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【目的】
リハビリテーションを取り巻く環境は日々変化し、理学療

法士に求められるニーズは多様化している。多様化するニー
ズに対して、専門性を活かして様々な領域へ職域を拡大して
いくことは理学療法士としての使命である。第48回理学療法
学術大会において、地域小中学校教員に対する理学療法士に
関する意識調査を実施し、教育機関への理学療法士導入の可
能性を検討した。今回は、調査結果をもとに地域小学校への
介入に至るまでの過程を報告することとした。

【導入までの経過】
河口湖畔の地域小中学校教員171名に対して講演及び質問

紙調査を実施した。全対象者に研究の主旨を伝え、説明と同
意の上実施した。実施した講演会での質問紙調査によって個
別連絡先を回答したものは34名であった。34名に対して傷害
予防および健康増進、障害児支援等の講義や指導の希望有無
を再調査した結果、4名3施設から要望があった。平成24年12
月から平成25年3月の期間に、傷害予防・身体作りに関する
講習6回（小学校3回，スポーツ団体2回、特別支援学級1回）
実施した。また、小学校訪問時に学校長および教頭先生と面
談し，傷害予防に関する共同研究についての話し合いを行っ
た。教育機関において傷害予防や運動発達をもとにした共同
研究を行うことが決定した。

【考察】
理学療法士が職域を拡大していく方法として、専門職の強

みを教育機関に提示し、関心を持った方々から巻き込んでい
くことが望ましいと考える。導入の段階では他職種との強み
や弱みの分析（SWAT分析）を行い、教育機関における理
学療法士の有用性を模索した。さらに講演会や運動指導を通
じて、消費者行動モデル（AIDMA）を意識したフレームワ
ークを活用して、理学療法士の認知度を高める活動を行っ
た。マーケティングや行動変容ステージにおける様々な理論
を活用することで、理学療法士の更なる職域拡大が可能にな
ると考えられた。
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【目的】
本研究の目的は、投球肩・肘の疼痛に関する近未来の発症

確率を予測するシステムを開発し、その効果を検証すること
である。

【方法】
高校野球部員30名に対し無症候期にフィジカルチェックを

行い、その後の半年間にどの選手が投球肩・肘の疼痛を発症
したかを1週間毎に前向きに調査した。フィジカルチェック
データと発症データをロジスティック回帰分析することで発
症に有意に関連するフィジカルチェック（危険因子）を同定
し、発症確率を予測する回帰式を算出した。　算出した回帰
式にフィジカルチェックのデータを代入することにより、選
手一人一人に対して近未来の発症確率を予測するシステムを
構築した。次シーズンに本システムを活用して選手一人一人
に発症確率と危険因子を伝え、危険因子を除去するための予
防策を指導した。その後、アンケートにて予防意識に関する
調査を行った。選手にはヘルシンキ宣言に基づき研究の主旨
を説明し同意を得た上で研究を行った。

【結果・考察】
調査期間中に33％（10/30例）の選手が投球肩・肘の疼痛

を発症した。ロジスティック回帰分析の結果、発症に有意に
関連性のあったフィジカルチェックは肩挙上位外旋角度、肩
甲帯内転角度、踵殿部距離（投球側）であり、こうした機能
低下は発症に対する危険因子と考えられた。これらを用いて
発症確率を高精度に予測する回帰式を算出（判別的中率87％）
し、発症予測システムを構築した。次シーズンに本システム
を活用後、アンケート調査を行ったところ、96％の選手が「予
防意識が向上した」と回答した。発症確率という数字を用い
て障害発生の危険性を明確に示したことによる効果と考えら
れた。

【まとめ】
高校野球選手向けに、フィジカルチェックから投球肩・肘

の疼痛の発症確率と危険因子を予測するシステムを開発し
た。本システムを活用することにより、障害予防に対する意
識が高まり、障害を防止する効果が期待される。
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【目的】
腰痛に対して種々の運動療法が推奨されているが、機能不

全には複数の因子があり、すべてに有効であるかは明確でな
い。本研究の目的は、腰痛患者に対する運動療法の効果が椎
間関節形態に影響されているかを調査検討することである。

【方法】
対象は腰痛を主訴とし、高度の椎間狭小化を来していない

腰椎椎間板症と診断された患者。10～50代の男女120名（平
均年齢40歳、男性63名・女性57名）とした。X線撮影は整形
外科医の指示のもと診療放射線技師により撮影されたX線画
像前額面を用いて、椎間関節形態を小田の分類により関節裂
隙が確認できない場合をX型、確認できて体軸と平行な場合
をM型、頭側に開大している場合をW型とした。効果判定は、
12週以内に疼痛が改善し自己管理可能であった群（52名）と、
12週以内に自己管理困難であった群（68名）の2群とし椎間
関節形態との関係をカイ二乗検定を用い検討した。有意水準
は0.05とした。対象者には本研究の趣旨を口頭にて十分に説
明し同意を得た。

【結果】
全体の各高位別椎間関節の形態はL5でX型が78％、W型14

％、M型8％、L4でX型40％、W型39％、M型21％、L3では
X型18％、W型41％、M型42％、L2ではX型14％、W型15％、
M 型71％、L1ではX型13％、W型9％、M型78％となった。
各高位別に2群間を検討した結果、L1、2、3、5椎間関節形
態との有意差は認めなかった。L4椎間関節のM型において
のみ改善する割合に統計的有意差を認めた。

【考察】
先行研究では、上位腰椎ほどM型が多く、下位ほどX型が

多いとされている。椎間関節は下位椎ほど関節面積が広く、
前弯が強くなる。椎間関節可動域は屈曲伸展では、L4が最
も大きく、次いでL5で大きい。M型の椎間関節角度はX型に
比べ矢状面に近い形態となっており、伸展可動域の改善に影
響を与えていると考えられる。運動療法による腰痛改善の因
子に椎間関節形態が影響している可能性を示唆した。今後は
複数の因子との関係から運動療法の効果について検証した
い。
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【はじめに】
Osgood-Schlatter病（以下OSD）は、成長期サッカー選手

の軸足に好発し、その特徴は身長、体重の高値と大腿四頭筋、
下腿三頭筋柔軟性低下が挙げられている。しかし、先行研究
は発症後の横断的調査が多く、発症以前から発症後における
身体特性の変化を比較した報告は少ない。本研究は、成長期
サッカー選手のOSD発症前後の身体特性の変化を非発症者
と比較検討した。

【方法】
研究に同意を得られたOSDを発症していない小学生男子

サッカー選手38名を対象に身長、体重、Body Mass Index
（BMI）、筋タイトネス（腸腰筋、大腿四頭筋、ハムストリン
グス、腓腹筋、ヒラメ筋）を初回、初回から半年後に測定し
た。OSD発症基準は脛骨粗面部の圧痛の有無とし、OSD以
外の所見が観察された者は除外した。軸足にOSDを発症し
た者をOSD群、非発症者を健常群とし、統計学的解析は初
回測定値および初回測定から半年後までの変化量を、Mann-
WhitneyのU検定を用いて有意水準5％にて比較した。

【結果】
OSD群11名、健常群27名であった。初回値の身長、体重、

BMIはOSD群が有意に高値を示し、蹴り足の大腿四頭筋、
軸足の大腿四頭筋、腓腹筋、ヒラメ筋はOSD群が有意に亢
進していた。それぞれの変化量は、身長、体重がOSD群で
有意に高値を示し、筋タイトネスは有意差を認めなかった。

【考察】
今回の結果から成長期サッカー選手におけるOSD発症要

因は、発症以前からの発達過程における身長などの優位性が
考えられ、福永らもOSD発症者は発症以前の身長、体重が
高値であったと本研究と同様の結果を報告している。また、
OSD発症者は発症以前からの筋タイトネス亢進、つまり下
肢筋柔軟性低下を認めた。以上より、身長、体重の定期測定
にてOSD発症リスクを予測することができ、軸足OSD発症
予防には、大腿四頭筋、下腿三頭筋柔軟性向上が必要と考え
られた。
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【目的】
脊柱圧迫骨折患者は骨折の痛みや臥床による廃用からADL

低下を認めQOL低下が懸念される。そこで脊柱圧迫骨折患
者の離床過程QOLに着目、離床開始から週間（1週毎）経時
的QOL変化とFIMとの関連性を検討し報告する。

【方法】
対象は当院に入院した脊柱圧迫骨折患者20名（女性15名、

男性5名、平均年齢83.3±10.4歳）。除外基準はアキュート版
SF-36v2（以下A-SF36）の質問内容の理解困難者。QOL評
価は、A-SF36を使用、測定を端坐位開始日・端坐位開始か
ら1週目・2週目・3週目・4週目（以下、端坐位開始日をS、1
週目を1W、2週目を2W、3週目を3W、4週目を4W）の5回実
施。FIM運動項目（以下mFIM）はA-SF36が過去1週間の
QOLを反映する為、A-SF36実施の1週間前から行い、端坐
位開始1週間前・S・1W・2W・3Wの5回実施。統計処理は
Dr.SPSS2 for Windowsを使用、経時的QOL変化はA-SF36
下位尺度を週別に群分けしFriedman検定後、多重比較検定

（Wilcoxon の符号付き順位和検定、Bonferroni法）実施。多
重比較検定により有意差を認めた週間A-SF36とmFIMの関
連性はSpearmanの順位相関を実施。危険率5％未満を有意水
準とした。本研究は当院倫理委員会の承認及び対象者より同
意を得て実施。

【結果】
経時的QOL変化は、3W-4W以外全ての週間で有意差あり。

QOLとmFIMとの相関は、1W-2Wは体の痛み（以下BP）と
清拭（rs=0.475、p=0.034）、BPと移動（rs=0.708、p=0.000）、
日常役割機能（精神）（以下RE）と下衣更衣（rs=0.467、p= 
0.038）、日常役割機能（身体）と清拭（rs=0.535p＝0.015）。
2W-3Wは、REと入浴移乗（rs=0.473、p＝0.035）。

【考察】
離床から3週目まではQOL向上を認め、3週目以降はQOL

変化を認めなかった。3週目までは臥床による身体・精神活
動低下がQOL低下の要因の一つと考える。QOLとFIMとの
相関は、1W-2WでBPとFIM移動項目で強い相関。離床後
1W-2Wの時期では痛みと移動が関係していると考えられ、
QOL向上には移動獲得に対し介入する事が有効と考える。

key words 脊柱圧迫骨折・QOL・FIM

脊柱圧迫骨折患者における経時的QOL変化とFIM
との関連性
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【目的】
頚椎症性脊髄症（以下CSM）では，神経圧迫による疼痛

を回避するために，頚椎屈曲位とする傾向が臨床上観察され
る．この疼痛回避姿勢は，頸椎アライメントだけでなく，頭
部，胸椎，腰椎，骨盤が関与していると考えられる．そこで
本研究は，CSM患者の立位姿勢を術前後に計測し，立位に
おける頭部，骨盤位置の矢状面での変化と，X線画像におけ
る脊柱アライメントについて検討することを目的とした．

【方法】
対象は，本研究の主旨を理解し同意が得られたCSM患者9

例（平均年齢63.8±10.7歳，男性5名，女性4名）とした．姿
勢計測装置POSTURE ANALSER PA200を用い，術前後に
静止立位の計測を行なった．耳孔，大転子，足関節外果をマ
ークし，外果を通る垂直線からそれぞれの距離を，頭部偏位
量，骨盤偏位量とし，その差を姿勢改善の指標とした．また，
X線側面像において，C2-C7前弯角を測定した．統計学的検
定としてWilcoxonの符号順位和検定，Mann-WhitneyのU検
定を用いた．

【結果】
術前後の頭部偏位量と骨盤偏位量の差に有意差は認められ

なかった．しかし，9例中5例では，頭部偏位量と骨盤偏位量
の差が小さくなり，姿勢改善が認められた．また，改善を認
めた5例中，3例が術前頭部前方パターンを示しており，2例
がSway backパターンを示していた．C2-C7前弯角は，姿勢
非改善群において術前，術後共に有意な減少（p＜0.05）が
認められた．

【考察】
本研究では，頭部を後方偏位，骨盤前方偏位させるSway 

backパターンと，頭部を前方に偏位させる頭部前方パター
ンが見られ，疼痛回避姿勢戦略が一律でない可能性が示唆さ
れた．また，CSM患者の姿勢改善にはC2-C7前弯角が影響
を及ぼす可能性が示唆された．このことから，頸椎前弯角を
考慮した上で，訓練実施時に骨盤位置や，頭部の位置などの
姿勢パターンを改善することが必要であると考える．今後
は，前額面，水平面の偏位や疼痛も含めて検討を加えていく．

key words 頚椎症性脊髄症・静止立位・姿勢戦略

頚椎症性脊髄症患者の術前後における姿勢の変化
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【目的】
大腿骨近位部骨折（PFF）は，高齢者の4大骨折の1つであ

り，歩行能力低下を生じる原因疾患である．一方でPFF患者
における術式の違いは，侵襲の程度により片脚立位時間

（OLS），股関節外転筋力（外転筋力）に影響を与える可能性
が高い．そのため，患者の歩行能力と術式の差異，OLS，外
転筋力の関係を明らかにすることは，退院後の患者の活動範
囲やQOLを考える上で極めて重要である．本研究の目的は，
PFF患者のOLSおよび外転筋力をフリーハンド群（F群）と
T字杖群（T群）で比較検討すること，さらに人工骨頭置換
術群と骨接合術群とに分別して歩行能力，OLSおよび外転筋
力を比較検討することとした．

【方法】
対象は，当院に入院したPFF患者24名（男性2名，女性22名，

年齢82.4±7.5歳）である．対象者が連続50m歩行自立となっ
た時点で，下肢の支持性の指標として，OLSと等尺性外転筋
力を測定した．統計学的解析は，OLS，外転筋力に対しては
対応のないT検定を用いた．

【説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に沿って行い，当院倫理委員会に

おいて承認を得た上で実施した．
【結果】

健・患側外転筋力及び患側OLSにおいて，T群と比較して
F群が有意に高値を示した（p＜0.05あるいはp＜0.01）．T群
において患側外転筋力は，人工骨頭置換術群と比較して骨接
合術群で有意に高値を示した（p＜0.01）．F群において健側
OLSは，骨接合術群と比較して人工骨頭置換術群で有意に高
値を示した（p＜0.05）．

【考察】
患側外転筋力及びOLSはF群で有意に高値を示した．それ

らの値が高いほど歩行時の患側立脚期の支持性が向上するた
め，フリーハンド歩行が自立する可能性が高まると考えられ
る．また，T群において患側外転筋力が，骨接合術群で有意
に高値を示した．骨接合術では人工骨頭置換術と比較し，手
術による組織の侵襲が少なく，術後の筋力低下が起こりにく
いためだと考えられる．

key words 大腿骨近位部骨折・片脚立位時間・股関節外
転筋力

回復期の大腿骨近位部骨折患者において片脚立位時
間及び股関節外転筋力は退院時歩行能力に影響する

島田朝美・坂井　匠・野口一樹・佐々木静香・ 
稲垣憲二・清水綾子・澁谷綾祐・中野友晴・本田咲子・
荒井繁人・森川紀宏

麻生リハビリ総合病院　リハビリテーション室
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【目的】
退院時における脊椎圧迫骨折患者の歩行能力の分析を行

い、効果的で円滑なリハビリテーションを提供する為の予後
予測の一助にすることを目的とした。

【方法】
対象は2010年12月～2012年11月に日高病院急性期病棟から

回復期病棟へ入棟した脊椎圧迫骨折患者の70名とした。退院
時の屋内歩行FIM得点が受傷前より低下した群（低下群）と
変化しない群（維持群）に対し、年齢、性別、家族構成、後
壁損傷・骨粗鬆症・多発骨折・合併症等の有無、受傷前移動・
入棟時のFIM得点（運動・認知項目）の因子について単変量
解析を実施した。また、歩行能力低下を従属変数としたロジ
スティック回帰分析を実施した。単変量解析はMann-Whit-
neyのU検定、χ2検定、ROC曲線によるカットオフ値（AUC
＜0.7）を算出した。解析はDr．SPSS2を使用し有意水準は
p=0.05とした。

【説明と同意】
本研究は当院医療倫理委員会によって承認を得たものであ

り、「ヘルシンキ宣言」、「医療研究に関する倫理指針」の原
則を遵守し、プライバシー保護に基づき施行している。

【結果】
低下群19名、維持群51名であった。低下群は有意に年齢が

高く（p＜0.01）、認知FIM得点が低く（p＜0.01）、要介護認
定者・女性が多い（p＜0.05）結果であった。カットオフ値
は年齢81.5歳（感度74％、特異度78％、AUC：0.76）、入棟
時の認知FIM得点23.5点（感度83％、特異度63％、AUC：
0.76）であった。ロジスティック回帰分析では説明因子とし
て年齢（Odds比0.907、95％信頼区間0.831-0.989）、入棟時の
認知FIM得点（Odds比1.091、95％信頼区間1.001-1.190）が
抽出され、判別的中率は78.6％であった。

【考察】
予後予測の検討は提供単位や入院期間を検討するために重

要である。さらに、転帰先や環境設定を早期に準備すること
に繋がり、チーム全体で統一した目標を持つことができると
考えられる。

key words 脊椎圧迫骨折・歩行能力・予後予測

当院回復期病棟退院時における脊椎圧迫骨折患者の
歩行能力予測

大森　裕2）・横山雅人1）・川田恵美1）

1）医療法人社団日高会　日高リハビリテーション病院 
2）医療法人社団日高会　日高病院　回復期リハビリ室
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【背景】
思春期特発性側弯症（AIS）の術前後の姿勢変化はX線画

像や視診といった静的評価が一般的であり，歩行などの動的
評価は行われることが少ない．本研究ではAIS患者における
術後の歩行変化について検討することを目的とした．

【対象と方法】
対象は，同意の得られた右凸側AIS患者4名（18.5±6.4歳）

および健常成人4名（23.3±1.3歳）とした．歩行計測は三次
元動作解析装置（VICON MX）を用い，術前と後方矯正固定
術後三ヵ月に行った．術前後の歩行変化を比較するため，歩
行中の左右股関節内転角度（骨盤に対する大腿の角度）を算
出し，初期接地時と床反力鉛直成分最大時の差を股関節内転
変化量として求めた．AIS患者の術前および術後をそれぞれ
要因とし，左右および健常者の片側の股関節内転変化量を水
準としてKruskal Wallis検定を用いて変化量を比較した．下
位検定にはBonferroni補正Mann-Whitney検定を用いた（p
＜0.05）．

【結果】
AIS患者において術後に変化量は減少した．術前は，凸

（右）側6.0±2.2度・凹（左）側10.5±3.2度，術後は，凸側2.8
±1.0度・凹側9.5±1.9度，健常者は2.7±3.6度だった．左右に
主効果を認め，術前の左と健常者，術後の左と右，術後の左
と健常者にそれぞれ有意差を認めた．

【考察】
一般的に歩行立脚期では骨盤傾斜と側方移動が生じ股関節

内転位となることが報告されている．本研究のAIS術前患者
は凹側内転角度が大きく，術後に改善傾向がみられた．

術前の変化量は左右において差を認めなかったにも関ら
ず，術後に差を認めたことより，術後に凸側股関節角度が改
善したことが考えられる．

一方，凹側は術前後ともに健常者と差がみられたことより
術後に脊柱アライメントは改善するが，脊柱凹側立脚期の股
関節内転角度は改善しにくいことが分かった．

【研究の限界】
被験者4名の結果で偏りが存在する可能性があり，全AIS

患者に対しての一般化は難しく，被験者数を増やして調査す
る必要がある．

key words 思春期特発性側弯症・動作解析・股関節内転
角度

思春期特発性側弯症患者における歩行時股関節内転
角度の術前後の変化

中野　徹1）・櫻井愛子1）・井川達也1）・原　　毅1）・ 
石川雅之2）・福井康之2）

1）国際医療福祉大学三田病院　リハビリテーション室 
2）国際医療福祉大学三田病院  脊椎脊髄センター
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【目的】
股関節屈曲角度はROM検査では120度が正常となる．しか

し，吉尾らの報告によると股関節のみの屈曲は90度以下であ
る．したがって，股関節屈曲120度は骨盤，腰椎の動きを合
わせたものである．Hip-spine syndromeがあるように股関
節，腰椎の動きは密接である．また，脊柱はCoupling Mo-
tionがあり，腰椎の運動は胸椎，頸椎へと波及する．このこ
とから，頭頸部位置が変化することにより，腰椎に運動が波
及する．その結果，股関節可動域に変化を与えることが考え
られる．よって，頭頸部位置の変化が股関節可動域に影響を
与えるかを検討することを研究目的とした．

【方法】
対象は健常成人18名とし，ヘルシンキ宣言に基づき，文書

にて同意を得た．方法は臥位にて枕の高さを0cm，10cm，
2cmとし，頭頸部の位置を変化させ，股関節可動域（屈曲，
内旋，外旋，外転，内転）を日本整形外科学会が制定した方
法にて測定した．統計学的手法はBonferoni法を用い，動作
ごとに枕の高さによる可動域の変化を検討した．

【結果】
枕の高さを変化させた際にどの高さでも可動域が変化しな

い動作は内転のみであった．他の動作は枕の高さを変えるこ
とで，全例にて可動域の増加もしくは減少がみられた．しか
しながら，枕の高さによる有意差はみられなかった．

【考察】
頭頸部位置変化により，股関節可動域に変化がみられた．

しかし，枕の高さを上げれば可動域が増加するなどの統一の
見解は得られなかった．この理由として考えられるのは，整
形外科枕などがあるように枕の高さは個人ごとで合う高さが
異なる．対象の脊柱のアライメントは健常者であっても個人
差が大きい．よって，対象者に合う高さが異なったために統
一の見解は得られなかったが，枕の高さを変化させることに
より脊柱のアライメントが変化し，腰椎，骨盤の動きに変化
を与え，股関節可動域を変化させたと考えられる．

key words 股関節・頭頸部・脊柱

頭・頸部位置の変化が股関節可動域に与える影響

斉藤　嵩

鹿沼整形外科　リハビリテーション部
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【背景】
人工膝関節全置換術（以下，TKA）患者の移動能力をTimed 

up and go test（以下，TUG）を用いて評価し，身体機能と
の関連を検討した研究は数多くされている．しかし，TKA
実施が転倒リスクの一つであるにも関わらず，転倒リスクの
観点でTKA患者のTUGを評価した研究は見当たらない．そ
こで本研究の目的は，転倒リスクの観点から女性TKA患者
の退院時TUGと身体機能の特徴を明らかにすることとした．

【方法】
対象は初回TKAを施行した女性膝OA患者60名とした．測

定項目は退院時の等尺性下肢筋力体重比（股伸展，股外転，
膝伸展），膝屈曲伸展可動域，片脚立位時間（以下，OLS），
TUGとした．得られたTUGの結果から，先行研究に示され
ている高齢者の転倒リスクのカットオフ値13.5秒を基準に，
TUGが13.5秒以上の29名を高リスク群，13.5秒未満の31名を
低リスク群に割り付けた．統計学的検討は，Mann-Whitney
検定を用いて各項目を2群間で比較した．統計学的判定の有
意水準は5％とした．倫理的配慮として当大学倫理委員会の
承認を得た（承認番号第1313号）．

【結果】
TUG（秒）は，高リスク群（16.06±2.64）が低リスク群（10.48

±1.09）に比べて有意に高値を示した．術側膝伸展筋力は2
群間で有意な差を認めなかった．2群間で有意な差を認めた
項目を高リスク群，低リスク群の順に示す．筋力（kgf/kg）
については，非術側膝伸展筋力（0.29±0.04，0.34±0.07），術
側股外転筋力（0.19±0.04，0.21±0.05），非術側股外転筋力

（0.22±0.04，0.25±0.04），術側股伸展筋力（0.20±0.05，0.25
±0.06），非術側股伸展筋力（0.24±0.06，0.29±0.06）であっ
た．その他，非術側膝伸展可動域（ﾟ）（-5.00±5.00，0.00±
2.50），術側OLS（秒） （2.50±1.58，9.23±7.50），非術側OLS

（3.87±3.50，13.18±6.83）であった．
【考察】

退院時TUGが高齢者の転倒予測カットオフ値より遅い女
性TKA患者は，従来より報告されている非術側膝伸展筋力
だけでなく股関節周囲筋力も低下しているという特徴が示さ
れた．

key words TKA・TUG・股関節伸展筋力

転倒リスクの観点から見た女性TKA患者における
退院時Timed up and go testと身体機能の特徴

鈴木智裕1）・石阪姿子2）・田中彩乃2）・八木麻衣子3）・
西山昌秀4）・岩崎さやか1）・近藤千雅1）・大沼弘幸5）・
清水弘之5）・別府諸兄5）

1）聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　リハビリテーション部　 
2）聖マリアンナ医科大学病院　リハビリテーション部　3）聖マリアン
ナ医科大学東横病院　リハビリテーション室　4）川崎市立多摩病院　
リハビリテーション科　5）聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座
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【目的】
足部アーチの保持には、骨・靭帯の他、筋腱の働きが欠か

せず、効率よく運動を続けられる腱走行となっている。中で
も内側縦アーチを縦走する長母趾屈筋は深層筋であるが故に
筋活動の観察が困難とされ、足部アーチとの関係を示した報
告は渉猟できなかった。我々は長母趾屈筋の活動を表面筋電
図より観察できる可能性を報告した。そこで、長母趾屈筋を
はじめとする下腿筋活動と足部アーチの関係を検討した。

【方法】
対象は成人男性5名左右10足とした。対象者には本研究に

関する説明を行い、同意を得た。運動課題は、傾斜0ﾟのトレ
ッドミル上にて10km/hの30分間走行とした。測定項目は、
走行開始後10秒間と走行終了前10秒間の足底圧と筋電波形と
した。被験筋は長母趾屈筋、長腓骨筋、及び内側腓腹筋とし
た。長母趾屈筋の電極貼付部位は予備実験と同法で行い、さ
らに超音波で部位を特定し、他筋との干渉がないことを確認
した。分析項目は、筋電波形より積分値と足底圧よりArch 
Index（AI）を解析し、走行開始後10秒間を基準に変化率を
算出した。統計処理は、下腿筋活動と足部アーチの関係を
Pearsonの相関係数を用いて検定した。有意水準は5％とし
た。

【結果】
AI変化率は105.03％、長母趾屈筋の活動変化率は83.26％、

長腓骨筋の活動変化率は80.24％、及び内側腓腹筋の活動変
化率は77.77％であった。AI変化率と長母趾屈筋の活動変化
率に有意な負の相関を認めた（r＝－0.76，p＜0.05）。その他
に有意な相関は認めなかった。

【考察】
長母趾屈筋の活動低下と足部アーチの低下に相関を認め

た。長母趾屈筋の活動は母趾荷重の支持に作用するだけでな
く、走行中の荷重衝撃の緩衝や踵離地において足部アーチを
保持する作用があると考えられる。長母趾屈筋の活動低下は
足部アーチの低下を招き、種々の足部疾患を発生させるリス
クと推察される。

【まとめ】
走行疲労に伴う長母趾屈筋の活動低下が足部アーチの低下

に関与した。

key words 長母趾屈筋・筋活動・足部アーチ

走行疲労に伴う下腿筋活動と足部アーチの関係

田澤智央1）・倉田　勉1）・石橋　健1）・鈴木　徹1）・ 
矢内宏二1）・笹原　潤2）・小黒賢二3）

1）小山整形外科内科　リハビリテーション科 
2）帝京大学　スポーツ医科学センター 
3）小山整形外科内科　整形外科
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【はじめに】
カヌー競技特有の障害として，腰痛や肩関節痛がある．要

因の1つに柔軟性低下があるが，動作との関連性を報告した
ものは見当たらない．

本研究の目的は，カヌーのうちカヤック競技における水上
での動作特性と柔軟性の関連性を明らかにすることである．

【方法】
対象はカヤック選手で，健常男性8名（17.3±0.8歳，173.4±

8.2cm，65.1±6.4kg）とした．なお，対象者には十分な説明を
行い紙面にて同意を得た（群馬大学医学部臨床研究倫理審査
委員会承認）．

水上での漕動作は2台のデジタルビデオカメラを用い，水
平面及び矢状面から同時に撮影した．撮られた映像を基に動
作解析ソフトを用いて，パドルが水面に着水した瞬間の
Catch期とパドルが水面と垂直となった瞬間のMiddle期に
て，水平面では右側の体幹回旋角度，肩関節水平内転角度，
矢状面では右側の肩関節屈曲角度，体幹屈曲角度を算出し
た．また柔軟性評価は，体幹回旋可動域，Heel Buttock Dis-
tance，Straight Leg Raising，股関節内外旋角度を測定した．

統計学的解析は，動作分析及び柔軟性の各項目の関連性を
Spearmanの順位相関係数を用いた後に偏相関係数を用いて
検討した（有意水準5％，相関係数|r|＞0.40）．

【結果】
Catch期は，動作中の肩関節水平内転角度と柔軟性の体幹

左回旋角度（r=-0.92），動作中の体幹屈曲角度と柔軟性の左
股関節内旋角度（r=-0.69），Middle期は，動作中の体幹回旋
角度と柔軟性の右股関節外旋角度（r=-0.76）に有意な相関
が認められた．

【考察】
体幹回旋の柔軟性低下が肩関節水平内転角度を増大させ，

また股関節回旋筋の柔軟性低下が体幹屈曲，回旋運動の代償
を増大させ，腰部・肩関節への負担に影響すると考えられた．

【結語】
体幹回旋及び股関節回旋筋の柔軟性低下は腰部・肩関節の

過剰な運動への影響が示唆された．

key words カヌー競技・動作分析・スポーツ障害

カヌー・カヤック競技における動作特性と柔軟性の
関連性

菅谷知明1）・中川和昌2）・石坂志津子3）・永尾澄男4）・
白倉賢二1）
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2）高崎健康福祉大学　保健医療学部　理学療法学科 
3）群馬県　カヌー協会 
4）全国高等学校　体育連盟　カヌー専門部
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【はじめに】
今回プロサッカー選手において皮下での膝蓋腱断裂を生

じ，腱縫合術を施行した症例に理学療法を実施する機会を得
たので報告する．

【症例紹介】
本症例は26歳男性，身長190cm，体重85kgであり，プロサ

ッカーチームに所属するGKである．公式戦試合中にジャン
プした際，右膝に激痛が生じ歩行困難となり当院に緊急入院
となった．対象者には本発表について説明を行い，同意を得
た．

【術前評価】
右膝蓋腱部に圧痛があり，膝関節伸展0ﾟからの自他動とも

に屈曲運動は困難であった．大腿四頭筋収縮は伸展0ﾟでは可
能であったが，SLRは困難であった．

【手術所見】
膝蓋腱を脛骨付着部に一次縫合し，ファイバーワイヤーに

よるwiringおよび半腱様筋による補強を行った．
【経過】

入院翌日より介入し受傷後6日目に手術施行した．その翌
日より術後理学療法を開始した．術後1日より膝関節ROM 
ex，大腿四頭筋へのEMS等を開始し，2日よりCPMを開始し
た．2週より装具にて伸展位固定した状態にて1/4PWB開始，
6週よりFWB（装具装着）とし，9週で退院となった．また
13週でワイヤー抜去し，19週でジョギングを開始した．膝関
節屈曲ROMは1週で90ﾟ，2週で100ﾟ，6週で120ﾟ，9週で140ﾟ
を獲得した．膝関節伸展筋力は3週でSLR可能となるも，5週
でExtensionLagが45ﾟ残存していた．6週よりエアロバイク
を追加しExtensionLagは大きく改善し退院時には5ﾟ残存程
度となった．

【まとめ】
高い競技力を必要とするプロサッカー選手（GK）における

早期復帰を目指し，強度の高い腱縫合術を施行した．特にジ
ャンプ動作が重要なGKにおいて膝関節伸展機能の改善は大
きな課題となっていた．またGKはしゃがみ動作や低い姿勢
での動作を多用するため膝関節ROM改善も重要な課題であ
った．そのため術後早期から積極的なリハビリを実施し良好
な成績が得られた．手術後半年にてGK練習開始，1年にて競
技復帰し，1年2か月後に対外練習試合出場となった．

key words 膝蓋腱断裂・プロサッカー選手・理学療法

プロサッカー選手に生じた膝蓋腱断裂から競技復帰
した一症例

中尾陽光1）・安彦鉄平2）・小川岳史3）・今井宗典4）・ 
鈴木英一5）・二階堂宏治1）

1）湘南東部総合病院 
2）京都橘大学　健康科学部　理学療法学科 
3）湘南ベルマーレ 
4）横浜南共済病院　整形外科 
5）神奈川県立汐見台病院　整形外科
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【目的】
テニス競技において発生頻度の高い捻挫は、選手や指導者

に軽視される傾向にある。そこで、今回は、比較的簡便な評
価とされているFoot Posture Index（以下、FPI-6）を用い、
捻挫の既往による足部の形態的変化を検証した。

【方法】
対象は片足捻挫既往のY大学テニス部女子部員18名。方法

は、捻挫回数に応じ1回のみ捻挫を経験した足を1回捻挫足、
複数回捻挫を経験した足を複数捻挫足とし、各FPI-6を計測
し捻挫のない健足と比較検討した。また統計学的検討にはt
検定を用い有意差を5％未満とした。尚、ヘルシンキ宣言を
順守し、対象者には研究目的とデータ使用について説明し同
意を得ている。

【結果】
1）健足のFPI-6は平均1.11点に対し、捻挫足平均は-3.39点

と有意差を認めた（P＜0.01）。2）「外果上下カーブの観察」「踵
骨内外反の観察」「距舟関節膨隆の観察」の項目において、
健足は各0.28点、0点、0.17点に対し、捻挫足は各-0.56点、
-1.28点、-0.5点と有意な変化を認めた（P＜0.01）。3）健足と
比較した1回捻挫足と複数捻挫足の差では「踵骨内外反の観
察」において1回捻挫足0.89点差に対し、複数捻挫足1.67点差
と有意差を認めた（P＜0.05）。

【考察】
捻挫後の足部は距・踵骨が内反位に変化し、繰り返し捻挫

を受傷することで、さらに内反が強まる。たとえ軽度の捻挫
であっても初期治療から外反方向にアライメントを調整し、
再発を予防することが重要となる。また、簡便なFPI-6など
で早期から評価し再発予防に努めることが重要と思われた。

【まとめ】
FPI-6を用いて捻挫後の足部変化を検査した。捻挫後の足

部は内反位にあり、複数捻挫で内反が増大する傾向があっ
た。簡便に評価できるFPI-6は捻挫後のアライメント異常を
早期に発見するメディカルチェックの一助として有効であ
る。

key words メディカルチェック・FPI-6・捻挫

足部評価と傷害の関連性～FPI-6を用いて～

三井結香

医療法人　八香会　湯村温泉病院
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【目的】
長母趾屈筋は下腿深部筋のひとつであるため、表面筋電図

による評価は困難とされる。しかし我々は超音波画像所見か
ら、長母趾屈筋に対する電極貼付部位を特定できる可能性が
あると予測した。そこで長母趾屈筋が表面筋電図でも、計測
可能であることを証明するため、運動課題と筋活動の関係性
について検討した。

【方法】
対象は健常成人男性8名16足である。長母趾屈筋は予め、

超音波画像から他筋と区別可能な部位を同定し、電極は内果
下端より2横指近位、かつ脛骨内縁から1横指後方を目安に
2cm間隔で貼付した。運動課題は足底接地した端座位におけ
る母趾屈曲とし、筋力計測には、デジタルフォースゲージ（イ
マダ社製）を使用した。最大筋力値から75％、50％、25％の
目標筋力値を設定し、対象者にパソコン画面上で筋力値を確
認させながら実際の筋力値と筋力発揮時の筋電図を同期計測
した。筋力値と筋電積分値は、それぞれ5秒のうち3秒間を分
析対象とし、3回平均値を分析に用いた。100％、75％、50％、
25％筋力値と筋電積分値について相関分析を行った。なお対
象者に対しては研究説明を行い、研究協力の同意を得てい
る。

【結果】
母趾屈曲筋力は100％が104.3N、75％が75.3N、50％が51.0N、

25％が26.0Nであった。筋電積分値は100％が141.4μV、75％
が88.8μV、50％が48.9μV、25％が27.0μVであった。相関係
数は100％が0.61、75％が0.65、50％が0.63、25％が0.61であ
った（いずれもP＜0.05）。

【考察】
従来、困難とされた長母趾屈筋に対する表面筋電図計測

は、超音波画像による慎重な電極貼付部位の同定により、可
能であった。今後、表面筋電図による長母趾屈筋活動の評価
により、体重支持における母趾機能や外反母趾など種々障
害、また長母趾屈筋腱の解剖学的走行から足内側縦アーチ対
する筋機能を評価することが可能と考えられた。

【まとめ】
長母趾屈筋に対する表面筋電図計測は、超音波画像による

慎重な電極貼付により可能であった。

key words 長母趾屈筋・筋電図・超音波画像

長母趾屈筋に対する表面筋電図計測の試み

倉田　勉1）・田澤智央1）・石橋　健1）・鈴木　徹1）・ 
矢内宏二1）・笹原　潤3）・小黒賢二2）

1）小山整形外科内科　リハビリテーション科 
2）小山整形外科内科　整形外科 
3）帝京大学　スポーツ医科学センター
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【目的】
先行研究では腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症など

の疾患によって腰背筋群の筋断面積が変化するといわれ、特
に腰部多裂筋の萎縮を認めるとの報告が多いが、腰椎術後患
者を対象とした報告は少ない。そこで我々は椎弓切除術や固
定術などの腰椎手術が腰背筋群の筋断面積に与える影響を術
前後のMRI画像を用いて検討したので報告する。

【方法】
対象は2010年6月～2011年5月までに腰椎手術を施行した32

名とした。術前3ヶ月以内と術後1年のMRI画像を用いて、
L3/4、L4/5、L5/Sの腰部多裂筋（MF）、脊柱起立筋（ES）、
腸腰筋（IP）の筋断面積をImageJ 1.45を用いて計測した。Wil-
coxon検定を用いて術前後の筋断面積を分析し、また対象者
を椎弓切除群（8名）、PLF群（14名）、器具固定群（11名）に
分け、Kruskal-Wallis検定を用いて術式の違いが術前後の筋
断面積の変化率（術後／術前×100）に与える影響を分析した。
有意水準は有意確率5％未満とし、SPSS 11.0Jを用いた。尚、
患者には本研究の趣旨を説明し、同意を得た。

【結果】
術前の筋断面積（cm2）はMF4.5±2.0、ES9.6±5.0、IP8.7±

3.2、術後はMF3.3±1.7、ES8.5±5.0、IP8.7±3.0であり、術
後のMFとESは術前に比べて有意に減少した（P＜0.001）。ま
た椎弓切除群の術前後の筋断面積の変化率（％）はMF81.8±
29.5、ES109.2±65.7、IP95.7±10.4、PLF群 がMF69.1±30.9、
ES90.7±32.5、IP105.2±17.7、器具固定群がMF73.8±26.7、ES 
80.0±22.4、IP106.4±14.3であり、全ての群でMFは減少した
が、器具固定群のESは椎弓切除群に比べて有意に減少し（P
＜0.05）、逆にPLF群と器具固定群のIPは椎弓切除群に比べ
て有意に増大した（P＜0.001）。

【考察】
手術侵襲によってMFは萎縮しやすいが、器具固定群はES

の萎縮も強く、IPは代償的に肥大したと考えられる。
【まとめ】

腰椎手術による腰背筋群への影響は避け難いが、術式に合
わせた運動指導が必要である。

key words 腰椎手術・腰背筋群・MRI

腰椎手術が腰背筋群に与える影響

佃　佳子・荒井未緒・滝沢友紀・小林夕子・木内加代・
東方章代・平川和彦

国保依田窪病院　リハビリテーション科
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【目的】
寛骨臼回転骨切り術（rotational acetabular osteotomy：

RAO）の術後プログラムは施設によって異なるため、関節
可動域、筋力の回復や歩行再獲得の経過にも一定した見解が
得られていない。本研究の目的は、当院におけるRAO術後
のプログラムを提示し、その結果から得られた経過について
述べることである。

【方法】
2011年3月から2012年7月までに当院でRAOを施行後、当

院の術後プログラム（6週～1/3での部分荷重開始、その後1
週ごとに漸増し、9週～全荷重開始）に従い理学療法（PT）
を施行し、杖歩行・独歩を獲得した6例（全例女性、年齢
46.5歳、術側病期全例初期股関節症）を対象とした。調査項
目は、手術から杖歩行獲得/独歩獲得/PT終了までの期間、
並びに各時期における術側・非術側股関節可動域（ROM、
屈曲・伸展・外転）、筋力（MMT、大殿筋・中殿筋・大腿
四頭筋）、疼痛、跛行が残存している症例数とし、これらの
項目をカルテから後方視的に調査を行った。なお、本研究は
対象者に説明し同意を得た。

【結果】
杖歩行獲得は術後4ヶ月（中央値）で、この時点での術側

筋力（中央値）は大殿筋4.5、中殿筋3.8、大腿四頭筋5であっ
た。独歩の獲得は術後8ヶ月であったが、この時の可動域・
筋力は、杖歩行獲得時から改善していなかった。独歩獲得後
約1ヶ月間で、術側筋力は大殿筋4.7、中殿筋4.3に向上、可動
域は各運動方向で拡大、更に独歩での疼痛、跛行が3例で消
失し、術後9ヶ月でPT終了に至った。

【考察】
杖歩行獲得後、可動域、筋力は改善がなかったものの、杖

歩行時の疼痛、跛行が軽減し、独歩獲得に至った。これは
CKCexなどの動作練習を繰り返し行うことと、杖を補助に
利用することで代償動作を軽減することができるようになっ
たためであると考えられる。しかし、その後独歩での疼痛と
跛行をさらに軽減するためには、中殿筋、大殿筋の筋力向上
が必要であった。

key words 寛骨臼回転骨切り術・筋力・歩行能力

当院における寛骨臼回転骨切り術（RAO）術後の
関節可動域、筋力、歩行能力の経過について

平野大輔1）・浦川　宰1）・小澤亜紀子1）・山副孝文1）・
大崎　諒1）・名嘉寛之1）・三浦早織1）・仲里美穂1）・ 
間嶋　滿1）・金　潤澤2）・田中伸哉2）

1）埼玉医科大学病院　リハビリテーション科 
2）埼玉医科大学病院　整形外科教室
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【目的】
脊髄小脳変性症（SCD）による重度の小脳症状を呈する一

症例を経験し、原疾患に由来する一次的障害とそこから派生
する二次的障害に着目した。今回、一般的な理学療法に加え
意図的に持続的姿勢保持練習を追加した事が及ぼす影響につ
いて報告する。

【症例】
SCD6型の74歳男性。1978年に歩行時のふらつきを自覚し

1982年より当院で療養中。
【所見】

問題点を#1股関節周囲筋群の筋力低下、#2体幹回旋の可
動性低下、#3運動失調に伴う四肢の拙劣動作、#4体幹失調
に伴うバランス能力の低下とした。

【方法】
練習は筋力増強、ストレッチ、持続的姿勢保持を4週間実

施。持続姿勢保持練習は、四つ這い位、膝立ち位、立位で安
定した環境の下、閉鎖的運動連鎖（CKC）での静的な姿勢
保持を5分間実施。小脳症状をICARSおよびSARAにて評価
した。

【説明と同意】
研究の主旨と内容を説明し、個人情報には十分配慮するこ

とを伝え同意を得た。
【結果】

最終評価にて股関節周囲筋群が僅かに増強。姿勢保持は著
変なし。ICARSおよびSARAは坐位姿勢、四肢の運動失調症
状で改善。特に協調運動障害の項目で顕著であった。

【考察】
小脳症状の理学療法として、筋力増強による筋力、持久力、

反応時間、収縮速度の向上や、反復運動による巧緻性向上な
どがある。また、巧緻性向上には、開放性運動連鎖（OKC）
での練習が有用とされる。しかし、本症例は重度の小脳症状
に伴う協調運動障害により反復運動やOKCでの練習が困難
であった。加えて一次的障害により感覚情報の入出力の誤差
が制御しきれず、その蓄積が運動の円滑性低下など二次的障
害を招くと考えた。

これらを考慮し、CKCでの静的な持続的姿勢保持練習を
行った。持続的姿勢保持と身体機能改善の関係については、
末梢から小脳へ入力される感覚情報が是正され（一次的障害
の是正）、既存情報が正しい情報として再蓄積（二次的障害
の是正）されたことでICARSおよびSARAの改善に寄与した
と考えた。

key words 脊髄小脳変性症・持続的姿勢保持練習・協調
運動障害

脊髄小脳変性症患者への持続的姿勢保持練習により
協調運動障害の改善を認めた一症例

大日方俊介・近藤隆春

独立行政法人　国立病院機構　東埼玉病院　リハビリテーシ
ョン科
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【目的】
腰椎椎間板ヘルニア（以下LDH）によって障害側の腰部多

裂筋が萎縮するといわれているが、腰椎手術に関する報告は
少ない。そこで我々は、内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術

（以下MED）が腰背筋群の筋断面積に与える影響を術前後の
MRI画像を用いて検討したので報告する。

【方法】
対象は2010年6月～2011年5月までに当院にてLDHによっ

てMEDを施行し、中枢・整形疾患の既往のない29名（男性
14名、女性15名）とした。術前2週以内と術後6ヶ月のMRI画
像を用いて、L3/4、L4/5、L5/Sの腰部多裂筋（MF）、脊柱起
立筋（ES）、腸腰筋（IP）の筋断面積をImageJ 1.45を用いて
計測した。尚、今回は除脂肪面積を筋断面積とした。Wil-
coxon検定を用いて、術前後の筋断面積を障害側（右15名、左
14名）と非障害側で比較し、また対象者を手術部位によって
L4/5群（16名）、L5/S群（13名）に分け、手術部位の違いによ
る影響を分析した。有意水準は有意確率5％未満とし、SPSS 
11.0Jを用いた。尚、患者には本研究の趣旨を説明し、同意を
得た。

【結果】
障害側と非障害側の筋断面積（cm2）を比較した結果、術

前のMFとESに有意差はないが、IPはL3/4障害側7.8±2.7、
非障害側8.4±3.1、L4/5障害側10.6±3.6、非障害側11.3±3.8
と障害側は非障害側に比べて有意に減少した（p＜0.01）。ま
た、術後のESとIPに有意差はないが、MFはL5/S障害側6.0
±1.4、非障害側6.8±1.4と障害側は非障害側に比べて有意に
減少した（p＜0.01）。さらに、手術部位L4/5群でも同様の結
果が得られ、術前L3/4・L4/5の障害側IPは非障害側に比べ
て有意に減少し（p＜0.01）、術後L5/Sの障害側MFは非障害
側に比べて有意に減少した（p＜0.05）。

【考察】
手術による下肢の神経症状の改善に伴って障害側IPの萎縮

は消失したが、一方で障害側MFは手術侵襲によって萎縮し
たと考えられる。

【まとめ】
低侵襲手術であるMED術後でも障害側MFに萎縮を認め、

再発予防を目的とした運動指導が必要である。

key words 内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術・腰背筋
群・MRI

内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術が腰背筋群に与
える影響

滝沢友紀・荒井未緒・佃　佳子・小林夕子・木内加代・
東方章代・平川和彦

国保依田窪病院

 O-019 



－11－

【緒言】
いざり動作は日常生活上の移動手段として臨床場面で実施

される場合があり、また長坐位いざりを用いた歩行様運動
（いざり歩行）をバランス訓練や歩行の予備的運動として推
奨する報告が散在する。しかしその介入効果や運動特性など
の具体的な研究報告は少なく、運動課題としての意義は明ら
かでない。本研究ではいざり歩行の運動特性を明らかにする
ことを目的に加速度計を利用した動作解析を行った。

【方法】
対象は研究内容を説明の上、参加同意の得られた健常者20

名（男9：女11、平均年齢27.2±4.35）とした。課題は主観的
快適速度での平地歩行およびマット上でのいざり歩行とし、
加速度計にて第3腰椎（L3）および第7頸椎（C7）棘突起上
の加速度を計測した。課題順序は被験者間で擬似ランダム化
した。解析はL3・C7の各課題で、正規化した運動軌跡の加
算波形を作成した。また前後・左右・上下各方向の軌跡変位
幅を算出した。統計はL3・C7における運動軌跡の一致度に
ついて課題間での相関検定を実施し、平均軌跡変位幅の違い
について課題間でpaired-t検定を実施した（p＜.05）。

【結果】
L3・C7の運動軌跡は課題間の全方向で強く相関した（点

推定値：r=0.66～0.83）。前後・左右方向の軌跡変位はいざり
動作で有意に大きく、上下方向では差はなかった。

【考察】
運動軌跡の相関から、いざり動作における体幹-骨盤の運

動パターンは部分的に歩行と類似している可能性が示され
た。いざり動作で前後・左右の重心変位が増大した理由とし
て、いざり動作では主に骨盤の動きによって推進するために
水平面上での骨盤前方回旋運動が増強したこと、また骨盤の
挙上や側方への重心移動に依存した動きによりクリアランス
を確保する必要性があったことなどが推察された。長坐位い
ざりを用いた歩行様動作は実際の歩行動作に関連した体幹-
骨盤運動を強調できる可能性が示された。

key words 脳卒中・体幹-骨盤・歩行練習

歩行と比較した“いざり歩行”の運動特性～加速度
計を用いた長坐位いざり動作の運動学的解析～

芋川雄樹1）・荒木謙太郎1,2）・金光寺康幸1）・曽根祐介1）・
倉山太一3）

1）創進会　みつわ台総合病院　リハビリテーション科 
2）千葉大学　医学薬学府 
3）千葉大学　医学研究院
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【目的】
術前圧迫性頚髄症者において主観的健康感と疼痛およびし

びれの対処方略との関連性を明らかにし、術後理学療法を検
討する資料を得ることとした。

【方法】
本研究の実施に先立ち、当院倫理委員会の承認を得た。書

面による研究参加の同意が得られた術前の圧迫性頚髄症者68
人（年齢62歳［中央値］、男性45人・女性23人）を対象とした。
脳血管障害などの他の神経疾患を合併した人、腰部脊柱管狭
窄症や変形性関節症などの変性疾患を合併した人は除外し
た。主観的健康感をshort-form 8-item health survey（physi-
cal component summary ［PCS］ とmental component sum-
mary ［MCS］）、疼痛およびしびれの対処方略をcoping strat-
egy questionnaire （CSQ） を用いて調査した。PCSおよび
MCSの中央値を基準として「身体的・精神的不健康群（A
群）」、「身体的不健康・精神的健康群（B群）」、「身体的健康・
精神的不健康群（C群）」、「身体的・精神的健康群（D群）」
の4群に分けたのち、CSQの下位項目（6つの認知的対処方略、
2つの行動的対処方略）をSteel-Dwass検定にて群間比較し
た。有意水準は5％とした。

【結果】
A群には18人、B群には15人、C群には16人、D群には19人

が属したが、群間で年齢および性別に有意な差はみられなか
った。CSQの下位項目のうち「注意の転換」の得点の中央値
はA群で8点（四分位偏差3点）、B群で6点（同3点）、C群で7
点（同1.3点）、D群で4点（同1.8点）であり、A群ならびにC
群はD群と比較して有意に高値であった（p＜0.05）。また、「破
滅思考」の得点の中央値はA群で7.5点（四分位偏差1.9点）、
B群で4点（同2.3点）、C群で5.5点（同1.4点）、D群で3点（同
1.8点）であり、A群はD群と比較して有意に高値であった（p
＜0.01）。

【結論】
主観的健康感が低い術前の圧迫性頚髄症者は、疼痛および

しびれから注意を反らせたり、それらに対して悲観的に考え
たりするなど、特定の対処方略を活性化させていた。

key words 圧迫性頚髄症・主観的健康感・対処方略

術前圧迫性頚髄症者における主観的健康感と疼痛お
よびしびれの対処方略との関連性

樋口大輔

榛名荘病院　リハビリテーション部
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【目的】
パーキンソン病（PD）の姿勢反射障害（PR）と姿勢異常

及び随意運動に伴う姿勢制御能力（VMPC）との関係性を検
討する．

【方法】
対象：H&Y1～4のPD患者35名．男性17名，女性18名，平

均年齢72.7±10.1歳．方法：1）PR；Pull testを用いUPDRS
の0～4のグレード（PTG）で評価．2） VMPC；Functional 
reach test（FRT）を用いた．FRT とPTGの関係について
FRT20cm以上と20cm未満の2群間でPTG平均値を比較．3）
姿勢；立位で体幹屈曲角度（屈曲）と側屈角度（側屈）を評
価．3-1）屈曲；20度未満と20度以上の2群間でPTG平均値
を比較．3-2）側屈；5度未満と5度以上の2群間のPTG平均
値を比較．解析：屈曲と側屈の関係はピアソンの積率相関係
数，平均値の差はt検定により解析．

【説明と同意】
本研究の趣旨について説明し同意を得た．発表に際し個人

が特定できないよう配慮した．
【結果】

1）PTG；0が8名，1が6名，2が3名，3が15名，4が2名．
平均値は1.94±1.35.2）FRT20cm以下群（n=20）はPTG平均
値1.89±1.33.20.5cm以上群（n=15）はPTG平均値1.87±1.4で
2群に有意差はなかった．3-1）屈曲20度未満群（n=20）は
PTG平均値が1.65±1.82.20度以上群（n=15）はPTG平均値が
2.50±1.35で2群に有意差はなかった（p=0.058）．3-2）側屈5
度未満群（n=19）はPTG平均値が1.89±1.33.5度以上群（n=16）
はPTG平均値が1.87±1.41で2群に有意差はなかった．前屈と
側屈には強い正の一次相関関係があった（r=0.718）．

【考察】
PR はVMPC及び姿勢異常との関係性は低いと推測され

る．一方前屈と側屈は同じ病態を持つ可能性がある．

key words パーキンソン病・姿勢反射障害・姿勢異常

パーキンソン病の姿勢反射障害は姿勢異常及び随意
運動に伴う姿勢制御の障害と同一の病態として捉え
るべきか

三上恭平・加茂　力

登戸内科・脳神経クリニック

 O-024 

【はじめに】
乳幼児の運動機能低下に対する理学療法の効果判定は、達

成した粗大運動項目を発達月齢に当てはめる場合が多いが、
運動療法の効果判定として感度が低いという指摘がある。こ
れに対しAlberta Infant Motor Scale（以下AIMS）は姿勢別
に多項目で評価するため、詳細な運動機能の変化の評価に適
するとされる。そこで今回、AIMSとKIDSを用いて運動機
能の変化を追跡し、その特徴を比較検証することとした。

【方法】
対象は体幹失調を呈する髄芽腫の女児2名（評価開始時の年

齢は症例A：1歳3カ月、症例B：1歳4カ月）とした。AIMS、
KIDS（Type-T）を用いて理学療法開始時から1カ月毎に計
3回評価した。AIMSは、検者が対象者と遊びながら腹臥位、
背臥位、座位、立位の4姿勢について観察し、スコアシート
の腹臥位21項目、背臥位9項目、座位12項目、立位16項目の
うちで観察された項目から合計点を求めた。さらにAIMSの
合計点に対応する月齢を求めた。 KIDSはType-Tの運動項
目から発達月齢を求めた。なお、本発表は研究の趣旨を保護
者に説明し、同意を得た。

【結果】
症例AのAIMS合計点は、開始時、1ヵ月、2ヵ月で27、36、

43であり、対応する月齢は6ヵ月齢、8ヵ月齢、9ヵ月齢であ
った。同様にKIDSは7ヵ月齢、8ヵ月齢、9ヵ月齢であった。
症例BのAIMS合計点は39、45、49であり、対応する月齢は8
ヵ月齢、9ヵ月齢、10ヵ月齢であったが、KIDSは3回とも9ヵ
月齢のままであった。

【考察】
AIMSは運動のバリエーションの変化をより鋭敏に捉える

ことができたと考えられた。また、AIMSは姿勢別に評価す
るため、理学療法を進めていく上での運動機能の詳細な評価
及び治療計画に有用と思われた。一方KIDSは、獲得された
最も上位の運動項目から月齢を求めるため、下位項目の質の
変化は十分に反映されなかったと考えられた。

key words Alberta Infant Motor Scale（AIMS）・乳
幼児・評価

Alberta Infant Motor Scaleを用いた乳幼児に対
する評価　─脳腫瘍により体幹失調を呈した2症例
の検討─

森田菜々恵1）・藤野雄次1）・渡辺有希1）・高石真二郎1）・
牧田　茂2）・高橋秀寿2）

1）埼玉医科大学国際医療センター　リハビリテーションセン
ター 
2）埼玉医科大学国際医療センター　リハビリテーション科
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【背景】
脳血管拡張術（以下：拡張術）の術後合併症として重要な

ものには過灌流症候群（以下：CHS）が挙げられ，過度な血
圧の増減がその発症に関連するとされる．一方，拡張術後の
リハビリテーションにおけるリスク管理の明確な基準はな
い．そこで我々は拡張術を施行した患者に対し，異なるリス
ク管理をした二症例について報告する．

【症例紹介】
症例1：70歳男性．2010年に左内頸動脈狭窄症と診断され，

2012年に症状が進行したため，頸動脈ステント留置術を施
行．右内頸動脈は異常を認めなかった．術前の脳血流検査で
は，脳循環予備能が小脳で高度低下，左中大脳動脈で軽度低
下していた．頚狭窄率は術前84.3％，術後43％であった．術
後1病日から理学療法を開始し，CHSを危惧し上限をSBP130 
mmHgで管理した．安静時血圧114/69mmHg，運動後140/ 
81mmHg．6病日に自宅退院．

症例2：78歳女性．2012年に左内頸動脈閉塞・右内頚動脈
高度狭窄を認め，右内頚動脈に対し経皮的血管形成術を施
行．術前の脳血流検査では，脳循環予備能が左内頚動脈，右
前大脳動脈領域で高度低下していた．頚狭窄率は術前78.7％，
術後61％であった．術後1病日から理学療法を開始し，左内
頸動脈閉塞があったため，上限SBP180mmHg，下限SBP100 
mmHgで管理した．安静時血圧143/73mmHg，運動後172/ 
80mmHg．8病日に自宅退院．なお，本発表について患者に
十分に説明し，書面にて同意を得た．

【考察】
CHSの発生因子として症候性頚動脈狭窄症や脳循環予備

能の低下等があり，拡張術の適応患者はそれらの因子を複数
有していることが多く，CHSを考慮した血圧管理が重要とな
る．症例1では血圧の上限を厳密に設定し，症例2では対側の
脳血流量を保障しつつ，CHSを考慮して上限・下限値を設定
した．病態や既存のリスクを踏まえた血圧管理は拡張術後の
安全な理学療法に有用であったと考えられる．

key words 脳血管拡張術・過灌流症候群・血圧

脳血管拡張術後の理学療法における血圧管理につい
て─二症例からの検討─

細谷学史1）・高石真二郎1）・藤野雄次1）・蓮田有莉1）・
森田菜々恵1）・井上真秀1）・篠崎かおり1）・牧田　茂2）・
高橋秀寿2）

1）埼玉医科大学　国際医療センター　リハビリテーションセ
ンター 
2）埼玉医科大学　国際医療センター　リハビリテーション科
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【はじめに】
平衡機能には，視覚的垂直認知（Subjective Visual Verti-

cal；SVV）や身体的垂直認知（Subjective Postural Verti-
cal；SPV）などの認知的側面が関与し，脳損傷後はpusher
現象や感覚障害などの影響を受ける．一方，垂直判断と運動
力学的分析との関係は明らかではない．そこで今回，垂直認
知と座圧分布の関連について検討した．

【方法】
対象は脳梗塞患者2例（60歳代男性，運動麻痺・感覚障害

は重度）で軽症と重症のpusher現象を呈した症例とした．
対象者には研究内容を説明し同意を得た．垂直認知の測定に
は前額面上で回転する機器（Vertical Board; VB）を用いた．
VBに座圧分布計を設置し，対象者を足底非接地で座らせた．
測定はVBを左右に傾け，VB傾斜位置から検者が反対方向に
回転させ，対象者が垂直と認知した位置（垂直認知位）を角
度計から記録した．SVVは開眼，SPVは閉眼で各8回測定し
た．座圧は水平位と垂直認知位での左右荷重圧ピーク値を記
録した．解析にはSVVとSPVの平均値を用い，座圧分布は
麻痺側と非麻痺側の座圧比率を算出した．

【結果】
軽症例ではSVV-3.5±5.1ﾟ，SPV-0.1±5.0ﾟ，座圧比率は水

平位57：43（麻痺側：非麻痺側），SVV垂直認知位34：66，
SPV垂直認知位40：60であった．重症例ではSVV-5.1±6.3ﾟ，
SPV4.0±7.0ﾟ，座圧比率は水平位63：37，SVV垂直認知位
46：54，SPV垂直認知位60：40であった．

【考察】
2例とも水平位での座圧比率は麻痺側優位であったが，軽

症例のSVV・SPV垂直認知位と重症例のSVV垂直認知位の
座圧比率は，非麻痺側荷重へと逆転していた．これは，VB
を水平方向に動かす際に立ち直り反応が生じたものと考えら
れた．一方，SPVの偏倚が大きかった重症例のSPV垂直認知
位の座圧比率は水平位と変化がなく，姿勢応答が消失してい
たことを示唆するものと考えられた．

key words pusher現象・垂直認知・座圧

Pusher現象例の垂直認知と座圧分布の関連につい
て -2症例からの検討-

蓮田有莉1）・藤野雄次1,2）・網本　和2）・井上真秀1）・
深田和浩1）・細谷学史1）・森田菜々惠1）・高石真二郎1）・
牧田　茂3）・高橋秀寿3）

1）埼玉医科大学国際医療センター　リハビリテーションセン
ター 
2）首都大学東京大学院　人間健康科学研究科 
3）埼玉医科大学国際医療センター　リハビリテーション科

 O-025 



－14－

【目的】
下肢機能障害者に対して開発されたロボットスーツHAL

福祉用Ⓡ（以下HAL）は超高齢社会の到来が危惧される本邦
で将来の福祉機器として期待される。下肢機能障害者に対し
HAL装着による動作能力向上ついて検討したので報告する。

【対象および方法】
対象は維持期下肢機能障害者7例で年齢は45～74歳の男性

である。症例の内訳は、症例1は腰髄不全損傷、症例2、3は
球脊髄性筋萎縮症、症例4は多発性脳梗塞、症例5は胸髄不全
損傷、症例6は慢性炎症性脱髄性多発神経炎、症例7は球脊髄
性筋萎縮症である。症例の動作能力は、症例1～4は起立・歩
行が自立、症例5～7は起立・歩行に介助を要する。介入方法
は週2日で5週間、10回1クールのHALを用いたリハビリテー
ション（以下リハ）を施行し、介入前後でHAL装着での動
作能力、未装着での10m歩行を評価した。本研究は防衛医科
大学校倫理委員会の承認を得て、参加者には書面による十分
な説明と同意を得て実施した。

【結果】
症例1～4は起立・歩行自立であるがHAL装着による動作

能力の向上は得らなかった。しかし、介入前後で未装着での
10m歩行速度の向上が得られた。症例5は起立・歩行介助で
あるがHAL装着時には起立・歩行が可能となり装着時の動
作能力向上が得られた。症例6、7は体力的にHALを用いた
リハが続行困難で、途中でリハを断念した。

【考察】
起立・歩行介助の症例5、6、7のうちHALを用いたリハが

可能な耐久性があった症例5のみがHAL装着時の動作能力向
上が得られた。一方、症例6、7では疾患による易疲労性によ
り介入を継続することができずHALを用いたリハの適応に
はある程度の耐久性が必要と思われた。起立・歩行自立例は
HAL装着による動作能力向上は得られなかったが、未装着
時の歩行速度の向上が得られた。

【まとめ】
HAL装着での動作能力向上は起立・歩行介助例に対し効

果が得られることが示唆された。またHAL装着での動作能
力向上にはある程度の耐久性が必要と思われた。

key words ロボット・起立動作・歩行

維持期下肢機能障害者に対するロボットスーツ
HAL福祉用Ⓡ装着による動作能力向上の検討

三瓶良祐1）・小林龍生1）・小倉正恒1）・海田賢一2）・ 
藤田真敬3）・椎名義明1）

1）防衛医科大学校病院　リハビリテーション部 
2）防衛医科大学校　神経内科学 
3）防衛医学研究センター　異常環境衛生研究部門
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【目的】
精神科病院では患者の高齢会による身体合併症の問題は深

刻であるが、理学療法を十分に提供できる状況に無い。精神
科に勤務していると、明確に身体障害を持っていなくても
ADLが障害されている患者を目にする機会が多い。そこで、
今回は精神疾患の治療・療養を目的に入院してきた患者の
ADLを調査し、その特徴について考察し、今後の理学療法
士としてのゴール設定に役立てることを目的とした。

【方法】
平成24年6月から8月までの間に当院に入院した患者81名の

うち、非リハ目的入院患者58名（平均56.4±16.9歳、男性34名、
女性24名）について、入院時バーサルインデックス（以下
BI）を調査した

【倫理的配慮】
本研究は当院倫理委員会の審査を受けている。

【結果】
合計点数は78.8±33.4、食事（8.6±2.9）、移乗（11.5±5.7）、

整容（3.7±2.2）、排泄（7.5±3.9）、洗体（3.5±2.3）、移動（11.9
±5.2）、階段昇降（7.3±3.9）、更衣（7.4±4.0）、排便自制（8.0
±3.6）、排尿自制（7.9±3.6）であり、食事・移動・排便自制・
排尿時制がやや点数が高いものの、全項目について減点があ
ることが示唆された。

【考察】
点数からは、移乗・移動などは要監視レベルから自立レベ

ルであり、その他は要介助レベルであることが分かったが、
患者間のばらつきが多いため、実際には自立から要介助レベ
ルまで患者層が混在していることが予測される。これより、
今回の結果は精神疾患と身体合併症例に対し、リハビリテー
ションを提供する際のゴール設定において、参考にできるも
のであると考えている。

key words 精神疾患・ADL・身体合併症

精神疾患を持つ患者の入院時ADLの特徴

上薗紗映1）・仙波浩幸1,2）・林　光俊3）・平川淳一4）

1）医療法人社団光生会平川病院 
2）豊橋創造大学理学療法学科 
3）杏林大学整形外科 
4）医療法人社団光生会平川病院医師
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【はじめに】
バクロフェン髄腔内投与療法（以下ITB療法）は経口薬で

改善不十分な痙縮に有効であり，ADL修正自立～軽介助症
例の対象が多い．今回，脳挫傷後遺症による重度四肢麻痺で
ADL全介助症例にITBポンプ設置術を実施し，寝返りや車い
す座位姿勢の改善を認めた．以下に画像・動画を交え報告す
る．尚，対象者には説明と同意を得た．

【症例】
交通事故による脳挫傷後遺症で重度四肢麻痺を呈する21歳

男性．臥位姿勢は上肢屈曲・内転，下肢伸展位，痙縮著明の
為姿勢保持困難であった．スクリーニング実施後，受傷後11
ヶ月にITBポンプ設置術施行．

【評価】
筋緊張はModified Ashworth Scale（以下MAS）で頸部

2→1+（術前→術後：以下同様），体幹3→2，肩関節3～4→2
～3，股関節2～3→1+，膝関節3→3と改善した．ROM（R／
L 単位；ﾟ）は頸部屈曲20→30，回旋30/20→40/30，体幹屈
曲-45→-35，肩関節屈曲60/80→80/100，外転40/50→70/85，
肘関節伸展-80/-100→-70/-90，SLR50/40→60/50，膝関節
屈曲15/10→25/20，足関節背屈-50/-55→-45/-50と改善した
が，肘・膝・足関節拘縮は残存した．随意運動は肩・股関節
屈曲・外転と膝関節屈曲が僅かに可能な程度で，動作時・疎
通困難時に異常筋緊張による左上肢，右下肢の動きが顕著に
出現していた．術後は随意運動範囲拡大し，異常筋緊張は軽
減した．術前は寝返りを試みると側臥位保持できず腹臥位と
なっていたが，術後は頸部・肩甲帯運動が改善，異常筋緊張
が軽減し動作の円滑性が向上，自力側臥位保持可能となっ
た．車いす座位はヘッド60ﾟ→75ﾟ（術前→術後：以下同様）
ティルト10ﾟ→5ﾟ下肢10ﾟ→25ﾟ下制位にて術前認めたずれが
生じなくなった．ADLは術前後でできる項目に著変ないが，
食事・整容時の右上肢リーチが容易になった．

【まとめ】
ITB療法と継続的なリハビリテーションにより動作の自立

度向上，ケアの軽減に繋がることが考えられ，介助量軽減に
よるADL・QOL改善が示唆された．

key words ITB療法・筋緊張亢進・ADL

脳挫傷後遺症による重度四肢麻痺に対するバクロフ
ェン髄腔内投与療法後，姿勢・動作の改善を認めた
1症例

新井恭兵1）・山中義崇1）・天田裕子1）・古川誠一郎1）・
坂本和則1）・新井雅子1）・樋口佳則2）・中野茂樹2）・ 
八巻智洋3）・村田　淳1）

1）千葉大学医学部附属病院　リハビリテーション部 
2）千葉大学医学部附属病院　脳神経外科 
3）自動車事故対策機構　千葉療護センター
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【はじめに】
脳卒中患者の姿勢制御の改善に体幹機能に着目した報告は

散見されるが、その多くが主観的評価であり客観的評価によ
る報告は少ない。近年、体幹機能の簡便な評価として超音波
画像診断を用いて筋厚を測定し、筋の活動状態の推定が可能
であるという報告がされている。今回Pusher現象を呈する
脳卒中患者の体幹機能評価に超音波画像診断を用いた症例を
報告する。

【方法】
発症から4週目と6週目（以下、4W・6W）に左右の外腹斜

筋、内腹斜筋、腹横筋（以下、E・I・Tr）の筋厚を安静時
と運動時（Draw-in）に測定した。評価は超音波画像診断装
置（TOSHIBA製SSA-350A形）を用い、4Wと6Wのそれぞ
れの筋厚の変化、左右差を比較した。対象患者には十分な説
明と書面による同意を得て実施した。

【患者情報】
50代、男性、既往歴なし　診断名：右中大脳動脈梗塞　症

状：左片麻痺、左半側空間無視、Pusher現象 Pusher重症度
分類は初期・4W・6Wではそれぞれ6点・4点・1点と改善し、
4Wでは歩行困難であったが、6Wでは監視歩行可能となっ
た。

【結果】
1.4Wと6Wを比べ麻痺側の筋厚は安静時Trを除いて増加し

た。2.4Wと6Wを比べ非麻痺側の筋厚は安静時Eと運動時I・
Trが増加した。3.6Wの安静時Iと運動時I・Trは麻痺側の方
が厚くなった。4.6Wの左右差は3筋共に減り、安静時・運動
時共にTrの差が一番小さかった。

【考察】
鈴木らは内腹斜筋の筋活動が歩行の立脚期における骨盤安

定に重要であると述べている。Urqhartの研究では腹横筋は
予測的姿勢制御に重要な役割があると示唆されている。これ
らから、本症例が歩行可能となった背景には運動時の麻痺側
IとTrの筋活動が高まり、特にTrの左右差が減ったことが、
立位・歩行時の姿勢制御に影響したと推察される。しかし、
今後症例数を増やし追加研究が必要である。それにより、他
の評価との関連性を調査し、脳卒中患者の体幹機能評価とし
て一指標になるように検討していきたい。

key words 脳卒中・体幹筋・超音波画像診断

Pusher現象を呈する脳卒中患者の体幹機能に着目
した症例─超音波画像診断を用いて─

原嶋崇人・早坂早紀・伊藤麻美・若林知恵子・ 
戸渡敏之

関東労災病院　中央リハビリテーション部
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【目的】
Balance Evaluation Systems Test（BESTest）は、生体力

学的制限（BC）、安定限界/垂直性（SLV）、予測的姿勢制御
（APA）、姿勢反応（PR）、感覚適応（SO）、歩行安定性（SG）
の6つのシステムからなるバランス評価指標である。本研究
の目的は、延髄梗塞の一症例に対し、BESTestを用いた多面
的バランス評価の臨床的有用性を検討することである。

【方法】
症例は左延髄梗塞発症後4週目に当院へ転院となった71歳

男性である。転院時梗塞巣と同側（左）に上下肢、体幹の軽
度失調症状、顔面の温痛覚鈍麻、対側（右）に上下肢、体幹
の温痛覚鈍麻を認め、著明な随意性の低下、高次脳機能障害、
めまいなどは認めなかった。座位以上の姿勢にて重心の左方
偏倚がみられ、立位及び歩行は介助であった。BESTestは転
院後4週目から評価し、病棟内歩行自立度と比較した。なお、
対象者には本研究の趣旨を説明し、書面にて同意を得た。

【結果】
BESTestは転院後4週目にBC：60％、SLV：95％、APA：

22％、PR：28％、SO：13％、SG：24％、合計42％で病棟内
移動は車椅子にて自立し、歩行は非実施であった。PRに着
目し、座位及び立位で立ち直り反応を促通した。9週目に
PR：72％、合計65％と改善したが、APA：44％、SO：47％、
SG：57％であり、四輪型歩行車にて自室内歩行自立、病棟
内監視レベルであった。APA、SOに着目し、段差昇降やフ
ォームラバー上で感覚条件を変化させた立位練習を行った。
14週目ではBC：80％、SLV：100％、APA：56％、PR：89％、
SO：67％、SG：71％、合計78％に改善し、自室内独歩自立、
自室と食堂間の歩行はシルバーカーにて自立し、歩行自立度
が改善した。

【考察】
BESTestを用いた介入プログラムの立案は、歩行自立度の

改善もみられ効果的であった。また、BESTestを用いること
で経過の把握と効果判定が容易となり、介入プログラムの修
正に有効であった。

key words バランス・BESTest・延髄梗塞

延髄梗塞の一症例に対する多面的バランス評価の臨
床的有用性の検討

長谷川智1,2）・幸地大州1）・渡辺真樹1）・臼田　滋2）

1）公立七日市病院 
2）群馬大学大学院保健学研究科
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【目的】
感覚障害を主因とする歩行障害に対して，装具療法を行っ

たという報告は少ない．今回，脊髄硬膜動静脈瘻（以下AVF）
により両下肢の重度感覚障害で歩行障害を来した症例に対
し，膝蓋腱部を圧迫する膝蓋腱パットを装着した短下肢装具

（以下P-AFO）を使用したところ自立歩行を獲得した．この
装具を用いた歩行訓練効果について歩行分析をABABデザイ
ンで行ったので報告する．尚，症例には本研究の趣旨を説明
し書面にて同意署名を得た．

【症例】
60歳代男性．AVFの診断後，4病日目に当院回復期リハビ

リテーション病棟へ入棟した．両側L4以下の深部覚重度鈍
麻，表在覚は中等度鈍麻であった．運動障害に関しては，軽
度の筋力低下が認められたが，痙縮はなかった．入院中に
P-AFOの使用を開始した．121病日目で右ロフストランド杖
と左に金属支柱付短下肢装具（以下AFO）を使用し自宅退
院となった．継続して外来リハビリを1年間実施した．その
間にAFOでの歩行が不安定になることがあったが，P-AFO
を一定期間使用することでAFO使用時の歩行が改善した．

【方法】
ABABデザインで検討した．AFO使用（以下水準A）と

P-AFO使用（以下導入B）の期間を各2週とした．各期間の
最後にAFOの快適10m歩行速度計測，3次元トレッドミル歩
行分析（大武・ルート工業製低床型デュアルトレッドミル，
KISSEI COMTEC社製Kinema Tracer）を行った．

【結果】
水準Aと導入Bとで快適10m歩行速度には有意差はなかっ

た．歩行分析で多数歩の歩行周期における左膝関節角度の標
準偏差で，導入Bではばらつきが小さく，ほぼ全周期で安定
した．また，左下肢立脚時間が延長した．

【考察】
重度感覚障害による慢性期歩行障害例に対しP-AFO使用

の効果を検討した．P-AFOの使用後は関節運動が安定し，
立脚時間が長くなったと考えられた．これはP-AFOの使用
がAFO使用時の歩行に般化したと推察した．

key words 感覚障害・AFO・歩行分析

脊髄硬膜動静脈瘻により重度感覚障害を呈した症例
に対するPTBパット付短下肢装具の効果について

野口　慧1）・馬場　尊2）・中村智之2）・織田幸男3）・ 
嶋本麻里3）・渡邉篤優3）・星　拓弥3）

1）足利赤十字病院　リハビリテーション技術課 
2）足利赤十字病院　リハビリテーション科 
3）東名ブレース株式会社
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【背景】
ALS患者に対する呼吸理学療法は呼気介助を中心とした

胸郭モビライゼーションが主流である。しかしながら呼吸障
害の進行や球麻痺の出現、人工呼吸器装着により呼吸理学療
法の有用性を示すことは困難である。

【目的】
本研究の目的はALS患者に対する新しい呼吸理学療法とし

て、最大強制吸気量（Maximum insufflation capacity: MIC）
及び肺強制吸気量（Lung Insufflation Capacity: LIC） Train-
ingについて報告することである。

【対象】
発症初期よりMIC tariningを実施、呼吸障害が進行し非侵

襲的人工呼吸器（NPPV）装着、その後、気管切開・人工呼
吸器（TPPV）装着直後に無気肺を呈したALS症例。

【方法】
強制吸気トレーニングとは、従来の胸郭介助やストレッチ

等、胸郭の外側からのアプローチではなく、筋ジストロフィ
ー等では既に確立している方法である。今回、発症初期から
MIC trainingを実施、気管切開後に無気肺を呈した1例につ
いてLIC trainingを実施した。経時的な評価として、ALS-
FRS-R、肺活量、MIC、LICの値を測定、また自覚評価（PRO）、
画像評価を実施した。本研究は当院倫理調査委員会の承認を
得ており、本人からの承諾を得ている。

【結果】
ALSの進行によりALSFRS-Rの低下及び呼吸障害の進行に

よりVC4000mlから500mlに低下したがMICは発症初期と変
わらず4000ml以上を保持していた。気管切開後の無気肺に
対してもLICを実施したことで無気肺は改善、肺の柔軟性を
数値で評価可能であり、MICやLICにtrainingに対するPRO
は極めて高かった。

【考察】
我々が提唱するALS患者の新しい呼吸理学療法とは、呼吸

筋障害が軽度の時期からMIC Trainingから始まる。症状が
進行し、気管切開、人工呼吸器を装着したとしてもLIC 
trainingに移行することで肺の柔軟性の評価及びトレーニン
グが一体となるためALS患者にとっても目標が明確となり、
呼吸理学療法への満足度は高いものであった。

key words 最大強制吸気量（Maximum insufflation 
capacity: MIC）・肺強制吸気量（Lung 
Insufflation Capacity: LIC） ・強制吸気トレ
ーニング

ALS患者におけるバックバルブマスクを用いた強制
吸気トレーニングーMICからLIC─

寄本恵輔・小川順一・有明陽祐・立石貴之・丸山昭彦・
前野　崇・小林庸子

国立精神・神経医療研究センター
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【目的】
脳卒中片麻痺症例に対する麻痺側への積極的な荷重練習は

荷重の非対称性を改善するとされ，臨床で広く用いられてい
る．今回麻痺側への荷重が困難であった慢性期脳卒中片麻痺
症例に対し麻痺側片脚立位保持練習を行う事で姿勢制御にど
のような影響を与えるか検証した．

【対象】
脳卒中左片麻痺症例1例．発症後15ヶ月経過．Br-Stage上

肢2・手指2・下肢4．表在・深部覚共に中等度鈍麻．また全
般性注意障害，軽度左半側空間無視を認める．尚，本研究の
実施に際し対象者と家族に主旨を説明し同意を得た.

【方法】
Alternating treatment designを適用．安静座位後の計測

をコントロール条件（条件A）とし，片脚立位保持練習後の
計測を介入条件（条件B）として，ランダムな順序にて計6
セッション実施．機器はプレート式下肢荷重計Twin Gravi-
corder GP-6000（アニマ社製）を用い，サンプリング周波
数100Hzにて30秒間の開眼静止立位にて計測した．アウトカ
ムは麻痺側荷重率，左右総合及び左右各々の単位軌跡長と実
効値とした．解析はSPSS（ver.17.0）を使用し各アウトカム
に対しWilcoxonの符号付順位検定を行った（有意水準5％）．

【結果】
麻痺側荷重率は条件Bにて有意に高値であり足圧中心は正

中に近づいた．また麻痺側の単位軌跡長が条件Bにて有意に
低値であった．その他のパラメータは有意差を認めなかっ
た．

【考察】
麻痺側片脚立位保持練習は本症例においても荷重の非対称

性の改善に寄与する事が示された．また非麻痺側の動揺速度
は増大しなかった事から，非麻痺側の過剰努力を伴わずに重
心を正中に近づける事が出来たと言える．一方で麻痺側の動
揺速度のみが減少した事は姿勢制御の為の活動量の非対称性
が増大した事を意味し，麻痺側下肢は固定的に支持する戦略
を用いるようになった可能性がある．よって，麻痺側の活動
を伴う姿勢制御の獲得の為には荷重練習単独でなく，動的バ
ランス練習の必要性が示唆された．

key words 片麻痺・片脚立位保持練習・重心動揺

慢性期脳卒中片麻痺症例に対する麻痺側片脚立位保
持練習の即時効果 
─シングルケースデザインによる検討─

雨宮耕平1）・宮本真明1）・長谷公隆2）・斎藤祐美子3）・
梅木千鶴子3）

1）介護老人保健施設青葉の郷　機能訓練室 
2）関西医科大学付属枚方病院リハビリテーション科 
3）渕野辺総合病院　リハビリテーション室
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【目的】
2012年4月の診療報酬改定により回復期リハビリテーショ

ン病棟（以下，回復期病棟）で人工透析が出来高算定可能と
なった．当院は100床の回復期病棟と棟続きで60床の透析セ
ンターを有する総合病院である．今回の診療報酬改定を受
け，回復期病棟での透析患者のリハビリテーションを実施し
たため，報告する．

【方法】
2012年4月から現在までに当院回復期病棟を入退院した人

工透析患者の疾患名，年齢，性別，透析歴，急性期入院期間，
回復期入院期間，一日平均単位数，透析実施時間，退院先，
入退棟時FIM，FIM利得，FIM効率について検討した．本研
究は当院倫理委員会において承認を受け行った．

【結果】
対象者の疾患は脳血管疾患5例，運動器疾患2例，廃用症候

群3例の10例である．平均年齢は72.4±11.3，性別は男性7名，
女性3名，透析歴は21.1±31.0月，急性期入院期間は29.9±
24.6，回復期入院期間は96.0±49.2，一日平均単位数は急性
期で2.1±1.3，回復期で6.0±1.0，透析実施時間は9例が午前
透析から午後透析，夜間透析への段階的変更を実施．そのう
ち1例はせん妄により夜間透析から午後透析へ変更すること
となった．残り1例は本人の希望により午前透析のままとし
た． 退 院 先 は9例 が 在 宅，1例 が 老 人 保 健 施 設， 入 棟 時
FIM55.5±26.9，退棟時FIM81.9±31.1，FIM利得26.4±16.9，
FIM効率0.32±0.26である．

【考察】
全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会のよる調査

報告書（平成24年度）によると全国平均入棟期間72.8日，
FIM利得15.8，FIM効率0.27であることから考えても，当院
回復期病棟における透析患者のoutcomeは一定の効果を示し
ていることが示唆される．

【まとめ】
当院回復期病棟における透析患者のリハビリテーション動

向について報告した．維持透析を実施しながらも機能・能力
向上が得られる例は多く存在するため，今後も回復期病棟で
の維持透析患者のリハビリテーションの必要性は高いと考え
られる．

key words 人工透析・回復期リハビリテーション病棟・
outcome

当院回復期リハビリテーション病棟における人工透
析患者のリハビリテーション実績

片寄純一・中垣　亮・尾名高裕生・清水康裕・ 
加藤譲司

輝山会記念病院　総合リハビリテーションセンター
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【はじめに】
ベッド上臥床を余儀なくされている患者にとって、ギャッ

ジアップ座位は離床を進めるために行われる。しかしこの過
程で生じる摩擦や体圧の上昇は褥瘡発生の危険を大きくする
だけでなく、呼吸機能へ影響を与えていることが報告されて
いる。臨床では「背抜き」を行うことで背部の圧迫やずれが
開放され、呼吸機能が改善したとの報告がある。そこで呼吸
機能に影響を及ぼすと思われる胸郭拡張差について、「背抜
き」の有無に対して比較・検討を行なったので報告する。

【方法】
対象は同意を得た健常な男性10名。調査環境は介護ベッ

ド・マットレス（フランスベッド社）と通常のシーツを設置
する。被験者はTシャツとスラックスを着用してもらった。
測定手順は被験者の大転子とベッド屈曲軸を一致させ背臥位
になって頂く。脚上げ20ﾟ後、ギャッジアップ70ﾟを行なった。
ギャッジアップ座位で背抜き前後の胸郭拡張差、呼吸数、酸
素飽和度、体圧（肩甲骨部）を測定した。胸郭拡張差は腋窩、
剣状突起、第10肋骨の高さでテープメジャーを用いて計測し
た。背抜き前後の測定結果には対応のあるt検定を実施し比
較した。

【結果】
背抜き後の胸郭拡張差・呼吸数・体圧は、背抜き前に比べ

有意に改善がみられた。各平均値の差（背抜き後－背抜き前）
は胸郭拡張差で腋窩0.59cm、剣状突起0.52cm、第10肋骨
0.36cm、呼吸数－6.3回/分、体圧－22.5mmHgとなり有意差
がみられた。酸素飽和度では有意差はみられなかった。

【考察】
背抜きを行い、体幹背面が除庄され胸郭可動域改善された

と考える。体幹背面が圧迫された状態では胸郭可動性や一回
換気量が低下するが、呼吸数を増やし分時換気量を維持して
いたと思われる。これは余計なエネルギー消費や誤嚥にも繋
がり効率的な座位姿勢とは言えない。ギャッジアップ座位は
褥瘡だけでなく呼吸機能や嚥下機能にも影響するため、臨床
での「背抜き」は重要であると示唆される。

key words ギャッジアップ・背抜き・胸郭可動域

ギャッジアップ座位時、背抜きが与える胸郭運動へ
の影響

岡根雄太

佐々総合病院
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【目的】
介護予防における二次予防対象者において、運動介入によ

る運動機能・生活機能に対する改善効果及び糖尿病の有無に
よる効果の相違を検討した。

【方法】
対象者は韮崎市の通所型介護予防教室に参加した二次予防

高齢者86名（男性33名女性53名、平均年齢78.3±5.1歳）とし
た。運動介入は4ヶ月間週2回の頻度で60分とした。内容は集
団体操、筋力・関節可動域・バランス・耐久性向上練習など
理学療法士による個別指導を実施。介入前後の評価として、
身体計測、運動機能評価（握力・5m歩行時間・開眼片脚立
位時間・Timed Up and Go Test（以下TUG））、生活機能評
価として公益社団法人日本理学療法士協会のE-SASを使用
した。得られた結果を糖尿病または糖尿病型・境界型の診断
のある群（以下糖尿病群）とそれ以外正常群に分け、介入前
後の効果に差があるのかを対応のあるt検定・群間の比較をt
検定を用いて検討した。参加者には事前に教室の内容の説明
と同意を得ており、データの利用に際しては個人情報の保護
を遵守した。

【結果】
対象者の内訳は正常群79.1％、糖尿病群20.9％であった。

運動介入前後の比較では、正常群で片脚立位・TUG・ころ
ばない自信（E-SAS）に有意な差（p＜0.01）が認められた。
糖尿病群では最大歩行に有意な差（p＜0.01）が認められた。
群間比較では介入前後ともに片脚立位に有意な差（p＜0.01）
が認められた。

【考察】
介護予防事業の実施により二次予防対象者の改善効果が確

認され、運動指導の必要性が多く報告されている。今回も報
告と同様の改善が認められたが、片脚立位時間の改善率は、
正常群140.8％に対し糖尿病群は100.8％と改善していない結
果となった。これは糖尿病末梢神経障害からくる感覚鈍麻や
足趾関節の可動域制限の影響が考えられる。片脚立位時間は
重要な転倒関連因子であり、糖尿病に罹患した高齢者に対し
て、正常群とは異なるプログラムの必要性が示唆された。

key words 糖尿病・二次予防対象者・片脚立位時間

二次予防対象者における介護予防教室の効果と糖尿
病の影響

藤田理恵1,2）・長田美和3）・森下元賀2）

1）医療法人八香会　湯村温泉病院　リハビリテーション部 
2）吉備国際大学大学院（通信制）保健科学研究科 
3）韮崎市保健福祉センター
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【はじめに】
今回，慢性呼吸不全の急性増悪にて長期人工呼吸器の装着

が予想された患者に対し，早期離脱を目指して搬送用人工呼
吸器を用いた歩行練習を行い，人工呼吸器の離脱及び基本動
作能力の向上を認めた2症例を経験したので報告する．なお，
本発表に際し対象者に臨床データの使用に関して説明し，口
頭にて同意を得た．

【症例紹介と理学療法経過】
症例1：60歳代，男性．既往：肺気腫．診断名：COPDの

急性増悪．脳梗塞の合併．第1病日NPPV管理．第2病日呼吸
状態の悪化を認め，同日挿管・人工呼吸器管理．第5病日理
学療法（PT）開始，第7病日気管切開施行，第8病日離床開始．
第11病日緑膿菌を感染源とする発熱をきたした．解熱後，第
21病日から起立・足踏み練習を開始．第28病日搬送用人工呼
吸器装着下にて歩行練習を開始（oxylog3000，BIPAP/ASB
モード）．歩行車歩行にて接触介助，耐久性50m．並行して
第29病日から自発呼吸トライアル（spontaneous breathing 
trial :SBT）が進められた．第47病日夜間のみ人工呼吸器管
理．第53病日人工呼吸器完全離脱．第57病日鼻カニューラ
3Lにて他院転院．歩行車歩行監視，耐久性400m．

症例2：50歳代，女性．既往：肺結核後遺症．診断名：慢
性呼吸不全の急性増悪．第1病日人工呼吸器管理．第7病日気
管切開施行，第8病日PT開始し離床を進めた．第14病日から
起立・足踏み練習を開始．第28病日搬送用人工呼吸器装着下
にて歩行練習開始（Triology O2，SIMV-PCモード）．独歩
軽介助，耐久性60m．第36病日からSBTが進められ，第38病
日人工呼吸器離脱．第46病日room airにて他院転院．独歩自
立，耐久性150m．

【考察とまとめ】
2症例共に人工呼吸器装着期間が遷延したが，搬送用人工

呼吸器を用いることで呼吸筋疲労を最小限に抑えた歩行練習
を実施できた．これにより換気能の改善を図ることができ，
また下肢及び体幹の骨格筋強化により，人工呼吸器の離脱と
実用歩行が可能となったと考える．

key words 慢性呼吸不全・搬送用人工呼吸器・歩行練習

慢性呼吸不全の急性増悪患者に対する理学療法経過の報
告─搬送用人工呼吸器を用いて歩行練習を行った経験─
播本真美子1）・古田島太2）・秦　和文1）・細谷学史1）・
門叶由美1）・高木敏之1）・大内道晴3）・新山和也3）・ 
杉本直樹3）・肥田野貴史3）・根本　学2）・高橋秀寿4）・
牧田　茂4）

1）埼玉医科大学国際医療センター　リハビリテーションセンター 
2）埼玉医科大学国際医療センター　救命救急科 
3）埼玉医科大学国際医療センター　救命救急センター ICU 
4）埼玉医科大学国際医療センター　リハビリテーション科
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【はじめに】
当院急性期病棟では1年365日のリハビリテーションを実施

している。今回、廃用症候群に対するリハビリテーション（以
下リハ）介入量と日常生活動作改善効率との関連性を、リハ
効果に関連すると思われる意欲に着目して検証した。

【方法】
平成24年6月から平成25年2月に当院急性期病棟において廃

用症候群に対してリハを実施し、退院した368名のうち、死
亡退院や緩和ケア病棟、リハ介入が5日未満または1単位／日
未満、データ不備のケースを除外した235名を対象とした。
Outcomeはリハ介入期間で変化したFunctional Indepen-
dence Measure（以下FIM）をリハ介入期間で除したFIM改
善効率とした。入院時Vitality Indexが0～4点をA群、5～8
点をB群、9～10点をC群とした。各群において従属変数を
FIM改善効率、独立変数を年齢、リハ開始時FIM、入院から
リハ処方までの日数、理学療法と作業療法の1日の平均単位
数（以下単位数）として重回帰分析（ステップワイズ）を行
った。有意水準は5％とした。なお、個人情報の取り扱いは
ヘルシンキ宣言に従い、また連結可能匿名化した。

【結果】
A群66名、B群68名、C群101名であった。各変数の平均は

A／B／C群の順にFIM効率0.5／1.2／1.4、年齢82.4／78.5／
73.6歳、リハ処方までの日数12.0／7.8／7.7日、リハ開始時
FIM26.1／54.4／89.8点、単位数2.5／2.7／2.2単位であった。
重回帰分析の結果、A群はリハ開始時FIM（β=0.43）と単位
数（β=0.26）、B群は年齢（β=-0.49）、C群はリハ開始時FIM

（β=-0.52）と年齢（β=-039）が独立変数として採択された。
決定係数はA群0.29、B群0.24、C群0.42であった。

【考察】
リハ介入を増やすことでより早い日常生活動作の改善が見

込めるのは、意欲の低い対象者であることが示唆された。意
欲が低いからこそ介入を多く必要とし、一定の効果があると
考えられる。リハの費用対効果が見込める対象者に関して更
なる検証が必要である。

key words 廃用症候群・費用対効果・意欲

廃用症候群に対するリハビリテーションの費用対効
果と意欲との関連性について

篠原智行1）・関香那子1）・冨樫満希子2）・土田奈生子1）

1）日高病院　急性期リハビリ室 
2）日高リハビリテーション病院
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【目的】
近年Diagnosis Procedure Combinationの導入で急性期病

棟の在院日数は短縮、早期からのリハビリテーション（以下
リハ）開始が推奨されている。しかし、それら廃用症候群患
者のリハについての報告はまだ少ない。今回は、当院急性期
病棟における廃用症候群リハ施行患者の在院日数に影響を与
える因子について検討した。

【方法】
対象は平成24年5月～翌年1月31日までに廃用症候群でリハ

を施行した326名中、緩和ケア科での入院、死亡退院、状態
悪化による転院、心筋梗塞後等プロトコールに則ってリハが
施行される患者、データ不備のあったものを除く222名（平
均年齢79.7歳）で、在院日数、リハ開始までの期間、1日当
たりの施行単位数、開始時と終了時のFunctional Indepen-
dence Measure（以下FIM）とVitality Index（以下VI）、佐
鹿ら（2009）の廃用リスク因子「認知症による要介護状態」
を調査した。統計処理は在院日数を従属変数とし、その他を
独立変数に投入した重回帰分析（ステップワイズ法）を行い、
在院日数に影響を与える因子について検討した。本研究はヘ
ルシンキ条約に則り、臨床研究に関する倫理指針を遵守し
た。また、個人が特定できる情報は削除し、個人の同定を不
可能とした。

【結果】
在院日数31.9±23.6日、リハ開始までの期間7.7±9.8日、施

行単位数3.0±1.5単位/日、開始時FIM63.1±33.5点、終了時
FIM75.4±37.3点、開始時VI中央値7.0、終了時VI中央値8.5、
認知症による要介護度状態中央値 1.0であった。重回帰分析
の結果、採択された変数はリハ開始までの期間（β=0.459）、
開始時VI（β=-0.281）であった（R2=0.29、p＜0.01）。

【考察】
在院日数短縮には、リハ開始までの期間と開始時VIが関

与し、認知機能は影響が少ない結果となった。リハ開始まで
の期間が短く、意欲が高いほど、臥床による身体機能低下を
防ぐことができ、在院日数の短縮に繋がったと考えられた。

key words 廃用症候群・急性期病棟・在院日数

当院急性期病棟における廃用症候群リハビリ施行患
者の在院日数に影響を与える因子の検討

関香那子1）・冨樫満希子2）・一場香苗1）・工藤あゆみ1）・
谷藤　翼1）

1）医療法人社団日高会　日高病院　急性期リハビリ室 
2）医療法人社団日高会　日高リハビリテーション病院　リハ
ビリテーションセンター
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【目的】
本研究では，維持期脳卒中片麻痺者における障害者支援施

設入所中のリハビリテーションが退所時の歩行機能に及ぼす
効果を検討することを目的とした．

【方法】
障害者支援施設に入所した維持期脳卒中片麻痺者で，入所

時に歩行可能で短下肢装具を使用していた15人（年齢47.1±
8.1歳，左/右片麻痺7/8人，Brunnstrom stage下肢3/4：11/4
人，発症から入所までの期間426.5±196.2日，実用的歩行能
力分類practical ambulatory scale（PAS）2：6人，3以上：9
人）を対象に，入所中の主なPT介入として，関節可動域運動，
筋力増強運動，持久性運動，基本動作練習，歩行練習を実施
した．施設入所時および退所時において，10m歩行時間，
timed up and go test（TUG），PAS（歩行不能0～公共交通
機関自立6の7段階）を評価した．本研究はヘルシンキ宣言に
基づいて概要を対象者に説明し同意を得て実施した．

【結果】
入所から退所までの期間は304.5±72.3日であり，入所中の

リハビリテーションはPTとOT（作業活動）を基本に各2時間，
各々週4回実施した．また入所時の10m歩行時間35.4±27.2秒，
TUG38.0±30.0秒，PAS2.7±0.7に比べて，退所時の10m歩行
時間26.3±17.2秒，TUG30.2±19.8秒，PAS4.1±1.3ではいず
れも有意な向上が認められた．また入所時PAS2（屋内平地
歩行監視）の6人は，入所時PAS3（屋内平地歩行自立）以上
の9人に比べて，入所中に短下肢装具を変更・再作製した人
の割合が有意に多く，6人中5人が退所時PAS3となった．

【考察】
維持期の脳卒中片麻痺者において，障害者支援施設入所中

のリハビリテーションを実施することによって，歩行パフォ
ーマンスおよび歩行自立度を向上できる可能性があると考え
られた．特に維持期脳卒中片麻痺者では，入所前に作製され
た短下肢装具が不適合になっている場合があり，その障害特
性に応じた短下肢装具を再検討することが歩行機能向上を図
るための重要な要因になると推察された．

key words 維持期脳卒中・障害者支援施設・歩行機能

障害者支援施設に入所した維持期脳卒中片麻痺者の
歩行機能に対するリハビリテーション効果とその関
連因子

妹尾浩一1）・橋立博幸2）

1）東京都練馬障害者支援ホーム　自立訓練係 
2）杏林大学　保健学部　理学療法学科
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【目的】
Dual Task（DT）歩行は、理学療法の分野で評価や介入

として広く用いられているが、バランス能力との関係につい
て検討した報告は少ない。そこで、今回はBalance Evalua-
tion Systems Test（BESTest）を用いてDT歩行に関わるバ
ランス制御システムを検討することを目的とした。

【方法】
対象は、入院中に歩行が監視または自立であった89名（年

齢70.2±12.4歳）とし、内訳は脳血管障害34名、骨折41名、
脊髄損傷8名、その他6名だった。測定項目はTimed Up and 
Go test（TUG）、Dual Task TUG（D-TUG）、BESTestとし、
DTには認知課題（serial -3）を用いた。D-TUGは、正常群
と低下群に群分けし、正常群は逆算の正確さ、歩行速度に変
化がない者とし、それ以外を低下群とした。統計解析は、従
属変数をD-TUGの各群、独立変数をBESTestセクション1～
5としてロジスティック回帰分析を行い、有意水準は5％とし
た。なお、本研究は倫理審査委員会の承認を得た上で、対象
者に同意署名を得た。

【結果】
各評価の平均値はD-TUG正常群でTUG9.1秒、D-TUG9.1

秒、BESTest1：85.5％、2：89.2％、3：85.4％、4：83.8％、5：
91.5％であり、低下群はTUG13.1秒、D-TUG19.5秒、BEST-
est1：72.4％、2：82.7％、3：68.2％、4：70.2％、5：87.4％
であった。尤度比変数増加法によるロジスティック回帰分析
の結果、セクション3（Odds比1.075、95％信頼区間1.025-
1.128）が抽出され、判別的中率は87.6％であった。

【考察】
本結果より、抽出された「予測的姿勢制御」はつま先立ち、

片脚立ちや段差ステップなど支持基底面を狭くした中でバラ
ンスを保持する課題で構成されており、DT歩行には予測的
に立位姿勢を制御する能力が関係している可能性が示唆され
た。そのため、歩行という無意識的な課題に認知や注意など
の負荷をかけるDT歩行には、意識的にバランスを制御する
能力関わっていると思われ、これは、理学療法介入の一助に
なると考えられる。

key words Dual Task・TUG・BESTest

Dual Task歩行に関わるバランス能力とは？ 
─Balance Evaluation Systems Test（BEST-
est）を用いた検討─

宮田一弘1）・小林正和2）・小泉雅樹3）・岩井優香2）・ 
篠原智行2）

1）日高病院　回復期リハビリ室 
2）日高病院　急性期リハビリ室 
3）平成日高クリニックケアセンター
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【目的】
変形性膝関節症（以下膝OA）患者の適切な体重管理・維

持は長期的に良好な結果を導くとされる．一般的に課題認識
が高ければパフォーマンスが高く低ければパフォーマンスが
低い傾向にあるとされ，膝OA患者もこの傾向にあると推測
する．本研究は膝OA患者の体重に対する課題認識と血液生
化学データとの関連性について報告する．

【対象と方法】
対象は膝OAと診断された患者40名（男性7名，女性33名）

平均年齢73.7歳である．対象者にはヘルシンキ宣言に則り趣
旨を十分に説明し同意を得た．基礎調査として年齢，性別，
身長，体重，BMI，基礎疾患．栄養機能としてRBC，WBC，
HB，TP，Alb，ヘマクトリット，HDLコレステロール，LDL
コレステロール，中性脂肪，BUN，CRPを診療録より調査．
課題認識に対しては，調査シートを作成し実施．BMI18.5～
25未満（以下標準）と25以上（以下過体重）の2群に分類し
血液生化学データと課題認識調査シートにて比較検討した．
統計処理は，血液生化学データをMann－Whitney検定，課
題認識調査シートはχ2検定にて有意水準5％にて行った．

【結果】
標準群と過体重群において，血液生化学データではHDL

コレステロールの1項目のみに有意差が認められた．（P＜
0.05）課題認識調査では「現在の体重は適正である」「ここ1
年間で体重が増加した」の2項目に有意差が認められた．（P
＜0.05）

【考察】
血液生化学データでHDLコレステロールのみに有意差が

認めれた結果について，中年期以降に発症率の高い膝OA患
者は，内分泌機能低下や内部疾患の罹患が影響すると考え
る．また標準，過体重群共に体重課題に対して高い問題意識
を持っているが，過体重群では自己の体重に対する認識が低
く，1年間での体重は増加傾向にあった．今後は膝OA患者
の体重課題に対する認識と行動変容の特徴を抽出していきた
い．

key words 変形性膝関節症・体重・血液生化学データ

変形性膝関節症患者の体重課題に対する認識調査の
試み

竹沢友康

宇都宮記念病院　リハビリテーション科 
Welfare and Health Laboratory
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【はじめに】
脳血管障害患者（以下：CVA患者）の歩行自立を考える

うえで、高次脳機能障害の有無（以下：有群・無群）が問題
となることは多く、有群は自立後も方向変換時などにふらつ
く場面がある。そこで今回、歩行が自立しているCVA患者
を高次脳機能障害が有群・無群に分け、10m歩行spped（以下：
10m gait）、Berg balance scale short form （以下：BBSsf）
に差があるか検証したので報告する。尚、本研究は当院倫理
委員会の承認を得ている。

【方法】
対象：当院入院中のCVA患者で歩行自立者 34名　有群 24

名　無群 10名　平均年齢：68.4±13.19歳　統計的手法：SPSS 
ver.21を用いて、10m gait、BBSsf及び各項目をMann-Whit-
ney U検定（p＜0.05）で比較

【結果】
高次脳機能障害の有無で10m gaitには有意差が無く（p= 

0.76）、BBSsfの総点数において、両群に有意差を認めた（p= 
0.017）。BBSsfの細項目では、振り返りと拾い上げの項目で、
有群が有意に低かった。

【考察】
今回、歩行が自立している有群・無群において、10m gait、

BBSsfの差について検証した結果、10m gaitに有意な差はな
く、BBSsfは有群の点数が有意に低かった。当院では歩行を
自立にする際、見守り歩行を一定期間行ない、自立に移行す
ることが多い。しかし、有群ではスタッフコールを押すこと
などの理解が乏しく、病棟ナースと相談し、早期自立に移行
することも多い。そのため、BBSsfの点数が無群に比較して
低い状態で歩行が自立になったと考える。一方でBBSsfが低
い有群でも自立していることから、無群の自立を早めること
の検討も必要と思われる。さらに、10m gaitや前方リーチな
どの、矢状面上の運動で差はないが、振り返りなどの回旋運
動要素があるものに差がみられた。これは、有群で水平面上
での動作に問題があり、詳細な分析が必要な項目と考えられ
た。

【結論】
BBSsfは有群で有意に低く、特に水平面上での動作に課題

があると考えられた。

key words 高次脳機能障害・歩行自立・BBSsf 

歩行自立群の高次脳機能障害の有無による差の比較　
～バランススケールを用いて～

竹田陽介・中島直人

医療法人社団　和風会　所沢リハビリテーション病院　リハ
ビリテーション科
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【目的】
運動失調者や高齢者において両側の足部重錘負荷が歩行に

及ぼす影響について検討されているが，足部重錘負荷歩行時
の歩行安定性に関する検討は十分になされていない．本研究
では，健康な若年者における足部重錘負荷歩行が歩行変動に
及ぼす影響について検証することを目的とした．

【方法】
対象は健康な若年男性9人（平均年齢21歳）であり，研究

実施前に，ヘルシンキ宣言に基づいて本研究の目的と方法を
書面および口頭にて説明し同意を得た．足部重錘なし歩行，
足部重錘負荷歩行（両側1kg，2kg，3kg）の4条件にて16m
の歩行路における通常速度歩行を実施し，前後3mの予備路
を除く10mの歩行区間における歩行速度および歩数を測定し
た．また，歩行中の踵接地を同定するために右足部にフット
スイッチを取り付け，10m区間内の最初の踵接地から連続す
る右下肢5歩の各歩行周期時間を測定し，5歩行周期時間の平
均値と標準偏差から変動係数（CV）を算出した．

【結果】
各条件の測定指標について一元配置分散分析と多重比較検

定にて比較した結果，3kg足部重錘負荷歩行のCV2.4±1.0％
は，重錘なし歩行1.4±0.2％，1kg足部重錘負荷歩行1.4±0.5
％，2kg足部重錘負荷歩行1.3±0.4％に比べて，有意に高い値
を示した．重錘なし歩行，1kgまたは2kgの足部重錘負荷歩
行の条件間ではCVの値に有意差は認められなかった．また，
10m歩行速度および10m歩数に各条件間の有意差は認められ
なかった．

【考察】
歩行中の歩幅，重複歩距離，歩行時間の周期的な歩行変動

は歩行中のバランス調整および歩行パターンの一貫性を反映
し，どの程度一定のリズムで歩行できているかという観点に
基づく歩行の安定性を示すと考えられている．本研究では，
3kgの足部重錘を負荷することで歩行周期変動が高まったこ
とから，足部重錘負荷が歩行中の外乱負荷となり，負荷状態
で安定的に通常速度歩行を実施するための運動制御が行われ
ていたものと推察された．

key words 足部重錘負荷・歩行周期変動・歩行安定性

健康な若年者における足部重錘負荷が歩行周期の変
動に及ぼす影響

橋立博幸1）・大西未紗2）・川上大地3）・阿部正博4）・ 
藤澤祐基1）・中野尚子1）・潮見泰藏1）

1）杏林大学　保健学部　理学療法学科 
2）国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 
3）特定医療法人社団昭愛会水野記念病院 
4）医療法人社団三秀会青梅三慶病院
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【目的】
立位回転動作は，移乗動作など臨床場面で頻繁に用いる評

価であるが，基礎的研究がほとんど行われていない．我々は
昨年の学会で高齢者の立位回転速度は筋力，バランス，移動
能力に関連する指標であり，特に移動能力に影響する要因で
あることを報告した．そこで本研究では立位回転速度と転倒
との関係を検討することを目的とした．

【方法】
対象は60歳以上の地域在住中高年者110人（平均年齢72.5

±6.6歳）とした．本研究では対象者全員に対し研究の趣旨
を説明し，書面にて同意を得た．さらに埼玉医科大学保健医
療学部倫理委員会の承認を得て実施した。立位回転速度は立
位で360度回転する課題とした．対象者にはできるだけ早く
回転するように指示し，測定を左右1回ずつ行い，最大値を
採用した．また過去一年間の転倒の有無を問診により聴取し
た．その他のバランス能力は片脚立ち時間，FRT，TUGT
を測定した．解析は対象者を転倒群と非転倒群に分け，両群
間でバランス能力の比較を行った．その後転倒を従属変数，
t検定において有意差のみられた項目を独立変数とした多重
ロジスティック回帰分析を行い，抽出された要因については
ROC曲線を用い，転倒を予測するためのカットオフ値を求
めた．

【結果】
転倒群と非転倒群との比較では年齢，立位回転速度，片脚

立ち時間，TUGTに有意差がみられた．多重ロジスティック
回帰分析の結果，転倒に関わる要因として選択された要因は
立位回転速度だけであり，オッズ比は2.02（95％信頼区間
1.13-3.62）であった．転倒を予測するための立位回転速度の
カットオフ値は2.06秒（感度55％，特異度62％）であり，曲
線下面積は0.65であった．

【結論】
本研究の結果，立位回転速度は高齢者の転倒に関わる要因

であり，運動機能評価として有用な指標であることが示され
た．さらに転倒を予測するためのカットオフ値は約2.0秒で
あった．

key words 立位回転速度・転倒・高齢者

地域在住中高年者における立位回転（360度回転）
速度と転倒との関連

新井智之1,2）・丸谷康平1,2）・加藤剛平3）・細井俊希1,2）・
藤田博曉1,2）

1）埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科 
2）埼玉医科大学大学院医学研究科 
3）相生リハビリテーションクリニック　リハビリテーション科
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【目的】
高齢者の足趾機能は，加齢により低下しバランス機能低下

や転倒に関わることが報告されている。多くの報告は地域高
齢者を対象にしており，入院高齢者を対象とした検討はほと
んどない。そこで，今回は入院高齢者における歩行・バラン
ス能力と足趾機能との関連性を検討することを目的とした。

【方法】
対象は当院へ入院中の患者で，運動能力に著しく影響を及

ぼす中枢系・運動器疾患の現病・既往を有さない，独歩可能
な42名（平均年齢73.6歳±10.1歳，男性22名，女性20名）とし
た。測定項目は歩行・バランス能力の指標として10m最大歩
行速度（以下10MWS），Timed Up and Go test（以下TUGT），
Functional reach test（以下FRT），片脚立位保持時間（以
下OLS）を計測した。下肢粗大筋力の指標を，徒手筋力計を
用いて等尺性膝伸展筋力を計測し，体重で除した値をQとし
た。足趾機能の指標を，端座位で，自作の計測台を用いて，
母趾と第2-4趾を分けて徒手筋力計のパッドを圧迫させ，そ
の値の和を足趾圧迫力（以下F）とした。解析は歩行・バラ
ンス能力の指標とQ，Fをピアソンの相関係数を用いて関連
性を検討した。有意水準は5％以下とした。対象者には本研
究の内容・趣旨を十分に説明し，口頭と書面にて同意を得た。

【結果】
各計測値の平均値は10MWS：8.51±2.85秒，TUGT：9.48

±3.51秒，FRT：32.4±7.09cm，OLS：28.70±30.51秒，Q：
2.85±1.12N/Kg，F：98.09±43.50Nであった。Q，Fと10MSW，
TUGTとは各々中等度の負の相関があり，Q，FとFRT，OLS
とは各々中等度の正の相関があった。

【考察】
本研究は，先行研究を支持する結果が得られた。先行研究

の対象と比較すると，10MWSやTUGTの結果は低値を示し，
本研究の対象の運動能力はやや低く，入院による活動量の減
少などが，上記結果に影響を及ぼしたと考えられる。地域高
齢者に比べ，運動能力の劣る傾向にある入院高齢患者におい
ても，歩行速度やバランス能力に足趾機能が影響しているこ
とが分かった。

key words 入院高齢者・歩行能力・足趾機能

入院高齢者における歩行能力・バランス能力と足趾
機能との関係

南條恵悟1）・長澤　弘2）・中出裕一1）・千葉公太1）・ 
浅野智奈美1）・笠原瑞生1）・長谷川光一1）

1）湘南鎌倉総合病院　リハビリテーション科 
2）神奈川県立保健福祉大学　リハビリテーション学科
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【目的】
2.4mの歩行時間を測定するテスト（2.4m歩行テスト）は，

Guralnikらが開発した高齢者の運動機能テストである．本法
は狭い空間で測定可能であり，訪問リハビリテーションにお
ける活用が期待できる．本研究の目的は，2.4m歩行テスト
の検者内信頼性と検者間信頼性を検討することである．

【方法】
対象者は在宅要介護高齢者とした．検者内信頼性の検討で

は，1名の理学療法士（PT）が30名の対象者（男性15名，女性
15名，平均年齢76.8歳，平均身長154.1cm，平均体重58.1kg）
に対して7～14日間の間隔をあけて2回測定を行った．検者間
信頼性の検討では，2名のPTが10名の対象者（男性4名，女
性6名，平均年齢77.3歳，平均身長157.9cm，平均体重54.8kg）
に対して7～14日間の間隔をあけて1回ずつ測定を行った．測
定は，Guralnikらの方法に準じて対象者の自宅で実施し，快
適歩行と最速歩行の2条件で行った．信頼性の検討には級内
相関係数（ICC）を用いた．統計解析はPASW Statistics 18
を使用し，有意水準は5％未満とした．

【倫理的配慮，説明と同意】
本研究は当事業所の研究倫理委員会の承認を得た．また，

対象者に対して本研究の目的と内容を説明し同意を得た後に
測定を行った．

【結果】
ICCと95％信頼区間（95％CI：下限値-上限値）は以下の

通りであった．検者内信頼性は，快適歩行でICC（1, 1）が
0.89（95％CI：0.79-0.95），最速歩行でICC（1, 1）が0.94（95
％CI：0.87-0.97）であった．検者間信頼性は，快適歩行で
ICC（2, 1）が0.83（95％CI：0.80-0.99），最速歩行でICC（2, 1）
が0.95（95％CI：0.84-0.97）であった．

【考察】
2.4m歩行テストは，在宅高齢者の運動機能テストとして

信頼できるものと考えた．

key words 2.4m歩行・信頼性・訪問リハビリテーショ
ン

在宅要介護高齢者を対象とした2.4m歩行テストの
検者内信頼性，検者間信頼性の検討

森本和宏1）・齋藤崇志1）・新井健司1）・大森祐三子2）・
大森　豊1）

1）訪問看護リハビリテーションネットワーク 
2）訪問看護リハビリテーション麻生
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【はじめに】
当院では自宅退院を目指す患者に新しい取り組みとして早

期の退院前訪問指導を行っている．しかし，急性期病院で早
期に行うことの有用性を検証した報告は少ない．今回，入院
後早期に訪問指導を行い，その有効性を検討したので報告す
る．

【説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に基づき本人及び家族に説明を行

い，同意を得た上で実施した．
【症例】

70歳女性．くも膜下出血（WFNS分類Grade3，左中大脳動
脈瘤）の診断で入院し，同日に開頭クリッピング術を行った．
第2病日からリハビリテーションを開始し，開始時のBarthel 
Indexは30点であった．入院期間が1ヶ月程度と予測された
ため，自宅退院へ向けて早期の訪問指導を行った．

【早期訪問指導の実施】
第14病日に訪問指導を実施した結果から，自宅の環境調整

と社会資源の導入なども踏まえ，5m歩行およびトイレ動作
の自立が獲得できれば自宅生活が可能であると判断された．
早期の訪問指導で得られた情報を元に，スタッフ共通の目標
を5mの手すり歩行獲得およびトイレ動作の獲得と設定し，
その目標達成に向けてリハビリテーション計画を再設定し
た．

【まとめ】
当院の退院前訪問指導の現状は退院前の外泊日または退院

日に実施され，開始日から退院前訪問指導実施日までのリハ
ビリテーション計画は画一的なものになる傾向があった．今
回，早期訪問指導を行うことで自宅退院に向けての具体的な
目標を早期に設定することができたため，より生活に根ざし
た現実的な介入計画の見直しと修正を可能にするという点に
おいて有効性が確認された．今後は更に症例数を重ね，患者
選定方法を整備し，早期の退院前訪問指導という方法を確立
させることが目標である．

key words 早期退院前訪問指導・自宅退院・急性期病院

早期退院前訪問指導の有効性についての検討

渡邊寿彦1）・三岡相至1）・大宮和世1）・松本直人2）・ 
藤本道生3）・吉田生馬4）

1）葛西昌医会病院　リハビリテーション科 
2）東京医療学院 
3）葛西昌医会病院　脳神経外科 
4）葛西昌医会病院　消化器内科

 O-050 

【目的】
ロコモティブシンドローム（ロコモ）の予防には、筋力ト

レーニングやウォーキング、各種スポーツなどによる身体活
動量の確保が重要である。しかしロコモ該当者がどの程度の
身体活動を行なっているかは定かではない。今回、主観的身
体活動能力から代謝当量（METs）を推測することができる
改訂版Specific Activity Scale（SAS）を用いて、ロコモ予
防の基礎情報として、ロコモ該当者の身体活動量を把握する
ことを目的とした。

【方法】
対象は地域在住中高年女性47名（74.0±7.4歳）であり、本研

究の主旨を説明し、同意を得た。調査項目は、ロコチェック
とSASの聴取のほか、運動機能評価として片脚立ち、Func-
tional reach test（FRT）、Timed up and go test（TUG）、
Chair standing 30（CS30）、足趾把持力を測定した。SASで
求めたMETsと各運動機能の相関をスピアマンの順位相関係
数を用いて検討した。その後ロコチェックにより対象者をロ
コモ・非ロコモの2群に分類し、群間比較を行なった。

【結果】
相関の結果、年齢（ρ=-0.328）、FRT（ρ=0.358）、TUG（ρ= 

-0.306）とMETsに軽度の相関を認めた。群間比較はロコモ
群（25名）、非ロコモ群（22名）となり、平均年齢75.0±7.1（歳）、
72.8±7.6（歳）であり有意差はなかった。運動機能はFRTと
CS30にて有意差があり、FRTはロコモ群32.5±4.7（cm）、非
ロコモ群36.3±4.0（cm）、CS30はロコモ群18.8±6.3（回）、非
ロコモ群23.7±5.0（回）であった。METsはロコモ群が4.6±
1.9（METs）、非ロコモ群は6.1±1.7（METs）と有意に低下し
ていた。

【考察】
ロコモ群は運動機能に加え、主観的身体活動能力が低下し

ており、平均4.6METsであった。この結果は、運動機能の低
下に伴う自己効力感の低下と考えられ、運動機能の低下が身
体活動量の低下を招くと推察される。そのため運動機能の向
上のみならず自己効力感を高め身体活動量の向上を図ること
も重要であると考える。

key words ロコモティブシンドローム・主観的身体活動
能力・METs

ロコモティブシンドロームにおける主観的身体活動
能力について

丸谷康平1,2）・藤田博曉1,2）・新井智之1,2）・ 
細井俊希1,2）・森田泰裕3）・荻原健一2,4）・石橋英明5）

1）埼玉医科大学　保健医療学部　理学療法学科 
2）埼玉医科大学大学院　医学研究科医科学専攻 
3）東京厚生年金病院　リハビリテーション科 
4）介護老人保健施設　日高の里　リハビリテーション部 
5）一心会　伊奈病院　整形外科
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【背景と目的】
術後早期の整形疾患患者に対して体重免荷トレッドミルを

用いた長期間の運動療法は筋力・ADL改善に有効であると
報告されている。しかし、慢性期高後期齢者に対する空圧免
荷方式トレッドミルの効果については不明である。そこでわ
れわれは筋力やADLに長期間変化のない後期高齢者に対し
て空圧式免荷歩行トレッドミルを行い、その短期および長期
的効果について検討したので報告する。

【対象】
介護老人保健施設入所中の要介護1～2に該当する3か月以

上ADLに変化がない後期高齢者（平均年齢86.3±5.1才）13名。
【方法】

対象者13名を、週2回の施設における通常のリハビリテー
ションプログラム行う群（以下Ctrl群）6名と通常のリハビ
リテーションプログラムに上乗せして、週1回空圧式免荷歩
行装置「うきうきトレーナー」を6分間、Borg強度「11～13」
で行う群（以下LBPP群）7名に分け、初回実施前後の大腿
四頭筋筋力と痛み（フェーススケール）の変化の（短期効果）
と、それに加えて歩行速度と6分間歩行距離の1カ月前後の変
化（長期的効果）について検討した。なお本研究はヘルシン
キ宣言に則り、研究開始前に全ての対象者に本研究について
の説明を行い、同意を得たのちに開始した。

【結果】
短期効果ではLBPP群において、1回目の介入直後に大腿

四頭筋筋力と痛みが有意に改善したが、Ctrl群に変化はなか
った。しかしその効果は1か月持続しなかった。一方、長期
効果ではLBPP群で歩行速度と6分間歩行距離、1カ月後有意
に改善を認めたがCtrl群に変化は認められなかった。

【まとめ】
下肢陽圧式免荷歩行装置は、膝痛を持つ後期高齢者に対し

て、安全かつ有効である可能性が示唆された。また、空圧式
免荷歩行装置には短期効果と長期効果があるが、それぞれ異
なる作用を持つことが示唆された。

key words 空圧式免荷歩行装置・膝痛・後期高齢者

膝痛を有する後期高齢者に対する下肢陽圧式免荷歩
行装置による運動療法の短期および長期的効果

三浦美佐1,2）・長坂　誠2）・伊藤　修2）・小室明美3）・
菅野涼子3）・及川まさみ3）・河合康明4）・上月正博2）

1）筑波技術大学　保健科学部　保健学科　理学療法学専攻 
2）東北大学大学院　医学系研究科　内部障害学分野 
3）医療法人啓愛会　介護老人保健施設ハイム・メアーズ 
4）鳥取大学　医学部　適応生理学分野
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【はじめに】
ロコモティブシンドローム予防には壮中年期の女性の体力

傾向や骨塩量に影響を及ぼす要因を検討する必要があると考
えられる。今回、当院女性職員に対し体力テストならびに骨
塩測定を実施し、影響を及ぼすと考えられる属性およびアン
ケートによる要因を検討した。

【方法】
当院に勤務する女性職員30名（平均49.1±7.4歳　39～64歳） 

に対し体力テスト7項目（閉眼立位時間、長座位体前屈、上
体起こし、握力、30秒反復立位、10m歩行速度、TUG）、
DXA法による腰椎および大腿骨頸部の骨塩量の測定、アン
ケートとして運動歴、現在の痛み、現在のカルシウム摂取状
況の調査を行った。統計的解析として体力テスト結果を従属
変数、年齢、BMI、運動歴の有無（あり1、なし0）、痛みの
有無（あり1、なし0）を独立変数としたステップワイズ重回
帰分析を行った。また、各骨塩量の結果を従属変数、年齢、
BMI、運動歴の有無（あり1、なし0）、現在のカルシウム摂
取の有無（あり1、なし0）を独立変数として同様に分析を行
った。有意水準は5％とした。

【説明と同意】
本研究は個人情報の取り扱いに十分配慮し、書面にて対象

者の同意を得た。
【結果】

閉眼立位時間に対して年齢（P＜0.05）、運動歴（P＜0.01）が、
長座位体前屈に対して、BMI（P＜0.01）が、上体起こし回
数に対して、年齢（P＜0.01）、BMI（P＜0.01）が変数採択
された。腰椎ならびに大腿骨頸部の骨塩量に対しては、年齢
のみ（いずれもP＜0.01）が変数として採択された。回帰係
数はいずれも負であった。

【考察】
加齢とBMIは壮中年期女性のバランス能力、柔軟性、体幹

筋力に関与する傾向が見られた。バランス能力に対する運動
歴の負の影響は運動歴への過信は禁物である事を示している
と思われる。骨塩量にも閉経を含む加齢の影響が壮中年期か
ら現れる傾向があると考えられ、何らかの対応が必要である
事を示している。

key words ロコモティブシンドローム・体力テスト・骨
塩量

当院女性職員の体力テストと骨塩量に影響を及ぼす
要因

杉山正樹1）・鈴木善雄1）・小川緑朗1）・山崎晶子1）・ 
松本俊介2）

1）松戸市立福祉医療センター東松戸病院　リハビリテーショ
ン科 
2）松戸市立福祉医療センター東松戸病院　診療局
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【目的】
退院後の生活空間の広がりと退院直前の歩行能力・ADL

能力・ADLおよび外出自己効力感との関係性を明らかにす
ることを目的とした。

【方法】
対象は、回復期リハビリテーション病棟から自宅退院した

患者61名のうち、HDS-Rが19点以上であり移動手段が歩行
の者43名とした。退院直前に最大5m歩行時間、TUG、FIM
の各運動項目得点、ADL自己効力感得点、退院1か月後に
Life-Space Assessment（LSA）、外出自己効力感得点を評
価した。分析方法は、1）将来のIADL低下の危険性が高ま
るLSA得点は56点以下とした先行研究に基づきLSA得点が
56点超の者を高活動群、56点以下の者を低活動群として2群
を比較した。2）LSAとLSAの2群（高・低）に有意差を認め
た項目との間の相関係数を算出した。3）LSA得点を従属変
数、LSAと相関がある項目を独立変数として2変量の単回帰
分析および4）重回帰分析（ステップワイズ法）を行った。
対象者には本研究の趣旨を説明し協力の意思について署名を
もって同意を得た。埼玉県立大学倫理委員会の承認（受付番
号23721）を得て行った。

【結果】
1）高活動群と低活動群間の最大5m歩行時間、TUG、FIM

移動得点、ADLおよび外出自己効力感得点に有意差を認め
た（p＜0.05）。その他の項目に有意差は認められなかった。2）
LSAとTUG、FIM移動得点、ADLおよび外出自己効力感得
点との間に有意な相関関係を認めた（p＜0.05）。3）単回帰
分析の結果、TUG、FIM移動得点、ADL自己効力感得点、
外出自己効力感得点で有意な標準偏回帰係数が得られた（p
＜0.05）。4）重回帰分析の結果、ADLおよび外出自己効力感
得点が有意な因子として抽出された。

【考察】
退院後の生活空間の広がりと退院直前のADLおよび外出

自己効力感得点、TUG、FIM移動得点との関係性が明らか
になった。このことより、退院後の生活空間の広がりに退院
直前のADLおよび外出自己効力感、応用的歩行能力、ADL
移動能力が影響を及ぼしているのでないかと考えられた。

key words 生活空間・回復期リハビリテーション・自宅
退院患者

退院後の生活空間の広がりと退院直前の歩行能力・
ADL・自己効力感との関係

塩澤和人1）・廣瀬圭子2）・田口孝行3）・原　和彦3）

1）東所沢病院　リハビリテーション科　 
2）目白大学　人間学部　人間福祉学科 
3）埼玉県立大学　保健医療福祉学部　理学療法学科
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【はじめに】
パーキンソン症候群における非運動症状は，ADLを阻害

する．今回，運動療法でトイレ関連動作の改善が困難であっ
た症例に対して実施した理学療法の経験について報告する．

【症例紹介と理学療法評価】
76歳男性．平成17年に多発性脳梗塞を発症（パーキンソン

症状あり）．妻と二人暮らし． FIM57/128点，1日10回以上
のオムツ交換を要す．トイレ関連動作は床での床上臥位～立
位4分30秒，トイレへの移動（歩行器使用し見守り・5m程度）
3分30秒，便座へ着座1分15秒．精神・認知機能は，HDS-
R7/30点，DSM-IV-TR1/9，TMT-A3分23秒，日本語版ap-
athy scale29/52点．本症例に対し，非運動症状の評価を行う
以前の約1年間，運動療法（週1回・頚部体幹回旋運動を伴う
起居動作や歩行訓練）を実施していたが，トイレ関連動作に
変化が認められなかった．

【方法】
トイレでの排尿回数を記載するトイレシートを導入，介助

者にはオムツ交換回数を記入するオムツ交換シートを導入し
た．約2ヶ月間実施し，それぞれの回数を実日数で割り平均
値を比較した．本症例には課題や検査について十分説明し，
書面にて同意を得た．

【結果】
HDS-R12/30点，TMT-A2分25秒，apathy scale26/52点，

1日の平均オムツ交換回数は月毎に10，9.1，8.4（回）．トイ
レでの1日の排尿回数は1.0，1.6，2.6（回）．トイレ関連動作
は臥位～立位1分56秒，トイレへの移動4分55秒，便座へ着座
39秒であった．

【考察】
注意機能向上がトイレ関連動作の改善に関与したと考え

る．しかし，大幅な改善とは言えず，非運動症状の1つであ
るapathyを含め，注意や認知機能等が関連し合って本症例
のADLを阻害していると考える．

【まとめ】
パーキンソン症候群における非運動症状に着目し，トイレ

シートを導入してトイレ関連動作の向上を図った．apathy
を含めた非運動症状への介入が今後の課題となった．

key words パーキンソン症候群・非運動症状・トイレシ
ート

パーキンソン症候群により非運動症状を呈した症例に
対する理学療法の経験―トイレ関連動作への介入―

平塚哲晃1）・梅本裕介（MD）1）・長田信人（MD）2）・
石田耕一（OT）3）

1）医療法人社団　祐昇会　座間整形外科　訪問リハビリテー
ション 
2）医療法人社団　祐昇会　長田整形外科　リハビリテーション科 
3）医療法人社団　五星会　新横浜リハビリテーション病院　
リハビリテーション科
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【はじめに】
回復期リハビリテーション病棟から自宅へ退院する場合，

退院前訪問指導を行い事前に退院後の生活を想定することは
重要である．しかし，実際の生活レベルでの問題点について
は諸家の報告にもあるように様々なことが起こることが考え
られる．このような中今回は，退院時のセラピスト指導に焦
点を絞り，その視点での指導内容の特徴について検討したの
で報告する．

【対象と方法】
対象は平成22年4月から平成25年3月までの3年間で，当院

回復期リハビリテーション病棟を退院した患者のうち，退院
時に経験年数5年以上のセラピストによる家屋評価を行った
29例である．これらの家屋評価報告書よりチェック項目，指
導内容等をカウントし，分析した．尚，調査の際は担当セラ
ピストに対し書面にて説明し同意を得た．

【結果】
チェックを行った場所は，トイレ29例（100％），玄関27例

（93.1％），玄関アプローチ26例（89.3％），浴室・寝室23例（79.3
％），屋内移動動線18例（62.1％），日中の活動場所11例（37.9
％），屋外移動動線・その他8例（27.5％），廊下・階段6例（20.7
％），浴槽4例（13.8％）であった．

家屋評価後介入数は延べで361件であった．介入内容は，
車いす・ベッド等の福祉用具類の導入は41.8％，手すり設置，
段差解消などの家屋改修は33.8％，介助・動作方法変更指導
22.4％，その他1.1％であった．

【考察】
チェック率が70％以上の場所はトイレや玄関周り，寝室等

生活上必要な全体をチェックしていた．しかし実際に介入す
る場所はセルフケア等毎日行う動作が伴う場所であった．こ
のようなADL動作を行う際のアクセス，動線に関しての介
入も多い傾向があったが，階段，浴槽等の応用動作はチェッ
ク件数，介入が少なかった．このことは入浴等の複合動作を
伴うADLや外出等のAPDL等については，退院時点で明らか
になっているケースへの介入にとどまっているものと思われ
たため，退院後も継続したチェック体制の必要性が示唆され
た．

key words 退院前訪問指導・家屋評価報告書・セラピス
トの視点

回復期リハビリテーション病棟における退院前指導
のあり方について家屋評価時のセラピストの視点に
着目して

香月夏子1）・隆島研吾2）・松野竜一朗1）

1）医療法人社団景翠会　金沢病院　リハビリテーション科 
2）神奈川県立保健福祉大学　リハビリテーション学科　理学
療法学専攻
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【目的】
平成24年4月より訪問リハビリテーション（以下訪問リハ）

において訪問介護との連携に対する加算（以下連携加算）が
新設された。算定実績を調査し、今後の連携加算算定におけ
る課題を明らかにすることを目的とした。

【方法】
平成24年4月から1年間で算定された連携加算の算定状況に

ついて調査し、介護士、ケアマネージャー等に対して連携加
算についてのアンケートを実施した。

【説明と同意】
調査の目的、内容を説明し、同意を得て実施した。

【結果】
訪問リハ利用者のうち訪問介護利用者は80名であり、連携

加算の算定実績は6件であった。アンケートでは38人の回答
が得られ、連携加算について知らなかった方が10人と26％を
占めた。実際連携加算をとったことがあるのは1名だけであ
った。加算をとらなかった理由は「対象者がいない」が15名
で1番多く、次いで「知らなかった」「リハが関わっていない」

「加算はとっていないが連携している」等が続いた。今後連
携加算をとっていくことに関しては「とっていきたい」が16
％、「少し思う」が26％にとどまり、無回答が50％という結
果であった。利用者の身体介護で困っていることは「おむつ
交換」、「口腔ケア」であり、その他多岐にわたっていた。

【考察】
今回の結果で、1年間にわずかに6件しか連携加算の算定が

なかったことが浮き彫りとなった。その理由の1つに介護士
やケアマネージャーの連携加算についての知識不足や関心の
薄さがあげられた。また利用者の身体介護において困ってい
るが、リハと連携する「対象者がいない」と感じている方が
多く、生活リハが浸透していないことが示唆された。訪問介
護士を在宅でのリハ資源に位置付け、リハチームを構築する
こと。連携加算の算定実績を積み、介護保険でのリハ前置の
概念を訪問介護士、ケアマネに啓蒙していくこと。3か月毎
に見直し、連続的に連携していくことで利用者の生活機能の
向上をめざすことが今後の課題と考える。

key words 連携加算・訪問介護・生活リハ

訪問リハビリテーションにおける訪問介護との連携
についての現状と課題

片岡麗子・馬場絵美・高橋純子

医療法人社団東光会　茂原中央病院　訪問リハビリテーショ
ン
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【目的】
急性期整形外科病棟（以下病棟）では転倒を予防しながら

病棟での活動度を上げていくことが必要とされている．しか
し，転倒転落への取り組みの多くは回復期病棟での報告が多
く，急性期病棟での報告は少ない．今回，バランス機能評価
を実施せず，理学療法士・看護師共通の当院独自の移動方法
手段・歩行補助具別に簡便に行える病棟内移動自立判定テス
トのチェックシートを作成し，運用した．この結果について
報告する．

【方法】
対象は2012年2月1日から2012年8月31日まで入棟した患者

393人（7488人・日）を比較群，2012年9月1日から2013年3月
31日までの334人（7412人・日）を導入群とした．導入群は
理学療法介入者に対し，理学療法士と看護師がチェックシー
トを使用し，供覧できる所に記録した．統計解析はχ2検定を
実施し，有意水準を5％とした．

【説明と同意】
本研究は電子カルテ，転倒転落報告書を用いて後方視的に

行っており，対象者に特記すべき有害事象は生じていない．
また匿名性の保護と個人情報流出には十分留意した．

【結果】
転倒転落件数は比較群16件と導入群5件であり，転倒転落

率は0.2％と0.07％，人数比で4％と1％であり，ともに有意差
がみられた．そのうち転倒件数だけでは9件と4件（人数比で
2％と1％）であり，有意差はみられなかった．導入群の発生
状況は「水を汲もうとした」が1件，「排泄関連行動」が3件
であった．また導入群は自立判定テスト前の転倒であり，自
立判定テスト後は0件であった．

【考察】
導入により転倒転落件数は減少した．また転倒率，発生率

も極めて少ないと思われる．自立判定テスト後の転倒は0件
との帰結を得た．理学療法士と看護師の連携により，病棟内
での転倒転落を抑制するという効果が示唆された．しかし，
研究の限界として過剰抑制やADL効果への調査が課題であ
ると思われる．

key words 急性期整形外科病棟・転倒転落・病棟内移動
自立判定テスト

急性期整形外科病棟における病棟内移動自立判定テ
ストでの転倒予防への取り組み

北岡清吾1）・西谷純一1）・長澤麻衣1）・塩野直美1）・ 
江里原麻美1）・與川大樹1）・須永勘一1）・馬場　尊2）・
中村智之2）・栗原加奈子3）・田村智子3）・稲村小夜子4）

1）足利赤十字病院　リハビリテーション技術課 
2）足利赤十字病院　リハビリテーション科 
3）足利赤十字病院　看護部　東2階病棟 
4）足利赤十字病院　医療安全推進室
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【目的】
本報告では、1週間の短期入院した後に自宅退院した結果、

生活機能が低下した維持期脳卒中者の事例を通して、自宅退
院後3か月間の訪問リハによる短期介入効果について検討す
ることを目的とした。本研究はヘルシンキ宣言に基づき、訪
問リハの概要およびデータの学術的利用について、対象者お
よび家族に対して説明し同意を得た。

【症例】
85歳男性、平成21年に脳梗塞左片麻痺を発症したが基本動

作全自立にて在宅生活中であった。平成24年11月にてんかん
発作にて入院後、症状安定し、1週後に自宅退院となるが、
入院中の安静によって起こった廃用症候群を薬物療法の副作
用による軽度の意識障害が助長し、生活機能が車椅子レベル
に低下していたため、平成25年1月より要介護4にて訪問リハ
を開始した。訪問リハ開始時は、Brunnstrom stage下肢4、
chair stand test（CST）8回、timed up and go test（TUG）
30.3秒、bedside mobility scale（BMS）21点であり、起居・
起立動作、移乗・移動動作に介助/見守りが必要であった。

【経過】
訪問リハは週2回、40分/回にて関節可動域運動、階段昇降

練習、歩行練習などを中心に実施し、家族・訪問介護職員に
入浴動作や階段昇降動作の指導等を実施した。また、主治医
と連携して服薬内容を再検討し、自宅退院後早期に軽度の意
識障害が改善した。平成25年3月までの3か月間で月平均7回、
合計21回の訪問リハを実施した結果、CST11回、TUG17.2秒、
BMS40点と明らかな改善がみられ、自宅内の基本動作が全
自立に至った。

【考察】
本症例は短期入院中に廃用症候群を起こし自宅退院後に基

本動作能力が低下していたが、早期に訪問リハを実施し、動
作パターンの修正や環境適応を促したことにより3か月間の
短期で基本動作能力が改善したと考えられた。その際、他職
種との連携（服薬内容の再検討や日常的な動作練習の機会の
確保）が基本動作能力改善効果を加速させる重要な因子であ
ったと推察された。

key words 在宅高齢者・訪問リハビリテーション・基本
動作能力

短期入院後に生活機能が低下した維持期脳卒中者に
対する自宅退院後短期間の訪問リハビリテーション
の効果

澤田圭祐1）・橋立博幸2）・浅野克俊1）・嶋崎聡美3）・ 
佐野寛太3）・長沼　大1）・笹本憲男4）

1） 医療法人笹本会おおくに訪問リハビリテーション 
2）杏林大学保健学部理学療法学科 
3）医療法人笹本会おおくにいきいき通所介護 
4）医療法人笹本会やまなしケアアカデミー
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【はじめに】
脳卒中ガイドライン2009では，脳卒中発症後早期からの装

具を用いた立位，歩行訓練が推奨されている．しかし，臨床
場面では意識障害や高次脳機能障害を合併する場合，装具作
製に難渋することが多い．装具作製を難渋させる要因を明ら
かにするために調査，検討を行った．尚，本研究は当医療セ
ンター医学倫理委員会の承認を得ている．

【対象】
脳卒中発症後，当医療センターに入院した片麻痺患者のう

ち，足継手付き下肢装具を作製した患者34例を対象とした．
尚，脳卒中発症後の再発例や他疾患の合併により，リハビリ
テーション（以下，リハ）が中断となった5例は対象から除
外した．

【方法および統計処理】
後方視的に，意識障害および高次脳機能障害合併の有無，

麻痺側，年齢，リハ介入までの期間，装具作製までの期間，
初期Brunnstrome Recovery Stage（以下，BRS）を調査した．
R2.8.1を用い，合併の有無で装具作製までの期間と年齢，リ
ハ介入までの期間，初期BRSをスピアマンの順位相関係数に
て求めた．さらに，合併群を障害側で分類 （右片麻痺群6例，
左片麻痺群10例）し，同様の要因で再検討した．

【結果】
合併の有無では全ての要因において相関を認めなかった．

そのため，障害側で分類したところ，左片麻痺群では全ての
要因において相関を認めず，右片麻痺群では年齢においての
み負の有意な相関を認めた（ρ＝-0.9，p＝0.01）．

【考察】
右片麻痺群では若年例で装具作製時期が遅延する傾向が認

められた．右片麻痺群の6例中3例が，失語症を合併し，若年
で運動麻痺も初期BRSI～IIと重度であった．そのため，歩
行獲得への予後予測が難しく，運動療法の弊害となり装具作
製に難渋したと考える．意識障害，高次脳機能障害，失語症
の合併や年齢，運動麻痺の重症度が，装具作製を難渋させる
可能性がある．今後は症例数を増やし，これらの要因と装具
作製時期との関連を調査する必要があると考える．

key words 装具作製・意識障害・高次脳機能障害

意識障害や高次脳機能障害を合併する際に装具作製
を難渋させる要因の検討

神林拓朗・中島　弘

東京医科大学茨城医療センター　リハビリテーション療法部
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【はじめに】
我々は介護老人保健施設より在宅復帰を可能とする要因の

検討を行い、いくつかの要因を抽出している。そこで今回は、
それら要因の影響度を明らかにすることを目的とし、さらに
統計学的検討を加え新たな知見が得られたため報告する。

【対象】
入所時に在宅復帰を希望したもの、または検討中のものを

在宅復帰支援目的と定義し、平成20年1月から平成23年12月
の間に当施設を退所された延べ420例のうち、在宅復帰支援
を目的に入所したものを対象とした。死亡退所や病状悪化に
よる入院退所者とデータに不備があったものを除外し、67例
を分析対象とした。

【方法】
以前、我々が行った在宅と施設別の移行要因は、年齢・性

別・在宅復帰希望の有無・配偶者の有無・キーパーソン（以
下KP）の続柄、職業の有無・FIM得点の項目であった（第
24回全国老健大会にて報告）。在宅復帰の有無を従属変数、
これら要因計7項目を独立変数としロジスティック回帰分析
を行った。統計処理はSPSS version17.0を使用し有意水準は
5％とした。本研究については当施設の倫理審査委員会の承
認を得た。

【結果】
在宅復帰希望あり（オッズ比4.750；95％信頼区間1.070-

21.090、p＜0.05）、KPが配偶者であること（オッズ比16.470；
95％信頼区間3.221-84.208、p＜0.01）の2つの因子が抽出さ
れた。

【考察】
先行研究では性別、年齢、配偶者の有無、FIMが在宅復帰

因子として挙げられているが、今回介護老人保健施設からの
在宅復帰は「KPが配偶者」で、「明確な在宅復帰希望あり」
の因子のみが抽出され、オッズ比から希望よりKPが配偶者
であるか否かがより影響度が大きかった。老健では機能回復
の段階を経過している例が多く、本人の身体機能や動作能力
面での問題よりも家族の気持ちや配偶者の存在といった環境
要因が強く関与していると言える。今後の課題として家族の
判断基準や関係性などより個別的に分析する必要がある。

key words 在宅復帰・介護老人保健施設・多重ロジステ
ィック回帰分析

介護老人保健施設における在宅復帰例の特徴 
～多重ロジスティック回帰分析による検討～

尼子雅美1）・隆島研吾2）・宮本真明3）・斎藤祐美子1）・
梅木千鶴子1）

1）渕野辺総合病院　リハビリテーション室 
2）神奈川県立保健福祉大学　保健福祉学部　リハビリテーシ
ョン学科　理学療法学専攻 
3）介護老人保健施設　青葉の郷
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【はじめに】
第29・30回関東甲信越ブロック理学療法士学会で、短時間

通所リハビリテーション（以下通所リハ）について報告した。
常勤理学療法士3.5名、月曜から土曜日1時間以上2時間未満
の通常規模で運営し、開設から約3年半が経過。今回、利用
者終了理由からの考察と運営課題について報告する。

【方法】
平成21年8月から平成25年4月の通所リハ利用者189名の情

報を利用記録より調査。
【倫理的配慮】

ヘルシンキ宣言に基づいて調査実施。また、個人情報保護
を遵守し、集積データは個人が特定できないようにした。

【結果】
開始時介護度は要支援1（23名）、要支援2（33名）、要介護

1（44名）、要介護2（46名）、要介護3（27名）、要介護4（13名）、
要介護5（3名）。当院利用の履歴は、入院72名、外来42名、
訪問リハ4名、利用なし71名。終了者89名（47.1％）。理由は、
入院・体調不良・悪化等48名、サービス・区分変更等13名、
サービス不満3名、復職・目標達成5名、その他28名。利用前
と終了時の介護度は、維持78名、改善12名、悪化8名。

【考察】
当院利用の履歴のある者60.3％で入院・外来患者の継ぎ目

のないサービスとして機能している。当院利用の履歴のない
者37.6％とケアマネジャーへの認知度が徐々に高まってき
た。終了者の介護度変化は、維持・改善91.8％と高値となり、
通所リハの役割を利用者・地域に還元できている。課題は、
入院、体調不良等が終了者全体の49.5％。未然に防ぐため、
更なる生活・身体状況の把握とその情報共有・提供の連携強
化が必要である。また、目標達成・復職等は8.2％と少なく、
具体的な目標設定と達成・改善の説明、個別性を考慮したア
プローチの再検討が生活復帰支援のために必要である。現
状、利用待機者が常時おり、受け入れも課題である。目標達
成者の増加と合わせ送迎の効率化や設備改善・職員増員等が
課題となる。

key words 短時間通所リハビリテーション・終了理由・
運営課題

当院短時間（1～2時間）通所リハビリテーション
事業の現状と課題（第3報） 
～終了理由からの考察～

菅谷　仁1）・藤田理恵1）・松下紗江1）・今井英樹1）・ 
小林憲和1）・廣瀬由美2）・向井汐里2）

1）湯村温泉病院　通所リハビリテーション科 
2）湯村温泉病院　理学療法科
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【目的】
当院回復期病棟への入院予約時または入院時、患者家族に

在宅復帰の条件・希望を聴取した際、トイレ動作の獲得を挙
げる場合が多い。そこで、患者の退院時のトイレ動作につい
て調べ、トイレ動作自立と在宅復帰の関連性について検討し
た。

【方法】
対象は当院回復期病棟に入院し、2012年1月から12月まで

に退院した脳血管障害患者（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血）
128名。退院時の機能的自立度評価表（以下FIM）の点数を
カルテより後方視的に調査した。トイレ動作、排尿・排便コ
ントロール、トイレの移乗動作全てが6点以上をトイレ動作
自立群（以下自立群）、5点以下をトイレ動作非自立群（以下
非自立群）とした。トイレ動作自立と在宅復帰の関連性を調
べる為に、2サンプル比率検定を用いて、自立群（31名）と
非自立群（97名）の自宅退院者の割合を比較した。また、自
立群と非自立群別に、自宅退院者と施設退院者の移動動作の
点数をマン・ホイットニ検定を用いて比較した。いずれも有
意水準は5％とした。なお、後方視的研究となる為、個人情
報の取り扱いに十分配慮し、ヘルシンキ宣言に沿って行っ
た。

【結果】
自立群と非自立群の自宅退院者の割合は、有意差が認めら

れた（p＜0.05）。また、移動動作の点数は、自立群では有意
差がなかったが非自立群では有意差が認められた（p＜
0.05）。

【考察】
結果より、自立群には自宅退院者が多いと認められ、在宅

復帰の条件としてトイレ動作の自立が関係していると考え
る。その為、トイレ動作指導に重点を置き、動作能力が向上
すれば在宅復帰できる可能性が高まると考える。また、非自
立群の自宅退院者と施設退院者では、移動動作の点数に有意
差を認め、移動動作の介助量軽減を図ることで在宅復帰でき
る可能性が高まると考える。

key words トイレ動作・在宅復帰・脳血管障害

トイレ動作自立と在宅復帰の関連性について

吉田恵美

岩室リハビリテーション病院
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【目的】
訪問理学療法で用いる運動機能テストは，身体機能が低下

した高齢者でも測定可能で，かつ，空間の狭さ等の物理的制
約がある自宅でも測定可能である必要がある．本研究の目的
は運動機能テストの測定の可否を調査し，訪問理学療法にお
いて利用可能な運動機能テストを検討することである．

【方法】
対象者は在宅要介護高齢者111名（男性55名，女性56名，

平均年齢78.7歳，平均身長156.2cm，平均体重52.6kg）で，障
害老人の日常生活自立度ランクCの者は除外した．調査した
運動機能テストは，握力測定（握力），等尺性膝伸展筋力測
定（膝筋力），Modified-Functional Reach Test（M-FRT），
Timed Up & Go test（TUG），2.4mの歩行所要時間の計測

（2.4m歩行テスト），10m歩行路による歩行速度計測（10m歩
行速度）の6項目であった．各テストの原典や先行研究を参
照しテスト実施に必要な身体条件（立位保持の可否等）と物
理条件（測定に必要な椅子や空間の有無等）を定義し，各条
件を満たす対象者の割合を算出した．

【倫理的配慮，説明と同意】
本研究は当事業所の研究倫理委員会の承認を得た．調査

は、対象者に本研究の目的と内容を説明し同意を得た後に行
った．

【結果】
握力，膝筋力，M-FRT，TUG，2.4m歩行テスト，10m歩

行速度の順番で，身体条件を満たす対象者の割合（％）は
85.6，97.3，80.2，80.2，80.2，80.2であり，物理条件を満た
す対象者の割合は98.2，90.9，100，20.7，91.9，0であり，両
条件を満たす対象者の割合は83.8，90.1，80.2，14.4，73.0，0
であった．

【考察】
握力，膝筋力，M-FRT，2.4m歩行テストは身体・物理の

両条件を満たす対象者の割合が高く，訪問理学療法で用いる
運動機能テストとして利用可能であると考えた．

key words 訪問理学療法・運動機能テスト・測定の可否

訪問理学療法を利用する高齢者を対象とした運動機
能テストの測定の可否に関する検討

藤田直樹1）・齋藤崇志1）・大森祐三子2）・大森　豊1）

1）訪問看護リハビリテーションネットワーク 
2）訪問看護リハビリテーション麻生
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【目的】
先行研究によると、介護予防事業（以下、事業）への参加

状況は男性の割合が少ない傾向がみられ、実際に事業を実施
していてもそのような印象を受ける。これまでに都市部の高
齢男性の事業への参加要因についての研究はなされている
が、地域が限局されていた。そこで本研究の目的は、山間部
における事業への参加要因に男女差があるかを調査すること
とした。

【対象と方法】
山間部にある2つの町と村の事業に参加している二次予防

事業対象者36名（男性13名，女性23名、平均年齢78.2歳）に
対して事業への参加に関する調査を実施し、参加要因につい
て検討した。なお、本研究はヘルシンキ宣言に基づき、研究
の趣旨、目的、方法などを説明し同意を得て実施した。

【結果】
事業への参加のきっかけは「保健師の勧め」が男性54％、

女性65％、「紙面のお知らせ」が男性38％、女性13％、「体力
向上」が男性15％、女性30％であった。男性の事業への参加
が少ない理由について考えてもらうと「面倒だから」が男性
23％、女性30％、「恥ずかしいから」が男性8％、女性13％、「必
要ないから」が男性15％、女性4％であった。近所の人との
交流は「ある」が男性62％、女性91％であった。

【考察】
参加要因の1つであるお知らせには女性に比べて男性の方

が参加促進の効果があると考えられた。体力向上目的で参加
している男性が女性より少ないことや介護予防は必要ないと
考えている男性が女性に比べて多いことから、男性は体力に
自信があるため事業に参加しないということが考えられた。
近所との交流も女性より少ないため、事業内容を知らない上
に互いに誘い合うことが少なく、参加率の低下につながって
いると考えられた。これらのことから、男性の事業参加率の
向上には近所との交流を増やすことや、地域のイベントなど
を通じて自身の現状や介護予防の必要性を啓蒙することが重
要であると示唆された。

key words 介護予防事業・参加要因・男女差

山間部での介護予防事業への参加要因に男女差は存
在するか？

大崎彰子1）・加藤仁志2）・大河原麻里3）

1）有限会社COCO-LO 
2）群馬パース大学保健科学部理学療法学科 
3）三春町立三春病院
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【目的】
近年，高齢者の転倒に関連する問題の一つとして転倒恐怖

感が注目されている．転倒恐怖感は外出を含む日常生活活動
（Activities of Daily Living以下，ADL）を全体的に低下さ
せるが，そのことで身体機能の低下も惹起され転倒が誘発さ
れる．そのため，転倒予防の観点から転倒恐怖感を軽減する
ことは重要だと考える．転倒恐怖感は，歩行能力や動的バラ
ンス能力などの身体機能と関連を示すとされているが，施設
入所者や入院患者を対象にしている報告が多く，地域在住二
次予防高齢者を対象にした報告は少ない．そこで本研究で
は，地域在住二次予防高齢者を対象に転倒恐怖感と身体機能
の関連を検討することを目的とした．

【方法】
対象は介護予防事業に参加した地域在住二次予防高齢者24

名（男性10名，女性14名，平均年齢77.8±7.5歳）．対象者に
対し事前に研究の趣旨を文章と口頭で説明し，署名にて同意
を得た．転倒恐怖感はFall Efficacy Scale-International（以
下，FES-I）を用い測定した．身体機能はTimed Up ＆ Go（以
下，TUG），長座体前屈，握力，5m最大歩行速度，開眼片
脚立ち，Functional Reach，等尺性膝伸展筋力を測定した．
統計解析は，FES-Iの合計点を従属変数とし，各身体機能項
目を独立変数とした重回帰分析をステップワイズ法で実施
し，有意水準は両側5％とした．

【結果】
転倒恐怖感に関連する身体機能としてTUG（p＜0.05）が

抽出された．
【考察】

TUGは，実際のADLに近い条件での動的バランス評価と
して用いられ，TUGの時間の遅延は歩行や屋外活動などの
ADLに支障を来すとされている．転倒恐怖感も外出を含む
ADL と強く関連するとされており，他の身体機能項目と比
べADLにより近いTUGが転倒恐怖感と関連を示したと考え
られる．

【まとめ】
地域在住二次予防高齢者に対し，転倒恐怖感と身体機能の

関連を検討した．その結果，転倒恐怖感はADLに近い条件
での動的バランス能力と関連を示すことが示唆された．

key words 地域在住二次予防高齢者・転倒恐怖感・介護
予防事業

介護予防事業に参加した地域在住二次予防高齢者の
転倒恐怖感と身体機能の関連

入山　渉1,2）・加藤仁志1）・鳥海　亮2）・松澤　正1）

1）群馬パース大学大学院　保健科学研究科　保健科学専攻 
2）ほたか病院
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【始めに】
転倒・骨折は高齢者に好発する老年症候群の中でも，介護

認定を受ける主な要因である。更に，医療機関におけるリス
ク管理の観点からも注目される事故のひとつである。また，
入院期間中の転倒は入院早期に高頻度に発生しやすいとさ
れ，入院早期の転倒に対する予測と対応が必要となる。そこ
で我々は，入院時の機能評価として当院で実施している
FIM・MMSEを用いて転倒事故との関連性について検討を
行った。

【対象】
2011年7月1日から2012年12月31日までに当回復期リハビリ

テーション病院に在院した399名とした。調査方法はカルテ
より後方視的に行い，調査項目は対象期間中の転倒歴，入院
時のFIM・MMSEとした。また，得られたデータは全て統
計量に変換し，PC上の個人情報の扱いには充分に配慮を行
った。

【方法】
対象を非転倒群および転倒群の2群に分け，入院時FIM ・

MMSEの各項目得点を分散分析にて検定を行い，多重比較
検定にはBonferroni法を用いた。また，FIM得点に有意差を
認めた項目に関して非転倒群と転倒群を目的変数としたロジ
スティック回帰分析を行い，転倒に関して重要となる因子の
検証を行った。なお，有意水準は5％未満とした。

【結果】
1．非転倒群は転倒群に比べ，入院時FIM・MMSE総得点

が有意に高かった。
2．多重比較検定では，食事・階段を除く入院時FIM各項

目において，非転倒群が有意に高かった。
3．ロジスティック回帰分析では，下衣更衣に有意なオッ

ズ比が認められた。
【考察】

非転倒群は転倒群に比べ，入院時FIM・MMSE総得点が
有意に高かった。また，ロジスティック回帰分析の結果より
FIM項目の中でも最も転倒に関連する因子として下衣更衣が
示唆された。行動目的別調査では更衣および排泄時の転倒が
多く，動作的には起立時や着座時に転倒が多いと報告されて
いる。このことから，更衣動作に要する身体機能レベルを把
握・共有することで，病棟内における転倒事故の減少に繋が
ると考えられる。

key words 転倒・FIM・MMSE

当回復期リハビリテーション病院におけるFIM・
MMSEを用いた転倒因子の検討

山田　学1）・中條佑介1）・西村　亮2）・眞辺勇希1）・ 
松本宗一郎1）・田中重成1）・増見　伸2）

1）一般社団法人　巨樹の会　蒲田リハビリテーション病院　
リハビリテーション科 
2）社会医療法人財団　池友会　香椎丘リハビリテーション病院
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【目的】
TKA術 後 患 者 に お け る 退 院 時 のTime up and go test

（TUG）に影響する項目を検討し，TKA術後患者に対する運
動療法の一助とすること．

【方法】
対象：当院にて変形性膝関節症に対しTKAを施行後，理

学療法を施行し，本研究の趣旨と目的を説明し同意を得られ
た15例15膝（男性1例，女性14例）．症例を退院時TUG時間
の平均値（10.25秒）を基準に，良好群（9例：退院時TUG時
間9.04±0.96秒），不良群（6例：退院時TUG時間12.06±1.12秒）
に分類した．検討項目：年齢，BMI，術後入院期間，術後杖
歩行獲得日，安静時・歩行時疼痛，術前FTA，術前・術後
の膝屈曲・伸展ROM，術後の膝屈曲・伸展の等尺性筋力（両
側），TUG，10m歩行時間，6分間歩行距離，片脚立位時間（両
側），重心動揺検査における総軌跡長．以上の各検討項目を
良好群と不良群とで比較した（two sample t-test, Mann-
Whitney U-test；優位水準p＜0.05）．

【結果】
不良群は良好群と比較し，術前非術側FTAの値が優位に

大きく非術側片脚立位時間の値は優位に小さかった．その他
項目に優位差は認めなかった．

【考察】
不良群では非術側FTAの値が大きく，非術側片脚立位時

間が不良であったため，非術側下肢での代償が不十分とな
り，TUGの値が大きくなったと推測される．その一方で歩
行能力の指標である10m歩行や6MDに有意差を認めなかっ
た．この理由としては，TUGは起立・加速・減速・方向転換・
着座など様々な要素を短時間で素早く行わなければならず，
10m歩行や6MDより更に非術側下肢の機能や立位バランス
による代償が必要であったためであると考えられる．したが
ってTKA術後のTUGの値を向上するには非術側片脚立位時
間を向上させることが必要であると考えられる．このために
は非術側の下肢機能を向上させることが重要であるが，本結
果では両群間で非術側膝ROM，筋力に差を認めなかったこ
とから，今後は股関節や足関節など膝関節以外の機能につい
ても検討する必要があると考えられた．

key words 人工膝関節全置換術・Time up and go 
test・立位バランス

人工膝関節全置換術（TKA）術後患者のTime up 
and go testに影響する項目の検討―良好群，不良
群との比較から―

大崎　諒1）・浦川　宰1）・小澤亜紀子1）・山副孝文1）・
溝口靖亮1）・名嘉寛之1）・平野大輔1）・三浦早織1）・ 
田村恵利奈1）・松本幸大1）・仲里美穂1）・田中伸哉2）・
織田弘美2）・間嶋　満1）

1）埼玉医科大学病院　リハビリテーション科 
2）埼玉医科大学整形外科教室
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【目的】
他領域から住宅改善でのPTの重要性とともにPTとの連携

の困難さやfollow-up（FU）に不参加といった報告もある．
本報告は住宅改善のPTのFUや自宅訪問に影響する要因を明
らかにするものである．

【方法】
対象は日本PT協会名簿（09年度）で無作為抽出した3,795

人で質問紙による調査を行った．期間は2010年8月から2ヶ月
で，回答数は1,529人（40.4％）であった．FUの状況から下
記三群に分類し，分析した．本調査の主旨に賛同した場合に
協力頂くことを記した依頼文を配布した．また，和洋女子大
学ヒトを対象とする生物学的研究・疫学的研究に関する倫理
委員会から承認を受けた．

【結果】
1．住宅改善の経験者は1,163人でFUの方法として自宅訪問

が多い（訪問群191人），対象者や他職種から情報収集のみが
多い（聴取群735人），FUしないのが多い（未実施群214人）
に分類された．2．勤務先は三群とも「病院」（訪問群45.0％，
聴取群73.1％，未実施群89.7％）が最多だった．また，「訪問
系機関」は他二群が約1.0％で訪問群では18.8％だった．3．
業務の主対象は訪問群で「在宅者」（36.7％），聴取群で「回
復期」（28.8％），未実施群で「急性期」（39.3％）が最多だっ
た．4．自宅訪問によるFUは三群とも「工事後の動作・ADL
の評価」（訪問群82.2％，聴取群36.3％，未実施群10.3％）が
最多だった．5．FUの必要性の意識は訪問群で「必須」（75.9
％）が最多で，他二群で「事例による」（聴取群57.0％，未
実施群67.3％）が最多だった．6．理想的なFUの方法は三群
とも「自宅訪問」（訪問群93.2％，聴取群63.3％，未実施群
51.4％）が最多だった．理想的FUと実際のFUが一致するの
は訪問群93.2％，聴取群23.1％，未実施群0.0％だった．

【考察】
PTはFUや自宅訪問を重視するが，その意識には三群間で

格差がある．また，訪問群以外の二群では理想的FUと現FU
に乖離がある．この格差や乖離に影響する要因として勤務環
境が示唆された．

【まとめ】
この現状を他職種に啓発する方法は今後の課題である．

key words 連携・訪問・住宅改修

住宅改善における理学療法士の自宅訪問によるフォ
ローアップの実態

角田友紀1）・蛭間基夫2）・中島明子3）・鈴木　浩4）

1）沼田脳神経外科循環器科病院　理学療法課 
2）群馬パース大学　保健科学部　理学療法学科 
3）和洋女子大学 
4）福島大学
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【目的】
本研究は、当院にてBalloon kyphoplasty（以下BKP）を

施行した患者に対し、術前・術直後・退院時における歩行機
能および疼痛評価を行い比較検討したので報告する。

【方法】
対象は、脊椎圧迫骨折を呈し当院にてBKPを施行した患

者とし、術前・術直後・退院時においてTimed Up and Go 
test（以下TUG）測定が可能であった16例（男性4名、女性
12名、年齢77.81歳±7.51）とした。方法は、術前・術直後・
退院時の3回、歩行評価はTUG、疼痛評価はVisual Analog 
Scale（以下VAS）を用いて実施し、3群間で比較した。なお、
TUGは平行棒内にて実施した。次にTUGとVASの相関関係
を求めた。統計学的処理は、Friedman検定と多重比較検定

（Tukey法）、Spearmanの順位相関係数を用い比較した。有
意水準は5％とした。

【説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に基づき説明と同意を得て実施し

た。
【結果】

TUG、VAS共に、術前・退院時、術直後・退院時に有意
差を認め、術前・術直後では有意差を認めなかった。TUG
とVASは有意な相関を示さなかった。

【考察】
TUG、VAS共に、術前・退院時、術直後・退院時におい

て有意差を認め、術前・術直後には有意差を認めなかった。
また、VASにおいても同様の結果となった。つまり、術後
早期に歩行が可能となるが、能力向上には時間を要し疼痛に
ついても改善には時間を要する事がわかった。TUGとVAS
において有意な相関は認められなかった。疼痛は、術後の歩
行能力改善の一因子であると考えられるが、歩行能力低下を
引き起こす全ての原因であるとは言い難い。しかし、術直後
より経過は共に改善傾向にあるため今後は症例数を増やし再
度検討を行っていきたい。

key words BKP・TUG・VAS

脊椎圧迫骨折患者におけるBKP施行前後の歩行機
能と疼痛評価～TUGとVASを用いて～

樋田麻依1）・清水菜穂1）・白井智裕1）・布施憲子1）・ 
齋藤義雄1）・小谷俊明2）

1）聖隷佐倉市民病院　リハビリテーション室 
2）聖隷佐倉市民病院　整形外科
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【目的】
高齢女性の多くは骨粗鬆症を背景に持ち、常に脆弱性骨折

と隣り合わせにいる。特に圧迫骨折は、その発症が起点とな
って「骨折の連鎖」を引き起こし、ロコモディブシンドロー
ムへ進展してくことが問題となる。今回、高齢女性の急性腰
痛における圧迫骨折の発生について調査したので報告する。

【対象と方法】
平成23年11月～平成24年4月において、当院を受診した初

診患者の内、70歳以上の女性で2週間以内に発生し、発症日
を明確にわかる急性腰痛患者を対象とした。医師により単純
X線、MRI、骨密度測定を施行できた55名（70～93歳、平均
年齢77.4±5.8歳）を、新鮮圧迫骨折（＋）群（以下新鮮群）
と新鮮骨折（－）群（以下非新鮮群）の2群に分けた。その内、
Roland-Morris Disability Questionnaire（以下RDQ）、およ
び叩打痛を調査できた26名において、RDQの群間比較およ
び叩打痛の信頼度を評価した。尚、本研究は当院倫理委員会
の承諾を得て実施した。

【結果】
MRIで新鮮圧迫骨折と評価されたのは39名（76.5％）であ

った。RDQおよび叩打痛の評価が可能であった者の内、新
鮮群（17名）と非新鮮群（9名）のRDQはそれぞれ14.9±5.3、
13.6±6.2であり両群に有意差は認められなかった。また、叩
打痛の感度は47.4％、特異度は77.8％であった。

【考察】
高齢女性の急性腰痛における新鮮圧迫骨折の割合は76.5％

であった。臨床において高齢女性が急性の腰痛を訴えた場
合、圧迫骨折の可能性を念頭におくべきである。また、
RDQは有意差がなく、叩打痛は感度が低かったことから、
これらのみで新鮮圧迫骨折を判別することは困難であり、高
齢女性の急性腰痛を包括的に捉えていくためには、医師と綿
密に連携した治療を進めていくことが望ましいと考えた。

【結論】
高齢女性の急性腰痛における新鮮圧迫骨折は76.5％であっ

た。急性増悪した高齢女性の腰痛においては理学療法士のみ
でその軽重を図るのではなく、医師と連携した介入が重要で
ある。

key words 高齢女性・急性腰痛・圧迫骨折

高齢女性の急性腰痛における圧迫骨折について

神崎智大・森　　大・寺門　淳・篠原裕治

北千葉整形外科　脊椎・スポーツ医科学研究所
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【目的】
本研究は大腿骨近位部骨折術後患者に対し、術後1週の歩

行能力に着目し、退院時歩行能力の予測について検討するこ
とを目的とした。

【方法】
対象は大腿骨近位部骨折にて当院で手術した119例とした。

方法は、対象を退院時歩行自立者60名と非自立者59名に分
け、年齢、性別、BMI、アルブミン値（Alb）、認知症有無（認
知症）、手術までの日数、受傷前Barthel Index（BI）、術後
在院日数、術後1週歩行能力について比較した。そして有意
差を認めた因子を独立変数、退院時歩行自立有無を従属変数
としたロジスティック回帰分析を行った。次に歩行能力を平
行棒以下、歩行器、杖歩行以上（杖以上）の3群に分け、術
後1週の歩行能力から退院時に杖以上の歩行獲得者の到達確
率を人数より算出した。さらに回帰分析にて採択された因子
を条件に加え、再度到達確率を算出した。統計処理はt検定、
Mann-WhitneyのU検定、χ2検定を用い、有意水準5％とした。
なお、本研究の主旨を本人や家族に説明し同意を得た。

【結果】
2群比較では年齢、Alb、認知症、受傷前BI、術後1週歩行

能力で有意差を認め、回帰分析にて採択された因子は年齢、
認知症、受傷前BIであった。確率は、1週時平行棒以下の方
は退院時杖以上獲得者が24％であったが、1週時歩行器の方
は退院時に87％、杖以上では100％杖以上を獲得した。さら
に認知症なし、受傷前歩行自立者を条件に加えると、1週時
歩行器の方は退院時に97％杖以上を獲得した。

【考察】
今回術後1週に歩行器の能力でさらに上記2因子を条件に加

えると、退院時（約1か月後）に97％が杖以上を獲得した。
術後1週の歩行能力とこれらの因子を条件に加えることでよ
り高い精度の予後予測が可能と考えられる。しかし1週時平
行棒以下の群では有用な指標は得られず、今後検討が必要で
ある。

【まとめ】
大腿骨近位部骨折術後の予後予測において、術後1週の歩

行能力が臨床で有用な指標になる可能性が示唆された。

key words 術後1週・歩行能力・予後予測

大腿骨近位部骨折術後患者における、歩行能力の予
後予測について 
─術後1週の歩行能力に着目した検討─

白井智裕1）・竹内幸子1）・久保絵理1）・清水菜穂1）・ 
樋田麻依1）・齋藤義雄1）・加藤宗規2）

1）聖隷佐倉市民病院　リハビリテーション室 
2）了徳寺大学健康科学部　理学療法学科
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【目的】
本研究の目的は、当院にて脊椎圧迫骨折に対しBallon Ky-

phoplasty（以下BKP）を施行した患者の入院中の基本動作
及び日常生活動作を評価し、比較・検討を行うことである。

【方法】
対象は、脊椎圧迫骨折に対し当院にてBKPを施行した37

例（男性10名、女性27名、年齢76.8歳±6.45）とした。方法は、
術前、術直後、退院時の3回、基本動作はAbility for basic 
movement scale（以下 ABMS）、日常生活動作は Barthel 
Index（以下BI）を用い評価を実施、合計点を3群で比較検
討した。また、ABMSでは項目ごとに3群で比較検討した。
統計学的処理には、Friedman検定、多重比較検定（Tukey法）
を用い有意水準は5％とした。

【説明と同意】
本研究は、ヘルシンキ宣言に基づき説明と同意を得て実施

した。
【結果】

ABMSは3群間で有意差を認めた。BIは、術前後に有意差
を認めず、術前、退院時において有意差を認めた。ABMSの
項目ごとは、寝返り、起き上がりの3群間に有意差を認め、
座位保持、立ち上がり、立位保持において術前後に有意差を
認め、術直後と退院時に有意差を認めなかった。

【考察】
BKPは、早期離床が可能であるといわれており術後早期

より基本動作、日常生活動作の獲得が可能だと推測される。
しかし、基本動作が術後早期より可能になったのに対し、日
常生活動作に関しては獲得に時間を要した。これは、日常生
活動作が基本動作に比べより複雑な動作であるためと考え
る。また、基本動作の中でも起居動作に関しては獲得に時間
を要した結果となった。理由としては、起居動作は体幹の回
旋が含まれること、動作の方法が多様であり動作の統一を行
わず評価したことが原因だと考える。以上より、BKP施行
術前後における基本動作を含めた日常生活動作指導の重要性
が示唆された。

key words 脊椎圧迫骨折・BKP・日常生活動作

脊椎圧迫骨折におけるBKP施行前後の基本動作と
日常生活動作の評価～ABMSとBIを用いた比較～

清水菜穂1）・樋田麻依1）・白井智裕1）・布施憲子1）・ 
齋藤義雄1）・小谷俊明2）

1）聖隷佐倉市民病院　リハビリテーション室 
2）聖隷佐倉市民病院　整形外科
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【はじめに】
膝前十字靱帯（以下：ACL）再建術に移植腱として骨付

き膝蓋腱（以下：BTB）を用いる場合、術後の膝伸展筋力
の回復遅延が報告されている。しかし、臨床的にはBTBで
のACL再建術後であっても膝伸展筋力がスムーズに改善す
る症例も経験する。今回、BTBによるACL再建術後の筋力
改善に影響する因子を検討した。

【方法】
平成23年5月から24年8月に当院でBTBによるACL再建術

を行い、術後9ヶ月まで経過した18例（全例男性）を対象と
した。筋力評価はBIODEX SYSTEM4（BIODEX社製）で
健側、患側の等速性膝伸展・屈曲筋力を測定した。

術後9ヶ月での膝伸展筋力患健差を算出し、15％以上群（10
例　以下：遅延群）と15％未満群（8例　以下：改善群）に
群分けし、年齢・術前の膝伸展筋力体重比（伸展筋力ピーク
トルク/体重　以下：Q）・術前の膝屈曲筋力体重比（屈曲筋
力ピークトルク/体重　以下：H）を群間で比較した。統計
学的分析は対応のないt-検定を用い、有意水準は5％未満と
した。なお、筋力測定時には対象患者に十分な説明を行い、
同意を得て行った。

【結果】
年齢は遅延群で27.0±7.7歳、改善群で18.5±4.1歳で改善群

が有意に若かった。筋力は遅延群で健側Q253.2±29.7％、患
側Q185.0±47.8 ％、 改 善 群 で 健 側Q275.9±58.0 ％、 患 側
Q243.0±52.3％で、患側Qで改善群が遅延群よりも有意に大
きかった。健側H、患側Hに有意差はなかった。

【考察】
本研究から、BTBによるACL再建術後の筋力改善に影響

する因子として、年齢、術前患側膝伸展筋力が挙げられた。
年齢層が高いことで、術前から大腿四頭筋の筋力低下が生じ
やすく、術後まで影響が残存する可能性が考えられた。今後
は対象を増やし、半腱様筋での再建例との比較や、スポーツ
レベル、膝前面痛を合わせた検討を行っていきたい。

key words 膝前十字靱帯・骨付き膝蓋腱・術後筋力

骨付き膝蓋腱による膝前十字靭帯再建術後の筋力改
善に影響する因子の検討

梨本智史1）・渡邉博史1）・佐藤　卓2）・古賀良生3）・ 
大森　豪4）

1）新潟医療センター　リハビリテーション科 
2）新潟医療センター　整形外科 
3）北越病院　膝関節生体力学研究室 
4）新潟大学研究推進機構超域学術院
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【目的】
われわれの研究において，本骨折の術後食事量は概ね3週

でピークに達し，それまでの栄養状態は機能予後と入院期間
に影響することが確認されている．本研究の目的は，この術
後3週の間の栄養状態とリハビリテーションの内容を検証す
るとともに，関連を明らかにすることである．

【方法】
2012.10～2013.4に当院を退院した大腿骨近位部骨折症例の

うち，受傷前に歩行が自立しており，術後翌日より全荷重開
始した30名（男性4名，女性26名，平均年齢82.3±7.9歳）を
対象とし，術後1-3週の食事量，訓練時間，訓練内容，Alb値，
BMI，入院期間，退院時FIM得点について調査した．統計処
理にはt検定およびピアソンの相関係数を用い，有意水準は5
％とした．また，本研究は当院の倫理委員会の承認を得て行
った．

【結果】
Alb3.0g/dl，BMI18.5以上の割合は，入院の時点で70％，

術後1-3週では，各々18.5％，44.0％，46.7％であり，これを
下回る群との比較において，訓練時間，訓練内容，予後に差
はみられなかった．一方で術後3週のAlb 値と入院期間，食
事量と退院時FIM得点，訓練内容では杖歩行を開始した日数
に関連を示し，特に主食量と高い相関を認めた．BMIについ
てはいずれも関連を示すものは認めなかった．

【考察】
今回の調査から術後1-3週において，機能改善の目安とさ

れるAlb3.0 g/dl，BMI18.5以上には半数以上が該当せず，訓
練や予後について著明な差異はなかった．これは，訓練内容
や量の設定において，栄養状態が考慮されてない現状が要因
として挙げられる他，Alb値単独では入院期間と関連を示す
が，BMIについてはいずれも相関を認めなかったことから，
本骨折におけるこの指標使用の妥当性については今後検証の
余地があるものと考えられた．一方で，食事摂取状況は訓練
や予後と関連を示し，術後の主食副食量は予後予測のための
重要な要素であり，特に主食量については機能回復の指標の
一つに挙げられる可能性が示唆された．

key words 大腿骨近位部骨折・栄養・機能予後

大腿骨近位部骨折症例の栄養状態とリハビリテーシ
ョン内容の関連

保地真紀子・中山裕子・袴田　暢・細野敦子

新潟中央病院　リハビリテーション部
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【背景】
One Leg Hop（OLH）は一般的にパフォーマンステスト

として用いられており，当院では膝前十字靭帯（ACL）再
建術後の定期測定として用いている．ACL再建術後の筋力
を年代別で比較した報告は散見されるが，ACL再建術後の
OLHを年代別で比較した報告は少ない．そこで本研究の目
的は，ACL再建術後1年時のOLH健患比を年代別で比較する
こととした．

【対象と方法】
対象は2005年6月から2011年5月の間に当院にて，ハムスト

リング腱を用いた片側解剖学的二重束ACL再建術を施行し，
術後12ヶ月まで定期測定が可能であった268例268膝（男性
127例，女性141例、手術時年齢27.1±10.1歳）とし，両側ACL
再建術，複合靭帯損傷例は除外した．診療記録よりOLH健
患比を抽出した．OLHの測定はDanielらの方法に準じて行
い，片脚で踏み切った脚のつま先から着地した脚の踵までの
距離を両側ともに3回ずつ実施し，平均値を算出した． OLH
健患比を10代（N＝86名，男23名，女63名），20代（N＝72，
男47名，女25名），30代（N＝65，男40名，女25名），40代以
上（N＝39，男16名，女23名）に分類し，各年代の健患比を
比較検討した．統計学的処理はSPSS ver12.0を用い，多重比
較法（Tukeyの方法）にて比較した．また有意水準は5％と
した．本研究は当院倫理委員会の承認を得て行った．

【結果】
OLH健患比は10代92.9％，20代91.6％，30代88.9％，40代

以上82.4％であり，10代・20代と比較して40代以上は有意に
低値を示した．

【考察】
今回，年代別で術後1年時の成績を比較した．10代・20代

に比較して40代以上では有意に低値を示し，パフォーマンス
テストであるOLHは年齢による影響を受けることが示唆さ
れた．今後ACL再建術後は，年齢を考慮した理学療法を展
開していく必要があると思われる．

key words 膝前十字靭帯再建術・One Leg Hop・年代
別

膝前十字靭帯再建術後のOne Leg Hop健患比の年
代別比較

近藤慎也・平田大地・黒川　純・玉木宏史

船橋整形外科　西船クリニック　理学診療部
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【目的】
外来リハビリを継続する中で草取りを再開したいというニ

ーズがあり、先行研究を調べても草取りに関する報告はな
い。そこで本研究では、人工膝関節全置換術（以下TKA）
術後患者が草取りを行っているかどうかの実態調査を行い、
草取りを行うかどうかで年齢や身体機能の違いがあるのかを
明らかにすることを目的とした。

【方法】
対象は平成24年4月1日より平成25年3月30日の間に当院で

TKAを行い、外来でのアンケートを行えた25名とした。対
象者には研究の意図を説明し、アンケートに関する回答と書
面による同意を得た。アンケートは年齢、性別他、草取り姿
勢、草取り・農作業中の転倒歴、立ち上がりが1回で可能か
どうかを調査した。統計学的検定は、年齢は対応のないt検
定を用い、それ以外の項目はx2検定を用い、危険率0.05未満
を有意差ありとした。

【結果】
TKA術後で草取りを行っている患者は25名中15名（60％）

であり、草取りを行わない患者より多いことが明らかとなっ
た。散歩は24名中9名（38％）が行っており、散歩よりも草
取りを行う患者が多いことが明らかになった。また、草取り
をする患者は草取りをしない患者よりも有意に若いことが明
らかになった。更に、草取り姿勢として屈み動作が15名中9
名（60％）であり他の姿勢よりも多く、1回で立ち上がるこ
とができる患者は草取りを行える患者で有意に多いことが分
かった。

【考察】
栃木県の県北地域においては半数以上のTKA術後患者が

草取りを行うことが分かった。これは地域特性で農家が多い
ことが関係していると考えられた。また、股関節や体幹の屈
曲による屈み動作を行う傾向にあると考えられた。身体機能
が高い患者ほど草取り動作を再開できる可能性があった。

【まとめ】
当院におけるTKA術後患者は60％が草取りを行っている

ことが明らかとなった。これにより、TKA術後は歩行や階
段昇降の練習だけでなく草取り動作に必要な屈み動作などの
練習を入院中に行う必要がある。

key words 草取り・人工膝関節全置換術・アンケート

人工膝関節全置換術後の退院後の生活実態に関して
のアンケート調査

前田和也1,2）・石坂正大1）・金子純一朗2,3）・ 
小野田公2,3）・貞清香織3）・木村和樹1）・斎藤博樹1）・
小川幸宏1,2）・加藤龍彦1）・八板智仁1）

1）国際医療福祉大学塩谷病院　リハビリテーション室 
2）国際医療福祉大学大学院　保健医療学専攻理学療法分野 
3）国際医療福祉大学　保健医療学部　理学療法学科
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【目的】
下腿周径は、筋量や栄養状態の評価として用いられる他、

身体機能との関連も報告されている。しかし、個体間での差
が著しいなど、その信頼性は乏しい。そこで、我々は、下腿
の最大周径と最小周径の比をとり、Calf Ankle index（以下
C/A index）というオリジナルの指標を考案した。今回、変
形性膝関節症患者のC/A indexと身体機能、特に移動能力と
の関連を明らかにし、C/A indexが移動能力を評価する簡便
な指標となりうるかを検討した。

【方法】
人工膝関節全置換術（TKA）および人工膝単顆置換術

（UKA）実施目的で入院した症例のうち、本研究の趣旨を説
明し、同意の得られた男女28例（73.4±6.6歳）を対象とした。
手術前日に、術前評価として、下腿周径（最大、最少）と
JOAスコアおよび5m歩行時間を測定した。下腿周径につい
ては、最大と最少の比をとりC/A indexとし、それらの関連
を、スピアマンの順位相関係数にて検討した。

【結果】
C/A indexの平均は1.59±0.11、JOAスコアの平均値は

62.50±13.30点で、5m歩行の平均は8.54±2.55秒となってい
た。相関係数は、C/A indexとJOAスコアがr=0.504（P＜
0.01）、C/A indexと5m歩行がr=-0.473（P＜0.05）、JOAスコ
アと5m歩行はr=-0.449（P＜0.05）で、いずれも有意な相関
が認められた。

【考察】
JOAスコアは、歩行、階段昇降、ROM、腫脹の4項目から

構成されており、移動能力に重点を置いた尺度であるとされ
ている。C/A indexは、JOAスコアおよび5m歩行と相関関
係となっていたことから、個体差に左右されずに、移動能力
を評価する簡便な指標となりうることが示唆された。

key words 変形性膝関節症・下腿周径・JOAスコア

変形性膝関節症患者のCalf Ankle indexと移動能
力の関係

寺山圭一郎1）・小川明宏1）・秋葉　崇1）・根本亜友美1）・
土谷あかり1）・清水一寛2）・中川晃一1）

1）東邦大学医療センター佐倉病院　リハビリテーション部 
2）東邦大学医療センター佐倉病院　循環器センター
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【はじめに】
deQuervain病は母指，手関節に疼痛をきたす代表疾患の

一つである.今回，従来主流であった関節モビライゼーショ
ンや各筋に対するストレッチでは治療効果が得られず，上肢
アライメント評価を考慮した近位橈尺関節（以下：PRUJ）
に対する理学療法が有効性を示したので報告する.

【方法】
46歳女性，職業は事務職である．平成24年10月，仕事中に

右母指痛が出現し，当院受診．右deQuervain病と診断され，
理学療法開始．ROMにおいて右掌屈50ﾟ，右尺屈40ﾟで母指
橈背側痛による制限を認めた．Eichhoff testは陽性，圧痛は
第一背側区画上に認めた．各検査におけるNRS8であった．
これらの検査に加え上肢アライメント評価を行い，右前腕回
外位，橈側手根骨掌側偏位，第一中手骨掌側外転位であるこ
とを確認した．理学療法介入は従来の方法では疼痛改善が図
れなかったため，隣接関節に着目し，前腕回内制限に対し
PRUJの橈骨輪状靭帯（以下：ALR）及び外側側副靭帯（以下：
LCL）へのストレッチを施行し改善を図った．

【説明と同意】
対象者には本発表の趣旨を伝えヘルシンキ宣言に対する説

明を行い，同意を得た．
【結果】

手関節可動域，Eichhoff test，圧痛において改善が見られ，
NRS2となり，上肢アライメント評価では右前腕回外位，橈
側手根骨掌側偏位，第一中手骨掌側外転位ともに改善がみら
れた．

【考察】
本症例はdeskworkによる肘屈曲位によりLCL及びALRの

伸張性が低下したと考える．林らの報告ではLCLおよびALR
の伸張性は，回内時における橈骨頭の遠位移動に関与すると
されている．PRUJの回内制限に対し，舟状骨，大菱形骨，
第一中手骨は掌側偏位し回内動作を補償したものと考え，第
一背側区画の圧迫伸張ストレスが加わり疼痛が出現したもの
と推察する．

【展望】
手の機能障害の病態把握は個人差が大きく困難である．今

回の症例のように隣接関節からの影響を考慮することで，機
能改善を図れる症例も存在するため，手の機能障害で悩む症
例の改善の一助になれば幸いである．

key words deQuervain病・近位橈尺関節・上肢アライ
メント

近位橈尺関節に対するアプローチにより改善が見ら
れたde Quervain病の一症例

平田史哉1）・小関博久1,2）・松田俊彦1）・稲垣郁哉1）・
山本尚美1）・財前知典3）

1）広尾整形外科　リハビリテーション科 
2）東都リハビリテーション学院 
3）日本歯科大学大学院　生命歯学研究科　解剖学第一講座
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【目的】
胸腰椎圧迫骨折を期に脊椎後弯変形の進行や歩行能力の低

下を招くケースは多い。先行研究では圧迫骨折部位のアライ
メント変化について多く報告されているものの，回復期病院
におけるリハビリテーション（回復期リハ）実施後の歩行能
力との関連性に関する報告は少ない。そこで、本研究では胸
腰椎圧迫骨折患者の骨折部位の局所的な屈曲角度と回復期リ
ハによる歩行能力の改善との関係について調査することを目
的とした。

【方法】
対象は平成23・24年度、回復期病院である当院に入院した

胸腰椎圧迫骨折患者26名（81.9±4.8歳）とした。除外基準は
神経症状を発症した患者、複数椎体を骨折した患者とした。
歩行能力についてはFIMを利用し、病前の歩行能力と比較し
て低下した群（低下群）と、変化なしまたは向上した群（維
持向上群）に群分けした。骨折部位の屈曲角度は、Harrison
らの手法を一部改変し、X線側面像から骨折部の上位2椎体、
下位2椎体の中心を結ぶ線の交点が成す角度を算出した。そ
して、両群の骨折部屈曲角度について対応のないt検定を行
い、有意水準はp＜0.05とした。なお、本研究はヘルシンキ
宣言に沿い、当院倫理委員会の規定に基づき実施した。また，
X線は診療上，医師の指示の下、放射線技師により撮影され
たものである。

【結果】
骨折部位屈曲角度は歩行能力低下群（9名）で18.7±10.4ﾟ、

維持向上群（17名）で10.7±8.4ﾟであり、低下群において有
意に屈曲角度が大きかった。

【考察】
本研究結果より胸腰椎圧迫骨折に伴う骨折部位屈曲角度の

増大は、病前レベルの歩行能力獲得の阻害因子の一つになる
事が明らかとなった。骨折部位での屈曲角度の増大は疼痛の
増大・遷延化や脊柱アライメント変化によるバランス能力の
低下を招く可能性がある。これらが歩行能力改善の程度に関
連する可能性があり、今後更なる検討が必要であると考え
る。

key words 胸腰椎圧迫骨折・骨折部位屈曲角度・歩行能
力

胸腰椎圧迫骨折の骨折部位屈曲角度と回復期リハビ
リテーション病院における歩行予後との関係

永井己地歩1）・米田怜衣2）・渋谷正直1）・青山敏之1）・
夏山ほのか1）・石井達也1）・仲野友香1）・本多輝行1）

1）イムス板橋リハビリテーション病院　リハビリテーション科 
2）横浜新都市脳神経外科病院
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【目的】
当院では、人工股関節全置換術（以下THR）術後3週間の

入院リハビリテーションプロトコールを作成し、理学療法を
行っている。その中で、プロトコールから逸脱した症例の影
響因子について検証した。

【方法】
当院リハビリテーション科にて理学療法を行ったTHR術

後症例のうち、2012年4月1日から2013年3月31日までに手術
を行った259例についてカルテから調査した。その中からプ
ロトコールより1週間以上逸脱した、術後4週（28日）間以上
経過して退院に至った症例について影響因子を検証した。

【結果】　
当院にて上記のようにプロトコールより逸脱した症例は

259名中37名（14.1％）であった。平均年齢は72.1歳±11.4、
平均在院日数は45.6日±28.7であった。影響因子としては術
前から腰痛を訴えていたもの10例、同じく膝痛は5例、非術
側の股関節が末期変形性股関節症であった症例は7例、対側
のTHRまたは人工骨頭術後の症例は7例であった。術中・術
後に骨折またはカップの脱転をきたした症例は5例でそれら
の平均在院日数は、83.2日±46.6であった。精神面では認知
症を合併していた例は3例、うつ病1例、精神遅滞1例であっ
た。術後深部静脈血栓症を発症した症例は2例であった。そ
れらの平均在院日数は各29日・34日であった。術後感染症を
罹患したものは1例で入院日数は112日であった。社会的背景
では独居は7例認められた。

【考察】
結果から、退院を延長した症例の影響因子には多種多様な

ものが認められた。術中術後の骨折例では長期間の入院期間
延長が必要とされている。影響因子として多かったものは腰
痛・膝痛・反対側OAなどで、術部以外の疼痛が、歩行能力
の改善を妨げ、退院日を延長させているものと思われる。今
後は、理学療法開始時から術部以外の疼痛のある関節に対し
ても、アプローチを行う事が必要であると考える。

key words 人工股関節全置換術・影響因子・プロトコー
ル

人工股関節全置換術後、プロトコール通り退院に至
らなかった症例の影響因子について

脇元章博

JR東京総合病院　リハビリテーション科
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【目的】
今回、悪性関節リウマチにより両側大腿切断術に至った重

度障害者を担当した．トータルマネジメントにより希望する
自宅退院を達成することが出来たので以下に報告する．

【方法】
30歳代後半、女性．診断名：悪性関節リウマチ（Stein-

blocker分類：stage4・class3）．現病歴：昭和51年若年性関
節リウマチ．平成18年悪性関節リウマチ診断．平成24年9月
下旬両側下腿潰瘍による大腿切断術施行．家族歴：母子家庭．
家屋：バリアフリー化の市営住宅．訪問看護師・ヘルパー週
2回．早期自宅退院を目標に主な各職種の役割として、PTは
移乗・移動手段時の介助量軽減．医師は投薬・術創部管理と
市役所へ意見書提示．看護師は精神面を含めたケアや自宅と
同じ環境を整え移乗やトイレ動作練習実施．OTは、生活用
品作製．MSWは、外部職種へ連絡を取り自宅退院までの流
れを円滑に進行する．また、他職種と重度障害・環境調整不
足・病院への依存度が高い事を共通認識とし連携を図った．

【結果】
ADLは座位保持・床上いざり動作自立．環境面は、家屋

評価と外泊試験を挟み、住居改修・必要物品導入提示．移動
は電動車いす完成まで六輪車で対応．症例や家族の満足度
は、退院後に電動車いす搬入や住居改修が行うため環境調整
未完成で退院となり不安はありながらも一つひとつ解決して
いきたいとの前向きな発言がきかれた．課題は残るが、院中
医療連携強化により約三ヵ月で自宅退院を達成した．

【考察】
一般に質の高い医療を連携する際に院中連携は重要で多く

の病院で既に実施されているが形式的になりやすく本質的連
携は困難なことが多い．今回はそれとは違い、症例の社会的
背景が共感を得やすく、各職種での症例の情報提供から問題
点を共有した．そこから、役割分担を決めるほかに支援計画
の立案、目標再検討を繰り返し、症例の自宅退院への意識を
高めたことで約3ヶ月での自宅退院を達成したと考える．

key words チーム医療・退院支援・関節リウマチ

悪性関節リウマチ診断で両側大腿切断術を施行し医
療連携による自宅退院を達成した一症例

松原真由・塩見耕平・石川公久

筑波大学附属病院
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【目的】
中足骨疲労骨折は女性の発症率が高く、危険因子として外

反母趾や内側縦アーチの異常など足部形態との関連性や、発
生部位として第2・3中足骨に多いことが報告されている。し
かし、前足部形態に関する報告や、女性のみを対象とした報
告は少ない。そこで、本研究の目的は第2、3中足骨疲労骨折
を発症した女性選手の前足部形態に関する特徴を検討するこ
とである。

【方法】
対象は2003年4月から2012年3月までに当院を受診した女性

60症例69足とし、X線またはMRIにて第2・3中足骨疲労骨折
と診断された33症例33足（平均年齢15.5歳、平均身長158.7 
cm、平均体重48.3kg）を骨折群とし、疲労骨折の既往がな
く足部に骨症を認めなかった27症例36足（平均年齢15.9歳、
平均身長158.0cm、平均体重46.5kg）を対照群とした。競技
種目は骨折群が行っていた上位3種目の新体操、陸上競技、
バスケットボールに統一した。計測はX線正面像を用い、外
反母趾の指標となる外反母趾角（HV角）、第1第2中足骨角

（M1M2角）を計測した。HV角は第1中足骨長軸と第1趾基節
骨長軸の交点、M1M2角は第1・第2中足骨長軸の交点より計
測した。計測した角度をそれぞれ骨折群と対照群で比較し
た。統計学的分析は対応のないt検定を用い、有意水準は5％
とした。X線に関しては，担当医が診療時に必要と判断した
上で当院放射線技師にて撮影された足部正面像を使用した。
また、説明と同意はヘルシンキ宣言に基づき当院倫理委員会
の承諾を得て実施した。

【結果】
HV角は骨折群20.7ﾟ、対照群17.6ﾟであり、M1M2角は骨折

群10.6ﾟ、対照群8.5ﾟであった。HV角、M1M2角ともに骨折
群で有意に高値を示した（P=0.21、P=0.00）。

【考察】
本研究の結果より骨折群のHV角、M1M2角ともに有意に

高値を示し、骨折群の前足部形態に特徴が見られた。したが
って前足部形態を考慮し、外反母趾と足部への介入が必要で
あると考える。

key words 中足骨疲労骨折・前足部形態・女性選手

女性選手における第2、3中足骨疲労骨折症例の前
足部形態

浦上　剛1）・葛山元基1）・玉木宏史1）・黒川　純1）・ 
澤野靖之2）

1）船橋整形外科　西船クリニック　理学診療部 
2）船橋整形外科病院　理学診療部
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【目的】
内反を伴う変形性膝関節症（以下膝OA）の全身的な構築

学的変化では、円背、股関節内旋角度（以下内旋）の減少、
膝屈曲拘縮（以下拘縮）が特徴的である。今回、これらの因
子間の因果関係について検討した。

【対象】
2007年と2010年の新潟県松代地区住民膝検診を両方とも受

診した800名（26-95歳、67.9±11.7歳）：1590膝を対象とした。
【方法】

検診内容は2007年、2010年とも同様で、医師による姿勢評
価、股・膝関節可動域測定を行った。また、立位膝前後X線
撮影（以下X線）で膝OA病期をK-L分類で評価した。2007
年時の膝OA病期が左右ともgrade 0、1で3年間の変化につい
て、円背なし→あり：円背群、円背なし→なし：非円背群、
内旋が減少した者：減少群、変化しなかった者：非減少群、
拘縮なし→あり：拘縮群、拘縮なし→なし：非拘縮群とした。
各群間で、2007年時の円背、拘縮の割合や内旋について比較
し、各々の要因について性別に検討した。統計処理は、年齢、
膝OA病期の影響を除外するため多変量解析を行い、有意水
準は5％未満とした。本研究は対象者に説明し同意を得て行
った。

【結果】
円背と拘縮の要因では、女性は内旋で、円背群33.1±14.0ﾟ、

非円背群48.3±15.3ﾟ（p＜0.05）、拘縮群27.8±14.3ﾟ、非拘縮
群42.0±16.3ﾟ（p＜0.05）で、円背群と拘縮群が有意に小さ
かった。男性は有意差を認めなかった。内旋減少の要因では
男女とも円背で、女性の減少群76.1％、非減少群37.1％（p＜
0.05）、男性の減少群38.5％、非減少群28.4％（p＜0.05）で、
減少群が有意に大きかった。

【考察】
男女とも円背が内旋減少の要因で、女性では内旋が拘縮の

要因であったことから、下肢の変形は脊椎を含む全身的な構
築学的変化であることとその影響に性差があることが示唆さ
れた。膝OAの理学療法において体幹機能の重要性が再認識
された。

key words 変形性膝関節症・円背・股・膝関節可動域

円背姿勢と股・膝関節可動域の関係

渡邉博史1）・古賀良生2）・大森　豪3）・遠藤和男4）

1）JA新潟厚生連　新潟医療センター　リハビリテーション科 
2）北越病院　膝関節生体力学研究室 
3）新潟大学研究推進機構超域学術院 
4）新潟医療福祉大学
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【はじめに】
人工膝関節全置換術（以下TKA）術後患者の早期身体機

能および能力の回復を阻害する要因として膝関節伸展可動域
制限が考えられている．これまで，膝関節屈曲可動域制限と
術後経過の関連性に着目した報告は数多くあるが，膝関節伸
展可動域制限と術後経過の関連性を報告した研究は少ない．
そこで，本研究の目的は膝関節伸展可動域制限と術後経過の
関連性を調査することである．

【方法】
対象は本研究に同意の得られた2011年1月から2012年11月

までに，変形性膝関節症と診断され，片側TKAを施行した
124名，124膝とした．内訳は術後3ヶ月において膝関節伸展
可動域制限の無い43名43膝を制限なし群，膝関節伸展可動域
制限-5ﾟ以上あった81名81膝を制限あり群とし、2群に群分け
した．制限あり群と制限なし群において，術前，術後1ヶ月，
術後3ヶ月の歩行時痛，10m歩行，WOMACの疼痛，こわばり，
機能，合計点の数値を2群間で比較した．統計学的処理は
Mann-WhitneyU検定を用い，有意水準は5％とした．

【結果】
術前では，両群間は各項目において有意差は認めなかっ

た．術後1ヶ月では，歩行時痛において制限なし群が有意差
を認めた．（p＜0.05）その他の項目では有意差は認めなかっ
た．術後3ヶ月では，歩行時痛，WOMACの疼痛，こわばり，
合計点において制限なし群が有意差を認めた．（p＜0.05）そ
の他の項目では有意差は認めなかった．

【考察】
今回の結果において，制限なし群では制限あり群と比較

し，歩行時痛，WOMACの疼痛，こわばり，合計点の項目
で良好な成績を収めていた． このことから，術後早期から
膝関節屈曲可動域の改善のみならず、膝関節伸展可動域に対
しても積極的にアプローチすることが重要であり，膝関節伸
展可動域制限の改善は術後の歩行時痛の減少，片側TKA術
後患者の日常生活動作の拡大に繋がると考える．

key words 人工膝関節全置換術・膝関節伸展可動域・ 
術後経過

片側人工膝関節全置換術後の膝関節伸展可動域が及
ぼす影響について

山浦哲太郎・佐久間孝志・斉藤　翔・石崎翔大

船橋整形外科病院　理学診療部
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【目的】
第5中足骨疲労骨折は、外側に荷重が集中することが骨折

発生と関連していることは報告されているが前足部アライメ
ントに関する報告は少ない。本研究の目的は、第5中足骨疲
労骨折の既往を有する中高生サッカー選手の前足部アライメ
ントの特徴をX線学的に検討することである。

【方法】
対象は、2006年4月～2012年2月までに当院を受診した中高

生サッカー選手とし、第5中足骨疲労骨折と診断した12名12
足（平均年齢：16.0歳・平均身長：165.7cm・平均体重：59.1 
kg）を骨折群、疲労骨折の既往がなく足部に骨症を認めな
かった19名19足（平均年齢：15.0歳・平均身長：164.7cm・
平均体重：53.2kg）を対照群とした。計測は、X線正面像よ
り第1・2中足骨間角（M1/2角）、第1・5中足骨間角（M1/5角）、
第4・5中足骨間角（M4/5角）を計測した。M1/2角を第1中
足骨長軸と第2中足骨長軸のなす角より計測し、M1/5角を第
1中足骨長軸と第5中足骨長軸のなす角より計測し、M4/5角
は第4中足骨長軸と第5中足骨長軸のなす角より計測し、骨折
群と対照群で比較した。統計学的分析はMann-WhitneyのU
検定を行い、有意水準は5％とした。なお、X線撮影は、担
当医が診察時に必要と判断し、当院放射線技師にて撮影され
た足部正面像を使用した。また、本研究はヘルシンキ宣言に
基づき当院倫理委員会の承諾を得て実施した。

【結果】
M1/2角は骨折群8.3ﾟと対照群8.0ﾟであり、M1/5角は骨折

群22.5ﾟと対照群24.8ﾟでともに有意差はなかった。M4/5角は
骨折群6.7ﾟと対照群9.3ﾟと骨折群で有意に低値を示した（P＝
0.02）。

【考察】
骨折群では対照群と比較しM4/5角は有意に低値を示した

ことから、骨折群の前足部アライメントに特徴がみられ、
M4/5角の減少は第5中足骨疲労骨折と関連があることが示唆
された。

key words 第5中足骨疲労骨折・サッカー・前足部アラ
イメント

第5中足骨疲労骨折の既往を有する中高生サッカー
選手の前足部アライメントの特徴

溝口　想・葛山元基・玉木宏史・黒川　純

船橋整形外科　西船クリニック　理学診療部
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【目的】
当院では、前方進入法による人工股関節全置換術（DAA-

THA）前後の定期的評価にThe Western Ontario and Mc-
Master Universities Arthritis Index（WOMAC）を用いて
いる。THAにおいてWOMACとQOLを比較した研究は散見
されるが、WOMAC術前後の推移と関連性を検討した研究
は 少 な い。 そ こ で 今 回、 術 前 と 術 後 各 時 期 に お け る
WOMACの経時的変化と関連性について検討することを目
的とした。

【方法】
対象は、2011年4月～2012年5月にTHAを施行した片側変

形性股関節症（進行期～末期）、CroweI型患者134名（男性
21名、女性113名）、年齢63.8（23-85）歳、身長156±6.6cm、
体重55.9±9.9kgである。術前、術後3、6、12週のWOMAC
合計点および各項目（疼痛、こわばり、機能）を測定し、一
元配置分散分析後、Tukeyの多重比較法を用いて検討した。
また、術前と術後3、6、12週WOMAC合計点および各項目（疼
痛、こわばり、機能）の関連性をspearmanの順位相関係数
を用いて検討し、有意水準は5％とした。

【説明と同意】
本研究は、ヘルシンキ宣言に基づき対象者に人権擁護がな

されていることを説明し同意を得て実施した。
【結果】

WOMACにおけるa 術前、b 術後3週、c 6週、d 12週の平
均点の比較は、痛みはa 9.3点、b 4.9点、c 3.4点、d 2.1点へ
と有意に改善した（p＜0.01）。こわばりはa 3.7点、b 2.6点、
c 2.0点、d 1.5点へと有意に改善した（p＜0.01、cd p＜0.05）。
機能はa 29.5点、b 21.1点、c 14.5点、d 9.5点へと有意に改善
した（p＜0.01）。合計点はa 42.6点、b 28.8点、c 19.9点、d 
13.0点へと有意に改善した（p＜0.01）。また、術前と術後各時
期の機能に中等度の相関を認めた。（ab r=0.41、ac r=0.46、
ad r=0.40、p＜0.01）

【考察】
WOMAC全項目において、術前と術後各時期で有意差を

認め、更に機能は全ての時期に相関を認めた事から、術前よ
りADLに対して理学療法を介入していく必要があると考え
る。

key words DAA-THA・経時的変化・WOMAC

DAA-THA術前後におけるWOMAC～経時的変化
と関連性～

森下　宏

船橋整形外科病院　理学診療部
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【目的】
大腿四頭筋の筋収縮は筋厚にどのような変化をもたらすの

か超音波画像により明らかにする。
【方法】

対象は健常成人男性12名（平均年齢23.1±2.5歳）。測定肢
位は背臥位で股関節内外旋中間位とし、測定部位は利き足

（右12名）の大腿骨長の50％（大転子と大腿外側上顆の中点）
で外側広筋上とした。運動課題として、レッグプレス（酒井
医療器compass）を使用し、負荷は測定肢において、1RMの
60％での10回反復動作とした。筋厚の計測に、超音波診断装
置（GE横川メディカルシステム社製LOGIQ Book XP）を用
いた。安静時（運動課題前）、30秒後、1分後、3分後、5分後、
10分後の6時点において、外側広筋（VL）、中間広筋（IM）、
その合計の3つデータを計測した。周径は安静時と5分後の2
時点を計測した。解析方法は、3つの筋厚データそれぞれに
ついて、6時点のデータを用いた反復測定一元配置分散分析
と、開始前を基準とする各時点の差に対しDunnett検定を用
いて比較した。周径の変化は対応のあるt検定を用いて比較
した。いずれも有意水準は5％未満とした。なお、対象者全
員に対して口頭で研究内容を説明し同意を得た。また、研究
はヘルシンキ宣言を遵守して行った。

【結果】
筋厚は、VL、IM、その合計とも6時点間に優位な変化を

認めた（p＜0.05）。Dunnett検定の結果、運動課題前と優位な
差を認めたのは、VLでは30秒後から3分後までの3時点（p＜
0.05）、IMでは30秒後から10分後の5時点すべて（p＜0.05）、
合計では30秒後から10分後の5時点すべて（p＜0.01）であっ
た。

周径は運動課題前51.9±5.4cmから運動終了後は51.9±5.5 
cmであり、有意な差は認められなかった（p＞0.05）。

【結論】
筋収縮によって筋厚は増加する。運動終了後10分以上は増

加した状態が続くと思われる。この増加は超音波画像ではと
らえられるが周径計測ではとらえることはできないと思われ
る。

key words 超音波画像・大腿四頭筋・筋厚

大腿四頭筋における運動前後での筋厚の変化

猪狩　浩1）・神宮陽子1）・田中志子1）・浅川康吉2）

1）医療法人　大誠会　内田病院 
2）群馬大学　大学院　保健学研究科
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【はじめに】
腸骨棘の裂離骨折は比較的稀である．下前腸骨棘裂離骨折

の経過報告が少ない．本症例の経過と，効果的であったリハ
アプローチと，受傷機転につき考察を交えて報告する．本症
例にはヘルシンキ宣言に基づき説明し了承を得た．

【症例】
17歳，男性，171cm，56kg，利き足左．主訴がサッカーキ

ック動作時と走行時の左鼡径部痛であった．
【初期評価時】

Heel Buttock Distance（以下，HBD）が左右ともに4横指
であった．動作時痛がNRSで7/10であった．レントゲン撮影
で左下前腸骨棘裂離骨折を認めた．

【最終評価時】
動作時痛がNRSで2/10と著明に軽減していた．HBDは両

側1横指であった．レントゲンで治癒を認めた．
【考察】

下前腸骨棘骨折がサッカーボールのキックで発症したとい
う報告がある．問診によって本症例はボールを遠くに飛ばす
目的でキック練習ばかりを繰り返していたことがわかった．
キックという単一動作の不必要な反復の結果，大腿直筋筋損
傷が発症したと考えられた．その結果，下前腸骨棘に反復的
牽引力が働き裂離骨折に至ったと推察された．本症例は左利
きであり，左側に発症したこともこの理由によると考えられ
た．一般的に下前腸骨棘裂離骨折は，約6～8週の安静で治癒
する．リハアプローチは大腿直筋のストレッチを主に行っ
た．再発予防の目的で同一動作を反復しないための運動指導
を徹底した．5週間後にHBDは両側1横指と両側膝関節屈曲
の可動域が改善した．疼痛の訴えがなくなり，スポーツが許
可された．本症例のようにキックという同一動作の練習を繰
り返すことだけで，効率が良い練習ができると考える選手に
は簡単に手っ取り早く結果だけを求める性向があると思われ
る．本症例は中学生時代に左上前腸骨棘裂離骨折を経験して
いる．当時はボレーキックばかりを繰り返していたという．
スキルアップのために多方向性の運動と充分な練習量が必要
である．過去のスポーツ外傷と，練習の実態ばかりでなく選
手の性格を把握し評価する重要性を痛感した．

key words 下前腸骨棘裂離骨折・大腿直筋・運動指導

10代サッカー選手の下前腸骨棘裂離骨折に対する
リハアプローチの経験

稲葉和人1）・佐々木馨1）・田山昌紀1）・平野弘之2）

1）医療法人社団　北町整形外科医院　リハビリテーション科 
2）医療法人社団　北町整形外科医院　整形外科

 O-087 



－45－

【目的】
TENS実施時に電極設定部位、パラメーターの設定、実施

時間がセラピストによって異なる点が臨床で見られる。本研
究では前述した点を明確にし、再現性のあるTENS治療を行
えることを目的とした。

【対象】
改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）で21点以上、

またはMini-Mental State Examination（MMSE）で27点以
上の認知機能に問題がなく、末梢性の器質的な疼痛を有する
患者21名（急性痛10名、慢性痛11名）を対象とした。

【方法】
被験者にTENSを用いて、実施前後の疼痛の程度を比較。評

価はFace Rating Scale、Numeric Rating Scale（以下、NRS）、
日本語版簡易型McGill 痛みの質問表（以下、日本語版SF-
MPQ）の感覚を表す1 ～11の合計点、感情を表す12～15の
合 計 点、Visual Analogue Scale、Present Pain Intensityを
使用。電極設置部位はデルマトーム、スクレロトームを用い
て疼痛の支配領域を分類し脊柱側方に設定。パラメーター設
定は、パルス持続時間（μm）：急性痛（75μm）慢性痛（150 
μm）、周波数（Hz）：急性痛（10Hz）慢性痛（150Hz）、実
施時間（20分）、強度（mA）：被験者が不快に感じない程度
とした。統計はWilcoxonの符号付き順位検定を使用。

【説明と同意】
当院倫理委員会の了承を得て被験者に研究内容について説

明を行い、同意を得て実施した。
【結果】

TENS実施前後の比較を急性痛群、慢性痛群で実施した結
果、慢性痛群の方が急性痛群より有意に疼痛軽減がみられた

（p＜0.05）。急性痛群ではNRSのみ有意に改善がみられなか
った（p＜0.05）。

【考察】
日本語版SF-MPQの痛みの表現のうち、感情を表す12～

15の合計点で有意に改善がみられた点は、自律神経系や情動
系を含む中枢性機序にTENSが関与している可能性がある。
また、疼痛の支配領域の脊柱外側に電極を設定した為、セラ
ピスト間での電極設定の再現性が高い。TENS実施時の疼痛
軽減は内因性オピオイドの関係性が考えられる。

key words TENS・電極設置部位・内因性オピオイド

TENSによる疼痛軽減と電極設定部位について

柴田諭史・原島宏明・宮野佐年

南東北グループ　医療法人財団　健貢会　総合東京病院　リ
ハビリテーション科
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【はじめに】
前十字靭帯（以下，ACL）再建術を施行したものの，再発

（再建膝および対側膝受傷）してしまう症例をしばしば経験
する．スポーツ復帰時期でのCybex等速性筋力測定データを
基に，複数回損傷例での筋力特性を調査したので報告する．

【対象と方法】
当院で2009年8月～2012年9月の間にACL再建術を施行し

た147膝で，術後半年以上の経過観察が可能であった130膝
（うち，スポーツ復帰後の複数回損傷例10名）を対象とした．
医師からのスポーツ復帰許可が出るまでの日数，スポーツ復
帰時期での膝伸筋・屈筋ピークトルク（PT）値，膝屈伸筋
力（H/Q比），最大トルク発揮角度について検討した．統計
学的分析にはt検定，Wilcoxonの符号付順位和検定を用いた．
なお，全てのデータは過去カルテから参照し，今回の報告に
あたっては個人情報の流出防止，匿名性の保持に十分配慮し
た．

【結果】
スポーツ復帰後に再発した10名は，再建膝受傷3名，対側

膝受傷6名，再建膝および対側膝受傷1名であった．（1） 非再
発例と比較し，複数回損傷例では膝伸筋・屈筋PT値はいず
れも高値を示し，患側・健側膝伸筋PT値，患側膝屈筋PT値
では有意差を認めた（p＜0.05）．健側膝屈筋PT値，スポー
ツ許可が出るまでの日数，H/Q比，最大トルク発揮角度につ
いては有意差を認めなかった．（2） 複数回損傷例において膝
伸筋・屈筋PT値，H/Q比，最大トルク発揮角度に有意な患
健差は認めなかった．複数回損傷例のH/Q比は患側0.68±
0.27，健側0.55±0.19であった．

【考察】
複数回損傷例ではスポーツ復帰時期の筋力はむしろ高い水

準にあることが分かった．これは復帰するスポーツレベルが
高いことが関係していると考える．また，健側膝屈筋PT値
のみ有意差を認めず，健側H/Q比が不良であったことから，
複数回損傷例ではスポーツ復帰時に健側筋機能のアンバラン
スが残存しやすいことが示唆される．

key words 前十字靭帯・等速性筋力・再発

ACL複数回損傷例の術後筋力特性について　 
─再発予防を目指して─

菅野智子・松岡慎吾・戸堀昌孝

JR東京総合病院　リハビリテーション科
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【目的】
低出生体重児の自律哺乳獲得までに要した日数（獲得日数）

を調査し、獲得日数の目安と獲得までに期間を要した症例の
特徴を把握することを目的とした。

【方法】
2010年4月からの1年間に当センターNICUに入院した低出

生体重児のうち、理学療法を実施し、自律哺乳獲得に至った
45例を対象とした。なお、1500g未満の極低出生体重児群の
35例（男19例、女16例、平均出生体重833±265g、平均在胎
週数27±2.6週） と1500g～2500g未満の低出生体重児群の10
例（男4例、女6例、平均出生体重1959±339g、平均在胎週
数35±2.6週） に分類した。獲得日数を調査し、極低出生体重
児群と低出生体重児群との間で比較した。さらに、極低出生
体重児群で獲得日数に期間を要した症例の特徴を抽出した。
本研究は所属機関の倫理審査委員会の了承を得て実施した。

【結果】
獲得日数の中央値（最小値－最大値、25％値－75％値）は

極低出生体重児群が31（10-69、27.5-37）日、低出生体重児
群が20（8-29、17-25）日であり、両群間に有意差を認めた（p
＜0.05）。極低出生体重児群で獲得日数が75％値（37日）以
上の症例は8例であった。哺乳の特徴としては、覚醒の持続
困難、過敏性が強い、HR・SpO2の変動、易疲労性、哺乳力
の低下、呼吸との協調性低下であった。

【考察】
低出生体重児群に比べ、極低出生体重児群では獲得日数の

遅延とばらつきを認めたこと、両群の自律哺乳獲得までの日
数のおおよその目安を把握できたことは理学療法を進める上
での1つの指標になると考えられた。また、獲得日数に期間
を要した症例の特徴を理解し、遅延例を早期に把握すること
が可能となれば、早期からの介入方法の検討に有効であると
考えられた。

key words NICU・低出生体重児・自律哺乳

当センターNICUにおける低出生体重児の自律哺乳
獲得までの日数

守岡義紀1）・國澤洋介1）・瀬立奈緒美1）・羽田侑里子1）・
茂木　恵1）・加藤星也1）・前川宗之2）・山本　満2）

1）埼玉医科大学総合医療センター　リハビリテーション部 
2）埼玉医科大学総合医療センター　リハビリテーション科
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【目的】
投球障害肩では、外旋増大、内旋減少といった特徴的な可

動域を呈することが多い。この要因として、上腕骨頭後捻角
の増大による骨性因子と後方関節包や筋のタイトネスによる
軟部組織性因子が指摘されている。今回、野球選手を対象に
上腕骨頭後捻角と回旋可動域を計測し、投球時痛のある群と
ない群で比較検討した。

【方法】
対象は男性の投手31名（有症状群17名・無症状群14名）で

あった。平均年齢は17歳、野球歴は平均9年で、2群間の有意
差はなかった。仰臥位、肘関節屈曲90ﾟで肩関節外転90ﾟ、内
外旋0ﾟ肢位を基準肢位とした。次に、超音波画像診断装置を
用いて、大結節と小結節を結ぶ線がモニター上で水平となる
よう肩を回旋させ、この肢位を開始肢位とした。基準肢位と
開始肢位における前腕長軸の角度の差を上腕骨頭後捻角、開
始肢位から最大内、外旋までの角度をそれぞれ内旋、外旋可
動域とし、それぞれを投球側、非投球側で計測した。統計処
理は、群内比較はpaired t－test、2群間比較についてはun-
paired t－testを用いた。尚、ヘルシンキ宣言に則り十分な
倫理的配慮のもと施行した。

【結果】
上腕骨頭後捻角は、有症状群、無症状群ともに投球側が非

投球側に比べて平均11ﾟ増大していた（P＜0.01）。有症状群
においては、投球側が非投球側より、外旋が平均9ﾟ増大し（P
＜0.01）、内旋が平均18ﾟ減少していた（P＜0.01）。一方、無
症状群ではいずれも有意差はなかった。2群間比較では、投
球側において有症状群が無症状群に比べて、外旋は平均8ﾟ増
大し（P＜0.01）、内旋は平均16ﾟ減少していた（P＜0.01）が、
その他は2群間に有意差はなかった。

【考察】
有症状群の投球側では、無症状群に比べて、可動域は外旋

が有意に増大し、内旋が有意に減少していた。一方、上腕骨
頭後捻角には有意差がなかったことから、有症状群では、後
方関節包や筋のタイトネスによる可動域制限が投球時痛に強
く関与していると推測した。

key words 投球障害肩・上腕骨頭後捻角・肩回旋可動域

野球選手における上腕骨頭後捻角を考慮した肩回旋
可動域─有症状群と無症状群の比較─

川井謙太朗・舟崎裕記・林　大輝・伊藤咲子

東京慈恵会医科大学　スポーツ・ウェルネスクリニック
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【はじめに】
当院では、リハビリテーションの一環として「足こぎ車椅

子」（株式会社T E S S ）を初めて導入した。そこで被殻出
血患者に試みたところ歩行率、歩行速度などに改善がみられ
たので若干の考察を加え報告する。

【症例】
症例は平成24年10月に右片麻痺と高次脳機能障害を呈した

50代男性。職業は行政書士。既往歴に高血圧、動脈硬化症が
あった。導入前の歩行は、T字杖・Shou horn type にて近
位見守り。安静時脈拍は、平均100回/分であり、運動時には
平均130回/分と頻脈を認めた。本発表は、主旨と内容を説明
のうえ同意を得た。

【経過】
「足こぎ車椅子」は、導入から退院までの間、6日/週、20

分/日実施した。導入前後の変化を10m歩行・歩数・速度・
歩行率・歩幅などを他の評価項目と合わせてビデオ撮影のう
え評価した。

【結果】
導入前後を比較すると、歩行率37.5 歩/分から47.4歩/分、

10m歩行は67秒から57秒、歩行速度は8.9m/分から10.5m/分
などと改善した。なお、歩幅、歩数などには改善がなかった。

【考察】
「足こぎ車椅子」は、両下肢の交互運動が、歩行時のStep

運動を刺激し、歩行率や速度などが改善するといわれてい
る。そして完全片麻痺患者でも麻痺側下肢に筋活動が出現
し、歩行のためのCentral pattern generatorの賦活をもたら
す可能性があるといわれている。本症例は歩数、歩幅が変わ
らない中でも速度が上昇したので、歩行率が改善したと考え
られた。また頻脈のため積極的に運動負荷をかけられなかっ
たが「足こぎ車椅子」は、運動負荷を抑えられ持続した下肢
の運動が行える。56才と働き盛りであり向上心が得られたこ
とも歩行速度が上昇した要因と考えられた。

【まとめ】
頻脈のため積極的な歩行訓練が行えない、被殻出血後の片

麻痺患者に「足こぎ車椅子」を導入したところ、有用であっ
たので報告する。

key words 足こぎ車椅子・被殻出血・歩行

「足こぎ車椅子」で歩行の改善がみられた被殻出血
の一例

畠山靖尚・常山晃司・千葉美奈子・篠村哲治・ 
高田耕太郎・小泉和雄

社会医療法人社団医善会　いずみ記念病院
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【はじめに】
多発性硬化症（multiple sclerosis.以下、MS）は脱髄疾患

の代表的な疾患である。今回、両下肢に重度麻痺を呈し歩行
不能となったMS患者に理学療法を施行する機会を得た。歩
行獲得に至るまでの経過を早期装具療法に焦点をあて報告す
る。

【説明と同意】
ヘルシンキ宣言に基づき、本症例には今回の症例報告に対

する説明と同意を得た。
【症例と治療方法】

症例はH24/7/25発症、10/15～H25/3/13まで当院に入院さ
れたMS発症患者（75歳、男性）。

10/25より当院常備の評価用装具にて立位exを開始し、
12/7本人用装具（右短下肢装具：以下右AFO、左長下肢装具：
以下左KAFO）完成し使用した。歩行自立判定はFunctional 
Balance scale（以下FBS）より判断した。筋力はMMTにて
評価した。

【経過】
入院時評価はExpanded Disability Status Scale Score（以

下EDSSscore）8.5点、FBS2点、MMT：両下肢1、両上肢4で
あり病棟ADLは全介助を要した。H24/10/18立位ex開始（Tilt 
table）。10/25立位ex開始（両下肢KAFO着用）。11/3全介助
歩行ex開始（左下肢KAFO、右下肢AFO着用）。12/7左KAFO、
右AFO完成。12/15歩行器＋左KAFO＋右AFO歩行連続40m
見守り～一部介助。12/25 四点杖＋両下肢AFO歩行ex開始。
1/14病棟内歩行器歩行自立（両下肢AFO着用）。H25/2/14右
AFO離脱。H25/3/6屋外歩行ex開始。退院時評価はEDSSs-
core6.5点、FBS47点、MMT：右下肢5、左下肢4、両上肢5
であった。

【考察】
本症例は歩行器歩行自立にて自宅退院された。近年、早期

の装具処方は実用歩行を獲得するうえで有効なアプローチと
されている。Whiteらは、MS患者における継続的な筋力ex
は疲労度・歩行の改善に有効であったと報告している。今回、
両下肢に重度麻痺を呈した患者において早期より装具着用下
による立位・歩行exを開始する事により、高負荷な下肢筋
活動を促す事ができ、歩行器歩行獲得に至ったと考える。

key words 多発性硬化症・装具療法・歩行自立

両下肢重度麻痺を呈した多発性硬化症患者に対する
早期装具療法～歩行器歩行獲得に至った症例～

手島雅人1）・末永達也1）・中村　学1）・伊藤貴史2）

1）医療法人社団　苑田会　竹の塚脳神経　リハビリテーショ
ン病院 
2）医療法人社団　苑田会　苑田第三病院　リハビリテーショ
ン科
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【目的】
脳卒中片麻痺患者の日常生活活動（以下ADL）には体幹機

能の重要性が指摘され，麻痺側の機能より体幹機能の指標で
あるFACT（Functional Assessment for Control of Trunk）
との関連が強くADLに影響を及ぼすことが報告されている．
また，移乗動作能力（以下移乗）は自宅復帰に関与している
という報告もあり，本研究では，移乗にFACTを含めた関連
因子が影響を及ぼすかを明らかにすることを目的とした．

【方法】
対象は2012年9月から2013年3月までに当院回復期病棟に入

院された脳卒中片麻痺患者56名（男性37名，女性19名．平均年
齢69.8±14.2歳）．検査課題は移乗をFIM，体幹機能をFACT，
麻痺側上下肢機能をBRS，非麻痺側下肢機能（以下脚伸展筋
力）をStrengthErgo240を用いて評価した．統計学的検討は
FIM移乗項目と，FACT，BRS，脚伸展筋力との相関をスピ
アマンの順位相関係数を算出し，相関を得られた項目を独立
変数，FIM移乗項目を従属変数とし重回帰分析を行なった．
さらに，高い相関が得られた項目を移乗の自立群と非自立群
に分け，t検定にて比較した．有意水準は5％未満とした．な
お，本研究は全ての症例に対し研究の主旨を説明し同意を得
た．

【結果】
FIM移乗項目と全てに相関があり，その中でもFACT・

BRS下肢に比較的高い相関が得られた．重回帰分析では
FACTのみが有意な独立変数として抽出された．FACT・
BRS下肢ともに自立群と非自立群に有意差が認められた．
 【考察】

脳卒中片麻痺患者の移乗の自立・非自立には，体幹機能と
麻痺側下肢機能が関与しており，さらに体幹機能が与える影
響度が最も大きいことが明らかになった．このことから，麻
痺側の機能と同様に体幹機能に着目した治療を十分に行なう
必要性が示唆された．

key words 脳卒中片麻痺患者・体幹機能・移乗動作能力

脳卒中片麻痺患者の移乗動作能力と体幹機能の関係
について 
─自立と非自立群に着目─　

木下崇美・直井俊祐・可児利明

医療法人社団健育会　竹川病院　リハビリテーション部
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【目的】
本研究の目的は、侵襲的人工呼吸器（TPPV）装着患者へ

のカニューレカフを脱気せずに発声が可能となるBlomⓇ気管
切開チューブシステムのスピーチカニューレ（BSC）につい
て検討し、理学療法士の役割について考えることにある。

【方法】
対象は、在宅療養中のTPPV装着下ALS患者6名であり、

BSCを実施した症例である。観察研究として後方視的に診療
録より検討を行った。調査項目としては、年齢、発症期間、
気管切開前の発声機能（可・不可）、球麻痺の有無、気管切
開からBSC装着までの期間とし、検討項目としては、BSC装
着時の発声の明瞭性（明瞭、不明瞭）、人工呼吸器の設定、
一回換気量、分時換気量、気道内圧、パルスオキシメーター
にてSpO2と脈拍の変動について調査した。診療録からの調
査であるが、個人情報の管理には十分な配慮を行った。

【結果】
BSCは気管切開前より発声が可能で、球麻痺がない症例が

適応であった。BSC実施時人工呼吸器設定は全症例とも
SIMVモード、一回換気量530±110（420～600）ml、分時換
気量6.8±1.8（5.0～7.8）L/min、気道内圧28.3±7.7（24～36）
hPa、SpO2 96～98％、脈拍68～100bpmで明瞭に発声可能で
あった。

【考察】
2009年に厚労省の通達で販売が中止となったスピーチバル

ブの代替機器として2012年よりBSCが発売され、その期待が
高まっている。本研究より、気管切開前より発声が可能で、
球麻痺のない症例はBSCの適応があり、早期導入が発声の明
瞭度に寄与することが示唆された。また認識力の有無がスム
ーズで安全な導入に影響した。TPPVを装着しても発声でき
ることは、ALS患者や家族のQOLに寄与する一方で肺の虚
脱が危惧された。BSCによる明瞭な発声と、安全かつ効果的
な使用には日々のモニタリング、気道クリアランスを保つこ
とが不可欠であり、理学療法士の役割として、ALS患者の声
を失わせず、維持していくための呼吸管理がBSCの有用性を
高めていくものと考える。

key words 侵襲的人工呼吸器・QOL・呼吸管理

在宅侵襲的人工呼吸器装着ALS患者の発声から考
える理学療法士の役割─BlomⓇスピーチカニュー
レ使用の適応─

冨田真紀1）・吉野貴子2）・浅川孝司1）・吉田祥子1）・ 
吉野　英1）

1）吉野内科・神経内科医院 
2）つばさ訪問看護ステーション
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【はじめに】
今回、早期離床時の運動負荷に伴って血圧低下を来した症

例を分析し、問題点を整理し、その対策について考察し報告
する。

【対象と方法】
平成24年6月1日から9月30日までに入院した脳血管疾患患

者121名を対象とした.方法は安静臥位で収縮期血圧,拡張期血
圧,を測定し、初回時の車椅子乗車時,立位時,歩行時に測定を
実施した。収縮期血圧が20mmHg以下低下した症例を血圧
低下群とした。検討は、臥床期間の長さや、合併疾患、その
対応について行った。本研究は、当院論理委員会の承諾のも
と,患者へは十分な説明を行なった上で実施した。

【結果】
121例中、8例（6.6％）に血圧低下が認められ、脳梗塞4例、

脳出血3例、その他1例であった。血圧低下に伴って症状増悪
しいた症例はなかった。1週間以上後に離床開始した症例が8
例、その内血圧低下群として判定した症例が4例（脳梗塞1例、
脳出血3例）存在した。発症即日もしくは翌日に離床を開始
していた125例では、4例で血圧低下群と判定した。

【考察】
全体の6.6％に血圧低下が認められ1週間以上臥床していた

群でより高率に離床時の血圧低下を来していた。早期離床
は、これらの予防に役立っていると考えられる。血圧低下を
来す要因として、圧受容器の感度低下や心機能低下、循環血
液量の低下、筋力低下などが指摘されており、血圧低下を引
き起こさせない観点から、早期離床が重要であると考えられ
る。しかし、1週間以上の長期にわたる臥床を強いられる症
例は、早期から積極的に弾性ストッキングを使用して運動負
荷の調節を行うことで、離床に伴う血圧低下を来す期間を短
縮し、積極的にリハビリテーションを実施していける可能性
が示唆された。今回の検討では早期離床が可能であった症例
の中にも4.8％で重度の心疾患患や頸動脈の圧受容体の影響
の血圧低下が考えられる症例が経験されたことから、リハビ
リテーション開始時には注意深い血圧観察が必須であると考
えた。

key words 血圧低下・長期臥床・脳血管疾患

超急性期脳血管疾患患者における血圧低下を呈した
症例の考察と対策

矢澤和之1）・三岡相至1）・吉田有輝1）・松本直人2）・ 
糸川　博1）・吉田生馬1）

1）葛西昌医会病院 
2）東京医療学院
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【目的】
利き手が目前に置かれた物を意志に反して強迫的に使用

し、非利き手がこの使用行為を制止する両手間の抗争行為を
道具の強迫的使用と呼ぶ。今回、左前大脳動脈領域の脳梗塞
を発症後、道具の強迫的使用を認めた一症例に対し、運動療
法を行った。本症例の障害特徴と運動療法について報告す
る。

【説明と同意】
本学会の発表にあたり、対象患者本人の了承・同意を得た。

【症例紹介】
50歳代、男性、右利き手。現病歴：X年2月15日、脳梗塞

を発症、当院入院。X年2月16日、リハビリを開始。X年3月
13日、回復期リハビリ病院に転院。発症時脳MRI所見：左前
頭葉内側・帯状回、及び脳梁膝部に高信号を認めた。入院時
所見：意識清明。運動麻痺は軽度右片麻痺。右上肢上方挙上、
右手指の自発運動は保たれていた。病棟トイレ移動は独歩可
能。右上下肢の表在・深部感覚は軽度鈍麻。軽度の運動性失
語症はあるが、口頭指示理解・応答は可能。右手指に強制把
握、強制模索、道具の強制的使用を認めた。右上肢に対し嫌
悪感を訴えた。検査所見MMSE：17点。FAB：5点。BI：45
点。

【運動療法】
X年2月20日～3月12日の期間、1回40分間、計20回実施。（1）

触圧覚、視覚の外的刺激を段階付けた右手指巧緻運動の促
通、両手での複合的動作課題の強化。（2）行為手順の運動想
起、内言語・外言語による自己教示の活用。（3）行為の良結
果に対する称賛の快刺激。以上を重点に行った。

【結果】
発症後26日、右手指の強制把握・強制模索の抑制が内的制

御で可能。両手間の抗争行為が顕著に減少。右手指のみ、両
手での日常生活の実動作が自立。意図的使用が容易となっ
た。検査所見：MMSE：28点。FAB：16点。BI：90点。

【考察】
麻痺側右利き手に対する積極的な感覚運動経験の促通は重

要であった。その際行為手順の運動想起、内・外言語での自
己教示の活用は有効であった。また良結果の称賛の快刺激
は、結果の理解と自信を生み、麻痺側手の自己認識の向上に
関与した。

key words 道具の強迫的使用・感覚運動経験・運動療法

道具の強迫的使用を認めた一症例に対する運動療法
の経験

笠原剛敏1）・永井　茜2）

1）東京臨海病院 
2）株式会社　日本在宅ケア教育研究所
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【目的】
本研究の目的は，回復期リハビリテーション病棟入院時お

よび入院から1ヵ月経過時（以下，1ヵ月時）において歩行能
力8段階の指標が退院時の病棟歩行自立予後予測に有用であ
るかを検討することである．

【方法】
対象は当院に入院した初発脳卒中片麻痺患者184名（平均

年齢68.2±12.7歳，発症から入院までの平均日数31.1±14.1日，
平均在院日数117.1±57.4日）とした．除外項目は 1）その評
価時点で歩行が自立している，2）状態悪化による転院，3）
測定に同意が得られないとした．退院時に病棟歩行が自立に
至った者を自立群，自立に至らなかった者を非自立群とし
た．歩行能力の評価は信頼性・妥当性が確認されている望月

（2009）が報告している歩行能力8段階の指標を用いた．入院
時および1ヵ月時の歩行能力8段階の指標が，退院時歩行自立
を判別する上で有用であるかROC曲線を求め，曲線下面積

（以下，AUC），感度，特異度，陽性的中率，陰性的中率に
よりカットオフ値を検討した．対象者には，説明と同意を得
た上で測定を行った．また，本研究は当院の臨床審査委員会
の了承を得ている．

【結果】
自立群は99名，非自立群は85名であった．1ヵ月時までに

歩行が自立した35名は1ヵ月時の分析に含めなかった．歩行
能力8段階の指標のカットオフ値は，ROC曲線にて左上隅よ
り最も近い変曲点とした．その結果，入院時は6：平行棒内
歩行監視（感度67.7％，特異度69.4％，陽性的中率72.0％，陰
性的中率64.8％）でAUCは0.725，1ヵ月時は5：平行棒内歩
行自立（感度75.0％，特異度60.0％，陽性的中率58.5％，陰
性的中率76.1％）でAUCは0.702であった．

【考察】
入院時，1ヵ月時の歩行能力から退院時の歩行自立を予測

することは高い精度ではないが判別可能であった．また入院
時と比較し，1ヵ月時はAUCが減少したことから，評価時期
が入院時期から遅れるにつれて歩行能力評価のみで退院時の
歩行自立を判別することは難しくなることが示唆された．

key words 脳卒中・歩行自立・予後予測

回復期脳血管疾患患者における歩行予後予測　第2
報

長井亮祐・菊池俊明・月成亮輔・宮前　篤・丸本常民・
山口　元・小林　準・赤星和人（MD）

市川市リハビリテーション病院
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【目的】
臨床上，片麻痺患者の座位バランスは座面荷重の状態を視

触診で評価することが多く，客観的評価方法は少ない．今回，
端坐位で左右の座面荷重割合を簡易な機器を用い評価を試み
たので報告する．

【対象】
当院もしくは新潟医療センターに入院した脳血管疾患患者

で，足底非接地での端座位が可能で課題の理解が可能な片麻
痺群25名（男性13名，女性12名，平均年齢63.0±16.7歳．麻
痺側は右11名，左14名）と健常群10名（男性10名，平均年齢
30.4±3.8歳）を対象とした．

【方法】
測定は昇降式ベッド上に置いた特製枠板上で端坐位をとら

せ，足底非接地，上肢支持なし，閉眼で実施した．枠板の左
半分に下肢筋力測定・訓練器（アルケア社製）を設置し，左
半分の荷重量を測定した．端座位中央の規定は，殿裂，仙骨
中央，第4腰椎棘突起が枠板上の座型の中央に合うように座
らせ，自然に座って下さいと指示し静的座位をとらせた．10
秒間ずつ2回測定し，座面荷重量を体重で除して左半分の荷
重割合（以下荷重割合）を算出した．荷重割合が50％に近い
ほど均等座面荷重を示し，50％からの変位量の絶対値を2群
間で比較した．統計処理は対応のないt検定で有意水準は5％
とした．尚，本研究は当院倫理委員会の承認を得た．

【結果】
荷重割合の中央値は片麻痺群48.8％（右麻痺：49.5％，左

麻痺：47.6％），健常群50.2％であった．50％からの変位量の
平均は片麻痺群5.4±5.6％，健常群2.2±2.0％で片麻痺群が有
意に大きかった（p＜0.05）．

【考察】
片麻痺患者は健常者に比して変位量が有意に大きく，均等

な端座位姿勢でないことが示唆された．端座位姿勢を主観的
な視触診ではなく，簡易な機器を用いて定量的に客観評価で
きることで，より有効な治療が可能になると思われる．今後，
対象となる健常群の年齢や片麻痺群の他因子との関連性を含
め検討していきたい．

key words 片麻痺・座位バランス・客観的評価

下肢筋力測定・訓練器を用いた座位バランス評価に
ついて～片麻痺患者と健常者の比較～

浜辺政晴1）・古賀良生2）・渡辺博史3）・縄田　厚4）

1）医療法人　新成医会　総合リハビリテーションセンターみ
どり病院 
2）北越病院　膝関節生体力学研究室 
3）新潟医療センター　リハビリテーション科 
4）アルケア株式会社　医工学研究所
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【目的】
以前、我々は脳性麻痺児に対する股関節手術後1ヵ月での

内外転トルク変化について報告した。今回、小児と成人にお
ける股関節手術の術前・術後4週・術後8週の内外転トルクを
比較し、変化の違いについて検討した。

【方法】
選択的股関節筋解離術を施行した脳性麻痺で粗大運動機能

分類システムレベルI、大内転筋・薄筋を必ず侵襲した10名
20肢（小児群：5名10肢、平均年齢11.2歳、8～14歳、成人群：
5名10肢、平均年齢36.0歳、23～41歳）を対象とした。

マイクロFETを用いて背臥位、股・膝関節屈曲45ﾟ位にお
ける等尺性股内転・外転筋力を術前・術後4週・術後8週で測
定した。トルク体重比（Nm / kg）（関節トルク）を算出し、
関節トルクを従属変数とした反復測定一元配置分散分析およ
びScheffe法にて検討した。統計処理にはSPSS社製PASW 
Statistics 19.0を使用し、有意水準を5％とした。なお、本研
究は南多摩整形外科病院倫理委員会にて承認を得た（承認番
号002）。

【結果】
小児群の内転トルクは全期間にて有意差はなかった。小児

群の外転トルクは術前と比べ術後4週で上昇し、術後4週と術
後8週で差はなかった。成人群の内転・外転トルクは術前と
比べ術後4週で低下し、術後8週で術前と差がないレベルまで
回復した。

【考察】
小児群が術後4週にて術前と同等以上の筋出力が可能だっ

たことに対し、成人群は術後8週で術前と同等の値まで回復
した。これは回復変化が年齢によって異なることを示してお
り、健常人における年代別の様々な術後筋力変化の報告と概
ね一致し、障害が軽度な脳性麻痺患者においても同様の結果
が得られた。

【結論】
歩行可能な脳性麻痺における股関節筋解離術後の股関節内

外転トルクは小児と成人において異なる術後経過をたどっ
た。

key words 脳性麻痺・関節トルク・筋解離術

歩行可能な脳性麻痺児と脳性麻痺者における選択的
股関節筋解離術後の股関節内外転トルク変化の違い

楠本泰士1）・新田　收2）・松田雅弘3）・高木健志4）

1）東京工科大学　医療保健学部　理学療法学科 
2）首都大学東京　健康福祉学部　理学療法学科 
3）植草学園大学　保健医療学部　理学療法学科 
4）南多摩整形外科病院

 O-102 

【はじめに】
四肢の随意性は保たれているも中枢部の安定性が低く起

立・移乗に中等度介助を要す四肢麻痺症例を担当した．側臥
位での運動療法をきっかけに移乗自立し自宅退院したので報
告する．本報告において患者及び家族に趣旨説明を行い同意
を得た．また当院倫理規定に基づき病院長の承認を得た．

【症例紹介】
80歳女性．平成23年3月と翌年6月の心臓手術後にそれぞれ

右片麻痺と四肢麻痺を呈し，同年10月リハビリ目的で当院入
院． 入 院 時Barthel Index（ 以 下BI）20点．Br.stage5．
MMT四肢4，腸腰筋・股関節周囲筋群2．四肢過緊張，体幹・
両側股関節低緊張．

起立では離臀直後の股関節の抗重力伸展活動が不十分で，
骨盤から頭頸部にかけて一塊となり後方へバランスを崩す．
その際四肢は過緊張でステップ反応は生じにくい．起立・立
位練習では汎化乏しく，病棟での移乗時の転倒歴2回．

【介入】
背臥位・立位動作では頭頸部伸展により四肢・体幹伸展が

助長され易い（定型パターン）が側臥位では認められず．定
型パターンの少ない中で体幹・股関節周囲の筋出力を賦活す
る為，側臥位にて後尾側方向への下肢伸展運動を徒手誘導．
その際，頭頸部伸展や体幹の転がりがないよう注意した．介
入は麻痺の強い右下肢を中心に両側実施し，股関節の筋出力
向上に合わせ介助・抵抗量を調節．

【結果】
介入1週後静止立位保持見守りで60秒可能，1ヶ月後起立自

立，2ヶ月後移乗自立．退院時BI75点．MMT腸腰筋・股関
節周囲筋群4．

【考察】
今回，定型パターンが出現しにくい側臥位を中心に治療展

開した．また側臥位は姿勢保持筋が賦活され易い面もある。
定型パターン抑制と中枢部の賦活に，同時に応えられる側臥
位は本症例において効果的な治療姿勢であったと考えられ
る．更にその中で起立獲得に必要な股関節の筋出力を賦活で
きたことが動作改善に繋がったと考える．症例に適した治療
姿勢を選択する視点を持つ事が効果的な治療を行う上で重要
である．

key words 治療姿勢・運動療法・四肢麻痺

治療姿勢の選択がADL能力向上に効果的であった四
肢麻痺症例～定型パターンからの脱却に着目して～

松田有佳

新戸塚病院
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【目的】
視床痛は末梢自然刺激に対する過剰反応や感覚信号の異常

伝導，大脳皮質中心溝付近における感覚信号の受容変化など
疼痛伝導，受容系に変調が生じ難治性疼痛が出現することが
示唆されている．本症例の主症状は持続的しびれによる疼痛
である．今回しびれの自覚症状変化に着目し治療を展開した
ので報告する．

【症例紹介】
本症例は右視床出血を呈してから7年経過している90歳代

男性．主訴は左肩甲帯内側から左手指へのしびれと重みであ
った．左上下肢の触圧覚・運動覚重度鈍麻，位置覚軽度鈍麻
を認めた．Brunnstromstageは上肢4，下肢4，手指5，ADL
は病棟内車椅子にて自立．報告の主旨を本人に説明し同意を
得た．

【経過】
運動時には左上肢手指にしびれが増強し，歩行時には筋緊

張が過剰に亢進した．アロディニア様症状を認め，直接的な
左上肢へのアプローチは困難だった．治療は左上肢の過剰な
感覚情報のコントロールと他動運動，非麻痺側からしびれの
少ない体幹，麻痺側の肩関節にかけてごくわずかな触刺激入
力を行った．その際，刺激は徒手にて上肢に放散痛が出現し
ない程度とし，感覚入力部位を口頭にて患者と共有した．

【結果】
1日40分間，週5回の頻度で5カ月間介入した．その結果，

上肢手指における触圧覚，深部覚に変化はなかった．しかし，
アロディニア様症状と運動時の自覚的重みは軽減，歩行時の
筋緊張の過剰な亢進については改善傾向が得られた．

【考察】
運動制御の際，末梢感覚情報は選択的に調整されている．

適切な触圧刺激を入力し，患者と刺激部位を共有すること
で，障害により抑制されていなかった感覚情報がさらに上位
レベルによって統合されたと考えられ，アロディニア様症状
が軽減したと示唆される．また意識下での感覚入力，他動運
動を行ったことで，シナプス前抑制が上位レベルで賦活さ
れ，運動時にも効果が得られたと考える．

key words 脳卒中・視床痛・アロディニア

視床出血による感覚障害へのアプローチ─しびれの
自覚症状変化の経過に着目して─

藤嶋はるひ

桜ヶ丘中央病院　リハビリテーション科
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【はじめに】
動作時ジストニア様運動を呈した一症例を経験した．ジス

トニア様運動の特徴（出現契機，運動パターン，程度）を評
価し，身体内外への適応に注目，介入した結果，ジストニア
様運動改善，動作改善といった効果が得られた為報告する．
本報告において，患者及び家族に趣旨説明を行い，同意を得
た．また当院倫理規定に基づき，病院長の承認を得た．

【症例紹介】
60歳代男性．平成24年9月28日脳梗塞発症，同年10月19日

当院入院．起居，移乗，歩行時，左肩甲骨挙上・内転，体幹
左回旋，骨盤左後方回旋し，左上肢，体幹が左後方に捻れる
ような持続的筋緊張亢進（以下ジストニア様運動）を呈して
おり，各動作に中等度～重度介助を要した．ジストニア様運
動は外部環境への接触，巧緻性，精神的な緊張を伴う場合に
増加．自己の身体への接触で軽減が認められた．入院時Bar-
thel Index（以下BI）25点，Br.stage左上下肢V，感覚中等
度鈍麻．

【介入方法】
左肩甲骨の運動に注目し，過剰に内転を伴わず自己の身体

への接触である手洗い動作を選択，運動を誘導しつつ自発運
動を促した．次に服の袖通し動作を誘導する中で物品と自己
の身体の接触を促す介入へ展開した．そしてジストニア様運
動軽減に伴い，分節的運動を促した中で左上肢の日常的行為
への参加を図った．

【結果】
介入2ヶ月後ジストニア様運動軽減，起居，移乗監視，T

字杖歩行軽介助，BI60点．介入3ヶ月後家族の介助歩行可能，
BI65点．

【考察】
本症例はジストニア様運動により感覚・運動の知覚困難を

呈していると仮説した．特に左肩甲骨の過剰な内転に注目
し，段階的に運動を誘導した．それに伴い，感覚運動経験の
再構築が図れ，筋緊張適正化し，能動的に外部環境へ接触す
ることが可能となったと考える．今回，ジストニア様運動の
パターンをとらえ，自己の身体内部から外部環境への適応，
能動的な感覚運動経験を促したことがジストニア様運動改
善，動作改善に繋がったと考える．

key words ジストニア様運動・適応・筋緊張

動作時ジストニア様運動を呈した一症例に対する運
動療法

高橋良太

IMSグループ　医療法人社団　明芳会　新戸塚病院
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【目的】
糖尿病教育入院中の身体活動量（活動量）に影響を及ぼす

因子を高齢群、若齢群のそれぞれについて明らかにすること
を目的とした。

【方法】
対象は、2011年から2013年4月の間に当院の教育入院に参

加した糖尿病患者89名とし、60歳以上の高齢群43名、60歳未
満の若齢群46名の2群に分類した。測定項目は、BMI、HbA1c、
活動量、膝伸展筋力、行動変容ステージ（ステージ）であり
診療録より調査した。活動量は、万歩計で測定した1日の歩
数のうち入院中の最大値を代表値とした。ステージは、Pro-
chaskaらが提唱した5段階の変化ステージを用いた。統計解
析は、活動量を従属変数、従属変数と有意な相関を認めた項
目を独立変数としてステップワイズ法による重回帰分析を行
った。尚、本研究は当センターの倫理委員会の承認を得て実
施した。

【結果】
活動量の中央値（25％-75％値）は、若齢群8000歩/日（6000-

10000）、高齢群7000歩/日（6000-10000）であった。活動量
と各項目との相関分析の結果、若齢群はいずれの項目とも有
意な相関を認めなかった。高齢群はBMI、ステージ、膝伸展
筋力と有意な相関を認めた。重回帰分析の結果、高齢群にお
いてステージ（β=0.43）と膝伸展筋力（β=0.33）が抽出され
た。

【考察】
療養指導は一律に行うのではなく、対象者の行動変化の準

備段階に応じた介入が推奨されており、準備段階の評価とし
てステージが用いられる。高齢群においてステージは介入の
方針を示唆するだけではなく、より高い状態に促進すること
で活動量を向上する指標になると考えた。また、膝伸展筋力
が独立した変数として抽出されたことから、高齢群に対して
は下肢筋力増強により活動量を向上する可能性が示唆され
た。若齢群に対しては、さらに層別化することや、他の要因
を考慮する必要があると考えた。

key words 糖尿病・教育入院・身体活動量

糖尿病教育入院患者の入院時における身体活動量へ
の関連因子の検討

武井圭一・國澤洋介・森本貴之・岩崎寛之・高畑朱理・
前川宗之・山本　満

埼玉医科大学総合医療センター リハビリテーション科
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【目的】
本研究では，頭頸部がん患者の術前後における矢状面上の

立位姿勢変化を評価し，手術前後立位姿勢変化を明らかにす
ることを目的とした。

【対象と方法】
対象は，当院頭頸部腫瘍センターにおいて手術治療目的で

入院し，腫瘍切除術と頸部郭清術と皮弁形成術を施行され，
本研究参加に同意が得られた13名（男性10名，女性3名，平
均年齢58.6±9.6歳）とした。手術側の定義は，頸部郭清側お
よび皮弁形成術の血管吻合側とした。開眼静止立位の矢状面
上の計測には，姿勢測定器POSTURE ANALSER PA200を
用いた。計測は，手術日より1日以上前の時期（以下，術前）
と手術日より14日前後経過した時期（以下，術後）に行った。
マーカーは，手術側の耳孔，肩峰外側端（以下，肩峰），第7
頸椎棘突起（以下，C7）の3か所に貼付した。計測パラメー
ターには，第5中足骨底を原点とし，耳孔，肩峰それぞれの
前後距離，頸部屈曲角度（C7を軸とした耳孔と肩峰のなす角）
とした。統計学的解析には，Wilcoxonの符号付き順位和検
定を用い，それぞれのパラメーターにおいて有意差の検定を
した。（p＜0.05）

【結果】
各々の前後距離は，耳孔が術前32±36mm，術後38±32mm，

肩峰が術前8±27mm，術後23±31mm，頸部屈曲角度が術前
74±19ﾟ，術後68±14ﾟであった。術前後における肩峰の前後
距離に有意差を認めた。

【考察】
結果より肩峰は，術前と比較し術後に有意に前方へ移動し

た。また有意な変化はなかったが，耳孔も同様の傾向にあり，
頸部屈曲角度は減少傾向にあった。これは手術侵襲による僧
帽筋麻痺が要因の一つと考える。今後の展望として，手術侵
襲の程度や手術侵襲に伴う僧帽筋麻痺の程度で対象者を層別
化し，立位姿勢の関係性を比較，検討していきたい。

key words 頭頸部がん・立位姿勢・僧帽筋麻痺

周術期頭頸部がん患者における手術前後の矢状面立
位姿勢変化について

石井貴弥1）・原　　毅1）・井川達也1）・四宮美穂1）・ 
西村晃典1）・出浦健太郎1）・櫻井愛子1）・草野修輔2）・
三浦弘規3）・久保　晃4）

1）国際医療福祉大学三田病院　リハビリテーション室 
2）国際医療福祉大学三田病院　リハビリテーション科 
3）国際医療福祉大学三田病院　頭頚部腫瘍センター 
4）国際医療福祉大学三田病院　保健医療学部　理学療法学科
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【患者情報】
69歳　男性　診断名：右下肢糖尿病性末梢循環障害　既往

歴：2型糖尿病　主訴：傷がすぐできる。足を捻ってしまい
上手く歩けない。　NEED：潰瘍の再発なく、安定した歩行
が獲得できる。

【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に基づき本人・家族に説明を行い、同意・

署名を得た。
【経過および治療内容】

平成22年3月、糖尿病性末梢循環障害により、右中足骨半
切断を施行し義足を作成する。同年9月、退院するも徐徐に
義足が不適合しなくなり、自己判断にて裸足歩行となってい
た。平成24年11月、中足骨露出・多量出血を認め、リスフラ
ン関節離断・リハビリ開始となる。平成25年1月、補高靴を
作成し歩行訓練開始。同年2月、自宅退院となる。

【介入前・後の評価結果】
介入前：断端部にポケット形成あり。右足関節背屈－10度・

内反10度・右股関節内旋－5度　MMT後脛骨筋4・腓骨筋0・
腓腹筋2+　立位は、右踵の苛重時異常感覚と内反尖足のた
め潰瘍部圧上昇するため実施困難であった。介入後：右足部
ROM・MMTに変化なし。右股関節内旋0度　異常感覚が軽
減し、右踵の苛重が可能になる。前足部ソールカット・フレ
アー付き補高靴にて、潰瘍部免苛され完治に至る。両側T字
杖にて歩行が安定する。

【考察】
本症例は、切断手技により腓骨筋・前脛骨筋・足趾筋群を

切り落としており内反尖足肢位を強いられる状況であった。
結果、ROM改善・筋力改善は望めないと判断し機能を補う
補高靴の検討を開始した。前足部をソールカットし2cm補高
した事で、立脚中期から前遊脚期に断端部が床に接地せず、
潰瘍完治と再発を防止した。また、内側・外側にフレアーを
付けた事で、内反方向への苛重ベクトルを打ち消し、歩行安
定につながったと考える。

【結語】
前足部ソールカット・フレアー付き補高靴は、リスフラン

関節離断患者への潰瘍圧軽減と歩行安定に有効であった。  

key words 足部障害・免荷・糖尿病

リスフラン関節離断部潰瘍に対し補高靴を作成した
結果、潰瘍完治及び歩行の安定性が向上した症例

吉岡利江子1）・西沢茂子2）・杉山恵子2）・田中　勇1）

1）東名厚木病院　リハビリテーション科 
2）とうめい厚木クリニック
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【背景と目的】
在宅酸素療法（HOT）を導入する際、酸素ボンベを運搬

するデバイスとして、携帯用カート、リュックなど数種類存
在する。患者の負担や、QOLを考慮して適切に導入する必
要があるが、デバイスの違いが患者に及ぼす影響や、選択の
基準などは明確にはされていない。今回、COPD患者に対し
て、主に従来使用されている携帯用カートと、リュックの2
種を用いて歩行の評価を行い、その違いと関連する因子につ
いて検討した。

【対象と方法】
対象は、外来通院中のCOPD患者男性10例（年齢 69.8±7.8

歳、GOLD分類2期=2例、3期=2例、4期=6例）。携帯用カー
トとリュックのそれぞれの条件下で6分間歩行試験を施行し、
歩行距離（6MWD）、SpO2最低値、脈拍数最大値、SpO2変
化度（ΔSpO2）、脈拍数変化度（Δ脈拍数）などの差を比較・
検討した。また、それぞれの条件下の距離の違いであるΔ距
離（カート使用時の6MWD－リュック使用時の6MWD）と
の関連が高い因子を検討するため、年齢、重症度、％標準体
重（％IBW）、FEV1.0、％FEV1.0、FEV1.0％、FVC、％FVC、
罹病期間、握力などの項目との相関関係の有無をspearman
の相関係数を用いて確認し、その後多変量解析を用いて検討
した。

【結果】　
各評価項目において、携帯用カートとリュックの条件下の

有意差は認めなかった。Δ距離と関連が高い項目として、FEV 
1.0（R=-0.70、P=0.02）、 ％FEV1.0（R=-0.64、P=0.04）が 列
挙された。

【結語】
FEV1.0、％FEV1.0が低値の症例はカートの方が、保たれ

ている症例はリュックの方が、歩行距離が長かった。酸素ボ
ンベ運搬デバイスの選定は、生活背景や患者からの内省報告
も踏まえて決定するべきだが、FEV1.0または％FEV1.0を1
つの指標とし、評価・導入することも有用である可能性が示
唆された。

key words COPD・在宅酸素療法・酸素ボンベ運搬デバ
イス

COPD患者の在宅用酸素ボンベ運搬デバイスの選
択における一考察　～携帯用カートとリュックの違
い～

稲垣　武1,2）・寺田二郎1）・川田奈緒子1）・山中義崇2）・
天田裕子2）・浅野由美2）・村田　淳2）・田邉信宏1）・ 
巽浩一郎1）

1）千葉大学大学院医学研究院　呼吸器内科学 
2）千葉大学医学部附属病院　リハビリテーション部

 O-107 



－55－

【はじめに】
内科的治療に反応しない末期的重症心不全症例に対し、左

室補助人工心臓（LVAS）装着術が施行される。本邦で多く
用いられてきたNIPRO社製国循型LVASは、院内使用を目的
に開発されており、院外活動は制限される。今回、当院にて
LVAS装着術を施行された患者の理学療法を経験し、外出プ
ログラムを行うこととなった。理学療法士（PT）として携
わる機会を得たので報告する。

【症例紹介】
15歳、女性。術前は通学、部活動も行えていた。心不全の

急性増悪で他院へ入院となったが、内科的治療の限界で、経
皮的心肺補助装置（PCPS）離脱困難となった。LVAS装着
目的に当院へ転院搬送となり、同日、装着術を施行された。
術後約2カ月後に卒業式を控えており、患者と家族は卒業式
へ参加することを希望していた。

【経過】
卒業式の参加にあたっては、長時間の座位保持と段差昇降

の獲得が必要であった。理学療法では運動耐容能、歩行レベ
ルの向上を目的に歩行練習を行うと共に病棟での座位保持時
間の延長を図った。また、本人の希望もあり、卒業証書を受
け取る際に檀上へ上がる必要があったため、段差昇降練習を
実施した。外出の3週間前に独歩自立レベルとなったが、段
差昇降は外出する時点で軽介助レベルであった。さらに、外
出の5日前に心肺運動負荷試験（CPX）を実施し（3.3METS）、
運動耐容能と動作能力から、卒業式には車椅子座位で出席
し、段差昇降は介助下で行うことで外出は可能と判断した。
外出プログラムは当院倫理委員会の承認を受け、医師、看護
師、臨床工学技士、PTが付き添い外出した。当院出発から
帰院までの間、患者状態に変化はなく無事に遂行し得た。

【考察】
LVAS装着患者の外出は安全確保のため、様々な職種によ

るサポート体制の確立が必要である。そのため、PTは他職
種と連携を図ると共に運動耐容能、動作能力から目的に応じ
て個別に対応していくことが重要であると考えられる。

key words 外出プログラム・LVAS・運動耐容能

体外設置型補助人工心臓装着患者の外出プログラム
における理学療法士の役割

西元淳司1）・花房祐輔1）・外山洋平1）・渡辺有希1）・ 
内田龍制2）・高橋秀寿2）・牧田　茂2）

1）埼玉医科大学国際医療センター　リハビリテーションセン
ター 
2）埼玉医科大学国際医療センター　リハビリテーション科
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【はじめに】
糖尿病患者における「自己管理行動（以下セルフケア）」

獲得に難渋した一症例について報告する。
【症例紹介】

70代男性。20代から糖尿病指摘されるも放置、50代教育入
院。60代慢性腎不全、左下腿切断。70代冠動脈バイパス術施
行。左大腿骨転子部骨折。180cm 56.7kg BMI17.5 BUN41.6mg/
dl CRE1.81mg/dl HbA1c4.9 FIM：98点、右アキレス腱反射
消失。足部重度感覚障害。足趾阻血性拘縮。第5中足骨底虚
血性潰瘍、荷重時痛あり。なお、本症例と家族には本発表の
主旨を説明し、書面にて同意を得た。

【アプローチと結果】
理学療法（24～28単位/週、90日間）は歩行獲得を目標とし、

フットケア、筋力強化、バランスに対する運動療法実施。特
殊靴装具作製。自主運動実施要項を説明、配布。住宅改修後、
T杖歩行自立にて自宅退院。退院後デイケア週2日開始。特
殊靴装具の使用は数回のみ。セルフケア継続性確認できず。
潰瘍難治性化。6ヶ月後歩行困難。12ヶ月後左大腿骨頸部再
骨折、当院再入院。

【考察】
セルフケアは患者の能動的な姿勢が必須であり、それをサ

ポートすることが理学療法を遂行する上でも重要である。コ
ンプライアンスの低さからセルフケアが実行されず、入退院
を繰り返す本症例に対して多面的に患者を把握し、向き合う
必要があると考えた。コンプライアンスの低下は医学的原因
の他にも性格や生活状態などの個人的因子の影響が大きいと
考えられ、また、生活習慣の変更を伴う治療法の実行度は低
いことはすでに言われており、最近の研究では性格との関連
性も指摘されている。今回の問題を検討し、特殊靴装具の再
評価と使用頻度の高い私物靴を調整。運動機会増加のためリ
ハビリ特化型通所系サービスの高頻度導入を提案。また、入
院早期よりセルフケアとしての運動方法を指導・実施した。

【まとめ】
理学療法では目標を達成できたが、セルフケア獲得には至

らず、包括的で総合的なアプローチの難渋さを再認識した。

key words 糖尿病・セルフケア・コンプライアンス

セルフケア獲得に難渋した糖尿病患者の理学療法

長谷川愛

クローバーホスピタル
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【背景】
心筋梗塞（MI）患者の心臓自律神経障害と不安抑うつ症状，

および運動耐容能低下は予後不良因子である．
心臓自律神経の評価として心拍変動（Heart Rate Vari-

ability：HRV）があるが，MI患者にうつ症状があるとHRV
低値を示し生命予後が悪化が報告され，不安抑うつ症状と
HRVの関連性が指摘されている．また，うつ症状による心
血管イベントリスク上昇は行動要因，特に身体活動量低値が
起因することや仕事上のストレス等が報告されている．

【目的・意義】
心疾患予後規定因子である不安抑うつ・自律神経障害・運

動耐容能低下の関連性を見出すこと．
【対象】

MI発症後，心臓リハビリテーションを実施し自宅退院し
た患者．研究参加に当たり，書面と口頭にて十分な説明し同
意を得た．また実施にあたり埼玉県立大学大学院および東邦
大学医療センター佐倉病院の倫理委員会にて承認を得た．

【方法】
退院時に不安抑うつ，自律神経機能，運動耐容能を評価．

退院後1ヶ月間の活動量を調査．不安抑うつの評価は質問紙
Hospital Anxiety and Depression Scale：HADS，自律神経
機能は心拍変動を携帯型心拍変動測定器チェック・マイハー
ト（CMH3.0・トライテック・東京）にて測定，運動耐容能
は心肺運動負荷試験（Cardio Pulmonary Exercise：CPX）に
て嫌気性代謝閾値（AT）および最高酸素摂取量（PeakVO2）
を測定．退院後活動量は，歩行強度計（MT-KT02DZ・テ
ルモ・東京）にて退院翌日から1ヶ月間の歩数や総消費カロ
リーを調査．統計解析はSpearman順位相関係数，Mann-
Whitney検定を用いた.

【結果】
対象は20名（女性4名）．ATVO2と抑うつがr＝0.498（P＜

0.05）であった．就労有無の2群間で年齢・PeakVO2・ATVO2・
抑うつに有意差を認めた（P＜0.05）

【考察】
本検討において運動耐容能と不安抑うつに正の相関を認め

た．これには若い就労者のストレス要因の関係が考えられ
る．自律神経機能と運動耐容能等の関連性は認めなかった. 

key words 自律神経機能・不安抑うつ・運動耐容能

心筋梗塞後の自律神経機能と不安抑うつや運動耐容
能および身体活動量の関連性

小川明宏1,2）・丸岡　弘2）・寺山圭一郎1）・秋葉　崇1）・
平野圭一3）・清川　甫3）・中神隆洋3）・清水一寛3）・ 
美甘周史3）・鈴木理代3）・飯塚卓夫3）・野池博文3）・ 
中川晃一1）

1）東邦大学医療センター佐倉病院リハビリテーション部 
2）埼玉県立大学大学院保健医療福祉研究科 
3）東邦大学医療センター佐倉病院循環器センター
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【はじめに】
冠動脈狭窄症にて致死的不整脈蘇生後、冠動脈バイパス術

（以下CABG）を施行した症例を経験した。術前から介入し、
退院後復職可能となった症例をここに報告する。尚、倫理的
配慮のため、本人に了承を得た。

【症例】
71歳男性。BMI23.3、既往歴なし、現病歴：2012/10/23ハ

ワイのホテルにて卒倒、意識消失した。AEDにて心室細動
と認識され、AEDを一回施行。無脈性電気活動を確認し、
心肺蘇生法を施行。すぐに同現場で挿管され、エピネフリン
投与により心拍再開した。その後同地の救命センターへ緊急
入院し、低体温療法を施行。10/27冠動脈造影（以下CAG）
にて3枝病変が認められた。CAGの結果、CABGが必要と判
断され、本人が日本での外科治療を希望したため、11/7当院
入院となった。

【経過】
術前リハビリを11/12より開始し、11/17心停止下にて

CABG3枝施行、当日抜管。11/19よりICUにてAM介入時に
端座位保持から立位・W/C離床までを実施し、一般病棟へ
転棟となり、PM介入時より歩行練習を開始した。11/21に
は独歩での歩行が可能となり、低負荷での自転車エルゴメー
ター駆動運動を開始した。11/23に階段昇降可能となり、
11/28術後CAG、アンギオ施行し、12/1自宅退院となった。
その後、リハビリ期限内での外来リハビリフォローを行っ
た。

【考察】
本症例では、術前より深呼気を促す呼吸指導や喀痰練習を

実施したことにより、術後の早期抜管が可能となり、その後
も呼吸合併症を防止できた。胸部正中切開後は肩関節屈曲制
限をきたしやすいが、当院の縫合術では肩関節屈曲運動に対
しての制限はなく、OTと共に介入して術後早期から肩関節
の可動域訓練を実施し、退院時には全可動域での肩関節屈曲
が可能となった。そのため、退院後早期復職可能となった。
術前からの介入と、術後早期より肩関節や胸郭に対するアプ
ローチを行うことは、患者の早期退院・復職に対して有用で
あったと考えられる。

key words 冠動脈狭窄症・CABG・復職

致死的不整脈蘇生後に冠動脈バイパス術を施行した
症例に対する心臓リハビリテーションの経験

長谷川円1）・原島宏明2）・古川宏明1）

1）医療法人社団　三成会　新百合ヶ丘総合病院　リハビリテ
ーション科 
2）医療法人財団　健貢会　総合東京病院　リハビリテーショ
ン科
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【背景】
同種造血幹細胞移植（allo-HSCT）患者は、前処置からバ

イオクリーンルーム（BCR）管理となり、かつ身体的負担
の大きい治療法であるため、身体活動制限が余儀なくされる
ことから廃用症候群を生じやすい環境である。

【目的】
allo-HSCT患者に対し前処置の段階から理学療法（PT）

を実施し、allo-HSCT後も早期再介入することが廃用症候群
予防に有用であるかを確認する。

【方法】
当院で規定されている個人情報保護に関する基本方針に沿

って実施した。対象はallo-HSCT患者11例。内訳は男7例、女
4例、年齢40.1±12.7歳［平均±標準偏差］、生着日数15.5±2.65
日、入院日数162.7±61.4日、前処置から最終評価日までの未
実施日数（PT中止日数）14.0±7.4日、Performance States 0.9
±0.3であった。評価項目は6分間歩行距離（6MWD）、下肢
徒手筋力検査（MMT）、機能的自立度評価法（FIM）、ヘモ
グロビン値（Hb）とし、allo-HSCT前後で測定を行いWilcox-
onの符号順位和検定で比較・検討した。さらに運動能力

（6MWD）と各項目の相関関係を調べるために6MWD、FIM、
Hbのallo-HSCT前と後の差（Δ6MWD、ΔFIM、ΔHb）を各々
算出し、年齢、生着日数、入院日数、PT中止日数を含め、
Spearmanの順位相関係数の検定で評価した。

【結果】
allo-HSCT前後による変化は、6MWD（490.9±104.4→439.1 

±112.1m）、FIM（124.2±2.9→125.0±2.5点 ）、Hb（10.3±0.9→ 
9.5±1.7g/dl）で、allo-HSCT前後で有意な変化は認めず、下
肢MMTも全例で5を維持した。各項目の相関関係はΔ6MWD・
ΔHb間でR=0.66、ΔHb・年齢間でR=0.68と正の相関を認めた。
Δ6MWD・ΔFIM間ではR=－0.60で負の相関を認めた。

【結語】
allo-HSCT患者に対し早期からPTを開始することは廃用

症候群の予防に有用である。また、Hbの回復が良好ではな
い症例やADLが低下した症例では、6MWDが低下しやすい
傾向があることから、BCR内でできる下肢筋力増強運動や
呼吸理学療法を積極的に取り入れる検討が必要と考えた。

key words 同種造血幹細胞移植・理学療法・運動機能

同種造血幹細胞移植患者に対する早期からの理学療
法は廃用症候群を予防できる

加藤真敏1）・古川誠一郎1）・稲垣　武1）・山中義崇1）・
杉田泰雅2）・天田裕子1）・浅野由美1）・中世古知昭2）・
村田　淳1）

1）千葉大学医学部附属病院　リハビリテーション部 
2）千葉大学医学部附属病院　血液内科
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【目的】
消化器外科手術後において術後せん妄を発症する場合があ

る。術後せん妄は転倒やドレーントラブルといった二次的障
害をきたすことがある。術後せん妄の発症要因を検討するこ
とで、術後せん妄発症予防、発症後の二次的障害予防に繋が
ると考えた。

【方法】
対象者は平成24年度に当院消化器外科で上腹部手術をした

患者で、リハビリテーション（以下、リハビリ）介入を行っ
た64名とし、術後せん妄発症に関連すると考えられた因子

（年齢、性別、日常生活自立度、手術術式、手術時間、出血量、
輸血の有無、術前Hb、術前Alb、術前リハビリ介入の有無、
呼吸器合併症の有無）について検討した。術後せん妄の定義
は術後0～3日目の期間で、過活動型の明らかな症状があった
場合とした。統計処理はχ2検定、Mann-WhitneyのU検定を
用いた。本研究はヘルシンキ宣言に基づき説明・同意を得て
実施した。

【結果】
年齢は発症群で非発症群に比べ有意に高かった。出血量・

輸血の実施は発症群で非発症群に比べ有意に多かった。手術
術式は群間で差を認めなかった。呼吸器合併症は発症群で非
発症群に比べ有意に多かった。

【考察】
せん妄発症は年齢、出血量、輸血の有無で関連があり、せ

ん妄発症群は呼吸器合併症と関連があった。手術術式による
差は認めなかったが、出血量が多く輸血を施行した症例で有
意にせん妄発症は多く、手術侵襲度の影響が大きいことが示
唆された。また手術侵襲度が大きいことで疼痛を誘発し、睡
眠の質・量の低下、離床回数の減少に繋がったと考える。こ
れらに伴う術後のADL改善に時間を要し臥床傾向となるこ
とで呼吸器合併症を生じたと考える。本研究から得られた情
報を用いて術後せん妄をきたす可能性が高い患者を抽出し、
主治医・病棟スタッフと情報共有を行い、疼痛・睡眠のコン
トロール、離床回数の増加を図っていくことで、術後せん妄
発症予防、発症後の二次的障害予防に繋がると考える。

key words 術後せん妄・上腹部手術・呼吸器合併症

消化器外科手術後における術後せん妄発症要因の 
検討

片岡裕貴1）・高橋一樹1,2）・半田沙織1）・中里綾乃1）・
高橋　平1）・野畑史織1）・平野瑞貴1）・齋藤文栄1）・ 
横田真理子1）・諏訪達志3）・北村謙太3）

1）柏厚生総合病院　リハビリテーション科 
2）上尾中央医科グループ協議会　リハビリテーション部 
3）柏厚生総合病院　外科
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【はじめに】
IIPに対する治療はステロイドを中心とした薬物療法が主

体であるが、理学療法の介入により運動対応能やQOLの改
善が得られるとの報告もある。しかし、運動強度や内容につ
いては明確な指針はなく、理学療法の介入に難渋することも
多い。

今回、ステロイド療法によりIIPの病態に改善が認められ
なかった症例に対し理学療法を実施し、ADL向上に至った
症例を経験したため、以下に報告する。尚、倫理的配慮のた
め本人・家族に了承を得た。

【症例】
87歳、女性。心房細動があり、内服で治療されていた。呼

吸器疾患の既往はなく、歩行器歩行で2回/週ディサービスを
利用していた。平成25年1月に呼吸困難、起座呼吸により救
急外来を受診し、うっ血性心不全及び肺炎合併の診断で同日
循環器内科に入院となった。

【経過】
入院3病日より理学療法開始。安静時のSpO2は92％（O24L/

min）、端座位で85％まで低下し、呼吸困難等の症状が出現
していた。KL-6は821U/mlであった。理学療法はベッドサ
イドで低負荷高頻度の運動療法から開始し、13病日には50m
歩行器歩行（O23L/min）が可能となった。SpO2は85％まで
低下したが、呼吸困難等の症状は出現しなかった。酸素化の
改善が認められず、16病日に呼吸器内科を受診しIIPと診断
され、ステロイド療法（プレドニン25mg/day）を開始。17
病日のKL-6は904U/mlであった。運動療法は継続時間を漸
増させていき、24病日に6MDを施行し、170m歩行器歩行

（O21L/min）が可能となった。KL-6は1036U/mlと増加する
経過となったが、症状も少なくHOT導入（安静時O21L，労
作時O23L）で自宅退院を予定することとなった。

【考察】
今回、IIPの症例に対して理学療法を実施し、歩行の再獲

得、運動対応能の改善が得られた。KL-6は入院中漸増した
が、症状は経過と共に緩和した。本疾患に対する理学療法で
は、病態の把握や症状を考慮した低負荷高頻度の運動療法が
望ましいと考えられる。

key words 間質性肺炎・ステロイド療法・運動療法

ステロイド療法が著効しない特発性間質性肺炎
（IIP）に対する理学療法の実践

齋藤成也1）・原島宏明2）・古川広明1）

1）医療法人社団　三成会　新百合ヶ丘総合病院　リハビリテ
ーション科 
2）医療法人社団　健貢会　総合東京病院　リハビリテーショ
ン科
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【はじめに】
当院医療療養型病棟に入院中の肺炎を合併した患者に対

し、肺内パーカッションベンチレーター（IPV）と体位排痰
法を併用してきた結果、肺炎の改善がみられた症例について
報告する。なお、発表に際し本人、家族の同意を得ている。

【基本情報】
多発性脳梗塞、廃用症候群の80代男性。全身の筋力低下、

四肢関節拘縮あり、寝たきりの状態。ADL全介助。FIM26点。
誤嚥性肺炎の既往あり。食事は胃ろうにて行っている。咳嗽
反射はみられるが咳の力は弱い。

【経過】
H24年12月当院に入院。入院時より痰の粘稠度が高く、痰

詰まりを起こしSpO2が80％台に低下、吸引でも吸引カテー
テルが詰まってしまい十分に喀出する事が難しかった。入院
月よりIPVを1日1回施行開始した。翌年2月左肺の肺炎を発
症、呼吸状態不安定で酸素投与と薬物療法を開始した。IPV
に加えて肺理学療法も毎日介入を始めた。IPVはパーカッシ
ョン頻度300回/分で圧は20～25psi、3分×2～3セット、背臥
位にて施行した。その後右下90ﾟ側臥位をとり、スクィージ
ングにて排痰を促してきた。訓練以外にも通常の体位変換に
加えて、右下90ﾟ側臥位を取る時間を作ってきた。1週間ほど
でCT画像上に改善を認め、酸素投与は10日後に中止となっ
た。その後も介入を続けた結果、さらにCT画像上に改善が
みられ、CRPの値も13.15から1.06と改善がみられた。痰の粘
稠度は吸引しやすい程度に低下し、量も減少した。

【考察】
元々痰の粘稠度が高く、従来の排痰ケアでは、効果を認め

なかった症例に対して、分泌物の流動化、分泌物排出作用の
活性化、酸素化の改善を目的にIPVを行った。90ﾟ側臥位と
IPVを併用したことで効果的な排痰を行うことができ、全身
状態も比較的早く改善した。今後は症例ごとのIPV条件設定
などについて検討していきたい。

key words IPV・90°側臥位・体位排痰法

IPVと体位排痰法（90°側臥位）により肺炎の改善
がみられた症例

小金澤敦・深町秀彦・山崎　忍・鈴木和子・村瀬知穂

鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院
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【はじめに】
肩甲骨に付着する僧帽筋と前鋸筋は肩甲胸郭関節のみなら

ず肩甲上腕関節の運動に関しても重要な筋として報告されて
いる．しかし，これまでの報告では肩関節屈曲や外転などの
運動が多く，肩関節回旋時の肩甲骨周囲筋に着目した報告は
少ない．そこで本研究の目的は肩関節内外旋時における僧帽
筋・前鋸筋の活動特性を明らかにすることとした．

【方法】
対象は健常成人男性12名（21.2±0.9歳）とし，被験者には

予め実験内容を十分に説明し同意を得た．運動課題は肩関節
90ﾟ外転位，内外旋中間位，肘関節90ﾟ屈曲位の開始肢位から
肩関節内外旋を最大努力にて5往復行うものとした．外旋の
運動範囲は開始肢位より外旋90ﾟまで，内旋の運動範囲は外
旋90ﾟから開始肢位までとした．両課題とも角速度60ﾟ／sec
で行い，その際の僧帽筋上部・中部・下部線維，前鋸筋の筋
活動を表面筋電図を用いて計測した．肩関節内外旋10ﾟ毎の
筋活動を整流処理した後に各筋の積分値を求め，それぞれの
筋活動と関節角度の関係を調べた．

【結果】
外旋時の上部線維の筋活動は0～10ﾟが最も高く，下部線維

と前鋸筋より有意に高かった（p＜0.05）．下部線維の筋活動
は70～90ﾟが60ﾟ以下より有意に高く（p＜0.05），60ﾟ以上で
は下部線維の活動が他筋より有意に高かった（p＜0.05）．ま
た，内旋時では全ての関節角度間及び筋線維間に有意差は見
られなかった．

【考察】
肩甲骨上方回旋の破綻により回旋腱板と烏口肩峰アーチが

接近することが報告されている（Ludewig，2011）．本研究
の結果から，外旋初期の上部線維の高い筋活動により肩甲骨
上方回旋は生じ，外旋時に生じる肩峰下スペースの狭小化を
抑えている可能性が示唆された．また外旋終期の下部線維の
高い筋活動により肩甲骨を後傾させ上腕骨大結節と肩峰の衝
突を予防している可能性が示唆された．

key words 肩関節内外旋・関節角度・筋活動変化

肩関節内外旋時における僧帽筋・前鋸筋の活動特性
―筋活動と関節角度の関係―

加藤優佑1）・菅原和広2）

1）社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　訪問リハビリテーシ
ョンセンター 
2）新潟医療福祉大学　運動機能医科学研究所
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【目的】
中殿筋のtype2b線維（以下 2b線維）径と歩行・バランス

能力は相関するといわれており、効果的な能力向上には2b
線維の選択的強化が必要である。しかし、サイズの原理に基
づくと2b線維の優先的活動は困難であるといえる。急激な
最大随意等尺性収縮（以下 Rapid）ではサイズの原理の逆転
が報告されており、選択的な2b線維の活動が期待できる。
従って、本研究では収縮速度の異なる等尺性収縮での筋電図
学的特性を比較し、Rapidの2b線維トレーニングとしての有
用性を検討することを目的とした。

【方法】
対象は健常な成人男性11名（平均年齢23.9歳±2.35）とした。

ヘルシンキ宣言に則り、対象者に研究内容を十分に説明し、
書面にて同意を得てから研究を実施した。測定には表面筋電
図（キッセイコムテック社製）を用いた。被検筋は利き脚の
中殿筋とした。試行は（1）Rapid（2）ゆるやかな最大随意
等尺性収縮（以下 Slow）とした。メトロノームに合わせて
Rapidは開始直後、Slowは3秒後に最大随意等尺性収縮にな
るように行わせた。収縮時間は5秒間とした。3回計測し、2
回目の3～5秒を解析に用いた。積分筋電図（IEMG）は最大
随意等尺性収縮時の筋活動を基準に正規化（以下 ％IEMG）
した。また永田らの報告に基づき、10～150Hzで10～50Hzを
type1aの割合、91～150Hzをtype2bの割合として算出した。
統計には％IEMGにウィルコクソン検定、type1a・2bの割合
にt検定を用いた。危険率は1％未満とした。

【結果】
type2bの割合はRapidがSlowよりも有意に増大した（p＜

0.01）。type1aの割合は有意差を認めなかった（p=0.44）。％
IEMGは有意差を認めなかった（p=0.63）。

【考察】
まず、両試行の筋活動量に明らかな差異はなかったといえ

る。Rapidでは2b線維が選択的に活動しているとは帰結でき
ないが、活動閾値張力の低下による同線維の活動動員の増加
が起きていると考えられた。

【まとめ】
Rapidは2b線維の効果的なトレーニングであることが示唆

された。

key words 中殿筋・サイズの原理・type2b線維

急激な等尺性収縮の表面筋電図学的特性～type2b
線維トレーニングとしての有用性の検討～

芹田　祐・岩崎　翼・宮本　梓

慶友整形外科病院　リハビリテーション科
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【目的】
近年，立位姿勢制御における体性感覚系の貢献が見直さ

れ，中でも固定点へ指先で軽く（1N未満）触れること（ラ
イトタッチ）で片脚立位時の動揺が顕著に減少することが報
告されている．ライトタッチは手に荷重することなく動揺を
減少させることができ，運動中の筋活動を減らさずに安全な
トレーニング方法として応用できる可能性がある．本研究は
片脚立位時のライトタッチの効果を足圧中心動揺と筋活動か
ら検討する．

【方法】
対象は健常男性13名とした．除外基準は下肢に整形疾患を

有すものとした．研究の実施については埼玉医科大学保健医
療学部倫理委員会の承認を得て行い，すべての対象者に研究
の主旨を説明し書面にて同意を得た．片脚立位をフリー（支
持なしの片脚立位）・ライトタッチ（右手示指による1N以下
の接触）・フォースタッチ（右手示指による5N以上の接触）
の3条件で行った．立脚側下肢筋電図（大腿直筋・大腿筋膜
張筋・大殿筋・中殿筋・大腿二頭筋長頭・前脛骨筋・腓腹筋
内側頭）のRMS値を測定し，足圧中心動揺は総軌跡長，矩
形面積，実効値面積を測定した。解析は一元配置分散分析・
多重比較法で比較した．

【結果】
矩形面積において，フリー（9.97±5.38cm2）よりもライト

タッチ（6.42±2.64cm2）・フォースタッチ（4.00±1.80cm2）
で有意に低下した．実効値面積においてもフリー（2.72±
1.81cm2）よりもライトタッチ（1.34±0.59cm2）・フォースタ
ッチ（1.14±0.67cm2）で有意に低下した．筋活動では腓腹筋
内側頭でフリーよりもフォースタッチで有意に低下したが，
ライトタッチ時の筋活動は、すべての筋においてフリー，フ
ォースタッチと比較して有意差はみられなかった．

【結語】
ライトタッチは足圧中心の移動面積を減少させる効果があ

り，高齢者への片脚立位トレーニングの方法として安全で効
果的である可能性が示唆された．

key words ライトタッチ・片脚立位・足圧中心動揺

片脚立位バランストレーニングにおけるライトタッ
チの効果

岩尾健太1）・新井智之2）・中村絵理1）・藤田博曉2）

1）社会福祉法人　毛呂病院 
2）埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科
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【目的】
膝関節等尺性屈曲時における半腱様筋の最大トルクと腱画

移動量の関係について検討した報告では，膝屈曲角度の増大
に伴い最大トルクおよび腱画移動量はともに小さくなり，両
者の間に有意な正の相関関係が認められたとしている．そこ
で本研究の目的はヒトの半腱様筋の腱画を挟んで近位部と遠
位部に分け，表面筋電計を用い半腱様筋の筋活動特性を調査
することとした．

【方法】
対象は健常成人男性9名（22.6 ± 3.3歳，平均年齢 ± 標準

偏差）とした．実験前に被験者には実験内容を十分説明し同
意を得た．運動課題は5秒間の最大等尺性膝屈曲運動（MVC）
を，筋力測定装置BIODEX System3を用いて行った．計測
は膝関節0，15，30，45，60，75，90ﾟの角度にて実施した．
腱画の同定は，超音波診断装置を用いて半腱様筋の腱画の表
層腱膜付着部の位置を確認し，その腱画の位置から近位と遠
位に筋電計の表面電極を貼付した．筋電図の解析は各膝関節
屈曲角度でのMVCのうち安定した3秒間の積分値を算出し
た．統計は二元配置分散分析を行い，事後検定にはBonfer-
roni法を用いた．

【結果】
近位半腱様筋は膝関節屈曲15ﾟで最大値を示し（109.1±3.3

％；平均値±標準誤差），屈曲90ﾟにおいて最小値（86.0±3.0
％）を示した．遠位半腱様筋では15ﾟから75までは有意な変
化は見られず，屈曲90ﾟにおいて有意な増加が見られた（p
＜0.05）．膝屈曲トルクは膝関節15ﾟの時に64.9±2.6Nmと最
大となり，その後は膝関節角度が増加するに従い有意に減少
した（p＜0.05）． 

【考察】
膝関節屈曲角度が増加するに従い腱画が近位方向へ移動

し，近位部が遠位部よりも短縮位となるため，筋活動が減少
した可能性が示唆される．それに対し遠位部では筋伸張位と
なるため，筋活動が増加したことが考えられる．

key words 半腱様筋・超音波診断装置・腱画

膝関節屈曲時における近位および遠位半腱様筋の筋
活動動態

坂井亮太1）・栗原豊明1）・時田歩実1）・徳永由太2）・ 
櫛田歩未3）・菅原和広4）・伊賀敏朗5）・山本康行5）

1）中条中央病院　リハビリテーション科 
2）新潟リハビリテーション病院　リハビリテーション部 
3）新潟医療福祉大学　理学療法学科 
4）新潟医療福祉大学　運動機能医科学研究所 
5）中条中央病院　整形外科
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【はじめに】
転倒の要因は内・外的要因に大きく分けられ、うち内的要

因を理解することを身体能力の認識と呼ぶ。近年、身体能力
の認識が転倒に影響を与えるとの報告があるが跨ぎ動作に着
目したものは少なく、転倒との関係を調査したものはない。
本研究は身体能力の認識と転倒との関係を明らかにし、転倒
予防の一助となることを目的とした。また本研究はヘルシン
キ宣言に準拠し行った。

【方法】
対象は地域在住高齢者208名（年齢：75.7±6.7歳）と若年

者234名（年齢：19.4±2.5歳）で、最大一歩における身体能
力の認識を調査した。まず予測値として静止立位の状態から
最大一歩を予測した。次に実測値として実際に最大一歩を行
った。得られた実測値と予測値の差が正の場合は過小評価群
とし、負の場合は過大評価群とした。そして高齢者と若年者
の過小評価群、過大評価群の人数の割合を調査した。また、
高齢者は過去1年間の転倒の有無で人数の割合を調査し、年
齢別の4群に分けて比較した。なお統計手法はすべてχ2検定
を用いて有効水準は5％未満した。多重比較検定の有意水準
はライアン法を用いた。

【結果】
若年者では身体能力を過大評価した者が234名中70名（29.9

％）であったことに対して、高齢者は208名中154名（74.0％）
の者が過大評価した。またχ2検定の結果から高齢者は若年者
に比べ、身体能力を過大評価する者の比率が有意に高かっ
た。さらに80歳以上の高齢者は身体能力を過大評価した割合
が61名中54名（88.5％）で他の年齢の高齢者より有意に多か
った。しかし、過大評価群と転倒との関係を明らかにするこ
とはできなかった。

【考察】
高齢者は加齢変化により多くの機能が低下する。その低下

した機能を適切に認識することは困難となり、過去の高い能
力を認識している可能性がある。以上のことから高齢者の転
倒予防のためには、自分の身体能力を再認識させ、過大評価
とならない動作指導が必要である。

key words 身体能力の認識・高齢者・転倒

高齢者における身体能力の認識と転倒との関係

小澤琢也1）・下井俊典2）

1）医療法人社団　誠馨会　新東京病院　リハビリテーション室 
2）国際医療福祉大学　保険医療学部　理学療法学科
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【目的】
高齢者や障害者における歩行練習方法として提唱されてい

る両側の下腿遠位端に重錘を装着した歩行（足部重錘負荷歩
行）では、歩行中のハムストリングスの筋活動量を増加させ
る効果があると考えられている。本研究では、臨床的に用い
られる複数の重錘負荷条件による足部重錘負荷歩行を実施
し、下肢および腰部の筋活動量の変化について検討すること
を目的とした。

【対象と方法】
対象は健康な若年男性9名（平均年齢21歳）であり、研究

実施前にヘルシンキ宣言に基づいて本研究の目的と方法を書
面および口頭にて説明し同意を得た。4つの歩行条件（重錘
なし、1kg、2kg、3kgの足部重錘負荷）による10m歩行を実
施したときの、最初の踵接地から連続する右下肢5歩行周期
の半腱様筋、腰方形筋、腓腹筋内側頭、前脛骨筋、内側広筋、
中殿筋の筋活動量（％IEMG）および筋活動ピーク値出現時
期、10m歩行速度を測定し、各条件間で比較した。

【結果】
3kg重錘負荷条件のみ重錘なし歩行に比べて、半腱様筋の

％IEMGに有意に高い値を示した。他筋の％IEMGとそのピ
ーク値出現時期、10m歩行速度に各歩行条件間における有意
差は認められなかった。

【考察】
歩行中の半腱様筋の筋活動量は、先行研究では2.5kg足部

重錘負荷歩行によって28.9％増加したと報告されているが、
本研究では3kg足部重錘負荷歩行によって約47.0％増加した。
このことは、足部重錘負荷歩行で遊脚時の膝関節伸展モーメ
ントが増加し、遊脚後期における前方への振り子運動を減速
制動するために半腱様筋の遠心性の活動が高まるとする先行
研究の結果を支持するとともに、重錘負荷量を増加させるこ
とにより半腱様筋の筋活動をさらに高めることができると推
察された。また、他筋の筋活動量およびピーク値出現時期、
10m歩行速度について条件間の有意差が認められなかったこ
とから、3kg足部重錘負荷歩行は必ずしも歩容を著しく変化
させない歩行課題であると考えられた。

key words 足部重錘負荷・半腱様筋・筋活動量

異なる足部重錘負荷による歩行時の下肢および腰部
の筋活動の変化

大西未紗1）・橋立博幸2）・川上大地3）・阿部正博4）・ 
藤澤祐基2）・中野尚子2）・潮見泰藏2）
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2）杏林大学 保健学部 理学療法学科 
3）特定医療法人社団昭愛会　水野記念病院 
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【目的】
足部アライメントを定量的に評価するスケールとして

Modified-Foot Posture index（以下：FPI-6）が報告されて
いるが，その信頼性について一定の報告は得られていない．
本研究は，FPI-6の信頼性の検討を目的とした．

【方法】
健常成人9名18肢（男性4名女性5名年齢23.1±1.1歳）を対

象に，理学療法士3名（A：9年目・B：3年目・C：1年目）
を検者としてFPI-6の計測を行った．検者は1肢につき2回ず
つ2日の間隔をあけ計測した．FPI-6は距骨頭の触診，外果
上下のカーブ，踵骨内外反位，距舟関節部の膨隆，内側縦ア
ーチ，前足部内外転位の観察の6項目の測定を行い，各項目
を（-2～+2）で採点し，合計得点（-12～+12）で足部回内
外の程度を評価するスケールである．合計得点により，過回
外位（～-5），回外位（-4～-1），中間位（0～+5），回内位（+6
～+9），過回内位（+10～）に分類される．検者内信頼性は
各検者の合計得点のデータを用いてICC（1, 1）を，検者間
信頼性はAB，AC間の1回目のデータを用いて ICC（2, 1）
を算出した．また，検者内，検者間の足部回内外の分類の信
頼性を検討するため，Spearmanの順位相関係数を算出した．
分析には，SPSS （ver21）を使用し，有意水準は5％未満と
した．本研究は，当院倫理委員会の承認を得た上で，対象者
には研究の趣旨を十分説明し同意を得て測定を行った．

【結果】
ICC（1, 1）はA：0.82，B：0.77，C：0.62，ICC（2, 1）は

AB間：0.81，AC間：0.65であった．検者内の順位相関係数
はA：0.63，B：0.32，C：0.58，検者間はAB間：0.64，AC間：
0.36であった．

【考察】
合計得点の信頼性は，C以外の検者で0.7以上の信頼性を得

た．順位相関係数ではB以外の検者で中等度の有意な相関を
認めた．合計得点ではC（1年目）で信頼性が低く，足部回
内外の分類ではB（3年目）で信頼性が低くなった．合計得点，
足部回内外の分類においてA（9年目）の信頼性が高い結果
となった．結果より，FPI-6は足部評価の熟練度や知識の影
響を考慮することで信頼性の高い評価スケールになることが
示唆された．

key words FPI-6・足部アライメント・信頼性

足部アライメント評価の信頼性　Modified- Foot 
Posture indexを用いて

川合健太1）・大塚めぐみ2）・山下卓也2）・宮崎彩菜2）・
山下剛司MD2）・中俣　修3）・望月　久3）

1）介護老人保健施設おゆみの 
2）おゆみの診療所 
3）文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科
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【目的】
リュックサック（以下リュック）は荷物運搬方法の中で最

も運動強度が低いと報告されているが，重量の違いによる腰
部負担や加齢の影響を考慮する事は重要である．そこで，若
年者と高齢者を対象にリュックの有無および重量の違いが立
位姿勢に及ぼす影響を運動学・運動力学的に明らかにする事
を目的とした．

【方法】
対象は本研究の主旨を十分に説明し理解を得た，健常若年

者16名（年齢26.0±3.1歳）と，健常高齢者8名（年齢67.3±
6.6歳）とした．なお，本研究は国際医療福祉大学倫理審査
委員会の承認を得て実施した．姿勢計測には三次元動作解析
装置，床反力計を用いた．計測条件はリュックなし（以下0
％），リュックを使用し被験者体重の5％負荷（以下5％），15
％負荷（以下15％）の計3条件とし，解剖学的肢位で立位を
測定した．体幹・骨盤角度，腰部・下肢三関節の関節モーメ
ントの5秒間の平均値を求め，0％を基準値0とし，5％と15％
との相対的数値を求めた．統計処理は若年群に対して一元配
置分散分析反復測定後Bonferroni法，高齢群に対してFried-
man検定後Tukey法を用い群間比較を実施した．なお危険率
は5％未満をもって有意とした．

【結果】
両群で骨盤前傾角度と腰部屈曲モーメントは重量増加に伴

い有意に増加した．若年群で股関節屈曲モーメントは有意に
増加し，高齢群で増加傾向を示した．これら以外に有意差は
なかった．

【考察】
通常立位では腰部伸展モーメントが必要となる．本研究で

はリュックと体幹の合成重心が後方へ移動する事で，重力ベ
クトルが腰部関節中心の後方を通過するため，両群で腰部屈
曲モーメントを高めるのに寄与したと考えられる．また，腰
部屈曲モーメント増加には姿勢調節で重要な役割を果たす腹
筋群の関与が考えられ，腸腰筋などによる働きで骨盤が前傾
したと考えられる．以上から，リュック使用は体幹前面筋の
活動と骨盤前傾角度の増加に影響を及ぼす事が示唆された．

key words リュックサック・立位姿勢・姿勢分析

リュックサック使用が立位姿勢の運動学・運動力学
的変化に及ぼす影響 
─若年者と高齢者を対象として─

直井俊祐1）・勝平純司2）・丸山仁司2）

1）竹川病院　リハビリテーション部　理学療法科 
2）国際医療福祉大学大学院　保健医療学専攻　理学療法分野
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【はじめに】
座位ステッピングテストは敏捷性テストの1つであり，座

位にて全力でその場足踏みを行うものである．下肢筋力や歩
行能力との関連性は先行研究で報告されているが，動作中の
動きや，座位バランス能力との関連性は不明である．

【目的】
座位足踏みの動作特徴を明らかにし，座位ステッピングテ

ストに関連する要素を検討すること．
【対象・方法】

対象は20～30代の健常成人33名（男性16名，女性17名）．
測定項目は座位ステッピングテスト，座位前方リーチテス
ト．座位ステッピングテストは，40cmの台を使用し，腰か
け座位での5秒間の足踏み回数を測定した．その他に足踏み
中の体幹前傾角度，座面上での床反力作用点（以下座面
COP）を計測した．前方リーチテストは，足底接地および
非接地の腰かけ座位にて，前方最大到達距離を測定した．統
計処理に関して，測定項目間の相関はPearsonの相関係数を
用いた．統計学上の有意水準は5％未満とした．演算には
IBM SPSS Statistics 19を用いた．

【倫理上の配慮】
対象者全員に口頭と文書で十分な説明を行い，同意および

署名を得た．
【結果】

足底接地時リーチは48.7±6.5cm，非接地時リーチは40.5±
8.1cm，体幹前傾角度は10.8±7.9ﾟ，足踏み回数は56±7.9回
であった．足踏み回数と各測定値との相関関係をみると，接
地時リーチ（r=0.35），非接地時リーチ（r=0.43），体幹前後
傾角度（r=0.38）において有意な相関が見られた．座面COP
とは有意な相関関係を認めなかった．

【考察】
結果より，座位前方リーチ，体幹前傾角度と有意な相関を

認めた．素早い足踏みは，座位バランス能力が関与している
可能性が示された．また足踏み回数が多い人は，動作中に体
幹前傾姿勢を示す傾向があることがわかった．体幹の前傾
は，素早く足踏みを行うための戦略の1つであると考えられ
た．

【結語】
座位ステッピングテストは座位バランス能力との関連性が

あること，足踏み中に体幹を前傾姿勢にする傾向があること
が示された．

key words 座位足踏み・座位バランス・敏捷性

健常成人における座位足踏み動作の特徴

松井裕人1）・丸山仁司2）・阿部成浩3）・萩原章由4）・ 
岡本賢太郎1）

1）公益社団法人　地域医療振興協会　横須賀市立うわまち病院 
2）国際医療福祉大学　保健医療学部　理学療法学科 
3）横浜市立市民病院 
4）横浜市立脳血管医療センター
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【目的】
超音波診断装置（以下US）を用いて，腰椎屈曲位，中間位，

伸展位における棘突起間距離を測定するときの指標点（棘突
起頂点，棘突起末端）の違いが信頼性に及ぼす影響について
検討した．

【方法】
USはGE Healthcare社製vivid-iを用い，プローブは4.0-

10.0MHzのリニア式プローブ（GE Healthcare社製8L-RS）
を使用し，すべて同一の測定者が行った．超音波画像は健常
男性10名において撮影した．撮影姿勢は，腹臥位（中間位），
パピー肢位（伸展位），正座にて股関節・腰椎を最大屈曲し
た姿勢（屈曲位）の3条件とし，L2-3の各棘突起間の撮影を
行なった．得られた30枚の画像のうち，棘突起末端および棘
突起頂点とも確認できた17枚の画像を計測対象とした．腰部
可動性の測定は，画像における棘突起の頂点間，および，末
端間の距離をUS内の計測機能を用いて求めた．検者内信頼
性は，ランダムに提示した17枚の画像を各3回ずつ計測した
結果を検討した．検者間信頼性の検討は，5名が行なった結
果を検討した．信頼性の検討には級内相関係数（ICC）を
SPSS for Windows ver.15.0Jを用いた．なお，計測結果は計
測者には見えないようにし，計測に参加しない研究補助者1
名が記録した．本研究は埼玉県立大学倫理審査委員会の承認
を得ており，協力者には研究内容を十分説明し，同意を得て
実施した．

【結果】
検者内信頼性は頂点間が0.900-0.977，末端間は0.972-0.992

であった．また，検者間信頼性の結果は頂点間が0.725，末
端間は0.914であった．

【考察】
検者内信頼性は双方ともに高い信頼性であったが，検者間

信頼性は頂点間の結果で中等度の信頼性になった．また，棘
突起末端は30枚すべての画像で確認できたが，棘突起頂点は
17枚に留まった．よって末端間の方が測定指標に適している
と考えられた．

【まとめ】
USを用いた腰椎棘突起間の測定方法は，棘突起頂点間よ

りも末端間の計測を行った方が，信頼性が高くなる可能性が
示唆された．

key words 超音波診断装置・腰椎可動性・信頼性

超音波診断装置による腰椎定量的可動性評価方法の
検討─棘突起間測定時の指標点の違いによる信頼性
の比較─

兎澤良輔1,2）・加藤宗規1）・荒巻英文1）・勝山浩吏3）・
塚越　諒4）・藤縄　理2）

1）了徳寺大学　健康科学部　理学療法学科 
2）埼玉県立大学大学院　保健医療福祉学研究科 
3）介護老人保健施設おゆみの　リハビリテーション科 
4）西部総合病院　リハビリテーション部
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【目的】
先行研究では、年齢が機能的自立度評価法（以下FIM）の

利得（退院時FIM－入院時FIM）に及ぼす影響は多く報告さ
れているが、利得を在院日数で除したFIM効率（利得/在院
日数）に着目した報告は少ない。そこで、当院の脳血管障害
患者（以下患者）の年齢がFIM効率に与える影響を明確にす
る為、在院日数、入退院時FIMを調査し、患者を年齢及び入
院時FIMにより分類した。そして、比較検討した結果をここ
に報告する。

【方法】
2011.4.1～2013.5.10までに入退院した患者289名（急性期へ

の転院患者は除外）の年齢、在院日数、入退院時FIMを後方
視的に調査した。

1.対象を年齢で4群（55歳以下，56～65歳，66～75歳，76
歳以上）に分類。この4群でFIM効率の比較を実施。

2.上記各群を入院時FIMで更に6群（18～35点，36～53点，
54～71点，72～89点，90～107点，108～126点）に分類。入
院時FIM別に、年齢で分けた4群でFIM効率の比較を実施。

解析にはR2.8.1を使用し、Kruskal-Wallis検定、多重比較
はSteel-Dwass検定を用いた。有意水準は5％未満とした。

個人情報の取り扱いに十分配慮しヘルシンキ宣言に沿って
行った。

【結果】
1.は56～65歳が他群に比べFIM効率が有意に高かった。（p

＜0.05）
2.は入院時FIM72～89点の66～75歳が、55歳以下、76歳以

上に比べFIM効率が有意に高かった。（p＜0.05）その他は全
ての比較で有意差が無かった。

【考察】
年齢のみの比較は、一番若い55歳以下のFIM効率が高齢者

に比べ高い結果では無かった。徳永らは、年齢がFIM利得へ
与える影響の評価を行うには入院時FIMの層別化が必要、と
述べている。FIM利得の影響を受けるFIM効率も同様と考え
る。今回、入院時FIM別に年齢で分けた比較では、FIM効率
への影響は限定的であった為、年齢がFIM効率に与える影響
は僅かと考える。

【まとめ】
年齢がFIM効率に与える影響を明確にする為の比較検討を

実施。その結果、年齢がFIM効率へ与える影響は僅かである
と示唆された。

key words 脳血管障害患者・年齢・FIM効率

当院の脳血管障害患者の年齢がFIM効率に与える影
響

伊藤進一・岡村　愛

一般社団法人　巨樹の会　八千代リハビリテーション病院　
リハビリテーション部
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【はじめに】
左右の上下肢を交互に繰り返す歩行は、理学療法学的に着

目する能力である。しかし、臨床現場で把握可能な歩行能力
は、時間や距離に限られる。そこで本研究は、歩行パラメー
タの中でも特に周期性に着目し、繰り返し動作である示指、
足部によるタッピング課題と歩行を比較した。

【方法】
対象は若年者15名（21.8±0.9歳）、高齢者14名（69.5±3.2歳）

とした。タッピング課題は示指、足部片側、両側交互の課題
を各々任意の速さで3分間のタップ回数を計測した。タップ
回数はタッチパッドを利用し、パーソナルコンピュータに記
録した。歩行は35mの直線路を快適な速度で3分間往復し、
その中間30mの所要時間、歩数を計測した。統計解析は、タ
ッピング課題の信頼性、タッピング課題間、歩行パラメータ

（速度、距離、歩行率）の群間について差を検討した。さら
にそれらの関連性を検討した（SPSS15.0）。すべて危険率5％
未満を有意とした。本研究はつくば国際大学、弘前大学大学
院の倫理審査委員会の承認を得て実施した。

【結果】
タッピング課題の信頼性は各課題において中等度以上の信

頼性を示した。若年者と高齢者にタッピング課題間に有意差
は認められなかったが、歩行パラメータの歩行速度と歩行率
に高齢者が高値を示し有意差が認められた。タッピング課題
の回数と歩行パラメータの関連性については、特に若年者の
歩行率に中等度以上の相関が認められた。

【考察】
タッピング課題の信頼性は、中等度以上の信頼性は認めら

れたが、さらなる改善が必要と推察する。タッピング課題と
歩行能力に関しては、歩行能力で高齢者が高値を示したにも
関わらず、タッピング課題と歩行パラメータの関連性は若年
者において多く認められた。このことから繰り返し動作のよ
うなリズム形成は、老化によって一元的ではなく、その解離
が生じると考える。

key words タッピング・歩行・リズム

示指・足部のタッピング課題と歩行パラメータに関
連性はあるか？

松嶋美正1,2）・漆畑俊哉1）・高尾敏文1）・對馬　均1）

1）つくば国際大学　医療保健学部　理学療法学科 
2）弘前大学大学院　保健学研究科
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【目的】
本報告では，訪問リハビリテーションを利用する維持期脳

血管障害者の事例を通して，屋内生活空間における身体活動
の低下に転倒経験が及ぼす影響について検討することを目的
とした．本研究はヘルシンキ宣言に基づき，訪問リハの概要
およびデータの学術的利用について事前に対象者に対して説
明し，同意を得て実施した．

【症例】
81歳男性，2005年に脳出血左片麻痺を発症し，2007年3月

頃から左足の振り出しが不安定となり，2007年6月より訪問
リハを開始した．2011年11月の時点では，Brunnstrom stage
上肢5下肢5，functional independence measure（FIM）111
点（運動項目76点，認知項目35点），歩行は屋内自立，屋外
見守りであった．自宅屋内の生活空間における身体活動は
home-based life-space assessment（Hb-LSA）102.5点であ
った．

【経過】
訪問リハは週1回60分にて関節可動域運動，歩行練習，自

主練習の確認などを中心に実施した．2012年6月までの6か月
間で月平均4回，合計28回の訪問リハを実施した．2012年4月，
自宅で転倒して左肋骨部および左臀部の打撲を受傷し，転倒
経験に基づく転倒恐怖感を訴え，屋内移動に見守りが必要と
なった．2012年6月では，Hb-LSAが84.5点へ低下し，特に寝
室内，寝室以外の自宅内，自宅敷地内の各生活空間における
活動が低下した．FIMは111点（運動項目76点，認知項目35点）
と変化がみられなかった．

【考察】
本症例は維持期脳血管障害者にて，6か月間の訪問リハ利

用期間中に転倒し，基本動作能力に明らかな低下がみられな
いにもかかわらず，転倒経験による転倒恐怖感の出現によっ
て移動動作の自己効力感が低下し，屋内生活空間における身
体活動が低下したものと推察された．運動麻痺が軽度である
維持期脳血管障害者において，転倒による基本動作能力低下
が認められなくとも，転倒恐怖感の増加や自己効力感の低下
が屋内生活空間における活動遂行の低下を引き起こす要因に
なると考えられた．

key words 訪問リハビリテーション・脳血管障害者・身
体活動

訪問リハビリテーションを利用する脳血管障害者の
屋内生活空間における活動の低下に転倒経験が及ぼ
す影響

大沼　剛1）・橋立博幸2）・白水てるゑ1）・阿部　勉1,3）

1）板橋リハビリ訪問看護ステーション 
2）杏林大学保健学部理学療法学科 
3）植草学園大学保健医療学部理学療法学学科
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【目的】
介護老人保健施設（以下 老健）は、PT、OT、ST（以下 

セラピスト）のいずれかが必置である。セラピストは多職種
協働のチームに欠かせない専門職として、在宅復帰・在宅支
援をかなえるために必要なノウハウを身に着ける必要がある
であろう。今回、老健臨床実習における学生症例報告内容か
ら一定の傾向が見られたので報告する。

【方法】
平成23年4月1日～平成25年3月31日の間、当施設で臨床実

習を受けたPT学生のうち本研究協力の承諾が得られた12名
（4校）が、初期評価時作成したICFと、一度指導した後に再
評価時作成したICFから、それぞれの因子数を計算し比較し
た。症例は全て長期入所者、指導のポイントは在宅復帰の可
能性、生活の質改善、介護負担軽減等であった。尚データの
取扱いは個人が特定できないよう配慮した。

【結果】
初期評価時ICF各因子数の平均は「心身機能」28.3％、「活

動」27.5％、「参加」12.2％、「環境因子」16.0％、「個人因子」
16.0％であった。全体の肯定因子、否定因子数の比較は、肯
定因子38.4％、否定因子61.6％であった。再評価時ICF各因
子数の平均は「心身機能」26.7％、「活動」24.0％、「参加」12.2
％、「環境因子」20.9％、「個人因子」16.2％となり、初期評価
時に比べ「環境因子」の因子数が増加していた。全体の肯定
因子、否定因子数の比較は肯定因子42.2％、否定因子57.8％
で、肯定因子の割合が増加した。

【考察】
老健の中でPTは、心身機能やADL改善に於てその専門性

を発揮することが期待されている。一方で利用者の体を良く
する事ばかりに目が向くと、潜在する在宅生活の可能性に気
付かず入所期間を長引かせ、家族の介護離れにつながる危険
性も予想できる。今回、老健における臨床実習がセラピスト
卒前教育に於て、在宅復帰・在宅支援に関する「気付き」「学
び」の場として有効であり、ICFを活用して在宅復帰の可能
性を伝えることも有効な一手段であると印象を受けた。

key words 介護老人保健施設・臨床実習・ICF

介護老人保健施設における臨床実習症例報告の傾向
に関する一考察

松本宏明1）・数野順子2）・平野幸子1）・前園佑貴1）・ 
木村太祐2）・小倉里美1）・金井美樹1）・東山剛士1）・ 
古田夕子3）

1）介護老人保健施設プライムケア川越　リハビリテーション課 
2）西部診療所　リハビリテーション課 
3）特別養護老人ホームみなみかぜ　リハビリテーション課
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【目的】
認知症の患者様を抱える家族の悩みに直面した時、充分な

心のケアが家族の介護意欲の向上につながることは一般的に
られる。今回、介護職員への教育的観点から具体例を通して
考察を述べる。

【方法】
90歳男性アルツハイマー型認知症。現役時代は文房具店を

営んでいた。認知症状が進行し自宅にいても「家に帰ります」
ということを繰り返す。主介護者である妻の介護負担軽減を
目的にショートを導入した。真面目な性格で、丁寧な言葉使
いで自分よりまずは他の人に譲る優しい方である。文房具店
の得意先からも気に入られ、営業の成功の秘訣を聞いたとこ
ろ「僕はね、新しい商品が入るとボールペン1本でもお客さ
んに持っていって試してもらった　もんだよ」と教えてくれ
た。また、夜間不穏になり廊下や他の部屋を徘徊している時
に話しかけると「いやあ、妻に泊まることいってないから心
配してると思ってだから帰るんだよ」と、妻を思う気持ちと
真面目さがにじみ出た言葉が出てくる。いつも姿勢がまっす
ぐで、礼儀正しい丁寧な挨拶を一日に何度も繰り返す。この
事例を通し介護職員と実習生を対象に勉強会を実施した。

【結果】
今目の前にある事実がその人の全てではなく、言動などか

ら人間性を作りあげた過去を知ることで尊敬する気持ち、家
族の無念さに近づくことができた。

【考察とまとめ】
この事例から職員が学んだことは自分が認知症になった

時、後世に残せるものは何かということ。何をしてきたかで
はなく、どう生きたか。認知症だからこそ持てる役割は・・。
記憶や判断力が失われても出てくる言動はその人の今までの
生き方を反映させているものである。事例のように人に優し
くする、丁寧な言葉は誰もがみていて気持ちいいものであ
る。人は人生の最期まで役割をもっているということを家族
に伝え自分たちの人生も終りまでまた素晴らしい学びの場に
なることを願う。

key words 認知症・役割・学び

認知症介護から学ぶこと─認知症の患者さんがもつ
役割と理解─

吉澤昭子

医療法人社団　緑友会　らいおんハートリハビリ温泉ショー
トステイ
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【目的】
本研究は、家庭用ビデオゲーム機WiiのソフトであるWii 

Fit Plusを使用し、障がいのある方に対して、どのようなト
レーニング内容であれば実施できるのかについて調査・検討
した。

【方法】
本研究は、ヘルシンキ宣言に則り被験者に調査の目的や手

順を説明して署名による同意を得た。また、所属機関の倫理
委員会で承認済み（第23064号）。対象は、病院・施設に入院・
入所している障がいのある方とした（同意の得られた患者・
利用者21名：68±16.7歳）。使用機器は、Wii・Wii Fit Plus・
バランスWiiボードを使用。調査方法として、病院・施設の
患者・利用者に対してWii Fit Plusのトレーニング（66種類）
を実施。手順は、1.バランスWiiボードでバランス測定・体重・
BMI測定、2.バランスWiiボードでWii Fit Plusのトレーニン
グを実施（30分以内）、3.トレーニングは1回10種類程度実施（1
週間のうち数日間のみ試行）、4.トレーニングの内容につい
て再度実施可能かどうか試行。トレーニングは、実際の運動・
動作が実施できるかについて可能か不可能について実施調査
し、また実施に際して器具等が必要かどうかも調査した。

【結果】
66種類すべて実施できたのは21名中10名であった。トレー

ニングの実施可・不可について、中枢疾患の場合、トレーニ
ング＋、ヨガ、筋トレはそれぞれ半分程度の運動が実施不可
で、有酸素運動およびバランスゲームについては、おおよそ
すべての運動が実施できた。整形疾患・循環器疾患の場合、
ほとんどのトレーニングが実施できた。

【考察】
今回の結果から、疾患によりどのトレーニングが実施可能

か不可能かについて結果が得られた。実施できないトレーニ
ングの多くは、そのトレーニング特有の肢位がとれないこと
や疾患上リスクが高い理由で実施不可となった。なお、実施
可能なトレーニングにおいて、リスク管理上歩行器やT字杖・
多点杖等の器具を使用したトレーニングがあった。

key words Wii Fit Plus・トレーニング・運動方法

家庭用ゲーム機（Wii Fit Plus）による運動方法に
ついて─第2報─

井上和久1）・河原崎崇雄2）・中山佳奈美2）・菅原壮平2）・
望月あおい2）・河内　桜2）・中村岳雪2）・丸岡　弘1）・
原　和彦1）

1）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科 
2）田無病院リハビリテーション部
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【目的】
当院リハビリテーション部における9年間のヒヤリハット

とインシデントレポートの発生状況を検討し、当院の特性を
踏まえて検証したのでここに報告する。

【方法】
ヘルシンキ宣言を順守し倫理的に問題ないことを確認した

うえで、平成15～23年までの9年間のリハビリ中のヒヤリハ
ットとインシデントレポートの発生件数、内訳を集計した。
また、講じた安全対策とその効果について検討した。

【結果】
1．ヒヤリハットは9年間で総計1009件発生した。2．イン

シデントは9年間で総計106件発生した。このうち有害事象に
相当するのは2件であった。3.21年度はヒヤリハットが少な
い割にインシデントが多かった。

【考察】
当院は15年度にリハビリセンターを拡張し、当初2年間は

ヒヤリハットが一時的に急増したが、環境を整備し続けたこ
と、安全対策として20年度にエラーチェック表の実施、新人
教育のマニュアル化、21年度に危険予知トレーニング研修を
導入したことから、安全への意識が次第に高くなった。その
結果、ヒヤリハット「転倒の危険」が減少し、インシデント

「転倒・転落」も漸減したと考えられる。一方でヒヤリハッ
ト「物・人との接触の危険」、インシデント「表皮剥離」は
20年度以降増加した。接触の危険や表皮剥離が増加したの
は、主に不注意の増加とリハビリセンターや病棟内の混雑に
よるものと考えられる。安全対策への取り組みが消極的な時
期には、ヒヤリハット報告数は減少するのに対しインシデン
ト数は増加の傾向であった。これは安全に対する定期的な啓
蒙活動が必要なことを示唆している。20年度以降安全対策の
内容は危険予測へと転換して意識改善を図り成果を挙げつつ
ある。以上のことから、安全体制を確立するには、安全への
意識を持続できるような施策の定期的実施、リスクへの感性
を高める教育の早期実施が重要と考える。また、随時情報を
迅速に検討・伝達・共有できる環境を整えることも重要であ
る。
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【はじめに】
リハビリテーションを医療から介護に移行していくため制

度上に位置付けられた短時間通所リハビリテーション1時間
以上2時間未満（以下短時間通所リハ）について、利用者の
視点でニーズを調査した報告はない。今回、短時間通所リハ
についてニーズの高い利用者層を把握するために調査を行っ
たので報告する。

【方法】
調査期間は平成24年12月20日から平成25年1月31日。調査

対象は2ヵ所の居宅介護事業所のケアマネージャーと利用者
（要支援を除く）。ケアマネージャーに対してはアセスメント
上の利用対象者を調査、利用者に対しては質問紙に沿って担
当ケアマネージャーが本人または家族に聴取した。調査を行
うに当たって、調査の目的を説明し、理解いただいた上で協
力を確認できた利用者とその家族を対象とした。

【結果】
ケアマネージャーのアセスメントによる利用対象者は14％

（n＝257名）であった。利用者については183名から回答を
得た。利用者の短時間通所リハの認知度については「知って
いる」が8％であった。短時間通所リハの利用希望について

「利用したい」が12％、「必要になったら利用したい」が36％、
「わからない」が20％、「利用したくない」が31％、「未回答」
が1％であった。性差については男性の方が利用希望者数の
割合が高かった。年代別では65～74歳の利用希望が高かっ
た。介護度別では要介護2、要介護1、要介護4の順で利用希
望が高かった。

【考察とまとめ】
ケアマネージャーによる利用対象者と利用者の利用したい

ニーズを考えると要介護認定者数の内、1割程度の利用希望
者が存在することが示唆された。利用者の認知度については
地域に短時間通所リハを提供している事業所がないことを反
映し低い結果となった。今回の調査ではニーズの高い利用者
層は男性で65歳～74歳、要介護2という結果であった。必要
になったら利用したいという回答も多く、潜在的なニーズの
可能性も示された。
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