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【目的】
障害物跨ぎ動作を健常人の足尖-障害物間距離（Toe Clear-

ance：以下TC）と踏み切り足尖-障害物間距離（Toe Dis-
tance：以下TD）に着目した研究は従来にも行われてきた。
今回、片麻痺患者のTCのばらつきは障害物への躓きの一因
となると考え、片麻痺患者の跨ぎ動作の特徴を検証すること
を目的とする。

【対象と方法】
対象は健常成人20名（年齢25±3歳）と片麻痺患者10名（年

齢64±10歳）とした。運動課題は杖を使用せず裸足で、歩行
路上の障害物（高さ15cm、奥行4cm）を跨いで歩行すると
した。各施行からTD、先行足TC、後追足TCを計測し、平
均（以下ave）の比較、標準偏差（以下sd）の分散比較を行い、
相関係数を求めた。統計学的有意水準は5％未満とした。

【説明と同意】
ヘルシンキ宣言に基づき対象者には本研究の目的を書面に

て説明し、同意を得たうえで測定を行った。
【結果】

片麻痺患者3例で麻痺側後追足が障害物に接触した。麻痺
側後追足TCaveは有意に低値を示した（健常人12.6±5.5cm、
麻痺側6.4±3.4cm、非麻痺側14.7±4.7cm、p＜0.05）。先行足
TCsdと後追足TCsdの群内分散は、麻痺側で有意に大きな値
を示した（p＜0.01）。麻痺側先行足TCsdと麻痺側後追足
TCsd（r＝0.85、p＜0.01）、麻痺側TDaveと麻痺側後追足
TCsd（r＝－0.65、p＜0.05）、麻痺側TDaveと非麻痺側先行
足TCsd（r＝0.71、p＜0.05）で有意な相関を認めた。

【考察】
麻痺側後追足TCの平均は有意に低値を示したが、麻痺側

後追足TCのばらつきとの相関は認めず、後追足TCのばらつ
きが障害物への躓きと直接関係するとは認められなかった。
しかし麻痺側の先行足TCと後追足TCのばらつきは群内での
有意な相関を認めたため、TCの制御が視覚情報に影響され
ないことが考えられた。片麻痺患者の跨ぎ動作の特徴として
麻痺側後追足の制御を小さな範囲に抑えるために麻痺側TD
を拡大し、非麻痺側先行TCを変動させることで安定した跨
ぎ動作を遂行しようとする傾向にあると考えられる。

key words 跨ぎ・片麻痺患者・Toe Clearance

片麻痺患者の障害物跨ぎ動作におけるToe Clear-
anceと施行間のばらつきについて
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【はじめに，目的】
ロボットスーツHAL福祉用（以下HAL）は股・膝関節の

筋活動電位信号を読み取り，下肢の運動をサポートする装着
型ロボットである．今回，両脚型HALを使用した立ち上が
り練習で，立ち上がりの介助量が軽減された一症例を報告す
る．

【方法】
症例は脳幹梗塞により四肢麻痺を呈した60代女性．発症か

ら36日で当院回復期病棟に転院，発症から106日にてHALを
装着した立ち上がり練習を開始した．Br.stageは右側上肢4，
手指5，下肢4，左側上肢2，手指4，下肢2，感覚障害なし．
基本動作は全介助レベル，FIM：39点．HAL装着下での練
習は2か月間で計15回施行．練習内容はHALを装着し，平行
棒内で立ち上がり練習を10回行うものとした．介助量の評価
としては，1週間ごとに5名の理学療法士がHAL非装着下の
症例の立ち上がりを介助し，介助者が感じた介助量をVAS
で評価した（以下，介助VAS）．症例に対しては，HAL練習
前に一度HAL非装着下での立ち上がりを行い，その際の自
覚的疲労度をVASで評価した（以下，疲労VAS）．

【説明と同意】
被験者には本研究の趣旨，内容及び結果の取り扱いに関し

て，紙面上にて十分に説明し同意を得た．
【結果】

HAL練習期間前後の値は，介助VAS：9.2±0.8→4.3±1.6，
疲労VAS：6.2→3.2となった．画像を用いた立ち上がり動作
分析では，離殿時の体幹・骨盤の前傾角度の増加，離殿から
立位姿勢までの体幹・股・膝関節の伸展角度の増加がみられ
た．モニター上の生態電位レベルにおいて，股・膝関節伸展
筋に反応が検知されるようになった．

【考察】
介助VASの値が減少したことから，立ち上がりの介助量

の軽減が得られたことがわかる．HALのアシスト機能によ
って足部への重心移動の誘導が可能になり，また症例の自発
的な動きに基づいて下肢の伸展運動が行えたため，大殿筋・
大腿直筋の筋収縮や足部への荷重感覚の学習が促され，立ち
上がりの介助量軽減に影響を与えたのではないかと考える．

key words ロボットスーツHAL福祉用・立ち上がり・脳
卒中

ロボットスーツHAL福祉用を用いた立ち上がり練
習が立ち上がりの介助量軽減に繋がった一症例
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【目的】
本研究の目的は、運動課題が異なると心的時間（Image 

Time, IT）と実行時間（Actual Time, AT）はどのように影
響されるかを明らかにすることである。

【方法】
対象は健常者17名（男性11名、女性6名 平均29.2±8.0歳）

とした。運動課題にはTimed Up ＆ Go Testを模した動作を
用い、歩行距離（片道）が3m・6m・9mの3課題を設定した。
測定順はIT、ATの順とした。ATはマルチタイマー（竹井
機器工業）を使用し、ITは同機器のリモートスイッチを用
いて被験者自身が操作して測定した。各課題の測定順序はラ
ンダムとし、ITとATのフィードバックは行わないものとし
た。データの解析は1）各課題におけるITとATの差の比較、
2）歩行距離（片道）3mと9mの課題におけるITの増加（ΔIT）
とATの増加（ΔAT）との関連、3）歩行距離（片道）3mに
おけるITとATの差（3mIA差）と9mにおける差（9mIA差）
との関連の3点について行った。統計学的分析には、対応の
あるt検定とPearsonの相関係数を用い、有意水準は5％未満
とした。本研究はヘルシンキ宣言を遵守して行った。対象者
には口頭により説明を行い、口頭による同意を得た。

【結果】
1）歩行距離（片道）3mの課題におけるITは6.5±1.8秒、

ATは8.3±1.1秒 で あ っ た。6mで はITは10.1±2.4秒、ATは
12.9±1.7秒、9mではITは14.1±3.4秒、ATは17.1±2.3秒であ
った。すべての課題においてITはATより有意に短縮した（p
＜0.01）。2）ΔITとΔAT との間には有意な相関を認めた（r
＝0.78，p＜0.01）。3）3mIA差と9mIA差間には有意な相関
を認めた（r＝0.66，p＜0.01）。

【考察】
ITとATには課題距離によらずIT＜ATの関係がある。運

動課題が異なる場合、ATが大きい課題はITも大きいことが
示された。また、3mIA差が大きい者は9mIA差も大きいこ
とが示された。

key words 心的時間・実行時間・誤差量

心的時間（Image Time）と実行時間（Actual 
Time）に対する運動課題の違いの影響
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【目的】
脳卒中治療ガイドライン2009において慢性期の脳卒中で下

垂足がある患者には機能的電気刺激（Functional Electrical 
Stimulation；以下FES）が勧められるが、治療効果の持続
は短い（グレードB）とされている。今回はボツリヌス療法
を（以下BTX）施行された維持期脳卒中患者一症例に対し、
FESを用いた理学療法介入し、歩容の変化について検討を行
った。

【方法】
対象は脳梗塞により右片麻痺を呈し、発症から5年経過し

た70歳代女性であり、腓腹筋、ヒラメ筋、後脛骨筋にBTX
施行された。理学療法介入内容は、前脛骨筋へFESを用い、
歩行練習を行った。評価時期は、注射1週後と1ヶ月後、評価
項目は関節可動域（Range of motion；以下ROM）、筋緊張
検査（Modified Ashworth Scale；以下MAS）、歩行観察と
した。歩行観察は、対象者の麻痺側肩峰、大転子、膝関節外
側関節裂隙、外果、第5中足骨底に反射マーカーを貼り付け、
歩行5mをビデオカメラで撮影した。その後、動画編集ソフ
トVirtual Dubを使用し、1歩行周期を6期に分け、それぞれ
の周期における静止画を作成し、解析用ソフトImageJを用
い股関節・膝関節・足関節の関節角度を抽出した。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
実施した。

【結果】
1週後と1ヶ月後を比較すると足関節のROM、注射筋の

MASに変化はなかった。歩行解析では、立脚後期における
足関節角度は5ﾟ背屈方向へ、股関節屈曲角度は8ﾟ伸展方向へ
改善し、歩幅が4cm延長した。

【考察】
1週間後と1ヶ月後を比較し歩行中の下肢関節角度の拡大、

歩幅の拡大が認められた。維持期脳卒中患者において1ヶ月
間でこのような効果が得られ、即時効果にとどまらなかった
点はその有用性を示唆していると考える。BTX施行例の場
合、関節角度、筋緊張の改善も得られているため、FESによ
る筋活動の促通効果がより得られ易いものと考えられた。

key words ボツリヌス療法・維持期脳卒中患者・機能的
電気刺激

ボツリヌス療法後に機能的電気刺激療法を使用した
症例─維持期脳卒中患者における動作改善について
の検討─
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【はじめに】
メンタルプラクティス（以下、MP）は，身体的活動を伴わ

ず，運動場面や運動遂行の様子を想起して行う練習方法であ
り，筋力向上や運動能力向上を認めている．しかし，姿勢制
御に及ぼす影響は明らかにされていない．そこで、本研究で
はMPの片脚立位保持能力への影響と集中力向上に効果がみ
られているクラシック音楽を使用した音響によるMPの効果
について重心動揺計を用いて検証する．

【対象】
健常成人14名（男性9名、女性5名、平均年齢26.6±2.6歳）．

対象者には研究内容を説明し，参加の同意を得た．
【方法】

MP実施時の音響を，なしとクラシック音楽の2群に分類．
2群とも，重心動揺計（グラビコーダ GP-31アニマ社製）を
使用し1分間の開眼片脚立位保持の総軌跡長，面積，速度，
密集度を計測．対象者には「動揺していない安定した片脚立
位保持のイメージを実施」という指示をし，2週間1日15分の
MPを実施．2週間後，再度片脚立位保持を計測．MP実施前
後の数値をt検定により解析．統計学的有意水準は5％未満に
設定．

【結果】
両群間でのMP実施前後，音響別においても有意差を認め

なかった．
【考察】

MPでは，運動前野や補足運動野での活動が多いとされて
いる．

補足運動野では，複雑な時間構成を必要とする場合や動作
の構成を新たに学習する場合に活動がより高まるとされてい
る．さらに前補足運動野では，動作の認知的機構をより強く
要求される場合に特に活動が著しいとされている．今回の片
脚立位保持では、新しい学習ではなく健常人にとっては単純
な運動であった為，イメージ中の脳活動が生じ難く，効果が
得られなかったと考える．

また，クラシック音楽は集中力を向上させるとされている
が，MPに関しては効果が得られないことが示唆された．

【おわりに】
今後は，指示内容を具体的にする等の方法を再考し，再検

証したい．

key words メンタルプラクティス・姿勢制御・音響刺激

姿勢制御におけるメンタルプラクティスの効果
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【はじめに】
廃用症候群に対する介入は、関節可動域訓練や良肢位保持

などが推奨されている。しかし険しい表情のまま臥床してい
る症例は多く、その理由はそれぞれ異なるため、個別性があ
り、QOL（Quality Of Life；生命の質、生活の質、人生の質）
改善を視野に入れた介入が重要であると考える。

そこで今回は、遷延性意識障害により長期臥床が余儀なく
されている一症例に対し、安楽姿勢の獲得がQOL改善に与
える効果を検証した。

【対象】
発症後約2か月の80歳代女性で、出血性脳梗塞による右片

麻痺、全失語を呈し、臥位での自発的な体動は困難であった。
非麻痺側の筋緊張亢進（Modified Ashworth Scale：以下
MAS 3）が認められ、腰椎前弯が強く3横指分の空間が生じ
ていた。端座位保持は困難で、車椅子座位は5分程度でチア
ノーゼが出現した。QOLの評価は上田の分類に準じた。客
観的QOLは背臥位にてJCS20～30、血圧76/53mmHg、SpO2 

87％であった。主観的QOLは表情とし、Facial Image Scale
を用いて「非常に悪い～悪い」であった。なお、ヘルシンキ
宣言に基づき本症例及びご家族の同意を得た。

【方法・介入】
本症例の姿勢の特徴から、タオルと枕の併用による接触面

の拡大と、寝返り・起き上がり動作の中で接触面から得られ
る体性感覚情報の変化を徒手的誘導により与えた。

【結果】
介入直後JCS3～10、血圧93/68mmHg、SpO295％となった。

臥位姿勢は非麻痺側の過緊張は減少（MAS1）し、指1横指
分の空間となった。表情は「ふつう～良い」となった。1日1
時間、同様の介入を1週間行った結果、端座位保持は軽介助
となり、SIAS verticality testにて1点となった。さらに、車
椅子座位保持時間は約30分可能となった。

【考察】
支持面から得られる感覚情報の増大が安楽姿勢の獲得に繋

がり、エネルギー消費量を効率化させたためQOL改善が図
られたと推察された。よって重症例に対し、QOL改善に向
けた視点と姿勢介入への重要性が示唆された。

key words QOL・姿勢・廃用症候群

重症症例におけるQOL改善と姿勢の影響について
の一考察
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【はじめに】
急性硬膜下血腫後に脳梗塞を発症した重度片麻痺患者に対

して，ICUでKAFOを用いた理学療法を経験したため若干の
考察を加え報告する．

【症例紹介】
2012年6月に左前額部を打撲しICU入院となった80歳代男

性で，診断名は急性硬膜下血腫である．2病日より理学療法
を開始した．14病日に脳梗塞を発症し，同日慢性硬膜下血腫
に対し穿頭血腫ドレナージ術を施行となり，15病日に理学療法
再開となった．意識レベルはJCSII-10，運動麻痺はBrunnstrom 
recovery stage（以下，BRS）にて右上下肢II，関節可動域
は特記すべき事項はなく，非麻痺側筋力は上下肢MMT4で
あった．基本動作は全て不可能であり，入院前ADLは全て
自立であった．主たる問題点を意識レベル低下，右片麻痺，
ADL能力低下とし，治療目標は1週間で二次的合併症予防，
車椅子乗車30分とした．なお，報告に際し本人及び妻に同意
を得ている．

【経過】
15病日から理学療法を再開し，坐位耐性練習を開始した．

20病日端坐位・車椅子乗車を開始し，23病日から全身状態に
合わせて2人介助でKAFOを用いた起立練習，立位保持練習
を開始した． 30病日に一般病棟へ転棟となり，174病日に一
本杖歩行自立で自宅退院となった．

【最終評価（30病日】
意識レベルはJCSI-3～II-10，BRSは右上下肢II，基本動作

では端坐位が軽介助，起立が中等度介助と介助量の軽減を認
めた．

【考察】
本症例は，重度片麻痺患者であり，二木の予後予測にて自

立歩行不能と予測されたが，一本杖歩行自立まで改善が認め
られた．これはICUでKAFOを用いた起立，立位練習を選択
したことによって早期から抗重力肢位での理学療法を実施す
ることができ，ICU病棟転出後の早期からの体重免荷トレッ
ドミルを用いた歩行練習の開始や，回復期リハビリテーショ
ン病棟での1日6単位以上の個別リハビリテーション提供に繋
がり，予測以上の歩行能力の獲得に至ったと考える．

key words ICU・長下肢装具（KAFO）・理学療法

ICUにおける長下肢装具を用いた理学療法の経験

渡邊雅英1）・秋山　大1）・田中直樹1）・斉藤秀之1）・ 
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2）筑波記念病院　血液内科 
3）つくば総合リハビリテーションセンター

 F-008 

【目的】
ボツリヌス治療は、痙縮の軽減治療として用いられる。今

回痙縮に伴う尖足に対しボツリヌスを4回施注した児童期脳
性麻痺児の理学療法を施行した。機能拡大と歩容改善がみら
れたことに対し、今後の症例に活かすため考察を加え報告す
る。

【方法】
対象は痙直型脳性麻痺（左片麻痺）11歳男児。日常生活自

立だが、患側片脚立位は困難。IQ90以上。本症例はボツリ
ヌスを4回にわたり、腓腹筋、ヒラメ筋、後脛骨筋に施注した。
評価は足背屈ROM（自動、他動）、MAS、GMFM、歩容（動
画での検討）をボツリヌス施注前、後（1、2、3ヶ月）で施行。
理学療法は評価結果に基づき自主訓練指導中心に行った。理
学療法施行と本学会発表においては家族と本人から口頭と書
面にて同意を得た。

【結果】
1、2回目では足背屈自動ROMが著明に改善。GMFMでは

片脚立位が可能となり、立位項目で94.9％から100％、歩行・
走行項目で94.4％から98.6％まで上昇。歩容は遊脚期の足内
反・分回し歩行・体幹側屈と立脚中期の膝過伸展が改善。2
回目以降では機能は維持出来たが、自動ROMのさらなる改
善はみられなかった。

【考察】
自動ROMの改善はボツリヌスにて痙縮筋の緊張が軽減し、

足背屈への運動抵抗が減少し拮抗筋である足背屈筋力を発揮
しやすくなったと考える。また患側支持期での足部痙性亢進
が減少し、足部でのバランスがとりやすくなり、機能拡大が
得られたと考える。これらの運動を意識的に繰り返すことで
運動感覚の学習が図れ機能が維持できていると考える。他動
ROM改善が乏しいのは拘縮の影響と考えた。

【まとめ】
児童期であり訓練介入頻度が少ない症例であったが、ボツ

リヌス治療にて足部の痙縮緩和後に評価結果に基づいた自主
訓練指導を中心に理学療法を施行したことで、長年困難であ
った動作が可能となった。その機能が維持されQOLにつな
がるよう今後も検討していく。

key words ボツリヌス療法・脳性麻痺・理学療法

左片麻痺を呈する脳性麻痺児の痙性尖足に対するボ
ツリヌス治療後の理学療法効果

圖師将也1）・安達みちる1）・猪飼哲夫3）・中務秀嗣2）・
舟塚　真2）

1）東京女子医科大学　リハビリテーション部 
2）東京女子医科大学　小児科 
3）東京女子医科大学　リハビリテーション科
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【目的】
代表的なバランス能力評価にBerg Balance Scale（BBS）

がある。BBSは多くのバランスや転倒に関する研究において
帰結評価指標として採用されている反面，臨床での有用性の
問題が指摘されている。望月によって開発された基本バラン
ス能力テスト（Basic Balance Test：以下，BBT）は，BBS
の持つ問題の解決が期待される包括的なバランス能力評価で
ある。このBBTの使用経験について，Chouらによって改変
されたShort Form Berg Balance Scale（SFBBS）との比較
を交えて考察する。

【方法】
対象は，当院入院中の脳卒中患者19名（男性14名，女性5名，

57±13歳）。診断名は，脳出血8名，脳梗塞10名，その他1名
である。対象者のBBT（0-50），SFBBS（0-28），歩行能力（歩
行不能から屋外歩行自立まで8区分）を測定・調査した。各
対象の変数は6日以内に測定されたものを採用した。BBTと
SFBBS の基本統計量を算出し，ヒストグラムを作成した。
BBT・SFBBSと歩行能力の相関を求め比較した。

【説明と同意】
BBT測定にあたり，その目的と方法を説明し同意を得た。

SFBBSと歩行能力はカルテから調査した。本研究は当院倫
理委員会の承認を受けた。

【結果】
基本統計量（平均±標準偏差・中央値±四分位偏差・最頻

値・範囲）は，BBT：25.5±13.2・26.0±9.8・27・46，SFBBS：
19.9±8.2・20.0±4.0・28・28であった。SFBBSは天井効果が
みられた。ヒストグラムはBBTが単峰性であるのに対し、
SFBBSは二峰性で負の歪みがみられた。歩行能力との相関
係数はそれぞれr=.87（p＜.05），r=.77（p＜.05）で，相関係
数間に有意差はなかった（ p=.38）。

【考察】
基本統計量とヒストグラムから，BBTはSFBBSよりも高

い水準でのバランスを測定可能であることが考えられた。実
際の使用からBBTはパフォーマンスだけでなく，両側の機
能や階層化された姿勢の水準をはかることで理学療法計画考
案の一助となるといった利点が考えられた。BBTの臨床で
の活用は有用であると考える。

key words 基本バランス能力テスト・Short Form 
Berg Balance Scale・歩行自立度

脳卒中回復期病院での基本バランス能力テストの使
用経験―Short Form Berg Balance Scaleとの
比較から―

田代　宙・高　啓介・澤田明彦

七沢リハビリテーション病院脳卒中センター　
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【はじめに】
ガイドラインでは部分免荷装置の使用はグレードBとされ

ている。エビデンスの多くが部分免荷装置でのトレッドミル
歩行訓練の報告が多く，部分免荷装置での床上歩行訓練（以
下，BWSOT）の報告は少ない。

今回，脳梗塞により軽度機能障害を呈した症例に対し，
BWSOTにて即時的効果が得られたため報告する。

【症例】
50代女性。平成24年10月中旬小脳・右延髄梗塞を発症。そ

の後1ヶ月経過し当院回復期病棟へ転院。入院時理学療法所
見として，Br.stage上肢IV・手指V・下肢V，歩行独歩見守
りレベル。排泄動作見守りレベル。起居自立レベル。

【方法】
BWSOT実施前後独歩での10m歩行速度，歩数を各3回計

測。歩行速度，歩数を基に歩行率を算出行う。免荷量は先行
文献を基に，15～40％の免荷内にて症例が最も不快と感じな
かった15％と設定。なお症例に対し研究の趣旨の説明行い同
意を得た。

【結果】
BWSOT実施前10m歩行速度12.10秒，12.32秒，10.78秒歩

行 率（steps/min）153.7，185.1，189.2 BWSOT実 施 後10m
歩行速度10.70秒，9.90秒，9.84秒歩行率（steps/min）168.2，
169.7，170.7と歩行速度向上，歩数軽減にて歩幅増加，歩行
率安定化が認められた。

【考察】
武井ら，Moseleyらは，麻痺側機能が保たれている症例に

対し部分免荷装置でのトレッドミル歩行にて平地歩行速度が
改善する傾向があると報告している。またHasseらは，部分
免荷装置の効果として，麻痺側単脚支持期の増加，歩行の左
右対称性の改善を挙げている。今回BWSOT実施にて先行研
究と同様の結果が得られたと考える。加えてBWSOTは実際
の歩行場面で可能であり，歩行に伴う視覚の流動性変化等の
日常生活に近い場面での感覚入力も得られ，自由速度での歩
行が可能である。そのためより課題指向型の歩行練習方法で
あると考える。

【まとめ】
部分免荷装置は使用される場面が少ないように感じてい

る。今後症例数を増やしBWSOT実用性について研究を深め
たい。

key words 脳卒中・部分免荷装置・歩行

軽度機能障害を呈する脳卒中患者に対し部分免荷装
置での床上歩行訓練が即時的な歩行速度改善を認め
た一症例

萩原　誠

石和共立病院　入院リハビリテーション室

 F-009 



－137－

【はじめに】
近年，高齢社会をむかえ高齢くも膜下出血（SAH）が増

加しており，松本らによると80歳以上の高齢者はH&KGrade
（Grade）I-IIIであっても予後良好とは言えないと報告して
いる．今回，平成24年9月から平成25年3月に当院に入院し理
学療法依頼があった全SAH患者12例（年齢67.5±28歳）のう
ち80歳以上の高齢者2例・非高齢者2例を選択し後ろ向き症例
集積検討を行ったので報告する．

【説明と同意】
主治医より研究内容及び個人情報の保護などに対する配慮

を説明の上，発表に関する同意を得た．
【症例】

症例1：96歳．入院前ADL要介助．SAH（Grade：III・WFNS：
IV）コイル塞栓術施行．9病日目に離床，16病日の評価は
NIHSS6点，Barthel Index（BI）10点，modified Rankin Scale

（mRS）4，Glasgow Outcome Scale（GOS）：SDであった．
症例2：80歳．入院前ADL自立．SAH（Grade：II・WFNS：

I）．クリッピング術施行．2病日目に離床，12病日の評価は，
NIHSS1点，BI85点，mRS2，GOS：GRであった．

症例3：47歳．会社員．SAH（Grade：III・WFNS：II）コ
イル塞栓術施行．3病日目に離床，16病日の評価はNIHSS6点，
BI10点，mRS2，視覚障害が残存しGOS：MDであった．

症例4：49歳．ハイヤー運転手．SAH（Grade：II・WFNS：
IV）．コイル塞栓術施行．6病日目に脳血管攣縮（spasm）を認
めた．18病日目に離床，26病日の評価は，NIHSS0点，BI80点，
mRS2，GOS：GRであった．

【考察】
横矢らによると生存可能な症例でも重症例が多く存在する

原因はprimary brain damage，再破裂，心肺合併症である
と報告している．今回の集積により高齢SAHは病態に合わ
せ早期から離床していくことで，心肺合併症を予防し入院前 
ADLへ回復できることが可能だと考えられた．非高齢SAH
は高齢者に比して離床を遅延させても入院前のADLへ回復
することが確認でき，このことからspasm期にリスクを負っ
て離床させるのではなく，厳重なspasm管理を行うことで転
帰良好へ導けると考えた．

key words くも膜下出血・高齢・離床

高齢くも膜下出血患者と非高齢くも膜下出血患者の
急性期理学療法経過

守屋正道1）・宇治川恭平1）・龍嶋裕二1）・唐牛大吾1）・
安田　彩2）

1）日本大学医学部附属板橋病院　リハビリテーション科 
2）駿河台日本大学病院　理学療法室
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【目的】
回復期脳卒中患者の歩行自立の可否をどのように決定する

かについては様々な考えがある。しかし，最終的な判断は，
実際場面での歩行の観察によるところが大きいと考えられ
る。一方，観察による判断は主観的であり，また，観察者の
経験にも影響される。実際場面での観察と可能な範囲で客観
性を持ったテストバッテリーを併用することが望ましいが，
これに適した理学療法評価は何だろうか。

【方法】
対象は当院回復期病棟入院中の脳卒中患者44名（59±14歳，

男性32名・女性12名，脳梗塞21名・脳出血21名・くも膜下出
血2名）。従属変数を病棟歩行自立度（自立15名，非自立29名）
とし，独立変数の影響を多重ロジスティック回帰分析（MLR）
によって検討した。独立変数は年齢，罹患日数，7-Item 
Short Form Berg Balance Scale 3 Point（7-item BBS-3P），
Timed “Up and Go” test（TUG），10m最大歩行速度（MWS），
日常的に使用している補装具の有無とした。変数の選択に
は，尤度比検定による変数増加法を用いた。

【倫理的配慮】
データ処理にあたっては個人情報の取り扱いに十分留意し

た。本研究は当院倫理委員会の承認を受けた。
【結果】

変数選択に際してTUGとMWSとの相関が高く（r＝.94），
多重共線性の観点から後者を除外した。MLRを用いた多変
量解析の後，単変量解析を実施した。その結果から罹患日数
を除外し再度多変量解析を実施した。病棟歩行自立度に影響
する変数として，7-item BBS-3Pが選択された（モデルχ2検
定p＜.01）。オッズ比は1.80（95％信頼区間1.27-2.57，p＜.01）
であった。このモデルのHosmer-Lemeshow検定結果はp＝
.71，予測値と実測値の判別的中率は86.4％であった。

【考察】
病棟での歩行自立度に影響するものは包括的バランス評価

である7-item BBS-3Pであった。歩行自立の可否は実際場面
での観察により判断されるが，この判断を補助するにあたっ
てバランス評価が適していることが示唆された。

key words 回復期脳卒中患者・歩行自立度・多重ロジス
ティック回帰分析

回復期脳卒中患者の病棟歩行自立に影響する要因の
研究

高　啓介・田代　宙・澤田明彦

七沢リハビリテーション病院脳血管センター　
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【はじめに】
今回，右被殼出血により左片麻痺を呈した症例に対し，歩

行獲得を目標に介入したので，以下に報告する.
【症例紹介】

50歳女性. 病前ADL：自立　診断名：右被殼出血
【説明と同意】

報告の主旨を本人に説明し，同意を得た.
【経過】

5/3発症. 5/5RH開始.初期評価では，Brunnstrom recovery 
stage（以下BRS）上肢II手指II下肢II，筋緊張は左股関節周
囲筋群・膝関節伸展筋・足関節背屈筋低下，MMTは右上下
肢5（右股伸展筋のみ4）・体幹4であった.5/9歩行訓練開始，
立位より骨盤帯左後方回旋，代償的に体幹偏倚.KAFOにて
左スイング全介助，左LR体幹前屈，左Mst骨盤右傾斜，股
関節伸展せずTst消失.短期目標（2W）起居動作自立，長期
目標（2M）歩行獲得とし筋力強化・起居動作・姿勢保持・
歩行訓練を実施.最終評価（発症4週目）では，BRS全てIII，
筋緊張は股関節外転・足関節背屈筋低下その他は正常に，
MMTは右股関節伸展5に，歩行はSHB・T字杖にて2動作揃
え型.立位の骨盤偏倚は修正可，左スイング自立，左LR骨盤
左後方回旋・膝軽度屈曲位，Mst股伸展せず骨盤右傾斜と改
善は認められなかった.

【考察】
初期の歩行より，麻痺側立脚期の骨盤麻痺側後方回旋に着

目した.先行研究の丸山らは骨盤後方回旋は立位時に股屈曲
－内転・膝屈曲モーメントを生み麻痺側支持性を低下，歩行
では前方移動の連続性を遮断・非麻痺側の歩幅を減少させる
.その主な機能的要因に麻痺側股関節周囲筋郡の筋緊張低下
を挙げ，基本動作訓練などから抗重力位での筋収縮を促すこ
とで歩行獲得につながると考え，介入した.反省点として歩
行訓練時に前型歩行を誘導することができなかった.正常歩
行に近い前型歩行を誘導することで股関節伸展の促進・歩行
能力低下の一因である骨盤後傾位の修正を促し，歩容の更な
る改善につながったのではないかと考えられる.

key words 脳卒中片麻痺・骨盤後方回旋・歩行

右被殼出血により左片麻痺を呈した症例～歩行に着
目して

小林勇仁・久保雅昭・東三四郎

医療法人社団　緑成会　横浜総合病院　リハビリテーション
科
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【目的】
今回、パーキンソン病患者が肺炎で入院し、パーキンソン

症状が増悪した患者の理学療法を経験した。パーキンソン症
状の服薬コントロールと、リハビリテーションを行い、最終
的に家屋評価、家屋改修、介護保険サービス導入を行い在宅
復帰となった症例を報告する。

【方法】
84歳、男性。身長163cm、体重71.5kg、BMI26.9。要介護3。

Yahrの分類ステージ4。介助歩行レベル。基本動作軽介助レ
ベ ル。 体 温39.8 ℃ で 当 院 救 急 外 来 受 診。CRP2.3mg/dl、
WBC10610μl。誤嚥性肺炎と診断され入院。入院当初より、
抗生剤、イーシー・ドパール錠内服。13日目、ビ・シフロー
ル0.375mg/日を追加。45日目、ビ・シフロール1.5mg/日へ
増加。52日目、ビ・シフロール1.875mg/日へ増加。入院後6
日目からリハビリテーション介入し、約2カ月後、在宅復帰
に至った。

【説明と同意】
報告にあたり、当院倫理委員会の承認を得ている。

【結果】
居住空間が2階で、理学療法介入当初より、在宅生活を想

定し、立位、歩行、階段昇降練習と進めた。日内、日間変動
や自律神経症状などパーキンソン症状の増悪によりリハビリ
テーションは難渋した。最終的に伝い歩き60m、手すり使用
にて階段昇降可能となった。退院前に実際に自宅へ訪問し家
屋評価を行い、生活の導線を考える上で、階段に手すり設置、
寝室からトイレまで手すり設置、トイレ内手すり設置の家屋
改修を行った。その他にデイ・サービスを導入した。

【考察】
今回、パーキンソン症状の増悪した患者を担当し、服薬の

作用、副作用、それによる身体機能状況の把握と主治医と密
な連携が大切と考えられた。在宅生活を念頭に置き、家屋環
境の状況を加味した介入をしていくことが大切と考えられ
た。

【まとめ】
パーキンソン病患者の在宅復帰へ向け、家屋評価、家屋改

修、介護保険サービスの導入を経験した。投薬内容の身体へ
の影響も把握することが大切と学んだ。

key words パーキンソン病・在宅復帰・家屋改修

パーキンソン病患者が自宅復帰を目指した一症例

土田悠人・中村浩明・矢崎高明

東京北社会保険病院　医療技術部　リハビリテーション室
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【目的】
ストレッチは大きく静的ストレッチと動的ストレッチの2

種類に分けられる。静的ストレッチではIb抑制が、動的スト
レッチは相反神経支配が主に関与して、筋の柔軟性が向上し
ている。Ib抑制と相反神経支配の効果を比較・検討し、臨床
応用を考える。

【方法】
ハムストリングスに対し、Ib抑制が関与する静的ストレッ

チ（長座体前屈）と相反神経支配が関与する動的ストレッチ
（端座位の状態から自動運動で膝関節伸展・骨盤前傾しての
体前屈）の2種類のストレッチを実施する。同一の被験者で
各ストレッチは1週間の期間をあけて実施する。各ストレッ
チの実施時間は20秒とし、疼痛が出現しない範囲で可能な限
り伸張を行う。実施前と実施直後に指床間距離を測定する。
有意差の検討はt検定を用いる（危険率P＜0.05）。

【対象】
健常人30名（男性15名、女性15名、平均年齢24.3±1.94歳）。

対象者には本研究の目的を説明し、了承を得た。
【結果】

実施前後の指床間距離の変化量は、静的ストレッチで平均
2.13±1.44cm、動的ストレッチで平均3.26±2.81cmとなり、
有意な差を示した（P＜0.05）。

【考察】
動的ストレッチは相反神経支配により動作をより円滑に実

行することが可能となる。これに対し静的ストレッチはIb抑
制によりα運動ニューロンの抑制が行われ、筋損傷を防いで
いる。今回の指床間距離の測定は、関節可動域が影響する他
動運動による測定ではなく、相反神経支配が関与している自
動運動による測定であることから、静的ストレッチと比較
し、動的ストレッチの方がより高い効果が得られたと推察さ
れる。しかし、静的ストレッチでも効果を得られている為、
離床が図れない対象者に対しては静的ストレッチを行い、動
作上における関節の可動性向上を図る際は動的ストレッチを
行うといった、介入の目的に合わせたストレッチの選択を行
い、臨床場面で役立てたい。

key words ストレッチ・Ib抑制・相反神経支配

Ib抑制と相反神経支配に基づいたストレッチ効果の
比較

福田勇人1）・川瀬強大郎2）・高木謙太郎3）

1）社会医療法人河北医療財団　河北リハビリテーション病院　
セラピー部 
2）医療法人社団慶晃会　池田整形外科 
3）訪問看護ステーション都葦
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【目的】
二重課題（dual-task；DT）における立位バランス能力へ

の影響，およびDT課題成績とトレーニング効果との関係性
についての報告は少ない．そこで本研究では，DT条件下で
の応用歩行トレーニングを考案し，立位バランス能力に及ぼ
す即時的影響と課題成績とトレーニング効果の関係性につい
て検討することを目的とした．

【方法】
対象は健常学生14名（平均年齢22.2歳）とした．研究参加

にあたり研究趣旨を説明し書面にて同意を得た．被験者を無
作為にDT群と運動課題のみ行うsingle-task（ST）群の2群
に分けた．運動課題はジグザグ状の歩行路を継ぎ足歩行で5
往復することとした．計算課題はPASATを使用し，正答率
を算出した．DT群とST群で継ぎ足歩行時間と踏み外し回数
をt検定にて比較した．バランス機能評価として姿勢安定度
評価指標（IPS）をトレーニング前後に測定した．DT群の
IPS変化率とPASAT正答率を相関分析した．有意水準は5％
とした．

【結果】
継ぎ足歩行時間はST群に比べてDT群で11.5％増加し，踏

み外し回数はDT群（5.3回）がST群（2.8回）に比べて増加し
ていたが両群間に有意差はみられなかった．DT群のPASAT
正答率は74.8％であった．トレーニング前後のIPSの比較で
は，DT群（1.72→1.85）では有意な増加がみられた（p＜0.05）．
IPS変化率ではST群（-9.6％）に比べDT群（7.1％）が有意
に大きかった（p＜0.05）．DT群のIPS変化率とPASAT正答率
に負の相関（相関係数：-0.68）がみられた．

【考察】
DT群でIPSがトレーニング後に有意に増加し，IPS変化率

ではDT群が有意に増加したことから，DTトレーニングは即
時的な立位バランス能力向上により効果的であることが示唆
された．DT群のIPS変化率とPASAT正答率に負の相関関係
がみられたことから，認知課題の難易度がトレーニング効果
に影響することが示唆された．つまり認知課題成績が低値で
あるほど認知的負荷が高く，DTトレーニング効果が大きく
なるという関係性が認められた．

key words 二重課題・応用歩行・立位バランス

二重課題条件下での応用歩行トレーニングが立位バ
ランスに及ぼす即時的影響

本村和也1）・網本　和2）・田村龍太郎1）

1）国家公務員共済組合連合会　三宿病院　リハビリテーショ
ン科 
2）首都大学東京　健康福祉学部　理学療法学科
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【はじめに】
Balance Evaluation Systems Test（以下BESTest）は、1. 

生体力学的制限、2. 安定性限界、3. 姿勢変化・予測的姿勢制
御、4. 反応的姿勢制御、5. 感覚機能、6. 歩行の安定性の6セ
クションに分類され、総得点108点の包括的なバランス評価
法である。BESTestを用いた評価では、転倒との関連性、健
常者や神経疾患患者の報告があるが、変形性膝関節症（以下
膝OA）患者の報告は少ない。今回、膝OA患者に対しBEST-
estを実施し、得点の特徴および膝機能との関連を検討した。

【方法】
当院にて膝OAと診断された23名（X線K-L分類gradeI：9

名、II：9名、III：3名、IV：2名）、年齢77.3±6.6歳を対象と
した。膝機能評価としてWestern Ontario and McMaster 
Universities Osteoarthritis Index（以下WOMAC）、バラン
ス機能評価としてBESTestを施行した。解析項目は、WOMAC
の合計点数とBESTestの総得点率および各セクションの得
点率について、スピアマン順位相関係数を使用して関連を検
討した。有意水準は5％とした。なお、対象者には研究の主
旨を説明し、同意を得た。

【結果】
BESTestの総得点率の平均は、76.6％であり満点者は認め

なかった。セクション1は74.8％、2は86.1％、3は74.6％、4は
54.6％、5は92.5％、6は77.2％であった。WOMACの合計点は、
5点から58点で平均23.7±16.3点であった。相関分析の結果、
WOMACの合計点数は、セクション1（r＝-0.486, p＜0.05）、
3（r＝-0.443, p＜0.05）、6（r＝-0.440, p＜0.05）において有
意な中等度の負の相関を認めた。

【考察】
膝OA患者に対して、BESTestを用いバランス能力の包括

的評価を行った。膝OAでは、重症になるほど生体力学的制
限、姿勢変化・予測的姿勢制御および歩行の安定性において、
バランス能力が低下する傾向が示唆された。

key words BESTest・バランス評価・変形性膝関節症

変形性膝関節症患者に対するBalance Evaluation 
Systems Test（BESTest）の使用経験

今野俊佑1）・田村貴行1）・大高洋平2,3）・森田光生3）・
町田　敏4）

1）整形外科メディカルパパス　理学療法室 
2）慶應義塾大学　医学部　リハビリテーション医学教室 
3）慶友整形外科病院　転倒骨折予防医学センター 
4）整形外科メディカルパパス　整形外科
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【目的】
日常生活において起立－歩行動作は必要不可欠な動作であ

り，長時間の臥位や坐位後に行われることが多く，その時の
坐位姿勢は，安楽坐位をとっている人が多い．一方で，高齢
者の転倒は起立・歩行開始の行為開始時や動作変換時に多く
発生している．そこで今回は，坐位姿勢の変化が直後の立位
姿勢にどのような影響を及ぼすか検討した．

【方法】
対象は健常成人男女29名（平均年齢26.2±3.7歳）．各対象

者には5分間の安楽坐位（背もたれあり、股関節63.1ﾟ±4.3屈
曲位）姿勢後，立位姿勢にて重心動揺計で測定を行った（総
軌跡長，外周面積）．次に，5分間の基本坐位（背もたれなし，
股・膝関節90ﾟ屈曲位）姿勢後，上記と同様の手順で測定を
行った．得られたデータよりWilcoxonの符号付順位和検定
を行った．

【説明と同意】
全対象者に対して本研究の趣旨を説明し，承諾を得た上で

計測を行った．
【結果】

総軌跡長の比較において，安楽坐位姿勢後と基本坐位姿勢
後では有意差は認められなかった．外周面積の比較において
は，安楽坐位姿勢後（2.0±0.9cm2）より基本坐位姿勢後（1.6
±0.6cm2）で小さくなった（p＜0.01）．

【考察】
本研究により安楽座位と比べ基本坐位をとることで直後の

外周面積が小さくなることが示唆された．これは，坐位姿勢
が身体重心動揺の減少、立位での安定性に関与していると考
えられる．したがって，日常生活の中で立ち上がりを行う前
の坐位姿勢を指導することで転倒予防の一助になると考え
る．また，本研究では総軌跡長から検証したが有意差は認め
られなかった．被験者が健常成人であり日々繰り返されてい
るような姿勢が今回の課題であったため，姿勢間に差が出る
ほどの課題ではなかったことが考えられる．今後は坐位保持
時間，坐位姿勢だけでなく，実際に高齢者，脳卒中患者に関
する検討が課題である．

key words 座位姿勢・立位バランス・転倒予防

坐位姿勢が立ち上がり後の立位姿勢に及ぼす影響～
転倒予防の観点より～

山下　博1）・山本　学1）・會田直未2）

1）医療法人社団　森山医会　森山リハビリテーション病院 
2）医療法人社団　森山医会　森山記念病院
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【目的】
5本趾ソックスは、足趾に力が入りやすいという理由で着

用している人が多い。バランスには足趾把持力が関与してお
り、また5本趾ソックスが静的バランスに及ぼす影響につい
ては報告されている。しかし、5本趾ソックスが足趾把持力
や動的バランスに及ぼす影響についての報告は少ない。よっ
て、その効果を検討したので報告する。

【方法】
対象は健常成人女性60名（28.7±5.6歳）とした。対象者を

20名ずつ裸足群、趾が覆われているソックス群（一般群）、5
本趾ソックス群（5本群）に分け、先行研究に基づき作成し
た機器を用い足趾把持力を測定した。次に動的バランスの評
価としてTimed Up and Go test（TUG）を測定した。各々
の測定値の平均値を一元配置分散分析後、Tukey-Kramer法
による多重比較検定を行った。有意水準は5％未満とした。
対象者には口頭にて研究の主旨を説明し、同意書にて同意を
得た。また当院の倫理委員会の承認を得た。

【結果】
足趾把持力は裸足群9.12±1.96kg、一般群9.49±2.78kg、5

本群8.49±1.94kgであり、各群間に有意差はなかった。TUG
は裸足群6.76±0.59秒、一般群6.89±0.56秒、5本群6.38±0.88
秒であり、各群間に有意差はなかった。

【考察】
足趾の主な動きは屈曲であり、長・短母趾屈筋、長・短趾

屈筋、虫様筋が関与する。その中でも短母趾屈筋は筋線維数
が多く、筋線維の太さも大きい。また中足趾節（MP）関節
屈曲にも大きな役割を担っている。つまり母趾が足趾把持力
の大半の力を担っていたため、影響が少なかったと考えた。
TUGは複合的な動的バランスの評価である。しかし本研究
より、足趾把持力に有意差を認めなかったこと、また5本趾
ソックスの着用により足趾が外転位となり支持面が広がった
ことで、静的バランスには影響を及ぼすが、動的バランスに
は影響を及ぼさなかったと考えた。

【まとめ】
本研究より5本趾ソックスは足趾把持力や動的バランスへ

の影響が少ないことがわかった。

key words 5本趾ソックス・足趾把持力・動的バランス

5本趾ソックスが足趾把持力と動的バランスに及ぼ
す効果について

高野翔太・藤原　恵・舟久保一也・望月香穂里・ 
田中　僚

医療法人　銀門会　甲州リハビリテーション病院　病棟部
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【目的】
重心動揺計は姿勢制御の評価法の一つである。重心動揺計

測の結果として一般的に用いられる項目は総軌跡長、矩形面
積、外周面積、実効値面積などである。しかし、健常者のバ
ランス能力の向上を的確に評価できる項目がどれであるかは
まだ明らかではない。Nordahlらは軟らかいマット上での立
位の練習効果を総軌跡長の減少で捉えることができたと報告
したが、面積の変化については言及していない。そこで本研
究の目的は健常者の立位バランス練習過程において、バラン
ス練習のわずかな効果を捉えることのできる重心動揺計の測
定項目を明らかにすることである。

【方法】
対象はボールを蹴る脚が右脚の健常者24名とした。足圧中

心の測定には重心動揺計を使用。測定方法は全被験者で統一
した左の片脚立位で行うことを事前に説明し、練習せずに30
秒間の測定を2回行った。データは総軌跡長、矩形面積、外
周面積、実効値面積、前後・側方の最大振幅を利用し、統計
は対応のあるt検定とBland-Altman分析を行った。このとき
有意水準は5％とした。本研究は信州大学医学部倫理審査委
員会の承認を得て行った。

【結果】
総軌跡長で2回目が1回目に比べ有意に小さくなった（p＜

0.05）。その他の項目では有意差はなかった。また全項目に
比例誤差はなく、総軌跡長のみに2回目が小さくなるという
加算誤差があった。

【考察】
総軌跡長にt検定で有意な減少があることと、Bland-Alt-

man分析で2回目が小さいという加算誤差があることから、
片脚立位でも練習効果があったと考えられる。一方、面積な
どの項目では有意差、系統誤差は認められなかった。その理
由として、健常者の重心移動範囲はもともと狭いため移動範
囲を指標とする項目では変化を検出しにくいと考えられる。
これらのことより、健常者のバランスの練習の効果を的確に
とらえることができる重心動揺計測の項目は総軌跡長である
と示唆される。

key words バランス評価・重心動揺計・片脚立位

片脚立位の練習の影響が表れやすい重心動揺計測項
目は何か？

黒部恭史1）・百瀬公人2）

1）信州大学大学院　医学系研究科 
2）信州大学　医学部　保健学科
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【目的】
ドロップジャンプ（DJ）は高所より飛び降り，両足着地後，

即座にもう一度跳び上がる動作であり，跳躍動作を多用する
競技に復帰する際の訓練として実施されている．しかし，ア
キレス腱に対して大きな負荷が加わることが推察され，アキ
レス腱断裂後患者に適応する際には再断裂の可能性に留意す
る必要がある．そこで，本研究では筋骨格モデルを用いた解
析によりDJ時のアキレス腱に生じる張力負荷を推定し，理
学療法におけるDJの適応基準を考察することを目的とした．

【方法】
対象は健常成人男性6名（年齢21.3 ± 0.8歳，身長173.1 ± 

5.9 cm，体重65 ± 5.5 kg）とした．なお，本研究はヘルシ
ンキ宣言に基づき実施された．対象者は，30cm台からのDJ
を15回実施し，3回の成功施行を抽出した．計測にはCCDカ
メラ11台を含む3次元動作解析装置（VICON-MX：Oxford 
Metrix社），床反力計（OR6-6-2000：AMTI社）6台，表面
筋電計測機器一式（Dia Medical System 社）を使用した．
計測データより算出した関節角度，関節モーメント，筋活性
度を筋骨格モデルに入力し，アキレス腱張力を推定した．筋
骨格モデルによる筋張力の算出には，比較的高い妥当性が報
告されている筋電図情報を取り入れた最適化手法を用いた．
アキレス腱張力は体重による正規化を行い，対象者間の平均
値を算出した．

【結果】
アキレス腱張力は両足着地直後より増大し，遠心性収縮か

ら求心性収縮へ切り替わる時期で最大51.07N/kgとなった．
【考察】

アキレス腱張力の最大値は51.07N/kgであった．先行研究
にて報告されている破断張力は5098 Nであり，体重100kg未
満で断裂に至るような生理学的問題のない対象者であれば，
より安全に30cm台からのDJを施行可能であると推察され
た．

key words アキレス腱・ドロップジャンプ・筋骨格モデ
ル

ドロップジャンプ時に生じるアキレス腱張力の推定

八木康造1）・徳永由太2）・伊藤克浩1）

1）山梨リハビリテーション病院　理学療法課 
2）新潟リハビリテーション病院 リハビリテーション部
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【目的】
立位や歩行獲得のため、訓練でステップ動作を行う事があ

る。ステップ動作の筋活動について先行研究は多数あるが、
歩幅や歩行に与える影響についての研究は少ない。本研究は
方向の違うステップ動作が、最大1歩幅と10m速歩時間に与
える即時効果について比較検討を行った。

【方法】
対象は、健常成人30名（年齢25.2±4.19歳）とした。運動

課題は、一方向へ右下肢でステップ動作10回を1セットとし
た。課題設定は、右足の中間位0ﾟを設定し、中間位より内側
10ﾟ・正面0ﾟ・外側30ﾟの3方向を設定した。3条件をランダム
に行い、一方向終了ごと課題間に休憩を取った。効果判定と
して対象者のステップ課題前後の最大1歩幅と10m速歩時間
を計測した。統計処理は一元配置分散分析法を行い多重比較
検定でDunnett法を用いた。有意水準は5％とした。なお本
研究は当院倫理委員会の承認を得て、書面にて参加同意を得
て実施した。

【結果】
最大1歩幅では全方向で増加傾向であり、ステップ動作施

行前96.87±11.76cmと外側へのステップ動作施行後103.67±
11.94cmの結果に有意差を認めた（p＜0.05）。しかし、10m
速歩時間では全方向で減少傾向であったが有意差を認めなか
った。

【考察】
最大1歩幅では外側へのステップに歩幅の向上が見られた。

外側へのステップ時に中殿筋の筋活動が働くと報告がある。
中殿筋は支持脚の安定に関与しており、中殿筋の活動が高ま
り歩幅が向上したと考える。10m速歩時間では有意差を認め
なかった。そのため、健常成人における10m速歩時間の即時
効果には関連が少なかったと考える。本研究から外側へのス
テップは、支持脚の安定性が高まり歩幅の向上に繋がる可能
性が示唆できるのではないかと考える。

【まとめ】
今回、方向の違うステップ動作が最大1歩幅と10m速歩時

間に及ぼす即時効果の検証を行った。その結果、歩幅には有
意差があったが10m速歩時間には認められなかった。

key words ステップ動作・最大1歩幅・10m速歩時間

方向の違うステップ動作が最大1歩幅と10m速歩
時間に及ぼす即時効果について

保坂俊貴・有賀美穂・丸茂高明・宮下大佑・大森裕介・
奈良　篤・賀井美菜子

医療法人　銀門会　甲州リハビリテーション病院　病棟部
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【目的】
口頭指示（かけ声）をかけて治療介入を行うことがあるが，

その場面で対象者が発声する事も見られる．そこで，発声の
大きさの変化が膝伸展筋力に与える影響を検討することを目
的とした．

【対象】
被検者は，事前に本実験の目的や方法などを説明し，同意

を得た健常成人12名（男性5名、女性7名），年齢28.2歳（21
歳～39歳），身長164.2±7.0cm，体重65.9±14.8kgした．

【方法】
測定は，発声なし条件，「Ya」と最大発声を伴う条件（以下，

最大発声条件），WNを90dBでヘッドホンから短時間与える
条件（以下，WN条件），WN及び最大発声を同時に行う条件

（以下，WN+発声条件）の4条件の測定順序をランダム化し
て，2秒間の等尺性膝関節伸展筋力を膝関節屈曲70ﾟで実施し
た．筋力測定装置（GT-360）上で表示された体重支持指数

（％）を筋力値とした．なお，発声の大きさは，デジタル騒
音計（SL-1370）で得られたdB値を発声の大きさとした．統
計処理は，反復測定ANOVAの後に多重比較検定を用い筋力
測定値を検討し，発声の大きさの変化を対応のあるT検定で
検討した（P＜0.05）．

【結果】
測定条件（平均値±SD）は，発声の大きさでWN+発声条

件（90.2±9.7dB）が最大発声条件（72.6±9.4dB）よりも有意
差があった．膝関節伸展筋力は，発声なし条件（59.1±9.3％），
最大発声条件（65.3±8.9％），WN+発声条件（66.6±12.0％）で，
発声なし条件と最大発声条件間，WN+発声条件間に有意差
があった．

【考察とまとめ】
本研究は，最大発声により筋力は増大したが，最大発声条

件とWN+発声条件間では有意差が無く，先行研究と同様の
結果が得られなかった．上肢よりも抗重力筋である下肢の方
が，発声による促通が得られにくい事が推察される．

key words 最大発声・膝関節伸展筋力・ホワイトノイズ

最大発声が膝関節伸展筋力へ及ぼす影響

齊藤真太郎1）・古川勉寛2,3）・半田健壽4）・ 
藤原孝之3,4）・上條正義3）

1）介護療養型老人保健施設アルメリア　リハビリテーション課 
2）介護付有料老人ホーム　シルバーレジデンス孔輪閣 
3）信州大学大学院総合工学系研究科 
4）郡山健康科学専門学校

 F-024 

【目的】
メディカルチェック（以下，MC）において，視診による

臨床的動作分析や，バランス評価において定量化された調査
は少ない．本研究の目的は，MCの有用性を高めるための第
一報として，視診による臨床的動作分析と3軸加速度計を用
いたバランスの関連性について検討することである．

【方法】
対象は本研究内容を説明し，同意の得られた少年野球選手

23名で，平均年齢9.8±1.4歳であった．動作分析は前額面に
おける片脚立位とスプリットスクワット（以下，SS）の動
作をビデオ測定し，動作の逸脱運動の程度（足部・膝関節・
骨盤・体幹の動揺と，膝関節の変位の5項目）を点数化し，
合計点を算出した（以下，合計点）．加速度計はベルトを用
いて腰部に貼付し，片脚立位時の最大加速度を3軸それぞれ
抽出した．統計解析は，動作分析から合計点（1. 軸足の片脚
立位，2. 軸足のSS，3. 軸足の片脚立位+SS）を従属変数とし
て，軸足の最大加速度（X・Y・Z軸）を独立変数として，
合計9種類のSpearmanの順位相関分析を行った（有意水準5
％）．また，同様に非軸足でも合計9種類の相関分析を行った．

【結果】
軸足では合計点（片脚立位+SS）と加速度前後成分（rs= 

0.45，p＜0.05）に有意な相関がみられた．非軸足では合計点
（SS）と加速度左右成分（rs=0.52，p＜0.05），合計点（片脚
立位+SS）と加速度左右成分（rs=0.51，p＜0.05），片脚立位
とSSの合計点と加速度左右成分 （rs=0.47，p＜0.05）に有意
な相関がみられた．

【考察】
MCにおいて視診による臨床的動作分析と，3軸加速度計

で抽出した最大加速度に有意に相関がみられ，特に左右成分
に多く相関がみられた．また片脚立位とSSをそれぞれ単独
の運動で評価することに比べ，2つの運動を組み合わせて評
価することがバランスを評価する際に有用であると示唆され
た．今後の展望として本研究で示唆された左右成分への変
位・動揺と，関節可動域や筋力などとの関連について調査し
ていきたい．

key words メディカルチェック・バランス・3軸加速度
計

臨床的動作分析と3軸加速度計を用いたバランスと
の関連性―少年野球選手のメディカルチェックを通
して―

藤巻涼司1）・山川真澄1）・田中悠也1）・鷲澤秀俊2）

1）わしざわ整形外科　スポーツ整形リハビリテーション科 
2）わしざわ整形外科
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【目的】
Functional Reach Test （FRT）を応用した座位側方バラ

ンス測定法について3条件で実施・比較し最適な測定条件を
検討し、20歳代の標準値を求めることとした。

【方法】
座位側方FRTの測定には、ファンクショナルリーチ測定

器GB-210 （OG技研社製）を用いた。測定方法は、1指示な
しでの側方リーチ動作、2体幹を同側に側屈させた上での側
方リーチ動作、3体幹を対側に側屈し、両側の肩甲帯を水平
移動させた上での側方リーチ動作の3つの条件で左右各3回行
った。実験1．健常者10名 （平均年齢22.8±2.2歳）を対象に、
三次元動作解析装置VICONnexusと床反力計 （KISTLER社
製）を用いて各測定条件における最大リーチ距離とCOGを
測定し、両者の相関を求める。実験2. 70名 （平均年齢21.2±
1.7歳）を対象に、実験1. より最適とされた測定条件を用いて、
20歳代の標準値を求める。得られた実測値はいずれの実験で
も平均値±標準偏差で示し、実験1. 各測定条件における最大
リーチ距離とCOPの相関、実験2. 性差および左右差の検定、
最大リーチ距離と身長との相関を求めた。有意水準は5％未
満とした。なお、被験者から測定前に詳細を口頭で説明し、
書面にて同意を得た。

【結果】
実験1. では、2体幹同側側屈でのリーチ動作においてリー

チ距離とCOG間に有意な相関を認めたことから最適な条件
と判断し、この測定方法を用いて実験2. を行った。実験2. で
は、全被験者の平均値は22.4±4.0cmで性差や左右差および
身長差におけるリーチ距離との相関は認められなかった。

【まとめ】
今回の結果では、体幹同側側屈での測定においてリーチ距

離とCOG間に最も有意な相関を認めたため側方バランスを
反映した最適な測定方法であることが示唆された。また、20
歳代の座位側方FRTの測定値は、身長や性別の影響を受け
ず22.4±4.0cmであると推定された。今後の課題として、
FRTや座位前方FRTとの関連性や加齢に伴うリーチ距離の
変化に関して検討する必要がある。

key words 座位バランス・Functional Reach Test・
標準値

Functional Reach Testを応用した座位側方バラ
ンス測定法の検討

川野晃裕1）・菊本東陽2）

1）千葉県千葉リハビリテーションセンター 
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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【はじめに】
嚥下機能には，不良座位姿勢と関わりがあるといわれてい

る．嚥下障害を呈した症例に対し嚥下機能改善を目的に，
PTの視点から座位姿勢に着目し頸部前面のアプローチを加
え，座位姿勢，嚥下機能が改善した症例について報告する．

【症例紹介】
症例は76歳の男性，心原性脳梗塞（右視床，右後頭葉，小

脳半球）により左片麻痺，嚥下障害を呈し経口摂取困難な為，
胃ろうを使用していた．本症例は既往の中咽頭癌に対する放
射線治療により頸部左側皮膚の瘢痕化，頸部可動域制限，頚
部・肩甲帯周囲の筋緊張の亢進を認めた．座位姿勢では頸部
左回旋，左側屈位，体幹左側屈位，左肩甲骨上方回旋位であ
った．なお今回報告するにあたり症例の家族に書面にて同意
を得た．

【治療アプローチと結果】
初期では筋力増強練習等の下肢・体幹に対するアプローチ

に加え頸部後面・肩甲帯のモビライゼーションを中心に行い，
姿勢の改善を認めなかった．舌骨周囲の解剖学的な特徴から
舌骨が頸部・体幹アライメントに関連すると考え，アプロー
チに頸部前面のモビライゼーションを加えた．その結果，頸
部左側屈，左回旋，頚部可動域の改善，肩甲骨の非対称性の
改善，座位姿勢の改善を認めた．最終的に胃ろうから経口摂
取（ミキサー粥）となった．

【考察】
本症例では頸部前面へのアプローチを加えたことで，肩甲

骨，胸骨と舌骨を連結する舌骨下筋群の筋機能が向上したと
考える．そのため頸部の可動域，肩甲骨のアライメントが改
善し，座位姿勢の改善に繋がったと考える．嚥下機能が改善
されたことは舌骨を含めた頚部前面へのアプローチの副次的
効果が示唆されるが，言語聴覚士（ST）の直接的介入の効
果も考えられる為，本症例において頚部前面に対するアプロ
ーチが嚥下機能を改善させたとは断言できなかった．嚥下障
害を有する患者に対して頸部・体幹アプローチでは舌骨を含
めた頸部前面の評価も併せて行うことが重要だと考える．

key words 座位姿勢・頸部前面・嚥下障害

嚥下障害を呈した心原性脳梗塞患者に対し経口摂取
を目的としたアプローチ～頸部前面に着目して～

三橋陽平1）・諸澄孝宜1）・芦葉美樹1）・中村　学1）・ 
末永達也1）・伊藤貴史2）・宮上光祐1）

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】
バランスボールは平衡感覚や体幹・四肢筋力の増進に用い

られる体育器具である。しかしバランスボールは不安定さが
もたらす種々の効果の反面、転倒に繋がりやすく事故の報告
も多い。さらに医療分野におけるバランスボールの使用に関
して、現状では各施設のリスク管理下で使用されることが多
い。そこで本研究は、理学療法士の勤務する施設におけるバ
ランスボール使用時の規定に関してアンケート調査をし、リ
スク管理の現状を明らかにすることを目的とした。

【対象】
H24年度栃木県理学療法士会会員名簿に記載されている理

学療法士在籍施設のうち、栃木県県北地域の32施設とした。
【方法】

郵送式。主な調査項目は「バランスボールの有無」「使用
マニュアルの有無と内容」「緊急時対応規定の有無と内容」「バ
ランスボールに伴うアクシデントの有無」とし選択回答もし
くは自由記載形式を採った。調査期間は約2週間で、回答が
得られた施設には同意を得た。

【結果】
32施設中26施設の回答を得た。このうちバランスボールを

所有している施設は22施設であった。さらに同施設の中で、
使用方法に関するマニュアルがあると答えたのは1施設のみ
であった。具体的な内容として担当者の専従監視が挙がっ
た。緊急時対応規定の有無に関しては9施設があると答え、
具体的な内容として緊急時連絡先の統一、フローチャートの
設置が挙がった。アクシデントが起きた施設はなかった。

【考察】
今回の結果から、バランスボールの使用方法に関して明確

な規定を有している施設は少ないことが分かった。その一方
でアクシデントに繋がった症例はなかった。これは規定がな
くとも各施設・各個人の適切な管理の下で使用されている可
能性を示唆する結果となった。今後の課題としてバランスボ
ールは家庭用にも普及していることから、家庭内での使用方
法・事故防止に対して理学療法士がどのように関われるかを
検討していくことが考えられた。

key words バランスボール・リスク管理・アンケート

バランスボール使用時のリスク管理について

佐藤陽一・池澤里香・渡辺彩季・吉田祐文

那須赤十字病院　リハビリテーション科
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【はじめに】
本症例はクラッシュ症候群と診断され、発症10日後にも疼

痛と熱感が続いた症例である。右膝関節周囲の疼痛、可動域
制限、歩行障害が主症状である。荷重練習が困難であったこ
とから、水中環境下での立位荷重練習を行い効果がみられた
ので報告する。

【症例紹介】
30代女性、通勤時電車とホームの間に右下肢が落下した。

痛みにより荷重と筋収縮が不可能で膝関節運動が起きなかっ
た。受傷10日後よりリハビリが処方され、荷重練習開始とな
る。安静時痛は右大腿部外側、右膝周囲にNumeric Rating 
Scale7（以下NRS）。運動時痛はNRS9であった。ROM-t 膝
関節屈曲80ﾟ（pain）、伸展－10ﾟ（pain）、右膝関節周囲に熱
感があった。

【説明と同意】
ヘルシンキ宣言に基づき、患者に説明し同意を得た。

【評価とプログラム】
浴槽に端座位姿勢で下腿のみ水中につけ、水を抵抗にした

膝関節屈伸運動を行なった。また浴槽内に膝蓋骨直上まで微
温湯をはり、立位姿勢の安定を図ったあと、微温湯を抜きな
がらの荷重練習をリハビリが処方されてから2日に1回、合計
3回行った。

【結果】
リハビリ開始から約15日後、疼痛箇所に変化はないが、安

静時痛NRS4運動時痛NRS6と減少した。膝関節屈曲10ﾟ、伸
展5ﾟ可動域が向上し、1/2部分荷重歩行が可能になった。動
作も松葉杖で院内廊下約200mの連続歩行が可能となった。

【考察】
微温湯の温熱効果により交感神経優位が血流の増大を促

し、リラクゼーション効果が得られ痛みの減少に関与したと
考える。関節可動域の向上は、痛みの減少と共に、水抵抗で
運動を反復することで筋収縮が働き、筋ポンプ作用が促せた
と考える。これらの要因により、水中環境から、徐々に微温
湯を抜くことによって、緩やかに荷重ができたものと考え
る。

key words 疼痛・荷重・水中環境

クラッシュ症候群を呈した下肢荷重困難患者へ、水
中荷重練習を施行した一症例

小田嶋裕之

臨床福祉専門学校　理学療法学科
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【はじめに】
人工股関節全置換術（以下，THA）の患者に対する関節

保護の重要性が報告されている．多関節に変形を持つ症例に
対して関節保護の観点からアプローチすることの重要性を再
確認したためここに報告する．

【症例紹介】
71歳女性．診断名は左変形性股関節症，左変形性膝関節症，

右変形性肘関節症．既往歴としてH3年右THA（2回），H4年
右TKA，H13年右THA/TKA再置換術を施行．今回H24年10
月左THAを施行した．尚，本症例には発表の主旨を説明し
同意を得た．

【入院時評価】
疼痛：左股関節前面から内部にかけて運動時痛と荷重時痛，

関節可動域（R/L）：股関節伸展（-/-10度），膝関節屈曲（45
度/120度），MMT（R/L）股関節伸展（2/2），ADL全自立．

【退院時評価】
疼痛：右肘関節肘頭部，膝関節外側から脛骨粗面に荷重時

痛（屋外両T字杖歩行時），関節可動域：股関節伸展（10度
/0度），MMT：股関節伸展（3/3），歩行：屋外両松葉杖，
屋内T字杖・伝い歩き自立．

【経過】
術後翌日より理学療法開始し14日目から全荷重許可．手術

の侵襲による殿部痛が出現し左下肢荷重下での訓練に時間を
要した．さらに左下肢だけでなく腰部痛と過去手術歴のある
右下肢，変形のある右肘関節・左膝関節に疼痛が生じた．2
か月後には両T字杖歩行を実施するも疼痛増悪が認められた
ため両松葉杖歩行練習を継続した．3か月で疼痛自制内での
屋内T字杖・屋外両松葉杖歩行自立となり退院となった．

【考察】
5度の置換術による機能障害が残存していたことで，術側

以外の部位に疼痛が生じ歩行獲得に時間を要した．関節への
負担が増加し多部位に疼痛の増悪が生じたため関節保護の観
点が必要であると考えた．歩行量に応じた補助具の再選定と
疼痛部位への負担を考慮した動作指導を実施したことで疼痛
自制内での歩行獲得に至ったと考えられる．つまり，多関節
に変形性関節症を有する症例に対しては関節保護の観点が重
要であり，補助具の設定や患者指導を行う必要があると考え
る．

key words 3関節人工関節2関節関節変形・関節保護・
疼痛

多関節に変形性関節症を有し，6度目の人工関節置
換術を施行した症例　～関節保護の重要性に着目し
て～

鳥山恭江・上内哲男・森田泰裕・山本紗織

東京厚生年金病院リハビリテーション室　
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【目的】
慢性疼痛を維持させる代表的な認知的要因として、痛みの

経験を否定的に捉える破局的思考が挙げられる。本研究で
は、臨床において簡便に破局的思考の検査が可能なPain 
Catastrophizing Scale（以下、PCS）と、疼痛に特異的な日
常生活活動の評価が可能な疼痛生活障害評価尺度（Pain Dis-
ability Assessment Scale以下、PDAS）を用いてその関係性
を調査した。

【方法】
対象は、当院にて運動器疾患の診断を受け外来リハビリテ

ーションに通い、3ヵ月以上継続して疼痛の訴えのある保存
療法を実施中の患者10名（腰部痛5名、股関節痛2名、膝関節
痛2名、頚部痛1名）とし、PCS、PDAS、Visual Analogue 
Scale（以下、VAS）を実施した。統計学的解析はスピアマ
ン順位相関係数検定を用い、危険率5％未満とした。本研究
はヘルシンキ宣言に基づき対象者への説明と同意書を得た。

【結果】
PCSの下位尺度「無力感」とPDASで正の相関関係が得ら

れたrs＝0.69（P＜0.05）。しかしPCSのその他の下位尺度と
PDASでは統計的有意差は得られなかったrs＝0.41～0.62（P
＜0.05）。また、VASとPDASおよびPCSにおける相関関係で
も統計学的有意差は得られなかったrs＝0.05～0.43（P＜0.05）。

【考察】
先行研究におけるPCSは、健常学生において下位尺度で

「反芻」が「痛みの重篤さ」を、「無力感」が「生活障害の程
度」を予測するといわれている。慢性疼痛を持つ運動器疾患
患者を対象にした本研究では、PCS下位尺度の「無力感」と
PDASにおいて正の相関が得られた。PCSの下位尺度である

「無力感」が慢性疼痛を持つ運動器疾患患者においても生活
障害度を予測し、破局的思考が痛みの要因となる可能性が示
唆された。

【今後の課題】
本研究の限界として母集団が少ないことが挙げられる。今

後も症例数を増やし継続してデータをまとめることで、PCS
の下位尺度と生活障害度、または痛みの重篤さとの関連性を
明らかにすることができると考える。

key words 慢性疼痛・PCS・PDAS

慢性疼痛を持つ運動器疾患患者における破局的思考
と生活障害度の関係

坂本祐太・志茂　聡・堀内俊樹・伊藤さゆり・ 
渡邊浩文

医療法人　康麗会　笛吹中央病院
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【はじめに】
脚長差を有した患者は、立脚期で短下肢側の伸び上がりも

しくは長下肢側の膝屈曲のどちらかを選択し、脚長差を補う
動作が見られる。今回、人工股関節全置換術（THA）後に
脚長差が残存し、歩行時の上肢支持と術後経過により、歩容
の変化が生じた症例を経験した。

【症例】
82歳女性。79歳より両側股関節痛が出現し両側変形性股関

節症と診断され、右THAを施行した。股関節可動域（右/左）
は、屈曲75/60、伸展-15/-10、JOAスコア（右/左）は19/28
点、歩行はシルバーカーを利用した。術後、下肢長が右72.0 
cm、左69.5cmと差を認めた。

【理学療法評価】
術後4週では、股関節可動域（右/左）は屈曲80/70、伸展

-10/-5、JOAスコア（右/左）は64/36点、股関節筋力（MMT）
は屈曲4/4、外転4/4、歩行はシルバーカーが自立した。歩容
は、シルバーカーでは左側の伸び上がりを呈し、1本杖では
右側の膝屈曲を呈した。10m歩行（歩幅）は、シルバーカー
で15.3秒（41.7cm）、杖で20.1秒（33.3cm）であった。術後16
週では、歩容はシルバーカー・杖ともに左側の伸び上がりを
呈した。10m歩行は、シルバーカーで13.4秒（38.5cm）、杖で
17.0秒（33.3cm）であった。なお、術側は右側であるが、杖
を左側に使用すると不安感を強く訴えたため、杖は利腕の右
側に使用した。症例には症例報告の主旨を説明し、同意を得
た。

【考察】
本症例では、歩行補助具の違いおよび術後経過において、

歩容に違いがみられた。最終評価時は、シルバーカーおよび
杖使用においても、短下肢側の伸び上がりによる歩行であっ
たが、初期では上肢支持の少ない杖使用において、歩行速度
よりも安全性を重視するような長下肢側の膝屈曲を行う歩行
がみられた。歩容は、単に下肢長などの機能で一意的に決定
されるものではなく、条件設定による課題難易度の違い、歩
行不安感（転倒恐怖）また運動学習段階など様々な要因に左
右されると考えられる。

key words 人工股関節全置換術・脚長差・歩行

脚長差を有した人工股関節全置換術後患者における
歩容の変化

平野真紗子1）・田村貴行1）・中本　順2）・大高洋平3）・
町田　敏4）

1）整形外科メディカルパパス　理学療法室 
2）自治医科大学　医学部 
3）慶應義塾大学　医学部　リハビリテーション医学教室 
4）整形外科メディカルパパス　整形外科
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【はじめに】
前十字靱帯（以下ACL）再建術後の膝関節可動域訓練（以

下ROM-ex）は、術後早期から開始されることが多い。しか
し近年、早期からのROM-exにより脛骨の骨孔が拡大したと
いう報告が散見される。今回我々は、ROM-ex開始時期が術
後の可動域に及ぼす影響について調査したので、文献的考察
を加え報告する。尚、本研究は当院倫理委員会の承認を得た。

【対象】
平成23年4月～平成25年3月の2年間に当院にて半腱様筋腱/

薄筋腱を用いてACL再建術を行った37症例を対象とした（男
性17例、女性20例、年齢33±14.3歳）。手術は同一術者が行
った。

【方法】
手術翌日からROM-exを開始した群を早期群（17例）、術

後2週間のニーブレイス固定後にROM-exを開始した群を固
定群（20例）とした。90ﾟ屈曲獲得、120ﾟ屈曲獲得、全可動
域獲得までに要した期間を調査し、比較した。統計学的分析
は対応のないt検定を用いた。（P＜0.01）

【結果】
90ﾟ屈曲獲得、120ﾟ屈曲獲得、全可動域獲得までの日数は、

早期群でそれぞれ3.4±1.9日、14.9±7.5日、73.5±28.1日、固
定群でそれぞれ15.7±3.7日、26.3±8.1日、73.9±25.2日であ
った。早期群と固定群の間で、90ﾟ屈曲獲得、120ﾟ屈曲獲得
までに要した期間は固定群で有意に遅かったが、全可動域獲
得までに要した期間では有意差が無かった。

【考察】
早期群と固定群の間で全可動域獲得に至るまでの日数に有

意差が無かったことから、2週間のニーブレイス固定により
関節拘縮が生じるリスクは低いと考えられた。Hantesらは
早期からのROM-exによる脛骨側の骨孔拡大を、Zhuらは、
aggressive rehabilitationによる脛骨の骨孔拡大を報告して
いる。2週間のニーブレイス固定後にROM-exを開始するプ
ロトコールは、脛骨の骨孔拡大を防止する観点から有効であ
る可能性があり、長期成績を含めた更なる検討が必要である
と考えられた。

key words 前十字靭帯再建術・関節可動域訓練・骨孔拡
大

当院における前十字靱帯再建術後の膝関節可動域訓
練開始時期の検討─骨孔拡大予防の観点から─

秋山智子1）・大石健太1）・長　正則1）・三箇島吉統2）

1）医療法人社団仁成会　高木病院　リハビリテーション科 
2）医療法人社団仁成会　高木病院　青梅膝関節センター
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【目的】
ティルトテーブルを使用したハンドヘルドダイナモメータ

ー（HHD）による足関節底背屈筋力測定の信頼性を、滑り
止めの有無で検証したので報告する。

【方法】
検者は理学療法士4名が測定し、アニマ社製徒手筋力測定

機器μTasF-1を用いた。被検者は、健常成人4名（平均年齢
33.0歳、男性2名、女性2名）8脚とした。被検者には研究の
目的を説明し、参加の同意を得た。各検者が各被検者で1回
ずつ測定を行った。1回の測定につき足関節底屈・背屈の最
大等尺性収縮を3度実施した。測定肢位は、ティルトテーブ
ルにて臥位になり骨盤・大腿・下腿をベルトにて固定、両上
肢はレバーを把持、足底プレートを底屈10度に設定、HHD
は第一中足骨頭の位置にて固定した。底屈は足底プレートと
足底の間にHHDを固定し、背屈は足底プレートにベルトを
通し足背にHHDを固定した。測定時、ティルトテーブル上
に両下肢・体幹の位置での滑り止め無し・有りで測定の信頼
性を比較した。滑り止めは株式会社アサヒペン製ピタッと止
まる!!すべりどめマットを使用した。信頼性の解析は、級内
相関係数 （ICC）を用いて検者間信頼性を検証した。

【結果】
ICC（2.1）は3度計測平均で滑り止め無しでは底屈ICC0.35、

背屈ICC0.57、滑り止め有りでは底屈ICC0.90、背屈ICC0.88で
あった。滑り止め有りでは2度計測平均でも、底屈ICC0.89、
背屈ICC0.88であった。

【考察】
ティルトテーブルのベルトと被検者の両上肢での固定では

固定力が弱く、測定時にばらつきが出てしまったと考える。
滑り止めの使用により頭側や尾側への移動を防止出来た事
が、床と体幹の固定に貢献したと考える。

【まとめ】
今回の方法で、滑り止めを使用する事の信頼性が示唆され

た。2度の計測でも平均値を使用し、有用であることが明ら
かとなった。

key words 筋力・信頼性・足関節

足関節底背屈筋力測定の信頼性の検証

糟谷紗織・近藤　淳・沼田純希・永塚信代・井上宜充

公益社団法人　地域医療振興協会　横須賀市立市民病院　リ
ハビリテーション療法科
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【目的】
当院では変形性膝関節症の患者に対し内側開大型高位脛骨

骨切り術（以下OWHTO）が行われている。しかし、術後リ
ハビリテーションの経過について縦断的に調査をした報告は
少ない。そこでOWHTO前後の可動域や筋力、痛みの推移を
調査することで今後の理学療法内容に反映させるため研究を
行った。

【方法】
対象はHTO施行患者20例20膝（男性5例、女性15例、平均

年齢65.6歳）。被験者には研究の目的と内容を説明し、同意
を得たうえで計測を行った。測定項目として関節可動域は術
側膝関節自動伸展角度（Ext）・屈曲角度（Fxt）、筋力測定
はHand Held Dynamometer（HHD）を用い、端座位での膝
伸展及び下肢伸展挙上（Straight Lag Raising SLR）とした。
測定時期は術前、術後1ヶ月（PO1）、術後3ヶ月（PO3）と
した。測定した筋力（N）を体重で除し、筋力体重比（N/kg）
を算出した。痛みはVisual  Analogue scale（VAS）を使用
した術側膝部痛とした。Ext、Fxt、筋力、VASの術前・PO1・
PO3における差を検討した。

【結果】
Ext（術前-2.3±3.3ﾟ・PO1：-2.5±5.1ﾟ・PO3：-2.5±3.4ﾟ）、

Fxt（術前132.5±9.1ﾟ・PO1：120.8±11.4ﾟ・PO3：128.0±8.8
ﾟ）、膝伸展筋力（術前3.5±1.4 N/kg・PO1：1.7±0.8 N/kg・
PO3：2.6±1.0 N/kg）、SLR（術前1.6±0.6 N/kg・PO1：0.8
±0.5 N/kg・PO3：1.3±0.5 N/kg）、VAS（術前4.0±2.4 cm・
PO1：2.5±1.6 cm・PO3：1.9±1.9 cm）

Fxtは術前とPO1で有位に改善を認めた。膝伸展筋力は術
前とPO1、術前とPO1、PO1とPO3のすべてにおいて有位に
改善を認めた。SLRは術前とPO1、PO1とPO3において有位
に改善を認めた。VASは術前とPO3 で有位に改善を認めた。
その他、有意差を認めなかった。

【考察】
今回、PO3までに術前レベルに到達していない項目は膝伸

展筋力のみであった。SLR（多関節筋）の筋力増強も重要で
あるが、今後は膝伸展筋力（単関節筋）のトレーニングに重
きを置く必要があると示唆された。

key words 高位脛骨骨切り術・変形性膝関節症・筋力

内側開大型高位脛骨骨切り術（以下OWHTO）を施行
した症例の関節可動域・筋力・痛みの推移について

永塚信代・近藤　淳・沼田純希・糟谷紗織・井上宜充

公益社団法人　地域医療振興協会　横須賀市立市民病院　リ
ハビリテーション療法科
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【はじめに】
右アキレス腱断裂術後，術創部の遷延治癒にて理学療法介

入までに期間を要した症例を担当した．跛行により右足部に
機能不全を呈した症例の歩容や疼痛に注目し，治療を実施し
たのでここに報告する．なお発表に当たり事前にご本人に説
明し同意を得た．

【症例紹介】
70代男性．ゴルフで走行中に受傷．受傷後14日で他院にて

観血的縫合術を施行．遷延治癒のため術後19週まで装具にて
固定を要し，その後当院で理学療法を開始した．

【評価】
ROM－Tは足関節背屈10ﾟ・底屈45ﾟ，MMTは下腿三頭筋

2・前脛骨筋4，凹足を呈し，下腿周径は左側と比較し－2cm
であった．疼痛は右内果下縁・右足底筋膜・右アキレス腱に
認めた．歩行は屋外T字杖歩行自立で，右踵接地―足底接地
での底屈制動不足，立脚中期での踵骨回内・立脚後期では，
底屈が不足していた．

【経過】
理学療法は週2回の頻度で3か月間実施した．主にアキレス

腱の滑走訓練・伸張訓練，下腿三頭筋の収縮訓練，立位訓練
を行った．また右踵接地―足底接地で底屈制動し立脚期での
安定性を確保する目的で右踵部にインソールを挿入した．最
終評価では疼痛は消失し，ROM－Tは足関節背屈15ﾟ・底屈
55ﾟ，MMTは変化なし，下腿周径は初期評価と比べ＋1cmで
あった．歩行は立脚中期の踵骨回内は軽減，右踵接地―足底
接地での底屈制動の改善がみられたが立脚後期の底屈不足は
残存した．

【考察】
アキレス腱の伸縮性の改善・足部アライメントの是正によ

り動的安定性が得られた．また右踵接地―足底接地での底屈
制動が効くことで立脚期までの時間が延長し筋出力を発揮で
き安定性を確保されたため踵骨回内による内側の伸張ストレ
スが軽減し，疼痛が消失したと考える．

【まとめ】
理学療法介入後，疼痛消失・歩容が改善した．しかしアキ

レス腱の脆弱性や下腿三頭筋の筋出力低下は残存しており，
立脚後期で体幹・股関節機能の補償により効率的な歩行が獲
得できるかが今後の課題と考える．

key words アキレス腱断裂術後・遷延治癒・疼痛

右アキレス腱断裂術後，跛行が残存し右足関節内側
部痛を呈した症例

荒井友香1）・平塚哲晃1）・梅本裕介（MD）1）・ 
長田信人（MD）2）

1）医療法人社団　祐昇会　座間整形外科 
2）医療法人社団　祐昇会　長田整形外科
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【目的】
前十字靭帯（以下，ACL）損傷は切り返しを繰り返す競

技で好発し，特に女子で多い．リスクファクターの検討とし
て膝に関する研究は多いが，体幹に関する研究は少ない．今
回は切り返し時の体幹運動の性差から，ACL損傷のリスク
ファクターを検討することを目的とした．

【方法】
対象者は膝関節に愁訴，既往の無い健常大学生バスケット

ボール選手20名（男子10名，女子10名）とし，研究の主旨を
口頭・書面にて十分説明し同意を得た．マーカーを両肩峰，
第1胸椎・第5腰椎棘突起，両上前腸骨棘（以下，ASIS），両
上後腸骨棘（以下，PSIS），両大転子，両大腿骨外側上顆に
貼付し，後方サイドステップ中に反対側へ切り返す動作を左
右行い，ハードディスクムービー2台で測定した．動作解析
ソフト（Siliconcoach社製）を使用し，ASISを通る床への垂
線と肩峰・ASISを結ぶ線とのなす角（以下，前傾角度），両
PSISを結ぶ線への垂線と第1胸椎・第5腰椎棘突起を結ぶ線
とのなす角（以下，側傾角度），股関節屈曲角度を，非軸足
の切り返し前後で求めた．統計処理は男女各群の切り返しの
前後比較でWilcoxon符号付き順位検定を，男女の比較，男
女各群の切り返しの左右比較でMann-Whitney検定を用い，
有意水準は5％とした．

【結果】
切り返し前後の角度で男女間に有意差は認められなかっ

た．男子は前傾角度，股関節屈曲角度が切り返し後有意に増
加し，左右差は認められなかった．女子は左切り返しの股関
節屈曲角度のみ有意な増加が認められず，右切り返し前の側
傾角度が左と比較し有意に小さかった．

【考察】
切り返し直前に減速のため体幹を進行方向と逆へ傾ける

と，重心が遠ざかり軸足の膝関節屈曲角度が減少しやすくな
る．また切り返し直後に膝関節屈曲角度が減少すれば相対的
に股関節屈曲角度も減少する．これらは軸足・非軸足に関係
無く女子の左膝関節に共通しており，切り返しでの体幹運動
が膝関節へ関与していることが示唆された．

key words 前十字靭帯・体幹・切り返し

バスケットボールにおける性差　─体幹運動に着目
して─

野中理絵

介護老人保健施設　しらさぎの里　リハビリテーション室
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【はじめに】
靭帯損傷後の理学療法では、関節の不安定や筋出力の低下

等により、代償動作が修正されやすい。今回、前十字靭帯
（ACL）再腱術後に昇段時の疼痛が残存した症例を経験した。
症例に対し、代償動作の戦略を変更することを目的に介入し
た結果、疼痛の改善が得られたので、考察を交え報告する。
また今回の報告に際し、ご本人に説明と同意を得た。

【症例紹介】
40代男性。仕事中に左足が冷蔵庫の下に挟まって転倒し当

院に受診。左ACL損傷・左内側半月板（MM）損傷と診断さ
れる。保存療法で経過観察するが改善はなく、受傷13週後に
手術目的で入院となりACL 再建術（BTB法）を施行。翌日
より理学療法開始、術後17日後に退院し、その後は週1～2回
の外来診療を行っている。

【評価・経過】
（術後28週）可動域は左膝関節屈曲130ﾟ、伸展0ﾟ、筋力は

MMT膝関節伸展筋5/4、筋緊張は左内側ハムストリングス
（HAM）で高緊張がみられた。昇段動作の右下肢挙上時に骨
盤の後方化と体幹の前傾がみられ、左膝関節裂隙内側で疼痛
が生じた（NRS：4）。Apley testは陽性で、他動での下腿近
位内旋で再現痛を認めた。訓練として、左HAMの収縮を抑
制し骨盤の左回旋と胸部の右回旋動作を実施した結果、疼痛
の軽減が得られた（NRS：0）。疼痛のため積極的な訓練は困
難であったが、これを機に可能となった。

【考察】
昇段時の疼痛は左内側HAMによるMMへの牽引ストレス

が原因と考える。昇段時生じた動作は、大腿四頭筋の筋出力
低下を代償するためと考える。骨盤回旋は、反対方向に回旋
する胸部と協調して作用することにより身体重心の動揺を最
小限にするとされており、今回の訓練はHAMの筋活動を抑
制した状態で膝関節伸展モーメントを減少させることを目的
とした。ACL再腱後の代償動作に着目することで、二次的
な疼痛を軽減できる可能性が考えられた。

key words 前十字靭帯・代償動作・昇段動作

ACL再建術後、昇段時に疼痛が残存した症例 ～代
償動作の戦略に着目して～

服部京介

IMSグループ　板橋中央総合病院　リハビリテーション科
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【はじめに】
両変形性膝関節症（Osteoarthritis：以下膝OA）を呈した

症例に対して，疼痛軽減を目的に理学療法を行っていた．現
在は疼痛が軽減し，側方への歩行不安定感を訴えている．上
記主訴の改善を目的に，歩容に着目し理学療法を再考したた
め報告する．

【症例紹介と経過】
75歳女性.診断名は左右膝OA．2012年6月に左右の膝関節

痛で当院受診し理学療法を開始．疼痛軽減目的にstrecthing
中心にアプローチを行っていた．

【理学療法評価】
X-p所見で右膝関節内側裂隙の狭小化あり（OA Grade2）．

右膝関節外旋・距骨下関節回内malalignmentを認めた．膝
関節は右－10ﾟ左－5ﾟの伸展制限を呈し，内側広筋・大殿筋・
股関節内転筋の筋出力低下を認めた．両大腿筋膜張筋に
muscle stiffnessを認めた．歩行はT ‐ cane使用し屋外自立

（屋内free hand）．右立脚中期でlateral thrustを認めた．理
学療法は週2回の頻度で2ヶ月間実施した．大腿筋膜張筋の滑
走訓練や上記筋収縮訓練を実施し，右立脚中期での支持性増
強を図った．

【結果】
X-p所見では右膝関節内側裂隙の狭小化が改善した．筋出

力は全てにおいて増強し，大腿筋膜張筋のstiffnessも軽減し
た．歩行時右立脚中期でのlateral thrustも軽減し，疼痛及び
歩行不安定感が軽減した．

【考察】
内側広筋・大殿筋・股関節内転筋の筋出力向上により，右

立脚中期における膝関節過外旋がcontrolされ，足部からの
床反力線上に膝や股関節が近づき，lateral thrustが減じたと
考えた．また，膝関節内側裂隙への荷重stressも軽減し，疼
痛が改善したと考えた．

【おわりに】
下肢筋のstrecthing，膝関節のmobilizationの結果，両膝

OAを呈する症例に対し，malalignmentや筋出力の改善によ
り立脚期における膝関節が安定し，歩行不安定性が改善し
た．今後は罹患している左側にも介入し，更なる歩行安定性
を獲得していきたい．

key words 変形性膝関節症・歩行不安定性・lateral 
thrust

歩行における右立脚中期に側方への不安定性を呈し
た一症例

相澤輝平・今井宏行・杉山正幸

医療法人社団　祐昇会　瀬谷みなみだい整形外科
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【目的】
本研究は，低負荷で様々な対象者が容易に実施可能な腹横

筋（以下TrA）エクササイズの考案を目的とした。
【方法】

対象は，健常人12名（男性6名，女性6名，平均年齢21.25
±1.16歳，BMI 20.85±1.70）であった。計測機器は超音波診
断装置を用い，使用器具としてとろみ剤，ペットボトル，ス
トローを使用した。計測肢位は，骨盤中間位の座位とした。
計測条件として，安静呼気（A）と水200mlのみ（B），水
200mlにとろみ剤を2～5袋入れた（C～F）6条件に分類した。
計測課題は8秒間一定の呼気量を維持するような呼気運動と
し，各計測前に3回練習を行った。計測部位は側腹部とし，
布施らの先行研究と同部位とした。安静呼気終末とストロー
を用いたB～F条件の呼気8秒後を超音波静止画像にて記録し
た。記録した腹筋群筋厚は，筋膜の境界線を基準にTrA，内
腹斜筋（以下IO），外腹斜筋（以下EO）それぞれについて
Scion Imageにて計測した。統計処理はSPSS ver18を使用し、
A～Fによる腹筋群筋厚の違いについて，一元配置分散分析
および多重比較法（Bonferroniの方法）により有意水準5％
未満で検討した。本研究は文京学院大学倫理委員会の承諾を
得て，被験者には本研究について十分に説明をし，同意書に
よる承諾を得た。

【結果】
1．全条件においてTrA厚のみ有意差を認めた（p＜0.05）。

2．TrA厚はAとDで筋厚差が大きい傾向にあった。3．EO厚
は，Aに比べFでより小さい傾向にあった。4．IO厚において
有意差はなかった。

【考察】
今回考案したエクササイズはTrAにのみ有効であり，特に

Dで最も有効な傾向にあった。また負荷量の増加に伴いEO
抑制傾向であった。以上より，TrAの活動には適当な負荷量
が必要であると考えられた。IOは様々な活動パターンを持
ち，被験者によってTrAもしくはEOの補助的な役割を担っ
ているのではないかと考えられた。

【まとめ】
TrAエクササイズとして水200mlにとろみ剤3袋入れた粘

性率（D）での呼気運動が最適であると考えられた。

key words 腹横筋・呼吸・超音波診断装置

液体粘性率変化に対する呼気運動時の腹筋群への影
響～腹横筋エクササイズの検討～

稲葉　篤1）・大塚慶子2）・高橋あずさ3）・中村僚太4）・
布施陽子5）・中俣　修5）

1）目白整形外科内科 
2）高島平中央総合病院 
3）千葉・柏リハビリテーション病院 
4）桜ヶ丘中央病院 
5）文京学院大学
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【目的】
膝屈曲・伸展筋力比（以下H/Q比）は前十字靭帯（以下

ACL）損傷などの傷害発生リスクと関係することが報告さ
れている。しかしH/Q比がACL損傷時に生じる膝関節運動

（軽度屈曲・外反・回旋）に影響しうるかは明らかではない。
そこで本研究はH/Q比と片脚ジャンプ着地時の膝関節運動
の関係について調査することを目的とした。

【方法】
2012年12月から2013年4月の間にACL再建術を予定し、術

前計測に同意を得た患者6名（男女各3名、平均年齢22.1歳）
を対象とした。計測は損傷側・非損傷側ともに行った。膝屈
曲・伸展筋力をBIODEX（酒井医療株式会社製）を用いて角
速度60deg/secにて測定し、H/Q比を算出した。三次元動作
解析装置VICON MX（Vicon Motion System社製）・床反力
計（AMT社製）を用いて30cm台からの片脚着地を撮影し、
測定期間は接地後0.04秒・0.1秒とした。計測項目は大腿骨脛
骨間距離、大腿骨に対する脛骨の屈曲角度・外反角度・回旋
角度とし、静止立位からの変化量を算出した。損傷側・非損
傷側の各計測項目の差をMann-Whitney検定、H/Q比と各膝
関節計測項目の関係をspearmanの相関係数を用いて検討し、
有意水準は5％とした。

【結果】
各計測項目において損傷側・非損傷側の結果に有意な差は

認められなかった。損傷側におけるH/Q比と各計測項目に有
意な関係は認められなかった。非損傷側におけるH/Q比と接
地後0.1秒での外反角度に有意な負の相関が認められた（r=-
0.81、p＜0.05）。

【考察】
膝屈曲・回旋、脛骨前方移動との関係は明らかにならなか

ったが、H/Q比が大きいほど膝外反が制動されることで、
ACL損傷のリスクが軽減できる可能性がある。

key words H/Q比・膝関節運動・片脚ジャンプ着地

片脚ジャンプ着地における膝関節運動と膝屈曲・伸
展筋力比の関係

鈴木美幸・岩崎　翼・大町　聡・金子貴俊・村山俊樹・
宮本　梓

慶友整形外科病院　リハビリテーション科
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【目的】
前十字靭帯（以下、ACL）損傷は片脚着地動作（以下、DJ）

が受傷機転となるためDJに関する関心は高い。しかし、DJ
時の筋活動は何よって規定されるのかは不明である。我々は
ジャンプ動作の筋活動に規定されると考え、DJとジャンプ
動作の筋活動を比較することによってその関連性を明らかに
することを目的とした。

【方法】
研究趣旨に同意が得た既往のない男性7名（24.1±2.7歳）

を対象とした。運動課題は片脚立位にて30cm台から床反力
計上への着地とした。3次元動作解析装置（Vicon motion 
systems社製）にて動作時の膝関節角度を算出した。表面筋
電図（kisseicomtec社製）にて内側広筋（以下、VM）、外側
広筋（以下、VL）、半腱様筋（以下、ST）、大腿二頭筋（以下、
BF）、中殿筋（以下、GMed）、大殿筋（以下、GMax）、大
腿筋膜張筋（以下、TFL）を計測した。解析は運動課題を
台上膝最大屈曲時（以下、FM）、台上膝最大伸展時（以下、
EM）、台離地後膝最大屈曲時（以下、SFM）、台離地後膝最
大伸展時（以下、SEM）、足尖接地（以下、IC）の5期に分け、
各期の開始点より50msecを筋活動として採用した。最大随
意収縮時の筋活動にて正規化（％MVC）した。FM・EM・
SFM・SEMとICの関連性は各筋の％MVCを比較した。統計
処理はスピアマンの順位相関係数を用いて有意水準は5％未
満とした。

【結果】
各期とICの相関関係は、SEMでSTを除く6筋に相関を認

めた｛r= 0.89/0.91/0.67/0.98/0.91/0.87（VM/VL/BF/Gmed/
Gmax/TFL）｝。

【考察】
DJは着地直前を反映するSEMと関連することがわかった。

これは、着地動作特異的な筋活動の存在を否定し、着地直前
からの姿勢制御を目的とした予測的筋活動の存在を示唆する
ものであると考えられた。

key words 着地動作・筋活動・ACL損傷

ジャンプ動作が片脚着地動作の筋活動に与える影響
について

金子貴俊・宮本　梓・岩崎　翼・大町　聡・鈴木美幸・
村山俊樹

慶友整形外科病院　リハビリテーション科
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【はじめに】
ガムを噛む事の生理的効果として、集中力の向上やリラク

ゼーション効果があると言われている。今回、我々は柔軟性
に着目し、ガムを噛む事と柔軟性の関係について検証した。

【方法】
対象者は健常成人30例（男性11例、女性19例）、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、AとBの2つに分けて実施した。まず、課題前に立位
体前屈（以下FFD）を測定。その後、Aは3分間の安静後に
再度FFDを測定、Bは3分間ガムを噛んだ後に再度FFDを測
定した。課題前後のFFDの差を柔軟性の変化の指標とし、A、
Bを比較しガムを噛む事での効果について検討した。分析方
法は、関連のある2群のt検定を用い有意水準5％未満とした。
検討する項目として全体、性別、運動習慣、ガムを噛む習慣、
課題前のFFDの値について挙げた。

【倫理的配慮】
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】

全体ではガムを噛む前後で有意差は認められなかった。（P
＝0.82）　その他の検討項目に関しても有意差は認められな
かった。（P＞0.05）

【考察】
今回の結果では、いずれの検討項目においてもガムを噛む

事での柔軟性の効果は見いだせなかった。しかし、先行研究
においてリラグゼーション効果が報告されており、運動機能
への影響が示唆される。今回の実験の限界として年齢層や性
別等の偏り、対象者の数が少なく統計学的検出力不足の可能
性、評価方法の妥当性や再現性について未検証であること等
が挙げられる。また、監視下でガムを噛む事や、ガムを噛む
時間が短時間であったため十分なリラクゼーション効果が得
られなかったことも推測される。

【まとめ】
ガムを噛む事の柔軟性への効果は明らかにはならなかった

が、ガムを噛むといった簡便な方法が臨床に応用出来れば、
その有用性は高いと言える。今後は対象者の拡大や方法の再
検討が望まれる。

key words ガム・柔軟性・立位体前屈

ガムを噛む事と柔軟性の関係について

贄田裕太・早間幸恵・田中智之・清水英里香

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】
運動機能を評価する指標としてTUG，FRT，片脚立位が

ある．これらの方法は立位の不安定な者には転倒などの危険
も考えられる．歩行時の足関節底背屈運動は，高齢者になる
と減少すると言われている．本研究の目的は座位での連続底
背屈運動テスト（底背屈テスト）の再現性の検討とともに既
存の運動機能テストと比較検討を行うことを目的とした．

【方法】
対象は65歳以上の高齢者22名，年齢77.2歳，身長153.3cm，

体重55.4kgであり研究の主旨を説明し同意が得られた者とし
た．測定肢位は椅座位で両足を接地させ，膝関節90ﾟ，足関
節底背屈0ﾟとした．測定は可能な限り速く両足の底背屈運動
を繰り返すこととした．既存の運動指標はTUG，FR，5m全
力歩行，座位での足開閉テスト，立位でつま先立ちとした．
統計学的分析は再現性の検討に，級内相関係数と対応のある
t検定を用い，底背屈時間と運動機能との関係には相関係数
を求めた．また，底背屈時間に影響する変数を決定する目的
で底背屈時間を従属変数，その他の項目を独立変数としたス
テップワイズ法による重回帰分析を行った．統計シフトは
PASW Statistics18を使用し危険率5％未満をもって有意と判
断した．

【結果】
対応のあるt検定で差を認めず，ICCは0.915であった．底

背屈時間と相関を認めた項目は，TUG，FR，5m全力歩行、
足開閉テスト，立位でつま先立ちであった．また，重回帰分
析の結果，5m全力歩行，足開閉テストが選択され，偏回帰
係数は5m全力歩行が0.508，足開閉テストが-0.528であり，
R=0.894であった．

【考察】
底背屈テストは高い再現性を認めた．重回帰分析の結果，

底背屈時間と関係のある項目は足開閉テスト，5m全力歩行
であった．足開閉テストは下肢の俊敏性と関係があると言わ
れており，歩行は足関節の底背屈が関与するため底背屈時間
との関係が認められたと考えた．

【まとめ】
底背屈テストは運動機能との関係が考えられた．今後は対

象者を増やし検討する事が必要であると考えた．

key words 底背屈運動テスト・運動機能・高齢者

座位での連続底背屈運動テストと運動機能との関係
について

齋藤孝義1）・菅沼一男2）・高田治実2）

1）クロス病院 
2）帝京科学大学
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【目的】
高齢者では，ひとたび姿勢が乱れると立ち直るための姿勢

方略や姿勢保持反応が適切に発揮されず，サイドステップが
複数回続いた後，そのまま側方へ転倒したりする傾向がみら
れる． そこで，横歩きと転倒についての関連性に着目し，
横歩き歩行時間が転倒予測の指標として利用できるか，再現
性について検討することを目的とした．また，横歩き歩行時
間が転倒予防の指標として用いることができるのかについ
て，転倒経験群・非転倒経験群を比較，検討することを目的
とした．

【方法】
対象は，屋外独歩可能な65歳以上の高齢者26名とし，この

うち，過去1年間の転倒経験の有無を確認し，転倒群，非転
倒群と分類した．なお，対象者にはヘルシンキ宣言に従い，
本研究の概要と目的を十分に説明し，個人情報の保護，研究
中止の自由などが記載された説明文を用いて説明し書面にて
同意を得たうえで実施した．横歩きの測定には，歩行路を設
置し，左右それぞれの横歩きを1セットとし，2セット実施し
た．計測値は，2回の測定値のうち最速値を採用した．再現
性の検討では，1名の検者が間隔をあけ2日間実施した．

【結果】
検者内再現性は，右横歩きのICC（1, 1）は，0.87．左横歩

きのICC（1, 1）は0.91であった．転倒群と非転倒群の歩行時
間の群間比較は，右横歩きにおいては，転倒群11.2±3.7秒，
非転倒群6.99±3.41秒，左横歩きにおいては，転倒群12.13±
5.08秒，非転倒群7.19±3.02秒であり，2群間に差が認められ
転倒群で有意に増加した．

【考察】
検者内再現性において，ICCが高値を示し，測定の再現性

は良好であると考えた．また，転倒群，非転倒群の群間比較
においては，2群間に差が認められ転倒群の歩行時間が有意
に増加した．このことから，側方への転倒予測の一指標とし
ての応用が期待できると考えた．

key words 横歩き・転倒・再現性

横歩き歩行時間と転倒との関連性について

五味雅大1）・菅沼一男2）・五味朋子3）・丸山仁司4）・ 
芹田　透2）

1）くらた病院　リハビリ室 
2）帝京科学大学　東京理学療法学科 
3）茅ヶ崎中央病院　リハビリテーション科 
4）国際医療福祉大学　理学療法学科
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【はじめに】
急性心筋梗塞の治療で安静臥床が続き廃用症候群が進行し

た肥満・高齢・重症心不全患者に対し，ICUでの理学療法を
経験したので若干の考察を加え報告する．

【症例紹介】
2012年12月に呼吸苦により当院入院となった70歳代女性

で，診断名は急性心筋梗塞（三枝病変）による心不全（EF29
％，BNP1754.8pg/ml）である．2病日に人工呼吸器挿管・
IABP挿入，12病日にIABP抜去，13病日より理学療法開始と
なった．BMIは41.2と4度の肥満，入院前ADLは全自立であ
った．なお報告に際し本人及び長女に同意を得ている．

【初期評価（13病日）】
人工呼吸器挿管中（FiO20.7，SIMV12，PEEP10）でSpO2 

98％，RASS-3，呼吸音は右上葉・中葉と左上葉舌区・下葉
で減弱，右下葉で消失していた．四肢の浮腫は著明，関節可
動域は両足関節背屈に-5ﾟと制限を認めた．基本動作は全て
不可であった．

【理学療法プログラム】
時差出勤体制（5時～22時）での少量頻回の呼吸練習，関

節可動域練習，ポジショニングより実施し，状態に合わせ人
工呼吸器挿管中から複数の理学療法士で座位保持練習を進め
た．

【経過】
18病日に車椅子乗車練習を開始，19病日に人工呼吸器離

脱，立位耐性練習を開始した．21病日に起立練習を開始，24
病日に歩行練習を開始，26病日に一般病棟へ転棟となった．

【最終評価（26病日）】
呼吸機能はO21lカニューレでSpO295％と改善した．浮腫は

認めず，関節可動域は両足関節背屈が5ﾟに改善した．筋力は
上肢MMT4，下肢MMT2-3であり，基本動作は起立・歩行
は不可であるが，寝返り・起居は可となった．

【考察】
時差出勤体制による1日17時間常駐体制で少量頻回の理学

療法を人工呼吸器挿管中から実施したことが二次的合併症の
予防と介入後7日での人工呼吸器離脱に寄与したと考えられ
た．また，体格による離床抑制に対し複数の理学療法士が同
時に理学療法を実施したことが抗重力肢位の早期保持，呼吸
機能・廃用症候群の改善につながったと考えられた．

key words 重症心不全・ICU・廃用症候群

廃用症候群が進行した肥満・高齢・重症心不全患者
に対するICUでの早期理学療法の経験

野澤直也1）・秋山　大1）・田中直樹1）・斉藤秀之1）・ 
長澤俊郎2）・小関　迪3）

1）筑波記念病院　リハビリテーション部 
2）筑波記念病院　血液内科 
3）つくば総合リハビリテーションセンター
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【目的】
近年、心臓手術は医療機器の発展と確立された手技によ

り、術後の生存率は飛躍的に向上してきた。しかし、術後の
合併症で生活の質が低下する場面にたびたび遭遇する。今
回、心拍動下冠動脈バイパス術後の尺骨神経麻痺に対象を絞
り、発生傾向を後方視的に調査した。

【対象と方法】
2012年に当院で心拍動下冠動脈バイパス術を施行した76例

中、女性*1）、再手術患者、透析患者、脳梗塞合併者を除外し
た21例を対象とした（*1尺骨神経麻痺が全て男性患者に発生
したため、男性患者のみに限定した）。これらを、尺骨神経
麻痺群4例（以下：A群）、非尺骨神経麻痺群17例（以下：B群）
に分け比較検討した。比較項目は年齢、身長、体重、BMI

（body mass index）、バイパス数、出血量、手術時間、挿管
時間、術後バランスの9項目とした。統計はMann-whitney
のU検定を使用し、有意水準をp＜0.05とした。また内胸動脈
の使用状況も調査した。対象者には本研究の説明と同意を得
た。

【結果】
尺骨神経麻痺の発生率は5.3％で、麻痺側は左右2例ずつで

あった。AB群間で年齢（58.0±8.1 vs 69.3±9.7歳）、体重（76.5
±2.0 vs 66.4±8.1kg）、手術時間（377.5±72 vs 296.8±65分）、
術後バランス（4662.5±729 vs 2889±811ml）でそれぞれ有
意差があった。その他、身長、BMI、バイパス数、出血量、
挿管時間は全てA群が高い値となったが有意差はなかった。
左内胸動脈の使用率は両群ともに100％、右内胸動脈の使用
率はA群50％、B群52.9％であった。

【考察】
内胸動脈の使用状況は両群間に大きな差はなく、尺骨神経

麻痺との関係は低いと考える。今回の結果から、尺骨神経麻
痺は比較的若年肥満男性の重症例に発生しやすい可能性が示
された。

【まとめ】
若年肥満男性の重症例は、尺骨神経麻痺を発症するrisk 

factorであることが示唆された。

key words 心拍動下冠動脈バイパス術・尺骨神経麻痺・
術後合併症

心拍動下冠動脈バイパス術後、尺骨神経麻痺を呈し
た症例の傾向

岸本敬史1）・平安名常宏1）・大工廻賢太朗1）・ 
原田真二1）・池崎弘之2）

1）公仁会　大和成和病院　リハビリテーション科 
2）公仁会　大和成和病院　麻酔科
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【背景】
当院でのRespiratory Support Team（以下RST）は、週1回、

人工呼吸器装着患者に対して、麻酔科医師、看護師、臨床工
学技士、理学療法士がチームとして回診し、呼吸器設定やリ
ハビリ状況の確認を行っている。今回、長期人工呼吸器装着
患者に対してRSTと情報交換を行いながら理学療法を実施
する機会を得たため、報告する。尚、症例報告についてご家
族の同意を得た。

【症例】
80歳代男性。COPD、軽度認知症あり。入院前ADLは伝い

歩き。2012年12月Stanford A型急性大動脈解離の診断にて緊
急上行大動脈置換術施行。

【経過】
第2病日：人工呼吸器から離脱。第6病日：喀痰排出練習、

コンディショニングを中心に理学療法開始。術後の水分貯留
に対して利尿剤を開始するが、血圧低下のため体液管理困
難。COPDにより喀痰が多く酸素化は悪い状態。第23病日：
喀痰による気道閉塞のため意識レベル低下し再挿管、気管切
開。一時、人工呼吸器から離脱し車椅子乗車まで離床してい
た。第32病日：右腸腰筋血腫によるHb低下、酸素化悪化、
頻呼吸あり、CO2ナルコーシスによる意識レベル低下によっ
て、再度人工呼吸器管理。頻呼吸が続いたため、強制換気と
なることが増加した。第36病日：RST回診にて主治医と相談
のもと、人工呼吸器のサポート圧を増やすことで、リハビリ
時の離床に伴う呼吸筋への二重負荷を軽減し、離床を進めて
いく方針となった。以降、換気様式とサポート圧を適宜変更
して車椅子乗車時間の延長を図った。呼吸器再装着15日後に
日中は離脱し、19日後に完全に離脱できた。第67病日：人工
鼻、酸素投与1Lで介助歩行50mが可能な状態となり、リハビ
リ目的に転院となった。

【考察】
本症例における頻呼吸の原因として、1.持続する努力呼吸

に伴う呼吸筋疲労 2.COPDによる低酸素血症 3.胸水の貯留が
予測された。RST回診によって呼吸筋への二重負荷に配慮し
た人工呼吸器設定を行い、安全に離床を進めることができ
た。

key words RST・二重負荷・離床

RSTとの関わりによって人工呼吸器からの離脱が
可能となった症例

安部　諒・門手和義・宮村大治郎・永井勝信・ 
深見友香・大黒　篤

自治医科大学附属さいたま医療センター　リハビリテーショ
ン部　
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【目的】
今回、既往にラクナ梗塞、2型糖尿病、高血圧、高脂血症、

慢性腎不全、貧血、うっ血性心不全と多岐にわたるハイリス
ク疾患を有した急性心筋梗塞後の患者の理学療法を経験し
た。病態のリスク管理に留意しながら理学療法を施行したの
で報告する。

【方法】
78歳、女性。身長137cm、体重71.5kg、BMI38.1。要介護4。

車椅子レベル。移乗は見守りレベル。胸部痛、胸やけの主訴
で当院救急外来受診。心電図V2～4 ST低下。CPK1769IU/L、
GOT168IU/L、BUN26.5mg/dl、Crea0.95mg/dl、HGB 
11.4mg/dl、CPK-MB182ng/ml、WBC14190uL。同日、緊急
心臓カテーテルとなる。CAG所見で、右冠動脈#3 90％、#4 
AV90％、#4PD90％、左冠動脈#13 100％閉塞。#13に対し
PCI施行。PCI2日後、Peak CPK2611IU/L。PCI3日後、2週
間コースの心臓リハビリ開始となる。EF27.6％。

【説明と同意】
報告にあたり、当院倫理委員会の承認を得ている。

【結果】
心臓リハビリ・クリティカルパスに従い、端座位、立位、

歩行練習と進めた。リハビリ開始1週間後には、平行棒内歩
行練習、歩行器歩行練習20mを2回行えた。2週間で歩行器歩
行30mを2回行えた。右冠動脈残枝の残存、EF値低位、貧血、
心不全のコントロールより運動負荷は少量頻回で行った。ま
た生活習慣の予防で食事の栄養指導も導入。間食、過食への
注意喚起も促した。

【考察】
今回、ハイリスク患者を担当し、個々の身体機能、心機能、

既往歴の病態に合わせ介入することが大切と考えられた。ま
た、主治医と密に連携を取り、投薬内容の確認、血圧、脈拍、
モニター波形、問診による疲労感から運動負荷を決定し、入
院前の身体機能へ近づくようリハビリを介入していくことが
大切と考えられた。

【まとめ】
急性心筋梗塞患者の心臓リハビリを経験した。多くの既往

歴を有するハイリスク患者のため、リスク管理を行うこと
と、それに対する理学療法の介入方法の考察をすることが大
切と学んだ。

key words ハイリスク・急性心筋梗塞・心臓リハビリ

ハイリスク患者の急性心筋梗塞後の理学療法一考察

大和田沙和・中村浩明・矢崎高明

東京北社会保険病院　リハビリテーション科
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【はじめに】
外科術後の再挿管は死亡率が上昇すると言われている．炭

酸ガス血症は気管挿管を必要とし，原因としては肺胞低換気
や肺胞血流量の減少などが挙げられる．今回，積極的な理学
療法を実施したにも関わらず高炭酸ガス血症の改善を認め
ず，再挿管となった症例を経験したので報告する．

【同意】
発表に際し，ご本人の同意を得た．

【症例・経過】
収縮性心膜炎に対して手術目的で入院した66歳男性．入院

前から右心不全による右胸水貯留を繰り返し，穿刺除去を数
回行っていた．X-P上右横隔膜挙上，CTにて右中肺野から
下肺野は胸膜との癒着，無気肺を認めた．呼吸機能はFEV 
1.0が71％で％VCは53％であった．心膜切除術，TAPを施行
し，翌日抜管したがPCO2は47.3torrと高値．また十分な尿量
が得られないためCHDF開始となり，ベッド上の呼吸理学療
法を開始．術後4日目にはCHDF離脱し離床を含めた理学療
法が可能となる．その後右胸水は増加，癒着のため穿刺除去
はできず利尿剤増量．しかし，高値であったPCO2は改善せ
ず徐々に増加，術後6日目にはPCO260torrまで増加し再挿管
となった．

【呼吸理学療法】
抜管後の呼吸数の安定化と肺胞換気の改善を図る為，左側

臥位と呼吸介助を中心に介入した．その結果，肺胞呼吸音の
出現を確認したが，翌日には消失し，持続的な換気改善には
至らなかった．そこで，炭酸ガス呼出のため，左肺の換気を
優先し，呼吸仕事量の軽減のため端坐位を含めた安楽肢位を
試みた．その際軽度高炭酸ガス血症の改善を認めた．

【考察】
本症例は慢性的に胸水貯留を繰り返し肺胞の癒着，無気肺

があった．更に右横隔膜挙上により効率的な肺胞換気は望め
ないため，肺胞が開存する可能性は低かったと考える．右肺
の状態が高炭酸ガス血症を増悪させた要因ではあったが，早
期から左肺の換気を促すよう，呼吸介助を行うことで，呼吸
数優位のパターンから一回換気量優位のパターンへの練習が
必要であったと考える．

key words 収縮性心膜炎・高炭酸ガス血症・再挿管

術後高炭酸ガス血症を合併し再挿管となった収縮性
心膜炎の一症例

川嵜逸穂・嶋野　保・内山　覚・近野宏知・ 
原口理恵子・中井　哲・北山達郎・渡部慶子・ 
栗原拓郎・大島有子

新東京病院　リハビリテーション室
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【はじめに】
甲状腺機能亢進症に肝機能障害を伴うことは古くから知ら

れている．今回，基礎疾患に甲状腺機能亢進症を有した患者
が心臓外科術後に急性肝不全を併発した．その症例に対して
心臓リハビリテーション（以下，心リハ）を行う機会を得た
ので報告する．

【同意】
症例報告に際し，本人に説明の上同意を得た．

【症例紹介】
47歳の男性（身長171cm，体重60kg，BMI20.5）．他院で心

不全の治療をしていたが，転勤を機に服薬を自己中断してい
た．労作時呼吸苦あり，内服薬希望にて2010年2月に循環器
内科に通院開始したが，その後再び自己判断で服薬中断，労
作時呼吸苦出現し受診する．心エコー上，EF54％，LvDd/
Ds 63/45，severeTR，mildMRを認め，手術適応となる．
2012年10月にTAP，MVP，Maze術を施行．術後排尿不十分
により持続的透析管理となる．心リハは術後8日目より開始
し，挿管中のためベッド上での拘縮予防から実施した．

【経過】
術後9日目に人工呼吸器離脱し離床を開始．術後14日目か

ら歩行訓練開始．しかし，腎機能悪化に伴い，胸水増悪と呼
吸苦あり，術後12日目と19日目に胸水穿刺，術後21日目に胸
腔ドレーン留置．術後42日目にドレーン抜去．術後73日目ま
で数回に渡り胸水穿刺実施．術後74日目に間欠透析開始．透
析管理にて胸水も徐々に改善し，術後122日目に左前腕にシ
ャント造設，術後155日目に退院した．

【結果】
本症例は，術後から急性肝不全と腎不全による胸水貯留が

著明であった．心リハを行う上で，呼吸苦，四肢の浮腫やバ
イタルサインに十分に注意を払い，負荷量の設定を実施．体
重管理やレントゲンなどの検査所見も随時確認し，本人の体
調に合わせて，モチベーションを落とさぬように心リハを提
供した．元々，服薬の自己管理が不十分な症例であったため，
入院中も服薬の自己管理を早期より実施．退院前には，服薬
や運動の自己管理も可能となり，透析での体重管理が安定し
退院に至ることができた．

key words 甲状腺機能亢進症・心臓外科術後・肝機能障
害

心臓外科術後の肝機能障害により在院日数が長期化
した甲状腺機能亢進症の一症例

渡部慶子・嶋野　保・内山　覚・近野宏知・ 
原口理恵子・中井　哲・北山達郎・川嵜逸穂・ 
栗原拓郎・大島有子

新東京病院　リハビリテーション室
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【はじめに】
片麻痺患者の予後予測として、先行研究では早期起立歩行

運動が効果的であると報告されている。本症例は、介入初期
すべての動作に介助を要したが、上記から歩行訓練に取り組
み、離床時の血圧低下に難渋したが、リハビリ病院転院時に
歩行の介助量軽減が図れたため報告する。

【症例紹介】
79歳男性。入浴中、左上下肢に力が入らず救急車要請、

CTより右視床出血診断で加療目的にて入院。2年前に脳幹出
血で当院入院し内科的治療を行った。病前は、妻と2人暮ら
しでADL自立。週1のテニスが趣味。糖尿病、高血圧の既往
がある。

【説明と同意】
報告の主旨を本人に説明し同意を得た。

【経過】
発症2日目リハビリ開始。傾眠傾向で離床時血圧低下。

Brunnstrom recovery stage（以下BRS）ΙΙ-Ι-ΙΙ、重度感覚
障害、Barthel lndex（以下BI）10点。起居動作はすべて介
助を要し、高次機能障害注意障害、短期記憶の低下が認めら
れた。9日目離床時血圧低下対応にて、降圧剤減量。11日目
歩行開始、長下肢装具で重度介助。38日目リハビリ病院転院。
BRSΙΙ-Ι-ΙΙΙ、BI25点、起居動作中等度介助、歩行四点杖、
Shoehorn brace使用にて揃え型歩行、軽介助。

【考察】
歩行の問題点は、麻痺側の筋緊張低下、感覚障害、体幹の

筋緊張低下であると考えた。麻痺側上肢弛緩にて肩甲骨下
制、重心が麻痺側後方へ移動し麻痺側から非麻痺側へ制御困
難のため、非麻痺側に側屈するが麻痺側下肢への重心移動が
困難。そのため、起居動作にて麻痺側肩と体幹へアプローチ
を行い体幹筋筋緊張が向上したため歩行の介助量が軽減した
と考えた。

【まとめ】
今回、離床時の血圧低下のより歩行開始が遅延した。この

際に、起居動作訓練を軽視してしまったため、リハビリ病院
転院時も起居動作に介助を要した。

key words 視床出血・重度麻痺・早期起立歩行訓練

右視床出血により重度片麻痺を呈した患者の歩行獲
得に着目した症例

井澤菜苗・久保雅昭・東三四郎

横浜総合病院　リハビリテーション科
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【目的】
肺炎は国内の死因第3位を占め，高齢者の死亡率は高い．

近年では肺炎に対する早期からのリハビリテーション（以下
リハビリ）介入の効果も報告されている．今回我々は重症肺
炎を契機に心不全を発症し，血行動態の評価を行いながら安
全にかつ効果的に，低酸素血症が改善した症例を経験した．
早期リハビリ介入の安全性と重要性を示唆する症例として報
告する．

【症例・現病歴】
本症例はヘルシンキ宣言に沿って実施した．本症例は56歳

男性．2012年より不整脈の指摘を受けるが，精査せず．同年
4月に単身赴任先の上海から帰宅後に息切れが出現した．近
医受診後，胸水貯留及び頻拍型心房細動の診断にて当院紹介
となった．利尿剤投与及び酸素吸入にて対応するが呼吸困難
感が出現し，鎮静剤使用後に人工呼吸器管理となった．

【介入・結果】
第6病日から低酸素血症の改善を目的にリハビリ開始した．

介入当初はPaO2/FiO2比（以下P/F比）100未満にて経過し
ていたが，呼吸理学療法を中心に実施し，第9病日には200台
まで改善した．第11病日には意識障害の改善，運動機能向上
を目的に端座位練習を開始．リハビリ介入による呼吸状態，
血行動態は安定していた．

【考察】
肺炎では正常な粘液の分泌，気管支上皮の繊毛運動による

痰の喀出が低下，さらに肺毛細血管透過性亢進による分泌物
の貯留が起こり重症化する．本症例においては人工呼吸器管
理を行っていたが，鎮静，長期臥床による下側肺障害を合併
し，重症呼吸不全に陥った．血行動態を評価し，体位ドレナ
ージ療法を中心とした呼吸理学療法により低酸素血症の改善
が得られたが，血行動態に変化を認めなかった．血行動態が
安定している中での離床は機能的残気量の増大，呼吸仕事量
の軽減につながることが報告されており，本症例においても
積極的に併用した．重症肺炎を契機とした呼吸不全症例に対
し早期リハビリ介入の安全性と有効性が示唆された．

key words 重症肺炎・早期リハビリテーション・血行動
態

重症肺炎を契機とする心不全患者一症例への早期リ
ハビリテーションの効果

斉藤雅哉1）・西崎雅人1）・笹渕亜美1）・天野智文1）・ 
川澄晃子1）・椎葉邦人2）・金村賦之3）

1）イムス葛飾ハートセンター　リハビリテーション科 
2）イムス葛飾ハートセンター　循環器内科 
3）イムス葛飾ハートセンター　心臓血管外科
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【はじめに】
臨床上，パーキンソン病（以下PD）患者の脊柱の変形は

様々である。今回，側弯変形を呈した患者様に対して呼吸介
助手技を行った結果，股関節筋力，歩行能力に改善が認めら
れたのでここに報告する.

【対象と方法】
対象は80歳代男性で，Hoehn&Yahr重症度分類で3度のパ

ーキンソン病患者であった。X-線画像上，頂椎をL1，終椎
をTH11，L5とした際にcobb角29度を呈していた，治療前後
の股関節屈曲筋力，外転筋力，最大歩行速度における10m歩
行時間と歩数を測定し比較した.筋力測定にはハンドヘルド
ダイナモメーター（以下HHD）筋力計ミュータスF-100（ア
ニマ株式会社製）を用いた.測定は練習を1回行った後，最大
下努力にて等尺性収縮を 2 回計測し、大きい数値を採用し
た.治療時間は10分間とし，胸郭に対し徒手にて呼吸介助手
技のみを実施した.

【倫理的配慮】
発表に際し，症例及びご家族に対し趣旨及び目的を十分に

説明し，同意を得た.
【結果】

股関節屈曲筋力（Rt/Lt）（単位：kg）は，治療前（12.4/11.6），
治療後（16.3/15.4）であった.外転筋力（Rt/Lt）（単位：kg）は，
治療前（7.6/8.3），治療後（9.6/9.4）であった．最大歩行速
度における10m歩行時間と歩数は（単位：秒/steps）は治療
前（9.66/24），治療後（8.51/23）であった．

【考察】
PD患者において胸郭の変形がADLに及ぼしているケース

を多く経験する．本研究において側弯を呈したPD患者に対
して，呼吸介助手技が歩行能力改善に効果的である可能性が
示された．これは胸郭の変位によって体幹周囲の筋緊張のア
ンバランスが生じ股関節筋力に影響を及ぼしたためと考えら
れる．今後の課題としてより多くの症例での検討や重症度の
関連性等を検討していく必要性がある．

key words パーキンソン病・ハンドヘルドダイナモメー
ター・呼吸介助手技

側弯変形を呈したパーキンソン病患者に対する呼吸
介助手技によって歩行能力改善が認められた一症例

森田佳祐

医療法人社団　大和会　多摩川病院
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【はじめに】
片麻痺型脳性麻痺児（以下CP児）の上肢機能評価にはAs-

sisting Hand Assessmentがあるが、運動効率の定量的評価
はできない。今回、筋緊張の変動により運動効率が悪いとさ
れているジストニック型片麻痺CP児の運動効率の左右差を
定量的に評価することを目的とし、三次元動作解析装置を用
いて評価・分析したため報告する。

【方法】
本症例は、ADLが自立したジストニック型右片CP児の16 

歳男児であった。両上腕・前腕長と各種周径に大きな左右差
はなかった。右肩関節は全方向への軽度の可動域制限、過緊
張による動作緩慢があった。肩関節屈曲の運動時間、角度変
化量・角加速度の最大値・合計値（絶対値の合計）・1ﾟ単位
の角加速度を三次元動作解析装置（ノビテック社製Ve-
nus3D）で計測した。Th10-C7と肩峰-肘頭の成す角を肩関
節角度とし、「快適な速さで最後まで挙上して下さい」と説
明し行った。本人の了承は得ている。上肢形態に大きな左右
差がなかったため慣性モーメントは同等の値であるとし、角
加速度を用いて運動効率の評価を行った。

【結果】
肩関節屈曲運動時間（右・左）（単位：sec）は3.448・3.124、

角度変化量（単位：ﾟ）109.8・137.0、最大角加速度（単位：ﾟ/
sec2）15060・6798、合計角加速度3761×102・3547×102、1ﾟ
単位の角加速度（単位：ﾟ/ sec2・ﾟ）3037・2583であった。

【考察】
右肩関節の屈曲は、角度変化量が小さいのに対し運動時間

が長いため、合計角加速度が少なくなった。しかし最大角加
速度は右のほうが大きく、ジストニック型の特有の激しい筋
緊張の変化が影響していた。このように右肩関節屈曲は筋緊
張による加速度の変動が多いため1ﾟあたりの角加速度が大き
くなっており、左に比べ運動効率が低下していることを定量
的に評価することができた。

【まとめ】
角加速度を計測することで運動効率の左右差を定量的に評

価することが可能であり、理学療法介入の指標となる可能性
が示唆された。

key words 脳性麻痺・運動効率・角加速度

三次元動作解析装置を用いた脳性麻痺ジストニック
型片麻痺児の肩関節屈曲における運動効率の左右差
の評価

高木健志1）・新田　收2）・松尾　隆1）・松尾　篤1）・ 
西野展正1）・松尾沙弥香1）・楠本泰士3）・若林千聖1）・
津久井洋平1）・干野　遥1）

1）一般財団法人　ひふみ会　南多摩整形外科病院 
2）首都大学東京健康福祉学部理学療法学科 
3）東京工科大学医療保健学部理学療法学科
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【目的】
臨床において患者から聴取されるホープ（以下，ホープ）

とセラピストの目標の間で相違が生じ，円滑にリハビリテー
ション（以下，リハ）を進める事が出来ない場面がみられる．
ホープに関して，障害受容・環境的観点から報告されている
が，セラピストは目標設定の際，Functional Independence 
Measure （以下，FIM）など，現状の動作能力を参照する事
が多い．しかし，ホープと動作能力について，その関連性に
ついて報告されているものは少ない．そこで，本研究ではホ
ープを分類し，患者がホープを挙げる背景について動作能力
の観点から検討する事を目的とした．

【方法】
対象は当院回復期リハ病棟を退院した脳血管障害患者300

名とした．評価表より，患者ホープ，FIM点数を抽出した．
ホープの妥当性を考慮し，ホープ聴取困難なもの，FIMの理
解，表出が3点以下の患者は除外した．まず，ホープをADL
群，機能群，歩行群，余暇群，その他（「わからない」，「退
院したい」など）に分類した．2つ以上挙がったものは両方
を採用し，各群に分類した．次に各群のFIM運動項目（以下，
MFIM）合計の比較を多重比較検定にて行った．その際，そ
の他に分類された群は分析から除外した．本研究は個人の特
定が行えないようにデータの取り扱いに十分注意し行った．

【結果】
分析に用いた患者／ホープは249名／374件であった．その

他の14件は除外した．各群の人数とMFIM平均点数は，
ADL群70件，57.8点， 機 能 群66件，73.1点， 歩 行 群109件，
65.2点，余暇群115件，74.8点となった．分析の結果，ADL・
歩行群に対し，機能群・余暇群のMFIM点数が有意に高かっ
た（p＜0.05）．

【考察】
ADL・歩行群は未獲得の動作や活動をそのまま目標とし

て挙げ，余暇群は次のステップとして楽しみ活動をホープと
していたと考えられる．機能群はADL動作獲得後でも，活
動・参加などの具体的な目標ではなく更なる機能の回復を求
め，ホープとして挙げていたと考えられる．

key words 脳卒中・ホープ・FIM

脳血管障害患者における患者ホープと動作能力の関
連性

石塚慎一・万治淳史・内田亮太

埼玉みさと総合リハビリテーション病院
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【目的】
当院では平成18年度より沼田市より委託を受け、運動器の

機能向上事業（以下、事業）に取り組んでいる．沼田市では、
高齢者人口の増加とともに二次予防の重要性が増している．
本研究は、事業への参加が3か月継続できた群（以下、継続群）
と、参加頻度が少なくなりフォローが出来なくなった群（以
下、脱落群）との比較から参加継続要因を探ること、および
継続群の身体機能、基本チェックリストの変化を明らかにす
ることを目的とした．

【方法】
平成18年10月から平成24年4月までの事業参加者139名を対

象とした．継続群は119名（男性22名、女性97名、平均年齢
80.2±6.2歳）、脱落群は20名（男性5名、女性15名、平均年齢
81.0±6.0歳）であった．継続群と脱落群との比較は事業参加
時の基本情報（年齢、性別）、身体機能評価（握力、長座体
前屈、開眼片脚起立、Timed Up & Go Test（以下、TUG））、
基本チェックリストについて行った．統計学的検定には
Mann-Whitney（U）検定を用いた．継続群についてはこれ
らのデータの参加前後の変化を対応のあるt検定を用いて分
析した．これらの統計学的検定における有意水準は5％とし
た．なお、本研究はヘルシンキ宣言を遵守し、沼田市よりデ
ータの使用許可を得て行った．

【結果】
継続群と脱落群の比較では、開眼片脚起立（p＝0.002）、

TUG（p＝0.022）において脱落群が有意に低下していた．継
続群の参加前後の比較では、身体機能評価、基本チェックリ
ストともに有意な改善がみられた．

【考察】
脱落群はバランス能力や移動能力が低下しており、外出の

機会となる教室への参加が阻害されている可能性がある．ま
た、継続群には身体機能評価、基本チェックリストともに有
意な改善がみられ、週1回、3ヶ月間の事業でも効果がみられ
ている．

key words 運動器の機能向上・二次予防対象者・参加継
続

介護予防事業二次予防参加者における参加継続要因
と運動機能の変化

榎本有陛1,2）・佐藤亜貴1）・伊藤京子3）・浅川康吉2）

1）医療法人大誠会　内田病院　リハビリテーション部 
2）群馬大学大学院　保健学研究科 
3）沼田市健康福祉部　高齢福祉課　介護予防係
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【目的】
介護業務に従事する職員の腰痛は多くきかれる訴えであ

り，慢性的な腰痛による欠勤や離職のケースが多い．当施設
でも腰痛の訴えがきかれ，何らかの対策が必要とされてい
る．そこで今回，腰痛症患者機能評価質問表（Japan Low 
back pain Evaluation Questionnaire：以下JLEQ）を用いた
アンケートを実施し，介護職員における腰痛の現状把握とそ
の考察を加えて報告する．

【方法】
JLEQを用いて「腰の痛み」「腰痛による生活上の問題」「1

ヶ月間の状態」についての質問30項目と，疼痛評価尺度
VAS評価の自己記入式アンケートを行い，回収後に運動指
導を実施．対象は，当特別養護老人ホームに勤務する，介護
職員24名（男性10名，女性14名，平均年齢33歳）とし，本調
査の趣旨を口頭にて十分説明し同意を得て行った．

【調査期間】
平成25年1月，平成25年6月（以下1月，6月）

【結果】
1月は，JLEQ平均11.8点，VAS平均2.9cmであった．6月は，

JLEQ平均10.3点，VAS平均2.2cmであった．痛みの種類別で
は，1月は「腰をそらすとき」21点（14名，58％），6月は「あ
お向けで寝ているとき」17点（13名，54％）に痛みが多くみ
られた．生活上の問題別では，「同じ姿勢を続けるのはつら
い」が最も多く，1月は34点（19名，79％），6月は26点（17名，
71％）であった．運動指導後，運動を継続していた職員は8
名（33％）であった．

【考察】
1月，6月ともに高得点項目は「同じ姿勢を続けるのはつら

い」であった．これは介護業務に特徴的な，入浴，排泄，移
乗介助等による体幹屈曲伸展運動の反復がもたらす，腹部，
腰背部の筋疲労が原因と考えられる．JLEQを用いることで，
介護業務特有の腰痛把握が行える可能性が示唆された．ま
た，個別での運動の継続は浸透が困難であったことから，業
務の一環として運動を組み込むことが望ましいと考える．

key words JLEQ・腰痛・介護業務

特別養護老人ホーム介護職員におけるJLEQを用い
た腰痛調査

吉川　豪

特別養護老人ホーム　大泉園
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【目的】
杖の長さは基本的に大転子を指標とすることが多いが、臨

床では個人の身体能力、経過に合わせ杖の長さを調節してい
くべきだと考える。そこで、本研究では杖の長さ変化によっ
て歩行にどのような影響が生じるのか、体幹前傾角度、歩幅、
杖の接地位置に着目して検討した。

【方法】
対象は、健常成人男性7名（年齢23±0.8歳、身長171.4±

2.1cm、体重62.0±4.5kg）とした。杖は床から大転子までの
高さ、その長さより±5cmの計3つの長さを使用した（以下
基準、短杖、長杖とする）。右手でT字杖を把持し12mの歩
行路を2動作歩行での自然歩行にて3往復実施した。デジタル
カメラにて動画撮影を行い、矢状面で杖が床面に接地した際
の静止画を抽出しImageJを用いて分析を行った。体幹前傾
角度は大転子から床面に下ろした垂線と肩峰と大転子を結ぶ
線のなす角度とし、歩幅は足尖から足尖までの距離、杖の接
地位置は左踵から杖の先端までの距離と定義し算出した。統
計処理は対応のあるt検定を用い、有意水準は5％未満とした。
なお、本研究はヘルシンキ宣言に基づき、対象者には研究の
内容を十分に説明し計測を実施した。

【結果】
杖の接地位置は、長杖（49.8±20.3cm）は短杖（21.3±

11.6cm）に比べて有意に増加した。体幹前傾角度、歩幅には
有意な左右差を認めなかった。

【考察】
短杖の場合、杖を側方かつ身体に近い位置につくことを考

慮すると体幹伸展位となり、杖把持とは対側の遊脚期で下肢
の振り出しがしやすくなると仮定していたが、本研究では長
杖の方が杖を前方へ接地するという結果のみが得られた。臨
床では、杖を大転子よりも短く設定することで歩行速度の増
加、下肢接地時の安定性向上、杖の動揺低下といった歩行の
安定に影響を及ぼすことを経験している。今回は、対象者が
健常者であり杖への荷重よりも体幹による代償動作が反映し
たことが示唆される。

key words 杖・長さ・歩行

杖の長さ変化が歩行時の体幹・下肢の運動に与える
影響

淺野友香・清水暁彦・本間友貴

IMS（イムス）グループ　板橋中央総合病院　リハビリテー
ション科
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