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第 32 回兵庫県理学療法学術大会の開催にあたって

　第 32 回兵庫県理学療法学術大会は本来、昨年度に開催予定でしたが、コロナ禍によって開
催を延期せざるを得ませんでした。そこで今回は 2021 年７月 18 日（日）に感染予防の見地
から完全 web として開催することとなりました。
　わが国に理学療法士が誕生して半世紀以上が経過し、全国に約 13 万人、兵庫県においても
５千人以上の理学療法士が在籍、世間一般にもその名が知れわたって多くの人に認識される
存在となりました。世界でも稀といわれる急速な少子高齢化が進むことで近未来に様々な危
機が予測されるこの国において、我々にも並々ならぬ役割と期待が寄せられています。
　しかし、我々自身が利用者やその家族、他職種、雇用主などの期待に十分に応えていると
いえるでしょうか？そのためには、医療をはじめ福祉、予防、疾病管理、競技、健康増進な
ど様々な現場において確実な結果を出し続ける事が必須と思われます。
　この十数年、理学療法士は学術面において以前とは比較にならない長足の進歩を遂げまし
たが、現場で結果を出すためには学術と臨床がバランス良く協応することが重要です。また
昨今、理学療法士の職域も多様化していますが、どのような場面であれ、我々の原点（Roots）
が臨床現場にあることは言を俟ちません。そこで再び “ 臨床重視 ” へと原点回帰し、学術を上
手く臨床現場に活用することで我々の能力をさらに飛躍させようという意味を込めて、今回
の学術大会テーマを「Roots ～臨床重視への回帰～」としました。
　今回は、特別講演として山田実先生に「フレイル・サルコペニアに対する理学療法最前線」、
教育講演を藤本修平先生に「真の臨床能力に資する臨床推論時の情報吟味能力とエビデンス
の活用力」というテーマでご講演いただきます。シンポジウムでは、各分野で専門的に活躍
されている 6 名の先生方に「回復期から生活期における攻めのリスク管理」というテーマで
検討していただきます。
　また今大会では、新たな企画として「筋力増強に電気刺激を使うか？否か？」「長下肢装具
を使うか？否か？」を Pros & Cons します。参加者各自の今後の臨床判断能力育成につなが
るような学術大会とするため、参加者の方々には、単なる発表や聴講の場で終わることなく、
濃密な議論を重ねていただくことを切望します。
　本大会が兵庫県下における理学療法士の存在意義を高めるための一助となるよう、会員の
皆様の積極的なご参加を準備委員一同心よりお待ちしています。

第 32 回兵庫県理学療法学術大会

大 会 長　　田原　将之
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第 32回兵庫県理学療法学術大会後援一覧

広告協賛一覧

共催社一覧

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

サンテレビジョン
朝日新聞神戸総局

ラジオ関西

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
株式会社 gene

バイオジェン・ジャパン株式会社

（順不同）
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参加者へのお願い

本会は Web 開催でのライブ配信（Zoom）のみとなります。会期中および会期後のオンデマンド配信はご
ざいません。また、事前参加登録のみとなり、当日参加登録はございませんので必ず事前のご登録をお願い
致します。詳細は下記および公式 HP（https://hyogo-pt.or.jp/gakkai/）をご確認ください。

1．参加登録について
【事前登録期間】
　◆（公社）日本理学療法士協会会員：
　　　2021 年 5 月 13 日（木）～ 6 月 28 日（月）（現金振込締め切り日）
　　　2021 年 5 月 13 日（木）～ 7 月 8 日（木）（楽天カード決済）
　※ 日本理学療法士協会 HP のマイページ（https://mypage.japanpt.or.jp/jpta/my/myLoginKaiin.html）

から申し込み手続きをお願い致します。
　◆（公社）日本理学療法士協会会員外の PT、及び他職種、理学療法養成校在籍の学生：
　　　2021 年 4 月 25 日（日）～ 6 月 28 日（月）（現金振込締め切り日）
　※  6 月 7 日（月）までに下記公式 HP 内（https://hyogo-pt.or.jp/gakkai/）の専用フォームから申し込

み手続きをお願い致します。
【問合せ先】
　第 32 回兵庫県理学療法学術大会　運営事務局
　32hpt.jimukyoku@gmail.com　※送信の際は＠を半角に変更してください。

2．参加費について	 （公社）日本理学療法士協会会員 2,000 円
 （公社）日本理学療法士協会会員外の PT 6,000 円
 他職種 2,000 円
 理学療法養成校在籍の学生 無料
 （＊大学院生の方は参加費　2,000 円）

３．会期中の問い合わせ先
　080-1386-1346（2021 年 7 月 18 日（日）8：30 ～ 16：40） 
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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 1 は「C-4 高齢者の理学療法（1 単位）」、教育
講演は「C-1 神経系疾患の理学療法（1 単位）」、シンポジウムは「C-5 地
域リハビリテーション（生活環境支援含む）（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。

特別講演1、教育講演、シンポジウム単位認定方法
　各セッションの Zoom 入室の際に表示される登録画面内に、新人教育プログラム単位に関する入力項目が
ございますので、必ず入力をお願い致します。なお、セッション開始 30 分後以内に入室が確認できなかっ
た場合は未修得となりますのでご注意ください。履修ポイントは会期終了約 2 カ月後に日本理学療法士協会
HP のマイページからご確認いただけます。

発表について
１．演者へのお願い

（１）  ご発表データ（PPT）の事前提出は必要ございません。ご発表時にご自身で画面共有をお願い致
します。

　　　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。
　　　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。

（２）  別途連絡しております該当セッション開始前の指定の時間に、事前に事務局より送付する接続確
認用の Zoom URL より入室をお願い致します。事務局スタッフより簡単な説明を行います。

　　　※本番日までの事前の接続確認は行いません。
（３） 接続確認終了後、本番用の Zoom URL へ移動いただきます。
（４） 口述発表の発表は 7 分、質疑応答は 3 分以内です。 
（５） 発表演者や所属などに変更がある場合は、接続確認の際にお申し出ください。
（６） 発表演者は学術集会への参加登録をお願い致します。

２．座長へのお願い
（１）  別途連絡しております該当セッション開始前の指定の時間に、事前に事務局より送付する接続確

認用の Zoom URL より入室をお願い致します。事務局スタッフより簡単な説明を行います。
（２） 接続確認終了後、本番用の Zoom URL へ移動いただきます。
（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。
（４） 座長は学術集会への参加登録をお願い致します。

３．参加者へのお願い
　質問は Zoom の挙手機能を用いた座長の指名による音声質問と Q&A 機能を用いた書込みでの質問にて受
付けます。どちらの場合も匿名での質問は受付けません。質問の際には、質問者の所属と氏名を告げてから

（Q&A 機能の場合は入力）、簡潔に行ってください。
　また、スクリーンショットを含む撮影は禁止いたします。参加者の皆様が気持ちよく学び、研鑚するため
に良識のある行動をお願い致します。 
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学術大会タイムテーブル

会場 会場

特別講演1
「フレイル・サルコペニア　
に対する理学療法最前線」

座長：田原　将之
講師：山田　　実

口述発表Ⅳ
（研究助成演題）
O-16～O-21
座長：鈴木あゆみ
　　　山田　和希

口述発表Ⅴ
O-22～O-26
座長：垣内　優芳

口述発表Ⅵ
（新人発表推薦演題）
O-27～O-31
座長：嘉戸　直樹

口述発表Ⅶ
（新人発表推薦演題）
O-32～O-37
座長：石原　康成
　　　大西　邦博

口述発表Ⅷ
O-38～O-43
座長：宇渡竜太郎

口述発表Ⅸ
O-44～O-48
座長：吉田　一正

特別講演2
「薬物治療が可能となった脊髄性筋萎縮症のリハビリ
    テーションの再考～Revisit and think together～」

座長：岩井　信彦
演者：粟野　宏之
共催：バイオジェン・
　　　　ジャパン株式会社

口述発表Ⅰ
O-1～O-5

座長：沖邊　宜樹

口述発表Ⅲ
（研究助成演題）
O-11～O-15
座長：橋爪　真彦

口述発表Ⅱ
O-6～O-10

座長：前田　剛伸
　　　高橋　優基

Pros&ConsⅠ
「筋力増強に電気刺激を
使うか？否か？」
座長：川村　博文
演者：坂口　　顕
　　　田中　克宜

研究計画趣旨発表
（研究助成演題）
座長：野添　匡史

シンポジウム
「回復期から生活期における
攻めのリスク管理」
座長：小林　啓美
　　　松下　和樹
演者：久保　宏紀
　　　栗﨑　純一
　　　牧浦　大祐
　　　小川　真人
　　　沖　侑大郎
　　　松沢　良太

教育講演
「真の臨床能力に
資する臨床推論時の
情報吟味能力と

エビデンスの活用力」
座長：森川　　宏
講師：藤本　修平

Pros&ConsⅡ
「長下肢装具を使うか？否か？」

座長：水田　潤史
演者：中谷　知生
　　　吉野　孝広

第1会場 第2会場 第3会場
9:00 9:00

30 30開会式

10:10

10:00
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大会長基調講演
「Roots　　　　　　　　
～臨床重視への回帰～」
座長：畑山　浩志
演者：田原　将之

15:00

15:10

16:40

　　　



－ 6 －

プログラム

口述発表Ⅰ　第 2 会場
	 10：00～ 10：50

座長：医療法人社団康和会　中野整形リハビリクリニック　リハビリテーション科　　沖邊　宜樹

O-1	 腹筋群の相反抑制運動が腰椎屈曲可動域と多裂筋柔軟性に及ぼす影響　―超音波エコーを用いて―

大久保病院　明石スポーツ整形・関節外科センター　　水島健太郎

O-2	 インターナルインピンジメントの投球障害肩に対する理学療法の一例

大久保病院 リハビリテーション科　　三宅　崇史

O-3	 左肩関節外旋可動域制限により物を右から左側方に移動する動作が困難であった左肩関節周囲炎の一症例

神戸マリナーズ厚生会病院 リハビリテーション科　　好井　直輝

O-4	 歩行周期変動係数の増大により転倒リスクが生じた一症例

医療法人仁寿会石川病院　リハビリテーション部　　大橋　和慶

O-5	 左大腿骨転子部骨折後にトランクソリューションCOREを使用した1症例

神戸リハビリテーション病院　　畠中　弘太

口述発表Ⅱ　第 2 会場
	 11：00～ 11：50

座長：神戸リハビリテーション福祉専門学校　理学療法学科　　前田　剛伸
神戸リハビリテーション福祉専門学校　理学療法学科　　高橋　優基

O-6	 肘内側痛を有する野球選手の尺骨神経の滑走性に着目した一症例

芦屋整形外科スポーツクリニック　　野田　逸誓

O-7	 腱板断裂保存療法にて肩外旋時の肩後外側部痛に難渋した1例

芦屋整形外科スポーツクリニック　　奥野　慎祐

O-8	 歩行の自立に至った術前歩行不能の高齢頚椎症性脊髄症術後の一症例

兵庫医科大学ささやま医療センター　リハビリテーション室　　上田　恵子

O-9	 多発外傷後の機能障害に対する装具療法で回復期病棟から自宅復帰まで至った一症例

恒生病院 リハビリテーション課　　森屋　崇史

O-10	 通所リハビリテーションにおけるフロッグハンドを用いた足趾機能向上トレーニングの効果

介護老人保健施設　咲楽荘　　伊藤　　健

口述発表Ⅲ （研究助成演題）　第 2 会場
	 12：00～ 12：50

座長：医療法人甲風会　有馬温泉病院　診療部 総合リハビリテーション室　　橋爪　真彦

O-11	 慢性期脳卒中患者に対する歩行練習アシスト（GEAR）の有効性

兵庫医科大学ささやま医療センターリハビリテーション室　　荻野　智之

O-12	 人工膝関節置換術前の座位行動が術後の身体機能回復に与える影響

あんしん病院　リハビリテーション科　　岡　　智大

O-13	 リズム聴覚刺激が歩行変動および随意的歩行制御へ及ぼす影響 - 疾患横断的研究 -

医療法人尚和会 宝塚リハビリテーション病院　　蓮井　成仁
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O-14	 労働者の身体活動が頚部痛・腰痛に及ぼす影響の検討　-	前向きコホート研究 -

神戸大学大学院保健学研究科地域保健学領域　　　坪井　大和

O-15	 Accumulation	of	deficits	model（機能障害や併存疾患の蓄積）によるフレイル評価は大腿骨近位部骨折患
者における急性期術後ADL、合併症発症、退院転帰と関連するか

神戸市立西神戸医療センター　リハビリテーション技術部　　　井上　達朗

口述発表Ⅳ （研究助成演題）　第 3 会場
	 10：00～ 11：00

座長：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　　鈴木　あゆみ
公立豊岡病院組合立豊岡病院　リハビリテーション技術科　　山田　和希

O-16	 心不全患者における口腔機能とフレイル、栄養状態との関連

神戸大学医学部附属病院　リハビリテーション部　　小川　真人

O-17	 特発性間質性肺炎患者における運動誘発性低酸素が肺高血圧に及ぼす影響　	　　　　　　　　　　　　　　　	
- 肺動脈径拡張による肺高血圧の間接的な評価を用いて -

神戸市立医療センター西市民病院　リハビリテーション技術部　　大竹　康平

O-18	 産後女性における抱っこ方法と持続する腰痛骨盤痛との関連

神戸大学大学院保健学研究科　　堀邉　佳奈

O-19	 地域高齢者の下部体幹加速度・角速度由来の立ち上がり動作指標における転倒およびフレイルの関連性の検証
～機械学習を用いて～

済生会兵庫県病院リハビリテーション科　　小山　祥太

O-20	 特発性肺線維症患者における胸椎レベルでの骨格筋量と予後の関係

神戸市立医療センター西市民病院　　藤川　　孝

O-21	 高校野球選手の体組成データのノルム値算出に向けた取り組み

トヨタ記念病院　　内田　智也

口述発表Ⅴ　第 3 会場
	 11：10～ 12：00

座長：神戸市立西神戸医療センター　リハビリテーション技術部　　垣内　優芳

O-22	 神戸市域におけるCOVID-19連携会議の取り組み

神戸市立医療センター中央市民病院　　本田　明広

O-23	 COVID-19が通所リハビリテーション利用者の身体活動量に及ぼす影響

西宮回生病院リハビリテーション部　　蔵本　匡平

O-24	 リハ職のコロナ病棟配置の実践

神戸協同病院　　小山久美子

O-25	 新時代のキャリア開発に向けた当室ラダーの課題

有馬温泉病院総合リハビリテーション室　　見田　一馬

O-26	 2021年度介護報酬改定に基づいた当室通所リハビリテーションのセラピストの役割再造

有馬温泉病院総合リハビリテーション室　　西村　和志
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口述発表Ⅵ （新人発表推薦演題）　第 3 会場
	 12：10～ 13：00

座長：神戸リハビリテーション福祉専門学校　理学療法学科　　嘉戸　直樹

O-27	 ハンズアップスクワット動作での下位胸椎過屈曲に着目し、背部痛の改善を図った症例

医療法人社団あんしん会あんしんクリニック　　山下裕太郎

O-28	 脳出血により重度意識障害を呈した症例に対し、両側長下肢装具を用いた集中的な立位練習を実施した一例

神戸市立西神戸医療センター　　中野　　元

O-29	 歩行速度向上を目的にハムストリングスの神経筋再教育を実施した症例

大西脳神経外科病院リハビリテーション科　　桐本連太郎

O-30	 原発性肺癌を呈し、低負荷運動を行い化学療法前からの倦怠感が減少した症例

社会医療法人財団　聖フランシスコ会　姫路聖マリア病院　リハビリテーション技術課　　山中　浩志

O-31	 馬尾神経障害による歩行能力低下に対し、股関節伸展筋に着目し介入した一症例

兵庫県立リハビリテーションセンター西播磨病院　　児嶌　大哲

口述発表Ⅶ （新人発表推薦演題）　第 3 会場
	 13：10～ 14：10

座長：姫路ハーベスト医療専門学校　理学療法学科　　石原　康成
ツカザキ病院　リハビリテーション科　　大西　邦博

O-32	 先天性股関節脱臼を有する視床出血患者に対し体重免荷トレッドミル歩行練習を行った一例

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科　　佐伯　穂洋

O-33	 慢性期片麻痺患者の上肢運動麻痺に対して在宅での電気刺激療法を試みた経験

高田上谷病院 通所リハビリテーション科　　藤田　采加

O-34	 歩行時の stiff-knee	gait と内反尖足に対し、ペダリング運動と電気刺激療法を併用し歩容の改善を認めた左
被殻出血の一例

伊丹恒生脳神経外科病院　リハビリテーション部　　清家はるか

O-35	 重度脳性麻痺の利用者に対して筋緊張の軽減に取り組んだ一症例

医療福祉センターのぎく　　藤田　幸那

O-36	 左 TKA術後、体幹機能トレーニングが歩行能力改善に有効であった一症例

公立豊岡病院組合立豊岡病院　リハビリテーション技術科　　岡田　英基

O-37	 右大腿骨頸部骨折を呈した症例～股関節伸展可動域と下肢筋力に着目して～

平成病院　　曽根　翔太

口述発表Ⅷ　第 3 会場
	 14：40～ 15：40

座長：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　　宇渡　竜太郎

O-38	 トレッドミル歩行練習により歩行獲得に至った感覚性運動失調を呈したGuillain － Barre 症候群の症例

社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　リハ技術部　理学療法科　　片岡　　渉

O-39	 右腹斜筋低緊張により座位保持困難な脳梗塞患者に対し腹斜筋群の賦活を図った1症例

神戸リハビリテーション病院　　鈴木　達登
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O-40	 小脳血管芽腫摘出術後の理学療法において前庭リハビリテーションを積極的に行なった1症例

神戸リハビリテーション病院　　西脇　寿弥

O-41	 重度頸髄損傷者の介入に免荷式歩行器歩行を取り入れ、端坐位保持の獲得に至った症例

医療法人社団和敬会　さんだリハビリテーション病院　　宮崎　元至

O-42	 急性期脳卒中片麻痺患者に対する電気刺激療法の効果（SCUでの有用性）

順心病院　リハビリテーション課　　本城　　優

O-43	 右下腿三頭筋高緊張により立ち上がり伸展相に左後方へのふらつきがみられた脳梗塞症例

神戸リハビリテーション病院　　笠原　悠佑

口述発表Ⅸ　第 3 会場
	 15：50～ 16：40

座長：公立八鹿病院福祉センター老人保健施設　　吉田　一正

O-44	 2021年度介護報酬改定に基づいた当室訪問リハビリテーションの事業展開

有馬温泉病院総合リハビリテーション室　　藤原　俊介

O-45	 大動脈弁狭窄症患者のリハビリテーション進行と身体機能の検討 ; ～ SAVR	vs.TAVI ～

医療法人愛心会　東宝塚さとう病院　理学療法室　　秋山　智彦

O-46	 Raynaud 現象により手指でのSpO2 測定に難渋し、前額部で測定可能なパルスオキシメーターを用いた全身
性強皮症の一例

赤穂中央病院　リハビリテーション部　　清水　新吾

O-47	 終末期がん患者に対する回復期リハビリテーション病棟での在宅退院支援の経験

医療法人協和会 第二協立病院 理学療法科　　塩田　和也

O-48	 術後 5年までの女性人工膝関節全置換術後患者に対して患者教育を行いQOLが向上した症例

ツカザキ病院リハビリテーション科　　大西　邦博

特別講演 2　第 1 会場
	 14：00～ 15：00

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　　岩井　信彦

薬物治療が可能となった脊髄性筋萎縮症のリハビリテーションの再考～Revisit	and	think	together ～

神戸大学大学院　医学研究科内科系講座小児科分野　　粟野　宏之

共催：バイオジェン・ジャパン株式会社





大会長基調講演

第1会場　9：40～ 10：00

Roots ～臨床重視への回帰～
演者：第32回兵庫県理学療法学術大会　大会長　田原　将之
座長：洲本市役所　健康福祉部　介護福祉課　畑山　浩志
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大会長基調講演

本邦において 1965 年（昭和 40 年）の「理学療法士法および作業療法士法」施行、翌年の第 1 回理学療法
士国家試験実施から半世紀以上が経過しました。その間、取り巻く環境の激変に晒され、我々自身もまた様々
な変化を経てきました。当然、そこには良い変化も良くない変化も含まれています。Roots や回帰というと

「昔は良かった」「今の若い者は・・・」と単に懐古主義のように聞こえますが、そうではなく、次の半世紀
へ向けて良い変化はさらに発展させ、良くない変化は改善していく必要があります。

Roots という言葉を辞書で紐解くと、根・根元・付け根・根源・根本・核心・基礎・結びつき・起源・始祖・
原形など多くの意味があります。

近年は、理学療法士も様々な職域や業務形態へと拡大し、組織や地域の中での位置づけも多様性がみられ
るようになりましたが、我々にとっての Roots とは、「一例一例の臨床を重視する」「現場で確実に結果を出
す」「そのために全責任を担う」といった専門職としてあたりまえの姿勢こそが我々の根源であり、国民が
理学療法士に期待している姿と思われます。かつてはそのことだけを考えて、業務に望んでいれば良かった
のですが、現在は、その他にも考慮しなければならないことが多岐にわたり、このあたりまえの姿勢が希薄
になりがちではないか？と（自責の念も込め）感じる事が増えてきました。また一方で、学術面においては
この十数年長足の進歩をとげつつあり以前とは隔世の感があります。そこで、この学術面と臨床現場をバラ
ンス良く融合・協応させることによって「我々の臨床能力をさらに高めていきたい。本大会をそのための一
環としたい」との思いから、大会テーマを「Roots ～臨床重視への回帰～」と掲げ、新たな企画もいくつか
試みています。

もし、自分自身が患者であれば、大切な家族が患者になったとすれば、PT に何を求めるのか？これこそ
が我々の Roots（根）であり、この部分（根）をより強く、より太くしなければ、枝葉を大きく拡げて花を
咲かせ、実らせる事など心許ないのではないか？次の半世紀、これからの理学療法士の発展に備えるために、
今一度ふり返って、根（Roots）をしっかりと強化していきたいと考えます。

第32回兵庫県理学療法学術大会　大会長

田
たはら

原　将
まさゆき

之

Roots ～臨床重視への回帰～
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大会長基調講演

演者略歴
〈学歴〉
1989 年　3　月　近畿大学　法学部　経営法学科　卒業
1992 年　3　月　清恵会第二医療専門学院　理学療法士科　卒業

〈職歴〉
1992 年　4　月　（医）錦秀会　阪和記念病院入職
2002 年　3　月　同退職
2002 年　4　月　東宝塚さとう病院入職
現在　　　　　 （医）愛心会　東宝塚さとう病院　理学療法室長

〈活動〉
第 36 回近畿理学療法士学会　副準備委員長
Cardiovascular Physiotherapy Network 世話人

〈資格〉
1992 年　6　月　理学療法士免許
2005 年　9　月　心臓リハビリテーション指導士
2010 年　1　月　3 学会合同　呼吸療法認定士
2016 年　4　月　循環器領域　認定理学療法士
2017 年 11 月　協会指定管理者（初級）
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MEMO



特別講演 1

第1会場　10：10～ 11：40

フレイル・サルコペニアに対する理学療法最前線
講師：筑波大学人間系　山田　　実
座長：第32回兵庫県理学療法学術大会　大会長　田原　将之
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特別講演 1

筑波大学人間系

山
やまだ

田　　実
みのる

　

2019 年、我が国の高齢化率は 28.4% に達し、世界随一の長寿国として超高齢社会を突き進んでいる。高
齢化率が高まり続ける本邦において、社会保障費の抑制は喫緊の課題となっている。その中で、「フレイル」
および「サルコペニア」は有病率が高く、転倒、骨折、入院、要介護、死亡などの様々な有害健康転帰の発
生率を高めることから、社会保障費抑制に向けた主要な対象に位置付けられている。これら対策には運動療
法が有用となることがシステマティックレビューからも示されているが、誤った考え方ではその効果が十分
に得られにくい。

フレイル・サルコペニア対策を目的に運動を行う際には、次の５点について留意する必要がある。
① 適切な運動種目の選択

筋力増強を目的とした場合には、ある程度の負荷をかけたレジスタンス運動が有用であり、多くの研究
によりその有用性が確認されている。ただし、転倒予防や日常生活活動動作の改善などまでを目標とした
場合には、レジスタンス運動単独ではなくバランス運動や有酸素運動などを組み合わせたマルチコンポー
ネントプログラムが有用である。

② 総実施時間の確保
運動プログラムの設定に際しては、1 回あたりの運動時間、頻度、期間のそれぞれを設定する必要がある。

しかし、それぞれをどのように設定するのかについて明確な推奨値はなく、それぞれを掛け合わせた総実
施時間（1 回あたりの時間×頻度×期間）が重要である。総実施時間を 25 時間以上に設定することで各
種アウトカムの改善効果が得られやすくなる。

③ 仕事量の確保
レジスタンス運動実施に際しては、負荷量が着目される傾向にあるが、対象が高齢者である場合は負荷

量のみならず反復回数も重要になる。筋力は仕事量（負荷量と反復回数を乗じた値）依存的に改善する傾
向があり、低負荷量でも多反復な運動を実施することで筋力増強効果を期待することができる。

④ 運動の継続
レジスタンス運動を実施することで筋力増強および骨格筋量増加効果が得られるが、この効果の持続は

難しく比較的短期間の運動休止により消失する。各種有害健康転帰の予防のためには、運動の継続が重要
であり、長期に渡って継続できるような運動指導が求められる。

⑤ たんぱく質摂取の併用
対象がフレイル・サルコペニア高齢者である場合には、運動療法単独ではなくたんぱく質摂取の併用を

検討する必要がある。このような対象者は、日常的に十分なたんぱく質量を摂取できていないことが多く、
このような場合には運動療法による効果が得られにくい。運動の効果を高めるためにも、たんぱく質摂取
量を確保しながら、筋タンパク合成量を促進することが重要となる。
本講演では最新の知見を交えながら、これら５つの留意点を中心に解説する。

フレイル・サルコペニアに対する
理学療法最前線
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特別講演 1

講師略歴
〈経歴〉
2008 年 8 月　京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻　助手
2010 年 4 月　京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻　助教
2014 年 4 月　筑波大学人間系　准教授
2019 年 2 月　筑波大学人間系　教授（現職）

〈学会活動〉
・日本予防理学療法学会　運営幹事、副代表（H26 ～）
・日本理学療法士協会　栄養・嚥下理学療法部門　運営幹事（H28 ～）
・日本老年医学会　代議員（H28 ～）
・日本体力医学会　評議員（H27 ～）
・日本転倒予防学会　理事（H26 ～）
・日本サルコペニア・悪液質・消耗性疾患研究会　世話人（H28 ～）
・日本サルコペニア・フレイル学会　理事（R1 ～）など

〈賞〉
・平成 24 年度　長寿科学賞
・The Geriatrics & Gerontology International Best Article Award 2012
・第 29 回日本老年学会　最優秀賞
・第 1 回日本老年医学会 Young Investigator Award　など
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MEMO



教育講演

第1会場　15：10～ 16：40

真の臨床能力に資する臨床推論時の
情報吟味能力とエビデンスの活用力
講師：�静岡社会健康医学大学院大学　藤本　修平
座長：第32回兵庫県理学療法学術大会　準備委員長　森川　　宏
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教育講演

　臨床推論は、ただ経験知から推論を進めていくものではなく、既存のエビデンスを加味して行うものであ
る。つまり、エビデンスを活用することが求められるわけであるが、残念ながら養成校教育においては、エ
ビデンスの中身を教わることはあっても、いわゆる健康情報を扱う方法（健康情報学）を教わる機会は非常
に少ない。一般的な臨床現場においてもそのような卒後教育はほぼ皆無であり、ましてや日本の大学院教育
においても、健康情報学を専門にしている療法士教員は国内で数名である。
　つまり、エビデンスとはなんぞや？という疑問に回答できる手段がかなり限局されている中で、現状では

「Evidence-based physical therapy」が謳われている現状であると理解できる。
　エビデンスは情報の 1 つであるが、SPIN（論文の抄録や本文の結論で記載されていることが、実際の結
果から歪曲されていること）に代表される情報の確からしさの評価を見てみても、論文になっているもので
すら、信頼できないものも多数存在している。そのため、情報を見極める能力（情報吟味能力）が必要となる。
　さらに、臨床現場では情報を活用して意思決定をしていく連続作業であるが、情報の扱い方と同様、意思
決定についての素養も療法士にとってハードルになっているだろう。
　本講演では、情報の確からしさを見極める上で必要な知識、及びエビデンスの活用力として臨床における
意思決定手法について、非常に基礎的な内容についてお話しする。聴講いただいた際には、論文を “ 読むこと ”
にのみ注意を向けていたこれまでから、“ 解釈すること ” の必要性を感じていただけると思う。

静岡社会健康医学大学院大学

藤
ふじもと

本　修
しゅうへい

平　

真の臨床力に資する臨床推論時の
情報吟味能力とエビデンスの活用力
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教育講演

講師略歴
2009 年に弘前大学医学部保健学科卒業後、約 7 年間臨床現場に従事。その後、株式会社メドレーなどのベンチャー企業、
総合商社グループにて新規事業開発、マーケティングなどのビジネス現場に移り、公衆衛生学の知見から事業を牽引。
並行して、2020 年までにヘルスケア分野特化の戦略コンサルティング会社を含む 3 社を起業。
2021 年より、現職である静岡社会健康医学大学院大学の赴任に伴い、会社を譲渡し現在に至る。
京都大学大学院医学研究科、横浜市立大学データサイエンス研究科などの公衆衛生学分野において、非常勤講師や研究
員を務める傍ら、法政大学大学院 MBA にてマーケティング、消費者行動を学ぶ。
ビジネスと公衆衛生学を融合する役割を担っている。BMI は 24.9（普通）。
専門は、ヘルスコミュニケーション、健康情報学、意思決定論、焼肉、マーケティング / 消費者行動論。
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MEMO



シンポジウム

第1会場　11：50～ 13：50

回復期から生活期における攻めのリスク管理
座長：医療法人晴風園伊丹せいふう病院リハビリテーション部　小林　啓美
　　　介護老人保健施設サンライズリハビリテーション課　松下　和樹

回復期・生活期脳卒中患者におけるリスク管理
～再発予防に向けた包括的な取り組み～
演者：伊丹恒生脳神経外科病院リハビリテーション科　久保　宏紀

運動器についてのリスク管理を考える
演者：特定医療法人誠仁会協和病院リハビリテーション科　栗﨑　純一

骨転移のリスク管理
演者：神戸大学医学部附属病院リハビリテーション部　牧浦　大祐

循環器疾患におけるリスク管理
演者：神戸大学医学部附属病院リハビリテーション部 /

　　　神戸大学大学院保健学研究科　小川　真人

呼吸器疾患におけるリスク管理
演者：神戸大学大学院保健学研究科　沖　侑大郎

末期腎不全患者の“普段と違う”をとらえる
演者：兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科　松沢　良太
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　脳卒中発症後には脳循環の自動調節能の破綻や血液脳関門の機能不全等が生じるため、運動負荷に伴い神
経症状の増悪などが生じる可能性が示唆されている。脳卒中には脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血が含まれ
ているが、急性期における各疾患の脳循環動態や血圧等の管理は大きく異なっており、一概に脳卒中とひと
くくりにしたリスク管理を行うことは非常に危険である。しかしながら、このような脳循環に関するリスク
の多くは 1 ヶ月以内に消失することが示されており、それ以降に残存する可能性があるリスクは脳梗塞後の
脳自動調節能の障害に限局される。したがって、回復期や生活期においては脳そのもののリスク管理よりも、
脳卒中後のディコンディショニングや身体不活動に伴う脳卒中の再発や心血管疾患の発症、サルコペニアの
発生といったリスクに目を向けておく必要がある。
　脳卒中の再発は 5 年で約 35%、10 年で約 50% と報告されており、心血管疾患発症の割合も多い。また歩
行困難な脳卒中患者では発症後の早期から大腿四頭筋の筋厚に減少が生じており、回復期病棟入棟時におけ
る脳卒中患者の過半数がサルコペニアを有しているとの報告もある。従ってこれらの再発やサルコペニアに
対する介入が回復期や生活期における攻めのリスク管理になりうると考える。身体活動の促進や有酸素運動
はこれらのリスクを軽減させるだけでなく、機能維持・回復にも寄与している。回復期病棟入棟中の脳卒中
患者は日中の約 70-80% を座位で過ごすことが明らかとなっており、推奨される身体活動量に達していない。
また運動耐容能は発症後 2 週目の時点で健常者の 50％程度まで低下している。身体活動量を最も反映する
運動機能は運動持久力であることが示唆されていることからも、病状が安定した回復期以降では従来の理学
療法に加えて、身体活動の促進に向けた管理・介入や有酸素運動を積極的に取り組んでいく必要があると考
える。
　本シンポジウムでは、我々が脳卒中患者に対して実施してきたサルコペニアや運動持久力、身体活動量に
関する研究の知見を交えながら、再発やサルコペニア予防に向けた回復期・生活期における攻めのリスク管
理の可能性について議論したいと考える。

伊丹恒生脳神経外科病院リハビリテーション科

久
く ぼ

保　宏
ひろき

紀

回復期・生活期脳卒中患者におけるリスク管理
～再発予防に向けた包括的な取り組み～

シンポジウム　回復期から生活期における攻めのリスク管理
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シンポジウム　回復期から生活期における攻めのリスク管理

演者略歴
〈学歴〉
2010 年　　神戸学院大学総合リハビリテーション学部医療リハビリテーション学科理学療法学専攻　卒業
2016 年　　神戸学院大学大学院総合リハビリテーション学研究科　博士前期課程　修了
2020 年　　神戸学院大学大学院総合リハビリテーション学研究科　博士後期課程　修了

〈職歴〉
2010 年　　伊丹恒生脳神経外科病院　入職

〈資格〉
2014 年　　3 学会合同呼吸療法認定士
2018 年　　認定理学療法士（脳卒中）

〈社会活動〉
2016 年～　一般社団法人兵庫県理学療法士会　学術編集部　部員

〈主な研究業績〉
・ 久保宏紀，金居督之，北村友花，古市あさみ，山本実穂，小林実希，野添匡史，間瀬教史，島田真一：脳内出血患者

における急性期病院退院時の機能予後とその要因．理学療法学43（3）：222-229, 2016.
・ Kubo H, Nozoe M, Yamamoto M, Kamo A, Noguchi M, Kanai M, Mase K, Shimada S. Safety and Feasibility of the 

6-Minute Walk Test in Patients with Acute Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis 27（6）: 1632-1638, 2018.
・ Kubo H, Nozoe M, Kanai M, Yamamoto M, Kamo A, Noguchi M, Mase K, Shimada S. Association of renal function 

with ambulation in mild acute stroke patients. Top Stroke Rehabil. 26（7）:538-543, 2019.
・ Kubo H, Nozoe M, Kanai M, Furuichi A, Onishi A, Kajimoto K, Mase K, Shimada S. Reference value of 6-minute 

walk distance in patients with sub-acute stroke. Top Stroke Rehabil. 18:1-7, 2019. [Epub ahead of print]
・ Kubo H, Asai T, Fukumoto Y, Oshima K, Koyama S, Monjo H, Tajitsu H, Oka T. Comparison of voluntary cough 

function in community-dwelling elderly and its association with physical fitness. Phys Ther Res. 23（1）:47-52. 
2020.

・ Kubo H, Nozoe M, Yamamoto M, Kamo A, Noguchi M, Kanai M, Mase K, Shimada S. Recovery process of 
respiratory muscle strength in patients following stroke: A Pilot Study. Phys Ther Res. 23(2):123-131, 2020.
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シンポジウム　回復期から生活期における攻めのリスク管理

　理学療法士にとってのリスク管理は、Anderson の基準（1964）と土肥豊のリハ訓練実施のための基準（1976）
が古くから使用されてきたが、近年は日本リハビリテーション医学会診療ガイドライン委員会が策定した「リ
ハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン」（2006）のリハビリテーション中止
基準を用いることが多い。この基準には 29 項目が挙げられているが、ほぼ呼吸・循環・代謝及び意識状態
といった項目が占めている。つまり、運動器について考える前に内部障害系・中枢神経系の理解が大前提で
あることは言うまでもない。
　リスク管理の基本は、想定されるリスクが起こらないように、そのリスクの原因となる事象の防止策を検
討し、実行に移すことであり、減災・準備・対応が重要である。今回の表題である攻めのリスク管理を考え
るためには、患者や自分を守る方策を執った上で起こり得る状態の変化を予測しておくことが、結局の所攻
めのリスク管理に繋がると考える。
　運動器疾患のリスク管理において大切なことは、患者の病期把握と病態把握である。患部の状態は患者に
よって様々であり、それがどのような治癒過程を辿っているのかを予測する必要がある。今回は回復期以降
ということで所謂急性期を脱した状態を考えていきたい。病態把握については、生理学・解剖学・運動学と
いった知識に加え、視診・触診・確実な関節操作といった技術を伴わせることで、ある程度の病態把握は可
能であると考える。またこれらを補助するツールとして運動器超音波エコーが活用されており、最近はポー
タブル型も開発されている。近々、理学療法士養成校でもカリキュラムとして運動器超音波エコーの授業が
組み込まれることから、今後の理学療法で必須アイテムになると考える。
　臨床での運動器リスクを考える症例として、大腿骨近位部骨折術後症例を診ていきたい。人工骨頭置換術
か骨接合術かによってリスクは異なってくるが、術後リスクと各々の術式リスクを考えていきたい。まずは、
急性期からの情報収集を綿密に行う。例えば、受傷機転や術式、リハビリ経過を確認し、直接的な運動療法
を行っていくだけでなくそこから生じうるリスクを考える手段とする必要がある。術後リスクとして代表的
なものは、疼痛、浮腫、深部静脈血栓症（DVT）、不良肢位による腓骨神経麻痺や廃用症候群などがある。
術式リスクとしては、脱臼、感染症、カットアウトや大腿骨頭壊死などがあり、これらの症状を紹介しなが
ら可能な限り予防する手段や評価方法を述べていきたい。
　最後に再発予防も考える必要があり、生活期を見据えた訓練を取り入れることが重要であるため、早い段
階から ADL に目を向けていくこともリスク管理に繋がると考える。

特定医療法人誠仁会協和病院リハビリテーション科

栗
くりさき

﨑　純
じゅんいち

一　

運動器についてのリスク管理を考える
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シンポジウム　回復期から生活期における攻めのリスク管理

演者略歴
2008 年 3 月　大阪医専　理学療法学科　卒業
2008 年 4 月　医療法人尚和会　宝塚第一病院　リハビリテーション科
2016 年 4 月　特定医療法人誠仁会　協和病院　リハビリテーション科

〈所属学会・協会〉
整形外科リハビリテーション学会
国際エロンゲーショントレーニング協会
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　日本人が生涯でがんに罹患する確率は、男性 62%、女性 47% であり、2 人に 1 人ががんになる時代である。
治療や診断技術の進歩に伴いがんの 5 年生存率は年々向上しており、治療後の回復期や生活期にあるがん患
者が急増している。本講演では、回復期リハビリテーション病院や訪問リハビリテーションにおいて、がん
の既往歴がある患者の理学療法を担当する際に必要な骨転移のリスク管理について取り上げる。
　骨転移は、臓器や組織にあるがんが骨に転移したものであり、脊椎や骨盤、大腿骨などに好発する。十分
なリスク管理なしに理学療法を提供すると、病的骨折や脊髄圧迫による麻痺を引き起こし、患者の ADL や
QOL を著しく低下させる。本講演では、病的骨折や脊髄麻痺のリスクを評価し、安全で有効な理学療法を
提供するための方法について考える。

神戸大学医学部附属病院リハビリテーション部

牧
まきうら

浦　大
だいすけ

祐

骨転移のリスク管理

シンポジウム　回復期から生活期における攻めのリスク管理
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演者略歴
2008 年　神戸大学医学部保健学科卒業
2009 年　兵庫県災害医療センター勤務
2011 年　神戸大学医学部附属病院リハビリテーション部勤務
2017 年　神戸大学大学院保健学研究科博士後期課程修了

〈資格〉
保健学博士、３学会合同呼吸療法認定士

〈所属学会〉
日本理学療法士協会、日本理学療法士学会がん理学療法部門、日本がんサポーティブケア学会、高齢者のがんを考える会、
International Society of Geriatric Oncology

〈受賞歴〉
SIOG 2016 BJ Kennedy Award for the Best Poster
Young Investigator Award at the MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer 2018

シンポジウム　回復期から生活期における攻めのリスク管理
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心不全を含む心疾患は増加の一途をたどっており「心不全パンデミック」となっているが、今後もさらに
増加することが予想され、要介護の原因疾患としての割合も急増している。また、急性期病院の平均在院日
数が著明に短縮傾向にある中、亜急性期の状態で在宅復帰、さらには介護現場で対応する場面が増加してい
る。循環器疾患に特徴的なことは疾病そのものが理学療法の直接の治療対象となるばかりでなく、理学療法
の対象として高い割合を占める脳血管疾患ならびに運動器疾患の症例における合併症としても多いことが挙
げられ、幅広い症例でその対応が求められる。循環器疾患を有する症例に対する理学療法は、運動方法の選
択や症候の判断を誤ると、対象者の生命に直接不利益を及ぼす危険性が高く、疾患に対する知識と正確な判
断力が要求されるが、そのためには、循環器疾患の正しい病態の理解とリスク管理が必須である。正しい病
態の理解には、基礎疾患、心筋虚血の有無、心ポンプ能力（左室駆出率および血圧変動）、不整脈（頻度、種類）、
心不全の重症度とステージを把握することが極めて重要で、それぞれがリスクの層別化、患者個々の状態に
応じた介入方法に繋がる。リスク管理においては、レントゲン検査や心エコー図、採血等検査機器、モニタ
リングできる情報が少ない場面においても全身の状態を系統的に把握し、得られた情報を総合してアセスメ
ントする能力が求められるが、問診、触診、視診、聴診により、心不全状態の推定、運動負荷時の反応を簡
易的にモニタリングすることは可能である。特に、在宅の分野でも急変や事故は多く報告されており、理学
療法を実施する際は患者を診る（看る）力としてのフィジカルアセスメントは極めて重要である。心不全悪
化時の典型的な症状（夜間呼吸困難や湿性咳嗽、労作時の呼吸困難、体重増加、尿量減少、浮腫など）につ
いて理解、把握するのはもちろんのこと、運動中の心血行動態反応についてあらかじめ予想をしたうえで、
心血管反応のモニタリングを行う必要がある。また、運動過負荷の徴候、運動療法後から次の日にかけての
体調や症状、体重や血圧変動を詳細に管理、観察することで、不安を感じることなく、自信を持った攻めた
理学療法が可能となる。慢性心不全患者は心不全増悪による再入院を繰り返しながら、身体機能が悪化する
悪循環が特徴であり、慢性心不全患者の約 20 ～ 40% は 1 年以内に再入院するといわれている。この理学療
法時の適切なリスク管理はこの慢性心不全患者の心不全増悪予防、増悪時の早期発見に役立ち、疾病管理や
再入院予防、ひいては予後改善にも役立つ診療連携体制の構築につながるものと考える。本シンポジウムで
は、主要な循環器疾患の病態と運動療法時のモニタリングならびにリスク管理に関する基本的事項について、
臨床的見地から解説をさせて頂く。

神戸大学医学部附属病院リハビリテーション部
神戸大学大学院保健学研究科

小
おがわ

川　真
まさと

人

循環器疾患におけるリスク管理

シンポジウム　回復期から生活期における攻めのリスク管理
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演者略歴
〈学歴・研究歴〉
2009 年 3 月　　神戸大学医学部保健学科卒業
2019 年 3 月　　神戸大学大学院保健学研究科修了（博士号取得）
2019 年 4 月～　神戸大学大学院保健学研究科研究員　現在に至る

〈職歴〉
2009 年 4 月～　神戸大学医学部附属病院リハビリテーション部　現在に至る

〈所属学協会〉
日本心臓リハビリテーション学会
日本心不全学会
日本循環器学会
日本理学療法士協会

シンポジウム　回復期から生活期における攻めのリスク管理
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　昨今の入院期間の短縮化は、今後もさらに進んでいくことが予想され、以前は急性期に入院していたレベ
ルの患者を回復期や生活期で担当する機会が増加していくことが考えられる。さらに post-COVID19 患者の
理学療法介入として、回復期や生活期の役割は非常に重要となる。しかし、回復期や生活期で内部障害患者
を担当する機会が少なく、苦手意識を持っている理学療法士の割合も少なくない。実際に、訪問リハビリテー
ションの実施割合において、呼吸器や循環器をはじめとした内部障害の割合は、10％未満であることも報告
されている。
　呼吸器疾患に対し、苦手意識を持つ割合が多い原因としては、“ 酸素療法や人工呼吸器など機器の使用方
法や数値が分からない ”、“ 疾患理解が不十分なため、どのような対応をすべきか分からない ” ということが
多いと考える。その結果、理学療法実施中に出来るだけ変化が起こらないように “ 守りのリスク管理 ” を選
択してしまう。例えば、“呼吸困難感が強いので動くのは厳しいな”、“離床するとSpO2 が下がってしまうから、
臥床のまま実施しよう ” などと判断する場面に心当たりがある方も多いかもしれない。確かに、バイタルサ
インの変動しない安静な状況下で理学療法を実施しなければいけない場合もある。しかし、回復期や生活期
において、そのようなケースは非常に稀であり、“ 守りのリスク管理 ” を選択することで、誤嚥性肺炎など
の発症リスクが上昇するなど予後に大きく関わってくる可能性があることも同時に理解しておかなければな
らない。
　臨床現場における各々の感覚や経験による主観的な判断は重要であるが、それだけに頼っていると “ 守り
のリスク管理 ” になってしまい、将来的には患者に悪影響を招く結果となってしまうかもしれない。検査デー
タやフィジカルアセスメントに基づき、客観的な判断を積み重ねていくことで、“ 攻めのリスク管理 ” を可
能にすると考える。
　回復期や生活期だから、急性期におけるリスク管理のことは関係ないと捉えるのではなく、回復期や生活
期は、“ 救急の入口 ” であることを認識しておくことが、非常に重要である。今後の回復期や生活期におい
て求められる “ 攻めのリスク管理 ” を実践するために必要な知識や最近の知見について、共有できれば幸い
である。

神戸大学大学院保健学研究科

沖
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大郎

呼吸器疾患におけるリスク管理
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演者略歴
〈学歴〉
2009 年　国際医療福祉大学リハビリテーション学部　卒業
2012 年　神戸大学大学院保健学研究科保健学専攻博士課程前期課程　入学
2014 年　神戸大学大学院保健学研究科保健学専攻博士課程前期課程　修了
2014 年　神戸大学大学院保健学研究科保健学専攻博士課程後期課程　進学
2017 年　神戸大学大学院保健学研究科保健学専攻博士課程前期課程　修了　博士（保健学）

〈職歴〉
2009 年　医療法人社団 西広島リハビリテーション病院　理学療法士
2012 年　神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院　理学療法士
2017 年　神戸大学大学院保健学研究科　保健学研究員
2017 年　訪問看護ステーションひより　理学療法士（非常勤）
2017 年　株式会社ハーフ・センチュリー・モア サンシティ神戸　理学療法士（非常勤）
2017 年　たまつ訪問看護ステーション　理学療法士（非常勤）
2020 年　神戸大学大学院保健学研究科　学術研究員
2020 年　神戸大学大学院保健学研究科　特命助教

〈資格〉
・博士（保健学）
・認定理学療法士（呼吸）
・3 学会呼吸療法認定士
・呼吸ケア指導士
・サルコペニア・フレイル指導士

〈所属学会等〉
・日本理学療法士協会
・日本呼吸器学会
・日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
・日本サルコペニア・フレイル学会
・European Respiratory Society
・神戸在宅呼吸ケア勉強会　世話人
・ひょうご呼吸ケアネットワーク　世話人
・日本理学療法士協会システマティックレビュー班　副班長（ILD）
・日本理学療法士協会認定理学療法士症例報告審査委員

シンポジウム　回復期から生活期における攻めのリスク管理
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腎代替療法を必要とする本邦の末期腎不全患者のうち、95% 以上は血液透析療法を実施している。慢性血
液透析療法を受ける患者数は年々増加し、2018 年末の総数は 339,841 人と報告されている。これは日本国民
372.1 人に 1 人が透析患者であることを意味し、台湾に次ぐ世界第 2 位の高い割合である。透析患者の高齢
化は世界的に認められているが、本邦で特に顕著であり、2018 年の新規透析導入者の高齢化率は 79% と極
めて高い。また、近年では、糖尿病や高血圧といった生活習慣病の重度化に伴う透析導入者が全体の約 6 割
を占める。こうした高齢化の進行、生活習慣病の重度化に加えて、透析患者には低栄養状態の遷延、慢性炎症、
代謝性アシドーシス、異化亢進／同化抵抗性、身体不活動および透析療法に伴うアミノ酸の喪失が認められ、
これらはフレイルサイクルの形成に寄与し、骨格筋量の喪失、筋力・身体機能の低下やがては日常生活活動
障害を引き起こす。

2005 年に Kidney Disease Outcome Quality Initiatives（K/DOQI）は診療ガイドラインを発表し、透析
患者に対する身体活動の促し、身体機能の評価および身体機能向上を目的とした理学療法の実施をルーチン
ケアに含めるべきであると主張した。K/DOQI のガイドライン発表から遅れること 15 年、日本透析医学会
と日本腎臓リハビリテーション学会は世界で初めての腎臓リハビリテーションに関するガイドラインを発表
し、運動療法の重要性を改めて強調した。透析患者に対する運動療法は筋力、歩行能力、運動耐容能および
quality of life を改善することがメタ解析から明らかにされている。運動様式は、透析施行中に行う有酸素運
動が最も多い。その他には透析施行中のレジスタンス運動や神経筋電気刺激、透析施行時間外に行う歩行運
動、立ち座り運動およびバランストレーニングがある。透析患者に対する運動療法は一定の効果を有するこ
とはすでに証明されているが、こうした先行研究の多くは高齢患者や多疾患有病者を対象から除外して行わ
れている。そのため、リアルワールドで我々が対峙する透析患者に対して先行研究のエビデンスをそのまま
適応してよいわけではなく、実際には患者個々に応じたリスク管理をしながら、安全かつ効果的な理学療法
の提供を目指すべきである。

筆者は、在宅あるいは透析施設で透析患者に理学療法を提供する際、常に “ 普段との違い ” に着目して評価・
介入を行うように心がけている。本シンポジウムでは、末期腎不全患者に対して理学療法を実施する際、“ 普
段との違い ” をどのようにとらえれば良いのか、その要点について述べたい。

兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科
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末期腎不全患者の“普段と違う”を
とらえる
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演者略歴
〈学歴・職歴〉
北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科卒業（2009）/ 北里大学大学院医療系研究科博士課程早期修了（2014）/
さがみ循環器クリニック勤務（2011-2014）/ 北里大学病院リハビリテーション部勤務（2014-2019）/ 兵庫医療大学リハ
ビリテーション学部勤務（2019- 現在に至る）

〈受賞歴〉
第 46 回日本理学療法学術大会最優秀演題賞（2011）/ 第 3 回日本腎臓リハビリテーション学会優秀演題賞（2013）/ 第
11 回北里血管フォーラム優秀演題賞（2015）/ 第 20 回日本心不全学会学術集会 YIA 優秀賞（2016）/ 第 51 回日本臨床
腎移植学会メディカルスタッフ優秀賞（2018）

〈代表的な筆頭論文〉
Gerontology（2019）/J Ren Nutr（2019）/J Ren Nutr（2018）/Renal Replacement Therapy（2017）/Kidney Int Rep（2017）
/Angiology（2015）/Phys Ther（2013）/Clin J Am Soc Nephrol（2012）

シンポジウム　回復期から生活期における攻めのリスク管理
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MEMO



Pros ＆ Cons Ⅰ

第2会場　13：00～ 14：00

筋力増強に電気刺激を使うか？否か？
座長：甲南女子大学　看護リハビリテーション学部　川村　博文
演者：兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科　坂口　　顕
　　　医療法人曉会　田辺整形外科上本町クリニックリハビリテーション科　田中　克宜
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　筋力とは、「筋の収縮によって発揮される力」と定義される。骨格筋の固有の力は、生理学的断面の単位
面積ごとに生成される能動的張力の最大総和と定義され、健常な筋であれば、最大筋力は筋断面積に比例す
る。
　しかし実際に筋力は、このような筋断面積といった「構造的要素」のみならず、その他の「機能的要素」
など、様々な要因が組み合わさって発揮されている。随意的な筋収縮は、大脳レベルで興奮が生じ、錐体路
を通り脊髄前角において末梢神経に興奮を伝達する。その後神経筋接合部において筋に興奮を伝える。興奮
を伝えられた筋では、横行小管からカルシウムイオンが放出され、トロポニン−トロポミオシン複合体に作
用し、ミオシン・アクチン間での滑りを発生させ筋収縮を生じさせる（Sliding theory）。
　上記のように随意的に生じる「生理的な筋収縮」と「電気刺激による筋収縮」では筋収縮の生じ方に大き
く 2 つの違いがある。この違いは、電気刺激による筋収縮の効果を論じるためには重要な基礎知識である。
　まず第一に動員される筋線維 Type の順番が異なる。生理的収縮では、太い線維より先に、径の細い
Type Ⅰ線維が興奮し収縮を始め、必要に応じて太い径の Type Ⅱ線維が動員されるが、電気刺激による収
縮では、Type Ⅱ線維が最初に興奮し、type Ⅰ線維は遅れて動員される。
　2 つ目は、収縮開始の円滑性である。生理的収縮では、段階的に運動単位が動員されるため、滑らかに筋
収縮が生じるのに対し、電気刺激による筋収縮では、刺激が興奮の閾値に達すると全ての運動単位を動員す
るため、急激な筋収縮が生じる。
　過去の報告では、電気刺激によって筋力増強が可能であった報告がある一方で、著明な筋力増強効果を認
めなかったという報告など、報告者によって結果が異なるものが存在する。また、電気刺激の方法、強度が
異なるだけではなく、随意収縮と電気刺激の併用によるものや、拮坑筋を電気刺激するハイブリッド方式な
ど、様々な報告があるため、一様に効果の有無を論じるのは難しい。
　さらに、理学療法の中で筋力が問題となる場面というのは、ある動作の中で、その筋が十分に活動できて
ない場合である。それは、どのような場面で、どのようなタイミングで、そしてどのような収縮様式で活動
が必要であるのか、それは Stabilizer として働いて欲しいのか、それとも Mover として働いて欲しいのか、
ということも重要な要素である。
　したがって、今回「筋力増強に電気刺激を使うか？」という題は、決して「電気刺激によって筋肥大が生
じるか？」という議論ではなく、理学療法の中で「筋」が問題になっている症例に対して、電気刺激は有用
かどうか？という観点から、臨床推論を含め、自身の症例を紹介しながら、論じていくこととする。

兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科
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演者略歴
〈学歴〉
1995　立命館大学法学部法学科卒業
2001　行岡リハビリテーション専門学校卒業（理学療法士）
2007　県立広島大学総合学術研究科保健福祉学専攻　修了　修士（保健福祉学）
2010　神戸大学大学院医学系研究科保健学専攻　修了　博士（保健学）

〈職歴〉
1995 ～ 1998 科研製薬株式会社
2001 ～ 2005 医療法人それいゆ会　こだま病院リハビリテーション科
2005 ～ 2007 社会福祉法人春海会　リハビリテーション部
2007 ～ 2012 学校法人兵庫医科大学　兵庫医療大学リハビリテーション学部講師
2012 ～ 2018 同　准教授
2018 ～　　 同　教授

〈資格〉
理学療法士
専門理学療法士（物理療法）
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・アシスタントマネジャー
日本サッカー協会公認 C 級コーチ・クラブマネジャー（GRADE 2）

〈著書等〉
坂口顕編著：理学療法士のための足と靴のみかた　文光堂 , 2013
川口浩太郎編著：ケア・コンディショニングのための物理療法実践マニュアル　文光堂 , 2016
烏野大・川村博文編著：最新理学療法学講座　物理療法学　医歯薬出版株式会社 , 2021
庄本康治編著：最新物理療法の臨床適応　文光堂 , 2013
庄本康治編著：エビデンスから身につける物理療法　羊土社 , 2017
日高正巳他編：15 レクチャー物理療法学・実習　中山書店 , 2014

Pros ＆ Cons Ⅰ
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神経筋電気刺激（Neuromuscular electrical stimulation: NMES）の筋力増強効果に関する報告は散見され
るものの、臨床的に広く応用されているとは言い難い。その要因としていくつかの点が考えられる。

まず、筋力強化を目的とする NMES を実施する場合、疼痛を含めた不快感を誘発してしまう点である。
筋量の増加や筋力改善を目的とした報告では 25 ～ 100Hz といった比較的高周波数が用いられることが多
い（Maffiuletti, 2010）。しかし、高周波数は筋の強縮を引き起こすことが可能であるが、疼痛や不快感を誘
発してしまう。また、NMES の特性から、NMES によるトレーニングは筋疲労を誘発しやすい。NMES で
は、弱い筋収縮でも疲労しやすい Type Ⅱ繊維の運動単位が動員される。さらに、反復の筋収縮を起こす際、
随意収縮では収縮毎に参加する運動単位が異なるため運動単位あたりの代謝コストが分散されるのに対し、
NMES では動員される運動単位が常に同じであるため一部の運動単位に代謝コストが偏り疲労が蓄積しやす
い。

次に、臨床現場で対象者に広く応用していくにはエビデンスが欠けている点である。健常者を対象とし
た NMES の筋力増強のエビデンスは確立しているが、運動器疾患での臨床成績への効果については、刺激
パラメータの幅も大きく、結果にもばらつきがあり（Talbot, 2003; Palmieri-Smith, 2010; Stevens-Lapsley, 
2012）、エビデンスに欠ける。この点も臨床応用の弊害の一つとなっている。また、筋力増強効果を報告し
た研究の多くは健常人や高齢者を対象としたものが散見され（Caulfield, 2013; Kern, 2014）、高齢者を対象
とした介入研究のシステマティックレビューにおいても、対象となった全ての研究で NMES による筋力増
強効果が認められたことを報告しているが（Langeard, 2017）、これらの先行研究においても刺激時間や強
度はまちまちで、標準化された最適なプロトコルは確立されていない。そのため、適切な刺激パラメータが
用いられず、期待される効果が十分に得られない可能性がある。このことは、エビデンスを構築していく上
でもデメリットとなっている。 

また、診療報酬請求の問題も挙げられる。筋力増強を通常の理学療法と併用しても、疾患別リハビリテー
ションの実施単位数内に含まれ、加算点数を請求できない。また、電気刺激を単独で実施した場合も、消炎
鎮痛等処置の安価な請求にとどまり、NMES を筋力増強に積極的に使用していく弊害となっていることが考
えらえる。

医療法人曉会　田辺整形外科上本町クリニックリハビリテーション科
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演者略歴
【学歴】
2010 年 3 月　県立広島大学保健福祉学部理学療法学科　卒業
2014 年 3 月　高知大学大学院総合人間科学研究科医科学専攻修士課程　修了
2020 年 3 月　神戸大学大学院保健学研究科地域保健学専攻博士後期課程　修了

【職歴】
2010 年 4 月　高知大学医学部附属病院リハビリテーション部
2014 年 4 月　医療法人曉会田辺整形外科上本町クリニックリハビリテーション科
2017 年 4 月　医療法人曉会田辺整形外科上本町クリニックリハビリテーション科主任（現在に至る）

【受賞歴】
2013 年　第 48 回日本理学療法学術大会　大会奨励賞
2017 年　平成 28 年度保健医療学雑誌　優秀論文賞
2019 年　第 24 回日本ペインリハビリテーション学会学術大会　優秀賞

【その他：社会活動】
2018 年～　一般社団法人　日本ペインリハビリテーション学会　代議員

Pros ＆ Cons Ⅰ
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MEMO



Pros ＆ Cons Ⅱ

第2会場　15：40～ 16：40

長下肢装具を使うか？否か？
座長：株式会社PLAST　水田　潤史

―賛成の立場から―
演者：宝塚リハビリテーション病院療法部　中谷　知生

―否定的な立場から―
演者：医療法人社団英明会
　　　大西脳神経外科病院リハビリテーション科医療技術部　吉野　孝広
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　脳卒中片麻痺者の歩行再建に向けたトレーニング場面において、長下肢装具を使用する機会が増えている。
私は回復期病棟に勤務しており、麻痺側下肢の支持性に不安のある片麻痺者の歩行トレーニングにおいて長
下肢装具を高頻度で使用している。そこで本シンポジウムでは長下肢装具に賛成する立場から、以下の話題
を提供する。
① 脳卒中片麻痺者の歩行能力の特徴・問題点は何か？
② 脳卒中片麻痺者はどのような形で正常歩行から逸脱した歩容を呈するのか？
③ 逸脱した歩容を修正するために、歩行周期におけるどのポイントを修正するべきか？
④ 逸脱した歩容、修正すべきポイントは麻痺の影響をどの程度受けるのか？
⑤ 長下肢装具の使用により上記の修正すべき逸脱動作がなぜ修正できるのか？
⑥ 長下肢装具を上手く使うためにどのような介助技術を必要とするか？
⑦ 長下肢装具を上手く使うためにどのような評価を行うべきか？

　長下肢装具は良い運動療法を提供するための道具の一つであり、適応と使用方法を適切に判断することが
我々理学療法士にとって最も重要なポイントである。
　Pros ＆ Cons では賛成する条件を明確に提示し、そこから脳卒中片麻痺者の歩行再建のための運動療法に
ついて有意義な議論を展開したい。

宝塚リハビリテーション病院療法部
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生

―賛成の立場から―

Pros ＆ Cons Ⅱ
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演者略歴
2003 年  吉備国際大学　卒業
2003 ～ 2008 年 近森病院・近森リハビリテーション病院
2008 年～ 宝塚リハビリテーション病院

2015 年～ 認定理学療法士（脳卒中）
2017 年～ 脳卒中理学療法診療ガイドライン第 2 版作成班員
2021 年～ 日本神経理学療法学会運営幹事

Pros ＆ Cons Ⅱ
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2009 年脳卒中ガイドラインにおいて歩行能力改善のために起立、着座訓練や歩行訓練などの下肢訓練量
を多くすることの重要性が報告されて以降、脳卒中発症後早期から下肢装具を使用することが増え、これら
を推奨する論文が多く発表されるようになった。2015 年脳卒中ガイドラインにおいても、発症早期からの
長下肢装具使用を推奨し、脳卒中患者の治療手段として重要な位置づけを得ている。しかしそれに反し、非
装着側の過剰な筋収縮が麻痺側の連合反応を強める可能性と、可動域制限や痛みを助長する可能性があり早
期からの使用に否定的な論文もある。私は発症直後からの積極的な下肢装具使用には否定的であり、治療用
装具としての使用はしていない。あくまで歩行実用化に向け必要と判断した場合のみ短下肢装具を使用して
いる。

早期からの長下肢装具使用に対し否定的な理由として、①発症直後に起立や介助歩行を実施する場合、長
下肢装具を使用しなくても療法士の介助により実施可能で、早期からの起立歩行練習が十分実施できること、
②装具装着により膝・足関節の動きを単関節運動に限定してしまうことで不必要な筋収縮を喚起してしまい
運動学習が効果的に行われ難くなること、③通常とは異なる関節運動を強いるため身体各部に痛みを訴える
症例が経験上多くなること、この 3 点があげられる。

また長下肢装具に関する論文の多くは発症直後から治療用として積極的に使用することで良好な結果が得
られるという報告であるが、そのほとんどが長下肢装具を使用した患者と使用しなかった患者の 2 群間の運
動機能改善率を後方視的に比較したものである。当然装具使用が可能であった症例群の場合、全身状態、精
神機能等に問題が少なかったと予測される。一方、使用しなかった、あるいはできなかった症例群は合併症
や全身状態の問題により使用でなきかったことが予測される。このような 2 群間の比較で長下肢装具の有効
性を検証することには疑問が残る。もちろん統計処理により調整はされていると思われるが明確な効果検証
とは言い難いのではないだろうか。

さらに、有効性を示した研究の前提となっている論文は総説によるものが多く、これまでの研究や分析の
結果をふまえ著者の経験から長下肢装具の使用が有効で妥当性のあるものだと述べているに過ぎず明確な科
学的根拠とは言い難い。

以上のような理由から長下肢装具使用について、とくに発症早期からの装着には問題が多くあるのではな
いだろうか。

―否定的な立場から―

医療法人社団英明会大西脳神経外科病院リハビリテーション科医療技術部
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Pros ＆ Cons Ⅱ
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演者略歴
1989 年～ 1995 年 医療法人社団成蹊会　岡田病院　理学診療科　入職
1995 年～ 2000 年 神戸徳洲会病院　リハビリテーション科　入職
2000 年～現在 医療法人社団英明会　大西脳神経外科病院　リハビリテーション科　入職
 医療技術部　部長　現在に至る
著書 関節ファシリテーション　丸善出版（共著）

Pros ＆ Cons Ⅱ
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口述発表演題

第2会場
●口述発表Ⅰ
　　　　　　O-1～ O-5		 10：00～ 10：50

●口述発表Ⅱ
　　　　　　O-6～ O-10	 11：00～ 11：50

●口述発表Ⅲ（研究助成演題）
　　　　　　O-11～O-15	 12：00～ 12：50

第 3会場
●口述発表Ⅳ（研究助成演題）
　　　　　　O-16～O-21	 10：00～ 11：00

●口述発表Ⅴ
　　　　　　O-22～O-26	 11：10～ 12：00

●口述発表Ⅵ（新人発表推薦演題）
　　　　　　O-27～O-31	 12：10～ 13：00

●口述発表Ⅶ（新人発表推薦演題）
　　　　　　O-32～O-37	 13：10～ 14：10

●口述発表Ⅷ
　　　　　　O-38～O-43	 14：40～ 15：40

●口述発表Ⅸ
　　　　　　O-44～O-48	 15：50～ 16：40
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【はじめに】
　今回、投球時痛を主訴とする症例を担当した。その際、
インターナルインピンジメントを認めたが、Combined 
Abduction Test（CAT）に基づく肩甲上腕関節（GH）後
下方組織に着目した理学療法を実施したので報告する。

【倫理的配慮】
　当該症例には本発表の意義を十分に説明し、同意を得た。

【症例紹介】
　16 歳男性、右投げ、投手。投球時に限局した右肩関節
痛のため、当院を受診し、野球肩にて週 1 回程度の理学療
法を開始した。なお、画像所見では、著明な異常所見は認
めなかった。

【初期】
　主訴は、レイトコッキングにおける GH 後方の痛みで、
自動および他動ゼロポジション外旋位で肩甲上腕関節後方
に疼痛の再現を認めた。圧痛は棘下筋、肩甲挙筋、小胸筋
に認めた。整形外科的テストは、CAT では陰性も、肘屈
曲位CATでは陽性、リロケーションテストでも陽性であっ
た。右肩 ROM は、3rd 内旋 0°であった。筋力は、MMT にて、
僧帽筋下部線維 4、棘下筋 4、小円筋 4 であり、特に棘下
筋は最終域での出力低下を認めた。なお、肩甲帯アライメ
ント評価として、Acromion Floor Distance test（AFD）
は左 5cm に対し右 7.5cm、Trunk AFD（T-AFD）では左
9cm に対し右 12cm であった。

【理学療法】
　肩甲帯および胸郭の柔軟性と肩甲骨周囲筋の強化に努め
た。ただし、肩甲帯機能改善のみでは、疼痛が解消されず、
併せて、GH の ROM 拡大に上腕三頭筋と小円筋における
筋間滑走とストレッチングを行った。

【6 週時】
　レイトコッキングにおける痛みは消失した。圧痛は小胸
筋に認めたが疼痛の程度は軽減した。整形外科的テストは、
肘屈曲位 CAT は陰性化し、ROM は、3rd 内旋 20°となった。
筋力は、MMT にて、僧帽筋下部線維 5、棘下筋 4+、小円
筋 5 と改善し、特に棘下筋は最終域での出力改善を認めた。
肩甲帯アライメントにおいても、AFD 右 5.5cm、T-AFD
右 9.5cm と改善を認めた。

【考察】
　従来、インターナルインピンジメントに対しては、ハイ
パーアンギュレーションに由来するものと捉えられ、肩甲
帯周囲筋の機能改善を中心とした理学療法が多い。
　福吉は、投球障害肩の特徴として、棘下筋と小円筋の組
織弾性が有意に高いことを報告し、また後下方関節包も肥
厚していることを報告している。本症例でも、この GH 後
方組織の拘縮が、骨頭回旋中心の後上方偏位を招き、イン
ターナルインピンジメントに繋がったものと考えられる。
　さらには、中川は上腕三頭筋の収縮や伸張が小円筋の組
織弾性に有意な影響を与えることを報告しており、上腕三
頭筋の伸張性および滑走性低下に対する骨頭求心位を図る
運動療法が改善に繋がったものと考える。その意味でも、
CAT は投球障害に有用な評価であるが、肘屈曲位 CAT
はより高度に評価する上で、有用な所見であると思われる。

O-2	 インターナルインピンジメントの投球障害肩に
対する理学療法の一例
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大久保病院�リハビリテーション科

【はじめに】
　腰背部痛を伴う屈曲型腰痛症の治療展開として、脊柱の
屈曲可動域と下肢後面筋の柔軟性獲得があげられる。セラ
ピストの治療により可動域の拡大や疼痛の改善は認められ
るが、症状が再燃しないためにも自主練習が重要である。
脊椎の屈曲可動域を獲得するには、脊柱起立筋のストレッ
チ以外にも脊柱起立筋の過緊張を改善するために、腹筋群
を収縮し、相反抑制を用いて脊柱屈曲可動域を獲得する方
法（相反抑制運動）がある。しかし、相反抑制運動によっ
て、腰椎屈曲可動域と背筋群の柔軟性がどれくらい変化す
るかについての検証は不十分である。そこで、今回、相反
抑制運動により、腰椎屈曲可動域と背筋群の柔軟性がどれ
くらい変化したのかを超音波エコー（US）を用いて定量
的に評価したので報告する。

【対象と方法】
　対象は、健常成人男性 10 名、平均年齢 21.8 歳であっ
た。方法は、背筋群の柔軟性評価として、立位体前屈距離

（FFD）を用いた。腰椎屈曲可動域は、US（ACUSON　
S2000、SIEMENS 社製）を用い、FFD の姿勢で、L4/5、
L5/S1 の棘突起間距離を測定した。また、背筋群の柔軟
性は、US Shear Wave Elastography を用いて、腹臥位で
L4 棘突起の高さの多裂筋を長軸画像で描出し、硬さを 10
回測定し、その平均値を算出した。相反抑制運動は、下肢
屈曲位座位で腹筋群を収縮させて脊椎を屈曲させる運動を
3 分間実施した。また、相反抑制運動実施後に、FFD、棘
突起間距離、多裂筋柔軟性を再度評価し、運動前後での変
化を比較検討した。また、検査測定及び治療は、同一者が
施行した。統計処理は対応のある t 検定、ウィルコクソン
検定を用い、有意水準を 5% 未満とした。

【倫理的配慮】
　本研究より、腹筋群の相反抑制運動を行うことで、腰椎
の可動性と多裂筋の柔軟性は有意に改善することが明らか
となった。相反抑制運動は脊椎疾患に有用な運動療法とな
ることが示唆された。今後は屈曲型腰痛症症例でどれくら
いの変化量があるのか検討していきたい。

【結果】
　 FFD は、運動前 12.6㎝、運動後 6.2㎝と改善した（p ＜
0.05）。L4/5棘突起間距離は運動前4.02mm、運動後4.33mm、
L5/S1 棘突起間距離は運動前 3.91mm、運動後 4.30mm と
共に有意に拡大した（p ＜ 0.01）。多裂筋は運動前 3.34 m/s、
運動後 2.58 m/s と柔軟性は有意に改善した（p ＜ 0.01）。

【考察】
　本研究より、腹筋群の相反抑制運動を行うことで、腰椎
の可動性と多裂筋の柔軟性は有意に改善することが明らか
となった。相反抑制運動は脊椎疾患に有用な運動療法とな
ることが示唆された。今後は屈曲型腰痛症症例でどれくら
いの変化量があるのか検討していきたい。

口述発表Ⅰ

O-1	 腹筋群の相反抑制運動が腰椎屈曲可動域と多裂
筋柔軟性に及ぼす影響　―超音波エコーを用い
て―
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太郎、水池　千尋、立原　久義（MD）
大久保病院　明石スポーツ整形・関節外科センター
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【はじめに】
　歩行周期時間変動係数（以下、ストライド CV）は、虚
弱高齢者を含めた多くの高齢者の転倒リスクの有用な評価
指標となることが報告されている。今回、第 5 腰椎圧迫骨
折を受傷した症例において、転倒リスク軽減を目的に、歩
行周期時間のばらつきと左歩幅に着目し介入した結果、改
善が得られたため報告する。

【対象と経過】
　第 5 腰椎圧迫骨折と診断された 70 歳代男性。発症当日
他院を受診され、21 病日目に回復期病棟へ転棟。約 1 ヶ
月腰背部痛、既往の変形性膝関節症に対して主に介入した
が、左右体幹動揺が残存し、ストライド CV は高値であっ
た。55 病日目以降、左右体幹動揺の減少を目的に左歩幅
に介入した結果、79 病日目にストライド CV が低値となっ
た。

【倫理的配慮】
　症例報告について、ヘルシンキ宣言に則り本人の同意を
得た。

【結果】
　初期評価を 55 病日、最終評価を 77 病日とした。初期か
ら最終の結果は、歩幅が 40.5cm から 36.1cm、ストライド
CV は 4.8% から 3.6% と減少。さらに、視診による左右体
幹動揺も減少した。

【考察】
　同一対象者において、ストライド CV を増大させた歩行
を行わせると左右体幹動揺幅が高値を示すことが報告され
ている。本症例も左右体幹動揺を顕著に認め、ストライド
CV も高値を示している。このことから、左右体幹動揺を
減少させることでストライド CV を減少させる必要が考え
られた。本症例は、左歩幅の増大により左 IC から MSt ま
での必要な運動エネルギー量が増大し倒立振り子の形成が
困難であった。そのため右立脚期での体幹右側屈による代
償戦略が見受けられ、これが本症例の左右体幹動揺の要因
として考えられた。これらのことから、左歩幅を減少させ
ることで左右体幹動揺が減少し、ストライド CV が減少す
ると推察された。また、課題指向的な歩行練習を行うこと
で歩行における時間的な変動性と体幹動揺が改善したと報
告されていることから、本症例に対する介入として、動画
や姿勢鏡を用いた視覚的フィードバック、歩行練習中の高
頻度な歩幅の調整フィードバックを試みた。その結果、左
右体幹動揺とストライド CV が減少し、転倒リスクの低下
が示唆された。

O-4	 歩行周期変動係数の増大により転倒リスクが生
じた一症例
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慶、細見　亮太
医療法人仁寿会石川病院　リハビリテーション部

【目的】
　今回、左肩関節周囲炎により左肩関節外旋可動域が制限
され、食事時においてコップ・皿などを右から左側方に移
動する動作が困難であった症例を担当した。理学療法評価
に加え、左肩関節外旋の制限因子を明確にするために超音
波による評価を行った。その結果、左肩関節外旋可動域の
向上に至り、ADL 向上を認めたため報告する。

【症例紹介】
　症例は X 年 Y 月、左手の上がりづらさと左肩前上方部
の痛みを自覚し、左肩関節周囲炎と診断された 60 歳代の
男性である。1 年以上の外来理学療法介入により左肩関節
屈曲動作は改善傾向にあるが、左肩関節外旋可動域制限は
残存している。主訴は「食事の時、コップや皿を横に動か
せない」であり、Needs は食事動作の実用性向上とした。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、対象者の保護には十分留意し、
説明と同意を得た。

【経過と結果】
　本症例の左上肢を用いて物を右から左側方に移動する
動作において、左肩関節外旋が乏しく体幹を左前方に向
ける代償動作が認められた。関節可動域検査は左肩関節
外旋 0°（1st）、10°（2nd）、屈曲 150°であった。左肩関節
外旋の 1st と 2nd の可動域を比較すると 1st での可動域に
制限が認められたことから肩関節前上方組織による問題が
予測された。そこで、超音波を用いて軟部組織の動態を確
認したところ、烏口上腕靭帯の伸張性低下を認めた。これ
らの評価より、左肩関節外旋（1st）可動域制限の制限因
子を烏口上腕靭帯の伸張性低下と考え理学療法を実施し
た。理学療法では、烏口上腕靭帯の伸張を目的に烏口上腕
靭帯に圧迫を加えながら他動的に左肩関節伸展・外旋運動
と、烏口上腕靭帯を圧迫したまま肩甲下筋の収縮を促し、
烏口上腕靭帯と肩甲下筋の滑走性を促した。1 ヵ月間の理
学療法介入後、左上肢を用いて物を右から左側方に移動す
る動作において、左肩関節外旋が認められ、代償と考えら
れた体幹左回旋は消失し動作が改善した。左肩関節外旋可
動域は 15°（1st）に向上した。超音波評価では左肩関節外
旋時の烏口上腕靭帯の伸張性向上が認められた。

【考察】
　中野らは烏口上腕靭帯の生理的な機能として外旋時に靭
帯が緊張することによって外旋を制限すると報告してい
る。吉村らは、烏口上腕靭帯は肩甲下筋腱最上部の前面お
よび後面に挟み込むように付着していると報告しており、
烏口上腕靭帯の炎症により烏口上腕靭帯と肩甲下筋の癒着
が引き起こされると考えられる。本症例においても、烏口
上腕靭帯の伸張性低下とともに肩甲下筋との滑走性低下が
考えられ、左肩関節外旋可動域制限の制限因子になってい
ると考えられた。理学療法により烏口上腕靭帯の伸張性が
向上した。これにより左肩関節外旋運動において、左肩関
節前上方から烏口上腕靭帯が上腕骨頭を抑え込み、肩甲骨
窩に対し上腕骨頭が求心位に保持され、左肩関節外旋運動
が円滑に可能になったと考えられた。その結果、食事時に
おいてコップ、皿などを右から左へ左上肢を用いて移動す
ることが可能になり、食事動作の実用性向上に至った。

O-3	 左肩関節外旋可動域制限により物を右から左側
方に移動する動作が困難であった左肩関節周囲
炎の一症例
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【はじめに】
　本症例は、2020 年 8 月 X 日、歩行中に転倒し、左大腿
骨転子部を骨折したため、骨接合術を施行し、後日当院入
院となった。本症例は歩行開始時、左下肢への体重移動が
困難で、右下肢振り出しの際に転倒リスクを生じた。そこ
で、トランクソリューション CORE（TSC）を使用した結果、
左下肢への体重移動に改善を認め、フリーハンド歩行が監
視にて可能となったため、考察を加えて報告する。

【対象と方法】
　85 歳の女性で、病前は屋外 T-cane 歩行を含め、ADL、
APDL すべて自立していた。初期評価時は、ROM が左股
関節伸展 10°、MMT が体幹回旋筋 2（左＜右）、左股関節
伸展筋 3、外転筋 2、10m 歩行がフリーハンド歩行中介助
にて 16.8 秒、歩数 25 歩、Functional Reach Test（FRT）
が 18cm、FIM（運動 / 認知）が 48/22 であった。立位姿
勢は骨盤左回旋位、両股関節軽度屈曲位、左股関節外旋位
であり、胸椎屈曲、腰椎前彎していた。立位時の筋緊張
は、左内腹斜筋・右内腹斜筋が低緊張であった。歩行動作
は、下方注視にて体幹の回旋動作や腕の振りなどがみられ
ず、左下肢から振り出し、左 LR から Mst にて体幹屈曲し
ていた。また、右股関節屈曲させて努力的に振り出すが、
右側へふらつくため介助を要した。治療は立位にて TSC
を使用し、殿筋群を賦活させるアプローチを行った。また、
TSC 装着時及び除去後の状況で歩行練習を行った。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、説明し、同意を得た。

【結果】
　最終評価時は、ROM が左股関節伸展 15°、MMT が体
幹回旋筋 3（左＜右）、左股関節伸展筋 4、外転筋 3、10m
歩行がフリーハンド歩行監視にて 10.5 秒、歩数は 20 歩、
FRT が 26.0cm、FIM が 82/34 になった。立位姿勢は胸椎
屈曲、腰椎前彎、股関節屈曲が改善し、筋緊張も改善した。
歩行動作は、左 LR から Mst の体幹屈曲が軽減し、歩行開
始時のふらつき減少したため、監視にて可能となった。

【考察】
　過去の症例報告において大腿骨転子部骨折に TSC を使
用した報告は、検索した限り見当たらなかったが、本症例
では TSC を使用した事で、最終評価時に介助を要さず監
視となった。TSC を装着する事で、良姿勢を保持しつつ
腹部コアマッスルを賦活し、腰背部の筋活動を減少させる
1）、と言われている。本症例の場合も TSC を使用した事で、
立位姿勢を改善でき、腹筋群の筋長が整えられ事により、
筋緊張に改善がみられた。それにより、動作時の体幹によ
る代償動作が軽減し、殿筋群の筋出力向上を認めたと考え
る。また、殿筋群は著しい筋力低下を生じており、依然と
して動作時にふらつきを認めていた。TSC を使用する事
で、体幹の安定性を保持させながら、同時に股関節への介
入が可能となり、腹筋群、殿筋群の筋力向上に繋がったと
思われる。これらから、左下肢への体重移動の際、体幹屈曲・
右側屈が消失し、歩幅、歩行速度の向上を認めたと考える。

【文献】
1）勝平純司・他：体幹訓練機器 Trunk Solution の開発と
装着効果の検証 . バイオメカニズム学会誌，39（4）：211-
216，2015
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【はじめに】
　腱板断裂保存療法にて理学療法開始となった症例であ
る。肩関節外旋時に棘下切痕周囲の疼痛が残存した症例を
担当した。この疼痛に対する評価と考察を踏まえてここに
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】
　50 歳代の女性である。現病歴は 2020 年 9 月下旬より誘
因なく右肩に疼痛出現した。その後、疼痛増悪し当院受診
し、右肩腱板断裂と診断された。当初は安静時・夜間時痛
が存在したため、ステロイドにて疼痛コントロールを実施
し安静時・夜間時痛消失後、理学療法開始となった。

【初回評価】
　疼痛は肩関節下垂位外旋時・内旋時に肩後外側部に出現
していた。疼痛は頚部患側への回旋にて軽減した。関節
可動域（以下：ROM）は前方挙上（右 / 左）140°/160°、
下垂位外旋 20°/80°内旋 40°/60°、結滞 L5/L1 であった。
また超音波エコーによる動態評価では肩関節下垂外旋時
に棘下筋下脂肪組織の滑動性の低下が認められた。Shear 
Wave Elastograhy（以下：SWE）（右 / 左）では棘下筋
17.84kPa/10.02kPa・棘下筋下脂肪組織 14.45kPa/6.30kPa
であった。

【経過】
　肩関節下垂位外旋時の肩後外側部痛は軽度残存してい
た。ROM は前方挙上 160°、下垂位外旋 40°内旋 60°、結
滞 L1 であった。超音波エコーによる動態評価では下垂位
外旋最終域にて骨頭の後方変偏移が認められた。SWE：
棘下筋 9.93kPa・棘下筋下脂肪組織 7.37kPa であった。

【理学療法内容】
　エコーガイド下にて肩甲上神経を描出し圧痛を確認し、
神経周囲の滑走性向上を目的に徒手的に治療を実施した。
エコーガイド下治療の前に、主治医による Hydrorelease
後にエコーにて肩甲上神経を描出し神経周囲の滑走操作を
実施した。

【考察】
　Laumonerie らは肩甲上神経には知覚枝が存在し、肩関
節の前方と後方を支配していると報告している。また肩甲
上神経の走行にて斜角筋、肩甲舌骨筋部、棘上筋、棘下筋
下脂肪組織などの軟部組織が存在しており、各部位での肩
甲上神経の滑走性低下により疼痛が生じていた。肩甲上神
経の滑走性改善により疼痛の軽減が図れた。また前方組織
の肩甲下筋などの柔軟性低下による外旋時の後方インター
ナルインピンジメントによる疼痛が出現し肩甲下筋などの
前方組織に対しアプローチすることで疼痛の改善が図れた
と考える。

O-7	 腱板断裂保存療法にて肩外旋時の肩後外側部痛
に難渋した1例
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【目的】
　肘内側痛のある野球選手の約 25％が尺骨神経（UN）障
害を呈している（Roedl ら 2003）。我々は、Late Cocking
期で肘内側痛のある選手において、肘部管および Osborne
靭帯（OL）部での UN の肥大を明らかにしている。神経
は絞扼部位で平坦化し、絞扼部位の近位で肥大する傾向が
あると報告されている。Mahan らは、肘部管で UN が絞
扼されている場合、それより遠位の UN は滑走性が制限さ
れ、神経の緊張が増加することを報告している。しかし、
UN 障害のある野球選手の神経の滑走性を定量化した研究
はない。今回、UN 障害を有する野球選手において、UN
の滑走性を定量化し、治療を実施した一症例について報告
する。

【対象と方法】
　右尺骨神経障害を呈した 17 歳男性。Late Cocking 期で
疼痛を有し、尺骨神経伸長テストは陽性であった。UN の
断面積を超音波検査装置で測定した。滑走性の定量化の方
法は、US を用いて実施した。撮像位置は、肘内側で尺骨
鈎状突起がみえる位置で UN を長軸像で描出した。測定
肢位は被検者を端坐位、肩関節外転 90°、肘関節屈曲 90°、
手関節掌背屈中間位の肢位とした。運動課題は、手関節掌
背屈中間位 0°から手関節最大背屈位までの課題とし、運
動スピードは 50bpm のリズムで自動運動を実施した。運
動課題中の UN の動態を動画で撮影し、撮影した動画を
Flow PIV のソフトを用いて解析を行った。動画より、2
つの関心領域を UN と尺側手根屈筋（FCU）に置き、自
動での手関節掌背屈運動中の流速を計測した。定量化の方
法は 2 つの関心領域での流速を時系列データとして配列
し、この 2 つの時系列データより散布図を描き相関係数を
算出し、相関係数を滑走係数として数値化した。滑走係数
は 5 施行の平均値を用いて算出した。算出した値の UN と
FCU の関係性について単相関分析を用いて検討した。

【倫理的配慮】
　対象者には、主旨や方法、参加の有無によって不利益に
ならないことを十分に説明し、同意を得ている。本研究は、
ヘルシンキ宣言に基づく倫理原則を遵守して実施した。

【結果】
　UN の断面積は、肘部管で投球側 10㎜ 2・非投球側 6㎜ 2、
OL 部で投球側 10㎜ 2・非投球側 6㎜ 2 と 2 部位ともに投球
側の UN の肥大を認めた。滑走性に関しては、投球側は高
い相関を認め、非投球側は相関を認めなかった。また、治
療後の UN の滑走性は弱い相関であり、尺骨神経伸長テス
トも陰性となった。

【考察】
　本症例は、投球側の滑走性が高い相関を認めた。つま
り、UN と FCU の滑走性が制限されていることを意味し
ている。UN の滑走性が制限されていることで、投球時に
UN の緊張が増加し、肘内側痛を有していたと考えられる。
UN の表層は 3 層の結合組織が存在する。繰り返しの投球
による過負荷により、UN 表層の結合組織に炎症や変性が
生じることで、滑走性が制限されたと考えられる。

O-6	 肘内側痛を有する野球選手の尺骨神経の滑走性
に着目した一症例
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【はじめに】
　交通外傷により多発骨盤骨折と両側大腿骨頸部骨折で重
度の関節可動域制限、筋力低下を呈した症例に対し、長下
肢装具（LLB）による装具療法を行ない、回復期病棟から
自宅退院へ至ったので報告する。

【対象と方法】
　対象は 50 歳代の男性。診断名は両側大腿骨転子部骨折

（Evans 分類 Type1、group4）、右腸骨翼仙腸関節乖離、
左腸骨翼骨折、左右恥坐骨骨折。AO/OTA 分類 typeB2。
Young-Burgess 分類 lateral compression type2。合併症は
左腓骨神経麻痺。既往歴は高血圧症、腰痛症、糖尿病。現
病歴は交通外傷で他院へ救急搬送され、創外固定、経カ
テーテル的動脈塞栓術、左右観血的整復固定術施行。第
71 病日に当院回復期へ転院。第 161 病日に自宅退院となっ
た。hope は「自宅へ自立退院しなければ離婚されてしま
う」であった。入院前の日常生活動作（ADL）は自立、自
営業で海外への渡航も頻繁であった。転院当初、関節可動域

（ROM）検査は股関節屈曲（R/L）65°/40°、伸展 -5°/-30°、
内外転 5°/5°、外旋 35°/35°、内旋 10°/-25°、膝関節屈
曲 110°/70°、伸展 -10°/-25°、足関節背屈 10°/5°、底屈
55°/50°。徒手筋力検査（MMT）は股関節屈曲複合（R/L）
4/2、内外転 2/1、内外旋 2/0、膝関節屈曲 4/2、伸展 4/3、
足関節背屈 3/0、底屈 2/2 レベル。機能的自立度評価表の
運動項目（mFIM）は 34/91 点。第Ⅰ期は、回復期で算定
できる 1 日 6 単位のリハビリ時間を 1 回 2 単位 1 日 3 回と
し、①関節可動域練習②筋力増強練習、神経筋電気刺激療
法③部分荷重練習、歩行練習で統一した。第 95 病日、全
荷重許可も機能改善が乏しかった。そこで第Ⅱ期は③に左
下肢に LLB を使用した装具療法を追加し 3 週間実施した。
その後、短下肢装具を作成し、①～③の介入方法は継続し
た。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に沿って、対象者へ十分な説明を行ない
書面にて同意を得ている。

【結果】
　第 116 病日、ROM 検査は左股関節伸展 -10°、内旋 -20°、 
膝関節伸展 -5°、足関節背屈 -10°。MMT は左股関節内
転 2、外転 2、内外旋 1、足関節背屈 1、底屈 2 レベル。
Functional Balance Scale（FBS）25 点。10m 歩行 0.21m/
sec。mFIM は 68/91 点で歩行器歩行自立となった。第
160 病 日、ROM 検 査 は 股 関 節 屈 曲（R/L）75 °/35 °、 
伸展 10°/-10°、外転 25°/20°、内転 10°/-5°、外旋 30°/60°、
内旋 15°/-30°、膝関節屈曲 120°/145°、伸展 -5°/-15°、
足関節背屈：15°/-25°、底屈 50°/65°。MMT は股関節屈
曲複合 4/3、外転 3/2、内転 3/2、外旋 4/2、内旋 3/2、膝
関節屈曲 4/2、伸展 4/4、足関節背屈 3/1、底屈 2/2 レベ
ル。FBS37 点。10m 歩行 0.42m/sec。6 分間歩行テスト
134m。mFIM は 75/91 点で 2 本杖歩行が自立し、Majeed 
score76/100 点、日本語版 LEFS34/80 点となった。

【考察】
　Khan らは多発外傷者のリハビリテーションは未だ限ら
れた低いエビデンスであると指摘している。今回、多発外
傷症例に対して、介入方法の統一と LLB を用いた装具療
法を実施し機能改善を認めたが、退院時は ROM 制限の進
行を認めた。これより一定期間実施した装具療法の効果が
示唆された。また Vardon-Bounes らは、多発外傷者は退
院後、生活の質や社会経済的、精神的に大きな影響を及ぼ
す事が報告しており、退院後の調査が課題となった。

O-9	 多発外傷後の機能障害に対する装具療法で回復
期病棟から自宅復帰まで至った一症例
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【はじめに】
　今回、術前 4 ヶ月に渡り歩行不能であった頚椎症性脊髄
症（CSM）術後の症例を経験した。初期介入に難渋した
ものの体重免荷式歩行器など歩行補助具を適宜工夫し、実
用的な歩行器歩行の自立に至ったため、その経過について
報告する。

【症例紹介】
　本症例は、CSM（C3 ～ Th1）と診断された 70 歳代女
性である。現病歴は、4 年前より徐々に上下肢の痺れと筋
力低下が進行し、術前の 4 ヶ月間はほぼ寝たきりとなって
いた。X 月 Y 日に他院にて椎弓形成術（C3 ～ 7）および
椎弓部分切除術（Th1）が施行され、第 21 病日に当院回
復期リハビリテーション病棟へ転院となった。併存疾患と
して胸部大動脈瘤や腰部脊柱管狭窄症を有していた。

【倫理的配慮】
　本症例には、ヘルシンキ宣言に基づき口頭にて十分に説
明し、書面にて同意を得た。

【初期評価（第 21 病日）】
　日本整形外科学会頚髄症治療判定基準（JOA スコア）
は 5/17 点であった。本症例では、不全四肢麻痺に加え廃
用の影響が大きく、基本動作は全動作に介助を要し、端
座位は疲労感や下肢痛の増強により 10 分しか保持できな
かった。歩行は平行棒内を中等度介助で 5m しか行えな
かった。筋力は下肢、体幹など全身的に低下し、膝伸展筋
力は体重比で左右とも 0.21kgf/kg であった。ADL は FIM
で 72/126 点であった。
 【経過】
　入院初期より積極的に歩行練習を進めたかったが、疲労
感や下肢痛により馬蹄型歩行器で連続 10m しか歩行でき
ず、さらに多くの休憩が必要であるため、歩行練習の実施
に難渋した。そこで第 31 病日に体重免荷式歩行器と短下
肢装具を併用して歩行練習を実施したところ歩行量の増加
を認め、連続 50m の歩行が複数回可能となり、歩行量の
増加を認めた。それをきっかけに徐々に歩行能力は改善し、
第 47 病日には手支持型歩行器を用いて軽介助で歩行が可
能になった。徐々に座位保持時間は増加し、疲労などの訴
えも減少したため、自主練習として起立練習やエルゴメー
ター等を追加し、歩行練習も歩行補助具を杖に変更しなが
ら継続した。第 115 病日には病棟においても手支持型歩行
器での歩行が自立し、第 125 病日に自宅退院となった。

【最終評価（第 125 病日）】
　JOA スコアは 10/17 点に改善した。基本動作は全て自
立となり、歩行は伝い歩きや手支持型歩行器を用いて自立
し、自宅でも実用的に歩行可能となった。膝伸展筋力は左
右とも 0.34kgf/kg に、FIM は 102/126 点に改善した。

【考察】
　CSM 症例では、罹患期間の長さや術前の重症度が術後
成績に影響する可能性が報告されている。本症例は重症度
が高く、術前の歩行不能期間も長期であったため、介入に
難渋した。このような症例に対し、体重免荷式歩行器を用
いるなど歩行補助具を適宜工夫することにより良好な経過
を示した。特に体重免荷式歩行器は、これまでに報告され
ている central pattern generator の賦活といった効果だけ
でなく、廃用に伴う疲労感などを軽減させ、歩行量を増加
することが可能となったことが、本症例には有効であった
ものと考えられた。

O-8	 歩行の自立に至った術前歩行不能の高齢頚椎症
性脊髄症術後の一症例
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【目的】
　近年、足部の機能向上のための健康器具として足趾の間
にシリコンゴムを挟み足趾の開排を助けるとともに、負荷
をかけながら足趾・足関節の運動を行うフロッグハンドと
いうものがある。しかし、高齢者に対するトレーニング効
果について十分には検証されていない。本研究の目的は、
要支援・要介護高齢者に対するフロッグハンドを用いた足
趾機能向上トレーニングが足趾機能や立位での動的・静的
バランスへ及ぼす効果を検証することである。

【対象と方法】
　対象は当通所リハビリテーションを利用しているものの
うち、次の基準を満たすものとした。
　歩行補助具を使用し自立歩行可能なもの、指示理解が可
能な認知機能を有するもの、脳血管障害片麻痺では下肢の
麻痺が軽度なこと（Brunnstrome recovery stage; BRS Ⅴ
以上）。
　上記を満たした 18 名（男性 5 名、女性 13 名、年齢 85.2
± 3.4 歳）を対象にフロッグハンドを用いた集団体操を行っ
た。集団体操では、足趾屈曲 + 足関節底屈の運動を膝関
節屈曲位と伸展位で各 10 回を両側下肢に実施することを
1 セットとし、経過に合わせてセット数を漸増させた。こ
れを週 2 回、合計 24 セッション実施した。評価項目は、
Barthel Index（BI）、足趾把持力、足趾圧迫力、膝伸展筋
力、片脚立位保持時間、歩行速度、Timed Up & Go Test

（TUG）、Functional Reach Test（FRT）、転倒歴とした。
介入前と介入後で評価を実施した。
　統計解析は介入前後を対応のある t 検定を用いて検定し
た。有意水準は p ＜ 0.05 とした。

【倫理的配慮】
　本研究は、倫理委員会の承認を得て実施した。また、対
象者には書面および口頭にて、本研究の目的と測定内容に
関する説明を行い、書面による同意を得て実施した。

【結果】
　実施期間中に介護度の変化や疾病による脱落者が 5 名発
生し、介入後評価を実施できたものは 13 名（男性 3 名、
女性 10 名）であった。フロッグハンドによる有害事象
は認めなかった。統計解析の結果、左右の足趾把持力と
FRT に有意な改善を認めた。その他には有意な改善は認
めなかった。内省報告として、足が踏ん張りやすくなった、
歩くことが怖くなくなったなどの報告があった。

【考察】
　フロッグハンドのトレーニング効果として、左右の足趾
把持力および FRT の有意な改善を認めた。山田らの研究
では、足趾把持力のトレーニングには足関節が使われる運
動が有効であると述べており、フロッグハンドを用い、足
趾屈曲 + 足関節底屈の運動を行うことで、足趾把持力の
向上を認めたと考えた。
　FRT の向上は、藤原らが、足関節背屈筋力、底屈力、
母趾屈曲と最前傾位の COP との関係を検討した結果、
COP 移動には底屈力より母趾屈曲力が強く関係していた
と報告している。足趾把持力が向上し、最前傾位の COP
移動が大きくなり、 FRT の向上に至ったと考えた。
　フロッグハンドを使用した集団トレーニングが、要支援・
要介護状態の方に対し足趾機能向上トレーニングとして有
効であること、また FRT の改善により高齢者の転倒予防
の一助になる可能性が示唆された。

O-10	 通所リハビリテーションにおけるフロッグハン
ドを用いた足趾機能向上トレーニングの効果
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口述発表Ⅲ （研究助成演題）

【背景、目的】
　人工膝関節置換術（以下；TKA）後の身体機能回復は
患者満足度、quality of life 向上の観点から重要である。
TKA 後の身体機能回復に関連する要因の一つに、身体活
動が挙げられる。身体活動は歩数だけでなく、身体機能
や健康リスクとの関連が大きい身体活動強度の評価も重
要である。身体活動強度は強度別に座位行動（1.5Mets 以
下の運動強度）、低強度、中・高強度の 3 つに分類される
が、身体機能低下の観点では座位行動割合が高い高齢者は
その後運動機能低下を招く可能性が高いことが報告されて
いる。そのため、TKA 患者においても術前の座位行動割
合が高ければ術後の身体機能回復を悪化させる可能性があ
るが、それらは明らかにされていない。本研究の目的は
TKA 患者における術前の座位行動が術後の身体機能回復
に与える影響を検討することである。

【対象と方法】
　対象は当院で初回 TKA を施行する患者 82 名（年齢
72.1 ± 5.9 歳、 女 性 67 名、body mass index（ 以 下：
BMI）: 26.1 ± 53.7kg/m2）とした。除外基準は、他部位
に人工関節置換術の既往がある者、歩行に影響を及ぼす神
経学的疾患や著明な他関節痛を有する者とした。評価時期
は、術前（1 ヶ月）、術後 6 ヶ月とした。身体機能評価と
して患者立脚型膝機能評価（New knee society score: 以
下 new KSS）の総得点と下位項目（症状、患者満足度、
患者期待度、生活活動）、Timed up & go test（TUG）、
膝関節伸展筋力を用いた。身体活動評価には、3 軸加速度
計を内蔵した Active style pro HJA-350IT（オムロンヘル
スケア社製）を使用した。算出されたデータより身体活動
を座位行動（1.5Mets 以下）、低強度（1.6 - 2.9 Mets）、中・
高強度以上（3.0Mets 以上）の身体活動強度に分類し、装
着時間で除した割合で表した。統計解析は、まず TKA 前
後の身体活動の経時的推移の比較に、反復測定による一元
配置分散分析を用いた。次に、従属変数に各身体機能項目
の変化量（術後 6 ヶ月−術前）、独立変数に術前の座位行
動割合、調整変数に年齢、性別、BMI、両側の変形性膝関
節症重症度、術前の中・高強度活動割合、身体機能の術前
値を投入した重回帰分析を行った。有意水準は 5％とした。

【倫理的配慮】
　全ての対象者に対して本研究の主旨・内容・データの利
用に関する説明を行い、書面にて同意を得た。本研究はヘ
ルシンキ宣言に基づいて計画され、当院倫理委員会の承認
を受け実施した。

【結果】
　TKA 前後の身体活動は全ての項目で有意差を認めな
かった。重回帰分析の結果、術前の座位行動は TKA 後の
new KSS 総得点 （β = -0.79, p = 0.03 , 95% 信頼区間（以下：
CI）: -1.48 ― -0.10）, 症 状 （β = -0.14, p = 0.04, 95% CI: 
-0.27 to -0.01）, 患者満足度 （β = -0.21, p = 0.04 , 95% CI: 
-0.41 ― -0.02）, and 生活活動 （β = -0.40, p = 0.03 , 95% CI: 
-0.76 ― -0.04）の回復に影響を与えていた。new KSS の患
者満足度、膝関節伸展筋力、TUG は影響を受けていなかっ
た。

【結論】
　TKA 患者における術前の座位行動が術後の身体機能回
復に影響を与えることが明らかとなった。TKA 後に良好
な身体機能回復を得るために、術前より座位行動割合を減
少させる取り組みが必要である。

O-12	 人工膝関節置換術前の座位行動が術後の身体機
能回復に与える影響
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【はじめに】
　近年、歩行補助ロボットが脳卒中患者の歩行能力を向上
するアプローチとして注目されている。歩行練習アシスト

（GEAR）は、トヨタ自動車パートナーロボット部と藤田
医科大学が共同で開発した練習支援型リハビリテーション
ロボットである（GEAR 後継機の「ウェルウォーク WW-
1000」は医療機器として承認されている）。GEAR の効果
は、亜急性期から回復期脳卒中患者の歩行自立度を効率よ
く改善することが報告されている。一方、慢性期症例に対
する効果もいくつかみられるが、まだ十分に検討されてい
ないのが現状である。本研究は、慢性期脳卒中患者に対す
る GEAR 歩行練習が歩行能力の改善に有効かを検証する
ことである。

【対象と方法】
　対象は、自力での歩行が可能な慢性期脳卒中患者 19 名

（男性 15 名、女性 4 名、平均年齢：65.5 ± 8.3 歳、平均身
長：164.4 ± 7.6cm、平均体重：65.3 ± 12.1kg、疾患内訳：
脳出血 14 名、脳梗塞 5 名）であった。対象者は、封筒法
を用いてランダムに GEAR 歩行練習群とトレッドミル歩
行練習群に割り付けた（GEAR：8 名、トレッドミル：11
名）。両群とも歩行練習は 1 日 2 単位とし、週 5 回、4 週
間（合計 20 回）実施した。介入前後と退院 1 ヶ月後と 3 ヶ
月後のフォローアップ時に歩行速度や Timed up and go 
test（TUG）、6 分間歩行テスト（6MWT）、Global rating 
of change scale（GRC）、歩容を計測した。歩容は、トレッ
ドミル上での快適歩行速度で 10 項目の異常歩行（分回し、
骨盤挙上、骨盤後退、外旋歩行、急激な膝関節の伸展、膝
屈曲位歩行、遊脚期の膝屈曲不全、前足部接地、内側ホ
イップ、非麻痺側体幹側方移動）を 3 次元動作解析システ
ム（KinemaTracer）を用いて測定した。 各異常歩行の指
標値は、3 次元座標軸データからそれぞれ算出し、健常人
の平均値から偏差値として算出した。統計解析は、郡内比
較として liner mixed model と Bonferroni の多重比較を、
群間比較として2標本t検定もしくはMann-Whitney検定、
χ2 検定を用いた。有意水準は 5％とした。

【倫理的配慮】
　本研究は、兵庫医科大学臨床研究審査委員会の承認を得
て実施した（認定番号：CRB5180005）。また、対象者に対
して本研究の目的、方法を説明し、書面にて研究参加への
同意を得た。

【結果】
　両群で開始時の特徴（年齢、性別、身体組成、疾患、麻
痺、発症期間、認知機能、歩行能力）に有意差はなかった。
GEAR 群では、歩行速度が介入前後と退院 1 ヶ月後に有意
に増加したが、トレッドミル群では介入期間中に有意な変
化はみられなかった。また、介入前後の TUG と 6MWT
の変化量も GEAR 群で有意に高かった。GRC は、GEAR
群で介入前後と退院 1 ヶ月後、3 ヶ月後に有意に増加した
が、トレッドミル群では退院 1 ヶ月後のみ有意に増加した。
さらに、歩容の変化は、GEAR 群の骨盤挙上のみ退院 1 ヶ
月後に有意に改善していた。一方、トレーニングの平均歩
行距離は、GEAR 群と比べてトレッドミル群で有意に多
かった（751.7 ± 256.8、1329.7 ± 583.9m、p ＜ 0.05）。

【結論】
　慢性期脳卒中患者に対する GEAR 歩行練習は効率的に
歩行能力を改善する。

O-11	 慢性期脳卒中患者に対する歩行練習アシスト
（GEAR）の有効性
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口述発表Ⅲ （研究助成演題）

【はじめに】
　近年、労働者の健康を増進することによって労働生産性を
高める健康経営が着目されている。特に労働者の頚部痛・腰
痛は生産性低下の第 1 位、第 3 位の要因であり、これらに影
響する原因を検討することは、個人だけでなく、社会経済的
にも重要である。IT の発展によって、オフィスワーカーが
増加してきており、オフィスワーカーは就業時間の多くを座
位活動が占める。一般的に座りすぎは頚部痛・腰痛を伴うと
されているが、その関係は明らかではない。その原因として、
身体活動の評価が質問紙を用いた主観的評価であることや、
身体活動時間は本来トレードオフであるにもかかわらず合計
座位時間のみを考慮していること、連続した長時間座位時間
を考慮していないことが挙げられる。本研究の目的は、オフィ
スワーカーの身体活動が頚部痛・腰痛に及ぼす影響に関して、
身体活動量計を用いて測定したデータから、座位時間や低強
度活動時間、中高強度活動時間、長時間座位時間を算出し、
縦断的に検討することとした。

【対象と方法】
　本研究は前向きコホート研究であり baseline 時と follow-
up 時の 2 回の測定を実施した。対象者は神戸市内にある一
般企業 2 社に勤務する労働者とし、組み入れ基準は 1） オ
フィスワーカー 2） フルタイム労働者 3） 事業主の実施する
健診の参加者、4） baseline 時に頚部痛や腰痛を持たない者 

（Numerical Rating Scale: NRS での痛みの強度が 0） とし
た。除外基準は 1） データ欠損 2） 特異的な病変に伴う頚部
痛・腰痛を持つものとした。頚部痛・腰痛において baseline
時、follow-up 時に疼痛の程度を NRS で聴取した。 follow-
up 時に NRS ≧ 1 の対象者を発症群とし、頚部痛・腰痛に関
してそれぞれ群分けをした。活動量においては 3 軸加速度
計（HJA-750C　Active style Pro）を用いて計測し、1 日あ
たりの平均総座位時間 （1.5METs 未満）、平均総低強度活動
時間 （1.5METs 以上、3METs 未満）、平均総中高強度活動
時間（3METs 以上）、平均長時間座位時間（30 分以上の連
続した座位時間）、装着時間を算出した。その他、基本属性
などは自己記入式質問紙と健診データより収集した。統計解
析は、目的変数を頚部痛・腰痛の発症の有無、説明変数を総
座位時間、または長時間座位時間とした。総座位時間におい
ては Isotemporal substitution model （ISM）を用いて、総座
位時間が別の身体活動時間に置き換わる際の疼痛への影響を
単変量ロジスティック回帰分析によって解析を行った。その
後、交絡因子を年齢、性別、BMI とした多変量ロジスティッ
ク回帰分析を行った。

【倫理的配慮】
　神戸大学大学院保健学研究科保健学倫理委員会の承認を得
て実施している。

【結果】
　本研究の最終解析対象者は頚部痛において 88 名 （年齢 : 
39.9 ± 10.9 歳　男性 : 74 名）、腰痛において 66 名（年齢 : 
38.9 ± 10.5 歳　男性 : 56 名）であった。フォローアップ時
に疼痛の発症が起こった対象者は、頚部痛において 24 名

（27.3％）、腰痛において 14 名（21.2%）であった。頚部痛に
関して、ISM による単変量および多変量解析において、総
座位時間が総低強度活動時間、または総中高強度活動時間に
置き換わることによる、頸部痛発症への有意な影響は見られ
なかった （総座位時間→総低強度活動時間 [ 調整後オッズ比 : 
1.14, 調整後 95% 信頼区間 : 0.87-1.52]、総座位時間→総中高
強度活動時間 [ 調整後オッズ比 : 1.46, 調整後 95% 信頼区間 : 
0.78-2.81]）。また、腰痛に関して、ISM による単変量・多変
量解析いずれにおいても、腰痛発症への有意な影響は見られ
なかった（総座位時間→総低強度活動時間 [ 調整後オッズ比 : 
0.88, 調整後 95% 信頼区間 : 0.55-1.36]、総座位時間→総中高
強度活動時間 [ 調整後オッズ比 : 0.76, 調整後 95% 信頼区間 : 
0.28-1.89]）。また、長時間座位時間に関して、単変量・多変
量解析のいずれにおいても、頚部痛および腰痛発症への有意
な影響は見られなかった。

【考察】
　本研究の結果より、オフィスワーカーに関して、身体活動
時間のトレードオフを考慮した ISM、長時間座位時間のい
ずれの要因においても頚部痛・腰痛との有意な関連は見られ
なかった。

O-14	 労働者の身体活動が頚部痛・腰痛に及ぼす影響
の検討　-	前向きコホート研究 -

坪
つ ぼ い

井　大
や ま と

和1.2）、中塚　清将3）、佐伯　謙太4）、伊佐　常紀1）、
河原田里果 3）、内田　一彰 3）、堀邉　佳奈 3）、小野　　玲 3）

1）神戸大学大学院保健学研究科地域保健学領域　
2）日本学術振興会特別研究員（DC2）
3）神戸大学大学院保健学研究科パブリックヘルス領域
4）神戸大学医学部保健学科理学療法学専攻

【はじめに】
　歩行の安定性を高めて転倒リスクを軽減させることは、
リハビリテーションにおいて重要な課題である。転倒リス
クには歩行周期の時間変動（歩行周期変動；STV）およ
び歩行時の随意制御が影響するとされ、疾患非特異的に認
められる歩行障害として認識されている。リズム聴覚刺激

（RAC）は定常周期リズムに合わせるその特性上、疾患非
特異的に STV を軽減し過剰な随意制御を抑制すると仮設
立てた。本研究は歩行中の RAC 併用が STV に及ぼす影
響を調査することに加え、随意制御の程度と STV の改善
の関係を検証した。

【対象と方法】
　対象は回復期病棟入院中の介助なく歩行可能な症例 35
名（整形 23 名、中枢 12 名）とし、10m 歩行時の歩行
速度とケイデンス、 STV、前脛骨筋と腓腹筋の同時収縮
指数（CI）および筋間コヒーレンスを測定した。歩行条
件は RAC なしの快適歩行（CWS）と、CWS 時のケイ
デンスと同一の bpm に設定した RAC 歩行（RAC 0%）、
RAC+10%、RAC-10% の 4 条件とした。STV は下腿に貼
付した加速度センサーを基に算出した。随意的歩行制御の
指標としてβ帯域のコヒーレンスを算出した。統計処理は、
条件間の歩行パラメータを比較した後、STV の改善に寄
与する要因を確認するために、STV の変化率（CWS 条件
と RAC 0% 条件間）を独立変数とした階層的重回帰分析
を実施した。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき対象者の保護に十分留意し、対
象者には本研究の目的について説明し同意を得た（倫理審
査承認番号 :20200002）。

【結果】
　歩行速度およびケイデンスは RAC 0%、RAC+10%、
RAC+10% 条件の順に増大した（p ＜ 0.01）。STV は RAC 
0% 条件が CWS 条件と比較して有意に低値であった（2.47 
± 0.13 , 95% CI = 0.03 − 1.11、Cohen' s d = 0.48、p = 
0.03）。また、STV の変化率は、CWS 条件での STV（β 
= -0.36）、CWS と RAC 0% 条件間の CI （β = 0.43）およ
び立脚期でのコヒーレンス（β = 0.38）の変化率が寄与し
た（Adjust R2 = 0.56, p ＜ 0.001）。

【考察】
　快適なテンポに合わせた RAC は疾患非特異的に STV
を改善することが示された。これは、RAC の併用が歩行
変動を改善するための歩行トレーニングとして有効な可能
性がある。また、CWS と RAC 0% 条件間で STV の改善
には下腿筋の同時収縮の減少とより自動的な歩行制御と関
連することが示された。そのため、随意的にテンポを合わ
せる RAC を用いた介入は歩行中の随意制御を高めない可
能性がある。以上より、RAC を併用した歩行トレーニン
グは歩行制御の自動化を促し STV を改善することが明ら
かとなった。

O-13	 リズム聴覚刺激が歩行変動および随意的歩行制
御へ及ぼす影響 - 疾患横断的研究 -

蓮
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井　成
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仁、松永　綾香、水田　直道、田口　潤智、
中谷　知生
医療法人尚和会�宝塚リハビリテーション病院
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口述発表Ⅲ （研究助成演題）

【背景】
　大腿骨近位部骨折患者の多くがフレイルに該当すると予
想されるが、本疾患患者におけるフレイルが術後の機能回
復に与える影響を検討した報告はない。本研究の目的は大
腿骨近位部骨折患者におけるフレイルが急性期の ADL 回
復や合併症、退院転帰の予測因子となるかを検討すること
とした。

【対象と方法】
　本研究は急性期病院 2 施設による後ろ向き観察研究と
した。対象は保存療法を除外した 65 歳以上の転倒による
大腿骨近位部骨折患者 274 名とした。フレイルの評価は
Patel et al. （2014）が報告した併存疾患、歩行能力、認知
機能を含む 19 項目で構成された Modified Frailty Index 

（以下 mFI） を用いて入院時に評価した。mFI は各構成項
目に該当すれば 1 ポイントを加えた。メインアウトカム
を FIM 効率とし、二次的アウトカムを合併症、退院転帰
とした。mFI と各アウトカムの関連を調べる為にロジス
ティック回帰分析を実施した。調整変数として年齢、性別、
BMI、骨折型、手術までの待機日数を投入した。

【倫理的配慮】
　本研究はヘルシンキ宣言に沿って実施し、研究を実施し
た 2 施設の倫理委員会の承認を得て実施した。

【結果】
　対象者の平均年齢は 83.7 ± 7.4 歳、女性が 80.7 % で
あった。Trend test の結果、mFI のポイントが高くなる
ほど FIM 効率が低く、合併症が発症しやすく、自宅退院
が減少した（P ＜ 0.001）。ロジスティック回帰分析の結果、
mFI は FIM 効率（odds ratio [OR], 1.60; 95% CI, 1.32-1.93; 
P ＜ .001）、合併症発症（OR, 1.32; 95% CI, 1.13-1.54; P ＜ 
.001）、退院転帰（OR, 1.77; 95% CI, 1.38-2.26; P ＜ .001）
と有意に関連していた。

【考察】
　大腿骨近位部骨折患者における 19 項目で構成された
mFI は急性期の ADL 回復、合併症発症、退院転帰の予測
因子となることが示唆された。

O-15	 Accumulation	of	deficits	model	（機能障害
や併存疾患の蓄積）によるフレイル評価は大腿
骨近位部骨折患者における急性期術後ADL、合
併症発症、退院転帰と関連するか

井
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上　達
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朗 1.2）、三栖　翔吾 2.3）、田中　利明 1）、
筧　　哲也 1）、垣内　優芳 1）、中馬　優樹 4）、小野　　玲 5）

1）神戸市立西神戸医療センター　リハビリテーション技術部　
2）神戸大学保健学研究員　
3）甲南女子大学　看護リハビリテーション学部
4）済生会兵庫県病院　リハビリテーション科
5）神戸大学大学院保健学研究科
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【はじめに】
　肺高血圧症（PH）は特発性間質性肺炎（IIPs）患者の
予後を考える上で重要な因子であり、この PH と安静時の
低酸素血症の関わりが強いことは知られている。IIPs 患者
の特徴として、安静時に低酸素血症を呈していない患者が、
運動時に重度の低酸素状態を呈することがある。この運動
誘発性低酸素（EID）が PH と関わるかどうかは明らかで
はない。そこで本研究の目的を IIPs 患者における EID が
PH と関わるかどうかを検討することとした。本研究では、
PH の間接的な評価として、胸部 CT 画像から計測が可能
である肺動脈 / 大動脈比（P/A ratio）と心臓エコー検査
から計測が可能である推定右室収縮期圧（RVPs）を用いた。

【対象と方法】
　対象は 2015 年 4 月から 2018 年 3 月の間に当院にて外
来で 6 分間歩行試験（6MWT）を行った安定した IIPs
患者とした。安静時より経皮的酸素飽和度（SpO2）が
90% 未満の者、酸素療法が行われているものは除外した。
6MWT は ATS のガイドラインに準じて実施し、6MWT
中に SpO2 を連続的に測定した。P/A ratio は、放射線科
医により肺動脈分岐部の CT 画像から肺動脈径、大動脈径
を測定し、その比率を P/A ratio とした。基本情報、肺機
能検査、心臓エコー検査は、6MWT 実施前後 3 ヶ月以内
のものをカルテ情報より取得した。心臓エコー検査では、
PH のスクリーニングとして用いられる、RVPs を三尖弁
逆流圧較差を使用して求めた。統計解析は、最低 SpO2 値
と RVPs、最低 SpO2 値と P/A ratio、P/A ratio と RVPs
との関係を Pearson の積率相関係数を使用して求めた。有
意水準は p=0.05 とした。

【倫理的配慮】
　本研究はヘルシンキ宣言に基づき、神戸市立医療セン
ター西市民病院倫理委員会にて承認を得て実施した（第
20-007 号）。

【結果】
　132 例の IIPs 患者が対象となり、心臓エコー検査は全
例には実施できておらず RVPs を測定した対象者は 72 例
であった。6MWT 中の最低 SpO2 値は、P/A ratio との間
には相関関係を認めなかった（r=0.07、p=0.57）。一方で、
心臓エコー検査を実施できた対象者において、RVPs と最
低 SpO2 値との間に有意な負の相関関係を認めた（r=-0.29、
p=0.02）。また、P/A ratio と RVPs との間には相関関係を
認めなかった（r=0.05、p=0.66）。

【考察】
　本研究では、IIPs 患者において 6MWT 中の最低 SpO2

値と PH のスクリーニングの 1 つである RVPs との間に負
の相関関係を認めたことから、EID が PH のリスクとなる
可能性が示唆された。一方で本研究では、臨床的に評価さ
れることが多い CT 画像から測定可能である P/A ratio と、
EID、RVPs いずれとの間にも相関関係を認めなかった。
IIPs 患者では、肺の線維化により牽引性の肺動脈拡張が起
こる可能性があり、P/A ratio が PH を正確に表さなかっ
た可能性がある。PH は IIPs 患者の予後を考える上で重要
な因子であるため、EID を呈している IIPs 患者では、心
臓エコー検査等で PH をスクリーニングし、早期より評価、
介入していく必要がある。

O-17	 特発性間質性肺炎患者における運動誘発性低酸素
が肺高血圧に及ぼす影響　- 肺動脈径拡張による
肺高血圧の間接的な評価を用いて -
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平 1）、三栖　翔吾 2）、藤川　　孝 1）、酒井　英樹 1）、
奥野　晃章 3）、冨岡　洋海 4）

1）神戸市立医療センター西市民病院　リハビリテーション技術部
2）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
3）神戸市立医療センター西市民病院　放射線科
4）神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科

【背景】
　本邦では、超高齢社会によりフレイルが社会問題化して
いるが、心血管疾患患者では、フレイルの有症率はより高
率である。フレイルは多面的な概念であり、複数の要素が
絡み合い、負の連鎖（フレイルサイクル）を起こすことが
知られている。このフレイルサイクルの最上流には栄養障
害が位置しており、フレイルサイクルの断切において重要
な因子であるが、ひとたび栄養状態が低下してしまってか
らの介入についてのエビデンスは乏しい。近年、栄養状態
と密接に関与し、栄養状態悪化を助長する可能性のある因
子として口腔機能が注目されている。本研究の目的は、心
血管疾患患者の歯科口腔機能を包括的に評価し、栄養状態
や身体機能、フレイルとの関連性を検討することである。

【対象と方法】
　対象は 2014 年 5 月から 2018 年 12 月に当院に心不全に
て入院した連続 473 例である。フレイルは Short Physical 
Performance Battery（SPPB）を用いて層別化し、栄養状
態の評価には、Mini Nutritional Assessment-Short Form 

（MNA-SF）を用いた。口腔機能は残存歯数、義歯の有無、
歯周疾患の状態、咬合状態を評価した。

【倫理的配慮】
　本研究は、神戸大学医学研究科倫理委員会にて承認され
た（No. 190064）。研究にあたってはヘルシンキ宣言に沿っ
て実施し、オプトアウト方式を用いて臨床研究に関する情
報公開を行った。

【結果】
　フレイルは 473 人中 111 人（24.3％）に認められた。フ
レイル群は非フレイル群に比し有意に残存歯数が少なく

（15.6 ± 9.6 vs. 20.6 ± 9.2, p ＜ 0.001）、かつ咬合状態が不
良であった（P ＜ 0.05）。非フレイル群では、MNA-SF と
残存歯数に有意な正の相関関係を認めたが（r = 0.29; P ＜ 
0.0001）、フレイル群では同様の関係は認めなかった（r = 
0.02; P = 0.84）。多変量解析において、交絡因子で調整後
もフレイルと残存歯数は独立した関係性を認めた。

【考察】
　心不全患者において、フレイルを有する患者は口腔機能
が有意に低下していた。心不全患者における口腔機能は、
初期の低栄養状態の重要なスクリーニングマーカーであ
り、将来のフレイル発生の有用な予測因子となる可能性が
ある。

口述発表Ⅳ （研究助成演題）

O-16	 心不全患者における口腔機能とフレイル、栄養
状態との関連
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人 1.2）、小林　成美 3）、坪井　康典 1）、
小槇　公大 1）、吉田　尚史 3）、明石　昌也 4）、酒井　良忠 5）、
井澤　和大 2）、平田　健一 3）

1）神戸大学医学部附属病院　リハビリテーション部
2）神戸大学大学院保健学研究科　パブリックヘルス領域
3）神戸大学大学院医学研究科　内科学講座循環器内科学分野
4）神戸大学大学院医学研究科　外科学講座口腔外科学分野
5）神戸大学大学院医学研究科　リハビリテーション機能回復学
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【はじめに】
　立ち上がりテストは高齢者の下肢筋力や転倒リスクと関
連性がある有用性の高い身体機能評価法であるが、動作の
質的側面については、主観的評価に留まるところが多い。
すでに転倒リスクやフレイルとの強い関連性があることか
ら推察して、動作の質的特徴には、健康に関する有用な情
報が含まれていると考えられ、それを定量化することは理
学療法評価の質の改善に繋がると考える。本研究では加速
度・角速度センサを用いて立ち上がりテスト中の体幹の動
きを定量化し、得られた波形由来の指標から、転倒やフレ
イル関連について機械学習（決定木分析）を使用し検討を
行う。

【対象と方法】
 体力測定会に参加した 60 歳以上の地域在住高齢者 83 名
の内、データ欠損者を除いた 68 名を解析対象とした。基
本情報は年齢、性別、身長、体重、過去一年間の転倒歴、
フレイルの有無を聴取した。立ち上がり動作テストは、ス
クワットの要領で立ち座りを 5 回行わせた。3 軸加速度
計・角速度計が内蔵されたセンサを第 3 腰椎レベルに装着
し、サンプリング周波数 500Hz で計測した。得られたデー
タより、加速度・角速度の最大値・最小値・平均値、立ち
上がり動作中の体幹運動の速度を評価する RMS、規則性
を評価する AC を矢状面、前額面、水平面の 3 方向と立ち
座り動作 1 回の着座 - 着座間時間の平均値、着座の衝撃の
平均値を算出した。統計解析は、従属変数をフレイルの有
無（フレイル・プレフレイル・ロバストの 3 群）、転倒の
有無とし、独立変数を立ち上がり動作指標とした決定木分
析（Classification and Rgression Tree:CART）を行った。
立ち上がり動作テストは 2 回実施し、1 回目を教師データ、
2 回目をテストデータとした。また交差検証を行いモデル
の精度を求めた。

【倫理的配慮】
　本研究は神戸学院大学ヒトを対象とする研究等倫理委員
会の承認を得て実施した。

【結果】
　対象者の内、22 名がフレイル、43 名がプレフレイルに
該当し、12 名が転倒経験ありに該当した。決定木分析の
結果、フレイルの正分類率は 68% であり、判別因子は第
1 層で垂直方向の加速度最大値、第 2 層で矢状面の RMS、
前額面の角速度最大値、第 3 層で前額面の角速度最小値、
水平面の AC の 5 項目が採択された。モデルの精度は 64%
であった。転倒の正分類率は 77% であり、判別因子は第 1
層で矢状面の角速度平均値、第 2 層で矢状面の RMS、第
3 層で矢状面の角速度平均値と最小値が採択された。モデ
ルの精度は 73% であった。

【結論】
　本研究の決定木分析から得られたモデルの精度は低く、
臨床で使用するには限定的であるが、決定木はモデルの可
読性が高い為、適切な特徴量を選択すれば立ち上がり動作
の質的側面を捉え、理学療法評価の質の改善に繋がる可能
性がある。

O-19	 地域高齢者の下部体幹加速度・角速度由来の立
ち上がり動作指標における転倒およびフレイル
の関連性の検証　～機械学習を用いて～
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【背景および目的】
　 持 続 す る 腰 痛 骨 盤 痛（low back and pelvic pain：
LBPP）は多くの産後女性が抱える健康問題であり、予防
が課題となっている。産後は育児中心の生活となり、母親
へ大きな身体的負担がかかる。実験的研究により、抱っこ
は腰椎前弯や脊柱起立筋の筋活動の増加を生じることが報
告されている。これらの変化は慢性腰痛と関連することか
ら、抱っこは持続する LBPP と関連する可能性がある。さ
らに、抱っこは方法ごとに生じる姿勢の変化が異なるため、
抱っこ方法が持続する LBPP に与える影響の違いを調査す
る必要がある。しかし、抱っこ方法と持続する LBPP との
関連を調査した研究はない。本研究の目的は、実際に育児
を行う産後 4 ヶ月の女性を対象として、抱っこ方法と持続
する LBPP との関連を横断的に調査することとした。

【方法】
　妊娠中に Numerical Rating Scale（NRS）＞ 3 の LBPP
を有した産後 4 ヶ月の女性 45 名を対象とした。産後 4 ヶ
月時の LBPP の疼痛強度を NRS により聴取し、NRS ＞ 3
である女性を “ 持続する LBPP あり ” の女性とした。また、
抱っこ方法として、在宅時における両手抱き、片手抱き、
抱っこひもの使用のそれぞれの有無を聴取した。統計解析
では、目的変数を持続する LBPP の有無、説明変数を各
抱っこ方法の有無とし、単変量ロジスティック回帰分析を
行った。さらに、他因子を考慮するため、交絡変数を年齢、
Body Mass Index、出産歴、4 ヶ月児の体重、抱っこ時間
とし、多変量ロジスティック回帰分析を行った。なお、本
研究は神戸大学大学院保健研究科倫理委員会の承認を得た
後に、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的配慮を十分した上で
行った。

【結果】
　対象者の平均年齢は 32.1 歳であり、44% が初産婦であっ
た。“ 持続する LBPP あり ” の女性は全体の 67% であった。
在宅時の抱っこ時間の平均は 133.8 分であり、両手抱き、
片手抱き、抱っこひもの使用による抱っこを行う女性は、
それぞれ全体の 91%、69%、44% であった。在宅時に片手
抱きをする女性は、持続する LBPP の有症率が有意に高く

（オッズ比：4.57、95％信頼区間：1.18 ‐ 17.7）、交絡変数
で調整後も同様の結果となった（オッズ比：4.68、95％信
頼区間：1.10 ‐ 20.0）。両手抱きと抱っこひもの使用は持
続する LBPP と有意な関連はみられなかった（両手抱き、
オッズ比：0.64、95％信頼区間：0.06 ‐ 6.76；抱っこひも
の使用、オッズ比：1.31、95％信頼区間：0.37 ‐ 4.62）。

【結論】
　産後女性において、在宅時の片手抱きが持続する LBPP
と関連することが明らかとなった。片手抱きは持続する
LBPP の要因の一つであり、在宅時における片手抱きを避
けることで、LBPP の持続を予防できる可能性が示唆され
た。

O-18	 産後女性における抱っこ方法と持続する腰痛骨
盤痛との関連
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【緒言】
　近年、高校野球選手の競技力向上に向けた増量に関する
情報は多く発信されており、選手や指導者はインターネッ
トでも簡単に情報を入手できることから、一般的に増量の
重要性は認知されているが、体組成を考慮した情報が発信
されることは少なく、増量に関する不適切な情報が選手や
指導者に届いている可能性は否定できない。その背景に
は、これまで高校野球選手の体組成に関して、同一の測定
器によって大規模な測定を行った報告が行われてこなかっ
たこともあると考えられることから、我々は高校野球選手
の体組成のノルム値を提示するべく、全国の高校野球選手
を対象とした大規模調査を実施し、投手の体組成に着目し
て、球速別の体組成データの特徴を比較検討したため報告
する。

【対象と方法】
　対象は高校野球選手 900 名とし、全ての対象者の体組成
は業務用マルチ周波数体組成計 MC-780A-N ポータブルタ
イプ（TANITA 社製）を用いて計測し、全対象者の身長
および体組成データにおける体重・体脂肪から脂肪量・除
脂肪量を算出し、過去の報告に準じて脂肪量指数・除脂肪
量指数（それぞれの値を身長（m）の二乗で除した値）を
算出した。また、同時にアンケート調査を実施し、各選手
の学年・ポジションを聴取し、投手には投法・最高球速も
聴取した。
　解析は全ての対象者の体組成データの平均値を算出し
た。また、対象者の中からオーバースロー・スリークォー
ターの投手 153 名を抽出し、球速別に 4 群（120㎞ /h 未満
群 , 121㎞ /h-130km/h 未満群 , 131km/h-135km/h 未満群 , 
135km/h 以上群）に群分けして、球速別の体組成データ
の比較を一元配置分散分析によって行い、多重比較検定と
して Tukey-Kramer 法を実施した。なお、統計学的有意
水準は 5% 未満とした。

【倫理的配慮】
　本研究はヘルシンキ宣言の趣旨を尊重し、研究の説明と
同意を得る方法、研究によって生じる個人への不利益およ
び危険性について医学倫理的に配慮して行った。

【結果】
　全対象者の平均値は身長 171.5 ± 5.7cm, 体重 70.1 ±
20.7kg, 体脂肪率 16.1 ± 4.8％ , 脂肪量指数 3.7 ± 1.6kg/m2, 
除脂肪量指数 18.6 ± 3.0 kg/m2 であった。
　投手の球速別の体組成は体重および除脂肪量・除脂肪量
指数において有意な群間差が認められ、多重比較検定の結
果から 135㎞ /h 以上群の値が他の 3 群と比して高値を示
した。一方で、脂肪量や脂肪量指数では群間差は認められ
なかった。

【考察】
　全選手の平均値から、以前からスポーツ現場で用いられ
ていた「野球選手の目標体重は身長マイナス 100 に相当す
る値」であるという表現に近しい結果が得られ、その表現
は一般的な高校野球選手の体格をさしたものであると推察
された。
　さらに、投手の球速別の体組成データの結果から、体重
の増加が球速増大の一因となることは従来の報告と同様で
あったが、その差は脂肪量由来の増加ではなく、除脂肪量
由来の増加が重要であることを示す結果となり、野球選手
の増量において特に除脂肪量に着目した体づくりを行うこ
とが競技能力向上に寄与する可能性が示唆された。

O-21	 高校野球選手の体組成データのノルム値算出に
向けた取り組み
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【背景】
　特発性肺線維症（IPF）は固形がんや血液腫瘍と比較し
ても予後は悪く、予後予測は重要である。年齢、性別、肺
機能により重症度を分類する GAP モデルは IPF を含めた
間質性肺疾患の予後予測の指標として広く使われている
が、集団の特性によっては GAP モデルによる予後予測が
当てはまりにくいとの報告もある。近年、サルコペニアと
予後との強い関連性が様々な疾患において報告されてい
る。また CT にて計測された骨格筋量により予後予測が可
能であることも明らかとなってきているが、その多くは腰
部や大腿部の CT スライスを用いて計算されている。一方
で、IPF 患者では腰部や大腿部の CT スライスが撮像され
ることは少なく、筋肉量の測定のみの目的で CT 検査を行
うことは放射線被爆の点において患者負担となり困難であ
る。IPF患者において、胸部CT撮影は必須の検査であるが、
近年、このレベルの画像を利用した筋肉量評価に関する報
告が散見されるようになってきた。しかし、IPF 患者にお
ける、胸部 CT スライスで評価された骨格筋量の予後との
関連性についてのエビデンスは不十分である。そこで、本
研究では IPF 患者における肺動脈分岐部レベルでの骨格
筋量と予後との関係性を明らかにすることを目的とする。

【対象と方法】
　2010 年 1 月から 2018 年 12 月までに IPF と診断された
151 人の患者カルテを後方視的に調査し、診断時の肺機能・
重症度（GAP 指数）と診断から 2 年までの生存期間を調
査した。骨格筋量は、診断時の胸部 CT を使用し肺動脈分
岐レベルでの大小胸筋の断面積を測定した。大小胸筋指数

（PMI）は、大小胸筋の断面積を身長の二乗で除して算出
した。コックス比例ハザードモデルを用いて、PMI と全
死因死亡との関係を検討した。

【倫理的配慮】
　本研究は神戸市立医療センター西市民病院倫理委員会

（承認番号 20-008 号）の承認を受けて実施し、ヘルシンキ
宣言に基づく倫理的配慮を十分に行った。

【結果】
　データ欠損 11 例、診断のみで追跡調査できなかった 23
例を除いた 117 例の IPF 患者を解析対象とした、診断時
年齢中央値は 74.5 ± 7.7 歳（男性 79％）で 27 例が 2 年以
内に死亡した。単変量解析のコックス回帰分析では、BMI, 
FEV1, %FVC, PMI が全死因死亡の有意な危険因子であっ
たが、GAP 指数と全死因死亡との関連性は有意ではなかっ
た。多変量解析においても PMI は全死因死亡の有意な危険
因子であった（HR、0.56；95％ CI、0.35 ～ 0.89；p ＝ 0.01）。

【考察】
　本研究により、IPF 患者において、胸部 CT にて評価さ
れた骨格筋量が全死因死亡の予測因子となりうることが示
された。これは、これまでの IPF 患者の骨格筋量と予後
との関係を検討した研究を支持する結果となった。また一
方で、本研究のサンプルでは、先行研究と異なり GAP 指
数は予後との有意な関連性は認めなかった。IPF 患者にお
いて、胸部 CT にて評価可能な骨格筋量は、様々なサンプ
ルにおいて予後と関連する臨床的に有用な指標となりうる
ことが示唆された。

O-20	 特発性肺線維症患者における胸椎レベルでの骨
格筋量と予後の関係
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【目的】
　運動不足は喫煙、高血圧に次いで死亡要因となっている。
世界的に男性 23.4％、女性 31.7％が身体活動量が不足して
いる状態であり、COVID-19 により外出を自粛しているた
め、さらに身体活動量が低下していることが考えられるが、
通所リハビリテーション利用者への影響は明らかでない。
そこで本研究では COVID-19 流行前と緊急事態宣言が出た
後とで通所リハビリテーション利用者の身体活動量がどの
程度変化しているかを調査することを目的とした。

【対象と方法】
　対象は 2020 年 4 月末時点で COVID-19 により通所リ
ハビリテーションの利用を自粛していた利用者の内、本
研究の内容を説明し、同意が得られた者とした。2020 年
5 月 11-16 日の間に利用者または家族に対し、電話にて
COVID-19 流行前 （2020 年 1 月） と緊急事態宣言後 （2020
年 5 月） の身体活動量を IPAQ、認知生活機能を DASQ-8
を用いて聞き取り調査を行った。COVID-19 流行前と緊急
事態宣言後に分類して、Wilcoxon 符号付順位和検定を用
いて統計処理を行った。有意水準は 5％とした。

【倫理的配慮】
　本研究は西宮回生病院倫理審査委員会の承認を受けて
行った。

【結果】
　16 人 （男性 2 人、平均 80.8 ± 6.6 歳） が解析対象となっ
た。IPAQ の平均値は COVID-19 流行前 721.9 ± 818.0 メッ
ツ・分 / 週と緊急事態宣言後 288.8 ± 400.3 メッツ・分 /
週であり、低下率は 60.1％で有意な身体活動量の低下がみ
られた （P = 0.022）。DASQ-8 の平均値は COVID-19 流行
前 14.6 ± 4.0 点と緊急事態宣言後 15.5 ± 3.7 点であり、有
意差は認められなかった （P = 0.181）。

【考察】
　COVID-19 は通所リハビリテーション利用者の身体活
動量の低下に影響していることが明らかになった。その
原因は緊急事態宣言による外出の自粛が一因となった可
能性がある。COVID-19 流行による一般高齢者の身体活動
量の低下率は 26.5％と報告されていることから、通所リ
ハビリテーション利用者の身体活動量は一般高齢者より
COVID-19 の影響をさらに受けやすい可能性があり、それ
を見据えた支援により、二次的な健康被害の影響を低下さ
せる取り組みが必要である。

O-23	 COVID-19 が通所リハビリテーション利用者
の身体活動量に及ぼす影響
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【はじめに】
　2020 年初頭より国内でも猛威を振るった新型コロナウ
イルス感染症（以下 COVID-19）は、医療や社会へ大きな
影響を及ぼした。リハビリテーション（以下リハ）医療に
おいても例外ではなく、急性期から回復期、維持期に至る
まで、日常業務のみならず経営、教育などにも甚大な影
響を与えた . 神戸市内では第 1 波の後、感染症対策加算 1
の 12 病院で、リハ部門の感染対策と運用についての情報
共有と、それぞれの施設の状況に応じたリハ継続計画につ
なげる事を目的とした連携会議が開催された。さらに、兵
庫県理学療法士会（以下 HPTA）東・西神戸支部主催で、
回復期から生活期に至るまで参加対象を広げ、合計 5 度の
COVID-19 連携会議（以下連携会議）がその時期に応じた
テーマに沿って開催され、一定の連携強化が得られたので
ここに報告する。

【倫理的配慮】
　開示すべき COI はありません。

【対象と方法】
　第 1 波後の 8 月 7 日、神戸市内感染対策加算Ⅰ病院のう
ち参加可能であった 12 病院を対象に、臨時の WEB 会議
を開催。そこでの問題をもとに、第 2 波の感染拡大が急激
に広がった 8 月 18 日、各支部長からの呼びかけにより第
1 回連携会議開催。対象を急性期から回復期、生活期にま
で広げ、 COVID-19 に関する伝達、それぞれの病院施設が
抱えている問題等の討議を行った。第 2 波が収まった 10
月 26 日に第 2 回連携会議開催。前回の会議後の各施設の
状況、急性期から生活期に至るまでの今後の連携について
討議した。第 3 回は、第 3 波の感染拡大がピークで年末年
始を迎えた 12 月 26 日に開催。中央市民病院から医療の逼
迫状況と COVID-19 患者のリハについて発表し、スタッ
フのメンタル面など多岐に渡り情報共有を行った。第 4 回
は、第 3 波が収まりを見せ、2 回目の緊急事態宣言が一部
解除となった 2021 年 3 月 1 日に開催。この時点でも重症
COVID-19 患者の転院が滞るため、対象をリハ職種のみな
らず、直接連携に携わる地域連携室の担当者など多職種に
も呼びかけ、中央市民病院医師から COVID-19 患者のリハ
の必要性、COVID-19 患者の隔離解除基準（当院退院基準
等）伝達、今後の連携について意見交換を行った。

【結果】
　会議の参加施設は第 1 回の 32 施設から第 4 回の 65 施
設まで増加した。また、神戸市の回復期病院 15 のうち
COVID-19 回復患者の受け入れは、2020 年 6 月の 2 施設

（13％）から 2021 年 3 月の 7 施設（47％）と大幅に増加した。
【考察】
　2020 年 7 月に実施された日本理学療法士協会の全国ア
ンケートでは COVID-19 感染症患者に対して理学療法を実
施している施設はわずか 4％であった。神戸市においても
同様の傾向がみられたが、合計 5 度の連携会議を開催した
ことで、コロナ禍でのリハ関連職種に必要な感染対策につ
いて情報共有が得られた。また会議を通じ行動変容がみら
れ、神戸市域での回復期病院の受け入れが増加したと思わ
れる。情報が集中する基幹病院からの情報発信に加え、県
士会支部が市域の急性期から生活期までの施設をとりまと
め、連携会議を主導することが COVID-19 の連携強化につ
ながった。

O-22	 神戸市域におけるCOVID-19 連携会議の取り
組み
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1）神戸市立医療センター中央市民病院
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【はじめに】
　総合リハビリテーション室（以下、当室）は業績評価制
度をもとに運営し、それに沿ったラダー（キャリア・給与）
を設けている。これによって、長期的キャリア開発の視点
から、組織コミットメントと職務パフォーマンスを高める
一方、日本型経営のマイナス要素と共鳴し、エスカレーショ
ン現象が生じ得る。2020 年度診療報酬改定の重要項目の
一つに「働き方改革」が掲げられ、個々の事情に応じた多
様性・柔軟性が求められる中で、新時代のキャリア開発に
向けて、これからの当室ラダーの在り方を考えたい。

【対象と方法】
　働き方改革のひとつである副業・兼業に焦点をあて、当
室セラピスト 44 名にアンケートによる①意識調査を行う。
当室ラダーにそれらの観点を含めるか否かの検討を図り、
② SWOT 分析を行う。①と②の結果をもとにダイバーシ
ティを受け入れた当室ラダーのバージョンアップ案を経営
者にボトムアップする。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言の趣旨に則り目的および不利益が生じな
いことを説明した上で、データの集積に際し、医療法人甲
風会理事長および当室スタッフの承諾を得た。

【結果および考察】
　60％以上が「副業・兼業に興味がある」と回答し、

「新たなスキルを得たい」との理由が多かった。SWOT
分 析 の Strengths： 長 期 的 に キ ャ リ ア 開 発 が で き る、
Weaknesses：バージョンアップが一朝一夕ではない、
Opportunities：当室が求めるキャリア開発に良いシステ
ムである、Threats：自由度が高いキャリア開発に劣るシ
ステムである、などが挙がった。ラダー運用から 4 年、根
本的なバージョンアップはなく、ダブルワークやパートタ
イムなどを含めた新時代の経営戦略に乗り遅れていないだ
ろうか。セラピストのためのラダーである一方、看護部や
事務部との共通項目も含まれ、日本型経営が風土化された
雇用慣行の影響を受けていないだろうか。2021 年度の当
室事業計画には、副業・兼業を推奨する内容を含み、地域
でリハビリテーション（以下、リハ）機能を有さない医
療・介護施設に当室リハ機能を売り込む、セラピスト派遣
を計画している。オンラインを活用し、当室の質向上に向
けて、各分野で活躍する外部講師や専門的スキルを有する
セラピストのパートタイム雇用も計画している。しかし当
室ラダーは、これらに対応できるシステムではなく、本質
は当室内でのキャリア開発およびそれを当室内に留めるも
のであり、それらを解放できるバージョンアップが必要で
はないか。

【おわりに】
　新時代のキャリア開発に向けて、人的資源管理（Human 
Resource Management:HRM）を図り、当室ラダーを専門
とする係りを配置してはどうか。個を重視し、個別的な人
事管理を図りながら、一般職と総合職のラダー区分などを
設けてはどうか。

O-25	 新時代のキャリア開発に向けた当室ラダーの課
題
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2）有馬温泉病院医局

【背景】
　当院は 2020 年 11 月 30 日に院内クラスターが発覚し、1
月 20 日に収束するまで患者 35 名、職員 40 名の合計 75 名
が感染した。当時、市内のコロナ病床が逼迫しており、ク
ラスター発生後の感染対策が有効だったので、保健所の要
請もあり 2021 年 1 月 27 日コロナ病棟を開設した。開設に
あたり看護師よりリハ職配置の要望を受けた事、リハの各
職能団体からもコロナ禍における病棟業務支援が推奨され
ている事からこの度の配置に至った。今回の経験を通じ、
コロナ病棟でのリハ職の役割、リハ職の病棟勤務の有効性
についての学びを報告する。

【倫理的配慮】
　発表にあたりヘルシンキ宣言に沿って、当院倫理委員会
にて報告、承認を得た。

【経緯・取り組み】
　この度の院内クラスター発生時に、リハ科内でもクラス
ターが発生し、入院患者へのリハ機能は約 1 か月間停止と
なった。その間、特に一般病棟の入院患者は活動低下によ
る廃用が著しく進行し、ケアの質に視点を持ったリハの役
割、病棟勤務のリハ職の可能性について考えるきっかけと
なった。
　以上の経緯から理学療法士（以下 PT とする）の配置は
病床数 15 床に対し 2 名を配置した。観察カメラの導入や
病棟内のゾーニング行った後、病棟稼働に至った。レッド
ゾーン滞在時間は 1 回 90 分、1 日 250 分以内とした。PT
はルーチンで処方してもらい、入院と同時に ADL 評価、
身体機能のスクリーニング、環境設定を中心に介入した。
更に言語聴覚士が不在のため適宜簡易嚥下評価も行った。
並行して病棟スタッフとして病棟業務支援を実施した。

【結果】
　集計は、開設した 2021 年 1 月 27 日から 2 月 28 日まで
の 33 日間とした。
　入院総数は 26 名、平均年齢は 82.3 歳、男女比は 3:7、発
症から入院までの平均日数は 6.1 日目、入院元は自宅 6 名、
療養所 1 名、転院 4 名、施設 15 名、入院方法は独歩 4 名、
護送 6 名、担送 16 名、要支援介護者割合は 85％、入院時
FIM 平均点は 50.2 点、入院時酸素使用率は 23％であった。
　退院総数は 20 名、平均在院日数は 14.1 日、転帰先は自
宅 3 名、療養所 1 名、元の施設 7 名、転院 2 名、死亡 7 名
であり、退院時 FIM（死亡者除く）は 57.5 点、退院時酸
素使用率（死亡者除く）は 7.7％であった。病棟配置の結果、
入院当日からの介入により、廃用の進行を予防して、して
いる ADL と出来る ADL が一致したことにより、退院時
の自立度の維持が可能となった。

【考察】
　今回、入院当日からの介入により、病棟 ADL との乖離
をなくし廃用の進行を予防出来たことで、退院患者は入院
時と同様の自立度で退院することが出来た。また他職種と
協働し、病棟生活に視点を持ちながら専門性を活かし治療
に参画する有効性が示唆された。
　課題としては、コロナ肺炎による状態悪化の予測と運動
負荷量の設定や積極的なポジショニングの働きかけなど専
門性の発揮、嚥下評価など専門外分野に対応できる知識が
挙げられる。なおリハ職の病棟配置の有効性に関する客観
的な評価は今後検討の必要性があると考える。

O-24	 リハ職のコロナ病棟配置の実践
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【はじめに】
　通所リハビリテーション（以下、デイ）は利用者の日常
生活自立・介護重度化予防を目的とするが、セラピストの
働き方は各施設まちまちである。2021 年度介護報酬改定
に則った総合リハビリテーション室（以下、当室）デイセ
ラピストの役割を再造する。

【対象と方法】
　当室デイの①令和 3 年 1 月実績を次期介護報酬制度で算
出する。改定率 +0.70％（うち 0.05％ 6 か月限定）を目指
して、当室デイセラピストの役割について意見を聴取し、
② SWOT 分析を行う。①と②の結果をもとに再造案を経
営者にボトムアップする。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言の趣旨に則り目的および不利益が生じな
いことを説明した上で、データの集積に際し、当院院長お
よび当室スタッフの承諾を得た。

【結果および考察】
　①は -0.01％となった。これは、リハビリテーションマ
ネジメント加算（以下、リハマネ加算）Ⅰの基本単位包
括化、入浴介助加算の見直し、介護予防リハの長期間適
正化およびリハマネ加算廃止。加えて、CHASE・VISIT

（以下、LIFE）のデータ提出や社会参加への移行を無視
した運営がマイナス影響となった。②は、Strengths：個
別リハの実施、専属医師の配置、有床病院の併設、温泉。
Weaknesses：利用者平均介護度 2.1、多職種連携の不十
分、集団リハの不十分、リハ・口腔・栄養の一体的支援
不十分。Opportunities：将来ドミナントの介護需要 130％
以上、2021 年度介護報酬プラス改定、リスクマネジメン
ト（感染症予防・緊急時対応・自然災害）および専門的支
援（認知症対応・高齢者虐待・看取り）の強化、ICT 活用。
Threats：クライエントの変化、次期診療・介護報酬同時
マイナス改定、ドミナントの人口動態、競合との差別化、
慢性的な介護職員不足、LIFE 情報提供やアウトカム強化、
持続可能性の煩雑化、などが挙がった。従って、多職種連
携の強化、入浴の個別化、自立支援・科学的介護の強化、
一体的支援を推進することがセラピストの役割として捉え
た。これにより、リハマネ加算 B（ロ）・入浴介助加算Ⅱ
の絶対化、口腔機能向上加算（Ⅰ）算定割合の増加、選択
的サービス複数実施加算や移行支援加算の推進、生活行為
向上リハ実施加算の実施などにより +0.71％を期待する。
加えて、リスクマネジメントや専門的支援の研修計画・実
施、認知症ケアやアドバンスケアプランニングへの取り組
みなど、次期介護報酬改定の備えも役割として捉えた。こ
れにより、介護職員の業務負担や教育支援、業務連携の強
化を期待すると共に、多職種連携を強化し、利用者の背景
をふまえ個別マネジメントを図る。

【おわりに】
　制度ビジネスである以上、報酬に基づいた役割が求めら
れる。しかし制度とは完全なものではなく、地域ニーズの
変化に追いつかない場合もあり、その点をふまえて我々の
役割を再造していく必要がある。

O-26	 2021 年度介護報酬改定に基づいた当室通所
リハビリテーションのセラピストの役割再造
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【はじめに】
　今回、左皮質下出血を発症し、重度の意識障害を呈し
た症例を担当した。両側長下肢装具（Knee Ankle Foot 
Orthosis 以下 :KAFO）を使用し集中的に立位練習を実施
した結果、意識障害の改善と座位・立位の介助量軽減を認
めたためここに報告する。

【対象と方法】
　80 歳代男性。X 年 Y 月 Z 日に左前頭葉皮質下出血（直
径約 50mm 程度、尾状核 - 放線冠レベル）を発症。翌日
から理学療法開始。初期評価（Z+1 ～ Z+2 日）：Glasgow 
coma scale（以下 :GCS）:E1V2M3。Brunnstrom recovery 
stage（以下 :BRS）右上肢Ⅰ手指Ⅰ下肢Ⅱ。基本動作は全
介助。端座位では頸部・体幹の立ち直り反応を認めず麻痺
側へ大きく崩れ保持不可。立位も同様に頸部・体幹の立ち
直りを認めず、麻痺側・非麻痺側下肢ともに支持性なし。
　初期評価を踏まえ、意識障害の改善、基本動作の介助量
軽減を目的とし、Z+2 日から立位練習を開始。Z+3 日に
麻痺側下肢に KAFO を装着し立位練習を実施するも、ア
ライメントが不良であり、効果的な練習は困難と判断。そ
のため、Z+6 日から両側下肢に KAFO を装着し立位練習
を開始。立位練習は 1 日当たり合計 20 分程度実施した。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、発表に対し御家族様に説明を
行い、同意を得た。

【結果】
　最終評価（Z+23 日）：GCS:E4V3M6。一部従命可能。
BRS 右上肢Ⅱ手指Ⅱ下肢Ⅲ。起居動作は全介助。端座位
は中等度介助。立位は重度介助。端座位・立位時に頚部・
体幹の立ち直り反応を認め、また立位では非麻痺側下肢の
支持性がわずかにみられた。

【考察】
　本症例は広範囲の脳出血によって重度の意識障害を呈し
ており、それに伴い基本動作が全介助であった。原らは「立
位保持による足底への荷重刺激は覚醒を図るために最も効
果的」と述べており、また KAFO を装着しての立位練習
に関して鶴見らは「立位時間を増大させ、これに伴って体
幹や下肢の筋収縮、立位感覚を高める」としており、吉尾
らは「KAFO で下肢を安定させることにより、股関節周
囲筋や体幹の促通を促す」と述べている。以上のことか
ら、本症例に対しても集中的な立位練習が必要であると判
断し、さらに今回は両側下肢に KAFO を装着しての立位
練習を実施した。
　最終評価時には、意識障害の改善と端座位・立位の介助
量軽減を認めた。これらは、立位での荷重刺激を集中的に
実施したことで意識障害が改善し、端座位・立位の介助量
軽減に繋がったのではないかと考えた。さらに今回は、両
側下肢に KAFO を装着したことで良好なアライメントで
の立位練習を可能にし、それに伴って頸部・体幹の立ち直
り反応の促通や非麻痺側下肢の支持性向上に繋がり、座位・
立位の介助量軽減に寄与したのではないかと考えた。

O-28	 脳出血により重度意識障害を呈した症例に対
し、両側長下肢装具を用いた集中的な立位練習
を実施した一例
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【はじめに】
　胸椎椎間板ヘルニアと診断され、背部痛が生じた症例に
対し疼痛改善を図ったため報告する。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、当該患者に発表内容を説明し
同意を得た。

【症例紹介】
　10 代前半、男性、身長 187㎝。競技はバスケットボー
ル、ポジションはセンター。競技後に疼痛出現し当院受診。
胸椎椎間板ヘルニアと診断され、X 日より理学療法開始。
X+32 日より競技復帰したが背部痛出現。主訴は競技後に
背部が痛い。 

【理学療法評価（初期:X+35日→中間:X+70日⇒最終:X+108
日）】
・疼痛部位: 第11/12胸椎（Th11/12）付近
・疼痛評価Numeric Rating Scale:前屈、競技後3→2⇒0
・疼痛除去テスト:前屈時にTh12拳上誘導にて疼痛軽減 
・Prone press-up:下位胸椎伸展可動性低下→残存⇒向上
・徒手筋力検査:体幹伸展2→4⇒5
・ Active SLR Test:骨盤後傾の代償、腹横筋、多裂筋促通

にて軽減→代償なし
・SLR（右/左：°）:45/45→60/60⇒70/70
・チェストグリッピングテスト（右/左）: +/+⇒-/-
・胸骨下角 （右/左：°）:35/40⇒40/45
・前屈動作:下位胸椎過屈曲、骨盤前傾不足
・ ハンズアップスクワット（HS）動作:股関節屈曲に伴い

下位胸椎過屈曲、腰椎伸展不足、骨盤前傾不足→腰椎伸
展不足、骨盤前傾不足改善⇒下位胸椎過屈曲改善

【考察】
　本症例は競技後に背部痛を認めた。ポジションはセン
ターで、HS 動作が多いことからこの動作に着目した。
　初期評価時、疼痛除去テストにて、Th11/12 椎間板性疼
痛と推察した。HS 動作でも下位胸椎過屈曲、骨盤前傾不
足がみられ、下位胸椎伸展可動性低下、ハムストリングス
の柔軟性低下、体幹伸展筋、多裂筋、腹横筋の筋力低下を
認めた。このことから、椎間板への圧縮ストレス増大が予
測される HS 動作となっており、背部痛に繋がっていたと
考えた。以上より、治療プログラムは下位胸椎伸展運動、
バードドック、フロントプランク、ハムストリングススト
レッチを実施した。
　中間評価時、体幹伸展筋、腹横筋、多裂筋の筋力低下、
ハムストリングスの柔軟性低下の改善に伴い、HS 動作で
の骨盤前傾不足、腰椎伸展不足は改善した。しかし、競技
後の疼痛は持続しており、下位胸椎伸展可動性低下が残存
していた。Lee らは上部腹筋群の過緊張が胸骨下角の減少、
下位胸郭の動きを制限すると報告しており、本症例でも上
部腹筋群の過緊張、胸骨下角の減少を認めた。このことか
ら、肋骨拡張が制限され、下位胸椎伸展可動性低下が残存
していたと考えた。以上より、治療プログラムに上部腹筋
群のリラクゼーション、胸郭ローリングを追加した。
　最終評価時、上部腹筋群の過緊張が改善し、下位胸椎伸
展可動性増大を認めた。また、下位胸椎過屈曲の生じない
HS 動作が可能となり、競技後の疼痛が消失した。

O-27	 ハンズアップスクワット動作での下位胸椎過屈
曲に着目し、背部痛の改善を図った症例
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【はじめに】
　原発性肺癌を呈し、化学療法前から倦怠感を訴えられて
いた症例に対し、運動負荷の調整により、倦怠感の改善に
至った症例を報告する。

【症例紹介】
　70 歳代男性。診断名：原発性肺癌（上舌区、小細胞癌、
Stage Ⅳ A、胸骨転移あり）。既往歴：肺気腫。化学療法
目的で入院（X 日）。Hope：疲れをなくしたい。息苦しく
なく楽に歩きたい。

【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 X+1、2 日】
　Cancer Fatigue Scale（CFS）27 点（身体倦怠感 16/28 点、
精神倦怠感 8/16 点、認知倦怠感 3/16 点）。6 分間歩行距
離（6MWD）：310m。SpO2（%）: 安静時 98、歩行後 91。
呼吸数（回 / 分）: 安静時 20、歩行後 32。ボルグスケール :
安静時 9、歩行後 15。膝伸展筋力（Nm/kg）: 右 1.19、左 1.17。
呼吸パターン 5 段階評価法 Grade2（上部胸式優位パター
ン）。

【治療、理学療法経過】
　カルボプラチン + エトポシド療法を実施。X+10 日に化
学療法副作用により、好中球が減少。X+15 日にフィルグ
ラスチムが投与され、X+18 日に好中球が増加し、X+19
日に退院。理学療法は、呼吸補助筋ストレッチ、横隔膜、
下肢筋力増強運動、下肢エルゴメーターでの有酸素運動を
ボルグスケール（11 ～ 12 楽とややきついの間）とカルボー
ネン法（40 ～ 50％）を用いて低負荷で実施。週 5 ～ 6 回、
1 日 1 ～ 2 回を初回から退院まで負荷量を変えずに実施し
た。

【最終評価 X+18 日】
　CFS:16 点（身体倦怠感 8/28 点、精神倦怠感 6/16 点、
認知倦怠感 2/16 点）。6MWD：381m。SpO2（%）: 安静時
98、歩行後 96。呼吸数（回 / 分）: 安静時 16、歩行後 24。
ボルグスケール : 安静時 9、歩行後 11。膝伸展筋力（Nm/
㎏）: 右 1.49、左 1.44。呼吸パターン 5 段階評価法 Grade4（横
隔膜優位パターン）。

【考察】
　Caroline は、有酸素運動は倦怠感を減少させ、運動強度
は低負荷と中等度、高強度負荷で有意差がないと述べて
いる。本症例に対しては運動継続を目的に低負荷で実施
し、倦怠感が減少したと考えられる。また、6MWD 後の
SpO2、呼吸数、ボルグスケールは改善し、呼吸パターン 5
段階評価法より、上部胸式優位パターンから横隔膜優位パ
ターンとなった。これらは、呼吸補助筋ストレッチによる
筋の過活動を抑制し、横隔膜優位に働かせることができた
結果と考えられる。石井らは、運動中の呼吸補助筋の血流
分配が増加することによって、四肢骨格筋の血流量が減少
し、運動耐容能が低下すると述べていることから、呼吸補
助筋の過活動抑制によって 6MWD が増加し、運動耐容能
が改善したと考えられる。以上の理学療法介入を行った結
果、本症例の希望であった、倦怠感と歩行時呼吸苦の改善
に繋がったと考えられる。

O-30	 原発性肺癌を呈し、低負荷運動を行い化学療法
前からの倦怠感が減少した症例
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【はじめに】
　本症例は、10m 歩行試験より歩行自立度のカットオフ
値とされる 24.6 秒に達しておらず、実用的な歩行速度と
はいえない。今回、歩行速度向上を目的に、半腱様筋・半
膜様筋・大腿二頭筋（以下ハムストリングス）に対する神
経筋再教育（Neuromuscular reeducation: 以下 NMR）を
実施した。治療後、歩行速度向上を認めたため、以下に報
告する。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、症例の発表内容、個人保護対
策、同意と撤回について説明し、同意を得た。

【症例紹介】
　70 歳代男性。診断名はアテローム血栓性脳梗塞。画像
診断より右基底核から放線冠に梗塞巣を認めた。
　検査・測定より、関節可動域測定（Range of motion test:
以下 ROM-t）両側股関節伸展 15°両側膝関節屈曲 135°両
側足底軽度感覚障害。運動麻痺は Br.stage 上肢・手指Ⅳ、
下 肢 Ⅵ。 徒 手 筋 力 検 査（Manual Muscle Testing: 以 下
MMT）大殿筋・大腿直筋 3、半腱様筋・半膜様筋・大腿
二頭筋 2。
　10m 歩行試験は所要時間 39.94 秒、歩数 49 歩、歩幅（右）
23.0㎝ /（左）21.5㎝。歩行観察より、左荷重応答期（Loading 
response: 以下 LR）に左股関節屈曲、左膝関節伸展位。

【方法】
　治療肢位 : 両側足底面浮揚した下肢 90°屈曲位の端坐位。
方法 : 視覚・触覚を利用し、膝関節屈曲運動を認知させた。
皮膚刺激としてパチニ小体及びルフィ二終末を介する速順
応性受容器に対するタッピング・スウィープタッピングを
実施した。関節受容器に対する quick inverse sliding（以
下 q.i.s）を実施した。抗重力位で自動運動を行えたため、
左膝関節屈曲 90-105°の範囲にて抵抗運動を実施した。そ
の際、体幹正中位保持・骨盤後傾の代償動作に対して注意
した。

【結果】
　MMT にてハムストリングスが段階 2 から 3 へと筋力向
上を認めた。10m 歩行試験は所要時間 29.63 秒、歩数 32 歩、
歩幅（右）24.2㎝ /（左）23.4㎝。左 LR で左股関節・膝関
節軽度屈曲位。

【考察】
　歩行速度低下の要因として、左 LR にて左股関節屈曲、
左膝関節伸展となり、前方推進力の低下が影響していると
推測した。ペリーらによると、ハムストリングスは LR で
膝関節の過伸展の保護作用があると述べている。本症例は、
Br.stage より運動麻痺を認め、MMT にてハムストリング
スの筋力低下を認めた。
　坐位にて NMR を実施すると、視覚及び触覚より対象部
位の認知を行い易く、固有感覚が刺激される。真島らは、
刺激された皮膚と同側表面の筋が収縮を起こす、同側性伸
展反射があると述べている。固有感覚が刺激されたことに
より、運動単位数が増加し、ハムストリングスが活性化さ
れたと推測する。
　治療後、LR にて左膝関節軽度屈曲を認めた。これは、
ハムストリングスが活性化されたことで、大腿四頭筋との
共同収縮が可能となったと推測する。LR にて左股関節屈
曲が減少したことにより、重心の前下方移動が減少した。
その結果、位置エネルギー及び運動エネルギーが増加し、
歩行速度が向上したと推測した。

O-29	 歩行速度向上を目的にハムストリングスの神経
筋再教育を実施した症例
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【はじめに】
　今回、L4・5 腰椎椎間板ヘルニアにより馬尾神経障害を
呈し、歩行能力低下を認めた症例を担当したので報告する。

【症例紹介】
　30 歳代男性。X 日に下肢の脱力が生じ A 病院へ搬送、
馬尾神経障害の診断を受け翌日 L3・4 固定術と L4・5 開
窓術を施行。X ＋ 35 日にリハビリ目的で当院入院。

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

【初期評価（X ＋ 35 ～ 38 日）】
　徒手筋力検査（以下 MMT：右 / 左）股関節伸展（膝関
節屈曲位）1/1、外転 2/2、膝関節屈曲 2/2、足関節背屈
1/1、底屈 1/2。表在感覚（両側）は L4 領域以下で中～重
度鈍麻。Berg Balance Scale（以下 BBS）は 13/56 点。移
動は車いす駆動自立。歩行は両短下肢装具（以下 AFO）
と歩行器を使用し軽介助。10m 歩行は 36 秒。両 IC ～ LR
で体幹前傾が生じ、20m 以上の歩行では体幹伸展の介助を
要した。歩行時の表面筋電図（以下筋電図）は、IC ～ LR
の大殿筋・ハムストリングスの筋活動が乏しかった。

【理学療法経過】
　入院初期の歩行では、両 IC ～ LR で股関節伸展筋の収
縮が乏しく体幹前傾を認めた。そこで、股関節伸展筋に着
目し立位荷重・ステップ練習を行った。しかし、膝折れや
膝関節過伸展が生じ、股関節伸展筋の収縮が不十分であっ
た。徒手で下腿の制動を介助すると股関節伸展筋の筋出力
が向上した。このことから、足関節底・背屈筋の筋力低下
によって下腿の制動が困難となり、股関節伸展筋が収縮し
にくい肢位となっていたと考えた。そこで、X ＋ 68 日目
から膝立ち位や下腿を介助した立位荷重・ステップ練習な
ど足関節の影響を考慮した環境で股関節伸展筋の収縮を促
した。X ＋ 88 日頃の歩行では両 IC ～ LR での体幹前傾軽
減を認めた。

【最終評価（X ＋ 103 ～ 105 日）】
　MMT は股関節伸展 2/3、外転 2/3、膝関節屈曲 3/4、
足関節背屈 2/2、底屈 2/2 ＋。表在感覚は L4 領域以下で
軽度鈍麻。BBS は 17/56 点。歩行は両 IC ～ LR の体幹が
前傾軽減し院内歩行器歩行自立となった。10m 歩行は 17
秒、最大歩行距離は 280m。筋電図は IC ～ LR にハムスト
リングスの筋活動向上を認めた。

【考察】
　両 IC ～ LR での体幹前傾に対し、股関節伸展筋に着目
し介入した。しかし、立位荷重・ステップ練習時に股関節
伸展筋の収縮が得られなかった。この原因として、足関節
底・背屈筋の筋力低下によって下腿の制動が困難となり、
股関節伸展筋の収縮の不十分さに繋がっていると考えた。
そこで、制御する関節数を減らした環境で股関節伸展筋の
収縮を促した。その結果、最終評価では両 IC ～ LR の体
幹前傾が軽減し、筋電図上では、IC ～ LR にハムストリン
グスの筋活動の向上を認めた。Donald はハムストリング
スは歩行周期の初期 10％の間に活動し、大殿筋とほぼ同
様の役割を果たすと述べている。本症例は両 IC ～ LR の
ハムストリングスの筋活動向上によって、体幹前傾が軽減
したと考えられる。以上から、制御する関節数を減らした
介入によって両 IC ～ LR で股関節伸展筋の筋活動が高ま
り、歩行自立に至ったと考える。

O-31	 馬尾神経障害による歩行能力低下に対し、股関
節伸展筋に着目し介入した一症例
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【はじめに】
　通所リハビリテーション（以下通所リハ）利用中の慢性
期脳卒中片麻痺患者の上肢運動麻痺に対し、在宅での神経
筋電気刺激療法を実施したため、報告する。

【対象者】
　左不全片麻痺を呈する 60 代女性である。麻痺側上肢運
動機能は Fugl Meyer Assessment（以下 FMA）で 52/66
であった。Box ＆ Block Test（以下 BBT）は右 37 個左
27 個で、BBT 中リーチ時に、麻痺側上肢の動揺、手関節
背屈不十分、体幹側屈回旋、肩甲帯挙上の代償運動を認め
た。Goal Attainment Scaling light（以下 GAS-Light）は
37。6 点であった。対象者の目標は「料理の際に食材を押
える力のコントロールができるようになりたい」であった。

【方法】
　本症例の目標を達成するためには、動作時の手関節背屈
運動の回復が必要であると考えた。そのため、通所リハ利
用時だけではなく、在宅での理学療法が重要であると考え、
装具型機能的電気刺激装置を貸与した。
　在宅での治療時間は 10 分間を 1 日に 2 回実施とし、治
療頻度は週に 3 回、期間は 1 か月とした。 通所リハ利用
時には、手指の運動麻痺回復のため随意運動を促進する筋
電誘発型電気刺激療法を実施した。また、症例は麻痺側肩
関節の運動時痛、腱板部に圧痛所見が認められていたため、
極超短波療法、伸張運動、等尺性筋力増強運動を実施した。

【倫理的配慮】
　本研究にあたり、目的と個人情報の取り扱いについて対
象者に同意を得て実施した。

【経過】
　1 か月後 FMA は左上肢 59/66、BBT は右 45 個左 31 個
へ改善した。また、介入前と比較すると手関節背屈が出
現するとともに、肩関節、体幹の代償運動も軽減した。
GAS-Light は初期評価と変化が見られなかったが、家事動
作遂行時の左上肢の参加頻度が増大し、症例より「コップ
に水を注ぎやすくなった」との内省を得た。また、肩関節
の疼痛強度は変化しなかったが、関節可動域が増大した。

【考察】
　本症例は上肢の運動麻痺により生じた家事動作能力低下
の改善を need として挙げていたため、在宅および通所リ
ハ時に電気刺激療法を実施した。その結果、動作能力は向
上し、動作時の代償運動も改善した。これは在宅での電気
刺激療法の導入による手関節背屈運動の頻度が増大したこ
とが要因と考えられた。
　また、通所リハ利用時に標準的理学療法に加え、筋電誘
発型電気刺激療法を導入し、課題指向型練習と併用し実施
することで運動学習効果を促進し、パフォーマンスが向上
した為、本症例の随意性を促通するために有用であったと
思われた。
　また、本症例の目標を具体化するために、GAS-Light を
用いたことで本症例の治療への意欲を向上させ、ADL 上
での上肢参加頻度の増大に寄与したものと考えられた。

O-33	 慢性期片麻痺患者の上肢運動麻痺に対して在宅
での電気刺激療法を試みた経験
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【はじめに】
　先天性股関節脱臼を有し、右視床出血により左上下肢麻
痺と重度の感覚障害が残存した症例を担当した。先天性股
関節脱臼から生じた脚長差に対して補高靴を作成し、部
分免荷式トレッドミル歩行練習（body-weight-supported 
treadmill training：以下 BWSTT）を行った。その結果、
歩行獲得し自宅退院に至ったため、ここに報告する。

【症例紹介】
　60 代 女性 現病歴：X 年 Y 月 Z 日左半身のしびれ、左
上下肢麻痺が出現。右視床出血を認め、保存的に加療され
Z+14 日に当院転院。既往歴：高血圧症、右先天性股関節
脱臼。 Brunnstrorm Recovery Stage（以下：BRS）：左
上肢Ⅲ、手指Ⅳ、下肢Ⅳ。感覚：左深部・表在感覚とも
に重度鈍麻。運動失調 : 左鼻指鼻試験、踵膝試験で陽性。
ROM：制限なし。下肢長（R/L）: 棘果長 76㎝ /72㎝、転
子果長 73㎝ /73㎝。粗大筋力（以下 GMT）（R/L）：下
肢 4/2、体幹 2。寝返り : 見守り。起き上がり : 軽介助～
中等度介助。端坐位 : 軽介助。移乗 : 中等度～最大介助。
FIM:49 点（運動項目 24 点、認知項目 25 点）。

【倫理的配慮】
　当院倫理委員会の承認を得て、対象者及びその家族に対
し本症例発表の施行ならびに目的を説明し同意を得た。

【経過】
　先天性股関節脱臼から生じた脚長差に対して補高靴を作
成し、長下肢装具（以下 :KAFO）を用いた立位・歩行練
習を実施。 KAFO を用いた歩行練習では十分な歩行距離
が確保できず、効率的な歩行練習を実施できなかったため、
BWSTT を開始。その後、短下肢装具へ移行し、BWSTT
を継続し、4 点杖での歩行練習を開始。最終評価時には 4
点杖歩行自立となり、 FIM は 112 点（運動項目 77 点、認
知項目 35 点）へ向上した。

【考察】
　本症例は、右視床出血により左上下肢麻痺と重度の感覚
障害をきたした。基本動作はすべて介助を要しており、自
宅復帰に向けて屋内歩行の獲得を目標とした。画像所見に
おいて視床の腹側核を中心とした出血が内包後脚にまで及
んでいたため、初期より感覚障害と運動失調が生じてお
り、これらに加えて運動麻痺が歩行の阻害因子となってい
ると考えた。初期より歩行再建にあたり脚長差を補うため
の補高靴を作成し、KAFO を用いた歩行練習を実施した
が、中間評価時点においても歩行は中等度介助を要してい
た。KAFO を使用した介助歩行では十分な歩行距離が確
保できず、2 動作前型での連続した歩行練習ができなかっ
たことが歩行能力改善を妨げた要因であると考えた。そこ
で、歩行距離の確保、高いパフォーマンスでの歩行練習を
反復して行うために BWSTT を開始した。BWSTT の効
果として武井らは、平地歩行に比べると麻痺側単脚支持率
が向上し、立位バランス、歩行自立度の改善に寄与すると
述べている。本症例では、BWSTT を取り入れたことによ
り、効率的な歩行練習が可能となり、最終評価時には 4 点
杖歩行自立となった。また、本症例は退院時も感覚障害、
協調運動障害は残存したため退院後は自宅環境に慣れるの
に時間を要すると考え、訪問リハの利用を提案した。今回、
BWSTT を行ったことにより歩行距離を確保でき、効率的
な歩行練習が可能となり、歩行自立度の改善に寄与したと
考える。

O-32	 先天性股関節脱臼を有する視床出血患者に対し
体重免荷トレッドミル歩行練習を行った一例
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【はじめに】
　日常生活において、ADL 全介助で介助時に筋緊張亢進
のある利用者に対して、支持基底面に着目して理学療法を
行い改善が見られたのでその結果を報告する。

【対象と方法】
　20 代女性。GMFCS:レベルⅤ、改訂大島分類：A1を示し、
喉頭気管分離術、胃瘻造設術を受けている。在胎日数 39 週
に 3324g で出生、生後 14 日ヘルペス性髄膜炎を罹患。X 線
所見では Cobb 角が胸椎右凸部 66°、腰椎左凸部 88°。視
覚は光刺激の感知程度で追視はなく、触覚と聴覚に過敏性
がある。姿勢変換時などに筋緊張亢進みられ、動脈血酸素
飽和度（SpO2）は 80% 台、脈拍数（PR）は 130 回 bpm
程度。背臥位姿勢では、四肢・体幹に非対称性を来し、肩
甲帯は右後退、体幹右側屈し骨盤は右挙上・左回旋してい
る。右体幹が支持面から離れており、筋緊張亢進すると体
幹伸展・骨盤左回旋し捻じれが助長され更に非対称な姿勢
となる。車椅子への移乗を行うと、筋緊張パターンから右
骨盤が浮き骨盤ベルトを止めることが難しくなる。そこで
週に 2 ～ 3 回、1 回 60 分で食事前に理学療法を実施。筋
緊張軽減を目的として各姿勢の非対称性の緩和・端座位保
持練習を行った。

【倫理的配慮・説明と同意】
　対象者のご家族には、ヘルシンキ宣言に基づき十分な説
明を行い、同意を得た。

【結果】
　介入初期で側臥位への姿勢変換時の筋緊張亢進が軽減
し、介入後 2 週間では姿勢変換時 SpO2 は 94 ～ 100%、
PR は 60 ～ 70bpm と な っ た。 筋 緊 張 亢 進 時 の PR は
100bpm 程度、介入 10 分程度で落ち着く。介入 1 ヶ月後
では姿勢変換時の PR が 60 ～ 80bpm に低下し、車椅子移
乗による筋緊張亢進、食事中の姿勢の崩れが緩和した。

【考察】
　本症例は筋緊張亢進により背臥位時、左右非対称な支持
面から不安定な姿勢となり、また視覚による身体認知能力
が乏しいことから、更なる筋緊張亢進を助長し SpO2 の低
下、PR の上昇に繋がると予測した。そこで背臥位では左
右対称なポジショニングを行い、姿勢変換時には固有感覚
の入力を行うことで視覚情報の乏しさを補った。後藤らは
支持基底面の安定も、身体図式と自己を取り巻く環境の理
解の上に成り立つと述べていることから、姿勢変換時の固
有感覚の入力により自身の身体の位置を知覚することがで
き、筋緊張亢進が緩和されたと考える。また、（姿勢保持
の調節は）適切な感覚入力が必要であると後藤らは述べて
いるため、常に支持基底面となる部分に固有感覚を入力し、
中枢部の安定を重視した介助を行った。これにより感覚情
報を受け取りやすくなり、左右対称なポジショニングを行
うことで、感覚の偏りが軽減・支持面が安定し筋緊張緩和
につながったと考える。また、介入 2 ヶ月後で食事中の姿
勢の崩れや触覚・聴覚刺激に対する過敏性の緩和があった
ため、今回の介入で外部からの刺激を適切な感覚入力とし
て受け取りやすくなったと考える。

O-35	 重度脳性麻痺の利用者に対して筋緊張の軽減に
取り組んだ一症例
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【はじめに】
　脳卒中患者では筋緊張の亢進により stiff-knee gait や内
反尖足を生じ、歩行能力低下の一因となる。これらに対す
るペダリング運動や電気刺激療法は、相反性抑制を誘発し
筋緊張を軽減させることが報告されている。今回、被殻出
血後に生じた stiff-knee gait に対してペダリング運動を、
内反尖足に対して電気刺激療法を実施し歩容の改善を認め
たため報告する。

【症例紹介】
　60 代女性、病前生活は自立。既往に高血圧があった。他
院にて左被殻出血と診断され保存的加療を施行。第 14 病
日に当院回復期病棟に転院となり、同日より理学療法を開
始した。初期評価では右下肢 Brunnstrom recovery stage

（BRS）Ⅳ、重度の感覚障害を呈していた。理学療法では、
筋力増強練習と足関節背屈筋に機能的電気刺激（Functional 
Electrical Stimulation：FES）を併用した歩行練習を中心に
実施した。第 62 病日における身体機能は、右下肢 BRS Ⅳ、
manual muscle test（MMT）は膝関節伸展 4、屈曲 3、足
関節背屈 4、Modified Ashworth Scale（MAS）は大腿四
頭筋 1＋、下腿三頭筋 1 であった。歩行は T-cane とオルトッ
プ短下肢装具を使用し屋内が自立していた。歩行の遊脚期に
おける膝関節最大屈曲角度は約 45 度であり、表面筋電図で
は大腿二頭筋の筋活動の低下、大腿直筋の過活動が生じて
いた。快適 10m 歩行速度は 0.8m/ 秒、6 分間歩行試験は
229mであり歩行能力の改善を認めていたが、stiff-knee gait
と内反尖足が残存していた。

【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。

【経過】
　第 62 病日よりstiff-knee gait に対してペダリング運動を
5Nm、40rpmで 10 分間、1 週間に 5-6 回実施し、第 81 病
日から自主練習として、内反尖足に対して腓骨筋に神経筋電
気刺激（neuromuscular electrical stimulation：NMES）を
80Hz、400μmで 30 分間行い、同時に歩行練習を促すこと
で歩容の改善を図った。最終評価（第 108 病日）では、右
下肢 BRS Ⅵ、MMT は膝関節伸展 4、屈曲 4、足関節背屈 4、
MAS は大腿四頭筋 1、下腿三頭筋 1、歩行は装具なしで屋
外自立となった。歩行の遊脚期における膝関節最大屈曲角度
は約 65 度まで改善し、表面筋電図では大腿二頭筋の筋活動
の増加と大腿直筋の過活動の軽減を認めた。快適 10m 歩行
速度は 1.1m/ 秒、6 分間歩行試験は 412mであった。

【考察】
　今回 stiff-knee gait と内反尖足を認めた症例に対し理学
療法を実施した。ペダリング運動は toe off 時の膝関節屈曲
速度の増加、遊脚期における膝関節屈曲角度の増加、大腿
四頭筋の筋活動の抑制効果が示されており、stiff-knee gait
に対する有効性が示唆されている。本症例でもペダリング
運動により膝関節屈曲角度の増加や大腿四頭筋の過活動が
抑制された可能性があり、stiff-knee gait が改善され歩行
能力の向上に寄与した可能性がある。一方で歩行時の足関
節背屈筋への FES は筋力の改善を促し、NMES は麻痺筋
の随意性の向上に有効であるとされている。本症例では、
歩行時に FES を継続的に併用することで足関節背屈の随
意性と筋力が向上し、さらに腓骨筋に対する NMES を追
加することで足関節外反の随意性が向上し内反尖足の改善
が得られ、装具なしでの歩行の獲得に至ったと考えられる。

O-34	 歩行時の stiff-knee	gait と内反尖足に対し、
ペダリング運動と電気刺激療法を併用し歩容の
改善を認めた左被殻出血の一例
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【はじめに】
　今回右大腿骨頸部骨折を呈した症例を担当した。股関節
伸展可動域と下肢筋力向上に着目した結果、歩行能力向上
に繋がったためここに報告する。

【症例紹介】
　90 代前半女性で身長 148㎝、体重 38㎏。Z 日に右大腿
骨頸部骨折を呈し骨接合術を施工、Z ＋ 20 日後に当院回
復期病棟に転院された。

【論理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき本人・家族様に説明し同意を得
た。

【初期評価（Z ＋ 23 日～ Z ＋ 28 日）】
　Range Of Motion（以下 ROM、右 / 左）股関節伸展 
5°/20°。術創部の疼痛は Numerical Rating Scale4（以
下 NRS）。圧痛所見は右恥骨筋と右大腿筋膜張筋 NRS3。
Ober’s-Test は 陽 性。Berg Balance Scale（ 以 下 BBS）
は 42 点。片脚立位右 2 秒。独歩での 10m 歩行 18.7 秒。
Timed up and go test（以下 TUG）23.5 秒。In Body によ
る筋骨格筋量は 12.4kg（標準 17.2㎏）、立ち上がりテスト
55㎝。独歩での歩行時に、右大腿外側部痛 NRS3 を認めた。
歩行速度は 0.5m/s。歩行では、右立脚後期に右股関節伸
展角度減少による体幹前傾、体幹の前後動揺を著しく認め
た。

【治療経過】
　歩行時に体幹前傾による体幹の前後動揺を認めるため、
右股関節伸展可動域獲得を目標に短縮筋である右大腿筋膜
張筋に筋ストレッチ、圧痛筋である右恥骨筋、右大腿筋膜
張筋に対して筋リラクゼーションを実施。また、筋力及び
筋肉量低下を認めるため、下肢筋力増強運動を実施。バラ
ンス訓練、歩行訓練も並行して実施。

【最終評価】
　ROM股関節伸展15°/20°。術創部の疼痛はNRS1と残存。
圧痛所見は右恥骨筋と右大腿筋膜張筋共に消失。Ober’
s-Test は陰性。BBS は 50 点。片脚立位右 11 秒。独歩で
の 10m 歩行 10.8 秒。TUG15.3 秒。In Body による筋骨格
筋量は 14.4kg。立ち上がりテスト 35㎝。独歩での歩行時
に、右大腿外側部痛 NRS1 を認めた。歩行速度は 0.9m/s。
歩行では、右立脚後期に右股関節伸展角度増大による体幹
前傾、体幹の前後動揺軽減を認めた。

【考察】
　本症例は右立脚後期に体幹の前後動揺を著しく認め、転
倒リスクに関与していると考えた。体幹の前後動揺に関す
る因子として体幹の前傾を挙げた。体幹の前傾は、股関節
伸展制限に伴い出現する跛行であると考え、問題点として、
右股関節伸展制限を挙げた。また、In Body や MMT の
結果より、下肢筋力低下も認めていたため問題点として挙
げた。筋短縮には筋ストレッチング、筋スパズムには筋リ
ラクゼーションが有効である、高齢者の運動強度は 10 ～
15RM で最低 1 セット、あるいは、Borg スケール 15 程度
が目安で週 2 ～ 3 回が最も良いと述べている。そのため、
これに従い治療を実施。ROM より股関節伸展可動域の改
善を認めたことで右立脚後期に股関節伸展可動域を獲得。
そのため、体幹前傾位での歩容の改善を認め、体幹の前後
動揺が軽減され歩行速度の向上を認めた。また、立ち上が
りテスト、In Body より筋力の向上が確認できた。これら
の結果から、本症例は杖歩行自立に至ったと考えられる。

O-37	 右大腿骨頸部骨折を呈した症例～股関節伸展可
動域と下肢筋力に着目して～
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【はじめに】
　左全人工膝関節置換術（以下 TKA）施行後、2 週間が
経過し左膝関節機能は向上したが、杖歩行では右立脚期に
体幹動揺を認めた。体幹機能に対して介入を行ったことで
杖歩行自立に至った為報告する。

【対象と方法】
　80 歳代女性。約 6 ～ 7 年前から左膝内側部痛あり、左
変形性膝関節症と診断される。術式は Medial Parapatellar 
Approach にて TKA 施行。既往歴には腰部脊柱管狭窄症
があり、約 7 年前に腰椎椎弓切除術を施行されている。画
像所見では L1 ～ 3 は後彎（LL: 約 33°）、上部胸椎は軽度
右凸側彎位、胸腰椎は軽度左凸側彎位を認める。Hope は
歩けるようになることであり、Need は 1 本杖歩行自立と
した。第 14 病日の理学療法評価記載（右 / 左）。ROM: 体
幹側屈（5°/5°）回旋（15°/10°）、膝関節屈曲（135°/95°）
伸展（0°/-10°）。MMT: 体幹伸展 2、回旋（3/3）、膝関節
伸展（4/3）。座位側方リーチ :（8.3㎝ / 左 19㎝）。10m 歩
行速度 :33.87 秒。杖歩行は軽介助レベルであり、全周期で
骨盤帯後傾位と腰椎後彎位、右立脚初期から中期にて左体
幹前傾、骨盤帯右側方偏移と左下制を認めた。治療プログ
ラムとして背臥位での四肢分節コントロール、座位リーチ
運動、起立動作練習、下肢ステップ動作練習、歩行練習を
実施。

【倫理的配慮】
　ご本人にヘルシンキ宣言に基づいて本発表の主旨を説明
の上同意を得た。

【結果】
　第 40 病日。ROM: 体幹側屈（5°/5°）回旋（25°/15°）、
膝関節屈曲（135°/115°）伸展（0°/-10°）。MMT: 体幹伸
展 2、回旋（4/4）、膝関節伸展（5/4）。座位側方リーチ :（15
㎝ /18.2㎝）。10m 歩行速度 :18.65 秒。杖歩行は自立レベル
となり、全周期にて骨盤帯後傾位と腰椎後彎位は改善し、
体幹動揺は軽減。

【考察】
　本症例は多裂筋の筋力低下による腸腰筋との筋バランス
不良が右立脚初期～中期にかけて骨盤帯後傾し左体幹の前
傾をきたす要因と考え、多裂筋の強化、腰椎 - 骨盤帯の協
調性改善を図った。結果、多裂筋は筋力向上を認めなかっ
たが、腸腰筋と多裂筋の同時収縮が可能となり、骨盤前傾
に伴い腰椎伸展運動が可能となったと考える。また、座位
右側方リーチ動作にて左骨盤帯挙上困難であり、右立脚中
期では骨盤帯右側方偏移・左下制を認めた。これは内腹斜
筋筋力低下に加え、術前からの骨盤帯後傾姿勢での動作の
習慣化による内・外腹斜筋の筋活動低下が要因と考え、内・
外腹斜筋の賦活を図った後、下肢ステップ動作時に “ 頭部
の位置が下がらない ” ように鏡で視覚フィードバックを用
いながら姿勢指導を行った。結果、座位右側方リーチ動作
は大幅に改善し、左ステップ時の右片脚支持は安定した。
これは腸腰筋と多裂筋の同時収縮に加えて内・外腹斜筋が
活動することで胸腰椎の伸展を保ちながら右臀部への荷重
が可能となったためと考える。
　片脚荷重時に体幹の協調された固定性を発揮し、左右非
対称の筋活動が可能となったことで、杖歩行は右立脚期だ
けでなく歩行全周期で体幹動揺軽減し、歩行速度向上を認
め、自立レベルに至った。

O-36	 左 TKA術後、体幹機能トレーニングが歩行能
力改善に有効であった一症例
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O-39	 右腹斜筋低緊張により座位保持困難な脳梗塞患
者に対し腹斜筋群の賦活を図った1症例
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【はじめに】
　今回、脳梗塞右片麻痺を呈した症例を担当した。本症例
の右腹斜筋群低緊張に対し、賦活を目的としたアプローチを
実施したため、治療介入による即時的効果について報告する。

【対象と方法】
　対象は 80 代の男性で、左放線冠脳梗塞と診断され右片
麻痺を呈した。急性期病院を経て、発症日＋ 13 日後に当
院転院となった。初期評価時は自発性低下により ADL 介
助量が多く、理学療法への拒否も見られた。BRS は右上
下肢Ⅱ、ROM は右股関節内旋 20°、感覚障害は精査困難
であった。筋緊張は、触診にて右優位に内・外腹斜筋及び
殿筋群の低緊張が見られた。座位保持は除々に体幹が右傾
斜し、右前方へ転倒傾向を認める為、左上肢での支持を必
要とした。座位姿勢は体幹左回旋、左肩関節軽度外転位を
呈し、手掌全体で床面を支持していた。右肩甲帯前方突出、
体幹右側屈・左回旋、胸腰椎後弯、骨盤後傾、右股関節外転・
外旋位を呈し、足底は前足部のみ接地していた。立ち上が
りは、離殿時に重介助を要した。治療について、右内・外
腹斜筋及び右大殿筋の抗重力伸展活動の賦活を目的に、座
位からの立ち上がり練習を実施した。運動は、拒否のない
範囲で筋活動の出現と、介助量の軽減が認められるまで実
施した。

【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。

【結果】
　右股関節内旋 ROM は 25°となり、右腹斜筋群・右殿筋
群の低緊張が軽減した。座位保持は見守りで可能となり、
立ち上がりも離殿時に中介助となった。座位姿勢は胸郭右
下制、胸腰椎後弯、骨盤後傾、右股関節外転・外旋位がそ
れぞれ軽減し、全足底接地となった。

【考察】
　本症例は、端座位にて右前方への転倒傾向を認め、座位
保持困難であった。また立ち上がり動作も、重心の右前方
偏位により左下肢への荷重が不十分となり、離殿時に介助
量の増大を認めていた。そこで、立ち上がり練習を実施し
たことで、座位姿勢の改善が見られた。佐藤 1）、高草木 2）

は、網様体脊髄路は体性感覚からの入力により網様体脊髄
路が活性化され、両上下肢近位筋の協調的な運動を司るこ
とにより姿勢を制御し、主に同側近位筋の抗重力筋活動を
亢進させる、と述べている。そのため、足底からの荷重感
覚によって網様体脊髄路が促通され、腹斜筋群や殿筋群の
賦活に繋がったと考えられる。また本症例は、介入によっ
て座位の正中化が認められた。Barra3）らは、非麻痺側下
肢への重心偏位は、主観的垂直軸の健側偏位と関係してい
る、と報告している。よって、立ち上がり練習において荷
重の均等を意識したことにより、正しい垂直軸感覚が学習
され、座位の正中化に繋がったのではないかと考える。

【参考文献】
1）佐藤 博志：中枢神経障害の姿勢制御機構に対するアプ
ローチ . 理学療法学 VOL.22（3）：331-339, 2007
2）高草木 薫：大脳皮質・脳幹−脊髄による姿勢と歩行の
制御機構 . 脊髄外科 VOL.27:208-215,2013
3）Barra,j et al.Asymmetric standing posture after 
stroke is related to a niased egocentric coordinate 
system.Neurol 72,1582-1587,2009

【はじめに】
　Guillain-Barre 症候群（Guillain-Barre syndrome：以下
GBS）により感覚性運動失調を呈し歩行困難となったが、
短下肢装具を使用しトレッドミル歩行練習を実施した結
果、杖歩行を獲得に至った症例を経験したため報告する。

【症例紹介】
　80 代女性、診断名は GBS。X 年 Y 月頃に風邪症状に
始まり、Y+2 月 Z 日（以下 Z 日）殿部の感覚障害出現、
Z+7 日に排尿感覚の消失・歩行困難となり A 院に受診し
入院された。入院後に急速な筋力低下・深部感覚障害が進
行しステロイドパルス療法を 2 クール施行した。Z+30 日
に当院に転院された。入院時、下肢筋力は GMT3 ～ 4、表在・
深部感覚は右下肢重度鈍麻・左下肢中等度鈍麻であり感覚
性運動失調を呈していた。起立～移乗は中等度介助。歩行
は平行棒内軽介助で右下肢の足底接地位置が定まらず、立
脚期での膝折れや膝関節ロッキング・立脚後期の消失が認
められた。

【倫理的配慮】
　本症例報告は当院の倫理委員会の承認を得て、対象者及
びその家族に対し、本症例報告の施行ならびに目的を説明
し同意を得た。

【治療経過】
　本症例の歩行は運動失調により揃え型歩行であり、足底
接地は定まらず膝折れが認められた。そのため先ずは長下
肢装具を使用した歩行練習を実施した。介入 2 週には膝
関節の膝折れは見られなくなったためロックを解除して
歩行練習を実施した。3 週には下肢の接地位置は安定した
が、骨盤帯や体幹は安定せずふらつきが残存した。そのた
め、転倒予防のためにハーネス（免荷 0kg）を装着し短下
肢装具を用いてトレッドミル歩行を実施した。介入 3 週間
後には上肢フリーでのトレッドミル歩行が可能となった。
Z+105 日にジレット装具を使用した歩行練習を開始した。
退院時には下肢筋力は GMT4、表在感覚は両下肢中等度
鈍麻、深部感覚は中等度鈍麻。歩行は杖とジレット装具を
使用し近位見守りで可能となった。

【考察】
　感覚障害が残存した本症例が歩行可能となった要因とし
て、トレッドミル歩行練習を実施したことが最大の要因で
あると考えた。トレッドミル歩行は立脚後期での股関節伸
展を作り出だしリズミカルな歩行を促すことが可能であ
る。また短下肢装具の装着により踵接地を促すことも可能
であった。踵接地による荷重感覚入力と立脚後期の出現に
よる腸腰筋の伸張による感覚入力をリズミカルに与えるこ
とができたことで central pattern generator（CPG）を賦
活することができたと考えた。CPG は練習における課題
の持つ特有の動作パターンが生み出す感覚情報が、脊髄の
固有神経回路の機能的な再構築を促すと示唆する報告もあ
る。本症例でも感覚障害は残存し体性感覚入力は乏しい状
態であったが、歩行練習を反復して行ったことで CPG が
再構築され歩行能力が改善したと考えた。加えて転倒防止
のためにハーネスを使用し介助を最低限にしたことで、比
較的高いパフォーマンスを要求した歩行練習が可能となり
運動学習を促すことができたと考えた。

O-38	 トレッドミル歩行練習により歩行獲得に至った
感覚性運動失調を呈したGuillain － Barre 症
候群の症例
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口述発表Ⅷ

【はじめに】
　今回、頸髄損傷により重度不全四肢麻痺を呈した症例に
対し免荷式歩行器（以下 POPO）を用いて歩行練習を実施
する機会を得た。各症状の改善と端坐位保持獲得に至った
ためここに報告する。

【対象】
　40 代男性、身長 171cm、体重 98kg。診断名 C5 ～ Th1
後縦靭帯骨化症術後、ASIA Impairment Scale C、改良
Frankel 分類 C1。

【倫理的配慮】
　介入はヘルシンキ宣言に基づき、対象者に同意を得た上
で実施した。

【理学療法評価】
　入院時評価…徒手筋力テスト（以下 MMT）：肩甲骨挙
上右 2/ 左 2、肩関節屈曲・内転 2/1、肘関節屈曲 2/2、伸
展 2/1、手指屈曲 1/0。粗大筋力テスト（以下 GMT）：体
幹 0 ～ 1、下肢屈筋・伸筋 0。感覚検査：右 C8・T1 異常
感覚、右 T2・左 C5 以下感覚脱失。自律神経障害：排尿
排便障害・起立性低血圧。
　16 週目評価…MMT：肩甲骨挙上右 4/ 左 4、肩関節屈
曲 4/2、内転 3/2、肘関節屈曲・伸展 4/2、手指屈曲 2/0。
GMT：体幹 2、下肢屈筋 1、伸筋 2。

【経過】
　入院 1 ～ 4 週目：起立台立位保持・長坐位・リクライニ
ング車椅子（以下 RW/C）座位練習実施。
　6 週 目： 両 下 肢 GMT1、 体 幹 GMT1 ～ 2 出 現。 歩 行
練習開始｛POPO・両側金属支柱付き長下肢装具（以下
LLB）・ハンドル部にスライディングボード（以下 SB）設
置し、立脚・遊脚共に介助｝、50m/ 日。端座位重度介助。
RW/C（40 度）1 時間乗車可能。
　10 週目：端坐位中等度介助。標準型車椅子自走 5m 可能。
RW/C（60 度）3 時間乗車可能。
　16 週目：標準型車椅子 3 時間乗車、自走 70m 可能。端
坐位近位監視 5 分間可能。

【考察】
　本症例の特徴として重度不全麻痺、肥満体型、起立性低
血圧があった。
　POPO 及び SB を使用することにより持続的な立位・歩
行練習を実施することが可能となり、結果、端坐位保持の
獲得と起立性低血圧の改善に至った。LLBを併用した立位・
歩行練習は体幹・下肢近位筋群の促通に寄与し、下肢筋収
縮が筋ポンプ作用として循環動態を補助したことにより、
起立性低血圧の軽減に至ったのではないかと考えられた。
また、胸椎伸展位保持が腹筋群の筋活動向上に繋がるとさ
れており、SB による前腕支持が体幹・両上肢筋群の賦活
に繋がったと考えられた。以上より、重度頸髄損傷者への
POPO による介入が四肢・体幹の筋活動を向上させ端坐位
保持能力の向上に繋がったと考えられた。

O-41	 重度頸髄損傷者の介入に免荷式歩行器歩行を取
り入れ、端坐位保持の獲得に至った症例
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【はじめに】
　小脳血管芽腫は、脳腫瘍において稀な良性腫瘍である。
治療法について手術や放射線治療などの報告が多く見られ
るが、回復期の理学療法に関する治療経過の報告は調べた
限りではみつからなかった。本症例は、手術後の後遺症に
より、目眩やバランス低下による歩行障害を呈していた。
これに対して、一般的な運動療法に加えて前庭リハビリ
テーションを実施した。その結果、ADL が自立となった為、
治療経過について報告する。

【対象と方法】
　30 代の男性で、現病歴は 201A 年 B 月、不動性の目眩、
頭痛、嘔吐を認め、C 病院を受診し、小脳血管芽腫および
水頭症と診断された。内視鏡下第 3 脳室底開窓術を施行後、
歩行障害が残存した為、リハビリを目的として当院に転院
となった。主訴は、普通に歩けるようになりたいであり、
病前ADLは自立していた。初期評価は、関節可動域（ROM）
が左足関節背屈 0°、Functional Reach Test（FRT）が 24㎝、
握力（右 / 左）が 33.1/32.5Kg、10m 歩行が 16.6 秒（23 歩）、
Time Up & Go Test（TUG） が 32.9 秒、Berg Balance 
Scale（BBS）が 39 点、ロンベルグ兆候＋、FIM（運動 /
認知）が 58/33 であった。また、アニマ社製の重心動揺計
により Center of pressure（COP）を解析し、閉眼条件と
開眼条件の総軌跡長と外周面積、外周面積のロンベルグ率
を算出した。なお、入院時は閉眼立位が不可であった為、
閉眼立位が可能となった 1 ヶ月後からの記録を記載する。
総軌跡長は開眼条件 92.0cm、閉眼条件 118.2cm、外周面積
は開眼条件 5.3cm2、閉眼条件 13.5cm2、ロンベルグ率は 2.5
であった。歩容は、筋力低下とバランス低下によると思わ
れる、ワイドベースとなり、左右への動揺が著明で、左側
への転倒傾向を認めた。また、姿勢変換時に、軽度の目眩
を訴えた。これらの問題に対して、運動療法に加えて前庭
リハビリテーションを併用した。前庭リハビリテーション
は、頭部と眼球の運動を行う Gaze Stability Exercise を実
施した。これは、半規管から情報を受ける外眼筋を運動す
ることで、前庭系の強化を図るトレーニングである。

【倫理的配慮】
　症例報告に先立ち、被験者に目的と趣旨を十分に説明し
同意を得た。

【結果】
　入院から 4 か月後、歩容はワイドベースと転倒傾向が改
善され、独歩にて屋外自立となり、姿勢変換時の目眩は消
失した。評価は、ROM が左足関節背屈 5°、FRT が 35.5
㎝、握力（右 / 左）が 41.9/39.9Kg、10m 歩行が 7.16 秒（14
歩）、TUG が 8.57 秒、BBS が 56 点、ロンベルグ兆候が軽減、
FIM（運動 / 認知）が 90/33 となった。また、COP 総軌
跡長は開眼条件 57.1cm、閉眼条件 73.9cm、外周面積が開
眼条件 4.9cm2、閉眼条件 6.6cm2、ロンベルグ率が 1.3 とそ
れぞれ改善した。

【考察】
　本症例は、小脳血管芽腫により歩行困難となり、初期評
価でロンベルグ兆候を認め、姿勢動作において視覚依存が
著明であった。これに対して前庭リハビリテーションを積
極的に実施した結果、全評価項目で改善し、ロンベルグ率
の低下を認めた。これは、前庭系の強化より、姿勢制御に
おける前庭感覚が他感覚と統合され、視覚依存から脱却し
た結果、バランスの改善に至ったと考える。

O-40	 小脳血管芽腫摘出術後の理学療法において前庭
リハビリテーションを積極的に行なった1症
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口述発表Ⅷ

【はじめに】
　急性期および重症患者の早期 ADL、QOL 向上に向けた
早期リハビリテーションの重要性は増しているが、急性期
では救命や疾患の治療が優先され、積極的なリハビリ介入
が困難な場合が多いのが実情である。その問題を解決す
べく、急性期リハビリテーションにおける運動療法の補
助手段として電気刺激が注目されている。この効果を急性
期にも期待されていることから、当院 SCU（Stroke Care 
Unit）にて検証を行った。

【対象と方法】
　対象は、当院入院の患者 20 名（平均年齢 67.6 ± 13.3 歳、
男性 10 名、女性 10 名、）で発症後 24 時間以内の初発脳卒
中患者（病前 ADL が自立の患者）。測定項目は、麻痺側
下肢の大腿周径（膝関節裂隙から 5㎝、10㎝、15cm の位
置、大腿最大周径）をメジャーで測定。測定肢位は、背臥
位とし、足関節は中間位。方法は、早期離床を中心とした
通常ケアに加えて大腿四頭筋に電気刺激を行う群（介入群）
と、通常ケアのみ行う群（対照群）とに分けて、1 病日・
7 病日・14 病日に測定を行った。介入群には、MK-130G

（MAXKINE 低周波治療機）を用いて、周波数 2500Hz、
パルス幅 100us、on/off 時間は 5sec ／ 5sec のサイクルで
20 分間、大腿四頭筋群へ電気刺激を行う。刺激強度は運
動閾値上で対象者が耐えられる最大強度（20-50mA）とし
た。
　介入群と、対照群の測定値の差を対応のない 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同意を得た。

【結果】
　対照群で、大腿周径 5cm の位置での 1 病日と 14 病日と
の差は、-1.03 ± 0.06、7 病日と 14 病日との差は、-0.64 ± 0.02、
大腿周径 15m の位置での 1 病日と 14 病日の差は、-1.84
± 0.03、大腿最大周径の位置での 1 病日と 14 病日の差は、
-2.38 ± 0.02。介入群で、大腿周径 5cm の位置での 1 病日
と 14 病日との差は、-0.34 ± 0.03、7 病日と 14 病日との差は、
-0.14 ± 0.02、大腿周径 15m の位置での 1 病日と 14 病日の
差は、-0.64 ± 0.03、大腿最大周径の位置での 1 病日と 14
病日の差は、-0.89 ± 0.03 であり、大腿周径 5cm の位置で
の 1 病日と 14 病日との差、7 病日と 14 病日との差、大腿
周径 15m の位置での 1 病日と 14 病日の差、大腿最大周径
の位置での 1 病日と 14 病日の差で、介入群で、有意な差
が認められた。

【考察】
　今回、大腿四頭筋群は対照群と比較して介入群で減少を
予防することが明らかになった。今後、長期的効果や身体
機能に及ぼす影響、栄養状態等含めた検討が必要であると
考えられる。急性期理学療法の重要性が叫ばれる中、脳卒
中においても早期介入の有効性・必要性は周知の事実と
なっている。このような中で、個別の有効な治療を提供し
ていくためのひとつのツールとして、SCU における電気
刺激療法は有効である。

O-42	 急性期脳卒中片麻痺患者に対する電気刺激療法
の効果（SCUでの有用性）
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【はじめに】
　今回、右脳梗塞により立ち上がり困難な症例を担当した。
本症例は、当院転院後病棟生活で 2 度転倒したことや、薬
疹出現もあったため、転院当初 ROM 練習や筋力増強練習
を中心としたアプローチしか行えなかった。そのため、安
定して理学療法可能となった、中間評価以降の経過に、考
察を加えて報告する。

【対象と方法】
　対象は既往で右片麻痺を有した 80 代の女性で、今回救
急搬送された医療機関において Y 月 Z 日に右視床梗塞の
診断を受け、Z ＋ 10 日当院転院となった。病前 ADL は、
立ち上がりに物的支持を要したが、それ以外自立であった。
中間評価時（Z+115 日）は、BRS が両上下肢Ⅴ、ROM が
股関節伸展右 10°左 10°、足関節背屈右 5°左 5°、MMT が
股関節屈曲右 3 左 4、股関節伸展右 2 左 2、足関節背屈右 3
左 4、足関節底屈右 2 左 2 であった。筋緊張は右大殿筋低
緊張、両腸腰筋、右下腿三頭筋高緊張であった。立ち上が
りは骨盤前傾、両股関節屈曲した後、両足関節背屈し、両
上肢プッシュアップで離殿した。伸展相は右が先行して股
関節、膝関節伸展と同時に足関節底屈し、遅れて左股関節、
膝関節伸展と共に足関節底屈していた。よって、両足関節
底屈に伴い両膝関節が後方に位置し、左後方へ転倒傾向に
あった。そこで、右下腿三頭筋と両腸腰筋の筋緊張を抑制
し、両大殿筋の賦活を目的に自動運動でのブリッジ運動を
行った。その他、ROM 練習、立ち上がり練習等を行った。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、説明し同意を得た。

【結果】
　最終評価時（Z+129 日）ROM は、足関節背屈左 10°、
MMT は足関節背屈右 4、左 5 となった。筋緊張は両腸腰筋、
右大殿筋低緊張、右下腿三頭筋高緊張がそれぞれ若干改善
した。立ち上がりの伸展相は、先行していた右足関節底屈
の減少に伴い左足関節底屈も減少し、左後方への転倒リス
クが改善した。

【考察】
　本症例は、今回左上下肢不全麻痺を発症したことで、それ
まで立ち上がりに際し、支持側であった右下肢の荷重量増加
により、右下肢の緊張が高くなったと考える。そこで、背臥
位にてブリッジ運動を行ったことで、右下腿三頭筋の筋緊張
が抑制されたと思われる。市橋 1）は、ある種の能力は同類の
運動を用いたトレーニングによって効果的に高められる、と述
べている。本症例は、下腿三頭筋が高緊張であるため、ブリッ
ジ運動では、立ち上がりに類似した各関節位置で行った。治
療前は、伸展相において右膝関節が右足関節より過度に後方
にあったのに対し、治療後は右足関節が底背屈中間位へと改
善され、左後方へのふらつきも減少した。これは、右下腿三
頭筋の緊張抑制によって、右足関節を底背屈中間位に保持可
能となり、重心の前方移動が行えるようになったためではな
いかと考える。その結果、日常生活の立ち上がりで、左後方
への転倒リスクが減少し、介助量軽減に至った。

【参考文献】
1）市橋則明 : 運動療法学−障害別アプローチの理論と実
際 . 文光堂 , 東京 ,2014,pp.224-228.
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【目的】
　大動脈弁置換術（SAVR）と経カテーテル大動脈弁置換
術（TAVI）の患者に関して、患者背景・術前後の臨床指
標やリハビリテーションの経過について比較検討し、大動
脈弁狭窄症（AS）患者に対するリハビリテーションの適
切な介入について考察すること。

【対象と方法】
　対象は、2015 年 6 月から 2019 年 4 月までに、当院で
待機的に単独大動脈弁置換術を施行した AS 患者 80 名

（SAVR 群 28 例、TAVI 群 52 例）である。検討項目とし
て、年齢、性別、併存疾患、ICU 滞在日数、術後リハビリ
テーション開始病日、術後歩行開始病日、100M 歩行自立
日数、術後在院日数、5M 歩行（通常速度）、握力、Short 
Physical Performance Battery （SPPB）、Clinical Frailty 
Scale （CFS）、心臓超音波評価項目、血液生化学指標、こ
れらの各項目を、術前と退院前または初回外来時で比較検
討を行なった。また、100M 歩行自立日数については、病
棟内歩行自立（歩行補助具の使用有無や歩行速度は問わず、
連続 100M 歩行）が可能か否かを判定基準とした。日本循
環器学会ガイドラインに基づき、術後 4 日目以内までに病
棟内歩行が自立した症例を早期自立群、術後 5 ～ 8 日目ま
でに自立した群を順調群、9 日目以降に歩行が自立した症
例を遅延群、歩行が自立しなかった群を非自立群と定義し
分類した。遅延群に関しては、遅延理由についても調査し
た。

【倫理的配慮】
　医療法人愛心会　東宝塚さとう病院　倫理審査委員会に
て承認

【結果】
　SAVR 群と TAVI 群の 2 群間の比較では、年齢、ICU
滞在日数、術前の Hb、Alb、握力、SPPB、CFS に有意差
を認めた（P ＜ 0.05）。
　術後 100M 歩行が 8 日以内に自立したのは、SAVR 群
75%、遅延群 21%、非自立群 4% であった。一方 TAVI 群
では 61%、遅延群 31%、非自立群 8% であった。

【考察】
　TAVI は、SAVR に比べて低体力の患者群に対して実施
しており、術後 8 日以内に 100M 歩行自立が、SAVR より
も日数を要した。TAVI は低侵襲治療であるが、術前の身
体機能評価において、有意に SPPB 得点が低く、握力が低
値であることが認められた。
　これらの結果から、TAVI 施行患者は、屋内生活が自立
出来る程度の最低限の歩行機能の再獲得には至っているも
のの、歩行速度、バランス機能、立ち座りなどの包括的な
移動動作能力は低下しており、移動動作能力の予備力が少
ない事が示唆される。術前の身体機能低下は、術後のリ
ハビリテーションを遅延させる可能性がある。そのため、
TAVI 施行患者に対して、早期からのリハビリテーション
介入の必要性があるのではないかと考える。

O-45	 大動脈弁狭窄症患者のリハビリテーション進行
と身体機能の検討 ; ～ SAVR	vs.TAVI ～
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【はじめに】
　2021 年度介護報酬改定に則った当室訪問リハビリテー
ション事業（以下、当訪リハ）の運営方針の決定プロセス
を紹介する。

【対象と方法】
　当訪リハの①令和 3 年 1 月実績を次期介護報酬制度で算
出する。改定率 +0.70％（うち 0.05％ 6 か月限定）を目指
して、②令和 2 年 1 月～同年 12 月の 12 か月実績を集計し、
③ SWOT 分析を行う。①から③の結果をもとに運営方針
案を経営者にボトムアップする。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言の趣旨に則り目的および不利益が生じな
いことを説明した上で、データの集積に際し、当院院長お
よび当室スタッフの承諾を得た。

【結果および考察】
　①は +0.02％となった。②から、リハビリテーションマ
ネジメント加算（以下、リハマネ加算）Ⅰの基本単位包括化、
介護予防リハのリハマネ加算廃止。加えて、退院・退所後
の早急な介入不足、CHASE・VISIT（以下、LIFE）のデー
タ提出や社会参加への移行を無視した運営が障壁となっ
た。事業所医師の未実施減算、介護予防リハの長期間適正
化による影響はなかった。③から、Weaknesses：利用者
平均介護度 1.8、言語聴覚士の未配置、多職種との連携不足、
同業種の差別化不足、地域への情報発信不足、ドミナント
拡大不足。Threats：次期診療・介護報酬同時マイナス改
定、ドミナントの人口動態、競合との差別化、LIFE 情報
提供やアウトカム強化、持続可能性の煩雑化、などが挙がっ
た。③の結果は、①と②とはほぼ一致し、これらの改善が
運営方針案に直結する。先ずは、リハマネ加算 B（ロ）算
定を絶対的に、当訪リハ専任医師や多職種との連携を強化
しなければならない。既に、リハ会議 106 件全てに医師が
参加し、うち 59 件オンライン会議も実践しており、これ
からは介護支援専門員（以下、ケアマネ）や関係機関の会
議参加調整が課題である。また、LIFE 情報提供やアウト
カム評価のシステム化、競合との差別化が課題である。対
策として、当室内に介護リハ係（チーム）を設けて、調整
担当者（ケアマネ資格を有する者）による会議参加調整の
推進、情報担当者（診療情報管理士資格を有する者）によ
る LIFE 活用とアウトカム評価の提示、専門的資格者（NST
療法士・呼吸療法認定士・糖尿病療養指導士・福祉用具プ
ランナー）配置によるリハ・口腔・栄養の一体的支援の強
化に取り組む。そして、地域にその取り組みを情報発信し、
差別化を強化する。移行支援加算の対策は、初回訪問時に
経験 10 年以上の者が同席し、医師と共同して計画作成や
ゴール設定の明確化を強化する。その他、リスクマネジメ
ント研修会開催、生活機能向上連携加算推進、介護予防講
座を行い地域貢献に取り組む。利用者個別マネジメントに
重きを置き、事業展開することで +0.68％を目指す。

【おわりに】
　次期同時改定までに、認知症ケアの取り組みやアドバン
スケアプランニングの理解も深め、制度ビジネスの長所を
活かして、当訪リハ事業の持続可能性確保を強化する。

O-44	 2021 年度介護報酬改定に基づいた当室訪問
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【はじめに】
　当院は、回復期リハビリテーション（回リハ）病棟以外
にも緩和ケア病棟が併設されている。今回、横行結腸がん
術後の肝転移を併発し身体機能の改善が困難と予測された
回リハ病棟入棟患者を担当した。病状の変化に伴い、理学
療法（PT）の目的及び方法を適宜変更し自宅退院に至っ
たため報告する。

【対象と方法】
　本症例は 70 歳代男性、診断名は横行結腸癌術後の廃用
症候群である。X 月 Y-39 日に横行結腸がん右半結腸切除
を行い、ステージⅣの肝転移・リンパ節転移・腹膜播種の
ため余命 1 年未満と診断、本人未告知である。既往歴に、
慢性腎不全とⅡ型糖尿病を認める。本症例の Demands は
自宅退院であった。キーパーソンは 60 歳代の妻である。
X 月 Y 日に当院回リハ病棟に転入した。初期評価（Y ＋
3 日）は、粗大筋力検査（GMT）は、体幹 2、両下肢 2。
機能的自立度評価表の運動項目（FIM-M）は 15 点、起
立性低血圧を呈し、車椅子乗車が困難だった。Palliative 
Prognostic Index（PPI） は 2.5 であった。退院先の家族の
意向は、自宅と緩和ケア病棟で悩まれていた。本症例の病
状の変化に伴い、介入内容を変更したため、3 つの期間に
分けて以下に報告する。Ⅰ期（X 月 Y ～ Y ＋ 27 日）を離
床期、Ⅱ期（X 月 Y ＋ 28 ～ 50 日）を回復期、Ⅲ期（X
月 Y ＋ 51 ～ 80 日）を緩和期とした。Ⅰ期は、座位耐久
性訓練の基準を参考に離床を行い、Y ＋ 25 日で血圧低下
は消失し車椅子乗車が可能となった。Ⅱ期は、がん・慢性
腎不全・Ⅱ型糖尿病への推奨される運動療法を実施した。
結果、PT 介入時に車椅子の自走 100m が可能となった。
身体機能は改善し症例の希望は在宅復帰であったが、この
時期の家族の意向は緩和ケア病棟への転棟であった。Ⅲ期
は、温熱療法や家族指導を行なった。Y ＋ 51 日から食事
量が著しく低下し、PPI が 6.5 となった。緊急時の対応を
不安とする家族に対し、急変時に備えて緩和ケア病棟への
手続きとサービスを提案することで、家族は「安心しまし
た」との発言があった。

【倫理的配慮】
　本症例報告はヘルシンキ宣言に基づき、当院の倫理委員
会の承認を得て実施した。症例とその家族には報告の趣旨
及び説明を十分に行い書面にて同意を得た。

【結果】
　最終評価（Y ＋ 76 日）は、GMT は測定困難となり、
FIM-M は 15 点。PPI は 6.5 であった。家族の意向は自宅
退院となり、Y ＋ 80 日に自宅退院に至った。

【考察】
　末期がん患者におけるリハビリテーションの役割を辻
は、「患者の Demands を尊重しながら日常生活動作（ADL）
を維持、改善することにより出来る限り可能な最高の
QOL を実現するべく関わること」と述べている。本症例
でも、家に帰りたいと言う気持ちを尊重し、離床困難な状
態でも可能な限り ADL を改善できる様に介入した。よっ
て、在宅復帰が可能となったと考える。

O-47	 終末期がん患者に対する回復期リハビリテー
ション病棟での在宅退院支援の経験

塩
し お た

田　和
か ず や

也
医療法人協和会�第二協立病院�理学療法科

【はじめに】
　Meier らによれば Raynaud 現象は全身性強皮症の 95%
以上の患者に認められる。Raynaud 現象では血管障害に
より四肢遠位部に冷感があるため、SpO2 を手指で測定困
難な症例を経験することがある。今回、間質性肺炎の増悪
で入院した全身性強皮症に対して 6 分間歩行試験を実施し
たが、手指や耳朶の冷感により SpO2 の評価に難渋した。
代替手段として、前額部で SpO2 の測定が可能なパルスオ
キシメーターを使用し、SpO2 測定が可能となった症例を
経験したために報告する。

【症例】
　症例は 70 歳台女性。診断名は全身性強皮症。経過は
X-10 年に確定診断されプレドニン 5mg で状態は安定して
いたが、X 年に労作時の呼吸困難感が増悪したため精査、
在宅酸素療法（以下 HOT: Home oxygen Therapy）導入
検討目的で入院となった。内科的治療は入院後にプレド
ニン 10mg、エンドキサン 75mg が開始された。主訴は歩
行・階段昇降時の呼吸苦であった。画像所見は両側肺野に
non-specific interstitial pneumonia パターンを認めた。肺
機能検査は %FEV 30.2%、%VC 26.5%、拡散能は測定困難
であった。動脈血液ガス分析は室内気で pH 7.432、PaO2 
69.7mmHg、PCO2 47.2mmHg、HCO3 − 30.8mEg/L。身体
所見は四肢末梢・耳朶に冷感、両上腕外側・腹部に皮膚硬
化を認めた。Modified Medical Research Council 息切れ
スケールはグレード 3. 長崎大学呼吸器日常生活活動評価
表は 61 点。6 分間歩行試験はプローブを手指や耳朶に装
着して実施するも SpO2 が安定せず、酸素化を評価しなが
らの測定が困難であった。

【倫理的配慮】
　本発表はヘルシンキ宣言に基づいて、対象者に対して発
表の趣旨を十分に説明し、同意を得たうえで実施した。ま
た発表にあたり個人が特定できないように十分に配慮し
た。

【結果】
　本症例に対し、前額部で測定可能なパルスオキシメー
ターである Nellcor MAX-FASTTM（Medtronic 社製）を
使用し 6 分間歩行試験を実施した。開始前は SpO2 98%、
修正ボルグスケールは呼吸苦 0・下肢疲労感 0、脈拍数 82
回。3 分 20 秒休憩では SpO2 95%、修正ボルグスケールは
呼吸苦 5・下肢疲労感 5、脈拍数 106 回であった。4 分 10
秒より試験を再開し、終了時は SpO2 96%、修正ボルグス
ケールは呼吸苦 4・下肢疲労感 5、脈拍数 98 回であり、最
終歩行距離は 233m であった。この結果を主治医に報告
し、労作時の呼吸困難感は低酸素血症ではないと判断され、
HOT 導入とならず自宅退院となった。

【考察】
　本症例は全身性強皮症に伴う間質性肺炎を認め、徐々に
労作時呼吸困難が増悪していた。手指や耳朶に冷感を認め、
SpO2 値が正確に測定できず評価に難渋したが、前額部で
SpO2 を測定可能なパルスオキシメーターを使用したこと
で SpO2 測定が可能であった。手指や耳朶に冷感を認める
患者では前額部で酸素化の評価が有効である可能性が示唆
された。

O-46	 Raynaud 現象により手指でのSpO2 測定に難
渋し、前額部で測定可能なパルスオキシメー
ターを用いた全身性強皮症の一例

清
し み ず

水　新
し ん ご

吾
赤穂中央病院　リハビリテーション部

口述発表Ⅸ



－ 76 －

O-48	 術後 5年までの女性人工膝関節全置換術後患
者に対して患者教育を行いQOLが向上した症
例

大
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西　邦
くにひろ

博 1.2）

1）ツカザキ病院リハビリテーション科
2）神戸大学大学院保健学研究科

【はじめに】
　本邦は先進国である一方、どの国よりも加速的に高齢化
が進んでいる。COVID-19 のパンデミックが世界的な公衆
衛生上に大きな影響を与えている中、国外における遠隔リ
ハへの移行が高まってきている。そこで、本症例に対し、
TKA 後 5 年間のフォローおよび患者教育を行った結果、
QOL が向上できているため報告する。

【症例紹介および初期評価】
　2015 年の 76 歳時に左人工膝関節全置換術を施行し、現
在は 81 歳の女性である。診断名は左内側型変形性膝関節
症で、現病歴は 10 年前より膝の疼痛があり、ADL に支障
が生じ、手術適応となった。KL 分類はⅢ（膝内側骨棘 +）、
術前 FTA は 182°であった。使用機種は PS 型で、MPA
で展開し膝蓋骨も置換した。既往歴は、骨粗鬆症で、BMI
は 26.0kg/m2 であった。術前の hope は疼痛なく家事動作
ができるようになりたい。短期の Need は独歩で家事動作
獲得とし、長期は運動機能向上とした。術前の術側膝屈曲
ROM は 120°、膝伸展 ROM は -10°、歩行時痛（VAS）は
57.0mm、周径は裂隙部 34.0cm、patella 上縁から 5cm 上
40.5cm、patella 上縁から 10cm 上 44.0cm、膝伸展筋力は
0.32Nm/kg、歩行速度は 0.93m/s、日本版膝関節症機能尺
度（JKOM）は 38 点、自己効力感は 55 点であった。

【倫理的配慮】
　ツカザキ病院研究審査倫理委員会の承認（承認番号
181031）を得た上で、本症例に研究の主旨と内容を十分に
説明し、研究への参加の有無により不利益が生じないこと
を説明した後に、書面にて同意を得た後に計測を行った。

【経過】
　約 2 週で退院した後、外来継続を週 1 で 2 ヶ月間継続し
た。外来での理学療法は筋萎縮を改善するために、疲労が
出るまでレジスタンストレーニングを中心に行った。また
自宅での自主練習は、ウォーキングおよびスクワットを組
み合わせ、シンプルかつ簡単で実用的な運動介入を指導し
た。外来終了後は、電話での運動指導を年に 2 度行い、定
期的な外来フォロー時に運動機能を測定し、測定したデー
タをグラフ化し、コメントを記載した用紙を郵送で送り患
者教育を行った。その結果、術後 5 年でも運動機能が維持
でき、QOL の改善に繋がったと考えられる。また hope で
ある家事動作も問題なく行えており、買い物の際の移動は
自転車を利用できている。

【最終評価】
　術後 5 年の BMI は 25.7kg/m2 であった。膝屈曲 ROM
は 130°、膝伸展 ROM は 0°、VAS は 0mm、周径は裂隙
部 34.5cm、patella 上縁から 5cm 上 43.0cm、patella 上縁
から 10cm 上 47.0cm、膝伸展筋力は 0.62Nm/kg、歩行速
度は 1.13m/s、JKOM は 2 点であった。

【考察】
　本症例は術前から歩行時痛が強かったが、自己効力感が
高い症例であった。Dahlia らや Tousignant らは、遠隔リ
ハのサービスに対して、あらゆる面で患者は満足している
と報告している。一方で、高齢者にとって通信技術や操作
方法などは煩雑に感じ、コストなども生じるため不向きな
可能性もある。よって、本症例のように自己効力感が高く
疼痛がなく自主練習が行える症例では、むしろ定期的に患
者教育を行えば QOL は向上できると考えられる。

口述発表Ⅸ



研究計画趣旨発表
（来年度研究助成演題）

⒈　�回復期脳卒中患者の歩行における�Limb�Kinematics�の回復特性　　　　
- 多施設共同研究 -

　　　水田　直道
　　　医療法人尚和会 宝塚リハビリテーション病院

⒉　�脳卒中患者の運動機能回復と介助歩行開始早期の下降性皮質出力の関係
　　　蓮井　成仁
　　　医療法人尚和会 宝塚リハビリテーション病院

⒊　�運動習慣の中止要因の検討�- 労働世代における探索的研究 -
　　　中塚　清将
　　　神戸大学大学院 保健学研究科

⒋　�膝前十字靭帯再建術後の膝伸展筋力回復に対する臨床予測モデルの構築　
および検証

　　　上田　雄也
　　　神戸大学医学部附属病院　国際がん医療研究センター　リハビリテーション部門

⒌　�入院時に低栄養である慢性閉塞性肺疾患患者はリハビリテーション介入に
よる機能改善を認めるか

　　　東山　鈴佳
　　　神戸市立医療センター西市民病院
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⒈　	回復期脳卒中患者の歩行における	Limb	
Kinematics	の回復特性 - 多施設共同研究 -

水田　直道
医療法人尚和会�宝塚リハビリテーション病院�

⒉　	脳卒中患者の運動機能回復と介助歩行開始早期の　
下降性皮質出力の関係

蓮井　成仁
医療法人尚和会�宝塚リハビリテーション病院�

　脳卒中患者の歩行速度の改善には、Joint Kinematics よ
り Limb Kinematics（下肢の向き・長さ）が強く関連する
とされる。しかし、Limb Kinematics は症例ごとに下肢の
向きが小さい、または下肢の長さが延長しているなど多様
性があることに加え、回復過程では下肢の向き・長さの回
復パターンは症例ごとに異なると予想する。
　我々は、脳卒中患者の歩行の Limb Kinematics におけ
る下肢の向き・長さの関係、ならびにその回復特性を調査
するとともに、回復特性に影響する要因を検証する。

　脳卒中患者に対する長下肢装具を用いた歩行トレーニン
グ ( 介助歩行トレーニング ) は、脊髄に内在する歩行中枢
を活動させ下肢筋活動を促すことを目的としている一方
で、運動機能回復には皮質脊髄路の再建が強く関与すると
される。そのため、介助歩行中に皮質脊髄路の活動が高い、
または低い症例では回復が異なると予想される。
　我々は、脳卒中患者の運動機能回復と介助歩行トレーニ
ング開始早期の下降性皮質出力の関係を調査する。

研究計画趣旨発表

兵庫県理学療法士会研究助成制度について

　兵庫県理学療法士会では、平成 28 年度から研究助成制度を設け、兵庫県理学療法士会の若
手会員（40 歳未満）への学術面での支援を行っております。当初は助成金総額 30 万円で開始
した本制度も、現在は総額 80 万円まで増額し、優秀な研究者の輩出にも寄与しつつあります。
本助成制度は毎回 5 割を超える採択率であり、非常に多くの会員の研究支援を行えるという
特徴があります。毎回、年度末（3 月頃）に募集が開始されますので、是非多くの若手会員に
チャレンジしていただき、兵庫県理学療法士会から理学療法の発展に寄与する研究成果を発
信していきましょう。
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⒊　	運動習慣の中止要因の検討	　　　　　　　　　　		
- 労働世代における探索的研究 -

中塚　清将
神戸大学大学院�保健学研究科

⒋　	膝前十字靭帯再建術後の膝伸展筋力回復に対する　
臨床予測モデルの構築および検証

上田　雄也
神戸大学医学部附属病院　国際がん医療研究センター　　　　　　　　
リハビリテーション部門

　運動不足は死亡リスクを高める要因の一つであり、特に
本邦では運動不足による関連死亡者数は第 3 位である。そ
のため、運動習慣の獲得が重要となるが、運動を開始して
も、その後、50％以上は運動を中止することが明らかとなっ
ている。特に労働世代では運動の実施率も低い上に、労働
者における運動習慣の中止要因に関するエビデンスは圧倒
的に不足している。そこで我々は、労働世代における運動
習慣の中止要因を調査することを目的とした。

　膝前十字靭帯 ( 以下 ACL) 再建術において術後の膝伸展
筋力は主観的評価やスポーツ復帰に影響する重要な指標で
ある。しかし、その回復に影響する因子は多岐に亘るため、
単一の要因での予測は難しく、包括的な評価が必要である。
　本研究では、術前因子から ACL 再建術後 1 年の膝伸展
筋力回復を予測する臨床予測モデルを構築する。また機械
学習を用いることで、より精確な予測モデルになるかにつ
いても検討する。

⒌　	入院時に低栄養である慢性閉塞性肺疾患患者は　　
リハビリテーション介入による機能改善を認めるか

東山　鈴佳
神戸市立医療センター西市民病院

　慢性閉塞性肺疾患（以下 COPD）患者の多くは、低栄
養状態を認め、臨床場面では、リハビリテーション内容や
運動負荷量設定に悩む場面を多く経験する。
　本研究の目的は、リハビリテーション介入が行われた入
院時に低栄養状態を認める COPD 患者おいて、（1）運動
耐容能・ADL 能力の改善（6 分間歩行距離・自立歩行可否）
を認めた患者の割合を調査すること。（2）患者の呼吸機能、
栄養摂取量、病状などを調査し、（1）に該当する患者の特
徴を捉えること、とする。

※ 東山鈴佳先生は所用により学会参加できないため抄録掲載のみとなります。

研究計画趣旨発表





昨年度新人発表推薦演題

歩行時の股関節筋活動に体幹姿勢が影響を及ぼし、介助量の軽減が得られた　
一症例
演者：兵庫県立リハビリテーションセンター西播磨病院　西川詠一朗

第3腰椎圧迫骨折後の安静臥床による筋萎縮を予防し早期離床を図った一症例
演者：高田上谷病院リハビリテーション科　長谷川歩菜

栄養状態に着目した介入により動作能力が改善した一症例
演者：兵庫医科大学ささやま医療センターリハビリテーション室　丸山　　綾

2型糖尿病を伴った左大腿骨転子部骨折術後患者に対して足部からの運動に　
着目した一症例
演者：公立朝来医療センター　藤本　菜緒

人工膝関節全置換術後、膝関節伸展機能に着目し、仕事復帰に必要な歩行速度を
獲得した一例
演者：大室整形外科脊椎関節クリニック　リハビリテーション部　藤永　康太

左足内側部痛に対して荷重位でのアプローチを行ったことで、独歩獲得に　　
至った左足関節背屈外果・後果骨折の一症例
演者：新須磨病院　リハビリテーション科　寺田　卓矢

歩行、バレエ時の足関節外側痛に足関節過回内と背屈制限が影響した一症例
演者：あんしんクリニック住吉　井上　　司

長下肢装具を用いた治療により抗重力伸展筋が向上したことで杖歩行を　　　
獲得した症例
演者：順心リハビリテーション病院　呉松　治樹

右中足骨骨折後、歩行時痛が長期間残存したアメリカンフットボール選手の　
症例について
演者：西川整形外科リハビリクリニック　上田　佳奈

肺気腫が背景にあり、細菌性肺炎を呈した症例　～運動耐容能向上を目指して～
演者：平成病院　寺内　健太

演者：伊丹恒生脳神経外科病院　リハビリテーション部　三枝　信吾
※他学会での発表のため演題名と抄録は掲載いたしません。
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昨年度の新人発表推薦演題について

　昨年度（2020 年）も、各支部の新人発表推薦演題に選ばれた方々は当学会で発表して頂く
予定としていました。しかし、コロナウイルス感染症の影響で昨年度の当学会が延期された
ことで、発表する機会が失われてしまいました。
　新人の先生方が日々の多忙な業務の中、新人発表の為に準備を行い、その中で選ばれた価
値ある推薦演題ということで、発表の機会はありませんでしたが、抄録を今年度の当学会の
抄録集に掲載させて頂くこととしました。
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【はじめに】
　神経筋電気刺激療法（以下、Neuromuscular Electrical 
Stimulation：NMES）は、筋力強化、代謝改善、疼痛軽減
といった特徴があり、術後急性期の筋萎縮や深部静脈血栓
症の予防に用いられている。今回、外来での理学療法（以下、
PT）施行中であった超高齢者が第 3 腰椎圧迫骨折を受傷
し安静臥床を強いられた。外来 PT 時と入院時を比較した
結果、筋萎縮が著明に認められ、早期離床及び ADL 向上
に難渋することが予測されたことから、臥床期より運動療
法に NMES を付加し、若干の知見を得たため報告する。

【症例紹介】
　87 歳の女性で認知機能・コミュニケーション能力は良
好であった。ADL は屋内車椅子自走レベル、屋外四点杖
歩行近位見守りレベルであった。左大腿骨転子部骨折・両
変形性膝関節症（以下、OA）の診断で外来 PT を実施し
ていたが、X 月 Y 日、自宅で転倒し第 3 腰椎圧迫骨折を
受傷した。Y+3 日に入院、Y+6 日に PT を開始した。入
院時の ADL は臥床レベルであった。

【倫理的配慮】
　症例報告にあたり、目的と個人情報の取り扱いについて
本人・家族に説明し同意を得た。

【PT 評価】
　外来 PT 時の大腿周径（左）は膝蓋骨 5㎝上 42.5㎝、10
㎝上 43.0㎝、15㎝上 46.0㎝であり MMT（右 / 左）は膝関
節伸展 4/3 であった。入院後 PT 開始時の大腿周径（右 /
左）は膝蓋骨 5㎝上 41.0㎝ /40.5㎝、10㎝上 42.5㎝ /41.0㎝、
15㎝上 46.0㎝ /44.5㎝であり、MMT（右 / 左）は膝関節伸
展 3/3 であった。

【治療方針】
　外来 PT 時と入院後 PT 開始時の大腿周径と筋力を比較
すると著明な筋萎縮・筋力低下が認められた。本症例は、
第 3 腰椎圧迫骨折受傷後から PT 開始まで約 1 週間の臥床
を強いられたことに加え、体幹装具完成までさらに 1 週間
の安静臥床を必要とした。本症例は超高齢者であることに
加えて、受傷前の歩行能力は低く、安静臥床により寝たき
りになるリスクが高い症例であることは明らかであった。
そのため PT 介入は、体幹装具装着後、早期離床が可能と
なるよう関節可動域訓練・筋力増強訓練に加え NMES を
用いた。刺激パラメーターは周波数 50Hz、オンオフ時間 1：
2 に設定し最大耐性強度で 30 分間、6 日 / 週、大腿直筋・
内側広筋へ Y+7 日より実施した。

【経過】
　NMES 開始以降、筋萎縮の進行は認められず、筋力も維
持された。Y+14日に体幹装具が完成し、離床を目的とした PT
を開始した。起居・移乗動作、排泄動作は離床開始日に自立し、
Y+17日には病棟内歩行器歩行が自立した。歩行器歩行自立
日の大腿周径（右 / 左）は膝蓋骨 5㎝上 41.0㎝ /41.0㎝、10
㎝上 42.5㎝ /42.0㎝、15㎝上 47.5㎝ /45.5㎝、MMT（右 / 左）
は 4/4となり、入院時と比較して軽度の改善が認められた。 

【考察】
　NMES の効果を検証した小宮らは、急性期の廃用性筋
萎縮に NMES を用い予防に有効であったことを報告して
おり、本症例への NMES も同様の効果が得られたと推察
された。NMES は通常の運動療法以外の時間に実施する
ことができるため、本症例のような安静臥床を強いられる
場合、極めて有効であると考えられた。

第3腰椎圧迫骨折後の安静臥床による筋萎縮を予防し
早期離床を図った一症例

長
は せ が わ

谷川歩
あ ゆ な

菜 1）、西本　昌平 1）、山坂　宏太 1）、山口　梨紗 1）、
田中　皓大 1）、肥田　光正 1.3）、上谷　幸代（MD）2）

1）高田上谷病院リハビリテーション科
2）高田上谷病院
3）大阪河﨑リハビリテーション大学

【はじめに】
　今回、右放線冠梗塞発症により重度の左片麻痺を呈した
症例を担当したのでここに報告する。

【症例紹介】
　70 歳代男性。右放線冠梗塞と診断。保存療法の後、発
症 14 病日で当院に入院。

【倫理的配慮】
　本人、ご家族へ発表の趣旨を説明し、書面にて同意を得
た。

【初期評価】
　運動機能は片麻痺機能テスト下肢Ⅱ− 1。筋緊張は改訂
Ashworth scale（以下 MAS）左上下肢 0、触診より腹筋
群低緊張、脊柱起立筋過緊張。粗大筋力は左上下肢 1、体
幹 2。バランスは Berg balance scale（以下 BBS）4 点。
ADL は FIM61 点。靴べら型装具（以下 SHB）での歩行は、
左 LR ～ MSt にかけて膝折れが生じ、転倒防止のため重
介助を要した。

【理学療法経過】
　入院初期、歩行時の膝折れに関して、左股関節伸展筋群
の筋活動低下が問題と考えた。入院時から長下肢装具での
歩行練習、下肢促通運動を実施した。下肢筋活動向上を認
め、中間評価時には SHB と 4 点杖を使用した歩行練習へ
移行し、膝折れも軽減した。しかし、全歩行周期で体幹屈曲・
右側屈・左回旋を呈し、中等度介助が必要であった。体幹
屈曲姿勢は、正中位に保持するための伸展活動が低下して
いると考えたが、脊柱起立筋は過緊張であった。本症例で
は、他に体幹伸展の要素として、腹圧負荷による伸展作用
が低下していると考えた。実際に、徒手的に腹圧負荷を高
め、体幹伸展活動を促すと、左股関節伸展筋群の筋活動が
向上した。介入として、歩行練習前に姿勢改善を目的とし
た腹斜筋群・腹横筋の促通運動を追加した。また、徒手的
に体幹正中位に保持しながら歩行練習を実施した。

【最終評価】
　運動機能は片麻痺機能テスト下肢Ⅲ− 2。筋緊張は
MAS 左上下肢 2、腹筋群低緊張は改善傾向、脊柱起立筋
過緊張軽減。粗大筋力は左上下肢 2 ～ 3、体幹 3。バラン
スは BBS26 点。ADL は FIM81 点。歩行は SHB と 4 点杖
を使用し監視、平行棒内自立となった。

【考察】
　本症例は歩行に対する希望が強いが、重度の左片麻痺を
呈し、歩行に最も介助を要していた。そのため、歩行時の
介助量軽減を目標に介入した。中間評価以降、歩行時の姿
勢修正や腹斜筋群・腹横筋の促通運動を行い、最終評価で
は同筋群の筋緊張が向上した。その結果、本症例では腹圧
負荷による伸展作用で体幹が安定し、左股関節伸展筋群の
筋活動が向上したと考える。笠木は、体幹筋活動性増加に
伴う体幹安定化は下肢筋群の活動性向上につながると述べ
ている。また、水島らは、固定筋の筋活動を高めた後、主
動作筋の筋力トレーニングを行うなどの、運動の順番や方
法で有効的な理学療法が行えることを示唆している。本症
例では、腹圧負荷による体幹の安定化を図った後、歩行練
習を行ったことが、効率的な歩行能力の向上に寄与したの
ではないかと考える。

歩行時の股関節筋活動に体幹姿勢が影響を及ぼし、介助
量の軽減が得られた一症例

西
にしかわ

川詠
えいいちろう

一朗
兵庫県立リハビリテーションセンター西播磨病院
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【はじめに】
　今回 2 型糖尿病（以下：DM）を伴った左大腿骨転子部
骨折術後の症例を経験した。本症例に対し、足部に着目し
介入した結果、歩行の実用性が向上したため報告する。

【対象と方法】
　70 歳代女性。X 日屋外で躓き転倒し受傷。DM（糖尿病
性網膜症）を患っており血糖コントロールのため X 日＋
21 日まで鋼線牽引し、髄内釘手術施行。術後 1 ヶ月で地
域包括ケア病床へ転棟。
　初期評価（右 / 左）は包括病棟転棟後より評価。立位姿
勢は骨盤左後方回旋・後傾・右下制。左股・膝関節軽度屈
曲位、左足関節外転位、踵骨回外位。平行棒内歩行は、左
LR ～ MSt 左足関節外転、踵骨回外位で足底接地、左股関
節内転乏しく、骨盤左後方回旋・前傾・右下制出現し左下
肢への体重移動困難。左 MSt ～ TSt 足趾伸展乏しく、骨
盤左後方回旋・前傾増大し、身体の前方移動乏しく左 TSt
短縮している。下肢長 SMD：73.5/75、ROM-T（°）：股関
節伸展 10/0、膝関節伸展 0/-10、母趾 MTPjt 伸展 20/10、
第 2 趾 10/5、第 3 ～ 5 趾 20/10　MMT：股関節屈曲 5/3、
伸展 4/3、外転 4/2 足関節底屈 3/2、底屈を伴う外がえし
3/3。NRS：左小趾球・外果後下方 5、圧痛覚：足底中等鈍麻、
音叉 128hz：8 秒、アキレス腱深部腱反射：減弱
　左 LR ～ MSt にかけて DM 足病変に加え足関節背屈・
外返し制限、長・短腓骨筋筋力低下により足部内反・踵骨
回外位で接地となり、骨盤左後方回旋・前傾・右下制出現。
左 TSt は足趾伸展制限、下腿三頭筋筋力低下により身体
の前方移動困難となり、代償として骨盤左後方回旋・前傾・
右下制増大。代償動作により股関節周囲筋筋出力が低下し
たと考えた。
　上記を問題点とし理学療法を実施。医師と相談しアーチ
サポート作成。末梢神経障害と足部・足趾筋力強化目的に
ビー玉掴みやカーフレイズ、セラバンド実施。足部への理
学療法介入後、股関節筋賦活目的に荷重練習実施。

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

【結果】
　歩行において左下肢の支持性が向上し、身体の前方移動
が拡大したことで杖歩行獲得。ROM-T（°）：股関節伸展
10/10 膝関節伸展 0/-5 母趾 MTPjp 伸展 30/20。MMT：股
関節屈曲 5/4、伸展 4/4、外転 5/4、足関節底屈 3/2+、底
屈を伴う外がえし 4/4。

【考察】
　橋本らは足部の評価が身体運動の制御を理解する上で重
要であると述べている。また、山本らは足関節背屈が可能
となり床反力が股関節の前方を通り屈曲方向に回転させる
ため、対抗して股関節伸展筋の活動が起こると報告してい
る。本症例においても合併症である DM の影響により左
足関節・足部・足趾の可動域制限、筋力低下は著明であっ
た。この足部の問題に対して介入した結果、代償動作であっ
た骨盤左後方回旋・前傾・右下制が減少し股関節周囲筋の
筋活動が円滑に行えるようになり、筋力維持に繋がったと
考える。今回、足部からの運動連鎖・身体制御を理解する
ことの重要性を学ぶことができた。

2型糖尿病を伴った左大腿骨転子部骨折術後患者に対し
て足部からの運動に着目した一症例

藤
ふじもと

本　菜
な お

緒
公立朝来医療センター

【はじめに】
　今回、C5・Th1・Th3 圧迫骨折を受傷した症例を担当した。
低栄養、炎症状態の遷延化を認めたが、運動負荷量を調整
した介入により杖歩行獲得に至ったため報告する。

【症例紹介】
　80 歳代女性。X 月 Y 日に自宅敷地内で転落し当院へ安
静加療目的に入院。既往に肺炎・関節リウマチがある。入
院前日常生活活動は杖歩行自立、入浴は監視下でその他自
立していた。Hope は「一人で動きたい」、Need は歩行実
用性向上とした。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき説明の上、同意を得た。

【初期評価】
　 身 長 156 ㎝、 体 重 43.4kg、 Body Mass Index（ 以 下
BMI）17.8。徒手筋力検査（以下 MMT）は下肢 2、膝伸
展筋力は左右とも 0.18kgf/kg。歩行は馬蹄型歩行器で軽
介助を要し、連続歩行距離は 10m であった。Functional 
Movement Scale（以下 FMS）は 11 点、機能的自立度評
価表（以下 FIM）は 55 点（運動 25 点 , 認知 30 点）。簡易
栄養状態評価表（以下 MNA）は 7.5 点、血液データより
アルブミン 2.7、ヘモグロビン 8.3 で低値を示し、C 反応性
蛋白（以下 CRP）5.7 で高値を示した。

【経過】
　第 3 病日から頸椎カラー完成までの 2 週間は主治医の指
示に従いベッド上で介入した。その後離床開始となったが入
院 4 週目での体重は 41.4kg に減少を認め、エネルギー摂取
量が基礎代謝量分を下回っていた。そこで多職種と連携し補
助食品の導入、食形態変更、環境調整を実施し、エネルギー
摂取量は徐々に増加。しかし易疲労性、炎症状態が遷延化
していたことから、3METs 以下の低負荷で最大負荷は立位
として理学療法を実施。その後 CRP は徐々に低値を示し、
それに伴いレジスタンストレーニング（以下 RT）や階段昇降、
屋外歩行などの積極的な理学療法を実施した。

【最終評価】
　体重 41.5kg、BMI17.1 に減少。MMT は下肢 3、膝伸展
筋力は左右とも 0.25kgf/kg に改善。独歩での連続歩行距
離は 60m、馬蹄型歩行器歩行は 100m 可能となった。FMS
は 39 点、FIM は 102 点（運動 73 点 , 認知 29 点）に改善し、
病棟内杖歩行自立となった。MNA は 11 点、CRP1.6 に改
善したが、その他血液データに大きな変化は認めなかった。

【考察】
　本症例は骨折による直接的な動作遂行の阻害は大きく認め
なかった。しかし飢餓、急性外傷による侵襲、併存疾患に
よる悪液質から代謝亢進状態で低栄養が助長され、安静臥
床に伴う廃用に加えて代謝面でも全身性に筋萎縮が生じやす
い状況にあり、歩行の実用性が低下していると考えた。さら
に体重減少を認めたため筋力増強にあたり炎症反応、栄養
状態、運動負荷について検討し介入した。若林は異化期に
は 2 ～ 3METs 以下、RT など 3METs 以上の運動は同化期
に実施することを推奨している。また寺島らは低栄養状態で
は CRP3 以下が積極的な理学療法の開始時期であると述べ
ている。本症例は入院 6 週目に CRP3 以下となり異化期を離
脱したと考えた。さらに体重維持が図れており栄養状態は安
定したと判断し、リハビリ時間の延長を図りながら運動負荷
量を漸増し理学療法を実施した。その結果、栄養状態の悪
化を呈さず筋力が向上し、杖歩行自立に至ったと考えた。

栄養状態に着目した介入により動作能力が改善した一症
例

丸
まるやま

山　　綾
あや

1）、田淵　嵩人 1）、山口　達也 1）、岡前　暁生 1）、
金田　好弘 2）

1）兵庫医科大学ささやま医療センターリハビリテーション室
2）兵庫医科大学ささやま医療センターリハビリテーション科
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【はじめに】
　今回、左足関節外果・後果骨折に対して、観血的骨接合
術を施行された 70 歳代女性を担当した。受傷前 ADL は
毎朝散歩をするなど活動性が高く、Hope は「松葉杖なし
で早く歩きたい」であった。そこで荷重位での左足関節背
屈可動域制限と左内側縦アーチの低下に着目し、歩行の改
善を図ることで独歩獲得に至った為、報告する。

【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。

【初期評価（術後 6 週）】
　左 Mst ～Tst 時に左足内側部に NRS5 点と疼痛があった。
ROM（右 / 左）は足関節背屈 15°/10°で、MMT（右 / 左）
は後脛骨筋 5/4、長趾・長母趾屈筋 5/4 であった。アーチ
高率（荷重位：右 / 左）は 15％ /13％と左内側縦アーチ低
下を認めた。1/3 部分荷重での歩容は、左 IC 時に左足外
転位での接地となり、左 LR ～ Tst にかけて下腿前傾不足
と内側縦アーチ低下を認めた。

【経過】
　術後 6 週時点では、左足関節背屈 ROMex とチューブを
用いた左内側縦アーチ構成筋の OKC 運動を中心とした訓
練を実施。その後 2 週毎に荷重を 1/3 増加し、術後 10 週
で全荷重へと移行した。術後 10 週から荷重位でのアプロー
チに切り替え、荷重位での左足関節背屈動作を促す運動や
足部 30°内転位でのカーフレイズ、荷重位でのタオルギャ
ザーに加え、バランスディスクを用いて接地方法の修正を
図った。

【最終評価（術後 14 週）】
　荷重位における左 Mst ～ Tst 時の左足内側部痛は消失。
ROM（右 / 左）では足関節背屈が 15°/15°に改善した。
MMT（右 / 左）は後脛骨筋 5/5、長趾・長母趾屈筋 5/5
と向上し、アーチ高率（荷重位：右 / 左）も 16%/15% と
向上した。独歩での歩容は、左 IC 時の左足外転位接地が
初期より中間位での接地が可能となり、左 LR ～ Tst にか
けての下腿前傾動作と内側縦アーチ低下の改善を認めた。

【考察】
　左足内側部痛の原因として、受傷時の左足外反強制に
よって生じた軟部組織損傷に加え、荷重位での左足関節背
屈可動域制限と左内側縦アーチ低下による左ショパール関
節内側部へのメカニカルストレス、歩行時の左足外転位接
地での習慣が左足内側部への疼痛を出現させたと考えた。
そのため左足関節背屈 ROMex と左内側縦アーチ構成筋へ
の OKC での運動を行い、術後 10 週から上記で述べた荷
重位での運動を中心に切り替えた。その結果、最終評価時
には荷重位での左足関節背屈可動域改善、左内側縦アーチ
構成筋の筋力が向上し、歩行時の下腿前傾動作と内側縦
アーチ低下の改善を認めたことで、左足内側部痛が消失し、
完全独歩獲得に至った。
　本症例を通して、足関節疾患において距腿関節の動きだ
けでなく足部を構成する他の関節を含め、周囲筋群の協調
的な働きを再教育するためには、荷重位でのアプローチが
重要であることを学ぶことができた。

左足内側部痛に対して荷重位でのアプローチを行ったこ
とで、独歩獲得に至った左足関節背屈外果・後果骨折の
一症例
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【はじめに】
　仕事復帰に必要な歩行速度を獲得するために、膝伸展機
能に着目した右人工膝関節全置換術（以下 TKA）の症例
を担当したためここに報告する。

【症例紹介】
　症例は 60 歳代男性であり、術前より両変形性膝関節症
に対して保存療法を行っていたが、右膝痛・不安定感の増
悪により、右 TKA を施行された。両変形性足関節症の既
往がある。HOPE は「小走りができるようになり、早く仕
事に戻りたい」であり、仕事復帰には 40m を約 20 秒で通
過する動作が必要であった。術前の膝関節可動域（右 / 左）
は、屈曲 140°/140°、伸展 -30°/-15°、MMT 足関節底屈
筋群、足趾筋群は 2 であり、その他下肢筋群は全て 5 であっ
た。FTA（右 / 左）は 157°/164°、立位姿勢は、骨盤後
傾、右傾斜がみられ、両足部は外転、回内位であった。右
膝蓋骨は外側に偏位していた。歩行速度は 2.1m/ 秒、歩数
は 19 歩であった。

【論理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、症例に同意を得た。

【経過】
　術後右 FTA は 174°であった。退院時評価は、右膝関節
屈曲可動域は 128°、右膝関節伸展可動域は -13°、右膝伸
展 lag は 10°、MMT 右大腿四頭筋は 4 であった。右膝蓋
骨外側不安定感が出現した。立位での右骨盤傾斜は改善さ
れていたが、立位右膝伸展可動域は -15°であった。歩行速
度は 1.3m/ 秒、歩数は 18 歩であった。術後 1 ヶ月では、
右膝関節伸展可動域は -10°であり、右膝伸展 lag は 5°残存
していた。右膝蓋骨の不安定感も残存、歩行速度は 1.5m/
秒、歩数は 17 歩であった。その後 1 ヶ月は主に CKC で
の運動療法を進め、術後 2 ヶ月には、右膝関節伸展可動域
は -10°、立位右伸展可動域も -10°となり、右膝蓋骨の不安
定感もなくなった。歩行速度は 2.1m/ 秒、歩数は 15 歩と
なり、仕事復帰した。

【考察】
　今回、仕事復帰に必要な歩行速度獲得に向けて、歩行時
の術側下肢支持性向上が必要と考え、膝伸展機能に着目し
た。膝伸展機能の改善には、膝関節伸展可動域の拡大、膝
蓋骨外側不安定感の改善、それらに伴う膝伸展筋力向上が
必要であると考え、理学療法を実施した。これにより大腿
四頭筋は収縮効率が向上し、膝関節伸展機能は改善したと
考える。また、動的安定性向上を図るために、CKC での
膝伸展 ex やステップ ex を行ったことにより、LR ～ MSt
前半の術側下肢の支持性が向上し、歩幅拡大と速度向上が
可能となったと考える。

【結語】
　今回、術前と同程度の歩行速度を獲得し、仕事復帰に至っ
た。今後は両足部変形からの影響も深く考えていきたい。

人工膝関節全置換術後、膝関節伸展機能に着目し、仕事
復帰に必要な歩行速度を獲得した一例
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【はじめに】
　本症例はアテローム血栓性脳梗塞により右片麻痺を呈
した症例を担当し、NEED として自立歩行獲得を挙げた。
早期より長下肢装具（以下 , KAFO）を取り入れたことで
歩容の改善と杖歩行獲得に至ったためここに報告する。

【対象と方法】
　症例は 80 歳代後半の女性。平成 31 年 2 月に両アテロー
ム血栓性脳梗塞を発症し Double Bypass 術施行。入院前の
ADL（Activity of Daily Living）は屋内独歩自立していた。
初期評価（入院 2 週目）では Brunnstrom Recovery Stage

（以下, BRS）：右下肢Ⅳ、左下肢Ⅵ。Manual Muscle Test（以
下 , MMT）右 / 左：腹斜筋群 2/2、腸腰筋 3/3、大殿筋
2/3、中殿筋 2/3、大腿四頭筋 3/4。立位姿勢は骨盤右回旋、
体幹左側屈位を認めた。歩行は平行棒内で軽介助を要し全
周期に渡り体幹左側屈位を呈した。右 LR から MSt では
骨盤左下制による崩れから右股関節内転が起こり、右立脚
期の短縮を認めた。治療として 2 週目より KAFO を使用
し後方介助にて立位・歩行練習を開始した。目的は右股関
節屈曲に伴う骨盤右回旋を水平位へ戻し、活動張力が発揮
されやすいアライメントに修正するためである。この姿勢
から腹斜筋・中殿筋の筋力強化を図り、加えて体幹左側屈
と右 LR 以降の骨盤左下制の崩れを抑制した後、正常歩行
に類似した姿勢で介助歩行を行った。4 週目からはステッ
プ台を用いて右片脚立位で股関節動的支持を促通した。7
週目からは右立脚相の骨盤の崩れが軽減し、右 MSt 時の
中殿筋の収縮も確認できたため T 字杖歩行を導入した。

【倫理的配慮】
　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。

【結果】
　最終評価（入院 12 週目）では BRS：右下肢Ⅴ。MMT
右 / 左：腹斜筋群 3/3、腸腰筋 4/4、大殿筋 3/4、中殿筋
3/3、大腿四頭筋 4/4。T 字杖歩行は 2 動作揃え型で右 LR
から MSt の骨盤左下制による崩れが改善し、全周期にお
ける体幹左側屈が軽減した。初期と比べ右立脚期は延長し
杖歩行自立となった。

【考察】
　本症例は歩行時の右 LR ～ MSt にかけて骨盤左下制に
よる崩れが出現し転倒リスクを呈していた。これは全周期
に起こる体幹左側屈により右股関節外的トルクが増大し、
加えて腹斜筋・右中殿筋の筋力低下により右片脚支持での
骨盤水平保持が困難になると考えた。大畑らは抗重力下の
環境に置くことで下肢筋活動が出現し、足部での荷重刺激
より自動歩行調節機構が賦活され下肢の抗重力伸筋群の筋
活動が得られやすいと述べている。そのためこれらに対し
早期から KAFO を使用することで抗重力伸展活動を促通
した。荷重刺激を加えることで網様体脊髄路が賦活され下
部体幹と下肢近位筋の歩行リズムに同調した筋活動を惹起
させたと考えられる。また腹斜筋・中殿筋の筋出力向上に
伴い片脚支持での骨盤水平保持を獲得したことにより、T
字杖歩行自立へ至った。

長下肢装具を用いた治療により抗重力伸展筋が向上した
ことで杖歩行を獲得した症例
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【はじめに】
　左足関節外側靭帯損傷による炎症軽減後も歩行、バレエで足
関節外側に疼痛が生じていた症例について報告する。

【症例紹介】
　30 歳代女性。20XX 年 Y 月、バレエ中に受傷し、翌日に当
院を受診。炎症所見、靭帯の圧痛は消失したが受傷 4 週後も
足関節外側に疼痛があった。主訴 : バレエの練習で徐々に痛
みが強くなってくる。Hope: 痛みを気にせずにバレエをしたい。
Need: 長時間歩行、バレエ中の疼痛軽減。

【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。

【初期→中間→最終評価】
①受傷 4 週→② 8 週→③ 12 週
腫脹 :−　熱感 :−　内反ストレステスト:−
疼痛 :Numerical Rating Scale
つま先立ち : ① 4/10 →② 0/10 歩行 : ① 3/10 →② 3/10 →③
0/10 部位 : 腓骨筋腱
関節可動域（°）: 右 / 左 
足 関 節 底 屈 ① 50/40 → ② 50/50　 背 屈 ① 25/10 → ②
25/15 →③ 25/25　母趾 MP 伸展 ① 55/40 →② 55/45 →③
55/55
徒手筋力検査 足関節内返し ① 5/4 →② 5/5
leg heel alignment（°）: ① 6/11 →② 5/7
カーフレイズ : ①後足部軽度回内→②軽度回外
歩行動作 : ①左 IC ～ LR 後足部過回内、MSt ～ TSt 下腿前
傾減少→② IC ～ LR 後足部過回内改善→③ MSt ～ TSt 下
腿前傾改善

【考察】
　本症例は長時間歩行とバレエのつま先立ちにおいて腓骨筋腱
に疼痛が生じていた。歩行、つま先立ち（カーフレイズ）での疼
痛軽減を目的に介入した。
　歩行は IC ～ LR において過回内であり、後脛骨筋の筋力低
下が考えられる。その影響によりトラス機構が働かず足底腱膜の
緊張を生み出せないため、下腿三頭筋の過活動で代償している
と考えた。下腿三頭筋の過活動は MSt ～ TSt の下腿前傾を
減少させ、アンクルロッカーの不足を招く。したがって、後脛骨筋
筋力低下とロッカー機能低下の影響で推進力を生み出すために
腓骨筋が過活動となり腓骨筋腱の疼痛に繋がったと考えた。徳
王丸らは、歩行の蹴り出しで後脛骨筋に対して腓骨筋の活動
が大きい場合、カーフレイズでも腓骨筋の活動の比率が大きいと
述べている。本症例のカーフレイズは後足部軽度回内位であり、
後脛骨筋筋力低下による腓骨筋優位の動作が疼痛へ繋がって
いると考えた。よって歩行、カーフレイズの共通の問題点である
後脛骨筋筋力低下に対して内返し EX、腓骨筋の過緊張に対し
てリラクセーションを実施した。その結果、中間評価ではカーフレ
イズの後足部回内が軽減し、疼痛も消失した。
　中間評価で歩行時の疼痛が残存した要因は、下腿前傾減少
が残存していることが考えられる。そこで、母趾伸展制限を考慮
し、距骨後突起部を腱が走行する長母趾屈筋の柔軟性低下が
距骨の後方滑りを制限していると考えた。そのため、長母趾屈
筋のストレッチ、距骨後方滑りの徒手的誘導、後方関節包のモ
ビライゼーションを実施した。その結果、最終評価では背屈可動
域、母趾伸展可動域が改善し、MSt ～ TSt での下腿前傾が生
じたことで歩行時痛が消失した。
【まとめ】
　動作の特徴と機能障害の関連を多角的に考え、痛みの発生機
序を考察し介入したことで歩行、バレエ中の疼痛が改善された。

歩行、バレエ時の足関節外側痛に足関節過回内と背屈制
限が影響した一症例
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【はじめに】
　今回、廃用症候群を呈した症例に対して、趣味の散歩を
再獲得するために、下肢筋力運動と全身持久力運動を中心
とした介入を行ったことで運動耐容能向上が得られたため
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】
　70 歳代後半男性で身長 165㎝体重 52㎏。Z 日、細菌性肺
炎の治療による臥床によって廃用を呈し入院。既往歴は肺
気腫。病前ADLは全般的に自立レベルで独居、移動は独歩。
趣味の散歩は徐々に距離が短縮し、休憩挟み 400m。Hope
は「散歩をしたい」、Need は運動耐容能向上と設定。小西
らの 6 分間歩行試験（以下 6MD）400m 以上で外出可能と
の報告から目標は 6MD400m。

【初期評価（Z+26 日―Z+33 日）】
　In Body による下肢筋量は 10.5㎏（標準 14.1㎏）、立ち
上がりテストは可能高さ 55㎝であった。Manual Muscle 
Test（以下 MMT、右 / 左）は大殿筋 3/3、大腿四頭筋
4/4、下腿三頭筋 4/4 だった。6MD は 350m で呼吸困難感
は修正 Borg Scale8、30 秒立ち上がり試験（以下 CS30）
は修正 Borg Scale9 で継続困難。

【治療経過】
　治療プログラムは下肢筋力運動、歩行を主とした全身持
久力運動を中心に実施。呼吸困難感が強かったためコン
ディショニング中心から漸増的に運動療法を進めた。また、
自主訓練指導と病棟内自由歩行やチェック表の使用も促し
た。

【最終評価】
　下肢筋量は 12.4㎏。立ち上がりテストは 32cm、MMT
は大殿筋 4/4、大腿四頭筋 5/5、下腿三頭筋 5/5。6MD
は修正 Borg Scale8 で 470m。CS30 は 19 回で修正 Borg 
Scale3。

【考察】
　本症例は、筋力、筋量ともに低下しており、大池らは、
呼吸器疾患における筋力低下は換気制限、ガス交換能低下
などの呼吸器障害による活動制限に伴う廃用により生じる
と述べていることから、本症例の筋力低下も同様の機序で
生じたと考える。高橋らは、呼吸器疾患患者の運動耐容能
低下の原因は肺機能と下肢筋の機能不全が寄与しており運
動耐容能向上に大腿四頭筋の筋力が重要と述べているた
め、積極的に筋力訓練を実施。検査結果より筋力・筋量の
改善が得られており、運動耐容能向上に繋がったと考えら
れる。
　沓澤は、呼吸器疾患患者の筋線維はミトコンドリア密度
が減少し、ミトコンドリア内の好気性代謝に関する酸化酵
素活性が低下している。また、解糖系の酵素活性が増加し、
ATP 産生が好気性代謝から解糖系へシフトしている可能
性を報告している。解糖系による ATP 産生は、乳酸アシ
ドーシスによる換気需要の亢進が起きる。安藤らは、全身
持久力訓練は酸化酵素活性を改善させ、乳酸アシドーシス
を低減することで、換気需要が低下することを報告してい
る。本症例にも全身持久力訓練を実施。換気需要低下によ
り呼吸困難感軽減し運動耐容能向上につながったと考え
る。

肺気腫が背景にあり、細菌性肺炎を呈した症例　～運動
耐容能向上を目指して～

寺
てらうち

内　健
け ん た

太
平成病院

【はじめに】
　中足骨骨折後、チーム事情により早期の試合復帰を余儀
なくされ、歩行時痛が長期間残存した患者に対し、足部アー
チに着目し治療を行なった結果、最終的に試合に痛みなく
出場可能となったためここに報告する。

【症例紹介】
　大学 4 年生、アメリカンフットボール部、ポジションは
タイトエンド。試合中、右足関節内反位で上から相手選手
に乗られて受傷した。受傷日（以下 X 日）+2 日目よりギ
プス固定、患部非荷重とし、固定除去後（X+32 日目）よ
りスポーツ復帰に向けた患部トレーニングを開始した。主
訴は「歩行時や走る際に痛みが強い」であった。

【初期評価（X+32 日）】
　患部に腫脹がみられ、第 2・3 中足骨頭・立方骨外側・
リスフラン関節第 1 列に圧痛、リスフラン関節第 1 列に不
安定性が認められた。足部の柔軟性低下がみられ、足関
節底背屈の可動域（以下 ROM）制限を認めた。徒手筋力
検査（以下 MMT）では、患側の足関節底屈・内外反、足
趾屈曲・伸展、股関節外転の筋力低下を認めた。片脚立位
姿勢は、患側で足趾屈曲による代償がみられ、ウィンド
ラス機構の機能不全がみられた。スクワッティングテス
ト（knee in test）では、内側縦アーチが低下しリスフラ
ン関節第 1 列に疼痛が出現した。歩行は、右立脚中期（以
下 MSt）～右前遊脚期（以下 PSw）でリスフラン関節第
1 列に疼痛（NRS=7）を認めた。MSt で内側縦アーチ低下、
踵骨回内の増大がみられ、PSw で母趾 MTP 関節の背屈角
度が減少し、蹴り出しが不十分であった。歩行時の足圧分
布は、右前足部の荷重量が少なかった。

【倫理的配慮】
　本発表の趣旨を十分に説明し、同意を得た。

【統合と解釈】
　リスフラン関節の不安定性、足関節・足部安定化筋群の
筋力低下がみられた。スクワッティングテスト、歩行動作
では、リスフラン関節の不安定性、アーチを保持するため
の長短腓骨筋・後脛骨筋・足趾屈筋群の筋力低下、ウィン
ドラス機構の破綻により内側縦アーチが降下しリスフラン
関節第 1 列に剪断力が生じることで疼痛が出現していると
考えた。治療プログラムとして、足部の筋力トレーニング、
荷重練習、物理療法などを実施した。

【最終評価（X+143 日）】
　骨癒合が得られ、腫脹・圧痛は消失し足部の柔軟性は
向上していた。ROM、MMT ともに改善した。片脚立位、
スクワッティングテスト、歩行時の足部アーチは保持され、
疼痛は消失し走行も可能となった。

【考察】
　本症例は、歩行時の疼痛が長期間残存していた。歩行時
に足部アーチが降下していることに着目し、アーチを保持
し荷重することが最も重要と考え理学療法を行った。川野
は長腓骨筋と後脛骨筋が共同で働くことで踵骨の内外反を
制動すると報告しており、Olson らは長腓骨筋が母趾球荷
重をするために最も重要な役割を果たすと報告している。
本症例においても、長短腓骨筋・後脛骨筋・足趾屈筋群筋
力の改善が得られたことによって、足部アーチの保持、歩
行の安定性が獲得でき、歩行および走行時痛の消失に至っ
たと考えられる。

右中足骨骨折後、歩行時痛が長期間残存したアメリカン
フットボール選手の症例について

上
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奈、松尾　悠亮、小山　智士、西川　哲夫
西川整形外科リハビリクリニック
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