 25.5kgfと改善を認めた.大腿

周径は膝蓋骨上縁 5㎝で右が 40.0㎝と増大して

いた.触診では,座位にて右膝関節屈曲位からの伸

展自動運動を実施した際の,右内側広筋の筋収縮

は増大していた.フォワードランジ動作では,右膝

関節屈曲位保持が可能となった.降段動作は,右制

御降下期において右膝正中位での右膝関節屈曲が

可能となった.また,右足部回外に伴う右下腿外側

傾斜が軽減し,右足部回内と右下腿内旋が認めら

れた.さらに,右足関節背屈に伴う右下腿前傾が増

大し,円滑な右膝関節屈曲が認められた. 

【考察】山内らは,内側広筋斜頭は下腿外旋,膝外

反を制動する筋であると述べており,入谷は,閉鎖

性運動連鎖における足関節背屈運動では,解剖学

的特徴から足部回内運動が生じ,足部回内に伴い

下腿内旋が生じると述べている.以上から,本症例

においても,右内側広筋の筋緊張改善により右膝

正中位での右膝関節屈曲が可能になったと考えた.

これにより,右足部回外に伴う右下腿外側傾斜が

軽減し,右足部回内と右下腿内旋が出現したこと

で右足関節背屈が増大したと考えた.さらに,右足

関節背屈の増大により右下腿前傾が増大し,円滑

な右膝関節屈曲が生じたと考えた.以上から,症例

では降段動作に必要な膝関節伸展筋の遠心性収縮

だけでなく,内側広筋の筋緊張改善が必要であっ

たと考える. 



右立脚初期から中期に右側方への安定性低下を認

めた右大腿骨転子部骨折術後の一症例 

      ポートアイランド病院 森山紗帆 

【はじめに】 

 今回，歩行で右側方への安定性低下を認める症

例を経験した．動作観察及び初期評価から右股関

節に着目して理学療法を行ったところ，良好な結

果が得られたので報告する．なお，発表に際しヘ

ルシンキ宣言に基づき症例に個人情報保護対策つ

いて説明し，同意を得た． 

【症例紹介】 

 症例は右大腿骨転子部骨折術後の 70 代女性で

ある．現病歴は自宅で転倒し X年 Y月 Z日に観血

的骨接合術を施行，Z+69日にリハビリ目的で当院

転院となる．Hopeは杖で歩けるようになって帰り

たい，Needは歩行の安定性向上による屋外杖歩行

の獲得とした． 

【初期評価（Z+69日）】 

右立脚初期から中期にかけて右股関節内転に伴

う骨盤右側方移動が乏しく，右股関節外転に伴う

骨盤右下制が起こる．そのため右側方へのふらつ

きが認められた．また，右立脚中期から後期に生

じる右股関節内転に伴い，急速に骨盤左下制し左

下肢が接地する現象もみられた．初期評価におい

て，右股関節内転 ROM5°，MMTは右股関節外転 2，

内転 3であった．片脚立位は右股関節外転し右側

方に不安定であった．右股関節内転による骨盤右

側方移動の安定性を評価する目的で実施した右側

方体重移動評価では，骨盤右側方移動を徒手的に

促したところ，右股関節内転早期より抵抗感がみ

られ術創部に NRS7の疼痛が生じた． 

【統合と解釈】 

 歩行時の右側方へのふらつきは，右股関節外転

による骨盤右下制により生じていると考えられる．

骨盤右下制は，右股関節内転に伴う骨盤の右側方

移動が乏しいため生じており，この要因として二

つの要因が考えられる．一つ目は，右股関節外転

筋力低下により，右立脚初期から中期にかけて右

股関節外転による骨盤右下制が生じること，二つ

目は，右股関節内転 ROM制限が挙げられる．熊谷

らは，股関節内転角度の減少がデュシェンヌ跛行

の出現に影響を及ぼすと報告している．本症例に

おいても，右股関節内転 ROM制限による伸張スト

レスを回避する目的で，右股関節を外転すると考

えられる．以上から，右股関節外転筋力低下と右

股関節内転 ROM制限により骨盤右側方移動が低下

すると考えた．その代償として，右股関節外転に

伴い骨盤が右下制することで体幹が右傾斜し，歩

行の安定性低下を招いていると考えた． 

【理学療法及び結果（Z+145日）】 

 右股関節外転筋力の改善を目的に，側臥位での

右股関節外転筋の筋力トレーニングとサイドステ

ップ練習を実施した．また，背臥位にて股関節内

転 ROM制限の改善を目的に術創部のストレッチを

実施した．上記の理学療法後，MMT は右股関節外

転 5，内転 4 に改善したが，右股関節内転 ROM は

変化を認めなかった．片脚立位は，右股関節外転

による骨盤右下制が軽減し，右側方体重移動評価

では抵抗感なく疼痛は消失した．こられの効果は

歩行にも反映され，右立脚初期から中期にみられ

た右股関節外転による骨盤右下制ならびに右立脚

中期から後期の右股関節内転に伴う急速な左下肢

の接地も改善傾向を認めた．  

【考察】 

 今回，右股関節内転 ROMの制限因子は術創部の

柔軟性低下であり，骨盤右側方移動時の疼痛は術

創部の伸張ストレスによるものであると予測し理

学療法を行った．その結果，術創部の柔軟性は向

上したが，右股関節内転 ROMの改善には至らなか

った．しかし，骨盤右側方移動時の疼痛は消失し

たことから，疼痛の要因は術創部ではなかったこ

とが考えられる．骨盤右側方移動時に生じた疼痛

の要因は，筋活動が乏しい中殿筋を代償するため

に過活動を強いられた右大腿筋膜張筋であったと

考えられ，右股関節内転 ROMの変化がない中でも

中殿筋の筋活動向上に伴い疼痛が消失したことか

らも立証できたと思われる．  

本症例を通して，疼痛の原因をより詳細に評価，

分析する重要性を学ぶことができた． 

 



阻害因子を考慮し治療した結果,歩行速度が向上

した左脛腓骨遠位端開放骨折術後の症例 

ポートアイランド病院 藤岡 小鈴 

【はじめに】今回,左脛腓骨遠位端開放骨折に対す

る固定術により生じた左足関節可動域制限を阻害

因子と捉え,左足部の筋力向上と代償動作の獲得

により歩行の速度向上を認めたため報告する. 

【症例紹介】本症例は 60 代後半の男性である.X

月 Y日に脚立から転落し左脛腓骨遠位端開放骨折

を受傷した.同日創外固定術,Y＋9 日に関節内骨

折観血的整復固定術,Y＋59 日に自家腸骨移植術

を施行,その直前から 1/3 荷重を開始,Y＋83 日に

当院へ入院となった.その後,部分荷重を経て Y＋

97 日に全荷重へ移行した.主訴は早く歩けな

い,Hope は仕事に復帰したいであり,Need を独歩

の速度向上とした. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的,

方法,協力者が不利益を受けないこと,データ管理,

公表方法を本人に説明し,同意を得た. 

【理学療法評価】独歩の左初期接地から左立脚中

期にかけて左下腿外側傾斜,左股関節内転による

骨盤左側方移動が乏しかった.左立脚中期から後

期にかけて,左足関節背屈による左下腿前傾,左股

関節伸展が乏しく,左股関節内転,内旋による骨盤

右下制,左回旋が生じた.左立脚後期では,左第 1-

5 中足趾節間(以下,MTP)関節伸展が乏しく,早期

に右足底接地を迎え,右の歩幅が減少した.検査測

定において,炎症所見では,左足部に腫脹・発赤を

認めた.関節可動域(以下,ROM)検査では,左足関節

背屈 0°であり,制限因子が左脛骨から踵骨まで

挿入された髄内釘であるため阻害因子とした.こ

れにより,左立脚中期から後期で左足関節背屈に

よる左下腿前傾が生じず,前方への体重移動が乏

しいと考えた.また,左母趾 MTP 関節伸展 30°,左

第 2-5 趾 MTP 関節伸展 35°であった.徒手筋力検

査(以下,MMT)では,左足部内がえし 3,左足部底屈

を伴う外がえし 3,左母趾とあしゆびの遠位趾節

間関節と近位趾節間関節屈曲 3 であった.これら

により,左初期接地から左立脚中期で左下腿外側

傾斜が乏しく,左側方への体重移動が不十分であ

ると考えた.その結果,10m歩行テストで 0.57m/秒

と速度低下を認めた. 

【治療と結果】治療は,左足部内反筋群,左腓骨筋

群の筋力強化練習,左 MTP関節伸展の ROM練習を 1

ヶ月実施した.ROM検査では,左第 1-5MTP関節伸展

40°に改善した.MMTでは,左足部内がえし 4,左足

部底屈を伴う外がえし 4,左母趾とあしゆびの遠

位趾節間関節と近位趾節間関節屈曲 4に改善した.

その結果,左初期接地から左立脚中期に左下腿外

側傾斜が生じ,左立脚中期から後期に左 MTP 関節

伸展,左膝関節屈曲することで空間的な左下腿前

傾が出現し,右の歩幅の増大を認めた.10m 歩行テ

ストでは 0.88m/秒と速度が向上した. 

【考察】Kirsten らは,立脚中期で足関節背屈が

5°必要であり,これが阻害されると反対側の足

の歩幅は減少し歩行速度は減少すると述べている.

本症例は,阻害因子である左足関節背屈 ROM 制限

により右の歩幅の減少,歩行速度の低下を認めた．

そこで,まず左初期接地から左立脚中期での左側

方への体重移動の増大を図った.側方体重移動に

おいて,山口らは,内反筋群は下腿外側傾斜を制動

する目的で活動し,中道らは,腓骨筋群は足部回内

作用により移動側足底内側を接地する目的で活動

すると報告している.本症例においても左足部内

反筋群,左腓骨筋群の筋力向上により左下腿外側

傾斜が出現し,左側方への体重移動が可能となっ

た.また,正常歩行の立脚後期では 10°の足関節

背屈の後,MTP 関節伸展により踵離地が生じると

されている．しかし,本症例は左足関節背屈が困難

であったため,早期に左 MTP関節伸展,左膝関節屈

曲させることで左踵離地し,空間的な左下腿前傾

を獲得した.これにより左足関節背屈による左下

腿前傾を代償し,右の歩幅の増大,歩行の速度向上

に至ったと考えた. 

本症例を通して,動作観察から阻害因子と代償

動作の関係性を明確にし,目標とする動作を設定

することの重要性を学んだ. 

 

 

 



右立脚初期に右側方へのふらつきが生じ,T 字杖

歩行の安定性が低下した一症例 

ポートアイランド病院 

     森俊輔 

【はじめに】右側方へのふらつきにより,T字杖歩

行の安定性低下を認めた,左大腿骨頚部骨折術後

の症例を担当した.右側方へのふらつきに対し,評

価・治療を通して機能障害の順序性に着目し理学

療法を展開した.その結果,T 字杖歩行の安定性向

上を認めたためここに報告する. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき,症例発表

の意義・目的をご本人に説明し同意を得た. 

【症例紹介】症例は左大腿骨頚部骨折術後の 90歳

代女性である.現病歴は X 年 Y 月 Z 日に屋外で転

倒し受傷した.Z＋4 日に他院にて左人工骨頭置換

術を施行し,Z＋26 日にステム周囲骨折に対して

再手術を施行した.Z＋66 日に退院し,Z＋74 日に

当院にて外来リハビリテーションが開始となった.

屋内の移動は歩行器歩行であるが,段差が多いた

め,リビングやトイレへの 10m 程度 T 字杖歩行の

獲得が必要であった.そのため,Needは屋内 10m程

度の T字杖歩行の安定性向上とした. 

【初期評価(Z＋84 日)】T 字杖歩行の動作観察で

は左立脚初期から中期にかけて左股関節内転に伴

う骨盤左側方移動が減少していた.また,左立脚中

期から後期では左股関節伸展が乏しく,左足部内

転・回外に伴って,足部に対して左下腿外旋と骨盤

左回旋が増大していた.同時に,左股関節外転に伴

う骨盤右側方移動が増大し,続く右立脚初期で右

足部回内に伴う右下腿外側傾斜が増大していた.

関節可動域(以下,ROM)検査は左股関節伸展 5°,

左股関節内転０°と ROM 制限を認めた.徒手筋力

検査では左股関節外転 2で筋力低下を認めた.10m

歩行速度は 0.7m/s であった.以上より,①左股関

節伸展 ROM 制限と,②左股関節内転 ROM 制限・左

股関節外転筋力低下の 2 つの問題の影響により,

左立脚中期から後期にかけて左股関節外転・骨盤

右側方移動が増大すると考えた.これにより,重心

の右側への過剰な偏位が生じ,右立脚初期に右足

部回内増大に伴う右下腿外側傾斜が増大すると考

えた.そこで,①・②の優先順位を明確にするため,

左股関節伸展に着目した治療 1と左股関節内転に

着目した治療 2 を立案し,それぞれの効果判定を

踏まえて治療を展開した. 

【治療経過(Z＋89〜125日)】治療１：①に対して

左腸腰筋・大腿直筋ストレッチング,左股関節伸展

ROM 練習,ステップ練習を実施した.治療２：②に

対して左大腿筋膜張筋ストレッチング,左股関節

内転 ROM練習,左股関節外転筋力強化練習,ステッ

プ練習を実施した.治療１の結果,左立脚中期から

後期に左股関節伸展が増大し,左股関節外転・骨盤

右側方移動が軽減した.一方で,治療２の結果,左

股関節内転が増大したが,左股関節外転・骨盤右側

方移動の改善は軽微であった.そのため,治療１を

中心に理学療法を進めた. 

【最終評価(Z＋125日)】ROM検査は左股関節伸展

10°,左股関節内転 5°と向上した.徒手筋力検査

は左股関節外転 3とそれぞれ改善を認めた.10m歩

行速度は 0.74m/sとなった.T字杖歩行は左立脚中

期から後期における左股関節伸展が向上し,左足

部内転・回外・左下腿外旋,骨盤左回旋,及び左股

関節外転・骨盤右側方移動は改善した.さらに,右

立脚初期での右足部回内増大に伴う右下腿外側傾

斜は軽減し,右側方への安定性が向上した. 

【考察】大平らは骨盤後方回旋が大きい場合,股関

節外転が大きくなることにより立脚側から遊脚側

への重心移動は前外側への移動が大きくなると報

告している.本症例においても,左股関節伸展 ROM

の向上により,左立脚中期から後期で左股関節伸

展が増大し,骨盤左回旋の増大が改善したため,代

償として前方への重心移動を担っていた左股関節

外転に伴う骨盤右側方移動が減少したと考えた.

これにより,立脚側から遊脚側への重心移動が減

少し,T字杖歩行の安定性が向上したと考えた. 

【まとめ】症例は後期高齢者であり,介入量が限定

される外来リハビリテーションでは,十分な機能

回復が得られない可能性が考えられた.しかし,環

境設定や動作指導に加え,機能障害の優先順位を

明確にし,選択的な理学療法を行うことで,歩行の

改善に至ったと考えた. 



左下肢筋力低下により歩行の安全性低下を認めた

腰椎椎間板ヘルニアの一症例 

ポートアイランド病院 リハビリテーション科 

東 広将 

【はじめに】 

今回，腰椎椎間板ヘルニアにより左下肢に著明

な筋力低下を認め，歩行能力が低下した症例を担

当した．左下肢中心に評価･治療を行った結果，

歩行の安全性が向上したため報告する． 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に則り目的，方法，データ管

理，公表方法を本人に説明し，同意を得た． 

【症例紹介】  

症例は，X 年 Y-6 ヶ月から腰部と左下肢の疼痛

が出現し，近医へ外来通院し神経根ブロックを施

行されていた 70歳代の女性である．Y月に左大腿

の疼痛増悪と，痺れや感覚障害が出現し画像所見

にて L3/4に正中型ヘルニアを認めた．Y月 Z日に

腰部脊椎後方椎体固定術を施行，Z+8 日後に当院

入院し理学療法を開始した．発症前は独居であり，

ADL は全て自立していた．主訴は歩けるようにな

りたいであり，ニードを歩行の安全性向上とした． 

【初期評価 Z +9日】 

独歩では左立脚相に左膝関節の動揺を認め介助

を要した．矢状面では，左初期接地で左足関節底

屈位，左荷重応答期に左膝関節が屈曲し下腿前傾

が増大した．左立脚中期から終期にかけては左膝

関節が伸展せず，左股関節屈曲位であった．前額

面では左荷重応答期に左股関節内転に伴う骨盤の

右下制が生じ，左立脚中期から立脚終期が短縮し

ていた．検査測定では，感覚検査は表在，深部感

覚ともに正常であり疼痛や痺れの訴えもなかった．

左膝蓋腱反射，左アキレス腱反射は減弱し，徒手

筋力検査(以下，MMT)では左膝関節伸展 2，左股関

節外転 2，左足関節背屈１であった．以上より，

左膝関節伸展筋力と左足関節背屈筋力低下により，

左踵接地が困難であると考えられた．また，これ

らの筋力低下により左荷重応答期から立脚中期に

左膝関節伸展が乏しく左膝関節屈曲位になると考

える．加えて，左股関節外転筋の筋力低下により

左股関節内転制動が困難であると考えた．結果，

左下肢での体重支持が不十分となり，歩行の安全

性が低下したと考えた． 

【理学療法】 

左膝関節伸展筋，左股関節外転筋，左足関節背

屈筋に対し徒手抵抗による筋力強化練習と，ハー

フスクワット，左荷重応答期から左立脚中期を想

定したステップ練習をした．  

【最終評価 Z+25】 

理学療法後，MMT は左股関節外転・左膝関節伸

展 4，左足関節背屈 2 と改善した．独歩は，左踵

接地が可能となり，左荷重応答期ならびに左立脚

中期から終期にかけての左膝関節伸展も認めた．

さらに，左荷重応答期から立脚中期で左股関節内

転制動と，骨盤を水平位に保持したまま右側方移

動が可能となった．これらの結果，歩行の安全性

が向上し自立に至った． 

【考察】 

本症例はヘルニア部位である L3/4領域レベル

での神経圧迫により脊髄運動ニューロンの興奮が

低下し，支配筋である左大腿四頭筋を主動作筋と

する左膝関節伸展筋を中心に左下肢の筋力低下を

認めていた．小林は，荷重応答期における大腿四

頭筋の機能について，膝関節屈曲モーメントが発

生するも，大腿四頭筋の遠心性収縮によって打ち

消していると述べている．本症例は，膝関節伸展

筋の筋力低下により左荷重応答期において膝関節

屈曲モーメントを制動することが困難で，左膝関

節が屈曲し下腿前傾が増大することで左足関節が

背屈位となっていたと考える．最終評価では大腿

四頭筋の筋力向上により左荷重応答期での左膝関

節伸展が出現し，体重支持が可能となった．加え

て，左足関節背屈筋力の向上により，踵接地と左

荷重応答期での左足関節背屈による下腿前傾が可

能となったと考える．また，左股関節外転筋力の

向上により，左荷重応答期にて左股関節内転によ

る体幹右傾斜が軽減した．その結果，歩行の安全

性が向上し，独歩の自立が獲得できたと考える． 

 

 



歩行の右立脚期において安定性・スピードの低下

を認めた右大腿骨頚部骨折の一症例 

神戸マリナーズ厚生会病院 田畑 公大 

【はじめに】 

 今回右大腿骨頚部骨折を受傷し、観血的骨接合

術を施行された症例を担当した。右立脚中期から

後期での体幹左前方傾斜が生じふらつきと痛みを

認め安定性の低下・スピードの低下を認めた。そ

のため、右立脚期における関節運動、筋活動に着

目し理学療法を実施し良好な結果が得られたため

ここに報告する。なお、ヘルシンキ宣言に基づき

症例には発表の趣旨を説明し、同意を得た。 

【症例紹介】 

症例は令和 X年 Y月 Z日に外出中に転倒し、右

大腿骨頚部骨折を受傷した 70歳代の女性である。

観血的骨接合術を施行し、Z+4 日に理学療法開始

となった。主訴は「右足をついた時痛い。」、Need

は屋外独歩の安定性・スピードの向上とした。 

【初期評価】 

 独歩での右立脚初期から中期で過度な右股関節

内転に伴う骨盤左下制により左へふらつきを認め

た。その際、右大腿近位外側部にNumerical Rating 

Scale(以下 NRS)6の疼痛の訴えを認めた。右立脚

中期から後期に右股関節屈曲に伴う体幹前傾が生

じ、体幹左前方へのふらつきを認めた。また、右

股関節伸展が乏しく右立脚後期が短縮した。徒手

筋力検査(以下 MMT)にて右股関節屈曲、外転 2 で

あった。Over testは右下肢陽性であり、疼痛評

価から立位にて骨盤右側方移動を行うと、右大腿

外側部に NRS6 の疼痛の訴えを認めた。10ｍ歩行

では 12.94秒 29歩であった。 

【統合と解釈】 

 右立脚初期から中期に、右股関節外転筋筋力低

下により過度な右股関節内転に伴う骨盤左下制が

生じることにより左へふらつきを認めた。この代

償として、右大腿筋膜張筋が過剰に収縮したため

疼痛を認めたと考えた。続いて、右立脚中期から

後期に右股関節屈曲筋筋力低下により体幹前傾が

生じ左前方へふらつきを認め、安定性の低下が生

じたと考えた。それにより、右立脚後期が短縮し、

スピードの低下が生じたと考えた。 

【理学療法】 

 右大腿筋膜張筋にダイレクトストレッチを実施

し、その後右股関節外転筋・屈曲筋の筋力増強運

動を抗重力肢位にて自動介助運動で行った。立位

での骨盤右側方移動練習では、セラピストが骨盤

を後方から把持して右股関節外転筋の遠心性収縮

を促した。ステップ練習では、右立脚後期を想定

し股関節屈曲筋の遠心性収縮を促した。 

【最終評価】 

 初期と比較し、右立脚初期から中期での過度な

股関節内転に伴う骨盤左下制が改善し、その際の

右大腿近位外側部の疼痛が改善した。次に右立脚

中期から後期での右股関節屈曲に伴う体幹前傾が

改善し、右立脚後期での右股関節伸展が増大した。

右股関節屈曲・外転 MMT3へ改善した。10ｍ歩行で

は 8.69秒 20歩へ改善した。FIMの運動項目は 49

点から 78点へ改善した。 

【考察】 

吉井は股関節外転運動において中殿筋の筋力低

下により大腿筋膜張筋が過度に収縮すると述べて

いる。本症例も大腿筋膜張筋のダイレクトストレ

ッチを実施後、中殿筋筋力運動を行うことで、中

殿筋の筋力が向上し、大腿筋膜張筋への負担も軽

減し疼痛が改善したと考えた。次に、Neumanは前

額面において骨盤の側方移動は外転筋群の遠心性

収縮によって制御されると述べている。本症例も

立位にて右側方移動運動を行い股関節外転筋の遠

心性収縮を促すことで、右立脚初期から中期での

過度な右股関節内転に伴う骨盤左下制を制御する

ことができたと考えた。続いて、治郎丸はステッ

プ長を増大させるのは腸腰筋であると述べている。

本症例も立脚中期から後期を想定しステップ練習

を実施した。そのため、右立脚中期から後期での

股関節伸展を認め体幹前傾が改善しスピードが向

上したと考えた。 

 以上のことから、右立脚中期から後期での体幹

左前方へのふらつきの改善を認めた。また、立脚

後期にて股関節伸展の増大により歩行スピードが

改善し屋外独歩自立に至ったと考えた。 



左 T字杖歩行での右立脚中期において安全性低下

を認めた右大腿骨頸部骨折術後の一症例 

神戸マリナーズ厚生会病院   石濱 啓 

【はじめに】今回、左 T字杖歩行での右立脚中期

において安全性低下を認めた右大腿骨頸部骨折術

後の症例を担当した。理学療法を実施したことで

良好な治療結果を得たため報告する。なお、ヘル

シンキ宣言に基づき、症例には発表の趣旨を説明

し同意を得た。 

【症例紹介】本症例は 90代の女性で、Z日に外出

先で転倒し、右大腿骨頸部骨折を受傷した。Z+2日

に右大腿骨観血的整復固定術を施行し、Z+14日に

リハビリ目的で転入院、理学療法開始となった。

病棟内での ADLは終日車椅子見守り～軽介助で、

主訴は「歩く時に右膝がガクッとなる」、NEEDは T

字杖歩行の安全性向上とした。 

【初期評価（Z+25日）】T字杖歩行では転倒の危険

性が高いため、左手に T字杖、右腋窩を接触介助、

右手引きにて歩行観察を行った。右立脚初期から

右股関節屈曲に伴う体幹前傾位、右股関節外転、

外旋、右膝関節内反位を呈している。右立脚中期

にかけて右股関節屈曲に伴う体幹前傾、右膝関節

屈曲に伴う大腿骨後傾を認めた。また、右股関節

内転による骨盤右側方移動が困難で、代償として

右足部回内に伴う右下腿外側傾斜増大が生じ、右

膝関節外側動揺がみられた。以上より、右立脚中

期にて後方へ転倒しそうになるため、安全性が低

下した。MMTでは右股関節伸展、内転筋ともに 2で

あった。 

【統合と解釈】本症例は左 T字杖歩行にて右股関

節伸展、内転筋力低下により、右立脚初期にて右

股関節屈曲に伴う体幹前傾位、右股関節外転、外

旋位、右膝関節内反位を認めた。右立脚中期にか

けて右股関節屈曲に伴う体幹前傾、右膝関節屈曲

に伴う大腿骨後傾を呈し、前足部への荷重不足を

認めた。それにより後方への転倒のリスクが増大

し、また、右股関節内転での骨盤右側方移動が困

難なため、代償として右足部回内に伴う下腿外側

傾斜の増大が生じ、さらに右股関節外旋に伴う骨

盤左回旋を認め、安全性低下を助長させていると

考えた。 

【理学療法】右股関節伸展、内転の筋力強化練習

に加えて、前方ステップ動作にて右初期接地から

中期にかけての右股関節屈曲に伴う体幹前傾を制

動し大殿筋下部線維の収縮を促した。次に両膝の

間にボールを挟んだ状態で左右への体重移動練習

を行い、右立脚中期での右股関節内転位での骨盤

右側方移動を促した。 

【最終評価（Z+64日】左 T字杖歩行では右立脚中

期での右股関節屈曲に伴う体幹前傾、右膝関節屈

曲に伴う大腿骨後傾の軽減を認めた。また、右立

脚初期から右立脚中期にかけての右股関節外転、

外旋、右膝関節内反が軽減し、右股関節内転に伴

う骨盤右側方移動の増加を認めた。これにより、

代償としての右足部回内に伴う右下腿外側傾斜が

減少し、右膝関節外側動揺が軽減した。以上より、

右立脚中期にて後方への転倒を認めず、安全性が

向上した。MMTでは右股関節伸展、内転ともに 3と

向上を認めた。 

【考察】石井は、歩行の立脚初期における大殿筋

下部線維と大内転筋による股関節内転モーメント

は大腿骨と脛骨を直立化させることに役立ち、こ

れらの関節モーメントの合成作用として膝関節は

中立位へと復元されると述べている。また金谷ら

は、大殿筋活動が乏しい場合、膝関節外側動揺現

象が出現すると述べている。本症例では大腿骨と

脛骨を直立化させるために、股関節伸展筋、内転

筋を中心にアプローチを行った。特に股関節伸展、

内転の作用を持つ、大殿筋下部線維の筋力が向上

したことで、右立脚中期にて右股関節屈曲に伴う

体幹前傾、右膝関節屈曲に伴う大腿骨後傾が軽減

し、前足部への荷重が増加したと考えた。また、

股関節内転筋力向上により、右立脚初期から中期

にかけての右股関節内転に伴う骨盤右側方移動が

増加し、右股関節外旋に伴う骨盤左回旋の軽減、

下腿外側傾斜の軽減を認め、右立脚中期にて後方

への転倒のリスクが減少したと考えた。以上より

左 T字杖歩行での右立脚中期において安全性が向

上し、病棟内で左 T字杖歩行自立までの ADLを獲

得することが出来た。 



杖歩行時に左側方への不安定性を認めた感覚障害

を合併する右仙骨骨折後の一症例 

神戸マリナーズ厚生会病院 幡中 祐菜 

【はじめに】今回、杖歩行動作において右立脚中

期以降に左側方への安定性低下を認めた右仙骨骨

折の症例を担当した。理学療法を実施したことで

良好な治療結果を得たため報告する。なお、ヘル

シンキ宣言に基づき、症例には発表の趣旨を説明

し同意を得た。 

【症例紹介】症例は 70代女性である。X月 Y日外

出時に転倒し右仙骨骨折を受傷した。既往歴は右

第５趾切断、糖尿病、右人工骨頭置換術後である。

受傷前は屋内伝い歩きまたは独歩、屋外サイドキ

ャリー歩行であった。主訴は「歩き始めにふらつ

く」、NEEDは杖歩行の安定性向上とした。 

【初期評価 X月 Y＋40日】左 T字杖のみの歩行で

は転倒の危険性が高いため、右手すり支持下での

歩行観察を行った。右立脚初期から中期にて右股

関節内転に伴う骨盤右側方移動ならびに右足部回

内に伴う右下腿外側傾斜が不十分であった。加え

て右足関節背屈に伴う右下腿前傾が不十分となり、

右立脚中期以降に左足底接地が性急に生じ左側方

へのふらつきを認めた。徒手筋力検査は右股関節

外転 3、右足関節底屈 2、右足部底屈を伴う外がえ

し 1であった。関節可動域測定では右足関節背屈

0°であった。感覚検査では右足底表在感覚鈍麻

を認めた。右片脚立位では上肢支持が強く右股関

節外転、右足部回内が生じ体幹右傾斜を認めた。 

【統合と解釈】T 字杖歩行時に左足底接地が性急

に生じる要因として、右立脚初期から中期に右股

関節外転筋力低下により骨盤右側方移動、右足部

底屈外がえし筋力低下により右足部回内に伴う右

下腿外側傾斜が不十分となることが挙げられた。

加えて右足関節底屈筋力低下・右足関節背屈可動

域制限により右下腿前傾が生じず、右下肢への荷

重が不十分となることも要因であると考えた。ま

た本症例は右足底感覚障害・右第 5趾切断を併存

しており、右下肢への荷重が阻害されていると考

えられる。よって性急に左足底接地が生じ、左側

方へのふらつきが生じると考えた。本症例は、右

足部の運動・感覚ともに障害され、右第 5趾切断

にも至っていることから、右足部の機能障害の改

善は乏しいと予想された。佐吉らは足底感覚情報

が欠落すると、立位制御能力が著しく低下するた

め、近位群による姿勢制御が必要となると述べて

いる。よって片脚での支持を安定させるためには

右股関節外転筋力向上が必要と考えた。 

【理学療法】骨盤水平位に保持しながら右片脚立

位による右股関節外転筋力強化練習、右股関節内

転方向へ徒手にて誘導しながらステップ動作を実

施した。 

【最終評価 X年 Y＋71日】 転倒の危険性が低く

左 T字杖歩行実施可能となった。右立脚初期から

中期にて右股関節内転に伴う骨盤右側方移動が可

能となり、性急な左足底接地を認めず左側方への

ふらつきが軽減したことで安定性向上を認めた。

徒手筋力検査においては、右股関節外転 4と改善

を認めた。右足部の感覚・筋力・可動域は変化が

見られなかった。右片脚立位では体幹右傾斜によ

る代償運動は見られず、20秒間保持可能であった。 

【考察】長岡らは足底・下腿からの体性感覚入力

が乏しい症例において、体幹及び下肢の筋、関節

からの固有受容感覚入力によって姿勢制御の改善

が得られたと述べている。加えて野元らは足底感

覚障害に対し残存部位からのフィードバックを促

すことで姿勢制御機構の構築と体幹の支持性につ

ながると述べている。本症例においても右足底部

の感覚・筋力・可動域ともに改善は見られなかっ

たが、近位筋である右股関節外転筋力の向上によ

り右下肢の荷重が増大し、安定性向上に至ったと

考える。また Neumannによると外転筋は歩行時の

片脚支持期に骨盤を安定させ、前額面での安定性

に重要とされている。本症例においても右股関節

外転筋力向上により右片脚立位が可能となり、右

立脚初期から中期にて骨盤右側方移動が生じたと

考える。よって右下肢の荷重が増大し、性急な左

足底接地が減少した結果、左側方へのふらつきは

改善され、杖歩行にて退院された。 

 

 



歩行時に、右側方への安定性・スピードの低下を

認めた左大腿骨転子部骨折術後の症例 

神戸マリナーズ厚生会病院 中尾 千優 

【はじめに】 

 今回、左大腿骨転子部骨折術後の方を担当した。

T 字杖歩行での右側方への安定性・スピードの低

下に着目し理学療法にて改善を認めたため報告す

る。なお、ヘルシンキ宣言に基づき、症例には発

表の趣旨を説明し同意を得た。 

【症例紹介】 

症例は、X 年 Y 月 Z 日、転倒し救急要請後、左

大腿骨転子部骨折と診断された 70 歳代女性であ

る。Z+4 日に、当院で観血的骨接合術を施行した。

病前 ADLは独歩自立であった。主訴は「杖で歩く

のは怖いね。」で、Hope は「買い物に行くために

歩けるようになりたい。」Need は杖歩行の獲得と

した。 

【初回評価】(Z+60日) 

 初回評価時の ADLは歩行器歩行自立であった。 

 立位姿勢では左膝関節屈曲位、左膝関節内反位

を呈していた。 

右手杖歩行動作の左踵接地は、左膝内反位に伴

う左下腿外側傾斜位での接地であった。左立脚初

期から左股関節内転が乏しく、骨盤左側方移動が

不十分な状態で右下肢を前方に振り出すため、右

側方へふらつき、安定性の低下を認めた。そのた

め左立脚時間が短縮し、左立脚中期以降での左股

関節伸展が乏しかった。また左立脚中期以降の左

足関節背屈による左下腿前傾が乏しく、右下肢の

歩幅が縮小し、スピードの低下を認めた。徒手筋

力検査(以下 MMT)では左股関節屈曲・外転 3、左足

関節底屈 2＋であった。大腿脛骨角(以下 FTA)は

180度であった。10m歩行は 20.75秒であった。 

【統合と解釈】 

立位姿勢、FTA より左膝内反位は不可逆的な要

素が多く治療優先度は低いと考えた。 

左股関節外転筋の筋力低下により、左立脚初期

の骨盤左側方移動が不十分な状態で右下肢を振り

出すことで、右側方への安定性低下が生じており、

左片脚支持時間の減少を認めた。また、左股関節

屈曲筋の筋力低下が生じ、左立脚中期以降で左股

関節伸展が乏しく、加えて左足関節底屈筋の筋力

低下により左足関節背屈による左下腿前傾が乏し

くなり右下肢の歩幅が縮小し、スピードが低下し

ていると考えた。 

【理学療法】 

左股関節外転筋・屈曲筋、左足関節底屈筋の筋

力増強練習に加えて、左立脚初期からの骨盤左側

方移動を促すため、左膝内反位の状態で左股関節

内転位での左側方への荷重を促した。また左立脚

中期以降の左股関節伸展を増大させる目的で、ス

テップ動作練習を実施した。 

【最終評価】(Z＋134日) 

 最終評価時の ADLは杖歩行自立となった。 

 初回評価時と比べて、左立脚初期から中期の左

股関節内転に伴う骨盤左側方移動増大により、右

側方への安定性が向上した。さらに、左立脚中期

以降での左股関節伸展の増大、左足関節背屈の増

大による左下腿前傾の増大を認めた。そのため、

右下肢歩幅が拡大し、10m 歩行も 10.84 秒とスピ

ードの向上を認めた。MMT は、左股関節屈曲・外

転 4、左足関節底屈 3と筋力向上を認めた。 

【考察】 

本症例は、左膝内反位に対する治療優先度は低

く修正困難だと考えた。しかし、左膝内反位を考

慮した杖歩行の安定性向上が必要であった。 

木藤らは、内側型膝 OA の立脚初期に中殿筋の

内部股関節外転モーメントを発揮するためには、

立脚初期の股関節内転運動が起こることが重要で、

立脚中期までに内部股関節外転モーメントを発揮

するためには、股関節を内転位に位置させ、中殿

筋の筋機能を高めることが必須であると述べてい

る。左股関節外転筋にアプローチし、左股関節内

転位での骨盤左側方移動が増大したことによって、

右側方への安定性が向上し、左片脚支持時間の延

長も認めたと考えた。加えて左股関節屈曲筋、左

足関節底屈筋の筋力向上により、左立脚中期以降

の左股関節伸展増大、左足関節背屈増大に伴う左

下腿前傾の増大により右下肢歩幅が拡大し、スピ

ードが向上したと考えた。 



下腿三頭筋の筋力強化により立脚後期の膝折れが

改善した右人工膝関節全置換術後の症例 

西記念ポートアイランドリハビリテーション病院 

                 恒松 真菜 

【はじめに】今回、右人工膝関節全置換術(以下

TKA)後の歩行時の膝折れに着目して介入したため

報告する。 

【症例紹介】80歳代女性。X-5年から両膝関節痛

出現し X-2年に左 TKAを施行され杖歩行自立レベ

ルで退院された。今回、X年 Y月 Z日に右 TKA 施

行しリハビリ目的のため Z+13 日に当院転院とな

った。主訴は早朝に膝折れする。HOPEはしっかり

歩けるようになりたい。NEEDは右膝関節伸展制限

の改善とした。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的、

方法、協力者が不利益を受けないこと、データ管

理、公表方法を本人に説明し同意を得た。 

【初期評価(Z+15～17日)】視診触診は術創部に腫

脹、熱感、発赤+。Numerical Rating Scale(以下

NRS)は術創部に NRS 4~5の圧痛。右膝関節屈曲時

に膝蓋下脂肪体部に NRS 2~3の動作時痛。歩行時

(右立脚中期)に右膝関節内側部に NRS 2～3 の荷

重時痛。膝蓋骨直上周径(R/L)は 42.0㎝/38.0㎝。

関節可動域検査(以下 ROM-T )(R/L)は股関節屈曲

120°/120°、伸展 5°/10°、膝関節屈曲 80°

/120°、伸展-10°/-5°、足関節背屈 15°/15°。

徒手筋力検査(以下 MMT)(R/L)は膝関節屈曲 3(P)/

４、膝関節伸展 3/5、足関節底屈 2/2。T字杖歩行

は右荷重応答期(以下 LR)～立脚中期(以下 MSt)に

かけて股関節、膝関節は伸展方向への運動はみら

れるが不十分であり MStで股関節、膝関節は軽度

屈曲位、足関節軽度背屈位であった。右 MSt～TSt

でも股関節は伸展方向への運動はみられたが不十

分で屈曲位のままであった。 

【治療経過】腫脹や疼痛の軽減目的にアイシング

指導を実施。大腿四頭筋、下腿三頭筋の筋力低下

に対してパテラセッティングやヒールレイズを中

心に実施した。 

【最終評価(Z+82～84)】視診触診は術創部の腫脹、

発赤消失、熱感軽減。歩行時に右膝関節内側部に

NRS 1～2 の荷重時痛。膝蓋骨直上周径(R/L)は

38.0 ㎝/38.0㎝。ROM-T (R/L)は膝関節屈曲 110°

/120°伸展 0°/-5°。MMT(R/L)は膝関節屈曲

3(P)/４、膝関節伸展 5/5、足関節底屈 3/3。 

【考察】本症例の主訴は「早朝に膝折れする。」で

ある。本症例は右 TStで膝折れの訴えがあり、原

因は右膝関節の伸展制限(以下、伸展制限)である

と考えた。石井は、MSt では膝関節と股関節が伸

展して身体重心が上方移動することで安定した単

脚支持を実現すると述べているが、本症例は-

10°の伸展制限があり重心の上方移動が不足し

膝関節屈曲位で右 MSt～TSt を迎えている。膝関

節屈曲位のため床反力が膝関節の後方を通ること

で膝折れが生じていると考えた。よって、膝折れ

を軽減させるためには、伸展制限を改善する必要

があると考え介入を行った。伸展制限の原因は、

手術侵襲による炎症症状、膝伸展筋機能不全と考

えアプローチを行ったが、上記の症状が改善した

にも関わらず伸展制限は残存してしまった。その

ため、伸展制限の原因を再考察した。本症例は術

前から伸展制限が強く、長年常に屈曲位の歩行で

あったことから、右 TStでの forefoot rockerが

消失し腓腹筋の筋力低下が生じていることが予測

される。初期評価より右下腿三頭筋は MMT2 と筋

力低下を認めていた。下腿三頭筋の筋力低下によ

って遠心性収縮による脛骨の前方への回転ブレー

キがかからず、下腿が急激に前方移動することで

膝折れが生じていると考えた。よって、下腿三頭

筋の筋力強化をプログラムに追加し、実施した。

大工谷は、母趾球支持でのヒールレイズでは主に

長腓骨筋が使われ、第 2・3 趾の間で支持した場

合、長腓骨筋は母趾球支持ほど使われずに下腿三

頭筋が動員されると報告している。そのため、第

2・3趾支持でヒールレイズ行うように指導し、ヒ

ールレイズ実施した。その結果、最終評価にて下

腿三頭筋の筋力は MMT 3と増加、右膝関節伸展は

0°まで改善した。これらにより、右 TStで生じて

いた膝折れ感の軽減に至った。 

 

 



左大腿骨頸部骨折術後、歩行が改善した症例 

医療法人康雄会 西病院リハビリテーション科 

川野 真由香 

【はじめに】今回、左大腿骨頸部骨折を呈し、歩

行が改善した患者様を担当させていただく機会を

得たのでここに報告する。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的、

方法、協力者が不利益を受けないこと、データ管

理、公表方法を本人に説明し同意を得た。 

【症例紹介】83歳男性。診断名：左大腿骨頸部骨

折(手術名：左大腿骨頭置換術)。現病歴：令和 X

年 Y月 Z日に自宅で転倒、同年 Y月 Z+2日に左大

腿骨頭置換術を施術した。既往歴：腰椎滑り症。

主訴：１点杖で歩きたい。家族構成：妻と 2人暮

らし。受傷前 ADL：自立(屋内移動：1点杖、屋外

移動：歩行器)。NEED：屋内移動(１点杖)の自立 

【初期評価(Z+34日)】疼痛検査(左)：荷重時痛は

術創部・左大腿筋膜張筋(NRS:4）、伸張時痛は左大

殿筋・中殿筋(NRS:4)。ROM-T(左)：股関節伸展 5°

P、SLR 20°、膝関節伸展-5°。MMT(左)：股関節

伸展 2+、外転 3-。立位姿勢：骨盤軽度後傾・軽度

前方偏位・軽度左挙上、左股関節軽度伸展位、膝

関節軽度屈曲位。歩行(独歩): 左 IC での膝関節

屈曲位、左 LR～MStでの過度な股関節内転、左 MSt

での股関節伸展の不足、左 TStでの股関節伸展の

不足。 

【最終評価(Z+69日)】疼痛検査(左)：荷重時痛は

術創部・左大腿筋膜張筋(NRS:1）、伸張時痛は左大

殿筋・中殿筋(NRS:2)。ROM-T(左)：股関節伸展 10°、

SLR40°、膝関節伸展-5°。MMT(左)：股関節伸展

3-、外転 3+。立位姿勢：骨盤軽度後傾・軽度前方

偏位、左股関節軽度伸展位、膝関節軽度屈曲位。

歩行(独歩): 左 ICでの膝関節屈曲位、左 LR～MSt

での過度な股関節内転、左 MStでの股関節伸展の

不足、左 TStでの股関節伸展の不足。 

【治療プログラム】関節可動域訓練、筋力強化訓

練、歩行訓練 

【考察】初期評価では、歩行の問題点として①左

ICでの膝関節屈曲位、②左 LR～MStでの過度な股

関節内転、③左 MStでの股関節伸展の不足、④左

TSt での股関節伸展の不足が見られた。①は、ハ

ムストリングスの短縮が原因であると考えた。そ

の結果、骨盤後傾位となり立位姿勢にも影響を及

ぼしたと考えた。②は、左股関節の内転時痛と左

大殿筋・中殿筋の筋力低下が原因であると考えた。

左股関節の内転時痛は、手術侵襲による疼痛と皮

下組織との滑走性の低下によって生じた。左中殿

筋・大殿筋の筋力低下は、手術侵襲による疼痛と

筋出力の低下によって生じた。その結果、代償動

作では骨盤の左挙上と過度な左膝関節屈曲が生じ

ていた。③は、左大殿筋・中殿筋の筋力低下が原

因であると考えた。この筋力低下は、手術侵襲に

よる疼痛と筋出力の低下によって生じた。その結

果、代償動作では左骨盤の挙上と過度な左膝関節

屈曲が生じていた。④は、左股関節の伸展時痛と

左大腿直筋・腸腰筋の短縮が原因であると考えた。

左股関節の伸張時痛は、手術侵襲による疼痛と皮

下組織との滑走性の低下によって生じた。左大腿

直筋・腸腰筋の短縮は既往歴にある腰椎すべり症

によって生じた。その結果、代償動作では過度な

左膝関節屈曲が生じていた。これらの問題に対し

て、屋内移動の自立を目標に理学療法を行った。 

最終評価では、①では、ROM-Tは SLR 20°から

40°に改善し、骨盤後傾は軽度改善した。②では、

左股関節の内転時痛は NRS 4から 2に改善した。

左大殿筋・中殿筋の筋力低下は、MMT では股関節

伸展 2+から 3-に、股関節外転 3-から 3+に改善し

た。その結果、代償動作では左骨盤の挙上は消失、

左膝関節屈曲が軽減した。③では、左大殿筋・中

殿筋の筋力低下は、MMTでは股関節伸展 2+から 3-

に、股関節外転 3-から 3+に改善した。その結果、

代償動作では左骨盤の挙上は消失、左膝関節屈曲

が軽減していた。④では、左股関節の伸展時痛は

NRS4から 2に改善した。左大腿直筋・腸腰筋の短

縮は、ROM-T は左股関節伸展 5°から 10°に改善

した。その結果、代償動作として左膝関節屈曲が

軽減した。しかし、左股関節の内転時痛や左大殿

筋・中殿筋の筋力低下、左ハムストリングス・大

腿直筋・腸腰筋の短縮は存在しており、歩行の問

題点も残存した。 



歩行耐久性向上を目指し左足部にアプローチした 

右変形性膝関節症の 1症例 

神戸リハビリテーション病院 山本 雅哉 

【はじめに】今回、右人工膝関節全置換術(TKA)を

施行した症例を担当したので、考察を加え報告す

る。 

【症例紹介】60歳代の女性、X年より右下肢痛を

認め、X＋4 年に右変形性膝関節症と診断された。

動作時痛の増強により、X＋7年 Y月 Z日他院入院

後、右 TKA を施行し、Z＋6 日当院転院となった。

既往として、同年 Y−8 月左変形性膝関節症 によ

り TKAを施行され、Claw toe様の左足趾変形があ

ったが、術前 ADLは屋外独歩自立であった。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り、本人に説

明し、同意を得た。 

【理学療法初期評価：入院日＋5 日】主訴として

は、右膝周囲の重だるさを訴えていた。ROM は、

膝関節屈曲右100°左115°、伸展右−10°左0°、

足趾 MP関節伸展右 20°左 5°、PIP•DIP関節伸展

右 0°左−5°であり、左第 4.5 趾過屈曲位という

変形を認めた。MMT は、右中殿筋 3、右大殿筋 3、

左足趾伸展 3であった。独歩では、右荷重応答期

(LR)より対側骨盤の下制を生じ、右立脚中期(MSt)

で骨盤下制が最大となった。その際体幹右側屈し、

左下肢内転させていた。また、右立脚後期(TSt)で

右股関節伸展不十分となり、左足部を内側から接

地させ、内側での荷重となっていた。150m程度の

独歩で右膝内側下部の重だるさを訴え、左右への

ふらつきが増大した。 

【統合と解釈】右 MStで対側骨盤の下制を生じて

いたことに対し、股関節周囲の筋力低下にアプロ

ーチしたが、歩容改善を認めなかった。このこと

から、対側骨盤下制の原因は左第 4.5趾変形のた

め、左足部外側での荷重が困難であり、意図的に

左足部内側を接地させた結果、左側骨盤の下制に

繋がり、重心の左偏位を生じていたと推測した。

また、身体重心が右下肢から左方向へ逸脱するこ

とで、右膝内側下部に負担がかかり、重だるさを

訴えていたと考える。よって、目標を歩行耐久性

の向上とし、主たる問題点を左長趾屈筋短縮とし

て治療を開始した。 

【治療アプローチ】立位での支持性低下を考慮し、

安定性の高い端座位にて、セラピストは患者の左

足趾 MP・PIP・DIP関節を伸展位に誘導し、第 4.5

趾を伸展位保持できるようになるまで長趾屈筋の

伸張を行った。その後、足趾で地面からお手玉を

取り上げ、それを反復することで、伸張させた長

趾屈筋の筋活動を促した。次にステップ練習では、

立位で左下肢を立脚肢、右下肢を遊脚肢とし、左

足部外側全体へ厚さ 5mm程度のウェッジを挟み、

ICから TStにかけて外側荷重を促した。 

【最終評価：初期評価＋25日後】ROMは、膝関節

屈曲右 115°、伸展右−5°、足趾 MP 関節伸展左

10°、PIP•DIP関節伸展左 0°、MMTは、右中殿筋

4、右大殿筋 4、左足趾伸展 4 に変化した。独歩で

は、右 MStでの骨盤下制及び体幹右側屈が軽減し

た。また、左 ICで内側接地は消失し、歩行耐久性

において、連続 1km程度であれば、右膝内側下部

の重だるさを認めず可能となった。 

【考察】本症例では、左長趾屈筋の短縮により左

第 4.5趾屈曲位となった結果、足部外側での荷重

が困難であったと考える。そこで、伸張刺激によ

るⅠb 抑制を用いて、左第 4.5 趾を伸展位保持で

きるようにしたうえで、お手玉を掴むことによっ

て、左長趾屈筋の求心性収縮を促した。月城ら２）

は、反対側の骨盤下制の原因として、反対側の IC

で反対側の足を床に近づける意図的運動がある、

と述べている。本症例においても、ステップ練習

にて足部外側への荷重を反復することで、ICから

MSt にかけて足部外側への荷重が可能になったと

推測される。これにより、右 MStで反対側の骨盤

下制が軽減し、歩行距離増大に繋がったと考える。 

【まとめ】術側下肢だけでなく、非術側へも視点

を増やし、アプローチすることで、歩行効率の改

善へと繋がることを学んだ。 

【参考文献】 

1）月城慶一，山本澄子，他：観察による歩行分析

(第 1版)．医学書院，東京，2005，pp55-57 

 

 



パーキンソン病を合併した変形性膝関節症患者の

立ち上がり動作に着目した１例 

神戸リハビリテーション病院  尾崎理穂 

【はじめに】 

今回、右変形性膝関節症により、右人工膝関節

全置換術（TKA）を施行した、パーキンソン病を合

併する患者を担当する機会を得た。立ち上がりの

介助量軽減を目指し、骨盤の前傾に着目したアプ

ローチを行ったので、結果に考察を加え報告する。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に則り、本人に説明し同意を得

た。 

【症例紹介】 

70歳代の女性で、右変形性膝関節症と診断を受

け X日に右 TKA術施行し、X＋9日に当院転院とな

った。合併症にパーキンソン病があり、術前は杖

歩行で毎日複数回転倒しており、wearing off現

象、on-off現象を認め、介助量に差を生じていた。 

【初期評価(X＋14日)】 

関節可動域は体幹伸展 10°、体幹側屈左 10°

右 15°、膝関節伸展左-10°右-25°、下肢粗大筋

力は左 5右 4、腹斜筋左 4右 3＋で、右腰方形筋の

筋緊張亢進が見られた。Hoehn-Yahrの分類はⅣで、

onの時間帯での座位姿勢は、右後方重心となって

おり、骨盤後傾・体幹右側屈・屈曲位であった。

支持物があれば見守りで座位保持可能だが、支持

物なしでは時間経過とともに右後方へ崩れ、姿勢

反射障害を認めた。立ち上がり動作は、骨盤の前

傾不十分だが、支持物あれば軽介助で可能であっ

た。移乗は、踏み替え時のすくみ足出現により、

サイドトランスで、見守りが必要であった。歩行

は、歩行器使用し見守りで、連続 45m程度可能で

あった。 

【統合と解釈】 

本症例は、立ち上がりの屈曲相で骨盤前傾不十

分であるものの、座位姿勢でも骨盤後傾位・体幹

屈曲位・体幹右側屈位になっていることから、腹

斜筋の筋出力低下を主たる問題点とし、目標を屋

内つたい歩き自立と設定して、アプローチを開始

した。 

【治療プログラム】 

骨盤前傾への介入として、開始肢位は端座位で

膝関節屈曲 90°となるように座面の高さを設定

した。前方へ両上肢屈曲 90°となるように調整し

た台を置き、その上に両上肢を乗させた。セラピ

ストは、後方から骨盤を把持し、前傾の自動介助

運動、その後に骨盤中間位保持練習を行い、回数

とセット数を増やしていった。その他、起立・着

座練習や歩行練習等を行った。 

【2週間後の再評価】 

関節可動域は体幹伸展 20°、体幹側屈左 20°

右 15°、膝関節伸展左−5°右−15°となった。筋

力は、腹斜筋左 4右 4に改善した。座位保持は、

支持物なしで自立、立ち上がりも支持物なしで見

守り、移乗は、立位をとり支持物あれば踏み替え

も可能となった。歩行器歩行は見守りで、連続 70m

程度に延長した。 

【考察】 

中馬１）は、パーキンソン病患者において腸腰筋

の筋力低下が見られた、と述べている。本症例は、

パーキンソン病を有し、腸腰筋などの股関節屈曲

筋低下により、立ち上がりが困難であったと思わ

れる。そのため、立位や歩行に繋がる立ち上がり

動作を改善することで、安全に移動できるのでは

ないかと考え、立ち上がりの骨盤前傾に対してア

プローチを行った。その結果、座位での体幹右側

屈アライメントが改善され、腹斜筋の筋出力を発

揮しやすい状態になったと思われる。さらに、腹

斜筋の筋出力発揮が改善した結果、座位保持の安

定性や立ち上がり動作に繋がり、支持物なしでも

立ち上がりが可能となったと考える。 

【まとめ】 

今回、立ち上がり動作に必要なアプローチは下

肢の筋力増強だけでなく、骨盤の動きも重要であ

ることを学んだ。 

【引用文献】 

１）中馬孝容：転倒の要因―ヒトはなぜ転ぶのか

― ,リハビリテーション医学 ,43(2),79-

82,2006. 

 



セルフエクササイズの再考により治療効果が持続

するようになった肩関節周囲炎の一症例 

 

上田 裕太（うえだ ゆうた） 

御影ごきげんクリニック 

リハビリテーション科 

【はじめに】 

今回,肩関節可動域制限と疼痛がある症例を経

験した.治療直後は改善がみられるが次回来院時

には治療前の状態に戻っており,効果の持続に難

渋した.そこでセルフエクササイズを再考するこ

とにより効果の持続がみられた為,ここに報告す

る. 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づき,目的と個人情報の取

扱いについて説明し同意を得た. 

【症例紹介】 

 60 代女性,左肩関節に疼痛と可動域制限があり

当院を受診し左肩関節周囲炎と診断された. Y 月

X 日より介入開始となった.主訴は脱衣動作の肩

関節前方痛であった.hope は更衣動作時の疼痛を

軽減したいであった. 

【初期評価（X+5日）】 

 疼痛は脱衣時の肩関節屈曲内旋位（以下 3rd）

での屈曲 90°を超えた時点で肩関節前方に出現

した. Numerical Rating Scale(以下 NRS)は安静

時 0/10 動作時 7/10 であった.関節可動域（以下 

ROM,単位°左）は自動・他動運動で肩甲上腕関節

（以下 GH）屈曲 110°2nd内旋 30°3rd内旋 10°.

アライメントは骨頭前方変位であった. 腱板損傷

を調べる整形外科テストは陰性であった. 

【理学療法および経過】 

棘下筋に対して柔軟性の改善を目的に反復等尺

性収縮とダイレクトストレッチを中心に実施した.

介入直後は骨頭前方化の改善がみられた. NRS は

脱衣時 3-4/10,ROMは GH屈曲 130°2nd内旋 45° 

3rd 内旋 20°となった.脱衣動作は 3rd での挙上

120°付近で肩関節前方に疼痛が出現した.2 回目

介入時（X+12日）のリハビリ開始前の評価では可

動域,NRS 共に改善がみられず更衣動作時の疼痛

も改善していなかった.３回目介入時（X+19 日）

に棘下筋の 30 秒間のセルフストレッチングを自

宅で実施していただくよう伝えた.4 回目介入時

（X+26日）リハビリ開始前の評価では可動域の改

善を認めたが僅かであった.5 回目介入時（X+33日）

にも 4回目と同様であったためセルフストレッチ

の行い方を「伸張感が減るまで続けてください」

という指導をした. 

【最終評価】（X+47日） 

脱衣時の挙上動作では疼痛軽減し前方に違和感

の訴えとなった. NRS は安静時 0/10,脱衣時 1-２

/10 となった.ROM は自動・他動運動で GH 屈曲

150°2nd内旋 45°3rd内旋 20°となった. 

【考察】 

本症例は更衣動作にて肩関節前方に疼痛があっ

た. 赤羽根らは,GH3rdでは,棘下筋全体が伸張位

になると述べている.本症例も GH3rd からの屈曲

動作であり更に棘下筋が伸張されることが推測さ

れる.また,Harryman は骨頭が前上方へ変位する

と烏口突起周囲でのインピンジメントを生じると

述べている.工藤らは肩関節後下方の軟部組織の

伸張性低下よって,肩関節挙上位での内旋運動に

て上腕骨頭の前上方への変位が発生すると述べて

いる.よって,今回の主な制限因子は棘下筋である

と考えた.今回,週 1回の介入で治療効果が持続し

なかったためセルフストレッチを指導したが,治

療効果の持続は僅かであった.浦野らは十分な可

動域改善に必要なストレッチ時間には個人差があ

るため,時間を決めて行うよりも主観的伸張感が

減少するまでストレッチを行うことが効果的であ

ると述べている.これらからストレッチの行い方

を「伸張感が減るまで」に変更することで治療効

果が持続するようになったのだと推測する.治療

効果が持続することで最終評価にて ROMが改善し,

更衣動作の疼痛軽減につながったと考える. 

【まとめ】 

 今回,棘下筋の伸張性低下に着目し,患者様の主

観的な感覚を取り入れることで効果のあるセルフ

ストレッチになり,治療効果が持続しやすくなる

ことが分かった. 



足根骨癒合症の術前後に介入した一症例 

〜歩容に着目して〜 

医療法人社団 高倉整形外科クリニック 

山中 一紗 

【はじめに】右内側楔状骨・第 1中足骨癒合症に

対する癒合部切除術を施行した症例を治療させて

いただく機会を得たため報告する。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、目的と

個人情報の取扱について十分な説明を行い、同意

を得た。 

【症例紹介】10代前半女性。バレーボール部に所

属しており、ポジションはセッター。部活動復帰

を希望。2 年ほど前から運動時の中足部背側の疼

痛を訴えており、本年に右内側楔状骨・第 1中足

骨癒合症の診断を受け癒合部切除術を施行。手術

1 ヶ月前から理学療法を開始した。 

【理学療法評価と介入】 

Ⅰ期：手術 40日前   Ⅱ期：術後 17日後   

Ⅲ期：術後 57日 

<評価結果(右)>（Ⅰ期/Ⅱ期/Ⅲ期） 

single heel raise (cm)：10.0/7.5/10.5 

アーチ高率(%)：19.8/17.6/20.3 

運動時 VAS(mm)：72/24/2 

Ⅰ期：独歩は可能であったが、歩容の特徴として、

歩行周期を通して足角が大きく、立脚中期から立

脚終期にかけて中足部の足底内側に偏った荷重が

みられた。また、片脚立位では骨盤右側方への偏

位、膝関節軽度屈曲、内側縦アーチ低下と下行性

運動連鎖による崩れが生じていた。術前は、歩容

修正と並行して、OKC での筋力増強練習を開始し

た。まず、下行性運動連鎖の改善のために、主に

中殿筋と腹横筋の筋力向上を図った。また、内側

縦アーチの支持性向上のために後脛骨筋（以下 TP）

の筋力向上を図った。身体認識が乏しく、反対側

の模倣や言葉での誘導を用い、自主トレーニング

方法の定着を図った。 

Ⅱ期：運動時 VASは 24mmと大幅に軽減した。片脚

立位は術前よりも安定して可能となったが、足部

の動揺性は残存しており、single heel raise（以

下 SHR）では 7.5cm しか踵部を挙上できず、右側

方へのデュシェンヌ現象様の崩れや、膝関節屈曲

方向への崩れがみられた。アーチ高率はⅠ期より

も低下がみられた。Ⅰ期からの筋力増強練習は継

続し、内側縦アーチ、SHRの安定性を高めるため、

特に TP や下腿三頭筋のトレーニングを集中的に

行った。その後、SHR が安定して最終域まで挙上

可能となり、術後 27日で部活動へ復帰となった。 

Ⅲ期：運動時 VASは 2mmへと大幅に減少し、Ⅰ期

の頃のような跛行は修正された。TP、下腿三頭筋

の筋力も向上し、SHRは 10.5cmと最終域まで踵部

を挙上可能な状態を維持できていた。アーチ高率

も向上がみられたため、OKC 中心での筋力増強練

習から、同部位に対する CKCも交えたメニューへ

と変更し、更なる筋力向上を図った。  

【考察】本症例の術前における荷重時痛は癒合部

による影響も大きく、外科的要素により大幅に徐

痛された。しかし、術後にも術創周辺に歩行時や

着地動作での荷重時痛を訴えていた。本症例の一

番の問題点は疼痛による TP 筋力低下および機能

不全であり、跛行の大きな原因と考えた。加えて、

腹横筋や中殿筋の筋力低下に起因する要素もある

と考え、先述した筋に特に注目し、歩容を中心に

介入を行った。術前からの介入により筋力は向上

しつつあったが、術後の不動期間の影響で筋力が

向上しきれなかったことや、術前の跛行が残存し

ていたことが影響し、術後の荷重時痛に繋がった

ものと考えられる。またその他にも、術創部の癒

着、靴のサイズ選びや履き方の不適切による要素

もあると考えた。これに対し、まず筋力増強練習

と歩容修正を並行して行い、着実に筋力向上と歩

容の改善を図った。また、術創部への超音波療法

や、症例に合った靴の選定なども実施した。これ

らの介入により、筋力とともに跛行も改善するこ

とができた。その結果、荷重時痛は大幅に改善し、

疼痛の増強なく部活動復帰へとつなげることがで

きた。 

【まとめ】本症例を通じて、術後に起こる機能

的変化を見据えた除痛、筋力向上、動作改善など

の術前からのアプローチの重要性を感じた。 

 



動作時の筋発揮増大により歩行能力向上を認めた

人工膝関節全置換術を施行した症例 

武富整形外科リハビリテーション科 

堂北絢郁 

【はじめに】今回，右変形性膝関節症（OA）によ

り人工膝関節全置換術（TKA）を施行した症例を術

前から術後にかけて担当した。本症例は術前より

double knee actionが消失，右立脚期で骨盤側方

動揺により歩行効率の低下をきたしていた。術後

も残存し長距離歩行を困難にしている。そこで，

double knee action獲得を目的に介入を行い歩行

能力の向上を認めたため報告する。 

【症例報告】80歳代後半女性。身長 145 cm，体重

52 kg，BMI24.7 kg/m2。術前 K-L分類はⅣであり，

Y 年 X月に右 TKAを施行した。3週間後に退院し，

当院にて外来リハビリテーションを開始した。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき，対象者

には治療経過について個人が特定されない形で発

表すること，個人情報保護対策について十分に説

明し同意を得た。 

【理学療法評価（初期：X-2週目）】 

疼痛は安静時 0，歩行時 4 であり，膝関節内側下

部に認めた。触察では膝蓋骨上下滑走，膝蓋下脂

肪体の柔軟性，腸脛靭帯および外側広筋の柔軟性

は低下していた。関節可動域評価（ROM，°右）で

膝屈曲は 125，膝伸展 0，股伸展 5であった。徒手

筋力検査（MMT，右/左）は大腿四頭筋 4/4， 

腸腰筋 4/4，前脛骨筋 4/4であった。10 m歩行は

16.25秒で歩数が 27歩，Time up go test(TUG)は

14.95 秒となった。歩行観察では右踵接地時骨盤

後傾，股関節外旋位，踵接地〜荷重応答期で

double knee actionの消失および外側重心，荷重

応答期〜立脚期にかけて foot flat の性急および

骨盤右側方動揺，踵接地〜立脚期で大殿筋の収縮

力低下，立脚終期では股関節伸展減少を認めた。

右立脚期では骨盤左下制を認め立脚時間は短縮，

上肢の振りは消失していた。 

【理学療法評価（中間：X+4週目）】 

疼痛は認めない。触察では初期評価の症状に加え

て腫脹，熱感を認めた。ROMで膝屈曲は 110，膝伸

展-5，股伸展 5であった。MMTは大腿四頭筋 3/4，

腸腰筋 3/4，前脛骨筋 4/4であった。10 m歩行は

13.28秒で歩数が 24歩，TUGは 14.12秒となった。 

【理学療法評価（最終：X+8週目）】 

疼痛は認めず，触察での症状も中間評価と同様。

ROMは膝屈曲 110，膝伸展-5，股伸展 5であった。

MMTは大腿四頭筋 3/4，腸腰筋 3/4，大殿筋 2/2，

中殿筋 3+/3+，前脛骨筋 4/4であった。10 m歩行

は 10.57秒で，歩数が 23歩となった。TUGは 11.61

秒であった。歩行観察では，右踵接地〜荷重応答

期で double knee action出現，踵接地〜立脚期

に大殿筋の収縮力上昇を認めた。さらに右立脚時

間の延長，上肢の振りも出現した。 

【理学療法プログラムと経過】 

腫脹，熱感による膝屈曲制限に対しパンピング運

動。膝周囲の軟部組織の柔軟性低下による膝伸展

制限，筋発揮低下に対し超音波療法および ROM訓

練。腸脛靭帯や外側広筋の過緊張に対しリラクセ

ーションを実施。片脚支持期での筋発揮目的に大

腿四頭筋，大殿筋，腸腰筋の OKCでの筋力訓練を

実施した。 

【考察】本症例は膝周囲の炎症および軟部組織の

柔軟性低下により膝 ROM制限を認めた。これらの

ことから動作時の膝周囲筋の筋発揮を妨げ跛行に

関与したと考える。歩行では踵接地時骨盤後傾，

股関節外旋位や大殿筋の収縮力低下により，踵接

地〜荷重応答期にかけて衝撃吸収が行えず，膝の

安定性を保つために膝がロッキングされ double 

knee actionの消失が起こっていることが窺える。

また，荷重応答期〜立脚期にかけての骨盤側方動

揺が出現している。そこで今回介入を行ったこと

により，術後の疼痛消失や動作時の筋発揮増大に

より歩行時における膝関節周囲筋の共同収縮が増

大したことで膝関節が安定したと考える。また，

double knee action出現により踵接地時の衝撃が

吸収され，外側重心が改善傾向を示し外側支持機

構への負担が軽減傾向にある。また，腸腰筋の筋

発揮により前方への安定化および推進力が得られ

歩行速度の改善が認められたと考えた。 

 



左人工股関節全置換術後、隣接関節の機能に着目

し、坂道歩行の獲得に至った症例 

ひろクリニック 酒井 徹也 

【はじめに】今回、左人工骨頭置換術（以下：左

THA）後の患者を担当したためここに報告する。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り目的方法、

データ管理、公表方法を本人に説明し同意を得た。 

【症例紹介】 

60 代女性、X-p で左変形性股関節症、MRI にて左

大腿骨頭壊死と診断。X日に左 THA施行。X＋28日

に退院し、当院での術後外来リハビリを開始した。

Hope は独歩で買い物へ行く事。術前画像所見より

CE角 29°、sharp角 46°。 

【初期評価】（X＋28日～31日） 

関節可動域[°]右/左（以下 ROM）股関節外転

40/20p、徒手筋力テスト（以下 MMT）股関節伸展

4/3、股関節外転 5/3、膝関節伸展 5/3、圧痛：腸

腰筋・内転筋。歩行時疼痛なし。Berg Balance 

Scale(以下：BBS)：49/56点。 

＜動作観察＞歩行：左荷重応答期（LR）から立脚

中期（Mst）で体幹左側屈、骨盤右挙上、左股関節

外転位荷重で、デュシャンヌ徴候(＋)。Mst から

立脚後期（Tst）で左股関節伸展・足関節背屈の減

少が生じ踵離地の早期化が生じていた。 

【中間評価】（X＋48日～52日） 

関節可動域[°]右/左股関節外転 45/25、MMT股関

節伸展 5/4、股関節外転 5/4、膝関節伸展 5/4。 

BBS：54/56点。 

触診：スクワット時の左内側広筋筋緊張低下 

＜動作観察＞歩行：左 LR～Mstで初期評価と比較

しデュシャンヌ徴候の改善。左 Mst～Tst で左股

関節伸展・足関節背屈の増加に伴う踵離地早期化

の改善が見られた。 

右下肢からの降段：急速な左膝関節屈曲・足関節

背屈運動による膝折れに伴い、右下肢は早急に床

面に接地する。 

【最終評価】（X＋70日～74日） 

関節可動域[°]右/左、ROM股関節外転 45/30、MMT

股関節伸展 5/4、股関節外転 5/5、膝関節伸展 5/5、

BBS：55/56点 

＜動作観察＞歩行：左 LR～Mstで体幹左側屈・骨

盤右挙上のデュシャンヌ歩行軽度残存。 

右下肢からの降段：初期評価より左膝関節屈曲・

足関節背屈運動時の膝折れは生じず、早急な右下

肢の接地も消失した。 

【理学療法プログラム】初期評価から中間評価：

術創部リリース、股関節伸展・外転筋筋力増強訓

練、腸腰筋・内転筋リラクゼーション 

中間評価から最終評価：中間評価までのプログラ

ムに加えてセッティング・下肢伸展挙上・クォー

タースクワット 

【考察】本症例 Hopeは「杖なしで買い物のいきた

い」であった。自宅から最寄りバス停まで急勾配

の坂道が続いており、歩行の安定性・安全性が求

められる。本症例はデュシャンヌ徴候により歩行

の安定性・安全性が欠如していた。本症例は初期

評価で MMTにて左股関節伸展・外転共に 3と筋力

低下を認めていた。中間評価まではデュシャンヌ

歩行の改善を目的に、理学療法介入した。中間評

価で MMT股関節伸展・外転共に 4と筋力は向上し

デュシャンヌ歩行改善に伴い、平地歩行の独歩獲

得に至っていた。しかし自宅周辺の坂道を下る際

にまだ杖に頼らないと下りにくいとの主訴があっ

た。 

中間評価時点では左股関節伸展筋や外転筋の筋

力向上は見られたが、初期評価より左大腿四頭筋

MMT3 と筋力低下を認めている点、右下肢からの降

段時の左膝屈曲制御困難な点や、スクワット時の

内側広筋の筋活動が触診にて左右差著明であった

点に着目した。木山らは「下り勾配角度の増加に

伴って大腿直筋・内側広筋の筋活動は増加する。」

と報告している。よって左内側広筋・大腿四頭筋

遠心性収縮向上に対するプログラムを追加した。 

最終評価時にはスクワット時の左内側広筋筋収

縮が向上し、降段時の左膝屈曲・足関節背屈運動

を制動しながら行う事ができていた。またそれに

伴い、杖なしでの坂道歩行も可能となった。 

【まとめ】今回 THA術後の症例を通して、患部の

機能面のみならず、隣接関節の機能も考慮した上

で治療選択・介入を行う重要性を学んだ。 



立ち上がり動作の第１相に着目し、動作能力が向

上した左大腿骨転子部骨折術後の症例 

          宮地病院  平岡 優衣 

【はじめに】今回、左大腿骨転子部骨折を受傷し、

腸腰筋に着目した結果、立ち上がり動作能力が向

上した症例について報告する。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に従い、内容につ

いて説明し、書面にて同意を得た。 

【症例紹介】80代女性。X年 Y月に外出先で転倒

し救急搬送。左大腿骨転子部骨折(大転子、小転子

転移あり)の診断で入院。手術までは介達牽引を実

施し、Y+5日に観血的骨接合術施行。HOPEは楽に

立ち上がれるようになりたい。受傷前は屋外独歩

～杖歩行レベル。20 年前に胃を全摘出しており、

受傷前より食事摂取量が減少していた。 

【初期評価：術後 2～7日】関節可動域検査(以下

ROM-t、右/左、P：疼痛)は股関節屈曲 100°P/80°

P(左股関節前面にあり)。左大腿骨頭を後方へ押し

込むことで左股関節前面の疼痛が減少し、左股関

節屈曲角度の拡大を認めた。徒手筋力検査(以下

MMT、右/左)は股関節屈曲 2/2・伸展 2/2。座位で

の前方リーチ動作は 20cm。立ち上がり動作の第 1

相では胸腰椎後弯、骨盤後傾しており、骨盤の前

傾が不足し離殿動作が困難であり、前方の手すり

を把持し最大介助を要した。立ち上がり動作練習

後の疲労度は、Visual Analogue Scale(以下、VAS)

にて 9。 

【問題点抽出・理学療法プログラム】立ち上がり

動作の第 1相は骨盤の前傾が不足し前方への重心

移動が困難であった。この原因として、左股関節

の屈曲制限を考えた。これは股関節の前面を走行

する腸腰筋が左大腿骨頭の前方偏位を防止できず、

後方への滑り込みが生じない為であると考え、左

腸腰筋の筋力低下を問題として挙げた。これらに

対し、まずは股関節のモビライゼーション、関節

可動域練習を実施した。その後、高座位にてリー

チ動作を用いた骨盤前傾運動による前方への重心

移動を反復し、左腸腰筋の筋収縮を促した。徐々

に高さを下げ、難易度を調整し、自重を用いた左

股関節屈曲角度の拡大と前方重心移動幅の拡大に

努めた。左股関節屈曲角度の拡大に伴い、前方の

台を支持し離殿動作練習を行い、左大殿筋の筋収

縮を促した。 

【最終評価：術後 20 日目】ROM-t は股関節屈曲

110°/110°P。MMT は数値に変化はないが左腸腰

筋・大殿筋の筋収縮の増強を認めた。座位での前

方リーチ動作は 27cm。立ち上がり動作の第 1相で

は、骨盤の前傾が出現し、前方手すりを把持して

見守りで離殿動作が可能。立ち上がり動作練習後

の疲労度は VASにて 6。 

【考察】左腸腰筋の筋力低下の原因について、

川端らは、小転子骨片転移例において、小転子に

付着を持つ腸腰筋の機能低下が大きいと述べてい

る。本症例も小転子に転移があった事で左腸腰筋

の筋力低下が生じていると考えた。また、永井ら

は、股関節の前面には腸腰筋しかない為骨頭は前

面に押し出されやすいと述べており、本症例も左

腸腰筋の筋力低下により大腿骨頭の前方偏位を防

止できず、後方への滑り込みが生じない事で左股

関節の屈曲制限を呈していた。これにより、骨盤

の前傾が不足し、立ち上がり動作の第 1相の動作

能力が低下していたと考えた。これらの問題点に

対し、まずは腸腰筋の収縮向上が必要であると考

えた。黒田らは、立ち上がり動作での骨盤前傾を

促し、反復的な運動学習を行う事で腸腰筋の筋力

が向上し、動作の努力性が軽減したと述べてい

る。よって、本症例も骨盤前傾を促した立ち上が

り動作の反復により運動単位数と発火頻度が増加

し、左腸腰筋の筋収縮が増強した。これにより、

左大腿骨頭の前方偏位が軽減し、左股関節の屈曲

角度が拡大した事で骨盤の前傾角度の拡大が得ら

れた。よって、立ち上がり動作の第 1相での前方

重心移動能力が向上したと考える。また、骨盤の

前傾角度が拡大した事で、左股関節の伸展モーメ

ントが増大し、筋張力を発揮できたことで運動単

位数と発火頻度が増加し、左大殿筋の収縮が増強

したと考える。これにより、離殿動作が改善し立

ち上がり動作能力が向上したと考える。 

 

 



左膝蓋骨骨折術後に対しアイシングと自動介助運

動にて疼痛増強を防止できた症例 

宮地病院 リハビリテーション科 辻史織 

【はじめに】今回、左膝蓋骨骨折に対し手術を施

行した症例を担当した。術創部周囲の疼痛に着目

しアプローチを行った結果、移乗動作能力の向上

を認めた為ここに報告する。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に従い内容につい

て説明し書面にて同意を得た。 

【症例紹介】80歳代女性。X年 Y月屋外で躓き転

倒受傷。左膝蓋骨骨折を認め tension band 固定

術を施行。病前は長男夫婦と同居し認知機能低下

なく、ADL自立。主訴：膝が痛い。HOPE：トイレに

一人で行けるようになりたい。NEED：移乗動作能

力の向上。主治医からの情報：荷重時は膝折れ防

止の為ニーブレース着用、禁忌や荷重制限はなし。 

【初期評価：術後 1日】疼痛：術創部周囲に安静・

運動・荷重時に Numerical Rating Scale(以下

NRS)6。視診・触診：腫脹・熱感・発赤あり。CRP

値 6.96㎎/dL。筋緊張検査：左大腿直筋(以下 RF)・

ハムストリングス(以下 HAM)亢進。関節可動域(以

下 ROM)：左膝関節屈曲 25°P(P：疼痛)。徒手筋力

検査(以下 MMT)：左膝関節伸展 1。他動運動時に恐

怖心・防御性収縮あり。立位荷重量(右/左)：34㎏

/21㎏。移乗動作：最小介助レベル。 

【理学療法経過と治療】術後 2日目より炎症の鎮

静化の為、リハビリ後はアイシングと左下肢の挙

上を実施。またストレッチや左下肢のポジショニ

ングにて左 RF・HAMの筋緊張亢進の緩和を図り、

膝蓋骨周囲組織の癒着・拘縮防止の為、軟部組織

のモビライゼーションを実施。アイシング後にパ

テラセッティングを実施。左大腿四頭筋(以下

Quad)の筋収縮は微弱ながら触知可能。術後 5 日

目より疼痛は安静時 NRS3 に軽減したが、疼痛に

よる恐怖心は残存し徒手による他動運動時には防

御性収縮を認めた為、持続的他動運動やボールを

用いた自動介助運動を実施。パテラセッティング

では左 Quad の筋収縮が向上。術後 6 日目より疼

痛は安静時 NRS2、運動時 NRS4、荷重時 NRS3に軽

減。他動運動を追加。 

【最終評価：術後 11日】変化点のみ記載。 

疼痛：術創部周囲に安静時 NRS0、運動・荷重時 NRS2。

視診・触診：腫脹・熱感・発赤軽減。CRP値 1.02

㎎/dL。筋緊張検査：左 RF・HAM の亢進緩和。ROM：

左膝関節屈曲 45°P(P：疼痛)。MMT：左膝関節伸

展 2。他動運動時の恐怖心・防御性収縮軽減。立

位荷重量(右/左)：28㎏/27㎏。移乗動作：見守り

レベル。 

【考察】本症例は疼痛が強く防御性の左 RF・HAM

の筋緊張亢進を引き起こし、左膝関節屈曲制限・

Quad の筋収縮低下から移乗動作能力が低下した

と考えた。これらは手術侵襲に起因していると考

えた。嶋田は、術直後の炎症では組織侵襲の部位

に破壊された細胞からケミカルメディエーターが

放出され、痛み神経がそれに興奮する。さらに、

腫脹も重なりそれらの物質を停滞させ炎症を継続

させる事で運動が刺激を加え疼痛を発生させると

述べている。よって、疼痛を軽減するには炎症の

緩和と運動刺激を軽減する必要があると考えた。

井上は、炎症の遷延化に対し疼痛が著明な時期に

は炎症の鎮静化、軟部組織へのアプローチが有効

であると述べている。本症例において疼痛が強い

時期に積極的な運動を控えアイシングと軟部組織

のアプローチを主に行った事で、術創部の組織侵

襲による炎症の緩和が図れ、疼痛の増強を防止で

きたと考える。加えて、疼痛が生じない範囲で ROM

運動ができる自動介助運動を行った事で、防御性

収縮を抑制できたと考える。逢坂は、自動介助運

動は疼痛に応じて患者自身が可動範囲を調整でき

る為、筋緊張を亢進させる事なく、さらに疼痛や

不安感をむやみに与えずに ROM訓練が可能である

と述べている。よって、疼痛や恐怖心なく行えた

事で防御性による左 RF・HAMの筋緊張亢進の緩和

が図れた。以上より、左膝関節屈曲の拡大・Quad

の筋収縮が向上し、立位荷重量が増加した事で移

乗動作能力の向上に繋がったと考える。 

 

 

 

 



自宅退院支援に難渋した認知機能低下のある左大

腿骨大転子骨折の症例 

六甲アイランド甲南病院 木村 健太郎 

【はじめに】歩行・階段降段時の安全性低下と認

知機能の低下があり,自宅退院支援に難渋した症

例について報告する. 

【症例紹介】80 歳代女性.要介護 2.X 日に自宅で

転倒し同居息子に発見され,他病院にて左大腿骨

大転子骨折と診断,保存目的で入院. 

X+5日に当院転院し X+9日に理学療法開始. 

【既往歴・併存疾患】認知症,右大腿骨頸部骨折,

左外傷性硬膜下血腫,左大腿骨頸部骨折. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り,目的,方法,

データ管理,公表方法を説明し同意を得た. 

【初期評価 X+9～13日】左大腿外側近位に荷重時

痛,両大腿直筋・骨折部圧痛.左大腿直筋に筋スパ

ズム＋. 関節可動域検査(以下 ROM-t)は,左股関

節伸展-5°,外転 10°P.徒手筋力検査(以下 MMT 

R/L)は,股関節伸展 3/2,外転 3/2P,膝関節伸展 3/3.

立位は両股関節屈曲位・内転位,両膝関節屈曲位.

右片手すり支持歩行は遠位監視,左立脚中期(以下

MSt)に左膝折れ＋,左トレンデレンブルグ徴候＋,

左立脚期短縮,約 5m 歩行可能.左片手すり支持歩

行は重度介助,MSt に左大腿外側近位部に疼痛＋,

左膝折れ＋,約 1m 以上歩行困難.階段降段時は両

腋窩重度介助,左足底接地とともに左大腿外側近

位に疼痛＋,左膝折れ＋.10m 歩行は困難. Berg 

Balance Scale(以下 BBS)13/56 点. Functional 

Independence Measure （以下 FIM）35/126点.長

谷川式簡易知能評価スケール(以下 HDS-R)2/30点. 

【目標設定】短期(3週)：片手すり歩行監視. 

長期(6週)：片手すり歩行見守り,階段昇降見守り. 

【治療】左大腿直筋・左半腱様筋・左半膜様筋の

ダイレクトストレッチ.左股関節の可動域運動.左

股関節周囲筋・左大腿四頭筋の筋力増強運動.平行

棒把持での歩行練習.階段昇降練習. 

【最終評価 X+52～55日】荷重時痛,圧痛－. ROM-

t左股関節伸展 0°,外転 20°.MMT股関節伸展 3/3,

外転 4/3,膝関節伸展 4/4. 立位は両股関節屈曲位,

両膝関節屈曲位.片手すり歩行は見守り,左右とも

に左膝折れ－,左トレンデレンブルグ徴候－.階段

降段は見守り,左足底接地時の左膝折れ－.10m 歩

行は 17.6秒 30歩. BBS33/56点.FIM45/126点. 

【考察】本症例は初期評価時に左大腿外側近位部

の荷重時痛,左トレンデレンブルグ徴候,左膝折れ

の出現により,歩行・階段降段動作の安全性が低下

していた.HDS-Rが 2点と複雑な指示理解が困難で

あり,比較的単純なプログラムを中心に介入した.

筋力増強運動に関して,疼痛が生じると筋発揮が

困難であったため,初期は低負荷なプログラムを

行った. OKCでの抗抵抗運動は理解が得られず困

難であったため,疼痛軽減に合わせて CKC での運

動に移行した.最終評価時には関節可動域,筋力の

改善がみられ,歩行・階段降段は見守りとなった.

入院当初は体動時痛と歩行困難のため臥床してい

ることが多かったが，疼痛消失や歩行動作改善に

より,度々自己にて起き上がりベッド周囲を歩行

するようになった.身体機能は改善されたもの

の,10m 歩行は 17.6 秒 30 歩であり,加嶋らによる

と「転倒リスクを予測する目安は 1.0m/sec であ

る」ことから転倒リスクが考えられた.また,時折

ふらつくが物的介助の必要性を理解されず独歩移

動されることで,徘徊による再転倒のリスクが問

題となった.このことに対し,動作時に支持物利用

することを意識付ける目的で,手すりが設置され

ている廊下での歩行練習・階段昇降練習,自宅を想

定したベッド周囲環境下での立ち上がり練習を反

復して実施した.口頭指示があると,手すりなどを

支持しながらの動作となるが,再び同じ動作を口

頭指示なく行うと,フリーハンドでの動作となり,

物的支持ありでの動作の意識付けが十分にはでき

なかった.本人への指導のみでは不十分であり,こ

れまでにも転倒による骨折を繰り返していること

から,ご家族に対し,体動を確認できるセンサーの

設置などの住環境整備,認知症進行抑制としてデ

イサービスの利用を提案した.また,生活指導をご

家族に直接説明と資料配布し行った. 

【結語】本症例を通して,認知症に配慮した治療の

工夫や自宅退院に向けて家族の理解・協力を得る

ことの重要性を学んだ. 



両側人工膝関節全置換術後患者に対し環境整備を

行い，在宅復帰を目指した症例 

六甲アイランド甲南病院 

灰田里奈 

 

【はじめに】今回，両側変形性膝関節症（以下両

側膝 OA）により両側人工膝関節全置換術（以下両

側 TKA）を施行した患者に対し，運動療法を実施

し家屋環境を整備することで在宅復帰を目指した． 

【症例紹介】80代女性．診断名は両側 TKA．既往

歴は第 2，3腰椎椎体骨挫傷，腰部脊柱管狭窄症，

骨粗鬆症があった．身長 132cm，体重 39.3kg，

BMI22.6．現病歴は X-31日に自宅で転倒し，救急

搬送され第 2，3腰椎椎体骨挫傷と診断．コルセッ

ト着用し理学療法にて歩行訓練開始したが両側膝

関節痛が悪化し，X 日に他院で両側 TKA 施行．理

学療法継続のため X＋28 日当院転院．入院前 ADL

は旧式の日本家屋に独居，屋内独歩，屋外杖歩行

で移動し ADL全自立． 家屋環境は 30cmの段差が

あり手すり無し，トイレとお風呂は屋外にあり，

入浴は薪を焚いて湯を沸かす五右衛門風呂であっ

た． 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り，目的，方

法，データ管理，公表方法を説明し同意を得た． 

【初期評価: X＋36日～40日】関節可動域測定（以

下 ROM 右/左）は股関節伸展 5/5°，膝関節屈曲

115/115°，伸展-5/-5°．徒手筋力検査（以下 MMT 

右/左）は股関節伸展 3/4，膝関節伸展 3/4．10m歩

行は 26.8 秒，39歩， TUGは 43.0秒．杖歩行は

軽度介助，荷重応答期（以下 LR）に体幹前傾し，

LRから立脚中期（以下 MSt）にかけての膝関節伸

展運動は認めなかった．15cm段差昇降は手すり支

持し監視，昇段時の体幹前傾と昇降時に上肢支持

の代償がみられた． 

【治療】大殿筋，大腿四頭筋に対し筋力強化運動

を行った後，歩行練習，段差昇降練習を実施した． 

【最終評価:X＋72～74日】ROMは股関節伸展 5/5°，

膝関節屈曲 120/115°，伸展-5/-5°．MMT は股関

節伸展 4/4，膝関節伸展 4/5．10m歩行は 10.3 秒，

22歩， TUGは 15.6秒．独歩監視，LRの体幹前傾

は軽減し，LRから MStにかけての膝関節伸展運動

は認めなかった．15㎝段差昇降は修正自立，昇段

時の体幹前傾と昇降時に上肢支持の代償に改善が

みられた． 

【考察】本症例は両側膝 OAを呈し，両側 TKAを施

行した症例である．旧式の日本家屋に住んでおり

在宅復帰をするにあたり屋内杖歩行自立，屋外バ

ギー歩行自立，段差昇降修正自立を目標とした． 

初期評価では歩行において，LR に体幹前傾し，

LRから MStにかけての膝関節伸展運動は認めなか

った．また，昇段時の体幹前傾と昇降時の上肢支

持による代償がみられた．それらの機能障害とし

て大殿筋，大腿四頭筋の筋力低下と考え，筋力強

化運動を行った．その結果，最終評価では歩行に

おいて，LR の体幹前傾は軽減したが LR から MSt

にかけての膝関節伸展運動はみられなかった．し

かし，10m歩行テスト，TUGの改善を認めたことか

ら歩行の安定性が向上したと考える．段差昇降に

おいては，昇段時の体幹前傾と昇降時の上肢支持

による代償に改善が見られた．高田らは階段昇降

評価指標として TUG，10m歩行テスト，膝伸展筋力

に相関が得られたと述べており，本症例において

も TUG，10m歩行テスト，膝伸展筋力の向上がみら

れたことから段差昇降の安定性が得られたと考え

る．しかし，TUGのカットオフ値は下回っており，

鈴木らによると 10m歩行テストが 8.6秒以上の者

は複数回転倒者との報告がある．このことから，

転倒リスクは高いため，在宅復帰をするにあたり

環境整備が必要であると考えた． 

環境整備として 30cmの段差に対して 15cm踏み

台と手すりを設置し，屋内の履物をスリッパから

ルームシューズに変更した．また，トイレとお風

呂は屋外にあり，トイレまでの屋外移動にはバギ

ーを使用した．入浴は膝関節過屈曲，転倒予防の

ためデイサービスを利用することで在宅復帰を目

指した． 

【結語】本症例を通し，身体機能だけではなく環

境整備に対してもアプローチを行い，安全な生活

を支援し，転倒予防に努める重要性を学んだ． 

 



著明な筋力低下があり歩行時の右側方動揺を呈し

筋力増強により歩行自立を目指した症例 

六甲アイランド甲南病院 大田 悠 

【はじめに】既往に両変形性股関節症(以下股 OA)

があり, 著明な筋力低下を認め歩行自立困難とな

っていた症例を担当した. 退院先の施設での移動

自立を目標に, 著明な筋力低下に対し介入した結

果をここに報告する. 

【症例紹介】80代女性, 身長 140cm, 体重 41kg. 

診断名は仙骨骨折. 友人女性と 2人暮らしで歩行

は室内独歩, 屋外 T字杖を使用, 外出は通院する

程度. 介護保険は要介護 2でヘルパーが掃除を行

う以外 ADL 自立. Hopeは施設で友人と同居する

こと, Needは屋内移動の自立とした.  

【現病歴】X 日に転倒し, 後頭部打撲ならびに仙

骨骨折と診断. 臀部痛持続のため受診し X+15 日

に新規の仙骨骨折指摘, X＋16 日に再転倒し X＋

18 日に自宅での生活困難となり救急搬送された. 

X＋28 日に当院入院し翌日よりリハ開始, X＋50

日より担当開始し X＋86日に施設退院. 

【既往歴】右股 OAに対し人工骨頭全置換術後(腓

骨神経麻痺合併), 左股 OA. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り, 目的, 方

法, データ管理, 公表方法を説明し,同意を得た.  

【初期評価・プログラム：X+ 50日】関節可動域

(以下 ROM)は股関節屈曲 R110°/L115°, 伸展－

5°/0°, 足関節背屈 5°/5°, 徒手筋力テスト

(以下 MMT)は股関節外転 R2－/L2,  屈曲位からの

外転 2/2, 内転 2/3, 伸展 2/2, 足関節背屈 2/4, 

内返し 1/3, 外返し 2/4. 感覚は深部・表在とも

左右差認められず, FTAは 171°/194°. ADL は

Functional Independence Measure(以下 FIM)で 

69 点. 動作観察で起居は軽介助または見守り, 

起立は前方の支持物を引き込むことで自立, 歩行

器歩行中等度介助で最大歩行距離 40m. 歩容は常

に股・膝関節屈曲位で①右 MStでの過度な右股関

節内転により骨盤右偏移, 加えて②過度な足部回

内に伴う下腿外側傾斜によって重心が右偏移して

いる . ③左 MSt での trendelenburg 徴候と

lateral thrust の出現で, 左下肢への荷重困難

となり重心が右偏移し右側方動揺が認められた. 

また右腓骨神経麻痺による鶏歩が認められ, それ

らにより安定性, 安全性, 耐久性低下がみられた. 

【治療プログラム】廃用性筋力低下に対し低負荷

高頻度で股関節外転筋, 内転筋, 伸展筋, 足関節

背屈筋を対象に筋力強化運動，ステップ練習, 歩

行練習を中心に実施した. 

【最終評価：X+85 日】ROM は股関節屈曲 110°

/115°, 伸展－5°/0°, 足関節背屈 5°/5°, 

MMTは股関節外転 2/4, 屈曲位からの外転 3/3, 伸

展 3/3, 右足関節背屈 2/5, 内返し 2/4, 外返し

2/4となった.  ADL は FIMが 82 点. 歩行は右

足部にオルトップを装着して実施し, 歩行器歩行

見守りで最大歩行距離 160m. ①右 MSt での右股

関節過内転と②過度な足部回内に伴う下腿外側傾

斜が改善し、骨盤の過度な右偏移が減少した. ③

左 MSt での左 trendelenburg 徴候は減少したが, 

lateral thrust は残存した. 鶏歩は認めなかっ

た. 

【考察】本症例は既往に右股 OAに対し THAを

行い, 左股 OAを認めた. 健常人と比較し股 OA患

者の中殿筋の筋力は骨盤形態の異常や活動量低

下, 疼痛により低下すると報告されており, 本症

例においても著しい低下がみられた. そのため股

OAによる中殿筋の機能不全, 加えて病前の活動

性低下による殿筋群の廃用性筋力低下が起こって

いると考え, それに対し低負荷高頻度での筋力増

強運動を中心に行った. その結果 MMTの股関節外

転は 2－/2から 2/4, 伸展は 2/2から 3/3に改善

し, ①右 MStでの右股関節過内転と③左 MStでの

trendelenburg徴候が改善した. 右腓骨神経麻痺

による足関節背屈, 内返しは神経原性筋萎縮によ

って筋力低下が残存したためオルトップを装着し

②過度な足部回内に伴う下腿外側傾斜は軽減し鶏

歩を認めなかった. 歩行自体の右側方動揺は軽減

したが残存したため, 後方の車輪が固定された前

腕支持型の歩行器を選定し, 退院先施設内での歩

行自立となった. 今回, 著明な筋力低下のある症

例の歩行自立を目指し廃用性筋力低下に対するア

プローチを考えることができた. 



右肘関節自家骨軟骨移植術後,競技復帰に向け 

投球動作改善を図った症例 

あんしんクリニック 永井貴大 

【はじめに】本症例は右上腕骨小頭離断性骨軟骨

炎(以下 OCD)と診断され,当院にて手術施行.投球

動作改善を図り競技復帰を目指した. 

【症例紹介】10代前半,男性,身長 157cm,体重 67kg,

競技は野球,右投右打,ポジションは捕手.当院に

て OCD中央型と診断され 3ヶ月間の保存療法を実

施したが,骨の修復は認められず X 日当院にて手

術施行.X+10 日より理学療法開始.X+87 日主治医

から投球開始許可を得られた.Hope は捕手での競

技復帰,Needは投球動作改善とした. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的,

方法,データ管理,公表方法を説明し同意を得た. 

【評価(初期 X+87 日→中間 X+122 日⇒最終 X+157

日:右/左)】 

<投球動作観察＞ワインドアップ(以下 WU)は骨盤

後傾で行い,並進運動前半は左肩甲骨前後傾中間

位で生じる.並進運動後半から体幹後方傾斜が生

じ,フットプラント(以下 FP)より前に体幹左回旋

が生じ,ボールリリースをむかえる.→並進運動後

半の体幹後方傾斜は消失したが,FP で左足部を投

球方向に対して内側に踏み込むクロスステップが

生じる.⇒WU は骨盤前傾で行い,並進運動前半か

ら左肩甲骨前傾が生じる.FP 後から左体幹回旋が

生じ,ボールリリースをむかえる. 

<疼痛>右上腕骨小頭圧痛(-)→⇒(-) 

<ROM(°)>肘関節屈曲 125/135→⇒135/135 伸展-

5/0→⇒0/0,SLR60/60→65/65⇒85/80 

<MMT>肘関節伸展 5/5→⇒5/5,股関節外転(伸展

位)4/4→4/5⇒5/5 

<整形外科テスト(テスト)>ミルキング,後方イン

ピンジメント,外反ストレス(-)→⇒(-) 

<片脚立位>骨盤後傾→骨盤後傾⇒骨盤前傾 

<サイドブリッジ(max60s)>28/60→43/60⇒60/60 

【考察】OCD の発生要因として肘関節外反ストレ

スは因子の一つとして考えられている.本症例は

初期評価の時点で患部の著明な機能低下は認めら

れなかったため,投球動作に着目し介入した. 

初期評価時,①WU 時の骨盤後傾が認められた.要

因として,ハムストリングス(以下ハム)柔軟性低

下と中殿筋後部線維(以下中殿筋)筋力低下が認め

られた.②並進運動後半に体幹後方傾斜が認めら

れ,FP前に体幹左回旋が生じた.要因として,WU時

の骨盤後傾と腹斜筋群筋力低下が影響していると

考えた.古島らは並進運動時の骨盤後傾は以後の

動作で早期体幹回旋が生じると報告し,Aguinaldo

らは早期体幹回旋により肘関節外反ストレスが増

大することを報告している.そのため,骨盤後傾に

対して投球動作類似肢位のハムストレッチ(以下

動的ハム),中殿筋筋力トレーニングを実施した.

体幹後方傾斜から FP 前に生じた体幹左回旋改善

に対して腹斜筋群トレーニング,投球動作指導と

して左股関節内旋位での並進運動を実施した. 

中間評価時,①WU 時の骨盤後傾に変化はみられな

かった.要因として,ハム,中殿筋の機能低下が残

存していた.ハムに対するストレッチ方法が複雑

で継続的な実施が定着していなかったため,動的

ハムからジャックナイフストレッチに変更した.

中殿筋に対しては,ラテラルラインから腹斜筋群

筋力低下による体幹側面の固定性低下が影響して

いると考え,これらを同時に強化できるサイドプ

ランク変法に変更した.②並進運動後半の体幹後

方傾斜は消失した.しかし,WU 時の骨盤後傾と腹

斜筋群筋力低下は残存しており,FP 時に生じたク

ロスステップで代償したと考えた.要因として,左

股関節内旋の並進運動指導が影響していると考え,

本症例に対して有効ではなかったと考える.その

ため,投球動作では着眼点を変更し,左肩甲骨前傾

での並進運動練習を実施し,FP 前の体幹左回旋抑

制を図った. 

最終評価時,トレーニング方法変更によりハム柔

軟性,中殿筋筋力,腹斜筋群筋力の改善が認められ

た.WU 時の骨盤前傾を獲得し,並進運動時の体幹

後方傾斜,FP 前の体幹左回旋は改善した.また,左

肩甲骨前傾の並進運動も獲得し,患部外機能向上

と投球動作指導により投球動作改善が認められた. 

【まとめ】投球動作に着目し,肘関節外反ストレス

軽減を図ることができたと推察する. 



右膝関節内側半月板切除後,バスケットボール復

帰に向け,スクワット動作に着目した症例 

あんしんクリニック 石山和代 

【はじめに】右膝関節内側半月板(以下 MM)切除術

後の症例に対し,スクワット(以下 SQ)動作時の膝

関節への負荷軽減を図ったため報告する. 

【症例紹介】20代前半.男性.スポーツ：バスケッ

トボール.利き足:右.現病歴：競技後に右膝関節痛

が出現し,右膝関節 MM損傷と診断.手術日：X年 Y

月 Z日右膝関節 MM切除術施行.理学療法開始：Z+4

日.Hope：バスケットボール復帰.Need：SQ動作時

の膝関節への負荷軽減動作の獲得. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究目的,方

法,データ管理,公表方法を説明し同意を得た. 

【理学療法評価】(右/左) 

 初期(Z＋47日)→中間(Z+77日)⇒最終(Z+101日) 

・疼痛評価 numeric rating scale:両脚 SQ;1/10

→1/10⇒0/10 片脚 SQ;1/10⇒0/10 

・部位:膝蓋下内側→以降変化なし 

・圧痛(違和感):右膝蓋下脂肪体内側 0/10→1/10

⇒0/10 

・関節可動域(°):股関節屈曲;110/110→115/120

⇒ 120/120 膝関節屈曲 ;140/140→ 145/145⇒

145/145 膝関節伸展;-5/-5→以降変化なし 足関

節背屈 [膝関節屈曲位 ];15/20 [膝関節伸展

位];10/15 

・Straight leg raising(°):55/50→55/50⇒

65/65 

・徒手筋力検査:股関節伸展(膝関節屈曲位);4/5

→4/5⇒5/5 股関節外転(股関節伸展位);5/5→以

降変化なし  

【動作観察】 

・両脚 SQ(膝関節最大屈曲位):前額面は股関節内

転,内旋位であり,矢状面では,骨盤前傾は不足し,

後方重心を認めた.→股関節内転,内旋は軽減した

が,後方重心は残存していた.⇒前額面では,股関

節の内転,内旋は軽減し,矢状面では,骨盤の前傾

増大を認めた. 

・右片脚 SQ(膝関節最大屈曲位):前額面は右股関

節内転,内旋位であり,骨盤の側方傾斜を認めた.

矢状面では,骨盤の前傾不足を認めた.⇒前額面で

は,骨盤の側方傾斜の軽減,矢状面では,骨盤の前

傾増大を認め,足関節の背屈角度は減少した. 

【考察】本症例は,バスケットボール復帰を目標に

MM切除術を施行した 20代男性である.バスケット

ボールでは,動作開始時や着地動作において膝関

節屈曲位での姿勢が重要となる.初期評価時,両脚

SQ 時に右膝蓋下内側に違和感を認め,膝関節の屈

曲角度増大に伴い重心は後方に偏位していた.相

澤らは,不良な運動力学的連鎖によって膝関節に

外反モーメントが生じ,膝蓋大腿関節(以下 PF)の

圧縮ストレスが増大すると報告している.本症例

は,ハムストリングス(以下 Ham)の柔軟性低下が

あり,骨盤前傾動作を阻害していると考えた.その

ため,骨盤前傾の代償動作として股関節内転及び

内旋が生じることで膝関節への外反モーメントが

増大し,PF への負荷になっていたと考えた.よっ

て,治療プログラムとして,膝窩部のマッサー

ジ,Hamストレッチを実施した. 

しかし,中間評価時の両脚 SQ時の症状に変化を

認めなかった.そこで,より協調性を求められる片

脚 SQ で運動連鎖パターンの崩れを評価すること

とした.すると,膝関節屈曲角度増大に伴い股関節

内転及び内旋はより増大を認めた.本症例は,Ham

と大殿筋の柔軟性低下及び筋力低下が残存してお

り,骨盤の側方傾斜が生じることで運動連鎖パタ

ーンが崩れたと考えた.そのため,治療プログラム

に大殿筋ストレッチ,hip lift を追加した. 

最終評価時,大殿筋の柔軟性及び筋力は改善し,

前額面上での骨盤傾斜の軽減を認めた.また,矢状

面上では骨盤前傾増大に伴い,足関節背屈角度が

減少し,膝関節優位であった 3flextion は改善傾

向であった.動作改善に伴い,両脚及び片脚 SQ で

の違和感は消失した. 

今後,競技復帰に向けて,競技特性を考慮した応

用的動作を獲得していく必要があると考える. 

【まとめ】今回,MM切除術後の競技復帰に伴い,動

作の特徴や運動連鎖から要因を推察する重要性を

学んだ. 

 



長期のステロイド内服にて右大腿骨骨幹部骨折術

後、中殿筋の筋力向上に難渋した症例 

本山リハビリテーション病院 足立 結衣 

 

【はじめに】 

今回、右大腿骨骨幹部骨折後に骨接合術を施行さ

れた症例に対し、中殿筋を中心としたアプローチ

を実施した。しかし持病に対してステロイドを内

服しており、筋力向上に長期間を要し歩行動作の

安定性向上に難渋したため報告する。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に従い内容について説明し、同意

を得た。 

【症例紹介】 

80歳代女性。術前 ADL、IADLは自立。マンション

の 2階に独居、エレベーターなし。X月 Y－6日に

受傷し、X 月 Y 日に骨接合術施行。同年 X+1 月に

リハビリ目的で当院入院。既往歴としてリウマチ

性多発筋痛症、骨粗鬆症。ステロイド(プレドニン)

を内服しており約 1 年をかけて 20mg から 6mg に

減量。Hopeは「買い物に行けるようになる」、Need

は「屋外歩行の獲得」。 

【初期評価(入院 3週後)】 

関節可動域(以下 ROM)は右股関節屈曲 105°、伸

展 10°、徒手筋力検査 (以下 MMT)は右股関節伸

展 2、外転 2、Berg Balance Scale（以下 BBS）

は 45点。歩行は独歩近位見守り。右立脚中期(以

下 Mst)に骨盤左下制、体幹右側屈が見られデュシ

ャンヌ様歩行を認めた。 

【理学療法及び経過】 

入院時より、中殿筋を中心とした筋賦活では、背

臥位や側臥位にて股関節外転運動の反復練習や外

転位保持練習を実施。荷重位では膝立ち位での重

心移動練習や片脚立位練習、中殿筋部のタッピン

グを行い歩行練習実施。 

入院 8週頃より活動量向上を目的に病棟内杖歩行

にて自主トレーニングを実施。 

【最終評価(入院 15週後)】※変更点のみ記載 

ROMは右股関節屈曲 110°、MMT は右股関節伸展 4、

外転 4、BBSは 50点(改善項目：移乗、上肢前方リ

ーチ、360 度回転、足台のり)。歩行は独歩自立。

右 Mstでの骨盤左下制、体幹右側屈は軽減を認め

た。 

【考察】 

本症例の歩行は、右 Mstにて骨盤左下制、体幹右

側屈が見られデュシャンヌ様歩行が生じており、

右股関節外転は MMT2 と筋力低下を認めた。青木

らは中殿筋の筋力低下例では、荷重時に体幹を患

側に傾け重心線を骨頭に近づけることで、少ない

筋力でも骨盤を支持できると述べている。このこ

とから、本症例も右中殿筋による右股関節内転制

動が十分に行えず、体幹を右側屈させていたと考

えた。 

また、前院での右大腿骨骨幹部骨折術後に部分荷

重の期間が約 4週間あり離床が進まず長期臥床に

よる廃用が考えられ、全身的な筋力低下を認めた。

その中でも、荷重下で骨盤を安定させる筋として

重要な中殿筋に着目しアプローチを実施した。背

臥位や側臥位でのトレーニングに加え、立位や膝

立ち位での右股関節外転筋トレーニング、歩行練

習を行った。その結果、約 12週間後に股関節外転

は MMT4 へ向上した。筋力向上に時間を要した原

因として、既往歴のリウマチ性多発筋痛症に対し

て中等量以上のステロイドを長期間内服している

ことによる筋力低下が考えられた。市川は、ステ

ロイド減量による効果として 1～4 ヶ月で筋力回

復が認められると述べている。このことから、長

期介入を実施したことで中殿筋の筋力向上を認め、

右 Mstでの骨盤左下制、体幹右側屈は軽減し、屋

内独歩自立となった。また、自主トレーニングに

よる活動性の向上により退院時には屋外杖歩行自

立となった。 

【おわりに】 

今回、右大腿骨骨幹部骨折術後の症例に対して中

殿筋に着目したアプローチを行い、約 15 週間の

長期介入の結果、右股関節外転が MMT2 から MMT4

へ筋力向上し屋内独歩、屋外杖歩行の獲得に至っ

た。今後は、現病歴のみに着目するのではなく既

往歴などの背景にも着目し介入していく必要があ

ることを学んだ。 



左大腿骨頭置換術後に跛行を呈した症例 

甲南医療センター 来田沙恵佳 

【はじめに】 

 今回、自宅で転倒され、左大腿骨頚部骨折を呈

し、左大腿骨頭置換術（以下 BHA）を施行した症

例を担当した。跛行に対してアプローチした結果、

軽減されたため報告する。 

【倫理的配慮】 

 ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、

対象者に口頭で説明し同意を得た。 

【症例紹介】 

症例は、80歳代、女性。身長 153㎝、体重 56.5

㎏、BMI24.1 ㎏/㎡。診断名は左大腿骨頚部骨折。

Garden分類Ⅲ。第 2病日に左 BHA施行。既往に両

膝人工関節。生活歴は娘と二人暮らし。屋内独歩、

屋外杖歩行。ADLは自立。Hopeは絵画教室までの

自立歩行。Needは屋内・屋外杖歩行自立。 

【初期評価（第 3病日から第 6病日）】 

全体像はコミュニケーション良好であり、リハ

ビリ意欲あり。疼痛は荷重時、創部に NRS5。炎症

所見は創部周囲に腫脹・熱感あり。下肢長（右/

左）;SMD:75㎝/75㎝、TMD:70㎝/70㎝、臍下長:82.5

㎝/84㎝。関節可動域（以下 ROM）;左股関節屈曲

90°、左股関節伸展-10°、左股関節内転-5°。筋

力（以下 MMT）;左股関節屈曲 3、左股関節伸展 2P、

左股関節外転 2P、左股関節内転 2P。荷重量（右：

左）;40kg：16 kg、最大荷重量(右:左);52kg：35kg。

ブロックテストで左脚 1cm延長あり。 

歩容は上肢への依存が強く、左立脚期は短縮、

右の歩幅減少、全周期に左股関節外転・内旋位、

TSt で左股関節伸展不足、MSt から TSt で左膝関

節が過度に屈曲、ISw から TSw で左骨盤挙上・右

回旋が出現していた。 

【経過】 

第 3病日より、基本動作は見守りとなり、歩行

器歩行練習も開始され、中等度介助にて 30ｍの歩

行が可能であった。第 4病日に歩行器歩行が 100m

見守りとなったが、左脚が長くて歩きづらいと訴

えがあった。第 3 病日から第 11 病日まで跛行改

善に向けて、炎症所見の軽減、左股関節伸展・内

転 ROMexercise、左股関節周囲の筋力増強運動、

補高を用いての荷重練習及び歩行練習を実施した。

その結果、第 11病日に、杖歩行見守りまで歩行能

力が向上し、リハビリ継続の目的で回復期リハビ

リ病院へ転院した。 

【最終評価（第 12病日）】 

荷重時痛は消失。ブロックテスト変化なし。ROM; 

左股関節伸展 0°、左股関節内転 0°。MMT;左股関

節屈曲 4、左股関節内転 3。荷重量（右：左）;38kg：

18kg、最大荷重量(右:左);54kg:42kg。 

歩容は、全周期に左股関節外転位、MStから TSt

で左膝関節が過度に屈曲、ISw から TSw で左骨盤

挙上は改善を認めた。しかし、全周期に股関節内

旋位、TSt の左股関節伸展不足及び ISw から TSw

の骨盤右回旋は残存した。歩行器歩行は 10 分連

続で可能となり、杖歩行は 60ｍ見守りとなった。 

【考察】 

本症例の跛行として、全周期に左股関節外転位、

ISw から TSw に左骨盤挙上・右回旋が出現する点

に着目した。 

跛行の要因は、股関節内転 ROM制限、内転筋群

及び腸腰筋の筋力低下と自覚的脚長差を考えた。

自覚的脚長差に対し、先行研究では補高を使用す

ることで、術側股関節の内転 ROMは改善を認め、

下肢荷重量を即時的に均等化させると報告されて

いる。本症例でも 1cmの補高を利用し、荷重練習

を実施した。その結果、左下肢が伸展位となり、

股関節に適切な荷重刺激を与え、股関節周囲筋の

活動を賦活したことで内転 ROM及び腸腰筋の筋力

が向上したと考える。さらに、内転筋の筋力増強

として、大内転筋の活動を促す効果が報告されて

いるタンデム歩行を治療に取り入れ、内転筋群の

筋力低下の改善を図った。 

これらの結果として、自覚的脚長差は改善を認

めなかったが、跛行は軽減され杖歩行が 60ｍ見

守りとなり、ADLは改善した。 

今後の検討課題としては、健常成人では脚長差

の代償として、骨盤傾斜が可能であると報告され

ているため、本症例も骨盤傾斜の評価を実施する

べきであったと考える。 



徐脈性心房細動に対し恒久的ペースメーカー留置

し、運動療法、退院時指導を行った症例 

甲南医療センター 奥田和希 

【はじめに】 

 今回、徐脈性心房細動によりうっ血性心不全を

呈し、1 週間のクリニカルパス入院で恒久的ペー

スメーカー留置術(以下 PMI)を行った症例に対し

て運動療法、退院時指導を行ったため報告する。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づく論理的原則に配慮し、

対象者に口頭で説明し同意を得た。 

【症例紹介】 

90歳代女性。身長 143.6cm、体重 45.0kg、BMI：

21.8 kg/m²。診断名はうっ血性心不全。既往歴は

左人工骨頭置換術後、併存疾患は徐脈性心房細動、

慢性腎不全。内服薬はアジルバ、アムロジピン、

アゾセミド、シロスタゾールである。X 年 Y 月 Z

日徐脈性心房細動による心不全症状で PMI目的に

当院入院。入院同日より利尿剤による加療を開始

し、第 4病日に PMI施行(VVI 60)、第 5病日より

理学療法開始。入院時心胸郭比 70.0%、心エコー

は visual EF60%以上、左房拡大が認められ、IVC

径 25mm、呼吸性変動はやや乏しい状態であった。

血液検査所見は NT-proBNP：3420pg/ml、BUN：

58.4mg/dl、CRE：2.27mg/dl。入院前 ADLは集合住

宅に独居で屋内伝い歩き、屋外杖歩行レベル。ス

ーパーには娘が車で送迎し、店内で 15 分程度買

い物を行っていた。Hopeは家事や買い物を楽に行

う、Needは連続歩行距離の延長とした。 

【理学療法評価及び経過】 

初期評価(第 5病日)は安静時血圧 130/38mmHg、

心拍数 60bpm(Vpacing)、呼吸数 16回/min、NYHA

分類Ⅲ、軽度下腿浮腫あり、上腕周径(右/

左)24.0cm/23.0cm、下腿周径(右/左)32.0cm/ 

32.0cm。握力(右/左)14.6kgf/11.1kgf、MMT(右/

左)股関節屈曲 4＋/4、膝関節伸展 4＋/4＋、足関

節背屈 5/5、SPPB9/12点。FSS-ICU25/35点、

BI65/100点、J-CHS4/5点、MNA-SF8/14点であっ

た。歩行は T字杖を使用し連続 30mで、呼吸数

28回に増加、Borgスケール(呼吸/下肢)13/11、

軽度努力性の呼吸が認められた。 

運動療法は呼吸・下肢ともに Borgスケール 11

～13の強度で心不全増悪に注意しながら下肢筋

力増強練習、起立反復練習、歩行練習を実施し

た。歩行練習では負荷量を徐々に漸増し、段階的

に歩行距離延長を図った。 

最終評価(第 14病日)は安静時血圧 110/42mmHg、

心拍数 60bpm(Vpacing)、呼吸数 16 回/min、NYHA

分類Ⅱ、軽度下腿浮腫あり、上腕周径 (右/

左)24.0cm/23.5cm、下腿周径(右/左)32.0cm/ 

31.5cm。握力(右/左)15.0kgf/12.6kgf、MMT(右/左)

股関節屈曲 5/5、膝関節伸展 5/5、足関節背屈 4/4、

SPPB11/12 点。FSS-ICU34/35点、BI85/100点であ

った。歩行は独歩にて連続 60mで、呼吸数 28回に

増加、Borgスケール(呼吸/下肢)13/11、軽度努力

性の呼吸が認められた。 

【考察】 

 心不全患者に対する運動療法は心臓、冠動脈、

骨格筋、血管、自律神経、換気、炎症などに対す

る身体的な有効性があり、結果として運動耐容能・

QOL の改善、長期予後の改善をもたらすと考えら

れている。本症例は心不全増悪により活動量が減

少し運動耐容能の低下を認めていた。今回 PMIに

より心拍数・1 回心拍出量が増加し身体活動量に

見合った心拍出量が得られていること、身体所見、

血液検査所見、Xp所見からも術後は心不全増悪が

ないと考え、バイタルサインや Borgスケール、運

動負荷に伴う心不全症状に注意しながら、運動療

法を行った結果、SPPB、連続歩行距離の改善を認

めた。本症例は超高齢で独居のため、通院手段が

なく、外来心臓リハビリテーションに通うことは

困難なため自宅での運動や運動時の注意点につい

て説明を行った。また、心疾患患者は移動能力の

障害を引き起こしやすく、移動能力を含めた ADL

やフレイルの改善が再発率の低下や生命予後の改

善につながると言われているため、本症例も移動

能力の維持および向上に着目し介入した。しかし、

運動耐容能や移動能力だけでなく、フレイルの原

因となる問題点についても加味した運動療法や退

院時指導を行う必要があったと考える。 



廃用症候群による左 LR∼MStの骨盤左側方移動に伴

うふらつき減少し歩行効率向上した症例 

特定医療法人一輝会  荻原みさき病院  

川村 百恵 

【はじめに】胃がん化学療法後､長期臥床による廃

用症候群を呈した症例の左荷重応答期(以下 LR)∼

立脚中期(以下 MSt) に骨盤左側方移動し､左へふ

らつきすることに着目し､歩行の実用性が向上し

たため報告する｡なお､ヘルシンキ宣言に則り本人

に説明し､書面にて同意を得た｡ 

【症例紹介】80代男性｡X年 Y月 Z日に胃がんに対

し化学療法開始｡化学療法による粘膜障害・敗血病

で入院｡リハビリ継続のため Z+60日当院転院｡全体

像:余命 1年､耐久性の低下あり｡長時間立位保持困

難｡病前 ADL自立｡既往歴:2型糖尿病(腎症・末梢神

経障害併発)､一過性心房細動､家族構成:妻・息子

と同居｡HOPE:水墨画教室への参加｡NEED:屋内歩行

独歩・伝い歩き獲得 

【初期評価:Z+4∼8日→最終評価:Z+60∼63日】(右/

左)関節可動域検査[単位°]:体幹回旋(40/30)→

(40/40)股関節伸展(20/15)→(20/20)膝関節伸展

(-10/-15)→(0/-5)足関節背屈(5/10)→(15/15)徒

手筋力検査(以下 MMT):体幹伸展(2)股関節外転(2/

2)→(4/4)膝関節伸展(2/2)→(4/4)足関節底屈(2/

2)→(2/2)Berg Balance Scale(以下 BBS):31点(減

点項目:座位保持以外)→37 点(減点項目:立ち上が

り・座位保持・着座・移乗以外)筋緊張(触診):左脊

柱起立筋(亢進)→(軽減)左内腹斜筋(低下)→(正

常)左前脛骨筋(亢進)→(軽減)10m歩行:独歩｡19秒

42歩→15秒 37歩 

歩行観察:独歩。左 LR∼MSt上部体幹屈曲､骨盤左側

方移動､股関節伸展不足､膝関節屈曲､足関節背屈・

内反し左へふらつく｡→独歩。左 LR∼MSt 上部体幹

屈曲､軽度骨盤左側方移動､股関節伸展不足､膝関

節屈曲､足関節背屈・やや内反｡ 

【理学療法】体幹アライメント修正､キッキング､

ヒップアップ､足底感覚入力､足関節底屈筋力訓練､

歩行訓練  

【考察】本症例は胃がん化学療法後､廃用症候群を

呈した｡在宅退院には､屋内独歩・伝い歩き獲得､通

院の必要性､水墨画教室に行きたいという HOPE が

あり､屋外歩行車歩行を目標とし､歩行に着目し介

入した｡初期評価の歩容は､左 LR∼MStに上部体幹屈

曲・膝関節屈曲増大し､MSt に骨盤左側方移動によ

る左へのふらつきを認めた｡要因として長期臥床

により全身的な筋力低下が考えられる｡その中で

も､脊柱起立筋・中殿筋・足関節底屈筋筋力低下､体

幹左回旋・左膝関節伸展可動域制限､左脊柱起立

筋・左前脛骨筋筋緊張亢進､左内腹斜筋筋緊張低下

を認めた｡また抗重力位では、体幹筋・股関節伸展

筋筋活動低下を認めた｡石井は｢立脚中期に身体を

鉛直配列にするには､膝関節を伸展させなくては

ならない｡この LR∼MSt にかけての膝関節伸展運動

は股関節伸展筋と足関節底屈筋によって行われ

る｡｣と述べている｡本症例は股関節伸展筋筋活動

低下､足関節底屈筋筋活動低下により膝関節伸展

がみられず､身体を鉛直配列できないと考えた｡ま

た､中殿筋筋出力低下がみられたことで､骨盤左側

方移動し､左へのふらつきがみられると考えた｡治

療は､著明に耐久性の低下を認めたため､LR∼MSt に

かけての抗重力筋を促通することを想定し、臥位

を中心に介入した｡股関節伸展・膝関節伸展・足関

節背屈でのキッキングにてハムストリングス・下

腿三頭筋の伸張を促しながら殿筋群・大腿四頭筋

の賦活を図った｡胸郭アライメント修正､左脊柱起

立筋筋緊張緩和､左内腹斜筋の収縮を促しながら

ヒップアップを実施した｡さらに､足部外反を促し

ながら足関節底背屈の可動性促し､前脛骨筋の筋

緊張軽減を図った｡座位では､踵あげを実施し下腿

三頭筋の賦活を図った｡結果､歩行での股関節伸展

筋､足関節底屈筋は向上し､膝関節伸展がみられ骨

盤左側方移動､左へのふらつきは減少した｡最終評

価では左体幹回旋・左膝関節伸展・足関節背屈可動

域改善､左脊柱起立筋・左前脛骨筋筋緊張軽減､左

内腹斜筋筋緊張向上､左中殿筋 MMT4､足関節底屈 MM

T2 であるが座位での底屈筋出力向上はみられた｡B

BS・歩行効率が向上したため､在宅での独歩・伝い

歩きは可能となり退院に繋がった｡また屋外歩行

については耐久性低下が残存したため､訪問リハ

ビリに伝達し屋外歩行車歩行練習継続となった｡ 



装具療法と継手の設定により屋内歩行自立に繋が

った右被殻出血の症例 

吉田病院附属脳血管研究所 

前田 英輝 

【はじめに】今回右被殻出血により左片麻痺を呈

した症例に対し,装具療法により,屋内歩行自立獲

得に繋がったためここに報告する. 

【症例紹介】60代男性,X月 Y日に脳出血を発症.

病前 ADL は自立.hope は自宅復帰.need は屋内歩

行の自立とした. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的,

方法,協力者が不利益を受けないことと,データ管

理,公表方法を本人に説明し,同意を得た. 

【初期評価第 19 病日】意識清明,Brunnstrom 

Recovery Stage(以下 BRS)は左上肢Ⅱ,手指Ⅲ,下

肢Ⅲ.表在･深部感覚とも中等度鈍麻.粗大筋力テ

スト(以下 GMT)は左下肢 2. Modified Ashworth 

Scale(以下ｍAs)は左足関節背屈０.筋緊張は立位

の触診で左大殿筋,大腿四頭筋,前脛骨筋,下腿三

頭筋の筋緊張低下を認めた.平行棒内歩行では左

荷重応答期(以下 LR)にて膝折れを認め,左立脚中

期(以下 MSt)にて反張膝を認め,中等度介助レベ

ルであった. 

【問題点】左初期接地(以下 IC)-LRでは左大殿筋,

大腿四頭筋の低緊張により遠心性収縮が乏しく,

衝撃吸収機能が不十分となり膝折れが生じている.

左 MStでは左下腿三頭筋の低緊張で遠心性収縮が

乏しく,ロッカー機能の破綻により反張膝が生じ

ている. 

【理学療法経過】第 19病日より担当を開始した.

第 20 病日より左大殿筋への促通反復療法と起立

訓練,金属支柱つき長下肢装具(以下 LLB)での歩

行訓練を開始した.第 36病日よりタマラック足継

手付きプラスチック型短下肢装具(以下タマラッ

ク),第 43 病日より内側ストラップと金属支柱つ

き短下肢装具(以下 SLB) を使用し,歩行訓練を行

った. 

【最終評価第 93病日】変化点のみ記載 

BRS が左下肢ⅢからⅣとなり,表在･深部感覚とも

に軽度鈍麻となった.GMT は左下肢 4 となった. 

mAs が左足関節背屈 2 となり,底屈･内反傾向を認

めた.立位での触診にて左大殿筋の低緊張改善を

認めた.歩行観察にて左 IC-LR での膝折れは改善,

左 MSt での反張膝は残存していた.SLB を足継手

背屈 5°固定に調整し,内側ストラップを使用す

ることで左 MSt での反張膝が軽減し,ロフストラ

ンドクラッチ歩行自立となった. 

【考察】本症例は左 IC-LR での膝折れ,左 MSt で

の反張膝を認めた.この問題点に対し,まず LLBに

て歩行を行い,左大殿筋,大腿四頭筋の筋出力向上

を図った.大鹿糠らは LLB での歩行練習を実施し

た際,麻痺側立脚期における下肢筋活動の増大を

報告している.本症例においても LLB での歩行練

習を実施したことにより左大殿筋,大腿四頭筋の

筋出力が向上し,左 IC-LR にて衝撃吸収機能の向

上により膝折れが軽減したと考える.また左下腿

三頭筋の低緊張改善により左 MStでの反張膝が軽

減し,短下肢装具への移行が可能になったと考え

る.左前脛骨筋の随意性が向上し,ヒールロッカー

機能の出現を認めたが不十分であった.左 IC-MSt

にてロッカー機能の再現による安定性の向上,左

立脚後期(以下 TSt)の確保,左遊脚期のクリアラ

ンス確保を目的としタマラックを選定した.歩行

量の増大に伴い,左下腿三頭筋の筋緊張亢進を認

め,左足関節底屈･内反の制動が困難となっていた. 

山本らは短下肢装具の足関節初期角度の不足によ

りつま先接地時に反張膝が生じると述べている.

本症例においてもロッカー機能の破綻により左

MSt-TSt にて反張膝が増強していた.そこで足継

手を背屈位で固定した SLBと内側ストラップを使

用し,歩行訓練を実施した.それにより左 MStにお

ける床反力ベクトルの膝関節軸の前方通過を制御

し,左 TStまで膝関節屈曲角度を維持でき,反張膝

を軽減できたと考える.また左下腿三頭筋の筋緊

張亢進による内反尖足を認めたため,内側ストラ

ップ付き SLB の作製を実施した.これらのことに

より屋内歩行が自立レベルになったと考える. 

【まとめ】装具療法による筋出力の向上を認め,膝

折れが改善し,装具の調整により反張膝が軽減す

ることを学んだ. 



右被殻出血を発症し金属支柱付き長下肢装具を用

いたことで歩行能力が向上した症例 

  吉田病院附属脳血管研究所 

        入舟 展司 

【はじめに】今回,右被殻出血により左片麻痺を

呈した症例に対し金属支柱付き長下肢装具(以下

LLB)使用下で歩行訓練を行った.その結果歩行介

助量が軽減したため報告する. 

【症例報告】60歳代男性,X年 Y月に右被殻出血

を発症した.病前独居で ADL自立.Hopeは自分の

足で歩きたい.Needを歩行安定性の向上とした. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目

的,方法,協力者が不利益を受けないことと,デー

タ管理,公表方法を本人に説明し,同意を得た. 

【初期評価 第 42病日】意識清明,Brunnstrom 

Recovery Stage(以下 BRS)は左上肢Ⅲ手指Ⅱ下肢

Ⅲ.触診より安静立位で左大殿筋・中殿筋は右に

比べ筋緊張低下を認めた. Modifiad Ashworth 

Scale(以下ｍAs)は左大腿四頭筋 1,ハムストリン

グス 1＋,下腿三頭筋 2.歩行は LLBを使用し右手

支持にて実施.左初期接地(以下 IC)で体幹前傾.

左荷重応答期(以下 LR)～左立脚中期(以下 MSt)で

骨盤左側方偏移,左回旋.左立脚後期(以下 TSt)で

骨盤左回旋残存し,股関節伸展が減少している.左

遊脚期の振り出しには常時介助が必要であった. 

【問題点】本症例は右手支持の歩行にて左 ICで

体幹前傾.左 LR～MStにかけて骨盤左側方偏移,左

回旋.左 TStで骨盤左回旋は残存し股関節伸展が

減少していた.要因として左大殿筋・中殿筋の筋

緊張低下によって起きていたと考えた. 

【理学療法経過】第 42病日より担当を開始し

た.LLBを使用し左大殿筋・中殿筋の筋出力向上

を目的とし,歩行訓練,ステップ訓練を行った.第

52病日に本人用 LLB完成.第 73病日より金属支

柱付き短下肢装具（以下 SLB）へ移行した. 

【最終評価 第 81病日】変化点のみ記載 

BRSは左下肢ⅢからⅣとなり,mAsは左ハムスト

リングスが 1+から 1,左下腿三頭筋が 2から 1と

なった.触診より安静立位での左大殿筋・中殿筋

の筋緊張が向上した.歩行は SLBを使用して実施.

左 ICでの体幹前傾,左 LR～MStでの骨盤左側方偏

移・左回旋が軽減し,監視下で可能となった. 

【考察】本症例は左大殿筋・中殿筋の筋緊張低下

に伴う筋出力低下により左 ICでの体幹前傾,左

LR～MStでの骨盤の左側方偏移・左回旋を認め

た.また左 MSt～TSt で骨盤の左回旋が増大し股

関節伸展が減少していた. 

 この問題点に対して,LLBで歩行訓練,ステップ

訓練を行った.辻本らは 3動作揃え型杖歩行練習

よりも 2動作前型無杖歩行の方が下肢筋活動を増

大させると述べており,歩行訓練では 2動作前型

無杖歩行で行い左大殿筋・中殿筋の筋出力向上を

図った.大垣らは備品装具より本人装具の方が歩

行時における筋活動は高く,体格に適した装具の

方が高い筋活動を発揮することが確認できたと述

べている.対象筋全て本人装具の方が優位に筋活

動の増加を認めていることから,本症例において

も本人用 LLBを使用したことで歩行時における左

大殿筋・中殿筋の筋活動をより効果的に引き出し

たと考えられる.門田らは踵接地を伴ったステッ

プ訓練では大殿筋の収縮を得られやすいと述べて

おり,ステップ訓練では左 ICでの踵接地を促し左

大殿筋の筋出力向上を図った.また,池添らは大殿

筋の筋活動量は上部･下部線維ともに伸展外転方

向において最も大きく,中殿筋の筋活動量は前部･

中部線維ともに伸展外転方向において最も大き

い.股関節中間位における大殿筋･中殿筋の各部位

の筋活動は,同一筋内では類似の活動パターンを

示す傾向が認められたと述べており,左大殿筋・

中殿筋は協調して筋出力が向上したと考えた.よ

って左 LR～TStにかけての骨盤左側方偏移・左回

旋が軽減,左 TStでの股関節伸展が増大し,円滑な

下肢の振り出しが行えるようになったと考えられ

る.その結果,LLBで歩行に介助を要していた本症

例は SLB監視下で可能となり,歩行能力の向上に

繋がったと考える.  

【まとめ】今回,左大殿筋・中殿筋に着目し,LLB

使用下でステップ訓練,歩行訓練を行うことで左

大殿筋・中殿筋の筋出力が向上し,歩行能力向上

に繋がることを学んだ. 



足底感覚入力により,端座位保持能力が向上した

右中大脳動脈閉塞症の症例 

吉田病院附属脳血管研究所 

岡村 泰佑 

【はじめに】今回,右中大脳動脈閉塞症を発症し,

左片麻痺・Pusher 現象を認めた患者に対し,長下

肢装具での歩行練習を実施し,端座位の介助量軽

減を図った症例を担当したので報告する. 

【症例紹介】80歳代男性.病前妻との 2人暮らし.

病前 ADL 自立.Needs は今後在宅での生活を考慮

し,端座位の介助量軽減とした. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究目的,方

法,協力者が不利益を受けないこと,データ管理,

公表方法を家族に説明し,同意を得た. 

【初期評価（第 4病日）】Glasgow Coma Scale(以

下： GCS)13 点 (E3V4M6).Brunnstrom Recovery 

Stage(以下：BRS)左上肢Ⅱ・手指Ⅱ・下肢Ⅱ.表在

感覚（触圧覚）は精査困難も触知可,深部感覚(位

置覚)は左上下肢重度鈍麻.高次脳機能障害では注

意機能障害,左半側空間無視(以下：左 USN)を認め

た.端座位では骨盤後傾位.頸部は屈曲位.体幹は

屈曲位で左前方へ倒れ,立ち直りは見られず重度

介助を要している. 端座位での触診にて両側内外

腹斜筋の収縮を認めなかった. 

【問題点】本症例は覚醒レベルの低下,両側内外

腹斜筋の出力低下により端座位保持が困難となっ

ている. また本症例は左USN,感覚障害を呈したこ

とによる身体図式の歪みから身体的垂直性が障害

され,Pusher現象が生じていることにより,端座位

保持困難を助長したと考えられる. 

【訓練経過】第2病日から離床を開始した.本症例

は覚醒レベルの低下があったが,積極的な端座

位・起立・立位練習により覚醒レベルの向上を認

めた.それに伴い左USN及び感覚障害に起因する

Pusher現象が見られるようになった.そのため歩

行練習を加え,積極的な体性感覚入力により体幹

機能の向上及び身体的垂直性の改善を図った. 

【最終評価 (第50病日)】変化点のみ記載. 

GCS14点(E4V4M6).BRS左下肢Ⅲ.端座位では骨盤後

傾が軽減し,右上下肢での押し付けも改善し,立ち

直りが見られ中等度介助となった.触診にて両側

内外腹斜筋の収縮を認めた. 

【考察】本症例は両側内外腹斜筋出力低下によ

り,骨盤後傾位・体幹屈曲位となる.また,左USN・

感覚障害・注意障害による身体図式の歪みから身

体的垂直性が障害されPusher現象が生じている.

それにより立ち直り反応が低下し,端座位保持困

難となっている.生野らは,体性感覚刺激の入力に

よる触圧覚の認知向上は身体的垂直性の再構築に

有効であると報告している.そのため,両側内外腹

斜筋の出力向上,足底の触圧覚への荷重刺激によ

る体性感覚の入力に長下肢装具を用いた起立・立

位・歩行練習を実施した. 両側内外腹斜筋出力が

向上したのは,起立・立位・歩行練習での足底荷

重刺激や筋紡錘・腱紡錘など固有感覚の伸張刺激

により脊髄小脳路への入力を行い,予測的姿勢制

御として働く同側上行性の網様体脊髄路を賦活さ

せることで内外腹斜筋出力向上に繋がったと考え

られる.同時に,起立・立位・歩行練習による足底

荷重刺激や各固有感覚からの刺激による脊髄小脳

路への入力が一部身体図式の生成に働く上・下頭

頂小葉へ投射される.それにより身体図式の生成

に繋がり,空間内での自身の身体位置を認知する

ことができ,身体的垂直性の判断ができるように

なったと考えられる.以上より, 足底感覚入力に

よる網様体脊髄路の賦活により体幹筋の筋出力が

向上したこと, また同時に脊髄小脳路への体性感

覚入力により身体図式を改善し身体的垂直性を学

習したことが相互的に作用し, その結果端座位に

おける立ち直りを認め,端座位保持能力の向上に

繋がったと考えられる. 

【まとめ】Pusher現象及び体幹筋出力低下を生じ

た患者に対し体性感覚入力を行う事で垂直性の学

習,体幹筋出力向上を図れることを学んだ. 

 

 

 

 

 

 



左中殿筋・左右内外腹斜筋筋出力向上により歩行

の安定性が向上した右視床梗塞の一症例 

吉田病院附属脳血管研究所 

泉里 好樹 

【はじめに】今回,右視床梗塞にて左片麻痺,左上

下肢表在感覚・深部感覚障害と左上下肢運動失調

を呈した症例を担当した. 左中殿筋・左右内外腹

斜筋の促通を行う事で歩行能力の向上を認めたた

め報告する. 

【症例紹介】80 歳代女性.X 年 Y 月に右視床梗塞

を発症し当院へ入院.病前 ADLは自立.屋内歩行自

立を目標に Needは歩行安定性の向上とした. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究目的,方

法,協力者が不利益を受けないこと,データ管理,

公表方法を家族に説明し同意を得た. 

【初期評価 第 12 病日】意識清明,Brunnstrom 

Recovery Stage(以下:BRS)左上肢Ⅵ手指Ⅵ下肢Ⅵ.

表在感覚は左下肢重度鈍麻.左半身の異常感覚を

認める.深部感覚は,左下肢運動覚脱失,位置覚重

度鈍麻.鼻指鼻試験・踵膝試験は左陽性.歩行は後

方腋窩軽介助で,左荷重応答期(以下 LR)で骨盤の

左 sway, 左立脚後期(以下 TSt)での右下肢への重

心移動の拙劣さ,左右立脚全周期での下部体幹の

側方動揺.歩行時触診では左中殿筋・左右内外腹斜

筋の筋出力の低下を認めた. 

【問題点】左下肢感覚障害により左 TStでの右下

肢への重心移動の拙劣さを認める.左 TSt での右

下肢への重心移動が不足した際は,その後左側重

心となる.次に左立脚全周期で左内外腹斜筋の筋

出力低下を呈することによる下部体幹の左への動

揺が起き,左へのふらつきが出現.また左中殿筋の

筋出力低下により左 LRでの骨盤の左 swayが出現

していることも左へのふらつきを助長していると

考える.一方左 TSt での右下肢への重心移動が過

剰になった際は,右立脚全周期で右内外腹斜筋の

筋出力低下を呈すことによる下部体幹の右への動

揺が起き,右へのふらつきが出現している. 

【理学療法経過】第 12病日より担当した.同日よ 

り左中殿筋・左右内外腹斜筋の筋出力向上,左下肢

感覚障害改善に Kneelingや突起部のあるボール 

を使用しての感覚刺激入力,起立・歩行練習を実施. 

【最終評価 第 14病日】変化点のみ記載. 

歩行時左 LRでの骨盤の左sway,左右立脚全周期で

の下部体幹の側方動揺が改善.歩行時触診では左

中殿筋と左右内外腹斜筋の筋出力向上を認めた. 

【考察】本症例の左右立脚全周期での下部体幹の

側方動揺は左右内外腹斜筋の筋出力低下が影響し

ていると考えた.そこで Kneeling での左右重心

移動練習により左右内外腹斜筋の筋出力向上を試

みた.山口らは脊髄小脳路と網様体脊髄路は密接

に神経接合しており脊髄小脳路への入力は網様体

脊髄路の活動に大きな影響を与えると述べている.

本症例も, Kneeingや起立・歩行練習における荷

重により脊髄小脳路への入力を行うことで網様体

脊髄路が賦活され左右内外腹斜筋の筋出力が向上

したと考えられる.Kneeling の際に内外腹斜筋に

徒手で圧刺激を加えたことにより,内外腹斜筋の

筋発揮を得られやすくなったと考えられる.       

また,前田らは Kneeling での側方重心移動練習

により移動方向と対側の中殿筋の筋活動が増加す

ると述べている.本症例においても Kneelingでの

側方重心移動練習実施後,歩行時触診で左中殿筋

の筋出力向上が見られ,左 LR での骨盤の左 sway

の軽減が見られた.初回評価時は,歩行時触診で左

中殿筋の筋出力低下が見られ,左 LRでの著名な骨

盤の左 swayが見られていたため,左中殿筋筋出力

が向上したと考えられる.上記介入により,左右内

外腹斜筋,左中殿筋の筋出力が向上し歩行時の側

方動揺が軽減したことによって,歩行時の重心移

動の拙劣さが軽減したと考えられる. 

左下肢感覚障害に対しては端座位にて突起部の

あるボールを左足底で踏むことで体性感覚の改善

を目指したが,本症例では改善は認めなかった.治

療介入期間が短いことで十分な効果が得られなか

った可能性が考えられる. 

【まとめ】今回,左中殿筋・左右内外腹斜筋の筋出

力低下を認める症例に対し,Kneeling での重心移

動練習,起立・歩行練習を実施した.それにより左

中殿筋・左右内外腹斜筋の筋出力向上が見られ歩

行安定性向上に繋がることを学んだ. 



脳梗塞患者に対し麻痺側腹斜筋群,殿筋群への介

入で歩行が改善した症例 

吉田病院附属脳血管研究所 

靜間 翔己 

【はじめに】今回,脳梗塞により麻痺側腹斜筋群,

殿筋群の筋緊張・筋出力低下を呈し,歩行時の骨盤

回旋,反張膝を認めた症例に対し,立位練習を行っ

た結果,歩行動作の改善を認めたため報告する. 

【症例紹介】60 歳代男性,X 年 Y 月に左内包後脚

から放線冠にかけての脳梗塞を発症し当院に入院.

病前 ADL は自立,Hope は家に帰りたい,Need は屋

外歩行自立,階段昇降自立とした. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的,

方法,協力者が不利益を受けないことと,データ管

理,公表方法を本人に説明し,同意を得た. 

【初期評価:発症 20 日目】意識清明.Brunnstrom 

Recovery Stage(以下:BRS):右上肢Ⅴ,手指Ⅴ,下

肢Ⅳ.表在・深部感覚:右上下肢中等度鈍麻.徒手筋

力検査法(以下:MMT)(右/左):体幹屈曲 3,回旋 3/3,

股 関 節 外 転 4/4. Functional Independence 

Measure(以下:FIM):歩行 3 点,階段 1 点.Berg 

Balance Scale(以下:BBS):26点.歩行(独歩中等度

介助):右 MSt から TSt 骨盤前傾・右回旋,右反張

膝,触診上右腹斜筋群の筋緊張は低下.右 ISwから

MSw骨盤前傾・右回旋,体幹伸展. 

【問題点】本症例は右 MStから TStにおいて骨盤

右回旋,右反張膝を認めた.骨盤右回旋の要因は運

動麻痺による右腹斜筋群の筋緊張低下とそれに伴

う筋出力低下と考えた.それにより,骨盤の安定性

が低下し骨盤右回旋に伴い,体幹の右回旋・前傾が

生じたと考えた.また,大殿筋・中殿筋の筋緊張低

下,右下肢の感覚障害により,右下肢の支持性が低

下し,右立脚期が短縮したことも,骨盤右回旋につ

ながったと考えられる.その結果,右 TStにおいて

右股関節伸展角度が縮小し,腸腰筋の伸張が不十

分となり,右 ISw から MSw において体幹伸展によ

る代償を認めたと考えた. 

【理学療法経過】発症 23日目より,短下肢装具を

用いてステップ練習を中心に介入した.ステップ

練習は,骨盤右回旋・前傾を抑制し,骨盤の側方移

動を促しながら実施し,大殿筋・中殿筋・右腹斜筋

群の収縮を触診にて確認した.右下肢の支持性向

上に伴い,適宜装具を調整しながら,右 TStでの足

関節背屈を可能にし,股関節伸展による腸腰筋の

伸張反射を促すことで,右 ISw から MSw において

の体幹伸展による代償の軽減を図った. 

【最終評価:発症 55 日目】変更点のみ記載.BRS:

右下肢Ⅴ. MMT:体幹屈曲 4,回旋 4/4. FIM:歩行 5

点,階段 4点.BBS:35点.歩行(独歩監視):MStから

TSt 骨盤右回旋,右反張膝は共に軽減.右内・外腹

斜筋緊張向上.ISwから MSw体幹伸展軽減. 

【考察】本症例の問題点として,右 MStから TStに

おいて骨盤右回旋,右反張膝,右 ISwから MSwにお

いて体幹伸展による代償を認めた.その原因とし

ては,右腹斜筋群,大殿筋,中殿筋の筋緊張低下・筋

出力低下が考えられる.渡邊らは,一側下肢への体

重移動において,荷重側における内・外腹斜筋の働

きは,骨盤の前後方向の安定性に関与し,体幹を垂

直に保持する作用があるとしている.三浦は,立位

での体重移動による荷重の増加に対し,内腹斜筋

及び大殿筋,股関節外旋筋が筋活動を高めて骨盤

安定化に作用すると述べている.本症例において

も,右腹斜筋群,大殿筋,中殿筋の筋緊張低下が骨

盤・体幹の安定性低下を生じさせていると考えら

れた.そこで今回,特に骨盤右回旋に着目しステッ

プ練習を中心に介入した.ステップ動作にて,骨盤

の回旋・前傾を抑制することで,腹斜筋群,殿筋群

の筋緊張が得られた.ステップ動作を反復したこ

とで,右腹斜筋群,大殿筋,中殿筋の筋緊張は向上

し,右 MStから TStにおいての骨盤右回旋,それに

伴う反張膝が改善した.このことから,上記筋の筋

出力が向上し,体幹・骨盤の安定性が向上したと想

定される.それによって,TSt における股関節伸展

が可能となり,腸腰筋の伸張反射を誘発しやすく

なったため,右 ISw から MSw における体幹伸展で

の代償が軽減したと考える. 

【まとめ】今回,腹斜筋群・大殿筋・中殿筋の機能

低下により歩行障害を呈した症例を担当した.こ

の症例を通して,体幹・骨盤の安定性が歩行動作改

善につながることを学んだ. 



転倒により左大腿骨頚部骨折を受傷し BHA 施行, 

歩行立脚期の膝折れに着目した 1例 

医療法人甲風会 有馬温泉病院 

総合リハビリテーション室 

藤井 璃久 

【はじめに】新型コロナワクチン接種会場にて, 

椅子に座り損ね転倒. 救急搬送直後に呼吸状態悪

化し約 1か月後に BHA施行. 自宅復帰に向け, 自

由歩行実用性向上を目標に介入した 

【ケース紹介】後期高齢者女性. 娘家族と同居. 

X 日左大腿骨頚部骨折受傷. X+27日 BHA施行. ス

テム周囲骨折のため, 28日間免荷. X+69日当院

入院. 既往歴：急性呼吸不全, 小児麻痺. Hope: 

家に帰りたい.  

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目

的, 方法, 協力者が不利益を受けないこと, デー

タ管理, 公表方法を本人に説明し, 同意を得た 

【初期評価(X+71日)】SpO₂：97％(酸素１ℓ). 筋

緊張：左大腿筋膜張筋. 腱反射：左膝蓋腱⧺. 

ROM(右/左)：膝 jt伸展 0°/-15°. MMT：股 jt

伸展 2/2, 膝 jt伸展 4/3, 足 jt底屈 3/2. 大腿

周径(膝蓋骨上 15cm)：33.5cm/30.0cm. 片脚立

位：不可. 立位姿勢：胸椎後弯減少左側屈, 腰椎

前弯減少右側屈. 骨盤前傾, 右挙上, 左回旋. 左

股 jt外旋, 左膝 jt屈曲. 重心線は殿裂の右側. 

歩行器歩行観察：近位見守り, 左 IC時膝 jt屈曲

位, 左 LR～MSt膝折れ出現. FIM：63点.  

【プログラム】#1ROM, #2ストレッチ, #3リラク

ゼーション, #4筋力, #5基本動作, #6バランス 

【経過評価(X+114日)】SpO₂：98％(酸素１ℓ) . 

筋緊張：左大腿筋膜張筋亢進. ROM：膝 jt伸展

0°/-10°. MMT：股 jt伸展 4/3, 膝 jt伸展 4/4, 

足 jt底屈 5/3. 大腿周径(膝蓋骨上 15cm)：

35.5cm /31.5cm. 片脚立位：4.9秒/不可. 立位

姿勢：体幹右側屈軽減, 膝 jt屈曲軽減. 自由歩

行観察：近位見守り, 膝折れ頻度減少(歩行開始

時と 20m以上で継続). 6MWT：80m(下肢疲労+). 

FIM：67点.  

【プログラム追加】#7協調性 ex, #8持久性 ex 

【考察】術前に複合的な呼吸器疾患を合併し, 酸

素吸入が必要となった. 退院後の酸素管理は, 環

境調整とご家族の協力が得られるため, 入院前と

同様の自由歩行で移動することを目標とした. 初

期評価では, 全荷重許可後 16日経過していたが, 

BHA 術後の免荷期間により廃用性筋萎縮が強く自

由歩行が出来ず, 歩行器歩行から開始した. 動作

観察より安全性低下と考え, ①左 LR～MStの膝折

れに着目した. その要因は, ①a)左大腿四頭筋筋

力低下, ①b)左膝 jt伸展可動域制限, ①c)左股

jt伸展筋力低下, ①d)左足 jt底屈筋力低下と考

えた. まず, ①b)は術後安静による制限と予測, 

膝関節モビライゼーションを実施した. ①a, b, 

c）は, 谷本らは比較的軽めの負荷でも大きな筋

肥大・筋力増強効果を得られるとしており, スロ

ートレーニングを導入, 低負荷の OKCから開始し

た. 最終的にハーフスクワットや段差昇降を取り

入れ, 協調性を意識した CKCを実施し, 歩行器歩

行での膝折れは減少, 階段動作可能, 自由歩行練

習を開始した. しかし, 歩行開始時と 20m以上の

連続歩行時に膝折れが出現し, ADL向上に至らな

かった. 歩行開始時の膝折れの要因は②歩幅の狭

小と考えた. 足圧重心は一度遊脚側後方に移動す

るとされているが, 姿勢観察より重心が右優位で

あることから左 TSt～ISw に左側へ足圧重心移動

が起きず, 左 ICで左踵接地消失し, 左 IC〜LRで

大腿四頭筋の筋活動がより必要になるためと考え, 

円滑な側方重心移動を目的に不整地での足踏みを

追加する. 続いて, 連続歩行時の膝折れの要因は

③股関節屈曲増強と考えた. 10m以上で体幹が前

傾し, 20m 以上で膝関節屈曲増強し, 膝折れが頻

発した. この要因は, ③a)左股 jt屈筋群過緊張, 

③b)左大腿四頭筋持久性低下と考えた. ③a)は触

診・腱反射より緊張が亢進しており, 歩行距離延

長に伴い筋緊張亢進を誘発, 骨盤前傾が増強する

と考える. ③b)は 6MWT の結果および③a)の代償

に必要な大腿四頭筋筋活動が得られず, 膝折れを

起こすと考える. これに対し持久性練習を追加す

る.  

【おわりに】合併症により回復過程が遅延した際

の治療プログラム立案を経験することができた 



長年の膝関節慢性時疼痛を考慮した腰椎圧迫骨折

患者の歩行実用性向上に取り組んだ一例 

 

医療法人甲風会 有馬温泉病院 

総合リハビリテーション室 

進藤 寛也 

 

【はじめに】腰部痛は寛解，しかし両膝痛で歩行

に難渋した．本人と家族，セラピストで，疼痛を

考慮した本人本意の歩行手段や機会に取り組んだ 

【ケース紹介】後期高齢者の女性．X 日自宅で転

倒，他院で L2/5腰椎圧迫骨折と診断，方向性:施

設入所．X+80日当院回復期病院入院．20年前から

認知症と，膝関節慢性時疼痛の治療．要介護:1．

入院前生活:息子氏の別棟で独居，家事は息子氏夫

婦の協力，入浴など通所サービスの支援，家庭内

役割:洗濯物を畳む．両膝痛の訴え強く自宅内伝い

歩き，選好する機会では歩行意欲が高かった．Hope

「歩きたい」，家族 Hope「本人の望むように」，仮

の Needs「歩行器歩行実用性向上」 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的，

方法，協力者が不利益を受けないこと，データ管

理，公表方法を本人に説明し，同意を得た 

【初期評価(X+84日)】FIM:45点，車いす生活．身

長 152cm/体重 54.9kg，BMI:23.8 ㎏/㎡．HDS-R:6

点．Face scale(右/左):膝 jt3/4※歩行時．両膝

蓋下脂肪体(以下 IFP)圧痛(右<左)．触診:大腿筋

膜張筋(以下 TFL)筋緊張⧺(右<左)．ROM-t(右/

左，°):膝 jt伸展-20/-25．MMT(右/左):膝 jt伸

展 4/4．立位:可能，両股 jt 外旋位で下肢複合屈

曲．片脚立位:両側 1秒未満．歩行器歩行:軽介助，

両 LR～MStの外側スラスト．最大歩行距離:5m 

【プログラム】#1モビライゼーション，#2リラゼ

ーション，#3関節可動域練習，#4筋力練習，#5歩

行練習，#6協調性運動 

【経過評価(X+114 日)】FIM:49 点．体重 54.5kg．

Face scale:膝 jt2/3※両膝サポーター着用．左

IFPに圧痛．触診:TFL筋緊張+．ROM-t:膝 jt伸展

-15/-25．立位:両股 jt外旋軽減．歩行器歩行:近

位見守り，外側スラスト軽減．最大歩行距離:10m 

【考察】長年，膝の痛みを抱えながら歩行を移動

手段とし，家庭内役割を果たしてきた．Somers T

らは，膝の痛みによる破局的思考が日常生活と歩

行に影響すると報告しており，ケースも痛みによ

る歩行の難渋から生活範囲が狭小化したのではな

いかと考えた．本人・家族の Hopeから介入計画を

考案し，痛みと向き合いながら歩行による生活範

囲の拡大を図った．疼痛と認知症に考慮し，免荷

のための歩行補助具使用と，新たな運動学習が不

要な 2動作の歩容を目標に，仮の Needsを歩行器

歩行の実用性向上と考えた．歩行器歩行の実用性

低下の要因を，①両 LR～MSt の両膝 jt 外側スラ

スト，②両 LR～MStの両膝 jtの疼痛と考えた．①

に対して#2・#3を実施し，大腿筋膜張筋の緊張の

軽減と，膝 jt伸展 ROMが増大した．さらに#4・#5

を実施し，内側広筋の発揮が促され外側スラスト

が軽減したと考えた．②に対して#1 を実施した．

乾らは膝蓋骨のモビライゼーショにより IFPの肥

厚が減少すると報告しており，IFP の滑走が円滑

化し，歩行時の疼痛が軽減したと考えた．しかし，

両膝 jt の疼痛は持続し，歩行器歩行の実用性向

上に至らなかった．したがって，認知症患者に対

する応用行動分析を用い，両膝 jt 痛へのプログ

ラムを継続した．この膝 jt 痛に対して身体機能

と歩行動作の動機づけが課題と考えた．ABC 分析

の後続刺激では，歩行時の膝 jt 痛みが嫌悪刺激

となり歩行動作を抑制していると考えた．そこで，

歩行時に両膝サポーターと外側ウェッジソールを

装着し，心因的な痛みの軽減を図り，嫌悪刺激の

弱化を図った．また，先行刺激として社会的役割

を与えた．斎藤らは，認知症患者は社会的役割を

担うことで残存能力が発揮され自発性を高めると

報告しており，ケースの強化刺激として共有スペ

ースで洗濯物を畳む役割が，歩行に対する動機づ

けを強化すると考えた．今後，退院後の施設生活

で，継続して役割を果たし，自発的に歩行する等，

歩行器歩行の実用性向上による生活範囲の拡大を

目指す 

【おわりに】生活背景，本人 Hopeを踏まえた Needs

の設定が必要であることを学んだ 



膝関節慢性時疼痛を考慮した心原性脳塞栓症術後

患者の歩行実用性向上に取り組んだ一例 

 

医療法人甲風会 有馬温泉病院 

総合リハビリテーション室 

吉野 圭太郎 

 

【はじめに】両膝痛で歩行器歩行の実用性向上に

難渋したが, 歩行に関する選択を促すことで, 本

人本意の歩行の手段や機会に取り組んだ 

【ケース紹介】後期高齢者の男性. Ｘ日自宅で体

動困難, Ａ病院で化膿性脊椎炎・感染性心内膜炎

と診断, 硬性コルセット着用. 方向性:長期療養. 

数年前から両膝痛認め服薬. 要介護 3. key 

person:保佐人. 入院前生活:独居, 訪問・通所介

護を利用し, 屋内伝い歩き. Hope「かっこよく歩

きたい」. 仮の Needs「歩行器歩行実用性向上」 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的, 

方法, 協力者が不利益を受けないこと, データ管

理, 公表方法を本人に説明し同意を得た 

【初期評価(X+105 日)】FIM:40 点, 車いす生活. 

身長 163㎝/体重 45㎏, BMI:16.7㎏/㎡. 全体像:

歩行意欲は高いが痛みに消極的. NRS(右/左):膝

内側 7/6※歩行時. ROM-t:膝 jt伸展-15°(両側). 

MMT(右/左):体幹伸展 2・股 jt屈曲 3/3・膝 jt伸

展 3/4. 立位:可能, 体幹左側屈・右回旋, 骨盤後

傾, 股 jt 外旋位の下肢複合屈曲(右<左). 立位

(右/左, ㎏):最大 25/30. 歩行器歩行:中等度介

助, 両 LR-MSt 膝 jt 屈曲位, 両 PSw-TSw 骨盤挙

上・体幹側屈の代償動作, 最大距離:3ｍ 

【プログラム】#1 モビライゼーション, #2 リラ

クゼーション, #3関節可動域, #4筋力, #5歩行 

【経過評価(Ｘ+114 日)】FIM:40 点. 体重 48 ㎏. 

痛みの軽減に喜ぶも歩容に悩む. NRS:4/4. ROM-

t:膝 jt伸展-10°(両側). MMT:膝 jt伸展 4/4. 立

位:骨盤後傾・下肢複合屈曲軽減. 立位:最大

25/35. 歩行器歩行:近位見守り, 膝 jt屈曲位・

代償動作軽減, 最大距離:30ｍ. 伝い歩き:近位見

守り 

【考察】術後３ヶ月から歩行練習を開始した. 長

期臥床は約 1-3%/日・10-15%/週・50%/3-5週の筋

力低下, 特に抗重力筋の低下が予測でき, 廃用症

候群に留意してプログラム立案した.リスク管理

は, 病態から日本心臓リハビリテーション学会合

同ガイドラインを参考にした. 入院前は屋内伝い

歩きであったが, 方向性や歩行実用性から歩行器

歩行に着目した. 中等度介助から近位見守りレベ

ルとなった要因を述べる. 動作観察から①両 LR-

MSt時の膝屈曲軽減, ②両 PSw-TSw時の骨盤挙上・

体幹側屈による代償動作軽減を認め, 姿勢から③

立位の後方重心改善と判断した. ①は廃用症候群

に対して#2～#4 を実施し, 右大腿四頭筋の筋力

向上が要因である. ②は歩行時に生じる両膝痛に

対して#1～#4 を実施し, 筋発揮力の向上を要因

と考えた. 本間らは膝痛がある場合, 筋萎縮は筋

力低下に関与せず歩行能力が低下すると報告して

いる.両膝痛が軽減し, 筋発揮が向上し, 経過評

価では歩行器歩行距離 30mまで延長し, 伝い歩き

5m 可能となったと考えた. ③はバランス能力低

下に対して#5 を実施し, 立位の骨盤後傾位から

の前傾運動を認めたことと, 本人が望む歩行器の

高さに設定したことが要因と考えた. 初期評価時

は姿勢に着目して歩行器を高めに設定していたが、

経過評価時には体幹前傾を促すために低めに設定

した. このように歩行能力は向上したが, 病棟内

車いす生活に変化なく ADL に汎化できていない. 

本人の歩容の思いに対し, 「かっこよく歩きたい」

を目指したプログラムを検討している. Deci は

自由選択して行動することで満足感を持って取り

組むことができると報告しており, 歩行に関する

選択を自分で行うことによる, 歩行満足度向上を

期待している. 発表では, 病棟生活の目的と歩行

手段や複数のプログラムを提示し, 歩行機会に合

わせた自由選択を促し, 内的動機付けを刺激しな

がら本人本意の歩行を目指した過程を報告する 

【終わり】本人本意の動作が歩行実用性に与える

影響を学ぶことができた 

 

 

 



自宅周辺で転倒した足関節脱臼骨折患者の再転倒

予防に取り組んだ一例 

 

医療法人甲風会 有馬温泉病院 

総合リハビリテーション室 

福田 佳奈 

 

【はじめに】帰宅中の坂道で転倒，骨折手術とな

り，部分荷重を経て屋内杖歩行能力が向上した．

再転倒予防に取り組んだ一例を報告する 

【ケース紹介】後期高齢者女性．8年前両側 TKA施

行．X日転倒，他院で X+6日骨接合術(内果スクリ

ュー固定，外果プレート固定，脛腓間 zip tight 

system)．X+49 日 1/2 荷重，歩行器軽介助，X+64

日当院障害者病棟入院．X+69日 2/3荷重，歩行器

近位見守り，X+83日全荷重，杖歩行軽介助．入院

前:娘氏と同居，通院や友人宅の訪問は一人で行う．

Hope:「杖で歩きたい」 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的，

方法，協力者が不利益を受けないこと，データ管

理，公表方法を本人に説明し同意を得た 

【初期評価（X+65日）】FIM:88点，車椅子移動．

体重:46.0kg, BMI:21.3kg/m2．視診:左足部浮腫．

ROM(右/左, °):足 jt 背屈 5/0※膝屈曲位 10/0．

MMT(右/左):股 jt外転 3/3･足 jt底屈 2+/2+･足趾

屈曲 3/3．表在感覚:左足底 8/10．荷重:術側荷重

超過．片脚立位:不可．歩行器歩行：近位見守り 

【プログラム】#1 可動域，#2 筋力，#3 モビライ

ゼーション，#4ストレッチ，#5感覚，#6歩行 

【再評価(X＋83日)】歩行器近位見守り．周径(右

/左，cm):足部 19.5/21.0．荷重量(右/左，kg):最

大 44.0/42.0．杖歩行:軽介助，左 TSt以降体幹右

側屈，左 PSw股 jt伸展・足 jt底屈・足趾伸展減

少．左すり足．10m歩行:21.1秒，6MD:190m 

【経過評価(X+130日)】FIM:109点，歩行器自立．

左足部浮腫軽減．周径:足部 19.5/20.5．荷重

量:46.5/46.5．ROM:足jt背屈5/5※膝伸展20/10．

MMT:股 jt外転 4/3･足趾屈曲 4/4．杖歩行：近位見

守り，体幹右側屈軽減．左足趾蹴り出し出現．左

すり足減少．10m歩行:15.7秒．6MD:260m 

【考察】入院前，自宅から 500m の友人宅はシルバ

ーカー，段差がある場面は杖，近場は自由歩行と，

状況で歩行補助具を選択し，一人で通っていた．

Hope から屋外杖歩行の実用性が向上することで，

活動範囲の維持に繋がると考え，杖歩行能力向上

を図った．初期は，術側が過荷重になりやすく，

練習場面のみの歩行器歩行に留まった．要因は，

①足底の表在感覚鈍麻，②右下肢支持性低下と考

えた．①は，瀬戸山らの浮腫が感覚障害など二次

的機能障害を起こすとの報告から，タオルギャザ

ーとボール転がしにて#5を実施した．②は，②a)

右股 jt 外転筋力低下，②b)右内側縦アーチの低

下を考え，②a)では側臥位 OKC，右側への体重移

動 CKCで#2を実施した．②b)は，澄川らは TKA術

後に距骨下 jt が回内位となり立脚終期における

足 jt 剛性が低下するとの報告から，タオルギャ

ザーによる#2を実施した．再評価時から杖歩行練

習を開始し，安全性低下を認め，要因を③左 ISw

〜TSw でのすり足，④左 TSt 以降の体幹右側屈と

考えた．③a)左足 jt底屈筋力低下，③b)左母趾伸

展可動域制限と考え，③a)に対し，石井らは立脚

後期には強力な腓腹筋筋力が必要との報告から，

長座位での等尺性収縮を用いた#2を実施した．③

b)に対し，西田らは足 jt 外傷後数週間の固定に

より足根管周囲の軟部組織の癒着が生じるとの報

告から，長母趾屈筋の癒着に#1 を実施した．④は，

④a)左足 jt背屈可動域制限，④b)左股 jt外転筋

力低下と考え，④a)に対し，術式より遠位脛腓 jt

の可動性低下を予測し，脛腓間の#3 を実施した．

④b)に対し，CKCによる#2を実施したが MMTに変

化なく，歩行時の中臀筋の筋発揮向上と考え，今

後も継続して運動学習を用いて#2を実施する．レ

ントゲン所見から左足 jt 回内・外転位での受傷

と予測され，両側 TKA 術後により右距骨下 jt も

同様に回内位であることから再転倒による骨折を

考慮し，外出時は杖，シルバーカーを路面状況や

歩行距離に応じ，本人と協議しながら検討してい

く必要がある 

【おわりに】術側下肢だけでなく両側 TKAや非術

側下肢を考慮したプログラムの重要性を学んだ 



転落を起点に歩行意欲が低下したパーキンソン病

患者の歩行実用性向上に取り組んだ一例 

医療法人甲風会 有馬温泉病院 

総合リハビリテーション室 

宮脇 悠菜 

 

【はじめに】病棟トイレ転落後に車いす生活とな

った. 歩行意欲向上を図り, 自己効力感に働きか

けるプログラム立案に向けて再評価を行なった 

【ケース紹介】超高齢者の女性. 3 年前嚥下状態

悪化, 他院でパーキンソン病(以下 PD)と診断. 

摂食嚥下・リハビリ, 長期療養目的で当院入院, 

Yahr 重症度Ⅲ. 病棟内移動:歩行器歩行. 4ヶ月

前転落, 離床に積極的な反面で歩行は消極的. 服

薬:ドパコール配合錠 L100, ドプス OD錠 100mg他. 

主訴「しんどい」, Hope「元気になりたい」, 仮

の Needs「トイレまでの歩行器歩行実用性向上」 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的, 

方法, 協力者が不利益を受けないこと, データ管

理, 公表方法を本人に説明し, 同意を得た 

【再評価】身長 153cm/体重 33.1kg, BMI:14.1㎏

/㎡. UPDRS:Ⅰ3/16, Ⅱ14/52, Ⅲ26/108, Ⅳ3/ 

23. HDS-R:7点. 無動:あり(右<左), 固縮:MAS 1, 

歯車:足関節あり(右<左), 振戦:ピルローリング・

姿勢性・連動性あり, 姿勢反射:Pull -t実施不可. 

GDS:5点. ROM-t(右/左, °):股 jt伸展-10p/0 p, 

足 jt背屈-10/-10※膝屈曲位 0/0. MMT (右/左):

体幹屈曲・伸展 2, 股 jt伸展 2/2, 足 jt底屈 3/3. 

立位姿勢：臀部軽介助. 右ベッド柵把持, 胸椎右

凸, 体幹左回旋, 骨盤後傾・左挙上, 両膝関節屈

曲 (右＞左 ), 右足前方 . 荷重量 (右 /左 , 

㎏):18/10※最大 23/21. BBS:7 点, TUG:1 分, 

10MW:27.16秒※歩数 21. FIM:63点, 移動:車いす

全介助. 移乗:軽介助. 歩行器歩行:近位見守り, 

全周期体幹左側屈, 左回旋・両膝 jt屈曲, 左股

jt内転位ですくみ足・時折躓く, 一歩目は右振り

出し, 右足 jt底屈位で PSw生じず, 立脚期短縮. 

居室とトイレ間移動:歩行器歩行, 65秒※転倒恐

怖感あり, Brog13. 歩行意欲 VAS:11/24cm 

【統合と解釈】当初は, 歩行器歩行練習に対して

「しんどい」と拒否し, 車いす生活であった. 鄭

が提唱する自己効力感を高める 4 つの体験(成功

体験, 代理体験, 言語的説得, 生理的・情動的喚

起)の観点から, 長期療養の環境における本人の

歩行器歩行の意味を考えた上でトイレまでの実用

性向上を目標に再評価を実施した. 歩行拒否の要

因を心理面と身体面から, ①転倒恐怖感, ②歩行

開始のすくみ足, ③左 ICの躓き, ④右 TStの短

縮と考えた. 鈴木は, 認知症高齢者は記憶の中の

印象的な出来事を感覚として覚えていると報告し, 

ケースも転落した記憶はないが歩行への転倒恐怖

感があった. また歩行器歩行での移動を「周りへ

迷惑をかける」と発言し, 自己効力感も低まって

いると考えた. したがって, ①に対してリハビリ

室で他患者の歩行を見る疑似的達成感と代理体験

を計画した. 段階的に目標達成に向けて昼食前に

リハビリ時間を設定し, 歩行器歩行練習後に食堂

まで促し, その度に多職種の声掛けで言語的説得

を計画した. できたことを喜びにする生理的・情

動的喚起に働きかけ, 総合的に成功体験につなげ

る. 身体面では, ②について Rahmanらはすくみ

足が生じる要因に疲労という内因性の要因を報告

し, ③について渡辺は人間の慢性疲労は精神的ス

トレスと同じようなメカニズムで感じると報告し

ている. この②と③が④に影響していると考えた. 

④により前方推進力が低下, 下肢の複合屈曲で代

償し, ②と③が助長され, 歩行時の疲労が慢性的

になると考えた. したがって②～④に対して理学

療法ガイドラインが推奨する#1～5 を計画した. 

今後も, 多職種と連携し, 歩行器歩行が意味のあ

るものに変化するよう継続して関わる. また日常

生活の維持に着目し, 起居動作練習を取り入れ, 

疾患の進行を考慮した介入を心掛ける 

【治療プログラム】#1 ストレッチ, #2 関節可動

域運動, #3 筋力練習, #4バランス練習, #5歩行

器歩行練習 

【おわりに】長期療養の進行性疾患患者に, 尊厳

ある生活を目指し, 個人を尊重した介入の重要性

を学ぶことができた 

 



COVID-19 罹患後, 在宅での歩行能力向上に向け

両足関節背屈制限に着目した経過評価報告 

医療法人甲風会 有馬温泉病院 

総合リハビリテーション室 

瀬戸 拓海 

【はじめに】ギランバレー症候群(以下, GBS)によ

り車いすで生活されていた. COVID-19に罹患後, 

トイレまでの歩行能力向上を目標に介入した.  

【ケース紹介】後期高齢者男性. 合併症: COPD,

アトピー性皮膚炎. X-20ヶ月 GBS発症, Hughes 

grade5. 治療後 grade4, 当院回復期転院も, 離

床少なく下腿三頭筋緊張亢進. A 病院(療養)転

院.面会中止継続のため, 希望により自宅退院. 

妻と二人暮らし. 平日お泊りデイサービス利用. 

排便のみ車いすでトイレ介助. X-21日デイ利用

中 COVID-19感染し B病院入院, 中等症Ⅰ. X日

当院回復期病棟入院. Hope:トイレまで歩きたい.  

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的, 

方法, 協力者が不利益を受けないこと, データ管

理, 公表方法を本人に説明し, 同意を得た 

【初期評価(X+13 日)】持久性(安静→3m 歩行)：

SpO298→92％, RR14→20回/分, 修正 Borg Scale0

→8. 触診:両大腿四頭筋緊張⧺(左>右), 両足 jt

周囲皮膚瘢痕化. ROM(右/左, °):足 jt 背屈-

10/-30(End feel:軟部組織性). MMT:股 jt 伸展

2/2, 足 jt 底屈 2+/2+. 平行棒歩行(重介助):右

Tst:体幹後傾, 股･膝 jt屈曲, 足 jt底屈. 左 LR:

体幹後傾, 股 jt屈曲, 膝 jt伸展・足 jt底屈.  

【治療プログラム】#1.ROMex, #2.ストレッチ, 

#3.MSex, #4.モビライゼーション, #5.歩行, #6.

リラクゼーション, #7.腹式呼吸, #8.動作練習 

【経過評価(X+50 日)】持久性(安静→3m 歩行)：

SpO298→96％, RR14→17回/分, 修正 Borg Scale0

→4. 触診:左大腿四頭筋緊張+. ROM(右/左, °):

足関節背屈-10/-15(End feel:結合組織性). MMT:

股 jt伸展 3/3, 足 jt底屈 2+/2+. 両手引き歩行

(中等度介助):右 TSt股 jt伸展・膝 jt屈曲増加. 

左 LR で股 jt 軽度屈曲･膝 jt 屈曲, 足 jt 底屈軽

減.  

【考察】COVID-19罹患に対し, 日本トラウマティ

ック･ストレス学会は, 感染による不安等, 様々

な心理的問題が惹起されるとしている. 本人より

「家に帰れるんやろうか」と不安が聞かれる一方, 

歩行に対する強い思いと離床可能な全身状態から

歩行に介入した. Got-Neumann K らの足関節背屈

制限が下腿の前方回転運動を障害し身体重心の前

進に難渋するという報告から, 足関節に着目した. 

その結果, ①右 TSt体幹後傾軽減, ②左 LR 体幹

後傾軽減, ③全身持久力向上を認めた. ①の要因

は, ①a)右足関節背屈可動域向上, ①b)右大殿筋

筋力向上を挙げる. ①a)は, ①i)下腿三頭筋短縮, 

①ii)足関節軟部組織伸張性低下, ①iii)皮膚瘢

痕化と考えた. ①ⅲ)柔軟性向上目的に#4.を実施. 

足関節副運動を#4.で誘導, 下腿三頭筋に #2.を

並行して介入. その後#5.で荷重下で持続伸長を

実施. ①ii)は, 沖田による関節周囲軟部組織は

いずれも線維化が関与し改善は難しいとの報告, 

①iii)は, 福井による皮膚の運動性が関節可動性

に関与するとの報告から, #2,4,5.を継続する. 

①b)は#3,5.により廃用症候群により低下した筋

力が増強したと考える. しかし, ①c)右足関節底

屈筋力が不変であり右 TStで重心前上方移動が不

十分であった. 吉田らの筋生体長が短縮すると筋

張力が小さくなる報告から, 筋が収縮しなかった

と予測し, ①a)のため最大背屈位からの#3.を継

続する. 石川らは GBS の回復遅延型において下

肢筋力は長期的に改善すると報告しており, 効果

を期待する. ②の要因は②a)左足関節背屈可動域

向上, ②b)左大殿筋筋力向上, ②c)左大腿四頭筋

緊張低下を挙げる. ②a,b)は①a,b)同様と考える. 

②c)に対し#1,2,6.の実施と②a)により改善した

と考える. ③は, COPD・COVID-19の影響と考え, 

#5.を修正 Borg4を目安に介入. SpO2低下時は#7.

を実施. 終了後, 呼吸補助筋に#6.を実施し運動

耐用能が向上した. X＋53日に退院前訪問指導に

て, 当院デイケア・訪問リハを利用し在宅支援を

行うこととなった. 妻氏介助を考慮し, 歩行補助

具の検討を行う.  

【おわりに】廃用性の足関節背屈制限に荷重が有 

効であること, 思いを尊重する重要性を学んだ 



右視床梗塞により、左立脚期の支持性向上に 

向けて左遊脚期に着目した 1 症例 

神戸リハビリテーション病院  中井稜 

【はじめに】今回、右視床梗塞により、左下肢の

支持性低下を呈する症例を担当した。本症例の経

過に、考察を加え報告する。 

【症例紹介】70歳代前半の女性で、痺れの訴えに

より救急受診し、脳梗塞と診断された。31病日目

に当院転院となった。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り、本人・家

族に説明し同意を得た。 

【初期評価】片麻痺機能回復段階は左下肢Ⅴ-2で、

ＭＭＴは体幹回旋が両側 3、股関節伸展・外転が

右 4 左 3、足関節背屈右 4 左 3 であった。感覚検

査では、左下肢の表在感覚・深部感覚が重度鈍麻、

協調性検査では踵膝試験・foot pat テストが左陽

性、バランステストにおいては、片脚立位が右４

秒左０秒であった。T 字杖歩行は監視で、左遊脚

期に体幹右側屈・骨盤左挙上・股関節屈曲運動過

大による下肢の振り出しと、左初期接地(IC)に左

足関節が軽度内反し、外側足底接地となっていた。

左立脚中期(MSt)では、左股関節の屈曲・内転・内

旋が増強し、立脚期の短縮も見られ、左後方への

ふらつきによる転倒傾向を認めた。 

【統合と解釈】本症例は、左立脚期と右歩幅が短

縮しており、左後方へのふらつきを生じていた。

その原因として、左 IC 期の足関節軽度内反によ

る外側足底接地により、左下肢の支持性低下にあ

ると考えた。足関節内反は、前遊脚期(PSw)から認

めており、その原因として、左腹斜筋群・左大殿

筋・中殿筋の筋力低下が考えられた。すなわち、

左下肢の振り出し時に足部のクリアランスのため、

体幹右側屈と骨盤を左挙上させ、大腿直筋の過度

な活動による連合反応として、足関節内反が生じ

ていると考えた。以上より問題点を左腹斜筋、左

大殿筋・中殿筋の筋力低下、左大腿直筋の高緊張

とし、屋外 T杖歩行監視を目標に、治療を行った。 

【治療プログラム】まず、左 PSw期における体幹・

骨盤の安定性向上を目的に、左下肢への重心移動

練習を行った。方法は、立位にて右側方に右肩甲

帯挙上が生じない高さに治療台を設置し、セラピ

ストが左手で左大腿直筋起始部を伸張させながら、

右手で左大腿二頭筋起始部を把持し、骨盤を水平

位にした状態で左右への重心移動を行い、左大殿

筋と中殿筋の筋収縮を促すものである。次に、左

下肢振り出しの協調性向上を目的に、左下肢のス

テップ練習を実施した。方法は、セラピストの左

手で左大腿直筋を伸張させ、右手で左膝関節後面

を把持し、股・膝関節の屈伸運動を誘導するもの

である。過度な筋活動による膝関節屈曲を抑制し、

正常に近い膝関節屈曲を引き出した後、左大殿筋

を把持し、IC期における踵接地を促しながら反復

練習を行った。その他、ROM 練習や歩行練習等も

実施した。 

【最終評価：3M】変化点として、MMT は股関節伸

展・外転右４左４と向上し、踵膝試験では協調性

が軽度改善された。バランステストでは、片脚立

位が右 15 秒左 4 秒、FBS は 52 点となった。フリ

ーハンド歩行にて、左 PSw期より足関節内反が改

善し、IC期における踵接地を認めた。左後方への

転倒傾向は消失し、屋外 T字杖歩行自立となった。 

【考察】本症例に対し、体幹・骨盤の安定性向上

を目的にアプローチしたことで、左大殿筋・中殿

筋の筋力が向上し、PSw における体幹・骨盤の安

定性による、足関節内反の改善を認めた。また、

その後に左下肢振り出しの協調性改善を目的にア

プローチした結果、体幹右側屈・骨盤左挙上・股

関節屈曲運動過大は消失し、左 IC に踵接地が認

められた。後藤 1)は、協調性低下に対し、動作を

繰り返すことで動きを理解しつつ円滑化させる、

としている。ステップ練習において、遊脚期の前

段階である部分的な膝関節運動を練習し、その後

の立脚期への重心移動を実施したことで、振り出

しにおける協調性が向上し、屋外 T字杖歩行自立

となったと考える。 

【まとめ】左下肢の支持性低下の原因を明確にし、

治療の優先度を決定してくことを学んだ。 

【参考文献】 

1)後藤淳：運動失調に対するアプローチ.関西理

学.2014;14;1-9. 



スクワット動作により食事における車いす座位の

安定性が向上した脳出血の 1 症例 

神戸リハビリテーション病院 徳原 美乃里 

【はじめに】今回、食事における車いす座位で、

崩れが生じた左片麻痺の症例を担当した。本症例

の経過に、考察を加えて報告する。 

【症例紹介】70歳代の女性で、脳出血と診断され

左片麻痺を呈した。急性期病院での保存治療を経

て、発症日＋22日に当院転院となった。既往歴に

は第 11胸椎圧迫骨折があった。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき本発表の

目的、方法等を説明し、同意を得た。 

【理学療法評価(発症日+3 ヵ月)】Brunnstrom 

recovery Stage(BRS)は左下肢Ⅱ、感覚は左下肢重

度鈍麻、ROMは左股関節屈曲 100°、筋緊張は触診

にて左内腹斜筋、左大殿筋の低下を認めた。端座

位は、右上肢で支持物を把持し、頚部右回旋、体

幹屈曲、骨盤後傾・右回旋・左下制がみられ軽介

助を要した。左側方への外乱に対し、立ち直り反

応が頚部右側屈・右回旋で認められたが、体幹で

はみられなかった。食事における車いす座位にお

いても同様に、左後方へ崩れを認めた。 

【統合と解釈】本症例は、食事における車いす座

位で、上肢動作の繰り返しにより、左後方への崩

れがみられた。そのため端座位の改善が、食事に

おける車いす座位の安定性向上につながると思わ

れた。端座位での骨盤後傾は、左内腹斜筋の緊張

低下を認めたことに加え、胸椎圧迫骨折による脊

柱の後弯変形も、体幹屈曲に伴う骨盤後傾を助長

したと思われる。さらに、左大殿筋の緊張低下か

ら骨盤左下制を生じ、姿勢の崩れが不完全な立ち

直り反応として、骨盤右回旋を招生じたと考えた。

以上のことから、主たる問題点を左内腹斜筋の緊

張低下とし、食事における車いす座位の安定性向

上を目的に介入した。 

【治療】入院から 3ヵ月間、背臥位にて関節可動

域練習と筋力増強練習、端座位にて骨盤の前後傾

練習、立位保持練習を実施した。3 ヵ月以降は、

これらに加え、左内腹斜筋の筋緊張低下に対し、

以下の方法でスクワット動作を行った。直立位で

右肘関節屈曲 30°になる高さの台を患者の右側

に設置し、右手掌を置いた。セラピストは左側方

から患者の左坐骨部を把持し、左下肢を患者の左

膝前面にあて、屈伸運動を介助した。また、足部

への荷重に左右差が生じないよう、骨盤の回旋を

修正し、水平面中間位で行った。膝関節屈曲は、

介助量の変化なく屈伸の切り替えが可能な角度を

最大とした。回数は、患者の疲労感を考慮して、

基本 5回 3セットとし、1セット毎に端座位にて、

左内腹斜筋の収縮と骨盤後傾が軽減するのを確認

しながら、徐々に回数を増加させた。 

【治療介入後】BRS に変化はないが、わずかに随

意性は向上した。筋緊張は左内腹斜筋、左大殿筋

の低下に改善を認めた。端座位は頚部右回旋、骨

盤後傾・左下制・右回旋が軽減し、近位見守りレ

ベルとなった。食事における車いす座位において

も、左側方の崩れが軽減した。 

【考察】スクワット動作を実施したことで、左内

腹斜筋の緊張低下に改善がみられた。大沼ら１）は、

両下肢からの床反力と胸郭、頭部、両上肢の重み

による両側仙腸関節への剪断力を内腹斜筋が防い

でいる、と報告している。そのため、立位で行っ

たことで、左大腿骨頭と左臼蓋を介した床反力は

増加し、さらに、スクワット動作によって、仙腸

関節に静止立位以上の剪断力が働き、より大きな

左内腹斜筋の筋活動を得られたと考える。また、

同じ文献では、虚脱座位(骨盤後傾位)における内

腹斜筋の活動は直立座位よりも減少する、と報告

している。本症例は、直立座位の保持困難なため、

立位で実施する方がより効果的であったと思われ

る。これにより、端座位での骨盤後傾・右回旋が

軽減し、車いす座位の安定性につながったと考え

る。 

【まとめ】立位での動的な運動が、内腹斜筋の筋

緊張低下を改善させ、車いす座位の安定性につな

がることを学んだ。 

【参考文献】 

1)大沼俊博,渡邊裕文,他:体幹研究と理学療法.関

西理学.2013; 13:11-22. 



左大殿筋上部線維の筋出力向上を図り棟内フリー

ハンド歩行自立となった脳梗塞の１症例 

神戸リハビリテーション病院 谷口菜々子 

【はじめに】今回、右放線冠梗塞による左片麻痺

を呈し、フリーハンド歩行において、左足部クリ

アランス低下により、転倒リスクを認める症例を

担当した。本症例に対し、左大殿筋上部線維の筋

出力向上を図った結果、棟内フリーハンド歩行自

立となったため、考察を加え報告する。 

【症例紹介】70歳代の男性で、X年 Y月 Z日に右

放線冠梗塞を発症し、A病院へ入院後 Z+18日に当

院転院となった。病前 ADLはすべて自立であった。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、本人に

説明し同意を得た。 

【初期評価(Z+18～26日)】Brunnstrom recovery 

stage下肢Ⅴ、ROMは股関節伸展両側 5°、足関節

背屈右 20°左 10°、MMTは股関節伸展両側 3、外

転両側 3、足関節背屈右 5 左 4 であった。筋緊張

は腰背部亢進、左大殿筋低下しており、Timed 

Up&Go test(TUG)14 秒、片脚立位左 10 秒、

Functional Reach Test(FRT)20.4cm、10m歩行 15

秒・30歩であった。 

【姿勢・動作分析】立位は自立で、骨盤の後傾と

左下制、両股関節伸展 5°であった。左支持での

片脚立位は、右下肢挙上後より体幹の左側屈を強

め、徐々に左側に倒れていった。歩行は、棟内歩

行器自立であったが、フリーハンド歩行では、200m

程度でクリアランス低下により、転倒リスクを認

めたため監視を要した。全体を通して体幹の回旋・

腕振り乏しく、左初期接地より体幹左側屈を呈し、

左荷重応答期(LR)から立脚中期（MSt)にかけて、

骨盤の右下制と過度な左偏位がみられた。また、

左立脚後期（TSt)では、左股・膝関節の伸展が乏

しかった。 

【仮説および問題点抽出】本症例は、左 LR から

MStにおいて、重心が左側へ大きく偏移していた。

このため、左 TSt以降の右側への重心移動不十分

となり、左足部のクリアランスが低下したと考え

た。そこで、左 LRでの骨盤右下制・左偏位の改善

が必要と考え、骨盤安定性に関与する大殿筋上部

線維の筋出力低下を主たる問題点とし、目標を棟

内フリーハンド歩行自立として、アプローチを開

始した。 

【治療プログラム】左大殿筋上部線維の賦活を目

的とし、右側臥位で左股関節屈曲・内旋・内転位

から伸展・外旋・外転方向への誘導を伴った後方

キッキングを実施した。回数は、腰椎伸展と骨盤

の左回旋の代償動作が出現しない範囲を目安とし、

徐々に抵抗量を増加していった。その他座位、立

位、歩行練習等を実施した。 

【再評価(Z+44～50日)】ROMは股関節伸展左 10°、

MMT は股関節伸展の数値上変化を認めないものの、

初期に不可能であった左股関節伸展保持が可能と

なった。筋緊張は、左大殿筋が左右差ない程度ま

で改善した。TUGは 15秒、片脚立位左 13秒、10m

歩行 13秒・24歩となった。歩行では、左 LRでの

骨盤右下制・左偏位の改善により、300m連続歩行

でも左足部クリアランスは維持され、棟内フリー

ハンド歩行自立となった。 

【考察】Perryら 1)は、大殿筋上部線維は立脚初期

や立脚中期に股関節外転作用にて股関節内転に伴

う骨盤の遊脚側への下制に対して制動に関与する、

と述べている。本症例でも、左 LRにおいて骨盤右

下制したことで、左股関節内転モーメントが強く

なり、代償として左側への重心移動を行っている

と考えた。左大殿筋上部線維へアプローチしたこ

とで、左 LR での骨盤右下制・左偏位の改善によ

り、左 TSt以降の右側への重心移動が容易となり、

左足部クリアランスは改善し、棟内フリーハンド

歩行自立になったと考える。 

【まとめ】今回、歩行動作の改善のために、大殿

筋上部線維へアプローチしたことで、筋肉を線維

別に着目する必要性を学んだ。 

【参考文献】 

1） Perry.J，武田 功(監訳)：ペリーの歩行分析 

正常歩行と異常歩行．医歯薬出版，東京，

2007;87-97. 

 

 

 



脳出血により、左立脚中期の下肢支持性低下に 

着目し、歩行の介助量軽減を目指した症例 

神戸リハビリテーション病院 河石桃花 

【はじめに】 

今回、右視床出血により、歩行時に左下肢の支

持性が低下した症例を担当した。本症例の経過に、

考察を加え報告する。 

【症例紹介】 

70歳代の男性で、Y月 Z日に左下肢の脱力を自

覚し、A 院に救急搬送された。右視床出血、左上

下肢麻痺を認めて保存的治癒を施行し、Z＋23 日

に当院へ転院となった。既往に心房細動があった。 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に則り本人に説明し同意を得た。 

【理学療法初期評価（入院～14日目）】 

全体像として、理学療法には意欲的だが、動作

時の息切れが著明であった。BRSは下肢Ⅴで、ROM

は左右膝関節伸展-10°、MMT は左股関節伸展 3、

左股関節外転 3と低下していた。触診にて、左大

殿筋・中殿筋低緊張、左ハムストリングス高緊張

を認めた。荷重検査は右 35㎏、左 20㎏と右下肢

優位の立位であった。フリーハンド歩行は、中等

度介助を要した。左の単脚支持期が短く、左 Mst

に左股関節・左膝関節は過度に屈曲位となり、体

幹右側屈、骨盤後傾し、体幹・骨盤共に右後方回

旋していた。その際、前方へ転倒リスクを認めた。 

【統合と解釈】 

本症例の歩行では、全周期において体幹右側屈

し、重心が右に偏位していた。また、左 Mstに、

左ハムストリングスの高緊張により、過度な左膝

関節屈曲位での支持になったと思われる。さらに、

ハムストリングスが高緊張となることで、股関節

伸展作用のある大殿筋・中殿筋は低緊張となるの

ではないかと考え、左ハムストリングスの高緊張、

左大殿筋・中殿筋の低緊張を問題点とし、歩行の

介助量軽減を目標として、治療を開始した。 

【治療アプローチ】 

大殿筋・中殿筋の賦活を目的に、左後方への重

心移動を実施した。開始姿勢は、右下肢を前方、

左下肢を後方にして 30 ㎝程度の歩幅をとった立

位で、大転子の高さに昇降台を設置し、右上肢で

支持させた。セラピストの右手で左ハムストリン

グス近位部を、左手で大腿四頭筋遠位部を把持し

て、膝関節伸展方向に徒手で誘導し、右下肢から

左下肢への重心移動を行った。本症例は、耐久性

低下により 10 回程度実施すると、徐々に息切れ

を伴い体幹前傾を認めたため、回数設定として息

切れを認めない範囲とし、その都度、回数の調節

を行った。工夫点として、左踵部に 3㎝程度の高

さに折り込んだタオルを踏ませ、荷重感覚が得ら

れやすい状態を整えた。その他、立ち上がり練習、

歩行練習等を行った。 

【最終評価】 

3週間後、BRSに変化を認めなかったが、ROMは

左右股関節伸展 5°となった。また、大殿筋・中

殿筋の低緊張が若干軽減し、左股関節伸展 MMTは

4、荷重検査は右 31kg左 24kgと改善し、フリーハ

ンド軽介助となって、目標は達成した。 

【考察】 

本症例に対し、前方から後方への重心移動練習

を行った。これにより、左ハムストリングスが抑

制され、左大殿筋・中殿筋の活動が高まった結果、

左下肢の支持性向上に至ったと考える。竹井¹⁾は、

共同筋の中にある一つの筋がその他と比較して優

位となることがある、と述べている。ハムストリ

ングスと大殿筋・中殿筋は股関節伸展という共同

筋であると考え、高緊張である左ハムストリング

スに抑制され、左大殿筋・中殿筋の低緊張に繋が

っていると推察した。よって、左ハムストリング

スの高緊張が抑制されたことで、左大殿筋・中殿

筋が賦活されるようになった結果、左下肢の支持

性が向上し、フリーハンド歩行軽介助で可能にな

ったと考える。 

【おわりに】 

今回、左立脚中期の下肢支持性低下に着目し、

アプローチを行うことで、歩行の介助量が軽減す

ることを学んだ。 

【引用・参考文献】 

1）竹井仁:姿勢の評価と治療アプローチ.脊髄外

科.2013;27:119-124. 



脳腫瘍摘出術後の左片麻痺患者が復職を目指し、 

屋外独歩を獲得した一症例 

神戸市立医療センター中央市民病院 

リハビリテーション技術部  

鷲澤玲央 

【はじめに】今回右前頭頂部の神経膠腫に対して

脳腫瘍摘出術施行後に、左上下肢麻痺を呈した症

例を担当した。本症例は復職を目指しており、屋

外独歩を目標に介入したため、症例の経過と考察

を踏まえてここに報告する。 

【症例紹介】本症例は製造の仕事をしている 40

歳代男性。今回、腫瘍の増大を認めたため腫瘍摘

出術を目的に入院され、X日に手術を施行。X+4

日よりリハビリ介入開始し、X+26日に一時退院

となる。放射線治療のために X+40日に再入院

し、退院する X+82日まで復職するために屋外歩

行獲得を目標に介入した。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り,患者に症

例報告の説明を行い、同意を得た。 

【初期評価】Brunnstrom stage(以下 BRS)は左Ⅲ-

Ⅱ-Ⅳ。左上肢は表在感覚 5/10、深部感覚 3/5、左

下肢は表在感覚 8/10、深部感覚 4/5。徒手筋力検

査（以下 MMT）では右上下肢 5、左上肢は肩外転 2、

肘屈曲と手関節背屈は 1、体幹屈曲・回旋 2、下肢

筋力は 3。体幹機能の評価には Trunk Control 

Test(以下 TCT)を使用し、49/100点。減点項目と

しては健側・麻痺側への寝返りが 12点、起居が 0

点。病棟内の ADLでは起居は軽介助、歩行は中等

度介助となった。 

【理学療法経過】介入初期では体幹筋の緊張低下

を認めた。そのため、臥位姿勢での腹部収縮を促

しながら股関節屈曲運動や 10 cm台を使用しての

荷重練習により、体幹筋の筋活動を促した。同様

の目的で X+11 日より個別介入と平行して下肢の

Hybrid Assistive Limb（以下 HAL）を開始した。

X+26日には左下肢MMTは4、体幹屈曲と回旋は３、

TCT は 61 点となった。病棟内 ADL は全て自立し、

屋内独歩獲得となった。しかし、歩行距離増大に

伴い、左立脚時に骨盤左側方動揺することで右立

脚への重心移動が不十分であった。そのため、左

足尖離地から左初期接地にかけてクリアランス低

下し、左足部の引っかかりが見られたので屋外は

杖歩行とした。再入院後は体幹筋に対してだけで

なく、肩甲帯に対しても介入した。 

【最終評価】最終評価は X+78 日に実施した。BRS

は左Ⅲ-Ⅱ-Ⅴ。上肢の表在、深部感覚ともに初期

評価時と変化なく、下肢表在覚は 9/10。MMTでは

左肩関節外転 4、肘屈曲 4、手関節背屈 2、体幹屈

曲・回旋は 3、下肢筋力は 4-5。TCT では 87 点で

減点項目としては健側への寝返りが 12点。6分間

歩行距離は 420m となり、歩行は屋外独歩自立と

なった。 

【考察】初期評価時の歩行問題点として左立脚中

期に骨盤左側方動揺と骨盤後傾による股関節、膝

関節の屈曲を認めた。また、歩行を通して左肩甲

帯下制位、体幹左側屈位を認めた。骨盤不安定性

の原因として MMTの体幹屈曲と回旋が２、TCT49

点という結果から体幹筋の機能低下を呈していた

ためと考えた。体幹の姿勢安定化に三津橋らは立

脚期に側腹筋群の活動が高まること、畠山らは腹

腔内圧の上昇が寄与すると報告している。そのた

め、HALによる歩行練習や体幹筋に対しての介入

を行った。X＋26日には TCTが 61点、MMTの体幹

回旋が３と改善を認めた。その結果、立脚中期の

骨盤後傾は減少し、股関節、膝関節の屈曲は見ら

れなくなった。しかし、左立脚時の骨盤左側方動

揺と体幹左側屈位は残存していた。そのため、歩

行中の体幹側屈位による不良姿勢によって腹斜筋

群の収縮が低下し、骨盤左側方動揺が残存したと

考えた。矢田らは肩甲帯アライメントの改善によ

って歩行安定性が向上したことを報告している。

そのため、再入院後は体幹筋への介入に加えて、

肩甲帯周囲筋協調性向上目的に Close Kinetic 

Chainトレーニングを行った。その結果、体幹左

側屈位の改善により左立脚期に腹斜筋群の筋活動

が向上し、骨盤側方動揺が軽減した。さらに遊脚

相の骨盤安定化により麻痺側足部の引っかかりは

認めなくなり、歩行距離も増大した。以上のこと

から本症例は歩行中の体幹筋機能に着目し、介入

したことで屋外独歩を獲得することが出来た。 



Lateropulsion を呈し姿勢筋緊張異常への介入を

行い独歩自立に至った症例 

神戸市立医療センター中央市民病院 

リハビリテーション技術部 

                 堀口 凌 

【はじめに】Lateropulsion（以下 LP）は不随意的

に一足に身体が倒れてしまう現象である．今回は

橋～延髄正中背側と右頭頂葉微小脳梗塞を発症し

右への LP を呈した症例を担当させて頂き，独歩

自立を獲得した経過を報告する． 

【症例紹介】80代男性．既往歴に脳幹梗塞があり

ADL は自立であった．今回，右下肢の脱力感や視

野の不明瞭さを認め，新規脳梗塞を発症した．主

訴はまっすぐ歩けないことや左足の浮遊感であっ

た． 

【倫理的配慮】本症例検討の目的・趣旨を本人に

説明し，同意を得た．また，ヘルシンキ宣言に基

づく倫理的配慮を十分行った． 

【初期評価：Z+1病日】GCSは E4V5M6，BRST右Ⅵ

-Ⅵ-Ⅵ，MMTは中殿筋 3，大臀筋 3，右下肢の深部

感覚は位置覚 3/5，運動覚 2/5 で Romberg 徴候は

陽性であった．視覚的垂直認知（以下 SVV）は右

に 5°偏奇し，Burke Lateropulsion Scale（以下

BLS）は 2/17点で歩行時に中等度側方突進を認め，

Scale for Contraversive Pushing（以下 SCP）で

は 0.75/6点で静止立位・坐位時に軽度右傾斜を認

めた．触診より，右の腹斜筋群・菱形筋・僧帽筋・

大臀筋・中殿筋の低緊張が認められ，右肩甲帯の

下制を認めた．体幹固定性テストは右で中等度低

下していた．Berg Balance Scale（以下 BBS）16

点で静的・動的バランスともに低下がみられた．

歩容は立脚中期に体幹と骨盤の右への動揺を認め，

右への LP を呈していた．4m 歩行テストは独歩で

13.42 秒であったが，不安定性があり病棟 ADL で

は軽介助が必要であった． 

【治療プログラム】歩行自立に向け，LPの改善を

図った介入を実施した．第 2～4病日では，右肩甲

帯の安定性向上練習とサイドプランクなどで右腹

斜筋群の賦活を行った．第 5～10病日では端座位

でのリーチ動作などの課題から行い，片膝立ちで

のバランス練習・立位でのランジなどで右股関節

周囲筋・腹斜筋群のエクササイズを行った．LPや

下肢筋低緊張により歩行時に左立脚期の短縮がみ

られるため段差昇降訓練で荷重を促した． 

【最終評価：第 11 病日】深部感覚の低下は認め

ず，Romberg徴候は陰性となった．SVVでは左右へ

の偏位はなく，BLS0/17点,SCP0/6点と側方突進の

改善を認めた．右の腹斜筋群や肩甲骨周囲筋，殿

筋群の低緊張は改善し筋力の向上も認めた．体幹

固定性テストは軽度低下を認めるが，改善傾向で

あった．BBSは 42点と改善を認めた．歩行能力と

して 4ｍ歩行テストでは独歩で 5.32 秒と改善し

た．  

【考察】本症例の梗塞部位は延髄外側ではないが 

LP の出現が生じた．Ascending Graviceptive 

Pathwayの障害により LPを呈することがあると報

告されており，この経路は橋で正中交差すると推

定されているため今回の病変部位で同様の現象を

認めたと考えられる．LPに対する理学療法は視覚

や体性感覚を用いての介入が一般的に行われてい

るが右肩甲帯から股関節の低緊張に対して介入す

ることで LP の改善を認めた．本症例では SVV や

深部感覚は経過により改善傾向であった．一方，

分離運動は可能であったが右肩甲帯から股関節に

かけての低緊張が残存したため低緊張に対しての

介入を行った．肩甲帯が安定することで遊脚側の

上前腸骨棘高が増大しクリアランスが確保される

と報告されている．また，肩甲帯の低緊張は体幹

および骨盤周囲の低緊張と連動しているとされて

いるため肩甲帯に着目し介入した．右の肩甲帯周

囲筋の筋緊張が向上することで体幹の右傾斜が修

正できたが，歩行時に骨盤からの動揺は残存して

いたため， 右股関節周囲の賦活を行った．上記介

入を行うことで体幹の右傾斜および歩行時の右へ

の LP の改善を認め，退院時には独歩自立に至っ

た． 

【まとめ】脳梗塞による LPに対し，姿勢筋緊張異

常に対しての介入を強化することで歩容の改善を

認め、独歩自立獲得に至ったと考える． 

 



足底しびれ軽減後、重心移動へのアプローチを行

い歩行の安全性が向上した症例 

医療法人社団 六心会 恒生かのこ病院 

吉見 茅咲 

【はじめに】2年前に脳梗塞を発症し、徐々に歩

行能力低下され、転倒傾向が強まった症例を担当

する機会を得たのでここに報告する。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り、目的と個

人情報の取り扱いについて説明し、同意を得た。 

【症例紹介】70代男性、右中大脳動脈梗塞・右

前大脳動脈梗塞を発症し左麻痺残存。徐々に歩行

能力低下、転倒により当院入院。 

【初期評価：入院日+1～4】上田式 12段階片麻痺

機能検査は下肢 8。足底に Numerical Rating 

Scale(以下 NRS)7/10のしびれ・疼痛。下肢表

在・深部感覚軽度鈍麻。徒手筋力検査は麻痺側中

殿筋 2。麻痺側足関節背屈可動域 0°。Modified 

Ashworth scale(以下 MAS)は足関節背屈 2。麻痺

側努力荷重は右 20㎏/左 50㎏。10m歩行は杖歩

行で 29.69秒/53歩。Functional balance 

scale(以下 FBS)は 38/56点で段差踏み替えは困

難。T字杖歩行は屋内自立レベルで 2動作前型。

麻痺側立脚初期は足底全体接地、立脚中期に骨盤

外側動揺・後方回旋代償出現。麻痺側遊脚期は股

関節外旋位で股・膝関節屈曲不足、足関節底屈

位。分回し・骨盤挙上代償で振り出し、爪先と床

の躓きあり。 

【治療と経過】麻痺側立脚期短縮の原因として、

しびれ・疼痛、感覚障害、麻痺側中殿筋筋力低下

による麻痺側への重心移動不足を挙げた。麻痺側

躓きの原因として、非麻痺側への重心移動不足、

麻痺側足関節底屈位、麻痺側股・膝関節屈曲不

足、注意障害を挙げた。麻痺側腸腰筋・大殿筋・

中殿筋・股関節内転筋群・前脛骨筋に対して促通

反復療法、麻痺側下腿三頭筋のストレッチングを

行った。麻痺側足関節底屈位、麻痺側股・膝関節

屈曲不足を分回し・骨盤挙上で代償し、爪先と床

のクリアランスを確保していると考えたため、左

右重心移動を意識しながら短距離で歩行練習を行

った。しかし、歩容に変化は認められなかったた

め、主治医に服薬調整を依頼した。2週目で服薬

調整終了し、重心移動練習として段差踏み替え・

ステップ練習を追加、麻痺側腸腰筋・股関節内転

筋群・中殿筋の賦活を行った。 

【最終評価：入院日+24～25】足底に NRS5/10の

しびれ・疼痛。下肢表在・深部感覚軽度鈍麻。徒

手筋力検査は麻痺側中殿筋 4。麻痺側足関節背屈

可動域 5°。MASは足関節背屈 2。麻痺側努力荷

重は右 0㎏/左 70㎏。10m歩行は杖歩行で 22.87

秒/44歩。FBSは 43/56点で段差踏み替えが改

善。T字杖歩行は屋内自立レベルで 2動作前型。

麻痺側立脚初期は踵接地出現、立脚中期の骨盤外

側動揺軽減。麻痺側遊脚期の股関節外旋位・膝関

節屈曲不足残存、分回し・爪先と床の躓き軽減。 

【考察】歩行観察では麻痺側の躓き・分回しの軽

減、歩幅拡大が認められた。麻痺側の躓き軽減

は、非麻痺側への重心移動の改善、麻痺側腸腰

筋・前脛骨筋の賦活、足関節背屈可動域改善によ

る爪先と床のクリアランス拡大によるものと考え

られる。麻痺側足関節背屈可動域改善は、下腿三

頭筋の被動性抵抗軽減によるものと考える。麻痺

側の分回し軽減は非麻痺側への重心移動改善、麻

痺側腸腰筋・股関節内転筋の賦活、麻痺側足関節

背屈可動域改善によるものと推測できる。足底の

しびれ・疼痛は服薬調整により NRS7/10から

5/10 に軽減し、また、麻痺側中殿筋の賦活・筋

力増強により麻痺側への荷重量が増加したと考え

る。麻痺側への努力荷重の増加、加えて非麻痺側

への重心移動改善により、FBSの段差踏み替えが

可能となり、側方への重心移動が改善したと推測

する。以上から、歩幅の拡大により 10m歩行の歩

数が減少し、歩行速度の改善に繋がったと考え

る。 

【まとめ】しびれ等、リハビリ阻害因子に対する

介入を他職種と行うことの大切さを再認識した。

また、下肢への介入困難な時、臨機応変に上肢・

体幹等の他の問題点に対して介入することで、よ

り歩行の安全性が向上した可能性があると考える。 

 

 

 



寝返り動作を用いて麻痺側･非麻痺側に介入し歩

行の安定性が向上した症例 

特定医療法人一輝会 荻原みさき病院 

越智 友哉 

【はじめに】左放線冠梗塞を呈した症例の右立脚

中期(以下 MSt)∼立脚後期(以下 TSt)の骨盤後傾･

後方回旋,右股関節伸展不十分,その際の体幹伸展

不十分に対し,寝返り動作を用いて麻痺側･非麻痺

側に同時に介入する事で歩行の安定性向上を認め

たため報告する.なお,ヘルシンキ宣言に則り本人

に説明し,書面にて同意を得た. 

【症例紹介】80代男性.X年 Y月 Z日に立位困難･

構音障害により受診.左放線冠急性期ラクナ梗塞

と診断.Z+1 日抗血小板療法開始.リハビリ継続の

ため Z+22日当院転院.既往歴:高血圧,腸閉塞術後,

右小脳梗塞.家族構成:妻･娘家族と同居.趣味:散

歩,俳句,短歌.家屋環境:屋外に階段.HOPE:一人で

外出したい.NEED:屋内外移動･階段昇降自立. 

【初期評価:Z+25∼32日】【最終評価:Z+58∼65日】 

初期評価(右/左)→最終評価(右/左) 

Brunnstrom Recovery Stage(以下 BRS)上下肢Ⅴ→

Ⅴ.関節可動域検査(以下 ROM-t)[°]:股関節伸展

(-10/-5)→(5/5).徒手筋力検査(以下 MMT):腹斜

筋(3/3)→(4/4)大殿筋(2/3)→(3/3)中殿筋(2/2)

→(3/3)小殿筋(3/3)→(4/3)大内転筋(2/2)→

(2/2).触診:腸閉塞術創部柔軟性低下.筋緊張検

査:右内腹斜筋(--)→(-),脊柱起立筋(++/++)→

(+/++),広背筋(++/++)→(++/++),大胸筋(++/++)

→(++/++).Thomas test:右(90°,陽性)→(110°,

陽性).Ely`s test:右(110°,陽性)→(120°,陽

性).短縮:左内腹斜筋,脊柱起立筋,広背筋,大胸

筋.Time Up and Go test(以下 TUG)[秒]:右回り

15.3 → 11.5 左 回 り 13.7 → 10.9.Functional 

Balance Scale(以下 FBS):34/56→46/56.10ｍ歩

行:19.5秒,32歩→10.4秒,21歩.歩行観察(独歩):

歩行周期全体で骨盤後傾･左側挙上,右立脚期右側

体重移動不十分.右 MSt∼TStに骨盤後方回旋,右股

関節伸展不十分,その際の体幹伸展不十分.→歩行

周期全体骨盤後傾軽減,右立脚期右側体重移動増

加,右 MSt∼TStで骨盤後方回旋減少,右股関節伸展

拡大,その際の体幹伸展拡大. 

【理学療法】mobilization,筋力増強訓練,寝返り

練習,立位バランス練習,歩行練習 

【考察】本症例は病前 ADL自立しており,短歌･俳

句が趣味で散歩など一人で外出する機会も多かっ

た.退院後も一人での外出希望が強く,歩行に着目

し介入した.右 MSt∼TSt の骨盤後傾･後方回旋,右

股関節伸展不十分,その際の体幹伸展不十分を認

めた.また,既往歴である腸閉塞術創部柔軟性低下

により両内腹斜筋短縮(右＜左)を認めた.高草木

は｢内側運動制御系(皮質-網様体脊髄路)は体幹と

両側上下肢近位筋の協調的な運動や姿勢を制御す

る｣と述べている.本症例は左放線冠梗塞により皮

質-網様体脊髄路に障害が生じたと考えており,非

麻痺側･麻痺側の体幹,右股関節周囲の筋活動の低

下を認めた.それに伴い左脊柱起立筋･広背筋,右

脊柱起立筋に代償性の過活動･短縮が生じた.また,

右殿筋群筋力低下や右腸腰筋･大腿直筋の短縮に

より右股関節伸展制限を認めた.以上の事から,本

症例は体幹後面筋に過活動を認め代償性の短縮が

生じているため,従重力下の臥位で実施できる治

療を考えた.背臥位で右膝関節屈曲し右股関節伸

展しながら左側へ寝返りを促す事で,右内腹斜筋･

殿筋群の筋活動向上と右股関節伸展拡大を図った.

また骨盤左側を下制させながら,体幹左側の伸展

を促す事で支持面拡大による安定性の向上を図る

事が出来ると考えた.以上の事から,左側への寝返

り動作を選択し実施した.その後立位練習,歩行練

習と抗重力位での練習に繋げた.結果,体幹･右股

関節筋活動増大を認めたことで右脊柱起立筋過活

動軽減,右腸腰筋･大腿直筋の短縮改善を認めた.

以上より右 MSt∼TSt時の体幹伸展拡大,骨盤後傾･

後方回旋軽減,右股関節伸展可動域拡大を認めた.

それに伴い TUG,FBS,10ｍ歩行の結果も向上を認

め,歩行自立 cut off 値を上回り歩行の安定性向

上を認めた.しかし,体幹後面筋過活動や骨盤左側

挙上,右側への体重移動不十分は残存し今後引き

続きアプローチが必要であると考える.HOPE であ

る一人で外出したいということから,今後は実際

に屋外歩行･階段昇降練習も行っていく. 



視神経脊髄炎の再発後,端坐位姿勢の改善から移

乗の自立に繋がった一症例 

特定医療法人一輝会 荻原みさき病院 

          藤本 雷太 

【はじめに】今回,視神経脊髄炎再発し,対麻痺を

呈した症例の体幹機能に介入し,端坐位姿勢の改

善から移乗自立に至った症例を報告する.なお,ヘ

ルシンキ宣言に基づき同意を得ている. 

【症例報告】60歳代女性.X年 Y月 Z日,徐々に歩

行困難となり,Z 日+6 日視神経脊髄炎の再発と診

断,ステロイド治療を施行.Z日+18日当院に転院.

独居生活で Hopeは家に帰りたい.Needは移乗の自

立.入院当初は端坐位・移乗に重度介助,移動は車

椅子他操.既往に胸腰椎の右凸の側弯症がある. 

【初期評価:Z日+41日～45日】(右/左) 

触診:左内外腹斜筋短縮,筋緊張:脊柱起立筋

(++/+),内外腹斜筋(--/--),徒手筋力検査(以下

MMT):体幹屈曲 2,伸展 1,回旋 2/2,膝関節伸展

1/2,modified functional reach test(単位:cm以

下 MFRT):前方(16/21),側方(5/14),姿勢・動作観

察 端坐位:両上肢での把持を要し,体幹屈曲・左側

屈・軽度右回旋,骨盤左回旋・右下制・右優位の後

傾で重心が右後方に位置. 移乗:起立の第 1～2相

にかけて体幹前傾・骨盤前傾が若干出現するが,重

心の前方移動が不足し,さらに体幹屈曲・左側屈が

出現,後方重心のまま,両上肢の過剰努力にて

push-up し,離殿後に臀部の方向を変えた後の着

座で性急さがあり,監視を要する. 

【理学療法】ダイレクトストレッチ,神経筋促通,

端坐位でのリーチ,起立訓練,介助歩行訓練 

【最終評価:Z日+69日～74日】(右/左) 

触診:左内外腹斜筋短縮軽減,筋緊張:脊柱起立筋

(+/-),内外腹斜筋(-/-),MMT:体幹屈曲 2,伸展 1,

体幹回旋 3/3,膝関節伸展 2/2, MFRT:前方(19/24),

側方(8/19),姿勢・動作観察 端坐位:体幹の伸展,

骨盤の前傾が出現し,上肢支持なしでの端坐位保

持が可能. 移乗:起立の第 1～2相にかけて体幹・

骨盤の前傾が出現し,重心の前方移動が生じる.離

殿後に臀部の方向を変えた後の着座時に性急さが

消失し,自立になる. 

【考察】本症例の屋内移動は車椅子と考え,移乗自

立が必須である.初期評価の端坐位は①体幹屈曲・

右優位の骨盤後傾(以下①),②体幹左側屈(以下

②)であり,移乗は起立の第 1～2 相にて push-up

時に体幹屈曲・左側屈が増強し,体幹・骨盤の前傾

不足から,重心前方移動が行えず,離殿後の着座時

で性急となり,後方の不安定性を認め,監視を要し

た.移乗の起立第 1～2相の問題点から開始肢位の

端坐位姿勢に着目した.①の原因は,右優位の両内

外腹斜筋の筋緊張低下・筋出力低下に伴い,腹腔内

圧が低下し体幹伸展保持が困難と考えた.②の原

因は,既往の側弯症の影響に加え,右内外腹斜筋の

筋緊張低下・筋出力低下から右内外腹斜筋の求心

性収縮が困難であることを考えた.また,①による

重心の右後方偏位に対し右脊柱起立筋の伸張位で

の過剰収縮や左内外腹斜筋の短縮位での収縮の増

強を認めた.以上より,①②に対して介入した.ま

ずは,背臥位で,ダイレクトストレッチ,hip-up に

て左内外腹斜筋短縮の改善,両内外腹斜筋の賦活

と腹圧向上を図った. 鈴木らは「外腹斜筋は肩関

節屈曲角度の増大に伴い筋活動も増大し,90°以

上で 30°と比較して有意差が認められた」と述べ

ており,端坐位でリーチを実施した.その際,骨盤

前傾を誘導し,前後にクッションを挟み,体幹中間

位を保持させながら左内外腹斜筋の遠心性収縮と

右内外腹斜筋の求心性収縮を促した.その結果,背

臥位・端坐位の触診にて両内外腹斜筋の筋収縮,低

緊張の改善を認め,MMT が 2 から 3 と向上した.両

内外腹斜筋の筋力向上により腹圧が向上し,端坐

位にて①が軽減.右脊柱起立筋は伸張位での過剰

収縮が軽減し,体幹伸展筋として機能することで

①がさらに軽減した.それに伴い,左内外腹斜筋の

遠心性収縮を促すことができ②が軽減することで

下肢への荷重に波及した.結果,MFRT が向上した.

端坐位にて右後方へ不安定性が軽減,移乗の起立

第 1～2相の体幹屈曲・左側屈が軽減,骨盤・体幹

前傾が出現.それに伴い,重心の前方移動が可能と

なり,着座の性急さが消失し,移乗が自立に至った.

今後,退院後の目標として,在宅生活を想定し,立

位保持獲得に向け,下肢に対しても介入していく. 



左延髄外側梗塞により歩行器歩行の安定性が低下

した症例 

ポートアイランド病院 奥田真衣 

【はじめに】 

 今回，左延髄外側梗塞により左下肢の筋力低下

が著明となり，歩行器歩行の安定性が低下した症

例を担当した．歩行時の左下肢に着目した評価，

理学療法を行い良好な結果が得られたため報告す

る．発表に際しヘルシンキ宣言に基づき症例に個

人情報保護対策について説明し，同意を得た． 

【症例紹介】 

 症例は，老健入所中の X年 Y月 Z 日に頭痛と構

音障害が出現し他院へ緊急入院，Z+22日目に当院

へ転院した 90 歳代の女性である．主訴は歩けな

い，Hopeは 1人でトイレに行きたい，Needは歩行

器歩行の安全性獲得とした． 

【理学療法評価（Z+28日）】 

支持物がない状態での歩行評価を目的に後方介

助の歩行観察を行った．後方介助歩行は左立脚期

が短縮した揃え型である．左荷重応答期から立脚

中期は左股関節屈曲し，体幹前傾が生じる．加え

て，左膝関節伸展は乏しく左下腿前傾が生じる．

同時期に骨盤左側方移動が乏しく，左股関節内転

増大に伴い骨盤右下制が生じることから右前方へ

のふらつきが増大し，後上方への介助量が増大す

る.徒手筋力検査（以下 MMT）は左股関節伸展・外

転 2，左膝関節伸展 3，荷重検査は右 30㎏，左 20

㎏，Berg Balance Scale（以下 BBS）5点であっ

た． 

【統合と解釈】 

本来，荷重応答期から立脚中期は大殿筋の筋活

動により股関節屈伸中間位まで伸展し，間接的に

膝関節伸展を補助する働きがある．本症例におい

ては，左荷重応答期から立脚中期に左股関節伸展

筋力低下にて左股関節が屈曲することに加え，左

股関節伸展筋力低下は同時期の左膝関節伸展筋力

低下による左膝関節伸展不足を助長し，前方への

不安定性が認められると考えた．また，左股関節

外転筋力低下により，立脚中期に骨盤が右下制す

る結果，右への不安定性が生じると考えた．これ

らより右前方への不安定性が生じるため，後上方

への介助量が増大したと考える． 

【理学療法，結果（Z+102日）】 

左股関節伸展・外転ならびに左膝関節伸展の筋

力強化を目的に OKCにて股関節伸展，外転，膝関

節伸展運動を行った.続いて左股関節伸展，膝関節

伸展を促した左前上方へのリーチ動作練習と，鏡

による視覚的フィードバックを用いて骨盤水平移

動を促しながら左下肢への荷重練習を行った．約

2 ヶ月半後，MMTは左股関節伸展・外転 3，左膝関

節伸展 4，荷重量は右 28 ㎏，左 23 ㎏，BBS は 11

点とそれぞれ改善を認めた．歩行器歩行では，左

股関節と左膝関節伸展が増大し，左股関節内転に

よる骨盤右下制が軽減した． 

【考察】 

Perry らは大殿筋下部線維について立脚初期に

股関節伸展作用にて股関節屈曲の制動に関与する

と述べている．また，荷重応答期では大きな内転

モーメントが発生し，骨盤を安定させるために中

殿筋の筋活動が必要となる．本症例は MMTより左

股関節伸展，外転筋力向上を認めたため，左荷重

応答期から立脚中期の左股関節伸展が増大し，骨

盤右下制が軽減したと考える． 

また延髄外側梗塞は，姿勢制御障害を発症する

疾患であり，評価において BBS5 点とバランス機

能の低下を認めた．それに対し，理学療法場面で

は鏡を使用した視覚的フィードバックを用い，一

定の改善を得ることができた． 

以上の結果より，本症例はトイレへの移動が歩

行器歩行にて行えるようになり，老健へと退院さ

れた．動作観察から機能障害を明確にした上で，

疾患の特性に合わせた機能障害に対するアプロー

チを行なうことの重要性を感じた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起立動作の殿部離床にて後方への不安定性を認め

た進行性核上性麻痺の一症例 

神戸マリナーズ厚生会病院 樽井 海星 

【はじめに】起立動作の殿部離床後に後方への不

安定性がみられ遂行困難であった進行性核上性麻

痺の症例を担当した。起立動作での重心の前方移

動が不十分な点に着目し理学療法を実施したとこ

ろ良好な結果が得られたため報告する。ヘルシン

キ宣言に基づき症例には報告の趣旨を説明し同意

を得た。 

【症例紹介】症例は、X-3 年に歩行障害・寡動を

認め、翌年にＡ病院にて進行性核上性麻痺と診断

された 70歳代女性である。X-2年に療養目的にて

当院転院。病棟内 ADLは車椅子軽介助、トイレ内

起立動作では殿部離床に軽介助を要した。主訴は

「介助なしでトイレに行きたい」であり、Needを

トイレ内での起立動作の安定性向上とした。 

【初回評価（X年 Y月 Z日）】端座位より胸腰椎

移行部は伸展位である。正常な基本動作の屈曲相

では、まず胸腰椎移行部の屈曲運動が起こるが本

症例では不十分であった。続く両股関節屈曲に伴

う体幹前傾は生じるが乏しく、頭部は両膝関節の

上方に位置する。その後、左上肢の引き込みにて

殿部離床がみられるも、体幹前傾不足により後方

への不安定性を認めた。関節可動域検査（以下

ROM検査）は股関節屈曲右 100°左 90°であっ

た。Modified Ashworth Scale（以下 MAS法）に

て両股関節屈曲は１+、静止時筋緊張検査は最長

筋・腰部多裂筋の筋緊張亢進を認めた。 

【統合と解釈】本症例は起立動作の屈曲相にて体

幹前傾が不十分であった。その為、殿部離床後に

後方への不安定性を認めた。体幹前傾が不十分と

なり重心前方移動が不足する要因として、股関節

屈曲が乏しいことと、足関節背屈に伴う下腿前傾

の不十分さが考えられた。これら二つの機能障害

の順序性を明確にする目的で、股関節屈曲による

骨盤前傾を徒手にて誘導して起立動作を実施した

結果、足関節背屈に伴う下腿前傾もみられ起立可

能となった。その為、屈曲相の主要問題点は両股

関節屈曲と考えた。両股関節の屈曲可動域低下に

加えて、最長筋・腰部多裂筋の筋緊張亢進によ

り、正常な起立動作の屈曲相初期に生じる胸腰椎

移行部の屈曲が認められないと考えた。その為、

殿部離床直前に頭部の前下方移動が不十分とな

り、殿部離床後に後方への不安定性を呈すると考

えた。 

【理学療法】背臥位にて両股関節屈曲と体幹屈曲

ROM練習を実施した。その後、端座位にて最長筋

に対してリラクゼーション、端坐位での上肢前方

リーチ動作を実施し、起立動作の屈曲相における

股関節屈曲に伴う体幹前傾を促した。 

【最終評価（X 年 Y 月 Z+27 日）】屈曲相にて股関

節屈曲に伴う体幹前傾と胸腰椎移行部の屈曲増大

により、殿部離床時に頭部は両膝関節よりも前方

に位置した。その為、後方への不安定性が改善し

介助なしで起立可能となった。ROM 検査は両股関

節屈曲 100°であった。また、MAS法は、両股関節

屈曲は 1と筋緊張の軽減を認めた。そして、静止

時筋緊張検査では、最長筋・腰部多裂筋の筋緊張

軽減を認めた。 

【考察】上杉らは、立ち上がり動作では股関節屈

曲運動により前方への重心移動を増大させると述

べている。本症例においても、起立動作の屈曲相

での両股関節屈曲不足により体幹前傾が乏しくな

り重心前方移動が不十分になっていると考えた。

理学療法にて、両股関節屈曲可動域の改善に伴

い、屈曲相における体幹前傾が増大したと考え

た。小柳らは、体幹の前傾・屈曲により、身体重

心を両足部で作られた殿部離床後の支持基底面に

接近させると述べている。本症例においても、最

長筋・腰部多裂筋の筋緊張改善により屈曲相の殿

部離床直前にかけて胸腰椎移行部の屈曲、いわゆ

る体幹屈曲が増大し、頭部は両膝関節より前方に

位置したと考えた。起立動作における股関節と体

幹の屈曲が向上したことで、重心前方移動が増大

し、殿部離床後の後方への不安定性が改善した結

果、トイレ動作が見守りとなった。 

 

 

 



在宅復帰に向け歩行と階段昇降の転倒リスク軽減

を図った症例 

介護老人保健施設シルバーステイあじさい 

川藤 萌乃 

【はじめに】今回両側小脳梗塞と右前頭葉脳挫傷

を呈し、在宅復帰に向け移動能力向上を目標とし

た症例を担当する機会を得た為ここに報告する。 

【症例紹介】90 歳代男性,X 年 Y 月 Z 日に自宅に

て転倒し頭部外傷にて A 病院に入院。X 年 Y+6 月

Z 日に在宅復帰目的で当施設に入所、理学療法開

始。Need は歩行と階段昇降の安全性獲得とする。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り、目的と個

人情報の取り扱いについて十分な説明を行い、同

意を得た。 

【初期評価】徒手筋力検査(以下 MMT)(右/左):大

殿筋 4/4,中殿筋 3/3,大腿四頭筋 3/3,下腿三頭筋

3/3  失調検査:指鼻指試験:5/5,踵膝試験:5/5動

作時振戦出現し、歩行時に右 TSw〜ICで多く足部

に企図振戦が見られる。バランス検査(以下

FBS):39/56 

歩行(独歩):腋窩接触介助にて実施。骨盤軽度後傾

位、股関節・膝関節軽度屈曲位で軽度に後方重心

である。歩隔はやや広く歩幅は狭い。上肢の振り

は見られない。デュシェンヌ様歩行が見られ、両

側 MSt〜TSt で立脚側への体幹側屈が見られる。

右 TSw〜ICには足部に軽度の企図振戦が出現する。

更に、質問や会話を行うと歩行以外に注意が逸れ

ると体幹の左右動揺が出現し介助量増加する。 

階段昇降腋窩接触介助＋手摺把持にて 2足 1段で

実施。昇段時、体幹の前傾や前方への重心移動は

あまり見られず手摺の引き寄せを用いて昇段動作

行い、右側下肢昇段時に右足部の軽度の企図振戦

と引っかかりが見られる事がある。降段時は手摺

側へ体重偏移、体幹右回旋させ両側上肢で手摺を

把持することがある。 

【治療目標】短期目標は下肢筋力増強とバランス

能力向上、長期目標は階段昇降と歩行の安全性獲

得とする。 

【経過】個別リハビリでは殿筋群、大腿四頭筋、

下腿三頭筋の筋力トレーニング、リーチ動作や重

心移動などのバランス練習、歩行練習、階段昇降

練習を中心に 20分間実施した。 

【最終評価】MMT(右/左):大殿筋 4/4,中殿筋 4/4,

大腿四頭筋 4/4,下腿三頭筋 4/4 

失調検査：指鼻指試験:5/5,踵膝試験:5/5 動作時

振戦出現するが、歩行時の右側 TSw〜ICの足部企

図振戦は軽減されている。  FBS：42/56 

歩行(独歩):近位見守りにて実施。歩幅は減少した

ままだが歩隔はやや縮小しており上肢の振りが見

られる様になっている。両側 MSt〜TSt での立脚

側への体幹の側屈は軽減されている。 

階段昇降：見守り＋手摺把持にて2足1段で実施。

昇段時は体幹前傾させて前方へ重心移動を行い、

上肢での引き寄せは軽減している。降段時は両上

肢で手摺把持し、側方から行う。体幹軽度前傾位

で右下肢から降段するが体幹左側屈になる。足部

を接地させる際に動作時振戦が出現し、体幹動揺

が見られることがあるが両上肢で手摺を引き寄せ

てバランスを保とうとする。 

【考察】望月はバランス能力の改善には動作の繰

り返しによる運動学習が必要としており、階段昇

降時の昇段で重心の前方移動が不十分であった為、

動作と重心移動が定着するよう段差を用いて繰り

返し行い、口頭指示と模倣による視覚でのフィー

ドバックを実施し、動作改善を促した。立位での

リーチ練習や段差昇降練習から実施し、その後階

段昇降へと移行した。内田らは階段昇段時で求心

性、降段時で遠心性収縮にて運動を制御し、腓腹

筋の活動は主に重心の前後動揺制御に強く作用す

ると報告しており、筋力トレーニングを実施し、

筋力増強が見られ、階段昇降や歩行時が初期評価

時より体幹動揺も減少し安全に行えるようになっ

た。今後は在宅復帰に向け、ケアマネージャーや

家族と連携していく。本氏は夜間トイレ利用時の

階段利用などでの転倒・転落リスクが高いため、

福祉用具や住宅改修を導入していき、自宅で安全

に過ごせる環境づくりを行なう。在宅復帰後は介

護保険を利用し、安全に運動を行い、現在の機能

維持・向上する事ができる場の提供も必要である

と考える。 



活動範囲拡大に向けて端座位保持を目標とした症

例 

               山形 大樹 

西記念ポートアイランドリハビリテーション病院 

【はじめに】右視床出血を発症した症例に対し、

活動範囲拡大に向けて端座位保持を第一目標に介

入したため経過を報告する。 

【症例紹介】70歳代女性。左被殻出血を既往に持

つが入院前は介護サービスを利用しながら独居で

生活していた。X 月 Y 日に右視床出血を認め、同

日に再出血を認めた。X月 Y 日+41日（Z日）に当

院入院となった。 

【倫理的配慮説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づ

き症例発表の意義・目的を説明し御家族に同意を

得た。 

【初期評価】画像所見：出血巣は視床前方を中心

とし、左前方に伸展。脳室穿破とミッドラインシ

フトを認める。既往の被殻出血はフレア画像で被

殻に限局。意識；Glasgow Coma Scale(GCS)：E5 

/V1/ M6。表情の変化はなく活気は乏しい。目は虚

ろで焦点ははっきりとしない。FIM：19点(理解以

外は全介助)。運動麻痺；Brunnstrom stage：Ⅲ。

体幹機能；Trunk Control Test(TCT)：0/100。感

覚：表在感覚脱失無し/関節覚鈍麻無し(失語のた

め詳細な評価不可)筋緊張：両側腹直筋・両側外腹

斜筋・両側内腹斜筋・両側腹横筋緊張（−）脊柱起

立筋（±）。座位姿勢：頭頸部伸展、頸部屈曲・左

側屈、肩甲骨外転、右肩甲骨下制、右肩甲骨軽度

挙上。体幹左側屈・屈曲、胸腰椎は後弯増強して

おり骨盤後傾位。自力での端座位保持は出来ず、

介助なしでは左後方へ転倒する。転倒していく際

の体幹筋の活動は認めなかった。右臀部に比べる

と左殿部の感覚が少しわかりにくい。 

【治療と経過】両長下肢装具での歩行練習・立位

練習・鏡を用いた端座位保持練習を行い Z +10週

で端座位保持可能となった。 

【最終評価】意識；GCS：E5 /V2/ M6。表情の変化

が見られるようになり、活気も向上した。訴えをよ

く表出するようになった。FIM：19点。運動麻痺；

Brunnstrom stage：Ⅲ。体幹機能；Trunk Control 

Test(TCT)：12/100。筋緊張：両側腹直筋・両側外

腹斜筋・内腹斜筋・両側腹横筋・脊柱起立筋(±)。

座位姿勢：アライメントの変化はないが端座位保

持は可能となった。 

【考察】本症例は既往に被殻出血があり、今回右

視床出血を発症し端座位保持が困難となった症例

である。娘様の助けが手厚く、自宅復帰を希望さ

れている。入院時の生活範囲はベッド上に限られ

ていた。臥床時間を減らすことで廃用の進行を防

ぐことや、活動範囲を拡大するためにも端座位保

持が重要である。端座位が困難となっている原因

として反応性の低下・体幹機能の低下であると考

え介入し改善を得た。初期評価では表情の変化や

活気は少なく、目は虚ろで焦点ははっきりとして

いなかった。体幹機能は内腹斜筋・外腹斜筋・腹

横筋の低緊張を認め、TCT は０点であった。吉尾

らは足底への荷重刺激は大脳皮質を覚醒させると

述べており、村上らは、腹筋群は腹腔内圧を上げ

姿勢保持に関与すると述べている。そのため、反

応性の低下と体幹筋の低緊張が端座位保持を阻害

していると考え、積極的に立位練習や歩行練習を

行った。両下肢の支持が十分に得られなかったた

め、両長下肢装具を使用した。最終評価時は、反

応性が改善され、外部からの刺激に対して表情の

変化が見られるようになった。また、体幹筋の低

緊張が改善し、TCTも 12/100と改善した。上記 2

点により、端座位が可能となったと考える。端座

位保持は可能となったが、日中の離床時間は短時

間に限られている。今後は日中の離床時間を増や

していくとともに、安楽な車椅子座位のポジショ

ニングや、座位耐久性・バランス向上、移乗能力

の向上を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 



左下肢の協調運動障害に着目し、歩行動作が改善

した一症例 

東神戸病院 松岡大輝 

【はじめに】今回の右小脳出血と既往の視床出血

の影響により,左下肢の協調運動障害を呈した症

例に対して介入した結果,歩行動作の介助量軽減

に至った症例を経験したため報告する. 

【症例紹介】70 歳代男性,既往に右視床出血があ

り,入院前 ADLは自立,屋内歩行は杖・伝い歩きに

て自立,屋外歩行は杖と奥様の手引き介助が必要

であった. X年 Y月 Z日,デイサービスにて呂律困

難,めまい,嘔吐が出現し緊急搬送,右小脳出血と

診断され保存加療となる. 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的,

方法,データ管理,公表方法を説明し同意を得た. 

【初期評価：Z＋30日】（検査結果は右/左で記載） 

感覚検査:運動覚 5/3,位置覚 5/0,表在感覚 10/10.

腱反射:大腿四頭筋+/⧺ 

Modified Ashworth Scale（以下:MAS）:大腿四頭

筋 0/1+,ハムストリングス 0/1+. 

踵膝試験,向こう脛叩打試験:左下肢で陽性. 

Brunnstrom Recovery Stage(以下;BRS):左下肢Ⅳ. 

Functional Independent Measure(以下:FIM): 51

点. Berg Balance Scale(以下:BBS):23点. 

動作観察:杖歩行にて右立脚期での後方への転倒

を防ぐため中等度介助を必要とする.杖を突く,左

下肢を振り出す,右下肢を揃える,といった 3動作

歩行であり,ぶん回し様の振り出しである.右立脚

中期にて右骨盤の下制,体幹右後方への偏位、左下

肢を外転方向に振り出し,バランスが右後方へ崩

れる.また,左下肢のダブルニーアクションはみら

れず,遊脚初期から中期にかけての左股関節・膝関

節屈曲角度が不足している.  

【統合と解釈】本症例は歩行動作時に左下肢の協

調運動障害と痙縮の残存により伸展パターン優位

となっている.そのため,左遊脚期では股関節・膝

関節の屈曲角度が不足していることに加え,位置

覚鈍麻により接地位置が定まらず,下肢を外側に

振り出してしまい体幹が右後方に偏位し動作安定

性の低下が生じているものと考える. 

 よって問題点として,左下肢の協調運動障害,痙

縮の残存,位置覚鈍麻を挙げ,歩容改善を目指しア

プローチを行った. 

【治療と経過】左下肢の協調運動障害の改善を目

的に座位で足元のボールを上下左右,円状に操作

する運動と 0.5kgの重錘装着下での歩行練習を実

施した.加えて,座位にて床に印をつけ,その目標

に向かっての下肢のリーチの反復動作により痙縮,

位置覚鈍麻の改善を目指した. 

【最終評価:初期評価＋90 日後】感覚検査（右/

左）:運動覚 5/5,位置覚 5/3,表在感覚 10/10.腱反

射（右/左）:大腿四頭筋+/⧺ 

MAS（右/左）:大腿四頭筋,ハムストリングス 0/1. 

踵膝試験:陰性,向こう脛叩打試験:左下肢で陽性. 

BRS:左下肢Ⅴ.FIM: 73点.BBS:41点. 

本症例の歩行動作は左遊脚期の股・膝関節の屈曲

角度が増加し,ぶん回し様の振り出しが改善し 2

動作の歩行となり,近位見守りレベルとなった. 

【考察】本症例の歩容は小脳出血により,下行運動

系の調節機構が破綻し,歩行における下肢の協調

的な筋収縮が阻害されて生じているものと考える.

また,既往にある右視床出血により左下肢に痙縮

が残存していたことも起因していると考える. 

 重錘負荷は固有感覚入力の強化をはかるととも

に重錘負荷により増加した運動量が、拮抗筋の緊

張を増加させ,引き続いて起こる拮抗筋の収縮を

容易に出させる¹⁾.よって,左下肢の協調運動障害

が改善し,左遊脚期の股関節・膝関節の屈曲角度の

改善に繋がったものと考える.また,視覚を利用し

た感覚フィードバックを促通するともに痙縮を抑

制下で随意性の高い運動を反復したことにより痙

縮,位置覚の改善に繋がったものと考える.その結

果,介入より 90日間で本症例の杖歩行は中等度介

助レベルから近位見守りレベルまで改善した. 

【参考文献】 

１）立野 勝彦:失調症のリハビリテーション. 

リハビリテーション医学 Oct.1991 

 

 

 



立ち上がり動作に着目し治療を行った結果、四点

杖歩行見守り獲得に至った一症例 

本山リハビリテーション病院 二宮春香 

【はじめに】今回、立ち上がり動作時より後方重

心・Pusher 症状を認めた症例に対し治療を行い、

屋内四点杖歩行見守りを獲得したため報告する。 

【症例紹介】70代女性。X年 Y月 Z 日左片麻痺を

認め救急搬送。右放線冠脳梗塞を認め、リハビリ

目的で Z+18日当院に転院。Hopeは杖で帰りたい。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に則り研究の目的、

方法、協力者が不利益を受けないこと、データ管

理、公表方法を本人に説明し同意を得た。 

【初期評価 Z+23日】Brunnstrom Recovery Stage

（以下 BRS）左下肢Ⅱ。粗大筋力検査（以下 GMT）

は体幹右回旋 3、体幹屈曲・左回旋・左股関節伸

展・左膝関節伸展 2、左足関節背屈・底屈 0。

Modified Ashworth Scale（以下 MAS）は左下腿三

頭筋 2。関節可動域検査は左足関節背屈 5°。感覚

検査は左下肢表在感覚中等度鈍麻、位置覚軽度鈍

麻。Scale for Contraversive Pushing(以下 SCP)

は 2.75 点。触診では左脊柱起立筋の筋緊張亢進

を認め、座位姿勢は骨盤後傾位。立ち上がり動作

は、骨盤左回旋・左踵挙上を呈し、骨盤・下腿前

傾が不十分な状態で離殿することで、後方重心を

認め、中等度介助を要す。また伸展相へ移行する

と、右足底面からの押し返し（以下 Pusher症状）

により、左傾倒を認める。右上肢引き込みでの代

償動作（以下上肢 pull）を用いると軽介助で可能

であるが、上肢 pullでの立ち上がり動作では、左

上下肢の緊張亢進を認め、骨盤左回旋の増強、後

方重心が助長される。立位は上肢 pull 支持で軽

介助、骨盤後傾・左回旋を呈し、後方重心、Pusher

症状による左傾倒を認める。歩行は後方重心、左

傾倒、左膝折れを認め、長下肢装具着用で全介助。 

【理学療法経過】立ち上がり動作の学習のため、

脊柱起立筋・下腿三頭筋の筋緊張亢進の緩和を目

的にストレッチを実施。短下肢装具（以下 SLB）

を着用し、全足底接地した状態で、骨盤・下腿前

傾を促し、立ち上がり練習を反復した。Z＋94日、

立位時の後方重心は消失し、左傾倒の軽減を認め

た。さらに立位で残存していた左傾倒に対し、体

性感覚フィードバックを用い、自己の認識する正

中位から正確な正中位へと患者の言語化を基に修

正を行い、正中位の認識を学習させた。 

【最終評価 Z+129日（変化点のみ）】BRS左下肢Ⅲ。

GMT は体幹屈曲 3。感覚検査は左下肢表在感覚軽

度鈍麻。SCP は 0 点。触診では左脊柱起立筋の筋

緊張亢進が緩和。立ち上がり動作は左下肢シュー

ホーンブレイス着用で後方重心、左傾倒が消失し

見守り、立位は支持物なしで見守り、屋内四点杖

歩行が見守りで可能となった。 

【考察】本症例の Hopeは杖歩行獲得である。しか

し、立位時に骨盤後傾・左回旋を認め、後方重心、

Pusher症状による左傾倒を呈するため、支持物な

しでは立位保持困難であった。後方重心は立ち上

がり時から認めており、まずは立ち上がり動作の

改善が必要であると考えた。座位にて骨盤後傾位

であり、立ち上がり第一相より骨盤左回旋・左踵

挙上を呈し、後方重心を著明に認めた。そのため、

離殿時の後方重心に対し上肢 pull を用いた代償

を必要としていた。触診より左脊柱起立筋、MASよ

り左下腿三頭筋の痙性を認め、骨盤左回旋・左踵

挙上し、足部が底屈するため、骨盤・下腿前傾が

不十分となり、そのまま離殿を行うため後方重心

を呈していると考えた。また伸展相へ移行すると

Pusher 症状による左傾倒を呈し、上肢 pull の増

大を認めた。これは離殿時より、上肢 pullの代償

を用いていることから、左脊柱起立筋の筋緊張亢

進を助長させ、骨盤左回旋を強めるため、さらに

Pusher症状の増強を呈していたと考える。以上の

ことから、まずは痙性を緩和する必要があると考

え、脊柱起立筋と下腿三頭筋の筋緊張亢進の緩和

を図り、SLB を着用し、全足底接地させた状態で

の立ち上がり練習を行った。その結果、立ち上が

り時より認めた後方重心、上肢 pull は消失し、

Pusher症状の軽減を認め、左傾倒が軽減した。さ

らに正中位の認識を学習したことで、Pusher症状

による左傾倒は消失し、支持物なしでの立位保持

を獲得。屋内四点杖使用での歩行が見守りで可能

となった。 



硬膜動静脈瘻の患者に対し低栄養に着目して理学

療法を実施し良好な経過を得た症例 

甲南医療センター 村川友哉 

【はじめに】 

今回，硬膜動静脈瘻（以下 DAVF）の患者を評価，

治療する機会を得たため報告する． 

【倫理的配慮】 

ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し，対

象者に口頭で説明し同意を得た． 

【症例紹介】 

症例は 90 歳代の女性で ,X 日に施設で転倒し頭

部 MRI により左 DAVF 疑いと診断され，当院に精

査加療目的で X＋2 日に入院となった．身長 150

㎝，体重 41.4 ㎏，BMI18.4 ㎏/㎡,ALB2.9g/dL，

TP173mg/dL ，GNRI78.06，MNA-SF9 点であった．

入院前 ADLは発症 1か月前まではシルバーカーで

移動していたが,徐々に歩行困難となり車椅子中

心の生活であった．食事動作は普通食で自立して

いたが,徐々に経口摂取量が減少していた. 

【術前理学療法評価（X＋5日から 10日）】 

GCSは E4V4M5，HDS-Rは 0点,MRCスコアは 19点，

握力は右 2.1㎏，左 2.7㎏，下腿最大周径は右 25.5

㎝，左 25.5㎝, FIMは 23点（運動 16点，認知 7

点）,FSS-ICUは寝返り 4点，起き上がり 3点，端

坐位保持 4点，立ち上がり 3点，歩行 1点であっ

た．  

【理学療法経過】 

X＋11 日に DAVF に対する経静脈的塞栓術（以下

TAE）を施行し，X＋12日より術後理学療法を開始

した．術後は脳卒中治療ガイドライン 2021 に沿

って脳卒中と同様のリスク管理のもと理学療法を

実施した.術後早期の GCSは E4V5M6と意識レベル

の改善を認め,その後も合併症の発症はなく良好

な経過を辿った．施設退院に向けて監視下での起

居動作及び車椅子移乗動作の獲得,普通食の自己

摂取をニーズとして挙げた．入院時より食事の経

口摂取が困難であり，X＋4 日より経腸栄養法

（1500kcal）が開始された．X＋16 日より経口摂

取を開始し，X＋21日には普通食（1200kcal）が自

己摂取可能となった． X＋24 日には起居動作およ

び車椅子への移乗動作が監視下で可能となり，X＋

27日に施設退院となった． 

【理学療法最終評価（X＋24日から 26日）】 

GCSは E4V5M6，HDS-Rは 8点，MRCスコアは 25点， 

握力は右 5.1kg，左 3.1㎏，下腿最大周径は右 26.0

㎝，左 25.5 ㎝，FIM は 37 点（運動項目 28 点,認

知項目 9点），FSS-ICUは寝返り 6点，起き上がり

5 点，端坐位保持 5 点，立ち上がり 5 点，歩行 4

点であった．体重は 41.0kgとほぼ変化なし，ALB

は 3.0 g/dL，GNRIが 79.20であった． 

【考察】 

DAVF は未治療の場合，年間出血率は 10％とされ

ているが,TAE 施行後は 92.1～95.0％において合

併症の発症がなく良好な転帰をたどるとされてい

る.よって術後は先述したニーズの獲得に向けて

積極的なリハビリテーション介入が必要と考えた.

しかし,入院時より低栄養およびサルコペニアの

所見がみられた.脳卒中において低栄養およびサ

ルコペニアはリハビリテーションの帰結と負の関

連があると報告されており,本症例も脳卒中と同

様に栄養状態に応じた介入が必要と考えた．低栄

養の改善には 200～750kcal/日のエネルギー蓄積

量の追加を検討する必要がある．本症例は

Harris-Benedict の式に基づいた基礎エネルギー

消費量，活動係数，ストレス係数から全エネルギ

ー消費量を約 1200kcal と算出した. このことか

ら経腸栄養法の時期は 3～4METS の運動療法を 1

日 1～2単位実施し,経口摂取の再開に伴い食事摂

取量に注意し, 2～4METS 程度の運動を 1 日 1～2

単位実施した.栄養状態を考慮した運動療法が退

院時における ADLの改善に良好な経過をもたらし

たと考える． 

【まとめ】 

DAVF は我が国において年間 0.29 人/10 万人と非

常に稀な疾患であり,運動療法に着目した報告は

少ないが,本症例を通して DAVF に対しても脳卒中

と同様に低栄養およびサルコペニアに着目した介

入により良好な転帰を得られることを経験した. 

 

 



療養期患者に対する関わり方の工夫により生活に

前向きな変化を認めた症例 

宮地病院 加茂 春香 

【はじめに】療養期患者に対する関わり方の工夫

により、入院生活での言動に前向きな変化を認め

た為報告する。 

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に従い内容につい

て説明し、同意を得た。 

【症例紹介】80歳代男性。X年 Y月 Z日誤嚥性肺

炎を発症し他院入院。一度施設入所するも Y+1ヶ

月に肺炎再発し経鼻経管栄養となる。Y+3 ヶ月当

院へ転院。既往は左被殻出血による右片麻痺。入

院前は移乗動作軽介助、車椅子での移動は自立。

HOPE は立ちたい。 

【初期評価:介入 1 週目(Y+5 ヶ月)】全体像:日常

生活に対し受動的。「だめだね」等自身を過小評価

する発言あり。BMI：16.5。血液データ:ALB 2.7、

TP 5.5。Brunnstrom Stage:上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。粗大

筋力検査(以下 GMT）:R/L体幹 2、上肢 1/2、下肢

1/2。TIS:7/23点。FIM：54点。起立動作:骨盤前

傾が不足し殿部離床(以下離殿)に膝の固定等重度

介助を要する。起立動作 2 回の疲労度は VAS で

40mm。SF-36(点):日常役割機能 身体(以下 RP)5、 

精神(以下 RE)3。 

【治療と経過】長期目標は入院前の生活レベルに

近づけること、短期目標は起立動作の実用性向上

とし、端座位での骨盤運動や起立動作といった特

異性のある動作練習を中心に行った。7 週目に尿

路感染による発熱、9 日間の絶食。身体機能維持

の為関節可動域練習、低負荷運動を中心に実施。

9 週目以降は端座位での介入や起立練習を再開。

状態変化後は動画や模倣でのポジティブなフィー

ドバック(以下 FB)を用いて、難易度や負荷量を調

節しながら実施した。 

【最終評価:介入 10週目】変化点のみ記載。全体

像:日常生活に対し意欲的で、「できるよ」「今の良

かった」等前向きな言動が増加。BMI:15.6。血液

データ:ALB2.3、TP4.5。GMT:下肢 2/3。TIS:10/23

点。FIM:55 点。起立動作:骨盤前傾等の自動運動

が増加し離殿時の介助量軽減。起立動作 2回の疲

労度は VASで 20mm。SF-36(点): RP14、RE10。 

【考察】本症例は、療養期であり誤嚥性肺炎発症

から 5ヶ月経過し低栄養を呈している。高齢であ

り入院後も発熱や絶食期間があることから、身体

機能の大幅な改善は難しいと考える。その中でも

身体機能や起立動作の向上に向けて、入院生活に

おいて能動的な行動を促し、全身状態に応じて活

動的に過ごしてほしいと考えた。その行動を起こ

す為には自己効力感(以下 SE)の向上が影響して

いると言われており、Bandura は「言語的説得、代

理的体験、遂行行動の達成、および生理的・情動

的喚起」の 4つが主要な情報源としている。理学

療法は前述した 4つの情報源を用いて特異性のあ

る動作練習を実施した。言語的説得は、動作の成

功・失敗に関わらずポジティブな言葉を意識した

FBを行った。代理的体験では、起立動作の模倣や

動画を用いて現状と目標との比較や、良かった点・

改善点の共有を行った。遂行動作の達成では、座

面の高さや足部の位置等の環境設定にて難易度を

調節した。生理的・情動的喚起では、介入時の主

観的疲労度を基に負荷量の調節を行った。介入を

進めていく中で徐々に座面の高さを低くすること

で動作の難易度を上げていき、疲労度に合わせ動

作回数を増加させた。この介入により下肢の筋力

が向上し、起立動作は骨盤前傾が増加した。重心

の前方移動が得られ離殿時の介助量が軽減し動作

の効率が向上した。上記のように 4つの情報源を

用いて身体機能や起立動作の変化を共有したこと

で、自身の変化を実感し「出来る様になった」「良

くなった」などの発言が増加したと考える。発言

以外にも、身の回りのことを進んで行う、動作練

習や車椅子操作を自ら行う等の変化がみられた。

生活に対しても髪を梳かしたい、次はこの服を着

たいなど意欲的な言動が増加した。SEの向上を図

った関わり方の工夫により、受動的な姿勢から能

動的な姿勢へと変化を認め、生活に対しより意欲

的な言動が増加したと考える。 

 

 

 


