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2019 年　　月　　日

施　設　長　様

第31回兵庫県理学療法学術大会
大　会　長　　石本　    寧
準備委員長　　田中　 慎二

第31回兵庫県理学療法学術大会出張許可について（お願い）

謹啓
　時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　平素より一般社団法人兵庫県理学療法士会の運営につきまして、格段のご理解を賜り厚くお礼申
し上げます。
　さて、このたび下記の要領にて第31回兵庫県理学療法学術大会を会員の知識・技術の向上を目的に
開催する運びとなりました。
　つきましては、貴施設の理学療法士　　　　　　　　　　　　　　氏の学会出張につきまして、
格段のご配慮を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

謹白

記

1.　日　時：2019年7月21日（日）9：30～17：00

2.　会　場：神戸国際会議場　
 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-9-1
 TEL: 078-302-5200

3. 　テーマ：未来の笑顔を約束する　～理学療法士の責任～

【問い合わせ先】
  第 31 回兵庫県理学療法学術大会　事務局
  明石リハビリテーション病院　リハビリテーション部内
  E-mail：pt31jimukyoku@yahoo.co.jp
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第31回兵庫県理学療法学術大会の開催にあたって

　この度、第31回兵庫県理学療法学術大会を東播磨支部担当のもと、2019年7月21日(日)に神戸
国際会議場で開催することとなりました。
　近年、われわれ理学療法士が活躍する場は多岐に渡ってきています。特に医療・介護の現場
においては、急性期・回復期・生活期と区分され、それぞれのステージで理学療法の専門性を
活かせるよう日々研鑽を重ねて来ていることと思います。
　2018年4月、医療・介護報酬の同時改定が行われました。その内容は2025年問題への対応を
見据えて、リハビリテーション機能の役割がより明確化されたものになっています。そこで見
えてきたものに、ケアサイクル（循環型ケア）の質の担保というものがあります。一人の人間
が病気になると急性期、回復期、生活期というステージを通過していき、そのサイクルを繰り
返しながら、終末期を迎えます。そして、それぞれのステージで理学療法を受けることになり
ます。各期の理学療法の質を高めるためには、前方・後方連携において、「情報伝達が出来て
いるか？」、「治療やケアの方針が異なっていないか？」などにしっかりと目を向けることが必
要となるでしょう。
　本大会では、テーマを「未来の笑顔を約束する〜理学療法士の責任〜」としました。医療・
介護の現場において、それぞれのステージで理学療法を提供している私たちが、リハビリテー
ションの理念であるその人の生活を支援し、その人が笑顔で暮らすという結果に責任をもって
関われているか？このことを考えるきっかけにしたいと思っています。また抄録の表紙には、
太陽に照らされた明石海峡大橋と、高砂にある尉と姥伝説のイラストを配置しました。私たち
が提供する理学療法が人の一生に笑顔を提供する架け橋となることを表しており大会のテーマ
に沿ったものになったと自負しております。
　大会では、特別講演として日本理学療法士協会森本榮副会長に「理学療法士の未来に向けて
果たすべき責任」というテーマでご講演いただきます。
　シンポジウムは、それぞれのステージで活躍している理学療法士３名を招き、各ステージで
果たすべき責任と求められる連携についてディスカッションしていきます。
　また教育講演として京都橘大学の甲斐義浩氏に「肩関節バイオメカニクスの基礎」、甲南女
子大学の西上智彦氏に「疼痛科学に基づいた理学療法−臨床での定着−」をお願いしました。
この教育講演で理学療法の知識・技術の涵養を図っていこうと思っています。
　このように、いま一度理学療法士の責任というものを様々な角度から再考し、明日からの医
療・介護の現場で対象者やその家族が笑顔になる良い結果を出せるよう、本大会を有意義なも
のにしていきたいと考えています。会員皆様の積極的なご参加を準備委員一同お待ち申し上げ
ています。

第31回兵庫県理学療法学術大会
大 会 長　　石本　　寧
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兵庫県
神戸市

一般社団法人兵庫県医師会
公益社団法人兵庫県看護協会

一般社団法人兵庫県作業療法士会
一般社団法人兵庫県言語聴覚士会
一般社団法人兵庫県介護福祉士会
一般社団法人兵庫県社会福祉士会

一般社団法人兵庫県介護支援専門員協会
一般社団法人兵庫県介護老人保健施設協会

社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会
一般社団法人兵庫県歯科医師会
公益社団法人兵庫県栄養士会
一般社団法人兵庫県薬剤師会

公益社団法人兵庫県放射線技師会
公益社団法人兵庫県臨床検査技師会
一般社団法人兵庫県臨床工学技士会

神戸市リハ職種地域支援協議会
神戸新聞社

株式会社サンテレビジョン
朝日新聞神戸総局

ラジオ関西
（順不同）

第31回兵庫県理学療法学術大会後援一覧

広告協賛一覧

展示出展社一覧

医療法人社団 慈恵会 神戸総合医療専門学校
学校法人 神戸滋慶学園 神戸医療福祉専門学校 三田校

関西総合リハビリテーション専門学校
神戸学院大学 総合リハビリテーション学部
甲南女子大学 看護リハビリテーション学部

神戸国際大学 リハビリテーション学部
兵庫医療大学 リハビリテーション学部

宝塚医療大学 保健医療学部
株式会社 Steps

株式会社スイッチオンサービス
関西アイエヌエスサービス株式会社

（順不同）

株式会社 Steps
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１．参加費について	 日本理学療法士協会　会員・他職種　3,000円
 日本理学療法士協会　会員外　　　　6,000円
 学生（学生証を提示してください）　　 無料

会員証（H24年3月発行の右記デザイン：
緑色）による会員証明・参加受付・ポ
イント管理を導入しております。当日
は忘れずにお持ちください。
※NICOSカード・楽天カードではありません

２．受付について
（１）受付場所：参加者受付・総合案内　　1F　9：00〜16：00
　　　　　　　 ＰＣ受付　　　　　　　 B1F　9：00〜15：20
　　　　　　　 ※会場案内をご参照ください。

（２）受付方法：参加者受付にて日本理学療法士協会会員証を提示していただき、参加費をお支払いくだ
さい。引き替えにネームプレート（領収書付き）とネームホルダーをお渡しします。ネームホルダー
は返却不要です。

３．会館内でのご注意
（１）喫煙について：館内は全面禁煙となっております。
（２）携帯電話について：館内ではマナーモードか電源をお切りいただき、使用はご遠慮ください。
（３）昼食について：各会場では飲食出来ません。B1Fの「ホール」または3Fの「ラウンジ」「レセプショ

ンホール」に飲食可能なスペースがあります。会場近くに店舗がありませんので、各自昼食を用
意していただくことをお勧めします。

（４）ゴミについて：ゴミは各自でお持ち帰りいただき、会場にゴミを放置することがないようお願い致
します。

（５）撮影および録音について：会場内での撮影及び録音は講師の著作権保護や紹介されるケースのプラ
イバシー保護のため禁止させていただきます。　

４．託児所について
　　会場に隣接するポートピアホテル内の託児所をご利用いただけます。

（１）お申し込み先：ファンタジックアリス
メール（hyogo-pt31@up-l.co.jp）にてお申し込みください。
お問合せ電話番号　078-303-5247
※電話でのお問合せは平日12：00〜16：00の間にお問合せください。
※お問合せに際しては、第31回兵庫県理学療法学術大会参加者である旨をお伝えください。
※費用は大会側が負担致します。

（２）申込み締切：7月5日（金）16：00
なお、定員になり次第、締め切らせていただきますのでご了承ください。

5．駐車場について
　　駐車スペースには限りがございます。会場周辺の有料駐車場または、公共交通機関のご利用をよろしく
　　お願い致します。

参加者へのお願い
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新人教育プログラム単位認定及び専門・認定理学療法士の取得に関わる履修ポイントについて
　本学術大会は新人教育プログラム単位認定及び専門・認定理学療法士の取得に関わる履修ポイントが認定
されます。
・新人教育プログラム修了者：学術大会参加で生涯学習10ポイント。さらに、一般発表で生涯学習5ポイ
　　　　　　　　　　　　　　　ント。
・新人教育プログラム履修中：学術大会参加のみでは単位の付与は無し。

但し、学術大会の特別講演は「C-7 士会活動・社会貢献（1単位）」、
教育講演Ⅰは「C-4 高齢者の理学療法（1単位）」、
教育講演Ⅱは「C-2 運動器疾患の理学療法（1単位）」として認定されます。
また、一般発表者については、「C-6 症例発表（3単位）」として認定されます。

各セッション開始10分前よりセッション開始30分後まで、会場前で受講票を配
布します。時間内に取りに来られなかった場合は未修得となりますのでご注意
ください。セッション終了後、受講票を総合受付内の単位認定受付までお持ち
ください。

口述発表について

１．演者へのお願い
（１）参加者受付終了後、各セッション開始の30分前までにB1FのPC受付にて試写をお済ませください。

・事務局で用意するPCのOSはWindows 10Ⓡです。
　アプリケーションソフトは、「Windows PowerPointⓇ2010、2013、2016」です。
・データ作成にあたっては、Windows標準フォント（MS明朝、MSP明朝、MSゴシック、MSPゴシッ

ク等）をご使用ください。
・音声及び動画の使用の場合はパソコン本体をお持ち込みください。
・D-sub15ピンやHDMI以外の接続はお受けできません。
  Mini DisplayPortやminiHDMI、microHDMIなど上記以外のコネクターについては変換コネク
ターをご持参ください。

・スムーズな進行をするために「発表者ツール」は使用できません。
　発表原稿が必要な方は、予めプリントアウトをお持ちください。

・スライド枚数の制限はございませんが、発表時間内に終了するようにしてください。
・作成されたファイル名は「演題番号_発表者名（カタカナ）」で保存してください。
　例：O-1_ヒョウゴ　ハナコ

（２）該当セッション開始の10分前までに、会場内の次演者席にお越しください。
（３）口述発表Ⅰ（セレクション演題）の発表は7分、質疑応答は5分以内です。
  口述発表Ⅱ（新人発表推薦演題）の発表は5分、質疑応答は2分以内です。

（４）演者や所属などに変更がある場合は、受付の際にお申し出ください。

２．座長へのお願い
（１）参加者受付終了後、総合案内の「座長受付」へお立ち寄りください。
（２）該当セッション開始の10分前までに、会場内の次座長席にお越しください。
（３）予定時間内にすべての演者が議論出来るよう進行をよろしくお願い致します。

３．参加者へのお願い
質疑応答の時間を演題ごとに用意しております。座長の指示に従って活発に議論を行ってください。
質問の際には、質問者の所属と氏名を告げてから、簡潔に行ってください。
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ポスター発表について

1．演者へのお願い
（１）参加者受付終了後、ポスター会場の「ポスター

受付」にて受付を済ませ、11：00までにポ
スターを所定の場所に貼付してください。
・ポスター掲示には、ポスターパネルと画

鋲を用意致します。
・掲示はパネルの横90cm×縦160cmの範囲

とします。
・パネル左上に演題番号を大会側で用意致

します。その右側に縦20cm×横70cmのサ
イズで、演題タイトル・演者名・所属を
表記してください。

（２）ポスター撤収は14：30〜16：00に行ってく
ださい。

（３）該当セッション開始の10分前までに、ポス
ターの前にお越しください。

（４）発表は5分、質疑応答は2分としますが、発表終了後も該当セッションが終わるまではポスター前で
待機してください。

（５）演者や所属などに変更がある場合は、受付の際にお申し出ください。

２．座長へのお願い
（１）参加者受付終了後、総合案内の「座長受付」へお立ち寄りください。
（２）該当セッション開始の10分前までに、ポスターの前で待機してください。
（３）予定時間内にすべての演者が議論出来るよう進行をよろしくお願い致します。

３．参加者へのお願い
質疑応答の時間を演題ごとに2分間用意しております。座長の指示に従って活発に議論を行ってくださ
い。質問の際には、質問者の所属と氏名を告げてから、簡潔に行ってください。

演題番号 演題タイトル・演者名・所属

演題内容

20cm

160cm

30cm

90cm

210cm
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交通案内

博多へ
新神戸

阪急三宮

JR三ノ宮 大阪

関西国際空港

阪急 梅田

阪神 梅田

阪急神戸線

JR神戸線

阪神本線

新大阪

東京へ

新幹線

ポートライナー

ポートアイランド

地下鉄

リムジンバス
70分

神戸ベイシャトル
29分

3分

10分

神戸国際会議場

阪神三宮
三宮

市民広場

神戸空港

○JR三ノ宮駅からポートライナーで約10分
  （市民広場駅下車）

○JR新神戸駅から約15分
  （地下鉄・三宮駅乗り換え・ポートライナー）

○神戸空港からポートライナーで約8分

○タクシー所要時間
　三ノ宮駅から約10分　
　新神戸駅から約20分　

神戸国際会議場
〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-9-1
TEL：078-302-5200（代）FAX：078-302-6485
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会場案内

B1F・1F B1F

3F

ラウンジ

エスカレーター

EVホール

第 2会場

第 1会場

PC受付

参加者受付
総 合 案 内

学術大会本部

ポスター会場

展示会場

メインホール

国際会議室 レセプション
ホール

ラウンジ

喫茶レストラン 口
入

EVホール

エスカレーター

大会長基調講演・特別講演・
教育講演・シンポジウム・
口述発表

教育講演・
口述発表

ポスター発表

神戸国際会議場
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学術大会タイムテーブル

9:00

30

10:00

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

9:00

30

10:00

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

階 1F・B1F
メインホール（第1会場） 国際会議室（第2会場） レセプションホール（ポスター会場）

3F
会場

階
会場

10:00
10:00

10:20

11:20
11:30

11:40

13:00

13:10

13:30
13:30

15:00

15:20

16:50

15:20

16:50

9:00

11:00
11:00

11:30
11:30

12:12

12:22

13:04
13:04

14:30
14:30

16:00

閉会式

開会式

シンポジウム
「各病期における理学療法士の責任」

座長：米澤　有里
　　　田中　慎二

急性期の理学療法士の責任
演者：井貫　博詞

回復期の理学療法士の責任
演者：内海　　新

生活期の理学療法士の責任
演者：大岡　孝史

特別講演
「理学療法士の未来に向けて

果たすべき責任」
演者：森本　　榮
座長：石本　　寧

口述発表Ⅰ
第1セッション

（セレクション演題）
O-1～O-5
座長：森山　英樹
　　　浅井　　剛
　　　宿南　高則

口述発表Ⅱ
第2セッション（新人発表推薦演題）

O-6～O-16

座長：坂口　　顕
　　　西村　　瞬

表彰式・次期大会長挨拶

ポスター発表Ⅰ
第3セッション P-1～P-6

ポスター発表Ⅱ
第4セッション P-7～P-12

ポスター発表Ⅲ
第5セッション P-13～P-18

ポスター発表Ⅳ
第6セッション P-19～P-24

ポスター貼付

ポスター掲示

ポスター撤収

ポスター掲示

大会長基調講演
「未来の笑顔を約束する
～理学療法士の責任～」

演者：石本　　寧
座長：次期大会長

教育講演Ⅰ
「疼痛科学に基づいた
理学療法-臨床での定着-」

講師：西上　智彦
座長：松原　貴子

教育講演Ⅱ
「肩関節バイオ
メカニクスの基礎」
講師：甲斐　義浩
座長：西川　仁史

9:40

座長：橘　　尚吾   座長：八木　隆元

座長：佐伯慎太朗 座長：野澤　幸司



− 9 −

MEMO



− 10 −

一般演題プログラム

口述発表Ⅰ　3Ｆ「国際会議室」（第2会場）
第1セッション（セレクション演題）	 10：20～ 11：20

座長：神戸大学　生命・医学系保健学域　　森山　英樹
神戸学院大学　総合リハビリテーション学部　理学療法学科　　浅井　　剛
特定医療法人明仁会　明舞中央病院　リハビリテーション科　　宿南　高則

O-1	 橈骨遠位端骨折術後に Intersection	syndrome様の症状を認めた症例
しばはら整形外科スポーツ関節クリニック　　巽　　　亘

O-2	 投球障害に対する自覚的運動イメージについての調査　−	上肢以外の身体各部位貢献度の比較	−
大久保病院　明石スポーツ整形・関節外科センター　　細川　裕介

O-3	 スポーツ貧血に対する非侵襲的ヘモグロビン検査の信頼性に関する検討
大久保病院　リハビリテーション科　　村岡　泰斗

O-4	 意識障害を認める重度四肢麻痺患者に対する免荷式トレッドミル歩行時の筋活動の検討
兵庫県立リハビリテーション中央病院　リハビリ療法部　　上銘　崚太

O-5	 理学療法士による予防的な高齢リハビリテーション外来は身体機能向上に有効である
市立芦屋病院　リハビリテーション科　　田村　　宏

口述発表Ⅱ　1Ｆ/B1F「メインホール」（第1会場）
第2セッション（新人発表推薦演題）	 11：40～ 13：00

座長：兵庫医療大学　リハビリテーション学部　　坂口　　顕
医療法人双葉会　西江井島病院　リハビリテーション科　　西村　　瞬

O-6	 左大腿筋膜張筋の筋疲労により歩行の耐久性とスピードが低下していた左大腿骨頸部骨折の一症例
名谷病院　リハビリテーション科　　田渕　紗佳

O-7	 右 THA施行後、両側THAとなりグラウンドゴルフのボールを拾う動作に着目した一症例
西脇市立西脇病院　リハビリテーション部　　筒井　　苗

O-8	 大腿骨骨幹部骨折術後にTrendelenburg 徴候が残存した一例　- 機能的電気刺激による治療介入 -
兵庫県立淡路医療センター　　新田　将大

O-9	 小脳脚梗塞による歩行時の骨盤右回旋が改善し歩行安定性が向上した一症例
順心リハビリテーション病院　　今福健太郎

O-10	 右視床部脳梗塞により座位・立位・歩行時の不安定性を呈した症例
公立豊岡病院　　守本　諒汰

O-11	 右立脚終期の短縮に着目し、杖なし歩行自立を目指した一症例
はくほう会セントラル病院　　宇留野雅貴

O-12	 フォワードランジ動作により膝折れが改善し昇段動作獲得に至った症例
社会医療法人渡邊高記念会　西宮渡辺病院　　矢島　　波

O-13	 Lateropulsion を呈した延髄外側梗塞患者に対し、触圧覚を介したフィードバックを用いて
	 早期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　　大箭　周平

O-14	 転倒を繰り返す一症例に対し、自主練習を考案した維持期理学療法の経験
医療法人松藤会　介護老人保健施設ゆめさき　　小河　　翔
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O-15	 重度麻痺を呈した左被殻出血患者に対し、歩行自立に向けて運動療法と、足関節への段階的な電気刺激療法を
	 併用した症例

伊丹恒生脳神経外科病院　リハビリテーション部　　古賀　千尋

O-16	 Pushing 現象に対し段階的難易度設定を考慮した介入を行い座位安定性向上に至った一症例
	 ～繰り返す失敗体験により悲観的発言が増加した点に着目して～

医療法人伯鳳会　赤穂中央病院　リハビリテーション部　　川島　光貴

ポスター発表Ⅰ　3Ｆ「レセプションホール」（ポスター会場）
第3セッション	 11：30～ 12：12

座長：高砂市民病院　リハビリテーション科　　橘　　尚吾

P-1	 腰椎圧迫骨折による歩行能力低下に対してHonda 歩行アシストが効果的であった一症例
宝塚リハビリテーション病院　　藤井　祥太

P-2	 当院リハビリテーション科で使用しているスポーツ貧血問診票を用いたスクリーニング
大久保病院　スポーツ整形・関節外科センター　　水島健太郎

P-3	 当院スポーツ整形外科におけるスポーツ貧血の有病率について
大久保病院　スポーツ整形・関節外科センター　　中居　直輝

P-4	 修復困難な肩甲下筋断裂に対し小胸筋移行術を施行された1例
大久保病院　リハビリテーション科　　奥野　慎祐

P-5	 腰椎と骨盤アライメントへ介入を行い機能的・自覚的脚長差の軽減により墜落性跛行の改善に至った症例
医療法人仁寿会　石川病院　リハビリテーション部　　池村　明里

P-6	 左大腿骨頚部骨折を呈した認知症後期高齢者の在宅復帰支援　～転倒恐怖感に対する二重課題練習の効果～
有馬温泉病院　総合リハビリテーション室　　関戸　友紀

ポスター発表Ⅱ　3Ｆ「レセプションホール」（ポスター会場）
第4セッション	 11：30～ 12：12

座長：加古川中央市民病院　リハビリセンター室　　八木　隆元

P-7	 当院地域包括ケア病棟の低栄養患者における在宅復帰率と身体機能面・ADLの関連性について
社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　リハ技術部　理学療法士科　　椿　　敬太

P-8	 運動関連課題における脊髄運動ニューロンプールの応答特性　～状態空間数理モデルによる時系列分析～
姫路獨協大学　医療保健学部　理学療法学科　　山本　昌樹

P-9	 生活行為向上マネジメントを使用し活動性が向上した1症例
医療法人社団幸泉会　幸泉エルズ　リハビリテーション科　　川島　聡史

P-10	 特発性間質性肺炎を呈した訪問リハ利用者を担当して　～リハビリテーション会議の重要性～
有馬温泉病院　総合リハビリテーション室　　西村　和志

P-11	 外来通院困難な心不全患者に通所リハビリテーションで心臓リハビリテーションを行った2症例
医療法人緑風会　龍野中央病院　　森元　貴史

P-12	 肺切除術後における健康関連ＱＯＬの変化に関連する因子についての検討
医療法人明和病院　リハビリテーション部　　砂原　正和
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ポスター発表Ⅲ　3Ｆ「レセプションホール」（ポスター会場）
第5セッション	 12：22～ 13：04

座長：医療法人社団順心会　順心リハビリテーション病院 　　佐伯慎太朗

P-13	 反張膝を呈する片麻痺患者に対し、歩幅に着目した介入を行い、歩容が改善した1症例
医療法人仁寿会　石川病院　リハビリテーション部　　細見　亮太

P-14	 ウェルウォーク ®の応用的使用にて歩行の運動学習につながった橋出血の一症例
西宮協立リハビリテーション病院　リハビリテーション部　　宮崎　可菜

P-15	 半側空間無視を伴う重度左片麻痺患者に対し近位空間の無視症状に着目して介入した一症例
仁寿会　石川病院　　大森　洸輔

P-16	 重度痙縮により治療が難渋し、ボツリヌス療法後に介助歩行を行い痙縮の改善を図った一症例
医療法人協和会　協和マリナホスピタル　　清川　智美

P-17	 運動学習理論に基づく装具療法の実践により歩行自立を獲得した症例
西宮協立リハビリテーション病院　リハビリテーション部　　大隅　彰憲

P-18	 パーキンソン病入院患者の複数回転倒に関する後方視的検討
兵庫県立リハビリテーション西播磨病院　　野勢　翔馬

ポスター発表Ⅳ　3Ｆ「レセプションホール」（ポスター会場）
第6セッション	 12：22～ 13：04

座長：一般財団法人甲南会　甲南加古川病院　リハビリテーションセンター　　野澤　幸司

P-19	 主体的学習態度に関するアンケート尺度の分析　～CTTと IRTの分析手法を用いて～
姫路獨協大学　医療保健学部　理学療法学科　　永禮　敏江

P-20	 理学療法士による健康増進と障害予防への当院の取り組み　−ファンクショナルローラーピラティスの導入−
大久保病院　リハビリテーション科　　高瀬　愛美

P-21	 リハビリテーション科各療法士の「楽しさ」と「大変さ」に起因している因子の検討
特定医療法人神戸健康共和会　東神戸病院　理学療法士　　出塩　太一

P-22	 提供率の変化からみた提供側に対する動機付けの重要性
ひめじ地域支援リハビリ訪問看護ステーション　　久保　隼人

P-23	 当院実習生の意識に関する調査とガイドライン改定への取り組み
有馬温泉病院　総合リハビリテーション室　　朴　　容成

P-24	 当院卒後教育におけるグループ学習の導入とその課題
有馬温泉病院　総合リハビリテーション室　　見田　一馬



大会長基調講演

1F・B1F「メインホール」（第1会場）　9：40～ 10：00

未来の笑顔を約束する～理学療法士の責任～
演者：第31回兵庫県理学療法学術大会　大会長　石本　　寧
座長：兵庫県理学療法学術大会　次期大会長
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大会長基調講演

　第31回兵庫県理学療法学術大会は、テーマを「未来の笑顔を約束する〜理学療法士の責任〜」としました。
近年、われわれ理学療法士が活躍する場は多岐に渡ってきています。特に医療・介護の現場においては、急
性期・回復期・生活期と区分されてきました。一人の人間が病気になると急性期、回復期、生活期というステー
ジを通過していき、そのサイクルを繰り返しながら、終末期を迎えます。それぞれのステージで理学療法を
提供している私たちが、リハビリテーションの理念であるその人の生活を支援し、その人が笑顔で暮らすと
いう結果に責任をもって関われているか？本大会では、このようなことを考えていきたいと思っています。
　私たちの対象者の方々が、笑顔で人生を送るという結果に責任を持つということは、私たちが提供する理
学療法の質を高め各ステージで何をすべきかを見据え、対象者に説明し同意を得、そして前方・後方連携に
おいて、「情報伝達が出来ているか？」、「治療やケアの方針が異なっていないか？」などにしっかりと目を
向けることが必要となるでしょう。これまでにも連携や協働などという言葉をよく耳にしてきたと思います。
この連携や協働を円滑に行うというマネージメント能力も私たちに必要なのかもしれません。
　本大会では、特別講演として日本理学療法士協会森本榮副会長に「理学療法士の未来に向けて果たすべき
責任」というテーマで、協会としてこれから理学療法士が意識しておくべき責任というものを伝えていただ
きます。
　シンポジウムは、それぞれのステージで活躍している理学療法士３名を招き、各ステージで果たすべき責
任と求められる連携についてディスカッションしていきます。
　また教育講演として京都橘大学の甲斐義浩氏に「肩関節バイオメカニクスの基礎」、甲南女子大学の西上
智彦氏に「疼痛科学に基づいた理学療法−臨床での定着−」をお願いしました。この教育講演で理学療法の
質の向上を図っていただければと思っています。
　このように、いま一度理学療法士の責任というものを様々な角度から再考し、明日からの医療・介護の現
場で対象者やその家族が笑顔になる良い結果を引き出せる「きっかけ」を、本大会で得ていただければと思
います。

未来の笑顔を約束する
～理学療法士の責任～
第31回兵庫県理学療法学術大会　大会長

石
いしもと

本　　寧
やすし
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大会長基調講演

演者略歴
〈学歴〉
平成 4年3月 神戸大学　医療技術短期大学部　理学療法学科　卒業
〈職歴〉
平成 4年 高砂市民病院　勤務
　　　　　 現在に至る
〈活動〉
平成13年 一般社団法人　兵庫県理学療法士会　東播磨ブロック　運営委員
平成24年 一般社団法人　兵庫県理学療法士会　学会運営部　部員
〈資格〉
平成 4年 理学療法士免許　
平成14年 福祉用具プランナー
平成29年 一般社団法人日本キネステティク普及協会認定ファシリテーター
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MEMO



特別講演

1F・B1F「メインホール」（第1会場）　10：00～ 11：30

理学療法士の未来に向けて果たすべき責任
講師：公益社団法人日本理学療法士協会　副会長　森本　　榮
座長：第31回兵庫県理学療法学術大会　大会長　石本　　寧
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１．時代の変化に柔軟に対応していく責任　
社会保障費の効率的で効果的な運用を目的として国は様々な改革を推進している。その 1 つに地域医療ビ

ジョンによる医療提供体制の見直しがある。地域での医療機関の再編成により高度急性期か、急性期か、回
復期リハビリテーション病棟か、地域包括ケア病棟か、療養病床か、介護医療院かなど地域特性に適応する
方向転換の決断を医療機関は迫られている。また介護保険サービスや予防サービスなど地域の特性を生かし
たネットワーク作りとして地域包括ケアシステムの構築が推進されている。理学療法士は勤務先の機関が今
どこの位置づけに属しているのかを理解し、所属先の特性や方針に即して理学療法を実施できるかが問われ
ている。例えば、生活期の施設で訓練室内での治療的アプローチを基本として本当に良いのか、そうではな
く生活に密着した病棟やケア場面に身体機能の専門家として参画するべきではないのかという問題である。
制度が求めている意味を理解し、理学療法の展開を工夫する必要がある。

今までによく耳にしたのが「医療機関に勤務しているから診療報酬の改定には敏感になるが介護保険は理
解しなくてもよろしいですね？」という声がある。これからは医療・介護保険両輪の把握は当たり前で、急
性期から退院する患者がどの地域に帰るかで、頭の中に地域の特性、医療・介護サービス、予防事業の概要
が浮かぶレベルの情報収集が必要である。未来に向けまず時代の変化に柔軟に対応していく責任があると考
える。
２．質を高める活動に参画する責任

次に、多くの先人が 50 年間かけて理学療法士のブランドを作り上げてきた。しかし、年間１万人が国家
資格を得て、勤務先も１人職場が増加し、十分な育成体制が整っていないのではないかと質の低下を指摘す
る関係者も出ている。特に理学療法士の特性である評価→問題点抽出→プログラム立案→実施→再評価など
の臨床での課題解決型思考能力の低下が指摘されている。

理学療法士といわれる職種のブランドを維持するにも質の底上げが重要な課題になっている。協会・士会
で実施している研修会や学会への参加だけでなく、士会の地域のネットワークを活用した顔の見える環境作
りが重要になっている。また職場内の卒後教育の充実も課題である。現在、構築中の新生涯学習システムが
開始されればこのネットワークの存在が質の底上げに貢献すると考えている。しかし、制度を作っても参加
する意識が低いと質は向上しない。未来に向け理学療法士個々が質を高める活動に参画する責任があると考
える。

その他社会人として、職業人として、医療専門職種としてなど未来に向けて果たすべき責任に関して筆者
の経験を基に報告する。

理学療法士の未来に向けて果たすべき責任

公益社団法人　日本理学療法士協会　副会長

森
もりもと

本　　榮
さかえ

特別講演
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特別講演

講師略歴
〈学歴〉
昭和52年 3月 高知リハビリテーション学院　理学療法学科卒
　同　年 理学療法国家資格収得

〈職歴〉
昭和52年 4月 順天堂大学付属伊豆長岡病院就職
昭和54年 3月 同退職
昭和54年 4月 兵庫県立総合リハビリテーションセンター　付属中央病院勤務
昭和64年 3月 同退職
昭和64年 4月 医療法人近森会　近森リハビリテーション病院　就職
平成 6年 4月 同　リハビリテーション部長
平成 9年10月 同退職
平成９年11月 医療法人財団　新誠会　たいとう診療所　就職
平成10年 4月 ㈱日本医療事務センターグループ　日本健康機構（株）就職
 取締役部長　　　
平成19年 4月 ㈱日本医療事務センター　福祉事業部　事業部長　執行役員
平成20年 4月 医療法人社団輝生会、医療法人財団新誠会　理事　本部事務部長
 （兼）初台リハビリテーション病院　事務長
平成21年 4月 （兼）船橋市立リハビリテーション病院　事務長
平成23年 4月 医療法人社団輝生会　常務理事、事務局長
平成30年 4月 医療法人社団輝生会　参与
平成31年 1月 医療法人社団輝生会　参与、教育研修局長
 現在に至る　

〈協会歴〉
平成 7年〜16年 日本理学療法士協会診療報酬検討委員会　部員
平成16年〜18年 日本理学療法士協会介護保険部　顧問
平成21年、22年 日本理学療法士協会　理事　職能局長
平成23年、24年 日本理学療法士協会　理事　事務局長
平成25年、26年 日本理学療法士協会　事務局次長、地域包括ケア推進対策本部本部長
平成27年 6月 日本理学療法士協会　常任理事　地域包括ケア推進
平成29年 6月 日本理学療法士協会　副会長　士会組織強化、介護予防　等
平成30年 6月 日本理学療法士協会　副会長・専務理事　士会組織強化、介護予防　等
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教育講演

1F・B1F「メインホール」（第1会場）　15：20～ 16：50

教育講演Ⅰ
疼痛科学に基づいた理学療法 - 臨床での定着 -
講師：甲南女子大学　看護リハビリテーション学部　理学療法学科　西上　智彦
座長：神戸学院大学　総合リハビリテーション学部　理学療法学科　松原　貴子

3F「国際会議室」（第2会場）　15：20～ 16：50

教育講演Ⅱ
肩関節バイオメカニクスの基礎
講師：京都橘大学　健康科学部　理学療法学科　甲斐　義浩
座長：甲南女子大学　看護リハビリテーション学部　理学療法学科　西川　仁史
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これまでは、炎症、構築学変化及び機能障害の結果として疼痛が生じると考え、臨床推論し、理学療法プ
ログラムを立案してきた。しかし、慢性疼痛では器質的問題にその要因が主であると考える生物医学モデル
ではなく、器質的問題に加えて、不安、抑うつ、破局的思考、運動恐怖などの心理的要因や、労働状況、家
族状況、経済状況などの社会的要因などが複雑に絡む生物心理社会モデルとして捉える必要がある。つまり、
末梢からの侵害刺激はイコール“疼痛”ではないことを認識しなければならない。例えば、同じ侵害刺激であっ
ても、事前の声かけによって感じる疼痛の程度は、増強も減弱もする可能性が報告されている。このような、
これまでに蓄積された疼痛科学に基づき、包括的、多面的な評価を実施し、臨床推論し、理学療法プログラ
ムを立案する必要がある。

運動器疼痛の評価として、まず、器質的問題で重篤な病態の可能性（Red Flags）（例、骨折などの外傷、
悪性腫瘍、感染症・炎症性疾患）の確認をする。また、疼痛程度、整形外科的検査、運動能力検査などの機
能検査といった従来実施されている評価を行い、さらに、スクリーニングツール、能力障害の評価もルー
ティーンとして行う必要がある。スクリーニングツールとしては、The Keele STarT Back Screening Tool

（STarT Back）や Orebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire （OMPSQ）、Central Sensitization 
Inventory （CSI）があり、これらの評価のいずれかを用いて、High risk かどうか見分ける（層別化する）
必要がある。High risk の場合、破局的思考や運動恐怖といった更に詳細な評価を行っていく。STarT Back
を用いた研究では、スクリーニング結果に応じた介入は、結果に応じない介入よりも有効であることが報告
されている。疼痛患者では単に痛みの強度の改善を目指すのではなく、痛みに関連した能力障害の改善が極
めて重要となるため、疾患特異的日常生活動作の評価によって、治療の有効性を判定する。初期評価時に、
Red Flag やスクリーニングツールによって層別化すること、効果判定を能力障害によって行うことは臨床
に“定着”させる必要がある。

同様に、運動器疾患に対する観血的手術においても、術前の破局的思考、運動恐怖などが、術後の成績に
影響することが明らかになっている。術前のリハビリテーションには効果が乏しいことが報告されている一
方で、術前の疼痛科学に基づいた教育の有効性が報告されている。このことから、術前の評価、疼痛科学に
基づいた教育も同様に臨床に“定着”させる必要がある。

エビデンスが実際の臨床に“定着”するには、17 年の歳月を要することが報告されている。本講演の内容が、
いち早く“定着”することを強く望んでいる。

教育講演Ⅰ　疼痛科学に基づいた理学療法 - 臨床での定着 -

疼痛科学に基づいた理学療法
- 臨床での定着 -

甲南女子大学　看護リハビリテーション学部　理学療法学科

西
にしがみ

上　智
ともひこ

彦
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教育講演Ⅰ　疼痛科学に基づいた理学療法 - 臨床での定着 -

講師略歴
〈学歴〉
2002年3月 広島県立保健福祉短期大学保健福祉学部理学療法学科　卒業 
2008年3月 高知大学大学院医学系研究科医科学専攻修士課程　修了 
2014年3月 愛知医科大学大学院医学研究科臨床医学系専攻博士課程　修了

〈職歴〉
2002年4月 医療法人永広会島田病院リハビリテーション科    
2004年6月 高知大学医学部附属病院リハビリテーション部 
2010年4月 甲南女子大学看護リハビリテーション学部理学療法学科　准教授（現在に至る）
2015年4月 Sansom Institute for Health Research, University of South Australia Postdoctor（〜2016年3月）

〈学会活動〉
日本ペインリハビリテーション学会　理事　
日本運動器疼痛学会　評議委員
日本疼痛学会　評議委員

〈社会活動〉
認定NPO法人 いたみ医学研究情報センター 理事，からだ・運動器の痛み専門医療者審議委員
PLOS ONE，Academic Editor
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肩関節の運動は、肩甲上腕関節、胸鎖関節、肩鎖関節、および肩甲胸郭関節の協調的な運動によって成り
立つことは言うまでもない。肩関節の運動範囲は、人体の関節中最大であるとともに、最も不安定な構造で
もある。肩関節では、運動性（可動性）と安定性、いわばトレードオフの関係にある 2 つの機能を満たして
こそ、本来の肩関節としての役割を果たすことができる。

肩関節における運動性を担保するために、一連の関節群では、各々が 3 次元的な運動を行う。上肢挙上時
の肩甲上腕関節は、最大で 120°程度の挙上を行うことが可能であるが、このときの上腕骨には自然な外旋
運動が生じる。仮に、回旋中間位のまま上肢挙上を行った場合、肩甲上腕関節は最終域まで挙上を行うこと
はできない。また、挙上時の骨頭中心は、ほぼ一定の運動軸まわりに回旋運動を行い、挙上以外にも水平面
上の運動や外部負荷を加えても、骨頭中心は関節窩中央に保たれる。

肩関節が広範な可動性を得るためには、肩甲胸郭関節（肩甲骨）の運動も欠かせない。上肢挙上時の肩甲
骨は、回転 rotation と移動 translation を行いながら上腕骨頭を追跡している。すなわち、回転は上方回旋、
後方傾斜、および外旋であり、移動は挙上と内転である。また、体表から観察される肩甲骨の運動は、胸鎖
関節および肩鎖関節軸まわりの運動の結果として起こり、肩甲骨の移動は胸鎖関節の運動、肩甲骨の回転は
肩鎖関節の運動に対応している。

肩関節としての安定性は、肩甲骨関節窩に対する上腕骨頭の求心位を担保すること、次に、土台となる肩
甲骨が重力（腕の重み）に抗して胸郭上に保持されることが肝要である。無論、前者は腱板構成筋の作用で
ある。腱板には、肩関節運動の主動作筋としての働きとともに、上肢挙上時には force couple を形成し、上
腕骨頭に安定した支点を与える役割がある。加えて、上腕二頭筋長頭腱や三角筋もまた、関節窩に対する骨
頭の安定性に貢献する。僧帽筋や前鋸筋は、肩甲骨に対する主動作筋としての作用（回転・移動）のみならず、
重力に抗して肩甲骨を胸郭上に保持（固定）する役割こそ重要である。

本教育講演では、肩関節疾患の評価やその治療を展開する上で、とくに重要と思われる肩関節バイオメカ
ニクスの基礎について概説する。

肩関節バイオメカニクスの基礎

京都橘大学　健康科学部　理学療法学科

甲
か い

斐　義
よしひろ

浩

教育講演Ⅱ　肩関節バイオメカニクスの基礎
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教育講演Ⅱ　肩関節バイオメカニクスの基礎

講師略歴
平成11年 西日本リハビリテーション学院　卒業
平成11年 医療法人社団成蹊会　岡田病院
平成14年 医療法人社団日晴会　久恒病院
平成16年 医療福祉専門学校緑生館　理学療法学科専任教員
平成21年 久留米大学大学院医学研究科修士課程〈修士（医科学）〉
平成24年 久留米大学大学院医学研究科博士課程〈博士（医学）〉
平成24年 京都橘大学　健康科学部理学療法学科　勤務

〈所属学会〉
日本理学療法士協会，理学療法科学学会，日本体力医学会，日本運動器科学会，日本ヘルスプロモーション理学療法学会（理
事），日本肩関節学会，日本臨床バイオメカニクス学会，日本整形外科スポーツ医学会，日本臨床スポーツ医学会，日本
肘関節学会
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シンポジウム

1F・B1F「メインホール」（第1会場）　13：30～ 15：00

各病期における理学療法士の責任
座長：稲美町役場　健康福祉課　米澤　有里
　　　第31回兵庫県理学療法学術大会　準備委員長　田中　慎二

急性期の理学療法士の責任
演者：兵庫県立加古川医療センター　リハビリテーション部　井貫　博詞

回復期の理学療法士の責任
演者：医療法人伯鳳会明石リハビリテーション病院　リハビリテーション部　内海　　新

生活期の理学療法士の責任
演者：日の出医療福祉グループ　法人本部事業管理部門事業推進室　大岡　孝史
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シンポジウム　各病期における理学療法士の責任

先日、職場の書庫を整理しているとハードカバーで製本された「日本理学療法士協会十年史（以下、十年史）」
を見つけた。発行は昭和 50（1975）年 5 月、ページをめくると日本における理学療法士の黎明期が記録さ
れた内容であった。なかでも「10 年間の請願書、要望書録」では、先人の理学療法や理学療法士に対する「責
任」が詰まっていた。
「責任」の意味には、「自らがかかわった事柄や行為から生じた結果に対して負う義務や償い」という過去

的な思考と、「自ら引き受けて行わなければならない任務、義務」という未来的な思考がある。
未来的思考の「責任」が詰まった十年史発行から 44 年が経過した今、医療は劇的に進歩し理学療法士が

関わる世界も変化している。しかし、先人達の思いや責任を今の我々が引き継ぐことで、本学会のテーマで
ある「未来の笑顔を約束する」ことができるのではないだろうか。

さて、「未来の笑顔を約束する」ためには「理学療法士の責任」が重要になることは言うまでもない。特
に急性期においては、「より早く、より安全に離床し運動機能の回復を図る」ことが課題となる。

急性期とは、一般的に発症もしくは受傷後 1 〜 2 週間までを指す場合が多く、一概に急性期といっても軽
〜重症例まで多岐にわたる。近年では、高度医療の進歩に伴い高齢で複数疾患の重症例も珍しくない。理学
療法を進めるにあたっては、リスク管理、評価、理学療法が一体となって展開されるが、患者の表情や反応、
バイタルサインから予兆を感じ取ることが重要である。

このような予兆を感じ取るためには、理学療法士個々の「医療水準」を高めておくことが重要である。例
えば、ICU などで設置されている医療機器の突然のアラーム音に不安を覚えるようであれば、十分なリスク
管理が行えているとは言い難く、医療事故ともなれば法的責任も問われるのである。

また、昨年診療報酬において早期離床リハビリテーション加算が新設され、チーム医療へのシフトが進ん
でいる状況である。チーム医療で重要なのは、はやり多職種とのコミュニケーションである。多忙な臨床で
は多くの情報を把握することは困難であり、理学療法に必要な情報を医師や看護師等と共有し、それぞれの
専門職の責任を果たすことでチーム医療が成り立つと考える。

最後に、十年史の「昭和 42 年度の動向」を読み続けると「各地に支部結成の動き　兵庫県理学療法士会
が一番乗り」と記載されていた。また、当時の県士会員数は 15 名であった。現在、県士会員数は 5,363 名（2018
年 3 月末現在）であり、理学療法を提供する機会や場面も当時とは比較にならない。しかし、人数が増えた
からといって理学療法士の責任が果たせているとは限らない。急性期の理学療法士として理学療法の質を保
証し、結果を残していくことが我々「理学療法士の責任」になるのではないだろうか。

急性期の理学療法士の責任

兵庫県立加古川医療センター　リハビリテーション部

井
いぬき

貫　博
ひろし

詞
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演者略歴
〈学歴〉
1991年（平成 3年） 3月 高知医療学院　理学療法学科　卒業
2001年（平成13年） 3月 佛教大学　社会学部　社会福祉学科　卒業
2003年（平成15年） 3月 神戸大学　大学院医学系研究科　保健学専攻　博士課程　前期課程　修了
2007年（平成19年） 3月 神戸大学　大学院医学系研究科　保健学専攻　博士課程　後期課程　修了

〈職歴〉
1991年（平成 3年） 4月 兵庫県立姫路循環器病センター　
2010年（平成22年） 4月 兵庫県立西宮病院　
2018年（平成30年） 4月 兵庫県立加古川医療センター　

〈免許・資格等〉
1991年（平成 3年） 5月 理学療法士免許　取得
2001年（平成13年） 3月 学士学位（社会学）、社会福祉主事　取得
2003年（平成15年） 3月 修士学位（保健学）　取得
2006年（平成18年） 9月 日本心臓リハビリテーション指導士　取得
2007年（平成19年） 3月 博士学位（保健学）　取得
2010年（平成22年） 4月 専門理学療法士（内部障害）、専門理学療法士（神経）　取得
2017年（平成29年） 7月 応急手当指導員認定（姫路市消防局）

〈主な兵庫県理学療法士会活動〉
西播ブロック運営委員：平成4年4月〜平成9年3月
会誌編集委員会委員：平成9年4月〜平成11年3月 
研修部員：平成11年4月〜平成16年3月
奨励賞：兵庫県理学療法士会　平成17年6月
第47回日本理学療法学術大会　広報部長：平成22年6月〜平成25年3月
兵庫県理学療法学術大会　査読委員：平成25年〜
第26回兵庫県理学療法学術大会　教育講演　講師：平成26年7月
その他：ブロック、卒後教育部　研修会　講師、兵庫県理学療法学術大会　座長、理学療法兵庫　執筆（No.11、No.13）

シンポジウム　各病期における理学療法士の責任
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シンポジウム　各病期における理学療法士の責任

【責任と応答能力】
　『責任』と聞いて、どの様に感じるか？それは、取ったり、負うたり、あるいは押し付けられたりするもので、
ネガティブな感情を伴うかもしれない。『責任』は”responsibility”の訳だが、直訳すれば response ＝応答、
ability ＝能力となる。今回は責任を応答能力と読み替えて、回復期において理学療法士が期待される役割に
ついて整理し、その期待に応える能力を向上させる方法について考えていきたい。

【患者・家族からの期待】
　急性期を脱した患者やその家族は、回復への希望と退院後の不安を抱いて転院してくる。回復期の理学療
法士は、最新の知見に裏打ちされた科学的根拠に基づく運動療法と物理療法を提供することで痛みの軽減や
自宅復帰・社会復帰に必要な基本的動作能力向上に対する期待に応えたい。また、退院後の不安の軽減のた
めには、患者や家族から信頼されるコミュニケーション技術を磨くことが大切である。疾患にもよるが入院
期間は最長６ヶ月であり、入院期間中の状況に応じて患者や家族と理学療法士の関係性を適切に変化させて
いくことが、効果的な理学療法の提供には必須である。

【チームからの期待】
　回復期におけるチーム医療の特徴は、関係する職種の多様性にある。効果的なチーム医療を実践するには
各職種の専門性の確立と相互理解が必要である。回復期リハビリテーション病棟協会は、チーム内で理学療
法士が期待される専門性として、①運動機能の回復②不動による疼痛・血栓の予防③呼吸循環機能改善によ
る体力向上④課題学習による基本動作能力向上⑤ ADL 能力の向上を挙げている。チーム共通の目標を達成
するために理学療法士には何が期待されているかを、絶えず確認しながら他職種のメンバーと協業すること
が求められる。また、他職種の専門性や考え方を十分に理解しておくことも、チームからの期待に応えるた
めには重要である。

【同僚理学療法士からの期待】
　回復期では、一人の患者に複数の理学療法士が治療に関わることが多いため、日常的に複数の理学療法士
が同一患者に施術する理学療法について議論することが可能である。しかし、各種カンファレンスで他職種
と議論する機会は多いが、日常的に理学療法士同士が議論する機会は多くはない。各施設で行われる研修や
勉強会、あるいは先輩理学療法士が行う後輩指導も非常に重要であるが、経験年数に関係なく同じ理学療法
の専門家として同僚理学療法士と議論することは専門性や臨床的思考力の涵養に資すると考える。回復期の
理学療法士は、臨床能力を高めるために必要な仲間として同僚理学療法士から期待されている。

回復期の理学療法士の責任

医療法人伯鳳会明石リハビリテーション病院　リハビリテーション部
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演者略歴
〈学歴〉
平成16年 神戸総合医療介護福祉専門学校　理学療法学科　卒業
平成24年 神戸学院大学　総合リハビリテーション学研究科　修士課程修了

〈職歴〉
平成16年 医療法人伯鳳会　赤穂中央病院　リハビリテーション部
平成18年 医療法人伯鳳会　明石はくほう会病院　リハビリテーション部
平成24年 医療法人伯鳳会　明石リハビリテーション病院　リハビリテーション部

シンポジウム　各病期における理学療法士の責任
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シンポジウム　各病期における理学療法士の責任

　日の出医療福祉グループ（以下、当グループ）は生活期のリハビリテーション（以下、リハ）を中心に展
開している。介護老人保健施設、通所リハ、訪問リハ、訪問看護ステーション、通所介護、小規模多機能型
居宅介護など様々なサービスにリハ専門職（以下、リハ職）が所属し、利用者が自宅で過ごしたいという思
いを支援している。この中でのリハ職の役割は、リハの実施、事業所の管理・運営、多職種との連携・協力
など多岐にわたって役割が存在している。特に利用者の生活アセスメントを重きにしており、ICF で捉えて
生活行為にまで落とし込めるように、環境調整、スタッフへの働きかけを行っている。この役割下でのリハ
職の責任として以下の 3 点である。
　①自らが挑戦し続けること。
　②リハマネジメントの実践。
　③事業所づくりから地域づくりへ。
①自らが挑戦し続けること。
　これに関しては、当グループの基本方針の第一でもあり、リハ職に関わらず、どの職員にも求められてい
る。リハ職においては利用者の可能性やリスクを評価し、あらゆる方法（手技・機器）を用いてアプローチ
をしていかなければならない。そのような立場にあるリハ職が学校教育だけで、良いサービスが提供できる
はずがなく、常に研修や勉強会に参加し、自身の技術や知識を磨く必要があると考えている。
　何よりも、リハ職自身が新しい場に積極的に参加していくことが重要である。現在、生活期における通所
リハ、訪問リハにおいては、利用者の社会参加を促しており、最終はサービスからの卒業を目指している。
利用者の参加を促しているサービス提供者の我々が、自分自身が参加することの大切さを理解し、実践して
いないと、利用者に納得がいく説明や合意形成ができないと感じている。他者の行動を変えていくためには、
まずは自らを。このことを責任として行動する必要がある。
②リハマネジメントの実践。
　Survey ⇒ Plan ⇒ Do ⇒ Check ⇒ Action の循環を回し続けることである。ICF に落とし込み、健康状態、
生活機能と背景因子も踏まえてアセスメントを行い、目標が生活行為になるように多職種と連携していくこ
とである。
③事業所づくりから地域づくりへ。
　これは当グループのリハ職のみに求めていることであるが、リハ職が事業所の運営や管理を行えるように
支援している。この理由として、リハ職が利用者のリスクが理解でき、可能性を予測できるからである。そ
のようなリハ職が事業所を管理・運営できる立場となることがサービスの質の向上につながると考えており、
そのような事業所が多く存在することで良い地域づくりになっていくと思う。簡単なことでないが是非、挑
戦しリハ職の責任になるよう頑張っていきたい。
　以上の 3 点をリハ職の責任として自覚していくことが、リハ職の質の向上、職域の拡大につながると考え
ており、当グループではこの挑戦を実践し続けていく。

生活期の理学療法士の責任

日の出医療福祉グループ　法人本部事業管理部門事業推進室
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演者略歴
平成17年 4月 理学療法士免許取得　医療法人社団康人会　適寿リハビリテーション病院　入職
平成20年 9月 同法人　適寿訪問看護ステーション　異動
平成27年10月 日の出医療福祉グループ　医療法人社団奉志会　介護老人保健施設サンライズ　入職
平成28年 4月 同グループ　社会福祉法人博愛福祉会　それいゆ訪問看護ステーション朝霧魚住サテライト事業所　異動
平成30年 5月 同グループ　社会福祉法人博愛福祉会　それいゆ訪問看護ステーション大久保開設　異動
平成30年10月 同グループ　社会福祉法人博愛福祉会　グループ本部事業管理部　兼任
平成31年 1月 現所属へ至る

〈資格〉
地域理学療法士、認定訪問療法士、経営管理修士（MBA）、介護支援専門員

〈所属部会〉
日本訪問リハビリテーション協会教育研修部、兵庫県理学療法士会保健福祉部

シンポジウム　各病期における理学療法士の責任
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口述発表演題

3Ｆ「国際会議室」（第2会場）
	 ●口述発表Ⅰ　第1セッション（セレクション演題）
	 	 O-1～O-5　10：20～11：20

1Ｆ/B1F「メインホール」（第1会場）
	 ●口述発表Ⅱ　第2セッション（新人発表推薦演題）
	 	 O-6～O-16　11：40～13：00
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第 1 セッション（セレクション演題）

O-1

【はじめに】
　Intersection syndrome(以下:IS)とは、第1腱区画の短母指
伸筋(以下:EPB)、長母指外転筋(以下:APL)と第2腱区画の長・
短橈側手根伸筋(以下:ECRL・ECRB)の交差部の腱鞘炎であ
る。今回、橈骨遠位端骨折術後の手関節掌屈時に生じたIS
様の症状に対し、超音波画像診断装置(以下:エコー)を用いて
評価し理学療法を実施した結果、良好な成績が得られたた
め報告する。

【症例紹介】
　症例は50歳代の女性である。7月23日に自転車で転倒し受
傷、7月31日に観血的骨接合術を施行され、8月17日に当院に
て理学療法開始となった。

【倫理的配慮】
　発表の趣旨を十分に説明し同意を得た。

【理学所見・経過】
　術後3週での手関節可動域(以下:ROM)は掌屈が-5°、背屈
が30°、橈屈が0°、尺屈が5°であり、掌屈時に腱交差部の握
雪感と疼痛を認め、エコーにて同部位の滑走性低下を認めた。
圧痛はEPB、APL、ECRL・ECRBに認めた。これらに対し、
ECRL・ECRB固定下でのEPB、APLの反復収 縮やEPB、
APL短縮位および伸張位でのECRL・ECRBの反復収縮によ
る滑走改善を実施した。結果、術後8週では掌屈が10°、背
屈が50°、橈屈が10°、尺屈が25°と改善し、握雪感の減弱と圧
痛の消失を認め、エコーにて滑走性の改善を認めた。

【考察】
　掌側ロッキングプレートの術後合併症として、屈筋腱断裂
や正中神経障害、末梢スクリュー挿入時に起こる伸筋腱損傷
が多く報告されている。本症例は掌屈時にIS様の疼痛を認め、
エコーで観察したところEPB、APLとECRL・ECRBの交差
部での滑走性低下が認められた。交差部での滑走性を改善
させることでROMが改善し掌屈時の疼痛の軽減が認められ
た。腱の滑走性をエコーにて詳細に評価し病態を把握したこ
とで、症状の消失に繋がったと考えられる。

 

【はじめに】
　投球動作は上肢で行われるが、運動連鎖を加味した上肢
以外の各部位の役割にもフォーカスがあたる。そのため、選
手自らによる投球時の上肢以外の身体各部位の動きに関する
自覚的イメージが重要と考えられる。そして、そのイメージは
疼痛の有無やポジションによって差を感じる。そこで、投球
時に疼痛を生じる投球障害選手と痛みのない選手の投球動
作における身体各部位の貢献度に関する自覚的イメージの特
徴に着目し調査を行った。

【対象と方法】
　投球時に痛みを訴え当院受診した男性選手28名（平均年齢
14.3歳、競技歴7年）の投球障害群と野球チ―ムに所属し投
球時痛のない男性選手63名（平均年齢12.9歳、競技歴6年）
の健常群を対象としアンケートによる調査を実施した。アン
ケート表には身体模型を模した人体図を記載しており、「ボー
ルを投げる際に使っていると思われる身体の部位に○をつけ
てください。また、その割合が全体の何％かを記入してくだ
さい。」を問うものとした。そのうち、手、肘、肩、肩甲骨の
部位に関しては上肢と位置づけ、全体に対する上肢貢献度の
割合を比較した。この二群間の比率の割合の比較検定をカイ
二乗検定にて行い。比較検討を行った。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき倫理委員会に許可を受け行った。
また、対象者および所属チーム責任者や保護者に説明し同意
を得て行った。

【結果】
　投球障害群の全体の上肢貢献度は79％であった。健常群
の上肢貢献度は78％であり有意な差は見られなかった。ポジ
ション別では、投球障害群の投手が67％、健常群の投手が
70％で有意な差は見られなかった。投球障害群の内野手が
89％、健常群の内野手が76％で有意な差は見られなかった。
投球障害群の外野手は93%、健常群の外野手が80％で有意
な差は見られなかった。

【考察】
　今回の調査では、投球障害群と健常群に自覚的運動イメー
ジの差はなく客観的に投球を評価する必要性が示唆された可
能性がある。
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、水田　有樹、柴原　　基（MD）
しばはら整形外科スポーツ関節クリニック

細
ほそかわ

川　裕
ゆうすけ

介、石原　康成、立原　久義
大久保病院　明石スポーツ整形・関節外科センター

橈骨遠位端骨折術後にIntersection
syndrome様の症状を認めた症例

投球障害に対する自覚的運動イメージにつ
いての調査　
− 上肢以外の身体各部位貢献度の比較 −

O-2
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第 1 セッション（セレクション演題）

【はじめに】
　脊髄損傷者に対して免荷式トレッドミル歩行トレーニング

（BWSTT）を行った研究では、麻痺側下肢を歩行運動のよ
うに受動的に動作させると、麻痺側下肢筋群に歩行周期に同
調した筋活動が発現すると報告されている。臨床では、意識
障害を認める重度四肢麻痺患者に対し介助歩行を行うことが
あるが、筋活動は不明である。今回、意識障害を認める重
度四肢麻痺患者に対し、BWSTT時の筋活動を測定する機
会を得たので報告する。

【対象と方法】
　対象は20代男性。X年に頭部外傷を受傷し、PEG交換目
的で受傷5年後に当院入院となった。意識レベルはGrasgow 
coma scaleでE4V2M4。自発運動は臥位で両上肢、右下肢
の粗大運動が観察された。姿勢保持は抗重力位で頚部、体
幹の保持が困難で介助を要した。BWSTTは、両下肢に長
下肢装具を装着し行った。歩行速度を0.13 m/sec、免荷量
を体重の17％に設定し、介助は姿勢保持と両下肢の振り出し
を行った。筋電図は表面筋電図（NORAXON社製）を使用し、
右大殿筋、大腿直筋、半腱様筋、両側の前脛骨筋、ヒラメ
筋を測定した。

【倫理的配慮】
　本報告はヘルシンキ宣言の倫理規定に基づき、本人および
家族に趣旨を説明し、同意を得て実施した。

【結果】
　歩行時の筋電図は右立脚期で右大殿筋の活動を認め、右
遊脚期では、右半腱様筋、前脛骨筋、ヒラメ筋の活動を認
めた。左遊脚期では、左前脛骨筋の活動を認め、歩行周期
に同調した筋活動が確認された。

【考察】
　Dietzらは、脊髄損傷者に対してBWSTTを行ったことで得
られた歩行様の筋活動は、脊髄に内在する中枢パターン発生
器（CPG）が関与していると考察している。
　今回、意識障害を有する四肢麻痺患者に対してBWSTTを
行った結果、歩行様の筋活動が確認された。今回の結果が
CPGによるものであるかは判断できないが、意識障害により
口頭指示による随意運動が困難な患者であっても、介助で
の歩行運動のように受動的に動作させることで、歩行様の筋
活動を得られる可能性が考えられた。
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太1)、大門　守雄1)、西尾　祥子1)、松本　恵実1)、
野村　龍雅1)、畑野早妃子1)、濱﨑　和樹1)、竹渕　直哉1)、
中山　朱音1)、高田　俊之2)

1）兵庫県立リハビリテーション中央病院　リハビリ療法部
2）兵庫県立リハビリテーション中央病院　診察部

意識障害を認める重度四肢麻痺患者に対す
る免荷式トレッドミル歩行時の筋活動の検討

O-4

【はじめに】
　スポーツ貧血は、アスリートに最も多いスポーツ内科疾患
で、息切れ、易疲労感、パフォーマンスの低下などをきたす。
しかし、高い心肺機能や、認識の低さのため、選手自身が
気付かないことが多い。当院リハ科では、スポーツ内科と連
携し、非侵襲経皮的ヘモグロビン濃度（以下SpHb）を測定し、
血液Hbとの関連性について検討しているが、低年齢層にお
いて誤差が大きく感じる。そこで今回、年齢がSpHbに影響
するのか検討した。

【対象と方法】
　当院スポーツ内科外来を新規受診された患者59名（男性
16例、女性43例、平均年齢14.2歳）を対象とした。方法は、
初診時にSpHb（ASTRIM FIT，sysmex）を測定し、同日
に測定した血液Hbとの誤差を12歳以下、13〜14歳、15歳以
上の3群間に分けて比較検討した。 

【倫理的配慮】
　大久保病院倫理委員会の承認を得て、ヘルシンキ宣言に
従った同意者に計測を行った。

【結果】
　SpHbと血液Hbの誤差の平均値は12歳以下で1.99、13〜
14歳で1.1、15歳以上で0.99であり、12歳以下が他群に比べ
て有意に誤差が大きかった(p＜0.05)。また、12歳以下を含め
たSpHbと血液Hbの相関は0.55(p＜0.05)、12歳以下を省いた
相関は0.66(p＜0.05)となり、どちらも正の相関がみられたが、
12歳以下を省いた方が、相関は高くなった。

【考察】
　本研究よりSpHbは成人のみでなく若年アスリートに対する
スポーツ貧血のスクリーニングにも有用であるが、より低年齢
では誤差が大きくなり、測定結果の評価には注意を要するこ
とが示唆された。12歳以下で誤差が大きかった理由としては、
今回使用したASTRIM FITは成人を対象とした規格設定を
しており12歳以下では指の太さ、長さにより指の位置のずれ
や測定時の近赤外線の漏れが生じやすいことが考えられる。

村
むらおか

岡　泰
た い と

斗1)、水島健太郎1)、中居　直輝1)、水池　千尋1)、
南場　芳文1)2) 、立原　久義3) 、田中　祐貴4)5)

1）大久保病院　リハビリテーション科
2）神戸国際大学　リハビリテーション学部
3）大久保病院　スポーツ整形・関節外科センター
4）大久保病院　スポーツ内科 
5）東朋病院　スポーツ内科

スポーツ貧血に対する非侵襲的ヘモグロビ
ン検査の信頼性に関する検討
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第 1 セッション（セレクション演題）

【はじめに】
　予防理学療法における１次予防とは、70歳以上の健常高齢
者を対象に介護予防や健康寿命を推進する取り組みと定義さ
れている。しかしながら、1次予防の理学療法を推進してい
る医療機関は少ないため高齢による衰弱を主因とした要介護
度認定者が増加の一途を辿っているのが現状である。このよ
うな背景から当院は厚生労働省が提言する「早期発見、早期
対応」を考慮し「高齢リハビリテーション外来」を設立した。
この外来は介護保険の適応ではない高齢者を対象に理学療
法評価を実施し、医師監修のもと生活習慣の改善、身体機
能の向上を推進する予防診療外来である。今回、理学療法
士が参画する予防診療外来が健常高齢者の身体機能を評価
した上で機能の向上に寄与できるかどうかを明らかにするこ
とを目的とした。

【対象と方法】
　研究デザインは前向き介入試験とし、問診より運動習慣の
ない健常高齢者27名（年齢80.7±9.8歳、BMI20.9±2.5）を
対象とした。身体機能評価を元に、アメリカスポーツ医学会
が推奨する体幹・下肢筋トレーニングを指導した。頻度は1日
20分を週5回、8週間。アウトカムは膝伸展トルク値、握力、
片脚立位時間、30CS、FRT、バーセルインデックス（以下、
BI）を用いた。指導前と8週後の全評価項目に対してt検定を
用いて比較した。有意水準は5％とした。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき本研究の参加者には研究の趣旨、
個人情報の取り扱いについて説明し書面にて同意を得た。

【結果】
　指導前と8週後を比較した結果、膝伸展トルク値、握力、
片脚立位時間、CS30は有意に高 値を示した（p＜0.05）。
FRT、BIは有意差を認めなかった。

【考察】
　医療機関において医師と理学療法士が共同して健常高齢
者の身体機能に寄与したという報告は少ない。当院の予防診
療外来は、理学療法評価を診療の一貫として用い適正な運動
を処方するという初めての報告であり、その効果は予防理学
療法という観点から十分に身体機能の改善が見込めるものと
推察された。

田
た む ら

村　　宏
ひろし

1)2)、宮本　俊朗2)、名和　　厳1)

1）市立芦屋病院　リハビリテーション科
2）兵庫医療大学大学院　医療科学研究科

理学療法士による予防的な高齢リハビリテー
ション外来は身体機能向上に有効である
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第 2 セッション（新人発表推薦演題）

【はじめに】
　今回、右THAを施行し趣味の再開を希望された症例を担
当した。趣味であるグラウンドゴルフのボールを拾う動作に不
安を感じていたことに着目し、動作指導を行いQOL拡大に繋
がったので報告する。

【対象と方法】
　60代女性。X年に右OAと診断され右THAを施行。既往
歴はX-10年に左THAを施行。趣味はグラウンドゴルフ。症例
がイメージしていた動作方法では左THAに脱臼リスクが伴う
ため動作指導を行った。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき本人には発表の趣旨を説明し、同
意を得た。

【結果】
　肋木を使用し開排位で段階的に対象物に触れる練習を
行った。術後3週目に屋内でボールを拾う動作が可能となり、
術後4週目に屋外でグラウンドゴルフの一連の動作を獲得でき
た。

【考察】
　症例はTHAに対して誤った認識があり、イメージしていた
動作方法では脱臼リスクを伴うため動作獲得に向けて身体機
能面と心理面からアプローチが必要だと考えた。
　身体機能面においては、二木（2015）は「床の物を拾う動
作を開排位で獲得するためには、股関節屈曲85度以上また
は股関節屈曲と外旋角度の総和が110度以上の可動域が必要
である」と述べている。術後は総和110度以上獲得できており、
開排位で拾う動作を選択した。可動域に応じた動作を選択
し、機能回復に伴い段階的な動作練習を行ったことでボール
を拾う動作を習得できた。心理面においては、一つ目に禁忌
肢位の再教育を行った。二つ目に病棟やリハビリ室で反復練
習し、屋外でも実践したことで動作への自信を得た。最後に
THAの耐久性を説明し股関節の負担軽減目的で杖を使用し、
運動習慣や間食制限を取り入れ体重管理を行う必要性を認
識できた。その結果、脱臼リスクや動作に対しての認識が高
まり不安解消へと繋がった。
　以上より、安全にボールを拾う動作が獲得できたと考える。

筒
つ つ い

井　　苗
なえ

西脇市立西脇病院リハビリテーション部

右THA施行後、両側THAとなりグラウンド
ゴルフのボールを拾う動作に着目した一症例
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【はじめに】
　歩行中、左大腿筋膜張筋に筋疲労が生じていた左大腿骨
頸部骨折の症例を担当した。左中殿筋後部線維の筋活動に
着目した体重移動練習により、歩行の実用性向上を認めたた
め報告する。

【倫理的配慮】
　発表に際し症例に説明し、書面にて同意を得た。

【症例紹介】
　症例は左大腿骨頸部骨折により、人工骨頭置換術を施行
した70歳代の女性であった。ニードは歩行の耐久性とスピー
ドの向上とした。

【理学療法評価】
　歩行では、左荷重反応期に左股関節の内転、伸展は乏しく、
左膝は内反していた。左立脚中期に左股関節を外転、屈曲し
て右下肢を振り出すが、歩幅は狭く、左大腿外側に疲労の訴
えがあった。徒手筋力検査は左股関節外転、伸展が2であっ
た。本症例は、左股関節外転と伸展の筋力低下により、左
荷重反応期で左股関節の内転と伸展による左下肢への体重
移動が不十分でスピードが低下していた。このとき、左膝は
内反し、左腸脛靭帯を介した左大腿筋膜張筋の筋収縮によ
る内反の制動が必要であった。さらに、右下肢を振り出すた
め、左立脚中期に左大腿筋膜張筋の筋収縮による左股関節
の外転、屈曲をくり返すことで、筋疲労が生じ、耐久性が低
下していた。

【理学療法と結果】
　理学療法は、左股関節外転と伸展の筋力強化練習、股関
節屈曲位での左下肢への体重移動練習を実施した。その結
果、左荷重反応期に左股関節の内転、伸展は拡大し、左立
脚中期に左股関節を内転、伸展して右下肢を振り出せたこと
で、歩幅が拡大した。徒手筋力検査は左股関節外転、伸展
が3となった。

【考察】
　中殿筋後部線維は、荷重反応期で股関節の内転の制動と
伸展の作用がある。左下肢への体重移動練習を股関節屈曲
位で実施したことで、左中殿筋後部線維の筋活動が得られ、
左荷重反応期で左股関節を内転、伸展して左下肢への体重
移動が可能となった。これにより、左大腿筋膜張筋の筋疲労
は軽減し、歩行の耐久性とスピードが向上したと考えた。

田
た ぶ ち

渕　紗
さ や か

佳1)、波壁　麻結1)、佐野　紘一1)、戎　　智史1)、
高橋　優基2)、嘉戸　直樹2)、鈴木　俊明3)

1）名谷病院　リハビリテーション科
2）神戸リハビリテーション福祉専門学校　理学療法学科
3）関西医療大学大学院　保健医療学研究科

左大腿筋膜張筋の筋疲労により歩行の耐久
性とスピードが低下していた左大腿骨頸部
骨折の一症例
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第 2 セッション（新人発表推薦演題）

【はじめに】
　小脳脚梗塞により右腹斜筋群低緊張と筋活動遅延を呈し
た症例を担当した。動的座位練習とステップ練習を行い、歩
行安定性が向上したため報告する。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、同意を得た。

【症例紹介】
　症例は60代男性で平成30年6月ラクナ梗塞発症。画像所見
にて右橋・小脳脚に梗塞巣を認めた。

【初期評価】
　Scale for the Assessment and Rating of Ataxia(以下
SARA)は12.5点。Functional Assessment for Control of 
Trunk(以下FACT)は14/20点(動的座位能力12/18点)。静止
時筋緊張は右腹斜筋群筋緊張低下。独歩は軽介助で可能で
あり、右立脚中期から右立脚後期に骨盤右回旋が生じる。

【理学療法および経過】
　入院1週目より起居動作練習・動的座位練習・歩行練習実
施。2週目に直線歩行時の骨盤右回旋は軽減したが、カーブ
歩行時のふらつきは残存。3週目から立位でのステップ練習を
追加し、6週目にはカーブ歩行時のふらつき消失。

【最終評価】
　SARAは5点に改善。FACTは20点。静止時筋緊張は右腹
斜筋群が改善し、屋内外独歩自立。

【考察】
　本症例が歩行不安定性を示す原因は、右腹斜筋群筋緊張
低下と筋活動遅延により歩行時の骨盤右回旋が生じ重心が
右へ残存するためと考えた。筋緊張低下に対して起居動作練
習および動的座位練習を実施し、筋緊張改善と動的座位能
力向上を図った。上條は動的座位能力が良好であれば、歩
行時の骨盤後方回旋角度は正常歩行に類似すると報告してい
る。本症例においても、動的座位能力の向上により歩行時の
股関節伸展に伴う骨盤右回旋が抑制されたと考える。筋活動
遅延に関して吉岡は小脳が運動野を制御し運動が発現する
が、この制御が不十分であると、運動野の活動遅延が生じる
と述べている。そこでステップ練習を実施したことで、歩行
時に骨盤回旋を制御するための筋活動のタイミングが歩行へ
転移し、骨盤右回旋の改善に至ったと考える。以上より歩行
時の骨盤右回旋が改善し、重心の右への残存が改善した結
果、歩行安定性が向上したと考える。

今
いまふく

福健
け ん た ろ う

太郎
順心リハビリテーション病院

小脳脚梗塞による歩行時の骨盤右回旋が改
善し歩行安定性が向上した一症例
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【はじめに】
　機能的電気刺激治療（以下FES）は中枢性麻痺を対象と
しての治療効果は多く報告されているが、骨接合術術後の症
例での報告は乏しい。そこで今回、大腿骨骨幹部骨折術後
にTrendelenburg徴候（以下T-徴候）が残存した症例に対して、
FESを用いた結果、歩容改善を認めたため報告する。

【症例紹介】
　10代後半男性。交通事故にて受傷、同日観血的骨接合術

（髄内釘）を施行し、早期より全荷重許可。術後6日目より理
学療法を開始し、外来にて2回/週の頻度で治療継続。術後
3か月時点でT-徴候の残存を認めた。

【倫理的配慮】
　本報告の主旨は、ヘルシンキ宣言に基づき本人に十分な説
明し同意を得た。

【初期評価(術後120日)】
　下肢ROM、MMTに著明な問題なし。等尺性股関節外転
筋力は1.33Nm/kg（健側比76%）。歩行は右立脚期の荷重応
答期から立脚中期にかけてT-徴候の出現を認め、この時期
の中殿筋の触診では収縮は確認できなかった。

【治療介入】
　FESは電極を中殿筋に貼付し、歩行センサーを健側踵に
設置。立脚初期に電気刺激が発生するように立ち上がり時間
を設定。周波数は35Hz、刺激強度は疼痛が出ない範囲内で
筋収縮が触知できるように設定。この状態でステップ練習・
トレッドミル歩行を実施し、荷重位における中殿筋の収縮を
促通した。

【評価(術後160日)】
　等尺性股関節外転筋力は右1.78Nm/kg（健側比97%）。歩
行は右立脚期の荷重応答期から立脚中期にかけてT-徴候の
改善が認められ、この時期の中殿筋の収縮も触診にて増大
を認めた。

【考察】
　今回のT-徴候の改善はFESが、荷重位における中殿筋の
筋発揮の指標となり、中殿筋の筋活動が賦活されたことで、
得られたものと考える。正常歩行では立脚初期より中殿筋の
速筋線維において活動が高まると言われており、そして電気
刺激治療では30Hz以上の高周波電気刺激は速筋線維を興奮
させると言われている。これより、高周波電気刺激の速筋線
維賦活が効果的に働いたと考える。

新
に っ た

田　将
まさひろ

大
兵庫県立淡路医療センター

大腿骨骨幹部骨折術後にTrendelenburg
徴候が残存した一例
-機能的電気刺激による治療介入-
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第 2 セッション（新人発表推薦演題）

【はじめに】
　今回、左被殻出血により右片麻痺を呈し在宅復帰、復職
が困難となった症例を担当し、杖なし歩行の自立に向けて介
入した為、報告する。

【対象と方法】
　患者は70歳代女性。診断名は左被殻出血
　初期評価（発症10週目、右/左）BRS：右下肢Ⅴ、MMT：
股関節伸展3/3・外転2/3、足関節背屈3/4。杖なし歩行は軽
介助を要し、右LR〜MStで右膝関節過伸展、右MSt〜TSt
で体幹が左前方に傾斜し右立脚終期が短縮、右遊脚相で足
部クリアランス低下していた。
　上記歩容について右立脚終期の短縮に着目した。右足関
節背屈筋の筋力低下により右LR〜MStで膝関節過伸展し股
関節屈曲モーメントが増大、右股関節伸展・外転筋の筋力低
下によりMSt〜TStで股関節屈曲・内転し右立脚終期で股関
節伸展が乏しく腸腰筋、下腿三頭筋の伸張が不十分だと考
えた。治療アプローチは右股関節伸展・外転筋の筋力増強
運動、右立脚終期を促す下肢のステップ練習、前脛骨筋に対
し機能的電気刺激療法、歩行練習を行った。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、発表の趣旨、目的を説明し口頭
にて同意を得た。

【結果】
　最終評価（発症14週目）MMT：股関節伸展3/4・外転
4/4、足関節背屈4/4。杖なし歩行は自立となり右LR〜MSt
での右膝関節過伸展は消失、右MSt〜TStで左前方への体
幹傾斜が軽減し右立脚終期が延長、足部クリアランスは改善
した。

【考察】
　古澤らは「立脚終期までの股関節伸展、足関節背屈はこ
の後に続く前遊脚期への移行に極めて重要な役割を有して
いる。」と述べている。本症例は足関節背屈筋の筋力向上に
より右LR〜MStでの膝関節過伸展の消失と右股関節伸展・
外転筋の筋力向上により股関節屈曲モーメントが軽減し、右
MSt〜TStでの股関節伸展に改善が得られ右立脚終期を促す
事が出来た。また、右立脚終期で腸腰筋・下腿三頭筋の伸
張を促すアプローチを行った事で、下肢振り出しのエネルギー
効率化と前脛骨筋を促通でき足部クリアランス改善しふらつ
きの消失に至った。

宇
う る の

留野雅
まさたか

貴、佐井　昭予、宝野　研二
はくほう会セントラル病院

右立脚終期の短縮に着目し、杖なし歩行自
立を目指した一症例
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【はじめに】
　右視床部脳梗塞により座位・歩行不安定性を呈した症例を
経験した。大脳小脳神経回路の破綻により生じた左上下肢
協調性低下、体幹正中位保持困難に着目し、視覚・口頭フィー
ドバックや重錘負荷を用いて、四肢反復運動や体幹筋促通を
実施し、独歩見守りに獲得至った症例を報告する。

【対象と方法】
　70代女性。　診断名：アテローム血栓性脳梗塞（右視床）
現病歴：入院前は独歩でADL自立。第1病日自宅にて身体の
左傾斜自覚し当院入院。第2病日理学療法介入開始。第39病
日回復期病院転院。
方法：左体幹筋緊張低下により、左上下肢協調性低下、体
幹左傾斜が生じた。左体幹筋緊張低下には、安静時、動作
時の筋緊張調節を行い、視覚・口頭フィードバックを加え左
上下肢への重錘負荷を用いて反復動作運動を実施した。静的
には端坐位・立位正中位保持、動的には四肢反復運動、介
助歩行、ターンテーブル歩行を行った。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づいて本人の同意を得た。

【結果】
　第38病日端座位時体幹左傾斜軽度残存も指示にて正中位
へ修正可。立位時非麻痺側荷重偏位、体幹過伸展軽減し支
持物なく自立。歩行時左遊脚期の体幹過伸展軽減し、左下
肢振り出しの安定性向上、独歩見守りにて可能となる。

【考察】
　本症例で視床梗塞によって生じた左体幹筋緊張低下に対
し、視覚・口頭フィードバックを加えながらの端坐位・立位正
中位保持練習で正中位姿勢調節能力の向上。左上下肢への
重錘負荷、介助歩行練習、ターンテーブル歩行を段階的に
実施し、筋紡錘からの求心性入力と中枢からの出力の増加
を図った。後藤らは、錘内筋線維の適度な収縮が、筋紡錘
の感度を任意に変えることができ、錘外筋繊維の筋緊張（姿
勢・運動時）をコントロールしていると述べている。フィード
フォワード、フィードバック式の姿勢筋緊張の調節が図れたこ
とで左上下肢協調性、正中位姿勢保持能力が改善し、独歩
見守り獲得に至ったと考えられる。

守
もりもと

本　諒
りょうた

汰
公立豊岡病院

右視床部脳梗塞により座位・立位・歩行時
の不安定性を呈した症例
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第 2 セッション（新人発表推薦演題）

【はじめに】
　Lateropulsion（以下LP）と視覚的垂直判断（Subjective 
visual vertical：以下SVV）の障害は関与することが知られ
ており、SVVは数週間で自然軽快することが報告されている。
今回、右延髄外側梗塞によりLPとSVVの偏移を呈した症例
に対し、触圧覚入力によるフィードバックを用い早期に独歩自
立に至ったため報告する。

【対象と方法】
　70代女性、頭痛と歩行時の右傾斜を自覚し、頭部MRI
にて右延髄外側にDWI高信号を認め入院となった。入院前
ADLは自立、既往歴には右後頭葉海綿状血管腫が挙げられ
る。第2病日より理学療法開始。初期評価結果を以下に示す。
GCS、Brs、MMT、感覚機能検査：正常、SVV（bucket法）：
左へ15°傾斜。触覚的垂直判断（Subjective haptic vertical:
以下SHV）：正常。Romberg’s sign：陽性（体幹が右方へ傾
斜）。片脚立位：右0秒/左0秒、Burke lateropulsion scale（以
下BLS）：5点（立位2点、背臥位・移乗・歩行1点）。起立・
立位：監視。歩行（独歩）：右MStに体幹右傾斜し中等度介
助を要する（歩行速度：0.40m/s）。MMSE：30点。FIM：68
点。両上下肢からの触圧覚を利用し静的立位アライメントの
改善を図った後、両足底の触圧覚を意識させた上で段階的
に歩行訓練へ移行した。 

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に則り症例検討の目的、趣旨、不利益を受
けないことを本人に説明し同意を得た。

【結果】
　 最 終 評 価（ 第9、10病 日 ）。SVV： 左 へ0〜5 °傾 斜。
Romberg’s sign：陰性。片脚立位：右3.0秒/左2.0秒。BLS：
0点。歩行：独歩自立（歩行速度：1.26m/s）。TUG：8.66秒。
FIM：111点。

【考察】
　姿勢保持には体性感覚、視覚、前庭系の3つが重要な役
割を果たすと知られている。SVVの障害は視覚・前庭系の障
害を反映すると言われている。LPを呈する群はSVVは偏移す
る一方、SHVは正常範囲内であると報告されており、本症例
も同様の所見を示している。本症例は体性感覚が保たれ、認
知機能も良好であることから触圧覚によるフィードバックが有
効であると考え、理学療法を実施した。その結果SVVの偏
移の改善に伴いLPは改善し早期独歩自立に至ったと考えられ
る。

大
お お や

箭　周
しゅうへい

平1)2)、中嶋　璃奈1)、滝本　龍矢1)、
前川　侑宏1)、岩田健太郎1)

1）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
2）新潟医療福祉大学大学院保健学専攻理学療法学分野

Lateropulsionを呈した延髄外側梗塞患者
に対し、触圧覚を介したフィードバックを用
いて早期独歩自立に至った症例
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【はじめに】
　今回、左大腿骨頸部骨折により左Bipolar Hip Arthro-
plastyを施行した症例を担当した。自宅復帰に向け必要とさ
れる昇段動作では左膝折れが出現した。そこで大臀筋に着
目しアプローチを行った結果、左膝折れが消失したため以下
に報告する。

【対象と方法】
　本症例は60代前半の女性であり入院前ADLは屋内・屋外
共に独歩自立していた。初期評価時、昇段動作観察では左
単脚支持期において骨盤左回旋を認め、左膝折れが出現し
た。この膝折れにより動作の獲得が困難であった。MMTは
左股関節伸展・外旋が3であり左大臀筋筋力低下を認めた。
この筋力低下に対しフォワードランジ動作を実施した。方法
は左下肢を大きく踏み出し、キックバックし立位に戻る。木村
らは、この動作で足部が床から離れる際に大臀筋の活動が
上昇するとしているため、左大臀筋筋力向上を目的に実施し
た。注意点として体幹前傾や股関節の回旋による代償運動が
起こらないよう指導した。

【倫理的配慮】
　症例報告を行うにあたり、本人・ご家族に対して目的と個
人情報の取り扱いについて説明し同意を得た。

【結果】
　MMTは左股関節伸展・外旋4と筋力向上を認めた。昇段
動作は左単脚支持期の骨盤左回旋による代償運動が改善し、
左膝折れが消失した。

【考察】
　昇段時、左膝折れ消失に至った要因を2点挙げる。まず、
初期評価時に認めた左単脚支持期の左股関節屈曲・内旋が
軽減した。根地嶋らは、膝関節伸展筋群の活動は股関節内
旋より外旋位で大きいとしている。このことから左大臀筋筋
力向上により左股関節のアライメントが改善し、左膝関節伸
展筋群の筋出力向上が図れたと推測した。次に羽崎らは、
大臀筋は荷重位において膝関節伸展にも作用すると述べてい
ることから大臀筋筋力向上により膝関節伸展補助作用が働い
たと推測した。今後も単関節作用が隣接関節作用へ影響する
ことを念頭に置き、介入する必要性があると学んだ。

矢
や し ま

島　　波
なみ

社会医療法人渡邊高記念会　西宮渡辺病院

フォワードランジ動作により膝折れが改善
し昇段動作獲得に至った症例
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【はじめに】
　左被殻出血により重度片麻痺を呈した症例に対し、運動療
法と電気刺激療法を併用することで歩行自立に至った症例を
経験したため報告する。

【対象と方法】
　対象は40代女性、診断名は左被殻出血。第3病日より理学
療法開始。早期より長下肢装具を用いた歩行練習を開始し第
22病日に短下肢装具（AFO）へ移行した。第26病日時点（初
期評価）で BRSⅢ、足関節背屈筋力はMMT1であった。 
歩行は、四点杖とプラスチックAFOを使用し近位見守り。遊
脚初期〜中期に足尖部のクリアランス低下を認めた。快適歩
行速度は0.15m/s、6分間歩行試験（6MWT）は77mであった。
同日より麻痺側前脛骨筋に対し、神経筋電気刺激（NMES）
を20〜30分実施。第35病日より歩行練習に機能的電気刺激

（FES）を併用した。
【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき説明を行い、同意を得た。

【結果】
　最終評価（第65病日）では、BRSⅣ、足関節背屈筋力
MMT3と改善を認め、歩行は、T字杖とプラスチックAFO

（ショートタイプ）にて自立。足尖部のクリアランスは軽減した。
快適歩行速度は0.81m/s、6MWTは288ｍであった。

【考察】
　足関節背屈の随意性・筋力向上を目的としたNMESを実
施し、随意性の改善を認めたタイミングで歩行練習とFESの
併用を行った。前脛骨筋に対する高強度のNMESは、拮抗
筋の痙性を改善し、随意性を向上させる効果がある。また
FESは足関節背屈の随意運動と筋力の改善を促し、歩行速
度を改善するとされている。本症例に対し実施した電気刺激
療法は、足関節背屈筋力の向上と遊脚期のクリアランスの
改善に寄与し、歩行速度の向上をもたらした可能性がある
と考える。屋外歩行が制限無く可能とされるカットオフ値は
6MWT288m、快適歩行速度0.93m/sである。最終評価時の
6MWTはカットオフ値を上回ったが、 快適歩行速度はカット
オフ値を下回っていた。従って、今後は歩行速度の更なる改
善を目的に、介入を継続する必要があると考える。

古
こ が

賀　千
ち ひ ろ

尋1)、加茂　亜里沙1)、久保　宏紀1)、松本　伸治2)、
島田　真一1) 2)

1）伊丹恒生脳神経外科病院　リハビリテーション部
2）伊丹恒生脳神経外科病院　脳神経外科

重度麻痺を呈した左被殻出血患者に対し、
歩行自立に向けて運動療法と、足関節への
段階的な電気刺激療法を併用した症例
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【はじめに】
　通所リハで主に自主練習を行っている症例を担当した。自
宅で花の水やりをしていたが、転倒の頻度が増加しており実
施が難しくなってきている現状があった。今回は自主練習を
再考し、趣味活動再開にまで至った経緯を、維持期の理学
療法士としての関わり方を踏まえて報告する。

【症例紹介】
　80代後半の女性。右恥骨・座骨骨折、仙骨骨折（2年前）、
胸椎圧迫骨折（3年前）の既往歴あり。長谷川式簡易知能評
価スケール（HDS-R）は13点。90代の夫と2人暮らし。要介
護度2。通所リハは2年前から利用開始。加算算定なし。

【倫理的配慮】
　目的と個人情報取り扱いについて十分に説明を行い、同意
を得た。

【初期評価】
　徒手筋力検査（MMT、右/左）は股関節伸展（3/3）、股
関節外転（2/2）、体 幹屈曲2、伸展2、回旋（2/2）。Berg 
Balance Scaleは24点。歩行は両腋窩後方介助で右下肢初期
接地期（IC）〜立脚中期（MSt）に体重の前方移動困難、対
側骨盤下制による後方または左側方へのふらつきが不規則に
観察された。

【経過】
　転倒との関係性が高いと言われている筋力低下に着目し、
股関節外転筋・体幹筋へのアプローチを中心に行った。その
上で今後に向けて介護職員と実施してもセラピスト同等の効
果が得られるよう、徒手介入期（片脚ブリッジ）・効果検証期

（側方リーチ）・自主練習移行期（輪移動）と段階的に治療プ
ログラムを組み直し、修正を重ねた。

【最終評価】
　MMTは股関節外転（3/3）、体幹筋も伸展以外は3レベル
まで改善した。自主練習移行後も改善は続き、介入開始4ヶ
月では監視下で10mまで歩行距離が延長し、花の水やりを転
倒なく継続可能となった。

【考察】
　維持期理学療法を行うにあたり、その先の生活を見据えて
適切な関わりをしたことが本人の主体性を引き出し、その後、
最小限の関わりでも機能改善が図られ趣味活動再開に至った
と考える。

小
お が わ

河　　翔
しょう

医療法人松藤会　介護老人保健施設ゆめさき

転倒を繰り返す一症例に対し、自主練習を
考案した維持期理学療法の経験
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【はじめに】
　今回視床出血後、Pushing現象にて座位保持困難となった
症例に対し、視覚的フィードバック及び段階的難易度設定と
体幹筋力増強運動等のアプローチを施行し、座位安定性向
上に至ったため報告する。

【対象と方法】
　80代男性。視床出血と診断され入院。発症8日目誤嚥性
肺炎を羅患し積極的な介入困難。発症18日目症状が軽快し
中間評価、治療を再開。Subject postural verticality(以下
SPV)損傷によってPushing現象が生じ、座位全介助となって
いると判断し視覚的フィードバックによる座位練習を実施し
た。Pushing現象は軽減したが座位安定性向上に至らず悲
観的な発言が増加したため治療プログラムの再考を行い、視
覚的フィードバックと段階的難易度設定を考慮した座位練習、
体幹筋に対して重心移動練習や選択的筋力増強運動を行っ
た。

【倫理的配慮】
　本症例にはヘルシンキ宣言に基づき発表の趣旨を説明し同
意を得た。

【結果】
　中間評価→最終評価 Manual Muscle Test(以下MMT):
体幹2→3 Trunk Control Test(以下TCT):24点→61点 座位
Scale for Contraversive Pushing(以 下SCP):1.75点 →0点 
座位:全介助→監視

【考察】
　Hirotoらは、繰り返す失敗体験は学習性無力感を引き起こ
し、学習意欲及び学習能力の低下を引き起こすと報告してい
る。視覚的フィードバックに加え段階的に難易度を設定し成
功体験が得られる座位練習を行った。難易度設定は先行研
究を参考に、第1にセラピストによる後方介助と前腕支持、第
2に前腕支持、第3に手掌支持、第4に支持なしでの座位練習
を行った。第2、第4段階の際、体幹筋出力向上のために重
心移動練習も行った。
　結果、視覚的フィードバック及び非麻痺側からの感覚入力
による正中位へのSPV修正、段階的難易度設定による成功体
験が得られたことによる運動学習の促進、重心移動練習に
よる体幹筋出力向上が図られ、座位SCPが1.75点から0点と
Pushing現象消失、体幹MMT2から3レベル、TCT24点か
ら61点と向上し、座位監視レベルまで改善に至った。

川
かわしま

島　光
こ う き

貴
医療法人伯鳳会赤穂中央病院　リハビリテーション部

Pushing現象に対し段階的難易度設定を考慮し
た介入を行い座位安定性向上に至った一症例
〜繰り返す失敗体験により悲観的発言が増加し
た点に着目して〜
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ポスター発表演題

3Ｆ「レセプションホール」（ポスター会場）
11：30～ 12：12

	 ●ポスター発表Ⅰ　第3セッション　P-		1～P-		6	

	 ●ポスター発表Ⅱ　第4セッション　P-		7～P-12

12：22～ 13：04

	 ●ポスター発表Ⅲ　第5セッション　P-13～P-18

	 ●ポスター発表Ⅳ　第6セッション　P-19～P-24
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腰椎圧迫骨折による歩行能力低下に対して
Honda歩行アシストが効果的であった一症
例

【はじめに】
　交通事故により第一腰椎圧迫骨折を受傷し、検査上明らか
な神経症状は認めなかったが右下肢全般の筋力低下と歩行
能力低下を呈した。筋力訓練と共に様 な々歩行補助具を用い
た歩行訓練の中でHonda歩行アシスト（以下歩行アシスト）を
使用したところ即時的な効果を認めたため考察を交えて報告
する。

【対象と方法】
　受傷から34病日後に当院へ入院し、初期評価時の徒手筋
力検査（以下MMT）は右股関節屈曲・膝関節屈曲・足関節
背屈いずれも2であった。歩行は右股関節・膝関節の屈曲が
乏しく足部クリアランスは低下、それに伴う伸び上がりの代償
と腰背部痛を認め杖歩行は数mが限界であった。過度な代
償動作の軽減には、正常歩行パターンの学習と歩行中の筋出
力の促しが重要と考え歩行補助具を用いた。

【倫理的配慮】
　本症例はヘルシンキ宣言に基づき発表の趣旨を説明し同意
を得た。

【結果】
　38病日から歩行補助具T-supportと機能的電気刺激装置
ウォークエイド（以下FES）を用い18日間歩行訓練を実施し
た。杖10m歩行の所要時間32.0秒、歩数21歩となったが、代
償動作と腰背部痛が残存していた。57病日に歩行アシストを
試行したところ代償動作が即時的に軽減したため20日間継続
した。結果、MMTは右股関節屈曲3・膝関節屈曲4・足関節
背屈4、独歩10mの所要時間10.0秒、歩数19歩となり、代償
動作軽減、腰背部痛は消失した。

【考察】
　正常歩行パターンを誘導する歩行補助具の特性により効果
の違いが生じたものと考える。T-supportとFESはゴムバンド
の張力と電気刺激による関節運動を誘導する力は強く依存的
になりやすい。一方、歩行アシストは対象者自身が関節を動
かすことで後発的にモーターが働き左右対称性や推進力の補
助を担う。そのことが本症例の歩行パターンの学習や筋出力
の促進に繋がったものと考える。

【はじめに】
　当院リハ科では、スポーツ外来で理学療法を処方された患
者全員に、アストリウム（シスメックス社製）による非侵襲経
皮的ヘモグロビン（SpHb）測定と、問診票を用いスポーツ貧
血の有無を確認している。我々の先行研究でアストリムの信
頼性を立証したが、問診票の有効性は明らかでない。今回、
当院で作成した問診票の有効性を検討した。

【対象と方法】
　平成29年11月から平成30年3月までに当院リハビリテーショ
ン科初診患者72名（男性45例、女性27例、平均年齢14.8
歳）を対象とした。初診時に測定したSpHb14.0以上（男性）、
12.5以上（女性）の群（正常群）55例、SpHb14.0未満（男性）、
12.5未満（女性）の群（貧血群）17例にわけた。問診票より、
自覚症状の数（息切れ・動悸・倦怠感・易疲労性・立ちくらみ・
パフォーマンス低下・記録の伸び悩み）、運動量（競技別の1
時間のメッツ量×1週間の運動時間）を算出し、2群間で比較
検討を行った。統計処理は、スチューデントのt検定、マンホ
イットニーU検定を用いた（有意水準p<0.05）。また、感度、
特異度をROC曲線から求めた。

【倫理的配慮】
　大久保病院倫理委員会の承認を得て、ヘルシンキ宣言を
もとに、保護・権利の優先、参加・中止の自由、研究内容、
身体への影響などを説明し、同意を得ることができた場合の
み対象として計測を行った。

【結果】
　自覚症状は正常群1.1個、貧血群2.3個で2群間に有意な
差が認められた（p<0.01）。運動量は、正常群69.6METs、
貧血群104.1METsであり、2群間に有意な差が認められた

（p<0.05）。また、運動量のカットオフ値は90METs以上で感
度は50％　特異度は60％であった。自覚症状のカットオフ値
が自覚症状2個以上で感度は63％で、特異度は68％であった。

【考察】
　今回、問診票の有効性を検討したところ、1週間の運動量
が９０METs以上、自覚症状が2個以上の場合は、スポーツ
貧血の可能性があることが示唆された。
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【はじめに】
　修復困難な肩甲下筋腱断裂に対し小胸筋移行術を施行さ
れた症例を経験したので報告する。

【倫理的配慮】
　本症例はヘルシンキ宣言に基づき、説明し同意を得た。

【症例紹介】
　70歳代の男性。現病歴は2017年6月初旬からクリーニング
仕事時のアイロン操作にて疼痛出現、仕事に支障を来したた
め、同年11月に鏡視下腱板修復術・小胸筋移行術を施行した。
＜術前＞
　関節可動域（以下ROM）は前方挙上155°、下垂位外旋60°、
C7 to thumb 52cmであった。
　筋力は前方挙上90°0.55kgf、belly press 0.57kgf、bear 
hag 0.46kgfであった。Shoulder36は疼痛3.5、可動域3.6、
筋力3.5であった。
＜術後1年＞
　ROMは前 方 挙上160 °、 下 垂 位 外 旋80 °、C7 to thumb 
40cmであった。筋力は前方挙上90°1.11kgf、belly press 
0.79kgf、bear hag 0.54kgfであった。Shoulder36は疼痛4、
可動域3.8、筋力4であった。術前の仕事時の疼痛は消失した。
　エラストグラフィーは移行した小胸筋を計測し術後1ヶ月
10.95kPa術後12ヵ月17.55kPaであった。

【理学療法内容】
　術後6週間の外転装具固定を行った。術後1日目から理学
療法実施し装具固定期間中は組織修復を優先し、肩甲帯の
可動域練習を中心に実施した。装具除去後は自動介助運動
から自動運動へと負荷を漸増的に増大させた。

【考察】
　Transverse force coupleは前方の肩甲下筋と後方の棘下
筋・小円筋で構成され、安定性・回旋運動をコントロールし
ている。肩甲下筋断裂により求心位保持が困難となり筋出力
低下が生じていたと考える。移行した小胸筋の組織修復を考
慮し治療を行ったことで組織弾性向上を認めた。そのため前
方支持が可能になり、筋出力向上し仕事復帰に繋がったと考
える。
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【はじめに】
　スポーツ貧血はアスリートに最も多いスポーツ内科疾患で、
息切れ等をきたすが、症状に乏しく選手自体が気づかないこ
ともある。そこで、スポーツ整形外科からリハビリテーション
科初受診患者におけるスポーツ貧血の含有率について調査し
たので報告する。

【対象と方法】
　当院スポーツ整形外科外来で理学療法を処方された18歳
以下のリハビリテーション科初診患者に対し、問診票と非侵
襲経皮的ヘモグロビン（以下SpHb）測定（ASTRIM FIT、
sxsmex）を用い、スポーツ貧血のスクリーニングを行った。
理学療法士は、問診票で息切れ等の症状を２つ以上認める
場合や、SpHb低値の場合にスポーツ貧血の可能性があるこ
とを患者に伝え、スポーツ内科外来受診を希望した患者につ
いては血液検査等で確定診断を行った。

【倫理的配慮】
　大久保病院倫理委員会の承認を得て、ヘルシンキ宣言を
もとに、保護・権利の優先、参加・中止の自由、研究内容、
身体への影響などを説明し、同意を得ることができた場合の
み対象として計測を行った。

【結果】
　当院リハビリテーション科初診患者72名（男性45名、女性
27名、平均14.8歳）のうち、スポーツ貧血と診断された者は
9名（男性4名、女性5名、平均13.7歳）（全体の12.5%）であっ
た。また、スポーツ貧血と診断されなかった者の中には運動
誘発性喘息等のスポーツ内科疾患を指摘された者もいた。

【考察】
　スポーツ整形外科外来を受診した患者でも、12.5%にス
ポーツ貧血の合併を認めた。これらの患者はトレーニング過
多や摂取エネルギー不足の傾向があるため、スポーツ内科疾
患を合併している可能性があることが示唆された。また、ス
クリーニングを行うことでスポーツ貧血を発見し、障害予防の
戦略としての重要性を認識した。
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【はじめに】
　転倒恐怖感に対し、二重課題練習の追加により活動範囲
が拡大した過程を報告する。

【ケース紹介】
　後期高齢者女性。転倒により左大腿骨頚部骨折受傷。2日
後に骨接合術施行。1か月後当院回復期入院。弟氏と2人暮
らし。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に則り発表の意図、協力者が不利益を受
けないこと等を本人および家族に説明し同意を得た。

【初期評価（介入当初）】
　主訴:歩くと怖い、全体像:興味が薄くぼんやり。HDS-R:5
点。 MMT（右/左）:股関節外転4/3、足関節底屈3/2。自
由歩行:歩幅減少、左立脚後期に体幹前傾。10m歩行:22.2秒
39歩。Stops Walking When Talking（以下SWWT）:陽性。 
FIM:57点（運動42点）。活動範囲:自主性低く、声かけ･歩行
器歩行見守りでトイレ･デイルームに移動。

【経過】
　介入3週後、病棟内自由歩行見守りとした段階で恐怖感が
出現し、自室に引きこもり、歩行誘導者の腕を握るなど依存
傾向となった。そこで、二重課題練習を追加し、歩行中に計
算･質問の課題を付加した。また障害物を回避しながらの歩
行中にも同課題付加し、応用動作練習実施。できたことの振
り返り、称賛を繰り返した。

【最終評価（介入10週）】
　主訴:外に行きたい。全体像:テレビに興味を持ち、笑顔。 
MMT:股関節外転4/4、足関節底屈4/3。自由歩行:歩幅拡
大、左立脚後期の体幹前傾軽減。10m歩行:20.1秒35歩。
SWWT:陰性。 FIM:98点（運動78点）。活動範囲:病棟内自
由歩行自立。

【考察】
　牧迫は、二重課題練習による、転倒リスク軽減を報告して
いる。樋口らは、二重課題能力の改善は転倒恐怖感の緩和
と関連することを示唆している。今回、介入4週から応用的な
練習を取り入れた。また、歩行時の声かけが自己覚知や喜び
につながり成功体験を経験できた。これらによって転倒に対
する自己効力感が高まり、歩行中の恐怖感の訴えや介助者へ
の依存傾向が軽減したと考える。

【おわりに】
　在宅復帰に向け、できる動作を病棟生活に汎化することは
重要であり、二重課題練習が効果的であったと考える。
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【はじめに】
　墜落性跛行の原因は構造的脚長差や股関節外転筋力低下
が主に挙げられる。今回人工股関節全置換（以下、THA）
術後に墜落性跛行を認め、構造的脚長差は改善したが機能
的脚長差を呈した症例を担当した。機能的脚長差の姿勢評
価として自覚的脚長差を経時的に測定し、アライメント修正
を行った結果、墜落性跛行の改善を認めたため報告する。

【対象と方法】
　70歳代女性。左THAを施行され「左脚が長く感じる」と訴
えがあり左立脚期の短縮、右へ墜落性跛行を認めた。初期
評価（術後17日目）の関節可動域（以下、ROM）は左股関
節伸展5°、左股関節内転0°で左大腿筋膜張筋の過緊張を認
めた。骨盤側方傾斜角4.6°、股関節外転筋力6.5kgfであった。
構造的脚長差は術前20mm、術後2mmであった。自覚的脚
長差の評価はブロックテストを用い、10mmであった。立位ア
ライメントは腰椎左凸に側彎し、骨盤左下制位、左股関節軽
度外転位であった。歩容は左ICで外転接地、右へ墜落性跛
行を認めた。介入はアライメント修正を目的に左外転筋群の
伸張、骨盤の挙上下制運動、左側への重心移動を実施した。

【倫理的配慮】
　症例報告について、ヘルシンキ宣言に基づき説明し同意を
得た。

【結果】
　最終評価（術後27日目）のROMは左股関節伸展10°、左
股関節内転5°、股関節外転筋力8.6kgf、自覚的脚長差は
5mm未満であった。立位アライメントは骨盤左下制位、左股
関節外転位が軽減し、歩容は左ICの外転接地と右への墜落
性跛行が軽減した。

【考察】
　中野渡は機能的脚長差をもつ患者の7〜8割が自覚的脚長
差を認めたと報告している。本症例は左股関節内転可動域
制限、骨盤左下制により機能的脚長差を認め、腰椎・骨盤
アライメントの修正を行ったことで機能的・自覚的脚長差の軽
減、左ICでの外転接地が改善した。さらに荷重練習を行っ
た結果、墜落性跛行の改善に繋がったと考えた。
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【目的】
　運動に関連した課題に対する脊髄運動ニューロンプールの
セルアセンブリな電気的応答特性を数理モデルにより表現す
ること。

【対象と方法】
　対象は健常大学生1名（男性、20歳）である。運動課題は
ピンチ運動とその運動イメージとした。課題中の運動ニュー
ロンプールの電気応答は第一背側骨間筋よりF波を測定し
た。安静時と課題を連続して交互に切り替える二つの課題に
て5分間計測した。課題①：安静と10%MVCの1Hzピンチ運
動、課題②：安静と1Hzのピンチ運動イメージで、30秒ごと
の切り替えを5分間で9回行った。F波は第一背側骨間筋より
1Hzの刺激頻度で300回導出した。F波振幅値の時系列変化
を線形ガウス型状態空間モデルであるカルマンフィルタモデル

（KF）で解析した。KFは前時点（t-1）に得たデータをもとに
次時点（t）への状態方程式：xt = Gtxt-1 + Wt と観測方程式：
yt =Ftxt + Vt を漸化式としたモデルとなる（GtとFtは1でスカ
ラー、Wと Vは状態ノイズと観測ノイズで正規分布に従うパラ
メータ）。パラメータの推定は統計プログラムソースであるRの
動的線形関数（dlm）による最尤推定1）とstan2）のマルコフ連
鎖モンテカルロ法（MCMC）による同時事後分布にてベイズ
推定した。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づく倫理的配慮を行った。

【結果】
　（WとVのパラメータ推定）。課題①は、dlmでW =653.63、
V = 23203.65　対数尤度 -1663.65、MCMCでW = 281.24、
V = 21533.14、対数尤度 -1647.07であった。課題②はdlmで
W =124.86、V =20349.05、対数尤度 -1645.94、MCMCで
W = 71.27、V = 20324.74、対数尤度 -1632.34であった。

【結論】
　脊髄運動ニューロンの応答特性をKFモデルで解析した。
パラメータの推定は両課題のdlm、MCMCともに観測ノイズ
が大きく状態更新の際予測観測誤差  et = yt - ^yt のカルマ
ン補正は小さい。課題切り替えにおける脊髄応答特性の時
系列変化を状態空間モデルで表現した。
1）Petris G. （2010）, Journal of Statistical Software 36（12）: 
1-16.
2）https://mc-stan.org/
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運動関連課題における脊髄運動ニューロン
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による時系列分析〜
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【はじめに】
　当院地域包括ケア病棟では入院患者の約9割が入院時より
低栄養また低栄養のリスクがあると以前報告した。そこで今
回、当院地域包括ケア病棟入院患者に対して簡易栄養状態
評価表（MNA-SF）にて評価を行い、その中で低栄養と診
断された者を対象に身体機能面およびADLと在宅復帰率の
関連性を調べたためここに報告する。

【対象と方法】
　対象は当院地域包括ケア病棟にて入院時のMNA-SFで低
栄養と判断された45名(平均年齢:80.3±7.4歳)とした。測定項
目を年齢、BMI、握力、膝伸展筋力、歩行速度、FIM(運動
項目、認知項目、総合計)とし、在宅復帰率との関連性を調
べた。統計学的解析はロジスティック回帰分析を用い有意水
準は5％未満とした。またその中で抽出された因子のcut-off値
を算出した。

【倫理的配慮】
　本研究は当院の倫理委員会の承認を得て、各対象者に対し
て口頭で説明を行い同意を得た。

【結果】
　在宅復帰に至ったのは32名であり、在宅復帰の関連因子と
しては、膝伸展筋力、歩行速度、FIM運動項目および総合
計が抽出された(p<0.05)。これらの因子のcut-off値は、膝伸
展筋力0.25kgf/kg、歩行速度0.58m/秒、FIM運動項目53点・
総合計97点であった。

【考察】
　本研究より地域包括ケア病棟の在宅復帰にはFIMだけで
なく、膝伸展筋力や歩行速度などの運動指標も関連している
という結果となった。山崎らは膝伸展筋力は下肢全体の筋力
と相関を示し、特に0.25kgf/kg未満の人では屋内移動の自立
が困難と報告している。今回の結果でも同様に膝伸展筋力低
下が原因で、屋内移動の自立が困難であった方が在宅復帰
困難となった可能性が示唆される。また同様に歩行速度は転
倒リスクに大きく関わっており、Quachらは高齢者において歩
行速度が0.6m/秒以下では屋内の転倒リスクが優位に高いと
報告している。当研究でも歩行速度が0.58m/秒以上が自宅
退院に必要という結果となり、自宅内での転倒リスクの可能
性が低いと思われる方が自宅退院に至ったと推測される。
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第 4 セッション

【はじめに】
　訪問経験者の指導下、初めて利用者を担当した。リハマネ
会議に参加し、多職種連携の重要性を学んだ。

【ケース紹介】
　後期高齢者男性、4人暮らし。5年前呼吸器疾患指摘、7ヶ
月前急性増悪、特発性間質性肺炎と診断。訪問診療・在宅
酸素療法の導入となった。3ヶ月前に半信半疑で訪問リハ介
入となった。　

【倫理的配慮】
　本人および家族に、発表の内容･目的･その意義を説明し、
口頭および文書にて同意を得た。　

【訪問リハ介入時】
　要支援2、40分（週2回）、リハ加算Ⅰ。｢この病気は治らな
いから死にたい｣。FIM95点（運63/認32）。 ｢食べたくない｣
1,000kcal未 満。BMI15.1kg/m2。 千 住らのgrade評 価 Ⅳ、
SPO291%、呼吸数36回/分。本人は歩行･階段時のみ2ℓ吸入
の認識であった。会議で、医師より訪問リハ役割を呼吸リハ、
酸素･栄養･体重･増悪の経過観察、家族支援、緊急対応、パ
ニックコントロール、介護度把握とした。

【介入1週間】
　｢苦しいのを減らして｣。在宅医に動作時SPO2報告し、吸入
調整（安静1.5〜2 ℓ、歩行･トイレ3 ℓ、入浴･階段4〜5 ℓ）。
区分変更とパルスオキシメーターの購入を促した。

【介入3ヶ月後】
　要介護4、60分（週2回）、リハ加算Ⅲ。｢毎日先生と会いたい｣。
FIM99点。｢肉が食べたい｣ 1,000kcal以 上。BMI14.7kg/
m2。grade評価Ⅲ、設定で吸入すると安楽。会議で、訪看･
理容も参加し、役割を呼吸リハ、酸素、メンタルケア、家族
支援と再決定し、新たにショートステイ提案した。

【考察】
　初会議は、本人･家族、ケアマネ、当院医師、理学療法士（経
験者含）が参加し、役割を決定した。生活課題から役割が
多岐となったが、理学療法士が在宅医を含め多職種支援を
促し、課題から各役割を提案した。次会議で、理学療法士
が動作時呼吸苦･SPO2変化･安楽姿勢など情報提供し、本人
主訴に沿う支援を行え、訪問リハの受け入れも良好となった。

【おわりに】
　役割は、同一利用者であっても多職種連携で変化する。
流動的な役割を多職種で決定する会議の重要性を学んだ。
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【はじめに】
　生活行為向上マネジメント（Management Tool for Daily 
Performance：MTDLP）とは対象者に意味のある生活行為
を明確にして、目標達成までの道筋を共有するものである。
今回、当施設入所中の超高齢者に対しMTDLPに基づいた
理学療法（PT）を実施し若干の知見を得たので報告する。

【対象と方法】
　99歳女性。左大腿骨転子部骨折を受傷後、当施設に入所
した。長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）は23点。
老年期うつ病評価尺度（GDS15）は11点で重度のうつ状態
が認められた。ADLはFIMで86点であり排泄はオムツを使
用していた。問診より「することも無いので起きる気にならな
い。」と活動意欲の低下が認められた他、集団でのレクリエー
ションにも参加しなかった。
　MTDLPに基づいたPTを実施するため、目標を設定した。
本症例は、目標として「自分で部屋の外にあるトイレを使う」
ことを挙げたため、合意目標とした。また、興味・関心チェッ
クシートから折り紙に興味があることがわかった。PTは、基
本的プログラムとしてROM・筋力増強運動、自主トレーニン
グの指導を行い、加えて応用的プログラムとして車椅子操作・
移乗練習、バランス練習を立案した。さらに社会適応的プロ
グラムとして、家族や介護スタッフに自主練習の見守りや車椅
子操作練習、折り紙を食堂で実施するなどの離床の促しを依
頼した。

【倫理的配慮】
　本症例報告の実施にあたり、対象者に対して同意を得て実
施した。

【結果】
　PT開始から2週目でポータブルトイレを用いた排泄動作が
自立したため、車椅子操作や居室外の排泄動作練習を導入
した。8週目には合意目標であった居室外の排泄動作が自立
した。HDS-Rは25点、GDS15は9点、FIMは111点に改善した。
また、折り紙を食堂で行うなど離床時間が増加し活動性の向
上が見られた。

【考察】
　意欲が低下している超高齢者に対して、MTDLPを用いた
PTを実施した結果、身体機能・活動性が向上した。心身機
能の低下している施設入所者に対するMTDLPを用いたPT
の有効性が示唆された。
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【はじめに】
　肺切除術（LR）後患者の健康関連QOL（HR-QOL）は、
身体的QOLを主体として一時的に低下すると報告されている。
そのような現状の中、LR後退院時の身体機能および呼吸機
能が退院後のHR-QOLに及ぼす影響については明らかとなっ
ていない。本研究では、LR前後におけるHR-QOLの変化に
関連する因子を明らかにすることを目的とした。

【対象と方法】
　当院呼吸器外科にて肺腫瘍に対してLRを施行した21名（男
性10名、年齢70.1±8.5歳）を対象とした。背景因子を診療
録より抽出し、退院時評価として呼吸機能検査、等尺性膝
伸展筋力体重比、運動セルフエフィカシー、6分間歩行距離

（6MWD）を測定した。また、加速度計を用いて退院前3日
間の身体活動量を算出した。HR-QOLは術前および術後1ヶ
月でSF-36スタンダード版を用いて評価した。統計解析は、
身体的QOLサマリスコア（PCS）の術前後差と背景因子およ
び退院時の身体機能および呼吸機能との相関を求めた。さら
に、PCSの術前後差を目的変数、単変量解析にて有意差を
認めた因子を説明変数としたStepwise法による重回帰分析を
行った。統計学的な有意水準は5％とし、統計解析にはR 2.8.1
を使用した。

【倫理的配慮】
　対象者には研究内容を書面にて説明し同意を得た。本研
究は医療法人明和病院倫理審査委員会の承認（承認番号29-
11）を得て実施した。

【結果】
　PCSの術前後差と有意な相関が認められた項目は性別（tau
＝-0.448,p＜0.05）、仕事の有無（tau＝-0.447,p＜0.05）、退院
前3日間の平均歩数（r＝0.520,p＜0.05）、6MWD（r＝0.655,p
＜0.01）であった。重回帰分析（R2＝0.496,p＜0.001）の結果、
PCSの術前後差に関連する因子として、6MWD（β＝0.076,p
＜0.01）、仕事の有無（β＝-6.383,p＜0.05）が抽出された。

【考察】
　身体的QOLを維持するためには、術後の運動耐容能を可
及的早期に改善させることや、退院後に社会参加や個人活動
を促すことが重要であると考えられた。
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【はじめに】
　医療保険における通院での心臓リハビリテーション（心リハ）
が普及してきている一方で、社会的要因（通院困難、送迎困難）
を理由に継続困難となることが問題となっている。
　今回、医療保険での通院心リハ継続困難な心不全患者に
対して当院送迎付き通所リハビリテーション（通所リハ）にお
いて６分間歩行距離(6MWT)に着目した運動療法を行った２
症例について報告する。

【対象と方法】
　症例Ａ、要介護２の86歳女性。大動脈弁狭窄症に対する
TABI施行後の心不全。開始時6MWTは180m。呼吸困難
感出現。リハ目標は「近所の生協まで歩いて買い物に行く」
とした。症例Ｂ、要支援２の81歳女性。慢性心不全で通院
加療中に腰椎圧迫骨折受傷し、入院リハを受け自宅退院とな
るも心不全増悪。開始時6MWTは141m。喘鳴出現と呼吸
困難感著明。リハ目標は「以前のように家族と買い物に行き
品物選びを楽しむこと」とした。
　通所リハの内容は心リハ標準プログラムとし、「ウオーミン
グアップ、レジスタンストレーニング、有酸素運動、クールダ
ウン」を1時間かけて理学療法士がマンツーマン対応で週２回
実施した。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に則り、十分な説明を行い、同意を得た。

【結果】
　症例Ａは6MWTが192ｍであったが呼吸困難感の出現がな
くなり活動性が改善。要介護２から要支援２となったため終
了となった。症例Ｂは6MWTが183mと改善した上に喘鳴消
失と呼吸困難感が改善し、活動性が向上してきている。要支
援２のままであるが現在も継続中である。

【考察】
　送迎付き通所リハにおいて、心不全利用者に対して標準的
心リハプログラムを理学療法士がマンツーマンで対応しながら
１時間実施した。6MWTは維持、改善が認められ、それぞ
れ活動性が向上した。１症例は介護度の著明な改善が図れ
サービスを終了できた。今回、改めて心不全者に対する適切
な運動療法を提供することは活動性が改善し、介護度の軽
度化が図れたことからその重要性がわかった。

森
もりもと

元　貴
たかふみ

史、時本　清己
医療法人緑風会龍野中央病院

外来通院困難な心不全患者に通所リハビ
リテーションで心臓リハビリテーションを
行った２症例

P-11



− 52 −

第 5 セッション

【はじめに】
　ウェルウォーク®は片麻痺者に対する歩行リハビリテーショ
ン支援ロボットとして開発された。今回我々は橋出血により四
肢麻痺を呈した症例にウェルウォーク®を使用し、歩行自立に
至った症例を経験したので報告する。

【症例】
　62歳女性、橋出血により四肢麻痺を呈し、発症から9週目
に当院入院。入院時Stroke Impairment Assessment Set-
Motor（ 以 下SIAS-ｍ ）： 右1-1A.1-1-1、 左1-1A.2-2-2。 立
位、歩行練習は備品の両側KAFOを使用した。15周目には
SIAS-m： 右4-3.3-3-3、 左5-5.4-4-4、10ｍ 歩 行：35歩34秒
12、TUG右/左：35秒16/36秒31、BBS：35/56点。T字 杖
歩行近位見守りで15ｍ可能となるも、反張膝、骨盤後退を認
め、右下肢の膝折れによる転倒リスクも高かった。

【理学療法プログラム】
　入院直後から両側KAFOを使用した立位、歩行訓練を行
い、19週目よりウェルウォーク®の使用を開始し、1ヶ月間継続
した。右立脚期の支持性を獲得したため、21週目から免荷式
トレッドミルに切り替えた。

【倫理的配慮】
　今回の報告はヘルシンキ宣言に基づき、患者・家族の同意
を得たので報告する。

【結果】
　23週目ではSIAS-ｍ：右4-3.4-4-4、左5-5.5-4-5、10ｍ歩行：
34歩28秒18、TUG：29秒96/29秒74、BBS：45/56点。 右
MStの反張膝と右TStの骨盤後退が軽減し、体幹の正中位
保持が可能となり、T字杖歩行自立となる。

【考察】
　本症例は右下肢・体幹の不安定性によりバランス能力が低
下、膝折れへの恐怖心も強く十分な歩行練習が困難であっ
た。そこで膝折れが無く、効率的に歩行距離が得られるウェ
ルウォーク®を使用した。パラメーターの調整により歩行練習
における適正課題を設定し運動学習を図った。さらに骨盤後
退を改善するためロボット脚を使用せず免荷式トレッドミルと
してウェルウォーク®を使用し、股関節、骨盤の運動学習を
すすめる事ができたと考える。

【結語】
　ウェルウォーク®はロボット脚を使用しなくともフィードバッ
ク機構を利用した免荷式トレッドミルとして活用可能であり四
肢麻痺患者への使用の可能性が示唆された。
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【はじめに】
　重度感覚障害を呈した、脳卒中右片麻痺患者において、
歩行の非対称性が改善したにも関わらず、反張膝が残存した
症例に対し、歩幅に着目した介入を行い反張膝が消失したた
め報告する。

【対象と方法】
　左被殻出血を発症した50歳代男性。15病日目の初期評価
は脳卒中機能評価法（以下:SIAS）:51/76点、主な減点項目
は感覚機能。Wisconsin Gait Scale（以下:WGS）:24.75点。
symmetry index（以下:SI）が約16と顕著に非対称性であり、
右初期接地相（以下:IC）から右荷重応答期相（以下:LR）に
反張膝が出現した。そのため、介助下で立位から右下肢を
前方に振り出し、ICから右立脚中期相（以下:MSt）までの部
分練習を行ったが、MStに反張膝が残存したため、30病日目
に歩幅を徐々に延長し部分練習を行った。

【倫理的配慮】
　症例報告についてヘルシンキ宣言に基づき説明し、同意を
得た。

【結果】
　30病日目、10m歩行:15.4秒。平均歩幅35.7㎝、WGS:15.95点、
歩行はSI約0と非対称性が改善したが、LRからMstに反張膝
が出現。 60病日目、SIAS:66/76点。10m歩行:8.7秒。平均
歩幅62.5㎝。WGS:13.35点となり、反張膝が消失。

【考察】
　本症例の感覚障害は重度である。その影響によりICから
LRに筋活動が乏しく、LRでロッカー機構が破綻し、反張膝
が起こったと示唆される。そのため、部分練習を行った。結果、
SIが約0となるが、歩幅が35.7cmと短く、歩幅の増大に伴い
反張膝が顕著に出現した。これは歩幅延長に伴い外的底屈
モーメントが増大するため、IC時の底屈モーメントが前脛骨
筋の産出する背屈モーメントよりも相対的に大きくなり、Mst
で反張膝が起こったものと示唆される。そのため、歩幅を徐々
に延長し部分練習を行った。結果、反張膝消失と歩幅延長
を認めた。
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第 5 セッション

【はじめに】
　頭部外傷後重度痙縮を呈した患者に対し、ボツリヌス療法
と介助歩行を実施し痙縮改善に至ったため報告する。

【対象】
　30歳代女性。診断名：右急性硬膜下血腫、左側頭葉・右
前頭葉脳内血腫。現病歴：緊急穿頭、右外減圧術、左開頭
血腫除去術施行。

【初期評価】
　MAS：右足関節背屈4。ROM：右足関節背屈−40°。右
claw toe（＋）。 ADL：全介助。端坐位：全介助。頚部固定
に介助。右上下肢ウェルニッケ肢位。立ち直り反射消失。

【問題点】
　右下腿三頭筋・右股関節内転筋筋緊張亢進

【経過】
　PT開始当初、右下腿三頭筋の痙縮改善に向けtilt table
での立位を中心に介入。1週目、tilt up位で右足関節背屈可
動域−30°に至るが、介入後は右足関節背屈可動域−40°、
MAS4と痙縮改善に難渋。4週目、 KAFO使用し介助歩行実
施。荷重位で右足関節背屈可動域−15°に至るが持続不可。
6週目、右下腿三頭筋にボツリヌス注射施行。7週目、MAS3
に改善。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき家族に書面にて説明し同意を得
た。

【結果】
　10週目、MAS：右足関節背屈2、ROM：右足関節背屈−10°。
右claw toe（−）。端座位：見守り。頚部・体幹正中位で保持
可能。内乱刺激に対する姿勢制御可能。移乗：軽介助。

【考察】
　重度痙縮にボツリヌス療法を施行した報告は少ない。本症
例は、内包後脚が障害され右下肢に重度な痙縮が生じてい
た。ボツリヌス毒素について宮城（2013）は、脊髄への求心
性Ia線維の興奮を減少させ、これが間接的に大脳皮質に影
響して感覚運動野を再構築させ、運動出力の正常化をもたら
すとし、多田（2012）は閉眼で他動的足関節底背屈運動を連
続的に実施した際に、体性感覚野、二次体性感覚野、補足
運動野が賦活したと述べている。今回、ボツリヌス療法後の
Ia線維の過剰な興奮が減少している時期に介助歩行を実施し
たことで、感覚運動野の再構築が図れたと考える。結果、ボ
ツリヌス療法後1週目でMAS3に到達し4週目にMAS2と痙縮
が改善した。
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【はじめに】
　今回、重度左片麻痺に加え左半側空間無視(以下、左
USN)を呈した症例に対し、座位保持能力向上に向け、近位
空間の無視症状に着目した介入を行い、改善が得られたため
報告する。

【対象と方法】
　70歳代男性。右頭頂葉〜側頭葉を中心に広範囲に出血巣
を認めた。発症5週目の評価はGCS：E3V4M4、B RS：上肢
Ⅰ手指Ⅰ下肢Ⅱ、感覚：上下肢とも重度鈍麻、SIAS：14点と
重度運動・感覚麻痺を認めた。BIT通常検査：9点と左USN
を認め「左手が透明で見えません」との言語表出があった。
Scale for Contraversive Pushing(以 下、SCP）：座 位3点、
Burke Lateropulsion Scale(以 下、BLS)：15点とpushing陽
性であり、姿勢の崩れの修正は困難であった。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき患者と家族に対し説明し同意を得
た。

【経過】
　視覚探索を用いて遠位空間に着目した介入を試みた結果、
発症8週目頃から自発的な左空間への認識が増えたが、座位
保持能力に著変はなかった。そこで、左半身へのポインティ
ング課題を通じた近位空間の無視症状に着目した介入を開始
した。その後、麻痺側上下肢に対し「今日は見えます」とい
う内省の変化が得られ、座位保持中の左臀部の荷重の認識
が得られた。発症13週目の評価はGCS：E4V4M6、SIAS：
25点、SCP：座位1.5点、BLS：6点とpushingの改善を認め、
3分以上端座位保持が可能となった。

【考察】
　本症例は右半球の広範囲な損傷により、覚醒不良、重度
運動感覚麻痺、左USN、pushing等の多彩な症状を呈した。
近位空間の無視により、左上下肢への直接的な介入が難しく
治療に難渋したが、初期は視覚操作を用いた遠位空間への
介入を試みた結果、覚醒が向上し徐々に左空間を認識する機
会が増加した。その後、右上肢で左半身に触れ感覚入力を
行った結果、内省の変化が得られたことから、身体表象に改
善が得られたものと推察された。また、pushing症例におい
ては非麻痺側の感覚情報の利用が垂直認知の適正化に影響
を及ぼすことから、本症例にもその可能性が示唆された。
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【はじめに】
　パーキンソン病（Parkinson’s disease:以下PD）は健常高
齢者よりも高い複数回転倒率に加え、転倒頻度も多い疾患で
ある。PD患者の複数回転倒は重要視すべき問題であるが、
その要因の報告は散見される。今回、入院患者診療録およ
びヒヤリハット報告書より、入院中に転倒した患者の臨床デー
タを後方視的に比較・検討した。

【対象と方法】
　対象は平成29年度当院に入院したPD患者とし、除外基準
はon時の移動に車いすが必要な者とした。対象者を入院中
の転倒回数から複数回転倒群（2回以上転倒）、1回転倒群、
非転倒群として群分けした。年齢、身長、体重、入院日数、
重 症 度（modified Hoehn-Yahr:以下mH＆Y）、 罹 病 期間、
Mini-Mental State Examination、Berg Balance Scale(以
下BBS)、pull test、on時・off時の移動形態のデータを収集
した。統計解析はR（2.8.1）を使用し、統計処理は一元配置
分散分析、Kruskal-Wallis検定を用いて3群間の比較を行っ
た。有意な差があった場合の多重比較ではTukey法、Steel-
Dwass法をそれぞれ用いた。有意水準は5％とした。

【倫理的配慮】
　当院倫理委員会の承認を得て実施し、個人情報の取扱い
に十分に留意した。

【結果】
　対象者は116名で、除外基準を有した者が12名となった。
複数回転倒群22名、1回転倒群21名、非転倒群61名であった。
1回転倒群と非転倒群の間で、全評価項目において有意な差
はなかった。複数回転倒群は非転倒群と1回転倒群に比して
mH＆Yが有意に高くBBSは有意に低かった。複数回転倒群
と非転倒群の間で、off時の移動形態が有意な差を認めた。

【考察】
　複数回転倒群は、その他2群と比較し重症度が高くバラン
ス能力が低い結果から、PD進行期ではBBSが低値を示しや
すく転倒予防に有用な指標となり得る可能性が示唆された。
複数回転倒群と非転倒群ではon時の移動形態に差がないの
に対しoff時の移動形態は複数回転倒群で能力が低いことか
ら、off時の移動能力が低い症例ほど転倒予防策を講ずる必
要性があると考えられた。
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【はじめに】
　本症例は左被殻出血を呈し、IC〜LRに膝折れを招いて
いた。そのため金属支柱付き長下肢装具（以下KAFO）を
使用し、対象者の能力に合った運動学習を図ることで棟内
Q-cane歩行自立に至ったためここに報告する。

【対象と方法】
　40歳代女性。左被殻出血を発症し、病日38日目に当院
へ入 院。 介入 時はStroke Impairment Assessment（ 以下
SIAS）:26/76点（motor:0-0-0-0-0） BBS:5/56点 FIM:63/126
点（移乗5点、歩行1点）。歩行観察：平行棒・金属支柱付き
短下肢装具（以下AFO）を使用し軽介助。右ICに踵接地は無く、
足底接地である。右骨盤は後退し、LRでは屈曲の動きは増
し膝折れとなる。KAFOを併用し踵接地の獲得と股関節の制
御能力向上を期待した。AFOに移行すると、LR以降での膝
折れが残存していたため、KAFOに戻し、継ぎ手をSPEX膝
継ぎへ変更。膝関節の可動範囲を段階的に調節し、大腿四
頭筋による膝関節の制御を図った。

【倫理的配慮】
　今回の報告はヘルシンキ宣言に基づき、患者・家族の同意
を得たので報告する。

【結果】
　病日116日後、SIAS:33/76点（motor :0 -1A-0 -2 -1）
B B S : 3 5 / 5 6 点  F I M : 1 0 3 / 1 2 6 点 （ 移 乗・歩 行 6 点 ）
10m歩行（T-cane+AFO）:29.0秒 28歩 TUG（R/L）:38.4
秒/41.8秒。歩行観察:T-cane+AFO（背屈10°遊動）を使用
し軽介助。右ICでは踵接地がみられる。右骨盤軽度後退し、
LRにかけて軽度膝関節屈曲を伴うが、膝折れは消失した。

【考察】
　本症例は右IC〜LRにおいて膝折れを認め、歩行の安全性
の低下を招いていた。歩行に類似したステップ動作を選択し、
股関節・膝関節の制御能力向上を図り、反復練習を行った。
歩行に類似したステップ動作を反復することで、歩行に運動
学習の転移が起こり、歩行周期に合った筋収縮が可能になっ
たと考えられる。また課題の難易度調整として、SPEX膝継
ぎ手を導入することでLRにおける膝関節屈曲を制動し周期に
あった大腿四頭筋の遠心性収縮を賦活する事が出来た。
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【はじめに】
　職員の健康増進や障害予防は、生産性の向上や業務の効
率化などと密接な関わりがあるが、医療現場では姿勢不良や
腰痛に悩む職員が多い。そこで、当院職員を対象に、フォー
ムローラーを用いたファンクショナルローラーピラティス（以下
FRP）を指導し、得られた効果および意義について報告する。

【対象と方法】
　対象は当院勤務の職員（男性11名、女性26名）とした。
期間は10ヶ月間で頻度は月3回とした。FRPインストラクター
資格を有する当院理学療法士が60分間FRPを指導した後、
参加者に対してアンケート調査を実施した。調査項目は参加
のきっかけ、効果の実感の有無、レッスン強度、職員の福利
厚生としての有用性、今後の参加意欲の5項目とした。

【倫理的配慮】
　参加者にはヘルシンキ宣言に基づき説明を行い、同意を得
た。

【結果】
　アンケート結果より、参加のきっかけは「運動不足解消」
が77％と最も多く、次いで「腰痛解消」、「姿勢改善」がそれ
ぞれ41％であった。FRP後「効果の実感あり」と77％の参加
者が回答した。「院内福利厚生としての有用か」という問いに
対しては100％の参加者が「ある」と回答した。また、今後
の参加意欲については、100％の参加者が「今後も参加したい」
と回答した。

【考察】
　院内での運動機会を設けることで腰痛の解消や予防、姿
勢改善に寄与できるため、FRPは健康増進や障害予防に
効果が期待でき、院内福利厚生として有用であるといえる。
FRPは医学的根拠に基づいたピラティスであり、理学療法士
がインストラクターとして介入することで、参加者の目的にあっ
た効果的なプログラムの作成や指導を行ったことが、参加者
の効果の実感や今後の参加意欲に大きく影響していると考え
られた。また、個別にセルフエクササイズを指導することで、
スタッフ教育としての価値も見出すことができた。今後も継続
的に院内福利厚生事業として実施し、健康増進や障害予防と
しての効果を検証していきたい。
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【はじめに】
　アンケート調査などの段階反応データに対する新しい解析
方法として項目反応理論（item response theory:IRT）が注
目されている。今回は同一母集団によるアンケート結果をIRT
と従来の古典的テスト理論（Classical Test Theory: CTT）
で比較しそれぞれの解析特性を明らかにした。

【対象と方法】 
1．調査対象者：姫路獨協大学1年生44名（男性34名、 女性
10名、平均年齢18.77歳、SD＝1.31）
2. 調査時期：前期講義（理学療法学基礎演習）の終了時期（7
月下旬）
3. 使用尺度：岡野（2016）による授業参画度達成度を自己評
価した12項目を採用し主体的学習態度を自己評価した。教示
は“以下の質問に対してどの程度思いますか”であり、“全く
思わない”、“強くそう思う”の5件法（5カテゴリ）を求めた。
4. 分析方法：CTTによる項目分析では統計フリープログラム
ソースR、IRTの分析にはEasyEstimation Graded Response 
Model Ver.2.0.0（熊谷 2017）を使用した。分析指標として、
CTTは項目の正答率である困難度と全得点と項目との相関係
数による識別力で、IRTは学生の特性値（θ）とカテゴリの
反応確率との関係を2母数ロジスティックモデル[p（θ） = 1 / 
1 + exp（-a（θ- b）]である項目反応曲線で分析する。隣り
合うカテゴリの反応確率が半分である特性値の位置を困難度
b、その時の識別の鋭敏さを識別力aとする。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に沿い、調査対象者に説明を行い、同意
を得ている。

【結果】
　CTTの困難度は、0.62〜0.85、識別力相関係数は、0.62
〜0.80といずれも高かった。IRTで識別力は、10項目で1.70
以上（最大で5.12）と高値であった。全項目の中で識別力が
最小の1項目の困難度の値については、一番大きな差を示す
項目であった。 

【考察】
　CTTの困難度と識別力から今回の母集団にはある程度の
特性差があり、また項目は “強くそう思う”と答えやすい。
IRTで識別力が最小の1項目は、特性差によるカテゴリの識
別はされにくく、つまり、隣り合うどちらかのカテゴリの選択
に対して大きく迷う項目である可能性が示された。

永
な が れ

禮　敏
と し え

江、山本　昌樹
姫路獨協大学　医療保健学部　理学療法学科

主体的学習態度に関するアンケート尺度の
分析　〜CTTとIRTの分析手法を用いて〜
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第 6 セッション

【はじめに】
　在宅療養者に対するリハビリテーションの役割は大きく自
主訓練の重要性が叫ばれている。この度、当事業所内で自
主訓練の提供率を確認する機会を得た。職員の自主訓練提
供に対する意欲の変化や業務システム上の是正を図ることで、
自主訓練提供に対する動機付けとなり提供率の向上を認めた
ので報告する。

【対象と方法】
　対象は当事業所の理学療法士・作業療法士7名、看護師2
名の計9名。方法は平成30年5月に自主訓練啓発を目的にチー
ムを作り、症状・疾患別にパンフレット（以下：パンフ）作成。
同年9月意識調査アンケート実施。取り組みとして職員への啓
発、提供可能な利用者のリストアップ、パンフの充実と活用方
法の指導を実施。同年12月パンフ活用の程度を追跡調査。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づいて本研究の趣旨を説明し同意を得
た。

【結果】
　アンケート調査では自主訓練推奨の意見が100％であった
が、実際のパンフ提供利用者は平均23.5％であった。未提供
の理由は労働時間内での紙面作成困難や各職員の意欲低下
などが挙げられた。職員へ啓発を繰り返すことで自主訓練提
供の意識付けが図れ、追跡調査ではパンフ提供利用者は平
均62.4％と増加を認めた。

【考察】
　作成時間短縮やアイデア不足解消を包括し、臨床上よく経
験する症状や疾患毎に分類したパンフを数種類作成したが活
用には至らなかった。作成時間などの問題を解消しても職員
の意欲が低いままでは活用されず、行動に変化を起こすため
には動機付けが必要であった。プロセスフィードバックは動
機付けに影響を及ぼすと言われており、現在の状態と目標の
状態との距離を縮めるための情報を提供すること（Schmidt
＆Lee,1999）であり、毎朝礼での実施と提供状況の可視化を
行い職員の意欲に変化がみられた。自主訓練に対する外的
な動機付けを繰り返すことが内的な動機付けへの働きかけと
なり提供率に影響がみられたと考える。

久
く ぼ

保　隼
は や と

人、立石　大樹、田中　勇翔、段村　　空、
中川ひろみ、黒崎　秀彰
ひめじ地域支援リハビリ訪問看護ステーション

提供率の変化からみた提供側に対する動機
付けの重要性
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【はじめに】
　近年、理学療法士の増加と共に質の低下と教育に関心が
高まっている。しかし、現場ではその教育に追いついておら
ず、当院でもこの3年で新人（3年目以下）25％の離職者を出
し、その多くに「仕事を楽しいと感じるか？」という設問に対
し優位に低値を示した。また、楽しさと経験年数において正
の相関関係（r=0.4,p=0.004）と有意差を認めた。このため、
経験年数別で仕事上での楽しさと大変さを規定している因子
を検討・調査したため、報告する。

【対象と方法】
　当院リハ科に所属する療法士33名（PT,OT,ST）を対象に、
①楽しいと感じる時と②大変だと感じる時はどのような時か
をアンケートにて実施。A群（1-3年目）、B群（4-9年目）、C群

（10年目以上）とし、3群間での比較を実施した。また、紙面
にて研究内容を説明し、同意を得た。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、説明と同意を得た。また、当
院の倫理員会にて臨床研究の承諾を得た。（承諾番号;2018-
005）

【結果】
　楽しさを規定している因子としては、A群では知識・技術
の向上（45%）が優先順位としては高く、B群では知識・技術
の向上（43%）、患者の変化や感謝（43%）、C群では患者の
変化や感謝（73%）で優先順位が高い傾向を示した。大変さ
では、A群は雑務や業務外活動（27%）が多く、C群は問題
事例やクレーム（47%）に対して大変さを感じる傾向にあった。

【考察】
　仕事で楽しさを感じる要因として、新人では、知識や技術
に対し自信もなく、臨床において不安を感じる場面が多いこ
とが予測される。その結果としてA群における知識・技術面
の向上の優先度が高くなったと考える。その後B群、C群と
経験年数に応じて、優先度は患者変化や感謝に変化した。こ
れは、臨床経験の中で、知識や技術向上のため実施してきた
自己学習が状態変化や感謝という成果と結びつくことにより、
楽しさの向上に繋がっているのではなかったと考えた。また、
それらが経験年数により蓄積され、年数による楽しさの向上
に繋がっているのではないかと考える。

出
いでしお

塩　太
た い ち

一１)、今岡　　綾１)、東川　邦和2)、山本　浩介2)

1）特定医療法人神戸健康共和会　東神戸病院　理学療法士　
2）特定医療法人神戸健康共和会　東神戸病院　作業療法士

リハビリテーション科各療法士の「楽しさ」
と「大変さ」に起因している因子の検討

P-21



− 57 −

第 6 セッション

【はじめに】
　当院には卒後教育のラダーが存在し、プリセプター制度で
指導する。制度欠点から、ラダーⅠ（新人教育）にグループ
学習を導入した。その効果と課題を報告する。なお発表に際
し、当法人理事長及びスタッフの同意を得た。

【教育制度】
　プリセプターは、日々の業務や教育方針を指導する。個人
業務に加算され、負担が大きく、その能力差がプリセプティー
の教育効果の差として現れやすい。今回、新人3名の県士会
支部新人発表に向けた指導に、グループ学習を導入した。構
成は、新人、経験2年目3名（内1名責任者）の相談役、3年目
1名の支援者。相談役は、グループへの働きかけを前提に新
人発表に向けた指導･ストレスマネジメント、支援者は相談役
を見守る役目とした。

【効果】
　3名の新人が、相談役に ｢相談しやすかった｣ とストレスマ
ネジメントに一定効果を示した。新人の個人レベルの課題を
各プリセプターに、組織レベルの課題を役職者に報告できた。
発表に至るスケジュール管理や教育時間など一定量で指導で
き、一定水準で発表できた。

【課題】
　グループ学習を重ね、相談役・支援者が新人に苛立ち、相
談しにくい場面があった。相談役はグループと個人への働き
かけの境界線に困惑した。支援者が直接的に新人を指導し
た。

【考察】
　新人には、相談役が身近な存在であり相談できる環境と
なった。課題を個人･組織のレベルで対応できた。反面、グルー
プ学習の長所（ディスカッション相互作用）を活かせず、相
談役の指導的要素が強まり、関係性（新人-相談役-プリセプ
ター）に混乱が生じた。リーダーシップを支援者が担い、関
係性（新人-責任者-支援者）に混乱が生じた。この混乱が指
示系統複数化につながり、グループ学習という名の多数プリ
セプター要素を示した。来年度、アクティブラーニングを導入
して互いに成長したい。

【おわりに】
　教育には個人･組織レベルの対応が必要であり、指導者の
成長の大切さに気づけた。

見
み た

田　一
か ず ま

馬、西村　和志、関戸　友紀、佐藤　未悠、
浅原友加里、橋爪　真彦、朴　　容成
有馬温泉病院　総合リハビリテーション室

当院卒後教育におけるグループ学習の導入
とその課題
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【はじめに】
　実習に対しマイナスイメージが先行し、教育の場に相応しく
ない風潮やイメージだけで賛否を問う場面に遭遇する。今回、
当院実習生に実習終了時の意識に対する調査を行い、結果
から、理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインに準
じた当院の実習指導の取組みを報告する。

【対象と方法】
　対象は、2018.4/1〜12/31の実習生31名（見学3名･検査2名
･評価9名･総合17名）。アンケートは、独自作成し、①満足･成
長度:5段階リッカード尺度の5問、②自宅学習･睡眠時間や満
足度の詳細:選択方式の4問、③記述方式:1問の計10項目。各
項目を独立した単純集計、実習形態で各項目をクロス集計し
た。

【倫理的配慮】
　当法人理事長に同意を得た上で、実習生に目的･不利益が
生じないことを説明しアンケートを実施した。データ活用有無
を問う項目で承諾者のみのデータを活用した。

【結果】
　回答28名（1名未承諾） n=27（男13/女14）。満足度「とて
も満足16名」「満足11名」、詳細の上位から「ケース発表」「レ
ジュメ作成」「レポート作成」。成長度「とても成長15名」「成
長12名」。苦労した詳細「レジュメ作成」「レポート作成」「ケー
ス発表」。指導して欲しかった詳細「介助実技」「検査実技」

「治療説明」。「自宅学習3.4時間」。睡眠「4-5時間14名」「3-4
時間6名」「5-6時間4名」。セラピストになりたいか「とても感
じた21名」「感じた5名」との結果となった。

【考察】
　当院の目標は、「セラピストになりたい」気持ちを高めるこ
と。今回、「とても感じた」「感じた」とプラスの回答者がほ
とんどであった。満足・成長度もほとんどがプラスの回答者
であり、当院の実習がプラスイメージを与えたことが示唆され
た。反面で、自宅学習や睡眠時間の調整、介助･検査技術や
治療説明の不足が課題となり、2018.12/31をもってレポート
課題の廃止、実習時間内のデイリーノート完結、臨床の場に
参加させた指導方法を強化しなければならない。

朴
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よんそん

成1)、中川　一彦2)

1）有馬温泉病院　総合リハビリテーション室
2）医療法人甲風会　事務局

当院実習生の意識に関する調査とガイドラ
イン改定への取り組み
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TEL.078-795-8000（代表） TEL.078-795-8100（入試係）

http://www.kobecc.ac.jp 神戸総合医療 検　索検　索
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▎救急救命士科　▎義肢装具士科4年制　
▎義肢装具士科　▎整形靴科　▎整形靴科1年制

〒669-1313 三田市福島501-85
［URL］  https://www.kmw.ac.jp

神戸医療福祉専門学校三田校
▎介護福祉士科　▎鍼灸科　▎精神保健福祉士科

〒650-0015 神戸市中央区多聞通2丁目6番3号
［URL］  https://www.kmw.ac.jp

神戸医療福祉専門学校中央校 姫路医療専門学校
▎作業療法士科　▎言語聴覚士科　▎臨床工学技士科　
▎言語聴覚士専科

〒670-0927 姫路市駅前町27番2 
［URL］  https://www.hmc.ac.jp

神戸医療福祉専門学校　IVO学術大会抄録集　広告　size : A5
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リハビリテーション学部／経済学部

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中9丁目1番6

TEL：078－845－3111（代表） FAX：078－845－3200

リハビリテーション学部

理学療法学科

～精鋭の教員陣による人間教育～

看護リハビリテーション学部
理学療法学科

■看護リハビリテーション学部
看護学科／理学療法学科

■文学部
日本語日本文化学科／英語文化学科／多文化コミュニケーション学科／メディア表現学科

■人間科学部
心理学科／総合子ども学科／文化社会学科／生活環境学科

■医療栄養学部
医療栄養学科

□国際学部 (仮称 )※ ※2020年 4月開設予定 (設置構想中 )　学部学科の名称等は予定であり変更となる場合があります。

国際英語学科 (仮称 )※／多文化コミュニケーション学科 (仮称 )※

□大学院
人文科学総合研究科 [博士前期課程・博士後期課程 ]／看護学研究科 [博士前期課程・博士後期課程 ]〒658-0001 神戸市東灘区森北町 6-2-23 http://www.konan-wu.ac.jp

女子大学で、女性のための理学療法を学び、
リーダーシップがとれる理学療法士へ。

女性だから、できるケアがある。
職業実践力育成プログラム
Brush up Program for professional

薬学部 看護学部 リハビリテーション学部

薬学研究科 看護学研究科 医療科学研究科
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看護リハビリテーション学部
理学療法学科

■看護リハビリテーション学部
看護学科／理学療法学科

■文学部
日本語日本文化学科／英語文化学科／多文化コミュニケーション学科／メディア表現学科

■人間科学部
心理学科／総合子ども学科／文化社会学科／生活環境学科

■医療栄養学部
医療栄養学科

□国際学部 (仮称 )※ ※2020年 4月開設予定 (設置構想中 )　学部学科の名称等は予定であり変更となる場合があります。
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人文科学総合研究科 [博士前期課程・博士後期課程 ]／看護学研究科 [博士前期課程・博士後期課程 ]〒658-0001 神戸市東灘区森北町 6-2-23 http://www.konan-wu.ac.jp
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