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【はじめに】
今回，四肢先天奇形を伴った児への外来リハビリを担当す

る機会を得た．児の姿勢は定型的で，遊び活動の後では下肢
の痛みをよく訴えていた．

【方法】
方法は，1回・40分／2週の頻度でPT介入を行い，平成24

年12月に実施した2回分の理学療法治療について報告する．
【症例紹介】

性別：女性，年齢：5歳2ヶ月．診断名：四肢先天奇形，両
上肢欠損，両下肢屈曲拘縮，右下肢短縮，足趾欠損．主訴（母
親）：「膝の痛みの軽減．両足の筋力向上．身体（体幹）の変
形の予防．」．日常生活活動：移動は歩行で自立．更衣動作は
一部介助．食事は足部にてスプーン等で自立（FIM：91点）．

【説明と同意】
本研究は医療法人新成医会の倫理委員会の承認を得て実施

し，対象者（家族）には研究・発表に対する説明を行い，同
意を得ております． 

【結果】
ADL（FIM）：変わりなし．ROM－t：股内転（左25度／

右5度→左45度／右15度）．骨盤後傾：（0度／5度）．10M歩行：
1回目の介入前12.2秒→介入後11.7秒．歩容や介入については
当日，静止画などで説明します．

【考察】
下肢中間位での姿勢や触刺激を嫌がっていたが，接触面を

広くして，柔軟性に介入することや運動性に働きかけること
で，背臥位姿勢に改善や，股や殿部周辺の過敏性や柔軟性に
改善がみられたと考える．そのことで骨盤後傾への運動も援
助しやすくなり，立位への抗重力伸展活動への準備につなが
ったと考える．臥位や立位での姿勢は軟部組織の調整と，重
力に抗した活動を経験することで，その後の歩行は右下肢の
支持が良く，体幹の保持にも改善がみられたのだと考える．

【まとめ】
先天性疾患で若年のため，今まで症例自身は，どのような

姿勢・活動がより良いものかの基準は，身体感覚の中で明確
なものはなく過ごされてきたと考える．今回，理学療法でそ
れらの介入の中で，立位や歩行で若干の改善が認めることが
できた．

key words 先天性疾患・腰背部筋の過活動・抗重力伸展
活動
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【目的】
本研究の目的は、運動療法として駆血帯を用いて身体への

加圧効果を図る血液循環療法（以下、BCT）の臨床効果を
証明することである。BCTは病院内で採血時に使用される
安価な駆血帯を腕と脚に巻きつけ、適切な圧力をかけること
により血流の制限をかけた状態で行う運動療法である。一般
的に血液を阻害すると下垂体で成長ホルモンの分泌が促進さ
れるという報告があり、それにより疼痛軽減や筋肉増量、免
疫力強化などの効果が推測されている。今回、骨関節疾患の
疼痛にどのような影響を及ぼすかを調査した。

【対象】
2010年5月～2013年5月までの3年間にBCTを実施した109

名中、半年以上継続期間を有する39名73部位（平均継続期間
17.2±9.8ヵ月）に関して、VAS （Visual Analog Scale）によ
る疼痛評価を実施した。内訳として変性疾患19名（男性1名・
女性18名）で、変形性膝関節症16名・肩関節腱板断裂2名・
腰部脊柱管狭窄症1名の38部位と、炎症性疾患では関節リウ
マチの15名（女性15名）24部位として手指・膝関節・股関節
の部位別で評価を実施した。本研究は主旨を文章にて説明し
記名による同意を得た。

【方法】
対象者に対し上腕部に駆血帯を巻き、上肢運動として手指

グーパー運動・プル動作・アームカール動作・挙上運動と、
大腿部に駆血帯を巻き、下肢運動として足踏み・アキレス腱
ストレッチ・toe up・Heel up動作・前屈運動・Squat動作・
腿上げ運動・股関節伸展運動・Leg lungeを合計で30分間実
施し、BCT前後でVASによる評価を行った。

【結果】
骨関節疾患24名38部位中の23名35部位に優位な改善が認め

られ（p＜0.001〉、関節リウマチ患者においても15名24部位
中の11名20部位で優位な改善が認められた（p＜0.001〉。

【結語】
病院で常時使用されている安価な駆血帯を用いることで加

圧効果により疼痛軽減に有意な効果を得られた。

key words 血液循環療法・加圧・疼痛

血液循環療法が骨関節疾患の疼痛に及ぼす影響─駆
血帯を使用した新しい運動療法の試み─
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【目的】
マイオチューニングアプローチ（以下、MTA）は、筋の

痛みの緩和や筋の活性化を図るアプローチである。今回、肩
関節にMTAを施行し、屈曲の関節可動域（以下、ROM）や
等尺性筋力（以下、筋力）の変化を、ストレッチとの比較で
検討し考察する。

【対象】
2011年10月から2013年4月までの期間に当院に来院した実

習生26名。男性16名女性10名、平均年齢は、26±7.4歳であ
った。

【倫理】
研究を施行するにあたり、研究の趣旨を説明し同意を得た

者を対象とした。発表にあたり、個人が特定できないように
配慮した。

【方法】
MTAかストレッチどちらかの手技を一肢に5分間施行し、

施行前後で肩関節屈曲のROMと筋力を計測した。再度、反
対側に未施行の手技を施行し、同様に計測した。左右や手技
の順序はランダムに選択した。MTAは、仰臥位で肩関節屈
筋群に対し痛みや硬結のある部位に静的アプローチを施行し
た。ストレッチは、端座位で大円筋と広背筋、三角筋後部繊
維、および上腕三頭筋長頭に対し3回施行した。ROMは東大
式ゴニオメーターで、筋力はミュータスF-1を肋木で固定し、
各々3回計測した。統計はExcelのt検定を使用し、最高値で
比較と検討を行った。

【結果】
1） 施行前後の差を比較すると、ROMはMTAが6.7±4.33

度、ストレッチが3.7±4.26度、筋力はMTAが0.8±1.58kgf、
ストレッチが－0.4±2.17kgfであり、MTAとストレッチとの
両手技間に危険率5％の有意差が認められた。2） ROMは、
MTAとストレッチとも施行後に改善がみられ、施行前後で
各々危険率1％の有意差が認められた。3）筋力は、MTAの
み施行後に改善しており、施行前後で危険率5％の有意差が
認められた。

【考察とまとめ】
上記より、MTAを施行後、肩関節屈曲のROMや筋力が改

善しており、ストレッチより向上した値を示していた。これ
は、主動作筋の活性化が図れたことが一因と考えられ、
MTAはROMや筋力の向上に有効なアプローチの一つである
ことが示唆された。

key words マイオチューニングアプローチ・肩関節・ス
トレッチ

肩関節に対するマイオチューニングアプローチ

大江小百合

くらた病院
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【はじめに】
上腕骨外側上顆炎（以下外上顆炎）の発生機序を調べるた

め体幹、上肢の姿勢の変化における上肢筋活動を調べた。
【方法と対象】

対象は本研究の趣旨に同意を得た健常人（平均24歳）10名と
した。筋電図の計測にはNORAXON社製Myosytem140を用
い、解析ソフトはMyoResarch XPを用いた。測定部位は三
角筋中部線維（以下deltoid）と短橈骨手根伸筋（以下ECRB）
とした。最大筋出力（以下MVC）の測定方法は、被験者に端
坐位、肩関節外転90ﾟの肢位にて代償運動が生じない程度の
徒手抵抗時の数値を三角筋MVCとした。また、1kgのダンベ
ルを用い自動最大背屈位時の値をECRBのMVCとした。研
究の肢位設定は3つとした。（1）端坐位肩関節90ﾟ外転、手関
節底背屈0ﾟにてダンベルを把持した肢位とした（正中）。（2）
1の姿勢から、体幹を円背位にした状態（円背）。（3）円背位
から上腕骨頭をやや前方突出位にした（円背・上腕骨頭前方
突出位）。これらの3姿勢を順不同にて行い5秒間保持、内の3
秒間の筋出力を計測し％MVCを算出した。正中位を基準と
して、円背位と円背位・上腕骨前方突出の％MVCをそれぞ
れ対応のあるt-検定に行い5％水準にて有意差をみた。

【結果】
deltoidは（1）と（2）では有意差なく、（1）と（3）ではp＜0.01

で有意差ありであった。ECRBにおいては（1）と（2）での比較
はp＜0.05で有意差あり、（1）と（3）ではp＜0.01で有意差あり
であった。

【考察】
円背位のみの姿勢変化では、上腕の筋活動の有意差は無い

が、前腕には過活動が生じた。上腕骨の前方突出位で上腕、
前腕ともに筋活動が高くなる傾向があった。つまり、体幹の
安定性、特に肩甲上腕関節の不適合は三角筋とECRBの活動
量を増加させる。ゆえに外上顆炎の評価及び治療にもそれら
を加味していく必要があると考える。

key words 筋活動・姿勢・外側上顆炎

上腕骨外側上顆炎発生因子の一考察～姿勢と筋電図
による検討～

山田裕司
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【目的】
単一指標における歩行自立の判定基準は報告されている

が，複数の指標の関連性を調査した研究は少ない。大腿骨頚
部骨折患者の歩行自立判定を複数の指標を用いて調査し，判
定の整合性を検証することを目的とした．

【方法】
対象は受傷後に手術を施行した大腿骨頚部骨折患者11名

（平均年齢77.8±11.8歳，男性4名，女性7名）．取込基準は受
傷前屋内外歩行が自立，除外基準は認知障害を有する者とし
た．機能的自立度評価法（Functional independence mea-
sure；FIM）の歩行を基準指標とし，健側・患側の膝伸展筋
力，Functional reach test （FRT），Maximum walking 
speed （MWS），Timed “up and go” test （TUG） を対照指
標とした．基準指標で自立と判断した時点の対照指標の自
立・非自立を調査した．対照指標の自立判定基準は先行研究
よりそれぞれ0.31kgf/kg，0.25kgf/kg，15.3cm，18.3秒，13.5
秒とした。測定者は理学療法士7名（平均経験年数4.7±3.9
年）．解析はDr SPSS II for Windowsを使用．自立度の独立
性検定はFisherの直接確率法を用い，有意水準を5％未満と
した．本研究は当病院の倫理委員会の承認を得て，対象者へ
口頭および文書で説明し同意を得た．

【結果】
FIMとの正診率が最も高い指標はMWS（90.9％），最も低

い指標は患側膝伸展筋力（45.5％）であった．独立性検定で
有意差が認められたのは健側膝伸展筋力とTUG（p=0.015）、
また健側膝伸展筋力とFRT（p=0.024）の組み合わせであっ
た．

【考察】
FIMとの正診率では45～90％の幅があり，単一指標では自

立判定の精度が低下することが示唆された。複数の指標を用
いる場合はTUGやFRTと関連性が高い健側膝伸展筋力の測
定が有効と考えられる．

key words 大腿骨頚部骨折・歩行自立判定基準・指標

複数の臨床評価指標における歩行自立基準の相互関
係　―大腿骨頚部骨折患者による調査―
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【目的】
人工膝関節置換術（以下TKA）後の除痛や機能回復は患

者の活動性の向上につながる。Time UP&Go Test（以下
TUG）は機能的移動能力の指標である。今回、手術前・退
院時におけるTUGと、等尺性膝伸展筋力（以下筋力）、膝関
節可動域（以下ROM）、歩行時膝関節痛（以下疼痛）との関
連性を調べたので報告する。

【方法】
対象は2011年10月からの一年間に当院でTKAを施行され、

屋外自立歩行を獲得した患者53例（男性7例、女性46例、平
均年齢74.6±5.9歳、手術後入院期間30.2±6.0日）。TUGは3回
測定し、最速値（sec）を採用。筋力はアニマ社製のμTasF-1
を用い、端坐位にて固定用ベルトを使用し、膝関節90ﾟ屈曲
位で3回測定し、最高値（Kg）を体重（Kg）で除した（％）。
ROMは屈曲・伸展角度（ﾟ）。疼痛は有痛群、無痛群に分類。
それぞれ手術前・退院時に調査した。統計学的処理はTUG、
筋力、ROMは手術前・退院時の比較に対応のあるt検定を用
い、手術前・退院時それぞれのTUGとの関連性の検討には
Pearsonの相関係数を用いた。疼痛は各群でのTUGの比較を
F検定で等分散を確認した後、対応のないt検定を用いた。い
ずれも危険率5％未満とした。当研究は倫理的配慮として当
院の倫理委員会の指針に基づき行った。

【結果】
手術前、退院時の測定値はTUG11.5±4.0、11.5±2.7。筋力

28.9±11.2、22.5±7.8（p＜0.05）。 屈 曲ROM127.2±17.3、
114.2±13.7（p＜0.05）。 伸 展ROM-7.5±6.9、-2.5±4.3（p＜
0.05）。TUGとの関連性に有意な相関関係を示さなかった（r
＝±0.023～0.32）。手術前有痛群51例（96.2％）、無痛群2例（3.8
％）、退院時有痛群9例（17.0％）、無痛群44例（83.0％）、各
群のTUGはそれぞれ11.5±4.0、12.9±5.1、13.1±3.8、11.2±
2.3。有意差はなかった。

【考察】
筋力、屈曲ROMは有意に低下し、伸展ROMは有意に改善

していた。しかし、TUGはほぼ同値であり、筋力、ROMと
の関連性も認められなかった。有痛群の減少がみられたが、
TUGの有意差はなかった。

key words TKA・TUG・歩行時痛

人工膝関節置換術患者のTUGとの関連について
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【はじめに・目的】
ガムには筋出力・集中力向上に効果があると言われている。

我々はガムを噛みながら自動SLR運動（以下SLRex）する事
が柔軟性にどのような影響を与えるか検証した。

【方法・対象】
対象者は健常成人30例（男性11例、女性19例）で、平均年

齢は31.5歳。平均身長は163.2cm、平均体重は57.8kgであった。
方法は安静時立位体前屈（以下FFD）の値を測定し、その後、
SLRexを行った直後のFFDの値（以下A）とガムを噛みなが
らSLRexを行った直後のFFDの値（以下B）を測定し、各々
安静時FFDの値との変化値について比較・検討した。FFD
は30cmの台に起立し両手を重ねて行い、中指先端と足底面
との距離を測定した。代償を防ぐため膝を露出した。2回実
施し優位な値を記録した。SLRexは下腿に男性2.0kg、女性
1.5kgの重錘を装着し、18回/分の速度で両側20回行った。ガ
ムはSLRex終了直後に吐き出した。尚、AとBの測定は2日以
上間を空けて実施した。検討項目は性別、運動習慣、ガムを
噛む習慣、開始時の値0cm未満か0cm以上、自覚的運動強度
を挙げた。

【倫理的配慮・説明と同意】
当院臨床倫理委員会の承認を得て、本研究の趣旨に同意の

下で実施した。
【結果】

課題AとBを関連のある2群のt検定にて統計処理を行いP= 
0.82となった。また、各検討項目に関しても関連のある2群
のt検定にてP＞0.05となり、全て有意差は認められなかった。

【考察】
ガムを噛みながら運動を行っても、ガムを噛まずに運動を

行った時と柔軟性の変化に大差はなかった。ガムを噛むこと
で、筋出力・集中力が向上し相反神経抑制が促されハムスト
リングスの緊張緩和に繋がるのではないかと考えたが、柔軟
性には効果がないことが示唆された。本研究では運動方法や
負荷、症例数などの検討課題も挙がった。今後も柔軟性向上
に関連する要因について検証していきたい。

key words ガム・柔軟性・SLR

ガムを噛みながら運動することが身体に及ぼす効果
の検討～柔軟性に着目して～

清水英里香・田中智之・早間幸恵・贄田裕太

医療法人　埼玉成恵会病院　リハビリテーション科
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【目的】
人工膝関節全置換術（以下，TKA）施行後早期の歩行能

力と臨床所見の経時的変化についての報告はほとんどない．
今回，TKA施行患者の退院までの歩行能力と臨床所見の経
時的変化について検討した．

【対象】
信州大学医学部附属病院で変形性膝関節症の診断にて，

TKAを施行されTKAプロトコールに準じ理学療法を実施
し，研究の主旨を説明し同意を得られた患者9例を対象とし
た．手術時平均年齢72.8歳±9.5歳，男性2例・女性7例，手術
は全例Midvastusアプローチで施行された．

【方法】
評価項目は，10m歩行評価（歩行速度，歩行率），歩行時

の膝関節痛（VAS），CRP値，術側下肢最大荷重量（TWIN 
GRAVICORDER使用），膝関節可動域，Extension lag角度と
した．評価は術前，術後1週および術後2週に同一検者が計測
した．評価項目ごとにそれぞれの時期における有意差検定を
行った．統計学的解析はone ANOVA とFisher’s PLSDを用
い，有意水準は5％未満とした．

【結果】
歩行率は，術後1週が術前より有意に低下を認めた．歩行

時疼痛は術後2週が術前と術後1週より有意に低下を認めた．
CRP値は術後1週と2週の両方とも術前より有意に高値を示し
た．術側下肢最大荷重量は術後1週が術前より有意に低下を
認め，術後2週が術後1週より有意な増加を認めた．膝関節伸
展可動域は術後2週が術前と術後1週より有意に角度の改善を
認めた．

【考察】
今回の結果から術後1週では手術侵襲の影響からCRPが上

昇し，術側下肢最大荷重量が低下していることがわかった．
TKA術後には手術による膝関節内への進入や膝関節内腫張
から大腿四頭筋の筋力低下を認めるとの報告から大腿四頭筋
の筋力低下が疑われ，術側立脚期を短縮することで筋力低下
を代償しているために円滑な重心移動が行われず，歩行率の
低下を招いたと考えられる．したがってこの時期の訓練は手
術侵襲の影響や術側下肢最大荷重量低下を考えると，転倒の
危険が高く最も注意を要する時期であると思われた．

key words 人工膝関節全置換術・歩行能力・術後早期

人工膝関節全置換術施行後早期の歩行能力と臨床所
見の経時的変化

酒井康成1）・川崎桂子2）・畑幸彦（MD）2）

1）昭和伊南総合病院　リハビリテーション科 
2）信州大学医学部附属病院　リハビリテーション部

 P-007 
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【目的】
足部の運動に関与する筋は単独に筋活動を起こすことが少

ないため，荷重時の各筋の筋収縮が内側縦アーチ高や後足部
アライメントに及ぼす影響について報告した研究は少ない．
そこで今回の研究の目的は，足部の運動に関与する筋が後足
部アライメントと足部内側縦アーチに与える影響について，
荷重時のLeg heel angle（以下LHA）と舟状骨高に着目し調
査することとした．

【方法】
被験者は事前に実験の目的と主旨を説明し同意が得られた

健常成人15名（男性10名，女性5名，24.7 ± 6.2歳（平均 ± 
標準偏差））とし，検査側はすべて右側とした．はじめに自然
立位姿勢で舟状骨高とLHAを計測した後，前脛骨筋，長腓
骨筋，腓腹筋外側頭，腓腹筋内側頭にElectrical Muscle Stim-
ulation（EMS）の電極を貼付し，それぞれ単独に筋収縮を
起こした状態で再度舟状骨高とLHAの計測を行った． 統計
はEMS前後における舟状骨高，LHAを対応のあるT検定を
用いて解析を行った．

【結果】
舟状骨高はEMS前では36.7±8.0mmであったが，前脛骨筋

へのEMS後においてのみ舟状骨高の有意な上昇が認められ
た（39.2±9.7mm，p＜0.05）．LHAで はEMS前 は4.73±1.3ﾟ
であったが，長腓骨筋へのEMS後においてのみと有意な角
度増加が認められた（5.7±0.9ﾟ，p＜0.05）．

【考察】
前脛骨筋は内側楔状骨と第1中足骨底背側に停止部を持つ

ことから，第1中足骨を中心とした足部内側を背側へ引きあ
げる作用があると報告がある（山口，2004）．このことから，
前脛骨筋の筋収縮により内側楔状骨が上昇し，それに伴い内
側楔状骨と関節を成す舟状骨が上昇したと考えられる．長腓
骨筋の走行は立方骨底面にある長腓骨筋腱溝で内側へ方行を
変え，内側楔状骨・第1中足骨に至るため，腱が牽引する力
の分力は矢状面よりも前額面に寄与することが報告されてい
る（橋本，2005）．このとこから，長腓骨筋の筋収縮により
踵骨の回内が生じ，LHAが大きくなったことが考えられる．

key words 内側縦アーチ・Leg Heel Angle・自然立位

下腿筋群の筋収縮が内側縦アーチおよびLeg Heel 
Angleに及ぼす影響

時田歩実1）・栗原豊明1）・坂井亮太1）・菅原和広2）・ 
伊賀敏郎3）・山本康行3）

1）医療法人社団　共生会　中条中央病院　リハビリテーショ
ン科 
2）医療福祉大学　運動機能医科学研究所 
3）医療法人社団　共生会　中条中央病院　整形外科

 P-010 

【目的】
徒手筋力計を用いた筋力評価では、Danielsらの徒手筋力

検査法に準じて行うことが望ましいとされている。しかし、
実症例では測定肢位がとれない等の理由から正確な評価が行
えない場合も少なくない。そこで本研究は実症例でも測定し
易い筋力測定法を考案し、従来の測定法との関連性を検討す
ることを目的とした。

【方法】
健常者30名（男性24名、女性6名、平均年齢23.5±3.7歳）

を対象に、徒手筋力計（モービィMT-100，酒井医療株式会
社製）を用いた筋力測定を股関節伸展・外転、膝関節屈曲で
測定した。従来の測定法はDanielsらの徒手筋力検査法に準
じて測定した。別法として股関節伸展は座位にて大腿遠位部
後面と座面の間で筋力計を圧迫する方法、股関節外転は背臥
位で両側下腿遠位部にベルトを装着し、被検側の股関節外転
を行わせる方法、膝関節屈曲は座位にて下腿遠位部にベルト
を装着し検者の抵抗に対し膝関節屈曲90ﾟの肢位で等尺性収
縮させる方法とした。従来の測定法と別法を3回ずつ測定し、
平均値を求めSpearmanの順位相関係数を用い相関分析を行
った。また、従来の測定法を従属変数、別法を独立変数とし
た直線回帰式をそれぞれ算出した。これらの統計的検討には
IBM SPSS Statistics 21を用い、有意水準5％とした。対象者
には研究の主旨を説明し、同意を得た上で実施した。

【結果】
回帰係数から股関節伸展r=0.57、股関節外転r=0.68、膝関

節屈曲r=0.58と各項目で正の相関関係を認めた。また、これ
らの結果から股関節伸展X＝5.461＋0.288×Y、股関節外転X
＝3.568＋0.518×Y、膝関節屈曲X＝5.904＋0.375×Y（従来の
測定法：X、別法：Y）の直線回帰式が得られた。

【考察】
結果から従来の測定法と別法間で正の相関を認め、測定肢

位がとれない実症例に対する筋力測定法としての可能性が示
唆された。さらに対象者数を増やし、統計的な有効性を高め
ることが今後の課題と考える。

key words 徒手筋力計・筋力測定・相関分析

徒手筋力計を用いた筋力測定法における別法の考案
と関連性の検討

山口大輔・上野貴大・高橋幸司・座間拓弥・鈴木英二

さいたま記念病院　リハビリテーションセンター

 P-009 
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【目的】
膝前十字靭帯（以下ACL）再建術後、スポーツ復帰を目

指す上で関節可動域の獲得は重要である。しかし、獲得には
男女差や年齢差が存在するという報告がある。そこで今回、
当院で行ったACL再建術後の完全伸展位獲得時期に影響を
与える要因の検討を行った。

【対象】
2010年8月から2011年10月の間に当院で膝屈筋腱を用いた

ACL再建術後、当科にてリハビリテーションを行った者を
対象とした。除外基準は半月板縫合やプログラムから逸脱し
た者である。

【方法】
膝関節完全伸展位獲得日を担当理学療法士が記録した。関

節可動域測定方法は日本整形外科学会の基準に準じた。記載
項目は性別・年齢・BMI・術前スポーツレベルであり、得ら
れた結果に対し比較検討を行った。医師が指示する術後初期
のスケジュールは術後3週間20ﾟ伸展制限であった。本研究は
ヘルシンキ宣言に従い、個人が特定されないよう匿名化し配
慮を行った。

【結果】
対象者は32（男15・女17）名、年齢は26.1±10.4歳、BMI

は24.4±4.7、術前のスポーツレベルはトップレベル2名、競
技レベル17名、レクリエーションレベル10名、スポーツ習慣
なし3名であった。完全伸展位は全例で獲得し、その獲得日
は60.3±34.9日であった。性別は男性が70.5±41.5日、女性が
52.9±24.5日であった。年齢は青年が51.9±27.7、壮年が68.9
±41.2であった。BMIは18.5-25で59.3±28.5日、25以上で59.3
±30.2日であった。スポーツレベル別は、トップアスリート
レベルが94±25日、競技レベルが57.4±35.3日、レクリエー
ションレベルが58.7±39.8日、スポーツ習慣なしが33.3±8.9
日であった。全ての検討項目において有意差は認められなか
った。

【考察】
ACL再建術後の膝関節完全伸展位獲得には壮年層の女性

で回復が遅れるという報告があるが、全ての項目で有意差は
認められなかった。対象者数が少なかったこと、獲得時期の
ばらつきが大きかったことが影響している可能性があると考
える。

key words 膝関節前十字靭帯再建術後・関節可動域・要
因

膝前十字靭帯再建術後の膝関節完全伸展位獲得時期
に影響を与える要因の検討

垣見修平・富樫俊文・山内智之・脇田洋平・ 
鈴木真莉子

駿河台日本大学病院　理学療法室

 P-012 

【目的】
肩関節疾患に対する機能評価として，総合的な評価として

原テストがよく用いられているが，各評価項目が具体的に，
どの身体機能と関係しているか検証している報告は少ない。
本研究の目的は，原テストの一項目である座位での肘伸展テ
スト（Elbow Extension Test: 以下ET）について，筋力の視
点からETに関わる身体機能を検討することである。

【方法】
対象は健常高校生23名（男子14名，女子9名，平均年齢16.2

±1.0歳，身長166.3±7.9 cm，体重60.2±10.0kg）であった。
なお全ての対象者に対し，研究の意義や内容に関して十分に
説明し，紙面上で同意を得た上で測定に取り掛かっている。
対象者全員に対し，ハンドヘルドダイナモメーター（μ-tas，
ANIMA社製）を使用し，ETにおける筋力，肘伸展筋力，
前鋸筋，体幹回旋筋力を等尺性筋力で測定した。ETの筋力
測定は，端座位で前腕遠位部に抵抗をかけた状態での肘関節
伸展筋出力値を計測した。全ての測定は左右ともに3回ずつ
計測し，平均値を測定値とした。統計学的分析では，ETの
筋力と肘伸展筋力，前鋸筋および体幹回旋筋力における各測
定値間のPearsonの相関係数を算出し，その関連性を検討し
た。各測定値の左右の平均値における検討に加え，左右差に
おける検討も実施した。なお各分析における有意水準は5％
とした。

【結果】
測定値の平均値において，ET筋力と全ての筋力との間に

優位な相関を認めた。左右差においては，ET筋力と肘伸展
筋力にのみ優位な相関を認めた（r=0.469，p=0.032）。

【考察】
今回は健常者が対象であり，当然ながら全体的に筋力の強

い者がETの値も強く，その中でも肘伸展筋力の関与が強い
可能性が示された。今後は筋力発揮が困難な対象者におい
て，筋出力のタイミングやその他の要因も含めて検討する必
要がある。

key words Elbow Extension Test・原テスト・体幹機
能

肩関節評価における座位肘伸展テストに関わる身体
的要因の検証

中川和昌・小川美由紀

高崎健康福祉大学　保健医療学部　理学療法学科
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【目的】
腰椎分離症（以下、分離症）の治療では、骨癒合を目的と

したコルセット固定や長期の運動休止が一般的である。しか
し、X線写真で明かな分離やすべりを伴う分離症はコルセッ
トによる安静治療を行っても骨癒合率は極めて低い。当院で
はこのような症例に対し腰痛の改善と腰部のストレスを軽減
させるための保存療法も選択肢として提示している。今回、
分離症と診断されこの保存療法を選択した選手の治療成績を
調査した。

【方法】
対象は平成22年4月～24年8月に当院を受診し、保存療法を

選択した分離症の選手43名のうち、腰痛により運動を休止し
た19例とした。今調査では、腰痛がない状態での運動を前提
とし、ジョギング開始を練習再開、すべての練習参加を復帰
とした。競技継続しても練習後や日常生活で腰痛が出現しな
い状態を軽快と定義した。調査項目は年齢、受診から練習再
開、復帰、軽快までの期間とした。理学療法は、徒手による
肩甲胸郭や股関節の関節可動域練習と座位で骨盤帯を安定さ
せる運動から開始し、徐々にランジ動作など重心移動を円滑
にする運動に移行した。選手と保護者には個人データの使用
許可を得た。

【結果】
平均年齢14.1歳、練習再開まで平均25.1日であった。復帰

率は100％であり、復帰まで平均55.5日であった。復帰後に
通院が困難となった3例を除く16例のうち、軽快したのは15
例、軽快率94％であり、受診から軽快まで平均112.5日を要
した。

【考察】
約1.9ヶ月で100％が復帰した要因は、安静による筋力低下

が少なかったことが考えられる。一方、復帰から軽快までに
要した約2ヶ月間は、腰痛を再発させずに競技継続するため
に必要な期間であると考える。腰痛改善のために様子をみる
だけでなく、腰部にかかる運動ストレスを軽減するように指
導を繰り返し行うことで高い復帰率、軽快率が得られてい
る。復帰後早期に終了するのではなく競技継続による身体機
能の変化を注意深く追うことが必要と考える。

key words 腰椎分離症・保存療法・腰痛

腰椎分離症を有する成長期スポーツ選手の治療成績

坂本義峰・青木啓成・村上成道

社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　スポーツ障害予防治
療センター

 P-014 

【目的】
帯状疱疹後神経痛（PHN）患者の運動障害は、主に支配

髄節領域の神経障害と疼痛や不動による廃用性の筋力低下が
原因とされている。しかし、これらは疼痛部位や各髄節の支
配領域を超えて隣接部位に及ぶ傾向があり、その一因として
neglect like syndrome（NLS）が考えられる。今回、NLSを
併発したPHN患者2症例の治療経過について報告する。

【方法】
対象はPHN患者2症例。症例1は80歳女性。右C6～7領域で

右手部に自発痛あり。NLSは右上肢に認められ、自動運動は
右手関節・手指に制限と体幹左側屈・右肩甲帯挙上後退・肘
関節屈曲などの異常運動あり。症例2は77歳男性。右C8領域
で右前腕～手指に自発痛、右肩関節に運動時痛あり。NLSは
右上肢に認められ、自動運動は右肩関節・前腕・手関節・手
指に制限と右肩甲帯挙上後退・肩関節内旋・肘関節屈曲など
の異常運動あり。NLS評価はGalerらによる質問紙を使用し
た。薬物療法、神経ブロック療法と並行して理学療法では姿
勢調整に主眼を置きながら患肢自動運動拡大を図った。尚、
当研究は対象者に研究の主旨を説明し、同意を得た上で実施
した。

【結果】
症例1は右手部の自発痛はほぼ変化なし。NLSは軽減し、

自動運動は右手関節撓屈・手指屈曲に軽度制限あるが拡大、
異常運動は軽減した。症例2は右前腕～手指の自発痛、右肩
関節運動時痛は軽減した。NLSは消失し、自動運動は右上肢
結帯動作・手関節・手指に軽度制限あるが拡大、異常運動は
ほぼ消失した。

【考察】
NLSに注目して理学療法を実施した結果、2例の共通点と

して患肢自動運動時に罹患部より近位に異常運動がみられ
た。NLSは視覚情報と体性感覚情報の統合障害が原因とされ
ており、運動障害の改善には姿勢調整も有効であると考えら
れる。

【まとめ】
NLSはPHN以外の神経障害性疼痛患者にも認められると

されており、運動障害の原因を明確にすることで患者の機能
改善に有益であると考える。

key words 帯状疱疹後神経痛・neglect like syn-
drome・姿勢調整

neglect like syndromeを併発した帯状疱疹後神
経痛患者の治療経過

中村祐太1）・江原弘之1）・佐藤一成2）・ 
稲川利光（MD）1）・上島賢哉（MD）3）・ 
豊川秀樹（MD）4）・安部洋一郎（MD）3）

1）NTT東日本関東病院　リハビリテーション科 
2）両国みどりクリニック　リハビリテーション科 
3）NTT東日本関東病院　ペインクリニック科 
4）西鶴間メディカルクリニック　ペインクリニック科
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【目的】
膝関節開放性脱臼骨折が原因で下腿切断術を行った症例報

告は少ない。今症例では下腿切断後、様々な要因で義足装用
が22週後と遅延したが、義足装用前にトーマス装具による歩
行練習、膝立ちによる荷重練習を行い屋外軽労働が可能なま
でに改善が得られた症例を経験したのでここに報告する。

【患者紹介】
44歳男性　受傷前は肉体労働に従事。コンテナと車に挟ま

れ受傷。膝関節開放性脱臼骨折と同側足関節開放性脱臼骨折
受傷。膝関節内骨折は大腿骨顆部冠状面の骨折であり、AO-
ASIF分類ではB3、いわゆるHoffa骨折であった。緊急創外固
定術を受けたが、受傷2日後に膝窩動脈損傷と同血栓症によ
り下腿切断に至る。切断術4週後に残存骨折に内固定術施行。
術翌日より自他動ROM練習、筋力強化練習開始。内固定後
12週より免荷装具による歩行、75％荷重を膝立ちで開始。14
週後関節受動術施行、22週で下腿義足装用開始。28週で断端
部感染徴候増悪し洗浄・デブリードマンの為練習中止、33週
から再開した。

【方法】
身体評価項目はMMT・ROM、日常生活評価項目はFIMを

用いた。対象者に十分な説明を行い、医師、理学療法士によ
る画像含む治療内容の公表に了承を得た。

【成績】
義足装用開始時は両松葉杖使用、室内歩行レベルであった

が、65週現在、起居動作、階段昇降、自転車漕ぎに制限ある
が、屋外歩行自立、軽労働可能である。ROMは関節受動術
前で伸展-25ﾟ屈曲80ﾟ術後65週で膝関節伸展-15ﾟ屈曲90ﾟFIM
は義足開始時で117点　術後65週で124点と改善した。

【考察】
本症例は骨折治癒期間中の免荷、切断部分の感染が義足装

用を遅延させた。断端長が15cmと短く、他動可動域練習に
困難が伴った事、骨折形が機能予後不良もあり可動域制限残
存したが、日常生活動作はほぼ自立出来ており、義足装用の
遅延する症例では、免荷装具による歩行練習、膝立ちによる
荷重練習は関節可動域悪化や骨萎縮進行を予防する一助にな
ると考える。

key words 下腿切断・下腿義足・膝関節開放性脱臼骨折

膝関節開放性脱臼骨折と同側の下腿切断術後　義足
療法を施行した一症例

大橋　豊1）・堀口　元2）・青木孝文1）

1）日本医科大学　武蔵小杉病院　整形外科　理学療法室 
2）花と森の東京病院　整形外科

 P-016 

【目的】
変形性膝関節症（以下膝OA）の発症・進行に関する危険

因子として機械的ストレスの影響が大きいと考えられてい
る。今回，機械的ストレスの生じる荷重課題であり，歩行に
近い動的運動である足踏み課題を選択し，膝OA患者と健常
成人の足踏み時の荷重量の比較を行ったので報告する。

【対象と方法】
対象は，本研究に同意の得られた健常成人7名（男性3名，

女性4名，平均年齢28.4±7.8歳，平均身長164±7.4cm，平均
体重57.3±13.3kg）と膝OA患者17名（男性2名，女性15名，
平均年齢75.2±5.8歳，平均身長150.6±8.1cm，平均体重57.3
±12kg）とした。測定課題は下肢筋力測定器（アルケア社
製QTM）を荷重計として用い，QTM上での足踏み運動とし
た。足踏み運動は任意の速度で左右10歩ずつ行い，その間の
最大荷重値を測定値として採用し，体重で除し標準化した。
なお，膝OA患者の罹患肢は痛みの強い側とした。統計処理
はMann-Whitney検定を用い，有意水準は5％未満とした。

【結果】
膝OA患者と健常成人群内の比較で，足踏み課題時の荷重

量は膝OA患者の罹患・非罹患側（罹患側平均10.1±0.4，非
罹患側平均10.0±0.3），健常成人の左右側（右側平均9.8±0.2，
左側平均9.8±0.2）で差は見られなかった。また，膝OA患者
と健常成人間の比較では，足踏み課題時の荷重量で膝OA患
者の罹患側と健常成人の右下肢，膝OA患者の罹患側と健常
成人の左下肢，膝OA患者の非罹患側と健常成人の右下肢で
p＜0.05で有意差が見られた。

【考察】
本研究では，膝OA患者の足踏み運動において健常成人と

比べ，大きな荷重がかかっていることが確認された。膝OA
患者では，歩行立脚期で床反力等の負荷量が大きいという報
告が見られる。本研究における膝OA患者の荷重量の増加も，
先行研究に沿った結果と考えられる。今後は，足踏み時の荷
重量に影響を与える因子や関連項目を検討し，理学療法に生
かしていく必要があると考える。

key words 変形性膝関節症・足踏み・荷重量

変形性膝関節症患者における足踏み運動時の荷重量
の検討

藤原浩樹1）・深谷隆史2）・川村江里1）・田中淳子1）・ 
赤羽達也1）・高澤俊治1）

1）高澤整形外科醫院 
2）つくば国際大学　医療保健学部　理学療法学科
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【目的】
股関節術後において、日常的に股関節屈筋群は抗重力環境

に曝され、また股関節屈曲位での時間も多いため、腸腰筋や
大腿直筋の過剰な筋緊張や疼痛により股関節屈曲拘縮を呈す
ることがよくみられる。本研究では術後早期から腹臥位での
運動を行うことが股関節伸展可動域（以下伸展可動域）の改
善に有効かどうか検証することを目的とした。

【方法】
対象は変形性股関節症又は大腿骨近位部骨折にて当院で手

術を行った患者の内、16例（男性5例、女性11例、年齢77.4
±9.94歳）とした。対象を無作為に腹臥位運動実施群（以下
介入群）9名と通常リハビリ実施群（以下非介入群）7名に分
け、介入群には術後3日目より腹臥位での運動を行った。伸
展可動域は日本リハビリテーション医学会の方法に準拠し、
術後3日目、7日目、14日目に測定した。腹臥位はクッション
等使用し痛みがない姿勢とし、運動は術側の膝関節屈曲と股
関節伸展を自動介助にて痛みがない範囲で各20回を毎日行っ
た。統計にはStatecelQCを使用し、Wilcoxon符号付順位和
検定を用い有意水準5％とした。対象者には事前に本研究の
趣旨を説明し同意を得た。また当院倫理委員会で研究内容の
承認を得た上で開始した。

【結果】
術後3日目の伸展可動域は、介入群1.1±8.2ﾟ、非介入群2.1

±8.6ﾟ、また術後7日目は介入群7.2±7.1ﾟ、非介入群1.4±10.7ﾟ、
術後14日目は介入群9.4±8.8ﾟ、非介入群4.3±9.8ﾟであり、介
入群において術後3日目に比べ14日目の伸展可動域が有意に
高値を示した（P＜0.05）。

【考察】
腹臥位姿勢により股関節屈筋群を抗重力環境から開放し、

持続的な緊張の抑制が図れ、股関節屈曲拘縮の軽減につなが
ると考えられる。術後早期からの腹臥位により可動域の改善
は促進され、介入群の術後14日目において有意な改善がみら
れたと考えられる。

【まとめ】
今回の結果から、術後早期からの腹臥位での運動による伸

展可動域の改善の可能性が示唆された。

key words 股関節術後・股関節伸展可動域・腹臥位

股関節術後早期における腹臥位姿勢の有効性

庵原　航

牛久愛和総合病院　リハビリテーションセンター
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【目的】
大腿骨近位部骨折患者の屋外歩行自立度の判断材料に

Berg Balance Scale（BBS）を用いる場合、合計点を使用す
ることが多く、その下位項目との関連は明らかではない。本
研究の目的は、大腿骨近位部骨折術後患者を対象に、退院時
の屋外歩行自立度とBBS下位項目の関係を明らかにすること
とした。

【方法】
当院における大腿骨近位部骨折術後患者で、T字杖歩行が

見守り以上で屋内生活が自立レベルに達した者42名（頸部39
名、転子部3名、女性35名、平均80.3±6.6歳）を対象とした。
厚生労働省が定める障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり
度）判定基準に基づき、退院時の能力により生活自立群（J群）
および準寝たきり群（A群）の2群に分類し、2群間のBBSを
比較検討した。分析は、BBS合計点および下位項目得点につ
いて、Mann-WhitneyのU検定、χ2独立性検定にて比較した。
また、クラメールの連関係数を求めた。本研究は、当大学倫
理委員会の承認を受け、ヘルシンキ宣言に則り施行した。

【結果】
BBS合計点は、A群は36.7±9.8点（20名）、J群は48.7±5.6

点（22名）であり、J群は有意に高かった。下位項目は、坐
位保持、前方リーチを除く12項目について、J群は有意に高
かった。自立度との関連の高さを示す連関係数は、立ち上が
り、移乗、片脚立位、着座、段差踏み替え（0.68～0.56）の
順に高かった。

【考察】
BBS下位項目をみると、片脚立位や段差踏み替えの関連が

高い。これらは患肢の支持性を必要とし、片脚支持にて足を
高く持ち上げる動作であり、高齢者におけるBBS難易度項目
の上位を示している。また、屋外歩行に必要とされる障害物
をまたぐ動作や踏み越える動作と動作特性が類似することか
らもその妥当性が伺える。一方で、立ち上がりや着座、移乗
動作は、難易度自体はさほど高くはないが、得点分布より上
肢使用の有無が屋外歩行可否に関連している。これら日常で
確認しやすい動作が屋外歩行可否の判断材料となることは興
味深い。

key words 大腿骨近位部骨折・Berg Balance Scale・
歩行自立度

大腿骨近位部骨折患者における屋外歩行自立度と
Berg Balance Scale下位項目の関係

吉田啓晃1）・石川明菜1）・川幡麻美1）・相羽　宏2）・ 
三小田健洋1）・中山恭秀1）

1）東京慈恵会医科大学附属第三病院　リハビリテーション科 
2）東京慈恵会医科大学附属病院　リハビリテーション科
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【目的】
今回，出生児体重300g未満の児の生存例において，独歩

獲得に至った貴重な症例を経験したので報告する。
【症例紹介】

在胎25週4日，出生体重296g，Apgar score1分1点5分値不
明で出生した超低出生体重児・新生児仮死の女児。出生後、
呼吸循環管理を行い，急性期に脳室内出血を発症することな
く経過。日齢204，PT開始。日齢322，HOT導入し自宅退院。
以降，外来にて理学療法継続。

【理学療法経過】
NICU入院時より哺乳能力評価・練習を開始した。修正4

ヶ月で未定頚だが視覚定位・頭部回旋が可能となり，上肢前
方リーチを獲得。修正7ヶ月頃から易刺激性・反り返りが増
強し，腹臥位嫌いとなる。修正12ヶ月で玩具の持ち替えが可
能となり，側臥位への姿勢変換が自立した。修正1歳2ヶ月で
定頚・背這いを獲得。人見知りが徐々に強くなる。修正1歳4
ヶ月にて寝返りを獲得し，On hands・Pivotが可能となる。
座位は保持可能だが、時折反り返りを認め後方介助要した。
修正1歳8ヶ月でずり這いが可能となり，セッティングにて座
位保持・立位保持が自立した。外反扁平足が目立つようにな
りインソール（内側縦アーチ）を作製した。修正1歳10ヶ月
にて掴まり立ち・伝い歩き・独立での立位保持が自立。修正
2歳にて手つなぎ歩行が可能となった。徐々に言語理解が向
上し，模倣も増加したが言語表出は未だ喃語レベルであっ
た。修正2歳3ヶ月にて数歩の独歩が可能となったが，両側下
肢の痙性が顕著となったため，ハイカット靴とインソールを
使用し経過観察した。修正2歳6ヶ月でミドルガードでの独歩
を獲得。修正3歳時には下肢痙性は軽減し，インソールを使
用せずに独歩・小走り可能となった。

【まとめ】
超低出生体重児に対して運動発達を促進する目的で理学療

法を行った。過敏性の強さと身体機能の未熟さから，運動発
達は緩徐な経過を辿った。しかし，長期に渡り運動発達フォ
ローができたことで，正常な運動発達順序獲得に導くことが
できた。

key words 超低出生体重児・運動発達・理学療法

独歩獲得に至った出生時体重300g未満の超低出生
体重児の一例

奥田拓也1）・松井彩乃2）・守岡義紀3）・羽田侑里子3）・
国澤洋介3）・山本　満3）

1）公立昭和病院　リハビリテーション科 
2）国立精神・神経医療研究センター病院 
3）埼玉医科大学総合医療センター
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【目的】
片麻痺患者は麻痺側への荷重を避けた動作が習慣化し学習

された不使用が生じる．臨症場面では麻痺側下肢へ荷重を意
識したステップ練習が実施される．私達は先行研究で麻痺側
への荷重意識をしたステップ動作を報告した（第31回関東甲
信越ブロック学会）．今回，さらに感覚障害，運動機能の影
響を検証した．

【方法】
対象は片麻痺患者19名（平均年齢68±8.6歳）．測定課題は

ステップテスト，サイドステップテスト，最大一歩幅の3種
目を介入の前後に測定した．介入課題は麻痺側への荷重運動
3種目（立位での麻痺側荷重運動，麻痺側荷重での前方ステ
ップとサイドステップ）を実施した．結果は脳卒中機能障害
評価法より，（1）下肢感覚障害，（2）下肢運動機能障害の要
因で軽度群と重度群の2群に分類し，群間と介入前後の値を
比較した．群間は対応のないt検定，介入前後は対応のあるt
検定で比較した．個人情報の取り扱いはヘルシンキ宣言を順
守し，対象者の説明と同意を得た．

【結果】
結果（1）下肢感覚障害の軽度群（12名）と重度群（7名）

では，軽度群ではサイドステップテスト（cm±SD）は前
42.4±18.3，後47.5±20.9，最大一歩幅（cm±SD）は前48.4
±19.0，後53.5±22.4と有意に増加した．重度群では差がな
かった．結果（2）下肢運動機能障害の軽度群（9名）と重度
群（10名）では，軽度群で最大一歩幅で前50.8±17.2，後56.6
±17.8で有意に増加した．重度群では差がなかった．

【考察】
麻痺側下肢への荷重を意識したステップ動作には下肢の感

覚障害や運動機能が影響する．障害が軽度であれば最大一歩
幅，サイドステップで即時的なパフォーマンスの改善がみら
れるが，重度では改善しない．これより，麻痺側の荷重練習
では動作時の荷重をコントロールするための下肢の感覚や運
動機能の残存能力を考慮する必要がある．

key words 脳卒中片麻痺患者・麻痺側体重移動・ステッ
プ動作

片麻痺患者の麻痺側下肢への荷重意識がステップ動
作に及ぼす即時的効果　感覚障害，運動機能の影響

上杉　睦・園　英則・島村彩香・松本　和

介護老人保健施設　ハートフル瀬谷　リハビリテーション部
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【目的】
当院のパーキンソン病（PD）患者の多くはバランス障害

や歩行障害が重度で，車いすを使用しており，駆動は小刻み
で非実用的である．PDの小刻み歩行には聴覚リズム刺激に
よるキューを与えることで改善するという報告はあるが，車
いす駆動へキューを与えた研究報告はない．車いす駆動時に
キューを与え，車いす駆動が著しく改善した症例を経験した
ので報告する．

【方法】
対象者は当院入院中のPD患者で，普通型車いすを駆動可

能な3名である．倫理的承認は当院倫理委員会の承認を得て，
全対象者へ書面により同意を得た．キューはICレコーダー
へメトロノーム音（60回/分）を録音し，使用した．介入前
にキュー無で10m車いす駆動時間と駆動回数を計測した．そ
の後，キュー有で5分間の車いす駆動を2回，4週間（計8回）
介入した．介入後は同時刻にキュー有で計測し，介入前後の
所要時間と駆動回数を比較した．期間中パーキンソン病治療
薬の変更はしていない．

【結果】
症例A：男性，79歳，罹患期間6年，Yahr重症度分類IV，

Unified Parkinson’s Rating Scale72点（運動領域29点），障
害老人日常生活自立度B1．介入前は時間51.9秒，回数69回，
介入後は16.1秒，19回で，-35.9秒（-69.0％），-50回（-72.5％）
改善した．

症例B：女性，76歳，15年，IV，53点（20点），B1．前89.2
秒，125回，後33.1秒，32回で，-56.1秒（-62.9％），-93回（-74.4
％）改善．

症例C：男性，78歳，27年，IV，77点（28点），B1．前56.4
秒，46回，後30.2秒，30回で，-26.2秒（-46.4％），-16回（-34.8
％）改善．

【考察】
キューを与えて車いす駆動すると，駆動が効率化し所要時

間も改善した．PDの歩行や自発動作にキューを用いると，
それが内的リズム運動への手掛かりとなり動作が改善する．
車いす駆動にもキューが手掛かりとなり駆動時の上肢の動き
に同様な影響を及ぼした可能性がある．今後，症例数を増や
しPDの車いす駆動に対するキューの有効性を検討していき
たい．

key words パーキンソン病・車いす駆動・聴覚リズム刺
激

パーキンソン病患者の車いす駆動に対する聴覚リズ
ム刺激の効果 ─3事例の報告─

岡村達朗1）・山田長武1）・内田真司1）・高橋将太1）・ 
鎌田義之1）・若林允甫（MD）2）・小林量作3）

1）小千谷さくら病院　コメディカル部　理学療法室 
2）小千谷さくら病院　神経内科 
3）新潟医療福祉大学　理学療法学科
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【目的】
脳卒中に関して喫煙は確立した危険因子であり，閉塞性障

害を罹患するリスクが高まるため，喫煙歴を考慮した片麻痺
患者の呼吸機能の検討は必要である．片麻痺患者は拘束性障
害をきたすことが多いと報告されているが，喫煙歴のある患
者のみを対象にした報告はない．本研究の目的は片麻痺患者
の呼吸機能に喫煙が与える影響を検証することである．

【方法】
対象は当院で脳卒中と診断され，リハビリ実施中の患者23

例とした．全例で心肺機能に障害や認知症がない症例とし，
喫煙歴にて，喫煙群，非喫煙群，禁煙群に分けて分析した．

方法は対象者に本研究がヘルシンキ宣言に則って計画され
た旨を説明し同意をえた後，肺活量，一秒率，6分間の連続
歩行前後におけるSpO2の変動，息切れ感をBorg Scaleにて
評価した．データ解析は1元配置の分散分析後，Sheffeの多
重比較検定を行い，有意水準は5％とした．

【成果】
肺活量は非喫煙群と比較し喫煙群にて有意な低下がみら

れ，1秒率は非喫煙群，禁煙群に比べ喫煙群にて有意な低下
を示した．SpO2，息切れ感は著明な差はみられなかった．

【考察】
一秒率は喫煙群にて有意な低下を示した．先行研究では喫

煙者における一秒率の低下は喫煙量に比例して増加し，喫煙
指数が20～40である喫煙者の42％に一秒率の低下をみとめた
と報告されている．本研究の喫煙群の平均喫煙指数は38.2で
あり，喫煙の影響により一秒率が低下したと考えられる．ま
た労作時呼吸困難感に著明な差がなかった理由として，
COPDの初期症状は咳や痰の増加であり，労作時の息切れは
重症度の高い患者で多いと報告されている．本研究の喫煙群
はCOPDの病期分類1～2の軽症例にあたり呼吸困難感がみら
れなかった考えられる．

【結論】
発症時，喫煙習慣のあった片麻痺患者のリハビリを実施す

る際に，息切れなどの自覚症状が少ない患者においても閉塞
性障害の可能性を疑い，呼吸リハビリを含めた包括的な運動
療法が必要である．

key words 脳卒中・呼吸・喫煙

喫煙歴のある脳卒中片麻痺患者の呼吸機能の検討
―喫煙群，非喫煙群，禁煙群との比較にて―

菊池謙一・高橋忠志

公益財団法人　東京都保健医療公社　荏原病院
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【目的】
脳卒中片麻痺患者（以下CVA患者）の装具作製時期につ

いて明確な基準はなく，多種多様な障害や経過を示す患者に
対して苦慮することが多い．本研究ではCVA患者の短下肢
装具の作製時期に関連する因子について検討した．

【方法】
研究内容は当院倫理審査委員会の承認を受けた．対象は平

成21年4月～平成24年3月までに当院回復期病棟に入院した
CVA患者で短下肢装具を作製した34名（平均年齢64.7±12.1
歳），入院時にデータ使用の同意を得た．入院から装具採型
までの日数（以下装具作製期間）は平均55.3±21.1日，在院
日数は平均137.0±28.7日であった．入院時・採型時のStroke 
Impairment Assessment（以下SIAS），Berg Balance Scale

（以下BBS），Functional Independence Measure（以下FIM）
を調査．装具作製期間と各調査項目，入院～採型時FIM利得，
FIM改善効率についてSpearmanの順位相関分析を用いて解
析を行い，有意水準は5％未満とした．

【結果】
装具作製期間と入院～採型時FIM利得（rs=－0.52），FIM

改善効率（rs=－0.80）にのみ中等度～高い相関関係を認めた．
【考察】

装具作製時期は日常生活動作自立度の変化と関連している
のではないかと示唆された．年齢が若く日常生活動作の改善
が早いほど，退院後の生活が具体的になり装具の必要性が明
確になる．一方で日常生活動作の改善が遅いほど，退院後の
生活が具体的になりにくく，装具の必要性が明確になりにく
い．その結果装具作製時期に違いがでるのではないだろう
か．退院後の生活において装具の必要性が明確になるかが装
具作製時期に影響を与えていると考える．

key words 装具作製時期・脳卒中片麻痺・短下肢装具

脳卒中片麻痺患者の短下肢装具作製時期に関連する
因子の検討

大塚由美子・井上大介・平石武士

医療法人社団日高会　日高リハビリテーション病院
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【目的】
重度のパーキンソン病（PD）患者における集団理学療法

を行い，QOLに変化があるのかPDQ-39日本語版を使用し検
討した．

【方法】
対象は当院入院中でPDと診断された患者34名中，PDの院

内患者会に月2回以上参加し，MMSEが24点以上であった8
名である．男性3名，女性5名，平均年齢74歳で平均罹病期間
は14.6年，Hoehn＆Yahrの分類はIII-1名，IV-5名，V-2名，
UPDRSの総得点は89.4±28.7点であった．会の目的は，患者
同士の交流の場を設け，座位時間の延長，集団の中で自主性
発揮，悩みを共有する事とし，週1回の頻度で行った．内容は，
体操グループと患者間の会話を中心とした談話グループの2
グループに分け，途中で体操と談話を入れ替えた．PDQ-39
の調査は，平成23年6月～平成24年2月の間において会参加
前，3ヶ月後，6ヶ月後に計3回調査した．次に，PDQ-39の
総得点を100％換算したサマリー指数（0-100：値が小さいほ
どQOLが高い）を算出した．統計処理は，3回調査の経時的
変化をFriedman検定で行った（p＜0.05）．

【説明と同意】
本研究は当院倫理委員会の承認を受け，対象者に目的や方

法を説明し同意を得た．
【結果】

サマリー指数の平均値は，総得点；参加前45.3±11.1，3ヶ
月後43.3±16.7，6ヶ月後43.6±19.3（以下同順），Stigma；
1.6±1.9，2.3±2.5，1.5±2.4，運動機能；18.3±4.5，17.5±6，
15.9±6.5，ADL；8.7±3.7，8.3±3.3，9.5±3.9，情緒安静性；
7.1±3.2，6.5±4，7.1±4.7．検定の結果，全ての項目におい
て有意差を認めなかった．しかし，会が経過する中で表情が
豊かになった方や，参加したことのない対象者を誘って参加
するなど，積極的な姿勢が所々で確認された．

【考察】
重度のPD患者においてPDQ-39の尺度ではQOL評価する

ことの難しさが示唆された．しかし，笑顔が増え，前向きな
発言を認めた．今後，重度のPD患者のQOL評価として
PDQ-39と併せ，新たな測定方法の検討が必要であると考え
る．

key words パーキンソン病・集団理学療法・Quality of 
Life

重度パーキンソン病患者における集団理学療法介入
によるQOLの検討

山田長武1）・岡村達朗1）・内田真司1）・高橋将太1）・ 
鎌田義之1）・若林允甫（MD）2）・小林量作3）

1）小千谷さくら病院　コメディカル部　理学療法室 
2）小千谷さくら病院　神経内科 
3）新潟医療福祉大学　理学療法学科

 P-023 



－80－

【はじめに】
当院は脳卒中急性期診療を中心とした病院で，平成24年

Stroke Care Unit（以下SCU）を開設しチーム医療による早
期退院に向けたリハビリテーション（以下リハ）を行ってい
る．今回，SCU開設後の患者動向を調査し考察を加えた．

【対象】
平成23年ICUでリハ施行した脳卒中患者139名（平均年齢

67.1歳，脳梗塞66名，脳出血51名，くも膜下出血22名），平
成24年SCUでリハ施行した脳卒中患者110名（平均年齢67.0
歳，脳梗塞52名，脳出血44名，くも膜下出血14名）．調査で
は当医会の規則に則り説明し同意を得た．

【方法】
ICUとSCUのリハ開始日数，開始時・終了時NIH Stroke 

Scale（以下NIHSS）・Barthel index （以下BI），NIHSS・BI
改善点数，在院日数を比較し，さらに転帰先別にも比較した．
統計方法はt検定を用い危険率5％以下を有意とした．
 【結果】

有意差が認められた項目は（以下ICU/SCUの順で平均値
表 記 ） リ ハ 開 始 日 数2.2/1.7（p＜0.01）， 開 始 時NIHSS 
10.5/13.5（p＜0.05），終了時NIHSS 8.6/10.0（p＜0.01），開
始時BI19.7/7.8（p＜0.01），終了時BI55.6/42.8（p＜0.01），転
帰先自宅退院の開始時NIHSS 3.0/5.5（p＜0.01）・NIHSS改善
点数1.4/2.8（p＜0.01）・入院時BI38.3/14.7（p＜0.01）・退院
時BI92.6/85.7（p＜0.05）・BI改 善 点 数54.3/71.0（p＜0.01）．
他の項目は有意差が認められなかった．

【考察】
SCUはリハ開始日数が短く，早期リハ可能となったがICU

に比べ重症患者が多い．しかし，自宅退院患者はNIHSS・
BIの改善点数が良く，リハ開始時・終了時NIHSS・BI点数
が悪い状態であっても自宅退院可能であった．理由として，
SCUは専任スタッフが固定で，患者・家族・他職種間の話し
合いがより密に行え，ADL改善・退院に向けた環境設定等
が円滑となり，自宅退院に繋がったと考える．

【まとめ】
入院後早期にチームでの退院準備の大切さがわかった．今

後は有意差の見られなかった事に対しチームで検討したい．

key words 脳卒中ケアユニット・早期リハビリテーショ
ン・チーム医療

当院における脳卒中ケアユニット開設後の患者動向
について─NIHSS・BI・転帰先に着目して─

伊藤彩乃・遠藤　敦

医療法人社団　森山医会　森山記念病院　リハビリテーショ
ン科
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【目的】
脳血管障害（以下、CVA）患者の歩行自立判定として膝

伸展筋力・トルクや立位荷重率などを用いた横断研究は多い
が、動作自立までの時間的因子を含めた報告をしたものはな
い。今回は動作自立までに要する期間を含め、歩行動作自立
と関連のある項目を調査することを目的とした。

【方法】
平成24年11月～25年4月まで当院入院中のCVA患者51名

（男性37名、女性14名）とし、単独座位がとれない者、指示理
解の困難な者は除外した。対象者の基本情報、下肢Brunnstrom 
stage、感覚障害、Functional Balance Scale（以下；FBS）、
座位下肢荷重率（weight bearing rate；以下WBR）を入院
時評価より調査し、杖歩行・独歩自立までの期間を追跡調査
した。WBRの測定方法は、標準マットを使用したベッド端
座位にて市販の体重計に片足を乗せ、臀部が浮かないように
3秒間最大努力下で体重計を押すよう指示した。得られた数
値を体重で除した値をWBR（単位％）とし、麻痺側、非麻
痺側とも算出した。期間中の歩行自立可否を従属変数、歩行
自立までの期間を生存変数、入院時評価を独立変数として比
例ハザード分析を実施した。有意水準は5％とした。なお、
対象者にはヘルシンキ宣言に基づき本研究に関する説明を行
い、紙面上にて同意を得て実施した。

【結果】
調査期間中の自立群は34名（男性26名、女性8名）、非自立

群は17名（男性11名、女性6名）であった。比例ハザード分
析の結果、FBSと麻痺側WBRが歩行自立に影響する因子と
して抽出された。ハザード比はそれぞれ1.09、1.08であった（p
＜0.05）。

【考察】
LisaらはCVA患者の歩行自立指標としてFBSの高い信頼

性・妥当性を報告しており、歩行自立にバランス能力が必要
であることが示唆された。一方、麻痺の重度なCVA患者は
FBSを用いると床効果がみられると報告しており、そのよう
な対象にも麻痺側下肢荷重率が必要な能力として挙げられ、
歩行自立可能か判断できる指標となりうる。

key words 脳血管障害・歩行自立・麻痺側荷重率

脳血管障害患者における歩行動作自立に必要な能力
とは？ 
―歩行自立までの期間を含めた検討―

中村　学1）・鈴木達矢1）・三橋陽平1）・小島良平1）・ 
北久保裕1）・末永達也1）・美崎定也2）

1）竹の塚脳神経リハビリテーション病院 
2）苑田会人工関節センター病院
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【目的】
臨床におけるパーキンソン病（PD）の重症度評価は、Hoehn 

and Yahr重症度分類（H&Y）で大まかな症状を捉え、UPDRS
にて詳細な評価をするといった流れが主である。しかし、筆
者は両者が必ずしも等比関係にないことを症例検討により報
告した。今回は継続した評価の実施により統計的な知見を得
たためここに報告する。

【方法】
対象は2012年6月から2013年2月に当科に依頼があり、PD

あるいはパーキンソン症候群の診断を受け評価が可能であっ
た43例（年齢74.6±6.9歳）とした。H&YとUPDRSの各得点
間でSpearmanの順位相関係数を求めた。統計にはR ver.3.0.1
を使用し有意水準は5％とした。本研究は当大学の倫理委員
会の承認を得ている。

【結果】
H&YはStageIが12例、StageII8例、StageIII13例、Stage-

IV8例、StageV2例、UPDRSは 総 得 点 が35.7±32.7点、Par-
tI1.3±1.9点、PartII16.2±17.2点、PartIII17.5±16.4点、
PartIV1.0±1.8点となった。H&Yと有意な相関があったの
は、UPDRS総得点（r=0.74）、PartII（r=0.73）、PartIII（r=0.65）
であり、PartI（p=0.09）とPartIV（p=0.17）には有意な相関
を認めなかった。なお、StageIIIのうち2例でPartIIIが0点で
あった。

【考察】
他覚的に全体像として判定するH&YとUPDRSの中で他覚

的に運動機能を評価するPartIIIの相関は高いことが想定さ
れるが、今回は0.65となった。この要因としてPartIIIでは一
部信頼性と妥当性の低さが指摘されていることが挙げられ
る。また、Goetzら（1995）も「姿勢の安定性」の項目など
で説明が不十分であると報告していること、今回も姿勢反射
障害を有するStageIIIの症例でPartIIIが0点になったことか
ら、PartIIIの立ち上がり・歩行・後方突進の項目と、PTが
臨床で評価するその他の動作や後方突進以外のバランスとは
差があることが推測される。PTとしてPDの重症度を判定す
る際には、UPDRSでは対象としない動作項目にも目を向け
る必要があることが示唆された。

key words パーキンソン病・Hoehn and Yahr重症度分
類・UPDRS

理学療法評価におけるHoehn and Yahr重症度分
類とUPDRSの関係について

来住野健二1）・藤田裕子1）・木山　厚2）・三小田健洋1）・
中山恭秀1）

1）東京慈恵会医科大学附属第三病院　リハビリテーション科 
2）東京慈恵会医科大学附属病院　リハビリテーション科
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【目的】
脳血管障害急性期の座位リーチにおける重心移動が大きい

程，歩行自立度は高いとされる。また脳卒中と健常者の姿勢
制御を周波数で検討し運動療法の効果判定に有用であったと
報告がある。今回，脳血管障害急性期の座位前方リーチ姿勢
を重心動揺計測し，周波数分析の変化と動作能力の関連性並
びに歩行予後について検討した。

【方法】
対象は平成25年2月～同年4月に当院へ入院した初発の脳血

管障害の患者5名（年齢63歳±13，左片麻痺3名，右片麻痺2
名）。1）初回訓練室訓練時（発症8日±3）と2）退院前（以下
1），2））に以下の検査を行った。

アニマ社製ツイングラビコーダーG6100を用いて一方のプ
レートを座面，他方を床面に設置し対象者に端座位をとらせ
た。前方リーチ姿勢で姿勢動揺の軌跡線を前後，左右方向で
周波数分析した。周波数帯域は低周波0.1～0.3，中周波0.3～1，
高周波1～3Hzの3帯域（以下低中高）に分け，各帯域の合計か
ら割合を求めた。またSIAS-Motor（以下SIAS-M），Trunk 
Impairment Scale（以下TIS），FIM-Motor（以下FIM-M），
歩行は退院時のみ10m速度を計測。本研究は当院倫理委員会
で承認し，全対象者に書面で同意を得て実施した。

【結果】
リーチ姿勢の前後動揺の帯域別平均（以下同）は低1）22

％ 2）23％，中1）37％ 2）14％，高1）41％ 2）63％，左右動
揺は低1）26％ 2）27％，中1）43％ 2）36％，高1）31％ 2）36
％。中周波減少と高周波増加が前後動揺で明らかだった。リ
ーチ距離 1）39.2cm 2）44.3cm，FIM-M1）69 点 2）90 点，
TIS1）17点 2）20点，SIAS-Mは改善を示した。歩行は10m
最大歩行速度1.45m/s。

【考察】
今回リーチ距離が長くなるに従いTIS，FIM-Mの増加を

認め，またSIAS-Mの改善に伴い歩行能力が改善し中周波減
少，高周波増加が認められた。体幹機能改善に伴う姿勢制御
回復が高周波増加に関連していると考えられた。端座位で前
方リーチする際は前後動揺で中周波減少，高周波増加が姿勢
制御能力の指標となり歩行自立の予後との関与が示唆され
た。

key words 脳卒中・座位前方リーチ・周波数

脳血管障害急性期の座位前方リーチと歩行予後 
～座位前方リーチの姿勢動揺による周波数分析～

夏目暁彦1）・小笠原浩気2）・長田　充3）・中島英樹2）

1）公益財団法人　東京都保健医療公社　豊島病院　リハビリ
テーション科　理学療法士 
2）公益財団法人　東京都保健医療公社　豊島病院　リハビリ
テーション科　医師 
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【目的】
回復過程の片麻痺者を対象に歩行能力と運動機能を調査

し、2動作歩行が介助不要となるために必要な運動機能とそ
の指標を明らかにすることを目的とした。

【方法】
対象は、当院入院中の脳損傷片麻痺者で2動作による杖歩

行が10m以上可能であった14例とした。対象の平均年齢は
60.9±21.5歳、発症から測定までの日数は19.2±5.3日であっ
た。測定項目は、歩行介助の有無と下肢ブルンストロームス
テージ（B.R.S.）、表在覚、位置覚、立位保持能力、非麻痺側
片脚立位保持時間（片脚時間）、麻痺側荷重率とした。歩行
介助が不要な群（介助なし群）と介助が必要な群（介助群）
に分類し、各項目を比較検討した。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】
各項目の結果は、介助なし群（n＝8）/介助群（n＝6）の順

に、B.R.S.（中央値）は5/5、表在覚は中等度鈍麻/正常、位
置覚は中等度鈍麻/軽度鈍麻で、立位保持能力は介助群の1例
のみ修正自立であった。片脚立位時間（平均±標準偏差）は
11.5±19.9秒/8.6±15.0秒で両群に差を認めなかったが、介助
群では挙上した下肢を降ろした後に転倒予防の介助が必要な
症例を認めた（6例中4例）。麻痺側荷重率は77.9±7.8％/68.1
±16.5％で両群に差は認めず、介助なし群の最小値は66％で
あった。

【考察】
片脚立位時間に差は認めなかったが、介助群では測定時に

転倒予防の介助が必要な症例が多く存在していた。この結果
から、2動作歩行が介助不要となるためには、麻痺側下肢を
拳上しかつ降ろした後も倒れない程度のバランス能力が必要
であることが示唆された。同様に、麻痺側下肢の支持機能と
しても、体重の約2/3程度の荷重量が必要であることが示唆
され、理学療法を進めていく上での指標になると考えられ
た。

key words 片麻痺・2動作歩行・立位バランス

回復過程の片麻痺患者における2動作歩行に必要な
条件

松本孝彦・國澤洋介・藪崎　純・野々垣政志・ 
高野敬士・小林沙希・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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【はじめに】
当院では、パーキンソン病ならびにパーキンソン症候群の

理学療法評価を検討する中で、Hoehn and yahrの分類（H&Y）
並びにUPDRSが背臥位から立位までの起居動作評価を完全
に含んでいない点に着目している。野垣らも同様の指摘

（1990）をしているが、それ以降の報告はない。H&Y並びに
UPDRSの改訂も報告されるなか、我々は離床からの関わり
において完遂できない2つの評価を補う必要性を指摘してお
り（来住野ら、2010）、今回H&Y及びUPDRSと起居動作評
価の関係を検討したので報告する。

【方法】
対象は2012年9月から12月に依頼があったパーキンソン病

並びにパーキンソン症候群患者31名（74.8±7.0歳）とした。
起居動作評価はAbility for Basic Movement Scale（ABMS）
を用い、H＆YとUPDRS間でspearmanの順位相関係数、2つ
の相関係数の有意性の検定を行った。有意水準は5％とした。
本研究は当大学倫理委員会の承認を得ている。

【結果】
ABMSとH&Yとは0.64、UPDRSとは0.81でありいずれも

有意な相関関係をみとめた。また、H&Yに比べてUPDRSで
相関係数が高値となったが、2つの相関係数に有意差は無か
った（p=1.83）。

【考察】
野垣らは脳卒中患者に比べ寝返りの障害が特徴的であり、

発症からの年数に影響していると報告している。全身運動で
ある起居動作は疾患に特有の症状の影響を受けるため、臥床
から立位へ誘う理学療法ではプログラムの1つになる。問題
点から障害モデルへの落とし込みを行なうことで論理的な構
築をする場合、評価が行えないことによる矛盾点を起居動作
評価の併用によって補う必要があるかもしれない。今後さら
に症例の蓄積をすすめ検証したく思う。

key words パーキンソン病・重症度分類・起居動作評価

起居動作評価とUPDRS及びHoehn and Yahrの
重症度分類との相関関係

中山恭秀1）・来住野健二1）・藤田裕子1）・木山　厚2）・
三小田健洋1）
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【目的】
立位回転動作は頻繁に行われる動作の一つである．Timed 

Up and Go test（TUG）にも立位回転動作は含まれているが、
この2つの課題と身体機能との関連性の比較は行われていな
い。したがって、本研究の目的は，脳卒中片麻痺患者におけ
る立位回転動作とTimed Up and Go test （TUG）の遂行能
力と，麻痺側下肢運動機能および体幹機能との関連性を比較
することである．

【方法】
通所リハビリテーションの利用者で，発症から6カ月以上

経過し，10m歩行が監視レベル以上で行える脳卒中片麻痺患
者36名を対象とした（平均年齢：68.9±9.6歳）．対象者の身
体機能はStroke Impairment Assessment Set（SIAS）の麻痺
側下肢運動機能を，体幹機能評価はFunctional Assessment 
for Control of Trunk（FACT）を用いて測定した．立位回
転動作（360ﾟ）とTUGはともに両方向の所要時間を測定し，
速い測定値を代表値とした．歩行補助具と下肢装具について
は日常的に使用しているものを使用した．統計学的解析は
SPSS 21.0J for Windowsにて，Spearmanの順位相関係数を
算出し，有意水準は5％とした．また，本研究はヘルシンキ宣
言に則り，当院の倫理審査委員会の承認を得た後，対象者に
紙面にて説明し，同意を得た上で測定を行った．

【結果】
麻痺側下肢運動機能と立位回転動作の所要時間との相関係

数は，股関節-0.413，膝関節-0.501，足関節-0.507であり，
TUGとはそれぞれ-0.560，-0.580，-0.624と，全て有意な相
関関係を認めた．FACTと立位回転動作の所要時間および
TUGとの相関係数は，それぞれ-0.748，-0.703と，有意な相
関関係を認めた．

【結論】
TUGは回転動作以外にも立ち上がり動作，歩行，着座動

作など様々な課題が含まれているため，より麻痺側下肢機能
の影響が強いと考えられる．しかし，立位回転動作および
TUGともに体幹機能との関連性は高く，両課題とも体幹機
能が重要であることが示唆された．

key words 脳卒中片麻痺・立位回転動作・TUG

脳卒中片麻痺患者における立位回転動作および
Timed Up and Go testと身体機能との関連性の
比較

小林将生1,2）・佐藤みゆき1）・高橋久美子1）・臼田　滋2）

1）老年病研究所附属病院 
2）群馬大学大学院保健学研究科
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【目的】
脳卒中患者の歩行を改善する方法として、短下肢装具（以

下、装具）の着用が推奨されている。しかし、歩行の中でも
方向転換動作に着目して分析したものは少ない。今回、足底
圧の変化から、装具が脳卒中患者の方向転換動作に与える影
響について検討した。

【方法】
対象者は右片麻痺を呈した60代男性。下肢Brunnstrom 

Stage IV、T字杖と装具を使用し屋内歩行は自立していた。
裸足歩行では麻痺側遊脚期において後脛骨筋の筋緊張が高ま
り、足底外側接地が見られた。計測はTimed up and go test
に準じ、椅子から3mの地点から180ﾟ方向を変えるまでを方
向転換動作と定義して行った。計測条件は装具あり歩行（以
下、装具あり）と装具なし歩行（以下、装具なし）の2条件
で行い、快適速度での右周りを各1回実施した。計測項目は、
所要時間、足底圧平均値の荷重エリア（以下、荷重エリア）、
cyclogramとした。足底圧の計測にはリアルタイム足圧分布
計測システム（T&T medilogic社製）を用いた。なお、本研
究は当センター倫理委員会にて承認され（H25-3）、対象者
には、研究の主旨を説明し書面にて同意を得た。

【結果】
方向転換動作の所要時間は装具なし3.53sec、装具あり2.53 

secであった。麻痺側立脚期の荷重エリアは装具なしでは狭
く、外側偏倚していた。非麻痺側立脚期のcyclogramでは、
装具ありにて足圧中心軌跡が母趾方向へ偏倚し、軌跡の長さ
は延長していた。

【考察】
装具なしの麻痺側立脚期は、荷重エリアが狭く外側偏倚し

ているため不安定である。また、装具ありでの非麻痺側立脚
期において、足圧中心軌跡が母趾方向へ偏倚し軌跡の長さの
延長がみられたことから、非麻痺側下肢が方向を転換する際
に推進機能の役割を担い、所要時間の短縮につながったと考
えられた。

key words 方向転換動作・短下肢装具・足底圧

短下肢装具が脳卒中患者の方向転換動作に与える影
響～足底圧から考察して～

西尾尚倫・中野克己・吉田志保・新井菜々・廣島拓也・
橋本真未・高山智絵

埼玉県総合リハビリテーションセンター　理学療法科
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【はじめに】
脊髄電気刺激療法（以下SCS）は、脊髄に微弱な電流を流

すことにより慢性難治性疼痛を緩和する治療法である。しか
し、SCSによる運動や感覚障害に対する影響に関する報告は
少ない。今回は脊髄出血後中枢性疼痛に対してSCSを施行さ
れた症例のリハビリテーションを経験した。この中で、SCS
による運動および感覚障害に対する影響を検討したので経過
を踏まえて報告する。

【症例紹介と経過】
症例は54歳男性。平成23年7月不全対麻痺にて入院、第8胸

椎脊髄出血と診断される。当院では9月～12月の間入院理学
療法を行った。しかし疼痛による活動制限が残存したため、
平成24年3月SCS施術。施術後は職場復帰となったが、11月
に麻痺増悪にて再入院し脊髄出血再発と診断される。当院へ
は12月に再入院となり、平成25年4月自宅退院となった。尚、
本発表には症例に研究の趣旨説明を行ったうえ同意署名を得
た。

【評価と方法】
主訴は感覚鈍麻境界部位に中枢性の疼痛VAS10、疼痛に

よる薬物依存傾向と活動制限を認めた。SCS施術後はVAS5
となり活動制限が改善した。再発にてVAS8となるが概ね疼
痛は管理できるようになった。今回、再発後入院期間中に
SCSによる感覚および運動に対する影響を確認するため、基
本的理学療法検査の他に感覚検査およびバランス能力検査を
ABABデザインにて測定した。

【結果】
筋力やバランスおよび触覚痛覚検査ではSCSの影響は判断

できなかった。一方、深部感覚検査では正答率の向上がみら
れた。内省調査では「電気によるしびれが手掛かりになる」

「歩くのが安定する」との情報が得られた。
【考察】

SCSの導入により疼痛は軽減され、薬物依存および活動制
限が改善した。また、SCSは鈍麻した深部感覚を代償してい
る可能性が示唆された。SCSを使用した疼痛管理による活動
制限の改善や感覚代償によるフィードバックは、動作学習を
含めた運動療法を促進する可能性が考えられた。

key words 脊髄出血・脊髄電気刺激療法・SCS

脊髄電気療法を施行された脊髄出血不全対麻痺患者
の経験～運動および感覚障害への影響に着目して～

増田　司・野口慎二

東京都リハビリテーション病院　リハビリテーション部　理
学療法科
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【目的】
症例は膝前面痛を訴え、介助量に対し移動能力が低く、日

常生活に支障を生じていた。先行研究ではBTA後GMFCS 
level3においてGMFMは特に改善を認めたとの報告があり今
回疼痛除去と移動能力向上を目的にBTAと下肢トレーニン
グを実施した。

【方法】
症例情報：19歳男性。診断名PVL，CP。重症度はGMFCS 

Level2
現病歴：1993年在胎28週1280gで出生。2004年ハムストリ

ングス・アキレス腱延長術施行。2012，7/27初期評価。10,19
医師がBTA施行（左右腓腹筋，左右半腱，半膜様筋上下に
分注）10/20筋力強化訓練実施11/7最終評価

本研究は対象者にBTAと効果検証の説明を行い同意を得
た。

【結果】
＜疼痛＞Wong-Baker FACES Pain Rating Scale：3→0
＜粗大運動能力＞GMFM-66：52.85±1.23→56.62±1.17/

GMFM-88：四つ這いと膝立ち78％→90％立位28％→64％
＜筋緊張＞Modified Tardieu Scale/質は初期・最終評価と

もに2
膝関節伸展：右V3：-60→-45，V1：-60→-15左V3：-55→ 

-30，V1：-55→-5/足関節背屈：右V3：-10→0，V1：-10→ 
15左V3：-20→0，V1：-20→10

＜日常生活能力＞PEDI移動項目：スキル60.9→66.2
【考察】

本症例は歩行時に半腱，半膜様筋，腓腹筋の膝屈曲方向へ
の力と体重を支持する力の相反により拮抗筋の大腿四頭筋に
疼痛が生じたと考えBTAを実施し、合わせて膝伸展モーメ
ントを発揮するため、膝関節伸展の筋力強化訓練や立位保持
訓練を実施した。

その結果、半腱，半膜様筋の痙性軽減と大腿四頭筋による
伸展モーメント向上により疼痛が軽減し、粗大運動能力の改
善が多く認められた。生活面では浴槽の跨ぎがスムーズにな
り、低い位置からの立ち上がり、屋内・外歩行での障害物の
跨ぎ動作が可能となった。

【まとめ】
先行研究ではGMFCS Level2はGMFM-66平均70.8点獲得

している。また、GMFMの立位，歩行，走行とジャンプの
項目では大半が上肢非使用の項目で、日常生活でも様々な動
作が可能になるため更なる粗大運動能力の向上が必要であ
る。

key words ボツリヌス毒素療法・筋力強化訓練・粗大運
動能力

成人脳性麻痺者へボツリヌス毒素療法と筋力トレー
ニングを施行した症例～疼痛除去と能力向上～

石本壮星1）・伊藤慎吾1）・早川秀志2）

1）山梨勤労者医療協会　石和共立病院　小児リハ室 
2）山梨勤労者医療協会　甲府共立病院
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【目的】
人の運動形態には開放運動連鎖（Open kinetic Chain：以

下、OKC）と閉鎖運動連鎖（Closed kinetic Chain：以下、
CKC）がある。立ち上がりや歩行困難な患者に対する理学
療法としては、OKCにおいて膝関節を伸展させる作用を持
つ大腿四頭筋が注目されることが多い。しかし、立ち上がり
などのCKCの運動形態では、下肢全体（股・膝・足関節周
囲筋）が複合して発揮する下肢伸展トルクが必要となる。し
かし、男女別に下肢伸展トルクと股屈伸筋力の関係を調べた
研究はない。よって、本研究の目的は、男女別に両者の関係
を調べることである。

【対象と方法】
対象は、下肢に既往のない健常成人51名とした。事前に対

象に対し研究趣旨・測定方法・結果の処理方法などについて
十分な説明を行い、同意を得た。下肢伸展トルクは、ストレ
ングスエルゴ（三菱電機エンジニアリング株式会社、Strength 
Ergo240）を用い、isokinetic modeにて50回転/分の回転速
度で5回の連続駆動により下肢伸展動作時の体重比ピークト
ルクを測定した。股屈伸筋力は、ハンドヘルドダイナモメー
ター（アニマ株式会社、ミュータスF-1）を用い体重比筋力
を測定した。次に、男女における左右の下肢伸展トルクと股
屈伸筋力の関係をスピアマンの順位相関係数を用いて調べ
た。

【結果】
男性においては、左右下肢伸展トルクと股屈伸筋力の間に

強いおよび中等度の相関が見られた。また、女性においては
中等度および弱い相関が見られた。

【考察】
下肢伸展トルク発揮に対し股屈伸筋力が関与することが明

らかとなった。OKCと異なりCKCにおいては、腸腰筋や大
殿筋収縮時に大腿骨を上方へ引き上げる動きが起こる結果と
して下肢伸展が生じると考えられる。また、下肢伸展トルク
発揮に対する股屈伸筋力の関与の割合が、男性と比べ女性で
は少なかった。その要因としては、男女における運動単位の
参画パターンやインパルス発射頻度の違いといった神経学的
な要因が考えられる。

key words 下肢伸展トルク・股屈伸筋力・男女差

男女における下肢伸展トルクと股屈伸筋力の関係

吉澤隆志1）・藤沢しげ子2）

1）八千代リハビリテーション学院　理学療法学科 
2）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】
在院日数の遅延因子の抽出に着目して後方視的検討を行っ

た。
【方法】

対象は脳血管疾患および廃用症候群により当院回復期病棟
へ入棟した患者、目標在院日数を85日と設定して退院遅延群 

（遅延群）、目標以内退院群（非遅延群）の2群間で比較検討
を行った。情報収集は当院リハビリテーション技術科データ
ベースより後方視的に（1）Barthel Index（以下、BI）のリ
ハビリ開始時（以下、RH開始時）、回復期病棟入棟時（以下、
入棟時）、退院時の各時点での「している」BI、（2）opeの
有無、退院前訪問指導の実施割合、在宅復帰の割合、（3）回
復期病棟入棟までの日数（以下、入棟までの日数）を収集し
た。解析は（1）U検定、（2）χ2検定、（3）対応のないt検定
を実施した。その後、遅延群に関与するパラメータを検討す
るため多重ロジスティック回帰分析を実施した。従属変数を
遅延・非遅延とし独立変数を2群比較にて有意差を示した項
目とした。有意水準は5％未満とした。

【倫理的配慮、説明と同意】
厚生労働省が定める「臨床研究に関する倫理指針」に基づ

き、当院倫理委員会承認のもと本研究を実施した。
【結果】

（1）RH開始時p=0.0246（p＜0.05）、入棟時p=0.0001（p＜
0.05）、退院時p=0.0042（p＜0.05）。（2）opeの有無p=0.3823、
退院前訪問指導の実施割合p=0.0050（p＜0.05）、在宅復帰の
割合p＝0.3823。（3）入棟までの日数p=0.2673。多重ロジステ
ィック解析でモデル採用された変数は入棟時BI（オッズ比
0.947）、退院時BI（オッズ比1.029）、退院前訪問指導（オッ
ズ比4.636）であった。

【考察】
遅延群はADLにより介助を要する状態であり、退院前訪

問指導の必要性が高くなる。遅延群の在院日数を短縮させる
為には、明確な目標設定による理学療法介入と並行して退院
前訪問指導の実施時期が今後の課題となってくる。

【まとめ】
在院日数の短縮化には在宅復帰後の生活環境の評価が不可

欠となり、今後は退院前訪問指導の適切な介入時期の検討が
必要となる。

key words 在院日数・遅延因子・退院前訪問指導

当院回復期リハビリテーション病棟での在院日数に
関する検討―目標日数を85日とした2群間での分
析―

新井大志1）・武田尊徳1,2）・宮原拓也1）

1）上尾中央総合病院　リハビリテーション技術科 
2）埼玉県立大学大学院　保健医療福祉学研究科
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【目的】
本研究の目的は，角速度，関節角度，ヒラメ筋および腓腹

筋の筋活動（EMG）の関係性からヒト足関節底屈モーメン
ト（Mpf）の発揮特性を調査することとした．

【方法】 
対象は健常成人男性4名（年齢24.3±3.4歳，身長173.3±7.4 

cm，体重61.75±7.5kg）とし，本研究はヘルシンキ宣言に基
づき実施された．等速性底屈運動の実施およびMpfの計測に
はBIODEX System 3を使用し，角速度60，120，180，240 deg/s
の求心性等速底屈運動を実施した．筋活動の計測には表面筋
電計（Dia Medical System Inc）を使用し，対象筋は腓腹筋
内側頭（GM），腓腹筋外側頭（GL），ヒラメ筋（SOL）とした．
計測されたEMGは20-450Hzのband-pass filterを行い，足関
節底屈0度から底屈30度間にて10度ごとの平均整流振幅

（ARVs）を算出し，底背屈0度での最大随意等尺性底屈時の
ARVsにより正規化を行った．Mpfおよび各筋のARVsには
関節角度，角加速度を因子とした2元配置分散分析を行い，
事後検定はBonferroni法を用いた．

【結果】
Mpfでは角度間の主効果は確認されなかった（p＞0.05）が，

角速度間の主効果が認められた（F=4.02，p=0.01）．GM，GL，
SOLでは角度および角速度の主効果は確認されなかった（p
＞0.05）．Mpfおよび各筋のARVsにおいて角度と角速度間の
相互作用は認められなかった（p＞0.05）．

【考察】
ARVsと角速度間に有意な差が認められなかったことか

ら，動員された運動単位数は角速度条件の違いに影響されず
一定であることが推察される．そのため，角速度の増加に伴
うMpfの減少はGM，GL，SOLの張力-速さ関係が起因する
可能性が示唆された．GM，GL，SOLではサルコメア数，速
筋線維含有率，羽状角などが異なることが知られているが，
本研究ではGM，GL，SOLは類似した活動パターンを示して
おり，下腿三頭筋は一つの機能的複合体として協調的に活動
する可能性が示唆された．

key words 足関節底屈モーメント・下腿三頭筋・EMG

求心性足関節底屈運動時のモーメント-角度-角速度
-筋活動の関係性

徳永由太1）・菅原和広2）

1）新潟リハビリテーション病院　リハビリテーション部 
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】
Four Square Step Test（以下FSST）は、高齢者や患者

にとって難易度の高い課題だとの意見があり、杖をテープに
変えた変法も検討されている。しかし、臨床では異なる障害
物をまたぐ際に必要な身体機能には違いがあると考える。今
回の目的は運動学的視点から杖とテープをまたぐ際の動作の
違いを見ることとした。

【方法】
対象は健常成人男性7名（平均年齢28.6±5.8歳）とし、動

作はFSSTを杖とテープを障害物とした2条件下にて行った。
計測は3次元動作解析装置Kinema Tracer（キッセイコムテ
ック）を用いた。マーカーは被検者の両側の肩峰、大転子中
央（股関節）、上前腸骨棘、大腿骨外側顆部（膝関節）、外果
部（足関節）、第5中足骨頭、第2趾末端の全14点に同一検者
が貼付した。解析は各4方向にまたぐ際の1.先導脚の各関節
の最大屈曲角度、2.先導脚・後続脚の第2趾と床面の最大距
離（以下床-足部間距離）、3.大転子と肩峰の側方移動距離の
計7項目を2条件下で比較した。統計処理は各項目における杖
の有無と移動方向の差について2元配置分散分析を用いた（p
＜0.05）。本研究は当大学倫理委員会の承認を得ている。

【結果】
各項目間では交互作用は認めなかった。股関節，足関節角

度と側方移動距離では杖の有無との間に主効果を認め、杖＞
テープであった。膝関節角度と先導脚と後続脚の床-足部間
距離においては杖の有無と移動方向の間に主効果を認め、杖
＞テープであった。

【考察】
またぎ動作の先行研究では、障害物が高くなるにつれてク

リアランス高が高くなり、歩行等と異なりエネルギー効率よ
り一定の安全率を保持すると示されている。今回、クリアラ
ンス高に関わる最大関節角度や重心の側方移動に杖の有無が
影響していることが示され先行研究と同様の結果となった。
また、方向に関係する項目で膝関節角度が示されたことは、
動作の可否の要因として方向と身体機能との関係性が考えら
れ、今後検討する意義があると考える。

key words  Four Square Step Test・動作解析・また
ぎ動作

Four Square Step Testにおける障害物の相違に
ついての検討～三次元動作解析～

藤田裕子1）・来住野健二1）・吉田啓晃1）・木山　厚2）・
三小田健洋1）・梅森拓磨1）・大熊　諒1）・中山恭秀1）

1）東京慈恵会医科大学附属第三病院　リハビリテーション科 
2）東京慈恵医科大学附属病院
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【目的】
姿勢制御能と転倒の関連メカニズムは十分に明らかとなっ

ていない。本研究では、Stabilogram-diffusion analysis法を
用いて、片脚立位同一試行内における足圧中心（以下COP）
の制御方法を経時的に観察することを目的とした。

【方法】
対象は、健常成人13名であった。被験者に裸足で開眼およ

び閉眼の2条件で片脚立位をとらせ、COPの軌跡を床反力計
で計測した。COPは開始時、終了時、安定期の各10秒間を
解析対象とした。各区間のCOP位置データを0.01秒間隔で
0.01秒から5.0秒までの変位量から平均二乗変位（Δr2）のSD
プロットを求め、最小二乗法から境界点座標および短時間領
域、長時間領域それぞれの傾き（拡散係数DrsおよびDrl）
を算出した。統計は2条件、各区間における境界点の座標（Δt，

（Δr2））および拡散係数DrsおよびDrlについて多重比較検定
を行った。尚、実験はヘルシンキ宣言および個人情報保護に
配慮した上で行い、被験者には事前に研究の主旨を十分に説
明して書面にて同意が得られた上で行った。

【結果】
SDプロットにおける境界点Δtは各条件において有意差が

みられず、1～1.5秒で短時間領域と長時間領域を区分する境
界点が示された。境界点Δr2は、開眼に比べて閉眼で有意に
延長しており、特に開始時と終了時で延長していたが、閉眼
安定期との間には有意差は認められなかった。Drsは開眼に
比べ閉眼で有意に大きくなったが、Drlは両条件に有意差は
認められなかった。

【考察】
Drsや境界点Δr2から、閉眼片脚立位では短時間領域におけ

るCOPがより速く変位しており、確率論的に不安定な状態
になったと言える。Drlは条件の違いにより変化がないこと
から、視覚的フィードバックの欠如を開ループにおける確率
的活動を活性化することにより補っていることが示唆され
た。このことから、加齢により低下した感覚フィードバック
を、stiffnessを高める事により確率的活動により制御してい
ることが推察される。

key words 姿勢制御・SDA法・片脚立位

片脚立位同一試行内における姿勢制御のSDA法に
よる評価

鈴木陽介1）・星　文彦2）

1）白岡整形外科　リハビリテーション科 
2）埼玉県立大学　保健医療福祉学部　理学療法学科

 P-040 

【目的】
Berg Balance Scale（以下；BBS）など現在使用されてい

るバランス評価テストは時間を要することが指摘されている
中、Stop Walking When Talking Test（以下；SWWT）は
転倒リスク予測に対する特異度が高く、短時間で簡便に実施
できるという利点を有している。その一方で、転倒以外との
関係に関する報告は少ない。そこで、本研究ではSWWTと
他のバランス評価テストやADL自立度との関連性を検討す
ることで、SWWTによって評価可能なバランス能力の特性
を検証することを目的とした。

【方法】
回復期病棟に入院している整形疾患患者20名（79±6.9歳）

を対象とし、転棟時のSWWTにより歩行継続群と停止群に
分類した。測定項目にはADL自立度の指標としてFIM、病
棟内歩行における自立度、認知機能の指標としてHDS-R、バ
ランス能力評価としてBBS、Mini Balance Evaluation Sys-
tems Test（以下；Mini-BESTest）を採用した。統計解析に
はSPSS Statistics 20を使用し、両群間で測定項目ごとに
Mann-Whitney’s U 検定あるいはχ2検定を実施した。有意水
準は5％未満とした。全ての協力者には研究参加前に十分な
説明を行い、ヘルシンキ宣言に沿って同意を得た。

【結果】
SWWTの結果、歩行継続群9名、停止群11名であった。両

群間にはMini-BESTest、BBS、HDS-R、歩行自立度におい
て有意差が認められた。さらにMini-BESTestの下位項目を
比較したところ、予測姿勢制御と感覚統合では有意差が認め
られたが、姿勢反応と歩行安定性には有意差が認められなか
った。

【考察】
バランス能力評価における結果から、SWWTは歩行中の

テストではあるが、静的バランス能力を反映することが示さ
れた。また、SWWTの結果により有意に病棟内歩行の自立
度が異なることから、SWWTは病棟安静度を判定する際の
指標として有用であることが示唆された。

【まとめ】
本研究の結果、SWWTは静的バランス能力・歩行自立度

を反映することが示唆された。 

key words バランス能力・SWWT・歩行自立度

バランス能力評価としてのStop Walking When 
Talking Testの特性
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【目的】
最近、造血系細胞の増殖因子であるStem Cell Factor（以

下SCF）が、急性期脊髄損傷後の脊髄細胞のapoptosisを抑
制することが報告されている。脊髄損傷後の組織破壊の進行
を防止するために、脊髄細胞のapoptosisを抑制することが
重要である。本研究の目的は、急性期脊髄損傷後のSCF投与
による脊髄細胞のapoptosis抑制機序を明らかにすることで
ある。

【方法】
雌Wistar系ラット14週齢を使用した。麻酔下に、第8～9胸

椎椎弓を切除後、重錘で脊髄後面を圧迫し、完全麻痺を作成
した。損傷15分後にSCF（SCF群n=6匹）、生食 （コントロー
ル群n=6匹）、SCFとapoptosis抑制因子であるBcl-2阻害剤
HA14-1（HA+SCF群n=5匹）のいずれかを腹腔内投与した。
損傷72時間後、脊髄を摘出し、損傷中心部より頭側10mmの
部位で形態学的・免疫組織学的観察を行った。統計処理は、
一元配置分散分析を用い、有意水準は5％未満とした。尚、
本実験は鹿児島大学動物実験委員会の承認を得て行った。

【結果】
SCF群はコントロール群に比較し、脊髄組織破壊の程度が

軽度だった。灰白質においてapoptosis実行因子であるcas-
pase3発現率がコントロール群、HA+SCF群に比較しSCF群
で 有 意 に 低 下 し た。Bcl-2発 現 率 は、 コ ン ト ロ ー ル 群、
HA+SCF群に比較しSCF群で有意に増加した。caspase3、
Bcl-2いずれもコントロール群とHA+SCF群に有意差は無か
った。　

【考察】　
SCF投与によりBcl-2発現が増加し、脊髄細胞のapoptosis

が抑制され、組織破壊が軽減されることが示唆された。
【まとめ】

急速に発展しつつある新たな治療法にセラピストも関心を
持ち、病態生理に基づいた治療機序を理解し、理学療法の最
適な介入方法を検討していくことが重要と考える。

key words 急性期脊髄損傷・stem cell factor・apop-
tosis

急性期脊髄損傷後のstem cell factor投与による
apoptosis抑制機序の検討

甲斐千尋1,2）・米　和徳3）

1）千葉県千葉リハビリテーションセンター　リハビリテーシ
ョン療法部　成人理学療法科 
2）鹿児島大学大学院保健学研究科 
3）鹿児島大学保健学科
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【はじめに】
我々は学生教育や臨床現場で活用することを目的とした動

作測定プログラムMotion Measurement Program：MMPの
開発を行い，その測定精度を検証し高い信頼性を得た.MMP
は，測定時基準となる3点のマーカー中心座標を検出し角度
測定をする為，撮影時の設定条件の違いにより誤差が生じる
可能性がある.今回，設定条件の違いによる測定誤差を検証
し，より最適な撮影方法を検討することを目的とした.

【対象・方法】
検者は，本学学生1名に設定条件の異なる画像を使用して

角度測定を行わせた．画像はEXCELシート上に640×480ド
ットの領域を設け，自由な角度で3点を描写し，その画像比
率が変更可能なプログラムを使用し，16枚の異なる画像を作
成した．MMPの具体的な操作方法としては，画像上の3点を
選択し，その角度を算出した．検者には事前に実技を交え測
定方法を説明し，ランダムに16枚の画像をそれぞれ25回計測
させた． 解析方法は，各画像の角度に対して反復測定によ
る分散分析をみるためにフリードマンの検定を用い検証し
た．検定における有意水準は5％とし，本統計分析にはIBM 
SPSS Statistics 20を用いた．

【説明と同意】
本研究は，東京医療学院大学研究倫理委員会の承諾を得て

おり，本研究の趣旨と内容について測定者に十分な説明し同
意を得た後，研究を開始した．

【結果】
角度は，16枚の画像の間で反復測定による分散分析を行っ

た結果，P＝0.847で有意な差は認められなかった.16枚の画像
における標準誤差は，最大0.49度で最小0.14度であった.
 【考察】

今回の結果からは画像の設定条件による角度の平均値の差
は見られなかったが，画像の比率が小さくなるほど測定値の
標準誤差が大きくなった．つまり，撮影方法により一辺の長
さが短いほど，マーカーの検出誤差が角度に大きく影響する
ことが予測された．

key words 画像解析・測定誤差・撮影方法

撮影条件の違いによる測定誤差に関して

羽田圭宏1）・松本　譲2）

1）東京医療学院大学　保健医療学部　リハビリテーション学科 
2）帝京大学　福岡医療技術学部　理学療法学科
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【目的】
近年、大規模自治体における教育のクラウドコンピューテ

ィング（以下、クラウド）化や校務の情報化が進んでいる。
義務教育の導入例は多数報告されているが、理学療法士養成
校ではまだ少ない。本研究の目的は、理学療法士養成校のク
ラウド導入の有用性及び、そのための課題・問題点を検討す
ることである。

【方法】
対象は当校理学療法学科の平成23年度昼間部1年生（78名）

と昼間部2年生（60名）、24年度の昼間部1年生（68名）とした。
昼間部1年生に対しては、各年次ともに9月から11月までの期
間に週1回の解剖学や生理学の復習を目的とした講義を行い、
その際に学生自身に作成させた資料をクラウド化して共有を
図った。また講義開始日と終了日にクラウドについてのアン
ケート調査を行なった。平成23年度昼間部2年生に対しては、
クラウドの認知度等についてのアンケート調査のみを実施し
た。

【説明と同意】
本研究の実施に際して対象の全学生に対して本研究の意義

を十分に説明し、書面にて同意を得た上で実施した。
【結果】

アンケート調査の結果より、クラウドを活用できた学生は
平成23年度昼間部1年生では65％、平成24年度昼間部1年生で
は41％であった。活用できなかった理由としてはクラウドの
使用方法についての意見が大半を占めていた。クラウドの認
知度については、平成23年度昼間部1年生では99％、平成24
年度昼間部1年生では95％がクラウドの存在を知らなかった
のに対して、平成23年度昼間部2年生は77％がその存在を知
り、日常の学習に活用していた。また今後の教育へのクラウ
ド導入については平成23年度昼間部1年生では77％、平成24
年度昼間部1年生では82％が導入を期待していた。

【考察】
クラウドを頻繁に利用した学生からは建設的な得られた

が、学生全体の利用率は低い結果となった。しかし、今後の
教育へのクラウド導入に対する学生の期待値には高く、今後
の需要を示唆する結果となった。

key words クラウドコンピューティング・アンケート調
査・教育

理学療法士養成校へのクラウドコンピューティング
導入検討と今後の課題

町田志樹1）・高田治実2）・石垣栄司1）・神田太郎1）・ 
吉葉則和1）・青木成広1）・甲斐みどり1）・中村　信1）・
太箸俊宏1）・大川　晃1）・室井透栄1）・小田島裕之1）・
村井敦士1）・川上陽子1）

1）敬心学園　臨床福祉專門学校　理学療法学科 
2）帝京科学大学　医療科学部　東京理学療法学科
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【背景】
当院ではH24年4月より心電図モニター管理ワーキンググ

ループを立ち上げ、現在はMonitor Alarm Control Team（以
下MACT）と名称を改め、モニター管理方法の院内統一化
を図っている。MACTでは医師、看護師、臨床検査技師、
臨床工学技士、理学療法士、事務員が多職種協働で活動して
いる。主な活動としてチェックリストに基づき院内ラウンド
を毎週行い報告書にて各部門への伝達・指導を実施している。
またカンファレンスは毎月一度開催している。今回は理学療
法士としての立場から活動を報告する。

【理学療法士としての関わり】
理学療法対象疾患の多くは早期からの介入が必要とされ、

モニター上の波形で不整脈の出現している患者のリハビリを
中断すべきか継続可能かの判断は極めて重要である。また電
極の状態によってはノイズが生じやすくテクニカルアラーム

（電波障害・電極外れ等の警報）を増加させている可能性も
ある。一方、リハビリ科内ではモニターに関する研修は開催
されておらず、知識が十分であるとは言えない状態であっ
た。これを受け科内で心電図モニター勉強会を開催し、基本
的波形の理解、テクニカルアラームに関する知識の確認を行
った。また循環器病棟ではマルチスレーブモニター（セント
ラルモニターから棟内7箇所への配信システム）を導入し、
病棟内管理だけでなくリハビリを行う視点からもモニターが
見える環境に整備した。

【まとめ】
MACTの活動を通して安全なモニター管理の土台を築く

ことができた。意識的にモニターを確認することで、個々の
リスク管理の向上および病棟でのモニター管理状態の改善に
寄与できていると思われる。またマルチスレーブモニターの
導入により、急性期心臓リハビリテーションにおいて、煩雑
な機器管理のもとでの歩行練習をより安全確保した状態で行
うことが可能となった。また病棟内のどこからでもモニター
の情報を得られやすく迅速な対応が可能となったと考えられ
る。

key words 心電図モニター・多職種協働・リスク管理

さいたま市民Monitor Alarm Control Teamにお
ける理学療法士としての活動

小久保徹1）・岡　和博1）・大熊克信1）・五味川右1）・ 
冨田晴樹2）・富永あや子3）・石田岳史4）

1）社会医療法人　さいたま市民医療センター　診療技術部　
リハビリテーション科 
2）社会医療法人　さいたま市民医療センター　看護部 
3）社会医療法人　さいたま市民医療センター　臨床工学科 
4）社会医療法人　さいたま市民医療センター　診療部内科
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【目的】
昨年度、当院脳神経外科病棟（以下当病棟）において転倒・

転落件数の減少を目的に、リハビリと看護師の合同チーム
『転倒・転落チーム』を設立して活動した。その効果につい
て検討・考察したので報告する。

【チーム概要】
メンバーは看護師5名、PT2名、OT2名、ST1名。年間転倒・

転落件数46件を目標に、月1回の会議を実施した。活動内容
は転倒・転落の予防策として早期からの情報共有の促進や病
棟環境調整、勉強会の実施を行った。また、転倒・転落発生
後の対応として転倒・転落カンファレンスの開催、転倒・転
落の分析と情報共有を行った。

【分析方法】
平成23年度と平成24年度の当病棟年間入院延べ患者数、転

倒・転落発生件数より転倒・転落発生率を求めた。また、各
年度の転倒・転落発生率の差についてカイ2乗検定を用いて
分析し、有意水準を 5％とした。統計解析には IBM SPSS 
Statistics19を使用した。

【倫理的配慮】
本研究はヘルシンキ宣言に基づいて実施した。

【結果】
平成23年度の当病棟年間入院延べ患者数は13084人、転倒・

転落発生件数は56件で転倒・転落発生率は4.28‰であった。
一方、平成24年度の年間入院延べ患者数は13205人、転倒・
転落発生件数は39件で転倒・転落発生率は2.95‰であった。
カイ2乗検定の結果、平成23年度と平成24年度の転倒・転落
発生率に有意差は認められなかった。

【考察】
『転倒・転落チーム』の活動により転倒・転落件数が減少し、

目標とした年間転倒・転落件数46件を下回る結果が得られた。
これは多職種で構成したチームで活動することにより、多角
的な分析が行えたことや病棟に関わるスタッフの関心が高ま
ったためと考えられた。しかし、転倒・転落発生率に関して
は有意な差が認められず、今後も当病棟における転倒・転落
の傾向や原因をより詳細に分析し、転倒・転落件数減少を目
指す必要性があると考えられた。

key words 転倒・転落・多職種介入・活動報告

当院脳神経外科病棟におけるリハビリ・看護師合同
転倒・転落チームの活動について

榎本陽介1）・吉田智貴1）・坂本　雄1）・平井大策1）・ 
北野かおり1）・塚本美智子2）・門脇里実2）・小諸信宏3）

1）セコメディック病院　リハビリテーション部 
2）セコメディック病院　看護部 
3）セコメディック病院　医療安全管理室
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【目的】
本専攻では、臨床実習で活用できるインターネットを用い

た情報共有・コミュニケーションシステム（以下、本システ
ム）の試験的運用を行った。そこで、本システムの運用状況
と利点を明確にすることを目的とし、本研究を実施した。

【方法】
本システムは、実習指導者や学生が評価表を提出する機能

と、大学教員と指導者または教員と学生が連絡を取り合う機
能から構成される。試験的運用は4年次の総合実習（8週間）
中に5つの実習施設で実施した。運用終了後に、アンケート
を指導者5名、教員7名、実習中止となった学生を除く学生4
名に対し実施した。

【倫理的配慮、説明と同意】
対象者には研究内容を書面と口頭で説明し、協力の同意を

得てから研究を実施した。
【結果】

本システムにおけるコメント数は、教員と指導者間の連絡
では教員：1.0±1.6回、指導者：1.5±2.4回、教員と学生間の
連絡では教員：2.8±3.5回、学生：5.5±3.7回であった（いず
れも一人当たりの平均値±標準偏差）。

アンケートでは、学生から、他の学生や教員のコメントに
より「励みになった」、「安心できた」との意見が寄せられた。
本システムの利点として、指導者から「大学との連絡のとり
やすさ」などが、教員から「問題発生時に迅速に対応できる」
などがあげられた。

【考察】
アンケート結果より、学生が他の学生や教員とコミュニケ

ーションをとる場の存在は、学生の精神面に好影響を及ぼす
可能性が推察された。

指導者から「大学との連絡のとりやすさ」が利点とされた
ことは、本システムが電話と異なり相手の都合を気にする必
要がないことに起因すると考えられる。また、実習中止とな
った学生の問題点が問題発生初期に教員に伝えられ、迅速に
対応することで指導者と教員の負担を最小限にできた。本シ
ステムにより、早期に問題点を共有しトラブルを最小限に防
ぐことが可能になると考えられる。

key words 臨床実習・インターネット・情報共有

理学療法臨床実習におけるインターネットを用いた
情報共有・コミュニケーションシステム運用の試み

大谷拓哉1）・雄賀多聡1）・三和真人1）・吉田　晋1）・ 
竹内弥彦1）・高杉　潤1）・堀本佳誉2）・仲　貴子1）・ 
太田　恵1）

1）千葉県立保健医療大学　健康科学部　リハビリテーション
学科　理学療法学専攻 
2）北海道医療大学　リハビリテーション科学部　理学療法学
科
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【目的】
神奈川県では、2008年度より医療等に関する専門職として

理学療法士（以下PT）、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理
士を常勤職員として県立特別支援学校への配置を開始した。
これらの専門職は、自立活動教諭として教員チームの一員と
なり児童生徒への支援にあたり、その専門性が強く求められ
ている。その一方、各職種1人配置という同じ医療職からの
指導・助言を得る機会が非常に少なく、臨床経験が得にくい
現状があり、医療領域の臨床やネットワークから遠ざかるこ
とや日々進歩する治療技術・理論から取り残されることが危
惧される。そこで以下に、神奈川県立特別支援学校における
PTとして知識・技術の維持・向上の為の取り組みについて
報告する。

【倫理的配慮】
本発表にあたり、学校長ならびに神奈川県教育委員会に発

表主旨・内容について報告、承諾を得た。
【結果】

2013年4月現在、PTは県内7校に8名が配置されている。学
校内での主な活動は、呼吸管理・ポジショニング・運動・動
作の介助方法の相談、補装具等の調整、外部医療機関等との
連携と多岐にわたる。これら相談に応じるため、1.神奈川県
立総合療育相談センターから派遣される医師・リハビリスタ
ッフによる個別の相談を通じたスーパーバイズ、2.各校PT
が集まり、事例検討や教育現場における評価表の検討等の研
修、3.特別支援学校の教員を対象とした研修会の講師を担当
し、その内容や実技講習の組み立てを通した知識や技術の確
認等で、PTとしての専門性維持・向上に努めた。

【考察】
障害の重度・重複化、多様化に伴い、教育的ニーズも多様

化している。日常的な教育場面へ参加し、教員と一緒になっ
て学校での活動をPTの視点から支援を行う意義は大きい。
神奈川県のシステムが全国に広がることを期待すると共に、
教育現場におけるPTがより専門性を発揮し学校教育活動へ
貢献するためにも導入後のサポートシステムは必須と考え
る。

key words 特別支援学校・理学療法士・専門性

特別支援学校における理学療法士の専門性維持・向
上に向けた取り組み

島田　蕗1）・小玉美津子2）・篠宮光子3）・鈴木　哉4）・
鶴見隆正5）

1）神奈川県立鎌倉養護学校 
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【目的】
千葉県理学療法士会ワークライフバランス部（以下WLB

部）では、雇用管理の現状を把握し、今後の県士会の活動に
反映させるための資料とするため雇用管理に関する調査を実
施した。以下に報告する。

【方法】
平成24年9月に会員登録している全施設の管理者を対象に

アンケートと返信用封筒を送付し、郵送にて回収した。結果
は連結不可能匿名化した形で提示した。

【結果】
468名のうち、232名から回答を得た（回答率49.6％）。無

回答を除いた回答でみていくと、管理者の75％が男性、平均
年齢は39.6±7.5歳、平均管理職在職年数は4.5±4.5年であっ
た。管理職の職位は主任・係長クラスが57％と多かった。

管理者になるときに研修を受けたものは14％と少ないもの
の、過去1年間業務を離れ施設内外での研修や講習会に参加
したことがあるものは62％であった。参加してみたい研修会
は、「労務管理全般」116名が最も多かった。管理職として業
務のなかで、どのようなことに困難を抱えているかを11項目
5件法で質問したところ平均値が高かったのは「職員の能力
向上」4.0、「職員の危機管理能力向上」3.9、低かったのは「理
学療法士の採用」3.1、「育児休業、療養休業等取得者の代替
職員の確保」3.2であった。

【考察】
管理職になるときに研修を受けているものは少なく、労務

管理全般に関する関心は高いが、労務管理に関する研修会の
開催はそれほど多くないため、開催する意義はあるだろう。

管理業務の中での困難は「職員の能力向上」が上位となっ
たが、具体的にどのような能力の向上について困難を感じて
いるかを今後、確認する必要があるだろう。「職員の危機管
理能力向上」に対しては1月にKYT研修会を開催した。希望
に沿った研修会の実施を継続するべきと考える。

【まとめ】
今後管理者としての能力を向上させるための支援が必要と

考えられる。
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【はじめに】
当院が所属する上尾中央医科グループ（以下AMG）では、

患者や利用者の自立支援のために、対象者にとって過不足の
ない移動・移乗の介助を提供することが求められている。そ
こで他職種に指導すべき立場であるリハビリテーション科ス
タッフ（以下リハスタッフ）に対し、実技講習会と意識調査
のためのアンケートを行った。その結果を報告する。

【方法】
当院リハスタッフの有志18名（PT9名OT5名ST4名）に対

し、AMG内での講習会と日本理学療法士協会主催で行われ
た講習会「理学療法士の移動・移乗の介助」を基にした実技
中心の講習会を全10回（1回約1時間程度）実施した。アンケ
ートは研究の趣旨と個人が特定できないよう配慮することを
口頭で説明し、同意を得られた参加者に対して講習会開始前
と講習会半年後の2回行った。アンケートの内容は、移動の
介助の提供、他職種や後輩に指導をすることへの自信、講習
会後技術は向上したか、講習会は今後も必要かなどとした。
それらをχ2乗適合度検定により検討し、有意水準は5％未満
とした。

【結果】
講習会開始前、移動の介助の提供に不安がある者と指導す

る自信がない者は、不安がない者と自信がある者より優位に
多かった（p＜0.05）。半年後、不安と自信に関しては有意差
が見られなかったが、技術が向上した、講習会が必要と答え
た者は、向上しなかった、不要と答えた者より優位に多かっ
た（p＜0.01）。

【考察】
アンケートの自由記載からは、実際の場面での指導や講習

会を継続していくことが必要であるという回答も得られた。
今後もリハスタッフの技術が向上するために指導や講習会を
継続していくとともに、病棟職員全員が対象者に過不足のな
い移動・移乗の介助の提供が可能になるように取り組んでい
きたい。

key words 移動・移乗・指導

当院リハビリテーション科スタッフにおける移動・
移乗の介助技術の向上を目指した取り組み
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【目的】
平成24年度の診療・介護報酬同時改定では、2025年に向け

た医療・介護の両分野における今後の施策の方向性が示され
た。今回我々は、東京都士会員が所属する医療保険施設を対
象とし、本改定を受けた各施設における診療体制の変化、お
よび算定期限を超えた症例への対応に関して調査を行った。

【方法】
アンケート方法はインターネットによる記入式とし、東京

都理学療法士会　渉外局ホームページにリンクを貼付した。
施設基準、PT数および収益の変動、介護保険機関との連携、
次期改定での13単位廃止に対する意見などについて、平成24
年7月2日から7月31日にかけて各施設からの回答をSSL暗号
化し、回収した。

【結果】
アンケート回収率は全686施設中、63施設（9.1％）であった。

脳血管疾患等リハビリテーション料1または2を算定する施設
が46施設、これと合わせ運動器疾患等リハビリテーション料
1または2を算定する施設は44施設であった。心大血管等リハ
ビリテーション料を算定する施設は8施設に留まった。PT数
は9±6.5（中央値±四分位偏差）名で、30施設がスタッフを
増員していた。収益は25施設で増収し12施設で減収を認め
た。施設間の連携は44施設で取り組まれており、主な方法と
しては退院要約の送付、退院前カンファレンスの実施が挙げ
られた。次期改定における13単位廃止に対しては50施設が妥
当でないと回答したが、その後の対応については36施設が

「現段階では決まっていない」と回答した。
【考察】

急性期・回復期病院における増員・増収傾向は、早期リハ
ビリ加算の新設や、配置が充実した回復期に対する加算の影
響が考えられる。一方で、一般・療養型病院やクリニックに
おけるリハビリについては介護と医療の連携に関わる評価が
乏しい。長期のリハビリ継続が必要な場合への対応は定まっ
ておらず、算定期限を超えた症例への対応は今後も調査をす
すめる必要があると考えられた。

key words 診療報酬改定・介護保険・インターネット調
査
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するアンケート調査結果
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【目的】
歩行障害を有する者に対し，更なる歩行能力の改善を目指

して歩行補助具（補助具）や下肢装具（装具）を適用するこ
とは多い．使用者の歩行能力低下の特徴が明確になれば，歩
行能力改善を目標とした治療方針の参考となる．歩行能力の
指標として，臨床的には空間的・時間的パラメータを測定す
る．歩行能力は歩行速度で代表されるが，歩行速度＝歩幅×
歩行率であるため，歩行速度のみでは歩行速度低下の原因が
定かでない．そこで空間的・時間的パラメータによって補助
具・装具使用者の歩行能力を非使用者と比較検討した．

【方法】
対象は歩行障害を有する患者66名（補助具使用：39名，装

具使用：22名）とした．10m歩行テストは自宅退院前1週間
以内に実施し，各パラメータは1名の検者が3回測定した平均
値を採用した．補助具・装具使用者と非使用者の各パラメー
タの差を検討するため，正規分布に従う場合には2標本t検定，
正規分布に従わない場合にはMann-WhitneyのU検定を適用
した．歩行速度＝歩幅×歩行率であるため交絡を考慮し，補
助具・装具の有無を従属変数，各パラメータを独立変数とし
た多重ロジスティック回帰分析も実施した．有意水準はp＝
0.05とし，2標本t検定ではd，Mann-WhitneyのU検定ではr
といった効果量も算出した．本研究はヘルシンキ宣言に沿っ
て実施した．観察研究であるが，対象者には十分な説明を行
い，同意を得た．

【結果】
補助具の有無では全パラメータが有意差を認め，効果量

（d）は歩行速度で1.22，歩行率で1.22，歩幅で1.04であった．
装具の有無では歩行速度（r＝0.30）と歩幅（d＝0.81）が有
意差を認めた．多重ロジスティック回帰分析の結果，補助具
の有無に特徴的なパラメータは歩行率，装具の有無に特徴的
なパラメータは歩幅であった．

【考察】
補助具使用者は歩行率，装具使用者は歩幅が特に低下して

いた．補助具・装具使用者に対する歩行能力改善を目標とし
た治療方針の参考となる基礎的知見である．
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【目的】
油圧式制動短下肢装具Gait Solution川村義肢社製（以下

GS）は油圧による抵抗によってInitial Contactの前脛骨筋の
遠心性収縮を補助し，下腿の前方へ引き出すことによりHeel 
Rocker機能を向上させて歩容を改善させる．本研究はGS装
具を自主練習に用いて歩行能力・歩容の変化を検討した．

【方法】
対象者は発症6週後の脳幹梗塞右片麻痺患者50代男性とし

た．対象者には研究の内容を十分に説明し同意を得た．下腿
三頭筋の筋緊張はMod-ified Ashworth Scale（MAS．2），
前脛骨筋の選択的運動障害はSelective Motor Control Scale

（SMC．4）であった．感覚は表在・深部ともに正常であった．
理学療法介入を行ない同時に自主練習として長距離歩行を
GS装着して行った．介入初期は底屈制動3で行い、終了時は
底屈制動1と弱くし1ヶ月間行った．計測は装具なしにて行っ
た．

【結果】
介入前：T－cane10m歩行（Normal）は9.0秒18歩（平均

速度4.0km/h），連続歩行は460m可能で所要時間8分であっ
た（平均速度3.4km/h）．右片脚立位は1.9秒．保容は右立脚
初期時に外側足底接地・膝折れが軽度みられた．右立脚後期
時に蹴り出しが見られずに膝折れ軽度みられた．

介入後：独歩10m歩行（Normal）は7.3秒17歩（平均速度
4.9km/h），連続歩行は1840m可能で所要時間25分であった

（平均速度4.4km/h）．右片脚立位は4.3秒．歩容の変化は独歩
にて右立脚初期時に外側足底接地が軽度改善されて膝折れが
なくなった．右立脚後期時に蹴り出しがみられた．

【考察】
右足部機能向上より片脚立位が延長し，Heel Rocker機能

向上によりInitial Contact時の膝折れがなくなったと考える．
立脚後期時に蹴り出しが可能となり連続歩行・歩行速度が向
上したと考える．

【まとめ】
GS装着により正常歩行に近づけることができ，長距離歩

行の自主練習効果を高めることを可能にした．また装具を外
しても効果が汎化された．

key words 油圧式制動短下肢装具・脳幹梗塞・歩行

脳幹梗塞患者における油圧式制動短下肢装具を着用
した歩行自主練習の効果
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【目的】
デイサービス利用による運動機能の変化についての報告は

多くみられるが、介護度の違いによる影響についての研究は
少ない。本研究は、1年間デイサービスを利用した要支援者
の運動機能の変化を介護度別に明らかにすることを目的とし
た。

【方法】
対象は、トレーニングセンター芝浦（以下、当施設）を利

用している要支援1（23名、平均年齢77.1歳）と要支援2（19名、
平均年齢76.0歳）とした。当施設の利用頻度は週1～2回で、
1回の利用時間は3時間である。理学療法士による15分の個別
訓練と運動機能向上を目的とした10～12種類の自主運動プロ
グラムを行った。測定は毎月、左右握力、30秒椅子立ち上が
りテスト（以下、CS-30）、長坐位体前屈、2ステップ値、左
右片脚立位時間、5m歩行時間の8項目を行い、開始時と3・6・
12ヵ月後の結果を比較した。統計学的検定は反復測定二元配
置分散分析とBonferroni法による多重比較を行い、P＜0.05
を有意とした。データをまとめる際、欠損値は前月の測定値
で代用した。なお、全対象者に対して研究の目的を説明し同
意を得た。

【結果】
全項目において、測定時期と介護度の有意な交互作用は認

められなかった。また、全項目において、測定時期の違いで
有意な改善が認められたが、介護度の違いで有意差が認めら
れなかった。多重比較の結果は、CS-30、長坐位体前屈、2
ステップ値、5m歩行時間は開始時と比較して3・6・12ヵ月
で有意な改善を認めた。右握力は開始時と6ヵ月後との比較
に有意な高値を認めた。左握力と左右片脚立位時間は有意な
変化は観察されなかった。

【考察】
介護度に関係なく利用を継続することで運動機能が有意に

改善することが明らかになった。これは、生活の中に、運動
を主体とするデイサービスを、1つの運動習慣として取り入
れられたことが、主な要因と思われる。介護度に関わりなく、
週1～2回の運動を継続して行うことで、運動機能が改善する
可能性があることが示唆された。

key words 要支援・ディサービス・運動機能改善

介護度の違いがデイサービス利用による運動機能の
改善効果に及ぼす影響
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【はじめに】
当施設は、在宅復帰支援の取り組みを強化してきた結果、

H24.12より在宅強化型老健へ移行している。それに伴い、当
施設リハスタッフが必要とされる行動や業務内容に変化が出
てきていることを感じている。

【研究目的】
在宅強化型老健のリハスタッフとして必要な行動と必要で

ない行動を検討することを目的とする。
【研究方法】

当施設のスタッフ（入所リハ担当リハスタッフ、施設ケア
マネ、支援相談員、フロアスタッフ）にアンケート調査を行
い、リハスタッフが必要と考えている行動、多職種がリハス
タッフに求めている行動を分析する。

【説明と同意】
本研究は、ヘルシンキ宣言に基づき研究趣旨の説明を行

い、アンケートの回収をもって同意とした。
【結果】

リハスタッフが関わる必要性が高いと考えている行動
・入所当日の合同評価、カンファレンス→方向性やリスク

の共有化
・入所直後の家屋調査→生活アプローチの明確化
・サービス担当者会議（ご家族参加）→生活アプローチの

円滑化
リハスタッフが関わる必要性が低い行動
・個別リハビリ実施回数はそれほど重要ではないと感じて

いる。
他職種からリハスタッフに求められている行動
・リハビリ強化を印象付ける為に、個別リハビリの回数が

重要（相談員）
・機能訓練より生活を軸とした関わりが重要（介護、看護）

【考察】
リハスタッフが、自宅調査や担当者会議などに積極的に関

与することは、生活アプローチの明確化、自宅復帰時のイメ
ージ化に繋がり、在宅復帰の向上へつながると思われる。リ
ハビリ提供体制としては、個別リハの形にとらわれず、直接
的な生活介入方法の構築が必要と思われる。

【まとめ】
今回の調査で、リハスタッフが、生活マネジメントや多職

種での目標設定に関わる必要性が示唆された。今後も、老健
のリハスタッフとして結果が出せる業務体制を構築していき
たい。

key words 在宅強化型老健・在宅復帰支援・リハスタッ
フ業務

在宅強化型老健におけるリハビリテーション科スタ
ッフの業務内容の検討

榊原佳彦

IMSグループ　介護老人保健施設　春日部ロイヤルケアセン
ター　リハビリテーション科
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【目的】
回復期リハビリテーション病院（以下，回復期リハ病院）

入院患者にとって，退院後の在宅での転倒リスクについては
多く報告されているが，入院時の移動手段を考慮した退院後
の転倒予防のための退院時指導は十分検討されていない．そ
こで，回復期リハ病院入院患者の主な移動手段の違いによる
退院後の転倒との関係を明らかにすることを目的とした．

【方法】
茨城県A回復期リハ病院を2009年9月から2011年11月まで

に退院した成人患者を対象とした．退院時の主移動手段をカ
ルテより収集した．また，退院後1ヶ月以内の転倒回数とそ
の場所や状況を郵送法にて収集した．退院時の主移動手段別

（歩行または車いす）によって退院後1か月以内の転倒回数を
比較した．なお，対象者には文書にて説明を行い，書面で同
意を得た．また，本研究は茨城県立医療大学倫理委員会にて
承認を得た．

【結果】
分析対象者は217名（男136名，女81名，平均年齢62.5±15.1

歳）で，主な疾患は脳血管疾患（48％），脊髄損傷（8％）等で
あった．退院時のFIM（Functional Independence Measure）
は平均105.6±21.0点であり，比較的自立度が高かった．退院
時の主移動手段が歩行の者は155名，車いすの者は62名で，
退院後1か月以内に1回以上転倒した者の割合はそれぞれ19
％，38％であった．また，退院時の主移動手段が車いすの者
は，退院後1か月以内に歩行中に転倒していた者が9名（車い
すの者の15％）いた．そのうち8名は退院時の歩行に介助が
必要であった．

【考察】
入院中に車いすで移動していた者であっても，歩いて転倒

する者が多く存在することがわかった．今後は，この知見を
踏まえ，家屋環境の整備，本人や家族への説明などについて
検討が必要であると考えられた．

【まとめ】
回復期リハ病院入院患者の入院中の移動手段の違いによる

退院後の転倒状況が明らかとなった．これを踏まえ，今後の
退院時指導について検討が必要と考えられた．

key words 退院後の転倒・入院中の移動手段・退院時指
導

茨城県内A回復期リハ病院退院者の転倒について
-退院時の主移動手段別の退院後1か月以内の転倒
回数比較-

橋爪佑子1）・橘　香織2）・松田智行3）・齋藤由香1）・ 
唐澤　瞳1）・浅川育世2）・居村茂幸4）・水上昌文2）

1）茨城県立医療大学付属病院　リハビリテーション部　理学療法科 
2）茨城県立医療大学　保健医療学部　理学療法学科 
3）日本理学療法士協会 
4）茨城県立医療大学大学院　保健医療科学研究科
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【目的】
本研究の目的は、退院後の自宅内装具使用状況とFunc-

tional Independence Measure （FIM）との関連を分析し、
入院中より在宅生活を想定した装具療法を行う一助となる報
告を行う事である。

【方法】
対象は、平成15～24年のカルテより後方視的調査が可能で

あり、退院後概ね3ヶ月以内に当センター通所・訪問リハビ
リを利用された脳血管障害者18名（男性：15名、女性：3名）、
平均年齢：61.4±10.2歳、麻痺側（右：11名、左：7名）、要
介護度（1：6名、2：3名、3：7名、4：2名）、平均FIM：92.7
±15.1点、装具の種類は金属支柱付き短下肢装具（SLB）：9名、
靴べら式短下肢装具（SHB）：9名とした。利用終了等により
直接同意署名が得られない者は除外した。

方法は、自宅内装具使用の有無を2群に分類し、年齢、要
介護度、Stroke Impairment Assessment Set （SIAS）、FIM、
berg balance scale（BBS）を各項目別にMan-WhitneyのU
検定を用いて有意差を検討した。いずれも有意水準は5％未
満とした。

【倫理的配慮】
データの使用にあたり、本研究の主旨を説明し書面にて同

意署名を得た。
【結果】

自宅内装具使用群は10名（SLB：6名、SHB：4名）、不使
用群8名（SLB：3名、SHB：5名）であった。2群間において
年齢・要介護度・SIAS motor・FIM合計・BBSに関しては
有意な差を認めなかった。FIM下位項目別では、トイレ動作

（中央値：使用群5、不使用群6）で有意な差を認めた（P＜
.05）。その他の下位項目では有意な差を認めなかった。

【考察】
今回の調査より、退院後の在宅では麻痺の程度・立位バラ

ンスといった身体機能や要介護度、退院時の日常生活動作能
力といった側面から屋内短下肢装具使用の必要性を判断する
だけでなく、自宅内環境や生活動線・頻度に応じて装具を使
用しない状態でのトイレ動作等の生活動作も想定して入院中
より評価・練習していく必要もあると考えられた。

key words 在宅・短下肢装具・FIM

在宅脳血管障害者における自宅内短下肢装具使用状
況と生活動作の関連について

飯塚晃弘1）・八木　巌2）

1）医療法人社団日高会　平成日高クリニック　総合ケアセン
ター 
2）（株）エムダブルエス日高　日高在宅療養支援センター
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【はじめに】
住宅改修は患者による個別性が強い。そのため、経験の浅

いスタッフは指導に難渋することがある。今回、当院で
ADLの指標として用いているFIMに着目して住宅改修指導
との関連を調査し、円滑な住宅改修指導の一助とすることを
目的とした。

【方法】
対象は平成23年5月～平成25年2月までに当院に入院し、家

屋調査を実施した患者65名（退院時FIM中央値：合計110、
運動項目合計79、認知項目合計32）とした。方法は、基本情
報・退院時FIM・住宅改修箇所と内容・福祉用具の種類・使
用予定の介護保険サービスについて、カルテと担当療法士か
らの聞き取りによる後方視的調査とした。対象箇所は、玄関・
トイレ・寝室・浴室とした。改修・福祉用具導入の提案をし
た患者（改修指導あり群）と提案をしなかった患者（改修指
導なし群）の2群に分け、各改修箇所と聞き取り調査の項目
について2群間比較を行った。統計処理は、Mann-Whitney
のU検定を用い、有意水準は1％未満とした。

【倫理的配慮】
当院の倫理委員会の承認を得ており、対象者・家族に対し

書面にて説明し、同意署名を得た。
【結果】

浴室改修指導有無の2群間において、トイレ移乗・移動に
有意な差を認めた。他3箇所については、有意な差は認めら
れなかった。トイレ移乗が7～6点で浴室改修指導ありが38/ 
52人（73％）、5～1点で浴室改修指導なしが11/13人 （85％）
であった。浴室改修指導なしで入浴サービス利用者は20/25
人 （80％）であった。

【考察】
トイレ移乗は環境的な面が在宅での生活動作に近いと考え

られ、病院内でのADL評価から在宅生活を想定し改修案を
提案する一助となると思われる。今後は改修案の内容を詳し
く調査・分析していく必要がある。

key words 住宅改修・退院時FIM・浴室改修

当院における住宅改修指導と退院時FIMの関連

渡辺有希子1）・清塚まり子2）・高橋　悠2）・飯塚晃弘3）・
八木　巌4）

1）（株）エムダブルエス日高　倉賀野事業所　くらがの街訪問
看護ステーション 
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 
3）医療法人社団日高会　平成日高クリニック　総合ケアセンター 
4）（株）エムダブルエス日高　日高在宅療養支援センター
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【目的】
筆者は第46，47回日本理学療法士学会，第31回関東甲信越

ブロック理学療法士学会にて車いす座面シートのたわみが座
位姿勢や駆動に与える悪影響について報告した。車いすは外
科等の術後の離床の際に使用されることも多く，また排痰は
呼吸器合併症を防ぐために重要であることから，本研究で
は，車いす座面シートのたわみや座位姿勢が咳嗽力に与える
影響を調査することを目的とした。

【方法】
対象は健常成人10名（男性5名，女性5名，平均年齢24.4±

2.9歳）とした。被験者本人に対し本研究の目的と内容を説
明し同意を得たのち実施した。被験者に各条件下でピークフ
ローメータを使用し，ピークフロー値（以下PF値）を3回ず
つ測定した。条件は，座面シートにたわみのある普通型車い
すのバックサポートに寄りかからない座位（以下たわみ座
位），深く座った状態から10cm殿部を前方に移動したすべり
座位（以下すべり座位），プラットフォームでの座位（以下
PF座位）の3条件とした。どの条件から行うかは被験者毎に
無作為に変更した。統計処理は各条件のPF値の平均値，最
高値の比較をWilcoxonの符号付順位和検定にて行った。統
計学的有意水準は5％未満とした。

【結果】
たわみ座位での平均値は408.3±145.9L/min，最高値427±

149.3 L/min，すべり座位での平均値は393.7±136.6 L/min，
最高値410±139.7 L/min，PF座位での平均値は412.3±138.4 
L/min，最高値430±143.7L/minであった。すべり座位とPF
座位の平均値，最高値間に有意差がみられた。

【考察】
PF座位と比較し，たわみ座位ではPF値への影響は確認で

きなかった。今回は車いす座面シートのたわみの悪影響は明
らかにならなかったが，すべり座位にて悪影響が示唆され
た。そのため術後など離床する際には，すべり座位では排痰
を妨げてしまう可能性があり，車いす座位姿勢を考慮する必
要があると考えられた。

key words 車いす・座位姿勢・咳嗽力

車いす座面シートのたわみや車いす座位姿勢が咳嗽
力に与える影響

高野利彦・横山浩康・藤澤沙紀・瀧澤達也・清水由江・
出井正紀・内山友香

熊谷総合病院　リハビリテーション科

 P-057 



－97－

【背景と目的】
「歩行を手段とする実用的な移動能力」と定義づけられる

歩行移動性の制限は、脳卒中者において生活活動の制限や自
立度の低下に影響する。本研究の目的は、地域在住の慢性期
脳卒中者の歩行移動性のレベル別に、生活空間での活動頻度
と自立度の差を検討することである。

【方法】
対象は当院関連施設で通所サービスを利用する慢性期脳卒

中者48名とした。評価項目は、歩行移動性の指標として
Functional Ambulation Classification （FAC）、生活空間で
の活動頻度と自立度の指標としてLife-space Assessment

（LSA）とした。統計学的解析は、統計解析ソフトR2.8.1を
使用し、FACで分類された各群における各生活空間での活
動頻度と自立度をSteel-Dwassの方法を用い比較した。また、
本研究は当院倫理審査委員会の承認を得ており、対象者に口
頭および書面にて説明し、署名にて同意を得た。

【結果】
FACの内訳は2：15名、3：19名、4：12名、5：2名であった。

その移動範囲のレベルから、FAC2群、FAC3群、FAC4-5
群の3群に分類し比較した。活動頻度は、FAC2群は3群、4-5
群と比較し居近隣、近隣地区、地区町外（p＜0.01）で、4-5
群と比較し地区町内（p＜0.05）で有意に少なかった。FAC3
群は4-5群と比較し居近隣（p＜0.01）、近隣地区（p＜0.05）で
有意に少なかった。また自立度は、FAC2群は3群、4-5群と
比較し居近隣、近隣地区、地区町外（p＜0.01）で、4-5群と
比較し住居内、地区町内（p＜0.01）で有意に低下していた。
FAC3群は4-5群と比較し居近隣（p＜0.01）で有意に低下して
いた。

【考察】
歩行移動性が屋内に留まるFAC2群は、それ以上の群と比

較し各生活空間における活動頻度、自立度が低下していた。
屋外移動範囲に制限のあるFAC3群と制限のない4-5群では
比較的近隣の生活空間の活動頻度、自立度に差がみられた。
歩行移動性のレベルは、生活空間の広がりや活動の頻度、自
立度の差と関連することが示唆された。

key words 歩行移動性・活動頻度・自立度

地域在住の慢性期脳卒中者の歩行移動性レベルでの
生活空間における活動頻度と自立度の比較
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2）埼玉県立大学大学院　保健医療福祉学研究科 
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4）埼玉県立大学　保健医療福祉学部
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【はじめに】
我が国の高齢者人口は増加の一途を辿り，それに伴い要介

護者認定数も増加していることが報告され，各地では自治体
を中心とした介護予防の取り組みが盛んに行われている。今
回，東京都M市の二次予防事業対象者に対する介護予防教室
において理学療法士による脊柱柔軟性改善体操と下肢筋力ト
レーニングを主とした運動指導を隔週で行ったのでその取り
組みを報告する。

【方法】
2012年10月～2013年1月の間にM市にて開催された介護予

防教室に参加した13名（男性7名，女性6名）を対象とした。
平均年齢は71.2±6.1歳，身長160.1±8.8cm，体重60.2±8.4kg
であった。期間中に運動指導を計6回行い，運動機能評価は
握力，Timed up&go test（以下，TUGT），等尺性膝伸展筋
力体重比（以下，膝伸展筋力），30秒椅子立ち上がりテスト（以
下，CS-30），継足歩行，開眼片脚立ちを初回，5回目に行った。
運動内容は，脊柱の柔軟性改善体操8種類，端座位でのゴム
チューブを利用した下肢筋力トレーニング5種類とし，理学
療法士が指導を行った。教室前後の運動機能の変化を知るた
め，統計ソフトRを用い対応のあるt検定を行い，有意水準
を5％未満とした。尚，対象者には研究の目的，内容に関し
て十分に説明を行った上で同意を得て行った。

【結果】
教 室 前 後 で 膝 伸 展 筋 力 は0.40±0.12kgf/kgか ら0.45±

0.11kgf/kg，CS-30は13.9±3.9回 か ら19.2±4.6回 に 増 加 し，
それぞれ有意な変化（p＜0.05，p＜0.001）が認められた。握
力，TUGT，継足歩行，開眼片足立ちには有意差は認められ
なかった。

【考察】
膝伸展筋力とCS-30に改善が認められたがバランス機能に

は有意な変化が認められず，脊柱柔軟性改善体操と下肢筋力
強化運動ではバランス能力の改善には至らないことが示唆さ
れた。今後は脊柱柔軟性の改善度の検証や運動機能改善との
関連を明らかにするとともに，運動内容にバランス機能改善
のメニューを盛り込み高齢者の介護予防に取り組んでいきた
い。

key words 介護予防・運動機能・高齢者

地域介護予防教室における運動機能の改善について
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【目的】
装具変更をきっかけに生活空間が広がり、行動・認知面共

に変化した症例を報告。
【方法】

装具制作に至るまでの経過と制作後を（1）FIM、（2）MMSE、
（3）介護度・身体障害者自立度、（4）サービス利用状況、（5）
活動範囲、（6）心理面、（7）スタッフの関わり、に分け検討
した。なお、本症例報告に際し、症例の家族から口頭にて同
意を得ている。

【結果】
平成15年12月～平成25年5月間に、FIMは110点から平成25

年1月には最低24点まで低下し、転倒予防等により常時の監
視を必要とするようになる。また、依存傾向も強くなってい
た。その後、試用装具期間を含め本装具が出来てからは、
FIMも平成25年5月現在で64点まで改善している。MMSEに
関しても、当初、29点から一時期は15点まで低下したが、平
成25年現在は、23点まで改善した。歩容改善し、自由に動け
るようになり活動範囲も広がっていることと、職員とのコミ
ュニケーションも広がりを見せている。

介護度の変遷は、当初は要介護2から、平成25年2月では4
まで落ちている。同じく身体障害者自立度は、当初A－1か
らA－2、認知症自立度は、3からMに変化していた。現在は
もちろん改善しつつあり、A－2、3に改善していると思われ
る。

【まとめ】
今まで、当施設では装具については病院にお願いすること

が多かった。それが悪いわけではないが、装具を修正または
作り直す場合、当該病院とのコミュニケーションは、歩行の
パターンや移動動作等に限られることも多く、詳細な生活空
間や認知面のやり取りは皆無であった。物理的・時間的にも
円滑なやりとりは難しい場合もある。

この度、介護施設での生活フォロー主とし、病院にも長期
間かかっていない等の利用者の場合、生活に合わせた装具の
検討も重要だと再認識している。また活動変容、生活空間の
変化により、新たに装具を必要とする場合も多々ある。今ま
で装具に関してあまり関心を払わずに医療機関任せになって
いた自戒の念も含め報告する。

key words 装具見直し・ADLの改善・気持ちの広がり

装具見直しをきっかけに生活空間と気持ちの改善が見
られた一例～介護老人保健施設における取り組み～

林　直希1）・奥田　恵1）・四方田江里子1）・村野蓉子1）・
佐藤龍司1）・岡本宏二1,2）・情野　操3）・情野　勇3）

1）介護老人保健施設　しょうわ 
2）ふくしまをリハビリで元気にする会 
3）有限会社アンクル
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【目的】
理学療法を施行する上で杖を処方する機会は多い。しかし

臨床において杖を処方する基準は明確化されていない。そこ
で本研究は、T字杖を用いて、重心動揺、荷重率の変化につ
いて検討し、杖を処方する基準の明確化の一助とすることを
目的とした。

【対象及び方法】
対象は同意の得られた健常若年成人30名（男性14名、女性

16名：平均年齢26.9±3.6歳）とした。測定はMedicaputures 
win-podを用いた。T字杖の有り・無しの2条件で各2回ずつ
静止開眼立位を測定、2回目の結果を採択した。測定時間は
各30秒とした。統計学的検定にはt検定を用いた。ヘルシン
キ宣言に考慮し、当院倫理委員会規定に則りデータ集計を行
った。

【結果】
T字杖無しでは、総軌跡長198.5mm、外周面積88.5mm2、

矩形面積320.2 mm2、軌跡長/時間6.6mm/s。T字杖有りでは
総軌跡長159.3mm、外周面積46.6mm2、矩形面積243.0mm2、
軌跡長/時間5.3mm/sとなった。T字杖有りではT字杖無しよ
り全項目で有意に減少した（P＜0.05）。また、重心動揺中心、
荷重率に有意差は見られなかった。

【考察】
T字杖の使用により、重心動揺が減少し、重心動揺速度が

遅くなることが認められた。これは1）T字杖を把持してい
る手指の皮膚からの情報と筋紡錘からの体性感覚情報によ
り、身体動揺が鋭敏に感知されたため、2） T字杖が支持面
積を拡大し、静止立位バランスの安定性を補助したため、と
考えられた。重心動揺中心の位置、荷重率に関しては、T字
杖の有無によって著明な変化はなかった。これはT字杖への
荷重量は設定していないこと、健常若年成人で測定したこと
が影響したと考える。しかし、T字杖の使用は重心動揺を有
意に減少させ、静止立位バランスを安定させるため、重心動
揺の測定は杖処方の際の一つの基準とすることに有用である
ことが示唆された。

key words 杖・重心動揺・荷重率

T字杖使用による重心動揺、荷重率の変化

笹井　明1）・稲川　賢1）・今村安秀2）

1）永生病院　リハビリテーション部 
2）永生病院診療部
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【目的】
人工膝関節置換術の件数は，年々増加傾向にある．患者の

術後の不安を取り除くためにも，理学療法の目標を提示しな
ければならない．しかし，本邦では1年以上の経過を追った
報告や十分な症例数を集めた報告は少ない．本研究の目的
は，先行研究より多くの症例数で術後2年の疼痛および身体
機能を調査し，患者に提示する情報を得ることである．

【方法】
対象は当院で人工膝関節置換術を受けた者とし，重篤な合

併症，膝関節以外の骨関節疾患の手術既往，認知障害を有す
る者は除外した．調査項目は，膝関節ROM，等尺性膝伸展
筋力，日本語版WOMACとして，術後2年まで定期的に測定
した．対象者には本研究の説明を行い，同意を得た．

【結果】
376名（女性308名，男性68名，平均年齢±標準偏差：71.9

±7.5歳）が解析対象となった．術前，術後1年，2年の測定
値（平均±標準偏差）は膝関節ROM屈曲／伸展（度）124.8±
14.5／-9.6±7.5，121.2±11.1／-1.1±2.9，121.5±10.7／-1.5±
3.1である．等尺性膝伸展筋力（体重比％）は24.7±10.5，32.4
±12.2，32.6±12.0である．WOMAC疼痛は56.7±20.9，94.4
±9.9，93.1±11.3，WOMAC身体機能は65.1±21.3，93.9±9.1，
90.3±14.6である．術後1年以降の「階段を昇る・降りる」に
おいて，約25％が中程度以上の動作困難ありと回答した．

【考察】
術後2年までの疼痛および身体機能は術前と比較して改善

していたが，階段昇降に動作困難を残していた．膝伸展筋力
は先行研究と同等の値を示したが，健常高齢者よりも低値で
あった．階段昇降は加齢や活動量低下による下肢筋力低下に
よって障害されるため，術後の継続的なトレーニングが必要
と示唆された．この結果は，理学療法の目標を提示するうえ
で有用な情報である．

key words 人工膝関節置換術・回復過程・階段昇降

人工膝関節置換術後の疼痛および身体機能の回復過
程

大島理絵1）・古谷英孝1）・廣幡健二1）・山口英典1）・ 
池田光佑1）・安東映美1）・美崎定也1）・杉本和隆2）

1）苑田会人工関節センター病院　リハビリテーション科 
2）苑田会人工関節センター病院　整形外科

 P-064 

【目的】
市の健康増進プログラム事業に当院からは運動指導員とし

て、身体機能評価や運動プログラムの作成など依頼されてい
る。この関わりの中で筋力の改善割合に対して腹囲や血液デ
ータなどの改善割合は少ない成績となっているのが課題であ
る。今回、腹囲改善の為に必要な要素を探すため、教室参加
前の腹囲と教室参加での腹囲改善に着目し比較検討したので
報告する。

【対象】
教室開始時に研究の目的を説明し同意を得た。平成21年よ

り、教室開始時と終了時に評価項目の欠損なく参加した146
名を対象に腹囲の基準値（男性≧85cm・女性≧90cm）を超
える群と超えない群の2群と教室参加により腹囲の改善が認
められた群と認められなかった群の2群、計4群に分けた。腹
囲基準超え・改善あり（男9+女16）平均年齢56.9歳　腹囲基
準超え・改善なし（男3+女16）平均年齢56.8歳　腹囲基準未
満・改善あり（男4+女44）平均年齢54.9歳　腹囲基準未満・
改善なし（男3+女51）平均年齢54.3歳

【方法】
比較したい群間における、教室開始時と終了時の各項目の

変化量を2標本の差の検定を用いて検討した。検討項目は年
齢・性別・最高・最低血圧・閉眼片脚立位・体重・大腿四頭
筋筋力・最大酸素摂取量・握力・長座位体前屈・timedup& 
gotest・HDLコレステロール・中性脂肪・Hba1cの14項目で
ある。有意水準は5％未満とした。

【成績】
腹囲基準未満・改善ありとなし群では各項目の有意差は得

られなかった。腹囲基準超え・改善ありとなし群では中性脂
肪・体重の項目で改善あり群が優位に改善していた。腹囲基
準超え・改善ありと腹囲基準未満・改善あり群では中性脂肪・
大腿四頭筋筋力の項目で腹囲基準未満群が優位に改善してい
た。

【結論】
腹囲基準未満・改善あり群のように腹囲基準値未満の群で

は教室参加により大腿四頭筋筋力も優位に改善している為、
腹囲基準値超えの群には脂肪消費に加え下肢筋力の強化も必
要であると考えられた。

key words 腹囲・検診・筋力

検診事業における腹囲改善の為の一考察

竹前秀一

飯山赤十字病院
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【はじめに】
自動運動は、血流量増加や筋温上昇により筋の伸張性が向

上することが報告されており、可動域改善が期待できる。し
かし、自動運動のみでは代償動作が生じることが少なくな
い。結果として、効果が得られにくいことを経験する。その
ため、代償動作を調節し目的に応じた筋活動を誘発するため
に、徒手誘導を加えることが望ましいと考えた。そこで、今
回は一症例を対象としたシングルケースデザインにて検証し
たので報告する。

【対象】
骨癒合が不良のため完全免荷で経過中の下腿骨骨折患者

（60歳・男性、背屈可動域0ﾟ）を対象とした。発症後3か月経
過していた。ヘルシンキ宣言に基づき、事前に研究内容を十
分に説明し同意を得た。

【方法】
介入デザインはAB型デザインを使用し、A期はベースラ

イン期、B期は介入期とした。各期は6回ずつとした。すべ
ての期において通常の運動療法を40分施行した後、A期は、
背臥位膝関節伸展位での足関節背屈のストレッチングを2分
間施行した。B期は、背臥位での徒手誘導を加えた底屈の自
動運動を20回施行した。徒手誘導は、一方の手で下腿三頭筋
筋腱移行部を把持し、もう一方の手で母指球に抵抗を加え
た。各課題の前後に3回ずつ足関節背屈可動域を計測し、そ
の平均値の差を算出した。

【結果】
A期の平均値は5、回帰直線の傾きは-0.3であった。B期は

それぞれ6.2、0.4であった。A期にCeleration line（以下CL）
を引き、B期まで延長すると、B期の値は全てCLよりも大き
かった。足関節背屈可動域の改善は、徒手誘導を加えた自動
運動後の方が大きいことが示された。

【考察】
本症例にとっては、ストレッチングでは疼痛防御による伸

張反射を惹起してしまい可動域改善がみられなかったと推測
された。一方、徒手誘導を加えた自動運動では、筋収縮と弛
緩の反復運動によって血液循環が促進されたことで筋伸張性
が向上し、可動域の改善に繋がったと考えられた。

key words 徒手誘導・関節可動域・筋伸張性

徒手誘導を加えた自動運動が足関節背屈可動域制限
の改善に及ぼす影響

梅村　太・伊藤克浩

山梨リハビリテーション病院　理学療法課
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【目的】
膝関節に伸展・外反モーメントが加わることで前十字靭帯

（以下ACL）損傷が生じるとされているが、この際に体幹側
方傾斜角度が関与すると考えられる。しかしリハビリテーシ
ョンで行われるサイドランジにおいて体幹傾斜が下肢関節に
及ぼす運動力学について調査した報告は少ない。本研究の目
的はサイドランジを行う際に体幹傾斜させ、体幹傾斜が膝関
節に及ぼす影響を運動力学的に解析し、ACL再建術後トレ
ーニングへの導入の適否を検討することである。

【方法】
対象は下肢に障害の既往のない健常者1名とした。ヘルシ

ンキ宣言に沿って計画・実施し、被験者には研究内容と倫理
的配慮を説明し同意を得た。体幹傾斜の口頭指示は中間位、
前傾位、側屈位（サイドランジ側）、前傾＋側屈位とし、各
測定姿勢にて5試技実施した。運動解析は三次元動作解析シ
ステム（ViconNexus Crescent社）と床反力計を使用しサイ
ドランジ側の膝関節モーメントを計算した。膝伸展モーメン
トが最大値・最小値の試技を除く3試行のデータを用いて膝
伸展モーメント・膝外反モーメントの最大値の平均値を求め
た。

【結果】
膝伸展モーメントは中間位で最大値（68.7Nm）、前傾＋側

屈位で最小値（55.7 Nm）となった。膝外反モーメントは側
屈位で最大値（28.1 Nm）、中間位で最小値（16.8Nm）なった。

【考察】
体幹傾斜中間位では重心位置が膝関節中心より後方にある

ため膝伸展モーメントは増加し、逆に前傾位では低下したと
考えられる。また側屈位では重心位置が膝関節中心から外方
にあるため膝外反モーメントは増加し、逆に前傾位、中間位
では軽減したと考えられる。リハビリテーションやスポーツ
時のACL再断裂のリスク管理のために膝関節にかかるスト
レスをコントロールし、安全に訓練を行うことは重要であ
る。ACL術後のリハビリテーションでは膝関節にかかる伸
展・外反ストレスの少ない体幹前傾位でのサイドランジが有
効である可能性が考えられる。

key words 膝前十字靭帯損傷・サイドランジ・体幹傾斜

体幹傾斜がサイドランジ時の膝関節に与える力学的
影響

唐澤幹男1,2）・辰村正紀3）

1）医療法人健佑会　いちはら病院　リハビリテーション部 
2）茨城県立医療大学大学院　保健医療科学研究科　理学療法
学・作業療法学専攻 
3）医療法人健佑会　いちはら病院　整形外科
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【目的】
ACL損傷に伴う半月板損傷は，ACL損傷時に合併して損

傷する一次損傷と，ACL損傷後，膝関節の安定性が低下す
ることで生じる二次損傷に分けられる。ACL損傷受傷から
再建術を施行するまでの期間が長くなるほど，二次損傷のリ
スクが高くなると考えられる。そこで本研究の目的は，
ACL損傷に伴う半月板の損傷状態と，損傷から再建術を施
行するまでの日数を調査し，関連を調べることとした。

【方法】
対象は，当院において2008年1月から2012年9月までにACL

再建術を施行した71名（20.5±8.8歳）である。受診時の診察
カルテ，手術記録の情報から，半月板の損傷状態，ACL損
傷受傷から再建術を施行するまでの日数を調査した。半月板
の損傷状態については，損傷なし（以下，損傷なし群），内
側半月板損傷（以下，MM群），外側半月板損傷（以下，LM
群），両側半月板損傷（以下，両側群）に分類した。受傷か
ら再建術を施行するまでの日数については，各群における平
均日数を求めた。

【結果】
対象71名における半月板の損傷状態については，損傷なし

群が13名（18％），MM群が14名（20％），LM群が37名（52％），
両側群が7名（10％）であった。受傷から再建術を施行する
までの平均日数については，全対象者では99.0±103.1日で，
損傷なし群が77.7±52.4日，MM群が203.6±147.4日，LM群
が61.8±49.7日，両側群が137.0±143.9日であり，MM群が最
も多い結果となった。

【考察】
先行研究において，受傷から期間が長い程MM損傷が多く

なるという報告があり，今回の結果も同様の結果となった。
これらのことよりMM損傷は，二次的に生じている可能性が
示唆された。臨床では，試合等の時期により保存療法を選択
することがあるため，二次的な合併症の予防を考慮してリハ
ビリテーションを行うことが重要である。

key words 膝前十字靭帯損傷・半月板損傷・二次的合併
症

膝前十字靭帯損傷に伴う半月板損傷に関する調査

佐々木沙織・福原隆志・川越　誠・加藤和夫（MD）

医療法人恵泉会　せせらぎ病院附属　あさくら診療所　リハ
ビリテーション科
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【目的】
第30回 関東甲信越ブロック理学療法士学会にて胸郭形状

が各体位で変化しない事を報告している．しかし，静的な胸
郭形状と動的な胸郭形状の関係性を報告している研究は少な
く，この関係性を明らかにすることが，背臥位の静的な胸郭
形状から左右重心移動やリーチ動作時の動的な体幹運動が推
測できる手段と考えられる．今回，左右のリーチ動作時の身
体重心移動量が胸郭形状と関係しているか比較，検討した．

【方法】
対象は本研究の主旨を説明し同意の得られた健常成人男性

10名．測定は3次元動作解析システムVICON370を用いた．
DIFF15マーカーセットに加え，左右の第2肋骨，第7肋骨，
肋骨弓下端の計21マーカーを貼付した．計測課題は坐位の胸
郭形状と，リーチ動作時の身体重心移動量，第2肋骨，第7肋
骨，肋骨弓下端の傾斜角を算出し，t検定、Pearsonの積率相
関係数を用いて比較，検討した．有意水準5％未満とした．

【結果】
座位での胸郭形状は第2肋骨挙上側が右3名，左7名．第7肋

骨挙上側は右8名，左2名．第10肋骨挙上側は右7名，左3名で
あった．左右への重心移動量は第2肋骨下制側で有意に多か
った（p＜0.05）．重心移動量が多い方で第7，第10肋骨下制
傾斜角に正の相関関係（r＝0.632～0.780）を認め，第2肋骨
挙上傾斜角には認められなかった．重心移動量が少ない方は
第10肋骨下制傾斜角に正の相関関係（r＝0.705）を認め，第2，
7肋骨挙上傾斜角には認められなかった．

【考察】
第2肋骨下制側で重心移動量が多かった要因として，第2肋

骨下制側では第7肋骨が第10肋骨と同方向に傾斜しており，
第2肋骨挙上側と比較して，胸郭をリーチ側へ側方移動でき，
側方への重心移動を行えたと考えられる．また，第2肋骨挙
上側と比較して，体幹の上部で立ち直りが起きていたこと
で，重心移動量に反映したと考えられる．胸郭形状を評価す
る事で重心移動を予測でき，早期から動作を考慮した治療を
展開できると考えられる．

key words 胸郭形状・重心移動量・リーチ動作

胸郭形状と身体重心移動量の関係性

廣江圭史・平賀　篤・山村俊一

横浜新都市脳神経外科病院 リハビリテーションセンター
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【目的】
本学附属の4病院（以下4病院）では、人工膝関節全置換術

（以下TKA）患者を対象に、VASを用いて疼痛・満足度につ
いて調査している。VASを用いた主観的評価に影響を及ぼ
す因子を明らかにし、TKA患者のQOL向上を図るために、
本研究では評価時期と個人差による影響を検討することを目
的とする。

【方法】
2010年4月～2012年8月の間に4病院でTKAを施行し、術前・

術後3週・術後8週・術後12週の全ての時期で有効なVASの
回答が得られた76名を対象とした。調査項目は膝の疼痛、動
作満足度、生活満足度の3項目とした。各調査項目の比較と
して、各患者および評価時期を要因とした二元配置分散分析
を行い、主効果を認めた場合にはScheffeの多重比較検定を
用いて検討した。両検定の有意水準は5％とした。本研究は
本学倫理委員会の承認を得てヘルシンキ宣言に則り実施し
た。

【結果】
全ての調査項目において評価時期、各患者間共に有意差が

認められた。各評価時期における多重比較検定の結果、膝の
疼痛と動作満足度では、術前とその他全時期、術後3週と術
後12週で有意差を認めた。生活満足度では、術前とその他全
時期で有意差を認めた。

【考察】
VASによる全ての調査項目は、評価時期、各患者間のど

ちらにも影響を受けることが示唆された。評価時期について
は、TKA患者は既に術後3週の時点で、術前に比べ膝の疼痛
の改善と動作・生活の満足度の向上を自覚しており、その後
の術後8週・術後12週の時点においても、術前以上の満足が
得られていることが示された。個人差については、客観的指
標から得られる身体機能・動作能力の要因、患者自身の心的
状態や認知面による要因等を検討する必要性が考えられた。

key words 人工膝関節全置換術・VAS・主観的評価

人工膝関節置換術患者に対するVASを用いた主観
的評価に関する調査
姉崎由佳1）・平野和宏2）・鈴木壽彦3）・五十嵐祐介4）・
田中真希1）・石川明菜4）・樋口謙次1）・中山恭秀4）・ 
安保雅博5）

1）東京慈恵会医科大学附属柏病院　リハビリテーション科　
2）東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　リハビリテーショ
ン科　3）東京慈恵会医科大学附属病院　リハビリテーション
科　4）東京慈恵会医科大学附属第三病院　リハビリテーショ
ン科　5）東京慈恵会医科大学　リハビリテーション医学講座
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【目的】
足関節捻挫では機能的不安定性の残存が問題となることが

ある．本研究では，足関節の機能的不安定性と足関節捻挫の
既往および再発との関係を明らかにし，再発要因の検討を目
的とした．

【方法】
対象は高校男子バスケットボール部員17名34足（平均年齢

16.3±0.7歳，身長175.1±7.7cm，体重66.9±9.4kg，競技歴6.9
±1.5年）とし，足関節捻挫既往有群（18足）と既往無群（16
足），また既往有群を再発群（14足）と再発無群（4足）に群
分けした．足関節捻挫の既往歴をアンケートにて調査し，不
安定性の評価にはKarlsson scoreを用い，合計・下位項目を
各群間で比較した．統計処理にはSPSS statistics ver.17.0を
使用し，群間比較にはMann-WhitneyのU検定を用い，有意
水準を5％とした．対象チームの監督，選手に本研究の目的
及び研究方法を口頭及び書面で説明し，同意を得た．

【結果】
既往有群で85.4±14.11，既往無群で96.8±8.64であり，既

往有群が有意に低い値（p＜0.01）となった．下位項目では
主観的不安定感（既往有群17.8±7.3，既往無群23.8±2.9）に
有意差（p＜0.05）が認められた．再発群と再発無の比較で
は主観的不安定感において再発群が再発無群に比べ低い傾向
にあった（再発群16.4±7.6，再発無群22.5±5.0）．

【考察】
既往の有無に関して，既往有群では既往無群に比べ主観的

不安定感の項目で有意に低値を示し，足関節捻挫後の主観的
不安定感に差が生じることが明らかとなった．また，再発の
有無に関して，再発群では再発無群に比べ主観的不安定感に
おいて有意差を認めないが，低値を示した．今後は，例数を
増やし，主観的不安定感が再発要因となりうるか検討を行
い，主観的不安定感の成因解析のため，機能的変化，環境因
子，心的因子を踏まえ検討したいと考える．

【まとめ】
機能的不安定性に対する理学療法や足関節捻挫の再発予防

のために，主観的不安定感を確認することが重要であること
が示唆された．

key words 機能的足関節不安定性・足関節捻挫・バスケ
ットボール

機能的足関節不安定性評価を用いた高校バスケット
ボール選手における足関節捻挫再発要因の検討

新井法慶・吉田竜敏・西　恒亮

医療法人龍邦会　東前橋整形外科　リハビリテーションセン
ター
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【目的】
本研究の目的は，右肩関節周囲炎と診断され，洗濯物干し

動作時に右肩痛の症状を呈した症例に対し，Myotuning Ap-
proach（以下MTA）を施行し，その治療効果（肩関節屈曲
の関節可動域《以下ROM》，洗濯バサミの留め外し回数，疼
痛の程度）を検証することである．

【対象】
対象者の年代は70歳代，性別は女性であり，診断名は右肩

関節周囲炎である．症例は，平成24年3月頃より洗濯物干し
動作の肩関節屈曲時と下制時に右肩痛の症状を呈していた．
主訴は「右肩が痛く腕が挙がらず洗濯バサミの留め外しがで
きない」であった。本研究の開始にあたり，目的，方法，内
容を口頭にて説明し同意を得た上で実施した

【方法】
本研究は，基礎水準期とMTA期を交互に2回実施し，シン

グルケースABABAB法を用いて実施した．基礎水準期は休
止期間とし理学療法は実施せず，MTA期はMTA動的施行法
を実施した．1回の施行時間は40分とした．測定項目は，肩
関節屈曲時と下制時の疼痛の程度，右肩関節屈曲ROM，1分
間の洗濯バサミの留め外し回数とした．疼痛の測定はNu-
merical Rating Scale（以下NRS）を用いた．原因筋線維は
右三角筋，右上腕二頭筋であった．

【結果】
MTA期では，肩関節屈曲時の疼痛は，第2MTA期2回目治

療後以降消失し，下制時の疼痛は，第3MTA期1回目治療後
以降消失し，肩関節屈曲ROMは30ﾟ～55ﾟ改善した．洗濯バ
サミの留め外し回数は，3回第1MTA期1回目0→14回，2回目
10→15回， 第2MTA期1回 目0→18回，2回 目16→19回， 第
3MTA期1回目17→21回，2回目以降は21回を維持した．

【考察】
MTA期では，疼痛，右肩関節ROM，洗濯バサミ留め外し

回数は即時的かつ顕著に改善するだけでなく，改善と戻りを
繰り返しながら経時的にも改善していった．従ってMTAは，
疼痛に対して即時的かつ顕著な効果を有するだけではなく，
治療回数を重ねることで症状を改善し，日常生活動作，
QOLを向上できる可能性が示唆された．　　　　　　　　

key words MTA・疼痛・改善

肩関節周囲炎に対するMyotuning Approachの効
果検証─洗濯物干し動作に着目して─

間口勝貴

老人保健施設川越ケアセンター　リハビリテーション科
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【目的】
臨床では、運動により大腿直筋の近位部と遠位部で筋硬度

が変化することを経験する。今回は、膝関節屈伸運動が大腿
直筋における近位部と遠位部の筋硬度に与える影響を検討し
た。

【方法】
対象は健常成人20名とし、対象者には事前に研究の趣旨を

説明し、参加の同意を得た。筋硬度の計測は、NEUTONE
筋硬度計TDM-Z1-RB（TRY-ALL社製）を使用し、端座位
にて介入前、寛骨後傾と足関節底屈を伴う膝関節伸展運動
後、寛骨前傾と足関節背屈を伴う膝関節屈曲運動後の3条件
で各5回行った。計測部位は右大腿直筋近位部（大転子より
6cm）と遠位部（膝蓋骨より4cm）とした。解析には平均値
を用い、介入前に対する屈曲運動と伸展運動後の変化率を求
めてその差を比較した。また、近位と遠位の筋硬度バランス
の指標として筋硬度比［近位／遠位］を算出し、介入前・伸
展運動・屈曲運動の3条件で比較した。統計学的分析には、
対応のあるt検定、反復測定分散分析とpost-hocにtukey法を
用いた。

【結果】
大腿直筋における筋硬度の膝関節運動後の変化率は、近位

部では伸展変化率1.19・屈曲変化率0.97であり、伸展変化率
の方が有意に大きかった（p ＜0.001）。遠位部では伸展変化
率0.90・屈曲変化率0.94であり、伸展変化率の方が有意に小
さかった（p＜0.05）。筋硬度比は、介入前0.54±0.16・伸展
運動0.68±0.17・屈曲運動0.56±0.17であり、伸展運動後は安
静時（p＜0.05）と屈曲運動後（p=0.06）よりも筋硬度比が
高かった。

【考察】
結果から、膝関節伸展運動は大腿直筋の近位部の筋硬度を

上昇させ、遠位部の筋硬度を低下させることが分かった。大
腿直筋筋硬度は近位と遠位で分けて評価する必要があると考
える。

【結語】
大腿直筋の近位部と遠位部の筋硬度を測定した。運動する

事により筋硬度が変化する事が確認できた。

key words 筋硬度・大腿直筋・二関節筋

膝関節屈伸運動が大腿直筋における近位部と遠位部
の筋硬度に与える影響

田中健夫1）・根本伸洋1）・江戸優裕2）

1）IMSグループ　新葛飾病院　 
2）文京学院大学 保健医療技術学部 理学療法学科 
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【はじめに】
今回，右鵞足炎の走り幅跳び選手を担当した．右下肢での

踏切時に右鵞足部痛を呈し，疼痛と右片脚ジャンプ接地のマ
ルアライメントとの関連が考えられた．そこで片脚ジャンプ
接地のアライメント修正を目的に理学療法を施行し，良好な
結果が得られたので報告する．なお，症例には発表の趣旨を
説明した上，同意を得た．

【症例紹介】
14歳，女性．陸上選手（走り幅跳び・100m走）．走り幅跳

び右踏切時に右鵞足部痛が出現し，鵞足炎と診断．1ヶ月の
安静の後，理学療法開始．

【理学療法評価】
炎症所見なし．膝関節他動伸展最終域・膝関節屈曲等尺運

動・両脚及び右片脚ジャンプ接地時に右鵞足部痛出現．右片
脚ジャンプ接地はknee-in & toe-out（以下：KITO）及び体
幹右側屈を呈し，接地肢位で姿勢保持困難．踵挙上位の右片
脚ジャンプ接地はマルアライメント増悪．MMTは右股関節
外転3，屈曲4．

【治療プログラム】
週1回にて実施．初回～6回目：股関節外転筋力強化，膝関

節・足部中間位で両脚・片脚スクワット・ジャンプ接地練習．
7～10回目：踵挙上位で片脚スクワット・ジャンプ接地練習
追加．

【経過】
治療開始から6回目で，片脚ジャンプ接地は中間位にて姿

勢保持可能となり，踏切時の疼痛頻度軽減．10回目で，踵挙
上位の片脚ジャンプ接地においても中間位にて姿勢保持可能
となり，踏切時の疼痛消失．

【考察】
本症例の疼痛の原因は，片脚ジャンプ接地でのKITO，体

幹右側屈による鵞足部への牽引ストレスと考えた．結果，片
脚ジャンプ接地のアライメントが改善し，疼痛も軽減した．
また，踏切後半は踵挙上位であり，踵拳上位での片脚ジャン
プ接地は，足底全面接地に比べマルアライメントが増悪して
いたため，踵拳上位でのアライメント修正はより効果的な治
療であったと考える．以上より，走り幅跳び踏切時の障害に
おいて，踏切時の動的アライメントに着目するとともに，足
部の条件を考慮することが重要であると示唆された．

key words 陸上競技・鵞足炎・動的アライメント

走り幅跳びの踏切時に鵞足部痛を訴えた一例 
～動的アライメントに着目して～

吉田竜敏・新井法慶・西　恒亮

東前橋整形外科　リハビリテーションセンター
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【はじめに】
骨折などを契機とした腓骨神経麻痺により、前脛骨筋の随

意運動が不十分となる症例はよく経験するところである。し
かし腱断裂例を除くと長母趾伸筋の単独麻痺というのは臨床
的に稀であり、報告もほとんど見られない。今回、右脛骨骨
折を受傷し、長母趾伸筋の単独麻痺を合併した症例を担当し
た。自宅退院後も外来リハビリテーションを継続し、骨折に
対するリハビリテーションは順調であったが、長母趾伸筋の
MMTは依然として0のままであった。

【症例紹介】
50代男性。既往歴なし。サーフィン中に受傷。救急車にて

当院救急外来へ来院。右脛骨骨折の診断にて入院。4日後観
血的骨接合術施行。

【経過】
手術後、松葉杖歩行を獲得し自宅退院。外来リハビリテー

ション継続となる。2ヶ月程度でfree handでの歩行を獲得
し、職場にも復帰した。本来であれば外来リハビリテーショ
ン終了を検討する時期ではあるが長母趾伸筋麻痺の改善が見
られず、主治医よりリハビリテーション継続指示が出てい
た。受傷後9ヶ月経過した後、わずかながら長母趾伸筋の収
縮が触知できるようになってきた。その後徐々に筋力回復
し、MMT2となってから自主トレーニングに切り替えてリ
ハビリテーション終了となった。

【まとめ】
今回、原因は不明であるが、骨折を契機とした長母趾伸筋

の単独麻痺という極めて稀な症例を担当した。今回の症例は
収縮が生じるようになるために約9ヶ月を要しているため、
収縮のない段階では関節可動域の維持や他動運動による廃用
予防。また収縮が生じてきた段階での自動介助運動や分離運
動といったリハビリテーション継続の必要性が示唆された症
例であった。今回の学会発表に関し、患者本人に口頭により
了承を得た。

key words 長母趾伸筋麻痺・廃用予防・長期間

長母趾伸筋単独麻痺の回復に長期間を要した症例

岡元祐樹・渡邊宏樹

医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院
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【目的】
人工膝関節置換術後1年を経過してもなお，階段昇降の困

難さを訴える症例が少なからず存在する．そのような症例の
特徴を術前から把握しておくことは，理学療法のゴールを設
定するうえで有用であると考えられる．そこで今回，術後1
年における階段昇降能力について，術前予測因子を用いて階
段昇降能力を判定するためのノモグラムを開発した．

【方法】
対象は当院で人工膝関節置換術を受けた者とし，重篤な併

存症および術後合併症，膝関節以外の骨関節の手術既往，認
知障害を有する者は除外した．術後1年のWestern Ontario 
and McMaster University Osteoarthritis Index （WOMAC）
の階段昇降項目を用いて，困難なしまたは困難ありの2群に
分けた後，患者背景因子，術前の疼痛，膝関節可動域，膝伸
展筋力，WOMACスコアを予測変数としたロジスティック
回帰分析を行った．さらに，抽出された因子による予測モデ
ルのノモグラムの判定精度を評価した．対象者には研究の主
旨を説明し，同意を得た．

【結果】
基準を満たした172名（男性29名，女性143名），平均年齢（標

準偏差）72.2（7.4）歳，BMI 26.4（3.7）kg/m2が解析対象となっ
た．昇段，降段それぞれにおいて，年齢，BMI，膝関節屈曲
可動域，膝伸展筋力，WOMAC身体機能スコアが抽出された．
開発したノモグラムによるReceiver Operating Characteris-
tic曲線の曲線下面積は，昇段0.76，降段0.73，的中率は昇段
73.3％，降段69.4％であった．

【考察】
ノモグラムは，臨床的に簡便に予後を予測するためのツー

ルである．本研究で開発したノモグラムを用いることによ
り，人工膝関節置換術後1年における階段昇降の困難さにつ
いて，中等度の精度をもって術前に把握することが可能とな
る．今後，このノモグラムの外的妥当性を明らかにする必要
があろう．

key words 人工膝関節置換術・階段昇降・ノモグラム

術前予測因子を用いた人工膝関節置換術後1年にお
ける階段昇降能力判定のためのノモグラムの開発

美崎定也1）・古谷英孝1）・廣幡健二1）・田中友也1）・ 
山口英典1）・大島理絵1）・杉本和隆2）

1）苑田会人工関節センター病院　リハビリテーション科 
2）苑田会人工関節センター病院　整形外科
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【目的】
妊娠中の女性は身体に非常に大きな変化がみられる．その

結果，妊娠中及び出産後の腰痛や骨盤痛など，妊娠から出産
を通して様々な問題が報告されている．理学療法士が妊産婦
に関わる上で，妊娠経過に伴う姿勢変化を理解し対応するこ
とが大切と考えられるが，妊産婦を対象とした姿勢分析につ
いての報告は少ない．本研究の目的は，妊産婦の姿勢，特に
矢状面における骨盤傾斜角度について経時的に測定を行い，
変化について検討した．

【方法】
対象は，過去3か月において特記すべき既往のない健常妊

婦1名（年齢：27歳，身長：160.0cm，非妊娠時体重：49.0kg）
とした．測定時期は，妊娠20週，24週，29週および32週の計4
回とした．測定姿位は自然立位とし，側面からカメラ（HDR-
SR11，SONY社製）を用い，右側面から矢状面で静止画を撮
影した．マーカーは耳垂，上前腸骨棘，上後腸骨棘とした．
計測には画像処理ソフト（Image-J，米国国立衛生研究所）
を用い，骨盤の傾斜角度を算出し，経時的に姿勢の変化を検
討した．

【倫理的配慮，説明と同意】
対象者に対し，個人情報の守秘義務ならびに研究の趣旨に

ついて十分に説明し，書面にて同意を得た．
【結果】

骨盤の傾斜角度は，10.3度（妊娠20週），11.6度（24週），13.7
度（29週），20.3度（32週）であった．また画像上の姿勢から，
妊娠経過に伴い，胸椎後弯，腰椎前弯の増加を確認した．

【考察】
今回の結果から，経過に伴い骨盤の傾斜角度並びに姿勢が

変化することが確認された．妊産婦の姿勢変化にはバリエー
ションがあるとされ，また，姿勢変化に対する方略も個人差
があると考えられる．経過に伴う姿勢変化に合わせ，理学療
法士が評価し適切なアドバイスを行うことで，腰痛をはじめ
とした妊娠に伴う症状に対し，より適切なアプローチを実施
することが可能と思われる．

key words 妊産婦・姿勢変化・骨盤傾斜

妊娠経過に伴う姿勢変化　矢状面における骨盤傾斜
角度に着目して

福原隆志・佐々木沙織・堤　友加・川越　誠・ 
加藤和夫（MD）

医療法人　恵泉会　せせらぎ病院附属　あさくら診療所　リ
ハビリテーション科
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【はじめに】
胸椎の可動性と下肢タイトネスとの関連の調査より、SLR

と胸椎伸展角度は正の相関があると意見がある。投球障害患
者の僧帽筋下部線維の筋力低下は特徴的な所見の一つであ
り、胸椎後彎を伴う不良姿勢により肩甲胸郭関節が外転・下
方回旋し僧帽筋中部・下部線維の筋力低下を呈する症例を経
験する。今回SLRと肩甲胸郭関節機能に着目し、当院を受診
した投球障害患者のメディカルチェックデータからSLRと肩
甲胸郭関節機能を統計学的に検証したので報告する。

【対象と方法】
当院を受診した投球障害患者257名（平均年齢14.3±5.4歳）

のメディカルチェックデータから、SLR角度とハンドヘルド
ダイナモメーターでの僧帽筋中部・下部線維の筋力測定値を
抽出した。SLR角度は原が提唱するSLR70ﾟ・日本整形外科
学会腰痛スコアの正常値70ﾟ以上を参考に70ﾟ以上をSLR良好
群、70ﾟ未満をSLR不良群とした。両群の検定には対応のな
いt検定を用い、有意水準を5％未満としSLR角度高値のほう
が僧帽筋の筋力測定値が高くなるかを検証した。またこの研
究はヘルシンキ宣言に沿って行い、得られたデータは匿名化
し個人情報が特定できないよう配慮した。

【結果】
統計学的分析の結果、僧帽筋中部線維（SLR良好群平均

7.98±3.13kgf、SLR不良群平均7.21±2.74kgf、p＝0.01）僧帽
筋下部線維（SLR良好群平均6.98±2.91kgf、SLR不良群平均
6.31±2.55kgf、p＝0.02）であり、SLR良好・不良群間の僧帽
筋筋力に有意差を認めた。（p＜0.05）

【考察】
本研究の結果から、SLR高値のほうが僧帽筋機能が高いこ

とが示唆された。これはハムストリングスの伸張性が高く、
骨盤前傾可動性が高いことにより、浅前線が緩み、胸椎の伸
展可動性向上に伴う姿勢不良での肩甲胸郭関節機能低下が生
じ辛いと考えた。これは投球障害患者だけでなく肩関節疾患
にも応用できる可能性もあるのではないかと考える。今後も
下肢機能から上肢機能への影響を調査していきたい。

key words SLR・肩甲胸郭関節・僧帽筋

投球障害患者における下肢タイトネスと肩甲胸郭関
節機能の関連性～SLRに着目して～

鈴木　伸1）・広瀬秀史2）・田村耕一郎1）

1）広瀬医院　リハビリテーション部 
2）広瀬医院整形外科
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【目的】
大腿骨近位部骨折患者の転倒状況は受傷時の身体機能を反

映しており、さらに退院時の機能予後予測に利用できると考
えた。そこで本研究では転倒状況を調査し、退院時動作能力
との関連をみることで、予後予測の指標となりうるかを検討
した。

【方法】
大腿骨近位部骨折で手術を行い、受傷前Barthel Indexが

85点以上であった27名（頸部24名、転子部3名、女性20名、
平均80.2±6.6歳）を対象とした。方法は、転倒した要因と動
作について問診より調査し、要因あるいは動作別に退院時の
Berg Balance Scale（BBS）を比較した。要因は、加齢や各
種疾患に由来する内的要因、段差など環境に由来する外的要
因、第三者行為による不可抗力の3項目に分類した。動作は、
歩行時、立ち上がり時、自転車走行時の3項目に分類した。
統計は、一元配置分散分析及びBonferroniの多重比較法を用
い有意水準は5％未満とした。なお、本研究は当学の倫理委
員会の承認を受け、ヘルシンキ宣言に則り行った。

【結果】
要因別のBBSは、内的要因26.5±12.5点（6名）、外的要因

41.3±11.3点（16名）、不可抗力49.4±1.3点（5名）であり、
内的要因のみ低かった（p＜0.01）。動作は、歩行時32.6±
13.9点（14名）、立ち上がり時34.3±13.6点（6名）、自転車走
行時47.6±7.8点（7名）であり、自転車走行時のみ高かった（p
＜0.05）。

【考察】
転倒状況の違いにより退院時の身体機能に差が生じたこと

から、転倒状況が機能予後の予測指標となる可能性が示唆さ
れた。これまで、機能予後には年齢や認知機能、受傷前動作
能力が関わることが報告されている。受傷前動作能力は問診
により把握するが、基本動作能力に留まり詳細は推測しきれ
ない。本研究の方法では、内的要因や外的要因は複雑に絡み
合っており明確に分けることができないなど、転倒状況の調
査項目や分類に検討の余地はあるものの、転倒調査が受傷前
バランス能力を把握するための一助となる可能性があること
が示唆された。

key words 大腿骨近位部骨折・転倒状況・予後予測

大腿骨近位部骨折患者における転倒状況と予後予測

川幡麻美1）・吉田啓晃1）・石川明菜1）・相羽　宏2）・ 
中山恭秀1）

1）東京慈恵会医科大学附属第三病院　リハビリテーション科 
2）東京慈恵会医科大学附属病院　リハビリテーション科
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【目的】
前回の報告で歩行獲得因子として挙げられた年齢、開始時

移動機能（FIM）、精神科疾患名の項目について症例数を増
やし、再検定を行ない、新たな知見を得ることが出来たので
ここに報告する。

【倫理的配慮】
本研究は当院倫理委員会の承認を受けている。

【方法】
対象は2007年1月から2012年10月に当院リハビリテーショ

ン（以下、リハビリ）を施行し、大腿骨頸部骨折を受傷した
精神科疾患を合併する症例83例（男20例、女63例）、平均年
齢71.3歳±12.4歳であった。評価項目は年齢、開始時移動機
能（FIM）、精神疾患名（4分類）の3項目である。また、精
神疾患名の解析はダミー変数を用いた。分析手法は終了時移
動機能を従属変数とする重回帰分析で、変数減数法はステッ
プワイズ法を使用し、有意水準を5％とした。

【結果】
今回の検定により導き出された予測式はy＝0.729×開始時

移動機能＋4.274となり、R2＝0.367であった。年齢、精神科
診断名については予測式に組み込まれなかった。また、開始
時FIM合計得点は平均63.03点、終了時FIM合計得点は平均
78.78点となった。

【考察】
予測式において、0.729×開始時移動機能に定数項4.274を

加えた一次式にて、終了時のFIM移動手段得点が算出でき
る。予測式によると、開始時移動機能がFIM3以上を有する
場合、終了時にはFIM6以上の機能を獲得できるということ
になる。この式の係数0.729及び定数4.274からも分かるよう
に訓練効果は非常に高く、当院においては、FIM合計得点が
平均で15.75点向上しており精神疾患患者に対するリハビリ
の効果も十分に得られることが分かった。今回の研究結果に
より導き出された予測式を活用する事で訓練目標が明確とな
ると考えられ、大腿骨頸部骨折患者が増加している現代社会
において重要な指標となる可能性がある。

key words 精神科疾患・大腿骨頸部骨折・予後影響因子

精神科疾患患者における大腿骨頸部骨折後の予後影
響因子　～第二報～

山中裕司1）・仙波浩幸1,2）・長尾巴也3）・上薗紗映1）・
林　光俊4）・平川淳一5）

1）医療法人社団　光生会　平川病院　リハビリテーション科 
2）豊橋創造大学　保健医療学部 
3）平川病院　作業療法士 
4）杏林大学　整形外科 
5）平川病院　医師
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【目的】
大腿骨近位部骨折術後患者を対象とした患肢荷重能力と歩

行との関連についての報告がなされているが、その際の荷重
能力の評価方法は様々である。本研究の目的は患肢荷重能力
評価時の上肢支持の有無と退院時の歩行自立度との関連につ
いて検討することである。

【方法】
対象は2011年6月～2013年4月に大腿骨近位部骨折により当

院に入院し手術を施行した者で、入院前より屋外歩行が自立
していた21例（男性6例、女性15例、平均年齢78±10歳）で
ある。調査項目は起立開始時（術後2～7日）の患肢荷重能力
および退院時歩行自立度である。患肢荷重能力は、患肢への
荷重の可、不可を上肢支持あり、なしの2群に分類した。歩
行能力は日常生活自立度により屋外歩行自立群（J群）、介助
群（A群）の2群に分類した。統計学的解析は上肢支持有無
のそれぞれにおいてカイ二乗検定を用い、有意水準は5％と
した。なお本研究は当学の倫理委員会の承認を受けて行っ
た。

【結果】
上肢支持ありでは荷重可13例不可8例、支持なしでは荷重

可4例不可17例であった。また退院時歩行自立度はJ群10例、
A群11例であった。カイ二乗検定の結果、上肢支持ありでは
術後早期の患肢荷重能力と退院時の屋外歩行能力に有意な関
連を認め、J群において荷重可能群が多く、連関係数はφ＝
0.552であった。上肢支持なしでは有意な関連は認めなかっ
た。

【考察】
上肢支持を許可した患肢荷重は杖などの補助具を使用した

歩行に近い状況下での、最大限の患肢荷重能力を反映してい
ると考えられる。今回、歩行評価は自立度で判定しており、
補助具の使用は許可しているため、上肢支持ありにおいて退
院時歩行自立度と有意な関連を示したと考察した。また、本
結果から、術後早期における退院時歩行自立度の予測として
の患肢荷重能力評価には上肢で支持した評価方法の方がより
適していると考えられた。

key words 大腿骨近位部骨折・患肢荷重能力・退院時歩
行自立度

大腿骨近位部骨折術後患者における上肢支持の有無
による患肢荷重能力と退院時歩行自立度との関連に
ついて

石川明菜・吉田啓晃・川幡麻美・中山恭秀

東京慈恵会医科大学附属第三病院　リハビリテーション科
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【はじめに】
パーキンソン症候（PD）の理学療法において，視聴覚な

どの外在性刺激を利用した運動療法の有効性などが報告され
ている．今回，PDを呈した脊椎固定術後症例を経験した．
活動量の低下により積極的な運動療法の介入が困難であった
が，禁忌動作を考慮して肩甲帯を中心にアプローチしたとこ
ろ，移乗・歩行能力の改善が得られたので，若干の考察を加
えて報告する．

【症例紹介】
症例は76歳の女性で，脊椎後彎症のために歩行困難を呈

し，胸腰椎矯正固定術1ヶ月後に当院に入院した．PDに対し
てはL-dopaが処方されており，入院時のADLは起居移乗動
作，移動（車椅子）の全てにおいて中等度介助を要していた．
Hoehn&Yahrの重症度分類4で，姿勢反射障害（小刻み歩行，
両側上肢の静止時振戦）を呈し，座位・立位姿勢は頭部前方
位・胸椎屈曲位，頸部右側屈位・右回旋位で重心も右偏倚し
ていた．なお，症例には口頭により説明し，同意を得た．

【治療アプローチ】
アプローチは禁忌動作（過度な胸腰椎の屈曲・伸展・回旋）

に留意しながら下肢・体幹の関節可動域練習，筋力トレーニ
ングに加えて，胸椎・肩甲帯のmobilizationを中心に，4単位
/日，20日間実施した．退院時身体機能は10m歩行13.4秒（入
院時歩行困難），Timed UP and GO test15.9秒，FBS41点（入
院時10点）であり，方向転換，移乗時の小刻み歩行は認めら
れなくなり，後進歩行も可能となった．

【考察】
本症例では，胸椎・肩甲帯の可動性改善に伴い上部体幹の

重心コントロールの随意性が向上したと思われる．そして，
歩行に先行し重心を偏倚させることで床反力を外在性刺激と
して利用することができ，歩行機能が高まったと考えられ
る．本症例より，PDのような神経変性疾患に対して力学的
な視点を加えたアプローチも理学療法の一手段となりうると
考えられた．

key words パーキンソン病・歩行機能・肩甲帯

パーキンソン症候を呈した胸腰椎矯正固定術後患者
の移動能力に対する肩甲帯へのアプローチについて

諸澄孝宜1）・平沢津隼人1）・中村　学1）・末永達也1）・
伊藤貴史2）

1）苑田会　竹の塚脳神経リハビリテーション病院 
2）苑田第三病院
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【はじめに】
臨床場面では，中枢神経疾患患者において，杖に力学的な

支持性を強く求めてしまうことで逆に立位保持を困難にして
いることを経験する．中枢神経疾患患者は，固有感覚情報を
基盤に姿勢運動制御を行うことが困難になることが多く，杖
からの反力情報を姿勢制御に活用できないためと推測され
た．そこで，今回は杖の使い方が立位バランスに及ぼす影響
について，一症例を対象としたシングルケースデザインにて
検証したので報告する．

【対象】
対象はC3～Th1の椎弓形成術を施行された70歳代男性．感

覚は表在・深部共に鈍麻．院内は杖歩行にて自立．しかし，
独歩は姿勢動揺を制御できず立位保持・歩行は困難であった．
ヘルシンキ宣言に基づき，事前に研究内容を説明し同意を得
た．

【方法】
介入デザインはABA’型デザインを使用し，A期はベース

ライン期，B期は介入期，A’期はフォロー期とした．すべて
の期で通常の運動療法を40分施行した後，杖を使用した状態
で重心動揺計を用いた共通のバランス練習を20分施行した．
B期は杖の床への接触を100g以下（ライトタッチ：以下LT）
になるようモニタリングした．A期・A’期は任意の力にて
接触してもらった．介入後に，重心動揺計にてIndex of Pos-
tural Stability（以下IPS）を評価した．効果判定はCelera-
tion line（以下CL）を引き，平均値と傾きを算出した．

【結果】
A期の平均値は0.39，回帰直線の傾きは0.008であった．B

期はそれぞれ0.66，0.049であった．A’期はそれぞれ0.71，
0.021であった．CLはA期に対してB期の値は全て大きかっ
た．又，B期に対してA’期の値は全て小さかった．

【考察】
症例にとって、LTでの訓練は立位バランスを向上させる

要因になったと考える。それは、杖での探索的な動きによっ
て、反力情報が入力されやすくなったためと考える。また、
杖が参照点としての役割になったことで、足底からの固有感
覚情報が入力されやすくなり、姿勢制御に貢献したと考え
る。

key words 杖・立位バランス・LT

杖の使い方の違いが立位バランスに与える影響につ
いて

金子大介・伊藤克浩

山梨リハビリテーション病院　理学療法課
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【目的】
アテトーゼ型脳性麻痺に合併する頚髄症は，術後安静や局

所の固定保持が困難かつ痛みのため術後リハに時間を要すと
される．今回，当院での症例の経過を調査した．考察を加え
報告する．
 【方法】

対象はアテトーゼ型脳性麻痺の頚髄症術後症例8例11件と
した．カルテより外固定（ハローベスト4件，フィラデルフ
ィアカラー4件，ポリネックカラー3件）期間，入院期間，術
前の移動能力を獲得した期間，理学療法開始時・退院時の疼
痛（VAS），Barthel Index，JOAスコアを調査した．統計は，
t検定および一元配置分散分析を用い，有意水準は5％とした．
尚，本研究は当院の倫理委員会の承認を得て行った．

【結果】
外固定期間は平均6.8±2.7週，入院期間14.8±7.7週，術前

の移動能力を再獲得した期間7.8±7.0週であった．VAS値は
開始時6.9±3.9cm，退院時0.7±1.6cmと有意に軽減した．
Barthel Indexは開始時41.4±24.3点，移動能力再獲得時64.1
±22.5点，退院時75.0±27.4点と有意に改善した．ハローベ
スト固定中は全4件が動作・ADLに介助を要し，そのうち2
件は除去直後に術前の移動能力に回復していた． JOAスコ
アは開始時7.9±2.6点，移動能力再獲得時9.6±1.7点，退院時
10.5±2.0点であり，開始時と退院時で有意に改善し，項目別
では手指巧緻運動のみ有意差を認めた．
 【考察】

移動能力は外固定除去後に再獲得しており，頚部の固定が
移動能力獲得の阻害因子となっていることが考えられた．特
にハローベスト症例ではその影響が大きいことが伺えた．ま
た，手指巧緻運動は改善が得られにくいとされるが，今回の
調査では，手指巧緻運動，JOAスコア共有意な改善を示した．
これは，入院期間中緩やかな改善が続いていたと考えられ，
移動獲得後も入院を継続する1要因となっている可能性が考
えられた．

key words アテトーゼ型脳性麻痺・頚髄症・JOAスコア

アテトーゼ型脳性麻痺に合併した頚髄症術後症例の
入院経過

石津克人・中山裕子・野嶋素子・保地真紀子・ 
細野敦子

新潟中央病院　リハビリテーション部
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【はじめに】
下肢痙縮疾患に対するボツリヌス療法（以下BTX）施行

により、注射部位の疼痛軽減や痙性抑制から歩行能力の改善
が報告されている。しかし、BTX施行による痙性抑制効果
がどのように歩行能力改善に作用しているかについては十分
な検討がなされていない。そこで本研究は、BTX施行によ
る効果がどのように歩行能力改善に影響を及ぼしているのか
を検討することを目的とした。

【対象・方法】
対象は、当院にて下肢痙縮筋に対しBTX施行された患者

のうち、BTX施行後1週目に歩行動作能力が向上した4名（男
性3名、女性1名、年齢：66.5±10.7歳）とした。 BTX施行前、
施行後1週目に関節可動域（ROM）、筋緊張検査（MAS）、
歩行検査（10m歩行検査・二次元動作解析）を実施した。動
作解析方法は、被験者の肩峰、大転子、膝関節の外側関節裂
隙、外果、第5中足骨頭にマーカを貼付し、矢状面からの動
画撮影を行った。各歩行周期（IC、MS、Tst、Isw）の各フ
レームに対しImageJを使用し、矢状面での股関節、膝関節、
足関節角度測定とストライド長計測を行った。そして施行前
から施行後1週目までの各評価結果の変化の検討を行った。
尚、対象症例及び家族に対し、本研究の趣旨を説明し同意を
得た上で研究を実施した。

【結果・考察】
BTX施行前と施行後1週目のROM、MASの比較では全て

の患者において改善がみられた。10m歩行検査においては歩
行時間で平均1.6秒の短縮、歩数で平均1.0歩の減少がみられ
た。4名中3名で両側のストライド長改善がみられ、Tstでの
股関節・膝関節伸展角度、足関節背屈角度の向上がみられた。
1名で麻痺側下肢ストライド長改善がみられ、Iswにおいて
のクリアランス（足関節背屈角度）の向上がみられた。これ
らの結果から、歩行動作のphaseは異なるものの、BTX施行
による足関節背屈角度の向上が、ストライド長の改善により
歩行時間の短縮・歩数の減少が得られている事が示唆された。

key words 慢性期脳卒中患者・ボツリヌス療法・二次元
動作解析（画像処理・解析ソフトImage-J）

ボツリヌス療法施行後患者の歩行動作変化に関する
報告

成尾　豊・新岡大和・上野貴大・山口大輔・若井陽香

さいたま記念病院　リハビリテーションセンター
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【目的】
患者は入院により臥床肢位を強いられ、それにより起こる

背臥位での呼吸形態の変化が離床後の姿勢や動作に影響を与
える事を多く経験する。本研究では、背臥位で3条件の呼吸
形態を行い、その後の端座位姿勢にどのような影響を与える
か、頸部、体幹、骨盤の角度を測定し、比較、検討した。

【方法】
対象は研究趣旨を説明し同意を得た健常成人男性10名とし

た。呼吸課題は、背臥位で安静呼吸を5回行わせた後に最大
努力呼吸を3回行わせた。計測は呼吸課題の前後に端座位姿
勢を矢状面からデジタルカメラで撮影した。この計測を（条
件1）無条件、（条件2）剣状突起部にテーピング、（条件3）
肋骨弓より2横指下にテーピングの3条件で行った。なお、テ
ーピングは最大呼気時に行った。身体指標として耳孔、肩峰、
ASIS、PSIS、大転子にマーカーを貼付し、端座位時の頸部
屈伸、体幹屈伸、骨盤前後傾の角度を計測した。各条件で呼
吸課題の前後の角度を画像解析ソフトImageJを使用して計
測、比較した。

【結果】
条件1の頸部伸展と骨盤前傾（r=0.55）、条件2の体幹伸展

と骨盤後傾（r=0.58）に傾向性が認められたものの、対応は
人それぞれで異なった。条件3の体幹と骨盤に相関（r=0.67、
p＜0.05）が認められ、体幹伸展と骨盤後傾で対応する者が
多かった。

【考察】
条件3で吸気時の下部肋骨の左右方向への動きが制限され

ると、胸腔内容量を増加させる為に強制吸息筋を過剰に使用
し、肋骨の垂直方向の動きが過度に起こり、端座位時に上部
体幹の垂直方向の対応が促されたと考える。条件2では吸気
時に肋骨の前後方向の動きが制限され、強制吸息筋を過剰に
使用するものの、上部肋骨の垂直方向や下部肋骨の左右方向
など、人それぞれで異なった対応をした結果だと考える。今
回の結果から、背臥位で呼吸形態を変化させる事はその後の
端座位姿勢に影響を与える事が示唆された。臥床期からの呼
吸形態への介入が離床後の治療展開の一助になると考える。

key words 背臥位・呼吸形態・強制吸息筋

背臥位での呼吸形態の違いが端座位姿勢に与える影
響について

中西琢磨・廣江圭史・平賀　篤・大平功路・山村俊一

横浜新都市脳神経外科病院
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【目的】
脳卒中再発予防のための運動指導の在り方を検討するため

に、在宅脳卒中患者における運動習慣の状況や関連する要因
を調査し、理学療法士（以下、PT）からの運動指導の影響
について検討した。

【方法】
［対象］ A病院をADL自立にて自宅退院した在宅脳卒中患

者98名（回収率：46.0％）
［方法］ 自記式質問紙調査（郵送法）
［調査項目］ 基本属性、運動習慣・生活習慣や疾病管理の

状況、PTからの運動指導の内容や方法、運動の有益感・不
利益感、運動セルフ・エフィカシー（以下、運動SE）
［処理］国民健康・栄養調査の運動習慣を参考に「1日20分、

週に2回、6か月」を基準に運動習慣ありなしの2群に分けた。
また、PTからの運動指導については、口頭説明、資料、実
践の各方法を「単一で行われた指導」と、「実践と組み合わ
せて行われた指導」に分けた。
［倫理面への配慮］ A病院の倫理委員会の承認を得て実施。

調査協力依頼と説明書を同封し、調査票（無記名）の返送を
もって同意を得た。

【結果】
1）運動習慣の有無と関連する項目：2変量解析の結果、生

活習慣と疾病管理の下位尺度において、運動習慣ありの点数
が有意に高く、運動の有益感、運動SEも有意に高かった。
PTからの運動指導では、運動習慣ありで「実践を組み合わ
せた指導」を受けた割合が有意に高かった（いずれも、p＜
.01）。

2）運動習慣の有無に影響する要因：基本属性その他計8項
目でロジスティック回帰分析を行った結果、「組み合わせ指
導 」（Odds比；4.4倍，13.5倍 ） と 運 動SE（Odds比；1.2倍，
1.2倍）の影響が有意に高かった（p＜.05）。

【考察】
本研究の結果より、脳卒中の再発予防を踏まえた運動指導

においては、知識と実践を交え、患者の理解や効果の実感を
促せるように指導の内容や質を工夫することで運動習慣を促
していく可能性があると考えられる。また、PTは指導の影
響力を考慮し、運動を実施することへの自信を高めていくこ
とが望まれる。

key words 在宅脳卒中患者・運動習慣・再発予防

ADLが自立した在宅脳卒中患者の運動習慣に影響
する要因　～理学療法士の運動指導の効果について
の検討～

岡崎可奈子

七沢リハビリテーション病院脳血管センター　

 P-085 



－111－

【背景と目的】
筋萎縮性側索硬化症（ALS）における疼痛の発生率は

40~64％と報告があり、終末期ALSケアの問題とされている。
先行文献によるとALSの疼痛は不動によるものと、痙性や線
維束性攣縮による筋痙攣の関係性の二つが考えられている。
我々は痙性や線維束性攣縮の発生を神経変性における筋の症
状と捉え、今回は人工呼吸器装着後の終末期における疼痛発
生率及び、疼痛と筋力の関係を検証した。

【方法】
人工呼吸器装着中のALS患者の筋力の測定と、疼痛の発生

の有無・部位を口頭質問にて調査した。疼痛の規定は、しび
れや焼かれる様な痛み等の異常知覚も含むが、気にならない
もしくは、我慢できる弱い鈍いしびれの類は“なし”扱いと
した。尚、研究については対象者に説明し同意を得ている。

【結果】
ALS患者13例（年齢66.38±9.6歳、男性8名女性5名）。ALS-

FRS-Rは8.54±3.67点、発症から73.92±53.4カ月、気管切開・
人工呼吸器装着から38.46±41.37カ月であった。疼痛の発症
率は現在あり53.8％、現在も過去も疼痛なし30.77％、現在は
疼痛なしであるが過去にはありは15.38％だった。現在疼痛
がある患者の85.7％において疼痛周囲筋力がMMT1以上残さ
れている。又、疼痛周囲の筋力がMMT0であった1名は狭心
症を患っておりその関連痛の恐れがあった。疼痛周囲が
MMT1のケースでは、疼痛周囲以外の四肢筋は手指を残し
全てMMT0という者もみられた。

【考察】
我々が検討した症例では85.7％のケースに疼痛周囲部の筋

力が残されており、疼痛周囲以外の四肢筋は手指を残し全て
MMT0という者もみられた。ALSの疼痛に関連する痙性や
線維束性攣縮は言い換えれば上位・下位運動ニューロン障害
が現在進行していることと考え、我々はその時期には筋力は
少なからず残されていると推察している。疼痛管理は筋力の
残る進行期に管理が必要である。

key words 筋萎縮性側索硬化症・ALS・筋力

終末期におけるALSの疼痛

芝崎伸彦・宮川　恵

狭山神経内科病院　リハビリテーション科
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【目的】
地理的障害は病巣や症候の特性から街並失認、道順障害に

分類される。多くは身体機能障害、記憶障害を伴わないが生
活上の移動能力に障害を生じるため理学療法においても無視
できない症状である。しかし、移動能力の経過や予後につい
て不明な点が多い。今回、街並失認例と道順障害例を経験し
た。臨床所見の特徴から移動能力の予後について比較検討し
若干の示唆を得たので報告する。

【説明と同意】
本報告にあたり趣旨を説明し書面で同意を得た。

【症例】
症例1：50代男性右利き、低酸素脳症。MRI上異常所見なし。

意識清明、MMSE26/30、軽度の失語・注意障害あり。標準
高次視知覚検査（VPTA）にて物体・画像認知で誤反応を呈
し視覚性失認を認めた。街並の同定不可。自宅周辺の建物の
位置・道順の想起可、自宅見取り図の描画可。院内移動に助
言を要した。道順を記述した言語メモの使用不可。6週後に
院内移動が助言なしで可となるもさらに拡大した範囲の移動
不可。症例2：60代男性右利き、脳梗塞。MRIで右後頭葉内
側～脳梁膨大部に病巣所見。意識清明、MMSE20/30、左同
名性半盲、注意障害あり。VPTAにて地誌的見当識誤反応。
街並の同定可。自宅周辺の建物の位置・道順想起不可。自宅
見取り図の描画不正確。院内移動に助言を要すも言語メモの
使用により助言なしで可となり、2週後にメモなしで可とな
った。

【考察】
症例1は診断名と臨床所見から両側後頭葉病変と推定され、

本症の地理的障害は視覚性失認を伴う街並失認と考えられ
た。症例2は病巣・臨床所見より道順障害と考えられた。院
内移動自立までの期間や代償手段に症例間で差異を認めた。
道順障害の特徴は言語メモが代償手段になることであり症例
2においても有効であった。一方症例1は言語メモに記された
目印となる場所の同定が困難であった。移動空間を拡大した
際には街並失認例において代償手段の活用が難しく移動能力
の予後にさらに影響すると推察される。

key words 街並失認・道順障害・移動能力

地理的障害例の移動能力の予後について～街並失認
と道順障害の比較～

小針友義・村山尊司

千葉県千葉リハビリテーションセンター　成人理学療法科
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【目的】
脳卒中片麻痺者（以下、片麻痺者）にとってトイレ内での

下衣の着脱動作は、自立が困難な動作の一つである。その原
因の一つに、立位姿勢を安定させながら身体後方にリーチす
ることの困難さが考えられる。下衣の着脱動作の安定に伴
う、後方リーチ時の足圧中心の位置変化を調べることで、後
方リーチ動作が下衣の着脱動作の評価、治療の一助になる可
能性が考えられる。そこで、本研究では片麻痺者の下衣着脱
動作自立前後の後方リーチ時の足圧中心の位置変化を調べ
た。

【対象】
対象は左片麻痺者1名、67歳、女性、BRS上下肢2、表在、

深部感覚軽度鈍麻、入院時FIMトイレ動作2であった。対象
者にはヘルシンキ宣言に基づき、事前に研究内容を十分に説
明し同意を得た。

【方法】
TWINGRAVICORDER GP-6000（アニマ社製）上にて後

方リーチを行い、30秒間の左右、前後中心を計測した。後方
リーチは、右肩関節外転90ﾟから体幹の回旋は制限せずに30ﾟ
後方に位置させた（以下、30ﾟ肩）。さらに、ヤコビー線の高
さまで手を下げた（以下、30ﾟ腰）。順序はランダムにそれぞ
れ2回計測し平均値を算出した。動作の自立前後でそれぞれ3
回ずつ行い、それぞれ平均値を算出した。

【結果】
自立前の左右中心（cm）は30ﾟ肩で3.51±0.48、30ﾟ腰で5.43

±0.38、前後中心（cm）はそれぞれ1.73±0.68、1.32±0.33、自
立後の左右中心（cm）は30ﾟ肩で2.35±0.65、30ﾟ腰で4.95±
0.35、前後中心（cm）はそれぞれ2.01±0.59、2.01±0.26であっ
た。

【考察】
自立前後ともに足圧中心の左右、前後中心は右後方に位置

していた。しかし、自立後は若干左側へ位置し、若干前方に
位置していた。後方へリーチする際、非麻痺側下肢での支持
のもとに体幹の選択的な回旋、前屈が可能になったことで、
下衣の着脱動作が安定したと考える。下衣の着脱動作自立に
向けて、後方リーチ動作を評価、治療の中の一つとして活用
することは有用であると考える。

key words 片麻痺者・後方リーチ・下衣の着脱動作

脳卒中片麻痺患者の後方リーチ動作の評価　　 
―下衣の着脱動作自立前後での比較― 

森口収規・伊藤克浩

山梨リハビリテーション病院　リハビリテーション部　理学
療法課

 P-090 

【はじめに】
視床出血により両片麻痺を呈した症例を担当した．本症例

は覚醒や随意性の低下に加え頭頚部回旋で眼振や嘔吐が認め
られた．その為前院ではベッド上訓練のみ実施．当院では嘔
吐を誘発する動作を評価し入院時より抗重力活動を促した
所，動作能力が改善した為報告する．本報告において患者及
び家族に同意を得た.

【症例紹介】
50歳代女性．2012.8.29左視床出血．脳室穿破による脳室拡

大で両片麻痺を呈す．10.27当院へ転院．入院時Br.stage右上
下肢I，左上下肢II．指示理解は曖昧．高次脳機能障害は右
半側空間無視．体幹と四肢近位筋は低緊張，頚部屈筋や四肢
遠位筋は高緊張．車椅子座位は体幹保持困難で介助を要し
た．頭頚部回旋で眼振や嘔吐があった．

【介入】
頭頚部回旋で嘔吐を繰り返したが，ギャッジアップ等前後

の動作では少なかった為，起居・移乗で頭頚部回旋が伴わな
いよう留意した．また，長期間抗重力活動から離れていた為
ティルトテーブルで立位を行った所，覚醒向上や体幹伸展の
誘導が改善した為，抗重力位の座位・立位を介入姿勢とした．
座位では能動的な抗重力活動を意識し頭頚部から脊柱，骨盤
へ動きが波及するよう誘導した．また，上肢による目的動作
を行い，課題は正面から始め状態の安定に伴い左右へ動かし
た．1ヶ月で自力での体幹伸展が認められ眼振や嘔吐は減少．
2ヶ月で端座位1分，起立・移乗で協力動作が認められ嘔吐は
消失．3ヶ月で外乱に対し端座位可能．4ヶ月でトイレ誘導2
人介助．5ヶ月で寄掛り立位監視，トイレ誘導1人介助．経過
と共に食事や整容が自立となった．

【考察】
本症例は長期臥床による抗重力筋の活動低下が認められ

た．また，頭頚部回旋を伴わなければ嘔吐が減少した為，回
旋の伴わない抗重力活動を行い更に上肢による目的動作を行
った．本介入の効果として眼振や嘔吐の改善，随意運動に随
伴する姿勢制御の賦活が考えられた．これにより離床やトイ
レ誘導に繋がったと考える．

key words 視床出血・抗重力活動・嘔吐

視床出血により両片麻痺を呈した重症患者に対する
理学療法～抗重力姿勢での介入にこだわった症例～

藤永祐人

IMSグループ　医療法人社団明芳会　新戸塚病院　リハビリ
テーション科

 P-089 



－113－

【はじめに】
今回，脳動静脈奇形（以下，AVM）破裂による脳室穿破

を伴う重症視床出血例の理学療法を経験した.予後不良と想
定された症例に対し，免荷式歩行器の導入により治療が奏功
した症例を経験したため報告する.

【症例紹介】　
10代後半の男性.全身痙攣にて発症，CT画像にてAVM破

裂による左視床出血を認めた.S-M分類はgrade IV，CT分類
でgrade IIbを示した.緊急で脳室ドレナージ術，10病日目に
V-pシャント術を施行した．14病日目よりPT開始となり，
59病日目に回復期病院へ転院となった.

【倫理的配慮】
本研究に際し，主治医より個人情報収集の目的と利用の範

囲について説明と同意を得た.
【初期評価】

意識レベルはJCSI－3，疎通困難.mRS5，SIAS17点，Br 
stage II.基本動作レベルは，FMS7点，歩行は不可能.ADLは，
FIM17点であった.

【理学療法アプローチ】
感染対策から個室管理下での離床を中心に実施し，30病日

目より従来の練習に加え，免荷式（以下，BWS）歩行器練
習を実施した.免荷量及び補装具は漸次軽減させた。

【最終評価】
JCSI－1，疎通は可能.mRS3，SIAS62点，Br.stage V.FMS 

44点.独歩が可能，10m歩行速度1.41m/sec，TUG9.34sec.ADL
はFIM112点.

【考察】
本症例は，AVM破裂による重症視床出血例であり，先行

研究によると本症例は予後が著しく不良と想定された.BWS
によりエネルギー消費量を抑制し低負荷で練習が可能となっ
たことや、下肢の強制使用により，使用依存的な可塑性を惹
起させたと考えられた. 20％BWS以下の歩行練習の導入は，
左右対称性を改善し，歩行能力の向上に寄与するという先行
研究を支持するものとなった.また，本症例の血腫の進展方
向が内側優位であり内包障害が軽度であったことも予後を好
転要因と考えられた.

【理学療法研究としての意義】
予後不良な重症例・感染による治療環境の制限の中で，

BWS歩行器の導入が，積極的かつ低負荷な活動を可能とさ
せた.工学的治療戦略が，治療選択の一端を担うことを支持
するものとなった。

key words 視床出血・片麻痺・免荷式歩行

予後不良と想定された重症片麻痺患者に対する免荷
式歩行器の導入経験

唐牛大吾・宇治川恭平・守屋正道・萩原礼紀

日本大学医学部附属板橋病院　リハビリテーション科　理学
療法室
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【目的】
片麻痺の歩行において反張膝は代表的な異常歩行であり、

理学療法の治療対象となることが多い。我々は脳卒中片麻痺
の歩行障害に対して足底挿板療法を行っている。今回、発症
時から麻痺側の筋緊張が低下し歩行訓練導入時にも筋緊張低
下が持続し反張膝を呈する症例に足底挿板を作製し、反張膝
に改善が認められた。本症例の反張膝の出現するメカニズム
について考察・報告する。

【症例】
70代の脳梗塞患者（右片麻痺）。Brunnstrom Stageは5-6-

4、失語症などの高次脳機能障害はない。筋緊張は麻痺の程
度に比して低下している。歩行レベルはT-Cane自立レベル、
フリーハンド遠位監視である。

【方法】
発症2か月半の時点で足底板を作製した。なお、足底板は

入谷式足底挿板に準じて作製した。インソールの基本的な形
状は右側は距骨下関節回外・第1列背屈・前足部横アーチは
23列中足骨背屈とした。左側は右側と同様の形状だが、細部
の高さに左右差があり特に右側の前足部横アーチは高い。

【説明と同意】
本研究の目的と方法などについて書面および口頭で説明

し、十分に理解を得た後に同意書に署名を得た。
【結果】

足底挿板により麻痺側立脚後期の反張膝が軽減し、また重
心の前方移動が増加し、対側への早期の重心移動が遅くなり
立脚後期の相が増大した。立脚前期の変化では、膝関節屈曲
と足関節背屈が軽減し、過度の重心の前方化が改善してい
る。

【考察】
本症例の反張膝は筋緊張の低下を基本とし、歩行時の筋収

縮の反応の遅延により生じていると考えている。反張膝のメ
カニズムは立脚前期の過度の膝関節屈曲と足関節背屈により
過度の重心の前方化が生じ、この過度の重心の前方化が立脚
後期に生じる反張膝を誘発していると考えられる。そのた
め、足底挿板により立脚前期において過度の膝関節屈曲と足
関節背屈を軽減するような動きに誘導することにより反張膝
を軽減することができたのではないかと考える。

key words 足底挿板・反張膝・片麻痺

脳卒中片麻痺の反張膝に対する足底挿板の効果─1
症例による検討─

大平功路・廣江圭史・山村俊一

横浜新都市脳神経外科病院　リハビリテーションセンター
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【はじめに】
脊髄損傷の実用歩行は、不完全麻痺の下位腰髄損傷の場合

に可能とされている．今回、胸髄損傷後に完全麻痺を呈した
症例を担当した．歩行の希望が極めて強く、ADL練習が難
しい状況にあった．そのため、受容の促進や筋力向上及び体
重減量を目的に、装具を作製して歩行を行ったので検討内容
及び効果について報告する．

【症例紹介】
50代男性．診断名：胸髄損傷．身長：172.0cm体重：104.3 

kg．現病歴：飲酒後に自宅前にて倒れ、腰痛及び両下肢に
麻痺の訴えがあり救急搬送．なお、本症例には発表について
文書にして説明し同意を得た。

【初期評価】
Frankel分類GradeA（Th11）．起居移乗動作：全介助．終

日体幹装具を装着の指示．
【装具の検討】

予後や価格、体型面からの上肢への負担を考慮し、外側系
支柱型の胸腰椎固定式長下肢装具とした．

【最終評価】
起居移乗動作：自立．歩行：装具使用で平行棒内自立．

【効果】
脊髄損傷後は、障害を受容できず、機能回復に固執するた

めADL練習に対しての拒否を認める場合がある．本症例は、
受容過程の回復への期待の時期にあり、下肢機能練習や歩行
の希望が強く聞かれ、起居移乗動作や車椅子駆動に対して他
者依存的なためにADL介入が難しい状態にあった．しかし、
歩行を行うことで患者の理解が得られ、歩行以外においても
意欲的となり、起居移乗動作や車椅子駆動は自立へ改善し
た．障害受容も進み、車椅子での生活も受け入れられた．身
体機能としては、耐久性や上肢の筋力向上を認めた．また、
歩行と食事療法を並行して行うことで、代謝量増加の中でも
栄養状態が良好に保たれ、歩行開始後1ヶ月で約4kgの減量
を認めた．

【まとめ】
今回、歩行によって患者の意欲が高まり、ADL練習におい

ても介入が可能となり、その結果、自立度の向上に繋がった．
しかし、障害受容の程度や、効果に対しての装具の価格など、
比較検討した上で判断が必要になると考えられる．

key words 胸髄損傷・障害受容・胸腰椎固定式長下肢装
具

胸髄損傷後の障害受容に乏しい症例に対する、歩行
の効果と装具の検討

廣田雄也1）・森川信行1）・吉葉和史2）

1）小金井リハビリテーション病院　リハビリテーション科 
2）日本義肢製作所
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【目的】
発症後6年を経過した脳卒中片麻痺患者（以下片麻痺患者）

の下肢痙縮に対する振動刺激により，歩行の即時効果が得ら
れたので報告する．

【方法】
症例は2006年11月に右脳梗塞を発症，左片麻痺を呈し，下

肢Brunnstrom Recovery Stage 3，足関節底屈筋群のModi-
fied Ashworth Scale 1+，四点杖歩行自立している63歳の男
性である．期間は2012年3月12日～15日の4日間，麻痺側下腿
後面2か所（筋腹及びアキレス腱部）に刺激時間（5分又は10
分）及び下肢肢位（屈曲位又は伸展位）を変化させ，安静背
臥位にて1日1回振動刺激を加えた．症例には書面及び口頭に
て研究の主旨説明を行い，書面にて同意を得た．本研究は当
院の倫理委員会の承認を得て実施した．刺激前後で麻痺側ア
キレス腱部筋硬度（以下筋硬度），麻痺側足関節背屈角度（以
下背屈角度），10M自然歩行時間（以下10M歩行）を測定し，
結果の比較検討を行った．振動刺激はスライブ（株）製のハ
ンディマッサージャーMD-01を使用，周波数は91Hzとした．

【結果】
筋硬度は1日目46から50に，2日目43から40に，3日目46か

ら27に，4日目20から33に変化した．10M歩行は，1日目70秒
01（38歩）から65秒52（38歩）に，2日目67秒31（38歩）か
ら62秒09（36歩）に，3日目61秒30（36歩）から61秒47（36歩）
に，4日目57秒49（35歩）から55秒02（35歩）に短縮傾向が
みられた．背屈角度は変化を認めなかった．症例からは麻痺
側下肢が軽くなったとの感想が得られた．

【考察】
片麻痺患者では上下肢の痙縮により巧緻動作や歩行等の障

害を呈することがみられるが，振動刺激により脊髄運動細胞
の興奮性を一過性に抑制させ，痙縮を改善させる効果が報告
されている．今回の症例においても振動刺激により下腿三頭
筋の痙縮が改善され，歩行の改善につながったと考えられ
る．今後は症例を増やし，筋硬度等他の指標での評価も詳細
に行い，刺激条件の違いによる効果の差異についても検討し
ていきたい．

key words 脳卒中片麻痺・痙縮・振動刺激

脳卒中片麻痺患者の下肢痙縮に対する振動刺激によ
り歩行改善が得られた一症例

小磯　寛

公益財団法人　東京都保健医療公社　荏原病院
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【目的】
廃用症候群に対する理学療法の依頼は様々な診療科から受

ける為、障害像は多岐にわたり傾向を捉えにくい。その中で
血液・生化学検査は殆どの症例に行われ、過去の報告では身
体機能との関連について報告されているものの継時的変化を
検討した報告はまだ少ない。当院では廃用症候群の評価表を
作成し、理学療法介入時と終了時に評価している。今回は評
価表のデータより、理学療法介入時と終了時における身体機
能と血液・生化学検査値の変化を検討することを目的とする。

【方法】
対象は当院入院中にてリハビリテーション科に依頼のあっ

た患者のうち廃用症候群と診断された34名（男性18名、女性
16名、平均年齢83.6±9.7歳）。評価表より理学療法介入時と
終了時における血液・生化学検査値（TP、Alb、Na、Cl、K、
CRP、WBC、RBC、Hb）、Barthel Index（BI）及びAbility 
for Basic Movement Scale（ABMS）値を抽出した。解析は
介入時と終了時の各測定値を対応のあるt検定にて比較検討
を行った。なお、本研究は当大学倫理審査委員会の承諾を得
て施行した。

【結果】
Alb（介入時2.81±0.54g/dl、終了時3.06±0.51g/dl）、CRP

（3.41±3.26mg/dl、1.6±2.83mg/dl）、WBC（8092.9±3379.5
個 /μl、6678.6±2337.0個/μl）、身体機能ではBI（40.7±26.5点、
68.4±30.6点）、ABMS（20.5±7.1点、25.3±5.8点）に有意差
がみられた（p＜.05）。

【考察】
Alb、CRP及びWBCは各々基準値に近づく値となった。当

院では多くの症例が退院や転院と同時に理学療法の介入が終
了となるため、廃用症候群に至った原疾患や合併症、栄養状
態の改善が結果に反映されたと考える。一方で有意差がみら
れなかった項目においてはTPを除き数値の変化が殆ど見ら
れなかった。身体機能の指標であるABMS、BIに有意な変
化がみられたことより、廃用症候群患者の身体機能改善は栄
養状態や炎症所見の改善に影響を受けやすいことが示唆され
た。

key words 廃用症候群・血液・生化学検査・身体機能

廃用症候群患者の血液・生化学検査値と身体機能の
関係

五十嵐祐介・中村智恵子・平山次彦・中山恭秀

東京慈恵会医科大学附属第三病院　リハビリテーション科
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【はじめに】
脳卒中後片麻痺患者では上下肢麻痺による運動困難に対

し，主に非麻痺側上下肢や体幹運動による代償が見られるこ
とが多い．このような代償動作は効率的な運動の獲得の阻害
因子となる場合がある．しかし，このような動作パターンの
特性について，定量的に示した報告は少ない．そこで本研究
の目的は片麻痺患者の肩外転運動を殿部荷重パターンを用い
て，その特性を明らかにすることを目的とした．

【方法】
対象は回復期リハ病院入院中の初発脳卒中後片麻痺患者24

名（平均128病日）とした．取り込み基準は端坐位での上肢
挙上運動時，姿勢保持が可能なものとした．除外基準は研究
内容、指示の理解や意思表出が困難なものとした．測定課題
は端坐位から可能な範囲での肩関節90ﾟ外転運動とした．課
題は非麻痺側，麻痺側の順に各2回行った．動作時，座面に
座圧測定用のセンサーマットを敷き，動作中の荷重量の測定
を行った．測定にはNitta社製Conform-Light，BPMSを使用
した．分析はまず座面荷重データを左右2分割し，殿部荷重
量の左右比を算出した．次に被験者をBRS3以下の重症群と
BRS4以上の軽症群に分類し，殿部荷重左右比の比較を行っ
た．統計は殿部荷重左右比（麻痺側/非麻痺側）を変数として，
対応のないt検定にて比較分析を行った．有意水準はp=0.05
とした．研究は実験に参加する被験者から同意を得た後に行
い，データは個人の同定が行えないように処理した．

【結果】
軽症群（1.24±0.61）に比べ，重症群（0.80±0.26）が殿部

荷重量左右比が有意に小さく（p＜0.05），重症群でより非麻
痺側への荷重偏移が見られた．

【考察】
片麻痺者における麻痺側上肢挙上では運動の困難さに対す

る体幹・肩甲骨の代償動作や上肢拳上によって麻痺側移動す
る重心に対するカウンター作用として，反対側への重心移動
を行っているものと推察された．またこのような傾向は上肢
挙上が困難な重症例において，より強まることが示された．

key words 脳卒中・上肢運動・荷重パターン

脳卒中後片麻痺患者における麻痺側上肢外転挙上運
動時の殿部荷重パターン特性

万治淳史1,2）・吉満倫光1）・諸持　修1）・網本　和2）

1）埼玉みさと総合リハビリテーション病院 
2）首都大学東京大学院　人間健康科学研究科
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【目的】
重症下肢虚血（以下CLI）患者は治療による長期下肢免荷

となりADLが低下する傾向がある。今回CLI患者の長期理学
療法介入が可能であった症例の下肢免荷が3ヶ月後の歩行能
力に与える影響を調査した。

【対象と方法】
春日部中央総合病院循環器科にCLI治療で入院及び通院加

療を行っている方で運動療法を実施した患者を対象とした。
入院前は歩行自立、下肢免荷により歩行が禁止であったCLI
患者36名（男性24名、女性12名、平均年齢69.7歳±9.04）を
対象とした。基本的情報（年齢・性別・BMI）、糖尿病・人
工透析の有無、下肢免荷期間、足底部創傷の有無、入院時C
反応性蛋白（以下CRP）・白血球値をカルテより後方視的に
抽出した。下肢免荷期間は免荷開始日から荷重開始日（免荷
装具使用を含む）までの期間とした。入院時より3ヶ月後に
歩行自立（歩行補助具使用を含む）に至った者を歩行自立群
に分類し、歩行自立群・歩行非自立群とで2群間比較を行っ
た。統計処理は正規性の検定に従い対応のないt検定，Pear-
sonの相関係数を用いた。本研究は対象者に対し口頭および
文章による十分な説明をし、同意を得て実施した。

【結果】
対象は歩行自立群24名、歩行非自立群12名に分類された。

下肢免荷期間は歩行自立群12.3日±11.6、歩行非自立群31.2
日±23.8であり有意差を認めた（p＜0.05）。免荷期間と入院
時CRPに有意な相関を認めた。その他項目には有意差は認め
なかった。

【考察】
CLI患者の下肢免荷期間は3ヶ月後の歩行能力に影響を与

えていた。入院加療中の下肢免荷により廃用症候群が惹起さ
れていた可能性があり、CLI治療に関して免荷装具の作成及
びADL・下肢筋力の維持は重要である。下肢免荷期間と入
院時CRPの相関を認めたが、全身状態・創傷の重症度に関与
するため、今後は下肢免荷期間に与える影響を調査していく
必要がある。

【結語】
CLI患者で3ヶ月後に歩行自立に至っていない者は下肢免

荷期間が有意に長かった。

key words 重症下肢虚血・免荷期間・歩行

重症下肢虚血患者における下肢免荷期間が3ヶ月後
の歩行獲得に与える影響

久保和也1）・松本純一1）・村田健児1）・亀田光宏1）・ 
大橋聡子1）・寺部雄太2）・大平吉夫3）・安藤　弘4）

1）春日部中央総合病院　リハビリテーション科 
2）埼玉医科大学病院　形成外科・美容外科 
3）日本フットケアサービス株式会社 
4）春日部中央総合病院　循環器科
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【目的】
登山は心疾患患者には運動強度が高く、困難な事が多い。

登山を希望する低運動耐容能の虚血性心疾患患者に、シミュ
レーションに基づく心臓リハビリプログラムを検討したので
報告する。

【方法】
症例は76歳・男性。心筋梗塞後1ヶ月経過、β遮断薬服薬。

ヘルシンキ宣言に基づき、研究について説明し同意を得た。
目標の山は標高599m、片道3.1km、平均傾斜8度（最大25度）。
運動負荷試験は自転車エルゴメータ使用のCPX（心肺運動
負荷試験）：Ramp法とトレッドミル検査（TM）：Bruce法を
実施。運動処方の至適心拍数はAT（嫌気性代謝域値）と
VO2 R（R：予備能）・HRRの60％の心拍数としたが、他の
至適指標としてDP（Double Product）R60％も検討した。
シミュレーション条件は、1.2km/hから段階的に変更し、30
分間、至適心拍数・指標を満たす速度を規定し、RPE13以下
とした。筋力は大腿四頭筋をハンドヘルドダイナモメータで
測定。心臓リハビリプログラムは速度にて処方し、呼吸法と
自己脈・血圧の確認を指導。休憩条件はRPE14、至適心拍数・
指標超えとした。

【結果・考察】
CPX結果はAT；90bpm、peak；105bpm。至適心拍数を

AT；90bpm、VO2 R60％；92bpmとし、シミュレーション
を行なったが、10分以内で至適心拍数を超えた。これは、筋
力が右29、左23kg/Wであり、下肢疲労が制限となったため
と考えた。よって、登山条件に近いTMを実施し、ステージ2、
peak；110bpm、DP；19030で あ っ た た め 至 適 心 拍 数 を
HRR60％；94bpmとし、シミュレーション実施も10分以内
で至適心拍数を超えた。これはβ遮断薬にて心拍応答が得ら
れにくいためと考え、TM時DPR60％を指標とし実施した。
その結果、傾斜25度・1.2km/hで30分間・RPE（呼吸/下肢） 
6/12・DP13464と、DPR60％以内を示し、この指標にて処方
した。登山は心イベントなく完遂した。

シミュレーションにて生体反応確認し適切な処方と指導に
より、過負荷なく登山が可能であったと考察する。

key words 心臓リハビリ・登山・理学療法

心筋梗塞後に登山復帰を果たした心臓リハビリの症
例報告

山本寛子1）・宮古裕樹1）・秋澤理香1）・及川恵子2）・ 
古川俊明3）
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2）東海大学　医学部付属　八王子病院　循環器内科 
3）東海大学　医学部付属　八王子病院　リハビリテーション
科
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【はじめに】
近年、医療機関では早期からの理学療法の依頼が定着し、

当院では特に廃用症候群の依頼が増加傾向にある。廃用症候
群の評価を行う際にBIでとらえると、患者の状態にバラツ
キを感じざるを得ない。当院では廃用症候群の評価セットを
検討しているなかで、今回は、deconditioningの要素と考え
られる臥床期間を中心に、活動性との関係に着目してBI

（Bartel Index）並びに起居動作との関係を中心に検討した
ので報告する。

【方法】
対象は2012年9月から2013年2月までに当院に依頼された廃

用症候群のうち、原因となる疾患が肺炎の診断であった31名
（男性18名、女性13名）を対象とした。評価項目は当院の廃
用症候群評価セットから肺炎に関連する項目を考慮して、年
齢、起居動作（ABMS）、BI、炎症値（CRP）、アルブミン値

（Alb）、白血球数（WBC）を選択し、臥床期間とのspearman
の順位相関係数を求めた。有意水準は5％とした。臥床期間
は、入院から理学療法開始までの日数とした。本研究は当大
学倫理委員会の承認を得ている。

【結果】
ABMS、臥床期間は9.29±7.66日であった。臥床期間と年

齢（79.74±14.39）間の相関係数は-0.03であり、以下ABMS
（17.23±7.89）とは-0.27、BI（27.17±28.64）では-0.36、CRP
（5.76±4.43）では-0.06、Alb（2.58±0.48）では-0.72、WBC（9.52
±5.03）では0.23であり、Albにおいてのみ有意差を認めた。

【考察】
早期からの依頼が定着する傾向にあり、今回の結果を受け

てとらえると臥床期間には栄養状態が関係し、ABMSとBI
との相関はなかったが、依頼が遅ければ結果は同じであった
かどうかは疑問が残る。結果的に重症度が臥床期間に影響
し、それに伴って栄養状態が関係した結果であると考察す
る。また、廃用予防としての早期依頼も含まれていると思わ
れ、臥床期間がABMS、BIに相関しなかった理由のひとつ
と考えられる。

key words 廃用症候群・肺炎・臥床期間

肺炎による廃用症候群診断患者の臥床期間とBIの関
係

平山次彦・中山恭秀・中村智恵子・五十嵐祐介

東京慈恵会医科大学附属第三病院

 P-100 

【目的】
横隔膜を主動作筋とする吸気筋力の測定として，最大吸気

口腔内圧（PImax）を用いることが一般的であり，横隔膜筋
力の指標となることが示唆されている．吸気筋トレーニング

（IMT）によりPImaxが増加することは証明されているが
IMT前後の横隔膜筋厚の変化についての報告は少ない．そ
こで本研究では，健常人を対象としたIMT介入前後の横隔
膜筋厚と吸気筋力の関連性について，超音波診断装置を用い
て明らかにすることとした．

【方法】
対象者は健常成人男性8名（27.1±3.9歳）とした．IMT前後，

終了4週後のPImax，横隔膜筋厚ついて比較，検討した．IMT
はThreshold IMTを使用し30％PImaxにて1日2回，15分間，
4週間施行した．横隔膜筋厚測定方法は，超音波診断装置を
使用し，TLC位，FRC位の横隔胸膜，横隔膜，腹膜の3層が
明瞭に確認できる画像を採用した．統計処理はFriedman検
定，多重比較検定scheffeの方法を採用し有意水準は5％未満
とした（p ＜ 0.05）．PImax と横隔膜の関係性については
Spearmanの方法を採用し検討した．

【倫理上の配慮】
本研究は国際医療福祉大学倫理委員会で承認され，測定時

に対象者全員に，本研究の目的と内容を十分に説明し，書面
による同意を得た後に測定を実施した．

【結果】
4週間のIMT前後のPImaxにおいて有意な増加を認めた

（IMT前113.2±16.6cmH2O，IMT後125.0±15.9cmH2O；p＜
0.05）．IMT前後の横隔膜筋厚には有意な変化を認めなかっ
た．PImaxと横隔膜筋厚のTLC位の関係はIMT前（r＝0.87），
IMT後（r＝0.69）と有意な相関関係を認めた．

【考察】
IMTによりPImaxが増加するが，横隔膜筋厚との関連性は

低く，横隔膜筋厚単独では吸気筋力の指標とならないことが
示唆された．また，IMT前後のPImaxと横隔膜筋厚の相関関
係からも，横隔膜筋厚以外の因子が影響しているものと考え
られた．

key words PImax・横隔膜筋厚・超音波診断装置

吸気筋トレーニングが横隔膜に与える影響
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【はじめに】
心臓リハビリテーション（以下、心リハ）は質の高い社会

復帰に必要な包括的介入である。理学療法士の関わりとして
特に運動処方が重要であり、理想的にはPhase1（急性期）
からPhase2（回復期）、Phase3（維持期）へと途切れなく心
リハが継続されることが望ましいが、当院の心リハはCPX
がなく、外来リハビリを行っていない。そのため、心リハ介
入は入院中に限られる。安全で効果的な退院時運動処方を行
い患者本人に自主練習を継続してもらうことが重要となる
が、CPXを設置していないことから客観的な指標を用いて
運動負荷を設定することが難しい。全国的にみると当院と同
条件の施設が多数であるが、検証され具体的になった退院時
運動処方の報告はまだ出されていない。そのため、退院後の
自主練習内容が各担当者の裁量に任されている。今回我々
は、CPXが無い条件で一定の運動負荷を設定できるよう方
法を検討した。

【方法】
運動負荷設定について考察し、それをもとに当院における

退院時運動処方の基準を検討した。本研究は院内倫理規定に
基づき実施した。

【考察】
心リハの構成内容は一般的にウォームアップ、有酸素運

動、筋力強化訓練、クールダウンから構成され、その中心は
有酸素運動である。有酸素運動を実施する際、目標心拍数を
設定する必要がある。開心術後の心臓は交感神経優位とな
り、安静時心拍数は増加、運動時の反応は低下する傾向にあ
る。さらに、β遮断薬など交感神経の活動を抑制する薬剤が
処方されている場合が多い。そのため、安静時心拍数を基準
とした目標心拍数の設定では、実際の心拍応答に個人差が生
じる可能性がある。以上のことを考慮し、実際の運動負荷に
対する心拍応答をもとにした「平地快適歩行を用いた運動処
方（東海大医学部付属八王子病院）」を参考にし、有酸素運
動の負荷設定を行い、当院心リハの退院時運動処方の基準と
定めた。

key words 開心術後・退院時運動処方・運動負荷

当院の心臓リハビリテーションにおける退院時運動処
方 ～どのように自主練習の運動負荷を設定するか～

東　　充・堀　悠樹・早坂哲八・篠原卓行・高芝真希・
堀尾　暁・粟田倫充・鎌田菜月

千葉中央メディカルセンター
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【目的】
今回、高度肥満患者が虫垂炎開腹術後に呼吸不全を併発

し、酸素化能が重篤化した症例を担当した。高い呼気終末期
陽圧（以下、PEEP）を付加している状態で、ベッド上の肢
位変化により酸素化能を改善させ、人工呼吸器離脱、早期退
院へ繋げた症例を報告する。

【方法】
56歳、男性。身長178cm、体重145kg、BMI45.8（高度肥満）。

腹部膨満感、呼吸苦、嘔気が出現。独歩にて当院来院。虫垂
の腫大と腹膜炎疑いにより緊急手術となる。術後、ICU管理
となる。術後9日目、術後より酸素化能の悪化が継続。人工
呼吸器SIMV、FiO2：0.5、f：13、PC：13、PEEP：10、PS：
8モードで血液ガスPaO2：66.1Torr、PaCO2：44.0Torr、P/
F132。安静度は、ギャッジアップ45度まで。

【説明と同意】
報告にあたり対象者には個人情報の取り扱いに関して書面

にて説明を行い、同意を得ている。
【結果】

術後10日目、理学療法介入。（理学療法介入前）：ギャッジ
アップ45度。血液ガスPaO2：76.7Torr、PaCO2：34.0Torr、
P/F152。（理学療法介入後）：ギャッジアップ45度とティル
トの併用。血液ガスPaO2：170.9Torr、PaCO2：37.6Torr、
P/F341。術後15日目、抜管。術後32日目、軽快し、独歩に
て自宅退院となる。

【考察】
虫垂炎開腹術後、腹腔内炎症による腹腔内腹水、腸管浮腫

による腹腔内膨満状態、加えて、高度肥満による腹部周囲の
重みが腹部膨満を助長させ、横隔膜を上方へ変位、胸部圧排、
水分バランス不良による肺血管外水分量増加で、呼吸不全、
特に酸素化能の重篤状態であったと考えられた。ギャッジア
ップ45度とティルト作用の肢位で、高いPEEP下による下葉
肺の肺胞虚脱防止、肺背野の除圧、横隔膜の背側での換気運
動促進を図り、体位のモビライゼーションを行ったことで難
渋していた酸素化能の改善へ繋がったと考えられた。

【まとめ】
酸素化能の重篤化した症例をベッド上の肢位変化を図り、

酸素化能が改善した症例を経験した。

key words 高度肥満患者・呼吸不全・酸素化能

高度肥満患者（BMI：40以上）の開腹術後の呼吸
不全に対する理学療法の経験　

中村浩明1）・星川敦子2）・斉藤浩美2）・妹尾聡美2）・ 
鈴木　亮2）・菊野隆明2）・矢崎高明1）

1）東京北社会保険病院　リハビリテーション科 
2）東京医療センター
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【目的】
廃用症候群は、様々な原疾患に由来し、症状は多岐にわた

る。理学療法施行するうえで、患者の改善度や転帰の予測は
困難なことが多い。今回、廃用症候群患者のBarthel Index

（以下、BI）点数が、理学療法開始時と終了時とで、大きく
改善した群としなかった群について、若干の知見を得たので
報告する。

【方法】
平成24年7月から平成25年3月までに廃用症候群にて理学療

法依頼のあった入院患者121例（男性71名、女性50名、平均
年齢77.7±16.0歳）を対象とした。対象患者の理学療法開始
時BI点数と理学療法終了時BI点数の差を改善度とし、改善
度の平均（20.8±24.4点）より高い群を改善度が大きい群、
低い群を改善度が小さい群に2群化した。2群間にて臥床日
数、年齢、入院前BI、入院時血液データ（白血球、ヘモグ
ロビン、アルブミン、炎症度）の項目をそれぞれ対応のない
t検定にて比較した。尚、本研究は当大学の倫理審査委員会
の承認を得ている。

【結果】
改善度が大きい群は小さい群と比較して、入院前BIが有

意に高い（p＜0.01）結果となった。その他の有意差は得ら
れなかった。

【考察】
BIは、日常生活活動を自立と介助の度合いから点数化し

たものである。何らかの疾患により、入院時のBIは一時低
下するものの、入院前の生活自立度が高い場合は、大幅に改
善する傾向が強いことが考えられた。一方で、BIの改善度
が小さい群は、もともとの入院前BIも低いことから、BIの
評価特性である自立や介助の軽減の観点からは、変化が見え
にくいことが考えられた。さらに、理学療法開始時の評価に
関しては、主に日常生活活動の自立度よりも、病棟での基本
動作能力評価が主体となり得ることが多く、BIによる評価
ではその変化や改善が反映しにくいことがうかがえる。従っ
て、入院時より日常生活活動の自立度が低い廃用症候群患者
においては、特に基本動作等の評価を中心にその変化を追う
必要があると考えられた。

key words 廃用症候群・Barthel Index・改善因子

廃用症候群患者のBarthel Index改善因子

中村智恵子・五十嵐祐介・平山次彦・中山恭秀

東京慈恵会医科大学附属第三病院　リハビリテーション科
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【目的】
当院緩和ケアチーム（以下、PCT）でのがん性疼痛に対

する理学療法士の専門性について、症例とともに提示する。
【方法】

ヘルシンキ宣言に従い実施した。本発表中に個人情報を特
定できる内容は含んでいない。症例1は多発性骨髄腫の方。
圧迫骨折に対してPCTよりオキシコンチン、オキノーム処
方中。起き上がり時痛強く動作困難。症例2は前立腺癌の方。
骨転移の痛みにオキシコンチン処方中。起き上がり時痛強く
動作困難。PCT介入しトラマール処方。希死念慮、拒薬あり。
症例3は多発性骨髄腫の方。腰部脊柱管狭窄症の既往あり。
右下肢安静時痛に対してPCT介入しカロナール、ロキソニ
ン、トラマール処方中。右下肢の動作時激痛が残存した。3
例ともに痛みのアセスメントを実施した。

【結果】
症例1は圧迫骨折の痛みより、筋緊張亢進や痛みの破局化

傾向による痛み増強が原因と判断した。身体認知を促し呼吸
に合わせた動作練習を行い、ADLが拡大した。NRSは4.2 
→3.3。症例2は器質的な痛みの他、抑うつ状態・霊的な苦痛
ありドグマチール開始。作業療法ではアクティビティを導入
した。NRSは2.0→2.3であったが希死念慮や痛みの訴えが軽
減した。症例3は動作時の激痛は神経根性の痛みと判断した。
動作方法やポジショニングを指導したところ、動作時の右腰
下肢激痛は消失したが安静時痛は残存しNRSは5.4→5.2であ
った。

【考察】
理学療法士の痛みの評価は器質的要因、運動機能障害、痛

み行動や心理社会的要因、トータルペインに対しても多面的
な情報を整理し仮説立案できる。PCT合同カンファレンス
では理学療法士の評価結果を伝え、他職種と情報共有・協働
している。適切な投薬調整やプログラム再考が行えるため、
患者の苦痛軽減やADLを拡大に寄与できると考える。

【まとめ】
がん性疼痛に対する理学療法士の専門性について、今後も

可能性を検討していきたい。

key words 緩和ケア・チーム医療・痛みのアセスメント

緩和ケアチームにおける理学療法士の重要性　～3
症例の痛み・苦痛のアセスメント～

江原弘之1）・田村　明1）・渡邉絢子1）・荒木聡子1）・ 
森田真理1）・神林洋平1）・福岡真実1）・松浦れい子3）・
稲川利光1）・堀　夏樹2,3）

1）NTT東日本関東病院　リハビリテーション科 
2）NTT東日本関東病院　緩和ケア科 
3）NTT東日本関東病院　緩和ケアチーム
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【目的】
間質性肺炎は拘束性換気障害により運動耐容能低下や呼吸

困難感を生じることが多い。慢性閉塞性肺疾患に対しては電
気刺激（electrical stimulation；以下ES）の筋力増強と運動
耐容能改善の効果が報告されている。今回、呼吸困難感によ
り筋力増強練習が不可能であった間質性肺炎患者に対して
ESを早期から行った結果、筋力増強と歩行時の呼吸困難感
軽減効果があったので報告する。

【症例紹介】
間質性肺炎急性増悪により当院に入院した70歳代、男性で

ある。理学療法はステロイドパルス療法終了後の第7病日か
ら退院した第43病日まで実施した。入院前は在宅酸素療法下
で連続200m程度歩行可能であり、ADLは全て自立していた。
なお、今回の発表にあたり本研究の内容を症例に十分に説明
後、口頭にて同意と了承を得た。

【理学療法】
ESは第18病日から開始し、大腿直筋、内側広筋、外側広

筋に対して週3回、20分/回で実施した。刺激強度は疼痛なく
筋収縮が確認できる強さとした。歩行練習は修正Borg 
Scale4を基準に週5回実施した。なお、病棟での活動量は入
院中大きく変わることなく、トイレに1日数回行く程度であ
った。

【評価項目】
μtasF-1による膝伸展筋力、MRC息切れスケール、周径、

6分間歩行テスト（以下；6MWT）とし、1週毎に測定した。
【結果】

ES導入日と退院日を比較して、膝伸展筋力は右18.8kgfが
25.4kgf、左18.2kgfが26.0kgfに増加した。修正Borg scaleは
息切れ感7から4、下肢の疲労感4から1へ低下した。

【考察】
呼吸困難による労作制限はディコンディショニングを生じ

させ、さらに労作時呼吸困難を増大させる。今回、早期から
のESにより下肢筋力が改善した。その結果、歩行時に筋肉
内での乳酸産生軽減、過剰な換気亢進が起こらなかった為、
歩行時の呼吸困難感が軽減したと考えられる。

【結論】
ESは間質性肺炎患者の膝伸展筋力増強、歩行時の呼吸困

難感軽減等を改善する可能性がある。

key words 間質性肺炎・電気刺激療法・筋力増強

呼吸困難感が強く筋力増強練習ができなかった間質
性肺炎患者に対して電気刺激療法を行った一例

山本一樹・豊田和典・箱守正樹・遠藤　博

JAとりで総合医療センター リハビリテーション部

 P-106 

【背景】
呼吸リハビリは呼吸器内科医師の処方によりリハビリ室で

実施されているが、呼吸器内科病棟とチーム医療として連携
をとった活動が十分とはいえなかった。

【目的】　
呼吸器内科医師及び呼吸器内科病棟看護師及び関連部署と

連携をとって呼吸器リハビリの活動計画を進めていく。
【活動内容】

平成23年3月より平成25年3月までの呼吸器内科病棟と連携
した活動内容を報告する。慢性閉塞性肺疾患の患者を主な対
象としてリハビリ室と病棟で共通性のある呼吸エクササイズ
メニューの一覧を理学療法士と看護師で作成し、一貫性のあ
るリハビリ指導ができるものとした。またこの内容に対する
実技勉強会を実施した。個別には医療技術の向上を目的とし
て「聴診技術、体位ドレナージ」「ハッフィングの方法」「呼
吸方法及び呼吸介助」など実技講習を行うとともに、呼吸器
内科医師や外部講師に依頼し、呼吸リハビリ講習会を全職員
対象に実施した。地域住民を対象としたセミナーとして呼吸
器内科医師の講演を第一部に行い、第二部では「呼吸リハビ
リの実際」という内容で体操を取り入れた講演を当院理学療
法士が行い、呼吸リハビリの活動を周知した。また、これま
で行われていなかった呼吸器内科病棟とカンファレンスの開
催が定例化された。

【結果・考察】
今回の活動経過で講習会の実施やカンファレンスの開催は

関連部署と連携を取り合うチーム医療活動の前進と考える。
参加者の反応より一連の活動への関心は高く、今後もこのよ
うな取り組みを継続していきたいと思う。またリハビリ室と
病棟で共通したメニューの一覧を作成し実施することで、こ
れまでは十分とはいえなかった看護師との協力意識や連携が
できてきたのではないか。今後はこれらの活動に対し、客観
的な呼吸機能や運動機能、日常生活動作や満足度の向上など
の評価を行っていくことを課題としていきたい。

key words 呼吸器リハビリ活動報告・呼吸器病棟との連
携・呼吸エクササイズメニュー

呼吸器内科病棟と連携した呼吸リハビリ活動状況の
報告

森田　雄・古田有紅・坂　知彦

済生会新潟第二病院　リハビリテーション科
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【目的】
心臓リハビリテーションでは、運動耐容能向上に嫌気性代

謝閾値（以下、AT）レベルの強度が推奨されるが、厚生労
働省循環器委託研究班の調査によると、運動負荷に基づく運
動処方を行なっている施設は極僅かであり、実際には予測最
高心拍数に基づく運動強度で設定されている。しかし患者の
中にはChronotropic Incompetence（以下、変時不全）と呼
ばれる心拍が抑制された患者が存在し、計算上の心拍数を有
効とした研究は皆無であった。そこで本研究は、変時不全患
者に対し計算上の心拍数が有効な運動強度であるのか検討し
た。

【対象】
本研究の対象は、次の1から3に該当する49人とした。1．

心臓リハビリテーションを施行し、退院時に呼気ガス分析併
用での心肺運動負荷試験を実施した患者。2．β遮断薬を服用
していない患者。3．変時不全として症候限界時の心拍数が
予測最高心拍数の75％以下の患者。

【方法】
呼気ガス分析併用での心肺運動負荷試験で得られたAT時

心拍数と、計算上の心拍数としてKarvonen法による心拍数
の2群を比較検討した。Karvonen法の運動強度係数（k）値は、
ATと同等とされる0.4、0.5、0.6とした。統計は、正規性の
検定の後、2群の差の検定により有意差を求めた。有意水準
は5％とした。また本研究はヘルシンキに沿った研究であり、
院内の倫理審査会の承認を得て行った。

【結果】
AT時心拍数は86.3±11.7であった。Karvonen法により求

めた心拍数は、k値0.4が106.2±9.3、k値0.5が114.9±9.5、k値
0.6が123.7±9.9であった。AT時心拍数に比べ、Karvonen法
で有意に高い結果となった（p＜0.001）。

【考察】
Karvonen法による心拍数は、有酸素の閾値を越えた高い

負荷を示す結果となり、変時不全患者では有効な運動強度と
なり難い事が本研究で示された。

key words Chronotropic Incompetence・運動処方・
Karvonen法

Chronotropic Incompetenceに対する心拍数を
用いた運動強度の有効性

岡本賢太郎

横須賀市立うわまち病院　リハビリテーション科
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【目的】
COPD患者における外来呼吸リハの介入頻度については

様々な見解がある．よって本研究の目的は月（4週）に1回外
来呼吸リハを行う群（以下M1群）と週に1回外来呼吸リハを
行う群（以下W1群）との2群の3ヵ月（12週）間の介入にお
いて，運動耐容能やHRQOLの効果にどのような差があるか
明確にすることである．

【対象・方法】
軽度～重度（GOLDのstage）のCOPD患者15例を対象と

した．外来呼吸リハ時は評価と自宅練習（Home excise）指
導を行った．呼吸リハ効果の評価は呼吸機能検査，下肢筋力

（以下QMVC），6分間歩行距離（以下6MWD），ADL（NRA-
DL），HRQOL（SGRQ）を行った．なお，本研究は群馬大
学医学部付属病院の臨床試験部により倫理についての承認を
受け，対象者には研究についての目的，方法を説明し同意を
得ている．

【結果】
両群とも呼吸機能は全ての項目に数値的改善は見られた

が，統計学的有意差は認められなかった．6MWDと各評価
項目の関係については，QMVCとのみ相関関係が認められ
た（p＜0.05）．外来呼吸リハの効果は，M1群はその殆どの
評価項目で数値の改善がみられるが統計学的有意差は出なか
った．一方W1群では6MWDとSGRQにおいて有意な改善を
示した（p＜0.05）．

【考察】
下肢末梢筋力強化が運動耐容能向上に影響を与えることが

確認された．各群における6MWDの介入前後の比較として
は，W1群で有意な改善を示し，SGRQにおいてもW1群は介
入前後で有意に改善した．運動耐容能，HRQOLの改善を目
的とする場合、週1回程度の介入が必要であると思われる．
しかし，M1群でも全ての項目で数値は改善傾向であった．
COPDの非可逆性，進行性という疾患特性を考慮すると，頻
回な外来通院が困難である場合や維持期の呼吸リハとしては
指導如何により，月（4週）1回の介入でも，より有効な呼吸
リハの方法，指導法が開発されればCOPD障害者の予防・軽
減という社会的利益の生み出せるのではないかと考える．

key words COPD・呼吸リハビリテーション・介入頻度

COPD患者における介入頻度の違いによる外来呼
吸リハビリテーションの効果

千木良佑介1）・高井智子2）・小田貴弘2）・土橋邦生3）

1）高崎健康福祉大学　保健医療学部　理学療法学科 
2）医療法人　関越中央病院 
3）群馬大学保健学系研究科大学院
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【目的】
当院では人工股関節置換術（以下THA）後の患者の歩行

分析を、省スペースでデータ収集が容易であるという利点か
らトレッドミル歩行（以下TW）にて行っている。健常者の
TWは練習により習熟し平地歩行（以下OW）と同様となる
との報告があるが、THA後の患者においては耐久性や安全
性の問題により十分な練習ができないので、OWとの差異が
大きいことが考えられる。そこで本研究の目的は、変動係数

（以下CV）でTHA後の患者において手すりを利用したTWと
OWの再現性を比較し、実測値でその妥当性を明らかにする
ことである。

【方法】
対象は当院にて片側THAを施行された患者6名である。快

適歩行速度にて、TWでは手すりを把持した練習なしの歩行
を10歩行周期1回、OWでは5mの無杖歩行を3回行った。歩
行解析には3次元動作解析装置を用い、1歩行周期時間とその
CV、術側・非術側の歩幅とそのCV、術側股関節最大伸展角
度とそのCV、歩行速度を測定した。データはそれぞれ3歩行
周期の平均値を使用した。統計処理は、対応のあるt検定と
Wilcoxonの符号付順位検定、有意水準は5％とした。なお本
研究は当院倫理審査委員会の承認を得ている。

【結果】
1歩行周期時間とそのCVは両群間に差は無かった。術側歩

幅はTW18.76±5.40cm、OW39.10±8.56cmで有意差があり（p
＜0.01）、そのCVには差が無かった。非術側の歩幅も同様で
あった。股関節最大伸展角度とそのCVには差が無かった。
歩行速度はTW1.12±0.23km/h、OW2.18±0.62km/hで有意
差があった（p＜0.05）。

【考察】
今回の結果では歩行の時間距離因子に関しては有意差が認

められたため、練習を行わないTHA術後患者のTWとOWは
同じ歩行をしているとは言えない。一方、TWとOWのCVに
は有意差が無かったので、評価方法としての再現性は同じで
あった。従って、OW評価の代用にはならないが、1回の計
測で評価できるTWは術前後に経時的に計測することで歩行
能力の変化を捉えることができると考えられる。

key words 歩行分析・トレッドミル・変動係数

人工股関節置換術患者の手すり把持トレッドミル歩
行と平地歩行の比較―再現性と妥当性―

矢島英賢1,2）・百瀬公人3）

1）社会医療法人抱生会 丸の内病院 リハビリテーション部 
2）信州大学大学院医学系研究科 
3）信州大学医学部保健学科
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【はじめに】
胸部大動脈瘤術後の継続した心臓リハビリテーション（以

下，心リハ）は，運動耐容能やQOLの改善などの効果が期
待される。また、高齢者や要介護者においては，運動継続性
やリスク管理の観点から介護施設との連携が重要である。今
回，超高齢者で胸部大動脈瘤術後の要介護者を担当したので
報告する。

【症例紹介】
既往に脳梗塞，COPDがある88歳男性。急性期病院にて胸

部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術を施行し，術後
25日で当院へ転入院。術前より通所リハ、訪問介護サービス
を利用されていた。

【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に基づき，本報告に対して説明し同意を得

た。
【内容】

転入院日より循環器専門医の指示のもと心リハを開始。理
学療法プログラムは，エアロバイク（20～30min）とレジス
タンストレーニングとした。運動耐容能は6MWTにて歩行
距離・主観的運動強度（RPE）を評価した。退院時には、利
用再開予定であった通所リハ施設とケアマネージャー宛に経
過報告書を作成し，介護スタッフとの連携を図った。また，
退院後も通所リハ施設の担当療法士と直接電話連絡にて情報
交換を行った。

【結果】
6MWT：［当院入院時］70m，RPE14　［退院時］120m，

RPE13　［退院後半年］120m，RPE11当院退院後3日より通
所リハ開始し、当院で行っていた運動プログラムが継続され
ることとなった。当院での入院期間中，および退院後半年経
過においても，胸部症状の増悪などの異常所見はなかった。
通所リハ施設の担当療法士からは，情報提供によって，術後
患者に対する運動療法実施への不安感が軽減したとの意見が
得られた。

【考察】
本症例は，超高齢者で大血管術後の要介護者であったが、

医療から介護へ移行しても継続したリハビリテーションによ
って，運動耐容能の改善という結果が得られたと考える。ま
た，心リハの運動継続性やリスク管理の観点からも，医療と
介護の連携を図っていくことが今後も重要であると思われ
る。

key words 心臓リハビリテーション・超高齢者・医療と
介護の連携

超高齢者で胸部大動脈瘤術後の要介護者に対する理
学療法の経験─介護施設との連携が図れた一例─

蓮沼雄人

辻内科循環器科歯科クリニック　リハビリテーション科
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【目的】
歩行分析において、動作の流動性に着目した評価が行われ

ている。動作の流動性とは、一般的に滞ることなく流れ動く
こととされている。我々は主として、身体重心の移動や軌跡
の変化の滞りを肉眼的に観察することで評価している。しか
しこの流動性の評価は主観的要素が強く、再現性や妥当性に
乏しいと考える。そこで本研究は自然歩行の立脚期における
足圧中心（以下COP）軌跡の前後成分の移動距離および速
度と歩幅との関連性を検証することで、歩行の流動性の客観
的指標を明らかにすることを目的とした。

【対象および方法】
対象は、ヘルシンキ宣言に基づき同意を得た健常人31名62

肢（男性17名、女性14名）年齢22.4±1.9歳であった。歩行条件
は10mの自然歩行とし、ANIMA社製のウォークWay MW-
1000とプレダス MD-1000を用いて、10回計測を行った。検
討項目は、歩行速度、歩幅、立脚期時間、立脚期COPとした。
COPは総移動距離（以下COPd）と速度（以下COPv）、立脚期前
半IC-Mstの移動距離（以下COPMsd）と速度（以下COPMsv）、
立脚期後半Tst-Pswの移動距離（以下COPPsd）と速度（以
下COPPsv）とした。立脚期前半での移動割合を、立脚期前
半の移動距離 / COP総移動距離にて算出した値を比較項目
に加えた。なお、立脚相は立脚時間から同定した。統計解析
はSpearmanの順位相関係数を用いて比較検討を行い、危険
率は5％未満とした。

【結果】
COPMsd％平均は58.2±9.73％であった。COPMsd％と

COPMsvの間には正の相関が得られた（p＜0.01　r＝0.88）。
COPMsvとCOPPsvの間には負の相関関係が得られた（p＜
0.01　r＝0.67）。COPMsvと歩幅の間には正の相関が得られ
た（p＜0.05　r＝0.3）。

【考察】
歩行の前半相においてCOPの軌跡が円滑に移動すること

で、歩幅が大きく推進性の高い歩行となることが考えられ
た。これによりCOP軌跡の前後成分が歩行の流動性を検討
する客観的データの一つとして捉えられる事が示唆された。

key words 歩行分析・足圧中心・流動性

歩行の流動性について

石原　剛1）・島田周輔2）・神原雅典2）・井口暁洋3）・ 
水元紗矢2）・加藤彩奈2）・浅海祐介3）・吉川美佳3）・ 
野口　悠1）・大野範夫1）・川手信行1）

1）昭和大学病院　 
2）昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 
3）昭和大学横浜市北部病院
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【背景】
従来から、静止立位の安定性に関わる下肢の伸張反射は、

刺激が負荷される前の準備状態によってその応答が変調され
ることが知られている。これまで外乱予測に関して、時間的
予測が伸張反射応答の振幅や潜時に影響することが示唆され
ているが、他方、空間的予測については一致した結果が得ら
れていない。系統的に予測の効果を明らかにするために、こ
れらの組み合わせに着目し、それぞれの効果を整理して検証
する必要があると考えられる。この際、姿勢の安定性に応じ
て伸張反射応答が調節される前脛骨筋（TA）と、その拮抗
筋であるヒラメ筋（SOL）で、予測の影響が異なる可能性が
想定される。

【目的】
本研究では、外乱に対する時間的・空間的予測が足関節底

背屈筋伸張反射応答に影響を及ぼすか、また、それは筋によ
って異なるのかについて明らかにすることを目的とする。
 【方法】

健常成人13名を対象に、立位および臥位姿勢のそれぞれで
足関節底背屈の外乱を加え、TAおよびSOLの筋活動応答を
記録した。実験条件は、a. 情報なし、b. タイミング情報あり、
c. 方向情報あり、d. タイミングおよび方向情報ありの4条件
とした。なお、実験に先立って被検者に十分な説明を行い、
同意が得られた者を対象とした。実験は被検者への倫理的配
慮を十分に確保して進行した。

【結果】
TAの伸張反射応答は、立位および臥位姿勢ともに、タイ

ミング情報を与えた条件b、dにおいて、条件a、cと比べて
その大きさと頻度が減少した。方向情報については、単独で
は伸張反射応答に影響を及ぼさなかった。一方、SOLではタ
イミングおよび方向情報の両者で変調はみられなかった。

【考察】
TAは長潜時成分の一部に運動野からの出力を含み、SOL

とは異なる神経基盤を有することが示唆されている。不安定
場面でより強く活動するTAの機能的特徴を背景として、両
者の間で時間的予測の効果に相違がみられたものと思われ
る。

key words 伸張反射・予測・前脛骨筋

外乱予測は足関節底背屈筋の伸張反射応答に影響を
及ぼすか？ -前脛骨筋およびヒラメ筋の比較-

藤尾公哉1）・小幡博基1）・一寸木洋平1）・河島則天2）・
中澤公孝1）

1）東京大学大学院　総合文化研究科　広域科学専攻　生命環
境科学系 
2）国立障害者リハビリテーションセンター研究所
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【目的】
加速度情報を用いることで従来，視覚情報では発見できな

かった運動学的な現象の報告がなされている．しかし単軸方
向の加速度情報において，定性的な知見を推定することが困
難であると報告もされている．本研究の目的は，3次元加速
度センサーから得られる加速度を時系列データとして波形の
特徴を調べ，動作開始直後数秒のサンプルデータから，動作
課題の成否の判定が可能かを明らかにすることである．

【方法】
対象は健常者25名（平均年齢：23±4歳）．対象選定基準と

して本研究で設定した運動課題経験がないものとした．本研
究は群馬パース大学研究倫理審査委員会の承認を受け実施し
た．動作課題はフラフープを腰部にて5回連続で回すことと
し，成否判定は5回連続回せることを成功とした．3次元加速
度センサーはDT178A，CEM社製を使用した．同センサー
を腹部（左右上前腸骨棘を結んだ中間点上）に弾性包帯にて
貼付し，サンプリング間隔50m秒で動作中の加速度を得た．
得られた3軸加速度の開始2秒間の波形における基線の上昇下
降傾向（trend）の有無をリヒャルトらのmann-kendall法を
用いて解析した．SPSSver16を用いて，Trendの有無と動作
課題の成否に何らかの関係があるのかを調べるためにfisher
の正確確率検定を行った．

【結果】
初回の試行で動作課題が成功した者は11名であり，14名の

者は失敗した．3軸加速度の3次元合成ベクトル値は，成功群
で はmann-kendall法 に よ りtrendが 認 め ら れ た 者 は1名，
trendがないものは10名であった．失敗群ではtrendがある者
は11名，trendがないものは3名であった（p＜0.001）．

【考察】
動作課題の成功者は3次元加速度の合成ベクトルにおける

トレンドがなく，失敗者はトレンドがあるという特徴が認め
られた．失敗を判定する場合にトレンドは非常に高い感度を
示した可能性がある．本研究は加速度センサーを使用して動
作の評価を行うことのできる可能性があるのではないかと考
えられる。

key words 3次元加速度・信号解析・動作成否判定

3次元加速度の信号解析による動作課題成否判定の
検討

山崎光太1）・木村　朗2）

1）榛名荘病院付属高崎診療所　リハビリテーション科 
2）群馬パース大学大学院　保健科学研究科
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【はじめに】
療養型病棟に入院している患者は寝たきり度や日常生活動

作能力が低い場合、関節可動域制限は強くなると言われてい
る。しかし、寝たきり患者の中でも個人によって離床頻度に
差が生じている。この研究の目的は寝たきり患者の離床頻度
と関節可動域制限の関係性について経時的に検討することで
ある。

【方法】
当院の介護療養型病棟に入院中で移乗に介助が必要な者33

名を対象とした。患者代理人に対し、研究主旨について説明
を行い、書面にて同意を得た。ゴニオメーターを使用し、各
対象者の頚部、肩、肘、前腕、手首、股、膝、足の左右15関
節（27運動方向）の他動可動域をH24.10月とH25.3月に測定
した。また、a）離床の機会が無い群、b）リハビリ時のみ
離床する群、c）リハビリ・入浴時にのみ離床する群、d）食
事時に離床する群の4群に対象者を分けた。各関節運動方向
の可動域について離床頻度（a～d群）と測定日（H24.10月、
H25.3月）の2要因で重複測定 ‐ 分散分析を行った。個体間
変動に有意差があったときScheffe’s  F testにて多重比較検
定を行った。いずれも有意水準は5％とした。

【結果】
いずれの関節においても離床頻度と測定日に交互作用は無

かった。個体間変動（a～d群間）では肩（屈曲、伸展、外転、
外旋、内旋）、肘屈曲、前腕（回内、回外）、手（背屈、尺屈）、
股（伸展、内転）、足背屈において有意差がみられ、いずれ
の関節でも離床頻度が多い群（c群、d群）で関節可動域が
広かった。個体内変動（H24.10月、H25.3月）では肩（屈曲、
外転）、肘（屈曲、伸展）、手背屈、股（伸展、外転、内転、
外旋）、膝伸展、足底屈、頚部屈曲において有意差がみられた。
その中でも股（内転、外旋）を除く関節においてH24.10月よ
りH25.3月で可動域が狭くなった。

【考察】
寝たきり患者の治療では、可動域制限が進行しやすい関節

を考慮し、離床活動を促すことで関節可動域制限の進行を抑
制できることが示唆されたと考える。

key words 関節可動域制限・離床・寝たきり

介護療養型病棟における寝たきり患者の関節可動域
制限と離床頻度の経時的関係性

野口涼太

岩室リハビリテーション病院
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【はじめに】
歩行停止動作は日常頻回に行われる動作であり、実際の臨

床で不安定さを呈する症例も多く認められる。しかし、歩行
停止動作における二重課題（dual task：DT）の影響に関す
る検討は少ないのが現状である。そのため、今回は健常者を
対象に歩行停止動作における認知課題を付加したDTの特徴
を明らかにすることを目的とした。

【方法】
対象は研究に関して十分な説明を行い、同意の得られた健

常男性7名（年齢21.9±0.8歳）とした。測定機器は三次元動
作解析装置VICON MX（VICON MOTION SYSTEMS社製）
と床反力計（AMTI社製）を使用した。8mの歩行路を快適
速度で歩行し、両足を揃えて床反力計上で停止する課題の
single task（ST）条件と認知課題を付加したDT条件の二条
件で測定した。DT条件は100から3を順番に引く減算課題を
付加した。赤外線反射マーカーは、両側の上前腸骨棘に貼付
し、その中点の座標から定速状態の歩行速度を算出した。ま
た、歩行速度の2標準偏差外になった地点を減速、歩行速度
が0.05m/s以下となった地点を停止と定義し、減速開始から
停止までの時間（stop time）とその間の距離（stop distance）
を算出した。さらに、停止1歩前の踵接地から対側の踵接地
間の後方への床反力の最大値（force）を測定した。統計処
理は対応あるt検定でST条件とDT条件の比較を行った。な
お、有意水準は5％とした。

【結果】
stop timeはSTで1.57±0.25sec、DTで1.90±0.29sec、stop 

distanceはSTで941.4mm、DTで1276.1mmであり、両者とも
ST条件に比してDT条件で有意な増加が認められた（p＝
0.014、p＝0.016）。歩行速度や歩数、forceでは有意差が認め
られなかった。

【考察】
運動課題を付加したDT歩行停止動作の先行研究と同様の

結果となり、付加課題は異なるが先行研究を支持する結果と
なった。DT条件ではST条件に比べ歩行停止に注意を要する
ため、早期から減速を開始すると考えられ、ST条件とDT条
件で歩行停止動作が異なることが示唆された。

key words 歩行停止・dual task・減速

歩行停止動作における二重課題の影響

萩原　晃1,2）・朝倉智之2）・長谷川信1）・臼田　滋2）・
白倉賢二1）

1）群馬大学医学部附属病院　リハビリテーション部 
2）群馬大学大学院保健学研究科
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【目的】
我々は，平成24年度の千葉県理学療法士学会において，児

童の怪我の有無と新体力テストの関係ついて検討し，総合判
定が高い児童の方が怪我をしていることが分かった．だが，
怪我の発生とどのテスト項目の関係が強いかは検討できなか
った．そこで今回，児童の怪我の現状と各テスト項目との関
係について検討した．

【方法】
千葉県下のI小学校の全校児童のうちテスト結果の不備の

ない509名を対象とした．怪我のデータは平成23年度に校内，
または登下校中に怪我をし，病院受診した75件の内，73件を
使用した（残り2件はテスト結果に不足があり未使用）．怪我
をした児童（73名）としていない児童（436名）で各テスト
項目（握力，上体起こし，長座体前屈，反復横跳び，20mシ
ャトルラン，50m走，立ち幅跳び，ソフトボール投げ）結果
の差を比較検討した．各テスト項目は，1～10点の10段階．
統計解析は，JSTATを使用し，対応のないt検定を行った．
なお，有意水準は5％未満とした．ヘルシンキ宣言に基づい
て行い，データは個人が特定されないように管理した．

【結果】
握力は，怪我をした児童と怪我をしていない児童それぞれ

平均得点が，6.4±2.2点，5.8±1.9点で有意な差がみられた（p
＜0.05）．ソフトボール投げは，怪我をした児童としていな
い児童それぞれ平均得点が，6.2±1.8点，5.5±1.9点で有意な
差がみられた（p＜0.05）．その他の項目では怪我の有無で有
意な差はみられなかった．

【考察】
今回の結果より，文部科学省が定める評価内容として柔軟

性・敏捷性・持久力・スピード・瞬発力をみるテスト項目（長
座体前屈・反復横跳び・20mシャトルラン・50m走・立ち幅
跳び）は，怪我の発生との関係性が高くないことが示唆され
た．握力は，文部科学省により筋力をみるものとされている．
また，文献からソフトボール投げは，筋力の発達と関係して
いるとも言われている．今回の結果を含め，怪我の発生には
筋力の発達との関係性が高い事が考えられる．

key words 小学生・怪我・新体力テスト

小学校における怪我の現状と新体力テストの各項目
との関係

橋本　典・山下剛司MD

医療法人社団淳英会　おゆみの診療所
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【目的】　
総合臨床実習（以下、総合実習）を通して、学生は知識や

技術を学ぶだけでなく、医療者としての自己意識を高めるこ
とができる。しかし、学生に学ぶ姿勢が備わっていないこと
を実習指導者から指摘されることが多く、実習単位を取得で
きない学生が増えている（小川ら，2008）。養成校において
実施すべき実習前教育について提案するための基礎的資料を
得るために、実習を終了した学生に対して、質問紙調査を実
施し、実習前の不安、実習後に実感している課題を明確した
い。

【方法】
2011年12月に倫理的配慮のため無記名の自記式質問紙調査

を実施した。2011年4月～12月までに総合実習を実施した目
白大学の学生100名を対象とし、59名より回答を得た（回答
率59％）。

【結果】　
総合実習実施前に、実習に関する不安があったと回答した

者は100％であった。どのような不安があったのかについて
尋ねたところ、「医学に関する知識が不十分ではないか」（51
％）、「実習指導者と良好な関係がとれるか」（39％）、「患者
との良好な関係がとれるか」（29％）、「実習を最後までやり
遂げられるか」（15％）などが挙げられた。実習終了後に不
足していたと感じたことは、「解剖学、運動学、生理学など
の基礎知識」（48％）、「関節可動域や筋力などを測定する評
価技術」（46％）、「理学療法治療手技の技術」（46％）、「自分
の考えを書面に記すこと」（39％）、「コミュニケーション能
力」（17％）であった。

【考察】
医学に関する知識は膨大であり、総合実習前にすべての知

識を理解することは難しい。学生の不安を募らせるのではな
く、実習では何が不足していると感じるのかを実習前の学生
に示し、実習までに何を復習すべきかについて明確に示す必
要がある。また、実習指導者や患者への接し方について、グ
ループ討議をさせ、様々な意見があること、具体的にどのよ
うに動けばよいのかを考える機会をもたせることが重要であ
る。

key words 実習・学生・不安

理学療法総合臨床実習に対する学生の不安

安心院朗子1）・小川大輔1）・兵頭甲子太郎1）・矢野秀典1）・
安井　宏2）・齋藤佐和3）

1）目白大学　保健医療学部　理学療法学科 
2）目白大学　保健医療学部　作業療法学科 
3）目白大学　保健医療学部　言語聴覚学科
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【目的】
当センターでは、365日リハ実施、個別訓練対応の充実と

いったリハ提供体制の転換に伴い、リスクマネジメントにも
重点を置き組織的に取り組んでいる。今回、過去5年間の当
センター理学療法科内で報告された医療事故報告書を集計
し、報告内容について後方視的研究を行った。

【方法】
対象は2008年4月～2012年3月に理学療法科（成人・小児）

で報告された医療事故報告202件（外来を除く）を集計。報
告内容は［転倒・転落］［身体損傷・急変］［管理］［患者ト
ラブル］［カテーテル類抜去］に分類した。報告内容との関
連について各年度とPT人員と新入職員数を比較した。統計
処理はχ2検定を用い（p＜0.05）、解析はSPSS（Ver19）を使
用した。

【倫理的配慮】
本研究は当センター倫理委員会の承認を得た。

【結果】
報告件数は年々増加傾向にあり、PT人員と相関を認めた

（.853）。報告内容より［転倒・転落］が44％で最も多く、［身
体損傷・急変］36％と合わせ8割を占めた。しかし、年度ご
との報告内容の比較では有意な差を認めた（p＝0.004、φ＝
.453）。年度別の特徴として、2008年に［転倒転落］が多か
ったが、2010年だけが［転倒・転落］が減り、［身体損傷・
急変］が急増し最も高い報告件数となった。2012年は［管理］
に関する報告が多くあった（3.6）。

【考察】
結果より、報告件数は増加し、内容は多様化している傾向

にあった。また、最近は事故に起因する環境や機器に関する
発見や管理についての報告が増え、スタッフ全体のリスク管
理に対する意識が向上していた。当科ではリスクマネジャー
を複数人配置し、発生した事象について、迅速に状況の検証
と原因分析、防止策の検討を行いる。また当事者個人の責任
に至らぬよう配慮し、スタッフ全体に事例報告を行い、情報
の共有と防止策の周知を図っている。こうした取り組みが、
職場環境やシステム改善に反映されるきっかけとなった。今
後、組織の拡大に伴いリスクマネジメントの重要性が増すと
考える。

key words リスクマネジメント・医療安全・管理

当センターの理学療法科内におけるリスクマネジメ
ントの取り組み 
過去5年間の医療事故報告による後方視研究

佐藤仁俊1）・村山尊司1）・太田直樹1）・阿部　光1）・ 
草なぎ香2）・宮前信彦3）

1）千葉県千葉リハビリテーションセンター　リハビリテーション
療法部　成人理学療法科　2）千葉県千葉リハビリテーションセ
ンター　リハビリテーション療法部　小児理学療法科　3）千葉
県千葉リハビリテーションセンター　リハビリテーション療法部
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【はじめに】
今回、在学中にアスペルガー症候群（AS）と診断された

男子学生に対し、いくつかの対応を行った。その経験を基に、
AS及びASが疑われる学生に対しての指導上の課題につい
て、若干の知見を得たのでここに報告する。

【倫理的配慮】
本人に対し本学会での発表の了承を得た。

【プロフィール】
帰国子女。高校卒業後に大学、他職種専門学校へ入学した

が体調不良のため双方とも退学、親の勧めにて29歳で本校へ
入学。

【学生の状況】
入学当初より単独行動が目立った。出席状況は良好だが、

実技練習に参加しない等授業進行に支障をきたして他学生と
衝突することがあった。本人はこの現状を改善する意思はあ
るがそれが容易でないことに葛藤を訴えていた。成績は中下
位であった。

【対応と結果】
（1）状態確認のため頻回に面談（2）実技授業の参加形態目

標を段階的に設定（3）診断等を他学生に説明（4）担当医と
情報交換。以上により、実技練習には見学という形で参加可
能となり、学生間の衝突は無くなった。また特定の教員には
自ら関わりを持つようになった。ただし他学生との交流が少
ない点は変化なく、ASの治療専念のため一年次末に自主退
学に至った。

【考察】
コミュニケーション面へ介入した結果、ASにおいても緊

密に接することで能力改善の可能性が示唆された。しかし、
在学中に理学療法士として臨床で必要なレベルまでの到達は
困難な印象を受け、臨床実習等では特別配慮を要すると思わ
れた。より専門的な対応のためスクールカウンセラーの配備
も有効と考える。

更に学習面と体調面の援助を併せて行う事で、より有意義
な学校生活を送れると感じており今後の課題とする。学習面
ではASでは聴覚情報の処理が困難との報告から、授業で聴
講した内容の理解を深めるため補足資料の提供が効果的なの
ではないか。体調面では感覚過敏・鈍麻が一要因となって不
適応を引き起こすとの報告から、状態把握と個別支援が必要
であろう。

key words アスペルガー症候群・学校生活援助・コミュ
ニケーション

アスペルガー症候群の学生への学校生活援助を経験
しての一考察

谷出敦子1）・山際清貴1）・小野　晋1）・原田憲二1）・ 
島田雅子1）・小関博久1,2）

1）専門学校　東都リハビリテーション学院 
2）医療法人社団　博聖会　広尾整形外科　
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【目的】
当院リハビリテーション科（以下リハ科）では事故防止対

策の取り組みの一環としてインシデント・アクシデントが発
生した際にインシデント・アクシデントレポート（以下レポ
ート）の提出を義務付ている．今回，そのレポート内容を調
査した結果，事故防止に役立つ一定の傾向を見いだせたので
報告する．なお，本研究は当院倫理委員会の承認を得た．

【方法】
対象は平成24年4月から平成25年3月までに提出されたリハ

科のレポート71件．方法はレポートに記載されている経験年
数・発生状況・発生内容・発生要因を調査した．発生要因は
報告者と責任者とが協議し既定の項目から選択した（複数回
答）．

【結果】
レポート総件数は71件（インシデント68件・アクシデント

3件）．経験年数は，0～2年目23％，3～5年目28％であった．
発生状況は，歩行練習20％，入浴訓練10％，移乗動作・言語
訓練9％の順であった．発生内容は，転倒45％と最多であり，
皮膚外傷27％と転倒と皮膚外傷で72％を占めた．発生要因
は，油断があった34％，評価・予測不足23％，確認ミス16％
の順であった．

【考察】
経験年数に関しては5年目までの比較的若い職員ほど発生

傾向がみられ，発生要因においては油断があった，評価・予
測不足の項目で半数を占めた．この件については経験の浅さ
からヒューマンエラーを起こす傾向が結果から示唆された．
また，発生状況・発生内容から歩行時の転倒が多く，介助位
置・介助量の検討を必要とし転倒の予測も含めた介助指導が
必要と考えられる．また，訓練時の皮膚外傷も多く，入浴・
床上訓練には患者の動作能力だけでなく身体状態の把握が必
要になることや訓練時に器具・道具を使用する際には物の特
性も考慮する必要があると考えられる．今後の対策として
KYTの導入，インシデント・アクシデント事例の情報共有
や事例検討会の開催など継続的な職員教育を行い職員間での
事故防止に対する意識向上を図っていきたい．

key words インシデント・アクシデントレポート・職員
教育・事故防止

当院リハビリテーション科におけるインシデント・
アクシデントについて─傾向と対策─

羽田野稔・宮島いずみ

総合リハビリテーションセンターみどり病院　リハビリテー
ション科　理学療法部門
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【目的】
現在、ストレスが身体にいろいろな影響を与えることが知

られている。一方、理学療法養成の過程においてもカリキュ
ラムが多様であり、ストレスを感じているイベントも数多く
あると考えられる。本研究の目的は、理学療法養成校の学生
がその年次によりどの程度のストレスを感じているのか比較
し、今後の教育における指標とすることである。

【方法】
対象は4年制大学の1年生80名、2年生86名、3年生70名であ

り、本研究の主旨を説明し、同意を得られたものとした。方
法はアンケート法を用い、ストレスの指標はVAS使用し、1. 
全体的なストレス 2. カリキュラム 3. テスト 4. 勉強時間を
同時に行った。統計学的手法は、評価項目ごとに一元配置の
分散分析を行い、主効果が認められた時は多重比較法を用い
た。統計ソフトはPASW Statistics 18を使用し，有意確率5
％未満をもって有意とした。

【結果】
一元配置分散分析の結果、全体的なストレスでは2-3年生

間に、カリキュラムは1，2-3生間に、テストは1、2-3年生間
に、勉強時間は1，2-3年生に主効果差が認められた。

【考察】
全体ストレスは、2―3年生間で有意差がみられ、1-3年生

間では認められなかった。これはアンケートを実施時期が5
月であり、1年生は入学したばかりのためにストレスを感じ
ていたものと考えた。カリキュラム、テスト、勉強時間では
1，2-3年生間で有意差がみられた。3年生はカリキュラム、
実習、試験などを意識し始める時期でありストレスを感じて
いるのではないかと考えた。

key words ストレス・アンケート・VAS

理学療法養成校の学生のストレスについて

岩瀬洋樹1）・菅沼一男2）・高田治実2）

1）クロス病院　リハビリテーション科 
2）帝京科学大学
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【目的】
リハの予約に対する，実施と非実施の割合を調査し，非実

施の要因を分析して対策を立てることを目的とした．
【方法】

調査1
期間：平成24年10月15日から11月22日，実稼働日数33日．
対象：理学療法士17名，作業療法士4名，言語聴覚士2名，

合計23名．調査方法：当日の実施状況を部門システムを用い
て前方視的に調査した．調査内容は，予約数，実施数，非実
施数，非実施の要因の4項目とし，非実施の要因について内
容ごとに集計した．

調査2
期間：平成25年5月14日から5月25日，実稼働日数11日．
対象および調査方法は，調査1と同様に行なった．
これはヘルシンキ宣言に則って実施した．

【結果】
調査1の結果，予約件数140.2件/日，実施件数116.6件/日，

非実施件数23.6件/日，非実施率17.0％．非実施要因は，全非
実施数を100％として，不調35.6％，拒否28.3％，透析13.8％，
看護業務9.6％，リハ室関係2.3％，その他10.4％に分類した．

調査2の結果，予約件数213.3件/日，実施件数194.7件/日，
非実施件数18.6件/日，非実施率8.7％．非実施要因は，不調
46.3％，拒否30.3％，透析2.4％，看護業務4.4％，リハ室関係
1.0％，その他7.8％に分類した．

【考察】
分類した非実施要因を，改善の難しい項目と，改善可能な

項目に分類した．改善の難しい項目は不調，改善可能な項目，
拒否，透析，看護業務，リハ室関係，その他，となった．こ
の改善可能とした項目は，リハ専門職種間での介入時間の重
複，他部署との介入時間の重複，拒否によるものだった．

改善に向けて，介入時間の重複は，前日までの予約調整を
綿密にする，情報共有・コミュニケーションの円滑化を図る．
拒否は，患者対応の仕方や方法の変更する，患者への日々の
スケジュールの提示をする，予約時間で実施をする．以上の
対策を考えた．

【まとめ】
予約に対して実施・非実施の割合を調査し，非実施の要因

を分類した．具体的な対策を実施することで平均17％の非実
施率は8.7％まで減少した．

key words 予約・非実施・業務改善

当院入院患者におけるリハビリテーション非実施に
関する調査

堀内秀憲・近野宏知・嶋野　保・内山　覚

新東京病院　リハビリテーション室
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【はじめに、目的】
中枢性片麻痺患者のリハビリテーション場面で短下肢装具

は重要な役割を果たしているが、麻痺や筋力、注意障害の程
度により装具着脱の難易度が異なる。今回、原＊1らの報告
を参考に、装具の固定ベルトを改良した金属支柱付き短下肢
装具（以下、改良型装具）を作成した。改良型装具は、内側
にベルクロのベルト、外側に下腿正中まで延長したベルト環
があり、固定の際、通常とは逆の内側へ牽引する。今回の工
夫が装着動作の改良につながるか確認するため、通常の装具
と改良型装具との装着時間、姿勢の相違を比較した。

【方法】
対象は健常者4名と、脳梗塞により軽度な左片麻痺を有す

る患者1名。装具装着の施行時間と動作を、ストップウォッ
チ、体重計4個、ビデオで記録した。開始姿勢は左下肢に装
具を履いた状態で、可能な範囲で頭部・臍が正中となるよう
座らせ、両坐骨下と両足下に体重計を配置した。装着は右上
肢のみ使用し、3本のベルトを固定する時間と、体重計への
荷重の変化、姿勢の変化を記録した。改良型装具、通常の装
具の順に2回施行し、2回目を記録した。

【倫理的配慮、説明と同意】
対象者には本研究における主旨、目的について十分な説明

を行い、同意と同意書への署名を得た上で実施した。
【結果】

装着の施行時間は改良型装具で25～40％短く、ベルト牽引
固定時の頭部の装具側への変位は改良型装具で少なかった。
ベルト牽引・固定中に装具側の臀部、下肢への荷重の偏位が
見られたが、荷重偏位や最大荷重量は通常型装具と比べ改良
型装具で小さかった。

【考察】
通常の装具の固定ベルトは、健常者の靴の様に、同側上肢

で操作する構造であり、反対側で操作するよう意図されてい
ない。今回ベルトの操作や牽引を患肢健側で操作するよう意
図して改良した。装具装着の早期自立がリハビリテーション
の導入に有用であることに加え、荷重装着動作中の転倒防止
にも寄与するものと考えられた。

key words 短下肢装具・片麻痺・装具装着

短下肢装具の固定ベルトの工夫と装具装着への影響

関悠一郎1）・新田純平2）・唐澤哲也1）

1）小林脳神経外科病院　リハビリテーション課 
2）小林脳神経外科　診療部
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【はじめに】
当院では入院患者に提供する車椅子・福祉用具（以下移動

補助具）は病院の備品として購入し保管・管理していた．し
かし，患者一人ひとりの身体機能やADL状況の変化に対応
したもの，清潔なもの，メンテナンスの行き届いたものをタ
イムリーに提供できていないことや，保有台数や保管スペー
スなどの管理上で多くの問題を抱えていた．今回，移動補助
具の貸し出しや管理体制などの問題の解決手段として福祉用
具業者と協力し，レンタル化を行ったので報告する．

【方法】
対象は当院回復期2病棟に入院している患者とした．入院

患者への移動補助具の提供は病院負担で福祉用具業者よりレ
ンタルし、患者に貸し出すこととした．レンタル化は3ヶ月
おきに，1病棟ずつ段階的に進めた．納品方法は入院時に担
当セラピストが身体計測・ADL能力評価後，FAXにて注文
し，2～3日後に納品し貸し出した．なお，納品までの期間は
デモ機にて対応した．返却はその旨をFAXし，所定の場所
に配置後，業者が回収することとした．

【結果】
回復期1病棟患者に既存の移動補助具を1ヶ月以内にレンタ

ル化することができた．しかし，福祉用具業者と病院スタッ
フ間のレンタルシステムに誤差が生じていたため，並行して
システムの見直しを行った．その後，5ヶ月をかけて回復期2
病棟全ての患者に実施することが出来た．

【考察】
レンタル化により，患者の身体機能・ADL状況に合った

もの，清潔でメンテナンスの行き届いたものを貸し出すこと
や，移動補助具の管理及び保管スペースなど様々な問題を解
決することが出来た．期限がある入院期間で移動補助具の選
定はリハビリテーションの流れを円滑にするだけでなく，患
者が日常過ごす姿勢や安全な動作の獲得に有効であると考え
る．今後は更なるレンタルシステムの構築，レンタル効果の
検証，スタッフ全員の福祉用具への知識を深めていきたいと
考える．

key words 回復期・福祉用具・レンタル化

回復期病棟の車椅子・福祉用具のレンタル化へ 
～車椅子・福祉用具の選定も大切なアプローチの一
つです～

羽中田賢・鈴木理恵・可児利明

竹川病院　リハビリテーション部
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【目的】
都市部や新築住宅は高齢者に配慮した住環境の整備やユニ

バーサル化が進んでいる。一方，農村部や日本古来の住宅は
和式住宅が多く和式の生活を余儀なくされている。和式生活
には床からの立ち上がりが必要であり，床からの立ち上がり
が困難になることで生活範囲が狭小化し高齢者の自立した生
活の障害となる。本研究は床からの立ち上がり方法と運動機
能の関係について検討した。

【方法】
対象は，地域高齢者67名，年齢80.3歳，身長149.2cm，体

重51.2kgであった。対象者は明らかな運動器疾患を有さず研
究の主旨を説明し同意が得られた者とした。評価項目は，床
からの立ち上がり能力，等尺性膝伸展筋力，10m歩行，Timed 
Up and Go Test，Functional Reach testとした。床からの
立ち上がり方法の分類は難易度の高い順から，スクワット型

（SQ型），片膝型（HK型），クラウチング型（CR型），高這
い型（PL型）とした。統計学的分析は，評価項目ごとに立
ち上がり方法間の差について一元配置分散分析を行い，主効
果がみられた場合は多重比較法を用いた。検定はPASW 
Statistics 18を使用し，危険率5％未満をもって有意とした。

【結果】
等尺性膝伸展筋力値，FR，TUGはともにSQ型とCR型，PL

型，不可間に，HK型とPL型，不可間に差を認めた。10m歩
行はCR型，PL型と不可間に差を認め，それ以外は等尺性膝
伸展筋力値，FR，TUGと同様であった。

【考察】
SQ型とHK型は上肢を使用せず立ち上がる方法であり，よ

り高い運動機能とバランスが要求されると考えた。SQ型は
HK型以外の方法と差を認めたのに対し，HK型は，CR型と
の間に差を認めず，PL型、不可との間に差を認めた。HK型
とCR型の違いは上肢を使用するか否かであり，今回の評価
項目以外の機能の影響の可能性が考えられた。

【まとめ】
床からの立ち上がりは運動機能と関係が深く，運動機能を

評価することで立ち上がり方法を推察できる可能性があると
考えた。

key words 床からの立ち上がり・高齢者・運動機能

床からの立ち上がりと運動機能の関係について

原　聡美1）・菅沼一男2）・金子知香3）・丸山仁司4）・ 
芹田　透2）

1）社会福祉法人秀峰会　訪問看護リハビリステーション磯風
の謡 
2）帝京科学大学 
3）くらた病院 
4）国際医療福祉大学
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【はじめに】
近年、リハビリテーションの分野では疾患の再発を予防す

ることの重要性が指摘されているが、生活期の訪問リハビリ
テーション（以下訪問リハ）において、その重要性が注目さ
れることは少なかった。今回、訪問リハ開始から現在までの
7年10ヵ月の介入経過や内容をまとめ、再発予防における訪
問リハの有用性について考察する。

【症例紹介】
症例は62歳、女性。平成13年12月、脳幹出血を発症。平成

17年5月より訪問リハを開始。失調症状や深部感覚障害を有
していたが、麻痺は比較的軽く、介入開始時には時期的に麻
痺の回復は期待できなかったことから筋力強化練習を中心に
プログラムを立案した。また、脂質異常症を有していたこと
からエアロバイクを用いた有酸素運動と筋力増強練習を中心
に開始した。

【方法】
介入期間を介入前と担当者を変更するごとに介入1（介入

後4年10カ月まで）、介入2（4年11カ月～7年まで）、介入3（7
年～現在まで）と設定した。それぞれの時期の中性脂肪の値
と運動時心拍数の値の平均値を算出して比較した。本研究で
は所属会社の倫理規定に従い、症例の同意を得た。

【結果】
中性脂肪の値は介入前が302mg/dl、介入1が153mg/dl、介

入2が223mg/dl、介入3が180mg/dlであった。診療記録を確
認 す る と、 運 動 時 心 拍 数 は 介 入1で 約98bpm、 介 入2で
90bpm、介入3で110bpmと中性脂肪の値が高値となった介入
2では低値であった。

【考察】
介入2で中性脂肪が上昇した原因として、有酸素運動の負

荷に関して配慮が足りず比較的消極的な介入となっていたこ
とが考えられる。訪問リハの長期化に関しては、賛否両論が
あるがこの症例のようにしっかりとした積極的な介入を行わ
ない場合に中性脂肪の上昇が認められるようなケースがあ
り、予防的観点から運動負荷量を管理した状態で長期的な介
入が必要な事例があるものと考える。

key words 訪問リハビリテーション・脳血管疾患・再発
予防

脳血管疾患の再発予防に着目して訪問リハビリテー
ションを実施した1例

笠原みどり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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【背景】
介護職員の腰痛事故は、移乗動作介助が原因で年々増加し

ている。厚生労働省によると、持ち上げ作業下での適切な作
業負担は男性が対象重量の40％以下、女性が24％以下と定義
されている。介護職員がどの程度の作業負担が生じているか
を調査したうえで如何にして要介護者の身体的要因を評価し
つつ介助方法を選択するのかが、適切な基準を設けるために
は必要となる。

【目的】
介護福祉施設での全介助要介護者の移乗動作介助方法、身

体的要因、介助者の作業負担について明らかにする。
【対象】

介護老人保健施設の女性職員15名（平均年齢36.9（22-56）
歳）

【方法】
移乗動作調査票の項目は、14名の要介護者に対する全介助

移乗動作介助方法（一人介助法・二人介助法・福祉用具の使
用）と、その時の介助者の作業負担とした。作業負担は、要
介護者の体重を女性職員で除した個々の体重の比率とした。
得られた作業負担結果を24％以下群、24-40％群、41％以上
群の3群に分類した。また、全介助要介護者の身体的要因、
すなわち座位保持能力・胃ろう増設の有無と車椅子の種類（リ
クライニング型か否か）について調査した。本研究の説明を
対象者に行い書面で同意を得たのち実施した。

【結果】
二人介助法が座位保持困難者7名と胃ろう増設者1名の8名

でリクライニング車椅子使用者であった。一人介助法が6名
であった。福祉用具は全例使用していなかった。介護者の作
業負担は15名全員がすべての要介護者に対し41％以上群であ
った。

【考察】
リクライニング車椅子を使用していない要介護者は、全例

作業負担の高い要介護者であっても一人介助法を行っていた
ことから、介護職員の腰痛事故予防には特に一人介助法にお
いて作業負担を考慮した移乗動作介助基準の見直しが急務と
示唆された。

key words 移乗動作介助方法・腰痛・作業負担

全介助要介護者の移乗動作介助方法、身体的要因、
介助者の作業負担について
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2）埼玉県立大学　保健医療福祉学部　理学療法学科
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【目的】
臨床では，患者の歩行能力の評価することが多い．歩行は

基本的な移動手段であり，歩行能力の低下は高齢者の行動範
囲の狭小化や活動性の低下，心理面への影響などを引き起こ
す。本研究は，3mジグザグ歩行時間と屋外歩行の可否の関
係について検討することを目的とした．

【方法】
対象は屋内独歩可能な65歳以上の高齢者21名，平均が年齢

76.4歳，身長154.9cm，体重52.7kgであった。対象者は屋外
歩行可能群，不可能群に分類した．また，測定に影響を及ぼ
すと考えられる者は除外した．なお，対象者は本研究の概要
と目的を十分に説明し，書面にて同意を得た者とした．測定
は増田らの方法を用いた．統計学的手法は，屋外歩行可能群
と不可能群のジグザグ歩行時間について対応のないt検定を
行った．また，屋外歩行の可否に対して，年齢，ジグザグ歩
行時間，転倒歴の有無が影響するのかを検討するために多重
ロジスティック回帰分析を適用させた．変数の選択は，尤度
比検定による変数増加法を用いた．統計解析にはPASW 
Statistics18を用いた．

【結果】
対応のないt検定の結果，ジグザグ歩行時間は屋外歩行不

可能群が有意に大きかった．屋外歩行の可否に影響する変数
として，ジグザグ歩行時間が選択された．ジグザグ歩行時間
のオッズ比は2.07（95％信頼区間1.04～4.1）であった．変数
の有意性は、ジグザグ歩行時間がp＜0.05であった．予測値
と実測値の判別的中率は90.9％であった．

【考察】
歩行は最も基本的な移動手段で，高齢者の屋外歩行では歩

行速度や転倒の危険などを考慮する必要がある。屋外歩行の
可否と3mジグザグ歩行時間は関連性が確認され3mジグザグ
歩行時間が遅くなるほど屋外歩行は困難となった。従って，
3mジグザグ歩行時間を用いて屋外歩行の可否を判定できる
可能性が示唆された． 

【まとめ】
3mジグザグ歩行テストは屋外歩行の可否予測の一指標と

しての応用が期待できると考えられるが，対象が少ないなど
継続して検討する必要がある．

key words 3mジグザグ歩行時間・屋外歩行・高齢者

屋外歩行の可否と3mジグザグ歩行時間の関係
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