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大会長 挨拶

都民とつくる地域リハビリテーション
第 36 回

東京都理学療法学術大会
大会長 大渕 修一

挨拶に先立ち、学会の運営に対し多くのご支援をいただけましたことあらためてお礼を申し上げます。
さて、今回のテーマとした地域リハビリテーションは、理学療法士にとっては骨の髄までしみこんだ専
門領域だと思います。しかし、これは理学療法士が地域のリハビリテーションの計画を立てると言った
ように、
“治療者が”地域の資源を活用し“患者さんに”最適の環境を提供するといった概念だったので
は無いでしょうか。地域リハビリテーションの主体に住民を据えたことはあったでしょうか。今回の学
会では地域リハビリテーションとは地域の住民が智恵をだしあって環境を整えていくべきという視点に
立って、理学療法士の提供すべき情報の優先順位を再検討できないかと考えました。つまり今回の学会
は、地域リハビリテーションにおける主客の逆転をねらっています。
まずは知ることから始めます。区西北部ブロックの狭い範囲ではありますが、地域リハビリテーション
に資する市民の活動を紹介し参加の皆さんが肌で触れていただける企画を用意しました。準備委員も半
信半疑の所はありますが、当日は参加の皆様との化学変化で市民の持っている力のすごさが実感いただ
けるのでは無いかと考えています。今学会の参加後には、皆さんの頭の中に都民とつくる地域リハビリ
テーションがしっかりとイメージできるようにしたいと思っています。
また、若い会員が多く参加される学会ですから、先に述べたような頭の体操のようなことだけでは無く、
明日から使える技術も大事だという声にも配慮し、沢山の体験型セミナーも用意しました。それぞれの
分野の学術研究をリードする先生に講演をお願いしましたので皆さんの技術がバージョンアップするこ
と請け合いです。
新しい試みを一杯に盛り込んだ学会です。実行委員一同うまくいくかどうか不安ですが、皆様が笑顔で
お帰りになれるように学会運営を心がけます。日常の診療でお疲れのこととは思いますが、新しい刺激
を求めて是非とも学会にご参加下さい。
平成 29 年 3 月 14 日 大山にて
第 36 回東京都理学療法学術大会 大会長
東京都健康長寿医療センター研究所 在宅療養支援研究部長 大渕修一
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会場案内

練馬文化センター

ココネリ

第 1 会場：練馬文化センター 小ホール
第 2 会場：ココネリ ホール西
第 3 会場：ココネリ ホール中
第 4 会場：ココネリ ホール東
第 5 会場：ココネリ 研修室１
第 6 会場：ココネリ 産業イベントコーナー
スポーツ局イベント会場：練馬文化センター ギャラリー
参加受付：練馬文化センター 小ホール前
演者受付：ココネリ 研修室４
大会本部：ココネリ 研修室２
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会 場 アクセス

池袋駅から
新宿駅から
渋谷駅から
有楽町駅から
六本木駅から

7 分（西武池袋線準急利用）
18 分（都営大江戸線利用）
28 分（東京メトロ副都心線内急行＜西武有楽町線直通＞利用）
36 分（東京メトロ有楽町線＜西武有楽町線直通＞利用）
34 分（都営大江戸線利用）
練馬文化センター・ココネリ
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練馬駅北口より徒歩 1 分

参 加 者 へのお知 らせとお願 い
本大会は、日本理学療法士協会の会員証による会員証明・
参加受付・ポイント管理・入金確認を行っております。
当日は必ず会員証をお持ち下さい。
※楽天カードではありませんのでご注意ください。

1. 事前参加登録について
日本理学療法士協会会員の皆様には事前に参加登録のお申し込みをお願いしております。
事前の参加登録のお申し込み（お振り込みを以って事前登録の完了）をして頂きますと、当日は会員証
をカードリーダーにタッチしていただくだけで参加登録が行えます。円滑な運営にご協力下さい。
※ 各会場での混雑状況によっては安全管理上、入場制限をさせていただく場合がございます。この場
合の参加登録のキャンセル・変更には応じかねますので、予めご了承ください。

※ 事前参加登録完了後は、いかなる理由があろうともキャンセルはお受けできません。
【日本理学療法士協会会員の皆様】
インターネットでのオンライン登録ができます。
日本理学療法士協会ホームページのマイページ内からお申込みください。
詳細申込方法
日本理学療法士協会ホームページ マイページ → 「研修会・学術大会」 → 「申込登録」 → セミナー
番号に「13159」と入力し、画面左方の「検索」 → 第 36 回東京都理学療法学術大会の欄右方の「詳細」
→ 「申込」

事前登録受付期間：
楽天カード ： 平成 29 年 4 月 1 日（土）～ 6 月 8 日（木）
現 金 振 込 ： 平成 29 年 4 月 1 日（土）～ 5 月 29 日（月）
口 座 振 替 ： 平成 29 年 4 月 1 日（土）～ 5 月 10 日（水）
【日本理学療法士協会会員外（学生を含む）の皆様】
事前の参加登録はできません。

2. 参加費について
【日本理学療法士協会会員の皆様】
1）事前オンライン登録の場合


東京都理学療法士協会会員



日本理学療法士協会会員（東京都理学療法士協会会員以外）

2,500 円
5,000 円

決済方法は、楽天カード払い、口座振替または現金振込（収納手数料 270 円）を選択していただきます。
現金振込を選択された方には、後日振込用紙（コンビニエンスストア払い）が郵送されますので期日内
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のご入金をお願い致します。振込の完了にて事前登録オンライン登録の完了とします。
※ 楽天カード払い、口座振替を選択された方は、決済状況を会員専用マイページよりご確認ください。
開催 1 週間前迄にご請求が確定しなかった場合（決済状態が『未納』の場合）は事前参加登録を無効
とさせていただきます。必ず事前に決済状況をご確認ください。
※ 振込が確認できない場合、当日参加申込とさせて頂きますのでご注意下さい。
※ 現金振込を選択された方は、当日、事前振込が証明できるものを必ずご持参下さい。
2）当日参加申込の場合
 東京都理学療法士協会会員

3,500 円

 日本理学療法士協会会員（東京都理学療法士協会会員以外）

5,000 円

※ 当日の参加費のお支払いにつきましては、現金支払いのみとさせて頂きます。
【日本理学療法士協会会員外（学生を含む）の皆様】
会員外の皆様は以下の区分により、受付にて参加費をお支払いください。
必要に応じて身分証明書等を確認させていただくことがあります。予めご了承ください。
1） 日本理学療法士協会会員でない理学療法士

10,000 円

2） 理学療法士以外の医療・福祉専門職（国家資格）

10,000 円

3） 一般の方（理学療法士養成校学生を含む）

無料

3. 当日の参加受付について
日時：平成 29 年 6 月 18 日（日） 9:30～15:00
場所：練馬区立文化センター 小ホール ホワイエ
※本大会にご参加の方は、事前登録の有無に関わらず、
『受付窓口』にて受付を行って下さい。
【日本理学療法士協会会員の皆様】
1） 事前オンライン登録の方
受付窓口にて会員証を提示し、カードリーダーで参加登録が完了致します。このときに参加証明書
兼領収証の『ネームカード』とホルダーをお渡し致します。
2） 当日申込の方
受付窓口にて会員証を提示し、カードリーダーで参加登録と参加登録費（3,500 円又は 5,000 円）を
お支払い下さい。参加登録費のお支払いを以って、参加登録が完了致します。このときに参加証明
書兼領収証の『ネームカード』とホルダーをお渡し致します。
※ 東京都理学療法士協会会員は、抄録集が事前配布のため、受付での配布はいたしません。必要な場
合には、受付窓口にて 1,000 円で販売しております。
【日本理学療法士協会会員外（学生を含む）の皆様】
1） 日本理学療法士協会会員でない理学療法士の方
理学療法士以外の医療・福祉専門職（国家資格）の方
名簿に記入し、参加登録費（10,000 円）をお支払い下さい。参加登録費のお支払いを以って、参加
登録が完了致します。このときに参加証明書兼領収証の『ネームカード』とホルダー、抄録集をお
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渡し致します。
2） 理学療法士養成校学生を含む 一般の方
名簿への記入を以って、参加登録が終了いたします。このときに『ネームカード』とホルダー、抄
録集をお渡し致します。

※ 参加証明書兼領収証の『ネームカード』は再発行ができません。大切に保管して下さい。
4. 会場内の注意
1） 飲食について
練馬文化センター（第 1 会場およびギャラリー）は飲食禁止となっています。ココネリ（第 2～第 5
会場）は飲食可能です。会場内で飲食される場合にはごみは各自でお持ち帰りください。
2） ネームカードの携帯について
各会場への入場の際には、必ずネームカードの入ったホルダーを首から下げ、確認できるようにして
下さい。
3） 写真撮影・録画・録音、取材について
すべての撮影・録画・録音（デジタルカメラ・ビデオ・カメラ機能付き携帯電話及びスマートフォン
の使用による）は、著作権および個人情報保護法の関係上ご遠慮ください。必要な場合は、事前に事
務局に許可を得て下さい。
4） 携帯電話の使用について
会場内では必ず電源を切るかマナーモードに設定し、プログラム中の通話はご遠慮ください。
5） 喫煙について
会場内は全面禁煙となっております。
6） 非常口の確認
緊急・非常時に備えて必ず各自で非常口の確認をお願い致します。

5. 託児室について
本学会では託児室をご用意いたしました。詳細は本誌 13 ページをご確認下さい。

6. その他
1） クロークサービス
ご用意しておりません。予めご了承下さい。
2） 企業展示について
第 6 会場（ココネリ 産業イベントコーナー）にて行っておりますのでご来場ください。
3） 書籍販売について
本学会では書籍販売は行っておりません。
4） 節電について
節電のため、学会スタッフはクールビズで対応させていただきます。
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スキルアップセミナー 募集要項



開催日：平成 29 年 6 月 18 日（日）
対 象：理学療法士
セッション

時間／会場

スキルアップセミナー１
講座名：認知症予防を目的とした運動療法
講 師： 国立長寿医療研究センター 島田 裕之先生

定員

10:30～12:00
ココネリ 東ホール

スキルアップセミナー２
13:00～14:30
講座名：急性期脳血管障害患者のリスク管理下で行う積極的な理学療法
ココネリ 東ホール
講 師： 国立精神・神経医療研究センター 寄本 恵輔先生

各 50 名

スキルアップセミナー３
講座名：モーターコントロールにおけるピラティス+αの可能性
15:00～16:30
～スポーツ障害にフォーカスして～ ココネリ 東ホール
講 師： スポーツ栄養クリニック代官山 増渕 喜秋先生




申込期間 ：平成 29 年 5 月 18 日（木）0:00〜 定員に達し次第締め切りとさせて頂きます。
申込方法 ：下記 URL または QR コードよりお申込み下さい。①メールアドレス、②氏名、③フリガ
ナ、④日本理学療法士協会会員番号、⑤生年月日、⑥所属施設、⑧受講希望セミナーをご登録いた
だきます。ご登録のメールアドレスにドメイン@google.com から自動返信および
gakujutsu.36tpta@gmail.com から受講確定のメールが届きますので、受信できるようにメールの設
定をお願いします。自動返信や受講確定メールが届かない場合は下記メールアドレスにお問い合わ
せ下さい。

URL: https://goo.gl/forms/Pt49UUzlk5k7nccF2


注意事項

1. 受講者参加決定は、基本として先着順にさせて頂きます。
2. 定員の都合上、上記 3 つの講座より一つを選んでお申し込みください。
3. 口述発表をされる方は、そのセッションの時間と重複しないようご確認ください。開始時間を過ぎ
てからの参加は認められません。
4. 学会参加の事前登録にご協力下さい。学会への参加登録をされていない方は受講できません。当日
は受講前に必ず学会参加受付を済ませてください。
5. 実技が行える服装（ジャージ、靴等）をご持参下さい。更衣室の利用については受講確定通知とと
もに詳細を案内いたします。
6. 荷物管理はご自身でされるようにお願いいたします。盗難等は責任を負えません。
7. 当日に資料配布を予定しています。バインダー、クリップボードなどを持参頂くと便利です。
8. 受講決定の可否は 5 月 31 日までに E-mail で返信予定です。
9. 受講者は受講確定メールをプリントアウトもしくは携帯端末等で参加通知画面をセミナー受付にて
提示して下さい。
10. 当日、教材資料部による DVD 貸出事業の撮影が予定されています。撮影に支障がある場合は申し込
みをご遠慮ください。何卒、ご協力をお願い致します。


お問い合わせ先（学術局）

帝京大学医学部附属病院 リハビリテーション部 今野陽一郎
E-mail: gakujutsu.36tpta@gmail.com
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座 長 ・演 者 へのお知 らせとお願 い
1. 座長の方へ
1） 参加受付の後、総合受付内「講師・座長受付」にお越し下さい。
2） ご担当セッションの開始 10 分前までには、該当会場の次座長席にご着席下さい。

2. 演者の方へ
1） 演題の発表形式は口述発表でパワーポイントによるプレゼンテーションのみです。
2） スライド数は発表時間内に終えられる枚数として下さい。
3） 発表時間は 6 分間、質疑応答が 3 分間を予定しています。
4） 動画の使用やご自身の PC のお持ち込みはできません。
5） 発表の際は演者ご自身による PC 操作をお願いいたします。
6） セッションの開始 10 分前までには、該当会場の次演者席にご着席下さい。
3.

発表データ受付について

1） 事前に指定の方法にて提出して下さい。
2） 当日は PC の動作確認のみで修正は承れません。

新人教育プログラム及び専門・認定理学療法士に関わるポイント認定について
本大会への参加者・発表者は以下の単位・ポイントが認定されます。
マイページへの反映は、大会終了後 1 ヶ月半程度かかります。ご承知おきください。なお、マイページ
に関するお問合せは、日本理学療法士協会へお願いいたします。

1. 新人教育プログラム単位
1） 演題発表筆頭演者：理学療法の臨床 C-6 症例発表 3 単位
2） 特別講演３「介護予防への多角的介入」受講者
：理学療法の臨床 C-5 地域リハビリテーション 1 単位
※特別講演３の単位取得をご希望の場合は、13：00-13：30 までの間に会場入り口にて参加証を配布致し
ますので必ずお受け取りください。
閉会式終了後 18：00 までに、参加証と会員証を持参の上『受付』にて登録をお済ませください。

2. 専門・認定理学療法士ポイント
1） 学会参加者：都道府県士会学術集会・学会

10 ポイント

2） 演題発表筆頭演者：
「ブロック学会」
・
「都道府県学会」での一般発表（指定演題含む）の筆頭演者 5
ポイント
3） 講師、シンポジスト：
「ブロック学会」
・「都道府県学会」でのシンポジスト、パネリスト、講演講師
等(筆頭演者に限る) 10 ポイント
4） 講演及び一般演題の座長：
「ブロック学会」・
「都道府県学会」での座長・司会 5 ポイント
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地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度士会指定事業の認定について
所定の特別講演等を受講し、期日までにレポートを提出した会員は、地域包括ケアシステムに関する推
進リーダー（地域包括ケア推進リーダー・介護予防推進リーダー）制度士会指定事業の認定が可能です。

1. 発行までの流れ
1） 士会指定事業受付にて「参加確認票」を受け取る
2） 特別講演 2 又は特別講演 3 と地域プレゼンテーションを受講し、講演終了後、会場内の担当者から
「参加確認票」に確認印を押印してもらう
3） 必要箇所押印済みの「参加確認票」を士会指定事業受付に提出し、
「特別講演等参加証」を受け取る
4） 東京都理学療法士協会ホームページから「
《書式Ⅲ》レポート」をダウンロードし、レポートを作成
する
5） 作成したレポートをメール（件名「第 36 回学会 課題レポート」）で期日までに下記提出先に提出
する
※提出後 7 日以内に“課題レポート受付確認済み”の返信がない場合は下記までお問い合せください
6） 上記ホームページから「
《書式Ⅰ-1》士会指定事業参加証明書」をダウンロードし、記入する
7） 「特別講演等参加証」
、「
《書式Ⅰ-1》士会指定事業参加証明書」、返信用封筒を同封の上、期日まで
に下記提出先に郵送する
※提出後 1 か月以内に上記参加証明書が発行（返信）されない場合は下記までお問い合せください

2. 提出していただくもの
1） 《書式Ⅲ》レポート（テーマ：地域プレゼンテーションの発表を聴いて、自分達がやらなくてはい
けない事）
2） 《書式Ⅰ-1》士会指定事業参加証明書
氏名・会員番号・生年月日・事業実施日（平成 29 年 6 月 18 日）・士会指定事業名「第 36 回東京都
理学療法学術大会」を記入し、どちらのリーダー登録に使用するかを選んだもの
3） 今回の学会で受け取った特別講演等参加証

3. 留意事項
1） 今回の学会で認定可能な士会指定事業は地域包括ケア推進リーダー分か介護予防推進リーダー分の
どちらか一方のみとなります
2） レポート及び書類の提出期限は事業実施後 1 か月後（平成 29 年 7 月 17 日）となります
3） 今回士会指定事業の認定された方の情報は、東京都理学療法士協会から日本理学療法士協会にデー
タを一括譲渡しますので、個人での手続きは必要ありません（発行された参加証明書は各自で保管）
4） 各リーダーの登録には時間を要しますので、予めご了承ください
【レポート・書類提出先・お問い合わせ先】
医療法人財団 逸生会 大橋病院リハビリテーション科

卜部 吉文 宛

〒115-0054 東京都北区桐ヶ丘 1-22-1／E-mail: reha@o-hp.or.jp
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託 児 室 について
本学会では託児室を設置致します。託児室には保育スタッフが常駐し、保護者の方が本学会に参加さ
れる間、無料でお子さまをお預かり致します。利用には事前申込が必要です。
託児室は、公益社団法人全国保育サービス協会会員のピジョンハーツ株式会社に委託し、マットや玩
具などを備え、専門の保育スタッフがケアにあたります。託児室のご利用を希望される方は、下記の規
定を必ずご一読いただき、事前に E-mail でお申込みください。
尚，原則先着順と致しますが定員数を超えるお申込みがあった場合、学会準備委員会にて選考いたし
ます。その際、東京都理学療法士協会会員より優先的に選考いたします。
【設置時間】

平成 29 年 6 月 18 日（日） 9：30～17：30

【対象・定員】 生後 6 ヶ月～未就学児 10 名

※ 料金は無料

【利用申し込みについて（事前予約必須）
】
1） 下記、
「お申込みメールについて」の内容を記載してメールにてお申込ください。お申込み確認のメ
ールを返信致します。
2） 託児室利用の可否について、5 月 30 日（火）までにメールにてご連絡いたします．託児室利用可能
な方には「イベント保育利用申込書及び同意書」
・
「利用規約」も添付いたします。
3） 「利用規約」をお読みいただき「イベント保育利用申込書及び同意書」をご記入・ご捺印いただき、
メールにてご送付ください。その受領を以って正式なご予約とさせていただきます。
4） 「イベント保育利用申込書及び同意書」を受領した旨をメールにてご連絡致します。
5） 当日は、
「イベント保育利用申込書及び同意書」の原本を託児室へご持参下さい。受付時にお預かり
致します。
※ 申し込み後 3 日以内に連絡が無い場合はお手数ですが、再度ご連絡ください。
※ 本学会での託児ルームはピジョンハーツ株式会社に委託しており、万が一事故など発生した場合には、
ピジョンハーツ株式会社が加入しております保険の範囲で対応致します。
※ 尚、第 36 回東京都理学療法学術大会および運営事務局は事故の責任は負いかねますのでご了承
ください。
【申込み受付期間】

平成 29 年 4 月 20 日（木）～ 平成 29 年 5 月 20 日（土）

【申込み・お問合せ先】
ピジョンハーツ株式会社（http://www.pigeonhearts.co.jp/）
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町 4-4 ピジョンビル
TEL：03-3661-4283 （平日 9:00～17:00）／ FAX：03-3661-4281
E-mail：takuji@pigeon.com
※ メールでのお問合せ時は、件名を「東京都理学療法学術大会＋（ご用件）
」としてください。
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お申込みメールについて
件名：
「東京都理学療法学術大会 託児室申込み」
1）保護者氏名・勤務先名・連絡先（携帯電話番号含む）
2）子どもの人数・年齢（〇歳〇ヶ月／学会当日）･名前 （要ふりがな）
・性別
3）託児希望時間
＊申込内容の変更やご質問は、必ずピジョンハーツ株式会社までご連絡ください。
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<地域プレゼンテーション>

（ 第６会場：ココネリ産業イベントコーナー ） 10：30～16：30

創 る地 域 活 動 ！－地 域 の皆 さんと理 学 療 法 士 の協 働 －
大会テーマである「都民とつくる！地域リハビリテーション」に基づき、介護予防の一環として行われ
ている各地域の自主活動グループ、企業や理学療法士から活動内容や今後の取り組みについてプレゼン
テーションを行い、更なる地域包括ケアシステム構築のための情報交換の場としたいと思います。

＜ 午前の部 ＞
10：30～10：40
【企業紹介①】
10：40～11：00
【練馬区】
11：05～11：25
11：30～11：50
11：55～12：05

大会長挨拶
花王株式会社
街かどケアカフェ
障害児者の放課後と余暇を豊かにする会
地域リハビリ活動報告
介護老人保健施設 大泉学園ふきのとう

【豊島区】
12：10～12：30
12：35～12：55
13：00～13：10

＜ 午後の部 ＞
【企業紹介②】
14：00～14：20
【板橋区】
14：25～14：45
14：50～15：10
15：15～15：25
【北区】
15：30～15：50
15：55～16：15
16：20～16：30

元気！ながさきの会
いきいきクラブ IN 豊島
地域リハビリ活動報告
ゆみのハートクリニック

石井啓介

古田哲朗

羽立工業株式会社
リハビリ旅行友の会
すずらんの会
地域リハビリ活動報告
クローバーのさと イムスケア カウピリ板橋

榊原佳彦

北区介護予防リーダーの会
きたく健やか WK（ウォーキング）の会
地域リハビリ活動報告
東京北医療センター 亀田剛
東京北医療センター 介護老人保健施設さくらの杜

※士会指定事業参加の認定には、1 区以上の発表の受講が条件となります。
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金子恵

<地域プレゼンテーション>

発表団体紹介
練馬区
○街かどケアカフェ
平成 28 年 4 月、高齢者が気軽に集い、お茶を飲みながら、介護予防について学べ
る「街かどケアカフェ」を開設しました。街かどケアカフェでは、専門スタッフによ
る健康相談のほか、地域団体が認知症カフェや介護予防体操などを実施しています。
3 月末までの来所者は 1 万 1 千人を超え、予想を超える反響が寄せられています。

○障害児者の放課後と余暇を豊かにする会（ぷち・たま）
発足時の練馬には、重度の障害児を受け入れる学童保育はなく、中学生以降は放課
後に通う場所もありませんでした。親の就労保障やきょうだいの用事などのための支
援も必要です。そこで、平成 14 年に発足したのが「ぷち・たま」です。障害のある
人たち（大人も子供も）が楽しく地域で過ごせる場所にしたいと願っています。

豊島区
○元気！ながさきの会
平成 13 年に発足し主に長崎地区を対象としたプロジェクト「認知症にならない健
康な街づくり事業」において、エピソード・注意分割機能等をグループ活動にて鍛
え予防を図る活動をしています。現在は、小学校への奉仕、パソコン講座等を通じ
地域シニアのための貢献事業へと発展しています。その中から今回は、
「太極拳」が
参加致します！

○いきいきクラブ IN 豊島（旧称：西すパートナーズ IN 豊島）
いきいきクラブ IN 豊島は月に一度、お元気さん体操を実施しています。この体操
は、体と地元地域を元気にしたいという思いから作りました。さざえ堂、花街道、
荒川線を表現した動作を入れた手軽に出来る体操です。その他「花の水やり・清掃
ウォーキング」も行っております。イエーの掛け声にのせ皆さんも共に活動してみ
ませんか。
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<地域プレゼンテーション>

板橋区
○リハビリ旅行友の会
「旅行」に行く為にあきらめずに日々のリハビリに取り組んでいるリハビリ旅行友
の会メンバーと、サポーター（家族等）の軌跡をご紹介します。
リハビリ旅行の現地サポーター（温泉郷）による、地域の自然や文化を体験して
もらうリハビリとはどの様なものなのでしょうか。是非、体験してみて下さい。

○すずらんの会
板橋区「すずらんの会」は板橋区新河岸地区のみなさんがまるで「すずらんの花」
のように参加者一人一人がかわいらしい花となり手と手をつなぎ、明るく活動して
います。みなさんで楽しく元気に踊りを行ったり、活動に参加できない方には連絡
や訪問を行うなどまさしく地域住民の助け合いによって活動しています。

北区
○北区介護予防リーダーの会
北区介護予防リーダー養成研修を修了された方の会です。目的は北区における高
齢者の介護予防の活動を推進することです。会員は 67 名、年代は 50 歳代～80 歳代、
月 1 回定例会を開き、年間計画の実施に向けて話し合い、会員の連携を強め、意欲
を高めています。活動場所は各高齢者あんしんセンターや岸町ふれあい館等で行っ
ています。

○きたく健やか WK（ウォーキング）の会
ウォーキング及び教室での脳トレを通じて、会員相互の連帯感と親睦が図られ、加
えて、介護予防の一助となっています。会員は 30 名（男性 6 名・女性 24 名）。活動
場所・時間としては、都立公園・庭園・動植物園と東十条教室、毎週月曜日 10 時～
14 時と 10 時～11 時 30 分です。
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開会式
会 場
第１会場（練馬文化センター 小ホール）
時 間
10：00～10：30
式次第
１．開会の辞
第 36 回東京都理学療法学術大会 大会長 大渕 修一
２．協会長挨拶
公益社団法人東京都理学療法士協会 会長 森島 健
３．ご来賓・ご祝辞紹介
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特別講演
特別講演 １

第２・３会場（ココネリ西・中ホール）10：30～11：30

韓国地域社会理学療法における法制度の分析および今後の課題
講師：イ ミンヨン 先生（コリョウ大学保健科学研究所）
司会：千葉

特別講演 ２
シンポジウム

哲也 先生（玉川病院）

第１会場（練馬文化センター小ホール）11：40～13：10

新しい総合事業への理学療法士からの提案
田代 文子

先生（清瀬リハビリテーション病院）

「病院勤務の理学療法士の立場から」

伊藤 晃洋

先生（在宅総合ケアセンター元浅草）

「地域活動は町づくり」

倉地 洋輔 先生（からだ康房）

講師： 「東久留米市の活動から」

司会：卜部 吉文 先生（大橋病院）

特別講演 ３

第１会場（練馬文化センター小ホール）15：10～16：40

介護予防への多角的介入
講師：山田 実 先生（筑波大学）
司会：阿部 勉 先生（リハビリ推進センター）
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特別講演 １

第２・３会場（ココネリ西・中ホール）10：30～11：30

韓国地域社会理学療法における法制度の分析及び今後の課題
イ ミンヨン
韓国ソウル市理学療法士協会
コリョウ大学 保健科学研究所
【序論】韓国は 2000 年に高齢化社会に入って以来、高齢社会としての突入が目前にある。老人と障害者
の健康な生活及び医療保障に対する認識が増加し、1 次保健医療としての地域社会での理学療法の重要性
が増している。今まで韓国の地域社会での理学療法は保健所が主体となり、その他に療養病院及び、療
養院、福祉館、特殊学校においても地域社会の理学療法が行われている。最近では老人長期療養保険及
びバウチャー等、需要者が必要とする有形のリハビリテーションサービスを需要者が使用しやすい場所
で提供する制度が施行されている。本講義では地域社会での理学療法と関連現行法制度及び該当法規か
ら定義する理学療法士の役割を分析し、現行法制度が老人と障害者の地域社会での理学療法に対する要
求度と需要の反映が適切なのか論じたい。
【本論】 韓国の「医療法」及び「医療技師等に関する法律」では理学療法士の単独開院及び訪問理学療
法を許容せず、地域社会での理学療法は保健所中心に進行してきている。保健所は「地域保健法」が定
義する保健所の教務範囲内から老人保健及びリハビリ保健事業、訪問健康管理事業、地域社会中心リハ
ビリ事業等を通じて機関内理学療法及び訪問理学療法を進行してきた。
「老人福祉法」と「障碍者福祉法」
は老人及び障碍者福祉館、療養施設、デイケアセンター内での理学療法士の雇用と理学療法士の行為に
関する法的根拠を提供している。最近では「老人長期療養保健法」を通じ老人に施設給与、及び在宅サ
ービスを提供している。また「障害児童福祉支援法」を通じ発達障害児童が私設機関で電子バウチャー
を利用し自由に発達リハサービスを選択的に受給するよう支援している。しかし、このような現行法規
定があるにも関わらず保健所、福祉館、療養施設及びデイケアセンターに雇用となった常任理学療法士
の数は少ない。保健所で遂行する、カスタム訪問健康管理事業は大半が看護師主体であり、地域社会中
心リハビリ事業は予算及び理学療法士の人力不足で事実実行している所はあまりない。
「老人長期療養法」
で在宅給与に定義するサービスの中には理学療法は含まれてなく「障害児童支援法」が定義する発達リ
ハサービスにも理学療法は含まれてないので老人と障害児童が自宅で理学療法を受けるにはとても困難
な状況である。
【結論及び論議】現行法制度は保健所、福祉館等での理学療法士の雇用に対し融通性ある適用が可能に
なるように定義されているが制度が有名無実なことが多い。また、老人長期療養法で定義する在宅給与
と障害児童福祉支援法で定義する発達リハサービスに理学療法が含まれていないことで給付及びサービ
ス提供があるにも関わらず、老人及び障害者に究極的身体機能向上が達成できず、簡単な日常生活支援
程度しかできない。政府及び地域社会理学療法士はこのような法的制度及ぶ運営実態が老人及び障害者
の地域社会理学療法に対する要求度を反映していないことを認識し、改善する必要がある。
【略歴】学士：ヨンセ大学 社会科学科 政治外交学科、コリョウ大学 保健科学 理学療法学科
修士・博士：コリョウ大学 保健科学科 リハビリ科学専攻
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特別講演 ２

第１会場（練馬文化センター小ホール）11：40～13：10

新しい総合事業への理学療法士からの提案
東久留米市の活動から
田代 文子
清瀬リハビリテーション病院
リハビリテーション科 部長
平成 27 年 10 月に、東久留米市から、市内在勤を中心にリハビリテーション専門職が招集され 29 年度
からの総合事業に向けてリハビリテーション専門職検討会(以下検討会)が始まりました。東久留米市の
総合事業における基本理念は、①既存のデイサービスを地域拠点とし、多様なサービスを提供するとと
もに、市民を育成する、②訪問型・通所型介護予防事業に C 型を前置して丁寧なアセスメントにより、
より良いサービス利用を促す、③訪問サービスは、生活援助にとどまらず、自立に向けた「生活機能向
上」を目指し、
「介護保険の卒業」を目指す、です。その理念に基づき検討会が依頼された課題は、①自
主グループ（市内 20 ケ所）への訪問と評価、②地域担当の決定と地域ケア会議の参加、③総合事業「訪
問 C」
「通所 C」内容検討会への出席、です。検討会で地域分析から行い、地域課題を把握し東久留米市
の現状を理解しました。自主グループの訪問・地域ケア会議の傍聴をさせていただき依頼された課題に
取り組みました。全 10 回の検討会でまとめた①自主グループへの訪問の内容・リハ職の役割・評価シー
ト、②地域ケア会議参加について、③総合事業「訪問 C」「通所 C」の内容・評価・リハ職の関り方、に
ついて報告。その後、東久留米市の担当・地域包括支援センター職員等の皆さんと総合事業内容検討会
で、さらに検討を重ね、モデル事業を通して 29 年度に向けて準備していることを報告させていただきま
す。
【略歴】
1983 年 国立金沢大学医学部付属医療技術短期大学部理学療法学科卒業
医療法人社団慈生会等潤病院リハビリテーション科入職
1988 年 東洋大学社会学部社会学科卒業
1992 年 社会福祉法人上宮会清瀬上宮病院(2007 年に清瀬リハビリテーション病院に名称変更)リハビリテー
ション科に入職、東京都理学療法士協会理事
2006 年 清瀬市地域包括支援センター運営協議会委員
2015 年 東京都理学療法士協会地域包括ケアシステム推進委員長
2016 年 東京都理学療法士協会リハビリテーション専門職連携推進委員長
【取得資格】
理学療法士、介護支援専門員(ケアマネジャー)、認知症ケア指導管理士
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病院勤務の理学療法士の立場から
伊藤 晃洋
在宅総合ケアセンター元浅草 たいとう診療所
サブマネージャー

昨年度から勤務地である台東区において、新しい総合事業の一部に理学療法士として関わっている。
国の枠組みとしての「地域リハビリテーション（以下リハ）活動支援事業」や、東京都の枠組みとして
の「地域リハ推進広域派遣アドバイザー設置事業」や「地域リハ専門人材育成研修」など理学療法士な
どをリハ専門職として、地域活動の場への派遣を後押しするような枠組みは作られているものの、現場
の声として、「地域に出ると言われても実感が沸かない」「地域や行政とどのように繋がっていけば良い
のか分からない」
「院内業務があるのに地域活動に関わる余裕がない」という意見を持つ理学療法士も多
いのではないだろうか。
台東区で勤務している私も昨年までは同様の考えで、様々な勉強会への参加や、地域活動の場に参加
するなど暗中模索していたが、昨年、国事業である「地域づくりによる介護予防推進支援事業」へ台東
区が手挙げをしたことがきっかけとなり、総合事業におけるリハ職と行政の協同関係を構築することが
できた。
本事業の経過を報告するとともに、病院勤務の一理学療法士として【区内のリハ職間】
【行政とリハ職
間】
【所属施設間】のなかで自分がどのように関わったのかを紹介させて頂き、課題や解決策など私見を
含めて報告したい。
【略歴】
2007 年
2010 年～
2014 年～
2015 年～
2016 年～
2017 年～

仙台医療技術専門学校卒業
医療法人 五星会 菊名記念病院 入職
医療法人財団 新誠会 在宅総合ケアセンター元浅草 入職
医療法人社団 輝生会 在宅総合ケアセンター元浅草 サブマネジャー任命
東京都理学療法士協会 地域包括ケア推進委員会 委員
東京都 区市町村密着アドバイザー/区中央部地域リハ推進広域派遣アドバイザー
日本理学療法士協会 都道府県コーディネーター

【取得資格】
理学療法士/認定理学療法士（地域理学療法）、介護予防推進リーダー/地域包括ケア推進リーダー
3 学会合同呼吸療法認定士、福祉住環境コーディネーター
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地域活動は町づくり
倉地 洋輔
からだ康房 代表
2025 年に向け全国各地で地域包括ケアシステム(以下、システム)構築のための取組みが行われており、
東京都も今後の高齢者の増加数、増加割合共に顕著であることから、システム構築が急ピッチですすめ
られている。このシステム実現のために「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」が各地で始まり、
そこにはリハビリ専門職(以下、リハ職)の活用が明記されており、国からのリハ職への期待の高さが伺
える。
さて、リハ職への期待とは一体何であろうか？それは、以下の 2 つにまとめられる。一つは「介護予
防の取組を機能回復型から参加促進型へ」もう一つは「施設のリハ職から地域のリハ職へ」である。言
葉で表すと簡単な表現となり、いとも簡単に出来そうなことであるが実際にはそうではないことが少な
くないようである。
私自身が 2007 年から現在に至るまで地域に出て活動を行ってきた中で、一番の大きな気づきは「地域
活動は町づくり」ということである。地域でリハ職として個人の機能回復を図ることにとどまることな
く社会参加を促していくためには、この町を良くしたいという強い気持ちを根底に持ち、地域の課題を
知り、地域の資源を知り、各関係機関の担当者と想いを共有し連携を取っていく、つまり町づくりの概
念を持つことが肝要ではないかと考える。本講演では私の地域活動の体験から新しい総合事業にどのよ
うにリハ職が関わったら良いか参加者の皆さんと一緒に考えたい。
【略歴】
2000 年 広島大学医学部保健学科理学療法学専攻卒業
おかもと整形外科スポーツクリニック
長野地域医療研修
都立大整形外科クリニック ゴルフ外来リハ担当
現在
東京都町田市「からだ康房」
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特別講演 ３

第１会場（練馬文化センター小ホール）15：10～16：40

介護予防への多角的介入
山田 実
筑波大学人間系 准教授
現在、世界随一の長寿国として超高齢社会を突き進んでいる我が国において、医療や介護などの社会
保障に関わる課題は山積されている。特に、団塊世代が 75 歳以降になる 2025 年以降は、社会保障の需
要はさらに増加することが予想されている。そのような中で、近年、地域包括ケアシステムという言葉
をよく耳にするようになった。これは、
「住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ
とができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステム」のことであり、
各自治体で 2025 年を目途に構築実現を目指している。
近年、理学療法においても、医療施設や介護施設という限られた空間内だけでなく、積極的に地域で
活動することが求められるようになった。我が国では、2006 年度より介護予防事業が開始され、現在で
はセラピストが関与する機会も増加している。介護予防は、運動、栄養、口腔が 3 本柱とされ、それぞ
れ理学・作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士などの専門職が関わることで、要介護を未然に防ぐこと
が目標となっている。この介護予防事業には健康寿命を延伸させる効果が認められており、地域包括ケ
アシステムの中でも重要な事業の一つに位置付けられている。しかし、一方で、介護予防事業の参加者
が伸び悩み、一部の限られた高齢者しか参加出来ていない状況が続いている。そのため、2015 年以降は
介護予防の方向性をより地域へシフトさせ、高齢者にとってより身近な住民主体の自主グループやサロ
ン活動を積極的に推進されるようになった。現在、セラピストには、このような小規模な地域コミュニ
ティーに対する参画も求められており、地域包括ケア時代において理学療法の需要は拡大している。
要介護の主な 5 要因は、脳卒中、認知症、フレイル、関節疾患、転倒骨折であり、中でも認知症、フ
レイル、転倒骨折に対しては運動による予防効果が示されている。これまでは、運動習慣の有無と各種
疾病・障害の発生との関連性を示した報告が多かった中で、近年では、一定期間の運動介入によって認
知機能、精神機能、運動機能などが向上することが示されるようになった。つまり、運動は介護予防に
おいて最重要な対策法であると言える。理学療法士は、種々のリスクを考慮しながらエビデンスに基づ
く運動指導が行える貴重な専門職である。地域包括ケアシステムの中では、種々の専門職と密な連携を
とりながら、理学療法士としての専門性を十分に提供することが必要である。
【経歴】
2010 年 神戸大学大学院医学系研究科博士後期課程修了（保健学博士）
2010 年 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 助教
2014 年 筑波大学大学院人間総合科学研究科生涯発達専攻 准教授（現職）
【学会活動】
日本予防理学療法学会 運営幹事、副代表（H26～）
日本理学療法士協会 栄養・嚥下理学療法部門 運営幹事
日本転倒予防学会 理事（H26～）
、日本老年医学会 代議員（H28～）、日本体力医学会 評議員（H27～）
日本サルコペニア・悪液質・消耗性疾患研究会 世話人（H28～）
【賞】平成 24 年度 長寿科学賞、The Geriatrics & Gerontology International Best Article Award 2012
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都民公開講座
都民公開講座 １

第１会場（練馬文化センター小ホール）10：30～11：30

理学療法士が提案します！その症状への対処法 ～職場での腰痛予防対策～
講師：川又 華代 先生（東京大学医学部附属病院 22 世紀医療センター）
司会：中村 睦美 先生（東京都健康長寿医療センター）

都民公開講座 ２

第１会場（練馬文化センター小ホール）13：30～15：00

在宅医療は安心か！？
講師：佐々木 淳 先生（医療法人社団悠翔会）
平野 浩彦 先生（東京都健康長寿医療センター）
司会：大渕 修一 先生（東京都健康長寿医療センター研究所）
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都民公開講座 １

第１会場（練馬文化センター小ホール）10：30～11：30

理学療法士が提案します！その症状への対処法
～職場での腰痛予防対策～
特任研究員
川又 華代
東京大学医学部附属病院 22 世紀医療センター
運動器疼痛メディカルリサーチ＆マネジメント講座
腰痛は疾患名ではなく、症状の総称で一般的に腰の背部からお尻にかけての痛みや張り不快感を指し
ます。松平らが全国 6 万 5 千人を対象に行ったインターネット大規模調査では、一生の中で腰痛になる
割合はわが国では、8 割を越え、4 人に 1 人は腰痛で仕事（家事や学業を含む）を休んだ経験があり、さ
らに 4 日以上連続して休んだ人は 10 人に 1 人いるという研究結果でした。このように、腰痛は身近な症
状であると同時に、仕事に支障をきたしやすいなど生活の質を低下させます。また、仕事に支障をきた
すような腰痛を抱えている人が増えることは労働力の損失になるため、職場での対策も必要といえます。
腰痛は大きく分けて、原因疾患がはっきりとわかる特異的腰痛と、一般的な検査では明確な原因疾患
の特定が難しい、基本的に心配のいらない非特異的腰痛に分類されます。じつは後者がプライマリケア
受診者の約 85％占めるといわれています。この非特異的腰痛の多くは通常数週間程度で症状は改善しま
す。しかし、なぜ前述したように、腰痛によって仕事や日常生活に支障をきたす人が絶たないのでしょ
うか。
非特異的腰痛になる原因には、これまでいわゆる腰への物理的負荷が挙げられてきましたが、腰痛の
原因には脳機能にもあることが最新の研究でわかってきています。実際、平成 25 年、19 年ぶりに改定さ
れた「職場における腰痛予防対策指針」では、腰痛の発生要因に、これまでの動作要因、環境要因、個
人的要因のみならず、職場の対人ストレス等に代表される心理社会的要因が加わりました。
そして、腰痛を慢性化させないためには過度の安静やコルセットへの依存は逆効果で、腰周りの筋肉
を弱くさせてしまい、動くことへの不安や恐怖心を植え付け、かえって腰を過保護にしてしまい長引か
せてしまうことがわかってきました。運動や体操は単独でも役立ちますが、近年「正しい知識の教育と
運動や体操のコンビネーション」が腰痛の発症リスク減少にもっとも有益な可能性が高いことが示され
ました。このように腰痛への対応の仕方や考え方も変わってきています。
そもそも人間は 2 足歩行をすることを選んだ時点で、構造上腰痛になりやすいといえます。そのため、
腰痛による痛みを完全になくすのではなく、腰痛があってもコントロールすることが大切だと考えます。
今回は職場という組織として取り組む方法と自分自身でコントロールする方法を腰自体の対策と脳機能
の問題に対する対策の両方から提案したいと思います。
【略歴】
2001 年に理学療法士免許取得。急性期から慢性期までのリハビリに従事。
障がいを負う前に携わりたいと思い、2006 年から勤労者の予防に取り組む。
2014 年から東京大学医学部附属病院 22 世紀医療センター運動器疼痛メディカルリサーチ＆マネジメント講座
にて研究員として働く傍ら、3 児の母として育児との両立に奮闘中。
【取得資格】
理学療法士、認定心理士、シナプソロジーインストラクター
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都民公開講座 ２

第１会場（練馬文化センター小ホール）13：30～15：00

在宅医療は安心か！？

最後まで住み慣れた地域で暮らし続けるために

医療法人社団悠翔会

略歴
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佐々木 淳
理事長 診療部長

在宅急性期病院の歯科医師から見た在宅医療
平野 浩彦
東京都健康長寿医療センター
歯科口腔外科部長
“シームレスな医療”との言葉を、医療界では用いられることが多い。
“シームレス”とは文字通り“縫
い目のない”ということになるが、現在の医療の現場で“縫い目”とはどうして生じやすいのであろう
か。その一因として、医療の進歩に伴う専門性の確立（病院、施設などを含む）
、またそれを支える社会
的インフラ（保険制度などを含む）の多様化などが挙げられる。さらに高齢期になると、個々の抱える
身体的問題、家庭環境（家族）
、経済的環境などは一層多様さを増し、一連のケアコーディネートする過
程で“縫い目”を無くすことは容易でない。
高齢者のケアを整理して考える際、
「医療」と「介護」は重要な“場”であり、この二者が密接にかつ
円滑に関連していくケアが期待されている。しかし、現状ではこの二者が別のものとして取り扱われて
いることが多いようである。以上の結果、この二つの “場”を移行する際、大きな“縫い目”が生じ、
ケアを受ける者にとって不利な状況となっているケースも少なくない。そういったことから近年地域包
括ケアシステムが厚生労働省を中心に提唱されている。地域包括ケアシステムとは「重度な要介護状態
となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医
療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるケアシステム」とされる。
また、
「医療」の“場”の中にも、急性期、回復期さらに慢性期などの住み分けができ、さらに在宅医
療にも注目が集まっている。病院では疾患により入院患者の身体機能は低下し口腔衛生管理なども不十
分となり、口腔疾患のリスクは高まることは容易に想像できるが、歯科を持つ病院は 1.5 割に過ぎない。
数でみると歯科医師は約 10 万人いるが、病院の歯科に勤務している歯科医師は 3 千人に過ぎず、多くの
歯科医師は地域診療所で歯科医療を提供している。こういったなか、在宅だけでなく病院、さらに介護
保険施設において歯科医療を提供する歯科訪問診療の重要性が高まっている。
以上述べたように、高齢者ケアを取り巻く環境は多様化する傾向にある。こういったなか、高齢者の
口腔へのシームレスケアが円滑に提供される体制作りが歯科界にとって急務であると言われ久しい。当
日は、高齢者に対するケアを取り巻く環境を整理し、急性期病院歯科から見た在宅診療について会場の
皆様と考えてみたい。
【略歴】日本大学松戸歯学部卒業 医学博士
平成 2 年 東京都老人医療センター 歯科口腔外科 研修医
平成 4 年 東京都老人医療センター 歯科口腔外科主事、
平成 14 年 同センター医長（東京都健康長寿医療センターへ名称変更）
平成 21 年 東京都健康長寿医療センター研究所 専門副部長
平成 28 年 東京都健康長寿医療センター歯科口腔外科 部長
日本老年学会 理事、日本サルコぺニア・フレイル学会 理事、日本応用老年学会 理事、日本老年歯科医学
会 常任理事・専門医・指導医、日本大学松戸歯学部 客員教授，東京歯科大学 非常勤講師、昭和大学歯学
部 非常勤講師、東京医科歯科大学歯学部 非常勤講師、九州歯科大学歯学部 非常勤講師
「実践！認知症を支える口腔のケア」
（監修・共著 東京都高齢者研究・福祉振興財団）など著書多数

- 30 -

教育講演
教育講演 １

第５会場（ココネリ研修室１）10：30～12：00

パラリンピック・障がい者スポーツから学ぶ多様なコンセプトに沿ったスポーツの
活用方法の提案
講師：佐藤 敬広 先生（東北文化学園大学）
司会：多賀 留美 先生（東京都理学療法士協会 障がい者スポーツ部 部長）

教育講演 ２

第５会場（ココネリ研修室１）15：00～16：30

リハ職が知っておきたい機能解剖学
講師：河上 敬介 先生（大分大学 福祉健康科学部）
司会：菅原

仁

先生（東京工科大学）
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教育講演 １

第５会場（ココネリ研修室１）10：30～12：00

パラリンピック・障がい者スポーツから学ぶ多様な
コンセプトに沿ったスポーツの活用方法の提案
佐藤 敬広
東北文化学園大学 准教授
障がい者スポーツの父”といわれるイギリスの医師「グッドマン博士」は、第 2 次世界大戦で負傷し
た兵士へのリハビリテーションの手段の一つとして、車いすバスケットボールを取り入れた。従来の医
療的なアプローチ（手術、薬物療法、損傷した部位の機能回復など）だけでなく、残っている機能、つ
まり“残存能力”に視点を置き、負傷者の様々な身体能力や社会参加の可能性を引き出した。そして、
“失
ったものを数えるな。残っているものを最大限に生かせ”という言葉を残し、
“病院の大会”から始まっ
た障がい者のスポーツ大会を世界最高峰の競技大会“パラリンピック”へ発展させた。
そして、2020 東京五輪・パラリンピックの開催決定を契機に、我が国の障がい者スポーツを囲む環境
は大きな転換期を迎えている。パラアスリートの目覚ましい活躍や機器のテクノロジーの発展など、障
がいのある人たちやそれを支える人たち個々への認知の高まりのみならず、スポーツ庁の設置やスポー
ツ基本法の制定など、取りまく環境や施策の変化が著しい。特に、スポーツ振興の観点が強い障がい者
スポーツ事業が、厚生労働省から文部科学省に移管され、スポーツ政策として一元化されつつある。
しかしながら、前述のように、障がい者のスポーツの原点は“スポーツを通じてのリハビリテーショ
ンと社会参加”であり、障がい者の競技スポーツが発展しつつある今日においてもそれは変わりなく、
忘れてはならないコンセプトである。わが国においても、高齢化、障がいの多様化、生活習慣病の増加、
また医療・介護の領域における“地域包括ケアシステム”の構築など、喫緊の課題に対してもスポーツ
が本来持つ意義は、多様に活用されるべきものであると考えられる。そして、スポーツ・医療・福祉・
教育などの関係機関が相互に連携し、当事者を取りまく医療機関や地域全体が当事者の自立と社会参加
を支援することにより、新たな支援システムの構築が図られることが期待できる。またこれらは、2020
東京五輪・パラリンピックレガシーの一助にもなり得るものであると考えられる。
本講演では、パラスポーツを含めた障がい者スポーツの歴史や概要を紹介しその原点やコンセプトを
確認した上で、障がい者や低体力者を含めた対象者における、体力や機能の向上、健康増進、生活習慣
病予防、介護予防、社会参加等、多様なコンセプトに沿ったスポーツの活用方法について提案し、今後
の理学療法士を含めた専門職の関わる可能性について模索する。
【略歴】順天堂大学スポーツ健康科学部健康学科 卒業
中京大学大学院体育学研究科修士課程体育学専攻スポーツ認知行動科学系 修了
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
公益社団法人東京都障害者スポーツ協会東京都障害者総合スポーツセンタースポーツ支援室
常葉大学・東北学院大学・仙台台白百合大学 非常勤講師
東京都老人総合研究所介護予防緊急対策室 協力研究員
【資格等】中学校教諭専修免許（保健体育）
、高等学校教諭専修免許（保健体育）
、養護学校教諭一種免許（保健体育）
、
健康運動指導士、上級障がい者スポーツ指導員、介護予防運動指導員
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教育講演 ２

第５会場（ココネリ研修室１）15：00～16：30

リハ職が知っておきたい機能解剖学
河上 敬介
大分大学 福祉健康科学部理学療法コース 教授
機能解剖学は、運動器系（特に筋）の解剖学的情報をもとに、触察、運動、病態の評価・治療、筋力
トレーニングなどを考察する研究・教育分野で用いられていることが多い。そこで本教育講演では、以
下に述べる 1）三次元的視点で見た筋の位置の理解、2）筋束の始まりや終わりの詳細な位置－筋連結に
ついて－、3）皮膚・皮下組織・筋膜・筋の構造的関係について紹介し、触察・運動・評価・治療等を考
察し私見を述べる。会場の皆様と議論できれば幸いである。
1）三次元的視点で見た筋の位置の理解：理学療法士養成施設における解剖学の学修が、机上の学修を中
心に行われているため、三次元的な位置を理解できていない場合が多い。例えば、肩甲挙筋の位置を正
確に触察できない、腰腸肋筋の外側縁と腰方形筋の外側縁との区別がつかないという話をよく聞く。当
然のことながら、これらの筋が触察できなければ、触診による評価結果に信憑性はなく、その治療効果
のエビデンス構築どころではない。せっかく効果的な治療法があったとしても、
「エビデンス無し」とし
て闇に葬られる危険性すらある。
2）筋束の始まりや終わりの詳細な位置－筋連結について－：筋の起始や停止を詳しく観察すると、筋束
の始まりや終わりが骨（骨膜）のみではなく、隣接する筋の筋膜や腱にもあることが多い。例えば、大
殿筋の停止は、腸脛靭帯と殿筋粗面のみではなく、外側広筋の起始腱膜に終わる。当然この起始腱膜の
裏面からは外側広筋の筋束が始まる。このように、隣接する２つの骨格筋において、それぞれの筋束の
先端同士が、腱、各種の筋膜、筋間中隔、骨間膜、関節包、靱帯を介して接続することを、筋連結と呼
んでいる。筋連結は、ストレッチングや筋力トレーニング等の理学療法に重要な情報である。ただ、全
ての隣接している筋間で筋連結があるわけでははく、例えばハムストリングスと下腿三頭筋との間には
ない。病態評価や効果的理学療法の検討には筋連結の有無を知っておく必要があると考える。
3）皮膚・皮下組織・筋膜・筋の構造的関係：一般に、筋膜は 2 種類の名称系がある。まず、fascia 系で
ある。浅筋膜(複数の筋全体を包む膜)、深筋膜(筋各々を包む膜)があり、肉眼解剖学で用いられる。も
う一つは-mysium 系である。筋上膜（筋各々を包む膜）、筋周膜（筋束各々を包む膜）、筋内膜（筋線維各々
を包む膜）があり顕微解剖学で用いられる。深筋膜と筋上膜とは同じものを指す。ただ、これら全ての
種類の筋膜が、全ての筋の全ての領域に存在するわけではない。また、筋膜としての機能というよりも
起始腱としての機能を持つ浅筋膜や深筋膜も多い。これらの筋膜の表層には、厚い皮下組織と、様々な
神経受容器が散在する皮膚が存在する。体表から人体に力学刺激を与える理学療法の効果検証やそのメ
カニズムの考察を科学の中で行うには、これらの構造を十分に理解しておく必要があると考える。
【略歴】S59 年西日本リハビリテーション学院卒業後病院勤務を経て、S62 年より名古屋大学勤務。H27 年より
大分大学勤務。
【資格等】PT、博士（医学）、死体解剖資格。
【学会等】日本理学療法士学会 常任審議員・日本
基礎理学療法学会長、コ・メディカル形態機能学会役員。
【研究】筋に対する力学刺激効果とそのメカニズム、
筋の構造と理学療法の評価や治療【著書】骨格筋の形と触察法 (大峰閣) 他。
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スキルアップセミナー
スキルアップセミナー １

第４会場（ココネリ東ホール）10：30～12：00

認知症予防を目的とした運動療法
講師：島田 裕之 先生（国立長寿医療研究センター）
司会：大沼 剛 先生（板橋リハビリ訪問看護ステーション）

スキルアップセミナー ２

第４会場（ココネリ東ホール）13：00～14：30

急性期脳血管障害患者のリスク管理下で行う積極的な理学療法
講師：寄本 恵輔 先生（国立精神・神経医療研究センター）
司会：高橋

勇貴 先生（練馬光が丘病院）

スキルアップセミナー ３

第４会場（ココネリ東ホール）15：00～16：30

モーターコントロールにおけるピラティス＋αの可能性
〜スポーツ障害にフォーカスして〜
講師：増渕 喜秋 先生（スポーツ栄養クリニック代官山）
司会：今野 陽一郎 先生（帝京大学医学部附属病院）
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スキルアップセミナー １

第４会場（ココネリ東ホール）10：30～12：00

認知症予防を目的とした運動療法
島田 裕之
国立長寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター
予防老年学研究部 部長
認知症の主な原因疾患はアルツハイマー病と脳血管疾患であるが、これらの疾患に対する根治療法や
予防薬の開発が確立されていない現状において、認知症の発症を遅延させるための方法を検討し、でき
る限り多くの国民が予防対策を実践することが重要である。
予防対策を検討するためには、アルツハイマー病の発症と関連する要因を特定し、それらの要因に対
して介入する必要がある。身体活動の低下は、アルツハイマー病発症の強力な要因であり、運動習慣の
獲得が認知症予防のための課題であることが示唆されている。運動がアルツハイマー病予防に有効であ
るメカニズムに関する基礎研究は多く、いくつもの仮説が存在する。例えば、運動による神経新生、神
経栄養因子の発現、アミロイドβクリアランスの向上などが動物実験で明らかにされてきた。近年では、
人においても運動の実施により脳容量の増大が確認されており、運動によって過剰分泌する脳由来神経
栄養因子と脳容量との関連が明らかにされ、認知症予防のための運動療法の重要性が認識されるように
なった。
我々の研究グループは、軽度認知障害（mild cognitive impairment: MCI）を有する高齢者 308 名を
対象として、有酸素運動、筋力トレーニング、記憶と思考を賦活しながらの運動課題といった複合的な
プログラムを 10 か月間実施した。その結果、全般的な認知機能の低下抑制、記憶力の向上や、脳萎縮の
進行抑制効果が運動によって認められ、運動による認知症予防の可能性を明らかにした。これらは、先
行的に実施した 100 名の MCI 高齢者を対象とした RCT と同様の結果であった。また、MCI を有する高齢者
に対する運動と薬物療法の効果を検証したシステマティックレビューによると、運動では認知機能向上
に対して有意な効果が確認されたが、薬物療法では効果が認められず、運動の優位性が確認されている。
以上から、運動の実施は MCI 高齢者の認知機能を保持、向上させる効果を有し、積極的な取り組みの実
施が望まれる。
今後は、地域の運動施設、運動の指導者、および地域住民と行政とが協力体制を築いて、多くの高齢
者が身体活動を向上させることが可能な環境の創出や多彩なプログラムを用意することが、サービス提
供者にとっての課題であろう。また、これらの活動が認知症発症遅延に対して効果を持ち得るかを検証
するための大規模サンプルでの検証が必要である。
【略歴】
2003 年北里大学大学院医療系研究科臨床医学リハビリテーション医学専攻博士課程卒業（医学博士）、東京都
老人総合研究所介護予防緊急対策室入職。
2005 年プリンス・オブ・ウエールズ・メディカルリサーチ・インスティチュート客員研究員。
2006 年東京都老人総合研究所日本学術振興会特別研究員。
2010 年国立長寿医療研究センター認知症先進医療開発センター在宅医療・自立支援開発研究部自立支援システ
ム開発室。
2014 年国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター生活機能賦活研究部。
2015 年国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター予防老年学研究部。
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スキルアップセミナー ２
第４会場（ココネリ東ホール）13：00～14：30
急性期脳血管障害患者のリスク管理下で行う積極的な理学療法
<臨床の緊張感を優しく体感できる新たなシミュレーション教育>

国立精神・神経医療研究センター

寄本 恵輔
病院 身体リハビリテーション部
理学療法士主任

100 年前、村に 1 人の医師がいた。怪我をすれば駆けつけ治療をし、風邪を拗らせ、腹を下せば薬を出
した。その医師は村じゅうを駆け回り、診察し、出産や臨終に立ち会い、誰からも信頼される人格者で
あった。その医師は、村人全てを把握しており、村人はその医師と共にいた。
現在、科学の発展により医療は進歩し、生命予後の延長とより良い暮らしが担保されるようになって
きた。それは感染症や外傷が中心であった急性期医療から糖尿病、COPD、腎不全、心不全と慢性医療に
変化し、患者が求める要求は価値観の多様性で傲慢となり、医療者への信頼より不満や不安が増してい
る。
つまり、医療は複雑化し、慢性疾患患者は増え、医師のみで患者を治療していくことに限界があった。
そのため医師以外の専門性が高い医療者がそれを担うため誕生した。看護師、薬剤師、放射線技師、栄
養士、ソーシャルワーカー・・・そこにリハビリを専門とする理学療法士が存在するようになる。
慢性疾患に対する複雑化した医療は多専門職種によるチーム医療で担うことが良いとされている。こ
の概念は、超急性期から在宅における生活期医療、看取り医療におけるまで最も科学的根拠のあるもの
とされている。
今回、急性期脳血管障害患者のリスク管理下で行う積極的な理学療法を行うために必要な知識や考え
方を学ぶ。本講義で用いる DVD は本邦初となるリハビリテーション教育ドラマであり、リアリティある
シミュレーションで急性期医療の緊張感を体感することができる。チーム医療の中で、理学療法士が多
職種の相互理解・連携を図り、それぞれの専門性を活かすことで、チーム医療の質が高めていくことが
極めて重要であり、そのために疾患の理解や患者の診療記録の共有、リスク管理のための検査データの
診かた・画像の解釈について説明し、ディスカッションしていきたい。
【略歴】
理学療法士
急性期から在宅まで幅広い分野で活動し、脳卒中急性期や神経難病の呼吸ケアにおいて第一人者として活躍し
ている。日本で最も多く ALS 患者をみている理学療法士であり、国立病院で初めて救命科に所属した理学療法
士でもある。
2006 年に「医療」に掲載された原著論文がコメディカルとして初めて塩田賞を受賞、学会でも数多く受賞し
ている。講演活動も精力的に行っており、特に、2010 年に英国 聖クリストファーホスピスにて研修終了、早
稲田大学大学院にて緩和医療学・臨床死生学過程卒業後はリハビリテーションにおける緩和ケアや QOL の新し
い考え方について啓蒙活動をしている。
2011 年より現職である国立精神・神経医療研究センター病院身体リハビリテーション部理学療法主任となり、
院内では、神経難病の呼吸ケアサポートチーム、医療モデルのロボットスーツ HAL 研究、院外活動として、中
国やネパール等、国際的に活動をしている。
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スキルアップセミナー ３

第４会場（ココネリ東ホール）15：00～16：30

モーターコントロールにおけるピラティス＋αの可能性
〜スポーツ障害にフォーカスして〜
スポーツ栄養クリニック代官山
増渕 喜秋 先生
スポーツ栄養クリニック代官山 General Manager
ピラティスとはドイツで生まれたJoseph Hubertus Pilats氏によって考案された心身（体・心・精神）
のコントロール学で、ボディコンディショニング法の一つである。近年、医療や臨床スポーツ現場にお
いてもその効能が認められ、医学的な論文においてもピラティスメソッドを使ったRCT研究、システマテ
ィックレビューが世界的に散見される様になってきた。
ピラティスの本質的な目的は単なる筋力強化や柔軟性の向上ではなく、効率的な身体の使い方を獲得
することである。アスリートにおいては常に幾多のメカニカルストレスにさらされる環境下でのトレー
ニング、パフォーマンス発揮が求められ、怪我や障害予防だけでなく、パフォーマンス向上においても、
より効率的な身体の使い方の獲得は必須である。現在ピラティスはより質の高いモーターコントロール
獲得のために、リハビリテーション・コンディショニング・トレーニング・コーチングなどの根拠のあ
る種々の方法を取り入れたシステマティックなアプローチとなっている。呼吸法、長軸方向の伸長、腹
圧コントロール、脊椎の分節的な動き、全身の統合といった様々な要素が重要であるが、動きの中で内
観と外観のすり合わせが最も本質的な要素であると考える。それらを獲得するために、マットでの自重
を使った運動だけでなく、ピラティス氏が考案した様々な器具を使用することで、動的な環境下で補助
と抵抗のバランス調整により、モーターコントロール不全を修正、最適化する機能的再教育に拍車をか
けることが可能となっている。また近年はピラティス機器メーカーより新たな機器としてイスラエルの
理学療法士Jonahtan Hoffman氏が開発したCoreAlign®、またサスペンション系トレーニング機器として
Bodhi Suspension System®等のエクササイズを取り入れることで、より迅速に質の高いモーターコントロ
ールの獲得が出来ることを臨床的に経験している。
本セミナーではピラティスの基本的な動作であるブリッジ、四つ這いでのムーブメントや、脊椎のア
ライメントの内観と外観のすり合わせを実際に体験していく。またそれらのムーブメントについて、マ
ットだけでなく様々な機器を使いながらどの様に臨床へ応用しているか、アメフト選手のヘルニア摘出
術後から競技復帰までのリハビリテーションの症例紹介と共に考察していく予定である。
【取得資格】
理学療法士
ピラティス指導者
CoreAlign®マスタートレーナー
Bodhi Suspension System®インストラクター
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指定演題
指定演題

第２・３会場（ココネリ西・中ホール）11：40～12：40

小児リハ・小児地域リハ
演者１：ソ

ヘジョン

先生（ボバース小児病院）

演者２：キム

ホンジョン

演者３：中野

弘陽

先生（医療法人財団はるたか会

司会：

洋明

先生（島田療育センターはちおうじ）

黒川

先生（私立ソウル障害者総合福祉館）
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訪問看護ステーション そら）

指定演題

第２・３会場（ココネリ西・中ホール）11：40～12：40

小児リハ・小児地域リハ
演者１

韓国型小児機能筋力検査の信頼性および妥当性の研究
ソ ヘジョン
ボバース小児病院
理学療法科長

【目的】運動障害児童のために開発された韓国型小児機能筋力検査の信頼性と妥当性を検証することが
目的である。
【方法】5 歳以下の発達遅延児童 20 名と脳性麻痺児童 20 名で計 40 名の運動障害児童を対象にした。韓
国型小児機能筋力検査の検査者間信頼性と内的整合度の信頼性を測定するために治療経験年数により 2
〜4 年経験者 5 名、5〜9 年経験者 5 名、10 年以上の経験者 4 名で計 14 名のセラピストが行い、その中で
3 名のセラピストは 20 名の児童を再び検査し、検査‐再検査信頼性を測定した。
内的整合度の信頼性を測定するためには、クロンバックのアルファ係数を利用し、検査者間信頼性と
検査‐再検査信頼性は、級内相関係数(Intraclass correlation coefficient; ICCs)を使用した。
治療経験差による 3 つのグループの評価点数の差を比較するためには、一元配置分散分析(ANOVA)を使
用し、検査‐再検査信頼性では対応 t 検定を行った。
また、公認妥当性のためには、粗大運動能力検査(GMFM-66)の総点数との相関関係を比較するためにピ
アソンの相関係数(Pearson correlation coefficient)を利用した。
【結果】 ①内的整合度の信頼性を測定するためにクロンバックのアルファ係数を利用した結果、15 個の
各評価項目で 0.98 以上、全体項目では 0.99 の高く表れた。
②検査‐再検査信頼性のための級内相関係数は、3 名の検査者すべて 0.82 以上の高い値が出た。また
1〜2 週間隔で測定した評価点数の差を比較するための対応 t 検定の結果、1〜2 項目を除くすべての項目
で検査‐再検査間の統計学的に有意差はなかった。
③検査者間信頼性のための級内相関係数は、脳性麻痺児童では 0.65 以上、発達遅延児童では 0.46 以
上の結果が出た。また、治療経験差による比較をするために一元配置分散分析(ANOVA)をした結果、2〜3
項目を除くすべての項目で検査‐再検査間の統計学的に有意差はなかった。
④粗大運動能力検査(GMFM-66)との比較した公認妥当性では、脳性麻痺児童群では 0.74、発達遅延児童
群は、0.56 で高い相関関係が認められた。また、総人数の 40 名の場合でも 0.67～0.96 で高い相関関係
を認めた。
【結論】本研究では、韓国型小児機能筋力検査の信頼性と妥当性検証を通して比較的高い
信頼性や妥当性が認められ、韓国型小児機能筋力検査の有効性が証明された。そのため韓国型小児機
能筋力検査は、意思疎通が不可能な運動障害児童の筋力を測定するための有効な道具として使うことが
できる。
キーワード：信頼性、妥当性、小児機能筋力検査、運動障害
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演者２

乳児期早期介入戦略
キム ホンジョン
私立ソウル障害者総合福祉館
機能向上支援センター長

1.早産または脳の病変により障害のリスクがある乳児期に、障害予防また移行率を減らすため、小児理
学療法士は、どんな対応戦略を取るべきか。
①早産児の安定した姿勢管理及び口腔顔面機能の活性化の紹介
②ボイタ法による超早期治療の紹介
③スヌーズレン環境で感覚統合の方法の紹介
2.乳児期にはバランスのいい全人発達が必要であるが、小児理学療法士はどんな知識が必要でそのため
にどんな専門家と仕事をすれば役に立つのか。
①韓国地域社会障害者福祉館で実施されている多領域専門家(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、特
別支援学校教師、社会福祉士)と複数の学問体系の共同作業により、新たな知を共有する
(Interdisciplinary) 領 域 、 ま た 既 存 の 学 問 体 系 の 枠 組 み が 崩 れ 、 新 し い 学 問 体 系 が 生 じ る 領 域
(Transdisciplinary)の紹介
②リーダーとしての理学療法士の役割提案
※韓国内病院と福祉館の違い説明
3.最終的に家族機能の強化のために理学療法士の役割
小児理学療法は、児童の基本的な全人的発達過程の知識が必要であるが、社会環境及び制度などから家
族機能を保つために理学療法士の支持も何より大切である。
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演者３

小児リハビリ・小児在宅リハビリの現状
中野 弘陽
医療法人財団はるたか会
訪問看護ステーション そら

「医療的ケア児」の時計の針が、ようやく時を刻み始めた。
私が所属している東京都理学療法士協会の小児福祉部では、都内在住の障がい児やご家族、支えあっ
ている方々を対象に、①講習会(親御さん向け、医療者向け)、②キッズフェスタへの参加(アイデアグッ
ズの紹介)、③小児リハビリマップの作成を通して、情報発信を行っている。その活動において発達障害
のお子さんに対する関わり方や遊び、重症児や医療ケアに関するグッズなどのニーズが高くなっている
と感じていた。
そんな折、平成 28 年 5 月、改正障害者総合支援法に初めて「医療的ケア児」という言葉が記載された。
吸引や経管栄養などの医療ケアを必要とする「医療的ケア児」の中には、歩けて、知的に遅れのないお
子さんもいる。しかし、医療依存度が高く、支援を必要とするものの、サービスをなかなか受けられな
かったのである。
さらに 6 月には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の
一部改正する法律」も施行された。これは、人工呼吸器を装着している障害児などに対し、状況に応じ
た適切な保険、医療、福祉その他の関連分野の支援を受けられるように努めるというものである。
日常の医療ケアを必要とする在宅児童は 10000〜15000 人以上と言われている。医療ケアを必要とする
方が急増している背景には、①NICU からの退院（重症仮死、染色体異常など）、②小児科病棟からの退
院（先端医療で救命された内臓疾患の子どもなど）、③加齢に伴う重症化（進行性疾患、二次障害）が
ある。2 年前にまとめた当法人のリハビリ利用者でも、気管切開が４割、人工呼吸器利用が５割、経管栄
養・胃瘻が７割だった。最近では気管切開で歩け、手話で話せるお子さんも数名いる。
このような医療的ケア児や重症心身障害児の療育においても、在宅、地域への移行が進んできている。
一方、対応できる理学療法士は少ない。2010 年時の理学療法士のうち、小児対象が 2.3％、訪問が 1.5％
であり、訪問で小児疾患を対象としている理学療法士がほんの一握りしかおらず、十分に対応できてい
ないのである。
そこで最後に、小児リハビリをとらえやすくするために、ICF に対比した F-words（Peter Rosenbaum）
を紹介したい。それぞれ、身体機能：健康（Fitness）、活動：役割（Function）、参加：友達（Friendships）、
環境因子：家族（Family）、個人因子：楽しみ（Fun）となる。参加を重視するようになっている今、子
どもには友達との関わりも重要である。幼稚園・保育園、学校などへどのように参加するか（外出する
ための健康管理や移動方法・姿勢、コミュニケーション方法）も大切になる。また、ご家族の状況もか
なり影響する因子である。そして何より、本人の楽しみが生きるエネルギーになっている。
これからも家族、本人の想いを大切に、将来（Future）に向けて、ともに時を刻み続けていきたい。
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演題日程
口述Ⅰ

フレッシュマン

第２会場（ココネリ西ホール）
座長：内田 学

13:30～14:20

東京医療学院大学

Ⅰ-1 在宅と施設生活の環境変化が転倒恐怖感に影響していた一症例
医療法人社団健育会 介護老人保健施設ライフサポートひなた

皆倉 拓也

Ⅰ-2 化膿性脊椎炎による排尿排便障害患者の在宅復帰を目指し
～本人 HOPE と家族負担を配慮した他施設間連携～
医療法人社団翔洋会 辻内科循環器科歯科クリニック

赤城 圭佑

Ⅰ-3 回復期病棟における FIM 改善度の経時的変化について
浮間中央病院 リハビリテーション科

糸谷 慧太

Ⅰ-4 回復期リハビリテーション病棟における FIM 各項目と FIM 利得の関係について FIM 認知項目に着
目して
浮間中央病院 リハビリテーション科

山科 貴大

Ⅰ-5 医療療養病床における自宅・施設退院患者の特徴
医療法人財団逸生会 大橋病院

口述Ⅱ

フレッシュマン

第２会場（ココネリ西ホール）
座長：養老 栄樹

大野優也

14:20～15:10

所沢市社会福祉協議会 所沢市立かしの木学園

Ⅱ-1 腹内側運動制御系の促通により歩行能力の改善した一例
医療財団法人利定会 大久野病院

伏川 泰明

Ⅱ-2 足底感覚異常に対して重心制動練習を実施し歩行能力の向上を図った症例
IMS グループ イムス板橋リハビリテーション病院

リハビリテーション科

小野 佳奈子

Ⅱ-3 側方への突進現象と運動失調を呈した症例の独歩自立を目指して
IMS グループ イムス板橋リハビリテーション病院

リハビリテーション科

岡野 沙紀

Ⅱ-4 右視床出血症例の姿勢制御に対する知覚探索と振動刺激の一考察
公益財団法人河野臨床医学研究所 附属品川リハビリテーション病院

藤本 勇太

Ⅱ-5 筋力強化と特異的トレーニングにより効率的な走行が可能となった一症例
IMS グループ イムス板橋リハビリテーション病院 リハビリテーション科
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小林 杏奈

口述Ⅲ

フレッシュマン

第２会場（ココネリ西ホール）
座長：地神 裕史

15:10～16:00

国士舘大学理工学部健康医工学系

Ⅲ-1 HHD を用いた下肢筋力測定方法の工夫
－検者間信頼性の検討及び股関節開排筋力と外転筋力の比較検討－
東京都立多摩総合医療センター リハビリテーション科

角田 莉奈

Ⅲ-2 手術適応である小児の左両前腕骨骨幹部骨折に対して保存療法が有効であった一例
AR-Ex 尾山台整形外科 東京関節鏡センター リハビリテーション科

糸川 京佑

Ⅲ-3 転倒恐怖感の軽減により ADL・IADL 自立となった症例 M-FES を用いた評価と段階的アプローチ
医療法人社団健育会 竹川病院 リハビリテーション部

松丸 港

Ⅲ-4 両側人工膝関節全置換術後、身体図式の改善に焦点を当て理学療法介入を行った一症例
赤羽中央総合病院 リハビリテーション科

諏江

彩香

Ⅲ-5 脊柱管狭窄症による右下肢痛に対して、Heel pad を用いた評価・治療介入 左下肢の支持性に着
目して
医療法人社団苑田会 苑田第二病院

口述Ⅳ

フレッシュマン

第２会場（ココネリ西ホール）
座長：古谷 英孝

鈴木 啓太

16:00～16:40

苑田第三病院・東京脊椎脊髄病センター

Ⅳ-1 膝蓋大腿関節障害に対する体幹トレーニングが疼痛軽減に有効であった一症例
明大前整形外科クリニックスポーツ関節鏡センター リハビリテーション科

小田切 智樹

Ⅳ-2 自宅退院後の活動量増加に伴う人工股関節全置換術後の misuse に対し、筋再教育が有効であった
一症例
河北総合病院 リハビリテーション科

山田 基伸

Ⅳ-3 下垂足により装具固定を要し自立歩行に難渋した症例
～二関節筋の作用を考慮した膝立ち位でのアプローチ～
医療法人社団健育会 竹川病院 リハビリテーション部

日向 智

Ⅳ-4 左下肢骨折のため股関節アライメントが変化し左立脚中期に体幹左側屈の代償が出現した症例
医療法人社団涓泉会 山王リハビリ・クリニック
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高下 大輔

口述Ⅴ

第３会場（ココネリ中ホール）
座長：橋立 博幸

13:30～14:20

杏林大学保健学部理学療法学科

Ⅴ-1 生活期における下肢装具の再作製前後での歩行能力に違いがみられた症例
～シングルケーススタディー～
医療法人社団健育会 竹川病院 リハビリテーション部

間野 旭

Ⅴ-2 ユニバーサルデザインのまちづくりに向けた行政の取組への協力
帝京平成大学

徳田 良英

Ⅴ-3 介護予防事業参加者のリハビリテーション専門職への相談内容の分析‐東京都小金井市の場合‐
医療法人社団総合会 武蔵野中央病院 リハビリテーション科

細井 匠

Ⅴ-4 当院のがん患者における身体機能評価 c-FAS の導入について
独立行政法人国立病院機構

東京医療センター

室田 千尋

Ⅴ-5 在宅生活困難と考えられ施設入所後在宅生活を再開･継続している 1 症例
～自宅退院の可能性を考える～
在宅総合ケアセンター元浅草

口述Ⅵ

第３会場（ココネリ中ホール）
座長：北地 雄

道上 真衣

14:20～15:10
総合東京病院

Ⅵ-1 腹腔外圧を向上させたことにより跨ぎ動作能力を獲得した一症例
～各関節運動の変化に着目して～
医療法人社団苑田会 苑田会リハビリテーション病院

髙橋 慶倫

Ⅵ-2 底屈制限装具と踵補高付き底屈制限装具が過伸展膝を呈する脳卒中患者の歩行時関節運動と筋活
動に及ぼす影響
医療法人社団苑田会 竹の塚脳神経リハビリテーション病院

遠藤 敦士

Ⅵ-3 失語症と運動失行、右半側空間無視、Pusher 現象を呈した片麻痺患者に対する基本動作アプロー
チの経験
国家公務員共済組合連合会 三宿病院

本村 和也

Ⅵ-4 方向転換動作の獲得に向けた新たなアプローチ ～Four Square Step Test を応用して～
医療法人社団苑田会 苑田会リハビリテーション病院

中村 恒太

Ⅵ-5 精神疾患を合併する脊髄損傷患者のリハビリテーション
平川病院 リハビリテーション科 山中 裕司

- 44 -

口述Ⅶ

第３会場（ココネリ中ホール）
座長：渡邉 純

15:10～16:00

清泉クリニック整形外科

Ⅶ-1 インソールの使用により立位・歩行バランスが改善した一症例
医療法人社団苑田会 苑田会リハビリテーション病院

佐藤 智仁

Ⅶ-2 人工膝関節置換術後患者に対する Virtual Reality の使用経験：シングルケースシリーズ
苑田会人工関節センター病院

田澤 智央

Ⅶ-3 ラグビー選手の反復性肩関節脱臼に対し、Remplissage 併用 Bankart 修復術を施行した一症例
都立大整形外科クリニック

スポーツ関節鏡センター

小尾 尚貴

Ⅶ-4 下行性疼痛抑制機構を加味し、温熱療法を併用した肩関節周囲炎の一症例
医療法人社団永生会 永生クリニック

大塚 早智子

Ⅶ-5 転倒恐怖感を抱いた患者に対して、身体機能･自己効力感･身体活動量の相互循環を考慮した一症
例
医療法人社団苑田会 苑田第二病院

口述Ⅷ

フレッシュマン

口石 健悟

第３会場（ココネリ中ホール） 16:00～16:40
座長：内 昌之

東邦大学医療センター大森病院

Ⅷ-1 リハビリへの拒否行動が見られる患者への応用行動分析学的介入の試み
医療法人財団逸生会 大橋病院

佐藤 雅文

Ⅷ-2 脳卒中片麻痺患者に対する体重免荷式トレッドミルを用いた歩行練習が歩行速度の向上につなが
った一症例
IMS グループ イムス板橋リハビリテーション病院

菅原 慎太郎

Ⅷ-3 スポーツ復帰を目指した ST 上昇型急性心筋梗塞患者に対する運動療法（症例報告）
帝京大学医学部附属病院 心臓リハビリテーションセンター

福地 勇希

Ⅷ-4 後期高齢心疾患患者に対する外来心臓リハビリテーションの効果についての検討
帝京大学医学部附属病院 心臓リハビリテーションセンター
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大田 麻理乃

口述Ⅸ

第５会場（ココネリ研修室 1）
座長：秦 和文

12:10～13:00
羽村三慶病院

Ⅸ-1 介護依存度が高く歩行が非自立な慢性脳卒中者に対して生活空間を拡大する介入方法の検討
初台リハビリテーション病院

山根 佑典

Ⅸ-2 カンボジア救命救急センターで入院加療した重症くも膜下出血症例
Sunrise Japan Hospital Phnom Penh、北原国際病院

西尾 匡紀

Ⅸ-3 脳血管疾患患者に対する Motor Assessment Scale の有用性
慈誠会練馬駅リハビリテーション病院

小笠原 大

Ⅸ-4 回復期脳卒中者の屋外歩行中の躓きに対し下り傾斜を用いた体重免荷トレッドミル歩行練習の効
果
医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院

新井 健太

Ⅸ-5 受動的な注意課題により半側空間無視症状に改善を認めた一症例～@ATTENTION を用いた分析～
医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院

口述Ⅹ

第５会場（ココネリ研修室 1）
座長：栗田 英明

浅羽 祐太

13:00～13:50
東京工科大学

Ⅹ-1 専門職との出会いの機会が学生生活と今後のキャリア形成に与える影響とその場の価値に関する
報告
NPO 法人 メディカル・リハビリテーション

間藤 大輔

Ⅹ-2 精神科内における嚥下チームのシステム構築についての一考察
平川病院 リハビリテーション科

上薗 紗映

Ⅹ-3 高齢発症の重症筋無力症に対する ADL のマネージメント
順天堂大学医学部附属順天堂医院

大和 諭志

Ⅹ-4 東京都の後期高齢者における外来維持期リハ患者の実態把握
東京都健康長寿医療センター研究所

光武 誠吾

Ⅹ-5 重症心不全症例のデイサービス導入に向けた訪問リハビリテーションの取り組み
ゆみのハートクリニック
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山田 愛晃

口述Ⅺ

フレッシュマン

第５会場（ココネリ研修室 1）
座長：安達 拓

13:50～14:20

東京女子医科大学八千代医療センター

Ⅺ-1 両足関節骨折を合併した高度肥満患者の CABG 術後に対する早期離床の取り組み
地域医療振興協会 練馬光が丘病院 医療技術部 リハビリテーション室

笹野 健

Ⅺ-2 多量の痰を有する肺癌患者と家族への指導～排痰法の習得を目指して～
公益財団法人結核予防会 複十字病院 呼吸ケアリハビリセンター

川原

一馬

Ⅺ-3 外来呼吸リハビリテーション及び非監視型運動療法により身体活動性と QOL の改善を認めた COPD
の一症例
公益財団法人結核予防会 複十字病院 呼吸ケアリハビリセンター

大野

一樹

Ⅺ-4 廃用症候群により ADL が低下したが早期より筋張力維持法を行い ADL と主観的幸福感が向上した
一症例
苑田第一病院
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橋本 純平

Ⅰ-1

Ⅰ-2

在宅と施設生活の環境変化が転倒恐怖感に影響していた一症例

化膿性脊椎炎による排尿排便障害患者の在宅復帰を目指し～本

皆倉 拓也、黒川 良輔

人 HOPE と家族負担を配慮した他施設間連携～

医療法人社団健育会 介護老人保健施設ライフサポートひなた

赤城 圭佑

Key words: 転倒恐怖、入所、在宅

医療法人社団翔洋会 辻内科循環器科歯科クリニック
Key words: 他施設間連携、在宅復帰、退院支援

【はじめに】転倒恐怖感は「身体能力が残されているにも関わら
ず移動や位置の変化を求める活動を避けようとする永続した恐れ」

【はじめに】2014 年より化膿性脊椎炎を発症し、不全対麻痺に加

と定義されており，近年では，ADL や QOL を低下させる要因の一

え 2016 年夏頃より便意消失状態の症例の
「退院後もまた自宅トイ

つとして報告されている。今回、在宅から施設入所となった症例

レを使用したい。
」との HOPE に対し運動療法や ADL 指導に加え家

においても、心身機能に著変がないのにも関わらず、在宅と施設

族の心理的負担を配慮し他施設間での連携を重視し在宅復帰を試

内では ADL と動作に対する恐怖感に差が生じていた。地域高齢者

みた。

や施設入所者を対象として転倒恐怖感を測定した報告はあるが、

【症例紹介】60 代男性、妻と子供の 3 人暮らし。化膿性脊椎炎に

一症例について在宅と施設生活の転倒恐怖感を比較した報告はな

よる排尿障害に対し尿道バルーンを使用していたが尿路感染によ

い。そのため、在宅と施設内での環境変化に伴う転倒恐怖感を比

り 2016 年 8 月急性期病院へ入院となる。入院時、2 度の敗血性シ

較し、生活場面からの介入を検討した。

ョックを発症し膀胱瘻増設となった。増設後 1 ヶ月で在宅復帰目

【説明と同意】本発表はヘルシンキ宣言に基づき、対象者に説明

的に当院へ転院し、約 3 ヶ月間の入院リハビリを行なった。以前

の上、書面にて同意を得た。

より導入していた訪問看護、訪問リハビリなどの在宅サービスは

【症例紹介】本症例は 80 代男性、要介護 5。左大腿骨頸部骨折術

今後も利用する予定である。

後で既往に脳梗塞、腰椎圧迫骨折がある。MMSE19 点。X 年 2 月か

【説明と同意】本症例報告はヘルシンキ宣言に則って、報告に際

ら通所リハビリテーションを利用し、起居・移乗動作自立、移動

し対象者に承諾を得た。

は車椅子と伝い歩き併用し自立、更衣動作見守りであった。主介

【方法・結果】本症例は下肢筋力が著減しており代償的動作法を

護者である妻の介護力の低下により X 年 12 月に老健施設へ入所。

活用し立ち上がりや立位訓練の動作指導を実施した。その結果、

移動は車椅子自操のみとなった。

当院入院時はトイレ移乗に必要な立ち上がり、移乗動作、立位保

【方法】10 項目の動作に対しての自己効力感を 1～4 段階の計 40

持は中等度以上の介助レベルであったが、退院時はズボンの着脱

点で測定する Fall Efficacy Scale（以下 FES）を用いて、在宅と

や清拭に軽介助を要すも把持物を利用して立位保持や移乗動作が

施設生活開始からのそれぞれ 2 か月後の値を比較した。測定は同

自立レベルとなった。キーパーソンである妻への心理的負担を考

一検者が複数回行った。FES は点数が低いほど転倒恐怖感が強い。

慮し、元々介入していた他施設のケアマネージャーや訪問看護ス

【結果】FES で増減のあった項目において（在宅→施設）で示す。

タッフより環境や個人因子に関わる情報を収集した。便意消失に

衣服の着脱（1→3）
・簡単な食事準備（2→1）
・自宅周辺の歩行（2

対し、座薬を使用しての時間誘導や適便で対応する方針を信頼関

→3）
・電話や玄関での来客対応が
（2→3）
・移乗や起居動作
（4→3）
、

係が構築出来た時期に妻へ説明し同意を得られた。トイレ動作に

総得点（21→23）
。在宅時と比較して、食事準備・移乗や起居動作

おけるズボン着脱や清拭の介助方法は家屋調査の際、妻へ指導を

で減点、歩行・電話や来客応対・衣服の着脱で加点が見られた。

実施した。これらの結果、ADL 向上、妻の協力体制が円滑に進み

【考察】小枝らは転倒に対する自己効力感を高めるためには、動

在宅復帰が可能となった。

作の反復練習や実際の生活場面での成功体験を重ねることが重要

【考察】本症例は妻の協力が在宅復帰に欠かせない要因である。

であると報告している。本症例においても、加点項目は練習機会

元々介入していた他施設スタッフへ当院入院後の現状を小まめに

が増加した動作であった。一方、減点項目は見守り下での移乗動

報告、入院前情報を早めに収集したことが入院リハビリの明確な

作や配膳・下膳機会の消失など、
在宅時と比較して介助量の増加、

方針と本人、
家族との良好な人間関係の形成に繋がり HOPE を重視

動作機会の消失が見られたものであった。これらの結果から、過

した在宅復帰が可能となったと考える。退院支援において心身機

介助下での生活や動作機会の消失によって本人のできる ADL を制

能、環境面について退院時の情報を他施設の医療、介護スタッフ

限してしまうことは、動作に対する自信喪失となり、転倒への自

へ伝達し継続的に連携する必要があると考える。

己効力感の低下へつながると考えられる。そのため、施設生活時
の介助量や環境設定を考慮し、生活場面での動作機会の増加を図
ることで、
転倒恐怖感の軽減へとつながるのではないかと考える。
今後の展望として、
本症例が再び自宅へ戻った際に FES を測定し、
今回の減点項目の変化をみることで、環境設定や動作機会の増減
が自己効力感の変化に如何に影響を及ぼすかを再検討していきた
い。
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Ⅰ-3

Ⅰ-4

回復期病棟における FIM 改善度の経時的変化について
1)

糸谷 慧太 、中村 睦美

回復期リハビリテーション病棟における FIM 各項目と FIM 利得の

2)

関係について FIM 認知項目に着目して

1)浮間中央病院 リハビリテーション科

山科 貴大 1)、中村 睦美 2)

2)東京都健康長寿医療センター

1)浮間中央病院 リハビリテーション科

Key words: FIM 改善度、経時的変化、

2)東京都健康長寿医療センター

回復期リハビリテーション病棟

Key words: FIM 利得、回復期リハビリテーション病棟、
FIM 認知項目

【はじめに】回復期リハビリテーション病棟においては、アウト
カム評価を行い適切な入院期間を見極め質の高いリハビリが求め

【はじめに】Functional Independence Measure（以下 FIM）はど

られている。そのためには入院後、FIM の値がどの時期で大きく

の疾患にも適応でき、信頼性・妥当性に優れた ADL 評価法のひと

改善するか明らかにする必要がある。しかし FIM 改善度の経時的

つである。昨年度より回復期リハビリテーション病棟におけるア

変化を調査した報告は少ない。本研究の目的は、回復期リハビリ

ウトカムの評価として FIM 利得（退棟時の FIM 運動項目得点から

テーション開始から３か月後までの FIM 運動項目点数を 1 か月毎

入棟時 FIM 運動項目得点を控除したもの）
の算出が必要となった。

に調査し、経時的変化を明らかにすることである。

臨床では認知機能と FIM 利得に関係があるように思われるが、認

【対象】対象は当院回復期リハビリテーション病棟に入退棟した

知 FIM 項目を含めた FIM 各項目と FIM 利得との関係性を調査した

患者のうち、2016 年 5 月 1 日～12 月 15 日に入院し、3 か月経過

報告は少ない。

した患者 19 名（男性 12 名、女性 7 名、平均年齢 77.2±9.4 歳、

【目的】本研究の目的は、FIM 各項目得点と FIM 利得との関係性

脳血管疾患 11 名、整形疾患 5 名、廃用症候群 3 名）を対象にし

を明らかにすることである。

た。

【方法】当院回復期リハビリテーション病棟に入棟した患者のう

【方法】FIM の運動項目の合計点を初回から 1 か月毎に 2 回目（1

ち、平成 28 年 1 月 1 日～12 月 31 日に入院した、脳血管障害、整

か月後）
、3 回目（2 か月後）
、4 回目（3 か月後）の記録より後ろ

形外科疾患、廃用症候群の 45 名の者を対象とし、後ろ向きに調査

向きに調査した。改善度は前期｛
（2 回目の運動項目の合計点数）

した。入院中、病状が悪化した者、入棟時運動得点が 91 点、FIM

－（初回の運動項目の合計点数）
｝
、中期｛
（3 回目の運動項目の合

利得が 0 点となるものは除外とした。FIM 利得を算出し、FIM 利得

計点数）－（2 回目の運動項目の合計点数）
｝
、後期｛
（4 回目の運

と入棟時の各運動項目、認知項目とで相関分析を行った。有意水

動項目の合計点数）－（3 回目の運動項目の合計点数）
｝に分け算

準は５％未満とした。

出した。FIM 運動項目点数と改善度の各時期の差を調べるために、

【結果】対象者は平均年齢 80.6±9.2 歳、男性 20 名、女性 25 名、

反復測定分散分析とその後の多重比較検定（Tukey 法）を行った。

脳血管障害 12 名、
整形外科疾患 25 名、
廃用症候群 8 名であった。

有意水準は 5％とした。

FIM 利得と認知項目（理解、表出、社会的交流、問題解決、記憶）

【結果】FIM 運動項目合計点(平均値±標準偏差)において、1 回

間では、有意な相関は認められなかった。FIM 利得と運動項目（食

目は 33.6±17.6 点、2 回目は 49.9±20.8 点、3 回目は 57.9±22.8

事、整容、清拭、上衣、下衣、トイレ動作、排尿管理、排便管理、

点、4 回目は 61.5±22.3 点。改善度は、前期は 16.3±18.4 点、

移乗、移動、階段）については、清拭（r=-0.40）
、上衣(r=-0.32)、

中期は 7.9±7.0 点、後期は 3.6±5.4 点。反復測定分散分析の結

下衣(r=-0.38)、トイレ動作(r=-0.34)、移乗(r=-0.34)、移動

果、1 ヶ月ごとの FIM 運動項目点数に有意な差がみられた。多重

(r=-0.34)の項目で有意な相関を認めた。

比較を行ったところ、初回と 2 回目、初回と 3 回目、初回と 4 回

【考察】臨床において、認知項目得点が低い者ほど、理学療法介

目間で有意差がみられたが、2 回目と 3 回目、3 回目と 4 回目には

入に難渋することが多く ADL の改善に繋がりにくい印象を受ける。

有意差がみられなかった。また、改善度についても、多重比較を

また、認知機能が低下している者は入棟時運動項目得点の低い患

行ったところ、前期と後期で有意差がみられたが、前期と中期、

者が多いと報告されている。そこで、我々は、入棟時の認知項目

中期と後期では有意差がみられなかった。

と FIM 利得に関係があると仮説を立て、調査を行った。しかし、

【考察】今回の結果より、入棟して最初の 1 か月間の FIM 点数の

結果では、FIM 利得と入棟時の認知項目間に有意な相関は認めら

伸びが最も大きいことが明らかとなった。善平ら（2015 年）は脳

れなかった。一方、運動項目については、入棟時の清拭、上衣、

血管疾患では入院後 1 か月間の FIM の向上度が高く、2 か月以降

下衣、トイレ動作、移乗、移動の項目の低い者は、FIM 利得が高

の FIM 向上度は緩やかになるとあり、本研究結果と一致する。ま

いことが示された。FIM 利得と有意な相関が認められなかった食

た Jorgensen ら（2000 年）は、脳卒中患者の 95％ 以上の患者で

事、整容、階段は改善が難しいとの報告があり、改善しやすい項

ADL がプラトーに達するまでの期間は、全体で 12.5 週と報告し

目が FIM 利得に影響していると考えられる。本研究より、入棟時

ている。これらの結果は、より効果的なリハを展開していく上で

の認知項目の程度は、FIM 利得に有意な関係がないことが示され、

の予後予測の一指標として捉えることができる。また今後は、対

入棟時の認知機能が低下している者でも FIM 利得は認知機能が高

象患者数を増やし脳血管疾患や整形疾患によって FIM 点数の経時

いものと同様に得ることができると考えられる。今回、複数の疾

的変化が異なるのか再検討していく必要がある。

患を調査の対象としたが、疾患により特徴が異なることも考えら
れるため、今後は疾患別に調査を行いたい。
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Ⅱ-1

医療療養病床における自宅・施設退院患者の特徴

腹内側運動制御系の促通により歩行能力の改善した一例

大野 優也、加藤 善暁

伏川 泰明、河野 博之、長嶺 大吾

医療法人財団逸生会 大橋病院

医療財団法人利定会 大久野病院

Key words: 医療療養病床、施設退院、自宅退院

Key words: 腹内側運動制御系、予測的姿勢制御、stepping 運動

【背景】近年、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援目的のもと

【はじめに】右被殻出血を発症し、左麻痺を呈した症例を担当し

で住み慣れた地域で暮らせるよう包括的なサービス・支援の提供

た。この患者に対し、歩行能力の改善を目指し、腹内側運動制御

の構築を図る地域包括ケアシステムの導入を勧めている。それに

系の促通を意識して介入した結果、改善が見られたため、ここに

より、急性期・回復期だけでなく生活期でも在宅復帰が求められ

報告する。

ている。急性期・回復期における先行研究では Activity of Daily

【説明と同意】発表するにあたり、ヘルシンキ宣言に基づき対象

Living(以下 ADL)・基本動作能力・積極的なリハビリの介入が在

者本人とご家族に同意と了承を得た。

宅復帰率に影響を与えると言われている。療養病棟を有している

【症例紹介】年齢：70 歳代男性。右被殻出血により左麻痺を呈し

当院においても、
入院患者の約半数が自宅・施設退院をしている。

た。病前 ADL は自立。本人の HOPE は「もっと動けるようになりた

そこで当院においても、
同様の傾向があるのではないかと考えた。

い」
、家族の HOPE は「多少の介護ならできるので、トイレに行け

しかし、それらに関する研究・調査の大半は回復期病棟が占めて

れば」
。

おり、療養病棟での報告は少ない。そこで、本調査では、自宅退

【初期評価・82 病日】Brunnstrom recovery stage（以下 BRS）
：

院群と施設退院群の 2 群に分け、ADL、リハビリ介入頻度、運動機

上肢Ⅴ、手指Ⅴ、下肢Ⅳ。MMT：体幹屈曲 2 左股関節外転 2 左膝関

能、状態などを調査し、自宅退院と施設退院にどのような特徴が

節屈曲 3 伸展 4 左足関節背屈 4 底屈 4。感覚：左上下肢表在感覚

あったのかを検討した。

軽度鈍麻。基本動作：一部介助。歩行：T 字杖歩行 5m 中等度介助。

【倫理的配慮】本調査はヘルシンキ宣言に基づき、倫理委員会よ

FBS：41/56 点。Mini-BESTest 内、予測的姿勢制御 1/6 点。ADL 評

り承認された。また、情報管理の全ては院内から漏れないよう徹

価：FIM35/126 点。

底した。

【問題点】歩隔の狭小化による足部接触、左右立脚期のふらつき

【方法】
平成 27～28 年の 2 年間で当院を退院した患者からリハビ

【治療プログラム】台を使用した stepping 運動（20 回×2）
、段

リ指示があった患者 380 名を抽出した。さらに取り込み基準とし

差昇降（10 回×2）
、上肢への抵抗運動を中心に行った。

て死亡退院した患者を除く 195 名を自宅退院と施設退院の 2 群に

【最終評価・152 病日】BRS：上肢Ⅵ、手指Ⅵ、下肢Ⅵ。MMT：体

分けた。年齢・性別・身長・体重・入院期間・アルブミン値(以下

幹屈曲 3 左股関節外転 3 左膝関節屈曲 4 伸展 5 左足関節背屈 5 底

ALB 値)・退院時の Barthel Index(以下 BI)・入院時・退院時の基

屈 4。基本動作：自立。歩行：T 字杖歩行病棟内自立。FBS：49/56

本動作能力・リハビリ介入頻度の要因を後方視的に調査した。群

点。
Mini-BESTest 内、
予測的姿勢制御 4/6 点。
ADL 評価：FIM100/126

間の比較においては有意水準 5%未満に設定し、対応のない T 検定

点。

を用いて解析を行った。

【考察】予測的姿勢制御とは、過去の経験と学習から主運動に先

【結果】自宅退院群 87 名(平均 78.2 歳、男性 29 名、女性 58 名)、

行して生じる姿勢制御であり、
補足運動野でプログラム生成され、

施設退院群108 名(平均78.6 歳、
男性50 名、
女性58 名)であった。

大脳基底核や脳幹で筋緊張の調整が行われ、腹内側運動制御系に

対応のない T 検定の結果、年齢、身長、体重、BMI などの要因で

より制御されるものである。
Yoo JS らは被殻出血を有する患者は、

は有意な差は見られなかった。入院期間、ALB 値、退院時の BI、

錘体路よりも皮質網様体路の損傷の方が発生しやすい傾向にある

入院時の基本動作能力、退院時基本動作能力、リハビリ介入頻度

と述べており、この部位は主に四肢近位筋の制御を行っている。

の項目にて、自宅退院群と施設退院群の 2 群間において有意な差

当ケースは、股関節周囲、体幹筋の筋出力低下が見られ、起立性

が見られた(p<0。05)。自宅退院群では入院期間が短く、入院時の

低血圧もあり座位保持中等度介助から重度介助であったが、四肢

基本動作能力が高く、栄養状態も良好であった。

末梢部の筋出力は良好であった。この為、皮質網様体脊髄路の傷

【考察】発症から長期間経過している当院の患者において、患者

害により腹内側運動制御系の活動が抑制されているものと考えら

個人の年齢や身長・体重は自宅退院した患者と施設退院した患者

れ、併せて上肢依存により、四肢筋群の協調を制御する背臥位側

で特徴は見られず、入院時の基本動作能力や栄養状態、リハビリ

運動制御系の活動を過剰に使用しているものと考えられた。これ

介入の影響が自宅退院群と施設退院群の 2 群間の間に特徴がみら

に対し、腹内側運動制御系促通の為、stepping 運動、上肢への抵

れた。また入院期間が短く、自宅退院した患者においては、入院

抗運動を行って行った結果、予測的姿勢制御に改善が見られ、歩

期間中に早期の多職種連携が行われることによって入院期間が変

隔の拡大、左右立脚期の安定が得られたものと考えられる。

化すること。自宅退院に向けては、ケアプランの作成、地域で活
用できる社会資源の情報共有などが自宅退院に向けての方向性に
大きく影響を与えるため、今後もこのような項目を検討した調査
が必要である。
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Ⅱ-2

Ⅱ-3

足底感覚異常に対して重心制動練習を実施し歩行能力の向上を

側方への突進現象と運動失調を呈した症例の独歩自立を目指し

図った症例

て

小野 佳奈子、中村 彩、石井 達也

岡野 沙紀、眞下 高明、熊崎 真人、石井 達也

IMS グループ イムス板橋リハビリテーション病院

IMS グループ イムス板橋リハビリテーション病院

リハビリテーション科

リハビリテーション科

Key words: 足底感覚、重心制動練習、歩行能力

Key words: 感覚刺激、側方突進現象、姿勢

【はじめに】今回、足底部の異常感覚と深部感覚障害を呈し歩行

【はじめに】側方突進現象の責任病巣の一つとして延髄外側とい

能力の低下が認められた症例を担当した。歩行では過度な骨盤の

う報告が散見されるが、明確な介入方法を記した報告は知り得る

動揺と歩幅の減少に伴い歩行速度の低下が認められた。本症例で

限りでは少ない。側方突進現象は、日常生活動作（以下、ADL）や

は筋力強化による股関節、骨盤の安定性向上を図るとともに重心

バランスとの関連性があり、円滑なリハビリテーションの実施や

制動練習を行った結果、重心移動域の拡大に伴い歩行能力の向上

ADL の自立において早期の改善が必要不可欠と考える。今回、側

がみられたため報告する。

方突進現象により ADL や歩行に介助を要していた症例に対し、代

【症例紹介、方法】対象は頸椎性脊髄症を発症し椎弓形成術の術

償的に感覚情報を入力することで独歩自立に至ったため報告する。

後にリハビリ目的で当院に入院となった。既往には腰部脊柱管狭

【方法】
対象は左小脳・延髄梗塞を発症した 40 歳代の男性である。

窄症がある。理学療法所見として Manual Muscle Testing（以下

基本動作は、起立で左側方への突進現象があり軽介助を要してい

MMT）は股関節が 3、下腿が 2、足指 2-3 と遠位に著しい筋力低下

た。閉脚立位は実施困難であり、歩行では歩隔が広く、左側方へ

を認め、右の腱反射が亢進していた。感覚は両側共に C6-8、L5、

の急速な突進現象が出現し中等介助を要していた。表在感覚は左

S1 レベルに異常感覚が認められるが表在感覚に著しい低下はな

上肢に痺れ、深部感覚は 5/5 と正常であったが、右上下肢・顔面

く中等度の深部感覚障害が認められた。これらが影響しバランス

に温痛覚の低下 2/10 が認められた。
Scale for the assessment and

機能の低下が認められ Berg Balance Scale（以下 BBS）29/56 点

rating of ataxia（以下、SARA）は 14 点、躯幹協調試験（以下、

と転倒リスクが高い状態であった。また、頸髄症治療成績判定基

TAT）はステージⅡと失調症状や協調性障害を認めた。これらが要

準（以下 JOA スコア）における歩行障害は 1 点であり 10ｍ歩行テ

因となり、Berg Balance Scale（以下、BBS）は 13 点と転倒リス

ストは 0.4m/秒、1.6 歩/秒であった。

クが高度であった。この問題に対して、視覚情報や殿部・足底か

低下した筋力を強化すると共に、立位で前後への重心移動による

らの触圧覚や固有感覚を利用した座位・立位練習による姿勢修正

重心制動練習を 2 か月間実施した。重心移動範囲の評価として重

と難易度を調節した歩行練習を 7 週間にわたり実施した。

心動揺計(アニマ社製 GRAVICORDER。GP-620)を使用し開眼立位と

【説明と同意】本発表を行うにあたり、ヘルシンキ宣言に則って

閉眼立位の動揺、
最大重心移動域の 3 項目を介入前後で測定した。

説明し、書面にて同意を得た。

【説明と同意】対象者にはヘルシンキ宣言に則って本発表の旨を

【結果】SARA は 4.5 点と立位・歩行の項目で大きく改善し、TAT

説明し、書面にて同意を得た。

はステージⅠと失調症状や協調性障害の軽減を認めた。また、閉

【結果】MMT は股関節 4-5、下腿 3、足指 4-5 と改善し、深部感覚

脚立位は 60 秒以上となり、BBS は 49 点と著しく改善し、転倒リ

も軽度鈍麻と改善した。これらの改善に伴い重心移動範囲の評価

スクが低度となった。病棟での生活動作も自立となり、歩行は独

では開眼立位と閉眼立位ともに総軌跡長と面積は狭小化し、密集

歩自立となった。

度と最大重心移動域は拡大した。BBS は 46/56 点となりバランス

【考察】姿勢保持は、体性感覚、視覚、前庭系からの感覚入力に

機能の改善が認められ転倒リスクが軽減した。また、JOA スコア

基づいて形成され、下肢からの体性感覚情報は立位制御に極めて

の歩行障害は 2 点、10ｍ歩行テストでは 0.9m/秒、2.2 歩/秒とな

重要である。また、体性感覚の中でも特に股関節肢位や荷重に関

り歩幅の拡大と歩行速度の上昇が認められた。

連した感覚情報が筋活動パターン生成や歩行回復の訓練に重要だ

【考察】足底感覚入力は足指による把持力を強化し、感覚情報入

と言われている。本症例において、視覚を利用した介入では、そ

力の減少は立位姿勢制御に多大なる影響を与える。本症例におい

の場での姿勢修正は可能であったが効果の持続性はなかった。原

ても重心制動練習の反復によって足底感覚が促通され足指把持筋

因として、後下小脳動脈の閉塞による小脳・延髄梗塞を呈してお

力が向上したと共に身体の傾きに対する応答時間が短縮したと考

り、視覚情報に基づく運動学習が障害されたと考えられた。その

えた。その効果としてメカノレセプターが関与していると考えら

ため、殿部や足底から触圧覚や固有感覚を入力し、座位や立位で

れる。このことから重心動揺の減少と重心移動域の向上が認めら

の体重移動が容易におこなえるようになったことで、正中位の認

れ、
バランス能力と歩行自立度の向上に繋がったと考えた。
また、

識を学習できたと考える。その結果、姿勢の自己修正が可能とな

本症例は歩行時に骨盤の動揺が著明に認められたことから骨盤、

り、立位や歩行の改善に有効であったと考えられる。姿勢制御障

股関節周囲の筋力強化を行ったことで効果的な重心制動練習を実

害は日常生活において活動制限の要因となりやすい。視覚情報だ

施できたと考えられる。

けでなく、固有感覚や触圧覚などの感覚情報を利用することで
ADL や歩行能力の改善に繋がると考える。
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Ⅱ-4

Ⅱ-5

右視床出血症例の姿勢制御に対する知覚探索と振動刺激の一考

筋力強化と特異的トレーニングにより効率的な走行が可能とな

察

った一症例

藤本 勇太、小林 豊、井上 隼､渡辺 寛(MD)

小林 杏奈、小栢 崇裕、石井 達也

公益財団法人 河野臨床医学研究所 附属品川リハビリテーション

IMS グループ イムス板橋リハビリテーション病院

病院

リハビリテーション科

Key words: 高次脳機能障害、知覚探索、振動刺激

Key words: 走行、下腿三頭筋、伸張・短縮サイクル

【はじめに】
重度片麻痺と Contraversive Pushing
（以下、
pushing）
、

【はじめに】走行パフォーマンスを向上させるためには、一般的

高次脳機能障害を呈した右視床出血症例において、基本動作練習

な筋力強化に加えて、より特異的な介入を実践していく必要があ

に難渋した。本症例に対し知覚探索と振動刺激入力に重点を置く

ると考える。特に走行においては瞬発的なパワーや跳躍が必要と

ことで基本動作の介助量軽減を認めたため、報告する。

され、短時間での機能的パワーを吸収・発生する「伸張・短縮サ

【症例紹介】70 代男性、175.0cm、59.3 ㎏、BMI：19.0。疾患名：

イクル：Stretch-Shortening-Cycle」
（以下 SSC）の獲得が重要で

右視床出血（出血量：31.1ml）
。現病歴：外で倒れているところを

ある。今回、中心性頸髄損傷患者に対して、下腿三頭筋における

通行人が発見、急性期病院に入院。保存療法実施。第 25 病日に当

SSC 運動に介入し、走行が自立に至ったため報告する。

院へ転院。

【方法】 対象は自転車での事故により、中心性頸髄損傷を受傷

【初期評価】全体像：見当識障害や脱抑制行動がみられる。JCS

した 40 歳代の男性である。前院にて 30 日間の臥床期間を経て、

Ⅰ-3。BRS 左Ⅱ-Ⅱ-Ⅱ。高次脳機能：Pushing（身体軸偏移あり）
、

頸椎椎弓形成術、頸部脊柱管拡大術を施行し、リハビリ目的で当

注意障害、病態失認、左半側身体失認、左半側空間無視の疑い。

院へ転院となった。術後 90 日後に歩行は自立となったが、走行は

基本動作：全介助。右上下肢による Pushing から、麻痺側後方へ

10ｍでアキレス腱部の疲労感と足尖の引っ掛かりを認めたため見

の転倒の危険あり。FIM： 25/126 点（運動 13 点、認知 12 点）

守りを要していた。また、主訴として「足先で蹴っている感覚が

【問題点】
（第 25 病日～第 27 病日）

ない」
「前に進まず上に飛んでいるようだ」が挙がっていた。

＃1 覚醒不良、＃2 高次脳機能障害、＃3Pushing、＃4 重度左片麻

身体機能の評価である ASIA Impairment Scale は D であり、運動

痺、＃5 ADL 全介助

スコアは上肢 40 点、下肢 48 点であった。特に足関節底屈筋は

【目標設定】STG（4W）
：座位保持能力の獲得、LTG（8W）
：端座位

Manual Muscle Testing（以下 MMT）が両側とも 3 であり、足関節

見守り、FG：ADL 介助量軽減、車いすでの療養生活への適応

の筋力低下を認めた。介入期間は 2 週間とし、ヒラメ筋、腓腹筋

【プログラム】①基本動作練習②関節可動域練習③バランス練習

の筋力強化、走行練習に加え、足関節でのプライオメトリックト

④歩行練習⑤振動刺激入力

レーニングを実施した。なお、本発表を行うにあたり、ヘルシン

【中間評価】
（第 96 病日～第 98 病日）

キ宣言に則り本人には十分に説明をし、書面にて同意を得た。

全体像：見当識にムラがあるものの、短文レベルの会話も可能。

【結果】運動スコアは下肢 50 点、足関節底屈は両側ともに MMT5

JCSⅠ-2。基本動作：端座位保持は近位監視。立ち上がり動作、立

と改善が認められた。
また、
走行時の足尖の引っ掛かりは消失し、

位保持は麻痺側腋窩中等度介助にて可能。 FIM：運動 22 点（セル

最大で 150m の走行が自立となった。また、主訴は「足先に体重が

フケア、移乗項目の改善あり）

かかり、前に向かって蹴っている感覚がある」が挙がった。

【考察】当初は寝返り、起き上がりから麻痺側上下肢と接地面で

【考察】本症例において、走行の支持期における下腿前傾角度が

の知覚探索を促した。しかし、注意障害や覚醒低下から左上下肢

不足していたことで、前方への推進力が上方へと変換され、走行

への意識付けや課題運動が困難であった。そこで、立位･歩行練習

パフォーマンスが低下していた。これは支持期において、瞬発的

によって、
抗重力位での姿勢制御を促し、
対称的な身体軸の改善、

な筋活動としての下腿三頭筋の伸張性筋活動が十分に発揮されず、

体幹筋群の持続的な筋活動の促通および、車いす座位での頚部へ

下腿前傾位での蹴り出しが困難となっていたと考える。そこで今

の振動刺激入力を併用した。本症例は立ち上がり動作において、

回は、走行時の下腿前傾角度を拡大させるため、下腿三頭筋の SSC

重心の前方移動に対して非麻痺側上下肢の過緊張が出現した。頚

運動を促すことができるプライオメトリックトレーニングを用い

部への振動刺激実施後、前方への重心移動時の非麻痺側上下肢の

た介入を実施した。

過緊張は改善され、立ち上がり動作の介助量軽減が得られた。 身

今回の場合、走行の支持期における下腿三頭筋の SSC 運動が改

体平衡に関与する後頚筋群への振動刺激により、重心の前方への

善したことで下腿前傾角度が拡大し効率的な走行が獲得されたと

偏移が生じると報告されている。そのため、振動刺激入力により

考える。プライオメトリックトレーニングはスポーツ分野で使用

無意識化での前方への重心移動に伴う姿勢制御の学習が生じたと

される報告が多いが、本症例においても走行動作の改善が図れた

考える。結果として Pushing の改善や立ち上がり動作時の介助量

ことから、プライオメトリックトレーニングはスポーツ分野だけ

軽減に繋がった。

ではなく頸髄損傷患者に対しても介入効果が期待できることが示

【結語】様々な阻害因子がある症例への介入に対して、知覚探索

唆される。

の促通や振動刺激による介入の有用性が示唆された。
【倫理的配慮】本報告はヘルシンキ宣言に沿って対象者に説明と
同意を得て実施した。
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Ⅲ-1

Ⅲ-2

HHD を用いた下肢筋力測定方法の工夫－検者間信頼性の検討及び

手術適応である小児の左両前腕骨骨幹部骨折に対して保存療法

股関節開排筋力と外転筋力の比較検討－

が有効であった一例

角田 莉奈、秋山 浩一、岡田 公男、三浦 俊之、

糸川 京佑 1)、仲 真俊 1)、先生 紗知子 1)、竹内 大樹 2)、

佐藤 和強(MD)、高久 徳子

青山 倫久 2)、綿貫 誠(MD)3)

東京都立多摩総合医療センター リハビリテーション科

1)AR-Ex 尾山台整形外科 東京関節鏡センター

Key words: ハンドヘルドダイナモメーター、検者間信頼性、

リハビリテーション科

下肢筋力測定法

2)アレックス メディカルリサーチセンター
3)AR-Ex 尾山台整形外科 東京関節鏡センター 整形外科

【目的】筋力を評価するためにハンドヘルドダイナモメーター

Key words: 角状変形、両前腕骨骨幹部骨折、患者管理

(Hand Held Dynamometer,以下 HHD)がよく用いられるが手技はや
や煩雑で時間がかかる。そこで我々は短時間で簡便に測定可能な

【はじめに】一般に小児骨折は、骨折後の自家矯正能力が高いこ

方法を考案した。本研究はこの測定法の検者内信頼性と検者 2 名

とから保存療法において予後が良好とされている。しかし両前腕

の検者間信頼性を検討したものである。また先行研究の測定法に

骨骨幹部骨折においては良好な整復位保持困難、前腕回旋制限の

則った背臥位での股関節外転筋力と、端座位での股関節開排筋力

残存、再骨折など治療に難渋することが多く、観血的治療を行っ

との相関をみて、端座位での筋力測定の有用性についても検討し

た報告が多い。通常、保存療法の適応は 10 歳以下において角状変

た。
【説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言に則り対象者に十分な

形が掌背屈、橈尺屈 15°未満とされている。今回、受傷後の角状

説明を行った上で同意を得た。
【対象と方法】対象は健常者 13 名

変形が掌背屈 18°、橈尺屈 13°と観血的治療の適応である小児

の右脚 13 脚とし、対象筋は端座位での股関節屈曲・股関節開排・

の両前腕骨骨幹部骨折に対して患者管理を最重要課題とした保存

膝関節伸展・足関節背屈筋群、
背臥位での股関節外転筋群とした。

療法を行い良好な経過が得られたので報告する。

検者は性別、体格の異なる A、B の 2 名とし各々が別日に 13 名の

【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき、対象者とその親に本症

筋力測定を実施した。股関節屈曲・股関節開排・膝関節伸展・足

例の発表目的を説明し同意を得た。

関節背屈は端座位で測定し、HHD(アニマ社製徒手筋力測定器 μ

【症例情報】9 歳男子、右利き。転倒した際、左手をつき受傷し、

-Tas MF-01)のセンサーパッドをそれぞれの測定項目の順に大腿

単純レントゲン画像から両前腕骨骨幹部骨折と診断され、徒手整

遠位部・大腿遠位部・下腿遠位部・中足骨に徒手で固定した。股

復後ギプス・三角巾固定を行った。受傷後 5 週、仮骨形成が認め

関節開排は make test、その他 3 項目は break test で測定した。

られシーネ・三角巾固定に変更しリハビリテーションを開始した。

また、股関節外転筋力は背臥位で測定した。HHD のセンサーパッ

初回介入時、安静時痛、感覚異常の訴えはなかったが、肘関節の

ドを大腿遠位部でベルト固定し、make test で測定した。対象者

腫脹、熱感に加え屈曲制限を認めた。肘関節可動域(肘 ROM)、屈

には 5 秒間最大筋力を発揮させ、測定回数は 2 回とし、最大値を

曲(右/左)140°/100°、伸展 18°/−30°。Patient-Rated Wrist

測定値として採用した。統計処理は IBM SPSS Statistics 23 を用

Evaluation The Japanese Version(PRWE-J)スコア 60 点。リハビ

いた。まず検者内信頼性を示す ICC(1.1)を、各検者の 2 回の測定

リテーションは、骨折部の癒合過程に準じ肘 ROM 練習、筋力強化

値を使用して算出した。次に検者間信頼性示す ICC(2.1)を、検者

運動、日常生活動作指導を実施した。肘 ROM 練習は骨折部への外

A の測定値を A 群、検者 B の測定値を B 群として算出した。また、

力を考慮し、骨折部より近位を把持して愛護的に行った。仮骨形

Pearson の相関検定で股関節開排筋力と股関節外転筋力の相関係

成と肘 ROM 改善が認められた後、荷重練習を行った。また、ホー

数 r を算出した。
【結果】ICC(1.1)は両者とも全ての項目で 0.8

ムエクササイズを本人と母親に指導した。受傷後 12 週、肘 ROM

以上となった(p<0.05)。A 群と B 群の ICC(2.1)はすべての項目で

屈曲 140°/140°、伸展 18°/16°、回内 90°/65°、回外 90°

0.7 以上となった(p<0.05)。また、A 群＋B 群の股関節開排筋力と

/75°、PRWE-J スコア 19.5 点、角状変形は掌背屈 17.5°、橈尺

股関節外転筋力の相関係数 r は 0.64(p<0.01)であった。
【考察と

屈 13°であった。

まとめ】今回の端座位での筋力測定法において ICC(2.1)は全ての

【考察】小児両前腕骨骨折の保存療法に難渋する症例は、良好な

項目で 0.7 以上と高い値であり、検者間信頼性が高いことが示さ

整復位保持困難例、
前腕回旋制限残存例、
再骨折例とされている。

れた。ただし、類似した先行研究の ICC(2.1)と比較すると低い値

観血的治療の適応である左両前腕骨骨幹部骨折の 9 歳男子の症例

であり、検者の体格や筋力に極端な差がある場合は注意を要する

に対し保存療法を行い、肘 ROM、ADL 能力の改善を認め良好な経過

必要がある。股関節開排筋力と股関節外転筋力には相関係数 r が

を得ることができた。本症例の年齢を考慮すると患者管理に重点

0.6 以上とかなり強い相関が認められたため、端座位での股関節

を置くことで良好な整復位を保てたことが治療成績に影響したと

開排の測定により、背臥位での股関節外転筋力の値をより短時間

考えた。さらに骨癒合の過程に準じた肘関節可動域練習、筋力強

の測定で類推することが可能であると考えられる。以上から今回

化運動を行うことで身体機能にも良好な成績を得られたと考えた。

採用した筋力測定法は臨床適応が可能であると考えられる。
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Ⅲ-3

Ⅲ-4

転倒恐怖感の軽減により ADL・IADL 自立となった症例 M-FES を用

両側人工膝関節全置換術後、身体図式の改善に焦点を当て理学療

いた評価と段階的アプローチ

法介入を行った一症例

松丸 港、茂内 暁子 、桜井 瑞己 、可児 利明

諏江 彩香 1)、中村 睦美 2)

医療法人社団 健育会 竹川病院 リハビリテーション部

1)赤羽中央総合病院 リハビリテーション科

Key words: 転倒恐怖感、M-FES、自己効力感

2)東京都健康長寿医療センター
Key words: 人工膝関節全置換術、身体図式、術後変化

【はじめに】Walker らは高齢者の転倒恐怖感は身体機能・ADL・
IADL の低下を招き、転倒恐怖感自体が転倒の因子になると述べて

【はじめに】臨床において、人工膝関節置換術（TKA）後早期では

いる。今回、転倒恐怖感により ADL 自立が困難となった左全人工

身体図式が混乱している印象を受ける。人工関節を保護し転倒や

股関節置換術(以下 THA)術後の患者を担当し、Modified Fall

傷害を予防するためにも、術後の身体図式を早期に改善させるこ

Efficacy Scale(以下 M-FES)を使用し段階的アプローチにより

とが必要である。今回、段階的な両側 TKA 術後、身体図式の改善

ADL・IADL 自立となった為、以下に報告する。

に焦点を当て、理学療法を施行した症例について報告する。

【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき患者・家族に同意を得た

【説明と同意】症例には本発表の目的と意義について十分に説明

【症例紹介】 70歳代女性。
疾患名は左変形性股関節症THA術後。

し書面により同意を得た。

既往歴は C 型肝炎、腎不全、骨粗鬆症、乳がん。術前 ADL は独歩

【症例紹介】70 代女性。2～3 年前より両膝痛があり、徐々に歩行

にて IADL 自立。
専業主婦であったが家事動作は必要最低限のみ行

時の疼痛が増強したため右 TKA、2 週後に左 TKA を施行された。術

いその他の時間は臥床傾向だった。

後はクリティカルパスに従い、術後翌日より全荷重にて車椅子へ

【初期評価】疼痛なし。関節可動域は左股関節伸展－5°、下肢

移乗し、術後 3 日目で歩行器歩行、術後 9 日目で杖歩行開始、術

筋力 MMT3、Berg Balance (以下 BBS)49/56 点、Time up and Go

後 28 日目で退院となった。

Test(以下 TUG)26.4 秒(T 字杖)、10m 歩行テスト 11.7 秒 21 歩(T

【介入内容】通常の関節可動域練習、筋力トレーニング、基本動

字杖)、FIM は 94/126 点(運動 64＋認知 30)であった。

作練習、歩行練習などに加えて、以下の介入を行った。1)膝関節

【介入と経過】術後 33 日、当院回復期病棟へ入院。
「杖だけだと

周囲筋の筋緊張の調整を行い、筋の順応性を高めた。2)関節の位

不安。転びそうで怖い」との発言あり。T 字杖歩行自立レベルで

置や方向の認識を促し自動運動での正常パターンの促通を図った。

あったが、
本人の希望により｢シルバーカー歩行自立」
に設定した。

3)立位での協調性トレーニングを行い、姿勢制御能力の改善を図

術後 36 日、M-FES(初回)28/140 点 歩行動作を含む屋内 ADL 自立

った。

に目標設定し、
難易度の低い訓練から行った。
術後 47 日、
M-FES(中

【術前評価】FTA（R/L）は 192°/195°と高度内反変形を認めた。

間)80/140 点 屋外活動自立に目標設定。屋外歩行距離を段階的に

他動膝関節 ROM（屈曲/伸展）は右 130°/-15°、左-135°/-10°、

拡大し、最終的に公共交通機関を利用した屋外訓練を実施した。

膝伸展筋力は右 234N、左 242N、TUG12.77 秒、10m 歩行 11.67 秒、

術後 67 日、M-FES(最終)119/140 点 屋外 T 字杖歩行自立、買い物

準 WOMAC 疼痛右 35 点 左 60 点、機能 25 点であった。身体図式の

や電車を利用した外出も自立となり自宅退院となった。

評価は以下のように行った。
対象者には 3m 前方の指標を注視させ、

【最終評価】疼痛なし。関節可動域は左股関節伸展 5°。下肢筋

両足部は見えないよう設定した。
両足部内側間距離は 10 ㎝とし足

力 MMT4、BBS 55/56 点、TUG18.3 秒(独歩)、10m 歩行テスト 9.4

部内外転中間位とした静止立位から「まっすぐ前に足を出してく

秒 19 歩(独歩)、FIM は 114/126 点(運動 83+認知 31)であった。

ださい」と指示し、片脚ずつ前方ステップ動作を行った。開始肢

【考察】本症例は初期評価にて TUG のみＴ字杖にて 26.4 秒で、屋

位の踵中央部と、前方へ出した際の踵中央部を結んだ線と正中線

内自立のカットオフを下回っていた。 石田らは「姿勢制御に関わ

とのなす角度を両側測定した。術前の身体図式は、右 4°内側、

る身体機能の中でも TUG が独立して転倒恐怖感と関連している」

左 12°内側であった。

と述べている。このことや本人の発言から起立・着座や方向転換

【術後評価】FTA は両側 174°であった。術後 6 日目では ROM は

などの動作に転倒恐怖感を抱いていることがわかった。M-FES を

（屈曲/伸展）右 120°/0°、左 105°/-10°。身体図式は、右 7°

使用した評価を実施。結果を本人と共有し方向転換などの応用動

内側、左 2°内側であった。術後 21 日目では ROM は左右ともに

作や屋内外歩行を含む ADL・IADL 自立に向けて難易度の低い訓練

130°/0°、膝伸展筋力は右 214Ｎ、 左 205 Ｎ、TUG15.85 秒、10m

から行った。成功体験が蓄積し、正のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを行うことで自己

歩行 16.43 秒、準 WOMAC 疼痛右 100 点、左 90 点、機能 88.2 点

効力感が高まり、転倒恐怖感が軽減、最終評価にて TUG の結果が

であった。身体図式は、右 3°外側、左 5°外側であった。

向上し、ADL・IADL 動作自立に至ったと考えられる。

【考察】本症例は、術直後より身体図式に働きかける介入を行っ
た結果、術前と比較して身体機能の改善、身体図式の変化がみら
れた。身体図式の生成は、体性感覚情報や背側経路からの視覚情
報、運動野からの情報が集まり、それらが統合される頭頂間溝で
行われる。本症例の場合、介入により、体性感覚情報が変化し、
身体図式の変化がみられたと考えられる。
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Ⅲ-5

Ⅳ-1

脊柱管狭窄症による右下肢痛に対して、Heel pad を用いた評価・

膝蓋大腿関節障害に対する体幹トレーニングが疼痛軽減に有効

治療介入 左下肢の支持性に着目して

であった一症例

鈴木 啓太、西田 直弥

小田切 智樹 1)、橋本 明典 1)、青山 倫久 2)、竹内 大樹 2)、

医療法人社団苑田会 苑田第二病院 リハビリテーション科

成田 哲也(MD)3)

Key words: Heel pad、下肢支持性、疼痛

1)明大前整形外科クリニックスポーツ関節鏡センター
リハビリテーション科

【はじめに】本症例は、腰部脊柱管狭窄症による右下肢痛に対し

2)アレックス メディカルリサーチセンター

て、体幹を中心としたアプローチを実施したが疼痛の軽減が認め

3)明大前整形外科クリニックスポーツ関節鏡センター 整形外科

られず、Heel pad を用いたことで疼痛が軽減し、歩行能力が向上

Key words: 膝蓋大腿関節障害、体幹筋機能、膝関節外反

した。Heel pad は簡易的に足部の剛性を高め、上位へ動きを連鎖
させ、姿勢変化を生じさせることができる。 今回、即時的に疼痛

【はじめに】膝蓋大腿関節(PF 関節)障害の発生要因は、Q−angle

を軽減させ、
活動性が向上し良好な結果が得られたため報告する。

増大による膝関節外反や外側広筋の過剰な筋活動が指摘される。

【症例紹介】70 歳代、女性。転倒により左橈骨遠位端骨折を受傷

PF 関節障害の治療として、長壁らは股関節伸展筋力や内転筋柔軟

し、15 病日に ORIF 施行。16 病日に歩行困難となり、腰部脊柱管

性の改善が有効と報告している。Jeroen らは、PF 関節障害におい

狭窄症と診断。既往歴は左大腿骨頸部骨折。評価では MMT は体幹

て腰部・骨盤帯周囲筋筋力の向上が効果的と報告しているが、体

筋 2、大殿筋は右 3 左 2、中殿筋は右 2 左 2。疼痛(以下 NRS)は立

幹筋機能に着目した治療報告は少ない。PF 関節障害を有する症例

位や歩行時 9、 右下肢に出現。 Kemp test は右側で陽性。左片脚

の体幹筋機能に対する介入を行い、良好な成績を得たため報告す

立位は、2 秒可能。ADL は Barthel index で 70 点(以下 BI、減点:

る。

移動、階段、入浴、更衣)。歩行は、左立脚終期(以下左 TSt)に骨

【説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言に基づき、対象者に症例

盤の左回旋が過剰に生じ、左膝関節を伸展させ、右立脚初期～荷

発表に対する説明と同意を得た。

重応答期(以下右 IC～LR)で荷重に伴い体幹の右側屈が生じてい

【対象】階段降段時に右 PF 関節外側部痛を訴える 30 代女性。歩

た。これらのことから右下肢痛は、右 IC～LR で体幹の右側屈が生

行時と階段降段時に誘因なく右 PF 関節外側部に疼痛が出現。MRI

じることで L1～4 右神経根圧迫によるものと考えた。

画像で PF 関節外側に高信号を認め、
膝蓋大腿関節障害と診断され

【アプローチ】Heel pad を左側に挿入し、歩行・片脚立位を実施。

た。

Heel pad は 1mm と 2mm を挿入し、1mm では大きな変化はみられな

【経過】初診時右 PF 関節外側部に圧痛があり、Numerical Rating

かった。2mm では左片脚立位時間の増加と NRS6 から 4 に軽減、歩

Scale(NRS)7/10。Patella Compression Test 陽性。ROM は右膝関

容の改善を認めた。アプローチは左上肢・下肢・体幹の可動域練

節伸展 0°/屈曲 120°(疼痛有り)、
MMT は膝関節伸展 3(疼痛有り)、

習、筋力増強練習、 歩行練習を実施した。

屈曲 4 であった。股関節では関節可動域に左右差は無く、伸展と

【経過】MMT は、体幹筋 3、中殿筋は右のみ 3 に向上。疼痛は NRS2。

外転 MMT4、Ober Test 陽性であった。膝関節、股関節の筋力向上

Kemp test は右側で陽性。左片脚立位は 34 秒可能。 ADL は BI で

と腸脛靭帯の柔軟性改善を目的に 8 週間介入した結果、膝関節伸

90 点（減点:更衣、 入浴）
。6 分間歩行約 300m 可能となり、歩容

展 MMT4、Ober test 陰性となり、階段降段時 NRS3/10 に改善。し

は、左 TSt での骨盤の左回旋が減少し、右 IC～LR での体幹の右側

かしその後、日常生活の活動量が増加し、症状が再燃した。
【再評

屈も減少した。

価】階段降段時 NRS7/10。膝関節および股関節機能に変化は無く、

【考察】介入当初、体幹を中心としたアプローチでは疼痛の軽減

Q-angle（右/左）18°/15°、体幹屈曲と回旋 MMT3 であった。片

が認められず、左殿筋群の筋力低下も問題点であったため、Heel

脚 Squat で体幹前屈と対側骨盤下制、
支持脚膝関節外反を認めた。

pad を用い下肢の支持性を高めることで疼痛の軽減が認められた。

Anterior Knee Pain Scale(AKPS)63 点。日本整形外科学会膝痛疾

歩行では左 TSt に骨盤の左回旋が過剰に生じ、右 IC~LR で体幹の

患治療成績判定基準(JOA score)患側 85 点。再評価から体幹筋ト

右側屈が生じていた。そこで Heel pad を左側に入れることで距骨

レーニング(腹部引き込み運動、Front Bridge、Side Bridge)を追

下関節の回外と足関節の底屈を生じさせ、左足部の剛性を高めた

加し 2 週間実施した。
【結果】Patella Compression Test 陰性。

ことで下肢の支持性を向上させ、支持性に関与する殿筋群の出力

階段降段時 NRS2/10。MMT は股関節外転筋を除き 5 に改善した。片

が発揮された。さらに前方への推進力を補うことで歩行での代償

脚 Squat は体幹前屈、対側骨盤下制が軽減し、膝関節外反も軽減

動作を改善したことで疼痛が軽減し、活動性の向上に繋がったと

した。AKPS88 点、JOA score 患側 95 点。

考える。

【考察】
山崎らは腹横筋中心の体幹筋運動が骨盤安定化を促進し、

【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき、症例には口頭により説

大腿四頭筋筋力の増加効果があると報告した。羽崎らは片脚立位

明し同意を得た。

時のバランス維持に、内腹斜筋と股関節外転筋が協調して働くと
報告した。本症例も体幹筋への介入を加えることで股関節、膝関
節筋力の改善が得られ、結果として膝蓋大腿関節の症状軽減につ
ながったと考えた。患部局所の詳細な評価を行うことに加え、患
部に対する隣接関節の影響を考慮する必要があると考えた。
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Ⅳ-2

Ⅳ-3

自宅退院後の活動量増加に伴う人工股関節全置換術後の misuse

下垂足により装具固定を要し自立歩行に難渋した症例

に対し、筋再教育が有効であった一症例

日向 智、遠藤 洋平、北田 利弘、可児 利明

山田 基伸、小林 千夏、見供 翔 、太田 裕也

医療法人社団健育会 竹川病院 リハビリテーション部

河北総合病院 リハビリテーション科

Key words: ハムストリングス、膝立ち位、安定性

Key words: 人工股関節全置換術、misuse、筋再教育
【はじめに】今回、腰部脊柱管狭窄症術後にも関わらず病前より
【はじめに】今回、右変形性股関節症(以下股 OA)に対し人工股関

呈していた右下垂足が残存し、自立歩行困難であった症例を経験

節全置換術(以下 THA)前外側アプローチを施行した症例を担当し

した。下垂足に対しシューホーンブレース（以下 SHB）を使用し

た。退院後の活動量増加に伴った下肢疲労感と跛行に対して、ア

た事で、歩行時の擦過、膝折れは消失したが、上肢支持なしでの

プローチを変更して介入した。その結果、下肢疲労感と歩容の改

立位保持が困難であり、前方リーチ(以下リーチ)が不安定であっ

善を認めたため報告する。本発表に際してヘルシンキ宣言に基づ

た。自宅退院には、自立した伝い歩き能力が必要であり、そのた

き、患者へ十分な説明をし、同意を得た。

めにはリーチ獲得が必須であった。今回、膝立ちを利用し二関節

【症例紹介】63 歳、女性(身長 160cm 、体重 50kg、BMI21.2kg/m2)、

筋であるハムストへの集中的な介入を行った結果、伝い歩き自立

家事全般を担っている。診断名は右股 OA で、病前 ADL･APDL は自

に至った症例を経験した為報告する。

立していた。5 年前から出現した右鼡径部痛が、2 年前から増悪し

【症例紹介】80 代後半。男性。身長:150 ㎝。体重:51.5 ㎏。疾患

長時間の歩行が困難となった。6/20 に当院入院、6/21 に THA を施

名:腰部脊柱管狭窄症術後(右 L5 神経根損傷)。現病歴:平成 X 年 Y

行し、6/22 から術後理学療法を開始した。7/7 に独歩で自宅退院

月に脊柱管狭窄症と診断され入院。
同年Y月+7日に椎弓形成術(L2

し、7/15 より外来理学療法開始となった。

～L5)を施行。Y 月+21 日に当院にてリハビリ開始。既往歴:Ⅱ型糖

【理学療法評価】退院時は術創部に疼痛 (NRS3)を認めた。右 股

尿病。陳旧性腰椎圧迫骨折。白内障。緑内障。

関節の ROM は屈曲 120 ﾟ 、伸展 5 ﾟ、MMT は腸腰筋、中大殿筋 3 レ

【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき患者・家族に説明・同意

ベルであった。歩行は独歩自立だったが、術侵襲による疼痛と筋

を得て実施。

力低下を認めた。歩容は右立脚期が短縮し、右中大殿筋の収縮タ

【中間評価 60 病日】立位姿勢(上肢支持) 上半身の仮想重心点に

イミングの遅延、右ハムストリングス、大腿筋膜張筋の過活動を

対する床反力線が大転子後方に位置。
感覚 表在
（右 L5 領域）
8/10、

認め、右遊脚期では右大腿筋膜張筋、股関節内転筋群の過活動を

深部(右 MTP)0/5。
MMT 体幹屈曲･伸展 5、
大殿筋 3/4、
ハムスト 3/4、

呈した。

大腿四頭筋 4/4、前脛骨筋 0/4、下腿三頭筋 2+/2+。ROM-T 制限な

外来初回において、痛みの増悪はなかったが、屋外連続歩行 20

し。BBS18 点。支持なし立位保持 0 秒。FRT:0 ㎝。10m 歩行-T(歩

分程度で大腿前面から外側に疲労感(bolg6)を訴えた。
筋力は著変

行器)19.2 秒。FIM:104 点。

なかったが、右股関節 ROM は屈曲 100 ﾟ 、伸展 0 ﾟと可動域制限が

【経過と介入】30 病日:体幹内在筋及び下腿周囲筋に筋力増強訓

増悪し、大腿筋膜張筋、薄筋、股関節外旋筋群、内側ハムストリ

練実施。60 病日:膝立ち保持練習開始。上肢前方保持からリーチ

ングスの筋緊張の亢進を認めた。歩容は、退院時に比べて更なる

練習へと段階的に実施。立位で自宅環境を想定したリーチ練習。

右立脚後期の股関節伸展運動の減少、骨盤右回旋量の増大、早期

80 病日:居室内伝い歩き自立。90 病日:自宅退院。
【最終評価 90

の膝屈曲と対側骨盤の挙上を認めた。理学療法介入は、腸腰筋や

病日】(変更点を記載)立位姿勢、上半身の仮想重心点に対する床

殿筋群を主とした弱化筋の再教育と、右立脚後期から遊脚初期の

反力線が大転子上に位置。MMT 大殿筋 4/4、ハムスト 4/4。BBS24

動作パターンの再修正を実施した。自主訓練は、疲労感の自覚強

点。支持なし立位保持 120 秒。FRT5 ㎝。10m 歩行-T13.1 秒。FIM109

度から訓練内容と時間を検討した。

点。

その結果、右股関節 ROM は退院時と同程度、MMT は腸腰筋、中大

【考察】兵頭らは足関節背屈の伴わないリーチ時の筋活動は、大

殿筋で 4 レベルとなった。歩容は立脚後期の股関節伸展運動の増

殿筋と比べハムストが優位に高いとしている。本症例は、下垂足

大とスムースな下肢振り出しが可能となり、
歩容･歩行効率の改善

の残存により SHB 固定が必要であり立位保持困難であった。その

および下肢の疲労感が軽減した。その後、1 時間以上の連続歩行

原因として、立位姿勢や MMT、兵頭らの報告などからハムストの

が可能となり、2 ヶ月間の外来理学療法を終了した。

筋活動低下と考えた。兵頭らはリーチ時のハムストの筋活動は、

【考察】
本症例は年齢も若く、
早期に術後 ADL 能力の改善を認め、

立位より膝立ち位の方が優位に高いと報告している。また、

独歩自立にて退院となった。しかし、退院後の生活の活動量が想

Basmajian らは、二関節筋は隣接する関節に対して共同的に働く

定以上に多く、退院時に残存していた misuse が増長され、股関節

際、筋放電量の増加を認めるとしている。そのため、ハムストが

機能の低下と歩容の悪化を認めた。退院後の活動量のコントロー

優位に働きかつ足関節の要素を除く膝立ち位に着目し介入を実施

ルおよび股関節周囲筋の再教育、股関節機能の改善を図ることで

し、段階的に立位へと移行した。ハムストの筋活動が増加した結

歩容と歩行持久性向上を認めたことから、患者の退院後の生活を

果、支持なしでの立位保持が可能となり、リーチを獲得し居室内

考慮し、その時期に応じた理学療法を展開することが重要である

伝い歩き自立に至った。

と考える。

- 56 -

Ⅳ-4

Ⅴ-1

左下肢骨折のため股関節アライメントが変化し左立脚中期に体

生活期における下肢装具の再作製前後での歩行能力に違いがみ

幹左側屈の代償が出現した症例

られた症例～シングルケーススタディー～

1)

1)

1)

2)

高下 大輔 、水谷 志伸 、森 強志 、先森 仁 、

間野 旭、土田 拓輝、細谷 舜、土屋 伸太郎、吉野 優城、

森 英二 1)

木下 真樹子、綾部 由郎、櫻井 瑞紀

1)医療法人社団涓泉会 山王リハビリ・クリニック

医療法人社団健育会 竹川病院 リハビリテーション部

2)医療法人社団涓泉会 山王リハビリ訪問看護ステーション

Key words: 下肢装具、装具フォローアップ、回復期

Key words: 左大腿骨骨幹部骨折、中殿筋、歩行
【はじめに】近年、回復期病棟で下肢装具（以下；装具）を採型
【はじめに】本症例は左大腿骨骨幹部骨折、左脛骨腓骨骨幹部開

し退院後も継続して装具を調節している病院や施設による報告が

放骨折を受傷しており、側方のふらつきにより独歩困難であり、

増えている。大垣 1)らによると在宅装具使用者の 1 割は装具にな

左立脚期に体幹左側屈が出現していた。そこで、股関節アライメ

んらかの不適合問題を抱えていると言われている。しかし装具調

ント変化による中殿筋出力低下に着目して理学療法を行ったので

節前後の歩行能力に着目した報告は今のところない。今回は回復

報告する。

期病棟で採型した装具が破損するまで調節を行わなかった 2 症例

【倫理】
本発表はヘルシンキ宣言に基づき、
患者本人に説明の上、

と退院した回復期病棟で定期的に装具フォローアップを行ってい

同意を得て行った。

た 1 症例で再作製の前後で 10m 歩行に違いがみられたため報告す

【患者情報】58 歳の男性。主訴は独歩でのふらつき、左脚の付け

る。

根の疼痛。現在は屋内外ともに T 字杖使用。

【方法】対象は 2016 年 1 月～2017 年 1 月まで A 病院にて装具調

【現病歴】6 月 29 日に左大腿骨骨幹部骨折、左脛骨腓骨骨幹部開

節を行った生活期で短下肢装具を着用している脳卒中片麻痺者の

放骨折受傷。6 月 30 日に左大腿骨に髄内釘固定術、7 月 21 日に左

112 例中、再作製をした 3 症例とした。症例Ⅰは女性 89 歳で発症

脛骨腓骨に髄内釘固定術施行。7 月 25 日から約 6 週間免荷し、1

から 7 年、下肢 Brunnstrom stage(以下；Brs）Ⅴ、プラスチック

週ごとに全体重の 1/4 ずつ荷重を増加。10 月 4 日に杖歩行獲得し

短下肢装具。症例Ⅱは男性 82 歳で発症から 6 年、BrsⅤ、ゲイト

て退院。10 月 10 日、当院のリハビリ開始。ただし、左大腿骨は

ソリューションデザイン。
症例Ⅲは男性 72 歳で発症から 2 年、
Brs

遷延治癒のため疼痛に留意しながらリハビリを行った。

Ⅳ、金属支柱付き短下肢装具であった。測定項目は 10m 歩行の秒

【初期評価（10/29）
】画像所見より、左大腿骨は近位 1/3 が外転

数（秒）
、歩数（歩）
、ストライド長（m）とし、作製の前後に測定

方向に約 10°転位していた。疼痛は左股関節最大屈曲時

を行った。また装具フォローアップの頻度を口頭で聴取した。測

（110°）
・歩行時に左鼠径部・左大腿近位部前面・左膝蓋腱に拡

定は在宅生活の移動で使用している短下肢装具と歩行補助具を使

散痛があり、Numerical Rating Scale（以下：NRS）ではいずれも

用し、
2mの助走路を含めた10mの歩行路を最大努力の歩行とした。

3/10 であった。左大腿直筋・左大腿筋膜張筋に圧痛所見を認めた。

入院時に担当していた理学療法士と義肢装具士が歩行分析を行い、

中殿筋力は Manual Muscle Testing（以下：MMT）
（R/L）で 5/4 で

歩行能力の向上を目的とした装具の採型を義肢装具士が実施した。

あった。片脚立位時間（R/L）は 30 秒/15 秒であった。独歩は全

対象者に対してはヘルシンキ宣言に基づき方法、リスクを説明し

歩行周期の骨盤前傾、左立脚中期の体幹左側屈を認めた。

同意を得た。

【介入】短期目標は左立脚中期の体幹左側屈軽減、長期目標は復

【結果】症例Ⅰは採型前 35.9 秒 54 歩 0。37m、採型後 24.0 秒 42

職とし、
プログラムは大腿直筋ストレッチ、
中殿筋エクササイズ、

歩 0.48m、症例Ⅱは採型前 15.5 秒 26 歩 0.77m、採型後 13.4 秒 24

荷重練習、歩行練習とした。中殿筋エクササイズは大腿筋膜張筋

歩 0.83m、症例Ⅲは採型前 32.4 秒 40 歩 0.50m、採型後 31.0 秒 39

の代償に留意した。荷重練習は立位で左右の重心移動を行い、体

歩 0.51m であった。症例ⅠとⅡは装具が破損するまで装具フォロ

幹側屈の代償に留意した。

ーアップは行ったことはなく、症例Ⅲは退院した A 病院で定期的

【最終評価（11/28）
】疼痛は歩行時に左大腿遠位部前面に拡散痛

に装具フォローアップを実施していた。

があり、NRS では 2/10 であった。左大腿直筋・左大腿筋膜張筋の

【考察】症例ⅠとⅡは生活期担当のスタッフに採型の依頼をされ

圧痛は軽減していた。中殿筋力は MMT（R/L）で 5/5 であった。片

ていたが破損した装具を使用していた。症例Ⅲは定期的に装具フ

脚立位時間（R/L）は 30 秒/30 秒であった。独歩は全歩行周期の

ォローアップを行っており、補正を継続していた。補正だけでは

骨盤前傾軽減、左荷重期の体幹左側屈軽減を認めた。

変化する身体機能に装具が適合しなかったため、本人と相談して

【考察】本症例は左立脚期に体幹左側屈が出現していた。画像所

再作製に至った。症例Ⅲは歩行能力の改善率が低かった。これは

見より、左大腿骨が外転方向に転位し、左中殿筋が短縮位となっ

定期的に装具調節を行っていたことで身体機能の変化を追え、現

ていた。筋が短縮すると筋出力が低下する（植松ら,2015）ため、

段階の身体機能に適した装具を提供したことで歩行能力が維持で

左中殿筋出力が低下したと考えた。中殿筋力が低下した場合、体

きたと推測する。金田 2）らは退院後も下肢装具を専門職が能動

幹を同側に側屈させて代償する（Perry et al,2007）ため、左立

的に確認する取り組みの必要性を報告している。今後の課題とし

脚期に体幹左側屈が出現していたと考えた。そこで、左中殿筋力

て回復期病棟から在宅への移行で変化する身体機能に応じた装具

向上により独歩にて体幹左側屈が軽減し、ふらつきが軽減したと

を提供するために装具調節の頻度や採型後から生活期の適切な調

考えた。本症例より、骨折後の転位による機能低下に留意した理

節時期を調査する。

学療法が重要であると考えた。
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Ⅴ-2

Ⅴ-3

ユニバーサルデザインのまちづくりに向けた行政の取組への

介護予防事業参加者のリハビリテーション専門職への相談内容

協力

の分析‐東京都小金井市の場合‐

徳田 良英

細井 匠、久保田 真二

帝京平成大学

医療法人社団総合会 武蔵野中央病院 リハビリテーション科

Key words: ユニバーサルデザイン、まちづくり、行政

Key words: 小金井市、介護予防事業、リハビリテーション専門職

【はじめに】
急速な少子高齢化や 2016 年の障害者差別解消法施行、

【はじめに、目的】小金井市は東京都下に位置し、平成 28 年 9

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催などを背景に特

月 1 日の時点で人口 119146 名のうち、65 歳以上の割合は 18.2％

別区におけるユニバーサルデザイン（以下 UD）化の施策が具現化

（21677 名）である。平成 28 年 4 月から市内に勤務するリハビリ

しつつある。UD は年齢、性別、国籍、障害の有無等にかかわらず、

テーション専門職（以下、リハ職）が、介護予防事業に携わるこ

多様な人々が利用しやすいようあらかじめ考慮して都市や生活環

ととなり、最初の関わりとして市内で実施されてきたご当地体操

境を設計する考え方である。
中野区では UD を推進する条例制定を

である、
「さくら体操」の実施会場を月 1 回のペースで巡回し、健

念頭に 2016 年に中野区 UD 推進審議会を設置した。筆者は理学療

康相談と運動や健康に関する講習会を実施することとなった。
「さ

法士の学識経験者として審議会に参加し、行政の取組に関する協

くら体操」は、ストレッチ、筋力トレーニング、バランス練習な

力や助言を行った。本稿では審議会で取り上げられた議論を回顧

どを組み合わせた複合的な運動内容を DVD 化したもので、地域包

しつつ、今後の理学療法士のまちづくりへの関わりについて考察

括支援センターの管理の元、市民のボランティアで構成されるリ

する。

ーダーが DVD を映写しながら、近隣の高齢者と一緒に体操を行っ

【研究方法】中野区 HP で公開の中野区 UD 推進審議会の資料・会

ており、毎週、市内の 30 箇所以上で実施されている。今回、
「さ

議録

くら体操」にリハ職が巡回した際に行う健康相談で、参加者から

(http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/101500/d022827.ht

どのような相談があり、リハ職はどう回答したのか分析し、今後

ml)を基に議論を回顧し、
理学療法士のまちづくりへの関わり方に

の活動の指針とすることを目的に調査を実施した。

ついて特記すべき内容を抽出し論考する。抽出にあたり特にプラ

【方法】小金井市内で巡回に当たる理学療法士 4 名に、
「さくら体

イバシーや個人を特定する内容は扱わないこととし、倫理上の問

操」巡回時に参加者から受けた相談内容と自身の回答を記録して

題が生じないように配慮した。

もらうよう依頼し、個別相談シートを作成して配布した。記録さ

【審議会の概要】
審議会は中野区 UD 推進審議会条例第３条の規定

れたシートは毎月提出してもらい、内容をカテゴライズして集計

に基づき設置され、2016 年 8 月 30 日より計 6 回公開で開催され

した。
一人の相談者が複数の事柄について相談した場合は、
各々、

た。参加者は区民 13 名（各団体などの代表者及び公募区民）と学

別のカテゴリーに分類した。カテゴライズに当たっては、巡回担

識経験者 4 名（都市計画・理学療法・多文化共生・バリアフリー

当の療法士に内容を確認した上で相談し、妥当と思われるカテゴ

のそれぞれの専門分野の大学教授等）および区担当者である。審

リーに分類した。調査期間は平成 28 年 6 月から 10 月である。

議会では、UD 推進により実現すべき将来像として、誰もが活動し

【倫理的配慮】個別相談シートには個人を特定できる情報は記載

たいときに、人の力を借りず自立的に活動ができるようになるた

せず、データの処理にあたっても、個人名が特定できないよう配

めに、区に関わるすべての人の「心＝ハート」
（理解促進）と、基

慮した。

盤となるハード（インフラ整備）
、ソフト（サービス提供）を整備

【結果】個別相談シートを集計した結果、相談者数は 81 名、相談

していくことが重要であるとの認識で６つの基本方針を示した。

内容は 92 件であった。相談内容は 14 種類にカテゴライズされ、

また、区民・行政・事業者等の協働や各年代に応じた教育・学習・

集計の結果、最も多かった相談内容は「普段行っている運動内容

体験等の機会を通じて UD の共通理解を図り、
様々な人の交流を促

について（24 件、26.1％）
」であり、続いて「変形性膝関節症に

進し、新しい商品やサービス等の創出を促進していくことが重要

ついて（16 件、17.4％）
」
、
「姿勢について（9 件、9.8％）
」であっ

であること等が答申に明記された。さらに、
「誰もが」
、
「多様な人

た。相談に対するリハ職の回答は 13 種類にカテゴライズされ、集

が」とは具体的に高齢者、障害者、子育て世代、外国人、LGBT、

計の結果、
「運動の指導（55 件、59.8％）
」が過半数を占め、以下

女性が含まれることを例示し、社会状況の変化によって、対象者

「受診の促し（9 件、9.8％）
」
、
「物品購入の提案（4 件、4.3％）
」
、

は変わり得ることを示した。今回の答申を受けて中野区議会で条

「環境調整の提案（4 件、4.3％）
」の順に多かった。

例制定に向けて議論が行われる予定である。

【結論】介護予防事業参加者がリハ職に相談する内容の傾向が明

【まちづくりにおける理学療法士の果たすべき役割】UD の普及に

らかになり、これらの結果を踏まえ、今後は相談の多い内容につ

あたり、
そもそも UD とは何かよく知らない区民も多いことが考え

いて事前に資料を作成し、巡回時に講習を行うことで、参加者の

られることから、まずは区民にわかりやすく説明し理解を得るこ

健康増進に寄与できるものと考える。

とが重要である。一般区民に UD の理解促進や教育・学習・体験の
機会の提供など、理学療法士が専門性を活かして果たすべき役割
が多分にあるといえよう。
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Ⅴ-4

Ⅴ-5

当院のがん患者における身体機能評価 c-FAS の導入について

在宅生活困難と考えられ施設入所後在宅生活を再開･継続してい

室田 千尋、山本章代、菅原令子、池田理英、廣島勉、

る 1 症例～自宅退院の可能性を考える～

高木 実穂（OT）
、中島 美雪（ST）
、古野 薫（MD)

道上 真衣、中筋 祐輔) 、伊藤 晃洋

独立行政法人国立病院機構 東京医療センター

在宅総合ケアセンター元浅草

Key words: 自宅退院、がんリハビリ、c-FAS

Key words: 廃用症候群、自宅退院、在宅サービス

【はじめに】当院は区西南部にある急性期病院である。平成 24

【はじめに】診療報酬改定により機能分化･強化と連携･在宅医療

年にがん拠点病院に指定され平成 27 年より緩和ケアセンターが

の充実が求められている今、急性期病院の在院日数は短縮傾向に

開設、当科でもがんリハビリ算定料を算定しがん治療へ一層力を

ある。そのため退院後の生活を見据えた支援の重要性は高まって

入れている。一般的にリハビリテーション（以下リハ）における

いる。今回、在宅生活困難と考えられたが在宅サービスを導入し

ＡＤＬの評価バッテリーとしては Barthel Index（以下 BI）
、FIM

在宅生活を再開･継続できているケースの訪問リハビリを担当し

等が使用されている。c-FAS とはがんに特化した身体機能評価尺

た。同様のケースに対して自宅退院の可能性を考える一助をなる

度であり 24 項目、合計 102 点で評価される。評価者やがん種を問

ことを目的に報告する。本症例報告は当院の倫理委員会の承認を

わず日常診療で使用可能でありまた良好な計量心理学的特性を有

得て行われ、対象患者には症例報告の趣旨を十分に説明し同意を

している為、臨床研究においても有用であることが示唆されてい

得た。

る。今回、がんのリハビリテーションの充実や向上を目的にがん

【対象】80 歳代男性、疾患は肺炎後の廃用症候群であり糖尿病を

に特化した c-FAS を導入し評価を実施、カルテより後方視的に動

合併している。急性期病院にて肺炎治療実施。肺炎は改善したも

向を調査したので報告する。

のの ADL 能力が著しく低下、臥床傾向となり褥瘡多発。妻は小柄

【倫理的配慮】当調査は当院倫理委員会の審査を受けている。

で介護力は高くない。急性期病院退院時、病院より妻との 2 人暮

【対象と方法】平成 28 年 4 月 1 日から 9 月 30 日の期間にがんの

らしは困難であるとの見通しを伝えられ介護付き有料老人ホーム

リハビリ依頼があった 42 名のうちデータに欠損のない 38 名を対

へ入所。約 1 か月で本人･家族の希望により自宅退院となった。

象とした。年齢、性別、がん腫、転帰先、c-FAS（リハ介入時、介

【経過】在宅生活再開にあたり本人･家族･Dr･SW･CM･PT 参加しリ

入後 2 週、終了時）から自宅退院群（以下 A 群）
、転院群（以下 B

ハビリテーション会議(以下リハ会議)を開催した。本人の身体状

群）
、死亡退院群（以下 C 群）の３群にわけて比較検討し動向を調

況を踏まえ褥瘡の改善と離床時間の確保を方針として関わること

査した。

とを共有しサービスを検討、訪問診療･訪問看護･訪問リハビリ･

【結果】男性 21 名、女性 17 名。そのうち A 群 26 名、B 群 8 名、

身体介護と福祉用具を導入することとなった。在宅生活開始時の

C 群 4 名である。平均年齢は 72.3 歳。c-FAS の合計点の変化を改

生活状況は Barthel Index(以下 B.I.)35/100 点であり、移動は車

善度とした。平均は A 群 8 点、B 群-6 点、C 群-42 点となり A 群の

椅子駆動、排泄はポータブルトイレを利用していた。身体機能は

方が優位に上昇している傾向があった。また、年齢、性別、がん

握力 19.0/15.0kg、股関節屈曲 MMT2、他下肢 MMT4、BBS25/56 点。

種に有意差は見られなかった。

訪問診療･訪問看護にて全身管理と褥瘡の処置等、
訪問リハビリに

【考察】A 群と B 群の改善度の違いは病期、入院前 ADL の自立度

て生活指導(ポジショニング等)、筋力増強訓練、動作練習、自主

が関係していると考えられる。A 群の中でも点数が低く推移して

トレーニング指導、介助指導、福祉用具検討を行った。3 ヶ月に 1

も自宅退院の転帰となるケースもある。それは病期や入院前 ADL

度のリハ会議にて課題の共有･サービスの見直しを行ないながら

の自立度の他に家族の協力性や入院中の医療ソーシャルワーカー、

PT として褥瘡状態･身体機能に応じて運動負荷を上げ、福祉用具

退院支援看護師の介入が関係していると考えられる。C 群は死亡

を調整しながら介入した。

退院のため、最終点数 0 となることから改善は見られなかった。

【結果】
排泄･食事以外ほぼ臥床して過ごしていた状態から介入開

今後はデータを集積しながら検討を重ねていき自宅退院や転院す

始 1 ヶ月後には半日以上の離床時間が確保され、1.5 ヶ月後には

る際のBIとの関係性を調査することによりc-FASの有用性を明確

褥瘡治癒しトイレでの排泄も定期的に実施できるようになる。生

化する事でがんに特化した共通バッテリーとして使用して行ける

活場面では提案した自主トレーニングを継続され活動量を確保、
3

と考える。また、今後院内スタッフ間や地域スタッフ、他職種連

ヶ月後には生活状況は B.I.60/100 点となり移動は歩行にて自立、

携に使用していくことも検討していきたい。

排泄は日中トイレ使用となる。身体機能は握力 22.0/23.2kg、下
肢 MMT4、BBS43/56 点へ向上。現在でも妻との在宅生活が継続でき
ている。
【考察】ADL 能力が低下し介護力が十分でない場合自宅退院が難
しくなることは多い。しかし、入院中より退院後の問題点を抽出
し課題を明らかにすること、多職種によるカンファレンスを実施
していくことには大きな意義があると考えられた。地域包括ケア
システムの充実が求められる。
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Ⅵ-1

Ⅵ-2

腹腔外圧を向上させたことにより跨ぎ動作能力を獲得した一症

底屈制限装具と踵補高付き底屈制限装具が過伸展膝を呈する脳

例～各関節運動の変化に着目して～

卒中患者の歩行時関節運動と筋活動に及ぼす影響

髙橋 慶倫、伊藤 貴史、堀 和将

遠藤 敦士 1)、小山 純平 1)、手島 志穂 1)、澤 広太 1)、

医療法人社団苑田会 苑田会リハビリテーション病院

中村 学 2)、末永 達也 1)

Key words: 跨ぎ動作、腹腔外圧、三次元動作解析装置

1)医療法人社団苑田会 竹の塚脳神経リハビリテーション病院
2)医療法人社団苑田会 花はたリハビリテーション病院

【目的】脳卒中片麻痺患者における日常生活で難渋する動作のひ

Key words: 脳卒中、装具療法、補高

とつに跨ぎ動作が挙げられる。脳卒中片麻痺患者における跨ぎ動
作には体幹機能が強く関与すると報告されている。近年、体幹機

【背景】
脳卒中患者への装具療法はエビデンスが示されているが、

能の評価として腹腔外圧が注目されている。
跨ぎ動作については、

歩行パターンの多様性により、装具の設定については統一した見

臨床場面での評価が難しく、動作の可否にとどまっている現状が

解が得られていない。この歩行パターンの一つに、立脚相に膝関

ある。今回、退院予定である自宅に段差が散在する脳卒中片麻痺

節の過伸展を伴う Extention Thrust Pattern(以下 ETP)があるが、

患者に対して、Threshold PEP を用いた呼吸練習を行うことで腹

筋活動や関節運動の観点から装具の適応を示した報告は少ない。

腔外圧が向上し、跨ぎ動作時の各関節運動にも変化を認めたため

そこで本研究は ETP を呈する脳卒中患者に対して、底屈制限装具

下記に報告する。尚、ヘルシンキ宣言に基づき、今回の症例報告

と踵補高付き底屈制限装具を使用した際の歩行時の関節運動と筋

をする趣旨を説明し同意を得た。

活動を正常歩行と比較し、装具の選定基準確立の一助とする事を

【方法】
対象は左視床出血後121病日経過した80歳代男性である。

目的とした。本研究は、平成 28 年度医療法人社団苑田会倫理委員

介入方法は平行棒内にて非麻痺側で支持させ、片側ずつ下肢を挙

会の承認(承認番号 41 号)を得て実施した。

上し、片脚立位を保持させる。その際、Threshold PEP（philips

【方法】対象は健常成人 8 名と、ETP を呈した脳卒中患者 7 名と

社製）を 5mmHg の抵抗負荷に設定し、5 秒間の継続した努力性呼

した。測定は 3ｍの歩行路で行い、フットスイッチとデジタルカ

気を 10 回×3 セット両側行う課題とした。介入期間は 10 日間と

メラ(IXY190、CANON 社製)を使用して、関節角度と筋電図を歩行

した。効果判定は、跨ぎ動作の評価として、跨ぎ動作を 6 回行い、

周期と同期させた。関節角度と筋電図はフィードバックロガ(DKH

失敗回数と腰椎・股関節の動作解析を三次元動作解析装置(酒井医

社製）にて測定した。測定関節は膝関節と足関節とし、荷重応答

療社製、myo motion:以下 MYO)にて行った。動作解析として、麻

期の膝関節最大屈曲角度(膝屈曲角度)と、立脚相の膝関節最大伸

痺側下肢先行での跨ぎ動作における麻痺側踵離地から麻痺側足尖

展角度(膝伸展角度)および足関節最大背屈角度(足背屈角度)と、

が達する最高点までとした。体幹評価として、腹腔外圧を立位に

それぞれの歩行周期における時期を測定した。測定筋は前脛骨筋

て水銀血圧計と腹帯を用いて測定した。その他の評価として、

と腓腹筋内側頭とし、
1 歩行周期の筋電積分値を 100％として正規

Functional Balance Scale（以下 FBS）
、端座位にて下肢荷重率と

化し、荷重応答期と単脚支持期の％筋電積分値を測定した。脳卒

膝関節伸展筋力（アニマ社製 μTasF-1 を使用）を行った。

中患者の測定は装具なし、底屈制限装具着用(装具条件)、踵補高

【結果】10 日間の介入において、転倒リスクとなる跨ぎ動作の失

付き底屈制限装具着用(踵補高条件)の 3 条件とした。底屈制限は

敗回数は 3 回から 1 回へと減少した。腹腔外圧は 6 から 9.3mmHg

0°とし、踵補高は 2cm とした。統計処理は健常者(対照条件)を

へと向上した。動作解析として、股関節は屈曲 10.41°から

合わせた 4 群で、一元配置分散分析および多重比較を行った。統

12.63°、外転 10.43°から 14.16°、内旋 7.35°から 5.65°へ

計処理には統計ソフト R2.8.1 を使用し、有意水準は 5％とした。

と変化した。腰椎は屈曲 1.86°から 1.23°、側屈 4.67°から

【結果】一元配置分散分析と多重比較の結果、 膝伸展角度では装

6.73°、回旋 4.60°から 5.47°へと変化した。その他の評価に

具なし条件が踵補高条件・対照条件と比較して有意に大きかった。

ついては著明な変化を認めなかった。

足背屈角度では対照条件が装具条件・装具なし条件と比較して有

【考察】今回、10 日間の介入によって MYO の結果から、腰椎屈曲

意に大きかった。膝屈曲角度時期と膝伸展角度時期では踵補高条

減少と股関節屈曲増加により骨盤の後傾が減少し、腹筋群や股関

件・対照条件が、装具条件・装具なし条件と比較して有意に遅か

節屈曲筋群が働きやすくなったと考えられる。また、腰椎側屈・

った。荷重応答期の腓腹筋内側頭の％筋電積分値では踵補高条

回旋と股関節外転が増加したことから、胸椎や股関節との分離や

件・対照条件が装具なし条件より有意に小さかった。

随意運動、自制できる重心移動の幅が増えたと推察した。これら

【考察】ETP を呈する症例では踵補高付き底屈制限装具を使用し

の結果は、腹腔外圧と相関している腹腔内圧が向上し、体幹の深

た場合が最も正常歩行に近い関節運動をもたらす結果となった。

層筋が働きやすくなることで生じたと考えた。結果から、脳卒中

Mulroy らは、ETP を呈する症例は立脚相で膝関節を過伸展させ下

片麻痺患者における跨ぎ動作能力向上や転倒リスク軽減に対して、

腿の安定性を確保しているため、底屈制限装具が有効となり得る

呼吸練習よる腹腔外圧の向上が効果的な介入になると示唆された。

と述べている。
また Simonsen らはハイヒールが荷重応答期で内的
な膝関節伸展モーメントを増大させることを報告している。これ
らのことから ETP を呈する脳卒中患者の装具処方の際には、底屈
制限や踵の高さの設定を考慮する必要性が示された。
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Ⅵ-3

Ⅵ-4

失語症と運動失行、右半側空間無視、Pusher 現象を呈した片麻痺

方向転換動作の獲得に向けた新たなアプローチ～Four Square

患者に対する基本動作アプローチの経験

Step Test を応用して～

本村 和也

中村 恒太、木村 裕紀、伊藤 貴史

国家公務員共済組合連合会 三宿病院

医療法人社団苑田会 苑田会リハビリテーション病院

Key words: 高次脳機能障害、基本動作、介入順序

Key words: 方向転換動作、Four Square Step Test、
課題志向型アプローチ

【はじめに】失語症（以下、失語）
・運動失行（以下、失行）によ
り口頭指示が困難な症例や半側空間無視（以下、USN）
・Pusher 現

【はじめに】方向転換動作は日常生活で実行する機会の多い動作

象により介助量が増加した症例に対する理学療法介入は難渋する

であるが、転倒リスクの高い動作であるとの報告が散見される。

ことがある。各高次脳機能障害に対する介入報告は多数あるが、

方向転換動作は視覚を中心とした感覚機能や運動機能・認知機能

重複した高次脳機能障害に対する介入報告は散見される程度であ

など様々な要因が影響する複雑な動作であり、いまだ不明な点が

る。今回、失語・失行に加えて右 USN、Pusher 現象を合併した症

多いと報告されている。その為、方向転換動作の獲得に対する効

例に対して、基本動作の介助量軽減を図ることができたため考察

果的なアプローチを考案・実践することは極めて重要といえる。

を交えて報告する。なお、本症例の発表においては、家族に口頭

今回、方向転換動作に必要だとされるステップ動作に着目し応用

と文書にて説明し了承を得た。

的なステップ動作の評価であるFour Square Step Test(以下FSST)

【症例紹介】60 歳代男性、左中大脳動脈脳梗塞を発症、同日に tPA

をアプローチとして用いる事で方向転換動作の獲得に有効な手段

を実施した。第 2 病日よりリハビリテーションを開始した。初期

になると予想した。また、FSST に斜め方向のステップを加えた

評価時の Brunnstrom Recovery Stage（以下、BRS）は右Ⅱ-Ⅰ-

Modified Four Square Step Test(以下 MFSST)を用いる事でより

Ⅱであった。全失語であり、身体誘導での指示従命も困難であっ

有効なアプローチになると考えた。今回一症例に対しこれらのア

た。行為面では肢節運動失行・観念運動失行を認めた。Pusher 現

プローチの効果を比較・検討した結果、方向転換動作の改善に一

象は、網本らの Pusher 重症度分類にて 6 点と最重症であった。頸

定の効果が得られた為以下に報告する。

部左回旋しており、右空間への追視はなく、右 USN を認めた。基

【方法】対象は、心原性脳塞栓症により片麻痺を呈し、28 病日目

本動作は Pusher 現象の影響が強く、起居は重度介助、端座位保持

に当院へ入院された 60 歳代女性。

は中等度介助、起立・立位保持は右下肢にプラスチック短下肢装

縦横に十字に区切られた 4 区間をできるだけ早くステップし、往

具と膝伸展装具を使用して二人介助、移乗も協力動作がなく二人

復する速度を計測する評価の FSST と FSST に斜め方向のステップ

介助を要した。

を加えた MFSST を方向転換動作の獲得を目指す新たなアプローチ

【経過】介入初期は Pusher 現象の改善を目的とし、非麻痺側への

として考案・実践した。介入は、歩行訓練・ステップ訓練を中心

寝返り・側臥位保持、座位での OnElbow 保持練習、壁支持での立

とした介入を行う A 期、FSST をステップ練習として介入を行う B

位・歩行練習を開始した。第 15 病日頃より、座位保持が見守りと

期、MFSST を行う C 期に分け各期 6 日間、1 日 40 分間の介入を実

なった。Pusher 現象の軽減後は失語・失行を考慮し、座位・立位・

施した。歩行機能評価として、方向転換動作による転倒予測の指

歩行など習慣的な動作を利用した介入を継続した。座位はリーチ

標として有用性が示されているジグザグ歩行テスト・10M Walk

練習、立位は SideCane を使用した起立練習、歩行は壁支持から手

Test・Timed Up to Go Test を測定した。上記の評価を 2 日毎に

すり把持へ移行した。第 22 病日より、起立動作が把持物を使用し

行い、A 期にて Celeration line(以下 CL)を算出し、直線を B・C

て軽介助となり、移乗動作練習を開始した。転院時(第 30 病日)

期に延長して直線との上下関係を二項分布確率にて比較した。
尚、

は BRSⅡ-Ⅰ-Ⅲ、身体誘導や状況理解での指示従命が一部可能と

有位水準は 5%とした。

なった。Pusher 重症度分類は 2 点と改善した。右 USN は残存した

【説明と同意】
本症例には今回の発表の趣旨を説明し同意を得た。

が、頸部右回旋する場面が増加した。座位保持は自立、立位保持

【結果】ジグザグ歩行テストが初期評価で 18.66 秒、最終評価で

は手すり把持にて見守りとなった。移乗は身体誘導にてアームレ

12.16 秒という結果となり、C 期のみ CL を下回り有意な改善が認

ストを把持し、軽～中等度介助となった。

められた。また、FSST は、初期評価で 31.28 秒、最終評価で 14.25

【考察】
重複した高次脳機能障害の中でも Pusher 現象が動作介助

秒と改善が認められた。身体機能には著名な改善は認められなか

量に与える影響は大きく、より優先的に介入したことで早期の介

った。

助量軽減に繋がった。寝返りや起き上がり、歩行といった基本動

【考察】今回、 MFSST による介入で方向転換動作の改善が認めら

作に対して、移乗動作は病前生活において実施が少なく、新規性

れた要因として、身体機能の改善が認められなかった点を踏まえ

の高い動作である。そのため失語・失行がある症例にとって、歩

ると MFSST は方向転換動作に必要だとされるクロスステップ・サ

行練習に比して移乗動作の難易度は高いといえる。今回移乗動作

イドステップの 2 つのステップを反復するアプローチでありこれ

の獲得を最終目標とし、介入順序を調整したことが早期の動作獲

らのステップ動作の運動学習を含め課題志向型アプローチとして

得に繋がったと考える。

作用した結果、方向転換動作の獲得に有意な改善が認められたと
考えられる。
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Ⅵ-5

Ⅶ-1

精神疾患を合併する脊髄損傷患者のリハビリテーション
1)

1)

2)

山中 裕司 、濱田 賢二 、石橋 雄介 、上薗 紗映

インソールの使用により立位・歩行バランスが改善した一症例
1)

佐藤 智仁、伊藤 貴史、遠藤 大

1)平川病院 リハビリテーション科

医療法人社団苑田会 苑田会リハビリテーション病院

2)秋津鴻池病院

Key words: インソール、重心動揺、バランス

Key words: 精神疾患、脊髄損傷、自殺企図
【背景】インソールの使用目的や効果はアライメント修正・感覚
【はじめに】本邦では自殺者問題は社会問題化しているが、精神

入力・筋活動の促進など様々な報告がなされ、各症状に適したも

疾患がある場合に回復期リハ病棟などへの転院も出来ず、十分な

のを処方している。しかし、膝関節の外反変形の特徴としてアラ

リハビリテーション（以下リハ）を受ける機会を逸してしまうこ

イメントの変化や疼痛・感覚情報の低下等の多くの病態について

とが多い。当院は精神科単科病院内でリハを行う環境を整えてお

報告がなされている。
複数の疾患を有し症状が多様化した際には、

り、精神科・身体科スタッフが協同して患者の治療に携わってい

適したインソールの処方は容易ではない。今回、人工骨頭置換術

る。今回、自殺企図による脊髄損傷（以下脊損）患者について先

を施行し術側膝 OA の疑いのある症例に対し、3 種類のインソール

行研究との比較検討を行い、若干の知見を得た為、報告する。

での効果を比較した。客観的評価に基づき本症例に最も適したイ

【倫理的配慮】本研究は当院倫理委員会の審査を受けた。

ンソールを選考した為、以下に考察する。

【方法】
2006年1月～2016年12月までの10年間に当院に入院し、

【方法】対象は、年齢 80 歳代女性で左大腿骨頸部骨折である。ま

リハを実施した脊損患者 10 名（男性 6 名・女性 4 名、平均年齢

た、FTA にて術側の関節角度が 172°と外反膝の疑いがある。使

44.3±16.7 歳）を対象に、後方視的観察研究を行なった。調査項

用するインソールは刺激量の増加を目的とした前足部に凸部のあ

目は年齢、性別、精神疾患分類、損傷高位、受傷から当院リハ開

るもの（以下、前足部）
、足趾把持力向上を目的とした母趾球・小

始までの日数、リハ開始時及び終了時 Functional Independence

趾球に凸部のあるもの（以下、足趾）
、アライメント改善を目的と

Measure（FIM）
、歩行獲得率、自宅退院率とした。また、年齢、性

した内側ソールウェッジ（以下、内側部）とする。なお、刺激部

別、精神疾患分類、損傷高位、歩行獲得率、自宅退院率について、

位・大きさ等は先行研究を基に設定を行った。評価として歩行能

浦上ら（2007 年）
、伊藤ら（2000 年）
、Stamatios ら（2014 年）の

力評価は 10m 歩行テストと TUG を用いた。
バランス能力評価は FRT

先行研究と比較した。
統計学的解析には Fisher の直接確率検定を

と重心動揺の測定を行った。重心動揺の測定は iPhone のアプリ

使用し、有意水準は 5％とした。

Gait Analysis pro を用いた。なお、各インソールを 2 日使用し、

【結果】精神疾患分類は、認知症・器質性精神障害 1 名、統合失

評価を行った後インソールを変更した。介入時間は統一して行っ

調症 5 名、気分障害 3 名、その他 1 名。損傷高位は C レベル 1 名、

た。

Th レベル 2 名、L レベル 7 名。受傷から当院リハ開始までの日数

【説明と同意】本症例及び、ご家族様には今回の発表の趣旨を説

は 255.4±543.6 日、FIM は開始時 64.3±25.7 点、終了時 99.0±

明し同意を得た。

19.5 点。歩行達成率は 80%、自宅退院率は 40%であった。先行研

【結果】歩行能力評価ではケイデンス(前足部：115.1 歩/分 足

究との比較では、年齢は伊東らの報告と比較し有意に高齢であり

趾：132.3 歩/分 内側部：120.9 歩/分)・TUG 左周り/右周り(前足

（p＜0.05）
、損傷高位は浦上らの報告と比較し分布に有意な差を

部：20.3 秒/17.5 秒 足趾：16.3 秒/18.2 秒 内側部：16.6 秒/20.6

認めた（p＜0.01）
。歩行獲得率は浦上らの報告と比較し有意に高

秒) ・重心動揺(前足部：縦2.8cm 横3.2cm 足趾：縦2.4cm 横2.1cm

く（p＜0.01）
、自宅退院率は伊藤らの報告と比較し有意に低かっ

内側部：縦 2.5cm 横 2.6cm)にて足趾のインソールで良い結果とな

た（p＜0.05）
。

った。バランス評価の FRT(前足部：15cm 足趾：15cm 内側部：15cm)

【考察】先行研究の 2 報告に関しては脊損治療に長けたリハ病院

では インソール間で差は認めなかった。

であり、1 報告については大学病院であることを踏まえると、社

【考察】
足趾のインソールにおいて最も高い即時効果が得られた。

会的背景による退院先の制限はあるものの、歩行獲得率は、遜色

感覚器官が最も多いと報告されている 2 点のみに刺激を与えたた

のない結果が得られており、精神科単科病院である当院でも精神

め、バランス不良に対する筋活動の変化を促した可能性がある。

科・身体科スタッフが協同してリハを行うことで良好な結果が得

結果から歩行能力テストや歩行中の重心動揺において改善が認め

られていると考える。

られた。FRT では改善が認められず、健側で代償した可能性があ
る。FRT と比較し歩行では術側の支持が必要になるため、歩行テ
ストで改善がみられたことから患側での機能が改善されたと予測
される。本症例では前足部への荷重が不十分ではあるができてい
るということと足趾への荷重経験が少なかった。アライメント修
正や感覚入力よりも筋活動を促せる足趾のインソールが効果的だ
ったと考えられる。
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Ⅶ-2

Ⅶ-3

人工膝関節置換術後患者に対する Virtual Reality の使用経験：

ラグビー選手の反復性肩関節脱臼に対し、Remplissage 併用

シングルケースシリーズ

Bankart 修復術を施行した一症例

田澤 智央、美﨑 定也、古谷 英孝、山口 英典、藤澤 俊介、

小尾 尚貴 1)、勝又 哲 1)、山田 祐子(MD)2)、平田 正純(MD)2)、

杉本 和隆（MD）

竹内 大樹 3)、青山 倫久 3)

苑田会人工関節センター病院

1)都立大整形外科クリニック スポーツ関節鏡センター

Key words: 人工膝関節置換術後患者、Virtual Reality、

リハビリテーション科

バランス能力

2)都立大整形外科クリニック スポーツ関節鏡センター 整形外科
3)アレックス メディカルリサーチセンター

【はじめに】人工膝関節置換術（Knee Joint Replacement: KJR）

Key words: 反復性肩関節脱臼、コリジョンアスリート、

患者の転倒発生率は在宅高齢者のものと同等であったと報告され

Hill-Sachs Remplissage

ており、
転倒予防を目的とした介入も必要と考える。
近年、
Virtual
Reality（VR）がリハビリテーションに応用されている。転倒歴が

【はじめに・目的】肩関節脱臼は、コリジョンアスリートにおい

ある高齢者に対して VR を用いた介入は、
自宅で行う転倒予防体操

て多く発生するスポーツ外傷である。低侵襲手術法として関節鏡

と比べてバランス能力を改善させた上、転倒回数も減少させたと

視下 Bankart 修復術（ABR）が報告された。しかし、コリジョンア

報告されている。今回、KJR 患者に対して VR を使用した経験を、

スリートにおいて再脱臼率が高い。そこで、近年コリジョンアス

安全性、実用性の観点も含めて報告する。

リートに対し ABR の補強処置として Hill-Sachs Remplissage
（HSR）

【症例紹介】症例 A は 70 代女性、術後 3 ヶ月経過、症例 B は 70

が報告されているが術後リハビリに対する報告は少ない。今回コ

代女性、術後 5 ヶ月経過、症例 C は 60 代女性、術後 3 ヶ月経過し

リジョンアスリートの反復性肩関節脱臼に対し Remplissage 併用

た者であった。症例には、介入内容を十分に説明し、同意を得た。

ABR を施行した一症例の術後リハビリ経過を報告し、今後の

【介入方法】
全例に対して通常リハビリテーション 40 分間に加え

Remplissage 法における術後リハビリ内容を検討する。

て VR を用いた介入（VR リハ）を 15 分間行った。VR リハは、頭部

【説明と同意】ヘルシンキ宣言に沿って本症例に発表の目的を説

に装着するヘッドマウントディスプレイと両手で持つコントロー

明し同意を得た。

ラを用いて、モニター上の前方から移動してくる無数のボールに

【患者情報】20 歳、男性、大学ラグビー選手。

対してコントローラをリーチして触れるゲームである。ゲームは

【現病歴】ラグビーの試合中、左肩関節外転外旋強制され初回脱

立位にて 1 回１分間行い、休憩を挟みながら 5 回反復させた。ゲ

臼し以降反復するように脱臼。MRI 撮影し Bankart 病変認めた。

ームプレイ中、
症例には前後左右へステップする動きが伴うため、

同年 9 月 HSR を加えた ABR 施行。

理学療法士が近位見守りをした。測定項目は、VR リハ中の気分不

【術前評価】
Anterior Apprehension test、Load&Shift(前方)test、

快の有無、介入前後の Timed Up and Go test(TUG)、Four Step

O’Brien test、 Relocation test において陽性所見を認めた。

Square Test(FSST)、Star Excursion Balance Test 前方リーチの

肩関節屈曲 180°、2nd 外旋 80°、2nd 内旋 80°。 日本整形外科

み（SEBT）
、内省報告とした。統計解析は、記述統計とし、症例 3

学会肩関節疾患治療成績判定基準 83 点。

名のそれぞれの値を当院の患者データと比較した。

【理学療法経過】術後早期は、ADL 指導、肩甲帯リラクゼーショ

【結果】全例において、VR リハ中の気分不快や転倒はなかった。

ン施行。術後 2 週より装具除去し、上腕骨頭の前方偏位に留意し

TUG において、症例 A（介入前/介入後）
：9.6/10.1 秒、症例 B：

肩関節可動域拡大を図った。筋力は術後 3 週から等尺性収縮で外

10.8/8.9 秒、症例 C：11.3/9.3 秒、当院の患者平均値±標準偏差：

旋筋力強化を行った。
術後1 ヶ月、
肩関節屈曲165° 1st 外旋30°、

9.2±1.9、FSST において、9.1/8.7 秒、10.5/8.1 秒、8.9/7、5

2 ヶ月、屈曲 175° 1st 外旋 45°、3 ヶ月、屈曲 180° 1st 外旋

秒、8.0±1.8 秒、SEBT において 51.0/56.0cm、58.0/59.0cm、

60°であった。外旋筋力は、術後 1 ヶ月 MMT3、2 ヶ月 MMT5、3 ヶ

40.0/43cm、73.1±8.6cm であった。内省報告は、
「ボールを追い

月 MMT5 に向上し疼痛はない。

かけるのが楽しい。またやりたい。
」
、
「楽しかった。普段やらない

【考察】HSR は、Hill-Sachs 病変に棘下筋腱と後方関節包を上腕

動きだわ。
」
、
「ヘッドマウントディスプレイが暑苦しい。
」であっ

骨頭に充填し、Hill-Sachs 病変を埋める術式である。同時に上腕

た。

骨頭陥没部位を埋め、さらに動的に上腕骨頭の前方偏位を抑制す

【考察】今回、KJR 患者のバランス能力に対する VR の効果を検証

る。Zhu らは従来の ABR と比較し Remplissage 法は外旋可動域制

したが、明確な効果を認めることができなかった。準備時間や設

限が生じやすいと報告している。術後 3 ヶ月の肩関節可動域屈曲

置場所を要する点も懸念された。しかしながら、KJR 患者に対し

180° 1st 外旋 60°と順調な肩関節可動域獲得に至った。要因と

て、有害事象はなく、前向きな感想も得られた。今後は介入の実

して、術前肩関節可動域が獲得されていた事、術後早期の装具除

施条件を見直し、再検討する予定である。

去、装具除去後より上腕骨頭の前方偏位に留意し早期関節可動域
練習を実施した事だと考える。また棘下筋腱と後方関節包を固定
していることで、外旋筋力が有意に低下することも報告されてい
る。そのため、術後早期から等尺性収縮で外旋筋力強化を実施し
術後 2 ヶ月で MMT5 に向上した。今後、競技復帰に向けアスレティ
ックトレーニングの実施を行うことを予定している。
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Ⅶ-4

Ⅶ-5

下行性疼痛抑制機構を加味し、温熱療法を併用した肩関節周囲炎

転倒恐怖感を抱いた患者に対して，身体機能･自己効力感･身体活

の一症例

動量の相互循環を考慮した一症例
1)

大塚 早智子 、三宅 英司

1)

、 門馬 博

2)

口石 健悟、中﨑 秀徳

1)医療法人社団永生会 永生クリニック

医療法人社団苑田会 苑田第二病院 リハビリテーション科

2)杏林大学保健学部理学療法学科

Key words: 身体機能、自己効力感、身体活動量

Key words: 肩関節周囲炎、温熱療法、下行性疼痛抑制機構
【はじめに】転倒経験のある高齢者は恐怖感により活動を控えよ
【はじめに】肩関節周囲炎に対し器質的・機能的側面から介入す

うとする傾向がある。その為身体活動量が低下し身体機能の低下

る報告は多くみられる。今回、疼痛に加え強い防御性収縮を認め

も起こりADLやQOLの低下を招くと報告されている(古賀ら、
2013)。

た肩関節周囲炎に対し、下行性疼痛抑制機構を加味し温熱療法を

今回、転倒により腰椎圧迫骨折と下肢の骨折を受傷し、転倒恐怖

併用した結果、症状改善を認めた症例を経験したので報告する。

感の訴えの強い症例に対し、身体機能･自己効力感･身体活動量の

【症例紹介】50 代女性の専業主婦。孫の世話をする中で左肩関節

相互循環を考慮した理学療法アプローチを実施したことで転倒恐

に疼痛が出現。疼痛出現後 5 か月間は整体にて加療するも改善を

怖感の改善や ADL の向上に繋がった為以下に報告する。

認めず当クリニックを受診。MRI にて左棘下筋部分損傷、左肩峰

【症例紹介】本症例は、転倒により第 1 腰椎圧迫骨折と右腓骨遠

下滑液包炎が認められ、左肩関節周囲炎と診断された。ヒアルロ

位端骨折、第 2、3 中足骨骨折を受傷した症例である。腰椎圧迫骨

ン酸注射の施行と同時に理学療法(以下 PT)を開始した。発表にあ

折に対しては椎体形成術を施行、下肢の骨折では保存療法となっ

たり、本症例には学術大会での公表に関して同意を得た。

た。病前では、転倒や転倒未遂などは 1 日を通して数回あったこ

【理学療法介入】介入初回(発症約 5 か月後)は左頸部から肩、上

とを聴取した。理学療法評価は、疼痛は右足部に荷重時痛(NRS3)

腕外側にかけての安静時痛・夜間痛の訴えが強く(NRS:10)、血圧

があり、ROM-T は右足関節背屈 5°、MMT は体幹筋群･右前脛骨筋

(以下 BP)は 157/92mmHg で夜間不眠の訴えがあり、肩関節可動域

3、右殿筋群、右下腿三頭筋 2 であった。立位では左下肢荷重優位

測定が困難な程の防御性収縮を認めた。介入 2 回目(PT 開始 2 週

でありバランス能力は FRT7。5cm であった。 ADL は Bathal

目)までは日中や就寝時のポジショニング指導を行うも変化はな

Index(以下 BI)50 点で歩行や階段で減点。自己効力感は、日本語

く、依然として強い防御性収縮を認めた。介入 3 回目(PT 開始 3

版Fall Effiicasy Scale(以下FES)を用いて21点、
身体活動量は、

週目)より筋緊張軽減を目的とした温熱療法(ホットパック)を開

International Physical Activity Questionnaire(以下 IPAQ)を

始。介入 4 回目(PT 開始 3 週目)より疼痛の改善を認め(NRS:6、

用いて、Category1 Low であった。

BP:146/99mmHg)、
可動域測定が可能な程度に防御性収縮が軽減し、

【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づいた説明と同意を得た上で

左肩関節可動域は屈曲 115°であった。その後、疼痛が再燃

実施した。

(NRS:10、BP140/93mmHg)したが、以降の介入で運動療法と温熱療

【理学療法アプローチ】
機能障害に対し運動療法を実施しながら、

法を併用し、介入 16 回目(PT 開始 12 週目)で疼痛は軽減(NRS:1、

動作の成功体験、終了時に振り返り、週末に FES を実施し自身の

BP:136/84mmHg)し、可動域制限(屈曲 130°、外旋 50°)が主訴と

変化に気づくなど自信度を高めることを実施した。また身体活動

なった。介入 27 回目には可動域の左右差は改善し疼痛も消失

量の向上目的で、リハビリテーション（以下リハビリ）以外の時

(NRS:0、
BP:115/62mmHg)。
計 28 回の介入を経て PT 終了に至った。

間に自主トレーニングとして歩行や筋力増強練習を実施した。

【考察】本症例は棘下筋部分損傷や肩峰下滑液包炎による炎症に

【治療結果】最終評価では、荷重時痛は消失、ROM-T は右足関節

加え、日常生活動作などによる侵害刺激が原因で強い防御性収縮

背屈 20°、MMT は体幹筋群･右前脛骨筋 MMT4、右殿筋群、右下腿

を伴い、運動療法開始に難渋したと考えた。防御性収縮が出現し

三頭筋 3 と改善した。右下肢への全荷重も可能となり、バランス

たのは、断続的な侵害刺激が扁桃体に伝達され、海馬との機能的

能力は FRT31。0cm となった。ADL は BI90 点で歩行は自立となっ

連結が強化し、痛みの不快情動が記憶(動かす＝痛い)された結果

た。自己効力感は FES38 点となり転倒恐怖感の訴えは減少した。

ではないかと考えた。また、疼痛ストレスによるセロトニン分泌

身体活動量は IPAQ で Category2Modelate となった。

低下は下行性疼痛抑制機構の機能不全を起こし、疼痛増悪の助長

【考察】自己効力感と FRT などのバランス能力の指標に相関があ

や自律神経系への影響による高血圧・夜間不眠を誘発したと考え

る報告は多い。
本症例も足関節底屈筋力向上が FRT 改善に繋がり、

た。今回、血圧・夜間不眠の改善が認められたことから、温熱は

バランス能力の改善が自己効力感を向上させたと考える。また、

快刺激として下行性疼痛抑制機構の活性化に作用し、疼痛改善に

自己効力感に対してもアプローチをすることで、動作に対する自

伴う防御性収縮の軽減を図り、運動療法開始に有効であったと考

信度をさらに高めることができ、転倒恐怖感の減少に至り自己効

えた。

力感が向上したと考える。こうした自己効力感の向上は身体機能

【おわりに】
身体機能的側面のみならず、
バイタルサインなど様々

や身体活動量にも良い影響を与えることが考えられた。

な視点から疼痛を推察する事が大切であると考えた。
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Ⅷ-1

Ⅷ-2

リハビリへの拒否行動が見られる患者への応用行動分析学的介

脳卒中片麻痺患者に対する体重免荷式トレッドミルを用いた歩

入の試み

行練習が歩行速度の向上につながった一症例

佐藤 雅文

菅原 慎太郎、熊崎 真人

医療法人財団逸生会 大橋病院

IMS グループ イムス板橋リハビリテーション病院

Key words: 拒否行動、失語症、応用行動分析学

Key words: 片麻痺、体重免荷式トレッドミル、歩行速度

【目的】全失語を伴った心原性脳梗塞後の症例に対し、リハビリ

【はじめに】
脳卒中ガイドライン 2015 において脳卒中片麻痺患者

室での理学療法介入を試みようとした際、拒否行動が続くため、

の歩行能力改善に対して、歩行や下肢訓練量を増加させることは

円滑な車椅子移乗とそれに伴うリハビリ室での理学療法介入を目

グレード A と高く推奨されている。そのため日常生活(以下、ADL)

的に、応用行動分析学的思考を用いて介入し、結果と考察を含め

場面での歩行機会の確保は重要と考える。本症例は発症後約 4 ヵ

て報告する。

月にて 4 点杖歩行で監視レベルとなったが、3 動作揃え型のため

【症例紹介】70 代男性。α日：心原性脳梗塞を発症、α日+7 ヶ月：

歩行速度が低下し、病棟 ADL への歩行導入が困難であった。本症

当院に加療目的にて入院。右片麻痺は Brunnstromstage 上・下肢

例に対して体重免荷式トレッドミル歩行練習(以下、BWSTT)を 2

stageⅡ、失語症を呈しており、状況理解困難な様子から ADL 全介

週間実施した結果、2 動作前型歩行の獲得により歩行速度が増加

助(BI：0 点)。言語表出困難であり、高次機能評価は失語症の影

し、ADL への歩行導入に至ったため報告する。

響により精査困難。拒否行動として、血圧測定や車椅子への移乗

【説明と同意】本発表を行うにあたりヘルシンキ宣言に則り、本

介助に対し、叩く動作や払いのける動作などが見られた。

人から紙面にて同意を得た。

【方法】1)ターゲット行動の明確化、2)嫌悪刺激の除去、3)先行

【方法】50 歳代女性。診断名は左視床出血。28 病日目に当院へ転

刺激の整備、4)後続刺激の整備を行った。1)ターゲット行動は「円

院。発症から 4 ヵ月後、Brunnstrom Recovery Stage 上肢Ⅱ、手

滑な理学療法の参加」とした。家族 HOPE である車椅子座位保持時

指Ⅱ、下肢Ⅲ、表在感覚と深部感覚は軽度鈍麻であった。歩行は

間の確保や関節拘縮の予防改善を図るため設定した。2)嫌悪刺激

四点杖と短下肢装具を使用し、3 動作揃え型で約 20m 可能であっ

の除去は「本人の生活リズムを崩すことを回避」とした。家族や

た。しかし歩行速度の低下により、トイレに間に合わず失禁して

入院前サマリーから背景を知り、生活リズムを把握した。3)先行

しまうなど ADL での実用的な歩行が困難であった。BWSTT を実施

刺激の整備においてのルールの教示は、
「本人が嫌がる時は無理に

するにあたり、7 分間 2 セットを一回とし、免荷量は 40％から開

せず、
以前から好きであった TV 鑑賞が終わったらリハビリを実施」

始して徐々に減少させた。トレッドミルの速度は前型歩行が可能

と設定した。4)後続刺激は、拒否行動なく車椅子移乗できた際、

で最も早く歩けるものとし、徐々に増加させた。 10m 最大歩行速

笑顔で握手を交わすことで賞賛した。その他、医療スタッフの協

度及び歩数と歩行率を BWSTT 介入前後の結果で比較した。

力を仰ぎ、目的行動が可能であった時は賞賛するよう統一した。

【結果】 10m 最大歩行速度 0.11m/秒、歩数 60 歩、歩行率 0.65

【説明と同意】今回は当院院長の承認を得た後、学術大会で発表

歩/秒であったが、2 週間の BWSTT を実施した結果、10m 最大歩行

を行う趣旨を本人と家族に口頭にて説明し、自由意思に基づく口

速度 0.19m/秒、歩数 36 歩、歩行率 0.69 歩/秒へと改善した。

頭による同意を家族から得た上で介入を実施した。個人情報は厳

【考察】本症例は運動麻痺による随意性低下と感覚障害により、

重に保護し、個人が識別できない形とし適切に保管を行った。

歩行時の麻痺側立脚期の短縮から 3 動作揃え型の歩行パターンと

【結果】当院入院第 1 病日からリハビリ介入を開始し、第 8 病日

なり、歩行速度が低下していた。脳卒中片麻痺患者に対する BWSTT

から拒否行動認められる。
第 17 病日から応用行動分析学的介入開

は左右対称的な歩行パターンでの練習を促す特徴があるとの報告

始。第 22 病日より拒否行動の頻度軽減したため、第 26 病日、先

がある。本症例においても BWSTT による左右対称的な 2 動作前型

行刺激を行わずに介入するも、再び血圧計を振り払うなどの拒否

での歩行パターンの反復練習から、平地歩行に動作が反映された

行動見られる。第 28 病日、先行刺激を行い円滑に車椅子乗車可能

と考えられた。その結果として歩数の減少から歩幅の拡大が予測

となる。第 39 病日、車椅子が視界に入ると自ら柵を掴み、車椅子

され、10ｍ最大歩行速度の向上がみられたものと考察する。回復

方向に寝返ろうとされる。その後リハビリ室にて座位バランス練

期脳卒中片麻痺患者に対する BWSTT の治療効果については明確な

習行う。
第 45 病日より先行刺激を行わずに円滑な車椅子乗車およ

見解が得られておらず、実施期間や頻度、免荷量や速度の設定に

びリハビリ室での理学療法が可能となる。

関しても明確なエビデンスを得ることが難しい。本症例において

【考察】応用行動分析学は、個人の性格や心の内面の問題には着

は 2 週間での歩行速度の変化を認めている。歩行訓練量が重要視

目せず、患者を取り巻く環境要因を変化させることで行動の問題

される回復期脳卒中片麻痺患者のリハビリテーションにおいて、

に対応する学問である。本症例の場合、
「拒否行動をする人」と「ラ

BWSTT による歩行速度の向上が ADL への歩行導入を促し、歩行訓

ベルづけ」するのではなく、
「個人と環境との相互作用」という観

練量の確保から歩行能力改善の一因になる可能性が考えられた。

点から、意欲を高めるにはどのようにしたらよいかを分析するこ
とが、円滑にリハビリを行う上で重要なことだということを学ん
だ。
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Ⅷ-3

Ⅷ-4

スポーツ復帰を目指した ST 上昇型急性心筋梗塞患者に対する運

後期高齢心疾患患者に対する外来心臓リハビリテーションの効

動療法（症例報告）

果についての検討

1)

1)

1)

1)

大田 麻理乃 1)、西川 淳一 1)、福地 勇希 1)、鈴木 里奈 1)、

福地 勇希 、西川 淳一 、大田 麻理乃 、鈴木 里奈 、
1)

1)

2)

3)

三上 健太 、大瀧 侑 、今野 陽一郎 、上妻 謙(MD) 、

三上 健太 1)、大瀧 侑 1)、今野 陽一郎 2)、上妻 謙(MD)3)、

緒方 直史(MD)4)

緒方 直史(MD)4)

1)帝京大学医学部附属病院心臓リハビリテーションセンター

1)帝京大学医学部附属病院心臓リハビリテーションセンター

2)帝京大学医学部附属病院リハビリテーション部

2)帝京大学医学部附属病院リハビリテーション部

3)帝京大学医学部循環器内科

3)帝京大学医学部循環器内科

4)帝京大学医学部リハビリテーション科

4)帝京大学医学部リハビリテーション科

Key words: 心筋梗塞、呼吸性代償閾値、スポーツ復帰

Key words: 高齢心疾患患者、外来心臓リハビリテーション、

【はじめに】救命に成功した ST 上昇型急性心筋梗塞(STEMI)症例

治療効果

に対し、厳重なリスク管理下で呼吸性代償閾値(RC)強度を上限と

【背景】近年、増加傾向にある高齢心疾患患者（高齢患者）の多

した有酸素運動と高強度のレジスタンストレーニング(RT)を施行

くは低活動である事が多く、元々各種機能が低下しており、非高

した結果、運動耐容能に著明な改善を認め、スポーツ復帰を果た

齢患者とは異なる特徴を持つ。一方で高齢患者に対する退院後の

したため報告する。尚、倫理的配慮として対象者に対し発表の趣

心臓リハビリテーション（心リハ）の効果の特徴についての検証

旨を説明し同意を得た。

は十分なされていない。

【症例】41 歳男性。サッカーの試合中に胸部違和感を訴え心肺停

【目的】75 歳以上の後期高齢患者に対する心リハの効果の特徴を

止となった。

明らかにすること。

【臨床経過】試合会場で救命に成功し、当院へ救急搬送され STEMI

【方法】対象は、2016 年 1 月から 9 月までの間に当院の心リハプ

(CKmax2,012U/L、Killip1)の診断で緊急経皮的冠動脈インターベ

ログラムにエントリーした心血管疾患患者 61 例のうち、
本研究に

ンション(PCI)(左前下行枝#6:100%→0%(stenting))が施行された。

賛同が得られた 54 例(男性 39 例、平均年齢 70.3±12.2 歳、虚血

残存病変の左回旋枝#13:75%に対しては保存加療の方針となった。

性心疾患 26 例、心不全 6 例、心臓外科手術後 12 例、ASO10 例)。

血行再建後は当院の心筋梗塞後離床パスに沿って離床を進め、順

対象を 75 歳以上の患者 26 例(75 以上群)と 75 歳未満の患者 28 例

調な経過で 13 病日目に自宅退院となった。
退院後は週 3 回の頻度

(75 未満群)に群分けし、心リハ開始時と終了時に、身体機能(下

で 4 ヵ月間の医学的監視下運動療法（運動療法）と非監視下運動

肢筋力、握力、俊敏性(TUG))、運動耐容能(6MD)、体組成(体重、

療法が施行された。

BMI、体脂肪量、体脂肪率、骨格筋量、骨格筋率)、認知機能(MMSE)

【理学療法】退院後の運動療法の目的は、疾患再発危険因子のコ

を評価し、各項目の経時変化について両群間で比較検討した。ま

ントロールのほかに、
競技復帰に必要な運動耐容能の獲得(サッカ

た、患者基本情報(年齢、性別、診断名、心機能)についてカルテ

ー;7METs)とした。運動療法導入時のプログラムは、低強度の有酸

より後方視的に調査し比較検討した。本研究はヘルシンキ宣言に

素運動や自重を用いた RT とし、
非監視下運動療法も同様のプログ

基づき、対象者にはデータ使用について説明し、了承を得た。

ラムとした。発症後 1 ヵ月からの運動療法は、心肺運動負荷試験

【結果】両群間の患者背景には差を認めなかった。各群の身体機

(CPX)結果で得られた RC 強度を上限とした有酸素運動と 8～10RM

能、体組成、認知機能を心リハ開始時と終了時で比較すると、膝

強度の RT を導入した。
有酸素運動の種目はジョギングを取り入れ

伸展筋力と 6MD は両群共に有意な改善を認めた。TUG は 75 以上群

たインターバルトレーニングとし、RT の種目はウエイトスタッグ

で有意な改善を認めたが(7.6±1.3 秒→7.0±1.6 秒, p＜0.001)、

式マシーン上肢 2 種（チェストプレス、アッパーローイング）と

75 未満群では変化を認めなかった(5.9±1.8 秒→5.7±1.3 秒,

下肢 3 種（レッグプレス、レッグエクステンション、レッグカー

p=0.164）
。握力は 75 以上群では変化を認めなかったが(25.8±

ル）とした。運動療法施行中は、自覚的運動強度、血圧、心電図

7.6kg→26.4±7.4kg, p=0.105)、75 未満群では有意な改善を認め

波形などをモニタリングしてリスク管理を徹底した。

た(34.2±9.0kg→37.2±10.3kg, p＜0.001)。骨格筋量と骨格筋

【結果】運動療法導入時と 4 ヵ月後の各種データを比較すると、

率は両群共に有意な増加を認め、体脂肪量と体脂肪率は両群共に

体組成は体重が 81.2kg から 78.0kg へ、骨格筋率が 42.7%から

有意な減少を認めた。BMI は 75 以上群では変化を認めなかった

46.2%へ、体脂肪率が 24.7%から 18.1%へ改善した。身体機能は、

(23.1±2.4→23.2±2.4, p=0.409)が、75 未満群では有意な低下

握力が 40.1kg から 45.1kg へ、膝伸展筋力 4.08Nm/kg から

を認めた(24.7±4.0→24.4±3.6, p=0.029)。MMSE は 75 以上群で

6.42Nm/kg へ、6MD が 595m から 700m へ改善した。CPX 結果は、最

は有意な改善を認めたが(27.6±2.2 点→28.3±2.0 点, p=0.004)、

高酸素摂取量が 23.1ml/kg/min(予測値 82%)から 32.9

75 未満群では変化を認めなかった(29.8±0.6 点→29.9±0.3 点,

ml/kg/min(予測値 117%)へ、peak METs が 6.59METs から 9.41METs

p=0.089)。

と改善した。CPX 中や運動療法中の心応答に異常は認めなかった。

【結論】本研究から、心リハの効果は元々各種機能が低下してい

【結論】救命に成功した STEMI 症例に対し、厳重なリスク管理下

る 75 以上群でも、75 未満群と比較してほとんど遜色がないこと

で RC 強度を上限とした有酸素運動や高強度の RT を導入すること

が示唆された。一方で、75 歳以上群でのみ改善を認めなかった一

で、心事故を起こすことなく運動耐容能が著明に改善し、サッカ

部項目に対しては、対象の特徴に則したプログラムを再考する必

ー競技への復帰が可能であった。

要があると考えられた。

- 66 -

Ⅸ-1

Ⅸ-2

介護依存度が高く歩行が非自立な慢性脳卒中者に対して生活空

カンボジア救命救急センターで入院加療した重症くも膜下出血

間を拡大する介入方法の検討

症例

山根 佑典、山中 誠一郎、野口 隆太郎、及川 真人、

西尾 匡紀

水村 十寅、清水 夏生、馬袋 良悟

Sunrise Japan Hospital Phnom Penh、北原国際病院

医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院

Key words: 急性期、海外、くも膜下出血

Key words: 歩行自立度、生活への主体性、生活空間
【はじめに】昨年 Sunrise Japan Hospital がカンボジアに開院
【背景および目的】慢性脳卒中者の生活空間を示す指標として

した。当事業は医療法人社団 KNI が推進する試み、および日本政

Life Space Assesment（LSA）が多く用いられている。対象者の

府が提唱する成長戦略の一環である「病院まるごと輸出」を出発

LSA を高めるために歩行の自立度は重要な要素であるが、生活に

点としている。カンボジアは内戦の影響により人口 1 万人当たり

おける本人の主体性もまた重要である。生活空間拡大に対する介

の医師数は 1.7 人とアジアの中でも最低水準となっている。
一方、

入の方法については、対象者の回復過程によって異なる可能性が

近年の経済成長が続く中、経済的に中流層以上を中心に年間約 21

あると考えられる。今回、歩行が非自立な症例に対して、まず歩

万人が近隣諸国へ医療渡航している。その為、当院に求められる

行の自立度を十分に高めた上で、生活の主体性を高める関わり方

救急医療分野への期待は大きい。そこで今回は、当院で入院加療

が生活空間拡大の有益な介入方法になり得るのではと仮説を立て

し転帰が良好であった、重症くも膜下出血(以下:SAH)症例に関し

た。そこで本症例検討では、慢性脳卒中者の生活空間を改善させ

て報告する。

るために有用な介入方法について検証することを目的とした。

【症例紹介】70 歳代男性、診断名:SAH、現病歴:早朝に激しい頭

【症例紹介】
回復期リハビリテーション病院を 211 病日で退院後、

頸部痛を訴え、近医受診後に国立病院へ転送、その後、症状がさ

自宅復帰し、216 病日から外来リハを開始した 62 歳女性の脳梗塞

らに悪化したため、同日深夜に当院へ転送となった。入院時の

者。外来開始時の身体機能は、 Brunnstrom Stage Ⅳ、軽度感覚

WFNS:GradeⅣ、StressIndex(Glu/K):36 であった。

障害、下腿三頭筋の筋緊張亢進を呈していた。歩行能力は、最大

【同意】対象者と家族に発表について説明し同意を文書で得た。

歩行速度
（MGS）
が 0.2m/s、6 分間歩行距離
（6MD）
が 70m、Functional

【経過】
発症当日より 12 時間にわたる前交通動脈瘤に対する開頭

Ambulation Category（FAC）は 2 で自宅内歩行に軽介助を要して

クリッピング術を実施した。発症 2 日目より合併症予防と段階的

いた。
生活の主体性は乏しく、
自宅移動は家族に対して依存的で、

離床を目的とし理学療法を開始した。発症 6 日目に意識レベルが

LSA は 32 点と自宅内を中心とした生活であった。

低下、人工呼吸器管理となった。発症 10 日目、呼吸状態、意識レ

【説明と同意】
対象者には本研究の目的を口頭と紙面にて説明し、

ベルともに改善を認めたため人工呼吸器離脱した。その後、発症

同意を得たうえで実施している。

12 日目に水頭症、前大脳動脈領域にスパズムを認めた。意識レベ

【経過】介入期間は 6 ヵ月。外来開始から 3 ヵ月間は歩行自立度

ルと循環動態が安定せず状態に合わせ立位まで実施していた。発

の改善を主な目標とし最大歩行速度でのトレッドミル歩行訓練を

症 15 日目に意識レベルが低下し、再度人工呼吸器管理となった。

実施した。その結果、MGS は 0.32m/s、6MD は 107m、FAC は 4 に改

発症 23 日目に V−P シャント、頭蓋形成術を実施した。発症 25 日

善し、自宅内歩行が自立した。本人の主体性は、著明な改善がな

目、症状改善を認め人工呼吸器離脱した。同日より経口摂取開始

く、家族に依存的であることに変化はなかった。LSA は 34 点と僅

し、発症 30 日目には昼食全量摂取可能となったため、経鼻菅抜去

かに改善したが、生活空間の拡がりは乏しかった。そこで外来開

し 3 食経口摂取を開始した。FBS:4/56、MMSE:5/30、BI:15/100 で

始後 3 ヵ月目から 6 ヵ月目の 3 ヵ月間は、本人の主体性を高める

あった。発症 39 日目、身の回り動作見守りレベルで自宅退院とな

ために、本人に対する家族の介入頻度を段階的に下げるように関

った。退院後は訪問と外来にて介入を継続し、発症 60 日目での

わった。
その間トレッドミル歩行訓練は一部継続した。
その結果、

FBS:42/56、MMSE:22/30、BI:75/100 となっている。

MGS は 0.4m/s、6MD は 120m、FAC は 4 に維持された。本人の主体

【考察】当院では、施設や最新医療機材の導入に加え、運営や人

性に改善がみられ、夫と外食に出掛けることや、友人と外出する

材面でのサポートを含めた医療サービスの提供によって、現地の

機会を設けるようになり、LSA の値は 43 点に改善した。

医療水準の向上を目指している。本症例においても現地スタッフ

【考察】本症例において、まず歩行自立度を十分に確保したこと

へ必要な知識・技術などの指導を臨床現場で行ってきた。本症例

で、自宅内の移動が自立した。しかし、歩行自立度の改善だけで

では、早期介入と多職種連携により合併症を予防できたこと、急

は、LSA の改善が不十分であり、その後、本人に対する家族の介

変時に迅速な対応ができたことや家族の協力で活動量を維持でき

入頻度を下げるように関わることで最終的に LSA が改善した。こ

たことが、今までカンボジアで良好な転帰を得ることが難しかっ

のことから、歩行自立度の改善も生活の主体性を高める取り組み

た重症くも膜出血症例の早期自宅退院につながったと考えられる。

も LSA の拡大には重要であるが、生活の主体性を高める介入を行

本症例を通じ、カンボジアにおいて高水準の救急医療を実施でき

う前に歩行自立度を十分に確保することが、さらなる生活空間の

ることが示された。

改善に寄与すると考えられる。
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Ⅸ-3

Ⅸ-4

脳血管疾患患者に対する Motor Assessment Scale の有用性

回復期脳卒中者の屋外歩行中の躓きに対し下り傾斜を用いた体

小笠原 大、村田 祥子

重免荷トレッドミル歩行練習の効果

慈誠会練馬駅リハビリテーション病院

新井 健太、竹入 仁、太田 智裕、清水 夏生、野口 隆太郎、

Key words: 脳血管疾患、Motor Assessment Scale、

山中 誠一郎

Functional Independent Measure

医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院
Key words: 脳卒中、傾斜、体重免荷トレッドミル歩行練習

【はじめに】脳血管疾患の基本動作評価である Motor Assessment
Scale(MAS)は、理学療法診療ガイドラインにて推奨グレード A と

【背景、目的】脳卒中者のリハビリテーションにおいて再獲得を

されている。先行研究では、MAS と日常生活活動（ADL）の評価指

目指す動作を課題志向的にトレーニングすることが推奨されてい

標である Functional Independent Measure（FIM）の相関が報告

る。課題志向的なトレーニングでは難易度調整が重要であり、歩

されているが、MAS を使用した報告は 7 件と少ない。そこで本研

行難易度を調整したトレーニングとして体重免荷トレッドミル歩

究では、当院での MAS と FIM の相関の有無とそれぞれの回復推移

行練習(以下 BWSTT)が用いられ歩行速度、歩容の左右対称性の改

を明らかにし、回復期リハビリテーション（リハ）病棟での MAS

善が報告されている。しかし BWSTT は下肢の支持性を免荷量で調

評価の有用性を検討した。
【対象】2016 年 8 月 15 日～2016 年 12

整できるが、本症例において麻痺側遊脚期に躓きが生じ十分なト

月 29 日までに、脳血管疾患と診断され、当院回復期リハ病棟にて

レーニングを行えなかった。
今回 BWSTT に下り傾斜を組み合わせ、

リハを実施した者のみを対象とした。なお、未退院者や転院者は

振り出しの難易度調整を行いながら段階的に平地に近づけるトレ

対象外とした。本研究を行うにあたり、対象者に評価結果の使用

ーニングが屋外歩行中のトゥクリアランスへ及ぼす効果を検討す

方法を説明し、同意を得た。また、個人の情報が特定されないよ

ることを目的とした。

う倫理的に配慮した。

【方法】対象は右放線冠梗塞を呈した 61 歳女性。37 病日で回復

【方法】本研究では、基本動作評価は MAS、 ADL 評価は FIM を用

期リハビリテーション病院に入院後、57 病日屋内歩行自立。入院

いた。MAS は、
「寝返り」
「起き上がり」
「座位保持」
「立ち上がり」

時の下肢運動麻痺は Brunnstrom recovery stage (BRS) Ⅳ、認知

「歩行」の 5 項目を採用した。評価は入院時、1 か月後、退院時

機能は mini mental state examination30 点、プラスチック短下

とし、MAS5 項目の合計点と、FIM の運動・認知項目の各合計点、

肢装具と T 字杖を使用した歩行能力は functional ambulation

FIM 合計点の 3 つを算出した。相関性は peason の相関係数、回復

category (FAC) 3 点、最大歩行速度 (maximum gait speed；MGS)

推移は反復測定 1 元配置分散分析後、Tukey の多重比較検定を行

0.5 m/s であった。屋外歩行は 140m の屋外歩行路 (段差、不整地

った。有意水準は全て 5％とした。なお、解析には IBMSPSS

含むコンクリート舗装路)ですり足が 65 回と躓きが頻回であった

Statistics24 を使用した。

ため軽介助を要していた。
本症例に対し 54 病日からプラスチック

【結果】対象は、脳血管疾患 18 例（男性 10 例、女性 8 例、年齢

短下肢装具を使用した BWSTT を連続 35 日間実施。BWSTT の免荷量

77.89 歳±11.17 歳、在院日数 66.50 日±34.75 日）とした。MAS

は先行報告に準じて体重の 20%、速度は 0.3 m/s とし、1 日に 5

合計点の平均値は、入院時 22.11 点±7.81 点、1 か月後 24.50 点

分間を 4 回行った。下り傾斜は症例が躓かずに歩行可能であった

±7.29 点、退院時 25.28 点±7.13 点。退院時 FIM の平均値は、

最小勾配とし介入開始時は−3 %。速度と下り傾斜は歩行能力に合

運動項目 65.39 点±25.22 点、認知項目 24.61 点±7.05 点、合計

わせて調整し終了時では速度は 0.8 m/s、傾斜は 0°で実施。下

点 90.06 点±31.20 点であった。相関分析の結果、1 か月後の MAS

り傾斜を用いた BWSTT が歩行能力に及ぼす効果を明らかにするた

合計点と退院時の FIM 合計点に相関を認めた（r＝0.767）
。多重比

め、介入開始時と終了時の歩行能力(FAC、MGS、屋外歩行でのすり

較検定の結果、MAS の入院時と 1 か月後、入院と退院時に有意差

足と躓きの回数)を比較した。

を認めた。1 か月時と退院時は有意差を認めなかった（p＝0.523）
。

【倫理的配慮】
対象者には本研究の目的を口頭と紙面にて説明し、

FIM 運動項目、合計点はすべての時期において有意差を認めた。

同意を得た上で実施した。

FIM 認知項目は、
入院時と1か月後は有意差を認めず
（p＝0.087）
、

【結果】介入開始時と比較し介入終了時での下肢運動麻痺は BRS

1 か月後と退院時は有意差を認めた。

Ⅳで改善が認められなかった。一方、歩行能力は FAC 5 点、MGS 1.0

【考察】
脳血管疾患患者の回復期入院 1 か月後の MAS と退院時FIM

m/s に改善した。140m の屋外歩行路における屋外歩行はすり足の

が相関を示した。これより、回復期入院 1 か月後の基本動作能力

回数が 3 回、
躓きが 0 回に改善し、
最終的に屋外歩行が自立した。

の回復が、
退院時 ADL の予後に関与することが示唆された。
また、

【考察】屋外歩行でトゥクリアランスが不良であった回復期脳卒

早期に基本動作能力や ADL の予後を予測し、入院期間・退院先を

中者へ下り傾斜を用いた BWSTT を行った結果、屋内での歩行速度

踏まえた介入や支援を検討する上で、入院 1 か月後の MAS 評価が

が向上し屋外歩行でのトゥクリアランスが改善した。BWSTT での

有用であると推察された。

歩行難易度の調整手段として速度、免荷量だけでなく下り傾斜を
用いることは、より効果的な歩行練習を行える可能性が示唆され
た。
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Ⅸ-5

Ⅹ-1

受動的な注意課題により半側空間無視症状に改善を認めた一症

専門職との出会いの機会が学生生活と今後のキャリア形成に与

例～@ATTENTION を用いた分析～

える影響とその場の価値に関する報告

浅羽 祐太、越智 拓也（OT）
、酒井 克也、野口 隆太郎、

間藤 大輔

山中 誠一郎

NPO 法人 メディカル・リハビリテーション

医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院

Key words: 出会いの場、キャリア形成、学生生活

Key words: @ATTENTION、半側空間無視、受動的注意
【はじめに】NPO 法人メディカルリハビリテーションでは、専門
【はじめに】半側空間無視（以下 USN）は注意が向かないことが

職の学びの場に養成校の学生が参加することが卒前教育と卒後教

主たる症状とされ注意障害の影響が強いとの報告が多い。また、

育を繋ぐ懸け橋になるのではないかと考え、クラウドファンディ

ADL や機能回復を阻害しやすいとの報告も多く、注意障害の改善

ングという手法で、養成校の学生が無料で参加できる理学療法士

は機能回復を促進する上で重要である。注意は全般性注意と方向

（以下、PT）参加型プレゼンテーションイベント（以下、リアル

性注意に大別され、方向性注意は能動的注意と受動的注意に分類

臨床）を開催した。リアル臨床終了後に学生が卒前教育で抱えて

される。今回、近年注意機能を評価するために用いられている

いる課題とキャリア形成との関連性、リアル臨床が学生に与える

@ATTENTION を使用し、注意障害を分析すると共に受動的な注意課

可能性などについてアンケートにて調査を行ったのでその結果を

題（以下受動課題）で USN 症状と身体機能への変化を検証した。

報告する。

【症例紹介】対象は、右被殻出血により左片麻痺と左 USN を呈し

【方法】
対象者はリアル臨床に参加した 12 の養成校から集まった

た発症 26 病日の 70 歳代女性。意識レベルは JCSⅡ−20 であった。

25 名。対象者には、学生生活における不安の傾向を見る心理アセ

身体機能は BRS 下肢Ⅱ、感覚重度鈍麻、SIAS26 点、BBS1 点、FIM39

スメントである大学生活不安尺度（CLAS：college life anxiety

点であった。USN として線分抹消試験は全抹消、線分二等分試験

scale）を使用して学生生活の課題を検討した。CLAS は大学の日

は右に 10cm の偏位を認めた。@ATTENTION は、能動的な注意課題

常生活対する不安感（以下、日常生活不安）
、大学における単位や

（以下能動課題）は左側において見落としが少なく、受動課題は

試験に対する不安（以下、評価不安）
、
「不登校」や「中退」とい

左右共に見落としを多く認めた。よって、本症例は受動的注意機

った就学上の問題を生じさせる大学不適応感
（以下、
大学不適応）

能の低下が優位な無視症状であると推察した。Catherine Bergego

の 3 つの下位尺度で構成されており、
「はい」
「いいえ」の 2 件法

Scale（以下 CBS）は 22 点で左半身を忘れる等起居動作時に無視

で回答を得て、
「はい」の回答を 1 点として得点を評価した。あわ

症状が強かった。

せて①キャリア形成を考える上で PT との出会いの必要性、
②教員

【方法】方法は AB デザインとした。A 期は能動課題を加えた理学

や実習先を含む直接話を聞いたことのある PT の人数、
③教員や実

療法を行う基礎水準期とし、B 期は A 期での理学療法に、受動課

習先を含まない直接話を聞いたことのある PT の人数、
④キャリア

題を加えた操作導入期とした。受動課題は突然左側に通った人の

形成を考える上で何人の PT との出会いが必要か、
⑤リアル臨床が

服の色を答える等の課題とした。評価は A 期後、B 期後に実施し、

今後のキャリア形成に役立ったかをアンケートにて調査を行った。

項目はクレアクト社製@ATTENTION を用いた能動及び受動課題に

その上で、必要と感じる PT に会えている群（教員や実習を含む群

おける評価、線分抹消試験、線分二等分試験、生活場面での無視

を A1、含まない群を A2）と会えていない群（教員や実習を含む群

症状を評価する CBS とした。身体機能は BRS、SIAS、BBS、FIM で

を B1、含まない群を B2）に分け、CLAS との関係について Mann–

評価した。

Whitney の U 検定を用いて検討した。なお、統計解析には R-3.2.2

【結果】A 期後では、身体機能に変化はなく、線分二等分試験は

を使用した。

右へ 8cm の偏位が残存していた。@ATTENTION は受動課題で右側の

【説明と同意】アンケート実施に際しては、協力を中止しても何

見落としの数が減少したが左側における見落としの数に明らかな

ら不利益を被ることがないことの説明を行った。

変化はなかった。CBS も 21 点で変化はなかった。B 期後では、線

【結果】アンケートは 19 名からの回答があった（回収率 76%）
。

分二等分試験は右への偏位が 1cm となり改善があった。

A1 群と B1 群では CLAS では有意差は見られなかったが、A2 群と

@ATTENTION は受動課題で左側の見落としが無くなり、CBS も 14

B2 群では日常生活不安と評価不安の項目で B2 群が有意に高くな

点で改善があった。身体機能は BRS 下肢Ⅲ、SIAS29 点、BBS4 点、

っていた（P>0.01）
。またリアル臨床は 89％がキャリア形成に役

FIM42 点となった。

立ったと回答があった。

【考察】B 期介入で受動課題により無視側への反応性が向上し、

【考察】教員や実習先を含まない場合に、キャリア形成に必要な

CBS において左半身や左側の人に注意が向くようになったと推察

人数の PT に会えないことは、
大学生活を過ごすうえで不安要因が

された。以上から、方向性注意の視点からアプローチすることは

高まることが示唆された。
リアル臨床は学生と PT との出会う機会

練習及び生活場面における USN 症状の改善及び機能回復に有用で

でもあり、多くの学生もその価値を見出していることから、リア

あると考えられた。

ル臨床のような場は卒前教育と卒後教育を繋ぐプラットフォーム

【倫理的配慮、説明と同意】本研究は当院倫理委員会の承認を得

になる可能性を秘めているのではないかと考える。

て実施した。ヘルシンキ宣言を遵守し、対象者には本研究の目的
を説明し書面にて同意を得た。
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Ⅹ-2

Ⅹ-3

精神科内における嚥下チームのシステム構築についての一考察
1)

2)3)4)

上薗 紗映 、石山 寿子(ST)

高齢発症の重症筋無力症に対する ADL のマネージメント

2）

大和 諭志 1)、保苅 吉秀 1)、藤原 俊之(MD)2)

、平井 みつよ(DH) 、

熊倉 彩乃（DDS）4)

1)順天堂大学医学部附属順天堂医院

1)平川病院 リハビリテーション科

2)順天堂大学大学院リハビリテーション医学

2)平川病院

Key words: 重症筋無力症(Myasthenia Gravis: MG)、

3)国際医療福祉大学言語聴覚学科

ADL(Activities of Daily Living)、マネージメント

4)日本大学歯学部摂食機能療法学講座
Key words: 嚥下障害、経口移行、嚥下チーム

【はじめに】 重症筋無力症(Myasthenia gravis: MG)は、神経筋
接合部の刺激伝達が障害されて生じる自己免疫疾患である。近年

【はじめに】精神科内では高齢化が進み、地域移行が促進される

は、高齢発症の MG が増加傾向である。若年発症 MG の症状と違い

中でも身体合併症などにより地域移行が阻害されるケースが散見

はないようだが、高齢になると様々な病態を合併する頻度は高く

される。嚥下障害は身体合併症の中でも人間の根源的な欲求と栄

なるため重症化しやすい。さらに、加齢に伴うバランスや下肢筋

養摂取という生命維持に直結する機能の障害である。しかし、精

力などの運動機能の低下は ADL を阻害する要因となる。今回、高

神科内では嚥下障害に十分対応できず、誤嚥性肺炎発症や、経管

齢 MG 患者のトイレ動作獲得に向けて、効果的な介入を検討し、リ

栄養などに移行してしまうことも多い。当院では、2013 年より VE

ハビリテーションの視点から ADL を見据えて姿勢や運動のマネー

検査を導入し歯科医・歯科衛生士と言語聴覚士が連携して治療に

ジメントを実施した。その経過と結果に考察を加え報告する。

当たってきたが、2016 年よりさらにリハビリテーション科（以下、

【倫理的配慮、説明と同意】本報告は、対象者に学会等での使用

リハ科）全体との連携を密にするようにシステム構築を行ったの

について説明し、書面にて同意を得た。

でその効果について報告する。

【症例紹介】症例は 74 歳の男性。MGFA 分類は classⅢa で ADL は

【倫理的配慮】当調査は当院倫理委員会の審査を受けている。

自立していたが、日中トイレ以外はロッキングチェアにもたれて

【方法】変更前は全てが常勤言語聴覚士の裁量により動き、人依

屈曲姿勢で過ごす時間が長かった。
以前から首下りを認めており、

存型であった。変更後は歯科医、歯科衛生士、言語聴覚士、管理

頚部痛や四肢のしびれが増悪し、頚椎症性脊髄症の診断で緊急入

栄養士、内科医、リハ科管理者を嚥下チームとし、週 1-2 回のカ

院。第 3 頸椎椎弓切除術を行った翌日より理学療法(PT)開始。術

ンファレンスと検査食、連絡方法、実施方法などを整備し、間接

後第 10 病日目の握力は右 7／左 5kg。下肢筋力はストレングスエ

訓練は理学療法士・作業療法士、直接訓練は看護師にも診療を分

ルゴ 240（三菱電機エンジニアリング社製）で測定し右 17.8／左

配して行う形とした。嚥下チームのカンファレンスは原則リハ科

21.2N•m であった。この時点での主訴は「一人でトイレに行きた

で行い、必要に応じて理学療法士や作業療法士も自由に参加でき

い」だったが、移動は車椅子を使用しており、立ち上がりは軽介

る形とした。システム変更のあった 2016 年 4 月を境に 2015 年 4

助、トイレ移乗の方向転換や下衣操作の際は手すりなどにつかま

月～2016 年 3 月を変更前、2016 年 4 月～2017 年 12 月を変更後と

って実施していた。PT 場面での筋力強化練習やバランス練習と合

して、経口移行者数を比較した。調査項目は ST 処方箋数、摂食機

わせて自主練習メニューを提供し、機能改善を図ったが日常生活

能療法処方箋枚数（2016 年 10 月より）
、VE 実施件数、経口移行患

に汎化されにくい印象であった。そこで、日中の生活に体幹の伸

者数とした。

展要素を取り入れるため座位ポジショニングや歩行介助の方法を

【結果】変更前の処方箋枚数は 77 枚、摂食機能療法処方箋枚数は

紙面にまとめたものを作成して病棟と共有し、リハビリ時間以外

0 枚、VE 実施件数は 119 件、経口移行患者数 1 人であった。変更

の生活の管理を実践した。術後第 30 病日の転院時には、QMG score

後の処方箋枚数は 60 枚、摂食機能療法処方箋枚数は 13 枚、VE 実

は 18 点→11 点となり、握力は右 14／左 15kg、下肢筋力は右 31.0

施件数は 74 件、経口移行患者数は 11 人であった。

／左 28.4N•m に向上した。さらに、ベッドからトイレまでの移動

【考察】変更前は常勤言語聴覚士の力量に依存した実施方法にな

は見守り歩行が可能となり、下衣操作は手すりを使用せずに円滑

っており、他職種の機能が上手く生かされていなかった面があっ

に行えた。MG-ADL score は 5 点→2 点に改善した。

た。因果関係は不明であるが、その結果経口移行患者数は 1 人に

【考察】日本神経学会の MG 診療ガイドライン 2014 では、症状が

とどまっていた。一方、変更後は言語聴覚士が非常勤と新人とい

コントロールされている場合には日常生活に制限を加える必要は

う体制になったにも関わらず、経口移行患者数は大幅に増え、治

なく運動なども可能であるとされている。MG は運動の反復によっ

療成績は全体として向上していた。現在も言語聴覚士が不在の場

て筋力低下が生じる易疲労性があり、過労に注意するあまり活動

合や手が足りない場合は理学療法士・作業療法士が間接訓練を担

度が低下しやすい。本症例は合併症により、複合的な病態であっ

当するなどの連携を強化している。精神科では高齢化に伴う身体

たが病期を見極めて、段階的な筋力強化練習が機能改善には重要

合併症の増加は地域移行を阻む大きな問題として横たわっている

であった。また、運動と姿勢のマネージメントは理学療法士と看

ため、今後も取り組みを続けてよい良い診療体制を整えて行きた

護師等が情報を共有し、病棟生活を管理することで ADL 改善に有

い。

効であったと考える。
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Ⅹ-4

Ⅹ-5

東京都の後期高齢者における外来維持期リハ患者の実態把握

重症心不全症例のデイサービス導入に向けた訪問リハビリテー

光武 誠吾、石崎 達郎(MD、PhD、MPH)

ションの取り組み

医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院

山田 愛晃、古田 哲朗、渡辺 恵都子、岡山 大(MD)、

Key words: 外来維持期リハ、診療報酬改定、後期高齢者

鮫島 光博(MD)、堀部 秀夫、弓野 大(MD)
ゆみのハートクリニック

【はじめに】2018 年度の診療報酬改定では、標準算定日数を越え

Key words: 社会参加支援、活動調整、多職種連携

た要介護者に対する外来リハ(以下、外来維持期リハ)は、介護保
険サービス(通所・訪問リハ)への移行が検討されている。外来維

【はじめに】訪問リハビリテーション（以下、訪問リハ）は、利

持期リハ患者を受け入れることになる通所・訪問リハの提供量に

用者の希望に添いながら活動の拡大や社会参加に繋げるという役

余裕がないと、外来・外来維持期リハ患者の中には、将来、通所・

割を担っている。一方で重症心不全では、活動や社会参加自体が

訪問リハを利用できない者が現れる可能性が考えられる。本研究

病状悪化のリスクとなることがあるため、社会参加の実現には適

は、二次医療圏域別に外来・外来維持期リハ患者数と通所・訪問

切な活動量や方法の評価と、多事業所多職種での情報共有・連携

リハ提供量を比較し、外来・外来維持期リハからの移行患者に対

が不可欠となる。今回、重症心不全症例をデイサービス（以下、

する通所・訪問リハの受け入れ可能性の検討を目的とする。

デイ）へ繋げる取り組みを行ったのでここに報告する。

【方法】分析データは、東京都後期高齢者医療広域連合より提供

【症例】症例は 60 歳代男性、特発性拡張型心筋症を基礎疾患とし

を受けた 2014 年 8 月診療分の医科レセプトデータ(被保険者数

た慢性心不全患者で、今回の入院で僧帽弁・三尖弁形成術、両心

1,350,964 人)である。外来での疾患別リハと算定日数を越えた運

室ペーシング機能付植え込み型徐細動器留置術を実施した。
無職、

動器・脳血管疾患等リハを算定された 75 歳以上の者を対象者とし

妻との 2 人暮らし。自覚症状が非常に乏しく、病識・アドヒアラ

た。外来・外来維持期リハ患者数(A)を把握し、75 歳以上千人あ

ンスの低下あり。頑固で思ったことは突き通す性格であり、塩分・

たりの外来・外来維持期リハ患者数を二次医療圏域別に算出した。

水分過多、生活における過活動による心不全の増悪で入退院を繰

通所・訪問リハ提供量として、東京都の介護保険事業状況報告か

り返していた。本人の希望は、食べたいもの・やりたいことを我

ら、通所・訪問リハ利用者数(B)を把握し、65 歳以上千人あたり

慢せず好きなように過ごしたい、入院はしたくないであった。今

の通所・訪問リハ利用者数を二次医療圏域別に算出した。また、

回 3 回目の入院から退院した際に、活動量調整を目的に訪問リハ

現在の通所・訪問リハ提供量(B)に対する外来・外来維持期リハ患

を開始。退院時、NYHA 分類Ⅲ度、BNP1485、EF24％、身体機能は

者が移行した場合の通所・訪問リハの需要量(A＋B)の比を求めた。

SPPB6 点、MMT 上下肢 4、握力右 11・左 16kg、屋内歩行自立、屋

【結果】対象者数は 25,137 人(平均年齢齢 81.1±4.5 歳、男性：

外歩行見守りであった。訪問リハではリスク管理のもと、①生活

27.5％、医療負担 1 割：85.9%、外来リハ患者 95.1%)であり、運

活動の調整（活動練習、環境調整、活動日記）
、②利用者・家族へ

動器疾患リハを受けた者の割合が最も高かった(外来リハ患者

の啓発、
③運動療法を行った。
安定して生活が送れるようになり、

92.7%、外来維持期リハ患者 81.1%)。75 歳以上千人あたりの外来・

本人の希望でもあった、運動に特化したデイの利用を検討した。

外来維持期リハ患者数は全体で 19.0 人(西多摩 7.1 人～区西南

デイ導入にあたり、①デイでのサービス担当者会議の実施（病状・

26.7 人)だった。65 歳以上千人あたりの通所・訪問リハ利用者は

心不全増悪時の症状を看護師や介護スタッフへ伝達、実際に使用

全体で 11.5 人(島嶼 1.7 人～西多摩 22.7 人)だった。
現在の通所・

する機器や運動内容の把握、運動時の注意点の伝達）
、②情報共有

訪問リハ提供量に対する外来・外来維持期リハ患者が移行した場

方法の検討（連絡ノートの活用、状態悪化時等は FAX や電話にて

合の通所・訪問リハの需要量の比は、全体で 1.7 倍(西多摩 1.1

随時連絡）
、③活動量の調整（訪問リハでの負荷を上回らないよう

倍～島嶼 5.1 倍)だった。外来リハ患者のうち、要介護者の割合を

設定、病状悪化時は負荷や回数を制限、デイ翌日の体調確認およ

20％と仮定(A 市医療介護レセプトデータより)した感度分析では、

びデイへのフィードバック）を行った。

現在の通所・訪問リハ提供量に対する外来・外来維持期リハ患者

【考察】今回、訪問リハスタッフが実際のデイの現場でスタッフ

が移行した場合の通所・訪問リハの需要量の比は、全体で 1.2 倍

と連携することで、より具体的な活動量の調整を行うことができ

(西多摩 1.1 倍～島嶼 1.8 倍)だった。

た。顔の見える関係性の構築により継続的な情報共有も円滑に進

【結論】現在の通所・訪問リハ提供量では、外来リハ・外来維持

み、タイムリーな症状や活動量の評価が可能となったことで、過

期リハからの移行患者をすべて受け入れることは厳しいと推測さ

活動を予防しながらデイに通うことができた。活動量の評価は、

れる。

活動の量と質、バイタルサインや症状により行っているが、今後

【倫理的配慮、説明と同意】本研究は、東京都健康長寿医療セン

はより適切で客観的な活動量の評価・調整のために、活動量計を

ターの研究部門倫理委員会の承認を得て実施した。本研究のデー

用いた評価も行う必要があると考える。

タは匿名化されているため、被保険者に対し、直接的な利益・不
利益は生じない。

在宅では、医療職・介護職など多施設多職種のスタッフからチ
ームが構成される。そのチームの中で訪問リハスタッフは、医療
的側面と生活的側面との両者の幅広い視点での関わりが求められ、
医療と介護の架け橋としても非常に重要な役割を担っていると考
えられる。
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Ⅺ-1

Ⅺ-2

両足関節骨折を合併した高度肥満患者の CABG 術後に対する早期

多量の痰を有する肺癌患者と家族への指導～排痰法の習得を目

離床の取り組み

指して～

笹野 健、鳥海 拓磨、新井 康弘、小林 英美、髙橋 勇貴、

川原 一馬、千住 秀明、髻谷 満、山根 主信、角田 健、

木村 泰、橋元 崇

高尾 聡、大松 峻也、大野 一樹

地域医療振興協会 練馬光が丘病院 医療技術部 リハビリテーシ

公益財団法人結核予防会 複十字病院 呼吸ケアリハビリセンター

ョン室

Key words: 呼吸リハビリテーション、排痰指導、患者教育

Key words: 高度肥満、冠動脈バイパス術、早期離床
【はじめに】痰の多い患者は活動中に咳、痰、息切れが生じるこ
【はじめに】
肥満患者の開胸術後には呼吸器合併症を生じやすく、

とで ADL や QOL の低下が生じやすく、また感染を引き起こすリス

呼吸管理・早期離床が重要とされている。今回、右足関節骨折後

クが高くなる。それらを予防するために、日々の生活の中に自己

に左脛腓骨骨折を呈し、入院前から起立困難であった高度肥満者

排痰法を取り入れることが重要である。今回、多量の痰を喀出す

の冠動脈バイパス術(CABG)後の理学療法を経験した。起立・移乗

る症例に対して自己排痰法と家族による排痰介助を指導した結果、

動作が困難な症例に対して、呼吸器合併症の予防と早期の起立・

繰り返す痰の喀出による疲労の軽減と夜間の不眠を改善できた症

移乗動作の獲得を目標に介入した取り組みについて報告する。

例を経験した。本症例に実施した排痰指導と患者・家族への教育

【説明と同意】本報告は対象者に説明を実施し承認を得たもので

の取り組みについて報告する。

あり、ヘルシンキ宣言の原則を遵守し、プライバシー保護法に基

【倫理的配慮、説明と同意】今回症例報告を行うにあたり、ヘル

づき施行している。

シンキ宣言に基づき個人が特定できないように匿名形式で発表す

【症例提示】70 歳代男性。身長 164cm、体重 105.5kg、BMI39.2。

ることを本人へ説明し同意を得た。

既往は糖尿病、腎不全、脊柱管狭窄症。当院入院の半年前に右足

【症例紹介】70 歳台男性。主訴は咳、痰、労作時の呼吸苦、不眠

関節骨折を受傷。入院前生活は屋内を四つ這い、屋外を車椅子で

（連続 1 時間程度）
。ADL は全て自立。喫煙歴は 10 本/日×15 年。

移動。平成 28 年 11 月 X 日に車から自宅内へ移動する際に転倒し

X 年 2 月に肺癌と診断され、
X+1 年 5 月に抗癌剤の変更のため当院

て左脛腓骨骨折と診断されて入院。入院時の血液データは、

に入院となる。入院翌日より理学療法の介入を開始した。

HbA1c:7.8％、eGFR:20.9mL/min/1.73m²、BUN:35.2mg/dL、

【理学療法プログラム】入院中の理学療法は①コンディショニン

Cre:2.4mg/dL。
術前検査にて冠動脈 3 枝病変(#2:75％、
#6:100％、

グ（セラピストによる排痰、患者への自己排痰指導）
、②筋力トレ

#9:90％、#13:99％)と診断され、X+6 日に CABG を施行。左脛腓骨

ーニング、③持久力トレーニングを行った。また、外来では家族

骨折の治療は酸素化と腎不全の悪化のため保存療法となった。

への排痰介助の指導を併せて行った。

【経過】POD1（X+7 日）よりリハビリ開始。POD2 に人工呼吸器を

【結果】排痰指導前は咳、痰が多く、労作時の呼吸苦や睡眠不足

離脱して高流量酸素療法を開始し、4 人介助で端座位訓練実施。

があったが、本症例に自己排痰法を指導した結果、入院中に排痰

POD4 に無気肺を認め、介入時間外の体位ドレナージと 5 人介助で

法を習得し、18～30g の緑色膿性痰を喀出できるようになった。

の車椅子乗車を開始。POD7 より 3 人介助で移乗・起立訓練を実施

また、
自宅では自己排痰を生活スタイルに合わせたタイミング
（時

して車椅子乗車が 30 分可能。POD17 より無気肺が改善して酸素は

間帯、頻度）で実施したことにより、本症例は咳、労作時の呼吸

カヌラ 4L となり、車椅子乗車 2 時間可能。POD21 より室内気で酸

苦が軽減し、連続した睡眠時間が 4～5 時間に延長した。

素化を維持し、看護師介助で車椅子移乗可能。POD43 に転院。

【考察】本症例は四六時中慢性的に咳や痰の喀出があったが、特

【考察】高度肥満者は背臥位にて横隔膜の挙上と脂肪組織による

定の時間帯に自己排痰や家族の排痰介助が可能となった。日中の

胸郭可動域制限で無気肺を呈しやすい。さらに、両足関節骨折と

痰の喀出を集約することで、
排痰後の数時間は痰の喀出が減少し、

脊柱管狭窄症による身体機能の低下と糖尿病・腎不全の合併によ

咳嗽による疲労感や息切れ感の軽減、さらには夜間の不眠の改善

り術後の離床が遅延すると予想された。そのため、早期から多職

につながった。また、本症例は家族の協力があることで、自己排

種と連携して体位ドレナージと重度介助での起立・移乗訓練を実

痰の負担が軽減し、排痰を継続することができた。以上より、本

施して離床時間が延長したことで、呼吸器合併症の増悪予防と筋

症例にみられるように痰の多い疾患（肺 MAC 症、気管支拡張症、

力・持久力の増加による基本動作の介助量軽減につながったと考

慢性気管支炎など）には、自己排痰法の指導が必要であると考え

える。また、本症例は術前から糖尿病コントロールも不良であっ

る。

たため、退院後は心不全再発予防と転倒予防、身体活動量の増加
が重要であり、食事・運動療法の指導が必要であったと考える。
【まとめ】本症例は両足関節骨折と高度肥満により、1 人介助で
の早期離床が困難であった。そのため、多職種と連携して体位交
換や離床時間の延長を図り、呼吸器合併症の予防と基本動作介助
量の軽減につながった。術後の離床遅延因子が多い症例に対して
は多職種との連携が重要である。
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Ⅺ-3

Ⅺ-4

外来呼吸リハビリテーション及び非監視型運動療法により身体

廃用症候群により ADL が低下したが早期より筋張力維持法を行い

活動性と QOL の改善を認めた COPD の一症例

ADL と主観的幸福感が向上した一症例

大野 一樹、髻谷 満、千住 秀明、山根 主信、角田 健、

橋本 純平、染谷 真衣、林 洋暁

高尾 聡、大松 峻也、川原 一馬

医療法人社団苑田会 苑田第一病院

公益財団法人結核予防会 複十字病院 呼吸ケアリハビリセンター

Key words: 廃用症候群、筋張力維持法、主観的幸福感

Key words: 外来呼吸リハビリテーション、身体活動性、
非監視型運動療法

【はじめに】廃用症候群とは低・不活動の結果、二次的に運動耐
容能低下や下肢・体幹筋力低下を引き起こし、
Activities of Daily

【はじめに】慢性閉塞性肺疾患(以下 COPD)は、労作時の呼吸困難

Living (以下、ADL)の低下や要介護状態に至ったものと表現され、

を特徴とし、身体活動量や QOL の低下を招く。近年、COPD 患者に

Quality of Life (以下、QOL)を悪化させる要因となる。また、QOL

おける高い身体活動性は死亡率や増悪率を減少させることが明ら

と ADL は相互に関係している。高齢者の QOL は多くの要素から成

かになり、呼吸リハビリテーション(以下呼吸リハ)の管理目標と

り、身体的・精神的活動能力及び主観的健康度・幸福感と深く関

して重要視されている。今回、運動習慣を有さなかった COPD 患者

連していることが指摘されている。ADL 低下が著明な廃用症候群

が外来呼吸リハと歩数日誌を用いた非監視型運動療法により、身

患者への理学療法介入において ADL と主観的幸福感の関連を客観

体活動性や QOL が改善した症例を経験した。本症例に対する取り

的に評価した報告は少ない。そこで今回、廃用症候群により大幅

組みについて報告する。

な ADL の低下を呈した症例に対して早期から低負荷で持続的な筋

【症例】70 歳台、男性。X 年に COPD と診断され、 翌年 1 月頃か

発揮を強調する運動である筋張力維持法を行った結果、ADL と主

ら階段を上る際に息切れが生じ、同年 6 月に当院の息切れ外来を

観的幸福感の向上があったため以下に報告する。

受診後、翌月から呼吸リハを開始した。主訴は労作時の息切れで

【方法】対象は脱水により臥床期間があり第 3 病日目に廃用症候

あり、mMRC は grade 2、肺機能の重症度は stage Ⅱであった。現

群と診断された 80 歳代女性である。
入院前は独居であり ADL は自

在、デスクワーク中心の仕事を週 3 回行っており、呼吸リハ開始

立していた。
評価項目は MMT、
基本動作遂行能力、
Barthel Index(以

前まで運動習慣は有していなかった。6 分間歩行試験は総歩行距

下、BI) 、主観的幸福感の評価スケールである Philadelphia

離 559 m、SpO2:97%→94％、PR:99ppm→133ppm であった。下肢筋

Geriatric Center Morale scale(以下、PGC)とした。ROM-ex、起

力は右 0.47kgf/wt、左 0.45kgf/wt であった。COPD アセスメント

居-ex、座位-ex、スクワット動作による筋張力維持法を行ったも

テスト(以下 CAT)は 11 点であった。

のを A 期とした。また、A 期のアプローチに歩行-ex を加えた B

【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき個人が特定できないよう

期、B 期にトイレ動作練習を加えた C 期と 3 区間に分けて A・B・C

に匿名で発表することを本人へ説明し同意を得た。

期共に 1 週間、1 日 40 分行い、上記評価を各期最終日に行った。

【理学療法】自宅でのプログラムは、下肢と体幹の自重運動、自

【説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき対象者に説明をして同意

宅周辺の歩行とした。また、活動の記録として歩数を日誌へ自己

を得た。

記入する非監視型運動療法を行った。週 1 回の外来では、コンデ

【結果】A 期は MMT 上肢 3、体幹 2、下肢 2、起立・立位動作全介

ィショニング、重錘を用いた筋力トレーニング、持久力トレーニ

助、BI20 点、PGC4 点であった。B 期では MMT 上肢 3、体幹 2、下

ングを実施した。さらに、非監視型運動療法実施の状況の確認や

肢 3、起立・立位動作共に中等度介助、BI25 点、PGC9 点、C 期で

運動の指導を行った。

は MMT 上肢 3、体幹 2、下肢 3、起立・立位動作共に手すり使用し

【結果】歩数は呼吸リハ開始翌日から約 6 千歩/日となり、外来呼

見守りで可能、BI35 点、PGC10 点となった。

吸リハの頻度を二週に 1 回に減らした 6 ヶ月経過後も同様の歩数

【考察】B 期、C 期にかけて ADL、PGC の向上がみられた。脱水に

を維持できている。6 分間歩行試験では、総歩行距離や Borg scale

対する輸液管理中の早期から低負荷で安全に行える筋張力維持法

に著明な変化は認めなかったが、試験終了時 PR は 118ppm に減少

を用いた Ex を実施することで筋力増加が生じ、
動作能力が向上し

した。また、下肢筋力は右 0.56kgf/wt、左 0.60kgf/wt へ筋力の

たと考えられる。また、動作能力・PGC が向上した B 期、C 期で歩

向上が認められた。CAT は 6 点へ改善が認められた。また、外来

行やトイレ動作練習といったADLに相似的なExを適切な時期に追

開始当初は車で通院していたが、2 ヶ月後には電車とバスを乗り

加したことで、自身で行える動作が増えた、動作自体が容易にな

継いで来院するようになり、自ら身体活動性を高める姿勢もみら

ったという実感を得たことが主観的幸福感の向上をもたらしたと

れるようになった。

考える。本症例より介入早期における筋張力維持法の有用性、ま

【考察】本症例は外来呼吸リハと非監視型運動療法により、身体

た PGC はリハビリテーションアプローチの効果判定や、より高い

機能の改善と身体活動性の向上が得られ、長期的な維持が可能で

水準の Ex へ移行する際の評価指標として使用することができる

あった。この要因として、本症例の肺機能は軽症であり息切れが

と示唆される。

比較的軽度であったこと、歩数日誌への自己記録により運動量を
視覚化したことで運動に対するモチベーションが高く維持できた
こと、さらに、定期的な理学療法評価と指導による動機づけを行
ったことでアドヒアランスを良好に保つことができたことが考え
られる。
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本 大 会 で取 り組 んだソーシャルアクション
本大会では、
「都民と創る！地域リハビリテーション」と題したテーマをもとに 2 つのソーシャルアクシ
ョンを展開しておりますのでご紹介いたします。
１．
『Stop the steps ～エスカレーター 止まって乗りたい人がいる～』
障がいのある方が住み慣れた地域の中で、自らの残存した能力を生かし、また、物的・人的支援を活
用しながら生活していくには、地域社会の成熟が欠かせません。障がいを持つ者を支援する専門職とし
て、そして誰もが生活しやすい地域創造のためにこのアクションを学会の併催イベントとして展開した
いと考えております。本プロジェクト開始のきっかけは、大泉学園から芝公園まで通勤している左手足
の不自由な 40 歳台の女性の言葉です。
「ほんとは、右側の手すりにつかまった方が安心してエスカレー
ターに乗れるんだけど、皆さんに迷惑かけるから、ガマンして左側に寄って乗っています」と。
このハンディキャップは、私たちの心がけで取り除ける！と確信しています。
最終目標を『東京オリパラ開催時にエスカレーターに歩いて乗る人を０にする！！』とする
本プロジェクトは、エスカレーターを
利用する障がい児者を含めたすべての
人が、気兼ねなく右側エリアを歩かず
乗車できるような街の雰囲気や市民の
相互理解を高めることに寄与すべく
理学療法士発信のアクションです。

２．障がいのある方々のアート作品を本大会ポスターデザインに採用！
『障がいのある方たちへの理解を広めるには「楽しく・美しい」アプローチと、社会の真ん中にある福
祉の価値を根幹から見いだすデザインワークが必要』と教えてくれた方々との出会いより、障がいのあ
る方々のアートを本学会のポスターデザインに採用することになりました。私たちは、これらの活動も
障がいのある方々の社会参加の一つと考えております。

協力者：
板橋区立加賀福祉園の皆様
おおきな木 加藤未礼様
まつもとや 松本泰宜様
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倫 理 委 員 会 からのお願 い
東京都理学療法士協会 倫理委員会では、理学療法士の社会的地位の向上と相互福祉に資するため、理学療
法士の倫理厳守の意識を高めることを目的として「倫理規定」に関する啓発活動を実施しています。そこで、
本学会参加者において会員向けのアンケートを実施させていただく事にします。
内容はハラスメントに関することです。
（ハラスメントを受けたと感じたことはありますか？等）
２～３分程度の内容です。回収ボックスを設置いたしますので、ご協力お願い致します。
また、お昼休みに、
『ハラスメント』におけるスライドショーを上映します。時間がありましたら、一見し
ていただき、ハラスメントへの注意喚起の啓蒙が、出来ればと考えております。
倫理委員長 卜部吉文（大橋病院）

スポーツ局 からのお知 らせ
東京都理学療法士協会が進めているスポーツ関連事業をご紹介するブースを企画しました。
スポーツ局各部の活動や学術大会担当ブロックである区西北部ブロック内のスポーツ施設をご紹介します。
今回、公益社団法人東京都障害者スポーツ協会にご協力いただき、北区にある東京都障害者スポーツセンター
の紹介等、障害者スポーツの取り組みについて掲示します。
また、豊島区立富士見台小学校にて進めている体づくりのための体操プロジェクトの取り組みご紹介する予
定です。
面談コーナーではお互いの顔がみえる関係づくり（face to face）の場を設けます。
これからスポーツに関わりたい理学療法士の方々のご相談やご要望を担当者が直接お聞きします。
スポーツ理学療法に興味があるけれど、今までチャンスがなかった皆様へ！！
是非一度お越しの上、顔を合わせて話してみませんか！！？

- 75 -

閉会式
会 場
第１会場（練馬文化センター 小ホール）

時 間
17：00～17：20

式次第

１．次期大会長挨拶
第 37 回東京都理学療法学術大会
田中

尚喜

大会長

JCHO 東京新宿メディカルセンター

２．閉会の辞
第 36 回東京都理学療法学術大会
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副大会長

中村

睦美

第 37 回 東 京 都 理 学 療 法 学 術 大 会 開 催 案 内
第 37 回東京都理学療法学術大会

テーマ「理学療法の発展と基盤の再考（仮）」

場所：首都医校（予定）
日時：平成 30 年 6 月予定

都民講座「歩行―再考

歩き方見直しませんか？」

大会長

：田中尚喜（JCHO 東京新宿メディカルセンター）

副大会長

：山中誠一郎（初台リハビリテーション病院）

学術局長

：田村龍太郎（三宿病院）

実行委員長：石毛

崇（河北総合病院）
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第 36 回 東 京 都 理 学 療 法 学 術 大 会 組 織 図 ・運 営 スタッフ
大会長

事務局

局長 中村 大祐
（辻内科循環器科歯科クリニック）

大渕 修一

（東京都健康長寿医療センター研究所）

総務部 高橋 秀俊
（トータルリハセンター椎名町）
会計部 蓮沼 雄人
（辻内科循環器科歯科クリニック）

副大会長

中村 睦美

学術局

（東京都健康長寿医療センター）

局長 今野 陽一郎
（帝京大学医学部附属病院）
講演部

中村 睦美

（東京都健康長寿医療センター）

演題部
芳野 純
（帝京平成大学）

準備委員長

齋藤 弘
（辻内科循環器科歯科クリニック）

鈴木 享之
（長汐病院）

スキルアップセミナー部

運営局

局長 榎本 洋司
（東京都健康長寿医療センター）
局員 岡崎 俊秀
（練馬駅リハビリテーション病院）

広報局

局長 卜部 吉文
（大橋病院）

局員 齋藤 弘樹
（大橋病院）
局員 山口 智大
（日本大学医学部附属板橋病院）
渉外局

局長 可児 利明
（竹川病院）
局員 榎本 真一
（竹川病院）

局員 遠藤 洋平
（竹川病院）
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運営・協力スタッフ
赤羽孝弘
秋田和男
新井朋子
荒井 真
新井康弘
新木彩乃
池田順輝
石井啓介
石神沙弥香
上原裕司
内田 亮
内山貴登
梅本亜衣子
太田俊彦
大塚優希
大野優也
小川大輔
冲芝郁音
小 口 奈 つ美
小 田 川 まどか
片桐祥汰

加藤善暁
河田桂志
川本智代
木下崇美
木村和哉
木村 泰
工藤卓人
窪木彩乃
粂田幸祐
黒川良輔
小林 琢
小林茜音
坂井悠里
佐川大輔
作 本 奈 々子
佐藤沙織
佐藤広之
佐藤雅文
佐藤万寿美
三瓶麻那子
篠山絵里奈

下鶴 舞
白木靖次郎
申 莉華
菅井善彰
杉田 翔
杉田優斗
杉山水悠
曽部健太
髙田信治
高橋勇貴
武井紀章
武田俊一
田中佳代子
田村真純
田村祐希
知脇 希
佃 麻人
壷谷将徳
戸谷 慧
長友理砂
中村 渉
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並木淳也
野島洋平
野本真広
橋本公英
蓮沼雄人
長谷川恭一
古庄秀明
古田哲朗
不破野有華
堀井咲希
本田 睦
前田仁美
真霜 総
松岡美希
松本行希
松山周祐
松山葉月
真庭弘樹
水毛千尋
皆倉拓也
宮崎 学

六鹿健児
村田祥子
村端 隼
茂木俊哉
森田新平
守屋正道
安井佑輝
山崎沙恵
山田愛晃
山田忠司
山田祐太郎
山中梨央
山本智史
横内 理
吉本真純
渡邊寿彦
渡邊祐介
（五 十 音 順 ,敬 称 略 ）

協賛御芳名
（敬称略 順不同）

広告

東京医療学院大学
学校法人後藤学園 東京衛生学園専門学校
ミナト医科学株式会社
インターリハ株式会社
酒井医療株式会社 東京営業所
オージー技研株式会社
キヨタ株式会社

企業展示

花王株式会社
羽立工業株式会社
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第 36 回東京都理学療法学術大会
大会抄録集
公益社団法人

東京都理学療法士協会事務局

住所：東京都渋谷区代々木 2-26-5
電話：03-3370-9035

バロール代々木 409 号

FAX：03-3370-9036

URL：http://pttokyo.net
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