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平成 28 年　　月　　日

施　設　長　様

第28回兵庫県理学療法学術大会
大　会　長　　小山　　長
準備委員長　　大門　守雄

第28回兵庫県理学療法学術大会出張許可について（お願い）

謹啓
　時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　平素より一般社団法人兵庫県理学療法士会の運営につきまして、格段のご理解を賜り厚くお礼申
し上げます。
　さて、このたび下記の要領にて第28回兵庫県理学療法学術大会を会員の知識・技術の向上を目的に
開催する運びとなりました。
　つきましては、貴施設の理学療法士　　　　　　　　　　　　　　氏の学会出張につきまして、
格段のご配慮を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

謹白

記

1.　日　時：平成28年7月3日（日）　9：00～17：00

2.　会　場：神戸国際会議場　
 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-9-1
 TEL: 078-302-5200（代）

3. 　テーマ：家に帰ろう ～理学療法の前に知っておくべき最新の基礎知識～

【問い合わせ先】
  第 28 回兵庫県理学療法学術大会事務局
  兵庫県立リハビリテーション中央病院
  リハビリ療法部　大門　守雄
  E-mail：toiawase28pth@yahoo.co.jp

うち
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第28回兵庫県理学療法学術大会の開催にあたって

　この度、第28回兵庫県理学療法学術大会を神戸（西）ブロック担当のもと、平成28年7月3日（日）
に神戸国際会議場にて開催する運びとなりました。　
　私たち理学療法士を取り巻く環境は、これまで多くの変化を遂げてきました。この数年の
間に理学療法士が活躍する舞台は、主であった医療機関から地域へ大きく拡大し、団塊の世代
が後期高齢者となる、いわゆる2025年問題に向けその変化は加速し、更なる対応が私たちに
迫られています。
　医療機関では在院日数が短縮し、短期間での結果が求められ、また、在宅においては自立
能力が充分ではない人々への対応が求められます。このような状況の中で、私たちはリハビリ
テーションの理念に沿った結果を提供しなくてはなりません。
　第28回兵庫県理学療法学術大会は、テーマを「家

うち

に帰ろう～理学療法の前に知っておくべ
き最新の基礎知識～」としました。診療報酬、介護報酬の改定や社会的なしくみの変化に合わ
せ、私たちはそれらへの対応を迫られます。しかし、社会情勢に対応しつつも、リハビリ
テーションの一翼を担う私たちが最終目標とすべきことは、言うまでもなくその人らしい自
立生活であります。私たちが関わる人々がその人らしく家

うち

に帰り、いきいきと生活するため、
もう一度基礎に立ち返る機会を持ちたいと考えました。
　本大会では特別講演を兵庫医療大学 森沢 知之 先生に「安全に理学療法を行うためにどう
リスク管理を行うか」をご講演いただき、医療現場から在宅の場におけるリスク管理について
再考したいと考えています。
　公開講演は熊本リハビリテーション病院 吉村 芳弘 先生に「食と嚥下とリハビリテーショ
ン栄養」をご講演いただき、直接的な身体機能へのアプローチのみならず、サルコペニア
にみられる栄養学的な観点からも身体機能の維持改善を図ることについて理解、実践につなげた
いと考えております。
　また、教育講演としては京都大学大学院 建内 宏重 先生に「股関節機能障害と歩行 −協
調からひも解く−」、神戸学院大学 浅井 剛 先生に「転倒予防」をご講演いただき、生活様
式を大きく左右する歩行能力、また受傷機転の割合が高い転倒、という生活に影響する大き
な問題点に迫ります。
　本大会が兵庫県理学療法士会会員の研鑽の場となり、私たちが関わる人々へより質の高い
リハビリテーションを提供できる有意義な学会となるよう、運営委員一同心より願っており
ます。

第28回兵庫県理学療法学術大会
大 会 長　　小山　　長
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兵庫県

神戸市

一般社団法人兵庫県医師会

公益社団法人兵庫県看護協会

一般社団法人兵庫県作業療法士会

一般社団法人兵庫県言語聴覚士会

一般社団法人兵庫県介護福祉士会

一般社団法人兵庫県社会福祉士会

一般社団法人兵庫県介護支援専門員協会

一般社団法人兵庫県介護老人保健施設協会

社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会

公益社団法人兵庫県栄養士会

一般社団法人兵庫県歯科医師会

公益社団法人兵庫県歯科衛生士会

神戸新聞社

株式会社サンテレビジョン

朝日新聞神戸総局

株式会社ラジオ関西

（順不同）

第28回兵庫県理学療法学術大会後援
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１．参加費について	 日本理学療法士協会　会員　　            3,000円
 日本理学療法士協会　会員外・他職種　4,000円
 学生（学生証を提示してください）　無料
  ※一般公開講演のみの参加は無料です。一般の方も受講出来ますので、お誘い合
  　わせのうえご参加ください。

会員証（H24年3月発行の右記デザイン：
緑色）による会員証明・参加受付・ポ
イント管理を導入しております。当日
は忘れずにお持ちください。
※NICOSカード・楽天カードではありません

２．受付について
（１）受付場所：参加者受付・総合案内　　1F　9：00～16：00
　　　　　　　 ＰＣ受付　　　　　　　 B1F　9：00～15：20
　　　　　　　 ※会場案内をご参照ください。

（２）受付方法：参加者受付にて日本理学療法士協会会員証を提示していただき、参加費をお支払いくだ
さい。引き替えにネームプレート（領収書付き）とネームホルダーをお渡しします。ネームホルダー
は返却不要です。

３．会館内でのご注意
（１）喫煙について：館内は全面禁煙となっております。
（２）携帯電話について：館内ではマナーモードか電源をお切りいただき、使用はご遠慮ください。
（３）昼食について：各会場では飲食出来ません。B1Fの「ホール」または3Fの「ラウンジ」「レセプショ

ンホール」に飲食可能なスペースがあります。会場近くに店舗がありませんので、各自昼食を用
意していただくことをお勧めします。

（４）ゴミについて：ゴミ箱は受付近くに用意しておりますので、そちらのゴミ箱をご利用いただくか、
各自でお持ち帰りいただき、会場にゴミを放置することがないようお願い致します。

（５）撮影および録音について：会場内での撮影及び録音は講師の著作権保護や紹介されるケースのプラ
イバシー保護のため禁止させていただきます。　

４．託児所について
　　会場に隣接するポートピアホテル内の託児所をご利用いただけます。

（１）お申し込み先：ファンタジックアリス
（http://www.twb.co.jp/portpia.html）　TEL：078-303-5247
※12：00～18：00の間にお問い合わせください。
※お問い合わせに際しては、第28回兵庫県理学療法学術大会参加者である旨をお伝えください。
※費用は大会側が負担致します。

（２）申込み締切：6月17日（金）　 
なお、定員になり次第、締め切らせていただきますのでご了承ください。

5．駐車場について
　　駐車スペースには限りがございます。会場周辺の有料駐車場または、公共交通機関のご利用をよろしく
　　お願い致します。

参加者へのお願い
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新人教育プログラム単位認定及び専門・認定理学療法士の取得に関わる履修ポイントについて
　本学術大会は新人教育プログラム単位認定及び専門・認定理学療法士の取得に関わる履修ポイントが認定
されます。
・新人教育プログラム修了者：学術大会参加で生涯学習10ポイント。さらに、一般発表で生涯学習5ポイ
　　　　　　　　　　　　　　　ント。
・新人教育プログラム履修中：学術大会参加のみでは単位の付与は無し。但し、学術大会の特別講演は

「C-3　内部障害の理学療法（1単位）」として、一般公開講演は「C-5　地
域リハビリテーション（1単位）」として、教育講演Ⅰは「C-2　運動器疾
患の理学療法（1単位）」として、教育講演Ⅱは「C-4　高齢者の理学療法

（1単位）」として認定されます。
また、一般発表者については、「C-6　症例発表（3単位）」として認定されます。

口述発表について

１．演者へのお願い
（１）参加者受付終了後、各セッション開始の30分前までにB1FのPC受付にて試写をお済ませください。

・事務局で用意するPCのOSはWindows 7Ⓡです。
　アプリケーションソフトは、「Windows PowerPointⓇ2003、2007、2010、2013」です。
・データ作成にあたっては、Windows標準フォント（MS明朝、MSP明朝、MSゴシック、MSPゴシッ

ク等）をご使用ください。
・音声及び動画の使用の場合はパソコン本体をお持ち込みください。
・HDMIやMini DisplayPortなどD-sub15ピン以外の接続はお受けできません。
・スムーズな進行をするために「発表者ツール」の使用をお控えください。
・Macintosh使用の場合はパソコン本体とコネクタをお持ち込みください。
・スライド枚数の制限はございませんが、発表時間内に終了するようにしてください。
・作成されたファイル名は「演題番号_発表者名（カタカナ）」で保存してください。
　例：O-1_ヒョウゴ　ハナコ

（２）該当セッション開始の10分前までに、会場内の次演者席にお越しください。
（３）発表は5分、質疑応答は2分以内です。
（４）演者や所属などに変更がある場合は、受付の際にお申し出ください。

２．座長へのお願い
（１）参加者受付終了後、総合案内へお立ち寄りください。
（２）該当セッション開始の10分前までに、会場内の次座長席にお越しください。
（３）予定時間内にすべての演者が議論出来るよう進行をよろしくお願い致します。

３．参加者へのお願い
質疑応答の時間を演題ごとに2分間用意しております。座長の指示に従って活発に議論を行ってくださ
い。質問の際には、質問者の所属と氏名を告げてから、簡潔に行ってください。
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ポスター発表について

1．演者へのお願い
（１）参加者受付終了後、ポスター会場内のポス

ター受付にて受付を済ませ、11：00までに
ポスターを所定の場所に貼付してください。
・ポスター掲示には、ポスターパネルと画

鋲を用意致します。
・掲示はパネルの横90cm×縦160cmの範囲

とします。
・パネル左上に演題番号を大会側で用意致

します。その右側に縦20cm×横70cmのサ
イズで、演題タイトル・演者名・所属を
表記してください。

（２）ポスター撤収は15：00～16：30に行ってく
ださい。

（３）該当セッション開始の10分前までに、ポス
ターの前にお越しください。

（４）発表は5分、質疑応答は2分としますが、発表終了後も該当セッションが終わるまではポスター前で
待機してください。

（５）演者や所属などに変更がある場合は、受付の際にお申し出ください。

２．座長へのお願い
（１）参加者受付終了後、総合案内へお立ち寄りください。
（２）該当セッション開始の10分前までに、ポスターの前で待機してください。
（３）予定時間内にすべての演者が議論出来るよう進行をよろしくお願い致します。

３．参加者へのお願い
質疑応答の時間を演題ごとに2分間用意しております。座長の指示に従って活発に議論を行ってくださ
い。質問の際には、質問者の所属と氏名を告げてから、簡潔に行ってください。

演題番号 演題タイトル・演者名・所属

演題内容

20cm

160cm

30cm

90cm

210cm
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交通案内

博多へ
新神戸

阪急三宮

JR三ノ宮 大阪

関西国際空港

阪急 梅田

阪神 梅田

阪急神戸線

JR神戸線

阪神本線

新大阪

東京へ

新幹線

ポートライナー

ポートアイランド

地下鉄

リムジンバス
70分

神戸ベイシャトル
29分

3分

10分

神戸国際会議場

阪神三宮
三宮

市民広場

神戸空港

○JR三ノ宮駅からポートライナーで約10分
  （市民広場駅下車）

○JR新神戸駅から約15分
  （地下鉄・三宮駅乗り換え・ポートライナー）

○神戸空港からポートライナーで約8分

○タクシー所要時間
　三ノ宮駅から約10分　
　新神戸駅から約20分　

神戸国際会議場
〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-9-1
TEL：078-302-5200（代）FAX：078-302-6485
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会場案内

B1F・1F B1F

3F

ラウンジ

エスカレーター

EVホール

第 2会場

第 1会場

PC受付

参加者受付
総 合 案 内

学術大会本部

ポスター会場

メインホール

国際会議室 レセプション
ホール

ラウンジ

喫茶レストラン 口
入

EVホール

エスカレーター

特別講演・一般公開講演
教育講演・口述発表

教育講演・
口述発表

ポスター発表

神戸国際会議場
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学術大会タイムテーブル

9:00

30

10:00

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

9:00

30

10:00

30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

階 1F・B1F
メインホール（第1会場） 国際会議室（第2会場） レセプションホール（ポスター会場）

3F
会場

階
会場

10:00 10:00

11:00

11:3011:30 11:30

12:20 12:20

13:00

15:00

12:15

13:40

15:20 15:20

13:20

閉会式

開会式

一般公開講演
「食と嚥下とリハビリテーション栄養」

演者：吉村　芳弘
座長：小山　　長

特別講演
「安全に理学療法を行うために
どうリスク管理を行うか」

演者：森沢　知之
座長：大門　守雄

口述発表Ⅰ
第1セッション（新人発表推薦演題）

O-1～O-6
6演題

口述発表Ⅱ
第2セッション
Ｏ-7～Ｏ-12
6演題

表彰式・次期大会長挨拶

ポスター発表Ⅰ
第5セッション
Ｐ-1～Ｐ-7
7演題

ポスター発表Ⅱ
第6セッション（新人発表推薦演題）

Ｐ-8～Ｐ-12
5演題

ポスター貼付

ポスター掲示

ポスター掲示

口述発表Ⅲ
第3セッション
Ｏ-13～Ｏ-19
7演題

口述発表Ⅳ
第4セッション
Ｏ-20～Ｏ-26
7演題

ポスター撤収

大会長基調講演
「家に帰ろう
～理学療法の前に
知っておくべき最新の

基礎知識～」
演者：小山　　長
座長：北嶋　康広

うち

教育講演Ⅰ
「股関節機能障害と歩行
－協調からひも解く－」

演者：建内　宏重
座長：上島　正光

教育講演Ⅱ
「転倒予防」
演者：浅井　　剛
座長：新村　秀幸

9:40
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MEMO
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一般演題プログラム

口述発表Ⅰ　メインホール（第1会場）
第1セッション（新人発表推薦演題）	 11:30～ 12:15

座長：医療法人社団康人会　適寿訪問看護ステーション　　山本　将之

O-1	 腹臥位を用いたチルトテーブル練習が有効であった長期臥床の一症例
兵庫医科大学ささやま医療センター　リハビリテーション室　　上山　　航

O-2	 二度の頸髄症を呈した症例に対し装具療法と運動学習にて歩行能力の向上が図れた一症例
順心リハビリテーション病院　　佃　　公博

O-3	 胸部食道がんに対して食道一期根治術を施行し、術後肺合併症を呈した症例
関西労災病院　　湯舟　理子

O-4	 “一人で大丈夫 !”自身で認知している運動機能と実際の運動機能に乖離が生じた症例
新須磨リハビリテーション病院　　小西　真弥

O-5	 足底感覚障害に対し足底パッドを用いた結果姿勢改善につながった一症例
特定医療法人　一輝会　荻原みさき病院　リハビリテーション部　理学療法科　　月生　達也

O-6	 開頭外減圧術後の気分不良に対して，介入方法を検討した脳梗塞患者の一症例
伊丹恒生脳神経外科病院　リハビリテーション部　　大西　　晶

口述発表Ⅱ　メインホール（第1会場）
第2セッション	 12:15～ 13:00

座長：神戸百年記念病院　　佐藤　伸明

O-7	 半月板術後症例の大腿骨前脂肪体と膝蓋下脂肪体の柔軟性と膝屈曲可動域との関係性
	 ―Shear	Wave	Elastography を用いた客観的評価―

大久保病院　リハビリテーション科　　水島健太郎

O-8	 表面筋電図解析を用いた人工膝関節全置換術前後における筋活動機能回復の検討
ツカザキ病院　　大西　邦博

O-9	 整形外科疾患患者に対する免荷式リフトPOPOを使用した歩行トレーニングの即時効果
医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院　　小笠原　諒

O-10	 Honda 歩行アシストとT-Support が大腿骨頚部骨折術後患者の足関節運動に及ぼす影響の違い
医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院　　中谷　知生

O-11	 深膝蓋下包の拘縮による膝伸展不全を呈した症例　―超音波エコーによる評価と治療の有用性―
大久保病院　リハビリテーション科　　石原　康成

O-12	 人工膝関節全置換術後急性痛に対する経皮的電気刺激の効果　―健側、患側、両側刺激の予備的研究―
赤穂中央病院　リハビリテーション部　　西角　暢修



− 11 −

口述発表Ⅲ　国際会議室（第2会場）
第3セッション	 11:30～ 12:20

座長：神戸リハビリテーション病院　　井堀　隆志

O-13	 慢性期脳卒中片麻痺患者に対し長下肢装具とT-Support を使用した歩行練習を行うことで歩容が改善した一症例
医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院　　植田　達也

O-14	 免荷式リフトPOPOを使用した歩行練習により失調様歩行を有する脳卒中片麻痺患者の歩行能力が向上した一症例
医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院　　原田　悠亮

O-15	 脳梗塞発症後5ヶ月が経過した重度片麻痺患者に対する長下肢装具を用いた歩行トレーニングの効果
医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院　　小松　　歩

O-16	 脳卒中片麻痺患者における歩行アシスト使用期間の検討
医療法人仁寿会　石川病院　リハビリテーション部　　本庄　芹帆

O-17	 複合的な理学療法介入により歩行能力の改善を認めた小脳出血の一症例
兵庫医科大学ささやま医療センター　リハビリテーション室　　田淵　嵩人

O-18	 胸髄不全損傷者に対するロボットスーツHALを用いた異なる速度での歩行練習による影響について
兵庫県立リハビリテーション中央病院　　山口　達也

O-19	 長下肢装具の膝ロックを外した歩行練習により歩行能力が向上した一症例
医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院　　脇田　　光

口述発表Ⅳ　国際会議室（第2会場）
第4セッション	 12:20～ 13:10

座長：みきやまリハビリテーション病院　　田川　和人

O-20	 自動的な歩行の獲得により麻痺側への注意分配が向上し病棟歩行自立に至った一症例～CPGに着目して～
医療法人　協和会　協和マリナホスピタル　　松平　真依

O-21	 歩行動作に特化したアプローチが介護老人保健施設に入所する脳卒中片麻痺患者の歩行能力に及ぼす影響
医療法人尚和会　介護老人保健施設ケアヴィラ宝塚　　伊藤　広竜

O-22	 回復期脳卒中片麻痺患者の短下肢装具を使用した歩行動作における歩行補助用パワーアシストウェアの影響
医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院　　梶川　健佑

O-23	 脳卒中片麻痺患者に対する歩行補助具T-Support の治療効果の持続期間の検証
医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院　　蓮井　成仁

O-24	 脳卒中片麻痺患者が在宅生活にて機能的電気刺激装置を利用することって、こんなに難しいんですか ?
医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院　　竹下謙一郎

O-25	 排泄機会維持のためにスカイリフトを導入した一症例
介護老人保健施設オラージュ須磨　　牧野　成紀

O-26	 吸気抵抗負荷誘発性呼吸困難が時間知覚に及ぼす影響
姫路獨協大学　医療保健学部　理学療法学科　　金﨑　雅史
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ポスター発表Ⅰ　レセプションホール
第5セッション	 11:30～ 12:20

座長：兵庫県立リハビリテーション中央病院　　安尾　仁志

P-1	 当院入院患者からみた5m歩行時間と転倒
舞子台病院　　足立　夏樹

P-2	 大腿切断者の義足歩行に対する歩行アシストの歩容改善効果について
兵庫県立リハビリテーション中央病院　リハビリ療法部　　越智　貴則

P-3	 回復期脳卒中片麻痺者における心的歩行時間の認識誤差と身体能力の関係
姫路中央病院　リハビリテーション科　　山本　真之

P-4	 小脳性運動失調患者に対してT-support の有効性が示唆された一症例
医療法人仁寿会　石川病院　　山口　航司

P-5	 回復期リハビリテーション病棟で取り組む介護予防
医療法人社団順心会　順心リハビリテーション病院　　佐伯慎太朗

P-6	 心臓リハビリテーションにおける回復期リハビリテーション病棟の役割
医療法人仁寿会　石川病院　　海部　祐史

P-7	 高齢者施設における直接業務以外での介入の可能性について
介護老人保健施設プリエール　　新和　義行

ポスター発表Ⅱ　レセプションホール
第6セッション（新人発表推薦演題）	 12:20～ 13:00

座長：AS ハリマアルビオン株式会社　　高路　陽人

P-8	 膝痛軽減により歩容が改善した脳出血の一症例
公立八鹿病院　回復期リハビリテーション病棟　　林　　千史

P-9	 延髄外側症候群に対し、姿勢制御に着目し介入したことで歩行能力が向上した一症例
医療法人仁寿会　石川病院　　富岡　佳久

P-10	 右肩甲上切痕に生じたガングリオンにより、肩甲上神経に絞扼性障害を呈した一症例
信原病院　リハビリテーション部　　田村　栄治

P-11	 リウマチ性股関節症に対して人工股関節全置換術を施行した一症例
兵庫医科大学病院　リハビリテーション部　　宮城　陽平

P-12	 胸椎結核患者が歩行獲得に至った症例
あかね訪問看護リハビリセンター　　宇都宮　稜



大会長基調講演

●テーマ

家
うち

に帰ろう
～理学療法の前に知っておくべき最新の基礎知識～
演者：第28回兵庫県理学療法学術大会　大会長　小山　　長
座長：多可赤十字病院　リハビリテーション技術課　北嶋　康広
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大会長基調講演

第28回兵庫県理学療法学術大会は、テーマを「家
うち

に帰ろう～理学療法の前に知っておくべき最新の基礎知識～」
としました。私たち理学療法士を取り巻く環境は、団塊の世代が後期高齢者となる、いわゆる2025年問題に
向け激しく変化しており、理学療法士が活躍する舞台も、主であった医療機関から地域へ大きく拡大してい
ます。このような状況の中で、私たちはリハビリテーションの理念に沿った結果を提供しなくてはなりませ
ん。リハビリテーションの一翼を担う私たちが最終目標とすべきことは、言うまでもなくその人らしい自立
生活であります。私たちが関わる人々がその人らしく家

うち

に帰り、いきいきと生活するため、もう一度基礎に
立ち返る機会を持ちたいと考えました。

平成26年の厚生労働白書によると、日本人の平均寿命と健康寿命の差は男性が9年、女性が13年としてい
ます。また、平成26年に厚生労働省により発表された、「国民生活基礎調査の概況」によると、要介護状態
となる原因は、要支援者が「関節疾患」、「高齢による衰弱」、「骨折・転倒」の順で多く、要介護者では「脳
血管疾患（脳卒中）」、「認知症」、「高齢による衰弱」の順に多くなっています。つまり、これらの原因によ
り健康を損ない、介護が必要になった人々は、日常生活を何らかの制限を持もった状態で10余年を過ごすこ
とになります。

一方、理学療法白書2014、厚生労働省の介護サービス施設・事業所調査（平成21～25年）によると、訪問
看護ステーション、介護予防、介護サービスに関わる施設数は増加傾向にあり、またこれらの施設に勤務す
る理学療法士の数も増加傾向にあります。

これらのことより、今理学療法士が考えなくてはならないことは、いかに健康寿命を延伸させ、かつ介護
が必要となった人々を私たちの専門性で支援できるか、ということです。そしてそれを実行するためには、
介護保険施設や居宅サービスにおける理学療法の提供が必要になってきます。

在宅における理学療法の実施では、モニターなどの設備はなく、限られた機器によるリスク管理が必要と
なります。どの領域の理学療法を行う上でも、リスク管理は非常に重要な課題です。本大会では特別講演を
兵庫医療大学 森沢 知之 先生に「安全に理学療法を行うためにどうリスク管理を行うか」と題しご講演いた
だきます。この講演を通して医療現場から在宅の場におけるリスク管理について再考したいと考えています。

公開講演は熊本リハビリテーション病院 吉村 芳弘 先生に「食と嚥下とリハビリテーション栄養」をご講
演いただきます。前述の通り、高齢者の衰弱は要介護となる原因に深く関わっております。フレイル、サル
コペニアという言葉にみられるような虚弱高齢者に対する栄養学的な観点からも身体機能の維持改善を図る
ことについて理解、実践につなげたいと考えております。また、この講演につきましては、食生活の改善と
いう点からも一般公開講演とし、理学療法士のみならず、多くの県民の方々にも聴講いただきたいと考えて
おります。

また、教育講演としては京都大学大学院 建内 宏重 先生に「股関節機能障害と歩行−協調からひも解く−」、
神戸学院大学 浅井 剛 先生に「転倒予防」をお願いしました。骨折・転倒も要介護状態となる原因の上位に
あり、また、転倒の原因となる歩行能力についても、重要な課題と考えております。今回の講演を通して在
宅生活に影響する大きな問題点に迫ります。

家
うち

に帰ろう
～理学療法の前に知っておくべき最新の基礎知識～

第28回兵庫県理学療法学術大会　大会長

小
こやま

山　　長
たける
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大会長基調講演

上記の貴重な各講演と演題発表を踏まえて、本大会を研鑽の場として兵庫県理学療法士会会員の資質向上
に寄与し、私たちが関わる人々へより質の高いリハビリテーションを提供できる有意義な学会にしたいと考
えております。

演者略歴
<学歴>　
平成9年3月　神戸総合医療介護福祉専門学校（現　神戸総合医療専門学校）　理学療法士科　卒業

<職歴>
平成 9年　医療法人双葉会　西江井島病院　勤務
平成11年　医療法人高明会　西宮渡辺病院　勤務
平成14年　医療法人社団慈恵会　神戸総合医療専門学校　勤務
平成27年　医療法人社団慈恵会　新須磨病院　勤務　
　　　　　現在に至る

<活動>
平成15年　一般社団法人　兵庫県理学療法士会　卒前教育部　部員
平成18年　一般社団法人　兵庫県理学療法士会　神戸（西）ブロック　ブロック長
平成19年　一般社団法人　兵庫県理学療法士会主催　第20回兵庫県理学療法士学会　準備委員長
平成24年　公益社団法人　日本理学療法士協会主催　第47回日本理学療法学術大会（兵庫）学術誌編集部　部長
平成27年　公益社団法人　日本理学療法士協会近畿ブロック主催　第55回近畿理学療法学術大会　広報・渉外局　局長
平成27年　一般社団法人　兵庫県理学療法士会　理事

<資格・認定>
平成 9年　理学療法士免許　取得
平成26年　認定理学療法士（学校教育）取得
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MEMO



特別講演

●テーマ

安全に理学療法を行うためにどうリスク管理を
行うか
演者：兵庫医療大学　リハビリテーション学部　理学療法学科　森沢　知之
座長：第28回兵庫県理学療法学術大会　準備委員長　大門　守雄
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近年、わが国において高齢者数は増加の一途であり、団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年以降は、人
口の 3 人に 1 人は高齢者という超高齢社会を向かえる。それに伴い、加齢の影響を受けやすい心不全や呼吸
不全の患者数は、今後もますます増加することが近年の疫学調査より明らかにされており、循環器疾患や呼
吸器疾患を有する対象者の理学療法を実施する機会は今後、確実に増加するものと思われる。　　　

心不全と呼吸不全はそれぞれ異なる病態であるが、両臓器は隣接しており、どちらか一方が障害されると、
他臓器へ影響が及ぶ。とくに心不全は全身に影響が及ぶため、単にバイタルサインを確認するだけでは十分
なリスク管理とは言えない。また近年、増加の一途にある腎不全や糖尿病も両病態と深く関連することから、
高齢者の理学療法にあたっては全身のリスク管理能力が求められる。

最近は簡易型の呼吸循環計測機器（パルスオキシメータ、簡易型心電計）も発展し、在宅におけるリスク
管理も容易になりつつあるが、多様な検査機器や専門職種がそろった急性期病院と異なり、回復期～在宅の
臨床では対象者の全身状態に関する情報量が少ない。回復期～在宅の理学療法においては対象者の自覚症状
やフィジカルアセスメントをいかに適切にとり、全身状態を把握するか、が安全に理学療法を実施する上で
重要である。以下に理学療法実施上のリスク管理のポイントを示すとともに、講演ではその具体的な方法と
解釈ならびに理学療法にどのように活かすかについて説明する。　

①　可能な限り必要な医学的情報を収集する
	 ➢ 診断名、治療内容（手術情報、内科的治療）とその後の経過
	 ➢ 画像所見（レントゲン、造影検査、エコー）、血液データなど
②　対象者の自覚症状を聞く
	 ➢ 意識レベル、呼吸困難感（安静時、同一負荷強度時）、動悸、胸部不快感、胸痛、倦怠感、
  腹部膨満感などの消化器症状
	 ➢ Talk test（何気ない会話の中から息切れがないかを確認する）
③　顔を見る
	 ➢ 口唇のチアノーゼ、冷汗、蒼白や紅潮、浮腫、表情（苦渋様顔貌）
④　バイタルサインをとる
	 ➢ 心拍数（脈拍）：脈診、心音聴取や携帯型心電計による心拍数の測定と不整脈の確認
	 ➢ 血圧：血圧計による血圧測定
	 ➢ 呼吸数：1 分間の呼吸数を計測
	 ➢ 体温：肺炎や脱水など、高齢者では変化しやすい
⑤　意識レベルを確認する
	 ➢ 問いかけに対する反応のスピードやその内容
⑥　頚部を見る、触れる
	 ➢ 頸静脈怒張：右心不全の徴候で、特に慢性呼吸不全（COPD・肺結核後遺症・肺線維症・
  　　　　　　肺高血圧症）に多い

安全に理学療法を行うためにどうリスク
管理を行うか

兵庫医療大学　リハビリテーション学部　理学療法学科

森
もりさわ

沢　知
ともゆき

之

特別講演



− 19 −

	 ➢ 呼吸補助筋の収縮：頚部呼吸補助筋（胸鎖乳突筋、斜角筋、僧帽筋など）は吸気障害の徴候
⑦　胸部を見る、聞く、触れる
	 ➢ 呼吸音：正常呼吸音（減弱や消失）と異常呼吸音
	 ➢ 呼吸パターン：呼吸パターン（吸気：呼気比率、異常呼吸パターンの有無）、胸郭運動など
	 ➢ 心音：心拍数、不整脈の確認（心房細動や期外収縮）
	 ➢ 心尖拍動：心臓の大きさを推測する。心不全では心臓が拡大
⑧　腹部を見る、聞く、触れる
	 ➢ 呼吸補助筋の収縮：腹部呼吸補助筋（腹直筋、腹斜筋）の収縮は呼気障害の徴候
	 ➢ 心不全では消化器症状（腹水、腹部膨満、便秘など）が出現する場合があるため腹部の聴診、
  触診を確認（腸管運動亢進？低下？）
⑨　末梢を見る、触れる
	 ➢ 皮膚温、色調、爪、皮膚の乾燥（脱水）
	 ➢ 浮腫、圧痕
	 ➢ 筋萎縮：サルコペニア、フレイル
⑩　体重を測る
	 ➢ 体重は心不全、腎不全、栄養障害の重要な指標
⑪　服薬を確認する
	 ➢ 服薬状況（種類・量の変化）、怠薬の有無
	 ➢ 循環器薬：降圧剤、β遮断薬、抗不整脈薬、抗血栓薬
	 ➢ 呼吸器薬：気管支拡張薬、去痰剤

演者略歴
<学歴>
平成 6年4月 中部リハビリテーション専門学校理学療法学科入学
平成10年3月 　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　卒業
平成15年4月 国際医療福祉大学大学院医療福祉学健康保健医療学専攻博士前期課程入学　
平成17年3月 　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　卒業（保健医療学修士）
平成21年4月 兵庫医科大学大学院医学専攻救命集中治療学博士後期課程入学
平成28年3月 　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　満期退学

<職歴>
平成10年4月 兵庫医科大学病院 リハビリテーション部（平成15年3月まで）
平成15年4月 国際医療福祉大学病院 リハビリテーション室（平成17年3月まで）
平成17年4月 高知県・高知市企業団立 高知医療センター リハビリテーション科（平成18年8月まで）
平成18年9月 心臓病センター榊原病院 心臓リハビリテーション室（平成21年3月まで）
平成21年4月 兵庫医療大学 リハビリテーション学部理学療法学科講師（現在に至る）

<社会貢献>
・日本心臓リハビリテーション学会評議員、日本呼吸療法医学会チーム医療推進委員、日本心血管理学療法学会運営幹事、
「理学療法学」査読委員、兵庫県理学療法士会システム管理部など

<賞罰>
・第48回日本理学療法学術大会優秀演題賞など

特別講演
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教育講演

●教育講演Ⅰ　テーマ

股関節機能障害と歩行	－協調からひも解く－
演者：京都大学大学院医学研究科　人間健康科学系専攻　建内　宏重
座長：ハーベスト医療福祉専門学校　理学療法学科　上島　正光

●教育講演Ⅱ　テーマ

転倒予防
演者：神戸学院大学　総合リハビリテーション学部　理学療法学科　浅井　　剛
座長：高砂市民病院　リハビリテーション室　新村　秀幸
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　変形性股関節症（股 OA）は慢性進行性の疾患であり、本邦では寛骨臼形成不全症などによる二次性股
OA が多数を占める。このことは、比較的若年の早期発症患者が多いことを意味している。また一方では、
末期股 OA に対して人工股関節全置換術（THA）を施行される患者も増加の一途をたどっている。したがっ
て、股 OA 患者に対する理学療法では、異なる背景を有する幅広い年代の患者に対応する必要がある。なか
でも股関節の機能障害に対しては、股 OA の進行過程に応じて、股関節機能の維持・改善とともに日常生活
において股関節に過剰な力学的負荷をかけないための治療戦略も重要となる。
　本講演では、特に股関節への負荷を軽減するという観点から、股関節機能障害と歩行について、1）股関
節機能障害と足部・足関節との協調関係、2）股関節機能障害と胸椎との協調関係、3）関節変性と日常生活
における股関節累積負荷、の 3 点を中心に話題を提供する。
1）股関節機能障害と足部・足関節との協調関係

　股関節疾患患者では、歩行の立脚中期以降で問題（股関節の過剰なスティフネスや股関節屈筋による
力発揮不足）が生じやすい。THA 術後患者を対象とした我々の調査 1,2) では、それら歩行時の股関節機
能障害は、主に足関節底屈筋による作用で代償されやすいことが分かっている。股関節屈筋（特に腸腰筋）
と足関節底屈筋（特に腓腹筋）は歩行における機能的な結びつきが強い筋であると考えられ、それらの
協調関係は歩行障害の理解やその改善にとって注目すべき点である。
また、方向転換動作など、股関節でのより複雑な制御が要求される動作では、立脚中期以前から足関節
底屈筋の作用を強め、足部と床面との間での回旋を生じることで巧みに身体の進行方向を制御する動き
も確認される。このような制御は、末期の股 OA 患者にとっては、機能レベルを維持するために重要で
ある 3)。

2）股関節機能障害と胸椎との協調関係
　正常歩行では、脊柱でわずかな回旋運動が生じており、それは主に胸椎部が担っている。また、胸郭
の回旋と股関節の屈伸運動は、歩行速度に由らずほぼ逆位相となるように協調している。しかし、股関
節疾患患者では、股関節機能障害が隣接する腰椎により代償されやすく、それは腰痛を生じるリスクに
なる。それらを勘案し、筆者は股関節での負荷を軽減するためのポイントの一つは胸椎部の動きである
と考えている。本講演では症例を提示し、胸椎と歩行時の股関節負荷との関連性を考えてみたい。

3）関節変性と日常生活における股関節累積負荷
　歩行時の関節への負荷は、動作解析システムなどを用いて関節モーメントや関節間力などを算出する
ことで評価される。また、臨床では、主に視覚的な歩行分析によりそれらを推定する。しかし、歩容と
ともに、日常生活や仕事における活動量は、患者個人によって大きな幅がある。動作解析システムや視
覚的歩行分析により評価される一歩行周期における関節負荷は大きくなくても、一日の活動量が多けれ
ば、関節への負荷は増大する。すなわち、一歩行周期の関節負荷に一日の活動量（歩数）を乗じた総負
荷量（関節累積負荷 : cumulative joint loading）という視点が必要である。我々の調査 4) では、前期から
進行期の股 OA 患者において、関節変性の程度と股関節累積負荷とが関連することが分かってきている。
歩行時の股関節への負荷に配慮するためには、治療場面での歩行の評価・治療だけではなく、日常の活
動量にまで視野を広げて対応することが必要であろう。

股関節機能障害と歩行　
－協調からひも解く－

京都大学大学院医学研究科　人間健康科学系専攻

建
たてうち

内　宏
ひろしげ

重

教育講演Ⅰ
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教育講演Ⅰ

1）Tateuchi H, et al.: Dynamic hip joint stiffness in individuals with total hip arthroplasty: Relationship between hip 
impairments and dynamics of the other joints. Clin Biomech 26;598-604, 2011

2）Tateuchi H, et al.: Immediate effects of different ankle pushoff instructions during walking exercise on hip 
kinematics and kinetics in individuals with total hip arthroplasty. Gait Posture 33;609-14, 2011

3）Tateuchi H, et al.: Compensatory turning strategies while walking in patients with hip osteoarthritis. Gait Posture 
39;1133-7, 2014

4）Tateuchi H, et al.: Associations of radiographic degeneration and pain with daily cumulative hip loading in patients 
with secondary hip osteoarthritis. J Orthop Res, 2016 In Press

演者略歴
〈学歴〉
平成10年3月 京都大学医療技術短期大学部理学療法学科卒業
平成10年4月 理学療法士免許　（登録番号：28271）
平成16年3月 神戸大学大学院医学系研究科博士前期課程修了　修士号取得（保健学）
平成23年3月 京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了　博士号取得（人間・環境学）

〈職歴〉
平成10年4月 大阪医科大学附属病院リハビリテーション科　入職
平成18年4月 京都大学医学部保健学科　理学療法学専攻　入職（助手）
平成19年4月 京都大学大学院医学研究科　人間健康科学系専攻　（助教；現職）
平成21年2月 ワシントン大学セントルイス校　理学療法プログラム　客員研究員

〈所属学会・委員等〉
日本運動器理学療法学会、日本基礎理学療法学会、日本臨床バイオメカニクス学会、日本股関節学会、
理学療法学編集委員会査読委員

〈専門理学療法士〉
専門理学療法士（運動器；3-569；2010年度認定）、専門理学療法士（基礎理学療法； 1-139；2010年度認定）

〈新人教育プログラム修了〉
2003年度

〈主な研究業績〉
Tateuchi H, et al. Associations of radiographic degeneration and pain with daily cumulative hip loading in patients 
with secondary hip osteoarthritis. J Orthop Res, 2016
Tateuchi H, et al. The effect of angle and moment of the hip and knee joint on iliotibial band hardness. Gait Posture 
41:522-528, 2015.
Tateuchi H, et al. Compensatory turning strategies while walking in patients with hip osteoarthritis. Gait Posture 
39:1133-7,2014. 
Tateuchi H, et al. Pelvic instability and trunk and hip muscle recruitment patterns in patients with total hip 
arthroplasty. J Electromyogr Kinesiol 23:151-158,2013.
Tateuchi H, Taniguchi M, Mori N, Ichihashi N. Balance of hip and trunk muscle activity is associated with increased 
anterior pelvic tilt during hip extension. J Electromyogr Kinesiol 22:391-397,2012. 
Tateuchi H., et al.: Dynamic hip joint stiffness in individuals with total hip arthroplasty: Relationships between hip 
impairments and dynamics of the other joints. Clin Biomech 26: 598-604, 2011.
Tateuchi H., et al.: Immediate effects of different ankle pushoff instructions during walking exercise on hip kinematics 
and kinetics in individuals with total hip arthroplasty. Gait Posture 33(4): 609-14, 2011.
Tateuchi H., et al.: Effects of calcaneal eversion on three-dimensional kinematics of the hip , pelvis, and thorax in 
unilateral weight bearing. Hum Mov Sci 30(3): 566-73, 2011.
Tateuchi H., et al.: Anticipatory postural adjustments during lateral step motion in patients with hip osteoarthritis. J 
Appl Biomech 27(1): 23-9, 2011.
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教育講演Ⅱ

　高齢者に限らず中年者にとっても転倒は自身の「老い」を感じるサインである。歩いていて足がもつれる、
何もないところでつまずく。若く元気な頃にはなかったこうした身体の衰えはまさに「老い」そのものである。
また転倒はその「老い」を加速させる。転倒して健康状態が悪化する。その後長期の入院となり一気に「老い」
の坂道を転げ落ちて介護状態になり最悪の場合には亡くなる。このように転倒は「老い」や「死」、そして
これからの日本社会において大きな問題となる「介護」とも深く関わる。高齢者の健康や介護に関わる仕事
をしている理学療法士にとって転倒は大きな課題であり、その予防について正確に理解する必要がある。
　転倒の予防において、最初に考えなければならないことはリスク要因の把握である。地域在住高齢者では

「鎮静作用のある薬物の服用」、施設高齢者では「認知症」といった具合に、転倒リスクの主要因は対象者の
特性に大きく依存する。また、当然のことながら転倒は単一の要因ではなく、環境要因を含む複数の要因が
複雑に絡まって生じる。元気な高齢者が外出先で転倒するようなケースは、転倒には運動機能などのいわゆ
る内的要因以外に床面や天気などの外的要因が深く関わっていることを端的に表している。
　転倒リスクの特徴から我々は転倒予防に関して何を学ぶべきだろうか。1 つは絶対的な転倒リスク評価は
ないということである。例えば、地域の元気高齢者と回復期病院の脳卒中患者では転倒リスク要因が当然異
なる。また、日常的に活動量が高い人と低い人では危険な状況に遭遇する確率が異なる。すなわち、単一の
転倒リスク評価では高齢者の全てをカバーすることは出来ないということである。可能な範囲で対象となる
患者の特性に応じた、リスク評価を追加的に行うべきである。もう１つは転倒リスク要因の全てを取り除く
ことは現実的には不可能だということである。高齢者に常に誰かが付き添うことは難しいし、必要とされて
いる薬を減らすこともできない。したがって、転倒予防とは「対象となる人の特性を把握し、その特性に応
じた多面的なリスク評価を行い、可能な範囲で相対的にリスクの低減を図る」ということになる。これはま
さに臨床医学であり、我々が臨床において行っている思考そのものといえる。
　それでは、実際にこれまであった転倒予防に関する知見にはどんなものがあるだろうか。転倒リスク要因
については様々な角度から研究が行われ、その要因については、服薬数、転倒恐怖、認知症、バランス機能
の低下など多種多様な要因が知られている。しかし、介入研究となると、運動と環境に関わる研究がほとん
どである。運動に関わる研究ではバランストレーニングの効果を検証した報告が多くメタアナリシスにおい
てもその有効性が報告されている。一方でその他の運動、たとえば歩行運動などはその有効性については疑
問視する報告も多く、歩行運動だけでは転倒を予防することは難しいと考えられている。環境に関わる研究
では、環境への介入はおおむね有効だとする報告が多い。しかし不慣れな環境下では転倒率が高まることも
報告されており、その理解には注意が必要である。また、多くはないが、包括的な転倒予防介入の効果を検
証した報告もあり、その効果は他の介入効果と比較して大きいとされている。ただし、転倒予防においては
介入による費用対効果も重要な要素であり、その点では他の方法と比較してやや劣るのではないか、と考え
られる。
　高齢者の健康における転倒の位置づけを俯瞰すると、転倒予防はまさに介護予防そのものである。理学療
法士にとっては、地域社会における活動内容の中心と言っても過言ではない。これからの地域社会の形を考
えると、転倒予防は研究所や大学が中心となって行う大規模な教室型ではなく、地域の人材を生かしたソシ

転倒予防

神戸学院大学　総合リハビリテーション学部　理学療法学科

浅
あさい

井　　剛
つよし
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教育講演Ⅱ

アルキャピタル型がその中心になると予想される。理学療法士はそうした社会要請に応える知識とスキルを
有する数少ない医療専門職種である。多くの理学療法士が地域保健との関わりの中で、効果的な転倒予防を
実践することに大きな意義があると考える。

演者略歴
〈略歴〉
平成17年　神戸大学医学部保健学科理学療法学専攻卒業
平成17年　神戸学院大学総合リハビリテーション学部　助手
平成21年　神戸学院大学総合リハビリテーション学部　助教
平成25年　神戸大学大学院医学系研究科博士課程後期課程修了（博士号取得、保健学）

〈研究分野〉
小型センサを用いた歩行動作分析
介護予防

〈主な論文〉
Asai T, Misu S, Sawa R, Doi T, Yamada M. Multi-chronic musculoskeletal pain is a useful clinical index to predict the 
risk of falls in older adults with normal motor function. Aging Clin Exp Res 2015; 27(5): 711-6.

Asai T，Ojima I，Minami S，Takeshima Y，Matsuo M．Gait training for Becker's muscular dystrophy using robot 
suit hybrid assistive limb．Phys Med Rahebil Inter．2014；1(3)：4．

Asai T, Doi T, Hirata S, Ando H. Dual tasking affects lateral trunk control in healthy younger and older adults. Gait 
Posture 2013; 38(4): 830-6.

Asai T, Misu S, Doi T, Yamada M, Ando H. Effects of dual-tasking on control of trunk movement during gait: 
Respective effects of manual- and cognitive-task. Gait Posture 2013; 39(1): 54-9.
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一般公開講演

●テーマ

食と嚥下とリハビリテーション栄養
演者：社会医療法人社団　熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション科　吉村　芳弘
座長：第28回兵庫県理学療法学術大会　大会長　小山　　長
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一般公開講演

　本邦では 65 歳以上の高齢者の割合が 4 人に 1 人となった。少子化と相まってなお高齢化率が上昇している。
さらに今後は 75 歳以上の人口しか増加しないことが予想されており、文字通り超高齢社会時代が到来した。
高齢者の要介護状態にいたる原因として「加齢による虚弱」や「骨格筋量の減少」、「転倒・骨折」、「摂食嚥
下障害」、「認知症」などの要因が増加する。ここに高齢者医療におけるパラダイムシフトが起こりつつある。
そしてこのパラダイムシフトのキーワードとなるのが「リハビリテーション栄養」である。
　少し昔（10 年ほど前）までの本邦では、摂食嚥下リハビリテーション（以下、リハ）でもっとも重要な
疾患は脳卒中であった。脳卒中では急性期に摂食嚥下障害を認めることが多く、急性期から回復期以降に摂
食嚥下リハと自然経過で摂食嚥下機能が回復することが多い。そのため、しばらく禁食にして嚥下機能評価
を十分に行い、時間をかけて摂食嚥下リハを行っても手遅れになることは少なかった。
　現在でも脳卒中は摂食嚥下リハで重要な疾患であるが、ここ数年の間に世界で初めて超高齢社会となった
本邦では、老嚥、オーラルフレイル、サルコペニアの摂食嚥下障害も同様に重要な課題であると認識される
ようになった。これらに対しては、従来の脳卒中モデルの摂食嚥下リハとは異なる対応が必要である。
　老嚥やオーラルフレイルは摂食嚥下障害の前段階であり、従来の摂食嚥下リハでは軽視されてきたが、現
在ではリスクの段階で発見して摂食嚥下障害への進展を予防することが重視されている。サルコペニアの摂
食嚥下障害は、誤嚥性肺炎、大腿骨近位部骨折術後、禁食による廃用、不適切な栄養管理による低栄養など
で生じることが多い。主な原因は廃用と低栄養であるため、従来の脳卒中モデルと異なり早期離床、早期経
口摂取、栄養管理を徹底的に行うことが大切である。これはリハ栄養の考え方の基盤であり、機能改善を目
指したリハと栄養管理を同時にかつ積極的に行うことが求められる。
　高齢者摂食嚥下障害に対するリハ栄養の効果については、現時点で基盤となる臨床研究は少ないものの、
早期離床、早期経口摂取（禁食を控える）、積極的な口腔ケア、早期リハ、十分なエネルギー蛋白、薬剤の
見直し、認知機能評価、などを多職種で包括的に繰り返し行うことが推奨されている。
　私はリハ医療に従事しているが、リハを行う高齢者は 2 極化しつつある。低栄養、低体重、サルコペニア
を呈する群と、肥満にサルコペニアを合併した群である。前者をサルコペニアやせ、後者をサルコペニア肥
満と呼ぶことにする。入院している高齢者にはサルコペニアやせが多い。これはもともとの低栄養や侵襲、
入院中の不適切な栄養管理などが原因とされる。サルコペニアやせはベースラインの ADL が低く、リハに
よる ADL 改善も大きくない。一方で、21 世紀の先進国における世界的な栄養の課題は、サルコペニア肥満
との戦いである。サルコペニア肥満のベースにあるのは、メタボリック症候群であり、食生活の乱れ、運動
不足、睡眠不足、喫煙などが重なり、肥満やインスリン抵抗性から食後高血糖、高血圧、脂質異常症が顕在
化し、肥満に骨格筋減少をきたすようになる。今や世界の先進国の医療費の多くがメタボリック症候群に費
やされている。
　病院内でサルコペニアやせが問題となっているのに対し、病院外の高齢者ではサルコペニア肥満が問題と
なっている。すなわち、病院の中はガイコツ、病院の外はメタボ、である。いずれにしても、治療の鍵を握
るのはリハ（運動療法）と栄養療法の併用である。これが高齢者医療に関わる全ての医療人が「リハ栄養」
を学習すべき理由である。

食と嚥下とリハビリテーション栄養

社会医療法人社団　熊本リハビリテーション病院　リハビリテーション科

吉
よしむら

村　芳
よしひろ

弘



− 29 −

演者略歴
〈職歴〉
1975年　熊本県水俣市生まれ 
2001年　熊本大学医学部卒業 
2001年　東京女子医大心臓血管外科 レジデント 
2003年　熊本大学医学部外科医員 
2013年　熊本リハビリテーション病院 医員 
2015年　熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション科 副部長 

〈これまでの主な勤務先〉
済生会熊本病院　心臓血管外科
熊本中央病院　外科 
済生会みすみ病院　外科 
桜十字病院　外科/リハビリテーション科

〈学会・研究会・役職など〉
日本静脈経腸栄養学会　認定医　学術評議員 
日本リハビリテーション医学会　認定医 
欧州臨床栄養代謝学会（ESPEN）　会員 
日本リハビリテーション栄養研究会　世話人 
日本サルコペニア・フレイル研究会（2014年3月設立）　世話人　 
PEGケアカンファレンス熊本　世話人 
熊本NST研究会　世話人 
熊本看護専門学校　非常勤講師 
熊本市介護認定審査会　委員（座長） 

〈受賞歴〉
2013年　第28回 日本静脈経腸栄養学会 フェローシップ賞

〈資格〉
英検１級　TOEIC890点 

〈リハ栄養関連の主な執筆・共著〉
Poor oral status is associated with rehabilitation outcome in older people. （コレス著者）. Shiraishi A, etc. 
Geriatr Geront Int. 2016 （Inpress）
高齢入院患者における口腔機能障害はサルコペニアや低栄養と関連する.（共著）. 白石他.日本静脈経腸栄養学会誌. 
2016（Inpress）
治療を支える 疾患別リハビリテーション栄養. 2016年2月 南江堂 
心に残る経腸栄養の患者さんたち2. 2016年2月. フジメディカル出版 
臨床栄養 2016年2月号巻頭特集企画 （監修）. 2016年2月. 医歯薬出版 
モダンフィジシャン 高齢者摂食嚥下サポート. 2015年11月. 新興医学出版社 
サルコペニアとフレイル. 2015年11月. 医薬ジャーナル　 
在宅リハビリテーション栄養. 2015年9月. 医歯薬出版 
JCNセレクト10高齢者栄養ケアUPDATE. 2015年8月. 医歯薬出版 
栄養ケアのキーワード166. 2015年8月. メディカ出版 
Effects of nutritional supplements on muscle mass and activities of daily living in elderly rehabilitation patients with 
decreased muscle mass: a randomized controlled trial.  J Nutr Health Aging. 2015 
心に残る経腸栄養の患者さんたち. 2015年2月. フジメディカル出版 
認知症とリハビリテーション栄養. 2015年1月. 医歯薬出版 
エキスパートナース 2014年12月号 特集. 2014年12月. 照林社 　　 
高齢者リハビリテーション実践マニュアル. 2014年9月. メジカルビュー 
実践リハビリテーション栄養. 2014年9月. 医歯薬出版 
Nutrition Care 2014年7巻10号特集 . 2014年9月. メディカ出版
リハビリテーション栄養Q＆A. 2013年. 中外医薬社
栄養と運動で予防するサルコペニア. 2013年. 医歯薬出版
経口補水療法最前線 第48回 連載記事. 2013年. 大塚薬報              その他、原稿多数 

一般公開講演
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口述発表演題

メインホール（第1会場）
	 ●口述発表Ⅰ　O-1～O-6　		11：30～12：15

	 ●口述発表Ⅱ　O-7～O-12　12：15～13：00

国際会議室（第2会場）
	 ●口述発表Ⅲ　O-13～O-19　11：30～12：20

	 ●口述発表Ⅳ　O-20～O-26　12：20～13：10
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第 1 セッション（新人発表推薦演題）

O-1

【はじめに】
　今回、長期臥床により体幹の後方への仰け反りや、起立性
低血圧が生じ、端座位保持や移乗動作に難渋した急性硬膜下
血腫症例を経験した。腹臥位を用いたチルトテーブル練習が
有効であったのでその経過に若干の考察を加えて報告する。

【症例紹介】
　症例は71歳、男性。診断名、右急性硬膜下血腫。現病歴
は平成27年5月下旬に右急性硬膜下血腫発症し、 A病院にて
開頭血腫除去術施行。6月中旬にリハビリ目的のため当院入
院、理学療法開始となった。病前ADLは全て自立であった。 

【倫理的配慮】
　本発表に関しては、本人または家族に説明の上、同意を得た。

【初期評価】
　意識レベルはJapan Coma Scale（以下、JCS）でⅡ-30、
基本動作は全て全介助であった。12段階式片麻痺機能テス
トは左上下肢共にグレード2であった。関節可動域は著明な
制限を認めず、感覚は精査困難であった。病棟内ADLは全
て全介助を要し、ベッド上では背部伸筋群の筋緊張亢進の
ため体位変換に2人介助を要した。喀痰は自己喀出困難なた
め吸引を要し、喀痰からMRSA・緑濃菌が認められたため、
感染対応によるベッドサイドでの理学療法となった。

【理学療法プログラム及び経過】
　入院直後より誤嚥性肺炎や起立性低血圧により離床は遅
延した。しかし意識レベルは徐々に向上し、JCSでⅠ-3へ改善、
喀痰量の減少もみられたため、9月下旬より理学療法室にて
感染対応を行いながらリクライニング型車椅子での出棟が可
能となった。出棟開始時、端座位は背部伸筋群の筋緊張亢
進により、後方へ大きく仰け反り、前方への重心移動が困難
な状態であった。そのため移乗は2人介助を要した。理学療
法プログラムでは、意識レベルの向上や抗重力刺激を目的
に、起立台を用いて立位練習を行ったが、立位直後に起立性
低血圧が生じた。そのため傾斜角度が調整できるチルトテー
ブルへ変更した。しかしチルトテーブルでは背部伸筋群の筋
緊張亢進が生じ、後方へ仰け反るような姿勢となった。そこ
でチルトテーブル上で腹臥位（以下、チルト腹臥位）をとらせ
傾斜角度を上昇させたところ、背部伸筋群の筋緊張は緩和さ
れ、10月上旬には70°、20分間のチルト腹臥位が可能となった。
それに伴い、端座位や立位においても背部伸筋群の筋緊張は
緩和され、端座位保持が可能となった。10月下旬の最終評
価では、意識レベルはJCSでⅠ-2へ改善した。車椅子はリクラ
イニング型から標準型車椅子に変更となり、右上下肢での車
椅子駆動が可能となった。また2人介助であった移乗は1人軽
介助で可能になるまでに改善が得られた。

【考察】
　原垣内らは腹臥位の効果として、腹部を支持面として知覚
することで背部の筋緊張を緩和させると述べており、長期臥
床により背部伸筋群の筋緊張が亢進した起立性低血圧を伴
う本症例において、腹臥位を用いたチルトテーブル練習は有
効であったと考えられる。
 

【はじめに】
　今回、頸髄症と腰椎脊柱管狭窄症を既往にもち、転倒によ
り再度頸髄症を呈し、四肢不全麻痺となった症例を担当した。

【症例紹介】
　70歳代男性。30年前に頸髄症を発症し左足関節背屈困難。
症状進行に伴い10年前にオルトップ製作。4年前、腰椎脊柱
管狭窄症を発症し二度の手術施行。1年前に自宅で転倒し、
再度頸髄症を呈し四肢不全麻痺となり、頸椎椎弓切除術施行。

【倫理的配慮】
　本症例には発表の趣旨を説明し同意を得た。

【初期評価】
　起居動作自立。立ち上がり、立位保持は見守りにて可能。
Manual Muscle Test（以下MMT） 下肢右4、左3、体幹3。
感覚はC5領域以下表在深部共に中等度以上鈍麻。10m歩行
25.8秒。Time Up and Go test（以下TUG-t）34.7秒。屋内
連続歩行距離約60m（T字杖とオルトップ装着）。

【理学療法経過】
　理学療法開始当日よりT字杖と左オルトップを使用し、2動
作歩行揃え型での歩行練習開始。歩行時、左側荷重困難に
より右後方への動揺を認め、両Mid Stance（以下MSt）時の
反張膝により両下肢の連続した振り出しが困難。4週目、歩
行時の動揺、反張膝著変なし、左オルトップを背屈3°のプラ
スチック短下肢装具（以下SHB）に変更。右下肢にも背屈3°
のSHBを装着。MSt時の反張膝に対する分習法と全体練習
としてAction Observation Therapy（以下AOT）を実施。
8週目、右裸足にてMSt時の反張膝消失。左反張膝は残存し
ていたため背屈3°のSHB製作。10週目、歩行時の後方重心
が軽減し、屋外歩行練習開始。病棟内はT字杖歩行自立。
16週目、SHBを使用し屋内T字杖歩行自立、屋外はT字杖ま
たはシルバーカーにて自立。

【最終評価】
　MMT下肢右5、左4。体幹4。感覚著変なし。10m歩行
13.8秒。TUG-t 16.7秒。連続歩行距離約360m。

【考察】
　本症例は余暇活動のため、屋外歩行における実用的な速
度、耐久性の獲得が必要であった。これらの問題点として、
後方重心による転倒リスクと歩行距離低下に着目。原因とし
て、下肢筋力発揮困難、反張膝、左側荷重困難が挙げられた。
本症例は適切なタイミングで筋力を発揮させることが困難で
あったため、反張膝をつくっていたと考える。そこで、平行
棒内にてMSt時の臀筋群と大腿四頭筋の筋発揮のタイミング
を学習する為、Initial ContactからMStにかけての分習法を
実施した。またSHB装着と未装着にてAOTを実施。これら
の装具療法と動作練習を繰り返すことでMSt時の反張膝が改
善した。後方重心に関しては上記に加え左SHBの装着により
足関節背屈が代償され、左側下腿が前傾することで右下肢
の振り出しが容易となった。これらにより前方推進力が生ま
れ、後方重心が改善し歩行速度の向上とともに歩行距離が
延長したと考える。

【まとめ】
　反張膝の改善に着目し、経過に応じた装具の検討と運動
学習を利用した歩行練習を行うことで、実用性の高い歩行動
作を再獲得できた。
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1）、松下　和弘1）、岡前　暁生1）、和田　智弘1）、
和田　陽介2）

1）兵庫医科大学ささやま医療センター　リハビリテーション室
2）兵庫医科大学　地域総合医療学
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腹臥位を用いたチルトテーブル練習が有効で
あった長期臥床の一症例

二度の頸髄症を呈した症例に対し装具療法
と運動学習にて歩行能力の向上が図れた一
症例

O-2
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第 1 セッション（新人発表推薦演題）

【はじめに】
　今回、転倒への危険性の認識が乏しく、認知している運動
機能と、実際の運動機能に乖離が生じ、歩行獲得に難渋し
た症例を担当した。理学療法を進める中で自身の運動機能
についての認識が得られたことで、安定な動作についての気
づきがみられ、歩行能力の向上が得られたため報告する。

【倫理的配慮】
　発表に際しヘルシンキ宣言に基づき口頭で説明のうえ了承
を得た。

【症例紹介】
　75歳男性。診断名は脳梗塞。既往歴は、腰椎圧迫骨折。
平成27年4月に左上下肢に麻痺が出現し、同年5月に当院に入
院。

【初期評価】
　Brunnstrom Recovery Stage（以下BRS）Ⅲ-1、
Functional Balance Scale（以下FBS）は6/56点、Functional
I ndependence  Mea su re（以下FI M）は3 4 /12 6。
Trail Making Test（以下TMT）のAは112秒、Bは途中中
止。歩行では、左下肢筋群の筋緊張低下、左股関節の伸展
制限や重度感覚障害、伸展方向への運動の表出困難により、
MSt～TStの短縮が生じ、PSw～ISwの左股関節屈曲固定が
生じていた。結果、後方への不安定性や、左下肢の引っ掛か
りが生じ、左腋窩軽介助を要していた。しかし、患者本人か
らは「一人で大丈夫」などの発言がみられた。

【理学療法】
　左股関節周囲筋の促通、運動や支持知覚向上などの機能
面の改善を目的に、左下肢へ注意を向けながらの運動コント
ロール練習を行った。また、転倒の危険性に対する気づきを
促すことを目的として、自己教示訓練を取り入れた応用歩行
練習や段差昇降を、難易度の調整を行いながら実施した。

【最終評価】
　BRSはⅤ-1、FBSは49/56点、FIMは63/126点、TMTのA
は125秒、Bは途中中止。左下肢筋群の筋力向上や筋緊張異
常が改善したことで、歩行時の左下肢の支持性向上が得られ
た。また股関節伸展方向への運動表出が得られ、MSt～TSt
は延長した。股関節の感覚障害の改善に伴い運動主体感が
得られた。これらにより、PSw～ISwにかけて左股関節屈曲
固定が軽減したことで後方への不安定性や、左下肢の引っ掛
かりが軽減した。また、「今足を引きずっている」などの発言
がみられるようになり、屋内歩行は独歩見守りで可能となった。

【考察】
　Crossonは、障害認知は知識的・体験的・予期的気づきに
より階層で進んでいくと報告している。本症例は、支持機能
改善により立脚期が延長した。さらに、感覚障害の改善に伴
い運動主体感が生成されたことで、随意性の改善と、不安定
性に対する制動が可能となった。これらの機能面の改善に加
え、自己教示訓練を取り入れた応用歩行練習や階段昇降練
習を行ったことで、自己身体に対する、知識的・体験的・予
期的気づきが得られ、病棟内独歩見守りとなったが、在院中
は、注意の選択・分配の低下は改善できず、自立は困難であっ
た。そこで退院前訪問指導にて、現在のADL能力を考慮し
た住環境整備を行ったことで自宅内移動が自立でき、自宅復
帰が可能となった。
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“一人で大丈夫!”
自身で認知している運動機能と実際の運動機
能に乖離が生じた症例

O-4

【はじめに】
　今回、胸部食道がんに対し、食道一期根治術を行い、術後
肺合併症を伴ったが、退院可能となった症例を担当する機会
を得たので報告する。なお、対象となる本人に対し発表の趣
旨を説明し同意を得た。

【症例紹介】
　70代男性、近医にて胃カメラ検査の際、腫瘍見つかり手術
目的にて当院入院。診断名は胸部食道癌StageⅡ（T1b N2 M0）。
術式は胸骨胃管後再建術。喫煙歴は30歳まで20本/1日。飲
酒歴は缶ビール20歳から2.3本/1日。

【初回評価】
　GCS15点。呼吸状態：Room Air SPO298％、呼吸数14～16
回/分、腹式呼吸優位、胸部X線画像：CTR43.7％、胸郭周
差：腋窩2.5㎝、剣状突起3.5㎝、第10肋骨3.0㎝。ROM：頸
部・肩関節制限あり。筋力：上下肢体幹MMT5。栄養状態：左
上腕周径29.0㎝、左大腿周径36㎝、握力：左32.0㎏、ALB3.8
㎎/dl、CRP0.1㎎/dl。6分間歩行試験：520ｍ（BP110/64. 
HR84 .SPO298%. Borg10）。自転車エルゴメータ負荷試験：85W

（5～6METs.Borg133.HR113.SPO298％）、FIM116点（減点
項目：更衣）。

【経過】
　入院翌日：術前理学療法開始。入院6日目：食道癌一期根
治術施行。術翌日：術後理学療法開始。術後3日目：リフィリン
グ期となり呼吸苦増加。X線画像から右無気肺、胸水あり。
聴診から咽頭部に貯痰音・上葉から中葉湿性ラ音著名（右＞
左）、両下葉呼吸音減弱。術後5日目：肺炎と診断。ミニトラッ
ク装着。術後7日目：理学療法室にて理学療法開始。術後14日
目：同化期となり有酸素運動追加。術後20日：退院。

【最終評価】
　呼吸状態：呼吸数約17回/分、胸式呼吸優位、聴診：右下
葉呼吸音減弱、触診：右下部胸郭可動性低下、胸部X線画
像：術前と比べ中葉から下葉の透過性低下、右横隔膜2㎝挙
上、胸水残存、CTR49.0％。胸郭周差：腋窩2.0㎝、剣状突
起2.5㎝、第10肋骨1.0㎝。栄養状態：左上腕周径28.0㎝、左
大腿周径35.0㎝、握力：左31.0㎏、ALB2.9㎎/dl、CRP0.5
㎎/dl。6分間歩行試験：500ｍ（BP111/71. HR70.SPO298% 
.Borg13）。自転車エルゴメータ負荷試験は65W（4～5METs.
Borg13 .HR110.SPO298％）、その他著変なし。

【考察】
　術前は、呼吸機能低下、術創部痛による活動量低下、筋力・
運動耐容能低下などの術後合併症を予測し、呼吸理学療法、
疼痛回避動作指導、上下肢筋力トレーニング、有酸素運動を
行い、術前から呼吸器合併症を予防するプログラムを実施。
術直後は、呼吸理学療法・離床を中心に実施。術後3日目か
らリフィリング期となり、右下葉に無気肺生じ、肺炎と診断さ
れミニトラックを装着。その後、呼吸苦より臥床傾向であった
為、午前・午後と理学療法を実施し、呼吸理学療法中心のプ
ログラムに変更。さらに、看護師に理学療法前に去痰薬・加湿
を依頼。呼吸理学療法にて呼吸苦が軽減し、病棟での離床
時間延長を依頼。結果、術後7日目には呼吸苦軽減。離床時
間が増加、術後14日目に同化期となり有酸素運動を追加。退
院時には日常生活に支障のないレベルまで回復し、経腸栄養
動作を獲得したため、退院に至った。この経験を通じ、時期・
状態に合わせたプログラムの変更や病棟との連携の重要性を
学んだ。
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胸部食道がんに対して食道一期根治術を施
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第 1 セッション（新人発表推薦演題）

【はじめに】
　広範囲脳梗塞後、開頭外減圧術を施行した数週後に、頭
痛・気分不良が出現し、離床の中断を余儀なくされた症例を
経験した。離床が中断した際の介入方法を検討し、頭蓋形
成術を施行後、頭痛などの改善がみとめられ、積極的な理学
療法が可能となったため考察を加えて報告する。

【症例紹介】
　50歳代男性。左内頚動脈閉塞、左中大脳動脈閉塞を伴う
左広範囲脳梗塞を発症。即日行われたrt-PA静注療法にて再
開通が得られず、血栓回収療法を施行。内頸動脈・中大脳
動脈は再開通するも、前大脳動脈は再開通が得られなかっ
た。第2病日より理学療法は開始となったが脳浮腫が増強
し、第3病日に開頭外減圧術を施行。第8病日から離床を行
い、第15病日には歩行練習を開始した。この時点のNational 
Institutes of Health Stroke Scale（NIHSS）は22/42点、
Glasgow Coma Scale（GCS）は11点、右上下肢のBrunnstrom
Recovery Stage（BRS）はⅠ、運動性失語と右半側空間無
視を認めた。起居動作は軽介助～中等度介助、歩行は長
下肢装具を装着し中等度介助。Functional Independence 
Measure（FIM）は20点であった。

【倫理的配慮】
　対象者及びそのご家族には、学会報告に関する十分な説
明を行い、同意を得た。

【経過】
　第19病日までは上記のような経過で立位・歩行練習を中心
に介入していたが、第20病日～37病日まで、起き上がりの際
に頭痛や気分不良の訴えが多く、syndrome of the sinking 
skin flap（SSFS）と疑われた。頭痛・気分不良が生じたため、
主治医と相談の上、段階的なギャッジアップを行った。この
間は、積極的な離床を行わずdeconditioning予防を目的に介
入した。第34病日に頭蓋形成術施行後、徐々に頭痛・気分
不良の改善がみられ、理学療法に対する意欲も向上した。第
38病日頃より、立位・歩行練習を再開し離床時間を延長し
た。積極的な介入が可能となると、右下肢の随意性は向上し、
動作介助量もわずかに軽減した。第55病日には、NIHSSは
14/42点。GCSは12点。BRSは下肢ではⅡと改善が見られた。
起居動作は見守り～軽介助、歩行は短下肢装具・T-cane使
用して中等度介助となった。FIMは76点と改善が見られた。

【考察】
　本症例は発症後3週間頃より、頭痛・気分不良などの症状
が出現し、積極的な理学療法を行うことが困難となった。頭
痛、気分不良は開頭外減圧術によるSSFSの影響と考えられ
た。そのため、症状の増悪を避けるために段階的なギャッジ
アップを行い、頭蓋形成術後には症状が改善することを予想
して、deconditioning予防に努めた。SSFSとは広範囲な開
頭外減圧術後、数週～数カ月後に神経症状を呈する一群の
症候群である。頭蓋形成術前は主に病巣側の脳血流の低下
を認めるが、術後は両側の脳血流の改善が認められ、SSFS
は徐々に消失すると報告されている。以上のことから、頭蓋
形成術を施行することにより、頭痛・気分不良の消失がみら
れたことで、積極的な理学療法が可能となり、介助量も軽減
したのではないかと考えられる。
　今後は、積極的な離床が行えない時期がある症例に対し、
電気刺激療法などのdeconditioning予防となる介入方法を検
討していく必要がある。
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【はじめに】
　今回、足底感覚障害により、姿勢制御機能が低下した症
例に対し、足底パッドと運動療法を併用することで姿勢改善
と、それに伴う立位動作能力が改善した症例を経験したので、
ここに報告する。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、本症例には発表の趣旨を十分に
説明し、了承を得た。

【症例紹介】
　50代男性、身長:165.0cm、体重:48.0kg。診断名:頸髄損傷・
腰椎脱臼骨折。現病歴:体育館屋根の修繕中6mの高さから転
落。受傷1週間後にC4‐6椎体固定・L4‐S1椎体固定術施行。
受傷後4週間後に当院へ転院、リハビリ開始。主訴:両足底の
痺れ、歩くときのふらつき。入院前ADL:全自立。

【初期評価（入院時）】
　感覚検査:両下肢に痺れ。表在感覚:両足底中等度鈍麻。
関節可動域:著明な制限なし。徒手筋力検査（以下;MMT）:
右下肢3レベル、左下肢4レベル。Berg Balance Scale（以
下;BBS）:37/56点（減点項目:物拾い、振り向き、回転、段差、
タンデム肢位、片脚立位）。片脚立位保持:右下肢3.16秒、左
下肢7.57秒。
　立位姿勢:矢状面上では、軽度後方重心であり、体幹前傾、
膝関節軽度屈曲位（左＜右）、足関節軽度背屈位である。前
額面上では、重心はやや左よりである。足底圧分布では、左
踵部への荷重量が最大であり、左右共前足部への荷重が少
ない。母趾への荷重は軽度見られるが、他の足趾への荷重
はあまり見られない。

【理学療法プログラム】
　入院時より体幹・下肢への筋力トレーニング、足部内在筋
ストレッチ、ビー玉・粘土を用いた足底感覚の促通を実施。
さらに、足底パッド（神戸装具製作所製）を両側母趾球下縁
から舟状骨上縁付近と2・3中足骨頭間から踵部上縁、踵部外
側部に貼付し荷重練習を実施した。

【最終評価（入院後8週目）】
　感覚検査:左下肢に痺れ。表在感覚:左足底軽度鈍麻。
MMT:両下肢5レベル。BBS:56/56。片脚立位保持:右下肢
44.34秒、左下肢67.35秒。
　立位姿勢:矢状面上では、体幹前傾・両膝関節軽度屈曲・
足関節軽度背屈の代償が減り、前額面上では、左右均等に
荷重している。足底圧分布においても左右均等に荷重してお
り、さらに両前足部への荷重も見られるようになった。

【考察】
　大久保らは成人男子への実験から、足底へ刺激を加える
ことで、姿勢制御機能が向上する、と述べている。本症例
の姿勢改善は筋力増加のみではなく、足底パッドによる足底
からの感覚入力増加が姿勢制御機能向上へ関与していると
考えられる。
　鈴東によると、固有・体性感覚などにより身体図式が構築
されると言われており、本症例において足底パッドを用いるこ
とで踵部・前足部からの感覚入力が増加したと考えられる。
さらに、足部内在筋へのストレッチにより固有受容器が賦活
し、脳内の身体図式が更新されたことで、これまで参加して
なかった足部内在筋が姿勢制御に働くようになったと考える。
　そのため、立位姿勢制御機能がより正確に働き、立位姿勢
改善と、それに伴う立位動作能力が向上したと考えられる。
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第 2 セッション

【はじめに】
　日本の人工膝関節全置換術（以下TKA）の手術件数は、
2013年には年間約8万件であると報告されている。TKAの研
究において、等尺性収縮という静的条件下での筋力や筋活
動など量的な報告は散見されるが、術後早期の歩行時にお
いての筋活動の報告は我々が渉猟した限り少ないのが現状
である。本研究の目的は膝OA患者を対象にEMGを用いて、
TKA前後における歩行時の経時的な筋活動機能の回復過程
を量的・質的側面から明らかにすることである。 

【対象と方法】
　対象は、当院でTKAを施行した女性14名14膝（平均年齢
74.9±5.6歳、以下TKA群）とした。包含基準は本院にて
TKAの手術を施行され外来継続可能な者であり、杖歩行又
は独歩が15m以上可能な者とした。除外基準はBMI40kg/㎡
以上の高度な肥満者、神経学的な既往があり明らかな運動
障害がある者、本研究の主旨を理解できず認知機能が低下し
ている者とした。
　量的評価として①等尺性膝伸展筋力、②等尺性膝伸展時
の積分筋電値（以下IEMG）とした。質的評価として③周波
数パワースペクトル帯域の累積パワーの算出を行った。測定
筋は内側広筋（以下VM）と外側広筋（以下VL）とした。ま
た④10m快適歩行速度を評価した。統計学的解析は、パラ
メトリック検定においては、一元配置分散分析を行い、等分
散している場合はTukeyの検定を用いて分析した。またノン
パラメトリック検定においては、Games Howellを用いて行っ
た。統計解析ソフトはSPSS（Statistics ver22）を用い、統
計学的有意水準は5%とした。

【倫理的配慮】
　本研究はツカザキ病院研究審査倫理委員会の承認（承認
番号261013）を得た上で、全ての対象者に研究の主旨と内容
を十分に説明し、研究への参加の有無により不利益が生じな
いことを説明した後に、書面にて同意を得た。 

【結果】
　①は、術前と術後2週のみで有意差を認めた。②は、VM
において術前と術後2週、術後2週と術後4週で有意差を認め
た。VLにおいて術前と術後2週、術後2週と術後4週で有意
差を認めた。
　③は、低周波帯域（以下LFB）のVMは術前と術後4週で
有意差を認め、VLは全ての時期で有意差を認めなかった。
高周波帯域（以下HFB）のVMは術前と術後2週、術前と術
後4週で有意差を認め、VLは全ての時期で有意差を認めな
かった。④は有意差を認めなかった。

【考察】
　本研究は、TKA前後おける筋活動機能の回復過程を明ら
かにするために、EMGを用いて歩行時における経時的変化を
量的・質的側面から捉え、多次元的視点から検討した。
　膝伸展筋の筋力や筋活動が術後2週で有意に低下を認め
た。このため歩行速度も術前と比較し術後2週は低下する傾
向となった。また、VMのHFBでは術後2週で有意に低下を
認め、術前と比較しても術後4週で有意に低下が継続してい
た。このことから、LFBが向上の傾向をさせていることから
遅筋線維を動員させて支持していると推測できる。特にVM
のHFBが術後2週で有意に低下していることから、速筋線維
を動員させて支持することが困難であると示唆された。
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【はじめに】
　半月板術後（MS）症例の可動域（ROM）制限には様々な
原因があげられ、膝関節周囲の脂肪体硬化も原因の一つで
ある。膝関節前面には大腿骨前脂肪体（PFP）と膝蓋下脂
肪体（IFP）があり、これらの柔軟性改善によってROMが改
善することを臨床上経験する。そこで本研究の目的は、MS
におけるPFPとIFPの柔軟性について超音波エコー（US）を
用いて評価し、膝屈曲ROMとの関係を検討することとした。

【対象と方法】
　対象は、健常（N）群14例22膝（男性6例、女性8例、平均
年齢63.2歳）、MS群21例23膝（男性6例、女性15例、平均
年齢61.4歳）の2群とした。方法は、測定肢位を背臥位とし、
US（ACUSON S3000、SIEMENS社製）のShear Wave
Elastographyを用いてPFPとIFPの組織弾性を測定した。大
腿直筋筋腱移行部と膝蓋骨上縁を結ぶ中点の短軸走査にて、
PFPの組織弾性を膝関節伸展位（E）と90度屈曲位（F90）
の各3回測定し、平均値を算出した。膝蓋骨底と膝蓋靭帯お
よび脛骨粗面を描出した長軸走査にて、IFPの組織弾性をE
と120度屈曲位（F120）の各3回測定し、平均値を算出した。
また、MS群におけるPFPとIFP 組織弾性と膝屈曲ROMの相
関を求めた。統計処理は対応のあるt検定、マンホイットニー
検定、ピアソン相関係数を用い、有意水準を5%未満とした。

【倫理的配慮】
　大久保病院倫理委員会の承認を得て、ヘルシンキ宣言を
もとに、保護・権利の優先、参加・中止の自由、研究内容、
身体への影響などを説明し、同意を得ることができた場合の
み対象として計測を行った。

【結果】
　PFP組織弾性（N群：MS群）は、Eが2.60m/s：2.80 m/s、
F90が2.19m/s： 3.00 m/sであり、MS群がF90において高値
を示した（p<0.01）。IFP組織弾性（N群：MS群）は、Eが1.96m/
s：2.52m/s、F120が1.87m/s：3.11m/sであり、MS群がEと
F120において高値を示した（p<0.01）。MS群におけるF90の
PFP組織弾性と膝屈曲ROMの相関は-0.56（p<0.05）、F120
のIFP組織弾性と膝屈曲ROMの相関が-0.82（p<0.05）と負
の相関が認められた。

【考察】
　今回の結果より、MS群は，N群に比べPFPとIFPの組織
弾性が有意に低下し、PFPとIFPの組織弾性と膝屈曲ROM
に負の相関が認められ、我々の先行研究と同様の結果を示
した。これは、PFPおよびIFPの柔軟性の低下に伴い膝屈曲
ROMが制限されることを意味する。今後、膝ROM変化前後
においてPFPとIFPの組織弾性を評価し、PFPおよびIFP柔
軟性改善操作の必要性と効果を客観的に検証する予定であ
る。
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第 2 セッション

【はじめに】
　近年、装着下肢の股関節の運動を補助し、歩行能力向上
を図る機器が多く見られる。運動を補助する方法としてモー
ター、バネ、弾性バンドなどがあるが、アシスト機構の違い
による歩行因子への影響については不明な部分が多い。今
回、大腿骨頚部骨折術後患者において、本田技研工業株式
会社製歩行アシストと川村義肢株式会社製T-Support両者の
使用時の歩行因子を比較したのでここに報告する。

【対象と方法】
　対象は左大腿骨頚部骨折を受傷し観血的整復術を施行後
80日が経過した40歳代の女性である。左下肢各関節に著明
な可動域制限を認めず、歩行動作は支持物を使用せず自立し
ていた。本症例に対し、歩行補助具未装用時および歩行アシ
スト、T-Supportを装用した10m快適歩行時の歩行因子の変
化を比較した。評価にはパシフィックサプライ社製ゲイトジャッ
ジシステムを用いた。

【倫理的配慮】
　本研究は当院の倫理委員会の承認を得て実施された。ま
たヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、対象者に口
頭で説明し同意を得た。

【結果】
　歩行補助具未装用時・歩行アシスト装用時・T-Support装
用時の順に結果を示す。10ｍ歩行所要時間は8.5秒・9.1秒・
8.5秒、10m歩行時のステップ数は16歩・16歩・16歩、ターミ
ナルスタンスでの平均足関節背屈角度は10.0°・12.1°・10.0°、
イニシャルスイングでの平均足関節底屈トルクは3.3Nm・
2.9Nm・4.2Nmであった。

【考察】
　ターミナルスタンスの足関節の背屈角度は歩行アシスト装用
時にもっとも高い値を示したが、イニシャルスイングに発生す
る足関節底屈モーメントはT-Support装用時に最も高い値を
示した。このことから、歩行アシストは機械的な制御により
股関節伸展動作の補助を行い、歩行時の下肢関節のアライメ
ントを矯正する効果が高い一方で、立脚後期から遊脚初期に
かけて足関節底屈運動をより強く促す効果はT-Supportの方
が高いことが示唆された。この原因は、立脚期の股関節の
制動方法の違いによるものであると考えた。歩行動作におい
て、立脚期の股関節は伸展角度を増大させながら屈筋群が遠
心性収縮を行い屈曲モーメントが発生して関節パワーを発揮
する。歩行アシストなどに代表されるロボットによる制御の特
徴は、モーターユニットにより股関節伸展モーメントを発揮さ
せることで股関節のコントロールを行うことである。これに対
し、T-Supportは股関節前面に配置された弾性バンドが伸長
されながら股関節屈曲モーメントを発揮するため、生体力学
的により自然な形で伸展運動を促通するものであると考えた。
症例本人も、歩行アシスト装用時に最も歩くのが安楽である
と述べており、モーターユニットによる股関節伸展運度のコン
トロールは、使用方法によっては受動的な運動を促す可能性
があることが示唆された。
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【はじめに】
　当院では免荷歩行トレーニングを行う際に、株式会社モリ
トー製免荷式リフトPOPOを用いることが多い。先行研究で
は、整形外科疾患に対する体重免荷トレッドミル歩行トレー
ニングが歩行能力を即時的に向上させる効果があることが明
らかとなっており、我々は大腿骨頚部骨折術後患者において
も、POPOを用いた免荷歩行により同様の即時効果があるの
ではないかと考えた。今回、大腿骨頚部骨折術後に人工骨
頭置換術を施行した患者に対しPOPOを使用した歩行トレー
ニングを行い、その即時効果を検証した。その結果、歩行
速度の向上やストライドの増大、歩行時の疼痛の軽減などの
効果が見られたため、ここに考察を交え報告する。

【対象と方法】
　対象は左大腿骨頚部骨折により人工骨頭置換術を施行後
12週間が経過した80歳代の女性である。移動はT字杖歩行
で自立しており、歩容は左立脚期初期から中期にかけて軽度
の骨盤左後方回旋が見られた。関節可動域は股関節屈曲が
右110°、左110°、股関節伸展が右15°、左10°であった。筋
力はMMTで両下肢の屈筋群が右５、左４、伸展筋群は右5、
左４であった。即時効果の検証のため、15分間の免荷歩行
前後の快適歩行における10m歩行所要時間、ステップ数、疼
痛（Numeric Rating Scale：以下NRS）を評価した。歩行
時の免荷量は先行研究を参考に、体重の20％を免荷した。

【倫理的配慮】
　本研究は当院の倫理委員会の承認を得て実施された。ま
たヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、対象者に口
頭で説明し同意を得た。

【結果】
　免荷歩行前/後の10m歩行所要時間は16.7/11.9秒、10m歩
行時のステップ数は25/21歩、NRSは4/2であった。T字杖を
使用した歩容は、立脚初期から中期の骨盤左後方回旋の軽
減が見られた。

【考察】
　本症例では免荷歩行後にストライド増大に伴う歩行速度の
向上が見られた。これは、免荷歩行時に術側下肢の立脚期
の衝撃が緩衝され、疼痛の減少に伴う歩容の改善が即時的
に学習された結果であると考えられる。先行研究では、股関
節全置換術を施行した症例に対し免荷歩行トレーニングを行
うことで、通常歩行時に中殿筋の筋活動が増大する効果があ
ると報告されている。今後は、POPOを用いた免荷歩行前後
の下肢筋活動や関節角度など運動学的因子について詳細な
検証を行う必要があると考える。
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第 2 セッション

【はじめに】
　人工膝関節全置換術（以下TKA）では、慢性痛に移行さ
せないような術後の早期疼痛管理が重要である。理学療法で
は、TKA術後の患側への経皮的電気刺激（以下TENS）が
従来から実施されている。しかし、両下肢同時TENSが効果
的であることや、不安感･疼痛の破局化傾向が強い症例では
TENSの鎮痛効果が少ないとの報告がある。そこで本研究の
目的は患側、健側、両側TENS、不安感や疼痛の破局化傾
向が鎮痛効果に与える影響を予備的に把握することとした。

【対象と方法】
　対象は、当院入院中の変形性膝関節症後、TKAを行った
女性3名で、年齢は症例1が63歳、症例2が82歳、症例3が74歳、
術前屈曲関節可動域（以下ROM）はそれぞれ100ﾟ、 130ﾟ、
120ﾟ、 術前伸展ROMは-20ﾟ、-5ﾟ、 -10ﾟ、術前大腿脛骨角は
183ﾟ、195ﾟ、186ﾟ、手術から研究開始までの日数は8、5、7、
インプラントは全例同一であった。除外基準は、電気刺激の
禁忌に該当するものとした。症例1を健側TENS、症例2を患
側TENS、症例3を両側TENSとし、介入前後の安静時、膝
関節屈曲時Numerical Rating Scale（以下NRS）、膝関節他
動屈曲ROM、患側下肢荷重率（以下WBR）を比較した。ま
た、介入前にState-trait Anxiety Inventory（以下STAI）と
Pain Catastrophizing Scale（以下PCS）を評価した。使用
機器はDELTA ZERO（日本MEDIX社製）、波形は対称性
二相性パルス、周波数は2/100/250Hz間で各30秒ずつ変調、
パルス幅100μsec、強度は耐性可能な最大強度とし40%まで
の範囲で変調、時間は60分、電極は5×9cmを用い大腿部の
L3、L4皮膚分節領域に貼付した。また、鎮痛剤の使用後6
時間以内はTENSや評価を行わなかった。

【倫理的配慮】
　本研究は、赤穂中央病院倫理審査を受けて行った。ヘル
シンキ宣言に基づき、対象者に本研究の目的、内容について
説明し、拒否しても一切不利益が生じないことを文書と口頭
にて説明し同意を得た。

【結果】
　 介入前STAIの状 態不安と特 性不安は、 症例1が49と
54、症例2は46と59、症例3は40と43、PCSはそれぞれ23、
26、23、TENSの最大強度は30mA（2ch）、48mA（2ch）、
27.5mA（4ch）、介入前後の評価（前→後）は、安静時NRS
が6→6、2→0、5→3、 膝 関 節 屈曲 時NRSは7→7、5→5、
6→7、膝関節他動屈曲ROMは85 →゚85ﾟ、55 →゚70ﾟ、65 →゚70ﾟ、
患側WBRは53%→53%、46%→53%、78%→98%であった。

【考察】
　安静時痛は患側･両側TENSで軽減し、健側TENSでは変
化がなかった。健側TENSの症例1では電流強度が最も低く、
鎮痛メカニズムを効果的に作動できなかったと考えた。また、
状態･特性不安が高値であることも影響したと考えた。膝関
節屈曲時痛は改善しなかったが、症例2･3は屈曲ROM増加に
より、刺激量が増加したためと考えた。症例3の電流強度は
最も低かったが、両側刺激であり総電荷量は最も高かった。
また、患側WBRが最も高く、さらに不安の点数が最も低く、
効果的に鎮痛･筋収縮を改善させたと考えた。
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【はじめに】
　今回、鏡視下半月板切除後に膝伸展不全が生じた症例を
経験した。超音波エコー（エコー）にて、深膝蓋下包（DIB）
の拘縮による関与が疑われ、エコーガイド下でのインジェク
ションと運動療法によって膝伸展不全が改善された。本症例
の経過と共に、エコー所見を元にDIB拘縮と膝伸展不全との
関連性について考察したので報告する。

【症例】
　30歳代男性、仕事中（鳶職）に高所より転落して受傷した。
理学所見とMRIより左膝外側半月板損傷と診断され、鏡視下
半月板切除術を施行。術後より理学療法（PT）を開始した。

【倫理的配慮】
　当該患者には、ヘルシンキ宣言に従って説明し、本報告の
同意を得た。また、大久保病院倫理委員会の承認を得た。

【理学療法経過】
　術後1週にて膝関節痛が消失し、膝の関節可動域（ROM）
が10°～135°、筋力が体重指示指数（WBI）にて0.3であった。
PTは、筋力強化を主体に実施した。術後3か月にて、ROM
は0°～145°、WBIが0.45に改善したが、膝伸展不全（10°）
と脛骨粗面内側部の違和感を訴えた。高所での作業を行う
本症例にとって、膝伸展不全は職業復帰を困難とさせる要因
であった。術中には、膝伸展不全の原因となる所見が認めら
れなかった。エコーでは、DIBの膨隆とDIB周囲の高輝度変
化を認めた。また、膝伸展に伴いDIBが膨隆し、DIBの滑走
性低下が疑われた。そこで、DIBの滑走性改善を目的とした
運動療法とエコーガイド下にてDIBにインジェクションを行っ
たところ、脛骨粗面内側部の違和感が改善した。その後、
筋力トレーニングに対する効果が得られやすくなり、術後5カ
月においてWBIが0.6、膝伸展不全も改善し、職場復帰を果
たした。

【考察】
　本症例の膝伸展不全は、エコーにてDIBの膨隆や周囲の
高輝度変化や膝伸展運動に伴いDIBの滑走性低下が認めら
れたことより、DIBの拘縮が膝伸展不全の要因であると考え
られた。DIBの拘縮に対して滑走性改善を目的とした運動療
法とDIBにエコーガイド下でインジェクションを行った結果、
DIBの滑走性低下は本症例における膝伸展時の脛骨粗面内
側部の違和感の原因となっていたことが判明した。違和感の
改善に伴い、スムーズな膝関節運動の獲得が得られたことは
筋力トレーニング効果を向上させ、最終的に膝伸展不全の改
善と、職場復帰に繋がった。本症例は術後、職場復帰を目
指す中で膝伸展不全を呈したが、膝伸展不全は様々な要因
が考えられ病態把握が困難なことも多い。DIBは膝蓋靭帯遠
位深部で脛骨粗面前面に存在し、見逃されやすく本症例の訴
えにはなかったが疼痛の原因となりやすいとされており注意
深く評価が必要である。今回、エコーを用いることによって
適切な病態把握と理学療法に繋がる可能性が示唆され、PT
におけるエコーの有用性を認識することができた。
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深膝蓋下包の拘縮による膝伸展不全を呈した
症例
−超音波エコーによる評価と治療の有用性−
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第 3 セッション

【はじめに】
　近年、医療や介護の分野でリハビリロボットの活用は増え、
有効性が注目されてきている。その中で株式会社モリトーに
より開発された免荷式リフトPOPO（以下POPO）は左右独
立懸架のSuspension Liftで体重を免荷し、安定した歩行を
可能にする歩行器型のリハビリロボットである。理学療法診
療ガイドライン2011では床上歩行の部分的体重免荷は歩行速
度やバランス能力、歩幅を改善させると報告しており、歩行
能力改善へPOPOの効果が期待される。一方で片麻痺と失調
による歩行能力低下に関する報告は少なく、有効とする治療
プログラムの確立はされていない。今回、脳卒中発症後に失
調様歩行を呈し、歩行練習が困難な症例に対してPOPOを使
用したことで歩行能力が大きく向上したため報告する。

【対象と方法】
　対象は当院入院中の右後大動脈領域の出血により左片
麻痺を呈した50歳代男性である。平成27年12月に発症し、
平成28年2月に当院へ入院した。身長170㎝、体重78Kg、
Brunnstrom Recovery Stageは左上肢Ⅳ手指Ⅳ下肢Ⅳ、左
上下肢に表在・深部感覚の重度鈍麻、体幹・左下肢に失調を
認めた。短下肢装具を使用した歩行は麻痺と失調の影響か
ら体幹動揺、過度な下肢の振出し、クリアランス低下がみら
れ重度介助を要し、歩行量の確保が困難であった。それに
対しPOPOを用いることで安定した歩行が可能となったため、
POPOを使用した歩行練習（以下POPO歩行）を14日間、週
5回、1日30分実施した。経過を追うためにPOPOを用いない
10M歩行の速度、ストライド長、ケーデンスを1週間ごとに計
測した。

【倫理的配慮】
　本研究はヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、被
験者に研究の目的、方法を説明し同意を得た。

【結果】
　介入前の10M歩行は歩行速度0.22m/秒、ストライド長
0.36m、ケーデンス1.1歩/秒であり介助量は重度介助を要し
たが、POPO歩行直後は歩行速度が0.43m/秒と向上し、即
時的効果が得られた。POPO歩行１週間後は歩行速度0.49m/
秒と向上し、介助量は中等度介助で可能となった。2週間後
においても歩行速度0.67m/秒と更なる向上が得られた。

【考察】
　脳卒中治療ガイドライン2015において下肢運動量増加は推
奨されており、運動量を増加させた学習は歩行再建への一つ
の手段である。本症例は麻痺と失調の影響により十分な運
動量を確保することが困難であったが、POPO歩行の導入に
よって歩容の改善を伴う量の確保が可能となった。歩容の改
善は、POPOのハーネスによる姿勢の安定化と免荷機能によ
る作用が要因として考えられる。ハーネスの機能による姿勢
の安定化作用は体幹動揺を抑制しエネルギー効率の良い歩行
を可能にする。免荷機能においては下肢への負担が軽減する
ことで交互的な下肢のスイングが比較的容易となり運動学習
を促進させた。これらの作用は歩行量確保にも貢献し、結
果的に歩行能力の向上が得られたと考えられる。今回の結果
から、脳卒中発症後の失調様歩行に対してPOPOなど床上の
部分免荷歩行が有効であることが示唆された。
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免荷式リフトPOPOを使用した歩行練習によ
り失調様歩行を有する脳卒中片麻痺患者の
歩行能力が向上した一症例
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【はじめに】
　今回、発症から6年が経過した慢性期脳卒中片麻痺患者
を担当する機会を得た。本症例の入院目的はロボットスーツ
HAL（以下HAL）を使用したトレーニングであった。入院当
初はHALを用いたトレーニングを中心に実施したが、長下肢
装具とT-Supportを併用した歩行練習を中心に実施した時期
に歩行能力の著明な改善を認めたため報告する。

【対象と方法】
　症例は60歳代の男性で、平成21年9月に右中大脳動脈閉塞
による左片麻痺を呈している。平成22年10月に自宅退院後、
HALを使用したリハビリ目的で他院にて計7回短期入院を繰
り返していた。当院へもHALを使用する目的で平成27年9月
に入院となった。Brunnstrom Recovery Stageは下肢Ⅲであ
り、T字杖歩行は3動作揃え型で可能であるが、体幹前傾位
であり中等度の介助を要した。麻痺側下肢の振り出しは遊脚
初期から中期で体幹を伸展する反動で行い、努力的であった。
入院後はHALを用いた歩行練習を中心に実施したが姿勢の
修正は困難で、努力的な歩容に変化は見られなかった。そこ
で体幹伸展位保持と麻痺側下肢の安楽な振り出しを促す目的
で長下肢装具と川村義肢社製歩行補助具T-Supportを併用し
たフリーハンド後方介助歩行練習を実施した。その効果を検
証するため1週間ごとに3回Gait Solution Design（以下GSD）
装着下でのT字杖歩行における歩行因子の変化を記録した。
評価する歩行因子は10m歩行における麻痺側初期接地時の
底屈制動トルクの平均値（以下FP値）、10m歩行所要時間と
歩数とした。測定にはパシフィックサプライ社製Gait Judge 
Systemを使用した。

【倫理的配慮】
　本研究は当院の倫理委員会の承認を得て実施された。ま
たヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、対象者に口
頭で説明し同意を得た。

【結果】
　評価開始から1週間ごとの各歩行因子はFP値（9.01Nm、
7.57Nm、7.48Nm）、10m歩 行 所 要 時 間（52.6秒、44.7秒、
33.7秒）、歩数（49歩、38歩、32歩）であった。体幹前傾位
での歩容には改善が見られ、評価2週目より徐々に前型歩行
へと変化した。麻痺側下肢の努力的な運動には改善が見られ
た。

【考察】
　本症例はHALを用いた歩行練習では努力的な歩容に変化
は見られなかった。その要因として、HALを使用した歩行で
はロボット腰背部の躯体の影響でセラピストが密着した後方
介助を実施できず、体幹伸展位への矯正が困難であったこと
が挙げられる。長下肢装具とT-Supportを併用した歩行練習
では、体幹のアライメントの修正が容易となり、その結果努
力的な麻痺側下肢のスイングが修正され、FP値の減少と歩行
速度の向上につながったと考える。
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慢性期脳卒中片麻痺患者に対し長下肢装具
とT-Supportを使用した歩行練習を行うこと
で歩容が改善した一症例
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第 3 セッション

【はじめに】
　脳卒中片麻痺患者では、歩行速度低下が日常生活範囲を
狭める因子となり、歩行速度の改善を目的にホンダ歩行アシス
ト（以下、歩行アシスト）が使用されることが増えている。今
回、歩行アシストを使用した症例において、効果的な歩行ア
シストの使用期間について考察・検討したため報告する。

【症例紹介】
　右散在性脳梗塞の60歳代男性。21病日目にリハビリテー
ション目的で当院転院となる。入院時の脳卒中機能障害評価
法は52点であった。

【倫理的配慮】
　本症例にはヘルシンキ宣言に基づき十分な説明を行い、同
意を得た。

【歩行アシスト使用開始時評価（22病日目）】
　10m最大歩行能力：時間23.1秒、歩数35.4歩、歩行速度
26m/秒、平均歩幅28cm、左股関節屈曲角度1.7°。
　独歩可能であるが歩幅が狭く、すり足歩行を呈していた。
股関節屈曲角度増大による歩幅の拡大を通して歩行速度の改
善を図ることが有益であると判断し、歩行アシストの使用を
開始した。

【歩行アシスト使用終了時評価（67病日）】
　10m最大歩行能力：時間9.6秒、歩数19.5歩、歩行速度
67m/秒、平均歩幅51cm、左股関節屈曲角度23.5°。
　歩行アシスト使用に際して、アシストの有無で歩行パターン
および歩行速度の変化を観察しながら行った。アシストの有
無による歩行パターン、歩行速度の変化が少なくなり、歩行
速度も十分な改善が得られたため歩行アシストの使用を終了
した。

【退院時評価（84病日目）】
　10m最大歩行能力：時間9.4秒、歩数18.7歩、歩行速度
67m/秒、平均歩幅54cm、左股関節屈曲角度19.5°。
　歩行アシストを使用せず、持久力訓練中心のプログラムに
切り替えて介入したが、歩行機能を維持したまま経過し自宅
退院へ至った。

【考察】
　歩行アシストをはじめとするトレーニング支援を目的とした
歩行支援機器に関しては、運動が他動的になるが故に、ト
レーニング量が対象者の能力向上に繋がらない可能性がある
とされ、使用期間の基準やその効果に関しても明確ではない。
本症例においては歩行パターンおよび歩行速度の改善を目的
に歩行アシストを導入し、アシストの有無で歩行パターンおよ
び歩行速度に変化がないことを使用期間の基準とした。アシ
ストの有無による変化量を経時的に観察することで、終了時
期を客観的かつ明確に判断することが可能であった。その結
果、股関節屈曲角度、平均歩幅、10m最大歩行速度は改善し、
歩行アシスト使用終了後も効果は持続した。これは、歩行ア
シストという外在的フィードバックを適切な時期に削減できた
ことが、歩行アシストにより形成された歩行パターンを自動化
していく学習段階において有効であったと考えられる。歩行
アシストが標的とする機能に対し、アシストの有無が変化を
及ぼさないことを使用期間の基準にすることが有効であるこ
とが示唆された。
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脳卒中片麻痺患者における歩行アシスト使用
期間の検討
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【はじめに】
　今回、重度左片麻痺を呈し、発症後5ヶ月目で当院に入院
された症例を担当する機会を得た。症例が入院時に使用して
いた装具は短下肢装具（以下AFO）であり、非麻痺側は補
高した状態であった。AFOと4点杖を用いた歩行は体幹の伸
展保持や麻痺側下肢の振り出しが困難であり、重度介助を要
していた。上記の問題点を改善するために長下肢装具（以下
KAFO）を用いたフリーハンド後方介助歩行練習を実施した
結果、AFOを用いた歩行動作の介助量の軽減を認めたので、
経過に考察を交え報告する。

【対象と方法】
　対象は脳梗塞により左片麻痺を呈した50歳代の女性であ
る。急性期病院での治療後、約5か月間他の回復期病院での
リハビリテーションを行っていたが、歩行能力の向上に難渋
し、更なる能力向上を目的に第166病日に当院へ入院された。
下肢Brunnstrom Recovery StageはⅡであり、随意運動は
ほとんど認められなかった。
　方法は、装具装着下での4点杖歩行における歩行速度およ
びケイデンスを経時的に評価し、介助量を比較した。

【倫理的配慮】
　本研究は、対象者に研究の目的・方法について十分に説明
し、同意を得た上で実施された。

【結果】
　第176病日の歩行速度は0.05m/s、ケイデンスは0.35steps/
sであった。体幹の伸展保持と重心移動、および麻痺側下肢
の振り出しに重度の介助を要していた。理学療法ではKAFO
を用いたフリーハンド後方介助歩行練習を実施した。第191
病日には歩行速度は0.10m/s、ケイデンスは0.59steps/sに改
善した。介助量は中等度であり、体幹の伸展保持と重心移
動の介助量が軽減し、自己での麻痺側下肢振り出しが可能
となった。以降はAFOでの4点杖歩行練習を中心に実施し、
第242病日には、歩行速度が0.07m/s、ケイデンスは0.41steps/
sとなり、側方から重心移動を軽く促す程度の介助で歩行可
能となった。

【考察】
　近年、脳卒中片麻痺患者の歩行トレーニングにおいて
KAFOを使用する機会が多いが、どの段階でAFOへとカッ
トダウンするかについて共通した見解は得られておらず、セラ
ピストの裁量に任されているという状況にある。先行研究で
はAFO を用い歩行動作が可能な症例においても、KAFOを
用いた歩行トレーニングを行うことで、歩行の左右対称性や
速度などが即時的に向上するという報告があり、当院では比
較的長期に渡り膝関節を固定した状態での介助歩行を行って
いる。本症例は急性期病院でKAFOを処方され、前医回復
期においてAFOにカットダウンして歩行練習を行っていたが、
非麻痺側は補高靴を使用しており、補高がない状態では麻痺
側下肢を自己にて振り出すことは困難であった。歩行能力を
向上させる上で、まず体幹の伸展保持と非麻痺側への重心移
動の学習が必須であると考え、KAFOでのフリーハンド後方
介助歩行練習を実施した。これにより体幹の伸展保持および
左右への適切な重心移動の効率的な学習が可能となったと考
える。本症例の経過を通し、セラピストが治療用の道具の特
性を理解した上でトレーニングを行うことの重要性を実感し
た。

小
こ ま つ

松　　歩
あゆみ

、田口　潤智、堤　万佐子、中谷　知生
医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院

脳梗塞発症後5ヶ月が経過した重度片麻痺患
者に対する長下肢装具を用いた歩行トレーニ
ングの効果

O-15



− 40 −

第 3 セッション

【はじめに】
　近年、脊髄不全損傷者においてロボットスーツHAL（以下、
HAL）を用いた歩行練習により、歩行能力の改善を認めた
という報告は散見される。しかし、HAL実施時の歩行速度
の課題設定について検討された報告はない。そのため今回、
脊髄不全損傷者を対象にHALを用いた異なる速度での歩行
練習における歩行能力および身体機能の変化を比較検討し
た。

【対象と方法】
　対象は受傷後5ヵ月の胸髄不全損傷の40歳代男性。神経学
的損傷レベルはTh12、ASIA Impairment ScaleはDであっ
た。歩行はアームウォーカー、両側AFOを使用して屋内見守
りレベルであった。
　研究方法はABA型シングルケースデザインを用いた。週6
回の通常の理学療法に加え、各期にHALを装着し、A1期お
よびA2期は自覚的努力速度、B期は自覚的快適速度での歩
行練習を行った。歩行練習には歩行器を使用し、6分間歩行
を3セット（各セット間の休憩は3分間）行った。各期間は週2
回、5週間実施した。
　介入前後にHAL非装着時の歩行能力指標として、10m
快 適歩行速度（以下、CWS）、10m最大歩行速度（以下、
MWS）、歩行率、6分間歩行距離（以下、6MD）を計測した。
身体機能指標として、左右等尺性膝伸展筋力、左右膝・足
関節modified Ashworth scale（以下、MAS）を測定した。

【倫理的配慮】
　本研究はヘルシンキ宣言の倫理規定に基づき、対象者に
本研究の趣旨を説明し、同意を得た上で実施した。

【結果】
　HAL装着時の平均歩行速度は、A1期は58.3（m/分）、B
期は50.4（m/分）、A2期は69.1（m/分）であった。
　以下、HAL非装着時の測定結果を示す。CWSは、A1前
19.2（m/分）、A1後36.6（m/分）、B後25.9（m/分）、A2後
36.6（m/分）、その際の歩行率はA1前52.2（歩/分）、A1後
68.1（歩/分）、B後55.8（歩/分）、A2後66.5（歩/分）であった。
6MDはA1前135（m）、A1後270（m）、B後216（m）、A2後
266（m）であった。MWSはA1前31.5（m/分）、A1後45.4（m/分）、
B後49.2（m/分）、A2後49.1（m/分）であった。膝伸展筋力
ではA1後は著変がなく、B、A2後に微増を認めた。MASで
は筋緊張に変化はみられなかった。

【考察】
　今回の結果、CWS、歩行率、6MDはB期と比較し、A1期、
A2期に著明に向上が見られた。先行研究では、脊髄不全損
傷者にとって歩行速度を制限する因子は歩行率であるとされ
ている。また、ヒトの歩行運動中の脊髄反射応答は課題依
存性を持つとされている。HALでの努力速度歩行練習では、
HAL非装着時に経験できない高速度での交互歩行パターン
が学習され、速度特異性により筋収縮のタイミングやスピード
が改善したことで歩行率が増加し、歩行速度の向上に繋がっ
たと考える。またA期においては歩行量や運動強度が増加し
たことで、運動耐容能が向上し、CWS、6MDが改善した可
能性も考えられる。一方、MWSはA1、A2期後に加え、B期
後にも若干の向上がみられた。これはB期におけるHALを用
いた歩行練習がHAL非装着時の最大歩行速度を上回る速度
での歩行練習になっていたことが、MWSに影響したと考える。
　今回の結果より、胸髄不全損傷者においてHALによるアシ
ストを利用した高速度での歩行練習が歩行能力の向上に寄与
する可能性があると考える。
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【はじめに】
　今回、小脳出血に多発性脳梗塞を併発した症例を経験し
た。体幹機能低下や高次脳機能障害などの要因により理学
療法の実施に難渋したが、効果的な反応を示した練習を組
み合わせ、複合的に介入することにより歩行能力に改善を認
めため、若干の考察を加え報告する。

【症例紹介】
　60歳代男性。平成27年6月下旬に右小脳出血（右小脳半球
から傍虫部）、多発性脳梗塞を認め保存的加療となった。し
かし、意識障害の遷延や高血圧により積極的にリハビリテー
ションを実施できない状態が続いていた。8月下旬に当院へ
転院し、理学療法開始となった。

【倫理的配慮】
　本報告の趣旨を症例に説明し、同意を得た。

【初期評価】
　意識障害は見られなかった。体幹、股関節周囲筋の徒
手筋力検査（MMT）は1～3であった。躯幹協調機能検査
はstageⅢで体幹機能は低下していた。Berg Balance Scale

（BBS）は4/56点、機能的動作尺度（FMS）は14/48点であった。
日常生活活動（ADL）はFunctional independence Measure

（FIM）で36/126点（運動項目18/91点 認知項目18/35点）
であった。基本動作は動作全般に中等度介助で、歩行は介
助下でも後方重心が顕著で恐怖心が強く、10m程度しか実施
できない状態であった。高次脳機能障害として強い注意障害
などがあり、理学療法の実施に難渋していた。

【理学療法経過】
　介入初期は起立、歩行練習を中心に運動量を増加させるよ
うに心がけたが、恐怖心や注意障害の影響で非効果的であっ
た。そこで膝立ち位の練習を取り入れると持続した練習が可
能となった。その際には徒手での介助や体幹への弾性包帯、
カーテンで視界を制限するなど様々な方法を複合させて実施
した。入院後4週には注意障害や歩行能力の改善に合わせて
立位、歩行練習が効果的に可能となったため、膝立ち位での
練習に加え、立位でのステップ練習などを追加した。特に歩
行練習は歩行補助具を用いて積極的に実施した。その後も歩
行能力は徐々に改善を認め、5週目には歩行器歩行監視、7
週目には歩行補助具なしの歩行でも監視となった。

【最終評価（12月初旬）】
　体幹、股関節周囲筋群のMMTは3～4となった。躯幹協
調機能検査はstageⅠで体幹機能の改善を認めた。BBSは
43/56点、FMSは39/48点と顕著な改善を認めた。基本動作
は寝返りから起立は自立、歩行は注意障害の影響で監視は
必要なものの安定した歩行が可能となった。ADLはFIMで
69/126点（運動項目：49/91点 認知項目：20/35点）となり、
病棟内でも監視下で歩行による移動が可能となった。

【考察】
　小脳出血の機能的予後は比較的良好とされているが、出血
が小脳虫部に伸展する症例や遷延性意識障害を有する症例
では機能的予後は不良になると報告されている。さらに本症
例では多発性脳梗塞の併発や強い高次脳機能障害を有して
おり、歩行能力の改善が得られにくい可能性があった。その
ような症例に対し、起立や歩行練習以外にも膝立ち位での練
習など効果的な反応を示した様々な方法を組み合わせ、複合
的に介入した結果、歩行能力の改善に繋がったものと考えら
れた。
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第 3 セッション

【はじめに】
　脳卒中片麻痺患者の歩行能力向上には、歩行練習が最も
有効な手段である。長下肢装具（KAFO）は、麻痺側立脚
期の安定性を高めることで歩行量の確保に貢献する反面、膝
を伸展位で固定することにより正常歩行とは逸脱したパターン
となる。今回、脳梗塞により右片麻痺を呈した症例に対して
KAFOを作製後、歩行練習を行ったが非麻痺側が外側へ接
地し歩隔が過度となった。そこで膝継手のロックを外し、側
方から臀部と膝を介助することで即時的に歩隔が減少した。
継続的な介入により歩行能力が向上したため考察を交えて報
告する。

【症例紹介】
　症例は70代女性、平成26年12月に左放線冠の脳梗塞を
発症し、27日後に当院へ入院した。入院時のBrunnstrom 
recovery stageは下肢Ⅲ、粗大筋力（右/左）は下肢屈曲
1/4、伸展2/4、立脚期の膝不安定性が著明であったため、
早期にKAFOを作製し歩行練習を行った。しかし、KAFO
後方介助において、非麻痺側が外側接地し歩隔が過度な歩
行となっていた。そこで、膝継手のロックを外した歩行（継手
解除歩行）を行った。介助者はキャスター付きの椅子に座り、
側方から麻痺側臀部と大腿遠位部を把持し、立脚期に臀部
後退と膝折れを予防、遊脚期に振り出しや踵接地の誘導を
行いながら前進した。体幹介助の代用としてQ-caneを使用し
た。即時的に歩隔の減少を認めたため継続して介入を行った。
介入は40分/日、5回/週、歩行評価は、10m歩行時間、歩数、
動画での歩容観察とし、1回/週の測定を行った。

【倫理的配慮】
　本研究は、当院の倫理委員会の承諾を得たものであり、対
象者には口頭で説明を行い、同意を得た。

【経過】
　介入開始時にKAFO歩行では歩行時間31”29、40歩、麻
痺側への重心移動が不十分で非麻痺側を過度に外側に接地
し、歩隔が拡大していた。継手解除歩行は歩行時間1分以上
を要したが、即時的に麻痺側への荷重が増加し、歩隔が減
少した。1週間後にKAFO歩行では歩行時間21”68、30歩、
過度な歩隔に改善を認めた。継手解除歩行では、37”69、31
歩、立脚期の膝折れが軽減した。2週間後にはKAFOで歩
行時間21”90、29歩、歩隔が継手解除歩行とほぼ同等となっ
た。継手解除歩行では34”98、31歩、介助量の軽減を認め
た。介入1ヶ月後には短下肢装具でのQ-cane歩行が近位監視
となった。

【考察】
　本症例の場合、KAFO歩行での代償動作が膝継手解除歩
行において軽減したことから、正常歩行パターンに近い方が、
運動の適応が容易となり、歩行再建に向けての効果的であっ
たと考える。Enhancedらは、トレッドミル歩行においてロ
ボット装置とセラピスト介助では、セラピスト介助群で麻痺側
片脚支持時間や歩行速度が改善傾向にあると報告している。
徒手誘導の効果は、膝の安定性の確保だけではなく、適切
な関節運動を導くことが可能となり、運動学習効果を促進す
ると考えられる。膝不安定性を呈する症例に対して、今回の
方法は有効な歩行アプローチの1つになるということが示唆さ
れた。
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第 4 セッション

【はじめに】
　脳卒中ガイドライン2015では、歩行障害に対するリハビリ
テーションについて「歩行や歩行に関連する下肢訓練の量を
多くすることは、歩行能力の改善のために強く勧められる（グ
レードA）」としており、歩行能力の維持・向上を目指す上で
歩行トレーニング量の確保が最も重要であるとされている。
しかし介護老人保健施設（以下老健）における脳卒中片麻痺
患者に対するトレーニングは、回復期リハビリテーション病棟

（以下回復期）入院時に比べ介入時間が減少する影響もあり、
身体機能の維持・改善に難渋する事が多い。今回、脳卒中
により片麻痺を呈し、回復期から老健に入所した症例に対し、
歩行動作に特化したトレーニングを行った結果、歩行能力を
維持することが可能であった。本症例の経過に考察を交え報
告する。

【対象と方法】
　症例は平成26年6月に脳幹出血、平成27年3月に脳梗塞を
発症し左片麻痺を呈した60歳代の女性である。回復期に約８
カ月間入院した後、当施設へ入所となった。症例の歩行能力
の変化を評価する目的で、介助下での4点杖歩行動作時の歩
行速度および歩行率を経時的に評価し比較した。

【倫理的配慮】
　本研究は当施設倫理委員会の承認を得て、本症例へ書面
で本研究の主旨を説明し同意を得た上で行われた。

【結果】
　回復期リハ退院時の歩行能力は4点杖を使用し、介助量は
軽度～中等度で、歩行速度は0.1m/s、歩行率は0.59steps/
sであった。老健入所後2週間経過時点では、歩行速度は
0.07m/s、歩行率は0.43steps/sであった。入所から3カ月経
過した時点では、歩行速度は0.07m/s、歩行率は0.47steps/s
であった。

【考察】
　近年、脳卒中片麻痺者の動作能力を維持・向上させるうえ
で、課題指向型トレーニングが有効であるとされており、歩
行トレーニングにおいても歩行量の確保が最も重要であると
されている。しかし回復期入院時に比べ老健ではセラピスト
が個別に介入できる時間が大きく制限される。本症例におい
ても、回復期入院時に比べ理学療法士の介入時間は約四分
の一に減少した。そこで、1単位のリハ時間内での歩行トレー
ニング量を増やした。また歩行時には川村義肢社製歩行補
助具T-Supportを使用し、単位時間内での歩行量の確保に努
めた。その結果、歩行速度・歩行率ともに回復期退院時の
能力を維持することが可能となったものと思われる。一方で、
自宅復帰を目指す上では歩行以外の能力を向上させる必要も
ある。そのため、老健のリハにおいて歩行トレーニングを重
点的に行う際には、自主トレーニングの指導や集団体操に加
え、生活リハを積極的に活用するために介護士との連携を密
に行ってゆく取り組みも重要であると考える。
 

伊
い と う

藤　広
ひろたつ

竜１）、高橋　良夫１）、堤　万佐子２）、中谷　知生２）、
小栢　拓也１）

１）医療法人尚和会介護老人保健施設ケアヴィラ宝塚
２）医療法人尚和会宝塚リハビリテーション病院

歩行動作に特化したアプローチが介護老人
保健施設に入所する脳卒中片麻痺患者の歩
行能力に及ぼす影響

O-21

【はじめに】
　今回、車椅子では注意分配が行えていたが、T字杖歩行
は注意分配に声掛けを要していた右片麻痺例に対し、中枢パ
ターン発生器（以下CPG）を発現させた自動的な歩行獲得へ
のアプローチを行った結果、病棟内Ｔ字杖歩行自立に至った
ため報告する。

【対象と方法】
　50歳代男性。診断名:くも膜下出血。現病歴:5月22日発症。
6月25日当院入院。

【初期評価】
　Brunnstrom stageは右上肢･下肢Ⅲ、筋緊張は右側体幹
筋･右股関節周囲筋に低緊張、感覚は表在･深部感覚に鈍麻
疑いであった。高次脳機能障害は注意障害、右半側空間無視、
失語症、身体失認、右半盲であった。起き上がり動作は軽
介助で、右上下肢の管理に介助が必要であった。立ち上がり
動作･立位保持は支持物使用し見守り、平行棒内歩行は右短
下肢装具と膝装具を使用し中等度介助、ADLは全般的に介
助が必要であった。

【目標】
　短期目標は病棟内車椅子移動自立。長期目標は屋内T字
杖、短下肢装具歩行自立とした。

【倫理的配慮】
　本人・家族に本報告の趣旨･個人情報の取り扱いに関する
説明を行い、了承を得た。

【経過】
　体幹と右下肢の筋緊張向上を目的に理学療法を実施し、9
週目に短期目標達成、15週目に院内車椅子移動自立となった。
しかし16週目の病棟内T字杖歩行は、歩幅が一定せず、右側
の注意が不十分で声掛けを要した。
　そこで20週目から自動化された歩行により注意の分配が行
えることを目的とし、CPGに着目したアプローチを追加した。
歩行練習は、メトロノームで快適歩行速度のリズムに合わせ、
徒手で立脚後期の股関節伸展と円滑な振り出しを誘導した。
これらを障害物のない環境で反復した。その結果23週目には
一定の歩幅での歩行を獲得し、歩行中の右側への注意分配
が行えるようになったため病棟内T字杖歩行自立となった。

【考察】
　CPGを活性化させる条件は、立脚期と遊脚期を交互に
周期的に繰り返すこと（Kawashima，2005）、股関節の伸
展を引き出すこと（Dietz，2002）、足底に荷重を加えること

（Harkema，1997）と言われている。本症例にはメトロノー
ムを使用し、快適速度での周期的な歩行を促した。また徒
手で立脚後期の股関節伸展を強調し、円滑な振り出しを誘導
した。これらを反復することによりCPGを発現させた自動的
な歩行の獲得に至ったと考える。
　三原ら（2005）は、脳卒中患者では起立歩行時の姿勢維
持により多くの注意を払っており、また歩行の改善に伴って、
前頭前野など注意，認知に関わる領域が歩行活動に利用さ
れると述べている。一方、河島（2010）はCPGを「感覚入力
や上位中枢からの神経指令なしに周期的な運動パターンを生
成する神経回路網」と定義している。すなわちCPGが発現し
た歩行では前頭前野は直接関与しないことが考えられる。今
回、CPGを活性化した自動的な歩行を獲得したことにより、
歩行中に前頭前野が注意分配に作用し、T字杖歩行中に注
意分配が可能となったのではないかと考える。
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【はじめに】
　当院では脳卒中片麻痺患者のトレーニングにおいて、歩
行速度を向上させる効果が報告されている歩行補助具
T-Supportを積極的に使用している。従来の検証を通し、
T-Supportは装着直後に即時的に歩行速度を向上させること
が明らかとなっているが、その効果の持続期間についての検
証は少ない。今回、トレーニング時のT-Supportの使用を終
了した回復期脳卒中片麻痺患者において、その効果がどの程
度持続するかを評価したので、考察を交えここに報告する。

【対象と方法】
　対象は、当院に入院中の60歳代の男性で脳卒中右片麻痺
患者である。右下肢のBrunnstrom Recovery StageはⅥで
あった。T-Support未装着での歩行では、右立脚後期にか
けての股関節伸展角度が減少しており、右下肢振り出し時に
過剰努力を認めたが、T-Support装着での歩行では即時的
な改善が認められた。そこで約30日間、T-Supportを使用し
た歩行トレーニングを実施した。その結果装着時と未装着時
の歩行能力がほぼ同等となったため、使用を終了した。本症
例におけるT-Supportの持続効果を検証するため、ここから
継続的に歩行能力の変化を検証した。歩行のアウトカムは、
T-Support未装着下での10m直線歩行路における歩行に要し
た時間、歩数、速度、歩幅を用いた。

【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言の趣旨に則り、当院
　所属長の許可を得、研究の目的を対象者に口頭で説明し
同意を得た。

【結果】
　第33病日の10m歩行所要時間は9.25秒、歩数は17歩であっ
た。第40病日では8.03秒・16歩、第47病日では8.65秒・17歩、
第55病日では8.85秒・17歩、第64病日では9.12秒・17歩であっ
た。

【考察】
　本症例では、T-Supportを使用しない歩行トレーニング期
間となってからも歩行能力に著明な変化は見られず、約30日
以上効果が持続した。T-Supportは装着下肢の股関節伸展に
伴い弾性バンドが伸長され、スイング時の股関節屈曲モーメ
ントを増大させる。装用直後に即時的に歩行能力が変化する
要因は、弾性バンドによる股関節の伸展-屈曲動作の補助機
構が装着者自身の股関節の軟部組織を用いた動作と生体力
学的な相似が高いため、装着後の動作に汎化されやすいため
であると考えられている。今回の検証を通し、その効果には
持続性があることが明らかとなり、T-Supportの治療効果は
運動学習をもたらした結果であることが示唆された。
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【はじめに】
　脳卒中片麻痺患者の歩行において麻痺側前遊脚期から遊
脚初期に股関節屈曲モーメントを増大させると麻痺側下肢の
推進力を上昇させることが可能となる。ダイヤ工業株式会社
が開発した歩行補助用パワーアシストウェア（以下PAW）は
体幹ベストと下腿バンドの間に空気圧ゴム人工筋が取り付け
られており、コンプレッサーにより空気が送り込まれると下肢
前方に取り付けられた人工筋が収縮し、歩行時の股関節屈
曲を補助する機能を有する。今回、当院入院中の回復期脳
卒中片麻痺患者に対しPAWを使用する機会を得た。本研究
の目的は、PAWの使用が短下肢装具を用いた歩行因子に与
える影響を明らかにすることである。

【対象と方法】
　2015年1月～9月に、当院にリハビリテーション目的で入院
した初発脳卒中片麻痺患者13名（右片麻痺7名、左片麻痺6
名:男性7名、女性6名: 年齢66±19歳、身長164±14cm、体重
64.4±23.2kg）を対象とした。計測は短下肢装具と歩行補助
具（4点杖、サイドケイン、歩行器）を使用、もしくはセラピ
ストによる後方介助歩行を行い、PAW使用の有無による即時
的な歩行因子の変化を評価した。人工筋の空気圧は0.15MPa
とした。歩行因子の評価は川村義肢社製Gait Judge System
を用い、10m歩行所要時間、歩数、 10歩行周期の足関節底
屈制動モーメント（First Peak、以下FP）の平均値を算出した。
統計学的処理にはWilcoxonの符号付順位和検定を用い、有
意水準は5%とした。統計ソフトはJATATを使用した。

【倫理的配慮】
　本研究は当院の倫理委員会の承認を得て実施された。ま
たヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、対象者に口
頭で説明し同意を得た。

【結果】
　PAW使用により10m歩行所要時間が短縮した者は13名中9
名、 歩数が減少した者は8名、FPが向上した者は10名であっ
たが、統計学的有意差は認めなかった。

【考察】
　今回の検証ではPAW使用により多くのケースで歩行能力が
向上した一方で、歩行能力が低下したケースも存在した。歩
行能力が向上したケースでは麻痺側下肢のストライドの増大に
伴う歩行速度の向上が見られた一方で、歩行速度が低下した
ケースでは前型歩行が揃え型歩行に変化し、非麻痺側のスト
ライドの短縮が見られた。これは人工筋の補助により麻痺側
のストライドが急激に増大した結果、立脚初期から中期にか
けての身体重心の上昇が困難となり、倒立振子機能の低下に
繋がったことが原因であると考えた。歩行能力が低下した他
の要因として人工筋の空気圧が一定であり、患者の体格や
歩行能力に合わせた設定ではなかったことが考えられた。今
後は継続的なPAW使用による効果に加え、対象者の歩行能
力に合わせた空気圧の調整を行った場合の検証が必要であ
ると考える。
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第 4 セッション

【はじめに】
　今回、立位の介助量が増大し、排泄機会の減少が懸念
される症例を担当した。そこで、スカイリフトを導入し使用
環境を調整することで介助量の軽減や排泄機会の維持に繋
がったため以下に報告する。

【症例紹介】
　95歳女性。既往はアルツハイマー型認知症、両膝OA。
H25に転倒し全身打撲のため入院。独居生活困難となり本施
設入所。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、本発表の趣旨を本人、家族へ説
明し同意を得た。

【評価】
　身長145cm、体重40.2kg、BMI19.1。関節可動域は両股
関節伸展-30°、両膝関節伸展-60°。筋力はMMTにて抗重
力筋2～3。立位保持時間は3秒。立位姿勢は矢状面で胸椎
後彎、骨盤後傾位、股関節・膝関節ともに屈曲位で後方重心。
MMSEは5/30点で指示理解不良。

【排泄状況】
　尿意・便意は残存。立位保持困難なため二人介助（立位介
助とズボン着脱）で実施。排泄回数は6.5回/日、2分32秒/回。
排泄介助時の介助者の身体的負担は0～10（10が最大）で平
均6.1/10。

【問題点】
　立位の介助量が増加し、今後トイレでの排泄機会減少が
懸念された。本症例は排泄の意思表示が可能であり、オムツ
対応となることでQOLの低下が考えられる。そのため、長期
目標を「トイレでの排泄機会維持」、短期目標を「排泄の介
助量軽減」とした。介助量増大の要因は立位アライメント不
良や体幹・下肢の筋力低下、認知機能低下により立位保持が
困難であることと考えた。市橋らは筋肥大を目的とするトレー
ニングは6～8週間、週3回の頻度で60～80%1RM強度の運
動と述べている。本症例は高齢であることに加え、認知機能
低下のため指示通りの運動を継続して行うことは難しい。そ
こで、運動療法のみでの改善は困難と考え、環境へのアプロー
チを中心に行った。

【経過】
　1日目：立位補助のためにスカイリフト（アイ・ソネックス社）
導入。便座が高く、宙吊りとなることに恐怖感訴えられる。
3日目：ポータブルトイレ導入し、排泄場所を居室に変更。職
員へ操作方法を周知するために手順説明プリント配布やPT
の直接指導実施。使用を促すためにリフトの有用性を随時説
明。21日目：排泄時間はリフト使用で7分12秒/回。本人より
恐怖感の訴えなく、スリング装着の際に協力動作が認められ
る。介助者の身体的負担は平均1.5/10に軽減。この間、身
体機能は著変なし。

【考察】
　リフト導入初期に本氏は恐怖感を訴えられたが、その後は
協力動作が認められた。加倉井らはリフトの揺れ振動を不快
に感じると報告しており、使用環境の調整や操作指導により
揺れ振動が減少したためと考える。福祉用具を快適に使用
するには、導入後も継続して使用場面を確認し、その都度使
用環境を調整することが重要である。また、身体機能の著明
な改善は認められなかったが、目標であった一人での排泄介
助が可能となった。このように、運動療法での十分な機能改
善が期待できない方に対して環境面へアプローチすることは、
ADLを維持するための重要な選択肢となる。
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【はじめに】
　近年、脳卒中片麻痺患者のトレーニングにおいて機能的電
気刺激装置を使用する機会が増えている。今回当院回復期
から自宅退院にあたり機能的電気刺激装置ウォークエイド（以
下WA）を導入した症例において、在宅生活での円滑な導入
に難渋した。本症例の経験を通し新しい治療機器の在宅生
活への導入の難しさを学んだのでここに報告する。

【対象と方法】
　対象は右中大脳動脈閉塞により左片麻痺を呈した70歳代
の男性である。当院回復期に約5か月間入院し、四脚杖と短
下肢装具を用いて歩行が可能となった。自宅退院にあたり、
下腿三頭筋の筋緊張抑制による歩行安定性向上を目的にWA
を利用した。退院前には妻に対し装置の使用方法を指導し、
装着から介助歩行までを妻のみで実施できる状態となった。
退院後のサービスは、当院の訪問リハビリ以外に、デイサー
ビスを利用することとなっており、デイサービスでのWAの利
用も予定していた。

【倫理的配慮】
　当研究はヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則に配慮し、被
験者に研究の目的、方法を説明し同意を得た。また所属施
設長の承認を得て実施された。

【結果】
　退院後初回の訪問時には、WAは利用されておらず、屋内
の移動はすべて車椅子を使用していた。そこで装着方法を簡
略化し、再度妻に対し使用方法を指導したことで、機器を使
用した介助歩行が可能となった。次にデイサービスでの歩行
時に利用することを提案したが、施設側からはスタッフが使
用方法を知らない、また施設のリハビリテーションの方針にそ
ぐわない、という理由で受け入れが難しかった。そこで妻が
デイサービスに同行して装着方法を実演し、症例自身が安定
した歩行動作を行うために必要な道具であることを説明した。
さらに訪問リハビリスタッフが施設スタッフに装着方法と歩行
動作の実演を行い、理解を深めた。これによりデイサービス
での利用が可能となった。

【考察】
　本症例がWAを在宅生活で利用するにあたり、2つの大き
な問題があった。1つは家族への機器使用方法の指導の不十
分さであり、もう一つがデイサービス施設の受け入れの難し
さである。入院中の指導により妻による機器の操作は十分可
能であると判断したが、実際には再度の指導が必要な状況で
あった。これに関しては、機器の使用方法について入院中か
らの入念な指導と確認が必要であった。デイサービスでの利
用では、施設側がWAの利用者を受けいれた経験が無かった
ため、利用が困難な状況となった。妻および訪問リハビリスタッ
フによる装着方法および歩行動作の伝達により、施設側にも
その簡易さが伝わり、利用が可能となった。近年、リハビリ
テーションのトレーニングにおいて新しい機器が多く導入され
ており、在宅生活においてもそれらを利用する者が増えるこ
とが考えられる。今回の症例を通し、脳卒中片麻痺患者がス
ムーズに在宅生活を始める上で、医療・介護連携の重要性を
再確認した。
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脳卒中片麻痺患者が在宅生活にて機能的電
気刺激装置を利用することって、こんなに難
しいんですか?
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【はじめに】
　時間知覚とは、物理的経過時間に対する知覚作用のことで
あり、環境内で起こる事象の時間的側面を正確に把握するた
め、生体にとって重要な情報である。これまで、健常成人に
おいて、高温環境下での運動が時間知覚を修飾することが示
されている。また、呼吸困難の存在下では、時間経過を速く
知覚する患者も少なくない。しかし、これまで呼吸困難が時
間知覚に及ぼす影響を調べた研究は未だなされていない。そ
こで、吸気粘性抵抗負荷による呼吸困難が時間知覚に及ぼ
す影響を明らかにすることを本研究の目的とした。

【対象と方法】
　対象者は健常成人11名とした。第一日目において時間知覚
の測定を行い、後に吸気抵抗誘発による呼吸困難を評価し
た。二日目に吸気抵抗時に時間知覚の測定を実施した。
　呼吸困難の誘発は0から25cmH2O/L/sまで5cmH2O/L/s
刻みで吸気抵抗負荷を漸増し、それぞれ1分間負荷して行った.。
呼吸困難は修正ボルグスコアにて評価した。 
　時間知覚の評価は2、4及び6秒をモニターにてそれぞれ無
作為に2回提示し、それらに対応した被験者の推測値から解
析して行った。また先行研究に従い、2、4および6秒とそれ
らに対応した推測値との間の回帰直線から傾きを求めて時間
知覚の感受性として評価した。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき倫理的配慮を行った。

【結果】
　時間感受性変化率は0、5、10、15、20、及び25 cmH2O/
L/sの吸気抵抗負荷条件間において統計学的有意差を示し
た。

【考察】
　本研究は、健常成人において吸気抵抗負荷による呼吸困
難が時間感受性を低下させることを明らかにした。脳機能イ
メージング研究により時間知覚時の脳部位と吸気抵抗負荷時
に処理される脳部位が一部重複していることが示唆されるこ
とから、呼吸困難及び時間知覚との重複した脳部位での神
経処理が時間知覚への干渉作用を引き起こしていることが推
測された。
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ポスター発表演題

レセプションホール
	 ●ポスター発表Ⅰ　Ｐ-1～Ｐ-7　		11：30～12：20

	 ●ポスター発表Ⅱ　Ｐ-8～Ｐ-12　12：20～13：00
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当院入院患者からみた5m歩行時間と転倒

【はじめに】
　地域在宅高齢者の転倒には身体機能のみならず、視力や認
知機能・住環境・内服状況など多くの因子が影響し、転倒は
ADL（Activities of Daily Living）や生命予後に関連してい
ることは広く知られている。中でも、5m歩行時間が低下してい
る要介護高齢者は、特に転倒への配慮が必要であると報告さ
れている（大田，2015）。一方、要介護状態を問わずに対象者
を歩行能力が低下している当院入院患者とした場合において
も歩行時間が転倒に関連するのか、更に他の因子が影響する
のかを調査し、当院における転倒リスクを把握し、その因子を
明らかにすることを目的とした。

【対象と方法】
　対象は、75歳以上で運動器疾患を有しており、FIM
（Functional Independence Measure）の運動項目において
トイレ・移乗項目が4点以上の当院入院患者20名（85.1±3.9
歳）のうち、重度の認知症・中枢性疾患・炎症性疾患・感覚障
害を有する者を除外した。
　調査項目は身体機能指標として5m歩行時間（秒）、歩数、
平行棒内方向転換の所要時間（秒）、タンデム・セミタンデム立
位・42cm椅子からの立ち上がりの可否とした。また、活動指
標としてFIM、過去1年間の転倒経験の有無、投薬状況を調
査した。5m歩行時間は中央値を基準として速い群と遅い群の
2群に分類し、各項目の比較検討を行った。統計解析は、各項
目の群間比較をMann-WhitneyのU検定、χ²検定を用いた。
なお、有意水準は5%とした。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、全ての対象者に研究内容、個人
情報保護対策、研究への同意と撤回について説明し、同意を
得た。また研究実施に際しては、安全管理および個人情報の
保護に努めた。

【結果】
　5m歩行時間が速い群（10名）と遅い群（10名）の2群に分類
した。歩行時間が遅い群では歩数が多く（p=0.001）、転倒経
験のある者が有意に多かった（p=0.02）。また、方向転換の所
要時間では統計学的有意差は認めなかったが、遅い群で多く
時間を要する傾向を認めた（p= 0.08）。また、年齢・性別、他の
身体機能指標の各項目、活動指標のFIM総合点および運動・
認知の下位項目においては、両群間に有意な差はみられなか
った。

【考察】
　本研究の結果から、5m歩行時間が遅い群で歩数が多く、
転倒経験のある者が多い結果となった。また、平行棒内方向
転換の所要時間では遅い群で多く時間を要する傾向があっ
た。一方、タンデム・セミタンデム立位・立ち上がりの可否、病
棟での活動、投薬状況において差はなかった。このことから、
一定の認知機能が保たれ、必要に応じて支持物を把持すると
いった危険予測が可能な者では静的立位バランス保持を行う
能力よりも、動的な歩行速度・方向転換が転倒経験に影響を
及ぼす可能性が示唆された。今回の結果から当院入院患者
においても地域在宅高齢者と同様に5m歩行時間が転倒リス
クを把握できる可能性が示唆された。今後の展望として、さら
に症例数を増やし、当院における転倒リスクを把握できる因
子を明らかにすることで、早期に安全な動作獲得ならびに病
棟でのADL向上および適切な他職種への伝達へ繋げたいと
考える。
 

【はじめに】
　（株）本田技術研究所が開発した「歩行アシスト」は、対象
者の腰部から大腿部に装着し、股関節の屈曲伸展運動のアシ
ストにより歩行改善を支援するものであり、より効率的な歩容
の獲得が期待される。しかし、義足歩行への効果に関する報
告は少ない。本研究において、異常歩行を有する大腿切断者
に対し歩行アシストを適用したので報告する。

【対象と方法】
　対象は37歳男性、7歳の時に骨肉腫により左大腿切断施
術。機能的断端長は4.1cm、四肢や心肺機能には異常は認め
なかった。義足のソケットは吸着式四辺形ソケット、骨盤ベル
ト、膝継手はHybrid Knee（ナブテスコ社製）、足部はハイラ
ンダー（Freedom Foot社製）であった。歩行は独歩可能であ
ったが、左遊脚期の膝継手屈曲角が減少し、右下肢での伸び
上がりを認めた。計測は被験者が歩行アシストを装着した状
態で、アシスト機能をonあるいはoffとし、Physiological Cost 
Index（PCI）の測定および3次元動作解析を行った。PCIは、
携帯型心拍測定装置AC-301（GMI社製）を用いて記録した
5分間の快適歩行の最後の1分間の心拍数とその時の平均歩
行速度より算出した。3次元動作解析にはMAC3D（Motion 
Analysis社製）を用い、約8mの快適歩行にてアシスト機
能をon/offそれぞれ7回計測し、股関節と膝関節の矢状面
内角度変化を調べた。統計学的検討にはR（3 . 2 . 2）を用
い、Wilcoxon順位和検定にて行い、有意水準を5％とした。

【倫理的配慮】
　本研究は当センターの倫理委員会の審査、承認を受け、対
象者に研究内容の説明と同意を得て行った。

【結果】
　アシストoff時とon時を比較すると、歩行速度は61m/分か
ら64m/分、PCIは0.57beats/mから0.36beats/mとなった。
動作解析では右遊脚期での股関節屈曲角、右立脚期での
股関節および膝関節伸展角、左遊脚期での股関節屈曲角と
屈曲時の角速度、および膝継手屈曲角の増加が有意に認
められた（p<0.05）。歩幅（右/左）は51.2cm/59.7cmから
54.0cm/70.2cmとなった。

【考察】
　本症例に対し歩行アシストを装着することにより、歩幅の増
大やPCIの減少が得られた。歩幅に関しては、特に左歩幅が
著明に増大した。これは右股関節および膝関節伸展角、およ
び左股関節屈曲角の増加によると考えられる。歩容改善に関
しては、本症例は左立脚期での股関節伸展が十分であったた
め、左遊脚期での股関節屈曲時の角速度増加に伴い膝継手
屈曲角が増加したと考えられる。しかし、本症例は伸び上がり
歩行が習慣化しており、歩行アシストの装着だけでは右下肢
の使用方法は修正出来なかった。このことから、PCIの減少
は歩容改善よりもアシスト効果の影響が大きいと考えられる。
今回の結果から、歩行アシストの効果として主に義足側遊脚
相の歩容改善が期待できることが示唆された。同時に、異常
歩行の修正にはセラピストがその原因を評価し、適切なアシス
トの設定を行ったうえで介入をすることが重要であると考えら
れる。
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【はじめに】
　中谷らによって弾性バンドを用いた歩行補助具である
T-support（以下、TS）の有効性が報告されているが、小脳性
運動失調患者における報告はない。今回、小脳性運動失調患
者に対しTSを使用したところ、歩行能力の向上がみられたた
め報告する。

【症例呈示】
　80歳代男性。橋出血により小脳性運動失調を呈していた。
入院時のScale for the assessment rating of ataxia（以下：
SARA）は23/40であった。特にステップ動作においてleg 
placement障害を認め、目標地点への接地が困難であった。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、本発表を行うにあたり患者自身
に十分な説明を行い、同意を得た。

【経過】
　約2ヶ月間の介入により、軽介助歩行の獲得はできたが、
右股関節屈曲による努力的な振り出しが残存していたため、
その改善を目的にTSを使用した歩行練習を実践するに至っ
た。TSを使用した歩行練習は、通常理学療法に加え、20分
間実施し7日間連続で行った。評価項目は10m歩行（時間・歩
数）と動画撮影にて歩容の変化を評価した。

【使用前評価（第89病日）】
　10m歩行は10.45秒・21歩であった。歩容は、右ミッドスタン
ス以降の右股関節伸展が得られず、右股関節屈曲による努力
的な振り出しを認めた。歩幅および下肢接地位置は不規則で
あり、転倒リスクのために軽介助を要した。

【使用後評価（第95病日）】
　10歩行は9.61秒・19歩であった。歩容は、右股関節屈曲によ
る努力的な振り出しは軽減し、右股関節伸展が得られターミ
ナルスタンス（以下：Tst）が出現したことにより蹴り出しが生じ
た。歩幅は拡大し、下肢接地位置の不規則性は軽減し、独歩
獲得に至った。

【考察】
　7日間という短期の介入期間であったが、TS使用後は、歩
幅は拡大し、歩行速度も向上を認めた。歩容については、右
股関節屈曲による努力的な振り出しが軽減し、右Tstにおけ
る蹴り出しが出現した。これは、TSのバンド張力による右
股関節屈曲モーメントが発生したことによるものと考えられ
た。McGibbonは蹴り出しの運動戦略において股関節と足関
節の2つの運動戦略が存在し、双方は互いに機能を補い合う
トレードオフの関係性が成立すると報告している。本症例に
おけるTSの効果は、右股関節屈曲による努力的な振り出しが
抑制されたことによる、相対的な右足関節底屈の活動である
と推察される。TSは主に脳卒中片麻痺患者において検証さ
れており、バンドが股関節屈曲モーメントを発揮することで、
立脚期の股関節伸展が得られやすくなる効果が報告されてい
る。今回、その効果が小脳性運動失調患者にも寄与する可能
性が示唆された。今後は、長期的な持続効果や筋電図学的検
証等、更なる検証を重ねていくことが重要であると考える。
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【はじめに】
　近年、運動イメージにおける研究の進歩により理学療法評
価・治療への応用が期待されている。運動イメージ能力を評
価する方法として心的時間測定法（Mental Chronometry:以
下MC）があり、これはストップウォッチがあれば概ね検査が
可能であるため簡便的評価といえる。Decetyらは健常者を対
象に心的時間を測定し、実際の歩行時間と心的な歩行時間に
一致性を認めている。また、自己身体能力の認識誤差は転倒
経験に関連すると報告されている。そこで本研究では、回復
期脳卒中片麻痺者の歩行に対する心的時間を測定し、認識誤
差と身体能力の関係性を検出することを目的とした。

【対象と方法】
　対象は当院回復期リハビリテーション病棟入院中の脳卒
中片麻痺者18名（男8名、女10名、平均73.5±9.6歳）と健常
者14名（男7名、女7名、平均26.3±1.5歳）とした。著明な高
次脳機能障害を有する者、または認知症を有し実験の内容
を理解不能な者は除外した。測定は立位開眼で10m先まで
快適歩行するイメージ課題（心的時間）を実施した後、実際
に歩行することとした。歩行時間はストップウォッチを用いて
検査者が計測した。片麻痺者に対しては、運動機能評価と
してTimed＆UpGoTest（以下TUG）、10m努力歩行、Stroke 
Impairment Assessment Set（以下SIAS）、Barthel Index

（以下BI）を計測した。データ分析として実際の歩行時間と
心的歩行時間の差を絶対値で記録した。統計処理には、健
常者と片麻痺者の認識誤差の比較及び、片麻痺者においては
病棟での移動安静度を基にした自立群・非自立群の関係性を
Mann-Whitney検定を用いた。また、片麻痺者に対しては、認
識誤差と運動機能評価の関係性について重回帰分析を用い
て検討した。有意水準は5％未満とした。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、研究の主旨および目的を文書と
口頭にて説明し、書面にて同意を得た。　

【結果】
　10m快適歩行における心的時間と実際時間の認識誤差は、
健常者（1.1±0.7秒）、片麻痺者（13.0±12.0秒）であり、有意
差が認められた（p＜0.001）。片麻痺者において、自立群・非
自立群の認識誤差は有意差が認められなかった。健常者・片
麻痺者ともに、心的時間が延長する者が多かったが有意差は
認められなかった。重回帰分析の結果、認識誤差と10m努力
歩行で有意な相関が認められた（r＝0.57  p＜0.01）。

【考察】
　本研究の結果から、片麻痺患者は10m歩行において、心的
歩行時間と実際歩行時間との間に不一致性があることが明ら
かになった。また、片麻痺者の認識誤差は自立度に関係性を
示さず、TUG・SIAS・BIとの相関関係でも有意差を認めなか
った。これは機能訓練のみでは運動イメージの改善が不十分
であることが示唆され、運動機能回復の質は認知過程の適切
な再組織化にかかっていると考えられる。しかし、MCによる
時間一致性だけでは，空間的・時系列要素を反映しておらず
正確な運動イメージが出来ていると判断し難いため、幾つか
の運動イメージ評価方法を組合わせたり、継続的な評価が必
要であると考えられる。
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【はじめに】
　急性期医療の高度化により、心疾患の在院日数は短縮し
ているが、生活環境・様式は多様化し、患者個々の生活に必
要な能力は異なる。今回、回復期リハビリテーション病棟（以
下、回リハ病棟）にて心臓リハビリテーション（以下、心リハ）
を経験した。心リハにおける回リハ病院の役割について考察
を加え報告する。

【症例紹介】
　85歳、女性。大動脈弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症、狭心症
に対し急性期病院で大動脈弁置換術、冠動脈バイパス術を施
行した。EF61.7%、6MD190m、Borg13であった。前院からの
運動処方は、目標心拍数95回/分、強度10w・3.5Mets、20分
間であった。自宅退院により独居となる。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき症例の倫理・人権・個人情報保護
への配慮の上に実施されたものである。

【初期評価】
　安静時心拍数80回/分。6MD 138m、Borg13。膝伸展筋力
（右/左、kgf）：13.1/15.6。FIM102点。入院前は洗濯・炊事
を行い、週１回、息子の送迎により、買い物を行っていた。テ
レビ鑑賞、読書、手芸を行い過ごすことが多く、掃除、入浴は
ヘルパー、デイサービスを利用していた。

【経過】
　術後18日に当院一般病棟へ紹介入院し、翌日より理学療法
を開始した。術後21日、回復期病棟に入棟し、作業療法も開
始した。負荷量は、前院からの目標心拍数を参照し、心拍数・
血圧・Borgを指標に行った。介入当初はレジスタンストレーニ
ングにて下肢筋力強化を中心に行い、その後、エルゴメーター
練習を導入した。作業療法では、入浴練習を行い、入浴時の
心拍応答の評価と負荷の少ない動作指導を行った。また、当
院に隣接するスーパーで買い物訓練を2回実施し、退院前には
家屋訪問を行い、環境調査と実生活での心拍応答を評価し
た。2回の試験外泊を行い、心不全増悪を疑う症状は見られ
なかった。1日平均5単位のリハビリテーションを提供し、術後
50日に自宅退院となった。

【最終評価】
　6MD 210m、Borg13。膝伸展筋力（右/左、kgf）：15.6/20.0。
FIM117点。入浴は見守りで可能となり、入浴、買い物、自宅で
の動作において、実施後の心拍数は80回/分台であった。

【考察】
　病棟内ADLが自立している心疾患患者でも退院後に不安
を感じる動作・活動があるとの報告がある。本症例は高齢、
独居であり、自宅生活への不安が容易に予測された。また、手
術により心臓の器質的な問題は取り除かれたが、実生活の心
拍応答や耐久性は不明瞭であった。今回、継続した心リハを
実施し、運動耐用能を高めつつ、回復期の特色である集中的
なリハ、ADL動作練習、退院支援を行うことによって、高めた
運動耐用能を個々の生活環境・様式に合ったADL動作に汎
化させることができた。それにより、退院後の生活へのリスク
や不安の軽減を図ることができたと考える。
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【はじめに】
　地域包括ケアシステムの構築は住民主体の地域づくりが理
想とされている。これまで理学療法士は障害治療には携わっ
てきたが、退院後の健康増進における活動はこれから参画す
べき課題である。そこで、我々は入院時から在宅生活を支持
する運動プログラムを立案し、自主トレーニングを提供する取
り組みを開始した。今回セラピストが月毎に行った説明状況
と、患者の運動実施状況と意識を調査したので報告する。

【対象と方法】
　対象はH27年6月からH27年11月の6ヶ月間に、A病棟に入
院した患者188名のうち、担当セラピストが「介護予防につい
て」と、運動プログラム（日本予防理学療法学会が推奨する転
倒、痛み、物忘れ、尿漏れ、むせの5項目を改変）を説明し、
理解と遂行意志があった55名（対象の29.3%、男性25名/女
性30名、年齢73.9±11.4歳）であった。方法として運動は自主
トレーニングとして行い、日々の実施状況を○（自主的）、△
（要声かけ）、●（非実施）に分類し看護師が記録した。な
お、日曜日には集団体操としても実施した。今回は各月に入院
した対象の中で説明した人数の割合を調べた。統計解析は
Cochran-Armitageの傾向検定で検討、有意水準は5%未満
とした。また記録より患者の実施状況をまとめ、さらに患者に
は運動意識に関するアンケート調査を退院前に実施した。

【倫理的配慮】
　介護予防の説明後、院内規定の同意書に署名を得て、同時
に同意撤回書を添付した。

【結果】
　セラピストから患者への説明（説明数/対象数）は
6月（31/66）、7月（8/27）、8月（5/18）、9月（5/28）、10月
（4/26）、11月（2/23）であり、有意に減少傾向があり、記録
のできた実施状況は59%（○が46%、△が37%、●が5%、そ
の他が12%）であった。一方、アンケート結果（回収率
81%）は「退院後も運動を続けられそうか」の選択式の問
いには、79%が「続けられる」「たぶん続けられる」であり、
「自主トレーニングの必要性は感じるか」の選択式の問いに
は、79%が「十分感じる」「感じる」であった。

【考察】
　取り組み開始当初は患者への説明は多く行われたが徐々に
減少していた。これはセラピスト毎の認識に偏りがあり、個人
差が生じた結果であると推察される。また開始時には積極的
であったセラピストも持続するのが難しかった。これは病院内
では医療保険の対象である治療が念頭にあり、生活不活発に
対する予防をあまり要求しなかった経緯が要因と考えられる。
さらにエビデンスを基に実施する障害治療とは違い、介護予
防分野の実績は少なく、効果も実生活場面で現れるため院内
では結果が見えず、持続した啓発にならなかったと考える。一
方で運動は自主的に取り組む方が多かった。障害を負ったこ
とを契機に自身の健康意識と運動習慣を見直し易く、プログ
ラムを積極的に受け入れられたと考える。またアンケート結果
から、退院後にも何かしら運動を続ける意志を示した方が多
かった。集団体操を通して運動の楽しさが感じられ、自助の
意識を高められたと考えられる。
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第 5 セッション

【はじめに】
　少子高齢化対策として社会保障費の増大に関する手立ては
喫緊の課題である。その中で、介護保険分野も例外ではなく、
近年では在宅復帰への報酬的評価も明確であり、施設から在
宅へと利用者を移行させ、保障費を抑制しようとする流れは
明確である。今回、介護老人保健施設（以下老健と略す）に
おいて、理学療法士（以下PTと略す）の直接業務から離れ、
支援相談員に着任し、PT直接業務以外での介入による可能
性を感じたので、以下に報告する。

【介護保険におけるPT】
　「中間施設」と呼ばれる老健は、医療機関等から直接自宅
復帰出来なかった者が「再び自宅復帰を目指し、機能的にも
生活環境的にも調整を行う場」である。実際、入所後３か月
以内の利用者に対して居宅復帰への支援を目的とした「短期
集中リハビリテーション」や認知症軽減や予防を目的とした
「認知症短期集中リハビリテーション」が認められている。ま
た、「入所前後訪問指導」や「退所前後訪問指導」なども報酬
としても加算されている。

【支援相談員の位置づけ】
　支援相談員（以下相談員と略す）の要件は保健医療及び社
会福祉に関する相当な学識経験を有し、（中略）各種支援及
び相談の業務を行うのにふさわしい常勤職員を充てることと
規定されており、私の場合はPTである事と介護支援専門員
（以下、ケアマネと略す）資格を有する為、任命されたが、最
近では４年制大学を卒業しているPTも多く、自然発生的に支
援相談員要件を満たす可能性がある。

【PT相談員の有用性】
　老健相談員の役割は①入所相談②入所前面談③入所契約
④入所後の訓練効果判定⑤家族等の相談対応⑥退所先の選
定、の6つが主である。①では機能評価の専門家であるPTは
症状改善時と残存時の生活イメージを例示出来る為、老健に
適しているのか相談者に説明しやすい。②では入所に適する
か、機能の予後予測を交えて考える事が出来、調査者として適
していると思われる。③では個別訓練を行っている性質上PT
の社交性、論理性から判断すると適する者が多いと思われ
る。④はPTが最も知識を活用出来る場である。⑤では入所期
間等が一定程度経過した段階で、方向性についての相談につ
いて機能評価の専門家として説明出来る事が多い。⑥では自
宅復帰が実現困難な場合では退所先が居宅に類する施設や
終身の施設等多岐に亘る。その際にも生活の質等に着目して
支援しているPTの活躍が期待できる。

【最後に】
　PTによる老健相談員業務への介入考察したが、医療知識
の不足、介護保険や公的サービスについて不十分である事
に気づいた。また相談員は施設内での職員間の調整役があ
り、チームアプローチの重要性を再認識するに至った。次い
で、PTの知識・技術を活かした業種としては施設サービスの
中核をなすケアマネ業務等への介入も有益な分野と一つとも
考えられる。
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第 6 セッション（新人発表推薦演題）

【はじめに】
　今回、右延髄梗塞を呈し、歩行困難となった症例に対し、
姿勢制御能力に着目し介入したことで、歩行能力向上を認め
たため報告する。

【症例紹介】
　70歳代男性。延髄外側症候群を呈し、186病日目より、週3
回の頻度で通所リハビリ開始となる。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき説明し同意を得た。

【初期評価】
　<脳画像所見>頭部MRIではT2強調画像にて前庭脊髄路
や網様体脊髄路を含んだ延髄右側に高信号を認めた。
　<徒手筋力検査（以下MMT）>両下肢：4～5。<片脚立位保
持時間>両側共不可。<深部感覚>両下肢：3/5。<表在感覚>
右下肢：7/10、左下肢：6/10。<荷重>右：35㎏、左：20㎏。
　<Mini-Balance Evaluation System Test（以下Mini-
BESTest）＞：9/28点<歩行>側方突進現象を著明に認め、中
等度介助レベル。

【経過】
　開始時より、硬度識別課題を行い、体性感覚入力を図っ
た。また、予測的姿勢制御に対し、膝立ち位での移動運動を
行った。213病日目、立位での介入へ移行した。荷重感覚を意
識させた荷重練習を行い、左右荷重量の調節を促した。また
下肢での輪移動等を行い、動作時の姿勢制御を図った。229
病日目、片脚立位保持時間が右下肢1秒、左下肢4秒とな
り、Mini-BESTestも改善を認めた。259病日目、非意識下でも
左右荷重量に改善が見られた。また、片脚立位保持時間は左
右共に延長を認め、歩行時の側方突進現象は軽減した。

【最終評価】
　<MMT>両下肢：4～5。<片脚立位保持時間>右：3秒、左：7
秒。<深部感覚>両下肢：4/5。<表在感覚>右下肢：8/10、
左下肢：7/10。<荷重>右：28㎏、左：27kg<Mini-BESTest>
20/28点<歩行>側方突進現象の軽減を認め、軽介助レベル。

【考察】
　延髄外側症候群後に、側方突進現象を認める症例は多く報
告されている。本症例においても、脳幹の障害により、姿勢制
御能力の低下をきたし、側方突進現象を認めていた。そのた
め、側方突進現象に有効と言われている、識別性触圧覚を利
用することで、意識的な荷重量の調整を図った。一方で、予測
的姿勢制御などの障害部位への介入も行うことで、側方突進
現象の改善を得られると考えた。結果、姿勢制御能力の向上
に伴い、側方突進現象は改善を認め、歩行能力の向上に寄与
したと考える。

【まとめ】
　脳幹に障害を受けた症例に対して、残存機能と障害部位の
両方に着目し介入したことで、姿勢制御能力に改善が見られ、
歩行能力の向上に至った。
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【はじめに】
　今回外傷性脳出血による左片麻痺を呈した症例を担当し
た。荷重連鎖の修正により膝痛軽減し、歩容改善が得られた
ので報告する。

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき、説明を行い同意を得た。

【症例紹介】
　79歳女性。7/31に外傷性脳出血・左変形性膝関節症（以
下：OA）を認め入院。画像所見よりFTA185°。入院前ADL
は屋内外独歩自立、以前から膝痛はあったが、受診歴無し。
ニードは家事動作ができる。

【初回理学療法評価】
　グレード：左下肢Ⅸ。ROM：左膝屈曲115。左膝伸展-5。
MMT：体幹3左下肢3～4。圧痛：左膝内側裂隙NRS4左膝蓋
骨内外側、鵞足NRS2。荷重痛：左膝関節内側裂隙 NRS7。
立位姿勢：過剰な左距骨下関節回内-下腿外側傾斜・内旋-膝
屈曲位-大腿骨外旋。片脚立位：左不可。FIM :112点。歩行：
前額面から左下腿外側傾斜・内旋、矢状面から左膝過伸展、
臀部後退、体幹動揺、それによる左立脚期の短縮が観察され
た。

【理学療法経過】
　発症後32病日目に歩行器歩行自立。翌日、疼痛予防のため
インソールを導入し1本杖歩行開始。35病日目、歩行量の増加
により膝痛増強したため関節注射を施行。50病日目、本人用イ
ンソール完成。その後、疼痛再燃無く経過し、61病日目に１本
杖歩行自立。99病日目、自宅退院。

【最終理学療法経過】
　グレード：下肢Ⅺ 。ROM：左膝屈曲120°MMT：体幹4。
圧痛：左膝内側裂隙、左膝蓋骨内外側NRS1、鵞足は消失。
荷重痛：左膝内側裂隙NRS2。立位姿勢：過剰な左距骨下関
節回内と下腿外側傾斜減少。片脚立位：7～8秒。FIM：121
点。歩行：下腿外側傾斜・内旋、膝過伸展、臀部後退・体幹動
揺が減少し左立脚期が延長。

【考察】
　正常歩行では立脚初期に膝への負担を減らすために、①大
殿筋・大内転筋・前脛骨筋により膝関節を内反位から中立位
へ移動②膝伸展にて外力を減らす③内側アーチが低下し足部
が柔軟になることで、衝撃を吸収する機能が働く。しかし、本
症例の立位姿勢は、運動麻痺による筋出力低下と膝OAによ
って過剰な距骨下関節回内-下腿外側傾斜・内旋-膝屈曲位-大
腿骨外旋という荷重連鎖が観察された。そのため①～③の働
きが機能しにくく膝内側のストレスが増強、膝痛が出現してい
た。そこで、関節注射を併用しながら装具処方や徒手的なア
プローチにて立位姿勢を補正し膝内側へのストレスを軽減し
た上での歩容改善が必要であると考えた。まず、立位での荷
重連鎖を修正するため関節可動域運動、筋力増強運動、過剰
な距骨下関節回内抑制のため内側アーチパット作製、下腿外
側傾斜抑制のため外側ウェッジ作製と踵部の固定性のある靴
を購入、その上で歩行練習を実施した。その結果、運動麻痺
の改善と歩行時に①～③の機能が得られやすくなり、膝内側
のストレスが減少、疼痛を軽減させた歩容が獲得できた。
 

林
はやし

　　千
ち ふ み

史
公立八鹿病院　回復期リハビリテーション病棟

膝痛軽減により歩容が改善した脳出血の一症
例

P-8



− 53 −

第 6 セッション（新人発表推薦演題）

【はじめに】
　関節リウマチ（Rrheumatoid Arthritis:以下RA）は、関節
破壊に伴う変形や痛み、筋力低下の進行が歩行能力を低下さ
せる。
　今回、全身性RA変形を呈し一側の人工股関節全置換術
（以下THA）を施行した症例に対しアライメント・歩行能力改
善目的に運動療法と装具療法を併用した結果、非術側の膝関
節荷重時痛改善と歩行率改善に至ったので報告する。
　尚、倫理的配慮としてヘルシンキ宣言に基づき患者本人に
説明し同意を得た。

【症例紹介】
　50代女性、BMI16.44
　診断名:左リウマチ性股関節症
　現病歴：X−20年よりRAで当院リウマチ科follow中、X年左
股関節痛増強し6/26左THA施行。

【術前評価】
　ROM（右/左）：股伸展20°/0°、膝屈曲55°/145°。MMT
（右/左）：股伸展4/3。右膝疼痛NRS（安静/荷重/運動）
：1/3/7。
　骨盤傾斜角指数0.68、両膝外反・内側縦アーチ低下。歩行：
骨盤前傾、腰椎前弯、立脚後期股伸展不足。10m歩行：26秒
64（杖歩行）。FIM：102点、

【術後評価（術後7日）】
　ROM（右/左）：股伸展20°/0°、膝屈曲65°/145°。右膝疼
痛NRS（安静/荷重/運動）：1/5/8、骨盤傾斜角指数0.67。

【問題点と介入】
　RAによる膝外反、足回内変形が著明であり右膝関節痛を
助長していた。荷重時マルアライメントに対し内側縦アーチ補
助を目的に足底板を作成、また膝外反に伴う荷重時痛に対し
運動連鎖に着目した骨盤中間位保持を目的とした運動療法を
行った。

【最終評価（術後21日）】
　ROM（右/左）:股伸展20°/10°、膝屈曲65°/140.。MMT
（右/左）：股伸展5/4-。右膝疼痛NRS（安静/荷重/運動）
：1/1/8。骨盤傾斜角指数0.58。歩行：左立脚後期伸展獲
得。10m歩行：14秒31（杖歩行）、FIM：114点。

【考察】
　本症例は股関節症に伴い骨盤前傾・腰椎前弯が増強してい
た。骨盤前傾は運動連鎖により膝・足関節へ影響を及ぼすこ
とが報告されている。加えてRA変形による内側縦アーチ低下
が膝外反変形と疼痛の増悪を助長していた。アライメント改善
を目的に骨盤中間位保持を目指した段階的なアプローチを実
践した結果、骨盤前傾の改善により下行性運動連鎖が生じ膝
外反の軽減を認めた。また足底板による足部からの上行性運
動連鎖も膝外反を軽減させた。結果、膝関節外反応力が減少
し長期的な関節保護に繋がる可能性が考えられた。
　術側股関節伸展機構の低下は、THA施行による器質的改
善と可動域訓練による股伸展10°獲得、また筋力増強訓練や
荷重位反復訓練によって、立脚後期の股伸展機構を獲得し歩
行率改善に繫がったと考えられた。

【結語】
　今回、RA患者のマルアライメントに対して運動療法と装具
療法を併用した結果、歩行能力改善と長期的な関節保護に繫
がる可能性が考えられた。
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【はじめに】
　今回、右肩関節肩甲上切痕にガングリオンが生じた症例を
担当した。手術後、挙上能力の向上を目的に理学療法介入を
行ったため報告する。

【倫理的配慮】
　本症例には発表の趣旨を十分に説明し、同意を得た。

【症例紹介】
　30歳代男性。平成27年9月中旬に、肩甲骨部に生じた夜間
痛及び動作時痛のため、当院を外来受診した。

【初診時評価（手術3週間前）】
　主訴は右棘下窩の安静時痛と夜間痛、動作時痛であった。
理学療法評価では著明な棘下筋の筋萎縮と圧痛を認めた。
関節可動域検査は左右で著明な差を認めなかった。徒手筋
力検査（右/左、P-Pain）では、三角筋前部線維で5（P）/5、
棘上筋で5-（P）/5、棘下筋で2（P）/5、外旋筋群で3/5と著明
な左右差を認めた。

【理学療法経過】
　手術は鏡視下にて実施され、術後ウルトラスリングⅢにて
下垂位で固定し、翌日より理学療法介入を開始した。術後2
週間が経過するまでは、右肩関節周囲筋群のリラクゼーショ
ン、Codman exerciseを中心に実施した。術後2週間が経過し
た後、右肩関節の自他動可動域運動及び筋力増強運動が許
可された。その時点で初期評価を行った。関節可動域及び筋
力は、術前評価と著明な差を認めなかった。側臥位で行う棘
下筋テストでは、最大外旋位で保持を指示すると、肩甲骨の
内転、肩関節の外転が代償動作として生じた。そこで、低負荷
での棘下筋の筋力増強運動、肩甲帯・体幹の筋力増強運動
を実施した。またその都度筋力の改善の程度に合わせて、負
荷量を調整し、自主運動の指導を行った。

【退院時評価（術後5週目）】
　主訴は右上肢下垂位から重量物をスムーズに持ち上げるこ
とが困難であるということであった。初診時にみられた右棘下
窩の疼痛は消失した。徒手筋力検査（右/左、P-Pain）では、
三角筋前部線維で5/5、棘上筋で5-/5、棘下筋で3+/5、外旋
筋群で4+～5-/5、と改善傾向を示した。主訴である右上肢下
垂位からの抵抗に抗する屈曲動作では、努力様を呈した。そ
れは肩関節内外旋中間位と比較し内旋位で著明であり、本症
例の主観とも一致した。

【考察】
　先行研究で、肩関節屈曲初期において棘下筋は三角筋・棘
上筋とともに高い筋活動が得られると報告されている。屈曲
動作では、三角筋・腱板構成筋・肩甲帯周囲筋が共同し、正
常な運動が行われる。しかし本症例では、棘下筋の筋力低下
により、後方からの支持機能が破綻したことで、屈曲動作初
期の総合的な筋力の低下を示したものと考える。また澤野ら
は、肩関節の肢位が屈曲動作に及ぼす影響について棘下筋
の筋活動に着目して検討し、内旋位で棘下筋の筋活動増大を
認めたと報告した。肩関節内旋位では、棘下筋は上腕骨頭の
上方を走行し屈曲動作に作用する。そのため棘下筋がより反
映されたものと考えられている。本症例においてもその可能性
が示唆された。
　先行研究より、肩甲上神経の絞扼性障害の回復過程は長期
に渡ることが多いとされ、長期的な予後予測が求められる。
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右肩甲上切痕に生じたガングリオンにより、
肩甲上神経に絞扼性障害を呈した一症例
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第 6 セッション（新人発表推薦演題）

【はじめに】
　胸椎結核により両下肢不全麻痺を呈し、術後早期の立位に
より歩行獲得に至った症例を経験したため報告する。

【症例紹介】
　50歳代男性。平成27年1月より右下肢の痺れ、運動麻痺
が出現。両側下肢の痺れが出現したため同年5月に当院入
院。Th1～Th3領域に胸椎結核を認め、排菌陰性となり理学
療法開始となる。病巣の圧排が進行し、6週目より起居動作に
介助が必要な状態となり7週目に頚胸椎後方除圧固定術を施
行した。尚、本発表に際して十分な説明を行い症例、家族に了
承を得ている。

【初期評価】
　アメリカ脊髄障害協会（以下ASIA）は運動機能得点（以
下Motor）69/100、触覚、痛覚得点（以下Sensory）共に
88/112。徒手筋力検査（以下MMT、右/左）は腹直筋2、
腸腰筋3/2、大腿四頭筋5/5、前脛骨筋1/1、大殿筋3/3、中殿
筋2/2。感覚検査（右/左）は触覚Th10～Th12領域3、L1~L3
領域6/6、L4～L5領域4/4、S1～S5領域5/5。両下肢位置覚
2/2。筋緊張はMAS両膝関節2、両側足クローヌスあり。歩行
は歩行器使用で中等度介助レベル。最大歩行距離5分で10m
であった。

【中間評価（術後1～3日目）】
　ASIAはMotor60/100、Sensory74/112。MMTは両下肢
1/1。感覚は触覚Th10～L3領域1/1、L3～L4以下0/0と低下
した。SOMI Brace着用し起居、移乗動作全介助レベル。

【治療プログラム】
　術後、早期立位荷重が許可されたため起居、トイレ動作自
立を目標とし治療を行った。弱化筋の筋力増強を目的にスク
ワット、体幹前後傾を施行した。神経筋促通を期待して起立
台を用い骨格筋電気刺激法（以下B-SES）を20分間使用し
た。大腿四頭筋の筋力発揮が見られ始めた段階から立位保
持、歩行の獲得に目標を変更した。下肢交互性の賦活を期待
し自転車エルゴメータを使用した。また、起立/立位、装具使
用し歩行を施行。

【最終評価（術後9週目）】
　ASIAはMotor92/100、Sensory106/112。MMTは腸腰
筋、前脛骨筋、大殿筋、中殿筋4/4、大腿四頭筋5/5。感覚は
触覚L4～L5領域8/9、S1領域7/8と改善した。筋緊張は足ク
ローヌス歩行時軽度あり。歩行はT-cane使用し指尖介助～近
位監視で前型。最大歩行距離は9分で150mまで改善を認め
た。

【考察】
　本症例は病巣の圧排により下肢筋力低下が徐々に進行して
いった。術後、早期からの立位荷重が許可され手術後の可逆
的変化に期待してアプローチを行った。起立台でB-SESを使
用した結果、電気刺激により神経筋促通効果、強縮を誘発し
血中乳酸濃度を高め弱化筋の筋力発揮が得られた。抗重力
位での体幹前後傾は腸腰筋の活動を高めたと考える。弱化
筋の筋力発揮、体幹の固定性が得られ結果、両下肢の支持
性は向上した。エルゴメータ、早期装具歩行を行い、Central 
Pattern Generator：CPGを賦活し、脊髄の可逆性変化により
歩行動作パターンを再学習できた。結果的に最大歩行距離が
術前5分で10mであったのが9分で150mと改善が得られた。
今回、早期立位荷重により支持性の向上が得られ、歩行動作
の再獲得に至る事を認識できた。
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KOBE Co-Medical College

病院を母体とする医療の総合教育校！
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