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【はじめに】
肩関節屈曲動作で肩甲骨運動は重要であり上腕骨との
関係で肩甲上腕リズムがしられている。肩甲骨は胸郭上
に浮遊するため胸椎運動も関係する。甲斐らは上肢挙上
時に胸椎伸展運動が起こると報告している。本研究の目
的は肩関節屈曲時の肩甲骨と胸椎の関係を分析する事と
した。
【方法】
対象は肩関節や胸腰椎に既往のない健常男性 11 名。被

験者に実験主旨及び方法について説明し同意を得た。計
測はデジタルカメラを使用し、マーカーは上腕骨外側上
顆、肩峰、肩甲棘三角、下角、C7、Th7、Th12 とした。
計測肢位は骨盤中間位で椅子坐位とし 3秒間で右上肢最
大屈曲を 3回実施した。解析は Image J を用い矢状面上
で行い、肩関節屈曲角は体幹と上腕骨外側上顆－肩峰、
肩甲骨後傾は垂直軸と肩甲棘三角－下角、胸椎後弯角は
C7－Th7 と Th7－Th12 の成す角とした。測定変数は屈
曲全体 0度～最大挙上、屈曲前半 0～120 度、後半 120
度～最大挙上とし、それぞれの肩甲骨後傾、胸椎後弯角
の変化量の平均値を算出した。統計処理は屈曲全体、前
半、後半の肩甲骨後傾と胸椎後弯角の変化量の関係をス
ペアマンの順位相関係数を用いて検定した。
【結果】
屈曲全体で肩甲骨後傾 26.6±4.6、胸椎後弯角 5.8±2.8、
0～120 度で肩甲骨後傾 17.7±3.4、胸椎後弯角 1.9±2.3、
120 度～最大挙上で肩甲骨後傾 8.9±3.5、胸椎後弯角 3.8
±6.4 であった。0～120 度の肩甲骨後傾と胸椎後弯の変
化量の間で有意な相関がみられた（r=0.83、p＜0.05）。
【考察】
屈曲前半の肩甲骨後傾と胸椎後弯角の間で有意な相関
がみられた。屈曲前半で肩甲骨が先行して動き、胸椎が
緩やかに伸展していた。屈曲後半は Lanz らが胸椎伸展
は肩甲骨の基底面を後傾させ上肢挙上を補助すると報告
しているが、今回は肩甲骨と胸椎をバランス良く動かす
タイプ、肩甲骨を動かすタイプ、胸椎を動かすタイプが
みられため、相関がみられなかったと思われる。今後こ
の関係性を明らかにしていきたい。
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【目的】
腰椎椎間板ヘルニア（LDH）患者では神経障害部位に
一致した多裂筋横断面積（MA）が減少することが知られ
ているが、罹病期間との影響を報告した研究は少ない。
本研究は LDH患者のMAと罹病期間との関連性を検討
することを目的とした。
【方法】
当院を受診した片側下肢症状を有する L4/5LDH患者
49 名を対象とした。これらを罹病期間 3ヶ月（3M）未満
26 名（男性 20 名、女性 6名、罹病期間 1.0±0.4 ヶ月）、
3M以上 23 名（男性 19 名、女性 4名、罹病期間 12.4±
24.0 ヶ月）の 2群に分類した。L4/5、L5/S1 のMRI 横断
画像より棘突起外側と椎弓および筋膜で囲まれた部分を
計測範囲とし、同一検者が 2回測定を行った平均値を
MAとし、体重で正規化（MA/w）した。症状側・非症
状側MA/wを対応のある t検定を用いて比較を行った。
2群間の比較にはMann-Whitney 検定を用いた。有意水
準は 5%とした。対象者データの取扱いにはプライバ
シーの保護に充分配慮し解析を行った。
【結果】
3M未満群のMA/wは L4/5 症状側 13.6±2.8、非症状
側 13.6±2.8、L5/S1 症状側 15.0±3.1、非症状側 15.0±3.2
であり、3M以上群のMA/wは L4/5 症状側 12.0±2.0、
非症状側 12.2±2.5、L5/S1 症状側 13.6±2.2、非症状側
13.6±2.3 であった。両群共に症状側・非症状側MA/w
に有意差はなかった。2群間の比較において 3M以上群
の L4/5 症状側MA/wは 3M未満群よりも有意に小さ
かった（p=0.04）。また L4/5 非症状側や L5/S 両側におい
て有意差はみられないものの 3M以上群が小さい傾向に
あった。
【考察】
Kimらは 3M以上の LDH患者では症状側MAが有意
に減少していたと報告している。本研究では 3M以上群
においてもMA/wの非対称性はみられず、罹病期間が
長くなるとMA/wが減少する傾向にあった。これは神
経根障害による影響というよりも廃用性萎縮が関係して
いた可能性がある。今後はMAの減少や非対称性が
LDH患者の臨床所見とどの程度関連しているかを検討
することが必要と考える。
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【はじめに】
臨床上，頸椎疾患を有する症例は，頸椎回旋可動域に
左右差を認めることが多い．また頸椎は隣接する胸郭か
らの影響を受けやすく，側腹筋筋力の左右差も同時に認
めることが多い．本研究は，健常者における頸椎回旋可
動域と側腹筋である外・内腹斜筋の関係性を検討するこ
とを目的とした．
【方法】
対象は健常成人男性 13 名（年齢 25.2±1.88 歳，身長
172.5±6.29cm，体重 62.7±5.42kg）とした．側腹筋筋厚測
定には，荷重値機能付き超音波画像装置Views i（酒井医
療）を使用した．対象筋は左右の外腹斜筋（以下：EO），
内腹斜筋（以下：IO）とした．筋厚測定肢位は背臥位，
坐位，坐位頸椎回旋時（以下：回旋）の安静呼気とし，
部位は前腋窩線上の肋骨辺縁と腸骨稜の中央部とした．
回旋可動域は，両肩峰を結ぶ線と頭頂を通る両耳介を結
ぶ線のなす角とした．デジタルビデオカメラにて得られ
た静止画より，画像解析ソフト ImageJ を用い測定した．
回旋可動域の大きい側を優位側，小さい側を非優位側と
し，背臥位，坐位，回旋のEO筋厚，IO筋厚に関して二
元配置分散分析および多重比較検定を行った（有意水準
5%未満）．さらに優位側と非優位側において回旋時の
EOと IOを比較するため，それぞれ回旋による筋厚の変
化量（回旋筋厚－背臥位筋厚）をEO，IOごとに対応の
ある t検定を行った（有意水準 5%未満）．
【説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に基づき対象者に研究内容を
説明し同意を得た．
【結果】
優位側EOと IOは，IOの背臥位と回旋，非優位側EO

と IOは，EOの背臥位と回旋の間に有意差が認められた
（p＜0.05）．優位側と非優位側の比較は，優位側 IOのみが
有意に高値を示した（p＜0.05）．
【考察】
本研究では，優位側において IO，非優位側において
EOが頸椎回旋に影響を及ぼす可能性が示唆された．優
位側では胸腰筋膜，腹横筋と筋連結を持つ IOが下部体
幹 stability に作用し，非優位側ではEOが頸椎回旋方向
に拮抗する脊柱回旋に作用すると考える．

O-004 健常者における腹臥位股関節伸展運動時
の股関節・体幹伸筋群の筋活動パターン
の検討
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【目的】
腹臥位股関節伸展テストは腰椎骨盤帯の安定性評価と
して用いられ，股関節・体幹伸筋群の活動開始時間によ
り股関節伸展運動の際の筋活動パターンを判別する．健
常者を対象とした先行研究では大殿筋が最後に活動する
という報告や，一定のパターンはなく対象者毎に多様性
があるとした報告があり，見解は一定していない．本研
究では大殿筋を上部線維と下部線維に分け，より詳細に
腹臥位股関節伸展運動時の股関節・体幹伸筋群の活動開
始時間を測定し，健常者における筋活動パターンを検討
する事を目的とした．
【対象】
対象は健常男性 11 名とした（20.8±0.7 歳）．本研究は，
平成 27 年度首都大学東京荒川キャンパス研究安全倫理
委員会の承認（承認番号 15065）を得て行った．
【方法】
測定は表面筋電計（WEB-1000，日本光電社製）を用い，
腹臥位にて膝伸展位で股関節伸展を行わせた際の両側脊
柱起立筋，両側多裂筋，測定側大殿筋上部・下部線維，
測定側半腱様筋・大腿二頭筋の筋活動を測定した．デー
タは整流平滑化し，安静時の平均振幅+3SDを 50msec
以上持続して越えた点を筋活動開始時間と定義した．測
定は軸足側で行い，各筋の活動開始時間は半腱様筋を基
準に標準化し，3回の平均値を解析に用いた．統計解析は
SPSSver.23.0 を用い，一元配置分散分析及びTukey の多
重比較法を有意水準 5％にて実施した．
【結果】
各筋の活動開始時間に有意差を認め，大殿筋上部線維
が両側脊柱起立筋・両側多裂筋よりも遅く活動開始して
いた．その他の筋の活動開始時間は有意差を認めなかっ
た．
【考察】
本研究より，健常者における腹臥位股関節伸展運動時
の股関節・体幹伸筋群の筋活動パターンについて，大殿
筋は筋線維毎に活動パターンが異なっていた．上部線維
では脊柱起立筋・多裂筋よりも遅く活動し，下部線維に
おいては一定のパターンはなく対象者毎に多様性があっ
た．これは，大殿筋の上部・下部線維の機能的な相違が
要因として考えられる．
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【背景】
当院は 45 床の脊椎脊髄外科を有し、入院患者の約
70％が手術例である。理学療法（以下 PT）では、術後病
状が安定した患者に対し 2014 年から合同プログラムの
取り組みを実施している。今回は合同プログラムの紹介
と参加後の機能変化を報告する。
【合同プログラムの内容】
数名の PTが担当し 1日 1回 40 分間のプログラムを
週 5日実施。参加基準は、歩行器や杖の併用で病棟歩行
が自立し、指示理解が可能な患者。1回の参加人数は最大
7～8名。プログラムは機能改善と歩行能力向上を目的
に、全員で実施でき、自主トレーニングやADL動作に結
びつけることを考慮した 18 項目。1回の流れは、筋力増
強やバランス練習等の機能練習を 20 分間、歩行や階段昇
降練習を 20 分間実施。毎回プログラム開始時にVAS
で疼痛と痺れを確認し、終了時に時間内の歩行距離と階
段昇降回数のフィードバックを実施。また初回参加時と
最終時には、TUG、時間内歩行距離、Borg Scale の評価
を施行。
【倫理】
本研究は当院倫理委員会の承認を得た。

【参加前後の機能変化】
調査期間は 2014 年 7 月～15 年 11 月。この期間の参加

者は 134 名（同時期の術後患者の 36％）。このうち参加が
2日以下、データに不備がある患者を除外した 93 例を検
討。平均年齢は 67.0±13.3 歳、男 47 名、女 46 名、疾患名
は腰部脊柱管狭窄症 51 例、脊柱変性側弯症 7例、椎体骨
折 6例、頸椎症性脊髄症 6例、後縦靭帯骨化症 5例、そ
の他 18 例。平均入院期間は 39.9±25.1 日、手術からプロ
グラム参加までの平均期間は 21±13.5 日、平均実施回数
は 9.1±7.0 回。機能変化は初回時、最終時の評価を比較。
統計処理は対応のある t検定とWilcoxon 符号付順位和
検定を行い、有意水準は 1％とした。最終時のTUG、歩
行距離、Borg Scale は有意に改善し、VASは減少傾向で
あった。
【考察】
合同プログラムは効率的に PTが施行でき、一定の効
果が得られると考えられた。今後はグループ練習の効果
や、患者相互の影響の検証が課題である。

O-006 SPDCAサイクルに基づいたリハビリテー
ションの提供―GOAL と満足度の相関調
査―
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【はじめに】
昨今重要視されてきている SPDCAサイクルに基づい

て，リハビリテーション（以下リハビリ）を提供した．そ
のアウトカムの 1つとして「満足度」の集計を行った．満
足度は患者・利用者との信頼関係を構築していく中の 1
つの指標であり，また介護保険でのリハビリについては
継続・終了に直結していく重要な指標のでもある．尚，本
報告は患者・利用者・KPに対して研究・発表の主旨の
説明を行い同意を得た．
【調査対象】
MMSE24 点以上・JCS0・KPが設定されている，外

来・訪問看護によるリハビリを利用している 40 名及び
そのKP．
【方法】
初回介入時に Survey の 1 つとして，本人とKPに対し
てリハビリに対する希望とした用紙に記入をしてもら
い，それを基にGoal を設定．2ヶ月後にリハビリに対する
満足度とした用紙を記入してもらい集計を行った．
【結果】
集計結果は，本人が非常に満足している 48％，満足し

ている 50％，改善してほしい 2％．KPが非常に満足して
いる 45％，満足している 50%，改善してほしい 5%，と
なった．理由としては，満足しているは目標の一致・ADL
の向上，改善してほしいは内容の変更，が本人・KP共に
多かった．
【まとめ】
SPDCAサイクルに基づきリハビリを提供した所，満足

度は非常に高い結果となった．特に，本人・KP共にリハ
ビリの目標が希望と一致している事と日常での動作に変
化があった，という点で満足している事がわかった．今回
の集計から，活動・参加の面においての改善を望んでい
る事が多く，また Survey を重点的に行いそこから知り得
た情報を基にGoal 設定を行い，リハビリを提供していく
事が満足度に好影響を及ぼしているともわかった．今後
もセラピストには Survey をしっかりと行い，ニードとデ
マンドを踏まえた上で最良なGoal を設定する能力が求
められると考える．今後は対象を広げ更には地域へと拡
大していき，セラピストへ求められている事を読み取っ
ていきそれに応えるべく活動を継続していく．



O-007 簡易リンパドレナージが生体におよぼす
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【目的】
今回むくみや疲労感などの何かしらの更年期障害を有
する女性を対象とし、Aサロンで施術される 1回の簡易
リンパドレナージが生体におよぼす影響について検討し
た。
【方法】
本研究は、ヘルシンキ宣言に則り被験者に調査の目的
や手順を説明して署名による同意を得た。なお、所属の
倫理委員会で承認済（第 26102 号）。対象は、更年期障害
を有する女性 20 名とした。方法は、簡易リンパドレナー
ジ施術（軽擦法、施術 30 分）前後の唾液中に分泌される
物質（Salivary EIA Kit を使用し α-Amylase：α-A、Cor-
tisol：Corti、Dehydroepiandrosterone：DHEA、Secre-
tory Immunoglobulin A：SIgAを採取）を採取し、簡単
なアンケート（施術前後の視覚的評価スケールVisual
Analog Scale：VAS、簡易リンパドレナージ施術後の体
の変化・簡易リンパドレナージを受けて感じたこと・
思ったことなど）を行った。統計処理は、IBM SPSS Sta-
tistics21 を使用し各パラメータの比較はWilcoxon の符
号付順位検定を用い有意水準 5％とした。
【結果】
施術前後を比較（中央値）すると、Corti（0.131→0.091）、

DHEA（73.46→57.75）、VAS（5→1）に有意差が認めら
れた（いずれも p＜.05）。α-A および SIgAには有意差は
認められなかった。アンケートは、「楽になった」「脚が軽
くなった」などの肯定的な意見があった。
【考察】
今回 1回の簡易リンパドレナージを施術することによ
りCorti や DHEAが減少し、ストレスの軽減効果が示唆
された。さらに、施術することにより精神的・身体的な
効果も得られたことが示された。なお、今回コントロー
ル群を設定できなかったため今後コントロール群の結果
を含めて再度検証していく。

O-008 短時間型通所リハにおける Frailty pheno-
type と Co�morbidity index の実態調査

池田 崇1,2），南條恵悟3），前田真吾4）

1）昭和大学 保健医療学部 理学療法学科
2）昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
3）湘南鎌倉総合病院 リハビリテーション科
4）介護老人保健施設 リハビリケア湘南かまくら

key words フレイル・Co-morbidity index・要介護高齢者

【はじめに】
平成 26 年に日本老年医学会（日老医）は要介護状態の
前段階にあたる状態を「フレイル」と定義すると発表し
た。しかし、要介護高齢者の状態は障害・虚弱・併存症
の 3者が重なり合うことで成立するため必ず 3つの全て
に当てはまるとは限らない。本研究の目的はFrailty phe-
notype（FP）と Co-morbidity index（CMI）を用いて、
要介護高齢者がどの程度のFPと CMI 有しているのか、
通所リハ利用者の実態把握を行う事とする。
【対象と方法】
対象は短時間通所リハ利用者で 6か月間連続利用の
あった要支援および要介護高齢者 49 名（平均年齢 78.5
歳、男性 31 名女性 18 名）とし、握力および 15feet（4.55
m）歩行時間の評価を行った。認知症を有する者は除外し
た。患者情報（年齢・性別・主病名・要介護度・身長・
体重・BMI）を診療録より調査した。上記の情報に問診
を加えてFPと CMI の評価を行った。FPは歩行時間、握
力、体重減、消耗感、活動量の 5項目の内、3つ以上に該
当した場合をFrail（Fr）、2つに該当を Pre-frail（Pre）と
した。本研究はヘルシンキ宣言に基づき、リハビリケア
湘南かまくら小倫理審査委員会の承認（16-01-001）を得
て実施した。
【結果】
FPは Frail：13 名、Pre-Frail：14 名、該当なし（N）：
22 名であった。CMI は 4.3 点であった。介護度の区分ご
とでは（Fr：Pre：N，CMI 点）、要支援 1（1：3：6，CMI
4.3）、要支援 2（0：3：6，CMI4）、要介護 1（1：3：6，
CMI3.6）、要介護 2（3：5：4，CMI5.3）、要介護 3-4（4：
0：1，CMI4）であった。
【考察】
これまで要介護はFrに、要支援は Pre に相当すると
されてきた。本研究の対象者は要介護 29 名、要支援 20
名であったがどちらにも相当しないNが 22 名含まれて
いた。認定区分別でも、要支援～要介護 1まではNの割
合が高く、要介護 3以上ではFr の割合が多く、日老医の
発表と矛盾しなかった。「フレイル」の概念の解釈におい
て要支援および軽介護度は注意を要すると思われる。



O-009 混合研究法による介護予防運動教室の効
果の検証

小澤貴史1），上出直人2,3），近藤里穂4），新井健司1），
大森 豊1,5），柴 喜崇2）

1）訪問看護リハビリテーションネットワーク
2）北里大学医療衛生学部
3）北里大学大学院医療系研究科
4）北里大学北里研究所メディカルセンター病院リハビリ
テーションセンター
5）川崎市中部リハビリテーションセンター在宅支援室

key words 介護予防・混合研究法・地域在住高齢者

【はじめに，目的】
介護予防運動教室に関して，量と質の両面の評価・分
析をする混合研究法（Creswell JWら，2011）を用い，従
来の量的評価だけでは捉えきれない効果を検討した．
【方法】
対象は介護予防運動教室に参加した 65 歳以上の地域
在住自立高齢者 12 名（69.0±4.3 歳）とした．運動教室は
週 1回 3か月間実施され，教室の前後で運動機能と生活
機能を量的指標で評価した．さらに，混合研究法の説明
的デザインを適応し，3か月の教室終了後に半構造化面
接を行い質的な評価を行った．面接では，教室への参加
で感じた変化について聴取した．運動機能と生活機能に
ついては，3か月前後での変化率を算出し，その結果を基
に機能改善群と機能不変・低下群に分類した．面接結果
は，機能改善群および機能不変・低下群ごとにテキスト
マイニングを行い，最終的に階層的クラスター分析によ
り結果を整理した．
【結果】
量的指標の解析の結果，6名が機能改善群，6名が機能

不変・低下群に分類された．面接内容のクラスター分析
の結果，機能改善群では「運動効果・運動習慣化」，「老
いの自覚」，「体力の向上」，「日常生活における意欲」，「自
己効力感」を教室参加による変化としていた．機能維持・
低下群では，「主観的変化と客観的変化の違い」，「以前の
生活との比較」，「教室への参加意欲、喜び」，「専門家の
介入」，「教室継続への意識」を教室参加の変化としてい
た．
【結語】
量的評価では運動教室参加者の半数は機能が改善して
いなかった．しかし，意欲や意識といった心理面の変化
が認められた．同様に，機能改善を認めた参加者でも，
意欲や自己効力感といった心理面の変化を認めた．この
ことから，介護予防の運動教室では，量的指標だけでは
捉えられない変化や効果も生じていると考えられた．
【倫理的配慮】
本研究はヘルシンキ宣言を順守し，対象者には書面と
説明にて同意を得た．

O-010 ロコモティブシンドローム疑いの要支援
者は膝痛が強いと健康関連QOLが低下す
る

入山 渉1），加藤仁志2），鳥海 亮2）

1）慶友整形外科病院 リハビリテーション科
2）群馬パース大学 保健科学部 理学療法学科

key words ロコモティブシンドローム・膝痛・健康関連QOL

【目的】
本研究ではロコモ疑いありと判定された者の健康関連
QOLと心身機能の関連を検討することを目的とした．
【方法】
デイケアに通う要支援者 38 名（男性 12 名，女性 26
名，平均年齢 81.6±9.6 歳）を対象に質問紙調査と身体機
能測定を行った．質問紙調査の内容はEuro QOL日本語
版 5項目法（以下，EQ-5D），腰痛症患者機能評価質問票
の数日間の腰痛に関する 7項目，変形性膝関節症患者機
能評価尺度の膝の痛みやこわばりに対する 8項目（以下，
膝痛），the Falls Efficacy Scale-International，Life-Space
Assessment，身体活動量であった．EQ-5D は健康関連
QOLを評価する質問紙であり，「移動の程度」，「身の回り
の管理」，「普段の生活」，「痛み/不快感」，「不安感/ふさ
ぎ込み」の 5つの質問項目で構成され，「問題なし」，「い
くらか問題あり」，「問題あり」の 3件法で評価を行う質
問票である．さらに 5項目の結果から効用値と呼ばれる
0（死）から 1（完全な健康）までの値を算出した．身体
機能項目は握力，等尺性膝伸展筋力，Timed Up and Go
test，5m最大歩行速度，開眼片足立ち時間，Functional
Reach test，長座位体前屈距離であった．解析はEQ-5D
の効用値を従属変数，その他の質問紙調査項目と身体機
能項目を独立変数とした重回帰分析を実施した．有意水
準は 5％とした．なお，対象者には事前に本研究の趣旨
や目的などを紙面にて説明し，署名にて同意を得た．
【結果】
EQ-5D に関連する心身機能として膝痛と握力が抽出
された．
【考察】
本研究の結果からロコモ疑いの要支援者のうち，膝痛
が強い者や握力が低下している者ほど健康関連QOLが
低くなることが明らかとなった．先行研究では膝痛に代
表される痛みの程度や痛みによる活動制限は高齢者の
QOLの維持・向上に大きく関与し，握力が高いことは
QOLに正の影響を与えると報告されている．このことか
ら，EQ-5D に関連する身体機能として膝痛と握力が抽出
されたことが考えられた．



O-011 4 年制大学の理学療法学科に在籍する学生
の自己教育力

青柳達也1），丸山仁司2），菅沼一男3），金子千香3），
佐野徳雄3），五味雅大4），齋藤孝義5）

1）くらた病院
2）国際医療福祉大学大学院
3）帝京科学大学
4）了徳寺大学
5）国際医療福祉大学小田原医療学部

key words 自己教育力・理学療法学科・学年間比較

【目的】
理学療法教育ガイドラインには，卒前教育が果たす役
割として自ら学ぶための能力と習慣を形成することであ
ると述べられている．このことから理学療法教育におい
ても自己教育力は必要な要素である．本研究の目的は理
学療法教育における自己教育力の変化について調査する
ことを目的とした．
【方法】
対象は 4年制大学理学療法学科学生 1～4年生の計
307 名とした．自己教育力調査表を用い，集合調査法で
10 月に調査を実施した．自己教育力尺度は側面 I（成長・
発展への志向），側面 II（自己の対象化と統制），側面 III
（学習の技能と基盤），側 IV（自信・プライド・安定性）の
下位尺度からなり，各 10 項目の設問で構成される．はい
2点，いいえ 1点の 2件法で回答し，その合計得点が高い
ほど自己教育力が高いことを示す．統計学的手法として，
自己教育力各側面の 1～4年生の学年間比較をKruskal-
Wallis 検定を適用し，主効果が認められた場合はMann-
Whitney の U検定を実施し，Bonferroni の補正を行っ
た．統計ソフトは SPSS Statistics21 を用い，有意水準は
5%未満とした．本研究はヘルシンキ宣言に従い，研究参
加同意を得るため，調査主旨と研究内容，研究参加は任
意であることを説明し，同意署名を得た．
【結果】
自己教育力各側面の学年間比較の結果，側面 I，側 II，
側面 III の得点において，1年生が 3，4年生と比較して有
意に高値を示した．
【考察】
側面 Iは目標の感覚・意識と達成・向上の意欲という

2つからなり，側面 II は自分自身の現状と可能性，課題等
を認識し，自分自身が選びとった方向へ自分自身が働き
かけるという構えと能力を意味している．このことから，
1年生は理学療法士という目標に対して，自らを成長，発
展させることへの意識が高く，目標達成への意欲が高い
ことが示唆された．しかし，学年進行とともに自己教育
力が低下していることが示唆された．今後は自己教育力
低下に影響を及ぼす要因の検討が必要であると考えた．

O-012 臨床実習における新たな実習指導ツール
の導入と有用性の検討～学生アンケート
結果から～

井上美幸，松田 徹，樋口典男，小林好信，秋山大輔，
藤原正之，堀川光司
千葉医療福祉専門学校 理学療法学科

key words 臨床実習・実習指導ツール・アンケート調査

【目的】
当校で新たに導入した実習指導ツール（［1］To Do リ

スト、［2］フォーマット化したデイリーノート、［3］症
例レジュメ作成時の患者まとめシート）の有用性につい
て学生へのアンケート調査から検討すること。
【方法】
2015 年度臨床評価実習を行った当校理学療法学科 3

年生 26 名に対し、新たに導入した実習指導ツールの使用
状況、使用の有用性についてのアンケート調査を集合調
査法（自記式）で実施した。アンケート用紙への回答を
もって本調査への同意を確認した。
【結果】
回収率 100％。上記［1］を概ね使用した学生は 50％で
あり、使用した学生のうち与えられた指示や課題の優先
順位付けとして概ね機能したと 73％回答した。また SV
が与えた指示・指導が誤解なく伝わるツールとして概ね
機能したと 80％が回答した。上記［2］は 90％の学生が
ほぼ毎日使用し、使用上の困難は概ねないと 80％が回答
した。また今後の実習や学習に概ね役立つと 75％が回答
した。記載に要した時間は 1時間以内が 67％であった。
上記［3］は 70％の学生が担当症例のレジュメ作成過程
で使用し、使用方法については概ね理解していたと 75％
が回答した。統合と解釈の進捗状況を伝える手段として
機能したと回答した学生は 47％と低い一方、レジュメ作
成に概ね機能したと 67％が回答した。実習全体を通して
実習指導に関連するやり取りがしやすかったと 83％が
回答し、実習に概ね満足と 92％の学生が回答した。
【考察】
To Do リスト、フォーマット化したデイリーノートの
使用は SVと学生間のコミュニケーションを促すツール
として一定の有用性を認めた。患者まとめシートは、SV
と症例について意見交換するツールとしては機能してい
ないが、自分の考えを整理するツールとしては有用であ
る可能性が示唆された。
【まとめ】
新たな実習指導ツールが学生と SVのコミュニケー
ションに与える影響について多角的に検証していく。



O-013 理学療法学生における臨床実習関連スト
レッサーの分類とストレス度との関連性

樋口大輔1），越後あゆみ2）

1）高崎健康福祉大学 保健医療学部
2）東北メディカル学院理学療法学科

key words 理学療法学生・臨床実習・ストレッサー

【目的】
本研究の目的を臨床実習に関連するストレッサーを調
査・分類し、ストレス度との関連性を明らかにすること
とした。
【方法】
ある理学療法士養成校に所属する 3年生および 4年生
を対象とした。臨床実習においてストレスを感じた状況
（自由記載、最大 4つ）とストレス度（「0点：まったくス
トレスを感じていなかった」～「10 点：最大限のストレ
スを感じていた」）を臨床実習終了後 1週以内に質問紙に
て調査した。ストレス状況を職業性ストレス簡易調査票
の下位項目（心理的負担（量）、心理的負担（質）、身体
的負担、対人関係、実習環境、実習のコントロール度、
技能の活用度、適正度、やりがい）に準じて分類し、主
要なストレッサーの有無でストレス度を比較した。なお、
本研究は実施に先立ち倫理審査委員会の承認を得るとと
もに、対象者から研究参加の同意を得た。
【結果】
77 人（年齢 22 歳［中央値］；男性 51 人、女性 26 人；
3年生 40 人、4年生 37 人）から回答が得られ（有効回答
率 100％）、うち 70 人がストレス状況を報告した
（90.9％）。対人関係がストレス状況としてもっとも件数
が多く、3・4年生いずれも 16 件（3年生 40％、4年生
43.2％）の計 32 件であった。次いで心理的負担（量）で
あり、3年生が 17 件（42.5％）、4年生が 8件（21.6％）の
計 25 件であった。実習のコントロール度、技能の活用度、
適正度、やりがいに該当するストレッサーを報告した学
生はいなかった。対人関係のストレッサーがあった学生
のストレス度の中央値は 8点（四分位偏差 2点）、なかっ
た学生のそれは 5点（同 2.5 点）であり、有意な差を認め
た（p＝0.00）。ただし、学年別では、3年生においては有
意な差を認めたが（p＝0.00）、4年生においては有意な差
を認めなかった（p＝0.33）。
【まとめ】
特に長期臨床実習に初めて取り組む理学療法学生にお
いて、対人関係が主要なストレッサーであり、対人関係
ストレッサーの有無はストレス反応と関連する。

O-014 臨床実習内容について理学療法士へのア
ンケート調査

木島 隆
信州リハビリテーション専門学校 理学療法学科

key words アンケート調査・レポート作成・臨床実習

【目的】
臨床実習の目的は、臨床の場面でしかできないことを
経験させ、学んだ知識を臨床での業務を通じ統合し解釈
することである。しかし、現在の臨床実習の大半はレポー
ト作成に時間を費やし本来の目的が未達成のように思わ
れる。今回、学生時代の臨床実習に行ったことが現在の
臨床にどう影響を及ぼしているかを分析し、今後の臨床
実習に役立てることを目的としアンケート調査を実施し
たのでここに報告する。
【方法】
11 施設 207 名（男性 123 名、女性 84 名）の理学療法士
にアンケート調査を実施した。経験年数 5.16±3.61 年（平
均経験年数±標準偏差：経験年数範囲：1～22 年）で
あった。アンケート項目は 1．臨床実習にレポート作成は
必要と思うか、2．もう一度行うとしたら臨床実習か国家
試験かとした。項目 1.は「はい」「いいえ」のいずれかを、
2.は「臨床実習」「国家試験」のいずれかを回答し、それぞ
れ理由を問うた。なお、調査用紙には無記名であること、
統計的に処理され回答が明らかにはならない旨を明記
し、アンケートに回答したことを同意とみなした。
【結果】
アンケート回収率は 99.0% であった。項目 1.に関し「は
い」82%（168 名）、理由は「文章能力の向上」や「学生
指導に役立つ」などであった。「いいえ」18％（37 名）、
理由は「学生・指導者の負担が多い」や「レポートが目
的となり本質がみえていない」などであった。項目 2.に関
し「国家試験」は 75 名（37%）、理由は「実習が辛い」や
「ストレスが多い」などであった。「実習」は 130 名（63%）、
理由は「見学や体験を行い自己研鑚したい」などであっ
た。
【考察】
臨床実習はほとんどがレポート作成を必要と考えてい
た。理由は「文章能力の向上」や「学生指導に役立つ」な
どであり、本来の臨床実習の目的とは異なるように思わ
れる。また、項目 2の理由で「実習が辛い」や「ストレ
スが多い」ことからも、現在行われている実習内容を検
討する必要があるように思われる。



O-015 臨床実習における新たな実習指導ツール
の導入と有用性の検討～実習指導者アン
ケート結果から～

松田 徹，井上美幸，樋口典男，小林好信，秋山大輔，
藤原正之，堀川光司
千葉医療福祉専門学校 理学療法学科

key words 臨床実習・実習指導ツール・アンケート調査

【目的】
当校で新たに導入した実習指導ツール（［1］To Do リ
スト、［2］フォーマット化したデイリーノート、［3］症
例レジュメ作成時の患者まとめシート）の有用性につい
て、実習指導者（以下 SV）へのアンケート調査から検討
すること。
【方法】
2015 年度臨床評価実習 SVに対し実習終了直後に、新
たに導入した実習指導ツールの使用状況、使用の有用性
について質問紙による郵送法で調査した。アンケート用
紙への回答をもって本調査への同意を確認した。
【結果】
回収率 84％。SVの 70％が臨床経験 5年以上であっ
た。新たな実習指導ツールの導入について 95％の SV
が実習開始時に把握していた。上記［1］を概ね使用した
学生は 50％であり、能力的に問題の無い学生は非使用で
あった。使用した学生のうち与えた指示や課題の優先順
位付けとして概ね機能したと 80％が回答したが、SV
の意図した指示・指導が誤解なく伝わるツールとして機
能したとの回答は 47％と低かった。上記［2］は 90％の
学生がほぼ毎日使用しており、日々の実習状況の把握に
概ね機能したと 70％が回答し、学生に与える課題設定の
材料として機能したと 65％が回答した。上記［3］は 70％
がレジュメ作成過程に使用したが、使用方法について概
ね理解していた学生は 55％と少なく、統合と解釈の見え
る化に機能したとの回答は 36％、レジュメ作成の手段と
して機能したとの回答は 30％と低かった。実習全体を通
して学生指導を概ね行いやすかったと 55％の SVが回
答した。
【考察】
To Do リスト、フォーマット化したデイリーノートの
使用は SVと学生間のコミュニケーションを促すツール
として一定の有用性を認めた。患者まとめシートはレ
ジュメ作成時の統合と解釈の見える化には機能せず、学
生の使用方法の理解不足が課題として挙げられた。
【まとめ】
今後は実習指導ツールの運用方法を見直しながら、学
生の理解度向上を目指す。

O-016 回復期リハビリテーション患者を対象と
したHMB含有飲料飲用の効果検討に関す
る経過報告

新田智裕1），時任楓太1），山本 愛3），宮本謙司1），
三浦麻子2），田中弥生2）

1）青葉さわい病院 リハビリテーション科
2）駒沢女子大学 健康栄養学科
3）青葉さわい病院 NST委員会

key words 回復期リハビリテーション・HMB含有飲料・Skeltal mass Index

【目的】
回復期リハビリテーション病棟では、症例の状態に応
じて漸増的にリハビリテーション（以下，リハ）を進め
るが、個々の運動負荷に見合った栄養摂取が行えていな
い場合がある．運動負荷と栄養摂取に不均衡が生じた場
合、リハ効果が最大限に得られない可能性がある．その
中で当院では，2014 年より回復期リハ病棟に入院した整
形外科患者を対象に，HMB含有飲料の飲用が身体の組
成，機能，能力に与える影響について効果検証を開始し
た．現在進行中の研究だが，当院の取り組み紹介を目的
に経過報告を行う．
【方法】
対象は，整形外科疾患で当院回復期リハ病棟に入院し
た 65 歳以上の高齢者である．本研究はヘルシンキ宣言に
則り，実験の主旨を十分説明し署名にて同意を得た．研
究デザインは，単盲見法による無作為比較対象試験．リ
ハとHMB含有飲料「Abound」を併用したA群と，リハ
と「オレンジジュース」を併用したO群に対象を振り分
けた．現在，A群 8名（男性：3名，女性：5名，年齢：
83.5±9.6 歳），O群 7名（男性：2名，女性：5名 年齢：
82±6.4 歳）が研究に参加している．本研究の主評価項目
である筋肉量は，In body 660 にて Skeltal Mass Index
（以下，SMI）値を算出．副次項目は，血液検査，MNA，
筋厚値，筋力，上腕・下腿周囲長，10m歩行，FIMの測
定を実施．測定は，当院回復期リハ病棟入院後 4週毎及
び退院直前に実施した．対象除外基準は，立位保持が困
難な者，著しい認知機能障害を認める者，腎機能障害を
認める者とした．
【結果】
本項は経過報告のため，SMI 値の初回平均値と最終平
均値及び変化量のみ紹介する．SMI 値は，A群で 5.12
±1.92kg/m2→5.24±2.01 kg/m2となり、概ね 2.3% の増加
となった．O群で 5.42±0.899 kg/m2→5.48±0.58 kg/m2

となり、概ね 1.2% の増加となった．
【まとめ】
現段階ではA群の方が，O群よりも筋量が増大する傾

向がある．今後も検討を継続し報告を行いたい．



O-017 診療報酬改定に伴う，当回復期リハビリ
テーション病棟でのアウトカム評価での
比較

櫻井貴浩，山田 学，大沼真也，小宮里紗
蒲田リハビリテーション病院 リハビリテーション科

key words 診療報酬改定・アウトカム評価・地域包括ケアシステム

【はじめに】
平成 28 年 4 月からの診療報酬改定に伴い，回復期リハビ
リテーション病棟（以下；回リハ病棟）では，アウトカム評
価と実績指数が設定された．宮井らは，回リハ病棟では，高
齢者や認知症等のADL改善が難しい例への関わりが課題
の一つとして挙げている．また，2025 年に地域包括ケアシ
ステムの構築に向け，発症から在宅に向け中間施設の役割
を持つ回復期とし，地域の医療・介護サービススタッフへ
情報発信が必要となってきている．そこで，今回の診療報酬
改定に伴い，実績指数計算から除外される可能性のある患
者層に絞り実績指数の比較を行った．
【対象】
2012 年 9 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までに当院を退
院した回リハ病棟患者の内，急性増悪等により，急性期病院
へ転院した患者を除く，1612 名（運動器算定患者，732 名・
脳血管算定患者，841 名・廃用算定患者，39 名）とした．
【方法】
対象を入院時運動FIM（以下；m-FIM）得点 20 点以下

（以下；i），認知 FIM得点 24 点以下（以下；ii），年齢 80
歳以上（以下；iii）m-FIM得点 76 点以上（以下；iv）の 4
群に分け，これらの分類間で一元配置分析を行い，その後の
多重比較にはTukey-Kramer 法を用いた．なお，有意水準
は 5％未満とし，統計処理には SPSS を使用した．得られた
データは全て数値化し，個人情報の取り扱いには充分に配
慮を行った．
【結果】
・ii の群（54.0±169.9）と iv の群（14.5±25.9）で実績指数
に有意差を認めた．
・iii の群（49.9±137.8）と iv の群（14.5±25.9）で実績指数
に有意差を認めた．
【考察】
iv の群と比べて ii の群及び，iii の群における実績指数が
有意に高いことが示唆された．ii の群と iii の群では，認知機
能の低下している患者の層が多く存在していることが考え
られるが，m-FIMの改善は見られた．また，m-FIMの得点
には上限が有り，天井効果により差が出たことが考えられ
る．iv の群には，脳血管患者の割合が高く，高次脳機能障
害を有する患者の入院期間の長期化が，実績指数低下の一
要因に考えられる．

O-018 漸増起立負荷による中高年者の簡易的運
動耐容能測定法の再現性

中村慶佑1,2），長澤祐哉1），澤木章二4），横川吉晴3），
大平雅美3）

1）松本市立病院 リハビリテーション科
2）信州大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 博士後
期課程
3）信州大学 医学部 保健学科 理学療法学専攻
4）松本市立病院 循環器内科

key words 起立負荷・酸素摂取量・再現性

【目的】
我々は、先行研究において起立頻度の増加に対して酸
素摂取量が直線的に増加することを確認し、漸増起立運
動負荷試験（以下、ISTS）のプロトコールを作成した。
本研究の目的は、中高年健常者を対象に ISTS の運動耐
容能測定法としての再現性を検証することとした。
【方法】
当院職員の中高年健常者 7名（男性 4名、女性 3名）を
対象とした（平均年齢 53.4±4.2 歳）。ISTS（ISTS1，ISTS
2，ISTS3）は 3回とし、別日に実施した。反復起立運動
は座面高を腓骨頭上縁までの高さとし、上肢でストック
を使用しながら実施した。ISTS のプロトコールは最初 6
回/分の起立頻度から始まり、45 秒毎に 2回/分ずつ漸増
し、最大 12 分で終了とした。起立頻度はメトロノームの
発信音で調整した。一般的な運動負荷試験の中止基準に
準拠した場合、起立動作がメトロノームの発信音から 3
動作遅れた場合はその時点で運動負荷を終了した。3回
の ISTS の最高酸素摂取量（以下、peak VO2）、運動実施
時間を測定した。各施行間の再現性は、級内相関係数
（ICC：1,1）（95%信頼区間）にて確認した。本研究は信州
大学医学部倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】
ISTS1、ISTS2、ISTS3 の peak VO2（ml/min/kg）の
平均値±標準偏差は各々 23.6±2.6、23.8±2.1、23.8±1.8、
運動実施時間（秒）は 646.3±78.6、657.9±72.7、659.3
±67.8 であった。ISTS1-ISTS2 での Peak VO2 と運動実
施時間の ICC（1,1）（95%信頼区間）は各々 0.92（0.66-
0.99）、0.98（0.91-0.99）であり、ISTS2-ISTS3 は各々 0.96
（0.82-0.99）、0.98（0.94-0.99）であった。
【考察】
ISTS が運動耐容能評価として再現性が高い理由は、
心肺運動負荷試験と同様に外部から負荷がコントロール
される external-paced test であるためと考えられる。
ISTS1-ISTS2 よりも、ISTS2-ISTS3 の方が Peak VO2
と運動実施時間の再現性は高く、中高年者を対象に
ISTS を実施するには 1回練習をすることで高い再現性
が得られることが示唆された。



O-019 定期的な運動習慣のある中・高齢者にお
ける運動頻度の違いが歩行およびバラン
ス能力におよぼす影響

兎澤良輔1,2），川崎 翼1），平野正広1），高木亮輔3），
柊 幸伸1），中村 浩1）

1）了徳寺大学 健康科学部 理学療法学科
2）医療法人社団了徳寺会 葛西整形外科内科 リハビリ
テーション科
3）医療法人社団了徳寺会 高洲整形外科 リハビリテー
ション科

key words 運動習慣・中・高齢者・運動頻度

【目的】
定期的な運動習慣のある中・高齢者における運動頻度
の違いが歩行，バランス能力，転倒率におよぼす影響に
ついて検討した．
【方法】
対象は，地域の体操教室に参加し，定期的な運動習慣
のある中・高齢者 50 名であった．平均年齢は 72.0 歳，身
長，体重（平均値±標準偏差）は，155.2±7.1cm，54.0
±8.5kg であった．測定は，前方・後方歩行速度，前方・
後方 2ステップテスト，横歩き時間，Timed up and go
test（以下，TUG），Functional reach test（以下，FR）と
した．問診にて 1年以内の転倒歴，運動習慣を聴取し，
運動習慣が週 3日以下（以下，低頻度群）と週 4日以上
（以下，高頻度群）の 2群に分け，各項目において 2標本
t 検定およびMann-Whitney 検定を実施した．統計はR
2.8.1 を使用し，有意水準は 5％とした．本研究は，了徳
寺大学生命倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認
番号 2719）．また，対象者にはヘルシンキ宣言に則って研
究の説明を実施し，同意を得て実施した．
【結果】
各群（高頻度群，低頻度群）における測定項目の平均
値±標準偏差は，前方歩行速度は 1.8±0.2 m/s，1.9±0.3
m/s，後方歩行速度は 1.0±0.3m/s，1.2±0.3 m/s，前方 2
ステップテストは 1.4±0.1，1.4±0.1，後方 2ステップテス
トは 1.1±0.2，1.1±0.2，横歩き時間は 5.9±1.3 秒，6.1
±1.8 秒，TUGは 6.8±1.1 秒，6.6±1.1 秒，FRは 32.1±6.3
cm，32.0±5.4cmで，すべての項目に有意差はみられな
かった．転倒率は高頻度群で 15％，低頻度群で 7％で
あった．
【結論】
両群に有意な差はみられないにも関わらず，転倒率は
一般的な中・高齢者の値と比較して低い結果となった．
これにより，地域の体操教室にて長期的かつ定期的に定
められた内容の運動を実施することで，運動頻度に関わ
らず歩行やバランス能力が保たれる可能性が示唆され
た．本研究では身体機能のみの検討であった点が限界で
ある．今後は，認知機能を含めて検討する必要があると
考えられる．

O-020 自立歩行可能な高齢者の膝伸展筋力標準
値―メタ分析による算出―

上出直人1,2），佐々木健人3）

1）北里大学 医療衛生学部
2）北里大学大学院 医療系研究科
3）東京慈恵会医科大学付属柏病院 リハビリテーション
科

key words 高齢者・膝伸展筋力・ハンドヘルドダイナモメーター

【目的】
ハンドヘルドダイナモメーター（HHD）による膝伸展
筋力の評価は，高齢者の転倒や要介護状態の発生予測に
有用である．本研究は，メタ分析により日本人高齢者の
HHDによる膝伸展筋力標準値を算出することを目的と
した．
【方法】
2015 年 8 月までに出版された膝伸展筋力に関する研
究論文を PubMed で検索した．検索語には高齢者および
膝伸展筋力に関する用語を適宜組み合わせて使用した．
論文の採用基準として，60 歳以上，地域在住日本人，自
立歩行可能，HHDによる膝伸展筋力値の記載，など全 8
項目を設定した．採用した論文からHHDによる膝伸展
筋力のデータを抽出し，変量効果モデルを用いて標準値
を算出した．なお，標準値は筋力実測値とトルク値の両
者について算出した．さらに，標準値に対する系統的バ
イアスをメタ回帰分析で検討した．有意水準は 5％未満
とした．なお，本研究は文献研究のため該当する倫理指
針はない．
【結果】
3,320 論文が検索され，採用基準を満たした 21 論文 50
データを解析に採用した．対象者数は合計 11,773 名（男
性 4,259 名，女性 7,514 名），年齢は 60～90 歳代であった．
解析の結果，膝伸展筋力標準値は男性 313.8［281.0-346.7］
（N），女性 206.6［164.1-249.0］（N）であった．また，膝伸
展筋力トルク値の標準値は男性 84.9［63.1-106.7］（Nm），
女性 51.8［46.6～56.9］（Nm）であった．標準値に対する系
統的バイアスとしては，男性では年齢と使用機器の違い，
女性では使用機器の違いにおいて有意に標準値が変動し
た（p＜0.05）．
【結論】
本研究により，HHDによる膝伸展筋力の標準値を得
ることができた．一方，年齢や使用機器の違いにより標
準値は変動することから，評価の際には，対象者の年齢
や使用機器に留意して標準値との比較をすることが重要
である．



O-021 自在曲線定規およびメジャーを用いた胸
椎伸展可動性測定の信頼性の検討

益子大希1），阿部 愛1），石垣直輝2）

1）船橋整形外科市川クリニック
2）船橋整形外科病院

key words 胸椎可動性測定・自在曲線定規・信頼性

【目的】
胸椎可動性の測定法はX線やスパイナルマウスなど
を用いた報告がある。本研究の目的は、より簡易的な方
法による胸椎伸展可動性測定の信頼性を検討することで
ある。
【方法】
対象は、健常成人 14 名（男性 10 名、女性 4名、平均
年齢 27.7 歳）とした。測定課題は端坐位での伸展動作、
腹臥位での伸展動作とした。測定方法はC7・Th12 棘突
起と胸骨上端をマーキングした後、安静座位および腹臥
位で脊柱の弯曲に一致させて自在曲線定規をあて、C7－
Th12 棘突起間の距離（以下、C7－Th12 距離）を計測し
た。座位伸展は脊柱を最大伸展させ、腹臥位伸展は両手
で支持した状態から臍が離れない範囲で脊柱を最大伸展
させ、両課題の安静時と最大伸展時のC7－Th12 距離を
自在曲線定規で計測した。座位伸展および腹臥位伸展は、
安静時と脊柱伸展時のC7－Th12 距離の差を求めた。加
えて腹臥位伸展では最大伸展時の床から胸骨上端の距離
をテープメジャーにて計測した。各課題は理学療法士 2
名（検者A・B）が行い、測定順は抽選で決定し、互いの
測定値を知らせず同一日に実施した。各 3項目において、
3回の測定値の平均値を計測値とした。統計学的処理に
は SPSS を用い、日間の検者内の再現性と検者A・Bの
検者間の再現性を級内相関係数（ICC）で求めた（有意水
準 5％）。本研究は当院倫理委員会の承認を得て行った。
【結果】
検者内信頼性は、級内相関係数（ICC1,2）が座位伸展で

0.75（p＝0.00）、 胸骨－床距離は 0.96（p＝0.00）であった。
検者間信頼性は、級内相関係数（ICC2,1）が座位伸展で
0.85（p＝0.00）、 胸骨－床距離は 0.89（p＝0.00）であった。
腹臥位伸展は検者内信頼性、検者間信頼性ともに有意な
相関が得られなかった（p=0.53，0.41）。
【考察】
3項目の中で胸骨－床距離測定で最も高い信頼性が得
られた。胸骨の触知は比較的容易であるため、再現性が
得られ易いと考える。本結果から、簡便な方法で胸椎伸
展可動性の評価が行えることが示唆された。

O-022 成長期腰椎分離症のスクリーニング～自
己記入式腰痛問診票の有用性について～

大山隆人1），杉浦史郎1,2），志賀哲夫1），石崎 亨1），
木村安見1），大槻哲也1），古手礼子1），渡辺純子1），
武田大輝1），堤 梨奈1），冨沢亮太1），西川 悟3），
青木保親4）

1）西川整形外科 リハビリテーション部
2）千葉大学大学院医学研究院 整形外科学
3）西川整形外科
4）東千葉メディカルセンター 整形外科

key words 成長期腰椎分離症・自己記入式腰痛問診票・ROC曲線

【目的】
成長期腰椎分離症は、若年性腰痛患者の中に多く存在
するが、早期診断にはMRI が必要であるため病院を受診
しなければ診断は難しい。腰痛を発症しても病院を受診
しない場合、成長期腰椎分離症が見逃されている可能性
が考えられる。本研究の目的は学校保健やスポーツの現
場における、我々が開発した自己記入式腰痛問診票の、
成長期腰椎分離症スクリーニングとしての有用性を調査
することである。
【方法】
腰痛を主訴として来院した若年性腰痛患者（10-17 歳）
145 例に対し、問診票を実施した。その内、発症後 1ヶ月
以内の急性腰痛で、MRI を施行した 69 例を、成長期腰椎
分離症を認めた群（成長期腰椎分離群）と認めなかった
群（非分離群）に分類した。問診票は、年齢・性別・運
動頻度（日数・時間）・疼痛（強度・状況・表現・動作・
部位・範囲）を、各設問 2～4項目の選択式で、患者本人
による自己記入にて調査した。2群の問診票の回答を、過
去の報告から成長期腰椎分離症である可能性が高い選択
肢を高得点として順序付けし、採点した。そしてROC
分析を施行し、cutoff 値、Area Under the Curve（以下
AUC）、陽性的中率、陰性的中率を算出した。
【説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に沿った研究であり、対象者
に倫理的配慮を行った。
【成績】
MRI の結果、成長期腰椎分離群 24 例（男性 21 例、女
性 3例、平均年齢 13.92±1.81 歳）、非分離群 45 例（男性
28 例、女性 17 例、平均年齢 14.55±1.90 歳）であった。
ROC曲線から cutoff 値 12 点（陽性的中率 60.9％・陰性
的中率 78.3％）が算出され、AUC＝0.731 と中等度の信頼
性が得られた。14 点以上が最も陽性的中率が高く
85.7％、9点以下が最も陰性的中率が高く 83.3％であっ
た。
【結論】
本研究の結果より、学校保健やスポーツの現場で腰痛
発症の若年者に問診票を実施してもらうことは、成長期
腰椎分離症のスクリーニングとして有用であると考えら
れた。



O-023 簡易的な腰椎分離症の骨癒合判別方法の
開発―腰椎骨叩打による振動検査法の応
用―

望月裕太1），田原直裕2），渡辺裕之3）

1）IMSグループ 東戸塚記念病院
2）平成横浜病院リハビリテーション科
3）北里大学医療衛生学部

key words 腰椎分離症・振動検査法・周波数解析

【目的】
腰椎分離症は治療経過中にMRI，CTなどの画像検査
が用いられる．しかし，これらの画像検査には高額医療
費や放射線被ばく等の問題が挙げられため，診断を補助
する簡易的な骨癒合判別方法の確立は有用であると考え
られる．本研究は腰椎骨叩打による振動検査法が，腰椎
分離症の骨癒合の判別に有用であるか検証することを目
的とした．
【方法】
第 5腰椎模擬骨を用いて正常モデル，腰椎分離症モデ
ル，癒合モデルを作製した．振動信号の測定は，小型加
速度変換器を取り付けたハンマーを用いて叩打する方法
とした．測定した振動信号から，平均パワー周波数，第
一最小周波数，低周波数成分と高周波数成分の積分値の
相対比を算出し，各指標を，正常モデル，腰椎分離症モ
デル，癒合モデル間で一元配置分散分析により比較した．
事後検定にTukey の多重比較を用いた．なお，本研究は
人工材料を用いた生体のモデル実験であるため，倫理的
配慮に関しては実施しなかった．
【結果】
平均パワー周波数は正常モデルが 266.8Hz±1.4，腰椎

分離症モデルが 356.1Hz±8.4，癒合モデルが 258.7Hz±
3.5 であり，腰椎分離症モデルは他のモデルと比較して有
意に増加した．一方，第一最小周波数は，正常モデルが
44.5Hz±1.0，腰椎分離症モデルが 18.8Hz±1.3，癒合モデ
ルが 55.8±1.0 であり，腰椎分離症モデルは他のモデルと
比較して有意に低下した．さらに，正常モデルと癒合モ
デル間においても有意差が見られた．相対比は，正常モ
デルが 7.8±0.5，腰椎分離症モデルが 2.0±0.1，癒合モデ
ルが 11.3±0.2 となり，腰椎分離症モデルは他のモデルと
比較して有意に低下した．
【結論】
腰椎骨叩打による振動検査法は，正常モデルと腰椎分
離症モデル，および腰椎分離症モデルと癒合モデル間の
判別が可能であることから，腰椎分離症の骨癒合の判別
に有用であると考えられた．

O-024 若年性スポーツ選手における仙骨疲労骨
折と成長期腰椎分離症の疼痛部位と範囲
の検討

大槻哲也1），杉浦史郎1,2），豊岡 毅1），志賀哲夫1），
大山隆人1），石崎 亨1），古手礼子1），西川 悟1）

1）西川整形外科
2）千葉大学大学院医学研究院 整形外科学

key words 仙骨疲労骨折・疼痛部位・疼痛範囲

【目的】
臨床上、若年性スポーツ選手の腰殿部痛の疼痛部位と
範囲は、疾患により異なることを経験する。本研究は仙
骨疲労骨折と成長期腰椎分離症の疼痛部位と範囲に違い
があるかを検討し、若干の知見を得たので報告する。
【方法】
対象は 2014 年 9 月から 2015 年 3 月に腰殿部痛を有し
て当院を受診した 10 歳から 18 歳の若年性スポーツ選手
で、MRI にて仙骨疲労骨折と診断された 6名（男 4名、
女 2名、右 2例、左 4例）、片側の成長期腰椎分離症と診
断された 8名（男 8名、L4 右 1 例左 2例、L5 右 1 例左
4例）とした。尚、両側、多椎間の成長期腰椎分離症は除
外した。診療録より両疾患の疼痛部位（ヤコビー線より
上か下か線上か）と範囲（指先範囲か手の平範囲か）を
調査し、比較検討した。統計処理にはFisher の直接確率
検定を用いて危険率 5％にて検討を行った。本研究はヘ
ルシンキ宣言に沿った研究であり、対象者が判別できな
いよう倫理的配慮を行った。
【結果】
仙骨疲労骨折の疼痛部位はヤコビー線より下 5例

（83.3％）、線上 1例（16.7％）であった。一方、成長期腰
椎分離症では L4 は全例（100％）が上を示し、L5 では上
1例（20％）、下 2例（40％）、線上 2例（40％）であり、
両疾患の疼痛部位に有意差（p＜0.01）を認めた。仙骨疲
労骨折の疼痛範囲は指先 1例（16.7％）、手の平 5例
（83.3％）であった。成長期腰椎分離症は指先 7例
（87.5％）、手の平 1例（12.5％）となり、有意差（p＜0.05）
を認めた。
【考察】
若年スポーツ選手の疼痛部位は仙骨疲労骨折ではヤコ
ビー線より下、L4 の片側性成長期腰椎分離症ではヤコ
ビー線より上を示す傾向が認められた。疼痛範囲は仙骨
疲労骨折で広く、片側の成長期腰椎分離症では狭い範囲
を示す傾向が認められた。



O-025 高校生ボート競技選手における腰痛と体
幹筋力の関係についての調査報告

猪狩寛城
医療法人社団 誠馨会 千葉メディカルセンター リハ
ビリテーション部

key words 高校生ボート競技選手・腰痛・体幹筋力

【目的】
ボート競技選手の傷害として腰痛が多い。一般的にス
ポーツ選手の腰痛に関する報告において体幹筋力との関
連性があると報告されているが、高校生ボート競技選手
においてはそのような報告は見られない。本研究の目的
は、スポーツ現場で高校生ボート競技選手の腰痛と体幹
筋力の関連性を調べる事である。
【方法】
対象は県大会に出場する高校生ボート競技選手 1～3
年生男女 42 名（男性 26 名、女性 16 名）であり、口頭に
て腰痛の有無を確認した。腰痛の有無で腰痛（有）群、
過去（有）群、無し群の三群に分類した。各群に対して
徒手筋力測定評価器MICROFET（日本メディックス社
製）を用いて体幹屈曲・伸展筋力、股関節屈曲筋力を測
定し、体幹伸展筋力/体幹屈曲筋力（以下E/F比）を算出
し、3群間で比較した。また、それぞれの筋力値を体重で
除した値を算出し、3群間で比較した。統計学的解析は
3群間の測定項目に対しクリスカルウォーリス順位検定
を行い、有意差がある場合にはボンフェローニ補正マン
ホイットニー検定を実施し、有意水準は 5％とした。
【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に則り、選手には研究の趣旨を書面と
口頭で説明・確認をした上で参加に同意を得た。
【結果】
腰痛（有）群 12 名（男性 6名、女性 6名）、過去（有）
群 12 名（男性 8名、女性 4名）、無し群 18 名（男性 12
名、女性 6名）となり、腰痛（有）の割合は 28.6％となっ
た。全ての測定項目において各群間で有意差は無かった。
【考察】
本研究の結果、高校生ボート競技選手の腰痛に関して
E/F比や体幹筋力は関与しない可能性が示唆された。こ
れはボート競技において、腹筋群・背筋群の筋バランス
や体幹筋力よりもフォーム不良等のスキルの問題が腰痛
に関与している、または瞬発的な筋力ではなく筋持久力
の低下が腰痛に影響を与えているためではないかと推測
された。今後更なる検討により明らかになると考えられ
た。

O-026 コントロール不良な重症不整脈患者を担
当して～負荷量に着目した介入～

金子真人，東福寺規義
東海大学医学部付属病院 診療技術部 リハビリテー
ション技術科

key words 心不全・筋力強化・動作時負荷量

【初めに】
陳旧性心筋梗塞に対し冠動脈バイパス術施行後、抗不
整脈薬であるアミオダロンの副作用により間質性肺炎を
呈し、心不全が悪化した症例を担当した。介入当初はア
ミオダロン中止により不整脈が頻発し、循環動態が不安
定だった。循環動態に配慮した運動負荷量の調整や環境
設定を行い、自宅退院へ至った経過を報告する。発表に
際し、患者から同意を得た。
【介入】
当初は低心機能（EF30%）に加え起立性低血圧を認め
ており、離床に時間を要した。介入X＋11 日目には車椅
子乗車時に収縮期血圧 90mmHg以上を保持でき、リハ
ビリ室にてADL訓練を開始した。階段昇降訓練まで可
能となったが、X＋22 日目に運動時の short run や息切
れ等の自覚症状を認めるようになった。X＋24 日目に肺
炎及び心不全が再燃し訓練中止となる。X＋26 日目に訓
練再開したが、起居動作や歩行時に short run や四段脈
を認めた。そのため、医師とバイタルに関する中止基準
を再設定し、動作時の負荷量軽減に着目する事とした。
運動耐容能向上を目的に、四肢筋力強化訓練を看護師と
連携して実施した。また、起居動作においてベッドの高
さ等の環境設定を行い、動作負荷量の再調整を行った。
訓練時に不整脈が出現する場面を患者にフィードバック
し、活動限界を把握しながら訓練を進めた。
【結果】
安静時及び運動時の不整脈の出現頻度が減少した。循
環動態が安定し、訓練時の耐久性が向上した。4点杖歩
行、両手すり使用での 20cm段差昇降等が可能となった
が、20m以上の歩行や階段昇降時にNSVTを認めてい
た。屋内ADLにおいて不整脈の出現なく杖歩行自立を
獲得し、X＋63 日目に自宅退院へ至った。
【考察】
筋力強化により運動耐容能向上を図り、動作時負荷量
の調整を患者に対してフィードバックした結果、心不全
の増悪なく自宅退院へと至った。今後の課題としては、
自宅での環境調整について検討が必要だと考える。



O-027 維持期血液透析患者に対するリハビリ入
所により適切なドライウェイト管理で減
量し，GA値が改善した症例

上杉 睦，高橋茉也
介護老人保健施設ハートフル瀬谷 リハビリテーション
部

key words 透析患者・介護老人保健施設・リハビリ入所

【目的】
維持期血液透析患者（以下HD患者）では適切なドラ
イウェイト（以下DW）の設定が重要であり，生活上の
注意点としては水分，栄養管理が必要である．また，近
年HD患者における運動療法は体力の向上や血液データ
改善に効果的であることが明らかとなっている．本研究
では当施設入所のHD患者に対し運動療法，水分，栄養
管理を主としたリハビリ入所を実施したところ，適切な
DWで肥満の改善およびGA値が改善した症例を経験し
たので報告する．
【方法】
対象はHD患者 80 歳代，女性，透析歴 2年．運動療法
では理学療法を週 3日実施，内容はマシントレーニング，
歩行運動，階段昇降を実施した．また，介護士の付き添
いで下肢筋力強化運動，歩行運動を週 7日実施した．栄
養管理では管理栄養士による栄養評価により管理された
透析食を提供した．測定項目は入所期間中のDW，心胸
郭比（CTR），およびGA値等の血液検査値を入所時から
1ヶ月ごとに調査した．個人情報の取り扱いは臨床研究
に関する倫理指針を順守した．
【結果】
以下，結果を入所時，3ヶ月後，6ヶ月後，9ヶ月後の
順に記す．DW（kg）は 67.5，64.0，62.0，59.0 であった．
CTR（%）は 63.5，59.0，64.2，64.3 であった．GA値（%）
は 17.4，18.8，17.0，15.8 であった．また，BMI は入所時
28.8 から 9ヶ月後は 25.2 となった．
【考察】
本研究の結果よりCTRは変化無くDWが 8.5Kg 減少
した．また，他の血液検査結果に大きな変化は無く，GA
値が改善する結果が得られた．この結果は透析療法を継
続しながら，施設入所による水分，栄養管理，運動療法
を継続して実施した効果が考えられる．多職種の専門職
による包括的なケアの実施はHD患者に対して効果的で
ある．
【まとめ】
HD患者に対するリハビリ入所により適切なDW設
定や血液データの改善効果が得られる．

O-028 肺癌による下肢麻痺を伴う多発骨転移を
合併した統合失調症患者の理学療法の経
験

奥出 聡1），濱田賢二1），伊藤 卓1），平川淳一1），
林 光俊2），河合 伸2）

1）医療法人社団光生会 平川病院
2）杏林大学医学部付属病院

key words 癌・統合失調症・ADL

【目的】
肺腺癌の腰椎・骨盤への多発骨転移による病的骨折の
リスクに対し前医で高度のADL制限を受けた統合失調
症患者の理学療法を経験した。精神科での癌治療及び理
学療法実施にて大幅なADLの改善ができた為、ここに報
告する。
【症例紹介】
10 歳代中頃より精神科通院歴のある妄想型統合失調症

の 60 歳代男性。
【倫理】
患者本人の了承と当院倫理委員会の承諾を得た。

【経過】
X年に著明な腰痛で歩行困難となり当院入院。整形外
科医診察の結果、腰椎・骨盤の腫瘍性病変を指摘。数日
後、他院へ転院し左肺腺癌・転移性骨腫瘍の診断となる。
原発巣に対する積極的治療の適応なしの判断と腰椎・骨
盤の病的骨折の強い懸念ありギャッジアップ 60̊ までの
安静度となる。転移巣に対する 30Gy/10Fr の放射線治療
と体幹硬性コルセット作製後、22 日後に当院再入院とな
る。入院 10 日後よりリハ開始。初期評価はEastern Coop-
erative Oncology Group（ECOG）Performance Status
Scale（以下 PS）3、Karnofsky Performance Scale（以下
KPS）40％、B.I30 点、股関節・膝関節に軽度のROM
制限、両下肢に運動時痛及び L3・L4 領域に不全麻痺、L
1 以下に痺れを伴う異常感覚と中等度鈍麻あり。当院にて
経口抗がん剤使用を開始し、この奏功により転移巣の融
解像は骨化改善し入院 171 日目には軟性コルセットへ移
行する。入院 179 日目には足部に軽度の感覚障害は残存
したが PS1・KPS70％・B.I95 点に改善。その後は自主練
習を中心に継続し、入院 420 日目にグループホームへ退
院する。
【考察】
患者がより高い benefit を得る為に、当院の各科が専門
性を活かして協業しながら必要最大限の治療提供をした
ことにより、患者は前医で高度のADL制限を受けていた
が大幅なADLの改善を果たすことができたと考える。そ
して、治療者として患者が重篤な状況にあっても患者の
希望を尊重しながら、最大限人間らしく生きるための選
択枝を共に模索していくことの重要性を改めて学んだ。



O-029 造血幹細胞移植前から理学療法を行い運
動耐容能や下肢筋力低下を予防した症
例―減量期から退院までの経過―

細谷学史1），高木敏之1），佐藤 大1），高橋秀寿2），
牧田 茂3），前田智也4）

1）埼玉医科大学国際医療センター リハビリテーションセン
ター

2）埼玉医科大学国際医療センター 呼吸器・運動器リハビリ
テーション科
3）埼玉医科大学国際医療センター 心臓リハビリテーション科
4）埼玉医科大学国際医療センター 造血器腫瘍科

key words 骨髄移植・理学療法・運動耐容能・下肢筋力

【はじめに】
白血病患者の根治治療として行われる造血幹細胞移植

（移植）では抗がん剤や放射線照射等の影響により，ADL
の制限や臥床状態が長期にわたることから全身の筋力や
運動耐容能が低下を来しやすい．移植に使われる造血幹
細胞の供給源と細胞数には限りがあるため，体重増加が
供給源や生着率の減少を引き起こすと言われている．今
回肥満により減量が必要とされ，移植前から理学療法
（PT）の開始とリスク管理を図り，移植実施後に自宅退院
に至った症例を報告する．
【理学療法経過】
対象は 30 代男性，身長 174.5cm，体重 99.8kg，BMI
32.6．急性前骨髄球性白血病の再々再発を来たし，移植目
的に入院．入院当初から PT介入までは全身状態が安定
せず，第 83 病日から PT開始．移植に向けて体重 70kg
以下を目標とした減量及び運動耐容能や両下肢筋力の維
持・改善を目的に介入．当初は病棟内での筋力強化や歩
行練習を中心に実施した．第 112 病日リハビリ室にて有
酸素運動，筋力強化練習を開始した．第 133 病日に心肺
運動負荷試験（CPX）と両下肢筋力の測定を実施した．
最大酸素摂取量（PeakVO2）は 18.8 ml/kg/min，無酸素
性作業閾値（AT）は 10.8 ml/kg/min であった．両下肢筋
力は左/右：1.55/1.56N・m/kg であった．その後の練習
はATレベルでの有酸素運動を 1回 30 分，週 5回行っ
た．第 250 病日に体重が 67.1kg（摂取エネルギー量：850
kcal/day）となり，臍帯血移植を施行．移植後は室内にて
PTを継続し，第 313 病日以降はリハビリ室にて PTを
再開し第 353 病日に自宅退院．自宅退院前の PeakVO2/
ATは 22.5/11.6 ml/kg/min，両下肢筋力は 1.92/1.95 N・
m/kg であった．なお，本報告については患者に十分に説
明し，同意を得た．
【考察】
造血幹細胞移植患者に対して理学療法士が移植前後の
有害事象に留意しつつ，運動療法を行うことで減量中及
び移植後であっても下肢筋力と運動耐容能の低下を抑
え，速やかな自宅退院が可能となった．

O-030 Closed Kinetic Chain による運動が大腿神
経完全麻痺の膝折れに有効であった一症
例

深田 亮，古川誠一郎，黒岩良太，天田裕子，村田 淳
千葉大学医学部附属病院 リハビリテーション科

key words Closed Kinetic Chain・大腿神経完全麻痺・膝折れ

【目的】
大腿神経麻痺は膝折れによる転倒の危険性は大きく，
歩行を含めたADLに及ぼす影響は少なくない．今回，後
腹膜腫瘍（右腸骨筋）摘出に際し右大腿神経切除された
完全麻痺症例に対し，Closed Kinetic Chain（CKC）を中
心に理学療法を実施し，最終的に復職を達成した症例を
経験したので報告する．本報告についてはヘルシンキ宣
言に基づき本人に説明と同意を得ている．
【方法】
症例は後腹膜脂肪肉腫術後，腸骨筋内再発の 70 歳男
性．独居で職業は農家，最終的には復職が希望であった．
X-2 年 2 月，後腹膜腫瘍摘出術施行．X年 9月，再発のた
め後腹膜腫瘍摘出術施行され同時に右大腿神経及び小腸
部分切除施行．術前理学療法時における右腸腰筋は
MMT3，右大腿神経支配領域の筋はMMT2-3，30 秒間椅
子立ち上がりテスト（CS-30）は 14 回，歩行は独歩自立
で 10m歩行は 7.81 秒，階段昇降・ADLは自立であった．
術後，右腸腰筋及び右大腿・閉鎖神経支配領域の筋力は
MMT0と悪化した．手術所見より，右大腿神経支配領域
の筋力回復は困難と考え，術後理学療法では右大腿神経
支配領域の筋を補償する目的で，大殿筋と下腿三頭筋の
協同収縮による股関節伸展と足関節底屈，筋の特異性に
よるハムストリングスの股関節伸展・膝関節伸展の促通
をCKC中心に行った．
【結果】
術後 5週におけるCS-30 は 9 回，歩行は屋内 Pickup
歩行車にて自立，屋外は独歩で軽介助，10m歩行は 23.5
秒，階段昇降は手すり把持にて監視，ADLは清拭以外自
立であった．X年 10 月，他院転院を経て，X年 11 月に
T字杖歩行にて自宅退院となり，X+1 年 2 月復職に至
る．
【結論】
膝関節自動伸展が不能であっても膝関節の動的安定性
を高めた要因として，以下 3点を考えた．上半身のバラ
ンス能力が比較的保たれていた．大殿筋による大腿骨の
後方牽引と下腿三頭筋により下腿骨の後方牽引に加え，
ハムストリングスと大腿筋膜張筋が補助的に作用した．
大腿直筋が股関節伸展により伸張され，膝関節伸展とな
る tenodesis 効果があった．



O-031 回復期 2C病棟における過去 3年間の脳卒
中患者への長下肢装具治療と FIMの関連
性

高岩伸好
特定医療法人財団 健和会 柳原リハビリテーション病
院

key words 長下肢装具・運動・認知 FIM・起立運動

【目的】
当院では過去 3年間、脳卒中患者重介助者に対して長
下肢装具による起立運動と歩行練習を実施してきた。認
知FIM高得点群と低得点群の脳卒中患者重介助者で長
下肢装具を使用して回復した症例を紹介するとともに、
過去 3年間のユニット内での長下肢装具治療とFIMの
関連性を確認し、診療報酬改正後のユニット運営を考察
していく。
【方法】
過去 3年間における当院回復期病棟に入院された脳卒
中患者で運動・認知FIM高得点群と同FIM低得点群を
それぞれ長下肢装具装着群・非装着群に分けた。そして、
それぞれのFIM効率と FIM利得を比較した。
【結果】
運動FIM低得点群の長下肢装具装着群と非装着群に
FIM利得に差が出たが、FIM効率には差はなかった。ま
た、認知FIM高得点群の長下肢装具装着群と非装着群の
FIM利得には大きな差はなかった。
【考察】
過去 3年間に渡る回復期病棟 2Cユニット内での検証
結果である。治療用の長下肢装具使用により運動FIM
は上昇し脳卒中重介助患者に対する有効性がある。しか
し、入院期間の長短には大きな差はなく背景に他の要因
があると伺える。今後も継続した調査が必要である。さ
らに、認知FIM高得点群に関しては、長下肢装具装着の
有無がFIM利得に大きな影響はなかった為、入院時の認
知FIMの得点が早期の装具療法の導入の指標になると
示唆された。

O-032 小脳出血により失調症状を呈した症例に
対する応用歩行の再獲得～渓流釣りとい
う余暇活動の復帰を目指して～

坂井麻人，秦 和文，棚谷祐昌，奥野美咲，足立恵梨，
齊藤雄大，柳沼利弥，坂本洋介，谷島弥生，朝日美佳，
佐藤文雄
医療法人社団三秀会 羽村三慶病院 リハビリテーショ
ン科

key words 失調症状・コアコントロール・渓流釣り

【はじめに】
渓流釣りは、男性の余暇活動の潜在需要として高く、
年齢層も比較的幅広い。当症例は、小脳出血により失調
症状を呈していたが、入院時から渓流釣りへの復帰の要
望が著しく強かった。その為、早期より目標設定を高く
して望んだ症例であり、良好な経過を得たため報告する。
【倫理的配慮】
発表に際し本症例には主旨を説明し了承を得ている。

【症例紹介】
60 歳代、男性。診断名、小脳出血。既往として右大腿
骨頸部骨折、高血圧、糖尿病。前医にて保存加療のうえ、
発症 22 病日目に、リハビリテーション加療目的に当院へ
入院された。
【経過および治療内容】
入院時、体幹を含めた左上下肢優位の小脳性失調症状
を認め、移乗及び平行棒内歩行は軽介助を要した。入院
後 6病日目には移乗及びトイレ動作自立、入院後 19 病日
目には病棟内独歩自立へと移行した。当初から希望され
ていた渓流釣りへの参加を目的に、腹斜筋、腹横筋を含
めた体幹筋の促通とタンデムゲートなどのバランス練習
を行った。支持基底面や床反力を変化させて、徐々にバ
ランス練習の難易度を上げていった。入院後 52 病日目に
は、縁石や車止めブロックの上を渡るなど、多様な環境
下での屋外歩行が可能となった。入院後 62 病日目には試
験外泊を実施し、自宅近くの川原での歩行も可能となっ
た。入院後、70 病日目、自宅退院。
【考察】
本症例は、体幹を含めた左上下肢優位の失調症状を呈
しており、コアコントロールに着目し、腹部の求心性収
縮と背部の遠心性収縮の協調性を高めた。中枢部のコン
トロールが向上することで、上下肢の失調症状の軽減を
期待した。また視覚の代償を含めたフィードフォワード
を利用し、多様なバランス練習を実施したことにより、
動揺の中での自己調整を促し、中枢神経系での再調整を
確立した。今回、患者の生き甲斐である余暇活動が、今
後の地域コミュニティへの能動的な社会参加を促すと考
えられる。



O-033 免荷式リフトPOPOによる段階的な免荷
量設定での歩行練習～過剰努力を生じな
い歩行を目指して～

渡部真由，高橋良太，池谷聡毅，橋爪義隆
IMSグループ 新戸塚病院

key words 非麻痺側過剰努力・免荷式リフト（POPO）・姿勢アライメント

【はじめに】
脳卒中患者の歩行は課題の難易度から非麻痺側の過剰努

力が生じる等，検討の余地が残る．今回，動作時過剰努力に
より介助量増加を呈す症例を担当し免荷式リフト（以下
POPO）を用いた運動学習にて良好な結果が得られた為報告
する．本人・家族に趣旨説明を行い同意を得た．
【症例紹介】
80 歳代女性．診断名は左橋梗塞．発症後 54 病日に当院入
院．BRS右上下肢 Iだが股関節の随意性をわずかながら認め
た．MMT左上下肢 4．注意障害・脱抑制を認めた．立位中
等度介助．ADL全介助でFIM44 点．動作全般に非麻痺側上
下肢の過剰努力が生じ，麻痺側下肢の立脚は膝折れ，振り出
しは困難であった為，手すりを使用したステップは全介助．
【介入のきっかけ】
股関節・骨盤・胸郭が鉛直線上に位置するよう徒手的に
胸郭を把持，免荷する事で過剰努力軽減，遊脚の協力動作が
出現．上記より POPOを使用し姿勢を鉛直線上に保持し残
存する下肢支持性範囲内まで免荷する事で，過剰努力を軽減
した上で麻痺側の振り出しが促せると仮説．
【介入】
全体重の 75％免荷にて過剰努力・膝折れ消失，遊脚の協

力動作出現を認めた事から 75％免荷から歩行練習を開始．
麻痺側下肢の振り出しや支持性，過剰努力の程度で免荷量を
調整．介入 2週間後 21％免荷にて上記反応が良好となり，杖
歩行へ移行．
【結果】
介入 1週間後，立位保持最小介助，排泄は 2人介助にて可
能．介入 3週間後，BRS右下肢 II，移乗最小介助，排泄は 1
人介助にて可能，FIM55 点．介入 5週間後，BRS右下肢 III，
杖歩行最小介助，FIM61 点．
【考察】
POPOにより姿勢アライメントを鉛直線上に保持し，症例

の残存能力範囲内で段階的に荷重量を調整する事で非麻痺
側の過剰努力を伴わず麻痺側の随意運動を促す事が可能で
あったと考える．また再現性の高い介入を反復した事が高次
脳機能障害を呈した症例に対して能動的な運動学習に繋
がったと考える．非麻痺側の過剰努力や高次脳機能障害を呈
した症例に対し POPOによる歩行練習の導入が有効である
と考える．

O-034 維持期脳卒中患者の下腿三頭筋の痙性に
対する電気刺激療法の経験

藤沢 遼，田中直樹，金森毅繁
医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病院 リハビリ
テーション部

key words 維持期脳卒中・痙性・電気刺激療法

【はじめに】
既往の脳梗塞による下腿三頭筋の痙性によりADLが

制限されていた症例に対する電気刺激療法を経験したの
で若干の考察を加えて報告する．
【症例紹介】
80 歳代女性．2014 年 9 月急性膵炎の診断で当院入院．
同 12 月療養棟転棟．2015 年 5 月下旬に当院併設の老人
保健施設に入所．既往歴は右脳梗塞，左大腿骨頸部骨折．
入所 1日目に理学療法開始．入所 8日目より演者担当．
発表にあたり本人・家族に口頭で説明し同意を得た．
【入所 8日目評価】
運動麻痺はBrunnstrom Recovery Stage にて左上肢
ll-手指 ll-下肢 lll．関節可動域（右/左；̊）は足関節背屈 5/-
5̊．筋力は右上肢 4・下肢 3，体幹 3．下腿三頭筋の筋緊張
はModified Ashworth Scale（MAS）2．ADLでは，移乗
は手すり把持で見守り．ADLの排泄動作は左立脚時踵接
地を認めず把持なしでの立位保持ができず下衣更衣全介
助．
【経過】
入所 70 日目までは関節可動域練習，ADL練習を実施
し，左足関節背屈 0̊ と改善を認めたが，移乗はステッピ
ングが不十分のため見守り，ADLの排泄動作は下衣更衣
全介助と改善を認めなかった．入所 70 日目より電気刺激
療法を追加．入所 73 日目に左足関節背屈 10̊，MAS1+
と改善を認め，基本動作はステッピングを十分に認め移
乗自立となった．入所 94 日目に左足関節背屈 15̊，MAS
1+と ROMの改善を認め，排泄動作見守りとなった．入
所 148 日目にMAS1， 立位での下衣操作が可能となり，
排泄動作自立レベルとなった．
【考察】
本症例において，電気刺激療法を加えることにより排
泄動作に改善が認められた．これは電気刺激により痙性
が改善し，踵接地での立位が可能となり，安定した立位
動作が可能となったことが考えられた．このことから，
維持期脳卒中患者の痙性治療に対する電気刺激療法重要
性を再確認した．



O-035 脳卒中患者に対しレール走行式追随型免
荷リフト使用による歩行練習効果

谷津信乃
船橋市立リハビリテーション病院

key words 歩行不安定性・姿勢制御・レール走行式追随型免荷リフト

【はじめに】
小脳梗塞により右片麻痺と四肢の運動失調を認める患
者に対し，軽介助下での歩行練習をおこなっていた．し
かし，従来の歩行練習では転倒防止のため介助者が支え
過ぎ，自身のバランスを崩す状況に対する姿勢制御反応
の出現を妨げていた．そこで今回，モリトー社製レール
走行式追随型免荷リフト（SS-100）を使用し，歩行不安定
性改善のためアプローチした結果，歩行能力の向上を認
めたので報告する．
【対象】
対象は 70 歳代女性．右運動麻痺はBrunnstrom stage
上肢 4，手指 4，下肢 5，体幹・右股関節筋群の低緊張と
四肢の運動失調により，右下肢立脚期に股関節屈曲・内
転・内旋接地となりやすく，方向転換時麻痺側後方への
ふらつきを認めた．またバランス評価では，Berg Balance
Scale（BBS）18 点と転倒の危険性を有し，4点杖歩行は
軽介助レベルであった．
【倫理的配慮】
本研究は所属機関における倫理審査委員会の承認を受
け，研究内容を対象患者に説明し，書面にて同意を得た
（承認番号 船H27-72）．
【方法・結果】
免荷機能は用いず自由歩行速度に合わせ，ハーネスを
装着し，免荷リフトを追随させた．また，4点杖を使用し
横歩きや，スラローム歩行などの応用歩行練習を見守り
下にて 1日 20 分，約 3週間毎日実施した．その結果，歩
行能力は 4点杖歩行軽介助レベルから 4点杖歩行見守り
レベルに向上した．BBSは 22 点であった．
【考察】
レール走行式追随型免荷リフトを用いた歩行練習によ
り，歩行時に大きくバランスを崩すことに対し過剰な介
助をおこなうことなく，歩行練習が可能となった．これ
により自身の四肢運動失調に対し，姿勢制御を学習する
ことが可能となり，動的バランス能力の向上に繋がった．
結果歩行不安定性は改善し，4点杖歩行見守りとなった
と考える．

O-036 めまいを伴う歩行障害を有する小脳出血
症例に対する頭位変換・視運動課題を付
加した歩行練習の効果の検討

清水夏生1,3），橋立博幸2），太田智裕1,3）
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【目的】
本研究は小脳出血症例における歩行中のめまいに対す
る頭位変換・視運動課題を付加した歩行練習の効果を検
討することを目的とした。なお、本研究は施設内倫理委
員会の承認後に、本人に本研究の概要を説明し同意を得
て実施した。
【症例】
69 歳、女性、左小脳梗塞により 35 病日に回復期病棟に
入院した。入院時、明らかな運動麻痺や運動失調は認め
られなかったが、めまいを伴う悪心により積極的な離床
が困難であった。65 病日には悪心が軽減し、屋内歩行器
歩行自立に至ったが、残存するめまいによる身体動揺に
より完全自立は困難であり、modified gait efficacy scale
（mGES）43/100 点、歩行速度（GS）55.7 m/分、dynamic
gait index（DGI）17/24 点、DGI 下位項目の頭部水平回
旋（HHT）2/3 点、頭部垂直回旋（VHT）1/3 点であっ
た。屋内外での歩行の完全自立を目的に 65 病日から 10
日間（A期）は屋外歩行練習と階段練習を実施した。
【経過】
A期終了時、mGES 84 点、GS 68.1 m/分に改善したが、
歩行安定性はDGI 20 点、HHT 2 点、VHT 1 点と改善が
乏しく、屋内外での歩行の完全自立は困難であった。そ
のため 75 病日から 11 日間（B期）は屋外歩行練習ととも
に頭位変換・視運動課題を付加した歩行練習を実施し
た。B期終了時、歩行中のめまいが減少し、歩行安定性は
DGI 24 点、HHT 3 点、VHT 3 点と明らかに改善し、屋内
外での歩行が完全自立となった。また、GSはA期終了時
とほぼ同等であった。
【考察】
A期では歩行の自信や速度は改善したが、歩行中のめ
まいや歩行安定性の改善は乏しく、特別な課題を付加し
ない歩行練習では歩行中のめまいや身体動揺の改善を促
進できなかった。一方でB期を通して歩行中のめまいや
歩行安定性に明らかな改善が認められたことから、小脳
損傷者のめまいによる歩行中の身体動揺に対して、頭位
変換を伴う視運動課題を付加した特異的な歩行練習を実
施することが有益である可能性があると推察された。



O-037 脳静脈洞血栓症により重度左片麻痺、感覚
低下を呈した全盲の症例

小蒲京子，水野 啓
東京ベイ・浦安市川医療センター

key words 全盲・理学療法・脳静脈洞血栓症

【はじめに】
感覚情報は運動学習において主要な役割を果たしてい

る。臨床場面においては視覚情報から運動学習を促進させ
ることが多くあり、効果も報告されている。今回、視覚情
報が遮断されている全盲の症例に対して、聴覚フィード
バックや前庭迷路系に着目し理学療法を施行した結果、基
本動作の改善が認められたので報告する。
【倫理的配慮】
本研究はヘルシンキ宣言に沿って対象者に対して発表

の趣旨を十分に説明し、同意を得た上で実施した。
【症例紹介】
1 歳の時に網膜芽細胞腫により両眼球を摘出し全盲と

なった、病前ADL自立した 40 歳代女性。今回、脳梗塞の
疑いで当センター入院され、当日に右頭頂葉皮質下出血を
発症し開頭血腫除去術を施行した。第 5病日に静脈洞血栓
症を診断され抗凝固療法開始した。
【経過と理学療法】
脳静脈洞血栓症に伴う脳圧管理に難渋を呈し、第 22 病

日より離床開始した。離床開始時の理学療法評価は、GCS
13 点、BrunnstromStage（左）I－I－II、感覚重度鈍麻、
基本動作全介助、SCP6 点、FIM34 点（運動項目 13 点・認
知項目 21 点）であった。症例は日常会話の聴覚刺激に対し
て多様な興味を示していたので、理学療法においても症例
の周囲の環境や姿勢を詳細に伝えた。また、非麻痺側手掌
でも実際に触れて頂いた。抗重力位では身体正中軸が大き
く麻痺側へ偏倚していた為、座位や立位練習では軽介助に
て頭頸部や身体軸を正中位に戻る運動を反復し前庭感覚
を刺激した。
【結果】
第 66 病日で基本動作は全介助から一部介助～監視、

SCPは 6点から 3.5 点、FIMは 34 点から 47 点（運動項目
17 点、認知項目 30 点）と改善が認められた。
【考察】
視覚以外の聴覚や前庭迷路系を主とした感覚フィード

バックを行なうことで運動学習の一助になれたと考える。
【おわりに】
症例を通して盲人に対しての理学療法や関わり方を学

べた。今回の報告に協力して頂いた症例や家族に感謝す
る。

O-038 脳卒中片麻痺患者に対し機能的電気刺激
療法と免荷式歩行訓練を併用し歩行能力
改善を認めた一症例

桑田真理奈1），西澤賢人2），関根康文1），伊藤雅史3）
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【はじめに】
脳卒中治療ガイドライン 2015 では機能的電気刺激（以
下FES）、トレッドミル訓練共にグレードBで推奨され
る。我々は先行研究で脳卒中患者に対し表面電極型FES
であるウォークエイド（TEIJIN 社製）を使用し 10m歩
行・TUGに有意差を認めた。今回、当法人老健に設置し
ている可動式免荷装置アンウェイシステム（Biodex 社
製）を使用した免荷式歩行訓練（以下BWSTT）と併用
し歩行改善を認めた為ここに報告する。
【方法】
症例は当院回復期でのリハビリ後、当法人老健へ入所
となった 60 代男性。脳梗塞（後頭葉～側頭葉）左片麻痺、
発症から約 11 か月経過、下肢BRSIII。移動能力は SLB
にてT-cane 歩行監視レベルであった。プロトコルは先
行研究を基に週 3回・4週間、免荷量 20%、トレッドミル
速度は 0.8～1.0km/h、時間は計 10 分とした。効果判定と
して 2条件（BWSTT前 SLBのみと BWSTT後 SLB＋
FES）での 10m歩行を 2回計測した平均値とアンウェイ
上で記録される項目を、介入時と 4週後に数値比較を
行った。尚、本研究はヘルシンキ宣言に基づき倫理的配
慮として研究の趣旨を説明し同意を得て行った。
【結果】
BWSTT前後の 10m歩行共に優位に歩行速度（秒）［前
11.8、後 12.4］・歩数（歩）［前 3、後 4］の改善を認めた。
アンウェイ上の数値では、歩幅のばらつき（％）が［右
9.22、左 8.42］低くなり、立脚期時間（％）は［右 58→53、
左 42→47］となり 50%へ近似した。
【考察】
今回は SLB＋FESを使用し背屈補助でなく電気刺激

により生体筋活動での制御によって運動学習が図れ立脚
期安定に繋がったと考える。また、BWSTTの効果とし
て低負荷高頻度での規則的なステップ運動によりCPG
賦活、免荷下で対称性が改善した上で運動したことも麻
痺側単脚支持期安定に繋がったと考える。これらの相乗
効果により 10m歩行はいずれも 10 秒以上速くなったと
考え、翌日以降も carry over される結果となり、FES+
BWSTTの効果は歩行能力の向上に繋がることを示唆
した。



O-039 多系統萎縮症の嚥下機能と自律神経障害
の関係
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【はじめに】
多系統萎縮症（以下，MSA）は進行すると，嚥下障害
を併発することが多く，また同時に自律神経障害も合併
する．今回在宅で，嚥下障害に対して食道分離術を施行
し，食事摂取が可能となったが，自律神経障害のうつ熱
によって嚥下機能に影響を及ぼしたため報告する．
【説明と同意】
口頭にて説明し承諾を得ている．

【症例紹介と経過】
60 歳代男性，疾患名はMSA，現病歴は平成 19 年に発
症．平成 25 年誤嚥性肺炎を発症し，気管切開，胃瘻造設，
バルーン装着し臥床状態となり，訪問リハビリが開始と
なった．平成 26 年に食道分離術を施行した後，半年間の
介入によりYahr 分類 5，運動構音検査（以下，AMSD）
呼吸 4点，発声 0点，鼻咽腔閉鎖 4点，口腔構音では運
動 22 点，速度 13 点，筋力 10 点，改正水飲みテスト 4，
RSSTは 2回，食形態は介護食となった．FIMは 77 点，
基本動作軽介助，座位監視，歩行軽介助となり血液デー
タとしては，電解質，炎症反応に問題は認められなかっ
た．その後，外気温の上昇によって体温が 38 度となった．
38 度時に全身倦怠感，動作緩慢が出現しAMSDが呼吸
2点，発声 0点，鼻咽腔閉鎖 1点，口腔構音として運動
10 点，速度 3点，筋力 6点，改正水飲みテスト 3，RSST
は 0回と変化したが血液データには影響は認められな
かった．
【治療と結果】
関節可動域，基本動作練習，体位変換，室内温度調節，
両脇下に氷嚢と水分補給によって，体温が 36 度台までに
低下した．またAMSDも半年間介入後直後のレベルに
変化した．
【考察】
MSAは進行とともに発汗障害が高度となるとうつ熱
を併発する．うつ熱は脊髄中間外側核の機能障害によっ
て起こり，進行とともに上行していく．今回，うつ熱か
ら体内の水分量低下，軽度脱水症状によってドパミン神
経機能が低下し錐体外路症状が強く出現し嚥下機能に影
響を及ぼしたと考える．今後，MSAなどの自律神経障害
を呈する神経変性疾患は，体温調節機能を考慮し対応す
る必要があると考える．

O-040 幼 児 期 発 症Guillain�Barre 症 候 群
（GBS）の一例に対する理学療法の経験

仲里美穂1），間嶋 満2），國田広規1），伊藤有希1），
神子嶋誠3）

1）埼玉医科大学病院 リハビリテーション科
2）埼玉医科大学病院 MD
3）埼玉医科大学 保健医療学部 理学療法学科

key words ギランバレー症候群・理学療法・小児

【はじめに】
GBSは幼少期から成人に至るまで幅広い年齢層で発
症する疾患であるが、小児の報告例は少ない。また多く
は近位筋優位に回復を認めるとされている。今回、四肢
末梢から近位筋へと回復を認めた幼少期発症のGBS例
を経験し、対象となる児のご両親に本報告の趣旨を説明
し同意を得たので報告する。
【症例】
2歳男児。上気道炎後に四肢脱力を認め、当院小児科に
緊急入院。入院時、頸部を含めた完全四肢麻痺を示し、
それまでの経過と髄液所見からGBSと診断され、入院日
から 5日間免疫グロブリン静注療法施行。9病日から理
学療法（以下、PT）開始。
【理学療法（PT）評価と経過】
初期評価では筋力は右手指の屈伸・両足関節底背屈が
わずかに認められるようになっていたが、その他四肢・
頸部・体幹では筋出力は認められなかった。また両下肢
に触覚過敏を認め各関節最終可動域前後で疼痛を訴え、
基本動作は全介助であった。PTでは児の意欲を促し姿
勢保持を中心に基本動作練習を施行し、17 病日で定頸獲
得、21 病日に立位・歩行練習を開始、44 病日で長座位自
立し LLB装着下での立位保持が自立し自宅退院した。退
院後は週 2～3回の頻度で外来での PTを継続。下肢筋力
の回復は著しく 54 病日で裸足での立位保持可能、独歩が
数歩可能となった。肩甲骨周囲や体幹筋力の回復は遅延
し、PTでは中枢部の筋力強化を積極的に取り入れ介入
した。受傷から 6ヶ月たった時点で両下肢の過敏や疼痛
は消失し、基本動作や独歩は自立した。
【考察】
本症例は全身性に重度の筋力低下を呈し、頸部、下肢、
上肢・体幹の順で、遠位筋から近位筋へと徐々に改善を
認めた。姿勢に関しては座位・立位での遊びを好んでい
たため、PT介入当初から補装具を使用し児の意欲が高
い座位・立位姿勢から動作展開を行った。その影響もあ
り、比較的早い段階で座位・立位が獲得でき、加えて近
位筋の筋力強化を取り入れたことで基本動作や独歩獲得
に至ったと考える。



O-041 Scale for stepping the stairway の開発～
階段昇降動作評価を再考する～

五月女宗史，竹沢友康
社会医療法人 中山会 宇都宮記念病院 リハビリテー
ション科

key words 階段昇降動作・腰部疾患術後・バランス能力

【目的】
多くのADL評価法がある中，階段昇降動作も一定の基

準が示されている。しかし，内容は曖昧であり，評価者の
主観に依存する側面がある。そこで，腰部術後患者のバラ
ンス能力と階段昇降動作の関係を明らかにし，階段昇降
動作尺度（Scale for stepping the stairway：以下 SSS）の
開発を試みた。
【方法】
対象は当院で腰部観血的手術を施行した 20 名（男性 15
名，女性 5名）。歩行能力で独歩群と杖群に分類し，左右
片脚立位，10 ステップテスト，2ステップテストを測定し
た。階段昇降動作の評価として SSS を開発して測定した。
それら結果をMann-Whiteny の U検定を用い，有意水準
は 5％未満として群間比較を行った。各バランステスト
と SSS で Spearman の順位相関係数を用いた単相関分析
を行った。倫理的配慮として本研究はヘルシンキ宣言に
従った。
【結果】
独歩群と杖群では全てのテストで優位差が認められた

（P＜0.05）。また右片脚立位保持時間（r＝－0.46，P＜0.05），
左片脚立位保持時間（r＝－0.61，P＜0.01），10 ステップテ
スト（r＝0.80，P＜0.01），2ステップテスト（r＝－0.57，
P＜0.05）は，SSS と有意な相関関係が示された。
【考察】
階段昇降動作は多重課題である。星らは，支持基底面と

重心線の関係に基づき 3つのレベルにバランス能力を分
類している。片脚立位保持と 10 ステップテスト，2ステッ
プテストは，3つのバランスレベルを網羅した評価であ
る。歩行動作で支持基底面の拡大で安定性が獲得できる
かで，独歩群と杖群では明らかな差がみられた。SSS は，
星らのバランス要素を包含したテストであることが示唆
され，特に動的バランスとの関係性が強かった。腰部術後
患者の階段昇降能力向上のために，動的バランス評価の
意義及び動的バランス練習の有効性が示唆された。
【まとめ】
独歩群と杖群には静的・動的バランス能力ともに差が
あり，SSS は星らのバランス能力レベルを概ね網羅した
テストである可能性が示唆された。

O-042 階段降段時の下肢回旋角度に対する足角
の影響

長谷川亮之1），福井 勉2）

1）医療法人社団 広瀬整形外科リウマチ科 リハビリ
テーション科
2）文京学院大学大学院 保健医療科学研究科

key words 階段降段運動・足角・大腿回旋運動

【目的】
階段降段時に膝関節痛患者は支持脚足部を外転させる
ことが多く足角が膝関節痛に影響する印象をもつ。本研
究では階段降段時の膝関節回旋運動に着目し、足角が与
える影響について検討した。
【対象と方法】
対象は健常成人 15 名（24.9±1.8 歳）とした。計測課題

は 20cm台上からの降段運動とし、足部肢位は正中位（以
下；n），nに対して toe out5̊，10̊，toe in5̊，10̊ の 5 条件
とした。関節角度は 3次元動作解析装置にて股，膝，足
関節の屈曲，背屈角度を、加速度計積分値を用いて大腿
下腿回旋角度を計測し、時間で正規化した。計測区間を
立脚時間（以下；ST1～100%）とした。各条件 5回の内
3回目のデータを採用し、被験者 15 名分のデータの平均
値を得た。統計解析は対応のある一元配置分散分析を実
施後、多重比較を行い危険率は 5%未満とした。本研究は
B大学倫理委員会で承認され被験者に研究内容を説明し
同意を得た。
【結果】
足関節では n，toe out5̊，10̊ が toe in10̊ に対し有意に
背屈した（p＜0.05）。大腿回旋運動は toe in10̊ が n，toe
out5̊，10̊ に対し有意に外旋し（p＜0.05）、toe in では ST
70%付近から、toe out では ST85%付近から外旋運動が
増大した。下腿回旋運動は toe in5̊ が toe out5̊，10̊ に対
し有意に外旋し、toe in10̊ では n，toe out5̊，10̊ に対し
有意に外旋した（p＜0.05）。toe in では経過に連れ外旋運
動が、toe out では内旋運動が生じ、ST85%以降 toe out
は内旋運動が停滞した。膝関節回旋運動に有意差を認め
なかったが toe out は n，toe in よりも小さな内旋位を呈
した。
【考察】
toe out の降段運動は足関節背屈運動を大きくするが、
大腿回旋運動を制限し膝関節屈曲時の内旋運動を生じ辛
くすることが考えられた。大腿下腿回旋運動の結果より、
大腿が下腿回旋運動に対応した運動を示すことが考えら
れた。ゆえに、大腿回旋運動が膝関節に対する水平面上
での負荷を軽減させる為に重要な機能であることが考え
られた。



O-043 整形外科疾患患者における入院早期に予
測した退院時の転倒自己効力感（FES�I）は
妥当か？

大谷知浩1,3），澁澤佳佑1），小杉 寛1），服部将也2），
外山晴菜1），大山祐輝1,3），篠原智行1），臼田 滋3）

1）医療法人社団日高会 日高病院リハビリテーションセ
ンター急性期リハビリ室
2）医療法人社団日高会 平成日高クリニック総合ケアセ
ンター
3）群馬大学大学院保健学研究科

key words 整形外科疾患・転倒自己効力感・予測

【目的】
転倒自己効力感の評価特性から入院患者を対象にした
報告は少ない。本研究の目的は、入院早期に測定した
Falls Efficacy Scale-International（FES-I）の妥当性につ
いて検討することである。
【方法】
対象は、整形外科に入院し歩行獲得が見込まれた 15
名（平均年齢 71.6±12.0 歳、男性 7名）であった。疾患別
では、大腿骨頸部骨折 7名、他の下肢骨折 6名、肋骨骨
折 1名、変形性脊椎症 1名であった。FES-I の測定時期
は、医師から車椅子乗車が許可された 1週間後、歩行が
10m以上見守りで行えた時点と、退院時とし、退院時の
状態を推測して測定した。統計解析は、FES-I 合計得点の
各時期間の Spearman の順位相関係数を算出した。上出
ら（2010）の FES-I 得点の分布から算出した最小可検変
化量（minimal detectable change；MDC）14 点を参考に、
FES-I 得点の変化について検討した。また、項目毎に 2
点以上の差があった対象数の多い項目を抽出した。尚、
本研究は日高病院医療倫理委員会の承認を得ている（第
104 号）。
【結果】
FES-I の測定時期（入院日からの日数）と合計得点の平
均値±標準偏差は、車椅子許可 1週間後 12.4±4.1 日、
42.3±12.7 点、歩行獲得時点 26.9±13.4 日、41.8±12.0
点、退院時 63.9±19.6 日、43.7±10.9 点であった。FES-
I 合計得点の退院時と車椅子許可 1週間後および歩行獲
得時の相関係数は 0.55（p＜0.05）と 0.71（p＜0.01）であっ
た。各時期のFES-I 合計得点の差がMDCを越えた対象
は 1名のみであった。項目毎の差が 2点以上あった対象
数で多かった上位 2項目は「床の上の物、または頭上の
物を取る」と「親しい友人や親戚を訪ねる」であった。
【考察】
各時期における相関係数やMDCを越える対象数か
ら、入院早期におけるFES-I の妥当性が示唆された。ま
た、項目によって変化のしやすさが異なり、対象者数を
増やして今後の詳細な検討が必要である。

O-044 つま先立ち時の上肢支持量，足関節角度が
下腿三頭筋活動量に与える影響～カーフ
レイズへの応用～

脇野俊貴1），小林量作2）

1）医療法人愛広会 関川愛広苑
2）新潟医療福祉大学 理学療法学科

key words カーフレイズ・下腿三頭筋・足関節角度

【目的】
つま先立ち時の上肢支持量と足関節底屈角度の変化が
下腿三頭筋活動に及ぼす影響を明らかにし，効果的な
カーフレイズについて検討することである．
【方法】
対象は健常若年者男性 10 名，測定筋は腓腹筋内側頭，
腓腹筋外側頭，ヒラメ筋の 3筋とした．課題動作は上肢
支持量 3条件；1指による「軽度接触」，体重「10％支持」，
体重「20％支持」および足関節角度 3条件；「底屈 15̊」，
「底屈 30̊」，「最大底屈」の組み合わせによる計 9条件で
行った．各動作の筋活動は％MVCで求めた．統計的解析
は 2元配置分散分析を用いた．倫理的配慮は，ヘルシン
キ宣言に則り被験者全員に文章による説明をして書面に
よる同意を得た．
【結果】
1．上肢支持量と足関節角度の 2要因は，3筋ともに主
効果を認めた（p＜0.01）．交互作用は認められなかった．
2．上肢支持量条件では，3筋活動とも「軽度接触」（「最大
底屈」における腓腹筋内側頭 71％MVC，腓腹筋外側頭
60％MVC，ヒラメ筋 70％MVC，以下同順）＞「10％支
持」（52％，45％，53％），「軽度接触」＞「20％支持」（44％，
35％，45％）であった．3．足関節角度条件では，3筋に
とも「底屈 15̊」（「軽度接触」における 49％，40％，50％）
＜「底屈 30̊」（54％，46％，55％），「底屈 30̊」＜「最大底
屈」であった．
【考察】
筋力増強のためには，40％MVC以上の強度が必要で

あり，一般的には 60％MVC以上が効果的とされている．
腓腹筋内側頭，ヒラメ筋において，上肢支持量条件の「軽
度接触」あるいは足関節角度条件「最大底屈」のいずれ
においても，他方の条件に制約されずに 40％MVC以上
の筋活動を示した．また，「軽度接触」と「最大底屈」に
おいては，ほぼ 70％MVCの活動を保証できる．これらの
ことから，各条件を組み合わせることで対象者の能力，
目的に合わせたカーフレイズトレーニングを提供できる
ことが示唆された．



O-045 セラチューブを用いた歩行自立に必要な
簡易的膝伸展筋力測定方法の検討―セラ
チューブの抵抗力の定量化―

山岸保則1），松田 梓1），大森 豊1），隆島研吾2），
高塚 博1）

1）川崎市中部リハビリテーションセンター
2）神奈川県立保健福祉大学

key words セラチューブ・抵抗力・膝伸展筋力

【はじめに】
先行研究では正常歩行に必要な膝伸展筋力は体重の
20％～40％と言われている．しかし，先行研究における
膝伸展筋力測定は高価な機器を使用しており，測定機器
のない施設や訪問場面において歩行自立度を判断するこ
とが困難な状況である．そこで我々はセラチューブ（The
Hygenic Corporation 社）に着目した．セラチューブはト
レーニング器具として活用されており，これを用いて膝
伸展筋力測定ができれば，簡便な道具で歩行自立度を評
価することが可能となる．本研究は膝伸展筋力測定を行
うセラチューブがどの程度の抵抗力を発生するのか，抵
抗力の定量化を行った．
【方法】
セラチューブは黄，赤，緑，青，黒，銀の 6種類とし
た．抵抗力測定は，ばね式手秤（三光精衡所）を使用し
た．セラチューブの長さは折り返した状態の長さが 20
cmの環状とした．環状となったセラチューブをばね式
手秤のフックに通し，検者が手で牽引を行った．伸びの
長さは 15cm，20cmの 2条件とし，それぞれの長さで保
持させた際のばね式手秤の値を読み取った．各条件の測
定は検者A，Bの 2名で行い，日を変えて 2度，合計 2
試行実施し平均値を測定値として採用した．本研究は当
施設倫理委員会の承認を得て実施した．
【結果】
セラチューブの抵抗力は伸びの長さ 15cmで黄が 20.1
±0.8N，赤が 28.2±0.9N，緑が 31.4±1.0N，青が 31.9±0.8
N，黒が 39.4±1.5N，銀が 58.1±2.4N であった．伸びの長
さ 20cmで黄が 23.8±0.6N，赤が 35.3±0N，緑が 38.5±
1.4N，青が 39.2±1.7N，黒が 50.7±0.6N，銀が 73.5±4.7
N であった．
【考察】
6種類のセラチューブを利用することで 20.1N から
73.5N まで測定することが可能と考えられた．この値を
用いることで測定機器のない施設や訪問場面において，
対象者の体重と下腿長から算出し，簡便に歩行自立度の
判断に活用できる可能性が考えられた．今後，セラチュー
ブを利用した膝伸展筋力測定の妥当性を検討する必要が
あると考える．

O-046 階段昇降能力に影響する運動能力の検討

河野英美，小町利治，中島卓三，西垣有希子，
嶋根貴博，谷川本明，柏村浩一，藤谷順子
国立国際医療研究センター リハビリテーション科

key words 階段昇降能力・運動能力テスト・評価法

【はじめに】
階段昇降能力は実際に階段を用いて評価されるが、諸
事情で階段を用いることが出来ない場合がある。階段昇
降能力に影響する運動能力が示されれば、間接的であっ
ても効果的な評価や練習が可能になると考える。本研究
の目的は、8種類の運動能力テストを実施し、階段昇降能
力に影響を及ぼす運動能力を検討することである。
【方法】
対象は、歩行が可能な入院患者 101 名（男性 46 名、女
性 55 名、年齢 72.7±14.0 歳）である。階段昇降能力およ
び運動能力を評価した。運能能力テストは、継ぎ足立位
10 秒、4m歩行速度、立ち上がり（上肢支持なし）、閉眼
立位 10 秒、前方リーチ、片脚立位 5秒、片脚スクワット、
交互片脚立ち（1・3・5秒）を評価した。統計は、階段昇
降能力を 3群（1：不可・要介助 2：手すりありで昇降
可 3：手すりなしで昇降可）に分け従属変数とし、各運
動能力テストと年齢・性別を説明変数として重回帰分析
を行った（p＜0.05）。本研究は当院の倫理委員会の承認を
得て実施した。
【結果】
重回帰分析の結果、片脚立位、片脚スクワット、継ぎ
足立位、交互片脚立ち（5秒）、立ち上がりが選択された。
調整済み決定係数はR2=0.665 であった。
【考察】
選択された説明変数のうち、片脚スクワットと片脚立
位に関しては、筋力やバランス面から、過去にも階段昇
降能力との関連性が報告されている。上肢支持なしの立
ち上がりは、下肢筋力に加え前方への姿勢制御能力も評
価可能である。また、継ぎ足立位は側方バランス制御能
力を反映しており、単脚支持期への影響が予測される。
交互片脚立ち（5秒）は動的バランスの要素を含んでお
り、安全に昇降するためには必要な能力であると考える。
【まとめ】
階段昇降能力に影響を及ぼす運動能力について検討す
ることができた。今回の結果を踏まえ、今後は実際に評
価や治療に取り入れその効果を検証したい。



O-047 心不全患者に対するリハビリテーション
の費用対効果と生活意欲との関連性につ
いて

山根達也1），浅野翔平1），外山晴菜1），澁澤佳佑1），
関香那子1），小澤美貴1），飯塚優子2），篠原智行2）

1）医療法人社団日高会 日高病院 リハビリテーション
センター 急性期リハビリ室
2）医療法人社団日高会 日高病院 リハビリテーション
センター

key words 心不全患者・費用対効果・生活意欲

【はじめに】
生活意欲の低下は、リハビリテーション（以下リハ）を

行う上で最大の阻害因子の一つとする報告がある。今回、
生活意欲の程度が異なる心不全患者において、リハの費
用対効果に関連する因子の違いを検証した。
【方法】
当院医療倫理委員会の承認を得た上で調査を実施した

（第 116 号）。対象は、平成 24 年 4 月から平成 27 年 8 月
に当院で心不全と診断されリハを実施し退院した 187 名
中、死亡退院やリハ介入が 5日及び 1単位/日未満等の
case を除外した 137 名とした。費用対効果のOutcome
は、リハ介入期間で変化したFunctional Independence
Measure（以下 FIM）を FIM満点（126 点）と入院時FIM
との差で除したものをリハ総単位数で除したFIM改善
効率とした。入院時Vitality Index が 8 点以上の高得点
群（以下H群）、7点以下の低得点群（以下 L群）の 2
群において、従属変数をFIM改善効率、独立変数を年齢、
開始時FIM運動項目（以下motor FIM）、開始時FIM
認知項目（以下 cog FIM）、入院からリハ処方までの日数
（以下処方日数）として重回帰分析（ステップワイズ法、
有意水準 5%）を行った。個人情報の取り扱いはヘルシン
キ宣言に従い、また連結可能匿名化した。
【結果】
各変数の平均はH（51 名）/L（86 名）群の順に、FIM
改善効率 0.017/0.011、年齢 79.2/83.5 歳、motor FIM54.2/
25.6 点、cog FIM31.1/18.5 点、処方日数 6.9/5.9 日であっ
た。重回帰分析でH群は年齢（β=-0.32）、処方日数（β
=-0.69）、L群は年齢（β=-0.33）、cog FIM（β=0.50）、処方
日数（β=-0.20）が採択され、自由度調整済み決定係数は
H群 0.51、L群 0.40 であった。
【考察】
心不全患者は生活意欲の高低に関わらず、より早期に
介入することで効率的なADL改善が期待でき、とりわ
け生活意欲の低い患者では入院時の認知機能が高いこと
も重要な因子であると示唆された。ただし、費用対効果
に関連する他の因子の検証のためには、重症度や心機能
等を含める必要がある。

O-048 心不全カンファレンスは入院期間を短縮
させるか～ランダム化比較試験による検
討～

伊藤申泰1），大関直也1），田中良太1），倉形裕史1），
西山 徹1），中島 弘1），田中宏和2），安達 仁3），
福田昭宏4），大久保信司5）

1）東京医科大学茨城医療センター リハビリテーション療法部
2）東京医科大学茨城医療センター 循環器内科
3）群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部
4）金沢医科大学氷見市立病院 循環器内科
5）鹿島労災病院 循環器内科

key words 心不全カンファレンス・入院期間・ランダム化比較試験

【はじめに】
近年，多職種連携に注目が集まっており，循環器分野
では心不全カンファレンス（以下，カンファ）が重要視
されている．当院でも 2015 年 4 月より循環器内科にて多
職種による心不全カンファを導入した．しかし，心不全
カンファの効果に関する報告は少ない．今回，心不全カ
ンファを導入したことによる入院期間について比較し，
検討した．
【方法】
対象は心不全の診断で当院に入院した患者のうち，リ
ハビリテーション（以下，リハ）実施となった 179 名と
した．心不全カンファ導入前の 2014 年度に入院した 47
名（平均年齢；79.7±12.8 歳）をカンファ未実施群とし
た．心不全カンファ導入後の 2015 年度に入院し，心不全
カンファの対象となった 132 名（平均年齢；79.9±11.4
歳）をカンファ実施群とした．検定項目は重症度，在院
日数，入院からリハ開始までの日数，リハ終了時に 200
m歩行を獲得した割合（以下，歩行獲得率）を両群間で
比較した．統計解析は重症度と歩行獲得率の比較を
Pearson のカイ 2乗検定で行った．在院日数と入院から
リハ開始までの日数の比較を対応のない t検定で行っ
た．有意水準は 5%とした．倫理的配慮はオプトアウト方
式とした．
【結果】
在院日数は，カンファ実施群で有意に減少した（未実
施 群：37.9±24.8 日 vs 実 施 群：28.3±16.2 日，P＝
0.017）．入院からのリハ開始までの日数は，カンファ実施
群で有意に減少した（未実施群：10.2±8.1 日 vs 実施
群：6.7±4.1 日，P=0.006）．歩行獲得率は，カンファ実施
群で有意に増加した（未実施群：21%vs 実施群：46%，P
=0.003）．
【考察】
心不全カンファ導入前後の比較で，導入後は入院から
リハ開始までの日数が短縮した．さらに歩行獲得率が増
加し，最終的に在院日数が短縮した．心不全カンファで
の情報の共有により，包括的な心不全治療におけるリハ
実施の判断に共通認識が得られたと考えられる．



O-049 多職種協同と個別指導を重視した糖尿病
支援チームの活動報告と今後の課題

鈴木拓也1），藤崎公達2），馬場玲子3），西井優瑠4），
毛利悦子5），成田雄一1），宗村明子1）

1）医療法人 関東病院 リハビリテーション科
2）医療法人 関東病院 内科
3）医療法人 関東病院 看護部
4）医療法人 関東病院 薬剤部
5）医療法人 関東病院 栄養科

key words 多職種協同・療養指導・教育入院

【はじめに】
平成 25 年 12 月から糖尿病支援チームが発足し，糖尿
病患者を対象に教育入院での療養指導，地域の方々へ予
防・啓蒙を目的とした市民公開講座の開催をしている．
「多職種協同」を理念に，専門医を中心にコメディカル
（看護師，薬剤師，管理栄養士，臨床検査技師，理学療法
士，作業療法士）が活動してきた内容を振り返り，課題
を検討したので報告する．対象者には本報告の趣旨を説
明し同意を得た．
【糖尿病教育入院について】
糖尿病教育入院患者 34 名（男性：26 名，女性：8名，

年齢：58.9±26.9 歳，HbA1c：9.6±3.1%）に対し，治療効
果の推移を追跡した．入院中は，各職種が個別対応を重
視し療養指導を実施した．リハビリテーション科におい
ては，理学療法士・作業療法士が介入し，身体機能面だ
けでなく，精神・心理面への評価・介入を行っている．
病室への訪問や，リハ室での運動実施にて療養指導を行
う．退院時には，治療継続・生活指導を中心とした介入
を実施している．
【市民公開講座における調査】
一般参加者（31 名：男性 4名，78±4 歳，女性 27 名，
75.7±13.7 歳）に糖尿病に関連する検査を実施． 項目は，
身長，体重，BMI，血圧，ウエスト周囲径，随時血糖値，
神経障害簡易検査（振動覚，アキレス腱反射），SpO2，で
ある．結果として，収縮期血圧＞130mmHgかつ/または
拡張期血圧＞85mmHgである男性が 75%，女性が 78%
であった．男性においては，ウエスト周囲径＞85cmが
100%，随時血糖値＞140mg/dL が 75%と，生活習慣病の
リスクが確認された．
【まとめ，今後の課題】
教育入院終了後は，外来診察での経過観察となるが，
今後は，コメディカルによる継続的な療養指導を重視し
た介入方法の強化が必要であると考える．また，市民公
開講座における調査結果からも，生活習慣病のリスクが
ある地域住民が多いことが確認できた．入院患者だけで
なく，地域住民へのサポート体制として，糖尿病支援チー
ムが継続的な療養指導を実践出来るようなシステム作
り，包括的な介入の検討が課題である．

O-050 糖尿病教育入院患者における歩数を用い
た身体活動の継続自信度評価の開発―信
頼性と妥当性の検討―

岩田一輝，武井圭一，森本貴之，山本 満
埼玉医科大学総合医療センター

key words 糖尿病教育入院・自己効力感・身体活動

【目的】
歩数を用いた身体活動（PA）量を継続する自信

（SECPA）の評価法を開発し、その信頼性と妥当性を明ら
かにすることである。
【方法】
当院教育入院に参加した糖尿病患者 30 名を対象に、退
院前日に SECPAと岡らが作成した PAセルフ・エフィ
カシー尺度（SEPA）を評価した。SECPAは、8日間の
歩数の平均を軸に平均±2000 歩・±1000 歩の 5つの階
級を設定し、「週 3日以上の頻度でその歩数を継続できる
自信」を 0-100％で他記式にて評価した。SEPAは、歩行
や階段などの PAについて時間や階数で 5つの階級を設
定し、各階級を遂行できる自信を 0-100％で表す評価法
である。分析は、SECPAと SEPA歩行・階段の 5階級の
平均値を求め、2群を比較した。SECPAと SEPAの 5
階級平均、および SECPAの平均歩数以上の階級と
SEPAの 5階級平均について相関分析を行った。あらか
じめ、健常者 20 名に対して SECPAを 2週間の間隔をお
いて 2回評価し、α係数と検査・再検査間の級内相関係
数を求めた。本研究は、当院倫理委員会の承認を得て実
施した。
【結果】
SECPAの α係数は 0.93、級内相関係数は 0.63 であっ

た。SECPA各階級の平均は、－2000 歩から順に 95％、
92％、84％、77％、68％であった。5階級平均は、SECPA
が 83±16％、SEPA歩行が 59±30％、階段が 69±21％で
あり、SECPAの方が有意に高かった。SECPAの 5階級
平均および平均歩数と SEPAの間に有意な相関はな
かった。SECPAの＋1000 歩・＋2000 歩と SEPA歩行の
間に有意な相関（r＝0.37・r＝0.47）を認めた。
【考察】
SECPAの信頼性は概ね確保されたと考えた。SECPA
は、過去に達成した平均歩数を軸に対象者個々に階級設
定するため SEPAより高くなったと考えた。SECPAの
高階級と SEPA歩行に関連を認めたことから、SECPA
が歩行という PAを遂行する自信度を反映した評価法で
あると考えた。また、SECPAが実際に達成できた平均歩
数に対して 84％程度であったことは、今後の継続性を反
映していることが示唆された。



O-051 1/f ゆらぎを持つ機械乗馬は副交感神経活
動を賦活化し血管内皮機能を改善させる
か

石谷周士1），高下大輔2），玉置友夏子3），田中伸弥4），
浅川 賢5），増田 卓4,5），横山美佐子5）

1）社会医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーショ
ン病院
2）医療法人社団 涓泉会 山王リハビリ・クリニック
3）心身障害児総合医療療育センター
4）北里大学大学院 医療系研究科
5）北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科

key words 1/f ゆらぎ・副交感神経活動・血管内皮機能

【背景】
乗馬療法の効果は、馬のリズミカルな揺れが人間の脳
や身体を刺激することで得られると考えられている。横
山らは乗馬中騎乗者が受ける上下運動に 1/f ゆらぎがあ
り、副交感神経活動が賦活化して自律神経活動を是正す
ると報告した。一方、有酸素運動の効果として血管内皮
機能の改善がある。有酸素運動により血流が増大し、血
管内のずり応力で血管内皮細胞より一酸化窒素が放出さ
れ、改善を促進すると考えられている。乗馬は有酸素運
動であるが、自律神経活動の是正も関与して血管内皮機
能を改善すると考えられる。しかしその機序は十分に検
討されていない。
【目的】
1/f ゆらぎを持つ機械乗馬への単回の騎乗が血管内皮
機能に与える影響を明らかにすること。
【方法】
健常成人男性 29 名を対象とし、喫煙歴・乗馬経験を有

する者、運動器・中枢神経・呼吸・循環器疾患を有する
者は除外した。馬の動きを再現した 1/f ゆらぎを持つ乗
馬機器に騎乗する群（1/f あり群）、1/f ゆらぎを持たない
乗馬機器に騎乗する群（1/f なし群）、運動課題を課さな
い群の 3群に無作為に割り付けた。単回 15 分の乗馬の前
後で心拍変動と瞳孔径を自律神経活動の指標、反応性充
血指数（以下RHI）を血管内皮機能の指標として測定し
た。なお、本研究は研究倫理委員会の承認と対象者に説
明と同意を得て実施した。
【結果】
乗馬の前後で 1/f あり群では瞳孔径が有意に低下し、
他群と比較した際にも有意に低下した。また騎乗前後で
RHI は 1/f あり群と 1/f なし群で有意に増加したが 3群
間において有意差を認めなかった。
【考察】
1/f あり群では副交感神経活動が賦活化し、先行研究
を支持する結果であった。これは 1/f ゆらぎが扁桃体に
快刺激を与えたためと考えられた。RHI は 1/f あり群と
1/f なし群で乗馬の騎乗前後で有意に増加したが、3群間
では有意差を認めなかった。単回の乗馬におけるRHI
の増加には、有酸素運動による筋収縮による血流増加が
関与したと考えられた。

O-052 ICUにおける PT専任配置の効果

井出篤嗣1），前野里恵1），江井佐知恵1），塚本佐保4），
三橋 拓1），鈴木智高3），高橋素彦2）

1）横浜市立市民病院 リハビリテーション部
2）横浜市立市民病院 リハビリテーション科
3）神奈川県立保健福祉大学理学療法学専攻
4）横浜市立脳卒中・神経脊椎センター リハビリテー
ション部

key words ICU専任・心臓血管外科術後・ICU専従

【目的】
当院リハビリテーション部では、2015 年 8 月より PT

の ICU専任配置を開始した。今回、配置前には ICU在室
内で介入機会が少なかった心臓血管外科に焦点を当て、
専任配置後の効果を後方視的に検証した。
【対象・方法】
対象は心臓血管外科術後で、配置前の 2014 年 9 月から

2015 年 2 月まで ICUに在室した患者 13 例（冠動脈バイ
パス術 5例、弁置換術 5例、弁形成術 3例）と配置後の
2015 年 9 月から 2016 年 2 月までの 13 例（冠動脈バイパ
ス術 10 例、弁置換術 2例、大動脈置換術 1例）とした。
重篤な合併症がある患者や元々のADLが自立していな
い患者等は除外した。評価項目は ICU在室期間・在院日
数・ICU入室から座位までの期間・退院時のBarthel In-
dex（以下 BI）とした。在院日数は対応のない t検定、そ
の他はMann-Whitney の U検定を実施し、それぞれ有意
水準 5％とした。また、ICU在室中の PT介入率や自宅退
院率についても後方視的に検討した。本研究は倫理的配
慮を持って実施した。
【結果】
在院日数（平均：前 23.8±6.8、後 19.2±4.8）や年齢（中

央値：前 77、後 68）、BI（中央値：前後とも 100）におい
ては有意な差がなかった。 ICU在室期間（中央値：前 4、
後 3）と座位までの期間（中央値：前 4、後 3）は有意な
差があった。また、PT介入率は配置前 15％（2例）・配置
後 100％であった。PT開始までの日数は配置後平均 2.5
日であり、自宅退院率は前後とも 100％であった。
【考察】
ICU専任配置後は、ICU在室期間や座位までの期間が

有意に短縮した。この結果は全症例に対する PTの早期
介入による身体機能向上だけでなく、医師やコメディカ
ルと密な連携を取り、リスク管理や治療方針などがチー
ム医療として共有できたことが大きいと考える。在院日
数に有意な差がなかったのは PT以外の要因と症例数不
足に因るところが大きいと考え、症例数を増やして次の
研究に繋げたい。
【研究の意義】
ICU専従体制が議論される中、このようなデータの蓄

積は必要である。



O-053 骨粗鬆症性椎体骨折にうつ病を合併した
症例の疼痛と歩行能力の改善について

原 豊寛1），遠藤隆史1），藤井理恵1），吉田政人1），
長谷川卓哉1），早坂 豪2），仲田紀彦2），侭田敏且2）

1）JCHO東京山手メディカルセンター リハビリテー
ション部
2）同 脊椎脊髄外科

key words 骨粗鬆症性椎対骨折・うつ病・疼痛

【はじめに】
骨粗鬆症性椎体骨折（以下OVF）は，ADL低下を引き
起こすことがあり注意を要する疾患である．今回，OVF
に対して 2度の手術加療を行い，疼痛と歩行能力の改善
がみられた症例を経験した．再手術後の疼痛と歩行能力
の改善に焦点を当て，若干の考察を加えて報告する．
【症例紹介】
70 代後半女性で，既往にうつ病がある．2015 年 5 月，
第 2腰椎圧迫骨折に対し，後方椎体間固定術（以下
PLIF）を施行．術前後で理学療法を実施し，同 7月に自
宅退院するも，疼痛が再燃し同 11 月に再入院となった．
【説明と同意】
症例に対し発表の趣旨や個人情報保護等に関して説明
し書面で同意を得た．
【経過】
2016 年 1 月，PLIF 施行．術後 4日目，安静時の腰部痛

（NRS：8/10），体動時やTilt table90̊5 分で腰部・両大腿
部痛（NRS：8/10）がみられ，歩行困難であった．術後
22 日目，サークル歩行時に両殿部痛（NRS：右 5/10，左
3/10）がみられ，ネガティブな発言が度々みられた．そ
の後，段階的に歩行の難易度を上げ，自己効力感を高め
るようなメンタル面へのアプローチを開始したところ，
術後 46 日に痛み消失．術後 55 日目，T字杖歩行見守り
で 240m可能となり，術後 60 日目に自宅退院となった．
【考察】
本症例において歩行能力の改善に時間を要した点とし
て，腰椎変性疾患とは本質が異なり，OVFにおいては骨
折部の安定化に時間を有すること，また，疼痛遷延化に
伴いリハビリに対する意欲低下があげられる．尾崎ら
（2014）は，疼痛に応じて安静臥床を行うことは有効と述
べている．また，渡辺（2013）は，うつ病の方に対し「頑
張れ」などの励ましは厳禁と述べている．OVFにうつ病
を合併した症例は，充分な時間をかけた段階的なプログ
ラムとメンタル面に配慮した声かけを行うことが肝要で
あると考えた．

O-054 立位保持に難渋した右大腿切断患者に対
する治療経験

相馬大作1），三橋明穂1），木村亮太1），山口善史2）

1）磯子中央病院 リハビリテーション科
2）（有）湘南義肢研究所

key words 大腿切断・動作分析・立位アライメント

【はじめに】
今回、複数疾患による右大腿切断（短断端）に加え、
重複障害で左下肢の支持性が低下し立位保持が重介助で
あった症例を担当した。立位保持能力の向上、移乗・ト
イレ動作能力の獲得を目標に運動パターンに着目し介入
を行ったので以下に報告する。
【症例紹介】
50 歳代、女性、BMI40.9、独居。X日に左変形性膝関節
症・腰部脊柱管狭窄症の診断で入院、X+73 日に右大腿
切断・断端形成術施行、 X+119 日に回復期病棟へ転棟、
X+158 日断端部の治癒遅延あり断端形成術を施行され
た。尚、本発表に際し対象者に主旨を説明し同意を得た。
【初期評価】
ROMは両下肢に伸展制限あり、MMTは両股関節周
囲筋が概ね 2レベル、左膝に荷重時痛あり。FIMは 49
点であった。
【経過】
立位姿勢は骨盤後傾・右回旋・左挙上、両股関節屈
曲・外転・外旋、左膝関節屈曲、左踵骨回外位であった。
左膝の疼痛軽減、対称的な立位姿勢獲得のためTilt ta-
ble、平行棒内で立位練習を行った。義足完成（ottobock
社骨盤帯吊り下げ式）。（X+170 日）立位姿勢は骨盤右回
旋位で完成後も左荷重優位が残存していた。基本動作よ
り切断側の股関節屈曲・外転パターンでの代償的な動作
みられ、起居動作では股関節伸展筋の促通と体幹・下肢
の協調的な筋活動を促し、立位では体幹の抗重力伸展活
動を誘導した。体幹・下肢の伸展活動が得られ、切断側
の荷重量が増加し、左膝の疼痛は増悪しなかった。
【結果】
両手支持で 10 分程度の立位保持が可能となった。
ADLは移乗・トイレ動作見守り、pick up walker にて 5
m程歩行可能、FIM80 点で自宅退院となった。
【考察】
今回、自宅復帰を目標に義足装着を見据え装着前より
立位能力向上へ介入したが、装着後に十分な効果を得ら
れなかった。義足装着後は基本動作・立位で共通した運
動パターンを評価し、効率的な運動の促通に変更したこ
とで立位での切断側へ荷重の増加、立位の安定性が向上
し、ADL能力の向上に繋がったと考える。



O-055 肩関節周囲炎を呈した症例～更衣動作（結
帯動作）に注目して～

秋山智則
医療法人社団 三穂会 三宅整形外科小児科クリニック
リハビリテーション科

key words シングルケースデザイン・結帯動作・理学療法

【目的】
右肩関節周囲炎を呈した症例に対し、評価を行い結帯
動作に注目した運動療法を実施する機会を得たので報告
する。
【方法】
ヘルシンキ宣言に基づき評価・治療を行った。症例は
右肩関節周囲炎を呈した 50 代女性。2014 年に肩痛自覚、
2015 年に更衣動作困難となり当院受診され上記診断に
て 2016 年に理学療法処方。治療内容は棘下筋、小円筋の
リラクセーション、ストレッチ、肩甲骨のモビライゼー
ションを 1単位、自主練習として肩関節後方関節包に焦
点を当てたストレッチを週 2回、5か月間実施予定。介入
前後で肩関節伸展、外転、2nd 内旋、3rd 内旋の関節可動
域（以下ROM）、肩峰下角から床間距離、第 7頸椎棘突
起（以下C7）から橈骨茎状突起間の距離を測定。ROM
は日本整形外科学会に準じた方法（以下ROM1）、肩甲骨
内側縁を基本軸とし、上腕骨を移動軸とした測定方法（以
下ROM2）にて実施。
【結果】
ROM1：肩 伸展右側 25̊→35̊、外転 140̊→160̊、2nd
内旋 50̊→60̊、3rd 内旋 20̊→35̊ ROM2：肩伸展 15̊、外
転 85̊，2nd 内旋 10̊、3rd 内旋－30̊ 肩峰下角-床間距離
4横指、C7-橈骨茎状突起間 34.0cm→28.0cm
【考察】
結帯動作は、肩甲上腕関節伸展、内旋、外転、肩甲胸
郭関節下方回旋-前傾の複合運動となる。本症例の動作制
限因子として肩後面筋を中心とした柔軟性低下と肩甲骨
マルアライメントによる肩上方組織のインピンジメント
と考える。林らは oblique translation が生じた症例に対
して関節周囲組織の伸張性と滑走性の改善を図ることが
重要とし、棘下筋、小円筋に柔軟性の改善により、上腕
骨頭の後下方への動きが出現し、動作改善を認めたと考
える。
【まとめ】
介入 1ヶ月現在、動作改善を認めたが右上肢を使用し
ての更衣動作の獲得には至っていない。本田らは、結帯
動作においてTh12 より高位は肩甲骨運動が主体となる
と報告している。本症例はTh10 であるため今後は肩甲
骨に焦点を当てた治療を実施していく。

O-056 洗濯物干し動作時の右肩の疼痛が残存し
ている鏡視下肩腱板修復術後症例に対す
る理学療法

小澤哲也，大山由廉，新山祐貴，小松里絵，布施勇貴，
佐藤隆一
小田原市立病院 リハビリテーション室

key words 肩腱板修復術・筋力・疼痛

【はじめに】
洗濯物干し動作で右肩の疼痛が残存している鏡視下肩
腱板修復術（ARCR）後症例に対し、肩甲骨周囲筋と挙上
位での腱板エクササイズを実施したところ、疼痛が改善
したため考察を含めて報告する。
【症例紹介】
60 歳代、女性。自転車で転倒し、右肩腱板断裂を受傷。

ARCR後 1年が経過した時点での主訴は洗濯物干し動作
時の右肩痛であった。なお、対象者には本発表について説
明を行い，同意を得た。
【評価とCR】
安静時痛、夜間痛なし。軽量物の挙上動作において、右

上腕外側に疼痛を認めた。右上腕外側の疼痛を精査する
と、Neer のインピンジメントテストで疼痛の再現を認め
た。インピンジメントを惹起する因子として、1．肩甲上
腕関節（GH jt.）、肩甲胸郭関節（ST jt.）の可動性、2．肩
甲骨周囲筋、3．腱板機能について評価した。GH jt.の可動
性は、下垂位外旋 45 度、外転位外旋 70 度、内旋 60 度、
屈曲 165 度、外転 150 度であり、骨頭の前方偏位を認め
た、ST jt.の可動性は後傾・外旋方向の可動性が低下して
いた。肩甲骨周囲筋は、前鋸筋、僧帽筋中部、下部の筋力
低下を認めた。腱板機能に関しては小円筋、棘下筋の斜走
繊維の筋力低下を認めた。また、Empty、Full can テスト
において大結節周囲に疼痛を認めた。上記の評価から、肩
甲骨周囲筋の筋力低下による棘上・下筋に対するストレ
ス増大、腱板機能低下による肩峰下インピンジメントが
生じていると推測した。
【治療】
小胸筋のマッサージとストレッチング、肩甲骨周囲筋

の筋力トレーニング、肩挙上位にて肩関節外旋運動を実
施した。
【結果】
当初は 500g の重錘を持ち上げる際に肩甲骨の挙上動
作と疼痛を認めたが、3ヶ月が経過し、1kg の重錘まで疼
痛なく持ち上げることが可能となった。
【考察】
肩甲骨の安定性が向上し棘上・棘下筋の負担が軽減し

たこと、腱板による骨頭の求心性が改善したことで、肩峰
下のインピンジメントに伴う疼痛が軽減したと考えた。



O-057 義足を用いて自宅復帰した症例～Ampu-
tee Mobility Predictor をもとに介助量軽
減を目指して～

清原麻衣子
医療法人 横浜平成会 平成横浜病院 リハビリテー
ション科

key words Amputee Mobility Predictor・自宅復帰・下腿切断術後

【はじめに】
下肢切断患者のADLにおける先行研究によると「Am-

putee Mobility Predictor（；AMP）と Barthel Index（；
BI）の間に優位に高い相関関係を認めた」とある．今回
AMPを主軸とし，移乗・トイレ・移動の介助量軽減を目
的に，右下腿切断術後に Patellar Tendon Bearing 式下腿
義足（；義足）で自宅復帰を目指した症例を以下に報告す
る．尚，ヘルシンキ宣言に則り説明，同意を得た．
【症例紹介】
80 歳代女性，高齢の夫と 2人暮らし．前院で右下腿切
断術施行，リハビリ（；RH）目的で当院へ転院．転院 4
週後に胆管炎を発症，2週の RH中止期間もあり，入院生
活の長期化からRH意欲の低下を認めた．
【治療】
義足採寸時期は，断端部の荷重訓練，全身筋力・バラン
ス・ADL訓練を行った．さらに自主トレーニング・集団
RH参加・病棟スタッフと連携したトイレ訓練を行った．
義足完成後は義足装着練習・トイレ・歩行・移乗訓練を
行った．退院前は自家用車での移乗訓練，家屋での動作確
認，紙面によるリスク注意・家族指導を行った．尚，各
フェーズでAMP・BI・Functional Independence Meas-
ure（；FIM）の点数開示を行った．
【結果】
［AMP］：義足無 8点（要介助群）→17 点（要介助群）/
義足有 0点→35 点（屋内自立群）［BI］：30 点→80 点
［FIM］：48 点→73 点（運動 28 点→50 点/認知 20 点→23
点）［移乗］：軽介助→自立 ［トイレ］：下衣更衣（全介
助）→全て自立 ［移動］：車椅子（全介助）→Pick Up
Walker15m自立・車椅子（自立）の併用．目標動作は自
立，RH再開後 13 週で退院．
【考察】
ADL動作を細分化し，AMP項目の選択・照合を実施

したことで，苦手項目やADLの集中的・反復訓練や明確
な動作指示が可能となり，それぞれの動作に合わせて治
療介入ができた．また，評価点数の開示により患者様とセ
ラピスト間で問題点の共有が図れ，成功体験がRH意欲
の向上となり，離床時間・義足着用時間の延長になった．
今回，AMPをもとに切断後RHをすすめることは，身体
機能向上さらにADL向上に影響すると推察された．

O-058 橈骨頭の動態に着目し症例改善を認めた
上腕骨外側上顆炎の一症例

松本 渉1），鈴木厚太1），竹内大樹2），青山倫久2）

1）医療法人アレックス 上田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
2）医療法人アレックスメディカルリサーチセンター

key words 上腕骨外側上顆炎・超音波診断装置・橈骨頭

【はじめに】
上腕骨外側上顆炎は短橈側手根伸筋（以下ECRB）腱の
微小断裂で生じる付着部症である。今回前腕のストレッ
チを行ったが疼痛が残存し超音波診断装置（以下超音波）
を用いて再評価を行い橈骨頭へアプローチを行ったとこ
ろ症状が改善した患者を経験したのでここに報告する。
尚、症例発表には発表の主旨を説明し承諾を得ている。
【方法】
1．症例紹介 50 代女性。2015 年 4 月から原因なく疼痛
が出現。8月に当院受診し右上腕骨外側上顆炎と診断さ
れた。理学療法は前腕のストレッチを中心に行ったが疼
痛消失には至らなかった。日常生活では主婦業と英会話
教室の講師で、手作業が多い環境である。主訴は手を使
えば痛い。既往歴は右肩関節周囲炎がある。2．理学療法
評価関節可動域（右/左）は肘関節屈曲 145/140、回内 90/
100、回外 90/100 だった。整形外科テストはChair test、
Thomsen test、示指伸展テストが陽性、圧痛は腕橈関節、
橈骨頭、上腕骨外側上顆に認めた。再評価として超音波
で橈骨頭の動態評価を行い前腕回内時に健側に比べて橈
骨頭の腹側への移動量が少なかった。3．PTのアプロー
チ第一選択としてECRB等の伸筋群のストレッチを行
い即時的な効果はあったが所見に著変なし。再評価し橈
骨頭へのアプローチとして回外筋、上腕二頭筋、橈骨頭
に対しモビライゼーションを行ったところ症状は改善し
た。
【結果】
超音波の動態評価は橈骨頭が腹側へ 2.5mmから 5.0
mmと移動量の改善を示した。外側上顆と橈骨頭、腕橈関
節の圧痛は消失しThomsen test、示指伸展テストは陰性
になり、chair test は疼痛が減弱した。
【結論】
第一選択の治療として前腕のストレッチを行ったもの
の症状は改善しなかった。再評価として超音波で橈骨頭
の動態評価を行い橈骨頭への理学療法を行った結果、移
動量と症状の改善を認めた。橈骨頭の可動性低下に回外
筋や上腕二頭筋の拘縮が関与していた可能性がありその
評価に超音波が有用だったと考える。



O-059 脳卒中患者への早期離床訓練開始に対す
る効果の検討

佐藤圭祐，北地 雄，原島宏明，宮野佐年
医療法人財団 健貢会 総合東京病院 リハビリテー
ション科

key words 早期離床・急性期リハビリテーション・脳卒中後片麻痺

【目的】
近年の脳卒中後片麻痺患者のリハビリテーション（以下
リハビリ）については、早期から積極的なリハビリ介入が推
奨されている。今回、当院脳卒中患者における早期離床訓練
が患者に対し効果的か否か検討を行うことを目的とした。
【方法】
対象は平成 26 年 4 月から平成 27 年 5 月までに脳卒中で
当院の急性期病棟に入院された、患者 150 名（男性：80
名、女性：70 名）とした。方法は、対象者がベッドから車
椅子への移乗訓練を開始した日を早期離床訓練開始日と
し、5以内に開始出来た群をA群（115 名）、6日以上で開
始した群をB群（35 名）とした。両群について転帰先（在
宅退院か施設退院）をカイ 2乗検定、在院日数、離床訓練開
始日をA群、B群とで退院時BI との相関、比較を行った。
解析は SPSS17.0jForWindows を用い、5％未満を有意水準
とした。
【説明と同意】
ヘルシンキ宣言に基づき、対象者、家族へ研究目的の説明
し同意を得た。
【結果】
転帰先はA群 91 人、B群 16 人が在宅退院となり、A
群が有意に多かった。在院日数はA群 36.8±40.8 日、B
群 82.9±58.0 日となり群が有意に短縮できた。早期離床訓
練と退院時BI とは相関が認められ、退院時A群 74.52±
32.85points（内在宅退院患者 86.9±20.4 points）、B群 46.71
±37.62points（内在宅退院患者 77.5±25.1 points）とA群の
BI が有意に高かった。
【考察】
今回の研究では、離床までの日数とBI、転帰先、在院日
数に関係が認められた。急性期早期離床訓練は脳梗塞片麻
痺の退院時BI 向上及び在宅復帰、退院日数の短縮が確認で
きた。今回の研究では、発症後 5日以内に離床訓練を行った
脳卒中患者に、BI、在院日数の短縮、在宅退院に対し有効
な効果を発揮していた可能性が考えられる。
【まとめ】
急性期早期から離床訓練を開始する事で、退院時までに
かけ脳卒中片麻痺の運動能力改善を促すきっかけとなった
可能性があり、退院時の予後予測にも関与する可能性が示
唆された。

O-060 家族介護力別にみた脳卒中患者の自宅退
院を予測する入院時ADL自立度―JARD
多施設登録データを用いた分析―

佐藤惇史1），藤田貴昭2），山本優一3）

1）八千代リハビリテーション学院 理学療法学科
2）東北福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科
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【目的】
回復期リハビリテーション病棟で重要な役割となる対
象者の自宅復帰は、対象者自身の日常生活活動（ADL）自
立度に加え、家族の介護力にも依存すると考えられる。
本研究の目的は脳卒中患者において、入院時から自宅復
帰の可否を予測し得るADL自立度のカットオフ値を、
家族の介護力別に算出することである。
【方法】
対象は、「日本リハビリテーション・データベース協議
会」の脳卒中回復期病棟版に登録された 4949 名のうち、
選択基準を満たし、欠損値、異常値を示すものを除外し
た 1574 名とした。除外基準として、死亡、急変や胃瘻造
設による転科、発症前より施設などの自宅以外で生活し
ていた者とした。分析は、従属変数を自宅退院の可否、
独立変数を入院時Functional Independence Measure
（FIM）としたReceiver Operating Characteristic（ROC）
解析を、家族の介護力無し、介護者 1人、介護者 2人以
上の対象者および全対象のそれぞれで行った。
【結果】
介護力なしが 75 点（AUC0.84、感度 74％、特異度
82％）、介護者 1人が 62 点（AUC0.84、感度 69％、特異
度 88％）、介護者 2人以上が 48 点（AUC0.82、感度 71％、
特異度 84％）、全対象が 56 点（AUC0.81、感度 76％、特
異度 74％）であった。
【考察】
自宅退院の可否を分ける入院時ADL自立度は家族の

介護力によって変化すること、および定量的な基準を示
すカットオフ値が明らかになった。同カットオフ値は自
宅退院を見据えたADL向上の具体的数値目標の設定に
活用できると思われる。
【まとめ】
自宅復帰可否に関する脳卒中患者の入院時ADL自立

度のカットオフ値は家族の介護力によって変化する。
【倫理的配慮】
本データは、日本リハビリテーション医学会研究倫理
審査会で、疫学調査の倫理指針に照らして倫理上の問題
がないと確認されている。



O-061 くも膜下出血発症後に続発性正常圧水頭
症を併発し，シャント術後の機能回復に影
響を及ぼす因子の検討
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key words 続発性正常圧水頭症・影響因子・機能回復

【目的】
くも膜下出血発症後の続発性正常圧水頭症（以下
sNPH）では，一般的にシャント術の有効性は高いとされ
ている．臨床ではシャント術を施行し回復するまでには
個人差があり，早期より予後を予見する事に苦慮する事
もある．今回我々はシャント術後の機能回復に影響を及
ぼし得る因子を挙げ，検討を行い，理学療法の一助とな
る事を目的とした．
【方法】
対象は 2013 年 4 月から 2015 年 12 月までにくも膜下
出血後，sNPHによりシャント術（V-P シャント，L-P
シャント）を施行した 22 名（65.6±10.6 歳）女性 12 名，
男性 10 名を対象とした．方法はシャント術前後で Japan
Coma Scale，長谷川式簡易知能評価スケール，歩行能力
で何れか一つの改善を 2週間以内に認められたものを早
期改善群，2週間以降の改善を遅延改善群の 2群に分け
た．検討因子は年齢，sNPHの診断日から手術日までの日
数，入院時のBMI 値，術前のAlb 値・血圧とし，術後の
回復過程の影響を検討した．統計学的処理はMann-
Whitney 検定を用い，有意水準は 5％未満とし，統計ソ
フトは Statcel3 を使用した．今回の研究は個人情報の取
り扱いに十分配慮し当院の倫理規約に沿って行った．
【結果】
BMI 値は早期改善群（13 名）で 20.8±2.1kg/m2，遅延

改善群（9名）で 25.2±4.1kg/m2となり有意差が認められ
た（p＜0.05）．年齢，sNPHの診断日から手術日までの日
数，Alb 値，血圧については有意差が認められなかった．
【考察】
今回，シャント術後の回復過程に影響する因子につい
て後方視的に検討した．文献では脳室拡大の期間，肥満，
血圧異常，低栄養が機能回復に影響する可能性があると
報告されている．有意差を認めたBMI 値において，肥満
傾向では腹腔内圧が上昇しシャント流量不足を引き起こ
す可能性がある為，機能回復に影響を及ぼす事が示唆さ
れた．今回BMI 値が一因子となったが，今後は更に症例
数を重ね，影響因子を再考する事で急性期より重要とさ
れる予後予測まで望めるのではないかと考える．

O-062 脳卒中患者におけるBalance Evaluation
Systems Test（BESTest）各セクションと
身体機能障害の関連性

長谷川智1,2），幸地大州1），渡辺真樹1），柳澤 正1），
臼田 滋2）
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key words 脳卒中・回復期・バランス

【目的】
Balance Evaluation Systems Test（BESTest）は I 生体

力学的制限、II 安定性限界/垂直性、III 予測姿勢制御、IV
姿勢反応、V感覚適応、VI 歩行安定性の 6セクション、
36 項目で構成されるバランス評価指標である。バランス
障害を有する患者に対する介入方針を明確化することを
目的に開発されているが、各セクションと身体機能障害
の関連性を明らかにした報告はない。回復期リハビリ
テーション（リハ）病棟入院の脳卒中患者おけるBEST-
est の各セクションと身体機能障害との関連性を検討す
ることを目的とした。
【方法】
回復期リハ病棟入院の脳卒中患者のうち、同意の得ら
れた 19 名を対象とした。入院後 1ヶ月以内にBESTest
と Stroke Impairment Assessment Set（SIAS）の麻痺側
下肢運動項目、下肢感覚、下肢関節可動域、疼痛、体幹
筋力、非麻痺側下肢筋力を測定した。BESTest 各セク
ションと SIAS 下位項目間の Spearman の順位相関係数
を算出した。なお、本研究は対象施設の倫理委員会の承
認を得て実施し、対象者から紙面にて同意を得た。
【結果】
対象者は 77.2±9.4 歳、男性 12 名、女性 7名、脳梗塞
15 名、脳出血 3名、クモ膜下出血 1名であった。BEST-
est は I：56.1±26.1%、II：78.4±23.7%、III：47.4±
27.9%、IV：46.8±36.2%、V：53.3±31.1%、VI：35.6±
32.0%、合計 53.1±26.7% であった。SIAS は中央値で麻痺
側股関節 5、膝関節 5、足関節 4、表在感覚 3、深部感覚
3、関節可動域 2、疼痛 3、体幹筋力 2、非麻痺側筋力 3
であった。麻痺側運動項目、表在感覚は全項目と弱い～
中等度の相関（rs=.218～.559）がみられた。体幹筋力は全
項目と中等度の相関（rs=.427～.677）がみられた。深部感
覚、疼痛、非麻痺側筋力はセクションにより弱い相関を
示すか、ほとんど相関を示さなかった。
【結論】
BESTest のセクション毎で特定の身体機能障害と関
連性する可能性が示唆された。今後、さらに症例数を増
やし詳細な検討を行う必要がある。



O-063 脳卒中片麻痺者の麻痺側ならびに非麻痺
側下肢の筋出力特性
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key words 片麻痺・下肢・筋出力

【目的】
筋出力の特性を表す指標には最大筋力だけでなく、歩
行等の瞬発的な動作で求められるRate of Force Devel-
opment（RFD）がある。脳卒中片麻痺者の下肢の筋出力
を評価した報告では、非麻痺側との比較から最大筋力よ
りもRFDの低下率が大きいことが報告されている。し
かし、他の先行研究では片麻痺者の非麻痺側の最大筋力
も低下していることが指摘されていることから、片麻痺
者の下肢の筋出力特性の詳細は未だ不明な点が多い。本
研究は、片麻痺者の下肢の最大筋力とRFDを同年代の
健常者と比較することで片麻痺者の筋出力特性を検討す
ることを目的とした。
【方法】
片麻痺者 25 例（65±12 歳、男性 13 例、右麻痺 11 例）
と地域在住の健常高齢者 54 例（67±9 歳、男性 25 例）を
対象とした。等尺性膝伸展筋力の計測時に得られる力-
時間曲線の最高値を体重で標準化した値を最大筋力、筋
力発揮開始時点から 50ms の区間の平均勾配をRFDと
して算出した。解析は、片麻痺者の筋出力値における麻
痺側と非麻痺側の比較には対応のある t検定、片麻痺者
と健常者の比較には対応のない t検定を用い、有意水準
は 5％とした。また、健常者の平均値を 100％としたと
きの片麻痺者の筋出力値の比率を求めた。
【倫理的配慮】
対象者に本研究の趣旨を十分に説明した上で同意を得
て測定を行った。
【結果】
片麻痺者の最大筋力とRFDはいずれも、麻痺側の値
は非麻痺側に比べて有意に低値を示し、また両側ともに
健常者と比べて有意に低値を示した。片麻痺者の最大筋
力については、麻痺側は健常者の 58.0％、非麻痺側は
74.1％であった。一方、片麻痺者のRFDについては、麻
痺側は健常者の 19.5％、非麻痺側は 30.8％であった。
【結論】
片麻痺者の最大筋力とRFDは麻痺側、非麻痺側とも
に健常者と比べて低下していることが認めれた。特に、
片麻痺者のRFDは両側ともに最大筋力と比べて健常者
との比率が著しく小さいことから、RFDの低下率がより
大きいことが推察された。

O-064 運動補助器具を用いた介入効果～脳卒中
片麻痺に対する立位・歩行能力への影
響～
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【目的】
脳卒中片麻痺に対する体幹へのアプローチは様々なも
のが存在する．本研究ではコアセラピーで推薦されてい
る運動補助器具リアラインⓇ・コア（ReaLineⓇCORE）を
用いた．体幹機能向上に対する運動補助器具での介入効
果を明らかにすることを目的とした．
【方法】
脳卒中片麻痺により回復期病棟に入院した男性 13 名，
女性 2名の 15 名を対象とした．年齢 61.1±8.8 歳，測定病
日 100.5±39.7 日，クロスオーバー比較試験を用い，対象
者をランダムに先行群（8名）と後行群（7名）に割り当
てた．先行群は運動前後測定および器具使用での運動を
実施し，1週間の洗い出し期間を経て，運動前後測定およ
び器具未使用での運動を実施した．後行群も方法は同様
に，先行群と逆の流れで実施した．運動課題は 10 種類 10
分程度の運動を立位監視下にて実施した．測定項目は体
幹ROM，下肢荷重力，Functional Reach Test，片脚保持
時間，Time Up ＆ Go Test，10m歩行（歩行時間，歩数）
とした．各測定項目において，運動実施前後の変化率を
算出した．統計は対応のある t検定を用い，有意水準は
5％とした．尚、本研究は東京都リハビリテーション病院
倫理審査委員会の承諾のもと，事前に本研究の内容を書
面で説明し，同意を得て実施した．
【結果】
器具未使用と比較し器具使用で介入した場合，運動実
施前後の変化率で体幹ROM，FRT，片脚立位保持時間
（非麻痺側），TUG（麻痺側回り），10m最大歩行（歩行時
間）において有意な改善が認められた．
【考察】
脳卒中片麻痺に対し運動補助器具を使用した介入効果
として，体幹の可動域が向上し，運動パフォーマンスが
向上したことを明らかにした．これは，脳卒中片麻痺で
あっても運動補助器具によって体幹および骨盤のアライ
メントが改善し，体幹筋群の機能が向上できると考えら
れた．



O-065 片側性変形性股関節症患者の患側および
健側下肢筋力～健常者との比較～
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【目的】
片側性変形性股関節症（股OA）患者の下肢筋力は，患

側のみならず健側においても低下が生じることが指摘さ
れているが，健常者と比較した報告は少なく，筋力低下
の出現部位や低下の程度に関する調査は未だ不十分であ
る．そこで本研究は，股OA患者の両側の下肢筋力を健
常者と比較し，筋力低下を認める筋群とその低下の程度
を把握することを目的とした．
【方法】
対象は末期片側性股OAと診断された女性 21 名（股
OA群）（63±8 歳，罹患期間：12±9 年）とした．除外基
準は健側股関節に疼痛や変形を伴う者，股関節以外の運
動器疾患や神経学的疾患を有する者とした．対照群は地
域在住健常女性 47 名（63±12 歳）とし，下肢関節痛を伴
う者は除外した．両側の股関節の外転，伸展，屈曲，な
らびに膝関節の伸展，屈曲の等尺性筋力を測定した．測
定には hand-held dynamometer（μTas F-1，Anima）を
用い，トルク体重比を算出した．対照群の筋力値は両側
を平均して求めた．統計的解析は対照群と股OA群にお
ける筋力の差異を t検定を用いて比較し，有意水準は
5％とした．また，対照群の筋力値を 100％としたときの
股OA群の筋力値の比率を求めた．なお，本研究は当院
の研究倫理委員会で承認を得て実施した．
【結果】
対照群の筋力（Nm/kg）は，股屈曲 1.27±0.21，股伸展

1.43±0.41，股外転 1.29±0.26，膝伸展 1.41±0.34，および
膝屈曲 0.69±0.18 であった．股OA群の患側筋力は対照
群と比べて全ての部位で有意に低く，股屈曲は対照群の
50％，股伸展 56％，股外転 56％，膝伸展 71％，および膝
屈曲 71％であった．一方，股OA群の健側筋力は，膝伸
展以外の全ての部位で有意に低く，股屈曲は対照群の
79％，股伸展 81％，股外転 65％，膝伸展 89％，および膝
屈曲 74％であった．
【結論】
片側性股OA患者であっても，下肢筋力は患側および
健側ともに低下しており，患側の筋力は最大で健常者の
5割，健側では 6割までに低下していることが推察され
た．

O-066 人工関節全置換術（THA）術後、術式によ
る違いが入院日数、歩行能力に及ぼす影響

浮貝美穂，渡部幸司，渡邉善行，大槻 暁
順天堂東京江東高齢者医療センター

key words THA・DAA・PA

【目的】
当センターは昨年、人工股関節全置換術（以下、THA）
に対する術式として、前方アプローチ（以下、DAA）と、
後方アプローチ（以下、PA）の両方を行っていた。DAA
は低侵襲侵入法のひとつであり、PAと比較して機能回
復がより早期であると報告されている。しかし、入院期
間については報告によって結果が異なり、一定の見解が
得られていない。そこで、当センターにおいてDAA群と
PA群を比較し、検討した。
【方法】
平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までに当
センターでTHAを施行した 24 名を対象とした。DAA
群は 9名（男性 1名、女性 8名）、PA群は 15 名（男性 1
名、女性 14 名）であった。各群の基礎情報の値は、年齢
はDAA群 72.8 歳、PA群 69.5 歳、BMI は DAA群 24.5
kg/m2、PA群 21.5 kg/m2と有意差は認められなかった。
各群の術後入院日数を対応のない t検定にて比較した
（有意水準 5％）。さらに、手術前のDAA群と PA群、退
院時のDAA群と PA群の歩行能力を独歩、杖歩行、バ
ギー歩行、車椅子の 4段階とし、Mann-Whitney 検定にて
比較した。なお、データは個人が特定できないように管
理して行った。
【結果】
DAA群の術後入院日数は 23.3±7.7 日（平均±標準偏
差）、PA群の術後入院日数は 34.6±10.1 日となり、2群間
に有意差を認めた。手術前のDAA群と PA群、退院時の
DAA群と PA群の歩行能力に有意差は認められなかっ
た。
【考察】
早期退院を目指す際に、歩行能力の獲得が必須である。
今回、手術前、退院時の歩行能力に有意差が認められな
かったことより、手術方法が入院期間に影響を及ぼす一
つの要因となり得るのではないか。しかし、当センター
のプロトコールでは、DAAに比べ PAは 1週 F.W.B.に
なるのが遅い。そのため手術の侵襲の違いが早期の歩行
獲得を齎したとは言えない。今後の課題は、術式により
侵入方法に違いがあるため介入方法が異なることを考慮
し、治療を行う必要があると考える。



O-067 THA術後患者の術後 3ヶ月における
JHEQスコアの不良群の特徴

鈴木則幸1），川井誉清1），山本晋士2），神川康也2）

1）松戸整形外科病院 リハビリテーションセンター
2）松戸整形外科病院 MD

key words THA・術後 3ヶ月・JHEQ

【目的】
当院では人工股関節全置換術（以下THA）に対し、
THA術前後の評価として日本整形外科学会股関節疾患
評価質問表（以下 JHEQ）を用いている。斎藤らは JHEQ
スコアに術後 3ヶ月以降有意差はないと報告しており、
術後 3ヶ月における JHEQスコアを向上させることが
重要と考える。本研究の目的は、THA術後 3ヶ月におい
て良好群・不良群に分類し、不良群に関連する因子を検
討することを目的とした。
【方法】
対象は片側THAを施行し、術後 3ヶ月まで経過観察

可能であった 48 名（男性 12 名、女性 26 名、年齢 67.7
±8.8 歳、全例変形性股関節症、前方アプローチ）とした。
除外基準は術後合併症例、両側THA例とした。対象者に
はTHA術後 3ヶ月に術側・非術側の股関節可動域（以
下ROM：屈曲、伸展、外転、内転、外旋、内旋）、JHEQ
を測定した。検討項目は術後 3ヶ月 JHEQスコアを 60.0
点（中央値）で良好群、不良群の 2群に分類し、年齢、
体重、BMI、ROM、術後 3ヶ月 JHEQ総点、JHEQ（痛
み、動作、メンタル）とした。統計処理は、SPSSver17.0
を使用し、各項目についてMann-Whitney`s U test を行
い有意水準は 1%とした。対象者にはヘルシンキ宣言に
基づいて研究の趣旨を十分に説明し、同意を得た上で研
究を行った。
【結果】
屈曲は不良群 90.4̊、良好群 102.3̊、伸展は不良群 2.1̊、
良好群 6.0̊、外旋は不良群 22.2̊、良好群 32.5̊、痛みは不
良群 21.4 点、良好群 26.4 点、動作は不良群 9.7 点、良好
群 20.7 点、メンタルは不良群 13.4 点、良好群 24.4 点、
JHEQ合計点は不良群 44.4 点、良好群 71.57 点であった。
【考察】
成嶋らは不良群では痛み、動作、メンタル項目が低く、

改善度が満足度に影響すると報告している。本研究結果
では、術後 3ヶ月における不良群の関連因子として、特
に JHEQ総点、痛み、動作、メンタルに関連がみられた
ことから、成嶋らの報告に類似して痛み、動作、メンタ
ル項目の合計点が低いほど術後 3ヶ月においても不良群
となる傾向にあった。

O-068 人工股関節全置換術後の靴下着脱動作と
術前股関節周囲筋力の関係

小柳健太1），本間大介2,3），中村暢之1），中村可愛1），
堀川昌子1），白井信行1），本間大輝3），長岡小夏1），
礒辺純代1），五十嵐佳南1），脇川みなみ1），石崎昌文1），
堀米洋二2），湊 泉4）

1）新潟臨港病院 リハビリテーション科
2）新潟大学大学院 医歯学総合研究科 機能再建医学講
座 整形外科学教室
3）新潟万代病院 リハビリテーション科
4）新潟臨港病院 整形外科

key words 人工股関節全置換術・筋力・靴下着脱動作

【はじめに，目的】
変形性股関節症患者は人工股関節全置換術（以下，

THA）後，靴下着脱動作の獲得に難渋する．靴下着脱動
作は可動域に着目した報告が多いが，筋力との関係に関
する報告は少ない．その為，本研究の目的は片側THA
施行症例を対象とし，靴下着脱動作と術前股関節周囲筋
力との関係を明らかにすることとした．
【方法】
対象は 2015 年 4 月から 2016 年 1 月に当院で片側
THAを施行した 7症例（男 1，女 6，年齢 66.5±9.5 歳，
身長 149.4±11.4cm，体重 52.6±8.8kg）であった．術前評
価より，後方視的に分析した．抽出項目は，術前の体幹
筋力（屈曲，伸展），股関節筋力（屈曲，伸展，外転），
膝関節筋力（屈曲，伸展），荷重時痛（NRS），術後靴下
動作獲得日数とした．各筋力の評価はハンドヘルドダイ
ナゴメーター（徒手筋力計モービィMT-100，酒井医療社
製）を使用した．体幹屈曲，伸展筋力の計測は遠藤らの
報告に準じ，股関節，膝関節筋力の計測は徒手筋力検査
の肢位に準じた．各筋力の計測は等尺性収縮にて計測し，
各対象者の最大値を体重で除し正規化した値を代表値と
した．各項目の関係はピアソンの相関係数を用い，有意
水準は p＜0.05 とした．尚，本研究はヘルシンキ宣言に則
り実施され，対象者には本計測や評価の趣旨について口
頭と書面にて十分な説明を行い，書面にて同意を得た上
で行われた．
【結果】
靴下動作獲得日数は 16.4±4.5 日で，股関節屈曲筋力

（1.0±0.5N/kg，r=-0.84），膝屈曲筋力 1.0±0.3N/kg，r=-
0.8），体幹伸展筋力（1.5±0.5N/kg：r=-0.79），荷重時痛
（5.7±2.4，r=-0.76）と有意な負の相関を示した．
【考察】
靴下着脱動作は体幹の保持と下肢の引付けが必要にな
る．その為，靴下動作獲得日数と体幹伸展筋力や股関節，
膝関節の屈曲筋力に有意な負の相関を示したと考えた．
【まとめ】
術前の体幹，下肢筋力は靴下着脱動作の早期獲得に影
響を与える可能性が示唆された．



O-069 骨盤水平面アライメントの評価法に関す
る検討

大野敦生1），関田惇也1,2），豊田裕司1），岩村元気1），
湯田健二3）

1）座間総合病院 リハビリテーション科
2）北里大学医療系研究科
3）海老名総合病院リハビリテーション科

key words 骨盤水平アライメント・CT画像・評価

【目的】
臨床上，腰痛を呈している患者において骨盤水平面ア
ライメントの左右差により，姿勢に問題が生じていると
疑われる患者を多く経験する．この骨盤水平面アライメ
ントは内方腸骨（以下，インフレア），外方腸骨（以下，
アウトフレア）で表現されることがあるが，明確な測定方
法は存在しない．そこで本研究は骨盤水平面アライメン
トの評価法に関する検討を行った．
【方法】
対象は腰部疾患を有している成人男女 30 名（年齢 67.8
±12.5 歳）とし，特定の放射線技士により撮影された第 2
仙椎棘突起レベルでの骨盤水平面におけるCT画像を用
い，左右の寛骨の角度と第 2仙椎棘突起と寛骨下端との
距離（以下，2点間距離）を計測した．左右の寛骨の角度
は仙骨前面を基準とし，寛骨の上端と下端の結んだ線と
の成す角度で算出した．加藤らが提唱する方法に準じて，
角度を左右で比較し，角度が大きい側をアウトフレア，小
さい側をインフレアと定義し，左がアウトフレアである
ものをアウトフレア群，反対に左がインフレアであるも
のをインフレア群とした．2点間距離に関しては左右の和
に対する左の長さの割合（以下，比較距離）を算出した．
そして両群における比較距離の差を比較検討するため，t-
検定を行った．有意水準は 1％とした．
【説明と同意】
ヘルシンキ宣言に基づき，目的及び方法を説明し同意

を得た．
【結果】
骨盤水平面アライメントにおいてアウトフレア群が 14
名，インフレア群が 16 名であった．比較距離はアウトフ
レア群で 48.64±1.88％，左インフレア群で 52.12±2.27％
であり，インフレア群が有意に長かった（p＜0.01）．
【考察】
2点間距離はアウトフレアに対し，インフレアであると
長くなる傾向を認めた．そのため，アウトフレアとインフ
レアを判別する際に，左右の 2点間距離を比較すること
が有用である可能性が示唆された．
【理学療法学研究としての意義】
本研究は骨盤水平面アライメントの客観的評価方法を
確立する際の一助となる．

O-070 TKA 術後 1年の疼痛に関連する術後 3ヶ
月時の因子の検討

川島雄太，岩崎 翼，入山 渉，金子貴俊
特定医療法人 慶友会 慶友整形外科病院

key words TKA・疼痛・カットオフ値

【はじめに】
人工膝関節全置換術（以下、TKA）後の 1年後にVisual
Analog Scale（以下、VAS）が 40mm以上であった症例が
13.1％であったと報告され、術後の疼痛が問題視されてい
る。しかし、術後早期から 1年時の疼痛に影響する因子を検
討した報告はない。
【目的】
術後 1年時の疼痛に影響する術後 3ヶ月時の因子を明ら
かにすること。
【方法】
対象は、当院にて平成 25 年 4 月から平成 27 年 3 月に

TKAを施行した患者のうち、1年後まで追跡可能であった
128 名（男性 19 名、女性 109 名；平均年齢 72.8±6.3 歳）と
した。評価期間は術後 3ヶ月・1年とした。評価項目は膝関
節可動域（以下、ROM）の屈曲・伸展、膝伸展筋力、日本
版膝関節症機能評価尺度（以下、JKOM）、歩行時痛とした。
歩行時痛はVASを用いて 100mm法で測定した。先行研究
に基づき、術後 1年時にVASが 40mm以上ある群を疼痛
残存群、40mm未満の群を良好群として 2群に分類した。術
後 1年時の歩行時VASを目的変数、術後 3ヶ月時の歩行時
VAS、膝 ROM、膝伸展筋力、JKOMの下位項目を説明変数
として多重ロジスティック回帰分析を行った。選択された
項目に対してROC曲線を用いて、術後 3ヶ月時のカットオ
フ値を算出した。有意水準は 5％とした。なお、事前に研究
内容を十分説明し、同意を得られた者のみを対象とした。
【結果】
術後 1年の歩行時痛に影響を与える因子として JKOM

の「日常生活の状態」（以下、JKOM-ADL）と歩行時VAS
が選択された（P＜0.01）。また、術後 1年で歩行時VAS
が 40mm未満となるためのカットオフ値は JKOM-ADLが
13 点（感度 0.80、特異度 0.86）、歩行時VASが 24mm（感度
0.80、特異度 0.79）であった。ROC曲線下面積は JKOM-ADL
が 0.90、歩行時VASは 0.80 であった。
【考察】
術後 1年時の疼痛に関連する項目として JKOM-ADLと
歩行時VASが選択された。術後 3ヶ月時点で JKOM-ADL
が 13 点より高い、もしくは歩行時VASが 24mmより高い
患者は術後 1年で疼痛が残存する可能性が高いことが示唆
された。



O-071 地域包括ケア病棟における入院時の機能
と在院日数の関係

藤原菜見
公益財団法人 佐々木研究所附属 杏雲堂病院

key words 地域包括ケア病棟・在院日数・歩行自立度

【背景と目的】
地域包括ケア病棟は入院日数 60 日以内で在宅復帰を

目指す病棟である。今回、当院における地域包括ケア病
棟においても、入院時の機能から在院日数と退院時の歩
行が予測可能か検討をおこなった。
【方法】
対象は、処方の出た患者 28 名。平均年齢 79.12（±12.1）

歳。在院日数に対しては、1年齢 2大腿四頭筋筋力 3握力
4上腕周径 5上腕皮下脂肪厚 6MMSE7Functional Am-
bulation Categories（以下：FAC）の 7項目で検討を行っ
た。退院時歩行状態はFACを用いて、上記 1～7の項目
で検討を行った。統計学的解析は JSTATによる変数減
少法を用いた重回帰分析を行った。
【結果】
在院日数について得られた変数は 1.2.4.6 であった。し
かし、有意水準 5％で重回帰式は有意と言えず、R2は
0.23 であった。そのため、今回の項目から在院日数を予測
することは困難であった。退院時FACについては、得ら
れた変数は 3.6 であり、それぞれ偏回帰係数は 0.17 と
0.12、標準偏回帰係数は 0.64 と 0.34 であった。有意水準
1％で重回帰式の検定は有意であり、R2は 0.61 であっ
た。
【考察】
地域包括ケア病棟で入院時の機能から在院日数と歩行
自立度の予測が可能か検討を行った。在院日数は、退院
に関わる要因として社会的背景などの影響が大きく関わ
るため、伊藤らが回復期病棟でおこなった検証結果と同
様、機能面から予測することはできなかった。一方、退
院時の歩行能力については、握力とMMSEで予測可能
という結果になった。握力は、全身の筋力を表わしてお
り、入院時から筋力があるものが歩行は自立しやすいと
考えられる。また、MMSEは、認知機能のスクリーニン
グ検査であり、認知機能が低下すると、意欲低下や注意・
判断能力の低下等の症状が出現し、転倒のリスクにつな
がる。そのため、歩行自立度に影響を与えたと考えられ
る。今回、在院日数の予測は困難であったが、今後は社
会的背景やFIM等のADL評価も含めて、今後も検討を
おこなっていきたい。

O-072 歩行時の arm swing のパラメータと対称
性の検討

平田恵介1），国分貴徳2），一寸木洋平3），久保田圭祐1），
宮澤 拓1），園尾萌香4），金村尚彦2）

1）埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科 リハビ
リテーション学専修 博士前期課程
2）埼玉県立大学 保健医療福祉学部 理学療法学科
3）国立障害者リハビリテーションセンター研究所 流動
研究員
4）医療法人名圭会 白岡整形外科 リハビリテーション
科

key words arm swing・歩行・対称性

【目的】
歩行時の arm swing（腕振り）の対称性を検証した先行

研究は上腕の仰角を用いて，非対称性が存在するとして
いる．しかし，非荷重下で多セグメントからなるシステ
ム特性上，質量分布が挙動に影響すると推測し，本研究
では上肢の質量中心点（COM）をパラメータとし，その
有用性を検証すると共に，対称性の評価方法も検討した．
【方法】
健常成人 11 名を対象に 0.9，1.2，1.5，1.8m/s の 4 速度
条件の定常歩行をトレッドミルで各 3試行行った．三次
元動作解析装置（VICON，100Hz）を用い，マーカー座
標を記録，各試行 16 歩行周期分を解析した．COMは体
重と上肢の矢状面座標情報から算出し，データ処理及び
仰角の算出は先行研究と同様に行った（2次 Butter-
worth filer，cutoff5Hz）．これらを相互相関係数で波形の
類似性を検証し，歩行周期毎の peak to peak から Sym-
metrical Index（SI）で対称性を数値化し，平均，SD
の積率相関係数で比較を行った．本研究はヘルシンキ宣
言に則り計画し，被験者には十分な説明を行った上で書
面にて同意を得た．また，埼玉県立大学倫理審査委員会
の承認を得ている（承認番号 27507）．
【結果】
COMと仰角には，全被験者の全試行で左右共に高い
相互相関係数（0.97～0.99）を認め，同様に SI の平均
（0.98），SD（0.96）も高い正の相関を認めた．加えて，SI
の 平均は COMで-9.3～6.1±5.6%，仰角で-10.0～6.7±
6.7% であった（p＜0.05）．
【結論】
仰角とCOMは波形の類似性が高く，SI も全試行で高
度に一致していたことから，矢状面振幅のパラメータと
しては等価と言える．SI の値は先行研究と同等であった
が，SDは先行研究に比べ低値を示し，本研究ではより各
被験者でばらつきが少なく対称な結果であったと言え
る．本結果から，肩を原点とした矢状面振幅の比較では
非対称性を認めることはできず，他次元要素や体幹の回
旋運動等の影響を考慮した解析手法が求められることを
示唆している．



O-073 妊産婦の身体症状と理学療法士による予
防介入の可能性の検討

永見倫子，岡安 健，森田定雄
東京医科歯科大学 医学部附属病院 リハビリテーショ
ン部

key words 疼痛・アンケート調査・運動指導

【目的】
妊娠・出産は女性の体に大きな変化をもたらすもので
ある．先行研究でも産褥期に腰痛・腱鞘炎・尿漏れなど
が起こり得ることが分かっているが，本邦では産褥期以
降，育児期にあたる女性の身体状況に関する研究報告が
少ない．また腰痛・腱鞘炎・尿漏れについては理学療法
士の関与による予防や改善の可能性があるが，妊娠出産
は保険診療対象ではないため現状では介入は殆ど行われ
ていない．当研究は育児期の不調，特に疼痛の予防と軽
減に有効な介入を行うため，それらの実態と理学療法士
による予防介入の可能性の検討を目的とした．
【方法】
3歳以下の子供を出産し育児中の女性 116 名（平均年
齢 32.8 歳±4.0，身長 159.5cm±5.6，体重 50.9kg±5.6，子
の月齢 17.1 ヶ月±9.3）を対象に紙面による無記名の後ろ
向きアンケート調査を行った．質問項目は年齢・身長・
体重などの基本情報，出産前後の不調や疼痛の有無と部
位・時期・対処法，また対処法の情報取得方法・情報提
供の希望とした．当研究は東京医科歯科大学医学部倫理
審査委員会の承認を得て実施し，対象者には書面にて本
研究の目的と内容に関する説明を行い同意を得た．
【結果】
疼痛を感じた割合（妊娠中→産後）は 89.6%→87.0%

だった．疼痛部位・割合は肩 25.2%→65.0%，腰 73.0%→
71.3%，手首 1.7%→31.3% などだった．最も辛い時期は定
頚前 28.7% が最多で，医療機関等の受診率は 26.1% だっ
た．また情報取得方法は産科での指導が 40.0% と最多で，
内容は骨盤ベルト着用法 21.7% などだったが産科での理
学療法士の介入は 0%だった．指導・情報提供の希望は，
正しい体の使い方 34.8% 腰痛予防 30.4% 腱鞘炎予防
22.6% だった．
【結論】
育児期の疼痛の訴えは多く，特に乳児を支える時期に
多いことから育児による負荷が一因と推察された．理学
療法士による指導を受けた女性は皆無だったが，予防介
入や運動指導のニーズは存在した．運動指導や育児の動
作指導など，理学療法士が介入することによる疼痛予防
の可能性が示唆された．

O-074 スマートフォンアプリケーションを用い
た歩行課題における注意需要の評価

鈴木智高1），平石雅裕3），東登志夫2），菅原憲一1）

1）神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 リハビリ
テーション学科 理学療法学専攻
2）長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 医療科学専攻
リハビリテーション科学講座
3）川崎幸病院

key words 歩行・注意・反応時間

【目的】
我々は歩行中の Probe reaction time（PRT）を計測で
きるスマートフォンアプリケーションを開発し，優れた
正確度を有することを明らかにした．PRTパラダイムは
課題中の注意機能を評価でき，歩行能力評価における有
用性が示唆されている．これまでトレッドミル歩行は安
静時に比べて注意需要が増大すると報告されているが，
自由な平地歩行中の注意需要に関して安静時，トレッド
ミル歩行と比較した報告は殆どない．そこで開発したア
プリの実証として，歩行中の注意需要を検討した．
【方法】
所属機関研究倫理審査委員会の承認後実施し，健常成
人 19 名が参加した．サンプリング周波数の異なる 2機
種，Nexus 6（約 226Hz）と Galaxy SII（約 101Hz）を用
いた．安静座位，平地歩行，トレッドミル歩行，音合図
歩行の 4つの課題中に PRTを計測した．歩行速度は快
適速度，歩行路は直線 80mとした．音合図歩行はランダ
ムに変容する音合図にステップを合わせることを強制し
た．機種，課題を要因とした二元配置分散分析を実施し
た．有意水準は 5%に設定した．
【結果】
機種の主効果があり，Nexus は Galaxy より有意に短
い PRTを示した．課題の主効果もあり，多重比較の結
果，平地歩行の PRTは安静座位より有意に遅く（p＜
0.001），トレッドミルと音合図歩行に比べて有意に速
かった（p=0.02，p＜0.001）．
【考察】
自然環境下の自由歩行でさえ，安静時に比べると注意
コストを要する．すなわち，歩行は自動運動ではなく大
脳レベルの制御を必要とする．加えて，トレッドミル歩
行は平地歩行よりも注意コストを要した．しかし，両者
の時間的，運動学的パラメータは類似していると報告さ
れており，その差は PRTのバラつきより低値であった．
歩行課題の難易度に応じた注意需要の変化を本アプリは
検出できた．すなわち，歩行中の注意機能変化から歩行
能力を評価できる．ただし，PRTは使用機種のサンプリ
ング性能に依存しているため注意を要す．



O-075 肥満者の立位アライメントと静的バラン
ス能力の特徴

山本苑子1），南 愛子2），佐藤 満3）

1）かごた整形外科クリニック
2）医療法人社団松寿会 丘整形外科病院
3）昭和大学保健医療学部理学療法学科

key words 肥満・胸腰椎アライメント・バランス能力

【目的】
肥満者の身体的特徴を実験的に明らかにした文献は少
ない。本研究は、肥満者の脊柱アライメントと静止立位
での重心移動能力の特徴を明らかにする。
【方法】
文書による説明で同意を得た肥満男性 10 名（BMI25・

腹囲 85cm以上、平均年齢 32.6±7.5 歳）の BMI、腹囲、
胸腰椎アライメント、最大歩行速度、静止立位重心動揺、
TUGを測定した。胸腰椎アライメントはスパイナルマウ
スを用いて胸椎後弯・腰椎前弯角の大きさを、静止立位
重心動揺は望月らが考案した姿勢安定度評価指標 IPS
を算出した。各項目の関係をピアソンの相関係数を用い
て分析した。
【結果】
腰椎前弯角度とBMI、腹囲との相関はなかった。胸椎
後弯角度とBMI、腹囲とは負の相関を認めた。最大歩行
速度は、BMI、腹囲と負の相関を認め、TUGは BMI、腹
囲との相関は認めなかった。IPS は、BMI と正の相関を
認め、前後方向への重心移動の要因がより貢献していた。
【考察】
姿勢観察により肥満者の腰椎は前弯が増大していると
する文献は多いが、肥満者での腰椎前弯の増大は認めら
れず、胸椎後弯が減少していた。肥満者の姿勢は一見ハ
イパーエレクト姿勢に見えるため腰椎前弯が増強してい
るように見えるが、実際はフラットバック姿勢に近いと
示唆された。胸椎後弯の減少は内臓脂肪等により胸郭が
押し上げられた結果と考えられる。また、腰椎の前弯が
増えないことは、腹部内容物の収蔵に有利である。最大
歩行速度は肥満者で減少し、TUGは肥満との関連がない
という結果は先行研究と一致していた。また、肥満者は
前後左右への能動的な重心移動能力が高かった。これは
日頃から重い体重を支えて姿勢を保持しているため、重
心制御の能力が向上していると考えられる。さらに、前
後方向の重心移動能力が高い要因を説明するためには、
今後足趾を含めた下肢体幹筋力の評価等が必要である。

O-076 健常若年者における 4m歩行テストの妥
当性

両角正敏1），百瀬公人2），多賀将仁3），黒部恭史1），
牛山直子1）

1）富士見医療福祉センター 富士見高原病院 理学療法
科
2）信州大学医学部保健学科 理学療法学専攻
3）富士見高原医療福祉センター みすず診療所

key words 4m歩行テスト・歩行速度・測定方法

【はじめに】
一般的に歩行速度を測定する方法として 10m歩行テ

ストが用いられる。この方法は加減速路を含め計 20m
程度の長い直線距離が必要であり、近年では歩行路を短
くした方法が提案されている。先行研究では、健常高齢
者を対象とした場合に 10m歩行テストと比べて、4m歩
行テストにおいて同等の歩行速度が得られることが示さ
れている。しかし、歩行速度の速い健常若年者について
は明らかにされていない。そこで、本研究の目的は健常
若年者を対象としたときの 4m歩行テストの妥当性を
10m歩行テストと比較して明らかにすることである。
【対象・方法】
健常若年者を対象として、10m歩行テスト、4m歩行テ
ストを実施した。加減速路はそれぞれ、前後 5m、前後 2
mとした。測定の順番はランダムとして各 3回測定し
た。歩行速度は快適歩行速度とした。測定にはストップ
ウォッチを用いた。測定 1回目は練習として、2回目と
3回目の歩行速度の平均値を統計解析に使用した。
Bland-Altman 分析を実施し、2つの歩行テストの系統誤
差の有無を確認した。本研究を実施するにあたり、当院
倫理審査委員会の承認を得た。被験者には口頭にて説明
し、書面で研究参加への同意を得た。
【結果】
対象者は 26 名（男性 16 名、女性 10 名、平均年齢 27
±5.78）であった。歩行速度は 10m歩行テストで 1.44±
0.25m/sec、4m歩行テストで 1.44±0.28m/sec であった。
Bland-Altman 分析の結果、比例誤差と加算誤差ともに認
められなかった。
【考察】
本研究の結果から、健常高齢者を対象とした先行研究
と同様に健常若年者でも 4m歩行テストは 10m歩行テ
ストの代替として使用できることが示された。このこと
から、4m歩行テストは歩行速度の遅い者から早い者ま
で全ての速度域の者に対して行える可能性が示唆され
た。



O-077 膝関節滑膜骨軟骨腫症に対し腫瘍用人工
膝関節置換術を施行した症例

渡邉友彦
長野市民病院 リハビリテーション科

key words 腫瘍用人工膝関節・膝関節可動域・膝伸展筋力

【はじめに】
腫瘍用人工膝関節置換術（以下腫瘍用TKA）は，膝周
囲に発生した骨腫瘍を切除した後に最も多く用いられる
機能再建術の一つである．腫瘍用TKAは筋の広範囲切
除があり侵襲が大きく，膝関節可動域（以下ROM）制限
や膝伸展筋力低下が生じやすい．今回膝関節滑膜骨軟骨
腫症に対し，腫瘍用TKAを施行し良好な膝ROMと膝
伸展筋力を獲得し，実用的な杖歩行となった症例の理学
療法経過を報告する．今回の症例報告に際し，患者の了
承を得ている．
【症例】
73 歳男性．数年前に右膝関節滑膜骨軟骨腫症と診断．
2012 年右膝痛出現し右膝ROM制限著明となり，鏡視下
滑膜切除術施行．杖歩行可能となるも同様の症状出現し，
2013 年右膝関節前後の関節内腫瘍切除術施行．初回の手
術後同様杖歩行可能となるも緩徐に腫瘍増大を認め，
2014 年 11 月にレントゲンで右変形性膝関節症の進行を
確認．2015 年 2 月右膝関節切除術，腫瘍用TKA目的に
入院．
【理学療法経過】
術翌日より，膝完全伸展位と膝伸展筋力を獲得するこ
とを最優先との指示のもと理学療法開始．早期より視覚
でのフィードバック，膝窩部への感覚入力を併用した
patella‐setting，膝蓋骨モビライゼーション，膝蓋上嚢
への徒手的操作を実施．16 日目には，端座位で右膝完全
伸展位保持可能となり，伸展 0̊ を獲得．extension lag
も認めなかった．右立脚期に体幹前屈するも左杖歩行開
始となり，31 日目で実用的な杖歩行を獲得．右膝ROM
訓練は，術創部が治癒した 22 日目より開始．ROM訓練
開始より 12 日目には右膝屈曲 90̊ となった．
【考察】
視覚でのフィードバック，膝窩部への感覚入力を併用
した patella‐setting の結果，良好な膝伸展筋力を獲得
出来たと考えられる．膝蓋上嚢への徒手的操作で，軟部
組織の癒着を防げた事が出来，良好なROM獲得に繋
がった．実用的な杖歩行となったが，体幹前屈位での歩
行となっていた．早期より抗重力筋の評価，アプローチ
をすべきであった．

O-078 両人工股関節全置換術患者の歩行効率向
上，現職復帰を目指したアプローチ［スト
リームラインによる機能改善］

千葉翔梧
医療法人 横浜平成会 平成横浜病院 リハビリテー
ション科

key words 両側 THA・ストリームライン・矢状面アライメント

【目的】
人間の重心線は矢状面上にて各関節中心に位置し，直立
位における関節負荷を少なくしている．また，高重心化か
ら筋発揮率向上，歩行効率の改善にてエネルギー消費を抑
えた長距離移動を可能としている．本稿ではストリームラ
インによる機能改善を図った両人工股関節全置換術（以下
THA）患者へのアプローチを報告する．
【対象】
対象A氏，50 歳代女性．社員寮寮母をしており，数年

前より右股関節出現．右THA後も疲労感からフルタイム
勤務困難．約 2ヶ月後左THA施行となる．本症例はヘル
シンキ宣言に則り，患者様に対して説明・同意を得た．
【評価】
術前・術後（2週・4週）に定期評価（NRS，ROM，

MMT，10mgait，Hip JOA）を実施し，10mgait・Hip JOA
歩行項目を比較し，歩行効率の指標とした．
【結果】
股関節伸展 0̊→10̊ 足関節背屈 0̊→10̊，MMT股関節屈

曲 4→5，股関節外転 4→5の向上が見られた．Hip JOA
歩行項目では 15 点→18 点と変化し，術前歩行動作での
Ankle Rocker の改善，重心の上方/前方移動改善，矢状面
アライメントでの重心線の接近．また，10mgait9.4sec→7.9
sec，歩 0.65m→0.71mと増加が見られた．
【治療】
ストリームライン構築を実施．ストリームラインは水泳

における姿勢であり，本症例においてはハーフストレッチ
ポール上で，股関節-膝関節-足関節を直線上に配置した姿
勢を保持し，重心線・各関節中心の位置関係適正化，イン
ナーユニット収縮促通を図り．同時に腸腰筋ストレッチに
よる股関節伸展可動域向上・収縮力向上を図り実施した．
【考察】
Hip JOAの改善要因として，歩行効率向上による歩行

時エネルギー消費量軽減によるものと考え，歩行効率向上
には歩行時Ankle Rocker の改善，股関節伸展可動域向上
による歩幅の改善にあるものと考えた．これらの変化はス
トリームライン構築実施に伴う重心線と矢状面上での各
関節位置の適正化，インナーユニットの促通，及び筋活動
量軽減によるエネルギー消費量減少から，フルタイムでの
勤務が可能となった．



O-079 変形性膝関節症により下腿外側部痛を呈
した一症例

岩村元気1），豊田裕司1），関田惇也1,2），湯田健二3）

1）座間総合病院 リハビリテーション科
2）北里大学大学院医療系研究科
3）海老名総合病院 リハビリテーション科

key words 変形性膝関節症・距骨下関節・Lateral Thrust

【はじめに】
本症例は変形性膝関節症により，立脚中期（MSt）に踵骨と

下腿が一体となって外側傾斜する Lateral Thrust（LT）を認
め，左下腿外側部痛を訴えた．ST関節の回内運動を促した結
果，LT軽減および疼痛軽減を認めたため報告する．
【症例】
70 代女性．平成 27 年に両変形性膝関節症と診断．

【説明と同意】
ヘルシンキ宣言に基づき，目的および方法を説明し同意を

得た．
【評価】
疼痛：左下腿外側（NRS：5）．長腓骨筋（FL）に圧痛を認め
た．ROM（右/左）：膝関節伸展（0̊/0̊）．足関節背屈：（20̊/
10̊）．MMT（右/左）：大腿四頭筋（5/5）．片脚立位（右/左）：
踵骨外側傾斜角度（FHA）（2̊/13̊），Leg heel angle（LHA）（7̊/
0̊），舟状骨沈降度（NDT）（9mm/1mm），第一列底屈角度（8̊/
13̊）．歩行（左MSt）：膝関節内反角度 14̊，下腿外側傾斜角度
13̊，FHA13̊．
【仮説】
本症例は，舟状骨が下制しないことや第一列底屈角度が大

きいこと，LHAが 0̊ であることから ST関節の回内運動は乏
しいと思われる．踵骨と下腿が一体となって外側傾斜する LT
を呈し，FLの回内作用にて制動していたことで，歩行時にFL
に疼痛を認めたと考える．
【治療】
1．FLリリース 2．足部モビライゼーション

【結果】
疼痛：左下腿外側（NRS：1）．片脚立位（右/左）：FHA（2̊/
6̊），LHA（7̊/4̊），NDT（9mm/5mm），第一列底屈角度（8̊/
10̊）．歩行（左MSt）：膝関節内反角度 8̊，下腿外側傾斜角度
8̊，FHA4̊．
【考察】
介入後，舟状骨の下制，第一列底屈角度の減少を認め，LHA

が増加したことから ST関節回内運動が出現したと思われる．
ST関節回内は，踵骨が外転による外方へ転位し，相対的に距
骨が内方へ転位する．踵骨が内側傾斜する傾向にあり，距骨は
踵骨上を前内下方へ滑る．これらの運動により，下腿外側傾斜
角度が減少し，FLの活動が軽減したと考えられる．結果とし
て LT軽減および左下腿外側部痛の軽減を認めたと思われる．

O-080 両側同時 TKAを施行し歩行中の膝関節運
動が改善した一症例

鈴木彬文，井川達也，櫻井愛子
国際医療福祉大学三田病院 リハビリテーション室

key words TKA・歩行・膝関節運動

【目的】
TKA後症例において，歩行中の左右の膝関節運動は
互いに影響しあうため，歩行練習を行うにあたり両側膝
関節運動に着目する必要があると報告されている．今回，
両側膝関節機能低下を認めた両側同時人工膝関節全置換
術（以下，TKA）後症例に対し，膝関節運動に着目し介
入を行い，改善がみられたので報告する．
【症例紹介】
本症例は両側内側型変形性膝関節症（KL分類：III/
III）を呈した 70 代女性（身長 150cm，59.2kg）である．
術前の膝関節伸展可動域は右-10 度，左-15 度，膝関節伸
展筋力（MMT）は右 5，左 4であり左右差を認めた．本
症例に対し両側TKA（PS型）を施行し，術後 3日目よ
り歩行練習を，3週目より独歩練習を開始した．研究の主
旨と内容を説明し，個人情報には十分配慮することを伝
え同意を得た．
【経過・結果】
術後 3週時は右に比して左膝関節に伸展可動域制限と
筋力低下を認めたため，これらに対し介入を行った．そ
の結果，術後 5週時には膝関節機能は改善し，歩行時左
立脚中期の膝関節伸展角度の改善も認めた．しかし，歩
行中の左膝関節は右に比し屈曲傾向であり，術後 3週と
同様に屈曲傾向であった．また，歩行中の左荷重応答期
に骨盤左回旋，体幹左側屈を認め，他に左股関節屈曲傾
向，左 heel off 遅延がみられた．
【考察】
介入後，膝関節伸展筋力増加に伴い，荷重応答期の衝
撃吸収能力が増大したため，荷重応答期の屈曲角度と立
脚中期の伸展角度が増大したと考えられる．また，歩行
中左膝関節屈曲傾向の残存は，extension lag や術前から
の姿勢戦略が残存していたと考えられる．



O-081 左右で別々の術式の人工股関節全置換術
を施行した一症例 前方進入と後方進入
の介入内容の検討

渡部幸司
順天堂東京江東高齢者医療センター リハビリテーショ
ン科

key words 人工股関節全置換術・前方進入・後方進入

【はじめに】
人工股関節全置換術（以下THA）における前方進入

（以下DAA）は低侵襲法のひとつであり、後方進入（PA）
と比較して機能回復がより早期であると報告されてい
る。しかし、実際の理学療法介入についての報告は少な
い。今回、変形性股関節症のため左右で別の術式でTHA
を施行した症例について介入内容も含めて報告する。
【対象】
70 代女性。4年前に左のTHAを PAにて施行。次第に

歩行が困難となり、今回右THAをDAAにて施行。な
お、ヘルシンキ宣言に基づき書面にて同意を得た。
【術後評価】
貧血のため理学療法開始は術後 6日目。その時の関節
可動域（右/左，単位度）は、股関節屈曲（60/105）伸展
（-10/-5）外旋（10/10）。MMT（右/左）は、股関節屈曲
（2/4）伸展（2/3）外旋（1/1）。T字杖歩行速度は 0.9km/
h であり、転倒恐怖心は 10cmの VASで 9.6cmであっ
た。
【経過】
右股関節と二次的な問題に対し、可動域練習、筋力強
化、バランス練習、起居動作練習、歩行練習を行った。
特に右股関節は、手術の影響があると思われる大腿直筋
などの柔軟性の改善と遠心性収縮の練習を行った。術後
21 日には独歩歩行速度は 1.1km/h、転倒恐怖心はVAS
で 0.3cm。左立脚期の方が伸展位で支えられず、その後左
股関節にも積極的に介入。特に外旋筋の筋力強化を行い、
起居動作や立位バランスの中で左右の股関節の協調的な
活動を練習。術後 23 日には独歩歩行速度は 1.4km/h と
なり、自宅退院となった。その時の関節可動域は、股関
節屈曲（95/105）伸展（5/0）外旋（25/15）。MMTは、
股関節屈曲（4/4）伸展（3/3）外旋（3/2）。
【考察】
本症例は変形性関節症によるTHAであったため、長
期の歩容悪化のために二次的な問題も大きかった。さら
に、DAAは筋の損傷がほとんどないが、皮膚や筋膜など
は損傷しているため術創部周囲の柔軟性の改善が重要と
思われた。PAは外旋六筋を切除しているため、術後経過
が長期であっても外旋筋の筋力強化が重要であった。

O-082 右人工膝関節全置換術後，歩行時の膝伸展
不全を呈した症例～再評価，治療アプロー
チの再考を通して～

岩崎咲羅
医療法人 横浜平成会 平成横浜病院 リハビリテー
ション科

key words 機能的膝伸展機構・伸展不全・TKA

【はじめに】
膝関節は踵接地時に屈曲し衝撃吸収を行った後，立脚
中期で伸展する．この伸展運動により重心が上方移動し，
前方への推進力となる．臨床場面ではしばしば，人工膝
関節全置換術（；TKA）後の伸展不全例が報告されてい
る．膝の伸展不全は推進力低下に繋がるほか，全屈曲位
の歩行から関節前面へのストレスを引き起こすとされ
る．今回担当したTKA後の症例も歩行時の伸展不全を
認めた．初期評価後Extension-lag に着目し介入したが，
歩容の変化が微細であったため，再評価を実施した．尚，
ヘルシンキ宣言に基き本人に説明，同意を得た．
【症例紹介】
60 代女性．術前は疼痛から杖歩行であった．当院にて
両変形性膝関節症と診断，右TKA施行．術後 3wで独歩
獲得し退院したが，歩行時の伸展不全が残存．外来にて
介入を継続した．尚，既往に左TKA施行歴がある．
【理学療法評価】
ROMは術後早期に伸展 0̊，屈曲 120̊ 獲得，-10̊ の
Extension-lag を認めた．再評価時（術後 3M），歩行時の
伸展不全が残存．Extension-lag は-5̊ 未満，SLR45̊，大腿
筋膜張筋の過緊張あり．MMTは大殿筋，ハムストリング
ス，下腿三頭筋とも 4であった．
【治療，結果】
初期評価後はExtension-lag に着目し，パテラセッ
ティング，荷重訓練，足踏みを中心に実施．再評価後は
大腿筋膜張筋のリラクゼーション，ハムストリングス，
下腿三頭筋のストレッチと促通を中心に実施．促通後は
即時的に伸展不全が改善，併せて LR～MSt の部分練習
を行った．術後 6M，SLR70̊，大腿筋膜張筋の過緊張が緩
和，歩行時の伸展不全が消失した．
【考察】
Extension-lag の改善に対し歩容の変化が微細であっ
たことから，伸展不全に関して他の要因の存在が考えら
れた．再評価の結果から，大腿筋膜張筋，ハムストリン
グスの柔軟性低下と，機能的膝伸展機構の機能低下が示
唆された．この機構を担う大殿筋，ハムストリングス，
下腿三頭筋の促通が荷重下での膝伸展運動を可能とし，
この動作の反復が歩行動作への汎化に繋がったと考え
る．



O-083 脳卒中発症後から大腿骨近位部骨折受傷
までの期間について

竹前秀一
飯山赤十字病院

key words 大腿骨近位部骨折・脳卒中・転倒

【目的】
当院の対象患者は主に高齢者であり、脳卒中後退院さ
れていった者が骨折で再入院してくる事を経験する。そ
こで今回、脳卒中後の大腿骨近位部骨折患者は発症後、
何年経過して骨折を受傷するのかを調べるため調査を
行った。
【方法】
調査対象はH24 年 4 月～H27 年 9 月までの間に当院
へ大腿骨近位部骨折の手術目的で入院された者 284 名を
対象とし、カルテから後ろ向きに調査した。調査項目は、
年齢・性別・脳卒中の既往の有無・受傷機転を調査し
た。加えて脳卒中後に大腿骨近位部骨折を受傷した者に
は脳卒中発症から大腿骨近位部骨折受傷までの期間を月
に換算し算出した。また、受傷機転が屋内の者の群に対
して、脳卒中後である者とない者の受傷時年齢を比較し
た。統計処理はR2.8.1 を用いて有意水準は 5％未満とし
た。
【結果】
脳卒中後大腿骨近位部骨折受傷までの期間は、101.5 ヶ

月（1-372）であった。受傷機転が屋内の者は 139 名であ
り人数の内訳は、脳卒中後の者は 29 名（男性 8名女性 21
名）、平均年齢 82.7 歳（62-99）。脳卒中後でない者は 110
名（男性 15 名女性 95 名）、平均年齢 86.8 歳（67-100）で
あり、脳卒中後である者とない者の受傷時年齢には有意
差が認められた。統計内容は、二標本 t検定を行った。P
=0.006964 95％信頼区間 1.14-7.06
【結論】
今回の結果から、脳卒中発症から大腿骨近位部骨折受
傷までの期間には個人差があった。一方、脳卒中後大腿
骨近位部骨折受傷者の方が脳卒中後でない者より有意に
受傷年齢が早期であった。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究のデータ収集・分析にはヘルシンキ宣言に基づ
いて行い、当院の倫理委員会にて承認を得て実施した。

O-084 障害者通所施設を利用した地域在住障害
者における屋外移動自立度の改善が屋外
生活空間での活動に及ぼす効果

妹尾浩一1），安藤健太1），橋立博幸2）

1）社会福祉法人東京援護協会 練馬区立心身障害者福祉
センター 練馬区中途障害者通所事業
2）杏林大学 保健学部 理学療法学科

key words 障害者通所施設・屋外生活空間・公共交通機関の利用

【目的】
本研究では，障害者通所施設を利用した地域在住障害
者において，公共交通機関の利用を含む屋外移動の自立
度の改善が屋外生活空間での活動に及ぼす効果について
検討することを目的とした．
【方法】
公共交通機関を利用した屋外移動が非自立であった中
枢神経疾患者 13 名（43.7±8.5 歳）を対象とした．通所施
設へは送迎バスを利用して週 2回来所し，理学療法，作
業療法，言語療法を 1日合計 3時間実施した．評価は通
所開始時，終了時および終了 3か月後において，実用的
歩行能力分類（PAS）および屋外生活空間での活動
（LSA）を調査した．なお，本研究はヘルシンキ宣言に基
づき対象者に研究の概要を説明し同意を得た．
【結果】
通所終了時における移動能力において，公共交通機関
を利用した屋外移動の自立（PAS5 以上群，n=6）/非自
立（PAS4 以下群，n=7）によって対象者を 2群に分け，
通所開始時における年齢，発症から通所開始までの期間，
PASおよび LSAを群間比較した結果，いずれの指標も
有意差を認めなかった．また，2元配置分散分析を用いて
各群の PASおよび LSAを比較した結果，有意な交互作
用が認められ，PAS5 以上群では PAS4 以下群と比べて
通所終了時における PASおよび LSAの有意な改善が
認められた．さらに PAS5 以上群では，送迎バスを利用
しない自主通所が可能となり単独での遠方外出の機会が
増加し，改善した PASおよび LSAが終了 3か月後にお
いても維持されていたが，PAS4 以下群では PASおよび
LSAの有意な改善は認められなかった．
【考察】
公共交通機関を利用した屋外移動が非自立であった中
枢神経疾患者に対して，障害者通所施設で機能訓練を実
施した結果，通所終了時に公共交通機関の利用を含む屋
外移動が自立した群では屋外生活空間での活動が有意に
増加し，通所終了 3か月後でも変わらず維持されていた．
屋外生活空間での活動増加を図るためには，公共交通機
関を利用した屋外移動の自立度の改善が重要であると考
えられた．



O-085 脳卒中片麻痺患者の自宅での家事実施状
況の調査

高橋茉也，上杉 睦，黒木あずさ
介護老人保健施設 ハートフル瀬谷

key words 家事・片麻痺・生活行為

【目的】
平成 27 年の介護報酬改定ではデイケアで生活行為向

上リハ加算が新規に設定され，対象者の在宅での家事な
どの生活行為向上のリハが重要となった．さらに，厚生
労働省による介護保険の見直し案では生活援助サービス
の給付対象を縮小する検討があり，今後は片麻痺患者も
在宅で家事の実施が必要となる．本研究では脳卒中片麻
痺患者の家事実施状況について聞き取り調査を行った．
【方法】
対象は当施設のデイケア利用の脳卒中片麻痺患者 29
名（男性 18 名，女性 11 名）．掃除，洗濯，調理，買い物
の 4項目について「やっている」，「一部やっている」，
「やっていない」の回答で聞き取り調査を実施した．結果
は全体，男女，家族構成の比較を行った．個人情報の扱
いは臨床研究に関する指針を順守した．
【結果】
結果を以下「やっている」，「一部やっている」，「やっ
ていない」の順に記す．全体では掃除は 0名，2名，27
名，洗濯は 3名，4名，22 名，調理は 2名，2名，25 名，
買い物は 1名，3名，25 名であった．女性では洗濯は 2
名，2名，7名，調理は 2名，1名，8名であり，調理や
洗濯で家事動作を行う傾向があった．家族構成では独居
者は生活援助サービスを組み込む傾向があった．また，
感想の聴取では「本当は自分でやりたいけどできていな
い」との回答も多かった．
【考察】
本研究の結果より片麻痺患者は在宅で家事をほとんど
行っていないことが明らかになった．家事を行わない理
由は同居の家族の援助や介護保険の生活援助サービスの
利用による要因が主であった．しかし，残存した身体機
能に関らず，家事を行っていないケースが多く，「出来る
家事」と「している家事」の評価が必要と考える．今後，
PTは対象者の在宅生活での生活行為向上に積極的に関
わっていく必要がある．
【まとめ】
PTも在宅生活の中で適切に生活行為の向上に働きか
けることが今後より重要になると考える．

O-086 訪問リハビリテーション利用前の状況の
違いによる日常生活動作能力の変化につ
いて

片桐創太1），松本浩一1），原島宏明1），宮野佐年2）

1）医療法人財団 健貢会 総合東京病院 診療技術部
リハビリテーション科
2）医療法人財団 健貢会 総合東京病院 診療部 リハ
ビリテーション科

key words 訪問リハビリテーション・FIM・ADL

【目的】
訪問リハビリテーション（以下訪問リハ）は在宅生活
者の支援として期待されるサービスだが，その効果を利
用前の状況の違いから検討した報告は少ない．そこで，
訪問リハ利用前の状況の違いによる日常生活動作（Ac-
tivities of Daily Living，以下ADL）能力の変化を検討し
た．
【方法】
対象は，平成 27 年 4 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日
に当院訪問リハの利用を開始し 3か月以上利用した 20
名（平均年齢 83.8±7.1 歳）とし，利用前に在宅生活であっ
た者 11 名（平均年齢 85.5±4.1 歳，以下在宅群）と入院生
活であった者 9名（平均年齢 81.7±9.4 歳，以下入院群）に
二分した．ADL評価としてFunctional Independence
Measure（以下 FIM）を用い，全対象および群内につい
て開始時と 3か月後のFIM得点の比較を行った．統計解
析として，Wilcoxon の符号付き順位和検定を用い，有意
水準は 5%とした．今回の報告にあたっては個人情報の
流出防止，匿名性の保持に関して十分に配慮した．
【結果】
全対象におけるFIM得点の中央値（四分位範囲）は，
開始時が 106（101‐112）点，3か月後が 108（101‐113）
点と有意な改善を認めた．入院群における開始時と 3か
月後のFIM得点では有意差を認めなかったが，在宅群に
おけるFIM得点では，開始時が 104（103‐110）点，3
か月後が 107（103‐112）点と有意な改善を認めた．
【考察】
在宅群では，在宅生活におけるADLの低下が訪問リ
ハ利用の動因となり，実際の生活場面での動作練習や環
境整備などを行うことで，ADL改善に繋がったと考えら
れる．入院群は，入院中の集中的なリハにより在宅群と
比較して訪問リハ開始時のADL能力が高く，有意な改
善は認められなかったと考えられるが，退院後も訪問リ
ハを実施することでADLの維持が期待されることが示
唆された．今回は訪問リハ利用者のFIMの得点に着目し
ADLの変化について検討したが，在宅生活では家屋環境
や介護者の有無がADLの変化に関与すると考えられる
ため，今後検証が必要である．



O-087 家族間コミュニケーションがADL能力に
与える影響について

長澤良介，染野敏弘，高村千穂
医療法人財団 東京勤労者医療会 代々木病院 通所リ
ハビリテーション

key words コミュニケーション・家族・ADL

【目的】
平成 27 年 6 月に作成された「介護予防・日常生活総合
事業ガイドライン」において、必要なアセスメントに興
味・関心チェックシートがある。インターネットが普及
し、コミュニケーションが多様化している現在、「コミュ
ニケーション」と「家族」というキーワードを掲げ、利
用者のADL能力への影響を興味・関心チェックシート
の回答結果から考えてみた。
【方法】
対象は、2015 年 5～10 月の 5か月間の当所利用者 108
名。平均年齢 80.9 歳（61～103 歳）、男性 40 名、女性 68
名。家族・親戚との団欒を問う項目で「している」とし
た方と、家族・親戚との団欒に「興味がある」「してみた
い」「興味もなくしてみたくもない」とした方を、家族と
の団欒を「していない」方とし、「1人でお風呂に入る」と
いうBI の評価項目（入浴）と一致する質問項目の回答と
の関連性を分析した。分析には、χ2 検定（Microsoft Ex-
cel 2010）を用いた。本研究発表を行うにあたり御本人
（御家族）に口頭確認、本研究発表以外使用せず、それに
より不利益を被らないことを説明し、同意を得た。
【結果】
家族・親戚との団欒、いわゆる家族間コミュニケー
ションとADL能力との関係を考えると、家族・親戚と
の団欒を「している」方は 66 名中、1人でお風呂に入る
方は 67％の 44 名。「していない」方は 42 名中、1人でお
風呂に入る方は 38％の 16 名。家族・親戚との団欒を「し
ている」方が「していない」方と比較し、1人でお風呂に
入る方が約 3割多い、29%の有意な差が表出した（P=
0.004）。
【考察】
「家族・親戚との団欒」と「1人でお風呂に入る」質問
項目との関係性が高いことが分かった。「1人で」が、準
備から全て行うことか、準備は家族に頼んで見守られな
がら 1人で行えることか、質問項目に対する利用者の理
解が異なるかもしれないが、家族・親戚との団欒を大切
にし、良好な関係を築いているからこそ、お風呂も 1人
で入れる環境を整えられていると考えられた。

O-088 当院回復期リハビリテーション病棟にお
ける退院支援の取り組み

見越貴行
株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 リハビリ
テーション科

key words リハビリテーション情報提供書・退院支援・地域連携

【はじめに】
当院の回復期リハビリテーション病棟では、退院支援
の一部としてケアマネージャー（以下CM）へリハビリ
テーション情報提供書（以下情報提供書）を用いて情報
共有を図っている。当院の情報提供書は内容が各人の裁
量に委ねられている為、退院時に受け手が必要としてい
る患者情報が的確に伝達されているか疑問に感じる事が
多くあった。また、情報提供書について有効性の検証も
されていなかった為、情報共有の現状についての調査を
実施し、結果を踏まえ情報提供書を改訂した。
【対象及び方法】
対象：当院から自宅退院となった患者のCM17 名
調査期間：2015 年 7 月 1 日～8月 31 日方法：アンケー
ト調査（情報提供書の有効性、重要と感じている情報）ア
ンケートの回答を本取組みの同意を得たものとした
【結果】
回答率 100％ 情報提供書は有効である 88％（うち
12％は有効ではない）、重要と感じる情報：「身体状況」、
「ADL」、「疾患上の注意」、「必要な社会資源」の回答を得
られた。「有効ではない」の回答理由は専門用語がわから
ない、身体機能や認知面などを数値化されると読み取れ
ないことがあると結果を得られた。
【対策と結果】
上記の結果と介護保険主治医意見書を参考に情報提供
書を改訂。改訂した情報提供書に関してアンケート調査
を実施した。アンケート結果：情報提供書は有効である
88％（うち 12％はどちらともいえない）、読み取りにく
い項目はなし。
【考察】
今回のアンケート結果からCMは専門用語、評価結果
等を数値可すると読み取れないことがありセラピストと
CMでの専門知識に解離がみられた。アンケート結果と
介護保険主治医意見書の項目を基に情報提供書を改訂し
た。その結果、共通の用語を使用することができCM
が読み取りにくい項目がなくなったことが考えられる。
また、受け手が重要と感じている情報を追加し改訂した
事で、情報提供書がより有効な地域連携のツールになっ
たと考える。



O-089 パーキンソン病患者における重症度とす
くみ足の関連性について

山本裕子，来住野健二，井上優紀，中山恭秀
東京慈恵会医科大学附属第三病院

key words パーキンソン病・すくみ足・重症度

【目的】
パーキンソン病（以下 PD）患者の歩行は、歩幅や歩隔
の減少、歩行速度の低下などの運動症状に加え、随伴症
状としてすくみ足、小刻みなどの非運動症状、環境要因
が影響する。これらは疾患の進行により症状が変化する
ことが知られているが重症度の変化と歩行の随伴症状に
ついての検討は限られている。今回、PD患者を対象にす
くみ足に着目し重症度との関連性を明らかにすることを
目的とした。
【方法】
対象は当院入院し、理学療法処方のあった PD患者 85
名（平均年齢 74±8 歳）であった。測定項目はHoehn＆
Yahr（H＆Y）stage、随伴症状（すくみ足、前方突進、
小刻み、すり足）とした。測定は、初回介入時の投薬 2
時間後とした。また、H＆Ystage を軽度（stageI・II）中
等度（stageIII）、重度（stageIV・V）の 3群間に分け、
随伴症状は、すくみ足なし群、すくみ足群、すくみ足＋
他の随伴症状を呈している群の 3群間に群分けした。重
症度とすくみ足の関係性についてカッパ係数を算出し一
致率を求めた（p＜.05）。本研究は当大学倫理委員会の承
認を得ている。
【結果】
対象者の重症度はH＆YstageI：26、II：14、III：31、
IV：14、V：3名であり、重症度ごとの内訳（軽度・中等
度・重度）はすくみ足なし群：25・13・4 名、すくみ足
群：1・1・1名、すくみ足＋他の随伴症状群：3・4・7
名であった。一致率は κ＝.79 であった。
【考察】
高草木らは、すくみ足は運動出力の低下や姿勢制御機
構の障害に加え、うつや不安など重症度の進行に伴い増
加する精神障害と関連すると報告した。Giladi らは、すく
み足は進行した PD患者の 50％程度に生じると報告し
た。今回、重症度の進行に伴いすくみ足を呈している症
例が増加傾向を示したことは過去の報告を追従する結果
となった。また、すくみ足のみの症例に比べ、他の随伴
症状を呈している症例が重症度に伴い増加傾向にあるこ
とが確認できた。今後は精神障害や随伴症状の特徴を含
め検討していきたい。

O-090 外来パーキンソン病患者に対する個別的
および集団的リハビリテーションを併用
したプログラムの効果

立石貴之1），脇田瑞木1），渡部琢也1），藍原由紀1），
有明陽佑1），勝田若奈1），芦田 愛1），轟 大輔1），
藤原 舞1），竹内瑞貴1），坪内綾香1），佐藤福志1），
早乙女貴子1），小林庸子1），村田美穂2）

1）国立精神・神経医療研究センター病院
2）国立精神・神経医療研究センター病院 神経内科

key words パーキンソン病・運動習慣・集団

【目的】
我々が考案した PD患者 1名に対して理学療法士 1名
が担当し、かつ患者 4名程度を 1組とする個別的および
集団的リハを併用したプログラムの効果を検証する。
【方法】
対象は介護保険下でリハをしていない外来パーキンソ
ン病（以下 PD）患者 31 名（男性 14 名、女性 17 名）、平
均年齢 67.0±7.5 歳、平均罹病期間 4.8±3.4 年、修正Ho-
hen＆Yahr stage 1：8 名、1.5：4 名、2：10 名、2.5：8
名、3：1名であった。運動歴は「運動をしない」、「週 1
回行う」が 12 名、「週 2回以上行う」が 19 名であった。
実施期間は 12 週間とし、週 1回、60 分とした。内容は、
担当理学療法士による個別的リハ、集団による太極拳や
歩行評価、毎回のプログラム終了後に参加者全員で振り
返り（得られたこと、HE実施の確認など）とした。ホー
ムエクササイズ（以下HE）を毎日行うよう指導した。開
始と終了時に身体機能、QOLを調査し、paired-t 検定
（有意水準 5%）を用いて比較検討した。さらに集団的リ
ハの有効性に関する無記名自記式質問紙調査、介入期間
中と介入後 6か月での週間平均HE実施率を検討した。
本研究は当院の倫理審査委員会の承認（A2012-064）を得
て実施した。
【結果】
身体機能は、FRT（前：30.0±6.1cm、後：31.9±5.9
cm）・10m歩行速度（前：5.8±1.4sec/10m、後：5.5±1.2
sec/10m）及 び 歩 数（前：14.1±2.3 歩、後：13.5±2.4
歩）・6分間歩行距離（前：476.7±80.6m、後：497.5±
110.5m）に、QOLは SF36 の社会生活機能・PDQ39 の情
緒安定性に介入前後で有意な改善を認めた。質問紙の「運
動継続に他の参加者は良い影響を及ぼしたか」等に肯定
的な回答が得られた。HE実施率は介入期間中は 5.3 日/
週（N=31），6か月後は 5.6 日（N=27）であった。
【考察】
個別の対応だけではなく、集団の要素を加えた本プロ
グラムは、ピア効果やYalom（1985）による集団の治療
促進因子が賦活され、今回対象となった PD患者には身
体機能、QOL、運動習慣獲得に有効であったと考える。



O-091 LIC 練習を実施したALS患者における肺
活量の変化―LIC TRAINERを実践使用し
た 1症例について―

寄本恵輔，有明陽佑
国立精神・神経医療研究センター

key words LIC TRAINER・筋萎縮性側索硬化症・練習

【背景】
一方向弁を利用した最大強制吸気量（LIC）の機能を有す

る LIC TRAINERが医療機器として承認され、神経筋疾患
の呼吸不全の経時的な呼吸機能評価に加え、肺の柔軟性を保
つ練習機器として期待されている。
【目的】
短期間に継続的な LIC 練習を実施できたALS患者の肺

活量（VC）の変化から、LIC TRAINERの有効性を検討する。
【症例】
70 歳代女性。半年前に右下肢の脱力で発症。精査目的で入
院し、ALSと診断され告知。ALSFRS-R は 42 点、ADL自立、
屋内は歩行器で移動。認知機能低下や球麻痺症状はなかっ
た。バックバルブマスク（BVM）を用いた最大強制吸気量
（MIC）の陽圧に馴染めなかったため LIC 練習を開始、LIC
導入は容易であり、NPPV及びカフアシストの導入を行い、
自宅退院となった。
【方法】
倫理審査承認後、本人の承諾を得て、呼吸理学療法として
LIC 練 習 を 2週 間（合 計 10 回）実 施。練 習 で は LIC
TRAINERを用い、LIC を毎回、理学療法時に 3回実施した。
評価項目として、LIC 練習前（5日間）と LIC 練習後のVC
を経時的に比較した。また、患者から感想を聴取した。
【結果】
VCは LIC 練習前（1400、1600、1400、1500、1400）ml、
LIC 練習（1650、1540、1740、1600、1750、1700、1950、2000、
2100、2100）ml と増加。患者からは「呼吸の練習で深呼吸す
るとすっきりした」、「NPPVやカフアシストのコツを LIC
で学べた」が得られた。
【考察】
神経筋疾患の呼吸理学療法としてBVMを用いたMICが
あるが息溜めする機能を獲得する練習が必要である。本症例
にとって LIC は自分で陽圧を解放できるためMICより陽
圧に慣れ易く、LIC TRAINERを用いた LIC 練習により、
NPPVとカフアシスト導入に有効である可能性があった。ま
た、LIC 練習により短期間にVCを改善させる可能性があ
り、虚脱していた肺が LIC で伸張されたことで、横隔膜等の
吸気筋が促通されたことが考えられた。今後は長期使用や多
数例に使用し、LIC の有効性と限界について実証したい。

O-092 ロボットスーツHALを用いた脳性麻痺児
（者）における歩行機能の変化

松田真由美1），高橋一史1），榎本景子1），佐野久美子1），
吉川憲一1），冨田和秀2），水上昌文2），六崎裕高3），
岩崎信明4）

1）茨城県立医療大学付属病院 リハビリテーション部
理学療法科
2）茨城県立医療大学保健医療学部理学療法学科
3）茨城県立医療大学医科学センター整形外科
4）茨城県立医療大学付属病院小児科

key words ロボット・脳性麻痺・歩行

【はじめに，目的】
脳性麻痺リハビリテーションガイドライン（2014
年）では運動障害へのリハビリテーションとしてロボッ
トなどの機器を用いたトレーニングについて新たに言及
されている（推奨グレードB）。HALⓇ（Hybrid Assistive
LimbⓇ）は，これまで成人についてのみ効果が報告されて
いたが，今回，小児脳性麻痺患者に対してHALを用い，
その効果について検討した。
【方法】
2016 年 2～3 月に当院へ通院した脳性麻痺患者 8名を
対象とした（男 4名，女 4名，平均年齢 14.6±2.3 歳）。重
症度はGMFCS（Gross Motor function Classification Sys-
tem）レベル II2 名，III5 名，IV1 名であった。HALは両
脚用 Sサイズを用い，制御にはCVC（Cybernic Volun-
tary Control）モードを使用し，アシストトルクは最適値
に調整した。HALを装着して 10～20 分，50～200mの歩
行を対象者に応じて実施した。HAL装着前，装着中，装
着後の 10m歩行テストから歩行速度，歩幅，歩行率を算
出した。矢状面から撮影した歩行時の動画より 1歩行周
期の単脚支持率，立脚，遊脚中期における股関節と膝関
節角度を算出した。患者・家族に説明と同意を得て実施
した。
【結果】
HAL装着により歩行速度，歩幅，歩行率は有意に低下
したが，単脚支持率は変化がなかった。HALによる歩行
前後では歩行速度，歩幅，歩行率に変化はなかったが，
単脚支持率は 67.6±11.5 から 73.1±6.4% へ有意に増加
した。関節角度については，HAL装着による変化を認め
なかったが，HALによる歩行前後では，立脚期の膝伸展
角度が 135.2±11.9 から 140.5±9.3̊，遊脚期の膝屈曲角度
が 116.0±14.9 から 110.5±14.1̊ へ有意に拡大した。
【考察】
今回は，単回，短時間のHALを用いた歩行介入であっ
たが，HALによる歩行前後で単脚支持率の増加，膝関節
角度の拡大など歩行機能が改善し即時効果が見られた。
小児脳性麻痺においてもHALは抵抗なく受け入れら
れ，ロボティクストレーニングの有効性も確認された。



O-093 脳性麻痺痙直型両麻痺患者のPhysical
Cost Index と身体活動量の関係

高木健志1,2），楠本泰士3），津久井洋平2）

1）あすか山訪問看護ステーション
2）南多摩整形外科病院
3）東京工科大学医療保健学部理学療法学科

key words 脳性麻痺・Physical Cost Index・身体活動量

【目的】
脳性麻痺患痙直型両麻痺患者（以下：CP患者）は歩行

時のエネルギー効率が低下しており，身体活動量の低下
につながっていると考えられる．エネルギー効率の改善
には，理学療法に加え日常的な運動量の確保が必要であ
るが，エネルギー効率と身体活動量に関する報告は少な
い．エネルギー効率を評価する方法として Physical Cost
Index（以下：PCI）があり，再現性が確認されている．
本研究はCP患者の歩行時のエネルギー効率と身体活動
量の関係を明らかにすることを目的とした。
【方法】
平成 27 年 8 月から翌年 2月の間に当院を受診した，

Gross Motor Function Classification System（以下：
GMFCS）が 1または 2の脳性麻痺痙直型両麻痺患者を
対象とした．1年以内に整形外科的手術・ボツリヌス治
療を行った者は除外した．PCI は 6 分間歩行前後での脈
拍数から算出した。身体活動量は、「健康づくりのための
身体活動基準 2013」を基準に，0～2点で評価した．PCI
と身体活動量の相関性を，Spearman 順位相関係数を算
出することで検討した．
【説明と同意】
ヘルシンキ宣言に則り説明を行い，ご本人・ご家族の
了承を得て行った．
【結果】
対象者は 13 名で，年齢は 21.3±10.1 歳（平均±標準偏
差），GMFCSは 1 が 6 名，2が 7名であった．PCI は 0.55
±0.24，身体活動量は 1±0.68 点であった．Spearman
順位相関係数を算出した結果，PCI と身体活動量との間
に有意な負の相関（rs=-0.76，p=0.01）が確認された．
【考察】
CP患者は，筋力低下や易疲労性，痙性麻痺などの身体
的背景に加え，家族や学校，会社などの環境因子により
身体活動量が制限されている．今回の結果から，身体活
動量の制限は歩行時のエネルギー効率に影響を与えるこ
とが明らかとなった．エネルギー効率の低下は，易疲労
性を悪化させ，結果的にさらに身体活動が制限される．
悪循環を改善のために，環境設定，患者と患者家族の教
育を行い日常的に運動する習慣を作る必要がある．

O-094 短下肢装具の種類別による大殿筋、外側広
筋の収縮タイミングの相違 歩行立脚初
期に着目して

君野夏央1），座間拓弥2），荒井 駿1），山崎京介1）

1）医療法人一成会 さいたま記念病院 リハビリテー
ションセンター
2）介護老人保健施設 はーとぴあ

key words 短下肢装具・歩行・筋電図

【目的】
片麻痺者の歩行能力の改善，再獲得に短下肢装具の使

用は強く推奨されている．片麻痺者の歩行，特に立脚初期
は足関節周囲の筋活動だけでなく，膝関節及び股関節周
囲の筋活動，筋収縮タイミングは重要であり，装具の底屈
制動の設定に強く影響を受けると考えられる．しかし過
去の報告は足関節周囲の筋活動に着目したものが多い．
そこで今回は健常者，片麻痺者を対象に筋電図を用い，短
下肢装具の種類別に見た，歩行時の膝関節，股関節周囲で
の筋活動量，筋収縮タイミングに着目し比較する事とし
た．
【対象・方法】
対象者は 20 代健常男性 1名，発症より 1年半経過した

60 代女性生活期片麻痺者 1名．歩行条件は，金属支柱付
短下肢装具（以下AFO底背屈 0̊ 固定），Gait solution（以
下 GS底屈制動油圧強度 3，背屈遊動）にて快適歩行速度
で各 2回計測．筋電計はNORAXONMYOMUSCLE（酒
井医療製）を用い，被験筋は装具装着肢の大殿筋，外側広
筋とした．得られた各筋の表面筋電図を全波整流，平滑化
した後，2歩行周期の立脚初期から終期までを抽出，対象
者ごとに筋活動量，筋収縮タイミングを比較した．
【倫理的配慮】
本研究はヘルシンキ条約に基づき，対象者の了承を得

て実施した．
【結果】
片麻痺者の機能は，下肢BRS6 足関節底屈MAS1，著明

な関節可動域制限は認めなかった．歩行能力は SHBで独
歩にて屋外歩行自立レベルであった．健常者，片麻痺者共
に立脚初期で，GS装着時は大殿筋の収縮タイミングは早
く生じ，外側広筋の筋活動量は少なく，AFO装着時では
大殿筋収縮タイミングは遅く，外側広筋活動量は大きく
なる傾向にあった．
【考察】
GSと比較するとAFOでは踵接地～荷重応答期の足関

節底屈運動が阻害され，下腿の前方移動が急速に生じ，代
償的に外側広筋への負荷が大きくなったと考えられる．
また，これに伴い膝関節と連動した股関節伸展運動が遅
延した結果，大殿筋の筋収縮タイミングも遅延したもの
と考えられた．



O-095 一般成人における咳嗽時最大呼気流速と
音圧の関係

芝崎伸彦1,2），加藤太郎3），沼山貴也4），望月 久5）

1）狭山神経内科病院 リハビリテーション科
2）東京メディカル・スポーツ専門学校
3）文京学院大学 保健医療技術学部 理学療法学科
4）狭山神経内科病院 神経内科
5）文京学院大学大学院 保険医療科学研究科

key words 咳嗽時最大呼気流速・音圧・デジタル騒音計

【目的】
一般成人における咳嗽力の指標である咳嗽時最大呼気
流速と、発声の大きさの指標である音圧の関連性に対す
る知見を得ることを目的とした。
【方法】
一般成人 17 名を対象に、咳嗽時最大呼気流速と音圧

（自然発声時と最大発声時）を測定し、年齢、身長、体重
を調査した。咳嗽時最大呼気流速の測定には Peak Flow
Meter（米国レスピロニクス社製，ASSESS Full Range
型）を使用した。音圧の測定には小型デジタル騒音計（サ
ンコー株式会社製，RAMA 11O08）を用い、/a/の母音を
2-5 秒間発声させ、機器を口唇から 20 cmとなるように
保った。検者は機器の取り扱いに慣れた 1名と、同様の
方法で測定できるように指導された 1名とした。測定は
各々 3回実施し、自然発声時の音圧は平均値を代表値と
し、その他は最大値を代表値とした。咳嗽時最大呼気流
速と音圧および、咳嗽時最大呼気流速または音圧と、年
齢、身長、体重との関連性を Spearman の相関係数を用
いて検討した。解析はFreeJSTAT for Windows 8.2 を使
用した。本研究は狭山神経内科病院倫理委員会の承認を
得て（承認番号：27-3）、測定の際は対象者に本研究の趣
旨を十分に説明し同意を得た。
【結果】
咳嗽時最大呼気流速と最大発声時の音圧との間に r=
0.53（p＜0.05）、咳嗽時最大呼気流速と身長との間に r=
0.55（p＜0.05）と、中等度の相関関係を認めた。咳嗽時最
大呼気流速と体重との間に r=0.73（p＜0.05）と、高い相
関関係を認めた。その他は、相関関係を認めなかった。
【結論】
本研究により、咳嗽時最大呼気流速と最大発声時の音
圧は関係があり、咳嗽時最大呼気流速の低下は最大発声
時の音圧の低下を疑うことができ、またその逆も考えら
れた。呼吸理学療法における咳嗽時最大呼気流速と、言
語聴覚療法における音圧との関連性を明らかにしたこと
は、患者を多角的かつ包括的な視点で評価し捉えるうえ
で重要である。

O-096 股関節伸展が呼吸機能および胸郭拡張に
及ぼす影響について

塚田悠平，坂本 雄
医療法人社団 誠馨会 セコメディック病院 リハビリ
テーション部

key words 股関節伸展・呼吸機能・胸郭拡張

【目的】
呼吸器疾患患者の介入時に、股関節の伸展誘導にて

SpO2の上昇、呼吸数の軽減、胸郭の拡張性向上を経験す
る。本研究の目的は股関節の伸展可動域性が呼吸機能、
胸郭の拡張性に与える影響について明らかにすることで
ある。
【方法】
対象は心肺機能障害や胸郭、脊柱、股関節に筋骨格系
障害のない健常男性 24 名とし、それらを股関節屈筋群を
ストレッチする実施群 12 名と上記ストレッチ肢位のみ
をとる非実施群 12 名に分けた。測定項目は股関節伸展角
度、呼吸機能（肺活量、％肺活量、予備吸気量、予備呼
気量、努力性肺活量、％努力性肺活量、1秒率）、最大吸
気時の胸囲（剣状突起レベル）の 3項目とし、介入前後
の変化量を 2群で比較検討した。統計は正規性をシャピ
ロウィルク検定で確認後、2標本のT検定もしくはマ
ン・ホイットニー検定を行い有意水準はいずれも 5%と
した。
【説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に基づき、全ての対象者に主
旨を説明、参加の承認を得た上で実施した。
【結果】
左右の股関節伸展角度、胸郭拡張に関しては非実施群
に対し、実施群では有意な向上がみられたが呼吸機能に
関して有意差はみられなかった。
【考察】
今回の結果により股関節伸展可動域の向上は胸郭の拡
張性を向上させるが呼吸機能は向上しづらいことが示唆
された。股関節伸展可動域の向上に伴い胸郭の拡張性が
向上した点に関しては、股関節屈筋のストレッチが膜連
結をもつ腹筋群にも影響し、胸郭の拡張性を向上させた
ことが考えられた。また胸郭の拡張性が向上するも呼吸
機能が向上しなかった点に関しては今回胸郭の拡張性向
上がみられたのは胸郭内体積変化の小さい下位胸郭のみ
であった為、胸郭内全体の体積変化は小さく、呼吸機能
の向上に至らなかったと考えた。これらにより股関節伸
展可動域の向上は胸郭の拡張性向上に影響を及ぼすが、
呼吸機能に及ぼす影響は小さいということが示唆され
た。



O-097 間質性肺炎患者に対する労作時酸素投与
による 6分間歩行距離延長効果とその予
測因子の検討

石原敦司1），多賀 収2），中村さつき2），小林愛実1），
下倉 準1），大見朋哲1）

1）社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 呼吸器リハセ
ンター
2）社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 呼吸器内科

key words 間質性肺炎・酸素投与効果・予測因子

【背景】
間質性肺炎（IP）患者に対する労作時酸素投与による運動
耐容能改善効果はもちろん、その効果の予測因子について
も十分あきらかにされていない。
【目的】
労作時低酸素血症を呈する IP 患者に対する労作時酸素

投与による 6分間歩行距離（6MWD）延長効果とその予測因
子を検討した。
【方法】
室内気下と経鼻カヌラ 4L/分連続投与下で 6分間歩行検
査が施行可能であった 20 例（IPF 17 例、二次性 IP 3 例）を
対象とし後ろ向きに検討した。評価結果を研究目的で使用
することがあることを患者に事前に説明し書面での同意を
得ていた。検討結果の公表に当たって個人が特定出来ない
よう倫理的に配慮した。
【結果】
患者背景は年齢 73.2±8.8 歳、男性 14 例、％FVC 79.8±

15.8％、％DLco 63.2±15.3％、PaO2 87.0±13.6Torr、修正
MRC grade 2.4±0.8、NRADL 79.3±12.9、SGRQ total 43.3
±17.1 などであった。6MWDは室内気下 427.5±99.4m に比
べ経鼻カヌラ 4L/分連続投与下では 449.4±91.7m と有意に
延長した（P＜0.01）。6MWD延長量とFVC、SGRQ total、
室内気下 6MWDとの間に有意な相関を認めた（それぞれ r
＝－0.54，P＝0.02；r＝0.46，P＝0.04；r＝－0.45，P＝0.05）。
【考察】
近年の IPFを対象とした前向き二重盲検交差試験では労

作時酸素投与（経鼻カヌラ 4L/分、同調器使用）による 6
MWD延長効果は否定的であると報告されたが、今回のわ
れわれの検討でその効果が示されたのは経鼻カヌラ 4L/分
連続投与としたことが一因と考えられる。IP 患者に対する
労作時酸素投与効果の予測因子について検討した過去の報
告はわれわれの知る限り存在せず、今回の検討はその点で
意義深いと思われる。
【まとめ】
今回のわれわれの検討において、労作時低酸素血症を呈

する IP 患者に対する労作時経鼻カヌラ 4L/分連続投与は 6
MWD延長効果をもたらすこと、 およびFVCや HRQOL、
室内気下のベースライン 6MWDが低い患者ほどその 6
MWD延長効果が得られやすいことが示唆された。

O-098 当院における高齢肺炎患者に対するリハ
ビリテーションの効果と意欲との関連性

浅野翔平1），山根達也1），外山晴菜1），澁澤佳佑1），
関香那子1），小澤美貴1），飯塚優子2），篠原智行2）

1）医療法人社団 日高会 日高病院 リハビリテーショ
ンセンター 急性期リハビリ室
2）医療法人社団 日高会 日高病院 リハビリテーショ
ンセンター

key words 肺炎・リハ効果・意欲

【はじめに】
意欲が低い患者ではリハビリテーション（以下リハ）が
円滑に進まず、一方、意欲が高い患者では介入量が確保
し易く、ひいてはリハ効果が得られやすいと考えられる。
今回、高齢肺炎患者におけるリハ効果と意欲との関連性
について検討した。
【方法】
当院医療倫理委員会の承認を得た上で調査を実施した

（第 117 号）。平成 23 年 9 月から平成 27 年 2 月に当院に
入院し、リハを実施した 65 歳以上の市中肺炎患者 288
名のうち、入院前自立度が「障害高齢者の日常生活自立
度判定基準」のランクA2以上であり、A-DROPシステム
にて重症度が中等度以上と診断される 86 名を対象とし
た。入院中に脳梗塞を発症した者、死亡した者は除外し
た。リハ介入期間で変化したFunctional Independence
Measure（以下 FIM）の差を、FIM満点（126 点）とリ
ハ開始時FIMとの差で除したものをFIM改善度とし、
リハ効果のアウトカムとした。統計解析は、従属変数を
FIM改善度、独立変数を意欲の指標であるVitality in-
dex（以下VI）のリハ開始時の点数（以下開始時VI）、リ
ハ介入期間で変化したVI の差（以下VI 差）、年齢、リハ
介入期間、1日当たりのリハ施行単位数として重回帰分
析（ステップワイズ法）を行った。有意水準は 5％とし
た。なお、個人情報の取り扱いはヘルシンキ宣言に従い、
また連結可能匿名化した。
【結果】
各変数の平均は、FIM改善度 0.29、開始時VI6.52 点、
VI 差 1.28、年齢 84.2 歳、リハ介入期間 17.0 日、平均リハ
施行単位数 2.85 単位であった。重回帰分析の結果、開始
時VI（β=0.55）、VI 差（β=0.68）、年齢（β=－0.25）が独
立変数として採択された。自由度調整済み決定係数は
0.42 であった。
【考察】
リハ効果にはリハ開始時の意欲が影響し、更にどれだ
け意欲を高められるかも重要であることが示唆された。
リハ開始時の意欲が低いとしても、患者が主体的かつ意
欲的にリハに取り組めるよう、セラピストには誘導・工
夫する能力が求められる。



O-099 開腹手術後がん患者における術後リハビ
リテーション進行と関連因子の検討

衣田 翔1），石川秀太1），大内佑太1），中島 隼1），
金澤 徹1），中尾陽光2），森尾裕志2），香月優亮1），
櫻井嘉彦1）

1）湘南東部総合病院
2）湘南医療大学

key words 開腹術後・GNRI・年齢

【目的】
日本消化器外科学会はNCD2014 において年次推移に
観る手術件数の増加を報告している。また、胃・結腸右
半切除術では 80 歳以上の比率が高く、同手術の 25%以
上に相当したと報告している。つまり、高齢者の手術件
数は少なくなく、同時に術後リハビリテーション（以下、
術後リハ）の介入により高いADLを保つことは重要と
なる。先行研究では、開腹術後リハ遅延要因において遅
延例のほうが有意に高齢であったと報告している（平澤
ら、2013）。しかし、高齢者の開腹術後リハに影響を与え
る因子について検討したものは散見される程度であり、
後期高齢者における同要因を報告したものは無い。本研
究は、後期高齢者とそれ未満において術後リハ進行と関
連因子を分析した。
【方法】
平成 26 年 8 月から平成 28 年 2 月までに当院外科にて
開腹術を施行し、術後リハを行ったがん患者 71 例を対象
に、75 歳未満（n=44）と後期高齢者（n=27）の 2群に選
別した。診療録にて情報を収集し其々の群において院内
歩行自立日を従属変数とし、術前GNRI、がんステージ、
術前BMI、術前 CRP、手術時間、術後在院日数、総在院
日数、合併症の有無、既往歴の有無との関連を分析した。
また、同項目において 2群間の比較を行った。倫理的配
慮としてヘルシンキ宣言に則り診療録データの外部発表
への使用許可を確認し同意を得た。
【結果】
後期高齢者群にのみ術前GNRI（rs＝－0.39）と合併症
の有無（rs＝0.55）に有意な相関を認めた。また、後期高
齢者群のほうが手術時間、術後在院日数、総在院日数に
おいて有意に遅延した（p＜0.05）。
【まとめ】
本研究において後期高齢者群では院内歩行自立日に影
響を与える要因として術前GNRI との関連を認め、栄養
の影響を受ける可能性があることが示唆された。今後の
展望として、栄養がどのように術後リハ進行へ影響を与
え得るのか、また 75 歳未満の群では他の要因の関連につ
いて等、身体機能項目を含めた検討が必要と考える。

O-100 食道癌患者における術前と自宅退院後の
身体機能及びQOL変化の検討

高木敏之1），渡辺有希1），佐藤 大1），滝沢未来1），
細谷学史1），松本菜々恵1），千葉祐也1），樋田あゆみ1），
佐藤 弘2），牧田 茂3）

1）埼玉医科大学国際医療センター リハビリテーション
センター
2）埼玉医科大学国際医療センター 心臓リハビリテー
ション科
3）埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科

key words 食道癌・身体機能（運動耐容能・下肢筋力）・QOL

【目的】
食道癌根治術は高侵襲の手術であるが、近年早期治療
や理学療法が実施される事でより早期の退院が可能と
なった。しかし、手術侵襲が身体体機能へ及ぼす影響は
大きく、早期退院後の身体機能やQOL低下を訴える患
者も多い。今回は食道癌根治術を行った患者の術前と退
院後の身体機能とQOLの変化について検討したので報
告する。
【方法】
食道癌切除術前に心肺運動負荷試験（CPX）と下肢筋
力測定及びQOL評価を実施し、当院で周術期リハビリ
を行った後に退院前後に術前同様の検査が行えた患者
15 名（67.7±7.7 歳 男/女：14/1 名）とした。CPXでは
無酸素性作業閾値（AT）と最高酸素摂取量（Peak VO2/
kg）、下肢筋力測定では最大脚伸展トルク（N・m/kg）を
求め、QOL評価は SF-36v2 用いて行った。各測定値の術
前・退院時の値に対して対応のある t検定で検討し、術
前と自宅退院時における測定値との相関関係を求めた。
なお有意水準は 5%未満とした。本研究は埼玉医科大学
国際医療センター研究倫理審査委員会に研究申請し承認
を得たものある（申請番号：14-024）。
【結果】
術前と退院時で Peak VO2/kg：18.3±1.8→15.2±3.1

ml/kg/min、下肢筋力（左/右）：1.8±0.5/1.7±0.5→1.6
±0.6/1.6±0.5N・m/kg、QOLでは身体機能 85.0±11.8
→74.5±19.1、日常役割機能（身体）90.3±14.9→72.7±
21.4、体の痛み 94.9±10.9→67.0±23.6、活力 75±12.0→
59.7±16.1、社会的生活機能 96.6±7.5→79.5±20.8 で有意
な低下を認めた。また、退院時の下肢筋力と身体機能に
おいて正の相関関係（左：r=0.608/右：r=0.693）認めた。
【結論】
食道癌根治術は自宅退院時に Peak VO2/kg と下肢筋
力の低下を認め、SF-36v2 の結果から日常動作の困難感
や疲労感による妨げが増加し、痛みの増悪や家族や友人
との付き合いの低下が認められた。また、SF-36v2 におけ
る身体機能の低下は身の回りの動作の困難感の増加を意
味し、下肢筋力に低いほど退院後の活動が低下する事が
示唆された。



O-101 変形性膝関節症における膝関節の力学的
動態

園尾萌香1），国分貴徳2），久保田圭祐3,4），平田恵介2,4），
金村尚彦2）

1）医療法人 名圭会 白岡整形外科
2）埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科
3）葦の会 石井クリニック
4）埼玉県立大学大学院リハビリテーション学専修博士課
程前期

key words 変形性膝関節症・相互作用・立ち上がり

【目的】
変形性膝関節症（以下膝OA）は力学的負荷の蓄積が病
態に関係するとされる．本研究は膝OAの膝関節が他関
節から相互作用をどのように受けて，膝関節筋発揮にど
のような傾向を及ぼすか調査した．
【方法】
本研究は白岡整形外科倫理審査委員会に承認を得た．
対象は膝OA患者 5名 9肢（年齢 71.0±4.0 歳）でヘルシ
ンキ宣言に基づいて本研究の目的と方法を説明し書面で
同意を得た．課題は立ち上がり動作を選択し，三次元動
作解析装置（VICON社製）と床反力計（Kistler 社製）を
用いて測定した．解析にはMATLAB_R2015a を用いて
3セグメントモデルのラグランジュ方程式から総トルク
（NET），筋トルク（MUS），重力トルク，相互作用トルク
（INT），椅子反力からのトルクを算出した．
【結果】
Kellegren-Lawrence 分 類の内訳は gradeII：2 名，

III：2 名，IV：1名でレントゲン所見上，膝蓋大腿関節症
を有す 2症例（以下 PF群，gradeIII2 名）はとくに離殿
付近で膝関節MUSの急峻なピークを示し，その際の
INTは 0付近を推移した．他の 3名（以下FT群）にお
いては INTが NETと類似した波形を示しMUSは PF
群と比較して緩やかに生じていた．
【考察】
PF群は多関節の相互作用を示す INTを効率的に利用
できず，大きな膝関節伸展MUSを要すため膝蓋大腿関
節の圧縮応力を増加させる傾向が明らかになったが，FT
群にはそのような傾向が認められなかった．近年の研究
では変形性膝関節症をサブグループに分類することの重
要性が説かれている．grade による段階的な差がなかっ
たことから病態により適切なサブグループを選択し解析
する必要性が本研究からも示唆された．今後は膝関節だ
けでなく多関節間ダイナミクスを評価することで今回の
ようなサブグループ毎に適用した治療を提案できる可能
性がある．

O-102 運動学的異常の制動は変形性膝関節症の
進行を遅延させる

村田健児1,2），国分貴徳2），森下佑里1），藤野 努1），
鬼塚勝哉3），藤原秀平3），中島 彩3），高柳清美2），
金村尚彦2）

1）埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科 博士後
期課程
2）埼玉県立大学 保健医療福祉学部 理学療法学科
3）埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科 博士前
期課程

key words 変形性膝関節症・メカニカルストレス・関節軟骨

【目的】
変形性膝関節症（膝OA）の発症は、生物的ストレスと
メカニカルストレスの双方が関連している。抗炎症薬や
ヒアルロン酸注射は、生物的ストレスを抑制する治療法
であるが、メカニカルストレスについては、予防する対
象が明確でない。我々は、「生物的ストレス状態が同一」
かつ「メカニカルストレスが異なる」モデルを用いて、
運動学的異常を治療対象とした場合、関節軟骨が予防で
きるか実験的に検証した。
【方法】
本研究は、動物実験倫理委員会の承認を得た。6か月齢
Wistar 系雄性ラット 30 匹を、（1）ACL断裂により前方
引き出しが過剰に生じているACLT群、（2）ACL断裂
後、関節内侵襲を伴わない外科的手術法を用いて前方引
き出しを制動したCAJM群、（3）通常飼育したCTR群
の 3群に各 10 匹ずつ分類した。術後 4、12 週で膝関節を
採取し、組織学的解析（軟骨変性スコア、軟骨厚、グリ
コサミノグリカン（GAG）量、表層ラフネス）を用いて
関節軟骨を評価した。統計解析は、SPSS 23.0J を用い、3
群間での比較（一元配置分散分析またはKruskal-Wallis
法）を実施した。
【結果】
軟骨変性スコアは、4週時点ではACLT群と CAJM

群の両群で高い値を示し、変性が進行していたが両群に
差は認めなかったが、12 週時点ではCAJM群と比較し
てACLT群で有意にOAが進行した（p＜0.001）。 また、
12 週時点のACLT群では、CAJM群と比較して軟骨厚
は有意に薄く（p＜0.001）、ラフネスも高く（p＝0.012）、
GAG量も有意に低値であった（p＜0.001）。
【考察】
本研究の特徴は、関節運動学に着眼し、ACL損傷後の
異常関節運動を制動するにあたり、生物的ストレス状態
が同一かつメカニカルストレスだけが減少するCAJM
モデルを用いたことである。結果、運動学的異常という
関節軟骨に加わるメカニカルストレスを軽減させること
でOAの進行を遅延できることを示したことから、関節
を安定化させることはメカニカルストレスを減少させる
ことが基礎研究から示された。



O-103 前十字靱帯損傷後に生じる自然修復の時
期とMRI 所見、スポーツ復帰の検討

伊藤彰浩1），仁賀定雄2），牧野孝成1），二瓶伊浩1），
今村省一郎1），竹原良太朗1），鈴木陽介1），森 大志1），
世良田拓也1），大町 聡1），畠中陽介1），草場優作1），
鈴木 薫1）

1）JIN 整形外科スポーツクリニック リハビリテーショ
ン科
2）JIN 整形外科スポーツクリニック 整形外科

key words 前十字靱帯損傷・自然修復・MRI

【目的】
前十字靱帯（ACL）損傷後自然修復する例の報告にお
いて、自然修復の時期は明らかにされていない。ACL
自然修復の時期およびMRI における自然修復の形態、ス
ポーツ復帰について検討した。
【方法】
対象は 2013 年 5 月～2016 年 4 月にACL自然修復を
確認した 10 例であり、男性 5例、女性 5例、平均 38 歳
（15～67 歳）である。競技レベル 2例、レクリエーション
レベル 8例だった。受傷後経過観察期間は平均 22 ヵ月
（5～47 ヵ月）。初診時KT-1000 manual max 患健差（KT-
1000）4.0mm以上でACL機能不全を確認した例をA
群とした。自然修復を確認した時期、自然修復を確認し
た時点のMRI グレード、スポーツ復帰の有無、自然修復
後の再断裂について検討した。ACL形態回復のMRI グ
レード（I～IV）は井原の分類に準拠した（数字が小さい
ほど形態良好）。自然修復の定義は、KT-1000 4.0mm以上
またはMRI で明らかに機能を失う損傷を確認後に、外固
定や前方制動装具を用いないで治療後KT-1000 3.0mm
以内かつMRI で ACLの連続性を認める状態に回復し
たものとした。本研究はヘルシンキ宣言に準じて倫理的
配慮を行い患者の個人情報等の守秘義務に配慮して実施
した。
【結果】
A群は 7例であり、KT-1000 平均 7.4mm（5.0～10.0
mm）だった。他の 3例は初診時自然修復していた。A
群の受傷後から自然修復確認までの期間は平均 109 日
（91～126 日）であり、自然修復確認時期のKT-1000 は平
均 0.5mm（－1.0～0.5mm）だった。自然修復したMRI
グレードは、I：5例、II：4 例、III：1 例だった。A群の
うちスポーツ復帰した 6例中 2例が復帰直後に再断裂し
た。再断裂した 2例のMRI グレードは II、III だった。再
断裂していない 4例のグレードは I：2例、II：2 例だっ
た。
【考察】
本研究の結果から、自然修復は受傷後 3～4ヵ月の期間

で生じることが示唆された。受傷後 3ヵ月以降に再建手
術を行う症例において、稀ではあるが手術前に自然修復
する可能性に配慮した理学療法を行う価値がある。

O-104 損傷膝前十字靱帯の治癒靱帯における再
神経化への可能性

金村尚彦1），国分貴徳1），森下佑里2），村田健児2），
鬼塚勝哉2），藤野 努2），高柳清美2）

1）埼玉県立大学 保健医療福祉学部 理学療法学科
2）埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科

key words 損傷膝前十字靱帯・再神経化・治癒靱帯

【はじめに】
前十字靱帯（以下 ACL）損傷後、靭帯再建術を施行
し膝関節が力学的に制動された状態であっても、患者か
らは動作時の関節不安定性を訴えることが聞かれる。そ
の原因として、ACL損傷時に靱帯に存在する神経も損傷
され、神経機能が低下している事が考えられる。
【目的】
著者らは動物実験により受傷早期から異常な関節運動
を制動し、膝関節運動を行うことで、靱帯に適切なメカ
ニカルストレスが加わり、靱帯が治癒する事を明らかに
した（国分 2016）。本研究では、治癒したACLにおい
て神経再生に関与する遺伝子発現について探索する事を
目的とした。
【方法】
Wistar 系雄性ラット（11 週齢）に対し，Control Abnor-

mal Movement（CAM）群 5匹、ACL-Transection（ACL-
T）群 5匹に割り当てた。ラットの右後肢を対象として手
術を行い、左後肢をControl（CTR）群として 2ヶ月間飼
育した。その後ACLを採取し、total RNA抽出、cDNA
合成後、PCRアレイ法（Qiagen）にて多因子遺伝子発現
解析（比較CT法）を行った。本研究は、大学動物実験倫
理委員会の承認の元に行った。
【結果】
CAM群では、シグナル伝達や成長因子関連の 4遺伝
子が増加し、アポトーシス関連の 6遺伝子が低下してい
た。ACL-T 群では、軸索可塑性、神経細胞分化、シナプ
ス形成、新規軸索形成、軸索可塑性に関連する 32 遺伝子
が低下していた。
【考察】
異常な関節運動を長期間継続すると関節内の圧縮力や
剪断力などメカニカルストレスの増大と、炎症反応やリ
モデリング阻害因子などの化学的反応の増大が助長され
る。膝関節の前方引き出しを制動すると炎症の慢性化を
防止することができる。本研究の結果から異常な関節運
動が長期化すると、神経再生や軸索伸張などの関連因子
発現が低下するが、適切な関節運動は再神経化を促進す
る可能性も示唆された。



O-105 急性期におけるACL再建術後の非温熱的
超音波治療

山下圭悟，高山裕太郎，永山晴香，栗原 密
越谷市立病院 リハビリテーション科

key words 非温熱的超音波治療・ACL再建術・急性期

【目的】
ACL再建術後の急性期に半腱様筋（以下 ST）採取部周

辺に非温熱的超音波治療（以下US）を施行した効果を検
討する。
【対象】
平成 25 年 10 月から平成 27 年 4 月の期間に当院で
ACL再建術を施行し、再建靱帯に STを用いた者のうち
本研究に理解・同意が得られた 22 例。当院倫理委員会の
承認の下、個人が特定できないよう配慮した。
【方法】
対象者を封筒法でUS群 12 例とコントロール群（以下

C群）10 例に分けた。US群は周波数 3MHz、出力 0.5
W/cm2、照射時間率 20％、照射時間 10 分間の条件で、術
後 4日目から 7日目まで膝窩より STの走行に沿って 1
日 1回照射した。効果判定は疼痛、周径、ROM、筋力、
術後独歩獲得日数とした。術後 4日目と 7日目の各群内
での比較、変化量についてUS群と C群での比較を行っ
た。有意水準は 5％とした。
【結果】
US群は膝関節伸展時痛VAS（4日目、7日目）：（30.2
±24、14.7±10.4）、膝関節屈曲ROM（70.9±9.4̊、91.3
±13.8̊）、伸展 ROM（－11.5±3.4̊、－3.8±4.3̊）、膝関節
裂隙周径（術前比）（108.9±3.4％、105.7±2.9％）、裂隙 5
cm上周径（109.4±4.8％、105±3％）に有意差を認めた。
C群は膝関節裂隙周径（109.2±3.6％、106.1±3.3％）、裂
隙 5cm上周径（110.1±2.8％、106.2±3.3％）に有意差を
認めた。術後 4日目から 7日目の変化量の比較では、い
ずれの項目も有意差を認めなかった。
【考察】
US群では照射部位に非温熱的作用が働き、組織の治
癒を促進し、疼痛緩和と可動域の改善、腫脹の軽減を促
した可能性が考えられた。C群とUS群の変化量に有意
差がみられなかった点については、先行研究と比較して
本研究では照射期間が短く照射回数が少なかったことが
考えられた。

O-106 新鮮前十字靭帯損傷に対する保護的早期
運動療法の成績とスポーツ復帰の検討

森 大志1），仁賀定雄2），牧野孝成1），二瓶伊浩1），
今村省一郎1），竹原良太朗1），伊藤彰浩1），鈴木陽介1），
世良田拓也1），大町 聡1），畠中陽介1），草場優作1），
鈴木 薫1）

1）JIN 整形外科スポーツクリニック リハビリテーショ
ン科
2）JIN 整形外科スポーツクリニック 整形外科

key words 前十字靭帯損傷・保護的早期運動療法・スポーツ復帰

【目的】
新鮮前十字靭帯（ACL）損傷に対する保護的早期運動
療法（EPM）の成績とスポーツ復帰の結果を検討した。
【方法】
2013 年 5 月以降当院でEPMを施行した新鮮ACL損

傷 31 例（男性 12 例、女性 19 例）を対象とした。平均年
齢 27 歳、平均経過観察 16.3 ヶ月（6.0～41.3 ヶ月）。初診
時にMRI と KT-1000 manual max 患健差（KT-1000）を
評価した。EPMは井原らの方法（Kyuro 膝装具）に準じ、
当院ではM-4 brace（Medi 社製）を 3ヶ月間装着しMRI
と KT-1000 で評価した。3ヶ月で brace を除去し、可動
域・筋力を確認後、可及的早期にジョギングを開始。ス
ポーツ復帰を目指したリハビリテーションを施行した。
MRI は井原の分類を用い brace 装着前の損傷タイプを I
～IV（損傷軽度～重度）に、brace 除去後の修復グレード
を I～IV（形態回復良好～不良）に分類した。タイプとグ
レードについてスピアマンの順位相関係数の検定を行っ
た。またタイプ別の修復・スポーツ復帰・再断裂の割合
を検討した。ヘルシンキ宣言に準じて倫理的配慮を行い
個人情報等の守秘義務に配慮して実施した。
【結果】
タイプ I：21 例、II：8 例、III：0 例、IV：2例（KT-
1000 平均 6.1±3.1mm）。グレード I：20 例、II：7 例、
III：1 例、IV：3例（KT-1000 平均 0.5±1.9mm）。タイプ
とグレードに有意な相関を認めた（r=0.467、P＜0.05）。
タイプ II の 2 例とタイプ IVの 1例がグレード IVとな
り再建術を施行した。タイプ I・II からグレード I～III
になった 27 例中、20 例が受傷から平均 7.7 ヶ月（3.4～
13.6 ヶ月）で復帰した（未復帰 4例・経過不明 2例・復帰
前再断裂 1例）。復帰後再断裂は 3例。受傷から 6ヶ月以
内に復帰した症例は 8例だった。タイプ IVの 2例中も
う 1例はグレード II となり、復帰途中で再断裂し再建術
施行となった。
【考察】
井原の報告同様タイプとグレードに相関が認められ

た。EPM後のスポーツ復帰は、過去の報告では受傷後
5～6ヶ月でジョギングを開始し、約 1年で復帰を目指し
ているが、より早期に復帰できる可能性も示唆された。



O-107 腰椎脱臼骨折による筋力低下に対し、機能
的電気刺激を 5週間継続した一症例

梶間健史1），竹内靖揮1），森田英隆1），渡辺 新2）

1）医療法人健佑会 いちはら病院 リハビリテーション
部
2）医療法人健佑会 いちはら病院 整形外科

key words 腰椎脱臼骨折・筋力低下・機能的電気刺激

【はじめに】
機能的電気刺激（Functional Electrical Stimulation；
FES）は、脳卒中や脊髄損傷などによる筋力低下・歩行障
害に対して、その効果が示されており、理学療法ガイド
ラインにおいても推奨されている。今回、腰椎脱臼骨折
に伴う運動障害に対し、運動療法にFESを併用した結
果、改善が得られたため、報告をする。
【症例】
40 歳代男性。2015 年 12 月、10mの崖から 60t ダンプ
カーごと転落。同日他院にてC4椎体骨折、L3/4 脱臼骨
折、L2、L4 椎体骨折、L2-3 棘突起骨折、L1-3 横突起骨折
の診断。同日 L3/4 後側方固定術、L1-3 および L5-6 後方
固定術施行。術後 38 日、当院回復期リハビリテーション
病棟入院。なお、本症例には発表について説明し、同意
を得た。
【初期評価】
徒手筋力検査（MMT）（右/左）：膝関節屈曲 4/4、伸展
4/4、足関節背屈 0/0、底屈 0/0、足趾屈曲 0/0 伸展 0/
0 両側短下肢装具使用にて平行棒内歩行 1往復軽介助レ
ベル。
【治療経過】
FESには日本メディックス社製M-STIM1010 を用い
た。術後 52 日より刺激周波数 40Hz、通電 6秒、休止 15
秒、強度は刺激痛の少ない範囲、部位は前脛骨筋と腓腹
筋とした。時間は 1日 30 分間とし、左右交互に毎日実施
した。術後 60 日より両側の前脛骨筋へ部位を変更した。
術後 67 日より左前脛骨筋、長腓骨筋に変更した。術後 90
日に FES終了とした。
【結果（術後 111 日）】
MMT（右/左）膝関節屈曲 4/4、伸展 5/5、足関節背屈
5/5、底屈 3/3、足趾屈曲 4/4、伸展 4/4。独歩可能、日常
生活動作は全て自立し、術後 112 日に自宅退院となった。
【考察】
物理療法は、補助・併用療法として推奨されている。
FESは合併症を起こさずに運動療法と併用できたため、
本症例のように筋力と動作能力の向上に寄与したと考え
た。

O-108 数年前より再発するめまい、気分不快感に
対してEpley 法が著効した症例

松村将司
杏林大学 保健学部 理学療法学科

key words めまい・良性発作性頭位めまい症・Epley 法

【はじめに】
めまい、気分不快感を何度も再発している症例に対し
て理学療法を実施したところ、症状が消失し、その後、
再発を認めないという結果を得たので報告する。
【症例紹介】
良性発作性頭位めまい症（以下、BPPV）と診断され、

数年前からめまいの再発を繰り返している 30 代男性。
【倫理的配慮、説明と同意】
症例には、本学会で経過及び治療について報告するこ
との説明を行い、同意を得た。
【経過、評価及び理学療法】
めまいの初発は数年前であり投薬治療のみ実施され

た。その後、症状は消失していたが、昨年再発した。経
過観察で改善したが、数ヵ月前に再発。約 3ヵ月で症状
軽減してきていたが、数週間前から再び増悪したとのこ
とであった。症状は、背臥位から真っ直ぐ起き上がる際、
右側臥位から起き上がる際、右に寝返りをした際に出現
していた。本症例はBPPVの診断を受けていたが、重篤
な疾患を排除するために頸椎、脳神経に対するスクリー
ニングテストを実施したところ、陽性所見は認めなかっ
た。そのため、BPPVの評価法であるDix-Hallpike test
を実施した。その結果、右側に陽性所見（眼振±、めま
い＋、気分不快感＋）を認めた。これに対して、右後半
規管に対するEpley 法を 1回の理学療法中に 4セット
実施したところ、症状は消失した。その後、症状の再発
は認めていない。
【考察】
本症例は、BPPVの診断を受けていたものの、評価時に
は明らかな眼振を認めなかった。しかし、めまいや気分
不快感を訴え、症状は右を向いた時に出現することが多
く、出現状況が特異的であった。これらを総合的に判断
し右患耳としてEpley 法を実施したところ症状が消失
したことから、右後半規管に耳石が迷入していたと考え
る。
【まとめ、結語】
本症例のようにBPPVで明らかな眼振を認めなくて
も、症状の出現状況を含め総合的に判断することで、患
耳の推測と理学療法の実施ができ、良好な結果を得るこ
とが可能であると考える。



O-109 ミラーセラピーと運動療法によって足部
のアロディニアが著減し、早期に歩行獲得
できた下肢CRPS1 症例

碓井千晴
東京臨海病院 リハビリテーション室

key words CRPS・ミラーセラピー・運動療法

【はじめに】
骨折疑いによる固定後、複合性局所疼痛症候群（以下、
CRPS）を発症、痛みにより歩行不能となった症例に対する
理学療法を経験した。ミラーセラピーと運動療法によって、
足部のアロディニアが著減し、早期に歩行を獲得できたの
で報告する。
【説明と同意】
本症例には発表の趣旨を説明し、同意を得た。

【症例紹介】
50 歳代男性。電車内で左足を捻転し他院にて左足関節内
果骨折の疑いでギプス固定された。受傷 3週後、左下腿から
足部の痛みと腫脹を認め、CRPS と診断、当院入院となっ
た。
【初期評価】
左下腿から内果にかけて、触刺激、足関節自動運動、足部
への荷重で誘発される強いアロディニアがあった。このた
め、立位、歩行は不能だった。痛みの強さはVASで 80、疼
痛生活障害尺度（PDAS）は 45 点だった。
【治療】
理学療法は 1回 40 分、全 18 回実施した。まず、患部から
離れた左股、膝関節の自動運動を疼痛が誘発されない範囲
で促した。次に、端座位で両下肢の間に 90×150cmの姿見
を患者から見て右側が鏡面になるように置き、右足の鏡像
があたかも左足に見えるように調節、右足関節の自動運動
を行ってもらった。疼痛軽減を確認後、ボア素材の布による
アロディニア領域の脱感作、左足関節の自動介助運動、左下
肢への荷重練習、歩行練習を進めた。
【最終評価】
アロディニアは著減し、荷重時の左足内果部痛のみと

なった。独歩が可能、左足関節の自動運動も制限なく可能と
なった。疼痛評価は、VASが 20、PDASが 8点に改善した。
【考察】
CRPS の病態には、運動指令に対する適切な感覚フィー
ドバックが得られないことが関与している可能性がある。
まず、ミラーセラピーによる視覚的フィードバックによっ
て疼痛緩和が図れたと考える。その上で、ボア素材による皮
膚感覚、自動運動による深部感覚フィードバックが可能と
なり、破綻していた知覚運動ループの正常化が促されたと
考える。

O-110 脳梗塞にて回復期病棟入院中にめまいが
出現し Lempert roll 法による理学療法が著
効した症例

川本智代1），松村将司2）

1）東武練馬中央病院
2）杏林大学 保健学部 理学療法学科

key words めまい・良性発作性頭位めまい症・Lempert roll 法

【はじめに】
脳梗塞を呈し回復期病棟に入院中の患者に突然めまい
が出現し、その評価と理学療法を行った所、良好な結果を
得たので報告する。
【症例紹介】
2015 年 11 月に脳梗塞を発症し右片麻痺、失語症を呈し

た 74 歳男性。
【倫理的配慮、説明と同意】
症例には、本学会で経過及び治療について報告するこ
との説明を行い、同意を得た。
【経過、評価及び理学療法】
2016 年 3 月、誘因なくめまいが出現し嘔気等を訴えリ

ハビリ拒否となった。問診の結果、良性発作性頭位めまい
症（以下、BPPV）を疑わせる頭位性のめまいの訴えであっ
た。そのため頸椎や脳神経の評価を行い問題がないこと
を確認した後に、BPPVの検査としてDix-Hallpike test、
supine roll test を行った。どちらも左側に陽性所見を認
めた。これより左後・水平半規管の混在型BPPVの可能
性を疑い、まず後半規管に対するEpley 法を実施した。結
果、1回の実施で耳鳴りが消失したが、眼振は残存した。
引き続きEpley 法を 4回実施した結果、自覚的なめまい
感が軽減し、眼振持続時間が短縮した。翌日の再評価から
左水平半規管型BPPVが疑われたため、Lempert roll 法
を実施した。結果、1回の実施でめまい、眼振ともに完全
に消失した。頭重感は残存したが 2日後の朝には自覚症
状は全て消失した。
【考察】
本症例は評価結果からBPPVが疑われ、Epley 法、
Lempert roll 法の施行で症状が消失した。これよりめま
いを誘発している浮遊耳石が卵形嚢に移動したと推測さ
れる。BPPVでは認めないはずの耳鳴りを訴えたが、
Epley 法により消失したため、失語症により自覚症状の
適切な言語表現が行えなかったと考える。
【まとめ、結語】
回復期病棟での入院期間は長い。入院期間の短縮が求

められている現在の診療報酬制度において、本症例のよ
うに突然めまいが出現しリハビリ拒否となった患者に、
めまいの客観的な評価、理学療法を実施できることは、早
期のリハビリテーション再開にも有用であると考える。



O-111 帯状疱疹後神経痛の腹筋麻痺により筋筋
膜痛・歩行障害が出現した 1症例

江原弘之1），山口 亮1），西啓太郎1），豊川秀樹1,2），
岩崎かな子2），中西一浩2）

1）西鶴間メディカルクリニック リハビリテーション科
2）西鶴間メディカルクリニック ペインクリニック科

key words 帯状疱疹後神経痛・腹筋麻痺・歩行障害

【はじめに】
帯状疱疹後神経痛（以下、PHN）に合併した分節的な
腹筋麻痺により、下肢筋筋膜痛と歩行障害を発症しADL
が低下した症例を経験したので報告する。対象者に本研
究の趣旨と目的を十分説明し同意を得ている。
【方法】
症例は 72 歳の男性。X年Y月に左Th11-12 レベルの
帯状疱疹を発症した。主訴は頻発する左腹部の自発痛と
感覚脱失である。他院受診しリリカ、トリプタノールが
処方されているが、鎮痛効果は服薬時のみ軽減が得られ
る状態である。Y＋6か月後に当院ペインクリニック科受
診し、胸部硬膜外神経ブロックによる治療を開始した。
痛みは改善傾向だったが、Y＋8か月後には腰部や L1
領域の痛みが出現した。Y＋13 か月後に運動器リハビリ
テーションを開始した。理学療法評価では、視診にて腹
部形状の左右差が認められた。姿勢は著明な胸椎後弯-
腰椎前弯姿勢で、立位より、両膝立ち位、片膝立ち位で
顕著であった。体幹・下肢MMTは正常だが、自動 SLR
運動（以下、ASLR）で左下肢挙上の運動範囲低下が認め
られた。歩行分析では左立脚相不安定が認められ、PHN
発症後から左足が安定しないという自覚症状があった。
月 1回理学療法を実施し、自宅で行えるセルフエクササ
イズを指導した。3回目のリハビリ後には左ASLRは改
善し左腰下肢痛の著明な軽減が得られ、その後ジョギン
グが可能となった。
【考察】
体幹の PHNによる腹筋麻痺は全体の 0.77％という報
告があるが、臨床的には腹部膨隆が比較的多く認められ
る。本症例の腰下肢痛と歩行障害は神経支配領域が PHN
の罹患神経と異なるため、腹筋麻痺により体幹機能が低
下した結果、左下肢支持機能が低下し二次的に生じたと
推測した。体幹筋群のMMTは一見正常だが視診や動的
な評価で機能を推測し、機能低下が確認された。
【まとめ】
体幹 PHNは、リハビリでの身体機能評価により遷延
する二次的な症状の改善に寄与する可能性がある。

O-112 足関節背屈制限と荷重位で距骨下関節回
内位を呈した症例～距腿関節の滑り運動
低下と筋力低下に着目して～

浅見早織，松本直也
IMSグループ 東戸塚記念病院

key words 足関節背屈制限・距腿関節の滑り運動減少・距骨下関節回内位

【はじめに】
左足関節三果骨折を呈し手術侵襲と長期固定により距

腿関節の滑り運動減少と筋力低下から，足関節背屈制限と
荷重位で距骨下関節（以下 ST関節）回内変形が生じた症
例に対し，距腿関節のアライメントを考慮した滑り運動と
筋力強化に着目し治療を行い，改善したので報告する．
【症例紹介・経過】
50 代女性．交通事故で左足関節三果骨折受傷．2日後，

創外固定術．3週間後，観血的整復術．4週間後，足関節可
動域訓練と部分荷重開始．6週間後，全荷重．
【説明と同意】
ヘルシンキ宣言に則り説明し口頭にて同意を得た．

【左下肢評価】
≪レントゲンと医師情報≫整復後，内果前下方位≪可動
域≫背屈－5°底屈 35°外返し 5°内返し 20°≪筋力≫
後脛骨筋 2≪可動性減少≫距腿関節内側後方滑り≪触診
≫外側距骨頭触知困難≪疼痛≫歩行時，距腿関節つまり感
出現≪荷重姿勢≫下腿内旋・ST関節過回内外転・前足
部回外・内側縦アーチ低下
【治療方法】
リラクゼーション・モビライゼーション・超音波・ス

トレッチ・筋力強化訓練・歩行訓練
【結果】
≪可動域≫背屈 5°底屈 50°外返し 10°内返し 30°

≪筋力≫後脛骨筋 4≪可動性≫距腿関節内側後方滑り改
善≪触診≫外側距骨頭触知可能≪疼痛≫消失≪荷重姿勢
≫ST関節過回内改善
【考察】
距腿関節の滑り運動減少は，レントゲンと医師情報から
整復後の内果が前下方位と，外側距骨頭触知困難で距骨内
側が前方位により，距腿関節内側の関節面が狭小化した為
と考える．この為，荷重位で距腿関節のつまり感と足関節
不安定性が生じ ST関節回内となったと考える．また，後
脛骨筋の筋力低下から踵骨の回内外コントロール作用が
破綻し ST関節回内が生じたと考える．この為，距腿関節
のアライメントを考慮した滑り運動に着目し治療を行い，
足関節背屈可動域が改善した．また，後脛骨筋の筋力増強
により荷重位での ST関節回内変形が改善した．



O-113 産前産後休暇・育児休業を利用した当院
リハビリテーション科部職員の復職時の
不安・困ったことと必要な支援

呉 和英，池澤里香，吉田祐文
日本赤十字社 那須赤十字病院 リハビリテーション科
部

key words 産前産後休暇・育児休業・復職支援・働き方

【はじめに】
当院リハビリテーション科部（以下、リハ科部）に所
属する女性職員（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）
は平均年齢 30.8 歳であり、出産・育児を経験し、長期休
業が必要となる職員が今後も増えることが考えられるた
め、産前産後休暇・育児休業（以下、産休・育休）後の
復職支援が重要である。
【目的】
産休・育休後の復職支援体制の整備をするうえで、リ
ハ科部職員の産休・育休後の復職時の不安や困ったこと
と必要な支援を把握する。対象者には、ヘルシンキ宣言
に基づき書面にて同意を得た。
【方法】
2016 年 4 月 1 日現在リハ科部に勤務する女性職員 18
名中、産休・育休利用者 6名に復職時の不安や困ったこ
とと必要な支援について聞き取り調査を行った。ICレ
コーダにて録音、逐語録を作成し意味内容を整理した。
【結果】
復職時の不安では、「職員・親・妻としての役割を務め
られるか」「仕事と育児を両立する体力」等が挙げられた。
困ったことでは、「体力的に育児短時間勤務（以下、育短）
を利用しないと働けない」「他の職員との会話不足」「元々
残業することが多かったため、育短に慣れない」等が挙
げられた。必要な支援では、「夫や家族の協力」「業務量の
配慮」「復職時の研修制度」等が挙げられた。
【考察】
リハビリテーション業務は体力を必要とすることが多
く、産休・育休後の復職時に育短を利用し、無理なく復
職していることが分かった。また、産休・育休中であり
ながらも職場からの情報提供や、職場との関わりを持つ
機会が多く得られる工夫が重要であるといえる。
【まとめ】
リハ科部職員は産休・育休からの復職時に、家事・育
児、職場環境など様々な不安を抱きながら復職をしてい
た。今後、産休・育休後の職員に対する復職支援体制の
整備をすすめていくとともに、産休・育休後の職員だけ
でなく、リハ科部全職員の働き方を見直していく必要も
あると考えられた。

O-114 新入職員に対する社会人基礎力養成研修
の効果

大木雄一
医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院

key words 社会人基礎力・新入職員・効果

【はじめに】
社会人基礎力（経済産業省 2006）は，前に踏み出す力

（アクション），考え抜く力（シンキング），チームで働く
力（チームワーク）の 3つの能力と，これらを構成する
12 の要素から成る．
【目的】
当院リハビリテーション部で実施した社会人基礎力養
成研修の効果を検証すること．
【方法】
対象は，平成 27 年度当院リハビリテーション部新入職

員 35 名と指導者 28 名．4月に社会人基礎力初期研修を
行った．10 月に中間研修を行い，入職後からの行動につ
いて社会人基礎力の 12 の要素に関し新入職員による本
人評価，指導者による他者評価を実施した．評価は各要素
1点（全く有さない）から 4点（充分有す）までの 4段階
とした．中間研修後，新入職員と指導者で面談し，向上を
目指す要素を決定した．3月の修了研修で再度本人評価，
他者評価を実施した．効果判定は，本人評価と他者評価に
関して 10 月と 3月の得点を統計学的に比較した．また 3
月時における 3つの能力の得点率を調べた．更に，総得点
において本人評価が他者評価より 4点以上高い者を過大
評価群，4点以上低い者を過小評価群，その他の者を妥当
評価群とし，10 月と 3月の割合を調べた．
【倫理的配慮】
対象者に本研究の趣旨を説明し同意を得た．当院臨床

研究倫理審査委員会の承認を得た．
【結果】
3月時に自己・他者評価ともアクション，シンキング，

チームワーク全てで有意に改善した．3月時における得点
率は，自己・他者評価ともアクション，チームワークが約
70％，シンキングが 58％であった．10 月から 3月にかけ
て過大評価群は 11.4％から 2.9％，過小評価群は 28.6％
から 40.0％， 妥当評価群は 60.0％から 57.1％となった．
【考察】
当院の研修は，社会人基礎力を向上させる効果を有す
と考える．しかし，考え抜く力（シンキング）を特に強化
する必要がある．さらに，3月時で過小評価群が増加した
ことから，新入職員の自己効力感に配慮した指導を行う
必要があると考える．



O-115 訪問リハ事業所での実施計画書を用いた
教育方法の導入と効果の検討

伊藤晃洋1），中筋祐輔1），松村大地1），道上真衣1），
平稲陽子1），内田美帆2）

1）在宅総合ケアセンター元浅草
2）船橋リハビリテーション病院

key words 目標設定・経験者教育・訪問リハ卒業

【目的】
訪問リハビリテーション（以下、リハ）事業所では同
行訪問や症例検討会による新人教育が一般的であるが、
人的要因や業務負担の問題から、新人が担当する全利用
者に実施することは難しい。今回、全利用者に作成義務
のあるリハ実施計画書（以下、計画書）を用いた教育方
法を導入し、効果的な教育方法になり得るか検討した。
【対象】
2013 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日の間に当事業

所に異動したセラピストが担当した利用者の内、同期間
中に訪問リハが終了となった利用者全 249 人を対象とし
た。
【方法】
2014 年 8 月 1 日から異動者に対して、異動後 3～6ヵ
月間、主任クラスのスタッフが計画書をチェックし、「現
状分析」「訪問リハの必要性」「目標設定」の 3点について
吟味し、コメントを添えて直接フィードバックを実施し
た。導入前後の目標の種類と具体性の変化、終了理由の
割合を比較した。目標は 7分類し、期間設定と達成基準
が明確であることを具体性有無の基準とした。尚、個人
情報は全て匿名化し、記録媒体の保管管理を徹底すると
ともに、研究計画書を作成し、当院倫理委員会の承認を
得た。
【結果】
導入後の終了時点の目標は「具体性のない身体機能の
維持」の割合が優位に減少し、「具体性のある身体機能の
向上・参加活動面の向上」の割合が優位に増加した。ま
た、導入後は目標達成による終了者の有意な増加が認め
られた。
【考察】
今回の研究から、計画書を用いた指導により、異動者
の目標設定を明確なものに変化させ、利用者の目標達成
の一助となる可能性が示唆された。計画書を用いた指導
方法は指導側が新人（異動）スタッフの状況を全般的に
把握するためには有効であるが、実際の評価・治療技
術・在宅で求められるコミュニケーションスキルなどは
各スタッフに任せられている。既存の同行訪問や症例検
討会と併用して実施していくことで、より効果的・効率
的な教育体制を構築することが可能と思われる。

O-116 認知症サポーター養成講座開催の経験か
ら、認知症有病者への職種による対応の違
いを考察する

市川保子
特別養護老人ホーム松葉園 リハビリテーション科

key words 認知症・認知症サポーター養成講座・アンケート調査

【目的】
認知症キャラバン・メイトの研修を修了し、地域で認
知症サポーター養成講座を開催している。市内急性期病
院のリハビリテーション科で講座を開催した経験から、
認知症有病者への職種による対応の違いを考察する。
【方法】
平成 28 年 2 月 23 日開催の認知症サポーター養成講座

後にアンケートを実施した。内容はプロフィールの他、
認知症を有する患者の対応に困った経験の有無、困難事
例の対応策、認知症を理由にリハビリ対象外とした経験
の有無等とした。
【説明と同意】
受講者へ口頭で説明し、書面で承諾を得た。

【結果】
PT17 名、OT4 名、ST4 名からアンケートを回収した。
認知症を有する患者の対応に困った経験の有無では全員
が有ると回答した。困難事例の対策は、PTは「傾聴、時
間や回数の調整、生活場面での練習、声掛けの工夫」、OT
は「生活場面での練習、声掛けの工夫、仕草からサイン
を読み取る、病棟と連携する」、STは「落ち着ける環境
整備、好きな食べ物を持参してもらう」等の回答が多かっ
た。認知症を理由にリハビリを対象外とした経験の有無
では、PT2 名が有ると回答し、リハビリ対象外としたリ
ハビリ専門職を見聞きしたことの有無では、PT4 名、ST
1 名が有ると回答した。
【考察】
アンケート結果により、全職種で認知症を有した患者
の対応に困った経験が有り、OTのみが認知症を理由に
リハビリ対象外とした経験、もしくは見聞きしたことが
無いと回答している。これは、困難事例の対策において、
OTのみが他職種連携を挙げていたことが関係している
と推察できる。また、認知症有病者を取り巻く環境は施
設から地域へと移行しており、在宅復帰の観点からも認
知症対策におけるリハビリ専門職の役割は大きいといえ
る。認知症有病者は 2025 年には 675 万人へ推移すると
し、リハビリ専門職が認知症を有する者に携わる機会は
今後も増えると予測できることから、認知症に関する知
識や経験が一層必要になると示唆される。



O-117 患者影響度 8分類 0レベルの報告の強化
を目指した取り組みから見えたこと

小峰隆弘
朝霞台中央総合病院 リハビリテーション科

key words インシデント報告・ハインリッヒの法則・医療安全

【はじめに】
一般的に急性期病院のリハビリテーション科は患者の発

揮可能な能力よりも難易度の高い課題を実施することが多
く、点滴・ドレーンなどのチューブ管理を含め身体介助以外
にも配慮を必要とする項目が多い。加えて当院では経験 2
年目以下のスタッフが 46.8％を占めており、医療安全の観
点から事故防止の取り組みは必要不可欠な状態となってい
る。
【目的】
リハ科が抱えている問題点を顕在化すること。

【方法】
院内指定のレポートとは別にリハ科独自のインシデント

専用のレポートを作成し（以下リハレポート）報告してもら
う。リハレポートは選択式で職種、経験年数、発生場所、シ
チュエーション、影響対象、影響効果を選んで記入する。対
象者名等の個人を特定する情報は含まず、倫理的に問題ない
内容となっている。
【対象】
リハレポートでの報告が許可されているのは患者影響度

8分類のうち 0レベルの報告のみで、患者影響度が 1～2レ
ベルのものに関しては院内指定のレポートを用いて報告す
る。
【結果】
院内指定のレポートでは昨年の 1年間で 0レベル 22 件、1

レベル 29 件、2レベル 3件、3a レベル 1件であった。リハレ
ポートは年間で 308 件の報告があがった。リハレポートを 0
レベルに加えると 0：1：2：3a＝330：29：3：1 となった。
【考察】
今回 0レベルの収集を強化したところ、ハインリッヒの法
則と一致する集計結果が得られた。ハインリッヒは、重大な
事故を予防するには 300 のヒヤリハットに対しての予防や
意識付けが重要であると述べている。先行発表でもハイン
リッヒの法則を考えの基本としてインシデント報告数増加
を試みた報告は少なくない。しかし、リハビリテーション科
関連の報告でその法則通りの集計結果が出ているものは見
つけられなかった。今回の結果で、リハレポートが 0レベル
の収集に効果的であることがわかった。今後はそのデータの
活用方法や情報の共有の方法などの検討を加えて実施して
いきたい。

O-118 産休・育休に伴う人員確保についての調
査報告（第 2報）

杉山さおり，寺尾詩子，萩原文子，大槻かおる，
大島奈緒美，清川恵子，西山昌秀，熊切博美，
石田輝樹，相川浩一
（公社）神奈川県理学療法士会 ライフサポート部

key words 育児・職場環境・人員確保

【目的】
出産-育児と仕事を両立する女性理学療法士が増える中、
人員確保に苦慮するという声も聴く。人員確保の現状と課
題についての調査では、欠員がある施設の半数が産休・育
休（以下、休業）による欠員であった。今回は休業に伴う
人員確保の現状と課題について具体的な意見も含めて報
告し、休業時の人員確保の一助とすることを目的とした。
【方法】
本会会員に所属する 732 施設の理学療法士の代表者を
対象に、2015 年 7 月の 1か月間で郵送法にてアンケート調
査を行い、休業時の問題点について検討した。
【結果】
339 施設からの回答のうち、休業の過去 3年の取得実績
は 43.3% で、休業取得時の問題点は人員確保 232 件に次い
で、周囲のスタッフへの配慮、休業中のスタッフへの配慮、
制度に関する知識不足であった。自由記載では、復帰後の
急な休みへの対応 5件、施設基準が維持出来ない 5件など
が挙がった。休業時の対応は、業務分担を増やす 217 件、
増員の働きかけ 132 件、求人活動 117 件に次いで、事前に
想定して配置、業務縮小であった。協会への要望として、
管理者を中心とした教育とガイドラインの作成、一時的な
欠員に対する施設基準の法的緩和、託児室の設置義務づ
け、県士会への要望として、休業に伴う人員確保のシステ
ム構築、求人広告費の無料化、対応方法の情報発信が挙
がった。
【考察】
休業取得の制度整備が進む中、休業取得中の施設運営を
保証する制度がなく、現場の工夫と負担によって支えられ
ている。このため、休業取得者本人の負担ともなっており、
休業取得は全ての就業者の問題と考える。協会や士会への
要望もあり、休業による施設基準の維持困難への対策は急
務と考える。
【結論】
本調査の結果から、休業に伴う人員確保は、施設毎の対
応以外に協会や士会での対策が必要と考える。当部でも、
休業時の対応についての情報発信を検討する。
【倫理的配慮】
調査は、施設や個人を特定できないように個人情報の保
護に努めた。



O-119 生活空間拡大と運動機能の変化―入院前
活動レベルの高い左大腿骨頸部骨折後の
訪問リハビリ介入例―

比留木由季，江部晃史，藤森大吾
医療法人社団 緑成会 横浜総合病院 リハビリテー
ション科

key words 訪問リハビリテーション・生活空間・運動機能

【はじめに】
国内での訪問リハビリは，機能訓練や治療的練習が中
心となっているが，これらは生活機能や空間への改善効
果は必ずしも認めてはいない．一方で生活空間は運動機
能や生活機能と相関関係にあるとされる．そこで，術後
の機能改善は良好だが退院後に生活空間狭小化を認めた
症例に対して，生活空間拡大へ向けて介入を行った結果，
運動機能の改善も併せて認めたため報告する．
【倫理的配慮】
本症例は利用者様の了承を得ており，個人情報に十分
配慮した上で行った．
【症例紹介】
左大腿骨転子部骨折受傷，当院にて髄内定固定術を施
行した 80 代女性．一軒家に夫と二人暮らしで専業主婦，
受傷前は一人で町外へ外出していた．7週間入院を経て
4点杖歩行で自宅退院，生活空間の狭小化懸念され訪問
リハビリ開始（週 1回）となる．
【理学療法評価，経過】
受傷 2ヶ月時の初期と 5ヶ月時の最終の評価の推移
は，LSA17.5→65.5 点，転倒自己効力感尺度 27→40 点，
TUG16.7→11.3 秒（E-SAS より），BBS41→50 点，片脚立
位保持時間（右/左）3.3/0→22.7/2.3 秒，等尺性膝伸展筋
力（右/左）16.4/11.8→16.6/13.4Nm/kg．外出への恐怖感
が強く 4点杖歩行自宅内のみの生活であったが，最終時
は公共交通機関利用を含めた屋外（町外）T字杖歩行自
立となり，訪問リハビリ及び介護保険サービス利用が終
了となった．治療プログラムは主に外出練習，バス乗車
練習など実践型の介入とE-SAS で評価とフィードバッ
クを行い，運動機能は自主トレーニングで筋力増強運動
を実施して頂いた．
【考察】
今回，リハビリの内容を日々の過ごし方に着目し，よ
り実生活に近い形での介入を行い，E-SAS を利用して問
題点を共有しながら活動範囲を広げたことで，運動機能
の向上に繋がったと考える．受傷前の活動レベルが高く，
術後の機能回復も順調であるケースでは，生活空間拡大
に直接介入することで，過剰な介護サービスやリハビリ
への依存を抑制し，短期間での回復が可能であることが
示唆された．

O-120 脳卒中既往者の外出に向けてのアプロー
チ～電車に乗車する取り組み～

星 朋郎
ショウエイ訪問看護ステーション いずみ

key words 訪問リハビリテーション・外出訓練・活動・参加

【はじめに】
「電車に乗って息子家族に会いに行きたい」という本
人・家族のニーズに対し、訪問リハビリテーション（以
下訪問リハビリ）を実施するにあたり、必要な課題を抽
出し、課題に沿った訓練と指導を行ったことでニーズの
達成に至った症例について報告をする。
【説明と同意】
本報告に際し、本人・家族より書面にて了承を得た。

【症例紹介】
左被殻出血を発症し右片麻痺を呈した 60 代男性。妻と
の 2人暮らし。要介護：2BRS：下肢V感覚：表在・深
部ともに重度鈍麻。筋緊張：Modified Ashworth grade2
HDS-R：25 点 FIM：100 点（減点項目：食事、整容、入
浴、トイレ動作、排尿、移乗、移動、表出、理解）基本
動作：自立。歩行：短下肢装具とT字杖を使用し屋内歩
行見守り。
【現病歴】
急性期、回復期の病院を経て発症後約 6ヶ月で自宅退
院となった。退院直後より訪問リハビリが開始となり、
2016 年 4 月時点で発症から約 21 カ月が経過している。
【経過と結果】
訪問リハビリ介入当初は歩行耐久性に乏しく、外出が
出来る状態ではなかった。そのため、まずは歩行耐久性
向上を目標に屋外歩行訓練を進めた。屋外歩行訓練の際
には、どの程度の距離を歩くことが出来れば電車に乗っ
て外出が可能か具体的な距離を決めて訓練を行い、介入
時間以外にも家族と一緒に歩く練習をしていただいた。
歩行耐久性向上に伴い電車に乗降するための課題とし
て、1．駅からホームまでの移動 2．電車の乗降方法 3．
座席までの移動 4．座席の立ち座り方。などが挙げられ、
訪問リハビリではその課題を克服することを重点的に
行った。家族にも一緒に買い物に行った時に人込みの中
を介助歩行してもらうなどの協力をしていただいた。そ
の結果、最終的には電車に乗って息子家族に会いに行く
ことが出来た。課題を提示することでその克服が目標達
成に繋がることから、本人・家族の意欲が高まり良い結
果を得られたのではないか。



O-121 一症例のQOL向上を目指した訪問リハビ
リテーションの取り組み

宮本 学
リハビリの風訪問看護ステーションみなと

key words 訪問リハビリテーション・QOL（生活の質）・経口摂取

【目的】
訪問リハビリテーション（以下訪問リハ）に携わる者
として、食事と排泄の介助困難は利用者とその介助者か
らよく聴取される。今回、重度の嚥下障害から胃瘻造設、
また排泄コントロールが困難となった症例に対して症例
自身のQOL向上を目的としたアプローチを実施し、結
果ADL向上に繋げることができた。尚、本報告について
は対象者および家族に対して説明し同意を得た。
【症例】
67 歳女性。平成 5年に日本脳炎によるてんかん発作を
発症。その後、在宅生活に戻られるが退行の出現、認知
面の低下から訴えなどの表出が困難になり徐々にADL
低下。平成 25 年に転倒をきっかけに訪問リハ開始。生活
機能は昇降式椅子坐位レベルであり歩行練習は可能で
あったが、平成 26 年 12 月大脳皮質基底核変性症、多発
性脳梗塞を発症、また誤嚥性肺炎から経口摂取が困難と
なり胃瘻造設となる。2か月後に退院となるが意欲の低
下がみられ、歩行も主介護者の夫と二人介助で行う状況
であった。訪問リハ開始時のBarthel Index（BI）は 5
点であり食事がなんとか可能。入院後は上述通り、胃瘻
となってしまったためBI は 0 点となる。また介護用
ベッド導入となっている。
【経過】
退院後の意欲低下原因として経口摂取の訴えがあった
ことを夫より確認。担当ケアマネージャーを通し、係り
付けの病院の主治医より嚥下造営目的で 1週間入院し、
お楽しみでゼリーの摂食が可能となった。退院後はゼ
リー摂食時での姿勢の注意点を書面とし、訪問看護も週
1回で介入していたため、一口量の調整等も加え、他職種
との連携も図った。結果BI は 15 点となり、姿勢調整も
影響し排泄コントロールにも繋げることができた。
【考察】
本症例は意識清明であるために経口摂取ができないこ
とから意欲が低下し、結果ADL低下を呈してしまった。
退行、認知症があり通常の会話が困難になっても利用者
の主訴を確認することで運動療法以外に着手したことが
ADL向上に繋がったと推察する。

O-122 在宅と医療機関との終末期の意義のとら
え方の相違

須藤京子
医療法人財団 健和会 新みさと訪問看護ステーション

key words 在宅終末期・医療機関・連携

【目的】
訪問看護ステーションでの訪問療法士の役割はなに

か。他医療機関から終末期依頼は多い。看護師と同時に
療法士が入る機会、診療情報提供が乏しいことも多い。
この症例も他医療機関と連携が悪く、行動制限が長引い
て希望が見えなかった事例である。今後の連携の在り方
について再考したため報告をする。
【症例紹介】
X年 12 月大学病院を退院。73 歳女性、要介護 4。家族
構成、要介護 1の夫、日中仕事の息子。介護状況は不良。
病状 S状結腸癌、胸椎 5番転移。化学療法適応外。背中
から右胸部の疼痛。両下肢完全麻痺（受容不完全）。浮腫、
表在、深部感覚脱失。軽度鬱。体位交換不可。自宅退院
を希望。自宅で暮らすための体制を最低限揃え退院。
【取り組み】
「リハビリしたい」と泣く。退院診療提供書は今後の痛
みの増強、骨折リスクが高く車いす移乗不可。の内容。
「動くと背中の骨がバラバラになる。いつ息が止まるかわ
からない」と言われ恐怖あり。疼痛にはオキシコンチン、
オキノーム。機能低下と比例し増強。把持力、ファスナー
の開閉困難。全身低下が予測より早いため、看護師と相
談し疼痛が弱い時間に車いす移乗を計画した。
【結果】
脊柱のデータを欲しいと退院時前から申し入れ。往診
医、他スタッフで連絡を続けたが、理由不明、返答がな
く 2週経過。これ以上待てず、「庭がみたい」の計画をデー
タも無く車いすの移乗が可能か、医師を中心に相談。短
時間の了承で 20 分間施行。
【考察】
X年 1月、救急搬送先で呼吸困難で死亡。骨折リスク
で車いす不可。このエビデンスの理解できず、活動開始
が遅れた。終末期は本人の希望が影響を大きく与えると
考えている。その人のQOL、医療機関の医療従事者の
QOLとは何か。在宅では患者が主体であると考えてい
る。この認識の相違は連携が取れなかったために際立っ
た。在宅での短期決戦を充実したものにするには医療現
場からスタートをし、退院後は即受け継ぐ事を理想とし
たい。



O-123 機能性尿失禁に対しアプローチを行った
症例～自宅退院を目指して～

柴田磨奈実
医療法人 横浜平成会 平成横浜病院 リハビリテー
ション科

key words 機能性尿失禁・排泄訓練・在宅復帰

【はじめに】
要介護高齢者にとって排泄援助を受けることは，日常
生活の中で最も羞恥心を持ちやすく，自尊心が傷つけら
れやすい．介護者にとってもオムツ交換を介助で行うこ
とは身体的にも精神的にも負担は大きい．また，機能性
尿失禁とは高齢者に特徴的で下部尿路に器質的な障害は
ないが排尿習慣の喪失や住環境，介護力が関与した失禁
である．自宅退院を目指し機能性尿失禁に着目し排泄訓
練，歩行訓練，環境設定を中心に介入した．尚，ヘルシ
ンキ宣言に則り説明，同意を得た．
【症例紹介】
100 歳代，女性，自宅にて転倒し右骨盤骨折受傷，保存
治療となる．受傷後 11 日目に当院へ転院．受傷前ADL
は自宅内伝い歩き，シルバーカー歩行自立，トイレ動作
自立．
【評価】
排尿障害の分類は機能性尿失禁，トイレでの排尿回数
0回，HDS-R14 点，FIM57 点，歩行：平行棒内軽介助，
立位保持：腋窩支持で軽介助，トイレ動作：軽介助
【治療・経過】
尿失禁タイプを診断し 3日間 7～19 時の時間帯で 1時
間ごとにパッドチェックを行い失禁・尿意の有無を確認
し排尿パターンの把握を行った．その結果からトイレへ
定時誘導を実施．18 日間行い尿意の関心出現，失禁回数
3回→2回，トイレでの排尿回数 0回→5回となった．歩
行形態はシルバーカー見守り，トイレ動作はパッドの交
換のみ介助，下衣操作は見守り，FIMは 70 点へ向上し自
宅退院となった．
【考察】
今回排泄に着目し排尿パターンの把握，トイレへの定
時誘導を行うことで排尿習慣の再獲得となった．排尿習
慣の再獲得により要介護者の精神的負担の軽減，それに
伴うQOL向上，介助者の介護負担軽減となると考えら
れる．今後の検討項目として夜間の排泄，排便コントロー
ルが挙げられる．他職種と連携することで夜間トイレへ
の排泄誘導，下剤や利尿剤などの服薬コントロール，水
分・食事量の in-out の把握により自然排便を促せるの
ではないかと考える．

O-124 老健の繰り返し利用による身体機能向上，
ADL向上により在宅生活を継続した透析
患者の 1症例

松本 和，高橋茉也，上杉 睦
介護老人保健施設 ハートフル瀬谷

key words 老健・透析患者・在宅生活

【はじめに・目的】
透析（以下HD）患者は週 3回の通院，3時間程度のHD
治療による時間の制約から，日中のADLの低下が問題
である．HD患者が在宅生活を継続するためには，HD
を継続しながら効果的な運動療法の実施が必要である．
本研究では老健のリハビリ目的の入所を繰り返し利用
し，身体機能，ADLの向上により在宅生活を継続した症
例の 1年間の経過を報告する．
【症例呈示・経過】
90 歳代，女性，既往歴は慢性腎不全，左右大腿骨頸部
骨折等．転倒による疼痛のため玄関の階段昇降困難とな
りリハビリ目的での老健に初回入所後 5ヶ月後に在宅に
退所となる．4ヶ月間の在宅生活の後，階段昇降能力の向
上と自宅内歩行の安定を目標に再入所した．リハビリ内
容はマシントレーニング，エルゴメータ，階段昇降，歩
行練習を週 7回実施．評価項目はFIM総得点，膝伸展ト
ルク，TUG，5m歩行速度であり，初回入所時，退所時，
再入所時，再退所前に測定した．
【結果】
FIM総得点（点）は初回入所時 97 が退所時に 99 へ向
上した．特に改善した項目は階段昇降であった．膝伸展
トルク（kg/f）は初回入所時 3.6，退所時 11.2，再入所時
9.8，再退所前に 10.3．TUG（秒）は初回入所時 84.0，退
所時 53.3，再入所時 42.3，再退所前 40.3．5m歩行速度
（秒）は初回入所時 49.8，退所時 27.6，再入所時 17.6，再
退所前 14.0 であった．
【考察】
本研究の結果より，老健に繰り返し入所しリハビリを
積極的に実施することで長期的にADL，身体機能が向上
した．特に本症例では在宅生活で階段昇降の必要性があ
り，集中的に動作練習を行うことで，在宅生活が維持で
きた．HD患者では運動療法におけるトレーナビリティ
が高い対象者が多く，リハビリの継続により在宅生活の
継続が可能な対象者は多いと考える．



O-125 頭部拳上訓練と随意運動介助型電気刺激
療法を併用した介入が舌骨上筋群の筋力
に与える即時効果の検証

坂井亮太1），佐藤 祐1），出口亜衣1），石田茂靖1），
荒川武士2），松本直人2）

1）社会医療法人社団 森山医会 森山リハビリテーショ
ン病院
2）専門学校東京医療学院 理学療法学科

key words 舌骨上筋・頭部挙上訓練・電気刺激療法

【目的】
舌骨上筋群は、喉頭周囲筋群の中でも嚥下時の喉頭挙
上に関わる重要な筋群である。舌骨上筋群の筋力向上方
法の一般的なもののひとつに頭部挙上訓練がある。さら
に、舌骨上筋群を経皮的に電気刺激することによる改善
効果が報告されている。この両者を併用した介入を施行
することで、舌骨上筋群の更なる筋力向上効果が期待で
きるものと推測された。そこで本研究は、頭部反復挙上
訓練と舌骨上筋群への経皮的電気刺激療法を併用した介
入が舌骨上筋群の筋力に与える即時効果を検証した。
【対象と方法】
対象は健常成人 10 名（平均年齢 25.4±2.4 歳、平均

BMI20.7±2.2）とした。方法は、電気刺激を行いながらの
背臥位での頭部反復挙上運動を 30 回 3 セット施行した。
電気刺激には川村義肢社製MURO Solution を用いた。刺
激部位は、舌骨上縁から 2cm上縁、正中から 2cm外側と
した。刺激標的筋は顎二腹筋とし、筋電導出筋はオトガ
イ舌骨筋とした。舌骨上筋群の筋力は、課題前後に背臥
位での頭部屈曲運動の等尺性収縮力をハンドヘルドダイ
ナモメーターにて測定した。得られた値は体重で除して
体重比を求め、実施前後の値をWilcoxon の順位和検定
にて解析した。有意水準は 5％とした。
【説明と同意】
すべての被験候補者に対し研究内容を十分に説明し、
同意を得られた場合のみ実施した。
【結果】
施行前 8.0±3.7kgf/kg、施行後 10.0±3.7kgf/kg で、施
行後に有意な増加（p=0.002）が認められた。
【考察】
頭部挙上訓練と随意運動介助型電気刺激療法を併用し
た介入により、舌骨上筋群の即時的な筋力増果が認めら
れた。これは随意運動介助型電気刺激が感覚フィード
バック情報となり、正しい運動を導いたためと考えられ
た。今後は、対照群との比較を検証していく予定である。

O-126 干渉低周波とストレッチの相乗効果につ
いて―結帯動作の制限に着目して―

岩立健司，福田大輝，豊田大輔，松井満則，坂巻里味，
宮内彩佳，染谷雅則，高塚梨沙，西岡遵子，橋本 勉，
橋本歩美
平和台病院 リハビリテーション科

key words 結帯動作・干渉低周波・ストレッチ

【はじめに】
肩関節周囲炎の患者にて結帯動作制限が残存すること
が多くみられ、運動療法のみでは効果が少ない症例もあ
る。また、患者に対し物理療法として、干渉低周波（以
下：干渉波）を施行するが、鎮痛や血流増加を目的とし
て使用することが多い。干渉波の効果には、筋のリラク
セーション効果があるが、運動療法と併用し関節可動域
改善に使用することは少なく、その報告も少ない。
そこで今回、ストレッチと干渉波を組み合わせて行う
ことによる相乗効果により、結帯動作制限の改善に対し
て有用であるか検証した。
【対象】
結帯動作に左右差が有る若年者 54 名（男性 22 名、女
性 32 名）、年齢 27.8±6.2 歳とした。
【方法】
結帯動作は座位で母指を立てた手掌握りにて、第 7頸
椎棘突起から母指先端の指椎間距離で測定した。干渉波
は、腹臥位にて棘下筋斜走線維に 1～20Hz で筋収縮がわ
ずかに生じる程度の刺激で 15 分間施行した。ストレッチ
は背臥位にて肩関節水平内転を 20 秒間 3回実施した。こ
の方法を用いて、干渉波とストレッチを施行した群（以
下：干渉波群）とストレッチのみ施行した群（以下：ス
トレッチ群）の 2群に分類し、結帯動作の変化を調査し
た。統計処理は対応のないT検定を使用し、有意水準 5％
未満とした。本研究は当院倫理委員会に承認を得た上で、
対象者には研究の主旨を十分に説明し同意を得た。
【結果】
干渉波群の結帯動作平均変化量は 3.8±2.5cm、スト
レッチ群の結帯動作平均変化量は 2.1±2.1cmとなり、干
渉波群に有意差を認めた。
【考察】
干渉波を施行することで、筋緊張が軽減し、ストレッ
チの効果が高まったと考えられる。そこから干渉波と運
動療法の相乗効果が示唆され、結帯動作制限の改善に有
用であると考える。
【終わりに】
今回は若年者にて効果が示唆されたが、今後干渉波の
みの検証や、有疾患者での効果も検討していく必要があ
る。



O-127 全身振動刺激の単回施行が慢性期の脊髄
疾患の痙縮とパフォーマンスに及ぼす影
響

岡 知紀，佐々木慎，照屋康治
医療法人社団 輝生会 船橋市立リハビリテーション病
院

key words 脊髄疾患・WBV・痙性

【はじめに】
慢性期の脊髄疾患患者において全身振動刺激（Whole

body vibration：WBV）に対する痙縮抑制や他動関節可
動域（以下ROM）改善の報告はあるが、パフォーマンス
に対する報告は少ない。今回、慢性脊髄疾患に対しWBV
の単回施行がパフォーマンスに及ぼす影響について検討
した。
【方法】
対象は、慢性期脊髄疾患患者 10 名でModified Ash-
worth scale（以下MAS）が 1以上で 10m歩行評価見守
り～自立で実施可能なもの。設定は、宮良らの報告をも
とに姿勢は椅子上長座位にて、足関節最大背屈位の最大
角度で保持し大腿部 1/2 より遠位を Power plate（プロ
ティア社製）上に接する形で刺激した。刺激条件は 30
Hz・振幅 4-8mm・5分間とした。評価項目はMAS、
ROM、10m歩行速度、Functional Reach Test（以下 FRT）
を測定。統計学的解析は、Wilcoxon の符号順位和検定を
用い介入前後の数値を示した。優位水準は 5％とした。
【説明と同意】
今回の発表に際し、対象者に目的について十分に説明
を行い、当院倫理委員会より承認を得た。（承認番号船H
27-62）
【結果】
MASは下腿三頭筋（前：2.0±0.6、後：1.3±0.4、p＜

0.05）・ハムストリングス（前：2.0±0.6、後：1.2±0.4、p
＜0.01）・股関節内転筋（前：2.1±0.7、後：1.4±0.6、p
＜0.05）と有意な改善をしめした。ROMは足関背屈ROM
（前：0.5±6.8、後：3.5±6.6 度）・Straight Leg Raising
test（前：74.5±5.4、後：83.5±6.7 度）において優位な改
善を示した（p＜0.05）。下肢運動機能は 10m歩行速度
（前：9.8±2.5、後：9.3±2.4m/min）と優位な改善を示し
（p＜0.05）、ケイデンス（前：1.8±0.2、後：1.9±0.2step/
min）では優位な改善は見られなかった。FRTは（前：
22.7±4.7、後：23.9±4.8cm）と優位な改善を示した（p
＜0.05）。
【考察】
Chan らによるとWBVにより運動ニューロンでの Ιa

求心線維の影響が減弱したことで痙縮抑制され、これに
よりパフォーマンスが向上したと考える。

O-128 介護老人保健施設での包括的褥瘡ケアシ
ステム導入が経済面へ及ぼす影響

喜多智里1），小武海将史1），奥 壽郎2）

1）介護老人保健施設 ハートケア湘南・芦名
2）宝塚医療大学保健医療学部理学療法学科

key words 褥瘡・介護老人保健施設・コスト

【緒言】
平成 23 年 9 月に早期発見治療を目的とした包括的褥

瘡ケアシステム（システム）を導入し効果を第 49 回日本
理学療法学術大会で報告した．今回はシステムの経済面
への効果を検討する．
【方法】
平成 23 年 9 月から 3年間の入所者 759 名（男性 244
名女性 515 名，年齢 83.7 歳，介護度 3.1）を対象にシステ
ム導入前 1年間（前 1群），システム導入後 1年（後 1
群），システム導入後 2年（後 2群）に 3群化し次の項目
を調査した．褥瘡治療状況，褥瘡治療コスト，褥瘡治療
人件費，コストと人件費の総額を 1か月に算出し 3群の
差を統計ソフト SPSS で解析した．倫理的配慮は施設倫
理委員会の承認後，入所者と家族に研究について説明し
同意を得た．
【結果】
新規発生率は前 1群・後 1群・後 2群の順に 10.5%，

22.1%，25%，以下同様に治療繰り越し率 18.1%11.4%，
7.5% であった．コストと人件費総額 1か月，クッション
購入費 1か月，委員会人件費は 3群間に差はなかった．
治療薬代 1か月は 3642 円，6527 円，2543 円で後 1群・
後 2群に差がみられた．エアマットリース代 1か月は 0
円，4419 円，7082 円で 3群間に差がみられた．治療人件
費 1か月は 28432 円，38771 円，36204 円で前 1群・後 1
群で差がみられた．栄養食品代 1か月は 14784 円，8454
円，8192 円，写真代 1か月は 0円，358 円，332 円，カン
ファ人件費は 1か月 0円，16407 円，17940 円，受診付添
人件費は 1か月 1887 円，0円，0円，受診代は 1か月 4334
円，0円，0円で前 1群・後 1群，前 1群・後 2群で差が
みられた．
【考察】
新規発生率増加，繰り越し率減少はシステム導入で発
生報告により早期発見治療が定着したと考えられる．コ
スト総額に差はなかったが個々を比較すると，後 1群，
後 2群においては前 1群になかったエアマットリース
代，写真代，褥瘡カンファ人件費など褥瘡ケアに関する
必要経費が含まれておりシステム導入により経済面には
好影響であったと考えられる．課題として，褥瘡発生予
防をさらに徹底させることで経済面の低下が望まれる．



O-129 Pushing を認める症例に対する移乗介助
方向の違いが介助負担感と介助量に及ぼ
す影響

山岸洋平，真保千佳，山内茉莉子，山本健滋，
山崎ちづる
社会医療法人嵐陽会 三之町病院 リハビリテーション
科

key words Pushing・移乗介助方向・介助負担感

【目的】
Pushing を認める症例に対する，非麻痺側と麻痺側で

の移乗介助方向の違いが，介助者の介助負担感と介助量
に及ぼす影響について明らかにすること．
【方法】
当院入院中で Pushing がみられ，移乗に介助を要する
6例に対し，プラットホームから車椅子への移乗介助を，
非麻痺側と麻痺側方向で各 1回行った．対象者および家
族全員に本研究に関する説明を行い，同意を得た。移乗
アプローチの順序はランダムに決定した．検者は当院リ
ハ職員 9名で実施し，各症例の移乗介助後に，介助者の
介助負担感（Numerical Rating Scale 方式）と介助量（自
立・最少介助・中等度介助・最大介助・全介助の 5段
階）を評価した．対象の Pushing の重症度の評価法とし
て Scale of contraversive pushing（以下 SCP）を用い，
SCP0～3 までを Pushing 軽度群，SCP3.25～6 までを
Pushing 重度群とした．統計処理は両群に対して正規性
の検定を行い，正規分布している項目には対応のある t
検定を，正規分布していない項目にはウィルコクソン符
号付順位和検定を行った．有意水準はそれぞれ 5％とし
た．
【結果】
介助負担感では，非麻痺側への移乗時において，SCP
重度群が SCP軽度群に比べ有意に介助負担感の増加を
認めた．また，SCP重度群の比較において，非麻痺側へ
の移乗が麻痺側への移乗に比べ介助負担感が増加する傾
向がみられた．介助量では各項目の比較において有意な
差は認められなかった．
【考察】
非麻痺側への移乗においては，SCP評価項目における
座位での修正への抵抗の有無が，介助負担感の増加に影
響すると考えられた．SCP重度群の比較においては，非
麻痺側への移乗の際に Pushing がみられ，介助負担感の
増加に影響すると考えられた．介助量では検者による介
助方法の違いから，有意な差が認められなかったと考え
られた．

O-130 定期的な体力測定は生活上のリハビリ意
識を生むのか～有料老人ホーム 30か月間
の検証～

小川康弘
介護付有料老人ホームアズハイム横浜いずみ中央

key words 有料老人ホーム・体力測定・自主トレ

【はじめに】
有料老人ホームは近年増加傾向にあるが，人員上一人ひ
とりに同じ時間だけ関わる事が困難であり理学療法士の利
点である「入居者に関われる時間の確保」が難しく，リハビ
リ意識をどのように構築するかが課題であると言える。本
報告は当ホームにおける体力測定の分析からリハビリ非実
施者の生活上のリハビリ意識に体力測定がどのくらい影響
があるかを考察することを目的とする。
【対象】
当ホーム平均介護度 2.48，平均年齢 85.78 歳（2016 年 4
月現在）。
体力測定は月に一度，10m歩行，握力測定，片脚立位，func-

tional Reach Test，Floor Finger Distance，Time Up and Go
test（TUG）を実施した。期間は 2013 年 10 月から 2016
年 3 月まで 30 ヶ月間継続し前月の測定数値との比較とこ
の一か月間の体調変化を問診した。対象は入居時歩行で日
常生活自立しておりリハビリ非実施を選定した入居者とし
た。なお本人もしくは家族に本研究に関する同意を得た。
【検証方法】
1）入居から測定が継続できた人数と自主トレ励行者数
2）12 か月以上継続した入居者を対象に入居から 6か月間と
直近 6か月間のTUG平均値比較
【結果】
期間中 52 名が対象として実施された。
1）継続できた入居者は 29 名うち 55.2%（16 名）が自主トレ
励行者だった。
2）対象者は 17 名。改善 10 名，1秒未満低下 2名，3秒未満
低下 3名，3秒以上低下 2名であり，88%が 3秒未満低下に
収まった。3秒未満低下 15 名中 8名が自主トレ励行者で
あった。
【考察】
今回の結果から 12 ヶ月以上継続している 17 名中 10 名
が改善していることがわかった。当ホームでは積極的にケ
アスタッフと協同し生活内でのリハビリを支援しており入
居者同士自主トレで切磋琢磨する慣習がある。また測定時
の問診では前月の数値を意識する発言が多く体力測定が生
活に溶け込んでいることがわかった。以上を踏まえ定期的
な体力測定は能力に関心を持たせ，改善しようというリハ
ビリ意識に有用であることが示唆された。



O-131 ストレッチポールを用いたエクササイズ
が片脚立位前額面アライメントに与える
影響

森川健史，高橋夏海
医療法人財団健和会 みさと健和病院 リハビリテー
ション課

key words ストレッチポール・片脚立位・体幹前額面アライメント

【目的】
ストレッチポールを用いたエクササイズが片脚立位中
の体幹前額面アライメントに与える即時的効果の検討を
本実験の目的とした。
【方法】
対象は健常成人男性 16 名（28.7±5.0 歳）とし、除外基

準として片脚立位を行う際に支障となる下肢体幹の有痛
性疾患と神経疾患の既往とした。対象者は左右交互に片
脚立位になりその姿勢を正面からデジタルカメラで撮影
した。その後、日本コアコンディショニング協会にて提
唱されているストレッチポールを用いたベーシックセブ
ンによるエクササイズを行い、再度片脚立位による撮影
を行った。PCに取り込んだ画像から画像解析ソフトを
用いて対象者の胸郭傾斜角・骨盤傾斜角・胸郭骨盤側屈
角を算出した。統計処理は、算出した項目ごとに利き脚・
非利き脚の違いについて対応のない t検定を用いて確認
した後に、エクササイズ前後を対応のある t検定を用い
て比較を行った。すべての統計処理について、IBM SPSS
Statistics 23 を使用し、有意水準 5％とした。
【倫理的配慮】
本実験は当院倫理委員会承認のもと、ヘルシンキ宣言
に基づき書面と口頭にて説明をしたうえで同意書に署名
をした者を対象とした。
【結果】
胸郭傾斜角・骨盤傾斜角・胸郭骨盤側屈角のそれぞれ
について、利き脚・非利き脚による違いを各項目で対応
のない t検定を用いて比較した結果、有意な差は認めな
かった。エクササイズ前後の各項目の値を対応のある t
検定を用いて比較した結果、有意な差は認めなかった。
【考察】
下肢には蹴り脚と踏切脚という機能的な役割の違いが
左右側性 Laterality として知られているが、本実験の結
果より、片脚立位では支持脚の違いによる前額面アライ
メントの違いを認めなかった。また、ストレッチポール
を用いたエクササイズは片脚立位の前額面アライメント
に変化を及ぼさないことが示唆された。

O-132 スポーツ選手の内側円板状半月板に対す
る形成的切除術の臨床成績とリハビリ
テーションの実際

江川智広1），石川大樹2），前田慎太郎3,4），栗原秀平1），
福原大祐1,5），平田裕也1,5），宮崎拓真1）

1）佐々木病院 横浜鶴見スポーツ＆膝関節センター リハビリ
テーション部
2）佐々木病院 横浜鶴見スポーツ＆膝関節センター 整形外科
3）ケアブリッジ株式会社
4）昭和大学 医学部 解剖学講座
5）昭和大学 医学部 生化学講座

key words 内側円板状半月板・臨床成績・スポーツ復帰

【はじめに】
円板状半月板は正常半月板と比較し分厚く大きな形状

を示し，その発生頻度は 5～15％と報告されている．外側
円板状半月板（LDM）がほとんどであり，内側円板状半月
板（MDM）は大変珍しく報告は散見する程度である．我々
は，スポーツ選手のMDM症例 10 膝を経験したので，そ
の臨床成績とリハビリテーションの実際を報告する．
【対象と方法】
対象は 2004 年～2015 年までにMDMに対して形成的

切除術を行った 7例 10 膝とした．平均年齢は 31.0 歳
（13～56 歳），男性 5例 8膝，女性 2例 2膝．術後経過観察
期間は平均 6.4 ヶ月（4～12 ヶ月）である．検討項目は術後
合併症，ROM，受傷前と復帰後のTegner Activity Score
（TAS），スポーツ復帰時期とした．本研究は当院の倫理委
員会の承認を得て行った．
【リハビリテーション】
術後は可及的に全荷重を許可した．トレーニングは，関

節水腫等の炎症所見が無いことを医師と確認を取りなが
ら段階的に行った．術後 2カ月頃より自転車とジョギング
を開始し，徐々にステップ動作やジャンプ動作を開始し
た．愁訴が残存する症例には必要に応じて足底板を挿入
し，術後 4カ月前後でスポーツ復帰を許可した．スポーツ
復帰基準は関節水腫がなく，Mc Murray test 等のmenis-
cus sign が陰性であり，各種スポーツ動作で疼痛がないこ
ととした．
【結果】
術後にOCD，再損傷や再手術症例はなかった．ROM
は術前屈曲 151.5±4.7̊ が術後 154.5±1.6̊，伸展は術前後と
もに 1.3±2.2̊ であった．またTASは受傷前，復帰後とも
に 6.3±2.0（3～9）であり，全例元のスポーツレベルに復
帰できた．スポーツ復帰時期は平均 4.5±0.7 カ月であっ
た．
【考察】
結果から，MDMの形成的切除術後は慎重なリハビリを

行い，4～5カ月で合併症もなく全例元のスポーツレベル
に復帰可能であった．しかし，LDMと比較すると若干復
帰が遅れる傾向にあり，静的・動的下肢アライメントやス
ポーツ特性なども考慮して，さらなる早期復帰を検討して
いきたい．



O-133 脊椎圧迫骨折患者における在院日数の影
響因子とは？

志田康成1），穂谷優二2），守屋智史2），柳 英利3），
林 淳慈4）

1）TMG宗岡中央病院 リハビリテーション科
2）新座志木中央総合病院 リハビリテーション科
3）国立循環器病研究センター 心血管リハビリテーショ
ン科
4）新座志木中央総合病院 整形外科

key words 脊椎圧迫骨折・在院日数・疼痛

【目的】
本研究の目的は，脊椎圧迫骨折（圧迫骨折）患者の在
院日数に影響する因子を調査することによって，提供体
制や問題点を明らかにすることである．
【対象および方法】
2012 年 7 月 1 日から 2014 年 7 月 31 日までに圧迫骨

折の診断で入院した 165 例（平均年齢 76.0±12.6 歳）を対
象とした．在院日数の中央値（35 日）を基準に，A群
（在院日数≦35 日，82 例）と B群（在院日数＞35 日，83
例）に分類し，患者背景，治療経過，転機を比較検討し
た．
【倫理的配慮】
本研究は既存カルテのみから抽出した後ろ向き研究で
あり，個人が特定されるデータは残さず，全て数値化し
分析を行い，結果の公開に際しては研究対象者のプライ
バシー保護に十分配慮した．
【結果】
患者背景は，年齢，性別，Body Mass Index，既往歴，
骨折椎体数，入院前の移動形態は 2群間で統計学的な有
意差を認めなかった．治療経過は，理学療法開始日は統
計学的な有意差を認めなかった．A群は B群より鎮痛剤
使用が多く（65% vs 46%，p=0.01），歩行開始日（15.2
±3.9 日 vs 18.8±6.6 日，p＜0.01）は早かった．A群は B
群より退院時に独歩の割合が多かった（45% vs 25%，p
＜0.01）．転機は，A群が B群に対して退院先が自宅の割
合が多かった．（75%vs56%，p=0.01）
【考察】
本研究では，年齢，既往歴，骨折椎体数，入院前の移
動形態，理学療法開始日は 2群間で差を認めず，同等で
あった．A群は鎮痛剤使用が多く，疼痛管理が良好で
あったことにより，歩行開始が早期となり，廃用症候群
を最低限に留めたことで，独歩の獲得率が高くなり，自
宅への退院が多かったと考えられる。
【まとめ】
在院日数は疼痛管理により，早期に歩行を開始するこ
とで短縮できる可能性を示した．

O-134 整形外科における精神心理学的問題に対
する対応方法～経験年数別の検討～

上薗紗映1），仙波浩幸2），林 光俊3）

1）医療法人社団光生会平川病院
2）豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科
3）杏林大学整形外科

key words 整形外科・精神心理的問題・対応方法

【はじめに】
整形外科クリニックでは、愁訴など精神心理的問題な
どに遭遇することが多々ある。一方で、その問題にどう
対応するかについてはテーマとして扱われてこなかっ
た。今回、整形外科クリニックで起こりうるこれら問題
に対して、理学療法士がどう対応しているか、経験年数
別に分析したため報告する。
【倫理的配慮】
本研究は、当院倫理委員会の審査を受けている。

【方法】
整形外科クリニックに勤務する 29 施設 280 名の理学
療法士に対し、質問紙を送付し回答を得た。調査内容は、
年齢、性別、経験年数、精神的問題の経験の有無、対応
方法などである。対応方法は、「傾聴」「自主トレーニング
への移行」「所見との乖離を説明」「特に対応しない」「担当
変更」「医師の診察へ戻す」「他科を薦める」「その他」を複
数回答で選んで、成功したかどうかについて記載を求め
た。
【結果】
回答率は 218 名 77.1％であった。回答者の属性は、男
性 164 名、女性 54 名、経験年数平均 5.3±4.4 年、平均年
齢 28.7±5.1 歳で、75.5％が精神心理的問題を経験してい
た。年代は若手：1-5 年目（137 名）、中堅：6-10 年（52
名）、ベテラン：11 年以上（27 名）に分けて集計した。
対応は若手では 8項目 7項目、中堅では 8項目中 6項目、
ベテランは 8項目中 3項目のみで悪化例を認めた。どの
年代でも、「担当変更」は成功率が高かった。
【考察】
今回、悪化例を経験する項目が年代を追うにしたがっ
て減少しており、経験を重ねることで対応が熟達してい
る可能性が示唆された。一方で年代を問わず「所見との
乖離を説明」については悪化例が多く、特に中堅・ベテ
ランは若手よりも悪化例を多く経験していた。これは、
難渋例を多く担当しているということが影響していると
考えられる。今後さらに研究を重ね、対応方法の熟達度
を向上させるためのプロセスを明確にできるように進め
ていきたい。



O-135 心臓外科術後患者における body mass in-
dex（BMI）と心肺運動負荷試験（CPX）の
関係性

稲崎陽紀1,2）

1）千葉県循環器病センター
2）千葉大学大学院 医学薬学府

key words body mass index・cpx・anaerobic threshold

【目的】
心肺運動負荷試験（CPX）による運動耐用能評価は予
後や運動処方、運動療法の効果を判定する上でも重要で
ある。本研究では心臓外科術後患者において体格指数
（BMI）が CPXの値にどのように影響するかを調査する
ことを目的とした。
【方法】
対象者は 2013/12/14 から 2015/10/17 までに当院で心
臓外科手術を受け、CPXを施行した 99 名とした。BMI
は日本肥満学会による分類で低体重群 17 名、標準群 66
名、肥満群 16 名、平均年齢は 65.7±11.6 歳、男性 57 名、
女性 42 名、平均在院日数は 26.8±13.8 日であった。術式
は、冠動脈バイパス手術 24 例、弁形成術・弁置換術 62
例、人工血管置換術 7例、その他 6例であった。CPX
の測定にはエルゴメーターを使用し退院前に施行した。
peak VO2、anaerobic threshold（AT）、VE/VCO2 slope
の値を算出しBMI との関連性を調査した。統計学的分析
には spearman の順位相関係数を用い有意水準は 5％未
満とした。この研究はヘルシンキ宣言に沿って行い、得
られたデータは匿名化し個人情報が識別できないよう配
慮した。
【結果】
BMI と AT¬に r＝－0.238 と有意な負の相関が認め
られた（p＜0.05）。BMI と peak VO2、VE/VCO2 slope
との間に相関は認められなかった。
【考察】
今回の結果から心臓外科術後の患者においてBMI と
ATにおいて有意な負の相関が認められ、BMI が増加す
るにつれATが減少することが示唆された。肥満群の過
体重には脂肪量が影響していると考えられ、これらが酸
素代謝に関与しないことからBMI と ATが負の相関関
係になると考えられる。本研究の限界として体組成や脂
肪量の数値が得られていないことがあげられる。
【まとめ】
心大血管術後患者においてBMI が増加することで有

酸素性運動や日常的な作業耐用能に影響を与える可能性
が示唆された。以上のことからBMI は運動耐用能、心肺
機能を把握するうえで考慮すべき一因子となると考えら
れる。

O-136 廃用症候群患者の疾患別におけるADL能
力の違いについて

五十嵐祐介1），中村智恵子2），平山次彦2），中山恭秀2）

1）東京慈恵会医科大学附属病院
2）東京慈恵会医科大学附属第三病院

key words 廃用症候群・原疾患・Barthel Index

【目的】
多様な症状から構成される廃用症候群（以下廃用）は
主となるタイプ分類などが無く、介入効果などの検証を
行うためには身体機能に対する特徴を様々な視点から探
る必要がある。先行研究では廃用症状や算定区分で身体
機能を比較している報告や原疾患別による転帰について
の報告が見られているものの、原疾患別から見た身体機
能の違いに関する報告はみられない。原疾患では各疾患
で身体機能に及ぼす影響は異なり、更に重症度など様々
な要因が関連すると考えられる。今回は原疾患ごとの分
類でADL能力を比較し疾患による傾向があるのか検討
することを目的とする。
【方法】
対象は廃用と診断され入院前の日常生活自立度でラン
ク Jに分類される患者 106 名とした。このうち、廃用に
至った原疾患に対し先行研究を参考に 7群に分類（呼吸
器疾患、悪性新生物、循環器疾患、腎尿路生殖器疾患、
内分泌・栄養・代謝疾患、消化器疾患、その他）した。
各群の年齢、理学療法介入（以下介入）時及び転院・退
院時Barthel Index（以下 BI）得点とその変化値、入院か
ら介入までの期間をKruskal-Wallis 検定にて比較した。
なお、本研究は当大学倫理審査委員会の承諾を得て施行
した。
【結果】
入院から介入までの期間では悪性新生物が呼吸器疾

患、循環器疾患、腎尿路生殖器疾患、その他と比較し有
意に大きい値を示した。これに対し年齢や各時期のBI
及び BI 変化値は全ての群間で有意差はみられなかっ
た。
【考察】
入院から介入までの期間にて悪性新生物と 4つの原疾
患群で有意差がみられたものの、ADL能力では各時期で
の有意差はみられなかった。これより廃用患者のADL
能力を検討する場合、疾患別の分類からではなく原疾患
の重症度やそれに伴う安静度など他の要因からの検討を
行う必要があると考える。



O-137 中学生男子サッカー選手における股関節
内転筋損傷の発生因子に関する研究

宮澤 伸1），渡邊裕之2），増間弘祥3），溝渕鷹嗣4），
望月裕太5）

1）社会医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーション病院 セラ
ピー部
2）北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻
3）北里大学大学院 医療系研究科 感覚統御医科学群 機能回復学専攻
4）公益社団法人 地域医療振興協会 横須賀市立うわまち病院 リハビ
リテーション科
5）医療法人財団 明理会 東戸塚記念病院 リハビリテーション科

key words 股関節内転筋損傷・筋柔軟性・関節弛緩性

【目的】
股関節内転筋損傷はサッカーにおけるキック動作で最
も発症しやすい筋損傷の一つである．しかしながら，股
関節内転筋損傷の発生因子については不明な点が多い．
本研究のデザインは股関節内転筋損傷の発症に関連する
因子をメディカルチェック（Medical Check：MC）の結
果から検討する後ろ向きコホートとした．
【方法】
対象は中学生男子サッカー選手 58 名（身長：164.2±
5.8cm，体重：51.5±5.8kg，BMI：19.1±1.3）とした．MC
は下肢筋柔軟性（下腿三頭筋，ハムストリングス，大腿
四頭筋），全身関節弛緩性テスト，股関節内転及び外転筋
力について行なった．6ヶ月間の観察期間を置いて股関
節内転筋損傷の発生の有無を調査し，非損傷群（41 名），
損傷群（5名）の 2群に分類した．統計学的解析は 2群間
における各検査項目についてMann-Whitney の U検定
を用いて比較した．本研究は指導者，選手，保護者にMC
の説明と同意を口頭と書面にて行った．
【結果】
各MC項目のうち，蹴り足ハムストリングスの筋柔軟
性は損傷群が 45.00±11.73̊，非損傷群が 53.90±7.29̊ と損
傷群で有意な低下（P=0.050）が認められ，関節弛緩性は
損傷群が 2.60±0.82 点，非損傷群が 1.68±0.97 点と損傷
群で有意に高値（P=0.049）を認めた．
【考察】
中学生男子サッカー選手は筋柔軟性と関節弛緩性の観
点において先行研究による成長期のスポーツ障害因子と
類似した結果が得られた．また，蹴り足ハムストリング
スの柔軟性低下はキック動作時の股関節内転筋起始部周
辺への反復ストレスを生じ，損傷の発生リスクが高まる
と考えられた．
【まとめ】
中学生男子サッカー選手における股関節内転筋損傷の
発生因子として高い関節弛緩性と蹴り足ハムストリング
スの柔軟性低下が関与していることが示唆された．

O-138 卓球競技における傷害発生に関係する因
子の検討

信澤麻美1,2），高橋裕司2,3），鈴木 学1），青木啓一郎2,3），
大澤 彩2,3），鈴木貞興4）

1）群馬パース大学 保健科学部 理学療法学科
2）昭和大学江東豊洲病院 リハビリテーション室
3）昭和大学 保健医療学部
4）社会福祉法人あそか会 あそか病院 リハビリテー
ション室

key words スポーツ傷害・卓球・傷害の要因

【目的】
卓球競技は、一般的に傷害が少ないスポーツといわれ
ている。奥脇（2012）は、11 競技（野球、バスケットボー
ル等）の傷害発生率は約 9.2％と報告している。卓球競技
においては、小中学生の傷害発生についての報告はなさ
れている。しかし、トップレベル選手のみが対象となっ
ている。また傷害を発生させる要因を検討した先行研究
は、我々が渉猟した限り確認することができなかった。
本研究の目的は、卓球競技における傷害発生状況と傷害
発生に関係する要因について検討することである。
【対象および方法】
A県 B市内の卓球部に所属する中学生および高校生
237 名を対象に、郵送式、自記式質問紙法にて実施した。
調査票の内容は、卓球の練習内容と傷害発生に関する内
容の 15 項目であり、自由記載と 5件法の回答とした。統
計処理は、傷害の有無と傷害発生の要因との関係につい
て、統計ソフト JMP Ver.を使用し、二項ロジスティック
回帰分析を行った。有意水準は 5％未満とした。本研究
の実施に際し、対象者へ研究目的、プライバシーの保護、
参加の拒否及び中止の自由、分析結果の開示などを文書
にて説明し、返信をもって同意とみなした。
【結果】
調査票は 144 名から回答を得た（回収率 60.8％）。卓球
競技における傷害発生率は、16.7％であった。傷害発生を
説明する変数の中で統計学的に有意であったものは、1
日平均休憩時間（p=0.0015）と 1日平均フットワーク練習
時間（p=0.00117）であり、オッズ比はそれぞれ 0.931、
1.035 であった。
【考察】
卓球競技における傷害発生率は、他のスポーツよりも
大きかった。休憩時間を多く取ると傷害発生は少なくな
り、フットワーク練習時間が長くなると傷害発生が多く
なることがわかった。本研究は卓球競技における傷害発
生に対する理解の一助になると考える。本研究の限界は、
競技レベル、傷害発生部位の特徴を検討できなかったこ
とである。



O-139 手関節の位置関係が肩甲帯の筋活動に与
える影響

横村太志，川井誉清
松戸整形外科病院

key words 手関節・肩甲帯・筋活動

【はじめに】
臨床において、手関節の肢位により肩甲帯の筋活動が
変化することを経験する。手関節の位置の違いによる肩
甲帯の筋活動に関する報告は少ない。そこで、本研究の
目的は、手関節の位置関係が肩甲帯の筋活動に与える影
響を検討することとした。
【方法】
対象は健常男性成人（年齢 29.1±5.3 歳）9人 9肢とし、

全例利き手とした。測定項目は、手関節を中間位、掌屈
位（PF）、背屈位（DF）に設定し、肩関節 90̊ 外転位に
おける肩甲骨周囲筋の筋活動を測定した。測定肢位は、
肘伸展・前腕中間位にて、2kg のダンベルを把持し肩関
節外転 90̊ での等尺性収縮にて 5秒保持を 3回行った。
測定筋は、僧帽筋上部線維、僧帽筋下部線維、菱形筋、
前鋸筋とし、表面筋電図（ノラクソン社製マイオトレー
ス 400）を用いて計測を行った。筋電図から得られた結果
の中間の 3秒を用い、筋活動の全波整流を行った。PF
およびDFを手関節中間位で正規化し、統計学的処理は
SPSS version 17.0for Windows を用いて、対応のある t
検定を用い、有意水準は 5%とした。
【説明と同意】
ヘルシンキ宣言に基づき、被験者には十分な説明を行
い、同意を得た上で測定を実施した。
【結果】
僧帽筋上部線維は PF：108±11%、DF：102±15％、僧
帽筋下部線維は PF：108±8%、DF：104±19％、菱形筋
は PF：101±10%、DF：0.93±9％、前 鋸 筋 は PF：96
±13%、DF：102±10％であり、菱形筋および前鋸筋で
有意差を認めた。
【考察】
ThomasW.Myers は、手掌を床面に向けると上肢後面、
小指球筋、上腕三頭筋、腱板、菱形筋に沿って配置され
ると述べている。そのため、手掌を床面に向ける PFで菱
形筋が優位とり、背屈に関しては、小指球筋の影響が減
少するため、唯一の肩甲骨外転作用を持つ前鋸筋の筋活
動が増加したと考える。手関節掌・背屈の違いにより、
肩甲帯筋活動に影響を与えるため、治療やADL指導に
おいても考慮する必要があると考える。

O-140 外傷性肩腱板断裂後Pseudoparalysis を
呈した症例に対する保存療法の一例

安江大輔，押山 徳，伊沢 諒
医療法人社団友志会 石橋総合病院 リハビリテーショ
ン科

key words 腱板断裂・肩関節・RCT

【目的】
自動挙上制限をきたす Pseudoparalysis は大きな腱板
断裂の合併症として生じることがあり，患者の日常生活
に大きな支障を与える．今回，右肩腱板広範囲断裂症例
の外来リハビリテーションにおける保存療法により効果
を得られた症例につき，検討を加え報告する．
【症例提示】
73 歳男性，2016 年 3 月 2 日に転倒受傷し疼痛出現，挙

上困難となり 3月 10 日に当院の外来受診し肩腱板三腱
断裂（棘上筋，棘下筋，肩甲下筋）と診断を受ける．保
存療法にて同日より外来リハビリテーションを週 3回程
度の頻度で実施した．
【倫理的配慮，説明と同意】
対象者にはヘルシンキ宣言に基づき，あらかじめ本研
究の内容・個人情報の保護を十分に説明し，参加に同意
を得て行った．
【経過と考察】
理学療法開始時の主訴は疼痛と挙上困難であった．疼
痛は安静時・夜間時NRS6，運動時NRS8 であった．転倒
の影響で上肢から手指にかけての内出血，腫脹が認めら
れた．自動挙上 35̊P，結帯 L5P であった．急性期では損
傷部位の炎症の沈静化と拘縮予防を目的にポジショニン
グ，上肢の腫脹・浮腫の管理，生活動作指導，肩甲胸郭
関節のROMex を中心に実施．炎症沈静後は他動的な肩
関節のROMex，残存腱板筋の選択的強化，三角筋の強
化，肩甲骨周囲筋の機能強化，姿勢・動作指導を中心に
実施した．理学療法開始後 1ヶ月半で，安静時・夜間時
NRS0，運動時NRS2，になり自動挙上 145̊，結帯 L2 と
なった．挙上が可能になった要因として炎症症状の沈静
化と，残存腱板筋と三角筋・肩甲骨周囲筋の協調的な活
動により新たなフォースカップルが形成され肩甲上腕リ
ズムの再構築が図れたからだと考える．保存療法により
機能を獲得しても使用度合により断裂が拡大し日常生活
に支障をきたす可能性があるため医師と連携をとりなが
ら状態を観察する必要がある．また断裂拡大を最小限に
おさえ，出来るだけ長期にわたり日常生活での機能を維
持することを目指していきたいと考える．



O-141 Late Cocking~Acceleration と Ball Re-
lease~Follow through に生じる肘内側痛
発生患者の投球動作の比較検討

罍 洋祐1），田村耕一郎1），鈴木 伸1），島田崇宏1），
廣瀬秀史2）

1）広瀬医院 リハビリテーション部
2）広瀬医院 整形外科

key words 投球障害肘・肘内側痛・投球動作

【目的】
投球動作に肘外反ストレスは二峰性でAcceleration

（Acc）直前と Ball Release（BR）直後に発生するとされて
いるが，BR直後の肘内側痛発生メカニズムは解明されて
いない．臨床にてBR～Follow through（FT）に肘内側痛
を訴える症例は，共通して肘を突き出したBRのように
感じていた．そこで肘を突き出すBRと肘内側痛の関連
を検証する為，シャドウピッチングの動画を分析した．
【方法】
対象は Late Cocking（LC）～Acc に肘内側痛を訴えて
いた小・中学生 7名（9-15 歳 A群），BR～FTに肘内側痛
を訴えた小・中学生 5名（11-13 歳 B群）とした．シャド
ウピッチングはデジタルビデオカメラ（CASIO EX-FC
300S）を使用した．投球側矢状面を撮影しA，B群を比較
検討した．矢状面より手掌面が投球側を向いた時をBR
とし，その際の肘屈曲角度を抽出した．肘屈曲角度は投球
側上腕上面-前腕上面を結んだ線にて計測した．肘屈曲角
度について対応のない t検定を用い，有意水準 5%とし
た．なお，被験者には本測定の趣旨を説明し同意を得た．
【結果】
肘屈曲角度はA群 30.73±24.81̊，B群 53.56±19.45̊ で
あった．統計処理を行った結果，有意差は認められなかっ
た．しかしB群は肘屈曲位でBRを迎える傾向がみられ
た．
【考察】
坂田らは肘屈曲位でのリリースは，肘関節肘内側支持
機構におけるMCLに対しストレスがかかる可能性があ
ると報告している．本研究結果から有意差は認めなかっ
たが，B群に肘屈曲位でBRを迎える傾向がみられ，坂田
らを支持する結果となった．肘屈曲位でのBRと肘内側
痛の関係性について肘屈曲位の為，投球側肘関節を支点
とし，さらにBR時に肩内旋運動を誘発することで肘外
反ストレスが生じると考える．有意差を認めなかった点
から肘屈曲位でのBR以外にもBR～FT時の肘内側痛発
生要素があることが示唆された．今回，矢状面のみで検討
していた点が有意差を認めなかった要因として挙げられ
る．今後，他方向，3次元的に投球動作を分析していく必
要がある．

O-142 高校生野球選手における過去の投球肘障
害と身体機能の関連性

内田拓実1），倉品 渉1），押山 徳2），野澤健二3），
伊澤一彦1），飯島裕生4），笹沼秀幸4），矢野雄一郎5）

1）薬師寺運動器クリニック
2）石橋総合病院 リハビリテーション科
3）福田記念病院 リハビリテーション室
4）自治医科大学附属病院 整形外科
5）獨協医科大学日光医療センター 整形外科

key words 過去の肘痛・MER-A・再発リスク

【目的】
投球肘障害において、過去の肘痛は肘痛発生危険因子
のひとつであると報告されている。本調査の目的は、高
校生野球選手において過去の肘痛の有無と身体的特徴の
関連を検討することである。
【対象と方法】
対象者は、平成 27 年に野球肩・肘障害メディカル
チェックに参加した栃木県内の硬式高校野球部 1年生の
うち、現在肩と肘に痛みがない 41 名（身長 171.7±5.2cm、
体重 66.4±7.7kg）である。対象者をアンケート結果に基
づき、過去肘痛あり群（以下あり群）8名（身長 172±4.1
cm、体重 66.1±6.0kg）と過去肘痛なし群（以下なし群）
33 名（身長 172±5.4cm、体重 66.5±8.3kg）の 2群に分類
し比較検討した。評価項目は 11 項目であり、肩関節機能
評価として、肩関節最大外旋可動域（以下MER-A）、肩
関節 2nd 外旋可動域、肩甲骨内転柔軟性、前腕機能評価
として、握力、手内在筋機能評価として、母指・小指ピ
ンチ力、下肢体幹機能評価として上体反らし、腰割り、
開脚、SLRを測定し、環境因子評価として、アンケート
から平日と休日の練習時間を調査した。統計学的処理に
はR3，2，4による 2標本ウィルコクソン検定を用い、有
意水準は 5%未満とした。尚、ヘルシンキ宣言に沿って事
前に配布した検診内容の案内書に研究目的を明記し、同
意に基づき倫理的配慮を行った。
【結果】
11 項目のうち 2群間で有意差があったものはMER-A
のみで、あり群 150̊（135̊-161̊）なし群 160̊（150̊-170̊）
（p＝0.009）であった。
【考察】
笹沼らは高校生硬式野球選手の肘障害と過去の肘障害
の関連を報告している。一方で過去の肘障害と身体機能
との関連に関する報告は少ない。本調査の結果より高校
生野球選手においてMER-A が投球肘障害の再発リスク
に関係している可能性が示唆された。宮下らは肘関節の
スポーツ障害は隣接する関節の機能低下の影響を受ける
と報告しており、MER-A 低下は肘関節外反ストレスを
増大させるひとつの指標になると考えられた。



O-143 異なる言語教示とフィードバックが立位
前方リーチ動作課題に及ぼす即時的影響
の検討：無作為化比較対照試験

櫻井貴紀1），橋立博幸2），鈴木堯幸3），小嶌弓果4），
藤澤祐基2），斎藤昭彦2）

1）川口市立医療センター
2）杏林大学 保健学部 理学療法学科
3）医療法人社団 栄会 東京天使病院
4）社会医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーショ
ン病院

key words 立位前方リーチ・言語教示・外在的フィードバック

【目的】
反復的な動作練習を実施する際に、動作時における注
意の向け方に関する言語教示や外在的フィードバック
（FB）を組合せて用いることによって運動学習効果が促
進されると考えられているが、十分な検証はなされてい
ない。本研究では、異なる言語教示と外在的FBの組合せ
が立位前方リーチ動作課題に及ぼす即時的影響の違いに
ついて検証することを目的とした。
【方法】
健康な若年男性 40 名（平均 21 歳）を対象に、言語教
示（自己の身体への注意（IFA教示）、身体外への注意
（EFA教示））とFB（パフォーマンスの知識（KP）、結果
の知識（KR））の組合せによって無作為に 4群（IFA
教示とKRを与える IFA+KR群、IFA教示とKPを与え
る IFA+KP群、EFA教示とKRを与えるEFA+KR群、
EFA教示とKPを与えるEFA+KP群、各群 n=10）に割
付け、各群において計 3回の言語教示（練習前、第 1-3
試行後、第 4-6 試行後）と計 2回の外在的FB（第 1-3
試行後、第 4-6 試行後）を用いて立位前方リーチ動作練習
を連続 10 回実施した。練習前後において、第 3中手骨頭
移動距離（リーチ距離）、肩峰と外果のなす角度（A-M
角度）、肩峰と大転子のなす角度、大転子と外果のなす角
度、足圧中心移動距離を測定した。本研究は対象者に研
究の概要を説明し同意を得て実施した。
【結果】
練習前の各測定項目について 4群間の有意差は認めら
れなかった。練習前後で各測定項目を比較した結果、
EFA＋KR群およびEFA＋KP群では練習前後でリーチ
距離、A-M角度の有意な増加を示したが、IFA＋KR群お
よび IFA＋KP群ではいずれの測定項目でも練習前後で
の有意な変化は認められなかった。
【結論】
EFA教示を付与した 2群では EFA教示によって最

大限の体幹前傾と必要最小限の殿部後方移動が促され
リーチ距離が増加したと考えられた。健康な若年男性で
は、FBの種類にかかわらず、IFA教示と比べてEFA
教示の付与の方が立位前方リーチ動作課題のパフォーマ
ンス向上に即時的な影響を及ぼすと推察された。

O-144 立位前方リーチ動作課題に対して異なる
言語教示が即時的に及ぼす影響

鈴木尭之1），橋立博幸2），櫻井貴紀3），小嶌弓果4），
近田正幸5），藤澤祐基2），齋藤昭彦2）

1）医療法人社団 玉永会 東京天使病院
2）杏林大学 保健学部 理学療法学科
3）川口市立医療センター
4）社会医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーショ
ン病院
5）医療法人 青葉会 小金井中央リハビリテーション病
院

key words 立位前方リーチ・internal focus of attention・external focus of attention

【目的】
動作時における注意の向け方に関する言語教示（自己
の身体への注意（IFA教示）、身体外への注意（EFA
教示））の付与は効果的な運動学習を促す 1要素と考えら
れているが、先行研究によって報告されている結果が異
なっている。本研究では、立位前方リーチ動作課題に対
して異なる言語教示が即時的に及ぼす影響について検証
することを目的とした。
【方法】
対象は健康な若年男性 40 名（平均 21 歳）であり、立
位前方リーチ動作を、言語教示をせずに実施する通常条
件、IFA教示を付与する IFA条件、EFA教示を付与する
EFA条件の合計 3条件にて行った。測定項目はリーチ距
離、上前腸骨棘移動距離、大転子移動距離、肩峰-外果の
なす角度（A-M角度）、肩峰-大転子のなす角度（A-T
角度）、大転子-外果のなす角度（T-M角度）、前後・左右
の各足圧中心移動距離（COP前後移動距離、COP左右移
動距離）とした。本研究は対象者に研究の概要を説明し
同意を得て実施した。
【結果】
EFA条件は通常条件と比べてリーチ距離、A-M角度、
A-T角度、COP左右移動距離が有意に高い値を示し、T-
M角度、大転子移動距離は有意に低い値を示した。一方、
IFA条件では通常条件と比べてリーチ距離、A-M角度、
A-T角度、COP前後移動距離、COP左右移動距離が有意
に低い値を示した。また、通常条件に対する IFA条件ま
たはEFA条件の各測定項目の変化率を算出し、リーチ
距離の変化率を目的変数、A-M角度およびA-T角度の
変化率を説明変数とし、身長を調整変数とした重回帰分
析を実施した結果、いずれの条件間の変化率においても
A-M角度、A-T角度の変化率がリーチ距離の変化率に対
して有意な関連項目として抽出された。
【考察】
EFA教示では、基づく身体外部への注意により対象者
の運動制御過程への意識的な干渉を少なくして自動的な
運動制御が促進され、その結果として最大限の体幹前傾
と身体の前方移動がなされたことによって即時的にリー
チ距離が増加したと考えられた。



O-145 歩行中の携帯電話操作と歩行路の障害物
が歩行と携帯電話操作課題のパフォーマ
ンスに及ぼす影響

水村あゆみ1），橋立博幸2），朝倉 彩3），勝田絵梨4），
嵩里日奈子5），藤澤祐基2），斎藤昭彦2）

1）小金井リハビリテーション病院
2）杏林大学保健学部理学療法学科
3）明理会中央総合病院
4）茨城県立こども病院
5）横浜なみきリハビリテーション病院

key words 歩行・携帯電話操作・障害物

【目的】
近年、歩行中の携帯電話操作に伴う事故の危険性が指
摘され、携帯電話操作を伴う歩行では歩行速度や歩行安
定性が低下することが報告されている。本研究の目的は、
歩行中の携帯電話操作が歩行と携帯電話操作課題の双方
のパフォーマンスに及ぼす影響を検証するとともに、歩
行路における障害物の有無による差異について検討する
こととした。
【方法】
健康な若年成人 40 人（平均 20.8 歳）を対象に、縦 20
m、幅 1mの直線歩行路での 3分間連続歩行を、歩行中の
携帯電話操作課題（計算課題アプリケーション）の有無
と歩行路の障害物（高さ 0.7m、底面 0.3m四方の円錐状、
直線歩行路 10m地点中央に設置）の有無を組合せた計 4
条件にて実施した。主な測定項目は、3分間歩行距離（3
MD）とともに、3MDにおける合計歩数、10m区間毎の
平均歩数および平均歩行速度とした。また、静止立位条
件または携帯電話操作課題を伴う歩行条件で行った計算
課題の解答総数、正答数および正答率を測定した。本研
究は対象者に研究の概要を説明し同意を得て実施した。
【結果】
歩行に関する測定項目を二元配置分散分析にて比較し
た結果、携帯電話操作課題の付加による有意な主効果が
認められ、携帯電話操作課題有り条件では無し条件と比
べて、3MD、3MDにおける合計歩数および平均歩行速度
の有意な低下と平均歩数の有意な増加を示したが、携帯
電話操作課題と障害物の有無による交互作用は認めな
かった。また、携帯電話操作課題の成績を条件間で比較
した結果、携帯電話操作課題を伴う歩行条件では静止立
位条件と比べて、解答総数、正答数および正答率が有意
に低い値を示した。
【考察】
携帯電話操作課題の付加は、歩行とともに歩行中の携
帯電話操作課題のパフォーマンスの低下を引き起こすこ
とが示唆された。また、健康な若年者では必ずしも歩行
路の障害物による明らかな動作制限を起こさずに、携帯
電話操作課題を伴う障害物歩行を遂行し得ると推察され
た。

O-146 定常歩行における両下肢からの筋シナ
ジーの類似性の検討

久保田圭祐1），塙 大樹2），国分貴徳3），平田恵介1），
小林 章1），金村尚彦3）

1）埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科 リハビ
リテーション学専修
2）社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 東埼
玉病院
3）埼玉県立大学 理学療法学科

key words 筋シナジー・歩行・非負値行列因子分解

【目的】
ヒトの歩行の制御戦略の単純化として、作用の類似し
た筋群がグループ化され、歩行に応じてそれらが協調的
に働くという筋シナジー仮説が存在する。これまで、歩
行の筋シナジー解析の多くは片側下肢にて検討されてき
たが、片側性の関節疾患患者では筋シナジーが左右で異
なる可能性がある。そこで、今回我々は試験的に健常者
において両下肢から筋シナジーを抽出し、その類似性を
検討することを目的とした。
【方法】
対象は健常男性 1名（21 歳）とした。床反力計付きト
レッドミル（BERTEC社、1000Hz）、筋電図 18ch（Del-
sys 社・NORAXON社、1000Hz）を用いて床反力、筋活
動を測定した。対象筋は、両側の大腿直筋、内側広筋、
股関節内転筋群、大殿筋、中殿筋、半腱様筋、前脛骨筋、
腓腹筋内側頭、ヒラメ筋の計 18 筋とした。被験者はト
レッドミル（2、3、5km/h）で 2分間の歩行を行った。
各歩行周期で時間正規化し、加算平均波形を作成した。
筋シナジーの抽出には非負値行列因子分解を用いた。両
下肢の類似性の検討には相関係数を用いた。
【説明と同意】
研究への協力に際し、書面にて説明し同意を得た。

【結果】
両下肢ともに 4個の筋シナジーが抽出された。相関係
数は荷重応答期（LR）と立脚後期（TSt）に活動するシ
ナジーが平均 0.85 と高い相関、遊脚後期（TSw）に活動
するシナジーが平均 0.50 で中等度の相関を示した。遊脚
前期（ISw）に活動するシナジーは平均 0.30 と低い相関を
示した。
【結論】
本結果から、同一被験者において LRと TSt、TSw

に活動するシナジーは両下肢で類似する可能性が示され
た。これらのシナジーは荷重下の生体力学的な機能に関
連するため、左右でも高い類似性を示したと考えられる。
一方で ISwに活動するシナジーは両下肢でも変動を有
していたため、前額面上での何らかのキネマティクスの
左右差が影響している可能性が示唆された。今後は健常
者にてさらに検討を進めつつ、疾患応用へとつなげてい
きたいと考える。



O-147 携帯情報端末の加速度センサーを用いた
健常者のリーチ動作の評価方法の検討

生方雅人，岩本紘樹
医療法人社団日高会 日高リハビリテーション病院

key words リーチ動作・携帯情報端末・加速度

【目的】
小型三次元加速度計を用いた動作分析は、対象者への
負担が少なく、客観的データが得られる利点がある。近
年、携帯情報端末に内蔵されている加速度計を利用した
歩行評価の試みがなされ、その信頼性が報告されている。
本研究では、携帯情報端末からリーチ時の加速度データ
を抽出し、その信頼性を検討した。
【方法】
本研究内容は当院倫理審査委員会の承認を得た（承認
番号 151201 号）。対象は健常成人 10 名（男性 7名、女性
3名、平均年齢 27.5 歳）であり、測定に際し説明し同意を
得た。利き手の前腕遠位背側に携帯情報端末（iphone 6
s、Apple 社製）を縦方向に装着し、立位にて任意の速度
でリーチを 10 回繰り返し行った。始点を被験者の体側、
終点を設定された的とした。
条件は最大前方リーチ（MA条件）、最大側方リーチ

（ML条件）の 2条件とした。データ抽出には、アプリケー
ションソフト（App）である加速度センサーロガー（RE-
GREX Co.Ltd、10Hz）を用い、2回の測定より、反復し
たリーチ課題の全体の加速度（g）の動揺性を示す指標と
して二乗平均平方根（RMS値）と、その級内相関係数
（ICC）を算出した。機器の短軸方向を x軸、長軸方向を
y軸、奥行きを z軸とした。
【結果】
RMS値（x軸、y軸、z軸、合成値）はMA条件で 0.67
±0.10、0.80±0.13、0.38±0.14、1.12±0.06 であった。ML
条件では 0.36±0.14、0.85±0.12、0.63±0.08、1.13±0.09
であった。その ICC（1.1）および 95％信頼区間はMA
条 件 で 0.908（0.691-0.976）、0.948（0.818-0.987）、0.934
（0.770-0.983）、0.856（0.548-0.962）であった。ML条件で
は 0.990（0.961-0.997）、0.897（0.661-0.973）、0.844（0.516-
0.958）、0.889（0.637-0.971）であった。
【考察】
RMSやその標準偏差より、リーチ方向により加速度動
揺の特徴は異なることや、パターンに個人差があること
が示唆された。App等によるデータ抽出の制約はあるも
のの、高い再現性を認め、リーチ動作を分析するための
機器としての有用性が示唆された。

O-148 健常成人における Light Touch の接触方向
の相違が立位姿勢動揺に及ぼす影響

飯塚隆充1,2），大角哲也1,2），原田 亮1），臼田 滋2）

1）榛名荘病院 リハビリテーション部
2）群馬大学大学院 保健学研究科

key words light touch・立位バランス・姿勢制御

【目的】
固定点への軽い指先接触（light touch：LT）で立位姿
勢動揺が減少することが報告されているが、接触方向の
相違による影響は明らかではない。本研究の目的は、健
常成人を対象に LTの接触方向が立位姿勢動揺に及ぼす
影響を分析することである。
【方法】
対象は右利きの男性 19 名（27.2±5.6 歳）とした。閉脚

立位にて、上肢下垂したNo Touch（NT）条件、大転子
の高さの水平面に接触する LT条件、右肘関節 90̊ 屈曲
位で前方の水平面に接触するHorizontal LT（HLT）条件
と前方の垂直面に接触するVertical LT（VLT）条件の 4
条件と、開閉眼の計 8条件とした。計量器KS-243
（DRETEC社）を用いて、右示指で 1N以下の接触を維持
した。測定は重心動揺計G-7100（ANIMA社）にて 30
秒間（20Hz）、パラメータは総軌跡長、前後・左右方向速
度の root mean square（RMS速度）とした。統計処理は、
視覚条件別に反復測定一元配置分散分析と多重比較を行
い、有意水準は 5%とした。本研究は榛名荘病院倫理委員
会（承認番号 150102）にて承認されている。
【結果】
総軌跡長（cm）の平均値±標準偏差は、開眼でNT
が 36.5±9.7、LT が 28.1±6.7、HLT が 25.9±5.7、VLT
が 25.4±5.7、閉眼で各 49.5±9.2、37.1±10.1、35.5±8.3、
35.7±9.3 であった。RMS速度（cm/s）の前後方向は、開
眼で 0.95±0.24、0.74±0.16、0.64±0.17、0.64±0.15、閉眼
で 1.33±0.27、0.99±0.31、0.86±0.23、0.91±0.26、左右方
向 は、開 眼 で 1.10±0.32、0.83±0.22、0.81±0.18、0.78
±0.19、閉眼で 1.44±0.31、1.11±0.32、1.11±0.28、1.08
±0.31 であった。全パラメータで分散分析にて有意差を
認め、接触方向の影響では開眼時のRMS速度の前後方
向のみ有意差を認めた。
【考察】
健常成人において、前方の垂直面に対する LTは前後
方向の動揺を有意に減少させることが示唆された。脊椎
脊髄疾患患者などの下肢に障害を有する対象では、LT
の接触方向の影響は健常成人と異なる可能性があり、今
後検討予定である。



O-149 パーキンソン病を有する高齢症例におけ
るグラウンドゴルフの成績向上の検討

橋立博幸1），澤田圭祐2），笹本憲男3）

1）杏林大学 保健学部 理学療法学科
2）医療法人笹本会 おおくに訪問リハビリテーション
3）医療法人笹本会 やまなしケアアカデミー

key words パーキンソン病・高齢者・グラウンドゴルフ

【目的】
本研究は、パーキンソン病を有した地域在住高齢者の
事例の経過をとおして、社会参加として開始したグラウ
ンドゴルフの成績向上について検討することを目的とし
た。なお、本研究は、対象者と家族に本研究の主旨を説
明し同意を得て実施した。
【症例】
73 歳、男性、在宅生活中の平成 18 年にパーキンソン病

の診断を受け、抗パーキンソン剤内服治療を行い、要支
援 2にて平成 23 年 8 月から通所介護（週 2回），平成 24
年 8 月から訪問リハ（週 1回）を実施した。その後、生
活機能が改善し、平成 25 年 11 月から自宅近隣の公園で
の自治会主催のグラウンドゴルフ（週 2回）へ参加し始
めた。グラウンドゴルフは、各コースにおいてクラブで
ボールを打ってホールポストへホールインするまでの最
小打数を競う競技であり、本症例が参加したグラウンド
ゴルフでは全長約 10m程度の 8種のコースを 3ラウン
ド実施し、その合計のスコアが少ないほど良い成績とな
る。グラウンドゴルフ開始時の本症例は、Yahr の分類 II、
基本的ADL自立、レッグプレスマシン 1回最大挙上量
（1RM）78kg、timed up ＆ go test（TUG）9.9 秒、グラウ
ンドゴルフのスコアは 75 であった。
【経過】
平成 25 年 12 月から平成 26 年 11 月までの 1年間（A
期）で合計 45 回、平成 26 年 12 月から平成 27 年 11 月ま
での 1年間（B期）で合計 72 回のグラウンドゴルフに参
加した結果、各期の平均スコアはA期 73.3±6.1 から B
期 71.2±6.4 と有意に向上し、各期の最高スコアもA期
59 から B期 52 と向上した。また、3か月ごとに追跡した
1RMとTUGを比較した結果、B期（1RM 109.0±15.1kg、
TUG 8.2±0.5 秒）はA期（1RM 83.0±8.9kg、TUG 10.4
±0.7 秒）と比べて有意な向上を示した。
【考察】
診断後 7年経過したパーキンソン病者においても、通
所介護および訪問リハの利用とグランドゴルフの参加を
継続することにより、下肢筋力および歩行能力とともに
グラウンドゴルフの成績向上が得られる可能性があるこ
とが示唆された。

O-150 両下腿切断者に対する断端管理と在宅復
帰に向けた介入の振り返り

安食 翼1），山中誠一郎1），野口隆太郎1），荒井浩之2），
山根佑典1）

1）医療法人社団 輝生会 初台リハビリテーション病院
2）株式会社 メディックス

key words 両下腿切断・断端管理・在宅復帰

【目的】
今回両下腿切断・両手指壊疽の診断で入院された患者
様に対し、週 2日来院する義肢装具士と共に、疼痛に対
応しながら仮義足作製を進め、独居での在宅復帰を果た
した症例を経験したので報告する。なお、報告に関して
は当院倫理委員会の承諾を得ている。
【症例紹介】
70 歳代男性。入院前はエレベーター無しのマンション
の 4階で独居生活であり、外出機会は多かった。H27 年
6 月に治療での投薬により末梢循環不全に陥り、両手
指・両足に壊疽を生じ、両下腿を切断。H27 年 7 月リハ
ビリ目的に当院へ入院。
【初回評価】
著明な関節可動域制限は無く、MMT体幹・両下肢
3～4。両手指はDIP 関節より末梢に皮膚の壊疽あり。両
側握力 11kg 台。断端に異常感覚は認められず。基本動作
軽介助～見守り、ADL要介助。
【治療経過】
関節可動域の維持、体幹・股関節周囲筋の筋力・協調
性向上を中心に実施。退院先に関しては、階段を使用し
ない建物への引越しを提案した。断端管理は弾性包帯を
使用し、10 病日からはシリコンライナーを使用。17 病日
に仮義足採型を行った。訓練を続ける中で断端周径の減
少あり、荷重時に疼痛が出現。チェックソケットの修正
やパッド、断端袋、アライメントの調整にて都度対応し
たが、93 病日に再採型を行い、119 病日に熱硬化性ソケッ
トへ変更。退院先に関しては、物件が見つからず、元の
家に 131 病日に家庭訪問を実施。157 病日に屋内フリー
ハンド、屋外両ロフストランド杖での義足歩行を獲得し、
自宅退院となった。
【考察】
本症例は、高齢での両下腿切断であり、両上肢の機能
低下もあり、入院時の予後の提案に難渋した。身体機能
面と手指の状態を他職種連携にて確認しながら歩行補助
具や歩行量を調整し、義肢装具士も交えて個別に対応出
来た事が安定した歩行獲得へ繋がったのではないかと考
える。断端管理に関しては、断端周径の変動が大きい場
合、チェックソケットにて経過を観察する事も有用で
あったと思われる。



O-151 物忘れ外来での理学療法士の関わりによ
り認知機能改善を認めたアルツハイマー
型認知症の一例

木本 龍1），多田 智1），田中尚文2），村上峰子2）

1）帝京大学ちば総合医療センター リハビリテーション
部
2）帝京大学ちば総合医療センター リハビリテーション
科

key words 家族指導・認知症・物忘れ外来

【はじめに】
当院の物忘れ外来では、認知症や軽度認知障害（以下、
MCI）を有する患者の診療に医師や看護師と共に理学療
法士（以下、PT）も携わっている。今回、義足作製中に
担当 PTが認知症を早期に発見し、早期介入によって認
知機能の改善を認めた症例を経験したので報告する。
【症例】
68 歳男性。妻との二人暮らし。現病歴：6年前に糖尿
病性壊疽により左下腿切断し、義足装着にてADLは自
立していた。3か月前に義足を新たに作製したが、十分に
管理ができず、1ヶ月で破損させた。担当 PTが本人と家
族に問診すると、薬の飲み忘れが増えた、易怒性の出現
など、認知症が疑われるエピソードが聞かれたため、物
忘れ外来受診を勧めた。
【物忘れ外来での診察】
まず、PTが問診および神経心理学的検査を実施した

（HDS-R：16 点）。診察の結果、アルツハイマー型認知症
と診断された。身体活動量は 1000 歩/日、水分摂取量は
500ml/日、収縮期血圧は 150 台、血糖値は 200 台であっ
た。腎機能障害と経済的理由により薬物療法は行わず、
非薬物療法として運動療法および家族指導を担当 PTが
行った。
【理学療法および結果】
家族および介護支援専門員と連携をして活動量の向

上、水分摂取量の確保、服薬管理、義足管理の徹底し、
デイサービスを週 1日から 2日に増やすように指導し
た。その結果、2ヶ月後には身体活動量は 6000 歩/日、水
分摂取量は 1500ml/日、収縮期血圧は 130 台、血糖値は
150 台、HDS-R：22 点となり、薬の飲み忘れや易怒性は
改善した。
【考察および結論】
本症例で提示したように PTは認知症症状を早期に発
見し、生活指導上のケアや家族指導を実施できる専門職
である。認知症やMCI を有する高齢者は急増している
が、今後は PTが物忘れ外来に関わっていくことで、より
良い認知症・MCI の治療が可能になると考えられる。
【倫理的配慮および説明と同意】
患者および家族に症例報告について口頭および書面に
て十分に説明し、同意を得た。

O-152 要介護高齢者へのトランスセオレティカ
ル・モデルの活用～運動の習慣化から身
体活動の増進を目指した一例～

成田悠樹，野崎陽平，保坂貴美子
社会医療法人 博愛会 ほほえみ訪問看護ステーション

key words 要介護高齢者・トランスセオレティカル・モデル・身体活動

【はじめに】
地域在住高齢者の運動習慣を構築する手段として、ト
ランスセオレティカル・モデル（TTM）という健康行動
理論を用いた指導が取り入られている。一方、運動習慣
の構築は、要介護高齢者にとっても生活機能の低下を予
防する為には非常に重要となる。今回、複合的な疾病を
罹患した要介護高齢者にTTMの活用から身体活動
（PA）の向上を促し、その効果がみられたので報告する。
なお、症例には事前に発表について十分な説明を行い、
同意を得た。
【症例紹介】
65 歳女性。要介護 2。訪問リハビリテーション実施期
間は約 3ヵ月間。Hope は「杖で安心して歩けるようにな
りたい」。病歴は、平成 24 年に脳梗塞を発症し、翌年に
大腿骨頸部骨折を受傷。うつ症状もあった。日常生活活
動（ADL）は車椅子自走にて自宅内を移動し、トイレ動
作は自立。監視下にて 4点杖歩行が可能であった。TTM
に関する行動変容ステージは実行期。運動が習慣化され
ていない状況であった。
【経過】
開始時の PAは週間歩数にて平均約 240 歩と極めて少
ない状況であった。TTM活用時、行動変容を起こす方略
として、セルフモニタリング・刺激統制の技法を用い、
1日の PAの測定と確認、自主運動表の提示等から行動
のきっかけ作りになるように工夫した。また、行動達成
後の次への意欲を引き出す為に、援助関係の利用から自
己報酬を促した。その後、自立歩行実施の意思があり、
下肢装具や移動先の環境調整を図ったところ、自宅内で
の歩行・運動機会が増加し、運動習慣の構築に繋がるよ
うになった。最終評価時、PAは週間歩数にて平均約 160
歩に向上し、行動変容ステージも維持期に変容した。
【考察】
症例は疾患の影響から車椅子生活中心の生活になって
おり、運動習慣が定着していない状況にあった。TTM
を活用した結果、行動が変容し、運動が習慣化したこと
で身体活動の増進に繋がったと考える。TTMは地域在
住高齢者だけでなく、要介護高齢者にも活用できる可能
性が示唆される。



O-153 介護職員との連携により生活機能を長期
間維持している超高齢者の一症例

松岡勇太1），林 悠太2）

1）介護付有料老人ホーム ツクイ・サンシャイン町田西
館
2）株式会社ツクイ

key words 他職種連携・環境設定・有料老人ホーム

【目的】
今回、介護付有料老人ホーム入居中の超高齢者が、大
腿骨転子部骨折受傷後の機能訓練によって生活機能に向
上が認められ、その後、介護職員との連携により長期間
維持された症例を経験したため、報告する。なお、本報
告は対象者と家族に対し、ヘルシンキ宣言に沿って報告
の主旨および目的の説明を行い、同意を得た。
【症例】
対象は、104 歳、女性、要介護 2で、アルツハイマー型
認知症を呈している。平成 25 年 9 月 5 日に当施設内にて
転倒し、左大腿骨転子部骨折を受傷した。翌日に観血的
手術を受け、同 28 日に退院した。退院時、ピックアップ
歩行器（前輪キャスター付）を使用し 40m程度を見守り
で歩けたが、歩容やアライメントの不良、疼痛が認めら
れたため、転倒リスクが高いと判断し車椅子移動を選択
した。その時の functional independence measure の運動
項目（mFIM）は 57/91 点であった。
【経過】
PTによる機能訓練は、退院後 1ヶ月間は歩容の改

善・歩行量の増加を目的とし、週 3～4回の頻度で実施し
た。その結果、居室内は独歩自立、居室から食堂までは
介護職員見守りの下、ピックアップ歩行器（四輪キャス
ター付）にて歩行可能となった。mFIMは 81/91 点まで
向上した。その後は、週 1回の機能訓練に加え、介護職
員見守りの下、週 1回の屋外歩行や 40m程度のフロア内
の廊下を日常的に 5往復以上歩いている。転倒はなく、
mFIMも 81 点を維持している。介護職員には、日々の活
動量の重要性や本症例の対応方法を書面や口頭にて指導
し、転倒予防と活動量の確保を図っている。
【考察】
介護付有料老人ホームにおいて、退院直後の PTの早
期介入、介護職員との連携による活動量の維持・増加に
よって、その後の生活機能の維持・向上につながること
が示唆された。PTの役割は、個別での機能訓練の介入だ
けでなく、環境設定や福祉用具の選定、さらには介護職
員への指導も重要になると考えられる。

O-154 エネルギー摂取量と消費量に注目し、急性
期から在宅までの四肢周径を測定した視
床出血片麻痺の一例

梅澤浩輝，小林将生，宮澤佳之，佐藤みゆき
公益財団法人 老年病研究所附属病院 リハビリテー
ション部

key words 片麻痺・エネルギー量・四肢周径

【目的】
片麻痺患者における四肢周径を急性期から在宅まで評
価することで、エネルギー摂取量と消費量が体重および
周径に与える影響を検討する。
【方法】
対象：視床出血・右麻痺。70 歳代・男性。初期評価時、
体重 54kg、BMI21.5、BRS 4-4-3、Barthel Index 5 点、m-
FIM 17 点。発症 7週目に回復期に転棟。19 週目にT字
杖歩行自立し自宅退院。測定項目：体重、麻痺側・非麻
痺側の大腿周径（膝蓋骨上 0cm、5cm、10cm、15cm）、
下腿周径（最大）、上腕周径（最大）、入院中は隔週で 18
週間 10 回、在宅は発症 24 週に 1回、計 11 回測定。エネ
ルギー摂取量と推定消費量は、入院中のみ毎週記録。摂
取量は当院栄養課の記録を使用。消費量はハリスベネ
ディクトの式から算出。摂取量と消費量の差からエネル
ギー蓄積量を算出。本研究は対象者に十分説明し同意を
得て行った。
【結果】
0週、4週、8週、12 週、18 週、24 週における体重は、
それぞれ、54kg、50kg、50.5kg、51kg、53kg、51.5kg、
大腿周径（10cm）は、それぞれ、麻痺側 40.5cm、37.5cm、
38.0cm、39.0cm、39.5cm、38.5cm で、非麻痺側 40.5cm、
38.5cm、38.5cm、38.5cm、40.0cm、39.5cm であった。エ
ネルギー蓄積量は、超急性期（0週、1週）と合併症罹患
期（4週、5週）において、それぞれ、-24kcal/日、-58kcal/
日、-283kcal/日、-290kcal/日であり負の値を示した。そ
れ以外の期間では 45～280kcal/日であり正の値を示し
た。
【考察】
発症直後から麻痺側・非麻痺側の両下肢に周径減少が
みられ、先行研究と同様の結果を示した。体重・周径の
増加が、合併症の改善によりエネルギー蓄積量が正に転
換した 6週目以降に見られたことから、合併症によるエ
ネルギー蓄積量の低下を防ぐことが、体重・周径の減少
を予防する一因になると考えられた。
【まとめ】
脳血管障害においても、エネルギー消費量に合わせて
摂取量を適切に調整することが、体重・四肢周径の減少
を防ぐために必要な可能性が示唆された。



O-155 Head Mounted Display アダプテーション
に足底接地の有無が及ぼす影響

井出彰悟1），沼尾 拓2），網本 和3），市川恭兵1）

1）医療法人社団青葉会 新座病院 リハビリテーション
科
2）専門学校 社会医学技術学院 理学療法学科
3）首都大学東京 人間健康科学研究科 理学療法科学域

key words Head Mounted Display・アダプテーション・体性感覚

【目的】
半側空間無視（USN）の治療に視野を水平面上で変位
させるプリズムアダプテーション（PA）が報告されてい
るが実際のUSN患者では水平面だけでなく前額面上で
の変位も同時に起きているとされる。Head Mounted
Display（HMD）とweb カメラを使用することで、視野
を水平面と前額面の三次元上で変位させることが可能と
なっている。水平面上（Yaw角）での PA同様の効果は
報告されているが前額面上（Roll 角）の効果は明らかと
なっていない。体性感覚の情報を減らすことで視覚情報
の比率を増やし、アダプテーションが優位に進むのでは
ないかと考え、足底接地の有無によるアダプテーション
の効果を検証した。
【方法】
書面にて説明し同意を得た健常成人 16 名を足底接地
群と非接地群に分けた。介入の前後に評価課題として、
カメラを正中に向けたHMDを装着し足底を接地または
非接地させた座位をとり、前方に設置したタッチパネル
の体幹正中、胸骨柄の高さを人差し指で指差す課題を 10
回ずつ行い、自身の上肢が見えないよう視界を調節した。
介入は同様の肢位で胸部前方に 4点のターゲットを表示
し、目視しつつランダムに計 48 回指差しをさせた。HMD
に装着したカメラを水平面上で右へ、前額面上で反時計
回りにそれぞれ 10 度傾けた。介入前後での指差し位置の
ずれを計測した。
【結果】
足底接地群は介入前に比べ介入後には水平面上で 35

±23mm左へ偏倚していた（p＜.01）。足底非接地群は水
平面上で 33±7mm左へ、前額面上で 43±26mm下方へ
偏倚していた（p＜.01）。
【考察および結論】
両群とも水平面上のアダプテーションは有意に生じて
いたが、体性感覚情報の影響のある前額面上の視野変化
に対しては、臀部、足底と体性感覚情報の多い足底接地
群においてはアダプテーション効果が認められず、臀部
のみの足底非接地群は有意なアダプテーション効果が示
された。症例に適用する場合にこのような足底接地の有
無が重要な条件となると推察される。

O-156 Body Lateropulsion を呈した症例に対す
る段階的立位保持評価と介入の効果

富田 駿1），加藤宗規2）

1）医療法人社団千葉秀心会 東船橋病院
2）了徳寺大学

key words Body Lateropulsion・脳梗塞・立位

【目的】
Body Lateropulsion（以下，BL）を呈し，立位保持困難

となった症例に対し，段階的難易度調整を用いた評価と
介入を実施し，その効果について検討した．
【方法】
対象は 80 歳代女性．診断名は左中脳～視床梗塞であっ
た．右上肢には軽度運動麻痺を認めたが，下肢には認め
なかった．感覚は右上肢のみ深部・表在覚とも軽度障害
であった．初期評価（3病日）ではBurke Lateropulsion
Scale（以下，BLS）が 13/17 点であり，立位では右側後
方に傾き立位保持が困難であった．3病日から 6病日の
立位保持練習は平行棒片手支持及び両手支持にて実施し
たが，介助を要した．そこで 7病日より段階的難易度調
整を用いた評価と介入を開始した．目標を 1分間の立位
保持とし，前方に鏡を設置した状態で支持物を段階的に
変更した．支持物の段階は，段階 1：縦手すり，段階 2：
平行棒片手支持，段階 3：両手掌支持，段階 4：片手掌支
持，段階 5：支持物なしの 5段階であり，段階の引き上げ
基準は 1度でも 1分間の立位保持に成功した場合とし
た．本研究はヘルシンキ宣言に則り，当院生命倫理審査
委員会の承認を得て行い，症例と家族からも承諾を得た．
【結果】
17 病日に段階 4での立位保持に成功し，介助者 1人で
のトイレ介助が可能となった．退院となった 33 病日時点
において段階 5での立位保持は困難．BLSは立位項目の
改善は認めず 10/17 点であった．
【考察】
理学療法を実施した 30 日間において，BLSの立位項

目評価では改善を認めず，理学療法への動機づけにもネ
ガティブな影響を及ぼす可能性もあるとともに，トイレ
が 1人介助で可能となった変化をBLSでは説明できな
い．段階的難易度調整を評価と介入に用いることにより，
比較的短期間で立位改善を確認すること，および日常生
活活動にも反映することが可能となるため，BLを呈す
る症例に有用であると考えられた．



O-157 退院時Gait Efficacy Scale の有用性と日
常生活自立度判断の検討

鈴木淳志，原島宏明，宮野佐年
医療法人財団 健貢会 総合東京病院 リハビリテー
ション科

key words 歩行・自己効力感・自立度判断

【目的】
牧迫らにより、歩行の自信の程度を把握する指標とし

て、Gait Efficacy Scale（以下 GES）が良好な信頼性を有す
る評価であると報告されており、自己効力感が歩行指標の
変数やADLの低下、転倒の発生に影響を与えるとされて
いる。退院時ADLの自立の可否は、在宅復帰に対し重要
な因子であるが、GESを用いた自立度判断の報告は少な
い。本研究の目的は退院時GESの有用性の検討と自立度
判断値の算出は可能であるかの検討とした。
【方法】
対象は当院回復期病棟に在棟していた脳卒中患者 49 名

（男性 33 名女性 16 名、年齢 70±11.6 歳）であり、評価項
目は入退院時のGES、MMSE、10m歩行快適・最大速度
（以下 10mCWS・10mMWS）、TUG、FBS、ABMS、FIM、
mRSとした。統計学的処理では相関の検討、ROC曲線を
作図し、感度、特異度より、カットオフ値の算出を行った。
各変数の関係は Spearman の相関を用いた。解析は SPSS
17.0jForWindows を用い、5％未満を有意水準とした。
【倫理的配慮】
本研究は当院リハビリテーション科における標準的評

価のデータベースからの解析であり、全て匿名化された既
存データのみで検討を行った。
【結果】
退院時GESと相関が認められた退院時評価項目は

MMSE.312、ABMS.392、FBS.639、10mCWS.540、10
mMWS.565、TUG.525、mRS.339、FIM.421 となった。ROC
曲線では曲線下面積.716、感度.941、特異度.583 であり、
mRS grade2 と 3 を判別する退院時GESのカットオフ値
は 54.5 点と算出された。
【考察】
結果より退院時GESと多くの評価項目に相関がみられ

た。これは回復期病棟において、身体機能面の向上には自
己効力感も関係が強いことが示唆されている。カットオフ
値より、自立度判断時GESも因子に加えることで、身体機
能面、精神・心理面を含め、適切な自立度判断ができるの
ではないかと考えられる。
【まとめ】
症例数を重ね比較・検討していくことで、さらにGES

評価の有用性の検証が必要である。

O-158 足漕ぎ車いす使用が回復期脳血管障害者
の歩行に与える影響

尾崎将俊1），村井政夫2），磯部貴光1），村田知之3），
沖川悦三3），菅野達也3），柏原康徳3），山本澄子4）

1）七沢リハビリテーション病院 脳血管センター 理学
療法科
2）七沢リハビリテーション病院 脳血管センター MD
3）神奈川リハビリテーション病院 リハビリテーション
工学科
4）国際医療福祉大学大学院 Ph.D.Eng

key words 足漕ぎ車いす・回復期脳血管障害者・歩行

【目的】
近年、既存のペダリング機器とは異なる足漕ぎ車いす
が登場した。足漕ぎ車いすはペダリング装置を漕ぎなが
ら、ハンドル操作することで前後・左右への移動が可能
である。本研究の目的は、回復期脳血管障害者に対して
足漕ぎ車いす使用が即時的に歩行速度の変化に及ぼす影
響を運動学、運動力学的に分析することである。
【方法】
足漕ぎ車いすは Profhand、計測機器は三次元動作解析

装置、床反力計を使用した。対象は回復期脳血管障害者
7名。計測課題は足漕ぎ車いす使用前後の最大努力下の
歩行 3施行及び足漕ぎ車いすペダリング計測とした。統
計学的処理は、足漕ぎ車いす使用前後の歩行の時間距離
因子・運動学・運動力学的パラメーター、ペダリング運
動の麻痺側と非麻痺側の時間因子を比較するため有意水
準 5％としWilcoxon の符号順位和検定を用いた。
【倫理上の配慮】
本研究は当院の倫理審査委員会の承認を得て行った。

【結果】
歩行速度は使用前 1.1m/s から使用後 1.3m/s に有意な
増加が認められた。床反力では、歩行周期における麻痺
側踵離れからつま先離れの麻痺側床反力前方成分が使用
前 1.7N/kg から使用後 2.0N/kg になり有意な増加が認
められた。関節モーメントでは，歩行周期における麻痺
側踵離れからつま先離れの麻痺側股関節屈曲モーメント
が使用前 0.9Nm/kg から使用後 1.1Nm/kg になり有意な
増加が認められた。ペダリング動作の各相における所要
時間では、下肢関節伸展から屈曲に移る相が非麻痺側に
比較して麻痺側で長くなる傾向があった。
【考察】
ペダリング運動において下肢最大伸展から屈曲に切り
替わる時期で麻痺側の所要時間が長くなる傾向があっ
た。この切り替える動作は，歩行周期中の麻痺側の踵離
れからつま先離れの相に類似している。よって、下肢の
伸展から屈曲に切り替える動きへのトレーニング効果が
麻痺側股関節屈曲モーメント、麻痺側床反力前方成分増
加に繋がり、歩行速度が増加したと考えられた。



O-159 歩行神経筋電気刺激装置とゲイトソ
リューションデザインを使用した歩行練
習の即時的効果

米村祐輝1），川嵜康太1），呂 善玉1），田中亨典1），
池田智子1），金野千春1），小池友佳子2）

1）鎌倉リハビリテーション 聖テレジア病院
2）神奈川県立保健福祉大学 リハビリテーション学科

key words 脳卒中片麻痺患者・ウォークエイド・筋電図

【目的】
我々は第 51 回日本理学療法学術大会において，脳卒中
片麻痺患者に対する歩行神経筋電気刺激装置（帝人ファー
マ株式会社，ウォークエイド，以下WA）とゲイトソリュー
ションデザイン（以下GSD）の併用（以下WA＋GSD）に
よる歩行練習の即時的効果について報告した．本研究で
は，WAと GSDの効果をより詳細に分析する為，GSD
のみとWA＋GSDの歩行練習による筋活動の変化を検証
した．
【方法】
対象は脳卒中片麻痺患者 5例（男性 5名，平均年齢 59.8
歳）とし，下肢Brunnstrom Recovery Stage3～5，下腿三
頭筋の筋緊張はModified Ashworth Scale1～3 であった．
介入は対象者ごとにGSDのみとWA＋GSDの歩行練習
を各 30M行った．それぞれ別日に実施し，間に未実施日を
1日設けた．計測はGait Judge System（パシフィックサプ
ライ社製）と表面筋電計を用い，介入前後の 10M歩行所要
時間と麻痺側前脛骨筋，腓腹筋の筋活動を測定し，麻痺側
遊脚期の各筋の積分値を算出した．統計処理はWilcoxon
の符号付順位検定を用い，各介入前後で比較した．有意水
準は 5%とした．
【倫理的配慮】
本研究は，当院生命倫理委員会の承認を受け，対象者に
は書面にて同意を得て実施した．
【結果】
WA＋GSD介入前後において腓腹筋の筋活動に有意差

を認め，介入後は筋活動が減少した．GSDのみ介入前後の
腓腹筋の筋活動，WA＋GSD，GSDのみ介入前後の前脛骨
筋の筋活動に有意差は認めなかった．また，10M歩行所要
時間は数例の改善は認めたが，各介入前後で有意差は認め
なかった．
【考察】
WAの効果として皮質脊髄路を刺激し拮抗筋の痙性の

改善を認めると報告されていることからも，本研究の結果
は，WAにより麻痺側遊脚期に腓腹筋の筋活動減少を可能
とし，脳卒中片麻痺患者に対する歩行練習の一手段として
の有効性を示唆するものと考える．しかし，10M歩行所要
時間については歩行速度の向上に至らない例もあり，WA
の効果を活かす適応例について検討していく必要がある．

O-160 回復期における脳卒中片麻痺患者の麻痺
側および非麻痺側下肢筋力の変化と歩行
自立度についての検討

野本真広1），矢倉千昭2），石川 響3），鈴木大毅3），
合田明生4）

1）武蔵野陽和会病院 リハビリテーション科
2）聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部
理学療法学科
3）コミュニティーホスピタル甲賀病院 リハビリテー
ション科
4）十全記念病院 リハビリテーション科

key words 脳卒中片麻痺患者・歩行自立度・膝関節伸展筋力

【目的】
脳卒中片麻痺患者の麻痺側下肢筋力は歩行自立の独立

因子であり，麻痺側膝関節伸展筋力は歩行能力と関連する
ことから，歩行自立に影響する可能性がある．しかし，回
復期における歩行自立度との関連を示した報告は少ない．
本研究は，回復期リハビリテーション病院に入院中の脳卒
中片麻痺患者を対象に，入院時と退院時の麻痺側および非
麻痺側下肢筋力と歩行自立度との関係を調査した．
【方法】
対象は，脳卒中片麻痺患者 22 名（年齢 70.5±12.9 歳，男

性 13 名，女性 9名）であった．患者の基本情報として，年
齢，性別，疾患名，障害名，MMSEの点数，FIMの総得
点，運動項目，認知項目の点数，移動項目の点数を収集し
た．下肢筋力は，入院時と退院時における麻痺側および非
麻痺側膝関節伸展筋力を測定した．本研究は，聖隷クリス
トファー大学院の倫理委員会の承認を得て実施し（受付番
号：15016），ヘルシンキ宣言に沿って研究を実施した．
【結果】
歩行自立患者は，入院時 13 名に対し退院時 19 名であっ

た．入院時歩行自立群の非麻痺側膝関節伸展筋力は，非自
立群より有意に高い値を示した（p＜0.05）．入院時歩行非
自立群と退院時歩行自立群では，非麻痺側膝関節伸展筋力
が有意に高い値を示した（p＜0.05）．入院時および退院時
歩行非自立群では，麻痺側膝関節伸展筋力が低下する傾向
を示した．
【考察】
脳卒中片麻痺患者において，入院時および退院時の非麻
痺側膝関節伸展筋力は歩行自立に関係する可能性が示さ
れた．先行研究より，脳卒中片麻痺患者の歩行動作は，麻
痺側および非麻痺側の膝関節伸展筋力が重要であると報
告されており，脳卒中片麻痺患者の歩行自立に非麻痺側膝
関節伸展筋力が影響を及ぼした可能性があると考えられ
る．
【まとめ】
脳卒中片麻痺患者において，非麻痺側膝関節伸展筋力は
歩行動作の自立に影響を及ぼす可能性があり，麻痺側の下
肢機能だけでなく非麻痺側の下肢機能も評価していくこ
とが重要である．



O-161 産官学連携による地域での運動器機能評
価に基づくスクリーニングからの介入を
含めた介護予防事業の試み

宮本恵理1），三浦 隆1），原田悠平1），中村 豊2）

1）アルケア株式会社
2）東海大学体育学部生涯スポーツ学科

key words 介護予防・ロコモ度テスト・運動継続

【目的】
神奈川県大磯町において、大磯町、東海大学、アルケ
ア株式会社の三者による産官学連携での運動器機能評価
と介護予防教室を併せたモデル事業を実施し、その有効
性を検証する。
【方法】
大磯町の特定健康診査参加者のうち、同意の得られた
513 人に運動器機能評価（ロコモ度テストとアルケア社
製訓練機能付下肢筋力測定器『ロコモスキャンⓇ』による
大腿四頭筋を中心とした下肢筋力測定）を行い、基準以
下の結果を示した者および希望者の合計 85 人を対象に
半年間、月一回の介護予防教室（強度別運動指導、健康
講話、レクリエーション）を実施した。教室では初回と
最終回の各種機能測定に加え、毎教室開催時に下肢筋力
測定を実施し、その結果に応じて毎月の運動負荷強度を
決定した。本教室は医師、保健師のほか神奈川県理学療
法士協会から派遣された理学療法士の管理の下に開催さ
れた。本事業はヘルシンキ宣言に沿って行い、東海大学
「人を対象とする研究」に関する倫理委員会において承認
を得た上で実施した。
【結果】
参加者の教室継続率は 87％、データ取得率は 81％で
あった。項目別の結果では全体の 87％が下肢筋力向上を
示した。また、ロコモ度テストは 65.2％が向上、23.2％
が維持となった。ロコモ度テスト項目のうち身体的機能
評価法である「立ち上がりテスト」、「2ステップテスト」
ではそれぞれ 27.5％、44.9％の結果向上が認められ主観
的評価法の「ロコモ 25」では 66.7％が改善傾向を示した。
その他に、歩行速度、片脚立ちでは有意に改善傾向を示
した。
【考察】
地域レベルで運動器機能評価を行い、健康リスクを有
すると思われる住民を対象に介護予防教室を開催するこ
とにより、参加者の健康を身体的指標・主観的指標の双
方から向上させることができた。今回の定期的な下肢筋
力測定による個人に適した負荷の運動指導が、参加者の
無理のない運動継続につながり、運動器機能向上に貢献
したと考えられる。

O-162 地域在住高齢者における足趾把持力の運
動機能との関連―山間部在住高齢者の検
討―

加藤仁志1），渡部美沙2），中村有希3），入山 渉4），
鳥海 亮1,4）

1）群馬パース大学
2）イムス富士見総合病院
3）高島平中央総合病院
4）慶友整形外科病院

key words 足趾把持力・山間部在住高齢者・運動機能

【目的】
都市部在住高齢者における足趾把持力を調査した先行
研究では、足趾把持力は高齢者の運動機能の評価として
有用であり、介護予防や転倒予防における評価法として
活用できることが示唆されているが、山間部では足趾把
持力と運動機能との関連は明らかにされておらず、評価
の有用性は明らかになっていない。そこで本研究では、
山間部在住高齢者における足趾把持力評価の有用性を検
討するために、足趾把持力と運動機能との関連を明らか
にすることを目的とした。
【方法】
対象は山間部の介護予防事業に参加している地域在住
高齢者 28 名とした。検査項目は足趾把持力、等尺性膝伸
展筋力、片脚立ち時間、Functional Reach Test（FR）、5
m最大歩行、Timed Up and Go Test（TUG）であった。
足趾把持力の測定は足趾筋力測定器を用い、測定肢位は
椅子座位とし足趾を測定器のバーに掛け、バーを最も把
持しやすい位置に調節し、最大筋力で足趾を屈曲させ筋
力を測定した。統計学的解析は、足趾把持力と他の運動
機能との関連を検討するために Spearman の相関係数
を算出した。また、片脚立ち時間、FR、5m最大歩行速度、
TUGを従属変数とした重回帰分析を行った。対象者には
書面にて研究内容を説明し、署名にて同意を得た。
【結果】
足趾把持力との相関が認められたのは片脚立ち時間の
みであった（r=0.39、p=0.04）。片脚立ち時間、FR、5m
最大歩行速度、TUGを目的変数とした重解析分析の結
果、いくつかの項目が説明変数として抽出されたが、い
ずれの分析においても足趾把持力は抽出されなかった。
【考察】
山間部在住高齢者における足趾把持力は他の運動機能
との関連性が低く、評価としての有用性も低く、先行研
究とは異なる結果であった。本研究と先行研究との相違
点は、対象者の居住地域であり、本研究では山間部に在
住し、先行研究では都市部に在住している。この山間部
と都市部の相違点として生活様式や職業歴などの影響が
考えられた。



O-163 慢性痛を持つリハビリテーション従事者
における痛みの精神的要素と身体機能，お
よび身体活動量の検討

坂本祐太1），志茂 聡2），甘利貴志1），堀内俊樹1），
渡邉浩文1）

1）笛吹中央病院 リハビリテーション科
2）健康科学大学 健康科学部 作業療法学科

key words 就労者・慢性痛・身体機能

【はじめに】
慢性痛には精神・認知的要素が影響する。就労者の抱
える痛みとしては腰痛が代表的である。近年、就労者の
腰痛に対し，身体機能として柔軟性や筋力の改善が痛み
の軽減に関与する報告は散見されるが，リハビリテー
ション従事者を対象にした報告は少ない。本研究では，
慢性痛をもつ就労者の，痛みの精神・認知的要素と身体
機能の比較とともに身体活動量を指標の一つとして検討
した。
【方法】
対象は，リハビリテーション業務の従事者とした。3
か月以上の痛みを持つ慢性痛群 9名，健常群 11 名の計
20 名とした。評価項目は，慢性痛評価としてVisual Ana-
log Scale，Pain Catastrophizing Scale，Hospital Anxiety
and Depression Scale を用いた。身体機能には，握力をス
メドレー式握力計，下肢筋力を徒手筋力計で膝伸展筋ト
ルク値（Nm/kg）を算出し，柔軟性をFFD（Finger Floor
Distance：指床間距離）で測定した。身体活動量は，身体
活動量計を用いた。統計学的解析は慢性痛群と健常群の
2群を t 検定で比較し，解析には JMP ver11 を用いた。な
お，本研究はヘルシンキ宣言に則り説明し，同意を得た。
【結果】
慢性痛群は，痛み期間 230.6±228.1 週，VAS 36.9±27.9
mm，痛み部位は腰部 4名，頭頚部 3名，鼠径部 2名，胸
部 1名，肩部 1名，膝部 1名となった。統計学的解析で
は，FFDは慢性痛群-5.6±8.6cm，健常群 5.13±9.2cm
で統計学的有意差を得た（p＜0.05）。その他の項目では，
統計学的有意差は得られなかった。
【考察】
本研究により，リハビリテーション従事者における慢
性痛の部位は腰痛の比率が多い傾向が明らかとなった。
しかし，その他の部位においても，慢性化した痛みを訴
える対象がみられた。慢性痛群と健常群の比較では，柔
軟性の指標であるFFDに統計的有意差を得た。また，痛
みの精神・認知的要素，身体活動量は有意差を認めな
かった。就労者における慢性痛には，身体機能の柔軟性
が関係する可能性が示唆された。

O-164 保険薬局における健康増進の取り組み～
管理栄養士との協働によるウォーキング
イベント開催～

吉澤隆治
薬樹株式会社 経営企画室

key words 保険薬局・リハ栄養・ウォーキング

【はじめに】
地域包括ケアにおける介護予防施策として、さまざま
な場所で理学療法士によるイベントが展開されている。
今回、介護予防および健康コミュニティの構築を目的に
保険薬局にてウォーキングイベントの定期的な開催ス
キームを確立した。
【方法】
ウォーキングイベントの中心となる実施内容は、メ
ディカルウォーキングというメソッドを採用した。実施
内容は以下の通りである。測定：血圧、体重、歩幅 講
座：歩行の効果（理学療法士）サルコペニアとは？＜運
動におけるたんぱく質摂取の重要性＞（管理栄養士）実
技：筋トレ、インターバル歩行（歩行速度計測）
【結果】
上記のスキームにて、月 1回の頻度で開催した。参加
人数は延べ 132 名（2015 年 6 月～2016 年 3 月）測定結果、
歩行速度の改善が認められた。また、参加者に聞き取り
を行った結果、ウォーキングが定着化した、股関節の痛
みが軽減したという回答を得た。
【考察】
この取り組みは、保険薬局が介護予防を実践する拠点
化、薬局起点の健康コミュニティの構築を目的として企
画した。保険薬局で行う理由として、外来リハや介護事
業所の利用を避ける傾向にある虚弱な高齢者が多数いる
ことを店舗勤務の薬剤師および管理栄養士に対するイン
タビューによって確認した。さらに、厚労省から 2015
年 10 月に出された「患者のための薬局ビジョン」の中で、
健康管理の拠点として保険薬局が健康サポート薬局とし
て機能することを期待されている背景がある。保険薬局
の機能に理学療法士としての専門性が加わることで、健
康不安のある地域住民に対し、薬剤師および管理栄養士
との専門的なアプローチによって運動を継続することが
可能になる。今後、このスキームが介護保険における地
域リハビリテーション活動支援事業として機能させるこ
とによって、安心安全なまちづくりにつなげていくこと
を関係機関とともに検証していく。



O-165 二次の介護予防事業における住環境評価
の必要性

原田智史
医療法人 石和温泉病院 リハビリテーション科 理学
療法室

key words 二次介護予防事業・住環境評価・理学療法士

【目的】
山梨県A市より委託された二次の介護予防複合プロ
グラムに多職種と共に携わっている。今回、ある対象者
から PTの専門性や住環境評価の必要性を考える機会を
得て、今年度からは評価する体制を整えた。今後 PTが介
護予防に携わる際の指針の一助となることを目的に実践
報告をする。なお本演題はヘルシンキ宣言を遵守し、対
象者には説明と同意を得ている。
【対象】
対象は変形性膝関節症を罹患し、BMI 29.6 の 74 歳女
性で、「膝が痛い」「階段の昇り降りが大変」との主訴を持
つ方である。問題点は、両膝関節の痛み、体重増、バラ
ンス能力低下、歩行能力低下。また、運動の為に行って
いる階段昇降が、過負荷の懸念があることや自宅内に段
差が多く、浴槽も深いなど住宅環境にも問題があった。
【プログラムの提示と結果】
膝の疼痛軽減及び持久力向上目的に筋力強化や座位
ウォーキング、座位バランスなどのプログラムを提示し
た。3か月後、長坐位体前屈、開眼片脚立位、5m最大歩
行、TUGに改善が認められたが、膝の痛みに変化はみら
れなかった。カンファレンスでは、保健師から「階段昇
降を無理して行っており、自宅内に段差が多く住環境が
整っていないため、運動よりも生活の安定が必要ではな
いか」という住環境評価の必要性を示唆する意見が出た。
【結論とまとめ】
我々の関わりで、身体機能の向上や自立した生活の継
続には繋がったが、住環境に対しては提案のみの指導と
なった。二次の介護予防は要介護状態の発生を防ぐこと
が目的であり、対象者は元来生活機能悪化のリスクを抱
えている。二次の介護予防で PTに求められる専門性は
「運動と生活を繋ぐ」ことであり、そのためには PTが住
環境評価と指導を行うことも必要である。A市の理解も
あり、介護予防事業として住環境評価を行う体制を整う
ことができたため、今後は住環境の視点も併せ持ち介護
予防を実践していきたい。

O-166 通所リハビリテーション利用中の要介護
者の IADL が運動機能の変化に与える影響

南條恵悟1），池田 崇2,3），前田真吾4）

1）湘南鎌倉総合病院 リハビリテーション科
2）昭和大学 保健医療学部
3）東京医科歯科大学大学院 医歯総合研究科 リハビリ
テーション医学分野
4）介護老人保健施設リハビリケア湘南かまくら

key words Frenchay Activity Index・通所リハビリテーション・運動機能

【目的】
通所リハビリテーション（通所リハ）ではFrenchay

Activity Index（FAI）を用いた手段的日常生活活動
（IADL）の評価が推奨されている。FAI で測定される身
体活動が地域高齢者の運動機能の維持に寄与することは
報告されているが，要介護者を対象とした報告は少ない。
そこで本研究は通所リハ利用中の要介護者を対象として
IADLの程度が運動機能の変化に及ぼす影響を検討する
ことを目的とする。
【方法】
対象は平成 27 年 5 月～平成 28 年 2 月の期間中に短時
間型通所リハを利用した要介護者で，6ヶ月以上の利用
があった 32 名（平均年齢 77.9±10.2 歳 男性 14 名 女
性 8名）とした。評価項目はFAI，Timed Up and Go Test
（TUG），Functional Reach Test，片脚立位保持時間，高
齢者用マシンによる Leg press，Hip abduction，Knee ex-
tension，Rowing の等尺性最大筋力の体重比とし，後方視
的に診療録より取得した。平成 27 年 5 月～7月までの計
測値を初回評価，3ヶ月後を中間評価，6ヶ月後を最終評
価とした。統計解析は初期評価時の全対象者のFAI の中
央値（14 点）を基準値とし，中間評価時の時点で基準値
よりも高い点数の対象者を高活動群 15 名，低い点数の対
象者を低活動群 17 名とした。群間での各評価項目の変化
率の比較を対応のない t検定を用いて行った。変化率は，
最終評価の値を初期評価の値で除し 100 を乗じた数値
（%）とした。統計学的有意水準は 5%とした。本研究は
リハビリケア湘南かまくら小倫理委員会（16-01-006）の
承認を得て実施した。
【結果】
TUGの変化率が高活動群（93.4±15.1%）に比べ低活動

群（102.9±10.4%）で有意に高値であり，その他の評価項
目の変化率には群間で有意差は見られなかった。
【考察】
IADLの自立していない地域高齢者で歩行習慣や外出
頻度の低下が歩行速度等の低下を招くとは報告されてい
る。本研究の結果から，低活動の要介護者は定期的な機
能練習をしていても移動能力の低下を招き易い可能性が
示唆された。



O-167 ロコモ 25 からみる自覚的不安感に関する
身体的特徴の検討

北原 俊，杉山正樹，大塚千晴，柏崎龍朗，高崎友宏
松戸市立福祉医療センター 東松戸病院

key words ロコモ 25・自覚的不安感・身体的特徴

【はじめに】
当院では平成 26 年度からロコモティブシンドローム

（以下ロコモ）健診を実施している。今回アンケートによ
るロコモ 25 を用い、受診者が運動機能の低下・生活状態
への不安を感じる要因となる身体的特徴について検討し
たので報告する。
【方法】
平成 26 年 4 月から平成 28 年 3 月の当院ロコモ健診受

診者 66 名をロコモ 25 の判定基準を基に「ロコモ度 0」群
（23 名）、「ロコモ度 1」群（21 名）、「ロコモ度 2」群（22
名）に分けた。身体機能として、「2ステップ値」、「脚力
年齢」、「開眼片足立位時間（左右）」、「閉眼片足立位時間」、
「10m歩行時間」、「TUG」を各群で多重比較・フィッ
シャーの正確確率検定を用い比較・検討した。尚、デー
タは厚生労働省情報管理ガイドラインに基づく匿名化の
処理管理を実施した。
【結果】
「2ステップ値」、「開眼片足立位時間（左右）」、「閉眼片
足立位時間」に各群で有意差は認なかった。「10m歩行時
間」では「ロコモ度 0群」対「ロコモ度 2群」で P値＝
0.011、「ロコモ度 1」群対「ロコモ度 2」群で P値＝0.002
の有意差を認めた。「TUG」では「ロコモ度 0」群対「ロ
コモ度 2」群で P値＜0.001、「ロコモ度 1」群対「ロコモ
度 2」群で P値＝0.001 の有意差を認めた。「脚力年齢」で
は「ロコモ度 0」群が 40 代-50 代に 16 名、「ロコモ度 1」
群が 60 代に 8名、「ロコモ度 2」群が 70 代に 9名と各群
内で人数が集まっており、P値＜0.001 にて有意差を認め
た。
【考察】
高齢者は運動単位数の減少によりTypII 繊維の縮小、

TypI・TypII の混在が増加するといわれている。「10m
歩行」、「TUG」、「脚力年齢」では他と比較し、TypII
繊維の影響が大きいと考えられ、下肢筋力低下が受診者
の自覚的不安感の原因となったことが推測される。
【まとめ】
受診者の自覚的不安感の身体的特徴として下肢筋力の
低下の影響が大きいことが確認された。

O-168 大腿骨頚部骨折の転退院時早期杖歩行自
立に関わる予測因子について

山賀恭輔1），三宮将一1），坂本篤則1），田村暁大1），
戸塚裕亮1），上林和磨1），刀根章浩1），赤坂清和2），
山本邦彦（MD）3）

1）赤心堂病院 リハビリテーション科
2）埼玉医科大学 保健医療学部理学療法学科
3）赤心堂病院 整形外科

key words 大腿骨頚部骨折・杖歩行自立・トランスファー

【目的】
大腿骨近位部骨折では 3週間以内にADL能力が回復
しない場合に病院転院が多いが早期に杖歩行が自立し自
宅退院となる症例がある。今回、大腿骨近位部骨折の年
齢、術後在院日数等の基本情報や術後 5日の SLR、基本
動作、トランスファーや歩行介助量と歩行補助具を調査
し転退院時の杖歩行自立に関わる予測因子を検討した。
【方法】
2015 年 2 月～2016 年 1 月に入院した大腿骨近位部骨
折 95 例から保存療法、ハンソンピン、術後併存症状があ
る症例等を除外し、術後 5日に調査項目の全ての情報が
ある 40 例を対象。調査項目は年齢、術後在院日数、術前
待機日数、受傷機転、術前屋内外歩行能力、認知症の有
無、骨折側、骨折部位（頚部または転子部）、手術内容、
術後 5日の SLR可不可、起き上がり、起立、立位、トラ
ンスファー、歩行の介助量と歩行補助具、荷重量とした。
起き上がり、起立、立位、トランスファーは監視以上を
可、介助以下は不可、歩行は歩行器歩行監視以上で可、
歩行器歩行介助や平行棒内歩行、歩行困難は不可とした。
転退院時は病棟内歩行介助量、歩行補助具、荷重量を調
査し杖歩行が修正自立以上で自立、監視以下は不可とし
た。退院時杖歩行自立（10 例）と不可（30 例）の 2群と
し術後在院日数、術前待機期間、年齢のMann-Whitney
U検定を行った。ロジスティック回帰分析は目的変数を
杖歩行自立・不可、説明変数は χ2 検定 p＜0.1 の項目、術
後在院日数、術前待機期間、年齢は単回帰分析 p＜0.1
とし p値を用いたステップワイズにて変数選択を行っ
た。
【結果】
術後在院日数、術前待機期間、年齢に有意差はなかっ
た。χ2 検定は認知症の有無、起き上がり、立位、起立、
トランスファー、歩行器歩行可不可に有意差を認めた。
ロジスティック回帰分析は骨折部位が頚部、トランス
ファー可能を抽出した。
【考察】
転退院時の杖歩行自立は頚部骨折で術後 5日にトラン
スファー可であることに影響される可能性が高いと示さ
れた。



O-169 低頻度の全身振動トレーニングが運動器
不安定症の患者に及ぼす影響

長嶋 遼，鎌田知紗，日野裕介，小島一則（MD），
長田信人（MD）
医療法人社団祐昇会 長田整形外科 リハビリテーショ
ン科

key words 全身振動トレーニング・運動器不安定症・低頻度

【目的】
全身振動トレーニング（以下WBVT）は振動刺激を用い
た運動療法であり、関節負荷が低いことから医学領域に用
いられている。先行研究は高頻度（週 3回）のものが散見し
ているため、低頻度（週 1回）でのWBVTの効果を研究す
ることとした。
【方法】
対象は運動器不安定症と診断された 26 名（男性 3名、女
性 23 名、平均年齢 72.5 歳）。WBVTを行う群（WBVT
群）と床上で行う群（no-WBVT群）をランダムに分け ham-
strings stretch、squat、deep squat を各 30 秒、週 1回で 12
週行った。WBVTは Power PlatePro5Ⓡ：POWER PLATE
International 社製を用いた。home exercise は安保らの研
究から leg extension と ASLR exercise を指導し実施頻度
を確認した。1、4、12 週目に 30 秒椅子立ち上がりテスト
（CS-30）、TUG、片脚立位を測定し結果を t検定で解析し
た。被験者には本研究の趣旨を説明し書面にて同意を得た。
【結果】
CS-30 は 4 週目でWBVT群が no-WBVT群に比べ有意
に値が上昇した（p＜0.05）。TUGは 4週目で群間の有意差
は見られなかったが、12 週でWBVT群が no-WBVT群に
比べ有意に減少した。片脚立位は群間での有意差は見られ
なかった。また home exercise の回数に有意差は見られな
かった。
【考察】
全身振動は連続的な伸張反射と相互抑制を生じる緊張性
振動反射を引き起こす。Roelants らの研究では squat 姿勢
による筋電図を測定した所、WBVTを用いた場合下肢筋力
の筋電図が有意に上昇した（227～400%）とされている。
WBVTによる筋活性化に加え、拮抗筋の相互抑制が生じた
ことで高い負荷を与え、筋力増加が生じたと推察する。また
松田らの報告では下肢筋力と動的バランスの相関が認めら
れており、WBVTによる動的バランスの改善も示唆され
た。
【おわりに】
WBVTは医療現場での利用が増加しているが研究報告
の数は少ない。本研究では週 1回という低頻度においても
その効果が確認された。今後は運動療法の選択肢の一つに
なりうる可能性が伺われた。

O-170 中高齢者における反復性肩関節脱臼に腱
板断裂を合併した症例の鏡視下修復術後
の関節可動域推移

佐藤元勇1），仲島佑紀2），大西和友3），三上紘史2），
藤井 周4）

1）船橋整形外科市川クリニック
2）船橋整形外科市川リハビリクリニック
3）船橋整形外科病院 肩関節・肘関節センター
4）船橋整形外科西船クリニック

key words 反復性肩関節脱臼・腱板断裂・関節可動域

【目的】
中高齢者の反復性肩関節脱臼はBankart 損傷に加え

腱板断裂を合併することがあり、その両者を修復した場
合、術後可動域の回復が遷延することが懸念される。本
研究は、鏡視下Bankart 修復術（ABR）に鏡視下腱板修
復術（ARCR）を併用した症例の術後可動域推移を検証す
ることを目的とした。
【方法】
当院において 50 歳以上でABRを施行し、術後 6ヶ月
以上経過観察が可能であった 34 例を対象とした。ABR
単独で行った 24 例（単独群：男性 9例、女性 15 例、年
齢 56.6 歳）とABRにARCRを併用した 11 例（併用群：
男性 3例、女性 8例、年齢 66.5 歳）の 2群に分類した。
これら両群の術後 1、3、6ヵ月の可動域推移を比較検討
した。統計学的解析には両群間および時期を 2要因とし
た 2元配置分散分析を用い、有意水準は 5%とした。なお
術前可動域は単独群で他動挙上（AE）は 153.3±17.7̊、下
垂位他動外旋（ER）で 57.9±11.7̊、併用群AEは 142.7
±32.5̊、ERは 57.2±10.8̊ であり両群間に有意差はな
かった。データの取扱いにはプライバシーの保護に充分
配慮した。
【結果】
術後 1、3、6ヵ月における可動域は、AEは単独群で
118.3±20.3̊、143.7±14.5̊、157.5±15.8̊、併用群で 116.8
±18.6̊、145.9±21.8̊、152.7±21.0̊ であった。ERは単独
群で 17.5±17.0̊、28.9±14.9̊、43.5±17.1̊、併用群で 20.9
±10.6̊、31.3±11.6̊、40.0±14.3̊ であった。両群間および
時期を 2要因とした 2元配置分散分析の結果、各時期に
よる主効果は認めたが、両群間では主効果は認められな
かった。
【考察】
中高齢者の反復性肩関節脱臼に対する鏡視下Bankart
修復術は、腱板修復術を併用しても術後早期の他動関節
可動域の推移は同等であった。本研究結果は術後理学療
法展開の一助となると考えるが、臨床上、併用群におい
ては可動域回復に難治する症例も見られたことを考慮
し、今後さらに症例数を増やし追究していく必要がある
と考える。



O-171 FBS45 点未満における歩行時杖使用の有
用性の検討

松田直也，原島宏明，宮野佐年
医療法人財団 健貢会 総合東京病院 リハビリテー
ション科

key words FBS・杖・歩行安定性

【目的】
Functional Balance Scale（以下，FBS）は，歩行自立度
を決定する際に用いられることが多く，各施設において
そのカットオフ値を見い出す報告は多い．Berg らはその
基準値を 45 点と報告している．しかし，実際の生活場面
ではFBS45 点未満であっても杖（T字杖，4点杖）を用
いて歩行していることが少なくないと思われる．そこで
本研究では，FBS45 点未満の患者が杖を使用し何程の安
定性を成しているのかを検討することである．
【説明と同意】
後方視的研究であり，全て匿名化された既存のデータ
を使用し検証した．
【方法】
対象は，平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日の間
に当院回復期リハビリテーション病棟に入院した運動器
疾患（大腿骨頚部骨折，脊椎圧迫骨折，TKA術後）の患
者 52 名（男性 6名，女性 46 名，平均年齢 80.8 歳）で，
歩行訓練導入時FBSが 45 点未満の患者とした．なお，
MMSE21/30 点以下（認知症の疑いが強い）の患者は対象
外とした．関連因子に，病棟歩行導入後の転倒歴を設定
した．統計解析は，FBS45 点未満の患者を杖使用にて歩
行自立群，監視群，介助群に分け，カイ二乗検定を用い
有意水準は 0.05 とした．
【結果】
自立群 17 名，監視群 24 名，介助群 11 名となり監視群
が有意に多い結果となった．また，自立群の中で杖を使
用し病棟歩行導入後に転倒した患者は 1名であり，5.8％
の割合であった．点数では，自立群 37～44 点，監視群
33～43 点，介助群 9～24 点であった．
【考察】
今回の検討で，FBS45 点未満であっても杖を用いれば
歩行の安定性が成されると考えていたが，結果は監視を
要する場面が多いことが示唆された．今後は，どの場面
で転倒することが多いのか，杖の使用方法や適正，導入
時期の評価，その他の歩行補助具の選定など更なる検証
が必要と思われる．

O-172 健常者における立位スタンス幅と歩行開
始パターンの関係

湖東 聡1,2），関屋 昇2），加茂野有徳2）

1）昭和大学藤が丘病院 リハビリテーション室
2）昭和大学保健医療学部 理学療法学科

key words 歩行開始・立位スタンス幅・転倒

【目的】
歩行開始時の転倒が比較的高い頻度で高齢者に認めら
れる。バランス不良の場合には立位のスタンス幅を拡大
させることが多く、歩行開始のプロセスの中に転倒の一
因があるかもしれない。本研究では基礎研究として、立
位のスタンス幅と歩行開始プロセスの関係を、運動学的
および運動力学的側面から明らかにすることを目的とし
た。
【方法】
本研究は昭和大学保健医療学部倫理委員会で承認され
た。対象は整形外科的及び神経学的疾患の既往のない健
常成人男性 6名とし、十分な説明の後同意書への署名を
得た。被験者は床反力計上で 3つのスタンス幅条件（閉
足位、開脚 15cm、開脚 30 cm）で静止立位姿勢をとり、
合図に従って前方に歩いた。計測にはVICON MXシス
テムと床反力を用いた。統計解析にはFriedman 検定を
用いた。
【結果】
遊脚開始前の床反力逆応答現象（遊脚側床反力が一度
増大する現象）は立位スタンス幅が大きいほど大きく
なった（p＜0.05）が、後方へのシフトの大きさには立位
スタンス幅の影響が認められなかった。重心移動につい
ては、1歩目の遊脚が開始される前に重心は立脚側に側
方移動しながら前方へ動くが、この時の最大側方重心移
動量は、立位スタンス幅が大きいほど大きくなった（p
＜0.05）。支持脚股関節内転角度と外転トルクは立位スタ
ンス幅が小さいほど大きくなった（p＜0.05）。
【結論】
床反力逆応答現象と初期の立脚への重心側方移動量

が、立位スタンス幅が大きいほど大きくなったことから、
安定を求めて立位スタンス幅を広くしておくことは振り
出し脚への初期負荷を増大させ、側方への運動を増大さ
せることを示している。また、支持脚股関節内転角度と
外転トルクが立位スタンス幅が小さいほど大きくなった
ことは、歩行開始時の立位スタンス幅が歩行開始プロセ
スに強く影響することを示しており、運動障害を持つ人
の歩行開始を考える上で重要な情報となる可能性があ
る。



O-173 意識的に身体動揺を小さくすることで重
心制御法は変わるのか？

宮澤 拓1,2），国分貴徳3），小平寛岳4），瀧谷春奈5），
金村尚彦3）

1）医療法人安生会 上尾二ツ宮クリニック
2）埼玉県立大学大学院リハビリテーション学専修博士前
期課程
3）埼玉県立大学理学療法学科
4）八潮中央総合病院
5）自治医科大学付属さいたま医療センター

key words 足圧中心動揺・意識的下での制御・stabilogram diffusion analysis（SDA）

【はじめに】
立位姿勢の保持は無意識・無自覚下で行われるが、わ
れわれ理学療法士は対象者に自己の姿勢に意識を向ける
よう指示を与えることがある。しかしそれが制御系にど
のような影響を及ぼすか明確でない。本研究では動揺を
最小限にするように指示を与えた立位での足圧中心
（COP）動揺を解析し、意識的に制御できるパラメータの
有無を探り、治療介入の根拠を得ることを目的とした。
【方法】
健常成人 10 名（21.1±0.7 歳）を対象とし、重心動揺計

（ユニメック社）上にて 30 秒間の立位保持を行い、COP
動揺を計測した。自然状態での立位保持を行った後、意
識的に姿勢動揺を最小限に留めるよう指示を与えて立位
保持し、各条件で開眼と閉眼各 4回行った。COP動揺の
評価指標として、外周面積・加速度の標準偏差（SD）・
stabilogram diffusion analysis（SDA）によるハースト指
数（Hs,Hl）を算出した。統計解析は開閉眼×自然・意識
下で二元配置分散を行った。
【結果】
いずれの評価指標においても動揺しないように意識し
た立位で有意な変化はみられなかった。視覚に関しては
閉眼により外周面積は増加、Hsは増加、加速度 SDには
有意な変化はなかった。
【結論】
COP解析から立位姿勢の制御特性を推測できる。加速
度 SDの低さは一定したCOP制御、Hs，Hl は COPの確
率論的なふるまいを短・長時間領域での制御の安定性と
して解釈できる。身体の揺れを少なくするよう意識する
ことではこれらの制御には変化が生じず、視覚の有無で
変化がみられた。立位保持は多数のシステムの交互作用
で無意識下にて行われるものである。動揺を小さくする
ように意識することでは制御の変化はみられなかったこ
とから、無意識下でも姿勢を安定できるような身体環境
を整える治療介入が望ましいと考えられる。
【倫理的配慮、説明と同意】
被験者に対し計測前に研究趣旨と内容を説明し同意を
得た。本研究は埼玉県立大学倫理審査委員会の承認を得
て実施した（倫理審査番号 26104）。

O-174 運動スキルを言語化することの運動学習
への効果

川崎 翼1），河野正志2），兎澤良輔1）

1）了徳寺大学 健康科学部 理学療法学科
2）村田病院 リハビリテーション科

key words 運動学習・運動スキルの言語化・手指巧緻性

【目的】
本研究の目的は、得た運動スキルの言語化（話すこと）
が運動学習を促進するかどうかを明らかにすることで
あった。
【方法】
参加者は大学生 18 名であり、言語化群とコントロール
群に割りつけられた。2つの球を非利き手で回す課題を
運動学習課題とした。言語化群が 4分間球回しを練習し
た後、1分間の球回し回数と落下回数を計測した。その
後、「どのようにして球を回したか」をビデオカメラに向
かって話をさせた（最大 2分間）。その後は、直後、2
分後、1日後の合計 3回、1分間の球回し回数と落下回数
を測定した。コントロール群は、4分間の練習後の 2分間
科学雑誌を音読した。言語化群が話をしている時間はビ
デオを見返すことで確認した。分析は、言語化群とコン
トロール群のパフォーマンス（介入後の改善回数および
落下回数）に対して分散分析、球回し回数と話をした時
間の相関分析を実施した。統計的有意水準はすべて 5%
とした。本研究は所属機関で倫理審査を通しており、ヘ
ルシンキ宣言に則って実験内容に同意の得られたものに
対して実施した。
【結果】
球回しの改善回数は、コントロールに比べて言語化群
の方が有意に多かった。言語化群が話をしていた時間と
鉄球回しの改善回数に有意な相関を認めた。
【考察】
練習によって得た運動スキルの言語化は、球回し回数
に表される運動速度という側面の運動学習の向上に有効
となることが示された。特にその効果は、より長く言語
化できた対象者に高いということが分かった。これは、
言語化するために自身の運動を振り返っている（運動イ
メージ想起）時間の長さが運動学習に影響することが示
唆された。
【まとめ】
運動スキルを言語化することによって運動学習が促進
された。これは、個別のリハビリテーションで得た動作
を言語化するだけで、学習が強化されることが考えられ、
リハビリテーション効果を高める介入になることが期待
される。



O-175 健常者における前額面上の主観的垂直認
知の特性分析―加齢による差異―

深田和浩1），網本 和2），井上真秀1），播本真美子1），
高橋洋介1），角屋亜紀1），藤野雄次1），高石真二郎1），
牧田 茂3），高橋秀寿3）

1）埼玉医科大学国際医療センター リハビリテーション
センター
2）首都大学東京大学院
3）埼玉医科大学国際医療センター リハビリテーション
科

key words 健常者・主観的垂直認知・加齢

【目的】
姿勢定位に関わる認知的側面として、主観的視覚垂直

（SVV）や主観的身体垂直（SPV）の重要性が論じられて
いる。近年、加齢による矢状面上の主観的垂直認知の変
容が報告されているが、前額面における加齢性変化につ
いては不明である。本研究の目的は、前額面上における
主観的垂直認知の加齢による差異を明らかにすることと
した。
【方法】
対象は、健常な若年群 15 名（平均年齢 25.5 歳）と高齢

群 15 名（67.9 歳）とした。本研究は当院の倫理委員会の
承認を得て実施し、対象者には研究の旨を説明し書面に
て同意を得た。SVVの測定は、パソコンで測定可能なプ
ログラムを用いた。検者は視覚指標を水平位から右ある
いは左回りに 5̊/秒の速さで回転させ、対象者が垂直に判
断した時点と鉛直位からの偏倚量を記録した。SPVの測
定は、身体垂直測定機器（VB）を用いた。対象者はVB
上に閉眼（SPV）または開眼（SPV-EO）で座位となった。
検者はVBを左右に 15̊ あるいは 20̊ 傾けた位置から垂
直方向へ 1.5̊/秒の速さで回転させ、対象者が垂直に判断
した時点の座面の傾きを記録した。手順はABBABAAB
法を用いた。角度は鉛直位を 0̊ とし、時計回りを＋、反
時計回りを－とした。データ処理は、8回の平均値を傾斜
方向性、標準偏差値を動揺性とし、統計解析には対応の
ない t検定を用い 2群を比較した。
【結果】
若年群と高齢群の傾斜方向性は SVV 0.0̊、-0.5̊、SPV-
EO -0.6̊、0.4̊、SPV 0.3̊、-0.2̊ であり差はなかった。同順
に、動揺性は SVV 0.7、1.3、SPV-EO 1.9、3.0、SPV 2.2、
3.2 であり、全てのパラメータにおいて高齢群で有意に高
値を示した（P＜0.05）。
【考察】
高齢群の動揺性は、若年群よりも全てのパラメータで
高値を示した。一般に加齢に伴い視覚や前庭、体性感覚
機能が退行することが報告されている。本研究から高齢
群では視覚や身体の垂直判断が不安定となり、加齢によ
り前額面上の主観的垂直認知が変容することが示唆され
た。

O-176 非利き手による箸動作の練習が運動イ
メージ時の一次運動野興奮性に与える影
響

岡原隆之介1），清水 忍2）

1）桜ヶ丘中央病院
2）北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション科 理
学療法学専攻 専門講師

key words 運動イメージ・経頭蓋磁気刺激・運動誘発電位

【目的】
運動イメージによる一次運動野（M1）興奮性増大に関
する先行研究は利き手に関するものが多く，非利き手の
運動イメージ時のM1興奮性の変化は明らかになってい
ない．清水ら（2014）は利き手での箸動作イメージ時に
は対側M1興奮性は増大したが，非利き手では対側M1
興奮性の増大は認められなかったと報告した．今回，非
利き手の箸動作の練習が運動イメージ時のM1興奮性に
及ぼす影響を明らかにした．
【方法】
対象は右利き健常男性 13 名とし，練習群 7名，コント

ロール群 6名の 2群に分けた．運動イメージ課題は左手
で箸を用いて食材をつまむ動作とした．M1興奮性の指
標には経頭蓋磁気刺激による運動誘発電位（MEP）を用
い，左第一背側骨格筋から表面筋電図を記録した．両群
とも最初に安静時MEPの測定を行った．次に，運動イ
メージ課題を動画で提示し，十分なイメージ練習を行っ
た後に，練習前テストとして運動イメージ中のMEPを
測定した．次に，練習群には運動イメージ課題と同様の
箸動作を実際に左手で 8分間練習させ，コントロール群
には読書を行わせた．その後，両群とも練習後テストと
して運動イメージ中のMEPを測定した．MEP振幅値は
安静時比を算出して解析した．運動イメージの鮮明度は
Visual Analog Scale（VAS）を用いて測定した．統計学的
解析は条件群（練習群，コントロール群）と時間（練習
前，練習後）の二つを要因とした分散分析を用いた．な
お，本研究は学部倫理委員会の承認を得て行った．
【結果】
MEP振幅値は各群とも練習前後で有意な変化は認め

られなかった．一方，VASは練習群では練習後に有意な
増加（P＜0.05）が認められたのに対し，コントロール群
では有意な低下が認められた（P＜0.05）．
【考察】
箸動作の練習によって，非利き手の箸動作の内部モデ
ルが構築され鮮明なイメージが可能となったものの，筋
疲労によって運動イメージ時のM1興奮性に変化は認め
られなかったと考えられた．



O-177 立位姿勢時の外乱負荷刺激に対する腓腹
筋と前脛骨筋の反応順序性に関する研究

佐々木雄太1），隈元庸夫2），高柳清美2）

1）医療法人社団 安生会 上尾二ツ宮クリニック
2）公立大学法人 埼玉県立大学

key words 外乱負荷刺激・前脛骨筋・腓腹筋

【目的】
動的姿勢保持機能と筋活動の反応は前後方向ともに遠
位から近位に起こるとされているが，前後方向共に活動
する前脛骨筋と腓腹筋の反応順序性について検討はされ
ていない．外乱負荷刺激に対する腓腹筋と前脛骨筋の筋
活動の反応順序性を明確にすることを目的とする．
【方法】
健常成人男性 20 名（年齢 25.0±4.5 歳）を対象とした．

平衡機能評価機器EquiTest におけるMotor Control
Test を外乱負荷刺激とし，刺激に対する筋活動の測定に
はEquiTest と同期させた表面筋電計を用いた．前脛骨
筋，腓腹筋内側頭を導出筋とし，双極導出法を用いた．
アナログデータをサンプリング周波数 1500Hz で A/D
変換し，解析用 PCにデジタルデータとして取り込んだ．
波形は筋電解析ソフトウェアにて 10～500 Hz のバンド
パスフィルターにより低・高周波数成分を除去，心電図
ノイズ低減の後，全波整流化し解析した．解析は外乱負
荷刺激前 100ms 間の整流波形の最大値を確認し，刺激後
にこの値を超えた時点の潜時（Pre Motor Time；PMT）
を求めた．刺激として床面が後方と前方に動いた際の各
筋の PMTについて，統計学的処理を行い比較検討し有
意水準は 5％未満とした．
【倫理】
本研究は埼玉県立大学倫理委員会からの承認を受けて
実施した（承認番号 26515 号）．対象者には研究の趣旨に
ついて十分な説明を行い，書面にて同意を得た上で研究
を行った．
【結果】
前後方向ともに，前脛骨筋と腓腹筋の PMTに有意な
差は見られなかった．
【結論】
Horak らは，床面が前方に移動した際には下腿前面筋
が，後方に移動した際には下腿後面筋が活動し，それに
よって安静立位すると報告している．今回の結果により，
外乱負荷刺激に対する対応として，前脛骨筋と腓腹筋は
協調して働き，足関節制御による立位保持を行っている
可能性が示唆された．

O-178 安静立位時の暗算課題が先行随伴性姿勢
調節と右上肢挙上の反応課題に及ぼす影
響

坂本禎典，井口正樹
国立大学法人 筑波技術大学 大学院 技術科学研究科
保健科学専攻 理学療法学コース

key words APAs・安静立位・二重課題

【目的】
立位での右上肢挙上は、先行随伴性姿勢調節（APAs）
として頭上から見て時計回りの垂直トルク（Tz）が起こ
る。また、立位での認知課題は姿勢制御の自動性を高め
バランスが向上する。この二重課題下で反応課題を行う
と、主動作は遅れるがAPAs はさほど影響を受けないと
言われるが、詳細は不明である。本研究の目的は、Tz
を用いて、立位時の暗算課題がAPAs と主動作にどう影
響するか検討することである。
【方法】
健常人 11 名（26.2±4.8 歳）は、安静立位の対照条件

（C）、音刺激を合図に右上肢挙上の反応課題を行う単一
課題条件（S）、暗算課題中に反応課題を行う二重課題条
件（D）の 3条件下で立位を保持した。足圧中心（COP）
とTzは床反力計で、上肢の運動は角速度センサーで計
測した。反応課題前のCOP分散と、反応課題に伴うTz
開始時間と最大Tz、それに至るまでのスロープ、上肢挙
上開始時間とその最大角速度を、α=0.05 で条件間比較し
た。なお、本研究は倫理委員会の承認を得た上で、被験
者に同意署名を得た。
【結果】
立位時のCOP分散は l6.4mm2、13.3mm2、8.6mm2であ

り、CSと比較してDで減少した。Tz開始と上肢開始は
Dで Sより遅れたが、Tz開始から上肢開始までの時間
もDの方が Sより長かった（上肢開始-Tz 開始=65.8
msec と 113.2msec）。最大Tzに SD間で差はなかった
が、Tzスロープは SよりDで減少した（24.5Nmm/msec
と 18.9Nmm/msec）。
【考察】
APAs はフィードフォーワード的制御でありながら、
暗算課題で有意に遅れ、またTzスロープも減少した。暗
算課題が、静的バランスは向上させるが、動的バランス
には不利に働くことが示唆され、臨床の転倒予防訓練な
どへの応用が考えられる。



O-179 脛骨近位端骨折に対して超音波療法・関
節鏡視下授動術を用いてROM改善を目
指した症例

小澤琢也，安藤健士，荻野桂子，高野 恵
医療法人 藤仁会 藤村病院 リハビリテーション部

key words 脛骨近位端骨折・超音波・授動術

【はじめに】
脛骨近位端骨折は手術後に荷重開始時期が遅いことや
安静期間が長いためにROM制限を生じることが多々あ
る。本症例でも骨癒合を優先的に考え、手術後膝関節の
安静期間を長く設けたため関節拘縮が生じた。その結果、
靴や靴下が履けないことや、しゃがみ動作が困難になる
などADL・QOLの低下が起きた。この問題を解決すべ
くリハビリとして手術後 9日目よりROMex を開始し骨
癒合に合わせて基本動作練習も行った。ROMex を効果
的に行うために抜糸後、超音波と徒手による介入を行っ
た。加えてROMをさらに拡大するために医者による関
節鏡視下授動術（以下授動術）を行った。本症例への取
り組みが脛骨近位端骨折に対するアプローチの一助とな
ることを目的として今回報告する。なお本症例はヘルシ
ンキ宣言のもと行った。
【方法】
対象は 70 台女性で、受傷起点は夫が庭で脚立に昇って
おり本人が下で脚立を支えていた。その後夫が脚立から
足を滑らせ本人の膝関節上に落下し脛骨近位端骨折と外
側側副靭帯断裂を生じた。既往歴は高血圧、高脂血症。
受傷 8日目に観血的固定術施行。術後 9日目より
ROMex 開始し、術後 14 日目の抜糸後よりROMex 前に
超音波療法を開始した。術後 42 日目に授動術を施行。術
後 44 日目より荷重練習を開始しその後ROMex 中心に
ADL向上を図った。
【結果】
術後 14 日目の膝関節屈曲ROMは 45̊、伸展は 0̊ で
あった。その後、超音波と徒手による介入で術後 42 日目
で膝関節屈曲ROMは 70̊ であった。授動術で膝蓋上膿、
膝蓋下脂肪体の癒着をとり術中 90̊ まで屈曲できた。術
後 81 日目にADL動作自立し、自宅退院した。その後外
来リハビリとなり術後 150 日で膝関節屈曲ROM120̊ に
到達しQOL上も支障がなくなりリハビリ終了となっ
た。
【考察】
超音波と徒手療法を組み合わせることでROMの拡大

が図れたと考える。また授動術により、骨性の制限とな
るまでROMの拡大を図ることができた。結果として
ADL・QOL向上へつながったと考える。

O-180 歩行時痛の治療に難渋した右脛骨腓骨遠
位端開放骨折・脛骨天蓋骨折・踵骨骨折
を呈した一症例

井波 博
牛久愛和総合病院

key words 踵骨骨折・テーピング・足底挿板

【はじめに】
踵骨骨折は踵骨が複雑な関節面を有するという解剖学
的特徴により治療の難しい骨折の一つとして認識されて
いる．今回，交通事故により踵骨骨折の他に脛骨腓骨遠位
端開放骨折と脛骨天蓋骨折を合併した症例の理学療法を
実施する機会を得た．歩行時痛の治療に難渋したがテー
ピングと足底挿板を使用し即時的に歩行時痛が減弱し
た．ここに若干の考察を加えて報告する．尚，症例には本
発表の意義と目的を書面にて説明し同意を得た．
【症例紹介】
年齢：30 歳代．性別：男性．診断名：右脛骨腓骨遠位

端開放骨折，脛骨天蓋骨折，踵骨骨折，左母指伸筋腱断裂．
現病歴：2014 年 3 月交通事故にて受傷．緊急手術施行．
Debridement 実施．Gustilo の分類 typeII．受傷後 11

日目観血的整復内固定術施行．
【初期理学療法評価】
外側創部皮膚滑走性低下．ROM-t（右）：背屈－20̊ 底屈

45̊MMT（右）：GC2EHL2EDL2TP3
踵骨・足部回外位

【最終理学療法評価】
ROM‐t（右）：背屈 15̊ 底屈 40̊MMT（右）：GC2EHL
4EDL4TP3
踵骨軽度回外位．背屈強制にて疼痛再現．歩行時痛：立

脚中期に距腿関節前外側部から前方に発生
NRS：足底挿板未使用 8/10 使用 3/10

【考察】
本症例は骨癒合完成後も疼痛があり歩行時痛の治療に
難渋した．他動背屈で距腿関節前外側に疼痛が発生し，距
骨後方誘導下での背屈時痛が減弱した．加えて踵骨は固
定術施行後軽度回外位であり，立脚中期中も同様である
ことが観察された．疼痛再現評価より距腿関節前外側の
疼痛の原因は距骨と脛骨との衝突と考えた．また足部前
外側に発生する疼痛の原因は立脚中期に踵骨回外方向に
皮切部が牽引され皮切下の腓腹神経が刺激を受け，疼痛
を惹起させていたと考えた．距骨後方誘導目的のテーピ
ングにて距骨が円滑に後方移動し距腿関節前外側の疼痛
は減弱したと考える．また足底挿板装着により踵骨回外
位が是正され円滑に足圧中心が移動可能となったため歩
行時痛が即時的に減弱したと考える．



O-181 踵骨骨折術後のリハビリテーション～荷
重開始に伴う変形性足関節症の発症防止
を目指した治療アプローチ～

加藤 悟
医療法人 横浜平成会 平成横浜病院 リハビリテー
ション科

key words 踵骨骨折・変形性足関節症・予防リハ

【はじめに】
踵骨骨折術後において，その患者の約 60％が荷重開始
に伴い二次的な変形性足関節症（以下OA）を発症すると
言われている．今回は，踵骨骨折術後の二次的な足関節
OA防止を目的に，免荷期間に実施した治療アプローチ
について以下に報告する．尚，ヘルシンキ宣言に則り，説
明を行い同意を得た．
【症例紹介】
76 歳，女性．自宅内で転倒し右踵骨骨折を受傷．他院
にてスタイマンピン固定施行．術後 4Wで抜釘し，当院に
転入院．術後 5Wまで免荷，6Wで 1/3，7Wで 1/2，8
Wで 2/3，9Wで全荷重に移行．術後 10Wで自宅退院．
【評価】
右踵骨部，足関節の疼痛（NRS）は，安静時，関節運動
時，荷重時ともに「0」．MMTは後脛骨筋，長腓骨筋，長
母趾屈筋が「3」．ROMは背屈 10̊，内外反 10̊．アライメ
ントでは，足関節底屈時の腓骨可動不良，背屈時の距骨の
入り込み不良，歩行時の右膝関節外側スラストが見られ
た．
【治療・結果】
二次的OA防止を目的に，後脛骨筋，長腓骨筋，長母指

屈筋の滑走，収縮運動，内外反ROMex を集中的に実施し
た．その結果，最終評価時（全荷重移行後）には，ROM
は背屈 15̊，内反 30̊，外反 20̊ に改善．腓骨の可動性，距
骨入り込み機構にも改善が見られ，NRSは初期同様，全
て「0」と二次的な疼痛発生を防止することができた．
【考察】
後脛骨筋，長腓骨筋，長母趾屈筋は，荷重時にその張力
により腓骨を引き下げ，遠位脛腓関節が締め付けられる
ことで足関節の固定性に寄与している．また，足関節背屈
時の距骨入り込み不良は，荷重時の関節応力を高め，OA
や滑膜炎を引き起こすが，これは距骨の後方組織（長母指
屈筋腱，後脛骨筋）の滑走性低下により起こる．足関節内
外反ROMの低下もまた，距骨下関節の適合不良を招き，
慢性的な足関節炎につながる．免荷期間中に，これら 3
つのポイントに集中的介入したことが，二次的OAの発
症防止につながったと考える．一方，右膝外側スラストに
は改善が見られず，下行性運動連鎖により足関節アライ
メントに影響するため，本症例の今後の課題となった．

O-182 大腿骨近位部骨折術後に歩行補助具が変
化した症例と、歩行補助具が変化しなかっ
た症例の足踏みの指標

飯田祥吾1），黒部恭史1），牛山直子1），百瀬公人2）

1）富士見高原医療福祉センター 富士見高原病院
2）信州大学 医学部 保健学科

key words 歩行補助具・平均荷重率・変動係数

【目的】
下肢術後患者の立位条件の患側最大荷重率と使用して
いる歩行補助具の種類は関係することが報告されてい
る。しかし、立位条件の患側荷重率では歩行補助具を決
定するには十分な尤度比が得られていない。歩行補助具
を決定するための指標としては、立位よりも歩行のよう
な動的条件で測定された指標が有用と考えられる。近年、
歩行に近い状態である足踏み時の荷重率や、荷重時間の
ような動的指標を測定できる機器が普及してきている。
しかし大腿骨近位部骨折術後患者の動的指標が術後歩行
練習期間中にどう変化するかについての報告はない。そ
こで、歩行補助具が変化した症例（症例 1）と歩行補助具
が変化しなかった症例（症例 2）の足踏み時の動的指標が
得られたので報告する。
【症例】
大腿骨近位部骨折を受傷し、骨接合術を施行した患者
2名。症例 1は 60 歳代の男性であった。症例 2は 80 歳代
の女性であった。
【方法】
測定は重心動揺計上で 10 歩の足踏みを行い、平均荷重
率と 2歩時間の変動係数（CV）を求めた。測定開始日は、
四点歩行器歩行開始時からとし、測定は毎日実施した。
測定は理学療法中に使用している歩行補助具を使用し
た。歩行補助具を変更する際には、使用している歩行補
助具と次に練習を開始する歩行補助具で測定した。本研
究は当院倫理審査委員会の承認を得ている。
【結果】
症例 1の平均荷重率は日毎に増加した。キャスター付
き四点歩行器で 60％、T字杖で 80％以上、独歩で 100％
前後という特徴があった。CVは減少傾向であった。症例
2の平均荷重率はほとんど 60％以下で推移し、歩行補助
具は変化しなかった。CVの変化に傾向は見られなかっ
た。
【考察】
症例 1では、平均荷重率の増大とCVの減少があった。
一方、症例 2は 2つの指標に一定の傾向が見られなかっ
た。このことから、2つの指標は歩行補助具を決定する指
標と考えられる。今回は 2症例のみであるため、今後対
象者を増やして検討する必要がある。



O-183 右下腿骨骨折による創外固定術施行後、荷
重不良を呈した症例へのバーチャルリア
リティ環境を用いた効果

手塚拓也1），神林 薫1），居村茂幸2）

1）医療法人 愛正会 やすらぎの丘温泉病院 リハビリ
テーション科
2）高崎健康福祉大学 保健医療学部 理学療法学科

key words 荷重不良・不安感・バーチャルリアリティー環境

【はじめに、目的】
下肢の骨折後に、受傷側への不安感から荷重不良やバラ

ンス能力の低下、受傷側以外への身体的な症状が現れる事
を臨床の場で経験することがある。今回、荷重不良に対し
改善が認められたとの報告のあるバーチャルリアリティ
環境（以下VR環境）を作り出すWii Fit を利用して、荷
重に伴う不安感の変化有無を検討したので以下に報告す
る。
【対象】
対象者は、当院外来リハを週 2回受けている 60 代の男

性である。X年に右脛骨骨幹部骨折を受傷、X＋1年から
創外固定となっており、現在も受傷側に対し不安感が残存
している。対象者には研究の趣旨と目的を説明し同意を得
た。
【方法】
X＋2年 11 月から 1カ月の期間でWii Fit を使用した

VR環境リハ介入を実施した。実施内容は、「コロコロ玉入
れ」、「バランスMii」を約 20 分程度である。効果度の判定
には左右の荷重量を、受傷側の不安感に対しては転倒不安
感尺度を応用したものとNRSの点数で変化を測定した。
【結果】
導入開始から 1か月後、介入前の荷重量が左側への偏位

10Kg から 0.5Kg となり、NRSでは 5点から 2点、不安感
尺度においては 28/40 から 20/40 と改善が見られた。
【考察】
VR環境を作り出すWii Fit を使用した先行研究では、

静止立位で片脚に偏位していた重心位置がWii Fit 実施
により偏位が減少し中心点に近づいたと報告している。ま
た、Wii Fit 後の脳活動状態について前頭前野の活動量が
増加する事も報告されている。今回、VR環境の中での前
後左右への荷重課題を取り入れた結果、課題に対して集中
が高まり受傷側への荷重が無意識的に行えるようになっ
た事で受傷側への不安感が軽減したと考えられた。
【まとめ】
今回の結果ではVR環境を作り出すWii Fit を使用した

リハは荷重不良に対し有効である可能性が高いものと
なった。しかし 1症例である為、今後症例数を増やし、よ
り細かなデータ分析等を実施する事で、更なるVR環境リ
ハ機器の可能性を検討していきたい。

O-184 腰椎圧迫骨折後の疼痛により生活機能が
低下した在宅高齢者に対する訪問リハビ
リテーションの介入効果の検討

澤田圭祐1），橋立博幸2），長沼 大1），甲田智洋1），
柴田未里1），志茂志織1），笹本憲男3）

1）医療法人笹本会おおくに訪問リハビリテーション
2）杏林大学保健学部理学療法学科
3）医療法人笹本会やまなしケアアカデミー

key words 在宅高齢者・訪問リハビリテーション・疼痛

【目的】
本報告では、腰椎圧迫骨折後の疼痛により生活機能が
低下し、1年間の訪問リハを実施して生活機能が改善し
た在宅高齢者の事例をとおして、訪問リハの介入効果を
検討することを目的とした。なお、本研究は、施設内倫
理審査委員会にて承認され、対象者と家族に本研究の主
旨を説明し同意を得て実施した。
【症例】
91 歳、女性、平成 26 年 12 月に腰椎圧迫骨折を受傷し、
入院加療後、平成 27 年 1 月末に自宅退院となり、要介護
1にて同年 2月から生活機能改善のために訪問リハ開始
（週 3回）となった。訪問リハ開始時は、腰部・下肢の安
静時痛および動作時痛は numerical rating scale 10/10
と極めて強度で、連続座位保持時間 10 分、動作能力は
bedside mobility scale（BMS）23/40 点、functional inde-
pendence measure 運動項目（FIM）56/91 点（ベッド移
乗 6点、歩行 2点）、10 点を最も良好とした各FIM項目
遂行の自信の合計（FIM自信）20/130 点で動作の自立度
と自信が低く、屋内生活空間 home-based life-space as-
sessment（Hb-LSA）40.5/120 点、屋外生活空間 life-space
assessment（LSA）15/120 点で離床時間が短かった。健
康関連QOL（最も良好 10 点）は健康観 2点、生活満足度
2点、生きがい 2点、人間関係 2点であった。
【経過】
訪問リハ（関節可動域運動、筋力増強運動、起立・立
位・歩行練習）を 1年間実施した結果、平成 28 年 2 月で
は安静時痛 0、動作時痛 3へと改善し、基本動作が自立し
た（BMS 40 点）。また、FIM80 点、FIM自信 103 点へと
改善するとともに、連続座位保持時間 4-6 時間、Hb-LSA
78.5 点、LSA36 点へと活動量が増加し、健康関連QOL
はいずれも 10 点へ改善した。
【考察】
超高齢で強度の疼痛にて生活機能が低下していた本症
例では、訪問リハによる介入を長期的に実施することに
よって、疼痛軽減とともに動作能力とその自信が長期的
に改善し、屋内外の生活空間での活動増加とQOL向上
を促進できた可能性があると推察された。


