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第29回兵庫県理学療法学術大会出張許可について（お願い）
謹啓
時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より一般社団法人兵庫県理学療法士会の運営につきまして、格段のご理解を賜り厚くお礼申
し上げます。
さて、このたび下記の要領にて第29回兵庫県理学療法学術大会を会員の知識・技術の向上を目的に
開催する運びとなりました。
つきましては、貴施設の理学療法士

氏の学会出張につきまして、

格段のご配慮を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。
謹白

記

1.

日

時：平成29年7月9日（日）

2.

会

場：神戸国際会議場

9：00〜17：00

〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-9-1
TEL: 078-302-5200（代）
3.

テーマ：Innovation! −新たな展開に立ち向かう−

【問い合わせ先】
第 29 回兵庫県理学療法学術大会
栄宏会小野病院

事務局

リハビリテーション科内

E-mail：pt29jimukyoku@yahoo.co.jp

第29回兵庫県理学療法学術大会の開催にあたって
この度、第29回兵庫県理学療法学術大会を北播磨・丹波ブロック担当で平成29年7月9日（日）
に神戸国際会議場にて開催する運びとなりました。
団塊の世代が後期高齢者に移行し要介護の確率が高まる2025年には、65歳以上の人口が30%
を超えると予測されます。これにともない、介護費用は倍増し、専門職が不足すると推定されます。
限られた医療・介護資源の中で、効率を高め質も維持・向上させながら打ち寄せる苦悩を乗切る
必要があります。
このように、理学療法士を取り巻く環境は大きく変わろうとしています。われわれ兵庫県理学療
法士会も50周年を迎え、創成期から現在に至るまでの変遷をともに歩んでまいりました。そこで、
大会テーマを「Innovation！ －新たな展開に立ち向かう－」としました。本学術大会では、平成
30年度の同時改定を間近に感じながら多様に変化する環境のなかで、これからの理学療法につい
て参加された皆さんと考えていきたいと思います。
本大会では特別講演のテーマを「次世代を担う理学療法士の今後

－これから我々が生き残っ

ていくために－」とし、兵庫県理学療法士会 副会長 間瀬 教史氏、職能部部長 伊藤 弘氏、保
健福祉部部長 藤井 幸氏の3名にそれぞれの役職と担当分野の立場から講師をお願いしました。理
学療法士を取り巻く現状と課題への発言から、今後の新たな展望について会場に参加している皆
様のご意見も反映していく会場参加型で進行いたします。
一般公開講演は、稲美町健康福祉課 米澤 有里氏をお迎えし、
「健康寿命を延ばす秘訣」をご
講演いただきます。高齢者がそれぞれ住み慣れた地域で自分らしく生活するための秘訣を、多くの
県民の方々に聴講していただきたいと考えております。
教育講演は新たな理学療法の展開として、神戸百年記念病院麻酔科医師 尾㟢 孝平先生には
「早期リハビリテーションの勧め －エキスパートコンセンサスを読みとく－」を、大久保病院
山本 昌樹氏には「運動器疾患のクリニカルリーズニング」についてご講演いただきます。急性期医
療における理学療法士の専門性の強化と役割等について新しい発見ができればと考えています。
一般演題では、口述・ポスター発表を通して、さらなる自己研鑚の場となるように活発な意見交
換をお願いします。
運営スタッフ一同、実りある有意義な大会となるように努力し、準備を進めております。多くの会
員と県民の皆様にご参加いただき、多くの情報や知識を吸収し新たな自分を見つめ直す場を提供
できればと考えています。

第29回兵庫県理学療法学術大会
大会長
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北嶋

康広

第29回兵庫県理学療法学術大会後援
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
公益社団法人兵庫県栄養士会
一般社団法人兵庫県歯科医師会
公益社団法人兵庫県歯科衛生士会
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
（順不同）

広告協賛一覧
医療法人社団 慈恵会 神戸総合医療専門学校
学校法人 神戸滋慶学園 神戸医療福祉専門学校 三田校
関西総合リハビリテーション専門学校
神戸学院大学 総合リハビリテーション学部
甲南女子大学 看護リハビリテーション学部
神戸国際大学 リハビリテーション学部
兵庫医療大学 リハビリテーション学部
宝塚医療大学 保健医療学部
関西アイエヌエスサービス株式会社
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参加者へのお願い
１．参加費について

日本理学療法士協会

会員

3,000円

日本理学療法士協会

会員外・他職種

4,000円

学生（学生証を提示してください）

無料

		 ※一般公開講演のみの参加は無料です。一般の方も受講出来ますので、お誘い合
		

わせのうえご参加ください。

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

２．受付について
（１）受付場所：参加者受付・総合案内
ＰＣ受付

1F

9：00〜16：00

B1F

9：00〜15：20

※会場案内をご参照ください。
（２）受付方法：参加者受付にて日本理学療法士協会会員証を提示していただき、参加費をお支払いくだ
さい。引き替えにネームプレート（領収書付き）とネームホルダーをお渡しします。ネームホルダー
は返却不要です。
（３）特別講演のご案内：特別講演ではインターネットブラウザを利用したアナライザーでの質問を設け
ております。ご自身のスマートフォン等をご使用になり、参加が可能です。総合受付、会場前で
読み取りQR コードおよびURL を掲載した紙を配布いたしますので、特別講演に参加される前に
ダウンロードをお願いいたします。
皆様のご参加をお待ちしております。

３．会館内でのご注意
（１）喫煙について：館内は全面禁煙となっております。
（２）携帯電話について：館内ではマナーモードか電源をお切りいただき、使用はご遠慮ください。
（３）昼食について：各会場では飲食出来ません。B1Fの「ホール」または3Fの「ラウンジ」
「レセプショ
ンホール」に飲食可能なスペースがあります。会場近くに店舗がありませんので、各自昼食を用
意していただくことをお勧めします。
（４）ゴミについて：ゴミ箱は受付近くに用意しておりますので、そちらのゴミ箱をご利用いただくか、
各自でお持ち帰りいただき、会場にゴミを放置することがないようお願い致します。
（５）撮影および録音について：会場内での撮影及び録音は講師の著作権保護や紹介されるケースのプラ
イバシー保護のため禁止させていただきます。

４．託児所について
会場に隣接するポートピアホテル内の託児所をご利用いただけます。
（１）お申し込み先：ファンタジックアリス
（http://www.twb.co.jp/portpia.htm） TEL：078-303-5247

mail：hyogo-pt29@twb.co.jp

※12：00～18：00の間にお問い合わせください。
※お問い合わせに際しては、第29回兵庫県理学療法学術大会参加者である旨をお伝えください。
※費用は大会側が負担致します。
（２）申込み締切：6月23日（金）
なお、定員になり次第、締め切らせていただきますのでご了承ください。
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5．駐車場について
駐車スペースには限りがございます。会場周辺の有料駐車場または、公共交通機関のご利用をよろしく
お願い致します。

新人教育プログラム単位認定及び専門・認定理学療法士の取得に関わる履修ポイントについて
本学術大会は新人教育プログラム単位認定及び専門・認定理学療法士の取得に関わる履修ポイントが認定
されます。

・新人教育プログラム修了者：学術大会参加で生涯学習10ポイント。さらに、一般発表で生涯学習5ポイ
ント。

・新人教育プログラム履修中：学術大会参加のみでは単位の付与は無し。但し、学術大会の特別講演は
「D-1

社会の中の理学療法（1単位）」として、一般公開講演は「C-5

域リハビリテーション（1単位）」として、教育講演Ⅰは「C-3
の理学療法（1単位）」として、教育講演Ⅱは「C-2

地

内部障害

運動器疾患の理学療

法（1単位）」として認定されます。
各セッション開始前に、会場前で受講票を配布します。セッション終了後、受
講票を総合受付内の単位認定受付までお持ちください。
なお、配布時間はセッション開始時間までとなっています。時間内に取りに来
られなかった場合は未修得となりますのでご注意ください。
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。

口述発表について
１．演者へのお願い
（１）参加者受付終了後、各セッション開始の30分前までにB1FのPC受付にて試写をお済ませください。
・事務局で用意するPCのOSはWindows 10Ⓡです。
アプリケーションソフトは、「Windows PowerPointⓇ2007、2010、2013、2016」です。
・データ作成にあたっては、Windows標準フォント（MS明朝、MSP明朝、MSゴシック、MSPゴシッ
ク等）をご使用ください。
・音声及び動画の使用の場合はパソコン本体をお持ち込みください。
・HDMIやMini DisplayPortなどD-sub15ピン以外の接続はお受けできません。
・スムーズな進行をするために「発表者ツール」の使用をお控えください。
・Macintosh使用の場合はパソコン本体とコネクタをお持ち込みください。
・スライド枚数の制限はございませんが、発表時間内に終了するようにしてください。
・作成されたファイル名は「演題番号_発表者名（カタカナ）」で保存してください。
例：O-1_ヒョウゴ

ハナコ

（２）該当セッション開始の10分前までに、会場内の次演者席にお越しください。
（３）口述発表Ⅰ（セレクション演題）の発表は7分、質疑応答は5分以内です。
口述発表Ⅱ（新人発表推薦演題）の発表は5分、質疑応答は2分以内です。
（４）演者や所属などに変更がある場合は、受付の際にお申し出ください。

２．座長へのお願い
（１）参加者受付終了後、総合案内へお立ち寄りください。
（２）該当セッション開始の10分前までに、会場内の次座長席にお越しください。
（３）予定時間内にすべての演者が議論出来るよう進行をよろしくお願い致します。
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３．参加者へのお願い
質疑応答の時間を演題ごとに用意しております。座長の指示に従って活発に議論を行ってください。
質問の際には、質問者の所属と氏名を告げてから、簡潔に行ってください。

ポスター発表について
1．演者へのお願い

演題番号

演題タイトル・演者名・所属

（１）参加者受付終了後、ポスター会場内のポス
ター受付にて受付を済ませ、11：00までに
ポスターを所定の場所に貼付してください。

20cm
演題内容

・ ポス ター掲示には、ポスターパネルと画
鋲を用意致します。
・掲示はパネルの横90cm×縦160cmの範囲
とします。

160cm

210cm

・パネル左上に演題番号を大会側で用意致
します。その右側に縦20cm×横70cmのサ
イズで、演題タイトル・演者名・所属を
表記してください。
（２）ポスター撤収は15：00～16：30に行ってく

30cm

ださい。
（３）該当セッション開始の10分前までに、ポス

90cm

ターの前にお越しください。
（４）発表は5分、質疑応答は2分としますが、発表終了後も該当セッションが終わるまではポスター前で
待機してください。
（５）演者や所属などに変更がある場合は、受付の際にお申し出ください。

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

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

博多へ

新大阪

新神戸
地下鉄
3分
阪急三宮

阪急神戸線

JR 三ノ宮
三宮
阪神三宮

阪急 梅田

JR神戸線

大阪

阪神本線

阪神 梅田

ポートライナー
10分

神戸国際会議場

リムジンバス
70分

市民広場
ポートアイランド

関西国際空港

神戸ベイシャトル
29分

神戸空港

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

○JR三ノ宮駅からポートライナーで約10分
（市民広場駅下車）
○JR新神戸駅から約15分
（地下鉄・三宮駅乗り換え・ポートライナー）
○神戸空港からポートライナーで約8分
○タクシー所要時間
三ノ宮駅から約10分
新神戸駅から約20分
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会場案内
神戸国際会議場
学術大会本部

B1F

B1F・1F

EV ホール

PC受付

大会長基調講演・特別講演・
一般公開講演・教育講演・
口述発表

第 1 会場
メインホール

入
口

喫茶レストラン

参加者受付
総合案内

3F

EV ホール

エスカレーター

ラウンジ

ラウンジ

教育講演・
口述発表

第 2 会場
国際会議室

ポスター会場
レセプション
ホール

ポスター発表
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学術大会タイムテーブル
階
会場
9:00

1F・B1F
メインホール
（第1会場）

3F
階
国際会議室
（第2会場） レセプションホール（ポスター会場） 会場
9:00
9:00
9:40

10:00

大会長基調講演
「I n n o v a t i o n !
−新たな展開に
立ち向かう−」

開会式

30

10:00

特別講演

「次世代を担う理学療法士の今後
−これから我々が生き残っていくために−」
座長：山本 克己、北嶋 康広
30

演者：北嶋

10:00

30
ポスター貼付

康広

30

「日本理学療法士協会の活動からわかること」

11:00

演者 :

間瀬

教史

演者 :

伊藤

弘

11:00

「理学療法士が生涯の職業であるために」

11:00

ポスター掲示

「生活期に求められる理学療法士の役割」
演者 : 藤井
幸
11:30

30

12:00

11:30

12:18

口述発表Ⅰ

第1セッション
（セレクション演題）
O-1〜O-4
4演題

11:30
11:30

11:30

口述発表Ⅱ
O-5〜O-15

12:19
12:20

第2セッション
（新人発表推薦演題）

12:47

第3セッション
Ｐ-1〜Ｐ-7
7演題

第4セッション
Ｐ-8〜Ｐ-14
12:197演題

ポスター発表Ⅳ
ポスター発表Ⅲ 第6セッション

13:16
13:20
13:40

11:00

30

12:00

12:20

第5セッション
P-23〜P-29
P-15〜P-22
7演題
8演題
13:09

13:00

30

11:30

ポスター発表Ⅰ ポスター発表Ⅱ

11演題

30

10:00

表彰式・次期大会長挨拶

30

13:00

30

13:40

14:00

ポスター掲示

一般公開講演

14:00

「健康寿命を延ばす秘訣」
演者：米澤

30

有里

30

座長：宇仁菅敏行

15:00

15:00
15:00

15:10
15:15

30

15:15

教育講演Ⅰ

教育講演Ⅱ

「早期リハビリテーションの勧め
「運動器疾患の
16:00 −エキスパートコンセンサスを読みとく−」 クリニカルリーズニング」
演者：尾﨑

30

座長：笹沼

16:45
16:45

15:00

孝平
直樹

演者：山本

昌樹
座長：大久保吏司
16:45

ポスター撤収

30

16:00

16:30

30

表彰式・閉会式

17:00

17:00
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MEMO
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一般演題プログラム
口述発表Ⅰ

メインホール（第 1 会場）

第 1 セッション（セレクション演題）

11:30 〜 12:18
座長：医療法人協和会

O-1

協和マリナホスピタル
株式会社ひまわり
兵庫県立西宮病院

檀辻
正木
井貫

雅広
健一
博詞

宝塚リハビリテーション病院

蓮井

成仁

小林

憲人

神戸市立医療センター西市民病院

三栖

翔吾

たつの訪問サービス

和田

研介

脳卒中患者における歩行周期変動性と底屈トルク変動性との関連性
医療法人尚和会

O-2

介護認定後期高齢者の身体機能・認知機能・活動能力が転倒に及ぼす影響
兵庫県立大学大学院

O-3
O-4

環境人間学研究科

COPD 患者における労作時酸素飽和度低下と 1 年後の 6 分間歩行距離低下との関連性
軽度認知機能低下高齢者への有酸素運動による効果

口述発表Ⅱ

国際会議室（第 2 会場）

第 2 セッション（新人発表推薦演題）

11:30 〜 12:47
座長：大原病院
兵庫県立リハビリテーション中央病院

O-5

樋笠
大門

重和
守雄

浅野

萌

地附

浩史

明和病院

東村

真実

公立朝来医療センター

田川

雄介

畠山

駿弥

高強度での理学療法介入により歩行能力の改善を認めた高齢の多発性筋炎の一症例
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

O-6

全盲者に対して固有感覚フィードバックを利用した運動学習が歩容の改善につながった症例
適寿リハビリテーション病院

O-7
O-8
O-9

脛骨高原骨折術後に足関節荷重時痛を生じた症例

- アライメントに着目して -

重度片麻痺患者に対して再転倒予防を目標とした治療アプローチ
三果骨折後に歩行時痛が残存した症例－インソール作成と運動療法による介入－
兵庫県立淡路医療センターリハビリテーション科

O-10

術前より膝伸展拘縮を有した膝蓋靭帯断裂後の一症例

－人工靭帯を用いた膝蓋靭帯形成術後の理学療法－
大久保病院

O-11

リハビリテーション科
伊丹ゆうあい

O-15

尚樹

入江病院

松下百合子

早期からの荷重刺激により、起立・立位の介助量が改善した、両下肢不全麻痺の一症例
社会医療法人

O-14

池田

くも膜下出血後の筋出力の著しい低下に着目し寝返り中心としたアプローチを行った症例
医療法人松藤会

O-13

慈和

動作時痛に配慮した起き上がりの指導により活動性が向上した症例
介護老人保健施設

O-12

坂本

中央会

尼崎中央病院

小田

弘毅

JCHO 神戸中央病院

永松

彩芽

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院

山中

奈緒

神経筋機構に着目したトレーニングにより歩容が改善した THA 術後の一症例
下肢荷重練習が座位バランスに影響を与えた弛緩性対麻痺の一症例
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ポスター発表Ⅰ

レセプションホール

第 3 セッション

11:30 〜 12:19
座長：北播磨総合医療センター

P-1

片岡

征二

宝塚リハビリテーション病院

中谷

知生

株式会社あべいすと

清水

真澄

小松

隆太

吉川病院

村上

智教

理学療法科

中本

侑甫

朴

容成

理学療法士のキャリア意識に関する調査
医療法人尚和会

P-2
P-3

障がい者スポーツを活用した地域交流
生活動作の変更と福祉用具導入に対し受け入れが困難であった重度運動失調症の一症例
公立八鹿病院老人保健施設

P-4

通所リハビリテーション

通所リハ利用者における介護度と測定因子の関連性
医療法人社団敬命会

P-5

当院の地域包括ケア病棟における集団リハビリテーションの取り組み
社会医療法人愛仁会

P-6

尼崎だいもつ病院

組織コミットメントとパフォーマンスの関係性 ― 過去 4 年間運営実績の比較 ―
有馬温泉病院

P-7

リハ技術部

総合リハビリテーション室

当院セラピストの卒前および卒後教育の取り組み（第１報）～クリニカルラダーによる主体性の変化～
有馬温泉病院

ポスター発表Ⅱ

総合リハビリテーション室

レセプションホール

第 4 セッション

11:30 〜 12:19
座長：北播磨総合医療センター

P-8

宝塚リハビリテーション病院

附田

紘介

リハビリテーション科

小松

徹也

リハビリテーション科

水島健太郎

リハビリテーション科

井上

裕太

藤原

俊輔

KOBE OPEN TENNIS 2016 における TOURNAMENT TRAINER 活動の実際
段医院

P-14

リハビリテーション部

投球動作により右第一肋骨疲労骨折を呈した一症例 ― 投球動作からみた患部への影響と動作介入 ―
段医院

P-13

健佑

スポーツ復帰後、練習量増加に伴い術創部周囲に疼痛を呈した 1 症例
大久保病院

P-12

梶川

発症後 15 年経過した恒久性膝蓋骨脱臼に対し、内側大腿靱帯再建術と外側支帯解離術が施行された症例の
術後経過と問題点
製鉄記念広畑病院

P-11

健吾

後天性血友病 A 患者に対する理学療法経験
兵庫医科大学病院

P-10

三星

歩行補助用パワーアシストウェア装用が健常歩行に及ぼす影響
医療法人尚和会

P-9

村上隆太郎

リハビリテーション科

第一腰椎圧迫骨折を呈した認知症高齢者の在宅復帰支援～回復期チームによるセンサーマット除去作戦～
有馬温泉病院
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総合リハビリテーション室

浅原友加里

ポスター発表Ⅲ

レセプションホール

第 5 セッション

12:20 〜 13:16
座長：医療法人双葉会

P-15

小林

賢二

リハビリテーション部

山川

誠弥

伊丹恒生脳神経外科病院

木村

舞

木原

健二

リハビリ療法部

野村

龍雅

リハビリ療法部

津野田優衣

高位レベルでの麻痺症状を呈した急性横断性脊髄炎患者の体幹機能に着目して介入を行った一症例
兵庫医科大学病院

P-16
P-17

回復期脳卒中患者における入院初期身体活動量の特徴
9 歳時に独歩可能となったアテトーゼ型脳性麻痺児の事例
にこにこハウス医療福祉センター

P-18

リハビリテーション科

慢性期脳卒中患者に対する理学療法による介入が歩行能力に与える影響
兵庫県立リハビリテーション中央病院

P-19

ウォークエイド ® による歩行練習を経験した慢性期脳卒中の一症例
兵庫県立リハビリテーション中央病院

P-20

右側運動失調を呈した右片麻痺患者に対する歩行補助具 T-Support の効果検証
医療法人尚和会

P-21

宝塚リハビリテーション病院
宝塚リハビリテーション病院

ポスター発表Ⅳ

宝塚リハビリテーション病院

総合リハビリテーション室
総合リハビリテーション室
総合リハビリテーション室

正敏

鈴木あゆみ
梶浦

義顕

藤原

俊介

塩見

幸菜

運動予測を用いた課題によりロフストランド杖歩行自立に至った脊髄小脳変性症の一症例
兵庫県立リハビリテーション西播磨病院

歩行補助具 T-Support を併用した重度片麻痺患者の介助方法の違いが麻痺側下肢筋活動と足圧に及ぼす影響
医療法人尚和会

宝塚リハビリテーション病院

小松

歩

中村

直人

中谷

知生

記憶誘導性サッケードの獲得に向けて基底核に着目し視野外への課題を取り入れた一症例
医療法人協和会

P-29

鵜鷹

テント上下髄膜種術後から長期に在宅復帰を目指す一例～階段昇降の実用性向上に着目して～
有馬温泉病院

P-28

成仁

転落にて脊髄損傷を呈したケースの在宅復帰を支援して～トイレ動作の実用性向上に着目して～
有馬温泉病院

P-27

蓮井

障害者病棟入院する脊髄小脳変性症患者の初期評価報告～当室の理学療法初期評価規定に基づいて～
有馬温泉病院

P-26

健佑

12:20 〜 13:09
座長：西脇市立西脇病院

P-25

梶川

レセプションホール

第 6 セッション

P-24

康敬

介助者の違いが脳卒中患者の介助歩行における足関節周囲筋の同時収縮に与える影響
医療法人尚和会

P-23

比嘉

回復期脳卒中片麻痺患者の歩行介助方法の違いが麻痺側下腿三頭筋の筋活動に及ぼす影響
医療法人尚和会

P-22

西江井島病院

協和マリナホスピタル

歩行補助具 T-Support の日常的使用が生活期脳卒中片麻痺者の歩行動作に及ぼす影響
医療法人尚和会
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宝塚リハビリテーション病院

大会長基調講演
●テーマ

Innovation！
－新たな展開に立ち向かう－
演者：第29回兵庫県理学療法学術大会

大会長

北嶋

康広

大会長基調講演

Innovation！

－新たな展開に立ち向かう－
第29回兵庫県理学療法学術大会
きたじま

北嶋

大会長

やすひろ

康広

地域包括ケアシステムは急速な少子高齢化が進む中、高齢者がそれぞれ住み慣れた地域で自分らしく生活す
ることを支援するために提案されました。そして診療報酬・介護報酬の改定で、さらなる地域包括ケアシステ
ムの構築に向けた施策が講じられております。来る2018年度（平成30年度）の診療報酬・介護報酬同時改定に
向けて、今まさに地域においてはよりよい「住まい」
「医療」
「介護」
「生活支援・介護予防」のあり方を模索し
構築するために、極めて大きな節目となると考えられます。
団塊の世代が後期高齢者に移行し要介護の確率が高まる2025年には、65歳以上の人口が30%を超えると予測
されます。これにともない、介護費用は倍増し、専門職が不足すると推定されますが、この専門職に理学療法
士はどの程度含まれているのでしょうか。一方理学療法士数は年間1万人以上のペースで拡大するものと見込ま
れ、2025年には22万人に達すると予測されます。しかし、厚生労働省の試算する理学療法士の需要数では、約5
万人の余剰が発生すると報告されています。限られた医療・介護資源の中で、効率を高め質も維持・向上させ
ながら打ち寄せる苦悩を乗切る必要があります。
日本理学療法士協会では1965年に制定された理学療法士及び作業療法士法にある定義の中の「身体の障害の
ある者」を対象にしてきたが、
「理学療法のあり方の見直し・新たなる展開」として理学療法の対象の変化等に
より定義を見直し、現状の医療分野の更なる拡充、予防・健康増進（疾病予防・障害の予防）
、維持期リハビリ
テーションに対象の拡大を目指そうとしています。このように、理学療法士を取り巻く環境は大きく変わろう
としています。われわれ兵庫県理学療法士会も創立50周年を迎え、創成期から現在に至るまでの変遷をともに
歩んでまいりました。
第29回兵庫県理学療法学術大会は創立50周年記念大会として取り組み、大会テーマを「Innovation！ －新た
な展開に立ち向かう－」としました。本学術大会では、来年度の同時改定を間近に感じながら多様に変化する
環境を見据えて、これからの理学療法をどのように展開させていけばよいのかを参加された皆さんと考えてい
きたいと思います。そこで、特別講演のテーマを「次世代を担う理学療法士の今後 －これから我々が生き残っ
ていくために－」とし、兵庫県理学療法士会 副会長 間瀬 教史氏、職能部部長 伊藤 弘氏、保健福祉部部長
藤井 幸氏の3名にそれぞれの役職と担当分野の立場から講師をお願いしました。理学療法士を取り巻く現状と
課題への発言から、今後の新たな展望について会場に参加している皆様のご意見も反映していく会場参加型で
進行いたします。
一般公開講演は、稲美町健康福祉課 米澤 有里氏をお迎えし、
「健康寿命を延ばす秘訣」をご講演いただきます。
理学療法の対象は“身体に障害を有する者”でしたが、ここ数年で「予防」という言葉が理学療法領域でも使
用されるようになり、高齢者等の健康寿命の延伸のために障害予防を行うことは、私たち理学療法士の新たな
活躍の場を拡げる可能性が考えられます。また、高齢者がそれぞれ住み慣れた地域で自分らしく生活するため
の秘訣を、多くの県民の方々に聴講していただきたいと考えております。
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大会長基調講演
教育講演は新たな理学療法の展開として、
神戸百年記念病院麻酔科医師 尾㟢 孝平先生には「早期リハビリテー
ションの勧め－エキスパートコンセンサスを読みとく－」を、大久保病院 山本 昌樹氏には「運動器疾患のクリ
ニカルリーズニング」についてご講演いただきます。急性期医療における理学療法士の専門性の強化と役割等
について新しい発見ができればと考えています。
本学術大会は、私たち理学療法士が関わる人々へより質の高いリハビリテ－ションの提供を目指すために、
会員が個々の技術力・知識力に刺激を受け、新たに自分を見つめ直す機会となる有意義な学術大会を提供でき
るように貢献したいと考えております。

演者略歴
〈学歴〉
平成4年 3月
〈職歴〉
平成4年 4月

〈活動〉
平成11年
平成18年
平成20年

高知医療学院理学療法学科

多可赤十字病院
現在に至る

一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人

卒業

勤務

兵庫県理学療法士会 資料調査部 部員
兵庫県理学療法士会 北播磨・丹波ブロック ブロック長
兵庫県理学療法士会主催 第21回兵庫県理学療法士学会 準備委員長

〈資格〉
平成 4年 理学療法士免許取得
平成15年 介護支援専門員資格取得
平成22年 専門理学療法士（生活環境支援）取得
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MEMO

− 16 −

特別講演
●テーマ

次世代を担う理学療法士の今後
－これから我々が生き残っていくために－
座長：一般社団法人兵庫県理学療法士会
第29回兵庫県理学療法学術大会

〈兵庫県理学療法士会

副会長
大会長

山本 克己
北嶋 康広

副会長〉

日本理学療法士協会の活動からわかること
演者：甲南女子大学

看護リハビリテーション学部

〈兵庫県理学療法士会

理学療法学科

間瀬

教史

職能部部長〉

理学療法士が生涯の職業であるために
演者：訪問看護ステーション

〈兵庫県理学療法士会

リ・ホーム

伊藤

弘

保健福祉部部長〉

生活期に求められる理学療法士の役割
演者：姫路市健康福祉局

長寿社会支援部

地域包括支援課

藤井

幸

本講演ではインターネットブラウザを利用したアナライザーでの質問を設けております。
ご自身のスマートフォン等をご使用になり、参加が可能です。
総合受付、会場前で読み取り QR コードおよび URL を掲載した紙を配布いたしますので、
本講演に参加される前にダウンロードをお願いいたします。
皆様のご参加をお待ちしております。

特別講演

次世代を担う理学療法士の今後 －これから我々が生き残っていくために－

〈兵庫県理学療法士会

副会長〉

日本理学療法士協会の活動からわかること
甲南女子大学
ま

せ

間瀬

看護リハビリテーション学部

理学療法学科

きょうし

教史

医療・介護の世界では、患者ニ－ズに応じた病院・病棟機能の役割分担や医療機関間、医療介護間の連携
強化を通じて、より効果的・効率的な医療・介護サ－ビス提供体制の構築が行われている。また、それと同
時に費用対効果も強く求められている。この社会情勢の中、理学療法の世界では、分科学会・部門が医療機
能別とは異なった領域となっていため、医療機能別の理学療法のエビデンスの蓄積やそれに基づいた診療報
酬改定に関する要望書作成の基礎資料作成が難しくなっているのではないかとの指摘がある。そのため、現
在、重点的な職域の拡大を必要としている領域において機能分化した職能領域別の理学療法士が集まる組織
の構築と人材育成が早急に進められている。現在、行われている管理者研修はその目的に沿った事業である。
一方、近年、「さすって、歩かすだけ」など 理学療法士の質に警告が出され、理学療法士はその質の改善
が強く求められている。さらに、現在の診療報酬の考え方は、質の低いサービス（医療費の費用対効果が悪
いもの）の切り捨てである。発症早期から適切な量・質の理学療法介入により、早期に ADL を改善し、在
宅生活への移行を支援する。さらに、生活行為の向上を目指し共助から自助への移行支援を行うことで医療・
介護保険費を削減する。これら期間管理を含めた理学療法マネジメントができる管理者が求められている。
さらに、施設内の質を管理するのは部門管理者にほかならず、理学療法士の質を向上させるためには管理者
の育成が必要であり、日本理学療法士協会（協会）の重要な目標となっている。また、地域包括ケアシステ
ムなど地方自治体へ国策の軸がシフトしてきている。そのため、協会では都道府県理学療法士会の組織的強
化のため、資金援助や管理者研修を基盤とした管理者ネットワ－クの構築を進めている。広く強い管理者ネッ
トワ－クの構築は、職能団体としての発言力強化に資する組織体制強化にも必要不可欠である。その他、新
生涯学習システムの構築、分科学会・部門活動の活性化など協会事業において理学療法士の質の向上は大き
な目的となっている。
質の向上には協会が直接行う卒後教育に加え、卒前教育の充実も必要となる。現在、理学療法士の教育課
程を形作る理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の改正は行われている。現在の社会ニードに対応し
た教育内容を示すべく、さまざまな検討がなされている。この検討には臨床に関わる理学療法士の方々に直
接関係する指導者の要件も含まれている。さらに、理学療法士及び作業療法士法の改定が検討され始めてい
る。理学療法士及び作業療法士法には 3 年の修業年限が規定されているが、理学療法士の質の向上を考えた
場合、理学療法士の業務内容の拡大と同等に修業年限 4 年は議論の一つとなると考えられる。
厚生労働省では医療従事者の需給に関する検討会が行われ、理学療法士に関する需給バランスについても
検討されている。理学療法士は今後の医療体制や地域包括ケアシステムの中で間違いなく必要不可欠は職種
である。しかし、他にも活躍できる分野は多くある。今後の理学療法士の需給バランスを考えた場合、職域
の拡大は必要不可欠である。そのためには、医療・介護保険などの公的保険サービスだけに理学療法士の職
域を考えるのではなく、公的保険外サービスにおける理学療法士の職域も考えていく必要がある。経済産業
省では、地域包括ケアシステムと連携した民間サービスの活用を促進するため、生活支援・介護予防サービ
ス・介護食の分野において、事業者及び地方自治体が公的保険外サービス創出にあたって参考とする地域包
括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集（保険外サービス活用ガイドブック）を
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策定している。この事例集の中には公的保険外の分野で理学療法士が活躍できる要素が多く提示されており、
今後の理学療法士の職域拡大において参考となるガイドブックとなっている。
日本理学療法士連盟の活動も含めて日本理学療法士協会の活動からわかることは、今後も社会から求めら
れる理学療法士であり続けるためには、資の向上を目指した卒前から卒後にかけたシームレスな学習システ
ムの構築と個々の理学療法士の意識改革が必要不可欠である。また、理学療法士の意見を国や地方自治体の
政策に反映させる職能団体としての発言力強化に資する組織体制の強化が必要である。

演者略歴
〈学歴〉
昭和59年3月
昭和59年4月
昭和62年3月
昭和62年5月
平成15年4月
平成19年3月

〈職歴〉
昭和62年4月
平成10年1月
平成12年4月
平成14年4月
平成15年4月
平成19年4月

平成21年4月

（兼任講師）
平成16年10月
平成20年1月
平成20年4月

愛知県立半田東高等学校卒業
中部リハビリテーション専門学校入学
中部リハビリテーション専門学校卒業
理学療法士免許取得 登録番号第15785号
中京大学体育学部大学院体育学研究科研究生
博士（体育学）（中京大学体育学部大学院体育学研究科
「骨関節疾患に対する筋線維伝導速度の臨床応用」

乙32号）

兵庫医科大学病院リハビリテーション部（平成9年12月まで）
兵庫医科大学篠山病院 医療技術部リハビリテーション室（平成12年3月まで）
兵庫医科大学リハビリテーションセンター 副主任技士（平成14年3月まで）
兵庫医科大学篠山病院 医療技術部リハビリテーション室 主任技士（平成19年3月まで）
中京大学体育学部大学院体育学研究科運動生理学研究室 研究生（平成19年3月まで）
甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科 准教授（人体の生理機能Ⅰ、基礎ゼミⅠ、
基礎ゼミⅡ、卒業研究、理学療法総合演習、運動機能障害診断学、内部障害理学療法学、神経障害理学
療法学、原書購読、理学療法技術特論、臨床実習Ⅰ、地域理学療法実習、臨床実習Ⅱ、総合臨床実習Ⅰ、
総合臨床実習Ⅱ）担当（平成21年3月まで）
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 教授（人体の生理機能演習、基礎ゼミⅠ、
基礎ゼミⅡ、卒業研究、理学療法総合演習、運動機能障害診断学、内部障害理学療法学、神経筋障害理
学療法学、原書購読、理学療法技術特論、臨床実習Ⅰ、地域理学療法実習、臨床実習Ⅱ、総合臨床実習Ⅰ、
総合臨床実習Ⅱ、人体の構造演習、理学療法研究法）担当（現在に至る）
茨城県立医療大学 （集中講義）「運動負荷と疲労に関する理学療法管理論」担当
茨城県立医療大学大学院 （集中講義）「筋線維伝導速度の臨床応用について」担当
佛教大学 保健医療技術学部 理学療法学科 兼任講師（呼吸障害理学療法学A）担当（平成24年まで）

〈現在所属している学会〉
		
日本理学療法士協会、日本体力医学会、日本呼吸ケア・リハビリテーション学会、日本臨床生理学学会、
		
日本私立医科大学理学療法研究会、臨床理学療法科学学会、日本集中治療医学会、日本呼吸療法医学会
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〈兵庫県理学療法士会

職能部部長〉

理学療法士が生涯の職業であるために
訪問看護ステーション
いとう

伊藤

リ・ホーム

ひろし

弘

現在の理学療法士を取り巻く状況を考えると、まず、平成 28 年、理学療法士の国家試験合格者の累計は
139,214 人、今後も毎年約 10,000 人の国家試験合格者がある見込みとなっています。日本理学療法士協会会
員の平均年齢は 33.0 歳（男性 33.5 歳、女性 32.6 歳）、男女比は 6：4 の会員構成となっている。今後、増加
する理学療法士が理学療法士という職業を生涯の職業とするために、これから様々な活動を行っていく必要
があります。まず前提として、当然ではありますが理学療法の質の担保が必要です。私たちは専門職として
理学療法を提供していますので、その知識と技術のレベルを低下させてはいけません。社会的に必要とされ
る職業であるためには知識と技術の研鑽を行っていくことが必要です。そして今後、増加する理学療法士が
活躍できる職場・職域をしっかりと私たちで確保していくこと、私たちやその家族が安心して生活できる収
入を得ることが必要です。そのためには私たちが提供する理学療法の適正な対価としての診療報酬、介護報
酬を得ていくことが必要です。国の社会保障費の大枠は決まっていますので、その配分をいかにリハビリテー
ション分野で得ていくことが出来るかが重要な課題となります。そのためには私たち自身で国の政策を提案
し、実現していくことで職域を拡大し理学療法士か活躍できる分野を広げ、その対価としての報酬を獲得し
ていくことが必要です。現在、理学療法士の組織代表として二名の参議院議員が国政におけるリハビリテー
ション分野での普及について、日々、努力されています。組織代表であるこの二名の参議院議員を通して私
たちの意見を国の政策へ反映させていくことが今後の私たちの行動の要となります。そのためには、私たち
理学療法士の一人一人がしっかりと国政へかかわっていくという意識を持ち、組織を強化していく必要があ
ります。協会では昨年より協会指定管理者の認定制度が開始されました。管理者または職場内でのリーダー
等の必要な知識や情報を得ることが主な目的ですが、兵庫県士会内での管理者のネットワーク構築による施
設間の相互交流・相互情報共有等、兵庫県士会内での強固な組織づくりを行い、しっかりと国政へ私たちの
意見を届けていくことが、今後、理学療法士という職業を生涯の職業とするために必要な行動として重要で
す。
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演者略歴
〈学歴〉
平成 3 年

神戸大学医療技術短期大学部

〈職歴〉
平成 3 年～平成 4 年
平成 4 年～平成 23 年
平成 23 年～

笹生病院 理学診療科
社会保険神戸中央病院
訪問看護ステーション

平成 5 年～平成 11 年
平成 11 年～平成 16 年
平成 25 年～
平成 27 年～

理学療法学科卒業

理学診療部
リ・ホーム

兵庫県理学療法士会 厚生部部員
兵庫県理学療法士会 神戸東ブロック長
兵庫県理学療法士連盟 運営委員
兵庫県理学療法士会 職能部長
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保健福祉部部長〉

生活期に求められる理学療法士の役割
姫路市健康福祉局
ふじい

藤井

長寿社会支援部

地域包括支援課

みゆき

幸

1965 年に理学療法士及び作業療法士法が制定されてから 50 年がすぎました。平均寿命が男性 67 歳、女
性 72 歳、高齢化率 6.3％の若い国は、平均寿命が男性 81 歳、女性 87 歳、高齢化率 26.7％の世界一の長寿国
へと変わりました。そして団塊ジュニアが後期高齢者に突入する 2045 年には高齢化率 37.7％と推定されて
います。
どの職業もその時代に求められる形に変化し
ていくことは当然で、今後ますます数少ない働
き手には効率化が求められます。
医療においては短期間での効率的な治療と高
齢者の健康寿命の延伸（疾病予防、生活機能低
下の予防）がキーワードです。これをわれわれ
理学療法士の仕事に当てはめると、短期間で効
率的に運動機能の回復を支援し、高齢者の運動
器を中心とした生活機能の維持・向上に務める
こと、となるでしょう。
シンポジウムでは、対象者の暮らしの中で生
活機能をどのようにとらえることができるか、
ディスカッションしてみたいと考えています。

出典：国立社会保障・人口問題研究所ホームページ （http://www.ipss.go.jp/）
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演者略歴
〈学歴〉
平成 3 年 3 月

神戸大学医療技術短期大学部卒業

〈職歴〉
平成 3 年 4 月～平成 9 年 3 月 医療法人公仁会姫路中央病院勤務
平成 9 年 4 月～平成 29 年 3 月 姫路市保健所勤務
平成 29 年 4 月～現職（姫路市健康福祉局長寿社会支援部地域包括支援課）
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教育講演
●教育講演Ⅰ

テーマ

早期リハビリテーションの勧め
－エキスパートコンセンサスを読みとく－
麻酔集中治療部 / 尾﨑塾

座長：兵庫医科大学病院

リハビリテーション部

尾﨑 孝平
笹沼 直樹

演者：神戸百年記念病院

●教育講演Ⅱ

テーマ

運動器疾患のクリニカルリーズニング
演者：特定医療法人

誠仁会

リハビリテーション科
座長：神戸学院大学

大久保病院

山本

明石スポーツ整形・関節外科センター /

昌樹

総合リハビリテーション学部

理学療法学科

大久保吏司

教育講演Ⅰ

早期リハビリテーションの勧め
－エキスパートコンセンサスを読みとく－
神戸百年記念病院
おざき

尾﨑

麻酔集中治療部 / 尾﨑塾

こうへい

孝平

今春、「集中治療における早期リハビリテーション - 根拠に基づくエキスパートコンセンサス -」が日本集
中治療医学会から発行された。我が国では初めての試みであり、今後の集中治療の在り方をも示すものにな
ると確信している。ただし、エキスパートコンセンサスの冒頭に記したように、この領域には Grade レベル
の高いエビデンスが少なく、我が国での研究の多くは症例検討などに限定されているために、
「ガイドライン」
として作成することを断念した経緯がある。
そこで、我々は「3 学会合同人工呼吸器離脱プロトコル」と「敗血症ガイドライン」の中間的な要素で構
成することにした。つまり、前者はシステムも無く概念も理解されていない施設のための手順書で、後者は
世界に誇ることができるエビデンスレベルの高いガイドラインである。我々は両者の利点を活かしつつ、エ
ビデンスに縛られ過ぎずに意見を述べることができるものを目指すことにした。
ガイドラインでは、有意差や信頼区間に縛られ、白黒に決着がつかなければ文言として推奨されないため
に、周辺事情の理解が乏しい方には解釈に逡巡することが少なくない。とくに、多職種で構成される早期リ
ハのスタッフには、初心者も多く、むしろ手順書的な内容が求められていると委員会では判断し、それぞれ
の職種が果たすべき使命や具体的な業務内容にも言及した。
一方で、早期リハの学術的な基礎を確固たるものにしておくことは不可欠であり、ワーキンググループを
立ち上げて 2000 年以降の主要文献を検索することとした。本領域も将来に学術的な変遷がある筈で、すで
に発行後に意見を異にするいくつかの報告が散見され、委員会では 5 年を目処に本コンセンサスの改訂を行
うことにした。
そして、このコンセンサスを実臨床で役立ててもらうために、本委員会が主導的な立場で、教育セミナー
の実施、認定資格制度の設立を目指すことが確認されている。
さて、早期リハビリテーションが声高に述べられるようになったのは、個人的な見解として、人工呼吸中
の患者の歩行写真、人工呼吸期間の短縮（Morris ら）、ADL 改善と譫妄防止（Schweickert ら）ではないか
と推測する。
しかし、この現象は、言い換えると、非常に永い期間にわたって人工呼吸療法や集中治療という管理が患
者に安静を強いてきた歴史の存在を意味する。本来、集中治療が目指すべきゴールは、患者が元の生活に復
帰できることである。この視点に立つと長時間の安静は目的の達成への障害、不利益に他ならない。このよ
うな考えのもとに人工呼吸中の呼吸理学療法に力を注いできたグループも存在するが、各施設独自の方法論
（institutional methods）としてしかとらえられてこなかった。しかし、2000 年以降、学術的な方法論に基づ
いて人工呼吸期間が長くなると患者予後が悪化し、逆に Early Mobilization が ADL 改善に貢献することが
報告されるようになると、状況が一変した。現在では Mobilization だけでなく、より包括的な介入が必要と
いう概念になり、海外文献でも Early Rehabilitation という言葉が採用されるようになってきた。
ところで、昨年に集中治療の早期リハのプログラムを ARDS に適応しても、通常ケアと差が無かったと
するネガティブデータ（Morris ら）が報告された。たとえ推奨されていた方法であっても、多くの報告を
メタ解析すると結論が変わることをしばしば経験する。とくに ARDS のような症候群では、原疾患が異な
ると呼吸不全の経過も異なって当然であり、原疾患の偏りが結果に大きく影響する可能性もある。また、デー
タの集積期間の捉え方が結果に大きく影響する。例えば、「早期」という時間に固執すると、原疾患が制御
されないうちにリハビリテーションが開始されてしまう症例も出てくることになり、患者の不利益につなが
る危険が生じる。すなわち、リハが遅延する事態は回避しなければならないが、早期であればすべて効果が
高くなるという訳でもない。エキスパートコンセンサスはあくまでも指針であり、集中治療における早期リ
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教育講演Ⅰ
ハは、リハビリテーションの根本概念にあるように障害に応じた機能回復であるべきである。ただし今後の
課題として、症例ごとにどのように適切な開始時期と相応のプログラム構成とするかが検討されるべきと考
える。

演者略歴
〈学歴〉
昭和57年 兵庫医科大学医学部卒業
〈職歴〉
昭和57年
平成 3年
平成 4年
平成 9年
平成15年
平成19年

兵庫医科大学麻酔科（ICU）入局
米pittsburgh大学肝移植集中治療ユニット
兵庫医科大学ICU医局長、学内講師
防衛医科大学麻酔科講師（ICU/CCU）
神戸百年記念病院麻酔集中治療部部長
尾崎塾設立 塾長・代表

〈非常勤講師：兼任〉
神奈川県立福祉大学（平成13年～15年） 高知医科大学麻酔（平成14年～15年）
神戸市立看護大学（平成20年～） 兵庫医療大学（平成26年～）
〈資格・役職〉
日本麻酔科学会
日本集中治療医学会
日本呼吸療法医学会
日本臨床モニター学会
医療安全全国共同行動
医療の安全を考える研究会
医療事故調査会
急性期NPPV研究

専門医・指導医
専門医・代議員（関西地方会評議員）
代議員・理事
評議員
支援班委員長
理事
世話人
世話人
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教育講演Ⅱ

運動器疾患のクリニカルリーズニング
特定医療法人 誠仁会
リハビリテーション科
やまもと

山本

大久保病院

明石スポーツ整形・関節外科センター /

まさき

昌樹

1965 年に「理学療法士及び作業療法士法」が施行され、1966 年に日本初の理学療法士が 183 人誕生した。
日本理学療法士協会は、この記念すべき 1966 年に設立され、昨年 2016 年に 50 周年の節目を迎えた。この
半世紀の歩みで、183 人から始まった我々理学療法士は、1985 年に 5 千人を超え、2,006 年に 5 万人、2012
年に 10 万人、そして今年 2017 年には 15 万人を超える有資格者が輩出され、この推移から分かるように、
この 10 年あまりで急速に増加している。上司や先輩の背中を見て学ぶといった「徒弟制度的手法」だけでは、
急速に増加する理学療法士の教育は不十分であり、質の低下が懸念されている。理学療法・リハビリテーショ
ンの可能性と発展性を高めるため、理学療法・リハビリテーションを享受する患者や利用者などの満足度と
信頼を得るためには、きちんとした結果を示さなければならない。そういった状況から、根拠に基づいた理
学療法（Evidence-based Physical Therapy：EBPT）が求められ、大学などの研究機関における基礎研究、
各医療機関などでの臨床研究や質の高い理学療法の実践と提供の試みが行われている。しかしながら、目の
前にいる患者や利用者のひとりひとりは、各個性を持った「人・ひと」であり、一人として同じ症状や障害
像を有する者はいない。適正（均質的）な理学療法と共に、各個人に合わせたオーダーメイド的な理学療法
を融合させる、または若手と熟練者との差を限りなく最小限とする方略が「クリニカルリーズニング」であ
ると考えられる。クリニカルリーズニング（臨床推論）とは、セラピストがクライアントとその家族、およ
び他の医療チームメンバーと共同し、臨床データやクライアントの意志／希望、専門的知識から導き出され
た判断などを基に、治療の意義、到達目標、治療方針などを構築する過程であると定義されている。また、
特定の分野においてセラピストが十分に吟味された「巧みな（wise）」活動を引き出すための思考過程をさ
すものであるとされている。一見、実践することが難しい印象を受けるかも知れないが、我々理学療法士が
養成校時代に経験した実習における評価・治療の過程・課程と概ね同様であり、それを根拠と最適性、経験
値を積み重ねて、一個人だけでなく複数またはチーム・組織において共有することで、より確かな、より良
い理学療法の実践および提供につながる可能性が高くなる。
「腰痛」は、特異的腰痛と非特異的腰痛に分けられ、原因が特定できない「非特異的腰痛」が 85% を占め
ることが報告されている。しかしながら、臨床で経験した多くの症例において疼痛の原因が特定され、適切
な評価と治療・指導によって、それぞれのフィールドにおいて社会復帰がなされている。腰痛の適切な治療
のためには、その疼痛が腰部だけに限局したものか、殿部や下肢への関連痛や放散痛の有無、痺れや感覚障
害などの神経徴候の合併や関連性などを明確に把握し、疼痛の原因となる筋や神経、靭帯、関節包、椎間板
などの組織を、的確な評価に基づいて鑑別することが重要である。また、個人が抱えている社会的背景や状況、
精神状態などの把握、運動器疾患以外の既往歴や合併症などの把握も重要である。「変形性膝関節症」にお
いて、症例の多くで認める歩行や階段昇降での「膝の内側部痛」は、疼痛を呈する組織が筋や腱、靭帯、関
節包、半月板、骨もしくはそれらに複合的に生じているのか、腰部や近隣組織における末梢神経の圧迫や伸
張などに伴う関連痛や放散痛との関連や影響、圧迫や伸張、剪断、捻じれ、またはこれら複合的な力学的（運
動）負荷が関与して発生したものであるのかを的確に捉えることが必要である。また、股関節や足関節（足
部）、体幹などの他関節・部位からの影響や関連性を明確にして、効率的で効果的な治療を展開する必要が
ある。そして、疼痛や限定的な関節機能の改善だけに固執せずに、実際の生活や仕事などのパフォーマンス
や行動・行為に反映させることが重要である。
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教育講演Ⅱ
講演では、運動器疾患におけるクリニカルリーズニングの具体例を示すと共に、思考・推論する必要性と
重要性について皆さんと一緒に考え、認識の共有化を図りたい。

演者略歴
〈学歴〉
平成 2年4月
平成 6年3月
〈職歴〉
平成 6年4月
平成10年3月
平成10年4月
平成14年5月
平成16年4月
平成18年3月
平成18年4月
平成26年3月
平成26年3月

平成医療専門学院
同上 卒業

理学療法学科

入学

JA長野厚生連リハビリテーションセンター鹿教湯病院 PT科 入職
同上 退職
市立伊勢総合病院 理学療法室 入職
伊勢市役所 福祉健康部健康課（保健センター） 異動
市立伊勢総合病院 理学療法室 異動
同上 退職
学校法人河合塾学園 トライデントスポーツ医療看護専門学校 理学療法学科 入職
同上 退職
特定医療法人誠仁会 大久保病院 明石スポーツ整形・関節外科センター 入職
以上

〈所属学会〉
日本理学療法士協会
整形外科リハビリテーション学会
日本臨床スポーツ医学会
日本肩関節学会
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
日本整形外科超音波学会
日本肘関節学会
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一般公開講演
●テーマ

健康寿命を延ばす秘訣
演者：稲美町健康福祉部健康福祉課

米澤 有里
宇仁菅敏行

地域包括支援センター

座長：第29回兵庫県理学療法学術大会

準備委員長

一般公開講演

健康寿命を延ばす秘訣
稲美町健康福祉部健康福祉課
よねざわ

米澤

ゆ

地域包括支援センター

り

有里

日本人の平均寿命は男女ともに延び続け、男性 80.75 歳、女性 86.99 歳（厚生労働省「平成 27 年完全生命表」）
で世界トップクラスの長寿国を維持し、どこまで延ばすかという「量」より高齢期をいかに豊かに過ごすか
の「質」を問われるようになり、健康寿命への関心はますます高くなっています。また、日本は世界に類を
みない高い高齢化率であり、2025 年には団塊の世代が 75 歳を迎えることから、医療・介護の従事者不足や
社会保障費の増加も懸念され、国策としての健康寿命の延伸（介護予防）も重要視されています。
60 歳以上の住民約 6000 人を 20 年間追跡した調査によると、男性の約 2 割、女性の約 1 割は 70 歳代に
なる前に亡くなるか重度の介助を必要とし、男女合わせて約 8 割の人が 70 代半ば頃から徐々に衰え始め、
IADL（手段的日常生活動作）に支援を要するようになると報告があります。前者の急速に自立度が下がる
グループは、脳卒中などの生活習慣病の急性増悪を中心とする病気を原因とするものであると考えられ、後
者の徐々に低下するグループは加齢に伴う虚弱（フレイル）によるものと考えられています。今回は後者の
グループに対する健康長寿の秘訣についてお話したいと思います。
健康長寿に必要な 3 つの柱は①栄養「しっかり食べる」②運動「しっかり動く」③社会参加「居場所・出
番づくり」で、この３つは互いに強い影響を受けています。
栄養については、低栄養を防ぐことが大切になってきますが、どの時期からどのようにしてメタボリック
症候群対策から「しっかり食べる」に高齢者の意識を切り替えてもらうかがポイントとなります。低栄養の
指標としては、BMI（Body Mass Index：体重 kg ÷身長m2）やアルブミン値があり、BMI を 18.5 未満、ア
ルブミン値 3.7g/dl 以下の場合は、低栄養を疑います。また、「しっかり食べる」には咀嚼や嚥下に問題がな
いかという評価も必要です。栄養が充分に足りてこそ、「しっかり動くこと」が可能となります。
二つ目の柱の運動はスポーツやトレーニング、ウォーキングのみではなく、日常の生活活動を含めた身体
活動量としてとらえます。身体活動量は 1 日の歩数を目安にすることが出来、平成 27 年度の国民栄養調査
によると高齢者は男性で 5518 歩、女性で 4267 歩と報告されています。国民の健康づくり計画である健康日
本 21 では、高齢者の目標値を男性 6700 歩、女性 5900 歩としており目標値を下回る現状です。高齢者は 60
歳代から 90 歳代以上と幅が広いため、前期高齢者と後期高齢者に目標値を分けて設定する報告もあります。
三つ目の柱、社会参加は近年健康との関連のエビデンスが数多く研究報告されており、健康日本 21 では目
標の指標として、高齢者の社会参加の割合を取り入れています。社会参加には、仕事、ボランティア、スポー
ツや趣味のサークル活動、町内会や老人会などの地域活動等があります。社会参加すると「居場所」が出来、
何かしらの「出番（役割）
」があります。社会とのつながりは参加者本人へのよい影響はもちろん、地域への
効果もあり、社会参加の割合が高い地域ほど転倒や認知症、うつのリスクが低いとの報告があります。その
ため、各市町村では、介護予防事業として住民が主体的に運営する通いの場をつくる取り組みをしています。
今まで健康長寿を成し遂げた 90 歳代の方にたくさん出会う機会があり、健康長寿の秘訣を尋ねてきまし
た。その中で印象深かったものは「手に合う仕事を（身体機能の変化に合わせて）その都度探してやってき
たことかなあ」。健康長寿の達成者はいずれも、老化で変化する自分の身体を上手くいかした仕事や楽しみ
のある暮らしをされている方々でした。
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90
85
80

12.68年

75

9.13年

86.30
70

79.55
73.62
70.42

65
60

資料：平均寿命（平成22年）は、厚生労働省「平成22年完全生命表」
健康寿命（平成22年）は、厚生労働科学研究補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」

演者略歴
〈学歴〉
平成１年
〈職歴〉
平成１年
平成７年

神戸大学医療技術短期大学部

国立加古川病院 就職
稲美町役場 健康福祉課
現在に至る

理学療法学科卒業

就職
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口述発表演題
メインホール（第1会場）
●口述発表Ⅰ

第1セッション（セレクション演題）
O-1～O-4   11:30～12:18

国際会議室（第2会場）
●口述発表Ⅱ

第2セッション（新人発表推薦演題）
O-5～O-15 11:30～12:47

第 1 セッション（セレクション演題）

O-1

脳卒中患者における歩行周期変動性と底屈ト
ルク変動性との関連性

蓮井 成仁、田口 潤智、堤
山本 洋平、水田 直道
医療法人尚和会

万佐子、中谷

知生、

O-2

介護認定後期高齢者の身体機能・認知機能・
活動能力が転倒に及ぼす影響

小林 憲人1) 2)、船引
田路 秀樹1)

宝塚リハビリテーション病院

啓祐3)、神名

克征3)、

1)兵庫県立大学大学院 環境人間学研究科
2)はくほう会医療専門学校赤穂校
3)ツカザキ記念病院 リハビリテーション科

【はじめに】
歩行能力の評価では、速度や距離などの量的側面に加え、
安定性の質的側面についての検討が重要である。歩行の安
定性の評価において、歩行周期の標準偏差は重要な評価指
標の一つであり、その評価法として歩行周期変動性（Stride
Time Variability :STV）がある。これは歩行速度や転倒リス
クと強く関連している。一方、脳卒中患者では、足部のロッカ
ー機能の低下が歩行能力の低下の要因であるとされており、
ロッカー機能を定量的に評価することが普及しつつある。しか
し、ロッカー機能の歩行周期毎の変動性を報告したものはな
く、我々は、脳卒中患者のSTVとロッカー機能の変動性に関
連性があるのではないかと考えた。本研究の目的は、脳卒中
患者の歩行におけるロッカー機能の重要な構成要素である荷
重応答期と前遊脚期の足関節底屈トルク値の変動性がSTV
に与える影響について検証することである。
【対象と方法】
対象は当院回復期病棟に入院し、介助なく10m歩行が可
能な脳卒中患者17名（年齢：66.73±12.03，右片麻痺:12名、
左片麻痺:5名、自立度:監視11名、自立6名）とした。除外基
準は失調症状を呈する者、骨関節疾患を有する者とした。計
測は前後に予備路を設けた10m歩行路にて快 適歩行を行
い、その際の動画と歩行速度、荷重応答期および前遊脚期の
底屈トルク（First Peak：FPおよびSecond Peak :SP）の変
動性（FPV，SPV）、平均FPおよびSPをGait Judge System
を用いて安定した10歩行周期分のデータから抽出した。歩
行周期は、動画と下腿に取り付けた加速度センサーから同
定し、STVを算出した。FPおよびSPの値はGait Solution
Designに生じる底屈制動トルクをロードセルにより算出した。
統計解析として、目的変数をSTV、説明変数をFPV、SPV、平
均FP、平均SPとし単回帰分析を行った、統計解析ソフトには
R（Ver3.3.0）を使用し、有意水準は5%とした。
【倫理的配慮】
本研究はヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、対
象者に研究の目的、方法を説明し同意を得た。また当院倫理
委員会の承認を得て実施された。
【結果】
各評価項目の平均値は、歩行速度は0.58±0.18m/s、STVは
4.98±2.32%、FPVは16.9±10.2%、SPVは24.4±16.2%、平均
FPは5.33±1.58 Nm、平均SPは2.47±1.13Nmであった。単回
帰分析の結果、STVとFPVは強い関連を認めた（R 2=0.639，
p<0.001）。STVとSPV、平均FP、平均SPは関連が弱かった。
【考察】
STVにはFPVが強く寄与することが示されたが、一方で
SPVはSTVへの寄与は認めなかった。この結果から、FPVが
大きい脳卒中患者は、STVが大きくなることが示唆された。
これにはFPがヒールロッカー機能を反映しており、荷重応答
期の安定性が連続する単脚支持期の安定性に影響を及ぼす
可能性が考えられる。本研究では、運動麻痺や感覚障害など
FPVに影響を与える要因は検証できておらず、さらなる関連要
因に関する研究が必要である。

【はじめに】
介護認定を受けた高齢者では、地域在住の健康な高齢者
に比べ転倒の発生率が2倍近くとなり、年齢と共に増加すると
報告されている。しかし、介護認定を受けた後期高齢者の身
体機能・認知機能・活動性を総合的に検討した報告はほとん
どなされていない。そこで、本研究は通所サービス利用者を
対象とし、後期高齢者の身体機能・認知機能・活動能力が転
倒に及ぼす影響について検討した。
【対象と方法】
H市在住で、通所サービスを利用している後期高齢者40名
（男性9名、女性31名、平均年齢86.0±5.3歳）で、介護認定の
内訳は、要支援1・2：18名、要介護1・2：22名であった。
転倒歴として、過去1年間における転倒経験の有無を調査
し、①非転倒要支援群（10名）、②非転倒要介護群（14名）、
③転倒要支援群（8名）、④転倒要介護群（8名）の4群に分類
した。評価項目として身体機能は、握力、10秒椅子立ち上がり
テスト（CS-10）、Timed Up and Go test（TUG）、Functional
Reach Test（FRT）、5m最大歩行時間（5m歩行）、重心動揺
（外周面積・総軌 跡長）を測定した。認知機能にはMiniMental State Examination（MMSE）を用い、身体活動量の評
価には老研式活動能力指標を使用した。統計分析には、IBM
SPSS statistics 24を用い、各測定項目の値は全て平均値±標
準偏差で示し、群間の平均値の差の検定には、一元配置分散
分析を用いるとともに、多重比較はTurkey法を使用した。な
お、有意水準は5%未満とした。
【倫理的配慮】
本研究の参加者には、事前に研究の趣旨、個人情報の扱い
に対して十分に説明し、書面で参加への同意を得た。本研究
は兵庫県立大学倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】
対 象群間の属性には有意な差は認められなかった。身
体 機 能については、転 倒 要 介 護 群と非 転 倒 要 支 援 間に
TUG・FRT・重心動揺、さらに認知機能評価のMMSEに有意
な差（p<0.05）が認められた 。
【考察】
本研究は、介護認定を受けた後期高齢者の身体機能・認
知機能・活動量と転倒との関連を明らかにすることを目的とし
た。転倒要介護群と非転倒要支援群間においてTUG、FRT、
重心動揺・MMSEに有意な差が認められ、転倒要介群はバラ
ンス能力・認知機能に著しい低下を示した。これまで転倒に
強く関与する危険因子として、筋力、バランス能力の運動機能
の低下を示唆する報告、また、認知機能の低下が転倒に大き
く影響するとの報告がそれぞれでなされてきた。本研究では、
介護認定を受けた後期高齢者においてバランス能力と認知機
能の両要因の低下が転倒に影響を及ぼす可能性を明らかにし
た。今後、介護認定を受けた後期高齢者のバランス能力の向
上と認知機能を配慮した転倒予防プログラムを実施すること
により転倒を軽減させることができると考えられる。
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O-3

COPD患者における労作時酸素飽和度低下
と1年後の6分間歩行距離低下との関連性

三栖 翔吾1) 2)、酒井 英樹1)、沖 侑大郎1) 2)、
本田 明広1)、 金子 正博1)、 石川
朗2)、小野

玲2)

1)神戸市立医療センター西市民病院
2)神戸大学大学院保健学研究科

【はじめに】
COPD患者において6分間歩行距離
（6 minute walking distance;
6MWD）
は、
気道閉塞の程度と独立した予後予測因子であり、そ
の低下リスクを高める要因を明らかにすることは重要である。労
作時の酸素飽和度低下（Exercise Induced Desaturation; EID）
は身体に種々の悪影響を及ぼすと考えられているが、6MWD低
下との関連性は明らかになっていない。本研究の目的は、EIDと
6MWD低下との関連性を縦断的な調査により検討することであ
る。
【対象と方法】
対象は、当院で外来診療を受けていたCOPD患者71名とし
た。ベースライン評価として6MW試験により6MWDを計測し
た。EIDの定義は、6MW試験中に連続的に測定した経皮的
酸素飽和度（SpO2）が90%未満、もしくは安静時SpO2と試験
中の最低SpO2との差が4%以上となる場合とした（Kim C, et
al. 2013）。交絡因子として、年齢、性別、BMIの調査に加え、
肺機能検査により%1秒量、%一酸化炭素肺拡散能の評価を
行った。1年後に6MW試験による評価を再度行った。統計解
析は、ベースラインでのEIDの有無と6MWDの1年間の変化と
の関係性に交互作用がみられるか、反復測定二元配置分散
分析を実施した。さらに、交絡因子の影響を除いてもEIDと
6MWD変化との関係性がみられるか、重回帰分析を実施し
た。
【倫理的配慮】
本研究は神戸大学大学院保健学倫理委員会の承認を得た
後に実施した。対象者は、事前に検査結果を研究目的として
用いることを説明し同意を得た者であり、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】
1年後の再評価までに離脱した者が20名おり、最終解析の
対象となった者は51名（年齢71.3 ± 8.4歳、男性 40名）であ
った。反復測定二元配置分散分析の結果、EIDと6MWDの
変化との間に有意な交互作用がみられ（F=7.2, p=0.01）、
EIDを呈するCOPD患者においてのみベースラインに比べて1
年後の6MWDが低下していた（ベースライン: 400m、1年後:
363m、p < 0.01）。重回帰分析により交絡因子の調整を行
った後も、EIDは1年後の6MWD低下と有意に関連していた
（β = -32、p < 0.05）。
【考察】
EIDを呈するCOPD患者における6MWDの低下量は、COPD
患者における6MWDの臨床的最小変化量30mを上回ってい
た。大規模なランダム化比較試験によりEIDを呈するCOPD患
者に対して在宅酸素療法を実施しても予後は改善しないこと
が報告された。本研究の結果より、EIDを呈するCOPD患者
に対しては運動耐容能改善を目的としたリハビリテーション介
入がより重要となる可能性が示唆されたと考える。

O-4

和田

軽度認知機能低下高齢者への有酸素運動に
よる効果
研介1)、小林

憲人２)３)

1)たつの訪問サービス
2)兵庫県立大学大学院 環境人間学研究科
3)はくほう会医療専門学校赤穂校

【はじめに】
認知症ガイドラインより、定期的な運動physical activity が
高齢者の認知症予防、あるいは高齢者の認知機能低下を抑制
するとの報告がある。しかし実際の地域住民における認知症予
防の取り組みへの報告は少ない。そこで本研究は自己管理下で
の軽度認知症（Mild Cognitive Impairment）以下MCI予防の
取り組みとして、2週間に1回の介護予防教室を実施し、在宅で
の有酸素運動の運動指導を行い認知機能の変化について報告
する。
【対象と方法】
対象者は10名（女性7名男性3名）平均年齢76.1歳±4.5歳、
基
本属性として身長151.1±6.9㎝、
体重49.9±4.3kg、
BMI 22、
身体
機能評価は、握力、10秒椅子立ち上がりテスト
（CS-10）、Timed
Up and Go test
（TUG）
、
5m最大歩行時間
（5m歩行）
を行った。
認知機能検査としてMini Mental State Examination
（MMSE）
を実施した。
今回地域在住の高齢者への認知症予防教室を行い、自己
管理下で有酸素運動を実施した際MMSEの前後比較を検討
した。有酸素運動の運動指導として自己管理が容易な心拍数
を指標とした。Karvonen Formulaにより心拍数を算出し、強
度は60～70％の心拍数になるような運動を最低20分以上継
続するように指導を行った。それを週3回実施するよう指導し
た。運動継続のため自己チェックシートを配布し、在宅での自
己管理を促した。それに加え予防教室の中で二重課題練習等
を取り入れたメニューを実施した。
統計分析には、対応のあるT検定にて検討した。なお有意
水準は5%未満とした。統計解析にはIBM SPSS statistics 24
を使用した。
【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事前に研究
の趣旨、個人情報の扱いに対して十分に説明し、書面で参加
への同意を得た。
【結果】
6カ月後の対象群間の基本属性、身体機能の握力、CS-10、
TUG、5ｍ歩行の身体機能評価ついては有意差は認められな
かった。MMSEは介入前25.3±0.8点、6カ月後28.3±1.2点と有
意差（p<0.05）を認められた。
【考察】
先行研究から有酸素運動により海馬容量が増大し、認知症
予防に有用との報告がある。今回介護予防教室を実施し地域
在住MCI高齢者に対しKarvonen Formulaを用いて個別に運
動強度を設定し有酸素運動を指導した。MMSEが優位に向
上した事を確認した。地域住民に対し2週に1回、自己管理下
において、根拠のある運動指導を実施する事で、認知機能の
低下を予防できる可能性が示唆された。この事から地域高齢
者に対する介護予防事業においてもMCIを予防、改善する事
ができると考えられる。今後の課題として運動継続が主観的
なチェックシートのみであったため、実際に運動耐容能の向
上があったかどうかは鑑別が困難である。このため今後は運
動耐容能に対する評価も合わせて実施する必要性があると考
える。
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O-5

高強度での理学療法介入により歩行能力の
改善を認めた高齢の多発性筋炎の一症例

浅野
萌1)、守山
和田 陽介2)

緑1)、村上

茂史1)、岡前

暁生1)、

O-6

地附

全盲者に対して固有感覚フィードバックを利
用した運動学習が歩容の改善につながった症
例
浩史

適寿リハビリテーション病院

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)兵庫医科大学地域総合医療学

【はじめに】
今回、高齢で重度の筋力低下を呈した多発性筋炎（PM）
患者を経験した。十分なリスク管理の下、高強度での理学療
法を実施した結果、歩行能力の改善を認めたため、若干の考
察を加え報告する。
【症例紹介】
84歳女性。診断名はPM。現病歴は、杖歩行が困難となっ
たため当院を受診し、入院となった。第5病日よりベットサイド
での理学療法を開始したが、筋力低下の進行を認めたため、
十分な理学療法は実施できずにベッド上安静が続いた。症状
が安定した第50病日よりリハビリ室での理学療法が許可され
た。
【初期評価（第50病日）】
Creatinine Kinase（CK）値は440IU/L、
プレドニゾロン
（PSL）
内服量は45mg/日であった。筋力は近位筋優位に低下を認め、
膝伸展筋力は3.3kgであった。基本動作は、動作全般に中等度
介助で、
歩行は膝折れや疲労感が顕著で不可能であった。機能
的動作尺度（FMS）
は13/48点であった。ADLはFIMで75/126
点
（運動項目40/91点、
認知項目35/35点）
であった。
【理学療法経過】
初期評価時における安静時の疲労感は修正Borg scale（修
正BS）で3であり、介助下での起立一回だけで修正BSは7と
顕著な疲労感を認め、理学療法の実施に難渋した。そのため
医師と連携しながらリスク管理を徹底した。具体的には、理
学療法前後の疲労感の定量的評価、筋痛所見の確認、定期
的な筋力評価や血液検査でのCK値の確認など複数の所見を
確認しながら、筋炎症状の増悪に注意した。プログラムは、起
立や歩行といった基本動作練習を中心に進め、歩行練習は様
々な歩行補助具を用いながら実施した。理学療法実施時の疲
労感は修正BSで7と顕著であったものの、増悪を示す所見は
認めなかったため、修正BSで7程度の高強度での理学療法を
継続し、運動量を漸増した。また、疲労感の軽減に合わせて、
自主練習として起立練習や最大筋力の60%負荷量でのレジス
タンストレーニングなどを追加した。その後も歩行能力は改善
を続け、第132病日には手支持型歩行車での歩行は自立し、T
字杖歩行も監視となった。理学療法実施期間中、筋力低下は
認めなかった。また、CK値は第59病日に正常化し、その後も
上昇することはなかった。
【最終評価（第153病日）】
CK値は41IU/L、PSL内服量は11mg/日であった。全身的
に筋力は改善し、膝伸展筋力も8.0kgとなった。基本動作は自
立し、歩行は手支持型歩行車や伝い歩きで自立となり、100m
の連 続 歩行も可能となった。F M Sは 31 /4 8点に、F I Mは
109/126点（運動項目74/91点、認知項目35/35点）に改善し
た。さらに退院後も自宅内の移動は歩行器や伝い歩きで自立
となった。
【考察】
PM症例に対する理学療法では中等度から高負荷での理
学療法が有用とされている。しかし、本症例のように高齢で重
度のPM患者に対しても安全に適用可能かどうかは不明であ
る。本症例では、複数の所見を確認し、リスク管理を徹底した
上で高強度での理学療法を継続して実施した。その結果、筋
炎症状が増悪することなく、歩行能力の改善が得られたと考
えられた。

【はじめに】
左人工膝関節全置換術後で入院された全盲の症例を経験
した。術側の経過は良好で伝い歩きを獲得したが、右膝の疼
痛が生じていた。固有感覚フィードバックを利用した運動学習
で歩容が改善し、疼痛の無い伝い歩きを獲得した為ここに報
告する。尚、発表に際しヘルシンキ宣言に基づき口頭で説明
のうえ了承を得た。
【症例紹介】
70代男性。左変形性膝関節症に対して人工膝関節全置換
術を施行、術後28日目に入院となった。既往に右変形性膝関
節症と20年前より全盲があった。病前は独居であり、伝い歩き
でADL自立していた。
【初回理学療法評価】
疼痛は両膝にNRS：Numerical Rating Scaleで右4/10、左
2/10認めていた。
関節可動域（右°
/左°）は股関節伸展-5/-5、
内旋10/15、膝関節屈曲120/125、伸展-15/-15、徒手筋力検
査（右/左）では股関節周囲2～3/3～4、膝関節周囲4～5/4
～5、FTA：Femoro Tibial Angle（右°/左°）は195/180
であった。感覚検査では異常なし。起居動作・歩行車歩行
は近位監視、伝い歩きは困難であった。FIM：Functional
Independence Measureは運動項目61/91、認知項目34/35で
あった。退院時の目標は伝い歩き再獲得としていた。
【理学療法と経過】
筋力と可動域改善による両下肢支持性向上を試みた結果、
術後101日目で左膝の疼痛消失、関節可動域（右°
/左°
）
は股関
節伸展15/20、内旋20/35、膝関節屈曲130/130、伸展-5/-5、徒
手筋力検査（右/左）では股関節周囲3～4/4、膝関節周囲4
～5/4～5となり、伝い歩きを獲得した。しかし、右立脚中期
～後期で右股関節外転・外旋・脛骨外旋し、右膝の疼痛が
NRS2/10と残存した。この現象に対し、口頭および徒手によ
る修正を試みたが困難であった。そこで再評価すると歩行時
の股関節内転筋群の収縮が生じていなかった。筋収縮を促す
目的として①収縮を意識する為に抵抗運動。②適切な歩行周
期で筋腹の把持。③適切な筋収縮が生じた際のみ口頭フィー
ドバックを実施した。その結果、右立脚中期～後期に股関節
内転筋群の収縮を認め、右股関節外転・外旋・脛骨外旋が軽
減、疼痛も消失した。術後114日目に疼痛の無い伝い歩きを獲
得、FIMは運動項目77/91で自宅退院となった。
【考察】
本症例は立脚中期～後期の股関節伸展を外転・外旋で代
償し、股関節内転筋群を使用しない歩容が習慣化していた
為、歩容の再学習が必要と考えた。運動学習は認知段階、連
合段階、自動化段階がある。嘉戸は「認知段階では視覚を中
心としたパフォーマンス強化をはかり、連合段階では視覚フィ
ードバックを減らし、固有感覚フィードバックを促すことが重
要」と述べている。本症例においては認知段階で視覚フィード
バックが利用できず、学習が困難であったと考えられる。そこ
で筋収縮による筋紡錘・腱紡錘からの固有感覚フィードバック
と口頭フィードバックが運動学習を促し、歩容が改善したと考
えられる。
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脛骨高原骨折術後に足関節荷重時痛を生じ
た症例
−アライメントに着目して−

O-7

東村

真実

O-8

田川

明和病院

重度片麻痺患者に対して再転倒予防を目標と
した治療アプローチ
雄介

公立朝来医療センター

【はじめに】
右脛骨高原骨折術後に、右足関節荷重時痛が出現した症例
を経験した。アライメントを改善することにより、荷重時痛の
消失に至ったため以下に報告する。
【症例紹介】
60代女性。平成28年7月中旬に交通事故により右脛骨高原
骨折受傷。1週間後に観血的骨接合術を施行した。術後4週か
ら1/3部分荷重を開始。この時から右足関節に荷重時痛が出
現した。術後8週で退院となったが、荷重時痛は残存し、外出
が困難であった。既往歴として右変形性足関節症、両側変形
性膝関節症がある。
【倫理的配慮】
対象者には症例報告の趣旨を十分に説明し、口頭にて同意
を得た。
【初期評価（術後8週）】
ROM-T（右/左）は足関節背屈10°/25°で、右足関節背屈
時に後足部の回外が生じていた。右片脚立位は困難。杖歩行
では、右立脚初期から後期にかけて、体幹軽度右側屈、右股
関節外転位で、杖の支持が大きかった。右立脚中期では右足
関節回外位であった。荷重時痛は右片脚立位時、歩行時右立
脚中期に右足関節内果下部に出現した（NRS6）。
【理学療法と経過】
本症例の荷重時痛の原因について、足関節回外位での小趾
側荷重が影響していると考えた。拇趾側荷重にすることで右
足関節の荷重時痛が軽減したため、足関節のアライメントを
回内方向に修正する必要があると考えた。そこで、後足部の回
外を伴わないよう距骨の滑り込みを誘導しながら足関節背屈
ROM-exを行った。また、片脚立位や歩行時に拇趾側荷重を
促した。その結果、右足関節の荷重時痛が消失し、背屈可動
域も増加した。
【最終評価（術後14週）】
ROM-Tは右足関節背屈10°から20°となり、背屈時の後足
部の回外も改善した。片脚立位は可能となり、片脚立位保持
時間（右/左）は、19.9秒/57.4秒であった。歩容は体幹・股関
節正中位となって、杖なし歩行が可能となった。立脚中期の右
足関節は回外位から軽度回外位となり改善がみられた。右足
関節内果下部の荷重時痛は片脚立位、歩行時立脚中期ともに
消失した。
【考察】
一般的に内反型変形性足関節症は、荷重線が足関節の内
側を通過し、荷重が足関節内側や内果関節面に集中すると言
われている。本症例も足関節内側に荷重が集中したことで、
距腿関節内側にストレスが加わり、疼痛が出現したと考える。
今回の治療で背屈可動域の拡大、関節運動軸偏位が改善し
たことにより、荷重時の距腿関節内側のストレス軽減に繋がっ
たと考える。荷重時痛が軽減したことで、右下肢への荷重が
可能となり、最終評価では股関節や体幹のアライメントにも変
化がみられた。背屈可動域の拡大、拇趾側荷重練習が、股関
節周囲筋や体幹筋の筋活動賦活にも繋がったと考える。

【はじめに】
右急性硬膜下血腫の既往歴があり、転倒により左上腕骨骨
幹部骨折を受傷した症例を担当した。重度片麻痺患者に対し
て再転倒予防を目標にアプローチした症例を経験したので報
告する。
【症例紹介】
60歳代男性。[診断名]左上腕骨骨幹部骨折。[現病歴]平成
28年4月12日トイレに行く途中バランスを崩し転倒。4月21日
に手術（ORIF）。[既往歴]40年前に右急性硬膜下血腫を受
傷。55歳から57歳にかけて毎年転倒により骨折。[CT所見]
右頭頂葉から右側頭葉にかけて広範囲にLDA。[病前ADL]
移動は主に車いす介助レベル。装具不適合で時に装具装着
せず家人介助で歩いていたが転倒リスク高く実用的ではな
い。[Hope]安全にトイレまで歩いて行きたい。[Need]軽介助
下で歩行獲得。
【初期評価（術前）】
[BRS]左上肢 骨折により測定不可 左手指Ⅰ 左下肢Ⅳ。
[MAS]左足関節背屈3 [感覚検査]表在感覚7/10 深部感
覚5/5 [ROM-T]左足関節背屈-10°[ADL評価（BI）]40/100
点 主な減点項目は移乗・移動。[立位姿勢]重心が右偏位し
左足部は強く内反し小趾外側接地であった。
【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に基づき症例及び症例家族には本発表の
趣旨を説明し、同意を得た。
【統合と解釈】
Hope・生活背景および機能維持の観点から自宅退院後の
歩行機会は必要であるが、頻回な転倒歴がある。そこで、再
転倒予防を目標とし、家人介助によるトイレまでの歩行が習
慣化する事を目指した。まず、立位時に左内反尖足が強く左
小趾外側接地である。そのため、左下肢が支持脚として機能
せず適切に足底から荷重感覚が伝達出来ていない事が考え
られる。評価より左足関節は背屈角度−10°
・MAS3だが、
他動性抵抗感から改善可能と考えた。そこで、EMSを用いた
ROM-exと装具不適合のため新しい装具作製することで立位
時に左足底全面接地可能な可動域獲得を目指した。また、初
期評価時の歩行は重度介助であった。CT所見からも、右頭
頂葉から右側頭葉にかけて広範囲に障害されている。そのた
め、POPOを使用しCPGの活性化を狙った歩行練習が有効で
あると考えた。
【治療および経過】
術直後からTilt-tableとAUTOTensPROを併用したROMexおよび立位練習実施。術後20ｗよりPOPOを使用した歩行
練習実施。
【最終評価（28ｗ）】
[ROM-T]左足関節背屈0°[MAS]左足関節背屈2[ADL評
価]50/100点 改善項目は移乗・移動が軽介助で可能になっ
た。※歩行は4点杖使用。[立位姿勢]重心が正中位に近づき、
装具により左足底全面接地可能。
【考察】
左足部の可動域が改善し、新たな装具適応により立位時に
左足底全面接地可能となった。その事により、左下肢が支持
脚として機能し、最終的に家人の介助で歩行可能となった。ま
た、POPOを使用した事で、ハーネスによる姿勢の安定化と免
荷機能により歩行練習が容易化した。それにより、両下肢の交
互運動・股関節伸展活動・足底からの荷重感覚の伝達がCPG
を活性化させ歩行介助量軽減に繋がった事が考えられる。再
転倒予防を目標にアプローチを行った結果、退院後家人の介
助で再転倒する事なく生活されている事に繋がっている。
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O-9

畠山

三果骨折後に歩行時痛が残存した症例
－インソール作成と運動療法による介入－

O-10 術前より膝伸展拘縮を有した膝蓋靭帯断裂後

の一症例
－人工靭帯を用いた膝蓋靭帯形成術後の理
学療法－

駿弥

坂本
松本

兵庫県立淡路医療センターリハビリテーション科

慈和1)、水島健太郎1)、三宅
健1)、山本 昌樹1)2)

1)大久保病院
2)大久保病院

【はじめに】
三果骨折プレート固定術後の慢性期外来患者の歩行時痛
に対し、インソール作成及び運動療法により疼痛緩和を図っ
た症例を経験したため報告する。
【倫理的配慮】
本症例報告に関して、症例に対して書面を用いて個人情報
保護について説明し、検査結果・動画・写真の公表等に関し
て同意を得た。
【症例紹介】
60歳代女性。転倒し受傷され、三果骨折の診断。当院でプ
レート固定術を施術、急性期リハビリテーションを経て回復期
リハビリテーション病院に転院。当人の希望により外来リハビ
リテーションでの介入を再開した。
【初期評価】
主訴は歩行時の疼痛（足関節前面、内果後面、足底面：
靴歩行時痛NRS5/10）。独歩時、右立脚期においてLR時足
関節外転位接地、Mst時後足部過回内、体幹右側屈、PSw
時足関節底屈・足趾背屈角度の不足が観察された。ROMは
足関節背屈5°、内返し5°、外返し10°。MMT（右/左）は下
腿三頭筋3（P）/5、後脛骨筋2（P）/5。足趾の筋力測定は
HHDを用いて実施した。母趾圧迫力（右/左）17.6N/18.6N、
母趾外転筋力（右/左）0.9N/6.8N。足底・足背に感覚障害
無く、Tinel sign陰性。静止立位では右側にtoo many toe
signを認め、後足部回内位も同時に確認された。舟状骨高
（右/左）は座位4.0㎝/4.5㎝、立位3.0㎝/3.7㎝、Navicular
Drop test（以下NDT、右/左）は10mm/8mm。スクワッティ
ングテストではtoe out肢位＞Nutral position＞toe inの順に
疼痛が強かった。
【治療介入】
歩行時痛緩和を目的に、①インソール作成②運動療法を実
施。①インソール作成は、ソルボパッドによる足関節内転誘導
と内側縦アーチの保持を目的に載距突起部に舟状骨パッドを
貼付。②運動療法としては、足内在筋トレーニング、後脛骨筋
収縮練習、足関節ROMを実施。
【最終評価】
歩行時痛はインソール挿入下でNRS0/10。裸足歩行にお
いてはやや疼痛発現するも軽減傾向（NRS1/10）。独歩での
Mst時体幹右側屈、PSw時の足関節底屈・足趾背屈不足はや
や軽減するも残存している。ROMは背屈10°、内返し10°、
外返し15°。MMTは下腿三頭筋4、後脛骨筋4。HHDによ
る足趾筋力評価は、母趾圧迫力27.4N/30N、母趾外転筋力
5.8N/6.8N。舟状骨高（右のみ）座位4.0㎝、立位3.5㎝、
NDT5mm。
【考察】
本症例は静止立位、歩行時ともに患側下肢のtoe out肢位を
認めた。toe out肢位は後足部の過回内と中足部以遠の外転負
荷が高まり、後脛骨筋のover useにつながるとされている。
そこ
で、足底板を挿入することで、toe out姿位の補正及び内側縦ア
ーチを保持することにより、後脛骨筋の過剰収縮を防ぐことで内
果後面の疼痛改善に至ったと考える。
さらに、約2か月の筋力増
強運動は後脛骨筋MMT2から4、母趾外転筋力0.9Nから5.8N
にそれぞれ増加させた。
その結果NDTは異常値であるとされて
いる10mmから5mmに改善し、運動療法により荷重位での内側
縦アーチの保持が改善したと考えられる。

崇史1)、

リハビリテーション科
明石スポーツ整形・関節外科センター

【はじめに】
膝蓋靭帯断裂は稀な疾患であり、人工靭帯による膝蓋靭
帯形成術については、症例報告が散見される程度である。今
回、高度膝伸展拘縮を有し、膝蓋靭帯断裂にて人工靭帯によ
る膝蓋靭帯形成術を施行された症例の理学療法を経験した。
再建靭帯の温存を優先し、超音波エコー（エコー）を用いた評
価と共に理学療法を行い、良好な膝関節機能の再獲得ができ
たので報告する。
【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】
40歳代男性。既往歴に約30年前の大腿骨骨幹部骨折によ
る膝伸展拘縮（屈曲90°）を有し、転倒にて右膝蓋靭帯断裂
を受傷した。人工靭帯を用いた膝蓋靭帯形成術が施行され、
術中に膝蓋下脂肪体（IFP）や膝蓋骨周囲軟部組織の癒着剥
離操作が行われた。
【理学療法および経過】
術前の受傷後5日において、関節可動域（ROM）は膝屈曲
60°、膝蓋骨外上方偏位、Ober test 陽性（内顆とベッド間距
離15cm）で下腿過外旋が認められた。エコーにて、膝蓋靭帯
近位部は同定困難で、遠位部に弛みが確認され、膝蓋下が瘢
痕で満たされていた。その他、大腿骨前脂肪体（PFP）の萎
縮、膝蓋上嚢（SPP）、外側広筋（VL）、中間広筋（VI）の滑
走性低下が観察された。受傷後10日にて手術が施行され、膝
屈曲ROMは術翌日から60°、術後10日から90°、術後20日か
ら全可動域が許可された。理学療法は、膝蓋下および膝蓋大
腿関節モビライゼーション、膝関節外側支持組織の滑走性改
善、低周波療法を併用した大腿四頭筋セッティングを行った。
術後6週にてExtension lagを認めず、膝屈曲ROMは115°とな
り、エコーにてIFPとPFPの柔軟性・滑走性向上が確認され
た。独歩が自立し、復職可能となり退院した。
【考察】
本症例は、既往歴による膝関節機能障害を有し、膝蓋下組
織が瘢痕組織に充填された脆弱な状況であることがうかがわ
れた。理学療法は、膝蓋下組織への負荷を極力少なくし、膝
蓋大腿関節および膝蓋上のVLやVI、PFP、SPPなどの滑走
性の改善、大腿筋膜張筋および腸脛靭帯の伸張性と柔軟性
改善アプローチを行った。また、膝蓋靭帯の減張位である膝
関節伸展域において大腿四頭筋を中心とした筋力強化を図っ
た。これらの再建靭帯の保護および膝関節機能の再獲得を目
指したアプローチにより、膝関節不安定性やExtension lagを
生じることなく、受傷前のROMを超えて膝関節屈曲115°まで
獲得することができた。そのため、術後6週での独歩や日常生
活活動の獲得と、早期復職を可能としたものと考えられた。障
害部位に問題となる既往歴が存在する場合、治療期間の遷延
化や機能改善が困難となることが多い。今回、再建靭帯を考
慮した理学療法によって受傷前を上回る機能改善が可能とな
り、早期社会復帰が果たされる可能性が示唆された。

− 40 −

第 2 セッション（新人発表推薦演題）

O-11 動作時痛に配慮した起き上がりの指導により

O-12 くも膜下出血後の筋出力の著しい低下に着目

池田

松下百合子

活動性が向上した症例

尚樹

介護老人保健施設

伊丹ゆうあい

し寝返り中心としたアプローチを行った症例

医療法人松藤会

【はじめに】
今回、起き上がりにて右下肢痛を訴え、臥床傾向にある症
例を担当した。疼痛抑制を目的とした動作指導を行う事で、
活動性の向上がみとめられたので報告する。
【対象と方法】
本症例は、90代の女性、主病名は左腎孟炎、慢性膀胱炎で
あり、既往歴に両股関節骨接合術、両膝関節人工関節置換術
がある。臥床傾向にある本症例は、活動性低下に伴い、退所
先であるサービス付高齢者住宅（以下サ高住）での生活にて
廃用の進行が懸念された。そこで、疼痛を抑制した起き上が
り動作指導を中心に行い、自発的な離床につなげることを目
標とした。
【倫理的配慮】
対象者には、発表の目的と個人情報の取り扱いについて十
分な説明を行い、自由意志による同意を得た。
【結果】
左への寝返り動作指導において、初期介入時は寝返りの開
始前に背臥位にて両下肢を屈曲するよう指導したが、右鼠径
部に疼痛が出現し介助を要した。それに対し、右側臥位にて
体幹を屈曲させながら両下肢を屈曲させた後に、左へ寝返る
よう動作指導を行ったところ、疼痛の抑制がみられた。左へ
の起き上がり動作指導において、初期介入時は両下肢をベッ
ドから下ろした左側臥位から左on-elbowとなるよう動作指導
を行ったが、体幹を右側方へ起こす際に右鼠径部に疼痛が出
現した。それに対し、左下肢のみをベッドから下ろした状態か
ら、右上肢でベッド柵を引き込み左on-elbowとなった後、右下
肢をベッドから下ろしながら左on-handとなるように指導した
ところ、疼痛の抑制がみられた。結果、起き上がり動作が自立
となり、退所先のサ高住でも自発的に離床され、臥床傾向の
改善に繋がった。
【考察】
Jukerらの筋電図分析によると、体幹屈曲時では大腰筋の
活動がわずかにもかかわらず、背臥位での下肢挙上運動では
より多く作用するとされている。また、大腰筋が体幹側屈作用
を有するとも報告している。これらから、大腰筋の活動が動
作時痛を誘発していると考えられる。また、疼痛部位として鼠
径部との訴えがあるが、これはWilliamsらが大腰筋のトリガー
ポイントと関連領域として鼠径部を挙げている点と合致してい
る。上記の文献を参考に動作指導を考察すると、左への寝返
りでは、右側臥位をとることで重力の影響を軽減し、かつ、体
幹屈曲させながら両下肢を屈曲することで、大腰筋の活動が
抑えられたと考える。また、左側臥位からの起き上がりでは、
ベッド柵により体幹屈曲が行えず、体幹右側屈を要するため大
腰筋の活動が生じ、疼痛が出現したと考えられる。一方、右下
肢をベッド上に残した半側臥位からの起き上がりでは、体幹屈
曲にて起き上がる為、大腰筋の活動が抑えられたと考える。
以上により、動作時痛の抑制に繋がったと考えられる。

入江病院

【はじめに】
今回、くも膜下出血を発症された症例を担当した。術後安
静により筋出力が著しく低下し、寝たきりとなっていた。また、
痰の分泌量が多く、常に吸引が必要な状態であった。寝返り
動作に着目し、動作の改善がみられたので考察を加え報告す
る。本症例には発表の旨を伝え、同意を得た。
【症例紹介】
70歳代女性。くも膜下出血を発症され翌日に開頭クリッピ
ング術施行。その後水頭症が認められ、42病日目にV-Pシャン
ト術施行。徐々に意識障害が改善し87病日目に当院へ転院。
【初期評価134病日目】
気管切開のため、頷きにてコミュニケーションをとる。痰の
分泌量が多く、咳嗽に伴う疲労感が強いため長時間のリハビ
リ困難である。Brunnstrom Recovery Stage（以下BRS）両
上下肢Ⅴ、手指Ⅳ。粗大筋力（以下GMT）両上下肢2レベル、
体幹1レベル。寝返り動作は上肢リーチ介助で頸部回旋が可
能。体軸内回旋・骨盤回旋の動きは乏しいが、下肢の交互運
動が見られていた。歩行は重度介助で、下肢振り出し困難で
ある。
【理学療法経過】
本症例は疲労感が強く反復運動や抗重力運動が困難で
あったため、低負荷・高頻度での筋力増強練習を中心に行っ
た。開始時は、自動介助運動が中心であったが、徐々に自動
運動が可能になった。声かけにより寝返りが開始されること
が多くなり、柵を使用して体軸内・骨盤回旋が軽度介助～見
守りで可能になった。また、歩行練習は3～5mを中等度介助
で行えるようになった。
【最終評価168病日目】
コミュニケーション方法に変化はないが、動作の協力が得
られるようになった。BRS両上下肢Ⅴ、手指Ⅳ。GMT両上下肢
3レベル、体幹2レベル。寝返り動作は一部介助で声かけのみ
で動作開始されるようになった。歩行は体幹、股関節の伸展
を一部介助し、可能になった。
【考察・まとめ】
Csapoらは、仕事量が同じであれば、高負荷トレーニングで
も低負荷トレーニングでも、ほぼ同様の効果が得られるとして
いる。本症例は疲労感が強いため、低負荷で効果の期待でき
る練習を考案する必要があった。運動開始時の他動運動に
よる筋出力発揮の向上や視覚的注意導入による神経系の賦
活を考慮し、筋力増強練習を実施した。結果、前述の効果が
得られ、筋力向上に繋がった。また、歩行練習を合わせて実
施したことにより、体幹伸展や下肢の交互運動が促されたと
考えられる。このことから、寝返り動作時の体幹回旋や下肢
の交互運動を伴った体重移動に繋がった。自己にて体動が行
え、それによる自己効力感向上がみられ、立位・歩行練習への
意欲向上にも影響を及ぼした。上村らによると「継続しやすい
身体活動から開始し成功体験を得ること」が身体活動量増加
の行動変容に繋がるとされている。本症例にとって、遂行可能
な訓練・達成可能な目標設定を提示しアプローチしたことが
動作改善に繋がったと考えられる。
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O-13 早期からの荷重刺激により、起立・立位の介

O-14 神経筋機構に着目したトレーニングにより歩

小田

永松

助量が改善した、両下肢不全麻痺の一症例

弘毅、中野

社会医療法人

中央会

誠也、前田

哲史、野井

美里

尼崎中央病院

容が改善したTHA術後の一症例

彩芽

JCHO神戸中央病院

【はじめに】
胸椎後縦靭帯骨化症･胸椎黄色靭帯固化症（Th4-7）によ
り両下肢不全麻痺を呈した症例を担当した。早期からの荷重
刺激の入力により起立･立位の介助量改善に至ったため報告す
る。
【症例紹介】
70歳代、男性。平成28年5月中旬より両下肢の痺れ出現。胸
椎後縦靭帯骨化症･胸椎黄色靭帯骨化症と診断され6月中旬
に胸椎後方固定術施行（Th4-7）。7月下旬にリハビリ目的で当
院回復期リハビリ病棟へ転院し理学療法開始。既往歴は平成
13年パーキンソン病（Hoehn-Yahrの重症度分類:Ⅳ）。入院前
ADLは妻により基本動作全介助。
【初期評価:介入1週目】
徒手筋力検査（以下MMT）:体幹1、下肢1、上肢1。感覚検
査（L1〜S1）表在:中等度鈍麻、深部:中等度鈍麻。Modified
Ashworth Scare（以下MAS）:下肢0。機能的自立度評価表
（以下FIM）:38点。起立･立位全介助（両股関節･膝関節屈曲
位） 移乗:全介助。
【経過と介入方法】
初期評価では人的介助下で起立･立位が困難であった。そ
のため、足底からの荷重刺激の入力を目的にスタンディングテ
ーブルを使用し立位を促した。2週目では一人介助下で起立･
立位が可能となり、スタンディングテーブルでの立位訓練を終
了。筋力強化を目的に高座位より起立･立位訓練を反復した。3
週目に右下肢の膝折れが消失し上肢物的支持下での起立･立
位が見守りで可能となった。しかし、左下肢に連合反応が出現
し膝関節屈曲･足関節底屈位となり左下肢支持困難となった。
そこで、起立･立位訓練に加え左長下肢装具での後方介助歩
行を追加し、左下肢への荷重刺激の入力を強化した。8週目に
は、左下肢の連合反応が軽減し、上肢･両下肢支持下での起
立･立位が可能となった。
【最終評価:介入9週目】
MMT:体幹3、下肢3、上肢4。感覚検査（L1〜S1）表在:軽
度鈍麻。深部:軽度鈍麻。MAS:下肢1。FIM:53点。起立･立位:
両上肢物的支持下で見守り（股関節･膝関節屈曲軽減）3分姿
勢保持可能。移乗:軽介助。
【考察】
沖田は正確な筋出力には足底の知覚機能が重要であると
述べている。本症例においても両下肢不全麻痺による感覚障
害により筋出力が低下していることと、活動量低下による廃用
性筋力低下が問題であると考えた。そこで足底からの荷重刺
激を入力した結果、表在･深部感覚の改善により筋出力が向上
し一人介助下での立位が可能となった。その後、上肢物的支
持下での起立･立位が見守りで可能となったが、左下肢に屈曲
の連合反応が出現し左下肢支持困難となった。田港は長下肢
装具での歩行訓練による感覚運動刺激の入力は、運動制御と
姿勢制御の改善を得ることができると述べている。そこで、左
下肢への荷重刺激の入力強化のため、左長下肢装具での歩行
訓練を実施した。結果左下肢筋出力向上に伴い、連合反応が
軽減し上肢・両下肢支持下での起立･立位を獲得した。

【はじめに】
一般的にDuchenne歩行は、股関節外転筋力低下により引
き起こされる跛行であると捉えられている。しかし、十分な筋
力が認められても、跛行を呈する症例がみられるとの報告も
ある。今回、術前からDuchenne歩行を呈していた右人工股関
節全置換術（以下右THA）術後患者に対し、神経筋機構に
着目したトレーニングを行った。その結果、歩容改善が認めら
れたため、以下に報告する。
【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に基づき同意を得た。
【症例紹介】
60歳代女性。右股関節の荷重時痛が強く、T字杖歩行が困
難となり、当院を受診される。右変形性股関節症（以下右股
OA）と診断され、右THAを施行された。
【術前評価】
筋力（右/左：Nm）は股関節外転68.3/81.1、伸展28.4/64.0
であった。疼痛（Numerical Rating Scale以下NRS）は歩行
時8であった。10m歩行速度は13.5秒であった。歩行では右立
脚期に体幹の右側屈がみられた。
【経過及び理学療法】
術後から外転筋筋力トレーニング、歩行練習などの理学療
法を実施した。術後3週目にT字杖歩行が自立したが、歩容改
善が認められなかった。そのため、固有受容器神経筋促通手
技（以下PNF）理論を参考にしたトレーニングを追加した。
【最終評価】
筋力は股関節外転40.2/67.4、伸展70.5/78.2であり、外転筋
筋力の向上はみられなかった。NRSは歩行時0となり疼痛は
消失した。10m歩行速度は9.5秒となり、歩行速度の向上がみ
られた。歩行では右立脚期にみられた体幹の右側屈が軽減し
た。
【考察】
通常の歩行では、立脚期における股関節外転モーメントの
ピークは立脚中期であるとの報告がある。つまり、踵接地直後
から立脚中期までの短時間で、必要な外転モーメントを発揮
できない場合、骨盤の水平保持が困難になると考えられる。こ
のピークまでの時間は、収縮速度が速いtypeⅡ線維の運動参
加が高まるほど短縮するとされている。typeⅡ線維はtypeⅠ
線 維と比較すると、神経依存性が高いとの報告がある。ま
た、OAは慢性の疼痛性疾患であるため、脊髄α運動ニューロ
ンに対する上位抑制がかかり、typeⅡ線維の活動が制限され
るとも述べている。本症例は、右立脚期において骨盤の水平
保持が困難であり、その代償として体幹の右側屈がみられた。
この原因の一つが外転筋筋活動ピークの遅延であり、typeⅡ
線維の活動制限により生じていると考えた。そのためtypeⅡ
線維の選択的トレーニングが必要と考え、神経筋機構の反応
を促通するのに有効であるといわれている、PNF理論を参考
にしてトレーニングを実施した。最終評価において、外転筋筋
力は思わしく向上しなかったが、歩容改善が認められた。よっ
て、歩行は単に筋力が重要というわけではなく、typeⅡ線維
の運動参加を高め、必要なタイミングでいかに素早く筋収縮
が行えるかも重要であるといえる。以上より、従来の量的な筋
力増強に、筋の質的機能向上を図るプログラムを加えることは
歩容改善に有用であると考える。
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O-15 下肢荷重練習が座位バランスに影響を与え
た弛緩性対麻痺の一症例

山中

奈緒

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院

【はじめに】
今回、弛緩性対麻痺を呈した症例に対し、下肢荷重練習を
実施した結果、座位姿勢が変化したことで、動的座位での内
腹斜筋の筋活動が増大し、座位バランスの向上を認めたので
報告する。
【症例紹介と倫理的配慮】
60歳代男性。平成28年7月上旬、心室細動から心肺停止と
なる。心肺蘇生措置後、胸髄梗塞による弛緩性対麻痺とな
り、8月下旬に当院入院。本症例には、ヘルシンキ宣言に基づ
き発表の趣旨を説明し同意を得た。
【初期評価（入院1～2週）】
改良フランケル分類C1、触覚はTh9以下軽度鈍麻。筋力は
徒手筋力評価（以下MMT）で、体幹屈曲・右回旋2、左回旋
3、股関節屈曲・伸展1。静的座位姿勢は骨盤後傾・胸腰椎後
彎位で、ADL動作では座位が不安定であった。静的座位が
改善した入院2週目での座位右リーチでは、骨盤左挙上が困
難で右側重心移動が不十分であった。左リーチでは骨盤右挙
上がわずかに生じた。また、田中らが報告しているHandheld
Dynamometerを用いた方法での座位保持能力は、右0.73N/
kg、左0.60N/kg（同年代平均の右66%、左57%）。ADLは機
能的日常生活評価法（以下FIM）で69/126点。
【理学療法経過】
入院初期は関節可動域運動、徒手筋力増強運動、基本動
作練習を中心に実施し、座位保持が可能となった2週目から
座位側方リーチ練習を開始したが、支持側大殿筋と非支持側
内腹斜筋群の筋活動が不十分であった。そのため、3週目から
四つ這い・立位での下肢荷重練習を開始した。四つ這いでは
腹筋群・大殿筋の促通を行い、立位では、腸腰筋・大殿筋の
持続的な筋活動を促した。
【最終評価（入院10～11週）】
改良フランケル分類C1、触覚はL1以下軽度鈍麻。MMTは
体幹屈曲・回旋4、股関節屈曲・伸展2。静的座位姿勢は骨盤
中間位となり、胸腰椎は初期より後彎が軽減した。ADL動作
での座位は安定し、自立度、動作速度が向上した。右リーチ
では骨盤左挙上が生じ、左リーチでは、骨盤右挙上範囲が拡
大した。座位保持能力は、右0.94N/kg、左1.28N/kg（平均の
右85％、左122％）。FIMは91/126点。
【考察】
Snijdersらは、立位では座位と比較し内・外腹斜筋の筋活
動が増大すると報告している。加えて、下肢荷重練習にて腸腰
筋と大殿筋の筋活動増大を認め、骨盤前傾運動とその制動が
可能となったため、静的座位姿勢が骨盤後傾位から中間位に
変化したと考える。また、野本らは座位での傾斜反応において
骨盤後傾位と比較し、骨盤前傾位で内腹斜筋の筋活動が増
大すると報告している。本症例では、静的座位姿勢が骨盤中
間位に変化したことで、動的座位でも内腹斜筋の筋活動が増
大したと考える。以上より、立位練習で腹斜筋群の活動が増
大したことに加え、下肢荷重練習にて座位姿勢が骨盤中間位
に変化したことで、内腹斜筋の筋活動が更に増大し、座位バ
ランスが向上したと考える。
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●ポスター発表Ⅰ
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第 3 セッション

P-1

理学療法士のキャリア意識に関する調査

中谷 知生1)、田口 潤智1)、堤
十川 亮麻 3)、小栢 拓也4)
1)医療法人尚和会
2)医療法人尚和会
3)医療法人尚和会
4)医療法人尚和会

P-2

万佐子1)、船崎美代子2)、

清水

障がい者スポーツを活用した地域交流

真澄

株式会社あべいすと

宝塚リハビリテーション病院
宝塚第一病院
介護老人保健施設 ケアヴィラ伊丹
介護老人保健施設 ケアヴィラ宝塚

【はじめに】
近年、医療従事者の教育において、キャリアラダーの導入な
ど、キャリア開発の観点を持ったアプローチの重要性が指摘
されている。キャリアラダー導入においては、セラピストがどの
ようなキャリアアップを望んでいるのか、というキャリア意識
を明らかにすることが重要であるが、理学療法士のキャリア
意識に関する調査は少ない。今回我々は、医療法人尚和会に
所属する理学療法士80名を対象に、キャリア意識に関する調
査を実施した。その結果、経験年数によるキャリア意識の特
性が明らかとなったためここに報告する。
【対象と方法】
対象は尚和会に所属する理学療法士80名とした。内訳は急
性期病棟所属18名、回復期病棟所属47名、介護老人保健施
設所属15名であった。個人のキャリア選択に関する動機や仕
事に対する価値観を調査することを目的に、Scheinのキャリ
アアンカーアセスメント調査票を用いたアンケート調査を実施
した。アンケートの調査項目は、経験年数とアンケート結果か
ら得られた個人が最も重視するキャリア意識（キャリアアンカ
ー）およびその平均得点とした。
【倫理的配慮】
本研究は当院の倫理委員会の承認を得て実施された。また
ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、対象者に文書
で説明し同意を得た。
【結果】
回収率は84%で、有効回答率は75%であった。有効回答の
得られた60名が分析対象となった。内訳は、男性36名、女性
24名、平均年齢は27.7歳、平均実務経験年数は5.1年であっ
た。キャリアンカーとその平均点をみると、全体では、仕事と家
庭のバランスを重視する「生活様式」25名（20.2点）、働く上で
の専門性を重視する「専門・職能別能力」14名（17.9点）、雇用
の安定を求める「保障・安定」10名（16.9点）が上位を占めた。
経験年数5年目以上30名と4年目以下30名に分類すると、5年
目以上群では「生活様式」14名（21.3点）、
「専門・職能別能
力」4名（16.3点）、
「保障・安定」4名（16.5点）であり、4年目以
下群では「生活様式」11名、
「専門・職能別能力」10名（ともに
19.1点）、社会の発展への貢献を重視する「奉仕・社会貢献」6
名（17.0点）となった。
【考察】
全体の結果から、仕事と家庭のバランスを重視するキャリ
アアンカーを持つものが多い一方で、4年目以下では自身の専
門性の向上をより強く意識する傾向にあることが明らかになっ
た。キャリア形成に関する先行研究では、5年以上の職務経験
によりキャリアアンカーが安定することが指摘されている。こ
のことから、理学療法士の卒後教育では比較的職務経験の
浅い段階で技能・学術面の能力を向上させる取り組みが重要
であることが示唆された。

【はじめに】
障がい者スポーツにはユニバーサルスポーツとしての側面を
持ち合わせている競技が数多くある。理学療法士としての専
門性を活かしながら、障害者スポーツを通して地域交流して
いる活動について報告する。
【倫理的配慮】
本発表に関して関係者各位に説明の上、同意を得ている。
【活動内容】
年１回「障害者スポーツ体験教室」「障害者スポーツフェス
ティバル」という名称でおこなっている。参加者は淡路島内の
介護施設や就労支援施設、障害者施設の利用者や関係者、
地域住民である。年齢制限は特にない。競技は風船バレー、
卓球バレー、フライングディスク、ハンドサッカーなど重度障害
者でも参加できる競技を選択しておこなっている。講師は兵
庫県障害者スポーツ交流館の体育指導員や競技団体のスタッ
フに依頼している。ボランティアは淡路島内の病院関係者、訪
問看護ステーション、その他特別支援学校の教員にも声掛け
をおこなっている。
【開催までの事前勉強会】
競技によっては特有のルールがあるため事前勉強会を開催
し、実際に体験してもらうことで障害特性に合わせた自助具
の工夫や作製、チーム分けの配慮をおこなうことができる。
【活動結果】
平均参加人数40名、年齢5歳～73歳、障害の種類は自閉
症、ダウン症、統合失調症、脳性麻痺、頸髄損傷、脳血管障
害など多岐にわたっている。ボランティアは島内PT、OT、Ns、
特別支援学校教員、施設スタッフなど専門職が多かったが、
障害者スポーツ指導員の資格を有した者は２名と少なかっ
た。
【参加者の感想】
50代男性の頸髄損傷者は「体を動かすのはリハビリの時く
らいだったので、スポーツができて面白かった」、60代男性の
脳梗塞者は「子どもから大人までさまざまな人と交流できて楽
しかった」と評価が高かった。
【課題】
イベント開催情報の周知手段が少ない。移動手段は参加
者やその家族が主となってしまう。イベント経費の確保が難し
い。継続して開催していくためのスタッフの確保が難しい。
【まとめ】
障害者スポーツは誰でも参加できるようルールが工夫され
ているが、障害の個別性は大きい。理学療法士の視点から様
々な競技に参加できる工夫やアドバイスをおこなうことで、障
害者や対象者がスポーツをより楽しむことができると考える。
また、地域住民と一緒に障害者スポーツを体験することで自
然に障害者と触れ合えるような雰囲気を作る担い手としても
活躍できると考える。
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小松

生活動作の変更と福祉用具導入に対し受け
入れが困難であった重度運動失調症の一症
例
隆太、秋山

一平、吉田

公立八鹿病院老人保健施設

一正

P-4

通所リハ利用者における介護度と測定因子の
関連性

村上 智教1)、田中 正二2)、栗林 篤史1)、塩﨑 香名1)、
石政 龍明1)、藤本
翔1)、藤原 佳樹1)、野田 典史1)、
曽谷 翔太1)

通所リハビリテーション

1)医療法人社団敬命会 吉川病院
2)金沢大学医薬保健研究域保健学系

【はじめに】
本症例は重度の運動失調症を呈しながらも、長年にわたり
在宅生活を継続してきた。今回、能力低下を認め、床上動作
の継続を検討した時期において、動作方法の変更と福祉用具
導入に対する受け入れに難渋した。その経過と今後の課題に
ついての考察を加え報告する。
【倫理的配慮】
本人・家族に発表の趣旨を説明し同意を得た。
【症例紹介】
60歳代 男性。既往に小脳腫瘍摘出（37歳）、頚椎腫瘍。
要介護3、週2回のデイケアを利用中。4人暮らし、キーパーソ
ンは妻。ADL上の主要な動作は床とベッド間の昇降。本人の
Needsは「ベッドの昇り降りができるように」。
【理学療法評価（利用開始時：H27.8月）】
MMT：上肢5 体幹4 下肢4。四肢運動失調あり、躯幹失調
試験StageⅢ。FIM：73/126点。床上動作（床とベッド間の移
乗）は四肢振戦・体幹動揺著明、最小介助レベル。床上起立
はベッド柵把持にて監視レベル。
【介入と経過】
利用開始時より四つ這い・片脚立位バランス、床上動作練
習を中心に介入。H27.9月とH28.3月に行われたサービス担当
者会議にて昇降座椅子を提案するも受け入れなし。H28.6月
頃より床上動作の安定性低下、介助量増加を認め、PTプログ
ラムを筋力練習中心に変更。H28.7月にはMMT上肢4 体幹
3− 下肢3。FIM：70/126点。床上動作は四肢振戦・体幹動
揺増悪し、重心高位により不安定性増大。床上起立時、片膝
立位からの膝関節伸展困難で、臀部を引き上げる介助が必要
となる。本人、ケアマネジャー（以下:CM）を通じて超低床ベッ
ドの導入を提案するが受け入れなし。
【考察】
今回、本人やCMとの話し合い、サービス担当者会議での情
報提供を中心に、安全な動作方法の確立に向けた福祉用具
導入の提案を行った。受け入れに対し拒否的であり導入に至
らなかった要因として、本人の自尊心や執着心等の性格・年
齢的因子、またリハビリの継続による機能改善への期待など
が考えられた。また、この動作は30年間続けてきた動作であ
ることから、主介護者である妻は長年の介護経験により介助
量・危険性増大に対する認識が希薄であったことも要因とし
て考えられた。このような背景を持つ本症例に対し今回、生活
動作の変更を提案する上で、CMを通した間接的な情報提供
であったため、福祉用具について本人や妻の具体的なイメー
ジに繋がらず、その安全性・必要性についての理解へ至らな
かったと考える。
今後の課題として、本人や妻の理解・納得に向けた関わり
方が重要となる。CMとの情報交換のみでなく、デモの導入や
居宅訪問による具体的な動作方法の提案、訪問リハビリの導
入など、PTによる直接的な介入が重要と考える。
本症例のように、長期間の習慣的な動作に対しその方法を
変更する上では、適切な機能・能力評価と同時に、動作継続
による危険性の説明、また福祉用具導入による安全性やその
必要性についていかに強く印象づけ、対象者や家人が納得し
て導入できるよう検討していくことが重要と考える。

【はじめに】
H26年より当院通所リハビリテーション（以下、通所リハ）
利用者において、支援者には運動器機能向上実施計画書、介
護者にはリハビリテーション実施計画書を作成している。測
定項目で前者は握力、片脚立位時間、5m歩行速度を、後者は
Timed Up & Go test（以下、TUG）を測定している。介護度
の違いで測定項目を分けてはいるが、介護度によって、全測
定項目で関連性があるかどうかを確認するために、当院通所
リハ利用者を対象に、上記の測定項目と介護度の関連性につ
いて検討した。
【対象と方法】
当院通所リハ利用者175人（男性63人、平均年齢79.0±10.4
歳、女性112人、8 4 .6±6 . 9歳）にTUG、握力、片脚立位時
間、5m歩行速度を測定し、年齢やBarthel Index（以下、BI）
を 含 めてそ れ ぞ れ が 介 護 度 に 関 連して いるかどうか を
Spearmanの順位相関係数を用いて検討した。なお、握力は
左右で測定値が高いものを、片脚立位時間は持続時間が長い
ものを採用し、5m歩行速度とTUGは2回測定し、どちらも時
間が短いものを採用した。また、支援2利用者と介護1利用者
の差を確認するために現病歴でリハビリテーション料算定要
件区分が運動器である（以下、運動器）支援2利用者（男性5
人、年齢82±6.4歳、女性32名、年齢85.4±4.7歳）と介護1利用
者（男性4名、年齢87歳±4.2歳、女性10名、年齢87.8±4.2歳）
に対して、それぞれの介護度についてt-検定で全体および男
女別に調べた。統計学的有意水準は5%とした。なお、算定要
件区分が脳血管である利用者に関しては、統計処理ができな
かった。
【倫理的配慮】
当院通所リハ利用者に対してヘルシンキ宣言に基づき対象
者の保護に十分留意し、説明を行い、同意を得て問診、測定
を行った。
【結果】
介護度に対してBI、TUGに対して5m歩行速度と片脚立位
時間及びBI、年齢に対して握力、5m歩行速度に対して片脚立
位時間及びTUGに強い相関（¦r¦=0.7～0.4）がみられた。運動
器の支援2利用者と介護1利用者の比較では、握力で有意差
がみられた。また、男女別のTUGでは男性において有意差が
みられなかったが、女性においては有意差がみられた。
【考察】
文献でもTUGの有用性を述べるものが多く、今回の測定
においても、5m歩行速度と片脚立位時間とBIで有意差があ
った。しかし、介護度においては強い相関がなかったことか
ら、TUGと介護度で直接的な関連性は少ないと考えられた。
支援2と介護1において女性別ではTUGだけ有意差がみら
れたのは、家事動作やトイレ動作など回旋する動作が多いこ
とが影響していると推測された。
今回の結果において、測定結果が介護度に影響するかを客
観的に確認できるところまでいかなかった。利用者に対して介
護度のオリエンテーションの一助となる測定として、TUGなど
測定項目の検討及び再考する必要があるのではないかと考え
られた。
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当院の地域包括ケア病棟における集団リハビ
リテーションの取り組み

中本 侑甫1)、矢野 正剛1)、岡原由香里1)、竹之下優奈1)、
小杉
正2)、南部 誠治3)
1)社会医療法人愛仁会
2)同 リハ技術部
3)同 診療部

尼崎だいもつ病院

リハ技術部

理学療法科

【はじめに】
当院の地域包括ケア病棟での、離床時間の拡大を目的に集
団リハビリテーション（以下、集団リハ）を平成28年10月より実
施している。今回は、当院での集団リハの実施内容と取り組み
の結果、今後の課題点について考察を交え報告する。
【対象と方法】
対象者は当病棟入院中で活動量が低下している者、離床
意欲が低下し日中臥床傾向の者等とした。頻度は週2回で30
分間実施し、曜日、時間帯はそれぞれ固定して行った。内容は
基本的に座位姿勢で行える運動を中心とした。
患者満足度を調査するために21名にアンケート調査を行っ
た。実施期間は開始2ヵ月後にアンケートを配布し患者立脚型
で聴き取りを行った。アンケート内容は「集団リハは楽しいで
すか」「集団リハを毎週楽しみにしていますか」「集団リハの
日数に満足していますか」など計7項目を4段階評価で答えて
もらい、①がすごく良い、②が少し良い、③少し悪い、④がす
ごく悪いとした。今後の参考のために「頭の体操をしてみたい
ですか」「嚥下や発語の練習をしてみたいですか」をはい・い
いえの形式で答えてもらい、最後に自由記載とした。
【倫理的配慮】
集団リハの実施にあたっては患者または家族に集団リハの
目的を説明し医師の許可のもと実施した。
【結果】
参加人数の平均は、2ヵ月の実施期間で1日平均18.3人、参
加予定者は約90%の参加であった。
アンケートを配布した21名全員から回収でき、回答に不備
があったものは除きそのうちの14名分を有効回答とした。
「集団リハは楽しいですか」①42%②57%、
「集団リハを毎週
楽しみにしていますか」①50%②42%、
「集団リハの日数に満
足していますか」①21%②35%、
「集団リハをして体を動かし
たくなりましたか」①21%②71%、
「集団リハをして体の調子が
良くなりましたか」①28%②64%であった。頭の体操や口の体
操をしたいと答えた方は57%であった。
【考察】
アンケートの結果から、集団リハを楽しみにしている者や体
を動かしたくなった者が90%以上を占めていた。これは、定期
的に体を動かすことで、運動への関心が高まったものと考えら
れる。
次に集団リハの日数に満足していない者が半数近くおり、
頭の体操や口の体操をしたいと答えた者は半数近くいた。こ
のことから、週2回の集団リハでは満足していない者が多く、
今後は、離床時間の拡大のためにも集団リハの日数を増や
し、また、作業療法士・言語聴覚士などの他職種とも連携を取
り様々な集団リハを行っていく事が求められると考えた。

P-6

朴

組織コミットメントとパフォーマンスの関係性
－過去4年間運営実績の比較－
容成1）、橋爪

1)有馬温泉病院
2)有馬温泉病院

真彦1）、藤原

俊介1）、中川

一彦2）

総合リハビリテーション室
外科

【はじめに】
組織の存在が役割システムならば、個人の価値は期待ゴー
ルの達成である。病院とセラピスト（以下RH-S略）をこれらに
置き換えた時、我々RH-Sはいかがなものか。今回、その期待
とRH-S存在価値をトータルマネジメントした結果、運営実績
がプラスに転じた。その過程を総合リハビリテーション室（以
下当室）の組織力強化の観点から報告する。
【対象と方法】
対象期間は48ヶ月（H25.5ｰH29.4）とし、運営実績をⅠ収
入、Ⅱ稼働、Ⅲ効率により比較した。全て、単年度12ヶ月の月
間平均値とした。
Ⅰ：①当室月間収入
Ⅱ：②常勤換算1.0月取得単位数、③一日平均単位数
Ⅲ：④常勤換算1.0当月間収入
組織形態を段階的に転換した。
step1：ライン組織
step2：事業部制組織
step3：マトリクス組織
月に一度法人幹部と当室役職者が集い、運営実績と存在価値
について協議した。また平成29年4月、対象期間在籍RH-Sに
対し、組織力に関するアンケート調査を計画した。
【倫理的配慮】
本研究は、対象者に対する研究趣旨の説明と同意のもと、
個人が特定できない又、不利益とならないことを前提に、当院
個人情報保護規定を遵守して実施した。
【結果】
平成29年1月までのデータである。発表にて、追加データと
アンケート調査結果を報告する。①と④は、H25度データを
100と定め、その増減率にて比較した。
H25度
H26度
H27度
H28度
①100		
124（▲24％） 149（▲49％）181（▲81％）
②33.3単位
38.6単位
.40.6単位
39.6単位
③15.9単位
18.2単位
.19.1単位
18.6単位
④100		
136（▲36％） 144（▲44％）132（▲32％）
【考察】
平成26年4月まで、RH-Sは、組織のフォーマル権限よりも自
律性を優先し、その立場を堅持していた。唯一、理学・作業・
言語の各専門科判断がチーム力効果であった。この慢性化が
組織での存在価値低迷を招き、ベースアップ、研修機会等の
削減につながった。RH-S課題（個人レベル）の他、法人課題
（組織レベル）として、組織ヴィジョンや個人価値観の共存に
欠けていた。この課題を組織形態に着目し､step1所属長の力
量が左右するライン組織の欠点を克服すべく科長の役割と権
限を明確化、Step2専門科の統合と分業・ゼネラルスタッフ配
置、Step3プロダクトマネージャー配置・成果主義定着や役職
者適性数確保を実施した。会議での協議が相互作用となり、
組織と個人のコミュニケーション強化や業績評価制度にて組
織コミットメント（組織方向性と個人欲求の一致）につながり、
パフォーマンス（運営実績）がプラスに転じたと考える。
【おわりに】
組織形態の転換が組織力強化につながり、当室の量的・質
的向上につながることを学ぶことができた。
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当院セラピストの卒前および卒後教育の取り
組み（第１報)
～クリニカルラダーによる主体性の変化～

村上隆太郎、鈴木あゆみ、橋爪
有馬温泉病院

真彦、朴

容成

総合リハビリテーション室

【はじめに】
セラピスト（以下RH-S）養成校増加が、当院総合リハビリ
テーション室（以下当室）実習生指導の絶対数を増加させ、ま
た未経験RH-S採用も影響し、当室全RH-Sが教育する又、受
ける機会が増加した。教育には、目標や段階に加え主体性が
求められ、卒前および卒後教育の充実を図り、当室クリニカル
ラダー（以下ラダー）を導入した。ラダーによるRH-Sの成長に
対する主体性の変化について報告する。
【対象と方法】
平成 2 7年1月ラダー導入を公 表し、平成 2 8 年1月よりラ
ダー運 用となった。ラダー公 表 前 後の、各々2 年間（公 表
前：H25.1-H26.12、公表後：H27.1-H28.12）における、①認定
療法士件数、②資格取得件数、③学会発表と研修会参加件
数によりRH-Sの成長に対する主体性を比較した。資格件数は
ラダーに規定する21項目の資格とし、学会発表や研修会参加
件数は法人が出張（公費・出勤）と認めたものに限定した。ま
た、④実習生指導件数、⑤採用件数により教育に対する機会
も比較した。
【倫理的配慮】
本研究は、対象者に対する研究趣旨の説明と同意のもと、
個人が特定できない又、不利益とならないことを前提に、当院
個人情報保護規定を遵守して実施した。
【結果】
			
公表前
公表後
①認定・専門療法士：
0件
3件
②資格取得：			
8件
15件
③全国学会発表：		
2件
8件
参加：		
3件
12件
地方学会発表：		
0件
2件
参加：		
0件
5件
都道府県学会発表：
0件
10件
参加：
0件
25件
その他研修会参加：
12件
69件
④学生指導件数：		
14件
66件
⑤採用件数（新人)：.		 .5件（2件)
16件（11件)
【考察】
当室ラダーは、ランクⅠからⅴまでの5ランク計54段階であ
り、段階別基本給の設定やランク別昇格を任命する規定があ
る。その他、認定・専門療法士や資格取得に手当を付加する。
当室では、全RH-Sの年次ベースアップおよび賞用の金額差を
定めず、一律とすることで雇用の絶対的保障を確保する。しか
し、成長に対する主体性やその成長差異を明確化しなければ
ならず、ラダーに沿った賃金アップをシステム化した。これによ
り、キャリアとサラリーの関連性が保たれ、対価による主体性
が向上したと考える。また、各ランクには3つの構成要素から
なる10項目それぞれに、到達目標を定めている。これにより、
当室が求めるランク別人材像が全RH-Sの共有ツールとなっ
た。この共有ツールが、ひとり一人のRH-Sに適した目標や段
階が明確化し、成長に対する主体性が向上したと考える。こ
れらにより主体性が向上し、件数増加につながった。
【おわりに】
54段階のラダーが、ひとり一人に準じた目標を定め、その目
標を他のRH-Sが周知したことで、当室の主体性に変化をもた
らしたことを学ぶことができた。
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P-8

歩行補助用パワーアシストウェア装用が健常
歩行に及ぼす影響

梶川 健佑1)、田口 潤智1)、笹岡
中谷 知生1)、池田 智浩2)
1)医療法人尚和会

保典1)、堤

万佐子1)、

宝塚リハビリテーション病院

P-9

後天性血友病A患者に対する理学療法経験

附田 紘介1)、田中
道免 和久3)

隆史1)、眞渕

敏1)、児玉

典彦2)、

1)兵庫医科大学病院 リハビリテーション部
2)兵庫医科大学 リハビリテーション科
3)兵庫医科大学 リハビリテーション医学教室

2)ダイヤ工業株式会社

【はじめに】
ダイヤ工業株式会社が開発した歩行補助用パワーアシスト
ウェア（以下PAW）は体幹ベストと下腿バンドの間に空気圧ゴ
ム人工筋が取り付けられており、コンプレッサーにより空気が
送り込まれると下肢前方に取り付けられた人工筋が収縮し、
歩行遊脚時の股関節屈曲を補助する機能を有する。空気圧ゴ
ム人工筋の収縮は付属のボタンにより任意のタイミングで収縮
させることが可能である。今回、健常者がPAWを装着し、そ
の効果検証を行った。本研究の目的は、PAWの使用が健常
者の歩行因子に与える影響を明らかにすることである。
【対象と方法】
対象は健常成人4名（男女各2名：年齢24.0±3.4）とした。
歩行は右下肢に短下肢装具とPAWを装用して行い、評価は
空気圧ゴム人工筋の収縮無しと有りの条件を比較した。空気
圧ゴム人工筋の空気圧は0.15MPa、空気圧ゴム人工筋の収縮
タイミングは1人の介助者に統一し、収縮は前遊脚期から遊脚
後期とした。計測は歩行の動画を撮影し、2次元動作解析ソ
フトCvMob（ver.3.5）を使用し解析した。解析項目はPAW装
着下肢の重複歩距離、初期接地の股関節屈曲角度、前遊脚期
から遊脚後期の加速度の3つを解析した。各項目は5歩行周期
の加算平均を算出した。加速度は大腿中央のマーキングを基
準点とし、RMS波形に変換したのち加算平均を算出した。ま
た、統計学的処理には対応のあるt検定を用い、有意水準は
5%とした。
【倫理的配慮】
本研究は当院の倫理委員会の承認を得て実施された。また
ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、対象者に口頭
で説明し同意を得た。
【結果】
すべての対 象者において空 気 圧ゴム人 工筋の収 縮によ
り重複歩距離、立脚初期の股関節屈曲角度、前遊脚期から
遊脚後期の加速度が増加していた。重複歩距離はp=0.146
（p＞0.05）、股関節屈曲角度はp=0.0471（p＜0.05）、加速度
はp=0.0942（p＞0.05）であった。股関節屈曲角度のみで有意
差を認めた。
【考察】
今回の検証目的は空気圧ゴム人工筋の使用目的である歩
行遊脚時の股関節屈曲補助の効果を確認することであった。
結果より、歩行能力の低下の見られない健常者においても股
関節屈曲動作を補助する効果が確認された。これは下肢前方
に取り付けられた空気圧ゴム人工筋が前遊脚期から遊脚後期
にかけて収縮することで振り出し時の加速度が向上した結果
であると考える。今後は股関節屈曲能力の低下した症例の歩
行時に使用し、PAWの治療効果を検証する予定である。

【はじめに】
血友病に対する理学療法の報告では、特に後天性血友病
に関するものは少ない。今回後天性血友病A患者に対し、病
期に応じた疾患特有のリスクに留意し理学療法を実施した。
【倫理的配慮】
本報告について、患者本人に十分に説明し同意を得た。
【症例紹介】
70代、女性、148㎝、32㎏、診断名: 後天性血友病A、X年2
月四肢皮下出血斑等の症状出現。同年3月精査加療目的で当
院入院。併存疾患: 認知症
【経過】
入院時APTT上昇、F-Ⅷ減少し止血能が低下していた。29
病日より理学療法開始。止血能の低下していた初期（①機能
維持期）は自覚的疲労度を目安に自動介助運動・等尺性運動
を実施。止血能改善後に再評価を行い、筋力低下、ADL低下
を認めた。プログラム再立案し、積極的な筋力訓練、基本動
作訓練等開始。
（②ADL拡大期）
【初期評価（29･30病日）】
MMT
（右/左)股関節屈曲: 3/3、
外転: 3/3、
膝関節伸展: 3/3、
FIM95/128（ 運動60認知35）安静度: 車いす移動HDS-R:
18/30 血液検査APTT: 79.5sec F-Ⅷ: 6％
（正常値 60～150%）
【問題点と介入①】
介入開始時は、易出血性に対する治療上必要な活動制限に
より、廃用性筋力低下の発生が予想された。また本疾患特有
の病識低下に加え、認知症により出血リスクの高い動作への
認識が低下していた。打撲等による皮下出血等に留意し、床
上筋力訓練・起居動作訓練中心に実施。また、自主訓練とし
て自重での下肢筋力訓練を指導。
【中間評価（70・71病日）】
MMT 股関節屈曲: 3/3、外転: 2+/2+、膝関節伸展: 3/3、
足関節背屈: 4/4、TUG: 21.0sec FIM: 96/128（運動61認知
35）安静度: 歩行器監視歩行 HDS-R: 13/30 APTT: 36.8sec
F-Ⅷ: 71.2%
【問題点と介入②】
四肢筋力低下、バランス低下、ADL低下を認めた。止血能
改善し、積極的な筋力増強訓練、ADL訓練実施。
【最終評価（126・127病日）】
MMT 股関節屈曲: 4/4、外転: 2+/2+、膝関節伸展: 4/4、
TUG: 18.0sec FIM: 96/128（運動64認知32） 安静度: 監視
歩行 HDS-R: 18/30 APTT: 29.1sec F-Ⅷ: 200%以上
【考察】
後天性血友病患者は出血に対する認識が低く厳重な生活
指導等が必要といわれている。本症例も病識が乏しく認知症
も併存しており動作が粗雑であった。そこで病棟スタッフと
ともに基本的な動作指導を反復した。機能維持期には血液
所見や自覚的疲労度に留意し厳重なリスク管理のもと介入し
た。ADL拡大期には臥床による廃用性筋力低下、ADL低下
等に積極的な筋力訓練、ADL訓練を実施。その結果筋力増
強、ADL改善を認めたと考えた。
【まとめ】
後天性血友病A患者に対しては、リスク管理を含め病期に
応じた適切な介入が重要と思われた。
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P-10 発症後15年経過した恒久性膝蓋骨脱臼に対

P-11 スポーツ復帰後、練習量増加に伴い術創部

小松 徹也1）、金田知江美1）、臼井
村津 裕嗣2）

水島健太郎1) 、水池

し、内側大腿靱帯再建術と外側支帯解離術
が施行された症例の術後経過と問題点

1)製鉄記念広畑病院
2)製鉄記念広畑病院

雅宣1）、大島

隆司2）、

周囲に疼痛を呈した1症例

1)大久保病院
2)大久保病院

リハビリテーション科
整形外科

【はじめに】
反復性膝蓋骨脱臼に対する内側膝蓋大腿靱帯（medial
patellofemoral ligament:MPFL）再建術後は良好な術後経
過が多数報告されているが、恒久性膝蓋骨脱臼の報告はほと
んど見られない。この度、恒久性膝蓋骨脱臼に対して、MPFL
再建術と外側支帯解離が施行された症例を経験したので、理
学療法における経過と問題点を報告する。
【症例】
26歳、男性（171cm、66.4kg）主訴は、右恒久性膝関節脱臼
と疼痛。合併症として軽度発達障害。11歳のときサッカー練
習中に初回膝蓋骨脱臼をきたす。その後も頻回に脱臼するが
放置し、膝伸展位でサッカーやバスケットなどのスポーツに参
加していた。階段昇降などの際に疼痛が出現するようになり当
院整形外科を受診した。術前評価時、膝ROMは伸展5・屈曲
140°、膝自動伸展不能、大腿周径は膝蓋上部5cmで8cmの減
少があった。歩容は膝関節過伸展での接地とドゥシェンヌ歩
行を認めていた。
【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に基づき、患者に説明し同意を得た。
【手術内容】
同側の半腱様筋腱を2つ折りにしてMPFL再建に使用し、
内側支帯を縫縮した。外側支帯解離は膝蓋上縁より4横指近
位まで実施。術中、膝関節0～120°で膝蓋骨脱臼は認めなか
った。
【理学療法経過】
術翌日より、アイシングおよびTENS併用での四頭筋セッテ
ィングを中心に実施した。2週目より可動域訓練はCPMやヒー
ルスライドから開始したが、理学療法実施時以外は軟性ニー
ブレースを装着した。4週目にニーブレース装着下でa-SLRが
可能なことを確認し、部分荷重での歩行開始。6週目より歩行
時の過伸展防止を目的に、Post ope brace装着し15゜の伸展
制限を付けた上で、両松葉杖歩行を実施した。9週目、片松葉
杖歩行にて自宅退院となる。以降、週1回ペースで外来リハビ
リを行い、12週目に独歩となった。
【結果】
膝関節屈曲角度は術後1ヶ月 60°
、
4ヶ月105°
。膝伸展筋力はハ
ンドヘルドダイナモメーターにて、
10週8.6kg、
4ヶ月 11.0kg、
健側
は35.4kg。extension lag（以下Lag）
は1ヶ月20°
、
4ヶ月10°
。大腿
周径差は4ヶ月で4cm。術後4ヶ月でも異常歩容は残存していた。
【考察】
MPFL再建術後は、再脱臼を起こさない範囲での可動域
の再獲得、内側広筋を中心とした筋力の回復が重要となる。
本症例では早期からアイシングとTENSにより疼痛をコントロ
ールし、内側広筋の筋収縮を促した。15年にわたる恒久性膝
蓋骨脱臼により、著明な筋萎縮と筋力低下を認めたが、手術
によるアライメントの再獲得により筋量・筋力の回復が確認で
きた。しかし、問題点として術前と比較しての屈曲可動域制限
と、Lagを伴う筋力低下と異常歩行が4ヶ月経過後でも残存し
ていた。以上より、長い罹病期間を持つ恒久性膝蓋骨脱臼で
は、筋萎縮や筋力低下、歩容の回復、屈曲可動域の改善が緩
徐であると思われる。術後理学療法にあたっては、通常の反
復性膝蓋骨脱臼より、極めて長期間を必要とすることを念頭
に置き、訓練と指導を辛抱強く行っていく必要があると考えら
れる。

千尋1)、山本

昌樹1)2)

リハビリテーション科
明石スポーツ整形・関節外科センター

【はじめに】
スポーツ外傷における運動療法にて、練習量の増加や試合
などによって疼痛や炎症が再燃され、スポーツ復帰に難渋す
ることを経験する。今回、腓骨外果骨折術後にスポーツ動作
が可能となったものの、練習量の増加に伴い外果創部周囲
に疼痛が出現した症例を経験した。超音波エコー（エコー）
にて創部周辺の癒着により、長母趾屈筋（FHL）と短腓骨筋
（PB）の滑走不全が認められ、足部機能低下伴って疼痛を呈
していた。本症例のスポーツ復帰に至る経過と、疼痛解釈に
ついて報告する。
【症例紹介】
症例は、16歳の男性サッカー選手である。サッカー練習中に
足部の過内反動作により左腓骨外果骨折を受傷し骨接合術
を施行、術翌日より理学療法開始となった。また、両足内反捻
挫の既往歴を有していた。
【ヘルシンキ宣言】
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。
【理学療法評価及び経過】
術後1週までは免荷とし、術後2週より1/3部分荷重を開始、
その後1週毎に荷重量を増加させ、術後5週で全荷重とした。
術後6週よりジョグ動作などのスポーツ動作を開始し、術後10
週で対人以外の練習を許可した。術後11週の練習量増加に
伴い、外果創部周囲に疼痛が出現した。この時、カーフレイズ
（CR）、走行やストップ動作時に創部周囲のFHLに疼痛が生
じ、同部FHLおよびPBに圧痛が認められ、圧痛部位のFHL
とPBの滑走不全がエコーで確認された。足部アライメント
は、後足部回外位、内側アーチ低下と回外小趾を呈し、片脚
立位時とCR時に重心が外側に変位し，足趾を屈曲させて対応
していた。治療は、FHLとPBの滑走改善操作、足趾屈曲を抑
制したCRや片脚スクワットなどの動作練習を実施した。術後
13週にてFHLとPBの圧痛が消失し、スポーツ動作時のFHL
の疼痛も認められず、FHLとPBの滑走改善がエコーにて確
認された。片脚立位やCR時の重心の外側変位と足趾屈曲が
軽減されスポーツ復帰となった。
【考察】
FHLとPBは、足部の運動と安定性に寄与し、下腿後外側
部にて隣接して走行するため、両筋の癒着形成が滑走制限と
共に疼痛を惹起させる可能性が高い。術後10週までは、FHL
とPBにかかる負荷が比較的低く、術後11週にて練習量の増
加と滑走不全も合わさって両筋への負荷が高まり、後足部回
外位や内側アーチ低下など足部マルアライメントがFHLとPB
に過活動を生じさせ、疼痛が生じたものと考えられた。
今回、スポーツ復帰を遅延ないし困難となる状況において、
疼痛の詳細な評価とエコーを活用して的確な部位を特定でき
たこと、疼痛増悪要因である足部マルアライメントの改善およ
び動作練習などを実施したことが、早期でのスポーツ復帰に
つながったものと考えられた。
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第 4 セッション

P-12 投球動作により右第一肋骨疲労骨折を呈した

P-13 KOBE OPEN TENNIS 2016における

井上

藤原

一症例
−投球動作からみた患部への影響と動作介入−

裕太1)、段

1)段医院
2)段医院

秀和2)

リハビリテーション科
整形外科

TOURNAMENT TRAINER 活動の実際

俊輔

段医院リハビリテーション科

【はじめに】
投球障害は患部の治癒が得られても原因である投球動作
への介入を行わなければ再発すると考えられている。今回、投
球動作により右第一肋骨疲労骨折を呈した症例に対し、問題
となる身体機能の改善と投球動作への介入を行い、動作の改
善が得られたため考察を交えて報告する。
【症例紹介】
13歳男子、右投げ、軟式野球部所属オーバースローの投手
でエースとして活躍している。平成28年7月15日投球練習中に
右肩甲骨周囲に違和感を覚え、翌日の投球練習にて肩甲骨周
囲の強い疼痛が発生。同月の19日に当院受診、右第一肋骨疲
労骨折と診断され約3週間アームスリング装着下にて安静に
し、8月10日より理学療法開始となった。
【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十分に
説明し、了承を得た。
【初期評価】
投球動作に必要と考えられる全身の機能を評価した結果、
頚部左側屈可動域制限と左下肢支持性の低下が認められ
た。投球動作は院内にてダートフィッシュ動作解析ソフトを使
用し観察を行った。
【経過】
初診時には肩挙上や頸部の動きを伴った際に患部の疼痛
が発生していたが約2週間後には消失した。受傷後約7週目よ
り10m間の軽いキャッチボールから開始し、疼痛の発生はみ
られなかったためその後徐々に強度をあげていき、受傷後約
11週目から内野間制限なしでの投球、約19週目よりマウンドで
の投球練習開始（40球/日）。受傷後約23週には投手として復
帰した。
【考察】
鎖骨下動脈溝では、前斜角筋・中斜角筋が上方へ、前鋸筋
が後外側下方へ牽引することにより剪断力が生じ、投球動作
などで繰り返しストレスがかかることにより疲労骨折が起こる
と報告されている。本症例は投球動作にてFP時に後方重心
であることや、EC～LC期にてshoulder firstであり投球側下
肢への早期体重移動が頸部伸展・左側屈・左回旋動作を助長
しさらに患部へのストレスを増大させる要因の一つであると考
えられた。FP時の体幹後方傾斜位はKHにて骨盤後傾位で
あること、EC～LC期でのshoulder firstがFP時の姿勢にま
で影響していることが原因であると考えた。また、EC～LC期
に後方重心であることや左下肢支持性の低下が、ストライド
幅の減少とスムーズな体重移動を妨げ、投球側下肢への早期
体重移動の原因になっていると考えた。まず身体機能の問題
を改善させるため右前・中斜角筋のストレッチ、左下肢支持性
の向上を図り、投球動作ではKH時の姿勢改善とhip firstで
の体重移動を習得するためにEC期での股関節の使い方を指
導した。今回の症例を通して、投球障害への理学療法のみな
らず再発予防の為にも投球動作への介入が必要であることが
改めて示唆された。

【はじめに】
2015年1月1日、兵庫県テニス協会（以下HTA）内に医科学
委員会が発足した。主な活動としては①国体チームのサポ
ート②アンチドーピング啓蒙活動③サーブ動作の解析④各
TOURNAMENTにおけTOURNAMENT TRAINER活
動である。その中で、今回2016年4月4日～9日まで開催され
たKOBE OPEN TENNIS 2016に対してTOURNAMENT
TRAINER活動を行ったので活動内容に若干の考察を踏まえ
て報告する。
【目的】
TOURNAMENT TRAINER活動の内容を紹介すると共
にHTA主催で行われるTOURNAMENTでの今後の課題を
検討すること。
【活動内容報告】
TOURNAMENT開催までにTournament Directorとの打
ち合わせを行い、Trainer支援体制を決定、TOURNAMENT
前日に会場内にTrainer roomの設営を行った。
なおTrainer
roomは選手ロッカールーム近くでコートに容易にアクセス可能な
場所とした。
T O U R N A M E N T 期 間中はC h i e f T r a i n e rを各日1 名
ずつ配 置しT O U R N A M E N T 3日目，
4日目にはA s s i s t a n t
T r a i n e r を 配 置した 。業 務 内 容 は 、J T A T E N N I S
TOURNAMENTMEDICAL SUPPORT MANUALに準じ
て行った。主には①試合前選手に対するコンディショニング②
試合後選手の対するケア・リコンディショニング③MCCへの対
応であった。JTA TENNIS RULE BOOKによれば、MTOを
採用するTOURNAMENTとは「TrainerまたはDoctorがその
TOURNAMENTの全期間を通して常駐していることが条件」
と記されている。
【結果】
男子シングルス（ M S）、ダブルス（ M D）、女子シング
ルス（WS）、ダブルス（W D）合わせて1 2 5試合 が 行われ
た。Trainer room利用件数は男子57件、女子29件の計86件で
あった。MCC件数はMTO1件、MT1件の計2件であり同一選
手であった。利用時間帯としては試合前21件、試合後65件で
あり、選手の要望としては、痛みに対しての処置希望が56件、
疲労に対しての処置希望が30件であった。処置内容としては
stretching73件、taping19件、icing15件、物理療法（U・S10
件、H・V7件）であった。処置部位としては腰部が最も多く28
件、次いで下腿24件、肩関節16件、大腿部15件、股関節11
件、腹部8件、手関節6件、足関節6件の順であった。
【課題と今後の展望】
サポートスタッフは基本的に1人体制であり、翌日担当者へ
の申し送り方法やMCC発生時のtrainer roomの対応などに
ついて統一した見解が必要である。またMCCの対応時はJTA
規則に従って迅速な判断と対応が求められるため今後さらに
専門的な知識と経験が必要になると思われる。
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P-14 第一腰椎圧迫骨折を呈した認知症高齢者の
在宅復帰支援
～回復期チームによるセンサーマット除去作戦～

浅原友加里1)、中釜
1)有馬温泉病院
2)有馬温泉病院

広幸1)、島次

和代2)、朴

容成1)

総合リハビリテーション室
看護部

【はじめに】
回復期リハビリテーション病棟（以下回リハ）は、在宅復帰
に向け多職種協同し日常生活動作（以下ADL）を支援する。
近年、認知症高齢者の増加により他の回リハもADL向上とそ
の対応を求められている。今回、トイレ動作自立と転倒リスク
軽減の両面を図りながら、センサーマット除去を計画し、日中
自立・夜間見守りとなった。その過程を報告する。
【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に則り研究の目的、方法、協力者が不利益
を受けないこと、データ管理、公表方法を本人に説明し、同意
を得た。
【ケース紹介】
80歳代女性。突然腰痛出現、L1圧迫骨折と診断。1ヵ月後
当院入院。既往歴に胸腰椎圧迫骨折、右外反母趾。入院前は
ひ孫と二人暮らし、ADL自立であった。
【初期評価】
FIM：71/126点。
（運動47点/認知24点、移動4点/トイレ動
作4点）。HDS-R：15/30点。両下肢GMT3-4、両足関節底背屈
MMT2。片脚立位（右/左、秒）：3.8/2.5、TUG：22.8秒。病棟
では準寝たきり、日中傾眠。トイレ頻回（日中7回/夜間8回）、
自由歩行は左立脚中期に転倒リスクが高く、病棟では歩行器
歩行近位見守りと定めた。しかし一人でトイレに向われるため
センサーマット対応であった。
【介入計画】
夜間の良眠を確保し、日中活動性を向上する。身体機能向
上と排泄リズムの調整によりセンサーマットを除去し、自由に
病棟内を移動する。
【経過および考察】
介入2週目、歩行器歩行遠位・T字杖歩行近位見守り、T字
杖歩行では杖突かず転倒リスクを認めた。トイレ内動作でも、
下衣着脱動作時に転倒リスクを認めた。片脚立位や十字方向
の横歩き、タンデム歩行を練習した。本人・病棟・リハで、排
泄リズム把握に向け排泄記録表を作成し、都度本人が記録
した。記録を医師も確認し、服薬調整の参考とした。介入4週
目、日中9回/夜間5回となり夜間回数が減少、日中テレビ鑑賞
の機会が増えた。自由歩行近位見守り、歩行器歩行自立。ト
イレ内も転倒リスクが軽減し、日中センサーマット除去となっ
た。夜間は、寝起きのふらつきを考慮しセンサーマット対応を
継続している。これは、身体機能向上はもちろんのこと、排泄
回数を自ら記録することで少し前にトイレに向った実感、焦っ
て向わなくてもよい安心感を得ることができ、夜間排泄回数
が減少し、夜間良眠・日中覚醒とつながり活動性が向上した
と考える。日中トイレ回数が増え、動作の反復により安定性が
向上したと共に病棟スタッフの安心感も高まり、日中センサー
マットの除去につながったと考える。
【終わりに】
身体機能向上の他、多職種協同による環境設定や共通認
識が重要であることを学ぶことができた。
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P-15 高位レベルでの麻痺症状を呈した急性横断

P-16 回復期脳卒中患者における入院初期身体活

山川 誠弥1)、山内
道免 和久3)

木村
舞、野添
古市あさみ、島田
山崎
允

性脊髄炎患者の体幹機能に着目して介入を
行った一症例
真哉1)、眞渕

敏1)、児玉

典彦2）、

1)兵庫医科大学病院 リハビリテーション部
2)兵庫医科大学 リハビリテーション科
3)兵庫医科大学 リハビリテーション医学教室

動量の特徴

匡史、竹内
真一、金居

友花、保木伊知朗、
督之、久保 宏紀、

伊丹恒生脳神経外科病院

【はじめに】
急性横断性脊髄炎（Acute transverse myelitis:ATM)は、
障害髄節以下の麻痺症状が生じ、予後は完全回復例から重度
後遺症残存例まで様々である。
今回、ATM発症により対麻痺症状を呈しADL全介助レベル
となった症例を担当した。移乗動作自立を目標として体幹機能
に着目し、運動療法と物理療法の併用を行った結果、動作自立
に至ったため報告する。
尚、倫理的配慮としてヘルシンキ宣言に基づき患者本人に説
明し同意を得た。
【症例紹介】
25歳男性、BMI 22.8
診断名:急性横断性脊髄炎
10/25:会陰部の痺れ、腰痛を自覚
10/29:臍以下知覚鈍麻と両下肢麻痺出現。MRIにて延髄下
部〜Th5レベルで高信号を認め、ステロイドパルス療法、抗生
剤治療開始。
【初期評価 第3病日】
頚部硬直+（NRS:安静時5、運動時8)、膀胱・直腸機能障害+
ASIA:C（motor15/100点 sensory28/112)
体幹MMT:1、FIM:48/126点（運動項目13点)
【中間評価 第59病日】
ASIA:D（motor34/100点 sensoryn49/112)
握力:7.9kg/5.3kg、体幹MMT:1
FIM:60/126点（運動項目25点)
起き上がり:全介助レベル
端座位:軽介助レベル、上肢支持なしでは保持困難
移乗:全介助レベル
push up:体幹動揺+、他動的に臀部挙上必要
【問題点】
腹筋群の筋力低下に伴う座位・移乗動作に介助要する。
【理学療法及び経過】
第3病日理学療法開始。介入初期は頚部硬直、上肢異常感
覚により積極的な介入困難。第5病日よりカーディアック座位開
始。第14病日よりリクライニング車椅子座位開始。第36病日より
起立性低血圧に対し起立台にて立位練習開始。第59病日より
体幹・上肢MSE、push up動作練習、端座位保持・移乗動作練
習開始。しかし体幹動揺残存し動作自立まで至らず。そこで第
75病日より動作練習と低周波療法（内腹斜筋・腹横筋)を併用
した。第84病日にスライディングボード設置で移乗動作監視レ
ベルまで改善。第116病日にはスライディングボードなしで移乗
自立獲得。
【最終評価】
膀胱直腸機能障害+（排尿は自己導尿自立)
ASIA:D（motor40/100点、sensory52/112)
握力:24.5kg/21.2kg、体幹MMT:2
FIM:75/126点（運動項目40点)
起き上がり:自立レベル
端座位:自立レベル、上肢支持なしで5分以上可能
移乗:自立レベル
push up最大高:18cm
【考察】
本症例は、腹筋群の筋力低下により動作時の体幹動揺を認
め端座位保持困難、移乗動作に介助を要した。動作練習により
介助量の軽減認めたが、動作自立まで至らなかった。そこで、
動作練習時に低周波療法を併用し内腹斜筋や腹横筋の筋収
縮下で反復練習を実施した。それにより体幹動揺の軽減を認
め、最終評価時には、移乗動作自立に至ったと考えられる。
先行研究では、体幹を固定するために内腹斜筋や腹横筋が
関与しているという報告は多い。このことから、今回の体幹への
アプローチが移乗動作自立への一要因になったと考えられる。

【はじめに】
回復期脳卒中患者にとって身体活動量増加は機能予後改
善のために重要であり、特に立位・歩行といった高強度活動の
確保が重要といわれている（Kwakkel et al，1997，2004）。
しかし、回復期脳卒中患者の入院中身体活動量は不十分で
あるといわれており、どのような介入が有効か検討されている
（Skarin et al, 2013，Ker et al, 2015, Åstrand et al, 2016,
English et al, 2016）。一方、本邦においては回復期脳卒中患
者の入院中身体活動量の実情は報告されていないため、どの
ような患者に対してどのような介入が必要かは検討できない
状況である。本研究の目的は、回復期脳卒中患者における入
院初期の身体活動量の特徴を調査し、これらの患者における
身体活動量増加のための方策を検討することである。
【対象と方法】
対象は平成28年7月から12月の間に回復期リハビリテーシ
ョン病棟に発症30日以内に入院となった脳卒中患者とした。
除外基準は、くも膜下出血患者、病前の日常生活動作に介助
を要していたもの、90歳以上の高齢者、重篤な認知症患者や
測定の同意が得られない場合とした。身体活動量は発症30
日目の9時から17時までの8時間、10分間隔での患者の活動
状況を観察・記録するBehavior Mapping法を用いて行った
（Bernharadt et al，2004）。活動状況は、①ベッド上臥位時
間、②ベッド上活動時間（食事・談話・テレビ鑑賞等）、③車い
す座位時間（背もたれ座位時間含む）、④背もたれのない座
位での活動時間・下肢に荷重した移乗、⑤立位・歩行時間の5
つに分類して記録した。解析は、歩行が自立しているもの（自
立群）とそれ以外のもの（非自立群）に分け、各活動時間につ
いてMann-WhitneyのU検定を用いて両群間で比較した。
【倫理的配慮】
全対象者もしくはその家族に対して事前に研究の目的・方
法を説明し同意を得た上で実施した。また、本研究は伊丹恒
生脳神経外科研究倫理委員会の承認を得ている。
【結果】
測定期間内に38例が包含基準に合致したが、4例につい
ては同意が得られず、結果的に34例が対象となった。全34
例のうち、歩行が自立していたものは18例（自立群）、介助を
要していたものは16例であった（非自立群）。各活動時間を
自立群・非自立群で比較すると、非自立群で車いす座位時間
が有意に長く（p=0.001）、立位・歩行時間が有意に短かった
（p<0.0001）。PT・OT・病棟内での各活動強度の時間の比
較においては、PT・OT実施時間については両群間で差がな
かったが、病棟内での生活時間において、車いす座位時間が
非自立群で有意に長く（p=0.001）、立位・歩行時間が有意に
短かった（p<0.0001）。
【考察】
本研究結果より、歩行が自立していない入院初期段階にあ
る回復期脳卒中患者は、自立している場合と比べて車いす座
位時間が長く、立位・歩行時間が短いことが明らかになった。
また、この傾向は病棟での生活時間内において顕著であっ
た。よって、歩行が自立していない回復期脳卒中患者の身体
機能回復のためには、PT・OT実施時間を延長するか、病棟
と連携し、車いす座位時間を短くし、立位・歩行時間を延長す
る取り組みを行っていくことが必要ではないかと考えられた。
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P-17 9歳時に独歩可能となったアテトーゼ型脳性

P-18 慢性期脳卒中患者に対する理学療法による
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麻痺児の事例
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にこにこハウス医療福祉センター

リハビリテーション科

【はじめに】
GMFCSレベルIII～Vの脳性麻痺児では粗大運動機能は6
～7歳頃にピークを迎え、その後緩やかに低下すると報告され
ている。今回、9歳時に独歩可能となったGMFCSレベルIIIの
アテトーゼ型脳性麻痺児の事例を経験したので報告する。
【症例】
診断名：14番染色体微小欠失に伴うアテトーゼ型脳性麻
痺、甲状腺機能低下症、新生児遷延性肺高血圧症、精神遅
滞。41週、2680gにて出生。幼児期は地域の療育施設へ通園
し、他医療機関でも理学療法を受けていた。X年1月（7歳6ヶ
月）時のDQ（新版K式）は全領域40、認知・適応41、言語・社
会48。動作時に四肢の不随意運動を生じるが痙縮はなく、著
明な関節可動域制限も認めなかった。
【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に則り、研究の目的、方法及び協力者が不
利益を受けないこと、データの管理・公表方法を保護者に説
明し同意を得た。
【経過】
X年10月～X+1年3月（期間1）、X+1年6月～X+1年12月（期
間2）に、2回/月の頻度で外来理学療法を実施した。期間1開
始時のGMFM-66スコアは50.9。自立立位3秒保持および端
座位から上肢支持なしでの立ち上がりは不可能であり、つた
い歩きが可能であったが独歩は不可能であった。車いす移
乗動作は全介助であった。GMFM評価を基に立ち上がり・
立位保持の自立、1歩以上の独歩を短期目標に設定し、合わ
せて車いす移乗動作を含むホームプログラムの指導を行っ
た。期間1終了時には端座位からの立ち上がり、10秒程度の
自立立位保持が可能となり、独歩は3歩可能となった（停止は
できず転倒していた）。GMFM-66スコアは54.2へ向上し、見
守り下での車いす移乗動作が可能となった。期間2開始時の
GMFM-66スコアは56.9。自立立位保持が11秒可能、独歩は8
歩可能（停止時は転倒）であった。期間2では短期目標を自立
立位保持20秒、10歩独歩し転倒せず停止できることとした。
期間2終了時には30秒以上の自立立位保持が可能となり、床
上からの立ち上がり動作も可能となった。独歩は最大10歩歩
き停止することが可能となった。期間2終了時のGMFM-66ス
コアは59.3であった。車いす移乗動作は完全に自立した。
【考察】
本症例はGMFCSレベルIIIであったが8歳以降に運動機能
の大きな伸びを示し独歩を獲得した。この理由としては①随
意運動時に痙縮を生じることがなく立位において下肢の支持
性を高めやすかったこと、②認知機能が比較的高く、立位で
の姿勢制御について効率の良い運動学習が行えたこと、③車
いす移乗動作等、ADLに直結し本人の意欲が高まりやすい
動作を含むホームプログラムを継続できたことの3点が主要な
ものと考えられた。またGMFMを用いて評価時点での運動課
題を明確化し、適切な短期目標の設定を行なえたため、効果
的な理学療法を実施できたと考えられた。

介入が歩行能力に与える影響
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【はじめに】
慢性期脳卒中患者は、活動性低下などにより廃用性の機能
障害を生じることが多い。歩行能力の維持、向上は生活の質
や日常生活動作と密接に関係している。今回、慢性期脳卒中
患者に対し、歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイド®（帝人
ファーマ社製；以下WA）を使用した理学療法による介入が
歩行能力に与える影響を検討した。尚、本研究はWAによる
PLEASURE studyの一環として実施した。
【対象と方法】
対象は発症後長期間が経過した下肢Brunnstrom recovery
stage（ 以下BRS）
Ⅳ以上の片麻痺患者6名。WA群3名（年齢
70.0±3.6歳、
下肢BRS Ⅵ2名、
Ⅳ1名、
発症後18.0±5.2年）
、
Usual
gait training
（以下UT）
群3名
（年齢73.0±2.6歳、
下肢BRS Ⅵ2
名、
Ⅳ1名、発症後13.0±11.3年）
に分け、UT群は通常理学療法
（歩容の指導、応用歩行）
と、
自主練習
（歩行練習、関節可動域
練習、筋力増強練習等）
を1回につき80～100分、週1～2回、5週
間継続した。WA群はUT群と同じ理学療法を実施し、
歩行練習
に際しWAを使用した。介入開始前と終了後に、
下肢BRS、
足関
節底屈筋のModified Ashworth Scale（以下MAS）、足関節
背屈可動域、機能的歩行分類（以下FAC）、下肢Fugl-Meyer
assessment
（以下FMA）
、
10m快適歩行速度、
6分間歩行距離、
足関節背屈筋力を測定した。
【倫理的配慮】
当研究は当院倫理委員会の承認を得て実施された。
【結果】
WA群、UT群ともに、下肢BRS、MAS、背屈可動域、FAC、
下肢FMAについては著明な変化を認めなかった。10m快適歩
行速度はWA群において2名は向上、1名低下、UT群は1名
向上、2名低下。6分間歩行距離はWA群にて2名向上、1名変化
なし、UT群は2名向上、1名で低下。背屈筋力はWA群にて2名
向上、1名低下、UT群は1名が向上、2名は変化なしであった。
【考察】
今回の結果から10m快適歩行速度や6分間歩行距離につい
ては、WAの使用の有無に関わらず改善を示した症例を認め、
慢性期であってもある一定の理学療法による介入を行うこと
で、歩行能力を改善させる可能性が示唆された。これについ
ては、脳卒中ガイドライン2009においても慢性期患者への歩
行練習は歩行関連指標を改善させると推奨されており、本研
究においても類似した結果となった。また、足関節背屈筋力に
ついては、WA群で2名向上し、歩行中にWAによる麻痺側の
足関節背屈筋への電気刺激が筋収縮を誘発することで、背屈
筋力の向上に寄与した可能性がある。今後、介入によって得ら
れた治療効果がどの程度維持されるか、長期的な経過を追い
ながら慢性期患者への介入内容や頻度を検討していく必要が
ある。
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【はじめに】
歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイド（帝人ファーマ社
製；以下WA）は、内蔵された傾斜センサで下腿の傾きを検知
し、歩行遊脚相に腓骨神経を電気刺激することで足関節背屈
を補助する装置である。今回、発症後長期間が経過した慢性
期脳卒中患者に対し、WAを用いた歩行練習を行う機会を得
たため報告する。尚、本研究はWAによるPLEASURE study
の一環として実施した。
【倫理的配慮】
当研究は当院倫理委員会の承認を得て実施された。
【症例紹介・経過】
症例は71歳男性で、右被殻出血による左片麻痺を呈し発症
から25年経過していた。Br.Stage（ 以下BRS）
は左下肢Ⅳであ
り、歩行はT字杖を使用し屋内外自立であったが、左MSt～TSt
に骨 盤の左 後 方 回 旋と膝 関 節 伸 展 位を呈していた。介 入
は、PLEASURE studyのプロトコールに準拠し、WA装着下で
の通常理学療法（20～40分/日）
に加え自主練習
（60分/日）
を行
い、週1～2回、5週間継続した。評価は介入前後に実施し、左下
肢BRSとFugl-Meyer Assessment（以下FMA）
、
左下腿三頭
筋のModified Ashworth Scale（以下MAS）、左足関節背屈
可動域と背屈筋力、stroke impact scale（以下SIS）、6分間歩
行距離、10m快適歩行速度を計測し、
ビデオによる歩行観察を
行った。理学療法では、TSt～PSwの下腿前傾角度修正を目的
に介助下でのアライメント修正や重心移動練習を実施した。
その
際、
平行棒内にて左股関節伸展と足関節背屈位での姿勢保持
より開始し、徐々に重心移動を行いながら下腿の前傾を誘導し
た。介入初期は左股関節伸展と足関節背屈制限による骨盤回
旋での代償や筋緊張亢進による下肢伸展パターンが生じ、
左膝
関節伸展位でのロッキングがみられた。
そのため、姿勢を修正す
る際はWAの刺激音を目安にし、
支持物を段階的に変化させるこ
とによって自己にてアライメント修正が可能になった。5週目には刺
激頻度は微増したが、
習慣化された歩行パターンと左股関節伸
展と足関節背屈制限の残存により、杖歩行には汎化されなかっ
た。介入終了地点で、
MAS、
左足関節背屈筋力、
10m快適歩行
速度、SISに改善を認めたが、BRS、FMA、左足関節背屈可動
域、
6分間歩行距離、
歩容には著明な変化を認めなかった。
【考察】
5週間の介入期間では歩容に改善がみられず、WAによる
明らかな効果を見出せなかった。これは、長期にわたる習慣
化された歩行パターンと、それにより生じた可動域制限により
TSt～PSwの下腿の前傾角度が十分に生じなかったことが原
因として考えられる。しかし、今回WAを使用した歩行練習と
理学療法士による個別的な運動療法の実施を契機として、さ
らなる身体活動の向上と日常生活における意欲の向上に繋が
り、SISや足関節背屈筋力が改善したと考える。

る歩行補助具T-Supportの効果検証

康敬、田口

医療法人尚和会

潤智、堤

万佐子、中谷

知生

宝塚リハビリテーション病院

【はじめに】
脳卒中治療ガイドライン2015では歩行能力向上のために歩
行トレーニングの量を増やすことが勧められている。しかし運
動失調を併うケースでは運動の正確性が損なわれるため単純
に歩行量を増やすことが誤学習を招く可能性も考えられる。
今回、右側運動失調を呈した片麻痺患者に対し歩行補助具
T-Supportを使用したところ、運動失調の即時的な抑制が可
能であったため、経過に考察を交え報告する。
【対象と方法】
対象は左橋出血により右片麻痺・運動失調を呈した80歳代
男性である。発症後約1か月経過時点で当院に入院された。身
体機能は右下肢Brunnstrom Recovery StageⅣ、右下肢に
運動失調を認めた。歩行は短下肢装具を使用して可能であっ
たが、右下肢の運動失調の影響がありバランスが不安定で介
助が必要であった。本症例に対してT-Supportを装着した歩
行動作を実施したところ、即時的な歩行速度・歩幅の増加お
よびバランスの向上を認めたため、T-Supportを使用した歩行
トレーニングを約1か月実施した。この間の歩行因子の変化を
検証するためパシフィックサプライ社製ゲイトジャッジシステ
ムを用いた評価を実施した。評価項目は10m歩行時の歩行速
度、ステップ数、麻痺側前遊脚期の底屈トルク（以下SP）の平
均値とその変動係数とした。
【倫理的配慮】
本研究はヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し対象
者に研究の目的、方法を説明し同意を得た。
【結果】
T-Support未装着/装着時の歩行速度、
ステップ数、SP平均
値、
変動係数は0.57/0.79m/s、
30/23歩、
3.76/5.15Nm、
15.0/9.0
％であり、装着によりストライド増大に伴う歩行速度の向上や、
ふ
らつき軽減によるSP変動係数の減少が認められた。一週間後は
0.80/0.87m/s、
24/22歩、
6.00/6.32Nm、
12.3/8.9％であった。
１ヶ
月後は1.04/1.09ｍ/ｓ、
20/18歩、
5.92/7.1Nm、
10.2/4.5％となり、
約
１ヶ月の使用でほぼ装着利得が無くなった。
【考察】
T-Support使用開始当初、未装着時の歩容は麻痺側初期
接地時に膝関節屈曲が強く、立脚終期まで膝関節は屈曲位の
ままであるため股関節伸展が得られにくい状態であった。TSupportを装用することで初期接地時の膝関節伸展が促さ
れ、麻痺側立脚期全般を通し左右への動揺が減少した。これ
はT-Supportの弾性バンドが股関節屈曲・膝関節伸展モーメン
トを発生させたことが要因として考えられる。またSP変動係
数は経過とともに減少を示した。運動失調を呈する症例の歩
行の特徴として、歩行周期ごとの動作の変動の大きさが挙げ
られるが、結果からはT-Support装用が安定した歩行動作の
反復を可能としたものと考えられる。今回の検証を通し、運動
失調を伴う脳卒中患者に対するT-Support使用の有効性が示
唆された。
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【はじめに】
近年、脳卒中片麻痺患者の歩行トレーニングにおいてセラ
ピストが後方から介助するアプローチ（以下後方介助）が普及
しつつある。我々のこれまでの臨床における印象では後方介
助時に、立脚後期にかけて前足部への荷重を促すことで下腿
三頭筋の筋活動が賦活される傾向があるように思われる。し
かし後方介助ではセラピストと患者の体格差などの要因が影
響し、十分に前足部への荷重を促せないケースも見られる。今
回、回復期脳卒中片麻痺患者に対し、セラピスト1名が後方介
助を行った場合と、セラピスト2名が左右両側から介助する歩
行トレーニング（以下側方介助）を行った場合で、下腿の筋活
動および時間的因子にどのような影響を及ぼすかを検証した
のでここに報告する。
【対象と方法】
初発脳卒中片麻痺患者1名を対象とした。検証時の歩行
動作は短下肢装具とT-Supportを使用して介助下にて行っ
ていた。本症例において、約1週間ごとにGait Judge System
を用い、側方介助・後方介助時の麻痺側腓腹筋外側頭の表
面筋電波形（LG）を評価した。歩行周期は歩行中の動画と
下腿に取り付けた3軸加速度センサーから同定した。表面筋
電波形の計測は麻痺側TStにおけるLGのデータを10m歩行
路における安定した7歩行周期分の波形を採用し、解 析に
はMATLAB（R2016b）を使用した。得られたデータは20 400HzのBandpass filterで処理した後、RMS波形に変換し最
大振幅で正規化のち加算平均を算出した。各条件における全
期間の平均値を算出ならびに比較した。
【倫理的配慮】
本研究は当院の倫理委員会の承認を得て実施された。また
ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、対象者に口頭
で説明し同意を得た。
【結果】
腓腹筋の平均活動量（%EMG）は後方介助時17.8%、側方
介助時46.5%と約2.6倍の差が認められ、全期間を通し側方
介助歩行の値が上回った。また、後方介助時の麻痺側TStは
歩行周期の24.6%～40.0%であったのに対し、側方介助時は
22.2%～40.8%であり、側方介助時に麻痺側TStの時間的延長
が認められた。
【考察】
近年普及しつつある後方介助は、下肢交互運動を促すこと
で筋活動を賦活することを主たる目的としており、特にTStで
腓腹筋の活動を促すには、前足部への荷重が重要となる。し
かし後方介助では、セラピストの固定が過剰になった場合に
前足部への荷重が不十分となる可能性がある。側方介助時に
LGの活動が増大した要因は、側方介助により前足部への荷重
が促された結果であると考える。今回の検証では、麻痺側TSt
の股関節伸展角度や前足部の足底圧は評価できていない。今
後は介助方法を変化させた場合のその他の歩行パラメータを
計測し、より治療効果の高い介助歩行の条件を明らかにする
必要があると思われる。

潤智、堤 万佐子、中谷
直道、梶川 健佑

知生、

宝塚リハビリテーション病院

【はじめに】
脳卒中患者の歩行トレーニングでは麻痺側下肢の筋活動の
賦活を目的に、セラピストによる後方介助でのトレーニングが
普及しつつある。これまでの我々の検証により、後方介助トレ
ーニングではセラピストの介助技術の違いにより歩幅が変化
し、結果として麻痺側立脚後期の腓腹筋活動が影響を受ける
ことが明らかになっている。このことは介助技術の違いが治
療効果に影響することを示唆している。今回我々は，セラピス
トの介助技術の違いによる歩行速度やストライドの変化が、
代償的な筋活動パターンである足関節周囲筋の同時収縮に及
ぼす影響を調査したので、考察を交え報告する。
【対象と方法】
対象は当院入院中の脳卒中患者1名（70歳代男性）とした。
下肢Brunnstrom Recovery StageはⅣであり、感覚障害は
重度鈍麻であった。方法は、10m歩行路を10名の理学療法士
がそれぞれ1施行ずつフリーハンド後方介助歩行を行った。そ
の際，施行間に疲労が影響しないよう十分な休息を行った。
また介助を行うセラピストには特別な指示は与えなかった。
測定項目は前脛骨筋と内側腓腹筋の表面筋電波形における
同時収縮指数（CoI）と歩行周期変動係数（STV）、歩行速
度、歩数とした。計測にはGait Judge System（パシフィック
サプライ社）を用いた。歩行周期は、動画と下腿に取り付け
た加速度センサーから同定し、立脚期前半、立脚期後半、遊
脚期の3つを表面筋電波形の解析区間とした。表面筋電波
形の計測は、安定した10歩行周期分の波形を採用し、解析
にはMATLAB（R2016b）を使用した。データは20-400Hzの
Bandpass filterで処理した後、RMS波形に変換しCoIを算
出した。統計解析は、同時収縮指数と各測定項目の関係性を
Spearmanの順位相関係数を用いて解析した。本研究の有意
水準は5％とした。
【倫理的配慮】
本研究はヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、対
象者に研究の目的、方法を説明し同意を得た。また当院倫理
委員会の承認を得て実施された。
【結果】
各評価項目の平均値は、歩行速度は0.81±0.08m/s、歩数
は18.9±1.20歩、STVは2.66±1.79%、同時収縮指数は立脚期
前半では89.4±12.3%、立脚期後半では75.4±7.34%、遊脚期
では38.1±12.0%であった。相関関係の結果、歩行速度は立
脚期前半（r=-0.66）と遊脚期（r=-0.67），歩数は立脚期前半
（r=-0.69）と遊脚期（r=-0.59）の同時収縮指数と中等度の相
関を認めた。一方でSTVはどの相のCoIと有意な相関関係を
認めなかった。
【考察】
本研究の結果、より歩幅を拡大した状態で歩行速度を高め
ることは、歩行中の足関節周囲筋の同時収縮を軽減させるこ
とが示唆された。一方で歩行のばらつきを示すSTVと足関節
筋の同時収縮には有意な関連がなかった。このことから、介
助歩行時の同時収縮を抑制するためには、介助者が意識的に
速度を高めた前型歩行を促すことが重要であることが示され
た。
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第 6 セッション

P-23 障害者病棟入院する脊髄小脳変性症患者の

P-24 転落にて脊髄損傷を呈したケースの在宅復

鈴木あゆみ1)、朴

梶浦

初期評価報告
～当室の理学療法初期評価規定に基づいて～

1)有馬温泉病院
2)有馬温泉病院

容成1)、藤堂

彰男2)

総合リハビリテーション室
内科

帰を支援して
～トイレ動作の実用性向上に着目して～

義顕1)、鈴木あゆみ1）、島次

1)有馬温泉病院
2)有馬温泉病院

【はじめに】
当院には障害者等施設入院基本料を算定する病棟があ
り、指定難病患者等に長期的リハビリテーション（以下リ
ハ）を支援する。今回、長期入院歴の脊髄小脳変性症（以下
SCA）患者に理学療法初期評価を行った。経緯は、新任から
担当を引継ぎ、当院総合リハ室が定める初期評価手順に沿っ
てプログラムを再立案することとなった。手順とは、障がい受
容や多面的な情報収集によりその人らしさを重視し、動作分
析を中心に統合と解釈を行うという過程である。
【ケース紹介】
60歳代女性。6年前SCA診断、3年前当院入院。主訴「左足
がゆうことをきかない」、Hope「座りたい」、治療方針はでき
ることの継続と心のケアである。
【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に則り研究の目的，方法、協力者が不利益
を受けないこと、データ管理、公表方法を本人に説明し、同意
を得た。
【理学療法評価】
FIM：64点。準寝たきり。Scale for the assessment and
rating of ataxia（SARA）：34点．ROM-t（右/左，°）：頚部
伸展-10・側屈（0/10）・回旋（45/50）。MMT：頚部伸展2。
筋緊張（動作時）：左側広背筋・大胸筋・上腕二頭筋と両側
下腿三頭筋亢進。端座位近位見守り：頚部屈曲・左側屈・左
回旋位、右手ベッド柵・左手ベッド端把持、体幹左側屈・左回
旋位。両下肢複合屈曲、左股・右膝関節がより過屈曲、両踵
離地。車いす移乗中等度介助：端座位から左手で左側アーム
レストを把持しようとするが、目線が目標物を捉えられず助言
を要す。その後左上肢屈曲と膝から股関節の順に伸展、立位
となる。左肩関節内転・肘関節屈曲と体幹前屈・左側屈が増
強、立位保持に介助。足部の踏み替えは行わず、右側方向転
換に介助を要し着座。
【統合と解釈】
障がい受容を混乱期と考え、
“できる”ことに着目し支援す
る。Hopeから移乗動作時の過剰努力による筋緊張亢進と考
え、Needsを移乗動作能力の向上とした。移乗動作から、①目
標物の視覚的把握、②伸展相の転倒危険性、③踏み替えにつ
いて分析し、impairmentsを抽出した。SCAに対し体幹コント
ロールや動作反復などの包括的リハは即時効果があり、継続
することで効果が持続したと報告がある（Ilg W et al., 2009）
。そのため、包括的リハ実践と病棟へ介助方法を助言し動作
機会の増加を図る。
【問題点抽出】
impairments：#1運動失調、#2筋緊張亢進、#3体幹・下
肢協調性低下、#4頚部伸筋筋力低下、#5頚部可動域制限
disabilities：##1離床時間短縮handicaps：###１活動範囲狭
小化
【治療プログラム】
全身リラクゼーション、床上動作練習、膝立ち位、座位バラ
ンス練習、移乗動作練習
【おわりに】
進行性疾患に対し、その人らしい生活の継続と進行を見据
えた介入計画、規定に沿った初期評価の重要性を再確認し
た。

和代2）、朴

容成1)

総合リハビリテーション室
看護部

【はじめに】
自立生活していた方が、転落により脊髄損傷（以下脊損）
を呈し、要介護となったケースを担当した。建設中のサービス
付き高齢者マンション（以下サ高住）復帰に向け、同居する妻
氏のトイレ介助量軽減を図り、身体面と環境面に介入した経
過と今後の計画を報告する。
【ケース紹介】
70歳代男性。身長165cm、体重67.9㎏、BMI24.8㎏/㎡。脚
立から転落しC8～Th3骨折。同日胸椎椎弓切除、8病日後胸
椎後方固定術施行。診断名Th4レベル脊髄損傷。受傷後80病
日目、当院転院。褥瘡を認め仙骨部に3×2cm。妻と二人暮ら
し。キーパーソンは長女。趣味は読書やパズル、旅行。目標達
成の願望が強く研究熱心。偏食で野菜が苦手。主訴「便がす
っきりでない」、Demands「車椅子に一人で移りたい、トイレ
に行けるようになりたい」であり、needs「トイレを使い排泄す
ること」とした。
【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に則り研究の目的、方法、協力者が不利益
を受けないこと、データ管理、公表方法を本人に説明し、同意
を得た。
【初期評価】
FIM：58点
（運動23点/認知35点、
移乗1点、
トイレ動作1点）
。
尿意便意なし。Th7レベルの対麻痺。下部体幹から遠位は弛
緩性麻痺。触覚：剣状突起鈍麻、臍・殿部脱失、下肢一部鈍麻。
深部覚：下肢脱失、一部鈍麻。筋力：上肢GMT4～5、内腹斜筋
MMT0。整形外科学的評価：右肘と右肩に関節動揺性を認め
た。
【プログラム】
#1右肩・肘関節機能向上練習、#2バランス練習、#3上肢体
幹神経筋促通、#4筋力練習、#5移乗動作練習、#6上肢体幹
筋リラグゼーション
【経過および考察】
本人は周りの人の世話になりたくないとの気持ちが強く、そ
の思いに沿って取り組んだ。トイレ動作の独立性確保に向け、
独力にて①車椅子への移乗、②便座への移乗、③便座に座り
下衣の上げ下げ、④排泄と段階付け、褥創にも配慮した。①
では、○病日、トランスファーボード付き車椅子導入し、見守
りとなった。②では、○病日、トランスファーボード活用と車椅
子から椅子を経由し、見守りとなった。③では、140病日、5秒
程度プッシュアップ可能、時折下衣の上げ下げ見守りとなった
が介助量軽減には至らず。④では、150病日、褥創10×10cm、
排泄練習の時刻を定め手圧にて開始。2日目少量、4日目排泄
可能。しかし、身体的負担から本人の意欲が低下し、本人お
よび妻氏、当院スタッフ、ケアマネージャー、福祉用具事業者、
サ高住マネージャーと協議し、現在リフト導入を調整中であ
る。本人のリフトに対する受けとめも進み、意欲が向上した。
発表にて、その結果を報告する。
【おわりに】
障がいの受容に沿ったプログラム立案、進行の難しさを学
ぶことができた。
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第 6 セッション

P-25 テント上下髄膜種術後から長期に在宅復帰を

P-26 運動予測を用いた課題によりロフストランド

藤原

塩見

目指す一例
～階段昇降の実用性向上に着目して～

俊介1）、古中

1)有馬温泉病院
2)有馬温泉病院

由真1）、朴

容成1）、藤堂

彰男2）

総合リハビリテーション室
内科

杖歩行自立に至った脊髄小脳変性症の一症
例

幸菜

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院

【はじめに】
医療療養病棟とは、長期的な入院やリハビリテーション（以
下リハ）を目的とする患者が多く、本ケースも類する。本人お
よび妻氏の在宅復帰に対する思いは強かったが、経口摂取と
階段昇降が課題となり、2年半という長期的な医療的支援を
受けていた。今回、その思いの実現に向け階段昇降に着目し、
理学療法再評価を行った。今後の計画をふまえ報告する。
【ケース紹介】
70歳代男性。6年前外傷性クモ膜下出血にて入院。その後
在宅生活継続していたが、髄膜腫認め開頭腫瘍摘出術。急性
期病院で、発作を繰り返し人工呼吸器管理となり術後14日気
管切開。その後状態寛解、2年半前当院入院。入院時、経口
摂取期待できず在宅復帰に向け胃瘻を予定したが、偽膜性
腸炎を呈し非造設。医療区分2、要介護5、日常生活自立度判
定Ⅱb。経鼻栄養1,400kcal/日、スピーチカニューレでの会話
可能、吸引8-9回/日。妻氏は毎日来院、住いはマンション4階、
階段45段の昇降を要し、Needsを階段昇降の実用性向上とし
た。
【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に則り研究の目的、方法、協力者が不利益
を受けないこと、データ管理、公表方法を本人に説明し、同意
を得た。
【再評価（H29.1時点）】
中止基準200/120mmHg、120bpm、SpO290％以下。安静時
血圧120/80、脈拍80、94％。FIM47点（運動38点/認知9点、階
段昇降5点）。HDS-R：18点。
身体機能面は、BRS：左上下肢・手
指Ⅴ、
ROM-T：両膝jt伸展-15°
・左足jt背屈-10°
、
MMT：両股jt伸
展3・左股jt外転3・両膝jt屈曲3・両足jt底屈2、FTR（右/左㎝）
：
25.1/23.7、TUG：20.30秒。階段昇降は片手すり近位見守り。40
段昇り一足一段3分13秒、降り二足一段3分36秒。修正BorgScale（呼吸困難感/下肢疲労感）
：開始時4/1・昇段後5/4・降段
後5/4。40段の階段昇り直後180/110mmHg、110bpm。30段以
降、
左つま先が躓き転倒リスクが高まり、
安全性・持久性の低下を
認めた。
【介入計画】
本人および妻氏の思いを多職種が共有する。基本動作や日
常生活動作、45段昇降の安全性・持久性向上に取り組む。会
議により多職種の目標の共有を継続する。
【考察】
当病棟は、一時、在宅復帰強化加算を算定し、在宅復帰の
方針を強めた。しかし、非算定への方針転換や長期入院患者
の割合が高く、その影響が長期的入院を助長した。医療区分
2であり、在宅復帰支援も軽薄化した。そこで、本人および妻
氏の思いを多職種が共有し、互いの役割を明確に、病棟の在
宅復帰支援を強化した。在宅復帰に向け、階段昇降の実用性
向上と妻氏への継続支援を計画し、発表ではその経過及び結
果を報告する。
【おわりに】
本人および家族の思いの実現に向け多職種間の情報、役
割、目標を共有することの重要性を学ぶことができた。

【はじめに】
今回、脊髄小脳変性症により四肢・体幹に運動失調症状を
認める症例を担当した。運動学習を取り入れた介入により、右
側方への転倒リスクが軽減し、屋外両側ロフストランド杖歩行
（以下杖歩行）が自立となったので報告する。
【症例紹介】
20年前より運動失調症状が出現し、脊髄小脳変性症と診断
された50代男性。杖歩行での転倒リスクが増大したため、平
成28年11月リハビリ目的にて当院入院となった。
本症例にはヘルシンキ宣言に基づき、発表の趣旨を説明し
同意を得た。
【初期評価（入院時）】
Scale for the assessment and rating of ataxia（以下
SARA）は23点、両上下肢の測定障害・企図振戦・変換運動
障害、躯幹失調を認めた。筋力（以下MMT）は両殿筋3＋、腹
直筋・腹斜筋群5。筋緊張は両腹斜筋・腹直筋・殿筋にて低
下。深部感覚は右下肢にて軽度鈍麻。BBS32/56点。転倒ス
コア22・危険度Ⅱ。立位での左右重心移動では最大移動時に
骨盤動揺が増大し、過度な重心動揺を認めた。杖歩行では右
MStにて右股関節内転、骨盤右側方偏移、骨盤動揺が生じ、
右側方への転倒リスクを認めた。
【理学療法経過】
右MStでの右殿筋・腹斜筋群の筋収縮のタイミングの遅延
に対し、入院5週目から膝立ち・立位での左右重心移動を実施
した。この際、側方に壁面を用い、骨盤が軽く接触する範囲で
行った。しかし、骨盤動揺と筋活動に変化はなく、効果は持続
しなかった。入院7週目から前回の姿勢修正後の動画と介入
時の姿勢修正前の動画を確認し、双方の姿勢を比較させ、差
異を発言させた後に上記課題を実行した。その結果、右MSt
での骨盤右側方偏移・骨盤動揺が軽減し、入院8週目に院内
杖歩行見守り、入院9週目に自立となった。
【最終評価（入院10週目）】
SARAは17点、両上下肢の測定障害・企図振戦・変換運動
障害、躯幹失調が軽減した。MMTは著明な変化なし。筋緊
張は両腹斜筋・腹直筋・殿筋の低下が軽減した。BBS40/56
点。転倒スコア13・危険度Ⅰ。立位での左右重心移動では最
大移動時の骨盤動揺が軽減した。杖歩行では右MStでの右
股関節内転、骨盤右側方偏移、骨盤動揺が軽減し、右側方へ
の転倒リスクが軽減した。
【考察】
松本らは小脳障害では予測制御による運動遂行時の空間
的位置情報を利用できず、運動が不正確になると述べてい
る。また、森岡は小脳で起こる誤差修正は遠心性コピーと感
覚情報のコピーの照合によって機能すると述べている。本症
例において動画を用いて運動時の姿勢を比較させたことで、
自己の姿勢に注意が向き、経時的な変化が認識されたと考
える。それにより、運動前に骨盤の位置情報が小脳へ入力さ
れ、運動時の固有感覚情報と照合されたことで正確な運動が
予測されたと考える。その結果、側方移動時の姿勢修正が促
され、殿筋・腹斜筋群の筋収縮のタイミングが改善し、骨盤動
揺が軽減したと考える。そして、反復練習により運動の自動化
が図られ、歩行においても右MStでの骨盤動揺が軽減し、歩
行の安定性が向上したと考える。

− 59 −

第 6 セッション

P-27 歩行補助具T-Supportを併用した重度片麻痺

P-28 記憶誘導性サッケードの獲得に向けて基底核

小松

中村 直人、檀辻
松平 真依

患者の介助方法の違いが麻痺側下肢筋活動
と足圧に及ぼす影響

歩、田口

医療法人尚和会

潤智、堤

万佐子、中谷

知生

宝塚リハビリテーション病院

に着目し視野外への課題を取り入れた一症例

医療法人協和会

【はじめに】
近年、脳卒中片麻痺患者の歩行トレーニングにおいて長下
肢装具の治療的効果が明らかとなりつつある。我々の調査で
は、長下肢装具を用いた後方介助トレーニング（以下後方介
助）では介助者の違いによりストライド長と下腿三頭筋の筋活
動に相関があることが明らかになっている。ストライド長を伸
ばすためには麻痺側立脚期に前足部への荷重を促し、前型歩
行を誘導することが重要であると考えられるが、これまで介助
方法の違いによる下肢筋活動と足圧の関係は明らかにされて
いない。今回、回復期脳卒中片麻痺患者の介助歩行トレーニ
ングにおいて、介助方法の違いが麻痺側下肢の筋活動と足圧
に与える影響を調査したので、考察を交え報告する。
【対象と方法】
対象は右視床出血により左片麻痺を呈した70歳代の女性
である。左下肢のBrunnstrom Recovery StageはⅡ、重度の
高次脳機能障害を認めた。FIM運動項目はすべて1点であっ
た。理学療法では長下肢装具を作成し、後方介助トレーニン
グを開始したが、協力動作が得られにくく歩行姿勢の崩れが
大きい状態であった。そこで本症例では後方介助に加え、歩
行補助具T-Supportを併用し理学療法士2名が左右から介助
する歩行トレーニング（以下側方介助）を実施していた。本症
例の後方介助と側方介助時の治療効果の違いを検証するた
め、歩行時の麻痺側下肢筋活動と立脚期の踵部への足圧発
生時間比率を比較した。筋電図評価にはPacific Supply社製
Gait Judge Systemを使用し立脚中期～終期における麻痺側
内側腓腹筋の平均振幅を算出した。足圧発生時間比率の評
価にはリーフ株式会社製足圧モニタインソールPiTを使用し、
立脚期において踵部に足圧が記録された時間比率を算出し
た。
【倫理的配慮】
本研究は当院の倫理委員会の承認を得て実施された。また
ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、対象者に文書
で説明し同意を得た。
【結果】
内側腓腹筋の平均振幅は後方介助時78.7μv、側方介助時
150.3μv、踵部の足圧発生時間比率は、後方介助時87.5%、側
方介助時17.8%であった。
【考察】
踵部の足圧発生時間の変化は、後方介助に比べ側方介助に
おいて、よりスムーズな床反力作用点の前方への移動が促され
たことを表している。その結果、立脚後期の前足部荷重が促
され、より強い腓腹筋活動が賦活されたと考えられる。先行研
究位おいて、重度の麻痺を呈する者ほど、随意的な筋収縮より
も長下肢装具を用いた歩行トレーニング時に強い筋活動を促
すことが可能であること、また脳卒中片麻痺患者においてスト
ライドを伸ばすことで麻痺側下腿三頭筋の筋活動が有意に向
上することが明らかになっている。しかしほぼ全介助の状態
での介助歩行トレーニングでは、非麻痺側下肢の反応の乏し
さや歩行時の転倒リスクが影響し、ストライドを伸ばした歩行
動作の実施が難しい。本症例では、T-Supportを併用しセラピ
スト2名で体幹の伸展保持を確保することで、前足部への荷重
を促すことができ、より効果的な歩行トレーニングが可能とな
ったと考えられる。

雅広、丸

貴行、岩松

瑞季、

協和マリナホスピタル

【はじめに】
サッケードの障害を呈した症例に対し、ベッド柵への注視を
獲得するため基底核による抑制と脱抑制に着目したアプロー
チを行った。その結果、寝返りの介助量が軽減したため報告
する。
【症例紹介】
80歳代。男性。診断名は両側視床梗塞。梗塞部位は両背
内側核。6月30日に発症し8月5日に当院入院。
【倫理的配慮】
本人・家族に本報告の趣旨・個人情報の取り扱いに関する
説明を行い、了承を得た。
【初期評価】
全体像は常時,頭頚部が伸展し両眼は上転している。GCS
はE3V1M4。BRS-tは両上下肢Ⅴ、両手指Ⅵ。ROMは頚部左
右回旋30°、体幹左右回旋20°。粗大筋力は両上肢4。寝返り
は全介助。
【経過】
PT開始当初は起居動作見守りを目指し、介助歩行練習で
意識レベル向上を図った。4週目にGCSがE4V2M6となり、起
居動作の介助量が軽減した。しかし寝返りはベッド柵の注視
が困難で、ベッド柵と異なる方向にリーチするため介助が必要
であった。そこで問題点をサッケードの障害と考え、アプロー
チを追加した。方法は端座位と背臥位で①対象物を不意に本
症例の視野内に入れ注視を促し、徐々に②対象物の注視時間
を延長し、リーチを促した。10週目では視野内の目標物に対す
るリーチが可能になったが、ベッド柵の注視は困難であった。
そこで12週目に①、②を活用し本症例の③視野外にある対象
物の注視とリーチを追加し、④声掛けのみで視野外にあるベ
ッド柵の注視を促した。その結果13週目でサッケードのコント
ールを獲得し、寝返りはベッド柵を持つように声掛けを行うこ
とで可能になった。また移乗やトイレの際に声掛けで支持物
を持つことが可能になった。
【考察】
本症例は視野外にあるベッド柵への注視が困難であった。
原因は梗塞部位が両背内側核であることから、眼球運動ルー
プの障害によるサッケードの問題と考える。寺尾（2016）はサッ
ケードには反射的といえる視覚誘導性サッケード（以下VGC）
と随意的要素の強い記憶誘導性サッケード（以下MGC）があ
ると述べている。VGCは基底核の関与が少なく、MGCは基底
核の関与が大きいとされる。梗塞部位より本症例はVGCが保
たれていると考え、方法①からVGCを利用しMGCの獲得を
図った。彦坂（1997）は「サッケードの発現と抑制が困難であ
る」という事実は、持続的抑制とそれからの開放（脱抑制）と
いう大脳基底核の基本的メカニズムに密接に関連していると
している。本症例では方法②にて基底核の持続的抑制を促
し、視野内の対象物に対するリーチが可能になったと考える。
方法③で視野外にある対象物を捕らえた後、方法④でVGC
を使用せず視野外にあるベッド柵の注視を促した。今回寝返
りがベッド柵を持つよう声掛けを行うことで可能となったの
は、方法②③④によって基底核における持続的抑制と脱抑制
が可能になり、MGC獲得に至ったためであると考える。

− 60 −

第 6 セッション

P-29 歩行補助具T-Supportの日常的使用が生活
期脳卒中片麻痺者の歩行動作に及ぼす影響

中谷 知生、田口
水田 直道
医療法人尚和会

潤智、堤

万佐子、小松

歩、

宝塚リハビリテーション病院

【はじめに】
歩行補助具T-Support（以下TS）は脳卒中片麻痺者の歩行
トレーニング時に使用することで歩行速度向上、歩容改善、
下肢筋活動のタイミングの修正など様々な治療効果があるこ
とが明らかとなっている。従来TSの使用場面および効果検証
は理学療法診療時が主であった。今回我々は、生活場面での
TSの使用効果を明らかにすることを目的に、生活期脳卒中片
麻痺者における日常的な使用を試みた。その結果、歩行因子
の変化がみられたので、考察を交え報告する。
【対象と方法】
対象は発症から約5年が経過した生活期脳卒中片麻痺者1名
である。
身体機能は右下肢Brunnstrom Recovery StageⅣ、
歩
行動作は短下肢装具Gait Solution DesignとT字杖を使用し屋
内外自立していた。歩容は麻痺側スイング時に分回し歩行を呈し
ていた。本人より歩容の修正の希望があり、
在宅生活において約
4か月間日常的にTSを使用した。歩行動作の変化を評価するた
めパシフィックサプライ社製ゲイトジャッジシステムを用い、歩行速
度、
歩数、
麻痺側足部に取り付けた3軸加速度センサーで計測さ
れた遊脚期の水平方向の加速度、
立脚後期の腓腹筋の筋活動
量（%EMG）
を測定した。%EMGは立脚中期から後期における
筋活動を1歩行周期の平均値で正規化し、
5歩行周期の平均値
を算出した。
【倫理的配慮】
本研究は当院の倫理委員会の承認を得て実施された。また
ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、対象者に文書
で説明し同意を得た。
【 結果】使 用開始直 前･4か月使 用後の順に、歩 行速 度は
0.83･0.89m/S、歩数は19・19歩、加速度は0.017･0.013m/S²、
%EMGは104.9、152.2%となった。
【考察】
本症例は既往の脳卒中発症時に当院回復期病棟で理学療
法を実施しており、5年前の自宅退院時は分回し歩行を呈して
いなかった。自宅退院後は歩行動作に対する治療的介入は実
施しておらず、その経過の中で徐々に麻痺側のクリアランスを
確保する方法を、分回し歩行へと切り替えたものと推察した。
本症例の分回し歩行を改善させるには、麻痺側股関節の屈曲
モーメントを一旦外的に補償し、逸脱動作のパターンから脱
却させることが有効であると考えた。4か月間の日常的使用に
よる特徴的変化として、足部の水平方向の加速度の減少と、
腓腹筋活動の増大が挙げられる。これはTSにより股関節屈
曲モーメントを補助したことで、クリアランスを得るための戦略
が分回し動作から、股関節屈曲および足関節底屈運動による
初速の形成へと切り替わった結果であると思われる。
近年、脳卒中片麻痺者の歩行能力向上を目的とした歩行補
助具が開発されているが、多くはモーターユニットを使用する
ため、日常的に使用するには重量やサイズなどの問題が生じ
る可能性がある。TSは弾性バンドの張力を力源とするため、
軽量かつコンパクトであり、日常的に使用する上で多くのメリッ
トがある。今回の検証を通し、生活期片麻痺者が日常的にTS
を使用することが可能であり、使用による治療効果が期待で
きることが明らかとなった。
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